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「今月の海の生き物」 カスリモミジヒトデヤドリニナ Vireobalcis shoplandi   

軟体動物門腹足綱ハナゴウナ科に属する寄生性の巻貝の一種。広く熱帯太平洋に分布するカ

スリモミジガイというヒトデに特異的に外部寄生するので、本種の分布も宿主の分布とほぼ

同じである。ハナゴウナ科の巻貝は、

ヒトデ、ナマコ、ウニなどの棘皮動

物に寄生するものが多い。内部寄生

する種は、宿主の体液を吸うなどし

ているが、外部寄生の場合は、栄養

関係がはっきりしない場合が多い。

本種は、外部寄生であるが、栄養を

宿主のカスリモミジガイから得て

いるかどうかは、はっきりしない。

単に付着しているだけかもしれな

い。宿主のカスリモミジガイがデト

ライタス（有機物残渣）を食べてい

ると考えられるので、本種は、宿主

が集めたデトライタスのおこぼれ

を食べているのかもしれない。もっ

と研究が必要である。 

（沖縄県石垣島川平湾にて 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） 

今年 2 月末に行われたジュゴン・スタディツアーの報告会を、5 月 11 日（日）14:00 から 16:00 まで、

大阪市のドーンセンターセミナー室で、ジュゴン保護キャンペーンセンター（SDCC）と開催しました。

SDCC の行事としては、第 4 回ジュゴン連続学習会となります。報告は、海の生き物を守る会代表の向

井宏からこれまでのジュゴン研究の経過とジュゴン・スタディツアーを始めてからの経緯を話し、今年

スタディツアーに参加した正阿彌崇子さんが、今年のジュゴン調査前半のできごとを、写真を使って説

明し、感想を述べました。後半については、向井宏が今年の調査についての説明を行いました。 

前半、ジュ

ゴンを間近

で見られた

今回のツア

ーは、後半

でも例年の

ように頻度

高くジュゴ

ンを観察す

ることがで

きて、幸運

でした。ま

た、今回の

調査では、

ジュゴン・スタディツアーの報告会で報告する向井宏代表 
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マティとマリタという二つの地域で、住民

や学生を交えたジュゴンの保護についての

話し合いが行われ、日本とは異なる住民参

加のありように考えさせられるものがあり

ました。報告会は、予想を超える 27名の参

加があり、盛況でした。  

 

 SDCC 作成の人気の「ジュゴン帽子」をかぶっ

て記念撮影も！ 

 

◆ 5 月 31 日 講演会・観察会を紀伊白浜で  

日時：5 月 31 日（土） 

   10:00～14:00 

場所：瀬戸 

  （和歌山県白浜町） 

  京都大学瀬戸臨海 

  実験所および前浜 

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 

 

参加費：無料 

※講演会は、瀬戸臨海実験所セミナーを兼ねています。 
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100 カ所を今年の目標に 

海の生き物を守る会では、今年度、「パタゴニア」から助成金をいただき、これまで進めてきた全国の

砂浜海岸生物調査をさらに強力に実施していきます。また、年度内にこれまで皆様から寄せられた砂浜

海岸生物調査を集大成して、中間報告書を作成します。危機的な状況が続いている砂浜とその周辺に棲

む生き物のために、日本の砂浜を取り戻そうと計画された調査です。調査は誰にでもできる方法で計画

されていますので、少しでも多くの人が少しでも多くの海岸でこの調査に参加していだけるようお願い

いたします。ご協力いただける方には、方法と調査報告用紙をメールでお送りいたします。当会のホー

ムページには、PDFファイルで報告用紙も掲載しています。  

これまでに会員や非会員の皆さまから112枚の調査票が寄せられ、全国81カ所の砂浜で調査が行われ

ました。全国の砂浜調査にするには、まだまだ多くの海岸での調査が必要です。すでに調査された海岸

のうち、四国について、以下に緑のマークで示しました。四国では、西海岸がまだほとんど調査されて

いません。ぜひとも皆さまのご協力をお願いします。 

 

現在まで 112 枚 

81 カ所を調査 

http://e-amco.com/wp-content/uploads/2013/05/note.pdf
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まだ調査が1カ所も行われていないのは、秋田、山形、岩手、福島、茨城、東京、新潟、富山、石川、

鳥取、島根、岡山、広島、長崎、佐賀、熊本の都県です。ぜひご協力をお願いいたします。 同じ海岸

でも季節が違えば、また同じ季節でも気候が違えば、結果が異なります。いつでも、どんなときでも調

査はできます。一度、ホームページから調査マニュアルをぜひお読みください。 

 

◆7 月 13 日に北海道で講演会・ミニコンサート「海を語り海を歌う集い」 

世界自然遺産になっている知床半島は、陸と海のつながりが評価されたものです。しかし、知床半島をし

のぐ自然豊かな場所が北方四島です。ロシアになって保護区の管理が十分行われなくなっている四島と

多くの人間の利用によって危惧される知床半島の自然をどのように守っていけばいいでしょうか。 

 

環境省から発表された重要海域の情報とこれから設定されるべき海洋保護区について考え、海の歌で心

を癒やされてみましょう。多くの方のご来場をお待ちしています。 

 

日時：7 月 13 日（日） 

      13:00～16:00 

場所：厚岸町情報館２F 

     （JR 厚岸駅前） 

講演： 

「どう守る？ 

     北方四島の自然」  

本間浩昭（毎日新聞記者） 

「海の生き物を守る仕掛け－ 

   海洋保護区」  

向井 宏（海の生き物を守 

  る会代表） 

ミニコンサート： 

「江藤ゆう子 海と愛を歌う」 

江藤ゆう子（歌手） 

 

http://e-amco.com/research
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2．イカとタコ 切手コレクション（2）   立川賢一 
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【中部】 

●設楽ダム建設にゴーサイン 国土交通省 

国土交通省は、民主党政権時代に凍結された公共事業を、再検証として次々再開させている。その一環

で、愛知県設楽町に建設計画のある豊川支流の設楽ダムを再開させることを決めた。治水・利水の効果

やコスト面でダム建設が必要と判断した中部地方整備局の評価結果を追認したもので、2020年度完成

を目指す。しかし、再検証の時間がかかったことから、完成は大幅に遅れる見込み。環境省が過去に実

施した三河湾の埋め立てによる予測調査では、豊川河口の干潟が三河湾のアサリの再生産に不可欠とさ

れており、設楽ダム建設で河口の干潟に大きな悪影響を与えることが予測される。 

再検証とされた全国で 83カ所のダム工事のうち、中止となったのは 20カ所のみ。44 カ所のダムが再

開となった。残り 19カ所は検証作業を進めている。先のことを考えない安倍政権の経済対策の目玉と

して、無駄なだけではなく環境に有害な公共事業が次々と復活している。自民党は、民主党政権で決め

たものはすべてひっくり返すと言っており、人々の真摯なこれまでの議論を無視するアベノミクスは、

将来に禍根を残すことになるだろう。 

【近畿】 

●太地町から捕鯨船が初出漁 

和歌山県太地町の小型沿岸捕鯨が 5月 5日、初出漁した。この日出漁したのは、捕鯨船「正和丸」。太

地沖 28km付近で 1日クジラの群れを探索したが、結局この日はクジラを見つけることはできなかっ

た。捕鯨漁は、8月末まで許可されている。小型沿岸捕鯨は、国際捕鯨委員会（IWC）の規制外のた

め、日本では太地町や女川町、釧路市など 5 カ所で行われている。対象種は、マゴンドウ、オキゴンド

ウ、ツチクジラなど。 

【九州】 

●マツクイムシの被害わずかに 

国の特別名勝に指定されている佐賀県唐津市の虹ノ松原で、「マツクイムシの被害箇所総点検」が行われ

た。虹ノ松原の松を守るために 20年前から行われているもので、地元ボランティアや行政関係者ら約 50

名が分担して調査した。今年の被害木は 5本だけで、過去 20年間でもっとも少なかった。昨年は 6本だ

った。一時の被害と比べて大幅に減少している。マツクイムシ被害対策は、マツノザイセンチュウを運ぶ

マツノマダラカミキリを殺す目的で薬剤散布を行っている。虹ノ松原では毎年 5 月に被害調査を行い、

下旬にヘリコプターで薬剤散布を行っているが、この程度の被害でもヘリコプターによる薬剤散布を行

うのは、かえって健康被害などを引き起こす可能性が大きく、生態系への悪影響も心配される。しかし、

佐賀県病害虫防除連絡協議会の会長は「少しでも手を抜くとすぐに広がるのがマツクイムシ被害。現在

の体制を維持していきたい」と話している。農薬を使い続ける体制がここにもある。 
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●「国は開門をサボり、漁業被害を押しつけ」 漁業者らが高裁に意見書 

長崎県諫早湾の国営干拓事業の開門判決に従わない国は、開門するまで原告一人一日 1 万円の制裁金を

支払えとした佐賀地裁の判決を不服として、福岡高裁に執行抗告と執行停止を申し立てた。これに対し

て漁業者側の弁護団は、「国は開門の履行を未来永劫にわたってサボタージュし、漁業被害を甘受させよ

うとしている」と批判する意見書を福岡高裁に提出した。国は長崎県の農家らが開門に反対しているこ

とを理由に開門しようとしていないが、意見書では「国が地元の理解を得られる万全の対策工事を立案

すれば、開門できる」と述べている。 

 

●猪串湾などの二枚貝出荷 自主規制解除 

大分県佐伯市の猪串湾では、昨年 11月に天然イワガキから麻痺性貝毒が国の規制値を上回って検出され

たことから、大分県は、猪串湾・小蒲江湾、蒲江湾などでの天然二枚貝の採取や出荷を自主規制していた

が、今月までの 3 回にわたる調査で貝毒の濃度が規制値を下回ったため、自主規制を解除することを決

めた。 

【沖縄】 

●辺野古で防衛局 市長権限に関する許可申請 名護市の要求を無視 

米軍ヘリ基地建設のための海上ボーリング調査を、今年夏にも開始するため、沖縄防衛局は、名護市長

が権限を持つ漁港占有許可申請など 6件の申請を行い、名護市に対して勝手に期限を今月 12日に設定

し、回答を求めた。これに対し、名護市の稲嶺市長は、4件について書類に不備があるとして再提出を

求める文書を防衛局に出した。これに対して防衛局は、当初「受け取った。適切に対応したい」と言っ

ていたが、その後、稲嶺市長の要求を無視することにしたようだ。稲嶺市長は、「法に基づいた手続き

をするというなら、必要な書類や意見があってしかるべきだ。それを無視すれば、自ら法や条例を否定

することになる」と批判し、防衛局が設定した 12日までに回答することを止めた。防衛局は、回答が

いただけなかったものとし、必要な措置を講じて事業を進めるとしている。名護市民の意向を無視し、

基地建設を無理矢理進めようとする国はいったい誰のための政府なのだろうか。 

 

●慶良間諸島でダイビングの人数制限へ 条例を準備 

沖縄県慶良間諸島周辺は、今年 3月に新しい国立公園に指定された。渡嘉敷村と座間味村では、サンゴ

礁の保全のために、ダイビング事業者に指定海域への立ち入り人数を制限することを決め、条例を制定

する準備を進めている。両村は、早ければ 6 月にも条例を制定し、来年度からの実施を予定している。

人数制限は、環境保全に取り組んでいると認定されたダイビング業者には適用されない。この人数制限

は、エコツーリズム推進法（2008年）に基づくもので、全国でも初めてとなる。両村では、エコツー

リズム推進法の成立後、環境省やダイビング業者らとエコツーリズム推進協議会を設立し、これまで協

議を続けてきた。国立公園発足もあり 5年目にしてようやく協議がまとまり、条例制定に踏み切ること

になった。協議会が作った「慶良間地域エコツーリズム推進全体構想」では、慶良間諸島周辺の水深

30m 以浅の海域を「特定自然観光資源」に指定している。ダイビング業者の認定基準や罰則などについ

ては、これから協議会を中心に詰める予定だという。 
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●米海洋生物学者がケネディ大使に手紙 「辺野古の海を守って」 

沖縄に 11年間住んでいたアメリカ人の海洋生物学者、キャサリン・ミュジックさんが、キャロライ

ン・ケネディ駐日大使に手紙を出して、辺野古沖や大浦湾に潜って素晴らしい海の多様性を体感するよ

う招待した。そして新しい基地建設を止めるよう力を貸して欲しいと要請した。手紙を出して 3カ月が

過ぎ、まだ返事が来ないが、「いずれ仲間に加わってくれる」と期待を込めて待っている。ミュジック

さんは、沖縄全域を調査した経験から、大浦湾のサンゴはもっとも美しいと指摘している。「2015年に

はサンゴ礁の破壊が始まることになっており、残された時間は限られている」と焦燥感に駆られてもい

る。 

 

●足の一部を失ったウミガメ 産卵に何度も失敗、ついに成功 

沖縄県国頭村でウミガメの調査をしている嘉陽宗幸さんは、国頭村楚州の海岸で産卵に失敗して海に帰

るアカウミガメを見つけた。注意して見ると、そのウミガメはサメなどに後ろ足を噛まれたのか、右の

後ろ足の先を失っていた。このウミガメは砂浜に産卵に上陸して産卵のための穴を掘ろうとしていた

が、足の欠損のため十分な深さの穴を掘ることができず、産卵できずに海へ帰っていった。そして翌日

も同じように上陸したが、やはり産卵に失敗。海に帰っていった。その 2日後、同じウミガメが三度産

卵に挑戦し、なんとか無事に産卵に成功したことを嘉陽さんは確認した。嘉陽さんは、海岸へ訪れる人

たちに、「ウミガメの卵があるので、海岸でキャンプをする人たちは十分注意して欲しい」と呼びかけ

ている。 

【全国】 

●日本の重要海域を選定 環境省が夏までに発表 

海の生物多様性を守るために、日本の排他的経済水域（EEZ）内の重要な海域を環境省が選定し、夏ま

でに発表する予定である。この重要海域選定委員会の報告はすでに 3月に出されており、環境省のホー

ムページで見ることができる。日本の沿岸で約 270カ所、沖合表層と沖合底層で合計約 50カ所、面積

で EEZの１８％が重要海域に選定されるべきとなっている。現在、環境省は他省庁とのすりあわせを

行っていると思われ、夏までに正式発表となる。重要海域には、辺野古や泡瀬干潟などを含む沖縄本島

沿岸の 9割以上が選定されている。また、上関原発の建設予定地や祝島を含めた海域も含められてい

る。そのほか、有明海の大部分、遠州灘から表浜までの砂浜海岸なども含まれ、北方四島は全域重要海

域となっている。重要海域は、今後検討される海洋保護区の候補となる。効果的な海洋保護区を持たな

い日本の海洋保全政策に今後どのように規制をかけられるか、日本の海洋の生物多様性を保全する方向

に国の施策を向けられるかどうかが、かかっている。 

 

●海岸法 「緑の防潮堤」を盛り込み改正へ 

東日本大震災の津波で水門を閉めに行ったまま亡くなった方が複数いたことなどを受けて、政府は海岸

法の見直しを進め、3月 7日に「海岸法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。現在、参議院で審議

中で、6月中にも 2002年以来初の改正が可決される見込み。法案では、津波･高潮などに対する防災・減

災対策として、いわゆる「緑の防潮堤」を海岸保全施設と位置づける内容が盛り込まれた。しかし、「堤

防と一体的に設置される」と前置きがあり、国土交通省が示した図でも、コンクリートの防潮堤の陸側斜
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面に土を貼り付けて無理に木を生やしたような、不自然なイメージが描かれている。新・海岸法の文言を

海洋環境の改善に生かすには、地域の生態系を知る市民の注視と連携が必要という印象だ。 

 

 

 

【東北】 

◆小国川 DAY2014 シンポジウム「最上小国川の真の治水を求めて」  

「自然の川の力を失ったら、漁業振興にならない」と主張してダム計画を退けてきた小国川漁業協同組

合の故・沼沢勝善組合長の遺志を継いで、真の治水を語り合う 2 日間のシンポジウム。ダム計画を進め

ている吉村美栄子山形県知事にも参加を呼びかけたが応じなかったため、有識者や漁業者らが登壇する。 

 

日時と場所： 

5 月 17日（土）14:00～17:30  

新庄市文化会館 小ホール 

  18日（日）10:00～16:00  

お湯トピア 最上 現地検証など 

参加費：1000円（2日間共通） 

*小国川漁業協同組合の組合員は無料 

 

プログラム 

17 日 漁業権更新時の真相に迫る

「漁業権とダム」「本来の治水」 

 

18 日 シンポジウム「最上小国川の

真の治水を求めて」 

 

登壇者： 

・佐高 信（経済評論家） 

・今本博健（京都大学名誉教授） 

・大熊孝（新潟大学名誉教授） 

・嶋津暉之（水源開発問題全国 

      連結会共同代表） 

・熊本一規（明治学院大学教授） 

・川辺孝幸（山形大学教授） 

・朝日田卓（北里大学教授） 

・川村晃生（慶応大学名誉教授） 
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・鈴木康友（つり人社社長） 

・五十嵐敬喜（法政大学名誉教授） 

・山形県県土整備部長 

・山形県推薦の河川工学者（予定） 

・小国川漁協有志 

 

◆第 12 回 海ごみサミット 2014 山形・庄内会議 

海洋（海岸漂着）ごみ問題の改善を目指し、「第 12回海ごみサミット 2014山形・庄内会議」を山形県酒

田市（飛島）及び鶴岡市において開催いたします。 

海ごみサミットは、2003年から毎年、テーマと開催地を変えて開催してきました。これまでの開催地は、

酒田市・飛島、対馬、隠岐、羅臼、佐渡、鳥羽、下関・長門、東京、愛媛、亀岡、東京です。 年に一度、

国や自治体などの行政関係者、NGO/NPO、民間事業者、研究者、住民など、様々な立場で海洋ごみ問題

に向き合う関係者が一堂に会し、開催地域の課題や状況などを共有し、具体的な対策について意見を交

わしてきました。また、JEAN では海ごみサミットの成果を社会へ発信し、多様な主体による対策を進

める態勢を一歩ずつ構築してきました。  

 

こうした取組みを背景に、2009 年には「海岸漂着物処理推進法」が制定されました。対策予算が全国の

都道府県に配分されてから 5 年目となるなかで、各地の海岸における回収・処理対策は進展しました。

その一方、陸域や海域での発生源対策や普及啓発等の取組みは、思うように進んでいません。 そこで今

回の海ごみサミットでは、国内・国外での取組み事例を参考に、都道府県・市町村担当者の情報共有を図

り、森・川・街・海での一体的な取組みの方策を探りたいと考えています。プログラムはこちら。 

 

日時：7月 24日（木）～26日（土）  

会場：フィールドワーク… 酒田市・飛島西海岸（定期船代は主催者にて負担します）  

             ※フィールドワーク終了後、鶴岡駅まで貸切バスにて送迎します 

    全体討議… 鶴岡市駅前・マリカ市民ホール（鶴岡市末広町 3-1、庄内産業振興センター内）  

参加費：2000円（資料代等）、大学生以下は無料 交流懇親会 4500円（調整中）  

    ※宿泊が必要な方は、各自にてご手配をお願い致します。  

定員：フィールドワークのみ 40名  

主催：一般社団法人ＪＥＡＮ  

共催：鶴岡市、酒田市、遊佐町、美しいやまがたの海プラットフォーム、 美しい山形・最上川フォーラ

ム（予定）、特定非営利活動法人パートナーシップオフィス  

後援：山形県、（公財）日本離島センター、全国離島振興協議会、漂着物学会 ほか 

 

問い合わせ： 一般社団法人ＪＥＡＮ  担当： 五島、吉野  

tel 042-322-0712  fax 042-324-8252 〒185-0021 東京都国分寺市南町 3-4-12 マンションソフィア 202  

 

http://www.jean.jp/blog/umigomisummit_1_140509.pdf
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【関東】 

◆干潟の生き物を見に行こう ―木更津・盤洲干潟（ばんずひがた）生物観察会― 

潮が引くと干上がり、満ちると海の中に隠れるような砂や泥地の海岸を「干潟（ひがた）」といいま

す。干潟にはたくさんの生き物が棲んでいることをご存知ですか。いまも東京湾に残された貴重な自然

の干潟を歩いて、ベントス（底生生物：水の底に棲む生きもの）の専門家のお話を聞きながら、干潟の

ことや、そこに生きる貝やエビ，カニ，ゴカイなどの探し方や見方を教わります。 

また、東北大学の鈴木孝男先生が学生さん達とともに試行錯誤して考えだした「市民調査」も体験して

みましょう。「市民調査」は初めて干潟にでる人でも、楽しくかつどんな生き物がどれぐらい棲んでい

るのかを記録できる調査法です。ベントス下敷きを手にしてこの方法をマスターすれば、理科や自由研

究の教材としても使えるでしょう。 

日本の干潟（本州～九州）に生きるベントスの多くを実物大で掲載している水に濡れても大丈夫なした

じき図鑑「干潟ベントスしたじき」を持って、干潟の生き物をさがしてみましょう！！ 

※「干潟ベントスしたじき」は参加の皆様に当日お渡しします 

日時：5月 31日（土）10:00～15:00  雨天の時は翌日（6月 1日）に順延 

場所：千葉県木更津市盤洲干潟（小櫃川河口干潟） 

注意：ぬれたり汚れたりしても構わない服装でおいでください。集合場所に着替える場所があります。 

講師：多留聖典（東邦大学理学部東京湾生態系センター）・木村妙子（三重大大学院生物資源学科） 

参加費：3000円（保険代込み）中学生以下は 800円（保護者同伴で。したじきはつきません）下じき

をすでにお持ちの方は割引あります。 

定員：30名 

★申し込み：仮説社まで tel 03-3204-1779 fax 03-3204-1781 メール kawasaki@kasetu.co.jp 

5 月 26日（月）締め切り 

主催：貝の会 後援：日本貝類学会・株式会社仮説社 

 

 

◆第 13 回 磯の自然観察会 （鎌倉） 

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：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） 

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。 

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こと。 

mailto:kawasaki@kasetu.co.jp
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参加費：500円（保険料を含む）当日、現地でお支払いください。※付き添いの方も参加費が必要です 

★申し込み：メールに参加者全員（保護者含む）の氏名、年齢、性別、電話番号、住所を記載して、 

鎌海事務局まで。 kamaumi.info@gmail.com  

 

 

【中部】 

◆第 1 回 海の環境を学ぶ会 ～スナメリ観察会 

以下のように本年度第 1回の海の環境を学ぶ会を行います。 

日時：5月 25日（日） 9:00～12:00 

集合時間：8:45  ※名簿の確認などするので遅れないようにしてください 

集合場所：渥美半島 江比間港（愛知県田原市） 

主催：環境ボランティアサークル「亀の子隊」  

参加費： Ａ 亀の子隊員 500円 小学生未満は 0円 

     Ｂ 亀の子隊員以外の小中学生 800円 小学生未満は 300円 

     Ｃ 親亀隊員・賛助隊員 1000円 

     Ｄ その他一般の大人 1500円 

     ※小学４年生以下の子どもさんだけでの参加は御遠慮ください 

募集人員：30名（定員になり次第締め切ります） 

服装：自由 持ち物：特になし 

★申し込み  FAX 0531-23-0581 メール yoshiharu@kamenoko.org 5月 18日（日）締め切り 

連絡先：「亀の子隊」事務局  携帯 090-9123-7983 ※電話での申込はありません。 

 

 

【近畿】 

◆ジュゴン茶話会 

毎月 15日はジュゴンの日です。ジュゴンの棲む辺野古の海を思いながら、お菓子とお茶といっしょにゆ

っくりとゆんたく（おしゃべり）しています 

 

日時：5月 15日（終了）、29日（木） 14:00～15:30 

場所：ジュゴン保護キャンペーンセンター関西事務所（大阪市） 

   JR／京阪／地下鉄「京橋」駅から徒歩約 10分 

参加費：無料 

問い合わせ先：ジュゴン保護キャンペーンセンター関西事務所 

TEL/FAX 06-6353-0514  メール info@sdcc.jp 

 

 

mailto:kamaumi.info@gmail.com
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【四国】 

◆第 18 回「アースディかがわ in 豊島」 豊島で考えよう 未来あるくらし 

日時：5月 25日（日）10:00～15:40 

集合場所：豊島交流センター 外テラス 

参加費：大人 500円（資料代＋保険料） 

内容：不法投棄現場見学、生物調査、探鳥会、お宝さがし、豊島探索、環境展示、オリーブカフェなど 

 

豊島へのアクセス方法：定期便 

   高松港発 07:41, 09:07, 10:45 帰り家浦港発高松港行き 15:10, 17:20 

    宇野港発 06:45. 08:30, 10:05 帰り家浦港発宇野港行き 14:55, 18:10, 18:55 

    土庄港発 06:30, 07:30, 08:25 帰り家浦港発土庄港行き 16:05, 17:55, 19:40 

 

 

【九州】 

◆和白干潟のクリーン作戦と自然観察 

日時： 5月 24日（土）15:00～17:00 

場所： 和白干潟・海の広場（福岡市東区和白 4丁目）駐車場なし、西鉄「唐の原」駅下車徒歩 5分 

参加費：無料 

主催：和白干潟を守る会 

問い合わせ：tel 090-1346-0460（田辺） 

 

◆和白海岸探鳥会 

日時：6月 8日（日） 9:00～12:00 

集合：9:00 JR香椎線「和白」駅 駅前公園 

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  tel 092-606-0012（山本） 

 

◆水辺に遊ぶ会 ビーチクリーン 

日時：6月 8日（日） 9:00～10:00  小雨決行、大雨中止 

※天候が定まらず実施判断が不明なとき 当日朝 7:00にホームページにアップします。同時間より電話

対応もします。080-5248-7443 

場所：中津市 大新田海岸（セブンイレブン大新田店さん奥） 

※6月は農繁期のため、大新田海岸には駐車できません。ナフコ大新田さん駐車場をご利用ください。 

持ち物：長靴、帽子、手ぬぐいなど作業のできる服装で。  ※ごみ袋は主催者側で用意いたします。 

主催：NPO法人水辺に遊ぶ会 mizube1999@yahoo.co.jp  

http://www.max.hi-ho.ne.jp/y-ashikaga/
mailto:mizube1999@yahoo.co.jp
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◆重富干潟運動会 

錦江湾で一番広い干潟、重富干潟で運動会を

します。他の運動会にはない、干潟ならでは

のおもしろいプログラムばかり。ご家族やお

友達、職場の仲間など団体での参加も OK。

もちろん、個人参加も大歓迎です。干潟で楽

しい一日を過ごしましょう！なおこの運動

会は、私たちの活動に賛同していただいてい

る「株式会社芙蓉商事」様の協賛で実施いた

します。 

 

日時：5月 25日（日）10:00～12:00 

           9:30受付開始 

場所：重富海岸（鹿児島県姶良市） 

参加費：100円（保険代として） 

服装：汚れてもいい服装・長靴 

持ち物：タオル・飲み物・着替え 

★申し込み・問い合わせ  

tel 0995-67-6042  

sanka@kusunokishizenkan.com  

5 月 23日締め切り  

主催：特定非営利活動法人くすの木自然館 

 

 

【沖縄】 

◆シンポジウム「沖縄の自然のこと～海・陸・人の関わり」 

自然は沖縄の宝物。でも、イリオモテヤマネコやノグチゲラやサンゴについて、ときおり心配な話も聞

こえています。今、沖縄の自然はどうなっているのでしょうか？ 

 今回は陸や海の生態系の専門家から、沖縄の自然がどうなっているのか話を聞く機会を設けます。 

そして、サンゴ礁と人との関わりや、自然を守るしくみ作りの取り組み例として、大浦湾チリビシのア

オサンゴ群集のお話もご紹介します。 

 沖縄の自然のことをもっと知りたい方、自然を守るにはどうしたらよいか一緒に考えてくださる方、ご

参加お待ちしています。詳細はこちら。 

日時： 5月 31日（土） 13:00～17:30   

会場：沖縄県立博物館・美術館 講座室（沖縄県那覇市おもろまち 3-1-1） 

参加費：無料 

共催：日本自然保護協会、沖縄・生物多様性市民ネットワーク 

mailto:sanka@kusunokishizenkan.com
http://www.nacsj.or.jp/katsudo/wetland/pdf/20140531okinawasimpo_chrashi.pdf
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後援：沖縄県サンゴ礁保全推進協議会、IUCN-J、環境省那覇自然環境事務所（予定）、日本サンゴ礁

学会保全委員会 

  

プログラム 

・あいさつ 小橋川共男（水中写真家） 

・基調講演（各 40分） 「ネコのすむ沖縄の森」伊澤雅子（琉球大学） 

   「サンゴ礁における自給的資源利用」渡久地健（琉球大学） 

・話題提供（各 30分） 「サンゴ礁はどう守られるべきか？～多様性保全に必要なこと～」 

     中野義勝（琉球大学/沖縄県サンゴ礁保全推進協議会） 

    「自然を守る制度に挑戦～大浦湾のアオサンゴ群集保全への取り組み」 

      安部真理子（日本自然保護協会） 

・パネルディスカッション 

 浦島悦子（フリーライター）、東恩納琢磨（エコツアー／名護市議）、登壇者のみなさま 

  

★申し込み・問い合わせ：保護・研究部 安部 abe@nacsj.or.jp  tel 03-3553-4103   

 

◆ジュゴンの海で学ぼう！遊ぼう！そして・・・きれいにしよう！ 

海の哺乳類ジュゴンがどんな環境で生きているのかをみんなで学び、ジュゴンクイズで楽しみ、ジュゴ

ンの餌である海草を観察し、ジュゴンが食べた跡を探します。最後にジュゴンが棲む海辺がいつまでも

きれいであるようにビーチクリーンをします。 

日時：6月 14日（土）11:00～16:00 

場所：沖縄県名護市嘉陽・松浜荘駐車場 集合 

対象：親子及び一般、（中学生以下は保護者同伴） 

募集：30名（要予約） 

費用：保険料等 300円 

持ち物：昼食、飲料水、帽子、日焼け止め、水着と着替え、軍手、マリンシューズまたは濡れていい運動

靴（島ゾーリは不可）※箱メガネ、シュノーケル用具は、こちらで用意しますが、数に限りがあ

りますので、お持ちの方はご持参ください。 

主催：北限のジュゴン調査チーム・ザン https://www.facebook.com/teamzanokinawa  

問い合わせ：携帯 090-8032-2564（鈴木） 

 

 

 

mailto:abe@nacsj.or.jp
https://www.facebook.com/teamzanokinawa
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マリタ市への遠い道 

 

 2005年 1月 8日、調査メンバーの 5人は、ダバオ市まで迎えに来てくれたマリタ市の SPAMAST（南

フィリピン農業海洋科学技術大学）のルセロ先生といっしょにマリタ市へ向けて出発した。ダバオ市中

心からマリタ市までは 100kmくらい離れている。私たちを乗せたボックス型のトヨタの中古車は、渋滞

する町を 1時間ほどかかって抜け出し、南へ疾走する。やがて町外れに来ると、道路は舗装がなくなり、

両側に家や簡単な工場や店が建ち並ぶ郊外の幹線道路を、砂ほこりを巻き上げながら走る。未舗装の道

にはところどころ大小の凹みがあり、それを避けながら走るので、スピードはやはり遅くなる。それで

も、かなりのスピードで飛ばすので、座席に座っていても体は大きくバウンドし続ける。そのうち、ダバ

オと隣の町の境界あたりに来ると、道路の真ん中に突然バリケードが出現する。いったいどうしたのか

といぶかっていると、そこは警察の検問所だった。自動小銃を肩に掲げた警官たちが車の周りを取り囲

む。予期していなかったので、ちょっとびっくり。警官は中をのぞき込んで運転手に行き先を確認しただ

けで、通過できた。ところが、すぐ先にまた別の検問所がある。今度は軍の検問所で、武装した兵士が検

問を行う。ここも無事に通過して、目的地に向かう。どうやら、この場所ではいつも検問が行われている

ようだ。 

 

 ミンダナオでは、スペインの植民地時代からルソンの中央政府に従わないイスラム系の住民が多く、

300 年にわたるスペイン統治時代にも実質的に自治を持っていた。フィリピンはその後、アメリカの植民

地となる。一時的に日本の占領を経て、戦後は独立を果たすが、マニラの中央政権に対して、ミンダナオ

はずっと自治を要求し続けている。そして、マニラの政府に対する武装闘争が継続して行われている。現

在、3つの武装勢力がミンダナオ島には存在している。もっとも大きい組織が「モロ民族解放戦線 MNLF」

で、イスラム系の住民を中心にしたこの組織は、ミンダナオの独立を目指して武装闘争を続けている。も

う一つは、毛派共産党の武装組織「新人民軍」である。もっとも小さいがもっとも過激な組織が、アルカ

ーイダ系の武装組織「アブサヤフ」であり、ときどき外国人観光客を誘拐したりもしている。2014 年の

はじめに MNLF は、マニラ政府と永久停戦に応じ、ミンダナオに自治権を与えることと MNLF が武装

を解除することで合意した。まだ、合意内容が実施に移されていないが、戦闘はかなり前から停止されて

いる。ただ、2005年の時点では、まだ各地で政府軍との間で交戦が行われていた。警察と軍の検問は、

そのためでもあった。われわれがここを訪れる 2 年前に、ダバオ空港で爆弾が仕掛けられて、多くの乗

客や送迎客が死んだり負傷したため、それ以来、送迎客は空港の建物の中にいっさい立ち入れなくなり、

道路を隔てた広場で乗客を待つしかなくなった。しかも、広場からはいっさいの椅子やベンチが撤去さ

れたため、送迎者は立っているしかない。 

 

 無事に検問を通過し、さらに車は南に走る。いくつかの町を通過し、山道を登り、峠を越えて下り、ま
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た坂道を上る。そうしていると、山道の途中で崖崩れに出くわした。どうやら直前に崩れたようで、崩れ

た土砂が道路をふさいでいる。駆けつけた人たちがスコップで土砂をかたづけている。どうするのかと

みていると、運転手は諦めたようだ。道路が開通するまで待つしか無いという。暑い道路で、周囲には家

も店も無い。車の中でただ待っているしかない。所在なくその辺りを散歩してみても、とくに面白い花も

動物も見当たらない。 

2時間ほど待っていると、やがてど

こからか小型の重機が届いて、よう

やく道路が半分ほど開いたところ

で、無理に車は通った。もう一つ峠を

越えるとあとはマリタ市までまもな

くだと聞いた。がたがた道を進んで

いる途中で、近道だというさらに細

く草深い道に入る。周りはバナナの

畑が続いている。やがて、川に出くわ

した。橋もない。でも車は当たり前の

ように川の中に入っていく。川の水

位は十数センチ位なのだろう。その

中を車は進む。橋のない川はいくつ

かあったが、どれも水位は低くて、車はどんどん進んでいく。曲がりくねった細い道を進むと、ようやく

マリタ市の入り口近くで幹線道路に帰り着く。幹線道路では舗装工事が行われていた。しかし、日本で見

られる舗装工事と違って、道路の上に木枠で型を作り、その中にコンクリートを入れていく。これらの作

業がすべて手作業なのだ。木枠の大きさはせいぜい 2m×1m くらいなので、道路の整備も含めると、で

きあがる舗装は一日あたり数 m に過ぎない。これでは、ダバオ市との間が舗装されるのは、何十年とか

かりそうだ。地元の人もいったいいつになるのだろうかと首をかしげている。 

 

マリタ市の SPAMASTに着いたころには、もう暗くなっていた。ダバオ市から７時間くらいかかった

ことになる。さすがにくたびれた。われわれの滞在のために、大学にはゲストハウスが用意されている。

そこの部屋には学長も泊まっていると聞いて、きっと快適な部屋があるのだろうと期待した。ゲストハ

ウスは大学のすぐ前にあり、海に面している。建物もなかなか瀟洒な作りだ。ところが中に入ってびっく

り。部屋は学長の部屋を除いて３つあり、私は学長の部屋の隣の部屋に入った。他の人たちは残りの二つ

の部屋に分かれて入る。部屋には簡単なベッドとエアコンがあるだけ。トイレが部屋の隅にあるが、ドア

はない。床は一応掃除したようだが、大きな熱帯のゴキブリが這い回っている。ベッドのシーツは清潔そ

うだが、いつから使っているのか分からないほど古いもの。エアコンはあまり効かず、音はやたらにうる

さい。私はエアコンが嫌いなので、結局一度も使わなかった。しかし、暑いのは暑いので、窓を開けよう

とすると、開かない。錆び付いてしまっているようだ。無理矢理少しこじ開けたが、今度はそこから蚊が

入ってくる。海岸地帯なのでマラリアは無いと思うが、やはり心配だから開けたところにタオルを貼り

付けておいた。 
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 疲れているのですぐに寝たいと思ったが、ゲストハウスの隣でカラオケをがんがんかけてうるさくて

眠れない。どうやら隣は大学のいろんな行事をする場所らしく、この夜は学生たちがたくさん集まって

なにやら楽しそうに歌ったり踊ったりしている。しかし、音がうるさくて眠れない。フィリピンでは、カ

ラオケをはじめ、騒音にはおおらか

らしく、だれもうるさいと文句をつ

けるものもなく、夜遅くまで大騒ぎ

があちこちで聞こえる。フィリピン

人たちはカラオケ大好きな人が多

い。大学人も例外ではない。そして、

カラオケを発明した日本人はみん

なカラオケが大好きだと思ってい

るらしい。われわれが滞在中、何度

も大学の教員や職員たちがゲスト

ハウスを訪れて、われわれのために

カラオケ大会を開いてくれた。とく

に SPAMASTの副学長という人が、

カラオケ大好き人間で、しかも上手い。でも日本人は誰も歌う人がいない。結局、彼らだけがおおいに盛

り上がって帰って行った。あとには、疲れ果てたわれわれがうんざりした顔をして残されるばかりだ。 

次の日から、いよいよジュゴンの観察が始まる。（つづく） 

 

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

【情報】                                     倉谷うらら cyprid24@gmail.com  

KITAN★CLUB 社製ウミウシフィギュア 送料のみでの譲渡のお知らせ 

申し込み期限 5 月 17 日（必着）です。急な

お知らせで申し訳ございませんが、申し込

み締め切りが明日１７日となっております。

お忙しいところすみませんが、申し込み希望

さ れ る か た は 至 急 メ ー ル に て 

cyprid24@gmail.com まで、希望個数と申込

者情報をお知らせいただけると幸いです 

 

mailto:cyprid24@gmail.com
mailto:cyprid24@gmail.com
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===================================================================== 

『送料のみでのウミウシフィギュア譲渡』につきまして 

海の生き物を守る会、会員の倉谷

うららです。奇譚クラブという、精巧

な造型と彩色で定評があるガチャ

ガチャ用フィギュアを製作している

会社から「送料のみでのウミウシ

のフィギュア譲渡」の情報が入りま

した。以前フジツボのフィギュアを

監修させていただいたご縁で、申

し込みの受け付けを担当させてい

ただくこととなりました。 

「ウミウシ」のマグネット＆ストラッ

プ商品（上の画像をご参照くださ

い）が、倉庫整理の関係で大量に

在庫が余っており、よい譲渡先を

探しておられるとのことです。臨海

実験所のかた、磯観察の案内をさ

れているかた、自然科学系の機

関、生物関係の研究者などに対

し、送料のみでの譲渡を予定して

います（発送は５月末）。廃棄予定

のものなので商品代金などは一切

かかりませんが、送料だけは着払

いにてご負担いただきたいとのことです。 

◇譲渡は、１箱３００個（カプセル入り）のダンボール「箱単位」になります。 

◇ウミウシは１カプセル200 円商品です×一箱300 個入りなので、１箱あたり６万円相当になります。 

◇箱サイズは約 縦33 × 横42× 高さ33cm 

宅配便の120 サイズ 発地：関東 なので送料はおおむね一箱1500 円前後かと思います 

以下のサイトで送料の計算が可能です。http://www.kuronekoyamato.co.jp/ryoukin/ryoukin.html  

新商品保管スペース確保のための在庫譲渡です。現在数百箱の在庫があり、譲渡先がみつからない分は廃棄

になってしまいますので、複数箱の申し込みを歓迎いたします。だだ、お申込みが在庫数を超え、ご希望に添え

ない場合にはご了承ください。 

＊うみうしフィギュアは現在も販売中商品のため、販売、業者さんへの譲渡・転売などはご遠慮ください。啓蒙、

教育目的、国内外の研究者へのお土産といった用途につかっていただくことが条件です。 

送料のみでのウミウシフィギュア譲渡を希望される場合、急なお知らせで申し訳ありませんが明日5 月17 日

（土）必着でメールにて、倉谷うらら cyprid24@gmail.com まで以下の情報と共にお知らせください。 

 

http://www.kuronekoyamato.co.jp/ryoukin/ryoukin.html
mailto:cyprid24@gmail.com
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--------------------------------------------------------------- 

１） 箱数 （ご希望の箱数をお知らせください 一箱３００個入り。） 

２） ご氏名 

３） 送付先住所・ご所属 

４） 電話番号（宅配伝票に記入のため） 

５） 主な用途（例：海関係の観察会での無料配布など） 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

サケガシラの出現 

サケガシラのフルコースのお味は 

昨今、深海魚が日本各地で驚くほど沿岸で記録されてい

る。ついこの GW の最終日にも白浜のシンボルアイラ

ンドの円月島付近で生きた 1 個体が捕獲されたところ

だ。時間は遡るが、外洋域の中深層部に住む珍魚サケガ

シラのフルコースを食べることができた。2004 年 4 月

25 日早朝、瀬戸臨海実験所北浜の海岸から約 100m ほ

ど沖の田辺湾内で、南 淳さんがイカ釣りの最中に、深

さ 2mの所でタモ網を使ってすくい上げた個体だった。

白浜町の地魚料理「喜楽」に無理を言って、できるだけ

色々なレシピで料理を作って頂いた。どのような魚に似

た味覚なのか？ もし食べるのならどの方法が美味し

いのか、この魚種にあった料理を模索させて頂いた。急

なお願いにもかかわらず、すぐさま美味しそうな 8品に

仕上げて下さった： （1）うす造り;（2）刺し身;（3）

湯引き;（4）タタキ;（5）煮付け;（6）焼き物;（7）バタ

ー焼き;（8）空揚げだった。ぽん酢や酢みそ、醤油で味

わうことにした。全般的には無味無臭で食感だけの肉質

だったが、個人的に一番美味しかったのは湯引き。他の料

理法は、身が水っぽい性質のため、プリンや豆腐のように

柔らかく、とろけるような不思議な舌触りだった。正直言

京都大学瀬戸臨海実験所北浜の 100M 沖で

2004 年 4 月 25 日に捕獲されたサケガシラ 

（スケールで写っているのは筆者） 
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って、決してうまいとは言えない。5人で試食したが、全員が同じ意見だった。 

 

次々とサケガシラ捕獲 

 「喜楽」に、この時たまたま食事に来ていた白浜町の清水邦夫さんが、料理になってもはや原形をと

どめていないのに、一口食べて、これはサケガシラだと言い当て、店主らを驚かせた。これには理由が

あった。清水さんは 2001年 3月下旬～4月下旬の夕方、白浜町湯崎の露天風呂（崎の湯）そばの石組

みでイカ釣りをしていたところ、死にそうな様子で漂着したサケガシラを捕獲したのだそうだ。全長は

2m を優に超え、肉の厚みが 10cmもある大形のサケガシラだったという。これは過去 20年の未確認情

報であり、貴重な資料となった。 

 話をもどすが、南敦さんは、生け捕りにしたサケガシラを、すぐ近くの北浜の瀬戸臨海実験所船揚場

まで持ってきてくれるという。急いで引き取りに飛んで行った。当初の連絡は「リュウグウノツカイ」

と聞いていたので、期待したが、結局、2004 年 3個体目のサケガシラだった。同実験所の田名瀬英朋

さんらといっしょに体のあちこちを計測した。全長 170cm、体高 19cm、体重 4.5Kgだった。以前の鴨

居漁港へ漂着した個体より小さく、白浜周辺で発見された中では最小の個体だった。 

サケガシラの形態の特徴 

 サケガシラの口は、前方へ長く飛び出せる構造をしていて、獲物を一気に吸い込むため伸縮自在であ

る。口を引き出してみると、10cmあまりも前方下方へ伸びた。口自体は思ったほど大きくなく、アジ

の成魚ほどの大形の獲物は飲み込めないだろう。歯は楕円形の口の上下に分かれてほそぼそとあるだけ

だった。歯は、どれも小さな三角形をしていた。指で触ると、先の尖りが痛いが、突き刺さるほどシャ

ープなものではない。一種の“かえし”機能があったので、多少は口からはみ出る獲物でも逃がさない

のに役立つだろう。 口の奥には真っ赤な鰓が左右に４対あった。鰓には様々な寄生虫が棲んでいるこ

とがあり、例えば鴨居漁港の個体には線虫が多数いたが、今回の個体にはまったく見られなかった。腹

側の中央よりやや後方にある肛門の位置を確認し、そこから腹を切開して内臓を観察した。胃腸は真っ

すぐに伸び単純である。中央の一カ所より下方に分岐し、その先は前方に走るうぐいす色の幽門が伸

び、バナナのような房を多数束ねた構造をとっていた。胃腸を切開したところ、食べカスがなく、前回

のような魚の骨も出なかった。寄生虫もまったく見当たらなかった。すぐさま内臓全体を薬品固定し、

後日の研究用に腐らないよう保存した。頭部と尾部も切り取り、同様に薬品で固定標本にした。この個
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体も傷は全くなく、まるでタチウオを巨大にしたような形である。残念ながらフリソデウオ類に特徴的

な尾びれだけは、どの漂着個体と同様になくなっており、

中の骨が痛々しく見えていた。 

大地震とサケガシラの海岸への出現の

関連 

 大地震との関連については、1995年の阪神淡路大震災

時、サケガシラの漂着の記録は白浜町周辺にはない。また

大地震があっても地域的に少し離れていたので、関連性は

ないのかもしれない。しかし、2004年はクジラ類の漂着

もこれまでになく多く見受けられる。今後もこれらの生物

たちの異変に注目しておくことは、大地震の予報にもつな

がる可能性もあるので、読者の皆さんからも、漂着の情報

などをお知らせ頂ければ有り難い。 

 

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！  
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8．編集後記 

 この号の発行直後ですが、17,18 日の週末、山形県で小国川ダムに関するシンポジウムが開催されます

（11 ページに紹介）。私は、海の生きものを守る会を通じて小国川ダムのことを知りました。山形県議

員の草島進一さんともお会いできました。そして大変遅ればせながら関心を持ち、別媒体で発信するた

めに小国川漁協にも電話させていただきました。そのとき取材にご協力くださったのが、沼沢組合長で

す。今思えば、マスコミ取材を警戒していらっしゃる感じでした。2月に自ら命を絶ったというニュース

に触れ、組合長には語り尽くせないたくさんのご苦労があったことを改めて知ったのでした。 

 ダム以外の治水を訴え続けてきた漁協が、新しい組合長のもと、県との協議（一方的なら協議とは言わ

ないかも？）を終えて、6月 8日の総代会で見解を示すとのこと。現地に行けないままネット検索してい

ると、どうやら、知識人を外部から呼び込むダム反対運動そのものにも反対意見があるようですね。 

 捕鯨も原発も諫早湾も防潮堤も、中途半端に関わっては申し訳ないほど、その問題の根は深く、地元の

方の心労は計り知れません。表面的にしかなぞれない立場に無力感を感じます。でも、川を愛する組合長

がダム絡みの心労が原因で自ら亡くなったのはほぼ事実で、その背景を多くの人が知ることには、大き

な意義があるはずです。土建国家と呼ばれる日本の姿が、そこにあるからです。 

 いろいろ情報やご意見をお持ちの方、ぜひお聞かせください。この媒体の趣旨に合うかどうかという

お気遣いは要らないと私は思っています。17,18 日のシンポジウムも、どなたか参加できる方がいらっし

ゃったら、是非、うみひるもにも感想などご投稿ください。（ちよ） 

 

 明日 17日に、江ノ島で砂浜海岸生物調査を行います。そして、31日には南紀白浜で講演会と観察会

を行います。そのために、「うみひるも」次号の配信は、6月 16日になります。ご了承ください。な

お、白浜での講演会と観察会に多くの方々の参加を期待しています。（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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