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新学期は始まったけれど…（4/8）

湊線グッズをオンライン販売開始
お孫さんや友達へのプレゼントにどうぞ

新型コロナウイルスの影響で、大幅な減収が続く海浜鉄道は、4 月中旬か
ら試験的に湊線グッズのオンライン（通信）販売に乗り出しました。反響は上々
で早くも品切れの商品も出ているとか。現在の取扱いグッズは 9 種類ですが、
ラインナップは徐々に増やしていく予定だそうです。
現在販売しているのは、①駅ネコ クリアファイル 300 円、②駅ネコ ポスト
カード（5 枚入）350 円、③駅ネコ ストラップ 500 円、④縁起のいい開運切
人気の駅名標キーホルダー（500円）
符 150 円、⑤開業 9 周年記念ピンバッジ 500 円、⑥駅名標キーホルダー（各
湊線各駅が揃っています。
駅）500 円、⑦キハ 222 クリアファイル 300 円、⑧湊線ノート100 円、⑨開
業 100 周年記念乗車券 2,000 円の 9 種類です。
購入方法は https://minatoline37.base.shop/ にアクセスして、希望のグッズを買い物カートに入れて行きま
す。グッズの金額に送料（通常は370 円）がかかりますが、A4 サイズの厚紙を使用したレターパックで送られるので、
かなりの量が入るかと思います。
支払い方法は、コンビニ後払い、通信各社の電話料金合算払い（以上手数料 300 円）、銀行振込（手数料負担）、
クレジットカードなどが選べます。
もちろん、那珂湊駅窓口で購入することもできます。今度のゴールデンウイークに再会できなくなったお孫さんや
お友達へのささやかなプレゼントにぜひご利用ください。
詳しくは海浜鉄道 HP（http://www.hitachinaka-rail.co.jp）をご覧ください。

感動を再び！ 期間限定
水戸芸術館が 無料配信

臨時休館している水戸芸術館では「おうちで楽しむ水戸芸術館」という
企画で、過去のコンサートや演劇公演、展覧会等の模様を 5 月 10 日まで
の期間限定で無料の動画配信をしています。
その中のひとつ演劇には、2018 年 9 月に海浜鉄道開業 10 周年記念
企画として公演され大好評だった「海辺の鉄道の話」が選ばれています。
湊線を舞台にした笑いと汗と涙の連続、開業直前から延伸計画までを湊
線に関わる人と駅猫 2 匹をモデルに丁寧に描いた約 2 時間半の作品です。
また、脚本演出の詩森ろばさんと吉田社長の最近の対談も同時配信されて
います。本公演を見逃した方はもちろん、一度見た方は再び感動がよみが
えります。
※視聴はおうちで楽しむ水戸芸術館で検索してください。

自治会割引 市内自治会加入者は…
回数券 9枚分の運賃で11回乗車できます

春の硬券フリー切符＆応援券を発売中

★野菜と干物の朝市（毎月第一日曜） 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
★駅の清掃と環境整備（同）
春バージョンを那珂湊駅と勝田駅湊線窓口
★那珂湊駅西側はまぎく花壇整備（5月中止） 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、
★海浜鉄道記念イベント（開催日未定） 那珂湊駅窓口に呈示された方にはプレゼント
★MMM2020（2021 年夏に延期） を差し上げます。
※切符と応援券には当分の間、旧価格が印
★那珂湊野外劇（2022 年 8 月に延期） 刷されています。

見本

開催延期になりました

ご利用できます

那珂湊駅窓口・勝田駅湊線窓口

見本
運賃
改定

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〜

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」9,220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＞

いま、私たちにできること
岡田不動産株式会社 社長
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数週間前までの週末は、人と話題溢れる那珂湊
駅にお邪魔する機会が多くなり、今回リレー随筆を
依頼されました。
新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。
国の緊急事態宣言も発せられました。学校も休業
です。様々な情報が溢れかえっていますが、整理
してみましょう。
この問題の根本は、新型コロナにはいまだ、ワクチンも特効薬もないこ
とです。最大の危惧は医療の崩壊です。感染者拡大によって収容施設・
医者・看護師がパンクすれば、底が抜けます。コントロールができません。
何の対処方法も持たない私たちにできることは、感染しないことです。
感染を防ぐために私たちができること、やらねばならないことは、①３密
（密集・密閉・密接）を防ぐこと ②手洗いの励行

③外出しないこと

です。
終息が見えるまでは、耐えましょう。自分が感染しないこと、感染源に
ならないことが、世の中を救うのです。
ただし、鬱々と閉じこもっていても楽しくありません。この時間を利用し、
普段できないことをやってみましょう。例えば、本を読みましょう。音楽を
聴きましょう。映画を（家で）見ましょう。・・・・この時間をチャンスとと
１７世紀の中頃、鉄道発祥の地のイギリス・ロンドンではペストが大流

外出自粛要請の中にも春の息吹

湊線は通常ダイヤで
運行しています。

新型コロナウイルスによる影響が各方面に大きく拡がっています。早
期の事態収束を願うばかりです。いま出来ること、収束→終息後に向け
た取り組みなどをしばらくの間、リレー随筆していただきます。

らえてはいかがでしょう。時間はたっぷりあるはずです。

湊線がおトクに乗車できる「自治会割引回数券」をご存知でしょうか？
通常、11 枚綴りで 10 枚分の運賃で発売している回数券を、さらに1
枚おトクな 9 枚分の運賃で、市内自治会加入世帯は購入することができ
ます。たとえば勝田ー那珂湊間なら通常 3,500 円のところ3,150 円
になるので、普通運賃 350 円と比べると1 回の運賃が約 287 円と、 那珂湊駅構内の八重大島（4/5）
約 18％おトクな計算になります。
購入方法は、①那珂湊駅窓口または勝田駅湊線窓口で申込書に住所・
氏名・自治会名等必要事項を記入し購入。②各駅の券売機で回数券購 いつもと違う春になりましたが、今年も
入時に領収書ボタンを押して領収書を発行し、これを1 週間以内に那珂 湊線沿線や中丸川河畔では春の息吹が
湊駅または勝田駅窓口に持参、申込書に記入し1 回分のキャッシュバッ 感じられました。
クを受ける。という2 通りです。また、①だとクレジットや PayPay 払い
も可能です。①②とも「みんなのカード」にスタンプ押印（打刻）もで
きるのでさらにおトクです。有効期限は昨年 10 月より、発行日から6
か月間に延長されました。
コロナ禍で通勤や通学が不定期なこの時期のご利用におすすめです。
家族やグループで乗車の時に代表者が回数券を購入するという利用方
法もできます。この自治会割引回数券は、市や関係団体で構成する湊
線対策協議会の補助事業なので、清算期間となる3 月だけは販売を休
中丸川河畔の菜の花と里山の山桜（4/8）
止しています。

当分の間、実施を見合わせます

新型コロナウイルス終息まで ともに頑張りましょう！

おらが湊鐵道応援団

行しました。若きアイザック・ニュートンは、大学が閉鎖されたため、故
郷へ戻らざるを得なくなり、同時に自由な時間を得ました。ニュートンの３
大業績といわれる、微分積分学・プリズム光学そして万有引力構想は、
この長期休暇の時期に生まれています。
もしかして、今回のコロナ禍の時期があったからこそ生まれた何かが、

世の中に役立つものになったと言われるかもしれません。がんばれ人類！
！
コロナに負けるな。

通学が再開したら…

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。

通学定期券の有効期間延長など臨時取扱い

海浜鉄道では、県内の高校の休校に伴う臨時の取扱いとして、通学定期
券の有効期限の延長や払い戻しに対応することにしました。
①払い戻しをしない場合
通学定期の有効期間を休校になった日数分だけ延長します。
②払い戻しを希望する場合
A. 令和 2 年 4 月 6 日以降から有効の通学定期券→4 月 13 日を最終使用
日とみなし、使用開始日から4 月 13 日のうち平日のみ往復乗車したとして、
往復運賃 x 日数分の金額を差し引いて残額を払戻しします。この場合、4 月
6 日から有 効 の「勝 田 ー 那 珂 湊」年 間 通 学 定 期 券（84,000 円）では、
79,800 円の払戻し額になります。通常の手数料 550 円はかかりません。
また、新たに通学定期券を購入する場合は、通学証明書が再度必要になりま
す。
B. 令和 2 年 4 月 5 日以前から有効の通学定期券→残りの有効日数が 1 ヶ
月未満の場合は払い戻しできません。有効期間が 1 ヶ月以上の場合は「所
定の定期運賃ー使用済み月数に相当する定期運賃」となります。
不明の点は那珂湊駅（029-262-2361）までお問合せください。

「応援団報」カラー版をPC・スマホでご覧ください。
http://minatosen.com《湊線どっと混む》

〒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

