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は
海浜公園へ
湊 線 で！

阿字ヶ浦駅〜海浜公園海浜口 4月11㈯・12日㈰ ＆ 4月18日㈯〜5月10日㈰

湊 線 通 学 の 楽 し み

ネモフィラ シャトルバス運行

前号に引き続き、湊線を利用して通学している那珂湊高校と海洋高校の
2 年生（新 3 年生）
に、湊線通学の魅力などを寄稿していただきました ( 新型
コロナウイルスによる臨時休校前の作文です）。

みはらしの丘を拡張 530万本が開花

海浜鉄道では今春も阿字ヶ浦駅とひたち海浜公園海浜口を結ぶ無
料のシャトルバスを運行します。期間は 4 月 11 ㈯・12 日㈰と4 月
18 日㈯〜5 月 10 日㈰の毎日の計 25 日間で、阿字ヶ浦駅の湊線発
着時間に合わせた午前 9 時〜午後 5 時の時間帯（GW 期間の早期開園
日は運行時間が早まります）
に運行となります。
ことしはネモフィラの開花時期が 2 週間近く早く、4 月中旬には見
頃を迎える予想です。また今年から、海浜公園の入園料には季節料
金が導入（4/13〜5/6）され、おとな 460 円が 700 円、シルバー
（65 歳以上）210 円が 450 円となるため、4 月 11 日・12 日に湊
線を利用するのが一番ベストのようです！
海浜鉄道では
「海浜公園入園券付湊線 1 日フリー切符」
を那珂湊駅
と勝田駅湊線窓口で販売しています。おとな 1,100 円（季節料金期
間中 1,400 円）、シルバー 1,000 円（同 1,300 円）
で、通常の 1 日
フリー切符（1,000 円）
と、ほとんど変わらない価格で大変おトクです。
入園券付き切符を購入すれば、公園ゲートで入園券購入の列に並
ぶことなく入園もスムーズです。「渋滞知らずの湊線」
を、ぜひ市外の
お知り合いにも教えてあげてください。

ナ
新型コロ
30％超える減収に
ス
ウイル
影響大 震災以来の試練、ともに頑張りましょう！

那珂湊高校 2年

駅名

4月5日
（日） 5月3日
（日）

中 根

柳沢美田多･相金･三反田班

高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会
神敷台
湊中央
湊本町
那珂湊 部田野小谷金
十三奉行
商店街
殿 山 和田町･殿山町 七町目・牛久保町
平 磯

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

琴 未 さん

しているため湊線に関わる機会が多く、たくさんの
思い出があります。
そんな湊線の一番の思い出は、ひたちなか海浜
鉄道開業記念祭 2019 です。イベントが終わり、
帰ろうとして列車に乗り込みましたが、整理券がな
いと乗れない列車でした。私と友達はそんな列車
だとは知らずに乗ってしまい、時間がギリギリだったため降りることができ
ずに落ち込みましたが、車内をよく見ると初めて見る内装に驚きました。
通学時に乗っている列車とは違う雰囲気が感じられ、同じ景色を見てい
るはずなのに別の景色を見ているようでした。
何気ない景色が違って見えたのは列車の良さだと思います。おそらくこ

新型コロナウイルスの感染予防等により、
変更になる場合があります。海浜公園や海
浜鉄道 HP 等で事前にご確認ください。

の列車に乗る度にあの時の思い出が蘇るでしょう。これからも、湊線との
思い出を作っていきたいと思います。

中根駅 大漁桜満開でブレイク！

海洋高校 2年

奥 谷

蒼 未 さん

私は高校に入学し、湊線を使うようになりました。
それまで湊線にあまり乗ったことがなかったので、
「列車通学ってどんな感じなのかな」と楽しみだっ
たのをよく覚えています。私には湊線を利用する中
でとても楽しみにしている事があります。それは、
季節ごとの装飾です。七夕飾りや絵馬に願い事を
書いたり、クリスマスにはイルミネーションがきれい
に点灯しています。夏祭りに水ヨーヨーをもらった事もありました。
また、MMM の方々の作品が展示してあったり、みなと源太さんが弾
き語りしていたりなど、地域の人々だけでなく遠くから来て初めて利用する
方でも楽しめるという魅力があります。
それともう１つ、私には思い出があります。それは、たまたま乗ってい
た同級生や後輩、先生と話をした事です。話をしているとあっという間に
時間が過ぎてしまいます。
もうすぐ３年生なので、通学で湊線に乗るのはあと約１年間ですが、こ
れからもよろしくお願いします。皆さんも湊線で様々な思い出を作ってみま
せんか？

通学が再開したら…

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
販売します。
セット価格 1,000 円で、通常のフリー切
符と同額になりました。
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
を差し上げます。
※切符と応援券には当分の間、旧価格が印
刷されています。

朝8：30（中根駅・高田の鉄橋駅は8：00）
から開始します。中根駅は5月〜9月は
7時30分開始となります。

「応援団報」カラー版を
PC・スマホでご覧ください

髙 田

私は「みなとちゃん応援隊」という部活に所属

海浜鉄道開業翌年の 2009 年と、震災復興を願って
2012 年に応援団と地元の皆さんで植樹した中根駅の
湊線も、新型コロナウイルスの大きな影響を受けてい
「大漁桜」
が 3 月上旬に満開となり、ひと足早いお花見を
ます。
楽しむ人が次々と訪れていました。応援団では満開だっ
２月上旬まで対前年１００％超と比較的好調だった収入
た週末の計 5 日間、夜間のライトアップも実施し、ふだ
は、２月中・下旬が各駅現金収入レベルで対前年１５％減、
んは静かな
「秘境駅」
が賑わいました。
３月に入ってさらに大きく落ち込み上旬は３０％を超える減
植樹から10 年前後が経った 8 本の大漁桜はことし一
収となっています。
段と大きくなり、ソメイヨシノより色濃い花付きも見事で
現状ではまだ事態収束の見込みが立っておらず、この
し た。満 開 を 迎
まま新年度に入ると、観光輸送の大きな割合を占めるネ
えた頃には NHK
モフィラ輸送にも影響を及ぼしかねません。
や茨城新聞で紹
社では、例年どおり通学輸送確保のため市内中学校、
介 さ れ たことも
沿線高校への協力を仰いだほか、観光のお客さま受入れ
あり、暗 い 話 題
の準備も進めていますが、事態は不透明で、当面新年度
の多い中で一服
予算執行を凍結する見込みです。
の 清 涼 剤として
ただ、通勤定期や日々のお買い物などで地元の皆さん
イッキにブレイク
に固定的にご利用いただいており、経営の根幹を揺るが
した感じです。
すような減収は想定されません。このため、今しばらくは
中 根 駅や 沿 線
静かに事態収束を待ちたいと考えております。
では、これから、
この間、収束後の経営改善に向け、新たな増収策を策
「神 代 曙」や ソメ
定するほか、これまでの定番イベントの運営なども見直し、
イ ヨ シ ノ、枝 垂
さらに多くの皆様に喜んでいただけるよう準備を進めてま
れ 桜、山 桜 な ど
いります。
が続いて開花し、
震災以来のちょっと粗い砥石に磨かれ、さらに力強い地
桜の花の競演の
域鉄道を作り上げていく所存ですので、皆様には、今後
季 節を迎 えて い
ともご協力をお願いいたします。
きます。
ともに、がんばりましょう。 （海浜鉄道社長・吉田千秋）

駅の環境整備 いつもありがとうございます

阿字ケ浦

見本

120日分の運賃で
クレジット払い可能
みんなのカードポイントも
1年間利用できます。 紛失しても再発行。 大量に貯まります。
見本
運賃
改定

（日）
野菜と干物の朝市 ■4月5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

ご利用できます

那珂湊駅窓口・勝田駅湊線窓口

「乗車証明書」
でおトク!

那珂湊地区で回覧にご協力いただいている
「応援団報」は墨 1 色刷りですが、
応援団ホームページ
（http://minatosen.com《湊線どっと混む》）
には、フル
カラー版を毎月末にアップしています。パソコン・スマホから自由にダウンロー
ドできます。ぜひご覧ください。また、印刷、配布も自由です。

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」9,200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

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〜

★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
待が受けられます（スタンプ当日限り有効）。現在
沿線 100 店（施設）近くが参加し、お買物や宿泊
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。
★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
援団 facebook ページでご確認ください。
★乗車証明書裏面に印刷された QR コードで湊線時
刻表と応援団 facebook ページも確認できます。
★乗車証明書は湊線フリー切符でも代用できます。

〒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

