
 

1 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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Association for Protection of Marine Communities (AMCo) 

 Homepage：http://e-amco.com/   
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「今月の海の生き物」 アメフラシ Aplysia kurodai  

 軟体動物門アメフラシ目アメフラシ科。本州・四国・九州の浅い海岸に分布する。漢字では海虎・海兎など

と書く。主にアオサなど

の海藻を食べる。殻は軟

体部に埋まり、外からは

見えない。体長 30cmに

達する。黒褐色の地に白

斑を散らす。触ると紫色

の汁を出す。アメフラシ

という名前は、それを雨

雲に見立てて付けたと

いう説と、雨期に岩場に

集まるからという説が

ある。雨期と繁殖期が同

じため、繁殖に集まるの

をみてそう名付けたの

かもしれない。産卵期は

春から初夏。雌雄同体で

あるが交尾をして、うみぞうめんと呼ばれる細長い卵塊を生み付ける。多数の個体が交尾でつながりいわゆる

連鎖交尾を形成することが知られている。普通食用にはしないが、千葉県や島根県の一部では食べている。酢

味噌や煮付けで殻以外のすべてを食べる。旨みはなく食感を楽しむらしい。 

（千葉県富津にて 向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

◆吉野川河口干潟生き物観察会 

 昨年に引き続き、今年も以下の予定で四国吉野川の河口干潟で海の生き物の観察会を行います。家族連れな

ど多くの方の参加を呼びかけます（写真は昨年の観察会のようす）。 

日時：2018年 4月 29 日（日）10:00~15:00 ※雨天中止 

場所：吉野川河口 

集合場所：吉野川南岸のもっとも河口に近い干潟 

参加費：未定 

用意：砂浜歩きのできる服装、濡れても良い靴、 

   弁当、メモ、筆記具、カメラほか 

☆事前申し込み不要 

共催：とくしま自然観察の会 

問い合わせ先：088-623-6783（井口利枝子）、075-741-6281（向井 宏） 

 

◆砂浜海岸生物調査研修会・観察会 in 表浜 

 日本の海岸においては、ますます貴重になる砂浜、美しい芽吹きの季節に表浜海岸の長大な砂浜海岸を体験

しませんか？ 子どもから大人までの体験ひろば：表浜まるごと博物館でセミナー終了後、現地で生物調査、

同定を行います。 

日時：2018年 5月 20 日（日）10:00～15:00  ※雨天中止（少雨なら実施）  

場所：愛知県豊橋市 表浜 ／会場・集合場所：表浜まるごと博物館 

参加費：無料 

用意：砂浜歩きのできる服装、靴、弁当、メモ、筆記具、カメラほか 

共催：NPO「表浜ネットワーク」  

http://www.omotehama.net/marugoto/index.html
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◆海岸生物観察会 in 和賀江島 

日時：2018年 6月 16 日（土）10:00～14:30  ※雨天中止（少雨なら実施） 

場所：神奈川県材木座海岸和賀江島 ／集合場所：材木座海岸東北端の和賀江島前海岸 

参加費：無料 

用意：水に入れる服装、濡れても良い靴、弁当、メモ、筆記具、カメラほか 

 

◆砂浜の生き物観察会 in 嘉徳海岸（奄美大島） 

日時：2018年 5～6 月頃（未定）／場所：嘉徳海岸（鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉徳） 

日本自然保護協会との共催を予定 

 

◆アカテガニの放仔観察会 

日時：2018年 7 月（予定）／場所：山口県上関町長島田ノ浦海岸 

上関の自然を守る会との共催を予定 

 

◆海岸生物観察会 in 江ノ島 

日時：2018年 10 月／場所：神奈川県江ノ島の砂浜 

詳細未定 

 

【活動報告】 

◆海の生き物を守るフォーラム 2018 in 東京 

「海の自然をどう守るか～取り組みと成果～」 

 2 月 17 日に以下の通り「海の生き物を守るフォーラム 2018」を行いました。司会は日本自然保護協会の志

村智子さんで進められました。参加者は少なめでしたが、内容の濃い発表が続き、参加した方々から好評をい

ただきました。 

日時：2018年 2月 17 日（土）13:00~16:00 

場所：東京都中央区環境情報センター 

共催：海の生き物を守る会、日本自然保護協会、 

   ラムサールネットワーク日本 

 

プログラム 

1．開会挨拶および趣旨説明 向井 宏 

2．「葛西三枚洲 ラムサール条約登録」 飯田陳也 

3．「嘉徳海岸 奄美の砂浜の生物多様性と 

    護岸計画の現状」 安部真理子・志村智子 

4．「上関海域 まるごと博物館の活動を通して奇跡の海を守る」 向井 宏 

5．「江奈湾干潟 NPO の取り組み」 横山耕作 

6．「辺野古・大浦湾  生物多様性豊かな辺野古の海の現状」 安部真理子 

7．閉会挨拶 志村智子  
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◆海の生き物を守る会 2018 年総会 

 日時：2018年 2月 17 日（土）16:00~17:00  会場：東京都中央区環境情報センター 

フォーラム 2018 が終わった後、同じ会場で海の生き物を守る会の総会を開く予定でしたが、定足数が足りず、

報告会に切り替えて昨年度の報告と意見交換を行いました。総会終了後、会場のあるビル内のレストランで懇

親会を行いました。懇親会には 22 名の参加があり、和気藹々の雰囲気で終了しました。 

 

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

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。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会員を優先とします。ご了解ください。 

◎「砂浜海岸生物調査 中間報告書（2008～2014）」 海の生き物を守る会（2015） 

◎「砂浜海岸生物調査 第 2 次中間報告書 日本の海浜植物」 海の生き物を守る会（2017） 

◎ 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 8 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 

◎「オホーツク・アムール オホーツク海の環境保全を目指して」 2009 年 国土交通省 北海道開発局 

◎ACADEMIA（全国日本学士会会誌）No. 139（2013.4） 森里海連環特集 1 部 

パラダイムシフトとしての森里海連環－その思想（あるいは理念）と実践 Part 1 

◎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 

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

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 

  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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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、ご希望の方は当コーナー最後の申し込

み方法をご覧ください。 

  

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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 ●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とジュゴンを守ろう！ 

 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。 

本土からの辺野古土砂採取計画撤回を！ 第三次署名提出にむけて 

 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、海砂を採取し、合計 21,000,000 ㎥の土砂で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。 

署名用紙は環瀬戸内海会議ホームページからダウンロードできます。 

 

辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会 

第 5回総会 沖縄県で開催 

2018年 5 月 26日（土）～27日（日） 

 

 第 5 回総会は、土砂全協と沖縄県議会との連

携を図るため、沖縄市民会館中ホール（八重島

1 丁目 1-1）で開催します。 

 

スケジュール 

26 日（土）→午後はフィールドワーク（希望者

のみ、読谷村、嘉手納基地周辺、南風原の陸軍

病院壕跡、泡瀬干潟など検討中）、夜は懇親会 

27 日（日）→午前は総会、午後は学習交流会、

北上田さんのお話と各地の報告（たっぷり）、

海勢頭豊さんのコンサートも予定 

 今年 11 月には沖縄県知事選挙があります。

辺野古に基地を作らせない信念を表名している

翁長県知事を三度選び、民意を明らかにするた

めにも、総会への参加を呼びかけます。 

★参加希望者は、事務局までお知らせください 

http://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaikaikaigi/901henoko/p01065.pdf
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17.12.13 辺野古新基地建設の中止を求め、防衛省交渉＆院内集会 

交渉で防衛省初めて認める 

外来生物対策に県外土砂 熱処理実験！？ 
           日本湿地ネットワーク（JAWAN）事務局長  中山 敏則 

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

 この記事は、辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会の機関誌「つながる力」11 号（2018.2 月末発行
予定）から引用させていただきました。 

 日本湿地ネットワーク（JAWAN）事務局長中山

敏則氏のご厚意で、「自然保護通信」（全国自然保

護連合機関誌 2018年 1月刊）掲載論稿を転載

させて頂きました。 

 沖縄県民の多数が反対しているもかかわら

ず、防衛省は辺野古新基地の建設を強行してい

る。2017年 11 月、埋め立て予定海域の南西側

（辺野古側）で新たな護岸工事に着手した。沖

縄本島最北端の国頭村の奥港から辺野古への

石材の海上搬送も始めた。工事場所では絶滅危惧種のオキナワハマサンゴと準絶滅危惧種のヒメサン

ゴも発見されている。 

 そこで国際環境 NGO「FoE Japan」と「美ら海にもやんばるにも基地はいらない市民の会」は 17

年 12月 13 日、参議院議員会館で防衛省と交渉し、工事の問題点を指摘しながら新基地建設の中止

を求めた。参加者は約 150 人。雑誌「世界」３月号（十八年二月刊）に北上田毅さんが、詳しい分析

を展開しています。 

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

辺野古の美ら海とそこに棲むサンゴやジュゴンなどの生きものを守りましょう。 

 活動を広めるためにパンフレットを発行しています。 

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。 

  

★当コーナーの冊子類をご希望の方は、冊子名、部数、送り先を向井 宏 

 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 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 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．クジラ切手コレクション （41）（42）   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。 

読者からの投稿も大歓迎です。 

 

 

 

【国際】 

●海面上昇が加速 過去 25 年間で 7cm 

 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の予測では、温室効果ガスの排出がこのまま変わらない速度で続

くなら、2100 年には海面が 52～98cm上昇するとシミュレーション結果が出ている。この予測がどの程度正

確かはまだ分からないが、米国のコロラド大学の研究者らが科学アカデミー紀要（PNAS）に発表した論文で、

人工衛星を使ったより正確な測定方法を考案し、これまでの予測である年間約 3mmの上昇とほぼ一致する結

果（過去 25 年間で 7cm上昇）を報告した。この海面上昇は、ほとんどが温暖化による海水の熱膨張とグリー

ンランドや南極の氷河や氷床が溶け出すことによって起こっているという。ただし、彼等の報告によると、こ

の海面上昇率は、徐々に加速しており、このペースで加速すると、2100 年には予想の 2倍の上昇が起こるか

もしれないと警鐘をならしている。（文責：向井 宏） 

 

●オーストラリアで貝礁がほぼ全滅 

 近年、オーストラリアのグレートバリアリーフでは、サンゴ礁の減少が続き、世界自然遺産としての価値を

見直す動きも見えている。一方、カキ礁やイガイ礁などの貝礁もオーストラリアの沿岸生態系の重要な要素で

あったが、オーストラリアの貝礁が事実上すべて消滅したという研究結果が自然保護団体「ネイチャー・コン

サバンシー」によって報告された。その報告によると 230 年前に英国が入植を開始して以降、貝礁の 90～99%

が消滅したという。世界でも貝礁が各地で消滅しており、現在では過去の 85％が無くなったり深刻な状態に

陥ったりしているという。カキやイガイなどの集群性の付着性二枚貝は、熱帯から温帯までの内湾や河口域に

作られ、その複雑な構造と多くの生き物を内包することから、沿岸の生物多様性を育む生物群集として知られ

ている。同時に、海水の浄化にも役立っている。貝礁の消滅は、水質の劣化と生物多様性の減少へと繋がる。

ちなみに日本ではカキ礁はほとんど残っておらず、東京湾奥の猫実川河口などにわずかに新しいカキ礁が形成

されつつあるが、カキ礁の新たな形成はどこでもアサリ漁の邪魔として、ブルドーザーを入れて撤去されてい

る。この報告を行った研究者らは、貝礁の消滅の原因を明らかにし、その原因を取り除けば貝礁の復活は可能

であるとして、再生プロジェクトへの資金提供を呼びかけている。（文責：向井 宏） 

 

【全国】 

●日本自然保護協会が 2017 年の自然保護大賞を発表 

 2014 年から日本自然保護協会が「日本自然保護大賞」を設立して、毎年自然保護に取り組んでいる個人や

団体を表彰してきた。昨年 2017 年の自然保護大賞には、以下の個人と団体が決定した。表彰式と記念シンポ

ジウムが 3月 31 日（土）に YMCA アジア青少年センター 9 階国際ホールで行われる。（文責：向井 宏） 
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2017 年度日本自然保護大賞 各部門の受賞者と活動テーマ 

【保護実践部門】 

和白干潟を守る会（福岡県）：博多湾の干潟で、30 年にわたって自然観察会や調査研究を実践した活動 

【教育普及部門】 

井の頭恩賜公園 100 年実行委員会（東京都）：市民協働で取り組む”かいぼり”による井の頭池の自然再生 

【子ども・学生部門】 

自然探検コロボックルくらぶ（埼玉県）：「わたしたちは土の道がいい！」子ども未来環境会議を開催 

【沼田真賞】 

藤田喜久（沖縄県）：生物としてのヤシガニ、文化としてのヤシガニを未来に繋ぐ活動 

【選考委員特別賞】 

住商フーズ株式会社（東京都）：バードフレンドリー®コーヒー推進「1 杯から始める渡り鳥保全」活動 

兵庫県立神戸商業高等学校 理科研究部（兵庫県）：海岸漂着ゴミの回収と、その漂流ルートの解明 

 

【北海道】 

●釧路川にアザラシが出現 

 北海道の釧路市を流れる釧路川の河口にある旭橋付近で、2 月 18 日にゴマフアザラシとみられるアザラシ

が出現した。頭だけで約 50cmもあり、体長は 1.5mを超える成体と思われる。アザラシは 1 時間ほど付近の

川を泳いでいたが、そのうち河口から海へと戻っていった。北海道沿岸にはゼニガタアザラシやゴマフアザラ

シが生息しており、稀に川を遡ることがある。釧路川では数年前にもアザラシが出現して市民が大騒ぎしたこ

とがある。（文責：向井 宏） 

 

【関東】 

●霞ヶ浦導水事業で、東京高裁が和解勧告 

 茨城県の霞ヶ浦と那珂川、利根川を地下トンネルで繋ぐ霞ヶ浦導水事業について、漁業や生態系への悪影響

を心配する県内 4 漁協と栃木県の漁連が、国に工事の差し止めを求めた訴訟で、一審の水戸地裁は、2015 年

に「漁業権侵害の具体的危険があるとはいえない」として国の事業実施を認めたが、同時に「運用次第では侵

害の可能性があるので、国の努力を促す」との意見も付けた。原告が控訴して東京高裁で争われているが、こ

のほど高裁は、国と原告に和解を勧告した。原告がこれを受け入れ、今後本格的な和解協議が始まることにな

るが、国は和解を受け入れるかどうかを明らかにしていない。和解の焦点は、国が効果のある被害の防止策を

提示できるかどうかであるが、導水事業を実施して霞ヶ浦の水を清流の那珂川に導入する以上、アユ漁などへ

の悪影響は避けられない。中止するという選択肢は国にはないらしいが、それは公共事業のもつ一番の問題点

だ。導水事業は公共事業を見直す民主党政権のもとで一度中断した。自公政権になって事業の継続が決められ

たが、差し止め訴訟などもあり事業は実質的に止まったままである。（文責：向井 宏） 

 

【九州】 

●住民らが回収 原油の漂着続く奄美大島 

 イランのタンカーが日本近海で衝突炎上し、沈没した事故によるとみられる原油の漂着が奄美大島北岸を中

心に広い範囲で続いている。鹿児島県の大島支庁は、漂着原油の取り扱いマニュアルができていないことを理
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由に、漂着原油に近寄ったり、回収したりすることを禁じる通知を出していたが、海岸の生き物への影響など

を心配する住民が禁止されている回収作業を自主的に行ってきた。大島支庁や奄美市もその後、職員を派遣し

て回収作業に踏み切った。アオウミガメが油にまみれた状態で死んでいるのも発見されており、回収作業は急

を要する。今月 18 日には名瀬市と笠利町の海岸で、住民やボランティアら約 1840 人が参加して漂着物の回

収作業を行った。3 時間で 43.5 トンの漂着物（漂着ゴミに重油などが絡みついているもの）が回収された。 

（文責：向井 宏） 

【沖縄】 

●大浦湾でアオウミガメが死亡 

 辺野古に米軍のヘリ基地を作る計画の近くの大浦湾で、辺野古基地建設に反対するカヌーチームが、2 月 19

日、抗議のために大浦湾にカヌーを漕ぎだして、一頭のアオウミガメが動かない状態で浮いているのを発見し、

保護した。その後、死亡が確認された。発見されたアオウミガメは、体長約 50cmで亜成体と見られる。死後

数日とみられ、死因は不明であるが、数日前から辺野古の埋立のために砕石が海中へ続々と投下されているこ

とと関係があるものとみられる。（文責：向井 宏） 

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

 

【関東】 

◆観音崎 海藻観察会  

 3～4 月は海藻が一番よく見られる時期です。観音崎の浜や磯で、ワカメ、ヒジキ、アカモク、マクサなど

約 30 種類の海藻を観察しましょう。  

日時：2018年 3月 17 日（土）10:00～12:00 ※小雨決行 

集合：観音崎公園ボランティアステーション 10:00 

定員：50 名（申し込み順） 

対象：一般・小学生以下は保護者同伴 

講師：観音崎自然博物館 河野えり子館長 

参加費：500 円 

持ち物：長靴、タオル、天候によっては雨具  

★申し込み：電話にて参加者全員の氏名・年齢・住所・電話番号をお知らせください。 

保険加入のため下記へ 3月 14 日までにお申し込みください。  

観音崎自然博物館（〒239-0813 神奈川県横須賀市鴨居 4 丁目 1120 番地 TEL 046-841-1533） 

【関西】 

◆海岸で微小貝を見つけよう ～野外観察会の実施～ 

 普段なにげなく見過ごしている砂の中には、小さな貝殻がいっぱい混ざっています。海岸で、そんな微小

貝をみんなで拾います。午後からは拾った微小貝をじっくり観察し、調べた後、標本にしたり、工作の材料

にしたりして遊びます。須磨海岸は微小貝のメッカ！いっぱい拾って、よく観察してみましょう！ 

午後は、須磨海岸の室内会場で拾った貝の観察や貝アートをします 

日時：2018年 3月 18 日（日）10:10～15:00頃 ※雨天中止 
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場所：神戸市の須磨海岸（JR「須磨駅」改札口 10:00 集合←JR 神戸線「三宮」駅から快速 12 分） 

参加費：大人 500 円、子ども 300 円、1 家族 800 円 

対象：微小貝に興味のある方 

定員：20 名（申し込み先着順） 

持ち物ほか：採集容器、弁当、水筒、雨具、水にぬれてもよい履物、あればスコップ・ルーペ・図鑑 

当日連絡先：高橋 090-3265-1088 

★申し込み：参加者全員の(1)名前(フリガナ)(2)年齢(3)代表者の住所、電話番号、パソコンからのメールを受

け取れるメールアドレスを記入し、表題を「3/18 須磨海岸微小貝探し参加希望」として、下記にメールで。

bishogai@nature.or.jp 折り返し参加可否を連絡します。申し込み後 1 週間たっても返信のない場合はお問

い合わせください。申込み締め切り：3 月 10日 

 

◆第 12 回 春のウミウシを見よう 

 春には春のウミウシが見られます。寒い可能性が高いため、防寒対策をお願いします。この観察会で観察

できる可能性の高いウミウシは、アメフラシ、アマクサアメフラシ、ブドウガイ、キヌハダウミウシ、ネコ

ジタウミウシ、フジエラミノウミウシなど。約 15～20 種のウミウシを観察できる予定です。とても珍しい

ルンキナウミウシをみんなで見つけましょう。 

日時：2018年 3月 17 日（土）10:20～14:30 

場所：和歌山市の加太海岸 

集合：南海本線「加太」駅改札 10:20、または現地集合 10:50（場所は申し込まれた方に連絡します） 

交通：南海なんば駅 8:45 発の特急サザン 7号（後 4 両自由席）に乗ってください 

定員：20 名（メール先着順） 

参加費：大人 500 円、子ども 300 円 

対象：どなたでも（中学生以下は保護者同伴） 

持ち物：弁当、水筒、長ぐつまたは胴長、帽子、軍手または皮手袋、防寒具 

★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）パソコン

からのメールを受け取れるメールアドレスを記入し、表題を「3/17 ウミウシ観察会申込み」として、メール

で右記へ申し込み。umiushi@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

場合は下記へお問い合わせください。申し込み期限：3 月 10 日 

大阪自然環境保全協会内「3 月 17 日ウミウシ観察会」係 06-6242-8720 

【沖縄】 

◆「世界の海から辺野古・大浦湾を考える」 

 辺野古・大浦湾は、多くの生命が満ち溢れる生物多様性豊かな海です。沖縄だけでなく、日本としても、

世界的にも誇れる豊かさをもっています。しかしながら今、辺野古新基地建設という大きな問題が立ちはだ

かっています。この海の持つ意味を知り、いかに未来に引き継ぐか、みなさんとともに考えたいと思います。

多くのご参加をお待ちしています。 

日時：2018年 3月 24 日（土）13:00～17:30 （開場 12:30～） 

会場：国立劇場おきなわ小劇場（〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客 4-14-1） 

主催：沖縄県 ／共催・企画：公益財団法人 日本自然保護協会 

mailto:bishogai@nature.or.jp
mailto:umiushi@nature.or.jp
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プログラム 

翁長雄志 沖縄県知事 あいさつ 

第 1 部：世界の海から辺野古・大浦湾を考える 

◇基調講演 フランソワ・シマール（IUCN海洋分野専門家） 

 「海を守る：愛知ターゲット 11 と持続可能な開発目標 14 達成に向けた世界のチャレンジ」 

◇講演 吉田正人（筑波大学世界遺産学）「大浦湾の海の生物多様性の重要性」 

 話題提供： 

 藤田喜久（沖縄県立芸術大学）「大浦湾における甲殻類の種多様性とそれを支える生息環境の多様性」 

 細川太郎（ジュゴンネットワーク沖縄）「沖縄のジュゴン」 

 安部真理子（日本自然保護協会）「辺野古新基地建設問題の現状と課題」 

第 2 部：パネルディスカッション 「辺野古・大浦湾を未来に」 

 

★申し込み：申し込みフォーム、電話、またはメールで。TEL：03-3553-4102 E-mail：umi@nacsj.or.jp 

※当日参加も歓迎ですが、資料等準備のためできるだけお申し込みをお願いいたします。 

問い合わせ先：公益財団法人 日本自然保護協会  TEL：03-3553-4102 E-mail：umi@nacsj.or.jp 

沖縄県辺野古新基地建設問題対策課  TEL：098-866-7495 

 

◆「サンゴ礁ウィーク」参加型イベント※関東開催を含む 

 2 月 24 日から始まっている「サンゴ礁ウィーク 2018」は、「サンゴ礁はみん

なの大切な宝もの！」ということを、もう一度、思い起こすウィーク（週）です。

3 月 11 日（日）まで、下記のようなイベントが沖縄本島・離島で開催されます。 

 

沖縄の本島で開催される参加型イベント 

 

「大浦湾でグラスボートからのアオサンゴ見学」 

日時：2018年 3月 3 日（日）11:00～14:00 

場所：名護市 じゅごんの里（名護市瀬嵩 48） 

料金：無料 

対象：6 歳以上 

定員：20 名 

主催：じゅごんの里 

★申し込み：TEL：0980-55-8587 

 

「サンゴの海を取り戻そう！ ビーチクリーンと海人鍋とネイチャーゲーム」 

日時：2018年 3月 4 日（日）10:00～11:30 

場所：知念岬西海岸 

定員：50 名 

料金：100 円 

http://www.nacsj.or.jp/2018/02/8441/
mailto:umi@nacsj.or.jp
mailto:umi@nacsj.or.jp
http://coralreefconservation.web.fc2.com/sangoweek/pdf2018/A4flyer2018.pdf
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問い合せ電話：050-3636-2270  

主催：NECO ツーリズム 

★申し込み www.neco.mobi 

 

「海の観察会」 

日時：2018年 3月 4 日（日）13:00～16:00 

場所：トロピカルビーチ ｌ 料金：無料 

対象：9 歳以上 

定員：30 名 

主催：NPO 法人コーラル沖縄 

★申し込み：info@coralokinawa.net 

 

「ビーチクリーン」 

日時：2018年 3月 4 日（日）13:00～15:00 

場所：隠れ家カフェ清ちゃん 

料金：無料 

定員：15 名 

主催：隠れ家カフェ清ちゃん 

★申し込み：TEL：098-927-8398  

 

「ビーチクリーン読谷」 

日時：2018年 3月 5 日（月）13:00～17:00 

場所：パスタカフェのりーちぇ 

料金：無料 

主催：パスタカフェのりーちぇ 

★申し込み：TEL：090-1486-5786 

 

「グラスボートで行く わくわくお魚＆サンゴ礁見学」 

日時：2018年 3月 1 日（木）～3月 18 日（日）8:00～17:00 

場所：タイガービーチリゾートクラブ（ホテルモントレ沖縄内） 

定員：26 名（各便） 

料金：大人 1,100 円、小人 600 円、5 才以下無料 

主催：株式会社キープブルー 

★申し込み：電話（098-993-5052）もしくは来店予約 

 

「あーまんシアターとサンゴ礁さんぽ」・・・・・・・・・・・・・・・・・↑上に掲載したちらし参照 

日時：2018年 3月 3 日（土）13:00～15:30 

場所：浦添市リサイクルプラザ 

http://www.neco.mobi/
mailto:info@coralokinawa.net
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定員：30 名 

対象：小学生以上（保護者同伴） 

料金：200 円 

主催：あーまんシアター 

★申し込み電話：090-6862-5219 E-mail：shika@shikatani.net 

 

 

「サンゴの日は博物館へサンサンＧＯＧＯ! 

   サイエンスカフェ（琉球大学  栗原晴子氏）」 

日時：2018年 3月 4 日（日）14:00～15:30 

場所：沖縄県立博物館・美術館 

料金：無料 

定員：30 名 

主催：沖縄県立博物館・美術館 

★申し込み：来館または、 

E-mail：jin8yamazaki@gmail.com 

 

 

「サンゴ礁自然誌講座」 → 右のちらし参照 

日時：2018年 3月 4 日（日）13:30～15:30 

集合場所：（一財）沖縄美ら島財団総合研究センター 

対象：高校生以上 

定員：16 名 

料金：無料 

主催：（一財）沖縄美ら島財団総合研究センター 

★申し込み：TEL：0980-48-2266 

E-mail：ocrc@okichura.jp 

 

 

 

美ら島・美ら海こども工作室「サンゴの型取り染めでオリジナル Tシャツを作ろう」 

日時：2018年 3月 10 日（土）13:00～15:00 

場所：美ら島自然学校  教室 A 

定員：20 名 

料金：無料 

主催：（一財）沖縄美ら島財団総合研究センター 

★申し込み：TEL：0980-48-2266 E-mail：ocrc@okichura.jp 

 

mailto:shika@shikatani.net
mailto:jin8yamazaki@gmail.com
mailto:ocrc@okichura.jp
mailto:ocrc@okichura.jp
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沖縄の離島で開催される参加型イベント 

 

「リーフチェック石垣フサキ沖」 

日時：2018年 3月 2 日（金）～3月 3 日（土） 

2 日は事前勉強会（19:00～21:00）、3 日はリーフチェック（8:30～14:00）と事後報告会（19:00～21:00） 

場所：石垣島名蔵湾フサキ沖（ジョナサンロック） 

対象：高校生以上（C カード保有者） 

定員：10 名 

料金：12,960 円 

主催：石垣島てぃだダイビングサービス/ダイブステーション ブルミンゴ/コーラル・ネットワーク 

問い合わせ：TEL：090-6300-5898 

★申し込み：E-mail：info@tida-ishigaki.com 

 

「ケラマ諸島一斉ビーチクリーン」 

日時：2018年 3月 4 日（日）11:00～12:00 

場所：座間味島・阿嘉島・渡嘉敷島 

料金：無料 

主催：一般社団法人チームけらま 

★申し込み：TEL：098-943-6315 

 

「マングローブ観察会」 

日時：2018年 3月 11 日（日）9:00～11:00 

場所：宮古島島尻マングローブ 

料金：無料 

主催：NPO 法人宮古島海の環境ネットワーク 

★申し込み：E-mail：miyako@econet.jpn.org 

 

「クイズラリー in しらほサンゴ村」 

日時：2018年 2月 24 日（土）～3 月 11 日（日） 

※申し込み不要 

場所：石垣市白保しらほサンゴ村 

料金：無料（水曜日休館） 

主催：WWFしらほサンゴ村 

問い合わせ：TEL：0980-84-4135 

 

「サンゴの日は博物館へサンサンＧＯＧＯ! サンゴのジェルキャンドルをつくろう！」 

日時：2018年 3月 4 日（日）10:00／11:00／14:00／15:00 ※申し込み不要 

場所：沖縄県立博物館・美術館ロビー 

mailto:info@tida-ishigaki.com
mailto:miyako@econet.jpn.org
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料金：無料 

定員：各回 10 名 

主催：沖縄県立博物館・美術館 

問い合わせ電話：098-851-5401   E-mail：jin8yamazaki@gmail.com 

 

畑と海をつなぐサンゴのまつり 2018 

日時：2018年 3月 4 日（日）10:00～17:00 

※申し込み不要 

場所：石垣島 崎枝公民館と近くの畑 

料金：無料 

主催：NPO 法人石西礁湖サンゴ礁基金、 

崎枝公民館、石垣島を元気にするプロジェクト 

問い合わせ電話：0980-87-0935 

E-mail：sangosho@dream.bbexcite.jp 

 

「海 LOVE in 宮古島 2018」 

日時：2018年 3月 4 日（日）10:00～15:00 

※申し込み不要 

場所：宮古島高野海岸 

料金：無料 

主催：海 LOVE in 宮古島 実行委員会 

問い合わせ：Facebook 

 

「海 LOVE ビーチクリーン」 

日時：2018年 3月 4 日（日）9:30 受付 

※申し込み不要 

※サンダルは不可。運動靴や長靴、汚れてもよい服装でご参加ください 

場所：石垣島平野海岸 

料金：無料 

10:00～12:00 ビーチクリーン／漂着ゴミアート作成 

13:00～14:00 お弁当タイム＆おまけコーナー 

主催：海 LOVE ネットワーク 

問い合わせ：TEL：080-6495-2009 E-mail：umilove@bird.ocn.ne.jp 

 

「サンゴの日は博物館へサンサンＧＯＧＯ! さんごで風鈴をつくろう！」 

日時：2018年 3月 4 日（日）10:00～12:00／13:00～15:30 ※申し込み不要 

場所：沖縄県立博物館・美術館ロビー 

料金：無料 

mailto:jin8yamazaki@gmail.com
mailto:sangosho@dream.bbexcite.jp
https://www.facebook.com/umilovemiyako
mailto:umilove@bird.ocn.ne.jp
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定員：各回 10 名 

主催：沖縄県立博物館・美術館 

問い合わせ電話：098-851-5401 E-mail：jin8yamazaki@gmail.com 

 

沖縄の本島・離島で開催されるシンポジウム・展示会・トークイベント等 

 

「日本最大のサンゴ礁『石西礁湖』を知ろう」（パネル展示） 

日時：2018年 3月 11 日（日）まで 

場所：石垣島離島ターミナル内 

主催：環境省石垣自然保護官事務所 

問い合わせ：TEL：0980-82-4768 E-mail：SAYO_JINBO@env.go.jp 

 

「沖縄島のサンゴ礁のいま：写真展とトーク」 

写真展は 3月 11 日（日）まで、トークイベントは 2018 年 3 月 4 日（日）開催 

場所：泡瀬干潟博物館・カフェ「ウミエラ館」 

料金：写真展は入場料なし、トークイベントは 700 円（コーヒー、ケーキ代） 

主催：沖縄リーフチェック研究会 

問い合わせ：TEL：080-5067-0957 E-mail：marikoabeshark0305@gmail.com 

 

【関東開催】セミナー サンゴ礁の今、そして未来「～サンゴ礁のために私たちダイバーができること～」 

日時：2018年 3月 7 日（水）19:00～20:45（受付 18:30～） 

場所：池袋あうるすぽっと（東京都豊島区立舞台芸術交流センター）３Ｆ Ｂ会場 

主催：NPO 日本安全潜水教育協会 

問い合わせ：E-mail：npo@jcue.net 

★申し込み：NPO 法人 JCUE（日本安全潜水教育協会）ホームページ 

 

「研究者のトークイベント Coral Night at Kumoji」珊瑚にまつわるカクテル無料（毎日先着 15 名） 

日時：2018年 3月 3 日（土）～3月 5 日（月）21:00～22:00（開店は 19:00～0:00） 

場所：BAR Sharlock Holmes（沖縄県那覇市久茂地 3-15-19 2Ｆ） 

対象：20 歳以上 

席数上限：20 席 

料金：500 円（テーブルチャージ） 

主催：BAR Sharlock Holmes 

お問い合せ：TEL090-4987-0494   

 

展示「沖縄のサンゴ礁研究最前線 ～君の褐虫藻を食べたい！～」 

日時：2018年 3月 10 日（土）13:00～18:00、3 月 11 日（日）9:00～17:00 

場所：沖縄県立博物館・美術館こどもアトリエ 

mailto:jin8yamazaki@gmail.com
mailto:SAYO_JINBO@env.go.jp
mailto:marikoabeshark0305@gmail.com
mailto:npo@jcue.net
https://jcue.net/seminar/38_info/
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料金：無料 

定員：無し 

主催：一般社団法人日本サンゴ礁学会 若手の会  
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８個体目のコブヒトデモドキを和歌山県白浜町で捕獲 

 西太平洋の熱帯浅海域に広分布するコ

ブヒトデモドキは、わが国では主に屋久

島以南の水深 25m以浅に生息している。

従って、本種は和歌山県白浜町沿岸にお

いては稀少種である。しかし、京都大学

瀬戸臨海実験所“北浜”や番所崎および

中大浜から 1979 年から 2016 年までに、

輻長が 53―105 mmの 7個体を筆者らが

記録している。これらは皆、本来の生息

地で最大限のサイズの半分以下である。 

 この度、2017年 12 月 19 日に白浜町

で新たに 1 個体が採捕された。この個体

は輻長 35 mmで、当該海域でこれまで

記録された全 8 個体の内の最小個体とな

った。本個体の発見日には瀬戸漁港にい

つもの様に早朝には見回ることができな

かったので、午後に行った。すると、岸

壁の端にこの 1 個体がポツンと取り残さ

れていた。               図. 和歌山県白浜町沿岸で捕獲された小型のコブヒトデモドキ 

 知り合いの漁師さんに翌朝、このヒトデについて聞いてみた。「網からはずした漁獲物以外のものは、海へ

投げ捨てるが、たまたま海まで届かなかったものだよ。富田浜の沖合いの水深 12―13 mの岩礁地点で八十と

いう場所で、漁網にかかったものだよ」と聞かされた。運がよかった。発見時には既に本個体は死亡・乾燥し

ており、盤や腕の色は黄土色と紫色に写真（発見直後に撮影）のように綺麗に染め分けられていた。しかし、

その日に本種を研究中という学生さんが実験所に来所されたので手渡し、翌日に返却してもらってからの薬品

固定となった。発見から丁度 1 日たって色が少し褪せてしまったが、学生さんの色彩変異のデータにはきっと

付加されただろう。 
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“生きている”鳥取砂丘 

 現役時代の筆者の主要な研究対象種はヒラメ（稚魚）でした。多くの沿岸性魚類の中でも最も顕著な“変

態”過程を経る魚として、その形態や生理生態に関する研究を進めました。その中でたどり着いた仮説が「白

神山地のブナ林が日本海のヒラメ稚魚を育む」であり、森から海までの統合学問「森里海連環学」の原点と

もなりました。ヒラメ稚魚の分布密度が高く、主な研究フィールドとしていました若狭湾との個体群の関連

を調査する上で、なくてはならない場所が鳥取県の沿岸域でした。今にして思えば、鳥取県沿岸域にヒラメ

稚魚が高密度に生息する背景は、大山に代表される山々が天神川などの一級河川や地下水系によって結ばれ

る森里海連環の世界にあるとの思いに至ります。ここでは「大山が鳥取沿岸のヒラメ稚魚を育む」といえそ

うです。 

 鳥取県を代表する海辺の自然景観は砂丘（写真１）であり、多くの観光客が訪れます。この砂丘は、県南

東部に岡山県との県境に位置する智頭町の山々に源を発し、鳥取市の東部（鳥取砂丘の東）に流入する一級

河川の千代川がもたらす大量の砂によって形成・維持されています。千代川の本流にはダムはありませんが、

多くの支流には砂防ダムが数多く設置されています。その結果、近年鳥取砂丘は次第に痩せ細りつつあり、

関係者を心配させていました。ころが、最近毎年のように起きる梅雨時の大雨や大型台風の本州への襲来に

伴う豪雨の頻発化により、砂の供給量が増加し、砂丘は回復傾向にあるのです。砂丘は中長期的にみると紛

れもなく“生きた存在”であり、一見じっとそこに佇んでいるように見えますが、実は砂の供給と流失のバ

ランスの上に姿を変えながら動的に存在しているのです。それは、私たちが暮らす流域の大地も同様であり、

不断に変動しつつ存在することを意味しています。そのことが最も顕在化する場所が水際だといえます。水

際の環境が大きく崩され続

けている昨今、見方を変え

れば、私たちのこの変動性

も見通した工夫により、よ

みがえる可能性を内包して

いると言えるのです。 

 

 

 

図１ 鳥取砂丘を高台から

眺める（2017年11月2日） 

６. 有明海と三陸の水辺から（70）     田中 克 



 

23 

「うみひるも」のご感想や、海の生き物の情報・写真をお寄せください。 

hirumo@live.jp または https://goo.gl/GjWIjL 

 

 鳥取県は東西に細長く、南部は中国山地（大山・那岐山・氷ノ山）に縁取られ、北部は日本海に囲まれ、

それらの間を 3 つの一級河川（日野川、天神川、千代川）が流れるわが国の国土の基本構造といえる「森里

海連環」を代表する立地条件を有しています。千代川の源流域に当たる智頭町は森林面積率 93％という典型

的な森の町であり、智頭杉の産地として、吉野や北山に並ぶ林業地として知られています（写真２）。ここ

では、林業の再生だけでなく、森林の持つ多面的機能を総合的に活用し、森林セラピーや森の幼稚園など多

様な先進的取り組みが進められています。一方、鳥取県下には山陰地方には珍しく浅海域が広がる条件を生

かしてきめ細かい工夫が行われ、“絶滅”した海女の復活を実現するなど、沿岸漁業再生への取り組みが行

われています。2014 年末にスタートした「つなげよう、支えよう森里川海プロジェクト」（環境省）への市

町村段階での賛同の輪は広がりつつありますが、県丸ごとの立地条件を備えた鳥取県が、県としてその先陣

を切ることが期待されます。 

図 2 智頭町石谷林業の材木集荷場（2017 年 10 月 31 日） 

  

mailto:hirumo@live.jp
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い 

 

生きもののいないサンゴ礁 

 そこから1古仁屋へ向かう。奄美振興予算で作られた新しいトンネルを抜ければ古仁屋はすぐだが、われわ

れは山を越える旧道を通る。この旧道は、奄美大島の亜熱帯林を間近に見られる素晴らしい道だが、多くの

車はトンネルを通るので、ほとんど車が走っていない。こういう道が私は大好きだ。古仁屋に到着し、港の

ビルで昼食をとる。メニューは近大マグロばかりだった。近畿大学はクロマグロ成魚の養殖をこの奄美大島

の瀬戸内海（大島海峡）で行っている。昔、奄美大島へ来たときは、この大島海峡ではマベ2の真珠養殖が盛

んに行われていた。大粒の黒真珠が高値で売買されていたことを思い出した。真円真珠が作られるようにな

ったのは、それより後のことだった。その頃から魚の養殖が黒真珠に悪影響を与えるとして問題になってい

たようだが、黒真珠の養殖はなくなり、マグロなど魚類の養殖がさらに盛んになったらしい。魚の養殖は、

海の環境を汚すが、環境よりも経済という発想は、ここでも健在だ。 

 昼食後、トンネルを通って国道を少し戻り、ここ瀬戸内町に属しているが、東南の山を越えた海辺にある

孤立した市（いち）という集落へ向かう。市の集落に到着する直前に、大きい採石場が建ち並んでいるのが

見える。ここでは 2、3 カ月前に土砂崩れがあり、この道路が土砂で埋められ、通行できなくなったらしい。

市の集落はこの道路を通らないと他の集落に行けない。採石場の管理が問われ、孤立状態の住民が抗議した。

その抗議を受けて、鹿児島県大島支庁が業者に対応を指示した。業者は住民説明会を開いた。その席で、住

民から採石場の土砂対策とともに、辺野古への土砂搬出の噂について質問があり、住民は辺野古への土砂搬

出に反対だと意見表明がなされた。業者は辺野古への土砂搬出については、知らぬ存ぜぬで通したようだが、

住民の反対意思は強固になった。 

 舟を用意してもらい市の住民の要望もあり、

採石場の前の海に潜る。瀬戸内町のダイビング

ショップの太田さんがいっしょに潜ってくれる。

舟は綾音祢丸。安部真理子さん、太田さんと同

じ場所で潜るが、行動はそれぞれ別。右の写真

は、潜水場所から採石場を見たもの。この採石

場から道路を越えて土砂を含む水がこの海域に

流れ込んでいる。 

                                                 
1 編注：前号は、採石によって赤裸になった瀬戸内町阿木名の山を車内から眺めたところで終わった 

2 編注：ウグイスガイ科の一種。真珠層を形成する貝で、「マベ真珠」生産のために養殖される 

7. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（5） 向井 宏 
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 この沖合にはトビラ島という小さな島があり、そこまでは深さがせいぜい 3～5mくらいの浅い海が広がっ

ている。亜熱帯のこの地方の海なので、サンゴが生育してサンゴ礁があるはずの海域である。 

 潜ってみると、驚いたことに海の中に生き

ものが見当たらない。透明度は 1m 程度か。

サンゴは、キクメイシの 10cm 程度のもの、

ハマサンゴは 10～30cm くらいのものが岩

の上に生育している。岩の表面はぬるぬるし

た粘土と粘液が混じったようなものに覆わ

れており、その厚さは 1cm くらいある。サ

ンゴはなんとか活きているも、気息奄々
きそくえんえん

のよ

うに見える。魚がほとんど見えない。30 分

ほど潜って 5 匹くらい。そのうち 2 匹はスズ

メダイ。残りは小さなネンブツダイの様な魚。

大きなハマサンゴやサンゴ塊の下にいるは

ずの魚たちがまったくいない。岩の間には、厚く泥が溜まっている。手を入れればすっと入っていく。ヘド

ロの堆積だ。深いところでは 30cm くらいはありそうだ。しかも、表面は酸化しているが、直下は還元状態

で、真っ黒だ。右の写真から、その様子がうかがえる。 

 水深 1m 以内の岸寄りの浅いところでは、礫があり、少

し深くなると岩が出てくる。岩の上には、カサノリが少し

見られる。その他には海藻らしきものはわずかだ。カサノ

リも本来は群生するものだが、ここのカサノリは単一の藻

体が点在するのみ。カサノリの傘の上には粘土粒子が堆積

しており、おそらく生まれるそのそばから枯れていくのだ

ろう。 

 サンゴ礁であったと思われる岩礁地帯も、サンゴ類を除けば、わずかの魚以外に生きものの姿がほとんど

見られない。貝もいないし、カンザシゴカイ類の華やかな色もない。エビ類やカニ類もまったく見られない。

浅くて光もよく届いているにもかかわらず、いわば「死の世界」の様相だ。 

 深さ 2m ほどのところで、コンクリートの柱のようなものを見つけた。これはおそらく採石場の施設の一

部が流れたものであろう。このようなものが存在することから、採石場からの土砂などの流れ込みは明らか

である。周りの石もその形状からほとんどが陸上からの流れ込みによるものと推定できる。予想もしなかっ

た悲しい海の様相を見た。（つづく） 
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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 

◇今年は海の生き物を守るフォーラムに参加でき、とても充実した時間をいただきました。葛西臨海公園の野鳥の楽園

が危うく次の東京五輪のために壊されそうなのを（まさに水際で）阻止した日本野鳥の会の飯田陳也さんのご講演など、

非常に興味深かったです。この冬の五輪で注目されたのは日本が獲得したメダルの数ばかりでしたが、このタイミングで、

どこか一局ぐらい、環境調和型のオリンピックをテーマに特番でも組んだら素敵だったのになぁ、と思ったものです。 

◇前号の後記で、黒潮大蛇行で日本のおなかが冷えて云々と書きましたが、正確な日本のへその位置については良い

資料があります。浦辺徹郎先生の論考「真の日本の重心はどこか？」です。ウェブで読めますので是非。 

◇うかつにも今ごろ気付きましたが、うみひるも連載エッセイの著者（久保田信先生、田中克先生、向井宏先生）が全員、

見事に漢字一文字のお名前ですね。かなり珍しい現象ではないでしょうか。ご縁の妙を感じます。（ちよ） 

 

◆寒さのピークもようやく終わったようで、風はまだ冷たいけれども、その中に春の気配が匂ってくる季節

が来ました。海の中ではとっくに春はやって来ているようで、海の生きものたちは盛んに成長し、繁殖活動

を繰り広げている頃です。大潮の干潮も昼間に回り込んで大きくなり、これからは海岸へ出て海の生き物を

見ることが楽しい季節です。周りを海に囲まれた日本は、海に親しむためにもっとも適した所なのですが、

なぜか海岸がコンクリートで固められてしまい、海に近づくことも難しいところが多くなってきました。そ

れがまた、子どもたちから海を奪い、海を知らない大人が増えてくることになります。それが海の自然が壊

され、無くなっても何とも思わない日本を作る。悪循環が止まりません。もっと学校で海と親しむ時間を作

っていただきたい。せめて少しでも海と親しくなる機会を作ろうと、海の生き物を守る会では、今年も各地

で観察会などを開催します。ぜひその機会に海に出かけて見ませんか。（宏） 
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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。 
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ボランティアも大募集 
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