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「今月の海の生き物」 ザラカイメン Callyspongia confoederata   

 カイメン動物門のザラカイメン目ザラカイメン科の 1 種。群体性で、大きさ 30cm ほどの円筒状になる。

円筒状の体の表面には、たくさんの突起があり、ざらざらしていて名前の由来となる。内側は平坦で、多く

の出水孔が並んでいる。体

には海綿質繊維が網状に組

まれ、そこに骨片がびっし

りと密に含まれ、死んで乾

燥しても体の構造はそのま

まの状態を維持する。よく

海岸に打ち上げられている

のを見る。体色は紫がかっ

た灰色と、やや赤っぽい煉

瓦色の 2 つのタイプがある

が、同種と考えられてい

る。本州以南、東南アジア

からオーストラリアまでの

暖かく浅い海に分布し、岩

礁に付着して生活する。 

（山口県上関町長島にて 

向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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※「動物の親子を詞で知ろう」久保田信および「ジュラシック・ビーチを次の世代に残したい」向井宏はお休みです 

 

 
 

【活動予定】 

◆4 月 20 日（土） 表浜海岸砂浜調査＆観察会 

 今年も表浜海岸の砂浜で生き物調査と観察会を行います。海の生き物を守る会の砂浜海岸生物調査に協力

しようと思う人は、ぜひこの集まりに参加して、砂浜調査のやり方を学んで、各地で砂浜調査を行ってくだ

さい。 

日時：2019 年 4 月 20 日（土）10:00~13:00 

集合場所：愛知県豊橋市 表浜まるごと博物館 

（表浜街道から寺沢の交差点信号を海側に曲

がって 600m ぐらい行った右手にあります。

もっとも近い鉄道は JR 東海道線の二川駅で

すが、そこからは定期バスなどの便はありま

せん。車またはタクシーが必要になります） 

調査場所：表浜（詳細未定） 

予定：表浜まるごと博物館に集合し、表浜に移動。

そこで砂浜調査を行い、天候が良ければお弁当を食

べる。その後、再びまるごと博物館に帰り、採集し

た生き物を同定し、まとめる。 

用意する物：弁当、飲み物、筆記用具、ビニール袋、カメラほか 

参加費：無料 

共催：海の生き物を守る会・表浜ネットワーク 

問い合わせ先：田中雄二 info@omotehama.org , 向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

  

昨年の表浜砂浜調査で、素晴らしい天候の中、 

お弁当を広げる参加者たち 

mailto:info@omotehama.org
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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◆5 月 5 日（日） 磯の生物観察会（上関町田ノ浦） 

 上関町長島の田ノ浦の磯で海の生き物観察会を行います。 

日時：2019 年 5 月 5 日（日）  時刻未定 

集合場所：山口県上関町 上関まるごと博物館 

調査場所：上関町長島田ノ浦 

予定：上関まるごと博物館に集合し、長島田ノ浦に移動。そこで磯の生き物観察会を行います。みんなで採

集した生き物を同定します。 

用意する物：弁当、飲み物、筆記用具、ビニール袋、カメラほか 

参加費：無料 

共催：海の生き物を守る会・上関の自然を守る会 

問い合わせ先：高島美登里 midori.t@crocus.ocn.ne.jp , 向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

 

 

◆5 月 18 日（土） 吉野川河口干潟観察会 

 今年も吉野川最河口部の干潟で海の生き物観察会を行います。 

日時：2019 年 5 月 18 日（土）10:00~13:00 

場所：吉野川の最河口干潟 

用意する物：弁当、飲み物、筆記用具、ビニール袋、カメラほか 

 

 

◆6 月 15 日(土) 奄美シンポ（予定） 

 奄美の海と自然を守るシンポジウムを行います。 

日時：2019 年 6 月 15 日（土） 時刻未定 

場所：奄美市（未定） 

 

 

◆6 月 16 日(日) 奄美大島西古見海岸砂浜の生き物観察会（予定） 

 大型クルーズ船寄港問題で揺れる奄美大島西古見海岸の砂浜で生き物調査と観察会を行います。 

日時：2019 年 6 月 16 日（日）11:00~14:00 

場所：奄美大島瀬戸内町西古見海岸 

用意する物：弁当、飲み物、筆記用具、ビニール袋、カメラほか 

  

mailto:midori.t@crocus.ocn.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp


 

4 

「わだつみ 海の生き物情報誌」の原稿を募集中 

編集委員も募集しています 

 

 海の生き物を守る会では、海の生き物についての研究論文・データ・情報・論評・調査報告・意見・書

評・その他などあらゆる記事を掲載できる PDF 雑誌「わだつみ 海の生き物情報誌」創刊号を

2019 年 1 月 10 日に刊行しました。関心のある方、読んでみたい方は、海の生き物を守る会のホームペー

ジ http://e-amco.com からダウンロードしてください。投稿も大歓迎しています。ぜひ投稿を！ 

 

★原稿は向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお送りください。投稿要領は、創刊号の巻末をご覧く

ださい。なお、この雑誌は個々に配信はせず、ホームページからダウンロードできます。また、この雑誌

の編集委員も募集しています（現在 2 名）。ご投稿をお待ちしています。意見などもお寄せください。 

 

 

海の生き物を守る会 雑誌編集部 

hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  

 

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

 

 

 

 

 

現在まで301枚、165カ所を調査 

 海の生き物を守る会では、全国の砂浜海岸で生物調査を進めてきました。今後も継続し、今年9月には第3次

の中間報告書を刊行する予定です。危機的な状況が続いている砂浜とその周辺に棲む生き物のために、日本の

砂浜を取り戻そうと計画された調査です。調査は誰にでもできる方法で計画されていますので、少しでも多く

の人が多くの海岸でこの調査に参加していだけるようにお願いいたします。当会のホームページには、ワー

ドファイルで調査の方法書と報告用紙も掲載しています。これらはダウンロードできます。 

 これまでに会員や非会員の皆さまから 301 枚の調査票が寄せられ、全国 165 カ所の砂浜で調査が行われま

した。全国の砂浜調査にするには、まだまだ多くの海岸での調査が必要です。まだ調査が 1 カ所も行われてい

ないのは、秋田、山形、岩手、福島、岡山の 5 県です。ぜひご協力をお願いいたします。同じ海岸でも季節が

違えば、また同じ季節でも気候が違えば、結果が異なります。いつでも、どんなときでも調査はできます。 

一度、ホームページから調査マニュアルをお読みください。  

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 

http://e-amco.com/
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
http://e-amco.com/research
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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。調査に役立てて

いただくため、「砂浜フィールド図鑑」シリーズ

の 1 冊目として、どの浜辺にも必ず見かけるハ

マトビムシ類の図鑑を刊行しました。 

 

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）。 

 

★ご希望の方は下記までお知らせください。 

向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

1 部 100 円＋送料のお振り込み先： 

ゆうちょ銀行 19230-2848391 ﾑｶｲﾋﾛｼ 

 

●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）。 

 

★ご希望の方は下記までお知らせください。 

向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

1 部 200 円＋送料のお振り込み先： 

ゆうちょ銀行 19230-2848391 ﾑｶｲﾋﾛｼ 

 

 

 

 

 お知らせコーナー 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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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。 

 

2019年度総会を奄美大島で開催 

 

辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会の 2019 年度総会を 5 月 25 日（土）～26 日（日）に、奄美

大島で開催します。詳細は未定です。出席を希望される海の生き物を守る会会員は、事務局までお

知らせください。 

鹿児島県が条例を制定 外来生物対策で 

 

 県外からの土砂搬入・搬出などに伴う外来生物の移動を防ぐ為の鹿児島県の条例案が 2 月の県議

会に提出され、可決された。土砂全協らの要望を一部取り入れたものだが、その実効性は不明。 

 

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

 

 

活動を広めるためにパンフレットを発行しています（写真は表紙）。

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・部数を下記までお知らせください。 

     向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

1 部 500 円＋送料のお振り込み先： 

ゆうちょ銀行 19230-2848391 ﾑｶｲﾋﾛｼ 

3 部以上お申し込みの方は、送料無料  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．オウムガイ切手コレクション （2）   立川賢一 
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【中四国】 

●早くも赤潮が発生 御荘湾 

 愛媛県は 20 日、御荘湾（愛南町）で 2019 年初めての赤潮が発生したと発表した。有毒プランクトン「コ

クロディニウム・ポリクリコイデス」による赤潮。2 月に赤潮を観測したのは、1972 年に赤潮を観測し始め

て以来、初めてのこと。県は周辺漁協に養殖施設への餌止めや出荷作業の中止を呼びかけている。 

（文責：向井 宏） 

 

【九州】 

●次々とマッコウクジラが漂着 南さつま市 

 鹿児島県南さつま市では、2 月 15 日に加世田小湊の漁港付近で、マッコウクジラが座礁し、その後死亡し

た。ところが、さらに 21 日になって、同市笠沙町片浦の小浦港付近の海岸で、マッコウクジラ 2 頭が座礁し

ているのが発見された。体長は 16ｍと 17ｍの 2 個体で、雌雄の判別はできていない。連絡を受けて市の職

員が到着した時には、すでに 2 頭とも死亡していた。マッコウクジラは、巨大な体躯を持ち、ハクジラ類で

は最大の大きさ。北極から南極まで地球規模に分布し、雄は知床沖などの寒い海でも見られるが、雌や子ど

もは暖海で生活する。深海のイカなどを食べ、深海の近くの海域にいる。鹿児島で次々と漂着した原因はよ

く分かっていない。（文責：向井 宏） 

 

【沖縄】 

●沖縄県が反論書 必要な砂の量がさらに 650 万㎥ 

 辺野古の新基地建設のための埋立事業を進めている沖縄防衛局が、沖縄県の埋立承認撤回を取り消すよう

国土交通大臣に取り消しの審査を要求し、承認撤回は違法と主張しているのに対して、沖縄県は反論書を国

交相に提出した。その中で、防衛局が提出した大浦湾の軟弱地盤の改良工事計画で、大浦湾に砂杭を約 7 万

7 千本打ち込み、そのために必要な砂があらたに 65 万㎥必要と試算していることについて、県内の土砂の供

給量の 5～6 年分にあたることを指摘し、「（地盤改良に）どれだけの年数を要すのかまったく分からない」

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。 
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と指摘している。また、意見書は、大浦湾側を含めて護岸を整備し 5 年で埋立を完成させる予定であるが、

埋立承認後に軟弱地盤の問題が発覚したので、大浦湾側の護岸さえも着工できていないことを強調した。県

の弁護士は、「見切り発車で埋立を申請し、大浦湾側を無視した為、工事が進まない。普天間の危険性除去

のための辺野古建設という適正さがなくなっている」と国の対応を批判した。大浦湾側の軟弱地盤は深さ

90m まで存在しているが、それだけの深さの砂杭を打てる船は日本にも世界にもないという。70ｍの砂杭で

ごまかそうとしているようだが、それでも莫大な砂が必要になってくる。そして出来上がった滑走路は、関

空と同じように沈下が心配される。辺野古・大浦湾の貴重な自然と生き物を潰し、莫大な税金を使ってアメ

リカの戦争の為の基地を作って、それで基地が使えない状態になるかもしれないなんて、日本政府はいった

いなぜ狂ってしまったのか。（文責：向井 宏） 

 

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

 

 

 

 

【関西】 

◆微小貝プロジェクトチーム「須磨海岸で貝を拾って調べよう！」 

 普段なにげなく見過ごしている砂の中には、小さな貝がらがいっぱい混じっています。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！ 

日時：2019 年 3 月 17 日（日）10:00~15:00 

場所：須磨海岸（神戸市） 

集合：10:00 JR 神戸線「須磨」駅改札口（JR 神戸線「三宮」駅から快速 12 分） 

対象：微小貝に興味がある方 

定員：20 人 （申し込み先着順） 

参加費：大人 500 円、子ども 300 円、1 家族 800 円 

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 

その他：当日は午後、須磨海岸の室内会場で、拾った貝の観察や貝殻であそびます。 

★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「3/17 須磨海岸微小貝探し参加希望」として、宛先 

bishogai@nature.or.jp にメール。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。申し込み期限：3 月 10 日 

当日連絡先：西谷 090-8752-4562 

問い合わせ先：bisyogai@nature.or.jp  

 

 

mailto:bishogai@nature.or.jp
mailto:bisyogai@nature.or.jp
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◆ジュゴン訴訟報告会＆映画「ＺＡＮ」上映会 

 OKINAWA じゅごんを救え！～米国裁判所にジュゴン登場～ 

 日時：2019 年 3 月 17 日(日) 開場 3:30 

 第 1 部 13:45~ 「ZAN～ジュゴンが姿を見せるとき～」上映会 

 共催：ジュゴン保護キャンペーンセンター（SDCC）、日本自然保護協会、イメージミル 

 第 2 部 15:15~ ジュゴン訴訟報告会 

 講師：吉川秀樹（SDCC）国際担当 

 主催：ジュゴン保護キャンペーンセンター（SDCC） 

 会場：大阪ドーンセンター大会議室（地下鉄・京阪天満橋駅下車） 

 資料代：1000 円 

 問合せ先：SDCC 関西事務所 06-6353-0514 

 

 

【九州】 

◆和白干潟海岸探鳥会 

日時：2019 年 3 月 10 日(日) 9:00~12:00 

集合場所：JR 香椎線和白駅前の和白公園 

持ち物：筆記用具と、あれば観察用具 

参加費：日本野鳥の会会員は 100 円、一般 300 円 

主催：日本野鳥の会福岡支部 

連絡先：電話 092-606-0012（山本） 

 

  

海 の生き物の情報や写真をお寄せください。 

下記「うみひるも」編集部メールアドレス・投稿フォームでお待ちしております。 

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

mailto:hirumo@live.jp
mailto:hirumo@live.jp
https://goo.gl/GjWIjL
https://goo.gl/GjWIjL
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パラオの人々と海の関わり 

 パラオ共和国の多くの小さな島々はサンゴ礁でできています。しかし、最も大きなバベルダオブ島は火山

性の島で、島全体が熱帯雨林（最も高い山は 240m）で覆われ、かつてはその中に 100 人規模の集落が点在

し、村と村を結ぶ道路や海につながる道路が張り巡らされ、それらの多くは石畳の道で、熊野古道を体験さ

れたパラオの皆さんは、それらを歴史資産として整備保存し、エコツーリズムにも活用されています。各集

落の中心地には広場や集会所跡、雨乞いの儀式が行われた場所などが残っています。パラオ群島に人々が住

み付いたのは今から 4 千年前とも言われています。それはおそらく、星や月を頼りに、木製の船を魯で漕ぎ

他の島から辿り着いたと推定されます。海洋民族としてのパラオの人々はサンゴ礁で囲まれ、岸辺はマング

ローブ林で縁取られる汽水域の水辺で、海とともに暮らしてきたことが想像されます。地域間の交流も時折

生じた戦争も海を舞台に行われたようです。 

写真１ 戦いに使われた巨木をくりぬいて造ったカヌー（左）、戦いを指揮する酋長による実演を見守る（右） 

 集落間の戦いは、村ごとに備えた、長く大きな木をくりぬいて作った 40 人（片弦 20 名）乗りのカヌー

（写真１左）を駆使して、海上で行われました。それは海洋民族としての力を競い合う上で必然的なことだ

ったと思われます。部族の酋長的な戦士がアウトリガーに張り出した板の上で戦士を鼓舞しながらの号令の

もとに行われたようです（写真１の右）。そうした戦いの様子は、村の重要事項を決めるバイの入り口や内

部に物語的に表現されています。私達が最も驚かされたのは、どちらかに死者が出ると戦争はそこで打ち切

られるという慣習でした。それは、プレースというカレイの一種の稚魚は二枚貝の水管を主食にしています

が、決して致命的になるような食べ方はせずに、共存する野生の生き物たちの“知恵”にも通じるように感じ

5. 有明海と三陸の水辺から（91）     田中 克 
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ました。どちらも長い歴

史の中で培われたともに

生きる術なのでしょう。

分断・対立・排除に明け

暮れる今の人間社会とは

対極の賢い生き方です。 

 

写真２ バベルダオブ島の

岸辺を取り巻くマングローブ

林とその岸辺の船だまり 

 

 バベルダオブ島の岸辺の大部分はマングローブ林で覆われています。台風が巨大化する地域ではありません

が、人々は小さな船を風波を避けるマングローブ河口域に係留し、そこに至る道を造って、いつでも漁に出か

けられるようにしています。パラオ自身には商業的な漁業はなく、皆が漁師でした。陸地で主食のタロ芋やキ

ャッサバなどを育て、どこにでも生えているバナナやココナツを食べ、放し飼いで野生化した小型のニワトリ

も蛋白源としていますが、周年穏やかで温暖な環礁内で釣りや素潜り漁で採れる魚介類を主要な動物蛋白源と

して、自給自足的な暮らしが営まれてきました。しかし、そのような自給自足的な暮らしが米国の統治下で、

“動物園化”政策の下に多量の欧米的食料を押し付けられ、自給自足的な暮らしが崩れ、健康障害が懸念される

肥満が大きな社会問題になっています。今こそ、稲作漁労文明の持続性に優れた健康な生き方を学び直す必要

があると感じました。 

 

 

 

 

写真３ 径 2cmほどの竹を火でまっすぐに伸

ばし、3本の針を括りつけてモリを作り、サンゴ

礁域で漁をする技術が代々継承されてきた 
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６．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。 

 

７．編集後記 

 「全国の砂浜海岸生物調査」の調査票数カウントが、1 月 16 日発行の 233 号以降、300 枚のキリ番です。次の 400

枚という目標に向けて、私も早くパソコン仕事漬けの日々から抜け出して参加したいです。4 月 20 日予定の「表浜海岸

砂浜調査＆観察会」では調査方法も学んで帰れるようですので、可能な方は是非ともお出かけください。砂浜と言えば

先日、『大津波のあとの生きものたち』（少年写真新聞社）という永幡嘉之（ながはた・よしゆき）さんの素敵な写真絵本を

読みました。3.11 後の砂浜に生き残っていたハマダンゴムシをはじめ、復旧工事で陸と海が寸断される 2015 年頃まで

の、ほんの束の間、動植物が生き生きと蘇っていた様子を改めて美しい写真で見せていただきました。それと前後して、

クロマツ海岸林の再生事業について太田猛彦先生の講演を聞く機会があり、『森林飽和～国土の変貌を考える』（NHK

出版）という本を買いました。「砂浜の砂はどこから来たか」という山と海のつながりに関する論考が興味深いです。陸と海

の生物学や森林水分学、歴史学など、各方面の専門家の知恵を集めれば、未来につなぐ砂浜のより良い姿が見えてく

るのかもしれません。少なくとも、コンクリートを海辺に張り巡らせる従来法は、最善策とは程遠い気がします。（ちよ） 

 

◎三月四月を木の芽時と呼び，何故か人の心がざわつく，と言われています。進学や就職だけではなくて，人の心に何か

働きかけてくる節目の季節なのでしょう。先日行われた，辺野古新基地建設の是非を問う沖縄県の県民投票の結果も，

私の心を騒がせています。海の生き物を廻る状況は，とても厳しい，と思わされる毎日ですが，潮回りも良くなるので，一

先ず身近な海の生き物たちを尋ねに行こうと思います。(西) 

 

  

mailto:hirumo@live.jp
https://goo.gl/GjWIjL
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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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