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国営ひたち海浜公園
PRESS RELEASE

待望の「年間パスポート(駐車券付）」、
いよいよ 4/15（日）から販売スタート！！
について
謹啓 陽春の候 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。
ひたち海浜公園では、平成 19 年 4 月 15 日（日）より「年間パスポート(駐車券付)」
を、販売いたします。
「年間パスポート(駐車券付)」は、かねてからのご要望にお応えして、また、海浜公園の一層の
利用向上を図ろうとするものです。
「年間パスポート（駐車券付）」をご購入いただくと、本公園が駐車場利用と併せて何度でもご利
用いただけます。有効期限は購入日より１年間で、価格は 6,000 円です。
試行的に販売期限を 1 年間（H19/4/15（日）〜H20/3/31（月））として導入します。
平成 16 年より販売しております「年間パスポート」（4,000 円）は、引き続き販売を継続するほか、
既に年間パスポートをお持ちの方には、次回更新日までを有効期限とした駐車場パスポートを２，
０００円で特別販売いたします。
また、春の海浜公園を彩る花々の開花に合わせて、平成 19 年 4 月 15 日（日）〜6 月 3 日(日)
の間、本公園の駐車場を利用された皆様に、次回駐車場利用が普通車 400 円（通常 510 円）、二
輪車 200 円（通常 250 円）の割引価格にてご利用いただける「駐車場リピート割引券」を配布いた
します（利用期限は、平成 19 年 8 月 31 日（金）となります）。
なお、「年間パスポート(駐車券付)」の販売スタートとなる 4 月 15 日（日）は、4 月 3 日付でご案内
しておりますとおり、「春季における都市緑化推進運動期間に伴う入園料無料日」となっているほ
か、「スイセンファンタジー2007」の最終日を飾る「春爛漫〜ひたちなか市 PR の日〜」を開催いた
しますので併せてご案内申し上げます。
つきましては、ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、紙面等でのご紹介など、ご配慮いただきます
ようよろしくお願い申し上げます。
謹白

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・森下
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

「年間パスポート（駐車券付）」の概要
１，料金：大人：６,０００円（消費税込）
２，販売日：平成１９年４月１５日（日）以降の開園日
３，有効期間：購入日より１年間有効
４，販売場所：国営ひたち海浜公園内の各入口（４箇所）
【 西口 ・ 中央ゲート ・ 南口 ・ 海浜口 】
５，購入手続き：上記販売場所（４箇所）にて、下記の流れで販売。
（１）「年間パスポート（駐車券付）申込書」に必要事項を記入
（２）窓口で代金支払い
（３）写真撮影（公園側で撮影）
（４）発行まで多少時間がかかるため、引換券をお渡しし、お帰りの際などに引き
替えます。
（※なお、お持ち込みの写真貼付も可能です。ご希望の場合は縦 3.5 ㎝、横 2.5 ㎝の顔写真１枚を
窓口にお持ち下さい。詳しくはお問い合せ下さい。）

６，特典：
①購入日から一年間、国営ひたち海浜公園が駐車場利用とあわせて何度でもご利用
いただけます。※通常の「年間パスポート」の場合、別途駐車料金が必要ですが、
次の割引価格でご利用いただけます。
「普通車」通常５１０円⇒４００円、「二輪車」通常２５０円⇒２００円
②パスポート券どちらかの提示で、記念の森レストハウスの“ハーブティー”
、また
はグラスハウスの“有機栽培コーヒー”が５０円割引でご利用いただけます。
ハーブティー３００円⇒２５０円、有機栽培コーヒー３００円⇒２５０円
③年間パスポート（駐車券付）をご購入いただいた方には、記念の森レストハウス
の“ハーブティー”
、またはグラスハウスの“有機栽培コーヒー”が一杯無料とな
るサービス券をプレゼントいたします。
なお、「年間パスポート（駐車券付）」ご利用にあたっては、下記の注意事項をご参照下さい。

「年間パスポート（駐車券付）
」ご利用上の注意事項
１）表面に記載されている有効期間中、国営ひたち海浜公園にご本人様 1 名の入園または
パスポート券に記載されている登録車両１台の駐車ができます。ご利用時間は開園時間
内になります。
２）パスポート券は公園入園や駐車場利用の際、係員にはっきりとご提示下さい。
３）盗難、紛失、破損等があった場合は、発行元のひたち公園管理センターまでお問い合
わせ下さい。
４）本パスポート券は、ご本人様または登録車両以外の使用はできません。
５）本パスポート券の換金、払い戻し、譲渡はできません。
６）イベント参加費に入園料、駐車料金を含む場合は本パスポート券を利用できません。
駐車場利用について
１）大型車及び二輪車は、本パスポート券利用の対象となりません。
２）海浜口駐車場入口にて駐車場自動精算機をご利用の際は、利用料金を一旦お支払い頂
き、海浜口にてパスポートをご提示下さい。領収書と引き換えにご返金致します。
３）駐車場が満車の場合、ご利用になれないことがあります。予めご了承下さい。

◆春季における都市緑化推進運動期間に伴う入園料無料日のご案内
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、次の３日間、
国営ひたち海浜公園の入園料が無料になります。

入
入園
園料
料無
無料
料日
日

平成１９年４月１５日（日）、５月４日（金祝）、５日（土祝）※
※5 月 5 日（土祝）は、小人（小中学生）のみ無料となります。

● 平成１９年４月１５日（日）に行われるイベント
開催イベント：「春爛漫〜ひたちなか市 PR の日〜」
内容は、後述の「春爛漫〜ひたちなか市 PR の日〜」をご覧ください。

● 平成１９年５月４日（金祝）
「みどりの日」に行われるイベント
開催イベント：「チャレンジ・ザ・ガーデニング」
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
内容：庭造りの専門家に教わりながら実際にガーデニング
を体験できるコーナー、緑の相談コーナー、花の種
等のプレゼントなどを行います。

● 平成１９年５月５日（土祝）
「こどもの日」に行われるイベント
開催イベント：「チューリップクラフト」
場所：たまごの森フラワーガーデン
協力：パルジュ
内容：チューリップをモチーフにしたクラフト体験ができ
ます。
キーホルダー …５００円
壁かけプレート…１，５００円
チューリップテラス
地元茨城の食材などを使った飲食スペースを設置します。

◆春爛漫〜ひたちなか市 PR の日〜
趣旨
春の花々が色鮮やかに咲き誇る国営ひたち海浜公園において，県内外からの多くの来園者を
対象に，地元経済団体の連携によるひたちなか市の豊かな食の提供や，地域特性・伝統を活か
した各種体験など，ひたちなか市の魅力ある資源を効果的にＰＲし，ひたちなか市のイメージ
アップ，更には地域経済の活性化に寄与するとともに，フラをはじめとする音楽イベントの開
催により，会場内の賑わい，音楽を通じての交流の場や感動共有の場を創出する。
開催場所
スイセンガーデン周辺及び水のステージ
開催日時
平成１９年４月１５日（日）【※当日は入園料無料日】

９：３０〜１５：３０（開園時間９：３０〜１７：００）
※小雨決行荒天中止
主催
ひたちなか市，ひたちなか市観光協会，国営ひたち海浜公園
内容
体験及び飲食物販
（１）体験事業
港町らしい伝統的な縁起物であるとともに茨城県郷土工芸品にも指定されている「大漁旗」やひたちな
か市の海岸線で採取した貝殻，海浜公園内に咲く花，そして，食をテーマとした食育体験など，ひたちな
か市の地域特性を活かした体験事業を実施します。
体験メニュー

体験料

茨城県郷土工芸品「大漁旗」柄ランチョン
マット作り
茨城県郷土工芸品「大漁旗」柄タペストリ
ー作り

協力団体等

500 円
大森染工場
1,500 円

貝殻フォトフレーム作り

300 円

押し花コースター作り

300 円

ひたちなか市観光協会
豊かな海と太陽と大地

食育体験（元祖パッパルデッレ）

500 円

の恵み食育体験推進の
まち事業運営委員会

（２）飲食物販事業
地元経済団体や観光協会イベント出店協議会事業者等により，
「地産地消の推進
による魅力ある食の提供〜」をテーマとした販売事業を実施します。
飲食物販事業出店者一覧
・ひたちなか農業協同組合
・那珂湊漁業協同組合
・磯崎漁業協同組合
・ひたちなか商工会議所縁起のいいまち推進協議会

〜地元産品の有効活用

・ひたちなか市観光協会イベント出店協議会（SUSHIKO 風林亭，カワサキフードサービス，来
鳳，川上商会，サザコーヒー，きくち）
・フラハワイ（ハワイ雑貨やフラに関する物販）

ステージイベント
（１）フラグループによるフラショー
ひたちなか市を中心に活動しているフラグループによる，総勢４００名を越すフラショーを
実施します。
出演団体
予定出演人
名称
数
ピカケ照沼フラスタジオ
２００名
ティアレの会
３０名
レイラニフラスタジオ
１００名
フラハラウカフラオハワイ
１５名
カモアニモキハナフラグループ
５５名
オハナエモアニケアラ
４０名
計
４４０名
（２）アマチュア音楽グループによる演奏
地元関山楽器が主催する音楽教室の生徒によるエレクトーン演奏をお楽しみいただきます。
★ステージスケジュール
時

間

内

容

９：３０
〜

開会セレモニー

９：３５
９：３５
〜

音楽：演奏

関山楽器音楽教室の生徒によるエレクトーン演奏

９：５５
１０：００
〜
１０：２０

主催者挨拶
ひたちなか市長他

１０：３０
〜

音楽：フラグループによるフラショー

１２：００
１２：００
〜

音楽：演奏

関山楽器音楽教室の生徒によるエレクトーン演奏

１３：００
１３：３０
〜

音楽：フラグループによるフラショー

１５：００
１５：３０

閉式セレモニー

公共交通ＰＲ
ひたちなか市中心市街地から東部海岸線を走る「茨城交通湊線」の維持存続活動やＰＲ，コ
ミュニティバス「スマイルあおぞら」のＰＲを実施します。
内容
担当
茨城交通湊線の維持存続活動及びＰＲ
コミュニティバスの展示及びＰＲ

おらが湊鐵道応援団
事務局：ひたちなか商工会議所那珂湊支所
ひたちなか市企画調整課

その他
（１）あたたかさ溢れる“おもてなし”の徹底
県内外からの来園者に，「ひたちなか市へ来て良かった」，「また遊びに来たい」，「ひたちな
かの人はあたたかい」などと思ってもらえるような接客・対応を徹底します。
（２）観光ボランティア（市民）との協働によるイベント運営
平成１８年度に組織された「ひたちなか市観光ボランティア連絡会」に登録している市民
１９名が，当日の準備，運営に参画します。

