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国営ひたち海浜公園 

PRESS RELEASE 

について 

２００７年９月７日

謹啓 初秋の候 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、ひたち海浜公園では、「“紅葉する草”コキア」の紅葉に合わせ、9月 15日（土）～

10月28日（日）の期間、 「コキア de moco フェスタ」 と題して、各種イベントを開催し

ますのでご案内申し上げます。 

今までにない秋の景観創出として、日本の新たな紅葉スポットを目指し、みはらしの丘に

２０，０００㎡、５０，０００株のコキアを導入しました。コキアの魅力は、なんといっても草が紅

葉する不思議さと、思わず抱きしめたくなるような親しみ深いモコモコとした形。そして、この

コキアがみはらしの丘を緑から真紅へ染め上げる様は圧巻です。 また、丘の麓では、コスモ

スが風にそよぎ、コキアと共にひたち海浜公園の秋を彩ります。 

なお、秋の都市緑化月間にちなみ、10 月 7 日（日）、21 日（日）は入園料無料日となっ

ておりますので、併せてご案内申し上げます。 

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  

※写真の空はイメージです。 

いよいよ開催！！ 

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・森下 
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.ktr.mlit.go.jp/kaihin 



 

                                                       について 
 

国営ひたち海浜公園では、今年度より、「今までにない秋の景観創出」や「新たな紅葉の名所」を目指し、

みはらしの丘においてコスモスに代わる植物として本格的にコキアを植栽（20,000 ㎡、50,000 株）していま

す。 

このコキアについて、その認知度の向上やイメージの定着を図るとともに、秋の行楽シーズンにおける

利用促進を図ることを目的として、「コキア de moco フェスタ」と題したイベントを開催し、期間中、コキア

やコスモスに関する情報を積極的に発信するほか、花や緑、音楽、スポーツ、文化芸術等をテーマとして、

体験を通じてそれらの魅力を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いたします。 

また、初夏に開催した「ネモフィラハーモニー」と同様、みはらしの丘を眺めながらゆったり寛いで楽しん

でいただくことができるように、丘の麓における休憩スペースの充実を図ります。 

 

■実施期間 
平成１9 年 9月 15 日（土）～10 月 28 日（日）  44 日間 

 

■実施場所 
みはらしの丘ふもと、テラスハウス 他 

 

■主催 
国土交通省関東地方整備局 国営常陸海浜公園事務所 

 

■期間中のイベント 

【入園料無料日に開催するイベント】 

（1）ミルクメッセ＆ミートフェア 2007 いばらき 

茨城県産の牛乳や食肉を広く PR することを目的として、牛乳にまつわるクイズや早飲み競争、キャ

ラクターショー等のステージイベントを行うほか、牛乳パックを使ったクラフト教室、ふれあいミニ牧場、

骨密度測定、ミルク料理無料配布等のイベントを実施します。 

日時：10 月 6 日（土）～10 月 7 日（日） 9：30～15：30 

 ※7 日（日）は入園料無料日 

場所：そよかぜドームとその周辺 

主催：茨城県牛乳普及協会、茨城県酪農業協同組合連合会、 

茨城県食肉公社 

 

（2）チャレンジ・ザ・ガーデニング 

 

 

 

日時：10 月 7 日（日） 9：30～15：00 

秋の都市緑化月間にちなみ 

１０月７日（日）、１０月２１日（日）は

入園料無料日です！！ 

※駐車料金等は別途必要となります。 

「秋の都市緑化期間」にちなみ、専門家に教わりながら実際

にガーデニングを体験できるコーナーをはじめ、緑の相談コー

ナー、花の種等の無料配布等を行い、緑化推進を PR します。



場所：中央芝生広場（中央サイクルセンター前） 

協力：社団法人茨城県造園建設業協会 

 

（3）オータムフェスティバル 

本公園の周辺市町村（茨城県公園緑地推進協議会加盟自治体）の特

産品等の飲食物販や、地域芸能の披露を行う「常陸ふるさとフェスタ」のほ

か、普段見られない火力発電所や常陸那珂港をバスツアーで見学する

「ひたちなかフェスタ」、地元茨城や福島の食と観光を PR する飲食物販等、

来園者に茨城の魅力を知っていただくイベントを実施します。 

日時：10 月 21 日（日） 9：30～17：00 

場所：水のステージとその周辺 

共催：国土交通省関東地方整備局 国営常陸海浜公園事務所、 

茨城県公園緑地推進協議会、茨城県うまいもんどころ推進室、 

ひたちなかフェスタ実行委員会 

   協力：茨城放送 

 

【花・文化系イベント】 

（1）「ウッドバーニング体験！」（夢プラン） 

  電熱ペンで木片に絵を描き、オリジナルキーホルダーを作っていただきます。 

日時：9 月 16 日（土）、17 日（日） 11：00～16：00 

場所：グリーン工房定員：30 名 ※当日受付 

参加費：400～500 円 

協力：日本ウッドバーニング協会 

 

（2）～海浜公園音楽のつどい～しおかぜのハーモニー♪ 

「音楽の街ひたちなか」に地元の音楽団体がつどい、ジャズやポップス、尺八など多彩なハーモニー

を披露するほか、常陸太田市・日立市・大子町で開催されている「常陸国 YOSAKOI 祭り」※に出演して

いる市民団体による勇壮な踊りをお楽しみいただきます。 

※今年で 4回目となる祭り（主催：常陸国 YOSAKOI 祭り本部実行委

員会）で、毎年5月中旬頃の2日間にわたり、大子、常陸大宮など

4会場で市民団体による YOSAKOI の踊りが披露されています。 

日時：9 月 23 日（日） 10：30～16：15 

場所：水のステージ 

観覧：無料 

協力：ひたちなか音楽のまちづくり実行委員会 

 

（3）花のある暮らし塾 

   受付：10 時 30 分～11 時 30 分、13 時 00 分～14 時 30 分（所要：約 30 分） 

   場所：みはらしの丘ふもと特設会場 

   定員：各回先着 30 名 ※当日受付 

 



① 秋の絵てがみ教室 
秋の草花をモチーフに海浜公園の秋を描きます。 

日時：9 月 23 日（日）、10 月 7 日（日）、10 月 21 日（日） 

※21 日（日）は入園料無料日 

参加費：100 円/1 枚 

協力：水戸絵てがみの会 

② 秋（コキア）色のストーンおしばなアート 
ペアの小石と秋の草花のおしばなを使って、自分だけのオリジナル

作品を作ります。 

日時：9 月 24 日（月祝） 

参加費：350 円 

協力：藤田 三枝 

③ 染めよう！秋色キーホルダー 
園内のピラカンサを使って、秋色に染まったアクセサリーを作ります。 

日時：9 月 30 日（日） 

参加費：400 円 

協力：林 恵美子 

カ④秋の丘で遊ぶかわいいワンちゃん作り 

秋の花々を使って、みはらしの丘の風景をイメージしたフラワーアレ 

ンジメントを行います。 

日時：10 月 14 日（日） 

参加費：600 円 

協力：梶原 郁子 

 ⑤秋のほうき de リース作り 

コキアなどを使って、おしゃれな“ほうきのハンギング”を作ります。 

日時：10 月 28 日（日） 

参加費：800 円 

協力：立川 政子 

 

 

 

（4）第 7回コンテナガーデンコンテスト 作品展示 

個性豊かなコンテナガーデン作品を展示し、来園された方々に緑や花を手軽に楽しむ手法をご覧い

ただきます。 

期間：10 月 6 日（土）～10 月 14 日（日） 

   場所：記念の森レストハウス横園路 

   観覧：無料 

   後援：茨城県、ひたちなか市、東海村、 

NHK 水戸放送局、茨城放送、茨城新聞社 

   協賛：（社）茨城県造園建設業協会、（社）茨城県花き 

園芸協会、街を花と緑でいっぱいにする会 



（5）コスモス切花プレゼント 

  イベント最終日に、みはらしの丘に咲くコスモスの切り花をプレゼントします。 

日時：10 月 28 日（日） 11：00～、14：00～ 

場所：みはらしの丘ふもと 

定員：各回先着 300 名 ※当日受付 

参加費：無料 

 

（6）アート展 

期間：イベント期間中毎日 

場所：テラスハウス 

観覧：無料 

 ①秋の絵てがみ展 

秋の草花をモチーフにした絵てがみの数々を展示します。 

協力：水戸絵てがみの会 

②おしばなアート展“紅の詩
うた

～コキア色で織りなす秋の彩り～” 

秋の草花をモチーフにした押し花を展示します。 

協力：藤田 三枝 

③フォトパートナー写真展 

園内の花々やイベントを撮影しているフォトパートナーの作品を 

展示します。 

協力：フォトパートナー 

 

（7）セルフクラフトコーナー 

まつぼっくりや木の枝など園内の自然素材や、折り紙・紐などの材料を使って自由にクラフト作品を

作ったり、ペンやクレヨンで絵を描いたりすることのできるコーナーを設けます。 

日時：イベント期間中毎日 

場所：テラスハウス 

参加費：無料 

協力：茨城生物の会 

 

【スポーツ系イベント】 

（1）大草原！凧作り教室 

自作の凧を広い大草原で揚げていただくほか、常陸凧の会が揚げる大凧や連凧等を楽しんでいた

だきます。 

日時：10 月 8 日（月祝） 

受付：10：00～12：00・13：00～15：00（所要：約 15 分） 

場所：大草原 

定員：500 名 ※当日受付 

参加費：ビニール凧 100 円・飛行機凧 200 円  

協力：常陸凧の会 



（2）第 8回ファミリーパークゴルフ大会「コキア de moco カップ」 

今回で 8 回目となるパークゴルフ大会（18 ホール・ダブルペリア方式）を開催し、パークゴルフの魅力

を知っていただきます。 

日時：10 月 21 日（日） 10：10～ ※入園料無料日 

場所：ファミリーパークゴルフコース 

参加費：1000 円 

定員：72 名 ※事前申込、3～8 歳は付き添いが必要 

申込み：（株）常陸サンライズパーク パークゴルフ大会係 ※10 月 17 日（土）16 時まで 

 

 

■期間中のお勧め情報 

～コキアテラス（臨時売店）期間限定営業！～ 期間中の土日祝日 

お客様がゆっくりくつろいで「食」や「買」を楽しめるよう、みはらしの

丘ふもと特設会場内に臨時売店スペース“コキアテラス”を設置し、飲

食の提供や関連グッズ等の販売を行います。 

なお、飲食については、地元いばらきの食材を積極的に取り入れ、

期間限定のオリジナルメニューを提供するとともに、お客様が販売スタ

ッフとの会話による交流を楽しめる場とします。 

 

～みはらしの丘第 3頂上の期間限定開放～ 期間中毎日 

昨年の秋、今年の春と実施し大好評であった「みはらしの丘第3頂上

の期間限定開放」を、本イベント期間中に実施します。開園部からとは

また違った 360 度の大パノラマの光景をお楽しみいただけます。 

この丘は、茨城県内の工事で発生した建設残土を利用して整備して

おり、ひたちなか市では最も高い丘となっています。頂上からは、西に

は那須連山、南には筑波山はもちろん、よく晴れた日には富士山を望

むことができます。 

 

～「シャッター押しましょうか？」～ 

歓迎の意を込めて、本イベントキャラクター“コッキー＆モスモス”をモチーフにしたオリジナルバッヂを

公園スタッフ全員が身に着けてお客様をお迎えするとともに、「シャッター押しましょうか？」とお声掛けし

て、記念撮影のお手伝いをさせていただきます。 

 

～インフォメーションスタッフによるご案内～ 

イベント期間中の土日祝日を中心として、みはらしの丘会場内のインフ

ォメーションスタッフにより、来場されたお客様にコキアやコスモス等に関

する花情報をご案内するほか、その他の開花情報、イベント情報、園内外

おすすめ施設等をご案内します。 



 
 

コキア：Ｋｏｃｈｉａ ｓｃｏｐｉａ 

（アカザ科 ホウキギ属） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 場所：みはらしの丘  ※最寄口は海浜口 

◆ 原産：南ヨーロッパなどといわれ、中国から渡来 

◆ 面積：20,000㎡ 

◆ 株数：50,000株 

◆ 時期：紅葉は9月下旬～11月上旬 

※植栽は、ポット苗にて 6月上旬に実施。 
平成 17年 10 月 27 日撮影 

コキアってなあに？

平成19年 9月６日朝のコキアの状況

コキアは、和名をほうき草と称し、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。 

ひたち海浜公園では、秋の新たな景観創出を目指し、「松林が中心の園内にあって、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、みはらしの丘の東側斜面 5,000 ㎡に 4,500 株を試験的に導入しました。 

過去 2年間の試験植栽を経て、本公園の環境がコキアの生育に適していることを確認し、

今年は面積を 20,000 ㎡に拡大して、50,000 株を植栽しています。 



 

平成１７年１０月撮影 


