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「今月の海の生き物」 エラブウミヘビ Laticauda semifasciata  

脊椎動物門爬虫目コブラ科に属する。主として熱帯・亜熱帯の浅い海中に生活し、写真のよ

うに、岩の隙間などに頭を突っ込んで、そこに棲む小魚や甲殻類を食べている。夜行性の動

物で、昼間は海洋の表面、海岸の洞窟などで休息していることが多い。きわめて強力な毒、

エラブトキシンを持ち、その殺傷能力はハブの 70-80倍の強さと言われる。しかし、性格は

穏健でよほどのことが

無い限り噛みつくこと

はない。横縞の黄色と

黒の段だら模様を持っ

て、一見して分かるが、

老成するとこの横縞が

目立たなくなってくる。

沖縄では、エラブーと

称して、干して琉球料

理に使う。 

 

（沖縄県西表島にて 

向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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◆ジュゴンスタディ・ツアー報告会（第 4回ジュゴン連続学習会） 

日時：5 月 11 日（土）14:00～16:00 

場所：大阪ドーンセンターセミナー室 

報告：正阿彌崇子・向井 宏  

主催：海の生き物を守る会、ジュゴン保護キャンペーンセンター（SDCC） 

参加費：500 円、学生 200 円       ※詳細は 3 ページ 

◆砂浜海岸生物調査研修会 江ノ島で開催 

今年の砂浜海岸生物調査研修会は、以下の要領で開催します。ふるってご参加ください。 

日時：5 月 17 日（土）10:00～14:00 

場所：江ノ島（藤沢市） 神奈川県立かながわ女性センターおよび近くの砂浜 

   江の島 1－11－1 電話 0466-27-2111 江ノ島電鉄江ノ島駅、湘南モノレール湘南江の島駅 徒歩 20 分  

講師：向井 宏「砂浜海岸生物調査の意義とその方法」 

砂浜海岸生物調査の研修 指導は、向井 宏 ※参加申し込み受付中！ 詳細は 4 ページ 

◆紀伊白浜で講演会・海岸自然観察会 

日時：5 月 31 日（土）10:00～14:00 

場所：京都大学瀬戸臨海実験所および前浜（和歌山県白浜町瀬戸）  

講師：朝倉 彰（京都大学教授）「ヤドカリ類の多彩な生態」 

   佐藤正典（鹿児島大学教授）「ゴカイから見た有明海・諫早湾問題」 

磯と浜辺の観察会 指導は、久保田信京都大学准教授 ※参加申し込み受付中！ とくに、



3 

宿泊希望者は早めにお申し込みを！ 詳細は 5 ページ 

◆ミニコンサートも 北海道で講演会 

日時：7 月 12 日（土）13:00～16:00 

講演会＋ミニコンサート＋観察会 （北海道）          ※詳細未定 
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京都大学臨海実験所講義室 
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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 残り１部 

 

◎「愛知ターゲットガイド」みんなで守ろう！地球といのちの 20 の約束 

国際自然保護連合日本委員会刊 （2014 年 2 月） 1 部のみ 

 

◎向井 宏 論文 別刷り   

「陸域―沿岸域統合系における藻場生態系」月刊「海洋」2005 残り些少 

「海域・海洋保護区の効果と現状」 環境情報科学 2009 残り些少 

「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」海洋理工学会誌 2009 余部あり 

「干潟・藻場の再生事業：その問題点」 地球環境 2011 余部あり 

 

◎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 残り 4 部 

 向井 宏 「同 第三章 厚岸町の動物」 同 2012 年 残り 4 部 

 向井 宏 「同 第四章 厚岸町の植物」 同 2012 年 残り 4 部 

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（15） 立川賢一 
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【北海道】 

●室蘭港で重油 800リットルが海へ漏洩 

3 月 24日午前 4時 45分頃、室蘭港の JX日鉱日石エネルギー室蘭製油所から「重油が海に漏洩した」と

いう報告が室蘭海上保安部にあった。C重油約 800リットルが漏洩したとみられ、同製油所が回収を行

っている。船に重油を積み込む際のパイプにひびが入っていて漏洩したと思われる。火災の発生はない。

海上保安部によると、オイルフェンスによる対策で、重油は室蘭港外には出ていないという。同製油所

は、3月末で閉鎖の予定で、最後の原油タンカーへの給油だったという。 

 

●石狩湾新港でニシンの群来（くき）を観察 

北海道石狩市の石狩湾新港で、ニシンの群来（くき）が見られた。群来とは、ニシンが集団で押し寄せ、

雄の放精によって海水が白く濁る現象を指す。かつては北海道の多くの浜で見られたニシンの群来だが、

乱獲などが原因でニシンが姿を消して以来、群来を見ることもきわめて少なくなっている。近年小規模

ながらニシンの群来が観察されることがときどきあり、ニシン個体群の復活が近いのではないかと期待

をする向きもあるが、かつてのニシンの復活にはほど遠い資源量である。ちなみに、今回見られたニシ

ンの群来があった石狩新港の船だまりでは、群来の後、漁網やコンブ類に多くのニシンの卵が産卵され

ているのが確認されている。地元の漁師も、群来を見るのは初めてという人も多く、たくさんの市民が

漁港で海を眺めていた。 

 

【東北】 

●地上タンクからまた汚染水が漏洩 2月には約 100トン 

東京電力福島第一原発から、汚染水の漏洩が止まらない。2月には、地上タンクから高濃度汚染水が約

100 トン漏れ出した。その結果、タンクの海側に掘った観測用井戸で、放射性トリチウムが 1リットル

あたり 4600ベクレル検出された。前日の 410 ベクレルから 10倍以上に急上昇した。また、東電は、別

の 2基の貯水タンクの外側で非常に高い空間線量を確認した。β（ベータ）線はそれぞれ毎時 150ミリシ

ーベルト、40ミリシーベルトと非常に高線量で、東電によるとタンクの高濃度汚染水がにじみ出た可能

性があるとしている。急ごしらえの貯水タンクは劣化が進み、これからも高濃度汚染水が漏洩し続ける

可能性は高く、それらのほとんどは海へ漏出し続けることになる。 

 

【中部】 

●ウミネコが大量死 珠洲市海岸 

石川県珠洲市三崎町小泊の海岸で、3月 20日に大量のウミネコが死亡しているのが発見された。珠洲市

では 238羽を回収し、鳥インフルエンザの検査をした後、埋め立てた。鳥インフルエンザの検査では陰

性だったが、その死因は不明のままである。となりの富山県でもウミネコの死骸がまとまって発見され
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ている。石川県では、2001 年にオオミズナギドリの大量死が見られたが、検査の結果、ほとんどが餓死

だったとされた。ウミネコの場合は、餓死する条件が見当たらず、何らかの有害物質を取り込んだ可能

性が考えられている。 

 

【四国】 

●吉野川河口で潮干狩りを解禁 

徳島県吉野川の河口では、昨年 4月以来、ヤマトシジミなどの資源量が急減したことから、吉野川漁業

協同組合連合会は、全面的に潮干狩りを禁止してきたが、今年は資源量が回復しているとして、4月 1

日から潮干狩りを解禁することになった。しかし、今後とも資源量の回復を図るために、組合員の漁獲

量を制限したり、潮干狩り客から協力金の負担を求めたり、12mm以下のシジミの漁獲を禁止するなど

のルールを作って、今年から適用することとしている。潮干狩りができるのは、第十堰から名田橋下流

2km までの範囲。 

 

【九州】 

●有明海の漁業者らが開門を要求して海上デモ 「宝の海を返せ」 

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県の 4県の有明海で漁業を行う漁業者らが、諫早干拓事業の潮受け堤防

の開門を要求して、約 100隻の漁船を連ねて海上デモを敢行した。開門調査をめぐって、2010年に福岡

高裁が開門調査を行うようにとの判決が確定しているが、その実施限度を 3ヶ月過ぎても開門調査が行

われる気配もない。海上デモの船は、潮受け堤防の前に整列し、堤防上で集会を行っていた人たちと抗

議の声を上げた。 

 

●「海のミステリーサークル」フグが作っていた！ 

鹿児島県奄美大島の沖合で、海底の砂地に作られる美しい円形模様について、これまで謎の「ミステリ

ーサークル」と呼ばれていたが、

千葉県立中央博物館の川瀬裕司研

究員らが、フグの新種と見られる

魚が巣作りを行う過程で作られる

ことを明らかにした。研究者たち

も魚がこれほど緻密で美しい造形

を作ることに驚いている。研究者

らの研究によると、このシッポウ

フグによく似たフグは、雄がひれ

を器用に使って中心に向かって溝

を掘り進む作業をさまざまな角度

から繰り返し、最後に中心部分の

砂をならして貝殻などのかけらで
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飾り付けて仕上げる。円の直径は約 2m。仕上げるまでに約 1週間かかるという。季節は 6～7月。水深

20~30m の砂地に巣作りをする。この巣をどのように使って繁殖行動を行うかについては、まだ分かっ

ていない。 

 

【沖縄】 

●名護市議会が県知事に抗議声明 辺野古沖埋め立て承認の根拠を示せ 

沖縄県名護市議会は、米軍普天間基地の代替え施設建設を辺野古の公有水面埋め立てで対応しようとす

る日本政府の埋め立て申請に対して、沖縄県知事が「基準に適合する」として承認した根拠を示すよう、

意見書を提出することを賛成多数で可決した。同時に、意見書には、稲嶺市長名で市議会が提出した市

長意見は一顧だにされなかったことと指摘し、市民の声や市長意見を無視して埋め立てを承認したこと

に抗議した。 

 

●石垣島沖のノコギリエイ 「世界の巨大生物」に紹介 

沖縄県石垣市沖で約 40年前に釣り上げられた体長約 5mのノコギリエイの標本が、4月に出版予定の『世

界の巨大生物図鑑』（双葉社）に紹介されることになった。このノコギリエイは、1975 年に石垣沖で約 4

時間の格闘の末に釣り上げ、サバニに上げられず、港まで曳いて帰ったという。現在恩納村のホテルに

展示されている。 

 

【世界】  

●日本の「調査捕鯨」は研究を目的としていない 国際司法裁が判決 

オーストラリア・ニュージーランド政府の提訴を受けて、日本の調査捕鯨について審査していた国際司

法裁判所は、3月 31日に判決を下した。判決によると、日本政府が行っている調査捕鯨は、研究目的で

行っているとは認められないとし、中止を命令した。これが意味するところは、オーストラリア政府の

主張しているように、日本の調査捕鯨は調査と言う名のもとに行われている商業捕鯨であると認めたこ

とで、国際捕鯨委員会が例外措置として認めている研究のための調査捕鯨とは認めないということにな

る。この判決は、日本政府の南氷洋での「調査捕鯨」を実質禁止することになるだろう。１4ページに引

用したように「持続的な捕鯨」が世界の同意を得ているという、時代遅れの強弁を日本政府がとり続け

ている限り、日本の立場は孤立するばかりである。すみやかにクジラを殺さずに生態を調査する方法に

切り替えるべきで、鯨類の正常な個体群の維持のためにできることを考えなければいけない。 

 

※以下 3件は一般社団法人サイエンス・メディア・センター提供。「」内は引用 

●クジラの潜水記録 

「南カルフォルニア沿岸のクジラの一種※1 が 2時間以上息をとめ、3000mの潜水を行うことがわかり、

あらゆるほ乳動物の持つ潜水記録を更新した※2。衛星とリンクしたタグを 8頭のクジラに取り付け、位

置や潜水の情報を取得、判明したものである。3月 26日付の PLOS ONEに掲載された」 
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編注 ※1 アカボウクジラ (Ziphius cavirostris)    

    ※2 「ナショナルジオグラフィック公式日本語サイト」の 3月 28日付のニュースが大変参考になります 

       http://www.nationalgeographic.co.jp/news/news_article.php?file_id=20140328001 

 

●メキシコ湾原油流出事故の現場の海水にさらした魚に異常 

「アメリカとオーストラリアの研究チームは、2010年のメキシコ湾原油流出事故現場から採取した海水

に魚をさらす実験を行った。その結果、不整脈や循環系の異常、心臓周りの体液の増量など、心臓の欠

陥がみられた。自然界においても同じ事が起きている可能性が高いという。3月 25日の PNASに掲載さ

れた」 

 

●海面上昇は 3 年で 1cm 仏の研究チームが発表 

「フランスの研究チームは、自然変動を補正した上で、海面が過去 10年間に 3年に 1cmの割合で上昇

していたと発表した。この先 10年も同様の割合で上昇するという。3月 24日付の Nature Climate 

Changeに掲載された」 

 

 

 

 

 

【関東】 

◆鎌倉の海を守る会 第 13 回 磯の自然観察会 

砂浜から続く天然の磯を歩いて海の生物を観察します。 

日時：6月 18日（土）10: 00～12:30 ※雨天中止 

場所：鎌倉（神奈川県）稲村ガ崎海岸テント集合 

対象：子供から大人まで（小学校 3年生以下は保護者と一緒にご参加ください） 

持ち物：筆記用具、軍手、濡れてよい靴、帽子、タオル、軽食＆飲み物 

約束：「生き物等を持ち帰らない」「できるだけ自分の跡を残さない」 

参加費：500円（保険料を含む）※当日、現地で支払い。保護者・付き添いも参加費が必要 

募集人数：20名※環境保護の観点から、先着順とさせていただきます。当日の申込受付は行いません。 

★申込方法：参加者全員（保護者含む）の氏名、年齢、性別、電話番号、住所を記載し下記にメールを。 

            鎌海事務局 kamaumi.info@gmail.com 

 

【中部】 

◆神子元島の造礁サンゴ探索調査 ～スクーバダイビングによる調査 

造礁サンゴ探索調査を待望の伊豆半島神子元島で実施します。この海域に生息するサンゴ種・生息数・

mailto:kamaumi.info@gmail.com
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サイズなどを調べます。調査が初めての方でもご参加いただけます。 

日程： 5月 11日（日）※前泊が必要 

場所：神子元島（静岡県下田市） 

集合：前日 5月 10日（土）22:00までに宿（ダイビングサービス＆宿泊施設「神子元ハンマーズ」）へ 

〒415-0152 静岡県賀茂郡南伊豆町湊 353-6 TEL/FAX：0558-62-4105 

参加条件：50本以上のダイビング経験とボートダイビングの経験者 

参加費：2万円 ※2ボートダイビング費・保険料・朝食付き宿泊費含む 往復交通費・昼食代は別途 

募集人数：6名（海況に問題がなければ、催行は確定しています） 

★申込方法：電話(OWS事務局 03-6432-9917)  

※お申し込み後のキャンセルについては当法人の規定に基づきキャンセル料をいただく場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四国】 

◆4月の豊島ゼミ 

3 月の豊島（てしま）ゼミはお天気にめぐまれ、無事に開講することができました。海風は冷たかったも

のの、ミモザが咲いて春の景色です。産廃現場へ続く未舗装の途中に、山吹色の花が咲いています。そ

の先には、記念植樹のオリーブ畑。人の手がはいった一角と、反対側の荒れた土地は対称的です。 

豊島事件を語り継ぐ砂川三男さん（85）は、この場面を次のように話します。「安藤忠雄先生、建築家の

あの人が豊島へ協力してくれまして、中坊弁護士と一緒に瀬戸内海の島へ 100万本のオリーブを植えよ

うというので“オリーブ基金”というのを創設してくれました。それに、ユニクロの柳井社長が協力し

てくれまして、ユニクロの店頭には“瀬戸内オリーブ基金”箱というものがあります。それで 2億 8千

万ほど金を寄せてくれまして、今緑化しております」 

豊島の春を、ぜひ体感してください。産業廃棄物の処理がどこまで進んで、住民がどのように今日へと

進めてきたか、当事者から聞く豊島ゼミ。4月も開講します。 （Text:コーディネーター 山下ナミ） 

 

日時：4月 19日（土）10：00集合、12：30 解散 

集合・解散場所：豊島 家浦港桟橋（香川県小豆郡土庄町豊島家浦） 

MEMO   神子元島（みこもとしま） 

伊豆半島南部の静岡県下田市の沖、下田港から南へ約 11キロメートル、石廊崎からは東南東へ約

9キロメートル離れた太平洋上にある島である。下田市に属する無人島で、静岡県の最南端にあた

る。面積は約 0.1平方キロメートル、最長部の長さは約 400 メートル、最高点の標高は 32 メートル。

形成された時期は定かではないが、元々は伊豆半島の一部であったものが周囲の沈下により島に

なったと考えられており、本土からも近いことから伊豆諸島には含めないのが普通である。（中略）世

界歴史的灯台百選にも選ばれた神子元島灯台を擁する島として名高い。   ――Wikipediaより 

http://www.mikomoto.com/
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参加費：2000円 （資料代、バス代、ガイド料：全て住民会議の経費） 

★申し込み方法：参加者名と電話番号（当日連絡がとれる携帯番号など） を明記の上 4月 17日（木）

までに NPO法人アーキペラゴ 087-811-7707  info@archipelago.or.jp にご連絡ください。 

 

※ 高松港発 9：07の高速艇が便利です。宇野港からの直近の便は 8：55着になりますので、 

  家浦港の豊島交流センター等でお待ちください。 

※ 帰りは家浦港 15：10発→高松港 16：00 着、家浦港 17：20発→高松港 17：55 着があります。 

※ 事情により講師が代わる場合もありますことをご了承ください。 

※ 高松-豊島のアクセスはこちらをご参考にどうぞ。 

※豊島に前泊されたい方は民泊がおすすめです。 

 

【九州】 

◆和白海岸探鳥会 

和白干潟は博多湾の東部、和白海域（約 300ha）にある面積約 80ha の砂質干潟です。 

日時： 4月 13日（日）9:00～12:00 

場所： JR香椎線「和白」駅前公園 9:00集合 

参加費：野鳥の会会員 100円、一般：300円 

持ち物：観察用具（ある人） 

主催：日本野鳥の会 福岡 

連絡先：092-606-0012（山本） 

 

 

http://2future.sakura.ne.jp/teshima/access.html
http://www.teshima-web.jp/minpaku/list.html
http://www.bing.com/images/search?q=%e7%84%a1%e6%96%99+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%b4%a0%e6%9d%90%e3%80%80%e6%b5%b7&qpvt=%e7%84%a1%e6%96%99+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%b4%a0%e6%9d%90%e3%80%80%e6%b5%b7&FORM=IGRE#view=detail&id=5C630310F2FFDE7BC4DDAEEB12D0F39635B25982&selectedIndex=3
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●「Bryde's Whales and the Upper Gulf of Thailand」（ニタリクジラとシャム湾北部） 

pp.208, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand (2014)  

 

 タイ国東側のシャム湾の北半分に棲む海

の生き物の写真集。出版は、タイ国自然資

源環境省。海岸や海の自然と生物資源の利

用を海の自然保全を強調しながら編集して

いる。中でもシャム湾北部で生息するニタ

リクジラの個体識別を行いながらホエール

ウオッチングを楽しむ写真が圧巻である。

この写真を見ると、こそこそと捕鯨を続け

ているため、堂々と鯨の観察と保全を訴え

られない日本政府の立場が滑稽に見える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMO   捕鯨を続ける日本政府の立場とは？ 

水産庁はホームページ内に「捕鯨の部屋」というサイトを設け、その見解を表明しています。「鯨問題に関

するよくある質問と答え」では、「Q5：どうして世界の世論に反して捕鯨を行うのか？」という質問を自ら取り

上げて、それに下記のように答えています。激しく長く賛否両論が続く捕鯨問題。知らんぷりは禁物です。 

「鯨類の持続的利用は世界の多くの国が支持する考え方であり、反捕鯨は世界の世論では決してあ

りません。国際捕鯨委員会（IWC）においても、加盟国の半数近くが鯨類の持続的利用に賛成して

おり、2006 年の年次会合では、持続的利用支持国が反捕鯨国を上回りました。 

また、そもそも国際捕鯨取締条約は鯨類の持続的利用をその目的としており、この条約に基づき、

国際捕鯨委員会（IWC）が設立されています。適切な資源管理の下、豊富な資源量を有する鯨種・

系群について持続的に利用することは、元来認められていることなのです」 ――水産庁 HP より 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/
http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/w_faq/faq.html
http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/w_faq/faq.html
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図. 和歌山県白浜町番所崎で 2013年 7月に採取し

たフリソデミドリガイの生体 

 

南方系のフリソデミドリガイの発見 

 奇抜な衣装と形と色彩のウミウシ類は、尽きることのない変異を示し、ファンも多い。そのひとつ、

フリソデミドリガイは南方系の後鰓類である。主に奄美諸島以南の熱帯太平洋に分布し、各種多数出版

されているウミウシ図鑑にも掲載されていることが多い。 

 和歌山県白浜町沿岸では半世紀以上も前から後鰓類の分類学的研究がよくなされており、約 110種以

上が記録されている。ところが、本種は、勿論、見つかっていなかった。しかし、昨年、1個体ではある

が、白浜町沿岸で偶然発見された。 

 この初記録は、ビギナーズ・ラックかもしれな

い。2013 年 7月 8日、白浜町番所崎（京都大学

瀬戸臨海実験所のすぐ近く）の磯で生体が採集さ

れた。小生が担当する大阪市立大学の動物系統分

類学実習の折で、採集の際に実習生の一人が発見

した。 

 海ブドウのような緑藻類のフサイワヅタ上に

うずくまっていた。本種はフサイワヅタにとけ込

んでいる姿形だった。体全体が黄緑色で、海藻そ

っくりである。じっとしているといるのがわから

ない。体をよく伸ばすと、和名の通りの 2対の振

袖状になった側足がはっきりわかった。このスマ

ートな側足には短い枝のようなものが複数あり、

なぜかピンク色をしていた。そして、側足と尾に

は小さな突起が多数ある。カムフラージュに役立

っているのだろう。 
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 ウミウシは巻貝類であるので、背面には、その名残である 1個の貝殻を背負って丸くふっくら膨らん

でいた。そして、そこの部分には青く細い複数の縦線が美しく走っていた。体を針などで刺激すると、

側足を広げて反応を示した。しかし、白い汁は出さなかった。使いきっていたのだろうか？  

 1カ月ほど飼育したが、死亡した。だんだんと自然に朽ちてゆく軟体部に貝殻が見え始めた。そこから

取り出した貝殻は、長さ 4.7 mm、幅 3 mmで、白色だった。その貝殻の殻口は大きく、二枚貝の殻の一

つの様に見えた。 

 

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 

 今号はクジラの話題がいくつか出てきました。捕鯨については、敢えて政府の言い分も少し掲載して

みました。気候変動の話にしても、エネルギー問題にしても、同意見の人とだけ話したり沈黙してしま

うのがラクチンなのですが、一番の早道は、思いやりや歩み寄りの心で両論を知っていくことなのかな、

と感じています。というわけで、どんなご意見でも結構ですので今号はお休みした新コーナー「みんな

の広場」に是非コメントをお寄せください。お待ちしています。（ちよ） 

 

新しい年度が始まり、懸案となっているいくつかの問題が、少しずつ決着をつける時期が近づいている。

辺野古の海を埋め立てて、米軍基地を作る日本政府は、今年度にもボーリング調査を終えて、埋め立て

着工を目指している。辺野古の海を守るには、名護市長の「陸にも海にも基地はいらない」という立場

を後押しなければならない。そして今年中に沖縄県知事選挙が行われる。辺野古に基地を作らせないた

mailto:hirumo@live.jp?subject=「ういひるも」投稿
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めに、基地反対の知事を選び出そう。もう一つ、上関原発建設予定地の埋め立て許可の延長申請が出さ

れたまま、山口県知事が交代した。新知事は、この 4月にも延長申請をどう扱うか決めなければならな

い。もはや新しい原発を日本に作ることを住民は望んでいない。埋め立てをきっぱり拒否する新知事の

英断を願う。そして司法の判断が出されたはずなのに、諫早干拓事業の潮受け堤防開門は、いまだ先行

きが不透明なままだ。どの問題も知事の将来を見据えた判断が要求されている。自治体首長の選挙の重

要性がいまさらのごとく海の自然と共に生きる私たちの願いに直結していることを思う。投票率の低さ

を嘆いている場合ではない。（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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