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開催せまる！！

平成 20 年 4 月 1 日撮影

謹啓 早春の候 皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
国営ひたち海浜公園の春の幕開けを飾るスイセンの開花に合わせ、「スイセンファンタジー2009」（3 月 20 日
(金祝）～4 月 12 日（日））を開催しますので、ご案内いたします。
松林から零れる生命の光を受け、583 品種 100 万本のスイセンが創り出すどこまでも幻想的な世界――。
この“日本一のスイセンガーデン”を皮切りに、チューリップ、ネモフィラへと続く本公園の春のフラワーリレー
がスタートします。
今回は、初めての試みとして、 大胆にも「天橋立の股のぞき」さながらに天地逆転の光景を花々でお楽

しみいただこうと、“花々の逆さ見”をテーマにした鑑賞スポットをガーデン内に設置します。今までとは違う
花の見方にどうぞご期待ください。
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.hitachikaihin.go.jp

国営ひたち海浜公園では、今年もスイセンガーデンから春が始まります。
都市公園で最大級の広さを誇る当公園のスイセンガーデン。松林の中、光と樹々の影が創り出す幻
想的で華やかな世界、多彩なスイセンが咲く品種見本園など、スイセンのさまざまな表情を楽しむことが
できます。約 1ha の松林の下に絨毯のように敷き詰められた 583 品種 100 万本のスイセンが幻想的な世
界を創出します。何処までも一面に広がる色と香りのシンフォニーをお楽しみください。
イベント期間中、スイセンの魅力に関する情報を積極的に発信し、花と緑のある生活の楽しさや素晴ら
しさを、見て・触れて・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します。
また、主役となるスイセンを一層際立たせる演出として、イベント期間中の会場周辺において、地元茨
城の食材や産品を活用した飲食・物販を臨時売店で提供し、茨城の文化、食、人情を伝えるとともに、
“花と食”にこだわったイベント展開を行うことで、茨城の物産の PR を積極的に行い、来園者の満足度の
向上を図ります。

■実施期間
平成２１年３月２０日（金祝）～４月１２日（日）

■実施場所
スイセンガーデン 他

■主催等
共催）国営常陸海浜公園事務所
ひたちなか市観光協会

■今年のポイント

「花々の逆さ見」をテーマにした鑑賞スポット登場！
今年はお客様に、今までとは違う花の
見方を提案します。
その名も“花々の逆さ見”。
「天橋立の股のぞき」さながらに、天地
逆転の光景を花々でお楽しみいただこう
と、鏡を利用した逆さ見の鑑賞スポット
をガーデン内に設置します。
鑑賞スポットに立ち、鏡を覗き込んで
スイセンガーデンを見ると、天空に“ス
あまた

イセン”という名の数多 の星が輝いてい
るかのように、不思議な光景が広がりま
す。
そ

ら

それはまるで、宇宙も羨む美しさ･･･。
20 日(金祝)から始まるスイセンファン
タジー2009 にどうぞご期待ください！
１

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」が登場します。

ボリューム満点!!“ハム焼き”

■出店場所：3 月 20 日（金祝）～4 月 13 日（日）スイセンガーデン周辺
3 月 20 日（金祝）～5 月 24 日（日）中央芝生広場（中央サイクルセンター前）
■協力：（社）茨城県観光物産協会、ひたちなか市観光協会
■メニュー：ハム焼き、納豆そば（うどん）、常陸牛ステーキ弁当、県産タマゴのナンドーナツ、
ローズポークカレー、県産紅あずまサツマスティック 等

季節限定！ひたち海浜公園オリジナルスウィーツが登場！！

■海浜公園オリジナル饅頭「ネモフィラの風」

米粉と山芋の原材料を生
かした食感の良さをお試
しください！

みはらしの丘に爽やかにそよぐ風、そして一面に広がるネモフィラの花をイ
メージして、茨城県水戸市にある和菓子屋「あさ川製菓」のご協力のもと、初
めてまんじゅうを制作しました。
皮は白地に淡いブルーの色がかかっており、ネモフィラの色を表現。中に
は、ブルーベリージャムが入っています。お土産におすすめです。
販売期間：4 月 1 日（水）～5 月 24 日（日）の毎日
場所：西口・翼のゲート付近
※ネモフィラハーモニー期間中の土・日・祝日には、みはらしの丘ふもとでも販売します。
価格：12 個入り 1,050 円

■海浜公園オリジナル商品「海浜公園のメロンパン」
鉾田市（旧旭村）のメロンの果汁をたっぷり入れて作りました。

メロン果汁たっぷりのオ
レンジ色のクリームが入
っていて、風味が広がり
ます！

黄緑色のパン生地でメロンの網の部分も表現しているので、見た目も可愛
らしく、お子様にもおすすめです。
販売期間：4 月 4 日（土）～5 月 24 日（日）期間中の土・日・祝日
場所：たまごの森（たまごのひるね前）
価格：1 個 180 円

２

■期間中のイベント

【スイセンファンタジー2009

オープニングイベント】

スイセンファンタジーの幕開けと春の訪れを祝うオープニングイベントを開催します。
日時：平成 21 年 3 月 20 日（金祝） 11：00～11：20
場所：スイセンガーデン前
実施概要：
11：00

プレ演奏（ひたちなか市立勝田第二中学校 吹奏楽部）
スイセンファンタジーイベント紹介

11：10

開会宣言（マスコットキャラクター“海くん・花ちゃん”、ウッディ）
ファンファーレ
記念演奏（ひたちなか市立勝田第二中学校 吹奏楽部）

11：20

バルーンリリース・ファンファーレ

オープニング終了時には、

スイセンの球根プレゼント（先着 100 名様）

先着 100 名様にスイセンの
球根プレゼント！！

【アートスペース】期間中毎日開催、観覧無料
①花装飾展示「天地・花翔」
「地から昇り立ち、天から降りそそぐ・・・」をテーマにした花装飾の展示を通じて、ちょっと違った春の花々の
楽しみ方を提案します。
場所：テラスハウス
協力：梶原郁子

②スイセン絵てがみ展
スイセンをモチーフにした味わい深い絵てがみを展示しています。
場所：テラスハウス
協力：水戸絵てがみの会

③フォトパートナー写真展
園内の花々やイベント等を撮影しているフォトパートナーの皆さんが、
この 1 年間に撮影した選りすぐりの写真を展示します。
場所：テラスハウス
協力：フォトパートナー

④まつぼっくりカード展示
ぽっかぽか冬フェア！！最終日（1/12（月祝））のイベント「ありがとう！！
まつぼっくりツリー」で、ご参加いただいた皆さんにさまざまな願い事を書い
ていただいたカード 400 枚を展示します。
場所：テラスハウス

⑤スイセンギャラリー
スイセンに関するパネルやドライフラワーの展示のほか、日本水仙協会
のご協力により、切花、鉢花の展示を行います。また、ワイルドバルブガー
デンでは、オランダ大使館及びオランダ国際球根協会のご厚意により提供
いただいた、秋篠宮妃紀子殿下にちなみ「プリンセス・キコ」と名付けられた
品種がご覧いただけます。
３

【体験型イベント】参加・観覧無料（※凧づくり教室は有料)
■花めぐりクイズラリー
スイセンガーデンを歩きながら 3 ヶ所のクイズポイントを見つけ、クイズを
解いていくラリー。ご応募いただき全問正解された方には、抽選で各種賞
品をプレゼント！
日時：期間中毎日開催
場所：スイセンガーデン
協賛：ひたちなか市観光協会、茨城交通(株)勝田営業所、
ひたちなか海浜鉄道(株)、ひたちなか市
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※詳細はホームページをご覧ください。

■スイセンガイド
スイセンを愛するガイドボランティアと語らいながら、スイセンの奥深い魅力
に触れてみてはいかがでしょうか？
日時：期間中毎日開催（都合により中止になる日があります）
受付：10：00～14：00（テラスハウスにて）
場所：スイセンガーデン

■スイセンウォーターを体験しよう！
公園ボランティア“ハーブパートナー”の皆さんが、蒸留装置を使い、園内の
スイセンからエッセンシャルオイルを抽出するデモンストレーションを行います。
日時：期間中毎週日曜日 10：30～12：00、13：30～15：00
場所：テラスハウス

４

■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・紐などの素材を
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。ネモフィ
ラハーモニー終了日まで開催します。
なお、グリーン工房には、上記期間に限らずいつでも体験いただけるコ
ーナーがあります。
日時：期間中毎日開催
場所：テラスハウス
協力：茨城生物の会
※設置してある素材をご使用ください。材料には限りがございますのでご了承ください。

■凧づくり教室
オリジナル凧を作り、広い大草原で天高く揚げよう！
日時：4 月 12 日（日）
受付：10：00～12：00、13：00～15：00
場所：そよかぜドーム
定員：先着 500 名
参加費：ビニール凧 100 円、飛行機凧 200 円
協力：常陸凧の会

■夢プラン「大きな折り紙でバラの花を咲かせましょう」
県の花“バラ”の折り紙に挑戦しよう。
12：30～13：00 には、大きな紙（2ｍ×2ｍ）を使った折り紙のデモンストレ
ーションを行います。
日時：3 月 22 日（日） 10：30～12：00、13：30～15：00
場所：テラスハウス
定員：先着 100 名
参加費：無料

■「国営公園フォトコンテスト・短歌コンテスト」入選作品展
各コンテストに応募いただいた中から入賞作品を展示します。
日時：3 月 4 日（水）～25 日（水）
場所：グラスハウス
参加費：観覧無料

５
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■平成 21 年 3 月 17 日現在
現在「スイセンガーデン」では、西側の日当たりの良い場所から咲き始め、他の場所でも
順調につぼみが付いてきています。
ガーデン全体の開花状況は現在“咲き始め”で、3 月末に見頃を迎える予定です。
また、一足先に見頃を迎えた「スイセンの丘」の早咲き品種「ラインベルト・アーリーセ
ンセーション」は、3 月下旬頃までお楽しみいただけます。

品種：テタテート
（3 分咲き）

品種：ジェットファイヤー
（咲き始め）

品種：ラインベルト・アーリーセンセーション
（見頃）

■スイセンガーデンデータ
平成 21 年は・・・

開催年

球数（本数）

品種数

◆スイセンガーデン・・・71 品種 約 100 万本

平成5年

10万球

31種

◆花畑の面積・・・約 10,000 ㎡

平成6年

30万球

36種

◆品種見本園・・・582 品種 約 13,000 本

平成7年

50万球

69種

◆スイセンの丘・・・1 品種 約 32,000 本

平成8年

70万球

102種

◆ワイルドバルブガーデン・・・プリンセス・キコ 35 球

平成9年

80万球

109種

平成10年

90万球

127種

平成11年

93万球

142種

平成12年

100万本

130種

平成13年

100万本

195種

平成14年

100万本

220種

平成15年

100万本

225種

平成16年

100万本

316種

平成17年

100万本

410種

平成18年

100万本

469種

平成19年

100万本

545種

平成20年

100万本

555種

平成21年

100万本

583種

今年のスイセンの品種数は、過去最高の

558833 品
品種
種 110000 万
万本
本！！
また、スイセンガーデンの松を間引きし、
これまで以上に明るい日差しが差し込むこと
で、より元気な花をお楽しみいただけるよう
になりましたので、どうぞご期待ください！

スイセンガーデン規模の推移
６

スイセンガーデン（平成 20 年 4 月 4 日撮影）

