
お得です。１日フリー切符 割引販売中

「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
　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。

第185号　令和4年8月発行

第185号
勝田 阿字ケ浦

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＜発行＞

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

湊線沿線の「いま」がわかる!  応援団facebookページ 「いいね！」9,330名を達成しました! 
【応援団関係】
◇フェイスブック　http://www.facebook.com/MinatoLineSupporters
◇ツイッター　 http://twitter.com/keha601
◇応援団HP　 http://minatosen.com（湊線どっと混む）

【海浜鉄道関係】
◇ホームページ　http://www.hitachinaka-rail.co.jp/
◇ツイッター　 http://twitter.com/minatoline

※「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。
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駅の環境整備ありがとうございます

※朝8：30（中根駅7：30、高田の鉄橋駅
　は8：00）から実施します。

フリー切符とレンタサイクルでプチ旅満喫
さん萩野谷　友子市企画調整課 公共交通担当

■9月4日（日）
　午前9時～11時頃まで
■那珂湊駅1番線ホーム

野菜と海産物の朝市
毎月第一日曜日に開催 ※ホームへの入場は無料です。

新型コロナウイルス終息まで ともに頑張りましょう！3年ぶり 那珂湊海上花火大会3年ぶり 那珂湊海上花火大会

　湊線沿線ではないところが生活圏であ
る私は，ひたちなか市に生まれ育ったにも
関わらず，湊線には学生時代に一度しか
乗ったことがありませんでした。
　「この４月から市の公共交通担当になっ
たのだから，まずは乗らなければ！」 と思い，
４月中旬に，観光を兼ねて湊線に乗りに出
かけました。友人が考えた旅程がなかな
か良かったので紹介させていただきます。
　まず，朝一番に国営ひたち海浜公園に
向かい，みはらしの丘でネモフィラを観賞
しました。ネモフィラソフトを食べつつ海浜
口へ移動し，無料シャトルバスに乗って阿字ヶ浦駅へ。運転手さんが地
元の方だったため，射爆場であった話や阿字ヶ浦海岸の話をしてくれまし
た。阿字ヶ浦駅から，ひたちなか市が誇るパワースポット，ほしいも神社
と酒列磯前神社をめぐり，阿字ヶ浦海岸で開催されていたイバフォルニ
アサンデーマーケットに立ち寄りました。阿字ヶ浦駅に戻り，ついに湊線
に乗車！！ 美乃浜学園や那珂湊第二保育所，一瞬江ノ電の鎌倉高校前
かと思うような踏切から海を眺めつつ那珂湊駅へ。レンタサイクルで駅周
辺を散策，池谷冷菓店で今川焼，鳥惣でコロッケを食べつつ，湊公園
などを巡りました。街中では，みなとちゃんが描かれた自転車に乗ってい
るからか，「どこからきたの？」と気さくに声をかけていただくなど，地域
の皆さんの温かさにも触れることができました。そしてまた那珂湊駅から
湊線に乗って勝田駅へ・・・と，湊線と沿線を満喫した一日でした。
　普段車から見える景色も，列車からでは違って見えてとても新鮮でした。
ディーゼル車のゴーという音も，なんだか応援したくなります。そんな魅
力をもっと伝えていけるといいですね。
　おらが湊鐡道応援団の皆さんや地域の皆さんとともに，海浜鉄道を盛
り上げていければと思います。

湊線 臨時便＋増結運行

　ことしもカッパ君が那珂湊駅に遊び
に来ました。ことしはひたちなか市に
進出が決まった、JX金属の銅の妖精・
カッパーくんという友達もできました。
銅色の列車も走っているし、うれしい
夏休みです。

　県内の地域鉄道4社5線の指定された駅を回って、
駅の御朱印「駅印」を集める「いばらき駅印巡り」が開催
中です。駅印は乗車券を提示して各駅1枚300円で
購入します。那珂湊駅のほか大洗駅、竜ヶ崎駅、下妻駅、
真岡駅の各駅で趣向を凝らした駅印が用意されていま
す。専用台紙は無料です。駅巡りは土日休日に利用で
きる「ときわ路パス」がおすすめです。

野外劇に1200人来場

県内地域鉄道で駅印めぐり

地域賞にホリグチさん

海浜公園入園券付き1日フリー
切符は現在700円（大人）です

豊作に期待（8/14・中根ー高田の鉄橋）

　各種湊線１日フリー切符の割引販売を来年1月9日までの期間限定で実
施しています。花火見物や海浜公園のお出かけなどにご活用ください。
おもな割引対象の乗車券・各種販売額
・湊線１日フリー切符（大人）　1,000円 → 600円
・湊線１日フリー切符（小人）　500円 → 300円
・応援券付湊線１日フリー切符　1,000円 → 600円
・海浜公園入園券付湊線１日フリー切符
（大人）1,100円 → 700円
（シルバー）1,000円 → 600円
（大人・季節料金設定中）1,400円 → 1,000円
（シルバー・季節料金設定中）1,300円 → 900円
※秋季期間の設定は、ひたち海浜公園から発表があり次第適用します。）
割引販売と券売機フリー切符の精算について
●勝田駅湊線窓口、那珂湊駅窓口で上記の各種切符を購入できます。
●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。購入後、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、割引差額をお返しいたします。
●無人駅からは、勝田駅改札や那珂湊駅で申し出て購入してください。
●差額精算は購入日（使用日）より７日間以内に限り有効です。

津波から命を守るためには、強い揺れ、弱くてもゆっくりとした長い揺れを感じたら…
揺れがなくても、津波警報を見聞きしたら…すぐに避難！
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主催：那珂湊海上花火大会実行委員会　　後援：ひたちなか市・ひたちなか商工会議所
お問合せ　ひたちなか商工会議所那珂湊支所内　TEL：029-263-7811

津波から身を守るために！

来場の際は懐中電灯をご持参ください

津波警報・注意報の種類
大津波警報 津波警報 津波注意報

10m超（10m＜高さ） 10m（5m＜高さ≦10m）
巨大 高い （表記しない）

5m（3m＜高さ≦5m） 3m（1m＜高さ≦3m） 1m（20㎝＜高さ≦1m）
巨大地震の場合の表現予想される

津波の高さ 数値での発表（発表基準）

※新型コロナウイルスの感染状況により、内容の変更・大会を中止する場合があります。情報はHP等で発信します。

～安心して楽しんでいただくためのお願い～ 観覧時はマスク着用の上、他の方となるべく間隔をお空けください。
37.5°以上の発熱がある方、熱・ 体のだるさ・風邪のような症状のある方は
来場をお控えください。当花火大会は新型コロナウイルス感染予防対策を講じて開催します

会場へはひたちなか海浜鉄道湊線をご利用ください。

9 10月 日 19：00 会場：那珂湊漁港（土）
荒天の場合は9月11日（日）になります
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 　9月1日から11月30日まで「湊線
応援券」と「特製硬券1日フリー切符」を
セットにした秋バージョンを、那珂湊駅と
勝田駅湊線窓口で販売します。秋の応援
券はキハ11のヘッドライトに照らされた
ススキです。 硬券は横長の「D型」です。
販売価格は割引販売中なので、通常価
格1,000円が600円です。
　四季毎に発行される応援券4種類を集
めて那珂湊駅窓口に提示すると、湊線グッ
ズをプレゼントします。

 8月10・11日夜、しおかぜみな
とグラウンドで公演された、那珂湊
野外劇「海鳴の宝船歌」には、2日
間で市民ら約1200人の来場者が
ありました。公演まで40日間にわ
たり、プロの俳優とともにきびしい
練習を積んできた地元の出演者の
熱演が随所で見られました。主催者
代表の磯﨑満さんは「コロナ禍で不
安定な天候も続いた中で両日公演
できたのは奇跡。スタッフも含めて
苦労の甲斐があった」と、次回作に
も意欲を見せていました。

　那珂湊駅や湊線車内、沿線地域
をアート会場にした、13回目みな
とメディアミュージアム（MMM）
が、8月7日から20日まで開催
され、10組の個人・団体が出展
したほか、MMMのアーカイブ展
（28日まで）などの展示がありまし
た。最終日には審査結果が発表さ
れ、ホリグチシンゴさんが水門帰
帆（みなとのきはん）に展示した作
品＝写真=が選ばれました。

運賃
改定

見本

秋の硬券フリー切符＆応援券を発売

一般駐車場は
ありません

 9月10日土
19:00～

花火大会終了直後の那珂湊駅（19年8月）
　第33回那珂湊海上花火大会が、 9月
10日㈯19時から那珂湊漁港で3年ぶり
に開催されます（小雨決行・荒天の場合

11日に順延）。  海面から連続で打ち上げられる迫力の水中スターマ
インなど約1600発の打ち上げが予定されています。
　ことしは会場周辺に一般駐車場がないため、 花火大会実行委員会
では湊線やバスでの来場を呼びかけています。
　湊線では花火大会前後の時間帯に勝田ー那珂湊間の臨時便上下6
本を運転するほか、 車両を増結して運行します。 また、 応援団では那
珂湊駅で湊線利用のお子様を対象に、 先着順で水ヨーヨーをプレゼ
ントいたします。 花火大会へのお出かけは、 湊線をご利用ください。

花火大会前後の湊線時刻表

ことしは仲間ができました

ふだんは乗車していません

下り線ホームの広告看板

地元出演者の熱演

DRAWINGS

見本


