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「今月の海の生き物」 ウズラタマキビ Littoraria scabra ：  
 

軟体動物腹足綱タマキビ科に属する巻貝の一種。円錐形で螺塔が高く、殻の周縁が角張っ

ているのが特徴。殻の表面には

うずら模様をあしらい、螺肋は

強いが、上部は平滑になる。殻

長は約 2～3cm になり、タマキ

ビ類では大型である。紀伊半島

以南の熱帯・亜熱帯の太平洋沿

岸に広く分布する。マングロー

ブの枝や葉、気根など、水面よ

りかなり上部にしばしば上って

いるのが見られる。海水に浸か

るのを嫌うが、潮が干上がると

下の方へ下りてきて、マングロ

ーブの葉や茎の表面に生えてい

る微細な藻類を食べている。マ

ングローブに上る近似種にヒメ

ウズラタマキビやイロタマキビ

があるが、ヒメウズラタマキビ

はやや高いところ、イロタマキ

ビはやや低いところに分布し、

ウズラタマキビはその中間にい

る。潮間帯の岩礁にも生息する。 

 

（パラオ・コロール島にて 

  向井 宏撮影） 

http://www.e-amco.com/


2 

 

  目次 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

「今月の海の生き物」ウズラタマキビ・・・・・・・・・・・・・・・・1 

1. 「海の生き物を守る会」の活動について・・・・・・・・・・・・・2 

2. 「タツノオトシゴ切手コレクション」（3）立川賢一・・・・・・・6 

3. 海の生き物とその生息環境に関するニュース・・・・・・・・・7 

4. 海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報・・・・・・・11 

5. 海の生き物とその環境に関する出版物・・・・・・・・・・・14 

6. 「きらめく動物たちの命と海 久保田信の白浜だより」（49）・・15 

7. 事務局便り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

8. 編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

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

 

 

 

●世界の宝 辺野古の海を埋め立てないで！ 

アメリカ軍と日本政府が、普天間米軍基地の移転先として辺野古沖の海を埋め立てて代替え

基地を建設しようとして、沖縄防衛局が辺野古の環境影響評価書を提出し、さらに辺野古沖

を埋め立てる公有水面埋め立て申請書を、年度末に強引に提出した埋め立て申請について、

沖縄県知事が一般の利害関係者からの意見を求めています。海の生き物を守る会としては、

これまでの活動を含めて、利害を持つ当事者であるとの認識から、以下のような意見書を沖

縄県知事に提出します。 

 

 

 

仲井真弘多沖縄県知事殿 

海の生き物を守る会 代表 向井 宏 

 

日本復帰後、急速に進められた沖縄県の開発事業で、沖縄本島の海は、大きく変容し、海の

生き物の多様性のある干潟やサンゴ礁などが埋め立てられたり、土砂の流入などにより、多

くの生き物が姿を消し、またその棲息場所が無くなるということが続いています。その中で、

名護市辺野古・大浦湾とその周辺は、干潟、浅場、サンゴ礁、藻場、岩礁地帯などの多様な

棲息場所が残り、沖縄島でも有数の大きな海草藻場が存在しています。国際的な保護動物で

あり、日本も絶滅危惧種に指定しているジュゴンは、この海草藻場に依存して生活していま

す。沖縄防衛局のアセス調査では、ジュゴンはもはや 3頭しか確認できないと報告されてい

ます。それは、これまでの日本政府の保護行政がジュゴンを守れなかったことを示していま

す。私たちは、ジュゴンに象徴される辺野古の豊かな海と海の生き物を、今後とも人類の財
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産として守る義務があると考えます。だから、私たちは、一度失われたら二度と人間の力で

は戻せない自然を、軍事基地のために埋め立てることに強く反対します。 

 

 私たち海の生き物を守る会の代表である向井は、ジュゴンの研究を行う上で、沖縄のジュ

ゴンについて、嘉陽の海岸や辺野古の藻場についても調査・研究を行ってきました。嘉陽海

岸で行った環境省のプロジェクトチームとの共同調査では、海岸に塔を建て、塔の上から

40日間 24時間観測を行いました。また、辺野古や嘉陽の海草の分布調査を行って、ジュゴ

ンの保全のために何を行うべきかなどについて、フィリピンやタイなどでのジュゴン研究を

含めて、ジュゴンの生態研究を進めてきました。辺野古・大浦湾やその周辺の海草藻場がな

くなることは、沖縄ひいては日本のジュゴン個体群の絶滅に直結する怖れが強いと考えます。

私たちのジュゴン研究の基盤も奪われてしまいます。 

 

 もちろん、辺野古・大浦湾やその周辺海域の重要性は、ジュゴンの保全にとどまるもので

はありません。大浦湾では、アオサンゴの巨大群落を含め、多くの海産無脊椎動物が見られ、

その中にもこれまで知られていなかった新種も、次々と見つかっています。このような多様

な生態系は、沿岸のどこにでもあるというものではありません。しかも、日本各地の沿岸で

は、そのような場所が次々と失われています。辺野古・大浦湾の存在価値は、現在の人間だ

けではなく、未来の人間にとっても重大です。子孫から預かった自然資源をなるべく損なわ

ない形で子孫に引き継ぐこと、これが今の私たちに求められていることです。 

 

 このたびの公有水面の埋め立て申請は、先の環境影響評価書に基づくものと考えられます

が、「環境を保全することは評価準備書に基づく限り事実上不可能」とした貴知事の意見書

を慮れば、およそ申請することはありえないと思われるものです。そのうえで申請書が提出

されたと言うことは、知事の意見書は何らの考慮をもされていないと言えるのではないでし

ょうか。知事意見を無視したこのような埋め立て申請を認めることは、地元住民の意見を取

り入れ、順応型管理を行うべきとする環境影響評価法の趣旨に反するものと言わねばなりま

せん。 

 

 日本は世界の中でも生物多様性に富んだホットスポットであることが、国際的な生物多様

性プロジェクトで確認されました。それは、沖縄の宝は日本の宝、沖縄の宝は世界の宝であ

ることを世界が認めたのです。アメリカの研究者たちも、沖縄の辺野古の海を埋め立てるこ

とに強い反対を表明しています。選択を誤らないよう、沖縄県知事の英断を期待します。 

 

2013年 7月 16日 
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●アカテガニの放仔観察と上関・祝島ツアー 今週です！ 

海の生き物を守る会では、山口県上関町の原発建設予定地田ノ浦で、毎年行われているアカ

テガニの放仔行動の観察会と上関・祝島ツアーを以下のように行う予定です。この会は、上

関原発建設のための海面埋め立て免許差し止めのために、上関の自然を守る会や原発を建て

させない祝島島民の会などが行っている「生き物訴訟」（カンムリウミスズメやスナメリな

どを原告とした訴訟）を支援している弁護士グループ JELF が主催し、上関の自然を守る

会と海の生き物を守る会が共催して、彼らの訪問を機会に、計画されたものです。祝島での

見学、講演会、田ノ浦でのアカテガニ観察、バーベキューなども計画しています。日程は、

7 月 19 日～21 日の予定ですが、20 日からの参加も可能です。上関原発建設は現在中断し

ていますが、原発推進の安倍内閣のもとでは、いつ再び復活しないとも限りません。ぜひと

もご参加下さり、上関の現状を多くの方に知っていただきたいと思います。 

 

 

●第 2 回ジュゴン勉強会の案内 

海の生き物を守る会では、「ジュゴン保護キャンペーンセンター（SDCC）」と共催で、 

次頁の要領でジュゴン勉強会を開きます。 

 

 

 

日時：10 月 5 日（土）14:00～16:00 

場所：大阪市 ドーンセンター セミナー室 （京阪天満橋駅下車） 

講師：向井 宏（海の生き物を守る会 代表） 

演題：「ジュゴンの行動と保護 ～フィリピンと沖縄の調査から～」 

参加費：1000 円 

共催：ジュゴン保護キャンペーンセンター（SDCC）、海の生き物を守る会 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dawncenter.or.jp/shisetsu/map.html
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********************************************************************************* 

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 

 

◎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 余部有り 

 向井 宏 「同 第三章 厚岸町の動物」 同 2012 年 余部有り 

 向井 宏 「同 第四章 厚岸町の植物」 同 2012 年 余部有り 

 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．タツノオトシゴ切手コレクション（3） 立川賢一 
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【東北】 

●鳥海ダムも 建設継続を「妥当」と判断 

秋田県由利本荘市の鳥海ダムの建設の必要性を審議していた国土交通省東北地方整備局の事業評価監視

委員会は、建設事業を継続するとした整備局の原案を「妥当」と判断した。鳥海ダムは、治水、利水、

流量維持を目的とした多目的ダムである。整備局はこれを受けて住民らの意見を聞いて、本省に事業の

継続を上申する予定で、再検討のために中断したダム建設事業が本格的に再開される。ここでも結論あ

りきの審議が行われた。海への影響にどれだけの配慮が払われたのだろうか。 

 

●南三陸町に海水浴場が復活 地元ボランティアが砂浜のがれき撤去 

宮城県南三陸町には 2 カ所に海水浴場となる砂浜があったが、東日本大震災後、どちらも閉鎖されてい

た。今月 20日、町内歌津に「長須賀つながりビーチ子供海広場」がオープンして、子供たちの利用に供

されることになった。海広場は長須賀海水浴場の東の端に位置し、約 150m の砂浜に作られた。長須賀

海水浴場は、震災前は約 2kmの砂浜だったが、地盤沈下や津波被災によってがれきや流木によりほとん

ど使用不可能になっていた。地元のボランティア団体が行った歌津の子供たちを沖縄旅行に招待したこ

とがきっかけで、「地元の海で遊びたい」「海と生きたい」という子供たちの希望を聞いたボランティ

ア団体が、浜一面のがれきや流木を撤去して海水浴場の復活までこぎつけた。宮城県による海水浴場の

水質調査では、もっとも良いランクの「AA」であった。また、海水から放射能は検出されなかった。 

 

●井戸水 セシウム 137 が 2 万 2 千ベクレル ストロンチウムが 90 万 

東電福島第一原発の1,2号機タービン建屋付近の観測用井戸水の高濃度放射性物質汚染は、さらに進んで、

7 月 9日にはセシウム 134が 1万 1千ベクレル、セシウム 137が 2万 2千ベクレル、さらにベータ線を

出すストロンチウムなどが 90万ベクレルで、8日の濃度よりそれぞれ数千ベクレル増え続けていること

が分かった。東電は、この原因を不明としながらも、底に溜まった砂などが雨の影響などで懸濁したた

めではないかと発表した。これは濃度の上昇が一時的なものという言い訳に見える。しかし、12日には、

3号機タービン建屋でも、ストロンチウムなどの放射性物質が1400ベクレルに上昇したことも発表した。

前日には検出限界以下だったところである。徐々に汚染が広がりつつあることを示しているのではない

か。今のところ、原発全面の海水の濃度は、0.5~5ベクレル程度であるが、井戸水の汚染原因によっては

今後上昇する可能性は大きい。福島原発事故はまだまだ収束していない。 

 

【関東】 

●スズキから 1000 ベクレル 日立市沖 

茨城県は、7月 11日に日立市沖で獲れたスズキから、1000 ベクレル／kg の放射性セシウムが検出され

たと発表した。茨城県ではコウナゴで高濃度が報告されて以来のことで、国の基準値を超えており、出

荷制限がなされた。 
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【中部】 

●伊豆の戸田港にアザラシ出現 

静岡県沼津市戸田にある御浜海岸の砂浜の 5m 沖にアザラシが浮かんでいるのを海岸掃除の男性が見つ

けた。そのうち、波打ち際に寝そべったりした。その日の午後、南へ 7km の土肥港でも同じ個体と見ら

れるアザラシが目撃された。ゴマフアザラシの子供と思われるが、駿河湾での目撃は初めてのことで、

富士山の世界文化遺産登録と合わせて、観光客の増加を期待する声が上がっている。 

 

●浜松市で高さ 13m の防潮堤 今月試験施工に着手 

静岡県は、浜松市の遠州灘沿岸に高さ 13m 程度の防潮堤を約 17.5km に渡って整備する方針を決めた。

その計画で、予想津波浸水域がほぼ 3 分の 1 に減少するとの効果予測を発表した。予測によると、防潮

堤を整備すれば浜名湖に流入する水量を制限できるため、湖畔地区の舞阪小学校では、津波の高さを1.7m

から0.6mまで減少させることができ、津波の到達時間は8分遅らせることが出来るとしている。しかし、

巨大防潮堤建設による生物多様性の減少や水産生物への影響、海と共に生きる生活の抹消など、マイナ

ス面の評価はまったく行われていない。静岡県では、今月にも中田島砂丘を挟んだ 2区間（550mと 250m）

で試験施工を始め、今年中に完了予定。来年度からは全体の本体工事を行う予定。日本中の海岸がコン

クリートで固められる時代が来ようとしている。それを許して良いのか。 

 

●高校生が漂着ゴミの調査 富山市岩瀬浜 

富山県富山市の岩瀬浜で、滑川高校海洋科の 20人が、海岸に漂着したゴミを調査した。砂浜を調査区に

区切り、ゴミの種類、重さなどを調べた。この調査は、生徒に環境の大切さを学んでもらおうと毎年実

施しているもの。調査では環日本海環境協力センター職員による講義もあり、ゴミ問題を広く知っても

らうように計画されている。ゴミの清掃を環境保全活動に組み入れている市民団体は数多いが、ゴミを

入り口にどのような環境問題に取り組んでいるのかが分からない場合が多い。単にゴミ拾いだけなら、

環境保全には繋がらない。 

 

●ケセンガニ 加賀市で発見 

石川県加賀市の橋立漁港に水揚げされたこぎ刺し網の漁獲物から、ケセンガニという珍しいカニが発見

された。ケセンガニは北海道から能登沖の日本海北部に分布するカニで、本尾洋（もとお・ひろし）日

本甲殻類研究会長によると、日本海の水深 100m を超える冷たい海水中に生息しているという。甲羅の

幅は 1.7cm、長さは 2.8cm と中型の大きさだが、全身にさまざまな生物を付着させて身を隠すことで知

られている。獲られたケセンガニは雌で、全身にコケムシ類が付着していた。2009年には鳥取県でも発

見されている。 

 

●アカウミガメ上陸がすでに 24 回 白浜町日置大浜 

和歌山県白浜町日置にある志原海岸と日置大浜の 2km には、6月末までにすでに 24回のアカウミガメ上

陸があったことが、すさみ町の「エビとカニの水族館」のスタッフの調査で明らかになった。3年連続し

て 20回を超えたが、産卵はそのうちの 3割程度とあまり多くない。その理由としては、昨年の台風で流
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出した砂浜が回復しないためと考えられている。アカウミガメの上陸回数が増えていることから、この

海岸は重要な産卵地であると考えられているが、砂浜の消失が続くとアカウミガメはやってこなくなる

可能性があり、砂浜保全を真剣に考えなければならない。 

 

●熱帯性のヒメアンドンクラゲが増加 北限の白浜町 

和歌山県白浜町は、熱帯性のクラゲ「ヒメアンドンクラゲ」の北限分布として報告されているが、京都

大学瀬戸臨海実験所を訪れてクラゲ類の研究をしている 2 名の外国人研究者（ブラジルのサンパウロ大

学）によって、白浜町瀬戸漁港で大量に捕獲された。夜間採集で 10分間に 100個体以上を採集した。未

成熟な小型個体がほとんどで、傘の高さは約 2～4mm。同実験所の久保田信准教授は、「沖縄では普通

種だが、白浜町でもここ数年確認例が増えてきた。こんなに大量に獲れたのは初めて。瀬戸漁港尾でも

繁殖していると思う。温暖化の影響ではないか」と話している。ヒメアンドンクラゲは、最大 1cm 未満

の小型クラゲだが、昼間は傘の中に触手を折りたたんで入れ、傘のてっぺんにある吸盤で海藻などにく

っついて眠り、夜になると泳ぎだして餌を食べる特殊な習性が知られている。 

 

【近畿】 

●コンビナート近くでウミガメが産卵 四日市市 

三重県四日市市は深刻な公害で汚名を被った巨大コンビナート都市だが、このコンビナート近く鈴鹿川

派川（はせん）の河口部海岸にアカウミガメの産卵が確認された。3年前に続き、ほぼ同じ場所で 2度目

の産卵である。産卵は 4 カ所で試みられたようだが、見つかった卵はわずか 3 個だった。コンビナート

の町にウミガメを呼び戻そうと海岸清掃を続けていた「四日市ウミガメ保存会」の市民らは、それでも 3

年ぶり 2度目の産卵に喜んだ。 

 

【中国】 

●鳥取市の湖山池でコノシロなどが大量死 

鳥取県鳥取市の湖山川や湖山池でコノシロなどの魚類が大量死した。鳥取県は約 35トンもの死骸を回収

した。大量死の原因ははっきりしないが、県では気温の上昇にともなう水中の貧酸素化が原因と見てお

り、水門を開放するなどして溶存酸素量の回復を図る予定である。 

 

●住民と知事が懇談 埋め立て回避を推進派は認めず 

広島県福山市鞆町（ともちょう）の鞆港（ともこう）埋め立て・架橋計画を、広島県知事が撤回したこ

とを巡り、埋め立て推進派の住民と湯崎英彦知事の 2 回目の懇談会が行われた。懇談は非公開。会談後

の知事によると、「推進派住民から（計画撤回への）理解は得られなかった」。また、「湾内は埋め立

てのような大きな改変はしない」という県の原則も住民は納得しなかったという。議論は平行線をたど

ったようだ。鞆港の文化的な景観や自然を保全するための県の方針を、自分たちの便益のみを主張する

住民が拒むという、これまでとは逆の構図が現れてきた。 
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【九州】 

●シチメンソウの保全に 清掃で守る？ 

佐賀県の有明海沿岸の干潟に生育する塩性植物シチメンソウの保全に役立てようと、「シチメンソウを

育てる会」と佐賀新聞社が、佐賀市東与賀町のシチメンソウ群生地の周辺を清掃することにし、参加者

を募集している。トヨタ自動車が地方新聞社と連携して行う環境保全活動の一環として計画された。シ

チメンソウは北海道のアッケシソウと同じように干潟に生育する植物で、秋には赤く紅葉することで「海

の紅葉」としても知られているが、諫早湾では、諌早干拓事業で広大なシチメンソウ群落の干潟が埋め

立てられ失われた。ゴミを拾うことで、どうしてシチメンソウの保全になるのかはよく分からないが、

この催しは 2回行われ、2回目にはシチメンソウの種取りを予定している。シチメンソウの種をシチメン

ソウが生えていないところに播こうというのだろうか。それは保全活動とは似て非なるものだろう。 

 

●日南海岸サンゴ群集保全協議会が発足 

宮崎県の日南海岸国定公園海域公園地区のサンゴを、オニヒトデによる食害から守る目的で、「日南海

岸サンゴ群集保全協議会」が設立された。参加したのは、宮崎県や日南市、串間市などの自治体と、宮

崎大学、漁業者、ダイビング業者ら関係団体 11団体で、環境省の承認を受けた後、オニヒトデなどの食

害生物を駆除したり、サンゴ生育状況を確認して、観光資源としての活用を図るという。 

 

●屋久島がもっとも大切な島 

今年の海の日にちなんで、B&G財団が「あなたが大切にしたい島は？」という質問のアンケートを採っ

た結果、屋久島が 1 位に選ばれた。屋久杉をはじめとする雄大で美しい自然を守りたいという理由で屋

久杉を選んだ人が多かったようだ。有効回答 1727 票のうち、屋久島を選んだのは 146 票（8.5％）。選

ばれた島は合計 237の島々。2位は、香川県小豆島、3位は新潟県佐渡島、4位に兵庫県淡路島、世界自

然遺産になった小笠原諸島は 5 位になった。同財団が期待した「大切な尖閣・竹島」との結果は、それ

ぞれ 8位と 9位になった。島の問題は、偏狭なナショナリズムを潜ませているので、注意が肝要である。 

 

【沖縄】 

●辺野古埋め立て申請 結論は名護市長選以降 仲井真知事が示唆 

沖縄県の仲井真弘多知事は、国から出されている辺野古沖に米軍基地を建設するための埋め立て申請に

ついて、判断には 8 カ月以上かかるという認識を示し、結論が出る時期について「年末から年始にかけ

て」という考えを述べた。その上で、「申請書を受け付けたのは 3 月だが、補正書を受け付けたのは 6

月であり、8カ月後は来年 2月になる。申請書が大部（約 8800ページ）であり、結構かかりそうだ」と

説明した。来年 1 月には名護市長選挙が予定されており、知事の言葉は、名護市長選挙の結果が知事の

判断に影響する可能性を示唆したものと受け取られている。 
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【近畿】 

◆京都大学瀬戸臨海実験所附属白浜水族館の夏休みイベント（毎日開催） 

期間：7月 20日(土)～9月 1日(日) 

場所：京都大学瀬戸臨界実験所附属白浜水族館 

参加料：無料（入館料のみで参加できます。期間中は、小中学生の入館料が無料になります）。 

★申し込み：当日、水族館窓口で。事前予約不要。詳細は、同館ホームページのキッズページ参照。 

 

研究者と飼育係のこだわり解説ツアー 

 期間：7月 20日（土）～9月 1日（日）の毎日 

 内容：水族館の生き物について、研究者と飼育係の 10人がこだわりのテーマで解説します。 

 時間：10：45～11：15（30分間） 

 定員：10名（先着順） 

 

バックヤードツアー 

 期間：7月 20日（土）～9月 1日（日）の毎日 

 内容：いつもは見ることができない水族館の裏側の飼育設備を見学できます。 

 時間：11：15～11：45（30分間） 

 定員：10名（先着順、安全のため小学生以上対象） 

 

海の生き物何でも相談会 

 期間：7月 28日(日)、8月 25日(日) 

 内容：自由研究、生き物の飼育・同定、その他もろもろの相談に、京都大学の先生達がお答えします。 

 時間：13：00～16：30 

 対象：小・中学生 

 

大水槽エサやり体験 

 期間：夏休み期間 7月 20日（土）～9月 1日（日）中の 月・火・水曜日 

 内容：全長 1ｍをこえるロウニンアジが泳ぐ大水槽と、食卓でおなじみのマアジが泳ぐ水槽のエサやり  

 時間：14：45～ （約 15分間） 

 定員：10名（先着順） 

 

時岡隆 生誕 100年記念展 

今年は、2001年に 87歳でご逝去された京都大学瀬戸臨海実験所元所長の時岡隆名誉教授の生誕 100周年

にあたることから、その業績を紹介する企画展示をつくり、2013年 6月 1日から公開しています。 

 

http://www.seto.kais.kyoto-u.ac.jp/aquarium/
http://www.seto.kais.kyoto-u.ac.jp/aquarium/kids-page/kids-top.html
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◆第 11 回 有田川干潟観察会 

和歌山県北部を流れる有田川の河口で行う干潟観察会です。2004年1月のマリーナ建設計画見直し以降、

毎年実施しています。今では県の河川課が市民の干潟へのアクセスが良くなるように、自然に配慮した

公園化を計画しています。アシハラが良く残っている干潟で、和歌浦とは一部異なる生物が見られます。 

 

主催：和歌山大学教育学部生物学教室 

日時：7月 21日（日）、10 :00～12:00  ただし、雨天中止（小雨決行） 

観察予定地：有田市立病院前の干潟 

ハクセンシオマネキやチゴガニの求愛行動、多数のアシハラガニやトビハゼ、ヤドカリ類、

ウミニナ類、コゲツノブエなど、たくさんの生き物を観察できます。 

集合時間と場所：10時に有田市役所南側の川沿いの駐車場（JR箕島駅から徒歩 5分） 

★事前の参加申し込みは不要 

費用：資料一部 100円、希望者のみ 

服装や準備物、その他注意点：長靴または泥にはまっても良い靴（サンダル・水雪駄は泥に足を取られ

るので不適）、帽子、タオル等、採集道具や飲食物、着替えは各自の判断で。 

問い合わせ：e-mail: tkoga@center.wakayama-u.ac.jpまたは 090-4499-3157古賀まで 

 

【九州】 

◆夏休み干潟観察会 （中津干潟） 

日時：7月 20日（土）13:30～16:30ごろ  小雨決行。大雨の時は翌日の同時刻に順延 

主催：水辺に遊ぶ会 mizube1999@yahoo.co.jp  

後援：中津市 

場所：大新田海岸（大分県中津市） 

参加費：無料 

持ち物：長靴、帽子、水筒、タオル、バケツ、スコップ、着替えなど 

問い合わせ：080-5248-7443 

 

◆アカテガニの産卵 かんさつかい （中津干潟） 

日時：8月 5日 19:30集合  ただし、雨天中止です!!  

主催と問い合わせ先：同上 ★参加希望の方はご連絡ください。定員に達し次第、締め切ります。 

集合場所：大新田海岸（大分県中津市） 

解散時間：21:00ごろ 

参加費：無料 ※中学生以下は保護者同伴 

持ち物：懐中電灯･長ぐつ タオル･虫除けなど 

定員：40名（先着） 

※膝下までぬれても良い服装と履き物でご参加ください。天候がよくても､波が高いときなど危険が予想

されるときには､中止する場合があります。 
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【沖縄】 

◆名護博物館開館 30 周年記念事業 

 写真展「発見！ワッター海の自然『大浦湾の生きものたち 2013』」 

沖縄本島北部、名護市東海岸に位置する「大浦湾」。川の流域に残された豊かな森、河口のマングローブ、

干潟、浅場の砂地や海草藻場、沖に向かって泥場やサンゴ群集。湾口近くには水深 60m もの深場や発達

したリーフがあり、多様性に満ちた海には驚くほど沢山の生きものたちがすんでいます。 福島県の水族

館「アクアマリンふくしま」にて、約 2 年間にわたり開催された企画展「辺野古・大浦湾の海」での展

示をはじめ、1000枚におよぶ写真と映像により、大浦湾とそこにすむ生きものたちを紹介します。 

 

主催：名護博物館、ダイビングチームすなっくスナフキン 

協力：アクアマリンふくしま、沖縄工業高等専門学校、サイエンスランド、わんさか大浦パーク  

期間：7月 26日（金）～8月 11日（日）※月曜休館 

時間：10:00～18:00（最終日 17:00まで） 

会場：名護博物館ギャラリー（沖縄県名護市東江 1-8-11 電話(0980)53-1342） 

入場料：無料 

 

【写真展期間中のイベント】 

◆自然観察会 [要予約] 打ち上げ貝を拾いに瀬嵩浜に行こう！ ～渚で貝がらを拾ってミニ展示会を 

日時：8月 10日（土）13:00～17:30 

講師：名和 純 

人数：先着 20名まで（要予約） 

参加費：100円（保険代） 

集合場所・申し込み・問い合わせ：名護博物館 (0980) 53-1342（担当：村田） 

 

◆マングローブカヌー体験 [要予約（前日まで）] 大浦湾を漕いで探検しよう！ 

日時：(1)7月 28日（日）10:00～12:00 

   (2)8月 11日（日）9:30～11:30 

人数：各日先着 30名まで（前日までに要予約） 

参加費：大人 3500円、小学生以下 2000円（保険代込み） 

集合場所・申し込み・問い合わせ：わんさか大浦パーク (0980) 51-9446（担当：大城） 

 

◆ミニお話会 

日時：8月 3日（土）14:00～15:00 

場所：名護博物館ギャラリー 

①「川の生きものの話」 by 名護博物館 村田尚史 

②「海の生きものの話」 by ダイビングチームすなっくスナフキン 

  ※展示解説もあります 

http://ourawan.com/
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◆ミニ企画 

1. 顕微鏡をのぞいて見てみよう！ 海の微生物や生きもののカラなどを顕微鏡で観察します 

開館日：7/29～8/9の月・水・木・金曜日 

時間：13:00～18:00 

 

2.  大人のサイエンスランド 「ようこそ 大浦湾の海に生きる仲間たちの世界へ」 

 ～ 海の寄生虫・スナギンチャク・生きものイラスト ～ by ダイビングチームすなっくスナフキン 

日時：7月 26日（金） 19:00～20:30 

場所：サイエンスランド（沖縄県名護市東江 1-5-39）  電話 (0980) 43-5226 平日 13:00～18:00 

入場料：無料 

 

 

 

 

山戸貞夫 著「祝島日記 原発予定地を目前にみる島に生きて」  

 

「原発いらん！ 下関の会」発行  

  A5版 pp.447 

  頒布予定価格 1500円（送料込み） 

 

 本書は、「原発いらん！ 下関の会」

の定期刊行会報「むらさきつゆくさ」に

18 年間寄稿を続けてきた山戸貞夫さん

（上関に原発を建てさせない祝島島民の

会）の原稿をまとめたもの。原発計画が

浮上して 30年。反対運動の中心となっ

た祝島の人々のくらしと生産、そして闘

いの記録です。 

 

★購入希望者は、「原発いらん！ 下関

の会」にご連絡を。もしくは、祝島資料

室（郵便振替 ０１３３０－０－１０２

４２３）まで申し込んでください。 

 

 

http://www.allyanbaru.com/scienceland.html
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和歌山県内之浦干潟のスナガニ類 

 

 和歌山県田辺湾の奥にある内之浦の干潟には、数種のスナガニ類が生息している。一番小さいのがチ

ゴガニで、甲羅が１cmほどしかない。干潮時には泥の上で、多数の個体がそろってダンスをしている（図）。

暖かい時期にチゴガニはハサミ脚を勢いよく振り上げては振り下ろし、１分間に 30回もこの行動を繰り

返す。しかも数 m四方の個体全部が、シンクロナイズにこの行動を行う。広い干潟全体でこのような光

景が見られるのである。この見事なダンスの意味であるが、雄が見せる縄張りの誇示で、他個体への自

己存在のテリトリーのアピールである。雌を誘う効果もあるという。 

 

 

図. 内之浦干潟親水公園（田辺市新庄町）で、はさみ脚を振り上げるチゴガニ 
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 2004年 11月下旬、内之浦の干潟にはまだ無数の巣穴が見られ、干潮時には朝から活動している。しか

し、ユニークなダンスはあまりしなくなってしまう。チゴガニは瀬戸臨海実験所水族館で周年ずっと飼

育展示されている。ダンスが観覧者からよく見えるように、水槽のガラス面にはマジックミラーを張り

付けて、チゴガニ側からは人が見えなくする配慮をしている。館内といえども、野外と同様、気温が下

がると、やはりあまりダンスを披露しなくなる。  

 

ハクセンシオマネキ  

 内之浦にはチゴガニよりもずっと大きいハクセンシオマネキがいる。白いハサミ脚を扇状に振って潮

がさし込んでくるのを招いているようなそぶりを見せるところからこの和名がついた。体よりも大きく

見えるハサミ脚を打ち振るうのは雄で、雌に対してみせるディスプレーである。わが国にいるシオマネ

キ類は、多くの種が沖縄方面に分布するが、種ごとにハサミ脚の形そのものも、色、その振り方も異な

っている。たとえ数種が同じような干潟で暮らしていても、雌はその振り方で自分と同じ種の雄だとわ

からせる仕組みなのである。種内では、振り方のうまさで交尾相手を選んでいるようだ。  

 

オサガニ類     

 シオマネキ類に類似するが、色がそれほど派手でなく、体もやや小さいヤマトオサガニやヒメヤマト

オサガニも内之浦に見られる。交配実験などから奈良女子大学の和田恵次先生らが、ヤマトオサガニと

されていた中に新種としてヒメヤマトオサガニを見出された。ヒメヤマトオサガニの腕振が万歳三唱の

様子そのものなので、この新種を創設・記載される際に、種小名に腕振の特徴をもじって「banzai（バ

ンザイ）」と名付けられた。これら 2種とも京都大学白浜族館でチゴガニと並んで飼育展示されている。 
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7．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ください。 

 うみひるもの表紙を飾る海の生き物の写真を募集しています。種名同定済みの写真ですと、大変助

かります。海にお出かけの際には、カメラご持参で。そして、ベストショットが撮れたら、是非、

うみひるも編集部までお送りください！  

 

8．編集後記 

先日は、静岡県下田市の大浦湾に出かけてきました。伊豆

半島の突端に位置する下田には、自然のままの海岸線が残

っています。大潮だったので、海藻の生えた岩場も露出し

ていて奥まで歩けました。足元の潮だまりには、イソギン

チャクやウニ、ヒトデ、そして無数の貝たち。動く影を追

うと、カニやヤドカリ、小さな魚やエビでした。海のほう

を見やれば、波間にアラメの群落が頭を出して揺れていま

す。足の下にも、フジツボがしっかり生きていました。生

き物だらけの海は時間を忘れるほど面白いです。もうすぐ

夏休み。一人でも多くの子どもが、こんな海で磯遊びに目

覚めてくれたら嬉しいですね！（ちよ） 

 

 

 

 

←アラメの森がよく見える干潮時の大浦湾 
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 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 

ボランティアも大募集♪ 
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