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第180号
勝田

川霧の中を走る
（3/16・中根ー高田の鉄橋）

阿字ヶ浦駅〜
海浜公園海浜口

無料です

ネモフィラシャトルバスを運行

4月9㈯・10日㈰
4月16日㈯〜5月8日㈰の毎日

海浜鉄道では国営ひたち海浜公園のネモフィラの開花が予想され
る時期にあわせ、湊線阿字ケ浦駅からひたち海浜公園海浜口まで無
料の「ネモフィラシャトルバス」をことしも運行します。
このシャトルバスはネモフィラの咲くみはらしの丘に近い海浜口ま
での運行です。勝田駅から終点阿字ヶ浦駅まで列車で２８分、そこか
らバスに乗換えて約１０分。シャトルバスは列車毎に接続しているの
で、渋滞や時間ロスの心配なく海浜公園へ行くことができます。
このアクセスバスとともにお得な乗車券「海浜公園入園券付湊線
１日フリー切符」をお得な価格で販売しています。渋滞知らずで便
利な湊線＆ネモフィラシャトルバスでぜひお出かけください。
●運 行 日
令和４年４月９日 ( 土 )、１０日 ( 日 )、１６日 ( 土 ) 〜５月８日 ( 日 ) の計２５日間
●運行区間
湊線阿字ケ浦駅〜国営ひたち海浜公園海浜口間（約１０分）
●運行時間
湊線列車の阿字ケ浦駅発着にあわせた午前９時〜午後５時の時間帯（「４月２３日、２４日、２９日〜
５月５日」は海浜公園の早朝開園に合わせ運行） ※時刻表は追って発表します。
●
「海浜公園入園券付湊線１日フリー切符」 ＜海浜公園が季節料金を実施する期間のみ（4 月中旬〜 5 月上旬の
20 日間程度）
＞ 大人１４００ 円・シルバー（６５歳以上）１３００円〔小中学生は海浜公園無料のため設定はありま
せん。
〕 ※季節料金設定期間は後日公園から発表されます。
＜季節料金設定期間以外＞ 大人１１００ 円・シルバー（６５歳以上）１０００円〔小中学生は海浜公園無料のため設
定はありません。〕

中根駅の大漁桜

3月25日㈮よりライトアップ
応援団では年々見事な花付きを見せ
ている中根駅の大漁桜の夜間ライトアッ
プを、3月25日㈮より週末を中心に10
日間ほどおこないます（荒天の場合中
止）。
昨年は3月11日開始でしたので、約
2週間も遅いライトアップ。ことしの厳
しかった冬を感じます。大漁桜は春分の
日で3分咲きほどですが、これから一気
に開花しそうです。ことしは並んで植え
られているソメイヨシノとのコラボ開花
を見ることができるかもしれません。
お花見は密を避けてお楽しみくださ
い。また、撮影などで踏切やホーム以
外の線路の横断や駅敷地内への立ち入
りは厳禁です。

■自転車を車内に持込み

サイクルトレイン実証運行

3月5日、金上ー阿字ヶ浦間の
湊線貸切車両を使った、県によ
るサイクルトレインの実証運行
がおこなわれました。参加した
サイクリスト8名は県交通政策
課職員とともに、金上駅から自
車を車内に持ち込んで出発。阿
字ヶ浦駅からは「海風ルート」と
「街乗りルート」に分かれてサイ
クリングを楽しんだ後、那珂湊駅から再び金上駅へ戻りました。
湊線各駅はホームへのスロープがあり、
「車内の揺れも少ない」と参加
者の声。 また、平磯から磯崎にかけての海岸道路は拡幅工事が進めら
れ、自転車車線も整備中です。同行した吉田社長は「まずは休祝日から始
めたいですね」と、手応えを感じたようでした。

応援団
特製

ミニさむ+おさむポストカード 4月1日㈮新発売
5枚組

阿字ケ浦

湊 線 通 学 の 思 い 出
もうすぐ新入学・進級の季節ですね。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 年生に、湊線通学で心に残ったことを寄稿していた
だきました。

クオリティ高い
「干し芋列車」
に感動
那珂湊高校 2年

浅

野

紗

輝 さん

私は高校生活をするうえで「湊線」を登下

校に使うときがあります。そして電車通学で心に
残ったことが3 つあります。

まずは、ペイペイ決済ができることです。私は

学校に行くとき、雨の場合には母や姉に朝だけ
送ってもらえる時があります。それはうれしいので

すが、帰り道のことを考えるとどうしても困ってし

まうことがあります。私は普段お金を持たないの

で、どうやって帰るかを考えていました。そんな時にあるものを見つけま

した。それがペイペイ決済だったのです。スマホ決済で電車に乗れる、
とても便利だと思いました。

次に心に残ったものは干し芋をイメージした「干し芋列車」です。干し

芋列車はたまたまテレビで見て知っていたのですが、実際に見たときクオ

リティがとても高く感動しました。特につり革に干し芋が両面ともにリアル
に一つ一つ設置されているところは深く感銘しました。

最後に、湊線は「進化」を時代とともに歩んできたことを知りました。

何気ない駅のホームや待合室など周囲に目を向けると、なかなかお目に

かかれない電車の車庫、利用客に少しでも地元を知ってもらおうと置い

てある広告や新聞の数々など駅員さんたちの熱い心向きを常に利用する

たびに感じています。

出会いと地元感あふれる湊線
海洋高校 2年

栗

原

空 さん

私は毎日筑西市の下館駅からJR 水戸線・常

磐線、そして湊線に乗って通っています。最初湊

線に乗った時感じたことがあります。それは、普
段乗っているような電車では車内に冷たい雰囲気

があるのですが、それに比べて湊線は地元感が
溢れて温かい空気を感じました。しかも座り心地

おさむとミニさむ

Ⓒ船越 知弘

仔猫だった頃

が良く、綺麗な景色を眺めながら登校が出来てと

Ⓒ船越 知弘

ても気持ちが落ち着きます。

そんな湊線で、私は凄い方に出会うことができました。観光客が多々

駅務サボり中

中根駅西側より眺めた大漁桜のライト
アップ
（昨年）

夜の特等席

4月3日
（日） 5月1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
那珂湊 部田野小谷金
湊本町
十三奉行
商店街
殿 山 和田町・殿山町 七町目・牛久保町
平 磯

毎月第一日曜日に開催

はまぎく花壇
除草日程

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

※朝8：30（中根駅と、高田の鉄橋駅は8：
00）
から実施します。
※新年度に伴い、自治会長・応援団報配布
部数等変更がある場合は応援団へご連
絡ください。

似た者同士

野菜と海産物の朝市

駅の環境整備ありがとうございます
駅名

Ⓒ船越 知弘

Ⓒ船越 知弘

Ⓒ船越 知弘

350円

■4月3日（日）
午前9時〜11時頃まで
■那珂湊駅1番線ホーム

※ホームへの入場は無料です。

令和4年度の那珂湊駅西側「はまぎく花壇」の除草
作業日が、5月14日、7月9日、10月8日の各土曜日
朝に決まりました。刈払機の方は午前7時半、手作業
の方は8時作業開始です。周辺自治会の方はご協力を
お願いいたします。

商工会議所那珂湊支所が移転します（応援団住所も変更）

いる中、私に観光スポットについて訊ねてきた方がいました。色々お話し

て知ったのですが、その方は、都営地下鉄・大江戸線を作った当時の
監督だったのです。こうした湊線ならではの出会いの体験ができ、気持

ちよく通学が出来る湊線には感謝の気持ちでいっぱいです。私は卒業ま
であと一年あり、まだお世話になりますが、よろしくお願いします。

私は、これからも色々な経験をさせてくれる大好きな湊線を応援してい

きます。

那珂湊駅と勝田駅湊線窓口で

各種スマホ決済がご利用できます。

「乗車証明書」
でおトク!

ひたちなか商工会議所那珂湊支所が4月4日㈪から下記に移転します。こ
★乗車証明書は、湊線に乗車したお客様に駅員また
れに伴い応援団事務局住所も変更になります。
は応援団が発行する乗車特典のサービスです。証
〒311-1244 ひたちなか市南神敷台17-6 しあわせぷらざ地内(旧シル
明書を参加店舗に提示することにより各店独自の優
バー人材センター那珂湊事務所）
待が受けられます（スタンプ当日限り有効）。現在
※電話番号・メールアドレス等は変更ありません
（最下段右下）。

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」9,300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

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。

〒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

