自前での供給を目指し・
・
・
課題は︑栽培漁業協会
の飼育施設は︑カサゴの
仔魚の飼育にとって必要
な規模の大きい加温装置

世界初マダイ種苗生産成功

五十周年
記念式典挙行

である山下金義博士が招

かれ︑神奈川県知事から

感謝状が授与されました︒

観音崎水産生物研究所

め︑現状では︑需要があ

下金義博士は︑マダイの

士と西塚隆氏とともに山

の所長である四竃安正博

卵ではなく︑仔魚を生み
る全部の種苗を生産でき

カサゴの種苗生産試験始める
め︑また︑釣りの対象と
ます︒

がないことです︒このた
カサゴは︑沿岸漁業で
して人気があり︑増殖の
栽培漁業協会でも毎年︑ 前で種苗が供給できるよ
る施設の利用を工夫する

そこで今後は︑現在あ

県から種苗
センチの種苗を生産でき

一万尾前後の全長六〜八

平成二十二年度から約

や回収率と経済効果を明

す︒また︑放流後の移動

ていきたいと考えていま

せられ︑他

を購入し︑

らかにしていく必要があ

飼育が始まり︑平成二十

るようになりました︒今

五年の夏に種苗を供給で

から揚げなど料理法が多

年度も十一月から仔魚の

カサゴは

様です︒消費者にとって

昭和三十七︵一九六二

配布してい

岩礁や海中

きるように︑現在︑細心

も︑神奈川の海で漁獲さ

ます︒

林などに生

の注意を払って飼育して

に上がる機会が増えるこ

たのは横須賀市の観音崎

ダイ種苗生産を成功させ

育て︑観音崎の多々良浜

に六尾を放流することが

できました︒

マダイの種苗生産は戦

前から水産研究者の夢で

あり︑現在各地の栽培漁

業センターで百万尾単位

の種苗生産が可能となっ

た基礎を築いた点で記念

栽培漁業のあゆみも五

すべき業績です︒

十年にあたりこの間様々

な種類の魚介類の技術開

発行われ︑資源管理とと

もに人工種苗で減少した

資源を回復して︑生物循

環ができる社会が求めら

平成二十四年度

簀に移しましたが︑八月

育てた後︑小網代湾の生

れています︒

のマダイ種苗生

アオサギ︑コサギ︑ウミ

の放流二週間前ごろから
尾と目標を立て︑

ウが大量に生簀周辺に集

産・放流は七十万

式典では当時の功労者

水産生物研究所でした︒

とが期待されます︒

典が行なわれました︒

息し︑底生

年︶に世界で初めてのマ

カサゴは放流一年目で

れれば︑新鮮な魚が食卓

全長十センチ︑二年で十

います︒

川県では十

三センチに成長します︒

生活で神奈

一月から二

理は県で行うこととなっ
政施策を打ち出している

者ならびに行政の方々の
ともより良い成果を生み

中で︑これら費用の予算

ていますが︑県が緊急財
出すように努力していき

ご理解を得ながら︑今後

月にかけて

勇

化が極めて厳しい状況に

人工授精卵から稚魚まで

は大量に漁獲はしないも

うに︑平成二十二年度か

ません︒

十万尾を越
ら試験的にカサゴの種苗

ことなどして︑二万尾程

栽培漁業協会では︑自

期待が高まっています︒

昨年十月十四日︑横須

のの︑着実に刺網や釣り
で漁業収入を得られるた
える種苗購

度を自給できるようにし

藤

賀市にある観音崎自然博
ります︒
カサゴは刺身︑煮つけ︑ 物館で世界初マダイ種苗
生産成功五十周年記念式

入希望が寄

生産を行っています︒

後

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

たいと思っています︒

五月から種苗の生

神奈川県は栽培漁業協

あります︒
事・監事の員数と評議員

漁業者や遊漁案内業者

まりました▼急いで︑防

会を自立化させ︑今後︑

ならびに遊漁者の種苗放

産を始めました▼

の数を書面評決ができな

県が補助金を出すことは

鳥ネットを生簀に覆いま

くなったため︑大幅に減

したが︑ウミウがネット

流に対する期待は高いも

五月七日・九日に
なくなりました︒したが

静岡県の浜岡からマダイ

らしました︒県や市町の

のがあります︒これらに

を掻い潜り︑潜水して鵜

って︑基本的に受益者負

の卵を購入し︑陸上池で

職員は︑理事︑評議員に

応えるため種苗生産の基

呑みにしてマダイを食べ

担によって運営費を賄っ

育てていましたが︑六月

入っていません︒

盤である施設が壊れてし

まくりました▼このため︑

ていく必要があります︒

まうと︑生産と栽培漁業

十三日に三浦市小網代湾

そのため︑決算の評議

しかし︑施設は県から無

協会の運営は非常に厳し

あけましておめでとう

員会が終わって︑県や市

償貸与されていますが︑

いものがあります︒

度は︑この経験を踏まえ

今年度のマダイ種苗放流
町︑役員等を出していな

マダイ種苗生産池の底掃

是非︑このような状況

て︑防鳥対策と中間育成

にある小割生簀に移し︑
い漁業協同組合の方々に

除機や中間育成筏の老朽

稚魚が傷つき大量に斃死

生簀への沖だしは天気予
神奈川県の栽培漁業協

ございます︒
神奈川県栽培漁業協会

神奈川県栽培漁業推進協

を改善していくため︑皆

してしまいました▼次に

数は︑四十万尾に止まっ
は昨年四月一日より公益

議会に参加していただき︑ 化︑また︑飼育海水を汲

様のご理解とご支援をお

第二回目の種苗生産をす

中間育成し始めて七日後
財団法人として新しいス

みあげるポンプならびに

願いします︒

てしまい皆様にはご迷惑
タートを切りました︒

決算︑予算を報告し︑ご

取水管の傷みが激しく︑

に台風四号が通過し︑そ
従来の財団法人から公

意見を伺うこととしまし

会は漁業者や遊漁案内業

早急に改修や取り替えが

新年のご挨拶とします︒

ご多幸︑大漁を祈願して

最後に皆様のご健勝と

ら卵を搬入し︑陸上池で

るため︑千葉県の勝浦か

ていきます︒

報を見ながら慎重に行っ
本来︑施設の維持・管

必要となっています︒

の時に生簀網が吹かれて︑ をお掛けしました▼来年
益財団法人に移行したこ

た︒
定款になり︑運営形態が

社団法人

長

服 部 郁 弘

七‑ 一‑
七‑四〇一
六‑八三五

飯 島 正 宏

武 井

正
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とでその利子は一・七〜

図っていく必要がありま

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 経営の自立化を目指す中
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
基
本財産の一部 を 特 定 資 産 に 移 動
で︑資金繰りを安定的に
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 確保し︑経営の健全化を
神奈川県栽培漁業協会

一・五億円は定期預金と

そこで︑平成二十四年

は昭和六十一年に発足し
ました︒その際︑神奈川
十一月二十一日に開催さ

一・九％になりましたが︑ す︒

県︑沿海市町︑漁業協同
八日に開催された評議員

れた理事会と十一月二十
会で基本財産のうち定期

し︑その利子は〇・三八
栽培漁業協会の種苗生
預金で預けている一・五

％で預けています︒
産事業で特にマダイの種

組合︑水産団体の五十四
本財産を設けて︑その利

団体が出捐 寄(付 し)て基

子を運営資金に充ててき
る議案を可決していただ

苗生産は四月から始まり

きました︒

億円を特定資産へ移動す

産に必要な資材︑餌など

ます︒そのため︑種苗生

に増額し︑今まで七億六
をこの時期に購入しなけ

ました︒昭和六十三年度
千百十七万円を基本財産

が︑日本経済のバブルが

〜五％と高かったのです

には基本財産の利率は四

栽培漁業協会発足当初

います︒そこで短期借入

その間の収入は限られて

時期は八月以降であり︑

る負担金や協力金の入金

栽培漁業協会の収入であ

施のため必要な場合に限

ては︑公益目的事業の実

しました︒運用にあたっ

設けて︑運用することに

その管理に関する規程を

目的事業安定化基金とし︑

この特定資産は︑公益

弾けて以来︑平成十年以

として保有してきました︒ ればなりません︒しかし︑

降は︑定期預金の利率が
〇・三七％まで下がり︑
基本財産は担保とならず︑ この基金の全部もしくは

要があります︒今までは

り︑理事会の決議を経て︑

をして資金を調達する必

運営資金としてはわずか

の竹松公太郎氏は︑河川

は治水・利水に加えて環

十一日に開催され︑漁業

ンポジウムは昨年十月三

環境保全と水産振興﹂シ

第三十六回﹁相模湾の

境調査結果を説明しまし

隆氏はアユなどの漁場環

成︑内水面試験場の井塚

充宏氏はシラスの漁場形

水産技術センターの加藤

影響調査結果︑神奈川県

百五十尾︑岩漁協＝九百

環として︑相模

苗放流事業の一

横須賀市地先に五万︑横

浦市・松輪地先に五万︑

また︑東京湾側では三

性が実証されており︑協

く育った魚で放流の重要

割は放流した種苗が大き

が釣り上げるマダイの四

漁業者が漁獲︑遊漁者

業所得補償対策に取り組

組む漁業者を対象に︑漁

計画的に資源管理に取り

種苗を放流しました︒

千五百七十三尾のヒラメ

地先の海に︑合計一万三

協一万尾です︒

二十尾︑福浦漁協＝三千

湾から東京湾に

浜市・金沢地先に二万五

会は一昨年まで毎年七十

万五千尾のマダ

真鶴町地先に三

相模湾側では

の小網代湾の小割り生簀

いたマダイ種苗を三浦市

崎町の城ケ島で飼育して

協会が六月に三浦市三

減らさざるを得なくなり

助金が減少し︑放流数を

産・放流事業のための補

度から協会が行う種苗生

績は︑横浜市漁協＝四千

によるヒラメ種苗放流実

今年度︑同事業と漁協

少分を補てんする所得補

があり︑そこで収入の減

に直接影響を与える場合

型魚保護などを行い収入

管理実施のため休漁︑小

三百尾︑長井町漁協九千

ヒラメは︑県下の漁業

者にとり最も重要な資源

償対策を行なうものです︒

であり︑今年度からヒラ

尾︑横須賀市大楠漁協＝
七尾︑横須賀市東部漁協

千百尾︑初声漁協＝六十
＝五百十六尾︑みうら漁

メ種苗放流が加わり︑漁

獲増大が期待されます︒

協＝千八百尾︑江の島片
瀬漁協一万六千尾︑真鶴

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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岩
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財団法人
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組合長理事

神奈川県漁船保険組合

漁船漁業を守ります︒

JF神奈川漁連

境問題が重要視されだし

たと基調講演︑相模湾水

産振興事業団の武井正理

事長は漁場環境調査の必

要性︑相模湾試験場の山

者ら百五十人が参加︑酒

本章太郎氏は洪水による

匂川大洪水とその影響調

た︒

崎晴一氏︑刺網漁業者の

彦氏︑定置網漁業者の磯

内水面漁業者の篠本幸

査結果などを聞き︑質疑
応答しました︒
リバーフロント研究所

鈴木喜一氏が︑それぞれ

の漁業が抱えている問題

など現場からの報告を行

い︑最後に平野敏行東京

大学名誉教授は﹁環境と

生態系のモニタリングを

続けることは重要です﹂

中間育成し︑放流サイズ

一部を取り崩して︑公益

まで育てました︒生簀か

目的事業の実施費用に充

と締めくくりました︒

に五万︑大磯町地先に一

ら活魚運搬船に積込み︑

町漁協＝八百プラス二千

万︑平塚市地先に三万五

尾︑大磯町漁協＝三百尾︑

かけ︑合計四十

千尾でした︒さらに︑三

万〜百万尾のマダイ種苗

国及び神奈川県は平成

五百尾︑二宮町漁協＝五

千︑藤沢市・江の島片瀬

放流場所へ運び︑布製の
んでいますが︑二年目に

二年目の資源管理・漁業所得補償対策

地先に三万五千︑葉山町

網で水と一緒に稚魚をす

六万
万一
一千
千尾
尾余
余り
りの
のヒ
ヒラ
ラメ
メ種
種苗
苗放
放流
流
六

地先に三万五千︑横須賀

万尾のマダイ種

浦市・小網代湾内にも二

イ種苗を放流し

に冲出しし︑一日に六か

ました︒

しかし︑平成二十三年

たほか小田原

ら七回配合飼料を与え︑

重要魚種、ヒラメ種 苗 放 流

同事業で漁業者は資源

苗を放流しまし

万五千尾を放流しました︒ を放流してきました︒

でした︒

平塚市漁協＝七百二十プ

理事長と専務理事が保証

「相模湾の環境
保全と水産振興」

ラス一万尾︑小田原市漁

なものとなりました︒近

第36回

入った今年度は︑神奈川

てていきます︒

79,468
54,552
31,236
19,464
184,720
209,000
9,000
4,000
4,450
226,450
神奈川県
沿海市町（15）
漁協等（26）
水産団体等（13）
計（54）

県下の十一漁業協同組合

をして資金の借り入れを

金 額
488,468
63,552
35,236
23,914
611,170

割 合
79.92%
10.40%
5.77%
3.91%
100.00%
増養殖
振興基金
200,000
0
0
0
200,000

の安定供給を図るため︑

行ってきました︒また︑

計
栽培漁業
推進基金
設立基本財産
分
区

くい丁寧に放流しました︒ 二十三年度から︑水産物

年︑約六億円を定期預金

■取り崩し後

553,000
107,850
60,600
39,720
761,170

市・小田和湾内に五万尾

から県債︑国債に移すこ

平成二十四年度種苗放流事業

マダイ種苗四十万尾を放流
当協会は︑平

72.65%
14.17%
7.96%
5.22%
100.00%
200,000
0
0
0
200,000
209,000
9,000
4,000
4,450
226,450

金

た︒

成二十四年度種

■取り崩し前

市・江之浦地先

マダイ種苗を 丁 寧 に 放 流

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

計
増養殖
振興基金
神奈川県
沿海市町（15）
漁協等（26）
水産団体等（13）
計（54）

シンポジウム開く
洪水影響など討議

合
割
額
栽培漁業
推進基金
144,000
98,850
56,600
35,270
334,720
設立基本財産
分
区

（２）
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◇本牧・クロダイ

南部水産振興事業団は︑

協久里浜支所及び東京湾

七月︑横須賀市東部漁
子どもたちなど五十人が

放流イベントが行われ︑

釣り施設でクロダイ種苗

九月︑横浜市本牧の海

協会は︑神奈川の豊かな海づくりに取り組んでい
参加して千尾の種苗を放

◇久里浜・マダイ

ますが︑平成二十四年度の栽培普及啓発事業では︑
地域の祭りに参加してい

た﹁荒崎海岸クリーンフ

井町で昨年五月に行われ

種苗放流は︑横須賀市長

支所が主催し︑

協議会︑横浜市漁協金沢

六月︑東京湾地域遊漁

◇金沢・カサゴ
百尾を放流しました︒

たマダイ種苗合計二千五

里浜漁港で協会が生産し
マリーナの年間活動の一

九月︑横浜ベイサイド

◇横浜・マダイ

六月︑地元の小学生百

◇平塚漁港・ヒラメ
加していた児童やその親

少年・少女釣り大会に参

辺釣り公園で行われた青

学生と保護者がマダイ種

なとまつりで関係

八月︑小田原み
栽培漁業に役立てて︑と

ッシングクラブは協会に︑

なお︑同マリーナのフィ

苗千尾を放流しました︒

者が漁船に乗り沖
寄付してくれました︒

井

まつり会場でマダ

ました︒協会は同

りで︑地元の小学生と父

九月︑腰越みなとまつ

◇腰越・マダイ

とした食感を好む人に向

ビは身が硬く︑コリコリ

クロアワビ︑エゾアワ

カアワビ︑メガイアワビ

ますと言う方には︑マダ

余り硬いものは敬遠し
昨年五月から協会が育て

為

して味わうとま

して中華料理に

数値が求められます︒

で割ると回収率と言う

た違った味わい
アワビは海で

があります︒

アワビの成分は︑高た

の漁獲金額と種苗放流に

また︑回収したアワビ

固い︒鉄︑亜鉛︑マグネ

ぱく質が多いため︑肉が

コラーゲンなどの硬たん

とアワビ種苗放流事業は

を上回る漁獲を上げない

もちろん︑種苗放流経費

さい︒

黒字にするには︑どう

かを調べることは︑放流

くらいの数︑漁獲された

放流したアワビがどの

放流の効果

城ヶ島で放流が始まっ

って︑実行してください︒

合員の皆様方の協力によ

善策を立て︑漁業協同組

善するべきか考えて︑改

したら良いか︑どこを改

事業を評価する上でどう

Ｅなどを含みます︒

ミネラル︑ビタミンＢ群︑ 赤字となります︒

シウム︑銅︑リンなどの

材です︒たんぱく質には︑ 要した経費を比較して下

んぱく︑低カロリーの食

まりです︒

て運び味わったことが始

時代駿河から醤油に漬け

です︒このアワビは江戸

アワビが名物として有名

の甲府で﹁煮貝﹂として

獲れるものですが︑内陸

利

さいばい漁業って何 ⑭
今

公益財団法人
神奈川県栽培漁業協会

専務理事

アワビの料理

アワビの代表的な料理

イ・カサゴ・ヒラ

兄二百人が参加し︑腰越

いています︒

はなんと言っても刺身で

メの稚魚やアワ

漁港岸壁から六百尾のマ

す︒

ビ・サザエの稚貝

ダイ種苗を放流しました︒
ていた種苗です︒

た放流貝の累積水揚金額

てからの種苗代と漁獲し
まず︑年毎のマダカア

しても必要です︒
◇東扇島・クロダイ

切ったアワビを水氷に浮

夏に氷の器に賽の目に

がお勧めです︒

立六十周年記念事業の一

かべた水貝は︑季節の風

を較べると約六倍となっ
十月︑川崎みなとまつ

情を楽しみます︒よく︑

放流したアワビがどの

ていました︒
り実行委員会が主催した

水貝には男貝を用いると

次に漁師が水揚げして

ワビ︑メガイアワビ︑ク

環として︑市内の小学生

イベントで︑地元小学生

していますが︑クロアワ

くらいの数を漁獲されて

ロアワビそれぞれ種別ご

と父兄三十人が参加し︑

四十人がクロダイ稚魚千

きたアワビを種別に殻径

◇荒崎・クロダイ

する時︑暖をとるため︑

漁師が船に上がって休息

思う食べ方は︑裸潜りの

とに人工種苗の特徴であ

方法︑放流場所の海底地

漁場︑放流サイズ︑放流

しかし︑回収率は︑各

ります︒

る貝殻のグリーンマーク

形︑漁業者の数などさま

何個漁獲されたが分かり

何年に放流したアワビが

と言うことはなかなか難

何パーセントを回収した

︵つづく︶

しいものです︒
漁獲された数を放流数

ます︒

これらの数値を使って︑ ざまな要素が入り一概に

比率を求めます︒

また︑それぞれの種ご

を求めます︒

きます︒

との放流数を記録してお
二千尾のマダイ種苗を放

尾を三年前にオープンし

ビ︑エゾアワビの雄と雌

いるかが種苗放流事業の

十月︑横須賀市・荒崎

回収率
流しました︒

た東扇島人工海岸で放流

成否を判断する基準とな

海岸クリーンフェスタ２

松の薪を燃やしている囲

エゾアワビは︑干鮑と

ぶりつくのが最高です︒

通ったかどうかぐらいの
日本釣振興会神奈川支部
が主催して実施しました︒ 状態で海水に漬けて︑か

炉裏があり︑そこにアワ
連れ五十人が︑クロダイ
稚魚千尾を放流しました︒ ビを貝殻ごと焼き︑火が

０１２秋に参加した親子

アワビの美味しいなと

値からアワビの年齢組成

横須賀市海辺つり公園で
カサゴ種苗放流

の両方が使われています︒ を計測します︒この計測

八月︑茅ヶ崎市漁協創

◇茅ヶ崎・マダイ

を展示しました︒

ダイ種苗を放流し

に出て四千尾のマ

イ

水産資源の豊かな
海づくりを目指して

しました︒

水産技術センターHP 荻野隆太

平成二十四年度栽培普及啓発事業

県下各地のイベントで種苗放流を行いました︒
流しました︒

ェスタ２０１２春﹂が皮
協会が生産した

どに参加してもらい︑久

切りでした︒日本釣振興
二千尾のカサゴ

稚魚を放流しました︒

た子どもたちやその親な
◇荒崎・ヒラメ

会神奈川支部が主催し︑
種苗を︑地元の

今年度の同事業による

全長六〜七センチのヒラ
二校の小学生が

四十人は︑平塚市漁協の
たち合計五十人が︑協会

環として︑横浜市内の小

メの稚魚千尾を放流しま
漁船に乗りシー
の海に放流しま

後藤勇組合長の話を聞い
が生産した二千尾のカサ

◇小田原・マダ

した︒
◇江奈湾・カサゴ

パラダイス近く
六月︑松輪乗合船組合
した︒

は︑地元・剣崎小学校の
全校生徒百十人に参加し
◇横須賀・カ
七月︑全日本

サゴ

した七百五十尾のカサゴ
磯釣連盟神奈川

てもらい︑当協会が生産
種苗を放流しました︒

た後︑遊漁船に乗り︑港

本牧海釣り施設で
クロダイ種苗放流

の外に出て千尾のヒラメ

支部が主催︑横須賀市海

ヒラメ・カサゴ・マダイ・クロダイ種苗放流

ゴ種苗を放流しました︒

平塚市沖に
ヒラメ種苗放流

株式会社リビエラリゾート

〒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

石 坂 幸 央

主

店

毎週火曜︑第三水曜

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

〒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

パル

菅 野 茂 樹

〒２３８ ０
‑２２４
三浦市三崎町諸磯一二四九
TEL 〇四六 八
八〇 〇
七五七
FAX 〇四六 八
八〇 〇
七五六

代表取締役

有限会社

代表取締役社長

㈲瀬戸活魚センター

ＴＥＬ

東京都台東区蔵前三 一‑五 七‑
〇三 五‑八二〇 一‑一八一

〒１１１ ０‑０５１

芙蓉海洋開発株式会社

〒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

〒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

■定休日

葉山牛カルビ ９４５円
※

げんこつや

焼肉食堂

シーボニアマリーナ
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エイヴィ

園

横須賀市東部
漁協横須賀支所
は︑昨年十一月
十日︑江戸前の
水産物を消費者
に生産者価格で

さ・鮮度抜群さ︑それと

前の海で獲れた活きの良
はサメ肉を使ったフライ

の海藻︑同漁協の女性部

水産加工品︑ワカメなど

栽培募金自販機の設置
日本ペプシコーラ㈱が協会に提案
栽培漁業協会は︑現在︑ 設置に関するご提案をい
募金箱を船宿などに置き

置者に対して支払う販売
手数料のうち自販機設置
者の要望する金額を協会
への募金として︑自販機
設置者に代わって協会に
振り込む仕組みです︒

この度︑日本ペプシコー

力いただいていますが︑

るよう釣り人などにご協

していただきます︒その

関する契約書を取り交わ

株式会社との間で募金に

置者と日本ペプシコーラ

この募金自販機は︑設

更することができます︒

設置者との協議により変

三％を基本とし︑自販機

寄付金の額は販売価格の

る協定書を交わします︒

援自動販売機設置に関す

ラ㈱との間で種苗放流支

協会と日本ペプシコー

ラ㈱︵サントリー︶から

主な内容として︑日本ペ

ただきました︒

協会の稚魚放流事業に協

プシコーラ㈱が自販機設

水産資源の培養に役立て

力するため募金自販機の

平成二十五年一月から
漁業協同組合や遊漁船の
船宿に日本ペプシコーラ
㈱の営業マンがセールス
もし︑設置の条件が合

に伺う予定です︒
うようでしたら︑稚魚放
流の資金に役立てるため︑
是非︑ご協力をお願いし

業団の研修生が年二回に

毎年︑海外漁業協力事

栽培漁業協会では︑研

うため︑重要なことです︒

修生に資源管理と自然環

持には必要であることを

境の保全が漁業資源の維

お話しします︒そして︑

分かれて栽培漁業協会を

主に︑開発途上国の若

資源が減少して︑資源に

訪れています︒

手行政マンで︑将来それ

稚魚が加入しない状況が

あれば︑日本の栽培漁業

が日本の水産試

験場︑水産研究

の手法を説明します︒

ぞれの国で要職に就く人

所︑大学︑水産

ようにすることが大事で

そして︑神奈川県のよ

このことは︑

あることを強調し︑その

庁などを訪れて︑

日本の海外にお

後︑魚類と貝類の種苗生

うに稚魚や稚貝が干潟や

けるマグロや他

産の場を案内しています︒

日本の漁業の実

の水産対象種の

研修生から鋭い質問を

藻場の喪失によって再生

資源管理条約や

受け︑自国に帰って少し

情を見聞してい

二国間協定にお

でも研修の成果を生かそ

産が行われなくならない

いて日本への理

うとの熱意を感じます︒

きます︒

解を深めてもら

主催者あ

４人が釣ったカワハギの

艇・１１３チームが参加︑

県漁業士会︑神奈川県が

神奈川県漁連︑神奈川

われ︑﹁アオリイカ産卵

業士認定証書授与式が行

いさつに引
立九十周年の今年までに

４尾の合計の長さを競い

釣具の大手メーカーシ

ビエラリゾートシーボニ

がありました︒また︑リ

く支えてくれています︒

イ種苗生産・放流を大き

けに︑同社の寄付はマダ

が厳しさを増しているだ

ー﹂を行い︑その都度︑

ー﹂︑春に﹁キスマスタ

して秋に﹁ハギマスタ

大級の釣りのイベントと

同社は︑わが国では最

かながわ県民センター二
に関した話題提供も行わ
階ホールで開催されます︒ れます︒

三時まで︑横浜駅西口の

は一月八日午後一時から

神奈川県漁業者交流大会

主催する平成二十四年度

ーフティーネット事業﹂
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【アクセス】車だと、横須賀市平成町・横須賀海岸通の横須
賀市総合卸売市場入口の交差点を海に曲がると突き当りです。
鮮度の良さが売り物なので、前日が時化だと販売は休みになる
ので問い合わせしてから来てほしいそうです。
販売日時：月・金・土・日曜日の午前１０時から午後２時
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