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第７回水海道千姫まつり

弘経寺の桜のじゅうたんを歩く
ルートハイキング参加者

水海道駅通りを走るミニＳＬ

「千姫となごみの街 みつかいどう」をまちの将来
像に掲げ、新世紀の幕開けとともに始まった「水海
道千姫まつり」は、今年で７回目を迎えます。
今年の行列のテーマは「千姫さまとゆかりのお城」
と題し、
「千姫さま（３歳）と伏見徳川第」
「千姫さ
ま（７歳）と大坂城」「千姫さまと姫路城」の３つ
の場面で行列を構成し、戦国の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。
【３つの行列ルート】
コース１ 豊田城～石下支所（午前中）
コース２ 弘経寺参拝（午前中）
コース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
行列の他にも、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のパレード、および
大洗高校のマーチングバンド「大洗ブルーホーク
ス」、お笑い芸人によるスペシャルイベントや小さ
なお子様向けのキャラクターショーなどが予定さ
れています。ご家族みなさんでお越しください。

水海道市街地をパレードする
海小金管バンド

石下豊田城を出立する千姫行列

平成１９年５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

観光ガイド付き
遊歩ルートハイキング参加者募集
開 催 日：平成１９年５月１３日（日）
集合時間：午前８時４０分
集合場所：関東鉄道 水海道駅 南口
募集内容
①観光ハイキング ５０名
水海道駅からバスに乗車していただき、弘経寺
から千姫なごみ館までの観光ガイドつきのハイ
キングとなります。
②健康ウォーキング(健脚） ５０名
下記のルートの往復となります。
★ハイキングルート★
水海道駅（千姫なごみ館）～五木宗～豊水橋三代
～鬼怒川土手～横曽根河岸跡～千姫さま大壁画～
千姫さまのご廟所（飯沼弘経寺）
お申込み：水海道まちづくりネットワーク事務局
電話 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。

第 10 代水海道千姫さまが決定しました
平成１８年１０月２９日（日）千姫なごみ館にて
「第１０回水海道千姫コンテスト」(主催：千姫コ
ンテスト実行委員会)が開催され、二次にわたる審
査の結果、第１０代水海道千姫さまに次の３名の
方々が選ばれました。
１年間、市の観光大使として活躍が期待されます。
《写真左から》
く げ

ともこ

つくばみらい市

久下

知子さん

坂東市

倉持

くらもち

あや か

千葉県柏市

おおだて

大舘

彩花さん
ようこ

陽子さん

２００６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１８年１１月４日（土）吉野サンビレッ
ジの人工芝サッカー場で参加７チームによ
って熱戦が繰り広げられました。
【表 彰】
優 勝 アスタリスク
（坂東市）
準優勝 ベイ・サワーズ
（千葉市）
第３位 FC macaserona レディ（常総市）
第４位 オール茨城
（かすみがうら市）
第５位 千姫倶楽部
（常総市）
第６位 ＢＡＣＣＨＵＳ！Ｌ＆Ｇ （常総市）
第７位 さるちっく
（坂東市）

平成１８年１１月１９日（日）千姫なごみ館
に於いて参加者２５名で行われました。
競技前には、小学生によるエキシビジョンが
行われ、場を盛り上げました。

吉野サンビレッジ人工芝
サッカー場での試合風景

得点女王 吉岡真理さん（千姫倶楽部）７得点

【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）
第４位 新井さないさん（水海道渕頭町）
第５位 阿部貴子さん （水海道亀岡町）
第６位 高山かつさん （水海道橋本町）
敢闘賞 山野井文代さん（水海道山田町）

二代目女王に
「アスタリスク」
←優勝した飯島すみさん

ピンポン大会
平成１８年１２月１７日（日）千姫なごみ館にて一般団体の部２４チーム、一般団体初級の部６チ
ーム、参加者合計９８名で行われました。
【表 彰】
＜一般団体の部＞
＜一般団体初級の部＞
優 勝 あすなろクラブＡチーム (野田市)
優 勝 和光義理親子チーム(つくばみらい市)
準優勝 あすなろクラブＥチーム (野田市)
準優勝 タンポポチーム
(常総市)
第３位 あすなろクラブＢチーム (野田市)
第３位 コスモスチーム
(常総市)
第４位 海中グッドマナーズチーム(常総市)
第４位 なごみチーム
(常総市)
第５位 妻二ＯＧチーム
(つくばみらい市)
第５位 山ちゃんチーム
(守谷市)
第６位 あすなろクラブＦチーム (野田市)
第６位 グッピーチーム
(守谷市)

団体初級の部優勝の
和光義理親子チーム

団体の部優勝の
あすなろクラブＡチーム

千姫連凧・ひな凧大会
平成１９年１月７日（日）鬼怒川河畔・橋本運
動公園にて、連凧の部７組、ひな凧の部２５名
で行われました。
前日の雨で開催が心配されましたが、大会当日
は風が強かったものの、快晴となり、たくさん
の凧が大空を舞いました。
【表彰】
＜連凧の部＞
優 勝
常総市観光協会
準優勝
元町夕やけクラブ
第３位
横島喜信さん

平成１９年１月２
１日（日）千姫な
ごみ館にて出場者
７０名で予選を行
い、その中から選
ばれた１０名が決
勝に進み、以下の
結果となりました。
【表彰】
優 勝 助川洋一さん （龍ヶ崎市）
準優勝 高野雅通さん （筑西市）
第３位 土谷国治さん （常総市）
第４位 上澤一江さん （つくば市）
第５位 土田あや子さん（常総市）
第６位 鈴木章郎さん・大畑翼さん
（常総市）
第７位 長谷川博保さん（つくば市）
第８位 栗原節子さん （つくば市）
第９位 杉山全さん
（守谷市）
第１０位 片倉正美さん （常総市）
優勝した助川洋一さん

優勝した白石さん、
準優勝の戸澤さん達

＜ひな凧の部＞
優 勝
白石ヒロ子さん
（水海道天満町）
準優勝
戸澤喜美江さん
（水海道天満町）
第３位
倉持とし子さん
（水海道亀岡町）

優勝した
常総市観光協会のみなさん

カラオケのど自慢大会

水海道まちづくりネットワークのあゆみ
＜平成１８年１０月から１９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】千姫の生涯を探る
平成１８年１０月９日（月）１０日（火）
桑名市への視察研修を実施
千姫さまが本多家に嫁いだ桑名市へ視察研修を行いました。１日目は「桑名御台所祭」
「千姫折鶴祭」を
見学し、２日目に桑名ＴＭＯ・桑名市・桑名商工会議所から中心市街地活性化事業の説明を受けました。

本多忠勝像の前にて

千姫さまをはじめ行列参加者

桑名ＴＭＯによる事業説明

【Ⅱ】さつまいも掘りとハイクで秋を満喫
平成 1８年１０月２９日（日）
さつまいも掘り体験付きルートハイキングを実施
千姫さまの菩提寺「弘経寺」から千姫なごみ館までの約４㎞を歩く「遊歩ルートハイキング」を開催し
ました。今回は、秋の味覚・さつま芋掘りを体験しながら、鬼怒川のほとりを水海道千姫さまや千姫観
光案内人と一緒に歩きました。

【Ⅲ】手作り凧を空高く
平成 1８年１１月２３日（木）
凧作り教室を開催
１月７日（日）に開催された千姫杯争奪千姫連凧・
ひな凧大会に向けて凧作り教室を開催しました。

【Ⅳ】地域住民・企業と交流
平成１８年１２月１７日（日）
飯沼地区と高砂製紙（株）と交流会
千姫杯争奪ピンポン大会を終えた後、飯沼地
区の飯田区長宅にて交流会（忘年会）を開催し
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@mitsukaido.or.jp

