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今年度からマダイ 種 苗 生 産 と 放 流 法 の 変 更

征人

ックで県下各地の地先の

上まで飼育し︑活魚トラ

陸上水槽で全長六十㎜以

しかし︑小網代の中間

した︒
育成筏が老朽化し︑修理

新型コロナウ

イルスが世界中

に感染拡大し︑

人々を恐怖のど

ん底に引きずり

活魚トラックで各地に

ないといえましょう▼今

海に放流する方式に変更

マダイ稚魚を運び︑久里

のところ神奈川県下の水

しました︒

した︒また︑中間育成網

浜以外の場所では︑ホー

をしても︑すぐに壊れて

の交換に少なくとも四人

スで活魚車から海へ直接

しまう状態になってきま

マダイの種苗生産の工 以上の人員が一週間に何

産業界に感染が広がって

込んでいるとい

程を今年度から変更しま 回か必要となっていまし

放流しました︒

育成し︑四百トンの活魚 ど経費がかさんできてい

長六十㎜以上になるまで 庫︑休憩室の借り上げな

筏にモジ網を張って︑全 小網代の岸壁使用料︑倉

ある小網代湾に浮かべた を一日借り上げる経費と

した︒その後︑三浦市に た︒そして︑活魚運搬船

㎥の水槽で飼育していま の確保に課題がありまし

大きさまで︑陸上の四十 力が必要であり︑作業員

から全長二十㎜ぐらいの の洗浄と修理に多くの労

漁業者がいます︒

てしまうとの心配をする

釣り人が稚魚を釣り上げ

た︑漁港内に放流すると

残りが悪くなります︒ま

傷がつき︑放流後の生き

タモや網に直に接すると

マダイ種苗の活力は︑

といっても︑水揚げした

イルスの感染拡大はない

産関係者の新型コロナウ

い・消毒が大切です▼水

必ずマスクをつけ︑手洗

人一人が三密を心掛け︑

聞こえてきませんが︑一

いる︑というニュースは

っても過言では

した︒今までは︑受精卵 た︒さらに︑中間育成網

陸上で中間育成︑岸壁から放流

高橋

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

上げられることは心外で

もちろん︑稚魚を釣り

ていることは確かです▼

いった厳しい状況になっ

段が極端に安くなる︑と

魚介類︑特に高級魚の値

運搬船で移送し︑横浜市 ました︒

金沢区八景島沖から静岡

すが︑船で沖合に放流す

寿司店や魚料理店︑旅館

があります︒今年度中に 獲可能量管理を行うとと 状態で︑定置網や底引き

て鎮静化するとの見通し 資源管理方針を定め︑漁 後のマダイ稚魚は︑狂奔

業種の営業自粛が魚価安

お客さんに提供している

やホテルなど︑魚介類を

この様な状況で経費と

県との境にある福浦まで 職員の労働配分の点で︑

います︒それは︑放流直

十数か所に放流してきま 小網代での育成を中止し︑ ることも危険性を持って

安心︑安全なワクチンが もに︑令和五年度までに 網などに大量に混獲され

に影響しているものとみ

している家庭への宅配便

世界の多くの人に接種で 漁業者は資源管理協定を てしまうことがあるから
もともと︑マダイの稚

などによる配達を行う水

られます▼﹁巣ごもり﹂
魚はアマモ場や褐藻が分

き︑人々の生活が一刻も 作成して漁獲努力量によ です︒
早く︑日常生活が戻るこ る管理を行うことになり
とを切に願っています︒ ます︒

産関係者もいるようです

さて︑昨年十二月一日

このように︑ポストコ 布している水深五ｍぐら

お願いします︒

行しました︒神奈川県漁 てきた自主的管理から漁 ます︒このような場所は︑く︑一向に収まらない新

が︑景気の回復には程遠
業調整規則が変わりまし 獲可能量管理に移行する 隠れ場となり︑マダイ稚

神奈川県の沿岸漁業は︑ から新しい漁業制度に移 ロナの漁業は今まで行っ いのところに生息してい
昨年春からの新コロナウ

た︒

というのが現状です▼当

大に手の施しようがない︑

型コロナウイルス感染拡

ィルス感染症の広がりに

漁業法改正で新たに共 止めをかけ︑漁獲量の維 ワレカラ︑多毛類などが

協会でも︑県下各地で行

ことで漁獲量の減少に歯 魚の餌となるヨコエビや

より︑多大な影響を受け
ました︒飲食業︑宿泊施

同漁業権︑区画漁業権︑ 持を図る制度に移行しま 豊富にある場所で陸上に

業協同組合経由で資源管 種類については種苗放流 と今年度からの岸壁から

をうけている漁業者は漁 流効果が認められている

しまう︑という思わぬ事

ほとんどが中止になって

流のイベントが︑昨年は︑

われるはずだった種苗放

設などの業務が縮小され

新年あけましておめで 中高級魚の需要が低迷し︑ 定置網漁業権︑漁業許可 す︒その手段として︑放 近い所です︒

理の状況や漁獲量を知事 による資源の維持︑増大 の放流の評価は︑漁獲加

態に陥りました▼県下水
栽培漁業の放流対象種 ロナウィルスに感染しな 分かります︒その時点で

皆様方も引き続き新コ 回収率を比較することで

開発され︑この病が終息

ロナウイルスの特効薬が

産業界としては︑新型コ

従来の活魚船での放流

私は︑昨年六月の理事 の一から三分の一に下落

入する三年から五年後に

卸売り価格が平常の二分

会で理事の互選により公 し︑漁業収入の低下があ

に報告する義務が生じま を目指しましょう︒

も新たな資源管理制度の いよう心掛けてください︒もう一度︑この放流方法

に向かうことを願わずに

した︒

大漁を祈念して新年の を評価する必要性があり

しました︒栽培漁業協会

新コロナウィルス症は︑
の事業にたいして︑皆様 ワクチンが日本国民だけ

一環として漁獲量の把握

はいられません︒

のご理解と多大なるご支 で な く ︑ 世 界 の 国 々 の

ます︒

をすることになります︒ ご挨拶とします︒

漁業協会の理事長に就任 います︒

益財団法人神奈川県栽培 り︑経営に打撃を受けて

とうございます︒

潮騒

援を頂きたく︑よろしく 人々に行き渡ってはじめ
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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

トラックで運び岸壁から放流

神奈川県栽培漁業協会

公益財団法人

さいばい
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さ い ば い ニ ュ ー ス
2 021年（令和３年）１月１日
（１）

栽培漁業 に欠かせない
幼稚仔 の成育藻場回復 を
三浦半島では︑最大の ては︑水深十五ｍぐらい では︑ほとんど砂漠化し
アマモ場があった小田和 の岩礁域まではカジメが てしまいました︒

す︒
また︑アラメ・カジメ
はアワビ︑サザエ︑アカ

まいました︒また︑かつ から消滅していき︑現在 産資源の餌の供給や隠れ

どからアマモが消えてし が︑平成二十一年ぐらい メなどの海草や海藻は水

アマモやアラメ・カジ

ジメの再生が阻害されて

ウニが食べることで︑カ

に発生しているムラサキ

に︑カジメの新芽を大量

研修生が当協会を訪問

後︑一行は第一房竹丸に

乗って沖へ向かい︑網の

近くに行き︑宮川船主か

ら定置網の仕組み︑網締

など操業について説明を
受けました︒

引き続き︑刺網の網揚

げ作業でカワハギ︑イセ

エビ︑サザエ︑アイゴな

どが掛かっているのを見

学した研修生は︑次いで

行われたタコ壺の引き上

げ作業には二人が体験し
ました︒

また︑地球温暖化の原 九月︑横須賀市長井町・ は相模原市から来たとい

午後は宮川船主から視突

一行は長井港に帰港し︑

洋上での研修を終えた

因であるＣＯ を光合成 房竹丸の宮川聡船主を講 う大学生の女性二人のほ

き漁業の説明を受け︑同

体験研修に参加したの

で吸収するブルーカーボ 師に︑﹁２０２０年度第 か︑漁業に興味があるの

漁業で使用する竿を持っ

近に忍び寄っています︒

地球温暖化の影響が身

域を広げ︑産卵し︑稚魚
が育つ環境に変化したた

ンとしてのアマモとカジ 一回漁業体験研修﹂を開 で︑という東京都などか

神奈川県水産課は昨年

タコ壺漁を体験

やメバルなどの栽培対象

する努力と種苗放流する 刺網漁の操業を見学︑宮

りかごである藻場を回復 際に体験しました︒また︑

興するため水産資源のゆ 町沖に出てタコ壺漁を実 りました﹂などと話した

など水生

ペンギン

イルカ︑

クリオネ︑

て体験しました︒

川の沿岸漁業を一日かけ

驚くなど︑参加者は神奈

メやホンダワラ類の機能 催しました︒二十歳から ら来た男性が五人でした︒ た研修生は︑その重さに
五十歳代の七人が参加し︑ 宮川船主が﹁私自身も

種の稚魚が隠れ︑餌を供

場の回復努力をしていく 川船主から説明を受けま

これら︑栽培漁業を振 第一房竹丸に乗り︑長井 他の仕事を止め漁師にな

が注目されています︒

給する大切な海草です︒

﹁箸置き水族館﹂を出版

岡元神奈川県水産課長

さらに︑アオリイカの産

ことが今こそ必要です︒ した︒

その後︑当協会をはじ

業とはどういうことを行 受けました︒

型船舶免許︑第三級海上 長を歴任した岡彬氏がこ 元祖は漁師料理︑イワシ

同センターは︑一級小 同県水産技術センター所 掲載し︑アジのたたきの

生物二十

業協同組合連合会に委託

って︑神奈川県の沿岸漁

行っている漁船に乗り組

して行っている﹁２０２

業にどのように関わって め水産技術センター︑漁

研修したのは︑栽培漁 などについて座学講習を

０年度かながわ漁業就業

援するほか卒業後の就職 類や水生生物の箸置きの オは黒潮の子︑ラッコは

いるかを座学で理解して 港事務所︑水産加工施設︑ 特殊無線免許の取得を支 のほど︑合計１００の魚 は周期的資源変動︑カツ

元神奈川県水産課長や 八種類の箸置きの写真を

促進センター﹂の研修生

いただきました︒次に︑ 漁協などを訪問︑漁業経

斡旋も行うことにしてい 写真を掲載︑生態などを 水族館の人気者などと百

けることができます︒

その上で例えばアジは

同書の内容は︑アイナ す︒

修中︑国の生活資金を受 水族館﹂を出版しました︒どを一言で紹介していま

み研修を行っています︒

三人が︑昨年十月に当協

ます︒また︑研修生は研 詳しく解説した﹁箸置き 種類全ての特徴や特性な
引き続き今年三月まで

実習としてアワビの種苗 営や漁具メンテナンスな

会に研修に来ました︒

板の組み立てを経験して

もらいました︒彼らが︑ 漁業現場で体験研修を行

神奈川県でも︑漁業者 メ︑アジ︑ワカサギなど

は今年度初めて同センタ

く紹介しています︒

百種類をわかりやす

様な食べ方あるなど︑

天ぷら︑干物など多

焼き︑煮魚︑フライ︑

くせがなく刺身︑塩

といえばマアジで︑

の高齢化と後継者不足に 魚類七十二種類︑サンゴ︑各種いるが一般的にアジ

漁業者になったときにこ うことになりますが︑す

ー事業をスタートさせ︑

の経験が何らかの役にた でに一人の研修生は相模

業者として生活していく 二人のうち一人は︑東京

悩まされ︑新規漁業就業

ために必要な基礎知識を 湾でタコ壺漁やタチウオ

就業に必要な知識や技術︑

者が必要です︒そこで県

習得するため︑県下漁業 引き縄釣り漁業を行って

資格を身につける研修を

研修生は昨年十月︑漁 き始めています︒残りの

に関わる資源管理︑漁協 いる漁船で︑もう一人は

実施しています︒

つことを期待しています︒湾の定置網に就職し︑働

組織︑漁法・水産物販売 西湘で刺網や釣り漁業を

箸置き水族館

高 橋 征 人
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神奈川県支所

日本漁船保険組合

漁船漁業を守ります︒

JF神奈川漁連

ウニなどの磯根資源にと
って必要不可欠な餌であ
り︑カジメがなくなった
ために︑アワビの漁獲量

場を形成していました︒
います︒栽培漁業は種は

が激減しています︒さら

この消えてしまった原因
あっても︑畑がない状況

湾や小網代湾︑諸磯湾な 海中林を作っていました

はアイゴの食害で︑沖縄
です︒

タコ壺漁など学ぶ

めです︒

たアイゴが関東まで分布

漁業体験研
修

卵場として重要な場所で

アマモの消滅は︑マダイ

２

生産で稚貝を育成する波 どを学びました︒

神奈川県が神奈川県漁

食害に会い砂漠化した人工礁
波板組み立てを体験

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

や九州に主に分布してい

かながわ漁業就業促進センター

（２）
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長井町漁協三千尾︑小田
二十五日には日本釣振

八百尾を放流しました︒

釣りイベントに合わせて

年は夏休み中の子どもの

種苗を放流しました︒例

賀海辺釣り公園でカサゴ

興会神奈川県支部が横須

和湾に当協会五千︑事業
団四千︑大楠漁協千九百
尾のヒラメ種苗を放流し
ました︒
さらに十四日には︑ヒ

栽培漁業って何
公益財団法人

丁度ベトナム戦 型ワムシと〇︑五〜一ミ
がいます︒

争が行われていた リメートルの大型ワムシ
時代でした︒

ワムシは独特の生活史

種苗量産技術開発 をとります︒雌のみによ

る単性生殖 処(女生殖 に)

マダイ種苗の量産技術 よって爆発的に増殖し︑

時代

今 井 利 為

神奈川県栽培漁業協会
専務理事

マダイ ⑨

開発は︑昭和四十九年度 また︑雌が雄を生じる両

ラメ種苗を横須賀市東部

から始まりました︒

みうら漁協の金田湾に当 も横浜市野島地先で九千
が︑そのアオコが急激に

コを発生させていました

アユ種苗生産を手がけて 外部環境の変化に極めて

は︑淡水魚増殖試験場で 受精卵は耐久卵となり︑

マダイ種苗生産担当者 の両性生殖が起こる場合︑

協会五千︑同漁協二千五 尾のクロダイ種苗を放流 横須賀市東部漁協は二万

なくなる原因としてシオ

いた城条義興技師でした︒強い耐久性を示します︒

同日︑当協会が協力し

百︑金田湾遊漁部七千尾 しました︒いつもは地元 尾のカサゴ種苗を放流し

ミズツボワムシが大量発
生し︑﹁水換﹂として恐

育池の底掃除などを行う 生産過程で増殖率が低下

この両性生殖は︑種苗

十六日に相模湾水産振 するのですが︑今年は同 湾南部水産振興事業団は

れられ︑これを防ぐ方法

ことで︑昭和五十三年に し︑ワムシの餌の量を十

ワムシ培養の改善や飼

興事業団が事業主体とな 会関係者だけによる放流 北下浦港で一万尾のカサ

を︑三重大学の伊藤隆教

アユの人工種苗生産試験

シオミズツボワムシを

流することに成功しまし 端境期には︑ワムシの種

には︑百二万七千尾を放 す︒しかし︑種苗生産の

十九万尾︑昭和五十四年 にとって頭の痛い現象で

ミリメートルの稚魚を三 もあり︑種苗生産担当者

授が研究をしていました︒ は体長三十四から百十二 分確保できなくなること

の餌として利用したとこ

十月に入り八日に神奈

のカサゴ種苗を放流しま 浜市柴沖に一万尾︑横須

苗を各五千尾放流し︑当 漁協本牧沖で二万五千尾 川県釣船業協同組合が横

ろ︑良い結果が得られ︑

九月十二日には横浜市

した横浜埠頭㈱の環境整 賀市西部水産振興事業団

た︒

協会が協力しました︒

備事業として行われまし が長井町︑大楠漁協地先

この方法が魚類種苗生産

魚トラックで運んだマダ

八月に入り当協会が活

大磯二宮漁協地先は大磯

自にメバル千尾追加︶︑

ル五千尾︵腰越漁協は独

れぞれカサゴ五千︑メバ

部水産振興事業団四千︑ クロダイ種苗一万尾を︑

十一月二十五日公益社

過言ではないでしょう︒

かけを作ったと言っても

から百二十万尾の幅で放 一日に億の単位で単性生

第に数を増し︑八十万尾 シを供給するためには︑

年変動はありますが︑次

るナンノクロロプシスと

さらに︑ワムシの餌であ

殖による生産をします︒

仔魚の餌料としてワム

団法人日本釣振興会︵日

神奈川でのワムシの培

流されています︒
シオミズツボワムシと

ブラインシュリンプ 言う植物プランクトンを

ートの容量は二三百リッ

ところが︑ビニールシ

海水馴致のワムシを魚類 で現在では市販の濃縮ク

トンです︒千九六五年に が掛かることなどの理由

水域に分布するプランク 増える速度が遅く︑手間

︵ワムシ︶は︑元来︑汽 た︒しかし︑低水温期に

シ オ ミ ズ ツ ボ ワ ム シ 培養する必要がありまし

トルと今にして思えば小

産技術が進歩しました︒

て以来︑飛躍的に種苗生 なりました︒

ハウスと呼んでいました︒〇・一ミリメートルの小

︵つづく︶

仔魚の餌料として導入し ロレラを使うことが多く
浦賀でカワハギを一万尾 シュリンプを四十五トン
ｍの種苗であり︑二百匹 容したマダイ仔魚に投餌
に青いアンカータグ標識 する能力しかありません
を付けて放流しましたの でした︒この方法で生産
で︑再捕した方は︑釣獲 したマダイの稚魚は数百
このころの種苗生産施

した日︑場所︑全長︑再 匹でした︒
捕者名︑住所︑電話番号

を水産技術センター指導 設は手作りで︑ビニール
澤までご連絡下さい︒

シオミズツボワムシは

放流しました︒全長六ｃ のコンクリート水槽に収

このワムシとブライン

さなものでした︒

して培養していました︒

通称海産クロレラを餌と

ルシートを張り︑そこに

ニールハウス内にビニー

養は︑当初︑手作りのビ

釣振︶が初めて横須賀市

その後︑種苗生産数に きます︒

として保存することがで
の量産を可能にしたきっ

また︑同日︑当協会が

た︒

に各四千尾のカサゴ種苗

漁協地先にマコガレイ種

り︑小田原市漁協︑腰越 でした︒
ゴ種苗を放流しました︒

を放流しました︒

の小学生も参加して放流 ました︒引き続き︑東京

性生殖も見られます︒こ

漁協が久里浜地先に六百

このころ養鰻池では水

九十五︑当協会が一万尾︑同日︑東京湾黒鯛研究会 係者のみでの放流でした︒ 質を安定させるためアオ

実施していましたが︑関

29

を放流しました︒

協力して︑茅ケ崎市漁協
模湾水産振興事業団に協

昨年七月に入ってすぐ

協︵九千六十二尾︶のヒ

力し︑真鶴町︑岩︑小田

の二日には真鶴町地先の

ラメ種苗を放流していま

十七日に当協会は︑相

団が一万︑同町漁協が三
す︒

イ種苗を十八日に福浦〜

また︑九月十日には東

五万尾を放流しました︒

〜大楠漁協地先に合計十

二十五日にみうら・松輪

二十二日に横浜市金沢︑

に江の島片瀬〜葉山町︑

二宮〜茅ヶ崎市︑二十日

小田原市︑十九日に大磯

原市︑腰越漁業地先にそ

千四百︑岩漁協が一千︑

引き続き︑七日には当

のに協力しました︒

メ種苗の放流を実施した

福浦漁協が二千尾のヒラ

三(千尾 ︑)江の島片瀬漁

マコガレイ

海に相模湾水産振興事業

加・協力しました︒

多くの種苗の放流に参

から始まりカワハギまで︑

供給・斡旋事業でヒラメ

は昨年後半︑種苗放流︑

神奈川県栽培漁業協会

県下の海の水産資源の維持・増大のために

協会の種苗放流事業での 京湾南部水産振興事業団

カワハギ稚魚に標識を付ける

神奈川県栽培漁業協会、昨年後半の種苗放流・供給事業
一万に加え︑横須賀市西 が横須賀市久里浜地先に 町により︑カサゴ千尾︑ 普及部
︑相 ハウスのことをベトコン
046-882-2489
平塚市漁協はカサゴ種苗

カサゴ

株式会社リビエラリゾート

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

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

主

■定休日

石 坂 幸 央

毎週火曜︑平日の月曜日

〒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

店

葉山牛カルビ 一︑
一〇〇円
※

げんこつや

焼肉食堂

クロレラ工業株式会社
営業本部技術特販部

〒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

俊

〒２３８ ０‑２２５
三浦市三崎町小網代一二八六
ＴＥＬ 〇四六 八‑八二 一‑二一二

シーボニアマリーナ

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

クロダイ稚魚
メバル

ヒラメ・クロダイ・カサゴ・メバルなど
ヒラメ

第1 1 1 号

さ い ば い ニ ュ ー ス
2 021年（令和３年）１月１日
（３）

相模湾の
沿岸のほぼ
中央部に位

協会の事業を支える栽培寄付

い﹂と百万円を寄付して

昨年もシマノ︑ＫＴグループから
くれました︒同社は平成

置し︑シラ
当協会の主要事業であ

例年︑日本プレジャー

ボート協会はテケテケ号

︵金子昭紀副会長︶はじ

め数隻が︑また︑みうら

漁業協同組合所属の龍王

丸︵宮川滿船長︶ほか数

放流の体験をさせて喜ば

る各種水産種苗の生産・

れてきました︒

ス船曳網漁

してくれました︒黒田社

業などの拠

隻が﹁うらり﹂から子供

くれており︑これまでの
長︑上野代表は︑プレジ

水産資源の維持増大への

りなくては

と大人の市民を乗せて︑

総額は二千三百万円近く

放流などを支援しようと︑ 十三年から寄付を続けて
引き続きシマノ︑ＫＴグ
に達しています︒

ャーボートの販売を主事

取り組みが︑マリンレジ

業としており︑当協会の

ＫＴグループの神奈川

ャーの楽しみを支える︑

ＫＴグループ

ループから﹁種苗放流に
をいただきました︒

役立ててほしい﹂と寄付

点として重
要な役割を
果たしてい
る漁港です︒
同市唯一

釣り具メーカーとして トヨタ商事㈱の黒田圭次

として寄付を続けていた

の漁港で︑

わが国では最大手のシマ 郎社長と同グループの上

シマノ

ノは︑﹁マダイ資源の維 野建彦代表が当協会を訪

だいております︒

漁業者にと
ならない施

持・増大に役立ててほし れ︑合計十五万円を寄付

日本プレジャーボート

させず放流を行いました

約九センチに育

放流しました︒当協会の

が︑竜王丸は今年度をも

です︒小さなバ
ケツに数匹のマ
ダイ稚魚を入れ
てもらい︑放流台を使い

小学生が参加して

った大きな種苗

今井利為専務は︑﹁今日

って引退することになり︑

マダイ種苗放流体験会

放流してもらうマダイ種 協会は︑平成五年度から

なお昨年は︑新型コロ

三浦市・小網代でのマダ

謝したいと思います︒

龍王丸のみで市民を乗船

を考慮してテケテケ号と

今年度はコロナの影響

苗は一年で約十五センチ 毎年︑一万尾から二千尾

小網代パール海育隊

設です︒その利用範囲が 揚場︑荷捌所などが整備
地元の漁業を主とする第 され︑使い勝手のいい漁
一種漁港に昭和二十六年 港として各種漁業の操業
そして︑茅ケ崎市では

に指定されました︒そし を支えています︒
て現在では︑防波堤︑護
の人気が高く︑多くの釣
り人が来るため︑渡船や
遊漁船業も盛んに行われ
ています︒
また︑沖に茅ケ崎のシ
ンボルともいえる﹁烏帽

神奈川県三浦市の小網

ナウイルス感染問題で放

イ種苗放流イベント以外

流も含め︑漁業関係者な

協会自身の事業による放

紹介しましたように︑当

昨年は︑本号三面でも

すが︑昨年は一校だけで

の小学校が参加したので

一昨年は三浦市内の五つ

た︒小網代の場合でも︑

は全てが中止になりまし

どが当協会の供給・斡旋

に触れ︑水産資源の大切

児童や親子連れが稚魚
苗を放流したのは︑前年

さを肌で感じていただく
ところが︑昨年六月か

ス感染問題が終息し︑放

今年は新型コロナウイル

機会が失われ残念です︒
ら十月まで︑神奈川県下

流イベントが復活するこ

いた種苗放流イベントは︑ とを願っています︒

各地で十四回予定されて

でした︒

とほとんど変わりません

事業で入手した各種の種

した︒

編集後記

辺で放流してきました︒

今までの活動に対して感
代パール海育隊︵出口浩

は同市立名

マダイ種苗放流

に育ちます﹂と説明しま のマダイ稚魚を三崎港周

遊する船も茅ヶ崎漁港を

代表理事︶は昨年九月︑

した︒

出発点にしています︒海

子岩﹂があり︑そこを周

上から江の島や富士山を

苗放流体験

流イベントが行われたの

会﹂を行い︑

はここだけでした︒
茅ヶ崎市漁協は六月と

合計三百尾

小網代湾で小学生三十一

十月の年二回︑主に相模

のマダイ種

人が参加する﹁マダイ種

湾で獲れた魚介類を販売

苗を放流し

ながめることができる︑

する﹁さかなの市﹂を開

ました︒

向小学校の

流

茅ケ崎市の

ＫＴグループから寄付

放
苗
種
イ
ダ
マ

ｰ
レジャ
プ
本
日
協会が
ト
ー
ボ
小学生が
マダイ種苗放流

と人気になっています︒

催しますが︑新鮮な魚や

さらに︑二月には﹁生

三年生です︒

参加したの

放流会に

地元の漁業者が獲ったシ
ラスも人気で多くの消費

わかめまつり﹂が行われ

当協会が飼

者が詰めかけます︒

﹁烏帽子岩﹂周辺で養殖

育していた

した﹁えぼしわかめ﹂の
販売も行われます︒

TEL ０４５ー５７３ー６３６６
FAX ０４５ー５７３ー２８５８

TEL ０７５ー２２１ー６６９５

〒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

岸︑波除堤︑物揚場︑船 沖の海での釣りや磯釣り

茅 ケ 崎 漁 港

（４）
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神奈川県下漁港めぐり・・・シリーズ⑨

相模湾の
ほぼ中央にある

「茅ヶ崎漁港」
シラス船曳網漁業などの拠点として貢献

