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「今月の海」 表浜高塚海岸 （愛知県豊橋市表浜）  

 愛知県豊橋市の南端にある渥美半島の太平洋岸は、広い砂浜海岸が続いている。この海岸線を表浜（おもて

はま）とよんでいる。表浜の大部分は、陸側に高い崖があり、人家も無く自然海岸に近い。それなのに、海岸

と 岩 崖 の 間 に

細々と車道が作

られており、その

ために低い護岸

がある。そしてそ

れを守るために、

ところどころに

コンクリートブ

ロックが並べら

れている。まこと

に自然を大切に

しないやり方が

見られる。それで

もこの表浜の広

大さ、自然度の高

さは、訪れたものの心を雄大にする。その中でも高塚海岸と言われる部分には、砂が風の作用で寄せられて、

小さな砂丘を形成している。コウボウムギ、ハマヒルガオ、ハマエンドウ、ハマニガナなど砂浜特有の海浜植

物が表浜一帯に広がっているが、陸側が道路で切られているのが残念である。ここ表浜はサーファーのメッカ

でもあり、多くのサーファーが訪れる。表浜ネットワーク代表の田中雄二さん主宰の「表浜まるごと博物館」

は、ここから歩いて 20 分程度の所にあり、ウミガメの上陸・産卵調査を長年行ってきているが、残念ながら

昨年来その調査を中断している。（2016 年 3 月 20 日 向井 宏撮影）  

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

◆素晴らしい砂浜＝表浜に集まろう！ 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。 
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日時：2018 年 5 月 20 日（日）10:30～15:00 ※雨でも実施 

場所：愛知県豊橋市 表浜（小島海岸） 

会場・集合場所：表浜まるごと博物館 ※小島海岸までは歩いて 30分 

参加費：500円（弁当も別途 500円で用意できます） 

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。雨天が予想される場合は、合羽など防

水対策が必要 

共催：NPO「表浜ネットワーク」 

★申し込み・問い合わせ：表浜まるごと博物館 田中美奈子 office@omotehama.org 電話 0532-21-1992 

            向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 電話 075-741-6281 

 

 

◆海岸生物観察会 in 和賀江島 

日時：2018 年 6 月 16 日（土）10:00～15:00 

         ※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および光明寺 

集合場所：材木座海岸東北端の和賀江島前海岸 

交通機関：JR・江ノ島電鉄 鎌倉駅東口駅前より

京浜急行バス（鎌 40）「新逗子駅（北口）行き」

で約 10 分、「飯島」バス停から徒歩 1～2 分 

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 

共催：海の生き物を守る会・東京経済大学大久保

研究室・鎌倉の自然を守る会、日本自然保護協会 

★事前申し込み： 

大久保奈弥 nobuko@tku.ac.jp 、 

向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

 

 

 

◆森川海のつながりの大切さを見直し、 

世界自然遺産登録を目指すシンポジウム in 奄美大島 

きれいな砂浜とサンゴ礁、アダンやマングローブなど豊かな自然を持つ奄美大島。最近になり申請していた奄

美・琉球世界自然遺産が登録延期になるかもしれないというニュースが流れました。奄美大島の自然には 世

界自然遺産になる価値があるのかないのか、世界から否定されてしまったのか、今回は海、川、水など沿岸域

の自然に焦点をあて、各分野の専門家からお話したいと思います。第２部では採石場、護岸、クルーズ船など

奄美大島各地の現場で活躍されている方々からお話を伺います。 

http://www.omotehama.net/marugoto/index.html
mailto:office@omotehama.org
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:nobuko@tku.ac.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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奄美の自然の価値や迫る脅威、世界自然遺産は今後どうなるのかなどみなさんと一緒に考える場にしたいと思

います。 

日時：２018 年 6 月 30 日（土）13：45～16：00  

会場：名瀬市内(未定） 

主催：海の生き物を守る会、自然と文化を守る奄美会議、日本自然保護協会 

参加費：無料  

申し込み：不要  

問い合わせ：日本自然保護協会 TEL:03-3553-4102 E メール：umi@nacsj.or.jp  

プログラム 

第１部： 

１）向井 宏 『森川海のつながりの大切さについて~吉野川、上関の事例をもとに~（仮）』 

２）藤田喜久 『奄美大島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（仮）』 

３）安部真理子『嘉徳海岸の護岸工事について（仮）』 

第２部：地元の取り組み 

奄美大島各地の現場から取り組みについてご紹介します。 

※本シンポはパタゴニアから助成金を受給しています。 

 

◆砂浜の生き物観察会 in 嘉徳海岸（奄美大島） 

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、嘉徳海岸は貴重です。こ

の砂浜の生物の調査に協力してくださる方を募っています。 

日時：7 月 1 日(日）10:00-15:00 

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 

参加無料、申し込み不要、 

雨天中止 

主催：日本自然保護協会、海の生き物を守る会ほか 

後援：奄美の森と川と海岸を考える会（依頼中）自然と文化を守る奄美会議（依頼中） 

問い合わせ：03-3553-4103、umi@nacsj.or.jp（日本自然保護協会 海担当） 

 

◆アカテガニの放仔観察会 

日時：2018 年 7 月 14 日（土）（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（予定） ※詳細未定 

場所：神奈川県江ノ島の砂浜 

tel:03-3553-4102
mailto:umi@nacsj.or.jp
mailto:umi@nacsj.or.jp
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【活動報告】 

◆吉野川河口干潟で観察会を実施 

 昨年に引き続き、今年も 4 月 29 日（日）、四国吉野川の河口干潟で海の生き物の観察会を行いました。参加

者は 80 名を超える盛況で

した。五月晴れの下、家族

連れなど多くの参加者が春

の海辺で生き物の観察を楽

しみました。 

 この干潟には、砂干潟や

泥干潟、長い砂州、樹木も

茂る中州など様々な環境が

ありますが、この時期には

泥干潟にシギ・チドリを中心に

多くの鳥たちが集まって餌を食

べていることが多いので、泥干

潟には立ち入らないように注意

し、主に砂干潟を中心に観察・

採集をしました。沖合には河口

を横切る高速道路の橋脚が多数

姿を現し、反対の声が上がる中

でも、着々と工事が進んでいる

様子を見ることができました。 

 最後に採集した生きものを持ち寄り、生き物調べを行い、

モクズガニ、コブシガニ、ヤドカリの子どもたち、モミジ

ガイ、ツメタガイ、チロリ、イトメ、ホシムシ、アマクサ

アメフラシなどが生きたまま観察でき、子どもたちも大喜

びでした。観察会のようすは、翌日の徳島新聞、朝日新聞

に記事が載りました。 

 

 

 

徳島新聞 2018.4.30 
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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。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）」2015 年 海の生き物を守る会 

◎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 7 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 残り 2 部 

◎「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 

    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 残り 1 部 

◎ACADEMIA（全国日本学士会会誌）No. 153 (2015.10)  

            2015 年京都シンポジウム「いのちのふるさと 海と生きる」 残り 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 年 

    「海域・海洋保護区の効果と現状」 環境情報科学 2009 年 

    「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」 海洋理工学会誌 2009 年 

    「干潟・藻場の再生事業：その問題点」 地球環境 2011 年 

 

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

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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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）。 

 

 

 

 

 

 

 

★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 23,411 筆を提出 合計 11 万 7 千余筆 

 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 2100 万㎥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 11 万 7 千

筆を超える署名が集められました。しかしながら、沖縄の民意も無視して辺野古の埋め立て工事が強

行されています。連休明けの 5 月 7 日には K4, N4 護岸への砕石の投入も始まりました。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

きました。 

 

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、

沖縄県沖縄市で開催します。 

会場：沖縄市民会館中ホール（沖縄市八重島 1 丁目 1-1） 

スケジュール 

2018 年 5 月 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）、夜は懇親会 

2018 年 5 月 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。 

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

★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 

  

間もなく！ 

パンフレット 

1部 500円 

 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．クジラ切手コレクション （51）（52）   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】 

●イギリスが使い捨てプラスチックの販売を禁止 

 イギリスのメイ首相は、「プラスチックごみは英国が直面する最大の環境問題の一つである」と述べ、国と

して使い捨てのプラスチック製品を販売することを 2019 年から禁止することを発表した。イギリスはすでに

25 年の環境行動計画を作成しており、その中で不必要なプラスチックごみを無くすという目標を立てている。

同国はこれまでもレジ袋に対して税金を課したり、マイクロビーズの使用を禁止したりするなどプラスチック

の削減に大きな効果を上げてきた。レジ袋への課税によって、90％（90 億枚）のレジ袋を減らした。今回の

使い捨てプラスチック製品の禁止は、ストローや綿棒なども含まれており、ファーストフード業界への影響は

大きいが、一部のファーストフード店ではプラスチック製のストローの廃止を始めている。現在同国のプラス

チック製ストロー使用量は毎年 85 億本に上っている。イギリスではまたペットボトルについてデポジット制

の導入を予定している。これはペットボトル入りの商品を買った人は料金の他に預かり金を払い、ペットボト

ルの返却で預かり金を返却する制度である。 

 世界の海には 1 億 5000 万トンのプラスチックごみが漂っていると推定されており、毎年 100 万羽の鳥や

10 万頭以上の海棲哺乳類がプラスチックの影響で死んでいると言われている。しかも、その量は 2025 年まで

で 3 倍に増えると予想されており、メイ首相は、「海洋環境を保護することはイギリス連邦首脳会議の中心的

なアジェンダだ」としている。さて、海洋国である日本はいったいどれだけ真剣にこの問題を考えているのだ

ろうか。日本の首相にこのような認識はあるのだろうか。（文責：向井 宏） 

 

【関東】 

●今世紀末には千葉県の砂浜が消失 

 千葉県が今後の気候変動によって千葉県が受ける影響を、環境省や気象庁などのデータをもとにまとめた報

告によると、温暖化などの影響で海面が上昇し、九十九里浜など千葉県の砂浜の 90％が、今世紀末には消失

すると予測している。千葉県はこれに対して、今後具体的に対策を検討することになった。これまでの事実と

して、報告では平均気温がこの 100 年で 1 度近く上昇したこと、真夏日が 20 世紀末と比べて 2 倍に増えたこ

となども報告している。海面上昇などによって砂浜が減少すれば、高波の被害が増えるほか、貝の採取業者や

観光にも悪影響が出るとしている。その上で、千葉県循環型社会推進課では、「砂浜の維持を含めて、具体的

な対応を考えていきたい」としている。しかし、海面上昇で砂浜が無くなる前にすでに九十九里浜の砂浜は、

無くなりつつある。その原因は人間の開発行為や海岸の護岸、ダムの建設などであり、それについてはほとん

ど根本的な対策が取られていない。温暖化の影響を問題にする前にするべきことがあるのではないか。（文責：

向井 宏） 
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【九州】 

●開門をしない和解協議 開門派は拒否 福岡高裁は国に有利な判決の構え 

 長崎県諫早湾の国営干拓事業に関して、2010 年に福岡高裁の開門確定判決を実施せずに制裁金を課されて

いる国が、開門を強制しないよう求めた裁判で、裁判長が開門しない前提の和解協議を提案している件で、非

開門前提で「有明海再生基金」という漁業振興基金を国が拠出するという案をもとに和解協議を推進するよう

熊本、福岡、佐賀の 3 県漁業団体のトップが斎藤健農水相と面談し、協議の継続を求めた。農水相は、開門に

よらない解決を計れるよう真摯に対応したいと応じた。 

 そうした中で、5 月 8 日福岡高裁の第 3 回和解協議が開かれたが、開門派は、開門をしないことを前提とし

た和解協議には応じられないとして、協議に欠席した。協議の場で国は 3 県の漁業団体からの要請があったこ

とを紹介し、開門派に高裁の和解勧告を受け入れて協議に応じて欲しいと主張した。高裁（西井和徒裁判長）

は、協議に応じるよう期待していると述べたが、訴訟はすでに結審しており、今月 28 日以降も開門派が協議

に応じないなら、7 月 30 日に国に有利な判決が出されると思われる。裁判所が有明海の変動と諫早干拓の因

果関係を議論しないまま、確定判決を無視した基金案を推進するようなら、司法の独立やその存在意義が問わ

れることになる。（文責：向井 宏） 

 

【沖縄】 

●本部町 カツオの町がカツオの不漁に泣く 

 沖縄県本部町（もとぶちょう）は、戦後カツオの町として栄え、町の商工会の祭りも「かつおのぼり祭り」

と銘打つなど、カツオを求めて遠方からの客が絶えない。ところが、その本部町のカツオの水揚げ量は、右肩

下がりで減少している。本部漁協によると、1995 年に 172 トンあった水揚げが、10 年後の 2005 年に 102 ト

ン、20 年後 2015 年には 11 トンまで落ち込んでしまった。その後、約 40 トン前後に落ち着いたが、回復の

見通しはまったくない。そのため、「かつおのぼり祭り」でやって来た客になぜカツオが無いのかと問い詰め

られ、今年から祭りの名前を「もとぶこどもまつり」と変えてしまうほどである。カツオ漁獲量の減少は、カ

ツオの餌となるミジュンなどの小魚が減少し、その餌でカツオ漁を行っていた大型船が操業を止めてしまった

ことがある。現在では 5 トン未満の小型船による操業のみで、カツオ漁が昔のように盛んになる兆しは見られ

ない。（文責：向井 宏） 

 

●奄美・沖縄の世界自然遺産登録 延期勧告 環境省は推薦取り消しも 

 環境省が世界自然遺産登録に向けて推薦していた「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」が、推薦

内容に飛び地が多く自然遺産を保全するには不十分であるという理由で、5 月 4 日、国連のユネスコ諮問機関

から、抜本的に見直すよう勧告を受けた。諮問機関の世界自然保護連合 IUCN の出した結論は「登録延期」

だった。この勧告によって今年の夏の登録の可能性が非常に低くなった。環境省や鹿児島県・沖縄県の担当者

の間では動揺が広がっている。中川雅治環境相によると、現在の推薦理由のままで登録決定を受けることは非

常に難しくなった。推薦内容を修正しなければならない。今年 6 月 24 日からバーレーンで開かれるユネスコ

の世界遺産委員会で正式に決定されるが、環境省では、このまま委員会の審査を受けるか、事前に推薦を取り

下げるかの判断を迫られている。環境相は推薦取り消しを示唆する発言も行っている。 

 4 島は、日本の最後の世界自然遺産となるとも言われており、環境省では「かなりの自信を持って推薦した」

と悔しさを表明した。ヤンバルクイナやイリオモテヤマネコ、アマミノクロウサギなど希少で貴重な動物が生
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息し、珍しい生態系が残っていることを 4 島の特徴として、国立公園に指定するなどして、世界自然遺産登録

に向けて強力に支援してきた。しかし、沖縄島では予定地やんばるが米軍基地に隣接し、オスプレイが騒音を

まき散らしながら国立公園の上を飛び交うなど自然を保全する上で極めて不十分な体制であることが疑問視

されたのだと思われる。さらに米軍がかつて訓練で枯れ葉剤を使用したこともあるとされ、その調査も検証も

行われていない。勧告では、返還された米軍北部訓練場の跡地が推薦地域に含まれていないことを指摘されて

いる。そもそもやんばるの国立公園への指定は、米軍北部訓練場のオスプレイ着陸パッドの建設が条件だとさ

れ、翁長知事も辺野古基地と異なりオスプレイパッドの建設には強く反対しなかった。この「奄美・琉球」世

界遺産推薦には政治的な動きが大きかったようである。それにもかかわらず、環境省は「北部訓練場の問題は

世界遺産登録にマイナスには影響していない」と強弁している。沖縄県も環境省の見方に同調している。 

 奄美大島では、自衛隊の基地建設が進み、自然破壊が次々と行われており、アマミノクロウサギなど貴重な

動物もその影響を受けて死亡個体が増えつつある。さらに、今回の世界遺産推薦に際して、4 島の森を中心に

し、琉球列島が海の影響を受けた自然であることを無視し、海と森の関係を重要視しなかったことも、IUCN

の科学者たちの不満の一部にはあったと思われる。本誌もこれまでその点を主張してきた。 

 国内の世界自然遺産登録に際して、IUCN から「登録」以外の勧告を受けたのはこれが初めてのことで、関

係者の間では、悲観論が多い。甘い見通しを振りまいて地元に本気で環境保全対策を求めなかった環境省の責

任が問われている。環境省は、今後軍事基地が環境に与える問題に真剣に取り組む必要がある。安全保障問題

は環境省と関係ないとしてはならないだろう。（文責：向井 宏） 

 

 

 

 

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

 

【北海道】 

◆「オホーツク」観察会“春のオホーツクの自然を歩く” ～カワウコロニー、塩性湿地、

海岸地形と地質、ところ遺跡の森などオホーツクの春を感じてみませんか～ 

日時：2018 年 05 月 20 日（日）※小雨決行 

観察場所：サロマ湖周辺 国道 238 号線沿い（1）湧別町（湧別川周辺・鶴沼・計呂地）、（2）佐呂間町（湖

展望台・浜佐呂間）、（3）常呂町（栄浦 遺跡の森） 

集合：第一集合場所は JR 遠軽駅前 7:30、第二集合場所は北海道湧別高等学校前 8:00、 

解散：最終観察地の順路（3）で 15:45 予定 ※気象条件等で順路変更あり ※途中参加・退出可 

参加費：500 円（資料・保険・入館料）当日受付 

持ち物：昼食、飲み物、雨具、長靴、あれば双眼鏡など。 

交通機関：自家用車で移動（JR 等使用の方の集合場所から観察順路は相乗調整） 

問い合わせ先：相原繁喜 090-3897-5392 
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【関東】 

◆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？ 千葉市の鳥「コアジサシ」に出会

えるかもしれません！ 

日時：2018 年 6 月 16 日（土）9:00～12:00 ※荒天の場合は中止 

集合：稲毛ヨットハーバー建物前（美浜区磯辺 2-8-1）8:50 

解散：検見川の浜 12:00 

定員：40 人（多数の場合抽選。小学生 3 年生以下は保護者同伴） 

費用：当日の保険料として、1 人 50 円 

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、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：ファックス、往復はがきのいずれかで、以下 1 から 7 の内容を明記の上、ご送付ください。 

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。6 月 8 日（金）必着。 

 ファックス：043-245-5553 

 往復はがき：〒260-8722 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 

 

◆観音崎 磯の生物観察会 
 観音崎の磯でひざまで水に入り、カニ・ウニ・ヒトデ・ハゼ・ウミウシなどの小動物を観察します。海藻の

森とそこに住む生物に親しみましょう！ 

日時：2018 年 6 月 2 日（土）、17 日（日）10:00～14:30 ※小雨決行 

集合：観音崎自然博物館 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  

参加費：大人 1700円、4歳～中学生 1300円、   

  会員は 300 円引（入館料、消費税込み） 

 

講師：観音崎自然博物館 

       学芸部長 山田和彦氏 

 

持ち物：ハーフパンツや短パンなどひざくら

いまで濡れてもよい服、ぬれてもよい運動靴

またはマリンブーツ（ケガ防止のためビーチ

サンダルやスポーツサンダルは不可）、タオ

ル、昼食、飲み物、雨具、あればプラケース

やバケツなど（生物の観察用） 

 

プログラム 

10:30~12:00 磯で生物を観察 

12:00~13:00 昼食 

13:00~14:30 

観察した生物についての話、海藻標本作り 

 

★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。 

保険加入のため開催日の4日前までにお申し

込みください。  

問い合わせ先：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 

 

javascript:;
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◆千葉県立中央博物館 海の博物館「エビ・カニ・ヤドカリの観察会」 

日時：2018 年 6 月 15 日（金・千葉県民の日）10:30～12:30 

対象：小学生以上（小学生は保護者同伴） 

人数：20 名（申し込み多数の場合は抽選） 

料金：保険料 50 円 

★申し込み：メール・ハガキ・FAX いずれかで、氏名（参加者全員分）、年齢、郵便番号・住所、電話番号、

参加希望の行事の月日と名称を明記の上、以下の宛先にお送りください。展示室ロビー受付でも申し込みでき

ます。電話での申し込みはできません。6 月 1 日（金）締め切り。 

〒299-5242 千葉県勝浦市吉尾 123 千葉県立中央博物館分館 海の博物館 

電話：0470-76-1133 FAX：0470-76-1821 メール：umihaku@chiba-muse.or.jp 

※定員に満たない場合や、キャンセルが発生した場合には 2 週間前から先着順で受付することがありますので

お問い合わせください。開催日の 5 日前までに当館からの連絡がない場合にも、お問い合わせください。 

◆千葉県立中央博物館 海の博物館「磯の生きものを調査しよう」 
日時：2018 年 6 月 30 日（土）10:00～14:30 

対象：小学校高学年以上（小学生は保護者同伴） 

人数：10 名 

料金：保険料 50 円 

★申し込み：同上。6 月 16 日（土）締め切り。 

 

【関西】 

◆和歌の浦干潟観察会（第 30 回） 
 ハクセンシオマネキやチゴガニの求愛行動、コメツキガニの砂団子、水際に群がるヤドカリ類、テッポウエ

ビ、絶滅危惧Ⅱ類のイボウミニナやヘナタリなど、たくさんの生き物を観察できます。 

 なお、今年はあと 7 月 29 日（日）12:00～有田川河口干潟で、9 月 9 日（日）12:00～和歌の浦干潟で観察

会を行う予定です。 

日時：2018 年 5 月 27 日（日）11:00～13:00 ※雨天中止（小雨決行） 

観察予定地：観海閣（妹背山）周辺の干潟 

集合：観海閣（玉津島神社の向かい）11:00 

費用：資料一部 300 円、但し希望者のみ 

服装や準備物、その他注意点：長靴または泥にはまっても良い靴（サンダル・水雪駄は泥に足を取られるので

不適）。帽子、軍手、タオル等、採集道具や飲食物、着替えは各自の判断で。 

主催：和歌山大学教育学部生物学教室 わかのうらひがた俱楽部 

問い合わせ：e-mail: tkoga@center.wakayama-u.ac.jp または 090−4499−3157，古賀まで 

 

◆鳥羽市立海の博物館 「鳥羽の海とプランクトンについて学ぼう！」 
船で菅島に行き、プランクトンの観察をします。また博物館では展示の見学とプランクトンの工作を通じて、

鳥羽の海で育まれる小さな生命について学びます。 

2018 年 6 月 9 日（土）10:00～16:00（要予約） 

集合：鳥羽市立海の博物館 

定員：20 名（小学 3 年生以上対象） 

参加費：無料（船着き場駐車場 750 円程度要） 

協力：名古屋大学附属菅島臨海研究所 

 

以下 3 イベントは次ページ以降のちらし参照 

 

◆あなたの街にチリモンがやってくる♪ 第 10 回～寝屋川市～ 

◆ウミガメ観察会 

◆2018 年 大阪湾スナメリ探検クルーズ 第 1 回クルーズ ※6 月 9 日締め切り  

mailto:umihaku@chiba-muse.or.jp
mailto:tkoga@center.wakayama-u.ac.jp
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●「みちのくベントス 第 2 号」発行 

 みちのくベントス研究所が「みちのくベントス第

2 号」を発行しました。所長の鈴木孝男先生による

と「論文や報告書の狭間に残された記録や、干潟を

中心としたベントス生息場所の実態、あるいは改変

の状況などについて、裏話を含めて少しずつでも取

り上げていきたい」という趣旨で制作されています。

東北の干潟の今が分かる貴重な資料です。 

 

 

 

第 2号の目次は下記の通り。 

 

 みちのくベントス第 2号の発刊にあたって 

 松川浦宇多川湿地のベントス相：鈴木孝男・

金谷弦・多留聖典・海上智央・柚原剛・山下

友実・青木美鈴 

 志津川湾における重要な干潟と底生動物群集

～震災の影響とその後の回復：鈴木孝男 

 宮城県内の干潟におけるチクゼンハゼの生息状況：旗薫 

 サンリクドロソコエビ（端脚目ユンボソコエビ科）との邂逅と棲息状況：多留聖典 

 松島湾櫃ヶ浦干潟（宮城県利府町）の大型底生動物相―2017 年 10 月の定性調査：金谷弦・柚原剛・

青木美鈴・森敬介・鈴木孝男 

 仙台湾名取川河口で確認された絶滅危惧種ハマガニ：柚原剛・鈴木孝男 

 熊本県荒尾市市屋のヨシ原とそこに暮らすベントス：青木美鈴・比留間美帆・多留聖典・鈴木孝男 

 著者紹介 

 あとがき 

 

 

 

★同紙（pdfファイル）ご希望の方は鈴木孝男さん takaos@miyagi.email.ne.jpまでお申し込みください。 

 

（文責：瀬戸内千代） 
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編集部より： これまで和歌山県・白浜を舞台に、漂着物の紹介など、素敵なエッセイを139回にもわたってご寄稿くださ

った久保田信先生が、この春、京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所准教授の職を定年退職さ

れました。そして、35 年間の大学教員生活にピリオドを打ち、同地に誕生した「ベニクラゲ再生生物学体験研究所」の所

長に就任されました。これを機に、うみひるものエッセイも一新します。今号から始まる連載のテーマは「うた（歌詞）」です。

作詞作曲・歌唱・イラストまでこなす多才な久保田先生ならではの切り口をお楽しみください。 

 

 

プロローグ 

夜空に瞬く数えきれない星々。でもそこには生物はいない。地球は宇宙のオアシス。今の地球で人間と共に

生きている動物は約 145 万。これら動物たちは、体の基本的なつくりの違いから多数のグループに分類。最

小単位が種（しゅ）で、最大単位が門（もん）。この連載では教育的配慮で 40 動物門に細分し詞で紹介。 

単細胞の動物から脊椎動物に至る 6 億年ほどの歴史的な仲間のすべてに通じておくことは「地球の動物住民」

の一員として共存の基礎的でとても大切な基盤。動物はみな兄弟姉妹で、食物連鎖や共生・寄生関係を通じ、

お互いに深くつながりあって共に生きているから。歴史はもとより、一生・親子関係・食べ物・棲家など様々

な特性を分かり易い歌詞で紹介。彼らをちょっとでも知ることで、みなが共存共栄できる明るい未来へとつ

ながることを希望。そして、我らの兄弟姉妹の生命を貴び敬い学ぶ心が湧き上がり、いたわりあいの気持ち

が深まることを期待。命の不思議や神秘にも感嘆！さらに、動物を生かしている環境、水も空気も土も食べ

物も豊かで汚染なく、人の心も温かく、いついつ

までも、愛ある共存ができる、かけがえのない美

しい生命の星、地球が宇宙に輝くはず。 

 

 

 

 

CD&DVD「地球の住民 ～世界の動物 40門～」

（ナレーション・歌・イラスト：久保田 信）の

ジャケット。詳しくは下記サイト参照。 

http://www.benikurageman.net/jp/main.htm  

http://www.benikurageman.net/jp/main.htm
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たかがアサリ、されどアサリ 

 前号で紹介した干潟再生実験場の両側も、かつてはアサリ漁場として利用されていました。しかし、有明

海の環境が悪化し続ける中で、それらは放棄せざるを得ない事態に至り、適度な手入れを続けている平方漁

場のみ、ある程度のアサリが生息し続けています。逆に言えば、確かな手入れの方法が確立すれば、現在休

業中の周辺にもアサリ漁場を広げる可能性も生まれ始めています。アサリなどの底生動物が居つく場所を、

点から線へ、さらに面へと広げることができれば、有明海再生を願う漁師さんの励みにもなると思われます。 

 数年前に、干潟再生実験場に蘇ったアサリを食べた元漁師の古老は、「うまか。これぞ昔懐かしい有明の

アサリ」と言われました。その記憶は鮮明で、今年の収穫祭では、大阪のシニア自然大学校の皆さんが都会

のスーパーに広く出回っている「熊本県産アサリ」を購入して、アサリ収穫祭に持参いただきました。正真

正銘の有明生まれ有明育ちの本物のアサリと都会の「熊本県産アサリ」（写真１）を食べ比べてみました。

大きさや鮮度に差がありましたので、厳密な比較とはいえませんが、両者の間には、味・食感・身入りのい

ずれにおいても圧倒的な差を皆さんに実感していただきました。とりわけ、甘味があり濃厚な有明アサリの

美味しさに皆さん驚かれました。環境問題の本質の理解には、理屈よりも味比べのような五感で実感するこ

とが確かではないかと痛感しました。 

 かつて、最高 8 万トン前後も漁獲されていた熊本県下では、中国から大量のアサリの成貝を買い付け、干

潟で一定期間養成した後に収穫し、都会のスーパーマーケットに「熊本県産アサリ」として広く出回ってい

ます。こうしたアサリの移入には、遺伝的撹乱やアサリに付随する外来生物の持ち込みなどが大いに懸念さ

れます。有明海の採貝漁師は、中国から持ち込んだアサリは殻の高さが高く味も異なると指摘します。食品

の産地に関する消費者の関心が高まる中、少なくとも中国産など海外から移入したアサリを熊本県など国内

の干潟で養成した場合には、そのことの表示が必要と思われます。こうした問題の解決には、何気なく購入

する、私たち都会の消費者自身の責任でもあるように思われます。 

 ものに溢れ、お金にまみれ、なるべく迅速・簡便にことをなし、過程ではなく結果のみを求めすぎる世相

の現われが、中国産アサリの短期蓄養による「熊本県産アサリ」への変身の背景ではないでしょうか。時間

がかかる本物、過程やその中で重要な役割を果たす縁の下の力持ちの存在を大事にする“本物”を取り戻す

ことが、著しく疲弊し、乾ききった社会を、潤いのある心豊かな社会に戻す道であるように感じています。

たかがアサリ、されどアサリです。彼らのメッセージをしっかり受け止められるかが問われています。その

一助として、都市のシニアが地方の漁師や市民、特に若者を支えるモデルを、太良町の干潟再生実験場で進

め始めています。具体的には大阪の認定 NPO 法人シニア自然大学校有志の皆さん（写真１、写真２）が干

潟再生実験を支援し、高校時代に干潟体験をした生徒が大学に進み、自身の卒業研究を干潟で進め始めた若

者を応援する試みです。 

7. 有明海と三陸の水辺から（75）     田中 克 
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写真１ 都会のスーパーマーケットで広く

出回っている「熊本県産アサリ」 

 

 

 

写真２ 大阪のシニア

自然大学校の皆さんに

よる干潟再生実験場

での調査（地元メデイ

アの取材を受ける：

2,018年 4月 15日） 

 

 

 

 

写真３ 枠取りした実験区

のアサリの大きさと密度を、

旅館で調べるシニア自然大

学校の有志の皆さん 

  



 

23 

い 

 

辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会の結成へ 

 盛況の内にフォーラムを終了し、会場を移して懇親会が始まった。懇親会は沖縄の県会議員たちとの交流会

となった。沖縄から来ていたのは、5 名の県会議員たち。その他にも、鹿児島県議会の議員が 2 名、奄美市議

会から 1 名が参加した。奄美会議の人たち

を含めて賑やかな交流会が行われ、三線や

歌声が溢れ楽しい夜を過ごした。この時点

では、私はフォーラムが無事盛況に終わっ

たことでほっとしており、明日のことには

あまり思いが及ばなかった。なぜ沖縄の県

議団がやってきているのか、深く考えなか

ったのだった。 

 翌日の 5 月 30 日、会場の教育会館には

大勢の人が集まってきた。この日、奄美を

含めて辺野古へ土砂を送る予定になってい

る西日本各地の住民団体などが集まった。

私も海の生き物を守る会の代表として参加

した。その他に、前日の県会議員、市会議員たちがおり、日本自然保護協会の安部真理子さん、ジュゴン保護

センターの山根富貴子さん、パタゴニア日本支社の人も参加し、意気盛んな会議となった。 

 まず大津幸夫共同代表が立ち、「瀬戸内海を始め西日本の各地から土砂が辺野古に運ばれようとしている。

この状況を見て黙っているわけにはいかない。沖縄県議の皆さんには、頑張って土砂の搬入を止めるための条

例を制定するよう頑張っていただきたい。沖縄を変えることによって日本を変えよう」と開会の挨拶をした。

続いて播磨灘を守る会の青木敬介代表から「小豆島からも大量の土砂が搬出されている。基地のための土砂を

運ばせてはいけない」と発言があった。高齢のため杖にすがって立つ青木さんの発言は、その声の大きさと共

に心に突き刺さるものがあった。環瀬戸内海会議の阿部悦子共同代表からは「ふるさとから辺野古へ土砂を持

って行くことは、私たちが加害者になることだ」と、辺野古での座り込みにも参加したいという意気込みを持

って話しをされた。次いで、門司の環境を考える会の八記久美子さんが「採石業者にも生活があるので企業に

ストップとは言いがたいところもある。しかし、未来の子どもたちのために私たちが頑張っていかねばならな

い」と発言があった。 

 その後、沖縄や奄美の人からの現地現状報告が行われた。昨日訪れた奄美の市集落の環境対策委員の栄清安

さんから「採石業者との関係からも声を上げにくい人たちがいるが、私たちが看板を掲げたことで集落では対

採石業者の態度がはっきりした。（昨日の潜水調査で）死の海になっていると言われて、悲しく、悔しくて涙

が出た。行政の反応の鈍さをあらためて感じた」と、採石業による被害者の立場を訴えた。 

 議員団の最初に沖縄県議団を代表して仲村未央議員（社民党）が、「今日（奄美の採石場を）視察して、議

8. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（10） 向井 宏 

交流会で挨拶する沖縄県議の皆さん 
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会側も新たな視点を与えられた。受け入れ側の私たちは、辺野古に基地を作らせないという思いを強く感じた。

外来種を持ち込ませないための防護として、県条例の制定を検討中です。皆さんの地域を守ることが、辺野古

に基地を作らせないことにつながる。いっしょに頑張りましょう」と発言した。県条例は、県外からの土砂の

搬入において、有害な外来生物の混入を防止するために、業者に一定の対策を取らせることを求める条例で、

沖縄県議会で与党として過半数を持っている辺野古基地反対派議員として、仲村議員の発言は重みを持ってい

る。実際、この翌年の県議会でこの条例案は可決され、施行された。鹿児島県議の柳誠子議員からは、「行政

が（砕石業者に環境へ配慮するよう）指導してきたというが、いかに指導がずさんであるかよく分かった。奄

美の自然を壊して世界自然遺産登録ができるのかということで、この問題を訴えて議会で取り組んでいく」と

決意を述べた。 

 このあと、辺野古への土砂運搬を止めるための全国組織の結成式が行われた。議長に私が選出されることに

なった。まったく考えてもいなかった私は少々あわててしまったが、事ここに至っては断るわけにもいかない。

議長席に座り、準備された手順に従って組織の結成の誕生を介添えすることになった。まず、奄美会議の大津

さんから設立趣旨が読み上げられた。「一粒

たりとも故郷の土を戦争に使わせない、をス

ローガンに、互いの交流・連携を強めるため

に辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会を結

成する」。続いて規約の承認、役員の選出が

行われた。私と青木敬介さんが顧問に、大津

幸夫さんと阿部悦子さんが仮の共同代表に

就いた。最後に奄美会議の薗さんから「土砂

搬出予定地および関連団体は今日ここに相

集い、辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会を結成、政府に対し

辺野古基地建設計画、土砂搬出計画の即時撤回を強く訴える」

との決議文が読み上げられ、全員の拍手で採択された。その後

記念撮影をして解散。辺野古の埋立を止めるための沖縄以外か

らの辺野古・大浦湾の生きものと生態系を守る取り組みがよう

やく形を作った瞬間であった。あまり意識しないまま、この瞬

間に立ち会ってしまった私だったが、その意義は大きいことを

実感した。この運動に対して沖縄の人たちからの期待が思った

より大きいことも理解したのだった。（つづく） 

 

 

結成集会後、マスコミの取材を受ける 

辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会結

成を大きく伝える琉球新報 2015.6.1朝刊 
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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。 

 投稿用メールアドレス hirumo@live.jp と投稿フォーム https://goo.gl/GjWIjL をご活用ください。 

 

10．編集後記 

◇田中先生がエッセイで触れていらっしゃった水産物のトレーサビリティや消費者の責任というテーマは、世界のマグロや

ウナギを食べまくって絶滅のふちに追い込んできた私たち一人ひとりが真剣に取り組むべき課題。スーパーに並ぶアサリ

の背景、一昔前と異なるホッケやサンマのサイズや価格……思考を深める入り口は、なにげない毎日の暮らしの中に。

あら、なんとなく口調が詩的。早くも、久保田先生の新連載に影響を受けております（笑）。 

◇今号のニュース欄に奄美の遺産登録の話題がありましたが、先日、上野の国立科学博物館のミュージアムショップで

『ミルシル』のバックナンバー（会員の大久保奈弥さんも執筆されているサンゴ特集の号）を買ったところ、奄美大島の陸

の外来種の話が載っていました。ハブ駆除のためにマングースを移入したのは失敗で、今ではマングース駆除を進めて

いるが、残る約50匹は、すばしこい用心深いのばかりとのこと。それらの遺伝子を継いだ、ますます捕えにくい子孫たちの

繁栄を想像してゾクっとしました。吉村昭氏の『海の鼠』という小説のよう。異常発生したネズミの駆除のために次々と外

来種を持ち込んでは失敗し、にっちもさっちもいかなくなる離島の話です。ただでさえヒアリや毒グモが問題になっている

時代に、基地のために土砂を大量に動かす行為もまたリスキー。向井先生のエッセイのつづきが気になります。（ちよ） 

 

 もう 20 年前に出された本「アメリカはなぜダム開発をやめたか」をあらためて読んでいる。当時、自民党から政権交代

をした細川内閣のもとに多くの議員が集まって「公共事業チェック機構を実現する議員の会」を結成、有志でアメリカに

視察に出かけ、ダム開発中心の河川行政を大転換したアメリカの法整備について勉強会を行った記録である。長く続い

た自民党一党支配を崩した議員達の熱が伝わってくる。ワシントンでアメリカの開墾局（日本の国交省）の局長ほかいわ

ゆる「官僚」から聞いた言葉が感動的である。「私たちは誤りを犯した」「環境についての考慮が足りなかった」など自らの

誤りを認める発言が相次いだそうだ。開墾局のハーブスト局長は、コロンビアダムの建設を中止した理由は、希少な貝類

を移植して保全しようとしたが、わずか 2 個体の貝しか生残しなかったからだと説明した。希少な貝の移植がうまくいかな

かったことで、ダム建設を取りやめたアメリカの官僚の素晴らしさに驚く。翻って日本を見ると、開発、海の埋め立てには、

いくら失敗しようがそれを隠し通して、貴重な生物を移植するから問題ないというアセス書で開発・埋立を押し通そうとす

mailto:hirumo@live.jp
https://goo.gl/GjWIjL
https://www.infoparks.jp/kahaku/products/detail.php?product_id=382
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るのは日常茶飯事だ。日本の環境行政は一時良心的に踏みとどまる姿勢を見せたが、その後の自公政権の成立で、

再び環境を考慮しない行政に戻ってしまったようだ。またそのアメリカさえも、トランプ政権になって、パリ協定から脱退す

るなど、環境よりも目前の金儲けを大事にする政治に戻ってきた。21 世紀は、いったいどうなるんだろう。老い先短い命

でありながら、心から寒くなる日々である。（宏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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