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国営ひたち海浜公園
PRESS RELEASE
〜季節の花便り〜

秋篠宮妃紀子殿下にちなみ命名されたスイセン

“プリンセス・キコ”が開花しました！

（撮影：平成２０年３月２７日）

謹啓 陽春の候 皆様にはますますご健勝の
こととお慶び申し上げます。
さて、平成１７年からご紹介し、多くの方々よ
りご好評いただいておりますスイセンの品種
“プリンセス・キコ”が開花しましたのでお知ら
せいたします。
３月２９日（日）朝、やわらかな春の木洩れ日
を受け、花が３輪開花しているのを公園職員
が確認いたしました。
“プリンセス・キコ”は、浜名湖花博が開催
（平成 16 年）された時に登場したスイセンの新
品種で、秋篠宮妃紀子殿下が花博を御視察さ
れた際に、紀子様にお名前をいただき“プリン
セス・キコ”と名付けられたものです。そのスイ
センの直系の子孫がワイルドバルブガーデン
でご覧いただけます。
本ガーデンでは、昨年１１月１３日（木）に公
園ボランティア「ひたちガーデナーズ倶楽部」に
よって植え付けられた“プリンセス・キコ”３５球
が順調に蕾を付け、昨日咲いた３輪に続き、今
後順次開花いたします。
なお、花期は７〜１０日間くらいを見込んでお
り、咲き揃うのは４月上旬頃になりそうです。
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。
謹言

平成 21 年 3 月 29 日撮影

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

秋篠宮妃紀子殿下にちなみ命名されたスイセン

「プリンセス・キコ」について
■名 称
■提 供
■特 徴

「プリンセス・キコ」
オランダ大使館、オランダ国際球根協会
花弁が白色で副花冠の部分がピンク系のオレンジ色の
可憐なラッパスイセン
■プリンセス・キコの名前の由来
平成 16 年に静岡県浜松市で開催された「浜名湖花博」※（以下花博）
で、その名誉総裁としてオープニングに秋篠宮ご夫妻がご臨席され、会場
の国際庭園内「オランダ庭園」を訪れた際、オランダ球根生産者協会の代
表団とお言葉を交わされたのがきっかけとなりました。
秋篠宮妃紀子殿下のお優しく優雅なお姿に感銘を受け、スイセンの新
品種に妃殿下のお名前を付けさせていただくことを申し出、承諾を得たも
のです。命名式（平成 16 年 11 月 9 日）は、秋篠宮ご夫妻、オランダ王国
大使が出席する中、オランダ大使公邸内で行われました。
※

「浜名湖花博」は「しずおか国際園芸博覧会“パシフィックフローラ 2004”」と「第 21 回
全国都市緑化しずおかフェア」の愛称です。

ワイルドバルブガーデンを手入れする公園ボランティア

ひたちガーデナーズ倶楽部
「ひたちガーデナーズ倶楽部」は、ひたち海浜公園で活動するボランティア団体（パークパートナー）の
１つで、園芸文化の普及や市民参加の促進を目的として平成 16 年 1 月に発足しました。
記念の森レストハウス傍のワイルドバルブガーデンを活動の拠点として、ガーデニングのプランニングか
ら維持管理までを行い、現在 39 名が毎週木曜日に活動しています。
今年度の「プリンセス・キコ」の植え付けにあたっては、初めて配植の考案から携わったほか、10 月下旬よ
り、周辺に植栽する他の品種の球根堀り上げ・整理や、植え付け場所の区画割り・施肥などの準備作業を
行い、11 月 13 日（木）に 35 球を植え付けました。
【11 月 13 日（木）の植え付け作業と今春のプリンセス・キコ開花の様子】

一度全ての球根を土の植えに配置
植え付ける間隔のバランスを確認するために、
（平成 20 年 11 月 13 日撮影）

並べ終えた球根を踏まないように,
一つ一つ慎重に植え進む
（平成 20 年 11 月 13 日撮影）

昨春のプリンセス・キコ開花の様子
（平成 20 年 4 月 12 日フォトパートナー安氏撮影）
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＜平成 17 年＞
2 月 24 日…プリンセス・キコ 6 球をご提供いただく
オランダ大使館、オランダ国際球根協会のご厚意により 6 球の球根の提供を受ける。
3 月 19 日…プリンセス・キコ初公開
「スイセンファンタジー2005」オープニング式典において、ひたちなか市長をお迎えして
の「プリンセス・キコ除幕式」にて初公開。未開花の状態だったが、会場からは歓声と拍
手が起こり関心の高さを示した。
3 月 23 日…プリンセス・キコ開花
最終的には 5 輪の花を咲かせ、4 月 25 日まで咲き続けた。
10 月 23 日…プリンセス・キコ掘り上げ
花を終えた後、現地にて養生。掘り上げ時には 6 球が分球して 8 球に増えていた。
12 月 1 日…プリンセス・キコ植え付け
園内で活動するボランティア「ひたちガーデナーズ倶楽部」の皆さんとともに、記念の森
レストハウス傍のワイルドバルブガーデンに植え付けた。
＜平成 18 年＞
4 月 18 日…プリンセス・キコ開花
最終的には 3 輪の花を咲かせ、5 月 10 日まで咲き続けた。
10 月 13 日…プリンセス・キコ掘り上げ
花を終えた後、現地にて養生。植え付けた 8 球は、厳冬や日照不足等により、分球した球
根の生長やさらなる分球はなく、6 球を掘り上げるに留まった。
11 月 7 日…プリンセス・キコ 36 球をご提供いただく
昨年に引き続き、オランダ大使館、オランダ国際球根協会のご厚意により 36 球の球根の提
供を受ける。
12 月 14 日…プリンセス・キコ植え付け
ご提供いただいた 36 球に、所有していた 6 球を合わせた 42 球のうち 26 球を、「ひたちガ
ーデナーズ倶楽部」の皆さんと一緒に植え付けた。
＜平成 19 年＞
3 月 29 日…プリンセス・キコ開花
最終的に 30 輪の花を咲かせ、5 月 2 日まで咲き続けた。
7 月 19 日…プリンセス・キコ掘り上げ
花を終えた後、現地にて養生。植え付けた 26 球は、分球により 35 球となった。
11 月 22 日…プリンセス・キコ植え付け
所有している 50 球のうち 35 球を、
「ひたちガーデナーズ倶楽部」の皆さんと一緒に植え付
けた。
＜平成 20 年＞
3 月 ２６日…プリンセス・キコ開花
最終的に 38 輪の花を咲かせ、4 月 24 日まで咲き続けた。
７月 10 日…プリンセス・キコ掘り上げ
花を終えた後、現地にて養生。植え付けた 35 球は、分球により 45 球となった。
11 月 13 日…プリンセス・キコ植え付け
所有している 45 球のうち 35 球を、「ひたちガーデナーズ倶楽部」の皆さんと一緒に植え付
けた。
＜平成２１年＞
3 月 29 日･･･プリンセス・キコ開花
※「ひたちガーデナーズ倶楽部」が植え付ける球根以外は、管理センター裏のバックヤードにて養生管理を行っています。

公園ボランティア“ひたちガーデナーズ倶楽部”考案
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「記念の森レストハウス」側

プリンセス・キコ
■デザインのポイント

〜トピックス〜「ワイルドバルブガーデン ＆ 記念の森レストハウス」

講師として招いたガーデニングデザイナー吉川和雄

「ワイルドバルブガーデン」は、松林やコナラ、ヤマザクラ等の落葉樹類を残した自

氏の指導のもと、初めての試みとして、「ひたちガーデ

然の中の庭園という趣で作られています。年間を通じて、公園ボランティア「ひたちガ

ナーズ倶楽部」の皆さんで配植を考えました。

ーデナーズ倶楽部」の皆さんが丹精を込めて手入れを行い、宿根草や花木を中心とした

今回のデザインのポイントは、「プリンセス・キコ」

四季折々の花が咲くガーデンとなっています。

の花姿が際立つように、同時期に開花するスイセンの中

併設する「記念の森レストハウス」では、オリジナルブレンドハーブティを味わうこ

で、背丈が低めの品種や、色の淡い品種を集め、周囲に

とができます。風に揺れる木々の梢の葉音や時折訪れる鳥たちのさえずりを聴く…季節

植栽しました。

の移ろいを感じながらゆったりとしたひとときをお楽しみ下さい。

昨年の開花状況 （平成 20 年 4 月 4 日フォトパートナー小貫氏撮影）

