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ビタミンカラーが鮮やかな 

夏も元気いっぱい！ ジジジニニニアアア   をお楽しみください。 

～季節の花便り～ 

国営ひたち海浜公園 

PRESS RELEASE 

花が少なくなる夏ですが、現在、大草原フラワーガーデンで約 6,000 ㎡（テニスコート９面分）の畑

に、10 品種 50 万本の「ジニア」が開花中です。 

一般的には「ヒャクニチソウ」の名前で親しまれているので、こちらの方がピンと来る方もいらっしゃるか

もしれません。赤・黄・白・桃・橙色などビタミンカラーの元気いっぱいの花色と、花の少ない夏から晩秋に

かけて長い期間咲くのが特徴です。 

海浜公園では、本格的なジニアの花修景に取り組んで 3 年目。 

今年は、品種の豊富なジニアの魅力を楽しんでいただくために 10 品種をセレクトし植栽デザインに力

を入れました。 

東西に 200ｍ続くジニアの花畑を、隣接するサイクリングコースから自転車に乗って走り抜けたり、観

覧車などの高い場所から広大な花畑全体を眺めたり、それぞれの品種による魅力の違いを楽しんだり、

楽しみ方も十人十色です！ 
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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・小堆
こあくつ

・鈴木 
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 



ジニア 
 

 

 

【ジニア豆知識 】 

「ジニア」の名は、ドイツ人の植物学者ツイン（J.G.Zinn）に因みま

す。 

和名を「ヒャクニチソウ（百日草）」と言いますが、１つの花が百日間

咲き続けるという意味ではなく（１つの花の開花期間は１０～１５日程

度）、同じ株に次々と蕾が付いて花が咲くことから、開花期の長いこと、

花持ちのよさを表しています。別名の「チョウキュウソウ（長久草）」、

「ウラシマソウ（浦島草）」も同様です。 

 

【ひたち海浜公園のジニア 】 

海浜公園で、本格的なジニアの花修景に取り組んで 3 年目。 

今年は、品種の豊富なジニアの魅力を楽しんでいただくために 10

品種をセレクトし植栽デザインに力を入れました。 

 

１．広大な花畑 

面積： 6,000 ㎡（テニスコート 9 面分） 

全長：東西 200ｍ 

本数： 50 万本 

場所：大観覧車の北東側に広がる大草原フラワーガーデン 

 

２．品種の豊富なジニアの魅力を楽しんでいただくために 10品種をセレクト 

最近では、草丈大小や一重咲き・八重咲きなどの従来からある特徴とは異なる品

種も出てきています。 

今年は、花の色が２色咲きの品種や花びらに絞りが入る品種や花の大きさが

10cm にもなるような品種（通常は 6cm～8cm）等、おすすめの１０品種をセレクトしま

した。 

 

３．十人十色の楽しみ方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開花：7 月下旬～９月下旬
キク科ジニア属一年草 

原産地：メキシコ 

自転車に乗って走り抜ける 

大草原フラワーガーデンは、サイクリングコー

ス沿いにあります。東西に 200ｍ続くジニアの花

畑を、自転車に乗ってお楽しみいただくのもおす

すめです。

上空から楽しむ 

観覧車に乗って花畑全体を楽しめるが海浜公園

の魅力。今年は品種ごとの特徴を生かして植栽デザ

インを行いました。高い場所から眺めるとジグザグに

交互に品種を配色してあるのがわかります。 



 

 

 

 

一重咲きから万重咲きまで 

一重咲きから、八重咲きまで揃うのはプロフージョンやオールドファッショ

ン。マゼランやジニータは八重咲き、多くの花弁が重なりあって咲く万重咲

きのプルチノなど、品種によりバリエーションが様々。 

巨大輪と小輪 

花径は 8cm 以上のマゼランやスウィズルのような巨大輪から花径が約

4cm と小輪のジニータまで、お花の大きさも様々。 

カラフル 

赤・桃・黄・橙・白など様々な色のバリエーションがあります。オールドファ

ッションは黄色と暗褐色のコントラストがきれいな 2 色咲き。スウィズルも

赤と白、赤と黄の 2 色咲きです。花壇も一色で植栽したり、色をミックスし

たり、様々です。 

高性種と矮性種 

高性種で草丈 80cm にもなる No.17・21 や 20ｃｍ程度の矮性種のマゼラン

まで、草丈も様々。 

 

 

 

 

 

 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩 い て   楽 し む 
花畑の中には、散策できる小道があります。ゆっくりと歩きながら大観覧車を背景に写真を撮ったり、立ち止まっ

て花の間近にしゃがみ、下から眺めて青空とのコントラストを観賞するなど、さまざまな楽しみ方があります。今年

は品種数の多さも魅力のひとつ。 

～～～ジジジニニニアアアとととととともももににに楽楽楽しししむむむ葉葉葉～～～   

今年新たに、カラフルなジニア

の花をより鮮やかに引き立てる

「ユーフォルビア」をジニアの周

囲に植栽しました。白い縁取りの

ある葉を楽しむ、涼しげな印象の

植物です。 

【和名：初雪草】トウダイグサ科ユーフォルビア属 

 

品種の豊富なジニアの魅力を楽しんでいただくため 10 品種をセレクト！

当初予定していた品種の種子が手に入らずタネのまき時期に差がでて苦労しました。

また梅雨時期の為に病害虫の発生や雑草の繁茂に注意しながら大切に育てました。 

品種ごとの特性を生かして配色したので、橋の上や観覧車から見るとパレットに

様々な色を出したように見えるのが面白いと思います。 

ひたち公園管理センター 業務課管理係 渡辺 

No.1～4 ドリームランドシリーズ 
No.5・7・9 オールドファッション 
No.10 ジニータ 
No.6・8 ピーターパン 
No.11・12 スウィズル 
No.17・21 ダリア咲き 
No.13・15・18・20  

プロフージョン（八重咲き）

No.14・16・19 マゼラン 
No.22～26 プロフージョン（一重咲き）

No.27 プルチノ 

プロフージョン（一重咲き）  プロフージョン（八重咲き） 

一重から八重咲きまで変化に富み、色も豊富。単色で植栽している。

プルチノ 

多くの花弁が重なりあって咲く万重

咲き。赤・黄・橙･白などの花をミッ

クスで植栽している。 

オールドファッション 

黄色から暗褐色のコントラス

トが美しい2 色咲き。一重から

八重咲きまで変化に富む。 

マゼラン 

矮性で大輪種。八重咲き。3

色を単色で植栽している。 

ジニータ 

半球形で、小輪、八重咲き。赤・

黄・橙･白などの花をミックスで植栽

している。 

担当者からの 

ひとこと 



 

         

 

 

 

 

 

  

開花: ８月上旬～中下旬 

開花：８月上旬～９月中旬 

【ミニヒマワリマンチキンとは 】  

ミニヒマワリの品種「マンチキン」は、花色は黄色。わい性で一

重咲き。やや晩性タイプのヒマワリ。高さは 60ｃｍ以上。 

 

【ひたち海浜公園のミニヒマワリマンチキン】  

南口から程近い「泉の広場」の花畑 900 ㎡に、5,000 本を植え

ています。 

コンパクトながらも、太陽の光をいっぱい浴びて沢山の花を付

け、広場を見事に彩る様をお楽しみ下さい。 

【ハマゴウとは 】  

本州・四国・九州・沖縄の比較的暖かく日当たりの良い海岸の

砂地に自生する落葉低木。砂の堆積に応じて太く発達した地下

茎を伸ばして分岐し、枝は地表を這うように伸び上がります。 

葉裏はビロードのような白く細かい毛で覆われており、高温や

乾燥など砂丘の厳しい環境から葉を守っています。 

 

【名前の由来 】  

７～９月、枝の先に青紫色の花を多数つけ、秋には球形の淡

黒色をした実になります。 

 学名は Vitex rotundifolia といい、「Vitex」はハマゴウ類の枝で

かごを編んだことから「vieo（結ぶの意）」に由来し、「rotundifolia」

は「円形の葉」を意味しています。 

また、和名の「ハマゴウ（浜栲）」は、一説に、浜辺に生育する

植物で枝葉が持つ芳香から「浜香」が転じてこの名が付いたと

言われています。 

 

【ひたち海浜公園のハマゴウ 】  

 青紫色の花と、白い密毛で覆われた明るい葉色のコントラスト

が涼しげなハマゴウは、砂丘ガーデンを中心に、園内各所で開

花しています。 

 

【現在お楽しみいただけるその他の草花】 

ハマゴウ クマツヅラ科ハマゴウ属の落葉低木

原産地：東アジア～豪州 

ミニヒマワリ 

マンチキン 
キク科ヒマワリ属一年草 

原産地：北アメリカ 
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■■■   トトトピピピッッックククススス   ～～～人人人々々々ののの生生生活活活ににに溶溶溶けけけ込込込んんんだだだ植植植物物物～～～   

乾燥させたハマゴウの果実は、鎮痛、鎮静、消炎効果などがあり、「マンケイシ（蔓荊子）」

と呼ばれる生薬として漢方薬に配合されます。また、ハマゴウは植物全体に芳香があるため、

枝葉を線香に用いるほか、特に香りの強い実を枕に入れるなど、生活の中のさまざまな場面で

利用されています。 

平成 20 年 8 月 1 日撮影 



 

 

国営ひたち海浜公園では、一昨年度（平成１７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

栽しています。 

そこで、その認知度の向上やイメージの定着とともに、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ます。期間中は、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た各種イベントも実施します。 

また、イベント期間中、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を臨時売店で提供し、茨城の食と人情を感じ

ゆったり寛いでいただける休憩スペースの充実を図ります。 

 
※イベント開催近くになりましたら、 

詳細を改めてご案内いたします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ひたち海浜公園のコキア 】 

◆ 場所：みはらしの丘  

◆ 面積：12,000 ㎡  ◆ 株数：30,000 株 

◆ 時期：緑色のコキアは 7 月上旬～9 月下旬 コキアの紅葉は 10 月上旬～10 月下旬 

【コキア豆知識 】 

アカザ科ホウキギ属 原産：南ヨーロッパ（中国から渡来） 

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。 

“コキア de moco フェスタ通信” 

 

 緑コキア、すくすく育ってます！
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 今年のコキアは来
・

て、

見
・

て、触
・

って、楽
・

しんで！

7 月 4 日 １５ｃｍ 7 月２２日 ３０ｃｍ！ ８月９日 ４５ｃｍ！！ 
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