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おらが湊鐵道応援団報
明るい新年の第一歩は湊線で …

神社では、Hot なサービスが受けられます。
○酒列磯前神社 甘酒【元日のみ対応:6:00～8:00】
○橿原神宮
甘酒【元日のみ対応:6:00～8:00】
○天満宮
甘酒【元日のみ対応:6:00～8:00】

元日の勝田駅 5:32 発の切符は…

植樹をする本間 ●中根駅ホーム 八重紅大島:2 本 神代曙:2 本●那珂
市長と佐藤団長 湊駅構内 八重紅大島:3 本●殿山駅南側 神代曙:3 本

夜明け前の那珂湊駅

縁起のいい乗車券
『合格祈願』
『大願成就』
『家内安全』
『商売繁盛』
この乗車券で願いを叶えて下さい。

小 児
380 円
円

見本

初日の出スポット
湊公園、海門橋
水門帰帆、姥の懐
平磯海水浴場
平磯白亜紀層
阿字ヶ浦海岸

市民鐵道をめざし協力を呼びかける みなと産業祭
10 月 28 日に開催さ
れたみなと産業祭で佐
藤応援団長(左から 3 人
目)が、湊線存続決定の
お 礼と市民鐵道を め
ざす活動に協力を呼び
かけた後、みなと源太
さんが唄う「季節の風」
が会場に響きました。

正月乗車券 (那珂湊一高作)

○「1 日フリー ペア乗車券 (2 枚以上)」 勝田－阿字ヶ浦間 往復 750 円/人 対象日: 【三が日】
○「1 日フリー乗車券」
勝田－阿字ヶ浦間 往復 800 円
対象日: 【三が日】
前売乗車券 :12 月 １ 日から (那珂湊駅・勝田駅湊線ホーム改札）…
※前売乗車券は、ひたちなか商工会議所(本所・支所)でも販売(～12/28)。
※この 1 日フリー乗車券は、「合格祈願」、「家内安全」、 ｢商売繁盛｣にご利益のある縁起のいい乗車券です。
○割引切符（上記フリー乗車券以外）対象日: 【三が日】
勝 田 － 那 珂 湊 往復 500 円
那珂湊 － 阿字ヶ浦 往復 400 円

湊線の定期券通勤を思い立
ったキッカケは…

台風の中 106 名がみなとを散策
JR 駅からハイキング(10/27)商店街も笑顔とお茶でおもてなし

梅原さん(相金町)
JR 特製缶バッヂ
で参加した方も

雨の中の受付風景
午後はホームでオカリーナの演奏

井上さん(釈迦町)

湊線で働いてみた～い! ?
11 月 2 日、那
珂湊駅に職場体
験訪れた勝田三
中の皆さん。実
際に改札などを
行ったり、運行
管理の大切さも
学んだようで
す。

湊公園から富士山が望めます
11 月 12 日の日没時
富士山
湊公園から富士山
が見えました。
築山の上から涸沼
川方向の地平線上
に見えます。 見る
チャンスは 11 月～
3月で大雨後の晴れ
た日や風が強い快
晴の日の午前中と日没時です。徳川光圀が日和
山に夤賓閣(いひんかく)を造った動機は富士山
が見えることもあったと言われています。

おらが湊鐵道応援団
● 利用促進のアイデアを募集しています。

阿字ヶ浦

11 月 23 日湊線殿山駅で存続
決定記念植樹が行われました。
挨拶に立った佐藤団長は、「存
続は一つの節目、5 年･10 年後
に喜ばれる湊線にしたい」本間
市長からも「10 年･20 年後に
は、湊線を残してくれてありが
とうと言われる時代になりま
す。市民の足、地球環境に優し
い交通手段として邁進したい」
と挨拶がありました。

おらが湊鐵道応援団では、湊線を利用した
初詣・初日の出を企画いたしました。
湊線と沿線地域が一体となった新企画です。
今までにない経験とひたちなか再発見ができる
はずです。どうぞ皆さんでお出かけ下さい。
元日の勝田駅 5:32 発では、素敵なサー
ビスが受けられます。(先着 200 名様)

湊線1日フリーペアきっぷ
勝田
阿字ヶ浦

勝田

湊線存続決定記念の植樹行われる

元日は、勝田駅 5:32 分発で初詣・初日の出に行こう

○勝田駅湊線ホーム及び列車内でのサービス
①吉兆手拭(酒列磯前神社)、携帯カイロ、干いも、
ﾎﾃﾙﾆｭｰ白亜紀無料入湯券、お茶の配布。
②希望により樽酒サービス。

平成 19 年 11 月発行

二人っきりでプラネタ
リウムが満喫できるツ
リーが駅前ロータリー
にお目見え。かくれ
アイテムのブランコも新スポットになる
かも…。 (点灯期間:11/16～1/14)

お気軽に
サービスステーション
スタッフに!!

市

釈 迦 町 パークアンドライド

ご利用下さい無料駐車場
10 月 1 日より普通乗車券、回数券利用者
も無料駐車場をご利用できます。
○駐車場所
○申込方法

○利用台数
◇場
所 湊線那珂湊駅
○利用期間
◇活動時間 9:00～15:00(当面は土日のみ活動）
※詳細は、おらが湊鐵道応援団事務局まで

応援団会員数 2,019 名 (11/21 現在)

乗って残そう!!

梅原さんは 7 年前、雨上がりの退
社時に、245 号の中央分離帯にクル
マを乗り上げてしまいクルマを大破、
幸いケガはありませんでしたが、これ
を機に湊線通勤にしました。
井上さんは、今回の湊鉄道応援団
の湊線利用促進に共感し、思い切っ
てマイカーから湊線通勤に切り替えま
した。交通渋滞や事故の心配もなく、
環境にも優しいし、時間通りなので、
二人とも大いに満足しているというこ
とです。みなさんも、湊線に乗るキッカ
ケを探してみてください。

ひたちなか市釈迦町 6865-1
那珂湊駅にある「釈迦町駐車場利用
台帳」に必要事項を記入して下さい。
30 台 (駐車場:既利用者以外の場所)
平成 20 年 3 月 31 日まで

湊線乗車特典
サービス企画
★湊線特典サービスは、湊線に乗車の
際に、那珂湊駅または乗務員が発行
する「乗車証明書」(当日限り有効)を各
店舗へ提示することにより各店独自
乗車特典サービ
のサービスが受けられます。
スが受けられる
◆那珂湊･平磯･阿字ヶ浦地区の宿泊施設 お店は、こののぼ
りが目印です。
『宿泊優待サービス』 (69 店)
◆お魚市場･本町通り商店街『お買い物サービス』(52 店)
◆おらが湊鐵道応援団『レンタサイクル』

〒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）
TEL029-263-7811 FAX029-263-6859 E-mail：minato@hcci.jp

10 月 8 日

