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

「海の生き物を守る会」メールマガジン No. 207

2017. 10. 16（月）

1

Association for Protection of Marine Communities (AMCo)
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「今月の海の生きもの」

フジノハナガイ

Chion semigranosa

軟体動物門二枚貝綱フジノハナガイ科に属する。房総半島・新潟県から九州までのやや波の荒い砂浜に棲み、
多数の個体が同
時に見られるこ
とが多いが、砂
浜の消失や波あ
たりの減少で、
生息地は徐々に
なくなり、限ら
れた砂浜で見ら
れる。潮の干満
に応じて、干潮

へ向かうときは下の方へ、満潮へ向かうときは上の方へ波に乗
って移動する行動を示し、「波遊び」という呼び名もある。殻
長は最大でも 13mm 程度。殻は三角形をしていて、白色が多
いが、変異に富む。同じ行動を取るナミノコより少し大きい。
（徳島市小松海岸にて

向井

宏撮影）
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【活動予定】
●砂浜の生物調査

in 奄美・嘉徳海岸

奄美大島の嘉徳海岸にて海岸生物の調査を行います。全国的に自然の砂浜が減少しているなか、日本で唯一
「生きた化石」と言われるオサガメが産卵に上がったことのある嘉徳海岸は貴重です。貝類などでも希少種が
生息していることが確認されています。嘉徳海岸では今、防災のためという理由で、巨大な護岸建設が計画さ
れています。この砂浜の生物の調査にご協力してくださる方を募っています。
日時：10 月 29 日(日）10:00～15:00
※雨天中止
場所：鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉徳海岸
集合：嘉徳海岸

10:00

※午後から室内に移動します
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
対象：一般
★参加無料、申し込み不要、

主催：日本自然保護協会、海の生き物を
守る会ほか

問い合わせ：

03-3553-4103、umi@nacsj.or.jp

（日本自然保護協会

075-741-6281 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp

海担当）

（海の生き物を守る会）
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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。
3

※なお、同日に複数の希望が寄せられた場合は、海の生き物を守る会の会員を優先とします。ご了解ください
◎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

◎Diving team Snack Snufkin

CD 版

残り 10 部

「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
◎GREEN AGE

2015-4 特集・これからの海岸林造林を考える

◎「オホーツク・アムール
◎向井 宏 論文 別刷り

オホーツク海の環境保全を目指して」

余部あり

DVD 版

2015 年

日本緑化センター

2009 年

国土交通省

「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」

「干潟・藻場の再生事業：その問題点」

北海道開発局

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」

１部

2009

海洋理工学会誌
地球環境

2009

2011

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

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
◎2013 年 4 月 13 日開催シンポジウム「沖縄の美ら浜をいつまでも
～セミナー『砂浜のはなし』」DVD 1 枚

お知らせコーナー

砂浜フィールド図鑑

好評販売中！
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（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）。

（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。

●辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会の活動について
大浦湾・辺野古沖の多様な海の生物・ジュゴンを守ろう！
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
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2．クジラ切手コレクション （25）（26）

立川賢一

6

7

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。

【国際】
●ニューヨークでジュゴンの保護訴え

市民団体

米国ニューヨークの日本総領事館前で、ニューヨークの市民団体「オキナワ・ピース・アピール」が大浦
湾・辺野古の埋立に反対し、ジュゴンを守るよう訴えるアピール行動を行った。沖縄県出身のニューヨーク
在住の市民らでつくる団体で、「オキナワの権利は大切だ」「沖縄守らぬ議員はいらない」などのメッセー
ジを書いた横断幕を持って、ニューヨーク市民らに沖縄の状況を説明し、ジュゴンの保護を訴えた。三線の
演奏や琉球民謡なども披露しながら道行く人に訴えて、人々も関心を示していた。また、説明を聞いて飛び
入りでアピール行動に参加する若者もあり、参加者らはアピール行動の意義を感じ今後も継続していくこと
を決意していた。（文責：向井

【東北】
●放射性物質

宏）

淡水中で沈着

海水で洗い流される

数十キロ離れた砂浜で高濃度

米国ウッズホール海洋研究所の海洋環境学者ヴァージニー・サニアル博士らは、2011 年 3 月の東京電力福
島第一原発の爆発以後、セシウム 137（半減期約 30 年）などの放射性物質が、原発から数十キロ離れた海水
浴場の砂浜で、原発周辺の砂浜よりも 10 倍も高い濃度で検出されたと報告した。なぜこのようなことが起こ
ったのかについて、サニアル博士らは、これらの物質が炭水中と海水中で異なった挙動を示すことを実験に
よって示した。実験によると、放射性物質は、淡水中では砂などに直ちに沈着するが、塩水中では砂に付着
していた放射性物質が徐々に流され始めるという。つまり、福島第一原発から放出された放射性物質は、沿
岸の潮流によって南に流され、波や潮の干満によって砂浜に打ち上げられ、地下に浸透する。そこで地下水
の流出に出会い、砂に沈着して動かなくなる。そのために原発から遠く離れた海岸の砂から高濃度の放射性
物質が検出されるという。この砂に沈着した放射性物質は、波によって徐々に再び海水中に洗い流され、太
平洋に拡散するだろうと、サニアル博士らは考えている。福島から南の太平洋沿岸の砂浜にはかなり大量の
放射性物質が溜まっており、いずれ徐々に太平洋全体が汚染される事態が継続していることになる。福島で
東電がやらかしたことは、いずれ太平洋を取り囲む世界に毒をまき散らすだろう。米国やフランスが行って
きた太平洋の核実験とともに、日本も太平洋の核汚染の責任を取らねばならない。（文責：向井

宏）
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【東海】
●静岡県がウナギ稚魚の売買に罰則
静岡県は、2016 年にウナギの稚魚（シラスウナギ）を捕獲する漁業者らに、稚魚の保管場所を県に届ける
よう漁業調整規則で義務づけ、シラスウナギの不正な所持や運搬を罰則付きで禁止している。しかし、密売に
かかわる業者を罰することができないため、ウナギの保護に繋がらない怖れがあり、このたび、あらためて漁
業調整規則を改正し、正当な理由なくシラスウナギを所持したり販売したりした流通業者に罰則を課すことを
決めた。今年 12 月の漁期開始に間に合わせる予定。昨年の規則改正によって、昨年度の違反者はゼロだった
とされている。また、静岡県は県内の全河川で、ウナギの産卵期の 10 月～翌年 2 月まで体長 13cm 以上のウ
ナギの全面禁漁も決めた。ただ、シラスウナギの禁漁には踏み切っていない。静岡県だけではなく、すべての
場所でウナギの資源管理を徹底し、ウナギを減少や絶滅から保護する施策が求められている。
（文責：向井

宏）

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

【中四国】
◆上関 海の生き物観察会
人類の祖先 ナメクジウオや潮だまりの生き物を観察しよう!!
世界で 5,000 羽しかいない

カンムリウミスズメを探そう!!

上関には珍しい生きものたちがたくさん暮らしています。人類の祖
先と言われる”ナメクジウオ”。推定生息数が世界で 5,000 羽と言われる
“カンムリウミスズメ”。秋の 1 日を専門の先生方に学びながら、生き
ものたちとの出会いを探検しませんか？
日時：2017 年 11 月 18 日（日）9:00～16:00

カンムリウミスズメ

[スケジュール]


海の生き物教室（9:00～10:30）上関町総合文化センター研修室


田ノ浦の生態系の特徴

講師

向井

宏（海の生き物を守る

講師

山下博由（貝類多様性研究所）

会）





田ノ浦の貝類の特徴



田ノ浦の海藻と湧水の特徴



カンムリウミスズメと上関の海

ナメクジウオ

講師 新井章吾（海藻研究所）
講師 武石全慈（北九州市立自然史・歴史博物館）

建設中の上関まるごと博物館見学（10:30～11:00）
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参加者交流会



昼食



観察会

シーパラダイス室津（11:00～11:30）

地元漁師さんとお魚料理体験（11:30～12:30）
（12:30～15:00 または 16:00）

田ノ浦および上関町海域（いづれも船で移動予定）



A コース

ナメクジウオと潮だまりの生き物観察会（12:30～15:00）



B コース

カンムリウミスズメ観察会（12:30～16:00）

田ノ浦

上関町海域



参加費：大人 2000 円、子ども 500 円（昼食代含む）



申込み：11 月 11 日（土）までに、下記を連絡して下さい。「氏名」「電話番号」「FAX 番号」「緊急連絡
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先」「住所」「e-mail アドレス」「参加するもの（講演会、A コース、B コース）」


申し込み先：上関の自然を守る会



準備するもの：

高島美登里（電話：090-8995-8799



A コース：：長靴、海水に濡れても良い服装、ルーペ、飲み水



B コース：：海水に濡れても良い履き物・服装、飲み水

e-mail: midori.t@crocus.ocn.ne.jp）

＊海上は陸より体感温度が低いので防寒対策が必要です。


注意事項：観察会は天候によりスケジュールの変更をする場合があります。”海の生き物教室”は天候にか
かわらず行いますが、万が一双方をやむなく中止する場合は、前日 17 時までに参加申込者に連絡します。
船の乗船時間は、A コース往復 1 時間、B コース 3 時間 30 分の予定です。

【九州】
◆和白海岸探鳥会
日時：2017 年 11 月 12 日（日）9 00～12 00
集合場所：JR 香椎線「和白駅」前の和白公園（福岡市東区和白 3 丁目 8−1） 9:00 集合
参加費：日本野鳥の会の会員 100 円、一般 300 円
持ち物：筆記用具とあれば観察用具
主催：日本野鳥の会福岡支部
連絡先：092-606-0012（山本）

【沖縄】
◆「シンポジウム

オニヒトデ大量発生のメカニズムとその対策
～これまでに判ったことから私たちに何ができるか考える～」

日時：2017 年 11 月 5 日（日）14:00～17:30
場所：沖縄県立博物館・美術館

博物館講座室（沖縄県那覇市おもろまち 3 丁目 1 番 1 号）

定員：100 名
参加費：無料
主催：沖縄県、後援：沖縄県サンゴ礁保全推進協議会
★申し込み：定員に余裕がある場合は当日参加も可能ですが、人数把握のために下記サイトからの事前申し込
みにご協力ください。https://www.okinawa-sango-info.com/sym/cots2017.html

プログラム
１．オニヒトデはなぜ大量発生するか？
岡地 賢（コーラルクエスト）
２．オニヒトデの大量発生はどうひろがってきたか？
安田仁奈（宮崎大学）
３．オニヒトデ幼生はどこに向かうのか？
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中村雅子（東海大学）
４．オニヒトデ幼生はどこへ着くか？
熊谷直喜（国立環境研究所）
５．沖縄の海の水質
金城孝一（沖縄県衛生環境研究所）
６．オニヒトデがサンゴを食べるまで
岡地 賢（コーラルクエスト）
７．稚ヒトデトラップ
北村 誠（沖縄県環境科学センター）
８．陸からのオニヒトデ大量発生対策の可能性
梶原健次（宮古島市）
９．パネルディスカッション：
オニヒトデの大量発生は防げるか？
パネリスト：

岡地 賢（コーラルクエスト）、鹿熊信一郎（沖縄県）、
梶原健次（宮古島市）、金城孝一（沖縄県衛生環境研究所）、
金城 賢（沖縄県）、酒井一彦（琉球大学）、安田仁奈（宮崎大学）

※詳細はホームページをご確認ください。https://www.okinawa-sango-info.com/sym/cots2017.html
問い合わせ先：沖縄県環境科学センター（赤嶺、當間）TEL：098-875-5208

e-mail：cots@okikanka.info

「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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イシサンゴ類とイソギンチャク類の白化
昨今、地球温暖化による高水温の影響で、地球的規模でイシサンゴ類の白化が話題にのぼっている。黒潮の
影響を受ける和歌山県田辺湾内の岩礁には 14 科 41 属 115 種のイシサンゴ類が生息しているが、ここでも近
年には見られなかった白化がイシサンゴ類とイソギンチャク類で最近起こった。
2017 年 9 月の初旬と下旬、京都大学瀬戸臨海実験所北浜で、海岸から 50m ほど沖合までの約 50m×50m
の範囲で、岩礁上の水深数 m 以浅に成育する約 300 群体のイシサンゴ類と 20 個体ほどのイソギンチャク類の
白化率を、シュノーケングによる目視観察で調べた。その結果、イシサンゴ類全種は半数以上の群体が白化を
起こしており、9 月初旬に 7 割以上の高率であったが、下旬には 5 割だった。一方、サンゴイソギンチャクと
キッカイソギンチャクを併せた場合、86％と 100％だった。
イシサンゴ類で白化の程度が最も著しかったのはハナガササンゴで（100％）、9 月初旬から水温が下がっ
てからの約 3 週間後にも回復が全く見られなかった。次に白化の程度が著しかったのはキクメイシ類（72～
81％）やオオスリバチサンゴ（80％）だった。ミドリイシ類は 55～72％と白化率は比較的高かった。シコロ
サンゴは 9 月初旬に 19％だったが、下旬にはすっかり回復した。
京都大学白浜水族館では、毎日、水温を測定しており、2017 年は 7 月 25 日より 9 月 1 日までの大半の日
には水温 29℃以上を観測し、8 月中旬過ぎからは 30℃以上となった。当該調査区域では 2017 年 8 月初旬に
はイシサンゴ類の白化は
全く起きていなかったの
で、8 月中旬以降の高水温
期がより強い影響を与え、
この頃から白化が進行し
たものと推察される。これ
らの刺胞動物が、この後に
回復するのか、あるいは弱
って死亡するのか見届け
たい。

京都大学瀬戸臨海実験所
北浜産のミドリイシの一種の
白化

6. 有明海と三陸の水辺から（62）

田中 克

数千年の伝統を受け継ぐ椎葉村日添地区の焼畑農業
2017 年 8 月 3 日午前 7 時、宮崎県椎葉村向山日添地区では、恒例の焼畑の火入れが行われました。火入れ
に際してまず、山の神と火の神に今年も焼畑を行う祈りが捧げられます。この日は朝から小雨が降り始め、準
備された 0.5ha ほどの焼畑区の半分程度にしか火が回らず（写真１）、後日、再度の火入れを行うことになり
ました。かつては日本全国に見られた焼畑は、山間地の過疎化、過酷な労働、お米の流通などにより、ほとん
どの地域で途絶えてしまいました。そのような中、千メートルを超える急峻な山々が連なる向山日添地区では、
椎葉秀行・クニ子さんご夫妻が中心となり、先祖代々の焼き畑農業を守り続け、19 年前には長男・勝さんが
地元に戻り、引き継がれています（写真２）。2011 年には NHK スペシャルで「クニ子おばばと不思議の森」
として取り上げられ、さらに勝さんの強い信念と行動力が村内外の関係者のつながりを広げ、今では、焼畑の
火入れには全国から多くの人々が集まり、その持続循環的な営みを語り合う交流会などが行われています。

写真１ 2017 年 8 月 3 日、椎葉村向山日添地区において焼畑の火入れが行われた
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このような向山日添地区
での焼畑農業の継承も高く
評 価 さ れ、 宮 崎県 高 千 穂
郷・椎葉山は、2015 年に「山
間地農林業複合システム」
として、世界農業遺産に指
定されました。焼畑の起源
は定かではありませんが、
縄文時代後期（今から 5 千
～2 千年前）から行われて
いることは確かです。焼畑
農業は、一切の農薬や肥料
を使わず、4、5 年の輪作と
その後の 20 年ほどの休耕
を基本とする持続循環的な
写真 2 向山日添地区で焼畑を継承し、
周辺域での焼畑の復活にも務める椎葉勝さん

農業です。日添では、8 月初
めの焼畑の後すぐにソバの
種まきを行って秋に収穫し、

その後ひえ・あわ、小豆、大豆と年毎に作物を変えます。ひえ・あわの脱穀作業の中でこの地に歌い継がれた
のが民謡「ひえつき節」です。その後の 20 年間の休耕による森への転換は、杉の人工林にすることもありま
すが、椎葉勝さんはできるだけ広葉樹の森に返すことを基本とし、15 年ほど前から栗の森づくりを進めるこ
とにより、近年ではイノシシなどの野生動物が里に現れることが少なくなったそうです。
決して効率的でなくすべてが手作業の過酷な焼き畑農業を続ける椎葉勝さんたちの思いはどのようなもの
でしょうか。先祖代々のその地で生きていくにはそれ以外に道はないことが最大の理由だと思われますが、山
の神の教えに従い、自然のままに営む生業と暮らしは、水源地に生きる者の務めとの責任感とそれを貫き通す
自負心があるからでしょう。焼畑の世界とは対極の都会に住む私達こそ、この深山での営みの今日的意味を受
け止めなければと痛感しました。向山日添地区から流れる耳川は、日向椎葉湖（水力発電用のダム）を経て、
日向市の太平洋に流れ込みます。椎葉勝さんは日向市の高校に通っていたこともあり、椎葉の森と日向の海は
つながっていると確信され、漁民が源流域の焼畑に参加し、焼畑の民が海の神事などの催しに参加する交流を
描いておられます。今では、“秘境”と呼ぶにふ
さわしい深山の椎葉村には、何人もの地域おこし
協力隊の若者が入り、悠久の時の流れを実感する
焼畑の現場に身を置き、自身の確かな未来を見据
える場ともなっています。

写真 3

地域おこし協力隊が焼畑農業と

その普及に関わる拠点としての共同作業場
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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
田中先生のエッセイにある NHK スペシャル「クニ子おばばと不思議の森」を当時、録画して見ました。何を隠そう、この私、その
数年前の仕事で NPO 法人「共存の森ネットワーク」の皆さんとお会いして「聞き書き甲子園」の趣旨を聞き、いたく感動して雑誌で
告知したり、その活動のドキュメンタリー映画「森聞き」ができた時にはチケット販売を手伝ったりしました。「クニ子おばば」は、こ
の映画に「森の名人」の一人として登場し、「仕事というものは好きだからやるのと違うよ」というような意味深長な名台詞を残した
方なんです。聞き書き甲子園というのは、毎年 100 人の高校生がそれぞれ指名された森の名人に一人で会いに行き、仕事や人
生について話を聞いて、方言もそのままに書き起こす催し。映画には数組の名人と高校生が登場しますが、クニ子さんは焼畑の
意義の大きさも含め、特に忘れがたいキャラクターでした。
高校生がみずみずしい感性で人生の大先輩の仕事観を受け取り、しかも消えゆく伝統技術を記録する「聞き書き甲子園」。森だ
けでなく「川・海の名人」にも対象が広がった時には、すかさず横濱康継先生にお願いして、お知り合いの伊豆・稲取の現役海女
さんを「海の名人」に推薦していただきました。その後、本当に高校生が会いに行って聞き書きしてくれたと知り、また感動しました。
歴代の高校生が書き起こした作品は書籍になっていますので、関心のある方は是非リンク先の案内を御覧ください。（ちよ）
◆後記の後記：前号のこの欄でご紹介した「シルトクレイ」は正確には伊藤健二先生、金谷弦先生、山田勝雅先生が結成したバ
ンドで、初アルバム「うちの父さん仕事は研究」に鈴木孝男先生、青木優和先生がミュージシャンとして参加されています。皆さん
ベントス研究者です。1 枚 500 円（+送料）。申し込みは、みちのくベントス研究所の鈴木孝男先生まで。takaos@miyagi.email.ne.jp

降って湧いたような解散劇で、日本はてんやわんやですが、新聞の予想では、与党の勢力は今と変わりないとか。なんのため
の解散だったのか不思議です。意味のある選挙にするためには、わたしたちの積極的な行動が必要なのかもしれません。「近代
文明は人間と自然を対立の関係に置く。人間の自然征服、それは無条件に善なのである。このような価値観がいまだ無反省に
通用しているが、これは人間の傲慢の上に立っている考え方だ」と、梅原猛はこのままでは怖ろしい将来が来ると予想している。
いつ私たちは反省するのだろうか。世界中で異常気象による災害が頻発している。その中でトランプ大統領は温暖化対策のパリ
協定から脱退すると宣言した。世界でもっとも多くの（一人あたり）エネルギーを消費しているアメリカが、その責任を負おうとしな
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い。過去最強のハリケーンや過去最大の山火事に襲われたアメリカなのに。被害を受けるのはいつも弱い人で、その犠牲で金儲
けをたくらむ人たち。いつまでそんな世界を私たちは選び続けるのだろうか。
なお、都合により次号の配信は、11 月 16 日の予定です。（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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