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「今月の海」 平郡島五十谷三島（山口県伊予灘） 

 広島駅で新幹線を降り、山陽本線の下関行き各駅停車に乗って 2 時間近く、柳井港駅で降りて駅前にあるフ

ェリー乗り場から平郡島行きのフェリーに乗る。1 日 2 便しかなく、平郡島への日帰りは忙しい。同じ桟橋か

ら長島・祝島や八島、今治行きのフェリーも出ている。フェリーは柳井市のすぐ沖にある平郡島を大きく迂回

しながら平郡西港

を経て平郡東港へ

向かう。途中の島

の南端に 3 つの小

島が連なり、その

後には砂浜が広が

る。3 連の島を五十

谷三島（いやみし

ま）と呼び、白砂青

松と風光明媚で観

光の目玉となって

いるが、訪れる客

は釣り客以外ほと

んどいない。 

 平郡島は伊予灘

にあり、山口県で

は周防大島に次いで 2 番目に大きな島であるが、人口は約 500 人。人口の減少は続いている。西と東に主な集

落があるが両集落の間には標高 400ｍを超える峯が連なっており、急傾斜地が多く交流はあまりない。平郡島

ではタコ漁が有名だったが、近年では不良が続き漁師も減少した。鎌倉時代に木曽義仲の子・平郡丸がこの島

に住み着いたことからこの名がついたとされる。（山口県柳井市平郡島五十谷三島沖にて  向井 宏撮影） 

 

 
《先号の「今月の海の生き物」に掲載したフトヘナタリについて、2 名の読者から指摘がありました。フトヘナタリの学

名は、2014 年に Cerithidea moerchii と変更されていました。従来の学名 C. rhizophorarum はフィリピンだけに分布す

るものとされています。また日本のフトヘナタリの分布を東京湾以南と書きましたが、北は東北地方まで見られていまし

た。これは鈴木孝男さんが蒲生干潟・松川浦・井戸浦などから報告しています。指摘していただいた和田恵次さんと鈴木

孝男さんに感謝します》 

  

http://e-amco.com/
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妖怪アマビエは、江戸時代に熊本に現れた半人半魚の妖怪で、光り輝きながら海中から現れ、豊作や疫

病の予言をしたとされる。その際、我が姿を絵に描き人々に伝えよと言い残して海中に没したという。

海の生き物の一種だった。新型コロナウィルスの蔓延が続く現在、この妖怪の絵が SNS を通じて多くの

人に広がっている。            wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/アマビエ より  

https://ja.wikipedia.org/wiki/アマビエ
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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 
 

 

 

【関西】 

●ウミガメの産卵観察お断り コロナ対策でみなべ町 
 和歌山県みなべ町千里浜は、毎年アカウミガメが上陸産卵することで、多くの観光客が産卵時期の 4～6 月

に集まるが、今年は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、みなべ町では受け入れの体制が整うまでウ

ミガメ観察には来ないで欲しいと呼びかけている。例年、NPO ウミガメ協議会から派遣された学生ボランテ

ィアが千里浜で泊まり込み調査や観光客の誘導を行っているが、学生が各地から集まることも新型コロナウイ

ルスの拡大を招きかねないと、調査の体制も検討している。ウミガメの産卵観察には、みなべ町教育委員会に

許可を求める必要がある。また観察の際のマナーも問題視されており、学生ボランティアの誘導なしに観察に

入ることも遠慮して欲しいと呼びかけている。（文責：向井 宏） 

 

 

【中四国】 

●竹原市ハチ干潟にカブトガニの保全を訴える看板が設置される！ 
 カブトガニと言えば、福岡県、山口県、岡山県などの生息地が想起されるのですが、ここ広島県にも細々と

生き残っています。最近、竹原市、江田島市では幼体の新規加入があることから、産卵が確実に起こっている

のは間違いありません。北九州市、苅田町にある曽根干潟における生息個体数に比較するとおそらく 2 桁ほど

低いのですが、天然個体群としては日本の東限と考えられますので非常に貴重性があります。 

 私どもはこの保全に尽力しており、広島県の条例で保護してもらうための活動を地道に続けています。行政

への働きかけはもちろん、地域の小学生を対象に学術的な価値を理解してもらうための講演会を頻繁に開催し

ています。応援してくださる地域の方々には本当に感謝しています。 

 広島県も私どもの活動を評

価して、4 つの団体、つまり広

島県、竹原市、竹原市第 5 地区

協働まちづくりネットワー

ク、広島大学生物生産学部と

地権者の間で覚書を交わした

後、カブトガニの保全のため

の看板を設置してくれました

（写真）。ただ、残念なことは、

地元の行政側の一部の意見で

保全を全面的に打ち出したも

のにはなりませんでした。ハ

チ干潟には非常に多くの絶滅

危惧種、準絶滅危惧種が生息

しており、日本全国の大学、研

究機関の研究者はもとより、

海外の研究者も調査にこの場

を訪れています。学術上、大変

貴重な場所なのです。これま

でも開発の危機が数多くあっ

たのですが、地元の自然を愛

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。 

2020年 3月 31日に広島県竹原市ハチ干潟に設置されたカブトガニ

保全の看板と設置に関わった団体代表者、地権者 
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する方々によって守られてきました。しかし、その後もマテガイ掘りのためにそこら中穴だらけになって相当

に荒らされてしまう季節があること、さらに悪いことに、上流域に産廃場の建設が計画されており、保全上予

断を許さない状況です。縦割り行政が招いた悲喜劇です。 

 新型コロナウイルス禍が全世界を襲い、この文章を執筆している最中に「緊急事態宣言」が全国に拡大しま

した。これまで経済優先、経済優先と環境破壊をしてきた人類ですが、ここら辺りで自然に対して畏敬の念を

持ち、人類も自然の一部であるという謙虚な気持ちになりなさいという苛烈なメッセージであると感じるのは

私だけでしょうか？ （文責：大塚 攻 広島大学大学院統合生命科学研究科） 
 
参考文献：大塚攻・西原直久・平山良太・田中隼人・近藤裕介・斉藤英俊, 清水則雄・富川光・飯田健康・米谷まり (2017). 広島県の

主要産地 (江田島市 竹原市) における絶滅危惧種カブトガニの生息状況.日本ベントス学会誌,72(1), 16–26. 

 
上記投稿のあと、広島県知事によって産廃処分場建設に許可が出されました。ハチの干潟を守る会

を主宰する岡田和樹さんらは、許可取り消しを求めて訴訟を準備しています。 

 

 

 

【沖縄】 

●辺野古新基地建設を中断 抗議行動も コロナ対策で 
 沖縄防衛局が沖縄県名護市の辺野古・大浦湾を埋め立てて、米軍基地を建設する事業に関連して、河野太郎

防衛相は、コロナウイルスの拡大が続く中でも 4 月 17 日の記者会見で辺野古新基地建設工事は受注者から工

事中止の意向が示されていないとして、工事を進める考えを強調していたが、工事関係者らに新型コロナウイ

ルスの感染者が出たことなどで、態度を一転させ、当面の間工事を中断することを明らかにした。中断の期間

は未定である。重機の撤収作業に取りかかるが、それまで現在進行中の土砂の積み下ろしは継続する。当初は

中断は 1 日だけとしていたが、工事業者との協議で一定期間、中断することになった。辺野古のキャンプシュ

ワブゲート前の抗議行動は、感染拡大を防ぐために、4 月 15 日から現在まで自粛されている。玉城デニー沖

縄県知事は防衛省に工事を中止するよう申し入れている。公共工事の大部分が中断・中止になっている現在、

アメリカ軍のための工事を強行することは、政府・行政の矛盾そのものだ。（文責：向井 宏） 

 

●辺野古大浦湾の地盤改良工事で工事変更承認申請を提出 沖縄防衛局 
 沖縄県名護市の辺野古・大浦湾を埋め立てて、米軍基地を建設する事業に関連して、沖縄県がコロナ対策に

追われている中、4 月 21 日に沖縄防衛局は沖縄県に工事変更計画を提出し変更承認を申請した。玉城デニー

沖縄県知事は「県が求めている対話に応じることもなく、充分な説明もないまま、埋め立て工事の手続を一方

的に進める姿勢には納得できない。新型コロナウイルス感染拡大防止に一丸となって取り組んでいる時に変更

申請が出されたことは、遺憾であり、断じて容認できない」と述べた一方、申請が出された以上、審査する必

要は認め、「内容を精査した上で法令にのっとり、厳正に対処したい」と審査をする考えを示した。しかし、

県庁職員が半数は自宅勤務になっており、変更箇所は多数・多岐にわたっていることから、審査の結論を出す

のはいつになるか予測できないとした。政府も大浦湾の軟弱地盤の改良工事に多額の予算と期間が必要と考え

ており、政府でさえも完成までに 12 年かかると言っており、沖縄県やオール沖縄などの推定では 20 年以上

との推定もあり、どちらにしても、普天間基地の危険性を無くすのはほぼ見通せなくなってきている。その間、

沖縄県民はおびえながら暮らすことを強いられている。辺野古・大浦湾は国際的にも貴重な自然であることが

認められており、無駄な税金を使い、戦争のための基地建設で大浦湾を破壊することはぜひとも一日も早く止

めて欲しいものだ。（文責：向井 宏） 
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2．サメとエイ切手コレクション （1）   立川賢一 
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オーストラリア・フリーマントルに延期滞在 

 なんと船の小さな故障とのことで、予定だった 2020 年 1 月 9 日夕方に出航せず、10 日の出航もかなわず、

この日は船内で一日中待ちぼうけとなった。11 日も港にそのまま停泊となった。余談だが、8 日に町に買い物

に行き、クレジットカードをなくしたが、その翌日には町の警察に届けられていて、出航予定時間までに無事

に戻ってきたのが有難かった。 

 11 日 9 時頃、非常用ドア故障の修理を追加要請され出航許可がま

だおりないとの放送での説明があった。それで、急遽、この日は夕方

まで自由行動となった。再び、フリーマントルの町中を、コースが異

なる色違いの「猫バス」も利用しつつ、美術館や博物館などを見学し、

昼頃に港を訪れた。ここは昨日訪れたロットネストアイランドへの船

の発着場だった所である。港にはタコクラゲによく似た鉢クラゲが海

面近くに浮かんでおり、次々と現れた。日本には分布しない種とわか

り、たっぷり撮影した。おなじみのミズクラゲもいた。たくさんいた

が、本種は遺伝子的に調べられた結果、もうコスモポリタン種（汎存

種）ではなくなった。これら 2 種の他、口腕が長いこぶりの鉢クラゲ

もいた。オキクラゲかアマクサクラゲに近縁だろう。 

 この整備された港の一角に、自然の岩がほんのわずか残された場所があった。そこに降りてみると、イガイ

類をはじめタマキビ類、ヒザラガイ類、カサガイ類、イソギンチャク類、イワガニ類が生息し、アメフラシの

一種も岩場にとり残されていた。海藻も多い。ムラサキイガイもいた。カイヤドリヒドラ類が共生していない

ものかと気になる。まだオーストラリアからの報告はないからである。 

 

 

 

 

 

 

 

クラゲと海岸動物

が観察できた港の

先端部 

 

  

3. ピースボート航海記（５）  久保田 信 

 

フリーマントル港のクラゲ 



 

8 8 

 この日はずっと夕方までランチもとらず街歩きとショッピングも楽しんだ。マンゴーが廉価で市場で購入で

き、そのすぐ前で賞味した。でも船に戻っても、まだ修理が長引いており、翌日の 12 日夕方まで停泊し続け

るという状況だった。12 日には自主企画でベニクラゲをもう少し詳しく紹介する予定を入れていたがキャン

セルし、またまた海岸を中心に街歩きを楽しむことにした。この寄港地よりの出立が相当遅れたのは、生物観

察などには却ってありがたかった。12 日 20 時半過ぎに、船はやっとアデレードに向け出航した。ここを今回

のトラブルのため、寄港を断念するとの通知があったが、復活した。 

 

フリーマントル港の海岸動物 

 

  

ご意見ご感想をお寄せください 

メールマガジン「うみひるも」にお気軽にご投稿ください。 

投稿フォーム https://goo.gl/GjWIjL 

画像や長文は「うみひるも編集部」hirumo@live.jp にお送りください。 

https://goo.gl/GjWIjL
mailto:hirumo@live.jp
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ヒザラガイと付着生物 

 お題がまたヒザラガイですが、ちょっとややこしいお話になります。 

 一目、水辺を見て、淡水の生き物と海の生き物とで一番違う物といえば、付着生物ではないでしょうか。淡

水にも水草やカワゲラなど、石に付着するものはいます。知識としては、タンスイカイメンや淡水性のコケム

シがいると知っていても、目にしたことはありません（オオマリコケムシが近年、大発生していますけれど、

まだ見たことがありません）。しかし海辺の付着生物の種数、多様性、数も生物量も圧倒的に多いことは、淡

水とは比べるべくもないでしょう。子供達が海辺で遊ぶときに真っ先に言われることの一つが、フジツボで怪

我をしないように、というのは、実際に怪我をしやすいというだけではなくて、フジツボ類がそれ程ありふれ

ているからでしょう。私が海洋生物学の門を叩いたときに、真っ先に研究対象として思い浮かべたのがフジツ

ボ類でした。その訳の一つは、動物なのに動かないこと。この連載の第 1 回に書いた｢這い回るクロフジツボ｣

は、偶然の出会いに過ぎませんが、一度固着したらまず動くことのないフジツボ類は、体力に自信がなかった

私にはとても魅力的でした。 

 残念ながら、同じ研究室の先輩がすでにフジツボ類を扱っていたので、当初のもくろみは叶いませんでした。

しかしヒザラガイを研究対象にして、何を食べているのか調べようと消化管を解剖してみると、イワフジツボ

の殻や蔓脚がいくつも出てきて、｢これはしめた、フジツボに手を出せるぞ｣と思ったものです。ヒザラガイは

岩の表面を無差別にかじるので、小型のフジツボ類は削り取られ呑み込まれます。もちろんヒザラガイにとっ

てフジツボ類は栄養になりませんが、食われるフジツボ類にとってヒザラガイは肉食動物と変わりがありませ

ん。さらに、ヒザラガイが這い回るだけでも、定着間もないフジツボ類は剥がされてしまうことも分かってき

ました。ヒザラガイとフジツボ類のこういった関係をベントス学会で話したところ、ヒザラガイ類についてア

ドバイスを頂いたことがある奥谷喬司先生から、｢なぜ君がフジツボの発表なんてやっているんだね？｣と言わ

れたこともありました。 

 ところでこの連載の第 8 回で書いたように、ヒザラガイは付着動物の一つムラサキインコのコロニーを加入

場所にしています。しかしムラサキインコがあまりにも多くなると、ヒザラガイが自由に活動できる場所は減

ってしまいます。また、フジツボ類も大きくなればヒザラガイに食われたり剥がされたりすることはなくなり

ますし、ヒザラガイはフジツボ類の競争相手になる海藻を食べてくれるので、フジツボ類の死亡率が下がりま

す。つまり、一生の間でヒザラガイと付着生物との関係は、二転三転するのです。しかも彼らの種間関係は、

よくある｢食う-食われる｣とか、餌や住み場所をめぐる競争関係におさまりません。ときには一方的に依存し

て、成長するに従い緩やかに依存から抜け出していく。その途中で周囲の別の種との関係も変わってゆく。ヒ

ザラガイは岩礁潮間帯群集の中で、時々によって様々に役割が変わるトリック･スター、というと、大袈裟で

しょうかね？ 

  

4. 海の生き物たちとの様々な出会い(1４) 西濱士郎 
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原子力発電所からの海洋汚染 

 

 先号で書いたように、原子力発電所の運転によっていろんな過程でトリチウムが発生します。その発生した

トリチウムはどうなっているのでしょうか。実は、原発運転で生じたトリチウムは、これまでほとんど大気中

に蒸発させたり、海へ放出したりと環境中に出してきました。これは日本の原子力発電所に限りません。世界

中の原子力発電所の運転によって、たくさんのトリチウムが環境中に放出されてきました。例えば、イギリス

では、1998 年から 2002 年までの 5 年の記録では、毎年 3 ペタベクレル程度のトリチウムが放出されてきた

とされています。ちなみにペタとは、1015（千兆）を示す単位です。もちろんその他の国々（アルゼンチン、

アメリカ、カナダ、スペイン、ドイツ、フランス、日本など）でも大量のトリチウムを放出してきました。そ

の量は、他の放射性物質の 100 倍を大幅に超える量でした。このような放射性トリチウムの放出がなぜ批判さ

れることなく行われてきたかと言えば、国際放射線防護委員会というところが決めているトリチウムの線量計

数が非常に低く設定されているため、人体には影響が非常に少ないと判断されていることから、原子力発電所

から平気で捨てられてきたのです。例えば、日本の原子力施設から発生した液体状のトリチウム汚染水は、時

間経過による一部の崩壊を待ったり、大量の水によって希釈し、規制基準を超えない濃度にして、排出するこ

とになっています。規制基準は 1ℓ あたり 6 万ベクレル以下です。この規制基準は、トリチウムには海産生物

による濃縮効果がないと考えられている（高度情報科学技術研究機構による）ことから、かなり緩い基準が設

定されているのです。ちなみにアメリカでは 3 万 7 千ベクレル、フランスでは 4 万ベクレルとなっています。 

 福島第一原発では、2010 年まで毎年ほぼ 1～2 兆ベクレルのトリチウムを放出してきていました。どこの原

発施設でも同じくらいのトリチウムをこれまで放出してきました。しかし、このような排出の規制基準は、人

体への影響をもとに考えられてきました。人間に影響が無い程度の濃度基準ということであり、その他の生物

への影響については考慮されていません。海水などに直接触れることがあまりない人間への影響は間接的にし

か考えられないでしょうが、海水の中に生き、常に海水と接している海産生物に影響が無いとは考えられませ

ん。トリチウムは自然にも存在する放射性物質ですが、その濃度はきわめて低く、生き物たちは生き物が発生

した時からその濃度のトリチウムを含んだ海水の中で生きてきました。ところが、人間が核兵器の実験や原子

力施設からこの 70 年くらいの間に新たに高濃度のトリチウムを海に注ぎ込んできました。それは自然のトリ

チウム濃度を大幅に超える濃度のものです。規制基準でさえ、自然の濃度の 1 万倍くらいあります。自然にも

存在する放射性物質だから人間が高濃度の放射性物質を加えても何の問題もないのでしょうか。決してそんな

ことはないはずです。これまでも原子力施設から大量のトリチウム水が排出されてきました。大気中へ蒸発さ

せたものもいずれ海へ流れ込んできます。海は人為的に作られたトリチウムのたまり場になってしまいました。

その影響は目に見えません。いや、見えているかもしれませんが、それがトリチウム濃度の上昇が原因だと言

えないだけなのです。海の恵みを受けながら生きてきた日本の民ですが、その恵みは失われつつあります。水

産資源の水揚げは、この 50 年ほどの間、ほぼ急激な右下がりとなっています。この減少が何に依っているか

は、研究者の間でもよく分かっていません。乱獲が昔から指摘されてきました。有機汚染も原因の一つでしょ

う。でも原子力施設からの大量の放射性物質（とくにトリチウム）の排出がその原因の一つであることを否定

できる研究者もいないはずです（否定したがる研究者はいっぱいいるでしょうが、科学的根拠をもって否定で

きる人はいません）。可能性としては否定できないはずです。トリチウム水をさらに流し続けることは、将来

海の恵みが期待できなくなることを自ら行うことでしかありません。しかし、原子力発電を続ける限り、トリ

チウム水は大量に発生し続けるのです。それを止めるのは、原発をやめること以外に選択肢はないのです。 

5.海の放射能汚染（「トリチウム水の海洋放出」で考える）③   
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 1982 年に採択された「国連海洋法条約」の第 194 条 2 項には、「いずれの国も、自国の管轄または管理の

下における活動が他の国及びその環境に対し汚染による損害を生じさせないように行われること並びに自国

の管轄または管理の下における事件または活動から生ずる汚染がこの条約に従って自国が主権的権利を行使

する区域を越えて拡大しないことを確保するためにすべての必要な措置をとる」と決められています。「処理

水」の海洋放出は明らかにこの条約に違反しているのです。（つづく） 

 

 

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

6.「海の生き物を守る会」の活動について 

 

【活動予定】 

◆5 月 31 日 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 

  

コロナウイルスの感染を

防止するために 

当分、延期とさせていた

だきます。 

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。 

 

 

辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会ニュース 

「つながる力」No.17 を発行 

 辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会ニュース No.17 が発行されました。主な内容は、「琉球セメン

ト安和桟橋にて」「本部町塩川港にて」「辺野古カヌー展 松山市で開催」「2 月 12 日、総掛かり行動

実行委員会の防衛省交渉報告」こらむ「埋立土砂《全量県内調達》ではなく、やはり県外からも」「暗

中模索の連続・・外来生物対策条例の制定求めて」「重大な局面を迎えた辺野古新基地阻止の闘い」

「生駒研二さんの死を悼む」「沖縄からの便り・その 11 異例ずくめの辺野古住民訴訟」など。 

 

土砂全協のホームページが開設 

 辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会では、ホームページを開設しました。URL は、

http://stophenoko.html.xdomain.jp/ です。検索するときは「STOP!HENOKO 辺野古土砂搬出反対

全国連絡協議会」でお願いします。そしてあなたのパソコンの「お気に入り」に登録してください。 

 

 

 

 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 

http://stophenoko.html.xdomain.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』 

●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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7. 海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報 
※感染症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。 

 

【中四国】 

◆スナメリウオッチング＆祝島ビワ狩り 
 上関海域は瀬戸内海のスナメリが減少する中、最後に遺された健全な生息域です。無農薬で育てられた祝

島のビワは絶品です。スナメリウオッチングと祝島のビワの味を楽しみましょう。 

日時：2020 年 6 月 6 日（土）9:30 集合～16:00 

場所：上関まるごと博物館（上関町室津 1057）集合、白浜港出港→祝島 

参加費：5000 円 

問い合わせ先：090-8995-8799 

主催：上関の自然を守る会 https://kaminosekimamoru.jimdofree.com/ 

 

 

【九州】 

◆2020 弁天島・磯の生き物の観察会 
 呼子の町と加部島を結ぶ呼子大橋。この呼子大橋のほぼ中央真下にある無人島が弁天島です。玄界灘の潮

風を体いっぱいに受けて、磯に棲む生きものたちとの触れあいはいかがですか。 

日時：2020 年 5 月 23 日（土）13:30～15:00（集合 13:00） 

場所：弁天島（唐津市呼子町、弁天駐車場集合） 

参加費：無料 

問い合わせ先：090-4992-4026（前田）、e-mail: nael.maeda@bird.ocn.ne.jp  

主催：ネイチャー佐賀 

参考：https://www.facebook.com/ネイチャー佐賀-147640795335123/  

 

◆和白干潟クリーン作戦と自然観察 
日時：2020 年 5 月 23 日（土）15:00~17:00 

集合場所：和白干潟海の広場（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 

問い合わせ先：電話 090-1346-0460（田辺） 

主催：和白干潟を守る会 

 

 

 

 

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

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。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。 

  

https://kaminosekimamoru.jimdofree.com/
mailto:nael.maeda@bird.ocn.ne.jp
https://www.facebook.com/ネイチャー佐賀-147640795335123/
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9．編集後記 
 

 「うみひるも」へのご寄稿、訂正箇所のご指摘など、読んでくださっている方々からの反響が大変嬉しい今日この頃です。いつも

ありがとうございます。今号はニュース欄に大塚様からのご寄稿情報が掲載されています。どうぞお見逃しなく。 

 今号の「うみひるも」は妖怪アマビエから始まりますが、ちょうど編集しながら聴いていた曲に何度も「アマビエ～」というフレーズ

が出てきてギョッとしました。Karl Jenkins のアルバム「Adiemus(アディエマス)」に収録された「Kayama」という曲です。歌詞を確認

したら「ka ya ma bi ei」とありました。後半を伸ばすので、まさにアマビエと聞こえます。大学時代によく聴いていたアルバムなのに、

このタイミングで気付くとは。コロナ退散にご利益がありそうなので、今回はじっくりと聴き入りました。Kayama の意味も気になり検

索したら、海の男・加山雄三の情報ばかり出てくるので諦めそうになりましたが、翻訳ツールで調べたらスワヒリ語で「～に行く」と

いう意味だと分かりました。とはいえ、どこにも行けない昨今ですが……。そういえば今朝、カサコソという妙な物音で目を覚まし

たら、枕元にザリガニが歩いていました。実家近くの沼から連れてきた頃にはタニシと変わらないサイズでしたが、何度か脱皮し

て立派になり、いつの間にか一丁前に水槽から脱走するほどに。暖かくなり食欲旺盛になってきたので、餌が足りないのかもしれ

ません。ギョギョッとしつつも頼もしく思いました。ずっと家の中にいても驚くことや面白いことは結構あるものですね。（ちよ） 

 

 春の大潮は海の生き物と触れ合う絶好の機会ですが、自然海岸が激減したために遠出をしなくてはなりません。そこに今回の

コロナ･ウイルス禍。海洋生物の観察会も学術集会でさえも延期や中止となり、残念な思いをされている方が多いでしょう。屋内で

の集会はともかく、個人で行う野外活動さえも白眼視される始末。けれど人間の経済活動の低下が、目に見える形で環境を回復

させているところもあります。イタリアの水の都ベネチアでは運河の水が綺麗になり、インド北部のパンジャブ州では大気汚染が

緩和されてヒマラヤ山脈が見えるようになったそうです。これを機会に、地球気候変動や生物多様性の衰退を再認識して、ウイル

ス禍が過ぎる前に、私たちの生活が環境におよぼす負荷を減らす工夫を考えておくべきです。むずかしいことではありません。何

度も書いてきましたけれど、一人一人が出来ることの積み重ねで良いのです。マスクから解放された後には、今このさなかに行っ

ていることの中から、続けられることをできるだけ多く選びとり、新しい生活スタイルにすれば良いのです。伝染病の拡大を陰謀論

と捉えるのはもっての外ですが、｢自然からの警告｣と考えるのも責任を手放すようで、私は違和感を覚えます。自然や地球環境

には、私たち自身が組み込まれているのですから。今回の災いを誰かのせいにすることなく、インフルエンザ予防の延長と考えて、

過剰なことはせずに、｢終息｣(おわりやむ)ではなくて、｢収束｣(おさまること)を待ち望んでおります。(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 

ボランティアも大募集 

 

https://youtu.be/AALUmlkGA7A
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