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「今月の海」 種子島喜志鹿崎（種子島町）  

 九州大隅半島南端から南東に見える種子島の北端、喜志鹿崎の丘陵からは大隅海峡の海が一望できる。晴れ

た日には九州も見える。大隅半島にある内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられるロケットも、ここから確認

できる。九州との間のこの海域は流れの一定しない黒潮が速い勢いで流れ、常に三角波が立ち、小型船の航行

が危険な海域で、九州本土と奄美・沖縄方面の間を航海した海人には、怖れられた海域である。国際海峡に指

定され、領海内だが

各国の大型船が自由

に航行できる海域で

あり、航行の安全の

ために、この喜志鹿

崎には灯台が設置さ

れている。大型のク

ルーズ船も頻繁にこ

こを行き来している。

この喜志鹿崎の西方

に馬毛島があり、現

在は日本政府が買い

取り、米軍艦載機の

離着陸訓練のための

飛行場が建設されて

いる。種子島には喜

志鹿崎付近のように

岩礁海岸と多くの広

大な砂浜海岸が交互

に繰り広げられて、

その多くがまだ自然

海岸である。種子島

は温帯と亜熱帯の中

間に位置しているが、海の生き物は黒潮が直接ぶつかることもあり、亜熱帯の生き物で占められている。 

 

（鹿児島県種子島喜志鹿崎にて  向井 宏撮影） 

  

http://e-amco.com/
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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 

 
 

【北海道】 

●雄冬港でニシンの群来 
 北海道増毛町の南部、石狩市との境付近の雄冬（おふゆ）漁港で 3 月 23 日、ニシンの群れが産卵に押し寄

せて、海水が雄の出す精子で真っ白になる「群来（くき）」が観察された。ニシンの群来は、かつては毎年の

ように見られた現象であったが、ニシンが獲れなくなって産卵のために沿岸へ寄るニシンの姿もほとんど見ら

れないようになっていた。しかし、近年北海道の日本海側では少しずつニシンの姿が見られるようになって、

群来も小規模ながら出現している。今回の群来も範囲は 200m 四方くらいの規模であった。留萌（るもい）管

内では、23 日の雄冬漁港の群来が今季で初めてとなる。（文責：向井 宏） 

 

 

【九州】 

●諫早開門訴訟で敗訴の漁民ら控訴 
 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、長崎県の漁業

者ら 33 人が潮受け堤防排水門の即時開門を求めた訴訟で、長崎地裁は「漁場に悪影響を与えたとは認められ

ない」として 3 月 10 日に原告の訴えを棄却する判決を下した。漁民ら原告は、この判決を不服として福岡高

裁に控訴した。この諫早干拓事業では、別の漁業者らの開門請求訴訟で、2019 年 6 月に最高裁が漁業者らの

訴えを退けて、開門を認めない判断を確定させており、今回の長崎地裁は、その最高裁の決定をそのまま敷衍

したものと言える。この最高裁の決定を受けて、国はかつて確定していた福岡高裁の開門調査を義務づける決

定を履行しないように漁業者に求めた請求異議訴訟の差し戻し審が福岡高裁で続いている。国の過ちを認めな

い裁判所の姿勢が、世の中に不正の横行を赦し、環境を破壊し、人々の生きる糧をなくしている。 

（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。 
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【沖縄】 

●ウミエラ館が閉館 宝の泡瀬干潟を伝える活動に終止符 
 沖縄県沖縄市にある泡瀬干潟は、南西諸島随一の広大な干潟で、希少な生き物も多く棲息することで知られ

ている。この泡瀬干潟を埋め立てる計画が進められ、住民らの反対運動や公金支出差し止め訴訟が一部認めら

れるなど、紆余曲折を経て、埋立計画の規模を縮小するなどして、干潟の約半分の面積が埋め立てられてきた。

その結果、泡瀬干潟を広く覆っていた海草藻場が消失するなど、大きな変化が起こっている。泡瀬干潟埋立計

画の反対運動の中心を担ってきた屋良朝敏さんは 2011 年 4 月に、退職金をつぎ込んで干潟の正面に「博物館

カフェ ウミエラ館」を設立した。カフェで、様々な泡瀬干潟の生き物を紹介する展示やイベントを実施し、

泡瀬干潟は生物多様性の高い宝の海であ

ることや、その重要性と保全の必要性を

訴えてきた。同館の名前のウミエラは刺

胞動物の一種で、泡瀬干潟には珍しく多

くのウミエラが棲息しているのにちなん

で名付けたという。しかし、今ではウミ

エラも数少なくなってしまった。その、

泡瀬干潟の保護活動の拠点として人々に

親しまれてきた「ウミエラ館」が、今年 4

月末で閉館することになった。館長の屋

良さんは、「ここまで来られたのはみな

さんのおかげ」と感謝し、「これからは、

泡瀬干潟のラムサール条約登録にむけて

活動を続けたい」と述べた。 

 4 月 12 日（日）に泡瀬干潟の観察会を

実施し、その後、ウミエラ館でお別れ会

を行う予定。★問い合わせは、屋良さん

090-9783-2384 まで。（文責：向井 宏） 

泡瀬干潟を望むウミエラ館で（2012年 5月 21日） 
 

 

●ジュゴンの食み跡を発見 
 環境省は、3 月 31 日、沖縄県伊良部島と波照間島の沿岸の海草藻場で、ジュゴンの食み跡を発見したと発

表した。沖縄島でいなくなったジュゴンと同じ個体かどうかはわからないが、沖縄のジュゴン個体群の回復

の可能性を示唆するものである。沖縄島での海草藻場の保全の必要性がいっそう高まるだろう。 

（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 （15）   立川賢一 
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インドネシアのバリ島の港で付着生物観察 

 フィリピンのセブ島を 2019 年 12 月 30 日に出航し、新年も明け、4 日後にインドネシア・バリ島の南岸に

あるベノア港に、2020 年 1 月 3 日早朝、予定より早く入港した。多島国インドネシアには、以前、ジャワ島

にだけだが、食用クラゲの調査で東京水産大学の大森信先生と

訪れたことがある。 

 ベノアで午前中に自由時間が少しできたので、さっそく港の

付近を散策。海岸は自然のままの姿ではもうなかったが、グン

バイヒルガオがあちこちに群生し、少数ながら花も咲かせてい

た。白浜で一回だけだったが、以前の職場であった京都大学瀬

戸臨海実験所の北浜にこの植物が芽生え、冬季に花を咲かせず

枯れた。しかし、ここでは年中生育し、繁殖できているのだろ

う。可愛らしく、懐かしいオジキソウも道端に咲いていたので、

そっと指で触れてみると、次々と挨拶してくれた。        海岸付近で群生するグンバイヒルガオ 

 

浮桟橋でベニクラゲのポリプ探索を開始する著者 

 そのすぐ近くに浮桟橋があったので、許可をもらって入った。10m 余りの長さで、幅は 2m 程と小さい。高

さも低かったので、あちこちで腹ばいになれて、顔を海面に近づけることができた。ベニクラゲのポリプがい

ないか、目を皿にして探索した。見つかったのは、別のヒドロポリプだった。白浜ではクモガニの一種がベニ

クラゲのポリプを体のあちこちに植え付けていたこともあって、今回も同じ運があると期待できたのだが、だ

3. ピースボート航海記（3）  久保田 信 
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めだった。ところが、調査を終えて船中で現場写真を拡大してゆくと、ひょっとすると見逃しもあったようで、

残念だった。視力がおちたことを恨めしく思った。 

浮桟橋のカニに付着したヒドロポリプ 

 

 その浮桟橋には色々なサンゴが育ち、海綿やホヤ類も多

かった。マングローブの種も流れてきた。その日の午後に市

内へバスで出かけた時、よく茂ったマングローブ林が港付

近にあった。クラゲは見当たらなかった。プランクトンネッ

トを曳くときっといるであろう。カイヤドリヒドラ類が好

むイガイ類も見つからなかった。ただ、その浮桟橋のロープ

に小さなヒバリガイの一種が、1 個体だけだが付着してい

た。 

 その日の午後と翌日の午前中は、バスツアーをした。世界

遺産のテガカラン村の棚田へも行った。和歌山県の有名な

棚田のほうが素晴らしいと思えた。デンパサール市内を訪

問時、もう日本の冬の本州では死滅しているウスバキトン

ボが元気に飛翔しているのを目撃できた。無効分散しなく

て極楽とんぼだ。日本よりも大型のシロアリらしき虫もい

た。車窓から実ったフルーツ、パパイア、ランブータン、マンゴー、パンの木などが見えた。土産店の特大の

マンゴスチンが美味だった。市場にも行ったが、魚介類そのものや貝細工などの販売はとても少なかった。南

国の二日はあっという間におわった。 

 

 

 

 

 

 

 

ハマグリ談義 
 

 月遅れのお話で申し訳ないですが、先月の桃の節句の数日間、普段利用しているスーパーでハマグリ類の

種とサイズを眺めてみました。今年はわりと大きい物が出回っていて、国内産の Meretrix lusoria は殻長 5–

6cm、中国産の M. petechialis は 4–5cm クラスでした。でも値段は一桁違っていて、国内産は一個が 150 円

から 200 円、中国産は一個 30 円ほどでした。石垣島に住んでいた頃には島内のスーパーで台湾産の Meretrix 

sp.が販売されており、それなりに良い値が付いていました。日本産の物は黄色味がかった殻に黒や茶色の斑

紋が見られ，中国産は灰色の地に不規則な稲妻模様が散りばめられた物が多く、台湾産の物は白地に後縁が

茶色く縁取られた物が多く見られました。台湾にツアー旅行で行ったときには、同じものを料理店で食べる

ことができましたが、日本でも台湾でも、大陸産のものは身が固くて味が薄いという評判を聞きました。日

本沿岸にはもう 1 種、外洋に面した砂質浅海産の M.lamarckii（通称、鹿島ハマグリ）がいて、これも食べ

たことがあります。ではハマグリ類 4 種の味の違いはと言えば？ その時々で鮮度や調理法が違っていました

し、味を比べられるほど私は食通ではないので、何とも言えません。食べ応えがあったのは、身が大きい鹿

4. 海の生き物たちとの様々な出会い(12)西濱士郎 
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島ハマグリでしょうか。それにしても、中国産ハマグリがこれほど大量に出回っていて良いのだろうか、乱

獲になっていないだろうかと、不安を感じています。物の値段は基本的に需要と供給のバランスで決まるの

ですが、海産物では値段が安くても供給元の資源が豊富だとは限りません。国家規模で資源量評価が徹底し

ており、個別割当制度を導入している魚介類であれば、資源量の多寡が価格に反映されます。しかし、漁獲

量の上限を地域全体で決めておいて、先に沢山獲った者勝ち、という｢オリンピック方式｣の場合には、大量

に出回っていても実は絶滅寸前だったりします。ニホンウナギはその典型でしょう（値段はべらぼうに高い

ですけれど）。国内産のハマグリは一時期絶滅危惧種でしたが、今世紀に入って各地で獲れるようになりま

した。復活した経緯は不明ですが、中国から輸入した生貝を干潟で畜養したり、潮干狩り用に撒いていたり

した時代や場所があったので、交雑が起きたという説もあります。また昔の標本や、平安時代後期以降の遊

戯｢貝覆い｣や江戸時代の大名家の婚礼に使われた、装飾されたハマグリの写真を見ると、近頃の干潟で捕れ

るハマグリに比べて前後に長いものが多いようです。東アジアから東南アジアのハマグリ属は、分類も確定

していない物があり、検証は困難ですが、交雑説も一概に否定できません。 

 

 ところで、ハマグリは泳ぐ、と言う話を昔から聞いていたのですけれど、実際に自分の目で見たときには、

思わず｢おおっ！ これがそうなのか !！｣と、口走ってしまいました。ハマグリは大量の粘液を殻の外に出し

て広げ、人がパラセーリングをするように、潮流に乗って移動します。巣を張らないクモの仲間に、尻から

長い糸を出して風に乗って飛ぶものがいますが、それと同じような行動です。私が見たときは大潮の引き潮

時で、まだ潮が引き切っておらず、水深が 10cm くらいだったので運良く目にすることができたようです。

殻長 5cm くらいのハマグリが、干潟を滑るように移動していくのは見物でした。4 月の大潮には潮干狩りに

行かれる方も多いでしょうから、運が良ければハマグリの高速移動を見られるかもしれません。 

 

 

 

汚染水の海洋放出とは？ 

 2011 年 3 月 11 日の大地震と津波によって、全電源を喪失した東京電力福島第一原発は、原子炉のメルトダ

ウンと水素爆発を引き起こし、大量の放射性物質を環境中に放出した。大気中に放出された放射性物質は、風

に流され広範に拡散し、雨や雪によって地上に海上に降り注ぎ、海洋を汚染した。地上に降り積もった放射性

物質は、その後の雨水によって流れだし、河川を汚染し、海への流出が続いた。 

 さらに、溶け落ちた核燃料を継続的に冷やすために、多量の冷却水が導入され、それが高濃度汚染水として

建屋地下やトレンチに溜まり続けた。この対策として、東電は、集中廃棄物処理施設の中に貯めていた低濃度

汚染水（9070 トン）を海に放出し、空いたところに高濃度汚染水を貯めることとし、さらに 5 号機・6 号機の

サブドレインに増水していた 1323 トンの貯留地下水も同時に海洋放出する方針を立て、「核原料物質、核燃

料物質および原子炉の規制に関する法律」に基づき申請し、政府がこれを認めた。2011 年の 4 月 4 日から 10

日まで、東電はこの高濃度汚染水を海洋に放出した。放出された放射性物質のレベルは、約 1500 億ベクレル

だった。 

 この事故の発生直後から、福島沖の太平洋は放射性物質で汚染され、海藻や魚介類も汚染された。もちろん

漁業はできなくなり、漁業者らは地震・津波の被害に加えて生活できないほどの決定的な打撃を受けた。 

 その後も、高濃度汚染水は発生し続け、しかもタービン建屋地下やトレンチには、陸側から地下水が流れ込

み、毎日 490 トンにもおよぶ高濃度汚染水が貯まっていった。東電はその対策として、原子炉建屋の上流域に

サブドレインという井戸を掘り、そこから地下水を取り出し、直接海へ流す対策をとった。しかし、それでも

汚染水は毎日多量に発生し続けたため、原子炉建屋の周辺にいわゆる凍土壁を築き、流入する地下水を止める

5.海の放射能汚染（「トリチウム水の海洋放出」で考える）    
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対策をとった。凍土壁は当初は十分な効果を発揮できなかったが、現在ではようやく効果を見せ始め、汚染水

の発生は 1 日約 170 トンにまで減っている。 

 汚染水には、各種の放射性物質が高濃度で含まれており、これを浄化するために、東電は ALPS という多核

種除去設備を使い、セシウム・ストロンチウムなどの放射性物質を取り除いた。その「処理水」を大型タンク

に貯めて、福島第一原発の敷地内に貯蔵している。現在の「処理水」は、約 115 万トンが溜まり、大型タンク

960 基に貯めている。東電の計算では、2020 年末までに 137 万トンのタンクを増設して対応するが、2022 年

にはすべてのタンクが満タンになると予想している。そこで東電は「処理水」を水で薄めて放射性物質の濃度

を低下させた水を海洋放出したいと国に打診している。国（経済産業省）は、「処理水」の処理についての有

識者会議を開き、その場で、最終案として①蒸気にして大気へ拡散する、②薄めて海洋放出する、の 2 案に絞

って提案している。原子力規制委員会の更田委員長は、しばしば海洋放出がもっとも現実的という表現で海洋

放出を推奨している。 

 しかし、この国の態度には多くの人が納得しておらず、一般市民を対象とした説明会も開かれていない。ト

リチウムは本当に人畜無害なのか、「処理水」には、セシウムやストロンチウムなどの核種も取り切れずに残

っていると言われているが、それを海洋放出して本当に安全と言えるのか、などの疑問も出されている。そも

そも陸上保管が出来ないのはなぜか？ 陸上保管して 100 年自然崩壊を待つという案も、原子力市民委員会か

ら提案されているが、有識者会議では無視を決め込んでいる。なぜしゃにむに海洋放出しようとしているの

か？ なぜ海洋放出してはいけないか？ などについて、考えていきたい。（つづく） 

参考： 

https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20180620.html 

https://www.nikkei.com/article/DGXKZO48398220Y9A800C1EA2000/ 

 

 

 

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

6.「有明海と三陸の水辺から」田中 克【追加寄稿】 

有明海を見渡す多良岳での第 1回森里海を結ぶ植樹祭 

～有明海再生への新たな流れを生み出す～ 

 ヒトが異常に増え過ぎ、都市に集中し過ぎ、ライフスタイルを一様化させ、そうした都市中心の暮らしや

社会をさらに推し進める目先の経済成長のために地球環境を壊し続けてきたことへの“警告”としての、新

型コロナウイルス騒動に、現代社会の脆弱さや病状が露呈されることになりました。 

 このような状況の中、3 月 20 日に有明海と諫早湾（潮受け堤防）を見渡す多良岳中腹（標高 450m）にお

いて、有明海の生き物と生態系が分断されて崩壊･疲弊した地域社会を蘇生させる新たな流れを生み出す植樹

祭、「第 1 回森里海を結ぶ植樹祭」を開催しました。その時点では感染者ゼロの長崎県での開催でしたが、

もし、植樹祭の開催によって初の感染者を出すようなことがあっては、厳しさを増しつつある有明海環境の

中で営む漁業･水産業がたちまち立ち行かなくなるとの地元漁民の切実な危惧を考え、植樹現場周辺で農林業

を営む人々が作る「多良岳に感謝の会」、植樹祭を今後も継続的につないでいく団体として新たに立ち上げ

https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20180620.html
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO48398220Y9A800C1EA2000/
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た「森里海を結ぶ会」、地元漁民有志、諫早市で有明海社会の再生を呼びかける市民有志など参加者を限定

した植樹となりました（写真１）。 

写真１ 諫早湾を見渡す多良岳中腹での第 1回森里海を結ぶ植樹祭集合写真（足立旬子氏提供） 

 森里海を結ぶ植樹祭を立ち上げる最初のきっかけは、2017 年 7 月に発行された ACADEMIA162 号（一般

社団法人全国日本学士会発行）に特集された「有明海再生への道」でした。その内容に目をとめた一般社団法

人地球システム･倫理学会が全国日本学士会と協力して、有明海問題はこの国の根幹に関わる問題であり、政

治経済の中心地東京での「有明海の再生に向けた東京シンポジウム」の開催へとつながりました。これら二つ

の取り組みにご協力いただいた 15 名の皆さんに新たに 3 名の寄稿者が加わり、有明海問題を多様な側面から

解きほぐす総合書として『いのち輝く有明海を－分断･対立を超えて協働の未来世代へ』（花乱社、2019 年）

の刊行に至りました。 

 こうした流れを下支えしてきた柳川を拠点とする NPO 法人 SPERA 森里海･時代を拓くが、2010 年以来毎

年九州北部各地で開催してきた有明海再生シンポジウムの第 10 回を、2019 年 9 月に有明海問題の“ホットス

ポット”である諫早市において開催しました。豊かな有明海と周辺地域社会を未来世代に送り届ける趣旨のも

とに、基調講演には野中ともよ氏（NPO 法人ガイア･イニシアティブ代表）による「世界･日本･諫早：いのち

輝く社会を」を、日本各地で自然の循環を基本に賢く粘り強い取り組みを進める事例の紹介（宮崎県椎葉村、

福岡県柳川市、三重県鳥羽市、岩手県一関市）をあわせ、未来世代が幸せになる地域創生の意見交換の場とな

りました。 

 これらの一連の取り組みが結び合い、開門と非開門や漁業と農業の不毛な対立構図が意図的に作られて膠

着･疲弊した社会を、地域住民自らが自身の未来を決め得るまともな社会に戻す新たな流れを生み出すために、

森里海（林業･農業･漁業）が結び合う植樹祭、第 1 回森里海を結ぶ植樹祭の開催が、地元の「多良岳に感謝の

会」の全面的な協力のもとに、実現することになりました。当日は、関係者（自称関係者も含め）40 名が集ま

り、クヌギの苗木 550 本を、この上ない好天の命が輝きだす丘で、気持ちのよい汗をかきながらの植樹となり

ました（写真２）。宮城県気仙沼市から駆けつけていただいた森は海の恋人運動の畠山重篤さんを囲んでの明

るく楽しい意見交換で大いに盛り上がりました。5 年もすれば、このクヌギの森はクワガタやカブトムシで賑

わい、それらはシイタケ栽培のほだ木として、親子で昆虫採集や椎茸栽培を楽しむ歓声で溢れる森になるに違
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いないとの笑顔に満ちました。この森から流れる長里川の流域ではニホンウナギや有明海特産魚のヤマノカミ

などの生き物観察会、さらに河口域では潮干狩りや海の生き物の観察会などを行い、森里海のつながりを子供

達に実感してもらう催しなどが構想されています。 

 今後、今回の植樹祭に寄せられた全国の多くの協賛（金）をもとに、全国の同様の取り組みとの交流・連携

を図る「森里海を結ぶフォーラム」の開催などを通じて流れを確かなものにする夢が膨らむことになりました。

こうした取り組みこそ、個人も、社会も、地球も「免疫力」を高め（取り戻す）、今後も繰り返し発生が予想

される新型ウイルスへの最も本質的な対応であるに違いないとの思いを深める集いとなりました（本植樹祭に

は、海の生き物を守る会より協賛をいただきました。ありがとうございました）。 

 

※追記： 3 月 15 日、16 日に、日本

環境会議（寺西俊一委員長）による

諫早湾干拓問題の解決に向けた提言

作成のための現地視察と意見交換が

行われました。その中で、開門･非開

門の対立を乗り越えて地域創生を願

う森里海を結ぶ植樹祭との連携が話

題になりました。 

 

 

写真２ この上ない好天のもとにクヌギ苗木の植樹を楽しむ参加者 

 

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

7.「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）」 向井 宏 

  

2020.5.24（日）吉野川最河口干潟観察会 
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◆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 

 

 

 

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

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 

 

 

 

 

 

 

2020.5.31（日）表浜砂浜生物観察会 
 

http://e-amco.com/
http://e-amco.com/
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 
 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。 

 

辺野古・大浦湾「ホープスポット」指定で県に要望 
 新基地建設が進む辺野古・大浦湾が、国内で初めて世界的にも重要な「ホープスポット」に認定さ

れたことを受けて 3 月 24 日、海の生き物を守る会など環境保護団体が沖縄県に要望書を手渡しまし

た。辺野古・大浦湾のアオサンゴの群集や洞窟を天然記念物に指定して保護することや、ラムサール

条約への登録を見据えて、河口を鳥獣の保護区域に指定することなどを求める要望書です。また、こ

の要望に賛同した 2 万 4235 人分の署名も提出し、貴重な海を次世代につなげたいと訴えました。日

本自然保護協会の安部真理子さんは「国内外のいろんな方の手助けを受けて署名が集まった。これ

を受けて県が動く番だと思っている」と話しました。要望を受けて県は「米国の海洋生物学者を招

き、シンポジウムが開催できたら」と答えたということです。米国の NGO ミッションブルーは、世

界的に重要な 127 カ所の海を「ホープスポット」に登録。日本自然保護協会などは新基地建設の見

直しを呼び掛けています。 

 

土砂全協総会を高松で開催予定 
 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、フィールド視察。 

 

 

 

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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8. 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。 

 

【関東】 

◆「プラスチックごみ 日本のリサイクル幻想」講演会 
日時：2020 年 4 月 4 日（土）13:30～15:30 

場所：鎌倉市カトリック雪ノ下教会 2F（鎌倉市小町 2 丁目 14-4,· 0467-22-2064） 
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◆観音崎「磯の観察会」 
 観音崎の磯でひざまで水に入り、カニ・ウニ・ヒトデ・ハゼ・ウミウシなどの小動物を観察します。海藻

の森とそこに住む生き物に親しみましょう。  

 

日時：2020 年 4 月 26 日（日）10:00～14:30 ※小雨決行 

集合時間：10:00 

集合場所：観音崎公園ボランティアステーション 

定員：50 名（申し込み順）  

対象：一般・小学生以下は保護者同伴  

参加費：大人 1700 円、4 歳～中学生 1400 円 

講師：観音崎自然博物館 学芸部長 山田 和彦  

持ち物：ハーフパンツや短パンなどひざくらいまで濡れて

もよい服、濡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は不可）、

タオル、昼食、飲み物、雨具、あればプラケースやバケツ

など（生物観察用） 

 

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、海藻標本づく

り 

★申し込み方法：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 4 月 22 日までにお申し込みください。   

問い合わせ先：観音崎自然博物館（〒239-0813 神奈川県

横須賀市鴨居 4 丁目 1120 番地 TEL 046－841－1533） 

 

【沖縄】 

◆泡瀬干潟観察会（湿地のグリーンウェーブ 2020 in 泡瀬干潟） 
 観察会の後、午後 3 時頃からウミエラ館で閉館記念のイベントをやります（涙）。多くのご参加をお待ち

しています。泡瀬干潟を守る連絡会主催。 

日時：2020 年 4 月 12 日（日）13:00～ 

場所：泡瀬干潟、ウミエラ館 

参加費無料、連絡先：090-5476－6628 前川 

 

 

  

javascript:;
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9．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。 

 

 

 

10．編集後記 
今号は、かつて 100 回もの連載にご協力くださった田中先生が有明エッセイに追加のご寄稿をくださり、久保田先生は写真を多

めにくださり、向井代表による新連載も始まって、にぎやかな号になりました。コロナ対策でイベントが減るなど誌面が寂しくなりが

ちな時に、ありがたいです。向井代表の新エッセイのテーマは、刻々と迫りくる福島第一原発「処理水」の海洋放出です。大気か

海洋に放出という路線でどんどん話が進んでいますが、まだ納得していない市民が少なくないと思います。そこで私は今年 2月に

「どうする？処理水」という自作のウェブサイトを立ち上げました。年度末のバタバタに加えコロナ騒ぎも重なり開店休業状態でし

て誠にお恥ずかしいのですが、ご活用くださる方がいらっしゃったら嬉しいです。手前味噌ながら、この機会にご紹介まで。（ちよ） 

 

 いろいろな雑誌や｢うみひるも｣のバック･ナンバーの編集後記を読むと、本誌の内容に触れながらも、もっとくだけた話が多いよ

うな気がします。振り返って自分がこの一年あまりに書いてきたもの、とくにエッセイを書かせていただくようになってからは、でき

るだけ話題が被らないように心懸けているにもかかわらず、似たようなアジテーションになることがあります。一旦は書き上げても、

｢こりゃあ、いかん｣と全部削除して書き直すこともしばしば。編集担当としては未熟です。編集後記は読者の息抜きだ、と，考え直

しているこの頃です。ともあれ、春の大潮は海の生き物と出会う絶好の機会です。満喫しましょう。(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 

 

https://shiritai70.wixsite.com/tritiumdousuru
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