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「今月の海の生きもの」 ホシガレイ Verasper variegatus  

幻の魚と言われている大型のカレイで、体長 70cm、体重 4kg 超にもなる。とくに雌の成長は速く、3 年で 55cm

に達すると言われる。表側は粗い鱗に覆われて茶褐色で、鰭に丸い黒班を持つ。腹側は黄色みがかかった白色

で、黒い斑点が点在する。これらの斑点から星カレイの名がついたと言われている。沿海州のピョートル大帝

湾から朝鮮半島に、国内では北海道から東シナ海まで全域に分布していたが、減少が激しく、今では極めて珍

しく、野外で目にする

ことはほとんどない。

生息が確認されている

ところは、三陸、瀬戸

内海西部、九州西部な

どの水深 100m 以浅に

限られている。肉質は

締まっており、ほのか

な甘みと淡泊な味わい

で超高級魚として市場

価値は高い。肉食性で

甲殻類、ゴカイ類、貝

類などのベントスを食

べる。繁殖期は 1～2 月

ころで、浮遊性卵を生

み、3～4 月頃に稚魚が

干潟などに着底する。写真は、大津波の被害を受けたあと、生態系が回復しつつある舞根湾で、今年 11 月に

出現したホシガレイ成魚。                (宮城県気仙沼市舞根湾にて 福田介人氏撮影) 

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

●海の生きものを守るシンポジウム 2017 

「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」 

2017 年 2 月 18 日 京都市梅小路公園緑の館 

以下の要領でシンポジウムを開催します。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。 

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 

※会場は、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。 

アクセス：徒歩の場合→JR・地下鉄・近鉄「京都」駅中央口より塩小路通を西へ徒歩約 15 分、

または JR 山陰本線「丹波口」駅より南へ徒歩約 15 分／バス利用の場合→京都駅前（B3 のりば）

から急行 103・急行 104・急行 110 系統、86・88 系統で「七条大宮・京都水族館前」または「梅

小路公園・京都鉄道博物館前」で下車すぐ。または、205・208 系統で「梅小路公園前」下車  

会場「緑の館」 
「梅小路公園前」バス停 
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開催趣旨 

 辺野古をはじめとして、日本各

地で公共事業による沿岸の環境

破壊が進んでいます。その大きな

原因として、沿岸の環境を守る一

貫した国の政策が、これまでほと

んど無かったことを挙げること

ができると思います。生物多様性

条約の COP10 で日本政府が世界

に公約した愛知ターゲットにつ

いては、少なくとも海の生き物に

関しては、達成できる見込みは少

ないと言わざるを得ません。 

 各地の沿岸の生き物と環境が

公共事業によってどのような状

況にあるのかを報告していただ

き、問題は何か、どうすれば良い

のか、これから何が必要なのかを、

皆様と議論したいと思います。 

 

 

プログラム（予定） 

13:00 開場 

13:30~13:40 開会挨拶 

向井 宏（海の生き物を守る会） 

◇講演 

13:40~14:10 「閉め切りから 20 年の有明海・諫早湾」佐藤正典（鹿児島大学） 

14:10~14:40 「泡瀬干潟の現状と失われたもの」前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会） 

14:40~15:10 「三陸の森里海のつながりを断絶する巨大防潮堤」田中 克（舞根森里海研究所） 

15:10~15:20 休憩 

15:20~15:45 「辺野古・大浦湾のサンゴ礁の危機と再生」安部真理子（日本自然保護協会） 

15:45~16:10 「オリンピックにより開発の危機に晒される相模湾」大久保奈弥（東京経済大学） 

16:10~16:30 「沿岸の危機を守るための提言」向井 宏（海の生き物を守る会） 

16:30 閉会  



 

4 

●総会を開催します 

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、以下のように京都市で

開催します。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。 

日時：2017 年 2 月 18 日 17:30～19:30 

会場：「京野菜レストラン」京都市梅小路公園「緑の館」シンポジウム会場横 

会費：3000 円（飲み放題付） 

議題：2016 年度活動報告・同会計報告、2017 年度活動計画・同役員選出ほか 

★参加予定者は、向井 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp にご連絡ください。 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

現在まで257枚、141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257枚の調査票が寄せられ、全国141カ所の砂浜で調査が行われまし

た。ご協力に感謝いたします。しかし、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、富山、石川、岡山、佐賀、熊本の各県で

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いただき、調査にご協力をお

願いします。 

  

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 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
http://e-amco.com/research
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●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。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

さしあげます！ 
下記を希望者に差し上げます（送料はご負担ください）。 

向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください。 

 

◎Diving team Snack Snufkin 「Exploring the Nature of Oura Bay and its surrounding area」 

 2010 年 日英両語による大浦湾の生物のパンフレット 

◎GREEN AGE 2015-4 特集・これからの海岸林造林を考える 

 2015 年 日本緑化センター １部 

◎鷲谷いづみ他（編）「保全生態学の技法 調査・研究・実践マニュアル」 

 2010 年 東京大学出版会 1 部 

 

◎向井 宏 論文 別刷り 余部あり 

「陸域―沿岸域統合系における藻場生態系」 月刊「海洋」2005 

「海域・海洋保護区の効果と現状」 環境情報科学 2009 

「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」 海洋理工学会誌 2009 

「干潟・藻場の再生事業：その問題点」 地球環境 2011 

 

◎向井 宏 「第一編 厚岸地方の自然環境 第二章 厚岸町の特色ある生態系」  

      新厚岸町史（通史編・第一巻） 2012 年 残り 3 部 

 向井 宏 「同 第三章 厚岸町の動物」 同 2012 年 残り 2 部 

 向井 宏 「同 第四章 厚岸町の植物」 同 2012 年 残り 3 部  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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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い、

これまで 10 万筆を超える署名が集められました。 

 今後とも署名を継続し、西日本各地からの土砂

の採取による自然破壊と辺野古への土砂の搬出に

反対し、三重県で作られ辺野古へ運ばれる予定の

大型ケーソンの建設・搬出にも反対し、辺野古の

埋立を止めさせるよう、運動を継続していきます。 

 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。安倍政権は、沖縄の圧倒的な民

意を無視して、西日本の 14 カ所の山を削り、辺野

古へ送って、辺野古の海の埋立を強行しようとし

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。 

★ご希望の方は右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。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 冊に限り無料でお送りします（送料のみご負担

ください）。 

★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 （21）   立川賢一 
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編注： このニュース欄の情報源はマスコミ・団体の会報・その他多岐にわたります。海の生き物に関する最新情報を共有す

るため、事実と思われる内容を紹介し、それについて必要と思われる範囲で論評もしています。文責者名を記事毎に明記し

ますが、独自の裏付け調査をしているわけではありません。その点は、ご承知おきください。読者からの投稿も大歓迎です。 

 

 

 

【中部】 

●「透明度」を水質改善の指標に 小浜湾がモデル水域 

 環境省の中央環境審議会水環境部会は、2015 年 12 月に「水質汚濁に係わる生活環境の保全に関する環境基

準の見直しについて」とする報告をまとめた。その中で、「より国民の実感に合った分かりやすい指標」とし

て、「沿岸透明度」を導入するよう求めた。ただし、これまで水質保全の政策に取り入れていた全国一律の「環

境基準」ではなく、「各地域において設定する目標」という位置づけである。その目標値の設定には、「水生

植物の保全・再生」と「親水利用の場の保全」の両面から望ましい値とするとされる。その上で、各地それぞ

れで目標値を設定するよう促しているが、まずはモデル内湾として福井県小浜湾を選び、専門家による検討会

が発足した。小浜湾では、アマモの再生活動が 10 年以上に渡って続けられていることなどが、選定の理由に

されている。来年 1 月には検討会で目標値の候補が挙げられ、年度内に発表される予定。環境省では、今後小

浜湾の検討会の取り組みを参考に、各地の内湾で目標値を設定する予定である。アマモの移植活動などの有効

性もきちんと科学的に評価してもらいたいものである。（文責：向井 宏） 

 

●熱帯魚ヤセハリセンボンを捕獲 能登沖の日本海 

 能登沖の日本海で、熱帯・亜熱帯の海に棲むハリセンボン科のヤセハリセンボンという魚が定置網で捕獲さ

れた。体長 13cm の魚で、生きたままの状態で捕獲されたが、しばらく後に死亡した。ヤセハリセンボンは、

ハリセンボンに似ているが、背びれと尾びれが尖っていること、身体の表面の黒い斑点が大きいことなどから、

区別される。全国的に水温が上昇する温暖化が起こっており、各地で熱帯・亜熱帯の魚類の北上が記録されて

いる。（文責：向井 宏） 

 

【近畿】 

●巨大ホオジロザメを捕獲 御浜町沖の熊野灘 

 三重県御浜町阿田和沖 4km の熊野灘で、体長 4~5m、体重 1 トンの巨大なホオジロザメが、定置網に掛か

った。定置網を所有する阿田和大敷漁業生産組合によると、昨年の春にもホオジロザメが掛かったことがあ

り、今回で 2 回目とのことだ。捕獲されたホオジロザメは、三重県紀宝町鵜殿港に水揚げされ、クジラ解体

業者が 5 万円で落札した。ホオジロザメは、巨大に成長することが知られ、人間を襲うこともあって怖れら

れているが、世界的に個体数が減少し、絶滅が危惧されているサメである。（文責：向井 宏） 
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【四国】 

●室戸市で「日本ウミガメ会議」開催 

ウミガメの研究や保護活動に携わる人々で構成されている「日本ウミガメ会議」が、12 月 9 日から 3 日間、

高知県室戸市で開かれた。主催は高知県室戸市に研究拠点を置く NPO「日本ウミガメ協議会」で、全国から

研究者らが集まり、シンポジウムや活動報告などを行った。室戸市では、毎年 100～200 頭のウミガメが定

置網に混獲されており、ウミガメの死亡も多いと思われている。「日本ウミガメ協議会」は、漁業者らと連

携して、混獲したウミガメ類の保護・救出を行っている。同会議では、幼児や大学生らによる混獲されたウ

ミガメの放流も行われた。混獲されるウミガメ類は、主にアカウミガメとアオウミガメの 2 種。救出した後、

甲羅の長さや体重などを測定し、DNA サンプルを採取した後、タグを付けて放流する。これまで放流された

ウミガメは、北海道や沖縄からも発見されている。（文責：向井 宏） 

 

【九州】 

●五島白良ヶ浜でイルカを救出 

 12 月 9 日、長崎県五島市三井楽町の白良ヶ浜海水浴場の砂浜に 5 頭のイルカが打ち上げられた。体長 3m

体重 300kg くらいのハナゴンドウと見られているが、5 頭ともかなり衰弱しており、地元の漁協、市、県が

共同で重機を使うなどして浅瀬に移動させたが、回復は難しいとみられている。イルカ類は、超音波を利用

してコミュニケーションを取っていることが知られており、何らかの理由で方向を間違えたのかもしれない

と考えられる。最近の周辺の地震との関連を推測している研究者もいるという。（文責：向井 宏） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

【東北】 

◆シンポジウム みんなで考えよう「仙台港の石炭火力発電所建設計画」 

～知らなかった!! 蒲生干潟のすぐそばに建つなんて～ ※再掲載 

 仙台港に小規模石炭火力発電所(仙台パワーステーション)の建設が進められています。これは、関西電力と

伊藤忠の合弁会社が建設しているもので、出力が 11.2 万キロワットと、法に基づくアセス対象の 11.25 キロ

ワットを少し下回るため、環境アセスが実施されていません。温暖化ガスを大量に排出するばかりではなく、

硫黄酸化物や PM2.5 などの大気汚染物質による健康被害も懸念されています。また 11 月 8 日に批准された地

球温暖化対策の新しい枠組みである「パリ協定」の「脱炭素化」という目標にも逆行するものです。 

 建設現場の近くには、東日本大震災で大打撃を受けた国の鳥獣保護区特別保護地区「蒲生干潟」が存在しま

す。蒲生干潟の生態系は、津波の被害を乗り越えて回復傾向にありますが、この貴重な自然に対する影響につ

いても危惧されるところです。しかし、影響評価はなされていません。 

 これまで「仙台港の石炭火力発電所建設問題を考える会」が「仙台パワーステーション」に対して住民説明

会を開催するように申し入れを行ってきましたが、そのつもりはないという返事のみです。 

 ところで、こうした石炭火力発電所の新規建設は津波で被災した東北地方太平洋岸に 9 基が計画されていま
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す。これは被災地の地価が安く、首都圏に近く、送電網が整備済みであることが大きな理由のようです。津波

で被災し、現在居住できない場所になっているからといって、近隣住民の健康を害する可能性のある施設が、

住民が気のつかないままに進められていることに憤りを感じます。 

 

 「仙台港の石炭火力発電所建設問題を考える会」は、この問題を住民と一緒になって考えるために、2016

年 12 月 18 日に多賀城市民会館でシンポジウムを行うことを企画しました。 

※参照サイト http://www.kikonet.org/event/2016-12-18   

http://www.kikonet.org/event/2016-12-18
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【中国】 

◆上関プランクトン調査 参加者募集  ※再掲載 

上関の自然を守る会では、2 ヶ月に 1 回、「奇跡の海」と言われる上関海域でのプランクトン調査を行いま

す。次回は 1 月 7 日（土）午前 9 時～午後 3時で、5 点で稚魚ネットによる動物プランクトンの採集を行いま

す。この海域に生息している希少なカンムリウミスズメや、スナメリなどの餌としての稚仔魚・大型動物プラ

ンクトンを採集することを目的としています。いっしょに調査に参加してみたいという方は、上関の自然を守

る会（高島 midori.t@crocus.ocn.ne.jp または向井 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp まで事前にご連絡下さい。調査に

出かけるには遠くからの場合は前日からの宿泊が便利です。事前に申し込めば、同会の「ひよりみ荘」に宿泊

も可能です。調査では、運が良ければカンムリウミスズメなどの鳥類、スナメリなども観察できる可能性があ

ります。ただし、乗船して海上での作業ですので、天候次第では直前に中止もあり得ます。また、天候によっ

ては船酔いも。ご承知おき下さい。 

 また、翌 8 日（日）の午前中には、岩国市内で採集したプランクトンの選別作業を行います。普段見

たことのないプランクトンを見ることができます。ぜひご一緒に作業をやってみませんか。採集調査に

は行けないが、選別作業なら協力できるという方も募集しています。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

珍しいヒゲハギの出現 

 2016 年 12 月 1 日、定点観察を毎日できうる限り実施している白浜町の瀬戸漁港で、珍しい魚にこの場所

でこの 20 年間で初めて遭遇した。そのたった 1 尾の魚は、港の一番奥に繋留している船のロープに付着した

ものをしきりとついばんでいた。一目で、京都大学白浜水族館で稀だが飼育展示されたことのあるヒゲハギ

だと分かった。しばらく行動を観察し、静止画撮影を多数やって、動画もとれた。 

 もっとも如実な特徴は、尾鰭などを除く本体全体に生えている多数の突起である。このため「ヒゲ」とい

う和名がつけられているが、突起は顔ばかりでないので、正体を知らないままでの和名からの連想がちょっ

とおぼつかないだろう。おなじみのカワハギに、たくさんの突起をつけたものといってよいだろう。これら

の髭は何のためにあるのだろうか？ ひょっとしたら海藻への隠れ蓑かもしれない。そうだとすると、カク

レミノカワハギがいい名前ではなかろうか？ 

mailto:midori.t@crocus.ocn.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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『うみひるも』へのご投稿は、下記までお送りください。 

「うみひるも編集部」専用メールアドレス hirumo@live.jp 

または、便利な投稿フォーム https://goo.gl/GjWIjL 

 本個体にはヒゲの他に、扁平な体の両側に黒い縦線が、少なくとも 13 本走っていた。そして、前上方には

大きくて明瞭な複数の色濃い斑紋があった。体長は、目測だが 15cm は超えていた。本種としては最大級に

育っていた。 

 ヒゲハギは相模湾以南のインド―西太平洋に分布し、いわゆるサンゴ礁魚類の一員である。しかし、2011

年の冬に瀬戸臨海実験所

の北浜でサンゴ礁魚類の

すこぶる規模の大量凍死

があったが、本種は死亡

リストには挙がっていな

かった。日本海でも記録

があるので、冷温には強

いかもしれない。水深

50m 以浅の岩礁に生息す

るとされるが、今回は水

温の低い浅場にやってき

たのであろう。 

 

 

 

 

６. みんなのひろば 

mailto:hirumo@live.jp
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都市と地方を結び、有明海の干潟を再生する試み 

 大阪に本部を置く認定 NPO 法人シニア自然大学校が開設する「地球環境自然学」講座では、昨年度より

メインテーマが「森と里と海のつながり― いのちの循環」に定められ、森と海のつながりや里に暮らす人々

の自然再生の営みを学ぶ講義と現地での自然観察会を組み合わせて進められています。「有明海自然観察会」

には、昨年度は 50 数名、今年度は 25 名の皆さんが参加され、有明海や筑後川の現状と有明海各地で自然や

地域社会の再生に頑張る人々から多様な話を見聞されました（写真１）。その中で、かつての生きものに溢

れる「宝の海」が今ではビゼンクラゲのみが残された漁獲対象という「瀕死の海」に至った有明海の現実の

一端を体感され、有明海の問題を「自分ごと」としてみる機会となりました。 

 今日の有明海の深刻極まりない惨

状は単に九州の一地方の問題ではな

く、この国の沿岸環境と沿岸漁業を

再生させる“試金石”と位置づけら

れます。もっと大上段に構えれば、

この国の在り様そのものの問題だと

言えます。今日の有明海の姿は、陸

に住む私達の究極のいのちのふるさ

とである海の存在に思いを馳せず、

便利さばかりや目先の経済成長ばか

りを優先させてきた私たちの姿が鏡に映った像と言えます。その鏡に映った自身の姿に目をそらさず、先人

から預かって続く世代に引き渡すべき大切な資産としての宝の海を、あらゆる工夫を凝らして再生させる取

り組みを進めるべき国民的課題だと思われます。 

 これほど大きく深刻な問題である有明海問題は、本来なら「国立総合病院」（国）が責任を持って抜本的

に治療すべきですが、上級司法の判断を無視する現状はそれを望むべくもありません。トップダウン的解決

が絶望であるなら、残された道はボトムアップ的な地域医療の担い手「町医者」（市民活動）が頑張るしか

ありません。むしろ、こちらがここまで深刻化した病を治療する本道だと言えます。それには多様なアプロ

ーチが考えられますが、有明海問題を全国区の問題として捉えるなら、遠く離れた関西のシニアが関わるひ

７. 有明海と三陸の水辺から（45）     田中 克 

写真１ 有明海特産種エツの資源再生に

命をかける川漁師の稚魚生産現場の視察 
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とつの形として、有明海の再生を正面から見据える現地の町医者としての地方の NPO 法人などへの支援が

ひとつの道と期待されます。 

 このような地方と都市

を結ぶことは、これからの

少子高齢化がいっそう進

む成熟社会にとって非常

に重要な課題です。10 月

18 日に佐賀県多良町のア

サリ増殖漁場の一角に、

「自然学講座干潟実験区」

（10 X 9 ｍ)を設置しま

した。この実験区では、①

漁師が漁場を提供し、②

NPO 法人スペラ（spera

森里海・時代を拓く）が

実験区を設置して経過を観察し、③自然学講座が環境改良材スペラキレートマリンを提供（購入）するとい

う 3 者の協働事業として進められます（写真２）。幸い、今年は久しぶりにアサリの稚貝の発生が多く、再

生実験を行うには格好の条件を備えています。現在確認されている 2.5cm サイズのアサリを捕食から守るた

めの網の設置などにより、来春にはアサリ収穫祭が実施でき、自然学講座の皆さんにも潮干狩りを楽しむと

ともに、有明海の本物のアサリの味を満喫していただけると期待しています。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

８．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 

写真２ 佐賀県多良町の干潟に｢自然学講座干潟再生実験区」設置する NPO 会員 
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 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。 

 

９．編集後記 

 今号の表紙写真のホシガレイ、減っているのですね。寂しいです。「肉質は締まっており、ほのかな甘みと淡泊な味わい」のくだ

りに食欲をそそられました。よく水族館で「あれ、おいしそう」という発言を耳にしますが、確かに海の生き物にはおいしいものが多

いです。というより、海と共に暮らしてきた祖先から引き継いだ身体や文化が海産物を求めるのでしょう。海の生き物は食材として

も守られるべき大切な存在だなぁ、と食欲の年末年始（食欲の秋から続行中）に、つくづく思うのでした。最近の BBCニュースによ

ると、イギリス周辺ではタラが乱獲で減った代わりに、海水温上昇の影響でイカやイワシが増えて、食卓にのぼる食材が地中海

料理っぽくなってきたそうです。いずれも人間が環境をかく乱しなければ無かったはずの変化。日本に限らず、先祖代々慣れ親し

んできた地元のおいしい魚介を食べ続けることが、もはや簡単ではない世の中になってしまったようです。（ちよ） 

 

 今年最後の「うみひるも」になりました。今年もなんとか無事に「うみひるも」をお届けでき、ホッとしています。けれども日本の沿

岸で起こっている自然破壊は、ますます酷くなっているようです。三陸の巨大防潮堤を作る思想は、全国に広がりつつあります。

国土の 3 分の 1 が海面より低いオランダでは、海岸線はたしかにコンクリート堤で囲われてしまっていますが、その代わりにその

内側には広大な自然保護区・湿地帯を自然のまま、あるいは自然を再生して、大事にしています。今の日本とは根本的に異なっ

た考え方で、自然と人のあり方を考えているようです。辺野古、泡瀬、諫早など自然を守る人たちの訴訟は、司法に退けられるば

かりです。上関では、原発建設が認められないにもかかわらず埋立免許が延長されてしまいました。福島第一原発の廃炉の見込

みも立たない中でオリンピックを開催しようと、並木の伐採、沿岸の埋立整備が進められています。けれども絶望しているばかり

では、一向に良くなることはありません。なんとかしなければ。来る 2月 18日には、そのような公共工事によって失われるものを、

どう防いでいこうかというシンポジウムを行います。総会も兼ねて行いますので、ぜひみなさんのご参加をお待ちしています。寒さ

が厳しくなりますが、お元気でお過ごし下さい。今度こそ良い年を迎えたいものです。（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 
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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もできます。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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