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ひたち海浜公園から発信する旬な情報

夏の公園で、ひと夏の思い出を！

まもなく開催！

長い梅雨はまだ開けませんが、時折顔を見せる太陽の刺す光は日に日に強くなっており、本格的な夏が、
すぐそこまで迫ってきています。訪れる夏を楽しく迎えるために、今年もひたち海浜公園では7/12（土）

～8/31（日）に「とびっきり！夏フェア」を開催します。
昨年度から復活し、５年ぶりに開催された「とびっきり！夏フェア！」が、今年はさらにパワーアップ！
夏休みの子ども連れの家族をメインターゲットに、暑い夏こそ思いきり遊んで公園を満喫していただくた
めに、小さなお子様お楽しみいただける「サマーキッズパーク」や、みはらしの丘のコキアを幻想的に変
身させる「コキアライトアップ」を中心に、ひたち海浜公園の豊かな自然や、古き良き文化などを、見て、
触れて、学ぶことができる、夏ならではのイベントを各種ご用意しております。
今年の夏は一度きり。大切な友達や家族とともに、忘れられないひと夏の思い出をひたち海浜公園で作
りませんか？

お問い合わせ先
国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター

広報課 広報係

服部・浅沼・安蔵

〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼 605-4
TEL：029-265-9001（報道関係者の方は 029‐265‐9004・9005 迄） FAX：029-265-9339
ホームページ http://www.hitachikaihin.go.jp “ひたち海浜公園”で検索。

7/12（土）～8/31（日）

今年で２年目のサマーキッズパークは、南口「泉
の広場」に登場！噴水を活用した幼児用の水遊び
ゾーンがこの夏オープンします。幼児でも安心し
て水遊びを楽しめるだけでなく、パパやママも一
緒に涼むことが出来ます。新たに登場する静かな
空間で、夏のひと時をお過ごしください。
“泉の広場フラワーガーデン”では
珍しいヒマワリたちも勢揃い！

プレジャーガーデン内「水遊び広場」は、幼児
用（水深 10cm）児童用（水深 15cm）じゃぶ
じゃぶ池や、水のトンネル、噴水広場があり、
小さなお子様も安心して遊べます。思いっきり
遊んで、暑さを吹き飛ばそう！

噴水の周囲にはミスト
や日除けを設置

8/4（月）～7（木）・8/13（水）～17（日）
18：00～21：00 ※小雨決行・荒天中止

ここにしかない特別な夜が
はじまります…
今年で 2 回目となるコキアライトアップ。音と光
のシンクロにより、舞台となる「みはらしの丘」の
四季を表現する「light of the four seasons」と
カラフルな光が織りなすグラデーションの丘。昼と
はまた違うコキアの表情をお楽しみください。
※詳細は後日ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽにてご案内いたします。

夜ならではの
イベントを楽しもう！
◆タヒチアンダンスショー 8/4（月）
◆ひょうたんランプ展示、◆星に願いを 8/4（月）～7（木）
・13（水）
～17（日）
◆ひたちなかサウンドシップ in ひたち海浜公園
8/14（木）
・15（金）
◆Seaside Star Party ～夏の星座を観察しよう～ 8/15（金）
◆筑波山がまの油売り口上、◆カンカン☆ランタンづくり 8/13（水）
◆ピカピカ☆ブレスレットづくり 8/14（木）
・15（金）
◆野点体験、★古民家 10.0 物語 8/16（土）
◆キラキラ万華鏡づくり、◆ライトアップコンサート 8/16（土）
・17（日）
◆初めてのフォトレッスン ～夜景を撮影しよう～ 8/17（日）

暑い夏、熱中症を予防しよう！

公園オリジナル塩飴を
時間限定で配布！
期間：7/12（土）～8/31（日）
場所：各入場ゲート
時間：“キャンディータイム”
12:00～13:00
無くなり次第終了と
させていただきます。
※内容は変更となる場合もございます

古民家なつかし体験
昔の人はどんな生活していたのか、古民家で見て
聞いて体験してみよう！日本の夏がここにあります・・・
★古民家昔語り 7/12（土）
★古民家で紙芝居 7/20（日）
・8/17（日）
★親子で竹トンボづくり 7/27（日）
★茅葺古民家で昔の暮らし体験 8/24（日）
★梅ジュースふるまい 7/26（土）～8/31（日）

夏休みの自由工作は、ひたち海浜公園で決まり！
作ったものをみんなに自慢しちゃおう！
★陶風鈴の絵付け体験 7/13（日）
★サマーコンサート 7/19（土）
★楽焼に挑戦！ 8/17（日）
★手びねりに挑戦！ 7/21（月祝）
・27（日）
★カラーサンドアート 7/26（土）
・27（日）
★ピカピカ不思議な泥だんご 8/15（金）
・16（土）
★エコ×アート
・ドライフラワーデコレーション 8/23（土）
・エコバッグ作り 8/23（土）
・24（日）
・お絵描きうちわ 8/23（土）
・24（日）
・リサイクルオリジナルルームプレート 8/24（日）
★ならではクラフト 毎週日曜日

★昆虫観察会 7/13（日）
★自然薯育成塾 7/13（日）
・8/23（土）
★海浜おいも塾 7/19（土）
★常陸ふるさと学校
・自然王国 昆虫と遊んで標本づくりに挑戦！ 7/19（土）
・自然王国 昆虫のストーンペインティング 7/20（日）
★プロジェクトワイルド
・アリの行進！！ 8/23（土）
・バッタの世界！！ 8/24（日）

虫や植物にドキドキ、わくわく♪どこま
でも続く大自然で非日常の体験を満喫！
思い出をいっぱい持ち帰ろう！

暑い夏だからこそ、大自然の中で
きもちいい汗を流そう！
★SEA SIDE PARK YOGA 毎週水曜日
★夏空フラ教室 毎週木曜日
★のるでぃっくらぶ 毎月第 3 木曜日
★健康リズム体操 毎月第 3 金曜日
★チャレンジ・ザ・ＢＭＸ 毎月第 2 日曜日
★ツリークライミング
7/19（土）
・20（日）
・8/30（土）
・31（日）

★海浜クイズラリー

★フォトパートナー写真展 ～夏～

★緑コキアの丘を作ろう！

期間中毎日開催 【7/12（土）～8/31（日）】
※ROCK IN JAPAN FES.の会場設営・撤去に伴い、開催しない日もございます。

詳細は、「そよかぜ通信 夏号」、またはＨＰをご参照ください。

コキア
32,000 本
緑コキア見頃：8 月上旬～下旬

みはらしエリアに大集合！夏の花 2014

ジニア

5 品種／約 35 万本
見頃：8 月上旬～9 月上旬

みはらしの里

ウォークイン
スペース

現在：25cm 程度
(2014 年 7 月 8 日)

古民家

夏のコキアはふわふわモコモコ！ぜひ
触ってみてください。「ウォークインス
ペース」での記念撮影もオススメです。

泉の広場

今年からみはらしの里にお引越し。色とりどりの
ビタミンカラーをみて、元気をもらおう！

ヒマワリ

1 品種／約 3 万本
見頃：8 月中旬～下旬

過去最多の 46 品種を植
栽しています。新品種「ハ
ーレークイン」に注目！

現在の様子

プレジャーガーデン各所

(2014 年 7 月 8 日撮影)

タイタンビカス
3 品種／約 3,000 本
植栽場所：プレジャー
ガーデン各所
見頃：8 月上旬～下旬

みはらしの里に初登場！「ビューティフル
サン」一色のヒマワリ畑の中を歩こう！

現在の様子

サマーキッズパーク始まりました!

ヒマワリ
46 品種／約 3,400 本

みはらしの丘

(2014 年 7 月 5 日撮影)

今年初登場！ハイビスカ
スに似た花で、背丈は 2
メートルにもなります。

サマーキッズパーク
7/12(土)～8/31
（日）

