
 

謹啓 寒冷の候 皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、昨年12月 23日（土祝）から始まった「ぽっかぽか 冬フェア！！」は、残すところあと 5日間とな

りましたが、冬の寒空にも関わらず既に 1 万人を超えるお客様にご来園いただき大変好評を博しており

ますので、あらためて今後のお奨めイベントをお知らせいたします。  

★アコースティックライブ 「しおかぜのハーモニー♪」（１/7） “音楽の街ひたちなか”
に周辺市町村から 11団体が参加し、馴染み曲からオリジナルまで約 40曲を海をバックにグラスハウス

で温々とそして優雅に演奏をお楽しみいただけます。（観覧無料）。 

★「いばらき“うまいもん”シリーズ」（1/6、7、8）農産王国茨城の食材にこだわり試食会を
交えて食材を紹介します。各日先着 100 名、中央ゲート前特設会場にて実施いたします。 

つきましては、皆様には御多忙中のことと存じますが、取材並びに記事掲載の程よろしくお願い申し

上げます。                                                      謹白  

２００７．１．４ 

国営ひたち海浜公園            
PRESS RELEASE 
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こころも体もぽっかぽか！ 

「ぽっかぽか冬フェア！！」 好評開催中！！

冬空の下で勇壮な太鼓の初打ち（1月 2日）･･･そして 7日はしっとりとグラスハウスでアコースティックな演奏を♪

お問い合わせ先
 
〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼６０５-４ 
ひたち公園管理センター企画課 穂積・田中・小池 
電話（０２９）２６５-９００５ FAX（０２９）２６５-９３３９ 

※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 



アコースティックライブ「しおかぜのハーモニー♪」について 

 

実施日：１月７日（日） 

 

時間：11：00～15：35（予定） 

 

会場：砂丘エリア内グラスハウス 

    ※グラスハウスは海浜口から歩いて 10 分のところにあり、太平洋を一望できる高台に建

つ全面ガラス張りの建物。窓の向こうには太平洋が広がります！   

※当日は軽食売店も営業しておりますので、お茶を飲みながらお楽しみいただけます。 

 

観覧：無料 

  

 

内容：周辺市町村の 11 の音楽団体が“音楽の街ひたちなか”に集まり、海の見える会場で、弦

楽、オカリナ、南米楽器などアコースティックなライブを開催します。 

 

ステージスケジュール（※変更になる場合があります） 

海を眺めながら、お茶をのみながら、ゆったりとしたハーモニーを♪ 

演奏開始時間 № 団体名 形態

11:00 1 トーンチャイム「ひびき」 トーンチャイム

11:25 2 松と竹のアンサンブル ギターと尺八

11:50 3 ホーミー・オカリーナ オカリナ

12:15 4
茨城大学管弦楽団（クァルテッ
ト・ファジー）

弦楽四重奏

12:40 5 カンターレらぽーる オカリナ

13:05 6 あんさんぶるQ 女声アンサンブル

13:30 7 オカリーナ那珂 オカリナ

13:55 8 Jnet・オカリナハート オカリナ

14:20 9 ケーナ・サークル・マユ 南米楽器

15:10 10 谷井大介 弾き語り

15:35 11 ハーモニカを楽しむ会”かなりあ” ハーモニカ
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＜アコースティックライブ「しおかぜのハーモニー♪」の会場では・・・＞ 

 

昨年制作した高さ３ｍのまつぼっくりツリー２基のうち、１基を５ｍ

にスケールアップして中央ゲート前特設会場に展示しておりますが、も

う１基（３ｍ）は、「しおかぜのハーモニー♪」の会場、砂丘エリア内

「グラスハウス」入口にて展示しており、お正月風の装いで皆さまをお

迎えします。 

 

 

 

 

 

 

 

＜もうひとつの「まつぼっくりツリー」そして、「サンドツリー」は・・・＞ 

【特徴】 

■ひたち海浜公園ならではの素材“まつぼっくり”と“サンド（砂）”を使用しています。 

 ■開園 15 周年にちなみ、 

使用したまつぼっくり 15,000 個、展示場所の総長 15ｍ、展示するツリーの個数 15 基 

■昨年と比べて、 

まつぼっくりツリーは 3ｍから 5ｍに、また新たにサンドツリーが加わりました！！ 

※上部の 3ｍ分は昨年制作したツリーを使用しています。 

名  称  ①まつぼっくりツリー ②サンドツリー 

材  料  ①園内のアカマツ、クロマツのまつぼっくり 

      ②園内の砂丘の砂ほか 

個 数 等  ①約１５,０００個（５ｍのツリーに使用した数） 

※集めたまつぼっくりの数は５万個以上 

      ②約１７㎥  ※展示用に敷きつめた砂を含む 

制作期間  平成１８年１２月７日（木）～１５日（金）、及び２３日（土祝） １０日間 

展示期間  平成１８年１２月１６日（土）～平成１８年１月８日（月祝） ２４日間 

展示場所  中央ゲート前特設会場 

制作    株式会社 砂押園芸 

制作指導  八竜市砂像連盟（初めてサンドツリーを制作するにあたり、様々なアドバイスをいた

だきました） 

グラスハウス入口に展示中のまつぼっくりツリー 
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「ぽっかぽか 冬フェア！！」について 

 

■日時：平成１８年１２月２３日（土祝）～平成１９年１月８日（月祝） 計１５日間 

    ※１２月３１日（日）・平成１９年１月１日（月祝）は休園日となります 

■実施場所：プレジャーガーデンエリア、中央ゲート前特設会場、大草原、グラスハウス他 

■主催：国営ひたち海浜公園 

■協賛：ＪＡひたちなか 

■今後のイベント 

１）いばらき“うまいもん”シリーズ 

実施日：１月６日（土） ･･･けんちん汁 

里芋、にんじん、大根、小松菜、こんにゃく、長ネギ、ごぼう、しいたけ、白菜… 

野菜が豊富に入るけんちん汁は、農産王国茨城を代表する鍋ではないでしょうか。 

材料の野菜は、しいたけを除いて全て茨城県産を使用します。 

１月７日（日） ･･･七 草 粥  

芹（せり）、薺（なずな）、御形（ごぎょう）、繁縷（はこべら）、仏の座、菘（すずな）、

蘿蔔（すずしろ）。春の七草を刻み粥にします。無病息災を願い古くから食してきた、

伝えていきたい日本の伝統的食文化です。今回は、セリ、ミツバ、ダイコン、カブを

使用して、その雰囲気を味わっていただきます。※食材は茨城県産ではありません。 

１月８日（月祝）･･･栗 ご は ん 

栗の収穫量が全国一を誇る茨城県産の栗と茨城県産のもち米を使用しておこわ風に仕

立てます。 

時間：各日とも 11：00～（なくなり次第終了） 

場所：中央ゲート前特設会場 

定員：先着 100 名 

参加費：無料 

内容：茨城県にまつわるあるいは伝統的な食を、試食会を交えて紹介します。 

 協賛：ＪＡひたちなか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2,3 に開催した「いばらき“うまいもん”シリーズほしいも編の実施風景。ひたちなか市産のほしいもに舌鼓 

あ
っ
た
か
く
て
。

お
い
し
そ
う
！ 
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２）でっかいぞ！！まつぼっくりツリーとサンドツリー（展示） 

実施期間：１２月１６日（土）～１月８日（月祝）  

場所：中央ゲート前特設会場 

内容：公園ならではの素材“まつぼっくり”、“サンド（砂）”を用いた

大きなツリーを、開園 15周年を記念したデザインで展示します。 

※１２月２７日（水）からお正月風にアレンジして展示中です。 

技術協力：株式会社 砂押園芸 

 

 

  

 

 

３）第６回ファミリーパークゴルフ大会「ニューイヤーサンライズカップ」 

実施日：１月７日（日） 

場所：ファミリーパークゴルフコース 

定員：72 名（事前申込、６日（土）16：00 まで） 

参加費：1,000 円 

内容：パークゴルフの紹介等を目的とし、今回で６回目となる

ファミリーパークゴルフ大会を開催します。 

 

 

 

 

４）大草原！夢いっぱい凧作り教室  

実施日：１月８日（月祝）（雨天中止） 

受付：10：30～12：00 

13：00～15：00（所要時間：約 15 分） 

場所：大草原 

定員：500 名 

参加費：ビニール凧 100 円、飛行機凧 200 円 

内容：参加者が作っ

たオリジナル

の凧を、新春

の思いをこめ

て 広い大草

原に空高く揚

げていただき

ます。 

協力：常陸凧の会 

 

 

 

 

 

 

 

 
誰が一番高く揚がるかな？

めざせ、ホールインワン！！
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５）まつぼっくりクラフト・コキアクラフト 

実施日：１月６日（土）・７日（日）・８日（月祝） 

受付：10：00～15：00（所要時間：約 20 分） 

場所：中央ゲート前特設会場 

定員：各日 100 名 

参加費：200 円 

内容：公園ならではの素材“まつぼっくり”や“コキ

ア（ほうき草）”を用いた正月飾りやミニほう

きを作ります。 

協力：株式会社 砂押園芸 

 

 

 

６）サイクリングラリー 

実施期間：期間中毎日（３月３１日（土）まで） 

受付：9：30～16：00 各ゲートにて 

場所：サイクリングコース 

参加費：無料 

内容：サイクリングコースを使ったスタンプラリーを開催。集めたスタンプの数によって、ひた

ち海浜公園オリジナルグッズをプレゼントします。 

 

 

 

７）伝承遊びに挑戦！！  

実施期間：１２月２６日（火）～１月８日（月祝） 

受付：9：30～16：30 

場所：中央ゲート前特設会場 

参加費：無料 

内容：体験する機会の少なくなった羽根突きやお手玉、こま、

めんこなど伝統的な遊びや古くから伝わる風習が体験

できるコーナーを設けます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほうきの形を作るのがなかなか大変！ 

ここをこう折って・・・ 

わっすごい、まわった！ 
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８）海くん花ちゃんサンタとパチリ！恵比寿でニコリ！ 

実施日：１月６日（土）・７日（日）・８日（月祝）（雨天中止） 

受付：9：30～16：30 

場所：中央ゲート前特設会場付近 

参加費：無料 

内容：公園のマスコットキャラクター「海くん」「花ちゃん」が、それぞれ七福神の恵比寿と弁

財天の装いで来園者との記念撮影を行います。あわせて、合言葉を言っていただいた方に

記念品をプレゼントするなど、来園者とのふれあいも実施します。 

 

 

９）海が見える写真展 

場所：グラスハウス 

観覧：無料 

①第１回「しあわせな風景」フォトコンテスト秋の部 写真展 

実施期間：１２月１５日（金）～１月１４日(日)  

時間：9：30～16：30 

内容：「海浜公園で撮影した花や人を題材にした風景」

をテーマに応募いただいた中から、入選作品を

展示します。 

 

  

②国営公園制度３０周年記念「国営公園フォトコンテスト」作品展 

実施期間：１２月２３日（土祝）～１月１４日（日） 

時間：9：30～16：30 

内容：「大好き！国営公園」をテーマに応募いただいた中から、入選作品を展示します。 

 

■キャンペーン等 

１）プレジャーガーデンリニューアル特別企画“チャレンジラリー” 

実施期間：１１月２８日（火）～３月１６日（金） 

（※但し、１月２日（火）～１月５日（金）は除く） 

 場所：プレジャーガーデン 

 参加費：無料（のりもの料金は別途必要） 

 内容：リニューアル工事期間中の来園のお客様に、新施設の紹介を目的として開催。各施設を回

りながらビンゴゲームに参加していただき、新施設の試乗券等をプレゼントします。 

 

２）お正月ビンゴフェスタ２００７ 

実施期間：１月２日（火）～５日（金） 

場所：プレジャーガーデン 

 参加費：無料（のりもの料金は別途必要） 

 内容：リニューアル工事期間中の来園のお客様に、新施設の紹介を目的として開催。各施設を回

りながらビンゴゲームに参加していただき、記念品をプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

光の中に映える個性あふれる作品の数々
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 ３）ガーデンレストラン冬期限定あったかメニュー 

実施期間：１２月２３日（土祝）～ 

場所：ガーデンレストラン 

内容：茨城の冬の名産“あんこう”を用いた「あんこう煮込みうど

ん（７００円）」を提供し、その食材の紹介をするとともに、

心も体もぽっかぽかになっていただきます。 

    限定メニューの他、「茨城産野菜のけんちんうどん」、「つくば

地鶏のカレー南蛮うどん」など茨城産の食材を用いたメニ

ューもおすすめです。   

 

 

 

４）ホスピタリティの充実を目指して・・・ 

「統一コスチュームの着用」 

「ぽっかぽか 冬フェア!!」期間中、海浜公園ならではの“まつぼっくり”を使ったブローチ

を公園スタッフ全員がつけ、お客様を心からお迎えする気持ちを表現します。 

「シャッター押しましょうか？」 

期間中、「シャッター押しましょうか？」をキーワードに、公園スタッフとお客様との交流

の機会を積極的に設け、満足度の向上を図ります。 

 

 

 

５）みはらしの丘第３頂上、冬フェア期間中限定開放！ 

 実施期間：期間中毎日 

 場所：みはらしの丘 

 内容：コスモスフェスティバル期間中も実施し大変好評であったみはらしの丘の第３頂上を期間

限定で開放し、開園部からとはまた一味違った光景をお楽しみいただきます。空気の澄ん

でいる冬は、運がよければ遠く富士山もご覧いただくことができます。 

あんこう煮込みうどん（700 円） 
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◆ひたち海浜公園、この春いちばんの花だより◆ 

―春を呼ぶ花（ニホンスイセン）― 

ニホンスイセンが放つ、ふぁ～と漂う甘い香りが、春の気配と生命の力強い息吹を感じ

させてくれます。海浜公園に春を探しに来ませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場所：記念の森レストハウス傍の小山 

 

株数：約十万株 

 

見頃：1月下旬頃 

 

特徴： 

・ヒガンバナ科スイセン属の多年草。一本の房に三輪以上の花を咲かせる房咲きで、花

はややうつむきかげんに咲き、甘い香りを放つ。 

・雪中花とも呼ばれ日本的な冬の花。中国では、金盞銀台（きんせんぎんだい）と呼び、

祝事に最もふさわしい花とされています。 

・ニホンスイセンは、その名にニホンを冠していますが、ニホンスイセンを含めスイセ

ンは、地中海沿岸地方やシチリア島、コルシカ島が原産地です。そこからシルクロー

ドを経て中国に渡り自生化したものをシナスイセン、日本に渡って自生したものをニ

ホンスイセンと呼んでいます。日本へは平安時代頃に中国を経て渡来したといわれま

すが、一説には球根が中国からの暖流に流され、日本の海岸沿いに根を下ろしたとも

いわれています。いずれにしても、遠くヨーロッパから長いときを経てやってきたの

です。 

・スイセンは栽培に関する歴史も古く、古代ギリシャのローマ時代にまでさかのぼると

いわれています。 

春を呼ぶ花ニホンスイセン（撮影：平成 18 年 12 月 24 日） 
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