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阿字ケ浦

ハマギク満開の阿字ヶ浦駅（10/20）

10月30日、みなとフェスタ2022開催

ほしいもラッピングバス登場
11 月 6 日㈰まで土日祝日に阿字ヶ浦駅
と国営ひたち海浜公園海浜口間で運行さ
れているコキアシャトルバスは、なんと
「ほ
しいもラッピングバス」が走っています。
このバスのデザインは、ほしいも列車同様、
「ヒカリ」
さんが担当し、ほしいものできる
までと、ほしいも王国ファミリーなどが可
愛らしく描かれています。10 月 1 日には
出発式があり、ヒカリさんからバスの運転
手さんに花束が贈られました。
第 2 回目の「海鉄海浜学校」
が 10 月22 日、小学生の
このバス、シャトルバスの運行がないと
親子 24 組が参加して実施されました。今回は茨城海上 きは、路線バスとして町のどこかを走るそ
保安部の協力で、磯埼灯台で海を守る仕事について学 うです。
び、あわせてロープワークを体験したり、多幸めしを食
べながら、那珂湊のタコや鮭など海の恵みについて学び
ました。また往復の湊線車内では近くにあるのに知らな
かった湊線と海とのかかわりをAR で勉強しました。

24組の親子が
海の仕事などを学ぶ

虎塚古墳石室壁画秋季一般公開

期間

11 月3 日㈭〜6 日㈰
11 月10 日㈭〜13 日㈰
時間 9 時〜16 時（昼休みあり）
料金 大人 160 円 小中学生 80 円
※中根駅から徒歩 30 分です。

JO1で

いつも土日に那珂湊駅で素敵な演奏と歌声を響
かせている、応援団音楽部・みなと源太ご夫妻の
You Tube 動画が大きな注目を浴びたうえ、駅待
合室を訪れる女性ファンも多く、夫妻はじめ応援団
一同驚いています。
発端は、9 月末ごろお忍びで那珂湊を訪れた人
気グループ「JO1」の一部メンバーが、登録ファ
ン向けのブログで夫妻の歌声を誉めたのがきっか
け。JO1 が立ち寄った場所はファンにとって「聖
地」だそうで、夫妻に会いに来る（聖地巡礼）女
性ファンが急増中です。また、応援団で動画をアッ
プしたところ、これまでに視聴回数は1 万 1 千超え、
高評価数も 2 千を超え、増え続けています。

綺麗にハマギクが咲き始めました

10 月 8 日朝、那珂湊駅西側のハマギ
ク花壇の下草刈りが、約 40 人の近隣自
中 根
柳沢美田多･相金･三反田班
治会の皆さんによって実施されました。
高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会 ご協力ありがとうございました。
雑草に覆われ見えなくなっていたハマ
神敷台
小 川
部田野小谷金
ギクが姿を現すと、蕾が膨らみかけてい
那珂湊
龍之口町
十三奉行
ました。今は綺麗に咲き始め、11 月中
殿 山 七町目・牛久保町 和田町・殿山町
旬頃まで楽しめそうです。
ハマギクはひたちなか市の花で、花言
平 磯
平磯･平磯清水町自治会
葉は
「逆境に立ち向かう」。湊線のシンボ
磯 崎
磯崎町自治会
ルの花です。2007 年 7 月、当時の那
阿字ケ浦
阿字ケ浦自治会
珂湊二高の生徒さんが約 1600 株を育
※朝8：30（中根駅と高田の鉄橋駅は8：00） 苗し、沿線の皆さんが湊線の駅などに植
え、今も受け継がれています。
から実施します。
11月6日
（日） 12月4日
（日）

おらが湊鐵道応援団

遼 さん

入社いたしました、大倉遼と申します。
出身地は県南のかすみがうら市で、那珂湊お
さかな市場やひたち海浜公園をはじめ、湊線沿
線には年に数回足を運んでおりました。また、
幼い頃から列車が好きで、旧型ディーゼルカー
が運転された際には撮影と乗車のために何度か
訪れたことがあり、この度縁あって入社すること
になりました。
前職は同業他社で勤務しており、駅業務を9 年間と車掌業務を3 年間
経験いたしました。経験があるとはいえ、ブランクがあったので入社当初
はお客さまへのご案内や納金作業などで先輩方のお力をお借りすること
が多々ありました。特に、手書きの定期券発行には苦労いたしました（笑）。
まだまだ至らないところが多数ありますが、那珂湊駅にお越しの際には気
軽に声を掛けていただければ幸いです。
応援団の皆さまの活動はFacebookで拝見させていただいており、マ
イレール意識の高さに感動しております。また、毎日更新される駅猫ミニ
さむの記録に大変興味があり、仕事の度に会えるようになったことは非
常に嬉しかったです。退勤前にミニさむに挨拶する（撫でさせていただく）
のがルーティーンになりつつあります（笑）。仕事を通じて微力ながら皆
さまの活動に協力させていただきたいと思います。
直近の目標は列車運転士になることです。鉄道員としてステップアップ
を図るとともに、皆さまに親しまれる湊線を動かす ” 縁の下の力持ち”を
目指して日々の業務に励んでまいります。阿字ヶ浦から先の延伸区間と、
キハ 205（旧国鉄キハ 20 形）をいつの日か自らの手で運転することを
夢見ております。
簡単ではありますが、入社のご挨拶とさせていただきます。今後ともよ
ろしくお願いいたします。

ひたちなか市の補助事業で、4 月から通常 1,000 円が 600 円
で割引販売していた湊線 1 日フリー切符は、販売数量が予定数
に達したため、11 月 6 日㈰で終了いたします。海浜公園入園券
付フリー切符なども通常料金に戻ります。ご了承ください。

秋の硬券フリー切符＆応援券を発売中
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
ています。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（11/6
まで）。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。

毎月第一日曜日に開催

■11月6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!

【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。

＜発行＞

倉

9月1日付でひたちなか海浜鉄道株式会社に

野菜と海産物の朝市

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」9,450名を達成しました!

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

大

1日フリー切符の割引販売は11月6日㈰で終了します
急行あじがうら号
運行
快速なかみなと号
詳細は次号の団報で!

源太さん夫妻の熱唱バズる！

ひたちなか海浜鉄道 新入社員

初詣・初日の出は湊線で

八朔祭りが社頭祭の年に開催してきた
「みなとフェスタ
」が、10 月 30 日㈰ 12 時半から20 時に本町通り商店
街で 4 年ぶりに開催されます。
フェスタのテーマは「つなげたい 湊の力 祭りの力」。
メインとなる17 時からの山車巡行では、屋台（龍之口町・
釈迦町・泉町・和田町・七町目・殿山町・牛久保町・
壱町目（市民山車））・みろく
（元町）・ささら
（六町目）の
計 10 台が出場します。
スケジュールは、12 時半から16 時まで演舞ステージ
でダンスパフォーマンスなど、13 時から15 時半までみ
ろく、ささらの展示と一般市民による壱町目屋台での太鼓打ち練習、13 時から15 時が保育園児による太鼓演奏の
ほか、湊焼きそばの販売などがあります。また、夜の山車巡行では 19 時過ぎからは、各町屋台による
「撒き物」
も
あるそうです。当日は本町通りが車両通行止めになるので、周辺道路は大渋滞が予想されます。お出かけには湊線
をご利用ください。

駅名

同業他社から海浜鉄道へ

山車10台が本町通りを巡行

みなとフェスタホームページより

駅の環境整備ありがとうございます

新型コロナウイルス終息まで ともに頑張りましょう！

★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

