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国営ひたち海浜公園
PRESS RELEASE

「コスモスフェスティバル開催（９/１６〜１１/５）」
「秋の都市緑化月間に伴う入園料無料（１０/８、１５）」
について
謹啓
初秋の候 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。
この度、ひたち海浜公園では８００万本のコスモスの開花に合わせて、９月１６日(土)から
１１月５日(日)まで「コスモスフェスティバル」を開催いたします。
全国にコスモスの名所は数々ありますが、当公園の特徴は、何と言っても大海原と青空
に囲まれたベスト・ロケーションの「みはらしの丘」に咲き誇る３０，０００㎡５００万本のコスモ
スです。ここでしかご覧いただけない景観として自負しております。
しかし、過去５年間にわたってご覧いただいた「みはらしの丘」のコスモスは、茨城県の新
たな紅葉スポットを目指し、来年からは、紅葉する草「コキア」にバトンタッチします。「みはら
しの丘」のコスモスの絶景は今年が見納めとなりますが、例年にも増して咲き競うコスモス
に是非ご期待いただきたいと思います。 みはらしの丘のコスモスが見頃を迎えるのは１０
月初旬からとなる見込みです。
なお、秋の都市緑化月間の一環として、１０月８日(日)、１５日(日)は入園料無料日となっ
ておりますので併せてご案内いたします。
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。
謹言

みはらしの丘にて平成１７年１０月撮影

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。例年、台風直撃による被
害がありましたが、昨年から、次のような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

４２品種

（１） みはらしの丘（本数：５００万本、見頃：１０月初旬〜中旬、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」と「センセーション」
という品種を使っております。

＊

サッカーコート (105m×68mで計算)

（撮影：平成１７年１０月）

（２） 中央フラワーガーデン（本数：３００万本、見頃：９月下旬〜１０月下旬、面積：１０，０００㎡（サッカーコート約 1.4 面分））
園内のコスモス全４２品種のうち、４０品種がご覧いただけます。
南駐車場寄りの第２ガーデンでは品種のコレクションを、BMX コース
に近い第１ガーデンでは広がりのある空間の中で４品種のコスモス
を見ることができます。また、第３ガーデンは、鮮やかな黄色やオレ
ンジの花を咲かせるキバナコスモスの花畑となっております。

（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㎡）
淡い黄色のコスモス「イエローガーデン」の花畑です。彫刻作品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。

◆コスモスフェスティバルの内容
【実施期間】
平成１８年９月１６日（土）〜１１月５日（日）

計５１日間

※１０月８日（日）及び１０月１５日（日）は入園料無料日
【主催等】
共催：国営ひたち海浜公園
ひたちなか市観光協会
【実施場所】
みはらしの丘周辺、中央フラワーガーデン周辺、水のステージ等
※フェスティバル期間中、みはらしの丘ふもとには秋のイメージで装飾を施したイベント用及び飲食物販用
特設プレハブを設置。なお、イベント用のプレハブについては、イベントを実施しない日は全面的に休
憩施設としてお客様に提供します。
【各種イベント概要】
■体感系イベント
「ミルク＆ミートフェアいばらき 2006」
日時：9 月 30 日（土）・10 月 1 日（日）

10：00〜16：00

場所：そよかぜドームとその周辺
内容： 9 月 30 日（土）は、豪快！「周富輝」中華マシンガントーク、
10 月 1 日（日）には料理人「森野熊八」トーク＆クッキングショー
を開催。他にも牛乳のＰＲ、牛乳を使ったジャンボ鍋
や常陸牛の試食なども行われます。
主催：茨城県牛乳普及協会
㈱茨城県中央食肉公社

「しおかぜのハーモニー 〜海浜公園 音楽のつどい〜」
日時：10 月 8 日（日）

10：30〜15：30

場所：水のステージとその周辺
参加費：無料
内容：地元ひたちなか市の小中学生を中心に、近隣市町村の音楽団体が「音
楽の街ひたちなか」に集合します。しおかぜにのって、爽やかなハ
ーモニーをお楽しみください。
「チャレンジ・ザ・ガーデニング」
日時：10 月 8 日（日）

10：00〜15：00

場所：中央芝生広場
参加費：無料
内容：専門家の手ほどきによるガーデニング体験（10：30、13：30）（所要時
間：約 30 分）、緑の相談、風船や球根などの無料配布（10：00〜、13：
00〜）を行います。
協力：（社）茨城県造園建設業協会

「大草原！凧作り教室」
日時：10 月 9 日（月祝）
場所：大草原
受付：①10：30〜12：00 ②13：00〜15：00（所要時間：約 20 分）
定員：500 名
参加費：ビニール凧 100 円、飛行機凧 200 円
内容：自分で作った凧を、潮風を頬に感じながら大草原で空高く揚げます。
協力：常陸凧の会
「オータムフェスティバル」
日時：10 月 15 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
内容：
井上あずみライブ
宮崎駿監督作品「となりのトトロ」主題歌「さんぽ」「となりのトトロ」な
どでおなじみの澄み切った歌声が、爽やかな秋の空に響き渡ります。
観覧：無料

常陸ふるさとフェスタ
公園周辺の自治体が加盟する常陸海浜公園整備促進協議会の自治体による特
産品や土産品の飲食物販コーナーのほか、那珂市の大助囃子、大洗高校マー
チングバンド、ひたちなか市のやんさ太鼓など、地域芸能を披露します。

ひたちなかフェスタ
普段見ることのできない火力発電所や常陸那珂港をバスに乗って特別に
見学できるバスツアーです。
（海浜公園はツアー受付及びバスの発着場と
なります。）
参加：無料
茨城うまいもんどころコーナー
とれたての農産物や海産物など、うまいもの王国“茨城”を代表する素材
を使った飲食を中心に提供します。

「コスモス切花プレゼント」
日時：11 月 5 日（日）
場所：みはらしの丘ふもと
内容：コスモスフェスティバル最終日に、コスモスの切り花を小さな花束に
してプレゼントします。
参加：無料

■アート系イベント
「おしばなアート展“秋の野”」
日時：9 月 16 日（土）〜11 月 6 日（日）
場所：テラスハウス
内容：公園で見つけたコスモスや秋の草花を使った作品を展示し
ます。まるで“秋の野”を歩くような気分を味わっていた
だけます。
観覧：無料
協力：藤田

三枝

「フォトパートナー写真展」
日時：9 月 16 日（土）〜11 月 6 日（日）
場所：テラスハウス
内容：
「フォトパートナー」の皆さんが撮影した作品を展示します。園内の様々
な魅力的な姿を切りとった作品をごゆっくりお楽しみください。
観覧：無料
協力：フォトパートナー

「コンテナガーデンコンテスト作品展示」
日時：10 月 7 日（土）〜10 月 15 日（日）
場所：記念の森レストハウス横園路
内容：花や緑を愛する方々に日頃のガーデニング成
果を発表していただく場となるよう開催し、
今年で６回目を迎える「コンテナガーデンコ
ンテスト」。個性光る応募作品の数々をじっく
りとご堪能ください。
観覧：無料

■花のある暮らし塾
「コスモス絵てがみ教室」
日時：コスモスフェスティバル期間中の毎週土曜日
場所：みはらしの丘ふもと
受付：10：30〜15：00（所要時間：約 15〜30 分）
参加費：100 円/2 枚
内容：コスモスを題材にして、オリジナルの絵てがみを描きます。
協力：水戸絵てがみの会

「おしばなを使って、小さな秋の作品作り」
日時：10 月 1 日（日）
場所：みはらしの丘ふもと
受付：①10：30〜12：00 ②13：30〜15：00（所要時間：約 30 分）
定員：各回先着 20 名
参加費：500 円
内容：公園のコスモスや秋の草花を使って、色紙に秋の思いを表現し
ます。
協力：藤田

三枝

「来春が楽しみな・・・寄せ植えで作る小鉢のなかの海浜公園」
日時：10 月 8 日（日）入園料無料日
場所：みはらしの丘ふもと
受付：①10：30〜11：30 ②13：30〜14：30（所要時間：約 30 分）
定員：各回 25 名
参加費：400 円
内容：公園のリサイクル用土や球根を使って、小さな海浜公園の春を
表現します。
協力：ハンギングバスケットマスター

立川

政子

「秋の草木染めで作るわたしだけのアクセサリー」
日時：10 月 29 日（日）
場所：みはらしの丘ふもと
受付：①10：30〜11：30 ②13：30〜14：30（所要時間：約 1 時間）
定員：各回 30 名
参加費：350 円
内容：公園で採ったススキや月見草を使って羊毛を染め、チョーカー
とブレスレットを作ります。
協力：林

恵美子

その他
■花やイベントに連携した“食”や“買”を楽しめるスペースを提供します。
「コスモステラス」
みはらしの丘の花修景やイベントスペースとの一体的な演出により、ゆっくりくつろいで食や買を楽し
めるスペースを提供します。
気軽に食べることのできる飲食の提供をはじめ、コスモスの鉢植えや秋の鉢花・秋蒔き種子などの販売
コーナーを設置。また、食事や休憩をしながらコスモスを楽しむことができるように、周辺にはベンチや
テーブルを配置します。
■ホスピタリティの充実を目指して・・・
「統一コスチュームの採用」
コスモスフェスティバル期間中は、通常ユニフォームに加え、コスモスに因んだコスチューム“コスモ
スバッヂ”を公園スタッフ全員が身に着け、お客様を心からお迎えする気持ちを表現します。
「シャッター押しましょうか？」
期間中、「シャッター押しましょうか？」をキーワードに、公園スタッフとお客様との交流の機会を積
極的に設け、満足度の向上を図ります。

◆秋の都市緑化月間に伴う入園料無料日のご案内
秋の都市緑化月間（10 月 1 日〜31 日）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。

◎入園料無料日 平成１８年１０月８日（日）、１５日（日）
※駐車料金等は別途必要です。

●１０月８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）しおかぜのハーモニー 〜海浜公園 音楽のつどい〜 ※
（３）来春が楽しみな・・・寄せ植えで作る小鉢のなかの海浜公園 ※
●１０月１５日（日）に行われるイベント
オータムフェスティバル ※
①井上あずみライブ
②常陸ふるさとフェスタ
③ひたちなかフェスタ
④茨城のうまいもん大集合
※ 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。
※ また、両日とも次の展示系イベントを開催しております。
「おしばなアート展“秋の野”」 9 月 16 日（土）〜11 月 6 日（日）
「フォトパートナー写真展」 9 月 16 日（土）〜11 月 6 日（日）
「コンテナガーデンコンテスト作品展示」 10 月 7 日（土）〜10 月 15 日（日）

◆みはらしの丘について
５月、青一面に染め上げた、あのネモフィラの丘が、銀河を思わせる程のコスモスで覆いつくされ、
30,000 ㎡ 500 万本のコスモスが丘に咲く様は、まさに圧巻です。 大海原と青空に囲まれたベスト・ロケー
ション「みはらしの丘」に咲き誇る景観は、ここでしかご覧いただけない絶景であると自負しておりますが、
過去５年間にわたってご覧いただいた「みはらしの丘」のコスモスは、茨城県の新たな紅葉スポットを目指
して、来年から、紅葉する草「コキア（ほうき草）」にバトンタッチします。
来年、この丘全体を真紅に染め上げるコキアに是非ご期待いただきたいと思います。
秋の主役はコスモスからコキアに代わりますが、舞台となる「みはらしの丘」も益々充実していきます。
「みはらしの丘」は、茨城県内の公共工事等で発生した建設残土を利用して整備が進められており、ひ
たちなか市では一番高い丘となっています。
現在、開放している箇所で最も高い場所である第２頂上（約 50ｍ）からは、西に那須連山、南に筑波山
はもちろん、よく晴れた日には富士山をも望むことができます。 今年の春には新たな魅力として第２頂上
の北側に「鐘」を設置し、多くの方々に、その音色と眺望をお楽しみいただきました。
現在、第３頂上を整備中で、完成すると高さが約 58ｍとなり、第２頂上とは約８ｍの高低差ですが、そこ
からの眺めは一変し、まさにここでしかご覧いただけない眺望が展開します。
第３頂上の完成には、今しばらく時間がかかりますが、現在、期間限定開放に向けて整備を進めており
ますのでどうぞご期待ください。
※限定開放に関する情報は別途ご案内いたします。

撮影：９月１１日 第３頂上 南東側の眺望（左：太平洋「阿字ヶ浦海岸」、右：大観覧車）

●みはらしの丘の鐘について
みはらしの丘の第２頂上の北側に、今年３月末、新たに鐘を設置しました。 鐘の名称は特にありませんが、
設置以来多くの方々が鐘を鳴らし、鐘の音が丘全体に鳴り響い
ています。
お客様からは、「希望の鐘」、「願いの鐘」、｢平和の
鐘｣・・・などさまざまな声が聞かれ、思い思いのようです。 鐘の
名前については、現在のところ決める予定はありませんが、かつ
て射爆場として使用されていたこの土地が、こうして広域的なレク
リエーションの拠点となる国営公園として利用され、お客様がそ
れぞれの思いで鐘を鳴らしそれぞれの思いで鐘の音を聴いてい
ただければ…、そのような鐘であり、そのような場を提供できれ
ば、と考えております。

【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。通常は春蒔きの一年草。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国内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）。日本へは明治中期
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
品種名
日の丸
ピコティー
ピッキーコンパクト
ベルサイユ
シーシェル
フラッシングピンク
ソナタ
あかつき
丁字咲き
サイケ
センセーション
ハッピーリング
イエローガーデン
イエローキャンパス
オレンジキャンパス
イエロークリムソンキャンパス
ディープレッドキャンパス
秋咲き大輪
ピノキオ
ダブルカーネーション
ダブルクリック
テトラ アーリーホワイト
テトラ アーリーピンク
テトラ ピンクブラッシュ
サニーレッド
サニーオレンジ
サニーゴールド
サニーイエロー
スカーレットロード
スカーレットオレンジ
イエローロード
オレンジロード
ディアボロ
サンセット
レモンブライト
コスミック イエロー
コスミック オレンジ
サンライズ
オレンジフレア
マンダリン
チョコレートコスモス

草丈（cm）
色
特 徴
高性種
早咲 白に中心が濃紅色
白色の中心部が鮮やかな紅色
〃
特早咲 白に赤覆輪
栽培条件により単色も咲く
矮性 40〜50
赤、白、ピンクのミックス
一重咲きで大輪
〃
赤、桃、白、ブラッシュ
大輪で花首が太い
〃
早咲 赤、白、ピンクのミックス
コラレット咲き（管弁状花）、栽培条件により平弁花が咲く
高性種
早咲 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
矮性 50〜60 早咲 赤、白、ピンクのミックス
花径7cmで一重咲き
〃
特早咲 白地に赤の縦縞絞り
絞り咲きで開花が早い
高性種
早咲 赤、白、ピンクのミックス
一重弁に中八重咲き（丁字の花に似ている）
高性種
早咲 赤、白、ピンクのミックス
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
高性種
早咲 赤、白、ピンクのミックス
大輪種、最もポピュラー
〃
特早咲 薄いピンク色
花びらの薄いピンク色に赤い輪
〃
晩生 クリームイエロー
秋咲き性が強い
〃
晩生 淡い黄色
イエローガーデンより鮮明な黄色
〃
晩生 淡いオレンジ
淡いオレンジ色の花
〃
晩生 明赤色
黄色がかった赤色の花
〃
晩生 濃赤色
赤紫色の花
〃
中晩性 赤、白、ピンクのミックス
秋より開花する大輪咲き
〃 80ｃｍ 早咲 赤、白、ピンクのミックス
大輪咲き
高性種
早咲 赤、白、ピンクのミックス
コラレット咲き・一重
矮性
早咲 赤、白、ピンクのミックス
シーシェルタイプの八重咲き、一重、半八重咲きが混じる
高性種
早咲
〃
早咲
〃
早咲
レッド
オレンジ
早咲
背丈が低い極矮性
極矮性 30
オレンジ・イエローの中間
イエロー
緋赤色
オレンジと赤
播種後５０日で咲き始める。草丈が伸びずに側枝を出し次々に花
極矮性
極早咲
を咲かせる
黄色
矮性
高性種
高性種
矮性
矮性
中性種
高性種
高性種
匍匐性

50

橙色
早咲 緋赤色
早咲 朱赤
早咲 鮮明黄
黄色
早咲
橙色
早咲 鮮黄色
早咲 オレンジ
早咲 濃い黄色
ブラウン

半八重咲きの橙赤色
キバナコスモスでは珍しい朱赤色
半八重咲きで鮮やかな黄色
暑さに強く草丈が整っている
半八重咲きで黄色
半八重咲きで橙黄色
半八重咲き暑さに強く、花期が長い
チョコレートの香がする

