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阿字ヶ浦

車では味わえない体と心の健康を湊線で
「一人で乗った海浜鉄道」
大谷 智紘君 (堀口小 5 年)

阿字ヶ浦駅では、地元阿字ヶ浦自治会(小武 浩会長)の皆さんが出迎え、本間源基
ひたちなか市長と吉田千秋ひたちなか海浜鉄道社長が歓迎の挨拶を行ないました。

6 月1 日、「一中地区地域ふれあいを広める会」(大和田敬
治会長/ひたちなか市)の皆さん約 320 名が、湊線を利用して
海浜公園への歩く会を企画していただきました。参加者の男性
は、「体を動かすことはいいですね。帰りの磯崎-平磯間では
霧、いや、雲の中を走っているような幻想的な光景に久しぶりに
感動しました。来年も絶対参加します。」と話してくれました。

湊線の絵４05 枚が届きました。
5 月 26 日、那珂湊第一小学校から全校生で描い
ていただいた湊線の絵が、応援団に届きました。
この絵は、湊線に乗り平磯海岸へ郊外学習に行った
時の絵で、千切り絵など
工夫を凝らした作品もあ
り、今後那珂湊駅やケ
ハ 601 展示車両等で
展示していきます。生徒
の皆さん、先生本当に
ありがとうございます。

湊線で那珂湊を探索

春休みにおじいちゃんの家まで行くのに、勝田駅から那珂
湊駅までひたちなかかいひん鉄道に乗りました。何回か乗っ
たことがあったけど、一人で乗るのは初めてで、不安でした。
はじめに、切ぷを買いました。切ぷを買うのも初めてでどき
どきしたけれど、意外とかん単に買えました。改札を入って一
番ホームに行くと、もう電車が来ていました。乗りおくれるかと
思ってあわてて走って乗りました。少ししてから発車しました。
電車の中にはけっこう人がいました。金上駅をすぎると周りの
景色がひらけて気持がよかったです。
那珂湊駅について改札を出るとおばあちゃんが迎えに
来ていました。ちょっとほっとしました。後から一人で乗った記
念に切ぷをもらえばよかったなと思いました。今度は終点まで
乗って切ぷをもらいたいです。

応援団

ケハ 601 復元ボランティア募集

【募集テーマ】 日本初ステンレス気動車を復元し展示車両とし
て活用を図る
【参加対象】 高校生以上の方
【参加方法】 ボランティア方式（但し清掃用具等は応援団で準備）
【作業要項】 下記の日時に現地集合、現地解散

日
7/12(土) 7/13(日) 8/9(土) 8/10(日)
場 所 那珂湊駅構内 (受付:駅応援団サービスステーション)
時 間 10 時 30 分～15 時 00 分
那珂湊駅などが主催する「町並みめ 作業内容 ステンレス列車内外清掃作業
募集人員 20 人程度 ※申込等詳細はホームページをご覧下さい。
そうだ! ８月は八朔祭に行こう!! ぐりハイキング」が６月１日、建築文化史
家の一色史彦さんらを講師に迎えて開 ケハ 601 とは…
― 盛 り沢 山 の湊 線 沿 線 イベント情 報 ―
我が国初のステンレス気動車
催されました。今回で２１回目を数える
★姥の懐 海開き ７月 19 日(土) 8:00～ 場所：姥の懐マリンプール このハイキングは、那珂湊地区の史跡 ケハ 601 号は、茨城交通自社発
★平磯海岸 海開き ７月 19 日(土) 8:00～ 場所：平磯海水浴場
や古い商家建築を訪ねるもので、今回 注の車輌で、1960 年（昭和 35 年）
★阿字ヶ浦 海開き ７月 19 日(土) 8:00～ 場所：阿字ヶ浦海水浴場
は市外から 20 人を越す参加があった に新潟鉄工所で新製されました。
★阿字ヶ浦花火大会 ７月２８日(月)19:00～20:30
車輌は総括制御が出来ない
ほか、吉田海浜鉄道社長も初参加。幕 ため、単行運行又は付随車とし
ケハ 601(湊線那珂湊駅にて)
荒天時７月 29 日(火) 場所：阿字ヶ浦海岸
末から戦前にかけて繁栄した往時の て編成に入り運行。1992 年(平成 4 年)に除籍され廃車となりまし
★那珂湊海上花火大会 ８月７日(木)19:00～20:30
那珂湊を体感しました。 次回は 7 月 たが、登場時に注目をあびた車輌のため廃車体は現在も那珂湊
荒天時８月１１日(月) 場所：那珂湊漁港周辺
12 日(13:00～16:00)開催です。
★ひたちなか祭り花火大会 ８月２３日(土) 18:30～20:30
駅構内の機関区の脇に設置され愛好者に親しまれています。
荒天時８月２５日(月) 場所：自衛隊勝田駐屯地内
【申込・問合せ先】 ひたちなか海浜鉄道 那
ご利 用 下 さい無 料 駐 車 場
★かつお祭り ７月６日(日) 9:00～ 場所：那珂湊漁港魚市場
珂湊駅「ハイキング係」 TEL.029-262-2361
市 釈 迦 町 パークアンドライド
・カツオの刺身・アラ汁の無料試食(限定 1,000 食)、カツオわら焼き実演販売

駅の清掃は私たちが協力します。

★みなと八朔まつり
定期券、普通乗車券、回数券利用者向け
８月２日(土) 供奉・風流物行列 17:30～(明神町)、３日(日) 御神輿・ 湊線各駅の近隣自治会ボランティアの
無料駐車場は 20 年度もご利用できます。
お浜入り 6:00～(和田町)、供奉・風流物行列 18:00～(和田町)
皆様に、輪番で駅清掃をしていただくこ
○駐車場所 ひたちなか市釈迦町 6865-1
★里浜づくり ９月２０日(土) 10:00～ 場所：阿字ヶ浦海岸
とになりました。本当にありがとうござい
○申込方法 那珂湊駅にある「釈迦町駐車場利用台
・ビーチバレー教室、ビーチサッカー、ビーサン跳ばし、ビーチ相
ます。(実施予定日:第 1 日曜日 8:30～9:00)
撲、ビーチフラッグス、ニュースポーツ、模擬店他
帳」に必要事項を記入して下さい。
駅
7月
8月
9月
★Do night マーケット 毎月第 3 土曜日 18:00～ 場所：明神町商店街
○利用台数 30 台 (駐車場:既利用者以外の場所)
★七夕歩行者天国 ７月５日(土)16:00～21:30 場所：おもてまち通り
中 根 駅 柳が丘・柳沢美田多・相金自治会
○利用期間 平成 21 年 3 月 31 日まで
★ドリンクラリー ７月２６日(土)18:30～21:30 場所：勝田泉町界隈
田中町･小川･龍 神敷台・部田 湊中央・湊本
那珂湊駅
之口町・関戸町 野・十三奉行 町・商店街
・参加飲食店(6 件)を時間内に完走すると豪華商品が当たる大抽選
会(21:30～)に参加できます。前売り券:3500 円 当日券:4000 円
殿 山 駅 七丁目・和田 殿山・牛久保 七丁目・和田
★ひたちなか祭り ８月２３日(土) 14:00～
週末の那珂湊駅前
平 磯 駅
平磯・平磯清水町自治会
17:00 場所：勝田中央・表町他
磯
崎
駅
磯崎町自治会
２４日(日)14:00～21:00 場所：同上
那珂湊駅
★湊線特典サービスは、湊線に乗車の
阿字ヶ浦駅
阿字ヶ浦自治会
★ひたちなかフラフェスティバル
際に、那珂湊駅または乗務員が発行
７月６日(日） 10:00～ 場所：国営ひた
する「乗車証明書」(当日限り有効)を店
お気軽に
ち海浜公園
舗へ提示することにより各店独自の 乗車特典サービ
サービスステーション
★ROCK IN JAPAN FES.2008
スが受けられる
サービスが受けられます。
８月１日(金)～3 日(日)10:30～20:30 場 スタッフに!!
お店は、このマー
◆那珂湊･平磯･阿字ヶ浦地区の宿泊施設
クが目印です。
所：国営ひたち海浜公園 日本最大級 ◇場
所 湊線那珂湊駅(土日のみ活動）
『宿泊優待サービス』
(69
店)
の野外音楽イベント。問合せ：ROCKFES事
◇活動時間 9:00～15:00(午前･午後 3 時間程度） ◆お魚市場･本町通り商店街『お買い物サービス』(52 店)
務局 ☎:0180-993-611（24H テープ対応）

湊線乗車特典
サービス企画

※詳細は、おらが湊鐵道応援団事務局まで

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。

◆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

