おめでたいときにイセエビ

夜間活動をします︒

追い出して漁獲する漁法
もあります︒

親エビの腹に抱えられた 験場の研究グループが昭

うなぎも大量種苗生産

卵から︑夏にフィロソー 和六十三年に︑ガラスエ の難しい種類ですが︑イ

これからは︑餌と飼育

開できません︒

イセエビの栽培漁業は展

ブレークスルーがないと

マ幼生としてふ化します︒ビまでの飼育に成功しま セエビの種苗生産も何か

三重県水産試験場や現

少ない種苗生産

透明の扁平なクモのよう した︒
な形態をして海の中で浮
遊生活をしています︒
フィロソーマは︑十数

育容器を改善したことで︑

プエルルスはもう一度 数百匹をフィロソーマか

した︒
しかし︑他の水産動物

十六年にフィロソーマの は︑数十万から数百万の
最終零期まで飼うことが 種苗を生産できる時代に
できましたが︒プエルル なりましたが︑イセエビ

巨大地震に対する心構え

起こると予想されている

さらに︑南海トラフで

がアイゴやガンガゼの食

側沿岸でカジメの海中林

念ながら︑三浦半島の西

アワビについては︑残

とうございます︒

中国︑四国地方の台風に は︑クロダイとカサゴの

周辺の地震による被害︑ 東京湾の釣り船業者から

を取り戻すよう頑張りま

の協力のもと︑豊かな海

是非︑行政と漁業者と

今までに経験したこと は︑近年︑積極的に種苗

祈願して新年のご挨拶と

皆様のご多幸と大漁を

から食品の衛

限らず世界中

今︑日本に

Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｐｏｉｎ

点﹂︵Ｃｒｉｔｉｃａｌ

策を講じる﹁重要管理

ｎａｉｙｓｉｓ︶し対

しています▼その衛生

日本全国で建設︑稼働

管理を徹底する施設が

ード・ソフト面で衛生

産加工場などでも︑ハ

建設されています︒水

理した荷捌場が次々に

型はもちろん︑低温管

のため︑魚市場の密閉

も同じで︑そ

▼水産業界で

三崎魚市場の沿岸水産

ています▼引き続き︑

は十五度Ｃに設定され

しかも荷捌場内の温度

すが︑完全密閉型で︑

の取引が行われていま

市場﹂は︑冷凍マグロ

した﹁三浦市低温卸売

んが︑昨年四月に稼働

認証を取得していませ

す▼まだ﹁ＨＡＣＣＰ﹂

する国際標準の手法で

うです︒

ＣＰ﹂取得を目指すそ

い る の が ﹁ Ｈ Ａ Ｃ Ｃ 物を取り扱っている部
Ｐ﹂
です▼食品の製造・ 分も改修が進められて
おり︑将来︑﹁ＨＡＣ
析﹂︵Ｈａｚａｒｄ Ａ

﹁危害をあらかじめ分

加工工程で発生する

管理で広く採用されて

られています︒ ｔ︶を定めて連続監視

生管理が求め

遠く及ばない数しかでき
その後︑三重県水産試 ません︒

と備えを点検しておき︑

害で磯焼けが起こって︑

究が行われていました︒

神奈川県でも種苗生産研 んでした︒

昭和四十年代前半から スへの変態には至りませ の種苗生産は︑まだまた︑

種苗生産研究

神奈川県では︑昭和四

に隠れているイセエビを なります︒

って︑岩礁の割れ目など ってようやくエビの形に とができるようになりま

ので︑タコを棒の先に縛 変態してガラスエビにな らガラスエビに育てるこ

どです︒天敵はマダコな

餌は︑貝類や甲殻類な ます︒

の時に底生生活に移行し 卵巣を使用した餌料や飼 ます︒

や割れ目に隠れていて︑ ルルスに変態します︒こ では︑ムラサキイガイの できるよう期待されてい

れていました︒岩礁の棚 の春から秋にかけてプエ 養殖研究所南伊豆事業所 とで︑大量の種苗が生産

て﹁鎌倉エビ﹂ともよば 回脱皮してふ化した翌年 在の国立研究・教育機構 装置の技術を開発するこ

鎧を纏った姿にあやかっ

餌・飼育装置の開発で大量種苗生産に期待

昔は︑姿形から武士の

鎌倉エビとも

イセエビはおめでたい は三十一トンが水揚げさ
行事に使われる大型のエ れています︒
ビです︒神奈川県各地の
磯根で刺し網によって漁
獲され︑平成二十六年に

命を守ることを東日本大

アワビやサザエの磯根

漁獲量が激減しています︒
んでおきたいと思います︒

資源は︑カジメやアラメ

議

栽培漁業については︑

田

れました︒特に︑小田原

などの多年生大型海藻が

太

神奈川県栽培漁業協会

新年のご挨拶
公益財団法人

理事長

漁港交流促進施設等が高 種苗放流の効果の実感が

必要です︒
その回復には大変な困

波による破壊を受け︑定 マダイでは︑横浜市漁業
置網の流失によって︑経 協同組合員から聞かれ︑

道にかつ大規模に海藻の

営に大きな打撃を受けま また︑ヒラメについては︑ 難が予想されますが︑地
小田原漁協をはじめとす

また︑北海道の厚真町 る西湘の定置網業者から︑ 林を作っていく努力を続

した︒

昨年中は︑神奈川県栽培

よる土石流や河川の氾濫 釣獲が多くなったとの話

けることが必要です︒

漁業協会の事業に対して

と全国各地で自然災害が を聞いております︒

がない台風の進路や強さ を放流しており︑その効

します︒

しょう︒

皆様のご理解と多大なご

起きています︒
昨年は︑七月の台風十

は︑防災上の見直しが必 果が表れたものとみてい

げます︒
二号によって︑西湘地区

要となってきています︒ ます︒

これらの地区において

支援を頂き︑御礼申し上

新年あけましておめで

震災の教訓として心に刻

お め で た いときにイセエビ

に甚大な被害がもたらさ

公益社団法人

長

岸

宏

全国豊かな海づくり推進協会

会

〒１０３ ０‑００１
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五〇二

飯 島 正 宏
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理事長

〒１４０ ０‑００２
東京都品川区東品川一 七‑ 一‑
ＴＥＬ 〇三 三‑四七一 七‑四〇一
ＦＡＸ 〇三 三‑四五八 六‑八三五

環境保全と水産業の振興を

公益財団法人

武 井

正

相模湾水産振興事業団

理事長

〒２５０ ０‑０２１
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TEL 〇四六五 二
二 五
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長

久保田源太郎

相模湾遊漁問題
対話推進協議会

会
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小田原市早川一 一‑〇 一‑
TEL 〇四六五 二
二 五
九八九
FAX 〇四六五 二
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ど県下水産団体が後援し

表を行います︒

所の斉田芳之氏が活動発 の担当者も﹁横浜中央卸

ち︑青年漁業士二︑指導

この日は︑大会に先立

﹁平成三十年度神奈川県 ます︒

士会の木村智成副会長が 提供することになってい

この後︑神奈川県漁業 り組み﹂と題して話題を

また︑活魚運搬船を使

道府県と適切に役割を分 とは︑公益財団法人の経

運搬船を使い県下一斉放

す︒確かに︑岸壁から稚 生残率もよくなることが

たい︑としているわけで での放流の方が効率的で

って沖に放流してもマダ

担します︒また︑広域回 営上︑困難となりつつあ

流を行っています︒それ

できました︒

放流にこぎ着けることが

ズに成長し︑八月下旬に らいうとごくわずかです︒

漁業士一名の漁業士認定

売における県産県消の取

て行います︒

必要です︒
平成三十年度神奈川県 証書授与式が行われます︒漁業士会の活動﹂を紹介
種苗放流経費について
引き続き﹁横浜ベイサ します︒
漁業者交流大会は︑一月
は︑受益者が一部負担す
十日午後一時から三時ま イドマリーナにおけるア
また︑地球博物館の佐
ることは継続しますが︑
で︑横浜市神奈川区鶴屋 マモ場造成について﹂と 藤武宏博士が﹁神奈川県
不特定多数の受益があり︑
町のかながわ県民センタ 題して︑横浜市漁協柴支
下
で
定
着
の見込みがある
その負担については︑公
二枚貝の生態など
ーホールで開催さ
一月十日︑かながわ県民センターで
共的資金で賄っていくこ
について﹂と題し
れます︒神奈川県︑
とが︑沿岸漁業の持続的
て話題を提供しま
神奈川県漁連︑神
な経営を成り立たせる大
す︒さらに︑横浜
奈川県漁業士会が 神奈川県漁業者交流大会
きな要素と考えています︒
魚市場卸協同組合
主催し︑当協会な
また︑放流種苗が成長

していく藻場や干潟の回
復が必要条件であり︑こ
れらの環境復元を公共事
業として積極的に行って
いくことを期待します︒

マダイ種苗 を岸壁 からの放流試験

六月一日に﹁農林水産
遊魚種等については︑複 ります︒

を︑活魚運搬車を使い陸
しようという試験です︒

その数は︑放流数全体か いうメリットもあります︒

という意見がありますが︑ち合いが容易にできると

壁からの放流を実現させ 移動して来るので︑岸壁

この実績をもとに︑岸 イ稚魚は餌の多い浅場に

業・地域の活力創造プラ

また︑高位の資源水準 と経費の削減を目指し︑

魚を放流すると釣り人に 期待できます︒さらに︑

作業の効率化と経費削減に期待

ン﹂改訂の中で﹁水産政
数の都道府県が共同で種

釣り上げられてしまう︑ 岸壁だと関係漁業者の立
これまでマダイ種苗の

協会は︑作業の効率化

策の改革について﹂をと

苗放流等を実施する取組 を達成したものは︑種苗 マダイ種苗の各漁港岸壁
ますが︑マダイ・ヒラメ 試験を行っています︒昨

生産は︑当協会施設でふ

その中で﹁数量管理等

だけではなく幼稚仔が育 年は八月下旬に東京湾と

化した稚魚を︑ある程度

による資源管理の充実や

証・事業化は日本各地に 成する藻場や浅海域の環 相模湾の合計三カ所で実

栽培漁業の実験・実

おいて約五十年の間でさ 境は荒廃し︑再生産がで 施しました︒

職員が張り付い

漁業の成長産業化等を強
力に進めるために必要な

神奈川県では︑昭和四 のであれば︑それらの地

て毎日餌を与え︑

立てによって喪失したこ は︑かつて行った資源管

この作業を協
会内の施設で行
おうというもの
で︑すでに数年
前からマダイの
中間育成試験に
取り組んでおり︑
昨年も六月に池
入れしたマダイ
稚魚が放流サイ

種苗の生産から放

昨年八月に﹁小田原み

いて質問していました︒

に種苗の生産や放流につ

た母親は︑協会スタッフ

いました︒また︑同行し

に目を輝かせて見入って

もたちが︒泳ぎ回る稚魚

族が足を止め︑特に子ど

水槽を展示しました︒家

ダイなどの稚魚が入った

協会は︑マダイやクロ

協会スタッフが︑ で大賑わいでした︒

た水槽を持ち込み︑やマダイの種苗放流など

ぎ回る稚魚が入っ に獲れた鮮魚などの販売

機会あるごとに泳 ました︒定置網でその日

のＰＲ活動です︒ なとまつり﹂が開催され

放流などの取組み

一つが種苗生産・ す︒

当協会の事業の 流に至るまでを説明しま

施策﹂等について述べて

まざまな種類の水産生物 きない状況にあります︒

成管理等については︑資

十七年〜昭和五十五年ま 先に生残していける大き

の筏に沖出しし︑

ろに三浦市・小網代湾内

源管理の一環として実施

で︑クルマエビの種苗を さに達した種苗を放流す

放流サイズにま

幼稚仔が育成できない 放流・供給事業で︑活魚

の大きさになると六月ご

います︒その中の一つと
で試みられてきました︒

協会は毎年八月︑種苗

して種苗生産・放流・育

するものであることを踏

最大一年間で四百万尾を ることは︑現在の沿岸漁
しかし︑クルマエビの 必要な手法であります︒

とによって︑種は播いて 理培養事業や栽培漁業パ

で育てています︒

まえ︑ものを見極めた上

放流しました︒

業を持続させるためには

で重点化するとの方針を
出しました︒
については︑資源評価を

も畑がなく︑放流の効果 イロット事業の標識放流

マダイやヒラメの種苗

行い︑資源造成効果を検

稚エビが育つ干潟が埋め

証する︒検証の結果︑資

が見られず︑放流を中止 で他県間の移動が実証さ

従来実施してきた事業

源造成の目的を達成した

しました︒

これら資源造成効果の

れています︒

ものや効果の認められな

マダイとヒラメについ

ては︑放流効果が見られ︑高い種類は︑これからも

いものは実施しないこと
とする︑としています︒

水槽で稚魚展示

す︒

を促進する︑としていま 放流を中止するとしてい からの放流ができないか︑ 上輸送して岸壁から放流

発・実証を行うなど︑都 種苗放流を続けていくこ

対象として必要な技術開 る中︑受益者負担だけで

その際︑国は広域魚種を と遊漁者の人口が減少す

今後も事業を実施するが ました︒しかし︑漁業者

法や対象魚種については︑まで事業が続けられてき

回復が待たれる藻場

りまとめました︒

水産庁は︑平成三十年

藻場・干潟の回復の
積極的な取組みを
受益者負担のもと︑現在 放流を続けていくことが

高 橋 征 人

神奈川県漁業協同組合連合会

代表理事会長
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長

小 山 恭 弘

鈴

木
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良

武

司
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三
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FAX 〇四六三 二
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七二九

会
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連絡協議会

〒２３９ ０‑８３１
神奈川県横須賀市久里浜八 九‑ 五‑
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ＦＡＸ 〇四六 八‑三四 三‑六九〇

理事長

東京湾南部水産振興事業団

一般財団法人

〒２３８ ０‑２３２
三浦市晴海町一 七
‑
TEL 〇四六 八
八二 二
七八四

会長理事

神奈川県漁業無線協会

一般社団法人

運営委員長 太 田
議
〒２３６ ０‑０５１
横浜市金沢区富岡東二 一
 二
二
県漁連ビル１Ｆ
TEL 〇四五 七
七二 七
三〇一
FAX 〇四五 七
七八 三
九二〇

神奈川県支所

日本漁船保険組合
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水産政策改革への提言
資源造成効果の高い手

岸壁からの放流試験
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アワビ
種苗生産から
放流シーズンに

マダカアワビの種苗増産にも取り組む
協会は︑昨年十月末ご

幼生の選別

の床にシェルターを置い
て︑﹁直
︵じか︶飼育﹂に切

もちろん︑全ての受精 り替えます︒そこで︑配
卵がふ化して育つわけで 合飼料を与えて放流サイ

マダカアワビ

はありません︒ふ化後も ズまで育てます︒
状態のいい幼生を選別す
るなどが重要な作業にな

栽培漁業って何
公益財団法人

専務理事

調べてもらえば︑を呼ぼうとしましたが︑

れてアンカータグは脱落

また︑年齢が増すにつ

す︒

つだったと記憶していま

何歳の魚か分か それでも︑効果は今ひと
ります︒

標識魚の再
捕報告

放流マダイの移動経路︑してしまい︑アンカータ

今 井 利 為

神奈川県栽培漁業協会

マダイ ⑤

毎年︑八〜九月に六〜 再捕率を調べるため︑ア それは報告していただく

放流魚の成長

アワビ種苗生産
ります︒元気な幼生を新

ワビの種苗生産が思うよ

重百二十グラム︑二年で た︒

十七センチメートル︑体 四万尾を放流してきまし 度で中止しました︒

成長︑再捕漁具・漁法︑ グの脱落痕が残りますが︑

たな水を張った水槽に移 マダカアワビですが︑近

八センチメートルで放流 ンカータグ標識を大量に ことはなく︑アンカータ

ろからアワビの採卵を始

して波板に定着させると 年︑水揚げが激減してい

うにいかず放流数も少な

二十四センチメートル︑

その結果︑先に述べた わる標識方法を探してい

アンカータグ方式に替

かったからです︒そこで

ところで︑成長が早い

終え︑昨年末から放流サ 卵︑オスが放精して人工

したマダイは︑満一歳で 装着し︑十七年間で八十 グ標識方法は︑平成四年

小さな水槽でメスが放

イズに育った稚貝の配布 受精させ︑ふ化用の水槽
いう︑丁寧な管理が要求 ます︒数年前までこのア

め︑十一月初旬に採卵を

を始めました︒この中に に移し︑幼生が浮遊から
される仕事です︒

放流用サイズに

は︑水揚げが減少してい 付着生活に変わる約五日
るが︑成長が早く︑放流 後︑形が変わり︑殻がで

三十一センチメートル︑ おけるマダイの移動経路︑リザニン・コンプレクソ

効果が早く出るといわれ き始める仔貝になるタイ
ある程度大きくなるま 協会では︑新たな飼育方

六百五十グラム︑六年で 成長が明らかになってい ン︶と言う薬品に稚魚を

A L Cア(

で育てた稚貝を波板から 法で種苗生産に取り組ん

三百四十グラム︑三年で ように︑神奈川県沿岸に ましたところ︑

ているマダカアワビ種苗 ミングをみて珪藻が付い
剥がすと︑今度は︑水槽 でいます︒

ます︒

底曳網で多く採られてい

数枚採取して︑蛍光顕微

漁獲したマダイの鱗を

歳魚では刺し網︑定置網︑る方式があります︒

漁具・漁法別では︑〇 と︑鱗や耳石に染色され

入れて一日間漬けておく

の増産にも取り組んでい ている波板上で飼育する
ことになります︒

一・七キログラムへ成長

四十三センチメートル︑ ます︒

かったのですが︑歩留ま

します︒

一年目は生産数が少な
りがよく︑屋内水槽に入

れてからの成長は順調で

した︒二年目の昨年度は

漁︑年齢が加わると釣り︑るとダイダイ色の蛍光色

一歳魚では刺し網︑遊 鏡の特殊な光を当ててみ

おり︑神奈川県産のマダ

延縄などの漁具が多くな を発することを発見しま

生産量の増大を目指して

カアワビの復活を目指し

この方式は耳石で見る

した︒
ります︒
標識したマダイは︑再

たいと考えています︒

支部は昨年九月︑横須賀 協会職員が協力して四千

日本釣振興会神奈川県 で長井町漁協の漁業者と

網代湾のイケスに沖出し

の施設で飼育してから小

五月中旬にふ化し︑協会

﹁放流するクロダイは︑

いました︒

番号などを報告してもら 放流魚か天然魚かを識別

長 全(長 ︑)標識に付けた

年月日︑場所︑漁具︑体 を購入することなく︑市

捕した人から︑再捕した のと違い︑高価なマダイ

市長井地先に合計五千尾 尾︑荒崎海岸では小さな

しかし︑この方式でも
標識放流を開始した昭
釣り船の待合所で拓本 和五十三年度から数年間 やはり活魚から鱗を採取

できる優れた方法です︒

場で鱗を数枚貰うことで︑

のクロダイ種苗を放流し 子どもたちが放流を行い

して育てていた稚魚です︒
大きくなって戻ってきて︑

荒崎海岸での放流は︑

ました︒当協会が生産し ました︒
全長約七センチに育った

日本釣振興会神奈川県支部

脇 山

鈴木組

土 木 ・港 湾 ・浚 渫 工 事
石 材 採 取 販 売 ・測 量 調 査

株式会社

代表取締役

俊

〒２５９ ０‑２０１
足柄下郡真鶴町真鶴九九五 二‑
TEL 〇四六五 六
八 五
五五五

クロレラ工業株式会社
営業本部技術特販部

藤 木 治 夫

〒８３３ ０‑０５６
福岡県筑後市久富一三四三
TEL 〇九四二 五
二 一
二六一
FAX 〇九四二 五‑一 七‑二〇三

代表取締役社長

〒７２０ ０‑２０３
広島県福山市田尻町四二八九番地
TEL 〇八四 九
五六 三
四七三
FAX 〇八四 九
五六 三
四七四

げんこつや

焼肉食堂

主

石 坂 幸 央

葉山牛カルビ 一︑
〇八〇円
※

店

■定休日

毎週火曜︑第三水曜

〒２４０ ０‑１０４
横須賀市芦名二 二‑〇 二‑三
TEL 〇四六 八
五七 一
五二九

TEL 0 4 6 - 8 8 0 - 0 7 5 7
FAX 0 5 0 - 3 7 3 0 - 8 1 0 1

波板で飼育中の仔貝

と優しく放流して下さ

十年も経つと次第に報 ラメの標識魚識別に応用

を見る機会があるかと思 は︑沢山の報告を頂きま することは躊躇いがあり︑
います︒体長八十センチ した︒
マダイでは実施せず︑ヒ
メートルを越えるマダイ

下さった人に記念品とし 魚かを見分けています︒

〒238-0224
神奈川県三浦市三崎町諸磯1249

メスアワビの放卵

種苗です︒井尻漁港岸壁 ﹁ 地 域 の 未 来 を 考 え る

会﹂が行った い﹂と話しました︒

が誇らしげに掲示されて 告数が減ってくるように されました︒
います︒このマダイの年 なりました︒
今では︑マダイの鼻の

この後︑大人たちの手

齢は恐らく二十年を超え

﹁荒崎海岸ク

タ２０１８﹂ た小さなバケツに入った

るものと思います︒

リーンフェス 渡しリレーで運ばれてき
に参加した親 クロダイ稚魚を︑子ども

最初の頃は︑報告して 孔の形状で天然魚か放流
子連れ約百五 たちは三台の放流台を使

マダイに限らず︑魚の てボールペンやタオルを
人工生産で作られた種
年齢を調べるには︑耳石 渡していました︒
苗は︑鼻の孔の形状に異

︵つづく︶

の輪紋や鱗の年輪を数え
しかし︑報告率が下が 常が認められることがあ
ることで可能ですので︑ ってきて︑記念品をテレ ります︒
釣り上げた魚の耳石と鱗 ホンカードなどの高価な
を採っておき︑専門家に ものにすることで︑関心

菅 野 茂 樹

代表取締役

パル

有限会社

25

十人のうちの い放流しました︒
なお同支部は釣り体験
行いました︒ 教室も実施し︑子どもた
放流に先立 ちが色付けしたアオリイ
ち︑協会の今 カ用の釣りエギをプレゼ
井利為専務は ントしました︒
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放流サイズに育った稚貝

子どもたちが

小さな子どもも参加

ます︒

長井地先に・・

クロダイ種苗放流
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協会は︑神奈川の海を

シマノ
協会の水産資源の増大
に強力な支援の手を差し
伸べていただいているの
が︑わが国で最大手の釣
り具メーカー﹁シマノ﹂
です︒今年度も﹁マダイ
資源の維持・増大に役立
てて﹂と︑百万円を寄付
していただきました︒
同社は︑平成十三年度
から寄付を続けていただ

トヨタ商事は︑プレジャ

ーボートの販売を手掛け︑

釣り大会を開催する機会

が増え︑そのためには水

産資源の維持・増大が大

切だ︑と今年度も十万円

を寄付してくれました︒

また︑同グループの上野

健彦社長からも五万円の

寄付をいただきました︒

みると︑甘みが出ている

購入したのと食べ比べて

食感は柔らかく︑市場で

り出し茹でて身入りと食味を確認すると︑

さらに︑一週間おきに一部のサザエを取

べきり︑旺盛な食欲をみせました︒

サザエは入れたキャベツを二日ほどで食

親貝にキャベツを与えてみました︒

餌とした貝類飼育試験を応用し︑サザエの

ら出荷することができないか︑キャベツを

を聞き︑漁獲後︑畜養して大きく育ててか

漁獲するサザエが痩せている︑という話

養試験に取り組んでいます︒

協会は︑キャベツを餌にしたサザエの畜

してくれました︒

た︒小さな子どもも寄付

いて募金をお願いしまし

し︑その横に募金箱を置

水槽で稚魚や稚貝を展示

小田原さかなまつりでは︑

てくれました︒このほか︑

に集まった募金を寄付し

シングクラブは︑一年間

ナと同マリーナのフィッ

横浜ベイサイドマリー

生産施設を見学しました︒

び掛け︑資源増大に役立
協会に来ていただき︑
ててほしい︑と寄付して 寄付してくれた後︑種苗

トヨタグループ

いただいております︒

寄付の総額は二千九十万

ＫＴグループの神奈川

リビエラ

円に達しています︒

いており︑今年度までの

ハギマスター参加者から寄付

神奈川県
三浦市の東
京湾口に面
した同市南
下浦町松輪
にあるのが
第二種漁港
の﹁間口漁
港﹂です︒
漁港施設は︑
昭和四十九
年度から間
口地区の船
揚場の整備
刺網︑ワカメ養殖などの 流に力を入れていますが︑

豊かにするため︑種苗放

引き続き︑漁港漁場整備

を開始し︑
長期計画で漁港の静穏度

リビエラリゾートシー
ボニアマリーナは︑昨年

沿岸漁業です︒多種・多 今年度も継続して︑資源

秋の﹁ハギマスター２０

様な水産物をみうら漁協 増大に役立ててとシマノ︑

航行を目指した外郭施設︑ の自主出荷により︑首都 リビエラリゾートシーボ

１８﹂の参加費の一部︑

の向上︑安全係留と安全
圏を中心に近隣の県など ニア︑神奈川トヨタグル

七万円超を当協会に寄付

係留施設︑航路整備など

の充実が図られています︒ にも出荷し︑鮮度のよい ープなどから寄付をいた

同社は︑春の﹁キスマ

してくれました︒

ことなどで高い評価を受 だきました︒また︑小田

同港を利用している漁

原みなとまつりなどのイ

その水揚物で全国的に ベントで募金活動を行い

スター﹂でも参加者に呼
小学生たちは︑
協会が飼育し︑
体長約七センチ
に育った合計二
千五百尾のマダ
放流に先立ち協会の今

イ種苗を放流しました︒

マダイ種苗放流体験会

小学生招き

小網代パール海育隊

有名なのが﹁松輪さば﹂ ました︒
です︒サバ釣り漁業者が
釣り上げて魚に触れずに
魚槽で生かして持ち帰り
同港に水揚げした︑一尾
四百グラム以上のマサバ
を﹁松輪さば﹂と呼んで
います︒
三浦市の﹁小網代パー
同港は︑東京湾側にあ ル海育隊﹂は昨年九月︑

学生は︑﹁大きくなって

稚魚を入れてもらった小

に小さなバケツに数匹の

この後︑協会の職員ら

しました︒

放流してください﹂と話

ってきて︑と声をかけて

る間口と太平洋に面した 小網代湾の岸壁で市内五 井利為専務は︑﹁今日放
江奈地区とに分かれてい 校の小学生百六十一名が 流するマダイ種苗は六月
ますが︑江奈地区には松 参加する﹁マダイ種苗放 上旬にふ化させ育ててき
輪地域経済の活性化を図 流体験会﹂を行いました︒ ました︒大きく育って帰
ろうと海のレストランと
もいえる﹁エナ・ヴィレ
﹁松輪さば﹂をはじめ

ッジ﹂があります︒
同港に水揚げされる新鮮
な水産物を食材とした料
理を提供しており︑観光
客はもとより﹁旬の魚料

ね﹂と声を掛けながら︑
放流台を使い繰り返し放
流しました︒

うまくいけば︑漁港や

ように感じました︒

市場でキャベツを与えて

畜養してから出荷するこ

とができないか︑さらに

飼育テストを続けること

にしています︒

TEL ０７５ー２２１ー６６９５

TEL ０４５ー５７３ー６３６６
FAX ０４５ー５７３ー２８５８

〒6040051

京都市中京区二条油小路町２９１

サントリービバレッジサービス株式会社

株式会社

北村

売上の一部が
放流事業に寄付される
自販機設置にご協力
ください。

EGGS-90

公益財団法人 神奈川県栽培漁業協会の事業の発展を祈念いたします

あけましておめでとうございます

荷 捌 所

理﹂を求めて多くの人が
訪れています︒

キャベツでサザエを、畜養試験

栽培漁業
寄付・募金
マダイ稚魚を放 流

トヨタグループからも

サザエの畜養試 験

業は一本釣り︑サバ釣り︑ けています︒

東 京 湾 口 の 拠 点 漁 港

（４）
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神奈川県下漁港めぐり・・・シリーズ⑤

第２種
「間口漁港」
松輪サバの水揚げされる漁港

