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「今月の海の生き物」 ヒジキ Sargassum fusiformis  

食用の海藻で一般にも馴染みが深いが、乾燥した黒いものしか知らない人が多い。生きてい

るヒジキも普段海岸で簡単に目にすることができるが、自分が食べているヒジキと同じもの

と思うことの

できる人は少

ないかもしれ

ない。北海道

南部から九

州にかけての

外洋に面し

た波あたりの

良い岩礁の

潮間帯下部

に生育す 

る。長さは 

100cm 程度。

カルシウム、

鉄、マグネシ

ウムなどの金

属成分が多

く、貧血、更

年期障害、骨

粗鬆症など

に効果がある医療食品として、よく食べられている。かつては、褐藻類のヒジキ属（Hijikia）

に属するとされていたが、分子系統学的な研究から、現在ではホンダワラ属（Sargassum）

の一種とされている。 

（兵庫県南あわじ市吹上浜にて   向井 宏撮影） 

http://www.e-amco.com/
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●第 2 回ジュゴン勉強会を実施 

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、10月 5日、 

大阪ドーンセンターで第 2 回のジュゴン勉強会を開きました。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）が、「ジュゴンの行動と保護 ～

フィリピンと沖縄の調査から～」と題して、タイやフィリピンにおけるジュゴン調査の結果をもとに、

現在までに明らかになったジュゴンの生態とその環境について話をしました。また、絶滅に瀕している

沖縄のジュゴンに

ついても、米軍基

地建設問題も含め

て、その将来を考

えました。参加者

は、20名程度でし

たが、議論も活発

に行われ、参加者

全員がジュゴンに

ついて理解を深め

ました。次回は、

来年初め頃、3回目

の勉強会を行う予

定です。 

 

 

 

第 2回ジュゴン勉強会で話を聞く人々 
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ジュゴン保護キャンペーンセンターの山根富貴子さんが感想を可愛くまとめてくれました。 
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東京から参加したイラストレーターの渡辺はるかさんが、 

勉強会を聴いてイラストを描いてくださいました。 

 

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

●「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。ここは是

非と思う砂浜海岸がありましたら、事務局 

hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお寄せくだ

さい。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、ご応募ください。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

ものです。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。 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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宮城県「閖上海岸」が推薦されました 

推薦者は、本会会員で、「ゆりりん愛護会」の大橋さん。推薦理由には、この夏に確認され

たスナガニを代表とする多様な生物相が挙げられています。以下は大橋さんの推薦の弁です。 

 

※宮城県では今年 5月、「レッドデータブック改訂リスト」を公表。 新たに 4種の絶滅危

惧種を追加登録（スナガニもそのひとつ）。                     

宮城県生活環境部自然保護課のホームページ参照（注：リンクは編集者が追加） 

※今夏の海岸調査（個人）で、ハマボウフウなどの植物相、カワラハンミョウなどの昆虫相、

スナガニなどの動物相と、多様な生物相が確認されている。（何れも絶滅危惧種） 

※水平線まで、浜からの視界中に消波ブロックなど一切の障害物が入ってこない景観上も推

薦に値する海岸である。 

 

 

閖上海岸のスナガニ 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/red-index.html
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●横浜康継さん 読売新聞に掲載 

本会の会員、元筑波大学教授で元南三陸町自然環境活用センター長の横浜康継さんが、 

10月 13日の読売新聞「生きる語る」に大きく取り上げられました。「子供たちに海の命を

伝えよう」。取材の契機は「うみひるも」で横浜さんの電子書籍発刊を紹介したことでした。 
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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 冊子体（CD付き）または CDのみ 

どちらも残り１部 

 

◎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 冊子体（CD付き） 

残り１部 

 

◎モニタリングサイト 1000沿岸域調査 磯・干潟・アマモ場・藻場 2008-2012年

度とりまとめ報告書 

2013年 環境省自然環境局 生物多様性センター 

残り２部 

 

◎日米カキ礁シンポジウム 報告書 

2007年 日米カキ礁シンポジウム実行委員会 

1 部のみ 

 

◎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 

 

 

 

 

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（8） 立川賢一 
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【北海道】 

●オホーツク海でタツノオトシゴ発見 

北海道オホーツク海に面した湧別漁協で、ホタテガイの桁網にタツノオトシゴが入っているのが発見さ

れ、話題になっている。タツノオトシゴの種名は、本州以南の各地に生息するタカクラタツと思われ、

体長 10cm くらい。オホーツク海でタツノオトシゴが発見されるのは極めて珍しい。夏には北海道のオ

ホーツク海沿岸には、宗谷岬を回り込んだ対馬暖流が流れてくることから、日本海のタツノオトシゴが、

暖流に乗って来たのではないかと考えられる。近年、南方種が北上して発見される記録が増えつつある

が、これも温暖化と関係しているのかもしれない。 

 

【東北】 

●仮設防潮堤工事が着工 釜石市片岸海岸 

岩手県釜石市片岸海岸の防潮堤を建設するための仮設防潮堤工事が、今月着工した。来年 11月までに完

成させ、その後の本体事業につなげる予定。仮設防潮堤は高さ 2.9mだが、本体防潮堤は、震災前の 6.4m

から 14.5mに一気に引き上げられることになっている。防潮堤建設のために必要な用地の約 40％が、所

有者不明などで買収が難しいとされているが、岩手県では、これらの土地の収用手続きを進めており、

用地を確保できたところから順次本体工事にかかり、2015年度までに完成を目指すとしている。住民の

意見はどのように反映されているのかいないのか、国は用地取得を迅速化することを優先しており、こ

の事業を用地取得迅速化のモデルケースと考えている。 

 

●気仙沼市長は「作らない方がいい」 湾口防潮堤 

宮城県気仙沼市の内湾地区の防潮堤建設に関して、菅原茂（すがわら・しげる）気仙沼市長は、10 月 8

日、「湾口の防潮堤は、景観上大変問題があると感じている」と語り、「作らない選択をする方がいいと

いうイメージを持っている」と語った。湾口防潮堤を建設する方向でシミュレーションを行った宮城県

の説明に対しては、気仙沼湾内の「蜂ヶ崎」が事実上の防波堤機能を持っていることを指摘した上で、

湾口に構造物を設けると船舶の安全航行に問題があること、加えて、水質悪化をもたらしていることな

どにも懸念を表明した。宮城県は、湾口防潮堤を建設すると内湾地区の防潮堤の高さを低くすることが

できると主張している。 

 

●福島沖のアカガレイの出荷制限を解除 

政府は福島県沖の魚類で出荷制限をしている 42 種のうち、アカガレイの制限を解除することを決めて、

福島県に伝えた。福島県沖の漁業は、東京電力福島第一原発の爆発事故以降、ほとんど行われていない

が、2012年 6月に政府がコウナゴの出荷制限解除を行って以来、今回の解除は 2年ぶりとなる。しかし、

昨年から徐々に始められていた試験操業は、7月の原発からの汚染水漏れが明らかになった時点で、再び

中断していた。その後、9 月 25 日から試験操業が順次再開され、現在 18 種の試験操業が行われた。い
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ずれも放射性物質の濃度が基準値 100ベクレル/kg以下であるので、漁協では、人体に影響がないと判断

して市場に試験的に出して、売り上げの推移を見ている。漁業が行われていない福島県沖のアカガレイ

の出荷制限を解除する政府の思惑は、汚染水の影響が無いとする安倍内閣の姿勢に起因するものかもし

れない。アカガレイのような底魚は、放射性物質による海洋汚染の影響が蓄積される海底泥からの食物

連鎖を通した集積が最も懸念されるはずの魚種である。今後の汚染の広がりと蓄積に注意する必要があ

る。 

 

【関東】 

●漁師がガンガゼを駆除 三浦半島江奈湾 

近年の水温の上昇にともない、熱帯・亜熱帯地方の生物が北上する例が多いが、三浦半島先端部の江奈

湾では近年、ウニの一種ガンガゼが、岩礁地帯を中心に増加している。ガンガゼは、海藻を食べるため、

「磯焼け」の原因になるとされ、棘が長く触ると簡単に折れて皮膚に刺さりやすいことからも、素潜り

漁師に嫌われている。江奈湾周辺を漁場とするアワビやサザエの素潜り漁師らが、「松輪地区藻場保全活

動組織」を立ち上げて、水産庁の「水産多面的機能八期対策事業」から補助金をもらい、ガンガゼの駆

除を開始した。10月 1日から 3 日間で約 2000 個体のガンガゼを駆除した。しかし、原因が温暖化だと

すると、駆除という対症療法では根本的な解決は難しく、今後も素潜り漁法を行う限り、駆除を続ける

ことになるだろう。 

 

【中部】 

●稀種「ショウワアメフラシ」を蒲郡で発見  

1949 年に相模湾で初めて見つかったアメフラシの一種「ショウワアメフラシ」2 匹が愛知県の蒲郡（が

まごおり）近海で発見され捕獲された。ショウワアメフラシは、国内では非常に珍しく、最初の発見以

来わずか3例しか見つかっていなかったが、2003年に駿河湾でまとまった数が捕獲されて研究が進んだ。

今回見つかったショウワアメフラシは、体長 10cmと 15cmで、蒲郡市営「竹島水族館」で展示された。 

 

【中国】 

●「海辺の漂着物調査」 益田市持石海岸で小学生ら 

島根県益田市の持石海岸で、小学生 21人が「海辺の漂着物調査」を行った。島根県や益田市が海岸漂着

物の半分以上が国内の川から流れてくるものであることを知ってもらうために企画し、高津川の上流で

環境学習に取り組んでいる吉賀町の蔵木小学校の生徒に参加してもらった。持石海岸の 300 ㎡をロープ

で 3区画に区切り、児童達が 3班に分かれて漂着ゴミを調査した。拾ったゴミを選別し、プラスチック、

発泡スチロールなどが多いことを確認、それらのほとんどが川から流れてきていることを学び、川にも

のを捨てないことが海岸や海の環境を守ることに繋がると実感した。単なるゴミ拾いではない環境教育

という意味では、この催しは評価できるが、川にものを捨てないという単なる倫理的な結論では、環境

問題の解決には繋がらない。ものを使い捨てる文化、プラスチックの多用文化を考えさせる教育が必要
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なのだ。 

 

●17 日に再び祝島漁協支部総会を画策 

中国電力上関原発の建設を巡り、中電が提供した漁業補償金の祝島支部分10億円余を受け取らせようと、

山口県漁業協同組合は、祝島漁民による配分委員会を作らず、一方的に配分案を決めて、それを押しつ

けようとしてきた。今年 8 月には、配分案を認めるための祝島支部総会を強行しようとしたが、祝島島

民の抗議で開けなかった経緯がある。そこで、再び三度祝島支部の総会を 17日午後 5時から開くと通知

してきた。祝島の島民は何度でも総会を開かせないために、闘う決意を固めている。漁業補償金の受け

取り拒否こそ、中国電力に上関原発を建てさせない強い力になってきたからだ。 

 

【四国】 

●アンボイナに注意！ 高知で発見 

高知県東洋町のイセエビ漁の網に、やや大型の巻貝イモガイ類が掛かり、姫路市立水族館が買い取って

調べたところ、強力な毒をもつ「アンボイナ」と分かった。アンボイナは、ゴカイの仲間や小魚を毒針

で刺して捕獲するため、人が触ると間違えて刺す恐れがある。過去、沖縄などの南西諸島では、死亡例

も知られている。高知県、徳島県、和歌山県などでは、アンボイナに注意するようダイバーや漁師に呼

びかけている。 

 

●アカウミガメの卵 全滅 愛媛県新川海岸 

7月にアカウミガメが産卵したことが確認された愛媛県伊予市下吾川（しもあがわ）の新川海岸では、産

卵後に砂浜を掘り起こし、発見された 130個の卵を調べ、正常と判断した 87個の卵を産め戻していた。

しかし、孵化までの期間とされる 80日を過ぎても孵化の兆候が無いため、観察を続けていた県立とべ動

物園と伊予農業高校の生徒らが砂浜を再び掘り起こしたところ、いずれの卵も腐敗していた。理由はよ

く分かっていない。 

【九州】 

●瀕死のアオウミガメが回復 海に泳ぎ出す 

今年 1 月に福岡県岡垣町の三里松原海岸で瀕死の状態で発見されたアオウミガメは、福岡市水族館「マ

リンワールド海の中道」で保護、治療を受けていたが、徐々に回復し、町民ら 100 人余りが見守る中、

海に向かって泳ぎだした。このアオウミガメは甲羅の長さ約 80cm、体重 85kg。三里松原海岸は海亀の

産卵地として知られている。 

 

●大炊田海岸で 日本初の砂袋護岸 

宮崎県宮崎市佐土原（さどわら）の大炊田浜（おおいだのはま）海岸は、アカウミガメの上陸産卵が見

られる場所として有名であるが、海岸林の幅が狭く、人の居住地が海岸線近くまで広がっているため、

高潮や海岸侵食を防止するためと称して、コンクリート護岸の無い砂浜には、全域を砂で護岸すること

になった。同海岸では、沖合に向けて 300m の人工突堤を作る工事が行われており、この突堤により砂
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の流れを止めて、砂浜を浸食から守るとされている。しかし、突堤工事が終了し、砂がとどまるまで、

浸食を防止するために砂浜に巨大な砂袋を並べ、高さ 4m の護岸とする計画が決まった。砂袋では、波

などによる浸食で砂袋ごと沈んだり流されたりする可能性があるので、砂袋の下には、アスファルト板

を敷き詰める予定。砂袋を用いた護岸工事は、日本では最初の試みという。砂袋によって景観が破壊さ

れることを防ぐために、この砂袋の壁には、養浜のための土砂を被せることになっている。砂袋による

護岸も、台風などによる高波にどのくらい耐えられるのかは未知数で、いずれ壊れることが十分に予想

される。壊れた砂袋やアスファルト板が海岸にどのような状態で残るのか、この海岸での工事はテスト

段階だと言われている。どちらにしても海岸に生きる生き物にとっては、生きていく上にプラスになる

ものとは思えない。海岸は、海と川と砂とそこに生きる生きものたちが作り出すものである。人間がそ

れに手を加えることは、できる限り避けるべきではないか。 

 

 

 

 

【東北】 

◆東日本大震災復興支援プロジェクト 

「自然環境再生のための藻場調査（10 月／11 月）」 調査協力者募集 

OWSでは、東北大学大学院農学研究科のご協力を得て、宮城県内の海洋水産資源の再生モニタリング調

査を実施しています。この調査は東日本大震災で地盤沈下の影響を受けた宮城県石巻市狐崎浜地区にお

いて、生物相がどのように再生していくかを定期的に観測していくものです。今年度は下記日程で調査

を行う予定で、各回 2名～5名の調査協力者を募集しています。ご協力いただける方はご連絡ください。 

開催日 第 4回：10月 19日（土）～20日（日） 

    第 5回：11月 09日（土）～10日（日） 

開催場所：宮城県石巻市狐崎浜 

集合：OWS事務局（豊島区雑司が谷 3-11-2）土曜日正午集合 

参加資格：ダイビング経験 30本以上 ※過去の調査の様子はこちら 

参加費：無料（往復交通費・宿泊費・潜水費用・保険代含む）※食事代は自己負担 

募集人数：各回 2～5名 

★問い合わせ：詳細は OWS事務局までメール info@ows-npo.orgか電話 03-5960-3545まで。  

 

【関東】 

◆一宮ウミガメを見守る会講演会 「一宮の渚の自然」  

日本のアカウミガメの産卵の北限域に位置する九十九里浜の南端に位置する一宮海岸には、今年も多く

のアカウミガメが産卵にやってきました。現在、一宮海岸の砂浜では、子ガメたちが誕生し海への旅立

ちが続いています。元東邦大教授の秋山章男先生が 1994 年にウミガメの調査を始めてから、今年で 20

http://ows.seesaa.net/article/374074684.html
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年となります。秋山先生の長年の自然観察の記録をもとに、「一宮の渚の自然」と題した講演会を開催し

ます。1999年 6月 7日に一宮海岸に上陸産卵したアカウミガメのローナの貴重な記録ビデオの上映も予

定しています。また、アカウミガメが産卵に来る海岸の散策もおこなう予定です。この機会にぜひ一宮

の豊かな自然に触れてください。 

主催：一宮ウミガメを見守る会 

講師：秋山章男氏（元東邦大学教授） 

日時：10月 19日（土） 講演会 10:00～12:00、海岸散策 13:00～予定 

場所：船橋市立一宮少年自然の家（千葉県船橋市一宮町東浪見 7493-2 電話 0475-42-5711） 

参加費：100円（資料代等）※午後も参加を予定される方は、昼食をご用意ください。 

※会場は一宮海岸近くです。お席も駐車場も十分にご用意してあります。 

※大学を退職後、海辺のアーティストとして活動中の秋山先生の作品展示もございます。 

 

◆公益財団法人 水産無脊椎動物研究所  

設立 25 周年記念シンポジウム 「無脊椎動物に心はあるか？」 

日時：10月 20日（日）14:00～17:00（開場 13:30） 

会場：東京大学伊藤国際学術研究センター 

  （伊藤謝恩ホール B2階）東京都文京区本郷 7-3-1 

定員：300名（申し込み先着順） 

参加費：1000円 

主催：公益財団法人 水産無脊椎動物研究所 

★申し込み：「参加申込」と記入の上、氏名・年齢・性別を書いて 

下記まで。高校生以上の方に限ります。 

FAX 03-3354-5599 メールmiya@officemiya.co.jp 

 

プログラム 

1部 14:00～ 写真とトーク 40分 

 中村征夫の世界「神秘的な海の生き物」中村征夫氏 

2部 14:45～ パネルディスカッション 90分 

 （１）「干潟のカニが示す知的な社会行動」和田恵次 氏（奈良女子大学研究院自然科学系教授） 

 （２）「イカの心を読む」池田謙 氏（琉球大学理学部教授） 

 （３）「ダンゴムシに心はあるか？」森山徹 氏（信州大学繊維学部助教）  

  

 

◆第 69 回 海のトークセッション「海と生きる森ともよばれるマングローブ林」 

ゲストスピーカー： 馬場繁幸（国際マングローブ生態系協会）、井上智美（国立環境研究所） 

海と生きる森とも呼ばれるマングローブ林をテーマに、国際マングローブ生態系協会でマングローブ生

態系の保全・管理、持続可能な利用に貢献するための研究、啓蒙活動などを行っている馬場繁幸さんと、

国立環境研究所でマングローブの生理学的研究をされている井上智美さんにお話しいただきます。 

http://www.u-tokyo.ac.jp/ext01/iirc/
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日時：11月 12日（火）19：00～20：30（18：30受付開始） 

会場：モンベル渋谷店 5Fサロン 

定員：40名（最少催行人員 15名） 

参加費：800円 

★申し込み：OWSホームページから 

 

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

 

 

 

 

 

 

クラゲの瀬戸臨海実験所“北浜”への漂着 

 

 京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”に 12 種

の大型クラゲが打ち上がることが小生の定量

的な研究結果から分かった。その内、多数の

個体がしばしば打ち上がったのは、春から夏

にかけて、港湾ではおなじみのミズクラゲと

アカクラゲである。外洋に面した田辺湾には、

21 年前（1992 年）に小生が赴任した頃、ア

カクラゲは全く見られなかったから、最近の

出現は驚きである。アカクラゲはもともと瀬

戸内海などの内海に多かったが、近年、田辺

湾が内海化し、この結果、漂着するクラゲの

メインメニューにアカクラゲが取って代わる

という現象が起こったのだろう。 

 アカクラゲは「ハクションクラゲ」とも呼

ばれる。これは真田幸村がアカクラゲを粉に

して敵に投げつけ、くしゃみをおこさせた故

事から名づけられた。戦国時代、既にわが国

ではアカクラゲが多数群れており、刺胞毒の

効果も認識されていたのだろう。アカクラゲ

は傘に特徴的な赤黒色のしまが一定数見られ

るので、「連隊旗クラゲ」とも呼ばれたこと

http://www.ows-npo.org/activity/ts/index.html
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があった。アカクラゲという特徴のない名前より、これらの和名の方が言い得て妙だろう。 

 

図．“北浜”に漂着したアカクラゲ 

 

直接変態するオキクラゲ 

 “北浜”に打ち上がる大型クラゲとしてオキクラゲがいる。紫色をした直径 5cmほどの鉢クラゲで、

アカクラゲやミズクラゲの親類筋である。オキクラゲは地中海では海水浴客をいたく刺すことで知られ、

欧州ではこの種に関する研究集会がよく開かれている。しかし、日本ではオキクラゲが群生すること自

体まれなのか、刺傷の報告例はほとんどない。名の通り沖にいて、黒潮に乗って外洋を旅している変わ

り種である。 

 オキクラゲには鉢クラゲが通常持っているポリプ時代がなく、プラヌラ幼生が海中でそのままエフィ

ラに変態する。沿岸には付着しないが、このような性質をもったプランクトンはまとめて「終生プラン

クトン」と呼ばれる。春一番が吹く頃に吹き寄せられて、岸に打ち上がった新鮮な紫色のオキクラゲか

らプラヌラを採取すると、小さなシャーレの中でも、数日以内にエフィラに変わっていく姿が観察でき

る。それぞれの住み場所に応じて己を巧みに変えて生き抜く素晴らしさと不思議さが詰まっているクラ

ゲである。 

 

「青いクラゲ」の打ち上げ 

 南紀白浜の秋（9～11月）はクラゲ類の打ち上げが最も少なくなる季節だが、2003 年の秋は違った。

11 月になっても再びギンカクラゲやカツオノエボシが漂着する一方で，なぜかカツオノカンムリは全体

的に少数になってしまった。カツオノエボシの方は、20 年ほど前のようにまた個体数がこの頃から増え

始めたのかもしれない。しかし、再び近年ではめったに打ち上がらなくなった。これら 3 種のクラゲの

青みを帯びた姿を見るたびに、「せっかく大洋を長旅してきたのに、こんなところで無残にも朽ち果てて

しまうとは」と、哀れな気持ちになる。せめて臨海実習用の標本に、と“北浜”から集める日々が続い

ている。 

 

ハナガサクラゲの漂着 

 “北浜”に打ちあがる大型のヒドロクラゲには、プランクトンネットをいくら曳いてもとれない種が

この他にもいくつも含まれている。ハナガサクラゲはヒドロクラゲとしては大型で、直径 10cm ほどに

なる。この種の漂着数はたいへん少ないが、口柄が 2つある珍しい個体も打ち上がったことがある。 

 水族館でハナガサクラゲの長期の飼育展示ができれば、人気者になるほど美しく、カラフルなクラゲ

である。しかし、どのようなポリプからどのようにクラゲができて、どこで成長しているのか不明なま

まだ。ヒドロクラゲたちの種の多くは生活史の解明が待たれている。 
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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！  

 

7．編集後記 

 長崎県の大村湾漁協が黒なまこ石鹸を開発し販売しています。ナマコ好きの私は、大阪「海遊館」の

近くの「天保山マーケットプレース」の女子トイレで広告を見て、店舗に駆け付けました。黒光りする

立派な石鹸でした。しかし、どういうわけか店内が韓流スターの写真だらけ。店員さんにワケを尋ねた

ら、ナマコからの連想で客にカタツムリ化粧品を求められ、その輸入をきっかけに韓国グッズを置くよ

うになったとのこと。面白い話が聞けました。黒なまこ石鹸は 1個 2500円。結構な高級品であります。

パンフレットによると、ナマコの乾燥工程に従事する女性の肌がきれいなことに気付いた漁協が、2年か

けて開発して 2009年に発売したそうです。収益の一部で稚ナマコを放流して、資源保護にも配慮してい

るとか。沖縄産のなまこ石鹸を使ったことがあり、今度の使い心地も楽しみです。ナマコのセラミドと

サポニン成分が乾燥肌に良いのです。シャンプーとして使うと、抜け毛防止に良いという話もあります。 

 海底に転がるナマコひとつ見ても、こうして食用にも美容にも医療？にも役立ち、経済的価値も高い。

現在の生物種の絶滅はかつてないスピードだと聞きますが、二度と戻らない種をごっそりと失う代償は、

予想以上に大きいのではないでしょうか。（ちよ） 

 

 

 

そういえば、カタツムリも最近めっきり見かけなくなりました。 

夏休みに房総半島の畑道で久しぶりに会えて、懐かしかったです。
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 これまで 8回に分けて掲載してきました立川賢一さんの「タツノオトシゴの切手コレクション」は、

今回が最終回です。貴重で興味深いコレクションを提供いただいた立川さんには、心よりお礼申し上げ

ます。今後も、さまざまな海の生き物の切手コレクションをご提供いただく予定ですので、ぜひご期待

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。年会費は個人 2,000円、団体 20,000円。

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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