
                       

         

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『ネモフィラハーモニー』について 
 

 

 

 
 

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.hitachikaihin.go.jp 

 2008 年 4月 21 日

国営ひたち海浜公園 

PRESS RELEASE 

 

 

 

春季における都市緑化推進運動期間に伴う入入入園園園料料料無無無料料料日日日!!!   444///222777(((日日日)))・・・555///444(((日日日祝祝祝)))・・・555///555(((月月月祝祝祝)))    

謹啓 仲春の候 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。 

ひたち海浜公園では、ネモフィラの開花にあわせ、4月 26 日（土）～5月 25 日（日）の期間「ネモフ

ィラハーモニー」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。 

今年は、ネモフィラの植栽面積を 35,000 ㎡に拡大し、本数を 450 万本に増やしたほか、4月 20 日（日）

に同時オープンした「みはらしの里･里の家」と「みはらしの丘第 3頂上」も新たな魅力として加わり、

茨城県を代表するにふさわしい唯一無二の景観を演出しています。 

ネモフィラの開花は、昨年と比べて 1週間ほど遅く、見頃を 5月中旬と見込んでいます。 

また、春季における都市緑化推進運動期間に因み、4/27(日)・5/4(日祝)・5/5(月祝)は入園料無料日

となりますので併せてご案内いたします。※5/5(月祝)は小人（小中学生）のみ無料です。 

つきましては、皆様にはご多忙中のことと存じますが、取材並びに記事掲載の程何卒よろしくお願い

申し上げます。                                     謹白

開催！ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 今年で 7年目となるみはらしの丘の“ネモフィラ”は、本公園において最もストレートに青を表現した最

も海浜公園らしい景観です。一昨年度より特に力を注ぐ大規模花修景と位置付け、新たに「ネモフィラハー

モニー」を開催し、イベント期間中には数多くの来園者の方に唯一無二の景観をお楽しみいただいています。 

このネモフィラの認知度をさらに向上させ、本公園の更なる利用促進に繋げるため、また、スイセンから

始まった春のフラワーリレーの締めくくりとして、景観重視の演出を行うとともにネモフィラに関する情報

を積極的に発信し、体験を通じてその魅力を感じていただくための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「い

ばらき うまいもんどころ」で提供します。茨城の食と人情を伝えるとともに、“花と食”にこだわったイベ

ント展開を行うことで、茨城の物産の PR を積極的に行うとともに、スイセンファンタジー2008、チューリ

ップワールドに引き続き、ゆったり寛いで楽しんでいただけるよう、休憩スペースを充実させ来園者の満足

度向上を図ります。  

 

■ 実施期間 

平成 20 年 4 月 26 日（土）～5月 25 日（日） 30 日間 

★4月 27 日（日）・5月 4日（日）・5月 5日（月祝）は入園料無料日（駐車料金等は別途必要） 

※5月 5日（月祝）は小人（小中学生）のみ無料 

 

■ 実施場所 

みはらしの丘ふもと 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 

空と海と花が奏でる青のハーモニー。



 

■ 期間中のイベント 

 

●のぼって答えよう！みはらしの丘クイズ 

20 日（日）にオープンした「みはらしの丘第 3頂上」を広く知っ

ていただくため、ネモフィラハーモニー初日に、鐘にちなんだク

イズ等が楽しめるイベントを開催します。 

日時：4月 26 日（土） 受付 10：30～15：00 

場所：みはらしの丘ふもと 

定員：2,000 名 

参加費：無料 

                       

●花のある暮らし塾「ネモフィラ絵てがみ教室」 

ネモフィラを題材にして、ちぎり絵でオリジナルの絵てがみを描

きましょう。 

日時：5月 18 日（日） 

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 

参加費：100 円/1 枚 

協力：水戸絵てがみの会 

 

● 海浜陶芸教室 

ろくろや手びねりにチャレンジして、自分だけの作品を作ろう！ 

日時：4月 27 日（日）、5月 11 日（日）、5月 25 日（日） 

受付：10：30～11：30、12：30～14：00 

場所：テラスハウス 

参加費：500 円 

定員：各回先着 30 名 

協力：笠間焼協同組合 

 

● ひたち海浜公園 音楽のつどい  

～しおかぜのハーモニー♪～ 

「音楽のまちひたちなか」に地元の音楽団体が集い、様々なハー

モニーを披露します。 

日時：5月 11 日（日）（順延日 5月 25 日（日）） 

10 時 30 分～15 時 30 分 

場所：水のステージ 

観覧：無料 

協力：音楽のまちづくり実行委員会 

 



 

● 大草原凧づくり教室 

 オリジナル凧を作り、広い大草原で天高く揚げよう。 

日時：4月 29 日（火祝） 

受付：10：00～12：00、13：00～15：00 

場所：大草原 

参加費：ビニール凧 100 円、飛行機凧 200 円 

協力：常陸凧の会 

 

● 100 連凧づくり ～みんなの願い天まで届け！～ 

 来園された方々にそれぞれの願い事やイラストを自由に描いて

いただき、連凧にして大草原にて揚げます。なお、完成した連凧

は、4 月 30 日（水）～5 月 25 日（日）の間、そよかぜドーム内

に展示します。 

日時：4月 29 日（火祝） 

受付：10：00～12：00、13：00～15：00 

場所：大草原 

参加費：無料 

協力：常陸凧の会 

 

● セルフクラフトコーナー 

まつぼっくりなど園内の自然素材や折り紙、紐、ペンやクレヨン

を使って、自由にクラフト作品を作ろう。 

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 

 

● 第 9回ファミリーパークゴルフ大会 

「ネモフィラカップ」 

今回で 9 回目となるファミリーパークゴルフ大会を開催します。

ファミリーパークゴルフの魅力をお楽しみください。 

日時：5月 18 日（日） 10 時～（一斉スタート） 

場所：ファミリーパークゴルフコース 

定員：72 名 ※常陸サンライズパークへ事前申込み 

（5月 15 日（木）16 時まで） 

参加費：1,000 円 

競技方法：18 ホール（ダブルペリア方式） 

 

 

 

 



 

アート展 日時：期間中毎日開催 観覧無料 

●染色作品展「そよかぜのささやき」 

自然の素材で染め上げた季節の彩りを訪れたお客様に感じていただくとともに、作品と展示空間が創り出

す爽やかな雰囲気をお楽しみいただきます。 

場所：テラスハウス 

協力：林 恵美子 

 

●ネモフィラ絵てがみ展 

ネモフィラをモチーフにした爽やかな絵てがみの数々を展示します。 

場所：テラスハウス 

協力：水戸絵てがみの会 

 

●フォトパートナー写真展 

園内の花々やイベント等を撮影しているフォトパートナーの方々が、 

この 1年間に撮りだめた写真を展示します。 

場所：テラスハウス 

協力：フォトパートナー 

 

●「国営公園フォトコンテスト 2007」入賞作品展 

「大好き！国営公園」をテーマに応募いただいた中から入賞作品を 

展示します。（全国の国営公園 16 箇所での巡回展） 

場所：グラスハウス 

 

●大凧・連凧展示 

大凧や連凧など、珍しい凧の数々を展示します。 

場所：そよかぜドーム 

  協力：常陸凧の会 

 

 

■ トピックス１ 

★ ネモフィラとは 
ネモフィラは、まだあまり知られていませんが、ハゼリソウ科の一年草

で、北米（カリフォルニア）原産の大変可愛らしい花です。 

“ネモフィラ”はギリシャ語の nemos（小森）と phileo（愛する）が組み合

わさった言葉で、森の周辺に生育していることが多いところから来ていま

す。和名を“瑠璃唐草（るりからくさ）”と言い、日本には 1877 年に渡来し

ました。 

 ひたち海浜公園では空色に咲く品種「インシグニスブルー」を咲かせて

おり、その可愛らしい花色・花姿から英名で「ベイビーブルーアイズ」(赤

ちゃんの青い瞳)と呼ばれています。 



 

★ 4 月 20 日（日）現在 「みはらしの丘」のネモフィラの状況 
 

現在のみはらしの丘は咲き始めの状態です。ゴールデンウィーク

後半頃に 3分咲きを迎え、5 月中旬に見頃となる予定です。 

冬場の悪天候（大雨、強風、低温など）のため、昨年よりも 1 週間

ほど開花が遅れていますが、順調に生育中です。 

皆様により良い状態で長い期間お楽しみいただけるよう、3 月初

めに追い蒔きをしたほか、現在も施肥、除草、補植等の作業を行っ

ています。 

 

 

■ トピックス２ 

★ 『みはらしの里・里の家』について 
みはらしの里のテーマは、“なつかしい村の風景と活動”。常陸国の江戸期から昭和にかけての農村風景をみん

なで再現していきます。 

 「みはらしの里」では、農村の風景づくりと参加体験型の運営をしていきます。 

なつかしい村の風景をつくりだしながら、くらしの知恵を学ぶことのできるエリアにしていきたいと考えています。 

また、「里の家」では、里の“食”を活用テーマとして、主に地域に伝わる伝統食や行事食づくりなどの活動を行っ

て行く予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 『みはらしの丘第三頂上』について 
これまで、ネモフィラやコキア・コスモスの開花時期に臨

時開放し、好評をいただいておりました「みはらしの丘第 3

頂上」からの風景が、4月20日（日）より、いつでもご覧いた

だけるようになりました。 

この丘は、茨城県内の工事における建設発生土を利用

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、西に那須連山、南に筑波山はもちろん、

よく晴れた日には富士山を望むことができます。 

海抜58ｍの丘からの360度の景観と、ふもとに広がるみ

はらしの里の風景を是非お楽しみ下さい。 

 

平成 20年 4月 20日撮影 

みはらしの丘のネモフィラ 

平成 20年 4月 11日撮影 

みはらしの丘第３頂上から「みはらしの里」を眺める

平成 20年 4月 5日撮影 

みはらしの里の「里の家」 



 

地元茨城の豊かな大地の恵みと新鮮な海の幸にこだわったメニューを提供する臨時売店 

「いばらき うまいもんどころ」を設置しています。 

ひたち海浜公園オリジナル弁当「園弁」（そのべん）が完成！ 

百花繚乱、春爛漫の公園で地元茨城の味をご堪能いただこうと、地元ひたちなか市観光協会の 

ご協力のもと、３種類の園弁を企画しました。 

各園弁の名前は“いばらき花名所”である本公園の春花の名前にちなみ、「瑠璃唐草」（ネモフィラの和名）、

「鬱金香」（チューリップの和名）、「雪中花」（スイセンの別名）と名づけられました。 

■ トピックス３ 

★「いばらき うまいもんどころ」で“茨城の食と人情”を！！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ひたち海浜公園オリジナル弁当「園弁」好評受付中！！ 

 

 

 

 

ボリューム満点!!“ハム焼き” 

【お品書き】  

■瑠璃唐草（るりからくさ） ２，５００円 

■鬱金香（うこんこう） ２，０００円 

■雪中花（せっちゅうか） １，５００円 

【販売期間】 

平成２０年４月１２日（土）～平成２０年５月２５（日） 

【完全予約制】 

・ひたち公園管理センターまで電話でお申し込み下さい。 

・ご予約はお渡し日の 4日前までにお願いいたします。 

・１種類あたり 5 個以上から予約いただけます。なお、1 日 50 個の

限定生産とさせていただきます。 

※現在予約受付中。詳細はひたち公園管理センターまでお問い合わせ下さい。 

■出店場所：4 月 19 日（土）～5月 6 日（火祝） たまごの森フラワーガーデン 

        4 月 19 日（土）～5月 25 日（日） みはらしの丘ふもと 

3 月 20 日（木祝）～5月 25 日（日） 中央芝生広場（中央サイクルセンター前） 

■協力：（社）茨城県観光物産協会、ひたちなか市観光協会 

■メニュー：常陸牛入りコロッケ、ローズポーク手造り串焼きソーセージ、大子みそこんにゃく、 

       県産野菜と豚を使ったカレーライス、茨城梅入りおにぎり弁当、県産納豆のそば・うどん、 

       奥久慈しゃもけんちんそば、大洗産海鮮入り焼きそば、ネモフィラ鉢植各種   等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．4月 27 日（日） 
■ 春爛漫～ひたちなか市 PRの日～ 
地元特産品の販売や親子で楽しめる手軽な工作体験、観光ＰＲなど、 

ひたちなか市の魅力を、観て、触れて、味わって、体感していただけます。 

・ 日時：４月２７日（日） ９：３０～１６：００ 

・ 場所：水のステージ周辺 

・ 共催：ひたちなか市、ひたちなか市観光協会、 

国営常陸海浜公園事務所 

 

■ TEENS ROCK IN HITACHINAKA 2008 
｢音楽のまちひたちなか｣に、高校生アマチュアバンドが全国から集

まり、ロック選手権を行います。優勝バンドは「ROCK IN JAPAN 

FES.2008」のステージに出演します。 

・ 日時：４月２７日（日） １０：００～１６：３０ 雨天決行・荒天中止 

・ 場所：水のステージ （観覧無料） 

・ 主催：(社)ひたちなか青年会議所  

・ 後援：文部科学省、厚生労働省、茨城県、ひたちなか市、 

茨城県教育委員会、国営常陸海浜公園事務所、（財）エイズ予防財団、東日本旅客鉄道（株）水戸支社、

（株）茨城新聞社 

※荒天の際は「しあわせプラザ（ひたちなか市那珂湊総合福祉センター）」が会場となります。 

※詳細については、TEENS ROCK IN HITACHINAKA 実行委員会事務局

（http://www.ongaku-h.com/teens_rock/)をご覧下さい。 

 

２．5 月 4日（日祝）「みどりの日」 
■チャレンジ・ザ・ガーデニング 
プロが指導するガーデニング体験のほか、“緑・花文化の知識認

定試験”のミニ試験、緑の相談コーナー、花の種プレゼントなど、 

「みどりの日」に因むイベントを開催します。 

・ 日時：５月４日（日） 

・ 場所：中央芝生広場（中央サイクルセンター前） 

・ 参加費：無料 
・ 協力：（社）茨城県造園建設業協会 

～ひろげよう、育てよう、みどりの都市～ 

春季における都市緑化推進運動期間（4月 1日～6月 30 日）の一環として、 

次の 3日間、国営ひたち海浜公園の入園料金が無料になります。 

・平成20年４月 27日（日） 

・平成 20年５月４日（日祝）みどりの日 

・平成 20年 5月５日（月祝）こどもの日 
※5月 5日（月祝）は、小人（小中学生）のみ無料となります。 

※駐車料金等は別途必要です。 

春季における都市緑化推進運動期間に伴う 入園料無料日のご案内 

入園料無料日！！

※駐車料金等は別途必要


