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「今月の海の生き物」ビワガタナメクジ  Dolabrifera dolabrifera    

 

軟体動物門腹足綱無楯目アメフラシ科に属する。貝殻は見えないが体内に内蔵する。世界中

の熱帯・亜熱帯に分布し、潮間帯の転石の下などによく見られる。日本では相模湾以南に分

布する。頭部は細く 2

本の触角を持ち、体の

後端は円い。薄い膜状

の左右の側足という

もので背中の貝殻を

覆っている。体の形が

古代楽器の琵琶の形

をしていることから、

この名がある。体長は

伸びた状態で 5～

10cm。アメフラシ類

に特徴的な卵塊を岩

の表面に生み付ける。

写真の左下の個体は

産卵しているところ。

黄色のそうめん状の

ものが卵塊。 

 

(沖縄県名護市嘉陽海岸

にて 向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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※今号の「有明海と三陸の水辺から」はお休みです 

 

【活動予定】 

●奄美大島でフォーラムを

開催 5 月 30 日は奄美へ！ 

「奄美の自然を守り、辺野古

に連帯する」 

 来月 5 月 30 日に、「ストップ辺

野古！奄美緊急アクション 第 2弾 

～奄美大島の海山を守り、沖縄に連

帯する～」というタイトルで、フォ

ーラムを行います。 

 辺野古沖の米軍基地建設のための

埋め立てに使われる土砂を供給する

ために、奄美大島で大規模な山の切

り崩しが行われています。 

 

 また最近、奄美大島の砂浜海岸で

辺野古への積み出し用の土砂を野積

みにしているところが発見されまし

た（次ページの写真）。 

 大雨が降れば付近の海岸への流出

やサンゴなどの生きものへの破壊的

な影響が考えられます。この行為は
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世界自然遺産登録を目指している奄美大島の自然にとっ

て、きわめて重大な問題であるだけでなく、辺野古の埋

め立てを阻止するためにも、喫緊の問題でもあります。 

 

 このフォーラムは、「海の生き物を守る会」と「自然

と文化を守る奄美会議」の共催で、名瀬市市民広場「AiAi

ひろば」において行います。講演は、向井 宏、安部真

理子の両氏が辺野古の埋め立て反対活動とジュゴンの保

全について、地元からは奄美環境ネットワークの薗博明

さんとサーファーの碇山勇生の 2 氏が、現地の状況を紹

介してくださる予定です。お近くの方、この際奄美大島

へ行ってみたいと思われる方は、ぜひお越しください。 

 奄美に限らず、辺野古への土砂搬入を予定している瀬

戸内海その他でも、いかにして阻むことができるか、話

し合いたいと思います。 

                                             

 

 

 

 

 

現在まで171枚、112カ所を調査 

 海の生き物を守る会では、全国の砂浜海岸で生物調査を進めてきました。今年3月、パタゴニアの

助成を受けて、これまでに皆様から寄せられた砂浜海岸生物調査を集大成した中間報告書を刊行で

きました。ご希望の方には送料をご負担いただければお送りします。ご希望をお知らせください。 

 

 また、この調査の一環として、全国の砂浜でぜひ保全すべきだと思われる砂浜をぜひご推薦くだ

さい。今年度末までに「ベスト30」を決定し、そのリストを公表して、今後の保全活動に貢献した

いと思いますので、ぜひ推薦をよろしくお願いいたします。推薦にあたっては、その砂浜の数枚の

写真とその他、生物情報、自然度などについてもお知らせください。 

 

 砂浜海岸生物調査は、今後とも継続していきます。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。当会のホームページには、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。方法書と調査票は改訂しました。方法書は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。 

「日本の砂浜ベスト 30」 

守るべき砂浜海岸を推薦してください！ 

http://e-amco.com/research
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なお、今年度から、富士通株式会社の協力で、「携帯フォートシステム・クラウドサービス」を

使って、カメラとGPSが付いた携帯電話で、誰でも簡単に砂浜海岸生物調査に貢献できるシステム

を構築します。詳しくは、5月の「うみひるも」でご案内しますので、ぜひともお気軽に砂浜海岸生

物調査にご参加ください。なお前号で、今号でご案内をしますと書きましたが、5月の「うみひるも」

の間違いでした。お詫びして訂正します。 

 

●ジュゴン・スタディツアー 参加者募集中！ 

 2015年度のジュゴン・スタディツアーを 6月に実施します。場所は、昨年までと同じフィリピン、

ミンダナオ島のマティ市とマリタ市です。日程の詳細は以下の通りです。 

 

 6月 16日 日本発 マニラ経由 ダバオ着 

 6月 17日 ダバオ→マリタ  

6月 17～21日 マリタ市滞在 

6月 21日 マリタ→マティ 

6月 21～23日 マティ市滞在 

6月 23日 マティ→ダバオ 

6月 24日 ダバオ→マニラ経由→日本 

 

 参加したいと思われる方は、なるべく早く向井 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお問い合わせく

ださい。★申し込みの締め切りを、5 月 15 日（金）とします。現在、正式に申し込んでいる方は

2名。参加したいと申し出たことが有りながら、今回の募集に対して正式に申し出ていない方は、お

問い合わせください。 

 なお、フィリピンのミンダナオ島は、紛争地域です。これまでの 10年を超える経験では不安を感

じることはありませんでしたが、不測の事態も絶対ないとは言えません。あくまで各自の責任でご

参加ください。 

 

●辺野古埋め立て反対 海の生き物を守る会も環境保護団体の声明に賛同 

 辺野古をめぐる緊迫した状況はご存知の通りです。生物多様性や環境・平和問題に取り組む国内

外の幅広い NGO・市民団体が辺野古新基地建設に反対し、作業の中止を求める以下の緊急声明への

賛同を呼びかけています。私たちも賛同に加わりました。今後広く国内外の個人の署名を集め、日

米両政府に提出します。★二次締め切りは 4月 19日です。ぜひ、下記のサイトからの署名および多

方面への呼びかけにご協力をよろしくお願いいたします。 

 

＜日本語＞ http://www.foejapan.org/aid/henoko/pr_150325.html 

Change.orgのページ：http://goo.gl/mQwGBg 

＜英語＞ http://www.foejapan.org/en/aid/150325.html 

Change.orgのページ：http://goo.gl/QiWW5d 

紙の署名用紙（PDF）※文面は下記 

http://www.foejapan.org/aid/henoko/150325_sign.pdf 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
http://www.foejapan.org/aid/henoko/pr_150325.html
http://goo.gl/mQwGBg
http://www.foejapan.org/en/aid/150325.html
http://goo.gl/QiWW5d
http://www.foejapan.org/aid/henoko/150325_sign.pdf
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--------------------------------------------------------- 

いのちの海とサンゴ礁を守れ 
辺野古新基地建設に反対する NGO 緊急共同声明 

～日本政府は沖縄の民意に耳を傾け、作業の中止を～ 

 

 辺野古・大浦湾に広がる長い年月をかけて形成された美しいサンゴ礁と青い海。マグローブ林、干潟、

海草藻場、砂場、泥場、サンゴ礁が連続し、やんばるの森から流れ込む河川により、豊かな海洋生態系

が作りあげられています。最近発見された規模の大きなアオサンゴ群集や、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（環境省、絶危惧 IA 類）が生息するなど、たいへん生物多様性に豊む沿岸

域です。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。また、環境省の「ラムサール条約湿地潜在候補地」のひと

つに選定され、「生物多様性保全をするうえで重要度の高い海域」のひとつとしても検討されています。

さらに、この地域は、確認されているだけでも、絶滅危惧種 262 種を含む 5,300 種以上の海洋生物の生

息地でもあります。 

 いまこの豊かな海を破壊し、辺野古の新基地建設が強行されています。 

 昨年の名護市長選、名護市議選、沖縄県知事選、衆議院選では、新基地建設反対を 唱えた候補者が選

ばれました。沖縄の方々の「辺野古に新基地は要らない」という意思は、選挙によって明確に示された

のです。 

 しかし、安倍総理大臣は、新基地反対を唱え、沖縄の民意を背負って当選した翁長沖縄県知事に会お

うともしません。これは民主主義を標榜する一国の首相の態度として到底、許されるものではありませ

ん。県知事は作業の一時中止を求めているのに、まったく無視されてしまっています。 

 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。このような沖縄における状況は、日本国憲法が保障する住民の権利を無視す

るものです。このように環境、人権、平和が尊重されていないなか、再び民意を無視する形で新基地建

設が進むことは大きな問題です。 

 いま、辺野古の海では、「ボーリング調査」が 3 月 12 日に再開され、政府は８月には本体の埋立工事

を行うとしています。巨大なコンクリートブロックが海底に投下され、サンゴや海草等を押しつぶし、

豊かなサンゴ礁生態系に影響を与えている状況が観察されています。また、調査のために必要だと称し

て、幅最大 25m、長さ 300m の巨大な「仮設岸壁」を建設する作業が着々と進んでいます。そのため、

昨年 9 月以来、ジュゴンが餌場として利用していない状況です。 

 現地の辺野古では、沖縄各地から、日本各地から、たくさんの一般の市民たちが辺野古の海を守るた

めに集まり、あるいは海で、あるいはキャンプ・シュワブのゲート前で体を張って抗議行動を続けてい

ます。 

 私たちは、辺野古・大浦湾のかけがえのない生物多様性を守るため、また沖縄で示された民意を踏ま

え、沖縄県名護市の辺野古新基地に強く反対するとともに、日米両政府に対して、新基地建設計画に伴

う作業の中止を求めます。 
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2．ウミウシ 切手コレクション （3）   立川賢一 

 

砂浜のいきもの調査を行う人たち 
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【関東】 

●大けがのキタオットセイを保護 銚子の海水浴場で 

 4月 8日、千葉県銚子市の海水浴場で、首に大けがをしたキタオットセイが保護された。キタオットセ

イはメスの成獣で、体長 1mくらい体重 35kg。首にナイロン製の紐が絡まり大きく裂けていた。茨城県

大洗町の水族館が保護し、体調が回復した後、海に返す予定である。キタオットセイは冬の期間に銚子

沖で越冬し、春になると北の海で繁殖を行うために、北上を始める。 

 

●160頭のイルカが漂着 茨城県の鹿島灘海岸 

4月 10日に茨城県鉾田市台濁沢の鹿島灘海岸で、多数のイルカが打ち上げられているという通報が、第

3管区海上保安本部にあった。調べたところ、約 10kmの広い範囲の海岸に、カズハゴンドウという比較

的珍しいイルカが約 160頭も打ち上げられていた。大部分のイルカが生きていることから、海上保安官、

消防団や近在の市民らが海水をかけるなどして救助活動を行っているが、弱っている個体も多く、救出

できるのは一部に限られそうだ。4年前にも鹿島市でカズハゴンドウ 54頭が打ち上げられたこともある

が、どちらもその原因は不明である。 

【近畿】 

●センウマヅラハギの幼魚を発見 

カワハギ科の魚で珍しいセンウマヅラハギの幼魚が三重県尾鷲市の定置網に掛かり、話題を呼んでいる。

センウマヅラハギは、体長 20cm くらいの茶色の体表に白い縦縞の模様があり、小さなトゲが生えてい

る。三重県内では過去に記録がなく、主に沖縄県や奄美大島などの熱帯・亜熱帯地方に生息する。捕ま

えた漁業者が facebookに写真を紹介したため、それを見た三重大学の水産実験所の大学院生日比野友亮

さんが同定し、生きたまま魚を預かった。 

【中国】 

●アオウミガメが漂着 米子市の海岸 

鳥取県米子市夜見町の海岸で、4月 8日、1匹のアオウミガメが漂着しているのが発見された。鳥取県水

産試験場が保護したが、移送の途中に死亡した。漂着したアオウミガメは体長 66cm。熱帯・亜熱帯の浅

い沿岸に生息している。この個体は対馬海流に乗って日本海に来たと考えられる。同海岸では昨年 2 月

にヒメウミガメが漂着しているのが見つかったが、これも衰弱して死亡した。冬に水温の低い海域にや

ってきたウミガメにとっては、生存も難しいのだろうか。 

 

●祝島漁民 原発補償金の受け取りを拒否 漁協柳井市で総会を強要も 

山口県上関町に原子力発電所を建設する予定の中国電力は、これまで漁業権を有する漁業組合に漁業補

償金を与え、漁業権放棄を働きかけてきた。しかし、この海域に漁業権を持つ祝島漁協は、これまでこ

の補償金の受け取りを拒み続けてきた。祝島漁協が山口県漁協に集約され祝島支店となったあとも、祝

島の漁業者は受け取りを拒み続けてきた。これに対し、山口県漁協は補償金を祝島支店の了解を得ない
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で受け取り、これを祝島の漁民に受け取るよう強要してきた。これまで祝島支店の総会を開いて受け取

りを決めるよう画策してきた。漁協本店が祝島で開こうとしてきた 3 回にも渡る支店の総会は、祝島の

漁業者や島の住民の強い抵抗に遭って、本店の人間が船で祝島へ到着しても桟橋から一歩も島へ上がる

ことができなかった。ところが 4月 14日に祝島支店の総会を柳井市で開催すると一方的に通知してきた。

これに対して、10 日祝島の 28 名の正組合員が補償金を受け取らないことを県漁協に通知した。祝島の

漁業者に補償金を受け取らせ、漁業権を奪い取らない限り原発は作ることができない。そのための中国

電力と山口県・県漁協により陰に陽に繰り広げられる祝島の漁業者への策動は、原発を新しく建設しよ

うという自民党の政策がつづく限り止むことはない。柳井市で 14日行われた総会では、結局 28対 23で

受け取り拒否を決めた。祝島漁民の原発反対の意思は強い。 

【九州】 

●パタゴニアが石木ダム反対運動を支援 

長崎県川棚町に計画されている石木ダム建設に対して、住民らの反対運動は続けられているが、映画「ダ

ムネーション」を製作し、日本各地で上映している「パタゴニア」（アウトドア衣料品販売）日本支社は、

石木ダムの反対運動を支援することを正式に発表した。支社長の辻井隆行氏は、「環境と人権を守るとい

う二本の柱が企業理念と合致した。地元の水需要は伸びておらず、冷静な議論で計画の見直しを」と、

外国特派員協会の記者会見で述べた。これからも「パタゴニア」は日本のダム政策の見直しを訴えてい

くという。 

 

●天草西海に赤潮警報 

熊本県水産研究センターは、天草市二浦町の羊角湾で赤潮プランクトンである「ヘテロカプサ・サーキ

ュラリスカーマ」が増加し、基準を超えたとして、天草西海一帯に赤潮警報を発表した。現在までまだ

赤潮の被害は報告されていないが、今後の赤潮の状態と分布の拡大に注意が必要である。20 年前にはこ

のプランクトンによる赤潮で 68万個の貝類が死んだ例がある。 

【沖縄】 

●「94群体のサンゴが破壊」防衛局の調査で判明 

でも結論は「影響は軽微」 環境監視委員会 

米軍の辺野古基地を新設する埋め立て工事のボーリング調査で投棄された最大 45kg にもなるコンクリ

ートブロックが、94 群体のサンゴを破壊していたと、沖縄防衛局が防衛局内に設けた環境監視委員会に

報告した。委員からは、作業の進め方や手法について批判が相次いだ。また、ブロックがなぜこんなに

巨大なものになったか、決定したのは専門家に意見を聞いたわけではなく、防衛局の単独の判断だった

ことも明らかになった。この問題で中谷防衛相は、「沖縄では台風が多いので、この程度の規模のものが

必要であったと認識している」と述べたが、同じ沖縄の那覇空港拡張工事では、同じようなアンカーブ

ロックの重さは平均 1 トンである。環境監視委員会では委員から手法についてはもっと丁寧にやってい

くように要望はあったが、コンクリートブロックの生態系への影響は軽微と結論づけた。この環境監視

委員会では環境保全はできないとして、辞任した東（あずま）清二副委員長に続く委員はいないのだろ

うか。環境は守れると考えているのだろうか。 
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【関東】 

◆海の中にも森がある～大島『青空水族館』島の森・海の森ワークショップ 

野田三千代の「海藻おしば」体験教室・田島征三のトーク「森の小径」 

日時：4月 18日（土）10:45高松港出港 16:30高松港着解散 

場所：大島町（香川県高松市庵治町）国立療養所大島青松園大島会館 

参加費：大人 800円、小中学生 500円、親子 1000円 

持参するもの：弁当、飲み物、タオル、帽子など 

★申し込み・問い合わせ先：NPO瀬戸内こえびネットワーク 087-813-1741 info@koebi.jp（笹川まで） 

定員：30名 
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2014年までの過去 22年間に和歌山県白浜町に所在する京大瀬

戸臨海実験所“北浜”付近に漂着した頭足類の殻や甲 

 

 イカ・タコ類のある種は貝殻をつくるものが知られている。このような硬い部分が、軟体部が無

くなっても磯浜に流れ着く。たとえば南方系のオウムガイだと、白浜に 10年に 1度くらいの頻度で

ある。当該調査区域の磯浜を毎日のように歩いて収集して 20 年余り経過したが、2014 年までに漂

着したこの類（頭足綱）は、2亜綱 3目 3科 5属 13種である。それらは種が確定したもので、不明

なものが少しある。13 種は、オウムガイ、コブシメ、カミナリイカ、トラフコウイカ、コウイカ、

シシイカ、ヒメコウイカ、ウスべニコウイカ、テナガコウイカ、シリヤケイカ、アオリイカ、アオ

イガイ、タコブネ、チヂミタコブネである。この調査期間の半分位の時には 6 種だったので、丁度

その 2倍になった。 

 

 イカ類の甲の中には、片面が色違いのものがある。図にあげたような 4 種だと赤色が付いていて

漂着していると目立つ。13種の内で大形のカミナリイカの甲は、冬季に年によっては大量に漂着す

るが、コウイカの甲は年中漂着が見られる。逆にコブシメはめったにない。他種の甲もコブシメほ

どでないが稀にしか流れ着かない。それでもシシイカ（片面の甲の色が違う）は、時折他の種より

頻度は多く漂着する。 

 

 軟体部が一部でもついた殻や甲は、

めったに流れ着かない。しかし、上

記 13 種の中には甲が透明なプラス

チックのようなアオリイカの卵嚢塊

も含めてある。海藻に親が産みつけ

ているので海藻ごとよく打ち上がる。 

 

 

図. 左から右へ： シシイカ、テナガコウイ

カ、ウスベニコウイカ、ヒメコウイカの甲

の色付の背面 
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２．赤潮はなくなったか？ 

 先号では、瀬戸内海の東西・中央での海水の透明度の変化を見た。東の播磨灘では透明度が改善

されたことが分かったが、中央と西の燧灘・伊予灘では透明度はほとんど変化せず、むしろ燧灘で

は規制後も低下が続いていたことが分かった。それでは海水の汚染を示す栄養塩濃度と富栄養化の

結果として知られる赤潮の発生は減ったのかどうか、調べてみよう。 

 

 まず栄養塩濃度の変化である。次の図は、播磨灘の表層 15 地点の 12 月における平均溶存態無機

窒素（DIN）の濃度である。DIN は、植物プランクトンやノリなどの藻類が直接吸収できる形の窒

素なので、植物の栄養として表現するにはもっとも適していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原田和弘：播磨灘の栄養塩環境とノリ養殖  2008年度海洋学会秋季大会シンポジウム 

「ノリ色落ちと内湾域の栄養塩動態」講演要旨集 p6-7 (2008) 

 

 この図から見ると、播磨灘においては、瀬戸内海がもっとも汚れていた 1970年代初めからみて栄

養塩濃度が播磨灘ではかなり減少していることが読み取れる。これは播磨灘での透明度の低下とほ

ぼ軌を一にした動向と言えるだろう。 

 

 しかしながら、水質として一般に栄養塩濃度を見るときの指標は、全窒素や全リンを測定する。

有機汚染の指標として古くから使われ測定されてきたものなので、長期の変化を見るには便利であ
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る。そのうちの、全窒素の播磨灘・燧灘・伊予灘と瀬戸内海全体の変化を次の図で示してある（環

境省の広域水質総合調査の結果）。これももっとも汚れが酷かった 1960年代から 70年代の初めに

かけてのデータはないが、その後の変化を見ると、濃度は西の伊予灘、燧灘、播磨灘の順に高くな

っている。そして、1978 年以降の変化を見ると、どの海域も高汚染時代から 1990 年代にかけて全

窒素の濃度は低下している。これは瀬戸内海環境保全臨時措置法・特別措置法によって陸からの栄

養塩負荷を規制した好結果であろう。しかし、伊予灘と燧灘が変動を繰り返しながらほぼ平衡状態

を保っているのに比べて、播磨灘では北部も南部もこの 10年くらいむしろ濃度は上昇している。 

 

 

 瀬戸内海の水質はけっして全体として良くなったとは言えないのだ。次の図に示したように、赤

潮の発生件数の変化を見ると、1970 年代に急激に増加した赤潮も、徐々に減少している。しかし、

1990 年頃以降は赤潮の発生件数は一定の頻度を保ったまま、一向になくならない。1960 年前後か

ら瀬戸内海の広い範囲に発生し始めた赤潮は、それ以前には香川県の安戸池のような狭い魚類養殖

池で発生していたが、それ以外の瀬戸内海に赤潮の発生も被害もなかった。現在、水質がよくなっ

たと一部で言われているが、赤潮の発生は一向に収まらない。しかも、この図で見るように、漁業

被害を伴ったような悪性の赤潮発生件数は、減るどころか徐々に増加してさえも居るのである。果

たして瀬戸内海はきれいになったのだろうか？（つづく） 
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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！  

 投稿用フォームご利用ください。https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf 

 

8．編集後記 

 今号の表紙のビワガタナメクジ。とても可愛いですね。サイズも手ごろで。ぜひ磯で会いたいです。この手の生

き物に弱い私は切手連載中のウミウシも好きですが、今号の「仲間」はウミウシに見えずビックリでした。そうそう、

以前、「うみひるも」に倉谷うららさんが情報をくださったウミウシ（フィギュア）のガチャガチャ大放出……。あれは

嬉しかったですねぇ。入手された方、その後いかがですか？ 迷わず 2箱送っていただいた私は、想像以上の量

に当初は不安にすらなりましたが、心配は無用でした。今や、ほとんど残っておりません。ある日、小学生の娘

の部屋に友人数人が集まって何やらゲラゲラ笑って盛り上がっている様子。別室で仕事中の私のところに息せ

き切って走ってきた娘が「ママ、大変！ あのウミウシの大人気！！ もっと無いの？」と言うではありませんか。

耳を澄ますと、少年･少女たちが数種類のウミウシを選り好みして、「これ好き！」「あ、それは、そうでもない」「そ

っちほしい！」と取り合っている様子。「え～気持ち悪い」と言う子が大半かと思いきや、嬉しい誤算でした。「君ら、

分かる子ねぇ♪」というわけで、へそくりウミウシをごっそり物置の奥から出してあげました。ニコニコの彼らに連

れて帰ってもらったウミウシたち。今頃は、それぞれのランドセルやバッグで揺れていることでしょう。（ちよ） 

 

 雨続きのうっとうしい気分の中で、久しぶりに晴れ晴れとするニュースを聞いた。福井地裁の高浜原発再稼働

差し止めの決定だ。2013 年 9 月 15 日に日本のすべての原発が停止して以来、はや 1 年半になる。その間、電

気が足りないとか、そのために経済がおかしくなったとか、そんな話しは聞いていない。原発はなくても何も困ら

ないことが検証された。そして、今回の司法による再稼働差し止め処分で、日本の原発をなくす道ができた。海

の生きものへの影響も、火力発電所も温排水の問題があるが、これでかなり小さくなる。でも、政府は「粛々と」

再稼働を進めるという。三権分立を無視した首相・官房長官の言う言葉を聞いていると、心底情けなくなる。「裁
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判所の決定は厳粛に受け止める」ぐらいのことは、言うべきだろう。言えない人を政府にいただく私たちを哀れと

思うしかない。（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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