
 

1 

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

「海の生き物を守る会」メールマガジン No. 206  2017. 10. 1（日） 

Association for Protection of Marine Communities (AMCo) 

Homepage：http://e-amco.com/   
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「今月の海」 辺塚海岸（鹿児島県肝属郡肝付町）  

 九州の南端大隅半島の岸良港の南、太平洋に一の谷川が流れ込むところに、ポケットビーチのように存在す

る砂浜。国道からも離れている海岸で貴重な自然海岸だったが、残念ながら公共事業による工事が行われ半自

然海岸となってしま

った。砂浜上部に砂止

めの栗石を詰めた蛇

籠が置かれ、後背の松

の植林地と遮断され

ている。スナガニの巣

穴が多いが、シマワス

レ、タマキガイを除け

ば、貝殻の打ち上げも

少ない。海浜植物帯は一部に存在するが、

そこでは外来生物法で生態系被害防止外

来種に指定されたアメリカハマグルマが

広がっている。近くでは、北限の木生シダ

のヘゴの自然群落があり、亜熱帯に近い気

候帯にある砂浜海岸である。 

（2016 年 11 月 20 日 吉崎和美氏撮影） 

http://e-amco.com/


 

2 

  目次  

「 今 月 の 海 」 辺 塚 海 岸 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 

1. 「海の生き物を守る会」の活動について・・・・・・・・・・・2 

2. 「クジラ切手コレクション」（23・24）立川賢一・・・・・・・・・6 

3. 海の生き物とその生息環境に関するニュース・・・・・・・・・8 

4. 海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報・・・・・・・9 

5. 「有明海と三陸の水辺から」（61）田中 克・・・・・・・・・・11 

6. 事務局便り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

7. 編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

 

 

【活動報告】 

●砂浜フィールド図鑑（2）『北

海道の海浜植物』を発行 

 海の生き物を守る会では、先の砂浜フ

ィールド図鑑（1）『日本のハマトビム

シ類』に続いて、自然保護助成基金のプ

ロ・ナトゥーラ・ファンドの助成によっ

て、「北海道の海浜植物」を 9 月末に発

刊しました。掲載種数は 54 種で、主要

な種はほぼ網羅しています。海の生き物

を守る会の会員で、図鑑をご希望の方に

は、1 部無料でお送りしますので、

hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 向井まで

お知らせください（申し訳ありませんが、

送料をご負担ください）。また、会員外

でも希望者には、1 部 200 円でお送りし

ます（「お知らせコーナー」参照）。 

 

 

★なお、当会では今後、各地域での海浜

植物図鑑を発行予定です。各地の海浜植

物の写真を提供していただける方は、お

知らせください。  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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さしあげます！ 

 

下記書籍・CD・DVD を希望者に差し上げます（送料はご負担ください）。 

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

 

 

◎第 7 回自然環境保全基礎調査「浅海域生態系調査（干潟調査）報告書」2007 年環境省自然環境局 

生物多様性センター p.235 出現種リスト付き CD 版 残り 10 部 

◎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 

◎International Symposium on Integrated Coastal Management for Marine Biodiversity in Asia. 

2010/1/14-15 Kyoto  DVD 版   残部あり 

◎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 

◎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 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 造礁サンゴ』241pp 東海大学出版会刊 1988 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 1 部 

 向井 宏 「同 第四章 厚岸町の植物」 同 2012 年 残り 1 部 

 

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

 

CD／DVDお貸しします！ 
 

下記を視聴したい方にお貸しします（送料はご負担ください）。コピーも可。 

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

 

◎2017 年 6 月 10 日開催シンポジウム「奄美の森と海のつながり」DVD 3 枚 

  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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●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。そこで、「砂浜フィールド

図鑑」を発行しました。シリーズ 1 冊目は、どの浜

辺にも必ず見かけるハマトビムシ類の図鑑です。 

 

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）。 

 

 

 

 

 

 

 

●砂浜フィールド図鑑（２）『北海道の海浜植物』 

 

 砂浜フィールド図鑑シリーズの 2 冊目として、「北海

道の海浜植物」を刊行しました。 

 

A5 判 56 ページ。1 冊 200 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）。 

 

 

 

★以上、ご希望の方は次ページの申し込み方法 

をご覧ください。 

 

 

  

 お知らせコーナー 
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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は、生物多様性を誇る沖縄県名護市の大浦湾・辺野古沖の埋立に反対して、

「辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会」に参加し

ています。安倍政権は、沖縄県内からの土砂だけ

では埋立ができないことから、西日本各地の 14

カ所以上の山を削り、21,000,000 ㎥の土砂を沖縄

に運び、辺野古の海の埋立を強行しようとしてい

ます。 

 協議会ではこの埋立用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。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

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。土砂搬

出反対の署名も現在、新しい用紙でさらに多くの

署名を集めています。署名活動にご協力をお願い

いたします。署名用紙は、以下のウエブサイトからダウンロードできます。 

http://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaikaikaigi/901henoko/p01065.pdf  

 

辺野古の美ら海とそこに棲むサンゴやジュゴンなど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）。1 部 500 円をカンパとしていた

だいています。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と部数を hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 向井 宏までお知らせください 

 

 

 

 

 

 

冊子代金＋送料のお振り込み先：ゆうちょ銀行 

 九二八店 普通 0284839（記号番号 19230-2848391）ムカイヒロシ 

http://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaikaikaigi/901henoko/p01065.pdf
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．クジラ切手コレクション （23）（24）   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。 

 

 

【北陸】 

●100 ㎡で 12kg の漂着物 プラスチック類が 9 割 氷見市海浜 

 富山県氷見市の海浜植物園前とその近くの海岸で、氷見市窪小学校の児童が海辺の漂着物調査を行った。

富山県と環日本海環境協力センターの主催で開かれた催しで、同時に富山市や高岡市、韓国、ロシアなどで

も行われている。児童約 100 人と県、市、センターなどの職員などが参加し、漂流物を拾い集めて、プラス

チックや金属など 8 種類に分類し、個数と重量を測定した。その結果、100 ㎡の区画内で、12kg の漂着物が

集められたが、そのうち、9 割がプラスチック類と発泡スチロールであった。プラスチック類は、分解せず、

小さく壊されて鯨やイルカ、海鳥類、魚類などに餌と誤って食べられ、死亡させることが知られており、さ

らに小さなマイクロプラスチックが海水中に無数に漂い、プランクトンに食べられ、それが大型動物に食べ

られることにより、同様の結果を招くことが判っているが、マイクロプラスチックは今後増える一方で、近

い未来の海の生きものにとって危険なそして切実な問題となっている。各地で海辺のゴミの清掃がボランテ

ィア活動として行われているが、ゴミ清掃だけでは問題は解決しない。プラスチックを使わない、捨てない

人間の生き方が問われている。（文責：向井 宏） 

 

【九州】 

●北九州でカブトガニのシンポ開催 

 干潟の生きもののシンボルとも言えるカブトガニは、瀬戸内海西部と九州北部の干潟だけに生息している。

そして、戦後の開発によって干潟が減少・消滅することによって、カブトガニも各地で絶滅・減少が報告さ

れている。カブトガニとそれに象徴される干潟を守るためのシンポジウムが、9 月 24 日に、北九州市立自然

史・歴史博物館（いのちのたび博物館）で開催された。主催は、広島大学の大塚攻教授。当日は、100 名以

上の参加者があり、熱心に研究発表などを聞いた。シンポジウムでは、環境省閉鎖性海域対策室の坂口隆氏

と海の生き物を守る会の向井宏が、瀬戸内海の水質・干潟の現状や、世界の干潟についての基調講演を行い、

その後、福岡県津屋崎（秀野真理氏）、北九州曽根干潟（林修氏）、山口県（原田直宏氏）、広島県（大塚

攻氏）などのカブトガニの現状について報告があり、日本のカブトガニについての DNA 解析の結果（小池

裕子氏）などについての説明があった。最後に清野聡子氏によって保全活動のあり方の提言を受けて、総合

討論では、干潟とカブトガニの保全について、連携して対応していこうと提案された。 

 シンポジウムの前日は、北九州の曽根干潟で、日本カブトガニを守る会（高橋・林・早川氏）の案内でカ

ブトガニの観察を行い、12 名が参加。干潟の表面を歩くカブトガニ幼生を見つけて歓声を上げた。カブトガ

ニの生活史では、産卵の場所としての砂浜と幼生の生活する干潟、そして、未成体が生活するアマモ場、さ

らに成体が生きている浅海という多くのバラエティに富んだ環境が必要であることを、このシンポジウムで

学ぶことができた。（文責：向井 宏）  
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【関東】 

◆秋の海岸植物観察会 

 観音崎でイソギク、アシタバ、ソナレマツムシソウなどの海岸植物を観察しましょう。 

日時：2017 年 10 月 7 日（土）10:00～12:00 ※雨天決行 

場所：観音崎公園ボランティアステーション 

定員：50 名（申込み順） 

参加費：500 円  

主催：観音崎公園指定管理者 観音崎公園パートナーズ 

持ち物：はきなれた運動靴、飲み物 

★申し込み：電話で参加者全員の氏名・年齢・住所・電話番号を下記までお知らせください。 

保険加入のため、10 月 4 日までにお申し込みください。 

問い合わせ：観音崎自然博物館（神奈川県横須賀市鴨居 4 丁目 1120 番地）TEL 046－841－1533 

 

【関西】 

◆チリモン自然観察会 

 あなたの街にチリモンがやってくる♪ 

日時：2017 年 11 月 23 日（木祝） ※雨天実施 

 午前の部 9:45 受付開始、10:00 スタート 

 午後の部 13:30 受付開始、14:00 スタート 

（解散は、午前の部 12:00 頃、午後の部 16:00 頃） 

場所：大阪府枚方市（ひらかたし）サプリ村野 環境保全研修室（枚方市村野西町 5-1） 

アクセス：京阪電鉄交野線村野駅から徒歩 10 分、星ヶ丘駅から徒歩 10 分 

対象：幼児からを対象としていますが、大人のみの参加も歓迎。小学校 2 年生以下は保護者の同伴が必要 

参加費：中学生以上 500 円、4 歳～小学生 300 円 

※保護者の方の付添い、見学にも参加費が必要です。保護者の方もぜひ一緒にご参加ください 

定員：午前の部、午後の部 各 30 名（先着順）11 月 16 日締め切り※定員に達し次第終了 

★申し込み：参加者全員の（1）名前（2）ふりがな（3）年齢、代表者の（4）住所（5）電話番号（6）パソ

コンからのメールを受け取れるメールアドレス（7）午前の部または午後の部のいずれかを記入し、表題を

「11/23＜午前または午後＞チリモンさがし申込み」として、メールで申込み chirimon@nature.or.jp 

※1 週間以内に折り返し参加可否を連絡しますので、連絡のない場合はお問い合わせください 

問い合わせ：大阪自然環境保全協会内「11 月 23 日チリモン自然観察会」係 06-6242-8720 

 

【九州】 

◆和白海岸探鳥会 

日時：2017 年 10 月 8 日（日）9:00～12:00 

集合場所：JR 香椎線和白駅前の和白公園集合（福岡市東区和白 3 丁目 8−1） 

http://www.city.hirakata.osaka.jp/0000000900.html
mailto:chirimon@nature.or.jp
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「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 

主催：日本野鳥の会福岡支部 

参加費：日本野鳥の会の会員 100 円、一般 300 円 

持ち物：筆記用具と観察用具 

連絡先：山本 092-606-0012 

 

◆和白クリーン作戦と自然観察 

日時：2017 年 10 月 28 日（土）15:00～17:00 

集合場所：和白干潟海の広場（東区和白 4 丁目）※駐車場なし、西鉄唐の原駅から徒歩 5 分 

主催：和白干潟を守る会 

参加費：無料 

連絡先：田辺 090-1346-0460 

 

◆第 29 回和白干潟まつり 

 和白干潟まつりは、和白干潟を守る会が 29 年前から和白干潟の大切さを多くの市民の方々に知っていただ

くために企画した自然観察会主体のお祭りです。和白干潟まつりは年 1 回、渡り鳥が飛来する季節に、干潟に

親しみ貴重な生態系を守ってゆく機運を高めようと「和白干潟を守る会」と「グリーンコープ生協ふくおか福

岡東支部」の共催で開催しています。望遠鏡を何台も設置したバードウオッチング、干潟の生き物観察、植物

観察、自然あそびなど、専門家の指導する観察会や、写真展、パネル展、バザーやステージプログラムなど盛

りたくさんのイベントが用意されています。秋の日曜日、子どもさんと一緒に干潟の自然を楽しんで見られま

せんか。 

日時：2017 年 11 月 19 日（日）11:00～15:15 

場所：和白干潟・海の広場（雨天の場合は近くの和白 3・4 区公民館） 

連絡先：mail yamanouchi-y@mub.biglobe.ne.jp 携帯 090-8412-2663  

mailto:hirumo@live.jp
mailto:yamanouchi-y@mub.biglobe.ne.jp
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高校生による韓国順天湾の干潟視察 

 韓国西南岸域には広大な干潟が発達しています。かつての氷期には日本列島と陸続きとなり、わが国では有

明海にしか生息しない特産種を生み出した“ふるさと”と言える場所です。全国的に干潟の大規模な埋め立て

が進行する中、南部の順天市の前面に広がる干潟は、今韓国はもとより世界から大きな注目を集めています。

順天市の東隣りの麗水市で 2012 年に国際海洋博覧会が開催され、その際、広島大学名誉教授の松田治先生の

もとで学位を取得された全南大学伊良湖教授の案内で、初めて順天湾の干潟域を視察し、その光景に圧倒され

感動しました。順天湾は、有明海の諫早湾とほぼ同規模ですが、ここには徹底的に干潟とその周辺を保全して

町を元気にする、対極の世界が広がっていました（写真１）。 

 

写真 1 順天干潟を高台から臨む：円形状に成育するヨシ 

 

 笹川平和記念財団 海洋政策研究所は、2016 年度より「海洋教育パイオニアスクールプログラム」を立ち上

げました。筆者がこの間、森里海のつながりを基本視点に、有明海の再生を進める中で連携を深めて来た福岡

県立伝習館高校（生物部顧問：木庭慎治教諭）が幹事校を務め、大分県立日田高校と熊本県立岱志（たいし）

高校が連携して、森と里と海のつながりを軸とした新たな海洋教育が試みられています。その一環として、夏

休みを利用して 3 校合同による有明海の干潟体験が行われ、さらに 7 月 29 日から 31 日には、生きものが激

減する有明海とは対称的に、多くの干潟の生きものが保全され、マナヅルなどの渡り鳥の数が増え続けている

6. 有明海と三陸の水辺から（61）     田中 克 
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順天干潟の視察旅行が実現しました（写真２）。あいにく直前の九州北部豪雨の影響で日田高校からの参加は

担当の先生のみとなりましたが、13 名の高校生と

1 人の大学生（卒業生）が参加し、順天干潟を中

心に、その後背地に 2013 年に設置された国家庭

園の視察が行われました。現地視察の説明には、

全南大学伊先生に当たっていただきました。 

 

 

写真２ 順天市職員の韓さんより干潟の保全の

経緯や問題点を聞く高校生たち 

 

 広大なヨシ群落の中には木道が設置され、その足元の干潟にはシオマネキやムツゴロウが身近に観察できま

す（写真３）。木道の先の高台からは順天干潟の全貌が見渡せ、干潟、周辺のヨシ群落、その後背の水田が連

続していました。こうした自然保全を

図る順天のお米は人気が高く、干潟の

漁業とその後背地での農業が相互補

完的に成り立つ姿が印象的でした。最

近では、順天干潟で越冬するマナヅル

などの渡り鳥が増え、干潟のそばの水

田は、渡り鳥のための無農薬による米

作りの場となっています。さらに、順

天湾に注ぐ川の下流域一体を順天市

が買い上げ、広大な「国家庭園」（写

真４）を配置し、今後一切の開発の手

が伸びないようにされています。干潟

再生と保全の歴史を説明してくださった順天市職員の韓さんによると、さまざまな工夫により、毎年干潟と庭

園には合わせて 500 万人が訪れ、地域の経済は豊かになり、今後はさらに市民の心が豊かになることを目指し

ていると話されました。初めての海外旅行を経験した生徒さんたちは、有明海と異なる自然の保全を目の当た

りにして、それぞれに自然との共存の道へ

の思いを新たにされたに違いありません。 

 

 

 

 

 

 

写真４ 韓国初の国家庭園：広大な敷地に

30 数カ国の庭園が配置されている  

写真３ ヨシ群落の中に設置された木道から見える

干潟のシオマネキとムツゴロウ 
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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 

 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 

 編集作業中に調べたい用語があり、環境省の「日本の外来種対策」というサイトを見ました。「生態系被害防止外来種リスト」に

は 200を超える生き物の名前が並んでいて、その約 4分の 1が魚類です。ギルやバーチやバスなど、いかにも外来種！という魚

に交じって、ペットショップで見かける魚名もちらほら。飼い主が自分の都合で、「むしろ幸せだろう」なんてつぶやきながら野外に

放しているのでしょう。先日（9 月 29 日）の NHK のウェブニュースも、香川県の園児たちが金魚の稚魚を河川に放流したことを、

悪びれもせず、ほほえましい話題として報じていました。うちの近所の用水路にも、色彩あざやかな錦鯉が 4 匹ほど泳いでいます。

妙な光景です。あれもきっと、元ペットでしょう。そういえば、鈴木孝男先生（元東北大）などベントス研究者たちが結成したシルトク

レイというバンドの CD には、サキグロタマツメタのことを歌った「外来種のなげき」という曲が収録されています。ぜひ皆さんも、そ

の哀愁に満ちたメロディーを聴いてみてください。ちなみに、その前の曲はノリノリの「うちの父さん仕事は研究」です！（ちよ） 

 

 急に肌寒い風が吹き始めました。秋本番なのでしょうか。世間では、自己中の政治屋による訳の分からない解散風が吹き荒れ、

ますます寒々とした風景が広がる様相を呈しています。政治や選挙では環境を守るという政策がまともに論じられたことがないの

は、何故なのでしょうか。それは、きっと有権者が関心を持たないからなのでしょう。でも、自然環境の劣化は、とどまることを知り

ません。それは、すべて人間の仕業なのです。良いことをしていると思って、自然を壊していることがどんなに多いことか。結局そ

れらは一部の人の金儲けであり、生きものを殺し、いずれ未来の子どもたちに致命的な影響を与えることでしょう。環境を守る政

治がもっと人々から求められても良い時代になっていると思います。（宏） 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.env.go.jp/nature/intro/index.html
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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。 

 

 

メールマガジン『うみひるも』第 206 号 

2017 年 10 月 1 日発行 

発行「海の生き物を守る会」代表 向井 宏 

編集：瀬戸内 千代 

〒606-8413 京都市左京区浄土寺下馬場町 69 番地 

TEL&FAX:075-741-6281  メールアドレス：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

            ホームページ URL：http://e-amco.com/ 

ゆうちょ銀行（金融機関コード 9900）四四八店（448） 普通4982452 

記号番号「14400-49824521」 海の生き物を守る会 

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 

 

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

