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「巨大松ぼっくりツリー」 「巨大地上絵」をライトアップ！

試験点灯の様子 平成二十年十二月十二日撮影）

(

謹啓 師走の候 皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、過日お知らせ致しました「ぽっかぽか冬フェア!!」のイベント「トワイライトの贈りもの」（12/18（木）
～23（火祝）
）が開催間近となりましたのでご案内申し上げます。
本イベントは、通常、入園できない日没後 18：00 まで開園時間を延長し、昼間では感じることのできない
ひたち海浜公園をお楽しみいただこうと開催するものです。
メインとなるのは、夕陽をはじめキャンドル等の光源に浮かぶ「巨大松ぼっくりツリー」と「巨大地上絵」です。

「巨大松ぼっくりツリー」は、まつぼっくり 30,000 個でできた、高さ 6ｍものツリーです。また、「巨大地上絵」は、
24ｍ×19ｍの広さに、来年の干支「丑」をまつぼっくり 50,000 個を使ってお客様とともに描く“巨大アート”です。
どちらも、お客様のご協力により集めたまつぼっくりを使用し、巷を賑わすイルミネーションの「華やかさ」とは
対象的に、地味ですが素材から伝わる「あたたかさ」、穏やかなひと時に安らぎを感じる本公園ならではの演出
となっておりますので、どうぞご期待ください。
なお、「トワイライトの贈りもの」開催中、大観覧車では地上 65ｍからの“巨大アート”や夜景をご覧い
ただけるなど、プレジャーガーデンを一部営業いたしますので、併せてご案内申し上げます。
皆様にはご多忙中のこととは存じますが、取材並びに記事掲載の程よろしくお願いいたします。
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

開園エリアを限定して、開園時間を 90 分延長！！（通常は 16:30 閉園）
巨大松ぼっくりツリーや大観覧車をライトアップし、プレジャーガーデンを一部営業するとともに、フォトカードプレ
ゼントやトワイライトラリーを行います。
冬の澄み切った空気の中、夕陽や明かりに照らされた、昼間とはまた違う表情を見せる「巨大松ぼっくりツリー」
や「巨大地上絵」をはじめ、普段味わえない特別な公園をお楽しみください。
なお、イベント初日（12 月 18 日（木））と 2 日目（12 月 19 日（金））には、地元の幼稚園及び保育園の園児の皆さ
ん（18 日(木)230 組、19 日(金)50 組）にご協力いただき、16 時 30 分より随時キャンドルサービスを行います。また、
12 月 20 日（土）・21 日（日）・23 日（火祝）は「SPECIAL DAY」と題し、地元の市民音楽団体によるミニコンサートを
行います。
■日時：12 月 18 日（木）～23 日（火祝） 16：30～18：00
■場所：プレジャーガーデンエリアの一部 ※会場図は 5 ページ参照
■参加費：無料
【プレジャーガーデン営業施設のご紹介】
大観覧車：ライトアップされた「巨大松ぼっくりツリー」と「巨大地上絵」を上からの眺めで！
SEA ゴーランド：海の仲間たちと一緒に夢の世界へ！
ガーデンレストラン：茨城県の食材を使ったメニューが味わえるレストラン。
森のふわふわクレープ屋さん：メニュー豊富なふわふわできたてのクレープをどうぞ。
くまさんのカステラ：焼きたてのおいしいカステラはひと口サイズ！
ショップサンサン：地元名産品や公園オリジナルグッズなどのお土産を販売。

【期間中のイベント】
●キャンドルサービス
キャンドルに火を灯し、「巨大地上絵」内の台へ設置していただきます。設置された明かりはキャンドルタワー
となり、代表的な冬の星座のひとつ「おうし座」をかたどったライトアップとなります。※雨天中止
参加方法：キャンドルにメッセージなどを書いたカードを付け、キャンドルに火を灯し、巨大地上絵に設置し
ていただきます。
参加費：無料
定員：各日先着 500 名
●トワイライトラリー
昼間とはまた違った公園の魅力を感じることのできるエリア内を巡るクイズラリーを実施します。クリアした方
には、公園オリジナルグッズをプレゼント！
参加方法：ラリーカードを各駐車場料金所にて配布します。
参加費：無料
●フォトカードプレゼント「海くん・花ちゃんと記念写真を撮ろう！」
巨大松ぼっくりツリーを背景に、公園のマスコットキャラクター“海くん・花
ちゃん”と記念撮影をしよう！お客様のカメラで撮影した写真をその場でプ
リントし、オリジナルのカードとともにプレゼントします。
開催場所：まつぼっくりツリー周辺
参加費：無料

切り込みなどを入れて、ご自宅でお客様に仕上げて
いただくオリジナルのフォトカードです。
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●大観覧車特別企画「観覧車に乗って、巨大地上絵クイズに答えよう！」
巨大松ぼっくりツリーと巨大地上絵をさらにお楽しみいただくために、抽選くじを実施します！
参加方法：大観覧車をご利用いただいた方は、乗車後、地上絵に描かれた動物の名前を答えると、抽選
くじにチャレンジできます。
賞品：
賞
賞品
特賞 常陸牛特製味噌漬
ハズレくじなし!!
ローズポーク特製肉焼売
1等
ローズポーク特製肉餃子
2等
森のフワフワクレープ屋さんのクレープ
3等
くまさんのカステラ（８くま分）
残念賞 カイロ
※ なお、本イベントは「ぽっかぽか冬フェア!!」期間中（12 月 13 日（土）～1 月 12 日（火祝））、日中（9:30～
16:30）に開催しています。

【★SPECIAL DAY★のイベント】

※12 月 20 日（土）・21 日（日）・23 日（火祝）

●ミニコンサート
シャンパングラスのキャンドルで彩られた「ガーデンレストラン」で、地
元の市民音楽団体による様々なジャンルの演奏・合唱が披露されます。
トワイライトが醸し出すロマンチックなひとときを、素敵な音楽を聴きな
がらお過ごしください。
開催場所：ガーデンレストラン
観覧：無料
プログラム：
日にち

時間
16:00～16:30
12月20日（土）
16:30～17:00
17:00～17:30
16:30～17:00
12月21日（日）
17:00～17:30
16:00～16:30
12月23日（火祝） 16:30～17:00
17:00～17:30
〈出演団体のご紹介〉

出演団体
関山楽器音楽教室
クリスタル般若
みなと源太
安寿琴の会
万丈童子
ゴスペル LOVER'S
関山楽器音楽教室
ひたちなかギタークラブ

ジャンル
エレクトーン
ハーモニカ演奏
ギター演奏
大正琴
ブルーグラス音楽
ゴスペル
合唱・ゴスペル
ギター演奏

■関山楽器音楽教室
音楽が大好きで音楽教室に通う子どもたちのかわいい振り付けにもご注目ください。
■クリスタル般若
各種ハーモニカ楽器の独奏による演奏をお楽しみください。
■みなと源太
地元在住のフォークシンガーによるギターの弾き語りをお楽しみください。
■万丈童子
平均年齢 63 歳！ブルーグラス音楽を奏でる元気なおじさまたちにご注目ください。
■安寿琴の会
「大正琴アンサンブル」が奏でる心温まる懐かしい音色を、オリジナルアレンジで演奏します。
■ゴスペル ＬＯＶＥＲ’Ｓ
「楽しく歌う」をモットーに、さまざまな場所で歌を披露している皆さんの歌声をお楽しみください。
■ひたちなかギタークラブ
大島コミュニティセンターを中心に活動している皆さんの温かい音色をお楽しみください。
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巨大松ぼっくりツリー＆巨大地上絵について
本公園では、4 年前から毎年、お客様と公園スタッフにより集めたまつぼっくりでツリーを制作し、“公
園を訪れた人々が冬の厳しさや年の瀬の慌しさを一時でも忘れ、気持ちが和み心温まるように･･･”との
願いを込めて、年末から年始にかけて「巨大松ぼっくりツリー」を展示しています。
今年は新たに、「巨大地上絵」が加わりました。
どちらも、お客様のご協力により集めたまつぼっくりなど、本公園ならではの素材にこだわって作りまし
た。巷を賑わすイルミネーションの派手さはありませんが、地味ながらも素材から伝わる「あたたかさ」が
醸す、安らかで穏やかなひと時をどうぞお過ごしください。
なお、隣接する大観覧車からは、ひたちなか地区や太平洋の雄大な眺めとあわせて、「巨大松ぼっく
りツリー」と「巨大地上絵」のスケール感あふれる、上空ならではの景観をご覧いただけます。暖かなゴン
ドラの中、12 分間の空中散歩をお楽しみください。

巨大松ぼっくりツリーについて
冬の厳しさや年の瀬に慌しさを一時でも忘れ、公園を訪れた皆様の気持ちが和むようにと、ひたち海
浜公園ならではの素朴な材料“まつぼっくり”で作りました。
デザインテーマは「太陽」。本公園のロゴマークであるとともに、太平洋の水平線から昇ってくる「日の
出」など、年末年始にふさわしいめでたさをイメージしています。
ツリーの周りは、太陽の燃え盛る炎をコキアで表現しています。
■展示期間：平成 20 年 12 月 13 日（土）～平成 21 年 1 月 12 日（月祝）
※12 月 27 日（金）からは、お正月風の装飾に模様替えします。
■材料：園内のアカマツ・クロマツのまつぼっくり、コキア
■まつぼっくりの数：30,000 個
■高さ：6ｍ（バスケットゴールの約 2 倍）
■初登場：平成 17 年 12 月 10 日（今年で 4 回目）

ひたち海浜公園
ロゴマーク

巨大地上絵について
秋、多くのお客様にお楽しみいただいた“みはらしの丘”の「コキア」や、園内で発生した「マツの間伐
材」など、公園の自然素材を使った巨大アートの下絵に、お客様が「まつぼっくり」を埋めて完成させる
“みんなで作り上げる巨大アート”です。
デザインテーマは「丑」。2009 年の干支であるとともに、茨城県が誇るブランド牛の「常陸牛」でもあり
ます。また、牛の足元に広がる草原をコキアで表現しています。
■展示期間：平成 20 年 12 月 20 日（土）～平成 21 年 1 月 12 日（月祝）
■材料：園内のアカマツ・クロマツのまつぼっくり、コキア、マツの間伐材、間伐材で作った炭
■まつぼっくりの数：50,000 個
■大きさ：24ｍ×19ｍ（バレーボールコート約 1 面分

※ 12 月 13 日（土）～19 日（金）には、「みんなでアート♪ 巨大地上絵をつくろう！」と題し、下絵
の枠の中に、お客様にまつぼっくりを埋めていただくセルフ参加型（参加費無料）のイベントを
開催します。巨大地上絵は 19 日（金）に完成します。
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・・

～トピックス① ～
巨大地上絵「丑（うし）」が一変！
暮れなずむ夕刻に浮かび上がる冬の星座「おうし座」について

・・

おうし座は冬の代表的な星座のひとつで、一等星「アルデバラン」と、
明るい星が一か所に集まった「すばる（プレアデス星団）」があること

すばる

で有名です。
12 月 18 日(木)～23 日（火祝）の 6 日間、夜 6 時まで開園時間延長を
行うイベント「トワイライトの贈りもの」では、日中お楽しみいただく
巨大地上絵の「丑」に、冬の星座「おうし座」をかたどったライトアッ
プを行います。
冬の夜空に輝くおうし座が、お客様に置いていただくキャンドル等で
浮かび上がりますので、夕刻の姿にもどうぞご期待ください！
※実際の「おうし座」のイラストと、本公園の地上絵の絵柄は異なります。

アルデバラン
巨大地上絵に浮かび上がる
冬の星座「おうし座」

～トピックス② ～
ひたち海浜公園ならではの素材について
■ まつぼっくりについて
「まつかさ」「まつかさぼうず」とも言います。春に花が咲き、
翌年の 10 月頃にまつぼっくりが茶褐色に成熟します。
“まつぼっ
くり”は硬いうろこ状になった丸い果実（球果）で、開いて羽の
ようになったところの間に種が入っています。つまり、まつぼっ
くりはマツの種の“ゆりかご”なのです。
本公園は海岸側にクロマツ林、内陸部はアカマツ林の植生とな
っているため、園内各所まつぼっくりをみることができます。今

園内で採れた“まつぼっくり”

回はお客様にも収集にご協力をいただいたまつぼっくりを使用し、
ツリーや地上絵のメインの材料としています。
■ コキアについて
紅葉する草“コキア”は、夏はライムグリーン、秋は鮮やかな
真紅、晩秋に茶色く枯れるなど、そのたたずまいの移り変わりが
魅力的な植物です。本公園では秋の「みはらしの丘」にて、多く
のお客様にお楽しみいただいた後、茶色く枯れたコキアを、ツリ
ーの周りや巨大地上絵の「丑」の足もと（草原）に使用します。

みはらしの丘の“コキア”

そのほか、園内で発生した「マツの間伐材」で牛の輪郭を縁取り、
「間伐材で作った炭」で
牛の目を作ります。ひたち海浜公園らしい素材にとことんこだわって作る「巨大松ぼっくり
ツリー」と、
「巨大地上絵」を是非ご覧ください！
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トワイライトの贈りもの 会場図
自然光（炎）
人口光（照明）

大観覧車
ライトアップ

まつぼっくりツリー
ライトアップ

ガーデンレストラン
「SPECIAL DAY」ミニコンサート

SEA ゴーランド
ライトアップ

ガーデンレストラン

（高さ 6m）

地上絵
ライトアップ

森のふわふわ
クレープ屋さん

灯柱

大花壇内灯柱
（高さ 3.5m）
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大観覧車からひたちなか市内を望む
平成 20 年 12 月 12 日撮影
大観覧車からは、灯りに照らされたツリーや地上絵のほか、刻々と変わ
る夕暮れや、ひたちなか市街の夜景をご覧いただくことができます。

試験点灯の様子 平成 20 年 12 月 12 日撮影
※「トワイライトの贈りもの」開催時の灯りのイメージとは多少異なります。
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