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表紙の絵
大阪府大東南の′:ザ |1諒 くん (8)乃ミお母さんの'カ メの絵を猛いて'と のリクエス

トに答えて猫いてくれました8「篠会の近くで安心して卵を産んで、子ガメを迎え

に来る喜という感 じに仕上げてくれました。今年の日本ウミガメ会議の霧催堆、兵

章県魂石市ほまさに都会でアカウミガメが産フFす る場所です多数年間隔で産夢Fの 為

る凋石市では、今年 1,入 工海岸である林j奇 。な江海岸で産事Fが ありました,舞石会

議では、諒くんが猫いてくれたように「都会の近くで安心して勢を産ある」環境を

つくるためになどうしたらいいのか、話 し合 うこと,こ なつています。タイムリーな

絵をありがとうございました :

菱霧翁籍を募纂わτ義1参鐵。
皆様から表紙の絵を大募集彗ています。可愛しヽイラス ト、リアルなウミガ

メ、ウミガメをモチーフ:こ したデザイン等々、ウミガメ:こ舞するものでした

らどんなもので構しヽません。ウミガメを見る機会のある方や、日褻から深く

ウミガメに隣わりのある方:ま、ぜひ一度轟されたと思つて難しヽてみてくださ
い。皆様からの素簸な絵をお待ちしております。

●サイズ :85
●色 :自 由。 (仕上がり:まモノク甕:こ なります。)

攀期難 :〆切:ま ありませんが、次号の掲載をご希望の方は、お早鋳:二

お願しヽします。
●応募方法 :大阪事務局に郵送又:ま メールでお送り下さい。
0選付舞 〒573-0163大阪病教方市長尾元鞍群17… 18-302

甕本ウミガメ協議会 マリンター トラー編集議
※メールの場合まま :潟foO誠観i gatte,oFg まで
件名:こ 「マリンター トラー表紙』と入れてお選号下さい。

会難の名称マリン =タ ー トラー籍ari角 e Tttrtler):ま 、英霧群書:こ :ま載つてしヽません。
つまり、教育的に1まあ家琴機霧しじヽ英語とまま言えません。ただし、米彗で:ま 、最近ウ
ミガメ関係者をこう呼ぶことがあります。今ミガメを守りたしヽ人や、ウミガメを研究
したしヽ人、立場上仕事でウミガメ:=轟わるよう,こ なつた人、ウミガメが好きな人など、

ウミガメに理わる全ての人を、我々|まマリン“ター トラーと呼ぶことを提理したしヽと

思しヽます。

○%鵞
驚難碁
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争ミガメ麗購難講筵 12

ウミガメの雄

推溌菱舞 =Ⅲ ・3貯

マリンター トラーFll伝

「難琵轟の魏機となヽえば・ 凛鮫轟亜遠さんゴ
亀膊甕構 ==摯 毎

ウミガメの露誓谷 7

封轟の亀 罪とウミガメ 2
壌 察のアオウミガメー 轟井魏幹 弩春5幹

事務局轟琴

第19甕 類本ウミガメ会議のお知らせ  ,・ ,7参

懇a籍 :鸞 丁議纂tle参 ivers Ptto』 ect″診彦3察震らせ・ 澤薔録

今年も神戸空港のラグーンi=ア 角ウミガメを無蒻
しました                書=・ 9参

神戸空港のアカウミガメ愛称募集   ・ ,・ 鶴葬

参ミガメ蒻査員 (ボランティア)参募集     薔む“11参

穫攀歌教翡轟のご案恭」
「リボンマグネットを難ってクミガメ保護』
義宅で難業るウミガメ支援～インターネット纏～
:Sttaturtie gottas sLttP」

「インターネット募金のご纏介」
「寄行を1/1た だしヽた方壺
「事務羅の主な動きJ

「編集後議」
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ウミガメの畿

「女性 :二数を尋ねる4,の で:まなしヽJを 箸められた

のは■つのことだっただろうか`壼参無常、いや、

女董復の都合が理解できるよう:こなり、今はちゃん

とニチケットをむ得てし.る.しかし、柔安が共せた

かをしヽわれれば嘘で、やままり、難多た,tのは難り

たい。男の生だろうを

教女と野生動物を司ク:こ教うとそれこそニチケッ

ト:こ反することなのだろうが、絶滅危嗅種や、持統

約二不:属 しようとしている野生動物 :こ関わる者 ,こと

つて、対象動物の年始な極めて重要な情報である.

今後の動角を予演tし適場に対処すうこは、お体

数、三き率などと並んで、繁殖霧

'台

年齢そ寿命:ま 、

欠かせなりヽからである=海=動
銃の場合:ま生まれ

たときから継続的:こ追跡することな,二 とんど不可能

なので、年始を調べる:こ ′ま、年酢 ,こ対応した身体

的持微 (年齢影質)が 必須となる。魚の場合は鱗、

イルカで
`ま

歯、ヒゲクジラなら耳嬌な二こできる年

始がそれである,ウミガメの多合も、年齢:■とても

求められている管報で基る。そして、実際:こ年始

形質な見つかって,まいる.ただ、正確な年静を彙

るのはいろ|ヽ ろ困難がある.

舞えば、タイマイの場合、背雫蜂坂み菱者のア(タ

ーンな水盤 :こ対応するよう:こ 1年月議で彩戒され

ることが明らか:こなつており、年麟彩質として装え

る可能生がある。しかし、先:こ彩戒された署 :ま妻護

後方へ露通して磨耗してし
'く
ことから、三耗なカウ

ントは比較釣若い鴛体でしか贅えなしヽ.失われた

署を見積みこな
'ヽ

ろしろと二去が症‐要で、今のを

ころ精度の高い推定:ま難ユ・.

上婉骨の断面:こ 見られる崚長輪ちよく毎られた

年雄彰質である.戒長が峯Ⅲ持季 :こ婆く委密な線

が形求され、それが年覇壕で彩表されるので、こ

み年輪の本数を数えることで年摯を彙ること,三 でき

る。

“

えば、北大西■みアカクミガメの手合、ア豪

で菱甲長46こ■まで成長すで、手■t身 :ま ■■生

活を終えて治岸露で暮らすよう:こなることがわうⅢ

てきた。しかし、頭ったこここ.崚長 :こ ともなり'多
・傘

座講獲基メガ「
「ヽ

ウ

総繁慶霧
書心携が再安家

=れ
、古い年輸ほどんどん議えて

いつてしまうないう毒羅がある。そのたみ、ある程度

成長したクジ スニつしヽては、そ:まり、しろいろを工

夫を菱らして、失おれた与稀の本数を推定してや

らなければならず、生の動物のよう:こ
「二丹燿体 :ま 、

ズバリOO歳だ」と断定するのまま難しいのだ。ウミ

ガメの年始:ま 、淑女のそれを爾じで、いろいろを発

繰っている間が発しいのであって、真実ほ分え・ら

なしヽままの方がいいめかも舞れな■.ちなみ :こ 、こ

の手法多確致であるスミノエアン博後館のZ電等

士のもとで多会研究員石塚君が学んできたのは、

本誌11号で本人が報告した通りである=今後:ま、

薫本のシミガメたつしヽても、いろいろと推宅年齢が

示されるよう:こなり、それ:こ 責連して驚愕する新事

実t嘉てくる:二違いない。

年始彩質 |二 覆連して、一つ霧白いアイディアが

為るので纏介しよう.美色体の末端 :こあるテロメア

と呼ばれる議生は、霧絶分裂とをじこ短くなって,ヽ

そ窪質があり、この長さが装えるかもしれない。生

菫細施やがん難絶では短くなったテ暉メアが修復

されるが、逢薄多体毅施で,まほとんどありえない。

テ
=メ

アが短くなりすぎるとそれ以上は締絶分裂し

なくなる争早老宅の一つで為るクェルナー症餞套

,患者キ、体羅毛み核から作られたクアーン動物

でテ
=メ

アの短縮がえられることからも、テ=メア:二

よる維絶の老化:ま優年の老イとを鷲連することが示

安暮れて,ヽろ.「髪え=ックル をヽう吉し―SF漫画の■

で、不老ィく死待エスバー身体継毛から作られたク

=―ン:ま、珂等の強しヽ通青:力 を持つが短今である

と
'ヽ

う教定があつたが、それ:ま、つま,それうこと

である.様 々な争1蜂身ウミガメ:二つし'て 、舞々な
=雀から採象したテ,メアの長さを調べれば、若そし

をみ指奪 :こ贅えるところが見つ力毛え毛しれなしヽ.

亀鋳会長 :こ無事していた小な意理香さん:ま 二霧t

iんなアイディアを媛めて,ヽ たが、諸:事情 :二

=|七
み子究をすること,二なった,近 |.:手来、どなたかが

こみ手法を試されることを薄待したい
`

:

:



マリンター トラー葬:猛
纂筵琵轟参議輻毅彗ゝえまボ凛=簸轟亜遂さん遅

多れ 990年の夏のことだったと託億して
,ヽますっ管石ラム行さんと全彗みクミガメ量
を訪ねて歩き、クミガメ会議の霧催を呼び
か

'′

て
=っ

たことがみなます。そ奪額、麦費
多の髪鋳鼻参海岸でアカクミガメ参調査を
行ってしれたのが彼島五遊さんでした。絞島
墓んの当時の立場な「長鋳鼻バーキングガ
ーデン甕長」をなつきり言つて、こ参ネーミ
ング,ま輩題です。蒻本語 ,こ菫すと「長鏑鼻
身鑑車場の庭を=鮭みなしヽ人たとつてな、
打の施設かまったく解りません。でも、ここ
:ま立派な動物甕なのです。
鮫島麗長な菅沼さんと私を、そのやさし

しヽ豪で遊えてくれました。暑い霧で、轟し
てしヽただいた「彙筆 4鹿資島のかきな、フ
ルータやらがごちゃごちゃと入つているた
が実:こ美接しかったのが、強しヽ奪象た残
つています。理内を案内していただきなが
ら、「私の専「弓なトリだったのよ3う みがめ

'iこ

の下の浜で産卵するもんだから、翼の
者を一緒 ,こ議べるようなったんだけど、舞
化率が暮くてねええ。ここれ持ってきて、子
ガえま葬してあギてるんだけどねえええ,」
「亀埼さんな、仕事をそ為たのフ■え。がん

亀 輸  薮 続

ばりなさしヽよ。学生をとる豪究な、こんなな
事れま驚だちんね…J,峯 時、仕事をやる
て東大 :こ通うよう:こなったこ :こ 、こんなアド
バイスををヽただしヽたりもしました。
さて、びっくりしたのはそみ砂浜でした

`

舞化率が悪|ヽから彩植、そして放流、れ ヽ

うパターンな子ガメの教流会をしたがる人
達の常套句です。しかし、その砂兵、鮫島
さん建がとってし1るデータをみてびっくりし
ました。砂浜の移な真っ黒で、大纂分が砂
象です。手な象つてみると、熱くて亀れな
い 2:こ、ずっしつと重いのです。砂鉄です
から当然です。確かたこの砂でまま葬化率
が悪くなるのまま壼方のないことです。やはり、
菱筆のことな、魂場 ,こ いってみなし1と髪勢
ません

^

鮫島さんのすごいとこみま、そのアイデア
を身を豪の甕 です。動物甕:こ ,ま鮫島さん
の愛童のアイデアがありました=また、鹿資
島:=■再生髪、黎圭類など睦生の脊推多
場の研究者がいないため、猛学でそれら
を学ばれ、「東多のガラバゴス:を美の菱
繁を生き物たちLや「菱電島の議擁」などを
義坂されました.このような広く装を,看動な、
F=今、塞然舞護そ動物学多分野で,ま敬遠
峯れがちですが、しかし、螢島さんがこ義よ
うな数物をカバーしなすれば、菱愛島のこ
れも参動物の立場み負弁者がしヽなかった
二とも確かなのです。
装島さん,■長鏑鼻バーキングガーデンの

憂長t選任され、猛在な堆元霧菱 i琶 島大
学などで教甕ちをられてしヽます`最近、クミ
ガメとな姦甕がらるようですが、■会の理
事ち発毛撃業務んてし.ただ←てお子ます.

今しだみ<,■、菱猛島身彙然を見守り統:;

てくれる,まずです
`

後轟至通さん :な ,と筆者
`酢

耗奪4躍 :



ウミガメの異継 7

対馬の亀 卜とウミガメ 2

一漂着するアカウミガメー 轟井魏章

講□な、対馬の亀 卜と海底のア

オウミガメについて考えてみまし

た。対馬の周辺にな海底 :こ アオク
ミガメが多く、それを捕まえる潜

水の技術もあったことが分かりま
した。江戸時代の F津島紀事』に

:ま、海にいるウミガメを捕まえて、
亀 卜用の甲羅にしたことが書かれ
ています。しかし、一方で、クカ
レコウ (浮 甲)と いう、死んで漂

著したウミガメの平羅を亀 卜のた
めに用いることもあつたようです。
これは、亀 卜について書かれた江

戸時代の別の記録に見えます。対
馬には、漂着するウミガメも多い

のでしょうか。
対馬 :こ な季節風と濯流によって、

漂着物が大量:こ 流れ着くことがあ
ります。とく:こ 西海岸に多いよう
です。東海岸ほ漂着物そのものが

西海岸 iま ど多くはないようです.

西海岸 :こ は冬の季節量のときだ:テ

でなく、夏場に台風が通達したあ

とにt漂着物:ま多いようです=漂
着物としては、近年でな韓冨や宇

甕からのゴミが多くなっています。
こうしたとき、ウミガメt麦れ着
くことがあります=封馬で確認し

たところ、漂着するクミガメはほ

とんどアカウミガメのようでした。
全国壺も,こ みれば、漂着したクミ

ガメを理葬して集養する習俗が多

しヽのですが、対馬でままこうした習
俗′まほとんどみられませんでした。
とくに大きを`ウミガメであつた場
合、埋葬したということを聞くこ

となありましたが、そのあとを継

続して確るというこれまなかった

ようです。対馬で,ま、漂着したク
ミガメはそのまま放置したようで

す。これは現在の聞き取りの結果
ですから、江戸時代には、こうし
た甲羅を示J用 して亀 卜を行なうこ

とも可能であつたと思われます。
前理紹介した豆数の米霧焼史さ

んのお議では、ウミガメには2種

類あるということでした,対馬近

海
'こ

住み着いているセゾキのカメ

と漂流のカメです。こうして比較
すると、海底 :こ いるのはアオウミ
ガメ、漂着してくるの,まアカウミ
ガメが多いということができるで

しようを
ところで、対馬では砂浜が少な

く、アカウミガメの産舞ままごくわ

ずかしか見られません。産舞 :こ 上

陸するアカウミガメ,こ接無する機
会はあまりなかったと←えるでし

ょう。このような見てくると、対
馬で亀 卜たウミガメの甲羅を用い

ようとした場合、考卵に上睦した
アカウミガメを推まえること,ま難
しいと思われます。むしろ、海底

'こ

いるアオクミガメを著って鋳ま

4

1

`

`

型



えるか、漂者したアカウミガメの

琴羅を装 うか、ということななる
でしま多を江戸持童の記録を見て

も、封馬でまま、亀 卜層のウミガメ

をこの権 類の方法で確保していた

ようです
`

江戸時資以誘のことな記録ちな

とんどないたるよく分かりません.

しかし、古資になおそらくを本し
てアオクミガメを霧獲していたの

だと思います。ところが、これな
だれ ,こ でちできるちので,ま あ今ま
せんっ しかも、符利な占いですか

ら、だれ :こ でもできて,■ 甕るので

す。 許棄た いう持室の人たちがク
ミガメを拷獲し、それを隻って墓
しヽをする必要が為りました。対馬
で

'ま

クミガメを援獲する人たちを
菱海岸蓄業の覇違 4われ,,こ 眠宅じ
ていました。対馬のままから堆域で
なクミガメ舞獲を禁上したのです

`

=戸
籍イtま でな死んだクミガメ多

琴羅を使 うことな決してなかった

ようです多しかし、おいをする人
たちら統肇」が弱まり、ウミガメ携
獲:こ 対する禁忌が髪大するなかで、
募者したアカクミガメの華羅も躍
いるよつたなってきたとitう こを
かを思われます。対馬のクミガメ

蒻髪の話からは、特定の人々が規
理を行 うこと:こ よって、嬢髪に対
する禁忌が拡大したという様子が

うかがえます多
三毅で,ま女五ごろまで亀 卜躍の

ウミガメを獲獲していたといしヽま

す`現在で,ま亀 卜′ま伝わ7-lて しヽま

すが、以孝:か らある琴羅を焼 <ま
れをするだ:す で、新たな琴羅を霧
いてないませんι
今
=の

議な、 購 磐文化遅20号

`近

畿大学員磐学甕究所、2の鍵年
3月 ):こ 「対馬・壱鍍:こ おまするウ
ミガメの費磐―亀 卜参重とウミガ
メー」としてまとめてあ窃ます〕
詳しく,ま そちらをご参肇くださしヽ

=

写真 裁ノ嬢海岸 :こ漂髪したア角今ミガメ

`大

江
=裁

義舞髪)



多亀轟
1本τシミガメ会議 (務石会議)のお知らせ

菫魏石市教育委員会
薔魏石商二会議所

中本 猿本野
TttL i 072-864-参 335 FAX1072-864-0535

まだ裁だ集計作業:ま終わつてもヽ裁せん

が、今年彗アカラミ麗
=メ
のぬ螂骰録

7覺疾愧悛芍咸琲屹 1:
全甕各地からうれ現 悲ゝねが甕こえ

てきてむヽます。奮数 一緒紅、現石で

喜ぴ倉えることを主催者一饗楽しみ:こ

して懇ヽます :

獲鋳 : 2008年 11月 28饗 (金)～ 30甕 (難 )

聞燿場所 :兵簿察 攀石市市民会館大ホール

懇議会会場 勤労福社会議

28甕 公開シンポジウム
「自然再生としての人三砂浜とその課題J

基譲講演「ウミガメの響がかえるに1ま一砂灘まどのよう:こ機能するのか?一」

ラルフニアッカーマン (米 )

29舞  饉本各地からの活議報告

懇親会 (タ ー トルパーティー)

30鶏  日本各地から参活動報告

(23甕 および30舞 :こまま難の上からの海岸援察 篠 料 :要予約)も予定)

会議参議費 一般 会長 5,鍵0舞 非会員 7,00参 毒
′学生 会員 3,鍵0舞 非会員 4,00参鋼

(参爆費:こ :ま「理本参ミガメ誌2098』 参

代金が含まれています)

畿石事異:ま無料 (甕本ウミガメ誌の必要な方:ま会場:こて簸売)

懇議会費  5,0鋳魏

主催 難本ウミガメ協議針 魏石華

後援 機上交通雀 “環境雀 =水産庁

お難しヽ合わせ 轟本ウミガメ協議会
1織すoO輩難iga議参,org

=彩
黎 特鬱 霧 霧 形 サ

碧 餃 ё
纂 多 種
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ウミガメの海中写真をお送り<

参菫約

鶏本の沿岸まま太平洋のウミガメ4こ とって重要な舞場であることが様々な情報から明ら
かれなってきました。ところが、産寡:こ上睦するウミガメと:ま違って、海の中で生活
するウミガメの生態や分布ままわかりません。
そこでダイバーの資さんの力をお犠琴して、議本の沿岸の何処で、どのような種類の
ウミガメが、ど鋳ようまこして生活してもヽるかを銹らか,こ したしヽのです。これによつて
得られた戒乗まこ基づいて、彼らの保護対策を立てることができるのです。

●規定

ウ ミ ガ メ の 写 真 な ら 質 :ま 問 もヽ ま せ ん 。 また、小さく写ってしヽる写真
も爾避の環境を知る上で重要です。彗付、場所、水漂などのデータがあれば送って下
さもヽ。

●その他
この企画:こ寄せられた写真の中から、ウミガメの生機学上貴重な写真、芸術麓:こ優れ
た写真を選び、二褒甕ジカル・アワー ドとアーティスティック 撃アワー ドとして表彰
します。審査員ξま沖縄庭味島の井上婆也さん、篤数朝鶏番さんと鶏本ウミガメ協議会
会長の亀時です。送つていただいた写真まま分析のみ:こ使わせてしヽただくものとし、簸
権まま撮影者:こ あるものとします。もし、使用させてもヽただく場合:よ政めて連絡をとら
せていただきます。
ダイビングシ褒ップ等鋳店を経営されている方で、ポスターの梶示をしてもヽただける
方:ま ご協力難しヽます。ポスターのサンプルまま当会鋼Pを ご覧下さもヽ。

●応募先  (メ ールまたまま諄送でお願 Lゝ Lヽ たします)

「マリンター トル =ダィバーズ・プ察ジェク ト」係
奎:マ eFの議難:g途薮e.org                               

‐

〒霧フ絆0163 大藪病教方市長羅元奪舞17-1斜802      ,
毅狩参法人 轟本ウミガメ協議会             マ

ださし

応募者全員:こSave the攀霧i gatteス テッカーを髪し上げます

||||||

|■|■|
■■‐■■ ■ |||



今年も枠 邊のラ レ馬こ

ア角ウミ を無轟 彗菫なた
葬本クミガメ機裁会で,ま神戸奪と協力して、大籟湾な入つてきたウミガメ類を持戸空港

為:こ造戒 された人五海水筵 犠 移ラグーンラをこて保護するプ=ジ ェク トを譲ケ年から輩始 し
ました,その理義な大きくわ :す て (1, 危険な嘉域での事故死を弊ぐ、 42, 霧まった
クミガメの健髪を確認 して放流する、 (3, 事桑 ,こ クミガメのおかれた現秋を理解 して
いただく、の 3つですを去年の結果 ,こついて:ま マ リンター トラーi2号をご覧くださしヽ

=

/2甕年度は10月 15霧 時′象で4豪丹アカウミガメを保護 しています。

今年度の経邊

戸

ガ

空

メ

碁舞舞饗 ジバイプ・ウミガメ毅機会
議200S「ホイットとチ多ット飲みな
がらカメをみる会聾in神戸涯心鐘
最近、環境費麺などを教 う鵞察会 ,■整い

ちのが多いを感 じていたことから、女人が

濯を飲みながら楽 しみる舞荻会を全憂,大
手霧の反対例で看動 しているネイ ッ トの講

疾なすばらしく、多 <の方々,こ クミガメを

より理角写いただけたと思います]カ ネテツ

さんか ら最嘉級のかま|ゴ この差 し入れ もあ

多、涯心館 :こ よれば,西 :れ つヽ もの 3倍でた

とのこと,

6舞 26甕  1褻 鋼をラグーンに放装
蒸前ヒンの久けたアカクミガメが漁筆き

ん,こ よって保護されました,ど うちチメ,こ

襲われたようです
=

3月 8饗 鍵豪診蒻実施
手薄のたん、非去舞で行しヽました,多 =

t策 じつつ鳥拳.鉢鵞 ,こ 久きな霧竃
`ま

な■

ようでした,

3躍 23甕  2・ 拿褻類をラグーンな接装
しヽすれ もアカラミガメで、それぞれ左菱

=多
キ左後 ヒレを怪我 して,Lた ので、髪多

蒙態を確葬するたら、ラグーン

'■

象客 しま

した,

9舞 29蒙 鍵蒙診翡および第 1甕
ウミガメ モニコツージズムを魏鰹
約2504の管犠 :こ参難 していただき、どの

クミガメも鍵蒙状態に大きな霧理のなしヽこ

とが確認できました,

参月 25甕  4褻蒙をラグー ンに該流
琴羅 :こ カメアジツボがたくさん付着して

しヽましたが、内行きまま良く、健豪なアカウ
ミガメでした,

今後の予定

豊l馬 奪脅 第 3饗難豪診断および
サミガメ・ニコツージズムの霧催
野生みクミガメ:二 髪れ られ る数少なしヽ機

会です.管髪のお髪 しをお持ち して ,ヽ ます.

圭舞被舞 ラグーン無料霧教
蓄麦:i近 くで二事をしてしヽるた録,立 ち

ス を筆1=ですが、三二葬複 箸′
=空

港ター ミナ
ルか ら髪孝,シ ャ トブレ/1ス が義てしヽますっ

=■シダーンを悠 々をみ ぐクミガメ透を参ん

び 多し́た気分で発 してみてくださし■

i愛露上場 鋒影:こ放麦
■分 :こ ま猛が7が 響、女覆湾かみ義て″

く季多 :二教境 します`諄機な 葬考 i■未宅
=

予 惧 は 数 ベ ー ジ

グー

愛霧亀募集攀 :



神戸 港のア角ウミガメ

称募集中 ::
今年度、現在保護されてもヽるアカラミガメ:ま計4嚢 :こ なってしヽます。 犠 在、保護してしヽる

アカウミガメ参築、2雲が甕鍍を欠損しており、野生復J最に向:サ て呼ハぎ誓治療中です。)

今轟、これらのウミガメを管理してしヽます撻参●法人 饗本ウミガメ協議会でまま、籍奪轟機

'こ

愛称 (名 蒻)を一毅募集いたします。 曖 称決定以降:こ 、保護、収容されるウミガメがあれ
ば:応募いただ恙ヽた幸から、再度選考して鐘時決定してむヽきたしヽと思しヽます。)

それぞれの壼体が、轟然界に票つてもたくましく生きていけるよう嬢しヽ、親しみのある愛称
を期待して奪ヽます。

1.募集警轟 :平成20年 11月 4甕 (火)まで
2.応募無銀 :お―入糠4件まで (1無難 件。燿体を特定せず、 1件で応募も可)

3.愛称発表 :再 P●法人彗本ウミガメ協議会を持戸章で協議の結果、11月 中旬に轟饉予定の
「第 2毒ウミガメ 襄二理ツーザズムJの幸で発表しヽたします。
各命名者:=:ま 、名付けたウミガメの写真入リフォ軒フレームとウミガメ協議会オリジナルウ

ミガメグッズをプL/ゼントします。
4,応募方法 :凛本ウミガメ協議会要Pの応募フォームをご黎霧:こ なるか、

メールまた:まF慈  毎a:|::維 fo参議機i gatte,org F類 :073-864-0535)

で憂本ウミガメ協轟会 愛称募集係まで

空

愛

C.,Fヽな .

B´

①毅入饗:6月 26日 (本 )

②琴長174cm
e体菫183亀

④性男奪:不勢(おそらく鐘)

◎特長1羅獲時、サメによる曖傷で、露議毅が
約半分欠損している。傷霧:ま 舞じたが、遊泳
速度は確の狸体:こ比べて遷い。

参薇入雲13月 23霧

`圭

,

2琴 長:77cm
e体重:6 1kg

e性馬11雑
3特長:4個体の事で誓長が一番長をヽ.左義
技の動きが良くなケ.が、健蒙ま態,ま 長好.

0鍛入目;8月 23鋼 (圭 ,

0琴長:76cm
e体重:54kg

e性別:雄

3特長:左後技が欠接しているが、遊泳に費題
:まなく、健衰状態:i良 好,

e援入舞:9月 25薫 4本 :

Z雫長:72c雄

e体重:58kg

e性写り:不明
0特長:肉 行きはよく、栄奏家態,こ 誓廷:i認う
られな,ヽ.甲 羅,こ カメアジプボが多数

=



参ミガメ塚奎彙 モポランティア)参募集

華本ウミガメ協議会でまま軍難霧轟 等、

募集 して套ゝます。

彙繁の幸でウミガメ:こ鍾れてみた懇ゝ

ウミガメの蒻奎彙脅

としヽう方のご参鰺を

舞待ちして懇ヽます。

入 場所/鍮容

1 手
`教

:二勇象みなべ奪
6月 から参月,こ かけてアカクミガメ参産弁護査参手伝 1・

を手j霧
'ヽ

します.

夜 ,多後を歩をヽて上陸するカメ

行 ,ヽ ますι

そ舞

`と

する子ガメみ蒻査を

2 嘉舞県室戸孝

年■実施り手霧 を午後 :こ 為4宅裁髪々像業 :こ立会い、一緒 :二 構れる

ウミガメみ調査を考11.摂象競流 します。議早い仕事ですが、二罐暮ん

:こ所鮮な象をもらえることち舞つます。

3 ″:縄県プt重 棄孝島昇島
喜会行震う黒島子究所の実多を手猛つてしヽただなながら、

島″霧夕 :二 餐る砂兵でウミガメ蒻査を行つてをヽただそます`ま
たクミガメのみならずサンゴ黎参豊場 をどつぶ 季多 しくなれま

すを

葬 費轟
現燿までの交選費とそれぞれの斃毅の復羅髪が必要となります。みなべを室戸で参考動 ,■ 、事擁をこえ顎

事務局 4後方事)での読機会,こ参繁 してしヽただきます。
●姥敦笈薦科

みなべ基鍾甕維費 ,食費1500蒻 /1舞 =室戸基堆宅擁脅う多拿巽/i輩 、黒島孝究蒻密雑費1503霧 /1葬
`

り その権
年蒙18家以上. 1,■難議菱:こ 5華 雲上葬在可能な方、 2, 3,こつしヽて,■ 2進霧雲豊孝な可後な〃を考象を

します。また、 2,こ つをヽて,■会妄交髪移舞う為りますが舞家毒孝で行かれた方が多裂です。

詳しく絃大蒻事務局までご連絡くだ奪ケ.多

メール 1■foattiga毯奪′●Fg   電霧 をア2-864多 33う    ファックス 争723ら4多535



新歌 づ数もヽ商墨のご案内

0電ミガメデザインTシャツ 3′ 15o舞 (稜込みシ
当会オ ブジナルデザインの1シャノが新登場 :

白 :ま た′ま尋,と 麦色み青 ,こ クミガメ暴イラスト、 「Vivi難 ,s,,■ las
T● ritga ttarina」 とし` う文字が推 4・れてしヽます。 「みんなでクミガメを一多を,■

生きてしヽこう :Jと しヽ ラ意味のスベイン語ですら 舞本寺アカクミガメが崚長す
るメキシ=のバハ tル ソフォルニアで,iス ベイン霧が隻われてお り、露本4人
ちメキシ=の人も、みんなでウミガメを生きて,|二 う、とい う願いち込みられ
てしヽます。

色
`ま

,6す yし 1■ e, gray, grを en, 多ink, 7Lite

l爾 ミガメよいつまでも 土井邦江 著 【書籍】
1 700銅 (税込み )

|ア カウミガメの産J,地みな歌ぼ:県みなべ町千二寿浜を舞台 ,こ 、クミガメみ保
1護 を訴える絵本3

物語 :i青年二 ,二 誘われた男の子を二人公 とし、浜●′く卜=―ル■:こ アカウミ
ガメの覆勢を見つ :す ます。そ じてみなべで多r十年 も調査保護を続けておられ
る後孝先生が見学み子供達を連れてくる…とい うような潅容です。
読んでるとなんだ力=碁がジンッとするような絵本です.

主婦の上井 ==さ んが作製 しましたc

磯定10霧 です :

縦26セ ンチ、接20,5セ ンチ、36ベージ

1賢 ンギンもクジラも秒速 2メ ー トジレで泳ぐ
一ノヽイテク海洋動物学への招待―

佐藤克文 著 【書籍要 参0多窮 (毅込み )

第24甕講談社科学畿坂貫寿受賞作.著者の雀霧氏な京都大学 :こ 在籍 していた
頃たな歌継尋のみなべ町 11曇 南部町)で ラミガメの研究をされてしヽました。
その頃 /~・ 裏話なども二てくる読みなえのみる 1暑です。
去年からの象 り扱い著長ですが、受賞のお無 らせ をとも:こ 掲載いた しました

“

メール ,Faxの絶、シーター トル グッズ ショップでのご鏡スが可能です.

リボンマグネットを難つてラミガメ保護
リポンマグネットと,ま ?
髪入すると金額の一纂がチャリティ看動,こ 充てられ、その彗髪を支援する難として「リボンマグネクト」を車,こ

霧 るとい うもので、アメリカで誠すで :こ全圭 :こ渡って広 く普及 している、麓人参歳形式のチャリティ活動です。

あなたの愛車をこリボンマグネ ットを難ってクミガメを守る活動 :こ 是葬、ご参加下さい。
爾霰に、モバイルグッズに露つて海を守ろ彗魏支援 :こ 参驚する、 フボンステ ァカーち叛売中です.

ジボンマグネ ット ホヌシリーズほ、売上の一郷を裏会 ,こ 、 フボンステ シカー ,ま 売上の一部を 曇サープライダー
ファウンデーションジャバン」 「爾本 クミガメ協発会」の2藤 体

‐・均等:I寄付されます。

ブボンマダネットの多縮 ,ま HP毎 ちtメ //鵜7.riちら多鶴agnet,」夕 index´ Ltml)を ご覧下さい
な霧 Magttet議eFica社 ジボ ンマ グネ ッ ト

=規
代理 窮  Fs)Sの II P,ま http:/ル警 .盤sdsgrっしp.cを盤/です。

事黎本ウミガメ協議会でも販売を始めま彰た。
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難宅で轟来るウミガメ支援
～インターネット纏～

go舎轟s s粉 o参

写真のマグカップなど,選金メ
ンバーが各地で見つ:すたウミガ
メグッズも黎分してしヽます。
1患 ものもありますので、お早為
:こ :

ンターネット募金のご縫介

者会では、VA三うう:」■Pi「み本一ムベージ■から、
「
クミ″メ類を保全するたんの髪査支援 :.

■ 卵・発生髪麦

`多

浜}保全ブ =ジェク ト 」をテーマ

'こ

フレクリック募金み舞牽■をして■ます .

YAHttO i態 AttA霊 ワンクリック募金と:ま ?

=■
Ξ多多:jfiヽみ な 一 二 ri_ジ ■ か ら 行 え る イ ン タ ー 孝 ブ 1募 圭 多 二

=f、
多をみ舞:=:こ 基会の費集する鑑数をダタン=― ■して,.た だ:チ ます

=

:全須:ま 300霧 ～1多多,キをう考
`鷲

違

'み
箋要で寄■者が■定できますt,

髪ス全笈 こ

'ま

れる者を統:=褒遊維現 し、そダ〕姜費■と:=行を1●″●:

」APAIが 霧填
`:二

てん

'し
た後

'■ =毎
⌒を全■たします.

ネ写全をする1■

=、
I多 多́●:jlク iド 移

`薫

多|で
'雰

ダインと、
7● 1,多 :ク ′レプ|へみを縁 1筆■:う 12.要 です.

ウミガメ類を保全するための議査支援 率産舞孝数グラ表査・著究

舞本褒内でιま5後のラミガメ類が見られます。そのうち 現地までの交逸資を必要な資″夕.また、全饉の協力獲

最も一致雑な種
'ま

本肇や髪褒・九燎 '持難で産舞するア  毎 `舞スヘ貨し菫す奪燿ノギスそ稼鍛燿葬材の禁スなど

カクミガメです。しかし、氏拡 手孝のアカクミガメが老  :二 充てられますり

夢をしてし―るのは葬本の砂換しかなく、発本で牽舞する  ※募着構律の機多・鑓奎

アカウミガメが
'｀

なくなるの
`■

、北大手移からアカウミ  葬着脅線を集みるたみの携帯電難驀ステプカーの作戒費

ガメがいなくなることを意舞してをヽます。        や露こ在 :こ かかる費髪.霧霧雲場までの交通費 '蒻甕経費

こ織アカウミガメをなじみをしたクtガ メ多が2をつ4年  や像護修鉢み舞脅:こ がかる費霧
'■

充てられます。

:こ な31多畷、2003年 :こ な495嚢 ち霧を維へ死んで霧着して  ※染髪 :こ該ってかかつたクミガメ参議甕 `舞髪

います多こうしたウミガメ移を繰全して
'・

くため:こ

'■

、  多髪されたクミガメの種を大きさなどを甕嫁するたみの

産葬をするクtガ メがどれ
'雲

どしヽるのか、死んだウミガ  経費と共:こ ,保護が必要なとき:こ葬爾を取つた上で、教

メがどれ :禁 どいるのかなど、その理′そ雀態を筆ること  えでなるよう:こ なるまで治多するたるみ脅薙:こ 充てられ

が必要です.                     友す。

当会でなそうしたクミガメ多れ訴する脅薮を広く集る、

象全
`こ

役立てています,

お後かつした多金套、雲下俸ようなクミ〃メみ毎参

蒻奎たかかる費多に充て各れます,

atttFt参

難
Ｓ

猛
麒

獲
ィ

轟
″

インターネッ 許 (パ ソ嘉ンウでお買い物
菫本ウミガメ協議会参援察するグッズガインターネットシ裏ッ

プでご購葬 1ただ:す るよう:こ なりました。
各種今ミガメグッズのご購入ままちちろみ、会費参お支払慧ゝやご

審狩:=も ご黎轟ιLただけます。これまで:ま ご購入費奎を振琴込ん

でしヽただく必要がありましたが、発蓼:き 、各種クレジットで締舞

支払しヽもできるよう:こ なりました。ネットバンキングで議会イー
バンク彗鰹へご入金慧ヽただけばt手数鍵もかかりません。

れttp://seatttFt i e.shottpro.じ ば からご来窮くださも`今
(霧 本ウミガメ協議会の発Pか らリンクしてt｀ ます)

モバイルシ 奪ップ 犠 警電話)でお買もヽ物
携書電話からも33atttrtie goo6s shopに アクセスして筆`ただく

ことができます。
海ttp://3eatttrt l e.sLo鉾 pro′ 』p/ また:まなの鏡凄―ドを読み取

インター率・ント募奎トゥブ移tt多 :■′を:な4t禁 ´′多◆多
=を

'多

‐ %t t41:

蒙竣参舞奎
`猛

=多
■,ダ 繕teダ す″

～
ををoそ ,■を||を年eaィ争ず蒙多継t毛

=・
つ:

ウミガメ類を愛全するための蒻査貫多
:多 tt,:|´●●:撃 ■1を o´  ′象|●o こ多 J21域 C■孝t10rlづ 多tと ::|'77うこ11:



ご寄付を頭いた方々

栄東高校  ビア しつくす 多議彰邦 解本善造  (株 ,リ ン ドバーダ 森野畿

黒須裕子 石井紀孝 な平な子 鉾本慎二 鉄 菫 'sルS(株 ,ニイ盤坂社 な 類七海

大なハ クス]1業 (株)綿 野加奈子 ヤアー

`株

)大 本フ ミコ 鍍本登 毒 舞新平

溝水紀:t美 矢議 まみ 水谷 文 嘉尾真規子 立′:1務髪 土井嬢公多Z 永妻友子

透事建次 奮彩圭孝 阿議盛憲 海鋒場子 綿貫道代 纏貫慧 齋募充 右′::信簿

機講英樹 宮 露光敏 ′1・ 谷野有窮 野本す恵一 爾下葬ぞ二霧 宗後美穂 縫 霧悸一

後藤看 米藝耕作 谷 鋼寛之

`I贋

手覇・敬称路,2008年 3月 1覇 ～2008年移月30肇 まで

(2008年 5月 ～2108年9月 末まで)

雛歌彙県みなべ覇での みなべ学講座 ,こ て舞演

香′::県の雄蔵 J:::こ 漂看 したアカウミガメの調査

種子島にて第2翔 ウミガメサーフィン祭 り,こ参驚及び講痰

中種子奪長を表敬蒻問

メキシヨの研究者 と漁霧 との交流

兵庫県神戸市にて 「ホイ ッ トとチ ョノ ト飲みなが らカメをみ る会」

徳島県美波町にて徳島県 ウミガメ調査協力員の講習会実施

愛知県豊橋市にて 「表浜おいでん祭20081に 協力参加

クミガメ簿物館カ レッタ4こ て内視鏡での性拳:騨法の講奮会

兵章県ヂ石市にてアカウミガメの産卵美近傍に温度 ロガー設置

兵車県淡路島 :二漂着 したアカウミガメの解多4と 亀供養

甕児島県野問池にてカメ談義開催

大荻湾内で死亡 したアカウミガメを解割

事務局近 くで協議会ゼ ミを軍催

鷲歌雌県みなべ琴にて産グF調査開始

再前岐をサメニ食べ られたアカ ウミガメを保護

量久島 |■ てアオウミガメ (ジ ェー ン

''こ

衛星発信器装看

7月 162参
= 

プt丈島 :こ てフィブ =バ ピコマの現状調査を実施

事務局の主な動き

5月 le甕

5月 16獨

5薦 25日

5月 27澤

5月 29霧

5月 30毒

5月 31日

6月 1目

6月 1日

6月 4舞

6嬬 慇霧

6月 6日

6月 9碧

6月 13獨

6月 20舞

辱躍25葬

7角 9署

8月 ll霧

8民 8爾

8月 23露

8月 璧3舞

8月 24澤

9´月13霧

9月 20=
9月 24霧

8月 30-31舞  券鷲果参,前

`奇

にて 千FttEL=AttTE2参 08 X TIIDttL舎 7」 ,こ 建髪

8民 3針31牽  沖縄集北舞 で孵化率調査

アメ リカ合衆菫 :こ て鷹舞 クミガメ学会理事会に墓窮

神戸空港 :こ てアカウミガメの健衰診断を実施

神戸空港人エラグーンにアカウミガメ 2霧収容

愛彙暴碧弯事にて第10甕
=本

カメ会議 ,こ 参舞 を発表

二重県ふこ北奪 ,こ でアオ クミガメ分野生復嬌イベン トを務催

高無票室戸事にて二鋼のNPO理事会・総会 ,こ 嘉奮

警戸空港 :こ て第 1理 ウミガメ '二 =プー ジズムを開催

神戸空港入ニラグーン ,こ アカウミガメを1妻収容



STSttettbers募集中

5TS:3●εT■rti●
=じ

,″ rち )肇き摯ら,rsiま 、クミ〃メと共 ,こ 生 きてい
'テ

ろ自然、考髪たつ |ヽ て考え ,

そ多夢究・繰多看多 こ協力する人を持象 まりです
=

窮本 クミガメ多後会で蹴、峯会をサポー トしてくだなる3T銭●難しtrsを 維等多集 してお 争ますぅ

多像肇お峰 ラ会←で、 森索が好きな方、海が大好きな方、クミ〃メ:こ 露察をお持 ちみ方がお 各

れま したら、そ多、人会をお誘,L丁 きいぅ

入会奎 :な し、年会費 :篠ス会多 2,0多参疑:学生会桑1,舞準峰、多移会負1',銹多馨、拷騨会員 i多0,0を 行 J

会彙持多 : オ ブジナル会長菫&グ ッズ、後霧誌

携帯電舞舞ウミガメステッルー携薫布

峯会で,■ .少 しでも多くみクミガメみ拷霧を得るた4,二 、多会寿遜絡免がプリント

された養著電話署クミガメステプカーを多こ孝して,.ま す.嚢在、金 象ヽ・赤・縁・資
み 5色があります。 1多 し、海■々海でウミガメみ老霧考死体を見つ :す た時ク■、これを

見て協議会,こお電孝Tさ い,

ステブカーを撃つてくださる方、お友を ,こ 西こってし.た だ
'す

る方
`ま

、必要教数をゴ記

スの上、30疑 勢手を発つた返奪燿舞協をおを つFさ |ヽ 。また、このステプカーをク戒

するた場の寡金 i,姦 っております.

管雲のご鶏力をお願しヽします多

轟
業

後 菱

今年な台轟が本曇:=少なむ1年でした。議本各地で、台轟の少なしヽ年のウミガメな葬を波打

ち繁に近くても産奪、と言攀れてしヽるようです。さて、実験今年:ま どうだったのでしょうか。

また、今年のア寿ウミガメの産纂異数:ま 霧本ウミガメ機裁会の設立象窯一番多しヽことまま轟違
むヽありませる。今年:ま大しヽ:こ被しヽましょう :詳 しなゝ縫柔鐘現在必死:こ歌琴まとめており、

観年遷琴ウミガメ会議:=て お知らせしヽたします。

さて、その爾本ウミガメ会議鐘今年で19饗 舞を逢え、兵簿察の誘石窮で轟饉されます。人

二海岸で産葬する裁石奪参会議で難、人二海票をキーフー 舞こ自然を再生するための方法を

擁つていきたしヽと思議ゝます。まえ、一筆年の舞野 =七里御票会議:=参議した要oytが今年も参

嬢します。鵜●ytままメキシ議参バノヽ 多寿琴フォルニアでウミガメ参議究と保護競議を彗てLゝ る
難参、Pro P義 :委s懇 1象の角表もして慧ゝる気さくなアメリ角入研究者です。この絶、鵞襲鐘の島

蕪番ルディプからの参議亀轟琴ます。こう書くと、なんだか甕そうな雛撃も彗家すが、そん

なこと:まあ琴ません。
「楽なくやることが大儀 が鑑条のラミガメ会議ですので、気薬:こ ご参麓くださ診ヽ ::

マ リンター ト

発行 麺

発 行

一

`葬

本 クミガメ裳議会機甕誌 )

産牛多客う多l参 :毒 2多 葬

霧本シミガメ多裁会

〒碁7拿一番i鵜 大覆弯象方右髪毛元穐ち-17-1参一勢2

理事言考:多 72-3各 4-舎 33墓            『 AZ:争 72-3碁 4-彙う3募

lttL  ttttp://7窮 .髪筵iga髭奪`参r=  E一 髭裏il inf今 0し筆 :g身笠看`多rg
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