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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

湊線沿線の「いま」がわかる!  応援団facebookページ 「いいね！」8,780名を達成しました! 
【応援団関係】
◇フェイスブック　http://www.facebook.com/MinatoLineSupporters
◇ツイッター　 http://twitter.com/keha601
◇応援団HP　 http://minatosen.com（湊線どっと混む）

【海浜鉄道関係】
◇ホームページ　http://www.hitachinaka-rail.co.jp/
◇ツイッター　 http://twitter.com/minatoline

※「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。

鈴  木  康  夫ひたちなか海浜鉄道 運輸部長 さん

井　上　　桂水戸芸術館 ACM劇場 芸術監督 さん

　平成２８年８月に、ひたちなか海浜鉄道のアドバ
イザーで、前職時代の上司からのご紹介で、海浜
鉄道に入社しました。この４月で１年９ヶ月が過ぎよ
うとしており、千葉県四街道市から単身赴任の寂し
い（楽しい？）独身生活を満喫させて頂いております。
  この間、前職での経験を活かして、主に安全管
理部門を担当させて頂き、お客様が安心してご利
用頂けるよう、安全・安定輸送を目指して参りました。                   
　私は、昭和５４年から８年間を日本国有鉄道に勤務し、その後、千葉都
市モノレールに転籍して、平成２７年９月に定年退社を迎えるまでの３６年
間、車両の検査・修繕、人事管理を中心に運輸業に携わってまいりました。 
　ひたちなか海浜鉄道は平成２０年４月に第３セクターとして発足して以
来、ひたちなか市をはじめ沿線の自治会や住民の皆様、おらが湊鐵道応
援団等のご支援を頂きながら、開業１０周年を迎えました。29年度は目標
としておりました年間輸送人員１００万人を達成することになりました。
　今後は、統合校駅の開業や海浜公園までの延伸を目指すとともに、お
客様に安全・安定輸送を提供し、皆様に愛されるひたちなか海浜鉄道を
目指して参りますので、一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し
上げます。

「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。
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駅の環境整備 いつもありがとうございます

元気をくれる海浜鉄道さん 　開業10周年の節目を4月1日に迎えたひたちなか海浜鉄道の平成29
年度（29年4月～30年3月）の年間輸送人員が、速報値で100万人を
突破したことがほぼ確実になりました。
　海浜鉄道開業前の平成19年度には、70万人台にまで落ち込みました
が、10年間で多くの人たちに支えられ、開業前より約30万人増となる節
目の目標を達成しました。正式な輸送人員や収支は、5月末ごろの決算報
告で発表されます。

　3月24日から那珂湊駅で「みなとちゃんレンタサイクル」が始まりまし
た。配備されたのはシティサイクルタイプ15台とスポーツタイプ5台、チャ
イルドシート付きタイプ5台の計25台。ひたちなか市準公認キャラクター
「みなとちゃん」のラッピング自転車で、すべて電動アシスト付きなので長時
間のサイクリングや坂道もラクラクです。
貸出時間は平日が7時～19時、土日祝日が8時30分～17時30分。
料金は1日1台1,000円です。湊線利用者以外でも利用できます。（保証
金は不要になりましたが、身分証の提示が必要です）。
　なお、5月10日㈭まで、臨時に阿字ヶ浦駅でも貸出をしています。貸
出時間は9時～17時（受付は14時まで。台数に限りがあります）。

　「元気な人は、まわりの人も元気にしていくなあ」、こう思うことが良くあり
ます。私は海浜鉄道さんを直接知りませんでしたが、そのそばにいる人たち
がみんな元気（興奮している？）なのを見ると、海浜鉄道さんがかなり元気な
んだろうと想像できました。「これは芝居になります！」と企画を立ち上げた芸術
館の若きスタッフ、「この企画は私以外にやらせないで」と訴えた作・演出の詩
森ろばさん、「海浜鉄道中毒です」と打ち明けてくれたのは大の鉄道マニアの
ホリプロ・マネージャーの南田裕介さん。
　実際なるほど面白い。地道な活動から大きなイベントまで一つひとつレベ
ルの高いこと！　果ては（？）応援団や社長さんも全国見渡してもあまりいない
タイプで、良い意味での曲者たちです。演劇的に言えば、役者も道具も揃っ
ている！  だったら十年の歴史を早回ししたらどんなドラマになるんだろう！ 間
違いなく楽しい舞台が生まれそうで、私もとても楽しみです。気が付くと、
私もこんな風に元気になっていました。まさに海浜鉄道恐るべし、です。

　関東地方の市町村の見所ベスト20を紹介するテレビ東京の「出没！ アド
街ック天国」が、28日の番組でひたちなか市をテーマに放映します。3月
から湊線をはじめ市内各地でロケがありました。ランキングはどうなるか？ 
お楽しみに。

　平成30年度の自治会割引回数券の販売が今年度も始まりました。
お求めは、①那珂湊駅または勝田駅湊線窓口②各駅の券売機で回数券を購
入し、1週間以内に領収書を那珂湊駅または勝田駅窓口へ提示口し、キャッ
シュバックを受ける、の2通りがあります。

　水戸芸術館ACM劇場で、9月に公
演される「海辺の鉄道の話」の制作発表
が4月21日に運行中の湊線列車内で
ありました。発表には作・演出の詩森
ろばさんやおもな俳優さんらが顔を揃
えました。
　同館芸術監督の井上桂さん（写真左）
に寄稿をいただきました。

■5月6日（日） 
　午前9時～11時頃まで
■那珂湊駅1番線ホーム

野菜と干物の朝市
毎月第一日曜日に開催

野菜の高騰で大人気。お出かけはお早
めに。ホームへの入場は無料です。

※朝8：30（中根駅は7：30、　高田の鉄
　橋駅は8：00）から実施します。

応援団と湊線を愛する仲間たち鉄道写真展
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4月28日㈯21時～ テレビ東京「アド街」放映

自治会割引回数券 9枚分の運賃で11回乗車できます
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さらに安全・安定輸送を目指します

速報値
29年度
年間輸送人員 100万人突破！！

みなとちゃん レンタサイクル

始まりました！

5月19日㈯に那珂湊駅西側はまぎく花
壇の除草作業を実施します。周辺自治会
の皆様のご協力をお願いいたします。

春の硬券フリー切符＆応援券を発売中
　5月31日㈭まで、湊線応援企画の「湊線応援券」
と「特製硬券1日フリー切符」の春バージョンを那珂
湊駅と勝田駅湊線窓口で販売しています。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。
　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て
います。

運賃
改定

見本

見本

阿字ヶ浦駅～海浜公園 海浜口
無料シャトルバス
阿字ヶ浦駅～海浜公園 海浜口
無料シャトルバス

5月13日㈰まで 毎日運行

「海辺の鉄道の話」制作発表

海浜鉄道開業10周年記念祭5月13日㈰
10：00～15：00

楽しいイベント盛りだくさん  那珂湊商店街では「第4回 みなと再発見フェス」
阿字ケ浦駅前
・ミニ新幹線乗車体験
・ジオラマ展示（Nゲージ）
・消防車、救急車、パトカー展示
・地元食材の無料配布
・お好み焼、那珂湊焼きそば販売
・「好きです！湊線」鉄道写真展
　(12日午後・13日）
・おらが湊鐵道応援団音楽部演奏
・無料駐車場（30台）

・旧型車輌（キハ205運行）
・沿線スタンプラリー
 （金上、那珂湊、平磯、阿字ケ浦）
　抽選会 那珂湊駅
・湊線1日フリー切符 割引販売
　当日限り有効
　大人800円 小人400円

金上駅

その他

・芋レーヌ販売（グレートリーフ）
・無料駐車場（約300台）

平磯海岸特設会場
・地元食材の無料配布

那珂湊駅
【ステージイベント】
　司会  久野 知美さん
・10周年記念感謝状贈呈
・平磯保育園児の太鼓演奏
・ひたちなか親善大使PR
・群馬県みどり市八木節演奏
・前渡小ブラスバンド演奏
・南田裕介さんトークショー
・みなとちゃん、いばラッキー
【参加･体験･展示･見学】
・親子車庫見学体験 ※小学生以下
・鉄道模型展示
・海浜鉄道新商品、各駅硬券、鉄道
　部品、10周年記念きっぷ販売
【出店・PR】
・海浜鉄道、銚子電鉄
・那珂湊高校　・磯崎郵便局
・みどり市市民交流の会
【食べ物】
・新商品「駅名菓 トレンシェ」
・多幸めし、さんまの甘露煮
・カツサンド、ポ鉄
・ほっしぃ～も、イチゴダッペなど

阿字ヶ浦駅から海浜公園へ向かう多数の行楽客（4/22）


