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国際サンゴ礁年について 

 

●国際サンゴ礁年とは 

 

 国際サンゴ礁年とは、サンゴ礁保全を目的とした国

際的な協力の枠組みである「国際サンゴ礁イニシアチ

ブ」で決定されました。 

 「国際サンゴ礁年 2008」の目標は、サンゴ礁の

生態的、経済的、文化的価値についての理解、およ

びサンゴ礁が直面する危機についての理解を広める

こと、また、民・学・官のさまざまな主体が連携し

てサンゴ礁保全のため早急に行動を起こすことです。 

 現在、世界各国において、大勢の人にサンゴ礁に

ついての理解を深めてもらうための普及啓発活動や、

多様な主体（企業、NGO、行政、研究者、市民等）

が連携したサンゴ礁保全のための行事が開催されて

います。 

 日本でも、サンゴ礁に関心を持つ人、サンゴ礁のことを知る人、サンゴ礁を体験する人、サン

ゴ礁のために行動する人を飛躍的に増やすため、「知ろう、行こう、守ろう」をキャッチフレーズ

として、沖縄県内はもちろん全国各地で自発的なサンゴ礁保全活動やイベントの開催が行われて

います。 

 国際サンゴ礁年 2008 のホームページ（http://www.iyor.jp/）に関連する各種情報が載って

おりますので、是非ご覧ください。 

  
 

 

 
 

イメージキャラクター「礁太くん」と仲間たち 
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●国際サンゴ礁年 2008 これから沖縄県内で開催される取組・イベント情報 
イベントの詳細は国際サンゴ礁年 2008ＨＰ（http://www.iyor.jp/）をご覧ください 

 

■目からウロコ！サンゴ礁大発見ツアー！ 

 ～ジュゴン・赤土・オニヒトデ・基地～ 

 活動種別：保全活動、ダイビングツアー、シュノーケリング、学習、その他（干潟観察） 
 開催日時：2008 年６月 13 日～６月 15 日（いずれか１日のみの参加も可） 

 開催場所：13 日：砂辺（北谷町）、14 日：大浦湾（名護市）、15 日：泡瀬干潟（沖縄市） 
 実 施 者：ブルートライ 

 

■サンゴ礁モニタリング・リーダー養成講座 2008 年度第２回（渡嘉敷島） 

 活動種別：セミナー、保全活動 

 開催日時：2008 年６月 12 日～６月 15 日 

 開催場所：渡嘉敷島 

 実 施 者：コーラル・ネットワーク 

 

■サンゴ再生（植付け）プログラムツアー 

 活動種別：保全活動、ダイビングツアー 

 開催日時：2008 年６月 20 日発３日間 

 開催場所：恩納村 

 実 施 者：チーム美らサンゴ（旅行企画・実施：PADI ジャパン） 

 

■第１回アクアリストのコーラルアクション 

 活動種別：セミナー、シュノーケリング 

 開催日時：2008 年７月８日から７月９日 

 開催場所：石垣島玉取崎 

 実施者：NPO 法人国際コーラル＆マングローブアクション  
  
■第４回コーラル＆マングローブアクション初級編 

 活動種別：セミナー、シュノーケリング 

 開催日時：2008 年７月 11 日から７月 13 日 

 開催場所：石垣島名蔵地域 

 実 施 者：NPO 法人国際コーラル＆マングローブアクション  
  
■海の日イベント－サンゴの植え付けを学ぼう－ 

 活動種別：イベント、保全活動、学習 

 開催日時：2008 年７月 21 日 10:00～12:00 
 開催場所：浦添市牧港浦添牧港漁港内（株）アクアカルチャー沖縄  
 実 施 者：NPO 法人 コーラル沖縄  



 

 3 

■「サンゴの海に学ぶ」環境教育実践セミナー①サンゴ礁ウォッチング 

 活動種別：セミナー、シュノーケリング、学習 

 開催日時：2008 年７月 19 日から７月 21 日 

 開催場所：渡嘉敷村  
 実 施 者：国立沖縄青少年交流の家  
 

■アイスは地球を救う～サンゴも守るクーリッシュ～ 

 活動種別：保全活動 

 開催日時：2008 年４月 21 日から９月 30 日 

 開催場所：日本全国  
 実 施 者：株式会社ロッテ   
 

■エコガイドカフェ 「ECO ファンダイブ」 

 活動種別：保全活動、ダイビングツアー、シュノーケリング 

 開催日時：2008 年４月１日から 10 月 31 日 

 開催場所：宮古島 エコガイドカフェ 

 実 施 者：エコガイドカフェ 

 

■イキイキ☆サンゴ大作戦 

 活動種別：イベント、セミナー、保全活動、ダイビングツアー 

 開催日時：2008 年 11 月７日から 11 月８日 

 開催場所：渡嘉敷村 神山島地先海域 

 実 施 者：美ら海振興会（NPO 法人コーラル沖縄） 

 

■リーフチェック鹿川 

 活動種別：保全活動、学習 

 開催日時：2008 年 11 月 21 日 

 開催場所：西表島 鹿川湾 中の瀬 

 実 施 者：ダイブサイト・ノ口 コーラル・ネットワーク  
 

■リーフチェック渡嘉敷島 

 活動種別：保全活動、学習 

 開催日時：2008 年 11 月 28 日 

 開催場所：渡嘉敷村 渡嘉敷島西海岸 

 実 施 者：(有)シーフレンド   



 

 4 

■劇団ＢＯＯＧＩＥ★ＷＯＯＧＩＥ うちなぁー公演「龍宮物語」 

 活動種別：その他(演劇公演)  
 開催日時：2008 年 11 月 29 から 11 月 30 日 

 開催場所：那覇市ぶんかテンブス館テンブスホール  
 実施者：劇団ＢＯＯＧＩＥ★ＷＯＯＧＩＥ    
 

■宮古島エコバカンス‥天然水族館に行こうキャンペーン 

 活動種別：保全活動、ダイビングツアー、シュノーケリング 

 開催日時：2008 年１月１日から 12 月 31 日 

 開催場所：伊良部島・下地島／八重干瀬／吉野海岸 

 実施者：エコガイドカフェ 

 

■SAVE THE CORAL 2008 沖縄スペシャル 

 活動種別：イベント、広報、キャンペーン 

 開催日時：2008 年７月 21 日 

 開催場所：万国津梁館 

 実施者：SAVE THE CORAL 2008 実行委員会 

 

■エコガイドカフェ 「ECO シュノーケル教室」と「サンゴ礁保全アクション検定」 

 活動種別：保全活動、シュノーケリング 

 開催日時：2008 年４月１日から 10 月 31 日 

 開催場所：宮古島 エコガイドカフェ 

 実施者：エコガイドカフェ 

  
■ＳＵＭＩＳＥＩ CoralReef Ｐｒｏｊｅｃｔ 

 活動種別：イベント、保全活動、学習 

 開催日時：2008 年１月から 2010 年３月 

 開催場所：石垣島 ＷＷＦジャパンしらほサンゴ村、フィジー諸島共和国 ビチレブ島 

 実施者：住友生命 保険相互会社 

 

■三菱商事 サンゴ礁保全プロジェクト 

 活動種別：保全活動、その他（CSR 活動） 

 開催日時：2005 年度から 2010 年度 

 開催場所：本部町瀬底島一帯、ミッドウェイ環礁（米）、セーシェル共和国 

 実施者：三菱商事 社会・環境室  
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■さんご畑を創ろう。 

 活動種別：保全活動 

 開催日時：通年 

 開催場所：南城市地先 

 実施者：Growing Coral 沖縄  
 

■チーム美らサンゴ サンゴ植え付けプログラム 

 活動種別：保全活動 

 開催日時：通年 2004 年から始まった活動。2008 年は 5 年目になります。 

 開催場所：恩納村 万座ビーチホテル  
 実施者：チーム美らサンゴ  
 

■グリーンベルト大作戦 

 活動種別：保全活動、キャンペーン 

 開催日時：通年 

 開催場所：石垣市白保集落 

 実施者：白保魚湧く海保全協議会 

 

■サンゴ礁と調和の取れた地場産業づくり『白保日曜市』 

 活動種別：その他（持続的な地域づくり）  
 開催日時：毎月第 1、第 3 日曜日 

 開催場所：石垣市白保集落 WWF サンゴ礁保護研究センター・しらほサンゴ村内 

 実施者：白保日曜市 

 

■サンゴの養殖施設でサンゴの生体を知ろう 

 活動種別：学習 

 開催日時：周年 

 開催場所：（株）Aqua Culture Okinawa サンゴ養殖施設  
 実施者：（株）Aqua Culture Okinawa  
 
 


