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「今月の海」備讃瀬戸（瀬戸内海） 直島沖  

 灘と瀬戸が交互に続く瀬戸内海のうちで、東に播磨灘、西に備後灘を控え、その間をつなぐ狭い

多島海・海峡を備讃瀬戸と称する。北は岡山県、南は香川県となる。その多くの島の中で直島（写

真）は、昔から三菱鉱業（現三菱マテリアル）の銅精錬所があり、その亜硫酸ガスの排煙で島の森が

枯れ、裸の島

として知ら

れてきた。硫

酸の生成行

程を取り入

れることに

よって、亜硫

酸ガスの排

出は止まり、

その後の植

樹により少

しずつ緑が

復活してき

た。近年は、東隣の豊島に不法投棄された大量のゴミが見つかり、その処理に直島のプラントが利

用された。この近海は島が多くその間に狭い海峡が形成されるため、海峡部は深く流れが速い。瀬

戸内海を東西につなぐ備讃瀬戸のため、大型船の通り道として使われ、島の周囲では直近で 1 万ト

ン級の船も通る。本州と四国をつなぐ瀬戸大橋も備讃瀬戸を横断して岡山と香川を結ぶ。瀬戸の前

後には砂が溜まった砂堆が形成されて、ナメクジウオやイカナゴなどの棲み家となっていたが、関

西国際空港などの埋立に使うために海砂が大量に採られ、これらは奪われてしまった。今では海砂

の採取は禁止されている。          （香川県直島沖から直島を見る  向井 宏撮影）  

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

◆砂浜海岸生物調査の第 3 次中間報告書を刊行予定 

 海の生き物を守る会では、10 年前から始めた砂浜海岸生物調査の中間報告書をこれまで 2 回発行してきま

した。今年度は第 3 次の中間報告書を 9 月に発行予定です。今回の中間報告書には、これまで寄せられた調

査票 329 枚 177 ヶ所のデータをもとに、貝類の情報について、まとめる予定です。 

 中間報告書は、発行後に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。ご希望の方

は当会事務局 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp まで希望部数をお知らせください。代金は無料ですが、送料をご

負担願います。 

 

 

 

 

現在まで329枚、177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。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329枚の調査票が寄せられ、全国177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:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
http://e-amco.com/research
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◆保全すべき砂浜を推薦してください 
 海の生き物を守る会では、砂浜海岸生物調査の一環として、全国の砂浜でぜひ保全すべきだと思われる砂浜

を募集しています。2019年度末までに「ベスト30」を決定し、そのリストを公表して今後の保全活動に貢献し

たいと思いますので、ぜひ推薦をよろしくお願いいたします。 

 推薦にあたっては、その砂浜の数枚の写真とその他、生物情報、自然度などについても、お知らせください。 

 

これまでに推薦された砂浜は、以下の通りです。 

1. 辺塚の浜（鹿児島県肝属郡） 

2. 粉白海岸（和歌山県那智勝浦町） 

3. 表浜海岸（愛知県） 

4. 百名ビーチ（沖縄県南城市玉城字百名） 

5. 閖上海岸（宮城県名取市閖上） 

6. 百道浜海岸（福岡県福岡市） 

7. 長浜（宮崎県串間市） 

8. 小倉ヶ浜（宮崎県日向市） 

9. 原之里海岸（長浜）（鹿児島県種子島） 

10. 三戸浜海岸（神奈川県三浦半島） 

11. 恋問海岸（北海道白糠町） 

12. 以久科海岸（北海道斜里町） 

13. 和白干潟海岸（福岡市） 

（このうち、５．閖上海岸は、防潮堤の建設で保全すべき砂浜としての価値がなくなったこと、６．百道浜海

岸は、人工ビーチであったことが分かりましたので、「守るべき砂浜」リストから削除します） 

 

 これまで推薦された砂浜の中には、閖上浜のように巨大防潮堤がその後建設されてしまい、もう守りたい砂

浜ではなくなってしまったところもあります。日本の砂浜はどんどん壊されつつあります。早く保護すべき砂

浜を指定して、保護活動に役立てましょう。 

 

 

 

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

 

「わだつみ 海の生き物情報誌」の原稿を募集中 
 

 
 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気楽に掲載できる 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 

  

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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●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。 

 

 

恐竜の島・御所浦に朗報つづく!! 採石ストップなるか？ 

 御所浦に博物館を作るというニュースが飛び込んだ。天草市も『御所浦まちづくり協議会』の長年の

要求を受けて動き出した。また、医療施設が不十分だった島に、規模は小さくても総合的な医療施設も

つくられるようになったと、嬉しい話もあった。 

 

 御所浦まちづくり協議会の森会長は「跡地が地元の土砂以外の不要物で埋め立てられれば『産廃の

島』になってしまうのではないか。子孫に豊かな環境を残したい」とし、採石事業自体についても「環

境破壊につながる」として、1 日も早く終了するよう求めた。これに対し業者は「跡地が道路工事など

公共事業の用地になるのなら、事業を終える用意がある」と主張した。 

 

 これは大きな前進だ。島の周回道路の建設を阻んできた採石場が、開放されるのだ。しかもこの業者

の採石場は、その南の跡地も含め 3 つ採石場の中央に位置することから、北の業者も同意したうえで

の発言ではないか。島の周回道路が完成すれば、採石事業はなくなるのだ。 

 

 採石の発破などで、荒々しく剥き出しになった場所だが、逆手を取って『白亜紀の壁』をはじめ、迫

力ある 1 億年の地層を、生かすことにもつながる。恐竜の化石が発見された現場で、子どもたちが化

石採集の体験が出来たりするのだ。新しい博物館とセットとなり、魅力ある島づくりができる。（辺野

古土砂搬出反対全国連絡協議会ニュース「つながる力」より） 

 

 

 

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、送料無料とします。 

 
 

 

 

 

  

 お知らせコーナー 

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』 

●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（３）『砂浜のカニ類』 
 

 

 

 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」シリーズとして、 

① どの浜辺にも必ず見かけるハマトビムシ類 

② 北海道限定の塩性植物 

③ 砂浜によく見られるが同定が難しいカニ類 

の図鑑をそれぞれ刊行しています。 

 

A5 判 14 ページ。①と③は 1 冊 100 円で頒布していま

す。②は 200 円です（送料別途）。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 

 

代金＋送料のお振り込み先： 

ゆうちょ銀行 19230-2848391 ﾑｶｲﾋﾛｼ 

 

 

                    最新刊 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．ウナギ切手コレクション （1）   立川賢一 
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【九州】 

●荒尾干潟に「湿地センター」が開設 
 熊本県荒尾市にある荒尾干潟は、ラムサール条約に登録されている貴重な干潟であるが、このたび干潟に隣

接して、環境省により 8 月 10 日「水鳥・湿地センター」が開設され、訪れた観光客や地元の親子連れなどに、

荒尾干潟についての解説などを展示している。また満潮時などに訪れて干潟を見られなかった人には、干潟を

再現した水槽を見てもらい、シオマネキやトビハゼ、ムツゴロウなどが見られるように展示されている。木造

2 階建てのセンターには、干潟生態系の役割や生物多様性の解説パネルや水槽の展示のほか、望遠鏡が備えら

れ、センターの中からも干潟が観察できる。（文責：向井 宏） 

 

 

【沖縄】 

●辺野古・大浦湾を Hope Spotに申請 
 沖縄県名護市辺野古の辺野古・大浦湾の海を世界的に重要な海として登録し守ろうという趣旨で、日本自

然保護協会や海の生き物を守る会など 11 団体が共同で、Mission Blue 主催の Hope Spot として登録したい

と申請を出した。現在、審査中ですが、今後 1～2 ヶ月のうちに結果の発表があるようで、登録の可能性があ

ると判断されている。登録されれば、辺野古・大浦湾の埋立を考え直すよう政府に働きかけたり、沖縄県に

天然記念物に指定するよう申し入れたりして、この海域の生物多様性と貴重なサンゴ礁を守る運動の一助と

したいと考えている。（文責：向井 宏） 

 
Hope Spot とは： 

 MissionBlue（米国の NGO）による世界的に重要な海のリスト。同代表のシルビア･アール博士が、2009 年に TED で

世界規模の海洋保護区のネットワークを作り、海を守ることで人類の希望も守ろうと提案。

https://www.ted.com/talks/sylvia_earle_s_ted_prize_wish_to_protect_our_oceans?language=ja ※日本語字幕あり 

 世界で約 120 箇所が登録されているが、日本には登録地がなく、今回登録されれば日本初。誰でも申請できるが、科

学的データや文化的価値など詳細に聞かれるため基準は厳しい。 
 

今回の提案団体：日本自然保護協会、ジュゴンの里、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、ヘリ基地いらな

い二見以北十区の会、ヘリ基地反対協議会、ダイビングチーム・レインボー（ヘリ基地反対協議会）、海の生き物を守る会、ジュゴン

保護キャンペ－ンセンター（SDCC）、沖縄環境ネットワーク、ラムサール・ネットワーク日本 

前号のジュゴンの記事を訂正します 
「このジュゴンの死因を推定するために、死体発見から 4 ヶ月近く、今帰仁村の漁港で冷凍保存されてきた

遺骸の解剖が、沖縄美ら島財団によって行われた。解剖費用は今帰仁村が 18.5 万円を出した」の記述につい

て、以下のような情報が寄せられました。鈴木雅子さんに感謝します。 

「今帰仁村の拠出費用は解剖費用でなく、あくまで標本化のみに関わる 18 万 5000 円です。 

 環境省のプレスリリースによれば「死因究明」のための解剖は 7 月 17 日に 5 時間に渡って 6 名の執刀医

が担当し、その内容、行程、費用については一切公表されていません。 

 また当然、環境省や沖縄県、今帰仁村の実施主体の HP にはプレスリリース内容はアップされるべきなの

ですが、今だどこにもアップされていません」（鈴木雅子）  

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。 

https://www.ted.com/talks/sylvia_earle_s_ted_prize_wish_to_protect_our_oceans?language=ja
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【全国】 

◆第一回「生き物のつぶやきコンテスト」募集要項 
 生物科学学会連合（生科連）では、生物多様性の大切さを理解し、維持する精神の育成を目指し「生きもの

の“つぶやき”コンテスト」を始めました。高校生の皆さんの若い感性で、自然の生きものの気持ちを想像し、

その“つぶやき”を教えてください。http://sbsej.jp/news2/2019/07/19092004.html 

募集期間：2019 年 7 月 20～10 月 31 日 

応募資格：生物や環境問題に興味のある高校生 

応募条件：応募作品は、応募者本人が撮影し執筆した未発表のオリジナル作品に限ります。お一人 2 作品まで。

他のコンテストとの二重投稿はご遠慮ください。応募作品は生科連のウェブサイトなどで広報活動等に使用す

る場合があります。ご了解の上、応募ください。 

選考・表彰：2019 年 11 月下旬に生科連「地球生物ブロジェクト」委員会にて優秀賞を選出し、受賞者に直接

連絡いたします。優秀賞には、記念品、副賞（5000 円ギフトカード）を贈呈します。また、応募作品は生科連

のウェブサイト上で発表を予定しています。 

★提出していただくもの：写真、「つぶやき」、エッセイ（短い作文）、応募者情報をメールでお送りください。 

作品例 

1. 生きものの写真（生きものの情報、撮影場所、日時） 

自然の中で生きている生きものの写真。スマホや携帯で撮ったもので構いません。その生きものについて

も調べて教えてください（生きものの情報例：セイヨウタンポポ、外来生物。ヨーロッパ原産、世界中に

分布、など）。撮影場所、日時も書いてください。１年以内に撮影した写真に限ります。 

2. 「つぶやき」 

１．で撮った生きものの「つぶやき」。長さは１文程度。人に対すること、環境に対すること、ひとりご

と、などなど。想像力をフル回転させてお願いします。 

3. エッセイ（短い作文、200〜400 字程度まで） 

その「つぶやき」を聞いたあなたの返答はなんですか？ なぜ、その「つぶやき」を想像しましたか？ 人

がいろんな生きものと共存するにはどうすればいいのでしょう？ などなど。生きものとの“心の対話”

で感じたことを短い作文にして教えてください。      

4. 応募者の情報  

（１）応募者の氏名(ふりがな)・学校名・学年 （２）自宅住所、郵便番号、電話番号、メールアドレス 

（３）所属している部活名(例:生物部、バレーボール部、特になし) （４）将来の夢(例:昆虫の研究者) 

 

★提出方法：提出書類 1.～4.をメールで生科連事務局まで。写真は JPEG 形式、画像サイズは 5MB 以下でメ

ールに添付、文章（つぶやき、エッセイ、応募者情報）はメール本文に書き込んでお送りください。  

注意：応募作品の著作権は、撮影者に帰属します。応募作品は、生科連が催す展覧会、ホームページ、作品集、

ポスター、新聞、雑誌、テレなどに、使用することがあります。使用にあたっては撮影者の氏名、学校名の表

示を行う場合があります。以上ご了解の上、ご応募ください。個人情報は厳重に管理し、関連する目的以外に

は使用しません。応募作品に関しては、第三者の権利を侵害することのないように注意してください（無許可

で個人の所有物の撮影など）。第三者の権利の侵害が認められた場合、応募者本人がその責任を負うこととし、

生科連は一切責任を負いません。応募については保護者の同意を得てください。 

 

【関東】 

◆ラムネット J設立 10 周年シンポジウム 

ラムサール条約の実施と NGOの役割〜水の自然な流れを守るために〜 
 世界中で開発による湿地の劣化・減少が続いています。中でも河川集水域や沿岸域には開発が集中していま

す。これらの開発には、水の自然な流れを阻害する人工構造物の建設という共通の特徴があります。埋め立て

や複式干拓、ダム・堰、護岸整備、巨大防潮堤による海岸改変などがそのような開発です。河川集水域や沿岸

域の重要性、水の自然な流れを守ることの大切さは、ラムサール条約の決議やガイドラインでこれまで繰り返

し指摘されてきました。しかし現実には、これらの決議は活かされず、湿地が劣化・減少し続けています。ラ

ムサール・ネットワーク日本は、2016 年の日韓 NGO 湿地フォーラムから継続してこの問題に取り組んでき

ました。今回の 10 周年シンポジウム〈第 2 弾〉では、元ラムサール条約事務局次長のニック・デイビッドソ

http://sbsej.jp/news2/2019/07/19092004.html
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ン博士を迎えて、ラムサール条約を活かすにはどうしたらよいのか、ラムサール条約の現場での実施と NGO

の役割について講演していただきます。また、日本、韓国をはじめとする各地の NGO などからの報告をもと

に、水の自然な流れを守っていくための行動について話し合います。 

日時：8 月 25 日（日）10:00〜17:30 

会場：YMCA アジア青少年センター9 階 国際ホール（東京都千代田区神田猿楽町 2-5-5 TEL 03-3233-0611） 

参加費：2,000 円（資料代含む） 

主催：ラムサール・ネットワーク日本 

共催：韓国湿地 NGO ネットワーク（KWNN）世界湿地ネットワーク（WWN） 

後援：環境省、日本国際湿地保全連合（WIJ）、日本自然保護協会、WWF ジャパン、日本野鳥の会 

協賛：GLOBAL GREENGRANTS FUND（GGF）、パタゴニア日本支社 

※ラムネット J 設立 10 周年シンポジウム〈第 2 弾〉は、GGF、Patagonia の支援を受けて実施します。 

 

プログラム 

特別公演「ラムサール条約の決議履行と NGO の役割」 

   ニック・デイビッドソン〈元ラムサール条約事務局次長〉 

報告 1 

「日本の湿地保全の取り組み」荒牧 まりさ〈環境省自然環境局野生生物課課長補佐〉 

報告 2 

「日本の自然再生事例…荒瀬ダムの撤去」つる 詳子〈豊かな球磨川をとりもどす会〉 

報告 3 

「韓国の自然再生事例…四大河川事業の堰開放」キム・キョンチョル〈四大河川調査評価企画委員会委員（韓国環境部）〉 

報告 4：「世界湿地ネットワークの取り組み（ビデオレター）」ルイーズ・ダフ〈WWN 代表〉 

「日本の NGO が湿地保全の実施に果たしている役割」名執 芳博〈WIJ 会長〉 

討論「水の自然な流れを守るための NGO 行動計画」 

※英語／韓国語の同時通訳があります 

※報告者のプロフィールなど、詳細はチラシをご覧ください。 

★申し込み：当日自由参加ですが、通訳機材準備のため事前に参加登録をお願いします（当日受付でも登録可）。 

E メールでお申し込みの方は、氏名、所属、同時通訳レシーバーの希望の有無を、下記へ送信ください。 

問い合わせ先：ラムサール・ネットワーク日本 TEL/FAX 03-3834-6566 E-mail  info@ramnet-j.org 

 

 

◆千葉県立中央博物館分館「海の博物館」観察会【磯の生きもの調査をしよう】 
日時：2019 年 8 月 31 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：15 名（申し込み多数の場合には抽選） 

料金：保険料 50 円／人 

★申し込み：メール・ハガキ・FAX で、以下のことを明記の上、当館あてにお送りください。「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」。8 月 17 日（土）締め切り。 

お送り先：〒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 

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

 

【九州】 

◆和白干潟クリーン作戦と自然観察 
日時：2019 年 8 月 24 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） 

参加費：無料 

主催：和白干潟を守る会 

連絡先：tel : 090-1346-0460（田辺） 

 

◆第 10 回有明海再生シンポジウム「豊かな有明海と周辺地域社会を未来世代に」 
 これまで福岡県・大分県・熊本県・佐賀県の各都市において 2010 年から継続してきた（森里海のつながり

による）有明海再生シンポジウムを、10 回目という節目に、諫早市で開催します。未来世代からの借り物で

http://www.ayc0208.org/hotel/jp/access-access.html
http://www.ramnet-j.org/2019/07/18/rnj10sympo2.pdf
https://bit.ly/31z8B1u
mailto:info@ramnet-j.org
mailto:umihaku@chiba-muse.or.jp
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ある豊かな有明海とそれに生かされた地域社会を、この国の宝物として、英知を絞って再生したいものです。

それは、日本や世界を元気にする道にも通じるでしょう。 

日時：2019 年 9 月 8 日（日）13:00～17:00 

場所：長崎県諫早市中央公民館（市民センター） 

主催：NPO 法人 SPERA 森里海･時代を拓く 

 

プログラム 

基調講演「世界･日本･諫早 いのち輝く社会を」 

 野中ともよ（NPO ガイア・イニシアティブ代表、元 NHK ニュースキャスター･元三洋電機会長） 

 

パネル討論「海や川や森と共に生きる社会を未来世代に」司会：野中ともよ 

 福岡県柳川の掘割にニホンウナギと川遊びの子供達を復活させる 

    内山里美（NPO 法人 SPERA 森里海･時代を拓く代表） 

 宮崎県椎葉村の奥山で焼畑農業を営み、海山交流植樹祭を開く 

    椎葉 勝（焼畑蕎麦苦楽部代表） 

 三重県鳥羽の海で楽しく遊び漁業を元気づけるエコツーリズムの”成幸”を 

    江崎貴久（三重県鳥羽市エコツーリズム推進協議会） 

 岩手県一関市で森は海の恋人植樹祭を支えて 30 年：育まれた地域社会 

    三浦幹夫（岩手県一関市室根町第 12 自治会長） 
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※編注：うみひるも 242 号に掲載した「南半球一周の船旅：南アフリカ」のつづきです 

 

南半球一周の船旅： 大西洋横断 

 1 月 30 日の朝にナミビアのウォルビスベイに入港。いくつも用意されたツアーのうち、この国の特産の植

物「奇想天外」も見学できるコースを選んだ。荒涼とした砂地で、点々と生きる不思議な植物が眼前で花を咲

かせており、雌雄も判別できた。しかし、集団は散発的で、過疎的状況ばかり目にできたので、奇想天外の未

来は暗いのではないかと心配された。そうは言うものの、1 個体が千年は優に生きることができるので、そう

簡単には絶滅しないであろう。その他には、SF 映画「猿の惑星」のロケ地にもなった地形を眺めたり、どこ

までも続く砂丘の一角に登ったりした。海岸には国営の水族館もあったので、ツアーの自由行動時間に入館で

きた。イガイ類が水槽に入れられていたので、付近に生息しているのではないかとの勘が当たり、水族館の前

浜に出てみると、イガイ類に大形の褐藻が付着した状態で強い波浪により打ち上げられていた。新鮮なものが

多く、カイヤドリヒドラ類の共生を調べる材料とすることができた。日本では一度も見つけたことがないが、

そのイガイ類には意外にも珍しいカイヤドリウミグモ類が寄生していた。しかし、肝心のものは不在だった。

クラゲ採集も実施したが、結果は、思いのほか芳しくなかった。 

荒波打ち寄せる

ナミビアの海岸

にはイガイ類が

海藻付着状態で

点々と漂着（左

手奥は水族館）。

そのイガイ類に

カイヤドリヒド

ラならぬカイヤ

ドリウミグモが

寄生！ 

 

 

 その日のうちに船は出港し、大西洋を真西へと向かい、まさに横断。10 日後の 2 月 9 日にブラジルのリオ

デジャネイロに到着。カーニバルはまだ 1 ヶ月先とのことだった。まずは、グアナバラ湾クルーズコースでク

ラゲ等を探した。しかし、1 個体も見つけられなかった。シュラスコという肉料理の食べ放題もこのツアーに

含まれていた。次々と出される各種肉類のステーキは、どれもこれももの凄いボリュームだった。しかし、私

には脂っぽく、物珍しさから次々とほおばったものの、直ぐに受け付け難くなった。かの有名なイパネマ海岸

なども訪れた。さすがに人だかり。とても綺麗な砂浜だったが、打ち上げられた生物は全くなかったので寂し

かった。港でもプランクトン採集はできなかった。以前、サンパウロ大学の臨海実験所などでタイセイヨウコ

ノハクラゲ（二枚貝共生性のカイヤドリヒドラ類）の共同研究を行ったことを懐かしみ、遠く離れたアメリカ

のフロリダにも同種が分布することを自らが明らかにしたことも思い返していると、船はその日のうちに次の

寄港地に向けて出港した。  

5．ピースボート乗船で海洋生物の研究（4）   久保田 信 
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“あいだ”を紡ぎ直す：有明海と三陸の水辺から未来へ 
 
 2014 年 10 月に開始しました本連載『有明海と三陸の水辺から』は、「うみひるも」編集担当の皆様のご尽

力で 100 回を迎えることになりました。関係者の皆様ならびに読者の皆様に厚くお礼申し上げます。連載の前

半は有明海と三陸の水辺の生き物の紹介が中心でしたが、途中からそこでの問題は広く他の海域や他の生態系

にも共通の問題であり、さらにはそれをよくも悪くもする人の営み（人が暮らす広義の意味での里の営み）に

深く関わることより、大阪に本部を置きますシニア自然大学校が開設する「地球環境自然学講座」の現地自然

観察会での見聞なども加えて、紹介させていただきました。それらを通しての共通の根幹（キーワード）は、

“あいだ”であるとの確信を深めました。生態系の“あいだ”としてのエコトーンの大切さは、現在の人間社

会が便利さとお金や物など量で換算する促成栽培的な結果ばかりを重視し、過程を無視・軽視し続けてきた在

りようへの警鐘でもあると感じています。 

 本連載を通じて、その基本にすえた「森里海連環学」の真髄としての多様な“あいだ”を紡ぎ直し、続く世

代の幸せを最優先に、つながりの価値観を再構築する課題への思いを深めることになりました。それは、森里

海連環学の目指すべきは「森に暮らして海を思い、海に暮らして森を思う」社会の構築であることへの認識を

深めることにつながりました。その意味でも、連載させていただいたことに感謝申し上げます。この 5 年間で

私達を取り巻く社会状況も悪化の一途を辿り、地球環境のさまざまな問題も深刻さを増しています。5 年間の

連載の文章を見直し、必要な加筆修正などを加えて、近い将来一冊の本にまとめられればと願っています。 

 さて、この連載を始めた当初は、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災により壊滅した沿岸生態系の回復過程の

紹介に力を注ぎましたが、その後の有明海の生き物の惨状や地域社会の混迷化は、筆者自身の海の生き物への

かかわりの原点でもあり、わが国で最も生物生産性が高く同時に生物多様性が豊かであった有明海の再生こそ、

この国の沿岸環境と沿岸漁業、そして地域社会再生の“試金石”であり、同時にそれは森里海連環学の真価が

問われる試金石でもあり、自身の「最終章」にすえるべき課題だとの思いを深めています。 

 こじれにこじれた有明海を

取り巻く地域社会の深刻な状

況をまともな状態に戻すこと

は極めて難しい課題であるこ

とは十分認識した上での新た

な取り組みを、筆者自身のラ

イフワークの締めくくりにで

きればと願っています。それ

は、まさに“あいだ”を紡ぎ直

すことであり、最も重要でか

つ最も難しい人と人の“あい

だ”を紡ぎ直すことに違いあ

りません。地元諫早市の有志

の皆さんが、諫早湾干拓問題

（写真１）はすでに終わって

しまった問題であり、いまさ

ら何を蒸し返すのかとの門前

払い的な雰囲気が大勢を占め

7. 有明海と三陸の水辺から（100）    田中 克 

写真１ 諫早湾中央干拓地での農業の

“現実”を象徴するビニールハウス群 
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る中、一軒一軒訪ね歩いて「諫早湾干拓問題を話し合う場を求める」署名活動が地道に、粘り強く重ねられて

います。そのような取り組みとも連動して、筆者らが提案し、具体化を計りつつあるのが、子供達がここに生

まれてきてよかったと思える地域にするために、明日の自分の幸せだけでなく未来世代の幸せを優先する雰囲

気作りが不可欠と思われます。 

 そのためには、風雪にも耐えてゆっくり育ち、数十年後には森林生態系の一構成員として小さくも確かな礎

になるような中長期視点で、深刻化した有明海と周辺地域社会を育む植林活動、そのシンボルとしての「有明

海と周辺地域社会を育む植樹祭」（ムツゴロウの森植樹祭）を立ち上げ、春の日差しを浴びた諫早湾と有明海、

その間を仕切る潮受け堤防（写真２）を見下ろす丘の上での植樹を、親子や小中高生を招いて行い、海や山の

幸をいただきながら、子供達の未来を思う交流会を積み重ねていきたいと考えています。そして、諫早湾や有

明海という類まれな自然資産を大事にすることにより、地域社会がよみがえり、心豊かに暮らせる未来が拓け

るとの世論が広がることを願っています。 

 

写真２ 湾奥部を締め切り、森と海を分断する象徴としての、諫早湾潮受け堤防 

 このような発想のきっかけは、2018 年 9 月 29 日に開催した「有明海の再生に向けた東京シンポジウム」と

そのあとの懇親会での意見交換にあります。有明海問題の解決にどのように臨むべきかと悩んでおられた地元

紙の記者、豊かな海を取り戻したいと切実に願う漁民、開門しないことにはまともな営農ができないと訴える

中央干拓地で営農する農民、そして孫子の代の幸せを願う諫早市民などが協力し、諫早市南部の高来町の林業

家のご協力を得て、「有明海と周辺地域社会を育む植樹祭」を立ち上げる機運が盛り上がりつつあります。そ

れに関係した「いのち輝く有明海を－分断・対立を超えて協働の未来選択へ」（8 月末、花乱社）の刊行、植
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樹祭実施の打ち合わせ会と連動した「第 10 回有明海再生シンポジウム」を諫早市で実施する流れが生まれて

います。※編注：9 月 8 日に開催決定。今号の「海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報」参照 

 令和の時代の幕開けの前後には森に関わる催しが相次ぎました。4 月 20，21 日には来年百年を迎える明治

神宮の森において「アースデーいのちの森 2019」が開催され、大都会東京の真ん中に生まれた奇跡の「明治

神宮」の森を、続く百年後に継承しようと都会の若者が森造りを進めています。続く 4 月 27 日には本連載で

も紹介した宮崎県椎葉村の焼畑農民が下流の日向の海の民を奥山に招いて「第一回海山交流植樹祭」が開催さ

れました。そして、5 月 11 日には大阪府高槻市の神撫山において、大阪湾や淀川のニホンウナギを育む「第 7

回ウナギの森植樹祭」（写真３）が大阪府木材連合会などの主催により開催されました。 

 

写真３ 気仙沼から広がったウナギの森植樹祭（大阪府高槻市、2019 年 5 月 11 日） 

 

 これらの植樹祭は、東日本大震災を乗り越えて平成の 30 年間を駆け抜け、今では世界が注目するまでに広

まった「森は海の恋人植樹祭」に直接・間接に関わるものです。これらの貴重な取り組みとその成果の上に、

有明海の未来を拓く新たな流れを生み出す植樹祭が誕生し継承されることを切に願っています。それは、森は

海の恋人が目指すところは、結局「人の心に木を植える」ことに違いないとの 30 年の集大成を、日本全域に

さらに広く深く普及させる最も重要な試金石でもあると位置づけています。 

 不幸なことに、分断・対立・差別・無視など“あいだ”を潰す潮流がいっそう強まった平成の時代から、間

を紡ぎ直す令和の時代を、世の中をまともな方向に転換させる「植樹祭の時代」になればとの思いで、5 年間

の筆を置かせていただきます。  
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8．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。 

 

 

9．編集後記 
 今号のニュース原稿で「ホットスポット」ならぬ「ホープスポット」という言葉を知り、シルビア・アール博士の動画を視聴しました。

そして、その TED 動画が 10 年も前のものと知って驚きました。海洋のプラスチック問題も、酸性化も貧酸素化も、科学者はかな

り前から危機を訴えていたのに、世の中は巨体で少しずつしか動きません。あれだけ騒がれた使い捨てプラスチックの問題だけ

を見ても、比較的動きが速い都心ですら、今日もカフェでは当たり前のようにストローやプラケース入りのミルクやシロップを出さ

れ、コンビニでは断る暇もないスピードでレジ袋に入れられ、毎度「要りません」と伝えるのに一苦労です。先日ご一緒した方はマ

イ箸を持ち歩いていて、使い捨て食器を慣れた調子で断っていて素敵でした。私はしばしば言い忘れてしまうし、スマートに断れ

ないことがあるので、「当たり前」が逆のほう（環境負荷の少ないほう）にシフトしてくれる日が待ち遠しいです。（ちよ） 

 

 この号が皆様のお手元に届く頃は，台風 10 号は通り過ぎているでしょうか。それとも北日本に再上陸しているでしょうか。秋の

台風ならば｢台風一過｣で涼しくなるところですが，真夏の台風の後は，猛暑が訪れることが多いようです。年々夏の暑さが厳しく

なり，紫外線も強くなっているような気がします。夏といえば海岸の生き物観察に絶好，というのは昔の話になってきています。潮

干狩りは春の風物詩ですし，春の海の方が体にも優しそうです(それは私が歳を取ったからでしょうか)。それでもやはり，夏の海

は生き物の活動が旺盛に感じられます。熱中症に気をつけて，また海中に入るときには足下や潮の流れに気をつけて，生き物と

の触れ合いを楽しんでください。(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。 

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 
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