
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国営ひたち海浜公園 

PRESS RELEASE 
2008．9．24

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 

 
 

 

謹啓 秋涼の候 皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

爽やかな秋空の下、一足早く、ひたち海浜公園の「みはらしの丘」で「“紅葉する草”コキア」40,000 株

の紅葉が進んでいますのでご案内いたします。 

関東地方の紅葉と言えば、日光、箱根、尾瀬をはじめとして、山あいの名所はいくつもありますが、丘一面

が“草の紅葉”で紅く染め上がり、しかもその丘から紺碧の大海原を一望できる風景は、ここ

ひたち海浜公園でしか見ることのできない、オンリーワンの紅葉スポットです。 

現在、みはらしの丘のコキアは、日当たりの良い場所から紅葉が進み、緑から深紅の美しいグラデーション

を織り成しています。 

また、丘のふもとでは 150 万本の赤・白・ピンクのコスモスが咲き始めたほか、隣接する「みはらしの里」

では真っ白な秋ソバの花が見頃となり、ひたち海浜公園の秋の景色が完成します。 

なお、コキアの紅葉に合わせ、各種イベントを展開している「コキア de moco フェスタ」（10 月 26 日（日）

まで）も好評開催中ですので併せてご案内いたします。 

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

ます。                                            謹言

～季節の花便り ～ 

““紅紅葉葉すするる草草””ココキキアア  色色づづきき進進んんででいいまますす!!!!  
ココススモモスス((咲咲きき始始めめ))、、ソソババのの花花((見見頃頃))  ももおおすすすすめめでですす！！  
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【紅葉する草“コキア”の魅力 】 

■ 形の可愛らしさ 

ちゃぼっとして、まるっとして、もこもこ。思わずなでたくなる。 

そして抱きしめたくなる！そんなかわいらしいキャラクターの植

物が“コキア”です。 

 

■ 佇まいの変化 

夏は柔らかなライムグリーン、秋は鮮やかな真紅、晩秋に茶

色く枯れる様は侘びさびを感じさせます。コキアはその佇まいの

移り変わりも魅力の一つで、１シーズンで刻々と変化する景観を

2 度も 3 度もお楽しみいただけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【現在の状況】平成 20 年 9 月 24 日現在 

現在、みはらしの丘がコキアの織りなす緑から深紅へのグラデーションになっ

ています。今年は夏の暑さを無事乗り越えて、昨年より順調に高さ 80cm～1m に

成長し、モコモコっとした容姿も可愛らしく丘のあちこちで風に揺れています。 

また、丘のふもとでは、150 万本のコスモス

が咲き始めたほか、隣接する「みはらしの里」

の畑では秋ソバの白い花が見頃を迎えており、

コキアとともにひたち海浜公園の秋を彩ってい

ます。 

 なお、コキアの紅葉の見頃は 9月下旬から 10

月中旬頃を見込んでいます。 

 

コキア 
アカザ科ホウキギ属一年草 

原産地：南ヨーロッパなどといわれ中国から渡来

紅葉の見頃は 

9 月下旬～10 月中旬！ 

【ひたち海浜公園のコキア 】 

◆ 場所：みはらしの丘  

◆ 面積：20,000 ㎡ 

◆ 株数：40,000 株 

◆ 時期： コキアの紅葉は 9 月下旬～10 月下旬 

※植栽は、ポット苗で 6 月下旬～7 月上旬に実施。 

ひたち海浜公園では、秋の新たな景観創出を目指し、「松林が中心のため、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 株を試験的に導入しました。 

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、昨年本格的に植栽。

今年は、20,000 ㎡に 40,000 株のコキアを植え付けました。 

【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。 
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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、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する体験を通じて、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

ントを開催しています。 

 また、みはらしの丘のふもとには臨時売店や休憩スペースも充実。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ます。 

■実施期間 

平成 20 年 9 月 13 日（土）～10 月 26 日（日） 44 日間 

※イベント期間中は毎日開園 

■実施場所 
みはらしの丘ふもと、テラスハウス 他 

■主催 
国営常陸海浜公園事務所 

■期間中のイベント 

【入園料無料日のイベント】 

●オータムフェスティバル 

県内市町村の特産品等の飲食販売コーナーのほか、地域芸能の披露等を行う「常陸ふるさとフェスタ」をは

じめ、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」等、地元茨城の

魅力をめいっぱい満喫していただくイベントを実施します。 

 日時：10 月 19 日（日） 9：30～17：00 

場所：水のステージとその周辺 

共催：茨城県公園緑地推進協議会、 

ひたちなかﾌｪｽﾀ実行委員会、 

国営常陸海浜公園事務所 

 

●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、花種等のプレゼントもあります。 

日時：10 月 19 日（日） 

■ガーデニング体験 10：30～、13：30～ （所要 30 分）※当日受付 

■花種等のプレゼント 10：00～、13：00～ （各回先着 400 名様） 

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 

 

●スカシユリ増殖作戦！ 

スカシユリの球根を植えて、群落をよみがえらせよう。 

日時：10 月 19 日（日）、11 月 2 日（日） 10：00～12：00 

集合：風のゲート（海浜口）  ※事前申込 

場所：砂丘エリア 

 

秋の都市緑化月間にちなみ、 

10 月 19 日（日）・11 月 2 日（日）は 

入園料無料日！！（駐車料金等は別途必要）

※詳細は追ってご案内いたします。 

定員：各日先着 30 名 

参加費：無料 



●ティーンズロック・イン・ひたちなか 国民文化祭編 

平 成 16 年度 より 始まり 今春 に も 開 催 し た、高 校 生 アマチ ュ ア バ ンド 選手 権「 TEENS ROCK IN 

HITACHINAKA」の優秀バンドや全国から選ばれたアマチュアバンドのほか、City of Angel、泉谷しげるさんをゲ

ストミュージシャンに迎え、活気あるステージが披露されます。 

日時：11 月 2 日（日） 9：50～16：00 

場所：水のステージ 

観覧：無料 

主催：文化庁、茨城県、茨城県教育委員会、ひたちなか市、 

ひたちなか市教育委員会、 

第 23 回国民文化祭茨城県実行委員会、 

第 23 回国民文化祭ひたちなか市実行委員会 

主管：社団法人ひたちなか青年会議所 

※問合せ：ひたちなか市教育委員会文化課（（代）029-273-0111） 

 

【花・文化系イベント】 

●みはらしクイズラリー 

クイズを解きながらみはらしエリアの魅力を発見しよう！参加者には

公園オリジナルポストカードをプレゼント！ 

※各入口、みはらしの丘ふもと特設会場にラリーカードを設置しています。 

日時：イベント期間中毎日 

場所：みはらしエリア 

参加費：無料  ※当日受付 

 

●アートスペース 

期間：イベント期間中毎日  場所：テラスハウス  観覧：無料 

 

①おしばなアート展「～海と森からのメッセージ～」 

園内の木や草花を使って深まる秋を表現しました。 

協力：藤田 三枝 

 

②秋の絵てがみ展 

秋の草花をモチーフにした素朴な絵てがみをお楽しみください。 

協力：水戸絵てがみの会 

 

③フォトパートナー写真展 

公園のフォトパートナーが撮影したひたち海浜公園の“そのとき”

でなければ見ることができない風景・植物などの写真を展示します。 

協力：フォトパートナー 

 

 

 

 

 



●ミルクメッセ 2008 いばらき 

子どもも大人も大喜び！楽しいイベント盛りだくさん。 

観て、触れて、味わって、体験しよう！ 

日時：10 月 11 日（土）･12 日（日） 9：30～15：30 

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、 

株式会社茨城県食肉公社 

 

●花のある暮らし塾 

受付：10 時 00 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 

秋の草花を題材に、ちぎり絵で自分流の絵てがみを描いてみましょう。 

日時： 10 月 13 日（月祝） 

参加費：100 円/1 枚 

協力：水戸絵てがみの会 

 

  ②バラ香るランチョンマット 

自分で染めたランチョンマットで素敵な時間を過ごしてみませんか。 

日時：10 月 5 日（日） 

参加費：400 円 

協力：林 恵美子 

 

●第 8 回コンテナガーデンコンテスト 作品展示 

個性光る応募作品の数々を、じっくりご堪能 

下さい。 

期間：10 月 11 日（土）～10 月 19 日（日） 

場所：記念の森レストハウス横 

観覧：無料 

 

 

 

 

●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！ 

※作品焼成はご自宅で行っていただきます。 

日時：9 月 28 日（日）、10 月 12 日（日）、28 日（日） 

受付：10：30～11：30、12：30～14：00  ※当日受付 

場所：みはらしの丘ふもと特設会場  

参加費：500 円 

定員：各回先着 30 名 

協力：笠間焼協同組合 

※作品募集の詳細は、ひたち公園管理センターへ

お問い合わせ下さい。 



●コスモス切花プレゼント 

みはらしの丘のコスモスを切花にしてプレゼントします。 

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 

 

●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】 

●大草原！凧づくり教室 

オリジナル凧を作って、広い大草原で天高くあげよう。 

日時：10 月 12 日（日） 

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

場所：大草原  定員：1,000 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 

 

 同時開催１００連凧づくり～みんなの願い天まで届け！～ 

連凧に、みんなで願いを書こう！ 

日時・受付・場所は「大草原！凧づくり教室」に同じ（所要：約 10 分） 

定員：100 名  ※当日受付 

参加費：無料 

 

●第 10 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 10 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 19 日（日） 10：00～ ※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：1,000 円 

定員：72 名 

※事前申込（10 月 16 日（土）17 時まで） 

※3～8 歳は付き添いが必要 

申込み：株式会社常陸サンライズパーク パークゴルフ大会係（029－265-8185） 

 



 

その１ 年に 2 回、様変わりする「みはらしの丘」。 

初夏は青一色、そしてこれからは…！！ 
「みはらしの丘」は、初夏、ライトブルーのネモフィラが一面に広がり、“空と海と花が奏でる青のハーモニー”

を数多くのお客様にお楽しみいただきました。 

秋、みはらしの丘は“紅葉する草”コキアで深紅に染まります。 

季節によって風情が一変するみはらしの丘。秋の新たな紅葉スポットをぜひご堪能ください。 

なお、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。 

みはらしの丘には３つ

の頂上があり、各頂上の

海抜は次のとおりです。 

第１頂上：３８ｍ 

第２頂上：４４ｍ 

第３頂上：５８ｍ 

 

 

～楽しみ方いろいろのコキア～ 

みはらしの丘では、色付き始めたコキアをそっと抱きしめて柔らかな感触を味わったり、コキアとともに記念

撮影をしたり、はたまたコキアに頭を突っ込んで“コキアでアフロヘア”？をしてみたりと、お客様の楽しみ方もさ

まざま。皆さんも、ぜひ自分なりにコキアを体感してみてください。 

 

その２ 懐かしい村の風景と活動「みはらしの里・里の家」 
今年の春に供用された「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。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いく予定です。 

現在は、畑一面にソバが植えられており、里の家の縁側に座って、

真っ白なソバの花と、その向こうに揺れるコキアをのんびりと眺めること

ができます。 

 

その３「いばらき うまいもんどころ」で“茨城の食と人情”を！！ 
「コキア de moco フェスタ」期間中、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、みはらしの丘ふもとに設置しています。 

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 

主なメニュー：五浦ハム焼き、大子のみそおでん、 

         茨城のさつまいもスティック、 

         茨城豚カルビ丼、 

まぐろ味噌漬焼弁当、

初夏のネモフィラ 秋のコキアとコスモス 

みはらしの里・里の家とソバ畑（平成 20 年 9 月 20 日撮影） 

ボリューム満点！！五浦ハム焼き 

トピックス

シラスごはん 等 

※花苗等を販売している売店もあります。 



 

平成 20 年 9 月 24 日撮影 


