
        

         

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 2010 年 4 月 23 日
国営ひたち海浜公園 

PRESS RELEASE 

お待たせしました。ひたち海浜公園でネモフィラが開花を始めました。 

今年は４月に入ってからも寒い日が続き、東京でも４１年ぶりに雪が降ったことがニュースを賑わせました。 

植物への影響も心配されましたが、海浜公園では基本的に例年並の開花状況となっております。 

現在、３分咲き。見ごろはＧＷになりそうです。 

標高 58ｍのみはらしの丘、一面に咲く、450 万本の真っ青なネモフィラ、青い空、丘の向こうに広がる

海・・・見渡す限り、青一色の世界です。 

今年は、5 月 1 日（土）～23（日）の期間「ネモフィラハーモニー」と題して、各種イベントを開催します。４月

下旬なら、今年のスプリングフラワーリレーの３大主役、スイセンとチューリップ、ネモフィラを一度にお楽しみいた

だけます 

見見渡渡すす限限りり、、青青一一色色のの世世界界 ネネモモフフィィララ開開花花始始めめままししたた  

ネモフィラハーモニー5/1（土）～23（日）間もなく開催！

春季における都市緑化推進運動期間に伴う入入入園園園料料料無無無料料料日日日!!!   555///555(((水水水祝祝祝))) ※小人（小中学生）のみ  

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・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 

平成 21 年 4 月 22 日 撮影



 

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現現在在ののみみははららししのの丘丘のの開開花花状状況況  

■平成 22 年 4 月 21 日現在 

間もなく、「みはらしの丘」では、植栽面積３.５ｈａ、４５０万本のネモフィラの花が見頃を迎えます。 

現在、３分咲きで、まだ緑が目立つ状況です。 

ＧＷには最盛期を迎える予定！ 

なお、５月下旬までお楽しみいただけます。 

 

咲き始め 

ました！ 

  

 

 

 

今年で 9 年目となるみはらしの丘の“ネモフィラ”は、本公園におい

て最もストレートに青を表現した最も海浜公園らしい景観です。このネモ

フィラの認知度をさらに向上させ、本公園の更なる利用促進に繋げるた

め、また、スイセンから始まった春のフラワーリレーの締めくくりとして、

景観重視の演出を行うとともにネモフィラに関する情報を積極的に発信 

 間もなく開催 



 

４４月月にに入入っっててかかららのの寒寒ささがが心心配配さされれままししたたがが  

例例年年並並のの開開花花状状況況でですす！！ 

平成２１年 4 月１９日 みはらしの丘にて
し、体験を通じてその魅力を感じていただくための各種イベント

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「いばらき うまいもんど

ころ」で提供します。茨城の食と人情を伝えるとともに、“花と

食”にこだわったイベント展開を行うことで、茨城の物産の PR

を積極的に行うとともに、スイセンファンタジー2010、チューリ

ップワールドに引き続き、ゆったり寛いで楽しんでいただけるよ

う、休憩スペースを充実させ来園者の満足度向上を図ります。  
期間中、何度も遊びに来たくなる仕掛け

がいっぱい！花めぐりスタンプラリー 



 

 ネモフィラを始めたのは２００２年・・・ 

「花壇の脇役に使われる、この花が 

主役になるとは、誰も思いませんでした」 
 

当時のネモフィラのイメージは、寄せ植

えなどで使われる脇役の花。この小さな花

を主役に景観を作るなんて誰も考え付き

ませんでした。 

今でこそ、「いばらき花名所」として、

花いっぱいの公園として定着したひたち

海浜公園ですが、ここに至るまでには様々

な試行錯誤がありました。このみはらしの

丘のネモフィラもその一つです。 

 

春は、スイセン、チューリップ、ナノハナ、ポピーと様々な花々が海浜公園には登場しますが、実は

初夏に差し掛かるこのシーズン、チューリップが終わりに近づき、ポピーにはまだ早い端境期なのです。

せっかくのＧＷに訪れていただくお客様に楽しんでいただける花はないか。そんな試行錯誤の中、出会

ったのがこのネモフィラでした。可憐で可愛いけれども、主に花壇の脇役で使われてきた花・・・ 

 

現在、ネモフィラが一面を覆う「みはらしの丘」は、もとも

と米軍に接収された水戸対地射爆撃場跡地で、その後、県内の

建設発生土を受け入れた人工の山であることをご存知でしょう

か。当時の担当者は丘に立ったとき、青いこの可憐なネモフィ

ラが空に溶け合う景色がひらめいたそうです。 

当時は未開園区域の土の山、反対の声も多かったと聞きます。

まずは、現在の丘の形に整地するところから始まりました。長

い時間をかけて土壌の改良を行なって植栽を開始したものの、

一面の青を実現するのは苦難の連続でした。本当に成功したと

いう感触は、８年目を迎えた昨年度。そして、今年は昨年度の

反省点をさらに検討して、再び、今年も見事なネモフィラの花

を皆さまにご覧いただけることになりました。 

  

～～  ネネモモフフィィララ  ～～  英英名名：：ベベイイビビーーブブルルーーアアイイズズ  

ネモフィラとはハゼリソウ科の一年草で、北米（カリフォルニア）

原産の花で、ひたち海浜公園では空色に咲く「インシグニスブル

ー」という品種を咲かせています。その可愛らしい花色・花姿から

英名で「ベイビーブルーアイズ」(赤ちゃんの青い瞳)と呼ばれてい

ます 

 “ネモフィラ”はギリシャ語の nemos（小森）と phileo（愛する）が

組み合わさった言葉で、森の周辺に生育していることが多いとこ

ろから来ています。和名を“瑠璃唐草（るりからくさ）”と言い、日

本には 1877 年に渡来しました。 

みはらしの丘になった場所からも多数

の不発弾が掘り起こされました。 

建設発生土の山が、今は茨城を代表する花景色に・・・ 



 

 

   

   季節限定販売 

ネモフィラブルーを味わう！ 
 

ネモフィラ畑のソフトクリーム 

初夏の風に揺れるネモフィラをイメージした爽や

かなブルーのソフトクリームが新登場！ 

販売期間：4 月 17 日（土）～5 月 23 日（日） 

販売場所：中央ゲート付近、里の家 

価 格 ：300 円 

 

 第一号のお客様です！ 

ネモフィラの風（カスタードクリーム入） 

米粉、山芋を練りこみしっとり上品な口当たりの生地で餡を

包み込んだ洋風饅頭です。青いネモフィラをイメージして、職人さ

んがひと刷けずつ丁寧に仕上げています。 

昨年登場し、累計 15,000 個売り上げた大人気商品。 

今年はブルーベリー餡に加えて、

カスタードクリームを白餡包み込ん

だ新しい味が登場。ネモフィラの感

動をご家庭にお持ち帰りください。 

販売期間：4 月 17 日（土）～5 月 23 日（日） 

販売場所：西口付近、中央ゲート付近、里の家、記念の森レストハウス、ショップサンサン 

価 格 ：1000 円（12 個入り） 

ネモフィラの風（ブルーベリー）に 8 個入り（ 700 円）が出来ました！ 

2002 年から４年間は、未開園区域を期間限定で公開する形で、植栽面積

1.5ha から始めました。最初は丘の裾野は白色の“マクラータ”、空に近づく

につれ、青い“インシグニスブルー”という品種を入れて、白から青へのグ

ラデーション効果を狙いました。しかし、実際に試してみると、広大な面積

で白は映えないばかりでなく、白い“マクラータ”の勢いが強く、“インシグ

ニスブルー”が押されてしまうという状況が発生しました。 

私が初めて見たみはらしの丘は、“マクラータ”が優勢で、今のような青い

姿ではありませんでした。一度、撒いてしまった“マクラータ”を取り除く

のはとても難しく、また、霜でやられた年もありました。空と海と溶け合う

青い景色を実現させる舞台裏には様々な困難がありました。本当の意味で成

功したのは、昨年からとも言えます。寒い日が続いたので心配していました

が、今年も見事な青一色の世界をご覧いただけそうです。９年間の集大成と

も言える青の景色をご堪能ください。 

 わ～い、一番乗りで 

食べちゃった！ 

 おいしい～～～

白餡とブルーベリーのコラボレーション 

カスタードクリーム味は 

やさしい味わいです 

管理センター長  

中山 広美 



 

      の楽しみいろいろ 

 

 

      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！ 

臨時売店「いばらき うまいもんどころ」 
 

ネモフィラハーモニー会場付近と中央芝生広場に、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。茨城の食

と人情を味わいながら、ゆったりお寛ぎください。 

■場所：ネモフィラハーモニー期間中（みはらし広場） 

期間：～5月 23 日（日）※予定 

■場所：中央芝生広場（中央サイクルセンター前） 

期間：～5月 23 日（日）※予定 

 

期間中のイベントいろいろ 
 

（１）花めぐりスタンプラリー 

スタンプは全部で１０種類。花の開花に合わせて、次々新しい

スタンプが登場します。スタンプを集めていくと、園内の花の見

どころを制覇することに。お花の終了とともに、スタンプも終わ

ってしまうのでお早めに！ 

 

■日時:～5月 23 日(日) 

■受付:当日受付 

※ラリーカードは各ゲート・テラスハウスに 

設置してあります。 

■参加費: 無料 

 

（２）アートスペース 

テラスハウスはこの期間、「アートスペース」に変身。 

天井から展示された染色作品や窓越しの光を受ける押し

花アートや、園内の四季折々の様子を映し出した“フォトパ

ートナー”の皆さんの写真を展示します。 

  

■日時:～4月 11 日(日) 

■場所: テラスハウス 

■閲覧: 無料 

■協力: 林恵美子（染色作品）、藤枝三枝（押し花）、 

フォトパートナー 

 



 

 

（３）～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: 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）。 

 

 

 

 

ＧＷ期間中のイベント 
 

■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、緑の

相談コーナー等「みどりの日」に因むイベントが盛り

だくさん。花の種などのプレゼントもあります。 

・ 日時：５月４日（火･祝） 

・ 場所：中央芝生広場（中央サイクルセンター前） 

・ 協力：（社）茨城県造園建設業協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜公園ミニ便り＞ 

今年のネモフィラは花だけじゃなくて、“食”も充実しています。青というのは、食の世界ではなかなか使われない色だそうです。でも、海浜公園ではネ

モフィラにちなんだ青いスウィーツに挑戦！昨年、ブルーベリー餡が大ヒットした「ネモフィラの風」に、今年はカスタード味が加わり、さらには「ネモフィラ

の畑のソフトクリーム」も登場。見かけが可愛いだけでなく、味も美味しいんですよ。（す） 

 参加無料 

春季における都市緑化推進運動期間に伴い 

小人（小中学生）のみ 555///555(((水水水祝祝祝)))ははは入入入園園園料料料無無無料料料!!!      

～ひろげよう、育てよう、みどりの都市～ 

春季における都市緑化推進運動期間（4 月 1 日～6 月 30 日）の一環として、5/5(水･祝)は、国営ひたち

海浜公園の入園料金が小人（小中学生）のみ、無料（駐車料金は別途必要）となります。  



 

 

平成 22 年 4 月 18 日 撮影 


