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「電車を止めるな！」上映決定 銚子電鉄支援
11月7・8日 那珂湊駅北すぐ「百華蔵」で

駅名

11月1日
（日） 12月6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
小 川
那珂湊
部田野小谷金
龍之口町
十三奉行
殿 山 七町目・牛久保町 和田町・殿山町
平 磯

平磯･平磯清水町自治会

磯 崎

磯崎町自治会

化とともに物品販売のお店は減少したものの、近
年は、飲食、美理容、健康等のサービス業のお
店が数多く出店し、近隣マンション群での居住人
口増加とも相まって、賑わいも出てきていました。
地域に密着して『お客様が出向いて、人と出会い、楽しみを体感できる
まち』という新たな方向性も見えてきていました。
しかし、今年１月半ばに国内初の新型コロナウィルス感染者が出ると、
状況はみるみる悪化し、歓送迎会の時期を目前にしていた飲食店が、す
べての予約のキャンセルを受けるなど、大きな打撃を受けました。その
後も、イベントや会合の中止なども相次ぎ、
『お客様が出向いて、人と出
会う』ことが避けられて、お店にとって非常に厳しい状況が今でも続いて
います。
こうした状況の中、組合員のお店の売上に寄与するため、おもてまち
商店街組合では、
『プレミアム商品券を持って、おもてまちに行こう！セー
ル』を実施しています。
『ひたちなか市 緊急対策・地域応援プレミアム商
品券』１枚５００円の券が、表町の加盟店では６００円で使える（何枚でも）
鑑賞券は1日乗車券付き

国指定史跡の虎塚古墳の壁画公開開
始から今秋で 40 周年になるのを記念し
て、同古墳近くの市埋蔵文化財調査セン
ターで特別展「公開と保存への挑戦」が
10 月 25 日から来年 5 月まで開催され
ます。壁画発見から公開開始までの記録
写真などが展示されます。
同センターへは中根駅から徒歩約 30
分。秋日和のウォーキングにも最適です。

阿字ケ浦

阿字ケ浦自治会

というセールです。元々１冊１０,０００円で買ったプレミアム商品券が表町
で使うと１４,４００円になるというビックリ企画です。年末の１２月３１日まで
開催していますので、どうぞご利用ください。

「地域共通クーポン」海浜鉄道も参加「プレミアム商品券」
GoToトラベ ル 事 業 の「地 域 共
通クーポン」
と、ひたちなか市補
助事業の「地域応援プレミアム商
品券」が湊線那珂湊駅窓口と勝田
駅湊線窓口で利用できます。
地域共通クーポンが利用できる
のは 1 日フリー切符とグッズ類の
み。プレミアム商品券は定期券や
回数券など乗車券類にも利用でき
るそうです。

1日フリー切符 1,000円 600円

虎塚古墳壁画

初詣・初日の出は湊線で
急行あじがうら号 運行決定 詳細は次号の応援団報で !
阿字ヶ浦駅
阿字ヶ浦駅 ー
ー 海浜公園海浜口
海浜公園海浜口

無料コキアシャトルバス 11/3㈫まで土日祝日運行中
海浜公園入園券付湊線 1 日フリー切符 おとな 700円 シルバー（65歳以上）600円

※朝8：30（中根駅と、高田の鉄橋駅は8：
00）
から実施します。

小 池 明 弘 さん

おもてまち商店街では、消費者の購買行動の変

見事に咲きました

駅の環境整備ありがとうございます

表町専門店商店街振興組合 代表理事
の中で洋服店を営んでいます。

虎塚古墳公開40周年

那珂湊駅西側のハマギク花壇の下草取
りが 10 月 11 日に地元有志の皆さんのご
協力で実施されました。
作業終了後、コキアのヘッドマークを掲
出したキハ 11-5に手を振る皆さんは、間
もなく開花する真っ白なハマギクの花へ思いを馳せていました。
一方、阿字ヶ浦駅の花壇（写真右）
では 10 月22 日、那珂湊駅よりひと
足早く満開のハマギクを見ることができました。花言葉は
「逆境に立ち向
かう」。湊線のシンボルの花でもあります。

ビックリ企画！何でも やっちゃぁべぇ！
私は、湊線・勝田駅近くの、おもてまち商店街

昨秋の台風襲来、さらに追い打ちをかけたコロナ禍、変電所の大規模
改修が迫るなど経営難に苦しむ銚子電鉄（竹本勝紀社長）
を支援するた
め、話題の自主製作超Ｃ級（銚子級…）映画「電車を止めるな！」の那珂湊
での上映会が決定しました。
主催は、茨城県、県内私鉄４社、茨城県公共交通活性化会議と銚子
電鉄。県内私鉄４社沿線で順次上映会が開かれます。
ひたちなか海浜鉄道沿線の上映日は、１１月７、８日の２日間。会場は
那珂湊駅北側すぐの「百華蔵」
（駅から徒歩５分）
。各日１０時と1４時から
の２回上映で、トークショーも含め１回約２時間を予定しています。
当日は、各回とも海浜鉄道・吉田社長のアフタートーク、銚子電鉄支
援のため、銚電名物「ぬれせんべい」
や「まずい棒」販売なども予定され
ています。また、特別に上映１０分前に駅係員の誘導により、普段立ち
入りができない構内通路の通行も体験いただけます。さらに、８日には
銚子電鉄・竹本社長が登場、銚電得意の増収アイデアなどをお聞きで
きそうです。他にもいろいろ楽しいことが。
なお、湊線上映日にご都合のつかない方は、ぜひ他の会場に足をお
運びください。１０月３１日の関東鉄道竜ヶ崎駅を皮切りに、真岡鉄道、
鹿島臨海鉄道、関東鉄道常総線で順次上映が決定しています。
入場料は銚電の一日乗車券付で大人 2,000 円、中学生 1,200 円、
小学生 1,000 円。来場者限定のプレゼントもあります。予約は、電車
を止めるな！公式サイト
（https://dentome.net/）からの web 事前購入
となります。詳細もこちらでご確認ください。
海浜鉄道と姉妹鉄道でもある銚電の支援、またコロナ禍により厳しい
状況が続く県内地域鉄道の応援のためにぜひご鑑賞ください。
なお、密をさけるため、定員は各回２０人と小さくなっています。お申
し込みはお早めに。

ハマギク花壇整備お疲れさまでした

新型コロナウイルス終息まで ともに頑張りましょう！

（日）
野菜と干物の朝市 ■11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

※ホームへの入場は無料です。

ひたちなか市公共交通利用喚起事業
来年1月11日まで400万円の予算（早期に終了する場合があります）
駅券売機でフリー切符を購入した場合は、購入後 7 日以内に勝田駅湊線
窓口または那珂湊駅で、使用したフリー切符を駅員に提示して、キャッシュバッ
クを受けてください。勝田駅まで往復する場合、高田の鉄橋駅より以東の各
駅からの乗車はフリー切符の方がお得になります。

応援券付フリー切符も600円

「湊 線 応 援 券」と
「特 製 硬 券」をセットにした秋
バージョンの「応援券付湊線 1 日フリー切符」を、
那珂湊駅と勝田駅湊線窓口で 11 月末まで販売し
ています。リニューアルした秋の応援券は、キハ
11 のヘッドライトに照らされたススキが輝く図柄、
硬券は横長の「D 型」
になります。セット価格は通
常のフリー切符と同じ割引で 600 円です。

見本

運賃
改定

「乗車証明書」
でおトク!

★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
【応援団関係】
【海浜鉄道関係】
待が受けられます（スタンプ当日限り有効）。現在
◇ホームページ http://www.hitachinaka-rail.co.jp/ ◇フェイスブック http://www.facebook.com/MinatoLineSupporters
沿線 100 店（施設）近くが参加し、お買物や宿泊
◇ツイッター http://twitter.com/keha601
◇ツイッター http://twitter.com/minatoline
などで優待があります。
◇応援団HP http://minatosen.com（湊線どっと混む）
★サービスは乗車当日なら、何店でも利用できます。
※「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。
★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
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、 援団 facebook ページでご確認ください。
応援団ホームページ
（http://minatosen.com《湊線どっと混む》）
には、フル ★乗車証明書裏面に印刷された QR コードで湊線時
カラー版を毎月末にアップしています。パソコンから自由にダウンロード= 印
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。
刷もできます。ぜひご覧ください。また、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！」9,260名を達成しました!

「応援団報」カラー版を
パソコンでご覧ください

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
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