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楽しく賑やかに 海浜鉄道開業10周年記念祭

第4回 みなと再発見フェスも大盛況

開業 10 周年を迎えて

吉 田 千 秋

ひたちなか海浜鉄道 社長

４月１日、ひたちなか海浜鉄
道は開業１０周年を迎えました。
５月１３日開催の記念イベント

5月13日に那珂湊駅を中心会場に開かれた海浜鉄道10
周年記念祭には、約2200人が訪れ、湊線各駅や沿線地域は
終日賑わいを見せました。
那珂湊駅では「利用者数100万人突破！」のステッカーが
掲げられたステージで、自治会連合会那珂湊支部と応援団な
ど9団体と4社へ地域発展や安全運行、ベンチ寄贈などの貢
献により、吉田社長から感謝状が贈られました。
ホームには群馬県の「ぐんまちゃん」ほか、
イバライガー、い
ばラッキーなどキャラクターや着ぐるみが相次いで登場し、
子どもたちに人気でした。また、親子鉄道員体験や記念切符
販売などにも長い列ができました。
＊
＊
＊
那珂湊本町通り商店街ではコラボイベントの「みなと再発
見フェス」が開催され、主催者発表で約6000人の人出にな
りました。
歩行者天国になった通りでは、ストリートダンスやスーパー
カー展示、大道芸などが次々に披露されました。湊線の周年
祭に合わせたこのイベントは回を重ねるごとに盛り上がって
きています。
写真上＝那珂湊駅 写真下＝那珂湊本町通り

は、たくさんの皆さまからお祝
いのお言葉をいただき盛況のう
ちに終了、あらためて湊線が周
囲の皆さまに支えられてここま
開業10周年式典で挨拶する吉田社長

で来られたことを実感し、感無
量の思いです。

少子化による高校生の減少、東日本大震災による長期運休など、順風
満帆とは言い難い１０年でしたが、行政及び市民の皆さまと力を合わせて
活性化に取り組んだ結果、年間輸送人員は当初見込みを大きく上回る１０
０万人の大台に乗り、単年度での収支均衡が達成できるまでに経営内容も
改善しました。
多大なご協力をいただいたことに深く感謝いたします。
今後、経営環境は厳しさを増すと予想されますが、市民協働を旗印に、
経営安定と地域活性化の起爆剤となる国営ひたち海浜公園への延伸を視
野に、未来永劫持続する鉄道を目指してまいります。
湊線と地域の輝ける未来に向け、これまで以上のお力添えをいただくこ
とをお願いし、10 周年の節目のご挨拶といたします。

「好きです！湊線」写真展
ご来場ありがとうございました

「駅名菓 トレンシェ」
できました！
！

10周年記念祭に合わせて、5月12・13日に阿字ヶ浦駅に留置さ
れたキハ222の車内で開かれた「好きです！湊線」写真展には、期
間中589名の方々にご来場いただきました。
応援団と湊線を愛する仲間たち17名による作品は、早朝や雪景
色の中で撮影された写真など普段見慣れない景色やアングルに感
列車内が写真展会場に変身！ 嘆の声が聞かれました。ありがとうございました。

アニマルトレイン
8年間ありがとう

ハートケアセンターひたちなか
施設長

有 阪 加 奈 子 さん

ハートケアセンターひたちなかは、中根駅と

高田の鉄橋駅間の線路沿いにある、精神障が

いのある方を対象にした障害福祉サービス事業

所です。クッキーやジャム、干し芋、らっきょう

の甘酢漬けなどを製造販売しています。海浜鉄
道の車両を間近に見られるということもあり、休

日には鉄道ファンの皆様が、写真を撮りに車両

を待っている姿が見られます。

鉄道を身近に感じながら生活している中で、
アニマルトレインとして親しまれてきたキハ
37100-03 型車両のラッピングが、車両検
「地元のお土産として、ぜひ鉄道とコラボした商品を作りたい！」という思
査を機に模様替えすることになりました。この
いを募らせていたところ、応援団の佐藤団長さんが、その声を拾ってくだ
ラッピングは、当時市内の小学 2 年生たちの
作文や絵を下絵にして、動物たちの笑顔のイラストが描かれたもので、 さいました。そして、海浜鉄道さんと、ユニークな駅名標をデザインした
小佐原孝幸さんにご協力をいただき、この度、
「駅名菓トレンシェ」を開発
2010 年 4 月にひたちなかロータリークラブの援助で登場、子供達に人気
でした。海浜鉄道では 5 月 27 日㈰にサヨナラ運行を予定しています。次
することができました。
のラッピングにもご期待ください。

はまぎく花壇整備ありがとうございました

5 月 20 日朝、那珂湊駅西側のハマギ
ク花壇 ( 約 200m) の除草作業が、周辺
自治会の皆さん約 60 人の協力でおこな
われました。ありがとうございました。

駅の環境整備 いつもありがとうございます
駅名

6月3日
（日） 7月1日
（日）

中 根

柳沢美田多･相金･三反田班

高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会
釈迦町
小 川
幸 町
那珂湊
龍之口町
湊泉町
殿 山 和田町・殿山町 七町目・牛久保町
平 磯

平磯･平磯清水町自治会

磯 崎

磯崎町自治会

阿字ケ浦

阿字ケ浦自治会

トレンシェは、湊線の駅名標をモチーフにしたちょっと贅沢な手作りフィ

応援券を
リニューアル

ナンシェです。10 駅それぞれの駅名標のイメージに合わせ、プレーンの

ほか、干し芋やいちごなど10 種類のフレーバーを準備しました。

先日のひたちなか海浜鉄道開業 10 周年記念祭で販売を開始し、おか

見本

夏バージョン
6月1日発売

見本

運賃
改定

げさまで100 箱を完売することができました。ありがとうございました。今

後も、湊線のお土産として、地域のお土産として、手に取っていただける

6 月 1 日㈮から8 月 31 日まで
「湊線応援券」
と
「特製硬券 1 日フリー切符 よう、PRしていきたいと思います。
」
をセットにした夏バージョンを、那珂湊駅と勝田駅湊線窓口で販売します。
トレンシェ 5 個入り
（税込 1,620 円）。
応援券は那珂湊駅から見た海上花火大会です。硬券は
「C 型」
になります。
勝田駅から高田の鉄橋駅までの
5 個入り
応援券は第 5 版の新シリーズが始まります。セット価格は応援券 100 円と
と、那珂湊駅から阿字ヶ浦駅までの 5 個入
フリー切符 900 円の合わせて 1,000 円です。
四季毎に発行される応援券 4 種類を集めて那珂湊駅窓口に提示すると、 りのの 2 種類があります。お問い合わせは、
湊線グッズをプレゼントします。売上げの一部は応援団の活動費に使われて
ハ ートケ ア センタ ー ひ た ち な か（TEL：
います。ぜひお買い求めください。
029−264−1500）
まで。

野菜と干物の朝市

「乗車証明書」
でおトク!

毎月第一日曜日に開催

■6月3日（日）
午前9時〜11時頃まで
※朝8：30（中根駅は7：30、 高田の鉄
■那珂湊駅1番線ホーム
橋駅は8：00）
から実施します。

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。

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】
【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

＜発行＞

おらが湊鐵道応援団

★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

