
 

1 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

「海の生き物を守る会」メールマガジン No. 186  2016. 10. 16（日） 

 

Association for Protection of Marine Communities (AMCo) 

 Homepage：http://e-amco.com/   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

「今月の海の生きもの」 コブシメ Sepia latimanus  

軟体動物門頭足綱コウイカ目コウイカ科に属するイカ（烏賊）。体長 50cm を超えることのある大型の甲イカ

で、主に西太平洋やインド洋の熱帯・亜熱帯のサンゴ礁の海の水深 20m あたりに生息する。1m を超えるもの

も知られている。日本では九州南部以南で見られる。沖縄ではクブシミと言い、素潜り漁で漁獲されるので、

漁獲量は多くない。外套

背面や足に白い斑点が点

在しているのが特徴であ

る。主にエビやカニ類を

食べている。沖縄では初

夏の頃、浅瀬のサンゴ礁

に現れ、雌雄が出会い交

接し、雌はシコロサンゴ

やハマサンゴ類などの枝

状のサンゴに直径 3cm く

らいのピンポン球のよう

な丸い卵嚢を産みつける。

80 日ほどで子どものコブ

シメが孵化する。交接前

には雄が体色をさまざま

に変化させる。とくに左

右ではっきりと違う色を表すことができるのは、特筆される。沖縄では、海岸にコブシメと思われる大型の甲

が打ち上がっているのが見られることがある。写真は雄。 

(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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【活動予定】 

 

 

 

 

 

現在まで248枚、136カ所を調査 砂浜フィールド図鑑(2)も刊行予定 

 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。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。今年

10月からは自然保護助成基金プロ・ナトゥ

ーラ・ファンドの支援を受けて、来年9月に

は第二次の中間報告書を発行する予定です。

また、研修会を石川県、神奈川県で行うほか、

「砂浜フィールド図鑑(2)海浜植物」の刊行

も予定しています。 

 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と報告用紙が掲載してあり、ダウンロードが可能です。 

 これまでに会員や非会員の皆さまから248枚の調査票が寄せられ、全国136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。まだ調査が1カ所も行われていな

砂浜の自然を守るために！ 

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 
秋田、山形、岩手、福島、富山、石川、岡山、佐賀、熊本県は未調査です 

http://e-amco.com/research
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いのは、秋田、山形、岩手、福島、富山、石川、岡山、佐賀、熊本の9県です。ぜひご協力をお願いいたしま

す。また同じ海岸でも季節が違えば、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。ぜひ一

度、ホームページから調査マニュアルをお読みください。 

 

●保全すべき砂浜を推薦してください 

 海の生き物を守る会では、砂浜海岸生物調査の一環として、全国の砂浜でぜひ保全すべきだと思われる砂浜

を募集しています。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。これまでに推薦された砂浜は、以下の通りです。 

 

１． 辺塚の浜（鹿児島県肝属郡） 

２． 粉白海岸（和歌山県那智勝浦町） 

３． 表浜海岸（愛知県） 

４． 百名ビーチ（沖縄県南城市玉城字百名） 

５． 閖上海岸（宮城県名取市閖上） 

６． 百道浜海岸（福岡県福岡市） 

７． 長浜（宮崎県串間市） 

８． 小倉ヶ浜（宮崎県日向市） 

９． 原之里海岸（長浜）（鹿児島県種子島） 

１０． 三戸浜海岸（神奈川県三浦半島） 

１１． 恋問海岸（北海道白糠町） 

１２． 以久科海岸（北海道斜里町） 

 

これまで推薦された砂

浜の中には、閖上浜のよ

うに巨大防潮堤がその

後建設されてしまい、も

う守りたい砂浜ではな

くなってしまったとこ

ろもあります。日本の砂

浜はどんどん壊されつ

つあります。早く保護す

べき砂浜を指定して、保

護活動に役立てましょ

う。 

 

 

宮崎県串間市長浜 
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●「スロベニア第 66回 IWCに向けての共同声明」に賛同 

海の生き物を守る会では、10月22日にスロベニアで始まる国際捕鯨委員会に向けた自然保護NGOらの共同

声明に賛同し、共同声明団体となりました。以下に声明文（案）を掲載します。補注や資料は省略。 

 

共同声明 IWC66 スロベニアに向けて 

内閣総理大臣 安倍晋三 殿 

農林水産大臣 山本有二 殿 

水産庁長官 佐藤一雄 殿 

私たち国内NGO団体は、以下のことを政府に求めます。 

１． 日本政府は国際捕鯨委員会の決議と国際司法裁判所国際司法裁判所の判決を尊重し、南極及び北西太平洋（沿岸業者委託を含む）の調

査捕鯨に許可を与えないこと 

２． 日本政府は、元捕鯨企業が撤退し、今後参入する可能性のない商業捕鯨再開に向けてのキャンペーンと予算を撤回すること 

３． 調査捕鯨への５１億円の予算措置を、海洋を健全に保つための生態系の保全及び水産資源調査に回すこと 

＜背景＞ 

・1986 年、商業捕鯨モラトリアムが実施されると同時に、日本は南極におけるクジラ捕獲調査を開始しました。これは、1946 年の国際捕鯨取締

条約８条によって定められたものですが、当時は商業捕鯨真っただ中にあり、捕獲調査の意味合いは現在とは異なり、科学者は捕獲頭数も 

10 頭未満を想定していたと言われています。それ以降、日本はおよそ15,000 頭のクジラを、南極と北西太平洋で捕殺してきました。 

・国際捕鯨取締条約の実施機関である国際捕鯨委員会（IWC）は、日本の調査捕鯨について、22 回の停止または縮小決議を採択してきました。 

・2014 年、国際司法裁判所は、日本が実施していた南極海第2 期クジラ捕獲調査（JARPAII）は科学目的の調査と認められないと裁定しました。 

・日本は、同年、ICJ の採決に基づくとする新たなクジラの捕獲計画NEWREP-A を策定しました。この計画に対してIWC 科学委員会の専門家評

価会議は、計画内容では致死的調査の必然性はないとし、また、2014 年に開催されたIWC65 回会合では、特別許可による捕鯨は科学委 

員会の助言に基づき、本会議での議論を行うという決議が採択されました。 

・日本は、評価会議で出された課題をクリアしたとして、2015／2016 年に同計画によるミンククジラ３３３頭の捕殺を含む調査を実施しました。 

・国内におけるクジラ肉消費は減少し、国民一人当たり年間30g ほどで、国内水産物消費のわずか0.１％に過ぎません。＊6にもかかわらず、鯨

類調査の予算請求は、クジラを除くすべての水産資源調査予算34 億に比べ、51 億と異常な金額です。 

・一部の利益にしかならない調査捕鯨を中止し、現在喫緊の課題である海洋の保全を推し進める資金に充てることが国際社会と将来世代のた

めに求められていることです。(以上) 
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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、西日本の 14 箇所の山を削り、

辺野古へ送って、辺野古の海の埋め立てを強行し

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 をご入力ください。→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。「砂浜フィールド図鑑」シリーズの（１）

として、どの浜辺で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 円で頒布中です。 

 

会員には 1 冊に限り無料（送料のみご負担ください）で 

お送りします。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 100 円＋送料のお振り込み先： 

ゆうちょ銀行 19230-2848391 ﾑｶｲﾋﾛｼ  

 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
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．ウミガメ 切手コレクション （17）   立川賢一 
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【関東】 

●クロダイの出荷自粛を解除 茨城県北 

茨城県は 10 月 6 日に、茨城県北部海域のクロダイについて、出荷自粛を解除したと発表した。放射性セシウ

ムに汚染しているとして出荷を自粛していたが、茨城県が今年 4～9 月に日立市沖で獲れたクロダイ 27 匹に

ついて測定したところ、どれも基準値を下回ったり、セシウムが検出されなかったりしたため、自粛解除に

踏み切った。茨城県沖では、国はもはやすべての魚種について出荷制限をしていない。茨城県と県の漁業団

体では、国の出荷制限が解除された後も、独自の規制（国の 100 ベクレル／kg の半分）を設けて自粛してい

た。これで、茨城県沖で出荷自粛している魚類は、残り 5 種（アカシタビラメ、クロメバル、キツネメバル、

マルアジ、イカナゴ親魚）となった。自粛している魚類 5 種のうち 4 種がベントス（底生生物）食の魚類で

あることから、底土の汚染はまだまだ安心できないレベルであることを示唆している。 

【中部】 

●生きた化石オオワニザメを捕獲 駿河湾 

今月、駿河湾の深海底引き網に、生きた化石として知られている「オオワニザメ」が掛かり、沼津の深海水

族館に収容された。オオワニザメは、約 1 億年前の化石も見つかっている最大で体長 4.5m に達する大型の

サメである。古い体型のまま現在まで生き延び、世界各地の温帯・熱帯の深海に棲んでいるとみられるが、

その分布や生態は未知の部分が多い。日本では約 900m までの相模湾や駿河湾の深海に棲んでいることが知

られている。今回採捕されたオオワニザメは体長 1.08m の雌であった。 

【中国】 

●山口県議会が原発推進を求める意見書採択の時代錯誤 

山口県議会は、10 月 7 日の本会議で、自民党・公明党の 7 議員から提案があった「国への原子力政策に関す

る意見書」を賛成多数で可決した。山口県では、中国電力が上関町で建設を計画している上関原発がある。

この意見書は、国に原子力政策を推進し、実質的に山口県上関町の原発計画を推し進めるよう述べたもので

ある。奇跡の海といわれる上関周辺の豊穣の海を埋め立て、温排水を垂れ流し続ける原発を瀬戸内海の中に

作ることなど、許しがたい。この海域は環境省が発表した日本の重要海域にも含まれている。しかも福島の

過酷事故を経験したあとで、このような意見書を出す県議会の言動は、まさに日本を消滅させる企てとしか

思えない。 

 

【沖縄】 

●奄美群島国立公園案を発表 環境省 

環境省は 10 月 6 日に、鹿児島県奄美大島～与論島までの奄美群島を対象とする「奄美群島国立公園」の案を

発表した。「奄美・琉球」世界自然遺産登録を目指して、先に沖縄島や石垣島などを国立公園に指定したこ

とに次いで、奄美群島の自然遺産候補地を含めた陸域 4 万 2000 ㏊、海域 3 万 3000 ㏊の国立公園案である。

沖縄の山原（やんばる）に匹敵する亜熱帯照葉樹林を主な特徴とし、アマミノクロウサギなど固有の動植物
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が多産する。2018 年の世界自然遺産登録を目指して、琉球群島と奄美群島に国立公園を指定して、世界自然

遺産登録のための最低限の環境保護体制を構築したとユネスコにアピールするのが狙いである。国立公園に

は、来年 1 月の指定を目指して現在パブリックコメントを募集している。2 つの国立公園から世界自然遺産

に登録する区域を確定して、来年 2 月にはユネスコに推薦書を提出する予定である。奄美国立公園内では、

奄美市の金作原原生林や徳之島などの 1 万 3400 ㏊が世界自然遺産に推薦される見通しである。海域は、奄

美大島・喜界島・徳之島・沖永良部島・与論島のすべてで指定区域に入っているが、それらはすべて普通地

区で、規制がほとんどかからず、保護の効果は薄い。また、とくに環境保護を目的とした地域は、これまで

国定公園の海中公園地区がそのまま海域公園地区となっているだけで、新しく保護される場所はない。環境

省が発表した重要海域との整合性も見られない。海域に関して言えば、世界自然遺産に推薦するために、あ

わてて国定公園をそのまま国立公園に改称するだけの案に見える。 

 

●「奄美・琉球」2018 年自然遺産登録をめざす 環境相 

山本公一環境大臣は、「奄美・琉球」を 2018 年に世界自然遺産に登録できるよう手続きを進めると語り、

2018 年ユネスコ総会での登録承認を目指す意欲を見せた。登録候補地域を絞り込んで来年 2 月 1 日までにユ

ネスコに推薦する。この世界遺産には主として亜熱帯照葉樹林とそこに棲むノグチゲラ、アマミノクロウサ

ギ、ヤンバルクイナなどの希少陸上動物を保護することを目的としており、ジュゴンの棲む海を守るつもり

はないようだ。また、やんばるの森を自然遺産候補にしながら、高江の米軍基地には一言も触れず、基地建

設による環境破壊を進めている。この日本政府の矛盾した政策を、国際社会は認めるだろうか？ 

 

●石垣島周辺のサンゴ ほとんどが白化 

沖縄県石垣島周辺では、海水温の上昇で、サンゴの白化が進み、サンゴ礁が崩壊する危険が迫っている。石

垣島の沿岸レジャー安全協議会では、西表島と石垣島の日本最大のサンゴ礁「石西礁湖」で、沖合 2km の地

点でダイビングによる調査を行った。その結果、ほとんどのサンゴが白化しており、そのうち 2 割程度はサ

ンゴが死んで海藻が付着する状態になっていることを確認した。調査時点では水温は 31℃を記録した。協議

会では白化したサンゴはいつ死滅してもおかしくない状態になっていると指摘し、危機感を募らせている。

また、石垣島の北岸米原周辺では、無人飛行機ドローンを利用してサンゴ礁の白化を調査したが、確認した

範囲でも約 8 割のサンゴが白化していることを発見した。沖縄島でも各地で白化が見られているが、石垣島

周辺のサンゴの白化は深刻である。 

 

 

 

 

【関東】 

◆「うなぎ未来会議 2016 ～ニホンウナギの絶滅リスク評価～ 」シンポジウム 

日本自然保護協会、中央大学研究開発機構、北里大学海洋生命科学部、ロンドン動物学会は、絶滅が危惧さ

れているニホンウナギの置かれている現状について、専門家が情報を整理・評価し、一般の方とこれからの

対策について検討していく「うなぎ未来会議 2016 ～ニホンウナギの絶滅リスク評価～ 」を開催します。 
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この会議は専門家パネル、市民パネルが議論を行い、その結果についての総合討論をシンポジウムとして公

開します。事前登録、会費等はございませんので、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。 

詳細については、右記サイトをご参照ください。https://c-faculty.chuo-u.ac.jp/blog/eelunit/joinsympo/ 

日時：2016 年 10 月 30 日（日）14:00～17:00 

場所：中央大学後楽園キャンパス 5 号館 5533 号室 

 

プログラム 

・14:00～15:30 評価会議の報告 

         ニホンウナギの個体群動態、 ニホンウナギが直面する危機、現在の対策 

・15:30～16:00 市民パネルの意見と提言 

・16:00～17:00 総合討論 

 

◆神奈川県観音崎自然博物館講演会 

日時：2016 年 11 月 19 日（土）10:00～ 

場所：観音崎ボランティアステーション ※観音崎自然博物館（横須賀市鴨居 4-1120）のそば 

講師：嘉山定晃氏 (株)永井水産専務 

料金：大人 500 円、小人 500 円 

 

【中部】 

 

◆第 11回 NGO湿地フォーラム・ 

国際湿地 NGOワークショップ 

日時：2016 年 1０月 29 日（土）・30 日（日） 

場所：岐阜市民会館会議室 

主催：NPO ラムサール・ネットワーク日

本 

共催：韓国湿地 NGO ネットワーク 

協力：よみがえれ長良川実行委員会 

参加費：当日 2000 円、事前申込 1500 円 

事前申し込み締め切り：10 月 20 日 

申し込み先：info@ramnet-j.org  

 

 

 

 

 

https://c-faculty.chuo-u.ac.jp/blog/eelunit/joinsympo/
mailto:info@ramnet-j.org
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【九州】 

◆うなぎ講演会 inいさはや 

日時：2016 年 10 月 22 日（土） 

13:30～15:30 

場所：高城会館（諫早市高城町 5-25） 

電話 0957-24-1500 

参加費：無料 

講演：「ウナギを育む日本の干潟・諫早名物の天

然ウナギをよみがえらせる」 

佐藤正典（鹿児島大学教授） 

対談：「うなぎと語る？」 

佐藤正典×中尾勘悟（有明海写真家） 
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テリハボク果実の白浜への３度目の漂着 

熱帯・亜熱帯には常緑高木のテリハボク（オトギリソウ科）が高さ 18ｍにも達し、防風林の役割を担ってい

る。その数 cm ほどの球形の果実は、コルク質の部分を含み、海水に浮く。この樹は南方に広く分布するに

もかかわらず、この果実が日本本土へ漂着した例はとても少なく、1969 年から 40 年間でわずか 18 個だけだ

との 2010 年のまとめがある。和歌山県白浜町に所在する京都大学フィ－ルド科学教育研究センター瀬戸臨海

実験所周辺の番所崎とそこに隣接する通称“北浜・南浜”の礫浜海岸では、2008 年から 2014 年までに 2 個

の漂着があった。9 月と 11 月に 1 個ずつだったが、今回、2016 年 9 月中旬に 3 個目が漂着した。しかもそ

の果実はこれまでの 2 個よりも大形で、直径 32 mm あった。 

「八重山諸島からの果実は概して小形であるのに対して、より南方の東南アジアなどのものは時々大きなも

のがある」とのご教示を中西弘樹先生から得た。今回の果実は熱帯域からはるばる運ばれてきたものなのか

もしれない。今回の漂着には 9 月初旬以来、和歌山県沿岸にも影響を与え続けている往復コースをたどった

奇妙な台風 10 号はじめ、その後の幾つかの台風も関与しているだろう。今回の貴重な果実と同時に、帆走性

のヒドロ虫類であるギンカクラゲも複数個体が北浜に漂着した。 

 

図 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”に 2016 年 9

月 14日に漂着したテリハボクの大きな

果実 
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平戸島志々伎漁村の今と昔 

 前号で、平戸島における森里海連環そのままの塩炊き工房を紹介しました。その工房からさらに南下する

と、平戸島の最南端に志々伎漁村があります。南北に長い平戸島では、大半の人々は北端の平戸に住み、車

で 1 時間以上もかかる志々伎は、島内では“僻地”とされています。この漁村は、私にとっては稚魚生態研

究の原点であり、同時に多くの異分野の研究者が協力する総合研究のノウハウや意義を体得する原点ともな

った場所です。森から海までの多様なつながりを解明し、それに基づいて自然や社会を再生する流れを生み

出す今日の新たな統合学問「森里海連環学」発想の素地が培われた場所とも言えます。 

 長崎市にある水産庁（当時）西海区水産研究所からは、僻地ゆえにモデルフィールドとして選定した志々

伎湾まで 6 時間ほどかかり、頻度の高い調査を実施するには、研究者が長期滞在できる拠点（仮設研究室）

が必須と考えられました。その際、滞在者の食事の賄いを、当時最もお世話になった漁師の奥さんにお願い

することになりました。そのことがきっかけとなって、調理師の免許を取られ、民宿を始められることにな

りました。 

 ここでのマダイ稚魚生態調査（写真１）では、年によって生きものが見せる顔は著しく異なること、稚魚

の成育場はマダイでは水深 5～10m 前後、ヒラメでは水深 1～3m 前後と種によって多様に異なることを学び

ました。10 年にわたる志々伎湾での調査を終えて 30 年が経過した今年 9 月に志々伎を訪れ、想像もしてい

なかった世界がこの“僻地”に広がっていることを知りました。全国的に漁村が、資源の枯渇や後継者の不

足などにより消滅化の危機にある中、志々伎には活気があり、明るい雰囲気に溢れていたのです。その元気

の源は、僻地と呼ばれるこの

田舎が海外に大きく開かれ

ていることです。その主役は、

マダイ調査がきっかけとな

って民宿を開いた漁師の女

将さんたちであることを知

り、さらに驚かされました。 

 

写真１ 志々伎湾における

吾智網を用いたマダイ稚魚

の採集風景（1975 年夏） 

6. 有明海と三陸の水辺から（41）     田中 克 
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 志々伎湾外には五島列島はじめ多くの離島が存在し、ヒラメ、ヒラマサ、キジハタ、イサキ、ウチワエビ

など多くの魚介類が年間を通して漁獲され、調査でお世話になった漁師さんの多くは 80 歳前後の今も、生涯

現役とばかりに元気に漁を続けていました。そんな姿を見続けた息子さんたちは自然に家業を継ぎ、親子で

漁に出かける昔のままの世界がしっ

かり残っていました。そればかりか、

当時はまだ少年であった世代が大人

になり、漁師として定置網（写真２）

を営み、息子がそれを手伝うという

世代交代も進んでいました。 

 この平戸南端に毎年アメリカなど

海外から多くの修学旅行生が訪れ、

漁家や農家に民泊して、日本の田舎

の暮らしや文化を体験する取り組み

がこの地に根付いていました。前号

で紹介した「小さな世界学校」を主

催する小関哲さんとの連携が進み、

平戸の僻地である志々伎が異文化交

流の、世界に開かれた窓口になっているのです。大阪のシニア自然大学校の皆さんは、民泊体験に感激され、

再会を約束する光景が広がりました（写真３）。40 年前の調査が今日の新たな漁村の繁栄にいくらかは貢献

したことに感無量となる訪問でした。 

 

 

写真３ 民泊ホストとシ

ニア自然大学校“シニア修

学旅行生”との交流深まる 

 

  

写真２ 親子で定置網を営む漁師が働く現場を見学する大阪のシニ

ア自然大学校の皆さん 
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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。 

 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。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。 

 本会への寄付募集中です。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。ベストショットが撮れたら、ぜひ編集部までお送りください。 

 

8．編集後記 

 犬嫌いの母親が育てた子が見事に犬嫌いになっているのを見て、自分は生きとし生けるものを平等に愛する親であろうと秘か

に誓った日がありましたっけ。先日、新築で越してきて 12 年目になる我が家に初めてゴキブリが出ました。その久しぶりのサイズ

とスピードと迫力に思わず絶叫。どうもゴキだけは苦手なのです。学校で見慣れたらし

い子どもらは「G（ジー）」という妙なコードネームで呼んで、やっつけろー！の大合唱。

背中で教えてきたはずの博愛精神なんて、どこへやら……トホホ。よく見れば、海辺に

ワサワサいるフナムシたちと大差ないのですが、なぜあんなに大人にも子どもにも忌

み嫌われてしまうのでしょう。強くて増えやすくて不潔感があるからでしょうか。ゴキブリ

を食べる国もあるのだから、結局は、社会的に刷り込まれた善悪でしかないのかもしれ

ません。写真は、羽田空港近くの岸壁にいたフナムシの大群です。ご安心を。（ちよ） 

 

 早くも 10月も半ば。いつまでも暑かった夏でしたが、ここに来て急激に冷え込んできました。今年もあとわずかと思うと、いろいろ

急がねばならないことがあります。来年 2 月には例年行ってきたシンポジウムと総会を開かねばなりません。とりあえず、2 月 18

日（土）午後に開催する予定を決めて、現在京都を中心に会場を探しているところです。4 ヶ月先ですが、予定を組んでぜひご参

加下さい。最近は京都・大阪では外国人観光客が増えて、宿の確保が難しいと言われています。しかも高額だと。でも、探せばけ

っこう安く泊まれるところも多くできてきたようです。民泊も増えました。2月はまだ観光シーズンではありません。でも、予約は早め

が肝心です。もっともシンポジウムの中身が決まらない以上は、参加するかどうか決められないですね。いろいろ心がせく季節で

す。砂浜の保全のために、自然保護基金のプロナテューラ・ファンドから、助成を受けることも決まりました。いっそう活動に力を入

れていかねばならないと思っていますが、寄る年波にはかないません。皆様のご協力をお願いします。体力の限界も感じながら、

往く秋を焦燥と怠慢と感傷にふけりながら過ごしています。（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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