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「今月の海の生きもの」 スナガニ Ocypode stimpsoni ：  

高潮線付近の砂浜に 20～30cm以上の深さの巣穴を掘って生活するカニ。甲殻類十脚目スナガ

ニ科に属する。東北地方以南に分布し、東アジアの熱帯・温帯域に広く見られる。夜行性で素早く

動くため、近くで観察することは非常に難しい。昼間は巣穴の中で過ごす。写真のように夕方陽が

落ち始めると少しずつ巣穴から出てきて、餌を探し始める。餌は砂浜にいるあらゆる生き物とその死

骸である。海藻も食する。眼が縦に長く大きいのが特徴的である。潜望鏡のような眼は、巣穴には

いるときは折りた

たんで、眼窩と

呼ばれる凹みに

格納する。甲ら

の幅は 15～

30mmほど。写

真のスナガニは

未成体のカニで

ある。体色には

変異があるが、

砂浜の砂の色

に近い色になる

と言われている。

写真のように白

いサンゴ砂の砂

浜では、透明感

のある白い色を

していることが

多い。その透明

感と夜行性、す

ばやい動きのために、英語では ghost crab（幽霊カニ）と呼ばれている。 

                     （沖縄島本部半島にて  向井 宏撮影） 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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「海の生き物を守る会」創立5周年にあたって 

2007年７月1日に、「海の生き物を守る会」は誕生しました。今日でちょうど5年

になります。 当初の意気込みに比して、まだまだ十分な活動実績を残せなか

ったような気がしています。生物多様性条約第10回締約国会議で、これから

10年に、生き物の絶滅への道を確実に減らしていくことが求められましたが、私

たちの活動も、この「愛知目標」と同じ生物の多様性を守ることです。これから

もこれまでにも増して、当会の存在意義が大きくなっていると感じており、その責

任も痛感しています。みなさまのますますのご協力をお願い申し上げ、ご挨拶と

致します。 

代表  向井 宏    

 

 

今号から、立川賢一氏による作品「切手に見る『ジュゴンとマナティの生き残る道』」を、少しずつ紹

介したいと思います。この作品は、今年の4月に開催された公益財団法人・日本郵趣協会主催の「スタン

プショウ２０１２」の「トピカル」クラスに出品され、金銀賞＋特別賞を受賞した作品です。展示作品

は、16枚で構成されています。今号から、１枚ずつを１６回に分けて連載していく予定です。ご期待下

さい。連載を始めるにあたって、ご協力いただいた立川賢一氏にお礼申し上げます。 
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 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、少し

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。( )内は調査した砂浜海岸の数。 

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。また、同じ海岸でも季節が違えば結果も異なります。同じ季節でも、気候によっ

て結果も異なります。いつでも、どんな砂浜でも、調査する価値はあります。お気軽にご参

加ください。 

 

 

「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

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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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。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

さしあげます！ 

 

 

下記の報告書と雑誌、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。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 

余部些少。 

◎日本自然保護協会・沿岸環境保全検討会提言 「日本の海洋保護区のあり方

～生物多様性保全をすすめるために～」 日本自然保護協会 

残り２部。 

◎「地球環境」vol.16, No.1/2011  “海洋環境研究の新たな展開：生態系管

理の視点」  国際環境研究協会 

 

 

 

 

【国際】 

●円石藻がベーリング海で増加 生産に影響か 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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円石藻とは、珪藻などの一般的な植物プランクトンよりもさらに微小な藻類で、単細胞生物。

細胞表面に円石とよばれる炭酸カルシウムで作ら

れた殻（ココリス）を持つ。細胞内に葉緑素を持

ち、光合成を行う独立栄養生物である。世界中の

海に分布しているが、主に亜熱帯地方の海に多い。

ところが、1970 年代後半から、暗い海というイ

メージのベーリング海東南部で、円石藻が大発生

を始めた。1997 年からはベーリング海北部でも

円石藻のブルーム（大増殖）が観測されるように

なった。このために、ベーリング海が南の海のよ

うなマリンブルーの色を呈し始めている。これは、

ココリスの持つ光学反射特性によるもので、海の

白濁を意味する。このため、サケの回遊に影響を

与えたり、海鳥が水中の餌を探すのに困難を来したり、海洋上に雲核を形成するために、気

候に影響を与えたりしており、地球の炭素循環にも変化をもたらす可能性があるとされてい

る。この度国際チームが調査船「みらい」によって行った調査によると、ベーリング海での

円石藻の大増殖の原因は、海の温暖化であると考えられたが、そのメカニズムは不明のまま

である。このままでは、生産性の大きいベーリング海の生産は大幅に減少しかねない。 

 

【北海道】 

●サロマ湖の第 2湖口を開削 

北海道北見市と佐呂間町のサロマ湖は、オホーツク海と 1 本の狭い水道で繋がっていた汽水

湖であるが、湖内のホタテやカキの養殖や外海での漁業のために、北見市常呂町の砂洲を開

削して第 2 湖口とした。このために海水の流入が盛んになり、養殖には好影響が出ていた。

ところが、昨年からの風波により、第 2 湖口に砂が堆積し、海水の流入も減り、漁船の通行

もできなくなっていた。国交省は、砂を浚渫するなどして、開削。6 月末から船の航行もで

きるようになった。本来砂が堆積してできた砂洲なので、開削しても砂の堆積は続き、いず

れまた開削する必要が出てくる。自然に手を加えたら、永遠にお金と手間をかけなければな

らない。 

 

【東北】 

●中泊町で、藻場再生事業にスラグ使用 

青森県中泊町では、小泊地区のモズクの生産が落ちていることなど、「磯焼け」が心配され

ている。そこで、「磯焼け」を食い止め、藻場を復元させる事業を始めることになった。事

業では、「水質浄化ボール」を海に投入し、さらに「磯焼け解消用浄化液」を流し込む。「水

質浄化ボール」は、植物プランクトンや海藻の生育に欠かせないと言われる有機物と鉄鋼ス

ラグで作った球状のもので、「浄化液」は、海水と培養液を混ぜ合わせたもの。予定では、

小泊漁港に続く水路やライオン海道下の沿岸などに、浄化ボール約400個、浄化液1トンを
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毎月2回、海に投入するという。町や漁協などでは、モズクやウミゾウメンなどの海藻の藻

場が復活することを期待している。しかし、磯焼けの主な原因は、海水の温暖化とウニなど

の草食動物の増加と言われており、フルボ酸鉄の重要性は当然であるが、青森の海でフルボ

酸鉄の不足が原因であると確認されているのだろうか。鉄鋼スラグの利用を推進したい鉄鋼

業界の宣伝に乗せられているだけのような気もする。 

 

●大船渡湾口防波堤 震災前のとおり復旧 

岩手県大船渡市の大船渡湾口では、湾口防波堤が東日本大震災の津波によって破壊された。

大船渡市漁協では、湾口防波堤を復旧する工事のために漁業権区域を使用させる議案につい

て、臨時総会で承認した。湾口防波堤の崩壊により、大船渡湾の水質はかなり改善されてい

たこともあり、漁業者の中では復旧工事を急ぐ行政の姿勢に疑問の声も上がった。漁協での

議論で、大船渡湾奥に干潟を造成するなど総合的な水質対策を要望することとしている。復

旧する防波堤では、下部にパイプを通して、通水口を設けるほか、堤防の両端を 20m 開け

ることとした。 

 

●気仙沼市の防潮堤取りやめ 「判断慎重に」 村井宮城県知事 

宮城県気仙沼市の一部で、住民が防潮堤建設に反対したため、気仙沼市では、低地に守るべ

き資産が無い場合は、調査した上で、その地区では建設しないという方針を打ち出した。こ

れに対して、全域に巨大防潮堤を建設するという計画を作った宮城県の村井知事は、県議会

での質疑で「（建設の可否については）慎重に判断する必要がある」と述べた。村井知事は、

県が設定した防潮堤の計画高に沿った整備を基本とする考え方を強調し、気仙沼市の方針に

異議を唱えた。巨大防潮堤を全域に作るというのは、ゼネコンによる公共事業で経済を活性

化させるというこれまでの自民党政府の政策の延長でしかない。 

 

●フクシマ産 タコ・貝 漁獲再開 

福島県沖の漁業は、漁協による自粛から、放射能汚染測定値によって魚種による解禁へとい

う流れになった。相馬沖の試験操業で漁獲されたタコ類と貝類の測定値がセシウム不検出（検

出限界値以下）だったことを受けて、漁獲が再開された。調査されたのは、ミズダコ、ヤナ

ギダコ、シライトマキバイの3種。どれも漁協とスーパーの独自検査で不検出だったという。

地元の人たちは漁業再開にホッと喜んでいたが、事故が収束していない中で、安全といえる

のか、不安を持つ人は多い。 

 

【関東】 

●東京湾の海底土のセシウム、７か月で１３倍に 

近畿大学の山崎秀夫教授らは、東京湾の荒川河口など3地点の海底土を採取し、放射性物質

の濃度を測定した。その結果、昨年8月に比べて、濃度は1.5倍から13倍に増えたことが分か

った。東電福島第一原発の事故で放出された放射性物質が川を流下して、東京湾に流れ込ん

で濃縮したとみられる。最大は27,213ベクレルで、どの地点も昨年8月の値を上回っている。 
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●アスファルト海へ大量流出 千葉・市原 

千葉県市原市五井のコスモ石油千葉精油所から300～400キロリットルのアスファルトが東京湾に流

出した。これは、ドラム缶にして1500～2000本に相当する量である。アスファルトは、原油から油を

精製される途中で作られる粘度の高い液体で、道路の舗装などにも使われている。原油の流出に

似た影響が心配される。 

 

●干潟が震災後に半減 三番瀬 

千葉県は、東日本大震災の前後の東京湾三番瀬の浅

深調査の比較を発表した。それによると、震災後、水深

0m以浅の干潟の面積が大幅に減少している。その面

積はほぼ半分に減った。それは、これまで住民団体が

観察していた結果を裏書きした。 

 

 

 

【東海】 

●知事、防潮堤建設基金設置も検討 

静岡県の一条工務店が、300 億円を県に寄付し、静

岡県浜松市の沿岸に巨大防潮堤の建設を求めている

問題で、静岡県の川勝平太知事は、浜松市と共に防

潮堤建設のためのプロジェクトチームを設置した。

知事は寄付者の善意を十分に生かしたいとして、早

期に防潮堤建設工事にかかれるよう、防潮堤の構造

や整備に必要な土砂の量、地元の合意形成など様々

な課題に対応したいと語った。地元の合意が本当に

得られるのか、お金さえ出せば一企業の言いなりに

なって、自然破壊を進めることのないように願いた

い。 

 

【北陸】 

●大飯原発3・4号機の再稼働 反対の世論が沸騰 

 福井県の大飯原発3・4号機の再稼働を野田内閣が決めたことに反対する人々は、毎週金曜日

に首相官邸前で抗議集会を行っている。最初、300人の抗議デモで始まった運動は、11000人、

45000人、15万人と、毎週膨れあがっている。大飯原発が再稼働を始めると、正常に戻っていた若

狭湾の水温が再び上昇を始め、沿岸の生物に大きな影響を与える。水温の上昇によって CO2の
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排出も始まる。 

 

【近畿】 

●押し上げられた砂を整地 扇ケ浜海水浴場  

和歌山県田辺市の扇ヶ浜海水浴場の浜では、6月中旬に来襲した台風4号による高波で、海底の

砂が大量に打ち上げられ、砂が浜に堆積した。そのために、海岸に作られたコンクリート階段護岸

も砂に埋もれたため、和歌山県が重機を入れて整地し、押し上げられた砂を海に押し戻す作業を

行った。担当の観光振興課によると「海水浴場のオープン以来、こんなひどい状況になったのは初

めて」と話しているが、本来砂浜というものは、砂が動くことが当たり前であり、それをコンクリートで

押さえつけようとすること自体、まちがった海岸の管理ではないだろうか。 

 

【中四国】 

●鞆の浦 広島県が埋立計画を撤回！ 

広島県の湯崎英彦知事は、福山市鞆の浦の埋立、架橋工事計画を撤回し、景観への影響の少な

い山側トンネルを推進する方針を決めた。30年間にわたって、地元住民同士の対立を引き起こし、

裁判でも指摘されてきた県の景観破壊計画が事実上撤回された。海の埋め立ても無くなり、ようや

く良い方向に解決の道が付けられた。歓迎したい決定である。 

 

●上関原発建設予定地の埋立免許 延長はなし！ 

山口県の二井関成知事は、中国電力が上関町長島に建設を予定している上関原発建設計画に

よる公有水面埋め立ての免許が今年10月7日に切れることについて、「延長は許可できない」

と述べた。これまで上関原発建設を推進していた二井知事だが、福島第一原発の事故により、

国のエネルギー政策が見直される中で、「原発の位置づけも、土地利用計画も依然として不

透明であり、新たな安全基準を満たす原子力施設の立地や規模などが決まらなければ、（免

許延長の）正当な理由がない」と語った。中国電力は、国の原発政策によっては、再び上関

建設計画を進める構えである。 

 山口県知事選挙は、再生エネルギー研究所の飯田哲也氏が、上関原発を止めることを訴え

て立候補しており、飯田氏の当選の可能性も高いとされている。そうなると、上関原発計画

には、最後のとどめとなるだろう。原発の新規立地を認めない人々からは、鹿児島県知事選

挙と山口県知事選挙に立候補している反原発候補を応援する勝手連が作られている。 

 

●韓国の大学生ら海洋ごみ回収 新温泉町の海岸 

日本海沿岸の海岸には、韓国や中国、ロシアなどの漂流ゴミが打ち上げられて問題になっている

が、海洋ゴミの問題を学ぶ韓国南ソウル大学の学生らが、兵庫県新温泉町で、海岸の清掃を行い、

地元住民と交流した。清掃活動が行われたのは、新温泉町の沖引の浜で、韓国からの20人を含め
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て約50人が参加した。 

 

●錦海塩田跡地 環境と共生？ 基本構想で、「モノと金をもっと」 

岡山県瀬戸内市邑久町と牛窓町の沿岸に、約500ヘクタールに及ぶ塩田の跡地「錦海塩田」の活

用について話し合う活用検討委員会が、環境との共生を目指して塩田跡地を活用する基本構想を

まとめた。この構想では、跡地が人工的な堤防で仕切られているが、海面より低い土地であり、周

辺より流れ込む雨水や海水を、ポンプで排水しなければ土地利用ができない現実を指摘し、浸水

被害の抑止、瀬戸内海の再生に向けて排水する水の浄化、再生可能エネルギー関連施設や地域

文化の創造施設などによる地域振興などを提言した。また、「環境との共生先進地」としてブランド

イメージを発信して、世界中から物、金、情報が集まるようにしたいとも述べられている。しかし、この

提言が果たして環境との共生と言えるのだろうか。塩田は、外の堤防を撤去すれば、天然の干潟に

返るだろう。そのような方向はなぜとれないのだろうか。まだまだ、金やモノを集めるモノにしたいの

だろうか。 

 

●ウミガメに発信器 上陸数低迷の原因を調べる 

徳島県美波町の大浜海岸は、国内でも有数のアカウミガメが産卵する浜として有名だが、最近は、

アカウミガメの上陸数が低迷している。そこで、アカウミガメの背中に発信器を付け、人工衛星を利

用して追跡調査を行い、アカウミガメの生態を解明するのに役立てることになった。大浜海岸を選

ばずに他の浜を選ぶようになったカメがいるかどうかを確認し、いればその理由を推測するのが目

的という。実施したのは、日和佐うみがめ博物館「カレッタ」。 6月25日に1匹の雌のアカウミガメに

発信器を取り付け、海へ放した。発信器の取り付けは昨年から始めた。 

 

●土佐泊浦の砂浜１００ｍ流失 過去何度も繰り返す 

徳島県鳴門市鳴門町の土佐泊浦にある土佐泊漁港海岸で、一夜のうちに砂浜が幅50m、長さ約

100mにわたって流失しているのが発見された。砂浜は防潮堤の直前からえぐり取られ、最大2mの

「断崖」（浜崖）となっていた。住民によると、何度もこのような流出が起こっており、原因はよく分から

ないという。付近は鳴門海峡の早い潮流がぶつかり合うところでもあり、1980年から2008年までに4

回、このような流出が見られた。1992年には県が砂浜流出検討委員会を設置して検討したが、原

因の特定はできなかった。自然に回復するのを待つしかないと県の職員は話す。防潮堤の存在と

潮流の作用が相まって、このような現象を起こしているのではないだろうか。 

 

 

●鉄鋼スラグで「藻場再生」 

磯焼けが進む海の環境を「再生」しようと、高知県宿毛湾周辺の漁業関係者や研究機関など

が、「宿毛湾藻場育成協議会」を設立して、鉄鋼スラグを海に投入したり、ウニの駆除など

の対策を行うことを決めた。今後、データをとりながら藻場再生を目指すという。ここでも

鉄鋼スラグを海に投げ込む行為を、海への悪影響をアセスしないで行うことには、問題があ

る。 
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【九州】 

●霊長類研究所と水族館が学術協定 イルカの知能を研究 

長崎県佐世保市の九十九島水族館「海きらら」と京都大学霊長類研究所は、霊長類や鯨類な

ど野生動物の「比較認知発達科学」に関する学術協定を結び、今後の技術・情報の交換を通

じて、イルカなどの研究と飼育・展示の充実につなげることにした。「海きらら」は、昨年

度から施設を研究者に提供し、共同でイルカの知性などを調査している。これまでに2頭の

ハンドウイルカが水上でジャンプしながらキャッチボールを行う演技をするときに、直前に

鳴き声でコミュニケーションをとっていることを明らかにした。 

 

 

 

 

 

【東北】 

●自宅でいながら大槌の海の音を聞ける 

”サイバーフォレスト” という名称で、東京大学新領域創成科の斎藤馨さんがとりくんでいる。 森の音を中心に、

ネット上で現在の森や海の中の音を提供している。森が主だが、大槌町の海の中の音も提供している。疲労蓄積

が軽くなるような印象。一度聞いてみて下さい。 

http://mp3s.nc.u-tokyo.ac.jp/OTSUCHI2_CyberForest.mp3 （今は浅いので、海上の鳥の声なども入ります） 

 

【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） 

http://mp3s.nc.u-tokyo.ac.jp/OTSUCHI2_CyberForest.mp3
https://www.webmasters.co.jp/utoa/symp01/
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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  

 

●「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  

開催場所：三浦半島の海岸 募集人数：6 名（最少催行人員 3 名） 

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  

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(TEL:03-5960-3545)

で。 詳しくは   ⇒ http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/b0pstiv0yjkrmo21ughXe   

 

mailto:office@oa.u-tokyo.ac.jp
http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/b0pssiv0yjkrmo21ugzjv
TEL:03-5960-3545
http://www.ows-npo.org/NL/s1u7/b0pstiv0yjkrmo21ughXe
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●ウッズホール海洋研究所＋東京大学大気海洋研究所 国際シンポ 

＜福島第一原発事故の放射線が海洋に与える影響＞ 

国際シンポジウム並びにパブリックコロキウムを開催します。これは国際交流基金日米センター、ウッ

ズホール海洋研究所（Morss コロキウムサポート）、東京大学大気海洋研究所、および Gordon and Betty 

Moore 財団からの共同支援により開催されるものです。 

詳しくは下記サイトをご覧ください。 

http://www.whoi.edu/website/fukushima-symposium/  

The Accidents at Fukushima Dai-Ichi Exploring the Impacts of Radiation on the Ocean  

概要  

2011 年３月 11 日の東北地方太平洋沖地震とその後に発生した１５メートルの津波に伴う浸水により、

東京電力福島第一原子力発電所は電源損失・燃料の溶解が発生し、大気中に放射性物質を放出した。大

気への放出は３月１５日以降減少したが、海洋への汚染水放出は４月６日のピーク以降まだ断続的に続

いており、完全に停止はしていない。 近辺海の安全性、そして海洋生態系と海産物に対する因果関係を

理解するために、日本の機関や研究グループそして国際的な専門家による調査と分析が進められている。

数々の調査が行われ、調査結果が明らかになりつつある現在もなお、国民には多くの基本的な疑問と懸

念が残っているのが現状である。 

 ■これからどのくらいの間、海の汚染は続くのか。 

 ■魚は食べて安全なのか。 

 ■健康への影響はどのくらいあるのか。 

 科学はこれらの質問すべてに確証を持って答えることはできないが、国民への広い情報提供、そして公

共の不安緩和にむけて、 既知と未知の課題を認識するためのひとつの手段である。様々な要因に向き合

う場として、２０１２年秋、東京大学において２日間のサイエンスシンポジウムを予定している。さら

にサイエンスシンポジウムにひきつづき 、一般市民向けのパブリックコロキウムの開催も東京とウッズ

ホールの二会場で予定しており、福島から放出された放射性物質の影響について最新の調査報告を行う。 

サイエンスシンポジウム：2012 年 11 月 12、13 日、東京大学にて開催予定 サイエンスシンポジウムの

目的は、福島から放出された放射性物質について、海の安全性、海洋生態系そして人体への潜在的な影

響について科学的な検証に基づく報告を行い、今現在何を理解しているか、そしてまだ認識していない

事柄について議論する。シンポジウムでは、リスク評価、経済的影響、政策的含意、そして重要課題と

してこれらの情報がどのように国民に伝えられるのかについて、招待参加者による様々なテーマの意見

交換が行われる 

パブリックコロキウム： 

2012 年 11 月 14 日、東京大学にて開催予定 

2013 年（日程未定）マサチューセッツ州ウッズホール海洋研究所にて開催予定  

サイエンスシンポジウムにひきつづき、二つのパブリックコロキウムが日本とアメリカで行われる予定

である。専門家パネル（シンポジウム講演者と委員会メン バー）らによる調査報告の発表及び、ウッズ

ホール研究所での Morss コロキウム形式に従い、メディア関係者、会場の参加者との質疑応答形式で行

われる。 

http://www.whoi.edu/website/fukushima-symposium/
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開催資金提供： シンポジウム、コロキウムは国際交流基金日米センター、ウッズホール海洋研究所（Morss

コロキウムサポート）、東京大学大気海洋研究所、および Gordon and Betty Moore 財団からの共同支

援により開催される。 

Conference Committee: Bueseller K, 植松光夫, 城山英明, 松田裕之, Oye K, Fisher N 

●谷津干潟でバードウォッチング／谷津干潟探鳥会 

周囲の埋め立てが進んで、内陸にポツンと残された貴重な干潟での探鳥会。ラムサール条約登録湿地の

指定も受け、国際的にも保護すべしと認められた水域には水鳥がたくさん集まってきます。シギやチド

リは識別するのも難しそうという人も探鳥会なら大丈夫。一年を通して干潟の鳥を楽しみたい人にお勧

めです。 

開催日 毎月第３日曜日 

参加費 200 円（保険料含む。ただし 18 歳未満は無料です。） 

集合 JR 京葉線南船橋駅南口 午前 10 時 google map 詳細集合場所 

解散 午後 2 時頃 

交通 
JR 東京駅・西船橋駅・東京メトロ有楽町線新木場駅乗り換え、JR 京葉線南船橋

駅下車 

持ち物 弁当・飲み物・雨具・あれば観察道具（無くても可） 

この探鳥会は IBA（重要野鳥生息地）で開催しています。 

 

日時：7 月 16 日（月・祝日）海の日  

場所：代々木公園 

また、毎週金曜日夕方 6 時から、首相官邸前に抗議に集まりましょう。 

 

  原発再稼働    だ 

 

 

 

http://tokyo-birders.way-nifty.com/blog/2007/03/post_f335.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/rmsl.html
http://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=217524290121173721269.0004b6d63d60650a21c01&msa=0&ll=35.68203,139.995208&spn=0.000942,0.00164&iwloc=0004b6dd95ce496bf2ea7
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●ほのぼのビーチフェスティバル２０１２ 

とりもどそう！きれいで美しい茅ヶ崎の浜辺を！ 

 

日時：7 月 29 日（日）9:30～17:00 

場所：茅ヶ崎ヘッドランドビーチ 

主催：ほのぼのビーチ茅ヶ崎 

内容： 

ステージパーフォーマンス（バト

ン演技、フラダンス） 

ペアフットコンサート

（Bread&Brothers, Aisa, Ban 

Ban Bazar ほか） 

ビーサン飛ばし世界選手権大会 

ビーチDEスポーツ（サーフィン、

カヌーほか） 

ほのぼのマーケット 

ビーチ DE 学ぼう！体験しよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【近畿】 

●淀川 十三干潟観察会 

開催日 2012年 7月 15日（日） 雨天  雨天決行  

開催場所 淀川右岸 十三干潟～西中島河川敷公園 集合 9：00 阪急十三駅東改札口前 

交通  解散 11：30頃 西中島河川敷公園で 

対象 どなたでも 定員  

参加費 大人 100円、中学生以下 50円 講師  
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持ち物・他 筆記用具、あれば双眼鏡、野鳥図鑑 当日連絡先 中野 090-2350-2003 

中野 072-444-4312（20：00～22：00） 

申込み 事前申込不要、当日直接集合場所へ 申込期限 ☆ サギ類のエサの捕り方を観察します 

 

●磯の観察会 

開催日 2012年 7月 21日（土） 雨天  小雨実施  

開催場所 せんなん里海公園（泉南市） 集合 10：00 南海電車 淡輪駅改札前 

交通  解散 15：00頃 せんなん里海公園内 

対象 小学校 4年生以上～おとな 定員 先着 20名 

参加費 大人 2,000円、小中学生 1,500円 講師 環境教育技術振興会講師 

持ち物・他 水着、水着の上から着る Tシャツ等、タオル、

弁当、水筒、軍手 

その他 先着順のため、ご希望に添えない場合が 

ありますのでご容赦ください。 

申込み 事前申し込みが必要です。umi★nature.or.jp

あてに、タイトルを「7月 21日シュノーケリング

参加申込」と書いて、参加される方全員の氏

名、ふりがな、年齢（学年）、住所、電話番号、

メールアドレスを書いてお申込みください。 

申込期限 

 

問合せ 

7月 5日  

 

保全協会事務局 06-6242-8720 

 

●うみうしくらぶ 2012年度 磯の勉強会 ご案内 

第１８回勉強会 

日 時：平成２４年７月１８日（水）－２０日（金） 

場 所：三重県鳥羽市菅島町 429-63 名古屋大学大学院理学研究科附属臨海実験所 

集 合：7 月 18 日午前 11 時 15 分中之郷駅改札口 （近鉄特急で鳥羽駅まで来て普通列車に乗り換え、

次の中之郷駅で下車） 

11 時 30 分中之郷桟橋に再集合 

11 時 45 分中之郷桟橋→菅島臨海実験所（定期便） 

持ち物：筆記用具、着替え(寝巻きも)、洗面用具、風呂用具(石鹸,シャンプー,タオル)、磯採集の用意(ビ

ーチサンダルは不可)、帽子、飲み物、日焼け止め(島内にはコンビニも酒屋もありません）、健康保険証

（コピーでも）。 

勉強会の日程と内容: 
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１８日 実験所で昼食後、実験所の案内と研究紹介（澤田 均所長・教授による）。その後自由時間、入

浴時間、夕食は懇親会（教職員・学生で可能な方は参加してくださいます） 

１９日 終日磯採集・最干潮 12 時 14 分頃（朝・昼・夕実験所で食事） 

２０日 各自部屋の掃除、アンケートを書く、10 時半に玄関前集合 

11 時出航（帰途へ） 

費 用：往復交通費自己負担、参加費 3000 円、シーツ代 600 円、朝食 350 円/１回、昼食 500 円/１回、

夕食 500 円/１回。（懇親会の準備は事務局がいたします。） 

所長からの注意事項：冒険好きの方が多いと思いますので、くれぐれも怪我のないように。 

「うみうしくらぶ」事務局より：現在参加予定者は 14 名(男 9，女 5)ですが、20 名まで宿泊可能です。

これからでも参加希望の方は電話か、メールでお申し込みください。  

  

【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）  

【沖縄】 

●美ら海自然教室③ 

生物の骨と殻の秘密を探る 

日 時：2012 年7 月7 日 ( 土) 13:00 ～ 15:00 

場 所：海洋博研究センター視聴覚室 

講 師：西平守孝（海洋博覧会記念公園管理財団 参与） 

定 員：20 名（親子推奨） 

参加無料 

海の生物には骨や殻を持っているもの達が多い。魚には骨があり，貝には殻があることは誰でも知って

いるが，イカにも骨があり，単細胞の生物にも海藻にも骨がある。ヒトデも「骨片」と呼ばれるとても

小さな骨が沢山つながって形ができており，柔らかいナマコ 

やソフトコーラルにも骨片がある。このような骨や骨片や殻をいろいろ調べてみよう。 

 

 

 

 

●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 
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●池田和子：「ジュゴン 海の暮らし、人とのかかわり」 

2012 平凡社新書 \840（税別） 

 

著者は、自然環境研究センターの職員で、沖縄における環境省のジ

ュゴン調査に関わってきた。その後、九州大学大学院に社会人入学

し、ジュゴンと海草の関係を研究し、修士論文をまとめた。その間

の、ジュゴンとの関わりの中でジュゴンについてまとめた本が出版

された。ジュゴンとは何かを楽しく知ることのできる好著である。 

 

 

 

 

 

 

 

●向井 宏監修：「森と海をむすぶ川 沿岸域再生

のために」 2012 京都大学学術出版会 \3,800

（税別） 

 

京都大学フィールド科学教育研究センターが提唱している

森里海連環学に基づいた陸と海と人のくらしを川の視点か

ら論考をまとめた本。2007年に出版された「森里海連環学」

の続編として書かれたもの。沿岸生態系の生物多様性を守

るために海洋保護区をどう活用していくべきかについて、

向井が 1章を書いている。 

 

 

 

 

 

●洋 茂：「日本は海と共に生きる―海に残る一筋の光―」 2012 

けやきブックレット \600 

大震災を経験した日本が生き延びる道は海にあると主張した著者の提案が

簡潔に書かれている。海洋環境の保全を最初に掲げているが、海洋の利用

を勧める中で、海洋牧場やメガフロートによる海洋農場、海底資源の利用

については、新鮮味はあまりない。これらの利用と環境保全の間の矛盾を

どう考えているかを書いて欲しかった。 



19 

 

 

 

 

 

 

海でジュゴンに出会う 

 

 私は、研究を始めるまでジュゴンを見たこともなかったし、鳥羽水族館に行ったこともなかった。た

だ、ジュゴンという動物の存在は知っていた。というのは、私の研究対象がアマモ場（もしくは海草藻

場）の生物群集だったからである。アマモ場という生態系は、浅い海底に生息するアマモ類（海草）の

群落に生息する様々な動植物によって造られている。その基盤になるのは、なんと言ってもアマモ類（海

草類）である。日本では本州のアマモ場は、ほとんどがアマモ一種だけのアマモ場が圧倒的であるが、

東北や北海道、日本海などでは、アマモにタチアマモやスゲアマモ、オオアマモなども生育していると

ころがある。また、ごく浅い干上がるところにはコアマモが生えている。コアマモが 20cm くらいの小型

の葉を持っているのに対して、これらの海草類は、1m 以上、大きいものでは 6-7m にまで達する大きな

株を持っている。一方、沖縄以南の浅い海底には、リュウキュウスガモ、ベニアマモ、リュウキュウア

マモ、ボウバアマモ、ウミヒルモなどせいぜい株の大きさが 10cm から 20cm くらいしかない海草類が主

体となってアマモ場を造っている。ジュゴンのふだん食べている海草類は、このインド太平洋の亜熱帯

や熱帯に広く分布する海草類である。熱帯性の海草類でもっとも大きくなる海草は、ウミショウブとい

う種であるが、それでもせいぜい 1m 程度の大きさである。日本では石垣島以南にしか生育していない。 

 

 私が最初にジュゴンを見たのは、現在でもジュゴン猟が行われているオーストラリアのクイーンズラ

ンド州最北端で、ニューギニアとの間にあるトレス海峡であった。このあたりはジュゴンが今でも多く

生息しているところである。アメリカのウッズホール海洋研究所の小型研究船「アルファ・ヘリックス

号」で、オーストラリア北部の海草の研究調査団に日本人としてただ一人乗り込んだ私は、海草上に生

息する小型甲殻類の研究を行った。グレイト・バリアリーフの内側の海をのんびりと北上し、ときどき、

途中のリザード・アイランドやフラインダー・アイランドによって、観光もしながらの楽しい旅だった。

トレス海峡では、まず木曜島（サーズデイ・アイランド）に寄港した。この島は、かつて多くの日本人

が真珠取りの出稼ぎに来ていたところで、そのときも日本人の真珠養殖業者がわずかに残っていると言

うことだった。木曜島の沖合に船を停泊して、小型のボートに乗って毎日あちこちの島へ海草藻場の調

査に出かけた。オーストラリア北部は、ジュゴンだけではなく、大型のワニが多いことでも知られてい

る。出港前にケアンズの町で見た巨大なクロコダイルの腹から出てきた人間の足の写真は、心寒からし

めるものだった。ところが、近くの水曜島の入り江では、マングローブ林があって、そのすぐ沖は泥水

のように濁っていて、潜っても 10cm くらいまで近寄らないと見えないほどだった。ここで潜ったときは、

まさに命がけだった。ワニがいてもまったく見えない。もしワニだと気づいたとしても、そのときには
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もうガブリとやられているだろう。ただ、幸運をのみ祈りながら潜って海草を採集した。 

 そんな調査の一日、船に帰ってシャワーを浴びて、コーヒーを飲みながらのんびりと夕日が傾いてい

く海を眺めていたとき、ジュゴンを見た。いや、見たはずだ。いっしょにコーヒーを飲んでいたアメリ

カの研究者が、「ジュゴンだ！」と言った。なにか大きな動物が水面に現れたのだが、それがどんな形

の動物だったかは、私にははっきり認識できるほどではなかった。ジュゴンに興味もあまりなかったか

ら、同時に現れたイルカのジャンプに気をとられていた。ジュゴンを見たそれが最初だったが、あまり

気にとめてもいなかった。 

 

タイでジュゴンを探す 

 1994 年 2 月、それまでパプア・ニューギニア、フィジーと太平洋の大陸島と大洋島でアマモ場の調査

を続けてきた私たちは、タイのアマモ場に調査場所を変更して、７人で調査隊を編成し、タイ南部のト

ラン県にあるハード・チャオマイ国立公園の海岸にやってきた。ここで、国立公園のなかにあるアマモ

場を中心にアマモ群集の中の物質循環や、生物の生活を調べるためである。ただ、もう一つここで行う

調査がこれまでと違う点は、ジュゴンやウミガメのような大型動物がアマモ場に与える影響を調べる目

的が付け加わったことだった。とはいえ、ジュゴンや

ウミガメのような大型動物を取り扱ったことのない私

たちは、いったいどうすればジュゴンやウミガメのよ

うな大型動物がアマモ場に与える影響を調べることが

できるのか、行ってみるまで明瞭な計画は持っていな

かった。こんなことをいうと、多額の研究費を出して

いただいた文部科学省・学術振興会には怒られるかも

しれないが、事実はそうであったのだ。 

 

 実は、この前の年にフランスのコルシカ島で行われ

た世界海草会議で、タイの若い女性の研究者が、タイ

のトラン県でたくさんのジュゴンの食べ跡が見つかる

という話を紹介していた。その発表を聞いて、ここな

らジュゴンの摂食活動が海草類の生産や物質循環に与

える影響を調べることができるのではないかと思いついたのが、この場所を研究の対象に選んだ大きな

理由の一つでもあった。そこで、このときの調査には、その発表をしたタイのカセサート大学の研究者

（ニックネームをニン Ning という）とその上司であるカーン教授にいっしょに来てもらって、ジュゴン

の食べ跡のある場所を教えてもらった。そこが、私が本格的にジュゴンと出会う最初の場所になった。 

 調査場所のハード・チャオマイ国立公園は、タイのバンコクの国内空港から飛行機で 1 時間半ほど南

に飛んだところにあるトラン市にある。観光客がたくさん行くプーケットを通り越して、さらに南へ下

り、マレー半島の南部にあるマレーシアに近い町である。カセサート大学のカーン教授とニンさんやカ

セサート大学の学生たちが加わり、私たち一行は、総勢 12-3 名になった。トラン空港に着く。田舎町の

空港らしく、空港の建物は小さい。手荷物はベルトに乗って流れてこない。小型トラックの荷台に山盛
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りにした手荷物が運ばれてきて、それぞれが荷台から下ろされた荷物の山の中から自分の荷物を見つけ

出し、持って帰る。荷物をチェックすることもない。われわれの調査用の荷物は一山ほどある。みんな

で手分けして荷物を運び出したら、ハード・チャオマイ国立公園事務所の車が待っていて、荷物を手際

よく積み込んでいく。私たちも荷物を満載にしたバンに分乗し、ハード・チャオマイ国立公園に向かう。

調査隊の面々は、日本から小池勲夫、野島哲、相生啓子、鈴木孝男、飯泉仁、豊原哲彦と私の 7 人。国

立公園の入り口には検問所があり、門番が暇そうにテレビを見ていたが、われわれの車をみるとあわて

て入り口のバーを手で上げた。入り口にはジュゴンがここに棲んでいるというジュゴンの絵が書かれた

大きな看板が立っている。それをみると、いよいよジュゴンの棲む海に来たという感慨が湧いた。 

 われわれが泊まるところは、国立公園事務所の敷地内にある海辺のコテージだ。一階は吹き抜けにな

っていて、二階に快適な部屋がある。コテージは 3-4 軒建っていて、そのうちの二軒にわれわれは泊まる

ことになった。部屋にはベッドがあるだけのシンプルな部屋だが、海風が入り、外は灼熱だが屋根の下

にいると赤道近くの熱帯地方とは思えないほど涼しい。隣にあるコテージには、オーストラリア人の研

究者が滞在して、海草の表面に生息している動物の研究を行っているという。遅い夕食を食べて翌日か

らの調査に備える。 

 ハード・チャオマイ国立公園の管理事務所は、タイ国の森林局 Department of Forestry に所属しており、

ここには所長以下、2-30 名の人が働いている。庁舎はきれいで、閑散としており、使ってない部屋もい

くつか見られた。そのうちの一つに、われわれの標本や水のサンプルを保存するための冷凍庫と標本乾

燥機を購入して置かせてもらった。管理事務所では、これまで手薄だった海の保全に力を入れることに

なり、事務所の前海を含めて、海草藻場が広がる海域（図のほぼ全域の陸から 100m 沖まで）を保護区に

設定し、その周囲にブイを設置したばかりという。このブイは、以後の調査に非常に役に立った。 

                                         （つづく） 

 

 

 

ハシボソミズナギドリの受難  

 

 2005 年５月 22 日、京都大学瀬戸臨海実験所のすぐ前の番所崎の磯浜を周回中、先端部で

死亡漂着したハシボソミズナギドリ１羽を見つけた。本種の初確認は 2001 年に、瀬戸漁港

で羽を傷めて突然落下してきた１羽だった。ハシボソミズナギドリは飼育できないため、白

浜町役場に連絡した。その結果、獣医師に届けて治療してもらえることになった。ダメージ

はひどくないように思えたが、残念ながらそう長くは生きられなかった。運の悪い事故はど

の生物にもあるのだ。 
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重なる漂着 

  2005 年５月 24 日にも、北海道からの旅行者が、番所崎でミズナギドリを発見した。「テ

グスがからまって動けなくなり、海辺にうずくまっていたので救助しました」と知らせてく

れた。あまり元気がないものの、私たちの手をつつく元気はあった。「テグスをはずしてや

る時、何度も噛まれて痛かった」とのことだった。今回も白浜町に連絡した。すると、すぐ

に引き取りにきて下さった。獣医師に届け看護して頂いた結果、１週間後には自然に戻され

たとのことで、ほっとした。 

  続く５月 29 日に１羽、５月 31 日に２羽が、相次いで北浜で死んで打ち上がっていた。

以上のように、５羽のミズナギドリの受難だが、海上ではもっと多数が人知れず死亡してい

るのかもしれない。 

  ミズナギドリ類は海洋性の海鳥で、南西諸島への春の研究航海中などでは、沖合でよく

見かける。はばたかないでグライダーのように滑空し、海表面すれすれに水を切るように飛

んでいる。海上空高く舞い上がることはない。日本には、和名でミズナギドリとつくものが

少なくとも 16 種はいる。外洋での分布や繁殖生態はよく分かっていない。 

 

 太平洋縦断の長い旅 

 ハシボソミズナギドリは太平洋を一周する旅鳥である。タスマニア周辺の島嶼が繁殖地で、

そこから長い旅は始まる。毎年、成鳥は 3 月下旬から 4 月上旬に、幼鳥は成鳥より１ヶ月

遅れで、それぞれ数十万羽ほどの群れで北へ向かって飛び立つ。やがて赤道を越え、我が国

の太平洋岸をかすめ、ベーリング海へ到達する。北アメリカへ回った後、南下を始める。こ

うして太平洋の数万ｋｍを約半年間で一周し、タスマニアにもどる。このような渡りを毎年

繰り返している。 

ハシボソミズナギドリは海洋の表層の動物を捕らえて食べているが、繁殖地での餌不足

で渡りの初期に餌を十分にとれず、栄養失調のまま旅立ったり、旅の途上、気象条件が悪く

飛行・移動が妨げられ疲労が激しくなって衰弱し、京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”とその

近郊海域へ、毎年ではないものの、一年の一定の時期の 5 月下旬頃、落ちこぼれが漂着する。

それらのたいていは死亡する。2012 年にもこれはおこった（図）。 

 

 

 

図 京都大学瀬戸臨海実験所

“北浜”に 2012 年５月 24 日

に漂着したハシボソミズナギド

リ 
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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。 

●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 口座番号：１０６１０－

６６７３０２１ 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 

今回は 2 つの大変喜ばしいニュースがあった。一つは、広島県鞆の浦の埋立架橋計画を県が断念して、

トンネル案に切り替えると表明したことである。もう一つは、山口県上関町の原発建設計画で埋立許可

を出していた山口県知事が、免許の延長はあり得ないと言明したことである。どうやら当面、長島の埋

立はできないことになりそうである。喜ばしい。一方で、悲しい、悔しいニュースもある。福井県の大

飯原発 3･4 号機の再稼働を政府が決めたことである。東電福島第一原発の事故がまだ収束もしておらず、

原因の特定もできていない段階で、なぜ再稼働できるのだろうか。海外からも野田首相に恥を知れと言

う言葉が寄せられている。全ての原発が止まって、若狭湾の魚の種組成が昔のように戻って来つつあっ

たところに、再稼働よって再び、土着の魚や動植物に過酷な環境が、また始まろうとしている。 

いま鹿児島県知事選挙と山口県知事選挙で、はっきりと反原発を主張する候補が奮戦している。最近

はっきりと原発推進と言う候補は少なくなった。なぜなら国民の 80％が脱原発を支持しているからであ

る。しかし、当選したら原発推進に邁進する人、反対と言っていながら転身して恥じない人もいる。こ

の二人の知事候補だけは、それは無いと確信できる。選挙だけが私たちの意見表明手段ではないけれど、

この結果に注視しておこう。（宏） 
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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。 
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