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「今月の海の生きもの」 押し花作品 アナメ

Agarum clathratum ：

褐藻類で、葉状部に大小さまざまな穴が開いて、まるでレースのようになっているのが
著しい特徴である。コンブ科に属するとされたが、最近(2006)、アナメ属とスジメ属をス
ジメ科としてコンブ科から独立させた。アナメ属には 5 種があるが、そのほとんどが東北
地方以北の寒い海に生育し、北海道では各地に生育している。水深十数ｍと、コンブ
類の中では、やや深い海底に生えているので、海岸からは発見するのが難しいが、し
ばしば海岸に
打ち上げられて
いるのを見るこ
とができる。葉
状部表面には
粘液を分泌しな
いので、他の海
藻類のように乾
燥させても台紙
にくっつかない。
写真は、小型の
アナメを用いて
押し花アートに
仕上げたもので
ある。海藻類は、
その形や色が
美しく、造形的
にも素晴らしい
ものが多く、海藻おしばや押し花としてもよく使われる。 （作品 向井保子）
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100号記念メールマガジン
2007年8月16日に「うみひるも」第1号を配信して、5年になる直前の今日、海の生き
物を守る会のメールマガジン「うみひるも」は、100号を迎えました。平均して一年に約
20号。十分な情報をお伝えできたかどうか自信はありませんが、とにかく続けることが
できたことに、とりあえずは満足しています。全国各地で出会った人から、「うみひるも
楽しみにしていますよ」と声をかけられると、望外の喜びを感じます。今後は、いま少し質
の向上をめざして、さらに続けていきたいと思っています。そして、少しでも海の環境を、
かつての生き物に溢れた豊かな海に戻せるように願って、力を尽くしていきたいと思って
います。 これまでにもまして、ご愛読のほどお願い申し上げます。
向井

宏

海の生き物を守る会では、NPO法人OWSと共同で全国の砂浜海岸生物調査を
実施してきました。引き続き今年も砂浜海岸生物調査を行っています。日本の
砂浜を生き物のために取り戻そうと計画された調査です。調査は誰にでもでき
る方法で計画されていますので、尐しでも多くの人が、多くの海岸でこの調査
に参加していだけるようにお願いいたします。ご協力いただける方には、方法
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と調査報告用紙をメールでお送りいたします。当会のホームページ
http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html には、pdfファイルで報告用紙も
掲載しています。
これまでに会員や非会員のみなさまから寄せられた調査票は95枚、全国68ヶ
所の砂浜で調査が行われました。全国の砂浜調査にするには、まだまだ多くの
海岸で調査が必要です。ぜひともみなさまのご協力をお願いします。毎年1回程
度の頻度で、研修会も行っております。希望があれば、各地で実施することも
検討します。どうぞご希望をお寄せ下さい。
これまで調査された砂浜の都道府県は以下の通りです。( )内は砂浜海岸の数。
北海道 (3)、青森県 (1)、神奈川県 (5)、千葉県 (5)、静岡県 (2)、愛知県
(1)、三重県 (5)、和歌山県 (2)、福井県 (9)、京都府 (7)、大阪府 (2)、兵庫
県 (1)、香川県 (2)、徳島県 (1)、愛媛県 (1)、高知県 (5)、山口県 (2)、福
岡県 (1)、大分県 (2)、宮崎県 (1)、鹿児島県 (7)、沖縄県 (3)
まだ調査が一ヶ所も行われていないのは、秋田、山形、岩手、宮城、福島、
茨城、東京、新潟、富山、石川、鳥取、島根、岡山、広島、長崎、佐賀、熊本
の都県です。ぜひ、ご協力ください。

「守りたい砂浜海岸」募集
海の生き物を守る会では、現在行っている砂浜海岸生物調査を発展させ、砂浜
海岸の環境を守る運動につなげるため、全国から「守りたい砂浜海岸」を募集
しています。これはぜひと思う砂浜海岸がありましたら、事務局
hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお寄せ下さい。応募方法は、メールで「砂浜海岸
の名前」「砂浜海岸の位置または住所」「推薦する理由」を明記の上、ご応募下
さい。これまで「日本の渚100選」や「日本の白砂青松100選」などが選ばれて
いますが、これらは観光を目的としたものなども多く含まれています。海の生
き物を守る会では、自然海岸の景観
や生態系を守りたい砂浜海岸を対象
として選びたいと思います。ぜひと
も、推薦をお願いします。
これまでに推薦があったのは、１．
鹿児島県肝属郡辺塚の砂浜、２．和
歌山県東牟婁郡那智勝浦町粉白海
岸の２ヶ所です。
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♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

さしあげます！

下記の報告書、
希望者に差し上げます。
向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
までお知らせ下さい。着払いでお送りしますので、送料はご負担下さい。

余部が多数あります。
第 7 回自然環境保全基礎調査「浅海域生態系調査（干潟調査）報
告書」2007 年環境省自然環境局 生物多様性センター p.235 出
現種リスト付き CD 付き

●沖縄講演会は大盛況

観察会は暴風雨の中で

海の生き物を守る会では、2012年5月19-20日に、沖縄の海洋博研究センターで、
午前中に向井 宏の講演会（センターとの共催）と、午後の倉谷うららさんの
講演会（海の生
き物を守る会主
催、センター後
援）を開催しま
した。どちらも
講演会場がほぼ
いっぱいになる
ほどの盛況でし
た(写真)。20日
は、近くの備瀬
海岸で、海草も
場とサンゴ礁の
生き物観察会
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（センターと共催）を行いましたが、低気圧の通過でちょうど観察会の時間帯
に豪雨と強風が発生しました。中止も検討されましたが、折りからの大潮でも
あり、遠く東北や京都からの参加者もあり、全員ずぶ濡れになる覚悟でという
了解のもと、観察会を行いました。サンゴ礁の様子や海草も場を見て回りまし
たが、あまりの雨風のために、説明も良く聞き取れない状態でした。しかし、
16名の参加者は熱心に観察を行い、ほぼ予定通りの時刻まで会は続行されまし
た。 講演会も観察会も、西平守孝顧問をはじめ、海洋博研究センター職員全
員の方のご協力を得ることができ、成功裏に終了することができました。みな
さんのご協力に深く感謝いたします。講演題目は以下の通り。
講演：「世界の海草類とサンゴ礁における海草も場の役割」
向井 宏（京大特任教授）
講演：「海の生き物 フジツボの魅力」
倉谷うらら（海洋生物研究家）

【東北】
●気仙沼市魚市場、放射性物質検査を開始
福島県以外でもさまざまな食品に放射性物質が混入している事実が明らかにされ
つつある。とくに、近海の底生魚や食物連鎖の上にいる動物には、放射性物質の蓄積
が心配される。気仙沼市では、今月から魚市場で扱う水産物の放射性セシウムの測定
を始めた。まず、マコガレイとミズダコ、ケムシカジカの3検体を簡易測定器で測定し、
検出限界値（１０～２０ベクレル／kg）以下であるとした。今後は、当面の間毎日3検体
を調べて、気仙沼市のホームページに結果を掲載するという。結果は、数値ではなく、
県の精密測定に回す基準値の50ベクレルを上回ったかどうかのみを示す。今後は精
密測定器1台と簡易測定器3台の体制で測定を継続する予定である。福島沖の魚類に
は、高濃度の放射能汚染が見つかっているが、その他の東北太平洋岸の水産物につ
いてはこれからも、安全な食を供給するためには、きちんとした測定が欠かせない。
●住民が防潮堤建設撤回を要望
宮城県気仙沼市唐桑町の住民が、気仙沼市が復興計画で決めた高さ7m の防潮堤
を海岸に建設するという決定に対して、防潮堤の建設を取りやめて、住民の高台移転
と海岸の自然生態系の再生を要望した。同町西舞根地区45戸の住民が話し合って方
針をまとめたもので、代表の NPO「森は海の恋人」の畠山信さんらが、気仙沼市役所を
訪れて申し入れを行った。西舞根地区では全住民が高台移転を申請して認められて
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おり、防潮堤を建設せずに浸水している低地を干潟や湿地に戻すよう、希望している。
津波被災地で、長大な防潮堤建設が計画され、仮設防潮堤建設がゼネコンにより各
地で沿岸の自然生態系を断ち切る形で進められている中、地元からの要望として、こ
のような要望書が出されたことは高く評価したい。各地の被災地で、昔の防潮堤依存
から自然生態系の再生へと向けた取り組みがなされることを期待する。
●庄内浜海水浴場、水質やや悪化
山形県庄内総合支庁は、庄内沿岸の海水浴場で今年の海水浴シーズンを前に水
質検査を行い、その結果を公表した。水質基準が「AA」だったのは、5 ヶ所。それ以外
の 6 ヶ所は「B」と判定された。「AA」は海水浴に「適」、「B」は「可」の判定となり、海水浴
に問題はないとされるが、昨年の「AA」8 ヶ所、「A」2 ヶ所、「B」1 ヶ所に比べて、かなり
水質が悪化している。悪化の要素は主に化学的酸素要求量（COD）であった。海水中
の放射性ヨウ素とセシウムについては、3 地点のみで測定したが、どこも不検出であっ
た。
●八郎湖再生の方策探る 大潟村で環境社会学会大会
秋田県大潟村で環境社会学会のシンポジウム「住民主体の八郎湖再生に向けて」
が開催された。八郎潟干拓の後に残された調整池である八郎湖の水質改善や環境の
再生に向けた方策について話し合いが行われた。秋田県立大学研究者の報告では、
八郎湖では水質の悪化が進み、湖と住民とのつながりが急速に失われたと指摘された。
再生の方向としてはヨシの利用や漁業の再開を進めることが生態系再生につながると
提案したが、具体的な動きはこれからだ。
●蕪島・種差海岸の国立公園編入に 観光施設建設を要望
環境省が計画中の「三陸復興国立公園」に青森県八戸市の蕪島や種差海岸を編入し
ようとしていることに関連して、種差観光協会は、種差海岸にビジターセンターと駐車
場を整備するよう国に申し入れて欲しいと八戸市長に要望書を提出した。各地の国立
公園には、ビジターセンターが設置されているが、環境省は施設を作っただけで、そ
の運営は各地の自治体などにまかされている。三陸国立公園を復興国立公園へ拡大
するにあたって、施設の新設は避けられないだろうが、それが自然海岸を損なうことの
ないようにすることが求められる。
【関東】
●海水浴場水質検査 27ヶ所のうち22ヶ所が「適」
神奈川県は、県内の海水浴場27ヶ所の水質検査を行い、その結果を発表した。水質
「AA」は14ヶ所で観測され、前の年とほぼ同じ。「A」は8ヶ所、「B」が5ヶ所となり、「不
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適」とされた海水浴場はなかった。「B」から「A」に好転したところが片瀬海岸や辻堂海
岸など8ヶ所に上り、全体には改善した。一方、「A」から「B」へと悪化したのは、横浜市
金沢区の海の公園、平塚市湘南ひらつかビーチパーク、真鶴町の岩海岸の3ヶ所。放
射性物質濃度も測定したが、「不検出」とされた。県では7月にも水質検査を実施する
予定。
●防潮堤以上の効果も 千葉大が防潮林の調査
東日本大震災の津波被害を受けた千葉県旭市の海岸林と浸水域について、千葉大
学の研究チームが調査を行った結果、防潮林の方が、堤防によるよりも津波の浸水を
抑える効果が大きかったとする報告書をまとめた。東北地方では、防潮林が流出して
しまったところもあれば、防潮林の存在が背後の住宅の損壊を防いだと考えられるとこ
ろも多い。報告書をまとめた千葉大学の円山准教授は、「防潮林だけですべてを守る
ことは難しいが、効果はある。」と話している。たしかに、防潮林を200m 以上のこしてい
たところでは、背後の住宅への被害は比較的尐なくなっているが、防潮堤を設置して、
防潮林を伐採したところでは、大きな被害が発生している。防潮堤に依存しない海岸
のあり方が、もっと追求されるべきではないだろうか。
●いすみ漁港にイワシ数十トン 死骸で埋まる
千葉県いすみ市大原漁港に、イワシの大群が押し寄せ、海水の酸欠が起こって死
亡した。漁港内に打ち上げられたイワシの死骸だけでも数十トンに上り、死なずに逃げ
たものも含めれば、過去に知られていないほどの大群であったと思われる。魚種はカ
タクチイワシで、イルカや大型魚に追われるなどして、群れをなして海岸に打ち上がる
こともしばしば知られているが、これほどの量が一度に打ち上がるのは、漁師たちも初
めてのことという。地元では「何かの異変の前触れではないか」と再びの大震災を心配
する声も出ている。夷隅東部漁協でも「原因はまったくの謎」としている。打ち上がった
イワシは、腐敗し始め、悪臭が漂うばかりではなく、酸欠で他の魚介類にも悪影響を与
えかねず、いすみ市では重機を出して回収作業を始めた。住民によると「港はイワシの
死骸で真っ白になり、雪が積もったよう」という。いったい何が起こったのだろうか。心配
が杞憂であれば良いが。
●放射性セシウムが下流へ移動 霞ヶ浦流域
東京電力福島第一原発の事故で、茨城県には広範囲に放射性物質が降り注いだ。
それは、以後の雨などによって徐々に川に流れ込み下流へ移動している。霞ヶ浦の流
域に降下したセシウムの動きを調べている市民団体「いのちの水・霞ヶ浦を守る市民
ネットワーク」は、3月と4月に土浦市備前川15地点で川底や川岸の土壌を分析・測定
した。備前川小松橋付近の川岸では、3月8日に測定した結果は、9550ベクレルだった。
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同じ地点で4月25日に測定した結果は、6260ベクレルに減尐していた。しかし、約
700m 下流の岩田橋では、9980ベクレルが記録され、放射性物質が下流に移動し濃
縮していることが実証された。霞ヶ浦へのセシウムの移動濃縮が心配され、とくにウナ
ギやワカサギなど霞ヶ浦の沿岸漁業は、壊滅の危機にある。
【東海】
●防潮堤建設に

300 億円寄付

浜松の工務店

静岡県浜松市の一条工務店が、静岡県に震災対策として防潮堤を整備して欲しいと、
300 億円を寄付すると表明した。川勝平太知事と鈴木康友浜松市長との間で基本的
に合意に達した。一条工務店は、2012 年度に 100 億円、次年度以降毎年 100 億円を
寄付し、静岡県はそのお金を含めて、浜松市沿岸の約 17.5km に防潮堤を築くというも
の。具体的に静岡県が東海、東南海、南海 3 連動地震を念頭に置いた被害予測から、
設計を行い、14 年度にも工事に着工する構えを見せている。しかし、静岡県は比較的
海岸の自然度が高く良好な海岸生態系が保全されている。そこに防災のためとはいえ、
長大な防潮堤を築くのは、生物多様性や海岸生態系への悪影響は無視できない。設
計がどのようなものになるか、注視しなければならないだろう。
【北陸】
●高浜原発の温排水が止まり、養殖魚が大量斃死
福井県高浜町の内浦湾では、高浜原発の温排水を利用してシマアジなどの暖海性
の魚を養殖しているが、原発の運転停止によって温排水がなくなり、海水温度が低下
したため、冬から春にかけて養殖魚が大量に死亡した。高浜原発3号機は今年2月20
日に定期検査のために停止し、4基全部が停止した。その結果、付近の水温は平均2
度ほど低下した。暖海性のシマアジは全養殖量の半数が死亡し、カンパチも30％、ヒ
オウギ貝も35％が死亡したという。高浜沖では、1989年以来、暖海性の魚の養殖が始
まった。付近の海域では、トラフグやマダイの養殖が行われているが、これら暖海性で
はない魚にはほとんど死亡がない。福井県水産課では、冬の海水温低下にも耐えら
れるような技術指導をしたいと言っているが、原発稼働を前提としない漁業のあり方が
求められている。
●深海魚

ナガユメタチモドキが現る

富山県氷見市の魚市場に、珍しい深海魚が水揚げされた。ナガユメタチモドキという
タチウオに似た魚で、体長約 2m にも達する。暖海の水深 200～800m の深海に棲んで
いる。タチウオと異なり背びれが無く、小さな尾びれがあるのが特徴。漁業者によると、
最近 10 年近く見ていないという。
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【東海】
●安楽島海水浴場で3年ぶりにアカウミガメが産卵
三重県鳥羽市安楽島の市営安楽島海水浴場に、3年ぶりにアカウミガメが産卵に訪
れ、無事産卵した。アカウミガメが上陸したのは5月27日。翌28日にウミガメ研究家とい
っしょに砂を掘ってみたところ、約100個の卵が見つかった。卵を埋め戻し、その周りに
約1平米の鉄柵を設置し、卵を保護している。
【近畿】
●オニヒトデが減少

レイシガイ類も急激に減少

ダイバーのサンゴ保全活動

ラムサール条約登録湿地で世界でももっとも北のサンゴ礁といわれる串本町のサン
ゴ群集地で、ダイバーたちのオニヒトデとサンゴ食害巻貝類の駆除作業が 2004 年から
続いている。「サンゴを食害する動物駆除実行委員会」がその主体で、串本町内のダ
イビング業者で組織している。毎年多数のオニヒトデとサンゴ食害巻貝類の駆除を行
い、これまでにオニヒトデを 7 万 1705 匹、巻貝類を 62 万６０70 匹を殺したという。サン
ゴ食害巻貝類には、ヒメシロレイシダマシ、シロレイシダマシ、クチベニレイシダマシ、ト
ゲレイシダマシ、ヒラセトヨツガイ、カブトサンゴヤドリなどの貝類が含まれる。その成果
か、最近はオニヒトデも尐なくなり、巻貝類は発見が難しいほどになっている。実行委
員会によると、串本のサンゴ群集は、世界のサンゴ礁が白化現象やオニヒトデ食害な
どで壊滅状態になっている中で、駆除作業のおかげで景観を保っている。サンゴは
1999 年に大発生した巻貝類の食害で壊滅状態になったが、駆除によって回復した、と
話している。この駆除作業に問題はないのだろうか。サンゴを食べる動物もサンゴ礁の
一員である。巻貝類が発見困難になるほど減尐したことは、サンゴ礁の生物多様性を
劣化させていることにもなる。サンゴだけが無菌状態で美しいのは、かならずしも生態
系の健全さを示さない。水族館の水槽と同じ景観になる。サンゴ保全活動の中身をもう
尐しきちんと検証する必要がありそうである。
【中四国】
●クジラ肉で水銀含量が高濃度

「健康への影響はない」と結論

クジラやイルカの肉を食べる習慣がある和歌山県太地町で、住民の毛髪から全国平
均の4倍以上の高濃度の水銀が検出されたことから、環境省国立水俣病総合研究セ
ンターが、これら住民の神経内科検診を実施し、「健康への影響はない」と結論づけた。
センターが調べた1137人の住民の毛髪には、水俣病の原因となったメチル水銀が高
濃度で検出され、そのうち43人は世界保健機関（WHO）が決めた安全基準５０ppm を
超えていた。安全基準を超えると水銀中毒の神経症状が現れる可能性があるとされる。
検診を受けたのは、194人。水銀中毒とされた人はいなかったが、神経などに支障が
ある人もいた。しかし、毛髪の水銀濃度と症状には相関がなかったからという理由で、
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神経症状と水銀との関係は認められないという結論を出した。センターの安部重一所
長は「尐しぐらい水銀濃度が高くても大丈夫。水銀の影響は見られない。安心してクジ
ラを食べてもらえばと思う」と、安全宣言をした。安全宣言をするための調査だったので
はないか。しかし、幼児や胎児には、影響がないとはいえない。センターでは、子供を
対象とした調査を予定している。今後を注視しよう。
【九州】
●喜入前之浜海岸でアカウミガメが産卵

2 年ぶり

鹿児島市喜入前之浜町の海岸で、アカウミガメの産卵が 5 月 31 日に観察された。今
年の初記録。昨年は産卵がなかった喜入地区だけに、地元では歓迎している。産卵
場所には市役所職員の手によって防護柵が作られ、職員やボランティアが保護、監視
を行っている。
●定置網にウミガメ、水槽で産卵

佐伯市蒲江

大分県佐伯市蒲江元猿沖の定置網に掛かったアカウミガメが、水槽の中で産卵を始
めた。定置網に拘束されているうちに産卵衝動が高まってしまったようで、砂浜に上が
る前に水槽の水を抜いたところ、突然産卵を始めた。アカウミガメの産卵を目の前で見
た人たちから「奇跡のようだ」と声が上がった。約 1 時間で 10 個の卵を産み落としたが、
砂浜での産卵と勝手が違ったか、産卵数は尐なかった。大分県ではアカウミガメの産
卵は珍しく、産まれた卵は元猿海岸の砂浜に埋められ、防護柵を設置して孵化まで見
守ることになった。8 月中旬には孵化が始まる予定だ。産卵した母カメは、海に返され
た。
●「排水門」早期開放を求める要望書提出

ベントス学会

国営諫早湾干拓事業で締め切られた潮受け堤防の排水門を開放して、有明海の生
態系の回復を図ることが福岡高裁の判決で国に義務づけられている問題で、日本ベ
ントス学会自然環境保全委員会は、国と地元自治体にあてて、「諫早湾潮受け堤防内
に海水を導入する「排水門開放」の早期実施を求める要望書」を提出した。潮受け堤
防内の水質の悪化が進むばかりで、開放の時が遅れれば遅れるほど、開放による一
時的な悪影響が大きくなる可能性がある。農水省は裁判所判決の期限ぎりぎりまで故
意に遅らせて、排水門開放の悪影響を宣伝して、再び排水門を閉め切ろうとしている
のではないかという憶測も流れている。
●海底からの湧水が和白干潟を生かしている
和白干潟では､人工島建設による海水交換の減尐と静穏化のため、環境の悪化が予
測されていました。しかし、アサリは人工島建設前と同様に採取され、毎年多くの人が
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潮干狩りを楽しんでいます。また、鋤簾（じょれん）によって採取された和白干潟産のア
サリが､農水産物直売所などで販売されています。和白干潟には澪筋が多く、干上が
った海底から水が染み出ていることが分かります。岸に近いところほど塩分が低く、沖
側では塩分が高くなります。アサリの分布域では、酸素と無機態の栄養塩を含んだ「海
水」が面的に湧出しています。4 月の調査で大型のアサリ生息域において、1 日 1 ㎡当
たり 2 トン前後の湧水が測定されました。塩分は 31.7、DO は 98%です。面的な湧水に
よって泥質化が阻害され、「海水」と酸素が供給され続けていることで､豊かな干潟が
維持されています。また、湧水は無機態の栄養塩供給の自然の仕組みとしても重要で
す。瀬戸内海など多くの地域で､このような自然の仕組みが埋立事業などで破壊され
てきました。この機能が明らかになる以前は、早く安く広く土地を作ることが常識だった
ので仕方ないかもしれません。今後は、海岸海底からの湧水がある浅場を保全し、さら
に海底湧水があったはずの未利用な埋立地をなるべく元に戻すことで、沿岸の自然
環境を再生し、それを漁業振興に繋げることで､地域を活性化していくことが求められ
ます。（新井章吾会員投稿）
【沖縄】
●海岸にオニヒトデ 1000 匹打ち上げ

石垣島海岸

沖縄県石垣市の海岸に約 1000 匹に上るオニヒトデが打ち上げられた。。海岸
300m に渡ってオニヒトデの死骸が累々と横たわる状態だったという。この現象
の原因はよく分からないが、サンゴ群集が消滅して、餌が無くなって餓死した
のではないかという見方がある。かつて、この海岸では被覆度 60％のサンゴ群
集が観察されたが、今ではサンゴの被覆度は 1％にまで減尐してしまい、サンゴ
礁とも言えなくなった。オニヒトデの集団「自殺」は、餌不足と関係している
のではないかと、石垣島に住む水産研究センターの研究者は話している。

【東北】
●東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト
－被災した干潟のいきもの調査－
東日本大震災によって被害を受けた干潟のモニタリング調査を、研究者のお手伝いをし
ながら行います。身近な自然を調べることにより、自然との共生に対する意識や市民の環
境リテラシーを促進させ、それが持続可能な地域復興へとつながることを目指します。
調査日及び調査地：6 月 23 日（土）～24 日（日）松川浦（福島県相馬市）
【チーム 3】研究者：占部城太郎、鈴木孝男、牧野渡、向井康夫（東北大）
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募集人数：8～12 人
研究分担金：2,500 円（宿泊費、滞在費含む。交通費は別途自己負担）
問い合わせ＆申込先：NPO アースウオッチ・ジャパン 03-3511-3360

info@earthwatch.jp

【関東】
●東京大学海洋アライアンス第 7 回東京大学の海研究
人と海のかかわりの将来像
日時： 2012 年 7 月 24 日（火）10：30～17：30（10：00 受付開始）
場所： 農学部・弥生講堂「一条ホール」
参加費：無料
参加方法：事前登録制（所定の定員になり次第打ち切ります）当日，参加登録確認メール
をプリントアウトしてお持ち下さい．
参加登録：下記の申込専用サイトからの登録となります．
https://www.webmasters.co.jp/utoa/symp01/
プログラム（内容は予告なく変更になる場合があります）
午前
海洋基本計画の見直し提言について

城山英明（公共政策大学院）

教育リテラシーの新たな展開

佐藤 学（教育学研究科）

午後
洋上風力発電と地域・漁業の共生

松浦正浩（公共政策大学院）

ライブモニタリングによる環境プロファイリング

齋藤 馨（新領域創成科学研究科）

バイオロギングがもたらす新しい海洋情報

佐藤克文（大気海洋研究所）

藻場再生と沿岸環境

山本光夫（新領域創成科学研究科）

東北沿岸域の生態系の変遷

河村知彦（大気海洋研究所）

東北地域の新たな漁業への道筋

黒倉 壽（農学生命科学研究科）

地球システムの変遷からみた将来予測 住 明正（サステイナビリティ学連携研究機構）
【問い合わせ先】海洋アライアンス事務局 野村英明（大気海洋研究所） 〒277-8564 千
葉県柏市柏の葉 5-1-5

●

TEL 04-7136-6417

E-mail: office@oa.u-tokyo.ac.jp

丸の内さえずり館企画展
「自然保護区ミッドウェーの生きものと海洋ゴミ」

ミッドウェー環礁が位置する北西ハワイ諸島は、米国の海洋国家遺産に指定された世界
最大の海洋保護区です。中でも北太平洋屈指の野生生物の繁殖地ミッドウェー環礁は、東
日本大地震による甚大な津波被害を受けながらも、生命の息吹きにあふれています。 し
かし、日本を含む東アジア諸国から流出する大量のプラスチックゴミが洋上に滞留する海
域に位置するため、野生生物への深刻な影響が続いています。そんなミッドウェー環礁の
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最新情報を写真と資料でご紹介します。会期中に講演も 2 回開催します。ぜひご参加くだ
さい。
会期 ：2012 年 5 月 8 日～6 月 28 日 11：00～18：00(土日祝休館)
場所 ：自然環境情報ひろば 丸の内さえずり館
千代田区有楽町 1-12-1 新有楽町ビル 1F 03-3283-3536
海洋写真家・杉森雄幸氏(OWS メンバー)の写真を含め、約 30 点の写真・解説パネルのほか、
ミッドウェー環礁から移送した海洋ゴミ標本などを展示します。
入場 ：無料
会期中開催イベント(於：丸の内さえずり館)

(２)第 65 回海のトークセッション

「日本のごみはどこへ行く? 海を巡る私たちのごみ」
日時 ：2012 年 6 月 20 日(水) 18：30～20：00
講師 ：小島あずさ(一般社団法人 JEAN 事務局長)
参加費：500 円(要申込：定員 40 名)
▼企画展詳細・各講演の申込はこちらをご覧ください。
http://www.ows-npo.org/activity/garbage/midway-saezurikan2012.html

● 海辺の自然教室 「伊豆大島ネイチャーツアー」参加者募集
人類が誕生する遥か昔の太古から長い噴火の歴史とともに形成されてきた伊豆大島。今
なお数十年ごとに噴火を続ける火山島には独特な生態系と、この地ならではの生きものた
ちが生息しています。このツアーでは火山活動が作り出した特殊な環境とそこに棲む生き
ものたちを訪ねて、ＯＷＳネイチャーガイドがご案内します。
開催日 ：2012 年 6 月 30 日（土）～7 月 1 日（日） 1 泊 2 日
開催場所：伊豆大島
集合場所：東京 竹芝桟橋 東海汽船チケット売場前(ゆりかもめ竹芝駅徒歩 1 分
07：00 集合－17：30 解散
参加費 ：OWS メンバー： 35,000 円／一般： 38,700 円
往復乗船券・1 泊 2 食付き(昼食は別途) 募集人数：7 名（最尐催行人数 4 名）
プログラム概要（2 日間）

三原山溶岩台地トレッキング、マウンテンバイクダウンヒ

ル、南部海岸散策＆生きもの観察、ネイチャークラフト など
ガイド ：小川修作（OWS ネイチャーガイド／伊豆大島シーサウンド代表）
後藤健太郎 (OWS ネイチャーガイド) 詳しくはこちらをご覧ください。⇒

http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/b0b5svu0wj6xtxzgyiQ1m
●巡回写真・資料展「私たちの身近な海にすむ造礁サンゴ」
OWS では創立以来サンゴ礁や造礁サンゴに関する、多くのプログラムを積極的に行っ
ており、2008 年の「国際サンゴ礁年」をきっかけに、「北限域の造礁サンゴ分布調査プロ
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ジェクト」を開始、今年で 5 年目を迎えます。そのプロジェクトの成果をまとめた写真・
資料展を全国の会場で巡回展示しています。 昨年 11 月より全国 10 ヶ所の会場で巡回展
示しており、関東周辺海域の身近な海に生息している様々な造礁サンゴとそのサンゴがつ
くり出す生物多様性について紹介しています。

4 月以降は西日本での開催です。お近く

の方はぜひご来場ください。
入場無料

【モンベル 奈良店】

期間：2012 年 6 月 23 日～7 月 8 日
奈良県奈良市二条大路南 1-3-1

イトーヨーカドー奈良 4 階

●写真家山本英夫～沖縄 基地の重圧をゆるがす
ーンセンタージョイント写真展

＆

ジュゴン保護キャンペ

日時：6 月 16 日（土）13 時～19 時（交流会 17 時～18 時）
6 月 17 日（日）10 時～17 時（交流会 15 時～16 時）
交流会：トーク （写真家

山本英夫さん）

アピール （ジュゴン保護キャンペーンセンター）
場所：なかの ZERO 西館 1 階美術ギャラリー（東京都中野区中野 2-9-7

電話：03-5340-5000

費用：入場無料

●スノーケリングで生きもの観察
伊豆大島「スノーケリングナチュラリストコース」＆観察会参加者募集
東京（竹芝）から 1 時間 45 分、コバルトブルーの澄んだ海、豊な緑の伊豆大島は、黒潮
の影響で、造礁サンゴや南方系の魚達をスノーケリングで気軽に観察することができます。
１日目のスノーケリングナチュラリストコースでは、ネイチャーガイドの指導の元、水中
の自然観察のためのスノーケリングスキルを学びながら、海の生きものたちを観察します。
２日目は伊豆大島特有の地形が見られる南部の海岸を散策します。スノーケリングが初め
ての方でもベテランの方でも、海の自然や生きものについての知識を深め、生きものとの
接し方や観察方法を学んでいただけます。

修了後、OWS 発行の「スノーケリングナチ

ュラリスト」修了カードをお渡しします。

今回の伊豆大島コースでは、水中カメラで

の撮影体験（カメラレンタル無料）や、サンゴの観察、磯の生きもの観察なども行います。
親子での参加も可能です（小学 3 年生以上）。お気軽にご参加ください！
開催日

：2012 年 6 月 30 日（土）～7 月 1 日（日） 1 泊 2 日

開催場所 ：伊豆大島
集合・解散：伊豆大島岡田港（東海汽船到着港。海況によっては元町港）
参加費

：OWS メンバー 19,700 円／非会員 21,900 円

※1 泊 2 食付、スノーケリング器材・カメラレンタル無料。
※別途、往復交通費、昼食費
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募集人数 ：7 名（最尐催行人員 4 名）
プログラム概要
１日目：スノーケリングナチュラリストコース（トウシキ海岸）
２日目：南部海岸散策＆生きもの観察
ガイド：小川修作
（ＯＷＳネイチャーガイド／伊豆大島シーサウンド代表）

後

藤健太郎（ＯＷＳネイチャーガイド） 詳しくはこちらをご覧ください。 ⇒
http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/b0psriv0yjkrmo21ugdI9

●「海の子プログラム」スタッフ募集
海辺のナチュラリスト講座（スタッフ研修特別コース）開催
子ども向け海辺の環境学習プログラム「海の子プログラム」をお手伝いいただけるスタ
ッフを募集します。子どもの環境学習に興味をお持ちの方は、スタッフとして一緒に活動
してみませんか? スタッフ登録には、研修として「海辺のナチュラリスト講座」の受講が
必要です。スタッフ研修特別コースを特別料金で実施しますので、ぜひこの機会にご参加
ください。
開催日 ：2012 年 7 月 14 日(土)～15 日(日) 1 泊 2 日
募集人数：6 名（最尐催行人員 3 名）

開催場所：三浦半島の海岸

対象者 ：OWS が主催する「海の子プログラム」にスタッフとして参加できる方
※OWS のサポーターまたは正会員への登録が必要となります。
受講費 ：8,000 円（特別価格） ※通常受講費は 13,800 円
※別途、宿泊費（1 泊 2 食付：8,000 円）、食費、往復交通費 詳しくはこちらをご覧くだ
さい。

⇒ http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/b0pssiv0yjkrmo21ugzjv

●造礁サンゴ分布調査

館山坂田探索調査

調査協力者募集

ＯＷＳが「北限域の造礁サンゴ分布調査プロジェクト」でモニタリング調査を継続実施
している坂田で、新たに探索調査を行います。坂田にはモニタリング調査を実施している
「松根」以外の場所にもたくさんの造礁サンゴが生息しています。今回は松根よりも沖に
ある「カロウ根」というポイントで、造礁サンゴを探索します。この探索調査にご協力い
ただける方を募集します。
開催日 ：2012 年 7 月 22 日（日） 日帰り
開催場所：千葉県館山市坂田
集合：「シークロップダイビングスクール」9:00 集合
※前泊をご希望の方には手配します。
参加条件：(1)50 本以上のダイビング経験者
(2)ボートダイビング経験者
募集人数：8 名
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参加費 ：ＯＷＳメンバー9,500 円／非会員 10,700 円
※2 ボート・保険料込。
往復交通費・昼食代は別途
申込み・問い合わせ：ＯＷＳ事務局までホームページから、または E-mail、お電話にてご
連絡ください。(TEL:03-5960-3545)

詳しくは、こちらをご覧ください。

⇒

http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/b0pstiv0yjkrmo21ughXe

【近畿】
●写真家牧志治写真展（すいた環境教育フェア 2012）
日時：6 月 16 日（土）10 時～16 時
場所：吹田市文化会館

メイシアター１F 展示室（阪急吹田駅下車すぐ）

費用：入場無料
☆牧志治さんは、辺野古・大浦湾をフィールドにしているフリーランスの写真家。素晴らしい海
と生き物の写真を見に来て下さい。

【中四国】
●吉野川しおまねき探検隊
日時：6 月 17 日（日）10:00～12:00
場所：吉野川河口・吉野川橋干潟
集合：吉野川河口北岸 吉野川橋下ロータリー
参加費：100 円
主催：とくしま自然観察の会
問い合わせ先：TEL088-622-0619（井口）
☆シオマネキは吉野川が元気な川であるシンボルです。
シオマネキの生息地を調査探検し、
様々な干潟の生物を発見しながら、吉野川汽水域の生物多様性を知り、守っていきましょ
う。

【九州】
●和白干潟の生き物観察
日時：7 月 1 日（日）13:00～15:30
場所：和白干潟（福岡市東区和白 4 丁目海岸）
集合：臨海３R ステーション集合（福岡市東区箱崎埠頭 4-13-42）12:30
参加費：無料
主催：ウエットランドフォーラム／エコネットふくおか
問い合わせ先：TEL080-5251-8677（松本）
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☆自然海岸が残る和白干潟で、カニや貝や、泥の中の生きものたちを観察します。干潟の
ゆかいな生きものたちに会いに行こう!!

●向井

宏：「東日本大震災による沿岸生態系への影響と今後の展望」 GREEN

AGE 2012/05:16-20

(財)日本緑化センター

100 号を記念して、向井 宏が、裏話を含めたこれまでのジュゴン研究の道程を
お話ししたいと思います。

まずは「その１」です。

ジュゴンとは、どんな動物？
ジュゴンは興味深い動物である。大西洋のマナティとともに海牛類というグループに属す
る海産哺
乳類で、
日本では
儒艮（ジ
ュゴン）、
ザン、ザ
ンノウオ
などとよ
ばれてい
る。子供
を抱いて
授乳する
姿から人
魚のモデ
ルとして
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も有名だ。日本では、ずっと絶滅したと思われていたのが、米軍普天間基地の代替え施設
として名護市辺野古地区の米軍キャンプシュワブ沖にヘリコプター軍事基地を造ろうとい
う動きが日米政府の間で起こった頃になって、ジュゴンの生存が明らかになってきた。新
しい基地を辺野古に造って欲しくない人々にとっては、まさに神の思し召しであっただろ
うし、基地を建設しようとする政府にとっては、まさに青天の霹靂だっただろう。なぜな
ら、ジュゴンは、国際的に保護の必要な希尐な動物として知られ、その移動はワシントン
条約で禁じられているほどのものだからである。辺野古沖を埋め立てて基地を造れば、数
尐ないジュゴンの主要な餌場が失われるため、ジュゴン保護が基地建設の反対運動のシン
ボルにもなった。
日本では、鳥羽水族館でジュゴンを飼育しており、鳥羽水族館はジュゴンに興味や関心
を持つ人々の一度は訪れるメッカと言われている。後からの述べるように、ジュゴンの飼
育は非常に難しく、捕獲されたジュゴンを一時的に飼育する場合を除くと、世界でも鳥羽
水族館以外では飼育に成功していない。その大きな理由は、ジュゴンが生育している海草
だけを餌としているからである。ジュゴンは、浅い海底に生える熱帯性の海草のうち、と
くにウミヒルモという楕円形をした小さな双葉を持つ海草（写真）を好んで食べる。鳥羽
水族館では、日本に分布するウミヒルモを大量に手に入れることがきわめて困難であるこ
とから、アマモという本州や北海道で普通に見られる海草を餌にしているが、アマモを入
手するために人件費の安い韓国から飛行機で輸入している。ジュゴンにとってアマモは生
息している熱帯や亜熱帯には生育していないから、鳥羽水族館ではじめてアマモという海
草に出会ったことになる。それでもアマモも海草であるので、ジュゴンは餌の許容範囲と
思ったのか、アマモを食べるようになった。しかし、さらにやっかいなことにジュゴンは、
アマモの葉を投げ与えても食べようとしない。ジュゴンにとっては、餌の海草とは海底の
砂の中から生えているものをいうのであって、浮いている葉っぱは海草とは認識しないの
だ。そこで鳥羽水族館では、ジュゴンに餌を食べさせるために、涙ぐましい努力をした。
薄い板の上に一株ずつ田植えするようにアマモを植え付けて、水槽の下に沈めるのである。
そうしてようやくジュゴンに餌と認
めてもらい、ジュゴンはおずおずと
食べ始めた。ジュゴンの食べるアマ
モの量は、実に大量である。鳥羽水
族館で調べたところ、平均して一日
に一頭のジュゴンが 10kg 以上（生
の重量で）のアマモを食べている。
これだけのアマモを毎日のように田
植えして用意し、食べさせるには莫
大なお金がかかる。
鳥羽水族館では、
なんとかそれを可能にする収入があ
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るのだろうが、他の水族館で簡単にまねできることではない。（つづく）

白浜は化石の宝庫
気が遠くなるほど時間を遡った時代に生きていた生物の証しが、岩石の中
などに化石として残っている。白浜には堆積岩が多いため、あちらこちらで化
石を観察することができる。動植物が化石となって、現代の私たちに進化の証
人としての姿を見せてくれる。
白浜町の安久川河口には、不思議な形の幾何学模様の化石が豊富に見られる。
ここは、砂岩と礫岩の地層が重なった岩肌を、風波が激しく侵食した自然の造
形美が観賞できる。巻貝のタマキビ類が棲んでいる潮上帯より尐し上の岩盤を
観察すると、崖の手前の平らな岩盤に、人の握り拳ほどの放射状の模様が見え
る。
その模様は、ある場所ではかたまってあるし、小さい模様がばらばらにあ
る所もある。１個１個は石の花だ。これは動物が作ったものとされている（図）。
それらは生物自体の化石ではなく、かつて住んでいたある動物の巣穴である。
このような棲み跡の化石をまとめて「生痕化石」と呼ぶ。この安久川の動物は、
多くの仲間とともに、かつて、砂底の海底で不思議な模様を作るような活動を
していたのだ。
巣穴の主は不明
肝心なのは、その花模様の巣穴の主だが、ゴカイの仲間なのか、エビ・カニ
の仲間なのか、何かは推定できていない。1５年ほど前に京都大学地質鉱物学教
室のある大学院生が瀬戸臨海実験所を利用しながら、この化石について長らく
研究した。しかし、残念ながら不明のままとなった。概して巣穴などの「生痕
化石」の主は、種の特定が不可能なことが多いと言われているので、到し方な
い。
安久川の河口には他の化石も豊富に産出する。京都大学で博士の学位取得後
に愛媛大学にポストを得た若手研究者やその指導学生が、安久川海岸の岩礁の
19

あちらこちらに残されている様々な生痕化石を調べ、当時の環境を復元する目
的の研究を進めている。地史学や古生物学は、時間や空間のスケ－ルがでかく
て魅力的だ。
波の跡の化石
白浜町椿の岩礁海岸には、二枚貝の化石が集合した地点がある。人の背丈よ
りちょっと高い程度の岩の中にかたまって見られるが、岩が硬くて取り出すの
は難しい。それ
よりも、そこに
は素晴らしい
リップル・マー
ク（漣痕）の化
石が残ってい
る。リップル・
マークの化石
は、瀬戸臨海実
験所のすぐ近
くの江津良の
海岸にもあっ
て、そこは国指
定の天然記念
物になってい
る。白浜を訪れ
たら、太古の世
界の証人に会
いにいって、タ
イムスリップ
を楽しんでい
ただきたい。
図. 白浜の安久川河口でみられる「生痕化石」
日本最古の化石記録は白浜産
白浜付近で産出する動物化石で特記すべきものは、海産の巻貝のキイキリガ
イダマシ（キリガイダマシ類）である。1860 年代にイギリスの測量船が田辺湾
に停泊した時の採集品の一つにこの化石が含まれ、幕末期に出版されたイギリ
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スの専門雑誌（ロンドン地質学協会誌）に記録されている。これが日本産化石
の学会への最古の記録である。
白浜の隣町の田辺市稲成町のふるさと自然公園センターの化石コーナーを訪
れると、２点だけだが白浜産の化石があり、１点がキイキリガイダマシだ。種
小名が kiiensis となっており、地方名が付けられている（図）。もう１点は、
「甲殻類の巣穴の化石」とラベルに記されている。
白浜の化石産地
白浜周辺で、筆者が実際に動物化石を発見した例は限られている。田辺湾に
浮かぶ瀬戸臨海実験所が管理する畠島の磯で、1５年ほど前、転石中のキイキリ
ガイダマシを１個発見した。その後、実習ごとに探しているが、今でもなかな
か見つからない。これと恐らく同種と思われる小型の巻貝化石を、白浜町の安
久川河口でも見つけた。その周りでいくら探しても他には見あたらず、こんな
孤立した産出の仕方もあるのかと驚いた。その後も安久川河口での新たな発見
はない。
白浜町江津良の海岸周辺でも化石が多く見つかる。白浜町阪田で理容店
を営む上田富代さんにコレクションを見せて頂いた。「３０年ほど前、みんな
で、潮が引いた時に阪田の鼻を１周しました。アサリがいっぱい採れました。
そこには化石も転がっていて、こんな所にこんな化石があったのだと小躍りし
ました。巻貝や二枚貝の化石をたくさん見つけました。二枚貝はとても珍しい
と思います」。
その巻貝の化石はキイキリガイダマシで、２個体が砂岩質の石ころの中で向
きが逆になって封入されていた。上田さんによると、拾った場所ではそれが一
番大きなものだったそうだ。そのキイキリガイダマシの貝殻は、７回の巻きが
みられるが、殻口の部分が欠けていた。長さが 50 mm で、最大幅が 15 mm で
中型の大きさだ。一方、二枚貝も一部欠けていたので、長さでなく殻の高さ（殻
高）で大きさを計ると 26 mm あった。これは母岩の風化などで化石部分だけ残
ったもので、クリーニングする必要もないほど綺麗な化石だ。
絶滅種
化石の分類は難しいので、串本市在住の化石の専門家である左向幸男先生
に標本を送って同定を依頼した。結果は、キイキリガイダマシとマルスダレガ
イ類の一種という両者とも絶滅種だとのご教示を頂けた。両種とも現在まで連
綿として生き続けている種ではなかった。左向先生によると、白浜町では 50 種
以上の巻貝や二枚貝が化石として発見されているという。また、キイキリガイ
ダマシの大きさは色々で、長さが 10 cm を超える大型個体もあるとのことだ。
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以上のような白浜産の化石は、新生代第三紀中新世のものと言われている。
今から約 1600 万
年前の頃、この辺
りは海中に没し
ていて、陸からの
泥、砂、礫などの
堆積物や火山灰
が積もっていった。
それが田辺層群
と名付けられた地
層となって陸化し、
現在の地上で化
石が発見できる
のである。
図. 1600 万年前
に生きていたキイ
キリガイダマシの
化石

８．事務局便り：
●この「うみひるも」は「海の生き物を守る会」のメールマガジンです。配信が迷惑と思わ
れる方は事務局までご連絡ください。
●企画案などその他なんでも本会の活動に関することは、事務局あてにお寄せください。
●このメールマガジンは、毎月 1 日と 16 日の 2 回発行の予定ですが、都合によって遅延や
中止もあります。配信を希望する方、送りたい方がありましたらアドレスをお知らせく
ださい。また、パソコンを使えない環境の方には印刷体でもお届けします。その場合は、
郵送料をご負担していただくことがあります。
●このメールマガジンは転載自由です。海の生き物に関心を持っている方に広く読んでいた
だくために転送をお願いします。ただし写真を別の目的で使用する場合は事前にご連絡く
ださい。海の生き物や守る運動についての情報など、また各地で行われている海の生物の
観察会、研修会、その他の行事に関する情報もお寄せください。「うみひるも」のバック
ナンバーは、ホームページからダウンロードできます。

22

●本会は自然観察会や講演会を各地で実施しています。各地で開催を希望される方、開催を
お手伝いできる方は、ご一報ください。また、各地の団体との共催も行います。ごいっ
しょに講演会や観察会をしたいと思われる団体からも提案をお受けします。
●本会への寄付をお寄せください。寄付も会費も同じ銀行口座「ゆうちょ銀行
１０６１０－６６７３０２１

口座番号：

海の生き物を守る会」へお送りください。なお、送金さ

れる場合は、送金の内容について事務局にお知らせ下さい。

９．編集後記 ―100 号記念によせてー
～会員 100 名を目指して～
ようやく「うみひるも」が 100 号を迎えました。これも励ましていただいた読者のみな
さまのおかげです。ありがとうございました。次の目標は、海の生き物を守る会会員の 100
名達成です。7 月 1 日には、会の発足から 5 年が経ちます。海の環境と生き物を守るために、
ぜひ一人でも多くの方が会員になって、いっしょに海を見つめ、海を取り戻す運動に取り
組んでいただけることを、念願しています。それぞれの立場とそれぞれの考え方で、海の
命を守りたいものです。（宏）
～事務局うらばなし～
月に 2 回、我が家には灯りが明け方まで消えない夜があります。静まりかえったなかに、
キーボードを叩く音だけが深夜の部屋に響きます。その音の止んだ後にも、灯りは静かに
ともります。「うみひるも」発信前夜のひとこま。

代表の打ち終えた原稿を、それから

見直し、校正するのが私の担当です。ようやく発信準備が整った頃には、夜も更けて・・・
翌日の一斉配信となります。 タイムリーな情報をタイムリーにお届けするために、発信
日直前のこの作業に、毎回悩まされつつ情熱を燃やしています。
「うみひるも 100 号」を迎えた今、これまでのご愛読に感謝し、今後も変わらぬご協力を
心からお願い申し上げます。（向井保子）
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海の生き物を守るためになにかしたい！

というあなたに

会員募集中！

会員は本会の趣旨に賛同できる個人・団体とします。
会費は個人 2,000 円／年、団体 20,000
円／年。匿名による参加も可能。会員は、各地で海の生物とその環境を保護・保全する活
動を行い、そのための助成金申請をすることができます。入会希望の方は、事務局
hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp （向井）まで、氏名、住所、メールアドレスをお知らせくださ
い。

メールマガジン『うみひるも』第 100 号
2012 年 6 月 16 日発行
発行＆編集人「海の生き物を守る会」
代表 向井 宏
〒606-8413 京都市左京区浄土寺下馬場町 69 番地
TEL&FAX:075-741-6281 メールアドレス：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
ホームページ URL：http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
銀行口座：ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－６６７３０２１ 海の生き物を守る会
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