第147号

令和元年6月発行

第147号
勝田

阿字ケ浦

修学旅行生を乗せてカラフルな3両編成
（6/3）

三日月滋賀県知事らがパネラーに

ソーシャルマーケティングと那珂湊のまち
ローカル鉄道・地域づくり大学
事務局長

ローカル鉄道・地域づくり大学 東京講座

の 6月でした。震災の爪痕がまだ残る時期。横
浜で生まれ育ち四十余年を首都圏で過ごした僕

も実は茨城県に来たのは初めてでした。

今も何故湊線と僕が結びついたのか、その理

由はわかりません。ただ縁としか言いようがない
のです。上野駅から常磐線特急に乗って、1 時

間と少しで50 年前の日本の風景に出会える。そのことがとても新鮮でし

た。那珂湊の駅舎も街並みも僕にとっては昭和 40 年代に暮らした横浜郊

外そのもの。そんな風に結びついた僕と湊線。僕にできることを考えてい

たら、自然にソーシャルマーケティングに結びつきました。

ややこしい話をすべて取っ払えば、ソーシャルマーケティングとは「い

いことは人に伝えよう」ということ。みんなで共有すべきモノゴトはみんな

で共有した方がいいよね、だからみんなにそれを伝えようよ、という思い

と活動のことなのです。「いい商品」や「いいサービス」をみんなに普及

させるのがマーケティング。それに対して「いい考え方」や「いい生き
方」をみんなに普及させようというのがソーシャルマーケティングです。

茨城県ひたちなか市、湊線が走り、そして繋ぐこの地域には、21 世紀

を生きるための「いい考え」や「いい生き方」がたくさん転がっていると、
僕はそう確信しています。地産地消だったり、音楽のある生活だったり、ゆっ

海浜鉄道の 2018 年度決算が 5 月 31 日に発表されました。それによ
ると、輸送人員は定期外旅客はネモフィラ客の好調などで 2.0％増加、
定期旅客は 2.2％減で、全体では 0.3％増の 100 万 7138 人となり、
前年に続いて 100 万人超の開業以来最高を記録しました。旅客運輸収
入も 1 億 9792 万円で 2015 年度に次ぐ過去 2 番目の収入となり、営
業収入全体でも前年を上回る 2 億 5390 万円となりました。
しかし、燃料費の高騰、車両検査費用の増加など営業経費がかさみ、
純損益は前年の 2 万 5 千円の黒字から 161 万 3 千円の赤字を 2 年ぶり
に計上しました。海浜鉄道では、引き続き地域や行政と連携を強め、観
光地ともタイアップして利用客の拡大を図り収支均衡を目指したい、と
しています。

応援団総会を開催

6 月 7 日夜、藤屋ホテルで
2019 年度の応援団通常総会
があり、那珂湊地区の自治会
役員や商工団体代表者など
30 数 名 が 出 席 し、総 額 96
万 6 千円の今年度予算案、湊
線延伸実現への協力など事業
計画案が承認されました。総
会には来賓として大谷明市長
が初めて出席、
「延伸は大きな
ビジネスチャンスにもなる。
実現に向けて市としても全面
的にバックアップする」と話
しました。

くり流れる時間だったり、車窓から見るたわわに実った稲穂だったり、美味

しい近海魚だったり、干し芋だったり、意外に歴史だったり。すぐ近くにあっ
ても都会のキラキラに負けているように感じてしまうものごとたち。それに

しっかり気づいてください。朝靄の中を走るディーゼル車、その影を映す
田んぼの水面。その美しさを忘れないでください。

地域はたくさんの幸せを人々に与えてくれています。そのことを地域の

人たちが改めて知ること。それが一番大切なことだと、よそものの僕は心

おさむ逝く

訃報

から思うのです。

夏季の周辺道路は渋滞が続き
夏の沿線はイベント盛りだくさん ます。お出かけは湊線で
！

那珂湊駅の駅猫として愛されてきた
「おさむ」が 6 月 23 日早朝、静かに息
を引き取りました。享年推定 17 歳。
人間でいえば 90 歳台の天寿でした。
海浜鉄道開業翌年の 2009 年 7 月
24 日、同駅にひょっこり現れ棲みつ
きました。おさむの名は、
「黒猫のタン
ゴ」を歌った皆川おさむさんにちなん
で名付けられました。以来、マスコミ
や SNS などで数多く取り上げられ、
東日本大震災後の復興にもひと役買う
など、妹分のミニさむとともにアイド
ル的存在になっていました。
前日には駅ホームの隅っこで静かに
日向ぼっこをする最後の姿が見られま
した＝写真。

期

柳沢美田多･相金･三反田班

三反田小6年生が中根駅へ花植え

平 磯

平磯･平磯清水町自治会

磯 崎

磯崎町自治会

6 月 13 日、中根駅花壇へ三反田小学校
( 中島隆行校長 ) の 6 年生 30 人が、応援団
三反田支部の皆さんとマリーゴールド、ア
ゲラタム、サルビアの花苗約 120 株を植
えてくれました。ありがとうございました。

野菜と干物の朝市

イ
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おもてまち七夕まつり

7/13（土）
〜8/18（日） 海水浴場開設

駅の環境整備 いつもありがとうございます
中 根

日

7/6
（土）

6 月 3 日早朝、那珂湊中学校（石井嘉
紀校長）の 3 年生 147 人と引率の先生
10 人 が、定 期 列 車 に 増 結 し た 2 両 に
乗って、那珂湊駅から勝田駅まで湊線
を利用して奈良・京都への修学旅行に
出発しました。湊線の利用客増に少し
でも役立てばと、同校では今年で 7 年 7月13日㈯ はまぎく花壇整備をします
連続で続いています。中には初めて湊
那珂湊駅西側のはまぎく花壇整備を 7 月
線に乗るという生徒や先生もいました。 13 日㈯、午前 8 時から（草刈機は 7 時 30
分）から実施します。右の写真は前回 5 月
11 日のようすです。周辺自治会の皆さん
7月7日
（日） 8月4日
（日） のご協力をよろしくお願いいたします。
駅名
高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会
神敷台
小川
部田野小谷金
那珂湊
龍之口町
十三奉行
殿 山 七町目・牛久保町 和田町･殿山町

裕 さん

マーケティングの専門家として東京で活動して

2年続けて利用客100万人超え

修学旅行は湊線で出発進行！

野

いた僕が那珂湊に呼び寄せられたのは2011 年

３回目となるローカル鉄道・地域づくり大学東京講座。東京早稲田で
6 月9 日に開催した今回は、交通政策基本法策定に中心的役割を果たし、
「けんこう滋賀」のキャッチフレーズで県内の地域交通活性化に取り組ん
でいる三日月大造滋賀県知事、経営危機に陥った全国の鉄道・バス事業
者を次々と再生させ、宇都宮ライトレールの運営にまで携わる、みちの
りホールディングス松本潤ＣＥＯ、財政破たんした地域の名門鉄道を、見
事に地元に愛される鉄道に再生させた高松琴平電気鉄道真鍋康正社長と
いう、おそらく日本の地方公共交通においてトップともいえるキーマンを
パネラーに招いてのシンポジウムでした。
それだけに、各氏の基調報告からディスカッションまで、ひとことひと
ことに重みがあり、参加者からは
「それぞれ１日ずつお話を聞いても、ま
だ足りないのでは」
との声も聞かれ、充実した内容となりました。
右から三日月滋賀県知事、松本みちの
壇上にいた身としても
「もったいない。もっと掘り下げができるのに」
と り HD CEO、真鍋高松琴平電鉄社長
いうのが、素直な感想です。
正直、声かけはしたものの今回のパネラー３氏には来ていただくのは難しいを考えていましたが、三日月知事に至っ
ては、公務を振り替えて参加いただくなど、小さなローカル鉄道の取り組みが、公共交通と地域の活性化に取り組ん
でいる重鎮の皆さんに関心を持っていただけるようになったことに、あらためて身の引き締まる思いです。
パネラーからも参加者からも
「コミュニティの広さに驚いた」
との声が聞かれた今回の講座。これを機に、目標達成
に向かって歩みを速めたいと考えています。
地元開催となる同大学サマースクールは、8 月 31 日・9 月 1 日です。ローカル鉄道・地域づくり大学へのさらな
るご協力をよろしくお願いいたします。
（ローカル鉄道・地域づくり大学 代表理事・吉田千秋）
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海浜鉄道決算
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表町商店街

阿字ケ浦･平磯海水浴場・姥の懐マリンプール

7/20
（土）

ドゥナイトマーケット

那珂湊地区商店街

7/27
（土）

ひたちなかドリンクラリー

勝田駅東口一帯

7/28
（日）

第23回 阿字ケ浦海岸花火大会

阿字ケ浦海岸

8/2
（金）
・16
（金）

阿字ケ浦ランタンナイト

阿字ケ浦海岸

8/3
（土）
・4
（日）

平磯三社祭

平磯地区

8/3（土）
・4（日）
・10（土）〜12（月） ROCK IN JAPAN FES 2019

国営ひたち海浜公園

8/8
（木）

第32回 那珂湊海上花火大会

那珂湊漁港

8/8
（木）

TEENS ROCK IN HITACHINAKA 2019 国営ひたち海浜公園

8/11
（日）
〜31
（土）

みなとメディアミュージアム（MMM）2019 湊線と沿線、商店街

8/16
（金）

万霊供養灯籠流し

那珂湊魚市場

8/17
（土）

ドゥナイトマーケット

那珂湊地区商店街

8/17
（土）

第25回 ひたちなか祭り花火大会

陸上自衛隊勝田駐屯地

8/18
（日）

第25回 ひたちなか祭り 本祭り

勝田駅東口周辺

8/20
（火）
〜9/1
（日） ドッグプール開設

姥の懐マリンプール

8/24
（土）
・25
（日）

那珂湊地区

湊八朔祭り

8/31
（土）
〜9/1
（日） ローカル鉄道・地域づくり大学

那珂湊駅など

「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
阿字ケ浦自治会
阿字ケ浦
待が受けられます（スタンプ当日限り有効）。現在
※朝8：30（中根駅は7：30、 高田の鉄
沿線 100 店（施設）近くが参加し、お買物や宿泊
橋駅は8：00）
から実施します。
※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！」8,970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＞

■7月7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

