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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
Tこあくつ

・鈴木 
電話（０２９）２６５-９００５ FAX（０２９）２６５-９

※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 

ひたち海浜公園“みはらしの丘”では、１２，０００㎡、３0，０００株の“紅葉する草
色づき始めました。10 月中旬には、紅葉したコキアと 200 万本もの満開のコスモ

がクライマックスを迎えます。 

青い空と海、そしてどこまでも続く真っ赤なコキア・・・その明るく伸びやかな

ない新しい秋の景色です。 

緑から赤へと、コキアの織り成すダイナミックな色の変化をお楽しみいただこう

～10 月 25 日（日）の期間 「コキア de moco フェスタ」 と題して、各種イベント

なお、秋の都市緑化月間にちなみ、10 月 4 日（日）と 10 月 18 日（日）は、入
金等は別途必要）となっておりますので、併せてご案内申し上げます。 

 

平成 21 年 9月 11 日
           

 

 間もなく 開催！
ココキキアア

新しい秋、発見！
見！

         

 

 

秋の都市緑化月間に伴う入入入園園園料料料無無無料料料日日日!!!   111000///444(((日日日)))・・・111000///111888(((日日日)))
（駐車料金等が別途必要となります。）  
年 10月 4日撮影 

     

 

３３９ 

”コキアが少しずつ

スにより、公園の秋

紅葉風景は、他には

と、9 月 19 日（土）

を開催します。 

園料無料日（駐車料



 

 

 

 

 

 

平成２１年度ポスターイメージ（B2）
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コキアとコスモスのコラボレーション 

平

国営ひたち海浜公園では、平成１７年度

り、“今までにない秋の景観創出”、“新た

紅葉の名所”を目指し、「みはらしの丘」

おいてコスモスに代わる植物としてコキ

を植栽しています。 

「コキア de moco フェスタ」は、その認

度の向上やイメージの定着とともに、秋

行楽シーズンにおける利用促進を図るこ

を目的として開催します。期間中は、コ

アやコスモスの織り成すダイナミックな

観をお楽しみいただくほか、花や緑、音

、文化芸術等をテーマに各種イベントも

施します。 

また、期間中は会場周辺において、地元

城の食材や産品を味わいながら、ゆった

お寛ぎいただくために、臨時売店を併設

た休憩スペースを設置します。茨城の食

人情をご堪能ください。 

 実施期間 
平成 21 年 9 月 19 日（土）～10 月 25 日（日）※37 日間 
★期間中、無休 

★10 月 4日（日）・10 月 18 日（日）は入園料無料日（駐車料金等は別途必要） 

 主催 
国営常陸海浜公園事務所 

 会場 
みはらしの丘、中央フラワーガーデン 他 
！

成２１年

い

コキア、ほんのり色が変わり始めました
10 月初旬には・・・  

９月１０日 撮影 
夏には鮮やかなグリーンだったコキアも徐々に秋の支度を始めて

ます。 

色の変化は天候によって左右されますので、お問合せください。
５月初旬の“見晴らしの丘”では、ライトブルー

のネモフィラが一面、咲き誇っていました  



■今年の「コキア de moco フェスタ」のポイント その１ 

 海浜公園のコキアは・・・ 
 
 

 
植物といえば、触って楽しめるものが少ないですが、

海浜公園のコキアは、来
．
て、見
．
て、触
．
って、楽

．
しんでく

ださい。ホワホワに育ったコキアが風にそよぐ様は、

まるで不思議な生きもののよう。 

目玉をつけたら、まるでいたずらっ子のかくれんぼ

です。 

今なら、小さなお子様のちょうど胸ぐらいの背丈。 

不思議な世界にようこそ。 

 

 

 

■今年の「コキア de moco フェスタ」のポイント その２ 

“花々の逆さ見”をテーマにした鑑賞スポット 

       ～みはらしの丘「コキアの逆さ見」～ 
 
スイセン、チューリップ、ネモフィラと春のフラ

ワーリレーでご好評いただいた“花々の逆さ見”鑑

賞スポットを、コキア de moco フェスタ期間中も、

みはらしエリアに設置します。大きな鏡（高さ約 50cm

×幅約 2m×6 枚）を覗き込んでみはらしの丘をみる

と、空とコキア、天と地が逆転した不思議な世界を

お楽しみいただけます。 
 

■期間:9 月 19 日(土)～10月 25 日(日) 

■場所:みはらしエリア 

■観覧:無料  

鏡を覗き込むと不思議な世界が広がります。 

（ネモフィラハーモニー「ネモフィラの逆さ見」） 

 これまでにない植物の
楽しみ方を提案します。

 

スイセンファンタジー2009「スイセンの逆さ見」

チューリップワールド「チューリップの逆さ見」 



■今年の「コキア de moco フェスタ」のポイント その３ 

 

 

期間中は毎日 多彩なイベントを実施！ 
 

（１）「みはらしクイズラリー」 

みはらしエリアを歩きながらクイズを解いていただきます。 

ご応募いただき全問正解された方の中から抽選でプレジャ

ーガーデンのりもの券2,000円分を 100名様にプレゼントしま

す。 

■場所:みはらしエリア 

■参加費:無料 

 

（２）香りの作品展「植物からの贈りもの」 
手作りの石鹸や化粧水等を通して、植物の香りをお楽しみいただきます。   

■場所:テラスハウス 

■観覧:無料 

■協力:永井喜志子 

 

（３）フォトパートナー写真展 

海浜公園ボランティア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。 

■場所:テラスハウス 

■観覧:無料 

■協力:フォトパートナー 

 

（４）花装飾「花 KAZOKU 遊
ゆう

の丘」 

秋の風にゆらぐ花たちを様々なカタチで表現･･･ちょっと違

った見方をお楽しみいただきます。 

■場所:みはらし広場 

■観覧:無料 

■協力:ハンギングバスケットマスター 立川政子 

 

 ９/１９-１０/２５ 
開催 

花・文化、スポーツ、自然に触れる！！ 
 

＜花・文化系のイベント＞ 

（５）コッキー・モスモスをつくろう！ 

コキア de moco フェスタのオリジナルキャラ

クター、コッキーとモスモスの風船を作っていた

だきます。 

■日時:9 月 20 日(日)～23 日(水祝) 11:00～  

■場所:みはらし広場 

■参加費:1個 200 円 
コッキー      モスモス 

コキア de moco フェスタオリジナルキャラクター
■定員:各日先着 250 名 ※当日受付 

 



（６）～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つどい、素敵なハーモニーを披露します。 

■日時:9 月 21 日(月祝)  10:45～14：30 ※順延日:9 月 27 日(日) 

■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 

（７）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、花種等のプレゼントや緑化相談など身近な「みどり」

について感じていただきます。 

■日時:10 月 4 日(日) （入園料無料日※） 

・ガーデニング体験：10:30～、13:30～(所要 30 分)※各回先着 20 名、当日受付 

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

・みどり何でも相談コーナー 10:00～15:00 

■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 

（８）つくってみよう！コンテナガーデン 

秋の草花を使って、コンテナガーデン(寄せ植え)を作っていた

だきます。 

■期間:10 月 11 日(日) 10:00～12:00、13:00～15:00 

■場所:みはらし広場 

■定員:各回先着 30 名 ※当日受付 

■参加費:無料 

※出来上がった作品は園内に展示し返却はいたしません。 

（９）コスモス切花プレゼント 

イベント最終日に、みはらしの丘のコスモスを切花にしてプレゼントします。 

■日時:10 月 25 日(日) 11:00～、14:00～ 

■場所:みはらし広場 

■定員:各回先着 300 名 ※当日受付 

■参加費:無料 
 

＜スポーツ系のイベント＞ 

（１０）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ていただきま

す。 

■日時:9 月 19 日(土) 

■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 
 

＜自然系のイベント＞ 
（１１）海浜公園ネイチャーツアー『沢田湧水地（秋）』 

普段は入ることのできない未開園区域にある沢田湧水地を訪ねて、

可憐に咲くツリフネソウなどの植物や昆虫を観察します。 

■日時:9 月 22 日(火祝) 10:00～、13:30～（所要時間２時間） 

■集合:翼のゲート(西口)  ※事前申込 

■場所:沢田湧水地 

■定員:各回先着 20 名 ※ご好評につき、定員となりました。 

■参加費:200 円 



（１２）スカシユリ増殖作戦！ 

園内で育てた“砂丘の女王”スカシユリの球根を植えていただき砂丘の自然環境について考え

ていただくきっかけとします。 

■日時:10 月 4 日(日)、10 月 18 日(日) （入園料無料日※） 

10:00～12:00 

■集合:風のゲート(海浜口)  ※事前申込（029-265-9001） 

■場所:砂丘エリア 

■定員:各日先着 30 名 

■参加費:無料 

 

 

その他、同時開催イベント 
（１３）ＢＩＧ ＷＡＶＥ 2009 チャリティーダンス パーフェクトリバティ 

レゲエの野外音楽イベント。熱いリズムにのって、夏を締めくくります。 
■日時: 9 月 12 日(土)･13 日（日）12:00～20:00 

■場所:水のステージ 

■主催：BIG WAVE 2009 実行委員会  共催：ひたちなか商工会議所青年部 

 

（１４）ミルクメッセ 2009 いばらき 

絶品の常陸牛や乳製品の試食や、乳しぼり体験、牛乳クッキング教室

など牛乳の面白さを再発見していただきます。 
■日時:10 月 10 日(土)･11 日(日)  10:00～15:30 
■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 

株式会社茨城県中央食肉公社 

 

（１５）オータムフェスティバル 

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コーナー

のほか、地域芸能の披露、また普段見られない火力発電所や常陸那珂港を

巡るバスツアーの開催等、地元茨城の魅力をたっぷり知っていただくイベ

ントです。 

■日時:10 月 18 日(日) （入園料無料日※）9:30～17:00 

■場所:水のステージとその周辺 

■共催:オータムフェスティバル実行委員会・国営常陸海浜公園事務所 

平平成成 2211 年年 1100 月月 44 日日((日日))      
当日実施イベント （７）チャレンジ・ザ・ガーデニング・（１２）スカシユリ増殖作戦！ 

平平成成 2211 年年 1100 月月 1188 日日((日日))    

当日実施イベント（１２）スカシユリ増殖作戦！・（１５）オータムフェスティバル 

 

 

国土交通省の秋の都市緑化月間に伴い、下記の２日間は入園料が無料となります。なお、駐車料金等
が別途必要となりますので、ご了承ください。また、当日は様々なイベントを実施しております。各イベント詳細

と合せてご覧ください。 

   

  

1100//44((日日))・・1100//1188((日日))はは 秋秋秋ののの入入入園園園料料料無無無料料料日日日!!!     



♪ 秋の味覚も大集合 ♪ 

 期間限定！ 

 

 

 

    オリジナル秋の新スイーツ 
 ＮＥＷ♪ 

「コキアの里」 （12 個入り 1,000 円） 
 みはらしの丘での感動をご家庭にお持ち帰りいた

だこうと、春の「ネモフィラの風」に引き続き、秋

のオリジナルスウィーツ「コキアの里」を作りまし

た。しっとりフワフワしたケーキに、茨城県鉾田産

のサツマイモや環境にやさしく健康食品として知ら

れるアシタバ※を使い、コキアの彩を表現しています。
※アシタ

 
バは、二酸化炭素など温室効果ガスの吸収率が高く、環境

期間：9月 19 日（土）～10 月 25 日（日） 

 

に大好評だった海浜公園のメロンパンが秋にも 

） 
旭村

を

期間：9月 19 日（土）～10 月 25 日（日） 土日祝のみ 

地元茨城の豊かな大地の恵みと新鮮な海の幸を味わおう！ 

 

はらしの丘ふもと「みはらし広場」に、期間限定のオリジナルメニューが味わえる臨時売店ス

ペ

食と人情を味わいながら、ゆったりお寛

ぎ

日（土）～10 月 25 日（日） 

 

 

にやさしい素材として着目されています。 

 

■

■場所：西口臨時売店、記念の森レストハウス

 

 

春

「海浜公園のメロンパン」 
（クリーム入り 180 円、プレーン 150 円
日本一のメロン生産量を誇る、鉾田（旧 ）のメロン果汁

たっぷり使った外側がサクッとしたメロンパンです。“クリー

ム入り”にはしっとりメロンクリームが入っています。 

 

 再登場！ 

■

■場所：たまごの森 

 

 

 

 

      

臨時売店「いばらき うまいもんどころ」 

み

ース“いばらき うまいもんどころ”を設置します。 

広場付近には休憩スペースもご用意いたします。茨城の

ください。 

■期間：9月 19

■場所：みはらし広場 

 

ボリューム満点!!“ハム焼き” シラスを惜しげもなく使った

「しらす飯」 



                 

を彩る草花たち 
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※紅葉状況の詳細は追ってご案内いたします。

アカザ科ホウキギ属 

原産：南ヨーロッパ（中国から渡来）

紅葉する草 

コキア 
緑 ：７月上旬～９月下旬 

紅葉：１０月上旬～１０月下旬 

【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。

なお、海浜公園で植栽している品種は観賞用です

ので、実のつきにくい園芸品種を選んでいます。 
 

 

 

 

 

 

 

【ひたち海浜公園のコキア】 
ひたち海浜公園では、「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

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。 

秋の新たな景観創出を目指し、平成17年度に、みはらしの丘の東側斜面5,000㎡に4,500株を試験的に

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、一昨年本格的に

栽。今年は、12,000 ㎡に 30,000 株のコキアを植え付けました。 
【みはらしの丘のコキア】 
◆ 面積：12,000 ㎡ 

（サッカーコート(105m×68m）約 1.7 面分) 

◆ 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 

 

【みはらしの丘のコスモス】 
◆ 面積：面積：20,000 ㎡ 

（サッカーコート(105m×68m）約 2.8 面分) 

◆ 本数：200 万本 

◆ 見頃：10 月上旬～中旬

第１ガーデン 

第３ガーデン 
第２ガーデン 

はらしの丘 

海を望むみはらしの丘では、コキアと、コスモスがご覧いただけます。

10 月中旬頃からは、秋の青空をバックに真っ赤に紅葉するコキアと、

秋咲き大輪」と「センセーション」の 2品種のコスモスの饗宴をお楽

みいただけます。 

まさに海浜公園だけのダイナミックな景観です。 

 

中央フラワーガーデン 
ス 
みはらしの丘
みはらしの丘のコキアとコスモ
標高 58ｍの人工の丘、ひたちなか市で標高が一番高い。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コスモス豆知識 】 
別名「秋桜（アキザクラ）」。属名の「Cosmos」は、ギリ

シャ語の「ｋosmos」（＝「美しい」「秩序」）に由来します。

宇宙のことを cosmos と呼ぶのも同じ語源で、星々や花

びらが整然と並ぶ様子の美しさを称えたものです。 

江戸末期に渡来したと言われますが、明治に入り、東

京美術学校の彫刻教授としてイタリアから招かれたラグ

ーザが、後の妻になる日本初の女流洋画家お玉に描か

せるために、母国から運んで咲かせたあたりから全国に

広まりました。 

 

※開花状況の詳細は追ってご案内いたします。 

キク科コスモス属 

原産地：メキシコ コスモス 9 月下旬～10 月下旬 

 

 

 

 

 

 

中
中

は、

は、

楽し

 

 

 

【ひたち海浜公園のコスモス】 
ひたち海浜公園では、コスモス 25 品種、キバナコスモス 16 品種、計 41 品種を植栽しており、「色」や「形」

の違いをお楽しみいただけます。 
 

央フラワーガーデン 
央フラワーガーデンは BMX コース南側から時計回りに 3つのガーデンに分かれています。第１ガーデン

遅咲きの黄色のコスモスのエリアです。第２ガーデンは、コスモス２５種を披露します。第３ガーデン

１６種類のキバナコスモスが広がります。ガーデンごとにそれぞれ趣きの異なったコスモスの花畑をお

みください（左ページ、地図参照）。 

【中央フラワーガーデンのコスモス】 
◆面積：面積：10,000 ㎡ 
（サッカーコート(105m×68m）約 1.4 面分) 

◆本数：100 万本 

◆見頃：10 月上旬～下旬 

第１ガーデン 10 月中旬～下旬 

遅咲きのイエローガーデンの花畑 
■品種紹介：イエローガーデン 

突然変異で出現した黄色いコスモスを、

玉川大学が長年にわたって品種改良し、

２０年ほど前に従来にはなかった可憐

な黄色のコスモスを誕生させました。 

第２ガーデン 10 月上旬～下旬 
サイケ、センセーション、シーシェルなど、24

品種のコスモスをお楽しみいただけます。 

■品種紹介：サイケ  
コラレット（婦人用襟巻き）咲きで、花

びらの付け根にもう一枚花弁のある、変

わった形の花を咲かせます。 

見頃！！ 
咲きそろいました

第３ガーデン 9月上旬～下旬 
サニー、サンライズなど、鮮やかな黄色や

オレンジの花を咲かせるキバナコスモスの

花畑です。 

■品種紹介：サニーオレンジ 
太陽のようなイメージを持ち、晩夏の暑

さに強く、背丈の低い鮮やかな色合いの

花です。 



 

 

イソギク 11 月上旬～11 月下旬ハマギク 10 月中旬～11 月上旬

秋も続きます！フラワーリレー 

みはらしの里 ソバ 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【規模：約 8,000 ㎡ 800,000 本】 【見頃：9月下旬～10 月下旬】 

里の秋の風情を演出する可憐な花を咲かせる秋ソバ。夏ソバと比べ、収穫量が多いのが特徴。みはらしの里

で収穫されたそばの実はイベントなどで来園者にふるまう予定です。 

  
■その他、続々と秋の花は続きます。 
 

バラ（ローズガーデン） 
株数： 4,000 株 品種数：127 品種  

【見頃：10 月上旬～下旬】 

初夏に開花したバラは夏場につぼみや枝を剪

定し、秋に再び花を咲かせます。  
   

リュウキュウハギ（記念の森レストハウス周辺） 
株数：約 120 株 

【見頃：10 月中旬】 

ハマギク（砂丘ガーデン内 記念の森レストハウス周辺） 
【見頃：10 月中旬～11 月上旬】 

ツワブキ（バーベキュー広場） 
【見頃：10 月中旬～11 月上旬】 

メキシカンブッシュセージ（エノキの丘） 
【見頃：10 月中旬～11 月下旬】 

イソギク 
（砂丘ガーデン内 記念の森レストハウス周辺） 

【見頃：11 月上旬～11 月下旬】 

メキシカンブッシュセージ 

10 月中旬～11 月下旬 

ツワブキ 10 月中旬～11 月上旬

リュウキュウハギ 10 月上旬

バラ 10 月上旬～下旬

平成 20年 9月 20 日撮影 


