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「今月の海」

天橋立海岸（京都府宮津市）

天橋立は、日本三景の一つとして有名な観光地である。全長 3.6km の砂州が宮津湾と阿蘇海を隔てて
いる。砂州の幅はもっとも狭いところで 20m、最大で 170m ある。砂州上にはクロマツが生え、いわゆ
る白沙青松の景観を作
っている。この松林の大
部分は自然林である。
1955 年に若狭湾国定公
園に指定され、現在は丹
後天橋立大江山国定公
園に含まれる。昔から名
勝の地として知られ、平
安時代の歌「大江山 生
野の道の遠ければ
だ踏みも見ず

ま

天橋立」

にも詠まれている。世界
文化遺産登録の運動も

あるが、最近は砂浜の減少が続き、砂州の維持も突堤の建
設によってなされており、写真（下）に見るように、ノコ
ギリのような砂州になっている。この原因は、砂の供給が
河川や海岸線のコンクリート化によって絶たれたことが大
きいと思われる。

（2009 年 4 月 28 日

向井 宏撮影）
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【活動予定】
●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、世界自然遺産への登録に向けて働きかけが行われてい
ます。世界自然遺産に登録されるのは森林を中心とした陸地のみですが、推薦地に含まれなかった海などには
価値がないので
しょうか。
今回は奄美大
島の自然を作り
上げる川や海な
ど水が作用する
場所に焦点を当
てて学び、世界自
然遺産という制
度について学ぶ
場としたいと思
います。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、一緒に考えて
みませんか。
※詳細は次頁
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日時：2017 年 6 月 10 日（土）13:30～18:00
場所：奄美市名瀬公民館金久分館（電話 0997-53-5699）
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
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」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など

●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ご参
加くださり、嘉徳海岸のあり方を考
えてみてください。
日時：2017 年 6 月 11 日（日）
13:00～15:00 雨天中止（少雨実施）
場所：鹿児島県大島郡瀬戸内町
嘉徳海岸
集合：嘉徳公民館 13:00
参加費：無料
申し込み：不要
持ってくるもの：濡れても良い靴、
帽子、筆記用具、弁当、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 ／後援：自然と文化を守る奄美会議

●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。
日時：2017 年 7 月 22 日（土）10:30～23 日（日）09:00 雨天中止（少雨実施）
場所：上関町長島田ノ浦海岸（上関原発予定地）
集合：上関町四代港駐車場
参加費：大人 4000 円程度、子ども 2000 円程度（宿泊費／食費含む）
★申し込み：高島美登里 FAX:0820-62-0710 midori.t@crocus.ocn.ne.jp 先着 30 名、7 月 8 日〆切
準備するもの：懐中電灯、濡れても良い歩きやすい靴（山道を歩き、海岸でも歩きます）、水着（昼間の
海水浴のために）、天候によっては雨対策も必要です。
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●（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
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 環境省（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表示------------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、
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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、
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】
●鎌倉市材木座海岸で砂浜海岸生物調査研修会を実施
5 月 27 日（土）に鎌倉市の材木座海岸の砂浜で、海岸生物調査の研修会を行いました。心配した雨も降ら
ず五月晴れの快晴で、24 名（＋スタッフ 4 名）の参加がありました。詳しい報告は次号で行います。

●間違った自然保護活動に警告

サンゴ移植で要望書を提出

近年、自然保護意識の高まりに伴い、さまざまな自然再生や保護活動が行われている。市民のボランティア
活動や企業による CSR 活動も盛んに行われるようになった。しかし、残念ながら、これらの活動には誤った
理解に基づく活動がしばしば散見される。「うみひるも」178～182 号でも、ウミガメの保護活動の問題点に
ついて、田中雄二さんが解説したように、科学的に誤った理解で行う活動や環境教育が、しばしば逆の結果を
もたらしたり、安易な自然の理解を引き起こしたりすることがある。

海の生き物を守る会は、今回、沖縄などで行われているサンゴ礁再生のためのサンゴ移植の問題点を、CSR
活動を行っている企業に理解を求める要望書を提出した。提出先は、サンゴ移植事業を行っている「チーム美
らサンゴ」に参加している企業（名護パイン園、ヤマハ発動機、沖縄タイムズ、川崎重工、沖縄海邦銀行、イ
サム塗料、カシオ計算機、琉球放送、沖縄ヤマト運輸、住友化学、沖縄電力、全日空、パディ・アジア・パシ
フィック・ジャパン、オリオンビール、ダイバー、アップフロントグループ、ダイワロイヤル）である。要望
書は以下（次頁）の通り。要望書の内容については、これら企業だけでなく、ボランティアとしてサンゴ移植
に協力している個人や、移植ツアーに参加している人にも、ぜひ読んで貰いたい内容です。
本件関する連絡先：海の生き物を守る会運営委員

大久保奈弥 nokubo@tku.ac.jp
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株式会社 ○○○○○○御中
2017/05/21
貴社が CSR の一環として行っているサンゴの移植・植え付けに関する要望書
海の生き物を守る会 代表・北海道大学 名誉教授 向井宏
6

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

貴社の環境保全活動に対する平素のご貢献に深く敬意を表します。一方で、サンゴ礁再生活動に対するご貢献について
お願いがございます。
貴社が参加されているチーム美らサンゴは、沖縄県恩納村において、サンゴの植え付けによるサンゴ礁再生活動を行ってい
ます。その活動目的には「美しいサンゴの海を復活させるため」「サンゴ礁生態系が再生するよう支援しています」と書かれてい
ます。しかし、これまでの様々な科学的知見により、サンゴ片の移植・植え付け（以下、移植）によって、サンゴ礁生態系が復
活することはきわめて期待薄であることが明らかになっています。
例えば、２０１４年に工事が着手された那覇空港滑走路増設事業では、環境保全措置として大規模にサンゴが移植されて
いますが、つい先日行われた第７回同事業環境監視委員会の資料によれば、既に移植サンゴの８割強が死亡したエリアも
ありました。同様に、沖縄県ではサンゴ礁を復活させようという目的のもと、何十年にもわたり、大規模なサンゴ移植事業が幾
度も行われてきました。しかし、移植されたサンゴの多くは死亡し、サンゴ礁生態系は復元できていません。つまり、サンゴの移植
でサンゴ礁は再生できず、その多くを保全することができないことは明らかな事実なのです。
しかしながら、サンゴ礁の自然再生事業に関わってきた行政と研究者は、移植サンゴが順調に育って産卵したなど、移植技
術の発展や新たな生物学的知見といったポジティブな面ばかりを公表し、移植サンゴの多くが死亡したこと、その手入れに莫
大な費用がかかること、移植によってサンゴ礁が再生できないこと、これらネガティブに聞こえる事実をほとんど公表しません。そ
のため、企業は、それらのポジティブな情報だけを受け取って、サンゴの移植でサンゴ礁生態系が再生できると誤解され、支援
を続けられておられるように思います。
ひいては、そのようなポジティブな宣伝により、沖縄県における辺野古大浦湾や泡瀬干潟の埋め立てといった、サンゴ礁を破
壊する開発において、そこに生息するサンゴを移植さえすれば環境保全への配慮がなされているという認識へと繋がってしまっ
たことも否めません。
また、サンゴ植え付けイベントへの参加者は、「美しいサンゴの海を復活させるため」や「サンゴ礁生態系が再生するよう支援し
ています」という貴社の言葉によって、サンゴが復活するという幻想を抱き、善意の気持ちでボランティアもしくはお金を払って、サ
ンゴの移植活動に参加しています。しかし、植え付け事業でサンゴ礁生態系の再生ができないという事実が明らかになれば、
これまでお金を払って参加したダイバーや修学旅行等で移植苗づくりに参加した教育機関等から批判を受ける恐れもあり、逆
に「環境保全を理解していない企業」というイメージを世間から持たれ、本来のＣＳＲの目的である社会貢献にならない可能性
が高いことも配慮されてよいかと存じます。
沖縄本島の海域に生息する多くのサンゴは、度重なる高水温や陸域由来の汚染によってダメージを受け減少しています。そ
のような環境では、いくらサンゴの移植をしたところで、サンゴは生き残ることはできません。現時点では、サンゴの移植が自然再
生に効果的な手段とは言えないのです。

そこで、我々は、貴社の CSR の一環であるサンゴ植え付け活動に対して、以下の 2 点を求めます。

１）「サンゴ礁生態系の再生のため」に植え付けするという明らかに事実誤認の文言は、一般の人々に誤解を与えかねないの
で削除されること。
２）サンゴの植え付けで維持できるエリアはあくまでも小規模であることを明記し、大規模なサンゴ礁生態系が再生するかのよう
な誤解を人々に与えないよう配慮されること。

また、貴社はこれまでに植え付けを行ったサンゴの生残率を調査されておりますが、例えば、２００４年に移植したサンゴが現在
どの程度生き残っているのか、長期的な生残率を測定されることもお願い申し上げます（調査により、サンゴの保全活動におけ
る貴重なデータになるものと思っております）。

最後に、今後、サンゴ礁保全に対する貴社のご貢献の対象を、陸域由来の海洋汚染の防止や、今あるサンゴ礁の保護と
いった、現時点で最も効果的で、実現可能なサンゴ礁再生支援に向けられることを是非ご検討くださることを切に望みます。
本件に関してご説明が必要な場合には、科学論文等の資料を持ってお伺いすることもできますので、ご遠慮無くお申し付け
下さい。まずは、必要な資料２点だけ同封させて頂きます。
末筆ながら、貴社のますますのご発展をお祈り申し上げます。
敬具

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

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。
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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

8

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 （11）（12）

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。
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読者からの投稿も大歓迎です。

【国際】
●植物プランクトンが年 1％ずつ減少

温暖化の影響は深刻

海の生きものの食料を光合成で支え、二酸化炭素を吸収し、酸素を供給している海の植物プランクトンが過
去 100 年の間、徐々に減少し、その速度は世界の平均で一年に 1％とかなり速いことがカナダの研究者らによ
って明らかになった。論文は 5 月 29 日付の科学誌「ネイチャー」に掲載された。原因は地球の温暖化などに
よる海水温の上昇が主とみられている。気候変動が地球の生態系に極めて深刻な影響を与えていることが明確
になった。調査は 1899 年から 2008 年までの世界各海域で調べられたクロロフィル濃度約 50 万件を集めて分
析した。世界の 10 海域のうち、とくに南極や北極のようにもともとプランクトン濃度が高い海域では、減少
率も高く、さらにプランクトン濃度の低い熱帯域では、植物プランクトンの減少が生態系に与える影響も大き
いと推定された。平均年 1％という減少率は、今後の地球の生態系や食物連鎖に与える影響は極めて大きいと
心配される。近年の世界的な漁獲量の減少傾向と関係があるかどうかは不明だが、その研究も待たれる。
（文責：向井

【全国】
●サザエが新種だった

宏）

常識は再検討すべき

サザエは日本人によく食べられている巻き貝で、学名は Turbo cornutus として知られてきた。ところが、
岡山大学の福田宏准教授によると、この学名は中国産のナンカイサザエに当てはまるもので、イギリスの貝類
学者 Reeve が 1948 年に日本のサザエを誤って T. conutus と同定していた。その後、日本の研究者らは、Reeve
に従っていた。福田准教授は、あらためて日本のサザエを調べ直したところ、Reeve の間違いに気づいた。そ
の結果、日本のサザエはまだ学名のついていない新種であると結論づけられ、あらたに Turbo sazae Fukuda,
2017 と名付けられた。かつて外国人によって同定された日本の生物には、誤りもかなり見受けられるが、こ
れほど親しまれてきた日本の貝が、新種であったとは、驚きである。サザエさんもびっくり。
（文責：向井

【近畿】
●千里の浜にウミガメ保護施設を建設

宏）

みなべ町

和歌山県みなべ町の千里の浜は、アカウミガメが多数上陸産卵する砂浜として全国的にも知られているが、
この浜にみなべ町が研究者の調査や一般の観察者を受け入れる施設を建設することとし、9 千万円の予算を町
議会に提案した。計画では今年夏に工事に取りかかり、今年度中に完成予定となっている。現在は、地元の人
の所有する木造平屋の建物が日本ウミガメ協議会の関係者らの調査や保護活動に使われているが、老朽化して
いることから、みなべ町が国の地方創生拠点整備交付金約 4200 万円を利用して、町の施設として整備するこ

とになった。新施設は約 200 ㎡の建物とし、展示・学習室にウミガメに関するパネル展示などを行うとともに、
付近を通る熊野古道の紹介も行い、観光施設としても使う予定のようだ。調査・保護活動の関係者が寝泊まり
する宿泊室とシャワー室も設ける予定。（文責：向井

【中四国】
●ウミガメ上陸に備えて浜に立ち入り規制

宏）
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日和佐大浜海岸

徳島県美波町日和佐の大浜海岸では、アカウミガメの上陸シーズンが始まり、美波町では、5 月 20 日から
大浜海岸への一般人の立ち入り規制を始めた。規制は 8 月 20 日まで続く。期間中、砂浜への立ち入りは午後
7 時半より禁止され、海岸前の道路も午後 8 時から通行止めとなる。午前 4 時に規制は解除される。町は規制
内容を示した看板を周辺に設置し、浜の前にある「日和佐うみがめ博物館カレッタ」の職員らが観光客等に注
意する。ウミガメの観察は希望者には認められるが、保護監視員の指示に従って、産卵中と産卵後の穴埋めに
限って観察できる。アカウミガメの上陸産卵はこれから本格的に始まる。（文責：向井

宏）

【九州】
●猛毒のヒョウモンダコが福岡県沿岸で次々発見さる
福岡県沿岸では、今年になって猛毒を持つヒョウモンダコが次々と発見されており、注意が必要だ。見つか
ったのは福岡市西区の能古島と糸島市の芥屋漁港。昨年も福岡県沿岸ではヒョウモンダコが見つかっているが、
今年も発見が相次ぎ、海水温の上昇にともない、ヒョウモンダコ分布が北上し、現在では九州北部にも定住す
るようになった可能性もある。ヒョウモンダコは、体長が 10cm ほどの小さなタコで、豹のような模様をもち、
興奮すると青いリングが身体のあちこちに浮き上がって見える。唾液腺にはフグ毒と同じテトロドキシンを持
ち、噛みつかれると呼吸困難から心肺停止に至る可能性もある。福岡市は海浜公園に注意を喚起する文章を張
り出した。地球温暖化はあらゆる面で人間の生き方に悪影響を与えるが、それが人間のなせるわざであるとい
う認識が無いのではないか。（文責：向井

宏）

●「水銀水俣条約」が 8 月に発効
環境省の山本公一大臣は、水銀による環境汚染や健康被害の防止のための「水銀に関する水俣条約」
が、8 月 16 日に発効する見込みになったことを発表した。締約国が 50 カ国を越えて、条約の規定条件
を満たしたため。水俣病という過酷な公害を経験した日本から地球規模での水銀被害防止がようやく国
際的に取り組まれることになった。山本環境相は、記者会見で「我が国は貴い犠牲の上に貴重な経験を
している。条約を通じて水銀の怖さを各国に広めたい」と述べた。条約には、水銀をもっとも多く使用
しているアメリカ、モンゴル、中国も加わっている。日本は 23 番目に締約国になった。日本は水銀汚染
防止法・改正大気汚染防止法を整備して 8 月 16 日の条約発効日に施行される予定である。これらの法律
により、ボタン電池や体温計などの水銀使用製品の製造・貿易が 2020 年までに原則禁止となる。石炭火
力発電所では、水銀を多量に使用しているが、排出規制がかかり、水銀の採掘から廃棄まで厳重な規制
がかかることになる。あの水俣病を経験した日本が、条約発効まで法律の施行をしなかったのは何故な
のだろうか。政策の反省に基づいて、もっと早く徹底した対策を採るべきではなかったのだろうか。
（文責：向井 宏）

●アカウミガメの上陸が始まる

富田

宮崎県新富町の富田浜では、5 月 15 日早朝にアカウミガメが上陸産卵した。今年初めての上陸産卵で
あった。野生動物研究会新富班の人々によってさっそく卵は掘り出され、浜にある孵化場へ移動し埋め
られた。狸や狐による食害を防ぐためという理由のようであるが、卵の移動など人為的な取り扱いにも
大きな問題があることは、この「うみひるも」誌上※でも、田中雄二さんによって詳細に指摘されたと
ころ。多くの海岸で同じような問題を抱えた取り組みがなされている。保護を目的とする活動は、もっ
と勉強をした方が良いのではないか。（文責：向井 宏）
※編注： 178～182 号。「うみひるも」バックナンバーは当会ホームページにあります

●指宿市でハイイロゴケグモを確認

沖縄への土砂搬出は危険

鹿児島県指宿市（いぶすきし）西方で、特定外来生物の毒蜘蛛「ハイイロゴケグモ」の雌 2 匹が発見
された。指宿市では初めての確認となる。ハイイロゴケグモは、特定外来生物に指定され、噛まれると
痛みがあり腫れ、発熱などの症状が出るという。市では素手でさわらないように注意を呼びかけている。
鹿児島県では各地ですでにハイイロゴケグモの存在が確認されており、大隅町などの採石場から沖縄の
辺野古へ埋め立て用の土砂が運ばれる予定になっている。ハイイロゴケグモに限らず、外来生物の付着
が心配されており、鹿児島から沖縄という異なる気候帯への外来生物の伝搬は、沖縄の生態系に大きな
影響を与えかねない。鹿児島県は、外来生物が付着していないと確実に確認できるまでは、土砂の搬出
を認めるべきでない。土砂を搬出するなら、沖縄県の生態系への影響について、鹿児島県は責任を取ら
ねばならないだろう。（文責：向井 宏）

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

【国外】
◆バヌアツ共和国にジュゴンを見に来ませんか
バヌアツへジュゴンに逢いに来た新婚さんに密着取材しました。下記の映像をご覧ください。
バヌアツのジュゴン状況が良く分かります。このジュゴンと一緒に泳げる海、守らねばなりません。
https://www.youtube.com/watch?v=GCgsZo_Atzo

【関東】
◆2017 年度第 1 回ふれあい自然観察会

バヌアツの土山裕誉さんより

コアジサシと浜辺の生きものに会いたい！

さわやかな潮風を浴びながら、浜辺の生きものを観察してみませんか？ 市の鳥「コアジサシ」に出会える
かもしれません！
日時：2017 年 6 月 24 日（土）9:00～12:00 雨天中止
集合：8:50
解散：12:00

海浜病院前（千葉市美浜区磯辺 3）
検見川の浜（美浜区磯辺 2）

定員：40 名 ※多数の場合は抽選。小学生 3 年以下は保護者同伴
費用：50 円（保険料）
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持ち物：筆記用具、帽子、長靴など濡れても平気な靴（ビーチサンダルやかかとのない靴は不可）、雨具、飲
み物、お持ちの方は双眼鏡、ルーペ
★申し込み：電子申請、ファックス、往復はがきのいずれかの方法にて、お申し込みください。
以下 1 から 7 の内容を明記の上、ご送付ください。2017 年 6 月 12 日（月）必着。 1.「ふれあい自然観察会
参加希望」2.住所 3.氏名 4.年齢 5.電話・ファックス番号 6.参加人数（計 5 人まで可）7.返信先
申し込み先：千葉市環境保全課

FAX：043-245-5553

※電子申請手続きページなどは下記リンクから。

https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/sizen_fureai29_1.html
往復葉書：〒260-8722

【関西】
◆堺浜自然観察会

千葉市中央区千葉港 1 番 1 号

千葉市環境局環境保全部環境保全課

初夏の海辺で生きものしらべ（友海ビーチ）

大阪湾生き物一斉調査として、人工海岸に戻ってきた生き物を調べます。主催：大阪自然環境保全協会
共催：神戸港湾空港技術調査事務所、大阪港湾・空港整備事務所、大阪湾みまもりネット
日時：2017 年 6 月 10 日（土）

雨天実施

場所：大阪府堺市堺 2 区生物共生型護岸「友海ビーチ」
集合：12:00 南海本線「堺」駅西口ロータリー

または

13:00 現地

※昼食は済ませて集合してください

交通：南海本線「堺」駅西口から無料送迎バスを運行します。マイカー駐車場所はお申し込み後に案内します。
解散：15:00 頃

現地または 13:30 頃「堺」駅西口

対象：小学生以上どなたでも（中学生以下は保護者同伴）
定員：30 名（先着順）
参加費：大人 200 円、小中学生 100 円（保険代ほか）
持ち物：水筒、濡れても良い運動靴・長靴かマリンシューズ（サンダル裸足は不可）、帽子、タオル、できれ
ば膝まで水には入れる格好で。こどもは着替えがあった方が良い。
★申し込み：参加者全員の(1)名前(2)フリガナ(3)年齢(4)住所(5)電話番号(6)PC からのメールを受けられるメー
ルアドレスを記入し、標題を「6/10 友海ビーチ観察会申込」としてメールで申込み sakai2ku@nature.or.jp
1 週間以内に折り返し参加可否を連絡します。返信のない場合は、お問い合わせください。6 月 5 日締め切り
問い合わせ：大阪自然環境保全協会内「堺浜自然観察会」係 06-6242-8720

【中四国】
◆スナメリウオッチングと枇杷狩り

上関

上関白浜港チャーター船でスナメリウオッチングしながら祝島へ。枇杷狩り、食べ放題という小イベント。
参加されたい人ご一報くださいな！ 宿泊も可能です。上関の自然を守る会のお泊まり所あり。翌日はカンム
リウミスズメのウォッチングに参加も可能です！

主催：上関の自然を守る会

日時：2017 年 6 月 10 日（土）
集合：10:00 室津港
プログラム
10:00 室津港

→原発予定地視察とスナメリウオッチングをしながら 11:00 祝島到着

11:00～12:30 ビワ狩リと昼食
12:30～13:00DVD 観賞

14

13:00～14:30 自由行動
14:30 祝島出発
16:00 室津港到着
★申し込み先：高島美登里 090-8995-8799 Fax 0820(62)0710

midori.t@crocus.ocn.ne.jp
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「いのちのふるさと海」に関する 2 冊の本出版のご案内
●森里海を結ぶ（１）「いのちのふるさと海と生きる」（花乱社）
●森里海を結ぶ（２）「女性が拓くいのちのふるさと海と生きる未来」（昭和堂）
東日本大震災から 6 年数ヶ月が経過しました。全国民が共有した震災の経験はしだいに風化し、何事もなか
ったかのような日常が蔓延し始めています。しかし、福島第一原子力発電所崩壊の事後処理が進まないばかり
か、福島県から各地に避難された人々への言われなき差別や子供たちへのいじめに代表されるように、深刻さ
を増すこの国の現状や行く末が大変懸念されます。
2013 年以来東日本大震災に関わるシンポジウムが、
（一社）全国日本学士会の主催により、毎年開催されて
きました。それらのシンポジウムの講演録や特別寄稿として会誌「ACADEMIA」に寄稿された多様な原稿を
「いのちのふるさと海と生きる」を軸に組み立て、その根底に流れる「森里海のつながり」を基本にした、震
災復興を乗り越え真に持続可能なつながりの価値観を築き直す 2 冊の本が 5 月末に誕生する運びとなりました。

東日本大震災は、いのち、ふるさと、海、ともに生きることを、根源的に考え直す必要を私たちに問いかけ
ました。1 冊は男性ばかりによる『森里海を結ぶ（１）「いのちのふるさと海と生きる」（花乱社）』であり、
もう 1 冊は女性ばかりによる『森里海を結ぶ（２）
「女性が拓くいのちのふるさと海と生きる未来」
（昭和堂）』
です。
これら 2 冊の本には、多様な分野の皆さんから理念と実践の両面にわたる多くの示唆に溢れる原稿が寄せら
れました。2 冊の本の概要（タイトル）は次頁の通りですが、陸と海の不可分のつながりを基調に、陸と海の
結節点である水際の深刻極まりない現状とその解決への提言などが多く含まれています。ぜひ、一人でも多く
の皆さんにお読みいただき、海の生きものと私たちの続く世代の幸せにつながればと願っています。
（海の生き物を守る会会員 田中 克 記）

『森里海を結ぶ（１） いのちのふるさと海と生きる』（田中

克編、花乱社）

はじめに「いのちのふるさと海と生きる」が問いかけるもの

田中

克

人類の遠い祖先を海に訪ねて 私たちは魚である

西田

睦

環太平洋文明から日本の未来を見据える「命の水」の循環

安田喜憲

第1章

第2章

生物の進化と文明の歴史をみつめる

海抜０メートルから海辺の暮らしをみる
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「青い」海を守りたい

向井

里海 Satoumi から見た未来

松田

宏
治

海遍路 黒潮源流域に幸せの原点を探しに

山岡耕作

環境 x 暮し＝未来 シーカヤックはタイムマシン

八幡

暁

つながりの時代を拓く「森里海連環学」

田中

克

気仙沼舞根湾からの発信 防潮堤といのち

横山勝英

第３章「森里海連環学の」時代 津波の海と共に生きる未来

第４章「森は海の恋人」は海を越えて
第５章

畠山重篤

学生・大学・経済・行政も連携して

若者が描く「有明海塾」の挑戦

有明海塾

森から海までのつながりの科学と教育

山下

自然資本経済の勧め 日本モデルが世界を救う

谷口正次

洋

自然の恵みを将来にわたって享受していくために
「つなげよう、支えよう森里川海プロジェクト」の取り組み
あとがき

中井徳太郎

いのちと命 未来世代へのメッセージ

田中

『森里海を結ぶ（２）女性が拓くいのちのふるさと海と生きる未来』
（下村委津子･小鮒由起子･田中
はじめに

克

克編、昭和堂）

下村委津子・小鮒由起子

行き交う人のふるさと－気仙沼からハワイを旅して

松永智子

故郷の海、有明海

井手洋子

海を懐かしく思うわけ－京都の老舗に生まれて

鈴鹿可奈子

ドキュメンタリー映画『赤浜ロックンロール』で描く三陸浜の心意気
～海がみえねえじゃねぇか、バカヤロー！～
森の採譜

小西晴子
丹治富美子

「森と水政策課」があるまち
――鈴鹿山脈から琵琶湖まで流域でつながる東近江市の地方再生

山口美知子

「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトとつながろう

中尾文子

水を巡る地球環境安全保障－水・エネルギー・食料ネクサス

遠藤愛子

環境問題の本質としてのいのち

下村委津子

その自然環境を守りたいという気持ちが生まれる場所

白幡美晴

あとがき

田中

森から海を想う－いのちのつながり

克
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アメフラシの連鎖交尾
南紀白浜で春の使者といえばアメフラシが思い浮かぶ。アメフラシを漢字で書くと、雨降らしで、その名の
由来は、海中で色のついた液を噴出する行動がまるで黒雲が立ち込める様を連想させるからである。この紫の
液は外敵に襲われた時の煙幕であり、かつその液が外敵にとってまずく、襲撃防止効果がある。アメフラシの
名のもうひとつの由来は、雨天時、特に梅雨時にアメフラシが集合することによる。
日本産アメフラシの多くは体長が 15 cm 程度だが、大きなものは 30 cm を超えるので、仔ウサギの大きさ
程になることもある。一方、英名や中国名だと、海のウサギで、頭部の 2 本の突起をウサギの耳に見立てたも
のである。勿論、ウサギは海には棲まないが、アメフラシは海産の軟体動物で、その中でもウミウシ類の仲間
である。従って、貝殻もないと外見上は見えるものの、実は薄い小さな貝殻が背中側に 1 個だけ名残っている。
普段、水深数 m の浅瀬を
這い回り、海藻などを食べて
いる。優れた嗅覚があるが、
興味深いのは雌雄同体で、頭
の方に雄生殖器、背中に雌生
殖器官を持つ。写真で示した
のは連鎖交尾で、4 個体が横
並びに繋がって交尾中なの
である。前方個体の雌の器官
に、後方の個体が雄の器官を
挿入し、複数個体が連続して
繋がっている。端の個体は白
色が強く、その反対の真っ黒
な個体もいる。体色の変異は
白浜では大きい。

2017 年 4 月中旬、白浜町瀬戸漁港で、4 個体が同時に交尾中の、
色とりどりのアメフラシ

交尾後は、海素麺と呼ばれる黄色く細長いものを卵塊として巻き上げて岩などに産み付ける。1 個体が産む
卵の数は数万で、約 2 週間で孵化し、幼生を経て海底生活に移り、成長・成熟する。寿命は 1～2 年。

7. 有明海と三陸の水辺から（55）

田中 克

「いのちのふるさと海と生きる」未来を拓く
東日本大震災は、いのち、ふるさと、海、共に生きる意味を根源的に見つめ直し、陸に住む私たちが忘れか
けていた海の大きな存在やかけがえのないふるさとを思い起こす機会になりました（写真１）。私たちの究極
のふるさとは海であり、「いの
ちのふるさと海と生きる」未来
を拓く必要性を痛感しました。
巨大な地震と津波は、地球上の
多くの生きものの中で、現代人
は変動する環境に適応するこ
とを放棄し、安易に環境を変え
る（支配する）ことによって、
生き残りを図る唯一の例外的
生物になりつつあることへの
警鐘となりました。それは、霞
ヶ関の冷暖房の効いた人工空
間の中で思いつく政策で、氷点
下や灼熱の環境のなかで自然
とともに懸命に生きようとす
る震災現場の人々の近未来を

写真 1 東日本大震災によって崩壊した気仙沼舞根湾奥部の

決めてしまい、天災の悲劇の上

養殖カキの処理施設

に人災とも言える困難を上塗りする現実として各地に現れています。

震災後に多くの人々の命を救ったのは山から流れ出る水でした。いのちの源である水は、平和や幸せの根源
でもあると言えます。水循環が損なわれれば作物や家畜などの食料生産はたちまち滞り、そこには不可避的に
争いが生まれ、戦争へと広がります。私たちが幸せに心豊かに生きる源である自然は、未来世代から借り受け
たものである以上、壊した自然を修復し、元に戻すことが今を生きる私たちの責務といえます。そのためには、
全ての価値判断基準を未来世代の幸せ最優先に切り替えることが求められます。

福島県下のいくつかの町では除染が進み、避難先からの帰還が解除されつつあります。6 年前に住み慣れた
ふるさとを多くの人々から一瞬にして奪うことになった福島第一原子力発電所の崩壊。除染によって放射性物
質のレベルは低下し、「命」に別状はないから帰還してもよいと言われても、簡単に喜んで帰れるのでしょう
か。今後の津波対策のために、ここには巨大な防潮堤を造ったので、「命」は保障できますと国や県に言われ
ても、コンクリートの壁に囲まれた環境（写真２）で人間らしく心豊かに暮していけるでしょうか。そこには
物理的な「命」以上に大切な「いのち」が存在することへの認識や配慮は一切ありません。「ふるさと」とは
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物理的「命」をはるかに越
えて、人と人、人と自然、
それらを時間で結ぶ文化
などが統合されて初めて
息づく「いのち」が輝く場
所だと思われます。“いの
ちのふるさと海と生きる”
とは、そのようなことだと
言えるのです。
2013 年以来東日本大震
災に関わる シンポジウム
が、（一社）全国日本学士
会の主催により、毎年開催
されてきました。その講演
写真２ 命を物理的に守り海も見えるとの名目で造られた“窓”付き

録や特別寄稿として会誌
「ACADEMIA」に寄稿さ

巨大防潮堤（宮古市）

れた多様な原稿を「いのち
のふるさと海と生きる」を軸に組み立て、その根底に流れる「森里海のつながり」を基本にした、震災復興を
乗り越え真に持続可能なつながりの価値観を築き直す 2 冊の本が 5 月末に刊行されました。1 冊は男性ばかり
による『森里海を結ぶ（１）「いのちのふるさと海と生きる」（花乱社）』であり、もう 1 冊は女性ばかりに
よる『森里海を結ぶ（２）「女性が拓くいのちのふるさと海と生きる未来」（昭和堂）』です※。これら 2 冊
の本が共鳴して、つながりの価値観が広がることを願っています。

※編注：詳細は p15-16 に紹介

「うみひるも」に掲載する海の生き物の写真
や情報をお持ちの方、是非ご連絡ください。
メール hirumo@live.jp

／投稿フォーム https://goo.gl/GjWIjL
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8. ミニフラスコ実験で地球環境を知る（5）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

第 2 章 化石燃料を燃やすと
呼吸と燃焼
植物は光合成をいとなんでつくり出したブドウ糖を原料にして、いろいろな物質をつくり出し、体の材料に
しています。光合成では二酸化炭素（CO2）と水（H2O）とを光エネルギーを利用して結びつけ、ブドウ糖
（C6H12O6）などを合成するのですが、つくられたブドウ糖などには、きまった量の光のエネルギーが結びつ
いています。そして光合成をいとなんだ植物や植物を食べた動物などは、ブドウ糖やブドウ糖から変化したさ
まざまな物質に結びついたエネルギーを利用できるのです。私たちの体は、寒い冬でも 36℃ぐらいですが、
これは食物の分解で放出されたエネルギーのためです。つまり私たちの体を温めているのも、その源は太陽光
のエネルギーなのです。
呼吸は 36℃前後というヒトの体温よりはるかに低い温度の場所でも、さまざまな生物によっていとなまれ
ています。けれども、燃焼は、まきや木の枝葉が燃えるような高い温度でなければ起きません。呼吸と燃焼は
まったく別のできごとのように見えますが、化学記号（C・H・O など）を使って書くと、ちがいがわかりま
せん。そして同じ量のブドウ糖やセルロースが原料なら、発生するエネルギーの量も同じになります。ただエ
ネルギーの形が、呼吸なら私たちの体内のカロリーなどとして発生するのに、燃焼では強い光や非常に高い温
度の熱として現れるのです。

呼吸は、ダイズやアズキのようなマメ類のタネでも、水に漬ければいとなみはじめ、やがて芽を出します。
私は大学院の学生だったころ、植物のタネが芽を出す（発芽の）しくみを研究テーマとしてえらび、その方法
のひとつとして、水に漬けられたタネがいとなみはじめる呼吸を測定することにしました。

植物は種類ごとに芽を出す場所や時期にとくちょうがあります。農作物でも同じなので、自然界の植物分布
を調べたり、よい農作物を得たりするための研究にとって、発芽のしくみは大切な研究テーマなのです。けれ
ども私が大学院生だったころまで、タネの発芽のしくみについての研究はあまり進んでいなかったのです。
私たちの研究室では、ガラス器（シャーレ）内に流した寒天の床に 100 つぶのタネをまき、それらがたくさ
ん芽を出すための温度や光の当てかたを調べていたのですが、そのためには芽を出す（発芽）まで何日も待た
なければならないのです。動物は、私たちが与える温度・光・音・食物などのちがいに対して、いろいろな行
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動で答えてくれるでしょう。けれども、植物のタネの行動は発芽するかしないかだけです。若かった私は、そ
のようなタネのプラスかゼロかという行動を何日間も待つことができなかったのです。そんな私がふと気づい
たのは「呼吸」という行動です。寒天の上にまかれたタネは、生きていればかならず呼吸するはずです。発芽
を「する」「しない」という行動でしか答えられないタネでも、水を吸った直後から「呼吸」を開始するので、
その量（呼吸量）がどのように変わってゆくかを調べればよいのではと思い始めたのです。

<つづく>
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9．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。

10．編集後記
田中先生のエッセイにあった「私たちが幸せに心豊かに生きる源である
自然は、未来世代から借り受けたものである以上、壊した自然を修復し、
元に戻すことが今を生きる私たちの責務といえます」という言葉に強く共
感しつつ今号も感動のうちに編集作業を終えました。ただ、前号での呼び
掛けに反響がなく、記念号の投稿特集をお届けできませんでした。双方
向媒体を目指していましたが、方針転換が必要かもしれません。引き続き、
ご意見ご感想をお待ちしています。新たに編集を担当してくださる方も募
集中です。投稿フォーム（P19）は、非公開のご連絡にも使えます。写真は、
先日訪れた伊予大島の天然海岸。愛媛の砂は黄色っぽいです。（ちよ）

海の生き物を守る会のメールマガジン「うみひるも」は、今号で 200 号を迎えました。ほぼ平均して年間 20 号の頻度で配信してき
ました。最初の頃はすべて私一人でやっていたので、いつまで続くか心配しながらでした。でも、いろんな人に出会って、「いつも
読んでいますよ」とか、「頑張っていますね」などと声をかけられることが多くなり、励まされてきました。そのうち、瀬戸内千代さん
に編集を手伝っていただけるようになりました。瀬戸内さんには、ボランティアの仕事をご自分の仕事の合間に続けていただき、し

かも原稿を書く私のわがままを聞いていただいて、本当に助けていただきました。200 号を出すに当たって、あらためて瀬戸内千
代さんに感謝をいたします。これからもできる限り続けていきたいと思っていますが、私も瀬戸内さんも、それぞれの理由で限界
があります。できればもっとお手伝いを引き受けていただける人のお申し出を、二人とも首を長くして待っています。来月は、海の
生き物を守る会が設立されてちょうど 10 年になります。今後とも、「うみひるも」のご愛読とご協力をよろしくお願いいたします。
（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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