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落ち葉の踏切（11/15・金上ー中根）

急行あじがうら号
快速なかみなと号

新しい年の第一歩は湊線から

先着乗車300名様には「開運福袋」をプレゼント

恒例の初日の出・初詣列車の運行を2023年（令和5年）元日㈰に実施します。海浜鉄道・応援団共同によるこ
の企画は 15 回目の開催で、毎回 300 名前後のお客様がご乗車し好評をいただいております。ご乗車には
「湊線
1 日フリー湊線切符」
（大人 1,000 円、子ども 500 円）
が便利です。日本列島では犬吠埼に次いで早い初日の出
と初詣のビューポイントへは応援団員がご案内をします。
（3 両編成のあじがうら号の乗車定員（240名）
を大幅に超
えた場合は、なかみなと号へのご案内となります）

急行あじがうら号

磯崎海岸から眺めたことしの初日の出

【主

催】ひたちなか海浜鉄道株式会社
おらが湊鐵道応援団
【協力団体】酒列磯前神社･堀出神社･橿原神宮･天満宮･四
郎介稲荷神社･茨城中央ほしいも協同組合･ホ
テルニュー白亜紀･ひたちなか商工会議所

必ずマスク着用でご参加ください。また、熱・咳の
ある方、体調不良の方は参加をご遠慮ください。

勝田5:30発ー那珂湊5:46ー阿字ケ浦5:58着（工機
前は停まりません）
阿字ケ浦駅（鐵道神社）ー堀出神社・ほしいも神社ー酒
列磯前神社ーホテルニュー白亜紀・磯埼灯台下（初日
の出）
先着 300 名様に、ホテルニュー白亜紀無料入湯券（元
日午前 10 時から使用可能）、ほしいも、携帯カイロな
ど
「開運福袋」
をプレゼント。各神社やホテルで甘酒な
どをサービス、磯埼灯台下では
「和奏（わかな）」
による
和太鼓演奏。

快速なかみなと号

那珂湊駅前でアツアツの焼き
芋販売を始めました。今シー
ズン最初の販売になった 11 月
19 日には、用意したベニマサ
リ約 30kg が 3 時 間ほどで完
売しました。販売時間は 11 時
から14 時頃までですが、売り
切れ次第終了となります。価
格は芋の大きさにより100 円
〜200 円ですが、複数本お買
い上げの方にはサービスいた
します。応援団員への予約も
承っています。アツアツ、ホク
ホクと毎回好評です。収益は
応援団の活動費になります。

三反田小6年生が中根駅に花植え

駅の環境整備ありがとうございます

12 月 1 日から来年 1
月 31 日まで、那珂湊駅
と勝 田 駅 で 駅 前イルミ
ネーションが点灯されま
す（佐和駅は橋上化工事
中でなし）。今年は 3 年
ぶりに点灯式があり、勝
田駅とオンラインで繋ぎ
ます。セレモニーは 1 日
㈭午後 5 時から。みなと
ちゃんの紹介や保育園児の合唱、お子さまへのクリ
スマスプレゼントなどがあります。那珂湊駅の点灯
時間は期間中午後 11 時までです。
イルミネーションサポーターも 1 口 1,000 円で
募集しています。オリジナルピンバッジが貰えます。

11 月 18 日、中根駅の花壇へ三反田小学校 ( 片岡幸恵
校長 )6 年生の児童 (17 人 )と引率の先生にが、パンジー
(50 株 )と、チューリップの球根 (150 個 ) を 2 つの花壇へ
丁寧に植えてくれました。
「きれいに咲いてね！」
と水やりしな
がら花に言葉をかけていました。
児童の皆さんは、作業の合間に往き交う列車に手を振っ
たり、記念写真を撮ったり6 年間の最後の思い出の一つに
なったようです。
そんな中根駅の花壇を車窓からホームからご覧いただけ
れば幸いです。

高田の鉄橋駅にプランターがズラリ！
！

12月4日
（日） 1月8日
（日）

磯 崎

磯崎町自治会

阿字ケ浦

阿字ケ浦自治会

おらが湊鐵道応援団 音楽部

大 内 裕 子 さん

殿山駅が最寄りの湊二高に
湊線で通学していました。私は
フォークソング部でギターを抱え
ながら湊線へ飛び乗った思い出
があります。いつも駆け込む足
音を聞いて、列車を出発させず
に待ってくれる優しい車掌さん
がおりました。
そんな湊線への思い出から
… 応 援 団に関わる今がありま

大内裕子さん
（左）
と、ご主人（みなと
源太さん）

す。主人が駅で唄い始めたのは15 年前。その当時から海浜鉄道を応援
し、音楽部として私もギターを弾き歌うようになりました。
市場もよりも、この駅が一番良かった。二人の唄声に感動しました。 涙
しながらありがとうと…そのお言葉を下さりお帰りになりました。当時、大
学病院で大手術した直後の事でした。心が沈んでた私は、とても生きる
力が湧いてきました。この時の事が心の中にいつもしまってあります。駅
は一期一会の場。列車を待つほんのわずかな時間に聴いてくださるお客
さまへの感謝の場と心がけ、今日も心を込めて唄います。

12/1〜駅前イルミ

11 月 20 日、湊中学区地域を住
みよくする会環境部会のみなさん
中 根
柳沢美田多･相金･三反田班
が、高田の鉄橋駅ホームにパンジー
高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会 とビオラ計 88 株を 22 個のプラン
神敷台
湊中央
ターに植えて設置してくれました。
湊本町
那珂湊 部田野小谷金
陽の当たる勝田寄りのホームにはズ
十三奉行
商店街
ラリとプランターが並びました。あり
殿 山 和田町・殿山町 七町目・牛久保町
がとうございました。
平 磯
平磯･平磯清水町自治会
駅名

駅待合室は一期一会の場

5 年前、横浜から来られたご夫婦に…海浜公園のネモフィラよりも、魚

勝田 6:04 発ー那珂湊 6:18 着ー磯崎 6:30 ー阿字ヶ
浦 6:32 着
那珂湊駅ー天満宮ー湊公園（初日の出）ー橿原神宮ー
四郎介稲荷
※快速なかみなと号は那珂湊方面の初日の出・初詣企
画です。

応援団では 3 月までの予定
今シーズンも応援団焼き芋 で、毎
月第 1・第 3 土 曜 日に

第1・3土曜日販売

元日の初日の出は
6 時 49 分です。

新型コロナウイルス終息まで ともに頑張りましょう！

年が開けると海浜鉄道元旦列車が走ります。ご家族ご友人お誘い合
わせのうえ磯埼灯台からの初日の出…お待ちしております。

高校生がプロジェクションマッピングに挑戦

七変化したキハ 222

11 月 12 日夜、阿字ヶ浦駅の開運
鐵道神社の［御神体］キハ 222 に高校
生がアート作品を投影するプロジェク
ションマッピングのイベントが、MMM
( みなとメディアミュージアム）
と三鉄
物語実行委員会の主催でありました。
参加したのは地元那珂湊高校と勝田高
校、神奈川県から神奈川工業高校と
白鵬女子高等学校の 4 高校から 5 作
品でした。それぞれ湊線と沿線風景に
思いを寄せた作品が音楽に合わせて
夜空に浮かびました。

冬バージョンの応援券と硬券フリー切符を発売

12 月 1 日㈭から来年 2 月末日まで、湊線応
援企画の「湊線応援券」
と
「特製硬券 1 日フリー
切符」の冬バージョンを那珂湊駅と勝田駅湊線改
札で販売します。セット価格は1,000 円です。
切符は特大の「D 型倍寸硬券」で、旧型車の 4
連走行のイラストが描かれています。また応援
券は、オーロラの夜空の下を走る湊線のイメー
ジ写真です。
※切符には当面の間、旧運賃が印刷されていま
す。

野菜と海産物の朝市
毎月第一日曜日に開催

InstagramとYouTubeにも情報アップを開始！
！

見本

1.12.1

運賃
改定

■12月4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!

応援団はインスタグラムとユーチューブにアカウントを開設し、フェイス ★乗車証明書は、湊線に乗車したお客様に駅員また
ブックとリンクした情報アップを始めました。
フォローよろしくお願いします。 は応援団が発行する乗車特典のサービスです。証
※朝8：30（中根駅と高田の鉄橋駅は8：00）
明書を参加店舗に提示することにより各店独自の優
YouTube： https://www.youtube.com/@keha601
から実施します。
待が受けられます（スタンプ当日限り有効）
。現在
※1月は第2日曜日の実施です。
Instagram ：https://www.instagram.com/keha.601/

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!

【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

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

