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「今月の海の生きもの」 ハマボウフウ Glehnia littoralis  

被子植物門セリ科ハマボウフウ属の一種で海岸の砂浜に生育する多年草。北海道から沖縄まで全国の砂浜で

見られる。葉は複葉で、小葉は丸い。葉の表面は艶があり厚い。丈はあまり高くならず、花をつけるときに少

し伸びる程度。根はまっすぐに長く砂の中に伸

びる。5 月～8 月頃、丸まった花の集まりをた

くさん広げたような白い花をつける。根を漢方

で「北沙参」と言い、痰切り、解熱、咳に効果

があるとされる。日本でも生薬の「防風」とし

て利用されている。食用としても、新芽を刺身、

天ぷら、酢味噌和えなどで広く食べられている。

そのために、各地でハマボウフウが減少し、地

域によっては絶滅の怖れもある。福島県では絶

滅危惧種に指定されている。東北沿岸では 2011

年の津波で多くが消滅した。さらに防潮堤の建

設や砂浜の減少・消失にともない、生息場所が

大幅に減少しつつあり、食用・薬用による乱獲

も手伝って、貴重な植物になりつつある。写真

は、2013 年 6 月の閖上海岸で背後には巨大な防

潮堤が建設されつつある。現在はすでにこの防

潮堤は完成しており、今後、砂浜の減少と塩生

植物の消滅が懸念される。 

(宮城県名取市閖上海岸にて 大橋信彦氏撮影) 

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

●来年 2 月 18 日にシンポジウム「失われる沿岸の自然と公共事業―辺野古・諫早・泡瀬・

三陸・湘南－」（仮称）を京都で開催予定 

以下の要領でシンポジウムを開催します。まだ少し先ですが、今から予定に入れてご参加ください。 

海の生きものを守るシンポジウム 

タイトル：「失われる沿岸域の自然と公共事業－辺野古・諫早・泡瀬・三陸・湘南－」（仮称） 

日時：2017 年 2 月 18 日（土）13:30~16:30 

会場：梅小路公園「緑の館」1F イベント会場 ……京都駅からバスで 5 分。京都水族館や交通博物館の 

   ある公園の中央部にある建物です。横には日本庭園「朱雀の庭」が併設されています。 

※寒い時期ですが、ご都合を合わせて、半日、海の生きものを守るためにどうすれば良いか 

ご一緒に考えてください。プログラムの詳細は追って、この「うみひるも」でもお知らせします。 

 

●海の生き物を守る会の総会、シンポのあとに開催 

海の生き物を守る会の 2016 年度の報告と 2017 年度の活動について話し合う総会を、2017 年 2 月 18 日に京

都市で開催します。シンポジウム会場の近くのレストランで夕食をとりながら行う予定です。海の生き物を

守る会会員の方はぜひ参加してください。詳細はあらためてお知らせします。 
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現在まで246枚、134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246枚の調査票が寄せられ、全国134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

いのは、秋田、山形、岩手、福島、茨城、東京、富山、石川、岡山、佐賀、熊本の都県です。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）                       宮崎県串間市長浜 

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、茨城、東京、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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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。 

 

沖縄県百名ビーチ 

 

●来年度砂浜フィールド図鑑(2)を刊行予定 

 海の生き物を守る会では、砂浜海岸生物調査を継続する上で、調査に協力していただく人たちの同定の助

けになるように、フィールド図鑑の刊行を引き続いて行う予定です。2017年の9月刊行を目標に、現在準備を

進めています。次回の「フィールド図鑑(2)」は、海浜植物を対象にする予定ですが、日本の海浜植物は種類

が多いため、地域限定で図鑑とする計画を立てています。最初は、北海道の海浜植物の図鑑を作ろうと考え

ています。北海道には手頃に使える海浜植物図鑑が見当たらないためです。現在まで撮影した北海道の海浜

植物を整理していますが、皆様からの投稿も歓迎します。北海道

で撮影した海浜植物の写真がありましたら、図鑑に掲載されるこ

とをご承諾の上、ぜひお送りください。また、2018年度以降は、

その他の地域の海浜植物の図鑑も順次刊行予定ですので、写真を

提供していただける方は、ぜひご協力お願いします。 

 

 

 

 

 

 

  

宮崎県串間市長浜 
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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、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 4000 余筆を安倍

首相宛に提出しました。第二次署名は現在 3 万

筆を上回っています。本日（11 月 1 日）13 時か

ら衆議院第二議員会館で、環境省・防衛省に署名

を提出し、交渉を行います。 

 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 

  ●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
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．ウミガメ 切手コレクション （18）   立川賢一 
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【世界】 

●ガボン 領海の 23％を海洋保護区に設定 

 2 年前に中央アフリカのガボンのボンゴ大統領は、国際自然保護連合（IUCN）の総会で、同国の経済的

排他水域（EEZ）を含む領海の 4 万 6000 ㎢、約 23％の海域を海洋保護区に設定したと発表した。その範囲

では商業的な漁業を禁止している。ガボンではヒラシュモクザメ、オニイトマキエイ（マンタ）、ジンベイ

ザメなどの大型の絶滅危惧種が生息する。この海洋保護区は一箇所ではなく、複数の海洋保護区のネットワ

ークとして創設された。アフリカではもっとも進んだ海洋保護の施策とされる。今後、30％に近づけること

を目指している。日本はガボンにも学ばなければならない。 

【四国】 

●サンゴ保全活動のおかしさ 

 徳島県牟岐町の牟岐大島の湾内にある世界でも類を見ない最大級のコブハマサンゴ（地元では千年サンゴ

と称して保護している）の群体を保護するために、地元の「千年サンゴと活きるまちづくり協議会」の呼び

かけに応えて、関西大学スキューバダイビングサークルの学生 13 人が地元のダイバー4 人とともに、サン

ゴの食害生物の駆除活動を行った。彼らはサンゴの食害生物として知られている巻貝の「トゲレイシダマ

シ」や「イセカセン」を 18 個体駆除したと報じられている。報道によると参加した大学生は「自然を守る

活動に参加できたのは嬉しい」と述べたという。17 人で 18 個体の巻貝を駆除することは、果たしてサンゴ

の保護になるのだろうか。ひょっとして、彼らはサンゴ以外の生物がサンゴと一緒にいることがサンゴに有

害だと考えているのかもしれない。海に生息しているサンゴは、田んぼの稲や畑のキュウリではない。多く

の生きものとともに生活してはじめてサンゴは活きられるのだ。その中には食害する生物も含まれる。サン

ゴを食べる生物が実はサンゴにとっても必要な生物であるというようなことは、自然界の複雑な生態系の中

ではいくらでも見つかる。そのような種間関係を結んで生きものたちは生を全うしていることを、理解しな

ければならない。一時のオニヒトデ問題やレイシダマシ類のように弱ったサンゴに大量にとりついて食べて

いる場合と、この場合は異なる。17 人ものダイバーが群がってたった 18 個体の巻貝しか見つけることがで

きなかったことは、これらの巻貝の存在は正常な生態系の姿だと思われる。これを駆除することは自然の生

態系を壊すことでしかないことを、大学生にもなれば理解して欲しい。 

 

●生きて打ち上がったクジラを救助 土佐清水 

 高知県土佐清水市大岐の浜に小型のクジラが 1 頭打ち上げられているのを、10 月 24 日早朝、浜を散歩し

ていた女性が発見した。クジラは体長 2m ほどの小型の鯨で、高知県立足摺海洋館のスタッフによると、コ

マッコウまたはオガワコマッコウと見られる。波打ち際から 30m 上の砂浜に横たわっていたが、まだ生き

ていた。高知県のウミガメ保護のスタッフらが駆けつけて、海水をかけながら救助の人を待っていた。その
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うち漁師や会社員など 4 人ほどが集まったので、海へ運ぼうとしたが、クジラが抵抗したので、結局尾びれ

にロープを結び、波打ち際まで引き寄せ、海へ入った後は、近くにいたサーファーが沖へ誘導し、発見して

3 時間後、無事クジラは海へ帰っていった。 

【沖縄】 

●泡瀬干潟の工事区で絶滅危惧１Aのダンダラマテガイを発見 

 沖縄県沖縄市泡瀬干潟の工事範囲内を潜水調査していた 2016 年 1 月 31 日の調査で、防波堤近傍で沖縄

県のレッドデータブックの絶滅危惧 1A のダンダラマテガイが 1 個体採集されたと、泡瀬干潟環境監視委員

会で報告されていたことが分かった。事業者（沖縄総合事務局・県港湾課）は、熱田漁港近くに移して保全

するとしている。やっと 1 個体見つかったダンダラマテガイのすべての個体を見つけることができると本当

に考えているのだろうか。たまたま見つかった 1 個体だけを移すということなのだろうか。そして、それを

別の場所に移したら、種が保存できると本当に考えているのだろうか。まともな頭なら、そんなことはでき

ないことはすぐ分かる。事業者らは、できないと分かっていながら、事業を進めるためにそんなウソを言い

つのって、環境に影響ないとしているのだろう。人間が種や自然環境を作り出すことなどできはしない。な

ぜ、そのことをきちんと認めて、この種を絶滅させるよりも、この事業が有益であると主張しないのだろう

か。それができないからなのか。 

 

●2015年以降、大浦湾からジュゴンが消えた 

 2015 年 1 月以来、辺野古・大浦湾近海でジュゴンが見られなくなっている。2014 年 8 月に沖縄防衛局が

沖縄県名護市辺野古・大浦湾に工事および立ち入り禁止区域を表示するためのフロート群を浮かべ、それを

固定するための大型コンクリートブロックを多数投下して以来、辺野古北側でもジュゴンの姿が見られなく

なっていたことが、防衛局の報告書から明らかになった。自然保護団体「北限のジュゴンを見守る会」の調

査チーム「ザン」の調査でも、14 年のフロートやブイの設置直前まで多くのジュゴンの食み跡を発見して

いたが、14 年 8 月以降の新たなジュゴンの食み跡は 1 本も観察されていない。報告書は「シュワブ

（H26）水域生物等調査報告書」で、2016 年 3 月付けだが、防衛局は公表していない。日本自然保護協会

の安部真理子さんと OEJP の吉川秀樹代表が、赤嶺政賢代議士（共産党）を通して手に入れたもの。報告書

では、15 年の航空調査 20 日間で 18 回ジュゴンを古宇利島や嘉陽の海域で発見している。大浦湾北側で

は、14 年に 2 回ジュゴンが大浦湾方向へ移動するのを確認しているが、15 年になっては一度も辺野古・大

浦湾近海でジュゴンを見つけていない。安部真理子さんは、「ジュゴンは音に敏感で、工事に伴う作業音な

どで近寄れなくなっているのではないか」と話している（琉球新報より）。 

 報告書を作成後、防衛局はジュゴンの調査を行っていない。一方、沖縄県は独自にジュゴンの調査を行う

ことを発表しているが、米軍の管轄空域が広いなか、国と対立したままでジュゴンの独自調査に国が許可を

与える可能性は低いとみられており、困難が予想される。国の天然記念物でもあり、絶滅危惧 1A とされる

世界的にも保護されるべき貴重なジュゴンは今、日本から絶滅する危機にある。生物多様性条約でアジア地

域を牽引して行こうとしている日本は、ジュゴンの調査さえ阻み、この動物を絶滅させれば世界に恥をさら

すことになりかねない。 
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【関東】 

◆辺野古に土砂を送らせない！ 沖縄と東京北部を結ぶつどい 

日時：2016 年 11 月 2 日（水）18:30～ 

場所：東京都豊島区生活産業プラザ多目的ホール（池袋駅東口から徒歩 7 分） 

お話：阿部悦子さん（土砂全国協）／辺野古・高江現地報告 

資料代：500 円 

主催：「沖縄と東京北部を結ぶ集い」実行委員会 

 

◆国際自然保護連合 IUCN・世界自然保護会議の報告会 

 国際自然保護連合（IUCN）が 4 年に 1 度開催している世界自然保護会議（World Conservation Congress：

WCC）が、9 月 1 日～10 日にハワイのオアフ島で行われました。前半に開催されたフォーラムでは、数多く

のセッションが開催されると同時に、さまざまなテーマでの展示会が催されました。後半の総会では、100 を

超える決議が採択されました。日本からも数多くの団体が参加し、発表や情報収集などを行いました。今回、

多様なセクターの方をお招きし、それぞれの視点での参加報告をしていただく機会を設けました。最新の自然

保護の動向について、多角的視点からお話しいただきます。多くの方のご参加をお待ちしています。 

日時：2016 年 11 月 8 日（火）18:30～20:50 

場所：地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）東京都渋谷区神宮前 5-53-70 国連大学ビル 1F 

定員：60 名 

参加費：無料 

★申し込み：右記のフォームにご記入ください。https://goo.gl/forms/9qVBntRJvRoO4Eof1 

報告者 ・国際自然保護連合日本委員会 事務局長 道家哲平氏 

 ・環境省環境省自然保護局自然環境計画課 課長 奥田直久氏 

 ・CI ジャパン 科学応用マネージャー 名取洋司氏 

 ・野生生物保全論研究会 会長 安藤元一氏 

 ・CEPA ジャパン 理事 服部徹氏、宮本育昌氏 

主催：一般社団法人 CEPA ジャパン 

共催：国際自然保護連合日本委員会(予定)・コンサベーション・インターナショナル・ジャパン(予定)・野生生

物保全論研究会(予定) 

協力：国連生物多様性の 10 年市民ネットワーク・環境省自然保護局自然環境計画課(予定) 

問い合わせ：一般社団法人 CEPA ジャパン（宮本）miyamoto@coralnetwork.jp 

 

https://goo.gl/forms/9qVBntRJvRoO4Eof1
mailto:miyamoto@coralnetwork.jp
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◆国際自然保護連合 IUCNハワイ会議参加報告会 

日時：2016 年 11 月 12 日（土）18：30～ 

場所：東京都港区勤労福祉会館（JR 田町駅） 

参加費：500 円 

主催：ジュゴン保護キャンペーンセンター 

 

 

◆海の学び舎「砂浜で学ぶ ぷかぷか学」 

 葛西臨海水族園では、第一線で活躍する研究者やフィールドで活躍するナチュラリストが、海や川の環境

やそこにくらす生き物のおもしろさ、またそれらを探求し、研究することの楽しさを紹介する、高校生・大

学生向けのシリーズ講座「海の学び舎」を開催しています。 

 第 3 回は「砂浜で学ぶ ぷかぷか学」を開

催します。午前中は水族園のそばにある「西

なぎさ」でフィールドワークをおこない、午

後からは前半に講師の方のお話、後半ではお

茶を飲みながら参加者も交えた談話会を予定

しています。高校生・大学生のみなさん、ぜ

ひご参加ください。 

日時：2016 年 11 月 13 日（日） 

場所：東京都葛西臨海水族園 

対象：高校生・大学生向けレクチャー＆カフ

ェ 

参加費：無料 

定員：先着 30 名 

★ 申 し 込 み ： E メ ー ル で

kasai_manabiya@tokyo-zoo.net 宛に、件名

を「海の学び舎」とし、本文に希望者全員の

氏名（ふりがな）・年齢（学年）、代表者の住

所・氏名・電話番号を記入してお送りくださ

い。 

お申し込みの際は、@tokyo-zoo.net からの

E メールを受信できるよう、迷惑メールフ

ィルターやメールソフトを設定してくださ

い。特に携帯電話からお申し込みの方はご

注意ください。 

締め切り：2016 年 11 月 6 日（日）送信分ま

で有効 ※応募者多数の場合は抽選とし、当

落にかかわらずお知らせします。 

mailto:kasai_manabiya@tokyo-zoo.net
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ニッパヤシ果実が再び北浜に漂着 

 ニッパヤシの果実 1 個が、京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”に 2016 年 9 月 21 日に漂着した。まぎれも

なく、台風 16 号がもたらしたもので、紀伊半島を通過した翌日のことであった。この漂着は珍しい。扁平

な果実の長さは 85 mm で、幅が 70 mm あり、黒色であった。“北浜”への初記録は 2015 年 10 月 14 日

の漂着で、その最初の果実も黒色で、長さ約 110mm で幅が 90mm あり、一回り大きい。 

 本種はヤシ科の 1 属 1 種の変わり者で、北半球では東南アジア・インドのマングローブ湿地から我が国の

西表島の河口まで台湾を除き生育している。ミンダナオ島での海の生物を守る会のジュゴン調査の折に、海

沿いの道路脇に生育しているニッパヤシを向井宏先生に教えて頂いたことがある。また、京都府立植物園の

温室でも植栽されていた。幹がなく、根元から葉が伸びているニッパヤシの姿は、普通のヤシとは異なる。 

ニッパヤシの大きな果実は本州太平洋岸で

は鹿児島県から千葉県まで、本州日本海側

では福岡県から新潟県までの漂着記録があ

る。本果実の日本本土への漂着記録は、

1969 年からの 40 年間で 394 個であり、

ココヤシに次いで多い。しかし、1979 年

頃までは多かったが、最近は少なくなった

とのことである。紀伊半島付近では、最

近、徳島県沿岸や渥美半島での漂着記録が

ある。 

 

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 21

日に漂着したニッパヤシ Nypa fruticans 

Wurmb の果実 
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若者が動かす「やながわ有明海水族館」の誕生 

 九州最大の河川、筑後川の河口域に位置する「柳川」は水産業の町として栄えてきましたが、今では鮮魚

店の店じまいが相次ぎ、残った店からは有明海産の魚介類が急速に姿を消しています。城下町である柳川に

は掘割が縦横に張り巡らされ、川下りを楽しむために多くの観光客が訪れます。有明海の魚介類が集まる筑

後中部魚市場の市場長を長く務められた近藤潤三さん（有明海を育てる会会長：写真１右）は、深刻化する

ばかりの有明海を再生させたいと、退職後 10 年間にわたって構想を温め、80 歳になられた 2014 年 4 月

に、日本ではこの海でしか見られない生きものを展示する「おきのはた水族館」を開設され、6 年間お一人

で管理運営されてきましたが、止むを得ぬ理由で閉館せざるを得ない事態に至りました。 

写真 1 「やながわ有明海水族館」の土台を築かれた近藤潤三さんから若者小宮春平君へ 

 

 今、有明海再生の取り組みには様々な方向が錯綜しています。それは、瀕死の海に至らしめた主原因の捉

え方が、地域や有明海との関わり方によって大きく異なるからです。近藤さんたちは、海を海苔養殖の畑の

ように使い、病気の発生を防ぎ収穫量をあげるために大量の酸や肥料を使用し続けてきたことが最大の原因

だと、訴訟を起こされています。一方、有明海瀕死化の本質は森里海のつながりの断絶であるとの考えから、

有明海の腎臓機能を担う干潟の再生が、魚介類の復活とともに健全な海苔養殖業の継続にとっても不可欠と、

6. 有明海と三陸の水辺から（42）     田中 克 
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2010 年以来、NPO 法人「SPERA 森里海・時代を拓く」や有明海塾を中心に、再生の主役となる若者（写真

２）を育てることを重点に活動が進められて来ました。その次世代目線が近藤さんの有明海を再生させたい

との熱い思いにも響き、水族館施設を NPO に貸与していただき、若者が館長を務める「やながわ有明海水族

館」（写真３）の誕生につながりました。 

 

 

写真２ 「やながわ有明海水族館」の 

諸活動を支える若い大学生・高校生 

 

 

 

 

 

写真３ 柳川の掘割そばにリニューアル

オープンした「やながわ有明海水族館」 

 

 

 水族館は川下りの乗降場、北原白秋の生家のすぐ近くという絶好の場所にあります。1 階を水族館スペー

スに、2 階は柳川を訪れる国内外の観光客に水辺環境とそこに生きる生きものの大切さを伝える場所とし、

同時に地元の子供たちが常時遊びながら学ぶ場所になることを目指しています。この手作りの“小さな水族

館”の主な目的は、有明海特産の生きものを、子供たちを中心に多くの人々に見てもらい、有明海のかけが

えのない価値を広めることにあります。今では絶滅危惧種となったニホンウナギは、かつては水族館前の掘

割にもたくさん生息していましたので、その復活にも取り組む「ウナギ水族館」としても地域に貢献できれ

ばと期待されます。有明海の再生は海とともに生きるこの国の未来に深く関わることに共感していただく

人々を全国的に広げていきたいと願っています。 

 幸い、この上なく魚（生きもの）好きで有明海の再生を自分事として正面から捉える若者小宮春平君（18

歳）が元気よく水族館長に名乗りを上げてくれました（写真１左）。それを支えるために、柳川市との協働を

進め、市内外の観光業・飲食業・学校関係者（教育）・NPO 諸団体などとの連携を深め、全国的な支援の輪

を広げることが不可欠と思われます。2016 年 10 月 15 日に大人世代の見識と責任が問われる水族館がリニ

ューアルオープンしました。  
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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 

 もう来年の話がちょこちょこ耳に入る季節になりました。街に出ればショーウインドーの中は真冬のコート姿、年賀状制作の案内

やらカレンダーの販売やら、背中を押されるようにして 2016 年も去ろうとしています。そして決まって、この頃になると聞くのが

「年々時間の流れが加速していく～！」という同年代の友たちの嘆きです。「もうトシよね」と言いたいわけですが、日本人女性の

平均寿命が８７．０５歳まで延びた今、その半分にも満たない年齢で、年配ぶっているようでは先が思いやられます。というわけで、

人生まだまだの気分で焦らず年越ししようと励まし合っています。本川達雄先生の『ゾウの時間 ネズミの時間―サイズの生物学』

で読んだ心拍数によって伸び縮みする時間の話を思い出して、手首で脈動をこっそり確認したりしている秋の夜長です。（ちよ） 

 

 秋が急速に深まってきました。気がついてみれば年末もすぐです。海の生き物を守る会が例年行っている冬のシンポジウムと総

会も、準備に入っています。とりあえず日時、場所を確定しました。2 月 18 日（土）京都の梅小路公園の「緑の館」です。ぜひ、今

から予定を入れておいて下さい。寒い時期ですが、京都観光も合わせてぜひおいで下さい。京都駅からバスで 5 分という梅小路

公園の中には、京都水族館や交通博物館もあります。緑の館の会場の横は「朱雀の庭」という日本庭園です。ただ、翌 19 日が京

都マラソンの日に当たっており、マラソンに参加する他県の人たちが大勢京都に宿泊しますので、18 日は宿を取るのが困難な可

能性があります。宿泊を予定して京都へおいでになるつもりなら、是非早めの予約をお勧めします。 

 奄美大島で国立公園の計画が進んでいます。ただ、海に関してはほとんど進展がありません。これまでの国定公園で指定され

ている 3 箇所をそのまま国立公園に組み込むだけという、あまり海のことを考えた計画とは言えないようです。日本各地の海の生

きものたちは、これからの季節に来年の準備の活動を密かに始めていることでしょう。海の生き物に関心を持ち続けて、良いニュ

ースをこれからも届けたいものです。（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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