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「今月の海の生きもの  ケムシヒザラガイ Cryptoplax japonica  ：  

軟体動物多板綱ケムシヒザラガイ科に属する動物。他の多くのヒザラガイ類と異なり、背

中の背板は小

さく、お互いに

離れているた

め、体の大部分

は殻に覆われ

ない裸の状態

である。一見、

毛虫状に見え

るところから、

ケムシヒザラ

ガイの名前が

付けられたと

思われる。潮間

帯の砂泥に埋

まった石の下

にいることが

多い。北は青森

から单は屋久島まで分布している。沖縄諸島では、近縁種のオオケムシヒザラガイが分布

している。全長 3～8cm 程度の細長いヒザラガイである。 

（山口県上関町田ノ浦にて 向井宏撮影） 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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【東北】 

●仙台湾南の防潮堤 7.2mで復旧開始 

東日本大震災による津波で崩壊した海岸堤防を、国交省東北地方整備局が 1 月末から復旧

工事に着手した。東北地方岩手、宮城、福島の 3 県の 300km におよぶ堤防の約 3 分の 2 が、

津波により崩壊しており、そのうちの宮城県仙台空港に近い海岸から工事を開始した。復

旧堤防は、高さ 7.2m とし、数十年から百数十年に 1 回程度の頻度で発生すると予想される

津波の高さに耐えられるよう高さを決めたという。これまでこの地域の堤防は 5.2~7.2m だ

った。しかし、防潮堤に依存し海岸林を伐採して開発されたこの地方の海岸地帯では、被

害が大きくなったことが分かっているが、海岸林など防潮堤以外の対策とのすり合わせが

終わったわけではなく、2011 年度末になり、今年度予算を消化しなければならないための

見切り着工とも思われる。 

 

【関東】 

●7漁協は出漁  茨城県沖船曳網漁 

シラスなどを獲る茨城県の船曳網漁が 2 月から解禁されるが、福島第一原発の事故の影響

で、獲っても売れないとの理由で北部 3 漁協（平潟、大津、川尻）は、2 月は休漁すること

に決めた。一方、茨城県小型船漁業協議会では、3 漁協を除く 7 漁協が出漁することを決め

た。解禁日は 2 月 10 日だが、2 月 1 日から試験操業が認められる。漁獲物はシラス、シラ

ウオ、コウナゴなどだが、コウナゴは、暫定基準値を超える放射性物質が検出されたため、

漁獲しても出荷できない。一方、シラスやシラウオは、県の検査で基準値を下回っている

ため、出荷できることになっている。コウナゴも検査を続行して基準値を下回るようにな

れば、自粛要請を解除する予定である。県では、コウナゴの盛期である 3 月には、解除を

目指している。 
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【北陸】 

●アマモキットを配布 小浜水産高校ダイビングクラブ 

福井県小浜市のオバマ水産高校ダイビングクラブの生徒らは、アマモの水質浄化能力によ

って小浜湾を浄化することを目指して「アマモマーメイドプロジェクト」を 7 年前から展

開している。5 年前から、「アマモ里親大作戦」と称して、市民らにアマモの苗を配り、育

ててもらう取り組みを進めてきた。先月 30 日に、生徒らがアマモの育苗キット「アマモキ

ット」250 個を商店街などで店舗に配布して回った。アマモの苗は各店舗が「里親」となっ

て植え付けまで育てることになる。「アマモキット」は、瓶に海水と砂、アマモの種を入

れている。生徒たちは商店街の店舗に配布しながら、15℃くらいのすずしいところにおい

てくださいなどと助言をした。育てたアマモの苗は 4月頃に生徒らが小浜湾に植える予定

だ。ダイビングクラブの 2年生の部長は、「小浜湾にはアマモが尐ない。商店街の方が育

てたアマモをどんどん増やしたい」と話したという。しかし、これまで 5年間やってきて、

アマモは本当に増えたのだろうか。植えれば良いのではなく、自分らの活動に意味がある

のかどうかをきちんと検証することが必要だ。 

 

●アカウミガメの子供が漂着 若狭湾 

福井県坂井市三国町で、海岸にアカウミガメの子供が漂着しているのを発見され、保護さ

れた。福井県にアカウミガメが漂着するのは珍しく、保護した越前松島水族館によると 4

例目の保護。子ガメは甲羅の長さが 15.2cm で、ふ化後 2 年目と思われる。日本海でふかし

たものか、それとも流されてきたものかは不明。かなり衰弱しており、まだ餌を食べられ

ない状態という。 

 

【東海】 

●スナメリが漂着 浜松市中田島砂丘 

遠州灘に面した静岡県浜松市单区の中田島砂丘で、小型のクジラとして有名なスナメリが

死んで漂着しているのが発見された。体長は 160cm で、砂に埋まった状態で発見された。

愛知県三河湾では多数のスナメリが生育しているが、遠州灘のような外洋でスナメリが発

見されるのは珍しい。死亡した原因は不明。 

 

●26団体が集合 伊勢湾のゴミを考える 

伊勢湾の答志島（三重県鳥羽市）に、静岡県や愛知県からの大量のゴミが集積することが

問題になっている。そのために、伊勢湾に流れ込む川の流域と湾岸地域で活動している市

民団体に呼びかけて、伊勢湾の「ゴミと水を考える集い」が 1 月 29 日に清須市庄内川水防

センターで開かれ、26 団体が集合して、アユが登る川を取り戻し、ゴミを捨てない大人と

子供を育みましょうと、アピールを行った。 
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●ボラの幼魚 大群で出現 名古屋市扇川 

河口付近でよく見られるボラだが、今年の名古屋市緑区に流れる扇川に現れたボラの大群

は、これまで見たことのないほどの大群となって出現し、付近の市民を驚かせている。出

現したボラは幼魚の群れで、付近に住む市民が「近くに住んで 40 年になるが、これだけす

ごい群れは初めて見る」というほどのもの。川の中がボラの幼魚で埋め尽くされた。 

 

●禁止漁具で貝掘りが増加 四管が取り締まり強化 

愛知県と三重県にまたがる伊勢湾で、2011 年に禁止漁具の「じょれん」を使った違法貝掘

りを行い摘発された市民がこれまでになく増えている。二枚貝資源が減尐しているため、

愛知県では 2010 年から、三重県では 2009 年から「じょれん」の使用を禁止したが、禁止

漁具を使ったアサリやハマグリの採取が続いている。第四管区海上保安本部では、違法漁

具の周知や、漁業権侵害の取り締まりを強化している。 

 

【中四国】 

●黄金色のアンコウ出現 「アンコウの日」に指定 

下関市の下関漁港で、このたび全身が黄金色をしたアンコウ（和名はキアンコウ）が発見

され、話題になっている。このアンコウは体長約 50cm、重さ約 1kg の標準的な大きさ。下

関漁港所属の沖合底曳き網漁船が、長崎県対馬西方の海域で捕獲したもの。山口県や関係

者で作る下関漁港沖合底曳き漁業ブランド化協議会は、さっそく 1 月 23 日を「アンコウの

日」に指定し、黄金アンコウにあやかろうとしている。 

 

【九州】 

●諫早湾開門へ向けて 農水相の訪問を希望 古川佐賀県知事 

長崎県諫早湾の干拓事業の潮受け堤防の全面開門を求めている佐賀県の古川知事は、鹿野

農水相と会談し、佐賀県に農水相が来て地元の意見を聞くよう要望した。鹿野農水相は、

国会の日程を理由に訪問を否定したが、副大臣もしくは政務官の佐賀県訪問を約束した。

古川知事は、大臣が来られないのは残念だが、今後も国会日程を見ながら来訪を求めてい

く考えを示した。開門のための事前対策費などは来年度予算に計上されたが、どのような

形で開門がなされるのか、佐賀県の地元では不安と不満が高まっている。 

 

●10万人の反対署名簿を提出 馬毛島の米軍空母艦載機訓練移転 

鹿児島県種子島沖の西之表市馬毛島に、飛行場を建設して米軍空母艦載機の陸上離着陸訓

練を受け入れようとしている業者と国に対して、九州各県の平和運動センターなどが反対

署名運動を展開していた。このたび、移転に反対する運動団体の代表者らが西之表市役所

を訪れ、全国から集めた 10 万人の反対署名簿を提出した。受け取った西之表市長は、「全

国の応援は心強い。これからも反対の意思は変わらないことを政府に伝えたい」と述べた。 



5 

 

【沖縄】 

●辺野古基地環境アセス 審議会が意見書案をまとめ 

年末に沖縄防衛局が卑劣な方法によって沖縄県庁に運び込んだ普天間基地代替施設建設に

よる辺野古地区の環境影響評価書について、緊急の第 3 回審査会が 1 月 31 日に開かれ、委

員からは、防衛局が米軍のオスプレイ使用を方法書でも準備書でも明らかにしないまま、

評価書でいきなりオスプレイ配備を明らかにしたことについて、アセス法の手順に基づか

ないとした批判が相次いだ。また、サンゴ、海草、ジュゴンなど辺野古沖と大浦湾におけ

る海の生態系への影響が過小評価されていることについても批判がなされた。とくにジュ

ゴンの生態が十分に解明されていないのにかかわらず、また、複数年の調査を準備書の段

階で知事意見としてあげていたにもかかわらず、一年だけの調査に終わっていることにつ

いて、批判があった。審査会は、1 月 31 日に知事への報告書原案をまとめたが、今後 2 月

上旪のうちには県知事への答申を行う予定で、沖縄県知事が、政府の評価書を認めない姿

勢の強い報告についてどう対応するかが注目されている。 

 評価書によると、沖縄県のジュゴンは、A,B,C の 3 頭のみが生存しており、個体 A は古

宇利島周辺で、個体 B は嘉陽周辺のみで生活しており、個体 C も嘉陽のみで餌を食べてい

るため、辺野古に基地を建設してもジュゴンの個体群の維持には支障がないという論理で

書かれている。しかし、ジュゴン個体群が 3 頭のみで構成されているかどうかの判断はま

だ尚早である。单半分の調査が行われていないし、複数年の調査も行う必要がある。新た

な個体の誕生の可能性もある。辺野古沖の海草藻場が現在餌場として使われていないから

といって、埋め立ててしまえば、ジュゴンが個体数回復させる可能性をますます減尐させ

ることになってしまう。ジュゴンが 3 頭＋α程度しかいないとすると、環境省が個体群復

元に取り組んでいるトキやコウノトリと同様な、国を挙げてのジュゴン個体群復活への取

り組みが求められているのではないだろうか。基地を作ることは、ジュゴンを最短時間で

絶滅に追いやるもっとも効果的なやり方だろう。辺野古に基地を作らせてはならない。 

 沖縄県では、評価書に対しては、住民意見の聴取義務はないが、重要な内容でもあり、

特別に外部からの意見を 2 月 4 日までに聴取することにした。審議会の答申には反映され

ないが、防衛局への知事意見に反映させる予定である。 

 

 

●嘉陽の海岸の生きものを見てみよう！ 

砂浜海岸生物調査は、海の生き物に棲みやすい自然環境を守るため、砂浜海岸とそこに棲

む生き物の現状を調べ、そのデータを基に生きものの保全を進めることを目的に、海の生

き物を守る会が日本全国で行っています。 

今回は沖縄県東海岸、ジュゴンが棲むことで有名な、嘉陽海岸で行うことになりました。
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特別な資格や経験は必要ありませんので、身近な砂浜をじっくり見てみようという方はぜ

ひご参加下さい。また、終了後、浜松荘でジュゴンに関するお話しもあります。 

講師：向井 宏（海の生き物を守る会代表・京都大学特任教授） 

開催日時：2012年2月11日（土） ＊小雨決行 

集合場所：沖縄県名護市嘉陽 浜松荘 12:00集合 

参加費： 無料 

服装・装備：お弁当、砂浜を歩くための服装と靴。長靴でなくてもかまいませんが、濡

れても良い運動靴が適しています。天候によって雨具をご用意下さい（傘は不可）。ビニー

ル袋と筆記具は必携。デジカメ、図鑑、双眼鏡もあればご持参ください。荷物は背中にし

ょって両手が空くようなものが最適です。 

 

スケジュール 

12:00 浜松荘集合 

12:00～13:00 お弁当を食べながら向井講師からガイダンスを聞く 

13:00～16:00 嘉陽海岸砂浜調査（2ヶ所を予定）と生物同定、記録作成  

17:00～18:00 ジュゴンの生態と海草の話 （向井 宏） in 浜松荘 

18:00～20:00 嘉陽から名護市内へ移動 

20:00～    懇親会 

 

共催：海の生き物を守る会、北限のジュゴンを見守る会チームザン、日本自然保護協会 

申し込み＆問い合わせ： 

日本自然保護協会 安部真理子 ℡：080-5067-0957、abe@nacsj.or.jp  

 

●海の生き物を守る講演会を開催 ２月１８日（土） 

海の生き物を守る会では、２０１２年２月１８日に、京都で講演会を行います。テーマは、「放射能汚

染と海の生き物」。講師は代表の向井 宏と鹿児島大学教授の佐藤正典さんです。また、京都在

住の歌手江藤ゆう子さん（会員）にもおいでいただき、楽しく心癒される歌とトークの時間もあります。

ぜひおいでください。 

  日時：２０１２年２月１８日（土） １３：００～１６：３０ 

  場所：ハートピア京都（京都市社会福祉会館）第５会議室  

 （京都市営地下鉄烏丸線丸太町駅となり） 

mailto:abe@nacsj.or.jp
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海洋博研究センター イベント情報
Ocean Expo. Research Center

日時：2012年5月19日（土） 10:00～12:00

場所：海洋博研究センター視聴覚室
定員：50名（先着順）
対象：一般市民
講師：向井 宏

京都大学特任教授・海の生き物を守る会代表

世界の海草類と
サンゴ礁における海草も場の役割

海洋博研究センター ・ 海の生き物を守る会 共催

（財）海洋博覧会記念公園管理財団総合研究センター / Ocean Exposition Commemorative Park Management Foundation General Research Center

世界の海草類の分類と
分布を概説し、海洋生態系わけても

サンゴ礁における海草も場の役割について
国内外におけるこれまでの豊富な研究

成果に基づいて講演し、海洋
環境の保全を考えます

講演会
参加無料

●沖縄美ら海で講演会・観察会を予定（５月１９-２０日） 

来年５月１９-２０日に、沖縄の海洋博記念センターで、講演会と磯の生き物観察会を行います。ぜ

ひご参加下さい。 
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海洋博研究センター イベント情報
Ocean Expo. Research Center

日時：2012年5月19日（土） 13:00～14:30

場所：海洋博研究センター視聴覚室
定員：50名（先着順）
対象：一般市民
講師：倉谷うらら (海洋生物研究家)

海の生き物 フジツボの魅力

海の生き物を守る会主催 ・ 海洋博研究センター後援

（財）海洋博覧会記念公園管理財団総合研究センター / Ocean Exposition Commemorative Park Management Foundation General Research Center

海洋生物、わけても
フジツボ類をこよなく愛する稀有の
海洋生物研究家の倉谷 うららさんを
迎え、フジツボについてのうんちくを

話していただきます

講演会 参加無料
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海洋博研究センター イベント情報
Ocean Expo. Research Center

日時：2012年5月20日（日） 11:00～14:00

場所：備瀬のサンゴ礁と海草も場
（海洋博研究センターに集合した後，現場へ移動）

定員：20名（先着順）
対象：一般市民（高校生以上）
講師：向井 宏 海の生き物を守る会会長代表

西平 守孝 海洋博覧会記念公園管理財団参与

サンゴ礁と海草も場の生物観察

海洋博研究センター ・ 海の生き物を守る会 共催

（財）海洋博覧会記念公園管理財団総合研究センター / Ocean Exposition Commemorative Park Management Foundation General Research Center

サンゴ礁の岩礁地帯の
多様な環境やそこに棲息する生物と、
サンゴ礁の砂泥底に発達する海草も場の
環境や海草と関わりながら棲息する

多様な生物たちを観察する

自然観察会 参加無料
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【全国】 

鎌仲ひとみ監督作品 映画「ミツバチの羽音と地球の回転」、映画「ぶんぶん通信」、纐纈

あや監督作品 映画「祝（ほうり）の島」の上映予定はまとめて日程と場所のみを書くこ

とにしました。詳しくはそれぞれの公式ホームページをご覧下さい。 

 

●鎌仲ひとみ監督作品 映画「ミツバチの羽音と地球の回転」上映予定 

2 月 4 日（土）  坂戸市（埼玉県） 

2 月 8 日（水）  京都市（京都府） 

2 月 11 日（土） 柏原市（大阪府） 田村郡三春町（福島県） 

2 月 12 日（日） 岐阜市（岐阜県） 杉並区（東京都） 大和市（神奈川県） 埴科郡坂

城町（長野県） 

2 月 18 日（土）～26 日（日） いわき市（福島県） 

2 月 19 日（日） 鶴ヶ島市（埼玉県） 上伊那郡飯島町（長野県） 

2 月 26 日（日） 室蘭市（北海道） 熊谷市（埼玉県） 北九州市小倉北区（福岡県） 岡

谷市（長野県） 

 

●纐纈あや監督作品 映画「祝の島」上映予定 

2 月 11 日（土） 神戸市（兵庫県） 鎌倉市（神奈川県） 

2 月 24 日（金） 大阪市（大阪府）  

3 月 3 日（土） 小金井市（東京都） 

 

【国際】 

●アースウオッチ・プロジェクト 参加者募集中 

申込先：NPO 法人 アースウオッチ・ジャパン ℡：03-3511-3360 e-mail: info@earthwatch.jp  

http://www.earthwatch.jp  

★コククジラの回遊（カナダ）  

 2012 年 7 月 15 日～21 日、7 月 15 日～27 日 

2012 年 8 月 19 日～25 日 

2012 年 8 月 30 日～9 月 5 日、9 月 5 日～9 月 11 日 

 ★コククジラの回遊（USA カリフォルニア） 研究分担金：未定 

  2012 年 6 月 24 日～6 月 30 日、7 月 1 日～7 月 7 日 

  2012 年 7 月 8 日～7 月 14 日、7 月 15 日～7 月 21 日、 

mailto:info@earthwatch.jp
http://www.earthwatch.jp/
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  2012 年 7 月 29 日～8 月 4 日 

2012 年 3 月 16 日～3 月 18 日 研究分担金：¥58,000 

 ★サメ（ベリーズ） 研究分担金：¥166,000 

   

  ★サンゴ礁生態系の復元 （ベリーズ） 研究分担金：¥170,000 

  2012 年 6 月 9 日～6 月 16 日（SCUBA） 

  2012 年 7 月 22 日～7 月 29 日 

  2012 年 7 月 29 日～8 月 5 日 

 ★マングローブとサンゴ礁 （バハマ諸島） 

  2012 年 6 月 15 日～6 月 24 日 

  2012 年 6 月 25 日～7 月 4 日 

  2013 年 3 月 3 日～3 月 12 日 

 ★ウミガメ （コスタリカ） 研究分担金：¥156,000 

 

 ★ペンギン （南アフリカ） 研究分担金：¥173,000 

 

 ★ウミガメ （オーストラリア・クイーンズランド） 研究分担金：未定（参考：2011

年¥45,000） 

  2012 年 5 月 16 日（1 日間） 

  2012 年 7 月 19 日 

  2012 年 8 月 22 日 

  2012 年 10 月 19 日 

  2012 年 11 月 20 日 

 ★マンタの海 （オーストラリア） 研究分担金：未定 

  2012 年 6 月 23 日～7 月 1 日 

  2012 年 9 月 12 日～9 月 20 日 

 ★バンドウイルカ （ギリシャ） 研究分担金：未定（参考：2011 年¥159,000） 

  現地調査期間：8 日間 

調査開始日：2012 年 4 月 17 日、4 月 26 日、5 月 5 日、5 月 29 日、6 月 7 日、6 月 16

日、6 月 26 日、7 月 5 日、7 月 14 日、7 月 30 日、8 月 8 日、8 月 17 日、8 月 26 日、9 月

5 日、9 月 14 日、9 月 23 日 

 ★クジラとイルカ （イギリス・ヘブリディーズ諸島） 

 研究分担金：未定 （参考：2011 年 ¥160,000） 

   現地調査期間：8 日間 

   調査開始日：2012 年 6 月 21 日、8 月 2 日、8 月 16 日、9 月 18 日 
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【国内】 

●2012 年 アースウオッチ・国内プロジェクト 

 ★温暖化と沿岸生態系－地球規模の環境変動が沿岸生物群集に与える影響の解明－ 

 調査地：千葉県鴨川市～館山市にかけての岩礁海岸 

 開催予定：4 月・11 月（2 泊 3 日） 

 主任研究者：仲岡雅裕（北海道大学教授） 

 調査内容：磯の生物の分布を研究者が同定し、参加者が記録する 

 ★沖縄のサンゴ礁－サンゴ礁の白化の過程とその原因の解明に向けた調査－ 

 調査地：沖縄県国頭郡本部町 

 開催予定：6 月後半・9 月後半（4 泊 5 日） 

 主任研究者：鈴木 款（静岡大学教授） 

 調査内容：珊瑚の観察や海水と堆積物中のミクロ生物に関する調査の手伝い 

 ★東京湾のアマモ－温暖化をはじめとする環境変化が沿岸生態系に与える影響を探る－ 

 調査地：千葉県富津市 

 開催予定：6 月（1 泊 2 日） 

 主任研究者：仲岡雅裕（北海道大学教授） 

 調査内容：富津干潟において、アマモの植生状態を調べ、測定し、記録する 

 ★東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト－被災した地域の生きもの調査（干潟

調査） 

 調査地：宮城県松島湾、島嶼、桂島、寒風沢島 ほか 

 開催予定：5～7 月中（1 泊 2 日） 

 主任研究者：鈴木孝男（東北大学助教） 

 調査内容：干潟の生きものを探し、記録する。被災前のデータと比較する 

申込先：NPO 法人 アースウオッチ・ジャパン ℡：03-3511-3360 e-mail: info@earthwatch.jp  

http://www.earthwatch.jp  

 

 

【東北】 

●市民公開シンポジウム「大津波で被害を受けた沿岸域の生物多様性の現状」 

3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震では、多くの人々の命や生活を奪っただけで なく、生物

や生態系にも大きな影響を及ぼしました。現在、東北太平洋沿岸の海洋生物に対する震災・

津波の影響について、様々な研究チームが現況調査やモニタリングを開始しています。東

北沿岸生態連絡会は、研究者間の情報共有や連携、市民への公開を目的に活動しています。

本シンポジウムでは明日の東北を考えるために、専門家による沿岸生態系の調査結果や現

状を紹介します。どなたでも参加できますので、興味のある方はぜひお申し込みください。 

大津波で被害を受けた沿岸域の生物多様性の現状 

mailto:info@earthwatch.jp
http://www.earthwatch.jp/
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～海辺の生きものたちはどうなっているのか～ 

2012 年 2 月 5 日(日) 13:30～16:30 

仙台国際センター・萩ホール 

参加無料 

・单三陸から仙台湾にかけての干潟環境の変化と底生動物への影響 

  鈴木孝男（東北大・生命科学） 

・蒲生潟における地形・環境の変化と底生生物への影響評価 

  金谷 弦（国立環境研） 

・万石浦、松島湾、松川浦のアサリと二枚貝の現状 

  大越健嗣（東邦大・理） 

・志津川湾浅海域における藻場環境の変化と再生過程 

  吾妻行雄・遠藤 光・青木優和（東北大・農） 

・地盤沈下が潮間帯付着生物相に及ぼした変化とその後の遷移（岩手県越喜来湾の場合） 

  加戸隆介（北里大・海洋） 

・津波による大槌湾生態系の変化と回復過程 

  津田敦、永田俊、河村知彦、福田秀樹（東大大気海洋研） 

コメンテーター 

 仲岡雅弘（北大・厚岸臨海）、高見秀輝（水産総合研究センター・東北区水研） 

[ 趣旨説明  占部城太郎（東北大・生命/東北沿岸生態連絡会) 

司会進行 大越和加（東北大・農）・松政正俊（岩手医大） 

主催：東北沿岸生態連絡会、東北大学生態適応グローバル CO 

共催：日本生態学会東北支部 

後援：日本海洋学会、日本生態学会、日本水産学会、日本ベントス学会、応用生態工学会、

環境省東北地方環境事務所、国土交通省東北地方整備局、岩手生態学ネットワーク 

参加 無料 

シンポジウムへ参加をご希望の方は、下記 URL から参加申込して下さい。 

http://gema.biology.tohoku.ac.jp/coast/sympo2012  

東北沿岸生態連絡会では、東北地方太平洋沖地震による沿岸生態系への影響について調査・

研究を行っている方のネットワークへの参加を募集しています。参加ご希望の方は、下記

URL からお申し込みください。http://http://gema.biology.tohoku.ac.jp/coast/  

問い合わせ先 東北大学生態適応グローバル COE 内 東北沿岸生態連絡会 

http://gema.biology.tohoku.ac.jp/coast/ 事務局  岩渕翼 iwabuchi@m.tohoku.ac.jp  

 

【関東】 

●海辺のナチュラリスト講座（スタッフ研修特別コース） 

http://gema.biology.tohoku.ac.jp/coast/sympo2012
http://http/gema.biology.tohoku.ac.jp/coast/
http://gema.biology.tohoku.ac.jp/coast/
mailto:iwabuchi@m.tohoku.ac.jp
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 OWS では来年度も、子供を対象とした海辺で行う自然体験学習プログラム「ネイチャー

スクール（日帰り・宿泊）」を実施します。この「ネイチャースクール」にスタッフとし

て参加を希望される方は、このコースご参加ください。この特別コースでは、ネイチャー

スクールの実施準備のほか、海辺の自然や生き物と親しみ、楽しみながら自然を守るため

の基礎的な知識や方法を学べます。参加者には修了証として「ナチュラリスト」カードが

発行されます。 スノーケリングやダイビングなど特別なスキルは必要なく、健康な方な

らどなたでも参加できます。この機会にぜひご参加ください。 

 ※過去に開催した講座の様子はこちらのブログをご覧ください。 

 ⇒ http://ows.seesaa.net/article/228082847.html  

 ▼ネイチャースクールとは？（参考） 

 ⇒ http://www.ows-npo.org/activity/uminoko/index.html  

＜2012 年度 第１回コース＞ 

開催日  2012 年 3 月 10 日（土）～11 日（日） 1 泊 2 日 

  開催場所 三浦半島 

  募集人数 6 名（最尐催行人員 3 名） 

対象者  1 回以上ネイチャースクールにスタッフとして参加できる方 

       ※OWS のサポーターまたは正会員への登録が必要となります。 

受講費  8,000 円（特別価格） ※通常受講費は 13,800 円 

       ※別途、宿泊費（1 泊 2 食付：8,000 円）、食費、往復交通費 

申込み・問い合わせ：OWS 事務局までホームページから、またはＥ-mail、お電話にて。

(TEL:03-5960-3545) ⇒ http://www.ows-npo.org/volunteer/index.html#ns1  

  ※スタッフ研修を含まない通常の「海辺のナチュラリスト講座」をご希望の方は、お

問い合わせください。 

 

●ネイチャースクール三浦 ～小・中学生 参加者募集～ 

 小中学生を対象としたネイチャースクール・バスツアーを開催します。三浦半島の海岸

へ出かけ、海辺の自然観察と生きものしらべ、漂着物を使ったクラフト教室などを行いま

す。春の海ではどんな生き物や漂着物が見つかるでしょうか？ネイチャースクールでは、

さまざまな体験学習を通じ、海の自然や生きものについて楽しみながら学ぶことができま

す。 また、卖に海辺での野外活動ではなく、生きものとの接し方や思いやり、自然の大切

さを伝えていくことがこのプログラムの大きなテーマです。 小学 3 年生～中学 3 年生ま

でのお子さんなら、どなたでも参加できます。お友達や兄弟でお誘い合わせのうえ、ぜひ

ご参加ください。 

開催日  2012 年 3 月 25 日（日）日帰り 

募集人数 25 名（最尐催行人員 10 名） 

対象者  小学 3 年生～中学 3 年生 

http://ows.seesaa.net/article/228082847.html
http://www.ows-npo.org/activity/uminoko/index.html
http://www.ows-npo.org/volunteer/index.html#ns1
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参加費  OWS メンバー：1,600 円／非会員：2,000 円 

      （新宿からの往復交通費・クラフト材料・教材・保険代含む） 

       ※弁当・飲み物は各自持参してください 

集合解散 新宿駅西口 8:00 集合（バス送迎）17：30 解散（予定） 

引率   ＯＷＳネイチャーガイドが引率します。 

 詳しくは OWS 事務局まで E-mail、またはお電話にてご連絡ください。 

 

【東海】 

●平成２３年度海藻おしば協会主催「指導者養成講座」２回シリーズ 

環境教育としての『第２回海藻おしば指導者養成講座』 

■シリーズ第２回目（海藻採集・磯の観察・海藻素材の準備・仕上げ実習） 

・日時平成２４年３月１０日（土）・１１日（日）の１泊２日 

・場所筑波大学下田臨海実験センター実習室（地図参照）／单伊豆の海岸 

・対象海藻おしば協会会員／一般（参加には協会入会登録が必要です） 

・参加料：￥６，０００（テキスト代・保険代含む／交通費・宿泊費１泊２食￥8,500別途） 

協会員以外の参加者：当日に海藻おしば協会会員登録をお願いします。 

*海藻おしば協会会員登録費￥３，０００（入会金・年会費）＋α（海の森基金／任意） 

＊第１回目に参加され、協会入会登録済みの方は除きます。 

・宿泊「和風ペンション小川」予定（筑波大学下臨海実験センターそば） 

・講師：田中次郎先生／東京海洋大学教授／海藻おしば協会顧問（予定） 

：横浜康継氏／海藻おしば協会顧問（予定） 

：野田三千代氏／海藻おしば協会会長 

：サポート：海藻おしば協会認定指導者 

・プログラム 

★第１日目／３月１０日（土）・受付・開校式・海岸や磯で漂着海藻採集と磯の観察会／

作品づくり 

１０：３０ 筑波大学下田臨海実験センター集合 

１１：００～１４：００ 周辺の海辺での漂着海藻採集と磯の観察会（車で分乗移動） 

＊弓ヶ浜（砂浜）／逢ヶ浜・（磯）＊車での移動／途中昼食／記念写真 

＊海藻採集と磯の観察会／指導：田中次郎先生・横浜顧問・野田会長 

１４：３０ センターへ戻る（休憩） 

１５：００～１６：００ 

＊海藻の下準備や保存管理実習（色止め・冷凍保存法）／野田会長と認定講師指導 

１６：００～１７：００ 

＊採集した海藻も使って作品づくり《ハガキ１枚》 

１７：００ 民宿へ（風呂・休憩） 
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１８：３０～２１：００（夕食／墾親会／費用は宿泊費に含む） 

＊なお、当日宿泊しない方は￥４，０００（飲み物代別）で参加可能 

★第２日目／３月１１日（日） 

・講座／田中次郎先生・海藻おしば教室レクチュアー・作品の仕上げ 

０９：１５ 筑波大学下田臨海実験センター第２研修棟２階実習室集合 

０９：３０～１０：３０ 田中次郎先生「海藻の話」 

１０：４０～１１：５５「海藻おしば教室レクチュァー」認定講師＆認定講師資格審査 

＊（但し、審査希望者があった場合）（審査条件として、これまで２回以上の講座受講の

方、また「おしば作品」の提出や海藻おしばとの関わりの履歴、今後の抱負等の作文提出

が審査の対象になります） 

１２：００～１３：００ 昼食（お弁当） 

１３：００～１４：３０＊前日制作した海藻おしば作品の修正とラミネート加工実習 

＊Ｑ＆Ａ：田中次郎先生／横浜康継顧問／野田三千代会長 

１４：３０～１５：００ 参加者全員で教室の後片付け（原状復帰）・解散 

★海藻採集や磯の観察会は天候の状況次第で内容を変更する場合があります。 

★プログラム内容は事情により変更する場合があります。 

★海岸での海藻採集では、防寒用上着や滑りにくく濡れてもいい履物（長靴）を用意して

ください。 

★また砂の付いた長靴などを入れるビニール袋も各自用意してください。 

★採集海藻の持ち帰り用に、クーラーボックスやビニール袋などご用意ください。 

＊参加申し込みは別紙参加申込書にご記入の上、メールまたはＦＡＸあるいは郵送にて２

月１５日（必着）までにご返送ください。 

磯の観察会採集した海藻の保存管理作品の乾燥仕上げ実習 

 

【関西】 

●MARE リーダー養成ワークショップ開催します 

子どもたちに、海や海の生き物、環境問題などをテーマにして科学的な知識や手法、考え

方を教えるための科学教育カリキュラム”MARE”の指導法を学ぶ指導者養成ワークショップ

を開催します。 

日 時： 2012 年 3 月 24 日（土）～25 日（日） 9：30 受付 10：00 開始 - 17：30 終了 

会 場： 大阪 NPO プラザ（大阪市福島区吉野 4 丁目 29-20） 

主 催： ジャパン MARE センター（NPO 法人海の自然史研究所） 

対 象： 海など水辺をテーマとする科学教育に興味のある方 

定  員： 20 名 

参加費： 18,000 円 

申 込： 事前申し込みが必要です。広報チラシと申込書はこちらにあります。 
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http://blog.canpan.info/marinelearning/archive/254  

 

【九州】 

●◆◆ 宮崎の海岸シンポジウム 2012 ◆◆ 

  ◇◇  海、MITEN、KITEN  ◇◇ 

 （◇◇ 海、みてん、きてん ◇◇） （◇◇「見てね、来てね」の意◇◇） 

 2012 年 2 月 4 日（土） 午後 1 時半 （午後 1 時受付開始、午後 5 時終了予定） 

 宮崎市民プラザ４階 大会議室 

 資料代 ５００円 

生き物ゆたかな砂浜が今失われつつある。人が砂浜を守れるのだろうか？海に生かされて

ることを知り、海を生かすことの大切さを一緒に考えてみませんか。 

☆ プログラム ☆ 

１． 宮崎海岸の現状と対策 

   真鍋将一（国土交通省・宮崎河川国道事務所・海岸課） 

宮崎市の住吉・佐土原の砂浜の現状と、これから進めようとしている侵食対策の概要 

２．宮崎の沿岸漁業の移り変わり 

   河野正（檍浜漁業協同組合） 

山崎地区で地引網が行なわれていた頃の砂浜のようすや、現在でも行なわれている砂浜海

岸ならではの漁法などについて 

３．市民調査とは何か、どのように役に立つのか 

   村上哲生（名古屋女子大学） 

川辺川や有明海などで市民と一緒におこなってきた調査の紹介、市民調査を環境保全にど

のようにつなげられるのか 

４．総合討論 

   パネラー  講演者３人 

   コーディネーター   川崎和馬 

主催：ひむかの砂浜復元ネットワーク・住吉海岸を守る会 

問合せ先：090-4180-7623（林）、090-8354-2636（川越） 

 

●第 7 回日韓 NGO 湿地フォーラム（2/25-26・福岡市） 

 ラムネット J では、韓国湿地 NGO ネットワーク（KWNN）との共催で、2 月 25 日、26

http://blog.canpan.info/marinelearning/archive/254
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日の 2 日間、第 7 回日韓 NGO 湿地フォーラムを開催します。今年 7 月にルーマニアで開催

されるラムサール COP11 に向けた企画内容となっていますので、全国の湿地保全団体、ラ

ムサール条約に関心のある一般の方の積極的なご参加をお待ちしています。 

日時・会場（1 日目と 2 日目で会場が異なりますので、ご注意ください） 

 2012 年 2 月 25 日（土）10:00〜17:30 

  福岡商工会議所 401〜404 号室〈地図〉 

   （博多駅博多口から徒歩 10 分、地下鉄祇園駅 5 番出口から徒歩 5 分）   

 2012 年 2 月 26 日（日）10:00〜15:00〈地図〉 

  福岡朝日ビル 13〜14 号室（博多駅博多口から徒歩 2 分） 

参加費（2 日間）：一般 1500 円、ラムネット J 会員 1000 円（当日入会も可） 

主 催：ラムサール・ネットワーク日本（ラムネット J） 

     韓国湿地 NGO ネットワーク（KWNN） 

 ラムネット J では、2008 年に韓国のチャンウォンで行われた第 10 回ラムサール条約締約

国会議（ラムサール COP10）の準備段階から、韓国の湿地保全関係者と交流し、ラムサー

ル COP10 や、2010 年に名古屋で行われた生物多様性条約 COP10 などの国際会議への対応

を協力して行ってきました。今年は7月にルーマニアのブカレストでラムサールCOP11が、

9 月には韓国のチェジュ島で IUCN の第 5 回世界自然保護会議（WCC）が開催されます。こ

れらの会議でも日韓の NGO が連携して湿地保全をアピールしていきます。 

今回の日韓 NGO 湿地フォーラムでは、まず 1 日目は COP11 や WCC への準備として、韓国

の四大河川、日本の泡瀬、諫早といった公共事業による湿地の危機と、司法の問題につい

て考えます。続いて 2 日目は、COP11 のテーマである「湿地のツーリズム」に関して日韓

各地の事例を報告し合い、さらに COP11 での NGO の課題や取り組みについて検討します。

一般の方でも、湿地保全やラムサール条約について学びたい方は、ぜひご参加ください。 

【第 1 部】2 月 25 日（土）10:00〜17:30 ※昼食休憩 12:00〜13:00 

日韓湿地の危機─止まらない公共事業とねじれる司法─ 

・諫早、泡瀬、上関：堀 良一（ラムネット J 共同代表） 

・球磨川、川辺川、荒瀬ダム：つる詳子（自然観察指導員熊本県連絡会副会長） 

・オーフス条約：大久保規子（大阪大学大学院法学研究科教授） 

・セマングム、4 大河川事業、カンファド潮力発電所......韓国 NGO 

・ディスカッション 

特別報告 

・WWN 地球湿地賞を受賞した中津干潟：足利由紀子（水辺に遊ぶ会代表） 

【第 2 部】2 月 26 日（日）10:00〜12：30 

湿地ツーリズムとレクリエーション 

・ラムサール条約と湿地のツーリズム：柏木 実（ラムネット J 共同代表） 

・荒尾干潟：高野茂樹（八代野鳥愛好会代表） 

http://www.fukunet.or.jp/info/map_index.html
http://www.asahibuilding.co.jp/fukuoka/access.html
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・福岡湾：服部卓朗（ふくおか湿地保全研究会理事長） 

・ムアン干潟、八代・日韓こども自然観察会：韓国 NGO 

【第 3 部】2 月 26 日（日）13:30〜15:00 

ラムサール COP11 ガイダンス 

・水田と農業に関する決議について：呉地正行（ラムネット J 共同代表） 

・ラムネット J の参加方針�：花輪伸一（ラムネット J 共同代表） 

・KWNN の参加方針：韓国 NGO 

※�第 3 部終了後、COP11 に向けての日韓の関係者による意見交換会を行います。 

お問い合わせ NPO 法人ラムサール・ネットワーク日本 TEL/FAX 03-3834-6566 

E メール info@ramnet-j.org  

 

【沖縄】 

●2/12セミナー「海をまもる方法～海洋保護区について考えてみよう」 

http://www.nacsj.or.jp/katsudo/wetland/2012/01/212.html  

 今回は最初に海洋保護区とは何か、世界の海洋保護区や沿岸の管理はどのように行われて

いるかという事例を、２名の講師がご紹介します。その後、海洋保護区という方法に限ら

ず、海を守っていくのに必要な活動をされている方を3名お招きし、どのような方法で沖縄

の海を守っていくのが良いのか考えていく場としたいと思います。 第１部では、向井宏氏

（京都大学特任教授、NACS-J沿岸保全管理検討会）、安部真理子氏（NACS-J）が基調講演

として海洋保護区についての基礎知識についてお話します。第2部では3名の異なる分野で

ご活躍されている方々から事例をご発表いただき、第１部講師とともにパネルディスカッ

ションを行いたいと思います。  

プログラム： 

13:00 開催あいさつ 牧志治（沖縄・生物多様性市民ネットワークアオサンゴ作業部会代表） 

13:10-13:50  「海洋保護区とは：フィリピンの事例を交えつつ」向井宏（京都大学特任教授） 

13:55-14:30  「さまざまな海洋保護区のあり方：グレートバリアリーフから大浦湾まで」              

安部真理子（NACS-J）    

14:30-14:45  休憩 

14:45~    井口亮氏（琉球大学熱帯生物圏研究センター）による活動紹介               

渡辺謙太氏（すなっくスナフキン）による活動紹介    

~15:30      垣花薫氏（沖縄県ダイビング安全対策協議会）による活動紹介 

15:30-16:30  パネルディスカッション 

16:40 閉会の挨拶 安部真理子（NACS-J/沖縄・生物多様性市民ネットワーク アオサンゴ

作業部会）  

対象：一般市民、エコツアーガイド、研究者、ダイビングショップ関係者、NPO、行政、

教員、学生など海の保全に興味のある人 

mailto:info@ramnet-j.org
http://www.nacsj.or.jp/katsudo/wetland/2012/01/212.html
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場所：カルチャーリゾート フェストーネ（沖縄県宜野湾市真志喜3-28-1 tel,098-898-1212）

時期：2012年2月12日（日）13:00～17:30 

参加費：無料  

主催：沖縄・生物多様性市民ネットワーク アオサンゴ作業部会 

共催：日本自然保護協会（NACS-J）、沖縄・生物多様性市民ネットワーク 

後援：沖縄県環境生活部、沖縄県環境生活部日本サンゴ礁学会保全委員会、沖縄県サンゴ

礁保全推進協議会、国連生物多様性の10年市民ネットワーク  

申し込み方法：沖縄・生物多様性市民ネットワーク アオサンゴ作業部会 牧志まで       

氏名・所属を連絡のこと FAX:03-3553-0139, e-mail: okinawabdaosango@gmail.com   

 *この催しは平成23年度沖縄県サンゴ礁保全活動支援事業助成金の援助を受けています 

 

●泡瀬干潟の今後を考える シンポジウム 

泡瀬干潟の今後を考える 

～生物多様性条約第１０回 締約国会議に学ぶ～ 

日時：3 月 12 日(土）、午後 1 時～5 時 

場所：沖縄市農民研修センター、大ホール 

内容：工事進行で破壊されつつある泡瀬干潟（海草藻場･貝・砂州）、沖縄市の新埋立事業

の合理性の無さ 

2010 年生物多様性締約国会議（CBDCOP10）in 名古屋報告 

意見情報交換、今後の闘い方について 

主催(予定）：泡瀬干潟を守る連絡会、日本自然保護協会、WWFJ、ﾗﾑﾈｯﾄ J 

参加費：資料代 500 円  

 

 

泡と消えたキヨヒメクラゲ 

    2004 年２月初旪、400 個体余りのクシクラゲ類が瀬戸漁港に吹き寄せられていた。最

も驚いたのは 64 年ぶりに出現した「清姫水母」だった。実物を見るのは今回が初めてで、

現在、世界で確認されているのは２種だけである。体の先端に三角状の突起があるのが特

徴で、とても扁平で大形のクシクラゲである。 

キヨヒメクラゲは、京都大学瀬戸臨海実験所の近くの海で捕獲された個体を基に、同実

験所の時岡 隆先生が駒井 卓先生と共著で1940 年に新科新属新種として記載した風変わ

りな種である（図）。だが、それ以降はぷっつりと記録が途絶えたままである。その形状が、

mailto:okinawabdaosango@gmail.com
http://saveawasehigata.ti-da.net/e3239641.html
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"情熱の炎を吐きながら安珍を追う清姫のようだ"、と思いつかれた駒井先生が名付けられた

とのことである。今回の発見も時岡先生が記録された採集時の生き生きとした様子やその

形状のスケッチがあったからこそ可能となったのである。 

  最近、深海艇を駆使した研究によって、わが国やアメリカ側の太平洋の深所に、キヨ

ヒメクラゲ類が潜んでいることがわかったのも驚くべき発見だった。小生は、「しんかい2000」

が耐用年数を終える直前に、数度、相模湾や駿河湾の 1500ｍ以上の深海底までクラゲ類を

観察しながら何度も潜航したが、残念ながらキヨヒメクラゲ類とは遭遇できなかった。個

体数は多くないのかもしれない。 

  白浜町の瀬戸漁港に現れたキヨヒメクラゲは、直径 12 cm の柄杒より大きかった。引

き潮になっていく 10 時すぎの遭遇だったため、潮位がどんどん下がり、うまく取り込めた

と思ったのもつかの間、柄杒を動かしたときの水流か、はみ出たのが災いしたのか、幻を

見たかのように姿が見えなくなってしまった。世界で２回目となる捕獲に失敗し、世紀の

大発見は泡と消えてしまったのだ。 

この個体は、想像するに、深みから冷水塊にのって浮上してきたものの、弱っていた

のでこの不運が重なった。キヨヒメクラゲの原記載には、「極めて脆弱」と記されている。

とても脆弱なツノクラゲよりもさらに壊れやすいのだろうか？ただし、時岡先生が、1939-1940

年の冬季に複数の標本を採集したとも記してあった。再び出会える日を心待ちにしている

のだが、この原稿を書いている 2012 年１月中旪まで二度と姿を見せてはくれない。情念の

強い名前とは裏腹に、ひっそりとした所で暮らしているのだろうか？ 

 しかし、驚

いたことに、

近年になって

長崎県佐世

保市沿岸でキ

ヨヒメクラゲ

が、複数、何

年にもわたっ

て冬季に決ま

って海面付近

に出現してい

る（図）。不
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思議なことに、世界でここだけで何度も姿をみせている貴重な海域なのである。毎年、九

十九島水族館で飼育展示されるのでその姿がめでられる。 

 

図． 白浜産の個体を基に新科新属新種として記載されたキヨヒメクラゲの最大個体(画像

は長崎県佐世保産のものでスケールは 1 cm) 

 

 

５．事務局便り： 

●事務局移転のお知らせ 

海の生き物を守る会の事務局は、2月 1日以降、下記の住所に移転しました。それにともな

い、電話も変更になっています。ご注意下さい。なお、メールアドレスは変更ありません。

また、銀行口座なども変更ありません。 

 

海の生き物を守る会 事務局 

〒606-8413 京都市左京区浄土寺下馬場町 69 番地 

電話＆FAX：０７５－７４１－６２８１ 

E-メールアドレス：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  

 

●この「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。 

●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。 

●このメールマガジンは、毎月 1 日と 16 日の 2 回発行の予定ですが、都合によって遅延や

中止もあります。配信を希望する方、送りたい方がありましたらアドレスをお知らせく

ださい。また、パソコンを使えない環境の方には印刷体でもお届けします。その場合は、

郵送料をご負担していただくことがあります。 

●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。海の生き物や守る運動についての情報など、また各地で行われている海の生物

の観察会、研修会、その他の行事に関する情報もお寄せください。「うみひるも」のバック

ナンバーは、ホームページからダウンロードできます。 

●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。ごい

っしょ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。 

●本会への寄付をお寄せください。寄付も会費も同じ銀行口座「ゆうちょ銀行 口座番号：

１０６１０－６６７３０２１ 海の生き物を守る会」へお送りください。なお、送金さ

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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れる場合は、送金の内容について事務局にお知らせ下さい。 

 

６．編集後記 

今年の冬は、豪雪と極寒のようで、昨年 3 月からの自然災害が続いているような気がし

ます。でも、これは自然災害のようでも、実は人間の自然破壊が起こした報いでもあるよ

うな気もします。そんな寒さの中で、海の生き物を守る会の事務局を移転しました。今日、

ようやくパソコンがインターネットにつながり、メールも使えるようになりました。しば

らくメールを送れませんでしたので、いただいたメールにも対応できず失礼しました。明

日からは、新しい事務局で今まで通りの活動を行う予定です。事務局の電話も変更になっ

ております。メールドレスは、変わりません。お間違えの無いようにお願いいたします。  

今年の先行きも不安ですが、人事を尽くすことしかできません。海の生き物にとっては

雌伏の冬ですが、実はこの時期こそ、海の生き物のもっとも大事なときなのです。春の餌

の増大に合わせて子供を産むために、いまこそ繁殖の努力が重ねられているのです。人間

も自然の営みと流れに合わせた生き方を、探してみましょう。 

今月は、11 日に沖縄県名護市嘉陽で砂浜海岸生物調査を行い、18 日に京都市ハートピア

京都で講演と歌の会を行います。海の生き物を守る会の活動も春を前にして活発になって

きました。多くの方の参加をお願いします。（宏） 

 

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！ 

 会員は本会の趣旨に賛同できる個人・団体とします。会費は個人 2,000 円／年、団体 20,000

円／年。匿名による参加も可能です。会員は、当会の名前を使って各地で海の生物とその環境を

保護・保全する活動を行うことができ、そのための助成金申請をすることができます。活動は当

会の発行するメールマガジンなどを通して広く通知されます。入会希望の方は、事務局 

hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp （向井）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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発行＆編集人「海の生き物を守る会」 

代表 向井 宏 

〒606-8413 京都市左京区浄土寺下馬場町 69 番地 

TEL&FAX:075-741-6281 メールアドレス：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 
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