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新年の第一歩は湊線で初詣・初日の出

初日の出・初詣 お待ちしています
釈迦町

那珂湊に初日の出を見に来てくださるみ

海浜鉄道と応援団の共同企画で、恒例の初日の出･初詣列車の運行を2018 年元日㈪におこないます。海浜鉄道
発足前の 2008 年に始まったこの企画は今回で 11 回。毎年楽しみに乗車されるお客様が増えています。日本列島
では犬吠埼に次いで早い初日の出と初詣のビューポイントへは応援団員がご案内を致します。

前売り「1日フリー乗車券」を12月1日㈮から発売

正月三が日のうち一日に限り有効の「1 日フリー乗車
券」
を那珂湊駅と勝田駅湊線改札で 12 月1 日㈮から1
月 3 日㈬まで販売します。
（ひたちなか商工会議所本所
･支所は12/4〜25に販売）価格は大人 900 円、子ど
も 450 円。購入の方には
「地方民鉄旅ガイド」
をプレゼ
ント
（先着順）
します。
※あじがうら号・なかみなと号とも通常の乗車券・定
期券でも乗車できます。
また、あじがうら号 3 輌編成のうち 1 輌の指定席券
の電話予約を、那珂湊駅で 3 日㈰ 13 時から受け付け
ます
（先着 50 名・420 円、☎029-262-2361）
。

各神社で御神酒などの Hot なサービスを用意しています。
【主催】ひたちなか海浜鉄道株式会社・おらが湊鐵道応援団
【協力団体】酒列磯前神社･堀出神社･橿原神宮･天満宮･
四郎介稲荷神社･茨城中央ほしいも協同組合･ホ
テルニュー白亜紀･ひたちなか商工会議所

各駅の清掃・環境整備 ご苦労さまです
高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会
神敷台
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朝8：30（中根駅・高田の鉄橋駅は8：00）
から実施します。
新年1月は第2日曜日に実施します。

太平洋の大パノラマを一望でき、また、朝には地平線から登る美しい日の
出を見ることができる地域でも有名な絶景観光スポットとなっています。私
ができました。
私は、子供の頃から那珂湊に住んでいて、勝田や水戸へ出かける際に
よく湊線に乗っていましたし、就職してからも、しばらくは通勤に利用して
いました。そのような中、おらが湊鐵道応援団の方々と知り合う機会があっ
て、
このボランティアのお話を伺い、活動に参加するようになりました。私は、
ボランティアメンバーの最年少なので、皆さんから多分にサポートを受けな
がら、現在も一緒に楽しく湊線を応援しています。
さて、那珂湊駅発の「快速なかみなと号」コースは、湊公園で初日の
出を拝み、参加者全員で天満宮と橿原神宮にて初詣の参拝をした後、四
郎介稲荷神社でお祓いを受けていただく行程となっています。あまり雨や
雪が降るなど天候が荒れることはありませんが、真冬の朝ゆえにとにかく

那珂湊駅の点灯式

冷えます。
しかし、他の元気な応援団のメンバーが、隊を盛り上げ、引っ張っ
て行ってくれるので、不思議と自然に前に進むことができます。これには、
いつも感心と感謝の気持ちでいっぱいになります。
あと約 1か月ほどで今年も終わりを迎えます。また、那珂湊駅に初日の
出を見に来てくださる方や応援団の方と一緒に過ごす時間がやってきま
す。今は、その時間がとても待ち遠しく感じます。それでは最後に、この

駅前イルミネーション点灯式

言葉で文章を締めさせていただきたいと思います。
「新年元旦に皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げます！」

あじがうら号・なかみなと号ボランティアスタッフ募集

あじがうら号・なかみなと号ボランティアスタッフ募集
年末年始恒例の駅前イルミネーショ
応援団では、
新年元旦に運行する初詣・初日の出列車のボランティアスタッ
ンの点灯式が那珂湊駅前で 12 月 5 日
フを募集します。乗客の皆さんへの道案内などが主な仕事です。希望者は
㈫午後 5 時からおこなわれます。点灯
式では地元保育園児によるクリスマス 土日に那珂湊駅にいる応援団員へ声をかけてください。
ソングの合唱などがあります。
点灯は 1 月 8 日までの午後 4 時半か
ら午後 11 時まで（那珂湊駅）。佐和駅
は 12 月 4 日、勝田駅は 6 日から点灯
12 月 1 日
（金）
から来年 2 月末日まで、湊線応援企画の
「湊線応援券」
と
します。
「特製硬券 1 日フリー切符」の冬バージョンを那珂湊駅と勝田駅湊線窓口で
販 売します。価 格 は 応 援 券 100 円とフリー 切 符 900 円 の セット 価 格
1,000 円です。
冬バージョンのフリー切符は特大の「D 型倍寸硬券」で、旧型車の 4 連走
行のイラストが入っています。また、応援券は雪降る田園を行く夜汽車が描
かれています。
四季毎に発行される応援券 4 種類を揃え、那珂湊駅窓口に呈示された方
にはプレゼントを差し上げます。

三反田小学校の皆さんいつもありがとうございます

11 月9 日、三反田小学校 ( 加藤木義郎校長 ) の児童 (5・6 年生、60
名 )と引率の先生 (4 名 ) により、中根駅ホームにある2 つの花壇へ、パ
ンジー・ビオラ・スノーボールの花苗 ( 約 100 株 ) を一つ一つ丁寧に植
えていただきました。作業後は、応援団三反田支部の皆さんと記念写真
を撮り、地域の人たちのとのコミュニケーションも育てたひと時でした。
湊線に乘って車窓から駅のホームからご覧ください。

野菜と干物の朝市

応援団オリジナル

平日も那珂湊駅窓口で販売

ポストカード 好評販売中

毎月第一日曜日に開催

■12月3日（日）
午前9時〜11時頃まで
■那珂湊駅1番線ホーム

る、風光明媚な由緒ある公園です。高台にあることから、眼下に広がる

冬の硬券フリー切符＆応援券を発売します

11 月 19 日夜、春日ホテルさんの主催で「ボージョ
レヌーボー列車」
が運行され、フランス産ワインの新酒
などとワインに似合った料理を列車に揺られながら37
名の参加者がワイン列車を楽しみました。

柳沢美田多･相金･三反田班

跡や天然記念物などを見ることができ

が、このボランティアに携わるようになってから今年で６年目を迎えること

勝田 6:05 発ー那珂湊 6:21 着（阿字ケ浦行き）
那珂湊駅ー湊公園（初日の出）ー天満宮ー橿原神宮ー四郎介稲荷
※快速なかみなと号は那珂湊方面の初日の出・初詣企画です。

ボージョレヌーボー列車でほろ酔い

12月3日
（日） 1月14日
（日）

続けています。湊公園は、市指定の史

先着 300 名様に、ホテルニュー白亜紀無料入湯券、ほし
いも、携帯カイロなど
「開運福袋」
をプレゼント。各神社や
ホテルで甘酒などをサービス、磯埼灯台下では
「和奏（わか
な）」
による和太鼓演奏も予定。

11 月 5 日、貸 切 の 旧 型
車 キ ハ 205 を 利 用 し た、
新郎・豊田さんと新婦・布
施さんの「ブライダルトレイ
ン」が運行されました。鉄道
好きの新郎の希望で実現し
たこの列車、那珂湊駅から
湊線を 1 往復する間に車内
で友人や親族に囲まれ式が
執り行われました。湊線を
利用した結婚式はこれで 4
組目です。
友人たちに囲まれ那珂湊駅ホームで記念撮影

駅名

までの道のりをご案内するボランティアを

勝田 5:30 発ー阿字ケ浦 5:57 着（日工前は停まりません）
阿字ケ浦駅ー堀出神社ー酒列磯前神社ー磯埼灯台下（初日の出）
※3 輌編成で 1 輌は指定席 ( キハ 205 予定）

おめでとうございます 湊線でブライダル！

中 根

なさんのために、那珂湊駅から湊公園

急行あじがうら号

快速なかみなと号

石 田 裕 子 さん

私は、毎年元日の朝、湊線に乗って

あじがうら号乗車の先着300名様には「開運福袋」プレゼント

あじがうら号には昨年も 300 名を越えるみなさんに
乗車いただきました

※ホームへの入場は無料です。

駅猫セットなど 5枚組 …… 350円
絵手紙セット 12枚組 …… 800円

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」8,650名を達成しました!

【応援団関係】
【海浜鉄道関係】
◇ホームページ http://www.hitachinaka-rail.co.jp/ ◇フェイスブック http://www.facebook.com/MinatoLineSupporters
◇ツイッター http://twitter.com/keha601
◇ツイッター http://twitter.com/minatoline
◇応援団HP http://minatosen.com（湊線どっと混む）
※「ひたちなか海浜鉄道」
「おらが湊鉄道応援団facebook」でそれぞれ検索もできます。

ひたちなか海浜鉄道 那珂湊駅 ひたちなか市釈迦町22-2
TEL 029-262-2361 FAX 029-262-5866

阿字ケ浦

＜発行＞

おらが湊鐵道応援団
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「乗車証明書」
でおトク!

★乗車証明書は、湊線に乗車したお客様に駅員また
は応援団が発行する乗車特典のサービスです。証
明書を参加店舗に提示することにより各店独自の優
待が受けられます（スタンプ当日限り有効）。現在
沿線 100 店（施設）近くが参加し、お買物や宿泊
などで優待があります。
★サービスは乗車当日なら、何店でも利用できます。
★参加店は那珂湊駅待合室に置かれたチラシ、証明
書に印刷された QRコード、海浜鉄道 HPまたは応
援団 facebook ページでご確認ください。
★乗車証明書裏面に印刷された QR コードで湊線時
刻表と応援団 facebook ページも確認できます。
★乗車証明書は湊線フリー切符でも代用できます。

〒311-1222 茨城県ひたちなか市海門町2-8-13（ひたちなか商工会議所那珂湊支所内）
TEL 029-263-7811 FAX 029-263-6859 E-mail：minato@hcci.jp

