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お得です！
「年間通学定期券」
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。

もうすぐ新入学・進級のシーズンですね。湊線ではおトクに通学できる
「年間通学定期
券」の販売をしています。この定期券は 120 日分の往復運賃 ( 勝田ー那珂湊の場合 700
円×120 日 =84,000 円 ) で 1 年間利用できます。3 か月定期券を年間 4 枚購入した場
合と比べて、41,760 円も割安になる計算です。
みほん
那珂湊駅で購入の場合はクレジット払いも可能です。また、那珂湊地区商店街の「みん
なのカード」
にも海浜鉄道が加盟しているので、ポイントもイッキに大量に
（那珂湊ー勝田
那珂湊ー勝田間の年間
間の場合 777 ポイント=1,000 円分近く）貯まります。万が一紛失しても再発行も可能。 通学定期購入で777ポ
さらに定期券の提示で、那珂湊駅間近の日の出屋食堂が 100 円引き、大丸屋のジェラー
イント付きます。
トが 50 円引き、梅原洋品店では制服一式注文で特典があります。年間定期券の発売は
那珂湊駅と勝田駅湊線窓口 (クレジット扱いなし) です。顔写真 (2.5×3.5cm)をご用意ください。初めてこの定期券
を購入する場合は、通学証明書が必要となります。ぜひご検討ください。

■年間通学定期運賃表

阿字ケ浦

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 年間通学した海
洋高校と那珂湊高校のお二人に、湊線通学の思い出を寄稿していただき
ました。

これからも全力で湊線を応援
海洋高校 3年

大

内

俊 さん

私は海洋高校で生徒会に所属してから、活動
の一環で湊線と関わらせていただきました。特に
バレンタイン企画が思い出に残っており、利用す
る方の笑顔を想像しながら車内いっぱいに飾り付
けを行いました。利用された方の記憶に少しでも
残ってもらえるように、皆と協力して作業しました。
また、地域の方々とも交流ができとても楽しかった
です。地元の身近にある車両を、自分たちの手で飾り付けできたことは
とても貴重な体験となりました。
湊線は、田園風景から海の景色まで様々な綺麗な風景を堪能できると
ころがとても魅力だと思います。他にもクリスマスにはイルミネーションも
行っているので、もっとたくさんの方に知っていただき、利用してほしいと
思います。

２年半ぶりに開催さ
中川富山大副学長ウィンタースクール講演
れた「ローカル鉄道・
地域づくり大学」ウイ
ンタースクール。概要
は前号でお話しましたが、主催者として今回大きな成果と感じた
中川大富山大学副学長のお話を書き留めておきたいと思います。
先生は地域鉄道の日本の現状が、全地球規模から見ると大き
く立ち遅れている中、湊線を含む ” 努力している ” 路線について
は輸送人員も安定し、世界水準に達していることを具体的な数値
を示しながら証明していただきました。
現在、コロナ感染拡大による利用者の大幅な減少を受け、地
域交通のあり方が改めて問われています。先生のお話は、この
状況にありながら、湊線は沿線に安定した輸送手段を提供し、地
域活性化に資するアイテムとしてだけでなく、これからの日本の
地域交通活性化策のリーダーとなり得るものと自信を持たせてい
ただくものでした。終了後のアンケートでは満足度９６％という結
果が出ました。真の産学官協働。湊線はみなさんと共に大きく成
長したようです。（海浜鉄道・吉田）

湊線の成長を実感

湊線応援絵手 紙 大募集！

3月12日㈯ 一部ダイヤ改正

▶ポスター

湊線絵手紙応援隊では、駅や列車内に飾る絵
手紙を募集します。サイズは画用紙八つ切、習
字半紙、はがき大のいずれか。好きな絵と言葉
を入れてください。
どなたでも応募できて合作
もOKです。4月8日㈮までに那珂湊駅へ。

ドラマ・映画・CM・バラエティ…etc.

20件超！湊線の露出度大

東京から100キロ圏にありながら、日本の原
風景の風情を残す湊線沿線。昔からたくさんの映
画やドラマの舞台として登場してきました。
コロナ感染拡大後、しばらくはさびしい状況が
続きましたが、その反動か、今年度に入り堰を切っ
たようにロケの申し込みが相次いでいます。
その数２０件超。ジャンルはミュージックビデオ
からテレビドラマまで広範囲。湊線の価値と魅力
にあらためて気付かされた思いです。
テレビＣＭは、現在２件がオンエア中。ひとつ
は音楽配信サービス「Ｓｐｏｔ
ｉ
ｆ
ｙＰｒｅｍｉ
ｕｍ」と、
大塚製薬「カロリーメイト」。You Tube でも見
られます。
この他にも映画では殿山駅でクランクインされ
た「石岡タロー」が封切り間近、また市内のお店
とともに、鐵道神社やほしいも列車、延伸の話題
などでバラエティ番組の取材やロケが相次いでい
ます。素材がいい湊線。茨城の魅力度向上のた
め、
どんどん露出していきたいと思います。取材・
ロケお問合せは海浜鉄道へ。お待ちしています。
Ｓｐｏｔ
ｉ
ｆ
ｙ
Ｐｒｅｍｉ
ｕｍ

3月12日のJRダイヤ改正に合わせて、
湊線も一部列車のダイヤが改正になりま
す。今回は下り4本と上り3本の計7本。
いずれも1〜2分の変更です。新しい時
3 月 1 日㈫から5 月 31 日㈫まで、湊線応
と
「特製硬券 1 日フ
刻表は那珂湊駅などで近く配布されます。 援企画の「湊線応援券」
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 は
1,000 円で、通常のフリー切符と同額です。
3月6日
（日） 4月3日
（日）
駅名
春バージョンのフリー切符は標準の「A 型
硬券」です。応援券には中根駅に咲く満開の
中 根
柳沢美田多･相金･三反田班
大漁桜が描かれています。
高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会
四季毎に発行される応援券 4 種類を揃え、那
神敷台
珂湊駅窓口に呈示された方にはプレゼントを差
小川
那珂湊
部田野小谷金
龍之口町
し上げます。
十三奉行
※切符と応援券には当分の間、旧価格が印刷さ
殿 山 七町目・牛久保町 和田町・殿山町 れています。
平 磯
平磯･平磯清水町自治会

カロリーメイト

駅の環境整備ありがとうございます

磯崎町自治会

阿字ケ浦

阿字ケ浦自治会

野菜と海産物の朝市

ていきたいです。

朝から寝過ごして阿字ヶ浦駅へ
那珂湊高校 3年

関

公

誠 さん

湊線、それは私にとって青春そのものです。も
うすぐ私は卒業をしますが、列車に乗るたびに色々
なことを思い出します。私は柔道部に所属してい
ました。朝練をするためにみんなより２本早い列
車に乗っていたことや、放課後の練習後の疲れ
た体を優しく揺らす車体で眠りに誘われたことが
昨日のことのように思い出されます。
ある日のことです。朝練をするためにいつも通りの早い列車に乗ってい
ました。野球部の友達も乗っていました。しかし、そこから先の記憶があ
りません。気がついたら阿字ヶ浦駅に到着していました。あまりに疲れて
いた私は、大居眠りをしてしまい乗り過ごしてしまったのです。なんで起
こしてくれないんだと野球部の友達を恨んだのも今となっては良い思い出
です。

春の硬券フリー切符＆応援券を発売します

磯 崎

様々な企画で私たちを楽しませてくれる湊線をこれからも全力で応援し

これから私は大学進学で茨城を離れます。少し寂しさを感じますが、
高校の思い出を胸に大学でも柔道を頑張っていきたいと思います。在校
生の皆さんも湊線とともに色々な思い出を作って欲しいと思います。

合格祈願に「縁起のいい切符」

見本
運賃
改定

■3月6日（日）
午前9時〜11時頃まで
■那珂湊駅1番線ホーム

受験シーズン真っ最中ですね。合格祈願のお
守りに勝田ー金上間の「縁起のいい切符」はい
かがでしょうか？ 受験に勝って、金運も上昇です！
お子さまやお孫さんへのへのプレゼントにも
なります。台紙付きで1枚150円。那珂湊駅窓
口、勝田駅湊線改札で販売しています。

「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
※朝8：30（中根駅と、高田の鉄橋駅は8：
待が受けられます（スタンプ当日限り有効）。現在
00）
から実施します。
※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
などで優待があります。
湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」9,290名を達成しました! ★サービスは乗車当日なら、何店でも利用できます。
【応援団関係】
【海浜鉄道関係】
★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
◇ホームページ http://www.hitachinaka-rail.co.jp/ ◇フェイスブック http://www.facebook.com/MinatoLineSupporters
援団 facebook ページでご確認ください。
◇ツイッター http://twitter.com/keha601
◇ツイッター http://twitter.com/minatoline
★乗車証明書裏面に印刷された QR コードで湊線時
◇応援団HP http://minatosen.com（湊線どっと混む）
刻表と応援団 facebook ページも確認できます。
※「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。

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

毎月第一日曜日に開催

＜発行＞

おらが湊鐵道応援団

〒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

