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《

ハートフル
フラワーリレー

2018 年 03 月 29 日

》

あたたかな春のおもてなし
Flowering2018 開催中です！

H29 年度 VOL.59

2018 年 3 月 24 日（土）～5 月 13 日（日）
現在、春の花が彩るフラワーリレーイベント「Flowering2018」が開催中です。スイセン、チューリップ、ネモフィラをはじめ、園
内各所でバトンを繋ぐように次々と花が咲き誇ります。また期間中は、春を満喫できるイベントや、この時期ならでは限定グルメ・
お土産なども登場！暖かな陽気の中、あなただけの“春の楽しみ方”を探してみてはいかがでしょうか。

左上から、スイセン、チューリップ、ネモフィラ、吹奏楽 fes、ケータリングカー、田植え体験、ネモフィラブルーラテ

◆春の開花リレーが始まっています！

◆期間中は各種イベントが盛り沢山

現在、スイセンガーデン・品種見本園では、スイセンが5分咲きとな
り、3月末から4月初めに見頃を迎える見込みです。昨年に引き続き、ス
イセンと和を融合させた「ミニ和風庭園」を設置しています。
チューリップは、4月中旬から下旬に見頃予定で、長い期間楽しめる
よう、一部のエリアで早咲きと遅咲きの品種を同じ場所に植栽していま
す。松の木漏れ日の下、鮮やかな色の競演をお楽しみください。
ネモフィラは、4月中旬から5月上旬に見頃となる見込みです。開花情
報をHPで随時お知らせしていきますので、詳細はご確認ください。

期間中は、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イベントも楽しめます。
【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】子供も大人も一緒に参加して、気軽に文化体験ができます。
【Nature】園内の様々な自然環境を活かし、その魅力を学びます。
【Sports】広大なフィールドを活かした各種プログラムが盛り沢山！
【地域連携】近隣施設や自治体と連携したイベントを開催。

◆限定グルメやお土産も要チェック！

◆イベントに合わせた各種取り組みも充実

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。数量限定の商品もあるので、お目当ての商品はチェックしておくの
がおすすめ！園内各所には、様々なケータリングカーもやってきます。

西ゲートの階段下には多言語文字を並べたネモフィラの大型看板を設
置し、他国からの歓迎ムードを演出します。また、広い園内を快適に移
動するための手段として、シーサイドトレインのみはらしの丘までの
直行便を運行します。園外では、公共交通機関と連携し、公園までの来
園手段を拡充することで、渋滞緩和やスムーズな入園を促します。

◎常陸野おみやげ市場 県内から厳選した“茨城の逸品”が登場
期間：4月14日（土）～5月13日（日） 会場：レイクサイドカフェ横
Information
平成 30 年 4 月 1 日より入園料改定。
小中学生が無料となります。

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・田代
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
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Flowering2018

注目ポイント 1

春の花々が魅せる、色彩豊かなフラワーリレー

スイセンガーデン「3 分咲
き」
2018 年 3 月 25 日撮影

早咲きスイセン「見頃」
2018 年 3 月 25 日撮影

開催期間： 3月24日（土）～4月6日（日）
金）

華やかなフラワーリレーはスイセンから！約１ha の松林の
下、絨毯のように敷き詰められ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。

現在、スイセンの丘で早咲きスイセンが見頃です。スイセン
ガーデン・見本園は５分咲きで、今後暖かい日が続く予報のた
め、3 月末から 4 月初めに見頃を迎える見込みです。
また、昨年に引き続きスイセンと『和』を融合させた「和風
ガーデン」を設置。縁台に座って記念撮影もおすすめです。

見頃時期：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：4月21日（土）～5月1３日（日）
（日）

開催期間： 4月6日（土）～20日（金）
現在、たまごの森でチューリップの
芽が成長中で、一部はつぼみをつけ
ています。今年は例年通り4月中旬
頃から見頃となる見込み。カラフル
でメルヘンな世界を創り出します。

Flowering2018

今年の見頃は、4月中旬から5月上旬
と予想されます。約450万本のライ
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
ンは圧巻です！

たまごの森フラワーガーデン
2018 年 3 月 25 日撮影

見頃時期：4月中旬～下旬、品種数：約240品種
本数：約25万本、場所：たまごの森フラワーガーデン

注目ポイント 2

和風ガーデン
2018 年 3 月 25 日撮影

みはらしの丘
2018 年 3 月 27 日撮影

見頃時期：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 28 日（土）～5 月 6 日（日）7:30 より開園

花より団子！？春限定グルメ&お土産が登場！

＜今春のおすすめ立ち寄りスポット＞
◆特設売店

◆特設土産品専門店
「常陸野みやげ市場」

食いしん坊、あつま
れ！園内各所にケータ
リングカーや売店が登
場。人気の地元グルメ
から公園オリジナル商
品まで楽しめます。

県内各地から厳選した“茨
城の逸品”を中心に土産品
が大集合！今年は、より豊
富な品揃えで、売り場を拡
大しています。

＜2018 年春の新商品を一部ご紹介！＞
◆ネモフィラブルーソフト

400 円

◆ネモフィラブルーラテ

話題の“丸ソフト”がネモフィ
ラ色で登場！爽やかなラムネ
味に、手作りのネモフィラクッ
キーを添えました。思わず写真
に撮りたくなってしまうほど、
見た目も味も抜群の究極のソ
フトクリームです！

550 円
青いお花のハーブで色
づけた珍しい青い色の
ラテで、ノンカフェイ
ンの優しいキャラメル
ミルク味です。数量限
定なのでお早めにお楽
しみください。

Hitachi Seaside Park. PRESS RELEASE
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Flowering2018

注目ポイント 3

花、文化、自然、スポーツなど、春はイベント盛り沢山！

◎Flower

◎Culture
古民家を中心とした昔の暮らし
体験、本格的な陶芸作りなど、子
どもも大人も一緒に楽しめるイ
ベントが目白押し！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文
化体験を多数開催します。

スイセン・チューリップ・ネモフィラをモチーフに
した各種クラフト体験は本公園ならではです。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、来園記念のお土産にピッ
タリです。また、各花のスペシャリストが花の魅力
や鑑賞ポイントをわかりやすくお教えするガイド
ツアーや春の花の撮影テクニックをレクチャーす
るフォトレッスンも楽しめます。

◎地域連携イベント

◎Nature

◎Sports

“自然の宝庫”沢田遊水地のガ
イドツアーや、森の中を巡る野
鳥観察会などのイベントを通し
て、公園の自然の魅力を感じる
ことができます。

広大なフィールドを活かした
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
ーツプログラムがおすすめ！

地元ひたちなか市をはじめ、近隣施設や自治体と連携した、魅力あふれるイベントを開催します。

◆ひたちなか巡りウォーキング～那珂湊編～

5/12（土）

◆ひたちなか・大洗・東海 PR の日

5/13（日）

地域の見所を再発見！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。

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。

「Flowering2018」開催期間中のイベント情報は、同封の そよかぜ通信 2018 春特別号または ＨＰ をご覧ください。

Flowering2018

注目ポイント 4

イベントに合わせた各種取り組みも充実

＜外国人観光客への各種取組＞

＜園内移動手段＞

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。

広い園内を快適かつスムーズに移動するためのサービスをご用意します。

◆西ゲート階段下ネモフィラ看板

◆シーサイドトレインみはらしの丘
直行便運行 4/16（月）～5/13（日）
通常の周遊便に加え、「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。

サイズ：縦 3.3×横 6.6m
言 語：24 ヶ国語

西口・翼のゲート下階段の踊り場部分の壁面に、ネ
モフィラの大型看板を設置！カラフルな吹き出し
の中には“ようこそ”の意味を持つ多言語翻訳した
文字を並べ、フォトスポットとしても楽しめます。

◆多言語表記の HP を開設予定
公園の基本情報を新たに 5 ヶ国語（中国語、台湾語、
韓国語、タイ語、ベトナム語）で標記。また、英語
版 HP もより見やすいデザインに変更。
Hitachi Seaside Park. PRESS RELEASE

＜アクセスが便利に＞
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。スム
ーズな入園に、シャトルバスのご利用をおすすめします。

◆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
◆地元観光拠点と公園を結ぶシャトルバス
ひたちなか海浜鉄道湊線阿字ヶ浦駅、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。
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ｐ

５分咲きになったスイセンガーデン

2018 年 3 月 29 日撮影

まもなく見ごろを迎えます
Hitachi Seaside Park. PRESS RELEASE
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