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国営ひたち海浜公園
PRESS RELEASE
季節の花便り

「丘を覆いつくす “

”」について

謹啓
仲秋の候 皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、ひたち海浜公園の名所「みはらしの丘」のコスモスが現在３～４分咲きとなり見ご
ろを迎えましたので、ご案内いたします。
今年のコスモスの出来は、７月下旬に播種をして以来、３度の台風直撃を受けました
が、新たに取組んだ「筋蒔き」、「切り戻し」という栽培手法が功を奏し、例年以上の出来栄
えと自負しております。太平洋を一望できるみはらしの丘※30,000 ㎡に 500 万本のコスモ
スが咲く様は圧巻です。
なお、コスモスの開花にあわせて１０月２３日までコスモスフェスティバルとして各種イベ
ントを開催しておりますのであわせてご案内いたします。
※みはらしの丘は、県内で発生する建設残土を利用し現在海抜 50m まで造成されてい
ます。
つきましては、皆様には御多忙中のことと存じますが、取材並びに記事掲載の程よろし
くお願い申し上げます。

撮影：平成 17 年 10 月 2 日みはらしの丘にて

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・田中・小池
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

◆ひたち海浜公園のコスモス
今年の特徴
メイン会場となるみはらしの丘は、海辺に近く、台風の影響を受けやすい場所です。昨年は、２度の台風直撃
による大打撃を受けました。そこで今年は、台風に負けない大胆な工夫をしています。
き りもど

その一

「切戻し」成長途中で茎や枝を切り詰め背丈を抑えます。すると、一本一本の株が丈夫になり、花芽
がたくさん付きます。
すじま

その二

「筋蒔き」通常は、“ばら蒔き”で種を蒔きますが、筋蒔き手法により、風の通りが良くなって株がしっ
かりと根を張り、台風に倒れにくいコスモスが育ちます。

全体数量と品種数

総計８００万本

３７品種

（１） みはらしの丘（本数：５００万本、見頃：９月下旬～１０月下旬、面積：３０，０００㎡（サッカーコート＊約４面分））
海を望む丘陵地でのコスモスは秋空にも映え、最高のロケーションを演出します。丘のコスモスは、
秋咲き大輪系品種とセンセーションを使っております。

＊

サッカーコート (105m×68m で計算)

みはらしの丘のコスモス

（撮影：平成１５年１０月）

（２） 中央フラワーガーデン（本数：１００万本、見頃：９月下旬～１０月下旬、面積：１０，０００㎡（サッカーコート 1.4 個分））
３７品種全てがご覧いただけます。駐車場よりの第２ガーデンは全品種のコレクション、BMX に近い第１ガーデン
では３品種混合して１０月中いつでも見頃をお楽しみいただけます。また、第３ガーデンは、鮮やかな黄色やオレ
ンジの花をつけるキバナコスモスの花畑となっております。
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（撮影：平成１７年１０月）

（３） 泉の広場（本数：５万本、見頃：１０月中旬～１１月上旬、面積：８００㎡）

ٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛ
黄色のコスモス、イエローガーデンの花畑です。モニュメントとイエローガーデンの取り合わせが芸術
の秋を演出してくれます。
（４） その他園内各所（本数：計２００万本、見頃：１０月上旬～１０月下旬）
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◆コスモスフェスティバルの内容
期間：平成１７年９月２３日（金）～１０月２３日（日）
※１０月９日（日）及び１０月２３日（日）は無料入園日
実施場所
みはらしの丘周辺、中央フラワーガーデン周辺、そよかぜドーム等
※フェスティバル期間中、みはらしの丘麓にはコスモスの絵柄で壁面を演出したイベント用及び物販用特設プ
レハブを設置します。なお、イベントのない平日については、休憩施設としてお客様に提供します。
主催等
主催：国土交通省関東地方整備局 国営常陸海浜公園事務所
財団法人公園緑地管理財団 ひたち公園管理センター
共催：ひたちなか市観光協会
各種イベントの概要
（1）ひたち海浜公園オータムフェスティバル
日時：１０月２３日（日）
場所：そよかぜドーム及びその周辺
内容：そよかぜドーム内のステージイベント、周辺の特設テントでの観光ＰＲや地域物産紹介等を中心に行いま
す。
①柏原芳恵ライブ
「ハローグッバイ」や「春なのに」を大ヒットさせた永遠のアイドル
柏原芳恵のライブステージを開催します。

②常陸ふるさとフェスタ
海浜公園整備促進協議会参加自治体による観光ＰＲをはじ
め、特産品やお土産品を販売するコーナーのほか、那珂市
の大助囃子の山車の実演、大洗高校マーチングバンド、や
んさ太鼓など地域芸能の披露を予定しています。

２

③ひたちなかフェスタ
茨城県ひたちなか整備課主催により、普段は見学できない火力発電所や常陸那珂港をバスに乗って巡る、
ひたちなか地区の紹介バスツアーを実施します。
④茨城のうまいもの大集合
野菜と海産物の王国「茨城」を代表する各地のおいしい食べ物を提供します。

（2）フォトパートナー写真展
日時：９月２３日（金）～１０月２３日（日）
場所：記念の森レストハウス
内容：当公園では、公園を代表する風景や季節の花々を撮影していただくボランティア「フォトパートナー」が活
動しています。そこで、フォトパートナーの活動成果を発表する場として、また当公園の魅力的なスポット
を紹介する場として、フォトパートナーのみなさんによる写真展を行います。
協力：フォトパートナー

（3）おしばなアート展
日時：９月２３日（金）～１０月２３日（日）
場所：記念の森レストハウス
内容：押し花教室を開催している藤田三枝先生とそ
の生徒さんによるおしばなアート作品を展示し
ます。
「風とコスモス」をテーマに、植物という素材のも
つ果てしない魅力を、コスモスを用いたおしば
なで表現しています。
協力：藤田 三枝

（4）文化学院学生によるアート展
展示期間：１０月１５日（土）～１０月２３日（日）
場所：中央フラワーガーデン～常陸野のこみち～みはらしの丘
内容：文化学院芸術工科専門学校の学生による野外アート展を開催します。中央フラワーガーデンからみはら
しの丘までの常陸野のこみちにグラフィックなデザイン作品を展示します。また、１０月１６日（日）には、子
ども対象（参加費無料）のワークショップ（クラフト教室）を実施します。
協力：文化学院芸術工科専門学校

（5）コスモス絵手紙教室
日時：期間中の毎週土曜日 10：30～15：00
場所：みはらしの丘周辺
定員：５０人
参加費：１００円（２枚）
内容：コスモスや秋の草花を題材に、絵の具と筆を使って絵手紙を作成します。できあがった作品は、お便りと
しても使うことができます。
協力：水戸絵手紙の会

３

（6）コスモスおしばなアート
日時：１０月２３日（日） 10：30～12：00、13：30～15：00
場所：みはらしの丘周辺
内容：コスモスや秋の草花の押し花をメインに使って、ミニ色紙にかわい
い秋を表現していただきます。
定員：各回先着２５名
参加費：３００円
協力：藤田 三枝

（7）チャレンジ・ザ・ガーデニング
日時：１０月９日（日）
場所：中央芝生広場
内容：都市緑化月間にちなみ、（社）茨城県造園建設
業協会の協力により、プロの指導によるガーデ
ニング体験を実施するほか緑化の普及を目的と
して、緑化リーフレットと共に風船や花の種を無
料配布します。
参加費：無料
協力：社団法人 茨城県造園建設業協会
（8）香りの谷で心を癒そう
日時：１０月２３日（日） 10：30～12：00、13：30～15：00
場所：砂丘ガーデン「香りの谷」
定員：各回先着１００名
参加費：無料
内容：ハーブパートナーによるハーブティの無料サービスを行います。また、併せてハーブを使った精油作り等、
ハーブパートナーの普段の活動を紹介します。

４

◆秋の都市緑化月間に伴う入園料無料のご案内
秋の都市緑化月間の一環として、次の２日間、国営ひたち海浜公園の入園料が無料になり
ます。

◎無料入園日 平成１７年度１０月９日（日）、２３日（日）
※駐車料金は別途必要です。

●１０月９日（日）に行われるイベント
（１）チャレンジ・ザ・ガーデニング※
（２）秋の窓辺を飾る･･･ 私だけのちいさなハンギング
時間：10：30～11：30、13：30～14：30
場所：みはらしの丘周辺
定員：各回３０名
参加費：８００円
内容：自分の部屋に飾ることができるちいさなハンギングバスケットを作ります。
協力：立川 政子
●１０月２３日（日）に行われるイベント
（１）ひたち海浜公園オータムフェスティバル※
①柏原芳恵ライブ
②常陸ふるさとフェスタ
③ひたちなかフェスタ
④茨城のうまいもの大集合
（２）コスモスおしばなアート※
※印のついたイベントの詳細は、前述の「コスモスフェスティバルの内容」をご参照ください。
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【資料編】
◆コスモスの基礎知識
キク科コスモス属の一年草。原産地はメキシコ。通常は春まきの一年草。日本では「秋桜」の字を当てられる
こともあります。花言葉は「乙女の真心・調和・野性美・少女の純潔」です。
コスモスの種類は主に以下の分類がなされます。
・コスモス（学名：Cosmos.bipinnatus）
・キバナコスモス（学名：Cosmos.Sulphureus）

チョコレートコスモス

・チョコレートコスモス（学名：Cosmos.atrosanguineus）

（撮影：平成１５年１０月）

・キャンディコスモス（学名：Cosmos.peucedanifolius）
日本原産と間違えるほど所狭しと咲いていますが、原産はメキシコ（生まれ故郷はメキシコ中央高原の
2,000m 以上の高地。コロンブスの新大陸発見以後ヨーロッパで園芸化が進みました。）。コスモスは明治中期
に渡来し、明治末期には全国に広がりました。また、キバナコスモスは大正初期に渡来。丈夫で育てやすく、
日本人好みの清楚な感じの花であったことが爆発的に広がった要因と考えられています。

◆ひたち海浜公園で見ることができるコスモスの品種一覧
種別
コスモス

番号

種子名

1 秋咲き大輪
2 日の丸
3 ピコティー
4 ラディアンス
5 ピッキーコンパクト
6 ベルサイユ

赤、白ピンクのミックス
白色
ピンク色
赤色

12 フラッシングピンク

淡いピンクに桃紅色のはけ目

淡いピンクと桃紅色のはけ目が特徴

きらめきのピンク

13 ソナタ
14 あかつき
15 丁字咲き

赤、白、ピンクのミックス
白地に赤の縦縞絞り
赤、白、ピンクのミックス

交響楽の第一楽章の形式
夜明けの
丁字の花に似た

16 サイケ

赤、白、ピンクのミックス

17 センセーション
18 ハッピーリング
19 イエローガーデン
20 イエローキャンパス
21 オレンジキャンパス
22 イエロークリムソンキャンパス
22 ディープレッドキャンパス

赤、白、ピンクのミックス
薄いピンク色
クリームイエロー
淡い黄色
淡いオレンジ
明赤色
濃赤色

花径7cmで一重咲き
絞り咲きで開花が早い
一重弁に中八重咲き（丁字の花に似ている）
復弁混合種、栄養状態により一重から半八重のも
のが咲く
大輪種、最もポピュラー
花びらの薄いピンク色に赤い輪
秋咲き性が強い
イエローガーデンより鮮明な黄色
淡いオレンジ色の花
黄色がかった赤色の花
赤紫色の花

24 レッドイリュージョン

花弁は白地、花弁先端に赤色
の筋状のアクセント

花の中心部に花弁の出るコラレット咲き。欧州の
賞を受賞した新しいタイプ。

1 サニーレッド
2 サニーオレンジ

レッド
オレンジ

背丈が低い極矮性

3 サニーゴールド

オレンジ・イエローの中間

1 チョコレートコスモス

白に中心が濃紅色
白に赤覆輪
桃色に中心が濃赤色
赤、白、ピンクのミックス
濃赤色

名称由来等

8 センセーションミックス
9 センセーションホワイト
10 センセーションピンク
11 センセーションレッド

4 サニーイエロー
5 スカーレットロード
6 スカーレットオレンジ
7 イエローロード
8 オレンジロード
9 ディアボロ
10 クレストレッド
11 クレストオレンジ
12 クレストエロー
13 オレンジフレア
14 サンライズ
15 マンダリン
宿根コスモス

特 徴
白色の中心部が鮮やかな紅色
栽培条件により単色も咲く
ベルサイユと同種
一重咲きで大輪
大輪で花首が太い
コラット咲き（管弁状花）、栽培条件により平弁花が
咲く
大輪早咲き
大輪早咲き
大輪早咲き
大輪早咲き

7 シーシェル

キバナ
コスモス

色

赤、白、ピンクのミックス

イエロー
緋赤色
オレンジと赤
黄色
橙色
緋赤色
レッド
オレンジ
イエロー
オレンジ
鮮黄色
濃い黄色

日の丸
赤いカーネーション
輝き、きらめき
気むずかしく小さい？
ゴージャスなイメージ？
海の貝殻
こびと、普通より小さい

陶酔の、幻覚剤
感動、大評判
黄色い庭
黄色いキャンパス
オレンジのキャンパス
黄色と深紅色のキャンパス
深い赤色のキャンパス
花の色が変化するから？

太陽のような

ロード系の極早生品種で播種後５０日で咲き始め
ます
半八重咲きの橙赤色で早咲き。

悪魔的な？
絶頂

半八重咲きで橙黄色。
半八重咲きで黄色

オレンジの揺らめく炎

チョコレートの香がする（ストロベリー、ワイン、カカ
チョコレートの色と香
オチョコ、ビターチョコ）

ブラウン
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