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国営ひたち海浜公園
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ひたち海浜公園では、3 月 21 日(日祝）から「スイセンファンタジー2010」を開催しております。
会場となるスイセンガーデンは、まもなく見頃を迎えます！松林の木漏れ日が作り出す光と影、そし
て６３０品種、１００万本のスイセン。まさに、春が織り上げた神秘の絨毯です。
恋人と、またはご夫婦で手をつないで散策を楽しむ姿、この春の渾身の一枚を収めようと光にこだわって長
時間、カメラを構える姿、親子３世代で記念撮影をされる姿。この会場で百人百様の笑顔と出会えることが、
私たちの喜びでもあります。
また、４月１日からのシルバー料金導入に伴い、園内の公式ガイドマップが新しくなりましたので、合わせて
ご案内申しあげます。

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
こあくつ

ひたち公園管理センター企画課 穂積・小堆・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

松林の木漏れ日が作り出す光と影、そして１００万本のスイセン

春が織り上絨毯の中で

スイセンガーデンの中では、様々なドラマが生まれます。あなたの心の一ページに花が添えられますように。

開催概要
都市公園で最大級の広さを誇る当公園のスイセンガーデン。松林の中、光と樹々の影が創り出す幻想的で華やかな世界、
多彩なスイセンが咲く品種見本園など、スイセンのさまざまな表情を楽しむことができます。約 1ha の松林の下に絨毯のよう
に敷き詰められた 630 品種 100 万本のスイセンが幻想的な世界を創出します。一面に広がる色と香り、光とのシンフォニーを
お楽しみください。
イベント期間中、スイセンの魅力に関する情報を積極的に発信し、
花と緑のある生活の楽しさや素晴らしさを、見て・触れて・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・物販を臨時売店で提供し、茨城の文化、食、
人情を伝えるとともに、茨城の物産の PR を積極的に行い、来園者
の満足度の向上を図ります。

■実施期間
平成２２年３月２１日（日祝）～４月１１日（日）

■主催等
共催）国営常陸海浜公園事務所・ひたちなか市観光協会
※詳細情報については、平成 21 年 3 月 16 日、26 日付けのプレスリリース資料をご参照ください。
ホームページでも公開しています（トップページ 右下のオレンジ色のバナー「プレスリリース」をクリック）。

楽しみ方いろいろ、百人百様。。。

スイセンの中をサイクリングで駆け抜ける
もよし、花の中で歓談を楽しむもよし。会
場は、様々なお客様で賑わっています。

～速報～

スイセン開花情報（平成 22 年 4 月２日現在）
●ここ数日、肌寒い日が続き、全体的に開花が停滞してお
ります。また、品種により開花時期が異なるため、スイ
センガーデン全体としては３～４分咲き。
●今年は遅咲き系の品種を多めに入れているので、４月中
旬までお楽しみいただけます。
●スイセンガーデンに彩りを添える鮮やかなピンクのハ
ナモモが咲き始めました。
平成 22 年 3 月 30 日 スイセンガーデンの様子

これからお楽しみいただける人気のスイセン
左）“プリンセス・キコ”
秋篠宮妃紀子殿下にお名前を
いただいたスイセンの直系の子孫。
※本日、最初の１輪が開花しました！

中）“アクタエア”
口紅スイセンとも言われ、花には
香りがあります。
右）“スウィート・ラブ”
スイセンガイドさん達が自ら植えた
品種。うつむき加減で花を咲かせま
す。

NEW！！
新規登場イベント

ピックアップイベント
～はじめてのフォトレッスン～春花日和
海浜公園の撮影ポイントを知り尽くした
公園ボランティア“フォトパートナー”の皆さ
んが、おすすめスポットをまわりながら、初心
者の方を対象に撮影方法などのワンポイントア
ドバイスを行います。

■日時: 3 月 31 日(水)、4 月 10 日(土)、4 月 14 日(水)、
4 月 24 日(土) 、5 月 8 日(土)
■受付: テラスハウス 10:00、13:00 (所要:約 60 分)
■定員: 各回先着 15 名
※事前申込
■参加費: 無料
■協力: フォトパートナー
※天候により中止になる日があります。
※カメラをご持参ください（コンパクトカメラ可）
。
初回の 3 月 31 日は、ご自分が描かれる絵の下絵として写真を
撮られる方、花が大好きな方、様々なお客様が参加されましたが、
今回はアングルのおさめ方などを中心に講習しました。
写真に写る空の配分を少し変えたり、人物の向きと空けるスペ
ースに工夫をしたり、花の向きを気にしたりするだけで写真がぐ
っと良くなるのを実感していただけたと思います。一枚でもいい
ので、自分が気に入った写真を撮って帰ってくれたら嬉しいです
ね。
（フォトパートーナー阿部さん 談）

公園の名場面を知り尽くしたエキスパート公園ボランティア

フ ォ ト パー ト ナ ー
「フォトパートナー」は、ひたち海浜公園で活動するボランティア
団体（パークパートナー）の１つで、四季を通じて、市民の視点から
魅力的な公園の風景を記録することを目的として平成 11 年に発足し
ました。現在、ひたちなか市写真家協会から推薦を受けた 6 名が活動
しています。
ただいま、活動発表の場である「フォトパートナー写真展」を、テ
ラスハウスで開催中（年２回開催）
。
また、初心者の方にも写真の楽しさをしっていただく「～はじめて
のフォトレッスン～春花日和」という講座も開催し、公園での活動の
幅を広げています。

フォトパートナーの阿部さんに聞きました

海浜公園の楽しみ方
フォトパートナーになって 10 年、毎年、海浜公園をとり続け
てきましたが、ネモフィラが登場し、コキアも登場し、年々違う
表情を見せてくれるのが楽しみです。これから、スイセン･チュー
リップ・ネモフィラと花の見どころが続きます。その日その日によ
って、光も違いますし、時間帯によっても変わります。何度、撮っ
ても満足するということはありません。
フォトパートナー代表

阿部拓生さん（左）

撮影を終えてメンバーと語らう

４月１日シルバー料金に伴い

ひたち海浜公園公式ガイドマップ リニューアル！！
４月１日から始まるシルバー料金（６５歳以上）の導入に伴い、海浜公園の公式ガイドマップがリニュー
アルしました。公園に訪れる前のお客様がプランを組まれるためのものと、実際に公園に訪れたお客様に
園内でお渡しするものと、２タイプをご用意しました。

ひたち海浜公園公式ガイドマップ（園外配布用）

公式ガイドマップ
【特徴】

公式ガイドマップ
【特徴】

その１（園外版）

公園の基本情報や１年間通じての花の見頃、イベントや食など、情報が満載です。
園内での所要時間などの参考にオススメコースも掲載しています。また、周辺の観光情報
なども盛り込みました。

その２（園内版）

園内でどこにいるのか迷わないように、園内施設を写真で紹介し、グリッドを使って、現在
地を把握できるように工夫しました。また、周辺の観光情報なども載っているので、公園で遊
んだ後に周辺施設にまわるのにも便利です。

～トピックス～ シルバー料金始まる！！
平成 22 年 4 月 1 日（木）から、満６５歳以上の方を対象に公園の入園料金にシルバー料金が導入されます。

入園料金
年間パスポート

一般 ４00 円
→ シルバー ２００円 ※団体料金設定はありません。
一般 ４，000 円 → シルバー ２，0００円

★駐車券付年間パスポートもシルバー料金で販売！ 一般 ６，000 円 → シルバー ４，0００円
※駐車券付年間パスポートは登録車両（普通車）１台のみ有効です。

＜公園ミニ便り＞
３月末なのに、冬に舞い戻りしたかのような寒さが続き、３月２９日には雪まで降りました。まさか、
この時期に雪とはびっくりしました。
３月 16 日付のプレスリリース資料で、咲き始めたとお知らせした原種系のチューリップの姿を皆さ
んにお見せしたいと写真を撮ってきました。ここ数日の寒さで、やや停滞気味ですが、暖かい日が
続くようになれば、一気に開花が進む見込みです。
今年は遅咲きのスイセンを多めに入れているので、後半はチューリップと一緒にお楽しみいただ
けるのではないかと期待しています。（す）
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