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中根駅西側の田んぼは早くも田植え完了（4/21）
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海浜鉄道 開業記念祭2019

節目の年にあたり

那珂湊駅などで配布している
このチラシを持参した小学生以下のお子様に

﹁湊線車両ペーパークラフト﹂をプレゼントします︒

︵先着順・那珂湊駅海浜鉄道ブースにて︶

楽しいイベント盛りだくさん 那珂湊商店街では「年に一度の昼間のドゥナイト」
那珂湊駅

応援団と湊線を愛する仲間たち鉄道写真展

「好きです！頑張る鉄道」
5月11日㈯ 12:00~15:00
5月12日㈰ 10:00~15:00

会場 那珂湊駅 ミキ300-103車内

湊線をはじめ各地の鉄
道 の 撮 影を続ける 16
名の仲間達が、
「頑張る
鉄道」への愛情こもった
写真を展示します。

ミキ300-103

※11日の入場には有効な乗車券･入場券が必要です。

阿字ケ浦駅前

【ステージイベント】
・群馬県みどり市八木節演奏
・開会式
・平磯保育園児の太鼓演奏
・ひたちなか親善大使PR など
・前渡小吹奏楽部演奏
・鉄道ものまね元祖
立川真司トークショー
・みなとちゃん、ぐんまちゃん、
いばラッキー、黒田ウーサー
まいりゅう キャラクターショー
【参加･体験･展示･見学】
・運転士制服試着撮影会（お子様）
・鉄道模型展示
・「好きです！頑張る鉄道」写真展
（11日午後・12日）
【出店・PR】
・海浜鉄道、銚子電鉄
・いきいき茨城ゆめ国体、ゆめ大会PR
・那珂湊高校 ・磯崎郵便局
・みどり市市民交流の会
・クリーニング専科
【食べ物】
・「駅名菓 トレンシェ」販売
・多幸めし、さんまの甘露煮、ポ鉄
・那珂湊焼きそば、カツサンド
・ほっしぃ〜も、イチゴダッペ
・手作り商品（焼き菓子等）
・ビール＆ソフトドリンク など

5月12日㈰まで 毎日運行
平日も

阿字ヶ浦駅〜海浜公園 海浜口

平磯海岸特設会場
・地元食材の無料配布

金上駅
・芋レーヌ販売（グレートリーフ）
・無料駐車場（約300台）

その他
・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
（勝田･金上･那珂湊･平磯･阿字ケ浦）
当日限り有効
大人800円 小人400円

応援団の皆様におかれましては、日頃から積極
的に湊線の利用促進活動や環境美化活動などを
行っていただき、心より感謝と敬意を表します。
私にとっての湊線は、沿線地域に住んでいたこ
ともあり、幼少期に列車を眺めたり、乗車したりす
るなど大変馴染みの深い鉄道です。また、市長就
任前から、応援団三反田支部による中根駅の清掃
活動のお手伝いを通じ、微力ながら皆様と共に湊線の支援に取り組んで
まいりました。
全国の地方鉄道は少子化や人口減少などにより、先行きが見通せない
非常に厳しい状況となっています。しかし、湊線の沿線には国営ひたち海
浜公園や那珂湊おさかな市場、アクアワールド茨城県大洗水族館など、
県内屈指の集客力を誇る施設がたくさんあります。さらに今年は「いきい
き茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会」の開催や、２０周年を記念し
て５日間開催となる「ロック・イン・ジャパン・フェスティバル」など、例
年にも増して多くのお客様が本市を訪れる年です。
このような本市にとっての大きなチャンスを、観光の振興や湊線の利用も
含めた、地域の活性化につなげていきたいと考えております。
また、湊線の海浜公園への延伸につきましても，２０２４年の運行開始
を目指して積極的に進めてまいります。

て、ご挨拶とさせていただきます。

平成から令和へ……。ことし限りの大型 10 連休がいよいよス
タートします。海浜鉄道では 5 月 12 日㈰までの毎日、阿字ヶ浦
駅からひたち海浜公園海浜口まで無料のネモフィラシャトルバスを
湊線の発着時間に合わせて、午前 9 時から午後 5 時までの時間
帯に運行（4/27〜5/6 は午前 7 時半から）
しています。
阿字ヶ浦駅からシャトルバスで約 10 分で海浜口に到着、ここか
ら徒歩約 9 分（約 700m）でネモフィラ咲く
「みはらしの丘」
に着き
ます。シャトルバスは乗客数に応じて増発されます。
入 園 券 付 湊 線 一 日フリー 切 符（大 人 1,100 円、65 歳 以 上
1,000 円）
を購入すれば、同公園で入園券購入の列に
並ぶことなく入場ができます。フリー切符は湊線各駅で
乗り降りが自由なので買い物などにも便利です。
また、阿字ヶ浦駅には電動レンタサイクルが 5 月6 日
㈰まで置かれています
（1 日 1,000 円）。公園内のサイ
クリングに利用できます。

自治会割引回数券 9枚分の運賃で11回乗車できます

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。
これを利用すると、勝田ー那珂湊間の通常運賃 350 円は、実質約 287
円になります。

スイス国営放送で湊線を紹介

遥かスイスの日本の鉄道を紹介す
る番組で、新幹線など7路線のひと
つに湊線が取り上げられ、このほど
現地で放映されました。昨年6月の
取材では応援団が協力。船越知弘さ
ん撮影の写真や、みなと源太さんの
唄 う 湊 線 イ メ ー ジ ソ ング「 季 節 の
風」が紹介されました。
撮影時のようす

駅の環境整備 いつもありがとうございます

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

※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。

見本

「みりょくある関東の駅21選」スタンプラリー

国土交通省関東運輸局による「鉄道の日」の記念行事の一環と
して、約20年前に選定された「関東の駅百選」。このうち地域鉄道
21駅を対象として20年ぶりのスタンプラリーが始まりました。
第2回の「千葉・茨城編」では那珂湊駅が7つの対象駅の1つで
す。
ラリーの期間は6月23日㈰まで。ラリーシートは関東運輸局
のホームページからダウンロードしてください。また、那珂湊駅
のスタンプは当時の茨城交通の社名になっています。

野菜と干物の朝市

明 さん

元される節目となる本年が、湊線のさらなる飛躍の年となることを祈念し

2011 年の豪雨災害で一部区間が普通となった JR 只見線。復旧は困難とされた
ものの、地元住民や自治体などの積極的な活動の結果、上下分離方式で 2021 年
に全線開通予定になりました。これまでの活動と復旧後の対策を、行政関係者や地
元の方と意見交換するため、4 月 6･7 日にローカル鉄道・地域づくり大学で視察、
さらに被災箇所の見学や撮影会をおこな
いました。
同大学は6 月9 日㈰には東京講座を都
5月5日
（日） 6月2日
（日）
駅名
被災した只見線第5鉄橋
内で開催予定です。
中 根
柳沢美田多･相金･三反田班

平 磯

谷

結びに、関係者の皆様の益々のご健勝と「平成」から「令和」に改

開業記念祭の
最新情報は
こちら▶

只見線沿線の復旧活動を視察 ローカル鉄道・地域づくり大学

高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会
湊中央
釈迦町
湊本町
幸 町
那珂湊
商店街
湊泉町
殿 山 七町目・牛久保町 和田町･殿山町

大

駅猫セットなど
ポストカード
販売してます

無料シャトルバス

・ミニ新幹線乗車体験
・消防車、パトカー展示
・大道芸とマジックショー
・おらが湊鐵道応援団音楽部演奏
・キハ222車両開放
・地元食材の無料配布
・お好み焼、那珂湊焼きそば販売
・無料駐車場（30台）

ひたちなか市長

見本

運賃
改定

那珂湊駅の人気者、おさむ＆ミニ
さむのポストカードを増刷しまし
た。価格は5枚組1セットで350円
です。お求めは那珂湊駅窓口で、土
日祝日は応援団ブースでも販売して
います。

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。

「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
5月11日㈯に那珂湊駅西側はまぎく花
待が受けられます（スタンプ当日限り有効）。現在
壇の除草作業を実施します。周辺自治会
沿線 100 店（施設）近くが参加し、お買物や宿泊
の皆様のご協力をお願いいたします。
※ホームへの入場は無料です。 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。
湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」8,910名を達成しました! ★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
【応援団関係】
【海浜鉄道関係】
援団 facebook ページでご確認ください。
◇ホームページ http://www.hitachinaka-rail.co.jp/ ◇フェイスブック http://www.facebook.com/MinatoLineSupporters
★乗車証明書裏面に印刷された QR コードで湊線時
◇ツイッター http://twitter.com/keha601
◇ツイッター http://twitter.com/minatoline
刻表と応援団 facebook ページも確認できます。
◇応援団HP http://minatosen.com（湊線どっと混む）
★乗車証明書は湊線フリー切符でも代用できます。
※「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。

毎月第一日曜日に開催

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＞

■5月5日（日）
午前9時〜11時頃まで
■那珂湊駅1番線ホーム

おらが湊鐵道応援団

〒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

