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「今月の海の生き物」ツルナ Tetragonia tetragonioides
ハマミズナ科（ツルナ科）に属する多年草で、熱帯から温帯の海岸の砂浜に生育する。日本では北海道
南部以北を除く全国の海岸で普通に見られる。葉はいかにも柔らかそうで、食用になる。ハマジシャと
も称される。
50cm 程度の茎が
地面を匍匐し、葉
は互生し、小さく
て黄色い花は葉
腋につく。葉の表
面に細かい粒状
突起が有り、葉が
白っぽく見える。
菱に似た角のあ
る種子をつくり、
海流散布で分布
を広げる。沖縄・
奄美では、昔から
食用としている。
ゆでておひたし
にして食べるの
が一般的である。
（大阪府貝塚市近木川河口にて 向井 宏撮影）
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【活動予定】
●アカテガニ観察会

参加者募集中

山口県上関町長島の田ノ浦で、今年も以下の要領でアカテガニの放仔観察会を行います。夏の大潮の
夜、陸に棲んでいるアカテガニの雌が、大きなお腹に幼生を抱えて海へ下りてきて、子どもたちを海へ
放します。その様子を観察しましょう。また、昼間は田ノ浦で海水浴もできます。子供さん、お孫さん
を連れて参加してください。
日時：7 月 18 日（土）10:30～19 日（日）9:00
集合場所：上関町四代港駐車場

場所：上関町田ノ浦海岸（上関原発予定地）

費用：大人 2,500 円前後、子供 1,000 円前後（宿泊費・食費ほか）
指導：向井 宏（海の生き物を守る会代表）
主催：上関の自然を守る会・海の生き物を守る会
行事予定
7 月 18 日（土）
◆10:30 四代港集合
1:00 田ノ浦ログハウス到着

7 月 19 日（日）
◆7:30 朝食
◆9:00 解散

◆12:00 昼食
◆12:30 DVD「長島の自然」鑑賞
◆13:00～16:00 磯観察会＆海水浴
◆17:00 温泉入浴

注：途中（18 日夕方）からの参加も可能です。公共交

◆19:00 夕食

通機関を利用される場合は、以下の船便が便利です。

◆20:00～22:00 アカテガニ放仔観察会
◆23:00 就寝

定期船「上関航運」(TEL0820-62-0102)
柳井港→四代港約 55 分

柳井発 9:30, 15:45（一日 2 便）
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準備するもの：飲み水（最低一人 2 リットルは必要です）・懐中電灯・マムシ対策（長靴が安全）
・虫よ
け対策（長袖＆携帯用蚊取り線香など）
・宿泊用寝袋またはタオルケット
★申し込み：氏名・大人と子供（小学生以下）の区別・緊急連絡先・お弁当（500 円）の要不要を申し込
み先へご連絡ください。／申し込み先：高島美登里 090-8995-8799
森田修 090-4695-1290 yo.morita@extra.ocn.ne.jp

midori.t@crocus.ocn.ne.jp または

／申し込み締め切り：2015 年 7 月 11 日（土）

昨年のアカテガニ観察会のようす→

↓ 昨年の夕食時のバーベキューパーティ
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●「砂浜海岸生物調査」にご協力ください
10 月 31 日（土）神奈川県天神島で研修会
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。送料をご負担いただければお送りします。ご希望をお知らせ下さい。今年は、高木基金
からも助成金をいただけることになりました。そこで、砂浜海岸生物調査をいっそう進めるために、
10月31日（土）に、神奈川県天神島臨海ビジターセンターで研修会を実施します。
また、次ページ以降に詳述したように、今年度から富士通株式会社の協力で、
「携帯フォトシステ
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した。ぜひともお気軽に砂浜海岸生物調査にご参加ください。

○保全すべき砂浜を推薦してください
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。

○従来の砂浜調査も引き続きご協力お願いします
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よう
な方法ですので、少しでも多くの人が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。方法書を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。

海の生き 物の調査報告が簡単になり ま す！

海の生き物の調査報告が簡単になります！

皆さ ん、 こ んにち は。 運営委員の大久保奈弥（ 東京経済大学） です。 今年度、 海の
生き 物を 守る 会が、 富士通携帯フ ォ ト システム・ ク ラ ウド サービ スの利用団体に選
ばれま し た。
http ://w w w .fujitsu.com /jp /ab out/environm ent/society/activities/case-stud ies/

皆さん、こんにちは。運営委員の大久保奈弥（東京経済大学）です。今年度、海の生き物を守る会が、
technolog y/p system /result/ind ex.htm l
富士通携帯フォトシステム・クラウドサービスの利用団体に選ばれました。http://goo.gl/3voeqb
今まで、 種類がわから ない生物がいたり 、 様々な写真を 付けてフ ァ イ ルを 作る のが
面倒だっ たり し たこ と から 、 調査票を 送り そびれたこ と はあり ませんか？そんな戸
惑いや手間を 省ければ、 も っ と 生き 物データ が集ま る のではないかと 思い、 こ の
今まで、種類がわからない生物がいたり、様々な写真を付けてファイルを作るのが面倒だったりしたこ
サービ スに申し 込みま し た。 こ れから は、 携帯やカ メ ラ で砂浜に落ち ている 生き 物

とから、調査票を送りそびれたことはありませんか？
そんな戸惑いや手間を省ければ、もっと生き物
の写真を と っ て、 こ ち ら
のメ ールアド レ スに送る だけ。 会員でない方も 、 是非御協
力く ださ い！
データが集まるのではないかと思い、このサービスに申し込みました。

um i@ b io.ikim onosirab e.info

これからは、携帯やカメラで砂浜に落ちている生き物の写真を撮って、下記メールアドレスに送るだけ。
物の名前がわから なく ても 、 それぞれの専門家に見ても ら い、
会員でない方も、是非ご協力ください！ 自分が見つけた生き
umi@bio.ikimonosirabe.info
種類を 同定し ても ら えま す。 GPSがついた携帯やカ メ ラ で撮れば、 自動的に位置情報
や日時も 送ら れま す。 同定出来た生物は、 下記のHPで公開さ れま すので、 お楽し み
に！ http ://b io.ikim onosirab e.info/p system /
自分が見つけた生き物の名前がわからなくても、それぞれの専門家に見てもらい、種類を同定してもら

えます。GPS がついた携帯やカメラで撮れば、自動的に位置情報や日時も送られます。
それでは、 利用方法と 注意点です。
同定出来た生物は、下記の HP で公開されますので、お楽しみに！
①生き ている 生き 物と 漂着し た生き 物・ 後背地の風景・ 浜 の写真を 撮り ま す

http://bio.ikimonosirabe.info/psystem/

注１ ： 生き 物は全体像を なる べく 接写し 、 詳細を 撮影し てく ださ い

利用方法と注意点
① 生きている生き物と漂着した生
き物・後背地の風景・浜 の写真
を撮ります。
注１：生き物は全体像をなるべ
く接写し、詳細を撮影してくだ
さい。後背地とは、浜とは反対
側の陸側のことを呼びます。

後背地と は、 浜と は反対側の陸側のこ と を 呼びま す。
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② um i@ b io.ikim onosirab e.info を 宛先にし て、 携帯やパソ コ ン から 写真を 送り ま す。
②

１ 通のメ ールで３ 枚の写真まで添付でき
ま す。 も ち ろ ん、 １ 通につき １ 枚で も 大丈
umi@bio.ikimonosirabe.info
を宛先にして、携帯やパソコンから写真を送ります。
１通のメールで３枚の写真まで添付できます。もちろん、１通につき１枚でも大丈夫です。
夫です
例：９枚の写真を送りたければ、３通に分けて送ってください。
例： ９ 枚の写真を 送り たければ、 ３ 通に分けて送っ て下さ い。

注１ ： 本文には、 あなたの名前、 生き 物の名前や、 その生き 物の数（ 有： １ 個・

注２：携帯の場合、送るサイズは小を選択してください。カメラの場合にも、パソコンで１枚あたり

少： ２ ～数個体、 多： それ以上） 、 後背地の状態（ 道路有無など ） 、 浜の状態

100kb-200kb くらいにまでサイズダウンしてください。
そうしないと、クラウドがいっぱいになって、

（ 礫・ 砂・ 泥） など の情報を 書いて下さ い。 生き 物の名前がわから なければ、 も ち

他の団体にご迷惑をおかけすることになります！

ろ ん写真だけで も 構いま せん

注３：写真を送る度に、件名の欄に海岸の名前を書いてください。

注２ ： 写真を 送る 度に、 件名の欄に海岸の名前を 書いて下さ い。
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注３ ：
携帯の場合、 送る サイ ズは小を 選択し て
く ださ い。 カ メ ラ の場合にも 、 パソ コ ン
で１ 枚あたり 100kb -200kb く ら いにま で
サイ ズダウン し てく ださ い。 さ も ないと 、
ク ラ ウド がいっ ぱいになっ て、 他の団体
にご 迷惑を おかけする こ と になり ま す！

以上で 送る 作業は終わり で す

☆種類が同定された生き物を見たい時はこちら

☆ 種類が同定さ れた生き 物を 見たい時はこ ち ら

http://bio.ikimonosirabe.info/psystem/
http ://b io.ikim on osirab e.info/p system /

① こ ち ら の画面に移っ たら 、 テ ーマで
「 市民によ る 砂浜海岸生物調査」
を 選んで下さ い
② 分類や日付で色々なも のを 選んで
楽し んで下さ い
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自分が写真で送っ た生物が同定さ れて
いれば、 公開さ れていま すので、 是非
チェ ッ ク し てみてく ださ い。

使い方は以上です。検索条件の撮影日は、デフォルトで、あなたがこの HP へアクセスした日になりま

使い方は以上です。 皆さ んから の写真が集ま ら ないと HPを 見ても 楽し めませんので、

すので、例えば４月１日〜４月２６日などと入れてみると、私がアップロードした写真が出てきます。

怖がら ず、 ど んど ん写真を 送っ て下さ い！

是非、試しにやってみてください。

もちろん、今まで通りの調査票も受け付けますので、そちらは代表の向井 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp

も ち ろ ん、 今まで通り の手書き の調査票も 受け付けま すので、 そち ら は代表の向井

までお送りください。また、写真でうまく撮れない生物に関しては、拾った標本を代表の住所まで直接

のメ ールア ド レ ス

お送りください。

hirom uk@ m tf.b ig lob e.ne.jp

ま でお送り 下さ い。 ま た、 写真で

う ま く 撮れない生物に関し ては、 拾っ た標本を 直接、 向井の住所ま でお送り 下さ い。

なお、写真を送られた方の名前やメールアドレスは公開されません。我々運用管理者のみがわかります。

なお、 送ら れた方のメ ールア ド レ スは公開さ れません。 我々運用管理者のみわかり
ま す。 何か質問があり ま し たら 、 運用責任者の大久保奈弥（ n okub o@ tku.ac.jp ） ま
何か質問がありましたら、運用責任者の大久保奈弥（nokubo@tku.ac.jp）までご連絡ください。
でご 連絡く ださ い。
以上

【活動報告】
●奄美フォーラムを開催
成功裡に終わる
「奄美の自然を守り、辺野古に連帯する」
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～」のタイトルでフォーラムを行いました。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、奄美大島や瀬戸内海など 15 ヶ所で大規模な山の切り崩しが行わ
れています。その採石事業は、地元の自然を破壊し、海の環境へも大きな影響を与えています。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」において行われました。
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さんの 2 氏に、現地の状況を
紹介してもらいました。定員を 100 名としましたが、用意した 100 部の資料が無くなるほど多くの
方が参加して、熱心な討論も行われました。その中で、奄美大島の自然や人々の生活が採石事業で
損なわれていることが認識され、瀬戸内海など採石・搬出が予定されている地域で連帯して問題の
解決に取り組もうという共通の意識が形成されました。共催した「自然と文化を守る奄美会議」の
人たちに深謝いたします。また、このフォーラムは、コンサベーション・アライアンス・ジャパン
からの助成金で実施されました。感謝いたします。
7

奄美フォーラムの会場を埋めた人々と、熱心な討議がなされた。

8
フォーラムを伝える現地の新聞（左：奄美新聞、右：南海日日新聞、2015.5.31）

『うみひるも』にご投稿ください♪
イベントに参加して、記事を読んで、感じたことを気軽に自由に
お聞かせいただけませんか？

下記でお待ちしております。

投稿用アドレスと専用フォーム（うみひるも編集部宛） hirumo@live.jp

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

2．ウミウシ 切手コレクション （6）

立川賢一
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砂浜のいきもの調査を行う人たち

【世界】
●日本動物園水族館協会が WAZA の要求を受諾
世界動物園水族館協会（WAZA）が、日本の水族館が和歌山県太地町の追い込み漁で捕獲したイルカ
を購入していることを遺憾として、日本動物園水族館協会（JAZA）の除名を通知したことについて、JAZA
は、WAZA の要求を受諾し、今後太地町のイルカを購入しないことを決めた。WAZA から除名されれば、
希少な動物の供給を受けられなくなる動物園が多いことから、JAZA 内での意見聴取に多くの動物園水族
館が WAZA の要求を受け入れるよう回答したため。この結果、現在 JAZA に加入してイルカの展示を行
っている水族館では、今後の対応を迫られる。JAZA を脱退して太地町からイルカを購入しようとする水
族館も出てくることも考えられる。太地町は、イルカの追い込み漁で得られる収入の多くが水族館への
売却によっている。イルカの食用肉の需要が少なくなっているため、追い込み網漁そのものの存在が問
われることになる。

●米政府

北極海での油井掘削を許可

反対の署名運動を開始

米国政府は、北極海での油田掘削の許可を、石油大手のシェル石油に与えた。この計画が実行される
と、海の生き物に大きな悪影響を与えることが心配されており、さらにその規模の大きさによって気候
変動にも影響がある。そのため、米国をはじめとする各国の環境保護団体はこの掘削計画を中止させる
よう運動を始めている。とくにシェル石油が掘削船を入港させ、点検修理する予定のシアトル港を管理
するエド・マレー市長に、シェル石油の掘削船の寄港を拒否するよう署名運動などによって働きかけて
いる。マレー市長は環境意識が高いことが知られており、しかも掘削計画を拒否できる唯一の人とみら
れている。マレー市長は市民の要求を受け、シェル石油に係留許可が無いことを伝えたが、同社は強引
に掘削船をシアトルに向けて出港した。

【東北】
●福島第一原発の漏洩汚染水

海水の放射性物質濃度が最高値

東京電力福島第一原発からの汚染水漏れによって、海水中の放射性物質濃度がこれまででもっとも高
くなっていることが明らかになった。原因は、原発構内の建屋と貯蔵タンクをつなぐホースから側溝へ
高濃度の汚染水が漏れていたことによるもの。ホースに穴があいたことにより、側溝に高濃度の汚染水
が漏れ出し、それが海へ流れ出した。原発の港湾内の海水を測定していた東電が、4 カ所の海水で過去最
高値を記録したことを発表した。漏れた放射性物質の量などは、不明としている。
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【中国】
●中電が埋立免許延長を再申請
中国電力が山口県上関町長島田ノ浦の海面埋め立ての免許の延長を再び申請した。中国電力は、2012
年 10 月に、埋立免許の期限が切れたため、3 年間の免許延長を申請した。山口県知事（当時は二井関成
知事）は、中電に補足説明を何度も求めるなどして申請を受諾するかどうかの決定を遅らせ、現知事も
そのやり方を踏襲して、いまだに免許延長を受諾するともしないとも決めないまま、現状を保持してい
る。そうしているうちに再び免許延長の時期さえも来てしまった。中国電力は、再申請で現状維持を確
保することが目的であることを明言している。つまり、県が判断をしないことを前提とした再申請であ
る。山口県はいつまで申請に対する決定を引き延ばすつもりだろうか。中電と県との裏取引は明らかだ。

【九州・沖縄】
●「辺野古埋め立て土砂搬出反対」連絡協議会を結成
沖縄県名護市辺野古沖に米軍基地を新設するための埋め立て用に、西日本の各地から土砂が沖縄県に
搬入されることが防衛局の資料から明らかになった。土砂採取の予定地は、香川県小豆島、山口県周南
市黒髪島、山口県山口市向島、福岡県北九州市門司、熊本県天草市御所浦、鹿児島県佐多岬、同奄美大
島、同徳之島など 15 カ所。これらの採取地では採石場の公害問題なども抱えており、とくに奄美大島は
沖縄島といっしょになって世界自然遺産の登録へ努力している最中で、採石による自然破壊が問題にな
っている。これらの採取地地元の自然保護団体ら 7 団体が、5 月 31 日奄美市に集まり、
「辺野古埋め立
て土砂搬出反対連絡協議会」を結成した。
「一粒たりとも故郷の土砂を戦争・基地のために使わせない」
を統一スローガンとしている。各採取地どうしの情報交換や連携によって、辺野古埋め立てに故郷の土
砂・岩ズリを運び出させない運動を進める。現在、まだすべての採取地の団体をとりまとめできておら
ず、参加希望団体も増える可能性があるため、組織は仮の共同代表（阿部悦子・環瀬戸内海会議代表、
大津幸夫・自然と文化を守る奄美会議共同代表）と顧問（青木敬介・播磨灘を守る会代表、向井 宏・海
の生き物を守る会代表）を選び、今後署名運動を始め、沖縄との連帯を強めていくこととなった。当日
の結成総会には、沖縄県議会の県議 5 名と鹿児島県議会の県議 2 名、奄美市議 1 名がオブザーバーとし
て参加し、連帯の挨拶を交わした。地元紙（奄美新聞・南海日日新聞）、沖縄 2 紙（沖縄タイムズ・琉球
新報）、全国紙（朝日新聞・毎日新聞）が大きく取り上げて翌日の紙面で報道した。その一部を次ページ
以下に掲載する。

●土砂搬出阻止

徳之島でも集会

鹿児島県徳之島町でも、5 月 31 日に辺野古向けの土砂搬出用に徳之島町南原海岸に「仮設桟橋」の建
設を打診した問題を考える集会が開かれ、約 40 人の自然保護団体や個人が参加した。海岸保全区域の占
用許可申請を理事会で「不同意」の決議をした徳之島漁協の代表は、
「世界自然遺産登録のためにも阻止
運動の輪拡大を」と述べた。参加したダイバーやサーファーたちも、サンゴ礁やクジラ回遊などへの影
響も心配されると訴えた。徳之島では、
「南原鉱山」地区、
「金見鉱山」地区が土砂採取地の候補として
上がっている。土砂積み出しには、南原海岸と平土野港が予定されており、南原海岸は仮設桟橋がなけ
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れば積み出しは不可能。ここに積み出し桟橋を造るかどうかが今後の焦点となりそうである。
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沖縄タイムズ
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奄美新聞

琉球新報社説（2015/06/9）
名護市辺野古に新基地を造る埋め立て計画
は県庁 70 棟分に相当する 2100 万立方メート
ルに上る膨大な土砂を必要とし、その 8 割が
県外から持ち込まれる。
沖縄の豊かな海を破壊するだけでなく、埋
め立て用の土砂を搬出する本土各地の荒廃も
招き、地域の自立を損なうことにつながりか
ねない。土砂搬出を許さないという決意に裏
打ちされた新基地建設を阻むことを目指す運
動が西日本で始動した。
米軍普天間飛行場の移設に伴う新基地建設
に使われる膨大な土砂が採取される予定地の
環境団体など 7 団体が「辺野古土砂搬出反対
全国連絡協議会」を結成した。
新基地に反対する署名運動の軸になったり、
土砂搬出の動きを警戒したりするなどの取り
組みを掲げる。新基地建設の不当性が本土で
も共有され、阻止のうねりが広がる。連携の
意義は大きい。
共同代表に就いた環瀬戸内海会議の阿部悦
子共同代表は「故郷から辺野古に土砂を運べ
ば、私たちは加害者になる。辺野古のように
現地に座り込んででも止めたい」と決意を語
った。
地域のことは地域が決める「自己決定権」
の発揮を志す点で、沖縄と連絡協の理念は共
鳴する。沖縄にとって当事者意識を通わせた
心強い動きである。
情と理を尽くし、新基地建設に抵抗する沖
縄は決して孤立していない。新基地建設に反
対する全国的な世論が伸びている。今回の連
絡協の結成は地域の将来を憂う訴えが、心あ
る本土の人たちを行動に駆り立てたことを証
明している。
連絡協には鹿児島県の奄美大島、瀬戸内海、
山口、福岡などの採石地を抱える地域の団体
が参加した。いずれも経済基盤の弱さが災い
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する形で環境をないがしろにした採石が横行していることに危機感を強めている。青い海が「死の海」
に変容した事例も共有された。
決議文は「高度成長下で資材供給を担わされ、破壊と公害に苦しんできた」とした上で、「新たな土
砂の大量供出は再びふるさとの荒廃を加速しかねない」と危機感を表明し、計画撤回を促した。
県内では、県議会与党が県外からの土砂搬入を制限する条例案を提出する見込みだ。土砂の搬出元と
搬入先の共闘は、沖縄の民意に無視を決め込む安倍政権による新基地建設強行に歯止めをかける実効性
ある手だてになり得るだろう。

●種の防除措置を業者に求める

沖縄県議会

沖縄県議会与党会派は、辺野古埋め立ての土砂を県外から沖縄に持ち込ませないための条例案の検討
を始めた。今月の県議会に提出し、成立を目指す。条例案は、搬入しようとする土砂に外来生物種が混
入していないこととその根拠を求め、対策が不十分な場合は、搬入をさせないとしている。土砂搬入は
完全禁止することはできないが、この条例でハードルを高くし、辺野古の埋め立てをさせないことを目
指す。沖縄県議会では、辺野古新基地建設に反対する社民党、社会大衆党、共産党などが過半数与党と
なっている。

【東北】
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◆“つなげよう、支えよう森里川海”推進志民会議 IN 東北
日時：6 月 19 日（金）13:30～16:40
場所：東北大学片平キャンパス生命科学研究科プロジェクト棟１階講義室-A・B
主催：NPO 法人森は海の恋人・一般社団法人場所文化フォーラム
協力：東北大学生態適応センター、環境省東北地方環境事務所
詳細はこちら⇒ 森里川海シンポジウムチラシ
プログラム（案）
基調講演①畠山重篤（NPO 法人森は海の恋人理事長）
「森は海の恋人 人の心に木を植える」
基調講演②中井徳太郎（環境省大臣官房審議官）
「環境省『つなげよう、支えよう森里川海』プロジェクトのねらい
地域の取組発表：川廷昌弘（株式会社博報堂広報室 CSR グループ推進担当部長）
「分水嶺に囲まれた海辺のまち南三陸を山から動かすプロジェクト」
※ほか、数名の取組み事例をご紹介する予定です。
パネルディスカッション
コーディネーター：吉澤保幸（場所文化フォーラム名誉理事）
パネラー：中井徳太郎・田中克（京都大学名誉教授、舞根森里海研究所長）ほか

【関東】
◆磯の自然観察会
第 13 回磯の自然観察会を鎌倉の稲村ガ崎海岸にて開催します。砂浜から続く天然の磯を歩いて海の生
物を観察します。
日時：6 月 18 日（土）10:00～12:30 ※雨天中止
場所：稲村ガ崎海岸テント集合（神奈川県鎌倉市）
対象：子供から大人まで ※小学校 3 年生以下は保護者と一緒にご参加ください。
募集人数：20 名 ※環境保護の観点から、先着順とさせていただきます。当日の申込受付は行いません。
持ち物：筆記用具、軍手、濡れてよい靴、帽子、タオル、軽食＆飲み物
約束：生き物等を持ち帰らない。できるだけ自分の跡を残さないこと。
参加費：500 円（保険料を含む）
※当日、現地でお支払いください。保護者/付き添いの方も保険の対象になるので参加費が必要です。
★申込方法：E メールに参加者全員（保護者含む）の氏名、年齢、性別、電話番号、住所を記載して、
鎌海事務局 kamaumi.info@gmail.com まで。

【中部】
◆海の森からの贈り物「海藻おしば」～海の森のお話しと海藻おしばのワークショップ～
日時：6 月 28 日(日）13:30～15:30
場所：d-labo 静岡 by SURUGA bank
講師：野田三千代
参加費：無料
★申し込み：0120-602-689
電話予約受付中（9:00～17:00）
主催：海藻おしば協会

「海藻おしば」とは
浜辺に打ち上げられた様々な海藻を素材
にした「押し葉」です。子どもからお年寄りま
で誰でも楽しむことができ、カラフルな色彩
と造形美にみちた「海藻おしば」は、作品を
つくる人はもとより、観る人にも心の安らぎを
与えます。 （海藻おしば協会ホームページより）
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フリソデウオの稚魚が和歌山県白浜町沿岸で入網
和歌山県沿岸では 1971 年以降に全長約 1m 以上の深海性のサケガシラが 20 個体記録されている。
フリソデウオ科魚類の県下での最小個体は 65 mm ほどの体長で、白浜町に所在する京都大学瀬戸臨
海実験所“北浜”へ 2012 年 11 月 3 日に漂着した。この類のフリソデウオに関しては、体長 10 cm
ほどの幼魚が 2001 年に京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”に漂着した記録がある他、和歌山県下では
全長約 1m 以上の 2 個体が記録されている。
今回、フリソデウオ稚魚 1 個体が和歌山県西牟婁郡白浜町椿の沖合 800 m で 2014 年 2 月 17 日に
定置網に入網した。網をかけた最深の深さは 30m だった。その稚魚は和歌山南漁業協同組合流通加
工課の福田享史さんから連絡を受けて譲り受けたものである。定置網にかかった時には生きており、
福田さんが 2 t 水槽で毎日海水を交換して水温約 10℃で飼育していたが、1 週間ほどで死亡した。
その後、京都大学総合博物館の中坊徹次先生らとの共同研究の後、そこの貴重標本（FAKU 200846）
として残すことになった。この個体は、標準体長が標準体長 152.3 mm で上述の漂着個体よりも少
し大きい。胸鰭には 14 軟条が、尾鰭には 9 軟条があった。体色は銀白色で、タチウオの様だった。
その頭部，腹部，尾部のそれぞれから伸長する紅色の鰭は長い。

19

6. 有明海と三陸の水辺から（13） 田中 克
“エイリアン”ワラスボ
有明海の命の源、筑後川の河口域における海水域から淡水域にかけて、春季を中心に稚魚ネット
採集を続けて 36 年が経過しました。この間の調査で 20 数年間にわたりお世話になっているのが、
柳川の古い旅館、さいふや旅館です。何よりもここでしか食べられない有明海の幸がいただけるの
を楽しみにしています。特産種や准特産魚のワラスボ・ムツゴロウ・エツ・アゲマキ・ウミタケ・
ビゼンクラゲ・ミドリシャミセンガイなどが食卓を飾ります。特産種ではありませんが、イソギン
チャクの味噌煮もなかなかのものです。しかし、この間有明海が異変の海から瀕死の海に至る過程
で、これらの食材が食卓に上る回数は次第に減り、また、メカジャ（ミドリシャミセンガイ）のよ
うに形が小さくなる等の変化に気づかされます。丹念に記録していれば、きっと有明海の変貌を示
す貴重なデータになったに違い
ないとの思いに至っていますが、
まさに後悔先に立たずです。
20

これらの中で、稚魚ネットで
もしばしば採集され、また、調
査に参加した学生さんがお土産
に持って帰る人気者がワラスボ
です。柳川が生んだ詩人北原白
秋の生家近くにある鮮魚店で、
まるごと乾燥したワラスボが手
に入ります。それは、炭火で焼
いてスルメのように酒の肴に
して食べるのですが、味よりも

写真１ 有明海特産種ワラスボの干物（柳川の魚屋さんで売られている）

人気の秘密はその風貌（顔つき）
にあります。生の状態ではあまり目立たない両あごの鋭い歯が乾燥すると著しく目立つ顔から、た
ちまち学生さんによって“エイリアン”と名づけられました（写真１）。
本種はハゼ亜目魚類の一種であり、日本では有明海にしか生息しない特産種です。本種の生態は、
元長崎大学水産学部教授田北 徹先生（故人）によってある程度解明されていますが、まだまだ謎に
満ちた生き物です。有明海湾奥部の泥干潟を主要な生息場とし、かなり深い巣穴を掘って生息する
底魚ですが、水中に泳ぎ出すことも多く（写真２）、稚魚ネットの表層曳にもしばしば入ることが
あります。初めて調査に参加した学生さんには何も告げずに、漁獲物の入ったバケツに手を入れて

目だった生物を拾い上げてもらう作業をしてもらうことにしています。その時、バケツの中のぬる
っとしたワラスボの感触に驚き、さらに取り上げてみたその姿、特に目が退化した様子や両あごの
鋭い歯を見て、さらに驚く姿を楽しむことが何回もありました。しかし、最近の調査ではワラスボ
の姿を見ることはほとんどなくなりました。魚屋さんに並ぶワラスボの干物の大きさも顕著に小型
化し、また値段も著しく高くなり、学生さんのお土産の範囲を大きく超えしてまっています。
ワラスボはその特異な形態、軟泥干潟に適応した生態、鰓呼吸と空気呼吸を使い分ける生理等、
生物学的にも非常に興味深い生き物です。本種は、現在、韓国西岸から中国沿岸域に生息している
とされていますが、いずれの国でも沿岸域の環境破壊、とりわけ干潟域の環境改変が急速に進む中、
有明海だけでもその存続を維持できる海に戻したいものです。
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写真２ 有明海の干潟でシラサギに捕獲されたワラスボと思われる魚（木場慎治氏撮影）

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

０－６６７３０２１

口座番号：１０６１

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！


お気軽にご投稿ください。

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

8．編集後記
気仙沼のカキ養殖家の畠山重篤さんが出ていると知って、映画『地球交響曲 第八番』を観てきました。地球
交響曲は龍村仁監督が撮り続けているドキュメンタリー映画のシリーズで、私が最初に観た作品は、1995 年の
第二番でした（ダイバーのジャック・マイヨール氏が出演している回）。第八番は今年公開の最新作で、「うみひる
も」のエッセイストとしてもおなじみの田中克先生もチラッと登場されます。
畠山さんと田中先生といえば、伊勢神宮のドキュメンタリー映画『うみやまあひだ』のポスターにも、お二人のお
名前がありました。ぜひ観たいです。良質な映画に限って上映劇場と期間が少なく観客が限られてしまうのが非
常に惜しいのですが、ありがたいことに各地で自主上映を企画してくださる方がいます。見逃していた海ネタの
『赤浜ロックンロール』も、心ある企業（薬樹）が上映会を開いてくれるおかげで、25 日に観られそうです。感謝。
どの作品も予告編など公開しています。お近くの上映情報も含め、ぜひ皆さんも公式サイトのチェックを！（ちよ）
奄美市でのフォーラムのために、久しぶりに奄美大島を訪れた。地元の人の案内で島の海岸を見て回ることが
できた。10 年くらい前にも見て回ったことがあったが、そのときは海に入って海底ばかりを見て回ったので、今回
の視察は、新しいことをいろいろ見ることができた。その中でもびっくりしたのが、いくつかの場所で行われている
土砂採取による自然破壊のすさまじさである。しかも、この土砂が辺野古の埋め立てに使われるとなると、さらに
そのすさまじさが加わる。山を削り、海を埋め立て、自然を破壊する。その奄美大島と沖縄島がいっしょになって
世界自然遺産の登録を計画している。採石場の近くの展望台に地元の人々が立てた看板の言葉「世界自然遺
産が聞いてあきれる」に、私も激しく同意したい気持ちだ。奄美だけではない。瀬戸内海からも天草・五島・佐多
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岬など西日本各地の山が削られて、辺野古へ運ばれようとしている。戦争のための基地ではなく、ジュゴン保護
区を。（宏）

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

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。

メールマガジン『うみひるも』第 158 号
2015 年 6 月 15 日発行
発行「海の生き物を守る会」代表 向井 宏
編集：瀬戸内 千代
〒606-8413 京都市左京区浄土寺下馬場町 69 番地
TEL&FAX:075-741-6281

メールアドレス：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
ホームページ URL：http://e-amco.com/

銀行口座：ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－６６７３０２１

海の生き物を守る会

全銀システムで送金する場合は、068 店（ぜろろくはち店）0667302 ウミノイキモノヲマモルカイ

23

