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「今月の海」 大洗海岸（茨城県大洗町）  

 茨城県東茨城郡大洗町にある砂浜海岸で、南は大洗岬から北はアクアワールドまでの約 3km におよぶ。東

は鹿島灘に向かい、景勝地として大洗県立自然公園に含まれている。日本の渚百選、日本の白砂青松百選、日

本ジオパークにも選ばれている。夏は大洗海水浴場として多くの海水浴客で賑わう。茨城県ではひたちなか市

平磯の海水浴場と並ぶ二大海水浴場である。かつては潮湯治場として利用されていた。詩人の山村暮鳥が結核

療養のため湯治

に滞在し、この地

で亡くなった。 

 沖合の鹿島灘

は暖かい黒潮と

栄養塩が豊富な

親潮がぶつかる

潮目にあたり、生

産性の高い海域

で、水産上も重要

な海域である。 

 ところどころ

に岩礁が点在し

ており、遠浅の砂

浜と岩礁の、異な

った環境に棲む

生き物を観察で

きる。生育する海

藻の種類は日本

でもっとも豊富

なところとして

有名である。 

 海上の岩礁の

上に、大洗磯前神

社の白い石の鳥居（神磯鳥居）が立ち、日の出時には鳥居から太陽が昇るのを見ることができ、初日の出を拝

むスポットとして多くの人が訪れる。 

（茨城県大洗海岸にて  向井 宏撮影） 
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●「うみひるも」最終号のお知らせ 

 「うみひるも」は、2007 年 7 月に海の生き物を守る会が発足した直後、第 1 号を配信したのち、今年 6 月

16 日の 264 号まで、ほぼ毎年 20 号を配信してきました。皆さまには「うみひるも」のご愛読を、誠にあり

がとうございました。 

 残念なことに、「うみひるも」の執筆を主に担ってきた向井宏が 6 月末に脳梗塞で倒れ、現在も入院加療中

のため、当面、再起の見込めない状態となりました。そのため、編集者と相談の上、従来の形式の「うみひ

るも」は今回をもって最終号とすることといたしました。原稿はすでに用意していたものや、投稿者に最終

号としてとくに書いていただいたものを含めて、ここに「うみひるも」最終号をお届けします。これまでの

ご愛読に深く感謝いたします。 

「うみひるも」 発行人 向井 宏      

編集者 瀬戸内千代・西濱士郎 

 

 

海の生き物を守る会の活動は、運営委員会として以下のことを決定しました。 

2021 年 4 月までは運営委員の安部真理子が代表代理をつとめることとし、 

(1) 2021 年 4 月からは共同代表制度へと変更する 

(2) 2021 年 4 月まで会費は徴収しない 

(3) メールマガジン「うみひるも」の発行は休止する 

(4) 毎年 2 月に行っている総会を 2021 年 4 月に延期する 

 当会として、至急に後継の代表および事務局を決める必要が生じました。2021 年 4 月以降に

安部真理子とともに共同代表を引受けていただける人、そして事務局をつとめていただける人

を、急遽募集しています。是非、積極的にお申し出いただければ幸いです。 

 また「うみひるも」の代わりに何らかの形で海に関するニュースを配信させていただくことを

検討しています。 

 ひきつづき、海の生き物情報誌「わだつみ」の発行は継続いたしますので、是非ご投稿をお待

ちしております。 
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1．サメとエイ切手コレクション （5）   立川賢一 
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オーストラリア・タスマニアにて 

 シドニーを出てから 3 日後の 2020 年 1 月 24 日早朝、オーストラリア最南端の地、タスマニア島のホバー

トに到着。朝から夕方まで、主に 2 箇所にツアーで出かけた。まずは港から 1 時間程の所にあるボノロング野

生動物公園。そこではオーストラリア特有の哺乳類、鳥類、爬虫類が見られる。それらは交通事故で負傷した

もの、親にはぐれたものが収容されて養われている。主な種類は、ウオンバット、タスマニアデビル、コアラ、

ワライカワセミなど。100 歳以上の白色のカカツー（オウムの一種。編注：キバタン Cacatua galerita）もい

た。ここを 1.5 時間ほど見学した後、サーモンポンドに

移動した。そこのランチはスモークサーモンが主。池に

は各種のサーモンはじめウナギまで飼育されていた。こ

この入り口には立派なポプラ並木があって、青春時代に

学んだ懐かしい北海道札幌の光景があった。 

ボノロング野生動物公園で 

養われている 100歳以上のカカツー 

 

← 世界遺産マウントフィールド国立公園 

   の散策路に茂る木性シダ 

 次に、世界遺産のマウントフィールド国

立公園を訪問。熊野古道が有名な和歌山県

の世界遺産がここにもあった。滝、渓流、

森林のコンビネーションがそっくりに思え

た。残念ながらカモノハシは出てこなかっ

た。ここの冬は積雪するそうだが、世界一

というユーカリの巨木や大型木性シダの混

交が冷温帯雨林を作り上げており、日本に

見られない独特の景観で、素晴らしかった。

緯度も北海道と同じで涼しい。帰りの車窓

からもポプラをはじめ白樺や栽培されてい

るホップなどが目にとまった。川の一角に

はコクチョウが多数生息していた。この鳥

には今回も中国の厦門からご対面できた。

次に展望台へ行き、ホバート市内へ戻り、

バスを下車したのは街中のフルーツショッ

プ前で、サクランボ、ラズベリー、ブルー

ベリーなどが豊富で、入手した。 

2. ピースボート航海記（9）  久保田 信 
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 港の近くだったので、そこから徒歩で船まで戻る

途中、幸運にも干潮だったので、ムラサキイガイやマ

ガキらしき二枚貝が、びっしり桟橋や杭に付着して

いるのが目に留まった。居ても立っても居られず、

“外来種のムラサキイガイならかまわないだろう”

と腹ばいになって手で採集し、その場で直ぐに貝を

開き、カイヤドリヒドラ類が軟体部に付着していな

いか調べた。幸い、夕日が光源となってくれた。やっ

ぱりいないのか……。貝の軟体部はその場ですぐ海

に戻し、魚などの餌にした。カクレガニ類が複数見つ

かった時に、港の警備員らしき男性が一人現れ、“違

法だからね”と注意された。すかさず、「外来種でこ

んなに多数いるムラサキイガイを少しだけど……」

と弁解めいたことを言ったが、だめだった。自由に研

究できない事情は承知していたのですぐ諦め、船に

戻った。その日のうちに船は出航した。 

 

ホバート港の岸壁に多数付着するムラサキイガイ 

 

 

 

オーストラリア・ブリスベンにて 

 オーストラリアのタスマニア州ホバートを出

航してから 4 日後、2020 年 1 月 28 日、クイー

ンズランド州ブリスベンに早朝に到着。ブリス

ベン川を何 km も遡った場所が接岸地点だった。

河口から着岸まで 1 時間以上もかかった。その

間、河口の白色の鉢クラゲを観察・撮影できた。

これも日本では見られない種類で、メルボルン

港で多数と遭遇できたのと同種かもしれない。 

ブリスベン港の鉢クラゲ 

 

 この日の午前中は市内観光ツアーに参加。お

目当てのクイーンズランド博物館には港から 40

分ほどの時間だったが、期待通り、オーストラリ

ア特産の動物標本は勿論、Ediacara 化石が幾つ

もあった。正体が謎の化石とされたものだが、そ

れらは確かに動物だという論文が最近発表され

た。クラゲやポリプにしか見えないものも多々
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ある。彼らは我々のご先祖様的動物なので、敬意を表

した歌もつくった。CD や DVD でその歌を画像入り

でリリースし、全国で歌えるカラオケ（Joy Sound と

UGA）にも入れているので、是非とも歌詞を見て、存

在意義も含めてとくと鑑賞してほしい。歌詞の 2番は、

1 番の日本語を英語に直したものでインターナショナ

ルなものにした。実は小生が作詞する動物門の歌の全

てをこの方式でつくりあげる予定だった。しかし、そ

うすることはかなり手ごわいので断念してしまった。

退職までに全曲をつくりあげられたのだから、よしと

したいと言い訳をしておこう。 

← クイーンズランド博物館のコノメジューシテス 

クイーンズランド博物館の Ediacara

生物群（57がコノメジューシテス） 

編注：57番の標本は 

上段の左から 3つ目 

 Ediacara 化石の本物をクイー

ンズランド博物館で多々見ること

ができたのが、この短いツアーで

なによりだった。Ediacara 化石歌

の歌詞に登場させたコノメジュー

シテスなど、平面になった化石と

言えど写真や文献で見るよりはず

っと素晴らしい。この歌作りをリ

クエストし、制作を助けて下さっ

たメルボルン付近に所在するモナーシュ大学の Patricia Rich 先生や元京都大学の大野照文先生のことが懐か

しく思い起こされた。なおこの他、特異なのは、オーストラリアを初訪問した際に遭遇できたウミスズメバチ

クラゲの標本があった。この大型クラゲは殺人クラゲとしてよく知られ、ハブクラゲがごく近い仲間である。 

クイーンズランド博物館のウミスズメバチクラゲ 

 

 この日は一日中買い物が中心で、市内のスーベニアショップ

やスーパーマーケットで果物を中心に入手した。ブリスベンは

沖縄と同じ緯度なので、日差しが強い。市庁舎前のサルスベリ

が満開で美しかった。最後に、川辺まで行って生物を観察しよ

うと試みたのだが、公園でさえ締め切っていて残念だった。離

岸前、桟橋の杭をもう一度くいいるように見つめたが、イガイ

類やカキ類さえ付着していなかったので、淡水の影響が強いの

だろうとあきらめた。ここブリスベンはニュージーランドに行

けなくなった代わりに立ち寄った場所の一つだった。その夜に

船はついにオーストラリア大陸を後に、ニューカレドニアに向

けて出航した。 
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ニューカレドニア・ヌーメア港の付着生物 

 オーストラリア・ブリスベンを出航して 3 日後の 2020 年 1 月 31 日早朝、天国に一番近い島というニュー

カレドニアのヌーメア港に到着。その日の午前中は、遊園地の乗り物の様なチュウチュウトレインで、港から

町はずれの展望台まで行って戻る周遊コースを数時間楽しんだ。最初の見学場所は、早朝からお昼までやって

いる大きなマーケットだった。ここがこれまでの航海で訪れたマーケットの中で最大で、幾つもの建物に分か

れて色々なものが販売されていた。海の傍のこのマーケットで、まずはシーフードコーナーに行った。シャコ

ガイが少しだったが、売られていた。各種の魚が中心だが、この国の特産品はエビで、日本にも相当量を輸出

しているとのことだった。 

 マーケットでは赤茶色の通常の色のものをはじめ、珍しい黄色と緑色のパッションフルーツを購入した。後

で食べたら、どれも味は同じだった。その数日後になるが、緑色のものは黄色くなってきた。黄色はそのまま

で、変化がなかった。色違いの品種なのであろう。他には相当太いバナナを買ったが、料理用で味は悪いとい

う。確かに美味しくなかった。知り合いにもプレゼントしたが、やはり同じ感想だった。 

 マーケットを後に、景色のよい海岸のロシェ・ア・ラ・ボアールに行った。渚が目の前だったが、砂浜と岩

場をちょっとだけ時間の関係で見ただけに終わった。カキ類が多数生息していた。砂浜に打ち上がっていた貝

殻は、意外に数も種類も少なかった。タカラガイ類はどこでも普通にあるコモンダカラとキイロダカラがたっ

た 1 個ずつ見つかった。 

 その後、海岸道路に沿ってトレインは走った。26℃の気温で、南国の風は涼しかった。ホテルでスナック休

憩をとった。その後、標高 120m のウアントロの丘に行って、周りの美しい海に島々が点在するのを眺めた。

世界遺産になっているサンゴ礁が広がる海のかなたにあって、シュノーケリングも素晴らしいという島がかす

んで見えた。ここへ行く別のツアーをとればよ

かったかなとも思った。最後にココチエ広場に

立ち寄り、お昼には船に戻った。港界隈は賑やか

で、お店やレストランが幾つも並んでいた。しか

し、お目当てにしていた貝殻を販売している店

は、ただ一軒だけで、しかも種類も数も多くなか

った。ムラクモダカラの亜成体を入手した。 

 午後、午前のツアーで最初に訪れたマーケッ

トへ徒歩 15 分で行けた。そのすぐ前は、たくさ

んの船が係留されている港で、多数の浮桟橋が

突き出ており、波もなく静かだった。港には大型

クラゲの姿はなかった。ここは色々な魚が遊泳

していたが、水は濁っていた。シュノーケル道具

一式を持参していたが、海中に入るまでもなか

った。さっそくベニクラゲのポリプがいないか

と、腹ばいになってくまなく探した。見つかった

のはウミサカズキガヤ科のポリプだけだった。

付着動物はどの桟橋を見ても同じで、とても単

調だった。 

浮桟橋でベニクラゲのポリプ探し 
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浮桟橋の付着動物

（右端はヒドロ虫類の 

ウミサカズキガヤ科） 

 

 船の停泊地に戻って、そのすぐ前のスーパ―マーケットでフルーツを中心に購入した。クレジットカードが

使えるので楽である。ここの眼玉はハム類で、相当安いし、量もたっぷりある。ここはフランス領なので、焼

たてのフランスパンも廉価だった。1 フランが 1 円なので計算も楽だった。船はその日の夜に次の寄港地、ニ

ュージーランド行の代わりになったバヌアツに向けて出航した。 

 

 

 

マーケットで販売されていた特産のエビ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
マーケットの太いバナナ 
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バヌアツからガダルカナルまで、そして神戸 

※編注：急きょ旅の終着点までの最終回を書き下ろしていただきました 

 

 2020 年 1 月 31 日にニューカレドニアのヌーメア港を出発し、2 月 2 日にバヌアツのエフェテ島に早朝に到

着。この日、小型バン数台に乗り合わせ、島一周ツアーに参加。まず国立博物館を見学（停電で館内は暗）。

島の酋長がつける何度も弧を描いたイノシシの牙が多数展示の他、無形世界遺産の一筆書きの砂絵をご披露。

次のペペヨ村では歌・踊り・焼石の上の歩行・焼バナナやトウモロコシ試食。目に留まったのは大型のハマユ

ウ（開花せず）。土産屋にはヤクシマダカラとホシダカラが少数だけ。そこから 10 分程のブルーラグーンで

は大勢の観光客が遊泳。ラグーンの周囲にゴバンノアシの実が多数。岩は化石サンゴ群体で中には大型巻貝を

含有。ラグーン最奥で多数の小さな軽石に交じりモダマが 1 個浮遊。そこから約 1 時間でランチ提供のタカ村

海岸。1.5 時間程で漂着物調査。多数のサンゴに

対し貝殻は少数。炎天下の中、帽子もかぶらず

探しあぐねたタカラガイ類はわずか 8 種。アフ

リカマイマイの殻もあり。流れ着いた軽石にエ

ボシガイ付着。モダマやゴバンノアシも漂着。

磯の黒化したサンゴ化石に大型の巻貝も混在。

お馴染みのオカヤドカリやスナガニが目につ

く。最後はトロピカルなサイバービーチで 30 分

位過ごした。タカ村と同様でサンゴのかけらが

多いものの貝殻は更に少なかった。お宝発見は

特大のエガイ。道路信号が 1 個もない島一周を

終え、17 時前に船に戻った。その夜、出航。 

バツアツ・タカ村海岸の 

化石サンゴ中の大型巻貝 

 

ガダルカナル島 

の土産屋に並ぶ 

貝類など 

 炎天下で 1 時

間以上の漂着物

調査で体中がず

っとほてってい

たまま、2020 年

2月 5日にガダル

カナル島ホニア

ラに朝到着。港の

出店での貝類販

売は今回のクル

ーズで最多：ホラ

ガイの大小、タカ

ラガイ類、ウミウ

サギ等。 
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氷で冷やしつつ一日ツアーに参加。小型バンでまず国会議事堂へ。南国特有のシャワー（スコール）をあびた

が、多数のアフリカマイマイが柵を上っていた。次の国立博物館で貝殻のお金を初めて見たが、化石のオオシ

ャコガイで制作とのこと。貝殻が多種販売され、特大のアフリカマイマイを入手。ホテルでのランチは 10 品

目以上でフルーツ付きで最良の内容。ホテル前浜にグンバイヒルガオが生育（開花なし）。漂着したタカラガ

イ類やイモガイ類は数種だけしかない。午後から戦跡巡り。第二次世界大戦で日本の負けが始まったのはこの

島での戦いからとのこと（1942 年に米軍に敗退）。起伏の富んだ島を上り下りし平和記念碑、血染めの丘、

ホニアラ国際空港を訪問。忌まわしく悲しい歴史の島。驚いたのは島のあちこちの道路でプラスチック製のゴ

ミ等処理できていないこと。夜、本クルーズ最後の寄港地へ出航。 

 2 月 6 日、本クルーズで実施してきた自主企画のまとめを実施：ベニクラゲの神秘；セブ島の海中生物；オ

ーストラリア各地の大型クラゲ類；Ediacara 動物化石；地球の動物住民 40 門；早死のカイヤドリヒドラ類；

タカラガイ類の分布；未知の生物など。この日にもまだ体中のほてりが残っておりトーク以外の時間はキャビ

ンのテレビ映画を一日中見ながら安静を保持。毎夕通う船内カラオケはバヌアツ訪問以降ストップ。大型客船

内でのコロナウイルス感染のニュースが話題！ 自主企画でも生命と無生物の間の存在のウイルスにも触れた

が、この寄生生物による病気の撲滅は至難。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラバウル島の

露店に並ぶ

貝殻などの 

お土産 

 

 2 月 7 日にラバウル島に朝到着。午前中に港の前を散策。オヤビッチャの群れやグンバイヒルガオとオジギ

ソウの花、サンゴの白化を観察。出店がいっぱい並び、多数の貝殻に目を奪われた。ガダルカナル島よりもさ

らに種類が豊富で廉価。アフリカマイマイの特大貝殻を入手。午後から温泉湧出の砂浜をバンに乗り合わせて

訪問。40 分位のシュノーケリングの間には、ガンガゼの一種の長い棘の間に不明の稚魚が群れ、3 種のナマコ

もいて、2 種は管足のない種類で、イサキやフエダイの仲間も近寄ってきた。海藻も岩もなく、ベニクラゲの

ポリプもイガイ類もみつからなかった。温泉ゆで卵の賞味。最後に、1400 年程前の噴火でできたカルデラが

一望できる展望台へ行った。そのカルデラには海水がたまり天然の良港。この日で下船が最後となるので、別

ツアーに参加した家内は戻ってから再び外出し、様々なフルーツや巨大貝殻を購入。船はその夜に横浜に向け

て出航し、旅は 2 月 16 日神戸港で終了。熱はひいたが、コロナが大問題となっていた最中、無事下船できた

のは幸運だった。 （完） 
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未来への願い 
 海の生き物を図鑑など｢紙の本｣で知り、食べ物として、あるいはコレクション目的に探し求め、やがて動物

学と生態学の研究材料として付き合ってきましたが、私も今年、還暦を迎えました。普通に定年退職をすれば、

業務で海の生き物と接する機会は無くなります。しかし考え方を変えれば、興味がおもむくままに好きな生き

物たちと付き合うことができます。以前、鮮魚売場で出会う生き物の話を書きましたが、旅先で魚市場などを

訪ねれば、地方毎に違う魚介類を見ることが出来るでしょう。生きているものを見たければ、全国の水族館巡

りをするのも面白いと思います。ダイビングやシュノーケリングは、体力の衰えと耳の不調のため 10 年以上

前に諦めました。私はタンク 20 本しか経験がありませんし、業務に必要な潜水士免許も持っていません。そ

れでも石垣島に住んでいた頃に何度かファン･ダイビングをして、潜水しなければ出会えない熱帯の生き物を、

いろいろと目にすることが出来ました。防水のデジタルカメラが普及する前でしたので、写真は残せませんで

したが、貴重な思い出です。オニイトマキエイにも何度か遭遇しましたし、大型のナマコ類も見ることができ

ました。残念なことに、ヒザラガイ類とはダイビングでは出会えませんでした。ダイビングをすること自体に

必死で、小さい生き物を探す余裕が足りなかったようです。 

 

 非日常的な思い出の中の生き物も、毎日の買い物で見かける魚介類にも、興味が尽きませんが、砂浜や干潟、

磯の生き物の方が私にとっては身近で魅力的です。これまで海の生き物を見てきた場所は、主に西日本と南西

諸島でしたので、黒潮と対馬暖流系のものばかりです。ですから寒流系の生き物には、馴染みがありません。

以前に日本海の話を書いたことがありますが、日本海の沿岸と沖合の表層は対馬暖流の影響が強くて、日本海

の海岸を歩いて出会える生き物は暖流系のものです。新潟に住んでいた頃に佐渡島に遊びに行き、岩場を見つ

けて観察したのですが、九州沿岸とよく似た生物相が見られました。新潟で出会った寒流系の生き物といえば、

沖合のプランクトン調査で採集されたツノナシオキアミ、キタヤムシ、あるいは鮮魚売り場に並んでいたホタ

ルイカやホッコクアカエビなどです。オオバンヒザラガイやチシマフジツボ、エゾタマキビやキタノムラサキ

イガイ、外来種のキタアメリカフジツボもいつか見てみたいと願っています。しかし実のところ、なじみ深い

はずの九州沿岸や瀬戸内海、また南西諸島沿岸にも、まだ出会ったことがない生き物は沢山残っています。 

出会う機会が得られないまま、姿を消しかねない生き物たちも数多くあります。南西諸島のナマコ類には、

1980 年代からの世界的ナマコ漁業のブームで乱獲されて、ワシントン条約の付属書Ⅱに掲載されたものもあ

ります。海洋温暖化で沿岸の生物相も変わってきており、サンゴの白化や熱帯性海洋生物の北上など、九州沿

岸にもその影響は現れています。かつて九州西岸の磯では、春になると足の踏み場がなくなるほど、ヒジキを

始めとした大型海藻が生えていました。今では海洋温暖化の直接･間接的影響で、ヒジキはもちろん他の大型

海藻類も育ちません。春の磯は海藻の香りに満ちていたのですが、九州北部でも雪が積もるくらい冷え込まな

ければ、磯の香りを胸一杯に吸い込むことはできなくなっています。ヒジキに限らず、岩の上に群れているタ

マキビやイワフジツボ、ヒザラガイやケガキ、カメノテやムラサキインコガイ。転石の裏のアオガイ類やムラ

サキクルマナマコなど、彼らがこれからも｢普通種｣でいつづけて欲しいと願っていますが。そのためには、海

の生き物そのものはもちろん、彼らの住み場所、海と海岸の環境を、陸上と合わせて守らなければなりません。

具体的には第一に温暖化ガスと廃棄物の削減、そして適切な生物保全と水産資源管理ですが、その道は年を重

ねるごとに遠くなっていくように思えてきました。 

 

 昨年末から世界的に流行している新型コロナウイルス感染症のため、人が集まる行事や会議は軒並み中止さ

れています。様々な地方から大勢の人が集まるような学会大会などは、ほとんどが中止かネット配信になって

います。あまりにも性急だったので、ネット上での双方向会議や学会は（この ML が配信される頃には）、私

3. 海の生き物たちとの様々な出会い(18) 西濱士郎 
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はまだ使いこなせていません。お役所の会議などは遠隔でも構わないと思いますけれど、野外の生き物の観察

会までオンラインで、というわけにはいかないでしょう。特に未来を生きる子供達には、野外で生きている海

の生き物を直に目にしてもらいたいです。水族館やタッチプールも良い機会ですが、磯の岩や石の上を歩き、

干潟の泥や砂の感触を実体験して、そこに暮らす様々な生き物と出会ってほしいと願っています。子供達にと

っては、観察会よりも携帯端末の方が楽しいかもしれません。海の生き物の図鑑やガイドブックは数多く出て

いますし、ネット上にも様々な情報があふれています。そうした情報源は、著者や情報発信者の努力の結晶で

すから、貴重なものです。でもそこにとどまらずに、自分の足で海辺に出かけましょう。海の生き物をご存じ

の親御さん達にお願いします。いつか感染症が収束したときには、機会があれば是非、子供達を海に連れて行

って、生き物を見せてあげてください。珍しい生き物だけでなくて、｢普通種｣が｢普通｣に見られることを、体

験してください。海の生き物たちの姿が子供達の心に少しでも残れば、それが種子となって、海と海の生き物

を守りたいという思いを育んでくれる、と願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

編集だより 

 

※今号はニュース・イベント欄を割愛します。なお、2020年 9月 8日

に表浜で予定していた砂浜観察会はコロナ対策のため中止となりました。 

 

※立川賢一様の「サメとエイ 切手コレクション」は本来まだ続きがありま

すが、ジンベイザメまでの掲載となりました。申し訳ございません。 

 

※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。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。 
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4.「有明海と三陸の水辺から」田中 克【追加寄稿 3】 

第 10回 陸奥湾の海と山をつなぐ植樹祭 

 前回紹介しました「有明海を見渡す多良岳での第 1 回森里海を結ぶ植樹祭」（259 号）に引き続き、同様の

趣旨で森と海をつないで生態系を一体的に蘇えらせようとの取り組み、4 月の宮崎県椎葉村での第 2 回海山交

流植樹祭、5 月の大阪府淀川河口域のウナギを育む第 8 回植樹祭、6 月上旬の岩手県での第 32 回森は海の恋

人植樹祭は、いずれも新型コロナウイル

ス感染拡大のために中止になりました。

そうした中で、青森県東津軽郡平内町で

の 第 10 回 陸奥湾の海と山をつなぐ植

樹祭は、節目の 10 回目であることが重

視され、規模を例年の五分の一に縮小し

て、関係者を中心に 50 人ほどに絞って、

6 月 21 日に開催されました。梅雨の合

間の好天に恵まれ、横断幕の趣旨に賛同

するかのように、背後にはエゴノキが白

い可憐な花を咲かせて祝っていました。

（写真１） 

写真１ エゴノキの花に“祝福”された陸奥

湾の山と海をつなぐ植樹祭横断幕 

 陸奥湾のほぼ中央部に位置する平内町は、ホタテガイ養殖の発祥地として知られています。今世紀に入り、

地球温暖化の影響が陸奥湾の水温を押し上げ、ホタテガイの養殖にいろいろな問題が出始めました。2011 年

10 月に養殖漁師の皆さんが立ち上がり、それ以前からブナの苗木の育成と植林活動を進めてきた NPO 法人

白神山地を守る会（代表理事 永井雄人さん）と協働して、近くの山にブナやカエデなどの広葉樹を植える植

樹祭が誕生しました。山での

植樹の後は、参加者は海辺に

移動して海岸に集積したプ

ラスチックゴミなどを拾い

集める作業（写真２）を行い、

山や里と海のつながりを実

感する取り組みとなってい

ます。2011 年 10 月の第 1 回

植樹祭に森は海の恋人運動

の畠山重篤さんと一緒に招

待され、森里海のつながりを

話題提供したのが、今回の

10 回目への参加につながり

ました。 

写真２ ブナの植樹の後、 

山から下りて海岸で 

ゴミ拾いをする参加者 
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 陸奥湾での植樹祭に参加することになった背景は、さらに遡ります。1990 年代にヒラメ稚魚を求めて日本

海のほぼ全域にわたる岸辺の調査を実施し、青森県にも三年に一度訪れ、砂浜でヒラメ稚魚を採集したことに

よります。日本海側の鯵ヶ沢の浜や陸奥湾の浅虫温泉近くの浜でまとまって稚魚を採集しました。そうした調

査などを通じて、「白神山地のブナ林が日本海のヒラメ稚魚を育む」との“仮説”にたどり着き、森への関心

を深めたことが、この場所での植樹祭に参加する遠因と言えます。 

 白神山地を守る会の永井さんは、1980 年代に進められようとした、白神山地のブナ原生林を貫いて青森県

と秋田県を結ぶ青秋林道の建設を中止させた運動で活躍されました。その後、未来の子供達に豊かな自然（森）

を残したいとのただひとつの思いを胸に、鯵ヶ沢町一ツ森上禿地区の廃校を活用した白神自然学校一ツ森校を

拠点に活動されています。ブナなどの苗木の育成、オオバクロモジからアロマオイルの精製、農家レストラン

の開設など地域が自然と共に暮らしていける様々な工夫を加えながら、都会の子供達に本物の自然の中で遊び

学ぶ「自然学校」に力をいれておられます。 

 白神山地のブナの森の奥深さを体感するために、ブナの遺伝子資源保存林を、特別の許可を得て視察する機

会に恵まれました。樹齢数百年のブナの木々が集まる大きな懐（写真３）に抱かれる心地よい散策でしたが、

いきなり幹に刻まれた熊の鋭い爪あとに、ここはマタギのふるさとでもあったことを実感させられました。「白

神山地のブナ林が日本海のヒラメ稚魚を育む」との思いを、現役時代とは異なり、森の中から思い描く機会と

なりました。時代は、「森に暮らして海を想い、海に暮らして森を想う」ことに込められた、遠くの見えない

“友”への思いを大事にする方向へ向かって欲しいと願うブナの森の散策でした。 

 

写真３ 白神山地のブナ林の懐の深さに感動し、水の循環を思い描く 
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5 海の生き物とその環境に関する出版物・CD 

 
●大塚攻ほか編集『永遠に残したい曽根干潟 世界的に貴重な野鳥と生きた化石カブトガニの楽園』 

発行：大塚ほか pp.107 (2020) \1,990 

 瀬戸内海西部、福岡県北九州市、苅田町に広がる曽根干潟。そこには世界的に貴重なズグロカモメやクロツ

ラヘラサギ、生きた化石カブトガニといった絶滅危惧種が多く生息しています。本書は干潟が人間と生物にと

ってなぜ大切なのか、それを保全する意義、曽根干潟という稀有な自然の世界的価値について各専門家がわか

りやすく説明しています。とくにカブトガニの曽根干潟における産卵行動、幼体の分布の長期変動、一生、食

物、人間との関わり

（医学的利用）、日本

の個体群の遺伝的特

徴、進化と地球史と

の関連、などは最新

のデータに基づいて

解説されています。 

 また、曽根干潟で

見られる生き物たち

を美しいカラー写真

付きで解説しており、

掲載種数は 80 種以

上！干潟を歩くため

のガイドブックとし

てもお使いいただけ

ます。 

 曽根干潟で暮らす

人々の生活、保全と

開発、グリーンタイ

ド、生きた化石と呼

ばれる様々な生き物

など多様なコラムも

充実しており、読み

物として子供から大

人まで楽しみながら

曽根干潟とそこに生

息するカブトガニを

はじめとする多くの

生き物たちの魅力を

学べる一冊となって

います。海の自然史

の理解と干潟を保全

する意味について学

ぶための入門書とし

て最適です。 
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『永遠に残したい曽根干潟 世界的に貴重な野鳥と生きた化石カブトガニの楽園』 

目次 

はじめに 

第 1 章 干潟と人々の暮らし 

コラム①曽根干潟と私の研究生活 

コラム②干潟の漁労を支えた道具 

第 2 章 曽根干潟の特徴 

コラム③洋上風力発電の問題点 

第 3 章 曽根干潟の生物たち 

（海生哺乳類・鳥類・魚類・甲殻類・貝類・刺胞動物・環形動物・海浜植物・海藻類・海草類） 

コラム④曽根干潟の渡り鳥 

コラム⑤グリーンタイドとは何か 

第 4 章 カブトガニ 

4－1 曽根干潟個体群の現状 

コラム⑥曽根干潟カブトガニの DNA 解析からみた曽根干潟と瀬戸内海のつながり 

コラム⑦カブトガニ保護と漁業 

4－2 カブトガニの一生 

コラム⑧カブトガニの飼育と産卵 

コラム⑨カブトガニの食べ物 

4－3 生きている化石、カブトガニとその進化 

コラム⑩瀬戸内海のナメクジウオ 

コラム⑪淡水にもいる生きた化石 

4－4 LAL/TAL のお話～カブトガニは私たちの元気の源 

 

※Amazon で 7 月 15 日から発売中です。 

  

https://www.amazon.co.jp/%E6%B0%B8%E9%81%A0%E3%81%AB%E6%AE%8B%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E6%9B%BD%E6%A0%B9%E5%B9%B2%E6%BD%9F-%E4%B8%96%E7%95%8C%E7%9A%84%E3%81%AB%E8%B2%B4%E9%87%8D%E3%81%AA%E9%87%8E%E9%B3%A5%E3%81%A8%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%81%9F%E5%8C%96%E7%9F%B3%E3%82%AB%E3%83%96%E3%83%88%E3%82%AC%E3%83%8B%E3%81%AE%E6%A5%BD%E5%9C%92-%E5%A4%A7%E5%A1%9A-%E6%94%BB/dp/4802098936/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E6%9B%BD%E6%A0%B9%E5%B9%B2%E6%BD%9F&qid=1594616426&sr=8-1
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6．編集後記 
 

 毎号読んでくださった皆様、ありがとうございました。読モ（読者モデル）ならぬ読編（読者編集者）として、2012 年の 106 号から

お世話になりました。毎号、興味深い海の生き物や、地域の自然保護に奔走する素敵な方々にワクワクする編集作業でした。 

 立川様に長年ご提供いただいた切手資料は、いつも紙面を美しく飾ってくださいました。久保田先生の船旅エッセイはリクエスト

に応えて写真を増量してくださり、急にお願いした最終回も迅速にご執筆くださいました。田中先生は 100 本の連載後も追加でご

寄稿をくださり、最終号にも花を添えてくださいました。西濱様は編集作業に加えてお忙しい中で原稿もくださいました（毎回、期限

内でしたよ！）。過去の連載を含め、素晴らしい原稿をご提供くださった諸先生方に心からの尊敬を込めて感謝申し上げます。 

 また、265 号まで続いた陰には、向井先生ご夫妻の並々ならぬご尽力がありました。今号の表紙や本の紹介は、ご入院前の向

井先生の筆です。向井先生とたくさんの有志が築き上げた「うみひるも」のバックナンバーが、末永く誰かに届きますように。（ちよ） 

 

 

2019 年 2 月 1 日に配信された 234 号から、校正のお手伝いをしてきました。勤めを終えて自宅で作業をしていたのですが、月に

二回の締め切りは思いのほかタイトでした。同年 10 月から散文を掲載させていただきました。初回の内容があまりにもまとまりが

なかったので、二回目からは話題を絞った読み切りにしたのですが、毎回原稿が遅れがちで、向井先生と瀬戸内様の足を引っ張

っていたようで、申し訳なく思っています。｢うみひるも｣は最終号となりますが、会の活動は継続されるとのこと。海の生き物たち

は私たちに食料など、生存の基盤はもちろん、文学も哲学も科学も、さらに精神的な支えも提供してきました。それらを後世に伝

えるためには、出来る限り多くの人に海の生き物と触れあってもらうことが大事だと思っています。私自身、図鑑育ちですので、書

籍の情報は重要だと実感しています。でもそこでとどまらずに、図鑑やガイドブックを携えて海岸に出かけましょう。感染症対策の

ため、大勢が参加する野外活動や集会は開催できなくても、家族や限られた仲間内で海に出かけることは、いつでも出来ます。

そういう機会を作ることや、現場でのお手伝いなどが、定年退職後に生活の励みになれば、と願っています。（西） 

 

------------------------------------------------------------ 

 

「うみひるも」最終号によせて 

 

 「うみひるも」を長い間お読み下さった会員の皆さま、そして会員外のご愛読者の方々には、このような残念な形で終

了となりますこと、誠に申し訳なく心よりお詫び申し上げます。 

 

 そしてこの「うみひるも」の編集者として８年余の長きに亘り、お忙しい仕事の傍ら毎号毎回、支え続けて下さった瀬戸

内千代さま、そして途中から快く編集に加わって助けて下さった西濱士郎さまには、感謝の言葉もございません。 

佐藤千草さまにもお礼を申し上げねばなりません。 長年ホームページを担当して下さり、「うみひるも」のバックナンバ

ーをアップし続けて下さいました。 皆さん完全なるボランティア精神のもと、精一杯のご協力をいただきました。 

何と有難いことでしょう！  本当にほんとうにお世話になりました。 

 

 そしてまた、この会を立ち上げ、多くの志を同じくする会員の方々と共に、海の環境を守ることの大切さに気づかせ、海

の生き物について学ぶきっかけを与えてくれた「海の生き物を守る会」代表に対しては、今、改めて感謝したいと思いま

す。 有難うございました、そして大変お疲れ様でした。 

 

 健康には人一倍自信を持ち、これまで病気知らずで来た代表には、突然の思いがけない病いを得て、無念の思いい

かばかりと、心が痛みます。 

今は、全てのことから解放されて、リハビリ治療専一に、全快に向けて頑張ってほしいと願いつつ、退院出来る日を心待

ちにしているところでございます。 

 

 ２６５回の諸々を思い出しながら、感慨ひとしおでございます。 

この欄をお借りして、お詫びとお礼、そして感謝の思いを綴らせていただきました。 

これまで支えて下さった全ての皆さまに、心からお礼申し上げます。 本当に有難うございました。 

校正担当  向井保子 
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