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「今月の海の生き物」 ジュゴン Dugong dugon  

ジュゴンは、沖縄防衛局の調査によると、日本ではもはや 3頭程度しか生息していないとさ

れている、絶滅に瀕した海産哺乳類である。沖縄では辺野古の米軍基地建設が実行されたら、

おそらく

絶滅する

だろうと

いわれて

いる。イ

ンド・太

平洋の熱

帯地方に

のみ生息

し、オー

ストラリ

アでは多

いが、東

南アジア

では、餌

となる海

草藻場が

減少し、

ジュゴン

も減少が著しい。しかし、バヌアツではいくつかの島でジュゴンが見られる。この写真は、

ヘリコプターから撮影された写真である。 

（バヌアツ共和国にて   土山裕誉氏撮影） 

http://www.e-amco.com/
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「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

ルに「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。 

～～”～～”～～”～～”～～”～～”～～”～～”～～”～～”～～”～～”～～”～～”～～”～～”～～”～～ 

第 2回ジュゴン勉強会に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。前号に続いて 2作目です 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp


3 

 

     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 1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 

 

◎沖縄のジュゴン保護のために確保すべき生息環境についてのヒアリング及び文献

調査 

2005年 北限のジュゴンを見守る会 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．ヨウジウオ科 切手コレクション（9） 立川賢一 

 

 

 

 

※タツノオトシゴ編に続き、同じくヨウジウオ科の魚たちを（16）までご紹介します。 
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【東北】 

●ウミミドリが 50 年ぶりに復活 松川浦湿地 

福島県相馬市の松川浦で、東日本大震災の津波の後に、福島県が希少動植物保護のために設定した松川

浦大洲地区南側の「保全区域」に、県のレッド・データブックで絶滅危惧 1 類に指定されている湿地植

物の「ウミミドリ」が生育しているのが発見された。福島県ではかつて数カ所でウミミドリが生育して

いたが、護岸工事などによって震災前にすべて消滅し、県内から姿を消していた。松川浦もかつて生育

していたところだが、今回の発見は約 50年ぶりの確認になる。津波被災地では、各地で希少な植物や昆

虫などが復活しているのが知られているが、海岸復旧工事や防潮堤建設などによって、復活した希少な

生物が再び消滅している。松川浦の「保全区域」のような対応が必要だ。 

 

●海水から 2.6 ベクレル以下 汚染水漏洩で県の調査 

福島県では、東電福島第一原発で、地上タンクの周囲に作られた「堰」から高濃度の放射性物質を含む

汚染水があふれたこと、また原発 5、6号機取水口付近のシルトフェンスが 9月末に破損したことなどを

踏まえて、緊急海水モニタリングを実施し、結果を発表した。それによると、南放水口付近、北放水口

付近、取水口付近、沖合 2km、大熊町の熊川沖 2km、双葉町の沖 2km の 6地点で海水を採取し、測定

した結果、トリチウムやセシウムなどの放射性物質の濃度は最大で 2.6 ベクレル/リットルであった。県

では、「今年度の測定値の範囲内で、特別な影響は考えにくい」としている。つまり、もう十分汚染さ

れているから、少々汚染されても、海への影響はよく分からないということなのか。 

 

●排水溝から 14 万ベクレル ストロンチウムなど高濃度 

東電福島第一原発の高濃度汚染水を貯蔵している地上タンク群から、汚染水が漏れ出す事故が続いてい

るが、東電は 10 月 23 日、その近くの排水溝の水から、ストロンチウムなどベータ線を放出する放射性

物質が 5万 9000ベクレル/リットルの高濃度で検出されたと報告した。前日に報告した 3万 4000ベクレ

ルよりもさらに高濃度となった。さらに翌日には、14 万ベクレルに達した。これは、高濃度汚染水の漏

洩がいまだに続いていることを示している。この高濃度汚染水は、排水溝を通じて海へ流れていること

が推測される。ストロンチウム 90 を原発から排出できる法定基準は、30 ベクレルと決められている。

東電は排水溝の下流を土のうでせき止めて海への流出を防いでいると言っているが、土のうで放射性物

質の海への流出が防げるとは思えない。「完全にコントロールできている」と首相が言うことの事実は

これである。 

 

【中部】 

●北限のサンゴ 順調に成長 OWS の調査で判明 

NPO法人「OWS」が静岡県西伊豆町の安良里沖で、北限に生育するエンタクミドリイシというテーブル

状サンゴの調査を 2008年から継続して行っている。今年は 6回目で、毎回同じ地点でサンゴの成長を記
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録しており、その結果、一年で 2~3cm 順調に成長を続けていることが分かった。場所は、水深 18m の

海底。国立環境研究所の研究員によると、日本沿岸のサンゴの生息域は、毎年 14km の速度で北上して

いるという。温暖化の影響はここにも現れている。 

 

【近畿】 

●グンバイヒルガオが群生 串本町の海岸 

和歌山県串本町 くじの川 の橋杭（はしぐい）海水浴場で、グンバイヒルガオが群生しているのが発見

された。グンバイヒルガオは、日本では四国や九州の南部以南、琉球列島の海岸に生育する砂浜植物で、

美しいヒルガオに似たピンク色の花を咲かせる。本

州の海岸では時たま漂着するのが見つかるが、普通

越冬できず冬に枯れてしまう。3 年ほど前に和歌山

県白浜町の海岸に一本だけグンバイヒルガオが自生

しているのが発見され話題になった。串本町で見つ

かったグンバイヒルガオは、数十株が 10m 以上に

渡って群生しており、越冬して花も咲かせていると

考えられる。紀南地方で花を咲かせるのは珍しい。

これも温暖化現象の一つと考えられる。 

 

グンバイヒルガオ （沖縄） 

 

【中国】 

●海藻が大量に枯死 山口県日本海側沿岸 

山口県の日本海側から島根県益田市や浜田市沖にかけて、藻場のアラメやカジメ・クロメなどの海藻が

大量に枯れて、海岸に打ち上げられている。付近の海底は海藻藻場が磯焼け状態になっている。暑さが

激しかった今年の水温上昇が原因と考えられている。今年は 8月下旬に、一帯で水温が 30度前後まで上

昇したことが記録されている。海藻は一般に一年生であるが、アラメ・カジメは数年の寿命を持つので、

この時期にすべてが枯れることはない。近年の磯焼けの大きな原因は、水温の上昇に伴うウニや亜熱帯

性の草食魚の北上によって、海藻が食べられて起こる。今回の磯焼けは、水温の上昇が直接海藻を枯ら

したものと思われ、温暖化が直接的に悪影響を与えるほどになってきたことが心配される。山口県では、

漁業関係者を集めて対策連絡会議を開き、隣県から海藻を投入したり、ウニの駆除を行うなどの対策に

乗り出す予定。 

 

●祝島漁協総会開かれず 3 度目 

中国電力が山口県上関町に建設予定の上関原発に対して上関漁協（旧）に支払われた漁業補償金のうち、

受け取りを拒否している祝島支部の漁業者に、祝島分を配分する案を支部総会を開いて決めてしまい漁

業者に配分を強行して、漁業権放棄を認めさせようという山口県漁協は、これまで台風の影響と祝島島
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民の体を張った抵抗によって、2 度とも総会を開くことができなかった。この度 10 月 17 日に祝島支部

総会を開くことを一方的に祝島の組合員に通告して、3度目の総会を試みたが、前日になって場所を予約

し忘れていたという理由で、突然延期を申し入れてきた。このため、三度（みたび）総会は開かれず、

祝島漁民が強く反対している補償金の受け取りを決めることはできなかった。山口県漁協は、今後も同

じようなやり方で、祝島の組合員が補償金を受け取るよう、さまざまな手段を弄してくると思われる。

しかし、祝島の組合員だけではなく、島民たちは、上関原発の建設を決して認めない強い決意で、県の

漁協を島に上がらせぬとの意志を固めている。 

 

【四国】 

●四万十でアオウミガメを保護 

高知県四万十市平野の海岸に、アオウミガメが一匹、漁網に絡まって生きたまま漂着した。近隣住民ら

が協力して漁網を取り除いたのち、海へ返した。アオウミガメがこのあたりの海岸に上陸することは非

常に珍しい。 

 

【九州】 

●三度 準備工事に入れず 国の諌早干拓開門調査 

長崎県諫早湾の干拓工事による潮受け堤防の締め切りが有明海の漁業に壊滅的な影響を与えたことから、

佐賀県などの漁業者が長期開門調査を行うよう申し立てた裁判で、福岡高裁は、5年間の長期開門調査を

国に命じた。開門調査を実施するために 3年の猶予期間を認めたが、その期限が今年 12月に迫っている。

国は、開門による干拓地農家への影響を最小限にするための準備工事を開始しようとしたが、干拓地の

営農家などの反対派が実力で工事を阻もうとしたため、3度目も工事に入れず断念した。一方、佐賀県と

長崎県の漁業者が国に開門を求めた長崎訴訟の控訴審が、同じ福岡高裁で開かれた。漁業者らは、原告、

国、長崎県の 3 者協議をすることを提案し、国は応じる構えを見せたが、長崎県側は「11 月 12 日に予

定されている農家の開門調査差し止め訴訟の長崎地裁の判決が出るまでは一切の協議に応じない」との

姿勢を貫いている。福岡高裁は長崎県側に、協議に入るかどうか 11月中旬までに返答するよう求めた。 

 

●ウナギの研究所を開設 

宮崎県美郷町で、廃校跡を利用したニホンウナギの研究・展示施設「国際うなぎ LABO」が、美郷町と

NPOセーフティ・ライフ＆リバー、東京大学総合博物館が共同で開設した。絶滅が心配されているニホ

ンウナギの親の育成と放流後の追跡にも取り組む。 

 

【沖縄】 

●辺野古海岸にウミガメが 6 回上陸していた 防衛局が情報を隠蔽 

米軍普天間基地の移転先として日米両政府が埋め立てを計画している沖縄県名護市の辺野古

海岸に、昨年 6 回ウミガメが上陸したと沖縄防衛局の未公表調査報告書に記載されていたこ
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とが判明した。上陸して産卵した可能性も高い。防衛局は、辺野古埋め立ての環境アセスで

は、辺野古海岸は「ウミガメの上陸や産卵に好適な場所ではない」としているが、実際は多

くのウミガメが産卵に訪れている。埋め立てや基地の建設でウミガメの生息に重要な場所が

失われることは歴然で、防衛局が自ら行った調査結果を公表しないのは、アセスの記述が嘘

であったことがバレては困るからなのだろう。沖縄県知事は、環境を守る立場からも、賢明

な判断をして欲しい。  

 

【全国】 

●釣り愛好家らが「反原発釣竿（つりざお）隊」を結成 

10月 13日に東京で開かれた反原発国会周辺抗議行動で、全国の釣り愛好家らによる「反原発釣竿隊」

が結成された。呼び掛けたのは 9条の会の渡辺政成さん。YouTubeで動画も公開中です。ぜひ一見を！  

 

 

 

【東北】 

◆第 1 回 アジア国立公園会議  

日時：11月 13日（水）～17日（日） 

場所：仙台国際センター（宮城県仙台市青葉区青葉山無番地）直通電話 022-265-2450 

主催：環境省、国際自然保護連合（IUCN） 

参加費：無料 

★専用ホームページから事前登録が必要。 

プログラム 

13日 16:00 開会式・基調講演（田部井淳子、武内和彦、アーネスト・エンカリン） 

    18:30 レセプション 

14日・15日 

 9:00～  全体会合・ポスターセッション・ワーキンググループセッション・サイドイベント 

16日  エクスカーション（三陸復興国立公園の現地見学） 

17日  全体会合 

※開会式・基調講演・全体会合は同時通訳付き 

 

サイドイベント（主催：NACS-J） 

How to promote biodiversity conservation by using Marine Protected Area 

～discussion based on examples～ 

日時：11月 15日（金）18:30～19:30 

場所：仙台国際センター（宮城県仙台市青葉区青葉山無番地）直通電話 022-265-2450 

http://youtu.be/4U2SRpe7WE0
http://www.sira.or.jp/icenter/
http://asia-parks.org/j/
http://www.sira.or.jp/icenter/
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★サイドイベントだけの参加は、事前申し込みは不要です。 

プログラム（予定） 

安部真理子：はじめに   

吉田正人：開会の挨拶（意義と現状） 

安部真理子：MPA提言書の概略 

向井 宏：海洋保護区と日本の取り組み 

清野聡子：現場の知見に基づく砂浜の連続性 

Bui Thi Thu Hien ：「The State of Vietnam’s MPAs: Feedback from MPA Managers」, IUCN Viet Nam Office 

向井 宏：まとめ、閉会挨拶 

司会：安部真理子 

※使用言語は英語です。通訳はありません。 

 

【関東】 

◆第 1 回 アジア国立公園会議開催記念国際シンポジウム「生態系を基盤とした防災・減災」 

日時：11月 12日（火）14:00-17:00 

会場：国連大学 ウ・タントホール（東京都渋谷区） 

主催：環境省、国連大学サステイナビリティと平和研究所（UNU-ISP) 

共催：国際自然保護連合（IUCN）、地球環境パートナーシッププラザ（GEOC） 

参加費：無料 

★申し込み：専用フォームから 

※「第 1回アジア国立公園会議」（11月 13日～17日、仙台）の先行イベント。詳細はこちら。  

※言語は日本語・英語（同時通訳付き）。 

 

アジアは、地震、津波、洪水、土砂崩れ、山火事等の自然災害が集中する地域です。これには、気象学

的要因や地質的要因に加え、人口増加や沿岸都市域の拡大、不適切な土地利用、生態系の劣化などが大

きな要因となっています。生態系を基盤とする防災・減災は、一般的に人工構造物に頼る対策に比べ、

整備・維持費用が安く、また景観向上や地域住民の生計への貢献などの副次的な便益が見込めますが、

アジア地域においても取り組みが十分に進んでいない分野であり、その効果的な活用は地域共通の課題

となっています。本シンポジウムでは、第 1 回アジア国立公園会議に参加するために来日した海外から

の有識者と東日本大震災の復興に携わった国内の有識者による基調講演とパネルディスカッションを通

じ、生態系を活用した防災・減災を進めるための課題と方向性を検討します。 

 

プログラム（予定） 

司会：渡辺綱男 （国連大学サステイナビリティと平和研究所 シニア・プログラム・コーディネーター、

地球環境パートナーシッププラザ（GEOC） コーディネーター） 

13:30開場 

14:00-14:10 開会挨拶 

http://unu-mc.org/civicrm/event/register?reset=1&id=150
http://www.geoc.jp/news/21411.html
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     ・環境省（未定） 

     ・チャン・シンチェン IUCN会長 

14:10-14:50 基調講演 

    ・武内和彦 国連大学上級副学長／中央環境審議会会長 

       「レジリエントな自然共生社会に向けて」（仮題） 

    ・トレバー・サンディス IUCN世界保護地域プログラム長 

       「いのちを支える保護地域の役割」（仮題） 

14:50-15:00 休憩 

15:00-17:00 パネルディスカッション「生態系を活用した防災・減災を進めるために」（仮題） 

コーディネーター：武内和彦 国連大学上級副学長／中央環境審議会会長 

パネリスト：    

 ・中静 透 東北大学大学院生命科学研究科教授 

 ・星野一昭 環境省 自然環境局長 

 ・松岡由紀 国連国際防災戦略事務局(UNISDR) 駐日代表 

 ・トレバー・サンディス IUCN世界保護地域プログラム長 

 ・ラディカ・ムルティ IUCN DRRプログラムコーディネーター 

 

◆「流域圏の物質輸送に関する実態評価の現状と課題」 

    ～陸域から内湾までを俯瞰的に理解する  

         第 4 回：漂流・着ゴミ－研究の最前線と今後の課題～ 

日時：12月 12日(木) 13:00 ～ 17:40 

場所：首都大学東京 秋葉原キャンパス（東京都千代田 区外神 1-18-13 秋葉原ダイビル 12階） 

主催：土木学会水工学委員会環境水理部会、水環境学会ノンポイント汚染研究委員会、土木学会海岸工

学委員会沿岸域研究連携推進小委員会  

定員：80名 

参加費：1500円 

★申し込み：事前に E-mailで首都大学東京 都市環境学部都市基盤環境コース横山研究室（担当：枡崎） 

masuzaki-yumiko@tmu.ac.jpまで。当日参加は定員となり次第締め切り。 

お問い合わせ：名古屋大学大学院環境学研究科 田代 喬（d42882a@cc.nagoya-u.ac.jp） 

 

本シンポジウムでは「流域圏の物質輸送」という観点から，漂流・漂着ゴミに関する最新の研究成果や

近年の震災・豪雨等の自然災害の経験から浮かび上がってきた課題と将来の方向性（研究、行政、市民

活動）について議論する．なお，本シンポジウムは「第一回：微細土砂」，「第二回：栄養塩・有機物」，

「第三回：がれき・放射性物質」と開催されており，今回で第四回を迎える．詳細はこちら. 

 

プログラム 

13:00～13:05 開会挨拶 角 哲也（環境水理部会長・京都大学） 

13:05～13:10 趣旨説明 日向博文（国総研） 

http://www.tmu.ac.jp/university/campus_guide/
mailto:masuzaki-yumiko@tmu.ac.jp
mailto:d42882a@cc.nagoya-u.ac.jp
http://www.jsce.or.jp/committee/hydraulic/kankyousuiri/_workshop/h25/docs/symposium2013.pdf
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PART１ 研究最前線－化学汚染 司会：赤松良久（山口大学）13:10～ 

☆「インターナショナルペレットウォッチ：化学汚染物質の輸送媒体としての海洋プラスチック」 高

田秀重（東京農工大） 

☆「化学汚染物質の輸送媒体としての漂流ゴミ／プラスチックごみ由来の重金属定量」 中島悦子（高

知県梼原町） 

PART２ 研究最前線－輸送動態 司会：横山勝英（首都大学東京）14:00～ 

☆「東アジア海域における海ゴミ輸送の実態」 加古真一郎（鹿児島大） 

☆「河川からの沿岸へのフラックス」 二瓶泰雄（東京理科大） 

☆「出水時における流木の発生～平成 24年 7月の九州北部豪雨について～」 矢野真一郎（九州大学） 

☆「海岸漂着ゴミの滞留時間と海岸清掃の効果」 片岡智哉（国総研） 

PART３ 今後の課題と方針 司会：日向博文（国総研）16:00～ 

☆「漂流漂着ゴミ対策－国内・国際的な視点から」 多田佐和子（環境省・海洋環境室） 

☆「広域的、地域的な視点からみた NGO/NPOが担う役割」 金子博（JEAN） 

☆「漂流漂着ゴミ対策－今後の研究の方向性」 磯辺篤彦（愛媛大） 

17:15～17:35 総合討論 

17:35～17:40 閉会挨拶 重松孝昌（大阪市立大学） 

 

●新作音楽劇「有明をわたる翼」 

有明海と諌早干拓問題を取り上げた音楽劇です。飯島明子さんのシナリオです。 

上演期日：12月 18日～22日 

場所：ザムザ阿佐谷（東京都杉並区）... 

チケットは前売り・当日ともに 4000円、学生 3000円（高校生以上は学生証をご提示ください） 

チケット前売りについて、また公演の時間については、11月 1日以降にお知らせします。 

https://readyfor.jp/projects/Hediste_japonica  

 

【中部】 

◆「浜名湖ラムサールシンポジウム ～宍道湖・中海に学ぶ『浜名湖のラムサール条約』」 

日時：11月 10日（日）13:00開場 13:15～17:00 

場所：アクトシティ浜松コングレスセンター5F （静岡県、JR浜松駅前） 

参加費：無料 

★申し込み：下記の申込書で 11月 5日締め切り 

プログラム 

基調講演「ラムサール条約と自然再生 ～宍道湖・中海の例にして～」 

國井秀伸（島根大学汽水域研究センター教授） ※詳細は次頁以降のちらし 

※前日には、現地見学ツアーもあります（参加費：500円、定員：30名、定員になり次第締め切り）。 

 

 

https://readyfor.jp/projects/Hediste_japonica
http://kankyo-hamanako.net/
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●浜名湖ラムサールシンポジウム 
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【近畿】 

◆海のふしぎ観察会 2013 第 9 回 貝がら拾いと貝がらあそび 

身近な海岸にたくさんの貝がらが落ちています。 

午後からは公民館で貝がら調べと貝がら遊びを行います。 

 

日時：11月 30日（土）10:00～15:00 小雨実施 

場所：大阪府阪南市尾崎海岸 南海電車尾崎駅改札前集合（10:00） 

対象：年齢制限無し（ただし、中学生以下は保護者同伴） 

定員：30名（メールで申し込み順） 

参加費：おとな 300円、こども 200円、家族 500円 

持ち物：弁当、水筒、帽子、貝殻を入れる容器や袋 

★申し込み：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「11/30観察会申込み」として umi@nature.or.jp宛メールで。折り返し参加可否を連絡します。 

最終申し込みは、11月 26日。 

問い合わせ：保全協会内「11月 30日海の観察会」係 06-6242-8720 

 

◆2013 年度勇魚会シンポジウム「海棲哺乳類の繁殖～育む命・育まれる命～」 

日時：12月 21日（土）‐22日（日） 

主催：勇魚会（海棲哺乳類の会） 

共催：神戸市立須磨海浜水族園、京都大学野生動物研究センター共同利用・共同研究拠点 

場所：神戸市立須磨海浜水族園内 3階 

参加費：会員→無料（入園料も無料）★入場時の混乱を避けるため、できる限り申し込みを。 

    非会員→ 一般：1,000円、学生：500円（入園料も含む）※申込締切以降一律 1,300円 

懇親会費： 会員→ 一般：3,000円、学生：2,500円 

       非会員→ 一般：3,500円、学生：3,000円 ※申込締切以降 500円加算 

★申し込み：専用フォームから。11月 30日（土）締め切り。 

※写真展作品、2日目の研究発表（口頭のみ）も同時に募集いたします。 

 

プログラム 

12月 21日（土）講演会 ※タイトルは仮題 

◇1部 飼育下における繁殖について 

「飼育下鯨類の人工繁殖に関する研究動向」吉岡 基 （三重大） 

「排泄物を用いたホルモン測定による飼育下海獣類の繁殖生理モニタリング」楠田 哲士（岐阜大） 

「内分泌学的手法を用いて飼育・野生鯨類の繁殖生理を調べる」船坂 徳子（太地町立くじらの博物館） 

「水族館における海棲哺乳類の繁殖と取組 ―鳥羽水族館を中心に―」古田 正美（鳥羽水） 

◇2部 野外における繁殖について 

「ミナミハンドウの繁殖生態―長期間の個体識別調査から―」小木 万布（御蔵島観光協会） 

mailto:umi@nature.or.jp
http://form1.fc2.com/form/?id=867171
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「クジラ胚の体外生産」福井 豊（北海道シープ・ブリーデイング・サービス） 

「野生下のアザラシの繁殖生態 ―わかりたいこととわかっていること―」小林 万里（東京農大） 

◇3部 モデル 

「IWCで利用されている鯨類資源管理方式と動態モデルについて ―再生産とその周辺―」北門 利英（海

洋大・IWC科学委員会議長） 

19:00- 懇親会 神戸市立須磨海浜水族園内 

 

12月 22日（日）一般口頭発表 ※発表者募集中 

 

5．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！  

 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。ごいっしょに講演会や観察

会をしたいと思われる団体からも提案をお受けします。 

 

 

6．編集後記 

 前号の編集後記でチラリと触れた黄色い殻のカタツムリ → 

なんと読者の方が、コハクオナジマイマイでは？と教えて 

くださいました。しかも「移入種ではない」「近年分布を 

北へ広げつつあり茨城県を北上中」といった情報まで……！ 

さすがは、うみひるもの読者さんです！ どうもありがとうございました。こういう色の種なのですね。 
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 自宅（さいたま市）付近では本当にほとんど見なくなったカタツムリですが、古い寺社などに出かけ

ると会えることがあります。あまり移動できない彼らは環境が壊されるとすぐいなくなると聞きました。

だから鎮守の森は、でんでん虫のためにも必要なのですね。生態系保護の観点から神社合祀に反対した

南方熊楠は、やはり正しかったと思います。都心に行くとビルと一体化した鳥居ばかりの神社がありま

すが、あんなのは熊楠さんが見たら驚き、あきれるでしょう。 

 そういえば、うっそうと庭木が茂っていた近所の一軒家には殻に筋の入った巨大なカタツムリが主の

ように居付いていました。雨のたびにその姿を目で探すのが楽しみでしたが、最近その家は壊されて、

もう豊かな緑も主の姿もありません。増税前の駆け込みなのか、近所はマンションの建築ラッシュです。

立派な庭のある古い家に限って次々と取り壊されます。電線の間から辛うじて眺めていた夕焼け空もま

すます小さくなって、カタツムリでなくても住みづらくなってきました。（ちよ） 

 

 今年もあと 2ヶ月。冬が近づいてきました。前回で終了した立川さんのタツノオトシゴ類切手コレク

ションに引き続いて、ヨウジウオ類の切手コレクションをお送りします。次回からは、シードラゴン類

です。お楽しみに。今回は、久保田信さんの白浜だよりはお休みです。「うみひるも」の次号配信は、

発行人の都合で、12月 10日頃とさせていただきます。今年の「うみひるも」は、次号 130号が最終と

なります。131号は来年の 1月 1日の新年号を予定しています。（宏） 
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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。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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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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