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石狩浜海浜植物保護センター通信
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ハマナス再生園整備作業ボランティア大募集！ 第3回石狩海辺の風景写真コンテスト作品募集

第３回はまなすフェスティバルを6月20日に開催！
●今年も人気企画が目白押し！

かつてここに広がっていた、ハマナスがいっぱいに咲
き誇る景色。その景色を再び取り戻すハマナス再生園
の整備作業を、以下の日程で行います。参加者には、
はまなすティーの試飲もあります。
●実施日：6、7、9、10月の第二木曜日
●時間：10:00～12:00（時間内出入り自由）
●作業内容：草取り、苗植え、その他
※申込み不要。軍手や道具類は用意してあります。

今年で３回目を数える「石
狩海辺の風景写真コンテス
ト」。今年は昨年に引き続き
「はまなす賞」を設定。はま
なすの写った、誰もみたこと
のないようなユニークな写真
をお待ちしています。
応募期間は7月1日から8月

31日まで。毎年６月中旬に開
花のピークを迎えるハマナス
の花を、ぜひあなたのレンズ

を通して表現してください。詳しい応募要項などは、
はまなすフェスティバル実行委員会のホームページ
（http://hamanasufesta.jimdo.com/）にてご確認を。

石狩市の花であるハマナスは、６月中旬から７月上旬にか
けて市を代表する景観を見せてくれますが、食材をはじめ、
多くの魅力を備えています。ハマナスの多様な魅力を体感し
て、ハマナスをもっと身近に感じてもらう「はまなすフェス
ティバル」。今年も石狩浜海浜植物保護センターで開催です。
今年は、会場の真ん前に無料駐車場を用意し、車でのご来

場が格段に楽になりました。昨年、大好評だった「はまなす
ジャムの試食、はまなすティーの試飲」や観察園を舞台にポ
イントを巡る「クイズラリー」も継続して行います。
また、はまなすを使ったいろいろなメニューを用意した

「はまなすカフェ」をオープン。ハマナスを心ゆくまで味わっ
ていただけます。ぜひ、ご家族やお友だちなど、お誘い合わ
せの上、ご来場ください。
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今年は石狩浜海浜植物保護センター設立から15年

石狩浜の環境保護の歩みを振り返ってみよう

現在、北海道による車両乗り入れ防
止柵設置区域に設置している看板

車両乗り入れ防止柵設置区域に設置
されている車両進入禁止看板

石狩浜は、豊富な海浜植物や天然の海岸林が残る、全国的にも貴重な自然海岸です。しかし、1970年
代以降、過剰なレジャー利用やハマボウフウ乱採などにより、海浜植生の破壊が進みました。それに対し
てこれまで行われてきた環境保護対策を年代順に振り返ってみましょう。

■昭和53（1978）年 石狩町は、河口部砂嘴の一部16.5haを「河口地区」として
車の乗り入れ、植物採集を禁止する海浜植物等保護地区とし、監視員も配置しました。
■平成元（1989）年 町民ボランティアにより砂嘴全域の植生調査が行われ、海浜
植物に関する基礎的なデータがまとめられました。
■平成元（1989）年 北海道が「北海道自然環境保全指針」を策定し、石狩海岸
（小樽市銭函～石狩市厚田区望来）は、保存されるべき「すぐれた自然地域」に選定
されました。
■平成3（1991）年 石狩町は、「河口地区」以外の河口砂嘴部約27haを都市公園
法に基づく「都市緑地」として「はまなすの丘公園」に指定し、保護区の「河口地
区」と併せて河口砂嘴部全域約44haの車の乗り入れや植物採集が制限されました。
■平成4年（1992）年 海水浴場をはさみ両側約1kmずつ計約15haに、植生域への
車乗り入れを防止するロープ柵を、石狩町が自主的に設置しました。
■平成12（2000）年、海浜植物等を保全し、自然豊かな海辺環境を次世代へより
良い状態で伝えるための活動を、市民、研究機関、行政が協働で取り組む拠点とし
て、「石狩浜海浜植物保護センター」が開設されました。
■平成17（2005）年 海岸管理者の北海道は、それまで未規制だった約2.5kmの
海岸保全区域に車両乗り入れ防止柵を設置しました。
■平成21（2009）年 石狩市は、関係機関からなる「石狩浜環境保全連絡会議」を
設置しました。
■平成24（2012）年 石狩市は、石狩川右岸地区7.8haを「聚富(しっぷ)地区」と
して海浜植物等保護地区としました。
■平成25（2013）年 石狩市は、平成4年以来自主的規制を行ってきた石狩浜海水
浴場の南西側約12haを「親船(おやふね)地区」、北東側約3haを「弁天(べんてん)地
区」として海浜植物等保護地区に指定しました。
■平成26（2014）年から、石狩市と市民ボランティア団体「いしかり海辺ファン
クラブ」は、保護区「親船地区」の南西側境界から石狩湾新港に向かって約1.2km
地点まで、砂丘上の規制ロープの破損確認・補修活動（海辺パトロールウォーク事
業）を、協働で行っています。

7.8ha16.5ha
日本海

15ha

海辺パトロール実施エリア
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自然の素材がいっぱい揃っています！
クラフトコーナーを利用してみませんか？

ご自宅で海浜植物を育てましょう！
海浜植物のタネを無料で配布しています！

★春！保護センターでふしぎ発見！～カシワの花ってどれ？

センター観察園で、一年を通してカシワを観察してみましょう。きっとふしぎな発見がたくさんあるはずです。
そんな時はセンターの人たちに尋ねてみましょう。 （文・イラスト／内藤華子）

保護センターの観察園の最奥部に、カシワの木があります。石狩海岸には全国的にも貴重なカシワの 天然海岸
林があり、観察園のカシワは、この海岸林から拾った実(ドングリ)を 2000 年に撒いて育ったものです。

「カシワ」と聞いて思い浮かぶのは「柏餅」。柏餅
を包む葉は、カシワの木の葉です。残念ながら北海
道では、端午の節句に採れたてのカシワの葉でお餅
を包むことはできません。端午の節句の頃はまだ寒
くて、カシワの木は葉を開かないのです。
カシワの葉でお餅を包むのは、葉が大きく香りが

あるからだけではありません。春になっても、昨年の古い葉が落ちずに、新芽が
開くまで枝に残っていることから(すべての木に残っているわけではありません
が...)、家系が代々続いていくことに見立て、その縁起のよさからも、お祝いの

お菓子に用いられる
ようになったそうです。
5月末になると、いよいよ観察園のカシワの若葉が

芽吹きます。若葉とともに、10 cmくらいの動物の尾
のような、枝先に垂れ下るものが出てきます。これは
一体何でしょう?カシワの雄花

おばな
です。雄花ということ

は、雌花
めばな

があるのでしょうか?
・・・あります。新しく伸びてきた枝先をよく見ると、
小さな鱗片

りんぺん
に包まれた突起が・・。 これに花粉がう

まく付けば、やがて成長して秋にはドングリになるの
です。

春になっても昨年の葉が残るカシワの木

海浜植物保護センターでは海浜植物のタネを無料配布しています。
春はハマエンドウ、ハマヒルガオ、エゾカワラナデシコ、ハマボ
ウフウ、ハマハタザオの５種、秋にハマナス、ノハナショウブが
加わります。発芽率が悪く育てるのが難しいのはハマエンドウと
ハマボウフウ。比較的簡単な初心者向けはエゾカワラナデシコで
す。エゾカワラナデシコの種は１ポットに５粒ほ
ど植えます。培養土を使えば肥料はナシでOK。一
ヶ月程で芽が出ます。花が咲くまでは２年程かか
るので、その間は外で越冬を。１年経ったら路地
植も大丈夫です。（竹田明男さん：事業普及員）

海浜植物保護センターには子供が楽しめるクラフトコーナー
があります。小さなお子さんには海浜植物の塗り絵がおすす
め。他にも、ハマニンニクの茎を使ったすだれ作りや流木を
磨いて作るカード立て作りがあります。中でも人気なのは貝
殻や海辺の植物を使ったオリジナルペーパーウエイト作りで
す。どれも無料で遊ぶ事が出来ますので自由な
発想で挑戦を！思いのほか、大人の方が夢中に
なります。展示を見て勉強する事も大切ですが、
クラフトコーナーでは遊んで楽しんで下さい！
（若松隆さん：事業普及員）
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石狩浜海浜植物保護センター (開館期間 4/29～11/3、開館時間 9:00～17:00) 毎火曜定休(祝日の場合翌日休）
〒061-3372 石狩市弁天町48-1 tel:0133-60-6107(休館日は以下へ）

石狩市役所環境市民部 環境保全課 自然保護担当
〒061-3292 石狩市花川北6-1-30-2 tel:0133-72-3269

E-mail：ihama@city.ishikari.hokkaido.jp
HP http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/site/kaihinsyokubutu/index.html

発行・問合せ・申し込み ● 編集：いしかり海辺ファンクラブ

INFORMATION イベントインフォメーション

7月11日（土）17:00～20:30
カルチャーナイト

石狩浜ナイトウォーク
石狩浜海浜植物保護センター内でカルチ
ャーイベントと食事会、夕暮れの石狩浜
で海の生き物観察や砂浜遊びをします。
開催場所：石狩浜海浜植物保護センター

及びあそびーち石狩
対象 : 親子連れ、一般
定員 : 30名
参加費 : 大人500円／中学生以下300円
締切 : 7月8日（水）
主催 : いしかり海辺ファンクラブ

8月6日（木）10:00～15:00
夏休み自然教室

～海浜植物で草木染め～
ハマナスの根をはじめ海浜植物を
使っての草木染め体験です。
※エプロン着用または汚れてもいい服
装でご参加ください。昼食持参です。
対象 : 小学生以上
（３年生以下は保護者同伴）

定員 : 15名
参加費 : 300円（中学生以下100円）

プラス材料費（染める布）実費分
申込み締切り : 8月3日（月）
主催 : 石狩浜海浜植物保護センター

8月24日（月）13:30～15:00
第3回いしかり海辺カルチャートーク
石狩海岸の昆虫の多様性

第2回いしかり海辺カルチャートーク
実は野鳥の宝庫！

石狩海岸の多彩な鳥たち
貴重な自然が残る石狩海岸の草原性の野鳥
や水辺の鳥たちの興味深い生態をご紹介。

石狩海岸に生息する海岸部特有の厳
しい環境に適応した、特別な昆虫の
知られざる世界を紹介します。

講師：樋口孝城さん（石狩鳥類研究会代表）
開催場所：カフェマウニの丘

（石狩市弁天町番外地）
対象 : 一般、小学生以下保護者同伴
参加費 : 500円（飲み物、ケーキ付き）
定員 : 30名／締切 : 6月5日（金）
主催 : いしかり海辺ファンクラブ

講師：小林英男さん（日本甲虫学会会員）
開催場所：カフェマウニの丘

（石狩市弁天町番外地）
対象 : 一般、小学生以下保護者同伴
参加費 : 500円（飲み物、ケーキ付き）
定員 : 30名／締切 : 8月21日（金）
主催 : いしかり海辺ファンクラブ

6月27日（土）9:30～15:00
フットパスツアー

初夏のシップ海岸を歩き
石狩産食材を味わう

八幡町から望来坂下まで自然あふれる海岸沿いを約
10キロ歩き、お昼は石狩産食材の食事をいただきます。
集合場所：札幌駅北口バスターミナル 8:30

石狩市役所駐車場 9:30
持ち物：飲み物、雨具
※歩きやすい服装でご参加ください
対象 : 小学4年生以上（小学生は保護者同伴）
定員 : 30名／雨天の場合別プログラムにて催行
参加費 : 1,000円(中学生以下700円）
締切 : 6月22日（月）※キャンセル受付24日まで
主催 : いしかり海辺ファンクラブ

7月25日（土）、26日（日）
8月1日（土）、2日（日）
11:00～15:00
夏休みミニ自然教室
●海辺の素材でクラフト遊び
●海浜植物観察園ガイドツアー
夏休みの自由研究にも役立ちま
す。自由な発想での造形作りや押
し葉のしおり、ポプリ作りほか。
場所：石狩浜海浜植物保護センター
（開催時間中の出入りは自由です）
参加費：無料／申し込み不要
主催 : 石狩浜海浜植物保護センター

場所：石狩浜海浜植物保護センター展示ホール
期間：4/29～5/31

6月8日（月）10:00～11:305月23日（土）9:00～16:00
自然観察会

～厚田浜益の自然巡り～
バスで自然豊かな場所を巡り春の草花を観察します。
集合場所：石狩市役所
集合時間：8:50
※野外で活動しやすい服装でご参加ください
対象 : 小学生４年生以上（小学生は保護者同伴）
定員 : 30名
参加費 : 大人300円／中学生以下100円
締切 : 5月21日（木）
主催 : 石狩市環境保全課
※このイベントの問合・申し込みは環境保全課
自然保護担当（0133-72-3269)へお願いします。

保護センター館内企画展のお知らせ
観察写真展

石狩浜の花ごよみ2014

石狩浜定期観察の会が、はまなす
の丘公園で4～10月に出会った花
や生き物たちの記録写真展です。

びっくり歴史写真館

昭和30年代の石狩灯台付近の様子です。
なんとこのあたりでは乳牛が放牧され、
草を食む景色が眺められたのです。

（石狩市民図書館所蔵）


