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Association for Protection of Marine Communities (AMCo) 

 Homepage：http://e-amco.com/   
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「今月の海」唐桑半島海岸（宮城県気仙沼市唐桑町） 

 太平洋に面した唐桑半島は、長さ 20km あり、リアス式の入り組んだ海岸線を持っている。1964 年に三陸

国立公園に指定され、東日本大震災のあと、三陸復興国立公園となった。1971 年には唐桑町巨釜は海中公園

にも指定されて

いる。周りを海に

囲まれているた

め、東北地方とし

ては比較的冬も

温暖で、半島の先

端付近の海岸に

は椿の北限の林

がある。南東には、

「森は海の恋人」

運動で知られる

舞根湾があり、唯

一住民の意思で

防潮堤の建設を

阻止した海岸と

しても知られる。

舞根湾の西舞根

地区では、津波で

流された住宅地

を高台に移転し、

住宅地跡は、埋立前の湿地に戻し、背後の杉林を間伐して、陸と海のかつての繋がりを取り戻すことを決めた。 

（2011.11.29. 宮城県気仙沼市唐桑半島にて 向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

◆4 月 20 日（土） 砂浜海岸生物調査＆観察会 2019 in 表浜 

 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。 

 

プログラム 

 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、天候が良ければ浜辺でお弁当を食べ

ます。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、まとめます（指導：向井 宏）。 

※この研修会＆観察会は、自然保護助成基金プロ・ナトゥーラ・ファンドの助成を受けて実施されます。 

  

まもなく開催！ 
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日時：2019 年 4 月 20 日（土）10:00~14:00 ※雨天中止（少雨の場合は決行します） 

集合場所：愛知県豊橋市 表浜まるごと博物館 http://www.omotehama.net/content/?p=946  

（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 

用意する物：弁当、飲み物、筆記用具、ビニール袋、カメラほか 

服装：天候に応じた服装と濡れないための靴（もしくは濡れても良い靴）。 

参加費：500 円、学生 300 円、小学生 100 円 

共催：海の生き物を守る会・表浜ネットワーク 湿地ネットワークに参加 

問い合わせ先：田中美奈子 office@omotehama.org , 向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  

 
 

◆5 月 5 日（日） 磯の生き物観察会＆スケッチ大会（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。上関まるごと博物館

に集合し、長島田ノ浦に船

で移動。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

て（案内：向井 宏）、スケ

ッチも行います（指導：エッ

キー（浴野達弘）さん）。 

 

 

 

日時：2019 年 5 月 5 日（日）

11:00~16:00 

集合場所：山口県上関町 上関まるごと博物館 

観察場所：上関町長島田ノ浦（11:00~15:00） 

 

1.タイムスケジュール 

10:00  マルゴト博物館集合 

10:15~11:00 上関の磯の生き物についてお話し（向井宏） 

11:00~11:15  スケッチについてお話し（エッキーさん） 

11:30  白浜出発 

12:00 田ノ浦到着            お弁当 

13:00~15:00  磯の生き物観察会&スケッチ大会 

15:30  白浜到着/解散 

 

2.内容 

①磯の生き物観察会  上関貝類ハンドブック/カニやエビの図鑑/海浜植物図鑑など見ながら観察会 

※スナビキソウにアサギマダラが来ている時期かと思います。 

②スケッチ大会    磯の生き物や風景など自分が描きたいものをスケッチする 

 

3.アクセス 天候にもよりますが、船での上陸を予定しております。 

 

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：大人 3,000 円、子供 1,000 円  

宿泊を希望される方には、上関まるごと博物館＆町内の宿泊施設を紹介します。 

http://www.omotehama.net/content/?p=946
mailto:office@omotehama.org
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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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  

お弁当 ： ご希望の方はこちらで注文します（500 円） 

参加募集：4 月 28 日（日）まで 

申込先 ：申込み事項（氏名、住所、緊急連絡先、メールアドレス、年齢）をそえて、Mail または FAX に

てお申込み下さい。midori.t@crocus.ocn.ne.jp Fax 0820(62)0710  高島 uedak8611501@gmail.com 上田 

 
 
◆5 月 18 日（土） 吉野川と海が出会う河口干潟の観察会 
 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。 

日本一の川幅を持つ吉野川河口。川と海の絶妙なバランスが保たれている河口は、川と海が出合う場所

ならではの多種多様な生物が観察できます。 

海と水辺の達人、向井宏先生との探検は今年で 3 年目。どんな生き物に出会えるかな。 

 

日時：2019 年 5 月 18 日（土）10:30~12:30 ※雨天中止（少雨決行） 

場所：吉野川南岸の最河口干潟（徳島市北沖洲 4） 

用意する物：弁当、飲み物、筆記用具、ビニール袋、カメラ、帽子、タオル、洗い水（洗い水：ペットボ

トル 500～2000ml）、長靴または汚れてもよい靴 ビーチサンダルはダメ!!（足や指が出ない靴）、ぬれ

てもいい服装。※小さな子は着替えを持ってきてね 

参加費：大人 300 円、高校生以下 100 円 

主催：とくしま自然観察の会＆海の生き物を守る会＆吉野川ひがたファンクラブ  

後援：徳島市教育委員会（申請中） 

問い合わせ先： 088-623-6783 とくしま自然観察の会 http://www.shiomaneki.net  

    海の生き物を守る会 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp （向井 宏） 

 

◆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 

 

 

 

 

 

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

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:midori.t@crocus.ocn.ne.jp
mailto:uedak8611501@gmail.com
http://www.shiomaneki.net/
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
http://e-amco.com/research


 

5 

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。調査

のやり方について、不安をお持ちの方は、当会が実施している各地での研修会に、一度参加することをお

薦めします。 

★【活動予定】にある 4 月 20 日（土）開催予定の「砂浜海岸生物調査＆観察会 2019 in 表浜」は、調査

のやり方を学ぶ「研修会」を兼ねています！ 

 
 

  「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 月に刊行しました。 

以下、創刊号の目次から 

 
創刊に当たって 

1. 総説 

 「里海論」の間違い(向井 宏) 

2. 原著論文 

 大阪湾潮間帯で記録された Discradisca stella (Gould, 1860) スズメガイダマシ (腕足動物  

門, 盤殻科) (大谷 道夫) 

 和歌山県田辺湾におけるスナガニ属 4種の記録 (2010年)(和田 恵次・渡部 哲也) 

3. 短報 

 紀伊半島沖海域での東京大学淡青丸研究航海中に採集したヒドロクラゲ類(久保田 信) 

 石垣島名蔵湾における海草 3種の生長速度について(向井 宏) 

4. 観察記録 

 谷津干潟において観察されたホンビノスガイによるセイタカシギへの行動阻害(小川 洋) 

5. 資料 

 ナマコ類 2種の縮小率について(向井 宏) 

 シラヒゲウニの摂餌について(向井 宏) 

6. 情報 

投稿について 

 

 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からダウンロ

ードしてください。購読（当面は無料）はこちらから → http://e-amco.com 

現在、次号の原稿を募集しています。原稿が集まり次第、次号を発行しま

す。ぜひ投稿を！ 投稿要領は、創刊号の巻末をご覧ください。 

★原稿は向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお送りください。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してご覧いただきます。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 

  

http://e-amco.com/research
http://e-amco.com/
http://9765145552aa0409.lolipop.jp/wp-content/uploads/pdf/wadatsumi001.pdf
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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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。 

 

 第 6 回定期総会が 5 月

25－26 日、奄美大島で

開催されます。 

 

 

 

 

 

 

 

★参加を希望される方は、

海の生き物を守る会事務局

までご連絡ください。 

 

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

 

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 （5）   立川賢一 
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【国際】 
●「イルカ監獄」を一部解放 
 ロシアの企業が極東の海上に檻を設置し、シロイルカやシャチなど 100 頭以上を捕獲し囲い込んで「イル

カ監獄」と呼ばれている状態が報じられている。この企業は教育を目的と言い、中国などの水族館に高値で

売り払っていたことが分かっている。国際的な非難にあい、プーチン大統領が早期に解決するよう指示して

いた。このたび、ロシアの海洋研究機関がこれらイルカ類の健康な一部については、数頭を解放する方針を

示したが、まだ多数のシロイルカやシャチが囚われており、その解決には国際的な批判の高まりが必要だ。 

（文責：向井 宏） 

 

 

【沖縄】 

●玉城知事 係争処理委員会へ審査請求 
 米軍基地建設のための辺野古・大浦湾の埋立をめぐり、石井啓一国土交通相が沖縄県の埋立承認撤回を取

り消したことから、玉城デニー沖縄県知事は、総務省の第三者機関の国地方係争処理委員会に審査を請求す

ることを決めた。同時に、行政事件訴訟法に基づき裁決取り消しを求める裁判を提起することも検討中であ

る。ただ、総務省の第三者機関と言いながら、国地方係争処理委員会は前回の審査でも、実質的な審査に入

らず、入り口で沖縄県の請求を退けたこともあり、公平な審査ができるかどうか危ぶむ声は強い。 

（文責：向井 宏） 

 
  

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。 

「うみひるも」投稿フォームのご案内 

うみひるも連載エッセイへのご感想、今号のニュースへのご意見など、 

https://goo.gl/GjWIjL をクリックして投稿フォームから、お寄せください。 

※「うみひるも編集部」メールアドレスはこちら→hirumo@live.jp 

mailto:hirumo@live.jp
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【関東】 

◆本日午後！ジュゴンを守る緊急院内集会！ 
 3 月 18 日に沖縄島今帰仁村の運天漁港に死んだジュゴンが漂着しました。 

かつて琉球諸島沿岸に普通に生息し、歴史的にも物心両面において人間とのかかわりの深かったジュゴンは

その人間活動により追い詰められ、今や絶滅の危機に瀕しています。それに追い討ちをかけているのが、埋

め立てが始まった辺野古新基地建設です。この工事は沖縄島で最大規模の海草藻場にて進められています。

1998 年から市民団体がジュゴンの食み跡（はみあと）の調査をしてきましたが、その間にもジュゴンは数を

減らし、沖縄防衛局が行った基地建設に伴う環境アセスメントにおいて A,B,C の 3 個体が確認されるのみと

なりました。私たちの身近に再びジュゴンが戻ってくるよう、ジュゴンも私たちも安心して生きられる環境

をつくっていくために、沖縄のジュゴンについて学び、環境省と防衛省と政府交渉を行います。ぜひ多くの

方のご参加をお願いします。★どなたでもご参加いただけます。14：00 からロビーで通行証を配布します。 

日時：2019 年 4 月 16 日（火）14:15～18:00 

場所：衆議院第 2 議員会館第一会議室(東京都千代田区永田町 2-1-2)・地図 

タイムテーブル 

14:15～15:30 ジュゴンを守る緊急院内集会 

16:00～17:00 政府交渉（環境省） 

17:00～18:00 政府交渉（防衛省） 

スピーカー： 鈴木雅子（北限のジュゴン調査チーム・ザン代表） 

 浦島悦子（北限のジュゴン調査チーム・ザン） 

 細川太郎（ジュゴンネットワーク沖縄事務局長） 

 関本 幸（辺野古・高江 NGO ネットワーク） 

 辻村千尋（日本自然保護協会 保護部長） 

 安部真理子（日本自然保護協会 保護部主任） 

共催：北限のジュゴン調査チーム・ザン・ジュゴンネットワーク沖縄・日本自然保護協会 

問い合わせ先：鈴木雅子 北限のジュゴン調査チーム・ザン （090-8032-2564） 

  安部真理子 日本自然保護協会（03-3553-4103/080-5067-0957）abe@nacsj.or.jp  

 

◆江奈湾干潟観察会（モニタリング）＆ゴミ回収活動 
 2019 年度最初の江奈湾干潟でのモニタリングとゴミ回収活動を以下の日程で実施します。この活動では、

干潟に棲む生き物や干潟を利用している生き物を、1 年を通して観察・記録し、干潟生態系とそれを利用する

生物の関係を把握することが目的です。干潟が初めての方も、ぜひご参加ください。 

開催日：2019 年 4 月 20 日（土） 

開催場所：三浦半島江奈湾 

集合：京急バス・江奈バス停前 9:15 集合 

対象：中学生以上 

参加費：無料（昼食、飲物持参）※保険料 250 円別途 

主催：NPO 法人 OWS 

★申し込み：ホームページから ⇒ http://www.ows-npo.org/higata-hozen/boshu.html 

 

 

◆千葉県立中央博物館分館「海の博物館」～観察会【海藻を観察しよう】 
 房総半島太平洋岸にある勝浦は、200 種類を超える海藻の生育が確認されている、海藻の豊富な地域です。

この観察会では、海の博物館の目の前の磯の潮間帯で、初春に見られる海藻を、特に食用などで人々に利用さ

れている種類を中心に観察します。 

http://www2.chiba-muse.or.jp/www/UMIHAKU/contents/1552713519088/index.html 

日時：2019 年 5 月 4 日（土・祝）9:30-12:00 

https://goo.gl/maps/dTRm8qGA5ww
https://teamzan.ti-da.net/
mailto:abe@nacsj.or.jp
http://www.ows-npo.org/higata-hozen/boshu.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/www/UMIHAKU/contents/1552713519088/index.html


 

11 

場所：千葉県立中央博物館分館「海の博物館」 

対象：小学生以上（小学生は保護者同伴） 

人数：20 名 

料金：保険料 50 円／人 

★申し込み：4 月 20 日（土）締め切り 

 

 

◆千葉県立中央博物館分館「海の博物館」～観察会【ウミウシを観察しよう】 
 潮の引いた磯では多くのウミウシを見つけることが出来ます。ウミウシの美しい色彩にきっと魅了される

ことでしょう。この観察会では、午前中に博物館前の磯で観察会を行い、午後から館内で、見つかったウミ

ウシを、顕微鏡で詳しく観察します。触角や鰓の形などを見たり、スケッチを取ったりと、じっくり観察し

ながら、ところどころで講師から、ウミウシについての解説を行います。見た目の美しさだけでなく、ウミ

ウシ学をしっかり学んでみませんか。 

http://www2.chiba-muse.or.jp/www/UMIHAKU/contents/1552713362239/index.html 

 

日時：2019 年 5 月 5 日（日・祝）10:00-15:00 

場所：千葉県立中央博物館分館「海の博物館」 

対象：小学校高学年以上（小学生は保護者同伴） 

人数：20 名 

料金：保険料 50 円／人 

★申し込み：4 月 21 日（日）締め切り 

 

 

◆観音崎自然博物館「磯の生物観察会」 
 カニ・ヤドカリ・ハゼ・ウミウシ・ヒトデなどの 小さな生き物がたくさん見つかります。 

日時：2019 年 4 月 21 日（日）10:00 ※小雨決行  

場所：観音崎公園 

集合場所：ボランティアステーション 

参加費：大人 1700 円、4 歳～中学生 1300 円、会員 300 円引  

その他：短パンで気軽に磯遊び！ 

 

 

◆市民科学プロジェクト CNC2019-Tokyo 
 世界の 170 以上の都市と連携し、AI と Web を用いて各都市の野生の動植物の写真を撮って楽しみながら

競う、市民科学の国際イベント City Nature Challenge2019（CNC2019）を開催いたします。東京で開催の

CNC2019-Tokyo のご案内、参加方法および、東京都市大学夢キャンパスで 4 月 27 日と 28 日に開催のイベ

ント情報を以下に記載いたしました。また、今年は、自分たちの所属活動団体名を用いて「自分の活動団

体：CNC2019-Tokyo」にて団体向けに広報し、参加することも可能です。その場合には本文の末尾をご参照

ください。皆様の奮ってのご参加をお願いいたします。 

開催日付： 2019 年 4 月 26 日（金）～29 日（日） ※雨天開催 

イベントの名称・：City Nature Challenge 2019 Tokyo 

イベントの URL：https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2019-tokyo 

開催地：東京都 

主催者名：東京都市大学／(一社）生物多様性アカデミー 

主催者の URL：http://bda.or.jp 

連絡先氏名：小堀洋美 

連絡先メールアドレス：cnc-tokyo@bda.or.jp 

東京都市大学二子玉川夢キャンパスでのイベント：4/27・28 の 2 日間 ※ちらし右側 

http://yumecampus.tcu.ac.jp/event/4806 (Google 以外からのアクセスをお願いします） 

★HP 最下部に記載の「Peatix」より事前お申し込みをお願いします。 先着 50 名にて締め切り・雨天開催 

※「自分の関係する団体名：CNC2019-Tokyo」にて参加の場合には、事前にオーガナイザーの小堀へ連絡を

お願いします。 

http://www2.chiba-muse.or.jp/www/UMIHAKU/contents/1552713362239/index.html
https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2019-tokyo
http://bda.or.jp/
mailto:cnc-tokyo@bda.or.jp
http://yumecampus.tcu.ac.jp/event/4806
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【九州】 

◆和白干潟クリーン作戦と自然観察 
日時：2019 年 4 月 27 日（土）15:00~17:00 

集合場所：和白干潟海の広場（福岡市東区和白 4 丁目）※駐車場なし。西鉄唐の原駅から歩いて 5 分 

参加費：無料 

連絡先：電話 090-1346-0460 （田辺） 
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5. 動物の親子を詞で知ろう（11） 久保田 信 

 

ゴカイに似た箒虫動物門 

 

今回からは説明は後回しにして、先ずは歌詞からどうぞ。その方がわかりやすさが倍増だとおもいます。 

 

ちょっとゴカイみたいだね ホウキムシ 

でもね ミミズの様に ボデイに 体節（たいせつ）は ない 

それに 疣あしや 硬い毛も ない 

だから ごかいしないで 

 

体を すっぽり包む 巣の中で 生きてる 

世界の海底で 13 種が暮らしてる 

ゴカイのような ホウキムシ 

そうさ 頭は箒みたいさ 

触手のうぶ毛を波打って たぐり寄せた有機物を食べるのさ 

体内に 消化管・血管・腎管・神経・生殖腺もって、食べ・血巡らせ・排泄・感覚し、子供づくり 

 

かかしの様な子供は アクチノトロカ 

頭を砂に突き立て お腹を伸ばして大変身 

腸をループさせるのさ 

触手やお尻のうぶ毛は皆な捨てるのさ 

ゴカイのようになるのだね ホウキムシ 

でも ごかいしないで ごかいしないで ホウキムシ 

でも ごかいしないで ごかいしないで ホウキムシ 
 

 

 という歌をつくりました。どんな曲調でしょうか？この歌詞でだいたいホウキムシのことは言い尽くす様

にしました。ホウキムシはマイナーな海産動物でベントスです。しかし、実際に見たことのある方は、この

地球上の人間ではごく少数でしょう。私も実際にフィールドで採集したことはないのです。 

 以前、京都大学白浜水族館で、ムラサキハナギンチャクという大輪（数十 cm の体長）のイソギンチャクの

様なポリプを飼育展示していました。その折に、その膠質の巣に付着していたのがホウキムシでした。ホウ

キムシも同じ様な巣をつくっていました。真っ黒でした。内臓が反転して触手付近まで曲がり込んで来てい

るとは見た目にはさっぱり分からないでしょう。たくさんの触手を拡げた姿は、ホストのハナギンチャクの

ミニチュアの様で、体長は数 cm。マイナーなのか今ではめっきり白浜では少なくなって、白浜水族館ではも

う展示されていません。 
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 実習で学生たちにプランクトンとはどういうものかを教えていましたが、ホウキムシの幼生がたまに採集

できました。どの動物群もそうですが、ホウキムシも親子は別物の様です。アクチノトロカと名付けられた

その幼生は、貝類のウミウシ類のメリベの仲間にちょっと似ています。前方にがま口の様なふくろ（口前

帽）があり、そこには触手が一周しています。時満ちると、これを海底に突き刺して、体内の一部を反転さ

せ、長い胴部を伸長させて、大人に似た姿に変身します。この変態は素早く、数時間もしない内に、どんど

ん変わっていく姿が観察できます。皆様もどうぞこの寸劇を観察され、大人のホウキムシも海岸で探してみ

ましょう。おとなしいゴミ屑屋の海産動物のホウキムシがこの後も、地球上から姿を消さないように見守り

たいですね。 

 

ベニクラゲ再生生物学体験研究所に展示しているホウキムシ（バックの写真は変態直後） 
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「柳川掘割物語」第二幕：バイオロギングによるウナギ調査 

 
 『10 月 28 日(日）、この上ない秋空の下、掘割に繰り出した 4 艘の川くだりドンコ船に乗り込んだ 50 数名が見

守る（写真１）なか、発信機を腹部に挿入された 10 尾のニホンウナギが、集まった小中高生によって放流され、歓

声に包まれました。京都大学三田村啓理先生の指導の下に、ニホンウナギの腹部に挿入された 10 個の発信機

は、私達の思い「バイオロギングがつなぐ夢の世界」を共有してくださった全国の皆様方からのご支援によって購入さ

せていただいたものです。今後、二年間の追跡調査が予定されています。 

 これまで掘割では、ウナギに寝床を提供する石倉カゴの設置と生き物調査、シラスウナギの育成とクロコ(稚魚）

の掘割への放流－再捕実験に、今回のバイオロギングによるウナギの行動や生態調査がつながり、全国が注目

する「柳川掘割物語」の第二幕が元気いっぱいにスタートしました。私達の取り組みでは、できるだけ地元の小中

高生の参加の輪を広げ、市民が直接参加する「市民参加型調査」の先駆的なモデルになればと願っています。

皆様方はすでに資金面で「市民参加型調査」にお加わりいただいておりますが、機会を見つけてぜひ柳川にお越

しいただき、放したウナギの位置情報を、携帯用の受信機を持って掘割の水辺を散策しながら、あるいはドンコ船で

川くだりを楽しみながら、収集いただければと願っています。 

 バイオロギングが開く夢の世界は、近い将来、掘割各地で子供達が水辺遊びに興じ、水中からニホンウナギが

その光景を楽しそうに眺める世界の実現です。二つの“絶滅危惧種”の同時復活と共存を、人々の知恵と努力の

賜物としての歴史的資産である掘割で実現できればとの思いが、皆様方のご支援によりますます大きく膨らみまし

た。今回のご支援に心よりお礼申し上げます。あわせて、「柳川掘割物語 第二幕」がこれからどのように展開され

るか、引き続き見守っていただきますよう、関係者一同心よりお願い申し上げます。』 
 

 

写真１ 柳川の掘割に発信機をつけたウ

ナギを放流する現場に立ちあった多くの

市民 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上は、全長 900km 以上にも及ぶ柳川市の掘割をかつてのようにニホンウナギで賑わう郷にしようとする

取り組みを全国の皆さんのご協力のもとに進めるクラウドファンディング「バイオロギングがつなぐ夢の世

界」(NPO 法人 SPERA 森里海・時代を拓く）に協賛/ご支援いただきました皆様へのお礼の文面です。 

 

 掘割に設置した石倉カゴに入る生き物調査(柳川市民協同事業）、シラスウナギをクロコに育て掘割での放

流再捕実験(伝習館高校生物部）に続く第三弾として、京都大学情報学研究科の三田村啓理准教授と大学院生

6. 有明海と三陸の水辺から（94）     田中 克 
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の全面的な協力のもとに、天然ニホンウナギ 10 尾の腹部に発信機を挿入し

(写真２）、その移動や行動情報を 10 箇所に設置した受信機（写真３）で

キャッチするとともに、この調査に関心を寄せた多くの市民が、携帯用受

信機で掘割をくまなく探索する「市民参加型調査」がスタートしました。 

写真２ ウナギの腹部に発信機を挿入

する（京都大学三田村啓理准教授） 

 

 

写真３ 竹竿に受信機をくくりつけ掘割

に設置する NPO法人スペラ森里海のメ

ンバー 

 

写真４ 市民とりわけ小中高生など若者が多く参加したバイオロギング調査の幕開け  
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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。 

 

 

8．編集後記 
 

◎久保田先生が船旅から戻られ、晴れて連載エッセイ「動物の親子を詞で知ろう」が再開しました。陸には

いない珍しい動物門がそろっている海には、ホウキムシのように、観察歴の長い先生方でも一度もお目にか

かれないレアな生き物がいるのですね。 

 つい先日、人類は初めて写真に映し出された「ブラックホール」を目にしました。スケールは全く違うも

のの、深く広い海の中には、ブラックホールにも負けない不思議が、まだまだ眠っている気がしてなりませ

ん。（ちよ） 

 

◎ニュースに投稿しても良かったのですが，沖縄島が北限だったウニの一種，リュウキュウナガウニが

和歌山県南紀白浜で確認されたそうです(朝日新聞デジタル 4月 8日)。海の温暖化を示唆，と書かれて

いましたが，近頃では人為的な移入も考えなくてはなりません。もちろん，南方系のウニが生き延びら

れるくらい，海水温が上昇しているのは間違いないでしょう。これをヒトの経済活動による生態系の攪

乱，とみるのか，生物が自ら分布を拡大したと考えるか，皆さんはどう思われますか? 最近では，人為

的移入や温暖化による生物分布の変化を，新しい生態系と呼んで，積極的に認めようという学者達もい

ます。しかし，固有種を食べ尽くしてしまうような肉食動物を放置すれば，生物多様性が失われてしま

います。また，地球温暖化は南方系生物が北上するだけではなくて，私たちの日常生活，特に一次産業

に関わる重大事です。｢新しい生態系｣だなんて，何を呑気なことを言っているのだ，というのが，私個

人の感想です。(西) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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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