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そ〜だ！ どのような自然現
象にしろ︑あるいはどのよう
なことも答えが無いという
ことはないはずだ︒答えが無
い︑あるいは説明できないと
いうことは調べ方が分から

ＯＥＣからお知らせ

おきなわ環境クラブでは︑
これまで国場川河口域にお
いて My
キーフジ作戦をおこ
ない︑河口域周辺にサガリバ
ナを植樹してきました︒オー
ナー制度で始めたこの植
樹・管理活動は︑年数を経る
にしたがい︑管理されている
個体とそうでない個体に差
が出てきています︒中には立
派に花をつけているものも
あれば︑枯死している個体も
あり様々です︒今年︑ＯＥＣ
では︑定期的な追肥・下草刈
作業をおこない︑現在︑植樹
されているサガリバナを元
気にしたいと思います︒
︿ご案内﹀
●国場川河口域﹁サガリバ
ナ﹂手入れ
︻日程︼
二ヶ月に一回︑第二土曜日
二〇〇九年
・第二回 五 月 九 日︵土︶
・第三回 七 月 十 一 日︵土︶
・第四回 九 月 十 二 日︵土︶
・第五回 十 一 月 十 四 日︵土︶
︻時間︼午前／十時〜十二時
※お手入れ用具はＯＥＣで
用意致します︒皆様の参加を
お待ちしております︒

宮 古島
川満エコガイドデビュー！

平成二〇 年十二月 二八日 ︑川満エ
コガイドが デビュ ーしまし た︒当日
はお天気も 良く︑ 年末年始 を宮古島
で過ごす観 光客の 参加もあ り︑にぎ
やかな観察会となりました︒
前半・後 半に分け て二名 のガイド
が︑川満マ ングロ ーブの解 説をしま
した︒気温 が高く ︑この時 期ではい
つも見られ るとは 限らない ベニシオ
マネキ・ク マドリ オオギガ ニ・フタ
バカクガニ ・ミナ ミトビハ ゼなどが
姿を現すと いう好 条件で︑ 参加者の
方も楽しそうに観察していました︒
担当した 二名のガ イドは ︑スケッ
チブックに 描いた 大きなイ ラストや
木工細工で 作った マングロ ーブの動
植物の模型 を使っ て解説し ︑参加者
の質問にも的確に答えていました︒
最後に参加者の方から︑
﹁とてもわか
りやすかった﹂﹁参加してよかった﹂
﹁ごみのポ イ捨て をなくし たい﹂と
いう感想をいただきました︒
今後︑﹁エコ アイラン ド宣言﹂﹁環
境 モデル都市﹂により︑ますます注目
される宮古島においてエコガイドとし
ての活躍の場が増える予感がします︒

第十四回 国場川水 あしび

リ バ ー コーミングで芸術に挑戦
平成二〇年十二月十三日︑漫湖 ・
水鳥湿地センターを拠点に第十四
回﹁国場川水あしび﹂が開催されま
した︒
ＯＥＣは︑水辺の植物の鉢植え
と︑パネル展示︑環境教育教材をブ
ース内で紹介しました︒
また︑今回の水あしびの目玉であ
る﹁体験型ネイチャーゲーム﹂では︑
ＯＥＣを含む︑計三つの団体による
体験コーナーが実施されました︒
ＯＥＣは︑﹁何 をつくろ うかな？
リバーコーミングで芸術に挑戦！﹂
と題し︑参加者と一緒に︑国場川河
川左岸側にて︑自由に拾った漂着物
を使って︑楽しい工作をしました︒
最後はガイドから︑今日使った種子
と水辺の植物について説明があり︑
参加者は熱心に聞き入っていまし
た︒当日は︑お天気にも恵まれて︑
﹁国場川﹂に親しめた一日となりま
した︒

第二十回 沖縄県地域環境セミナー

石 になった生 き物たち

化石とは どういう ものか 皆さんご
存知ですか︒
﹁一万年以上前の生き物
たちが地層 中で石 化したも の﹂と化
石について の定義 が説明さ れセミナ
ーが始まり ました ︒沖縄で は︑宮古
島・石垣島 も含め て百ヶ所 以上の化
石の産地が あるそ うです︒ また︑杉
の化石が佐 敷から 見つかっ ていると
いい︑杉は 南限が 屋久島と 寒い地域
の植物なの で︑沖 縄に杉が あったと
すると︑寒 い部分 ︑つまり 標高千三
百メートル 級の山 が沖縄に あったの
ではないか ︑と現 在の沖縄 からは考
えられない 壮大な スケール の話にな
りました︒
また︑伊 江島タッ チュー と称され
ている伊江 島の山 について ︑タッチ
ューの上側 と下側 の地質を 調べてみ
ると︑実は 上側の ほうに古 い年代の
地層がきて いると 話しまし た︒何気
なく見てい たタッ チューが ︑島より
も七千万年 も前の ものであ るという
ことに︑感 嘆の声 があがっ ていまし
た︒
不思議に 思える話 でした が科学的
にも裏付け が取れ るものば かりで︑
参加者たち は大い に関心を 深めたよ
うでした︒

地域別研修
JICA

持続可能な観 光開発︵カリコム諸国︶

カリブ海 の地域で 観光開 発の企画
や観光振興 に従事 する行政 職員等を
対象に︑自 国の観 光資源を 管理しな
がら地域経 済を発 展させる ことので
きる︑実施 可能な 行動計画 を作成す
る人材を育成するための研修を企
画・実施しました︒
今回は三年間のコースの二年目
で︑ベリー ズ︑ハ イチ共和 国︑ジャ
マイカ︑セ ントル シア︑セ ントビン
セントおよ びグレ ナディー ン諸島の
五ヵ国から研修員を迎えました︒
沖縄県内各地において講義や視
察︑実習を おこな い︑観光 産業に関
わっておら れる方 のご協力 により︑
有意義な研 修とな りました ︒講師と
の意見交換 では︑ 研修員か ら講師に
対して自国 の知見 を提供す る場面も
見られ︑研 修を受 入れる側 にとって
も新たな視 点を得 ることが できたよ
うです︒
今後も研 修員から いただ いた意見
を参考にし て研修 の改善点 を探り︑
国々が抱え る観光 の課題や ニーズを
整理するこ とで︑ より効果 的な研修
となるよう にして いきたい と思いま
す︒

最近の活動一覧（2008 年 12 月〜2009 年３月）
● 助成事業
地球環境基金助成（独立行政法人 環境再生保全機構）
12 /６
12/24
12/28
12/29
１ /15
１ /24
３ /1 4
３ /29
３ /30

「環境ＮＧＯと市民の集い」 出席
場所：熊本市国際交流会館
糸満市報得川環境対策指導員講座⑪ 閉講式 場所：糸満市役所 人数：20 名
川満マングローブ観察会 講師：春川京子、金子導夫（川満エコガイド）場所：宮古島市川満 人数：30 名
サンゴ礁海岸の生態系調査とプログラム作成のためのフィールド調査 場所：沖縄本島大度海岸
大里分室ゴバンノアシを沖縄県総合教育センターへ移植
第８回 宮古島「添道サガリバナワークショップ」場所：宮古島市添道 人数：９名
サガリバナのお手入れ作業ワークショップ 場所：国場川河口域北岸河川敷（ジョギングロード沿）人数：８名
第９回 宮古島「添道サガリバナワークショップ」場所：宮古島市添道 人数：12 名
おきなわ水辺の環境教育の手引き 作成

● 受託事業
沖縄県地域環境センター・セミナー（沖縄県文化環境部環境政策課）
１ / 2 2 第 20 回「石になった生き物たち」講師：大城逸朗（OEC 会長） 場所：沖縄県立博物館･美術館 美術館講座室 人数:17 名
３ / 2 4 第 21 回「漫湖で野鳥を探そう！」講師：山城正邦、新城公次（沖縄野鳥の会） 場所：那覇市漫湖 人数：16 名
３ / 2 8 第 22 回「お化けサンゴ観察」講師：大城逸朗（OEC 会長）場所：中城村当間海岸 人数：22 名

沖縄県地域環境センター・出前講座（沖縄県文化環境部環境政策課）
１ / 2 2 第 32 回「漫湖の干潟」 講師：藤井晴彦（ＮＰＯ法人エコ･ビジョン沖縄） 場所：那覇市立松島小学校 人数：120 名
２ / 2 4 第 33 回「安謝川の水質調査」講師：保村亨（沖縄エコツアーガイド） 場所：安謝川（銘苅市営団地裏手側）人数：40 名
３ /2 8 第 34 回「宮古のマングローブの話・サガリバナの育て方教室」場所：宮古島市中央公民館 人数：12 名

沖縄県地域環境センター・野外観察会（沖縄県文化環境部環境政策課）
１ /3 1 第 16 回「首里周辺の湧水めぐり」講師：保村亨（沖縄エコツアーガイド）場所：首里儀保周辺 人数：17 名
３ / １ 第 17 回「末吉公園を探検しよう！」講師：藤井晴彦（ＮＰＯ法人エコ・ビジョン沖縄）場所：那覇市末吉公園 人数：16 名
３ /2 9 第 18 回「浦添歴史散策」講師：盛島董純（ＮＰＯ法人うらおそい歴史ガイド友の会）場所：安波茶橋、当山の石畳 人数：17 名

独立行政法人国際協力機構（JICA）沖縄国際センター
１ / 1 2 -2 / 2 0
１ / 1 9 ,2 0
２ /27
３/１−８

地域別研修 第２回持続可能な観光開発(カリコム諸国) 場所：沖縄県内各地 人数：9 名
ＮＰＯ資金調達講座に参加 場所：ＪＩＣＡ沖縄国際センター
沖縄発！国際協力セミナーに参加 場所：ＪＩＣＡ沖縄国際センター
持続可能な観光開発（ミクロネシア３国）に係るフォローアップ協力 場所：パラオ共和国

● 自主事業、各協議会・検討委員会の参加等
12/13
12/22−23
１/２３
2/2,27
２ /６
３/16
３/31

第１4 回 国場川「水あしび」ＯＥＣブース出展、体験型ネイチャーゲーム実施 場所：漫湖水鳥・湿地センター、国場川河口域左岸側
やんばる環境フォーラムに出席 場所：国頭村森林公園
かいぎん環境貢献基金助成金授与式に出席 採択タイトル：宮古島市川満集落の地域資源を生かした環境教育拠点づくり活動
沖縄県持続可能な観光地づくり支援事業 第５回・６回ワーキンググループ会議に出席 場所：那覇市
赤土流域協議会ネットワーク会議に参加 場所：マリオット 3 階
宮古島市環境モデル都市実践協議会に出席
漫湖の保全事業に関するワークショップ（第 4 回）に参加

おきなわ水辺の環境教育の手引き を作成しました。
OEC では、平成 18〜20 年度の 3 年間、地球環境基金助成活動で「沖縄における島嶼生態系環境
教育システムの構築・普及事業」を実施してきました。この事業では、沖縄の島嶼生態系につい
て、那覇市国場川河口域や糸満市報得川流域、宮古島全域をはじめ県内各地の水辺の環境をフィ
ールドに、効果的な環境啓発プログラムを開発し、それを普及・定着できる環境システムを模索・
構築してきました。今回の手引き書では、これまで私たちが実践してきた経験と活動を一冊にま
とめています。詳しく知りたい方は、事務局までお問い合わせ下さい。

VOICE
■和名：ゴバンノアシ
■学名： Barringtonia asiatica
■科名：サガリバナ科
■性状：常緑高木
■原産地：マダガスカル〜太平洋諸島

水辺の植物︵漂着種子︶の紹介

受託事業
・沖縄県地域環境センター管理・運営
・環境情報の収集と提供
・こどもエコクラブ事業の補助
・環境啓発活動・体験学習会の開催
・環境保全団体の活動支援
・ネットワーク作りコーディネート
・沖縄県環境科学センター
・環境教育教材作成協力
・ JICA
沖縄 課題別研修
・ 熱 帯・ 亜 熱 帯 地 域エコツーリズム企 画・ 運 営
・ 持続可能 な観光 開発︵ 大洋州地 域 ︶

助成事業
・かいぎん環境貢献基金活動
﹁ 宮 古 島市 川 満集 落 の 地域 資 源を
活かした環境教育拠点づくり活動﹂
※ その他︑申請中

平成二十一年度 主な活動

自主事業
６月

その他

インド洋〜太平洋の熱帯地域の海
岸やマングローブ域に生育する︒日
本の自生地は石垣島が北限︒環境省
レッドデータブッ ク絶滅危惧
IA類
ご く 近 い 将 来 に 絶 滅 する 危 険
(CR):
性が極めて高い種
果実は種子を一つ含み︑海水に浮
いて遠くへ散布される︒碁盤の脚に
似ているのでこの名がついた︒毒性
があり﹁毒流し漁﹂に用いられてい
る︒
種子の漂流は︑十月から翌三月頃
の北西季節風の時期に多い︒特に十
月〜十一月頃に海岸に漂着するもの
は︑外果皮も破れず︑暗緑色を呈し
た完形のものが見られる︒

国 場 集 落 夜 の ﹁ サ ガ リバ ナ ﹂ 観 賞 会

７月

県庁 構内 ﹁サ ガリ バナ ﹂ラ イ トア ップ

※ そ の 他︑ 計 画中 ︒ 随時 ︑ホ ー ム
ページでご案内します︒

宮古支部久貝事務所
〒906-0015 沖縄県宮古島市平良字久貝 1059-203
TEL&FAX: 0980-73-5307
e-mail :oec-m1@miyako-ma.jp

那覇市国場事務所
〒902-0075 沖縄県那覇市国場 370-107
TEL:098-833-9493 FAX:098-833-9473
e-mail :kokuba@npo-oec.com

http://www.npo-oec.com/
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エコツアーガイド
もともと ︑ボラン ティア でやんば
るの自然を 案内し ていたが ︑もっと
沖縄のこと を深く 勉強した い︑知識
を向上させたいと思っていたとこ
ろ︑おきな わ環境 クラブが 運営する
﹁エコツア ーガイ ド養成講 座﹂の募
集をきっか けに︑ 本職の仕 事を辞め
て講座に申し込んだ︒
最近︑山 深い場所 の大木 を案内し
た時のこと ︒その 大木にた どり着く
まで︑約１ キロの それは大 変な山道
だが︑車い すを使 う足が不 自由な方
をガイドした︒
︵もちろん︑不自由な
のでなんとおぶっての案内︶
︒
その山中 がどれだ け大変 だったか
ではない︒普段︑車いすを使う方が︑
大木と出会 ったあ まりにも の感動と
エネルギー となん とも不思 議なパワ
ーで︑帰り は﹁自 分で歩き たい﹂と
言い出した ︒けし て簡単に 歩けるよ
うになったとかいう事ではなく︑
﹁歩
きたい﹂と いう︑ その懸命 な気持の
衝動にから れたこ と︑生き る意欲が
わき出たこと︒その気持ちと言葉に︑
心から感動 を受け ︑ガイド をしてい
てこれほど 幸せな ことはな いと︑心
底思う場面だった︒
沖縄エコツアーガイド三期生
比嘉 理

おきなわ環境クラブ（OEC）は、水辺環境の環境保全活動をきっかけに、地域の自然保護や環境保全の気づきが
広がることを目的とした、子どもと大人の NPO/NGO 団体です。
沖縄本島南部と宮古島を主なフィールドに、水辺植生や希少種保護・回復の実践、環境教育プログラムやエコツア
ープログラムの提供、教材開発、環境情報の提供、エコツアーガイド養成や JICA 研修の人材育成など、地域や学校・
企業・行政機関と一緒に事業活動を展開しています。

