PRESS RELEASE

《

やってくる！
花の祭典

》

2017 年 3 月 24 日

今伝えたい、春がある。

H28 年度 VOL.52

平成29年3月25日（土）から5月14日（日）の期間、春の花が彩るフラワーリレーイベント「Flowering2017」を開催します。
期間中は、春の訪れを告げるスイセン、松林の下に広がるカラフルなチューリップ、みはらしの丘一面を青一色に染めるネモフィラ
をはじめ、園内各所でバトンをつなぐように次々と花が咲き誇ります。

◆スイセン&チューリップにもご注目‼
スイセンガーデンでは「ミニ和風庭園」が初登場。また、チューリップは、他の花と組み合わせ植栽
したコンビネーションエリアや100品種以上を混植したカラフルなミックスエリアを新設します。

◎スイセン
本数：約100万本、品種数：約550品種、見頃：3月下旬～4月中旬
◎チューリップ 本数：約25万本、品種数：約250品種、見頃：4月中旬～下旬

◆期間中はイベントや限定グルメ・お土産が盛り沢山
『Flowering2017』期間中は、花の見頃時期に合わせて、花にまつわる講座・クラフト体験をはじめ、
スポーツ、音楽コンサートなど、多彩なイベントを開催。地元の魅力を体感できるスタンプラリーや
ガイドツアー、PRイベントも楽しみ。また、ネモフィラをモチーフにした春限定のグルメや土産品も
多数登場します。

◆お客様に向けた各種サービスも充実
春のフラワーシーズンにおける来園者に向けて、園内外で各種サービスを実施します。

◎園内：目的地までの導線案内、移動手段の拡充、：増加する外国人観光客へのサービス
◎園外：公共交通機関と連携し、公園までの来園手段を拡充
Information
記念の森散策路では、見頃を迎えたクリ
スマスローズをお楽しみいただけます。
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公園公式ＳＮＳもご覧ください

お問い合わせ 国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター 広報係 服部・浅沼
TEL：029-265-9001（報道関係者の方は 029‐265‐9004・9005 迄） FAX：029-265-9339
〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼 605-4 http://www.hitachikaihin.jp

約１ha の松林の下、絨毯のように敷き詰められたスイセンが幻想的
な世界を創り出します。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。
開花時期：3月下旬～4月中旬、品種数：約550品種
本数：約100万本、場所：スイセンガーデン、スイセン見本園

開催期間：3月25日（土）～4月7日（金）
今年のNEWポイント
◆「ミニ和風庭園」が初登場
増加する外国人観光客に向け
て、スイセンと『和』を融合さ
せた庭園を試験的に導入。H31
年グランドオープン予定。

ミニ和風庭園イメージ

◆「ミックスエリア」の品種数が増加
同じ場所に複数の品種を植栽したエリアの品種数を今年増加し、
さらに賑やかな風景を創り出します。
品種数 スイセン：8 → 12、ヒヤシンス：1 → 4

カラフルなチューリップが、メルヘンな世界を創り出します。同じ
エリアで早咲きと遅咲きの球根を組み合わせて植えているため、時
間とともにデザインが変わるさまをお楽しみいただけます。
開花時期：4月中旬～下旬、品種数：約250品種
本数：約25万本、場所：たまごの森フラワーガーデン

開催期間： 4月8日（土）～21日（金）

今年のNEWポイント
◆一年草とのコンビネーションデザインを初導入
カラフルなチューリップと下記の一年草を組み合わせたエリア
を新設します。
・リムナンテス（別名：ポーチドエッグフラワー）
・ネモフィラインシグニスホワイト（白いネモフィラ）
・パンジー
◆100 品種以上のチューリップからなるミックスエリアが登場
色、草丈、開花時期の異なる 100 品種以上のチューリップを
組み合わせたエリアを今年から導入します。

開催期間：4月22日（土）～5月14日（日）
みはらしの丘一面を、450万本のネモフィラが埋め尽くします。ラ
イトブルーの可憐な花と空と海とが織りなす日本最大のパノラマ
シーンは圧巻！一歩足を踏み入れるとそこは360度見渡す限り青
一色の世界、まるで空中散歩をしているような錯覚に陥ります。
開花時期：4月中旬～5月上旬、本数：約450万本、場所：みはらしの丘
◆早朝開園 4 月 29 日（土祝）～5 月 7 日（日）7:30 より開園

◎春のフラワーカレンダー
3~5月の期間は、上記の花の他にも、ナノ
ハナ、ポピー、バラ、リナリアなどの春の
花々が、バトンをつなぐように次々と咲き
誇ります。
各花の開花状況については、プレスリリー
ス（見頃時期に配信予定）
、公園HP「今楽
しめる花情報」をご確認ください。
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花の種類
スイセン
チューリップ
ヤマザクラ
ナノハナ
ネモフィラ
カリフォルニアポピー
シャーレーポピー
バラ
リナリア

3月
下旬

上旬

4月
中旬

下旬

上旬

5月
中旬

下旬

◎Flower

春の花々にまつわるクラフト講座やガイドツアーを開催！

◎Culture
春の公園で、気軽に文化体験をしませんか？

◆花をつくろう

古民家を中心とした
里山暮らし体験、本
格的な陶芸作り、
様々なクラフト講座
など、子どもも大人
も一緒に参加して、
楽しむことができる
イベントが目白押し
です。

スイセンの絵手紙やフラワ
ーバスケット、本物の花そっ
くりのディップアートフラ
ワーなど、春の花々をモチー
フにした様々な手作り体験
を開催。来園記念のお土産に
にピッタリです。

◆花を学ぼう

◆古民家文化体験

スイセン・チューリップ・ネモフィラ、それぞ
れのスペシャリストが各花の魅力や鑑賞ポイ
ントをわかりやすくお教えします。鑑賞を楽し
みながら、詳しく学べます。

◎Nature

◎Sports

春は生き物たちが活発になる季節！

園内には様々な自然環境があり、各地の特色を活かした各種
イベントを開催。
“自然の宝庫”沢田遊水地のガイドツアーや
砂丘ガーデンを巡りながら、その魅力を学ぶことができるプ
ログラム、森の中を巡る野鳥観察会などのイベントを楽しみ
ながら、公園の自然の魅力を感じることができます。

◎地域連携イベント

昔遊びや昔話など、大人
にとっては懐かしい、子
どもにとっては新鮮な、
気軽に参加できる文化体
験を多数開催。

この春、スポーツを始めたい方にオススメ！

本格的な専用コースで行う BMX 体験会や水戸ホーリーホッ
クのコーチが指導する親子サッカー教室など、広大なフィー
ルドを活かした各種プログラムが盛りだくさん。この春から
スポーツを始めたいという方には、定例開催のスポーツプロ
グラムがオススメです。

地元ひたちなか市をはじめ、様々な地域と連携した、魅力あふれるイベントを開催します。

ひたちなかまちあるき
舞台となるのはひたちなか市。ぐるりと散策しながら、ひたちなか市の魅力に触れよう！

◆ひたちなか巡りウォーキング～那珂湊編～

◆The World of Brass in
ひたちなか 2017 5/7（日）

5/13（土）

公園内見学の後、ネモ
フィ ラシャトルバ ス
やひ たちなか海浜 鉄
道で移動しながら、那
珂湊の歴史を巡る、ガ
イド 付きの観光型 ウ
ォー キングを開催 し
ます。

東関東吹奏楽連盟から推薦された 16 団体
による、吹奏楽・マーチングの演奏演技発表
会です。水のステージでの吹奏楽演奏とマー
チング演技、遊歩道を演奏しながらパレード
など、様々な音楽をお楽しみいただけます。

Flowering2017 最終日 5/14（日） 入園無料日イベント！
◆ひたちなか・大洗・東海
PR の日
地元特産品の販売や親子で楽しめる
手軽な工作体験、観光ＰＲなど近隣地
域の魅力を見て触れて、味わって、体
験できます。

◆HULA fes.2017
ひたちなかフラフェスティバル
ひたちなか市とその周辺地域のフラ愛
好家約 1,000 名が共演します。優雅で
情緒的な踊りをお楽しみください。

「Flowering2017」開催期間中のイベント情報は、同封の そよかぜ通信 2017 春号または ＨＰ をご覧ください。
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＜今春の一押し立ち寄りスポット＞
◆記念の森レストハウス

◆特設土産品専門店「常陸野みやげ市場」

3 月 8 日（水）リニューアルオープン。店
内のしつらえはもちろんのこと、地元の銘
店との連携から生まれた新サービスや公
園オリジナルメニューなどを提供します。
“ネイチャーフィーリングカフェ”をコン
セプトに、四季の移ろいを五感で感じなが
ら過ごせる空間と時間をお届けします。

県内各地から厳選した
“茨城の逸品”を中心に、
思わず買いたくなって
しまう土産品が大集
合！ネモフィラをモチ
ーフにしたスイーツな
どの商品も販売します。

＜2017 年春の新商品を一部ご紹介！＞
◆ネモフィラフラワーパック
650 円

◆ネモフィラブルーティー
３TB 入 500 円
ネモフィラをイメージした青色のハーブ
ティーです。バタフライピー（マメ科）と
いう植物の青い花びらから出る成分によ
って、お茶が青く
染まります。味の
ベースは、爽やか
なレモングラス。

◆わんこジェラート豆乳味
250 円

種が入ったパック
を使って、簡単にネ
モフィラを育てる
ことができます。ご
家庭でもネモフィ
ラを咲かせてみま
せんか?

可愛い愛犬と一緒
におやつを楽しみ
たい方にオスス
メ。豆乳やうるち
米などを使ってお
り、ワンちゃんの
体にも優しい商品
です。

＜園内動線案内＞

＜外国人観光客への各種取組＞

来園者の園内移動時に、目的地まで迷わずスムーズに進んで
いただくために、園内各所に動線案内表示を設置します。

年々増加する外国人観光客に対し、園内で快適に過ごしてい
ただくために、各種取組を実施します。

◆仮設サイン（3ｍ）による誘導

◆FREE Wi-Fi SPOT

NEW

主にネモフィラの見頃時期
に、みはらしの丘までの導線
案内として設置。高い位置に
案内があるので、混雑時でも
簡単に確認できます。

◆園路上「道しるべ POP」
日本語と英語で記載した各
花畑までの案内を園路上に
設置します。目的地までの距
離や方向を確認出来ます。

3 月にリニューアルオ
ープンした「記念の森
レストハウス」に外国
人観光客に対応した無
料 Wi-Fi スポットを設
置（予定）。

◆イベントチラシでの多言語表記や
英語版 HP をリニューアル
開花時期などを 4 か国語（英語、中国語（繁体字・簡体字）、
韓国語）で標記。また、HP もより見やすいデザインに変更。

＜園内移動手段＞

＜アクセスが便利に＞

レンタルサイクルの台数の増加など、広い園内を快適かつス
ムーズに移動していただくためのサービスをご用意します。

公共交通機関（鉄道、バス事業者）と連携し、アクセスが便利に。
臨時列車やシャトルバスのご利用をおすすめします。

◆レンタルサイクル増台

◆地元観光拠点と公園を結ぶシャトルバス

NEW

春のフラワーシーズンに増加する
レンタルサイクル利用客に向けて、
台数を約 100 台増台（約 1,300 台
→約 1,400 台、うち約 400 台新車
導入）。

◆シーサイドトレインみはらしの丘直行便運行
「西口・翼のゲート」からネモフィラが咲く「みはらしの
丘」までの直行便を期間限定で運行します。
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ひたちなか海浜鉄道湊線阿字ヶ浦駅、阿字ヶ浦で開催される
里浜げんき市場、茨城空港など、各スポットと公園を結ぶ直
通シャトルバスが運行されます。

◆GW 時期を中心に、勝田駅と海浜公園を結ぶ直行バス
（シャトルバス）運行
◆神奈川地区と勝田駅をダイレクトに結ぶ JR 臨時急行
横浜～勝田間の直通臨時急行「春のひたち海浜公園号」が
運行されます。
運行日：4/22（土）、23（日）、29（土祝）、30（日）、
5/3（水祝）、4（木祝）

