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国営ひたち海浜公園
PRESS RELEASE
ひたち海浜公園の楽しみ方を紹介する

「バードウォッチングのススメ」
できました ！
「野鳥図鑑」
バードウォッチングでの活用風景（
平成二十一年一月十八日撮影）

謹啓 厳冬の候 皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、この度、国営ひたち海浜公園のさまざまな魅力を紹介するリーフレット「ひたち海浜公園大百
科」に､新たに『バードウォッチングのススメ』と『野鳥図鑑』が加わりましたのでご案内いたします。
本公園では、昨年４月から、園内散策の際に手軽にご利用いただこうと、花や施設の紹介をはじ
め、目的別の楽しみ方など、本公園のさまざまな情報を A５サイズのリーフレットにまとめた「ひたち海
浜公園大百科」を４１種類制作し、ご好評いただいています。
今回完成した野鳥に関する２種類のリーフレットでは、園内で撮影した野鳥の写真を掲載し、バード
ウォッチングのポイントや野鳥の覚え方、園内のおすすめ観察スポットなどを紹介しており、公園の楽
しみ方の中でも、特にバードウォッチングに最適な冬におすすめの内容となっています。
つきましては、皆様には御多忙中のことと存じますが、本リーフレットをご高覧いただき、取材並び
に記事掲載のご予定の程、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

“ひたち海浜公園の生きものたち”シリーズ①②

「バードウォッチングのススメ」
「野鳥図鑑」
【バードウォッチングとは 】
バードウォッチングとは、野外で鳥の姿を見たり、声を聞いたりして楽し
むものです。専門的な知識や技術ではなく、自然や野鳥に接して、“すばら
しい”、“楽しい”と感じる気持ちを持つことが大切です。また、それぞれのラ
イフスタイルにあった形で始められるのが魅力のひとつです。

【ひたち海浜公園で見られる野鳥 】
野鳥は世界で 9,000 種ほどが確認され、日本でも 650 種ほどの観察記録
があります。
ひたち海浜公園では、身近な野鳥はもちろん、渡り鳥などもあわせると
年間を通しておよそ 70 種の野鳥を観察することができます。空を見上げる
とトビ、オオタカなどのタカの仲間や、ウミネコ、セグロカモメなどのカモメの
仲間の飛翔を観察することができます。

【冬のバードウォッチングの魅力 】
木々が落葉して鳥の姿が見分けやすく、周りが静かでさえずりに耳を傾けやすい冬は、絶好のバードウォッ
チングの季節です。また、冬鳥を観察できることも魅力のひとつです。
ひたち海浜公園では、「ひたちなか自然の森」などで、おなかの橙色がきれいな『ジョウビタキ』、黄色い顔が
かわいい『マヒワ』、藪の中にいることの多い『アオジ』などの冬鳥を中心として約 30 種類の野鳥を観察すること
ができます。

ジョウビタキ

マヒワ

アオジ

～イベントでも活用しています！『ひたち海浜公園大百科』～
1 月 18 日（日）、
「親子自然教室～バードウォッチング～」を開催しました。参加者は、野鳥のリー
フレットを用いた講師の解説を聞きながら、ひたち海浜公園で見ることのできる野鳥の種類の多さに驚
いたり、実際に双眼鏡でじっくり観察して、野鳥の模様や色の美しさに感心していました。

平成 21 年 1 月 18 日 バードウォッチング実施風景

【ひたち海浜公園大百科とは 】
来園されたお客様が気軽に手に取って、より充実した園内散策をし
ていただけるようにと、平成 20 年 4 月より「ひたち海浜公園大百科」を
制作し、園内に設置しています。
花や施設の紹介をはじめ、目的別の公園の楽しみ方など、さまざま
なカテゴリーに分かれており、季節や目的に応じて自由に選び、ご利
用いただくことができます。
今回完成した野鳥のリーフレット 2 種類を加え、現在 43 種類あり、今
後は、植物や生きもの等のリーフレットをさらに増やしていく予定です。
中央ゲート前利用状況（平成 21 年 1 月 17 日撮影）

【設置場所 】
各ゲート（4 箇所）、グリーン工房、記念の森レストハウス、グラスハウス、大観覧車前のりもの券うりばの
計 8 箇所に、「ひたち海浜公園大百科」の専用ラックを設置しています。
■設置リーフレット一覧
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タイトル
季節の花図鑑 １ ネモフィラ ※
季節の花図鑑 ２ チューリップ
季節の花図鑑 ３ スイセン
季節の花図鑑 ４ ポピー ※
季節の花図鑑 ５ ハマヒルガオ
季節の花図鑑 ６ プリンセス･キコ
季節の花図鑑 ７ ナノハナ
季節の花図鑑 ８ オオウメガサソウ
季節の花図鑑 ９ スカシユリ
季節の花図鑑１０ ジニア
花や植物を愛でる
季節の花図鑑１１ ラベンダー
季節の花図鑑１２ バラ
季節の花図鑑１３ ハマゴウ
季節の花図鑑１４ コスモス
季節の花図鑑１５ コキア
季節の花図鑑１６ パンパスグラス
季節の花図鑑１７ ハマギク
季節の花図鑑１８ イソギク
季節の花図鑑１９ クロッカス
季節の花図鑑２０ 冬の植物アラカルト
沢田湧水地
自然を知る・学ぶ
国営ひたち海浜公園の自然を知ろう
季節のウォーキングガイド①春の花めぐりウォーキング ※
季節のウォーキングガイド②夏の花めぐりウォーキング
季節のウォーキングガイド③秋の花めぐりウォーキング
自然の中で体を動かす
ディスクゴルフをはじめよう
BMXにチャレンジ！
水遊びのススメ
ハーブの楽しみ方
芸術や音楽に触れる
やきもの体験 オリジナル作品をつくろう
天気のいい日は外でバーベキューを楽しもう
のんびりと憩う・食べる
おしゃれなカフェでお茶する？
体が不自由な方も、お母さんも、だれにでもやさしい公園です
ようこそ！園内周遊ツアーへ のんびりと景色をながめよう
マスコットキャラクター 海くん・花ちゃんについて
ひたちなか自然の森
公園ガイド
砂丘ガーデン探索
木陰のデッキですてきなティータイムはいかが？
今回新たに加わりました！！
国営ひたち海浜公園 アクセスガイド
みはらしの里①里づくり物語
みはらしの里②里の家
ひたち海浜公園の生きものたち①バードウォッチングのススメ
生きものを観察する
ひたち海浜公園の生きものたち②野鳥図鑑

※印のリーフレットは、好評につき現在増刷中

ひたち海浜公園 冬～早春の花ごよみ
冬から早春にかけてのひたち海浜公園では、野鳥だけでなく、寒さに耐えて花を咲かせ
るさまざまな魅力ある花もお楽しみいただけます。
今後、順次ご紹介する予定ですので、どうぞご期待下さい！

◆クリスマスローズ（1 月中旬～4 月上旬）3,000 株
冬の貴婦人とも呼ばれる気品ある姿で、冬の公園を彩ります。
花期が長いのが特徴です。
公園ボランティア“ハーブパートナー”が手入れをする「香
りの谷」を中心に、ご覧いただくことができます。

◆スノードロップ（1 月下旬～3 月上旬）600 本
「雪のしずく」との別名があります。耐寒性が強く、厳寒期
に白く可憐な花を咲かせます。
公園ボランティア“ひたちガーデナーズ倶楽部”が手入れを
する「ワイルドバルブガーデン」でお楽しみいただけます。

クリスマスローズ

スノードロップ

◆コブシの冬芽（1 月上旬～2 月下旬）コブシの木：13 本
1 月になると、コブシの木の枝先に付いた冬芽がふさふさし
た毛に覆われ始めます。
西口エリアの西池の周りで見ることができるコブシの冬芽
は、3 月中旬頃に冬芽が開いてつぼみが顔をのぞかせ、やがて
10cm 程の白い大きな花を咲かせます。

コブシの冬芽

◆クロッカス（2 月下旬～3 月中旬）65,000 株
ヨーロッパでは「幸福の使者」とも呼ばれ、春を告げる花と
して知られています。
西口エリアの大噴水と対峙するようにひょっこりと顔を出
したひょうきんな姿をご覧下さい。
クロッカス

◆早咲きスイセン“ラインベルトアーリーセンセーション”
（3 月上旬～3 月下旬）32,000 本
純黄色の大型ラッパスイセンで、早春のほかの品種がまだ芽
を出さないうちに開花する極早生種です。
現在ナノハナが咲いている「スイセンの丘」の南西側斜面で、
3 月上旬頃からお楽しみいただけます。
ラインベルト・アーリーセンセーション

