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「今月の海の生き物」チゴガニ  Ilyoplax pusilla    

甲殻綱十脚目短尾類スナガニ科に属するカニの一種。干潟に生息し、干潮時に巣穴から出てきて巣穴の

周囲約 30cm くらいの表面の砂から餌をとる。餌は、砂に付着している珪藻や有機物の残渣と思われる。

餌を選別した残りの砂は、円く丸めて砂団子とする。砂団子は巣穴から放射状にならぶ傾向がある。雄

は両方のハサミを上下に振り上げ振り下ろしを繰り返す特徴的な行動をして、雌を誘引する。写真は雄。

繁殖時期の雄は青色を呈して、ハサミの白色と対になって美しい。潮が満ちてくると、巣穴に隠れ、次

の日中の干潮時まで巣穴の中で過ごす。          （和歌山県和歌浦にて 坂根千歳氏撮影） 

http://e-amco.com/
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前回（2014年 2月）の調査時の写真 
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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 。スタディツアーは、東京大学の

浅田教授らによる海草群落の調査の一環として行われるジュゴン研究に同行するものですが、ツアーは

基本的に調査隊の一員である向井と行動を共にしますので、調査本隊と一部行程が異なります。 

★申し込み締め切りは、10月30日です 

日時：12月1日（月）～12月9日（火）※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 

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8日分で5~6万円くらいが必

要です。事前の支払いは不要です。 

日程（予定）： 

12月1日 成田または関空→マニラ→ダバオ ダバオ泊 

2日 ダバオ→マティ マティ市内泊 

  3日 プハダ湾で海草群落調査 マティ市内泊 

  4日 マティ→ダバオ→マリタ マリタ市内泊 

  5日 マリタ市のニューアルガオでジュゴンの観察 

  6日 同上 海草調査 

  7日 同上 海草調査 

  8日 マリタ→ダバオ ダバオ市内泊 

  9日 ダバオ→成田または関空 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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現在まで132枚、96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 
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くださ

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132枚の調査票が寄せられ、全国96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。 

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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ウ ニ 展 

8 月半ば、うわさの「ウニ展」を観てきました。それは、京都二条城近くの静かなたたずまいの京町

家雑貨店で開かれておりました。間口一間程の、けっして広くはない空間に、それはそれは見事な

ディスプレーで「ウニ展」が。 さながら小さな博物館、アートミュージアム!! 棘あり、棘無し、硬軟、

大小、色も形もさまざまな世界各地のウニウニウニ……。ウニ殻がこんなにも美しく色彩豊かであ

るとは……!! しっかり目に焼き付けたつもりでしたが、どうしても……と へそくり（笑）握りしめ再

訪。前回気になりながら手が出なかったのが、「うみひるも」今号で紹介されているあの写真集。最

後の 1 冊をゲットできて、胸に抱えて大切に持ち帰ったのは言うまでもありません。「ウニ展」はとび

っきり鮮やかなこの夏の想い出の一ページになっています。お店の名前は 「ウサギノネドコ」。  

お近くの方はぜひ足を運ばれることをおすすめします。  

当初 8月末までの会期は、好評につき 9月 29日(月)まで延長とのこと。       （向井保子） 

 

下記「うみひるも編集部」宛に、ご意見や感想などをお寄せください♪  

hirumo@live.jp 

すでに調査された海岸のうち、北海道地方について、前ページの図に緑のマークで示しました。 

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 までお知らせください。 

 

 

 

 

mailto:hirumo@live.jp?subject=「うみひるも」投稿
http://e-amco.com/research
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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3．イカとタコ 切手コレクション （8）   立川賢一 
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【中国】 

●カブトガニ幼生が多数見つかる 山口市秋穂干潟 

カブトガニは、「生きている化石」と呼ばれ、瀬戸内海の干潟に広く分布していた動物であるが、開発

や埋め立てによって生息環境が著しく減少し、環境省のレッドデータブックで絶滅危惧種に指定されて

いる。山口県山口市の秋穂二島（あいおふたじま）の干潟で、椹野川（ふしのがわ）河口域・干潟自然

再生協議会と山口カブトガニ研究懇話会主催のカブトガニ幼生生息状況調査が行われた。参加者らは、

手のひらに乗るようなカブトガニの幼生を探して干潟を歩き、這い跡から多数のカブトガニ幼生を見つ

け、この干潟を守ることの重要性を学んだ。この幼生生息状況調査は、2006年から毎年実施されている。 

 

【九州】 

●開門問題に触れずに 長崎県・佐賀県が再生協議会に参加 

諫早湾干拓問題に関して、農水省が有明海再生協議会を長崎県、佐賀県、福岡県、熊本県の 4 県に呼び

かけていたが、長崎県が諫早湾干拓地の潮受け堤防開門に反対する立場から、協議会への参加を拒否し

ていた。農水省の小林農村振興局次長が、佐賀県と長崎県を訪れて、有明海再生に向けて沿岸 4 県の参

加を求めたのに対して、長崎県は開門問題に触れないことを前提に、協議会に参加すると回答した。佐

賀県もその条件で応じる意向を示している。この結果、有明海再生協議会は 4 県の参加を得て、長崎県

が主張するように新しい協議会は設置せず、既存の有明海漁場環境改善連絡協議会を活用して、有明海

再生に関する協議体制が整備される見込みとなった。長崎県は「開門が有明海再生に結びつかない」と

主張している。一方、佐賀県は「有明海の水産資源は一刻の猶予も許されない状況」という認識から、

開門問題を棚上げにしても協議する場を作ることを急いだ。農水省は、有明海再生事業に来年度概算要

求に 18億 5千万円を要求したと説明しているが、開門を要求している漁業者側は、「過去 10年間で百数

十億円の再生事業が行われたが何の効果もない」「開門に触れずに有明海再生を話し合っても何の意味も

ない」と批判している。 

諫早湾干拓事業の影響が有明海全体の環境に大きな影響を与えていることは、海洋学や生態学の研究者

にはすでに当然のことととらえられている。開門問題を議論しないで有明海の再生について、いったい

どのような議論ができるのか不思議だ。ある漁業者は、「干拓だけが不漁の原因だと思っていない。けれ

ども干拓も原因の一つ。いろんな再生事業を試しながら、なぜ開門だけは避け続けるのか」と語った。

国への不信感は強い。 

 

●九十九島海域はクラゲの宝庫 

全国の大学や水族館などのクラゲの研究者らが一同に会して「日本刺胞・有櫛動物研究談話会」が長崎

県佐世保市の九十九島（くじゅうくしま）ビジターセンターで開催された。九十九島水族館の研究者に

よる九十九島海域で見つけたクラゲ類の報告などがあった。会議に参加した海の生き物を守る会の久保
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田信さん（京大准教授）は、「京大白浜水族館では 90年以上かけて和歌山県のクラゲ 150種を明らかに

したが、九十九島水族館では 7 年で約 200 種を確認した。この海域のクラゲの多様性が高いことが裏付

けられた」と話した。 

 

●地権者ら 石木ダムのための強制収用に反対 

長崎県東彼杵郡川棚町（ひがしそのぎぐん かわたなちょう）に県と佐世保市が建設を計画している石木

ダムに反対する地権者ら石木ダム建設絶対反対同盟が、土地の強制収用につながる裁決申請に抗議して

長崎県庁に撤回を求めた。抗議活動の後、県知事に面会を要求して地権者と県河川課の職員がもみ合い、

一時県庁内は騒然とした。知事室に通じる廊下では押し問答が続き、最後に反対同盟が秘書課長に抗議

文を手渡した。 

長崎県知事は石木ダム建設を進めるために、反対地権者の土地の強制収用（行政代執行）につながる裁

決を今月 5日に県の収用委員会に申請した。18日に予定されている収用委員会で受理されれば、年度内

にも立ち退きを義務づける裁決が出される可能性が高い。裁決が出されれば、土地の所有権は補償金を

支払って県に移行する。今回の申請対象となったのは、反対地権者 13世帯のうち 4世帯が所有する農地

約 5500㎡。裁決がなされた場合は、地権者は意見を申し立てることができるが、その内容は補償額や明

け渡し期限などに限られ、ダムの必要性などは意見書に書けないと言われている。中村長崎県知事は、

ダム反対の地権者とは「事業に対する考え方が違う」と述べ、ダム建設に関して話し合いの可能性を否

定した。 

佐世保市の住民団体「石木川（いしきがわ）まもり隊」は地権者らと、佐世保市の中心街で抗議活動を

おこなった。住民は「人口減少が続く佐世保市で、急に水需要が増えるかのような市の予測は誤り」「あ

の景観を奪われたくない」「ダムの必要性には疑問を感じる」と訴えた。 

 

【沖縄】 

●基地反対派が過半数を維持 名護市議選 辺野古基地反対の戦いは続く 

9月 7日投開票された名護市議選挙で、辺野古基地建設反対の稲嶺市長を支持する与党議員 14名が当選

し、過半数を維持した。基地反対を表明している公明党議員を加えれば、基地建設反対派は 16名となる。

一方、基地推進派も選挙前から 1 名増加した。稲嶺名護市長は「はっきりと市民の意思が表れた」と述

べ、今後も基地建設反対を貫く決意を述べた。一方、仲井真沖縄県知事は「名護だけが沖縄ではない」

と選挙結果を無視する態度を表明した。また、菅官房長官は翁長雄志那覇市長が辺野古基地の島ぐるみ

反対を旗印にして県知事選に出馬を表明したことについて、「この問題はもう過去の問題だ」と述べ、県

知事選挙への影響を抑えようとする姿勢を明らかにした。安倍政権は知事選挙に勝てそうもないことに

苛立っている。 

一方、辺野古の現場では、連日カヌーに乗ったり泳いだり歩いたりして、ボーリング調査に抗議する非

暴力抗議行動が戦われている。そこでは、海上保安庁が多くの巡視船を繰り出したり、保安官が暴力的

に市民を排除・拘束したりするなど、無法状態が続いている。その中で市民 2 人が保安官に首を絞めら
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れるなどして怪我をした。9月 9日には市民 70人が工事区域を示すフロートを超えて作業中のスパット

台船に近づき、22 人が保安官に拘束され拉致された。その後全員解放されたが、保安官はその拘束の法

的根拠を明らかにしていない。連日、海上やキャンプシュワブゲート前での抗議行動は続いている。今

月 23 日には、大規模な抗議集会が辺野古で開催される。沖縄県民の 80％は、辺野古基地建設を中止す

るよう求めている。県知事選挙で沖縄県は日本政府に異議を申し立てることになるだろう。 

 

【国際】 

●クロマグロ未成魚の漁獲量 2015 年度から半減 

中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）の小委員会で、2015 年度からクロマグロ未成魚（ヨコワ）の

漁獲量を半減させることで合意した。ヨコワは 30kg未満のクロマグロ。同委員会には、日本や韓国など

マグロ漁獲国が参加している。今回の決定について国内の漁業関係者の間には、資源管理のために評価

するという声がある一方で、漁獲規制そのものに反対する声もまだ残る。ヨコワは大量に漁獲され続け

ており、クロマグロ養殖業の拡大に伴って養殖用未成魚としての利用も増大しつつある。例えば長崎県

では 2012年度 1777トンのクロマグロが漁獲されているが、その多くが養殖用として利用される未成魚

である。養殖が資源を食い尽くしている可能性がある。また、資源管理を徹底してクロマグロ資源の持

続的利用を図るためには、産卵期の親魚の漁獲規制が必要とされるが、今回の議論では親魚の規制に関

しては何も議論されなかった。 

 

 

 

【東北】 

◆気仙沼市小泉海岸・砂浜いきもの調査 参加者募集！ 

宮城県最大 14.7m の防潮堤計画のある 砂浜に行ってみませんか 

 宮城県気仙沼市小泉海岸では、東日本大震災からの

復興の取り組みが進んでいます。そのひとつに、巨

大防潮堤計画があります。しかし、防潮堤建設には、

住民の合意形成のしくみはなく、環境アセスメント

法の対象でもありません。本当に必要な事業なのか、

疑問の声が残るまま事業は着手されようとしていま

す。 復興を応援するためにも、震災後の姿を残す砂

浜を、あなたの目で見てみませんか。 

日時：9月 20日(土) 9:30～15:00 

場所：気仙沼市小泉海岸  ※首都圏から現地への直行バスあり。現地集合参加も可 

主催：公益財団法人 日本自然保護協会 

※本事業・砂浜生物調査は、2014年度公益信託日本経団連自然保護基金の助成を受けています 
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講師： 向井 宏（海の生き物を守る会代表、北海道大学名誉教授） 

阿部正人（宮城県気仙沼市小泉海岸および津谷川の災害復旧事業を学びあう会）ほか 

 

 ＜こんな内容です＞ 

 小泉海岸を歩きながら、生き物や打ち上げ物をしらべます 

 生物の調査は初めての方でもご参加いただける市民参加型プログラムです 

 被災地は初めて、巨大防潮堤計画はよく知らないという方にもおすすめです 

 小泉海岸は公共交通機関ではなかなか行きづらい場所ですが、首都圏からの

直行バスを運行するので、お一人でも安心してご参加いただけます 

★問い合わせ・申し込み：日本自然保護協会 担当・志村 shimura@nacsj.or.jp 

【関東】 

◆江奈湾干潟観察会（モニタリング）&ゴミ回収活動 参加者募集 

希少な干潟の自然と生き物たちの観察は、大変楽しいものです。初めての方も、この機会に是非ご参加

ください。併せて漂着ゴミ、投棄ゴミの回収も行う予定です。  

日時：9月 23日(火・祝) ※雨天の場合中止 

対象：中学生以上の方 

参加費：無料（昼食、飲み物を持参してください）※別途、保険料（実費：250円）を現地で徴収します 

場所：三浦市南下浦町江奈湾 

集合・解散：江奈バス停前 9：15集合／14：00頃解散予定 

アクセス：京急バス「三浦海岸駅」発「三崎東岡」行き、「江奈」バス停（地図内バスマーク）下車 

※車でお越しの方は、赤いマーカー位置に駐車してください。 駐車台数に限りがあり。  

服装・装備： 

 動きやすく汚れてもいい服装と着替え 

 長靴（足にフィットしたもの）または  靴底が丈夫なマリンブーツ 

 長靴など汚れものを入れる大きめのビニール袋 

 雨具（傘不可） 

※干潟での観察会のため泥で汚れる場合があります。 

※水道がすぐ近くにはありません。（ポリタンクに手洗い用の水を準備します）  

★申し込み：OWSホームページよりお申し込みください 

※キャンセルされる方は必ずご連絡ください。 

 

◆第 114回 海洋フォーラム 

海と生きるまちづくりの実践 ～気仙沼市舞根地区における取組～ 

甚大な津波被害をもたらした東日本大震災から 3 年半が経ち、三陸沿岸部の各市町村は、それぞれの復

旧・復興に向けてまちづくりを行っています。しかし、巨大防潮堤問題に代表されるように防災・生活

mailto:shimura@nacsj.or.jp
http://www.ows-npo.org/higata-hozen/boshu.html
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の利便性・環境のバランスのとり方については様々な意見があり、各地でその調整に苦労しているよう

です。そこで今回は、「森は海の恋人」というフレーズで、森・里・海の繋がりに留意して生きることの

大切さに気づかせてくれた畠山重篤氏に、津波後の気仙沼市舞根地区におけるまちづくりの実践体験の

中から得られた「海とともに生きるまちづくり」についてお話頂きます。つきましては、海洋問題に関

心の深い皆様方の積極的なご参加を賜りたく、ご案内申し上げます。 

日時：9月 26日（金）17：00～18：30（受付開始 16：30） 

場所：東京都港区赤坂 1-2-2 日本財団ビル 2階大会議室 

テーマ：「海と生きるまちづくりの実践 ～気仙沼市舞根地区における取組～」 

講師：畠山 重篤 氏 

（NPO法人「森は海の恋人」理事長/京都大学フィールド科学教育研究センター社会連携教授）  

※講師、演題については予告なく変更することがありますので、予めご了承ください 

★申し込み：海洋政策研究財団ホームページよりお申し込みください 

 

◆第 71回 海のトークセッション「自然誌博物館と市民との関わり」 

自然誌博物館というと骨格標本などを展示している所、と連想するのが一般的かも知れませんが、自然

誌博物館の活動は展示だけではありません。対象地域の自然環境の特性を知るための基礎となる標本の

収集と保管、集めた標本に基づいた調査研究のほか、普及教育活動として生物や地域の自然への理解を

深めてもらうための観察会などの行事も数多く催しています。また、博物館から一方的に話題を提供す

るばかりでなく、地域住民からの情報を研究に役立てたり、その結果を企画展示や行事を通して市民に

フィードバックしたりする場でもあります。 

今回は甲殻類専門の研究員である演者が、「海の博物館」でのこれまでの活動の事例を交えながら、研究

者と市民との関わり、自然誌博物館の使命について紹介します。 

日時：10月 9日（木） 19：00～20：30（18：30受付開始） 

ゲストスピーカー：奥野 淳兒（千葉県立中央博物館 分館海の博物館主任上席研究員） 

場所：モンベル渋谷店 5Fサロン（渋谷区宇田川町 11番 5号 モンベル渋谷ビル TEL 03-5784-4005） 

参加費：800円 定員：40名 

★申し込み：OWSホームページよりお申し込みください 

※キャンセルされる方は必ずご連絡ください 

 

奥野 淳兒（おくのじゅんじ）プロフィール 

1969 年東京都世田谷区生まれ。東海大学海洋学部卒業、日本大学農学研究科

博士前期課程修了。博士（理学）（東邦大学）。専門はサラサエビ科やテナガエ

ビ科など、コエビ類を中心とした十脚甲殻類の系統分類学。これまでに多数の

新種を公表すると同時に、博物館の行事や展示を通して、エビやカニの魅力を

発信している。甲殻類とのファーストコンタクトは、幼少の折、家族旅行で千

葉県御宿を訪れた際に民宿の庭で見つけたアカテガニ。著書に『エビ・カニ ガ

イドブック−伊豆諸島・八丈島の海から−』などがある。 

http://www.nippon-foundation.or.jp/org/profile/address.html
https://www.sof.or.jp/jp/forum/index.php
http://www.ows-npo.org/activity/ts/index.html
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●キム・ファン「きせきの海をうめたてないで！」 童心社 (2014)   ¥1,450+税 pp.132  

スナメリが泳ぎ、カンムリウミスズメが子育てをし、オ

オミズナギドリが繁殖し、ナメクジウオが生息し、ナガ

シマツボやヤシマイシン近似種のような貴重で希少な

貝類が生活する山口県上関町長島周辺の海に、原子力発

電所を作る計画が始まって 30年が過ぎ、3.11のフクシ

マの事故のあとも、埋め立てを断念しない中国電力や山

口県。この貴重な海を守るために奮闘してきた「上関の

自然を守る会」の活動を通して、この「奇跡の海」を守

って欲しいと訴える子ども向けの本が出版されました。 

 

 

 

●Ashley Miskelly 「Sea Urchins of the world Diversity, Symmetry & Design」 

 (2009) pp.101 

オーストラリア在住のカメラマンがウ

ニ類の殻の美しさに魅せられて、さまざ

まな種類のウニやウニの殻の写真を撮

影して自費出版したもの。大判 100ペー

ジにわたるその美しい映像に、ただただ

息をのむばかりである。国内では、京都

のギャラリーが個人的に輸入したもの

が売られていたが、すでに完売。入手希

望者は、著者まで直接連絡をとってみる

ことをお勧めする。

seaurchins1@optusnet.com.au  

mailto:seaurchins1@optusnet.com.au
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★タコは美食？ 

和歌山県白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”では、水深数ｍより浅い岩礁海底でタコが巣

を構えている。幾つかの転石が重なった場所に穴をちょっと掘って巣をつくっている。シュノーケリン

グをしていると、ちらりといい目でこちらを見て、そそくさと穴に入り込むのに頻繁に遭遇する。タコ

の巣の直前には、いつも食らった貝殻が幾つも捨てられている。通常は二枚貝だ。今回、北浜では珍し

い大型二枚貝類が幾つも複数の巣の前から見つかった。 

2014年 8月から 9月初旬にかけて、毎日の様にシュノーケリング調査した。その結果、4個体のタコ

の巣があった。北浜ではたいへん珍しいアラヌノメガイ Periglypta renticulata (Linnaeus) が幾つも食

われていた。最初にこれに気付いた巣には、これまでの食事時間が長かったのだろうか、８個体のアラ

ヌノメガイが捨てられており、その内の２個体は合弁だった。その後、他の 3巣の前にタコは、それぞ

れ、２，３，２個体のアラヌノメガイを食していた。全てではないがちゃんと合弁個体もあった。 

食されていたアラヌノメガイの最大個体は殻長 85mm、殻高 71 mmで、本種では最大に近い。他の稀

少な二枚貝は１個体のスリガハマ Tapes platyptychus Pilsbryだった。それは合弁個体で殻長 59mm、

殻高 40 mmで、比較的よく成長した個体であった（図の 中央上の 3個体の内の一つだけ）。これら２

種の他には、タコはエガイ Barbatia (Abarbatia) lima (Reeve)とザルガイ Vasticardium burchardi 

(Dunker) を食していた。 

今回観察したタコの４巣の内の２巣では、何度日を変えて観察してもタコの姿を確認できなかった。

その理由は、（１）タコが出かけている； （２）巣を変えてもう不在になっている。他のタコがいた

２巣も、巣にいなかった個体がこれらを使ったのかどうかは不明だが、遭遇した全ての巣で共通して、

アラヌノメガイが食されていたのは、この貝が北浜では希少種と言えど、探索して食用としての好みが

あるのかもしれない。特に大型をねらったのは賢い。 
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図 1. 和歌山県白浜町“北浜”の水深数ｍで 2014年 8月から 9月にかけてタコに食されていた稀少二枚貝のア

ラヌノメガイとスリガハマ 

 

 

 

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。 
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 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！  

 

9．編集後記 

11ページでご紹介した本の表紙と似た殻が、我が家にも

あります（写真）。五放射相称の分け目はゴカイのようで、

目を引くイボイボは白くて鏡もちのよう。なんとも奇抜

なデザインです。 

ウニ殻や貝殻は海で拾ってこそ価値があると思っていた

のですが、これは、あまりに魅力的だったので 20年前に

グアムの土産屋で思わず買ってしまいました。バクダン

ウニか、ノコギリウニか、パイプウニの殻でしょうか。 

同じく棘皮動物のナマコの骨片も芸術的で素敵です。皮の中にひっそりと隠れていますが、種ごとに形

状が異なります。学生時代にムラサキクルマナマコの骨片を初めて顕微鏡でのぞいた時は、その名に恥

じないキレイな車輪型に感激しました。 

今号表紙のチゴガニといい、海の生き物の色彩や形はとってもオシャレ。実際、動植物のデザインにイ

ンスピレーションを得ているファッションデザイナーは多いです。ウニ殻スカートやウニ殻帽子がパリ

コレに登場しても不思議はありません。街で着るのには勇気が要りますけどね～^^; （ちよ） 

今年は昨年に比べて秋が早くやってきたように思います。しかし、これでも平年並みだそうで、近年の

暑さが異常であったことが分かります。その代わりに、今年は異常な降雨に襲われました。一部の地域

の集中豪雨はこれまでもしばしばありましたが、今年は全国どこの地域も集中豪雨に見舞われています。

広島では多くの犠牲者を出す土砂災害がありました。この災害の原因の一部に、マスコミによると砂防

ダムの建設が遅れていたことが挙げられています。しかし、砂防ダム建設が土砂災害危険地域に宅地開

発を進めてきた大きな原因でもあります。海岸に高い防潮堤を作り、ぎりぎりまで開発をしてきた結果
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が、東日本大震災と大津波によって多くの犠牲者を出したことと同じ構図が見て取れます。私たちは、

いまこそ自然とどのように付き合うべきか、根本的な見直しをしなければいけないのではないかと思い

ます。海の生き物を守る会でも、海岸の環境保全を追究する上で、その問題に関わらざるを得ないでし

ょう。どう関わっていったらいいのか。みなさまのお考えをお聞かせ下さい。（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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