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「今月の海の生きもの」 リュウテン  Turbo petholatus  

軟体動物門腹足綱古腹足目サザエ科に属する巻貝。殻の色には多少変異があるが、普通赤色～紫色の地に黒緑

色の帯状斑紋

が取り巻く。

殻の表面は平

坦で艶がある

点が、他のサ

ザエ類と異な

る特徴であり、

陶器のような

印象を与える。

殻の美しさか

ら好んで売買

される。イン

ド 太 平洋熱

帯・亜熱帯域

の浅い岩礁に

生息する。日

本では、九州

南部より南に

見られる。殻の長さは約 6cm。殻口の軸唇は黄色に染まる。蓋はサザエのような石灰質で、蓋の表面は平滑、

緑色をして美しい。猫の目とも呼ばれ、装飾品として売買される。 

(沖縄県名護市大浦湾にて 西原千尋氏撮影) 

http://e-amco.com/
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【活動報告】 

●シンポジウム「奄美の海の未来について考える」 in 名瀬 

                  世界自然遺産登録への課題がはっきりしてきた 

 海の生き物を守る会では、9 月 24 日（土）に、奄美市名瀬公民館の金久分館研修室で、沖縄島などと共に

世界自然遺産登録を目指している奄美大島に関するシンポジウム「奄美の海の未来について考える」を、「奄

美の自然と文化を守る会」と共催で実施しました。参加者は高校生からお年寄りまで 56 名。沖縄名桜大学の

田代豊教授や安部真理子会員によるサンゴ礁に重大な影響を与えている採石場の問題などについての報告が

あり、向井 宏会員が奄美大島の高い生物多様性とその危機について話しました。世界自然遺産登録までに

は課題が多いことがはっきりと指摘され認識された後、地元からの報告が 4 題ありました。龍郷湾のクルー

ズ船寄港開発計画問題、沖縄へ積み出しされている土砂に特定外来生物の「ハイイロゴケグモ」が見いださ

れたことを受けて鹿児島県に移出禁止の条例の制定を求める運動、嘉徳海岸の砂浜浸食とその対策、市集落

の赤土対策などがテーマでした。制限時間いっぱいに報告があり、まだまだ話し足りない参加者も多かった

ものの、大幅に終了時刻を超過。予定してい

た総合討論はできないままだったことが惜

しまれます。翌日の「奄美新聞」と「南海日

日新聞」には、シンポジウムの内容が大きく

報道されました（次頁）。 

 

シンポジウムで挨拶する大津「奄

美会議」共同代表。高校生も聴き

に来た。 
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2016.9.25 南海日日新聞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年 5 月 3 日の豪雨で 

採石場から流れ出した汚染水  

2016.9.25 奄美新聞 
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●奄美大島で砂浜海岸生物調査を実施 

 

 シンポジウムの翌日（9 月 25 日）、海の生き物を守る会では日本自然保護協会と共催で、奄美大島

の手広海岸で砂浜海岸生物調査研修会（砂浜教室 in 奄美・手広海岸）を行いました。調査はこれまで

の砂浜海岸生物調査の一環として行いましたが、今回は、日本自然保護協会の今年のプロジェクト「花

しらべ」の趣旨に沿って砂浜の塩生植物を重点的に観察しました。朝方の雨も上がり、開催中はじり

じりと照りつける太陽の下、14 名の参加者が興味深く時間を忘れて海岸を見て回りました。 

 

 調査の結果、それほど広くないけれど自然海岸である手広海岸で、17 種の塩生植物を見いだしまし

た。オカヤドカリ、ムラサキオカヤドカリ、スナガニなども観察、途中で美しいルリカケスまで現れ

るなど、「きょら海」（沖縄で言う「ちゅら海」、美しい海という意味）を堪能しました。その後、採集

した貝類などを龍郷町体育文化センター（りゅうゆう館）会議室に持ち帰り、同定を行い、33 種の貝

類や甲殻類などの動物を記録して解散しました。調査には「奄美新聞」と「南海日日新聞」の記者も

取材に訪れ最後までいっしょに見て回りました。取材の記事は翌日の新聞に大きく掲載されました（記

事は次頁）。 
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2016.9.26 南海日日新聞 

2016.9.26 奄美新聞 
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●辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会の活動について 

海の生き物を守る会が参加している「辺野古土砂搬

出反対全国連絡協議会」では、活動を広めるために

パンフレットを発行しました（写真は表紙）。1部 500

円をカンパとしていただいています。参議院選挙に

勝った安倍政権は、沖縄の圧倒的な民意を無視して、

裁判所の和解協議の提案も反故にして、辺野古の基

地建設を強行しようとしています。辺野古の海を守

る手立ての一つとして、この活動に賛同する意味か

らも、ぜひご購入をお願いします。 

★ご希望の方は下記までお知らせください。 

向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

1 部 500 円＋送料のお振り込み先： 

ゆうちょ銀行 19230-2848391 ﾑｶｲﾋﾛｼ 

 

また、同協議会では、辺野古に故郷の土砂を送らな

いよう要請する署名活動を行っています。第一次署名は 5 万 4 千余筆を安倍首相あてに提出しまし

た。第二次署名はさらに 5 万筆を目標に署名活動を行っています。 

みなさんのご協力をお願いします。署名用紙は以下のサイトからダウンロードが可能です。 

http://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaikaikaigi/901henoko/p01062.pdf 

上記をクリックできない場合、こちらの URL を入力し検索してください。→http://goo.gl/mCIn0z 

 

●好評販売中！ 砂浜フィールド図鑑（１）『日本のハマトビムシ類』 

 

海の生き物を守る会では、砂浜海岸生物調査を一般の人々に呼

びかけています。このたび、「砂浜フィールド図鑑」シリーズの

（１）として、どの浜辺にも必ず見かけるハマトビムシ類の図

鑑を刊行しました。 

A5 判 14 ページ。1 冊 100 円で頒布しています。会員には 1 冊

に限り無料（送料のみご負担下さい）でお送りします。 

 

★まず、向井までご希望の部数をお知らせください。 

連絡先と振込先は同上です。 

  

 お知らせコーナー 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
http://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaikaikaigi/901henoko/p01062.pdf
http://goo.gl/mCIn0z
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2．ウミガメ 切手コレクション （16）   立川賢一 
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【全国】 

●ウナギの生息環境保全・回復の指針策定へ 

 環境省は、絶滅危惧種となったニホンウナギの生息環境を保全し、ウナギの資源回復に向けた指針を策定

することを決めた。これは 9 月 16 日に行われたニホンウナギの生息環境保全・回復を検討する有識者会議の

初会合で、指針を策定する方向をめざすことにしたもの。ニホンウナギが海から川を上り、水田などへ移動

することが、川の堰やダム、コンクリート護岸などによって遮られていることが、ニホンウナギの減少をも

たらしている原因であることを認め、魚道などの設置でウナギの移動を助けるなど、生息地を広げることを

目的としている。来年 3 月までに指針をまとめ、河川改修などの環境アセスメントに活用できるようにする

予定。有識者らは、ウナギの減少に対応するためには、隠れ場所となる淵の植生や川底の構造などにも考慮

すべきとしている。ニホンウナギの減少が続けば、国際的に漁獲禁止の声が高まるなど、日本のウナギ食へ

の風当たりは強くなる一方であり、ようやく環境省も昔から言われていた生息場所の保全に取り組み始めた

ようだ。遅いなあ。 

【東北】 

●高濃度のβ放射性物質が漏出 

 台風 16 号と秋雨前線による大雨が続く中、東京電力は福島第一原発の汚染された地下水の水位が上昇して、

護岸を超えて漏出したと発表した。この地下水は汚染されており、ポンプでくみ上げ作業を続けていたが、

大雨で汲み上げが間に合わず、護岸を超えて漏出したと見られる。護岸の東側は原発の港湾になり、太平洋

と繋がっている。流れ出たβ放射性物質の濃度は、1 リットルあたり約 35 万ベクレルと推定されている。 

【九州】 

●奄美大島で新たな採石場開発計画 

 沖縄県名護市辺野古で日本政府と米軍が新たな基地を建設するための海面埋め立てに、県外から大量の土

砂（岩ズリ）を搬入する計画が沖縄防衛局によって進められている。その中でももっとも大量の土砂を採取・

搬出する予定の奄美大島では、新たに大和村で採石場開発の計画が持ち上がっている。9 月 21 日と 22 日に、

開発を行う大和開発(株)が住民に説明会を開催した。説明会の中で、担当者は土砂の搬出先に沖縄県辺野古も

あり得ると述べている。対象となった大和村の 2 つの集落（湯湾釜、津名久）では、住民が反発し、湯湾釜

では説明会のあと、直ちに反対を決議した。津名久地区でも反対する意向で、現在対策会議を準備している。

現在、土砂の需要は落ち込んでおり、奄美大島でもいくつかの採石場は閉鎖状態にある中で、新たな採石場

開発の計画は、辺野古への土砂搬出が主な目的と思われる。沖縄防衛局では、具体的な業者との契約はまだ

ないとしながら、裏では各地の業者とこっそり話し合いを行っているようだ。西日本の土砂搬出地は、香川

県小豆島、山口県向島・黒髪島、福岡県小倉、長崎県五島椛島、熊本県天草、鹿児島県大隅半島・奄美大島・

徳之島など多くの採石場が上がっている。さらに別の採石場も加わる可能性があることが示された。各地の

山を削り、辺野古を埋め立てる企てを止めさせて、故郷の山と海の自然を守り抜こう。 
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【沖縄】 

●ホオジロザメが子宮内で授乳 サメ類で初めての発見 

 沖縄美ら島財団研究センターの研究者らが、ホオジロザメの雌が子宮の中で子どものサメに「ミルク」を

与えていることを発見した。国際誌「Biology Open」に掲載した論文で発表した。ホオジロザメは体長 6m

を超える大型のサメで、映画「ジョーズ」では人食いサメとして描かれている。熱帯から寒帯までの広い海

に生息するが、近年は数が減少して、国際自然保護連合 IUCN のレッドリストでは危急種に指定されている。

サメの仲間では胎生として知られており、雌は子宮をもって、その中で体長 1.3~1.5m になるまで子どもを

育てる。しかし、「ミルク」を授乳することはサメ類でも初めて明らかになった。 

 センターの研究員らは、地元漁協の協力を得てホオジロザメの妊娠した雌を入手し、子宮や胎児などを研

究した結果、子宮の内壁が大量のミルク状液体で満たされていることを発見した。「子宮ミルク」はマンタ

などのエイ類では知られていたが、サメで見つかったのは初めて。また、妊娠後期には子宮ミルクの分泌が

止まり、その代わりに内壁が鰓様組織に変化して酸素を子どもに供給するようになることも明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

【全国】 

◆未来に残したい海・子どもフォトコンテスト 

 NPO 法人 OWS では毎年恒例の小中学生対象のフォトコンテストを開催中です。テーマは「未来に残

したい海」。今年で 5 回目になりました。海で撮影したお友達や家族の写真、海辺や海中で観察した生

きもの、海のキレイな景色、海辺でびっくりしたもの、楽しかった海の思い出など作品にタイトルをつ

けて応募してください。海にまた行きたいと思えるような写真をお待ちしています。 

応募資格：小学 3 年生～中学 3 年生 ※本人が撮影したもの 

応募締め切り：2016 年 11 月 14 日（月）※7 月から募集中です。撮影期間に制限はありません 

応募方法：300 万画素相当の jpg ファイルで専用フォームから応募 ※カメラの機種に制限なし 

応募点数：1 人 5 点まで 

審査員：自然写真家・高砂淳二氏（OWS 副代表理事）、海洋写真家・杉森雄幸氏（OWS 理事） 

賞品：入賞・入選者には副賞としてオリンパスのカメラ、双眼鏡が贈られます。入賞・入選作品の表彰

式と作品展も行います。 

★応募方法・入賞賞品の詳細はこちらをご覧ください。 

⇒ http://www.ows-npo.org/olympus/photocon2016.html 

ここまでの応募作品を公開中です。⇒ https://goo.gl/J9IHjI 

ご応募お待ちしています。 

 

http://www.ows-npo.org/olympus/photocon2016.html
https://goo.gl/J9IHjI
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【関東】 

◆NACS-J 市民カレッジ シリーズ 41「海と陸をつなぐ、生きものの楽園 砂浜」 

 海水浴シーズンも終わり、季節はそろそろ秋の気配。あなたはこの夏、「砂浜」に出かけましたか？ 

砂しかないと思われがちな砂浜ですが、実は多くの生きものが暮らす豊かな生態系のひとつです。 

 公益財団法人日本自然保護協会（NACS-J）が主催するＮカレは今回、そんな「砂浜」に注目し、こ

こに生きる彩り豊かな生きものたちの世界や、保全に向けた取り組みについて、みなさんと一緒に学び

ます。ぜひご参加ください！ 

 

第１回「砂浜はいのちのゆりかご」 

日時：2016 年 9 月 29 日（木）18：30～20：00 

講師：田中 雄二（NPO 法人表浜ネットワーク代表、日本自然保護協会会員） 

会場：三菱商事 MC FOREST（東京都千代田区丸の内 2-3-1/東京駅徒歩 3 分） 

 

第２回「失われゆく砂浜のお花畑」 

日時：2016 年 10 月 5 日（木）18：30～20：00 

講師：中田 康隆（東京大学大学院 地形学・地理学研究グループ 博士課程） 

会場：三菱商事 MC FOREST（東京都千代田区丸の内 2-3-1/東京駅徒歩 3 分） 

 

参加費：いずれも会員無料、非会員 2,000 円 ※当日入会も可 

 

★申し込み方法など詳しくは下記サイトをご覧ください 

http://www.nacsj.or.jp/katsudo/seminar/2016/09/nacs-j-4119292106.html 

問い合わせ先：公益財団法人日本自然保護協会 (NACS-J)経営企画部 自然のちから推進室 高木 千尋 

 

 

◆江奈湾干潟保全モニタリング＆ゴミ回収活動 

 NPO 法人 OWS が江奈湾干潟の保全活動の一環で実施している干潟のモニタリング活動です。この活

動では干潟に棲む生き物や干潟を利用している生き物を、1 年を通して観察・記録し、干潟生態系とそ

れを利用する生物の関係を把握することが目的です。 

 干潟が初めての方も、ぜひご参加ください。漂着ゴミ、投棄ゴミの回収も行います。 

 

開催日：2016 年 10 月 30 日（日） 

開催場所：三浦半島江奈湾 

集合：京急バス・江奈バス停 9:15 集合 

対象：中学生以上 

参加費：無料（昼食、飲み物持参） ※保険料実費が別途必要になります。 

★申し込み：ホームページからどうぞ。⇒ http://www.ows-npo.org/higata-hozen/boshu.html 

 

http://www.nacsj.or.jp/katsudo/seminar/2016/09/nacs-j-4119292106.html
http://www.ows-npo.org/higata-hozen/boshu.html
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【関東・中部】 

◆造礁サンゴ調査プロジェクト調査協力者募集「安良里・田子・坂田モニタリング・探索調査」 

 NPO 法人 OWS は、西伊豆「安良里・田子」と房総「坂田」で造礁サンゴ調査を実施します。参加人

数によりモニタリング調査チームか探索調査チームのいずれかのチーム編成となります。調査が初めて

の方も参加できます。皆さまのご協力をお待ちしています。 

詳しくはプロジェクトサイトをご覧ください。⇒ http://sango.ows-npo.org 

 

参加条件：60 本以上のダイビング経験とボートダイビング経験者 

募集人数：各日 6 名程度 

 

安良里・田子調査 

開催日：2016 年 10 月 15 日（土）～16 日（日） 

※安良里 15 日、田子 16 日予定ですが、海況等により田子調査を先行して実施する場合があります。 

集合： 15 日 9:45 「安良里ダイビングサービス TATSUMI」静岡県賀茂郡西伊豆町安良里 111-13 

TEL＆FAX：0558-56-0703 http://www.arari-tatsumi.com 

 16 日 9:30 「田子ダイビングセンター」静岡県賀茂郡西伊豆町田子 2389-3 

TEL：0558-53-1619 http://tagodc.com 

 

参加費：26,000 円（4 ボートダイビング・保険料含む） ※宿泊費・往復交通費・昼食代は別途 

 

坂田調査 

開催日：2016 年 11 月 27 日（日） 

集合：9:00「シークロップダイビングスクール」千葉県館山市坂田 634 

TEL：0470-29-1575 http://www.seacrop.jp 

 

参加費：13,000 円（2 ボートダイビング・保険料含む） ※宿泊費・往復交通費・昼食代は別途 

★申込み：ホームページからお申込みください。⇒ http://sango.ows-npo.org/monitoring.html 

 

【近畿】 

◆播磨灘を守る会発足 45 周年記念シンポジウム「原発と瀬戸内海」 

 瀬戸内海の西方、伊予灘に面して「伊方原発」が再稼働している。周防灘の上関では原発づくりの策

動が続いている。瀬戸内海に二つの原発が動けば、どうなるか。海の生態系は無茶苦茶になる。視野を

広げて瀬戸内海全体を考えよう。 

日時：2016 年 11 月 6 日（日） 

会場：シーサイドみゆき（兵庫県たつの市御津町新舞子東海岸） 

プログラムは未定 

主催：播磨灘を守る会 

http://sango.ows-npo.org/
http://www.arari-tatsumi.com/
http://tagodc.com/
http://www.seacrop.jp/
http://sango.ows-npo.org/monitoring.html
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下記「うみひるも編集部」まで、お気軽にご投稿ください。 

hirumo@live.jp または https://goo.gl/GjWIjL 

 

【沖縄】 

◆サンゴ礁再生の道筋―沖縄県サンゴ礁保全再生事業成果発表会シンポジウム 

                          さんごの海フェスタ in OIST 

 基調講演と一般講演、パネルディスカッションに加え、県内のサンゴ礁再生の取り組み紹介パネル展

示を併催します。https://www.facebook.com/sangofesta （★お申し込みや送迎案内などはこちらから） 

日時：2016 年 10 月 7 日（金）13：00~17：00 

場所：沖縄科学技術大学院大学 メインキャンパス セミナールーム B250  http://www.oist.jp 

参加費：無料 

 

プログラム 

挨拶：金城 賢（沖縄県環境部自然保護課） 

座長：土屋 誠（沖縄県サンゴ礁保全再生事業検討委員会委員長 琉球大学名誉教授）、出井 航（沖縄

県環境部自然保護課） 

基調講演：大森 信（同委員 東京海洋大学名誉教授） 

パネリスト：西平守孝（同委員 沖縄美ら島財団）、鹿熊信一郎（同委員 沖縄県海洋深層水研究所）、

酒井一彦（同委員 琉球大学）、大森 信（同委員 東京海洋大学名誉教授）、佐藤矩行（同

委員 OIST）、山城正巳（恩納村漁業協同組合）、富永千尋（OIST） 

講演：伊藤珠実（環境省石垣自然保護官事務所）、山崎麻里（環境省自然環境局）、平野年洋（沖縄総

合事務局那覇空港新滑走路整備推進室）、不動雅之（水産庁漁港漁場整備部整備課）、比嘉義視（恩

納村漁業協同組合）、久保弘文（沖縄県水産海洋技術センター）、新里宙也（OIST）、沖縄県環

境部自然保護課、沖縄環境調査（株）・いであ（株）・（有）海の種 JV、沖縄県環境科学 C・水

産土木建設技術 C JV 

問い合わせ：沖縄県環境科学 C 環境科学部（担当：山鹿・金井、平日 8：30~17：30 のみ、電話 098-875-5208） 

共催：沖縄県・沖縄科学技術大学院大学 OIST 後援： 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会・日本サンゴ礁

学会保全委員会 

  

mailto:hirumo@live.jp
https://www.facebook.com/sangofesta
http://www.oist.jp/
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コブヒトデモドキが瀬戸臨海実験所“北浜”に出現 

 熱帯の海を訪れると出会えるのは、コブヒトデ類である。大型で、体がとても堅いのが特徴である。筆者

の経験だが、多数いたのが西表島やフィリピン最南端のミンダナオ島などだった。この類の一種であるコブ

ヒトデモドキを、2016 年 8 月 2 日、“北浜”でのシュノーケング調査中、1 個体だが発見できた。この種は

熱帯系で、フィリピン、インドネシア、メラネシア、ニュ－カレドニア、西オ－ストラリアなど広い海域に

生息する。わが国では、主に「屋久島以南の水深 25ｍ以浅の分布」とされている。 

 本種は、以前に白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所周辺海域で、低水温の冬季から初春にごく少数

が記録されたことがある。それらは、みな、衰弱あるいは死亡直後に海岸に打ち上げられたものだった。た

だ 1 個体だけだが、2010 年 5 月 2 日に“北浜”で生体を発見した。本種の大きさは、本来の生息地では輻長

が 20 cm になるのだが、白浜町沿岸で発見された全 6 個体はいずれもその約半分の大きさで、小型だった。 

 今回の小型個体には、種に特徴的な腕先の黄色の棘が確認できた。盤の色は茶色で、腕先は鳶色だった。

これまでの白浜産の個体だと、盤の色が朱暗褐色なものが 3 個体あり、1 個体では鶯色だった。この他の盤

の色彩変異として沖縄で記録されている青色も、白浜で将来出現しないか注目しておこう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真. 京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”に 

2016 年 8 月 2 日に出現したコブヒトデモドキの生体  
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森里海を紡ぐ平戸島の塩炊き工房 

 長崎県は有明海や東シナ海など多様な海に囲まれ、多くの離島を抱えています。県北部の平戸島も以前は

フェリーで往来する離島でした。その北端の平戸は、かつては長崎よりはるかに大きな、南蛮貿易の一大自

由貿易港として大いに栄えました。また、島内各地に隠れキリシタンの苦難の歴史が深く刻まれています。

個人的には、1975 年から 10 年近くにわたりマダイ稚魚の生態解明に関する総合研究を、その南端の志々伎

（しじき）湾をモデルに実施した稚魚研究の原点とも言える場所です。長崎市内の西海区水産研究所の研究

員として、現地の仮設研究室に長期間滞在して、フィールド研究に没頭した場所です。 

 大阪の NPO 法人シニア自然大学校が開設しています「地球環境自然学」のコーディネーターを「森と里

と海のつながり―― いのちの循環」に絞ってお引き受けしたことが、「森里海連環学」発想の原点ともなっ

た平戸島を訪れることに結びつき、

9 月 12 日から 15 日までの平戸島の

自然と文化・歴史を学ぶ観察会が実

現しました。自然と豊かな文化が根

ざした平戸での観察会で、島の中央

近くの浜辺で塩炊き工房（写真１）

を営む今井弥彦さんに、平戸で「小

さな世界学校」を主催する小関哲さ

んの紹介により、巡り合うことがで

きました。 

 長野県松本市出身の今井さんは

森仕事を志し、三重県や高知県など

で多くの経験を積まれましたが、今

の林業は市場原理主義に縛られ、自らの目指す方向とは違うことを痛感され、高知で出会った塩作りに自分

の進むべき道を見つけ、それにふさわしい場所として、平戸の田舎に落ち着かれたそうです。塩の味は海水

の性質に深く関わり、鉄分の多い親潮系の海水からは辛味の塩が、一方、黒潮系の海水からは甘味の塩が仕

上がるようです。今井さんの工房がある平戸島沖では、黒潮系の水に Mg（マグネシウム）を多く含んだ中国

大陸からの水が混じり、苦味の利いた塩が得られるそうです。海塩の製造は古くは河口域で行われたそうで

6. 有明海と三陸の水辺から（40）     田中 克 

写真１ 平戸島根獅子浜の今井さん手作りの 

塩炊き工房（飯田正恒さん撮影） 
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す。河口域には陸域から豊富なミネラルが供給されるからですが、人間活動の著しい拡大による有害な人工

合成化学物質等の流入により、今ではできなくなっています。 

 今井さんの塩炊き工房は、急峻な海辺の小さな平地に設置されています。裏庭には砂浜が広がり（写真２）、

その沖から海水を引いて、枝条架流

下式法で濃縮した海水を煮詰めて

塩を作ります（写真３）。海水のく

み上げは大潮時に行われますが、上

下の水がよく攪拌され、海底のろ過

機能もよく効くからです。浜の海底

から湧き出る水は豊富なミネラル

をもたらし、良質の塩を作ることを

体感されています。塩作りは“海作

り”そのものだと実感され、海の保

全に取り組んでおられます。それは、

塩作りにたどり着く前の経験を生

かした森作りなのです。海水を炊い

て塩を煮詰めるためのマキは森を整備して入手されています。棚田での米作りも、森の恵みである水を汚す

ことなく海に送り届ける里の営みを実践され、家族を養うだけでなく、自然とともに生きる若者を育てる今

井さんの日々の営みは、当たり前に森里海のつながりを紡ぐ実践そのものでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3  森を育て、田を

耕し、海を保全し、塩を

炊く（飯田正恒さん撮影）  

写真 2 東シナ海に面した塩炊き工房前面の海 

（飯田正恒さん撮影） 
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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。 

 本会に寄付をお寄せください。口座は会費と同じです。送金内容について事務局までご一報ください 

ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－６６７３０２１ 海の生き物を守る会 

 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 

 子どもたちが学校や部活に忙しくなり海についてきてくれないので、家でも水辺を感じられるように、リビングに水槽を置きました。

初心者なので海水でなく淡水ですが、生態系の循環を実感するために、魚のふんを吸い上げて植物を育てる「アクアポニックス」

に挑戦しています。でも、水を全く替えない仕組みのせいか、買ってきた金魚は全滅。残ったのは実家近くの沼と息子の高校近く

の排水路で汚水？に慣れていた 2 匹です。昨日までメダカだと思い込んでいましたが、よくよく見たら姿が違う！ どうやらモロコ

類かモツゴのようです。まだ小さいので分かりません。皆さんのご近所にもいるでしょうか？ うちの家族は誰も知らず、メダカより

大きくなると知って、テンションが上がっています。そんなわけで今号は、元野生の淡水魚たちを眺めつつ編集しました。（ちよ） 

 

 奄美大島でのシンポと砂浜教室に行ってきました。まだ暑さが続く奄美大島でしたが、シンポでは、今奄美の海で起こっているこ

とについて地元の人たちから報告が寄せられ、真剣な議論がありました。辺野古へ送る土砂を生産するために、世界自然遺産に

登録しようという奄美の山を削り、赤土は海を汚し、海の生きものを殺しています。砂浜は海砂の採取で至るところ砂の減少が起

きています。唯一、大型客船をサンゴの美しい龍郷湾に呼び込んで、お金を落とさせようという外国の観光業者の計画に、住民が

こぞって反対して、町長に計画を呼び込むことを断念させたという嬉しい報告がありました。大型の桟橋を造り、陸上にはいろんな

リゾート施設やテーマパークを作ろうとしたようです。地元の人たちの金よりも故郷の自然を守りたいという気持ちが伝わって、嬉

しくなりました。砂浜教室に取材に来ていた南海日日新聞の記者に、砂浜を守る大切さを縷々説明したところ、次の日の同紙の

論説に「砂浜は在来種」という主張が書かれてありました。わたしの主張に沿った内容で、海岸の自然をきちんと調査し、人為的

な改変をなるべく避けて環境を守るべきと。地方紙といえども、こんなにまっとうな主張を書いてくれたことに感激しました。他の大

新聞ももっと勉強して欲しいものです。（宏） 
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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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