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石狩浜海浜植物保護センター通信
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石狩浜海浜植物保護センターは4月29日オープンです！！
INFORMATION

石狩市の花、ハマナスの
いろいろな魅力を紹介す
るセミナーを開催します。
■講師■
金澤勉さん
（北見産学医協働センター）
石渡杏奈さん
（岩見沢バラ園）
松島肇さん
（北大大学院農学研究院講師）
●5月17日（土）13:30～16:00
●参加費：無料　
●場所：石狩市民図書館

視聴覚ホール

ハマナスで
ナチュラルコスメを作ろう！

初夏の石狩海岸
自然観察ツアー

石狩野菜でお弁当作り
&海の安全を学ぶ

7/28（月）〈予定〉10:00～15:00
石狩産の野菜を使ってお弁
当を作ったら海辺でピクニ
ック。午後はライフセイバ
ーによる安全講習。有料。

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/kaihinsyokubutu/

●今年も石狩浜海浜植物保護センターで開催！はまなすの魅力を徹底的に体感しよう！

第２回はまなすフェスティバルを６月28日に開催！
北海道の初夏の海岸を彩る花「ハマナス」は

「北海道の花」に指定され、その咲き競う風景は
多くの道民に親しまれています。また、ハマナス
は自然豊かな海辺のシンボルであり、全国に誇る
自然豊かな海辺「石狩浜」を有する石狩市の花に
も指定されています。
ハマナスが育つ海辺の環境を私たちの財産とし

てより良い状態で次世代へ残していくために、多
くの人たちが興味関心を持ち、その魅力を再発見
し、海辺の環境保全へ目を向けていくことが大切
です。
また、ハマナスは、先人たちに自然の恵みとし

て暮らしの中で多用されてきました。色や香りの
楽しみに加え、美容や健康増進の効用が知られ、
これらを活かした市民による地域づくり活動が始
まっています。
今回、第２回目となる「はまなすフェスティバ

ル」では、ハマナスをきっかけに、石狩浜のすぐ
れた自然の魅力・大切さを伝えること、ハマナス
を活かした市民活動を活性化することを目的と
し、見て美しいだけではない、ハマナスの多面的
な魅力を紹介します。今まで知らなかったハマナ
スを体験して、あなたもきっとハマナスの大ファ
ンになることでしょう。

ハマナスの香りと風味のコーナー
試食試飲：ハマナスジャム、ハマナス炊き込みご飯、ハマナスティー
実演・展示：ハマナスフローラルウォーターの抽出、ハマナスハンドクリーム
ハマナスデザインとクラフトのコーナー
無料配布：はまなすポストカード
販売・展示：ハマナスモチーフ手作り品、草木染め製品等
キッズ体験：はまなすポプリ、葉っぱスタンプ、ハマナス貼り絵
ハマナス学びのコーナー
ミニセミナー＆ワークショップ：ハマナスの美容効果について＆ハンドクリーム作り
展示：ハマナスの一年、ハマナスの効用と活用、石狩産ハマナスの香水作りの歴史

はまなすクイズラリー（景品あり）
ガイドによるハマナス面白解説（観察園＆丘の上）
ハマナス苗移植体験コーナー

いしかりこだわりフードフェア
in はまなすフェスティバル同時開催

石狩産の食材にこだわったブースがたくさん並びます。は
まなすカフェ、天然酵母パンのバーケリー、平飼い鶏卵の
ノーザンノーサン、ピュアなはちみつオージャス、その他

発行・問合せ・申込み　　　　　 ● 編集：いしかり海辺ファンクラブ

はまなすセミナー「ハマナスがグッと身近
になる３つのお話を聞く集い」を開催！

石狩浜の貴重な自然環境
を次世代へ伝えるための
保全・啓発活動に関わり
たい人、学びたい人大歓
迎！5月から11月にかけて
全12講座開講。必修6講座
を含む8回以上の受講で石
狩浜自然案内人に認定。
●定員15名
●募集期間：5/1～5/12
●参加費：必修６講座に
ついて1200円（6講座分）
●会場：必修講座は石狩
浜海浜植物保護センター

石狩浜自然案内人をめざそう！
「いしかり浜自然塾」受講生募集！

自然観察会
厚田、浜益の自然巡り

作品大募集！

イベントに参加しよう！

ボランティアで参加しよう！

はまなすの丘景観保全作業
4/26 10:00～12:00

石狩灯台周辺の
海浜植物群落の
景観維持作業と
ゴミ拾いを行い
ます。

集合：9:50 はまなすの丘公園ヴィジターセンター
持ち物：長靴、軍手、スコップ、鋏等
4/24までに申し込みください

子供クラフトコンテスト
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海辺で拾った貝殻、石、木の実、海浜
植物の種など、海辺の素材を使ったク
ラフト作品を募集します。詳しくは、
HP又は電話にてお問い合わせ下さい。
発表・受賞式：9/20（土）
優秀作品には記念品を贈呈します。
主催：はまなすフェスティバル実行委員会

石狩海辺の風景写真コンテスト
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石狩海岸の四季折々の風景又は、石狩
海岸のハマナスをテーマにした作品を
募集します。応募条件ははまなすフェ
スティバルHPを参照下さい。
http://hamanasufesta.jimdo.com

7/10（木）10:00～12:00
ハマナスの花びらを使って
クリーム作り。花びらの採
取も行います。
子連れ参加歓迎。有料

5月24日（土）9:00～16:00
山と海。自然豊かな場所を巡り、
野鳥や草花を観察します。
●定員30人●参加費：大人300円、
子ども（中学生以下）100円●集合：
9時30分市役所駐車場（バスで移動）

6/14（土）石狩市役所9:30集合15:00迄
咲き誇る海浜植物を楽しみなが
ら、新川河口から十線浜エリア
の海辺をバスで巡回します。
●参加料：300円●定員30人
●申し込み期間：5/1～6/5
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石狩浜ハマナス再生プロジェクトは２年目を迎え、
はまなすサポーターさんとともに
ハマナス再生園の整備をすすめます

◆原風景の再生　◆自然とふれあい共生する地域づくり
～市民活動、環境教育、ハマナスを用いた地域ブランドの創出～

【はまなすサポーターさん募集】
はまなすサポーターは、ハマナス再生園（海浜植物保護センター北東隣接地）づくりをサポートします。
●イベント（下記参照）に参加してハマナスの苗の移植や播種などに取り組みます。
●ハマナスの苗や種子を預かり自宅で育て、育った苗をハマナス再生園へ移植します。
●登録いただいたサポーターさんは、イベントでの特典が受けられます。
●日常行うハマナス再生園の維持管理作業への参加も大歓迎！

日　 程　　　　　 イベント内容　　　　サポート活動　　　 対象　 定員 参加費　 講 師
5月17日（土）はまなすセミナー　　　　　 苗の配布　　　　　一般　 40 無料　　金澤さん・石渡さん・松島さん
6月28日（土）はまなすフェスティバル　　 苗配布・移植　　　一般　　　　---     -----
7月10日（木）ハマナスでナチュラルコスメを作ろう！ 苗配布・移植　母と未就学児　 15 1000円　尾形優子さん
7月28日（月）〈予定〉石狩野菜を食べて海の安全を学ぼう 苗配布・移植　小学生とその親 15 500円　 大迫さん・坂口さん
8月７日（木）ハマナスで草木染め　　　　 苗配布・移植　小学生とその親 15 600円　 案内人の皆さん
9月５日（金）浜の植物を学ぼう！　　　　 苗配布・移植　　 一般　 20 無料　 海辺ファンクラブ
9月20日（土）はまなす広場　　　　　　　 ハマナス再生園作り・移植・播種 一般　 20 500円　案内人の皆さん
12月　 石狩産大豆で味噌作り　　　　播種　　　　　母と未就学児　 15 700円　 未定

【ハマナス再生園の整備をすすめます】
自生ゾーン、栽培ゾーン、鑑賞ゾーン、イベントゾーン、
休憩ゾーンを設け、散策路の敷設と苗の移植をすすめます。

2004年から毎年、石狩浜の海浜植物の開花状況を２週間おきに石狩浜定期観察の会が記録しています。2004年～
2013年のハマナスの開花を初めて確認した日と、4月、5月の平均気温（アメダス石狩）をくらべてみました（下
表）。その結果、開花初確認日は4月の平均気温よりも5月の平均気温と、より強い関係がみられ、5月の気温が低
いほど開花が遅れる傾向が見られました。
さて、過去10年間の傾向から今年のハマナスの開花日を予想するには？
一般的に植物の開花日予想に用いられる「有効積算温度」の平均値をアメダス石狩のデータを用いて求めてみま
した。

その結果、ハマナスの開花に有する有効積算温度の10年間の平均値は280（℃・日）でした。有効積算温度が210
（℃・日）を過ぎたら、2004、2013年の事例から、早咲きの花が見られるかもしれません。

【2004年～2013年ハマナス開花確認日と平均気温と有効積算温度】

（内藤華子）

●開拓使の目論み
石狩浜海浜植物保護センターの付近では、たくさ

んのハマナスの自生する様子を見ることができます。
その香りが素晴らしいことは、ハマナスの花に顔を
近づけたことがある方ならご存知のことと思います
が、それもそのはず、ハマナスはバラ科の植物で、
バラの花から作られる香料はジャスミンと並んでた
いへん高価なものです。
そんなハマナスの香水販売計画を130年以上前に

目論んだのが、なんと北海道開拓使です。開拓使は
明治13年（1880年）、石狩産のハマナスを原料に香
水を作って3000個を全国的に販売を計画していまし
た。しかし、あまりに高価な高級品のため残念なが
ら長続きはしなかったそうです。そのときの香水の

作り方などが記載された開拓使の
資料が道庁に保管されています
（写真参照）。こんな史実からも昔
から石狩浜がいかにハマナスの咲
き乱れる場所であったかが分かり
ますね。
●早朝のアルバイト
さて、時は下って昭和22年

（1947年）。現在、国内香料メーカー第3位の曽田香
料（本社東京）が札幌工場を設立し、石狩産ハマナ
スから香料を作って化粧品メーカーに販売を開始し
ました。それに伴って原料となるハマナスの花摘み
が盛んに行われ、毎年６月から７月中旬にかけて、
十線浜から石狩灯台付近あたりに住む主婦に打って

海浜植物の
知ってナットクな
おはなし

今年のハマナスはいつ咲くの？
!"

有効積算温度＝Σ（日平均気温―5℃） （日平均気温5℃以下の日は積算から除く）

有効積算温度とは…日平均気温が、一般的に植物の成長に有効な5度以上の日について、平均気温から5度
を引いた値を積算した値。

1

開花日まで

※今回は一般的な5度を用いましたが、5度以外を用いる場合もあります。

つけのアルバイトとなりました。
ハマナスは朝早く、まだ花が

開いてしまわないうちに摘み取
る方が匂いの成分が多いので、
買取人は朝摘みの花しか扱いま
せん。ですから花摘みは、朝、
まだ薄暗い午前４時頃から6時に
かけての作業でした。一度に一貫目半採る人もいま
したが、平均すると一日一人当たり一貫目（3.75kg)
ほど。花びら4000枚程度で、引き取り額は140円
（今の金額で約1100円）でした。
買い取られた花びらはノルマルへキサンという揮

発性の溶剤につけ込まれてドラム缶に収められます。
昭和28年の記録では石狩の取り次ぎからは約560kg
のハマナスの花びらが曽田香料に引き取られました。
札幌市西区琴似にあった曽田香料札幌工場には、石

狩や厚田、遠く網走や北見などからもハマナスが集
められ、溶剤で吸出した花ろうをアルコールで処理
してハマナス香料（花精油）は作られました。
●花摘みは一気に衰退へ
ハマナスを使った香料つくりは20年ほど続きまし

たが、やがて天然物に劣らない香りの合成香料が安
価で作られるようになって急激に衰退し、曽田香料
札幌工場が昭和42年（1967年）に閉鎖され、終わっ
てしまいました。工場閉鎖で終焉を迎えたハマナス
の花摘みでしたが、それに先立って石狩町は浜に咲
く野生のハマナスを町のシンボルにするために、八
幡神社から火葬場裏までの密生地帯での花摘みを禁
止しました。現在、石狩市の花として制定されてい
るハマナスの保護がその頃すでに行われていたので
すね。

はまなす香水が盛んだった頃～ハマナスの花摘みでアルバイト

※本稿は石狩百話第62話『香水屋さんが行く』の内容をもとに構成しました。

石狩百話第62話より転載

昨年秋に播種し
たハマナスが、
まもなく芽を出
します。今年は
2000の苗がで
きる予定です。

【はまなすサポーターイベント予定】


