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「今月の海の生き物」スナビキソウ Heliotropium japonicum  

 ムラサキ科キダチルリソウ属の草本。海岸の砂浜に生えるため、ハマムラサキの別名を持つ。北

海道から九州北部までの砂浜に生えるが、近年各地で減少している。高さは 30cm 程度になる。葉

の表面には密に毛があり、葉は互生する。5～8 月に白い花をつける。花冠は漏斗状で、5 裂する。

果実は 8～10mm の核果で、果皮はコルク質で海水に浮かんで海流で分布を広げる。長距離の渡り

をすることで有名な

蝶アサギマダラが吸

蜜に来ることで、大

分県姫島が有名だが、

この上関町長島でも、

スナビキソウの開花

に合わせてアサギマ

ダラがどこからかや

ってくる。スナビキ

ソウの花は良い香り

を持っており、その

香りに引き寄せられ

てアサギマダラが吸

蜜に訪れるようだ。

スナビキソウの蜜に

は、ピロリジジンア

ルカロイドという毒

性物質が含まれており、それを体内に取り込むことによって捕食者から身を守っていると言われて

いる。スナビキソウはアサギマダラの食草ではない。 

（山口県上関町長島田ノ浦にて  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 月に発行を予定しています。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。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。2020 年 1 月に次号を発行する予定です。ぜひ投稿

はお早めに！ 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。 

 

 

ニュース「つながる力 No. 15」を発行 

 辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会のニュース「つながる力 No.15」が、2019 年 8 月号として発

行された（16 ページ）。以下は同紙の目次から。 

 

 ≪東京≫6月 10 日、辺野古土砂全協、防衛・環境両省と交渉 

 ≪東京≫防衛・環境両省交渉報告集会 

 ≪鹿児島≫5月 25 日、辺野古土砂全協第 6 回総会、奄美市で開催 

 ≪鹿児島・奄美≫5.25 奄美地区総決起集会 5.26 奄美大島視察 点描 

 ≪熊本≫恐竜の島・御所浦に朗報！ 採石ストップなるか？ 

 ≪東京≫再び「本土」機動隊の沖縄派遣を許さないために 

 ≪北九州≫恐るべしオオキンケイギク・・・共通の調査票を作ろう 

 ≪長崎≫7.14～15 長崎市で役員会と学習交流会を開催 

 ≪沖縄からの便り・その 9≫ジュゴンの死－「幕引き」させず、広域調査を！ 

 

 

 

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 

 

 

※3 冊とも同サイズです 

  

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

●北極海の氷から大量のマイクロプラスチック 

 海洋のプラスチック汚染が問題になっている中で、最近は微細なプラスチック「マイクロプラスチック」の

汚染が深刻になっている。最近になってドイツの研究チームが北極の海氷の中にもマイクロプラスチックが大

量に蓄積していることを発見した。ドイツのアルフレッド・ウェゲナー研究所の研究チームが北極海の 5 ヶ所

で氷を溶かしてマイクロプラスチックの量や数を調べたら、グリーンランドとノルウェー領スバルバル諸島の

間で 1ℓ あたり最大 1 万 2 千個が見つかった。これまで報告された中では最悪レベルになる。もっとも少ない

所でも 1100 個/ℓが含まれていた。このマイクロプラスチックの起源は、よく分かっていないが、大気中に浮

遊するマイクロプラスチックが雪に混じって降りてきていることが推定される。別の研究では、マイクロプラ

スチックがもっとも多いのは海水中ではなく、空気中に漂っているものであることが明らかになっている。呼

吸することによるマイクロプラスチックの吸入が人体へどのように影響するかはまだ未解明だが、影響がもっ

とも少ないと思われていた北極圏でこれだけのマイクロプラスチック汚染があることには、研究者らもショッ

クを受けている。また研究者らは、温暖化による氷の溶解で海水中のマイクロプラスチック汚染が広がること

を懸念している。（文責：向井 宏） 

 

 

【東北】 

◆市会議員らが海洋研究振興のための議員連盟を設立 

 横浜市や八戸市など全国 7 市の市議会が、海洋研究によって地域の振興を図ろうと、議員連盟を設立した。

市議ら約 150 名が八戸市のグランドホテルで設立総会を開き、海洋科学と地球科学の技術水準の向上を目指

すことを確認した。（文責：向井 宏） 

 

 

【北陸・上越】 
◆上越地方の巻貝（化石）の新種を発表「ジョウエツイシダタミ」 

 新潟県上越市名立区にある地層（275～366 万年前：名立層）から新種の巻き貝が採集され、上越教育大学

の天野和孝特任教授によって「ジョウエツイシダタミ」と名付けられ、発表された。同教授によるとこの上越

地方独特の種で、鮮新世では初めての発見ということだ。ジョウエツイシダタミは、ニシキウズ科のイシダタ

ミの近似種で、潮間帯など浅い海の岩礁に棲息していたと思われる。イシダタミによく似ているが、表面の螺

肋が途切れず、石畳状にならない点で異なる。鮮新世の地層で発見されたイシダタミ類の化石としては、キプ

ロス島で発見された種に次いで 2 例目となる。標本は国立科学博物館に保管される。（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。 



 

8 

【九州】 

●西古見への大型クルーズ船誘致を瀬戸内町長が断念 

 鹿児島県奄美大島の大島海峡の瀬戸内町西古見集落に 5 万トンの大型クルーズ船を誘致する計画が数年前

に表明され、住民や環境保護団体が懸念を表明していた問題で、瀬戸内町長が 8 月 23 日に記者会見を開き、

誘致を断念することをあきらかにした。人口が 200 人を下回る自然豊かな西古見に、乗客 5000 人以上と言わ

れる大型クルーズ船を誘致することは、この貴重な自然が破壊されることは必然であり、この誘致計画が撤回

されたことは、美しい生物多様性豊かな海が守られるという点で、大いに歓迎される。「国策による大型クル

ーズ船寄港地誘致に関しては、協議会より 5 回の議論を経た貴重な提言をいただき、真摯に受け止めた。西古

見の町内の合意形成が不十分で、提言を遵守するにはもっと時間がかかると判断した。総合的、政治的判断に

より、寄港地計画は「受け入れ困難」という結果になり、「断念」することとなった。多くの町民や各種団体

のみなさんに多大なるご心配とご迷惑をおかけして申し訳ない」（鎌田愛人瀬戸内町長の記者会見から）。国

策が地方の政治に混乱をもたらし、自然破壊を推し進める今のやり方に大きな疑問を抱く。（文責：向井 宏） 

 

 

【沖縄】 

●大浦湾軟弱地盤問題で有識者会議を設立 安倍内閣 

 沖縄県名護市辺野古の辺野古・大浦湾の海を埋め立てて、米軍の新基地を建設しようとする計画で、大浦

湾の埋立予定地の一部 73 ヘクタールに非常に軟弱な地盤が発見された問題で、政府は軟弱地盤改良工事に

ついて土木工学の専門家の有識者会議を設置し、対応を検討することとした。地盤改良のためには約７万７

千の砂杭を水深 70~90m のところに設置することが必要になるが、それはこれまでの工事計画を変更して玉

城デニー沖縄県知事から変更の承認を得る必要がある。有識者会議による検討で計画変更に正当性を付けよ

うという狙いがあると見られる。計画変更の申請は、年明け以降になると思われる。計画変更が認められて

も、この地盤改良工事には、海上工事に 3 年 8 ヶ月、陸上工事に 1 年 1 ヶ月、合計 4 年 9 ヶ月を要すると考

えられており、当初の予定から大きく遅れるのは確実だ。しかも、玉城知事は計画変更を承認しない見込み

で、辺野古新基地建設は実現できるかどうかも危うくなっている。それでも安倍政権は、巨大な予算を投じ

て、貴重な自然を破壊し、なんとしても米軍基地を作るつもりのようだ。（文責：向井 宏）  

「うみひるも」に、ご寄稿ください 

 うみひるも編集部は、海の生き物に関するエッセイ、写真、イラストや絵画など

を募集中です。新コーナーのご提案も受け付けております。 

 うみひるも掲載エッセイへのご感想や、ニュースへのご意見、掲載イベントに参

加されたご報告なども、下記 URLの投稿フォームへ是非お寄せください。 

https://goo.gl/GjWIjL 

 投稿フォームは短文用です。1000字を超える長文や添付ファイルなどは、う

みひるも編集部の下記メールアドレスまでお願いします。 

hirumo@live.jp 

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

◆秋のビーチクリーン 鎌倉 

 秋はゴミのデータ収集をしています、どうぞご協力ください。「なぜデータが必要なの？」など不思議に思

われたら一般社団法人 JEAN の HP をご参照ください、詳しく説明されています。 

 

 

日時：2019 年 9 月 23 日（祝）9:30 受付開始～11:00 終了予定  ※雨天中止 

場所：鎌倉市海岸全域 集合スポットは 8 箇所（材木座豆腐川河口、滑川交差点前、由比ガ浜 4 丁目信号前、

坂ノ下、稲村ガ崎、七里ガ浜、鎌高前、恵風園前）です。水色と黄色の旗が目印。 

持ち物：手袋、トングなどは各自ご用意ください。参加スタイルに決まりはありませんが 2-3 名のグループで

可燃と不燃ゴミ袋 1 セットとデータ用紙 1 枚（えんぴつ）をお渡ししますのでゴミの種類を確認しながら手分

けして進めると効率的に行う事ができます。 

主催：鎌倉の海を守る会、鎌倉市 

共催：日本サーフィン連盟鎌倉支部、鎌倉マリンスポーツ連盟、神奈川ライフセービング協会、鎌倉ライフガ

ード、SHICHIRIGAHAMA FRIENDLY CLUB、由比ガ浜サーフパトロール、クリーンアップ全国事務局

（JEAN) 

後援：かながわ海岸美化財団 

 
 

【東海】 

◆第 14 回 海のバリアフリーまつり 

 バリアフリー桟橋を備えたマリーナ河芸で、一緒に海を楽しんでみませんか？ クルーザーヨットやボー

トの乗船体験をはじめ、誰でも操船可能な小型ヨット「アクセスディンギー」や、「シーカヤック」「BIG 

SUP」も体験できます。障がいの有無や年齢の大小に関わらず、誰でも等しく楽しめるマリンイベントをぜ

ひ体験しにきてください。入場無料。特設サイト：https://2019barrierfree-fes.mie-daiichi.com/ 

 

日時：2019 年 9 月 14 日（土）・15 日（日） ※雨天の場合は翌週順延 

場所：マリーナ河芸（三重県津市河芸町東千里 854-3）電話：059-245-5001 

  

http://www.jean.jp/activity/
https://2019barrierfree-fes.mie-daiichi.com/
https://2019barrierfree-fes.mie-daiichi.com/
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【関西】 

◆チリモン自然観察会＜おとなのためのチリモンさがし＞チリメンモンスターをさがせ 

日時：2019 年 9 月 18 日（水） ※雨天実施 

集合：19:00 集合（18:45 受付開始）／解散：21:00 

 

場所：大阪市中央区民センター 第 3 会議室（大阪府大阪市中央区久太郎町 1-2-271） 

アクセス：堺筋線・中央線「堺

筋本町」駅 3 号出口から東へ

徒歩 2 分 

 

対象：チリモンさがし活動に

興味のある一般大人の方。ど

なたでも参加可。こども対象

ではありません 

 

参加費：800 円（使用したチリ

メンモンスター探し用のチリ

メンジャコはお持ち帰りいた

だけます） 

 

定員：申込先着 30 名 

 

★申し込み：メール表題を

「9/18 大人のためのチリモン

さがし申し込み」として、参加

者全員の（１）名前（２）フリ

ガナ（３）年齢、代表者の（４）

住所（５）電話番号（６）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、

下記アドレスまで、メールで

申し込んでください。 

chirimon@n-osaka.jp 

 

１週間以内に折り返し参加可

否を連絡しますので、連絡の

ない場合は、お問い合わせく

ださい。9 月 15 日締め切り。 

 

 

問い合わせ：公益社団法人大

阪自然環境保全協会 9/18 大

人のチリモン自然観察会係 

chirimon@n-osaka.jp 

 

ホームページ：http://chirimon.jp/ 

 

 
  

mailto:chirimon@n-osaka.jp
mailto:chirimon@n-osaka.jp
http://chirimon.jp/
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◆おきなわ写真展「子や孫に残したい海～辺野古・大浦湾～」 

日時：2019 年 9 月 21（土）13:00～19:00、22 日（日）11:00～18:00 

場所：天神橋商店街内レンタルスペース「チャクラ」（大阪市北区天神橋 3 丁目 7－29） 

入場無料 

主催：ジュゴン保護キャンペーンセンター（SDCC） 

 

 

 

 

会場詳細図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【九州】 

◆和白海岸探鳥会 

日時：2019 年 9 月 8 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 100 円、一般 300 円 

主催：日本野鳥の会福岡支部 

連絡先：tel 092-606-0012（山本） 

  



 

12 

 

 

●花乱社『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』 A5 判、pp.312 

※章立てなどは次ページちらし参照 

 海を大切にしないこの国の沿岸環境と沿岸漁業再生の試金石と位置づけられる有明海は、深く入り組んだ湾

奥には九州最大の河川である筑後川が流れ込み、周囲は雲仙岳、多良山系、背振山系、九重・阿蘇山系などの

山々に囲まれ、汽水の海である湾奥部はきわめて高い生物生産性と、わが国ではこの国にしか生息しない多く

の特産種を育む生物多様性の宝庫でもありました。有明海でただ一つの枝湾である諫早湾も、構造的に有明海

とまったく同様に、森里（川）海がつながるこの上なく豊かな海でした。しかし、目先の経済成長を追い求め

続けた結果、有明海全域において森里海のつながりの分断が続きました。その象徴であり総仕上げ的な分断が、

諫早湾奥部を全長 7ｋｍの潮受け堤防で締め切り、広大な泥干潟を埋め立てた諫早湾干拓事業と言えます。 

 1997 年 4 月 14 日、293 枚の鋼板を連続的に落下させた“ギロチン”からすでに 22 年が経過しました。生

態系の分断は、地域社会に深刻な亀裂を生み出し、豊かな自然資本に依拠した地域社会は分断崩壊し、未来世

代に深刻な負の遺産を丸投げにする事態に至っています。こうした有明海問題は、この国の抱えた根源的な問

題であるとして、昨年 9 月 29 日に東京で有明海の再生に向けたシンポジウムを開催しました。その中で生ま

れた、分断や対立を乗り越えて続く世代の幸せ最優先に、共に生きる地域社会を築きなおす流れを生み出すべ

く、9 月 8 日（日）に諫早市において第 10 回有明海再生シンポジウムを開催することになりました（うみひ

るも前号において紹介。編注：下記参照）。 

 このシンポジウムに合わせて、お金やものに代わる確かな幸せの尺度に「いのち」を定め、そのモデルとし

て“いのち輝く豊かな有明海”を取り戻し、未来世代に送り届けることを願い、「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」（花乱社）と題する本を出版する運びとなりました。内容はチラシのように、

18 名の方々がいろいろな角度から有明海問題の本質、再生への思いや展望を述べておられます。ぜひ、ご一

読ください。そして、本書の普及にご尽力いただければと、切に願っています。なお、本書を執筆者や出版社

（花乱社）より定価でご購入いただけますと、定価の 15％が今後の有明海再生、とりわけ、有明海と地域社会

を育む植樹祭の立ち上げのための基金に活かすことができます。令和の時代を協働の輪を広げ、有明海の再生

の時代にしたいと願っています。皆様のご協力をお願い致します。（舞根森里海研究所長 田中 克） 

 

◆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」 

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） 

  



 

13 
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南半球一周の船旅：南アメリカ 3寄港地 

 リオデジャネイロを 2019 年 2 月 9 日に出港し、次の寄港地であるウルグアイのモンテビデオに近づくにつ

れて、海はただならぬ色合いを示した。ラプラタ河の影響のためで、まさに泥色の海だった。2 月 13 日朝に

到着し、すぐに下船し、港を抜けた場所にある防波堤でプランクトンネットを何度も曳いた。防波堤の内側の

港側でもネット曳きを実施したが、緑の藻の塊が余りにも多くてネットを直ぐにつまらせたので一回だけに終

わった。潮がまだ高かったが、イガイ類のベッドが防波堤の岩におぼろげに見えたので、夕方の出港前にもう

一度その場所に確認に行き、小型種だったので汽水にぬれることなく採集できた。船内のキャビン・ラボでプ

ランクトンサンプルとカイヤドリヒドラ類を調べたが、プランクトンは全体に予想通りの貧弱さで、クラゲ類

も少数のみ、期待のヒドラも不在だった。この日の昼間はオプショナルツアーでワイナリーを見学し、スタイ

ルのよい踊り子のタンゴを見ながらのランチ等のお楽しみで過ごせた。 

モンテビデオ港（ウルグアイ）付近の泥色の海 

（右上端の場所でプランクトンネット曳とイガイ採取を実施） 

 

 船はその日の夕方に出港し、翌朝にアルゼンチンのブエノスアイレスに到着。ラプラタ河の影響は更に強く、

採集もできなかった。市内観光ツアーには参加した。以前、京都大学瀬戸臨海実験所でハネウミヒドラの短命

クラゲの夕刻時の遊離について共同研究をした同業者と連絡をとりあっていたが、彼の居場所から 500km も

離れているので会えずじまいに終わった。 

 その日 2 月 14 日夕方に出港し、南下を重ね、南米最南端の街でかのダーウィンも立ち寄ったウシュアイア

に 2 月 19 日に到着した。まさに寒流系そのものの海で、道東にあるような長い昆布類が港に生育していた。

昼間のクルーズツアーに参加し、クラゲを目視探索したが見つからなかった。しかし、独特の海鳥や海獣があ

ちこちの岩にコロニーをつくっているのが壮観だった。潮間帯にはイガイ類のベッドが見えた。昼間は潮がこ

んでいたが、この港からは珍しく朝に出港するということなので、夜のかなりの冷え込みの中、干潮を待って、

6．ピースボート乗船で海洋生物の研究（5）   久保田 信 
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今はもう使われていない桟橋の下の岩場に付着するイガイ類を採集した。プランクトンネットも何とか波止場

で曳けた。クラゲ類は幾種類もいたが、ベニクラゲ類は不在で、カイヤドリヒドラも見つからなかった。朝は

強風のため船からの外出ができなくなり、採集調査不能となってしまった。 

ウシュアイア港（アルゼンチン）： 

波止場でネット曳きを、壊れかけた桟橋の根元の岩場で 

イガイを採集（左手上端に見えるのがピースボート） 

 

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

 

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 
 

 ようやく猛暑の日々が過ぎ、日本一の暑さで知名度を上げた熊谷市を擁する埼玉県でも、クーラー無しで暮らせるようになって

きました。しかし降れば大雨、吹けば突風や暴風、おまけに雷も激しい最近では、熱中症の心配から解放されてもホッとする暇が

ありません。自然災害の激化の元凶でもある海水温上昇が、北極の海氷を溶かし大量のマイクロプラスチックをばらまくのも時間

の問題（今号のニュース参照）ですし、地球温暖化を速めてしまうアマゾンの大規模火災も気がかりです。そして、遠くの心配を持

ち出すまでもなく、足元の日本が次々と水害などの自然災害に見舞われています。土屋信行氏の『水害列島』（文春新書）を読む

と、海がなく津波が来ない埼玉の住民も、ふだん関東平野の低地をうろうろしている以上は、これからの時代、いつ水に襲われて

も不思議ではないことが分かります。高潮発生時に東京湾近くにいる可能性も、ゲリラ豪雨の襲来時に地下鉄に乗っている可能

性も、十分にあるからです。土屋氏は「地震洪水」を含む水害への備えとして、命山（高台）の造成や早めの避難を呼びかけてい

ます。間もなく台風シーズン。家族ともども夏バテを引きずっている場合ではありません。昔、まだ幼い我が子と地球温暖化写真

展に行き、会場にいた年配の方に、「これからの子は生き残る体力を付けないと」と言われました。的を射た助言でした。（ちよ） 

 

 今年も各地で猛暑となりました。しかも台風がいくつか通り過ぎた後に、秋雨前線が梅雨末期並みに雨を降らせて、各地で被害

が出ております。これも温暖化ガス排出の影響による、地球気候変動の現れでしょう。温暖化ガスもマイクロプラスチックも、ヒト

が出すものですから、ヒトの知恵で何とかならないかと願うばかりです。一方で、奄美の西古見集落へのクルーズ船誘致断念とい

う報せには、胸をなで下ろしました。ただ、YouTube に上げられた記者発表では、住民の合意形成が不十分、提言書をクリアする

のに時間がかかる、と強調していますが、貴重な自然があることに触れてはいるものの、それは二の次になっている印象を受け

ました。とはいえ、この発表は近年では希に見る英断だと、今のところは言えるでしょう。表に出てこない内輪の事情もあるかもし

れませんが、ネット署名をした一人として、一先ずは安堵しております。(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。 

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 

https://click.e.change.org/f/a/fCy2HAZ2eGbYsU61K62m7A~~/AANj1QA~/RgRfQjOnP0QraHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj16VjllREs5R1BzUVcDc3BjQgoAHKiuX10TEnTEUhZ4aWJpbkBqYjMuc28tbmV0Lm5lLmpwWAQAAAAC
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