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「今月の海の生き物」 タケノコカニモリ Rhinoclavis vertagus ：  
 

軟体動物門腹足綱オニノツノガイ科の巻貝。紀伊半島以南、南西諸島から熱帯のインド洋・太平洋

に分布する種である。殻の長さは約 6cm。多くのカニモリガイ類の中では珍しく表面が平滑で模様

や彫刻がない。縫合（殻の巻階の接合部）の下に、不明瞭ながら縱肋がある。殻の表面は白色もし

くは薄い褐色を呈する。石垣島川平湾の本種の多くは、写真のように濃い褐色を呈しているものが

多かった。

殻の上部

で緑色を

している

のは、付

着緑藻の

色である。

浅い砂泥

底に棲み、

体は半ば

埋もれた

状態で過

ごす。何

を食べて

いるかな

どの生態

は不明で

ある。 

 

 

（石垣島川平湾にて  向井 宏撮影） 
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2013年度 第 1回「海の生きもの講演会」と「自然観察会」 

海の歌と講演 ＆ 生きものの豊富な南あわじの磯の観察会  申し込み受付中 

 今年度初の「海の生きもの講演会」と「自然観察会」は、淡路島で以下の要領で行います。 

前夜の宿泊をともなう参加希望者は事前申込が必要ですので、早めにお申し込みください。 

 

場所：「海の歌と講演」国立淡路青少年交流の家 音楽室（兵庫県南あわじ市阿万） 

     「自然観察会」吹上浜と磯（交流の家の前） 

日時：  2013 年 4 月 28 日（日）※宿泊から参加の場合は 27 日（土）～28 日（日） 

   9:30～11:30「海の歌と講演」 

   12:30～14:00「自然観察会」 

講師と講演題目： 

 「海の心を歌う」 江藤ゆう子（歌手） 

 「瀬戸内海・淡路島の海と生きもの」 向井 宏（海の生き物を守る会代表） 

 「海の生きものとフジツボの魅力」 倉谷うらら（海洋生物研究家） 

 

主催：海の生き物を守る会 

共催：NPO ソーシャルデザインセンター淡路 

参加費：無料 ※前泊する場合は食費 3食を含め宿泊費約 3000円が必要。お支払いは当日。 

★申し込み先・締め切り：前泊する場合は、4 月 19 日（金）12:00 までにご連絡ください。 

 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp まで。28 日当日においでいただく方は申し込み不要。

宿泊場所は「国立淡路青少年交流の家」。朝のつどい、夕方のつどいに参加義務あり。

交流の家以外に宿泊ご希望の場合は、ご自分で宿の予約をお願いします。 

その他：27 日の夕食後、宿泊者対象の「星空観察会」を開催予定（天候によっては中止） 

 ※南あわじ市は、全国でも星空の美しいことで知られる町です。 

問い合わせ先：向井 宏 電話：075-741-6281 e-mail：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp


3 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 海の生き物を守る会では、今年もNPO法人OWSと共同で全国の砂浜海岸生物調査を実施

します。生き物のために日本の砂浜を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皆さまから106枚の調査票が寄せられ、全国74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の調査が必要です。

ぜひとも皆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ください。 

 

これまで調査された砂浜の都道府県は以下の通りです（2013年3月末現在）。 

( )内は調査した砂浜海岸の数。 

北海道 (5)、青森県 (1)、千葉県 (6)、神奈川県 (7)、静岡県 (4)、愛知県 (1)、三重県 

(5)、和歌山県 (2)、福井県 (8)、京都府 (6)、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 (8)、沖縄県 (3) 

 

 まだ調査が1カ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。同じ海岸でも季節が違えば、また同じ季節でも気候が違えば、結果が異なります。

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。 

 

 

 これまでの調査結果を少しずつ紹介していきたいと思います。 

今回は、青森県での調査例です。 

 

砂浜海岸生物調査記録用紙 

No. ４３                                            海の生き物を守る会 

海岸の名前 浅虫実験所崎 所在地 青森県青森市浅虫 

調査日時 2009.10.16 8:30～9:30 

天候 曇り 風力 1 波高 <50cm 

調査者 向井 宏     

底質 礫 

調査距離    ｍ（  100 歩：のちに距離に換算すること） 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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出現した生物と多寡（多、少、有）有は 1 個体のみ。少は 2 個体～数個体。多

はそれ以上 

（生きているもの） 

ハマトビムシ類（多） 

 

（打ち上げ） 

動物：エゾアワビ（有）、コシダカガンガラ（多）、イシダタミ（少）、タマ

キビ（多）、カスミアオガイ（少）、クモリアオガイ（少）、アオガイ（多）、

クロヅケガイ（多）、オナジマイマイ（有） 

アサリ（有）、ウチムラサキ（多）、オニアサリ（少）、ムラサキイガイ（多）、

コベルトフネガイ（有）、マガキ（有）、エゾヒバリガイ（少）、アズマニシ

キ（有）、ムラサキインコ（多）、ナミマガシワ（少）、ホタテガイ（多） 

キヒトデ（多）、エチゼンクラゲ？（断片）、イワフジツボ（多）礫上にカン

ザシゴカイ類（多） 

海草：アマモ（多） 

海藻：アナアオサ（多）、ミル（有）、スギモク（少）、マクサ（有）、ツノ

マタ（有）、Sargassum（有） 

 

（後背地植生） 

わずかに植生有り 

ハマダイコン、ツルナ、ハマヒルガオのような感じのもの、ハマエンドウ 

海岸の人工化等について 

石積み護岸 

同定者が調査者と異なる場合は、生き物の名前のあとに(同定者)の名前を書いておくこと。 

自然のものでない疑いのあるものは、頭に？をつけておく。 

 

      

     浅虫海岸の景観（北側） 
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浅虫海岸の景観（南側） 
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マクサ 

 

 

 

 

         Sargassum sp. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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（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 余部あり 

◎第 3次 生物多様性保全国家戦略 2007年 環境省 1冊のみ 

◎自然保護協会(NACS-J)・沿岸保全管理検討会提言 「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～」 2012年 5月 余部あり 

 

◎向井 宏 論文 別刷り  余部あり 

  「陸域―沿岸域統合系における藻場生態系」 月刊「海洋」2005 

  「海域・海洋保護区の効果と現状」 環境情報科学 2009 

  「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」 海洋理工学会誌 2009 

  「干潟・藻場の再生事業：その問題点」 地球環境 2011 

◎向井 宏  「第一編 厚岸地方の自然環境 第二章 厚岸町の特色ある生態系」 

   新厚岸町史（通史編・第一巻） 2012 年 余部あり 

    「同 第三章 厚岸町の動物」 同 2012 年 余部あり 

   「同 第四章 厚岸町の植物」 同 2012 年  余部あり 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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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」 （17） 最終回 

立川賢一 
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【東北】 

●汚染水が大量に漏洩 原因特定できず 海への流出必至 

東電の福島第一原発地下貯水槽から大量の高濃度汚染水が 160トン以上、漏洩した。東電は漏洩した貯

水槽から別の貯水槽へ汚染水を移す対策を急いでいるが、移動先の貯水槽でも漏洩が起こり、漏洩の原

因が特定できない状態が続いている。懸念されるのは、漏洩した高濃度汚染水が海へ流出することであ

るが、東電は漏洩した汚染水の行き先も把握できていない。漏洩を起こした地下貯水槽は、今年 2月に

使用し始めたばかりの非常に新しい施設だ。福島第一原発は低温停止状態と言いながら、今も毎日 400

トンの汚染水が発生し続けている。貯水槽が使えなくなると、増加する汚染水を貯蔵することもできな

くなる。最後にそれがすべて海へ流出という事態になると、日本は世界で非難の的となるだろう。 

 

●油が再び流出 深浦の座礁船 

3 週間前に、青森県深浦町岩崎地区の海岸にカンボジア船籍の大型貨物船が座礁した。一度は、油の流出

は止まったようだったが、船に残っていた燃料の油が再び漏れ始めた。周辺の砂浜は油で黒くなってい

る。爆弾低気圧の影響で、船が損傷し、油が流出を始めたと考えられる。現在、船主責任保険の専門家

による油抜き取り作業が続いている。 

 

●「防潮堤を勉強する会」 防潮堤の中で生活できるのか？ 

宮城県気仙沼の市民有志が主催する「防潮堤を勉強する会」が、津波工学の専門家、首藤伸夫東北大学

名誉教授を招いて、4月 6日、気仙沼市民会館で勉強会を開いた。勉強会には 120人を超える市民が参

加した。首藤氏は、1896年の明治三陸大津波以来の津波災害と対策について説明し、津波はそのたびに

違った個性を持っており、一様な対策は大きな損害を招くと指摘し、行政は巨大な防潮堤で津波を防ぐ

ことを重視しがちであるが、その場所で本当に生活が成り立つのか？と疑問を投げかけた。巨大な防潮

堤は、かならず劣化する。そのときに巨額の補修費用を地元が負担できるのか、防潮堤への依存心が「人

間心理を劣化」させることにも注意を呼びかけた。 

【中部】 

●日本海に海草タチアマモの最大生息地 

石川県能登町の「のと海洋ふれあいセンター」は、能登半島珠洲（すず）市沖を潜水調査した結果、こ

れまで新潟県佐渡や岩手県大槌湾、三浦半島小田和湾などで報告されている海草の 1種、タチアマモの

国内最大の群落を発見したと報告した。発見された生息地は、珠洲市蛸島町から三崎町までの沖合約 300

～500mの水深 16～24mと海草の生息地としてはかなり深い。広がりは約 30ヘクタールと広大である。

タチアマモは、これまで 10カ所ほどしか生息地が知られていない日本の固有種で、草丈が最大で 7～8m

にもなる大型の海草である。環境省のレッドリストでは、絶滅危惧種 II類に指定されている。能登半島

では、九十九（つくも）湾で生育していることが知られていたが、珠洲沖の広大な生息地は初めての報

告である。 
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●遠州灘海岸にコマッコウクジラが打ち上げ 

静岡県湖西市の新居町浜名の遠州灘海岸に、小型のクジラが打ち上げられた。コマッコウクジラと思わ

れる。市の職員や住民らが海に戻そうとしたが波が荒く、すぐに砂浜に押し戻され、体力も弱っていた

ので保護することとし、愛知県の南知多ビーチランドに引き取られた。クジラの体長は約 180cmと大人

の人間ほど。コマッコウクジラは、暖温帯外洋性の鯨で個体数が少ない希少な動物と思われるが、研究

も少なく、今後についてはっきりした結論は得られていない。 

 

【近畿】 

●川上ダム計画「水需要の見直しを」検証委員会 

治水・利水を目的とした三重県伊賀市に建設予定の川上ダムについて、同市の川上ダム検証委員会（宮

本博司委員長）は、水の需要が今後増加する見通しはないとして、市長に水道事業基本計画の見直しを

求める上申書を提出した。人口と水需要の予測が現実に合っていない、水需要の増加を想定したことは

誤りだったこと等を理由として挙げて、もし新たな水源確保が必要になった場合は、ダムよりもっと低

廉な水源確保に努めるよう求めている。岡本伊賀市長は、水需要の見通しが誤っていたことを認めた。

川上ダムは木津川上流の前深瀬川に計画されているが、ダムの本体着工は行われていない。 

 

●漂着ゴミ回収や発生抑制に取り組む 三重県 

三重県は、伊勢湾沿岸に大量に発生する漂着ゴミの回収や発生の抑制に、国の補助金を受けて、2年間集

中的に取り組むことになった。三重県大気・水環境課が推計したところによると、三重県内の漂着ゴミ

は年間約 7200 トン。そのうち、鳥羽市と志摩市に 9割が押し寄せている。三重県は、海岸管理のあり方

についての協議会を開き、地域住民との話し合いの場を作り、伊勢湾に流れ込む河川毎に対策を立てる

予定である。しかし、住民の意見を聞く協議会が、住民にゴミ回収作業に協力させるための隠れ蓑にな

らないよう、行政と住民の間で十分な話し合いがもたれるべきである。 

 

【四国】 

●黄金色のオニオコゼ発見される 

徳島県阿南市の伊島沖の底曳き網で漁獲されたオニオコゼの中に、全身が黄金色のオニオコゼが発見さ

れ、地元の話題になっている。このオニオコゼは、全長 24cm、体重 450gで、全身が黄金色に輝いてい

る。目は赤みを帯び、通常のオニオコゼの黒褐色とはまったく色合いが異なる。全国でも稀に発見され

ることがあるが、非常に珍しいという。 

【九州】 

●屋久島のウミガメ上陸産卵 昨年過去最高 

鹿児島県屋久島町の永田浜には昨年、過去最多の 1766頭のアカウミガメが産卵のために上陸した。延べ

上陸回数は 1万 1290回、延べ産卵回数は 5511 回。どちらも 1985年に記録を取り始めて以来、最高だ

った。一昨年の上陸数 1354 頭もそれまでの最高だったから、2 年連続して記録を更新したことになる。
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永田浜は、北太平洋最大のアカウミガメの産卵地として知られ、ラムサール条約にも登録されている。

昨年の記録は、日本全体の約 4割を占める。最近のウミガメの上陸と産卵の増加の原因は、1973年以来、

町を挙げて保護に取り組んできた成果と言われている。保護の取り組みがよく知られるようになり、定

置網などへ混獲されたウミガメのレスキューが盛んに行われるようになったことも原因の一つかもしれ

ない。近年の海水温上昇が産卵に適していたということも考えられ、海水の温暖化がアカウミガメには、

好影響を与えたのかもしれない。調査したNPO「ウミガメ館」によると、産まれた卵の孵化成功率は 44

～48％と半分以下で、かならずしも喜べる状態ではないという。 

 

●巨大なサメにびっくり ウバザメが定置網に  

長崎県松浦市鷹島町沖の黒島近くの定置網に全長8mという巨大なウバザメが入っているのが発見され、

阿翁浦漁港に引き揚げられた。発見されたときには既にウバザメは死亡していた。大き過ぎて漁船に引

き揚げることができず、同港まで曳航し、ショベルカーで陸揚げした。発見した漁船の船長は「クジラ

かと思った。こんな大きいのは初めてみた」と驚いていた。 

 

●猛毒のヒョウモンダコ 唐津市で発見 

佐賀県唐津市の佐志川河口域で、猛毒を持つヒョウモンダコが発見された。鹿児島など黒潮域以南の熱

帯・亜熱帯海域に棲むヒョウモンダコだが、近年温暖化にともない分布域が北上しており、佐賀県では

2008 年に初めて発見されて以来、これまで 19件の発見が知られている。ヒョウモンダコは大きさ 10cm

くらいの小さなタコで、興奮すると頭の両側に蛍光色のリングが浮かぶので、他のタコと区別できる。

テトロドキシンという神経毒を持ち、これに噛まれると死ぬこともある。本州でヒョウモンダコがいる

はずはないと安心していると、噛まれて危険な目に遭う可能性も大きくなった。気を付けよう。 

 

●カンムリウミスズメ 枇榔島に 1200～1800 つがい 

国の天然記念物に指定されているカンムリウミスズメの繁殖地として知られる宮崎県門川町の枇榔島に、

1200～1800つがいのカンムリウミスズメが繁殖していることが推定された。これは枇榔島が世界最大の

繁殖地であることを示している。調査は、日本海鳥グループが行ったもので、繁殖時期や飛行経路など

は未解明。今年は、これらの謎の解明にも向けて調査を行う予定だという。 

 

●今冬 シラスウナギ漁獲量は 7 割減 

2012 年 12 月から今年 3月までの漁期に、鹿児島県内で獲られたシラスウナギは、過去最低だった前年

度のさらに半分以下であったことが、鹿児島県のまとめで明らかになった。4年連続減少が続き、ウナギ

の養殖業者が稚魚の購入ができなくなっている。ニホンウナギは、環境省のレッドデータブックで絶滅

危惧種に指定されたが、それでもまだ養殖のための稚魚の漁獲は続けられている。そろそろ漁獲そのも

のを禁止しなければ、うなぎ養殖そのものが消滅してしまうのではないか。それでも漁獲を続けるのだ

ろうか。 
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【沖縄】 

●沖縄市 5 年後の観光客数を見直す 泡瀬干潟埋立で観光客を呼ぶつもりが 

沖縄県沖縄市は、沖縄最大と言われる泡瀬干潟を埋め立てて、スポーツ施設などを作り、850万人の観光

客の誘致を企てていたが、市議会で東部海浜開発局長は、観光客数を見直し、690万人とすると答弁した。

これは、これまで泡瀬干潟を守る連絡会などの泡瀬訴訟で、沖縄市が答弁書に記載していた観光客推計

の誤りを認めたことになる。現在の埋め立ての経済的合理性の根拠とした数字が覆った以上、泡瀬干潟

の埋め立てそのものの合理性が無くなったと言うべきであろう。沖縄市は改めて、泡瀬干潟の埋め立て

によって不可逆的に失われる貴重な自然を保全し、埋め立て計画を大幅に見直さねばならない。 

 

 

 

【関東】 

◆谷津干潟自然観察会 (干潟でシギ・チドリを楽しもう)「干潟・湿地を守る日 2013」参加行事 

いよいよ春の渡りのシーズンです。東南アジアやオーストラリアからシギ・チドリが渡ってきます。こ

れから 5月上旬にかけて、干潟が一番にぎわう季節です。きれいな夏羽のシギ・チドリは、この時期し

か見られません。お腹が黒くなったハマシギやダイゼン、ダイダイ色のメダイチドリやオオソリハシシ

ギなど、是非お見逃しなく！ 

日時：4月 21日（日）10:00集合 

場所：谷津干潟／集合場所：津田沼高校前バス停(JR津田沼駅から京成バス) 

参加費：200円 

連絡先：千葉県野鳥の会事務局 047-343-0635 加藤 

主催：千葉県野鳥の会 

 

◆多摩川河口 干潟観察会 ～干潟の生きものたち～ 「干潟・湿地を守る日 2013」参加行事 

東京湾に残された希少な干潟で行う「生きもの観察会」です。広大な泥の世界には、想像を越えた数の

生きものたちが棲み、それぞれが自然の営みの中で水を浄化し、きれいにしてくれています。その様子

を NACS-J自然観察指導員が説明し観察のお手伝いをします。 街の中の公園では味わえない、干潟なら

ではの貴重な体験を家族でしましょう。 勉強ではなく、干潟を楽しむ１日です。  

日時： 4月 27日（土）10:00～14:00 

開催場所：神奈川県川崎市川崎区 (殿町干潟) 

集合場所：京浜急行・大師線「小嶋新田」駅前（「京急川崎」駅から大師線に乗り換えて終点） 

参加費：一般 500円／学生 100円 

服装、持ち物：長靴必須（サンダル、運動靴不可）、弁当、飲み物持参 

連絡先：E-mail：higata2013＠nacot.org 件名に「多摩川観察会」と明記 

主催：NACS-J自然観察指導員東京連絡会(NACOT)／環境ネットワーク・文京 
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【中部】 

◆藤前干潟生きものまつり 「干潟・湿地を守る日 2013」参加行事 

春の大潮の日に行う藤前干潟の「おまつり」イベントです。ライブや観察会などが行われます。観察会

は午前中に「潮だまり観察会」を、午後から 2回の「干潟観察会」を行います。観察会は各定員 30名。

事前の申し込みが必要です。お昼ご飯には「藤前飯店」名物のカレーライスをぜひどうぞ！ 

日時：4月 28日（日） 10:00～15:00 

場所：藤前干潟／集合場所：藤前活動センター（名古屋市港区） 

参加費：なし（観察会は参加費あり。大人 200円、小中学生 100円、幼児無料） 

★観察会に参加するには事前の申し込みが必要 

交通：名古屋駅の「名鉄バスセンター」から三重交通バス。「サンビーチ日光川行き」に乗り、「南陽町

藤前」下車徒歩 15分 

主催・連絡先：090-5858-8350 NPO法人藤前干潟を守る会 

 

◆第 13 回 豊川河口干潟で遊ぶ会 よみがえれ 六条潟のはまぐり スペシャル !! 

「干潟・湿地を守る日 2013」（4月 14日)協賛事業 「湿地のグリーンウェイブ 2013」協賛事業 

日時：5月 12日（日） 9:00～16:00 ★雨天中止 

場所：愛知県三河湾六条潟西浜（前芝海岸） 耐震護岸工事のため、前芝海岸で行います。  

集合場所：前芝海岸へ直接、遠方の方は、前芝館前（〒441-0152 愛知県豊橋市前芝町浜新田 61-1 ）へ 

プログラム： 

9:00～9:20受 付 その後、海岸に移動します 

9:30～9:50事前説明  

10:00～11:00海岸清掃  

11:00～13:20昼 食 ※焼き地蛤、その他持ち寄り食材の浜焼き（おにぎり・飲み物などは各自ご用意を） 

  豊川の河口及び干潟（六条潟西浜）の解説  

  ① 豊川河口・六条潟の歴史 ② 干潟の役割・観察の仕方 ③豊川と三河湾  

13:30～14:40自然観察 （干潟に入り生物調査）  

  ①「30cm木枠を使った生き物調査」「底質調査」を実施します 

  ②その後は各自で干潟浅場の生き物の調査をします 

15:00～16:00 調査結果の質疑応答  

 

前日 5月 11日（土） 豊川のシジミ採り  

汽水域（海水と真水が混ざり合う場所）で豊川の豊かさを感じましょう！ シジミは短時間で簡単に採れ

ます。気軽にご参加ください。  

11:00集合 13:00まで 

集合場所：吉田大橋と豊橋（とよばし）の間の右岸駐車場 

参加費 ： 1人 500円 資料代（小学生以下無料、お子さんは保護者同伴）  

服装・持ち物：長靴、帽子、タオル  
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★申し込み及び当日の連絡先：E-mail: toyogawa@tees.jp  

Tel.: 090-5873-6679(加藤)090-3306-1286 (山本)080-3281-3568（古橋）  

主催： みなと塾  

共催： 豊川流域圏通貨バンク 豊川流域を学ぶグループ 六条潟と三河湾を守る会  

    豊川を守る住民連絡会議 アジアの浅瀬と干潟を守る会  

協賛 : 日本湿地ネットワーク NPO法人ラムサールネットワーク 

後援： 愛知県 豊橋市(申請中) 

 

◆名古屋港水族館 第 1 回 探検！潮だまりの世界 磯の生き物たち 

自然の海岸で、身近な海の生き物たちのくらしを観察してみませんか？  

日時：5月 12日（日）  

場所：知多半島 豊浜海岸周辺  

★応募締切：4月 30日(火)必着  

主催：名古屋港水族館 

 

【近畿】 

◆磯あそび in 長松海岸 「さがそう！海のたからもの」 

潮がひいた磯に隠れている驚くほど多様な生き物たち。探して、見つけて、よく見てみよう。カニ、

ヤドカリ、イソギンチャク、アメフラシ、ウミウシ、ヒトデ、ウニ、ナマコ、タコ…。いろんな貝や

魚や海藻も見られます。※募集要項はこちら／長松海岸の磯あそび写真集はこちら 

日時：4月 28日（日） 

主催：ネイチャーおおさか（公益社団法人 大阪自然環境保全協会） 

 

【中国】 

◆2013 年度 うみうしくらぶ「磯の勉強会」 

第 19回の「磯の勉強会」は、島根大学生物資源科学部附属生物資源教育センター海洋生物部門（隠岐臨

海実験所）で開催します。 

日時：7月 16日（火）～18日（木） 

場所：島根大学隠岐臨海実験所 

プログラム： 

16日 15:00 実験所前集合、プランクトン採集や素潜り採集など 

17日 磯採集と講義 

18日 13:00 離島 

主催：公益財団法人水産無脊椎動物研究所「うみうしくらぶ事務局」03-3537-1791 

 

  

http://www.nature.or.jp/event/month_4/120.html
http://www.nature.or.jp/observation/group/umi/nagamatsu.html
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【四国】 

◆吉野川河口探鳥会 ～春の渡り鳥を楽しもう～ 「干潟・湿地を守る日 2013」参加行事 

ハマシギやチュウシャクシギなどのシギ類、メダイチドリなどのチドリ類等、長い旅の途中で下り立っ

た渡り鳥が観察できます。 

日時：4月 21日（日）9:00～11:00 

場所：吉野川河口南岸（徳島県）／集合場所：沖洲樋門から東 600m 

参加費：無料 

連絡先：090-3187-3663山内 

主催：日本野鳥の会徳島県支部 

 

【九州】 

◆和白干潟のクリーン作戦と自然観察 「干潟・湿地を守る日 2013」参加行事 

 クリーン作戦では、唐原川河口近くの通称「海の広場」周辺の干潟やアシ原一帯のゴミを拾います。 

清掃が終わった後、自然観察を楽しみます。4月は潮干狩りの季節です。クリーン作戦後に潮干狩りをす

ることも OKです。和白干潟がラムサール条約登録湿地となるように、署名も集めています。 

日時：4月 27日（土）15:00～17:00 

場所：和白干潟沿岸／集合場所：和白干潟「海の広場」（福岡市東区和白 4丁目海岸） 

参加費：無料 

★注意：駐車場無し、公共交通機関でおいでください 

服装：長靴、汚れてもよい服装で 

交通：西鉄貝塚線「唐原」駅下車徒歩 5分。JR西戸崎線「和白」駅下車徒歩 10分 

連絡先：090-1346-0460（田辺） 

主催：和白干潟を守る会 

 

【沖縄】 

◆干潟を守る日 2013・IN 泡瀬干潟（湿地のグリーンウエーブ 2013 年） 

日時：4月 27日（土）10:00～17:00 ※入場無料、ただしカンパをお願いします 

場所：泡瀬干潟・ミナミコメツキガニの浜 

 （沖縄市 ITワークプラザ前・米軍泡瀬通信基地南・沖縄市泡瀬小学校東約 500m先の砂浜） 

プログラム： 

10:00-12:00 干潟観察会 ※昼は飲み物やおにぎりなど販売、泡瀬干潟のアーサと貝のお汁は無料提供 

12:00-15:00 大きなキャンバスに干潟の絵を描こう 

15:00-15:30 干潟を守る日集会、宣言採択 

15:30-17:00 フラダンス・地元ミュージシャンのミニコンサート 

主催：泡瀬干潟を守る連絡会 連絡先：（事務局長携帯）090-5476-6628 、FAX：098-939-5622 

http://awase.net/
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熱帯性のゴバンノアシの漂着 

 2004年 8月 18日、小学生 3年

生から 6年生まで 22人が参加し

て、白浜町の番所崎で町立児童館

自然観察教室があった。2003年に

はハンドウイルカの全身骨格を子

供たちが発見しており、今年も何

か新しい発見があるのではと期待

を込めてフィールドへ出かけた。

円月島の前の浜で、珍しいゴバン

ノアシの果実が１個見つかった。

ゴバンノアシは、１年に何度も漂

着することのない南国からの贈り

物である。今年の観察会もこれら

が見つけられたのでラッキーだっ

た。（写真：2013年 3月中旬、京

都大学瀬戸臨海実験所北浜に漂着

したゴバンノアシ） 

 また、沖縄などでみられるモモタマナの実も１個見つかった。モモタマナは、沖縄では樹木によく育

っているが、ゴバンノアシは日本には自生しないサガリバナ科の樹木で、東南アジアや環太平洋の島々

の海岸に生えて林になっている。実際にその現場を見たことはないが、木の高さ 15m、直径 1.2mに達

するという。果実の形態変異は大きいが、和名の通り、碁盤の脚に似ている。 

ゴバンノアシは日本では育たない 

 ゴバンノアシの果実は、筆者らの調査では 1996年～1999年の間に北浜へ漂着したのはわずかに 6個

だけだ。幅 68～122mm、高さ 45～90mmと、縦長から横長まで色々な形があった。色も茶褐色から灰

黒色まで変異する。 
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 ゴバンノアシの外皮の下は、繊維質とコルク質が発達しているので、海水によく浮く構造なのである。

本州の太平洋沿岸では、黒潮が遠ざかってゆく千葉県まで流れ着いた記録がある。また、和歌山県では

串本町で漂着した記録が報告されている。北浜や番所崎にたどりつくまで、はるか何千 kmも旅をして、

どこかの浜辺に立ち寄ったり、再び黒潮に乗って沖合を流れたりしながら、はるばる白浜までやってき

ている。ひょっとしたら、赤道に沿って流れる海流がもっと大元なのかもしれない。ごく最近、フィリ

ピンのミンナダオ島へ生物調査に出かけたが、そこでもヤシの実といっしょに多数のゴバンノアシが流

れ着いていた。名も知らぬ遠き島より日本に流れ寄るゴバンノアシひとつに、限りなくロマンチックな

物語が込められている。 

無効分散 

 だが、現実は厳しい。せっかく日本に流れ流れてやってきても育たないのだ。たとえ芽を出しても、

冬の寒さで日本では 1年もたたないうちに枯れてしまうだろう。海中や海岸の生物は、このように、子

孫をできるだけあちこちに広げようと海流を活用した努力を絶え間なく実施しているのだが、無駄にな

ることも多い。これを無効分散という。 

 ごく最近、2013 年 3月中旬と下旬に、1個ずつのゴバンノアシが漂着した。1個はコルク質むきだし

で、皮がすっかりとれていたもので、海流に流れ流されながら、どっかへそっかへ漂着を繰り返しての

到来だろう。昨今の地球温暖化とはいえ、まだ白浜は熱帯にはなっていないので、せっかくやってきて

も無駄死にとなってしまう宿命である。中に実はたしかにまだはいっていて、しっかりと守られている

ので生きていると思われる。 

 

 

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。 

 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。 

 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、送金の内容

について事務局にお知らせ下さい。 
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7．編集後記 

 明るい時間が確実に伸び、遊びに出た子どもが門限延長をせがむようになってきました。たまに冬の

寒さに戻るのでコタツをしまいかねていますが、葉桜になり新学期も始まり、季節はすっかり春です。    

 さて、来週末は、海の生き物を守る会の今年度初のイベントが、温暖な「南あわじ」で開催されます。

まだ定員に空きがあるそうですので、ご都合の付く方はご検討ください♪ 前日からご参加の場合は、

そろそろ宿泊の手配の締め切りが迫っておりますので、向井先生までご一報をお願いします。（ちよ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 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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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♪ 
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