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水戸の梅まつり

令和３年３月１日（月）〜 21日（日） 会場：偕楽園，弘道館
水戸では，日中の暖かな日差しに春の訪れを感じ，梅の花が咲きそろう
季節となりました。今年度の「第125回 水戸の梅まつり」は，新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止対策として，消毒・検温等茨城県のガイドライ
ンを遵守して開催しております。
感染症対策により，例年行われてきたまつり期間中のイベントが中止ま
たは変更になりましたが，スタッフ一同知恵を出し合い，ご来場の皆様に
安心してお楽しみいただけることを第一に考えた内容となっております。
ご不便をおかけする部分もあるかと存じますが，どうぞご理解，ご協力の
ほど，よろしくお願い申し上げます。

★新型コロナウイルス感染症拡大の状況等により，行事内容等が変更となる場合がございます。
最新情報につきましては，「第125回水戸の梅まつり」特設ページをご覧ください。

◆ 夜・梅・祭 2021

日時：3月6日（土）
，13日（土）各日18:00 〜 21:00

会場：弘道館・水戸城跡

弘道館開館180年を記念して，今年は，弘道
館で２回に渡り，これまでにない「夜・梅・祭
2021」を開催します。建物・庭園のライトアッ
プ，水府提灯を使用した展示や，大手門での
スペシャルイベントなど，幻想的なあかりと
弘道館の約 800本の梅の木とのコラボレー
ションを存分に楽しんでいただけます。

◆ 水戸の梅まつり チームラボ 偕楽園 光の祭
【期 間】３月１日（月）〜３月31日（水）18:00〜 20:30
（20:00最終入場）
【入場料】大人1,500円，中・高校生800円，小学生以下無料
【出入口】東門，吐玉泉料金所 ※好文亭表門，南門はご利用いただけません。
【主 催】茨城放送
茨城放送 問合せ先：029-243-4111（イベント事業部）
チームラボとは
アートコレクティブ。アーティスト，
プログラマー，エンジニア，CGア
ニメーター，
数学者，
建築家など様々
な分野のスペシャリストから構成さ
れている。2001年より活動を開始。
アート，サイエンス，テクノロジー
などの集団的創造によって，自然界
との交差点を模索している。
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「第125回水戸の梅まつり」は，
いばらきアマビエちゃん※の利用促進，
消毒・検温等，茨城県のガイドライン
を遵守して開催します。
※「いばらきアマビエちゃん」は，
イベント
会場や施設において新型コロナウイル
ス陽性者が発生した場合に，その陽性
者と接触した可能性がある方に対して
注意喚 起の連 絡を行うことで，感染
拡大の防止を図ることを目的とした茨
城県独自のシステムです。

2021年 水戸の梅大使
当協会では，水戸の梅まつり等でお客様のお出迎えや観光PR等の活動を行う「水戸の梅大使」を，毎年10名選
出しています。しかし，2020年水戸の梅大使は，新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント等の中止が相
次いだため，活動ができない状況が続きました。そのような中，市民や梅大使本人たちから，活動期間の延長を希
望する声が多く寄せられるようになりました。その声を受け，今年度は特例的に「2021年水戸の梅大使」の募集
は行わず，2020年水戸の梅大使10名の中で，継続を希望した７名の任期を１年間延長いたしました。今年も梅ま
つり期間中，梅大使が毎日交代で皆様をお出迎えします。ご来場を心よりお待ちしております。

梅大使がそぼろ納豆をPRしました！
お茶漬けでお馴染みの永谷園と㈱オマツリジャ
パンとのタイアップ企画「ひなまつりに食べたい！
地域の名産品 お茶漬け海苔」に，梅大使の金澤紀
香さんが出場しました！
この企画は，各地の観光
大使がお茶漬けに合う名産
品を動画で紹介するという
もの。金澤さんには「そぼろ
納豆」をPRしてもらいました。
動画は右記
の QRコード
からご覧いた
だけます。

令和2年度 実施事業紹介
今年度，当協会においても，新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，当初予定していた事業を中止したり，
内容を変更したりしながら，様々な形で活動を続けてまいりました。事業の一部をご紹介します。

Remote ステージ結果

Remote 水戸黄門まつり
令和２年４月，第59回水戸黄門まつりの中止を発表しましたが，
水戸黄門まつり実行委員会では，コロナ禍においても水戸の夏を
盛り上げるために何かできることはないかと検討を続けた結果，
参加者の安全確保を第一に考え，３密を回避して楽しんでいただ
ける「Remote水戸黄門まつり」を開催することとしました。
特設ページを立ち上げ，３つのコンテンツを公開し，１つ目の
「Remoteステージコンテスト」では，今年新たに撮影された演技
の中からオンラインによる一般投票でコンテストを行いました。２
つ目は，過去の水戸黄門まつりの映像を公開。そして３つ目は，皆
様からまつりを盛り上げるメッセージボード（動画）を募集。市民
の皆様からのたくさんのご応募とご声援のもと開催されました。

水戸版クラウドファンディング

特別賞「鈴華ゆう子賞」
：

水戸市立梅が丘幼稚園

※鈴華ゆう子賞は，昨年水戸黄門まつりの
イメージソング
「いざ水戸黄門まつり！」を
制作していただいた世界的に活躍する和楽
器バンドのボーカルで，水戸市出身の鈴華
ゆう子氏が選んだ作品に贈られるものです。
一般投票第一位：

常磐大学高等学校吹奏楽部
一般投票第二位：

茨城女子短期大学ダンスサークル
一般投票第三位：

株式会社常陽銀行

YELL MITOプロジェクト

新型コロナウイルス感染症の影響により打撃を受けた観光関連
事業者を支援するため，当協会会員を中心とした事業者様にご協
力をいただき，水戸版クラウドファンディング「YELL MITOプロ
ジェクト」を実施しました。
返礼品は，水戸市内の飲食チケット，水戸ホーリーホックや茨
城ロボッツの選手のサイン入りボール，水戸室内管弦楽団定期演
奏会のチケット，水戸の特産品詰め合わせセット，そして，１日
水戸市長になれる権利（！）や，みとちゃんを呼べる権利までバラ
エティ豊かなメニューが揃い，たくさんの方々からご支援をいた
だきました。ありがとうございました。
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Go To キャンペーン in MITO
当協会では，2020年10月より国の「Go To トラベル」事業が開始されたことに伴い，
水戸市への誘客をはかる
「Go
Toキャンペーン in MITO」と称した様々なイベントを実施しております。
「いばらきアマビエちゃん」の登録，手指
消毒，検温の実施など，新型コロナウイルス感染症対策をしっかり行って実施してまいります。
まる

◆「みと〇クーポン」を配付しました
国の「Go To トラベル」キャンペーンを利用し，水戸市内の登録宿泊
施設の対象プランでご宿泊いただいた方に，8,000円分の「みと〇クー
ポン」をプレゼントしました。この事業は，水戸市内の対象店舗でクー
ポンをご利用いただくことで，新型コロナウイルス感染症により大きな
影響を受けた市内の観光事業者を支援することを目的としたものです。
クーポンは，お土産，交通，体験用の３種類あり，主に当協会会員事業
者様を対象とした店舗でお使いいただけるようにいたしました。

◆アウトドアイベントを開催しました
コロナ禍において，３密を避けて楽しめる屋外でのイベントへ注目が高まっています。当協会では，
「Go To キャ
ンペーン in MITO」の一環として，水戸を訪れるお客様，そして市民の皆様に安心して楽しんでいただくことを目
的に，千波湖畔で２回にわたってアウトドアイベントを開催しました。来場者の皆様をおもてなしするための歓迎
花火を打ち上げるなど，千波湖畔の会場が大いに盛り上がりました。
★URBAN OUTDOOR CAMP & MARCHE★
令和２年11月21日（土）〜 23日（月・祝）

★千波湖OUTDOOR & CRAFT JAM★
令和２年12月12日
（土）
〜 13日
（日）

アウトドアイベント第１弾では，普段は泊まること
のできない千波湖畔でのキャンプイベントを開催しま
した。屋外での時間を楽しむためにどんなことができ
るか？を考え，３日間で様々なイベントを実施しまし
た。予定していた110サイトはほぼ完売し，ご家族，
カッ
プル，お友達同士など，たくさんの方々にご参加いた
だきました。

第２弾は，ボルダリング，カヤック，乗馬，スラック
ライン，ノルディックウォーキング，バーベキューな
どのアウトドア感あふれる体験や，
「あおぞらクラフト
いち」が手がける県内のクラフト作家によるハンドメ
イド作品の展示販売ブースなど，お子様から大人まで
多くの方に楽しんでいただけるイベントとなりました。

◆リアル宝さがしイベント
「ディスカとバーリのミトロジア 〜願いを叶える梅の木を探せ〜」
期間中，好きなタイミングで宝の地図を手に謎を解き，市内に隠された宝箱を探す
イベントです。密にならずに，市内を回遊して楽しんでいただくことができます。
【開催期間】令和３年３月１日（月）〜３月31日（水） 【参加費】無料
【楽しみ方】①水戸観光案内所，市内主要観施設等で宝の地図を手に入れます。
②宝の地図にある謎を解くと，市内各所に隠された宝を見つけるための
手がかりの場所がわかります。
③手がかりを集めに行って謎を解き，宝箱を見つけましょう！
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コ ン ベ ンション開催情報
「第 72回中小企業団体全国大会」が令和 2年 10月 22日に，ザ・ヒ
ロサワ・シティ会館にて開催されました。
新型コロナウイルス感染症対策を徹底したうえで，規模を大幅に
縮小しての開催になりましたが，全国から約 380名の代表者が参加
し，その模様をリアルタイムでライブ配信しました。当協会では，
観光PRブースの設置，会場入口でのみとちゃんのお出迎えや，梅大
使による表彰式の介添，水戸駅やエクセルみなみ土産品コーナーで
の歓迎ＰＯＰの掲示協力依頼などの支援をしました。今後も，コロ
ナに対応したコンベンションを提案し，誘致を推進してまいります。

第72回中小企業団体全国大会表彰式

イ ン バ ウ ンド推進事業情報
今年度は，新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりインバウンド客が激減する事態となりました。しかし水
戸市インバウンド推進機構では，これを今後に向けた準備の時期と捉え，オンライン活用等の工夫をしながら，受
入体制強化に繋がる事業を実施してまいりました。
その第１弾として，1月19日(火)，
「地方におけるこれからのインバウンド展開について」と題して，リアル会場
とオンラインのハイブリット型のセミナーを開催しました。また，２月 17日 (水 )には MicrosoftTeamsを利用し，
会員事業者と都内旅行会社とのオンライン商談会を開催したところです。このあと３月12日(金)には，当機構がメ
インターゲットとしている台湾の現地旅行会社とのオンライン商談会も予定しております。本事業は，当機構の会
員事業者の営業機会を創出し，海外との往来再開時に向けて受入体制を強化することを目的としています。さらに
３月13日(土)，市内受入体制に関する意見聴取と，台湾現地への情報発信を目的として，在日台湾人インフルエン
サーによるモニターツアーを実施いたします。インバウンド受入にご興味がある方は，インバウンド推進担当まで
お気軽にお問合せください。

ーション 自転車とヘルメットを
インフォメ
ご寄贈いただきました!!
市民の方より，電動アシスト付自転車５台とヘ
ルメット25個をご寄贈いただきました。こちら
は，本市のさらなる観光振興のため，当協会のレ
ンタサイクル事業で有効に活用させていただきま
す。ご寄贈まことにありがとうございました。

いにしえ

古の水戸城址整備完成記念イベントを開催します

水戸の歴史を象徴する弘道館・水戸城跡周辺地区では，大
手門や角櫓を中心とした歴史的景観整備事業が完成の運びと
なりました。当協会では，水戸市や地域の皆様と連携した誘
客事業に取り組んでいることから，この地区において記念行
事が開催されることを好機としてとらえ，今年創建400年を
迎える水戸東照宮の記念行事と合わせて，地域の関係者と一
体となって，観光振興に資するイベントを開催いたします。
〜行事予定〜

4月30日（金）16：30 〜 水戸城大手門ライブ
5月 １日（土）10：00 〜 水戸東照宮創建400年記念
「水戸御祭禮行列」
（会場：東照宮〜水戸城跡周辺）
5月 １日（土）10：00 〜 古の水戸城址整備完成記念ステージイベント
（会場：茨城県三の丸庁舎広場）

一般社団法人 水戸観光コンベンション協会 新会員 紹介（順不同・敬称略）
●和あらかると（着付け，組ひも教室）
●割烹いづみ（割烹）
●㈱山大（飲食業）
●㈱美結（飲食業）
●アトラスキッチン（飲食業）
●㈲ CSK グリーンタクシー（タクシー）
●㈱第一常陽タクシー（タクシー）
●関鉄水戸タクシー㈱（タクシー）
●㈲トキワ交通（バス）

●㈱広陽（印刷，デザイン関係）
●創作料理 維新（飲食業）
●㈱カジマ（食品加工，飲食業）
●㈲胡豆柑 梵珠庵（飲食業）
●名鉄観光サービス㈱水戸支店（旅行業）
● NK 観光㈲（タクシー）
●㈱千波タクシー（タクシー）
●観光第一交通㈱（タクシー）

発行元：一般社団法人 水戸観光コンベンション協会

●㈱幸田商店（干し芋製造，販売）
●くずし和食髙山（飲食業）
●東部燃焼㈱（ガス器具販売，施工）
● Mʼｓ KITCHEN（飲食業）
● HOMERUN BAR（飲食業）
●㈲ SUN 観光シンヤ（タクシー）
●新星自動車㈱（タクシー）
●茨城第一交通㈱（タクシー）

ホームページ 水戸観光コンベンション協会

検索

茨城県水戸市三の丸1-5-38 茨城県三の丸庁舎１階 TEL:029-224-0441／FAX:029-224-0442
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