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「今月の海」

ナハンマの浜

（奄美大島瀬戸内町西古見）

奄美大島と加計呂麻島の間にある大島海峡の西の果て、大島側に西古見の集落がある。西古見の集落から少
し西へいったところに、ナハンマの浜がある。1km ほどの砂浜が続く。沖には三連立神という 3 つの大岩が
並ぶ。全体は大きなポケットビーチの自然海岸だ。浜の後背部はアダンとオオハマボウの林が続く。海岸には
オカヤドカリ類が多く、
落ちている巻貝には、ほ
とんどすべてオカヤドカ
リ類が棲み込んでいる。
この海岸を長年見てきた
人によると、近年はこの
浜でも、砂が減少してい
るという。この地の果て
とも言うような浜に、今、
大型クルーズ船を誘致し
ようという計画が降って
きて、地元はびっくり。
この浜に長大な桟橋を造
って、一度に 5000 人とい
うクルーズ船の観光客を呼び込もうと言うのだ。しかも週 2～3 回！ これだけの人数がこの浜で海水浴を楽し
む光景を想像するだけでも、ちょっと信じられない計画だが、直ぐ沖合の無人島では、対中戦を想定した日米
共同の軍事訓練が行われている。こんな場所への大型クルーズ船の誘致は、軍事用桟橋の建設が、隠れた目的
ではないかとも囁かれている。ちなみに同じ瀬戸内町の節子地区では、アマミノクロウサギの棲む山を大規模
に削って、自衛隊の弾薬庫建設が進んでいる。

（2018 年 7 月 1 日

向井

宏撮影）
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【活動予定】
◆海岸生物観察会 in 江ノ島
6 月に続き、10 月にも湘南海岸で海の生き物観察会を開催します。前回同様、多くの方が参加されるよう、
お待ちしています。
日時：2018 年 10 月 7 日（土）
場所：神奈川県江ノ島の砂浜
会場・集合場所：未定
参加費：無料
用意：水にはいれる服装、濡れて
も良い靴、弁当、メモ、筆記具、
カメラほか
共催：東京経済大学大久保研究室

2014 年に行われた江ノ島観察会
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【活動報告】
◆海岸生物観察会 in 和賀江島

雨に降られず実施

2018 年 6 月 16 日（土）に神奈川県材木座海岸和賀江島
で、海の生き物観察会を開催しました。前日までの雨で開
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催が心配されましたが、開始時間の午前 10 時には、雨の
心配もほぼなくなり、親子連れを含む 30 人を超える参加
者が集まり、諸注意を聞いた後、それぞれ良くひいた海岸
へと向い、約 1 時間さまざまな生き物を追いかけ、石の下
を探し、楽しく過ごしました。

昼食後、みんなで採集した生き物を
持ち寄り、海藻類については、(株)自
然環境調査の田所悟さん、多毛類（ゴ
カイ類）については、鹿児島大学の佐
藤正典さん、その他の生き物について
は、海の生き物を守る会の向井

宏が

解説・同定して、学習しました。今回
採集の目玉は、5 歳児が採集したオト
ヒメゴカイ。ここ材木座海岸の和賀江

島が原記載の場所で、ごく最近、オトヒメゴカイ類に 3 種類が
区別されることが報告されたばかり。採集されたのはその原記
載にあたる種類だった。佐藤さんは、このオトヒメゴカイを採
集してみんなに見せようと、集合時間ギリギリまで頑張って採
集を試みたにもかかわらず、採集できず、少々落胆しながら帰
ってきたところ、子どもが採集してきた事を知り小躍りして喜
んだ。その様を見てみんながまた大喜び。多勢の目で見る観察
会の利点が現れたことでした。
この観察会は、海の生き物を守る会・東京経済大学大久保研
究室・鎌倉の海を守る会の共催で行われました。とくに、地元
鎌倉の海を守る会の方々には、たいへんお世話になりました。
ありがとうございました。
オトヒメゴカイを採集し、得意なヒカル君

◆砂浜連続シンポ

～鎌倉・三河・奄美大島～

奄美大島 編

まだまだ知られていない”砂浜生態系”に注目し、鎌倉・三河・奄美大島で連続シンポジウムを開催して
います。第 1 回の鎌倉編を、6 月 17 日（日）に鎌倉市で開きましたが、その後引き続いて 6 月 30 日（土）
に、奄美大島奄美市名瀬公民館で、第 2 回奄美大島編を開催しました。
「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」と題して行われたシンポジウムでしたが、
前日になって突然出現した台風 7 号の影響もあって、参加者はやや少なめでした。
講演は、第一部：森川海のつながりと生物多様性として
１）向井 宏 「森川海のつながりの大切さについて ～各地の事例から見えること～」
２）藤田喜久「エビ・カニの生息場所から見た海辺の環境」
３）安部真理子「世界自然遺産登録延期について～奄美大島各地での事例を見ながら～」
４）薗 博明「今後の世界自然遺産についてのあり方」
と、各氏の話が続き、休憩のあと、
第二部：地元の取り組み として、1)住用町の森さんから、
「採石場と海」、2)田原さんらから「瀬戸内町
クルーズ船」
、ジョン高木さんから「嘉徳海岸護岸工事」の報告や問いかけがありました。
短い討論の時間でしたが、
熱気に溢れた人たちの意見
表明が続きました。問題山積
の奄美大島、世界自然遺産へ
の登録が延期・取り下げにな
り、島の自然を守るためには
むしろよかったという意見
が複数出されるなど、島の自
然への熱い思いが吐露され
ました。

◆砂浜の生き物観察会 in 嘉徳海岸（奄美大島）は中止に
砂浜連続シンポ・奄美大島編の次の日、7 月 1 日に奄美大島嘉徳海岸で実施する予定だった砂浜の生き
物観察会は、突然の台風 7 号の出現で、高波や大雨が予想されたので、中止としました。9 月上旬に再度
開催する予定です。

◆鹿児島県知事に嘉徳海岸の護岸計画を見直すよう要望書を提出
海の生き物を守る会は、自然と文化を守る奄美会議とともに、奄美大島瀬戸内町嘉徳の嘉徳海岸の護
岸建設計画を見直すように、2018 年 7 月 3 日午前 9 時から、鹿児島県大島支庁瀬戸内事務所を訪ね、同
事務所建設課の小谷浩幸課長と面談の上、下記のような要望書を提出した。出席者は、奄美会議から大
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津幸夫・薗博明共同代表、城村典文事務局長、海の生き物を守る会から向井 宏、安部真理子、地元の
瀬戸内町から奥田みゆきが参加した。対応したのは、小谷課長。1 時間ほど、要望書に基づき計画の無意
味さ、無謀さ、希少な環境の重要さについて説明し、検討委員会がいかに十分な検討を行っていないか
を追及し、計画をもう一度見直し、この自然環境を守る事に努力してもらいたいと要望した。この要望
書は、あらためて鹿児島県庁にも届けた。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2018 年 7 月 3 日

鹿児島県知事 三反園 訓 殿
自然と文化を守る奄美会議 代表 大津 幸夫
海の生き物を守る会 代表 向井 宏
嘉徳海岸侵食対策事業に伴う環境調査の実施に関する要望
鹿児島県瀬戸内町では嘉徳海岸侵食対策事業が進められており、この秋にも着工が予定されている。
本事業実施区域および周辺は生物多様性が豊かであり、人工物がなく自然度が高い、日本の亜熱帯地域では
数少ない砂浜である。日本自然保護協会や海の生き物を守る会らが昨年行った調査では、事業者による嘉徳海
岸侵食対策環境調査委託報告書にはない生物が多数記録されている。また今回の砂浜・砂丘の侵食の原因は台
風による高波であるとされて事業が進められているものの、この侵食の原因は、高波によるものではなく、大
雨による川の蛇行が原因であり、その対策なしに護岸建設は解決にならないという調査結果も提出している
（宇多、2018）。その後の経過をみると、台風による高波が何度も来襲しているにもかかわらず、砂浜はか
つての様子に戻りつつある。高波はむしろ砂浜の回復をもたらしたと言って良いだろう。
台風による高波が砂浜侵食の原因であるとする間違いの可能性のある前提に立って予定されている護岸工
事を進める以上、当初の予定の 3 分の 1 に長さを減じたとしても、その工事が自然環境を破壊するだけでは
なく、砂浜の侵食を止める事もできない可能性がある。将来への憂いをなくすために、あらためて砂浜侵食の
原因を科学的な議論に基づき、再検討されることを要望したい。
一方、事業者は平成 28 年度に一度環境調査（嘉徳海岸侵食対策環境調査）を行ったものの、今後は工事前
も工事中も環境調査は行う予定がないとの見解である。しかし宇多(2018)をはじめとし、事業者が把握してい
ない科学的事実が示されている。事業者としてもこれらを把握すべきである。たとえ現計画で工事を行うとし
ても、工事中の環境変化を捉えるために工事中も工事後も環境調査を実施するということをおこなうべきであ
る。また今回のように調査する主体により見解が異なる場合は特に慎重に環境変化を記録していく必要がある。

奄美大島の財産である自然度の高い砂浜の保全のために、以下の２点を実現してくださることを要望する。
１．検討委員会を再び設置し、嘉徳海岸の侵食の原因の追究とその対策について、科学的な議論を行い、工事
計画を見直すこと。
２.

工事前、工事中、工事後に環境・生物調査を実施すること。監視委員会を設けて、環境調査を監視・公

表すること。
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参考：
山下博由、向井宏（2018）鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉徳海岸の貝類相の特徴と保全の必要性
向井宏、志村智子、安部真理子（2018）嘉徳海岸の生き物調査報告
宇多高明（2018）奄美大島の嘉徳海岸の侵食とその対策に関する提案
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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
◎「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

◎ACADEMIA（全国日本学士会会誌）No. 139 (2013.4)

DVD 版

残り 2 部

国土交通省 北海道開発局

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
◎向井 宏 論文 別刷り

余部あり

残り 1 部

海と生きる」

「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」

月刊「海洋」2005 年

環境情報科学

「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」
「干潟・藻場の再生事業：その問題点」

2009 年

海洋理工学会誌
地球環境

2009 年

2011 年

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）。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

★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

●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。
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本土沖縄県議会与党に

土砂条例の改正を提案

阿部共同代表、湯浅顧問、八記事務局次長は 7 月 2 日、沖縄県庁で与党各会派（社民・社大、会派
おきなわ、共産党）の議員さんらに那覇空港埋立事業の事例で明かになった問題点を説明し、①90
日間という審査期間の延長、②県の体制の強化、③それぞれの搬出地の地元自治体との協力体制、④
知事の勧告に従わない場合の罰則規定の必要性等を提起しました。
那覇空港の場合は、奄美大島の全ての採石場と搬出港で特定外来生物が見つかったため、県は条例
に基づき、洗浄やシート掛け、何回もの目視等を指示しました。しかし、岩ズリ（土砂）の場合は、
洗浄すれば殆ど流れ去ってしまいます。防衛局は、高熱処理等の実験を行なったが、大量の土砂を高
熱処理することは不可能。特定外来生物の除去方法がないので、その採石場からの岩ズリ（土砂）搬
入を中止するしかありません。
土砂条例が制定された際、防衛省幹部は、「土砂条例には罰則がない。ダメだと言われても埋立承
認を得ているから土砂投入にためらいはない」とまで言い切っている（沖縄タイムス 2015.7.8）。ま
た辺野古新基地建設事業の経過を振り返っても、防衛局は再三にわたって違法・違反行為を繰り返し、
知事の行政指導も無視してきています。
このような防衛局の対応を考えれば、条例に罰則規定を追加する以外に、特定外来生物の侵入を阻
止するという条例の目的は達成できません。罰則規定を追加するには、検察庁との協議など難しい点
も多いですが、なんとしても条例の改正を目指したい。3 会派の議員さんたちも積極的な姿勢を見せ
ていただきました。（北上田顧問のブログから「辺野古に土砂を送らせない！」山口のこえ・大谷正
穂さんのまとめ）
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

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。
3 部以上お申し込みの方は送料無料です。

★ご希望の方は前ページのお申し込み方法をご覧ください。

2．クジラ切手コレクション （55）（56）

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
11

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】
●2 年に 1 回

大規模白化の危険性

グレートバリアーリーフ

オーストラリアの環境調査機関である「気候評議会」が気候変動に関する報告書を発表した。その中で、
二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量が今のまま増え続ける限り、世界最大のサンゴ礁である「グレート
バリアーリーフ」のサンゴは、2 年に 1 回の頻度で死滅につながる大規模な白化が起こる可能性があると警
告を発した。サンゴは海面温度が 1～1.5℃上回ると白化現象が起こる危険性があるとされる。2016 年には
1900 年以来もっとも高い海面温度が記録されており、大規模な白化が起こって、グレートバリアーリーフの
約 30％のサンゴが死滅したという。（文責：向井

【全国】
●環境保全を一顧だにしない法案が

宏）

国会でいつのまにか通過するのか？

今国会も終了間近だが、そこに海洋環境に大きな影響を与える可能性のある法案が提出され、採決されよう
としている。この法案は、
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関わる海域の利用の促進に関する法案」
と言う名の海上風力発電などを促進するための法案だが、問題は風力発電など発電事業のためなら、海洋環境
については一顧だにしないもの。再生可能エネルギーの開発は必要であるものの、それを理由に各地であらた
な環境破壊が進んでいる。海域も同様に、風力発電計画が海域の環境を破壊する可能性が高まっている。これ
までの海上風力発電計画では、漁業者らの賛成を取り付ければ、環境にどんな影響を与えるかを顧慮しない計
画が各地で進められている。北九州市の曽根干潟では、カブトガニの健全な個体群が残存しているが、その干
潟と沖合に数十基の風力発電機を設置する計画が進んでいる。この地のカブトガニが生きていけなくなる可能
性が高い。海洋基本法の第 18 条には、「国は、（中略）海洋の生物の多様性の確保、（中略）その他の海洋
環境の保全を図るために必要な措置を講ずるものとする」と規定されている。今回の法案は、ただひたすら開
発を進めようとするもので、いまだに 20 世紀の開発指向をそのまま残した法案ではないか。会期末だという
事で、議論もなく採決する事は許されない。（文責：向井

【沖縄】
●8 月 17 日に土砂投入へ

宏）

沖縄防衛局が県に通告

辺野古埋立

沖縄防衛局は 6 月 12 日、沖縄県の赤土等流出防止条例に基づいて、8 月 17 日から辺野古新基地建設のため
の辺野古沖海域の埋立を開始すると通告した。必要書類は、県の北部保健所に届けられた。埋め立てるのは、

辺野古崎の南、約 6 万 5 千㏊に及ぶ。これにより、防衛局が行う埋め立て手続きのすべてが終了した事になる。
沖縄県は防衛局が提出した埋立面積や赤土流出対策などについての書類を審査し、45 日以内に審査結果を公
表しなければならない。審査期限は、7 月 27 日。沖縄県は必要があれば防衛局と協議するとしているが、防
衛局は協議に応じるかどうか分からない。埋立のための護岸は、7 月末には完了し、埋立海域が護岸で囲われ
てしまう見込み。埋立はなんとしても阻止すると言明している翁長沖縄県知事が、それまでに埋立承認を撤回
するかどうかが焦点になっている。（文責：向井

●7 月 7 日

基地ゲート前に 2000 人

宏）
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「ジュゴン・サンゴを守れ！」

辺野古新基地を作らせないオール沖縄会議は、7 月 7 日七夕の日に米軍キャンプ・シュワブのゲート前で「ジ
ュゴン・サンゴを守れ！

土砂投入を許さない！辺野古新基地建設断念を求める県民集会」を開き、2000 人

以上が参加した。翁長県知事は集会にメッセージを寄せ、「政府はなりふり構わず既成事実をつくり、県民の
諦めを誘おうとしているが、私たちは諦めるわけにはいかない」とし、環境保全措置などについて看過できな
い事態となれば「ちゅうちょなく必ず承認撤回を決断する」と強調した。しかし、すでに辺野古・大浦湾の環
境は大幅に壊されており、ジュゴンも姿を消してしまった。未だに埋立を承認したままで、埋立反対を言える
のだろうか。海は泣いている。断末魔の声で。（文責：向井

●ジュゴン訴訟

実質審理を終了

宏）

辺野古埋立で地元住民と協議したかが論点

日本の環境保護団体や沖縄県住民らがアメリカの国防総省を相手に辺野古新基地建設の中止を訴えていた
ジュゴン訴訟が、6 月 28 日初めての実質審理となる差し戻し審が行われた。アメリカのサンフランシスコ連
邦地裁で行われた公開審理では、原告代理人のサラ･バート弁護士が、「地域住民との協議が必要である事を
明確に主張できた」と述べた。
ジュゴン訴訟は、アメリカの国家歴史保存法（NHPA）に基づいて、国防総省が行っている新基地建設がジ
ュゴンに与える影響について地元関係者と協議するなど「考慮」しなければいけない（402 条）という法の要
件を満たしているかどうかが争点になった。同弁護士は、沖縄県や地域住民との協議が行われていないこと、
また国防総省が行った有識者へのジュゴンの文化的価値の調査では、基地建設の影響について触れていないこ
となどを挙げ、法に定められた「考慮」に値しないと主張した。「例えば、ハワイの聖地で基地を作るときに、
『ハワイ先住民の意見は聞いていないが、人類学者の意見を聞いた』といっているようなものだ」と、国防総
省を批判した。一方、国防総省の代理人マーク・ハーグ弁護士は、「日本政府やコンサルタントを通じて地元
関係者と協議した」とか「沖縄県教育委員会とも協議した」と主張し、この法律の「考慮」することの裁量権
は国防総省にあり、原告のいう地域社会との協議は「必用要件」ではないと繰り返し主張した。しかし、判事
に具体的な協議内容を質問されると、同盟国との外交問題だからと内容については明らかにする事を避けた。
今回の審理では、判事が真剣に両者の主張を聞き、双方にも積極的に質問するなど、熟考する姿勢が見て取
れた。審理はこの日で終了し、2 ヶ月以内に判決が言い渡される。アメリカの民主主義が日米同盟という不条
理を断罪できるかが問われている。

【関東】
◆ミュージアムパーク 茨城県自然博物館
マイナー系の動物たち

学芸員によるサイエンストーク

～コケムシってどんな動物？～
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日時：2018 年 7 月 28 日（土）13:30～15:00
場所：自然博物館内
講師：池澤広美
定員：30 人
★申し込み：先着順です。開催日の 3 週間前（必着）までに，ホームページ上の申し込みフォーム（携帯メー
ルアドレス不可）または往復ハガキでお申し込みください。現地集合場所などは，メールもしくは返信ハガキ
にてご連絡いたします。往復ハガキでお申し込みの場合は，参加者全員の氏名，年齢，住所，電話番号をご記
入ください。問い合わせ先電話番号 0297-38-2000（代表）

◆千葉県立中央博物館

海の博物館

観察会【水中めがねで海の生きものを観察しよう】

海の博物館のある房総半島勝浦は、この時期、黒潮に乗って南の海の生きものたちがやってきます。
また、普段磯で目にする生きものたちも、潮が引いた時にとは違った姿を見せます。この観察会では、
水中メガネ初心者を対象に、水中メガネ・スノーケルの使い方を習得して、最終的に実際に海の中をの
ぞいて、さまざまな生きものたちを観察します。水中メガネ・スノーケル・安全ベストは各サイズ貸し
出します。なお、当日の水温が低い可能性があるので、スイミングシャツなどを各自ご用意下さい。
http://www2.chiba-muse.or.jp/www/UMIHAKU/contents/1522135050980/index.html
日時：2018 年 8 月 5 日（日）9:00～11:30
対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
人数：20 人
参加費：50 円（保険料）
★申し込み：メール・ハガキ・FAX で、以下のことを明記の上、当館あてにお送り下さい。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。7 月 22 日（日）締め切り。
メール：umihaku@chiba-muse.or.jp
〒299-5242

千葉県勝浦市吉尾 123

FAX：0470-76-1821
千葉県立中央博物館分館海の博物館

問い合わせ：電話 0470-76-1133

◆OWS 海のセミナー2018（国際サンゴ礁年特別企画）

海の話 サンゴの話

私たち人間が引き起こしてきたさまざまな環境変化や攪乱は、海とそこに棲む多様な生き物を変化させ、時
には壊滅的なダメージを与え続けています。こうした現状に私たちは今、何ができるでしょうか？
このセミナーでは、第一部で温帯域に棲むサンゴの変遷と未来に向けた保全について、第二部では海が育
む多様な生命に目を向け、その声を聴くにはどのような視点を持つべきかについて各講演者の皆様から話題

提供いただき、私たちができることについて考える機会にしたいと思います。
セミナー終了後は、同フロアの店舗にて「懇親会＆OWS 創立 20 周年記念パーティー」を開催します。ど
なたでもご参加いただけます。
日時：2018 年 9 月 8 日（土）講演 14:00〜18:15（開場：13:30）
場所：お茶の水ワテラスコモンホール（東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅直通）


セミナーは、参加費無料、定員 100 人



懇親会（半立食、飲み放題）は、大人 4500 円・高校生以下 3000 円、定員 65 人

プログラム
セミナー（講演） 14:00〜18:15（開場：13:30）
第一部 14:00～16:35

「温帯域のサンゴ群集とその保全」

1. 紀伊半島の特異な海洋生物の変動 〜40 年近くの観察で地球温暖化は検証できたか〜
野村 恵一（串本海中公園センター 水族館前館長）
2. 四国のサンゴ群集とその保全について

中地 シュウ（黒潮生物研究所所長）

中地 シュウ（公益財団法人黒潮生物研究所専務理事・研究所長）
3. 環境変化の最前線、北限のサンゴ
山野 博哉（国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター長）
第二部 16:45～18:15

「海と生きものの声を聴く」

1. 苦境に立つ海鳥類：

長谷川 博（東邦大学名誉教授・OWS 会長）

2. 海と人の関わり：

高砂 淳二（自然写真家・OWS 副代表理事）

懇親会＆OWS 創立 20 周年記念パーティー 18:30〜21:30
ピザ＆パスタ イタリアン「オッティモ・キッチンワテラス店」（セミナー会場と同じフロア）
セミナー参加者、OWS メンバーほか、どなたでも参加できます。懇親会のみの参加もできます。要予約。
★申し込み：NPO 法人 OWS の同イベント専用サイトより。https://ows-npo.org/event/
セミナー（無料）、懇親会（有料）とも、ショッピングカートシステムを使ってお申込みを受け付けています。
参加を希望する方はお手数ですが、チケットの購入手続き（お申し込み、お支払い）をお願いします。懇親
会の有料チケットのお支払いには、クレジットカード（VISA/master/Amex）、銀行振込が利用できます。お
申し込み完了後に「入場チケットメール」が届きます。紙のチケットの郵送はいたしません。
当日、受付ではお申し込みの方のお名前をお知らせください。確認のためチケット No.（注文番号）をお伺
いする場合があります。9 月 5 日締め切り（定員なり次第締め切ります）。
問い合わせ先：NPO 法人 OWS
E-mail: info@ows-npo.org
TEL: 03-6432-9917（平日 10::00〜18:00）
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【関西】
◆ベニクラゲの新研究所

開所式

「うみひるも」エッセイご執筆者・久保田信先生の新拠点となる研究所が、本日 7 月 16 日「海の日」に、
白浜（和歌山県）でオープンしました。詳細は本号の久保田先生の連載ページをご覧ください。

◆和歌山大学教育学部生物学教室

「第 16 回 有田川干潟観察会」

先日の和歌浦に続き、有田川での干潟観察会の案内です。2004 年 1 月のマリーナ建設計画見直し以降、毎
年実施しています。その後、和歌山県の河川課により市民の干潟へのアクセスが良くなるよう、自然を配慮し
た公園整備が行われ、現在に至っています。アシハラが良く残っている干潟で、和歌浦とは一部異なる生物が
見られます。生き物好きのあなた、是非ご参加を。
※ハクセンシオマネキやチゴガニの求愛行動、多数のアシハラガニやトビハゼ、ヤドカリ類、ウミニナ類、コ
ゲツノブエなど、たくさんの生き物を観察できます。
日時：2018 年 7 月 29 日（日）、12:00～14:00（自由解散）

※雨天中止、小雨決行

観察予定地：有田市立病院前の干潟
集合：箕島中学校南側の川沿いの駐車場（JR 箕島駅から徒歩 5 分）に 12:00

※申し込み不要

費用：資料一部 100 円（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、タオル等、採集道具や飲食物、着替えは各自の判断で。
問い合わせ先：古賀（メール tkoga@center.wakayama-u.ac.jp

073−457−7334 または 090-4499-3157

主催：和歌山大学教育学部生物学教室

◆大阪自然環境保全協会「ウミガメの赤ちゃん観察会」
日程：2018 年 9 月 1 日（土）・2 日（日）
場所：和歌山県みなべ町
対象：小学生 3～6 年生 35 人
集合場所：大阪市役所北側（市営地下鉄・京阪電車「淀屋橋」下車）
集合時刻：9 月 1 日
解散：9 月 2 日

9:00

16:30 ころ

参加費用：1 万 1000 円（往復バス代、1 泊 3 食ほか）
★申し込み：大阪自然環境保全協会

ウミガメの赤ちゃん観察会係

保護者説明会を開きますので、必ず参加して下さい。説明会の日程、会場はおってお知らせします。
※詳細は次ページのちらし参照
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●吉﨑和美著「天草のカニ類

写真図鑑」一粒書房

pp.197 (2018) 2000 円＋税
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天草自然研究会として活動を続けている吉﨑和美さんが、天草の海辺で見つけたカニたちを紹介した写真図
鑑を刊行した。この図鑑には 139 種
のカニ類が豊富な写真で紹介され
ている。この図鑑の特徴として、一
つのカニの種について、様々な角度
から写真を撮って掲載しているこ
とである。カニの甲羅だけではなく、
鉗脚の形態や、目の前から撮った写
真、腹側から撮った写真などが一つ
一つの種ごとに並べられており、カ
ニの名前を調べるのには、極めて便
利、親切である。さらに他の図鑑と
異なり、カニ類の顔の写真を並べて
みたり、鉗脚の写真ばかりを並べて
みたりと、カニを見る目を様々な角
度から見せてくれる楽しい図鑑に
なっている。カニの名前調べ以外に
も、著者は写真で「主な海岸環境」
と「カニ類の特徴」を対比させて、
カニと環境との関係を考えさせる
など、カニを通して天草の自然を考
える「地域自然学」を提唱している。
長年の著者の努力を讃えたい。この
図鑑はカニ好きの人だけでなく、多
くの自然愛好家にもお薦めしたい。
（向井

宏）

※今号の当欄は、うみひるも編集部の編集記事です

ベニクラゲ再生生物学体験研究所オープン！
18

「うみひるも」に連載記事を書かれ
ている久保田信さんが、京都大学を退
職されて、
「ベニクラゲ再生生物学体験
研究所」を開きました。本日、その開
所式が開かれます。以下に久保田さん
からのご挨拶を掲載します。

「ベニクラゲ再生生物学体験研究所」は、和歌山県西牟婁郡白浜町 2787-1
に建つ海色の建物です。赤いシャツがお似合いのこの方が、久保田所長（一
緒に写っておられたご友人は肖像権に配慮してトリミングしております）。素敵なベニクラゲの壁画は、ロシア出身のアリ
ーナさんという芸術家が描いたそうです。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------小生、京都大学瀬戸臨海実験所・白浜水族館をこの春に無事に定年退職し、引き続きまして、今後もベニクラ
ゲの生物学的研究を中心に、世界に向けて少しでも色々な方向で貢献してゆきたいとの思いも強く、新研究所
が白浜町の立ガ谷に立ち上げられました。個人経営の小規模なものですが、白浜・田辺・上富田等の地元の皆
様を中心に、暖かいご支援・声援等を頂いており、7 月 16 日、海の日に、研究所にて開所式を 10 時から行え
るまでに至りました。お知り合いの皆様方にもどうぞこのことを是非ともお伝え頂き、お越しをお待ちしてお
ります。それでは、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

久保田 信

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------※発行日の都合上、開所式当日の掲載になりましたこと、お詫び申し上げます（うみひるも編集部）

【リンク集】
久保田信さんのホームページ「海洋生物の歌と本」http://www.benikurageman.net/jp/index.htm
若返るベニクラゲの体験研究所のブログ https://blogs.yahoo.co.jp/regeneration_turritopsis
久保田信さんの Facebook ページ https://www.facebook.com/shin.kubota.90

7. 有明海と三陸の水辺から（77）

田中 克

シーカヤックで鳥取沿岸域を巡る
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シーカヤックで海辺を巡り、陸と海の“間”としての海辺の様子を海抜ゼロメートルの目線で見つめ、各
地の漁村で海とともに生きる人々の現実や思いを見聞する「海遍路」が、5 月 14 日から 21 日に鳥取県沿岸
域において実施されました。今回は、技術的‣精神的支柱の海洋冒険家八幡暁さんを中心に、国際的にも注目
を集めるネーチャーフォトグラファー柏倉陽介さん、リアルニュージーランド（エコツアーから近年では留
学生受けいれの教育事業）藤井巌さんと、“後期高齢者”に仲間入りした私の 4 名がコアーメンバーでした。
「山陰海遍路」では、ガイナカヤックスの森山尚さんのご厚意で、2 艇のタンデム型カヤックをお借りし、
海遍路リピーターの皆さんや地元の関係者などにタンデムの前席に乗っていただき、鳥取沿岸域の約 100km
前後を巡りました。出発地となった美保湾東部の淀江では、地元の若手漁師さんと一緒に「前夜祭」で盛り
上がりました（写真１）。ここには、京大農学部修士課程を修了した漁師（写真２）、その仲間である海と
漁が大好きな若手漁師をはじめ、地域の多様な皆さんが集まり、海と生きる現実と未来を語り合いました。
これまでの海遍路にはない、鳥取の海が大好きな元気な漁師とそれを支える豊かな海のイメージを膨らませ
る出発となりました。

写真１

淀江漁協で地元の若手漁師さん

たちとの懇談で盛り上がる「前夜祭」

写真２

大山のふもとに広がる広大な

海藻の海で漁に励む京大卒の漁師
藤井邦弘さん（漁船上の中央）

海遍路では、その日の寄港地を決めての出発とはなりますが、行く先々での漁村に関する面白そうな情報
の入手、天候条件などによって予定通りにはならない場合が常です。予約なしの偶然の出会いの妙を楽しみ
ます。野宿と自炊を基本とする食事は近くの海辺の海藻や岸辺の野草も重要な食料源となります（写真 3）。
粗食を見かねて？漁師さんたちからの思わぬ差し入れもうれしく、今回もサザエ満載のおにぎりや未利用資
源のアナアオサの粉末をまぶしたおはぎなどいただきました。
山陰海遍路で最も驚いたことは、その活気です。全国的に沿岸域の環境劣化と漁業資源の枯渇化が進み、
漁業者の減少と高齢化による元気をなくした各地の漁村に比べて、豊かな海に元気な創造性に富んだ若手漁
師が居つく鳥取の漁村に驚かされました。寄港した漁港では多くの釣り人が見られ、港内でもヒラマサが釣
れるというのです。とりわけ、海藻群落が繁茂する海では、漁船を持たなくても大きなタライ一つで潜水漁
ができる豊かさは印象的でした。また、東部の網代は、沖合い底引き漁業の基地として冬季には過酷な気象
条件の下でズワイガニ漁を行う基地となっていますが、その日にカニが漁獲される場所は、最初の発見者か
ら同業の漁船にすぐに知らせが入り、ともに生きる伝統が続いていると聞きます。
“破局”へと突き進む現代社会が直面する「自己規制する文明は可能か？」（2018 年 5 月 13 日講演会：
ものづくり塾、地球システム・倫理学会）との問いかけへの答えとして、生きる原点とも言える狩猟採集の
民に学び直す上で、「山陰海遍路」は現代の狩猟採集民としての漁民の生き方を見つめ直す意味を改めて実
感する機会となりました。海遍路の醍醐味は、各地の漁村に上陸し、漁師の皆さんと出会うことです。話を
しながら、それらをもとに、多様な価値観の参加者が、政治・経済・文明・文化・地域でのコミュニティづ
くりなど多様な問題を思い思いに語る時間がとても楽しいのです。若者がそこに参画することを願いつつ。

写真３

山陰海遍路ではアカモクとワカメが毎日の食に味わいを添えた（柏倉陽介氏撮影）
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い

8. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（12） 向井 宏

奄美の習俗に触れる
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渡瀬さんの運転する車は、まもなく市集落に到着した。見ると、海岸の階段状護岸にたくさんの人が集
まって腰をかけて海の方を見ている。われわれも急いでその中に潜り込ませてもらう。この日、市集落
では、海や山や畠の神様に、五穀豊穣、大漁を祈願し、無病息災、子どもたちの健やかな成長を祈る年
行事が行われていた。「餅まき」や「虫払い」なども一体となった催しの日らしい。沖縄でも同じよう
な行事が行われると渡瀬さんが説明してくれる。本州でも、いろんなところで似たことが行われている
が、沖縄・奄美地方で行われる場合は、海とのつながりの深い「浜下り」行事となる。見渡せば、見物
客の中に、田川一郎区長
や先日の潜水調査でお
世話になった地元の方
達もいた。観光客はわれ
われを除けばほんの 2～
3 人だった。
やがて港から漁船が
数隻、大漁旗を掲げて出
港してきた。全部で十隻
ほどだろうか。市集落の
地元の人たちと並んで見物する。
左から安部真理子、1 人おいて渡瀬夏彦、田川一郎区長。

漁船すべてなのだろう。
私たちがいる海岸堤防
の左正面に先日周辺で

潜水調査をしたトビラ島が見える。船群はこの島をしずしずと回り、集落の人たちが見守るこの場所へ
近づいてきた。やがて護岸の前にわず
かに残る砂浜に子どもたちが集まって
きた。この集落にこんなに子どもがい
るなんて、ちょっと信じられない。住
民の方に聞くと、この日のために市集
落出身の家族が里帰りをしてくるのだ
という。子どもたちの多くはこの日、
両親の里を訪れた子どもたちだったよ
うだ。もちろん市集落にも小学校があ
り、子どもたちがいるのだが……。こ
の浜からトビラ島に向けて、数年前ま

で子どもたちの水泳大会が行われていたという。しかし、最近は砕石場からの濁水の影響を心配して、
水泳大会は中止になってしまった。市集落の人々の生活は、この砕石場のおかげで大きく歪められてい
るらしい。やがて集まってきた船か
ら浜辺の子どもたちに向けて餅が播
かれた。子どもも大人も（観光客も）
播かれた餅を拾うために大騒ぎ。
餅まきの行事が終わって、今度は
ハーレー船の競漕が行われる。2 隻の
ハーレー船が海へ担ぎ込まれ、若者
達が乗り込む。浜辺からスタートし
て、港の前に並べられたブイを回っ
て帰ってくるまでの競漕だが、人々
は興奮して応援する。昔からの伝統
的なお祭りを心から楽しむ人たちがいる。住民の一人が私たちに声をかけてきた。
「悪いところだけでな
く、良いところも見て貰えたら嬉しいです」とにこやかに語っていたその笑顔を思い出す。

（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。



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
今日は「海の日」です！全国各地でいろいろな海イベントが開催され、うみひるも読者の皆さんもお忙しい日かもしれま
せん。当初、海の日は 7 月 20 日でしたが、できるだけ連休を増やす国の方針で途中から移動式の記念日になりました。
これをまた本来の海の日に固定しようという動きがあり、どうやら、東京五輪がある 2020 年だけ不規則移動で大会開催
の前日にして、その翌年から、また 7 月 20 日に戻すようですね。観光業界が反対しているので（参照サイト）、まだ分かり
ませんが。それにしても、かつての海の日は、こんなに暑かったでしょうか。海にでも浸かっていないと煮えてしまいそうな、
この猛暑。海水温が上昇し、地球環境の維持装置が狂いつつある証拠だと思います。豪雨の大きな被害があった西日
本の皆さん、ご無事でしょうか。地震があった大阪も、少し前の熊本も、その前の東北も、どこもかしこも、まだ完全復帰で
はない被災地が日本中にあるのに、あまりに酷な暑さです。2 年後の夏は、どのぐらいの気温でしょうか。まさか大切なゲ
ストを預かっている期間に、自然災害がぶつかったりしないでしょうか。五輪に限らず、家庭の避難リュックの中身といった
身近なところから、いろいろと真剣に対策を考えないといけない時代になったなと痛感しています。（ちよ）

6 月 29 日にシンポジウムを開くために奄美大島へ飛んだ。奄美空港で聞いた第一声が「台風 7 号が発生した」だった。
寝耳に水とはこのこと。こんな時期に台風とは。翌日のシンポジウムは大丈夫だろうか。その次の日の観察会はどうだろう
か。すでに台風の雨が降り始めてきた。幸いシンポは、なんとか降られずに実施できた。しかし、観察会は中止せざるを
得なかった。2 日間強烈な雨と風に閉じ込められ、やっと動いた飛行機に乗って、京都へ帰ってきたら、その翌日から 4
日間の豪雨に閉じ込められた。われわれは避難指示もやり過ごし、無事だったが、西日本の多くの地で甚大な被害が発
生した。被害に遭われた方々には心からのお見舞いを申し上げます。雨が終わると今度は猛暑。連日体温を超えるよう
な気温が続く。どれもこれも経験した事がないようなことばかり。どれも天災ではないだろう。人間の所業がこんな気候変
動を招いてしまった。
海洋におけるプラスチックゴミの問題がようやく一般の話題になり始めました。これも G7 で安倍首相がトランプ大統領に
従って合意文に署名を拒否したお陰かもしれません。日本でもようやく使い捨てプラスチックストローを止める企業も出始
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めましたが、使い捨てストローのプラスチックゴミに占める割合は、おそらく 0.001%にもならないでしょう。それはそれでや
らないよりは良いかもしれませんが、使い捨て生活を個々の人が見直すことから始めなければいけません。ストロー廃止
でごまかされて、いつのまにかこの問題をまた忘れてしまうという日本人の悪癖が繰り返されそうで怖い。（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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