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「今月の海の生き物」 トド Eumetopias jubatus ：  
 

ほ乳動物綱ネコ目（食肉目）アシカ科トド属に属する唯一の種。北海道から北の太平洋、

オホーツク海、日本海に分布し、千島列島やアリューシャン列島、カムチャツカ半島などで

繁殖する。北海道には冬期に千島列島の個体群が南下する。体長は 2m を超える。とくに雄

は雌に比べて大きい。体重

は雄で平均 500kg を超え、

雌でも 260kg ほどもある。

昼間は岩礁上で休息し、夜

間は魚類やイカ・タコ類を

食べる。夏に雄が上陸して

数頭の雌とハーレムを形成

する。日本では漁業に被害

をもたらすとして害獣扱い

をされているが、個体数は

減少を続けている。国際的

には IUCN が絶滅危惧種と

しており、アメリカやロシ

アでは保護されている。環

境省のレッドデータブック

では准絶滅危惧種に指定さ

れているが、水産庁は害獣

として駆除を行っており、

その行為は国際的に非難さ

れている。 

（択捉島にて                    

北の海の動物センター） 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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東日本大震災と東電福島第一原発事故から2年近く経ちました。フクシマ原発は、海の世

界をも未だ汚染し続けています。そんな中でも、原発廃止の政府を選ぶことができなかった

日本です。新しい年を迎え、私たち自身が生きとし生けるものの命を大事にする生き方を考

えない限り、政治家は頼りになりません。 

 年頭にあたり、海の生き物を守る会でどのような活動ができるのか、あらためて思いを巡

らせています。みなさまの今年のご多幸をお祈りしますと同時に、いっそうのご支援をお願

いいたします。 

海の生き物を守る会 代表 向井 宏 

 

 

 

2013年の活動予定 
2013年度、「海の生き物を守る会」では、例年通りの活動と新たなる活動を予定しています。 

現在予定している内容について、以下の通りお知らせします。 

 

◇海の生き物を守る講演会および総会 

2月 9日（土）13:30～ 

◇ジュゴン・スタディ・ツアー 

 2月 26日～3月 7日 

◇海の生きもの講演会および自然観察会 

 未定（年内 3 ,4回を予定 場所は関東、東海、近畿、沖縄など。開催場所を募集中） 

◇砂浜海岸生物調査の継続とまとめ 

 2013年内に 100ヶ所以上の調査完了を目指し、中間集計を開始します。 
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◇砂浜海岸生物調査研修会 

 未定（年内に一度予定 開催場所を募集中） 

◇メールマガジン「うみひるも」の配信 

 年内 24回の発信を目指します。 

◇その他、会員の活動を支援 

 

ジュゴン・スタディ・ツアー参加者を募集します♪ 
 今年度のジュゴン・スタディ・ツアーの予定が決まりました。 

ジュゴンと餌の海草の調査を行います。海草の調査には、熟練した

SCUBA潜水の経験者を募集します。調査の見学・補助、ジュゴンの

観察には、誰でも参加できます。 

日程 2 月 26 日～3 月 7 日 

場所 フィリピン・ミンダナオ島南ダバオ州マリタ市および東ダバオ州のマティ市 

集合場所：ダバオ空港（日本から調査団と同行する場合は、事前に打ち合わ

せを行います） 

参加費 無料。ただし、現地（ダバオ空港）までの往復旅費および宿泊費、食費など

は自費負担。旅費を除くと、1週間で約 5万円程度が必要。潜水に必要な機材

は現地でレンタルできますし、タンク・ウエイト以外は持ち込んでもかまい

ません。 

特記事項 ミンダナオ島は、政府と反政府勢力との係争地でしたが、主要な反政府武装

組織「モロ民族解放戦線」とフィリピン政府の間で、今年永久停戦の合意が

成立しました。かなり安全になったと言って良いと思います。しかし、まだ

新人民軍との衝突はありますので、あくまでこのツアーでは、安全について

は自己責任でご参加ください。 

ジュゴンは滞在期間にかならず見ることができますが、それなりの忍耐が必

要です。また、ツアーへの参加は、調査期間の一部でも可能です。お問い合

わせください。 

問い合わせ hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  向井まで 

 

 

海の生き物を守る講演会♪ 

「海と共に生きる ～日本の海岸は今～」 

日時：2月 9日（土） 13:30～16:30 

場所：東京都台東区民会館 特別会議室（大）8F 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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講師と講演題目： 

 岡田 和樹「ハチの干潟の保全と行政」 

 畠山 信（NPO法人 森は海の恋人 副理事長）「巨大防潮堤計画と住民の意思」 

 安部 真理子（日本自然保護協会）「ジュゴンの海の防潮堤建設」 

 向井 宏（海の生き物を守る会 代表）「なぜ日本の海はコンクリート化されたか？」 

参加費： 無料 

主催： 海の生き物を守る会、日本自然保護協会 

※講演会終了後、海の生き物を守る会の総会を行います。多くの方の参加を期待しています。 

 
                                                           

さしあげます！ 

下記を希望者に差し上げます（送料はご負担ください）。 

向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください。 

 

◎第 7回自然環境保全基礎調査「浅海域生態系調査（藻場調査）報告書」2008年環境省

自然環境局 生物多様性センター p.428 調査報告と CD付き 残りわずか。 

◎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 CDのみ 報告書は無くなりました。CDは余部あり。 

◎第 3次生物多様性保全国家戦略 2007年環境省 余部 1冊のみ。 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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パタゴニア 第 3回草の根活動家のためのツール会議 参加報告 

2012 年 12 月 佐藤千草 

草の根活動家のためのツール会議に参加し、第一線で活躍する講師陣の講義を受けた。 

ワークショップ形式の 3 日間にわたるプログラムは、たくさんの実践的なツールで構成さ

れていた。 

その内の、特に印象に残る講義の内容を報告する。 

会 期 2012年 11月 30日（金）～12月 2日（日） 

会 場 公益財団法人キープ協会 清泉寮新館 

主 催 パタゴニア日本支社 

 

佐藤 潤一 氏 国際環境 NGO グリーンピース・ジャパン 事務局長 

「社会を変える行動主義 ／ キャンペーン戦略」 

非営利活動団体が陥りやすい「思いを表現することに成果を見出す」のではなく、「実効

力のある戦略」の設定方法として、ツールの紹介があった。また、目標を「絵にする」こ

との意味と、「キャンペーン」の意義を理解することができた。 

ツール 1.  クリティカルパスウェイ ： Critical pathway ／ 決定経路 

ステップ 1 ステップ 2 ステップ 3

○ 現在の問題点 ⇒ 長期目標 → 中期目標 → 短期目標
（理想的着地点） （理想到達のための）

× 現在の問題点 ⇒ 短期目標 …> 理想的着地点に到達しない

長期目標（最終到達目標）から検討する

 

クリティカルパスウェイ を意識した目標の設定 

 

ステッ

プ 

http://www.thecleanestline.jp/2012/12/the-3rd-tool-conference-in-japan.html
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短期目標を SMARTな「絵」に描き掲示する 

SMART とは 

Speci f i c 具 体 的 

Measurable 計測可能 

A g r e e d 同意された 

Realistic 現 実 的 

T i m e 期限付き 

絵にすることの意味 

 ビジョン、目標の明確化と共有化 

 対象への働きかけの継続 

 話し合いのみに時間を費やさない 

キャンペーンとは 明確な「目標」を持った 社会を変えるための働きかけ 

キャンペーン 情報による 「行動力」を増加させるもの 

教 育 情報による 「知 識」を増加させるもの 

ツール 2 . パワーアナリシス ： Power analysis ／ 権力分析 

戦略に正解・不正解はないがより効果的な方法はある 

1. 動かせない 

動かしたい対象の権力が大きく、

意見も異なる 

時は、直接のキャンペーンによる

効果はない。  

［ 例）枝野氏 ］ 

2. 動かせる 

動かしたい対象に影響力のある存在へ

キャンペーンをかける。    ［ 例）

有権者の署名、政策提言  ］ 

会場活動紹介スペースの掲示品 

海の生き物を守る会 ポスター ：A1 サイズ （縦 841mm×横 594ｍｍ）  

海の生き物を守る会 パンフレット ：33 部配布 （60 部持参 残数 27 部） 

最後に 

「山梨県山中の泊まり込みセミナー」 = 「山小屋合宿」をイメージして東京を出発し

た。しかし、このイメージとは程遠い新しい施設での受講、宿泊室は暖炉付き、新鮮な

野菜と牛乳を使用した食事、周囲の美しい景観という、全面的に恵まれた環境の宿泊セ

ミナーであった。費用はパタゴニア日本支社の負担であり、今回の機会を与えられたこ

とに、同社と同社運営職員、また海の生き物を守る会代表の向井氏に、改めて心からの

感謝を表したい。今後の活動に、より邁進することを、お礼としたい。    以上 

例） グリーンピースが設定した短期目標

2012年8月31日までに　枝野経産大臣に
「原発の再稼働をせず 夏を乗り切ることができました」と言ってほしい

http://www.greenpeace.org/japan/edano3/

大

権

力

異意見 同意見

小

自分

1. 動かしたい対象

2. 1.に影響力のある存在

http://www.seisenryo.jp/conferences/hall_annex.html
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2．切手に見る「ジュゴンとマナティの生き残る道」（11） 

立川賢一 
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【北海道】 

●流氷面積 平年の半分以下 水温上昇 

オホーツク海から南下してくる流氷の面積が、今冬は平年の半分以下に大幅に減少していることが気象

庁の観測などによって明らかになった。海水温も平年を大きく上まわっており、結氷も進んでいない。

温暖化の影響が流氷の量にも影響したと推定されるが、その影響が漁業や観光にも直接・間接に現れる

怖れがある。 

【関東】 

●ラムサール登録推進を否認 船橋漁協 

東京湾奥部に残った三番瀬干潟をラムサール条約登録湿地とすることを推進してきた唯一の漁業組合の

船橋市漁協は、臨時総会を開き、2008 年の登録推進議決を否認する議案を可決した。今後、ラムサール

条約登録への運動は行わない。三番瀬を漁場としている船橋市漁協の組合長によると、「この 4年間で状

況が変わった。漁獲高が減り、青潮被害も深刻。漁協は漁師の生活を守ることが目的。条約登録より漁

場再生を優先させたい」とのこと。これにより、ラムサール条約登録に必要な地元の合意形成は当面困

難になったと思われる。 

でも、三番瀬の漁業を再生させるためにこそ、三番瀬干潟の保全と再生が重要なのでは無いだろうか。

ラムサール条約登録を先延ばしすることが漁場再生につながるとも思えない。 

【中国】 

●上関原発 息を吹き返すか？ 

東電フクシマ第一原発の事故によって建設のための埋め立て工事がストップしていた上関原発だが、中

国電力はまだ建設をあきらめていない。来年 1 月に公有水面埋め立て免許の期限が切れるため、免許期

限の延長を求めて中国電力は、山口県知事に工事延長の申請書を提出している。山口県では、中国電力

に申請書の疑問点を 2 度に渡って問い合わせるなど、免許延長についての決定を延ばしてきている。こ

れは、衆議院選挙の結果を待って、判断するための「引き延ばし」ではないかという見方も強い。昨年

の知事選挙で当選した山本繁太郎知事は、これまで埋め立て免許の延長を認めないと公言してきた。政

治団体「みらい山口ネットワーク」の飯田哲也特別顧問らは、山口県知事宛に延長不許可を早急に決定

するよう求める申し入れ書を提出した。 

一方、年末の衆議院選挙で 20％の得票で 80％の議席を得て政権をにぎった安倍首相は、山口県を訪れて、

30 年代に原発ゼロを実現するという政府のエネルギー戦略を見直し、原発の新増設も可能とする可能性

を示唆した。安倍内閣の政策によっては、再び上関原発建設計画が息を吹き返す可能性が出てきた。し

かし、フクシマの現実を見た上関町民はすでに原発無しで町づくりを始める決意を固めているし、祝島

の漁協組合員は中電の漁業補償を断固として受け入れない姿勢を変えていない。安倍内閣が何を決めて

も、上関原発を復活させることはできない。 



9 

 

 

●瀬戸内海国立公園（山口県）区域指定動植物についてパブコメ募集 

環境省は、瀬戸内海国立公園の一部（山口県地域）において、新しく海域公園に指定する地域を指定し、

特定の動植物の保護を行うに際して、一般からの意見を求めている。締め切りは1月18日（金）。意見提

出先は環境省自然環境局国立公園課で、郵送・FAXまたは電子メールで送る。今回新たに指定される海域

公園地区は、牛ヶ首（山口県大島郡周防大島町地家室地先） 20.3ha、地家室（山口県大島郡周防大島町

地家室地先） 13.0ha、伊崎（山口県大島郡周防大島町外入地先） 18.6ha、沖家室（山口県大島郡周防

大島町沖家室地先） 4.5haの4ヶ所（地図参照）。指定する動物は、ウミイチゴ、ウスマメホネナシサン

ゴ、カワリギンチャク、ニホンアワサンゴ、デンドロフュルリイダエ（キサンゴ科）全種、ウミカラマ

ツの刺胞動物類である。原発建設予定地の山口県上関町長島田ノ浦にも、これらの種の多くが分布して

いるが、上関が海域公園に入れられることは無かった。何故だろうか。 
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【九州】 

●奄美大島龍郷湾にマグロ養殖場計画 地元で反対運動～美しい海を守る 

鹿児島県奄美大島の龍郷湾に、トヨタグループの(株)豊田通商がクロマグロの中間養殖場を設置する計

画を立て、地元住民の要求に対して奄美漁協組合員への説明会を開いた。説明会を受けて、地元の芦徳

集落では地区総会を開き、計画への賛否を住民投票にかけ、圧倒的多数で計画に反対することを決めた。

住民総会は、その場で「クロマグロ養殖場の設置中止に向けて～美しい海を守る運動にご協力を～」と

いう文書を作成、反対のための署名運動に取り組んでいる。反対の理由としては、1. 奄美の誇りである

美しい自然を守りたい。2. クロマグロ養殖による海洋汚染の進行は明らか。3. ダイビング、シーカヤ

ック等のマリンスポーツに重大な影響を及ぼす。4. 世界自然遺産登録を実現させるためにも、自然を守

り育てることが必須。5. 事業計画者（豊田通商）の集落住民に対する姿勢が不誠実、の5点を挙げてい

る。魚類養殖は各地で水質汚染を引き起こしており、世界遺産を目指している奄美大島の美しい海に一

定の影響を与えるのは不可避である。計画されている中間養殖場は、クロマグロの稚魚を体重700gまで

育てる場とする予定であるが、そのためには日中1時間ごとに生き餌と配合飼料を与える必要があり、1

基の生け簀に年間60トンの餌を与えることになる。計画されている芦徳の入り江には24基の生け簀を設

置する予定なので、年間1440トンが投与されることになり、水質低下は明らかに予測される。反対署名

はホームページから署名用紙をダウンロードして、記入し送付する。 

●荒尾干潟観光化へ 競馬場跡地を利用 

今年度ラムサール条約登録湿地に指定された熊本県荒尾市の荒尾干潟に隣接する荒尾競馬場跡地の活用

法について検討を加えてきた委員会は、干潟を活かした観光施設を設置することなどを提言書に盛り込

んで、荒尾市長に提出した。提言書には、「環境共生」「にぎわい創出」「定住促進」の三つの方向性を設

定し、ビジターセンターや展望台の設置などを挙げている。保全を趣旨とするラムサール条約登録湿地

が観光のために荒らされるようでは、何のための登録かと言うことになりかねない。近年世界自然遺産

になったがために、観光化によって自然が壊されるという逆効果が問題になっている。自然を保全する

ための条約登録を観光に利用しようとすることも、ある意味ではしかたないかもしれないが、やはり観

光気分で自然保全地区を訪れようという人々自身の考え方を何とかしていかないといけないのだろう。 

【沖縄】 

●アセス補正書を提出 沖縄防衛局 辺野古米軍基地建設を目指す 

沖縄防衛局は、米軍普天間基地の代替え空港として名護市辺野古沖を埋め立てて基地を建設するための

環境評価準備書を、昨年末に沖縄県知事に提出したが、沖縄県知事は多数の問題点を列挙して、この評

価準備書の内容では環境を保全することは不可能であると結論し、沖縄防衛局に回答した。これに対し

て沖縄防衛局は、専門家による検討会を設け、ほとんど再調査をしないまま、環境影響評価書を総選挙

が終わった翌々日に、沖縄県に運び込んだ。法的にはアセスの手続きはこれで事実上終わったことにな

る。今後、新政府が仲井眞弘多知事に辺野古沖の公有水面埋め立て免許を申請する。沖縄県知事がそれ

に対してどういう決定をするか、また安倍政権がどう対応するかが焦点になる。安倍新首相は、辺野古

基地建設を推進する姿勢をはっきりさせており、権力的なやり方を進めてくる可能性が高い。沖縄のジ

ュゴンの絶滅が心配される中で、米軍のために沖縄の美しい海の自然をこれ以上壊されてはなるまい。 

http://ashitoku.com/tuna/
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【北海道】 

◆浜中町エトピリカ保護ワークショップ：失われた繁殖地を復元する 

日時：1月 10日（木）14:00～16:00 

場所：浜中町総合文化センター小ホール（北海道厚岸郡浜中町霧多布西三条 1丁目 47） 

主催：特定非営利活動法人 エトピリカ基金  

後援：浜中町教育委員会、環境省釧路自然環境事務所 

参加費：無料 

★事前申し込み：不要 

開催趣旨：大西洋にはパフィンとして親しまれているニシツノメドリが住んでいます。 

アメリカ東海岸メイン州の島が浜中町同様に繁殖地の南限でしたが絶滅してしまいました。そこで全米

オージュボン協会ではクレス博士の指導のもとに繁殖地復活事業を行い、現在では多数が繁殖するよう

になりました。こうした成功例を学ぶとともに、浜中町などでのエトピリカ繁殖地復活に向け、日本側

の海鳥類研究者や海鳥類の保全活動を実際に行っている方々との意見交換を行います。 

 

プログラム： 

1. 挨拶及び出席者紹介（14:00～14:10） 

2. クレス博士による基調講演（14:10～14:40）「ニシツノメドリ繁殖地の回復計画」 

3. エトピリカ基金事務局（14:40～15:00）「浜中町等の道東域のエトピリカの現状と将来」 

4. 日本人専門家を交えたパネルディスカッション（15:00～16:00） 

 全米オージュボン協会・プロジェクトパフィンデレクター スティーブン・クレス氏 

 ＮＰＯ法人エトピリカ基金理事長    片岡義廣氏 

 北海道大学名誉教授          小城春雄氏 

 東京農業大学准教授          小林万里氏（予定） 

 バードライフインターナショナル研究員 佐藤真由美氏 

 日本野鳥の会自然保護室        山本 裕氏 

 北海道立総合研究機構・環境研     長 雄一氏 

問い合わせ：エトピリカ基金事務局 0153-62-2202 

 

【東北】 

◆平成 24 年度 植生学会・日本自然保護協会シンポジウム 

岩手の海岸の自然再生に向けて 

～東日本大震災後の海岸植生の自律的再生と共存のために～ 

日時：2月 17日（日）13:00～16:00(16:30）  

場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター（岩手県盛岡市）会議室 803  

http://www.aiina.jp/access/access.html
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定員：150名 

主催：植生学会、公益財団法人日本自然保護協会（NACS-J） 

後援予定：環境省、岩手県、岩手県教育委員会、岩手県立大学、岩手生態学ネットワーク、NHK盛岡放送

局、岩手日報、朝日新聞盛岡総局、毎日新聞盛岡支局、読売新聞盛岡支局 

★問い合わせ・申し込み先：kaigan2@nacsj.or.jp（NACS-J東日本海岸調査担当） 

 

プログラム： 

1300-1310 主催者挨拶 植生学会長 福嶋 司 日本自然保護協会 

1310-1330 日本の海岸植生とその成り立ち 

 兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科／淡路景観園芸学校 澤田佳宏 

◇広域レベルでの津波の影響の概要 

1330-1350 津波被害により東北地方の海岸植生は破壊されたのか 

 東日本大震災復興プロジェクトチーム 原 正利 

1350-1420 市民調査によって明らかとなった海岸の変化 

 千葉県立中央博物館 由良浩 日本自然保護協会 小此木宏明 

◇地域レベルでの津波の影響と再生 

1420-1450 大津波が岩手県の海岸植生・植物にもたらしたもの 

 岩手県立大学総合政策学部 島田直明 岩手県立博物館 鈴木まほろ 

◇復興へ向けて 

1500-1515 三陸復興公園構想 環境省国立公園課 

1515-1530 海岸植生の保全と再生に向けて必要な配慮 植生学会企画委員会 

1530-1600 パネルディスカッション 

 

◆震災復興ワークショップ in 仙台 

自然の恵みを活かす復興に向けて、震災後の環境対策のあり方を考える 

日時：1月 16日（水）13:00～17:30 

場所：仙台市青年文化センター（市営地下鉄「旭ヶ丘駅」すぐそば） 

主催：応用生態工学会、日本生態学会 

共催：日本景観生態学会、植生学会、日本水産学会 

後援：東北環境アセスメント協会、（一社）建設コンサルタンツ協会東北支部 

 

プログラム： 

◇話題提供 13:10～15:15 

1. 「干潟生物群集に及ぼした津波の影響：インパクトとこれから」 

占部城太郎（東北大学大学院 生命科学研究科 教授） 

2. 「汽水域の恵み：ベントス（底生生物）群集の特性とこれから」 

松政正俊（岩手医科大学 共通教育センター生物学科 教授） 

3. 「砂浜海岸エコトーン植生の撹乱・再生体制が暗示する賢い復興の方向性」 



13 

 

 平吹喜彦（東北学院大学 教養学部 教授） 

4. 「（仮）景観生態学的観点から」 

鎌田磨人（徳島大学大学院 ソシオテクノサイエンス研究部 教授） 

5. 「漁場環境と水産業利用の観点から」 

清野聡子（九州大学大学院 工学研究院 准教授） 

◇座談会 15:30～17:30 

 議題「自然の恵みを活かす復興のための環境対策のありかた」 

 自然の恵みのリストアップ、再認識、評価、存続条件、育成、活用手段 

 環境対策の目標設定と枠組み 

 技術的制約、社会的制約、法的制約 

 地域活動の指針など 

 ファシリテーター 河野 博（東京海洋大学 海洋科学技術研究科 教授） 

 リアルタイムライター 津田 智（岐阜大学 流域圏科学研究センター 准教授） 

 コメンテータ 島谷幸宏（九州大学大学院 工学研究院 教授） 

   鈴木孝男（東北大学大学院 生命科学研究科 助教） 

   竹原明秀（岩手大学 人文社会科学部 教授） 

   竹門康弘（京都大学 水資源環境研究センター 准教授） 

参加料：ワークショップ 500円、交流会 4,000円（当日受付で） 

募集人数：120名程度 

★申し込み： 案内サイト参照、1月 10日（木）締め切り 

 

【関東】 

◆日本ベントス学会公開シンポジウム 

有明海・諫早湾（いさはやわん） 日本初の大規模な環境復元の意義 

海の生物多様性のホットスポットである諫早湾が閉め切られてから 15年。有明海奥部での赤潮の頻発や

海底の貧酸素化、淡水化した調整池での有毒性アオコの発生などにより、漁業と農業の両方が崩壊の危

機にある。福岡高裁の判決は、諫早湾に元の干潟生態系を取り戻す道を開いた。 

なぜ一刻も早い環境復元が必要なのか、生物学の視点から論じる。画期的な環境復元を成功させること

は地域再生の契機にもなるだろう。 

会場：明治大学駿河台校舎リバティホール 

東京都千代田区神田駿河台 1-1（） 

日時：1月 12日（土）13:30～16:30 

場所：明治大学駿河台校舎リバティホール 

  （東京都千代田区神田駿河台 1-1 、JR「御茶ノ水駅」から徒歩 3分） 

参加費：無料 

 

プログラム： 

http://www.ecesj.com/J/events/2012/20130116sendai.html
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 「有明海の諌早湾とはどんなところか」 佐藤正典（鹿児島大学） 

 「有明海奥部で進行している環境悪化」 堤裕昭（熊本県立大学） 

 「淡水化した調整池における有毒アオコの増殖」高橋徹（熊本保健科学大学） 

コメント「開門確定判決の履行を巡る諸問題」 堀良一（弁護士） 

パネルディスカッション「環境復元による地域再生の未来像：韓国スンチョン市の干潟保全から学ぶ」 

主催：日本ベントス学会自然環境保全委員会  共催：社会思想史研究会 

★問い合わせ先 

099-285-8169（佐藤）sato@sci.kagoshima-u.ac.jp 日本ベントス学会自然環境保全委員会委員長 

 

◆東京湾 いのちの物語～海の記憶 私たちに引き継がれてきた大切なもの～ 

加藤登紀子×大野一敏×中村征夫（トー ク＆ミニライブ＆写真） 

日時：1月 13日 （日）開場 18:15 開演 18:40  終了 20:45 

場所：浦安市 文化会館小ホール 

入場料：前売り 1500円、当日 1800円（全席自由） 

主催・問い合わせ：シロツメクサの会  

  service-center@sirotsumekusa.sakura.ne.jp TEL＆FAX 047(355)8514 

後援：浦安市 東京湾北部 巻網事業協働組合、株式会社 中村征夫オフィス 

★チケッ ト取り扱い窓口 

 浦安市文化会館（前売り・当日 手数料無料） 

 市民プラザ WAVE101（前売り・当日 手数料無料） 

 ローソン（前売り 手数料 105円）Lコード 35570 ※店内の Loppi（ATMのような機械）に 

Lコード「35570」を持っていき操作すれば、その場で簡単に購入できます。 

プロローグ： 

さまざまな 生き物たちが暮らす東京湾 

暮らしに密着しながら、この海の中のことを知る者は少ない 

激動の変化を遂げた東京湾で 

60年以上漁を続けてきた男がいる 

その姿を追った水中写真家がいる 

彼らの目を通して見えてきた東京湾は想像以上に豊かな海だった 

すべては遠く太古から脈々と受け継がれている 

そしてつながっている 

埋め立て、 開発、地震、原発事故・・・ 

東京湾で今 何が起こっているのか 

東京湾から 見えてくる 

私たちが直面している現実 

子どもたちに残していきたい大切なもの 

大野一敏と往年の友人たちによる「うた×語り×写真」の夜 

主催者からのメッセージ： 

http://www.urayasu-kousha.or.jp/urayasu-bunka/
http://sirotsumekusa.sakura.ne.jp/xoops/
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大野さんは激動の変化を遂げる東京湾で 60 年以上 魚を追う船橋漁協の親分。登紀子さんはシンガ

ーソングライター。千葉県鴨川で土を耕し大自然とのゆるやかな共生を模索・実践し幅広い分野、

年齢層にファンがいます。中村さんは知る人ぞ知る水中カメラマン。この 3人は実は往年の友人同

士。世界中の海をめぐり魅力的な写真を発表し続けている中村さんが東京湾の魅力に取りつかれ続

けているのはなぜでしょう。大野さんは、なぜ開発が進む東京湾で漁師を続けてきたのでしょう。

お二人のお話を聞けば聞くほど東京湾への思いは熱く、開発や環境汚染とのせめぎ合いの中、私た

ちに脈々と引き継がれている海の生命力をズンと感じワクワクします。こんなに近くに暮らしなが

ら、全然知らない世界が広がっていました。 

けれどもどうして今、東京湾？って思った方もたくさんいるんじゃないでしょうか。原発事故を受

けて子どもたちの被爆を心配し、見えない放射能から子どもたちを守っていきたいと発足したシロ

ツメクサの会。内部被爆のこと、原発のこと、エネルギーのこと…いろいろ勉強もしてきました。

原発から漏れ出した放射能が、この東京湾にも大量に流れ込む…と NHKスペシャルで放送され戸惑

ってもいます。 

この事態にどうやって向き合っていけばいいのか。私たちは何を失ったのか。子どもたち に何を残

していきたいのか。大人として、生き物として様々な選択肢を迫られている節目の時と認識を深め

ていきました。だからこそ今、身近にある大切な宝物を再発見し、それを次世代に残して行くため

に私たちがどうしたらいいのか。 

海の魅力、人の魅力、登紀子さんの歌声に酔いしれながら、現実を見つめ希望を育み、いろんなこ

とを感じられる夜を過ごしましょう！ 

 

プロフィール： ※中村征夫さんは写真のみの参加です 

大野一敏 1939年 3月船橋 生まれ。「大平丸」社長。東京湾 北部巻網事業協働組合長、千葉県内湾巻

網組合長を兼務。船橋市 観光協会会長。NPO「ベイ プランアソシエイターズ」を率い、海への提言

も。著書 『東京湾で魚を追う』（草志社）など。柔道 4段。船橋市湊町在住。 

中村征夫 1945年秋田県生まれ。水中写真家。ライフワークの東京湾をはじめ、海の環境問題や事件報

道にも果敢に取り組み、新聞、テレビでスクープ報道をするなど、フォトジャーナリストとして活

動。海の魅力、海をめぐる人々の営みを伝えている。第 13 回木村伊兵衛写真賞、2007 年度日本写

真協会年度賞、第 26回土門 拳賞などを受賞。 

加藤登紀子 シンガーソングライター。カーネギーホールで 2度のコンサートを成功させ、‘92年には 

パリのラ・シガール劇場でのコンサートが認められ、フランス政府より文化勲章「シュバリエ」が

贈られる。ヒット曲に 「ひとり寝の子守唄」「百万本のバラ」などがあり「知床旅情」はミリオン

ヒット。3・11東日本大震災後には被災地を度々訪れ復興支援活動を行い、鎌田實と CD「ふくしま・

うた語り」を発表。「鴨川自然王国」理事。WWF ジャパン評議員。2012 年 11 月に New Album「登紀

子旅情歌―風歌 KAZEUTA」をユニバーサルミュージックよりリリース。近著は「命を結ぶ」（中央法

規出版）。 
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沖縄県の海藻類の研究を進めてきた当間武さんが、これまでの研究成果を一冊の本にまとめ、出版しま

した。海草も含めて、250種を網羅し、沖縄県の自然環境や養殖など海藻・海草に関する集大成です。 
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見慣れぬユムシ 

 台風 10号が接近中の 2004年７月 30日、京大瀬戸臨海実験所の北浜でシュノーケリング観察をし

ていたところ、干潮時に水深１mほどの海底の石の下から ころりと出てきたのは、ずんぐりとした

体つきのユムシだった。北浜ではめったに見かけない動物である。先に短い紐（ひも）のような吻

（ふん）がついている。体は多少収縮し、吻を除いた体長が７cmほどだった。この吻から粘液を出

して、海底の有機物をからめとって食べているおとなしい動物である。そのため、海底に綺麗な幾

何学模様を描くこともある『芸術家』だ。 

脱走名人のユムシ 

 その見慣れぬユムシをファスナー付きネットに入れ、水槽に入れておいた。翌日に見ると、入れ

たはずのユムシが見つからない？ 水槽の中をあちこちひっくり返して、やっと探し出すことがで

きた。硬い骨格を持たず体が柔らかいため、糸のように体を細くして抜け出たのだろうか？ この

ユムシはなぜか吻がとれた状態となってしまっている（図）。取れた吻は、再生して作り直せる能

力があるが、その間は餌取りには困るだろう。 

 この個体をホルマリンで固定して、後で解剖して中がどうなっているか調べてみた。内部はほと

んどがぐるぐる巻いた消化管ばかりであった。腹側には、太い神経が 1本の白っぽい筋として伸び

ていたものの、脳のような膨らみはどこにもなかった。 

 なお、この個体の戸籍は不明なままになっている。 

変わったユムシたち 

 ユムシ類には変わった仲間がいくつも居る。その一つは、日本産のサナダユムシだ。本体の体長

が 40 cmほどになるユムシ類中最大の種類で、吻の長さは 150 cmにも達する。かつて、底引き採集

で吻の一部だけが捕獲され、その正体が長らくつかめず、謎の動物だった経歴の持ち主である。現

在でもサナダユムシは 1目 1科１属 1種で，日本固有のユニークなユムシである。日本中にかつて

いたのに、昨今の開発などで減少し、瀬戸内海の非常に限定された場所にしか生息しなくなった．  

 2例目はボネリムシで，これまたわが国にも生息する。この種の雄は異常に小さい。いわばチョウ

チンアンコウの雄のように、雌への寄生者だ。雄は単なる精巣になり下がっている。なぜ雄はこん

なに小さいのだろう？ 雌の体へのくっつき具合によっては間性となり、れっきとした雄でなくな

ることもあるという。沖縄方面でのシュノーケリング中に見かけたことがあるが、そのときには、

吻だけ本体よりも長々と伸ばしているのがしばし観察できた。 
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 ユムシ類は独立した動物門として取り扱われてきた。しかし、最近の分子系統学的手法によると、

ユムシ類はゴカイやミミズなどの仲間の環形動物に近縁の一群とされるようになってきているよう

である。 

  

 

図.  2004年７月 30日に瀬戸臨海実験所北浜で転石の下に潜んでいたユムシの一種 

 

 

6．事務局便り 

 「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。 

 このメールマガジンの配信を希望する方がありましたらアドレスをお知らせください。 

 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。 

 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。 

ご一緒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、その内容について事務局にお知らせください。 
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7．編集後記 

自民党がぐんぐんと議席数を伸ばしていく選挙速報を見ながら「これでまた公共事業を好き放題に進

める気だな……」と舌打ちした知人がいました。「公共」と言うからには税金を注ぐ価値のある事業で

あってほしいのですが、失敗例として有名になってしまった国営諫早湾干拓事業のように、デメリット

ばかりが目に付くものも少なくありません。地域に笑顔が減って涙が増えるとしたら、一体、誰のため

の開発なのか――今後の「公共事業」の暴走を防止するためにも、しっかりと各事業のその後を見つめ

ていかなくてはなりません。佐藤正典先生が幹事役をされている 1 月 12 日開催の諫早湾の環境復元シン

ポジウムも、その良いきっかけになりそうです。（なまこ） 
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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！ 

ボランティアも募集中♪ 

 

 

 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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