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2012 年 9 月 10 日

徐々に残暑も和らいできて、朝夕の涼しさに秋の訪れを感じるようになりました。

国営ひたち海浜公園の「みはらしの丘」では、“紅葉する不思議な草”コキアの色が少しずつ変わり始めてい

ます。猛暑にも負けず大きく生長した 36,000 本のコキアは“ふわふわ、もこもこ”としたユニークな姿で

小高い丘を埋め尽くしています。10 月中旬頃には、真っ赤に紅葉したコキアと咲き誇るコスモスが見事な景

観をつくりだします。

今年もコキアの紅葉時期に合わせ、9 月 15 日（土）から 10 月 21 日（日）の期間、『きて みて さわっ

て コキアカーニバル』を開催します。コキアの色の移り変わりとともに、様々なイベントと地元グルメを存

分にお楽しみください。

おかげさまで、「みはらしの丘」の紅葉風景は年々認知度が向上し、多くの方々にご来園頂けるようになり

ました。今年はコキアとコスモスの数を増やし、植栽デザインもこれまでにない工夫を施しています。数ある

茨城県の紅葉スポットの先駆けとして、取材並びに掲載のほどよろしくお願いいたします。

2010 年 10 月 18 日撮影

一足早く秋が来る… 必見！ ここでしか見られない秋の丘へようこそ。

まもなく開催！



国営ひたち海浜公園では、平成 17

年より、今までにない新たな紅葉

の名所をつくりだすことを目的

に、「みはらしの丘」に紅葉する不

思議な草“コキア（ほうき草）”を

植栽してきました。

コキアの紅葉時期には『きて、

みて、さわって、コキアカーニバ

ル』を開催して、コキアとともに

秋の花や各種イベントをお楽しみ

いただけます。その他、地元茨城

の食材や特産品を味わえる臨時売

店「いばらき うまいもんどころ」

などを設置、地元のグルメと公園

オリジナルスイーツをお楽しみく

ださい。

まもなく開催！！

■実施期間

平成 24 年 9 月 15 日（土）～10 月 21 日（日）（9 月 18 日（火）・24 日（月）は休園日のため除く）

※10 月 7 日（日）、10 月 21 日（日）は入園料無料日、

9 月 17 日（月・祝）は 65 歳以上の方が入園料無料日（駐車料金は別途必要）

■主催：国営常陸海浜公園事務所 ■会場：みはらしの丘、園内各所

緑色だったコキアは 9 月下旬頃

から本格的に色づき始め、10 月

中旬には真っ赤に変化します。

現在、新緑のように鮮やかだっ

た緑色が、徐々に黄緑色に変わ

ってきました。近くに寄ると小

さな蕾とピンクの花が咲いてい

るのがわかります。

コキアの色が、ほんのり変わり始めました

『みはらしの丘』頂上付近 2010 年 10 月 17 日撮影

2012 年 6 月 30 日撮影

2012 年 8 月 26 日撮影

2012 年 9 月 8日撮影

2012 年 9 月 8日撮影

2010 年 10 月 2 日撮影

現在



紅葉する不思議な草

コキア
【コキア豆知識】

コキアは、和名をほうき草と言い、その名のとおり、

枝や茎を乾燥させてほうきを作ることに由来します。

実は「とんぶり」と呼ばれ、食用になります。形や色、

歯ざわりがキャビアに似ていることから、畑のキャビ

ア、日本のキャビアとも呼ばれています。

名産地は秋田で、和え物や酢の物などに使われます。

ひたち海浜公園のコキアは観賞用となります。

【ひたち海浜公園のコキア】

■場 所：みはらしの丘

■面 積：19,000 ㎡

■本 数：36,000 本

ひたち海浜公園では、松林が多く紅葉する木が少ない園内において、季節の移ろいを草木の色づき

に感じていただこうと、紅葉する草であるコキアに注目、平成 17 年度から「みはらしの丘」の東

側斜面 5,000 ㎡に 4,500 本を試験的に導入しました。2 年の試験植栽を経て、本格的に植栽を開

始し今年で５年目になります。今年は 36,000 本（昨年は 30,000 本）のコキアを植栽しました。

また、コキアを 3 列ずつ整然と配置し、丘全体の大きなうねりをデザインとしてお楽しみいただけ

るよう工夫しています。

アカザ科ホウキギ属

原産：南ヨーロッパ（中国より渡来）

緑葉：7 月上旬～9 月中旬

紅葉：9 月下旬～10 月中旬

【ひたち海浜公園のコスモス】

「みはらしの丘」

（４品種 230 万本、面積：16,000 ㎡）

今年は「センセーション」を 4 品種植えています。丘の

裾野から順に、白→ピンク→赤→濃い赤と配色（配合）を

変えています。コキアの紅葉時期には、丘全体に白から赤

へのグラデーションが広がります。

「中央フラワーガーデン」

（２６品種 150 万本、面積：15,000 ㎡）
「中央フラワーガーデン」は３箇所に分かれてお

り、それぞれ趣の異なった花畑となっています。

第 1 ガーデンには、早咲きの「ベルサイユレッド」

と遅咲きの「イエローキャンパス」を播種していま

す。9 月末から１０月上旬は赤色、10 月中旬から

下旬は黄色と、同じ場所で違う景色が広がります。

第 2 ガーデンは 14 品種ものコスモスコレクショ

ン、第 3 ガーデンは黄色をベースに、オレンジと

赤系のキバナコスモスをアクセントとして配置し

ています。

『リュウキュウハギ』
赤紫の蝶のような花形で、花付が良く

花期が長いのが特徴です。

■開花：9 月中旬～10 月中旬

■場所：記念の森レストハウス周辺

『バラ』
アーチや噴水のある西洋庭園風の

バラ園で、秋バラが咲き誇ります。

■開花：10 月上旬～11 月上旬

■場所：ローズガーデン

『ソバ』
里の秋の風情を演出する可憐な白

い花を咲かせます。

■開 花：9 月下旬～10 月中旬

■場 所：みはらしの里

その他の秋の花情報



期間中毎日開催イベント

『コキアクイズラリー』

みはらしの丘周辺を歩きながら、クイズを解いていきます。ご参加

いただき全問正解された方には、抽選で素敵な賞品をプレゼントし

ます。

■日 時：9/15（土）～10/21（日） 9 時半～17 時

■場 所：みはらしの丘周辺

■参加費：無料

※ラリーカードは各ゲート、みはらし広場休憩所に設置していま

す。

『日本を元気に！コキアのマーチ』

コキアをみんなで装飾して日本を応援するマーチングバンドを作

ります。東京の日比谷公園で開催される全国都市緑化フェアＴＯＫ

ＹＯと連携した行事であり、同時に被災地に送るムスカリ球根掘り

取り、ヒマワリの種取りも開催します。

■日 時：9/15（土）～10/21（日） 10 時～16 時半

■場 所：テラスハウス及びその周辺

■参加費：無料

『花海廊 ～水族館がやってきた～』

アクアワールド・茨城県大洗水族館から色鮮やかな熱帯魚がやって

きます。

■日 時：9/15（土）～10/21（日） 9 時半～17 時

■場 所：テラスハウス

■協 力：アクアワールド・茨城県大洗水族館

『フォトパートナー写真展～秋～』

ひたち海浜公園の風景を知り尽くした公園ボランティア「フォトパートナー」が撮影した写真の数々をご覧い

ただけます。

■日 時：9/15（土）～10/21（日） 9 時半～17 時

■場 所：テラスハウス

10 月 7 日（日）・21 日（日）は入園料無料日！

国土交通省の秋の都市緑化月間に伴い、上記の 2 日間は入園料が無料になります。

9 月 17 日（月・祝）敬老の日は 65 歳以上の方は入園無料。

※駐車料金等が別途必要になります。

ディスカス

ＭＥＭＯ



『しおかぜのハーモニー』

地元のアマチュア音楽団体が集い、素敵なハーモニーを披露しま

す。

■日 時：9/22（土）※雨天時は 9/23（日）

10 時半～1４時

■場 所：みはらし広場前

■観 覧：無料

■協 力：音楽のまちづくり実行委員会

『ミルクメッセ 2012 いばらき』

新鮮で美味しい乳製品や絶品のビーフが味わえます。さらに、

見て、体験して牛乳の素晴らしさを再発見してみよう！

■日 時：10/6（土）・7（日） 10 時～15 時

■場 所：水のステージとその周辺

■協 力：茨城県牛乳普及協会、茨城県酪農業協同組合連合会

㈱茨城県中央食肉公社

『大秋
だいあき

祭り』
海浜公園で秋祭りを開催！屋台で食べて遊んで、山車と太鼓が祭り

を盛り上げます。

■日 時：10/8（月・祝）10 時～16 時

■場 所：プレジャーガーデン（ぴょんぴょん橋周辺）

地域とともに盛り上がります！

環境保全コンサート 『Re-Connect Festival』

夏の終わりの思い出に、コ

ロナビールがお届けする花

火と音楽のパーティーが開

催されます。アーティスト

によるライブとデジタルサ

イネージを駆使した最新鋭

の映像作品の展示、ＤＪパ

フォーマンスなどを花火が

盛り上げます。4,000 発の

花火と音楽のコラボレーシ

ョンをお楽しみください。

※開園以後にそのまま引き続き観覧されたい希望のお客様は西口エリアへご移動ください。

※西駐車場以外に駐車の方は閉園までに（～17：00）西駐車場へお車をご移動ください。

※17 時以降にご入園されるお客様は駐車料金と入園料は通常通りお支払いいただきます。

※開催時間中は西口翼のゲート～水のステージ（西池周り）のみ滞留可能となります。

■日 時：9/16（日）18 時～20 時半 ■場 所：水のステージ周辺

■参加費：無料（入園料が必要です） ■主 催：モルソン・クアーズ・ジャパン株式会社

※出演アーティスト：orange pekoe／ＨＩＦＡＮＡ



フィナーレを飾る賑わいの数々
10 月 21 日

入園料無料日

『オータムフェスティバル』
県内市町村の食や特産品、地域芸能の披露やひたちなか地区を巡

るバスツアーなど楽しいイベント盛りだくさん！茨城の魅力を

お届けする秋のイベントです。

■時 間：9 時半～17 時

■場 所：水のステージとその周辺

■主 催：ひたちなか地区ＰＲイベント推進委員会

『秋空のナチュラルコンサート』
“癒しの歌声”として注目されている丸本莉子さんを招いてアコ

ースティックギターの弾き語りによるコンサートを開催。秋空の

下、みはらしの丘のコキアをバックに素朴でハートフルな曲をお

楽しみいただきます。その他に環境保全に関して丸本莉子さんと

考えるトークショーも開催。自然と環境の大切さを考えるコンサ

ートです。

■時 間：13 時～・15 時～

■場 所：みはらし広場前

■主 催：ＪＴＢコミュニケーションズ

『コスモス切り花プレゼント』
公園に咲くコスモスを切り花にしてプレゼントします。

※無くなり次第終了

■日 時：11 時～・14 時～

■場 所：古民家前広場

■参加費：無料

■定 員：各回 300 名

■協 力：砂丘美化パートナー

『第 1 回 海浜公園ボランティアまつり＆都市緑化祭』
海浜公園で活躍するボランティア“パークパートナー”のみなさんが工夫をこらした体験コーナーや、

楽しい行事が盛りだくさん!！毎年、都市緑化月間に開催される「都市緑化祭」とドッキングしてパ

ワーアップした「まつり」をお楽しみください。

『ハーブを楽しもう！』（ハーブパートナー）

・ドライハーブとコキアを使ったミニブーケづくり

（各回 30 名）

・サシェ（香りの小袋）づくり(各回 50 名)

■時 間：10 時半～・13 時半～

■参加費：各 100 円

『押し葉であそぼう！』（記念の森パートナーズ）

押し葉を使ったクラフト体験

■時 間：10 時半～・13 時半～

■定 員：各回 25 名

■参加費：100 円

『コキアでホウキ作り』（みはらしの里パートナー）

コキアを使ったホウキづくり体験（ホウキは持ち帰り）

■時 間：10 時～・13 時半～

■定 員：各回 50 名

■参加費：100 円

『芋煮汁を味わおう！』（みはらしの里パートナー）

古民家の屋敷畑で収穫した芋や野菜で作った芋煮汁を

味わいます。

■時 間：11 時半～

■定 員：先着 80 名

■参加費：100 円

『里山ガイドツアー』（里山パートナー）

ひたちなか自然の森を散策するガイドツアー

■時 間：10 時～12 時・13 時～15 時

■定 員：各回 10 名

■参加費：無料

『都市緑化検定・海浜公園検定』

「海浜公園の貴重な植物、絶滅危惧種」を

テーマとしてクイズ形式の検定を行います。

■時 間：10 時半～12 時・13 時～16 時

■参加費：無料

■協 力：野生植物パートナー

■共 催：茨城県・茨城県造園建設業協会

『球根・花苗プレゼント』

■時 間：10 時半～・13 時半～

※無くなり次第終了

『風船無料配布』

■時 間：10 時～・13 時～

※無くなり次第終了

『緑化相談』

■時 間：10 時～・15 時～



もっと自然を楽しもう！

普段入ることのできない未開園区域にある沢田湧水地には、砂丘に

湧き出した水で流と湿地が形成され、多様な動植物が生息および生

育しています。ホトケドジョウを観察したり、満開のツリフネソウ

を観察したりします。赤紫色のツリフネソウは、その名の通り花を

つるしたような独特の形をし、沢田湧水地の秋の見どころとなって

います。

■日 時：9/23（日）10 時～12 時・13 時半～15 時半）

■受 付：西口・翼のゲート ■場 所：沢田湧水地

■定 員：各回 20 名 ■参加費：200 円

■協 力：茨城生物の会

『スカシユリ増殖作戦！』
スカシユリは、海浜公園の夏を彩る自生植物であり、従来より野生

植物パートナーがその増殖にとりくんでいます。園内で育てた球根

をみんなで植えて群落をよみがえらせましょう。そのほか、種子を

採取して新しい苗を育てます。ご参加頂いた方には球根をプレゼン

トいたします。

■日 時：10/14（日）10 時半～12 時

■場 所：グリーン工房前

■定 員：30 名

■参加費：無料

『栗拾い！』
ひたち海浜公園には、自生の山栗の木が点在しています。いがのつ

いた栗拾いを楽しみ、みんなで味見をします。

※公園内の植物の採取は原則的に禁止しています。イベント時のみ、

公園スタッフ同行のもと、特例で許可を得ています。

■日 時：9/29（土）10 時半～

■場 所：記念の森横 芝生広場

■参加費：100 円

『野村和子先生に学ぶ「四季のバラ栽培」（全 8 回）』
バラ研究家の野村先生に学ぶバラ栽培講習会です。実際にローズガーデンで作業を行

いながら進める実践型の講習会になります。第 7 回はトレリスを彩るツルバラの誘引

と剪定を行います。※1 回の参加も可 ※雨天の場合はグリーン工房で行います。

■日 時：10/17（水）（第 4 回） 11/21（水）（第 5 回） 13 時半～16 時

■場 所：ローズガーデン そよかぜドーム集合

■定 員：40 名 ■参加費：無料 ■講 師：野村 和子

『海浜公園ネイチャーツアー “沢田湧水地（秋）”』

『大草原！凧づくり教室』

オリジナル凧を作って、広い大草原で揚げてみよう！

■日 時：10/7（日）10 時～15 時（所要約 15 分）

※なくなり次第終了

■場 所：大草原 ■定 員：先着５００名

■参加費：100 円 ■協 力：常陸凧の会

『クラフト体験教室～Let’s enjoy!エコライフ～』

リサイクル素材を使ったクラフト体験や、エコクイズなど身近な物から環境について考える体験教室です。

■日 時：9/16（日）10 時半～12 時・13 時半～15 時（所要約 30 分）

■場 所：中央芝生広場 ■定 員：先着 2００名

■参加費：100 円～500 円 ■協 力：ＮＰＯ法人エコレン

『海浜公園秋のフォトレッスン』

公園ボランティア“フォトパートナー”と海浜公園の秋の風景を撮

影します。初心者の方を対象に、撮影方法やおすすめスポットを楽

しく紹介します。雄大なコキアの風景の中、一味違った写真撮影に

トライしてみませんか。

※カメラはご持参ください。(コンパクトカメラ可)

※天候により中止になる日がございます。

■日 時：10/6（土）・13 日（土）10 時～（所要約 1 時間）

■場 所：テラスハウス（受付）■定 員：先着 15 名

■参加費：無料

体験型イベント



海浜きっずくらぶ
『チャレンジ！スポーツ鬼ごっこ』

新しい運動遊び「スポーツ鬼ごっこ」をみんなで楽

しもう！コート内で 2 チームが対戦。自陣の宝を守

りつつ、相手陣の宝を敵のタッチをかわして奪えば

得点。一定時間内での得点を競います。運動能力よ

りチームワークが大切で、日本鬼ごっこ協会公認の

講師が丁寧に教えてくれるので、運動が苦手な子で

も楽しめます。

※募集：各回 6 チーム／1 チーム 5 人（男女問わず）

■対 象：小学生以上

■日 時：9/30（日）

10 時半～12 時・

13 時半～15 時

■場 所：大草原

■定 員：各回 30 名

■参加費：無料

■協 力：一般社団法人

鬼ごっこ協会茨城県支部

『ピカピカ不思議な泥だんご』
陶芸家が教える泥だんご作り体験教室です。色をのせて、磨いてピカピカ球体に仕上げていきます。

※陶器製の台座に付きです。

※当日はエプロンなどをお持ちになり、汚れても良い服装でおこしください。

■日 時：9/30（日）・10/14（日） 10 時半～12 時・13 時半～15 時

■場 所：陶芸棟 ■定 員：各回 20 名 ■参加費：800 円 ■講 師：山田 雅子

公園内の樹木を利用した、専用のロープによるツリ

—クライミング体験です。木の上に張ったツリーボ

ートでのんびりしたり、2 時間たっぷりツリークラ

イミングを楽しみます。

■日 時：11/10（土）・11（日）)

10 時～12 時・13 時半～15 時半

■対 象：小学生以上

■受 付：各回 30 分前

■場 所：たまごの森（管理センター付近）

■定 員：各回 12 名

■参加費：大人 2,000 円、小人 1,000 円

■協 力：ツリークライミングジャパン

スポーツの秋を海浜公園で満喫！

『ノルディックウォーキング 花巡りツアー「秋」』
■日 時：9/22（土）10 時半～12 時半・13 時半～15 時半

■場 所：園内各所 ■受 付：そよかぜドーム

■定 員：20 名

■参加費：500 円

■講 師：Ｎ－walker

『第1回スポーツ鬼ごっこ 全国大会茨城予選』
■募 集：①小学校低学年の部（1～3 年生）、②小学校高学年の部（4～6 年生）、

③一般の部（中学生以上大人を含む）各 8 チーム

※人数：1 チーム 7～10 人（男女問わず）

※締切：10 月 19 日（金）

■日 時：10/27（土）10 時～15 時※雨天時は翌日順延

■場 所：大草原

■定 員：240 名

■参加費：100 円（保険料含む）

■共 催：一般社団法人鬼ごっこ協会

一般社団法人鬼ごっこ協会 茨城県支部

フィンランド生まれのノルディックウォーキングは年齢性別を問わず気

軽に楽しめエクササイズの効率が非常に良いスポーツです。ストックを使

用するので膝や腰への負担が少なく、体のバランスの維持にも効果的で

す。ノルディックウォーキングの第一人者による指導のもと、美しい四季

の風景を楽しみながら歩くガイドツアーです。秋はみはらしの丘のコキア

や大草原のパンパスグラスなどがご覧いただけます。

※レンストック 500 円（持ち込み可）

ちびっこや大人たちの熱いプレーにご期待ください！鬼ごっこ

チーム大募集！参加チーム募集の詳細については、ひたち公園管

理センターへお問い合わせください。（①～③各優勝チームは全

国大会出場権獲得）

『ツリークライミング』



古古民民家家でで体体験験

『筑波山がまの油

売り口上』

■日時：9/25（火）・

29（土）・30（日）・

10/9 （ 火 ）・ 20

（土）・23（火）・27

（土）・10 時半～

11 時半～・12 時半

～（講演約 30 分）

■場所：古民家前

■観覧：無料

■協力：筑波山ガマの

油売り口上研究会

『お月見だんごとお琴体験』

９月の茅葺古民家に、ススキとお月見だんごの秋がやっ

てきます。お琴を体験したり、お琴の音色に耳を傾けな

がらおだんごを食べたりと、お月見の日を楽しみます。

※無くなり次第終了

■日時：9/15（土）11 時～12 時・14 時～15 時

■場所：古民家隠居屋

■定員：各回 50 名

■参加費：100 円

『古民家で紙芝居』

■日時：9/16（日）・

10/21（日）

11 時～・13 時～

（所要約 30 分）

■場所：古民家隠居屋

■定員：各回 50 名

■観覧：無料

『古民家ソバ処』

■日時：9/17（月）

11 時～

■場所：里の家

■定員：先着 60 名

■参加費：200 円

『 ス ス キ の フ

クロウ作り』

■日時：10/6（土）

10 時～12 時

■場所：古民家前

■定員：先着 50 名

■参加費：100 円

『古民家昔語り

（ 会 津 ・ 郡 山

編）』

■ 日 時 ： 10/13

（土）

11 時～12 時・13

時半～14 時半

■場所：古民家隠居

屋

■定員：各回 30 名

■観覧：無料

■協力：常陸みんわ

の会、郡山民話語り

部の会 五十嵐敬

子

『オカリナでわらべ歌』

海風の吹き渡る茅葺きの古民家で、オカリナの素

朴な音色で奏でる「日本のわらべ歌」をお楽しみく

ださい。

■日時：10/14（日）

13 時半～・14 時半～

■場所：古民家

■定員：各回 30 名

■観覧：無料

■協力：ライリッシュオカリナＳＯＲＡ

■共催：茨城県郷土文化顕彰会・茨城民俗学会

『古民家茶会』

■日時：11/3（土）

11 時～11 時半・13

時半～14 時

■場所：古民家隠居屋

■定員：先着 200 名

■参加費：300 円

■協力：遠州流青年部

茨城の伝統芸能である大道芸

「がまの油売り口上」を披露し

ます。

ひたち海浜公園のみはらしの里で穫れたソバ粉で、公

園ボランティア「みはらしの里パートナー」が打った

ソバをご賞味いただけます。※無くなり次第終了

茨城に古くから伝わるお話を、紙芝居で楽しく

ご紹介いたします。

公園に生育しているススキを使ってフクロウ作り

を体験します。作ったフクロウはお持ち帰りにな

れます。

茅葺古民家で、懐かしい民話

や昔話に耳を傾けてみません

か。福島県から「郡山民話昔

語り部の会」の五十嵐敬子さ

んをお招きし、東北の民話を

中心に古民家昔語りを開催

します。

古民家の一室で伝統文化である遠州流の茶の湯を

体験します。お子様や初心者の方も楽しめる茶会

です。お気軽にご参加ください。

※遠州流は江戸時代初期の大名で、茶人として有

名な小堀遠州を流祖とする武家茶道の代表的な流

儀で、大名茶道と呼ばれ 400 年の歴史があります。

古民家では、日本に古くから伝わる季節の行事を

大切にしようと、様々なイベントを開催しています。

協力：みはらしの里パートナー



食欲の秋、茨城のグルメを満喫してください！

「食王国・茨城」 秋の祭典開催！

コキアカーニバルのイメージキャラクター

“ふわりん”“もこ太”がどら焼きになりま

した。さつまいも・ゆず・栗・小倉の 4 種

類が楽しめます。

■販売期間：9／15（土）～10／21（日）

■販売場所：記念の森レストハウス、

グラスハウス、西口臨時売店

ひたち海浜公園オリジナルスイーツ

ふわりん もこ太のどら焼き
（8 個入り 1,000 円／1 個各種 130 円）

コキアの丘 ソフトクリーム
（コキア・バニラ・ミックス 各種 300 円）

真っ赤に色づいたコキアをイメージしたクランベ

リー風味のソフトクリームを期間限定で発売。

■販売期間：9／15（土）～10／21（日）

■販売場所：里の家臨時売店

海浜公園のメロンパン
（メロンクリーム入り 200 円、プレーン 160 円）

日本一のメロン生産量を誇る、鉾田（旧旭村）の

メロン果汁をたっぷり使ったメロンパンが再登

場。外はさっくり、中はしっとりです。

食べ物がおいしいこの季節、茨城の豊かな

大地の恵みと新鮮な海の幸を召し上がれ！

名物のハム焼きや、しらす飯が楽しめます。

■販売期間：9／15（土）～10／21（日）

■販売場所：みはらし広場・みはらしの里

■協 力：社団法人 茨城県観光物産協会

ひたちなか市観光協会

秋から

ボリューム

アップ！！

期間限定販売！

■販売期間：9／15（土）～10／21（日）の

土・日・祝日

■販売場所：記念の森レストハウス前芝生

（カフェエクスプレス）


