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「今月の海の生き物」

リュウキュウノウサンゴ

Platygyra ryukyuensis

石サンゴ目キクメイシ科ノウサンゴ属の一種。奄美大島以南の熱帯・亜熱帯海域の大潮の干
潮時には干上がるようなごく浅い海底にふつうに見られる。群体は淡褐色もしくは緑褐色で
塊状・半球状を呈し、干上がるような浅い場所に生息する場合は、成長するにつれて上部の
ポリプが死亡して、周辺のポリプだけが生き残るいわゆるマイクロアトール（微小型環礁）
を作るようになる。昼間はボール状に見えるが、夜になるとポリプが開いて触手を伸ばす。
通常の触手のほかに、スイーパー触手という長い触手を持ち、周りの隣接するサンゴを攻撃
して殺すこともある。近縁種にシナノウサンゴ Platygyra sinensis が知られるが、骨格の
谷状の部
分がリュ
ウキュウ
ノウサン
ゴよりも
やや長い。

（沖縄島
備瀬にて
西平守孝
氏撮影）
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2 月 1 日（土）のフォーラムのお知らせ
海の生き物を守るフォーラム

「海の自然保護

最前線

～海の生き物を守れない日本のシステム～」
海の生き物を守る会では、来年2月1日に日本自然保護協会との共催として、以下の要領で、
海の生き物を守るための有効な日本の海洋保護区設定に向けての日本政府の取り組みの現状
と、保護区の設定と拡大に向けた各地の取り組み、今後の運動の発展について議論するため
のフォーラムを開催します。多くの方々の参加により、日本の海洋保護区の拡大と有効性を
追求し、現在の海洋環境への取り組みについて、話し合いをしたいと思います。ぜひともご
出席の上、議論に参加していただければ幸いです。

日時：2014年2月1日（土）13:00~16:30
会場：モンベル品川館

3F 会議室（東京都港区高輪 4-8-4 モンベル高輪ビル 1 階）
TEL 03-6866-7501

FAX 03-6866-7502

アクセス 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
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プログラム：
1. 日本における海洋保護区の現状・・・・志村智子（日本自然保護協会）
2. 重要海域の選定とその問題点・・・・・向井 宏（海の生き物を守る会）
3. 日本の水産業と海洋保護区・・・・・・勝川俊雄（予定）（三重大学）
4. 沖縄辺野古と海洋保護・・・・・・・・安部真理子（日本自然保護協会）
5. 海岸利用者が望む海洋保護区・・・・・田中雄二（表浜ネットワーク）
パネルディスカッション
コーディネーター：井田徹治（共同通信）
参加費：500円（資料代）
主催：海の生き物を守る会、日本自然保護協会
★参加申し込み：1月30日までに下記のアドレスに申し込んでください。
hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp (向井)

2月1日「海の生き物を守る会」総会のお知らせ
2014年の総会は、2月1日（土）のフォーラム「海の自然保護 最前線」の終了後、会場のモ
ンベル品川店地下のレストラン「モンベルカフェ ハーヴェテラス」で夕食をとりながら行
います。懇親会も兼ねて行いますので、会員の方、入会希望の方、総会を参観したい方など、
ぜひご参加ください。大歓迎いたします。

ジュゴンスタディ・ツアーへのお誘い
海の生き物を守る会では以下の要領で2014年のジュゴンスタディ・ツアーを計画しています。
参加希望の方は、詳細について右記にお問い合わせください。hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp

日時：2014年2月21日（金）～3月1日（土）※一部だけの参加も可
場所：フィリピン、ミンダナオ島マリタ市およびマティ市
費用：往復航空券は、各自で負担してください。ダバオ空港集合です（航空券はこちらでま
とめて購入することも可能です）。現地での移動、船の借料、食事3食分、宿泊費を含めて、
中6日分で5万円くらい（おそらく5万円以下）が必要です。事前の支払いは不要です。
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日程：（予定です。途中の変更があるかもしれません）
2月21日＝日本→マニラ→ダバオ（泊）
2月22日＝ダバオ→マリタ市
2月22日～24日＝マリタ市ニューアルガオでジュゴン観察および海草調査
2月25日＝マリタ市→ダバオ市→マティ市（バンで移動）
26日～27日＝プハダ湾およびダヒカン海岸でジュゴン観察および海草調査（ボート利用）
2月28日＝マティ市→ダバオ市（泊）
3月1日＝ダバオ市→マニラ市→日本
ツアーは、東京大学生産技術研究所の望月さんと向井の行うジュゴンと海草の調査に同行
するものです。潜水調査もありますので、SCUBA 潜水の経験者（ライセンス保持者）も歓
迎します。潜水ができない人はジュゴン観察に専念できます。ジュゴンは潜水で観察するこ
とはほぼ不可能です。陸上からの観察になります。
現地ミンダナオはフィリピンでも紛争地として外務省から要注意地に指定されていますが、
現地の大学関係者によるサポートが保証されており、これまでの10年間の調査では問題が起
こったことはありません。ただし、100％安全とは言えませんので、華美な服装を控え、巨
額の現金を持ち歩かないなどに注意し、自己責任で参加をお願いします。

来年の「海の生き物を守る会」の活動予定
3 月～8 月 各地で講演会＋観察会を予定しています。予定地は、北海道（6 月下旬～7 月上旬を予定）
、
関東（湘南）
、関西（明石・白浜）
、山口などです。実施希望の場所や講師があれば、ご一報ください。

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 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」
4

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

◎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
向井 宏
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

川辺のカルガモ。冬は海でも観察される。
（福島県白河市の谷津田川にて

瀬戸内千代撮影）

5

2．ヨウジウオ科 切手コレクション（10） 立川賢一
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【東北】
なぎさは、海のかなたから訪れる神が、まず足跡をしるす場所であった
……谷川健一著「神は細部に宿り給う」より
●政府が巨大防潮堤計画を見直し
政府は、東北全体に最大 15m の巨大防潮堤を建設する計画について、地元の意見を入れて見直すことを
発表した。気仙沼をはじめとして、多くの地域で地元の意向を無視した一方的な建設計画に異論が噴出
したことから、自民党の中でも疑問が上がり、見直しをすることになったものだ。安倍昭恵首相夫人が
巨大防潮堤に反対の意向を示したことも自民党の中では考慮されたという見方もある。しかし、問題は
これから。それぞれの県でも計画の抜本的な見直しが必要である。巨大防潮堤で日本のなぎさが無くな
らないよう、運動を続けなければならない。何はともあれ、海の生き物を守るために、これまでの巨大
な壁の一部が崩れたことを喜びたい。

●湾口防潮堤の堤高を下げるよう提言

気仙沼「復興まちづくり協議会」

宮城県気仙沼市の内湾地区「復興まちづくり協議会」は、湾口防波堤を建設して、防潮堤の計画高 5.2m
を 3.8m に下げることを提言した。提言によると、堤防の上に水圧を感じて無動力で立ち上がる高さ 1m
のフラップゲートを敷設することによって、計画よりも防潮堤の高さを 3.8m に下げることができ、津波
襲来時には 4.8m の防潮堤に匹敵するものとなる。一方、湾口防波堤の建設は、気仙沼市が難色を示して
おり、気仙沼市では湾口防波堤を無くして防潮堤高を下げられないか検討を続けている。

●長距離自然歩道「みちのく潮風トレイル」が一部開通
環境省は、三陸復興国立公園の一環として計画している長距離自然歩道「みちのく潮風トレイル」の八
戸市から相馬市のうちの一部、八戸市～久慈市の約 100km を開通させ、八戸市の蕪島（かぶしま）で開
通式を行った。このルートは、蕪島を起点とし、海岸沿いを南下、種差海岸（たねさしかいがん）を通
った後、内陸部へ入り、階上岳（はしかみだけ）山頂を通り洋野町（ひろのちょう）で再び海沿いのコ
ースとなって久慈市の小袖海岸を通る。地元では地域活性化につなげようともくろんでいるが、国立公
園が景観のみならず生物多様性の保全を目的にしていることを十分周知させる必要がある。

【関東】
●ザトウクジラの骨を発掘

館山

2010 年 1 月に漂着したザトウクジラを埋めた千葉県館山市の沖ノ島で、掘り起こし作業が行われた。体
長 9.6m の若い雌の鯨で、当時、科学的な測定のあと、砂浜に深さ 1m の穴を掘って埋めていた。掘り出
したザトウクジラの全身骨格は、沖縄県名護市の名護博物館に譲渡され、現在展示しているマッコウク
ジラの骨格標本とともに展示される予定になっている。
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【中部】
●気比の松原で松葉掻き

白砂青松の浜を取り戻す運動

福井県敦賀市の気比海岸の松原は名勝として知られ、日本三大松原の一つと数えられているが、近年に
なって手入れが行き届かず、松葉が地面に蓄積するなどして土壌の富栄養化が進み、樹勢が衰え、松く
い虫による枯死も増えている。気比の松原の保全に取り組む市民団体「気比の松原 100 年構想推進連絡
協議会」が呼びかけて、松葉掻きが行われた。約 200 人の市民が参加して、2 ヘクタールからトラック 7
台分の松葉を除去した。この活動は今回が初めての試みで、今後年 2 回くらいの頻度で行うという。

【中国】
●スナメリの観察で渡船利用者が増加

周防大島

山口県周防大島町の沖 6km にある前島と大島町久賀港を結ぶ渡船の乗客が今年急激に増加した。2012
年 10 月から 13 年 9 月までの 1 年間にこの渡船を利用した人は 5287 人で、前年と比べて 1690 人の増加
となった。これは、周防大島観光協会が「スナメリが見られるかも」と、手軽なクルージングとして売
り込んだのが原因で、人気が高まったらしい。渡船は 1 日 3 往復。往復 40 分で運賃は 540 円とクルージ
ングとしては手頃で気安く利用できるのが人気を呼ぶ理由のようだ。広島や関西方面から親子連れやカ
ップルや、女子旅が目立って増えたという。スナメリの観察確率は発表されていない。

【九州】
●混迷する諫早問題

農家と漁業者の対立は本質ではない
農水省の姿勢が有明海を殺している

今年 11 月 12 日に長崎地裁は、諫早干拓地の農家などが行った諫早干拓事業の潮受け堤防排水門の開
門調査差し止め訴訟で、原告の主張を認め、開門調査を差し止める仮処分判決をした。これにより、福
岡高裁で確定した開門調査を求める判決と矛盾する判決が出されたことになる。しかし、国は仮処分判
決のあと、開門調査を行うかどうかの態度を表明していない。福岡高裁の確定判決では、12 月 20 日を
期限として開門調査が求められている。混迷する裁判所の判断と行政をよそに、諫早干拓によって悪化
した有明海の環境は、回復への道筋が見えないまま、さらに悪化が進むことになる。一刻も早い回復へ
の対応が求められている。
なぜこんなことになったのか。そのことを考える前に、その後の動きについて簡単にまとめてみよう。
国は、開門に反対する長崎県と、一刻も早く開門せよとする佐賀県、そして国の 3 者で話し合うこと
を提案した。佐賀県知事は話し合いに応じる意向を示しているが、長崎県知事は、話し合いをする前提
として、国が開門調査を見直すことを表明することを要求して、話し合いを拒否している。
長崎地裁は、農家の開門差し止め仮処分を認めたうえで、漁業者を訴える意向があるかどうかを原告
側に聞いた。原告側では、地裁の回答期限 12 月 5 日を延期するよう求めた。原告の弁護士は、「提訴す
れば、本来責任を持つべき国が高みの見物をし、住民同士が争うことになってしまう」として、結論を
保留し、国の判断を見極める姿勢を示している。一方、開門を求めている漁業者側弁護団では、国が長
崎地裁の仮処分決定に早急に異議申し立てをするよう農水省に要求した。そのうえで、12 月 20 日の開
門期限を過ぎても国が開門調査に踏み切らない場合は、国に制裁金を科す「間接強制」を 12 月 24 日に
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佐賀地裁に申し立てる方針を示した。これに対して、農水省は「間接強制」は猶予してもらいたいと求
めた。弁護団長の馬奈木弁護士は、「国が開門しないで済む方法を考えようとするから混迷を深める」
と批判した。
漁業者側の馬奈木弁護団長が述べたように、このような行政と司法の混迷を深めた原因は、これまで
の硬直した公共事業の在り方に一切の反省をせず、いまだに農水省の責任を認めない国の姿勢にある。
無駄な公共事業の典型と言われた国立諫早干拓事業は、計画から 30 年もたって、農業政策をめぐる経済
政策や環境政策の考え方が大きく転換した後も、農水省は最初の計画に執着し続けた。その農水省の基
本的な姿勢は、民主党政権の菅首相が福岡高裁の判決を受け入れた後も、ほとんど変わっておらず、諫
早干拓事業が有明海の環境を悪化したことをいまだに認めようとしていない。そのために、開拓農家側
の開門差し止め訴訟においても、国は漁業被害との関係を主張しなかった。長崎地裁の判決は、国の姿
勢を反映し、漁業被害や有明海の環境への影響をまったく考慮しないまま、農家側の主張を丸呑みした
決定を下した。これは、いわば国がわざと負けたと言ってよい裁判だった。農水省は、いまだに排水門
の開門調査をしたくないのだ。この農水省の姿勢こそ、農家も漁業者も糾弾する必要がある。
有明海を死の海から回復させるのは、まず、諫早湾を生き返らせるところから始めなければならない。
時を逸したら、回復させるのは長い長い時間を要することになる。一刻も早く始めなければならない。

【沖縄】
●「環境保全は実質的に不可能」

辺野古埋め立てで県環境生活部

沖縄県環境生活部は、米軍普天間基地の移転先として辺野古沖の埋め立て申請が出されている問題で、
政府の埋め立て申請について、「周辺の生活、自然環境の保全への懸念が払拭できない」との意見を沖
縄県土木建築部へ提出した。その中では沖縄防衛局が示した保全措置については、科学的客観的にその
不備や疑問点を厳しく指摘しており、「不可能」という言葉を使ってはいないが、環境保全は実質的に
不可能と主張しているに等しい。指摘した点は、ジュゴン、ウミガメ、埋め立て土砂、航空機騒音など
18 項目 48 件に上る。辺野古が所属する名護市の稲嶺進市長は、すでに移転に「断固反対」を表明し、
埋め立てを承認しないよう意見書を知事に提出している。沖縄県土木建築部では、これらの意見書をも
とに、埋め立てに使う土砂の運搬や埋め立てにおいて心配されている外来種への対策などについて、4 度
目の質問書を沖縄防衛局に出した。仲井真弘多知事は、防衛局の回答を待つため、埋め立て申請に対す
る決定は 12 月中旬以降になるとしている。名護市長選挙の前に結論を出そうと自民党政府は画策してい
るようだ。

「環境保全や災害防止が十分に配慮されていない場合は、知事は免許を与えてはならない」
（公有水面埋立法）

●石垣島川平湾にクジラが迷入
珍しいクジラが沖縄県石垣市川平の川平湾底地ビーチに迷い込んだ。地元のマリンレジャーのスタッフ
やボランティア団体「イルカ＆クジラ救援プロジェクト」が協力して、何度も陸へ漂着しそうになるク
ジラを苦労して沖合へ誘導した。クジラは珍しい種類のコマッコウかオガワコマッコウと思われ、研究
者でも見る機会の少ない希少種だという。クジラはサメに追われて逃げ込んだと思われ、体に 10 カ所以
上のサメに襲われたと思われる傷が見られた。
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【東北】
◆「自然環境再生のための藻場調査（第 4 回）」調査協力者募集
OWS は今年度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、藻場の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。
10 月と 11 月の調査が荒天のため延期となりましたので、次回調査を下記日程で実施することになりま
した。ご都合のつく方は是非ご協力ください。
調査実施日：2013 年 12 月 14 日（土）～15 日（日）
開催場所：宮城県石巻市狐崎浜（ビーチエントリー）
集合：新宿駅西口集合

14 日正午

参加資格：ダイビング経験 30 本以上
参加費：無料（往復交通費・宿泊費・潜水費用・保険代含む）※食事代のみ自己負担
募集人数：5 名
問い合わせ：詳細は OWS 事務局まで E-mail かお電話にてお問い合わせください
※E-mail：info@ows-npo.org / TEL:03-6432-9917
過去の調査の様子は ⇒ http://ows.seesaa.net/category/14090621-1.html

【関東】
◆「海藻 海の森のふしぎ」展

開催中

海藻の美しく多様で多彩なその魅力と不思議を、標本や明治時代の海藻原画や写真、その他貴重な資料
約 320 点を通して紹介する展示会を LIXIL（リクシル）が開催している。神戸大学内海域環境教育研究
センター、国立科学博物館、名古屋大学博物館、北海道大学理学研究院に加えて、海藻おしば作家の野
田三千代さん（海の生き物を守る会会員）が協力。野田さん制作の海藻アクリル・ガラス標本も展示。
会場：LIXIL ギャラリー（東京都中央区京橋 3-6-18 ギャラリー1）
期間：2014 年 2 月 22 日（土）まで。水曜と 12 月 28 日～1 月 5 日は休館。
時間：10：00～18：00
入場：無料

※6～7 月に LIXIL ギャラリー大阪会場で開催された展示会の巡回展です

関連企画講演会

海藻のふしぎな世界を知る！「海藻学から標本作りまで」

講師：北山太樹（国立科学博物館植物研究部

研究主幹）

日時：2014 年 1 月 23 日（木）18：30～20：00
会場：AGC STUDIO（展示会場から徒歩 1 分、京橋 2-5-18 京橋創生館 2F）、定員：80 名 入場：無料
★申し込み：ホームページ参照
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【近畿】
◆海の生き物に関係した実験や体験
日時：2013 年 12 月 22 日 13:00〜17:00
場所：大阪府環境情報プラザ（JR・地下鉄中央線「森ノ宮」から 5 分）
参加費：大人 300 円、子ども 200 円
内容：ことしの観察会を振り返り、海の生き物に関係した実験や体験を行います。例えば、１．チリモ
ンさがし、２．ミニ海草おしば、３．煮干しの解剖、４．微小貝さがし、５．貝殻工作

などいろいろ

予定しています。お楽しみ会のあとは、おとなの方とスタッフでお話を！ お気軽にお越しください。

『海藻ハンドブック』横浜 康継 (著)
単行本: 100 ページ
出版社: 文一総合出版 (2013/11/25)
100 ページのハンドブックながら日本の浜辺
で普通に見られる海藻 150 種が美しい写真入り
で網羅されている。
分類群ごとの図鑑のような並び方ではなく、
潮間帯、潮だまり、春の磯、海面下、深所から打
ち上げられる漂着海藻など、実際に観察できる場
所や時期別に紹介されているのが特徴。ジャンパ
ーのポケットに入るくらいのサイズで、とても軽
いので、海辺を歩きながら海藻の名前を調べるの
にもってこいである。
著者がセンター長を務めていた筑波大学下田
臨海実験センターの周辺で著者自身が撮影した海
藻写真が数多く収録されている。
また、大学退官後に過ごした宮城県南三陸町
で津波をかぶった施設から救われた貴重なスライ
ドフィルムの写真も各章の扉を飾っている。
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ツノクラゲの保身術
2004 年 1 月 28 日正午、白浜町瀬戸漁港の湾奥部に約 100 個体ほどの大形のクラゲ類が風と波浪で吹
き寄せられていた。4 種の外洋性のクシクラゲ類を中心に、内湾性のクラゲ類も含め、計 7 種の中にアカ
ホシカブトクラゲの 3 個体も見つかった。アカホシカブトクラゲはクシクラゲ類の 1 種で、瀬戸漁港で
1964 年 1 月 6 日に採集された 2 個体をもとに、京都大学瀬戸臨海実験所の時岡隆先生が同年に新種記載
した。それ以降、この種の正式な分類学的な記録はこれだけである。
アカホシカブトクラゲの口の両側に張り出した捕食器官がある。それは袖状突起で、その周辺に名前
の由来となった赤色の斑点がいくつも規則的に並んでいる。今回採取した個体では 3～10 個の斑点が見
られた。この数は、白浜付近の個体ではばらついている。赤い斑点部を顕微鏡で拡大して調べると、油
滴のようなものが集合しているように見える。その正体や機能などの詳細は不明である。アカホシクラ
ゲの体をつついても色のついた液体を赤い斑点部から体外に噴射することもしなかった。
クシクラゲ類は発光することでよく知られた分類群である。研究室へ持ち帰ったアカホシカブトクラ
ゲはどの部分が発光するか、夜が更けるのを待ってピンセットで優しくタッチしてみた。残念ながら発
光しなかった。ほかに持ち帰ったツノクラゲ、オビクラゲ、ウリクラゲも同様に刺激してみた。いずれ
も発光しなかった。みな、波と風にもまれて弱っていたせいだろう。これでは捕食者からの保身は無理
であろう。
今回のクシクラゲの中で最も大形
だったのはツノクラゲで、大人の手
の平サイズもあった。穏やかな漁港
内で体をよく開いて収縮時の数倍の
大きさに広がっていた。ツノクラゲ
は口側あるいは反口側から見るとＨ
状になって、体長の数倍ほど伸ばし
た４本の長い触手を波打つようにく
ねらせている。寄ってくる餌を捕ろ
うとする体勢なのだ。その名が示す
通り、体中に無数の突起を生やして
いる。角（つの）というがジェリー
質で、特別堅いということはない。この角をハリやピンセットの先でつつくと、如意棒のように瞬間的
に伸びる。天敵が体に触れた瞬間、多数の如意棒を突き出せば驚いて退散するからであろう。でも硬く
ないので敵に触れることはご法度であろう。
図. 体中から「角」を突き出したツノクラゲ（クシクラゲ類）。陰影にも多数の角の存在が確認できる
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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
娘と神奈川県の一色海岸を歩きました。葉山の御用邸の近く
でゴミもなく快適な海辺です。「鬼の洗濯板」といえば宮崎県
の青島が有名ですが、ここも岩場の一部が、波状に盛り上がっ
た独特の地形をしていました。
「葉山スコリア」と呼ぶそうです。スコリア（火山噴出物）
と軟らかな泥岩とが、まるでミルフィーユのように交互に重な
った地層が隆起して波に洗われスコリアだけが残ってギザギザ
に……。小学生なりに壮大な地球のドラマを感じたようです。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

News!
当会代表の向井先生が、11 月末で京都大学を退官されました（パチパチパチパチ！！）。「これから
は『うみひるも』に力を注げる」とおっしゃっています。嬉しいですね。ますますご期待ください！
（ちよ）
しばらく配信をお休みしていました「うみひるも」、今年最後となる 130 号をお届けします。来年か
らは、海の生き物を守る会の活動は馬の如く飛躍したいと考えています。さっそく 2 月 1 日にはフォー
ラムを開催します。みなさんのご協力をお願いし、よいお年をお迎えになるよう、お祈りします。（宏）
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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
♪
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。

メールマガジン『うみひるも』第 130 号
2013 年 12 月 11 日発行
発行「海の生き物を守る会」代表 向井 宏
編集：瀬戸内 千代
〒606-8413 京都市左京区浄土寺下馬場町 69 番地
TEL&FAX:075-741-6281 メールアドレス：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
ホームページ URL：http://e-amco.com/
銀行口座：ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－６６７３０２１

海の生き物を守る会
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