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阿字ケ浦

森の中を駆けるキハ205（11/10・金上ー中根）

令和初の初詣・初日の出は湊線で

あじがうら号乗車の先着300名様には「開運福袋」プレゼント

海浜鉄道と応援団の共同企画で、恒例の初日の出･初詣列車の運行を2020 年（令和 2 年）元日㈬におこないます。
海浜鉄道発足前の 2008 年に始まったこの企画は今回で 13 回。毎年楽しみに乗車されるお客様が増えています。
日本列島では犬吠埼に次いで早い初日の出と初詣のビューポイントへは応援団員がご案内を致します。

急行あじがうら号

磯﨑海岸から眺めたことしの初日の出

勝田 5:30 発ー阿字ケ浦 5:57 着（工機前は停まりません）
阿字ケ浦駅ー堀出神社ー酒列磯前神社ー磯埼灯台下（初日の出）
※3 輌編成で 1 輌は指定席 ( キハ 205 予定）

水平線から雲間に姿を見せた初日の出（磯埼海岸）

先着 300 名様に、ホテルニュー白亜紀無料入湯券（元日午
前 10 時から使用可能）、ほしいも、携帯カイロなど
「開運福
袋」をプレゼント。各神社やホテルで甘酒などをサービス、
磯埼灯台下では
「和奏（わかな）」
による和太鼓演奏を予定。

快速なかみなと号

前売り「1日フリー乗車券」を12月1日㈰から発売

勝田 6:05 発ー那珂湊 6:19 着（阿字ケ浦行き）
那珂湊駅ー湊公園（初日の出）ー天満宮ー橿原神宮ー四郎介稲荷
※快速なかみなと号は那珂湊方面の初日の出・初詣企画です。

正月三が日のうち一日に限り有効の「1 日フリーきっ 各神社で御神酒などの Hot なサービスを用意しています。
ぷ」
（写真右）
を那珂湊駅と勝田駅湊線改札で 12 月 1
日㈰から1 月 3 日㈮まで販売します。
（ひたちなか商工
会 議 所 本 所･支 所は 12/9〜25 に販 売）価 格は大 人
1,000 円、子ども 500 円。購入の方には
「地方民鉄
旅ガイド」
をプレゼント
（先着順）
します。
※あじがうら号・なかみなと号とも通常の乗車券・定
見本
期券でも乗車できます。
また、あじがうら号 3 輌編成のうち 1 輌の指定席券
の電話予約を、那珂湊駅で 12 月1 日㈰ 13 時から受 【主催】ひたちなか海浜鉄道株式会社・おらが湊鐵道応援団
け付けます
（先着 50 名・440 円）。指定券は当日
（元 【協力団体】酒列磯前神社･堀出神社･橿原神宮･天満宮･四郎
日）午前 5 時から勝田駅湊線ホームで現金と引換になり 介稲荷神社･茨城中央ほしいも協同組合･ホテルニュー白亜紀
･ひたちなか商工会議所
ます。
（予約：029-262-2361）
。

冬バージョンの応援券と硬券フリー切符を発売 三反田小5・6年生が中根駅に花植え

12 月 1 日から来年 2 月末日まで、湊
線応援企画の「湊線応援券」
と
「特製硬券
1 日フリー切符」の冬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。
セット価格は 1,000 円で通常のフリー切
符と同額になりました。切符は特大の「D
型倍寸硬券」で、
旧型車の 4 連走
行 の イラストが
描かれています。
また、応 援 券 は
激しく雪 降る沿
線 を 行く
「ミ キ」
見本
の写真です。
1.12.1
※切 符と応 援 券
に は 当 分 の 間、
運賃
改定
旧価格が印刷さ
れています。

あじがうら号での初詣をお待ちしています！！

阿字ヶ浦駅近くの堀出神社では毎年元日早朝、阿字ヶ浦自治会や神社役
員のみなさんが、あじがうら号の乗客を温かいおもてなしで出迎えてくれ
ます。関係するお二人に初詣と湊線への思いを寄稿していただきました。

が ん ば れ 湊 線！

阿字ヶ浦自治会 会長

黒 沢 伸 一 さん

この数 年 間、ひたちなか
海浜鉄道の初詣・初日の出
の皆さんを、阿字ヶ浦の堀
出神社境内で接待するお手
伝いに自治会を代表して参加
しています。
元日の朝 5 時に起床し神
社に到着すると、既に関係
あじがうら号からの乗客でにぎわう堀出神社 者 が 集まり接 待 用の 豚 汁、
甘酒等の準備もほぼできています。やがて到着する時刻が近づき駅へ出
迎えに。やってきました久々に見る3 両編成、それも満員!・・・。
50 年ほど前の数年間、高校・大学へ湊線で通学した頃を思い出します。
当時はいつも満員だった記憶。特に夏の時季は、阿字ヶ浦海水浴場が『東
洋のナポリ』とうたわれ、日本でも1、2 位を争っていたころ。上野駅から
直通便が運行され、超満員の海水浴客を迎えるため、駅前広場は海の
家や民宿等の客引きで溢れていました。やがて、20 数年前頃から阿字ヶ
浦海水浴場は衰退、道路網の整備や少子化 ( 学生減少 )が重なり、湊線
も廃線の危機へ陥ったわけですが、多くの関係者の努力で復活を遂げ、
延伸を目指すまでになったのは素晴らしいことです!
新年の希望に目を輝かせる初詣の皆さんを堀出神社まで先導し、戦場
のような境内の人波と、手慣れた担当者十数名と共に30 分間の格闘をし、
初日の出の海岸へ送り出し接待終了です。
当自治会では、駅構内の浜菊の栽培や除草等を含め、今後とも湊線を
応援して行きます。

初詣・初日の出列車へのおもてなし

11 月7 日中根駅で、三反田小学校 ( 中島
隆行校長 ) の 5・6 年生の児童 (55 人 )と引
率の先生が、応援団三反田支部の皆さんと
一緒にパンジーなどの花苗 ( 約 100 株 ) を
丁寧に植えてくれました。いつもありがとう
ございます。

阿字ヶ浦自治会 元会長

108匹のワンちゃんがご乗車

愛犬と一緒に湊線の乗車ができる
「わんわん
ライド湊線」
が、昨年に続いて 11 月 10 日に専
用車輌を増結して行われました。県外からも訪
れた愛犬家たちは、初めての “ 同伴乗車 ” にワ
ンちゃん以上にワクワクしたようすでした。

定期券利用客が大幅増 2019年度上期
輸送人員・運輸収入、上期で開業以来最高を記録

黒

澤

節 さん

ひたちなか海浜鉄道とおらが湊鐵道応援団の共同企
画で初詣・初日の出列車が運行されて今度で13 回め
になります。
私が、この御参拝者の「おもてなし」あたるようになっ
たのは、平成 23 年 1月1日(2011 年 )、阿字ヶ浦自治
会長になった年からです。この年は、忘れもしない
3.11 東日本大震災の年です。私が願うことは、堀出
神社の役員であると同時に、阿字ヶ浦町民の一人として海浜鉄道を利用
して堀出神社を御参拝しながら神社や海岸の清新・新鮮な空気にふれ、
この一年間の無病息災と開運を祈って戴きたいためです。
堀出神社御参拝は、阿字ヶ浦駅に到着すると神社役員と町の代表者が
皆さんをお迎えします。その後神社に直線路を進むと約 2 分で鳥居に到
着、それから本殿に向かって進むと右側のテント(3 張り)では、御神酒、
甘酒、豚汁の振舞い(お替り自由 ) があります。巌寒の元日でもあり参拝
の皆さんには大変好評をいただいています。また、縁起物、御札、御守
り等も好評です。
湊線を利用しての参拝者が年々増加しているのは喜ばしい限りです。今
後共、私達一同は年の初めの行事として町を挙げて皆様を心から「おも
てなし」し、歓迎して参ります。
追伸：全国でも珍しい地元特産品の干し芋を祀った「ほしいも神社」
が堀出神社裏手に11月23日竣工しました。ぜひ御参拝願えればと存じ
ます。

２０１９年度上期（４月〜９月）の営業成績が確定しました。輸送人員は５８
万１３３人で、昨年比１１０．７％、５万６０５９人の増加、旅客運輸収入は
１億１５３８万９４８５円で、昨年比１０８．７％、９１９万７２４５円の増収と
なり、いずれも開業以来最高の結果となりました。
12月1日
（日） 1月12日
（日）
駅名
地元の皆さんの底堅いご利用に加え、観光利用が大幅に伸びたこと、国
中 根
柳沢美田多･相金･三反田班
体や商工会議所青年部関東ブロック大会などの特需なども寄与し、定期外
高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会 旅客は前年を１０% 上回る好成績となりました。
定期旅客についても、ここ数年の伸び悩み傾向を脱し、輸送人員におい
神敷台
湊本町
湊中央
那珂湊 部田野小谷金
て通勤定期が１８% 増、通学定期が９% 増と大きな伸びとなりました。
十三奉行
商店街
秋以降、台風の影響などで減収を見たものの、これまでの好調で十分
殿 山 和田町・殿山町 七町目・牛久保町
穴埋めが可能であり、２年ぶりの単年度黒字も射程圏内です。
平 磯
平磯･平磯清水町自治会
日頃のご利用にあらためて感謝するとともに、目標達成に向け変わらぬ
磯崎町自治会
磯 崎
ご支援をお願いいたします。
（海浜鉄道社長・吉田千秋）
阿字ケ浦自治会
阿字ケ浦
那珂湊駅前イルミ点灯式 年末年始恒例の駅前イルミネーションの点
12月金曜日深夜と年末年始に臨時便を増発
・朝 8 時 30分（中根駅は8 時から）実施し 灯式は 12 月 3 日㈫午後 5 時から。湊保育園児のクリスマスソング合唱や
ます。
子どもへのお菓子プレゼントなどがあります。点灯は来年 1 月26 日㈰まで。
海浜鉄道では、12 月の金曜日と年末年始の深夜時間帯に臨時便を増発
・1 月は第 2 日曜日に実施します。
那珂湊駅の点灯時間は午後 4 時 30 分〜11 時です。
します。忘年会のお帰りやお正月の初日の出・初詣のお出かけにぜひご利
用ください。

駅の環境整備 いつもありがとうございます

応援団 ポストカード好評発売中
特製 駅猫セットなど 5枚組350円〜

（日）
野菜と干物の朝市 ■12月1日
午前9時〜11時頃まで

毎月第一日曜日に開催

■那珂湊駅1番線ホーム

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」9,190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

①12 月毎週金曜日、12/25 ㈬〜 12/28 ㈯運転（0 時以降は翌日）
・勝田 23：49 → 阿字ヶ浦 0：16 （那珂湊止まりを阿字ヶ浦まで延長）
・勝田 0：33 → 那珂湊 0：47 （那珂湊止まり・増発便）
・阿字ヶ浦 23：45 → 勝 田 0：18
（那珂湊止まりを勝田まで延長）
・阿字ヶ浦 0：19 → 那珂湊 0：30
（那珂湊止まり・増発便）
②12/31 ㈫〜 1/1 ㈬にかけて ほぼ終夜運転！
・延長運転を含めて上下合わせて 9 本の列車を増発し、初詣のお客様など
に対応します。
詳しくは海浜鉄道のホームページ、応援団報 12 月号をご覧ください。

〒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

