など

今年も六月以降︑神奈
ダイ種苗五千尾が三浦市

市・金田湾放流イベント

とまつり︑八日の三浦

八月一日の小田原みな

沖に放流されました︒

います︒六月十五には茅

放流が盛んに行なわれて

川県下各地で水産種苗の

ヶ崎漁港︑十六日には平
れました︒二十一日には

で︑マダイ種苗が放流さ
横浜・本牧釣り施設でマ

塚漁港でヒラメ種苗の放

ダイ種苗を放流し︑九月

流イベントが行われまし
た︒二十四には横浜・金

苗を放流する予定になっ

には同公園でクロダイ種

沢漁港まつりが行われ︑
メバルとカサゴ種苗が放

ベイサイドマリーナの放

さらに︑九月中に横浜

ています︒

流されました︒
七月二十四日には横

流イベント︵十八日︶と

浜・金沢海の公園での
﹁か
ながわ豊かな海づくり﹂

この後は︑

市・松輪沖〜

東京湾の三浦

横須賀市〜横

浜市沖にかけ

ダイ種苗を放

３５万尾のマ

輪沖に放流す

流します︒松

る二万尾には

標識を付けて

マダイの栽培漁業は︑

といわれるほど︑種苗生

産︑放流の実績を持って

神奈川県が﹁モデル県﹂

います︒そして特にこれ

放流し︑東京

した海でマダ

湾という閉鎖

イがどのように行動する

協会は今年初

めてカサゴ種苗

を八千尾生産し

ました︒カサゴ

種苗を生産する

施設が十分でな

く︑まとまった

数の生産はでき

ませんでしたが︑

種苗生産のメド

は立ちました▼

今回生産したカ

サゴ種苗のうち

二千尾は︑七月

二十五日に横須

年・少女釣り大会で︑

でマダイ種苗︑二十五日

参加した児童が放流し

賀市の釣り公園

く受け入れてきました︒

マダイ資源増大促進事業

それだけにマダイ資源の

沖から横須賀市・荒崎沖

の体長七〜八センチに育

のがあります︒

釣りの対象にしている

一つがカサゴでしたの

で︑子どもたちは﹁大

ね﹂と声を掛けながら

放流していました▼ま

きくなって戻ってきて

た︑八月に全国豊かな

釣具の大手メーカーシマノが︑マ

月に百万円を寄付してくれました︒

千尾に︑標識︵ヒレを

事業費の計上に苦労している協会に

一本カットしました︶

海づくり推進協会は三

同社が︑創立八十周年を記念し︑

を付け︑横須賀市・猿

した︒カサゴが海の中

島付近の海に放流しま

一環として三百二十万円を寄付して

協会は全国に先駆け︑﹁マダイ遊

いるか︑まだ不明な点

がいっぱいあるそうで︑

でどのように生活して

資源の動向調査のため

年で︑それを支援しようと寄付を始

めました︒以後も寄付を続けてくれ︑

人気のある魚で︑遊漁

今年でその総額は千百万円を超えま

船などもこの魚を対象

の放流です▼カサゴは

同社は︑釣りを通して自然から恩

として出船することが

待されており︑協会と

恵を受けているとし︑協会だけでな

してもできれば今後︑

く各地で種苗放流を資金的に支えて

それとともに︑同社は一丸となり

まとまった数の種苗を

あり︑資源の増大が期

組んでいる会社として高い評価を得

生産したい︑と考えて

います︒

ています︒

水辺の環境保全のための活動に取り

います︒

した︒

漁者協力金制度﹂をスタートさせた

くれたのは平成十三年のことです︒

自然への感謝と地域社会貢献活動の

とり貴重な寄付になりました︒

ダイ種苗放流に役立てて︑と今年七

六ミリの大きさです︒

で行われた青少

このマダイ種苗は︑協

まで神奈川県は︑マダイ
神奈川の海にマダイ資

会が生産し︑小網代湾の

ました︒
子どもたちは﹁大

ったマダイ稚魚に標識を

これまで1,100万円を超す支援

釣りを楽しむ遊漁者を多
源を増やそう︑と長年に

かを調べることになりま

わたり百万尾のマダイ種

歓声を上げながら魚に触

所に︑合計六十万尾のマ

にかけの相模湾の十一か

昨年の東京湾での放流に

付ける作業を行い︑九月

す︒
苗を放流するほか︑十月

ました▼この大会では

鎌倉・腰越みなとまつり

に横須賀・平成漁港で開

放流サイズは全長約七十

生簀で育てていたもので︑ 回復への期待は大きいも

︵二十六日︶でマダイ種

大会でカサゴ種苗が放流

苗の放流が続けられてき

園での青少年・少女釣り
されました︒三十一日に

ました︒今年も八月五日
万尾を放流したのに続き︑

に三浦市・小網代湾に五

な海づくり﹂で︑クロダ
イ種苗が放流されること

催される﹁かながわ豊か

になっています︒

スティバル２０１０﹂が
験﹂で協会が生産したマ

っていました︒また︑協

と声を掛けながら放流し

きくなって戻ってきて﹂
やカサゴが入っている水

識を付けて放流しました︒

二万尾のマダイ種苗に標

ために

査する

果を調

放流効

ダイ種苗を放流しました︒

今年も二万尾に標識を付けて

ていました︒

会が展示した小さなタイ

六日には湯河原町・福浦

開催され︑﹁稚魚放流体

は第五回﹁三浦・海フェ

には横須賀・海辺つり公

子どもがカサゴの稚魚を放流

潮騒

相模湾にマダイ種苗を放流

シマノが種苗放流のためにと100万円を寄付

今年の県下各地での種苗放流

マダイ・クロダイ・ヒラメ

かながわ豊かな海づくりでは
‥‥

催されました︒小さな子

マダイ種苗千 尾 を 放 流
平成二十二年度の﹁か
ながわ豊かな海づくり﹂

槽を覗き込んでいる子ど
どもも参加し︑マダイの
稚魚千尾を放流しました︒ ももいました︒
種苗放流は︑神奈川県
の米山健水産課長が﹁マ

全国豊かな海づくり推

参加した子どもたちは︑

アナゴな

東京湾の水産資源の回復

ダイ稚魚の放流を通じ︑

進協会が推進する栽培漁

これまでに二百五尾が再

ッチング

捕されたという報告がき

と﹂あいさつして始まり

画し協会は今年も二万尾

ています︒
け︑三浦市・松輪沖に放

この事業は︑海域環境

培漁業の持続的な展開を

ますが︑県域を越えて栽
目指すことになります︒

には放流することになり
域として都市近郊の東京

しようと︑昨年︑新規海
湾という﹁閉鎖﹂海域で

に合った栽培漁業を推進

続き今年が二回目です︒

流することになりました︒ 浦市・小網代湾で飼育中

今年も協会の職員が三

のマダイ稚魚に標識を付

三浦

は︑七月二十四日︑横浜
市金沢区の海の公園で開

どの入っ

への理解を深め下さい

マダイ種苗を放流

沖に

松輪
ているタ

市

三浦市沖でマダイ種苗を放流

業資源回復対策事業に参

泳いでいる、稚魚をじっと見る
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さいばい
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さ い ば い ニ ュ ー ス
2 0 1 0 年（平成 22年）９月１日
（１）

漁 民 食 堂﹁ぎょれん市場﹂
を通る車のドライバーな

横浜・金沢区にオープン
神奈川県漁連は︑県下

県内でその日の朝に獲

親子料理教室
教室﹂が開催されました︒

漁協所属の漁業者︑町民
ボランティアの協力で︑
定置網の網締めと魚の水
揚げを体験し︑魚の水揚
げにも挑戦しました︒
引き続き︑アジを使い

艫のオンチャン航海記

まぐろ 千 夜一夜

続

そ
―んなに可笑しいこと言うたか

？ ―
と一寸鼻白んでいたところ︑

しゃねぇ︑日本生まれの日本育ち︑

﹁いやいや失礼︒ご免なさい︒私

幼稚園から大学までずっと日本︒

生まれ故郷は東京で︑元日本人な

そこでその︽元︾の意味を訊ね

﹁漁民食堂﹂です︒店内

として昼食を提供する

れた魚介類をメイン食材

はテーブル席が二十三︑
県民が漁業の生産現場

真鶴町で定置網・干物づくり 体験

カウンター席が七の合計

てみますと︑こう言う返事が返っ

どに﹁美味しい昼食だ﹂

魚の開き方を実習しまし

ジオの修理に行った通信士について行

で獲れる魚介類の﹁アン
参加者は︑定置網の網締

た︒このアジはこの後参

き︑ジンを飲み過ぎて酔いつぶれて泊

的に︑八月十九日︑平成

地消につなげることを目

人です︒冒頭︑神奈川県

県内の十九家族︑三十九

ろししたアジの開きはお

日干しし︑自分が三枚お

めてもらった家から朝帰り︒その家に

元日本人の男に会います︶

再び呼ばれて行き︑顔中髭に覆われた

東京生まれの東京育ち

てきたんです︒

元
―日本人？︑何のこっちゃ

んだよ﹂

の見学や体験漁業に参加
め︑アジの干物づくりな

加者が漁船で沖の定置網

⑤

三十席です︒ひっきりな
することにより︑地場産
どを体験しました︒

話 国棄て

しに通過するトラックな
水産物や県内漁業への理

などを見学している間天

第

営業を開始したのは七
どのドライバーのランチ

今回参加したのは神奈川

今のところ提供してい

飲むほどに︑酔うほどに︑髭のオッサ

ン︑仮にＧさんとでもしときますか ―
Ｇさんは︑言葉も態度も砕けてきて︑

血の気の多い︑奥多摩の江戸っ子丸出し

が︑その話し振りは︑英国紳士どころか︑

こういう切り出しで話し始めたのです

大変辺鄙な山奥の片田舎だったなぁ﹂

も︑生家は奥多摩って言ってサ︑当時は

と言えば聞こえはいいが︑東京は東京で

﹁アタシャね︑東京生まれの東京育ち︑

群︒我が家の特等席です﹂と自慢するよ

髭は﹁この場所は涼しくて︑景色も抜

―

と横浜市金沢区富岡東の
月十四日からでしたが︑
解を深めてもらい︑地産

五十人に参加してもらい

ていました︒

土産にもらい︑大喜びし

︵前号のあらすじ ト
‥ランジスタラ

漁連敷地内に︑漁民食堂
それに先立ち七月六日に︑ タイムの利用を見込んで

地元で獲れる魚介類が食
る食事のメニューは︑直

試験場の武富和正場長が

水産技術センター相模湾

グロ刺身定食などが定番

アの町並みが見渡され︑その先には印度

巻き舌の東京弁で語り始めました︒

きた昼食で試食し︑相模

洋が広がっています︒

うに︑目の下にビクトリア港とビクトリ

沖に行き定置網を見るな

湾の﹁旬﹂を堪能してい

さらに︑魚を使い刺身

二十二年度第二回﹁相模

アナゴは東
となり︑このほか日替わ

どいろいろ体験してもら

ました︒また︑定置網に

な
―るほど︑これは一等席やなぁ と
―

います︒楽しい一日にし

付着したフジツボを除去

な老婆の手で運ばれてくる︒

なので︑呆気にとられたものです︒

さてそのＧさんですが︑昭和二十六年︑

﹁そいじゃ改めてお礼を言います︒そ

出たくらいでは︑マトモな働き口を探す

戦間もない日本は就職難で︑無名私大を

都内の某私立大学を卒業したものの︑敗

れと今晩はよくお出で下さった︒ありが

相当の酒豪とみえます︒やったり取った

紙の翻訳仕事などで︑結構な実入りがあ

に商売する女達の英文手紙の代筆や︑手

ですから︑米軍の通訳やその兵隊を相手

幸いＧさんは︑英語が得意だったもん

のは大変だったらしいですわ︒

りし乍ら︑ビールが椰子酒に代わる頃に

にしてもいいなぁ︑と本気で思うことも

あったらしいです︒

本社のある小さな貿易会社のアジア︑ア

ところが或る時︑知人の紹介で東京に

印度洋駐在員

ねぇ︒イヤ︑大した度胸だと思うよ﹂な

随分怖い思いをすることもあるんだろう

英語が喋れる人間は︑当時はそう多く

フリカ駐在員として採用されました︒

儂は

彼が余りにも可笑しがるものですから︑

笑い転げたんです︒

すると彼は︑顔中の髭を震わせ乍ら︑

いうことです︒

んですか︒どこぞで習うたんですか﹂と

﹁なぜそないに日本語を上手に話せる

︵つづく︶

言えない苦労も強いられたそうです︒

した国や島をあちこち行かされ︑口には

ジア︑東アフリカなど︑主に印度洋に面

僅か三カ月間の研修期間の後︑東南ア

ムズしていたことを質問してみたんです︒ なかったからだと思います︒

儂の方は︑先ほどから訊ねとうてムズ

どと言ったりしています︒

な船で七つの海を渡って来るんだから︑

ったねぇ︒失礼だけど︑あんなちっぽけ

果てまで来ようとは夢にも思っていなか

﹁日本のマグロ船が︑印度洋のこんな

打ち解けて︑気を許し合うてきたのです︒ り︑就職出来ないのならば︑これを本業

は︑二人共かなり酔いも廻り︑すっかり

触れると︑グッと一息に飲み干すのです︒

とう﹂そう言い乍ら︑儂のコップに軽く

ぐと︑一つを儂に渡し

髭は二つのコップに並々とビールを注

酒盛り

どが︑坊主と現地人の女中らしい無愛想

入った酒やら︑皿に盛り上げた酒の肴な

感心しているうちに︑ビールやら︑壺に

て下さい﹂とあいさつし

参加者は貴重な一日を過

変化﹂︑神奈

た海況の長期

ごしました︒

相模湾の環境保全と水産振興

に分かれ︑漁協職員や同

この後︑参加者は二班

する作業を経験するなど︑

や揚げ物を作り︑持って

湾の四季の魚・親子料理

います︒

ともいえる﹁ぎょれん市

16

ました︒

﹁定置網の作業︑魚の干

営のマグロ加工場を持っ

丼﹂の試食会

京湾の漁業者
りでアナゴ︑アジ︑サバ︑

祝賀会で高橋組合長に記念品を贈る

物づくり︑漁船に乗って

﹁アナゴ丼﹂﹁マグロ漬

が漁獲する名
シラスなど旬の魚を調理

を行いました︒ ている漁連ならではのマ

物だし︑マグ
今後︑それぞれ旬の魚

して出しています︒

有するマグロ
介類を使い一日に七〜八

ロは漁連が所

加工センター
種類の昼食を提供するこ
時間は午前十一時から午

料でしたので︑ とにしていますが︑営業

美味しさは満

後三時までで︑日曜日が

水顕太郎氏が﹁相模湾で

足できるもの

水産海洋学会︑小田原

起こった海況の長期変動

定休です︒

市︑㈶相模湾水産振興事

センターの清

川県水産技術
け︑小田原市漁協の組合

業団が共催する第三十四

シンポジウム︑十月十九日開催

神奈川県漁連の会長で

長としてモデル網の導入

でした︒

もある小田原市漁協の高

の特徴﹂と題して話をし
同センターの山田佳昭

ます︒
水産振興﹂シンポジウム

氏は﹁相模湾における水

回﹁相模湾の環境保全と
は﹁相模湾の海洋環境・

を決断しました︒その結
をアップさせ︑急潮によ

生態系と温暖化現象の関

果︑新定置網が漁獲効率
して︑平成二十二年度神

る被害の軽減にも効果が

質環境・プランクトンの

営の安定化に尽力したと
奈川県県民功労者として

長期変動﹂︑同センター
相模湾試験場の片山俊之

わり﹂をテーマに︑十月
神奈川県水難救済会会長︑ 多くの成果を上げ︑それ

十九日午前九時三十分か

あることを実証するなど
らの成果は他の定置網で

氏は﹁相模湾における魚

服部郁弘全国漁業協同組

ら午後二時三十分まで︑

講演を行います︒引き続

者が現場からの意見を発

定置網・刺網・遊漁船業

野敏行名誉教授が司会し︑

最後に︑東京大学の平

神奈川県西湘総合センタ
東北大学の近藤純正名

類相の長期変化﹂と題し

生かされるなど︑大きく
に駆けつけ︑七月十三日︑ 貢献しました︒
も漁協合併の機運を盛り

誉教授が﹁気候変動と私

て話題を提供します︒
コハマで祝賀会が開かれ

上げ︑水産物の生産者直

たちの暮らし﹂ 歴
―史資

また︑漁連会長として
ました︒

販に前向きに取り組むな

横浜のロイヤルホールヨ

高橋組合長は︑相模湾

ど︑県下水産業界のリー

をもとに総合討論が行な
います︒

表した後︑その意見など
氏が﹁日本周辺に起こっ

き︑元中央水研の友定彰

料に学ぶ と
―題して基調
の沿岸漁業の振興に前向

ことが認められ︑今回の

ダーとして活躍している
受賞となりました︒

きに取り組み︑特に神奈
る定置網の生き残りをか

川県では最重要漁業であ

ーで開催されます︒

合連合会会長らがお祝い

表彰されました︒牧島功

橋征人組合長は︑漁業経

網締めし魚を水揚げ

べられるとあって︑国道

場﹂をオープンしました︒ 県下の漁業関係者ら二百

テナショップ﹂になれば︑ と喜ばれています︒

の
相模湾
魚
四季の

が吟味した原

営業を始めた食堂「ぎょれん市場」

七月十三日︑祝賀会開かれる
高橋・小田原市漁協組合長が県民功労賞受賞

（２）
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﹁めしや大磯港﹂

朝獲れ魚が食べられる

話し︑漁協の事業活動や

﹁漁業者ねんきん﹂を浜の話題に

が食べられるの﹂と言葉
理念︑使命と役割などを

日の朝定置網で獲れた魚

目の前の相模湾でその

のは今年四月下旬のこと

しや大磯港﹂を開店した

合長︶
が大磯漁港内に﹁め

大磯町漁協︵加藤孝組

相手の漁業ですから︑も

を作り始めます︒自然が

十一時前にお客さんが列

分から午後二時までと︑

きました︒特に﹁漁業者

二年度漁業士研修会を開

でですが︑特に昼食時は︑ は七月十三日︑平成二十

夕方午後五時から八時ま

ねんきん﹂について︑漁

奈川県水産技術センター

神奈川県漁業士会と神

全国共済水産

研修会は︑

との提案がありました︒

とを話題にしてほしい︑

の都度﹁ねんきん﹂のこ

まる機会があったら︑そ

存在なので︑漁業者が集

業士は各浜のリーダー的

の加入︑普及率は一割に

末の神奈川県は約二百名

わらず︑平成二十一年度

年金制度であるにもかか

国の助成を受けた有利な

を説明しました︒

ョコー
︵生命共済︶﹂など

リコー
︵傷害共済︶﹂﹁チ

﹁漁業者ねんきん﹂﹁ノ

ほどです︒

っているか﹂と心配する

さいばい漁業って何 ⑧

方法もあり

促進させる

生の定着を

されています︒

ロティン︑ルチンが分離

クロロフィル やβ

色素を調べたところでは︑

このことから︑アワビ

カ
―

ます︒

の殻が緑色になるのはク

天然アワビの殻は紫色

きいものと思われます︒

ロロフィル の関与が大

為

殻の色

がかった茶色をしていま

井 利

㈶神奈川県栽培漁業協会

専務理事 今

稚貝の育成

アワビの種苗を生産す

産した種苗は貝殻の色が

池から放流場所まで活力

流する要点は︑種苗生産

アワビ稚貝を安全に放

種播き

緑色をしています︒クロ

ところが︑人工的に生

す︒

を写真のようなふ化水槽

アワビとマダカアワビは

ー・ベリジャー初期幼生

る工程で︑トロコフォア

に収容し︑海水を僅かに

は薄い緑色をしています︒ ことです︒

濃い緑色︑メガイアワビ

獲されるまで︑変わりま

ホタテガイの殻︑コンク

るだけ︑飼育池でカキ殻︑

アワビの稚貝は︑でき

を保った状況を維持する
介しました︒全国では約

せん︒

この色彩は放流して漁
八万三千名が加入し普及
率は約三五％に達してい

済の種目と内

るそうです︒

んが﹁漁協共
容について﹂

ａ

日本農産工業㈱水産部

ａ

話した後︑県下漁協と一

を掛けてもらえるように
なったそうです︒

介類を食材として︑調理
です︒その日の朝︑定置
ちろん漁模様が芳しくな

業協組連合会

満たない状況であると紹

体となり取り組んでいる

して食べさせてくれる大

い日があります︒水揚げ

神奈川県事務

神奈川県漁業士研修会で大切さ学ぶ

磯町・大磯漁港の﹁めし
網が獲ってきた魚が食べ

された魚が少ないことを

所の藤城淳さ

営業は午前十一時三十

や大磯港﹂は︑新鮮で美
られることから︑口コミ

知った列の後ろの方のお

新鮮で安くて美 味 し い 地 魚 が 大 人 気 に

味しくしかも漁業者直営
で評判となり︑連日︑営

客さんが﹁私の分まで残

食といのちの未来を開く
飼料開発を目指す

﹁漁業者ねんきん﹂は

て大人気になっています︒ 業開始前に長い列ができ

の食堂だけに安いとあっ

予想以上の来

るほどです︒

ン当初︑食堂

客に︑オープ

と題して講演

フライ︑煮つけ︑ご飯︑

人気のメニューは刺身︑

﹁てんてこ舞

っています︒

開催しました︒子どもた

青少年・少女釣り大会を

辺つり公園で︑第十二回

横須賀市平成町の市立海

どが二台の放流台を使っ

会に参加した親子連れな

サゴの稚魚二千尾を︑大

協会が種苗生産したるカ

この日の釣りの対象魚で︑

が二十度以下の涼しい時

それから︑稚貝は気温

リート板︑樋で作ったシ

部が緑色でしたら︑その

期を選び︑乾燥しないよ

が緑色になります︒

の海藻を投餌すると貝殻

する場合が多く︑これら

メなど大型褐藻を餌料と

るときに︑アラメ・カジ

アワビの稚貝を飼育す

点を表しています︒

所が天然に放流された時

に色彩が変化している箇

た貝です︒緑色から茶色

アワビは人工種苗生産し

放流した時点から天然

また︑ノリコーも全国

味噌汁がセットされた

しました︒漁

い﹂していま

協会のアワビ種苗生産の

ちろん︑安全性を重視し

ちはキス︑海タナゴ︑ベ

前ぐらいから室外槽に浸

ェルターなどの基質に付

普及率は約五〇％に達し

﹁港御膳﹂︑刺身盛り合

業共済制度は

したが︑今で

現場でもこの餌を使用し

イ・ヒラメ︑アユ︑二枚

厳選して使用しているし︑ 料としてはこのほかマダ

て信頼できる原料だけを

貝︑稚エビ︑アワビ中間

放流に先立ち協会の今

着させ︑剥離をせず︑人

の手でアワビの稚貝に触

ていますが︑同社がアワ

使用方法は簡単でそのま

育成用飼料がありますが︑ ラ︑カサゴを対象に釣り

この波板を運び込んだ

ることから︑フィコエリ

と貝殻は普通の茶色にな

で放流場所に着くように

うに︑できるだけ短時間

餌として紅藻を与える

室内水槽でベリジャー幼

ワビの幼生を定着させる

食させたアワビの貝殻の

緑藻のアナアオサを摂

あります︒

︵つづく︶

せず︑分散させる必要が

放流は︑一箇所に集中

工夫してください︒

が関与しているものと思

働きがあるため︑波板を

また︑親貝の粘液がア

生を定着させます︒

シチィンなどの紅色色素

漬しておきます︒

の貝殻と同様な茶色にな
ているのに︑県の普及率

海鮮料理などでアワビ

ビ用飼料の販売を始めた

ま投餌すればよく︑餌用

種苗生産用の飼料だけで

井利為専務は﹁カサゴは
卵でなく子どもで生まれ
るので数が少なく︑成長
も遅いのですが︑三年後
でも釣れるようになると

親アワビに舐めさせて幼

われます︒
ました︒

思います﹂とあいさつし

には大きく育ちこの付近

ります︒

漁業者の生活

流しながら飼います︒ベ

わせ︑焼き魚定食などで

は約一五％︑チョコーの

らない状況で放流場所ま

は︑何度も来

を守る重要な

リジャー後期の幼生を底

で運びたいものです︒

すが︑鮮度が命なので獲

全国普及率は約一三〇％

を食べる機会がありまし

てくれるお客

制度で︑漁業

たら︑貝殻を見てくださ

り置きはしないため︑シ

着させるため︑付着珪藻

さんと顔なじ

に達しているのに︑県の

ケの日は休業し︑また︑

協同組合と協

みになり︑﹁今

を培養する波板を二週間

青少年・少女が釣りの

のは昭和五十二年です︒

の海藻を採取するなどの

マナーを学び︑水産資源

以後︑﹁食といのちの未

面倒な作業が減り︑大幅

ニジマス︑クルマエビ︑

種苗生産現場の初期飼

来を開く﹂を基本理念と

はなくマダイ︑ブリ︑カ
同社には︑飼育環境や

アワビ︑二枚貝といった

て放流しました︒

し︑より上質な肉質の魚

な省力化が達成できる飼

ンパチ︑ギンザケ︑アユ︑
常に進化を続けてきたの

アワビの好みに合わせて

魚貝類の養殖の現場でも
のブランド化﹂に役立っ

を競いました︒

貝類を作る飼料開発を追

料です︒

青少年・少女釣り大会

普及率二五％であると説

定休は毎週水曜日です︒

開発︑発売しています︒

の大切さを知ってもらお

力して事業を

日はどんな魚

また︑アワビ用の初期段

全日本磯釣連名神奈川

うと開催されたもので︑

い︒アワビの貝殻の中心

い形の餌であること︑飼

階の餌として︑付着珪藻

県支部は七月二十五日︑

明しました︒

アワビ用飼料の国内シ

育水中に入れても長時間

代替飼料の開発試験を行

進めていると

ェア が
―七０％という実

がこの餌の特長です︒も

績を持つ日本農産工業㈱︒ 餌の形を保つこと︑など

のスタッフは

「漁業者ねんきん」などを研修

求してきました︒そして
が﹁ノーサン印のあわび

種類の違う飼料を用意し

ています︒

ていますが︑さらに今年︑ 同社の飼料は︑﹁養殖魚

用飼料﹂です︒

効果がある新しい飼料を

高水温期の生残率向上に

天然海藻と比べ優れた
飼料効果と成長を示し︑

アワビふ化器

付着珪藻を培養した波板

列ができる人気の「めしや大磯港」

しかもアワビが食べやす

カサゴの稚魚を放流

シリーズ①

神奈川の栽培漁業を支える
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大楠山入口

佐島入口

朝市開始直
前の午前七時
ごろから︑そ
の朝定置網で
獲れた魚の水
揚げを見るこ

,

とができます︒

小田原みなとまつり

午前九時の
開始とともに
家族連れなど
がぞくぞくと

会場に詰めかけ︑来場者

四万八千人の来場者で大賑わい
第二十回﹁小田原みな
万五千人を軽く超え︑そ

とまつり﹂は︑八月一日︑ 数は雨が降った昨年の三
小田原漁港や小田原沖の
の前の年の四万五千人を
超える四万八千人に膨れ

海上で開催されました︒
定置網でその日の朝獲れ
した︒

その後︑公募で参加した

上がり大賑わいとなりま
会場では鮮魚の販売の

た鮮魚の販売は大人気と

ほかアジの干物づくり教

なり︑また︑二十回目と
いう節目の年の開催だっ

子ども加わり︑小田原漁

初めて八千尾のカサゴ種

このカサゴ種苗は︑神奈

などを集め︑カサゴ資源

は︑これから再捕データ

豊かな海づくり推進協会

これまでほとんど分かっ

業協会は︑カサゴ種苗の

資源で︑神奈川県栽培漁

会の協力で放流しました︒ ちろん遊漁者にも貴重な

カサゴは︑漁業者はも

の増大を目指します︒

川県栽培漁業協会が今年

苗の生産に成功︑そのう

進協会は八月五日︑横須

大量生産に取り掛かれな

ちの三千尾を栽培漁業協

賀市・猿島周辺の海にカ

の生態調査を行います︒

サゴ種苗を放流しました︒ ていないカサゴの放流後

全国豊かな海づくり推

再捕したら連絡を

カサゴ種苗を放流

する水面の視察が行われ︑

たので︑三千九百尾のマ

室︑船釣り大会︑定置網

見学︑体験ダイビング︑ 港岸壁から体長六センチ

ダイ稚魚の放流も行われ
ました︒

に育った三千九百尾のマ

掛け︑協会に寄

し︑水産資源を

トラフグ種苗放流

まだピチピチ

性部はサザエの壺焼きを

アユのつかみど

付を続けてくれ

増やしてほし

七〜八センチに育った種

育ててきたもので︑全長

年一月にふ化しこれまで

放流したカサゴは︑今

推進協会︵電話０３ ５
―

方は全国豊かな海づくり

標識カサゴを再捕した

することにしています︒

いか︑その可能性を検討

６５１ ３
―５０１︶にご

連絡下さい︒

中のことなので︑目で見

て確認できない悩みがあ

ります︒そんなとき役に

立つのが標識放流した魚

の再捕報告です︒

そして︑種苗を放流し続

ダイ︑トラフグ︑カサゴ

今年も神奈川の海でマ

けることにより資源が維

しました︒水産資源の動

種苗に標識を付けて放流

とはこれまでの調査で分

料にするので︑﹁標識

願いします︒

魚﹂が獲れたら報告をお

向を調べるための基礎資

農産物とはちがい︑海の

しかし︑畑に種を蒔く

かっています︒

持されている︑というこ

の種苗が放流されました︒

マダイをはじめたくさん

今年も神奈川県下には

編集後記

流に大きな期待が寄せられています︒

にとっても貴重な資源であり︑種苗放

トラフグは漁業者にとっても遊漁船

ナの岸壁から放流しました︒

新安浦漁港︑横浜のベイサイドマリー

尾のトラフグ種苗を横須賀市の走水と

いた赤色のタグを付けた合計一万二千

東京湾側は﹁１０﹂という数字を書

長井沖に放流しました︒

苗を漁船に積み込み︑横須賀市佐島と

を付けた合計一万三千尾のトラフグ種

いう数字を書いた青色のアンカータグ

相模湾側は﹁１０﹂︵２０１０年︶と

いずれも六月下旬に行われたもので︑

した︒

グを付けてトラフグの種苗を放流しま

今年も相模湾と東京湾にアンカータ

けて放流しました︒全国

を切り取りました︶を付

苗に標識︵胸ビレの一本

胸ビレをカットし
放流するカサゴ稚魚

跳ねる魚を直
ぐに氷締めに
してお客さん
で誰が見ても
あることは明らかです︒
販売していました︒また︑

ました︒

ダイ稚魚の放流を行ない

せていただき︑

ています︒今回

同社は春に

い﹂と寄付目録

とあるのは誤りで、収入内訳・支出内訳とも正しい数字は

教室︑魚食普及

トラフグに標識を付けて放流

相模湾には 青
…色のタグ
東京湾には 赤
…色のタグ

資源の増大に役

も︑同社の渡邊

﹁キスマスタ

をいただきまし

内訳・支出内訳の表の中の数字がいずれも「１４，９７７」

稚魚の展示も人気

り︑海藻おしば
料理教室など多
彩なイベントが
した︒今年は二

繰り広げられま
十回目の開催を
記念し︑完成ま
じかの小田原新

立つように努力

ー﹂︑秋に﹁ハ

前号（２２年６月１日）１面の平成２１年度財団法人神

に販売するの

このほか︑﹁佐島の地ダ
市の名産品なども販売し︑

季節の野菜や花︑横須賀

横須賀市佐島３丁目５−１

港の活魚を蓄養

一部の六万五千円を﹁海
を豊かにするために使っ
付してくれました︒協会

します﹂とお礼

藤郎副社長から

ギマスター﹂を

た︒

奈川県栽培漁業協会の決算について、の中の２１年度収入

抜群の鮮度で

コ﹂や﹁湘南しらす﹂を

た︒

来場者に喜ばれていまし

リビエラリゾート

の今井利為専務は﹁今回

キスマスター参加者から寄付

リビエラリゾートは先

の寄付金も水産種苗の生

てください﹂と協会に寄
に﹁キスマスター２０１

の言葉を述べま

﹁海をきれいに

産︑放流に使わ

０﹂を開催し︑参加費の

した︒

行い︑そのたび
に参加者に呼び

「１４１，９７７」でした。お詫びして訂正いたします。

獲った漁業者が販売しま
す︒七月からはサザエや

ー︑タコめし︑地魚天丼︑

このほか︑しらすカレ

アワビ︑八月からはイセ
エビなども販売されてい

■住

10

10

ます︒
られるとあって︑来場し
たお客さんは大満足だっ

プリンなども会場で食べ

たようです︒見て︑買っ

七月二十四日の﹁佐島
放題やサザエのつかみ取

毎月第４土曜日の午前８時から販売を始めます。

正

訂

朝市﹂では︑サバのつめ
りなどが行われ︑来場者

島港」下車、徒歩1分です。

て︑食べてを満喫できる

海側に曲がり、約３分で会場です。バスだと京急バスで「佐

﹁佐島朝市﹂です︒

【アクセス】車だと、国道１３４号線「佐島入口」の信号を

は競い合いながら挑戦し

佐島漁港前

ていました︒大楠漁協女
→

横須賀市大楠漁協

加藤憲一小田原市長も放流に参加

今井専務に渡邊副社長から寄付目録が

線

大勢のお客さんが詰めかけた会場

■問い合わせ先

横須賀市大楠漁協

046-856-4116
■営業日

所

小田和湾
佐島マリーナ

面
方
崎
三

「佐島のおいしい魚」で検索・佐島朝市
佐島の丘

朝市会場

定置網で水揚げ直後の鮮魚・地ダコなどを生産者直販
4号
13
道
国

シリーズ㉒

朝市・直販所めぐり
大楠小入口

（４）
第89号

さ い ば い ニ ュ ー ス
2 0 1 0 年（平成 22年）９月１日

