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「今月の海の生き物」 ヘナタリ Cerithidea cingulata  

軟体動物門腹足綱キバウミニナ科に属する巻貝の一種。本州房総半島以南の潮間帯の干潟、

とくに河口干潟に生息する。殻長 4cm ほどになる円錐形の貝。各層には 4～5本の螺肋が巻

き、それが縦肋と交差

し、タイル状になって

いる。成貝になると、

殻口がラッパ状に伸

び、水管が背中側に曲

がる。干潟の中でもや

や水が残りやすい場

所に集まっているこ

とが多い。干潮時に泥

の表面のデトライタ

ス（有機物残渣）や珪

藻類などを食べてい

ると思われる。 

         

(和歌山県白浜町にて 

向井 宏撮影) 

http://e-amco.com/
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●北海道で講演会 ミニコンサート「海を語り 海を歌う集い」 

7 月 13 日（日）に、北海道厚岸町情報館で、海の生き物を守る会と厚岸町、厚岸町環境教育推進協議会

の共催で、環境講演会「海を語り 海を歌う」を行いました。江藤ゆう子さんの「島人ぬ宝」の歌唱で始

まった会は、江藤さんの司会で行われました。講演は、本間浩昭・毎日新聞記者が「どう守る？北方四

島の自然」と題して、ロシア政府が最近進めている四島の開発政策を紹介し、ビザ無し交流で調査や記

録してきた四島の自然の変化から現状を危機的な状況ととらえ、知床半島からロシア領を含む広域の世

界遺産登録を目指すべきだという提案について話していただきました。向井 宏・北大名誉教授は、日本

の海の生物多様性の危機とその原因について説明し、現在の環境省の取組と今年発表される重要海域の

候補を紹介し、今後どのように海洋保護区を拡大していくかについての問題点を指摘しました。その後、

京都在住の歌手、江藤ゆう子さんによる「海と愛を歌う」と題したミニコンサートでは、「海 その愛」

「海」「さくら貝の歌」「愛の歌」など、江藤さんの歌い上げる懐かしい海の歌で参加者は和みました。

また、「知床旅情」「夏の思い出」を参加者と共に合唱しました。約 60 名が

参加しました。参加者に

は好評だったようです。

また参加したいという

声が寄せられました。 

  

←講演する本間浩昭さん 

講演する向井 宏→ 
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←歌う江藤ゆう子さん 

 

 

講演会を報ずる北海道新聞 

（2014.7.14朝刊）→ 

 

 

 

江藤さんの軽妙な司会と 

トークで参加者も笑い顔 

が絶えません。↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会＋ミニコンサート 

会場のようす→ 
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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 33 名が参加 

海の生き物を守る会では、上関の自然を守る会と共催で、7 月 26 日に田ノ浦におけるアカテガニの放仔

の観察会を行いました。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

の放仔をみんなで観察しました。参加者は 33 名に上り、盛会でした。詳細は次号でお知らせします。 

 

 

 

 

 

現在まで129枚、93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 129 枚の調査票が寄せられ、全国 93 ヶ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。北陸日本海側では

皆無です。 

 

すでに調査された海岸

のうち、東海地方につい

て、左に緑のマークで示

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

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ください 

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（月）～12月10日（水）※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またはマティ市 ※詳しい日程は未定 

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。 

 

●海の生き物を守る会 初めての街頭活動 

7 月 18 日（金）、辺野古の海とジュゴンを守るために、米軍基

地の建設に反対する市民の緊急行動に合わせて、京都駅前で海の

生き物を守る会として抗議のスタンディングおよび署名活動に

取り組みました。 

 

また、共同声明『辺野古新基地および高江ヘリパッド建設に強く

抗議し計画の撤回を求める環境団体の声明と要請～軍事基地建

設ではなく世界自然遺産への登録を～』（6～8 ページに転載）に賛同しました。この共同声明は、5 月

22 日の院内集会（衆議院第 2 議員会館）で発表し、23 日付けで内閣総理大臣、沖縄県知事宛に郵送しま

した。その後、防衛大臣には、6 月 2 日の防衛省前集会で、同省の担当官に手渡しました。また、この共

同声明の英文版を作成し、7 月 11 日にオバマ大統領、ケネディ駐日大使に郵送しました。 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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辺野古新基地および高江ヘリパッドの建設に強く抗議し 

計画の撤回を求める環境団体の声明と要請 

〜軍事基地建設ではなく世界自然遺産への登録を〜 

 琉球列島は、サンゴ礁や干潟、マングローブ林、亜熱帯林などの多様な自然環境に恵まれ、地球規模

で見てたいへん生物多様性の豊かな地域・海域となっています。島々は、地殻変動や氷河期の海面変動

により大陸との分離・連結をくり返し、大陸から渡来した生物が隔離された島ごとに独自に進化し、そ

の結果、多様な固有種、固有亜種が生息･生育しています。これらの種は、多くが絶滅のおそれのある種

です。また、世界の動物地理区分では旧北区と東洋区の移行帯にあたり、南北両系統の要素が含まれ多

様性豊かな動物相を形成しています。地球上では比較的希な亜熱帯林も、暖流とモンスーンにより雨の

多い島々には豊かに生育しており、島々を取り巻くサンゴ礁と同様に、多様な野生生物の生息場所とな

っています。 

 IUCN・UNEP・WWF による「世界環境保全戦略」（1980 年）では、琉球列島は、優先して保護区

を設置し保全を図るべき地域とされ、WWF の「グローバル 200」（1996 年）でも、地球上で最も優先

的に守るべき貴重な自然とされています。また、IUCN（国際自然保護連合）は、沖縄のジュゴン･ノグ

チゲラ･ヤンバルクイナの保全に関する勧告と決議を採択しています（2000、2004、2008 年）。一方、

生物多様性条約で採択された愛知ターゲット（2010 年名古屋）では、生物多様性の状況改善のため積極

的に保護区を設置し絶滅の防止を図ることを戦略目標のひとつに掲げており、日本では琉球列島におい

て実現されることが急務です。 

 しかしながら、琉球列島では、軍事基地建設や大規模公共事業などによる自然環境の破壊と劣化が進

みつつあります。特に、生物多様性保全の活動中心になるべき沖縄島においては、米軍基地の建設と軍

事訓練による生物多様性への脅威が、ますます増大しています。そのため、豊かな自然環境および住民

の生活環境への悪影響が生じており、今後さらに増大することが懸念されています。 

 名護市の辺野古・大浦湾・嘉陽の海域は、巨大なアオサンゴ群集を含むサンゴ礁や海草藻場が広がり、

日本では絶滅のおそれが最も高い哺乳類であるジュゴンが生息するなど、たいへん生物多様性が豊かな

沿岸域です。2009 年には、大浦湾の海底の泥の中から 36 種の新種のエビ･カニ類が発見されています。

この海域は、生物多様性と絶滅のおそれのある種の生息地として、また、独自の進化･種分化が沿岸域の

底生動物でも起きている可能性が考えられることから、世界自然遺産の登録申請に含めるべき地域です。 

 この辺野古･大浦湾では米軍普天間飛行場の移設先として新たな巨大軍事基地建設計画が進んでいま

す。昨年 12 月末に、沖縄県知事は公有水面の埋立を承認しました。しかし、この埋立承認は、公有水面

埋立法の第 4 条 1 項を満たしていない違法なものと言えます。 

その理由のひとつは、国土利用の合理性がないことです。沖縄県の「自然環境の保全に関する指針」で

は、辺野古･大浦湾海域は、評価ランク I の自然環境の厳正な保護を図る区域とされています。生物多様
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性豊かな沿岸域の埋立は、合理的な国土利用ではありません。環境に関する国際条約や国内法からみて

も自然環境の保全を優先するべきであり、軍事基地建設目的の埋立は許容するべきではありません。 

 ふたつ目の理由は、環境保全措置が適正ではないことです。環境アセス自体が科学的かつ民主的には

行われていないにもかかわらず、環境保全への配慮は適正という恣意的な結論になっています。また、

補正評価書や事後調査の未公開データが多数あることが通信社の情報公開で分かっており、ジュゴンや

ウミガメ類の保全措置は適正性に欠けることが指摘されています。埋立用土砂に含まれる外来生物への

対策もまったく不十分です。 

 環境アセス評価書に対する沖縄県知事意見の「自然環境および生活環境の保全は不可能である」とい

う評価は何も解決されていないし、名護市議会の議決を得た名護市長の埋立に反対する意見への見解も

何も示されていません。また、県知事の埋立承認は公約違反であり、大部分の県民が強く反発していま

す。現在の普天間飛行場では、協定違反のオスプレイの訓練が日常化しており、辺野古新基地ができた

場合には、同様に地域住民の生活への悪影響はたいへんに大きいことが予測されます。 

 東村・大宜味村・国頭村の国頭山地には、亜熱帯の照葉樹林が発達する豊かな森林生態系・淡水生態

系が残され「やんばるの森」と呼ばれています。やんばるの森は生物多様性に富み、沖縄島で独自に進

化し種分化をとげた固有種・固有亜種が生息・生育し、その多くが絶滅のおそれのある種とされていま

す。そのため、やんばるの森は地球レベルで保全される必要があり、世界自然遺産として登録されるべ

き地域です。特に、宇嘉川流域は、海岸、河口、河川、渓流、照葉樹林が自然状態で残され、森・川・

海が連続する重要な環境です。 

 しかしながら、米軍北部訓練場（約 7,800ha）の北半分を日本に返還するための交換条件として、やん

ばるの森の中に、東村高江の小さな集落を取り囲むように、垂直離着陸機オスプレイ用のヘリパッド 6

か所の建設が計画され、住民の強い反対を無視して工事が強行されています。ヘリパッドは無障害物帯

を含めて直径 75 メートルの巨大なものであり、幅 3 メートルの進入路も合わせて造成されます。 

 これまで、大国林道などの工事で照葉樹林が切り開かれた場合、風の通り道となって道路周辺の樹木

が立ち枯れてしまうことが明らかになっています。また、道路法面の崩壊も少なくありません。したが

って、6 か所もの巨大ヘリパッドおよび道路の造成は、周辺の樹木の枯死、切り土・盛り土部分の崩壊、

沢への赤土流出などが発生し、森林に大きな悪影響をおよぼすことが予測されます。すでに 2013 年 1 月

には、工事中のヘリパッドの一部崩落と沢への赤土流出が起きています。沖縄防衛局の自主アセスにも

とづく希少植物の移植などもうまくいかない状況です。この自主アセス自体が、オスプレイの配備を隠

したまま行われており、形骸化した悪しき環境アセスそのものです。 

 将来、オスプレイによる軍事演習が頻繁に行われるようになると仮定すれば、強い騒音や低周波音、

着陸時の高熱の下降気流によって、周辺のノグチゲラ、ヤンバルクイナ、アカヒゲ、アマミヤマシギな

どの固有種、希少種の繁殖、生息を妨げることは確実です。また、琉球朝日放送（QAB）のドキュメン
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タリー「標的の村」に描かれたように、現在すでに高江住民の安心、安全な生活はヘリパッド工事によ

って脅かされ、大きな負担がのしかかっています。今後もオスプレイによる軍事演習へと拡大されたら、

人々の生活自体が破壊されることになります。 

 沖縄県には日本の米軍専用基地の 74 パーセントが集中し、沖縄島はその面積の 18 パーセントが米軍

基地で占有されています。米兵および米軍属による事件･事故が絶えない状況です。戦後の 69 年間、か

つては日本本土からの移転による土地の強制収奪により基地は増大し、現在ではさらに機能強化された

基地が新たに建設されようとしています。基地の見返りとして振興資金が投入されていますが、他県で

は通常の配分であるものが沖縄県に対しては振興資金の名目がつき、高補助率の公共事業費の多くは本

土企業に還流するなど、決して優遇されているわけではなく、必ずしも地元のためにはなっていないの

が現状です。振興資金による大規模公共事業により、沖縄の海も山も川も、その自然環境は破壊されつ

つあり、地域住民の持続可能な生活も脅かされつつあります。 

 このような沖縄における状況は、日本国憲法が保証する住民の権利を無視するもので明らかな差別で

す。沖縄では、環境、人権、平和がないがしろにされています。 

 以上のことから、私たち自然保護および環境保全に係わる団体は、沖縄県名護市の辺野古新基地およ

び東村高江でのオスプレイ用ヘリパッドの建設に強く抗議するとともに、軍事基地の建設計画を撤回し

て世界自然遺産に登録することを強く主張し、日米両政府および沖縄県知事に以下のことを要請します。 

1. 日本政府とアメリカ政府に対して、 

（1）豊かな自然環境と生物多様性に悪影響をおよぼす辺野古における新基地計画、高江におけ

るオスプレイ用ヘリパッド建設を中止、撤回すること。 

（2）琉球列島の固有種･固有亜種の重要生息地である北部訓練場は部分返還ではなく全面返還す

ること、また、普天間飛行場も早急に返還すること。 

2. 日本政府に対して、 

（1）辺野古･大浦湾・嘉陽の海域およびやんばるの森の自然環境の保全と持続可能な利用、地域

住民の安全で安心な生活環境の確保を政策として実現すること。 

（2）「奄美･琉球」の世界自然遺産登録の申請には、辺野古･大浦湾･嘉陽の海域および北部訓練

場全域のやんばるの森を含めること。 

3. 沖縄県知事に対して、 

（1）辺野古の公有水面埋立承認を取り消すこと。 

（2）高江のオスプレイ用ヘリパッド建設を容認せず中止を求めること。 

 

以上 
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●賛同団体  

NPO 法人ラムサール・ネットワーク日本／国連生物多様性の 10 年市民ネットワーク／ジュゴン保護キ

ャンペーンセンター／沖縄・生物多様性市民ネットワーク／沖縄環境ネットワーク／沖縄リーフチェッ

ク研究会／ヘリ基地反対協議会／ヘリパッドいらない住民の会／公益財団法人世界自然保護基金ジャパ

ン／公益財団法人日本自然保護協会／公益財団法人日本野鳥の会／一般社団法人グリーンピース・ジャ

パン／一般社団法人北海道自然保護協会／日本環境法律家連盟（JELF）／日本森林生態系保護ネットワ

ーク（CONFE-JAPAN）／沖縄ジュゴン環境アセスメント監視団／ジュゴンネットワーク沖縄／泡瀬干

潟を守る連絡会／日本科学者会議沖縄支部／北限のジュゴンを見守る会／北限のジュゴン調査チーム・

ザン／ヘリ基地いらない二見以北十区の会／沖縄から基地をなくし世界の平和を求める市民連絡会（沖

縄平和市民連絡会）／三番瀬を守る署名ネットワーク／三番瀬のラムサール条約登録を実現する会／バ

イオダイバーシティ・インフォメーション・ボックス／虔十の会／徳山ダム建設中止を求める会／大阪

茨木北部丘陵地域の自然を守る市民会議／山崎川グリーンマップ／長良川市民学習会／導水路はいらな

い！愛知の会／海の生き物を守る会／生命の輪／イルカ＆クジラ・アクション・ネットワーク／熱帯

林行動ネットワーク（JATAN）／地球救出アクション 97／NPO 法人環境ネットワークくまもと／設楽

ダムの建設中止を求める会／渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会／とくしま自然観察の会／認定

NPO 法人環境市民／広島フィールドミュージアム／渥美自然の会／有明海漁民・市民ネットワーク／高

松干潟を守ろう会／認定 NPO 法人生態工房／沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック／辺野古への基地建設

を許さない実行委員会／沖縄のための日米市民ネットワーク（JUCON）／ピースボート／基地のない平

和で豊かな沖縄をめざす会・大阪／普天間・辺野古問題を考える会／沖縄平和ネットワーク首都圏の会

／沖縄戦の史実歪曲を許さず、沖縄の真実を広める首都圏の会（沖縄戦首都圏の会）／あいち沖縄会議

／平和・人権・民主主義を考える西濃憲法集会 2014 実行委員会／うちなんちゅの怒りとともに！三多摩

市民の会／オスプレイの横田配備に反対する会／「標的の村」を上映する会・三多摩／「命どぅ宝」あ

いち／平和・人権・環境を守る岐阜県市民の声／日本山妙法寺／日本カトリック正義と平和協議会／基

地のない沖縄をめざす宗教者の集い／みん宿ヤポネシア／ティナラク織の会「カフティ」／関西市民の

会／時を見つめる会／ゆんたく高江／沖縄意見広告運動（第 5 期）／計 71 団体 

 

●共同声明・要請の呼びかけ人 

花輪伸一（NPO 法人ラムサール･ネットワーク日本）、安部真理子（沖縄リーフチェック研究会）、三

石朱美（国連生物多様性の 10 年市民ネットワーク）、蜷川義章（ジュゴン保護キャンペーンセンター）、

真喜志好一（沖縄環境ネットワーク）、吉川秀樹（沖縄･生物多様性市民ネットワーク）、安次富浩（ヘ

リ基地反対協議会）、伊佐真次（ヘリパッドいらない住民の会） 
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2．イカとタコ 切手コレクション （5）   立川賢一 
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【全国】 

●干潟の経済価値 約 6100 億円と発表 

環境省は、日本の湿原と干潟についての経済価値を試算した結果を発表した。それによると、湿原は年

間約 9700 億円、干潟は約 6100 億円の経済価値を生み出している。経済価値は漁業による収入だけでは

なく、湿原や干潟が豊かな生態系をはぐくみ、水質の浄化に役立ち、観光やレクレーションなどにも役

立つことを具体的な数字として計算したものである。近年、湿原も干潟も開発によって急激に面積が減

っており、湿原は 20 世紀末までの 100 年間に約 60％以上が無くなり、干潟は半世紀の間に 40％以上が

消失している。今回の試算の結果は、藤前干潟（5 億円）、有明海の干潟（2538 億円）などとなっており、

合計では約 6100 億円になる。しかし、試算の前提にはいろんな問題が含まれており、科学的な検証はま

だこれからとなるだろう。お金に換算できない干潟や湿原の価値は、どのようにして評価すべきか、環

境経済学の進展とその限界も見え隠れしているが、具体的に金額を示すことで、保全すべき場所の認識

をもってもらおうという意図は感じることができる。どのような方法で、保全すべきことが認識できる

か、それがこれからの課題でもある。 

【東北】 

●大震災後 初の海開き 岩手県普代浜・吉里吉里浜 

岩手県の各地の海水浴場で震災後初めての海開きが行われた。普代村の普代浜海水浴場では、7 月 26 日

に海開きした。海水浴場は大津波の被害を受けて、景観は一変してしまったが、普代村では環境省の補

助事業で、今年中に道路を嵩上げして「復興公園」として整備する方針だ。 

一方、岩手県大槌町の吉里吉里海岸でも同日海開きが行われた。ここも震災後初めての海開きとなる。

震災で消失した施設もまだそのままだが、これまで延べ 3000 人以上のボランティアによってがれきの撤

去は進み、海開きにこぎ着けた。 

 

●「防潮堤建設に環境アセスを」 仙台弁護士会が意見書 

東日本大震災と大津波の被災地で巨大防潮堤を建設するという政府の方針に則って各地で強引な建設が

進んでいるが、巨大防潮堤の建設がそこに住む人々の生活を無視していることや、生物多様性に大きな

影響を持つことなどから懸念の声が起こっている。仙台弁護士会では、この防潮堤建設工事をめぐって、

環境アセスメントを実施すべきであり、条例を改正すべきという意見書を宮城県と仙台市に提出した。

意見書によると、「生物多様性の保全は重大な人権課題」であるとし、防潮堤建設は復興事業として環境

アセスメントをしないでできることに懸念を示している。その上で、費用対効果も考慮し、住民の意見

を良く聞くための協議会の設置を義務づけるなどすべきであると求めている。防潮堤建設に前のめりの

宮城県知事は、この意見書をどう受け止めるだろうか。そして、工事の責任を各自治体に押しつけてい

る政府は、どう考えているだろうか。生物多様性などどうでもよくて、経済の上昇だけを問題にしてい

るように見える政府の方針は、もう見直されるべき時期なのではないだろうか。 



 

12 

●トレンチ凍結が難航 福島第一原発 

東京電力福島第一原発の地下水流入を止めるための遮水壁凍結が難航している一方、海側の地下道トレ

ンチの凍結止水工事も難航している。東電は、トレンチの中の汚染水そのものを凍らせることで流出を

防止しようと、24 日に約 2 トンの氷を投入した上、25 日にはドライアイスを約 6 リットル試験的に投入

した。今後、この氷やドライアイスの投入の効果を確かめながら、本格的な氷とドライアイスの投入を

続ける予定である。しかし、凍土による遮水壁も当初の見込みと違って、効果が上がっておらず、海へ

の汚染水の流出は続いている。 

【中部】 

●輪島の海女漁を海洋保護区モデルに 水産庁が COP12 で主張予定 

10 月に韓国で開かれる生物多様性条約第 12 回締約国会議（COP12)で、日本政府は漁業権区画を「日本

型海洋保護区」として保護区と認めることにしている。その中で、水産庁は輪島の海女漁を「日本型海

洋保護区」のモデルとして世界にアピールすることを決めた。漁業者自らが資源管理をする日本の伝統

的取り組みとして海女漁を取り上げたもので、水産庁では石川県輪島市海士町で調査を進めている。水

産庁の海洋保護区検討会の委員を務めているあん・まくどなるど上智大学教授によると、日本では伝統

的に漁業者自らが設定する禁漁区が江戸時代からあることを世界に訴え、輪島の海女漁の資源管理を代

表として説明するという。しかし、区画漁業権海域がすべて良好な結果を示しているわけではなく、資

源管理が成功しているのはほんの一部にすぎない。そのような成功事例だけを示して、それ以外の乱獲

や資源減少を招いている「日本型海洋保護区」を意図的に無視するのは、海洋保護区の拡大を意図する

多様性条約での日本の約束をごまかすことにしかならない。あん教授や水産庁はどれだけ漁業権海域を

海洋保護区と称することの問題点を認識しているのだろうか。 

 

●浜松市に高さ 13ｍの防潮堤が一部完成 

静岡県浜松市では、高さ 13m の防潮堤を建設中で、その一部約 100m が完成した。市と建設業界が作っ

ている「みんなでつくろう防潮堤市民の会」という団体が、この防潮堤の完成部分を見学する会を開き、

防潮堤の丈夫さ、堅固さを確認した。行政と業者が市民の会を名乗る不遜さ。防潮堤建設による人の生

活と生物多様性の消失については、何の考慮もないようだ。本当に防災のためという巨大防潮堤は、巨

額の税金を投入するだけの意味があるのだろうか。それはどこかで考察されたのだろうか。これまでの

公共工事の多くがそうであったように、お金をつぎ込むためだけの工事ではないのだろうか。そのため

に国富とも言える日本の自然資源を破壊して良いのだろうか。 

 

●アカウミガメの卵 小動物による被害？ 豊橋市が調査 

愛知県豊橋市の表浜海岸では、アカウミガメの産卵が続いているが、豊橋市ではアカウミガメの卵が小

動物に食べられる被害を防ぐために罠を設置して被害の実態を把握しようとしている。アカウミガメの

卵を食べていると思われるのは、地元猟友会などによると、ハクビシン、キツネ、タヌキ、アナグマ、

イヌなどが疑われているが、はっきりとした証拠はない。表浜海岸では、これまでボランティア調査員

と称する人たちによって、産卵した卵を掘り上げて「安全な」孵化場に移すことや、産卵場所の周囲に

柵を作って動物の捕食などを防止することが行われてきている。2009 年頃から小動物による被害が増え
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てきたと言われ、豊橋市として実態を把握するために、このたび罠を 3 個設置した。しかし、小動物に

よる捕食よりも、人間による過度の取り扱いの方が問題が多いとする人もあり、ウミガメの保護につい

ては、あらためてきちんとした科学的な検証が必要と思われる。 

【近畿】 

●川上ダム建設の事業継続 ご用評価委員会が認める 

民主党政権時のダム事業見直しによって凍結されていた三重県伊賀市青山地区に計画されている川上ダ

ム建設について、国交省近畿地方整備局と水資源機構の意を受けて開かれた事業評価委員会（小林潔司

京大教授）は、「川上ダム建設事業は継続するのが妥当」とすることを承認した。これによってダム本体

工事が着工される可能性が高まった。委員会では、委員から「今さら工事を止めるわけにはいかない」

とか、「作ったダムを活用する道を開け」などの意見が出て、反対意見はいっさい無かったという。どん

な人が委員に選ばれているのだろうか。耳を疑う。川上ダムは前深瀬川と川上川の合流点に計画されて

いる多目的ダム。 

一方、市民が作る「木津川流域のダムを考えるネットワーク」では、緊急アピール「川上ダムは必要あ

りません」を発表、賛同署名 1017 人を県に提出した。同ネットワークの浜田不二子さんは記者会見で「川

上ダムを作っても水害防止にはほとんど役立たない。上野遊水池を適切に修正すれば、川上ダムは必要

なくなる」「国は川上ダム建設を優先させるため、上野遊水池の越流堤を低くし、河道改修を遅らせてい

る」と述べた。三重県など関係自治体はダム建設を推進している。 

 

●基準超ダイオキシンを大阪湾に埋め立て  

滋賀県高島市と京都府南部の城南衛生管理組合が、基準を超える高濃度のダイオキシンを含む煤塵を、

大阪湾の広域臨海環境整備センター処分場（尼崎基地・堺基地と大阪沖・神戸沖）に搬入して埋め立て

たことが、今年 6 月に次々と判明した。大阪府の同センターでは、この事後処理のためにかかった調査

費用と安全対策にかかった費用を高島市と城南衛生管理組合に請求することを決めた。同センターでは

すでに関係自治体にその旨を通知し、今後の再発防止の対策を要求している。 

 

●古座川河口にエイの大群 

和歌山県串本町古座に流れ込む南紀の古座川河口で、100 匹あまりのエイが群れているのが観察された。

群れているのはアカエイとみられる。毎年エイが群れているのを観察している地元の下村英志さんによ

ると、今年はとくに多いという。観光客も驚いて見ているが、野性味があって楽しいと感動に声を弾ま

せている。 

 

●サンゴが産卵 串本沿岸で 

和歌山県串本町沿岸のサンゴ群集で産卵シーズンを迎え、サンゴの産卵が続いている。7 月 17 日には、

オレンジハウス前ビーチの海岸から 50m くらいの浅い海で、テーブル状サンゴのクシハダミドリイシの

産卵が見られた。串本沿岸のサンゴの産卵シーズンは 6 月～8 月で、7 月が最盛期である。 
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【九州】 

●石木ダム建設で 測量を地権者が阻止 

長崎県佐世保市東彼川棚町に建設を計画している石木ダム事業について、長崎県は建設予定地の岩屋郷

川原地区の用地強制収容を申請するための測量調査に入ろうとしたが、地権者と反対派からの阻止行動

に調査をこの日は見送った。雨が降る中で、所有地に立ち入ろうとした県の職員に対して、地権者ら反

対派は「早く帰れ」と立ち入りを阻止。押し問答の末、県側は引き返した。国の事業が土地収用法に基

づいて告示されているが、地権者 13 人のうち 4 人が反対して農地の収用を拒んでいる。 

 

●諫早湾開門反対派の間接強制を認める 福岡高裁 

福岡高裁は、長崎地裁が開門した場合は国に干拓農家らに 1 日 49 万円の制裁金を支払うよう求めた判決

を支持し、国に開門した場合は制裁金を支払うように命じた。これで、国は開門してもしなくても一日

49 万円の支払いを義務づけられることになった。国は最高裁に許可抗告した。同じ福岡高裁が、矛盾し

たような判決を下したことになる。これも国（農水省）が、諫早湾干拓が漁業被害を起こしていること

をかたくなに認めないことから生じた矛盾である。しかも、払い続けている制裁金は、結局税金から支

払われている。自分たちの（ムダな公共事業、いや有害な公共事業の）過ちを認めないばかりか、対応

を誤り、税金をさらにムダ使いしていても平気な農水省の役人とはいったいなんなのか。 

 

●有明海の赤潮発生メカニズムで研修会 

佐賀市上下水道局下水浄化センターが主催する「有明海について学ぶ研修会」が 7 月 23 日に佐賀市西与

賀町の同センターで行われた。その中で、佐賀県有明水産振興センターの三根崇幸係長が昨年に発生し

た赤潮の特徴を説明しながら、赤潮の発生メカニズムとその予察の研究について講演した。昨年は 3 種

類の赤潮プランクトンによる赤潮が立て続けに発生し、中でも大型のユーカンピアという種類の赤潮が

例年より早く現れ、ノリの色落ち被害が深刻になったという。研修会は 2007 年から毎年実施しており、

地元漁業者らも参加している。 

 

●藻場の回復へ ウニの除去に取り組む 宮崎県 

宮崎県では、沿岸の海藻群落（藻場）の減少防止とその回復を図るため、食害を引き起こすウニ類の除

去に取り組んでいる。ウニを除去することによって藻場の回復をはかり同時にウニの間引き効果でウニ

の身入りを良くし、昔の海を取り戻したいと漁業者らは期待している。 

 

●ヤコウガイの消費拡大を狙う  

鹿児島県奄美市笠利の漁業者らでつくる「奄旨海房魚匠」（あまみうまかいぼうぎょしょう）では、ヤコ

ウガイを使って新商品を開発、試食会を開き、土産品として今後の消費拡大へつなげることを目指して

いる。しかし、ヤコウガイは大型の巻貝で、これまでも乱獲によって減少し続けている種だ。むしろ絶

滅を心配して保護をしなければいけない種の消費拡大とは、少々乱暴だ。土産として買うことはやって

はいけないことだと認識して欲しい。 
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【沖縄】 

●工事用桟橋が完成 辺野古米軍基地建設のための調査工事に着手 防衛局 

米軍基地を新設するための辺野古沖の海面埋め立て工事にむけた調査工事が、地元沖縄や多くの人々の

反対を押し切って、着手された。7 月 22 日午前 2 時半という反対派住民が誰もいない時刻を見計らって

大型トレーラー約 40 台を使った資材搬入が行われ、工事が着手された。それ以後も、毎日キャンプシュ

ワブのゲート前では、住民の抗議が続いているが、国はゲート前に反対住民対策と思われる柵を設置し、

機動隊が座り込んで抗議する住民を引きずり出したりして、弾圧を加えている。27 日には、工事用浮き

桟橋の工事を行い、沖合に監視行動に出たカヌーの二人を一時拘束した。これから反対派を排除するた

めのブイの設置を行う予定だが、台風 12 号の接近のため、浮き桟橋を一時的に撤去した。 

27 日には、宜野湾市で

「沖縄建白書の実現を

目指し未来を拓く島ぐ

るみ会議」の結成大会

が開かれ、会場からあ

ふれるほどの 2000 人

が集結した。そこで、

辺野古の埋め立てに反

対すること、埋め立て

を受け入れた仲井真知事の責任を追及すること、11 月の沖縄県知事選挙で辺野古基地建設反対を掲げる

候補を応援することなどが決められた。稲嶺名護市長も参加したが、その途中で辺野古のキャンプシュ

ワブ前で住民を激励した。稲嶺市長は「（資材の夜陰に乗じた搬入など）国がやることとはとうてい思え

ない。こんな卑劣なやり方を取るのは、自ら建てた計画が住民に支持されていないと認識しているから

こそだ」と述べ、住民の拍手と歓声に囲まれた。辺野古現地では、海を守る人が一人でも多く来て欲し

いと呼びかけている。 

 

 

 

【山口、京都、東京】 

◆国際シンポジウム「カンムリウミスズメと上関の生物多様性 

－『奇跡の海』を未来の子どもたちへ－」 

会場および日時：  

山口会場 2014 年 8 月 16 日(土) 13:00～16:00 会場：山口県立図書館レクチャールーム 

京都会場 2014 年 8 月 17 日(日) 13:00～16:00 会場：京都大農学部総合館 1F 大会議室 

東京会場 2014 年 8 月 18 日(月) 14:00～17:00 会場：衆議院第 1 議員会館地下 1 階大会議室 

入場料：各会場とも 500 円 
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かつて瀬戸内海は白砂青松の美しい海

でした。そして人々は豊かな海や山の幸

の恵みを受けながら暮らしていました。

しかし、1960 年代からの工業開発によ

って、山は削られ、海は埋め立てられ、

ほとんどの地域でかつての姿を見るこ

とは出来なくなりました。その中で上関

周辺は開発から免れ、「瀬戸内の原風景」

を残しています。ここでは、他の地域で

は激減している世界最小のクジラのス

ナメリ（ワシントン条約保護動物）が群

れ泳ぎ、清浄な砂堆のみに生息するナメ

クジウオ（水産庁危急種）が繁殖してい

ます。そればかりでなく、上関の長島で

しか見つかっていないナガシマツボ（環

境省絶滅危惧類）や減少著しいカラスバ

ト（IUCN 準絶滅危惧）など、世界的に

希少な生物の生息地として注目を浴び

ており、「奇跡の海」と称されています。

さらに 2008 年からの海鳥調査で、国際的な保護鳥であるカンムリウミスズメ（IUCN 危急種）の世界で

唯一の周年生息域であることや、オオミズナギドリの瀬戸内海で唯一の繁殖地であることも明らかにな

りつつあります。ところが、2011 年の福島第一原発事故を経た今も、この海への原子力発電所建設計画

が中止されていません。私たちは、（１）建設用地の造成を目的とした埋め立てによって希少な生物が生

息場所を失ってしまうことと、（２）温排水や放射能汚染で貴重な生物の生息環境が失われてしまうこと

を懸念しています。 

本シンポジウムではカンムリウミスズメをはじめとする貴重な海鳥の生態や上関の生物多様性について

学び、「奇跡の海」を未来の子どもたちに遺すため、私たちに何ができるかを考えたいと思います。 

 

コ－ディネーター：安渓遊地（山口大学）→山口会場、加藤 真（京都大学）→京都会場、野間直彦（滋

賀県立大学）→東京会場 

パネリスト：Kim Neison (Oregon State University)、武石全慈（北九州市自然史博物館）、Darrell 

Whitworth (Davis-based California Institute of Environmental Studies)、渡辺伸一(福山

大学)、高島美登里(上関の自然を守る会) 
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コメンテーター：佐藤正典（鹿児島大学）→山口会場、向井宏（北海道大学名誉教授）→京都会場、Paul 

R. Kelly（前アメリカ政府魚類野生生物保護局）→東京会場 

主  催：上関の自然を守る会 

後  援：日本鳥学会、日本生態学会自然保護専門委員会、日本ベントス学会自然環境保全委員会ほか 

問い合せ先：midori.t@crocus.ocn.ne.jp／heigun.yo@gmail.com（電話）090-8995-8799 

 

【近畿】 

◆ミニミニ水族館「ウミウシ展」 

日時：8月 31日（日）まで 

場所：海遊館サテライトギャラリー（大阪

天保山） 

観覧無料 

 

 

 

◆SOS！レアアニマル救出大作戦 !!

～海に触れ、山に遊び、自然の中から

生命の尊さ学びます～ 第 3 回 

日時：8月 10日（日）10:00-13:00 

 

活動内容：日程は現時点での予定です。 

10:00 参加者集合、挨拶、注意事項説明 

10:15 座学（場所の違いと生き物の違い） 

10:30 磯場での生き物観察（希少生物探し） 

12:00 座学（生き物と生息環境について） 

12:30 活動のふりかえり 

13:00 解散 

 

開催場所：和歌山市加太・城ヶ崎 

なお、集合場所等の詳細は参加いただく方にメールにてご案内させていただきます。 

 

参加者へのメッセージ：和歌山には豊かな自然があります。しかしながら、豊かな自然の中にも絶滅の

危機に瀕している生き物がおり、残念ながらその存在をあまり知られていない生き物がいま

す。今回のプロジェクトでは、そのような生き物たちにスポットを当て、生き物が絶滅する

と一体私たちにどのような影響が出るのか？ムズかしい授業ではなく、ゲームの要素を取り

入れて学習し、同時に生命の尊さを学びます。子どもさんの自由研究にいかがですか。もち

ろん大人の方のご参加も歓迎します。みなさんとお会いできることを楽しみにしております。 

mailto:midori.t@crocus.ocn.ne.jp／heigun.yo@gmail.com
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★申込締切日：8 月 4 日（月） 

定員：25 名。会場の都合上、申し込み多数の場合は抽選となります。当選者の方にメールを返信します。

特に携帯電話のメールアドレスを記入される場合は、umikyou@gmail.com からのメールを受信で

きるようにしておいてください。 

持ち物：水辺に入りますので、長靴・タオルが必須となります。また暑さ対策として帽子や飲み物など。

お子さんについては必要に応じて着替えのご用意をおすすめします。観察用の水中めがね、記録用

のデジタルカメラやスケッチブック・筆記用具のご持参も可能ですが、水濡れにご注意ください。 

対象者：どなたでもご参加いただけますが、小学生以下は原則保護者同伴でお願いします。 

雨天時について：開催日を延期し、別の日に開催します。 

実施団体：海辺の教室 

協働団体：特定非営利活動法人わかやま NPO センター、認定特定非営利活動法人日本 NPO センター 

協賛：株式会社損害保険ジャパン、日本興亜損害保険株式会社 

お問い合わせ先：073-424-2223 （わかやま NPO センター・志場） 

※ 当日の緊急連絡先は参加者のみなさんに追ってご連絡します。 

 

【九州】 

◆和白海岸探鳥会 

開催日時：8 月 10 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：tel092-606-0012（山本） 

 

◆和白干潟のクリーン作戦と自然観察 

開催日時：8 月 23 日（土）15:00～17:00 

集合場所：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、問い合わせ先：tel:090-1346-0460（田辺） 

 

【沖縄】 

◆沖縄シンポジウム「頭足類学を興す」 

皆様、今年の夏、沖縄にいらっしゃいませんか？ 沖縄に行く理由になるようなイベントのご紹介です。

イカ、タコ（頭足類）の研究、文化について、最先端の話題を周りに自慢できるチャンスですよ！如何

がですか？多幸になれますよ？ついでにイカ、タコに取り囲まれた沖縄島をぜひ満喫していって下さい。

http://w3.u-ryukyu.ac.jp/ceph_lab/pg122.html 
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開催日時： 

8 月 20 日（水）・21 日（木） 

イカしたシンポジウム 

 

8 月 19 日（火）～24 日（日） 

イカした美術展 ※入場無料 

県民ギャラリー3 

イカとタコと 33 人 

シンポジウム「頭足類学を興す」

の一環として企画された美術展 

 

会場：沖縄県立博物館・美術館 講義室 

 

お問い合わせ： 

沖縄シンポジウム「頭足類学を興す」・企画

委員会事務局（琉球大学理学部海洋自然科

学科 池田研究室） 

 

 

 

 

◆辺野古 埋立問題 沖縄ジュゴン米国訴訟 

     緊急院内集会 in国会と東京・沖縄同時記者会見のご案内 

日 時：８月１日（金）１５時～１６時 

東京会場：参議院会館 １０３号室 

     （14 時 50 分までに、議員会館入り口で入館証をお受け取りください） 

     弁護士、糸数慶子参議院議員 

沖縄会場：沖縄県庁内・県庁記者クラブ 

      原告ら、赤嶺正賢衆議院議員、玉城デニー衆議院議員 

      ＊記者の方のみの参加とさせて頂きます。 

主 催：日本環境法律家連盟（JELF）、沖縄ジュゴン弁護団 

内 容 

 ・沖縄ジュゴン 米国訴訟の新展開について 弁護士からの発言 

 ・ジュゴン訴訟原告からの発言 

 ・国会議員からの発言 

 ・質疑応答  
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●「大人が楽しむ切手ギャラリー 10枚の愛蔵コレクション vol.1 夢のおもちゃ箱編」  

日本郵趣出版 ¥2,000+税 pp.119  

 

 切手コレクターたちがそれぞれ 10 枚の手持ち切手を披露し合

う本。Vol.1 となっている本書は、子供の目から見たあこがれのも

のたちをテーマにしている。海の生き物については、この中にペ

ンギンとジュゴンが含まれている。ジュゴンは、「うみひるも」に

切手コレクションを連載している立川賢一さんが、世界のジュゴ

ン切手 10 枚を掲示し、その生態を簡潔に述べている。Vol. 2 以降

も楽しみな本である。 

 

 

宝貝の宝庫で 

生物分類実習 

 トロピカルムードを漂わせる宝貝が、

多種、京都大学瀬戸臨海実験所北浜には

打ち上がる。美しい貝殻を短時間で収集

でき、それには全く危険を伴わないため、

学生実習でよく使う材料である。 

貝殻は打ち上げられるまでに何度も波

にもまれ、様々な状態に変化している。
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それが連続的に見える。お互いに違った様に見えるものでも、中間の状態を順次つなげてゆくことで、

全体が見渡せる。1 個ずつ手にとり、あちらこちらの角度から見比べられる。また、白浜水族館で飼育展

示中の生体の状態なども含められる。化石の分類にも通ずるだろう。生物分類の神髄に通ずる作業の基

礎固めができる材料である。 

 分類は、いわゆるオタクやマニアにならないと難しい要素も確かに含む。しかし、生物を分けるとい

うことは、なんらかの区別点を見つけ出すということで、社会生活でもきっと役に立つ学問だと思う。

私は貝類の専門家ではない。でも、世界の貝類専門家が労作した図鑑類などを活用し、既に分けられた

ものに割り当てる作業（同定）ができる。そして、分類の基礎を教える教育者の立場から指導する。 

 白浜中学校の生徒たちが実習で体得し、全員がまとめた感想に次の一言があった。「貝も人と同じで、

1 個 1 個の模様が違うことに気付き、苦労したが、だいたい見分けられるようになった」。主な貝殻は小

型か中型のもので、20 種位なら誰でもすぐ並べられる。アヤメダカラ、ウキダカラ、カモンダカラ、キ

イロダカラ、クチグロキヌタ、クチムラサキダカラ、クロダカラ、コモンダカラ、サバダカラ、サメダ

カラ、シボリダカラ、チャイロキヌタ、ナシジダカラ、ナツメモドキ、ハツユキダカラ、ハナビラダカ

ラ、ハナマルユキ、ホシキヌタ、メダカラ、ヤナギシボリダカラ、オミナエシダカラ。美しく、良い名

前も多い。しかし、残りは素人や初心者だと一目見て区別がつかず、お互いよく似ていてなかなか分け

られない。タカラガイの背面と腹面を調べる必要もある。 

発育段階も大事である。大型のヤクシマダカラを例にすると、若い時代は見るからに普通の巻貝なの

で、その種だと見抜ける人は、初め

て見た時にはまずはいない。成体に

なる寸前の亜成体だと、まだ貝殻が

薄く、手に取ると妙に軽い。腹側の

口もしっかり閉じていない未成熟な

段階である。雌雄の差はないようだ。

しかし、サイズとか模様とか・・・

個体変異が限りなくある。この様に

時空的にも進化し続ける生物の分類

は、タカラガイをとっても本当は相

当難しい。最近だと形はうりふたつ

だが、遺伝子を調べると全く違う場

合や、その逆もある。 
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今回は「カニ三昧」の日々を送る向井保子さん（代表夫人）がご投稿くださいました♪ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―― 

海のシーズンを迎えて、今年ほどカニづいている夏もありません。江ノ島での砂浜調査の折、

小学 5 年の北村彩乃さんが採集した極小カニが、ひょっとすると未記載の新種かもしれないと

いう朗報に接したのは、2 ヶ月前の 5 月。彼女のお母さん共々大喜びしたものです。 

 

そして 7 月、大阪シニア自然大学校「海の講座」の聴講生である私は、奈良女子大の和田恵

次先生のカニの行動についてのお話を聞かせていただきました。とても愉快で楽しい 2 時間の

講義でした。 

7 月下旬には、山口県上関田ノ浦の海岸で、アカテガニの放仔行動をつぶさに観察してきま

した。観察会参加者は 30 余名。夜の観察に出かける前に、山の上のログハウスで鹿児島大の

佐藤正典先生が「科学」に書かれた「路上のカニ」というエッセイを朗読させていただきまし

た。アカテガニの放仔行動を通して陸と海を結ぶ道（土の）の大切さ、道路を舗装すること、

海（干潟）を埋め立ててしまうことの愚かさを説くとてもステキで説得力のあるエッセイを心

を込めて読ませていただきました。参加者は暗くなりかけた険しい山道を懐中電灯を頼りに海

岸まで降りていきます。足元にはお腹にいっぱい卵を抱えたアカテガニが次々に波打ち際に集

まってきます。寄せる波にタイミングを合わせて母ガニはお腹に抱えた卵（仔＝ゾエア幼生）

を身を震わせて波に放つのです。 

 あちこちから上がる歓声!! 感動の一瞬です。次々と放仔行動を目の当たりにして、ますま

すテンションが上がります。空を仰げば満天の星。時のたつのも忘れるほどの思い出深い夜と

なりました。放仔を終えた母ガニが静かに山へ戻って行くけなげな姿に胸を打たれつつ、 

一同もログハウスへと戻っていきました。（次ページへ続く） 
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8．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！  

そして 7 月最終の週、和歌山県の和歌浦の干潟に降りたって、各種カニの行動を観察してきま

した。中でも一斉にハサミを振る「求愛ダンス」。腰を落ち着けて静かに観察を続けると、講義

で学んだカニの興味深い行動が繰り広げられていて、炎天下暑さも忘れてあっという間の数時

間。広大な和歌浦の干潟のカニと戯れてきました。 

 

 充実した一日を過ごして自宅に戻ると、北海道から留守電メッセージが。「近日、ケガニを送

ります」と。 

 

カニづくし、カニ三昧のホットな夏のホットなお話です。     向井保子 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ぜひ夏の海のエピソードをご投稿ください♪ 

hirumo@live.jp 
「うみひるも」編集部宛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:hirumo@live.jp?subject=「うみひるも」投稿
mailto:hirumo@live.jp?subject=「うみひるも」投稿
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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9．編集後記 

梅雨が明けた途端に猛暑の夏が始まりました。東京近郊は毎日、蒸し風呂のような湿気と熱気に包まれて

います。先日、アスファルトの照り返しから逃げるように、夏休みに入った子供を連れて千葉に出掛けました。目

的地は、房総半島の東側の和田浦（わだうら）と、西側の浜金谷（はまかなや）です。 

和田浦は日本有数の捕鯨基地で、道の駅には「ツチクジラ入荷しました」の文字が。店頭にも揚げたての竜

田揚げや缶詰めなどクジラ製品が並んでいました。伝統的な沿岸のクジラ漁の歴史を伝承していこうという心

意気に満ちた空間でしたが、国際的な圧力や冷たい視線に敏感になっているのか、壁には「撮影禁止」の文字。

捕鯨をめぐる複雑な背景を見た思いがしました。 

浜金谷では、「the Fish」という鮮魚や魚グッズがいっぱいの物産館に寄りました。そこの敷地内には浜焼き小

屋があります。ずらりと並んだサザエやハマグリ、ホタテ、エビが焼き放題の食べ放題。ちょっとのぞいてみたら、

大人も子供も大汗をかきながら、海産物にしゃぶりついていました。やっぱり我々、海の民なんですね。 

そうそう、和田浦では、道の駅から歩いてすぐの砂浜に下りて、海でもたっぷり遊んできました。陸上の熱気で

茹でダコになっていた子供も大喜び！ 服のままでしたが、親子で足湯ならぬ足水にザブザブと駆け込みまし

た。新鮮な波が次々と打ち寄せて、手足の火照りを冷ましてくれます。生き返ったような心地でした。（ちよ） 

 

「うみひるも」の原稿を書きながらも、心は辺野古のジュゴンに飛んでいます。100本を超えるジュゴンの食み

跡が見つかった辺野古の海のその場所に、工事用の桟橋が作られます。ジュゴンはどこで餌を食べれば良い

のでしょうか。戦争の基地と平和そのもののジュゴン。世のあり方を問うているようです。（宏） 

 ※写真は和田浦の砂浜 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 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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