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「今月の海」稲佐の浜（島根県出雲市） 

 島根県出雲市の出雲大社では、毎年旧暦の 10 月を神在月（かみありづき）と称して、神様をお迎えする神

迎祭を行う。その時、神様は海から稲佐の浜のこの岩にやってくる。その神は、龍蛇神と呼ばれるウミヘビで

ある。出雲大社

から大勢の神官

がこの稲佐の浜

で神を迎え、出

雲大社まで神の

お供をする。こ

のような神事が

行われるように

なったのは、こ

の海岸に旧暦の

10 月頃北西の

風が吹き、南か

ら対馬海流に乗

って北上してき

たウミヘビなど

が漂着するから

だと言われてい

る。この海岸に

はサクラガイや

ナミノコガイ、コナガニシ、ウラシマガイ類の卵塊などが多く漂着する。近年はセグロウミヘビの漂着がほと

んど無くなったため、現在ではウミヘビの人工物で龍蛇神を代行させている。 

（島根県出雲市稲佐の浜にて 向井 宏撮影） 

  

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

◆「砂浜のフィールド図鑑（3） 砂浜のカニ類」を来月にも発行 

 海の生き物を守る会では、「砂浜のフィールド図鑑」シリーズの第 3 弾として、「砂浜のカニ類」を今年

8 月に発行するために準備中です。著者は、和田恵次さんと渡辺哲也さんの二人。砂浜海岸生物調査には必

携の図鑑となるでしょう。乞うご期待。海の生き物を守る会の会員の希望者には 1 部を無料でお送りします。

事前受付も行いますので、ご希望の方は事務局 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp まで希望部数をお知らせくだ

さい。1 部は無料ですが、送料をご負担願います。2 部以上ご希望の方には、1 部 100 円でお分けします。送

金先などは発行後にお知らせします。また、海の生き物を守る会会員以外でも、希望者には有料でお送りし

ます。詳しくは次号「うみひるも 244 号」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

現在まで326枚、175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326枚の調査票が寄せられ、全国175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。 

 

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 

mailto:ご希望の方は事務局　hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
http://e-amco.com/research
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「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。 

 

 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 

 

 
 

 

 

 
●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。 

 

沖縄県が希少動植物保護条例を準備 
 沖縄県が希少野生動植物保護条例案へのパブコメを募集している。この条例は、土砂全協が 2月に沖縄

県に要望を出していた内容が罰則規定を含めて取り入れられている。迅速に条例の制定に向けて取り組んで

欲しい。 

 一方、土砂条例については、沖縄平和市民連絡会から海砂の採取量の上限を設けるよう改正の陳情もなさ

れている。県としては検討したいとしており、これら市民団体からの改正の陳情に迅速に対応するかどうか注目

していきたい。 

 

辺野古埋立反対パンフ購入して応援してください 

 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 

 

 お知らせコーナー 

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
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」シリーズの第 1 弾とし

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第 2 弾として、「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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．オウムガイ切手コレクション （9）   立川賢一 
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【国際】 

●大西洋でホンダワラ類海藻が大繁殖 

 
 大西洋のサルガッソ海に繁茂し、船の航行も困難になることで有名なホンダワラ類の海藻（サルガッサム

属）が、2018 年に大繁殖し、その後も増え続け、合計 2000 万トンにまで増加したことが分かった。大西洋

のサルガッサム属の海藻は、2011 年から増え続けて、昨年にこれまでの最高の量にまで増えた。サルガッサ

ム属海藻の大繁殖の原因はまだ解明されていないが、研究者らは、栄養源となっているアマゾン川からの流

出と、西アフリカ沿岸の湧昇流が、異常気象によって海洋環境を変えたと、推測している。地球温暖化が大

西洋の生態系を根本的に変える可能性が出てきた。（文責：向井 宏） 

 

 

 

【関西】 

●ゴカイが発音 初めての報告 

 
 環形動物多毛類は、ゴカイ類として知られているが、そのうち、キムラハナカゴオトヒメゴカイという体

長 2cm ほどの小さなゴカイが、大きい音を発生させることを、串本海中公園と京都大学の研究者らが初めて

確認した。音は、人間が指を鳴らす程度の大きさで、ゴカイの大きさから考えれば、びっくりするほど大き

い音だという。このゴカイは、2 個体が縄張り争いをして頭を付き合わせた時に、音を発生させる。この発音

はケンカのためだと思われている。（文責：向井 宏） 
 

 

 

【九州】 

●護岸建設工事が一時中断 ウミガメの産卵で 

 
 琉球列島の中では非常に希少な、沖合にサンゴ礁を持たない砂浜海岸を持ち、しかも日本で唯一のオサガ

メの上陸・産卵があった奄美大島瀬戸内町嘉徳の自然海岸に、砂浜侵食対策を理由としてコンクリート護岸

を建設する計画が鹿児島県によって進められている。今年度になって工事用道路の建設が始まっていたが、

6 月 7 日にウミガメ（おそらくアカウミガメ）が上陸・産卵しているのが発見され、工事が一時中断されて

いる。中断期間は不明だが、おそらくウミガメ産卵期間が終了したら、再び工事が始まると考えられる。嘉

徳の砂浜には貴重な動植物が多く知られており、浜に流れ込む嘉徳川には沖縄で絶滅したリュウキュウアユ

も遡上することが知られている。日本魚類学会、日本ベントス学会、日本生態学会の 3 学会では、嘉徳海岸

の貴重性・希少性を守るために、この砂浜での護岸建設を見直すように要望書を共同で提出しているが、鹿

児島県は要望書に何の回答もせず、一方的に建設工事を決めた。それに対して、住民らが工事の差し止めを

巡って訴訟を提起し、6 月 11 日、鹿児島地裁で第 1 回弁論が開かれた。原告の住民らは、「砂浜はすでに自

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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然に回復しており、護岸整備は不要」「奄美大島の集落のある海岸で唯一人工物のない海岸であり、希少性

が高く、護岸整備は問題」などと指摘し、工事の不要不急性から、公金支出差し止めを求めたが、鹿児島県

は、「今後も砂浜侵食の懸念は否めない」と訴えを棄却するよう求めた上で、訴訟中も工事は続行する姿勢

を示した。奄美大島は沖縄のやんばると徳之島、西表島とともに世界自然遺産に登録する申請を行っている。

奄美大島では、前回の自然遺産登録の失敗の原因である自然を厳密に守るコア地域の周辺のバッファーゾー

ンに島全体を入れること

で再申請を行った。この

ような貴重な砂浜にコン

クリート護岸を建設する

ことが、世界自然遺産に

相応しい行為かどうか鹿

児島県は冷静に考えるべ

きであろう。この砂浜へ

流れ込む嘉徳川は、上流

の自衛隊基地建設やその

ための道路建設によって

山が裸になり、泥水が流

れ込むことが増えてきて

いる。世界自然保護連合

IUCN の現地調査がこの

秋にも行われるが、世界

自然遺産に登録される価

値のある奄美大島になっ

ているかどうか問われる

だろう。（文責：向井 宏） 

 

 

  

「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や、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 

ウミガメが上陸し産卵場所へ歩いた跡（嘉徳海岸 2019.6.13） 

mailto:hirumo@live.jp
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【関東】 

◆観音崎自然博物館「夏期 磯の生物観察会 2019」 
 観音崎の磯で、ウニ・ヒトデ・カニ・ウミウシなどの海の生き物を水中で観察しましょう。浅いところで

行うので、泳げなくてもだいじょうぶです。魚になったつもりで海の中をのぞいてみよう。 

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 

https://kannonzaki-nature-

museum.jimdo.com/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/ 
日時：2019 年 7 月 20 日（土）および 8 月 17 日（土）10:00～14:30 ※希望日を選択可、小雨決行 

集合：10:00 観音崎公園ボランティアステーション（博物館の隣） 

定員：各日 50 名（申し込み順）  

対象：4 才以上、小学生以下は保護者同伴 

参加費：大人 2100 円、4 歳～中学生 1900 円、会員は 800 円引（入館料、保険料込み）  

講師：観音崎自然博物館 学芸部長 山田 和彦 

持ち物：水着、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、クロックスなどは不可）、水中マスク（顔に合うもの。小さいお子さんはゴーグルのほうがよい）、

タオル、昼食など 

★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。人気イベントなのでお早目に。 

問い合わせ：観音崎自然博物館 〒239-0813 神奈川県横須賀市鴨居 4-1120 TEL 046-841-1533 

 

◆観音崎自然博物館「海中観察体験」 
 内容その他は同上ですが、パークーセンター（公園管理者）主催のため博物館会員割引はありません。 

日時：2019 年 8 月 4 日（日）10:00～14:30 ※小雨決行 

 

 

◆千葉県立中央博物館分館・海の博物館「観察会～親子で磯の魚を探そう」 

日時：2019 年 8 月 3 日（土）10:30～12:30 

対象：小学生と保護者、20 名 

料金：保険料 50 円／人 

http://www2.chiba-muse.or.jp/www/UMIHAKU/contents/1552710595787/index.html 

★申し込み：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、千葉県立中央博物館分館海の博物館（〒299-5242 千葉県勝浦市吉尾 123、TEL 0470-76-1133、

FAX 0470-76-1821、umihaku@chiba-muse.or.jp）へ。7 月 20 日締め切り。 

 

◆千葉県立中央博物館分館・海の博物館「水中めがねで海の生きものを観察しよう」 

日時：2019 年 8 月 10 日（土）10:00～12:30 

対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）、20 名 

料金：保険料 50 円／人 

http://www2.chiba-muse.or.jp/www/UMIHAKU/contents/1552710143795/index.html 

★申し込み：同上。7 月 27 日締め切り。 

https://kannonzaki-nature-museum.jimdo.com/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/
https://kannonzaki-nature-museum.jimdo.com/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/
http://www2.chiba-muse.or.jp/www/UMIHAKU/contents/1552710595787/index.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/www/UMIHAKU/contents/1552710595787/index.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/www/UMIHAKU/contents/1552710143795/index.html


 

9 

 

【中部】 

◆暮らしの森づくりシンポジウム 
 森は、私たち人間の祖先が生まれたふ

るさとであり、地球環境問題が深刻化す

る中、いのちを育む森の存在はますます

重要性を増しています。1965 年に長野県

信濃町に誕生した「野尻高原大学村」の

森は、この間ほとんど手入れがなされな

いままに 54 年の年月を経過し、倒木が相

次ぐ危険で不健全な森になり、心安らか

に暮らせる森づくりが大きな緊急課題と

なっています。大学村の森づくりを例

に、人が森とかかわりながら心豊かに暮

らす道を考えるシンポジウムを、癒しの

森を進める信濃町の協力を得て、開催す

ることといたしました。

http://bit.ly/2jORkAp 

※うみひるも編集担当より：パネル討論

の講演 4 で「森の“音”と健康増進機

能」と題して、うみひるも連載エッセイ

ご執筆者の田中克先生（京都大学名誉教

授・舞根森里海研究所長）が講演されま

す。「海の魚の研究者が森に踏み込んだ

“感性的”背景」等、お話くださる予定

です。基調講演は C.W.ニコル氏（一般財

団法人 C.W.ニコル・アファンの森財団理

事長）、パネル討論の司会は野中ともよ

氏です。避暑を兼ねて長野の高原に森の

話を聞きに行きませんか。 

 

 

日時：2019 年 8 月 1 日（木）13:00～17:00 受付 12:30～ 

場所：信濃町立黒姫童話館ホール（長野県上水内郡信濃町野尻 3807-30） 

参加費：無料 

★申し込み：氏名・団体名、連絡先（電話、メールアドレスまたは住所）、「森づくりシンポジウム」参加

人数を明記の上、一般社団法人野尻高原大学村（kanrishitsu_shunin@gmail.com、TEL 026-258-3090、

FAX026-258-3712）へ。 

主催：野尻高原大学村 ／共催：C.W.ニコル・アファンの森財団、全国日本学士会 

 

 

【九州】 

◆和白干潟クリーン作戦と自然観察 
日時：2019 年 7 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）※駐車場無し、西鉄「唐の原」駅から徒歩 5 分 

参加費：無料 

主催：和白干潟を守る会 TEL 090-1346-0460（田辺） 

  

http://bit.ly/2jORkAp
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編注：今号は「ピースボート乗船で海洋生物の研究」を一旦お休みして最新の出張報告エッセイです 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

アメリカ・サンフランシスコ周辺での講演や研究   久保田 信 
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

 この 7 月 1 日から 17 日までアメリカ西海岸、サンフランシスコ付近での講演に招待された。そのための旅

費を捻出する工面をして下さったのは、もうすぐ高校 1 年になる男子中学生で、これまで何度も白浜の研究室

をご家族で訪ねて来られている。彼の母親が日本人で、日系 2 世である。「興味の尽きない不老不死のクラゲ

の研究について、自分たちの区域でも話してほしい」と、彼らが棲む Tiburon 近郊の住民の皆様に紹介し、基

金が集まった。その区域はアメリカでは全く安全で、かなり裕福で教養のある住民が多い。拳銃も保持してい

ないという。そこの図書館で講演した。 

 Tiburon もサンフランシスコ同様に坂が多く、小高い丘が連綿と続く区域で、独特の花も咲く散策路も完備

されており、対岸に見え隠れする Golden Gate Bridge を毎日見ながら、様々な動植物との出会いが楽しめた。

ハチドリが、霧深く底冷えのする季節なのに、南方からもう渡って来ており、花の蜜をホバリングしながらあ

ちこちで吸っていた。心地よかったのは、道すがら出逢う全ての方々が、見知らぬ私に挨拶をして下さること

で、Tiburon ならではなのかもしれないが、日本での山登りの時の挨拶が思い出された。 

 ホームステイをさせて頂けたご家族の家から坂を少し下ると、サンフランシスコ行のフェリーが出ている。

この辺りではサイクリングが盛んで、100 台以上も搭載されている日もあった。フェリーには何度も乗ってサ

ンフランシスコに行った。そこの港にはヨットハーバーがあり、そこではライフワークのベニクラゲ類やカイ

ヤドリヒドラ類がいないかと、特にムラサキイガイの内外を

調べたが徒労に終わった。その代わり、修士時代に研究した

海藻の様な大形のヒドロポリプに久々に出会えた。また、ホ

ストファミリーの計らいで、その付近に設立された長寿研究

所として名高い Buck Institute や、海洋生物研究部門もある

San Francisco State University でも講演した。実に色々な分

野の、様々な年齢層の老若男女にベニクラゲの不思議を説明

できた。 

 港ではプランクトンネット曳きを実施し、研究三昧の毎日

だった。クラゲはあいにく少なかったが、人生で初の海綿の

幼生を多数採取でき、飼育すると変態した。Fisherman wharf

が名高い San Francisco 見物や Yosemite National Park へ

日帰りの旅も息抜きに。ホストファミリーがご親切に用意し

て下さった。また京大を退職する直前に、筆者の白浜での研

究生活等を含めたドキュメンタリーフィルムの撮影に来られ

た 2 組の映画撮影チームにも 1 年ぶりに取材に来られて追加

撮影もあり、更にはベニクラゲの生物学に興味を持たれてい

るカルテック（カリフォルニア工科大学）の研究者に会えた

り、誠に有意義で内容の濃い半月程の旅だった。 

 

写真 Tiburon（USA）のヨットハーバーで採集した 

オベリア属の一種の海藻様の大形ポリプ  
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椎葉村の奥山で「海山交流植樹祭」開かれる 
 

 2019 年 4 月 27 日、深緑のキャンバスに一気に咲き出したシイやカシ類の輝くような黄色の花が鮮やかに

パッチワークのように塗りこめられた光景が広がる宮崎県椎葉村の標高千ｍの奥山に、色鮮やかな大漁旗が

たなびき、第一回海山交流植樹祭が行われました(写真 1）。そこには、椎葉村の森から流れ出た水が最終的に

流入する日向の海の漁師さんたち十数人が参加し、東京や京都など県外からも集まった焼畑ファン、地元の

小学生、親子連れ、中には生後半年足らずの幼子を抱きかかえたお母さんなど、総勢 150 人を越える多様な

人々が集いました。海山交流植樹祭にふさわしく、日向の漁師さんが持参したキハダとビンナガの解体ショ

ーがお披露目され、さばかれた刺身

を新緑輝く奥山でいただくこの上な

い贅沢な時間を参加者全員が楽しみ

ました。植樹場所は、昨年夏に火入

れを行い、大根などが花を咲かせる

場所に定められ、ヤマザクラやカエ

デなどの広葉樹を参加者が好きな場

所に何本でも植える、ここならでは

の植樹を楽しみました（写真２）。 

 

←写真１ 第１回海山交流植樹祭に

参加した漁師さん（右端：椎葉勝さん、

左端：筆者） 

 

 

 

→写真２ 大漁旗とこいのぼり 

の下、大根の花が咲く斜面で植 

樹を楽しむ参加者 

 

 

 

 

  

6. 有明海と三陸の水辺から（98）     田中 克 
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 筆者が最初に椎葉村を訪れたのは、2017 年 8 月でした。そのとき、数千年の伝統を守って今なお自然循環

の焼畑農業を生業として維持し続けている椎葉勝さん（写真１右端）に出会い、近い将来海の民をここに招い

て海と山が交流する集いを行いたいとの抱負をお聞きしました。昨年 8 月の火入れに参加した際には、焼畑農

業を維持発展させる「焼畑蕎麦苦楽部」共同作業所の前に大漁旗がたなびく様子に、椎葉さんの並々ならぬ決

意を感じました。そして、それから 8 ヶ月が経過した 4 月に第 1 回海山交流植樹祭が開催されたのです。椎葉

勝さんの「行動しないことには、何も起こらない」との“哲学”どおり記念すべき植樹祭が実現し、改めてそ

の行動力に驚かされるとともに、これからの展開がいっそう楽しみになり、これからも何らかの関わりを持ち

たいとの思いに駆られました。 

 

 海山交流植樹祭開催の背景には、平成の 30 年間を走り続け、今では世界が注目する「森は海の恋人」運動

の象徴的行事として毎年６月に実施されている植樹祭の存在があると思われます。しかし、1989 年に始まっ

た森は海の恋人植樹祭やその前年 1988 年にスタートした北海道漁連婦人部による「おさかな増やす植樹運動」、

それらに触発されて全国各地に広がった植樹活動の大部分は、上流からの影響を受ける下流の民としての漁民

や市民による活動といえます。それに対して、この海山交流植樹祭は、遠く海から離れた奥山の上流の民が下

流の民に呼びかけて実現した点に大きな特色があります。上流の民にとって海の存在は直接の利害関係はない

にもかかわらず、そのような行動が生まれた点に筆者は驚きを越えて感動を覚えました。椎葉さんが作られた

チラシには「海がなければ森はない」と明記されているのです。 

 

 時代は、分断・対立・無視・排除など人々が心豊かに暮らす方向とは逆に進んでいるように感じられます。

このままで本当に、続く世代は「生まれてよかった」と思えるでしょうか。今こそ、「海に暮らし森を思い、森

に暮らして海を思う」思想が不可欠と思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

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

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。 
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8．編集後記 
 

 いよいよ夏休み目前となり、各地で海のイベントが増えてきました。編集中にチェックしてみたら、すでに「満席御礼」で申し込み

を締め切っているものがチラホラと。海のイベントが盛況なのは嬉しいことですが、そんなわけですので、うみひるも発行時点まで

に満席になってしまうものがあるかもしれません。ご了承くださいませ。気になるイベントがある方は、お急ぎください。イベント欄

には今回、やや異色の森イベントを入れております。森と海をつなぐ田中先生がニコルさんたちと黒姫童話館でご講演されます。

海続きでほてった体をちょっと冷ましたい時に、高原や森の予定をはさんでみるのは、温暖化が進む今後の夏遊びを元気に乗り

切るコツかもしれません。なお冷夏と思われた今年も、梅雨明け後は厳暑という予報が出ています。体調管理にご注意を！（ちよ） 

 

 梅雨寒が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。海の生き物を守ろうとすれば、その生息地と環境も守らなければ

なりません。現実には，命のつながりを断ち切り，人の生存を危うくするような事態が各地で進んでいます。先日、腕足類の一種

スズメガイダマシを初めて目にしました。こんな小さな生き物が数億年の進化の歴史を背負っている一方で、人はわずか数千年

で世界をいかに変貌させてきたのか、と、落差に目眩すら覚えました。私たちの生活と山から海にいたる命のつながりが，これか

ら先も共生していくには、どのような方法があるのでしょうか。海洋保護区や禁漁なども、運用次第では効果があります。でも一番

大事なことは、多くの人々が関心を持つことではないか、と、最近は考えています。目の前にある問題について、それを一人でも

多くの人に伝えて関心を持ってもらい、自分のこととして考えてもらう。｢うみひるも｣を広めること，編集のお手伝いをすることで，

その一助になればと願っております。(西) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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