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平成 20年 10 月 4日撮影 

平成 21 年 4 月 2 日 昨年のスイセンガーデンの様子 
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春分の日、3 月 21 日(日祝）から「スイセンファンタジー2010」がスタートします。 
ひたち海浜公園の春は、ここから始まります。今年は過去最高の 630 品種が揃いました。 

松林の木漏れ日が作り出す光と影。一面に咲き誇る100万本のスイセン。漂う芳香。そして、鮮やかなハナ

モのピンクが色を添えます。この幻想的な光景は世界的に有名なオランダのキューケンホフ公園、元園長

ター氏に「美しさの見本」とまで言わしめたものです。 

まだ、肌寒い日もありますが、会場となる“スイセンガーデン”を是非、一巡りしてみてください。「天橋立の股

ぞき」さながらに、天地逆転の光景を花々でお楽しみいただこうと、鏡を利用した花の鑑賞スポットを会場内

設置しました。名づけて、“花々の逆さ見” 。鑑賞スポットに立ち、鏡を覗き込んでスイセンガーデンを見ると、

空に“スイセン”という名の数多(あまた)の星が輝いているかのように、不思議な光景が広がります。 

スイセンに始まり、チューリップ、ネモフィラと引き継がれる春のフラワーリレーのバトンとともに、“花々の逆さ

”も会場を移します。 

海浜公園では、新しい花の楽しみ方も提案していきます。見どころいっぱいの春をお楽しみください。 
 

 

 

 

お問い合わせ先 
 

〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０

ひたち公園管理センター企画課 穂積・小堆
Tこあくつ

・鈴
電話（０２９）２６５-９００５ FAX（０２９）２６５

※お客様問い合わせ電話番号（029）265-9001 
ホームページ http://www.hitachikaihin.go.jp 
平成 22 年 3月 16 日
ひひたたちち海海浜浜公公園園のの春春ははここここかからら始始ままるる 
間もなく開催しま
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国営ひたち海浜公園では、今年もスイセンガーデンから春が始まります。 

都市公園で最大級の広さを誇る当公園のスイセンガーデン。松林の中、光と樹々の影が創り出

す幻想的で華やかな世界、多彩なスイセンが咲く品種見本園など、スイセンのさまざまな表情を楽

しむことができます。約 1ha の松林の下に絨毯のように敷き詰められた 630 品種 100 万本のスイセ

ンが幻想的な世界を創出します。一面に広がる色と香りのシンフォニーをお楽しみください。 

イベント期間中、スイセンの魅力に関する情報を積極的に発信し、花と緑のある生活の楽しさや

素晴らしさを、見て・触れて・感じていただくことをねらいとして、各種イベントを開催します。 

また、イベント期間中の会場周辺において、地元茨城の食材や産品を活用した飲食・物販を臨時

売店で提供し、茨城の文化、食、人情を伝えるとともに、茨城の物産の PR を積極的に行い、来園

者の満足度の向上を図ります。 

 

■実施期間 
平成２２年３月２１日（日祝）～４月１１日（日） 

 
■実施場所 
スイセンガーデン 他 

 
■主催等 
  共催）国営常陸海浜公園事務所 

ひたちなか市観光協会 
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開催年 球数（本数） 品種数 

平成 5年 10 万球 31 種 

平成 6年 30 万球 36 種 

平成 7年 50 万球 69 種 

平成 8年 70 万球 102 種 

平成 9年 80 万球 109 種 

平成 10 年 90 万球 127 種 

平成 11 年 93 万球 142 種 

平成 12 年 100 万本 130 種 

平成 13 年 100 万本 195 種 

平成 14 年 100 万本 220 種 

平成 15 年 100 万本 225 種 

平成 16 年 100 万本 316 種 

平成 17 年 100 万本 410 種 

平成 18 年 100 万本 469 種 

平成 19 年 100 万本 545 種 

平成 20 年 100 万本 555 種 

平成 21 年 100 万本 583 種 

平成 22 年 100 万本 630 種 
今年のスイセンの品種数は、過去最高の

666333000 品品品種種種（（（444777 品品品種種種増増増）））！！ スイセンの球数（本数）と品種数の推移 

※写真はイメージです。 

◆スイセンファンタジーでお楽しみいただけるスイセン◆
規模：６３０品種、約１００万本 
見ごろ：３月下旬～４月中旬まで 

 

＜各エリアのデータ＞ 

スイセンガーデン  60 品種 約 100 万本 

品種見本園  629 品種 約 1 万 3千本 

スイセンの丘  1 品種 約 2 万 5 千本 

   
★イベント期間中は、各ゲート、テラスハウス、スイセンギャラ

リーで「スイセンを楽しむために～スイセンガイドマップ

2010」を配布しています。※数量限定！！ 

  

まもなく開催！
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その１「花々の逆さ見」をテーマにした鑑賞スポット
「天橋立の股のぞき」さながらに、天地逆転の光景を花々でお楽

しみいただこうと、鏡を利用した逆さ見の鑑賞スポットをガーデン内

に設置します。 

鑑賞スポットに立ち、鏡を覗き込んでスイセンガーデンを見ると、天

空に“スイセン”という名の数多
あまた

の星が輝いているかのように、不思議

な光景が広がります。 
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これか
～～～海海海浜浜浜公公公園園園発発発 新新新しししいいい花花花ののの楽楽楽しししみみみ方方方～～   
まるで、宇宙も羨む美しさ･･･。 

さ見」、昨年の様子 

と不思議な世界が広がります。 

「五感」をテーマにした鑑賞スポット 
ら登場した “花々の逆さ見”鑑賞スポットは、新しい花の楽しみ方として、大変ご好評いただき

今年は“花々の逆さ見” 鑑賞スポットに、もう一つの仕掛けをご用意します。名づけて「水鏡に

」。“水鏡”のように本物と対峙する造花のスイセンを設置します。並んだ二つのスイセンを比較す

あなたは何を感じるでしょうか？ 

しかない艶やかさ、香り、質感、漂う気品、そして・・・ 

・・・キレイ！」の先にあるもう一つの楽しみ方 

で 2 回目になる「花々の逆さ見」は、「天橋立の股のぞき」からヒントを得ています。湾に細長

出た砂州を股の間から覗いた、転地が逆転した様子は、まるで天に梯子を架けたように見え

浜公園の花々を逆さに見ると・・・ 

ぁ・・・キレイ！」の先にあるもう一つの楽しみ方。それは私たちの心の中にあるのかもしれません。 

5 年から（スイセンファンタジーとしては平成 8 年から）スイセンの花修景を提案してきました。

らも海浜公園ならではの花の見方を提案し続けていきたいと思っています。 



 

     で楽しめる各種イベント 
 

 

（１）スイセンガイドツアー 

公園ボランティア「スイセンガイド」と語らいながら、ス

イセンガーデンを散策します。スイセンの魅力や見どこをは

じめ、園内や周辺観光の案内も行います。 

 

■日時: 3 月 21 日(日祝)～4月 11 日(日) 

■受付: テラスハウス ※当日受付 

10:00～14:00 (所要:約 30 分) 

■参加費: 無料 

※都合により中止になる日があります。 

 

（２）スイセンギャラリー 
日本水仙協会会長・宮田氏の協力による、スイセンの切

花・ミニスイセンの鉢物の展示を行います。園内はもちろん、

国内でも珍しい品種が揃います。また、分類に関する解説や

色鮮やかなスイセンのアクリル標本、暮らしとの関わりにつ

いてなどの常設展示もご覧いただけます。  

  

■場所: 記念の森レストハウス 

■観覧: 無料 

 

（３）花めぐりスタンプラリー 

春の花々の開花に合わせて、園内各所に設置された可愛い

花の図案のスタンプを集めましょう。スタンプを集めると園

内の花の見どころをまわることができます。期間中、次々新

しいスタンプが登場します。 

 

■日時: 3 月 21 日(日祝)～5月 23 日(日) 

■受付:当日受付 

※ラリーカードは各ゲート・テラスハウスに設置して

あります。 

■参加費: 無料 

 

～開花速報～ 例年並の開花状況です（平成 22 年 3月 15 日現在） 
 

現在「スイセンガーデン」では、西側の日

当たりの良い場所から咲き始め、他の場所で

も順調につぼみふくらんできています。 

ガーデン全体の開花状況は現在“咲き始め”

で、3月末に見頃を迎える予定です。 

秋篠宮妃殿下にちなんで名付けられた、人

気の品種、「プリンセス・キコ」は、スイセ

ンガーデン内みはらし台近くで鉢植えを展

示します。見頃は４月上旬予定です。 

 

   （4 月上旬の様子）

品種：テタテート（3 分咲き）  品種：プリンセス・キコ 



（４）アートスペース 

花装飾やスイセンの絵てがみなどのアート作品や、今回か

らスタートする「～はじめてのフォトレッスン～春花日和」

の担当講師を行う“フォトパートナー”の皆さんが写しだし

た園内の四季折々の写真を展示します。 

  

■日時: 3 月 21 日(日祝)～4月 11 日(日) 

■場所: テラスハウス 

■閲覧: 無料 

■協力:梶原郁子（花装飾）、水戸絵てがみの会、 

フォトパートナー 
 

（５）～はじめてのフォトレッスン～春花日和 

海浜公園の撮影ポイントを知り尽くした公園ボランティア“フォトパートナー”の皆さんが、お

すすめスポットをまわりながら、初心者の方を対象に撮影方法などのワンポイントアドバイスを行

います。 

 

■日時: 3 月 31 日(水)、4月 10 日(土)、4月 14 日(水)、 

4 月 24 日(土) 、5 月 8日(土) 

■受付: テラスハウス 

10:00～、13:00～ (所要:約 60 分) 

■定員: 各回先着 15 名  ※事前申込 

■参加費: 無料 

■協力: フォトパートナー 

※天候により中止になる日があります。 

※カメラをご持参ください（コンパクトカメラ可）。 

 

 
 

 

 
イベント担当者からのオススメ！！ 
春の海浜公園は花いっぱい、見どころいっぱいです。 

次から次に新しい花が咲くので、何度来ても新しい発見があると思い

ます。カメラ片手にお気に入りのワンショットを探したり、花の開花を

追いかけながら、新しいスタンプを集めたり、楽しみ方は十人十色。 

また、この時期はスイセンガイドさんというスイセンの魅力だけでな

く、地元の魅力にも精通したエキスパートが皆さまをお待ちしておりま

す。海浜公園だけでなく、公園の外にも楽しみが広がりますね。 

～トピックス～ シルバー料金始まる！！  
平成22年 4月 1日（木）から、満６５歳以上の方を対象に公園の入園料金にシルバー料金が

導入されます。 

 
  
入園料金      一般 ４00円    → シルバー ２００円 ※団体料金設定はありません。 

年間パスポート  一般 ４，000円  → シルバー ２，0００円  
  ★駐車券付年間パスポートもシルバー料金で販売！ 一般 ６，000円  → シルバー ４，0００円 
   ※駐車券付年間パスポートは登録車両（普通車）１台のみ有効です。 



 期間限定！ 
 

 春の味覚も大集合 

 

2009 年、10,000 個を売り上げた人気スウィーツが再び登場！ 

オリジナルまんじゅう「ネモフィラの風」 
 （12 個入り 1,000 円） 
 ネモフィラをイメージした、ここでしか買えないオリジナルスウィー
ツです。「パッケージも可愛い！」とお土産に大人気です。茨城県水戸

市の老舗和菓子屋「あさ川製菓」のご協力のもと、作りました。 

米粉と山芋を使用したしっとりとしたおまんじゅうの中に、白アンで

包んだブルーベリージャムが入っています。ネモフィラの色を表現した

淡いブルーの模様は、職人さんが一つ一つ手作業で描いています。 

■場所：西口臨時売店   

■場所：4月 1日（木）～5月 23日（日）※予定 

 

約２時間で完売してしまうほどの人気商品 

「海浜公園のメロンパン」 
（クリーム入り 180 円、プレーン 150 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

ぷり使った表面がサクッとしたメロンパンです。“クリーム入り”には

しっとりメロンクリームが入っています。 

その日の朝に焼き上げるため、販売開始はお昼前。数量も限られる

ため、あっという間に売切れてしまうほどの人気商品です。お客さま

のリクエストにお答えして、春限定で再登場します。 

■期間：4月 3日（土）～5月 23日（日）※予定 土日祝のみ 

■場所：たまごの森 

 

      地元茨城の豊かな大地の恵みと新鮮な海の幸を味わおう！ 

臨時売店「いばらき うまいもんどころ」 
 

スイセンファンタジー会場付近と中央芝生広場に、期間限定のオリジナルメニューが味わえる臨時売

店スペース“いばらき うまいもんどころ”を設置します。 

広場付近には休憩スペースもご用意いたします。茨城の食と人情を味わいながら、ゆったりお寛ぎく

ださい。 

■場所：スイセンファンタジー（西口テラス周辺） 

期間：3月 21 日（日祝）～4月 11 日（日）※予定 

■場所：中央芝生広場（中央サイクルセンター前） 

期間：3月 21 日（日祝）～5月 23 日（日）※予定 

 

 

 

 

ボリューム満点!!“ハム焼き” シラスを惜しげもなく使った

「しらす飯」 



 

平成 21 年 3月 21 日 昨年のスイセンガーデンの様子 


