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「今月の海の生き物」 ナガウニ Echinometra mathaei ：  
 

棘皮動物門ウニ綱ホンウニ目ナガウニ科に属する種。本州南部以南のインド太平洋の熱帯

域に分布し、サンゴ礁のリーフの中のくぼみなどに棲んでおり、岩の表面の藻類などを岩の

表面ごと鋭い歯で削り取って食べる。ホンウニ目の中では、ナガウニ科のウニ類は、殻が正

円ではなく長円形をしていることが特徴である。日本にはナガウニ 1種が棲んでいるとされ

てきたが、棘

の色などに変

異があり、ま

た棲み場所な

どの生態的な

特徴によって、

4 種に区別さ

れることにな

った。写真の

ナガウニは、

ホンナガウニ

と呼ばれる種

である。その

他に、ツマジ

ロナガウニ、

クロナガウニ、

シロナガウニ

がある。食用

にはならない。 

 

（ミンダナオ島にて  久保田信氏撮影） 

http://www.e-amco.com/
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●第 2 回ジュゴン勉強会のご案内 

 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、 

以下の要領でジュゴン勉強会を開きます。辺野古に米軍基地が作られようとし、絶滅が心配

される日本のジュゴンを、どのように保護していくべきかを考える勉強会です。 

 

 今回は、現場でジュゴンの行動と保全の取り組

みを行っている向井 宏（海の生き物を守る会代表・

京都大学特任教授）によるジュゴン調査の結果と

うらばなしを聞きます。多くの方々の参加をお待

ちしています。 

 

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 高校生以下は 500 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 

 

※次ページも同イベントの案内です 

 

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（送料はご負担下さい）。 

向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせ下さい。 

 

◎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 余部あり 

 向井 宏 「同 第三章 厚岸町の動物」 同 2012年 余部あり 

 向井 宏 「同 第四章 厚岸町の植物」 同 2012年  余部あり 

********************************************************************************* 

ぷちフォトギャラリー 

 

 今年 4 月にオープンした「タブ

の木」（宮城県南三陸町戸倉）か

ら、志津川湾を望む。「タブの木」

は、震災後に宮城県で初めて登場

したホヤやカキの直売所。オープ

ン時には、仙台方面からも客が押

し寄せ、行列ができたという。 

 

 向こうに浮かぶのは椿島。タブ

ノキやツバキが生い茂る無人島で、

地元の人は「青島」と呼ぶ。大津

波の直前には、この島のあたりま

で潮が引いた。（瀬戸内千代撮影） 

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（5） 立川賢一 
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【東北】 

●放射能汚染水 海に放出 止める方策なし 

 東京電力福島第１原発で地下汚染水が海に漏出していることが、東電の発表でようやく表に出た。東

電が 7月 22日に放射能汚染水の海への流出を認め、国が流出量を 1日 300トンと試算するなど、海洋汚

染への懸念が拡大している。しかし、漏出はどうやら 2 年前から続いていた可能性が高い。この件に関

して、東電は対策を後回しにしただけではなく、対策を取ること自体を 2年間も考慮しなかったようだ。

しかも、隠しようが無くなってから発表するという故意のサボタージュの可能性が濃厚である。さらに、

発表を 3日間伸ばして、参議院選挙が終わるのを待って公表するというおまけまでついた。 

 8月 7日に新しく掘った観測用井戸の地下水から放射性トリチウムが 1リットル当たり 2万 3千ベクレ

ル検出されている。この井戸の周囲は、凍土の対策も取られておらず、海へ漏出している可能性が高い。

さらに、これまで対策を取った地下水についても、水位は上がり続けており、すでに凍土で作り上げた

地下の「壁」を超えて海に流出していることは明らかと思われる。 

 東電は汚染水の流出を防ぐという狙いで、8月9日からポンプによる地下汚染水のくみ上げを開始した。

地面に打ち込んだ 30本のパイプから 1日 100トンの汚染水を汲み上げるが、海へ流出している 300トン

の 3分の 1でしかない。しかも汲み上げた汚染水を保管しておく場所も、もはやほとんど残っていない。

いったいどうするつもりなのだろうか。汚染水をめぐる東電の対応は「常に後手後手に回っている」（県

幹部）。 

 

●底曳き網試験操業を無期限延期 相馬双葉漁協 

福島第一原発からの放射能汚染水の海洋流出が明らかになったことから、福島県相馬双葉漁協は、9月に

予定していた底曳き網漁の試験操業を無期限に延期することを決めた。原発事故後、福島県ではいっさ

いの漁業が自粛されていたが、相馬双葉漁協は、他の漁協に先駆けてタコやカニなどに対象を絞った上

で試験操業を実施し、放射性物質の濃度を測定して出荷していた。9月からは、底曳き網漁の試験操業を

開始し、さらにシラス漁の試験操業も計画していたが、すべて今後の計画は延期になった。 

 

 

【関東】 

●海水浴場からトリチウム未検出 

茨城県は、福島第一原発からの汚染水の海への流出の発表を受けて、県内 18ヶ所の海水浴場の放射性ト

リチウムの測定を行った結果、全海水浴場とも不検出だったと発表した。調査は 7 月 25-26 日に行い、

水深 1～1.5mの表面海水を測定した。 
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【中国】 

●笠岡湾にカブトガニが復活するか？ 自然産卵を確認 

岡山県笠岡市の笠岡湾は、かつてカブトガニの多く生息する浅い内湾で、天然記念物に指定されていた

場所だったが、工業地帯開発のために埋め立てられてカブトガニはほぼ全滅した。埋め立てのために天

然記念物指定の場所も、笠岡湾外に移動させられた。笠岡市にある市立カブトガニ博物館は、今年も 8

月までに同市横島の瀬戸海岸でカブトガニの自然産卵を確認したと発表した。過去 5 年、毎年笠岡市内

の海岸で自然産卵を確認しており、同博物館では、カブトガニが定着したと考えている。瀬戸海岸での

産卵を確認したのは、1996年以来。同博物館では、カブトガニの幼生放流を 1995年以来続けており、放

流の効果と海の環境改善がカブトガニの復活につながったとみているようだ。しかし、幼生放流が自然

個体群の定着につながる保証は何も無い。また、カブトガニの環境改善には、埋め立て前の笠岡湾を取

り戻す以外にない。カブトガニの一部が気息奄々として生き永らえているのだろう。笠岡湾の復活無く

して、真の復活無しではないだろうか。 

 

●ダイバーと漁業者のルールを決める 周防大島 

ニホンアワサンゴ群落のある山口県周防大島町は、環境省の国立公園特別地域とされ、アワサンゴを含

む海洋生物の保護区とされたが、アワサンゴの観察に来るダイバーと漁業者間のトラブルの発生が心配

されていた。町や県、地元漁業者の代表などが「周防大島アワサンゴ協議会」に出席し、ダイバーと漁

業者間のルールを独自にとりまとめ、今後ダイバーと漁業者に周知していくこととした。独自のルール

は、潜水の届出、人数、時間制限などを決めて、ダイバーの協力を求める内容になっている。 

 

●補償金配分の総会を阻止 山口漁協祝島支店 

山口県上関町の原発建設計画にかかわる祝島の補償金受け取り問題を巡って、祝島支店の組合員 51名の

うちの 31名が連名で受け取りを拒否する通知を行ったにもかかわらず、山口県漁協（組合長は推進派幹

部）は勝手に補償金の配分案を作成し、祝島支店総会を開いてその配分案を受け容れさせようとしてき

た。それが、6月の台風のために中止になったことから、今度は 8月 2日に改めて総会を開くと一方的に

通知してきた。8月 2日の午後の渡船で祝島に着いた漁協幹部達は、原発建設に反対する祝島の住民に取

り囲まれ、抗議された。住民達は、「海は絶対に売らない」「祝島は補償金を絶対受け取らない」などと

訴えた。総会の会場で説明するとする漁協幹部達に、住民達は「原発は漁師だけの問題じゃない」とこ

の場で説明するよう求め、幹部達が拒否すると、「帰れ！」コールが沸き上がった。結局、総会は阻止さ

れ、漁協幹部達はそのまま船に乗って帰っていった。 

 

【四国】 

●赤潮警報を解除 備讃瀬戸中西部 

香川県魚類養殖業赤潮対策本部は、備讃瀬戸中西部の海域での調査で、赤潮警報の発令基準（1mlあたり

10 細胞以上）を超える赤潮藻類のシャトネラが見られなかったとして、それまで発令していた赤潮警報

を解除した。荘内半島以東の海域は、赤潮注意報が発令中である。 
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●55 日目にアカウミガメが孵化 土佐泊浦 

徳島県鳴門市鳴門町の土佐泊浦大毛海岸で、今年 6月にアカウミガメが産卵したことが確認されたが、8

月 9日早朝、その時のものとみられる卵から子ガメが孵化してきた。産卵から 55日目の孵化である。鳴

門市では産卵自体少なく、まして自然孵化は珍しいと話題になっている。 

 

【九州】 

●唐津市東の浜 アカウミガメが孵化 

佐賀県唐津市東の浜海水浴場で、アカウミガメの孵化した子供が 9 匹発見された。東の浜では、かつて

はアカウミガメの産卵が見られていたが、近年はほとんど産卵が確認されたことは無かった。アカウミ

ガメの産卵が復活したことに、地元の環境保護監視員は「かろうじてウミガメが産卵する環境が残され

ていたようだ」と喜んでいる。しかし、今回見つかったウミガメの子供は、海に向かわずホテルの灯り

に惑わされて陸側に向かっていた。産卵しても、次世代を残せる環境なのかどうか、考える必要があり

そうだ。 

 

 

 

 

【関東】 

◆防潮堤まつり in 東京 東日本大震災と防潮堤計画「未来の海辺になにを残すか」 

東北の海岸に、高さ 14メートル、総延長約 370kmの

防潮堤がつくられる計画がある。海と向き合ってきた

くらしの前に現れたこの計画。どんなサイズか実感が

わかない。そこで”防潮堤まつり”と称し、東北の砂

浜に大漁旗を掲げて高さを皆で見上げた。その”防潮

堤”が、防災の日に品川の街に出現する。 大漁旗の”

防潮堤”を見上げながら、未来の海辺を語ろう。 

 

主催：公益財団法人日本自然保護協会(NACS-J)、NPO法人森は海の恋人 

日時：9月 1日（日）12:00～17:00 

会場：モンベル品川店（港区高輪 4-8-4 モンベル高輪ビル 1階）  

 JR線・京急線「品川駅」高輪口より徒歩 5分、都営地下鉄 浅草線「高輪台駅」より徒歩 5分 

参加費：1000円 ※『自然保護』防潮堤特集、重篤コーヒー1パックプレゼント 

お問い合わせ：日本自然保護協会 tel03-3553-4103 nature@nacsj.or.jp  

 

※詳細は次ページ以降のちらし（表裏）参照 

http://store.montbell.jp/search/shopinfo/?shop_no=618950
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【中部】 

◆「三河湾環境再生プロジェクト」漁師の話し ～三河湾の今・昔～ 

 

 

主催：伊勢・三河湾流域ネットワーク 

共催：大井まちづくり協議会、 

   「あいちの海」グリーンマップ  

日時：8月 17日（土）  

場所：愛知県南知多町大井公民館 

参加費：1000円（バス利用） 

   または 600円（現地集合の場合） 

定員：40名 

講師：山下芳弘、石黒友之、石黒忠史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【近畿】 

◆チリモン自然観察会 チリメンモンスターさがし 

主催：公益社団法人 大阪自然環境保全協会 ネイチャーおおさか 

日時：8月 25日（日） 雨天決行  

場所：大阪府環境情報プラザ（予定） 集合 10：00 解散 12：30頃（多少前後あり） 

定員：20名（申し込み先着順） 

参加費：大人 500円、子ども 400円     

★申し込み：1. 参加される方全員のお名前と年齢、2. 代表の方のご住所、電話番号、メールアドレス

を書いて、標題を「8/25チリモンさがし」として、chirimon@nature.or.jp宛にお送りください。 

折り返しメールにて参加可否を連絡いたします。 
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◆「時岡隆 生誕 100 年記念展」記念講演会 

日時：9月 14日（土）13:30～17:00 

集合：開始 5分前（13:25）までに、京大白浜水族館入り口前に集合して下さい。 

   そこから講演会場までご案内します。 

 

【プログラム】 

 第 1部：講演会 13:30～15:30「京都大学瀬戸臨海実験所 研究棟１階講義室」 

◇宮崎勝己（京大瀬戸臨海実験所）： 

「時岡隆の研究人生と様々な出会い－偉大な海洋動物分類学者は如何に誕生したのか」 

 時岡隆京都大学名誉教授(1913-2001)は京都帝国大学理学部学生の頃より白浜の海と関わり

を持ち、その後瀬戸臨海実験所教員として約 40年間勤め上げ、その前後の時期を含め 60年を

超える研究人生を送った。その間ホヤ類をはじめとする様々な海の動物の分類学に携わり、生

涯で発表した研究論文・著書は優に 200編以上に達する。時岡先生がこのような偉大な分類学

者となる過程では、当然ながら様々な出会いやきっかけとなる出来事があった。本講演では、

特に重要と考えられる出会いや出来事を紹介しながら時岡先生の研究者としての足跡を振り返

ると共に、時岡先生が切り開いた様々な動物の分類学が、今の世代にどのように受け継がれ発

展しているのかを概観する。 

 

◇大和茂之（京大瀬戸臨海実験所）： 

「時岡隆と自然保護：白浜の海の変遷を見つめ続けた生涯」 

 1960年以降、時岡隆は自然保護のために活発な活動行った。その当時、白浜周辺の環境が大

きく変化する中で、白浜の海の素晴らしさをなんとしてでも残したいという気持ちから発した

ものと思える。特に精力を費やしたのが、畠島保護であった。畠島は、海岸の地形や環境が変

化に富み、島内で田辺湾の生物相を一望できることから、瀬戸臨海実験所創設以来、研究・教

育の場として広く利用されて来た。1966年、畠島に大規模な観光開発計画が浮上して以降、1968

年 12月の国費買い上げに至るまで、保護運動の先頭に立って活動した。「畠島実験地」として

実験所が管理する島となって以後は、「畠島一世紀間調査」として、生物の変動を記録するこ

とを開始した。この調査は現在まで続けられ、田辺湾の環境や生物の変遷を物語るものとなっ

ている。講演では、この畠島保護を中心として、時岡隆の自然保護に対する活動を、振り返っ

てみたい。 

 

 第 2部：記念展見学会 15:30～17:00「京都大学白浜水族館」 

講演会終了後、併設の水族館へ移動し、館内で開催されている「時岡隆 生誕 100 年記念展」

を見学します。記念展では、研究ノートや論文原図といった各種資料、関わりの深い動物の標

本などの他、先生の業績や足跡、また恩師駒井卓との関わりや趣味の切手収集にまつわるエピ

ソードなどを紹介するパネルを展示しています。記念展を一通りご覧になったあとは、閉館時

間(17:00)まで、館内を自由にご見学下さい。 
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◆海のふしぎ観察会 夜の海でウミホタルを観察しよう 

夜の海で光るウミホタルにトラップを仕掛けて観察しよう 

主催：公益社団法人 大阪自然環境保全協会 ネイチャーおおさか 

日時：9月 21日（土） 小雨実施  

場所：泉南海里公園 

 集合 16:15  南海本線「淡輪駅」 改札口 

  「難波駅」15:15発 特急サザン 33号和歌山市行 

    「泉佐野駅」乗り換え 15:50発 和歌山市行 

  「淡輪駅」着 16:10  

 解散 19：00 頃現地（淡輪駅まではスタッフが同行します） 

対象：小学生以上（中学生以下は保護者同伴）  

定員：30名 メール先着順 

参加費：大人 300円、子ども 200円、家族 500円 

持ち物ほか：弁当、水筒、タオル、濡れても良い運動靴または長靴 

当日連絡先：石川 090-1440-3878 

★申し込み：先着順。9月 7日締め切り。 

参加者全員の（1）名前（2）フリガナ（3）年齢（4）住所（5）電話番号を記入し、表題を「9//21 ウミ

ホタル」としてとして um@nature.or.jp宛にメールで申し込みを。携帯からの応募の場合は nature.or.jp

からのメールを受け取れるように設定してください。折り返し参加可否を連絡します。 

問い合わせ：保全協会内「海の観察会」係 06-6242-8720 

 

 

 

プランクトン臨海実習での観察 

 

 2004年 8月 29日のプランクトン観察では沖合でのサンプリングができなかったので、早朝、田辺湾奥

にある波穏やかな入り江の岸壁を 30m ほど歩いて 1 往復しながら、手作りのプランクトンネットで表層

を曳いた。 
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さまざまなプランクトン 

 その結果、今回見つかった主なものを挙げてみよう。カニ類の幼生のゾエアやメガロバ、エビ類のミ

シス幼生、フジツボ類のノープリウス幼生……。なお、親のフジツボの脱皮殻も相当数が捕れていた。

以上のような甲殻類の一時プランクトン以外に、終生プランクトンのユメエビ、ウスカワミジンコ、さ

まざまなケンミジンコ類などが捕れていた。 

 大変珍しい甲殻類の幼生を学生が見つけた。ケンミジンコ類の硬

い体表に付着して寄生生活を送る甲殻類である。それは、ぺちゃん

こな体となって、宿主が泳ぐ時に邪魔にならないように進化してい

る。また、脚のつま先がはさみ状に変形して宿主にがっちりしがみ

つけるようになっている（図）。この幼生は、宿主を替えながら一

生涯、寄生生活を送るヤドリムシの一種で、フナムシや陸上にいる

ダンゴムシに近い仲間である。 

 

 

 

 

 

図.寄生性のヤドリムシ類の幼生 

 

 

 モンストリラという、かい脚類の一種の成体も捕れた。口や消化管が退化しており、生殖のためだけ

にプランクトンとして出現する短命な成体である。体は細長く、透明で美しく、シンプルな姿になりさ

がっている。幼期にはゴカイ類などの体内に寄生している。 

 尾索動物の一時プランクトであるオタマジャクシ幼生がとれたが、成体はホヤ類である。終生プラン

クトンとしては、オタマボヤ類が採取できた。両者は、一見すると似た姿だが、脊索の走っている尾の

体への付き方がまったく異なっているので、区別は簡単である。 

 海綿動物のユズダマカイメンの無性芽がいくつも入っていた。これは母体から波浪で切り離されて、

たまたまネットに入ったのである。刺胞動物ヒドロ虫類では、平衡胞を備えるカイヤドリヒドラクラゲ

（著者のライフワークの一対象）と、眼点を備える花クラゲ類の幼体も捕れた。 

 他の諸々の分類群としては、蝶の羽のような面盤を 1 対もったベリジャー幼生が、繊毛を動かして遊

泳していた。ベリジャー幼生には巻き貝と二枚貝の両方が見られた。キラキラ光る剛毛を体節ごとに持

ったゴカイ類の幼生もいた。 

 ゴカイ類幼生に類似の不思議な幼生を学生が見つけた。体長、体幅とも 0.5mm ほどで、ホバークラフ

トのような体つきをしている。推進力は腹部後縁にある楕円形の構造物で、そのほぼ全周に生えている

繊毛を動かして、滑るように移動した。体の前方の腹側は、一見すると豚の鼻のような形をしている。

鼻の穴のように見えるのは、一対の眼点である。体の先端に透明な吻のように突き出た部分があり、ピ

ンと張られたセンサーの機能を果たすと推察される毛がいくつも伸びていた。曲形動物の幼生かもしれ

ない。 
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巨大プランクトン！ 

 プランクトンというと、上に挙げた動物プランクトンすべてがそうであるように、その多くは顕微鏡

的サイズなのだが、実は世界最長の動物まで知られている。それは管クラゲ類の一種で、体長 40m もあ

るからすさまじい。ソナーでやっと長さがわかったという。シロナガスクジラも長さでは顔負けである。 

体重の方でもすこぶる重いプランクトンもいる。漁獲物に混入して網が引き上げられず、やっかいもの

となっている外来性のエチゼンクラゲは、１個体が大人 1人の体重をゆうに超える。最大で 200kg、傘の

直径が 2mになるから巨大である。 

  

 最後に、生活史の研究を基礎に判明した神秘のベニクラゲの一生、とりわけ若返り・不老不死なる特

徴を強調した解説をした。著者のライフワークの対象の一つである。同時に、生物の一生と生物同士の

からみあいを常に意識しておくことは、生物学の基礎であり重要であることを理解してもらった。 

 

 

 

 

 

 

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！  
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7．編集後記 

 今年は真珠発明 120周年だそうです。発明というのは、ミキモト創業者の御木本幸吉が真珠養殖に成

功したことを指しています。御木本氏に大きなヒントを与えたのは、東京大学三崎臨海実験所初代所長

の箕作佳吉博士。東大とミキモトは毎年夏休みに同実験所に一般の親子を招き、真珠の核入れ体験を提

供していますが、今年は 7.5倍もの応募があったとか。海の生き物についてもバッチリ学べる内容です。

こうしたイベントが盛況なのは良い傾向ですね♪ 

 国立大学の臨海実験施設は全国各地にあります。エッセイを連載中の久保田先生がいらっしゃるのは、

京都大学瀬戸臨海実験所。今号のうみひるもでは、その瀬戸臨海で開催される講演会もご紹介しました。 

海の生き物と向き合って暮らしている研究者の世界に触れる貴重なチャンスです。併設の白浜水族館は、

9月 1日まで小中学生の入館が無料！ 夏休みの家族旅行に組み込んでみてはいかがですか？（ちよ） 

 

 残暑お見舞い申し上げます。残暑のはずなのに、今年は異常な暑さが続く夏です。四国では 41℃を記

録。日本で過去最高の記録です。毎年暑さが増してきているように思います。大丈夫なのかな、地球は。

「うみひるも」の 9月 1日号はお休みの予定です。次号は、9月 16日の予定です。それでは、残りの夏

を、お元気でお過ごし下さい。（宏） 

 

 

 

 

 

 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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