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ハマナス再生園で苗移植作業 第4回石狩海辺の風景写真コンテスト作品募集

４月23日、保護センターに隣接するハマナス再生園の
新たな区画で、はまなすサポーターさんの参加による、
ハマナス苗の移植作業行いました。2013年から徐々に整
備を進めているハマナス再生園ですが、昨年度園路が完
成して整備区画が確定しました。今回の苗移植作業はそ
の一区画を耕耘機で耕して、二年間育てた約140株の植え
付け作業をしたものです。なんとか根付いてもらい、ハ
マナスが咲き誇る景色を見てみたいものですね。

石狩海岸の魅力を写真を通
じて多くの人と共有し、石狩
浜の自然環境へ目を向けても
らうことを目的に開催する
「石狩海辺の風景写真コンテ
スト」も今年で４回目。毎年、
多数の応募を頂いています。
石狩の海辺の風景はもちろ

ん、海辺を彩る「はまなす写
真」をお持ちしています。応
募期間は7月1日（金）から8月

31日（水）までです。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をもっと身近に感じよう！ハ
マナスの色々な魅力を体感する「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6月18日（土）、
10時から開催します。昨年同様、会場の真ん前に無料駐車
場を用意し、車でのご来場が大変スムーズです。
今年は特集テーマに「はまなすの香り」を掲げ、香水の

原料にも使われたほどのハマナスの香りにまつわる楽しい
ブースを展開します。また、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」コーナーには「は
まなすゼリー」も加えてパワーアップ。さらに観察園を舞
台にポイントを巡る「クイズラリー」はハマナス再生園も
フィールドとして加え、ワイド版で展開します。
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」もオープン。満開のハマナスを愛でな
がら、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。

 



石狩浜海浜植物保護センターの活動を支援するボランティアになりませんか？

保護センター「自然案内人」養成講座を開講します

野良仕事と茶話会で、とっておきの健康タイム！

おいでよ！はまなすヘルシータイム
石狩の自然で遊んで学ぼう！

いしかり海辺キッズクラブ参加者募集中！
保護センターに隣接するハマ

ナス育成エリアで、野良仕事を
した後、ハマナスティーを囲ん
で楽しいおしゃべりタイム。各
回、風味の違うハマナスティー
が楽しめます。おひとりでもお
友だちと一緒でも気軽にどうぞ。

パンフとマンガ冊子で、全国的にも貴重な自然が残っている石狩海岸の秘密を知ろう！

石狩海岸の大切さを知ってますか？

石狩浜海浜植物保護センターでは、館
内展示の説明や観察園のガイド、また各
種イベントのスタッフとして市民ボラン
ティア「自然案内人」を登録をしており、
活動の支援をいただいています。
今期は７月と８月の２回、この「自然

案内人」養成講座を開講して、新たに活
動に参加していただく方を募集します。
全国的にも貴重な自然が残る石狩海岸

の海浜植物の知識をはじめ、海浜植物の
観察の実習、保護センターガイドの技と
実践、体験教室の手法など、多岐にわた
る２日間のプログラムは無料で受講でき
ます。あなたも「自然案内人」となり、保
護センターで活躍してみませんか？

【日 時】夏期 7月2・3日（土日）
秋期 8月27・28日（土日）

※2日間連続受講のこと・夏期か秋期か
どちらか一方の受講で認定証授与
【集 合】石狩浜海浜植物保護センター
【定 員】各15名
【持ち物】筆記用具、昼食、飲み物、天
候に応じて雨具（雨合羽）、上着、帽子、
肌の出ない服装
【参加費】無料
【申込み／締切】夏期6/30 秋期8/25
石狩浜海浜植物保護センターまで
tel.0133-60-6107

石狩浜海浜植物保護センター
「自然案内人」養成講座

「石狩海岸はなぜ全国的に貴重なのか？」
【日 時】第１回：５月18日（水）

第２回：６月23日（木）
第３回：７月８日（金）

各11時～12時
【参加費】無料
【主催／場所／問合せ】
石狩浜海浜植物保護センター（石狩市弁天町48-1）
tel.0133-60-6107

石狩浜海浜植物保護センターミニ講座

開催日：6/9、7/14、9/8、10/13(各木曜日）
時間：10時～12時
集合・会場：石狩浜海浜植物保護センター

（石狩市弁天町48-1）
持ち物・服装：肌の出ない服装・帽子・タオル
申込・問合：石狩浜海浜植物保護センター

tel.0133-60-6107

いしかり海辺ファンクラブ主催で楽し
いプログラムを月に一度開催します。
５月21日（土）
「はまなすの丘公園で鳥の観察をしよう」（一般）
６月25日（土）
「黄金山ファミリートレッキング」
７月26日（火）
「雄冬でシーカヤック～岩場から海へダイ
ブ！岩場の海岸で遊ぼう」
対象：いしかり海辺ファンクラブ会員

（一部、一般募集有り）
会費：一家族3000円/年～
＊別途参加費がかかります
＊会員割引あり
詳しくは、いしかり海辺ファンクラブHP
よりお問い合わせ下さい。
http://ishikari-umibe-fc.jimdo.com

石狩海岸の自然は実は全国的に大変貴重なのです。それがよく分かる
パンフとマンガ冊子が制作されました。当センターで入手できますので、
ぜひ手に取ってご覧ください。また、センターではミニ講座も開催します。

▲A4三つ折りサイズのハンディーな
パンフレット。

▲
A5サイズ16ページの読み応えのあ

るマンガ冊子。キャラクターが語り
かけ、お子さんでもよく分かります。



「観察園便り」をぜひ活用しよう！

観察園では海浜植物を間近で観察できます
はまなすの丘公園の自然情報をお届け！

石狩浜定期観察の会の3カ所の写真展示

二つのマップを活用してはまなすの丘を観察しよう
このほど、「はまなすの丘公園」を紹介
する二つのマップが完成しました。ひと
つは「石狩海岸フットパス」シリーズの
５作目で「石狩本町から河口まで、はま
なすの丘公園をめぐるみち」。はまなすの
丘の見どころはもちろん、弁天歴史地区
の紹介も掲載されています。
もうひとつは「はまなすの丘公園自然

観察マップ」で、植物の生育エリアや、野
鳥の観察ポイントなども分かります。制

作したのは「いしかり海辺ファンクラブ」で、どちらも海浜植
物保護センターで無料配布しています。これらのマップを活用
し、はまなすの丘公園の自然をじっくり観察してみましょう。

「石狩浜定期観察の会」は、
海浜植物保護センターを活動
拠点として「はまなすの丘公
園」の自然観察記録を４月か
ら10月にかけての毎月第一、
第三、第五水曜日に行ってい
ます。植物の開花などをはじ
め鳥類や昆虫なども記録して
います。
毎回、たくさんの写真を撮

りますが、その中から15点を
選び、A4サイズでカラー印刷
し、各写真にコメントをつけ
て市内3カ所（保護センター
展示室、はまなすの丘公園ヴ
ィジターセンター２階、市民
図書館ロビー）に掲示してい
ます。
これらの施設に行かれたら、

ぜひじっくりと、この展示を
ご覧になってください。

海浜植物保護センタ
ーには敷地内に「観察
園」があり、建物から
直接出ることができま
す。観察園は石狩浜の
代表的な海浜植物が園
路に沿って植えられて
おり、それらを間近で
観察することができる
植物園です。一周すれ
ば手軽に海浜植物を学
ぶことができます。
また、園内の一角に

は人工的に湿地が造ら
れて、湿地生の植物も
植えられています。こ

れは「はまなすの丘公園」にも湿地があることから、そこに
生育する植物も観察できるようにしたものです。
観察園の植物の様子を月一回レポートした「石狩浜海浜植

物保護センター観察園便り」を発行（無料配布）していますの
で、ぜひ活用して観察園を巡ってみてください。

展示に見入る観光客

ヴィジターセンター２階での展示

【はまなすの丘公園自然観察マップ（表）】

【石狩海岸フットパス：石狩本町から河口まで はまなすの丘公園をめぐるみち】

【はまなすの丘公園自然観察マップ（裏）】

【フットパスマップ（表紙）】



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

8月6日（土）17:00～20:00
カルチャーナイト

夕暮れの石狩浜で遊ぼう
地図を片手に歴史と自然の宝探し。
何があるのか、仲間と協力して探
し出そう。砂浜遊びをしたあとは
保護センターで軽食をどうぞ。
集合場所：石狩浜海浜植物保護センター
対象 : 親子連れ（幼児以上）
定員 : 30名
参加費 : 大人500円／中学生以下300円
締切 : 8月1日（月）
主催 : いしかり海辺ファンクラブ

セイヨウオオマルハナバチ
駆除体験会in石狩

外来種であるセイヨウオオマルハ
ナバチの生態などを学び実際に駆
除体験を行います。
開催場所：石狩浜海浜植物保護センター
対象 : 小学４年生以上（小学生保護者同伴）
参加費：無料
定員 : 30名
締切 : 7月6日（水）
主催 : 北海道セイヨウオオマルハナバ

チ対策推進協議会

7月16日（土）9:30～15:00
フットパスツアー

石狩本町から河口まで
はまなすの丘公園を巡る
石狩本町の弁天歴史通りを経て、は
まなすの丘公園の先端部、石狩川河
口部を巡る歴史と自然満喫コース。
集合場所：石狩市役所駐車場 9:30
持ち物：昼食、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
参加費 : 300円(中学生以下100円）
締切 : 7月13日（水）
主催 : いしかり海辺ファンクラブ

7月30日（土）、31日（日）
8月6日（土）、7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

●観察園クイズラリー＆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（金）～5/30（月）

7月9日（土）10:00～12:005月28日（土）9:00～16:00

厚田浜益自然観察会
～春の森の草花に会いに行こう～
集合場所：石狩市役所駐車場
集合時間：8:45（バスで移動）
持ち物：昼食、飲み物、敷物、タオル、帽子、
上着、雨具、筆記用具、運動靴、あれば双眼鏡
対象 : 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 : 30名（申込順）
参加費 : 大人300円／中学生以下100円
締切 : 5月25日（水）
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2015

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。

この模型は水平縮尺が2000分の１に対し、高さ縮尺
が200分の１になっています。そのため高低差が水平に
対し10倍になり、はっきりと立体が捉えられます。ぜ
ひ保護センターで実物をご覧になってください。

起伏の様子が忠実に再現されています

模型の前に立つ作者の寒河江さん

みんなの展示コーナーに立体模型「はまなすの丘地形モデル」が新たに展示

昭和10年代、保護センター裏の砂丘前
に建てられた海浜ホテル。その向こう
に直接浜が広がり、海が見えています。

（「石狩市21世紀に伝える写真集」より）


