
          

 

         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

国営ひ
PRESS

たち海浜公園 
 RELEASE

開催！！ 

                         

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。 
さて、ひたち海浜公園では、「“紅葉する草”コキア」の紅葉に合わせ、9 月 13 日（土）～10 月 26 日（日）

の期間 「コキア de moco フェスタ」 と題して、各種イベントを開催しますのでご案内いたします。 
本公園では今までにない秋の景観創出として、日本の新たな紅葉スポットを目指し、、昨年度より「みはら

しの丘」に本格的にコキアを導入しました。今年は２０，０００㎡に40，０００株を植えています。 
コキアの魅力は、何と言っても“ちゃぼっ”と “まるっ”と、思わず抱きしめたくなるような親しみ深いもこもこ

とした形。今年は丹精込めた管理により一つ一つの株が順調に大きく育っており、一段と可愛らしい姿をお

楽しみいただけます。また、9 月下旬から 10 月下旬にかけては、みはらしの丘を真紅に染め上げるコキア
と、丘の麓で秋風にそよぐ150万本のコスモスにより、ひたち海浜公園の秋がクライマックスを迎えます。 
なお、秋の都市緑化月間にちなみ、10月 19日（日）と11月 2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。（駐車料金等は別途必要です。） 
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。                                                                       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.ktr.mlit.go.jp/kaihin 

2008．9．3 



   について
国営ひたち海浜公園では、昨年度より、“今までにない秋の景観創出”や“新たな紅葉の名所”を目指し、

「みはらしの丘」においてコスモスに代わる植物として本格的にコキアを植栽しています。 
このコキアについて、その認知度の向上やイメージの定着を図るとともに、秋の行楽シーズンにおける利

用促進を図ることを目的として、「コキアde mocoフェスタ」と題したイベントを開催し、期間中、コキアやコスモ
スに関する情報を積極的に発信するほか、花や緑、音楽、スポーツ、文化芸術等をテーマとして、体験を通じ

てそれらの魅力を感じていただくことをねらいとして、各種イベントを開催いたします。 
また、イベント期間中、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を臨時売店で提供し、

茨城の食と人情を感じゆったり寛いでいただける休憩スペースの充実を図ります。 
 

 
■実施期間 
平成 20年 9月 13日（土）～10月 26日（日） 44日間 
※イベント期間中は毎日開園 
■実施場所 
みはらしの丘ふもと、テラスハウス 他 
■主催 
国営常陸海浜公園事務所 

 

■期間中のイベント 

9/13（土）【コキアde mocoフェスタ初日のイベント】 

●カード迷路「ぐるり森大冒険」、「森のフワフワクレープ屋さん」 
オープニングセレモニー 
時間： 9：40～10：20 
場所：カード迷路「ぐるり森大冒険」前 
主催：（株）常陸サンライズパーク 
参加者：事前申込された小学生を含む親子（大人 1名子ども1名） 

および栄光幼稚園児 
 

【スケジュール】 
9：40～   開会 
9：45～   施設紹介 

 ９：５０～   栄光幼稚園児による歌とダンスの披露 
公園のマスコットキャラクター「海くん・花ちゃん」と一緒に 
栄光幼稚園児の皆さんが歌とダンスを披露します。 

10：10～  テープカットと風船飛ばし 
園児の代表者とセレモニー参加者によりテープカットを行い、 

森のフワフワクレープ屋さん

木陰のカフェテラス前にあ

るクレープ屋さん。ふわふ

わできたてのクレープや

季節のソフトクリームが楽

しめます！参加者全員で風船を飛ばします。 
10：20～  閉会  
 ※施設のご利用はオープニングセレモニー終了後となります。

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
■ カード迷路とは？ 
なぞとき迷路とカードバトルがコラボした 
参加型アトラクション！ 

 
■ アトラクション基本情報 
・ 面積：1,230㎡ （テニスコート約 2面分） 
・ 所要時間：約 15分 
・ 利用料金：お一人様 500円（3歳以上） 
・ 利用制限 

6歳からは 1人でご利用いただけます。 
0歳から5歳のお子様は大人（15歳以上）の方の付き添いが必要です。 
車椅子、ベビーカーの方もご利用いただけます。 

 
★ストーリー★ 
「ぐるり森」は世界で一番ふしぎな森。森にはいると 自分がどこにいるかわからなくなっ
ちゃうんだ。この森には とっても不思議な仲間たちが住んでいて、ふだんは「ぐるりカード」
に姿を変えて生きている。森の奥にたどりつき「まほうのコイン」を手に入れることができれ
ば、「ぐるりカード」がゲットできるんだ！でも、森にはスモッグっていうモンスターもいるから
気をつけて！ 
それでは「ぐるり森」の大冒険へと出発だ！ 

 

これが「ぐるりカードだ」！
きみは、全種類をあつめられ
るかな！？ 

 
 
●ＢＩＧ ＷＡＶＥ 2008 ＰＥＲＦＥＣＴ ＬＩＢＥＲＴＹ 
海浜公園でレゲエコンサートを開催します。リアルジャマイカを体感しよう！！ 
日時：9月 13日(土)･14日（日） 開園/12:00 終演/20:00 
場所：水のステージ 
観覧：無料 
主催：BIG WAVE 2008 実行委員会 
共催：ひたちなか商工会議所青年部    
問い合わせ先：http://www.hcci.jp/yeg/BIGWAVE2008
 
※本イベント観覧の方は西駐車場及び翼のゲート（西口）をご利用下さい。 

 



秋の都市緑化月間にちなみ、 
10月 19日（日）・11月 2日（日）は 
入園料無料日！！（駐車料金等は別途必要）

※詳細は追ってご案内いたします。 【入園料無料日のイベント】 

●オータムフェスティバル 
県内市町村の特産品等の飲食販売コーナーのほか、地域芸能の披露等を行う「常陸ふるさとフェスタ」を

はじめ、普段見られない火力発電所や常陸那珂港をバスツアーで見学する「ひたちなかフェスタ」等、地元茨

城の魅力をめいっぱい満喫していただくイベントを実施します。 
 日時：10月 19日（日） 9：30～17：00 
場所：水のステージとその周辺 
共催：茨城県公園緑地推進協議会、 

ひたちなかﾌｪｽﾀ実行委員会、 
国営常陸海浜公園事務所 

 
 
●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・花文化の知識認定 
試験”のミニ試験、緑の相談コーナー、花種等のプレゼントもあります。 
日時：10月 19日（日） 

■ガーデニング体験 10：30～、13：30～（所要 30分） 
 ※当日受付

■花種等のプレゼント10：00～、13：00～ （各回先着 400名様） 
場所：中央芝生広場（中央サイクルセンター前） 
協力：社団法人茨城県造園建設業協会 

 
●スカシユリ増殖作戦！ 
スカシユリの球根を植えて、群落をよみがえらせよう。 
日時：10月 19日（日）、11月 2日（日） 10：00～12：00 
集合：風のゲート（海浜口）  ※事前申込
場所：砂丘エリア 
定員：各日先着 30名 
参加費：無料 

 
●ティーンズロック・イン・ひたちなか 国民文化祭編 
平成 16 年度より始まり今年の春にも実施した、高校生アマチュアバンド選手権「TEENS ROCK IN 

HITACHINAKA」の優秀バンドの他、高校生以外にも全国から選ばれたアマチュアバンド、さらにプロのゲスト
バンドも出場し、活気あるステージが披露されます。 
 日時：11月 2日（日） 10：00～16：00 
場所：水のステージ 
観覧：無料 
主催：文化庁、茨城県、茨城県教育委員会、ひたちなか市、 

ひたちなか市教育委員会、 
第 23回国民文化祭茨城県実行委員会、 
第 23回国民文化祭ひたちなか市実行委員会 

主管：社団法人ひたちなか青年会議所 



【花・文化系イベント】 

●みはらしクイズラリー 
クイズを解きながらみはらしエリアの魅力を発見しよう！参加者には公園

オリジナルポストカードをプレゼント！ 

※各入口、みはらしの丘ふもと特設会場にラリーカードを設置しています。 

日時：イベント期間中毎日 

場所：みはらしエリア 

参加費：無料  ※当日受付

 

●アートスペース 

期間：イベント期間中毎日  場所：テラスハウス  観覧：無料 

 

① おしばなアート展「～海と森からのメッセージ～」 

園内の木や草花を使って深まる秋を表現しました。 

協力：藤田 三枝 

 

② 秋の絵てがみ展 

秋の草花をモチーフにした素朴な絵てがみをお楽しみください。 

協力：水戸絵てがみの会 

  

 

③ フォトパートナー写真展 

公園のフォトパートナーが撮影したひたち海浜公園の lそのとき zでな

ければ見ることができない風景・植物などの写真を展示します。 

協力：フォトパートナー 

 

●～ひたち海浜公園音楽のつどい～しおかぜのハーモニー♪ 

「音楽のまち ひたちなか」に地元の音楽団体がつどい、素敵なハー

モニーを披露します。 

日時：9月 23日（火祝）  ※順延日：9月 28日（日） 

場所：水のステージ 

観覧：無料 

協力：音楽のまちづくり実行委員会 

 

 

●ミルクメッセ 2008 いばらき 

子どもも大人も大喜び！楽しいイベント盛りだくさん。 

観て、触れて、味わって、体験しよう！ 

日時：10月 11日（土）･12日（日） 9：30～15：30 

場所：そよかぜドームとその周辺 

主催：茨城県牛乳普及協会、茨城県酪農業協同組合連合会、 

株式会社茨城県食肉公社 



 

●花のある暮らし塾 

受付：10時 00分～11時 30分、13時 00分～14時 30分 （所要：約 30分） 

場所：みはらしの丘ふもと特設会場 

 定員：各回先着 30名  ※当日受付

 

①秋の絵てがみ教室 

秋の草花を題材に、ちぎり絵で自分流の絵てがみを描いてみましょう。 

日時：9月 15日（月祝）、9月 23日（火祝）、10月 13日（月祝） 

参加費：100円/ 1枚 

協力：水戸絵てがみの会 

 

  ②まんまるコケモコ君を作ろう！！ 

 苔玉（こけだま）で、コッキーとモスモスのお友達を作ろう！ 

 日時：9月 21日（日） 

参加費：500円 

協力：ハンキングバスケットマスター 立川 政子 

 

  ③バラ香るランチョンマット 
お友達のコケモコ君

自分で染めたランチョンマットで素敵な時間をすごしてみませんか。 

日時：10月 5日（日） 

参加費：400円 

協力：林 恵美子 

 

●第 8 回コンテナガーデンコンテスト 作品展示 

個性光る応募作品の数々を、じっくり 

ご堪能下さい。 

期間：10月 11日（土）～10月 19日（日） 

場所：記念の森レストハウス横 

観覧：無料 

 

 
※作品募集の詳細は、ひたち公園管理センターへ

お問い合わせ下さい。

海浜陶芸教室
ろくろや手びねりにチャレンジして、自分だけの作品を作ろう！ 

※ 作品焼成はご自宅で行っていただきます。 

日時：9月 14日（日）、28日（日）、10月 12日（日）、28日（日） 
受付：10：30～11：30、12：30～14：00  ※当日受付

場所：みはらしの丘ふもと特設会場  

参加費：500円 

定員：各回先着 30名 

協力：笠間焼協同組合 



●コスモス切花プレゼント 

みはらしの丘のコスモスを切花にしてプレゼントします。 

日時：10月 28日（日） 11：00～、14：00～ 

場所：みはらしの丘ふもと 

定員：各回先着 300名  ※当日受付

参加費：無料 

 

 

●セルフクラフトコーナー 
まつぼっくりや木の枝など園内の自然素材や、折り紙・紐などの材料

を使って自由にクラフト作品を作ることのできるコーナーを設けます。 

日時：イベント期間中毎日 

場所：テラスハウス 

参加費：無料 

協力：茨城生物の会 

 

 

【スポーツ系イベント】 

●大草原！凧づくり教室 

オリジナル凧を作って、広い大草原で天高くあげよう。 

日時：10月 12日（日） 

受付：10：00～12：00、13：00～15：00 （所要：約 15分） 

場所：大草原  定員：1,000名  ※当日受付

参加費：ビニール凧 100円・飛行機凧 200円 

協力：常陸凧の会 

 

 同時開催１００連凧づくり～みんなの願い天まで届け！～ 

連凧に、みんなで願いを書こう！ 

日時・受付・場所は「大草原！凧づくり教室」に同じ（所要：約 10分） 

定員：100名  ※当日受付  参加費：無料 

 

●第 10 回ファミリーパークゴルフ大会「コキア de mocoカップ」 
今回で10回目となるパークゴルフ大会（18ホール・ダブルペリア方式）

を開催し、パークゴルフの魅力を知っていただきます。 

日時：10月 19日（日） 10：00～ ※入園料無料日 

場所：ファミリーパークゴルフコース 

参加費：1,000円 

定員：72名   

※事前申込（10月 16日（土）17時まで） 

※3～8歳は付き添いが必要 

申込み：株式会社常陸サンライズパーク パークゴルフ大会係（029－265- 8185） 



■イベント期間中のおすすめ情報 

①「いばらき うまいもんどころ」で“ 茨城の食と人情” を！！ 
 地元茨城の豊かな大地の恵みと新鮮な海の幸にこだわった  
メニューを提供する臨時売店「いばらき うまいもんどころ」を設置
します。 
出店場所：みはらしの丘ふもと 

 協力：社団法人茨城県観光物産協会、 

 ひたちなか市観光協会

ボリュームたっぷり！ハム焼き！

 

 
 

②「バーベキュー広場」で食欲の秋を楽しもう！！ 
 ひたち海浜公園のバーベキュー広場は、松林の木陰に作られたちょっとプレミアムな空間。家族や仲間同士、 職場
レクリエーションなどで、爽やかな潮風に吹かれながら松林の中でのアウトドアクッキングをお楽しみ下さい！ 
  【ご利用案内】  

・ ■申し込み方法 

ご利用に際しては、利用希望日の３ヶ月前から１週間前までに、電話での

ご予約が必要です。 

※バーベキュー予約専用電話 ０２９－２６５－９００２ 

専用電話は９月・１１月～３月中旬の月曜日（月曜日が祝日の場合は翌火曜日）と１２月

３０日・３１日は閉園日に伴い繋がりません。それ以外は無休となります。 

■利用時間（午前９：３０～閉園１時間前まで） 

９月１日～１０月３１日/  ９：３０～１６：００まで 

１１月１日 ～２月末日/  ９：３０～１５：３０まで 

■バーベキューサイト 

松林に囲まれたバーベキュー広場には、少人数用のサイトや、団体専門

サイトなど、バーベキューサイトが４種類・計２７ヶ所あります。それぞれの用

途に合わせてご予約ください。 

※詳細はHPをご覧下さい。http:/ / www.hitachikaihin.go.jp/ 05_use/ bbq/ index.htm

10 31
(金)  

【おすすめ情報！気軽にアウトドアクッキング！】 

期間限定 バーベキューショップ 

7 月 22 日付でご案内したバーベキューショップが、「気軽に利用できるから便利！」
と多くのお客様にご好評をいただいております。 
ショップでは常陸牛のステーキやローズポークをはじめ、魚介類のセットや野菜セッ

トが予約すると購入できるほか、木炭や軍手、紙皿・割り箸などを現地で調達できま

す。（※詳細はHPをご覧下さい。http:/ / www.hitachikaihin.go.jp/ 05_use/ bbq/ bbq_shop.htm） 

  食欲の秋の絶好のアウトドア日和に、ひたち海浜公園で気軽にバーベキューをして
みませんか？皆様のご利用を心よりお待ちしております！ 

まで

バーベキューショップ外観



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

※紅葉状況の詳細は追ってご案内いたします。

アカザ科ホウキギ属 

原産：南ヨーロッパ（中国から渡来）コキア 緑 ：７月上旬～９月下旬 
紅葉：９月下旬～１０月下旬 

【コキア豆知識 】 
コキアは、和名をほうき草と言い、その名のとおり、枝や茎を乾燥させてほう

きを作ることに由来します。実は「とんぶり」と呼ばれ、食用になります。形や色、

歯ざわりがキャビアに似ていることから、l畑のキャビア z、l日本のキャビア zとも

呼ばれています。名産地は秋田で、和え物や酢の物などに使われます。 

【ひたち海浜公園のコキア 】 
◆ 場所：みはらしの丘  

◆ 面積：20,000㎡ 

◆ 株数：40,000株 

◆ 時期：緑色のコキアは 7月上旬～9月下旬 

コキアの紅葉は 9月下旬～10月下旬 

※植栽は、ポット苗で6月下旬～7月上旬に実施。 

 

ひたち海浜公園では、秋の新たな景観創出を目指し、「松

林が中心のため、紅葉する木が少ない園内において、季節

の移ろいを草木の色づきに感じていただこう」と、紅葉する草

であるコキアに注目。 

平成 17 年度からみはらしの丘の東側斜面 5,000 ㎡に

4,500株を試験的に導入しました。 

2 年間の試験植栽を経て、本公園の環境がコキアの生育

に適していることを確認し、昨年本格的に植栽。今年は、

20,000㎡に40,000株のコキアを植え付けました。 

平成 19年 10月 24日撮影

平成 20年 8月 11日撮影 

【紅葉する草 lコキア zの魅力 】 
■ 形の可愛らしさ 
ちゃぼっとして、まるっとして、もこもこ。思わずなでたくなる。そし

て抱きしめたくなる！そんなかわいらしいキャラクターの植物が lコ

キア zです。 

 

■ 佇まいの変化 
夏は柔らかなライムグリーン、秋は鮮やかな真紅、晩秋に茶色く

枯れる様は侘びさびを感じさせます。コキアはその佇まいの移り変

わりも魅力の一つで、１シーズンで刻々と変化する景観を2 度も3

度もお楽しみいただけます。 

 

 



 

 
※開花状況の詳細は追ってご案内いたします。

キク科コスモス属 

原産地：メキシコ コスモス 9月下旬～10月下旬 

【コスモス豆知識 】 
日本では「秋桜」の字を当て、秋の深まりとともに赤、白、ピンク等の花を咲かせる秋の代表的な花です。 

属名の「Cosmos」は、ギリシャ語の「ｋosmos」（＝「美しい」「秩序」）に由来します。宇宙のことを cosmos と

呼ぶのも同じ語源で、星々や花びらが整然と並ぶ様子の美しさを称えたものです。 

 

【ひたち海浜公園のコスモス 】 
ひたち海浜公園では、コスモス25品種、キバナコスモス15品種、計 40品種を植栽しており、「色」や「形」

の違いをお楽しみいただけます。 

 

園内でコスモスをお楽しみいただける場所 
■中央フラワーガーデン 
（本数：100万本、見頃：10月上旬～下旬、面積：10,000㎡（サッカーコート(105m×68m）約 1.4面分)） 

 中央ゲートから程近い中央フラワーガーデンは 3 つのガーデンに分かれており、BMX コース南側から時計

回りに第 1、第 2、第 3と広がるガーデンは、それぞれ趣きの異なったコスモスの花畑となっています。 

 

第２ガーデン 

センセーション、サイケ、シーシェルなど、24品種のコスモスをお楽しみ

いただけます。 

■品種紹介：サイケ

コラレット（婦人用襟巻き）咲きで、花びらの付け根にもう一枚花弁のある、

変わった形の花を咲かせます。

第１ガーデン 

遅咲きのイエローガーデンの花畑です。 

■品種紹介：イエローガーデン

突然変異で出現した黄色いコスモスを、玉川大学が長年にわたって品種改良し、

２０年ほど前に従来にはなかった可憐な黄色のコスモスを誕生させました。

見ごろ

１０月中旬

～下旬

見ごろ

１０月中旬

～下旬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第３ガーデン 

サニー、サンライズなど、鮮やかな黄色やオレンジの花を咲かせるキバ

ナコスモスの花畑です。 

■品種紹介：サニーオレンジ

太陽のようなイメージを持ち、晩夏の暑さに強く、背丈の低い鮮やかな色合

いの花です。

 

見ごろ

９月下旬

～１０月上旬

 

 

 

 

 
■みはらしの丘 
（本数：150万本、見頃：10月上旬～中旬、面積：15,000㎡（サッカーコー

海を望むみはらしの丘では

ト(105m×68m）約 2.1面分)） 

、 l紅葉する草 zコキアが丘を真紅に染め

上

からは、秋の青空をバックに、ひたち海浜公園
でしか見られない秋の景観～真っ赤なコキアと、赤・白・桃色の

げるとともに、「秋咲き大輪」と「センセーション」の 2品種のコスモスが

麓を彩ります。 

10 月中旬頃

コスモスの饗宴～をお楽しみいただけます


