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「今月の海の生き物」 ケヤリムシ Sabellastarte japonica  

環形動物門多毛綱ケヤリムシ科に属するゴカイ類の一種。本州中部以南の潮間帯や浅い海に

普通に分布している。泥で作った棲管を岩などに固定して、その中に棲む。体長は10～15cm。

体の前部に鰓冠とい

う羽毛状のものを口

の周りに持つ。その

表面の繊毛を利用し

て水中の懸濁物質を

摂餌する。同時に呼

吸も行う。鰓冠は色

彩変異に富むが、褐

色のものが多い。和

名のケヤリとは大名

行列の先頭を奴に担

がれて行く「毛槍」

に似ていることから

名前がつけられた。

人が近づくと影に反

応して急速に棲管中

（和歌山県白浜町にて 向井 宏撮影）             に引っ込んでしまう。

http://e-amco.com/
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●海の生き物を守る会は、本日、創設７年 

ちょうど 7 年前の今日、海の生き物を守る会が生まれました。それから 7 年、会員は 100 名を超え、

少しずつ活動も軌道に乗りつつあります。これまで活動を支えていただいた会員の皆様に深く感謝申し

上げます。これからも、海の生き物を守る会は、海の生き物とその環境の保全のために、人々が海の生

き物に関心を持つように、様々な活動を行っていきたいと思います。メールマガジン「うみひるも」を

お読みいただいている方々も、会員になっていっしょに活動していただきたいと思います。いっそうの

ご協力をお願いしたいと思います。 

2014 年 7 月 1 日 

海の生き物を守る会 代表 向井 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公式ホームページ

も随時更新中！ 

ときどき遊びに来

てくださいね。 

http://e-amco.com

/ 

http://e-amco.com/
http://e-amco.com/


 

3 

●7月 13 日に北海道で環境講演会 トーク＆ライブコンサート 参加を！ 

「海を語り 海を歌う集い」 

日時：7 月 13 日（日）13:00～16:00 

会場：厚岸町情報館 2F（北海道 JR 花咲線 厚岸駅前） 

トーク（講演）：北の海の生き物を守る 

「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） 

ライブコンサート： 「江藤ゆう子 海と愛を歌う」  江藤ゆう子（歌手） 

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、京都の歌手、江藤ゆう子さ

ん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。 
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●生命の神秘～アカテガニ放仔 夏の磯観察会 in 上関・田ノ浦 

海の生き物を守る会では、以下の要領で、上関の自然を守る会と共催で、田ノ浦におけるアカテガニの

放仔の観察会を行います。田ノ浦を望むログハウスに泊まり、陸と海のつながりを実感させるアカテガ

ニの放仔を観察してみませんか。 

日時： 7 月 26 日（土）10:30 集合、27 日（日）9:00 解散 

場所： 上関町田ノ浦海岸（上関原発予定地） 集合は上関町四代港駐車場 

カンパ： 大人 2,500 円程度、子供 1,500 円程度 ※宿泊/食費他 

◇スケジュール（予定） 

7 月 26 日（土） 

 四代港駐車場集合  10:30  

※定期船でこられる方を待って出発します。 

 田ノ浦ログハウス到着  11:00 

 昼食（お弁当予約可）  12:00 

 ＤＶＤ “長島の自然 “鑑賞 ＆ 

エッセイ「路上のカニ」朗読  12:30 

 磯観察会＆海水浴       13:00 

 磯観察会終了          16:00 

 入浴（温泉）          17:00 

 夕食              19:00 

 アカテガニ放仔観察      20:00 

 観察会終了           22;00 

 就寝              23:00 

7 月 27 日（日） 

 朝食（主催者準備）       7:30 

 解散              9:00 

★申し込み： 7 月 12 日（土）締め切り 

氏名、大人と子供（小学生以下）の区別、緊急連絡先、

お弁当の申し込み(500 円)の有無を必ずお知らせ下さい。 

 

【申込み先】 

高島美登里 090-8995-8799  Fax:0820-62-0710 

E-mail:midori.t@crocus.ocn.ne.jp 

森田修 090-4695-1290 Fax:0820-47-2120 

E-mail:yo.morita@extra.ocn.ne.jp 

向井保子 090-9830-4871  Fax:075-741-6281 

E-mail: hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  

公共交通機関を利用される方は右記の船便が便利です。 

定期船・臨時便問合せ先 上関航運 TEL 0820-62-0102 

 

柳井港・室津方面→祝島行き 

 

２便 ３便 

柳井港 9:30 15:45 

室津 10:00 16:15 

上関 10:05 16:20 

蒲井 10:15 16:30 

四代 10:25 16:40 

祝島 10:40 16:55 

 

準備するもの 

 懐中電灯 

 虫除け対策（長袖＆蚊取線香） 

 マムシ対策（長靴が安全です） 

 宿泊用の寝袋 orタオルケット 

 

※7月 26日（土）夕方からの参加も

可能です。（16:40 四代港着定期船） 

mailto:midori.t@crocus.ocn.ne.jp
mailto:yo.morita@extra.ocn.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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現在まで127枚、91カ所を調査！ 

とりまとめのための入力ボランティアを募集します 

海の生き物を守る会では、これまで進めてきた全国の砂浜海岸生物調査を今年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多く

の海岸でこの調査に参加していだけるようにお願いいたします。当会ホームページには、ワードファイ

ルで調査の方法書と報告用紙も掲載しています。方法書と調査票は最近改訂しました。自然海岸、半自

然海岸、人工海岸の区別をするようにしました。読んだことのある方も、もう一度読んで確認して下さ

い。これらはダウンロードできます。 

これまでに会員や非会員の皆さまから127枚の調査票が寄せられ、全国91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、近畿地方について、以下に緑のマークで示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度中間報告を予定！ 

全国の砂浜海岸生物調査にご協力下さい 

http://e-amco.com/research
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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、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お読みください。 

また、調査のとりまとめで、エクセルファイルへの入力ボランティアを募集しています。ご協力いただ

ける方は、向井 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせ下さい。 

 

 

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次回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：12月1日（金）～12月10日（土）※一部だけの参加も可、日程は未定 

場所：フィリピン、ミンダナオ島マリタ市またはマティ市 

費用：往復航空代は、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、食費、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「みんなの広場」宛てのご投稿は下記までお願いします。 

7周年を迎えた「海の生き物を守る会」へのメッセージやご意見など、 

ご自由にお寄せください。お待ちしております。 

hirumo@live.jp 
「うみひるも」編集部宛 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hirumo@live.jp?subject=「うみひるも」投稿
mailto:hirumo@live.jp?subject=「うみひるも」投稿
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2．イカとタコ 切手コレクション（4）   立川賢一 
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【東北】 

●沖合の海を汚染し続けている 福島第一原発の汚染水 

東京電力福島第一原発の事故で生じた高濃度汚染水が、海に流れ出し続けている可能性が明らかになっ

てきた。原子力規制委員会が公開した海水のデータから見ると、放射性セシウムの濃度が汚染される前

の濃度にまで低下しない状態が続いている。海の放射能汚染の状態を監視し続けている神田譲太教授（東

京海洋大）によると、沖合 30km の海水のセシウム濃度は、事故後通常の 20 万倍の 190 ベクレルまで急

上昇した。その後、徐々に減少してきたが、2012 年夏頃から低下傾向が緩慢になり、0.002～0.007 ベク

レルで一進一退が続いている。この濃度は通常の 2 倍以上で、それ以上低下しないのは、福島第一原発

の汚染水が海水中に漏れ出していること以外には考えられないと言う。安倍首相は、昨年 9 月に国際社

会に向けて「汚染の影響は専用港内で完全にブロックされている」と述べたが、実際は、セシウムはブ

ロックもされず、コントロールもされず、海を汚し続けている。 

 

●地下水バイパス用汲み上げ井戸から高濃度のトリチウム検出 

東京電力が福島第一原発に流れ込む地下水を汲み上げて、バイパスで海に放水するための汲み上げ専用

井戸の 1 本から、基準（1500 ベクレル／ℓ）を超える高濃度のトリチウムを検出した。この井戸からは 1

ヶ月前から基準値を超える地下水が汲み上げられているが、今回検出した 2100 ベクレルは、これまでで

最高の濃度であった。東京電力は、これまで汲み上げられた基準値を超える地下水は、貯留タンクで他

の井戸からの地下水に混ぜれば基準値を下回るとしている。今回の高濃度汚染地下水も貯留タンクで薄

めて放水する模様だ。薄めて流すというのは、公害が盛んだった頃の企業の常套手段だったが、今では

そのようなことは許されない。  

さらに、原子炉の汚染水を貯蔵しているタンクからの放射線で、原発の敷地と外部との境界付近で、被

曝線量が許容基準の 10 倍にもなっている。原子力規制委員会は、年間 1 ミリシーベルトまで線量を下げ

るように指示していたが、東電が作成した 2015 年 3 月までに 2 ミリシーベルトに下げ、その 1 年後に 1

ミリシーベルトまで線量を下げるという廃炉に向けた取組計画を承認した。東電の計画によると、核種

除去装置（ALPS）などで汚染水を浄化するなどして、線量を下げるとしている。しかし、ALPS は故障

続きで、稼働がどの程度進むのか、未確定の部分が多い。そのためか、東電は ALPS による汚染水浄化

の具体的な計画は示しておらず、規制委員会は、具体的な対策を至急示すよう東電に要求する必要があ

ると述べた。 
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【中部】 

●海水浴場の減少続く 石川県 

石川県内の海水浴場が減少し続けている。今年県内で開設されるのは 23 カ所で、過去 10 年間で最少と

なった。少子化やレジャーの多様化などで利用客が減っており、海水浴場として開設するには、監視員

の配置、更衣所・救護所・トイレの設置、ロープなどでエリアを区切ることなどが義務づけられており、

約 300 万円の経費がかかる。一方、利用客はここ数年で 4 割程度まで減少しており、一部の大規模海水

浴場以外では、維持が困難になっている。県内の海に面している市町の中で、小松市、能美市、金沢市、

穴水市では、海水浴場がない。この傾向は全国的なものでもあり、このままでは海に親しむ子供はます

ますいなくなるばかりである。海に親しんだ経験のない子供が大人になったら、海の環境に関心を持た

ない時代が来てしまうだろう。 

 

●知多半島でアカウミガメの産卵 今年初の報告 

今月 19～20 日に愛知県知多半島の南知多町篠島と美浜町小野浦で、アカウミガメの産卵が確認された。

今年最初の産卵となる。篠島では 3 年ぶりの産卵。昨年は知多半島では、美浜町の奥田海岸と常滑市蒲

池海岸の 2 カ所で産卵が見られている。今年はもっと多くの海岸でウミガメの産卵が見られるかもしれ

ないと、地元では期待している。 

【近畿】 

●三重県でも鈴鹿市でアカウミガメの産卵 

三重県鈴鹿市寺家町の鼓ヶ浦海岸で、今月 23 日にアカウミガメの産卵が確認された。この海岸では 3 年

連続の産卵である。伊勢湾流域（三重県津市・鈴鹿市・四日市市）でウミガメの上陸や産卵、ふ化情報

を収集・発信している非営利団体「ウミガメネットワーク」や地元の人々が、保護柵と網を作って保護

をしている。約 100 個の卵があると推定されている。 

 

●和歌山県白浜でアカウミガメの産卵が続く 

和歌山県白浜町日置の砂浜でも、アカウミガメの産卵が始まっている。今年は 5月 26日に初上陸があり、

産卵も 5 月に 1 回あった。今月になって 21 日までに 18 回上陸し、そのうち 3 回で産卵に至った。しか

し、例年に比べて上陸数は少ない傾向にある。今年の水温が例年より 1～2 度低かったのが原因という見

方も出ている。 

 

●オニヒトデが急増 サンゴの被覆度も減少 白浜沖 

和歌山県白浜町の京都大学臨海実験所沖の四双島周辺でオニヒトデが急増していることが、和歌山大学

ダイビングサークルの学生たちの調査で判明した。調査は、世界基準になっているサンゴ礁調査「リー

フチェック」方式で行われた。その結果、750 ㎡に 11 匹のオニヒトデを発見。1 ヘクタールあたりにす

ると 146 匹に当たる。オニヒトデの異常発生の基準の 30 匹を大きく上回る結果となった。そして、ミド

リイシ類のサンゴが食害されていることも確認された。サンゴの被覆度は、2010 年に 42％、11年に 38％、

12 年は 30％と徐々に減少していたが、今回はわずか 13％であった。この急激な減少はオニヒトデの急
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増と関係しているとみられている。一方、田辺市目良の沖にある沖ノ島周辺の調査では、サンゴの被覆

度が例年と変わらず 61％あり、オニヒトデも見つからなかった。四双島周辺では、2009～10 年にかけ

て、大規模なオニヒトデ駆除を行ったが、その後、駆除活動は行っておらず、それが急増の原因と地元

では見ている。地元の NPO などでは、行政の助成がなくて、駆除活動ができないままでは、サンゴ礁の

復活もできないと心配している。 

【中国】 

●ハマボウフウの苗を植栽 出雲市 

海浜植物としてよく知られているハマボウフウが、食用目的で採取され、各地の海岸で減少している。

ハマボウフウはセリ科の植物。浜辺に深く根を張って、砂浜の形成にも一役買っている。島根県出雲市

外園町の長浜小学校の児童と出雲農林高校植物学科の生徒らが、ハマボウフウを増やそうと、外園海岸

で砂浜に苗を植えた。今後もハマボウフウを増やす活動をしていくという。 

 

●深海魚ナガユメタチモドキを捕獲 長門市 

山口県長門市沖の仙崎湾で、深海魚の「ナガユメタチモドキ」というタチウオ科の魚がイワシ漁の網で

捕獲された。ナガユメタチモドキは、南日本からオーストラリア、ハワイ諸島までの広い海域で、水深

200～300m の深さに生息することが知られているが、生態は不明。山口県では、過去に 3 回捕獲された

記録がある。捕獲されたナガユメタチモドキは、全長 198cm、体重 1.7kg もある。近年山口県の日本海

側で深海魚が捕獲されることが続いており、気味悪がられている。 

【四国】 

●赤潮警報を解除 香川県赤潮対策本部 

今月 19 日に赤潮警報が発令された燧灘（ひうちなだ）東部から備讃瀬戸西部にかけての海域で、シャト

ネラという赤潮生物の大量発生があり、香川県魚類養殖業赤潮対策本部では警戒を強めていたが、21 日

と 24 日の 23 地点の調査で、シャトネラの検出数は、10 細胞／ml の警報発令基準を下回ったため、警

報を解除した。漁業被害も確認されていない。 

 

●牟岐町でもアカウミガメが産卵 

徳島県牟岐町灘の松ヶ磯で、今月 20 日に初めてアカウミガメの産卵が確認された。去年より 15 日遅か

った。発見した NPO 会員が、卵を掘り出し、近くの人工孵化場に埋め戻した。卵は 121 個あった。 

 

●吉野川河口にコアジサシが集団営巣 

国のレッドリストで絶滅危惧 II 類に指定されている渡り鳥のコアジサシが、徳島市の吉野川河口の中州

で集団営巣しているのが発見された。コアジサシは体長 25cm ほどの渡り鳥で、中州に約 240 羽が営巣

し、1～3 個の卵を産卵しているのが確認された。孵化した雛も見つかっている。この中州では、1994 年

から 97 年までコアジサシが営巣していたが、その後は巣を作ることがなく、近くの小松海岸などで営巣

していた。 
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●土佐清水の海岸でハマユウが見頃 

高知県土佐清水市の海岸で、塩性植物の南国のハマユウが白い優美な花を開き、見頃を迎えている。ハ

マユウはヒガンバナ科の多年草で、近年は砂浜の人工化や護岸工事により自生するハマユウが減少して

いる。近年は、住民による植栽が各地で行われており、砂浜植生が自然の状態なのかどうか、少し見ただ

けでは分からなくなっていることが多い。 

【沖縄】 

●沖縄にゴマフアザラシ出現 

6 月 24 日、沖縄県渡嘉敷島の南端にある阿波連の水路でアザラシと思われる動物が発見された。体長

60cm くらいで、ゴマフアザラシの子供と確認された。生後 1～2 カ月くらいとみられ、冬に流氷の上で

生まれるはずのゴマフアザラシの子供が、なぜこの時期に沖縄の海に現れたのか、謎に包まれている。

沖縄でアザラシが観察されたのは、初めて。しかし、28 日にこのアザラシが死亡しているのが見つかっ

た。胸に傷があったので、サメなどに襲われたのかもしれない。 

 

●名護市議会が制限水域拡大に反対  

沖縄県名護市の市議会は、先に辺野古の海の埋め立てを行うに際して、反対する者の立ち入りを制限す

る水域を大幅に拡大することに合意した日米合同委員会の決定に対して、「日米両政府による辺野古沖立

ち入り制限水域拡大合意の撤回を求める決議」と意見書を賛成多数で可決し、安倍首相や駐日米大使ら

に送った。公明党も賛成した。意見書は、「拡大には軍事的な合理性はない」などと批判している。同時

に集団的自衛権を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書も採択した。 

 

 

 

【関東】 

◆沿岸域総合管理シンポジウム-地方に活気を！ ～海を活かしたまちづくり～ 

海洋基本法が 12 の基本的施策のひとつとして取り上げている「沿岸域総合管理」について、2013 年 4

月に閣議決定した新海洋基本計画は、「各地域の自主性のもと（中略）各地域の特性に応じて陸域と海域

を一体的かつ総合的に管理する取組を推進することとし、地域の計画の構築に取り組む地方を支援する」

としています。海洋政策研究財団は、2010 年度より、沿岸域の諸問題に先進的に取り組む意欲のある自

治体（志摩市、備前市、小浜市、宿毛市・大月町、宮古市）と協力して地域の活性化に役立つ「沿岸域

総合管理」のモデルづくりに取り組んできました。 

そこで、今回のシンポジウムでは、海を活かして沿岸域総合管理によるまちづくりに取り組んでいる地

域の市長をお招きして、その取組について聞き、地方の活性化に役立つ「沿岸域総合管理」とは何か、

どのような支援が求められているか等について議論したいと思います。（海洋政策研究財団 6/27 メール

マガジンより転載、一部編集） 
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日時：7 月 4 日（金）13:00～15:00 （受付開始 12:30） 

場所：東海大学校友会館 美保・霞の間（東京都千代田区霞が関 3－2－5 霞が関ビル 35 階） 

参加費：無料 

 

プログラム 

・開会挨拶、「沿岸域総合管理」の紹介とシンポジウムの狙い 海洋政策研究財団 寺島紘士常務理事 

・来賓挨拶：総合海洋政策本部事務局 長田太事務局長 

・ビデオ上映「沿岸域総合管理によるまちづくりの展開」 

・パネルディスカッション パネリスト： 志摩市 大口秀和市長、小浜市 松崎晃治市長 

              海洋政策研究財団  寺島紘士常務理事 

       モデレーター： 海洋政策研究財団 古川恵太主任研究員 

 

★申し込み：下記の申込フォームに必要事項を入力の上、r-uesato@sof.or.jp までお申し込みください。

申込み受付のご連絡は致しませんので、当日直接会場にお越し下さい。 

問い合せ先：海洋政策研究財団海洋グループ 特任研究員 大塚万紗子 電話：03-5404-6807 

 

== 申込フォーム ========================================================== 

◎「沿岸域総合管理シンポジウム-地方に活気を！～海を活かしたまちづくり～」に参加します。 

・平成 26 年 7 月 4 日（金）13:00～15:00 東海大学校友会館 

ご芳名： フリガナ： 会社名： 部署名： 役 職： ご住所： ＴＥＬ： ＦＡＸ： 通信欄： 

========================================================================== 

 

◆東アジア鰻資源協議会 公開シンポジウム 

「うな丼の未来 II 人とうなぎの共存をめざして」 

ウナギは今、慢性的な資源減少に苦しんでいる。昨年 2 月、ついにニホンウナギは絶滅危惧種に指定さ

れた。なぜ資源はこんなにも減ってしまったのか？ どうすれば回復させることができるか？ 我々はこ

れからも、うな丼を食べ続けることができるのか？ 問題は山積している。 

日本人がこよなく愛するウナギの食文化を絶やさないために、様々な考えを持ち寄り、人とウナギの共

存の道を模索しようではないか。         東アジア鰻資源協議会・日本支部会長 塚本勝巳 

 

日時： 7 月 27 日（日）9:00-17:00 

会場：東京大学弥生講堂 一条ホール 

会費：無料（どなたでもご参加いただけます） 

主催：東アジア鰻資源協議会・日本支部会（EASEC Japan） 

共催：東京大学大学院農学生命科学研究科，北里大学海洋生命科学部，日本大学生物資源科学部 

 

プログラム 

基調講演 ニホンウナギを守る（望岡典隆，九州大学） 

http://www.tokai35.jp/staticpages/index.php/acc-000
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セッション 1：研究と報道 

 うな丼のために自然科学ができること（吉

永龍起，北里大学） 

 異種ウナギ輸入に伴う疾病侵入リスクとそ

の対策（良永知義，東京大学） 

 人工種苗量産への取り組み（田中秀樹，増

養殖研） 

 危機は消費者にどう伝わっているか（合瀬

宏毅，NHK） 

 

特別講演 

IUCN Red List (tentative title) (Matthew 

Gollock, Zoological Society of London/IUCN） 

 

セッション 2： 漁業と流通 

 シラスウナギ対策（村上寅美，全鰻連） 

 石倉設置によるウナギの隠れ処づくりと内

水面漁協の取り組み（大越徹夫，全内漁連） 

 うなぎを食べながら守るということ（高野

智沙登，パルシステム連合会） 

 

セッション 3： 行政 

 ウナギの資源管理について（太田愼吾，水産庁） 

 ニホンウナギ保全方策検討調査について（桝 厚生，環境省） 

 ウナギと河川環境（中村徹立，国土交通省） 

 

総合討論：人とうなぎの共存を目指して  ／モデレーター：海部健三（中央大学） 

 

【中部】 

◆「海の森からの贈り物 ―海藻おしば展」 ※日程変更 

先号お知らせしたイベントの日程が変更になりました。終了は 7 月 6 日です。お間違えの無いように。

日時：6 月 28 日（土）～ 7 月 6 日（日） 10:00～18:00 

場所：「ギャラリー 椿」〒414-0003 伊東市中央町 13-39 ホテルリーデント伊東１階 

出展作家：野田三千代・森田玉子・鎮田たつ子・水口正子・高山優美・三橋絹代・永島美保・佐藤真理 

※今回は作品の販売も予定されています！ 

連絡先：海藻デザイン研究所 野田 三千代 090-1273-0129 
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前号の続報 

「上関原発に反対する祝島の漁師さんに５００万円届けようキャンペーン」 

6 月 26 日、おかげさまでカンパ額 300 万円を越えました！ 

目標額は 500 万円。海の日の 7 月 21 日、祝島の漁師さんへ届けましょう。 

★カンパ振り込み先：ゆうちょ銀行口座 

【口座番号】０１３２０－０－９０１７６ 【加入者名】みんなの海の会 

一般金融機関から口座へお振込みの場合 

【口座種別】当座預金 【店名】一三九（イチサンキュウ）             

【口座番号】００９０１７６ 【名義】みんなの海の会（ミンナノウミノカイ）   

※詳しくはホームページ（ http://minnanoumi.jimdo.com ）をご覧ください。 

http://minnanoumi.jimdo.com/
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【近畿】 

◆初夏の干潟 調査隊 

日時：9 月 7 日（日）10:00～12:00 

場所：観海閣周辺 
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【九州】 

◆和白海岸 探鳥会 

日時：7 月 13 日（日）9:00～12:00 

集合場所：午前 9 時、JR 香椎線和白駅前公園 

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  連絡先：092-606-0012（山本） 

 

 

●宮島水族館（刊）「教育ボランティアのための干潟の動物観察」 非売品 pp.149 

宮島水族館が実施する自然観察会でボランティアをしている

石岡宏子会員らが、観察会を指導するボランティアのために作

成したパンフレット。限定 50 部を印刷しただけなので、一般

には手に入りにくい。干潟の観察会でよく見られる動物を種ご

とに写真と解説を記述しており、野外観察には、便利である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●渡辺一夫「海辺の石ころ図鑑」   

ポプラ社 (2005)    pp.207  ￥2,500（税別） 

 

北海道から西表島まで、全国 94カ所の海岸の石ころ（礫）

を写真入りで紹介しながら、砂浜の石ころの起源や、

その分類方法などを子供にも分かりやすく解説してい

る。砂浜で観察会を行うときや、砂浜海岸生物調査な

どにも、持っていると便利である。本書を読んだ後は、

海岸の石ころを見る目が違ってくること請け合い。 
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プチフォトコーナー 

宮城県南三陸町の「慶明丸」さん 

の仮設店舗で味わった新鮮なウニ。 

（2013年 6月 瀬戸内千代撮影） 

 

ヤクシマダカラの日本最小個体を白浜で発見 

ヤクシマダカラは南方系のタカラガイで、本州の房総半島以南からインド―西太平洋にかけてと八丈

島の潮間帯から水深 20 m の岩礁やサンゴ礁に生息する。白浜で普通に見られるタカラガイ類では最大級

の種である。 

筆者が 1998 年以降、白浜町の番所崎とそこに接続する京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸

臨海実験所“北浜”に打ち上がった多数のヤクシマダカラを、四季折々拾い集め、最大と最小個体の成

貝を探し出した。すると、殻長はそれぞれ 29 mm, 70 mm だった。これらの殻は重厚で、殻口は閉じて

スリット状で、殻表面の光沢は全く消失し磨り減ってもいて特有の模様もほとんどなくなっていた。両

方とも死亡後時間が長く経過していた。 

本種の成貝の大きさは非常に変異が大きく、

日本産の殻長幅は 29.1～86.3 mm と記録さ

れている。従って、今回の白浜産の最小個体

は日本産最小個体だった。本種は世界では殻

長が 24.6-104.7 mm と記録されてあり、それ

だと今回のものより最小個体は少し小さく、

最大個体はさらにかなり大きいものになる。

皆様のお住まいに生息するヤクシマダカラの

サイズはどれほどの幅なのでしょうか？  

図. 和歌山県白浜町産ヤクシマダカラ打上個体の最大と最小の成貝 

  

 

 

 

海の幸をたっぷり味わった後に、

デザート代わり（？）にスプーン

付きで登場。ビックリするほど甘

くて、本当にプリンのようでした。 



 

18 

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 

先日、広島県にある「芸北ぞうさんカフェ」のオーナー植田紘栄志（ひさし）さん（ミチコーポレー

ション代表取締役）の講演を聞く機会がありました。ひょんなきっかけからスリランカに渡り、人に導

かれて、気付いたら象のうんちで「ぞうさんペーパー」を作っていた、という何とも愉快なお話に魅了

されました。と、ここまでは海と全く関係ないような話題ですが、ぞうさんペーパーのホームページを

のぞいたら、出会ってしまったのです……ゾ

ウと共通の祖先を持つといわれるジュゴンの

グッズに。「うんち」と言っても、ちゃんと

グツグツ煮て殺菌してあるので、ご安心を。

象が腸でこしらえたタップリの繊維を、古紙

と混ぜ合わせ、現地 NPO と協働で和紙のよ

うに手すきして作っている紙だそうです。 

←画像提供：Wild Funky Store 

さて、今号は海の生き物を守る会の「7 周年アニバーサリー号」でした。これといった企画も立てられ

ずに終わりましたが、記念すべきタイミングに立ち会えて幸せでした。向井先生ご夫妻をはじめ、これ

まで関わってこられた皆様に大きな拍手を～。７年間お疲れ様でした。おめでとうございます！（ちよ） 

http://wildfunkystore.com/?pid=5082146
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昨年まで関わってきた重要海域選定の結果が、まもなく環境省から発表になるはずです。4 月以降の早

い時期に公表されると聞いていたのですが、なかなか公表されないので、どこかから横やりでも入った

のではと心配しています。生物多様性条約の 2020 年愛知目標に向けて、早く国内の効果のある海洋保護

区を設定するためには、まず重要海域の決定が必要です。そして、それが保護区設定への第一歩になる

はずなのですが、まだ第一歩が踏み出せない状態です。効果的な海洋保護区を作って、早く日本の海の

生き物を救い出さねばなりません。まったくの手遅れにならないうちに。そんな話しを 7 月 13 日、北海

道で行います。京都の歌手、江藤ゆう子さんの海の歌も楽しめます。ぜひ足を運んで下さい。（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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