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美乃浜学園駅 3月13日開業
平磯〜磯崎駅間 湊線11番目の新駅

新規開業する美乃浜学
園駅＝写真右
西側から撮影した美乃
浜学園駅︵手前︶と美
乃浜学園の立派な校舎
＝写真左

平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区の小中 5 校が統合して 4 月に開校する、小中一貫の義務教育学校「美乃浜学園」の
最寄駅となる、
「美乃浜学園駅」
が 3 月13 日のダイヤ改正に合わせて、開校よりひと足早く平磯〜磯崎駅間に開業
します。湊線 11 番目の新駅開業は、2014 年 10 月の高田の鉄橋駅開業以来。海浜鉄道発足後、2 番目の新駅
誕生です。

湊 線 通 学 の 思 い 出
高校 3 年生はもうすぐ卒業式ですね。湊線を利用して 3 年間通学した那
珂湊高校と海洋高校のお二人に、湊線通学の思い出を寄稿していただき
ました。

大 好きな地 元の駅
那珂湊高校 3年

根 本 愛 美 香 さん

私は、生まれも育ちも那珂湊で、地元の新しく
変わっていく姿を何年も見てきました。那珂湊駅
もその一つです。
幼い頃から海浜鉄道湊線を利用しており、窓
から見える何気ない田園風景は、私の癒しです。
小学生の時は乗り方があまり分からなく、友だ
ちとドキドキしながら切符を買って、駅員さんに見

新駅の場所は平磯〜磯崎駅間の磯崎駅寄りで、同駅からは約 700m の地点。
せていたことを覚えています。中学生になってからは、休日に一人で乗る
学園建設地と同様に、もとは台地上の芋畑や麦畑で、周囲の景色は大きく変わり
ことが増えて、少しだけ大人になった気分でした。そして、那珂湊高校
ました。
北西に位置する学園正門から新駅までは新設された市道で約100m。駅前には
に入ってからは、私が所属している「みなとちゃん応援隊」の部活動で
ロータリーも整備されました。また、駅ホームには湊線で初めてとなる転落防止柵
関わる機会が増えました。
が造られました。この防止柵は平磯・磯崎・阿字ヶ浦駅にも整備される予定です。
令和 3 年度の学園生は 525 人が予定され、このうち学園までが近距離で徒歩
また、祖父母や父も生まれも育ちも那珂湊のため、昔から湊線を通学
通学する子を除く、368 人が湊線での通学が想定されています。通学定期代は原
や通勤に利用していました。祖父母と父に湊線の思い出を聞くと、
「栃木
駅名標デザイン
則市費で負担します。
県から、たくさんの海水浴客が来ていた。」
「東京からの団体列車もあっ
美⇒海岸から見た海、乃⇒美
これまでは畑一面だった台地に、4 月からは子どもたちの明るい声が響き、湊線
車内もかつてない賑やかさになることと思います。美乃浜学園駅の開業後には、 乃浜の由来となった万葉集の和
た。」と言っており、今と昔ではお客さんが違うことに驚きました。それと、
歌、浜⇒校舎屋上に設置された
子どもたちの通学練習が何度か実施されるそうです。
」とも聞きました。今ではロックインジャパンの
ソーラーパネル、学⇒地域の伝 「昔は3 両は普通だった。
統芸能である磯節から三味線、
時ぐらいしか3 両になるところを見たことがありませんから驚きです。
園⇒継承されるスカシユリの保
3 月13 日に湊線のダイヤが数年ぶりに大幅に変わります。おもな改正点は、
今年の 3月には新しい駅「美乃浜学園駅」ができるので、もう一度賑
護活動からスカシユリ、をそれ
①美乃浜学園駅開業に伴う時刻変更
ぞれデザイン化。
わっていた時の湊線を見たいです。
小佐原孝幸氏（常磐大学助教）
②勝田発最終列車の繰り上げ→23:49 発那珂湊行を運転取りやめ、1 本早い阿
によるデザインです。
4月からは、私は就職先まで車で通勤するので、電車に乗る機会が減
字ヶ浦行を7 分繰り下げて 23:22 発として、これを最終列車にする。
③運転区間変更・運転取りやめ
ると思いますが、那珂湊駅で売っている、那珂湊駅の駅名標のキーホル
那珂湊 5:58 発勝田行、勝田 6:26 発那珂湊行→運転
ダーを付けて、湊線の思い出と一緒に通勤したいと思います。
取りやめ のほか、一部列車で平日のみの運転や運転区
間変更などがあります。新しい時刻表は近く那珂湊駅な
応援団と地元の皆さんで約１０年前に植樹した中根駅
どで配布されます。
の「大漁桜」がことしも 3 月１０日頃に開花しそうです。
応援団では満開の頃の週末に夜間のライトアップを実施
受験シーズン真っ最中で
する予定です。ぜひご覧ください。
すね。合格祈願のお守りに勝
海洋高校 3年
同駅の 8 本の大漁桜は 2、3 年前から一段と大きく
さん
田ー金上間の「縁起のいい
なりました。ソメイヨシノより色濃い花付きは見事で、
切符」はいかがでしょうか？ 昨年は新聞やテレビで報道されたこともあり、暗い話題
私は３年間通学で湊線を利用し、思い出に残っ
受 験に勝って、金 運も上 昇
の多い中で、一服の清涼剤としてイッキにブレイク、ひ
たことがあります。
です！
と足早いお花見を楽しむ人が次々と訪れていました。
お子さまやお孫さんへの
開花やライトアップ情報
夕方、部活動での辛い練習を終え、勝田駅に
へ の プレゼントにも なりま
は、応援団 facebookや
向かう湊線の車内でのことです。私は、その日の
す。台紙付きで 1枚150円。
茨城新聞「湊線ダイアリー」
那珂湊駅窓口、勝田駅湊線
などでお知らせします。
練習における反省点や、次の日の練習では「何
改札で販売しています。
写真＝雨上がり直後のライ
をやろうか」
「何を意識すべきか」を外の風景を
トアップ（ 2 0 1 8 年 ）と、
茨城新聞
見ながら考えることが毎日の日課でした。
満開の頃のようす
（応援券）

最終列車繰り上げなど湊線ダイヤを改正

中根駅大漁桜にご期待ください

駅員さんに起こされたことが何度か

合格祈願に
「縁起のいい切符」

大 塲

「湊線ダイアリー」毎日連載中

駅の環境整備ありがとうございます 春の硬券フリー切符＆

NEW

応援券を発売します

陸 平

しかし、考えているうちに列車の揺れが疲れた体に心地よく、寝てしま
うことが多かったのです。終点の勝田駅に到着しても寝入ったままで、駅

3 月 1 日㈪から5 月 31 日㈪まで、湊線応
員さんに何度か起こしていただきました。当時はかなり恥ずかしかったで
援企画の「湊線応援券」
と
「特製硬券 1 日フ
中 根
柳沢美田多･相金･三反田班
すが、今となっては良い思い出です。
リー切符」の新しい春バージョンを那珂湊駅と
高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会 勝田駅湊線窓口で販売します。セット価格
列車の中から見る風景のように、あっという間の高校生活でしたが、
1,000 円で、通常のフリー切符と同額です。
神敷台
小川
毎日元気に海洋高校に通えたのは湊線があったおかげです。３年間あり
那珂湊
部田野小谷金
春バージョンのフリー切符は標準の「A 型
龍之口町
十三奉行
硬券」です。応援券には中根駅に咲く満開の
がとうございました。
殿 山 七町目・牛久保町 和田町・殿山町 大漁桜描かれています。
本
見
四季毎に発行される応援券 4 種類を揃え、那
平 磯
平磯･平磯清水町自治会
珂湊駅窓口に呈示された方にはプレゼントを差
磯 崎
磯崎町自治会
し上げます。
運賃
阿字ケ浦自治会
阿字ケ浦
※切符と応援券には当分の間、旧価格が印刷さ
改定
れています。
※茨城県の緊急事態宣言が解除されたた
め、休止（自粛）
していた各駅の環境整
■3月7日（日）
★乗車証明書は、湊線に乗車したお客様に駅員また
備を3月から再開いたします。なお、今
後再度、県の緊急事態宣言が発出され
午前9時〜11時頃まで 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
た場合は自粛をお願いします。
■那珂湊駅1番線ホーム
待が受けられます（スタンプ当日限り有効）。現在
※朝8：30（中根駅と、高田の鉄橋駅は8：
※ホームへの入場は無料です。 沿線 100 店（施設）近くが参加し、お買物や宿泊
00）
から実施します。
駅名

3月7日
（日） 4月4日
（日）

新型コロナウイルス終息まで ともに頑張りましょう！

「乗車証明書」
でおトク!

野菜と干物の朝市
毎月第一日曜日に開催

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」9,270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

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

