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「今月の海の生きもの」

ナンヨウスナガニ

Ocypode sinensis

砂浜海岸の潮上帯付近に大きな穴を掘っているのはスナガニ属（Ocypode）のカニである。日本沿岸
からは 5 種が知られているが、そのうち本種は房総半島以南の太平洋沿岸に分布する。はさみ脚に擦音
装置をもたず、甲の側縁
先端が内方に向くことな
どから同属のスナガニや
ツノメガニと区別されて
いたミナミスナガニによ
く似た別種として 1998
年に報告された。黄色か
ら薄いピンク色を具えた
きれいな体色が特徴的で
ある。スナガニやツノメ
ガニが分布するゾーンよ
りもさらに高い、海浜植
生のあるところを好んで
生息する。ミナミスナガニよりも記録地は多く、最近は日本海沿岸でも見つかっている。ただし本州沿
岸でみつかる個体は幼体または亜成体であり、冬期は低温で死滅しているものとみられる。
（和田恵次）
（和歌山県串本町の海岸にて 和田恵次氏撮影）
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【活動予定】
●５／２７ 材木座海岸で
砂浜海岸生物調査研修会を予定
神奈川県鎌倉市の材木座の砂浜（和
賀江島）で、海岸生物調査の研修会を
行います。砂浜海岸生物調査に参加し
て、全国の調査にご自分の取ったデー
タで貢献したいと思われる方は、ぜひ
ご参加ください。もちろん一日だけ体
験したいという方も大歓迎です。
日時：2017 年 5 月 27 日（土）
10:00~14:00※雨天中止（少雨実施）
材木座海岸南端、和賀江島向
いの砂浜 10:00 集合
場所：鎌倉市和賀江島の海岸（材木座
海岸南端）および光明寺
※砂浜調査後、近くの光明寺で同定、
データ・調査票の整理を行います
参加費：無料
★申し込み：事前に下記宛に人数と氏
名をお知らせください。
持ちもの：弁当、濡れても良い靴、筆
記用具、カメラなど
連絡先：
nobuko@tku.ac.jp 大久保奈弥
hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 向井宏
075-741-6281
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●６／１０

シンポジウム「奄美の森と海のつながり～水と砂の流れを考える～」

奄美大島は、徳之島、沖縄島北部、西表島とともに、
今年、世界自然遺産への登録を申請した。しかし、申
請したのは亜熱帯樹林を中心とした森である。その奄
美大島の森を壊して土砂を採取し、海砂を採取して海
岸を壊し、辺野古で埋立に使う計画が進行している。
奄美大島の自然の価値は、森だけにあるわけではない。
川も海も森と共に複雑な生態系を作り上げている。今
年夏には、世界自然保護連盟（IUCN）が、現地調査に
訪れる。IUCN は何を見るのか、世界自然遺産とは何
のためにあるのか、あらためて奄美大島の自然を守る
ために何をすべきなのか、いっしょに学び考えたい。
主催：海の生き物を守る会・自然と文化を守る奄美会
議日時：2017 年 6 月 10 日（土）13:30～18:00
場所：奄美市内
プログラム
第 1 部 講演：
１．「奄美の海を世界自然遺産に！」向井 宏（海の生き物を守る会）
２．「亜熱帯最後の川－リュウキュウアユ年代記」新村安雄（リバーリバイバル研究所）
３．「貝類から見た奄美の海岸環境の貴重性」山下博由（貝類多様性研究所）
４．「「世界自然遺産制度、森と海のつながり（仮）」安部真理子（日本自然保護協会）
第2部

報告：
嘉徳海岸護岸問題、住用村市採石場問題、産業廃棄物処理場問題など
主催：海の生き物を守る会・自然と文化を守る奄美会議
後援：日本自然保護協会（依頼中）

●６／１１

砂浜海岸生物調査

in 奄美大島

奄美大島の嘉徳砂浜（鹿児島県大島郡瀬戸内町）で、海岸生物調査と観察会を行います。日本自然保護協会
との共催です。砂浜が減少し消滅の危機にある嘉徳海岸は、奄美大島でも数少ない自然海岸です。そこでは、
現在護岸を作る計画が進んでいます。ぜひこの砂浜海岸調査に参加し、嘉徳海岸のあり方を考えてください。
日時：2017 年 6 月 11 日（日）13:00～15:00 ※雨天中止（少雨実施）、申し込み不要
場所：鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉徳海岸
参加費：無料
持ってくるもの：濡れても良い靴、帽子、筆記用具、カメラなど
問い合わせ先：向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp；安部真理子 shark@xc4.so-net.ne.jp
主催：海の生き物を守る会・日本自然保護協会

●７／２２

アカテガニの出産観察会 in 長島田ノ浦

今年も山口県上関町長島田ノ浦で、「アカテガニの出産（放仔）観察会」を行います。陸に棲むアカテガニ
やクロベンケイガニが、毎年この時期の大潮満潮のときに、海へ降りてきてお腹に抱えた幼生を海へ放出しま
す。その様子を観察しましょう。アカテガニの出産は、陸と海の繋がりのある海岸で見られます。アカテガニ
が生き続けられるよう、陸と海の繋がりを大切にして見守っていきましょう。この催しは毎年、上関の自然を
守る会と共催で行われます。

●（予告）シンポジウム「ヒト・カブトガニ・干潟―海は誰のもの？」（仮）を後援
日本には生きた化石カブトガニの生息する素晴らしい干潟がまだ残っています。カブトガニの生息する干潟
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とはどんな役割があるのか？ 日本や世界の干潟はどのような現状なのか？
カブトガニは今、人間の保護を必要としています。次世代にこの宝を残すために、まずは彼らの置かれてい
る現状、問題点、保全策について考えてみましょう。※本シンポジウムは福武財団の援助を受けました
日時：2017 年 9 月 24 日（日）12:50～17:00
場所：北九州市立自然史・歴史博物館（いのちのたび博物館）１階ガイド館
主催：広島大学大学院生物圏科学研究科
共催：北九州市立自然史・歴史博物館、広島大学総合博物館
後援：日本分類学会連合、海の生き物を守る会、日本カブトガニを守る会福岡支部
プログラム
12:50～13:00

開会の言葉

上田館長

第１部（日本の干潟、世界の干潟）司会：大塚 攻（広島大学）
13:00～13:40 伊庭健一郎（日本の干潟、閉鎖水域の問題）
13:40～14:20 向井 宏（日本と世界の干潟の保全）
14:20～14:30 休憩

作画：米谷まり
「かぶめちゃん・かぶあきくん」

第２部（福岡、山口、広島のカブトガニの生息状況）司会：武石全慈（北九州市立自然史・歴史博物館）
14:30～14:50 清野聡子（日本のカブトガニ生息地の実態、政策面など）
14:50～15:10 和田年史（兵庫県立大学）「カブトガニ津屋崎個体群の絶滅危機の現状とそれまでの過程」
15:10～15:30 林 修（日本カブトガニを守る会）（曽根産カブトガニの長期変動）
15:30～15:35 休憩
15:35～15:55 原田直宏（日本カブトガニを守る会）「山口のカブトガニ」
15:55～16:15 小池裕子（九州大学）「干潟食物連鎖の中でのカブトガニの特徴」
16:15～16:35 大塚 攻（広島大学）「カブトガニ保全の問題点を探る」
16:35～17:00 総合討論 司会：清水則雄（広島大学）、全講演者
問い合わせ先：
・シンポジウムについては、広島大学 大塚 攻 e-mail：ohtsuka@hiroshima-u.ac.jp tel 0846-22-2362
・会場については、北九州市立自然史・歴史博物館 武石全慈 e-mail：takeishi@kmnh.jp tel 093-681-1011

●砂浜の海浜植物写真大募集！「フィールド図鑑（2）海浜植物」用の写真をお送りください
海の生き物を守る会では、砂浜海岸生物調査を推進するために、
「砂浜フィールド図鑑(2)海浜植物(その 1)」
として、北海道の海浜植物の図鑑を 2017 年 9 月に作成・刊行する予定です。現在、海浜植物の写真を収集し
ていますが、写真をお持ちの方に図鑑への提供をお願いしたいと思います。北海道の砂浜における海浜植物（塩
生植物）の写真をお持ちの方で、提供してもよいと考える方は、ぜひ事務局 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp まで
お知らせください。撮影者を明記の上、図鑑に収録させていただきます。また、「砂浜フィールド図鑑」の海
浜植物シリーズは、今後各地の図鑑を制作・刊行の予定ですので、北海道以外の各地の海浜植物についても、
募集しています。ご連絡ください。
北海道海浜植物として収録予定の種は以下の通りです。既に撮影済みはグレーで示してあります。
1.アイアシ（日本海のみ）、2.アカネムグラ、3.アキノミチヤナギ（ハマミチヤナギ）厚岸湾、
4.アサツキ（エゾネギ）、5.イワノガリヤス（ネムロガヤ）、6.ウスベニツメクサ、7.ウラジロアカザ、
8.ウンラン、9.エゾオオバコ、10.エゾオグルマ、11.エゾカワラナデシコ、12.エゾスカシユリ、
13.エゾスズシロ、14.エゾノカワラマツバ、15.エゾノコウボウムギ、16.エゾノシシウド、
17.エゾノヨモギギク（利尻）、18.オオアブラススキ、19.オカヒジキ、20.オニシバ、21.オニハマダイコン、
22.カワラマツバ、23.キバナノカワラマツバ、24．クシロネナシカズラ、25.クロカワズスゲ、
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26.ケカモノハシ、27.コイチゴツナギ、28.コウボウシバ、29.コウボウムギ、30.コガネギシギシ、
31.コシカギク、32.シカギク、33.シロヨモギ、34.スナビキソウ、35.セイヨウオオバコ、
36.セナミスミレ（イソスミレ）、37.センダイハギ、38.タカネセンブリ、39.チガヤ（フシゲチガヤ）、
40.チャシバスゲ、41.ツタバウンラン、42.テンキグサ（ハマニンニク）、43.トダシバ（ケトダシバ）、
44.ナミキソウ、45.ネナシカズラ、46.ハタザオ、47.ハチジョウナ、48.ハマイ（オオイヌイ）、
49.ハマアカザ、50.ハマエノコロ、51.ハマエンドウ、52.ハマオトコヨモギ、53.ハマダイコン、
54.ハマタイセイ、55.ハマナス（ハマナシ）、56.ハマニガナ、57.ハマハコベ、58.ハマハタザオ、
59.ハマヒルガオ、60.ハマフウロ、61.ハマベンケイソウ、62.ハマボウフウ、63.ハマボッス（渡島半島のみ）、
64.ハマムギ、65.ヒメイズイ、66.ヒロハクサフジ、67.ヒロハノカワラサイコ、68.フタナミソウ（礼文のみ）、
69.ホソバナソモソモ、70.ホソバノハマアカザ、71.マルバトウキ、72.ミヤマヌカボ、
73.ムラサキベンケイソウ

【活動報告】
●吉野川と海が出合う河口干潟の観察会を実施
4 月 29 日土曜日に、日本一の川幅を持つ吉野川河口で、自然観察会を実施しました。とくしま自然観察の
会と吉野川ひがたファンクラブとの共催で行われました。天候に恵まれ、参加者は、多くの子ども達も含めて
約 70 名でした。観察会を行った場所は、吉野
川のもっとも海に近い河口部です。すぐ沖側
では、徳島市内で 4 本目になるという高速道
路の大橋が建設中で、海峡から太平洋に広が
るすばらしい広大な景色が、台無しだなあと
話しながらの観察会になりました。それでも、
潮が引いてくると、河口部の砂州とその前面
の干潟がどんどんと広がっていきました。簡
単な説明を聞いて、採集道具を持ってさっそ
く河原へ降りていきました。砂州は吉野川の

集まって説明を聞く参加者たち
川幅の半分近くに伸びており、中州
に繋がっています。中州は貴重な鳥
の繁殖地にもなっているため、観察
会では立ち入らないことにしていま
す。
三々五々、採集を行う参加者たち。沖
に見えるのは建設中の吉野川高速道
路の大橋
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河口部の干潟と水際付近で採集する参加者たち
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吉野川河口の砂州
とその水際で採集す
る参加者たち

付近には潮干狩りを楽しむ家族連れなども来ています。潮干狩りの狙いは、オキアサリ。ここではアサリは
ほとんど見つからず、地元でハタビとよぶオキアサリが潮干狩りの対象でした。ときどき、大型のハマグリも
獲れています。観察会の狙いは、食べられる生き物に限りません。さまざまな生きものの姿を見ることを目的
に、砂を掘り上げたり、打ち上げられた貝殻を拾ったりして、予定の 1 時間を大幅に超えてしまいました。途
中で雨がぱらつき始めましたが、それも一時、後は晴れ上がりました。観察会の準備など中心となって活動し
ていただいた「とくしま自然観察の会」の井口利枝子さんに感謝します。また、現地でお手伝いいただいた「川
塾」や「ひがたファンクラブ」の皆様にもお礼申し上げます。

この日、観察された動物は、以下の通りです。＊印は、死殻もしくは死んで漂着したもの
魚類：カレイ、ウシノシタ
棘皮動物：マヒトデ＊、カシパン、バフンウニ＊
甲殻類：ケフサイソガニ、ヒライソガニ、モクズガニ＊、ヤドカリ、ニホンスナモグリ

二枚貝：ハマグリ、オキアサリ、トリガイ＊、マガキ＊、イワガキ＊、フジノハナガイ、サトウガイ＊、ム
ラサキイガイ＊、タイラギ＊、バカガイ、オオモモノハナ＊、サクラガイ＊、ミゾガイ＊、アリソガイ＊、
ヤマトシジミ＊、アサリ、オオノガイ
＊、クチベニガイ、クモリザクラ＊
巻貝：マクラガイ、アカニシ、イボニ
シ、ヨメガカサ＊、キサゴ、ツメタガ
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イ、ムギガイ＊、カノコキセワタ、キ
セワタ
多毛類：スゴカイ、チロリ類、イソメ、
スナタバムシ

採集した生きものをまとめて同定し、説明を
聞く参加者たち

●辺野古の埋め立て工事強行

JELF の抗議声明に賛同

4 月 25 日に沖縄県名護市辺野古・大浦湾を埋め立てて、アメリカ軍の基地を建設する工事が強行された。
それには、多くの自然保護団体が反発している。その中で、日本環境法律家連盟（JELF）が抗議声明を発表。
海の生き物を守る会もその抗議声明に賛同団体として参加した。他に国内の 30 団体が賛同団体となっている。

辺野古新基地建設に係る埋立工事の強行に対する抗議声明
2017 年 4 月 28 日
１

日本環境法律家連盟（JELF）

2017 年 4 月 25 日，沖縄防衛局，沖縄県名護市辺野古の新基地建設に向け，沿岸部を埋め立てる護岸工事

に着手した。いったん工事が開始され，大量の石材や土砂などが海に投下されれば，ジュゴンやウミガメをは
じめとする辺野古・大浦湾周辺の貴重な生態系及び自然環境は破滅的な損害を受け，その原状回復は困難とな
る。当連盟は，かかる埋立工事の強行に対し強く抗議する。
２

辺野古の公有水面埋立申請に関して国が行った環境影響評価手続の問題点や，新基地建設が沖縄の民意に

反し地方自治を破壊するものであることは，当連盟が 2016 年 2 月 17 日に発表した「辺野古新基地建設に係る
沖縄県知事の埋立承認の取消しを強く支持し，これに対する国の対抗手段に抗議する意見書」で指摘したとお
りであり，その趣旨は現在でも当てはまる。
2017 年 4 月に行われた世論調査でも新基地建設に対して反対の立場が 60％を超えており，新基地建設は明
らかに沖縄県民の民意に反する。それにもかかわらず，また，現在，翁長知事が国に対して協議を呼びかけて
いるにもかかわらず，これらを殊更に無視し，周辺住民が様々な被害を被る基地の建設を住民の同意なく国が
一方的に強行することは，民主国家としてあるまじき暴挙といわざるを得ない。
2017 年 3 月には，沖縄本島の沿岸で，国内の生息は３頭だけと考えられている絶滅危惧種ジュゴンの新た
な個体の目撃情報があった。当該情報が正しければ，沖縄で繁殖した可能性が高く，絶滅回避に大きな意味を

持つことになる。この点について何ら調査を行わず，不可逆的にその生息地を破壊することになる本件埋立工
事を進めることは，到底許されるものではない。
３

米国政府を被告としてサンフランシスコ連邦地裁に提訴された沖縄ジュゴン米国訴訟においては，辺野古

新基地建設が，National Historic Preservation Act （NHPA

国家歴史保存法）と同等の内容をもつ日本の

文化財保護法において天然記念物に指定されている沖縄ジュゴンに影響するため，NHPA 違反となるか否かが
争点となっている。そして，同地裁は，2008 年 1 月，ジュゴンへの影響を適切に配慮せずに辺野古新基地建
設を進めることは NHPA 上の配慮手続を遵守しておらず，NHPA に違反するとして，米国政府に対し NHPA の遵
守を命じている。
その後，同地裁は，裁判官の交代を経て，原告の請求を却下する判決を下したものの，現在係属中の米国第
９巡回控訴裁判所は，2017 年 3 月に開かれた口頭弁論（Hearing）において，辺野古新基地建設にあたってジ
ュゴンへの影響が適切に配慮されているかについて本案審理の対象とすべきとの積極的な態度を示している。
したがって，今後，改めて，米国政府が辺野古新基地建設にあたってジュゴンへの影響を適切に配慮している
か，NHPA 上の配慮手続を遵守しているかについて審理される予定である。
米国の裁判所において上記のような審理がなされている状況であるにもかかわらず，辺野古新基地建設に係
る埋立工事を強行することは，NHPA の趣旨である文化財保護の見地からも許されるものではない。
４

以上のように，いったん埋立工事が開始され，大量の石材や土砂などが海に投下されれば，辺野古・大浦

湾周辺の貴重な生態系及び自然環境は破滅的な損害を受け，その原状回復は困難となる。それにもかかわらず，
辺野古新基地建設に向け，埋立工事を強行する日本政府に対し，当連盟は，強く抗議する。

以上

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

さしあげます！
向井

◎Diving team Snack Snufkin

下記を希望者に差し上げます（送料はご負担ください）。
宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください。

「Exploring the Nature of Oura Bay and its surrounding area」
2010 年

◎GREEN AGE

日英両語による大浦湾の生物のパンフレット

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

◎杉山恵一監修／自然環境復元研究会編「海辺ビオトープ入門：基礎編」146pp

１部

信山社サイテック刊

2000

（やや汚れあり） 1 部
◎西平守孝「フィールド図鑑
◎向井 宏 論文 別刷り

造礁サンゴ」241pp

余部あり

東海大学出版会刊

1988

1部

「陸域―沿岸域統合系における藻場生態系」
「海域・海洋保護区の効果と現状」

月刊「海洋」2005

環境情報科学

「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」
「干潟・藻場の再生事業：その問題点」

2009

海洋理工学会誌
地球環境

2009

2011

8

◎向井 宏

「第一編

厚岸地方の自然環境 第二章

新厚岸町史（通史編・第一巻）
向井 宏 「同

第四章

厚岸町の植物」

厚岸町の特色ある生態系」

2012 年 残り 1 部
同

2012 年 残り 1 部

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

現在まで257枚、142カ所を調査
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の調査です。昨年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、今年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
142 カ所の砂浜で調査が行われました。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。

ご愛読感謝！「うみひるも」は次号で 200 号を迎えます
とっておきの海の写真やエピソードを、200 号記念にご提供いただけませんか？
ご意見やリクエストも下記でお待ちしております。
メール hirumo@live.jp または、投稿フォーム https://goo.gl/GjWIjL

お知らせコーナー

●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

10

で 10 万筆を超える署名が集められました。しかしながら、
沖縄の民意を無視して辺野古の埋め立て工事が事実上、強
行されています。辺野古現地での反対運動とともに、私た
ちの本土から埋め立て用の土砂を送らせない運動も、今後
重要になってきます。辺野古の美ら海とそこに棲むサンゴ
やジュゴンなどの海の生きものをぜひとも守りましょう。
活動を広めるためにパンフレットを発行しています（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、西日本の 14 カ所の山を削り、辺野古の海の
埋立を強行しようとしています。故郷の山を守り、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。
★ご希望の方は送り先・部数を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

●好評販売中！

ﾑｶｲﾋﾛｼ

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

2．クジラ切手コレクション （9）（10）

立川賢一

11

12

※前々号（197 号）で、クジラ切手コレクション（6）を下部が欠けた状態でお届けし、申し訳ございませんでした。
こちらに再掲載いたします
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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。
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読者からの投稿も大歓迎です。

【北陸】
●富山湾でコノシロが大量に打ち上げ
富山県氷見市の松田江浜に 5 月 7 日、大量のコノシロが打ち上げられているのが見つかった。キャンプ場の
ある氷見市海浜植物園に近い一帯の浜で、散歩に来ていた市民が見つけた。コノシロは数十メートルに渡って
打ち上げられ、海鳥が集まってついばんでいた。コノシロはニシン科の魚で、関東の寿司屋ではコハダとして
食べられている。日本海側ではあまり食用にされてはいない。打ち上がったコノシロは、体長 15～20cm のも
のだという。打ち上がった理由ははっきりしないが、良く打ち上げられるカタクチイワシなどでは、大きな魚
に追いかけられて打ち上がることが多い。ただ、コノシロが大群で打ち上がるというのは、非常に珍しい。氷
見市では、腐って異臭がするのを防ぐため、コノシロの撤去作業を行った。（文責：向井

宏）

【沖縄】
●辺野古基地建設で、強行した埋め立て工事を継続
沖縄防衛局は、4 月 25 日、沖縄県名護市辺野古沖を埋め立てて、新しい米軍基地を作る海上工事を開始し
たが、連休明けには、工事の継続を強行している。護岸予定地の砂浜に置いた砕石を網で包んだものの間を、
粉石で埋める作業を行っている。住民たちがキャンプシュワブのゲート前に抗議の座り込みをしているものを、
機動隊が実力で排除したあと、工事車両が次々と基地内に粉石を運び込み、それをクレーン車で渚に投入して
いる。反対する市民等は、抗議船やカヌーに乗って「工事を止めて」「落とさないで」と抗議の声を上げる中、
工事は続行されている。翁長知事が言明した辺野古の海面埋立免許の撤回が早くなされなければ、海は取り返
しのつかないことになってしまう。
一方、沖縄県は、県が沖縄防衛局へ与えた岩礁破砕許可の期限が切れた 5 月初め、防衛局に岩礁破砕許可の
延長を申請するよう求め、許可がない限り海上工事を行わないよう指示したが、防衛局は地元辺野古漁協に補
償金を支払って漁業権を放棄させ、漁業権のない場合は岩礁破砕許可は不要であるという理屈で、破砕許可の
ないままに工事を続行している。5 月 8 日に水産庁は、防衛局の見解を支持する立場を明らかにした。水産振
興のために岩礁破砕許可を得るように定めた漁業調整規則を、水産庁自ら慣例を無視した見解を出したもので、
安倍内閣の辺野古ごり押しの意向を忖度したものとしか思えない。水産庁は自らの役割を果たすべきだ。
アメリカ軍の幹部からは、辺野古新基地が普天間基地の代替としては機能が足りないという見解がいくつか
出されている。また、ボーリング調査の結果からは、辺野古新基地の地盤が十分の強度をもっていないという
危惧も出されている。これらの見解から、辺野古新基地が建設されても、普天間基地は完全に撤去されない可
能性も見えてきた。普天間基地の危険性をなくすために辺野古の新基地が必要だという安倍政権の言説が、い
かに根拠の無いものかが、徐々に明らかになってきている。そんなことのためにかけがえのない大浦湾・辺野
古の海を埋め立てさせるわけにはいかない。（文責：向井

宏）

【全国】
◆アースウォチ・ジャパンの「野外調査プログラム」公募について
東京に本部を置くアースウォッチ・ジャパンという認定 NPO 法人があります。1971 年にボストンに発足
した Earthwatch Institute(NGO)が、その後オーストラリアや英国に広がる中で、日本でも 1993 年にその支
部として誕生しました。急速に地球環境が劣化する中で、環境保全に関する多様な環境教育などを進める重要
な柱の一つとして、研究者の野外調査をサポートするボランティア市民を募り、野外研究活動の支援と市民の
科学への関心を高める「野外調査プログラム」の公募を行っています。これまでに 1500 人以上のボランティ
アを各地のフィールド調査に派遣しています。
アースウォッチ・ジャパンでは、地道な野外調査を継続的に支援し、より魅力的なプログラムを実施するた
めに、「プログラム検討委員会」が応募されたプログラムへのアドバイスなどを行っています。採択が決まる
と、アースウォッチは関係の企業や諸団体に対し、プログラムへの支援を呼びかけます。本プログラムは、既
存の研究助成とは異なり、調査研究への市民の理解と成果の普及を図ることに重点を置いています。
今年度の募集締め切りは 7 月 20 日（水）です。海の生き物を守る会に関係されている皆さんの中で、各地
での調査研究を、市民との協同の輪を広げながら展開することを重視されている場合には、有効と思われます。
ご関心のある皆さんは、下記のアースウォッチ・ジャパンのホームページなどをご参照ください。
（海の生き物を守る会会員 田中
□ プログラムの詳細

http://www.earthwatch.jp/for_researchers/sac_apply.html

□ 現在協同の調査プログラム
□ 問い合わせ先

克記）

http://www.earthwatch.jp/pj_domestic/index.html

認定特定非営利活動法人アースウォッチ・ジャパン（担当：伊藤雪穂）
〒113-8657 東京都文京区弥生 1-1-1
フードサイエンス棟 4 階

東京大学大学院農学生命科学研究科

tel:03-6686-0300 email:yitoh@earthwatch.jp

URL: http://www.earthwatch.jp/

【北海道】
◆奇跡の自然砂浜海岸オタネ浜を歩く
色鮮やかな海浜植物の花、後背湿地の生物、カシワ天然林など札幌・小樽・石狩に囲まれたオタネ浜を歩き
ます。
日時：2017 年 6 月 18 日（日）
観察地：銭函海岸・オタネ浜

新川河口～石狩湾新港

集合場所・時刻：新川河口駐車場（駐車スペースは広い）10:00 集合～12:00 解散
注意事項：帽子・水を忘れないでください
交通機関：JR 手稲駅北口から「山口団地」行きバスで 10 分。手稲山口団地から徒歩で、新川を左に見て 30
分くらい。
★申し込み・連絡先：後藤美智子

0134-29-3338
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【東北】
◆「みちのくベントス」が創刊
今年、創設された「みちのくベントス研究所」（鈴木孝男代表）から、機関誌「みちのくベントス第 1 号」
が発行されました。創刊号の目次は、以下の通りです。
 みちのくベントス第1号の発刊にあたって
 鈴木孝男：舞根湾の干潟ならびに九九鳴き浜の底生生物群集
 鈴木孝男：蒲生干潟の特徴と重要性
 旗

薫：宮城県内の塩性湿地におけるマサゴハゼの生息状況

 多留聖典：コンボルタ科無腸動物（珍無腸動物門）3種の産出報告
 安野

翔：松島町で採集されたヒメヌマヨコエビの記録

 青木美鈴：夏休みだ、国際的な湿地交流に参加しよう！－韓国の干潟と環境教育活動の事例
 柚原

剛：阿武隈川河口と牛橋河への探訪－カクベンケイガニを求めて－

 著者紹介
 あとがき
★紙媒体による本誌は、発行部数がわずかで会員のみに配布されますが、pdf ファイルは希望者にメール添付
で送ってもらえるようです。希望者は、鈴木孝男さん takaos@miyagi.email.ne.jp までお申し込みください。

【関西】
◆ウミガメ観察会
私たちの住んでいる陸地よりはるかに広い
海で何十年と暮らすウミガメ。その一生の中
で一番の大仕事である産卵。厳しい自然の中
でいかに子どもを残すか。そのためのさまざ
まな知恵と工夫があるんですよ。その生きて
いくための驚くべき知恵や工夫を見つけに、
ウミガメの産卵場所へいっしょに行ってみま
せんか？
日時：2017 年 7 月 1 日（土）～2 日（日）
観察場所：和歌山県みなべ町
集合場所：大阪市役所北側
集合時間：7 月 1 日（土）8:30
解散：7 月 2 日（日）17:00 頃
参加費：11,000 円
※1 泊 3 食・往復バス代を含む
対象：小学 3～6 年生
定員：35 名
説明会：6 月 10 日（土）13:00～15:00
★申し込み：
「ウミガメ観察会」宛に、住所と
電話、FAX、氏名、保護者名、生年月日、学

16

年を書いて、下記まで郵送、FAX、またはメールでお申し込みください。先着順。受け付けた方には折り返し
「保護者説明会」の案内をします。
〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋 1-9-13 ハイム天神橋 202
係宛。または、FAX 06-6881-8103
問い合わせ先：tel. 06-6242-8720

大阪自然環境保全協会「ウミガメ観察会」

または、E-メール office@nature.or.jp
携帯：080-6166-5412（藤田）
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【九州】
◆辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会

第 4 回総会 in 小倉

「どの故郷にも戦争に使う土砂は一粒もない」のスローガンの下、西日本から沖縄辺野古への土砂の搬出を許
さない運動を行っている辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会の総会です。協議会に参加している団体以外から
も、参加を求めています。
日時：2017 年 5 月 27（土）～28 日（日）
会場：北九州市立商工貿易会館（北小倉北区古船場 1-35／tel. 093-541-2184／JR 小倉駅からモノレールで
旦過(たんが)駅下車。改札口を右に出て階段を下り、右に行く。会場は旦過駅の真横。※旦過市場
は京都の錦市場などと並ぶ全国有数の市場）
宿泊：小倉リーセントホテル（小倉北区大門 1-1-17／tel. 093-581-5673／JR 小倉駅から下り列車で隣の「西
小倉駅」下車。西小倉駅南口徒歩 3 分、または小倉駅南口より徒歩約 15 分・タクシー初乗り料金）
プログラム

桜井国俊先生プロフィール

5 月 27（土）
13:00～14:40

辺野古土砂全協第 4 回総会

14:30～ 学習交流集会
15:00～18:00

1943 年静岡県熱海市
生まれ。東京大学卒、工
学博士。沖縄環境ネット
ワーク世話人。

開場・受付

学習交流集会（会場：多目的ホール）

①基調講演「辺野古・高江の基地建設と

東京水俣病を告発する
会など多くの市民運動に
関わる。

やんばるの森の世界自然遺産登録は両立するのか？」
講師：桜井国俊先生（沖縄大学名誉教授）
②講演-2「生物多様性から見た辺野古土砂問題」
湯浅一郎（辺野古土砂全協顧問）
③特別報告「辺野古新基地建設と港湾労働者の立場」
糸谷欽一郎（全国港湾労働組合連合会委員長）
④質疑応答（桜井先生と湯浅さんのトーク含む）
18:30～ 交流会

（会場：菅原会館

貿易会館隣）

5 月 28（日）
08:00～13:00

WHO や JICA の環境
専門家として多くの途上国で働く。青年海
外協力隊の環境教育隊員の育成に 25 年にわ
たり関わる。東京大学客員教授、沖縄大学
教授、沖縄大学学長などを経て現在沖縄大
学名誉教授。
翁長知事が設置した第三者委員会の委員
として辺野古埋立承認の法的瑕疵を解明。

辺野古埋立て用土砂搬出予定地・曽根干潟視察

08:00 ホテル出発。バスで、土砂搬出予定地と曽根干潟の視察。13：00 小倉駅で解散
案内：八記久美子（北九州連絡協議会）・北九州野鳥の会・曽根干潟を守る会（予定）
主催：辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会
現地受入団体：辺野古埋め立て土砂搬出反対北九州連絡協議会

※申し込み方法などは次ページ参照

★申し込み：参加ご希望の方は、参加申込書各欄に〇印を付けて 5 月 18 日必着で、
受付担当の八記久美子まで、E-mail

nmatchan@ms8.megaegg.ne.jp

か FAX か郵送でお申し込みください。

お支払い（諸経費は申込書ご参照）は、総会会場受付で受領させていただきます。
八記久美子 〒803-0816 北九州市小倉北区金田 1-3-32-308

tel.FAX 093-571-7567

携帯 080-1730-8895
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※FAX か郵送の場合は、このページをプリントアウトして、以下を切り取ってお使いください

----------------------------------------------------------------

切り取り

-------------------------------------------------------------------

辺野古土砂搬出反対全国協議会

第４回総会参加申込書

空欄に〇印をつけ、合計金額を記入してください
宿泊費（朝食付)
参加費

交流会費

１０００円

土砂搬出地・曽根

リーセントホテル

干潟視察バス代

７０００円

１５００円

３５００円

合

※ 交流会にはお酒や肴の持ち込みＯＫです。地酒や焼酎等のご持参、大歓迎です。

お 名

前

ご 住

所

都

府 県

TEL
E メール

FAX
@

計

タテジマイソギンチャクが洞門にいた！
タイトルをみると何のことか？と思うでしょうね。洞門は京
都大学瀬戸臨海実験所の“北浜”の西のはずれにある大きな穴
で、自然の芸術作品です。北浜ではその辺りから潮間帯が岩礁
になっていて、海の生物を守る会でも何度か磯観察をして頂い
ている所なので写真で見た方もあるやもしれません。洞門は田
辺湾の入口にあたりますが、そこの岩礁に、タテジマイソギン
チャクが、ぽつんとこの 3 月下旬にいたのです。
このイソギンチャクは色彩変異がとてもはげしく、和名に付
けられている縦縞の数が色々です。写真の個体は 12 本あるタ
イプで、4 タイプの内の一つです。この種は全国どこへ行って
も内湾にいますので、皆さまもきっと見たことがあるかもしれ
ませんが、縞が全くない個体だとちょっとわかりづらいです。
しかし、体をしっかり押してみると、白い糸のようなものが体の後端部からたくさん出ます。これが本種の別
の特徴です。これは攻撃用に使うその名も槍糸と言います。せっかくですから、この個体もしっかり体を押し
て槍糸を出させてから撮影すればよかったですね。それで、本日撮影し直しに行ってみましたが、移動したよ
うです。この 1 カ月の間にどこまで移動したか今後また探してみます。12 本の縦縞が頼りです。
ところで、北海道の厚岸湖という大きな厚岸湾の最奥部では、毎年のようにこの種を夏に小生は見ました。
ここ和歌山県の田辺湾でも最奥部の内之浦という干潟に行くと、厚岸湖と同様に、カキ殻に多数のこのイソギ
ンチャクが密集して付着しています。これらはクローンで、無性生殖でできた自分のコピーが寄り集まって生
活しています。ならば洞門の個体はぽつんといたのですが、どこからどうやって住み着いたのでしょうか？
それは、幼生が偶然流れてきて、ここに定着して、ずっと住み続けられているのでしょう。
この種について悲壮な話があります。同種といえども血縁が異なると死闘があります。つまり、違う相手と
認識すると、大きなキャッチ触手で相手を攻撃します。この触手は通常のものから変化させたもので、中に含
まれる毒針の種類も通常とは異ならせ攻撃用に武装させます。一種のなわばり争いでしょうが、同じ要求をす
るもの同士、助け合い譲り合わず争うのです。このことは実は生物の１原則とも言われていますが、人間と違
って、ここが生物の悲しい性なのです。え！人間だって同じだとは決して言わないでくださいね。イソギンチ
ャクレベルにおとしめられた霊長類になり下がってしまいませんか？

脳もない肛門もない動物仲間ですよ。

生命の樹の根元に位置する原始的な動物です。
ところでキャッチの意味ですが、違う相手に付着し、その部分を壊死さえて殺してしまう毒の塊なのです。
そういえば、昨今、ちまたで毒を使った同族殺人がありましたけれど、それほどの即効性はこの毒にはなさそ
うですが、じんわり殺すのもむごいですね。
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6. 有明海と三陸の水辺から（54）

田中 克

アースウォッチ・ジャパンの野外調査プログラム
地球全体の人口が今なお増加し続けるとともに、富める人々のあくなき経済成長と暮らしの利便性の追求に、
すでに 1.5 個分を超える地球がないことには普通に暮らしていけない状況といわれています。それは、多くの
人々が最低限度の生きる権利さえ享受できない事態の深刻化を意味しています。著しい貧富の差の拡大は必然
的に戦争を発生させ、環境を著しく劣化させる負のスパイラル状態に陥っているといえます。このような人間
の“横暴”や“無能”は、地球上に共に生きる多くの生き物を絶滅の危機に陥れ、他の生き物からは「自身の未来
を自ら閉ざしつつある自殺行為」と嘲笑されているのではないでしょうか
地球環境問題のこのような深刻化に歯止めをかけ、今を生きる自分達自身だけでなく未来世代の存続や幸せ
のために、多様な環境保全の調査・研究が進められていますが、環境問題は研究者のみで解決できるわけでは
ありません。できるだけ多くの市民が研究の重要性や地道な現場調査の必要性を理解し、その成果を普及させ
る中心的な担い手になることが不可欠と言えます。京都市にある国の総合地球環境学研究所では、地球環境問
題は人間の在り様そのものだとの認識のもとに、文理融合的な学際研究が進められてきましたが、最近では研
究成果を政策に反映させて現実の問題を解決するには、多様な関係者（ステークホルダー）との協同が不可欠
との考えより「超学際研究」が展開されつつあります。

一方、研究者の野外調査に市民が参加し、研究活動への理解や地道で中長期的な現場データの蓄積に貢献で
きることを実感する機会を提供している NGO があります。その一つが東京に本部を置くアースウォッチ・ジ
ャパンという認定 NPO 法人です。環境保全に関する多様な環境教育を進める重要な柱の一つとして、研究者
の野外調査をサポートするボランティア市民を募り、野外研究活動の支援と市民の科学への関心を高める「野
外調査プログラム」の公募を行っています。これまでに 1500 人以上のボランティアを各地のフィールド調査
に派遣しています（写真１）。近年では、「プログラム検討委員会」が応募されたプログラムへのアドバイス
などを行っています。アースウォッ
チは関係の企業や諸団体に対し、プ
ログラムへの支援を呼びかけ、市民
ボランティア参加の野外調査の実
現を進めています。
アースウォッチ・ジャパンのプロ
グラム検討委員会は、日本らしい野
外調査を支援するために、１）陸と
海をつなぐ領域、２）人間と野生生
物の境界線の変動、３）種にかかわ
る領域、４）日本の自然観に基づい
た領域を、当面の重点に定めていま

写真１ アースウオォッチ・ジャパン

す。地球温暖化や東日本大震災に関

が進めるグリーン復興干潟調査風景
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わるプログラムでは 10 年を超える中長期的な支援が重視されています。筆者らのグループが 2011 年 5 月よ
り続けています「気仙沼舞根湾調査」も、アースウォッチ・ジャパンの支援を受け、2015 年より「気仙沼・
舞根湾に蘇る生き物たちに学ぶモニタリング調査プロジェクト」を進めています（写真２）。毎回、二人の研
究者による講義、現場調査のサ
ポート、サンプルの処理作業の
サポートとともに、夕食をはさ
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んでの多様な参加者の懇親を
通じて、野外調査の楽しさや難
しさへの理解が深まりつつあ
ります。

写真２

気仙沼舞根湾調査に

おいて桁網によって採れた
稚魚の説明を受ける参加者

7. ミニフラスコ実験で地球環境を知る（4）横濱康継
※小・中学生向けエッセイ

第1章

地球温暖化と CO2（二酸化炭素）：光合成とは、呼吸とは、化石燃料とは

第2章

化石燃料を燃やすと：呼吸と燃焼、呼吸と光合成の測定、楽しいミニ実験で知る

←今ここ

第 1 章 地球温暖化と CO2（二酸化炭素）

化石燃料とは
人類は大昔から森林や草原の植物を燃やして、生活に必要な熱や光などのエネルギーを得ていたのですが、
18 世紀の後半にヨーロッパで産業革命が始まると、大型の機械や乗り物をつくるのに必要な燃料として、石
炭がたくさん使われるようになったのです。
石炭も燃やすと熱や光を発生するので、木材や枯草などと同じような燃料と言えそうですが、色は黒くて石
のようにかたいのです。そのため、日本でも「石炭」と呼ばれるようになったのですが、この燃料はなぜ石の
ようにかたくて真っ黒なのでしょうか。
私たちの祖先が昔から使っていた木炭も、真っ黒なのですが、石炭より軽くて、のこぎりでかんたんに切る
こともできます。木炭も石炭も黒いのは、炭素と呼ばれる黒い元素のかたまりだからです。そして炭素は森の
木の葉が光合成をいとなんで空気から取り込んだ二酸化炭素（CO2）の成分（C）なのです。そして木炭も石
炭も原料は森の木（樹木）なのですが、それらの木の育った時代がちがうのです。

木の葉が光合成をいとなむと、まずブドウ糖が合成されますが、ブドウ糖が長くつながると、私たちの栄養
にもなるデンプンができます。同じようにして、木の幹や枝の材料になるセルロース（繊維）もできます。木
の幹や枝を家や家具の材料にする私たちにとって、セルロースは大切な物質なのですが、木や草にとっては、
自分たちの体の主成分なのです。
セルロースもブドウ糖と同じように炭素（C）・水素（H）・酸素（O）が原料の化合物ですが、木の幹を
かわかしてから炭焼きがまで焼くと、ほとんど炭素だけが残った黒い木炭になります。石炭も最初の材料は木
の幹など、つまり炭素・水素・酸素が原料のセルロースのかたまりなのですが、そこから水素と酸素が抜け出
して、ほとんど炭素だけのかたまりになるためには、数百万年から数千万年という、炭焼きとはくらべものに
ならないほどの長い時間がかかっているのです。そしてその舞台は深い地下なのです。
CO2 を吸収し O2 を発生するタイプの（酸素発生型）光合成をいとなむ生物として、地球上にはじめて現れ
たのは、紫色をした藍藻（ランソウ）というこまかな（単細胞の）藻です。そして藍藻が生まれたのは、30
億年ほど昔の海の中だったのですが、藍藻の子孫として生まれたこまかな緑色の藻が、今から 4 億年ほど昔に
上陸し、コケ類やシダ類そして花を咲かせる種子植物にまで進化したのです。
石炭の原料になったのは、陸上で森林を形成したシダ類や種子植物の丈夫な幹などですが、それらは枯れる
と、地下に埋もれたあと、積み重なった土や岩の重みや微生物のはたらきなどで水素（H）と酸素（O）をう
しない、ほとんど炭素（C）だけの黒い石のようなかたまりになるのです。このようにしてシダ類が石炭に変
わり始めたのは、今から 3 億年前ごろ、そして今から 2 億年前ごろには、種子植物も現れて石炭に変わりはじ
めたのです。そのため、石炭になったのは数百万年・数千万年そして数億年前に茂っていた森林の木だったと
言えるのです。そしてそれほど長い期間にわたって深い地下や岩山の中で押しつぶされてきたため、石炭は木
炭と同じように黒く見えても、くらべものにならないほどかたいのです。一方、木炭は炭焼きがまで焼かれる
直前まで森林で茂っていた木の幹や枝だったのです。そのため、細いものは手で折ることもできるし、太くて
ものこぎりで簡単に切れるのです。
つまり木炭は少し古いものでも数年前には森を茂らせ、光合成をいとなんでいた木が材料になっているので
すが、石炭の材料は数百万年から数億年も昔に茂っていた木が材料なのです。そのため色や形は似ていても、
木炭の炭素（C）は数十年前から数年前まで生きていた木が吸った二酸化炭素（CO2）の成分なのに、石炭の
炭素（C）は数百万年前から数億年前という、くらべものにならないくらいの大昔に生きていた木が吸った二
酸化炭素（CO2）の成分だったと言えるのです。
木炭でも石炭でも燃やすと CO2 が発生すること、そして C は木炭や石炭の材料になった植物が光合成に利
用するために空中から吸収した CO2 の成分だということは変わりません。けれども、石炭の材料になった植
物の茂っていた時代が数百万年前から数億年前という大昔だったということが大問題なのです。石炭は大昔に
生きていた生物の変身である化石が見つかるような地下から掘り出されるので、化石燃料と呼ばれるようにな
ったのですが、同じように化石燃料と呼ばれている石油や天然ガスは、石炭になった植物よりはるかに古い時
代に生きていた生物の変身なのです。
地球が生まれたのは、40 億年前より古い時代で、約 30 億年前には CO2 を吸収して O2 を発生するタイプの
光合成をいとなむ植物プランクトンが生まれましたが、それより少し古い時代からさまざまな微生物が海中で
生活していたのです。それらの生物が死後に海底に埋もれて変化したのが石油や天然ガスなので、石炭よりも
はるか大昔に生まれ始めたと言えるでしょう。
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30 億年前頃に出現した藍藻は、さまざまなミクロな藻類（植物プランクトン）へ進化したため、海中での
光合成はさかんになり、海底での石油や天然ガスの発生もさかんになったのです。つまり石油や天然ガスは、
石炭よりはるかに古い時代に生まれ始めた先輩格の化石燃料なのですが、これらの先輩たちは、海水に溶けて
いる CO2 を光合成に利用したため、それを追いかけるようにして、大気中の CO2 も減少したのです。つまり
石油や天然ガスは、何億年も前から地球の CO2 を減らすという役割をはたしながら増えた化石燃料なのです。

<つづく>

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



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
「みちのくベントス第 1 号」（16 ページで紹介）を早速、拝読しました。干潟レポートに登場する「ナギサノシタタリ」という名前に心
ひかれ、即検索。しずくのような美しい巻き貝の画像が現れました。確かにしたたっている！秀逸なネーミングです。「ヒモイカリナ
マコ」も気になって検索したら、「ヒモイカリナマコツマミガイ」という、ナマコの体内に潜って暮らす不思議な寄生貝の画像が。そう
いえば、みちのくベントス研究所の鈴木孝男先生に初めてお目にかかったのは、まさに今回、田中克先生がご紹介くださっている
アースウォッチ・ジャパンの調査ボランティアとして東北の干潟にお邪魔した時でした。そこでは、まつ毛のような触手を動かすウ
ミイサゴムシにびっくり仰天。海の生き物は本当に多種多様で、興味が尽きません。今号は、和田恵次先生ご提供の表紙ですし、
「うみひるも」も彩り豊かになりました。ありがとうございます！次号はキリ番の 200 号です。ぜひ皆さんもご参加ください。（ちよ）

2 ヶ月に 1 回の頻度で、上関の自然を守る会の人々のお手伝いで、大型プランクトン・稚魚の調査に上関まで出かけている。大
学を退職したあとは、観察会を除くとフィールドへ行く機会はすっかり減ってしまった。2 ヶ月に 1 回ではあるが、海へ出るとストレス
がなくなって、心が洗われる。風が吹けば船は揺れるし、冬は冷たい風に吹かれ海水をかぶるので、けっして楽しいことばかりで
はないが、それでも自然の中に身体を溶け込ませる心地よさは、何物にも代えがたい。5 月も上関の海に船を出した。世界でも
5000 羽しかいないという国際的な貴重種であるカンムリウミスズメに 2 回出会った。合計 6 羽の成鳥だった。朝方まで降っていた
雨も上がり、午後から強風が吹くという予報もはずれ、おだやかな海を見つめ、カンムリウミスズメを観察し、楽しい一日だった。こ
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の海に原発を作りたいという人たちがいることが信じられない。フクシマの事故があっても、なお作りたいというのは、何故なのだ
ろうか。人間の強欲は底知れない。（宏）
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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。
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