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平成２０年４月１３日（日）
午前１１時～午後４時
メイン会場：水海道中心市街地

やさしさ・もてなし・こだわり「なごみ」がいっぱいです！！
ファイナルセレモニー
「千の夢風船」

千姫行列の様子

弘経寺参道を歩く
遊歩ルートハイク参加者

駅通りを走るミニＳＬ
水海道千姫まつりは今年で８回目を迎えます。今年
の行列のテーマは「花の生涯・千姫さまから天樹院さ
まへ」をテーマに「大坂城へ、天下一のお輿入れ」
「桑
名城の夫婦雛」「江戸城の“徳川宗家の最長老・天樹
院さま”」の３つの場面で行列を構成し、戦国時代か
ら泰平の世に生きた千姫さまのやさしさとあたたか
さを表現。近隣近郊にない全て女性だけの行列を展開
します。
【行列ルート】
①豊田城～石下支所（午前中） ②弘経寺参拝（午前
中） ③カスミ前→諏訪町大通り→駅前大通り→宝栄
サンロード→宝町大通り
行列の他には弘経寺までの遊歩ルートハイキング
や、全国大会に於いて３年連続金賞に輝いた水海道小
学校の金管バンド及び大洗高校ブルーホークスのパ
レードやストリートパフォーマー、津軽三味線ユニッ
トなどによる特別イベント、キャラクターショー、ミ
ニＳＬ、フリーマーケット、各種イベントショップ（商
品販売）・グルメショップ（飲食提供）が出店しにぎ
やかに開催されます。ご家族皆さんで春の一日を十分
にお楽しみ下さい

遊歩ルートハイキング
参加者募集！！
■開催日：平成２０年４月１３日（日）
■集合時間：午前８時２０分
■集合場所：関東鉄道水海道駅 南口
■ハイキングルート
【片道コース】水海道駅南口→バスにて弘経寺まで
移動→弘経寺→千姫さまの大壁画→横曽根河岸
跡→豊水橋三代→水海道駅北口
【往復コース】水海道駅南口→水海道有料大橋→弘
経寺→千姫さまの大壁画→横曽根河岸跡→豊水
橋三代→水海道駅北口
■募集人員【片道コース】先着５０名
【往復コース】先着５０名
＜お申込み＞
水海道まちづくりネットワーク事務局
ＴＥＬ ０２９７（２２）２１２１
ＦＡＸ ０２９７（２２）２１２４
※ 申込者には後日詳細をご連絡いたします。

２００７みつかいどう千姫杯争奪大会の結果報告
レディースフットサル大会

お手玉大会

平成１９年１０月２８日（日）吉野サンビレッジ
において参加１１チームで行われました。
【表 彰】
優 勝 隈 Ranger
（茨城・つくば市）
準優勝 千葉 MOD｀Ｓ （千葉・千葉市）
第３位 ＊Asterisｋ
（茨城・坂東市）
得点女王 吉岡真理さん（千姫倶楽部）１０得点

平成１９年１１月１８日（日）千姫なごみ館に
於いて参加者２７名で行われました。
【表 彰】
優 勝 飯島すみさん （中妻町）
準優勝 山口貞子さん （水海道亀岡町）
第３位 寺田美枝さん （水海道諏訪町）

三代目女王に
「隈Ｒａｎｇｅｒ」
決勝戦の様子

ピンポン大会
熱戦が繰り広げられた
ピンポン大会の様子

平成１９年１２月１６日（日）千姫なごみ館にて一般団体の部（部活経験者）１８チーム、一般団体初級の
部（部活未経験者）５チーム、参加者合計７７名で行われました。
【表 彰】
＜一般団体の部＞
優 勝 あすなろクラブＡ (野田市)
準優勝 あすなろクラブＢ (野田市)
第３位 チームなごみ
(常総市羽生町)
＜一般団体初級の部＞
優 勝 和光フレッシュ (つくばみらい市)
準優勝 コスモス
(常総市中妻町)
第３位 ハッピー
(守谷市)

千姫凧揚げ大会

平成１９年１２月２日（日）千姫なごみ館にて出
場者７０名で行われました。
【表彰】
優 勝 飯塚なつみさん （つくば市）
準優勝 小島清美さん
（常総市小保川）
第３位 吉葉晴夫さん
（つくば市）

平成２０年１月１３日（日）鬼怒川河畔・橋本
運動公園にて、連凧の部７組、１枚ものの部
２３名で行われました。
【表彰】
＜連凧の部＞
優 勝 元町千姫連凧愛好会
準優勝 高砂製紙㈱
第三位 常総市観光協会
＜一枚ものの部＞
優 勝 横島喜信さん
（大塚戸町）
準優勝 関幸子さん
（水海道天満町）
第三位 荒木小真智さん 優勝した元町千姫連凧
愛好会のみなさん
（花島町）

優勝した飯塚なつみさん
（写真左）とお母さん

カラオケのど自慢大会

平成１９年１０月２１日（日）千姫なごみ館利用者が勢揃いし千姫なごみ館まつりを開催しました。コーラス・
フラダンス・いきいき体操・フォークダンス・社交ダンス・太極拳・ソーランなどのさまざまな演目を各団体
（全１１団体）が披露し、たくさんの方が見に訪れ大盛況に終わりました。

水海道混声コーラス
（演目：コーラス）

水海道フォークダンス同好会
（演目：フォークダンス）

さくらダンス会
（演目：社交ダンス）

プルメリア
（演目：フラダンス）

ＹＯＳＡＫＯＩなごみ
（演目：ソーラン）

水海道太極拳クラブ
（演目：太極拳）

ひまわり
（演目：フラダンス）

千姫研究会
（演目：講談）

コスモス社交ダンスクラブ
（演目：社交ダンス）

たくさんの観客

常総市シク連女性委員会
（演目：いきいき体操）

水海道なでしこ連
（演目：ソーラン）

水海道まちづくりネットワークのあゆみ

三妻駅に集合する
参加者の方々

＜平成１９年１０月から２０年２月まで ただし前掲の「千姫杯争奪５大会」は除きます＞
【Ⅰ】地域のネットワークが拡大
【Ⅱ】歴史を学びながら映画ロケ地を訪ね歩く
平成１９年１０月１３日（土） 弘経寺参道の除草実施
平成１９年１０月２８日（日） 『常総ウォーク』を実施
晴天のなか三妻駅から坂野家住宅・天満宮・青少年の
飯沼地区・高砂製紙の
家・元三大師・弘経寺などロケ地を訪ねて県外からも
方々と一緒にゴミ拾いや
計２５４名のたくさんの方が参加されました。
除草作業を行いました。

ロケ 風 景 の写 真 を 眺
めな がら 休 憩 す る 参
加者（
青少年の家）

【Ⅲ】マスダビル前花壇植栽リニューアル
平成１９年１１月１７日（土） 環境美化事業実施
マスダビル前花壇の
植栽を入替えしました。
葉牡丹でＭＭＮの文字
にしました。

【Ⅳ】千姫の生涯を探る
平成１９年１１月２２日（木）２３日（金）姫路市への視察研修を実施
１日目に姫路城の千姫さまにゆかりのある西の丸『化粧櫓内の千姫の居室』などを見学。その後、姫路商工会議所
まちづくりステーションにて姫路の中心市街地活性化事業の説明を聞き意見交換をしました。２日目には姫路城下
を姫路観光ボランティアガイドの方に案内していただきました。

姫路城の前にて

勝姫と貝合わせを楽しむ千姫人形

【Ⅴ】地域住民・企業と交流
平成１９年１２月１６日（日）
飯沼地区と高砂製紙（株）
の方達と交流会
千姫杯争奪ピンポン
大会終了後、飯沼地
区飯田区長宅にて交
流会を開催しました。

事業説明・意見交換

【Ⅵ】第 8 回千姫まつり
平成２０年２月４日（月）
千姫まつりのＰＲ実施
ＮＨＫ水戸支局にて、
千姫さまと一緒に千
姫まつりのＰＲをして
きました。

水海道まちづくりネットワーク（ＭＭＮ）会員募集
一緒に活動しませんか。会費は月額一口 500 円です。下記事務局へお問い合わせ下さい。
「みつかいどう千姫観光案内人」も募集しております。

●水海道ＴＭＯ 常総市商工会 ＜会長 北村 仁＞
●水海道まちづくりネットワーク（ＭＭＮ）＜代表 岩本 健太郎＞
事務局

常総市商工会 振興課
常総市水海道宝町２７７１マスダビル２Ｆ
ＴＥＬ 0297－22－2121 ＦＡＸ 0297－22－2124
Ｅ－ｍａｉｌ sinko@joso.or.jp

