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自衛隊の桜満開の朝（4/8・工機前ー金上）

世界初!? 銅色に輝く列車が走ります
銅部品の専門メーカー・高木製作所（本社・ひたちなか市勝
倉）がスポンサーになった「銅色の列車」が、4月24日から湊線
に新登場、沿線を走り始めます。
キハ37100-03形がベースとなったこの車両は、ボディ下
部に銅色のラッピングを施したものです。また、前後のドアは
金色と銀色でメタリック感いっぱいです。銅色の上部には濃緑
色のラインが入り、ボディ上部は海浜鉄道本来の車体色「曙光
の大地」
に近いデザインになっています。
銅色に輝いた車両が、沿線の風景をどう映すのか、朝陽や夕
陽を浴びてどんな表情を見せるのか、新緑の季節を迎えて楽し
みが増えました。
高木製作所のホームページより▶

阿字ケ浦

新型コロナウイルス終息まで ともに頑張りましょう！
思い出に残る湊 線
ひたちなか海浜鉄道 管理部長
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本年３月をもって、ひたちなか市役所を定年退
職し、４月からは再任用職員としてひたちなか海
浜鉄道に派遣となりました。
退職前は、市民生活部に所属しており、防災
や自治会・コミュニティなどを所管していましたが、
湊線には直接関わってはいませんでした。

１日フリー切符 割引販売を再開
海浜公園へも入園券付切符でお得です

今回、縁あって、海浜鉄道で働くことになった

デジタル乗車券はもっとお得

フリーきっぷ550円

応援団
オススメ

スマートフォンから購入できるモバイル乗
車券はさらにお得です。
「【超得】湊線 1 日フ
各種湊線１日フリー切符の割引販売が、ひたちなか市の補助事業に
リーきっぷ」が550円、湊線とひたちなか市
より、4 月1 日から再開しました。割引販売期間は、来年 1 月9 日まで。
ただし、補助額の上限に達した場合は早期終了となる場合があります。 内路線バスがセットになった1日フリーきっぷ
は800円と格安です。列車やバスの乗降は
普段のお買い物や海浜公園へのお出かけなどにご活用ください。
スマホ画面を見せるだけ。自宅に居ながら購
割引対象の乗車券・各種販売額
入できるのも便利です。
・湊線１日フリー切符（大人） 1,000 円 → 600 円
最初の購入は支払い方法（クレジットカー
・湊線１日フリー切符（小人） 500 円 → 300 円
ドや電子マネーなど）の入力など、ちょっと
・応援券付湊線１日フリー切符 1,000 円 → 600 円
面倒ですが、お得なクーポン（乗車証明書に
・コロプラ１日フリー切符 1,500 円 → 1,100 円
よるサービスと同等）もセットされています。
・路娘モーション記念乗車券 湊線１日フリー切符 1,000 円 → 600 円
モバイル乗車券購入方法
・海浜公園入園券付湊線１日フリー切符
①ジョルダンの「乗換案内」アプリをダウン
（大人）1,100 円 → 700 円
ロード。
（シルバー）1,000 円 → 600 円
②
トップページで下部の
「チケット」をクリック
（大人・季節料金設定中）1,400 円 → 1,000 円
③
「いばらき
MaaS」をクリ
ック。
（シルバー・季節料金設定中）1,300 円 → 900 円
④画面を下にスクロールし、希望の乗車券の
※５月５日（祝・木）までは春季季節料金。
（秋季期間の設定については、
「このチケットを購入」をクリック。
ひたち海浜公園から発表があり次第適用します。）
※湊線1日フリーきっぷは新入りなので最下
割引販売と券売機フリー切符の精算について
段にあります。
●勝田駅湊線窓口、那珂湊駅窓口では上記の各種きっぷを割引
価格にて販売いたします。
●券売機では湊線１日フリー切符のみ購入可能ですが、通常価
格での販売となります。いったん購入し、勝田駅湊線改札か那珂
湊駅にて切符を提示し購入したことをお申し出いただければ、割
無料
引差額をお返しいたします。
●無人駅からのご利用の場合は、勝田駅改札や那珂湊駅で申し
出て購入いただくことも可能です。
●差額精算は購入日（使用日）より７日間以内に限り有効になり
ますので、この期間内に手続きをお願いします。差額精算には切
符の原券が必要となりますのでなくさずにお持ちください。なお
阿字ヶ浦駅〜海浜公園海浜口
精算の際に切符に証明印を捺印します。

ネモフィラ シャトルバス運行中

わけですが、私は、元々旧那珂湊市で生まれ育ったので、茨城交通の
時代から湊線には馴染みがあり、子供の頃、水戸などに遊びに行くときは、
必ずと言っていいほど湊線を利用していました。
その当時の私からすれば、百貨店やデパート、映画館がある水戸と言
えば都会であり、常磐線へと乗り継ぎ、友達と買い物をしたり、映画を
見に行ったりするためにワクワクしながら乗車した湊線は、大変楽しい思
い出の一つとして記憶に残っています。
おそらく今でも、旧那珂湊地区の小中学生からすれば、同じように思
い出に残る交通機関であり、特に、美乃浜学園で、毎日の通学に乗車
している児童・生徒の皆さんにとっては、新しい学校施設の思い出と共に、
湊線での通学も強く印象付けられるものと思います。
そのように、大切な湊線でありますが、一昨年から続くコロナ禍により、
ピンチを迎えています。
令和元年度には、開業以来最高の輸送人員を記録し、それにより輸
送収入も過去最高となりましたが、令和 2 年度には、コロナウィルス感染
対策による、県立高校の一斉休校や、オンライン授業の実施、企業の
テレワーク推進、国営ひたち海浜公園の休園、大型イベントの中止、一
般客の公共交通機関の利用控えなどにより、大幅な輸送人員の減少と
なりました。
令和３年度には、美乃浜学園の開校により、通学定期利用者は増加
しましたが、通勤定期利用者、定期外利用者は思うように回復しておらず、
依然として厳しい状況が続いています。
今後も、皆様にいつまでも親しまれ、ご利用していただける湊線として、
引き続きご支援、ご協力をお願いいたします。

5月8日㈰までの毎日

駅の環境整備ありがとうございます
駅名

5月1日
（日） 6月5日
（日）

中 根

柳沢美田多･相金･三反田班

中根駅 桜の競演続く

高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会
湊中央
釈迦町
那珂湊
湊本町
幸 町
商店街
湊泉町
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

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。

中根駅では3月20日過
ぎに見頃を迎えた大漁桜を
皮切りに、神代曙、
ソメイヨ
シノ、八重桜と1か月半近
く桜の競演が続きました。
大 漁 桜が満 開 のころに
は、市内外からカメラマン
や家族連れが連日花見に
訪れ、ふだんは静かな駅が
賑わいました。応援団では
3月25日から週末に5日
間ライトアップをしました。

高田の鉄橋駅ホームプランターが花真っ盛り

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

（日）
野菜と海産物の朝市 ■5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。

「乗車証明書」
でおトク!

昨年11月、湊中学区地域を住み良くする会環境部会
の7名がプランターに植えたパンジー・ビオラが春を迎
那珂湊駅西側のはまぎく花壇の除草作
えて真っ盛りです。1月まで実施した水遣りの成果だと
業を5月14日㈯に実施します。周辺自治
思います。
また4月18日には平磯の幡谷様から頂いた
会の皆様のご協力をお願いいたします。
（刈払機作業午前7時30分〜、手刈作業は8時〜） 松の鉢植えを設置しました。
（田中町・磯前博巳さんより）

5/14㈯ はまぎく花壇除草作業

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。

★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
待が受けられます（スタンプ当日限り有効）。現在
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。

〒311-1244 茨城県ひたちなか市南神敷台17-6（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

