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3 年ぶりに開催、開業記念祭

楽しいイベント盛りだくさん 勝田TAMARIBA横丁ともコラボ

新型コロナウイルスの感染拡大で実施が見送られていた海浜鉄道
開業記念祭が、6月12日㈰に2019年5月以来、3年ぶりに開催され
ることが決まりました。当日のメイン会場は那珂湊駅。沿線では第50
回を迎える勝田TAMARIBA横丁との初のコラボがおこなわれるほ
か、平磯海岸、阿字ヶ浦駅などでもイベントがあります。また、応援団
では各地の鉄道写真家の協力を得て、写真展を11日午後と12日に開
催します。ぜひお出かけください。

那珂湊駅

【ステージイベント】
・オープニングトーク 久野知美
・群馬県みどり市・八木節披露
・平磯保育園太鼓演奏
・鉄道ものまねタレント
立川真司さん
トークショー

不振でした。私が小学生
の頃は100人以上の社員
を抱え、市内でも評判の
企業でしたが、父はいつ
の間にやる気をなくした
のか、売上も社員数も半
減、廃業に向かって突き

・地元食材の無料配布

進んでいるとしか思えま

会社を立て直そうと立ち上がり、まずは注文を取るべく全国の電機・機

その他

械メーカーを訪問して回りました。

・沿線スタンプラリー
（金上、那珂湊、平磯、阿字ケ浦、
TAMARIBA）
抽選会 那珂湊駅
・湊線1日フリー切符 割引販売
（勝田･金上･那珂湊･平磯･阿字ケ浦）
大人600円 小人300円

TAMARIBA横丁

朝８時台の通勤通学客で溢れる湊線で、最寄りの金上から勝田まで行
き、それから特急で上野へ、首都圏や関西、時には九州まで出向きました。
一泊して３~４社訪問し、夜の９時台の特急で勝田に戻ると、１番ホーム
には前日の朝とは打って変わって閑散とした湊線が待っていてくれました。
金上に着くと駅前にある同業者の事務所の窓明かりがいつも見えて、自
2019年5月の開業記念祭

那 珂 湊 駅 では小 学 生 以 下 の お 子 様 、先 着
100名に
「湊線ペーパークラフト」
プレゼント。

連休の人出復調もコロナ前には及ばず

コロナ感染予防の制限が3年ぶりになくなった大型連休期間中の人出
は、国営ひたち海浜公園が約34万人で昨年の2倍、アクアワールド大
洗水族館が約6万5700人で昨年比1.8倍など久しぶりに連休らしい賑
わいになり、周辺道路も5月3・4日には大渋滞になりました。
海浜鉄道でも期間中の利用客は昨年比約1.8倍で、那珂湊駅に途中
会場 那珂湊駅 キハ205車内(予定） 下車する乗客も多く、応援団員が配布した乗車証明書は連日数百枚に達
しました。しかし、コロナ前の2019年比では「まだ7割ほど」
（ 吉田社
湊線をはじめ各地の鉄
長）
で、
「インバウンド需要がまだないことが響いている」
（同）
ようです。
道 の 撮 影を続ける 15
名の仲間達が、
「頑張る
絵手紙列車10周年を迎えました
鉄道」への愛情こもった
写真を展示します。
キハ205
平成25年から続く絵手紙列車、今
※11日の入場には有効な乗車券･入場券が必要です。
回のテーマは
「絵手紙列車10周年お
めでとう！」です。23都府県185人の
湊線1日フリー切符割引販売中
皆さんが描いた253枚の絵手紙は5
おとな600円 こども300円
月末から湊線の車内に掲示されます。
6月5日
（日） 7月3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
釈迦町
小 川
那珂湊
幸 町
龍之口町
湊泉町
殿 山 和田町・殿山町 七町目・牛久保町
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

4月24日の「銅色の列車」出発式でのテー
プカット。手前が高木製作所P&C社 高木
正美社長、2人目が同H&C社 高木章三社
長=那珂湊駅

せんでした。私は半ば強引に入社、先に入っていた２歳上の兄と二人、

・芋レーヌ販売（グレートリーフ）

駅名

高 木 章 三 さん

する高 木 製 作 所の経 営

平磯海岸特設会場

駅の環境整備ありがとうございます

高木製作所 Ｈ&Ｃ社 社長

けていたのは、父の経営

・キハ222、2005車両開放
・地元食材の無料配布
・那珂湊焼きそば など販売
・鐵道神社建立1周年（正午〜）
・無料駐車場（30台）

応援団と湊線を愛する仲間たち
鉄道写真展
6月11日㈯ 12:00~15:00
6月12日㈰ 10:00~15:00

会 社 人 生の中の湊 線

勝田に戻った私を待ち受

阿字ケ浦駅前

・ミニ新幹線乗車体験
・鉄道模型展示 など
イベント多数

新型コロナウイルス終息まで ともに頑張りましょう！

東京の大学を卒業して

金上駅

ひたちなか市観光PR
美乃浜学園吹奏楽部演奏
みなとちゃん、
ぐんまちゃん など
【出店・PR】
・銚子電鉄など5社の物品販売
・那珂湊高校 ・海洋高校
・みどり市市民交流の会
【食べ物】
・
「駅名菓 トレンシェ」販売
・多幸めし、
さんまの甘露煮、ポ鉄
・那珂湊焼きそば、
カツサンド
・ほっしぃ〜も、
イチゴダッペ など

阿字ケ浦

分の会社もこの時間まで働けるくらいの仕事を取ろうと心に決めたもので
す。多い時には週１回のペースで出掛け、毎年数社ずつ大口の顧客を
獲得し、数年のうちにかなり売上げを伸ばすことができました。
それから30 年、今では進化したインターネットのお蔭で歩かずに日本
中から、時には海外からも注文が入って来ます。売上げはどん底の時の
数倍、社員数も100 人を回復し、工業団地に第２工場を建てる事も出来
ました。私と兄は父に代わり揃って社長に就任、しかし注文は全国から
来ても、社員は近隣の市町村からしか集まらない。ハローワークや折込み、
求人サイトなどを駆使して募集しても入る人数は限られ、常に人手不足
はぬぐえない状態です。
何か良い宣伝方法はないか探していたところ、海浜鉄道のラッピング
広告の募集が目に入った。これなら多くの人の目に留まり、大きな成果
が得られるのではないかと早速申し込みました。当社の主要製品である
銅の色と輝きを模した奇抜なカラー、色々困難はあったが、皆さんのご
助力のお蔭で４月２４日に無事運行にこぎ着けることができました。湊線、
そして海浜鉄道は、私の会社人生の中でも忘れられない存在です。

どう見ても銅板！?

銅部品の専門メーカー・高木製作所（本社・勝
倉）がスポンサーになった「銅色の列車」が、4
月24日から運行を始めました。
ボディはフィルム素材のラッピングですが、
どう見ても、銅板を貼ったような輝きで、朝陽や
夕陽、沿線風景を映してさまざまな表情を見せ
ています。評判を聞きつけて、この列車目当て
のカメラマンも増えています。前後のドアは金
銀、小さく神社の鳥居も3本描かれています。

※朝8：30（中根駅と、高田の鉄橋駅は8：
00）
から実施します。

お 知 らせ

野菜と海産物の朝市

■6月5日（日）
午前9時〜11時頃まで
■那珂湊駅1番線ホーム

「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
※ホームへの入場は無料です。
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。
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!
★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
◇ホームページ http://www.hitachinaka-rail.co.jp/ ◇フェイスブック http://www.facebook.com/MinatoLineSupporters
書に印刷された QRコード、海浜鉄道 HPまたは応
◇ツイッター http://twitter.com/keha601
援団 facebook ページでご確認ください。
◇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。

5月14日の那珂湊駅西側・ハマギク花
壇の整備は雨天のため中止になりました。
次回は7月9日㈯に実施します。
（刈払機作業午前7時30分〜、手刈作業は8時〜）

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

〒311-1244 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

