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「今月の海の生き物」 ハタタテダイ Heniochus acuminatus  

 熱帯域のサンゴ礁でしばしば見かける代表的な熱帯魚。スズキ目チョウチョウウオ科に属する。熱帯性の魚

だが、寒さに強く、日本では青森県からも知られている。熱帯太平洋インド洋の浅海に広く分布し、西は東ア

フリカ、東はマーシャル諸島まで。体長は 20cm ほど。横縞の 2 本の黒い線と長く突出した背びれ第 4 棘が特

徴である。まれにこの棘が二股になったものが見られる。目の上にも黒い色帯があるが、目よりも下には届か

ない。よく

似た魚にツ

ノダシがあ

るが、ツノ

ダシはツノ

ダシ科でニ

ザダイに近

く、系統的

にまったく

異なる。見

た目では、

ツノダシの

尾びれは黒

いが、ハタ

タテダイは

黄色である

こと、ツノ

ダシの頭部

は黒と橙色

で彩られ隈

取りのよう

になってい

ることなど

で、一見して違いが分かる。普通サンゴ礁で 2 頭が対になって泳いでいることが多い。群れを作らない。よく

似た種で同属のムレハタタテダイは大群をつくる。食性は、プランクトンや付着藻類を食べ、砂底では小型の

底生動物も食べる。観賞魚として飼育もされ、飼育は比較的容易だが、飼育下では背びれの長い棘を維持する

のが難しい。肉はきれいな白身で、刺身や塩焼きにして食べると美味しい。 

（奄美大島瀬戸内町にて  向井 宏撮影） 
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1. 海の生き物とその生息環境に関するニュース 

 
【東北】 

●すべての福島産魚介類の出荷制限を解除 
 福島県沖で獲れるコモンカスベについて、国は 2020 年 2 月 25 日付けで出荷制限を解除した。放射性物質

の検査で安全性が確認できたためとしている。これで福島第一原発の事故の後、出荷を規制された 43 種の福

島県産の海産魚介類はすべての種で出荷制限が解除されたことになる。一方、阿武隈川など淡水産のイワナな

どの魚介類については、まだ 10 種が出荷制限されている。しかし、海産魚介類は食べても健康に被害が出な

いと言い切れるのだろうか。「復興オリンピック」と称する行事をなんとしてもしたい政府の意向を汲んだ決

定が、さまざまな分野で行われているようだ。福島県周辺では、癌の多発、心筋梗塞による死亡など、不審な

死亡が多発しているという報道も、大手メディアでは出てこないが、ネットなどの報道では一部で見られる。

汚染水はアンダーコントロールだと嘘を言った政治家を、信じられるだろうか。（文責：向井 宏） 

 

 

【関東】 

●潮干狩りが始まった 
 春の大潮が始まった。千葉県富津市の富津海岸では、大潮になった 3 月 8 日、潮干狩り場に多くの市民が詰

めかけた。この日はあいにく雨模様だったが、雨合羽を身につけた親子連れなどが列をなし、干潟でアサリな

どの二枚貝を探して、春の一日を楽しんだ。富津漁業協同組合によると、アサリは 4cm の大きさに育ち、身

入りも良いと言うことだ。富津海岸の潮干狩りは 7 月末まで行われる。また、14 日には木更津市の海岸でも

潮干狩り場がオープンした。全国の干潟では潮干狩りがあちこちで始まっている。（文責：向井 宏） 

 

 

【四国】 

●連合組合員らがクロマツを植樹 大里松原海岸 
 労働組合の連合徳島の組合員たちがつくる徳島南部、中央、西部の 3 地域協議会が、徳島県南陽町大里の

大里松原海岸の松林の保全に取り組む大里集落の住民たちといっしょに、同海岸でクロマツの植樹活動を行

った。同海岸のクロマツ林は、全長 2.5 km にわたって広がっており、日本の白砂青松 100 選にも選ばれて

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。 



 

3 

いるが、近年塩害や高波など

の影響で、マツクイムシなど

の被害があり、松が弱ってき

ている。同 3 地域協議会では、

3 年前から保護活動を始めた。

今年は労組員とその家族ら約

50 人が参加。100 本の苗木を

植樹した。（文責：向井 宏） 

 

 
大里松原海岸のクロマツ林 

 

 

【九州】 

●「漁業環境悪化を認めず」諫早開門訴訟で漁民敗訴 
 長崎県諫早湾の国営干拓事業の潮受け堤防が有明海の漁業に大きな悪影響を与えたことから、潮受け堤防排

水門の開門を求めて諫早市小長井町と雲仙市瑞穂・国見町の漁業者ら 33 人が国を訴えた訴訟で 3 月 10 日、

長崎地裁（武田瑞佳裁判長）は、「潮受け堤防建設によって漁業被害が出たとは認められない」とする原告敗

訴の判決を言い渡した。同訴訟は 2010 年と 2011 年の 2 度にわたって諫早湾内で漁船漁業や養殖業を営む漁

師ら 43 人が提起したものだが、これまで 10 名が死亡したり漁業組合を脱退したため、原告は 33 人に減った。

判決では武田瑞佳裁判長は湾内の漁業不振と干拓事業に因果関係は認められないとして、原告の主張を退けた。

提訴から 10 年経つうちに開門要求を巡る状況は大きく変化した。国は開門確定判決がありながら実行せず、

2017 年に開門せずに 100 億円の漁業振興基金を出すことで和解を目指す方針を出した。一方、別の漁業者ら

の開門要求訴訟などを通して、最高裁は 2019 年に国の政策におもねった「開門せず」の判断を確定させた。

その最高裁判断のもと、長崎地裁は個々の原告に漁業被害額の実証を求めてくるという結論ありきと思われる

訴訟指揮をおこなっており、今回の判決は原告弁護団長が「負けるに決まっている」と言明するなど、ほとん

ど出来レースであった。今回の武田裁判長の判断で注目されるのは、アサリやタイラギの減少は他の海域でも

起こっていることで、干拓事業の影響とは認められないとしたこと。タイラギの減少は、潮受け堤防閉めきり

直後に始まったことは明瞭で、他の海域での減少とは明らかに異なる経緯を示している。それだけの事実をも

認めず、最高裁の判断に従う理由に挙げたことは、司法の非科学性を示している。国が開門確定判決の執行停

止を求めた請求異議訴訟については、福岡高裁で差し戻し審が行われている。司法の良識と科学的判断が求め

られている。（文責：向井 宏）  

読者投稿のご案内 

メールマガジン「うみひるも」に、ご意見やご感想をお寄せください。 

便利な投稿フォーム ↓ 

https://goo.gl/GjWIjL 

「うみひるも編集部」メールアドレスもご利用ください。 hirumo@live.jp 

https://goo.gl/GjWIjL
mailto:hirumo@live.jp
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2．ウナギ切手コレクション （14）   立川賢一 
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フィリピン・セブ島でシュノーケリング 

 中国の厦門（アモイ）を発って 3 日目の 2019 年 12 月 29 日、予定より遅れ、夜にフィリピンのセブ島に到

着。ここから後の全ての寄港地は、今回が初訪問である。セブ市内のスーパーマーケットへ買い出しに行き、

船内で名物説明のあった豚の皮のフライ・スナック（Cebu Pork CARCAR CHICHARON）はじめ、ドライマ

ンゴー等を購入した。マンゴーの様な種のあるフルーツは残念ながら船に持って帰れなかった。 

 その翌日がメインコース。早朝 6 時過ぎからの出発で、バスですぐ前のマルタン島へ渡り、小さな船着き場

から小舟で 1 時間余りのナルスアン島へ向かう。フィリピンタイムとか言っていたが、正月で混雑しており、

船の油がどうのこうのとかで、1.5 時間ほど待たされ、南国特有のスコールに降られたものの、小島に到着し

た時にはすっかり晴れ渡って気持ちがよかった。時間がもったいないので、直ぐに海洋生物のシュノーケリン

グ観察開始。干潮時だったので実施し易かった。水も温かい。桟橋の橋げたやロープ等にベニクラゲのポリプ

が着生していないか特に探索した。様々な大きさの群体性のヒドロポリプを見つけることはできたが、ベニク

ラゲは見つからなかった。ここで遊泳が許可されているのはほんの狭い区域だが、それでも海洋動物の Center 

of Diversity なので、さすがに多様性に満ちていた。今回初めて水中カメラ撮影を試みたのだが、様々で色と

りどりのトロピカルな海洋動物が撮影できた。図鑑で見たことがある群青色のホヤが優美な被写体の一つにな

った。和歌山県白浜でも稀に見られるアオヒトデもいた。ウミヒルモの仲間の海草をはじめ、ホンダワラ類や

緑藻もたくさん生えていた。無脊椎動物もさることながら、熱帯魚も群れていた。バス内で提供された朝食の

残りをばらまくと、多数の魚が寄ってきた。餌をまかなくても顔をめがけて突進してくるのもいたが、クマノ

ミではなかった。ここでは日本と違って、実に人なれしている。 

 2 時間弱のシュノーケリング後、ばたばた着替え、島でトロピカルランチを頂いた。島は歩いて 10 分程で

とても小さい。オオシャコガイが 3 個体、浅瀬で標識をつけて飼育されていた。この種を、オーストラリアの

ケアンズの離れ小島で巨大な野生個体を見せてもらったのが懐かしい。 

 ナルスアン島を 13 時半に出て、行きと同じコースを逆にたどって、16 時頃に船に戻った。一日中探し回っ

たのだが、クラゲの姿は、波止場にもどこにも見られずじまいだった。しかし、船内でクラゲらしきものに刺

されたという若い女性乗客がいて、「管クラゲ類によるのではないか」と思えた。ジンベイザメが別の場所で

餌付けできているそうで、まぢかに見てきた話等も後で聞けた。船はこの日の夜、12 月 30 日に出航し、イン

ドネシアへと向かった。 

大型と小型のヒドロポリプ（刺胞動物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. ピースボート航海記（2）  久保田 信 
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これはいったい、何？ 

 私はコレクターではないのですが、自分では貝屋だと思っています。ヒザラガイ類は｢貝｣ではなくて｢虫｣だ

という｢貝屋さん｣もいますし、大学院生の頃は群集生態学をやっているつもりだったので、研究対象もヒザラ

ガイだけではなくて、フジツボ類や海藻まで扱っていました。最近は身近な生き物なら何でも調べてみたくな

ってきて、海洋生物から陸上植物、コウモリやカエルの図鑑まで本棚に並んでいます。石垣島にいた頃は熱帯

の海洋生物が全て輝いて見えて、｢沖縄海中生物図鑑｣を買いそろえ、種名までは分からなくても何の仲間なの

かは片っ端から調べていました。さすがに魚は動き回るので、私の手には負えませんでしたが、リーフの内側

に群れている普通種、デバスズメダイやギンユゴイ、ときにはヒトヅラハリセンボンやアオヤガラに出会いま

した。ハナブサイソギンチャクのような危険生物も、素手でふれないように間近で見て回っていましたし、ウ

ミヘビが足の間をすり抜けても、危ないと思うよりも、エラブか？ ヒロオか？ と目で追う方が先でした。 

 石垣島の職場では｢歩く貝類･カニ類図鑑｣と呼んでも良い人がいらっしゃったので、いつも教えてもらって

いたのですが、長崎に異動した後、県の水産試験場を通して地元の漁業者からいろいろな生き物の鑑定を頼ま

れることが多くなりました。大型クラゲが大発生して漁業被害が出た頃には、海岸に打ち寄せられた浮遊生物

がクラゲの子供ではないのかと、持ってこられたのですが、これは海面近くを浮遊する巻き貝の仲間、クリイ

ロカメガイでした。私の職場の目の前で獲れたという、スイカほどの大きさで硬めのゼラチン質のものは、群

体ボヤの一種、ボウズボヤでした。実物を持ってきていただけると、なんの仲間かくらいは分かるのですが、

写真だけでは見当が付かないこともありました。例えば、八代海で獲れる｢しちこ｣と呼ばれるものがおり、地

元では食べていると伺ったのですが、正体は全く分かりませんでした。テレビ番組で紹介されたらしいので、

ご覧になった方もおられるでしょう。私にはユムシの一種のように見えました。また有明海で漁網にかかった

という、白くて寸胴な生き物は、どの動物門かすら分かりませんでした。このときも生物の外見と船上で解剖

した写真だけだったので、手に取ることができたら見当が付いたかもしれません。八代海の｢しちこ｣と有明海

の謎の生き物は、正体不明のままです。 

 意外なものが持ち込まれて、自分の常識を改められたこともありました。これも有明海ですが、カニ籠に入

っていたと言われて、細長い泥の塊のようなものを見たことがあります。大人の指くらいの太さと長さで、一

方の端に切り込んだような穴があり、反対側にはガラス質の短い針がたくさん生えていました。試しに縦に切

り開いてみると、中はただの筒状。まさかと思って文献を調べてみると、カイメンの一種でした。カイメンの

仲間の多くは岩などに付くのですが、砂泥底に棲む物もかなりいるということを、その時に初めて知りました。

カイメンの仲間は懸濁物食ですので（深海には動物プランクトンを食べる肉食性カイメンもいます）、砂泥底、

特にもともと浮泥が多くて海水が濁っている有明海では、細かい粒子が体に詰まってしまいそうなものです。

詳しく文献検索をしてみると、中東の紅海での研究でしたが、砂泥底の環境に適応して、体にたまる微粒子を

積極的に外に出せる種がいるとのことでした。標本を見せていただいた方に｢詳しくは分かりませんが、カイ

メンの仲間です｣と伝えたところ、後日、大小様々なサンプルを見せて頂きました。サイズ毎に外見を比較す

ると、全長 2cm ほどのものは黄色味がかった白色ですが、やや大きくなるとくすんだ色になり、5cm より大

きな物はすっかり泥の色に染まっていました。おそらく、餌を取り込む水管からは微粒子を取り除くことがで

きても、成長するにつれて、それ以外の部分には粒子がたまっていくのでしょう。 

 海であれ陸であれ、生き物の不思議と驚きは、尽きることはありません。 

  

4. 海の生き物たちとの様々な出会い(11)西濱士郎 
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5.「海の生き物を守る会」の活動について 

 

 

 

 

 

 
◆吉野川最河口干潟観察会 
日時：2020 年 5 月 24 日（日）10:00～12:00 観察会 

場所：吉野川最河口部干潟（徳島市） 

持ってくるもの：弁当、水筒、カメラ、ビニール袋、その他 

共催：海の生き物を守る会・とくしま自然観察の会 

 

 

プログラム 

10:00～12:00 観察会 

13:30～15:00 頃 室内お話会「汽水域および干潟の重要性について（仮題）」by 向井 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆表浜砂浜生物観察会 
 砂浜に棲息するスナガニ科のカニ類、砂浜の塩性植物、漂着する貝類などについて、専門家の指導の下に

観察します。大人も子どもも参加して、初夏の砂浜を楽しみましょう。 

日時：2020 年 5 月 31 日（日）10:00～14:00 

場所：表浜まるごと博物館および表浜海岸（愛知県豊橋市） 

指導：和田恵次、向井 宏 

持ってくるもの：弁当、手袋、カメラ、ビニール袋、筆記用具、その他 

共催：海の生き物を守る会・表浜ネットワーク 

 

吉野川最河口干潟観察会 

2020.5.24 
 

表浜砂浜生物観察会 

2020.5.31 
 



 

8 

あなたが苦労して集めたデータ、 

ムダに埋もれていませんか？ 

 

「わだつみ 海の生き物情報誌」第 3 号 原稿募集中！ 
 

 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」を 2019 年 1 月に創

刊し、今年 1 月 15 日に第 2 号を発行しました。多くの投稿があり、第 2 号は創刊号の 2 倍のボリュームに

なりました。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 

 

 

 さらに次号の原稿も募集しています。原稿が集まり次第、第 3 号を発行します。あなたが昔苦労して集め

た海の生き物のデータ、どこにも発表しないでムダに埋もれていませんか？ 発表しなければ,データは無か

ったことになってしまいます。あなたの苦労も水の泡。「わだつみ」は、データを公表するための情報誌です。

論文の体裁など気にすることも不要です。ぜひデータを公表することで、少しでも海の生き物の研究知見を

増やしてください。投稿要領は、「わだつみ」の巻末をご覧ください。 

 

 

★原稿はわだつみ編集部 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 向井 宏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）。投稿をお待ちしています。ご意見などもお寄せください。 

 

 

海の生き物を守る会 わだつみ編集部  hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

現在まで331枚、180カ所を調査 
 春がやって来ました。海辺に出かける機会も増えるでしょう。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331枚の調査票が寄せられ、全国180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。また、同じ海岸でも調査をする度

に、違った情報が得られます。調査を積み重ねていくことが必要です。まだ調査が1カ所も行われていないの

は、秋田、山形、岩手、福島の東北4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。 

 

★砂浜生物調査では、ぜひ 4 種の鳥類の記録もお願いします。詳細は次ページをご覧ください。 

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 

http://e-amco.com/
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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砂浜生物調査で鳥類の棲息も注意して観察してください 
 

 近年砂浜に生息しているシロチドリが減少しています。 

今回、砂浜に生息するシロチドリ、コアジサシ、ヒバリ、ミユビシギの４種

の鳥類に焦点を絞り、生息状況を把握したいとのことで、海の生き物を

守る会の砂浜海岸生物調査において以下の鳥類について、NPO バ

ードリサーチの方から協力を要請されました。鳥類も砂浜の重要な生

き物のグループです。 

 

 比較的だれでも参加できるアンケート調査「砂浜のバードチェック！」

です。分布の情報および報告いただいた月日から繁殖地や越冬地に

分け、衛星写真などを基に環境選択性を分析する予定です。観察し

た場合には、海の生き物を守る会へ調査票を提出する以外にも、以下

のバードチェックのウェブサイトから報告してください。 

 

 

◆砂浜のバードチェック！ 

http://www.bird-research.jp/1_katsudo/shiro_chidori/sand/form/SandBirdCheck.html 

 

◆シロチドリ繁殖状況調査 

http://www.bird-research.jp/1_katsudo/shiro_chidori/index.html 

 

◆バードリサーチの砂浜の鳥の調査・保全活動 

http://blog.bird-

research.jp/pages/user/search/?keyword=%83V%83%8D%83%60%83h%83%8A&tid=seesaa_hotspot&hid=

167&c=12&search=1&ic=shift-jis 

 

 

シロチドリ コアジサシ ヒバリ ミユビシギ 

4種類の鳥 がいたかチェックして、場所と日にちを教えてください。 

 

シロチドリ 

ヒバリ 

コアジサシ 

ミユビシギ 

http://www.bird-research.jp/1_katsudo/shiro_chidori/sand/form/SandBirdCheck.html
http://www.bird-research.jp/1_katsudo/shiro_chidori/index.html
http://blog.bird-research.jp/pages/user/search/?keyword=%83V%83%8D%83%60%83h%83%8A&tid=seesaa_hotspot&hid=167&c=12&search=1&ic=shift-jis
http://blog.bird-research.jp/pages/user/search/?keyword=%83V%83%8D%83%60%83h%83%8A&tid=seesaa_hotspot&hid=167&c=12&search=1&ic=shift-jis
http://blog.bird-research.jp/pages/user/search/?keyword=%83V%83%8D%83%60%83h%83%8A&tid=seesaa_hotspot&hid=167&c=12&search=1&ic=shift-jis
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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 

 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。 

 

農水省がサンゴの移植許可を指示 知事は拒否 

土砂全協総会を高松で開催予定 
 
 辺野古の新基地建設では、計画の大幅な変更を余儀なくされている日本政府ですが、しゃにむに

工事を進めようとしています。計画の変更願はまだ沖縄県に提出されていませんが、提出されても

玉城知事は許可を出すつもりはありません。その前に、大浦湾の小型サンゴ類およそ 4 万群体を別

の場所に移植するとして沖縄県に「特別採捕許可」を申請していました。沖縄県知事は、国との裁判

が続いており、現時点で許可を出すことはできないと許可申請を保留にしていましたが、農林水産

省が沖縄県知事にただちに許可を出さないことは違法だとして許可するよう指示しました。これに

対して県は、「現時点で許可をすることはない」とした上で、審査中であり、違法な対応ではないと

回答し、今後、国と地方の争いを調停する「国地方係争処理委員会」に審査を申し入れることとして

います。 

 辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会では、防衛局が埋立用土砂を沖縄県内だけで供給できるとし

たことから、今年の総会を 5 月 23～24 日に香川県高松市で開催することを決め、総会で今後の埋

め立て阻止の闘いをどう進めていくかについて議論する予定です。参加希望者は高松市に集まりま

しょう。新型コロナウイルス騒ぎの中ですが、辺野古新基地を作らせないためにも、総会を成功させ

ましょう。現在予定されているスケジュールは以下の通り。 

 

5 月 23 日（土）昼から高松駅前広場で、集会。 

14:00 頃～17:00 サンポート高松の会場で、講演会 or 学習会 or 総会。夜は懇親会。 

5 月 24 日（日）9:00～12:00 まなび館で、総会。午後、希望者は小豆島や豊島など視察。 

 

 

 

 

辺野古埋立反対パンフを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。 

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 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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6. 海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報 
※コロナウイルス対策により延期や中止の可能性があります。 

詳細は、各イベントの主催者に確認をお願いします。 

 

【関西】 

◆大阪湾ウミウシ観察会 第 33 回「冬のウミウシを見よう」 
 ウミウシは海の宝石とも呼ばれ、非常に人気の高い生き物ですが、実物を見たことがないという人が多い

です。大阪湾には 150 種を超えるウミウシが生息していますが、生息状況がよくわかっていない種も多く、

どこに行けばどんなウミウシが観察できるのかあまり知られていません。大阪湾ウミウシ観察会では、そん

なウミウシを観察できる機会を増やし、大阪湾にもこんなに魅力的な生き物がいるということを伝えていき

たいと考えています。 

【観察できる可能性が比較的高いウミウシ】オカダウミウシ、アメフラシ、アカボシウミウシ、クロシタナ

シウミウシ、イズミミノウミウシ、ツヅレウミウシ、キヌハダウミウシ、ヤマトウミウシ、アマクサアメフ

ラシなど約 15～20 種のウミウシを観察できる予定です。 

 

※海洋プラスチック問題への対応の一環として、ペットボトルの使用削減を推奨しています。観察会当日はぜ

ひ繰り返し使用できる水筒を持参してください。ペットボトルを持って来なかった方は一人あたり 50 円引き

とさせていただきます（ペットボトルを再使用して水筒として使用されている場合は水筒とみなします）。 

 

日時：2020 年 3 月 21 日（土）小雨実施 

場所：和歌山市加太・城ヶ崎の磯 

集合：9：50 南海本線「加太」駅改札（または 10：30 城ヶ崎入口） 

交通：8：15 南海「なんば」駅発の特急サザン 5 号（後 4 両自由席）に乗って和歌山市駅で加太行きに乗り

換えてください。マイカーの方はご相談ください 

解散：14：00 頃現地解散 

対象：どなたでも（中学生以下は保護者同伴） 

定員：20 名（登録先着順） 

参加費：大人 500 円、中学生以下 300 円 ※水筒持参でペットボトルを持って来なかった方は 50 円引き 

持ち物：弁当、水筒、長靴（サンダル禁止）、帽子、軍手とその下に台所用ゴム手袋等、レジャーシート 

★申し込み：こちらの【申し込みフォーム】より必要事項を登録して送信してください。受付確認のメール

が送信されます。24 時間以内に確認メールが来なかった場合は、メールで umiushi-ap@n-osaka.jp まで、

お問い合わせください。申込み締め切り：3 月 17 日（先着順） 

問い合わせ先：大阪市環境保全協会内「3 月 21 日ウミウシ観察会」係 06-6242-8720 

 

 

【九州】 

◆和白干潟クリーン作戦と自然観察 
日時：2020 年 3 月 28 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」駅から徒歩 5 分 

参加費：無料 
主催：和白干潟を守る会 

連絡先：電話 090-1346-0460（田辺） 

 

  

http://www.nature.or.jp/event/month_3/xxxxxxxxxumiusixxxxxxxxx-xxx34xxx-xxxnoumiusioxxxyou.html
mailto:umiushi-ap@n-osaka.jp
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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。また、最近メールが届かないことが増えています。引っ越しや転職、退職などで

メールアドレスが変更された方は、お知らせください。 

 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 
 先月、海の生き物を守るフォーラム会場にチラシを設置し、「うみひるも」でも告知しておりました、3月 20日の「第１回 森里海を

結ぶ植樹祭」は、植樹祭代表の田中克先生たち関係者（多良岳に感謝の会、森里海を結ぶ会、地元の漁師有志）のみで、開催さ

れることとなりました。コロナウイルス問題が収束した段階で、諫早市の植樹祭会場に植えた苗木の手入れをする「育樹祭」を行

うとのことです。残念ではありましたが、「育樹祭」という素敵なネーミングに、温かい気持ちになりました。各所で大小さまざまな

予定変更が生じており、たくさんの方々の汗や涙が流れている状況ですが、小さな喜びや人の優しさを感じながら、過度にストレ

スを貯めず、どうか皆さま元気でお過ごしください。「うみひるも」は元気な向井代表のもと、変わらず発行し続けます。（ちよ） 

 

 記録的な暖冬が過ぎて行ったかと思っていると、急に冷え込んだりまた暖かくなったり、北海道では豪雨にみまわれたりと、不

安定な気象が続いています。皆様の御在所では、いかがお過ごしでしょうか。私の職場の近くでは毎年、春にはウグイスとシュレ

ーゲルアオガエルの声が聞こえてきます。エッセイに｢いろいろな生き物の図鑑を本棚に並べている｣と書きましたが、鳥やカエル、

セミなど鳴く虫は、声は聞こえても姿を見ることは難しいです。しかしネット上では音声データが、紙の図鑑でもＣＤが付いているも

のが増えたので，耳で生き物を聴き分けることが手軽にできるようになり、とても重宝しています。私が 10 代の頃には、ソノシート

が付いている鳥類の本がありました。時代と共に媒体が替わり、昔のものが再生できなくなって、今が過渡期だとしても、ずいぶ

んと変化が激しい時代に生きているのだな、と思わされます。（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

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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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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