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阿字ケ浦

彼岸花咲いた
（9/18・中根駅 超広角レンズで撮影）

湊線+コキアシャトルバスで海浜公園へ

10/1㈯〜11/6㈰の土日祝日に阿字ヶ浦駅から無料で運行

海浜鉄道では国営ひたち
ス
海浜公園のコキアの季節に
ほしいもシャトルバ
合わせて、10 月 1 日㈯から
11 月 6日㈰の土日祝日の計 14 日間の開園時間帯 (9~17 時台、
11 月は閉園時間が 16 時）
に、阿字ヶ浦駅と同公園海浜口を結ぶ
無料のシャトルバスを、湊線の発着時刻に合わせて運行します。
次第に真っ赤に紅葉するコキアが植えられた、みはらしの丘へは
このシャトルバス利用が一番早くて確実です。
コキアの紅葉やコスモスは 10 月中旬頃が見ごろですが、それ
以前には赤と緑のグラデーション、後半には黄金色のコキアも楽し
めます。

海浜公園入園券付湊線１日フリー切符 割引販売中

・大 人：１,１００ 円 → ７００円
・シルバー（６５歳以上）：１,０００円 → 6００円
〔小、中学生は入園無料のため設定はありません。〕

阿字ヶ浦 デジタル版 スタンプラリー

シャトルバス運行期間中、阿字ヶ浦地
区を
「青い海と黄金のほしいもの里」阿字
ヶ浦を散策するデジタル版スタンプラリー
が開催されます。
＜海浜公園が季節料金（コキアの最盛期）
を実施する期間のみ＞
スタンプラリーは海浜公園 2 か所とゴ
・大 人：１,４００ 円 → １,０００円
ールの那珂湊駅を含む
15 か所にスポット
・シルバー（６５歳以上）：１,３００円 → 9００円
を設定。シャ
トルバスの復路の
「阿字ヶ浦
※「勝田駅湊線ホーム窓口」及び
「那珂湊駅」
にて発売
海岸」
バス停で途中下車し、お持ちのス
（入園券込みなので、海浜公園にて券購入で並ぶことなく入場できます。
マホでスポットを回ります。一部のスポッ
行き帰りの勝田〜阿字ヶ浦間の湊線内は乗り降りが自由です。）
トでは無料または割引のクーポンを獲得
※入園券をお持ちのお客様、また入園無料日（10 月 1 日 ( 土 )・8 日
することが出来、10 個以
( 土 )）
にご乗車の際は、
「湊線１日フリー切符」
（入園券なし）
をご利用くだ
上 の スタンプを 獲 得 する
さい。
と、ゴールの那珂湊駅でプ
・大人：１,０００円 → ６００円 セブンイレブンの
レゼントがもらえます。
マルチコピー機でも購入できます。
・小人：５００円 → ３００円

新型コロナウイルス終息まで ともに頑張りましょう！
絵手紙応援隊 10年の歩み
湊線絵手紙応援隊 代表

山 口

浩 子 さん

私達は絵手紙を通して湊線を応援するグルー
プです。県内外から絵手紙を郵送して参加して
くれる仲間が 200 名程度います。
毎年恒例の活動は 2 つ。キャッチフレーズを
決めて３月に応援絵手紙を募集し、６月から９月
末の間、湊線車内や那珂湊駅に展示してもらい
ます。10月には勝田駅東口のコミュニティーギャ
ラリーで応募絵手紙をまとめて展示します。コロ
ナ禍以前は期間中に他県からも参加者が来訪し、湊線に乗車、満足し
て帰られました。次に10 年間の活動の数々を紹介します。和と輪の広が
りがぎっしりです。
1）湊線に乗って描くスケッチ会を企画。駅名標・反射炉・大ちゃんな
どを描き、海浜公園でもスケッチをしました。
Ⅱ）みなと・メディア・ミュージアム（MMM）に２回参加。初回は元スー
パー店内に、風を受けて回転する立体展示を作成し、賞を頂きました。
アーティストさんの刺激は新鮮で且つ企画する若者との交流も大変楽し
いものでした。
Ⅲ）茨城放送のスクーピーレポートへ数回登場。２回はギャラリー展、３
回目はMMM の参加中に、那珂湊駅での放送にたまたま遭遇して取材
を受けました。毎回レポーターさんの話術の素晴らしさに感動するばかり
です。
Ⅳ）市の産業交流祭に５年間参加し絵手紙体験コーナーを担当。幼児
から学生・市民の皆さんに自由に楽しんで頂きました。その場で切手を
渡し、身近なかた宛に出してもらいます。真剣な顔・笑顔・満足の表情
などは私達の宝物です。
最近は恒例の活動に限られていますが、常に熱血漢の応援団の方々
と共に喜びを分かち合い、美乃浜学園の開校や延伸計画の決定にも出

※最下段の無料シャトルバスは、11 月3・5・6 日の運行はありません。

３年ぶりに人・人・人…

海鉄の街プロジェクト参加者募集
「海鉄の街」第2弾として、10月22日㈯
に小学生を対象とした「海鉄海浜学校」が
開かれます。今回は①地元の海について
ARで学ぶ②磯埼灯台で海上保安庁のお
仕事を知る③車両の中で「多幸めし」を食
べながら那珂湊のタコの魅力を学ぶ、で
す。10月3日から先着順で
小学生25名（保護者同伴）
を
スマホから募集します。参加
費は無料、参加時にはスマホ
が必要です。
10月3日から↑

9 月 10 日の十五夜の満月
の下で、3 年ぶりの那珂湊海
上花火大会が開催され、湊線
が久しぶりにその輸送力を発
揮しました。
３両に増結した列車はどの
便も超満員、とくに花火終了
後の上り列車は積み残しのお
客様が出るほどでした。

応援団特製ポロシャツ発売開始！
！

阿字ケ浦

阿字ケ浦自治会

※朝8：30（中根駅7：30、高田の鉄橋駅
は8：00）
から実施します。

会期
会場

10 月12 日㈬〜17 日㈪ 10:00〜20:00（最終日16:00）
勝田駅東口 winwinビル１階 市民交流センター
コミュニティギャラリー

■絵手紙応援隊「10年の歩み」展

会期
会場

11 月29 日㈫〜12 月11 日㈰ 8:30〜17:00
ひたちなか市役所 那珂湊支所 1 階 展示室

野菜と海産物の朝市
毎月第一日曜日に開催

那珂湊駅西側 ハマギク花壇整備をします

■10月2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。

「乗車証明書」
でおトク!

10 月 8 日㈯、ハマギクの開花を前に那珂湊駅西 ★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
側の花壇整備をおこないます。刈払機は午前 7 時半、
明書を参加店舗に提示することにより各店独自の優
一般の方は8 時半集合です。周辺自治会の皆様のご
待が受けられます（スタンプ当日限り有効）
。現在
協力をお願いします。

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」9,390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

■第10回 湊線応援絵手紙展

9 月 19 日付の茨城新聞 1 面トップに、応援団結成 15 周年の記事が掲載
されました。見出しは “ 支え続け延伸後押し”。この 15 年間の応援団活動を
分かりやすくまとめていただきました。内外からたくさんの祝福の言葉をい
ただきました。ありがとうございます。

駅の環境整備ありがとうございます

磯崎町自治会

きたいです。

茨城新聞1面に応援団結成15年の記事

応援団特製「好きです！湊線」
ポロシャツ
が、新登場で那珂湊駅窓口で発売が始ま
りました。数年前に作製し、応援団メン
バーが着ていた T シャツの復刻要望を受
10月2日
（日） 11月6日
（日） けて、今回ポロシャツでリバイバルしまし
駅名
た。色落ちしにくい紺色のポリエステル
中 根
柳沢美田多･相金･三反田班
生地に、淡いクリーム色のイラスト文字
高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会 が背 面に描かれています。S・M・L・
LL の 4 サイズで税込み各 2,200 円と、
釈迦町
小 川
幸 町
那珂湊
オリジナルとしてはお買い得です。これ
龍之口町
湊泉町
からの季節、長袖 T シャツと重ね着する
殿 山 和田町・殿山町 七町目・牛久保町 と素敵です。
平 磯
平磯･平磯清水町自治会
磯 崎

逢うことが出来ました。これからも絵手紙を通して湊線の応援を続けてい

＜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。

〒311-1244 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

