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「今月の海の生き物」カツオドリ  Sula leucogaster    

ペリカン目カツオドリ科に属する鳥類。インド洋、太平洋、大西洋の熱帯・亜熱帯地方で繁殖する海鳥

で、日本では、

伊豆諸島、小笠

原諸島、尖閣諸

島などで繁殖す

る。翼を広げる

と 150cmにもな

る大型の鳥であ

る。黒褐色の羽

毛で覆われてい

るが、腹部は白

色で見上げると

腹部の白が目立

つ。４亜種が知

られ、日本で繁

殖するのは、亜

種 plotusである。

繁殖期以外のほとんどを洋上で過ごし、魚やイカ類などを見つけると急降下して海中に突入し、捕食す

る。漁師がカツオなどの魚群を見つける目標に利用したことから、カツオドリの名前がついた。瀬戸内

海や鹿児島湾でも観察された記録がある。繁殖は陸上でコロニー（集団繁殖地）を形成し、巣の周辺に

縄張りを持つ。卵は 1、2個。仲御神島の繁殖地は天然記念物に指定されている。 

（フィリピン・バブアン諸島海域にて 中郡翔太郎氏撮影） 

http://e-amco.com/
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150 号 記念号
今号で「うみひるも」が 150号を迎えました。ご愛読、どうもあり

がとうございます。今後とも充実した紙面にするために、みなさま

からの情報やご意見を賜りますよう、お願い申し上げます。 
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●海の生き物を守るフォーラム 2015 

「海と人間の関わり方を考える ～コンクリート文明からの脱却～」を開催しま

す 

 
 2月 11日に大阪の「クレオ大阪東」で、「海の生き物を守るフォーラム 2015 海と人間の関わり方を

考える ～コンクリート文明からの脱却～」と題したフォーラムを以下の要領で開催します。 

 このフォーラムでは、諫早湾・有明海の問題と東北防潮堤問題を中心に、日本におけるこれまでの自

然と人間との関わり方を振り返り、これからのあり方を考えたいと思います。多くの皆さまの議論への

参加を期待いたします。 
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 また、フォーラムでは、京都在住の歌手江藤ゆう子さんに、海と人間の絆、残していきたい海と人間

の歌を歌っていただきます。心を癒やす江藤さんの歌声をお楽しみください。 

 

「海と人間の関わり方を考える ～コンクリート文明からの脱却～」 

日時：2月 11日（水・祝日）13:00～17:20 

会場：クレオ大阪東（大阪市男女共同参画センター東部館）2F 音楽室（多目的室） 

   大阪市城東区鴫野西 2丁目 1－21 Tel: 06-6965-1200 

アクセス：JR京橋駅・京阪京橋駅から南へ約 600m。徒歩 10分。 

プログラム  司会：江藤ゆう子 

・趣旨説明：向井 宏（海の生き物を守る会 代表） 

・講演 1「干潟の生き物から見た諫早湾干拓事業」佐藤 正典（鹿児島大学教授） 

・講演 2「有明海再生への提言と防潮堤建設への疑問」田中 克（京都大学名誉教授・舞根森里海研究所所長） 

・「海と人間を歌う」江藤ゆう子（歌手） 

・講演 3「経済学から見た防潮堤建設」大沼あゆみ（慶應義塾大学教授） 

・コメント「公共事業の問題点 環境女子会の議論から」安部 真理子（日本自然保護協会） 

・討論と対話「コンクリート文明をどうするか？」司会：向井 宏  全講演者と会場との討論と対話 

 

●2/11 総会にも参加を！ 

海の生き物を守る会の総会を、2月

11 日に、大阪市京橋駅商店街の居酒

屋で開きます。「海の生き物を守る

フォーラム 2015」の終了後、夕食を

食べながら行います。会員はぜひご

参加ください。総会だけでも参加で

きる人はご参集ください。また、入

会希望者もご参加いただけます。 

 

参加できない会員は、下記のサイト

から、委任状をお送りください。直

接、事務局へのメールでも受け付け

ます。参加を予定している方も、メ

ールでご一報いただけると幸いです。

特に、フォーラムには参加できない

方で総会に出席予定の方は、ぜひと

も事前にお知らせください。当日の

連絡方法を確認したいと思います。 

tel:06-6965-1200
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メール hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

https://www.secure-cloud.jp/sf/1415847564ulWxeuUG 

●ジュゴン・スタディツアー報告（3） 

 2014 年 12 月 1 日～9 日に行ったジュゴン・スタディツアーの報告に代えて、前々号に引き続き、参

加者の感想・記録をお届けします。今回は三村明彦さんです。 

DugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugong 

ミンダナオ島でのジュゴン調査に参加して   ジュゴン保護キャンペーンセンター 三村明彦 

 

 初めて参加したジュゴン・スタディツアーでしたが、ジュゴンの生息している地域で調査ができ、ジ

ュゴン保護に携わっている方々と交流ができて実り多いツアーでした。 

 プハダ湾の海草調査では、多くのジュゴンの食跡を発見できとても感激しました。また手つかずの自

然が多く残り、巨大なサンゴをボートの上からも確認でき、とてもわくわくしました。 

 マヤ湾では、ほんの一瞬でしたが、ジュゴンの背中を見ることができました。山室チームが、マヤ湾

でジュゴンの撮影に成功したとのことで、とてもうらやましく思いました。 

 ニューアルガオでは、実際に海草の生息状況の調査をダイビングで行い、とても勉強になりました。

水中調査の途中で私たちの横で巨大な砂煙が上がり、それがいったい何の仕業だったのか？ ジュゴン

か巨大なエイか･･････？ いまだ謎です。このミステリーもツアーの良い思い出となりました。 

 一方、ジュゴンの生息している地域に、石炭火力発電所が建設されていることに大変ショックを受け

ました。辺野古の現状と同じですね。今後の影響が心配されます。 

 東ダバオ州立資源科学大学（DOSCST）や SPAMAST、MALITA MUNICIPAL HALL など行政や教

育機関が関わっていることに感動しました。若い方々がジュゴンの保護とともに環境保護について興味

を持ち、行政・国を動かしていけるように期待しています（私たちにも突きつけられている課題ですが）。 

 チャンスがあれば次回のツアーにも参加したいと考えています。ありがとうございました。 

DugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugongdugonDugong 

 

 なお、以下の要領で、ジュゴン・スタディツアーの報告会を行います（詳細は p8参照）。 

関心のある方、関東地方の方はぜひご参加ください。 

2 月 6 日（金）夜、品川区総合区民会館・きゅりあん・中会議室（ＪＲ大井町駅前徒歩１分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お気軽に『うみひるも』にご投稿ください♪ 

投稿用アドレス（うみひるも編集部宛）hirumo@live.jp または投稿用フォームへ 

https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
https://www.secure-cloud.jp/sf/1415847564ulWxeuUG
mailto:hirumo@live.jp
https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf
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2．イカとタコ 切手コレクション （1４）   立川賢一 

 



 

 

 

7 

 

【北海道】 

●根室港にチカの大群 

 根室港で、1月 9日、チカの大群が回遊しているのが発見された。北海道の東部、オホーツク海に面し

た港は、手網を手にしてチカを獲る多くの漁業者や釣り人などで賑わった。チカは、ワカサギに似た北

方系の魚で、体長 15～20cm。漁業者は笑顔で手網にいっぱいのチカを軽トラックに積み込んでいた。 

 

【東北】 

●生きた深海魚カグラザメを発見 

 青森県むつ市大畑沖の津軽海峡で、1月 8 日、主に温帯や熱帯の深海に生息すると言われるカグラザメ

が生きた状態で捕獲された。昨年もほぼ同じ場所で死んだ個体が捕獲されたが、今年は初めて生きたま

ま捕獲された。カグラザメは、体長 6m になる大型のサメで、青緑色の目が特徴的である。捕獲された

ガグラザメは青森県営浅虫水族館に収容された。 

 

【関東】 

●モズクの成分フコダインに抗インフルエンザ効果 

 神奈川県相模原市の北里環境科学センターと、鳥取県の食品加工メーカー「きむらや」は、共同研究

の結果、モズクに含まれるぬめり成分「フコダイン」に、インフルエンザを抑制する効果があることを

発見したことを 1月 9日に発表した。 

 同社では、モズクから抽出した高分子のフコダインに二日酔い予防効果や抗がん剤の副作用を減らす

効果があることを見つけて、健康食品として販売していたが、服用している顧客から風邪を引かなくな

ったという感想が寄せられたことから、研究を続けていた。 

 

【中国】 

●鞆港の護岸道路計画 広島県が説明会 

 福山市の鞆港（ともこう）の埋め立てを取りやめた広島県は、新たな計画をつくり、12月 7 日に住民

説明会を開いた。福山市長は「一定の道筋ができた」と評価した。計画は、交通渋滞対策と高潮対策と

して、鞆港西側の砂浜 300m にコンクリート護岸を作り、道路機能も持たせるというもの。鞆港の景観

と砂浜海岸が損なわれることになる。 

 県は鞆港を埋め立て、橋を架け、道路を建設する計画を 2012年に撤回し、山側をトンネルで迂回する

方針に変更したが、トンネル案は進捗しておらず、その間に高潮対策を兼ねた海岸のコンクリート化で

問題の解決を図ろうとしているとみられる。 
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●中国電力 政府の電源構成比率の議論を援用 

 山口県上関町に原子力発電所を建設しようとしている中国電力の苅田社長は、山口県に提出している

公有水面埋め立て免許延長申請について、県から 5月 15日を期限として追加説明を求められている。こ

の件について、安倍政権が夏までに決定することを目指している新たな電源構成比率の議論を、県への

回答の補足説明に反映させる意向を示した。同時に、回答期限を守るとも明言した。つまり、安倍政権

の電源構成比率で原発が一定の比率でベースロード電源とされることを見込んで、上関原発計画を推進

することを山口県に回答し、埋め立てを続けようとしようとしているとみられる。 

 夏までに結論を出すとする政府の議論をどうやって 5月 15日までに補足説明に加えるのか。議論の中

で自分に都合の良い部分だけを回答に反映させようということであろう。 

 

【四国】 

●イソギンチャクとクマノミの共生の謎にせまる 高校生の研究が受賞 

 愛媛県大洲市の長浜高校 1年生の 2人（重松夏帆さんと山本美歩さん）が、第 58回日本学生科学賞高

校の部で最優秀賞に輝いた。2人はハタゴイソギンチャクとカクレクマノミが共生関係をもっていること

に注目し、イソギンチャクが刺胞を発射する条件を調べて研究した。これまで同校の先輩によってクマ

ノミの持つ粘液のタンパク質が共生と関係があることが突き止められてきた。今回の研究はイソギンチ

ャクがクマノミを攻撃しないメカニズムを明らかにしたと評価された。 

 

【九州】 

●大分川ダム 2019年度完成 国交省が見通し 

 大分県大分市下原（しもはら）の七瀬川に建設を開始後 45年を経て、まだ完成していない大分川ダム

について、国交省大分川ダム工事事務所は、2019年度完成の見通しと発表した。 

 このダムは、民主党政権によって事業見直しを行っていたダムで、見直しの結果、工期と事業費を改

めて、建設続行を妥当としたもの。約半世紀をかけて完成する。本体工事は 2017年度に終了し、その後

2 年間かけて湛水実験を行い、19 年度から本格運用となる予定。総工費は、当初の 760 億円から大幅に

増え、995億円と見積もられている。 

 

●徳之島でもザトウクジラのホエールウオッチングを開始 

 鹿児島県徳之島の沖合で、今年もザトウクジラが姿を見せ始めた。徳之島では、島の魅力を多くの人

に知ってもらおうと、今年から本格的なホエールウオッチングを開始する。現在、手法などについて計

画中である。 

【沖縄】 

●沖縄にフラミンゴが飛来 どこから来たのか不明 

 沖縄県沖縄島に本来日本には生息していないフラミンゴが飛来して、昨年 12月からしばしば目撃され

ている。県内の施設からフラミンゴが逃げ出したという情報はなく、野生のフラミンゴとみられている
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が、どこから飛来したかなど詳しいことは分かっていない。1月 10日は、那覇市内の用水路で餌をあさ

っている姿が目撃されている。 

 

●辺野古基地建設を強行 沖縄県民の意思を無視 逮捕者も 

 沖縄県名護市では、辺野古沖を埋め立てて米軍基地を建設する計画に反対する名護市長と県知事が選

出された。にもかかわらず、日本政府は県民の民意を無視し、「粛々と進める」と、いっさい計画を見直

そうとしていない。年末年始に休んでいた工事も 1月 13日に再開し、仮設桟橋建設を始めた。仮設とは

いえ、幅 10m長さ 200mの突堤をコンクリートで固めて埋め立てる工事で、実質上の埋立て開始となる。 

 10 日には、工事資材の運搬車両の搬入を阻止するために、多くの県民がキャンプシュワブのゲート前

に集まり、工事車両の出入りを阻んだが、防衛局では、午後 8時にいったんこの日の作業を終了した後、

抗議の市民が解散した後を狙って、夜間に再び資材搬入を強行した。ミキサー車やコンクリート板を積

んだトラックなど約 30台が次々と基地内へ入った。さらに急いで駆けつけて抗議行動をしようとした市

民を警察が逮捕した。容疑は警備会社 ALSOK の警備員への暴行。しかし、実態は座り込もうとした市

民を排除しようとした警備員の顔に、市民の持っていたペットボトルが当たっただけという。あらゆる

事象を反対する市民排除の理由にして弾圧しようという政府と警察の思惑が見える。しかし、市民の意

志は強く、13日はゲート前の市民排除用の鉄板の上に市民ら 100名以上が座り込み、24 時間の車両搬入

を阻止した。14日早朝 4時に、山本太郎・糸数慶子参議院議員や名護市長らが抗議する中、機動隊が市

民らを排除し、山本議員らが負傷する事態になった。海上では工事海域周辺で抗議をしていたカヌー隊

全員ら 19名が拘束されるなど、現在も戦いは続いている。 

 

 

 

【関東】 

◆ジュゴン・スタディツアー報告会 

日時：2月 6日（金）18:30開場 19:00開会 

場所：きゅりあん（東京都品川区立総合区民会館）中会議室 JR大井町駅徒歩 1分 

参加費：800円、65歳以上・障がい者・学生 500円 

主催：ジュゴン保護キャンペーンセンター（SDCC） 

プログラム 

19:00 報告～沖縄のジュゴンを巡る状況について（SDCC） 

19:15 辺野古現地行動報告（SDCC） 

19:30 ジュゴン・スタディツアー報告（向井宏） 

20:15 ジュゴン・スタディツアーに参加して（三村明彦） 

20:30 質疑応答 

 

◆海辺のナチュラリスト講座 スタッフ研修特別コース 

 OWSが開催する小学生対象の自然体験プログラム「ネイチャースクール三浦」のスタッフになるため
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の特別コースです。ネイチャースクールの実施準備に加え、海辺の「ナチュラリスト講座」で海辺の自

然や生き物と親しみ、楽しみながら自然を守るための基礎的な知識や方法を学びます。 

 砂浜、磯、干潟などいろいろな海がありますが、海辺での楽しみ方はたくさんあることをご存知です

か？海には流れ着くものや生きものがいっぱい。海辺でちょっとした道具を使ったり、少し視点を変え

て観察してみたりすると、楽しみ方はぐっと広がります。 

 この講座では OWSネイチャーガイドとともに、海辺特有の自然や生きものの観察方法や接し方、環境

に優しい観察方法、海辺での楽しみ方を実践し、基礎的な知識や方法を学びます。講座を修了すれば、

あなたも今日から「ナチュラリスト」。ご家族やお友達と一緒に、砂浜でも、磯でも、干潟でも、海辺の

自然をより楽しむ事ができます。参加者には全員、修了証（ナチュラリストカード）が発行されます。 

日時：2月 21日（土）～22日（日） 1泊 2日 

開催場所：三浦半島海域 

対象：1回以上ネイチャースクールにスタッフとして参加できる方 

※OWSのサポーターまたは正会員の登録が必要です。 

 

◆第 3回海と命をめぐる公開講演会「クジラが語る、海と生命の進化」 

 JAMSTEC（海洋研究開発機構）が、神奈川県立生命の星・地球博物館との共催で、「クジラ」をキー

ワードに最新の研究内容をご紹介いたします。http://www.jamstec.go.jp/j/pr/event/20150228/ 

日時：2月 28日(土) 13:30～15:15（開場 13:00） 

場所：神奈川県立生命の星・地球博物館 SEISAミュージアムシアター（神奈川県小田原市入生田 499） 

費用：無料（事前申込みは不要です） 

 

【中国】 

◆周防大島自然環境保全シンポジウム 

 周防大島アワサンゴ協議会では、ニホンアワサンゴの保全・活用の具体的な取り組みをまとめたアク

ションプログラムの策定を進めるなど、アワサンゴに関する取り組みを本格化しています。こうした中、

海の保全・活用については、山の関わりについても一体的に取り組むことが重要であり、そのためには、

海域公園地区周辺の陸域部分について、自然公園法上の指定を受けることが必要となってきます。 

 このため、周防大島の海と陸の自然環境について、町民の皆様等とともに考える「周防大島自然環境

保全シンポジウム」を開催します。 

日時：1月 25日（日）13:00～16:00（開場 12:30） 

場所：大島文化センター（山口県周防大島町大字小松 138-1） 

主催：周防大島アワサンゴ協議会 

後援：環境省中国四国地方環境事務所、山口県、周防大島町、中国新聞防長本社 

 

http://www.jamstec.go.jp/j/pr/event/20150228/
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プログラム 

基調講演：「豊かな海は美しい山から」生態系

保全活動コーディネーター 岩瀬文人（ふみ

ひと）さん 

パネルディスカッション：テーマ「ニホンア

ワサンゴが生息する周防大島の自然の保全と

その活用」 

アワサンゴの歌＆フラダンス：出演はマウン

テンマウス、シェアリングハピネスフラ 

チェンソーアートパフォーマンス：林 隆雄

（はやし たかお）さんによるチェンソーアー

トの実演 

 

 

 

 

 

【四国】 

◆海のフォーラム ～海と沿岸域の生物多様性保全を考える～ 

 海に囲まれた島国、日本。私たちのくらしは日々海の恵みを受けています。海に育まれた日本では、

海を大切にする文化や伝統が全国に残されています。しかし、ふと私たちの日常をふり返ると、海との

距離がだんだん遠ざかってはいないでしょうか。 

 昨年、環境省は日本の沿岸 270 ヶ所を重要海域案として選定しました。徳島県では生物多様性とくし

ま戦略【目標 5】の中で、沿岸域及び海域を適切に保全・管理することを掲げています。日本そして徳島

にとって大切な海を守るためにも、本フォーラムでは海のことをもっと知り、海の現状や保護地域の役

割を知り、多様な立場の人と徳島の海について話し合う機会にしたいと思います。 

日時：2月 14日（土） 13:30～16:30 

場所：徳島大学 工業会館（常三島キャンパス・工学部 1番北の奥） 

主催：NPO法人徳島生物保全学研究会、徳島大学環境防災研究センター 

共催：生物多様性とくしま会議  後援：徳島県 

プログラム 

１．日本の海とはどんな環境なのか？ 汽水域は川か？海か？（仮題） 向井宏 

２．海洋保護区とは？海の保護地域（愛知ターゲット［目標 11］）を考える（仮題）安部真理子 

３．環境省重要海域について 向井宏 

４．徳島県の海の現状 徳島県水産研究所（未定） 

５．パネルディスカッション 進行・河口洋一（徳島大学准教授）  
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番所崎（白浜町）の岩礁にいたクモヒトデの一種 －北限分布記録？ 

 毎年 10 月ともなると、京都大学瀬戸臨海実験所を活用する臨海実習がめっきり減る。2014 年 10 月

25 日に滋賀県の石山高校の臨海実習を受け持って、講義と水族館ガイドをした後、磯観察なども担当し

た。実験所のすぐ周辺の番所崎の岩礁潮間帯部で普通に見られる動物の形態・生活史・分布などの説明

をして、その後は学生たちに自由に採集してもらった。皆、楽しそうに思い思いにやっている。 

 すると、その採集物の中にクモヒトデが 1個体見つかった。紀伊半島西岸ではクモヒトデ類が 60種余

り報告されている。その中のどれに当たるのか、最近のガイドブックなどで調べなければならない。学

生たちは各人が見つけた動物について、形態・生活史・分布などを発表するのである。 

 そのクモヒトデはとても小さく、盤の直径が約 1.5 mmだった。5本の全腕には濃淡の環紋が交互に最

多で 5 個ずつあった。黒色の盤の表面全体は、多数の小さく丸い顆粒に覆われていた。後で動画なども

撮影した。最後に固定標本にして瀬戸臨海実験所実習室で保管した。 

 この個体はウデフリクモヒトデのように思えてならなかった。もしこの種だとすると、奄美以南の分

布の記録を塗り替えて、北限記録の更新となる。そして近年の地球温暖化の影響の一例となりうる。 

 しかし、ウデフリクモヒトデに近縁のゴマフクモヒトデである可能性もある。京都大学白浜水族館で

この種は飼育展示されている。そして、田辺湾沿岸を含む紀伊半島西岸からこの種が、少数個体だが、

専門家によって既に記録されている。さらに、分布も広くて相模湾以南となっている。 

 そうだとすると、この個体は「？ゴマフクモヒトデ」とすべきなのだろうか。分類は難しい。個体変

異の幅がどれくらいなのか判明していないと分からないだが、一生を通して形質は変化するのでなおさ

らである。しかも地理的にも変わりうる。この個体はまだ幼体なので、形態では同定できにくいので、

正直に「不明種」とすべきであろう。飼育して育て、じっくり形態変化などを追うことが必要であろう。

比較するデータさえあれば分子系統解析を実施してより早く同定が可能かもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．和歌山県白浜町番所崎産の 

？ウデフリクモヒトデ（あるいはゴマ 

フクモヒトデ）の幼体 
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シ―カヤックによる「海遍路・東北」 

 陸に暮らす人間は、陸の都合、とりわけ都市の論理で、これまで海を壊し続け、環境を著しく劣化さ

せてきました。時代は、このような目先の経済成長、暮らしの利便性や効率性を追い求め続ける先には、

人類の未来はあり得ないことを明白にしつつあります。すべての命、とりわけわたしたち陸に住む生き

物の永遠のふるさとである海に生きる生き物たちの命を粗末にする先に、続く世代の心豊かな未来はな

いと思われます。 

 高知大学名誉教授の山岡耕作さんと世界的海洋冒険家の八幡 暁さんは、2011 年～2013 年に四国沿

岸をシーカヤックで巡り、各地の漁村で出会った漁師から海への思いを聞き取り、幸せの原点を見据え

る取り組みを始めました（写真１）。2013年秋に立ちあがった NPO法人海遍路は、2014 年には、日本

の全沿岸をシーカヤックで巡り、海から水辺の現状、生き物たちの様子、海と共に生きる人々の暮らし

や文化を見据える第一歩を歩み出しました。その出発は、大震災の海、東北太平洋沿岸に定められ、5月

15 日に宮城県名取市を出発し、10 の漁村を巡り、5 月 30 日に気仙沼市舞根湾に上陸する「海遍路・東

北」が行われました。 

 

写真１ シーカヤックで日本の沿岸域を巡り、海と生きる人々の思いに学ぶ海遍路 

6. 有明海と三陸の水辺から（6）  田中 克   
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 この海遍路・東北では、各地で思いがけず漁師の屈託のない笑顔に出会いました。いずれも五千万円

を超えるような負債を抱えながら、なぜこのような笑顔なのかと訝る私たちの率直な疑問に、漁師の答

えはいずこも「ここには太平洋銀行があるからだ」と言います。三陸リアスの海では、湾奥に迫る森か

ら川が流れ込み、漁師は基幹産業であるカキ・ホタテガイ・ホヤ・ワカメ・コンブはいずれも森からも

たらされる水の恵みによって成り立つことを経験的に知っているのです。太平洋銀行を支えるメインバ

ンクは森なのです。 

 多くの漁港の構内はコンクリートで固められ、シーカヤックが上陸できる場所を見つけることさえ困

難な中、太平洋銀行だと説明した漁師の浜では、1カ所だけでしたが、コンクリートによる垂直護岸化が

止められ、砂利の緩傾斜の波打ちぎわがありました（写真２）。そのそばで漁師と奥さん、息子さん夫

婦が働き、震災後に生まれた赤ちゃんが笑顔で作業を見つめる光景が大変印象的でした。その漁師は、

自分が頑張れる間に震災の負債を返して、この孫が漁を継いでくれる日を夢に思い描いているに違いあ

りません。 

 こうした漁師が、太平洋銀行の元本に手をつけず、利子だけを受け取り家族が幸せに暮らす先に大き

な影を落としているのが、巨大防潮堤計画です。それは、陸と海のエコトーンを壊滅させるだけでなく、

漁師と孫の間にくさびを打ち込み、祖父母から孫へと漁を引き継ぐ未来を閉ざします。地域共同体の崩

壊につながりかねない深刻な事態が進行しています。砂利の浜を残した漁師は、その浜で孫たちが海の

生き物たちと遊べる空間を造ったのです。そして、それは水辺の生き物たちにとってもこの上ない贈り

ものなのです。漁師の知恵と行政の施策のどちらが賢明なのかが問われるところです。 

 

写真２ 宮城県大指の浜に保全された緩傾斜の砂利浜（柏倉洋介氏撮影） 



 

 

 

15 

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：１０６１

０－６６７３０２１ 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 

 おめでたい年明け新年号に続き、祝・うみひるも 150 号記念号をお届けいたします～。皆さま、いつもご愛読あ

りがとうございます。 

 手作りの媒体ですので、今年はぜひ制作サイドにもご参加ください。海に関するシンポジウムなどの情報（告

知や参加報告など）、海に関するご著書の紹介やお気に入りの本の書評、海にお出かけになった時の写真や生

き物観察レポートなど、お気軽に投稿フォーム（p4）からどうぞ。編集に関するご意見なども、お寄せいただけれ

ば幸いです。 

 なお、今号から、ユニバーサルカラー対応の紙面を目指すため、編集用 PC に東洋インキの「UDING CFUD」

「UDING シミュレーター」というソフトを導入しました。簡単に、さまざまな色覚タイプの方に正しく見える配色かど

うかを確認できるツールです。例えば、プレゼン資料でカラフルな円グラフを描いた時などに、誰もが見やすい配

色になっているのかどうかをチェックできます。ご興味のある方は、カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）

のホームページをご覧ください。http://www.cudo.jp/ ちなみに、この NPO の副理事長の伊賀公一さんは、徳島

県ご出身で、吉野川で「川ガキ」を増やす活動に関わっていらっしゃいます。海や川でつながるご縁は、いつも素

敵です♪（ちよ） 

 

 正月に増加した体重に悩みながらも、正月ぼけから回復していない私だが、その間にも沖縄では大変な事態

が進んでいる。12 月の総選挙で国民から NO を突きつけられたはずの辺野古米軍基地建設のための埋め立て

工事が強行されている。今日明日にも、あの美しい生き物の命溢れる海に生コンクリートが投入されようとしてい

る。住民たちの命をかけた阻止行動に、基地建設反対の翁長知事の部下であるはずの沖縄県警が、襲いかか

る。銃剣とブルドーザーで作られたこれまでの沖縄の米軍基地と違って、辺野古基地は日本政府がアメリカに作

http://www.cudo.jp/
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って差し上げる初めての基地だ。辺野古の海には、貴重な生き物や自然物が多い。この海を戦争のために埋め

立てさせてはならない。私は何ができるだろうか。（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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