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謹啓 師走の候 皆様には益々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、来年１月２日（金）、年明け 初のイベントとして「どどんっ！と 新春祭」を

行いますのでご案内いたします。 

茨城で年末年始を過ごす皆さんに、本公園ならではの正月をお楽しみいただこうと、太鼓の初打ちや、

よさこい踊りなど、にぎやかに新年を祝います。また、昨年大好評だった本公園の自然素材を利用した

オリジナルのゲーム「新春お年玉チャレンジ」や、昔懐かしい遊び道具が並ぶ「伝承遊び体験コーナー」

のほか、今回新たに、「みはらしの里」で採れたそば粉を使った「そばだんごの振る舞い」を行うなど、盛

りだくさんの内容となっています。 

また、先日来よりご案内しておりました「巨大松ぼっくりツリー」と「巨大地上絵」は、１２月２７日（土）よ

り正月風に模様替えを行い、装いも新たに新年を迎える慶びと温かい気持ちを込めてお客様をお迎えい

たしますので、併せてご案内いたします。（※12 月 31 日(水)･1 月 1 日(木祝)は休園いたします。） 

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いた

します。                                                         謹白 

 

 

 

国営ひたち海浜公園 

PRESS RELEASE 

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 

 

「巨大松ぼっくりツリー」「巨大地上絵」も正月風に模様替え！（１２月２７日（土）～） 

 

新年をみんなで祝おう！

金 
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年明け 初のイベントとして、にぎやかなお祭りを開催！ 

太鼓の初打ち、よさこいを踊って、みんなで新年を祝おう！ひたち海浜公園産のそば団子の振舞い、伝承

遊び体験、新春お年玉チャレンジなど、親子で楽しめるイベントが盛りだくさんです。 

 

■日時：１月２日（金） 

■場所：そよかぜドームとその周辺 

■参加費：無料 

 

 

■ステージイベント 

時間 内容 

9：55～10：00 オープニング 

10：00～10：15 マスコットキャラクター 海くん・花ちゃんと踊ろう （ダンス） 

10：15～11：15 ＜新春初打ち＞  やんさ太鼓保存会 、 ひたちなか龍神太鼓の会 

11：15～12：15  ＜よさこい披露＞  東海花舞 、 羅森万 、 雅華組 

12：15～13：15 ＜新春初打ち＞  やんさ太鼓保存会 、 ひたちなか龍神太鼓の会 

13：15～14：15 ＜よさこい披露＞  東海花舞 、 羅森万 、 雅華組 

14：15～14：30 マスコットキャラクター 海くん・花ちゃんと踊ろう （ダンス）  

14：30～14：35 エンディング  

 

出演団体の紹介 

【新春初打ち】  

・やんさ太鼓保存会 

年間２５回ほどの県内各地のイベント等でその勇壮な太鼓を披露しているチームです。ヤンサマチの砂

競馬の様子を表した『やんさ太鼓』をはじめ、数々のレパートリーをお楽しみください。 

 

・ひたちなか龍神太鼓の会 

平成１４年に結成し、老人ホームや施設の慰問、地域のお祭りやイベントなどで演奏しています。横打

ちスタイルの動きのある太鼓が特徴で、メリハリのある太鼓をお楽しみいただけます。 

 

【よさこい披露】 

・東海花舞（とうかいはなまい） 

 平成２１年に４年目を迎えるチームです。百数十名の団員で構成されており、３世代に渡る家族的なよ

さこいを披露します。 

 

・羅森万（らしんばん） 

北海道稚内市立稚内南中学校からよさこい踊りを直伝され、歌手の伊藤多喜雄氏に絶賛されたという名

門校の日立市立久慈中学校の OB で結成されたチームです。魂のこもった踊りをご覧ください。 

 

・雅華組（みやびぐみ） 

常陸大宮市を拠点に活動しています。オリジナルの振り付け、鮮やかな衣装、元気いっぱいの舞い踊り

をお楽しみください。 

金 
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■新春お年玉チャレンジ 

今年 初の“運”試し！ 3 種類のゲームに挑戦し、クリアできたポイントの合計

点数により素敵な賞品をプレゼントします。（賞品は以下の一覧をご参照下さい。） 

時間/9：30～16：00 

場所/そよかぜドーム横※賞品引き換えは 1/2（金）16：30 まで 

①どんぐり皿移しゲーム 

制限時間 15 秒以内に、ルーレットで決まった道具でどんぐりをお皿に移し変える

ゲームです。移した個数がポイントになります。 

②まつぼっくり de ストラックアウトゲーム 

まつぼっくりを的に 3 回投げるゲーム。5 ポイントと 10 ポイントの枠があります。 

③コキア de わなげ 

コキアで作った輪で輪投げをしよう！赤色の輪は 20 ポイント、茶色の輪は 10 ポイントです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■そばだんごの振る舞い 

公園で採れたそばを使った“そばだんご”をお客様にふるまいます。（トッピング

には、あんやきなこ、大根おろしなどを予定しています。） 

時間/10：30～、12：30～ 

  定員/各回先着 200 食 ※なくなり次第終了 

 

■伝承遊び体験コーナー 

“はねつき”、“こま”、“めんこ”など、昔懐かしい遊び道具で、自由に遊んでいた

だけるコーナーを設置します。遊び方は、みはらしの里にある、「里の家」の管理協

力員が遊び方を教えてくれます。 

時間/9：30～16：00 

 

■新春願い事ボード 

来年の干支「丑」をモチーフにしたカードに、自由に願い事などを書き、ボードに

貼り付けていただきます。 

時間/9：30～16：00 ※ボード展示期間：1 月 2 日（金）～12 日（月祝） 

 

■温かい食の提供 

会場内に、飲食売店が 2 店舗登場します。地元漁師の郷土食「どんどん焼き」や、茨城県産の食材を使用し

た 「けんちんそば」、温かい「おしるこ」など、冬ならではの食の提供を行います。 

時間/9：30～16：00 

  

ポイント

100

～ 80
ポイント

 79

～ 50
ポイント

 49

～ 10

【ゲームのクリアポイントでゲットできる！賞品一覧】 

プレジャーガーデン 

のりもの券 1,000 円分 

（有効期限：平成 21 年 3月 31 日） 

記念の森レストハウス 

ハーブティ(単品)または 

ほしいもタルト(単品)半額券

公園オリジナルグッズ 

（メモ帳、クリアケース、紙袋）

いずれか 1点 
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「巨大松ぼっくりツリー」と「巨大地上絵」を、正月風に模様替えします。12 月 26 日（金）から作業をはじ

め、27 日（土）からは、ほぼお正月用の装飾に模様替えをしたツリーをご覧いただけます。 

公園を訪れた皆様が、年の瀬の慌ただしさや冬の厳しい寒さを一時でも忘れ、気持ちが和み心温まる

ようにと、まつぼっくりやコキアといった素材の持つ素朴さゆえの力強さに、新年を迎える新たな気持ちを

込めて、お客様をお迎えいたします。 

※デザイン図は 7 ページをご覧下さい。 

 

巨大松ぼっくりツリー 

■正月飾り 

 ツリーの側面に正月飾りを施します。 

 一年の始まりを迎えるにあたり、ご来園いただいたお客様が、つつがなく

一年が過ごせるように祈願します。 

 

■ワラボッチ 

12 月 25 日（木）までご覧いただいたツリー頂上部の「星」を、「ワラボ

ッチ」に付け替えます。 

一般的に、「ワラボッチ」とは防寒と飾りを兼ねて植物に被せる藁（わ

ら）囲いのことですが、茨城県では刈り取った稲藁を綺麗に積み上げた

ものを指します。今回のデザインは、頂上部に「“コキアで作った”ワラボ

ッチ」を付けることで、ツリーを積み上げた稲藁に見立て、茨城県におけ

るワラボッチをイメージしています。 

 

■紅白の繭玉飾り 

 ツリーを囲むコキアの頂上から、紅白の繭玉（まゆだま）の装飾を施し、

年末年始にふさわしいめでたさを演出します。 

※「繭玉」は木綿玉とも呼ばれ、養蚕や綿花を作る地方によって呼び名も異なり

ます。小正月を女正月ともいい，正月のあわただしさが去り女性が一息ついて、

枝に刺した餅を食べたことが繭玉餅とも言われています。 

 

 

 

 

巨大地上絵（「祝 2009」の文字が加わります！） 

「巨大松ぼっくりツリー」と「巨大地上絵」の“丑”の間に、松の間伐材とまつぼっくりで作ったメッセージが

登場します。 

2009 年が良い年になるようにとの願いを込めて、「祝２００９」の文字を描きます。 

  

昨年度実施風景 

（模様替えされた巨大松ぼっくりツリー） 
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巨大松ぼっくりツリー＆巨大地上絵の模様替えについて 

装い新たに！ 



 

 

 

 

 
本公園では、4 年前から毎年、お客様と公園スタッフにより集めたまつぼっくりでツリーを制作し、“公園

を訪れた人々が冬の厳しさや年の瀬の慌しさを一時でも忘れ、気持ちが和み心温まるように･･･”との願い

を込めて、年末から年始にかけて「巨大松ぼっくりツリー」を展示しています。 

今年は新たに、「巨大地上絵」が加わりました。 

どちらもお客様のご協力により集めたまつぼっくりなど、本公園ならではの素材にこだわって作りました。

地味ながらも素材から伝わる「あたたかさ」が醸す、安らかで穏やかなひと時をどうぞお過ごしください。 

なお、隣接する大観覧車からは、ひたちなか地区や太平洋の雄大な眺めとあわせて、「巨大松ぼっくり

ツリー」と「巨大地上絵」のスケール感あふれる、上空ならではの景観をご覧いただけます。暖かなゴンド

ラの中、12 分間の空中散歩をお楽しみください。 

 

 

 

巨大松ぼっくりツリーについて 

 

冬の厳しさや年の瀬に慌しさを一時でも忘れ、公園を訪れた皆様の気持ちが和むようにと、ひたち海浜

公園ならではの素朴な材料“まつぼっくり”で作りました。 

デザインテーマは「太陽」。本公園のロゴマークであるとともに、太平洋の水平線から昇ってくる「日の

出」など、年末年始にふさわしいめでたさをイメージしています。 

ツリーの周りは、太陽の燃え盛る炎をコキアで表現しています。 

 

■展示期間：平成 20 年 12 月 13 日（土）～平成 21 年 1 月 12 日（月祝） 

■材料：園内のアカマツ・クロマツのまつぼっくり、コキア 

■まつぼっくりの数：30,000 個 

■高さ：6ｍ（バスケットゴールの約 2 倍） 

■初登場：平成 17 年 12 月 10 日（今年で 4 回目） 

 

 

 

巨大地上絵について 

 

秋、多くのお客様にお楽しみいただいた“みはらしの丘”の「コキア」や、園内で発生した「マツの間伐材」

など、公園の自然素材を使った巨大アートの下絵に、お客様が「まつぼっくり」を埋めて完成させる“みんな

で作り上げる巨大アート”です。 

デザインテーマは「丑」。2009 年の干支であるとともに、茨城県が誇るブランド牛の「常陸牛」でもありま

す。また、牛の足元に広がる草原をコキアで表現しています。 

 

■ 展示期間：平成 20 年 12 月 20 日（土） 

～平成 21 年 1 月 12 日（月祝） 

■ 材料：園内のアカマツ・クロマツのまつぼっ

くり、コキア、 

マツの間伐材、間伐材で作った炭 

■まつぼっくりの数：50,000 個 

■大きさ：24ｍ×19ｍ（バレーボールコート約 1

面分） 

 

巨大松ぼっくりツリー＆巨大地上絵について 

ひたち海浜公園 

ロゴマーク 
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～トピックス①～ 「まつぼっくり」に願いを！ 

学問の神様「牛」に見守られて落ちなかった“最強のまつぼっくり”をプレゼント！ 
 

巨大地上絵のモチーフになっている「牛」は、“学問の神様”とし

て有名な菅原道真の使いとされています。 

菅原道真は、「牛乗り天神」としても知られており、道真の生まれ

年が丑年であるとか、大宰府で亡くなった際に遺骸を運ぶ牛車が途中

で動かなくなり、その地に埋葬したのが大宰府天満宮の始まりとする

ためなど、古くから牛との深い関わりが語られています。 

ひたち海浜公園では、「ぽっかぽか冬フェア!!」の最終日、「巨大松

ぼっくりツリー」に付いたまつぼっくりをプレゼントするイベント

「ありがとう！まつぼっくりツリー」を行います。これは、学問の神

様の使いであるとされる「牛」の巨大地上絵に見守られ、雨にも風に

も負けずに 1 ヶ月間落ちなかった最強のまつぼっくりを、年始の

縁起物としてプレゼントするものです。受験シーズンに学問のお

守りとしても最適です。 

イベントの詳細は 6 ページをご覧下さい。 

 

 

～トピックス②～ ひたち海浜公園ならではの素材 

 

「巨大まつぼっくりツリー」と「巨大地上絵」は“国産”ならぬ、“ひたち海浜公園産”の素材にこだ

わって作っています。 

 

■ まつぼっくりについて 

「まつかさ」「まつかさぼうず」とも言います。春に花が咲き、

翌年の 10 月頃にまつぼっくりが茶褐色に成熟します。“まつぼっく

り”は硬いうろこ状になった丸い果実（球果）で、開いて羽のよう

になったところの間に種が入っています。つまり、まつぼっくりは

マツの種の“ゆりかご”なのです。 

まつぼっくりは水（雨）に濡れると、その“まつかさ”を閉じま

す。その後、太陽の光などによって乾いていくと、また徐々にまつ

かさを開きます。雨が降った後、まつぼっくりが閉じたツリーを見

ると、晴れた日とはまた違った姿に見えるのです。 また、まつか

さが開く時、耳を近づけてじっと聞いていると、「パチッ、パチッ」

と小さな音が聞こえることがあります。「まつぼっくりツリー」が生

きていることを実感する瞬間です。 

本公園は海岸側にクロマツ林、内陸部はアカマツ林の植生となって

いるため、園内各所まつぼっくりをみることができます。今回はお客

様にも収集にご協力をいただいたまつぼっくりを使用し、ツリーや地

上絵のメインの材料としています。 

  

■ コキアについて 

紅葉する草“コキア”は、夏はライムグリーン、秋は鮮やかな真

紅、晩秋に茶色く枯れるなど、そのたたずまいの移り変わりが魅力

的な植物です。本公園では秋の「みはらしの丘」にて、多くのお客

様にお楽しみいただいた後、茶色く枯れたコキアを、ツリーの周り

や巨大地上絵の「丑」の足もと（草原）に使用しています。 

 

そのほか、園内で発生した「マツの間伐材」で牛の輪郭を縁取り、

「間伐材で作った炭」で牛の目を作ります。ひたち海浜公園らしい

素材にとことんこだわって作る「巨大松ぼっくりツリー」と、「巨大

地上絵」を是非ご覧ください。 

園内で採れた“まつぼっくり” 

みはらしの丘の“コキア” 

イベント 終日（1/12）に実施する 

「ありがとう！まつぼっくりツリー」で、 

年始の縁起物としてプレゼントする 

シリアルナンバー入りまつぼっくり 

5 



 

 

 

その他のイベント（1/2（金）～12（月祝）） 
 

●プレジャーガーデン新春ビンゴフェスタ２００９ 

プレジャーガーデンのアトラクションに乗ってビンゴゲームに参加しよう！抽

選でさまざまな賞品をプレゼントします。特賞は豪華ゲーム機です。 

期間：１月２日（金）～４日（日） 

場所：プレジャーガーデン 

参加費：無料（のりものは別途） 

 

●セルフクラフトコーナー 

園内の自然素材を使ったおもしろクラフトをセルフで体験できます。 

期間：１２月２０日（土）～１月１２日（月祝） 

場所：プレジャーガーデン大観覧車前特設ログハウス 

参加費：無料 

※グリーン工房にはいつでも体験していただけるコーナーがあります。 

 

●大凧・連凧展示 

大凧や連凧など珍しい凧を展示します。 

期間：１２月２７日（土）～１月１２日（月祝） 

場所：そよかぜドーム 

観覧：無料 

 

●大草原！凧づくり教室 

今年のお正月は手作りの凧を、広～い大草原で天高く揚げよう！ 

日時：１月４日（日） 

１０：００～１２：００、１３：００～１５：００ (所要約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 

協力：常陸凧の会 

 

●１００連凧づくり ～みんなの願い天まで届け！～ 

願い事を書いていただいた連凧を揚げます。完成した連凧は、１月６日（火）～１２日（月祝）の

期間、そよかぜドームに展示します。 

日時：１月４日（日） １０：００～１２：００、１３：００～１５：００ (所要約１０分) 

場所：大草原（「大草原！凧づくり教室」と同場所） 

定員：１００名 

参加費：無料 
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●ありがとう！まつぼっくりツリー 

「ぽっかぽか冬フェア!!」 終日となる 12 日（月祝）、縁起の良いまつ

ぼっくりを数量限定でプレゼント！ 

巨大まつぼっくりツリーに使った「雨にも風にも負けず、落ちなかった

強のまつぼっくり」を、シリアルナンバーをつけた木のプレートに載せ

てお持ち帰りいただきます。まつぼっくりを取ったツリーの跡には、願い

を込めてメッセージを書いた紙を貼りましょう。 

 

日時：１月１２日（月祝） １０：００～１５：００ （所要約１０分） 

場所：巨大松ぼっくりツリー前 

定員：４００名 

参加費：無料 

“学問の神様”菅原道真の使い「牛」に

見守られて落ちなかった 

“最強のまつぼっくり”をプレゼント!! 
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