て次の世代の天然のヒラ
メを増やしていくことに
期待が寄せられています︒

る海水温の上昇が疑われ

量発生は地球温暖化によ

アイゴとガンガゼの大

また︑東京湾において

恐れがあります︒
は︑夏から秋にかけての

ています︒

ず︑漁場の環境を守って

それを小さいうちに獲ら

駆除を図ることが必要で

的にアイゴとガンガゼの

るときに酸素を消費する

死し︑海底に沈降し︑腐

赤潮が発生し︑それが枯

って水質が富栄養化して

に流れ込む生活排水によ

を確保した結果や東京湾

場を埋め立てて工業用地

東京湾の広大な干潟や藻

昭和の高度経済成長期に

なっています︒これは︑

自然のサイクルを上手

ないでしょうか︒

要に迫られているのでは

向かう努力をしていく必

に遅らせ︑回復の方向に

てきて︑その変化を如何

の生きる環境を変化させ

らも人間自身が水産生物

の供給不足など︑これか

河川整備による海への砂

や地球の温暖化︑ダムや

干潟や藻場の埋め立て

底層水の貧酸素が水産生

小田原にお
初めて獲る漁業からつく

す︒大自然の変化に対抗

に利用してきた里山が手

物の成育にとって障害と

いては早くか
る漁業が成り立って行き

するためには︑アイゴと

この解決は︑単に海の

からだと言われています︒

今年は栽培漁業の転換点
一方︑三浦半島では数

ら︑体長が三
ます︒アワビやサザエの

ガンガゼの積極的な利用

年前からアイゴとガンガ

十五㎝以下の
餌となるカジメやアラメ

を図り︑経済活動の循環

本になりますが︑是非︑

く大漁でした︒漁業者は︑ いました︒

ゼの食害による磯焼けが

漁獲物を再放
が磯焼けによってなくな

人間が自然の恵みを最大

流し成長し親

今後は︑放

てきました︒

源培養に努め

整います︒

培漁業を展開する基盤が

境が保全されてこそ︑栽

から大きくなるまでの環

水産生物の小さな段階

生産が成り立たなくなる

いと︑種苗を放流しても

を守る努力をしていかな

ることで︑沿岸の海中林

類の利用・加工を工夫す

ありませんが︑これら種

口で言うほど簡単では

いく必要があります︒

て︑県民や国民に訴えて

であり︑水産の立場とし

はり︑浅場の回復が重要

要です︒海においてはや

体を見直しすることが必

ように思えます︒

私たち世代の使命である

で実現していくことが︑

海を栽培漁業という手段

限に利用させてもらう里

きています︒種を蒔いて︑

栽培漁業の畑が荒れて

心配されています︒

流することが
っていくことは︑漁業生

く︑山︑川︑人間活動全

に乗せることも必要です︒ 環境改善を図るだけでな

種苗放流の効果と資源管

行われてきま
産にとって重大な影響が

昨年は︑小田原海域に

した︒また︑
心配されます︒

理の成果に自信をもって

種苗放流も積

おいてヒラメが近年にな

極的に行い資

となったヒラ

磯焼けに対しては積極

う意味があると考えてい

メを獲り残し

神奈川県栽培漁業協会

ます︒

後

藤

ぞれの時期の社会的背景
は全国で数少ない受益者

これらのことから太平

なことです︒したがって
負担によって資源の培養

洋南海域栽培漁業推進協

がまとめられています▼
を行っている団体です︒

議会の一員として広域的

る種類については︑共同

栽培漁業が

の方々の協力とご支援の

漁業者や遊漁船業者︑

移動をする資源について

種苗生産・放流体制︑セ

始まってちょ

もと資源の培養を図って

遊漁者︑消費者が放流の

は︑隣県との種苗共同放 会 は ︑ こ れ を 記 念 し て
流事業を進めて参ります︒ ﹁栽培漁業のあゆみ５０

ーフティーネットの構築
水産関係団体や遊漁団

税金で種苗放流経費を賄

いくことが栽培漁業協会

効果を実感して初めて受

年﹂豊かな海へ︑を編纂

などによって持続的な体

づくり推進協

全国豊かな海

▼公益社団法

となりました

会は︑栽培漁業の推進は︑

題となっています▼同協

伴う生産体制の継続が課

能職員の高齢化と退職に

に携わっている総ての

が必要で︑今︑栽培漁業

都道府県を越えて移動す

誌には︑栽培漁業の黎明

人々が情熱を持って訴え

ます︒

ていく必要性を感じてい

期︑発展期︑定着期︑転
とご多幸︑大漁を祈念し 換期︑そしてこれからの
て新年のご挨拶とします︒ 栽培漁業が記され︑それ

今年も皆さまのご健勝

くお願いします︒

今は︑全国的に種苗生産

の役割と考えています︒

益者の負担が成り立ちま

神奈川県栽培漁業会の

し︑昨年十一月にその発

制にすることを提起して

勇

今年も相模湾と東京湾

す︒また︑漁業を取り巻

経営は厳しい状況が続い

刊記念パーティを霞が関

います▼これに対処する

しも一致しません︒さら

施設の老朽化と技術・技

の水産生物の資源を培養

く業体は︑魚があって流

ていますが︑有効な事業

ビルで開き︑同協会の岸

には国民的な理解と支持
ヒラメ︑カワハギ︑トラ

に︑再生産に必要な親魚

うど︑二〇一

するため︑各種の種苗の

通が成り立ち︑消費者に

となるよう︑皆さまのご

宏会長や林芳正農林水産

人として三年目となりま

フグ︑ナマコなどを他の

を残すことは︑国として

三年で五十年

放流事業と供給事業を展

放流した魚が届くという

協力のもと︑資源の培養

大臣が挨拶︑栽培漁業へ

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

新年あけましておめで

なご支援を頂き︑御礼申

て皆さまのご理解と多大

培漁業協会の事業に対し

昨年中は︑神奈川県栽

とうございます︒

開していきます︒

点でこれら総ての人々が

に努めてまいりますので

す︒

種苗生産機関から購入し

食料を確保する上で必要

栽培漁業協会も公益法

しあげます︒

引き続きご支援をよろし

の期待を述べました▼同

公益とは﹁不特定多数

て︑供給していきます︒

公益社団法人

長

長

岸

宏

七‑ 一‑
七‑四〇一
六‑八三五

飯 島 正 宏

武 井

正
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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

磯焼けの原因ガンガゼ

体の要望に沿ってマダイ︑ 受益者と言えます︒
クロダイ︑カサゴ︑マコ
海に放流された種苗は
ガレイ︑アワビ︑トコブ
無主物となり︑放流主体
シの種苗を生産し︑また︑ 者と直接の受益者が必ず
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放流されるヒラメ種苗

神奈川県栽培漁業協会

公益財団法人
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（１）

事業の柱︑マダイ種苗を県下十三地先に放流

ヒラメ・クロダイ・マコガレイからナマコも

に合計十一万八千尾を放

市漁協︑真鶴町漁協地先
東京湾口の金田湾︑東京

および佐島沖です︒また︑

原市早川︑横須賀市長井

湾内の横須賀︑横浜市柴
沖にも放流しました︒

クロダイ

研修会

第三十七回相模湾の環境保全と水産振

興シンポジウムは昨年十月二十二日に開

催されました︒百五十人の漁業者や海洋

環境・生物の研究者などが出席︑﹁日本

周辺海域の温暖化と相模湾の生物相の変

動との関わり﹂をテーマに議論しました︒

東大大気海洋研究所の安田一郎氏が

﹁日本周辺海域の温暖化の特徴﹂と題し︑

人類が放出した炭酸ガスが温暖化を進行

させているなど︑世界で議論されている

ことを紹介しました︒

引き続き︑﹁日本周辺海域に起こって

相
―模

﹂
―﹁相模湾の海

洋環境の今と昔の特

違い

湾と駿河湾の海藻相の

と海藻相の関係

いる海況と海洋生物の特異現象﹂﹁水温

㈶横須賀市西部水産振
興事業団は昨年十月十八
日︑長井町漁協会議室で
ガンガゼやアイゴによる

徴﹂﹁相模湾・周辺海

域における最近の魚類

相の変化﹂﹁関東・東

海海域における最近の

ブリ類資源の特徴﹂に

ついて話題提供︑漁業

現場からの意見を聞い

たあと質疑応答を行い

ました︒

説明し︑
︵独︶
水産総合研

究センター増養殖研究所

の黒木洋明沿岸資源グル

ープ長はガンガゼは突発

きだ︑と提案しました︒

にするなどして食べるべ

態に置かれており︑干物

害は三浦半島も危険な状

と話し︑アイゴによる被

除は海の中で潰すことだ

例を説明︑その有効な駆

ガンガゼが増えている事

介准教授は︑日本各地で

東京海洋大学の藤田大

とを紹介しました︒

食べることが分かったこ

十五度Ｃ以上で餌を良く

は︑ガンガゼは︑水温が

究所の丹羽健太郎研究員

磯焼け対策研修会を開催︑ 的に発生すること︑同研
約八十人の漁業者が参加
しました︒同事業団の太
田議理事長は﹁三浦半島
などでも磯焼けが拡大し
ており︑その対
策が急務になっ
ています﹂と挨
拶しました︒
神奈川県水産
技術センターの
木下淳司普及員
は三浦半島各地
でガンガゼやア
イゴによる磯焼
けの被害状況を

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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‑
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理事長
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財団法人
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財団法人

神奈川県漁業無線協会

一般社団法人
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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

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

流しました︒
︵公財︶相模湾水産振
興事業団がマダイ種苗を
葉山町漁協︑腰越漁協︑
四月九日に横須賀市東

放流したのは九月五日で︑
に合計七千五百尾︑ナマ
茅ヶ崎市漁協︑平塚市漁
部漁協地先に七万尾︑六

マコガレイ

団が九地先に合計十万尾︑ コを一地先に六百五十尾
協︑大磯町漁協︑小田原

財︶相模湾水産振興事業
を放流しました︒これら
市漁協︑真鶴町漁協︑岩

公益財団法人として︑
︵一社︶日本釣用品工業
種苗放流は︑当協会の事
また︑︵一社︶日本釣用
遊漁者が好んで釣りの

品工業会が放流したのは
横浜市金沢︑横須賀市東

対象にするこの魚は︑十

磯焼け対策

神奈川県栽培漁業協会は
平成二十五年度に合計約
会が東京湾の三地先に合
計二十万尾を放流しまし

マダイ

漁協︑福浦漁協地先です︒ に一万尾放流しました︒

四十万尾のマダイ種苗を
県下十三地先に放流しま
た︒この結果二十五年度

業の重要な柱です︒

月八日に三浦市小網代沖

した︒これに加え︑︵公
は七十万尾近
部︑みうら漁協松輪地先

放流事業・マダイ協力
金分として八月二日に横
です︒

いマダイ種苗
が神奈川県下
浜市漁協金沢︑横須賀市

尾を放流しました︒

横須賀市長井町沖に五千

二千五百尾︑十月六日に

の海に放流さ
東部漁協︑みうら漁協松

今年度︑六月二十六日

ナマコ

㈶横須賀市西部水産振興事業団

海域温暖化などを議論

月三日に横浜市金沢沖に

れたことにな
尾︑六日にみうら漁協小

から八月三日に掛けて︑

ヒラメ

当協会はマダ
網代地先に合計二万六千

ります︒また︑ 輪地先に合計十四万一千

イのほかヒラ

中華料理の食材として

少ない場所で五千尾︑多
い場所は一万五千尾とな

注目され︑その種苗を十

尾を放流しました︒
また︑九月五日には横

り︑放流数は合計七万尾

メを九地先に

合計七万尾︑

です︒

浦漁港内に放流しました︒

須賀市・小田和湾︑葉山

放流場所は相模湾の平

町漁協︑腰越漁協︑江の

塚︑茅ヶ崎︑葉山︑小田

マコガレイを
島片瀬漁協︑茅ヶ崎市漁

二地先に合計
協︑平塚市漁協︑小田原

月八日︑横須賀市の北下

八万尾︑クロ

積極的に取り組み︑定置

では︑モデル網の導入に

自営の米神漁場の定置網

特に︑小田原市漁協の

しました︒

十二年から組合長に就任

小田原市漁協の副組合長︑

ダイを二地先

秋の叙勲で旭日小綬章
水産功績者として受賞

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 神奈川県漁連の高橋征
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
人会長は今年秋の叙勲で
高橋神奈川県漁連会長二重の喜び
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 旭日小綬章を授与しまし
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii た︒また︑大日本水産会
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii の平成二十五年度水産功
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 績者としても表彰されま
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii した︒
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

止︑漁獲の向上︑若い漁

勲章の伝達式は昨年十
一月十一日︑農林水産省

神奈川県下の漁業振興に

業従事者の確保などで大

大きく貢献し︑同年︑神

きな役割を果たしました︒

高橋会長は︑高校卒業

奈川県栽培漁業協会の理

の講堂で行われ︑功績者

後︑小田原市江之浦で定

事にも就任し︑水産資源

表彰式は同月二十八日に

置網︑一本釣り漁業やワ

平成十八年には神奈川

カメ養殖業に従事し︑沿

の重要性を訴えるなど︑

東京・港区の石垣記念ホ

岸漁業経営を続けてきま

栽培漁業の推進にも貢献

県漁連の会長に選出され︑

した︒平成元年には江之

してきました︒

ールで行われました︒

浦漁協の理事︑六年から

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

マダイ種苗を積み込み放流場所へ

網の急潮による被害の防

高橋会長ご夫妻

相模湾の環境保全と
水産振興シンポ開く
ガンガゼ、アイゴ被害と対策を学ぶ

平成25年度

**

（２）
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平成二十五年度栽培普及啓発事業
協会は︑公益財団法人として平成二十五年度も海
で釣りを楽しむ一般の多くの人たちが期待するクロ
ダイ︑カサゴをはじめとし︑メバルやマダイといっ

協会が育てていた
種苗です︒

さいばい漁業って何 ⑮
アワビの

現在︑

しています︒

投資をして資源の培養を

種苗の放流も漁業者が

その結果︑平成二年ご

は天然のアワビを増やす

ますが︑その最大の目標

施してい

があります︒

い︑との意見を聞くこと

を獲ることを認めてほし

て︑一般の人が磯根資源

海は万人に開かれてい

資源回復

十月︑横須賀市
ろから漁獲物の九十パー

ため︑まずは︑親貝の育

計画を実

の﹁荒崎海岸クリ
セント以上が人工貝で構

為

ーンフェスタ２０

成されていることが分か
成場をつくり︑産卵量の
りました︒このことから︑ 増加を図ることを狙って

利

１３秋﹂に参加し
アワビの漁獲量が減少し

何でアワビ・サザエな

井

た親子連れ五十人

ている理由の一つは︑天
どを漁業協同組合員以外

専務理事 今

公益財団法人
神奈川県栽培漁業協会

が︑当協会が生産

然のアワビが激減してい

◇荒崎・クロ
ダイ

した千尾のクロダ

ることです︒なぜこの様

支部が主催して実施した

たか︑原因は特定できま
日本沿岸海域の東京
せん︒今までの調査では︑ 湾・大阪湾など重要港湾

この減少を補うため︑世

になり︑半減しています︒

したが︑近年︑二千トン

四千トンを漁獲していま

国産のアワビはかつて

るアワビ

外国から輸入されてい

い︒

ことは厳に謹んでくださ

人が磯根資源を捕獲する

このことから︑一般の

然です︒

が起こってしまうのは必

た場合には︑資源の乱獲

人に無秩序な捕獲を認め

しかし︑漁業者以外の

イ種苗を放流しま

が生産したマダイ種苗合
もので︑これに先立ち︑

昭五十年代に使われ︑現

います︒

した︒︵公財︶日

の人が獲っていけないの

協会が生産したカサゴ種
七月︑全日本磯釣連盟
苗五千尾を放流しました︒ 神 奈 川 支 部 が 主 催 し て
計二千五百尾を放流しま
振興会と当協会は九千尾

◇横須賀・カサゴ

した︒

イス近くの海に放流しま

種苗各千尾をシーパラダ

た水産種苗を生産・放流し︑神奈川の豊かな海づく
りに努めました︒

◇長 井 ・ カ サ ゴ
︵公財︶日本釣振興会
神奈川県支部は昨年六月︑

に天然のアワビが減少し

﹁青少年・少女釣り大
した︒

横須賀市長井町地先に当
本釣振興会神奈川

このうち千尾は︑地域振
会﹂が横須賀市海辺釣り

区域を除いてほとんどの

興を目指して活動してい

海岸線に沿って共同漁業

アワビ・サザエなどを

権と定置網漁業権︑区画

磯根資源と呼んでいます

在では使用禁止となって

出する土壌や家庭排水に

いる船底防汚剤を強く疑

公園で行われました︒そ

◇東扇島・クロダイ

よって海中の濁りが多く

の種苗を長井沖に放流し

の大会に参加していた児

十月︑川崎港まつり実

ました︒

るグループが行なった
スタ２０１３春﹂に参加
童やその親たち五十人が︑ 八月︑小田原みなとまつ
した親子連れ百五十人が︑ 当協会が生産した二千尾
りが開催され︑漁業や行

行委員会は︑地元の小学

◇小田原・マダイ

﹁荒崎海岸クリーンフェ

政関係者︑まつりに来て

漁業権が設定されていま

いた家族連れなど合計百

界各地から輸入されてい

す︒

のカサゴ種苗を放流しま

が︑これらの資源を漁獲

ます︒輸入先はオースト

できる人は地元漁業協同
組合員に限られます︒

なって透明度が低下し︑
が海底に定着するために

ラリア︑ニュージ ラ
―ン

その結果︑アワビの幼生

当協会が生産した三千九

魚千尾を四年前にオープ

これは︑磯根資源は共同

してもらい︑クロダイ稚

百尾のマダイ種苗を放流

必要な無節石灰藻の分布

人が漁船に乗り沖に出て︑ 生や保護者四十人に参加

その外に︑陸上から流

した︒

っています︒

海岸を掃除した後︑荒崎

七月︑横須賀市東部漁

◇久里浜・マダイ

の海に放流しました︒

◇金 沢 ・ カ サ ゴ ︑ メ
バル

ンした東扇島人工海岸で

協久里浜支所及び㈶東京
しました︒

六月︑東京湾地域遊漁
湾南部水産振興事業団は︑

が経済成長とともにアワ

放流しました︒児童たち

協議会︑横浜市漁協金沢

もう一つは︑アワビを

江戸時代から﹁磯は地

ビの需用が増大していま

範囲が狭くなったことも
漁業権第一種種目として︑ ド︑南アフリカ共和国︑
原因の一つと見ています︒ 漁業協同組合が管理して
メキシコ︑アメリカ合衆
魚が︑海の中で泳ぐ姿を

獲る漁業者の数が高齢化

付き︑沖は入会い﹂のル

ていて︑漁獲を管理しな

結果︑若い時には深くま
ールがあります︒
で潜ることができた人が︑ これら磯根資源は定着し

ーンリップ︑南アフリカ

ビクトリアアワビ︑グリ

は︑オーストラリアから

輸入されているアワビ

千尾を放流しました︒な

してもらい︑マダイ種苗

学生たち三十八人に参加

神奈川県では︑アワビの

種苗を放流しなければ︑

結局︑現在︑アワビの

います︒

けて︑獲りすぎを防いで

ら︑いろいろな制限を設

います︒

貝をチリーから輸入して

本来は︑天然のアワビの
依存して生活しています︒ その外︑アワビの近縁種
再生産があって︑そこへ︑ 排他的に漁獲する権利を
としてミミガイ科のロコ

漁獲ができない状況です︒

持っている一方で持続的

ア州で産するアカネアワ

カ合衆国のカリフォルニ

のミダノアワビ︑アメリ

す︒

いとすぐにいなくなって

は放流したクロダイの稚

地域の祭りに参加してい

九月︑横浜市本牧海釣

見て歓声を上げていまし

で減少しています︒その

◇本牧・クロダイ

支所が主催したイベント
た子どもたちやその親な

り施設でクロダイ種苗の

た︒

◇横浜・マダイ

今では︑浅いところで素

しまうからです︒ですか

国などです︒また︑中国

で︑地元の小学生百八十
ど五十人に参加してもら

放流イベントが行われま
した︒釣りを楽しんでい

十月︑横浜ベイサイド

潜りをしなければならな

います︒

人が漁船に乗り当協会が
い︑久里浜漁港で当協会

た子どもたちなど五十人
が参加して千尾の稚魚を

くなっています︒
九月︑腰越みなとまつ

おこの日︑同マリーナの

に漁獲することが漁業者

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
生産本部技術特販部

〒８３３ ０‑６５６
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

藤 木 治 夫

㈲瀬戸活魚センター

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

店

主

石 坂 幸 央

葉山牛カルビ ９４５円
※

■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

〒239-8688
神奈川県横須賀市神明町１-１４

マリーナは年間活動の一

りで︑地元の小学生と父

フィッシングクラブの会

人工種苗を補強すること

YAMARIA Corporation

環として︑横浜市内の小

兄百五十が参加し︑漁船

員の皆さんから集めたお

で︑漁獲量を増大させる

新しい釣りを提案する

放流しました︒

に乗り沖に出て六百尾の

金を︑栽培漁業に役立て

本社・横須賀工場

◇腰越・マダイ

マダイ種苗を放流しまし

て︑と当協会に寄付して

の義務です︒

ビが知られています︒

た︒また︑岸壁に来てい

ことが必要です︒

佐藤雅典

代表取締役社長

漁業者は地先の資源に

た人たちも放流を行いま

した︒このマダイ稚魚は︑ くれました︒

TEL ０４６ー８５４ー７７３３
FAX ０４６ー８３８ー４９５５

http://www.yamaria.co.jp
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あけましておめでとうございます

クロダイ種苗を放流

生産したカサゴ︑メバル

お母さんに支えてもらいマダイ種苗放流
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崎→

湘南平塚で六
代続いていてシ
ラス漁を専門に
行っている漁業
者︑杉山武さん
が目の前の相模
湾で自分が獲っ
た新鮮なシラス
を自営の加工場
に持ち込んで製
造・販売してい
るのが﹁釜揚げ
しらす﹂﹁しら

二十五年度

建設ステーション元気アップコンテストで

鈴木組が最優秀賞受賞
優秀賞を受賞しました︒

ているのは県内の五十の

同コンテストを実施し

に活動しています︒

力づくりの推進﹂を目標

善﹂﹁若い人たちへの魅

ている﹁神奈川県魅力あ

鈴木組は︑神奈川県を

建設業関連団体で組織し

る建設事業推進協議会﹂

真鶴町の鈴木組は︑漁
中心に漁港︑港湾︑マリ

設業のイメージアップに

港建設工事を行っている
ーナ︑人工リーフなどの

大きく貢献したとし︑コ

三崎港に近接する三浦市
新設︑整備など社会ニー

で︑﹁建設事業のイメー

立三崎小学校の生徒の課

ジアップの推進﹂﹁働く

外学習でサザエ種苗の放

ズに応えられるような環

ンテスト審査員全員から

流や漁港建設現場の見学

境作りの先駆者的役割を

高い評価を得ての受章と

などの社会貢献事業を行

果たしてきた会社です︒

人たちへの職場環境の改

ったとして︑平成二十五

神奈川県から三崎漁

なりました︒

年度建設ステーション元

立四十周年

を迎え︑昨

年十一月︑

記念式典を

挙行しました︒

設立四十周年式典挙行
﹁海に生き︑
海を守る﹂

組合﹂が設

シラスはビタミンＤ︑

東京湾遊漁船業協同組合

Ｂ１２︑ＤＨＡなどのミ

す干し﹂﹁たたみいわ

全工事を受注し

港・日ノ出二号岸壁の保

昭和四十九年に組合と

ネラル成分が含まれ︑特

してスタート︑以後︑適

し﹂﹁ごまめ﹂﹁つくだ
にカルシウムが豊富で︑

てきた遊漁船業者の集ま

たことを契機に︑ の精神で東京湾で生活し

このほか︑獲れた日の

り﹁東京湾遊漁船業協同

うちは食べられる﹁生し
す︒﹁丸八丸で製造して

地域への貢献事

らす﹂︑季節限定の﹁し
いるシラス各種商品は保

骨や内臓も丸ごとたべる

らす沖漬け﹂﹁干物﹂も
存料・香料などを一切使

ことができる海の恵みで

加工場に隣接した直売所
わず︑粗塩だけで茹で上

東京湾の浅場にマ

で買うことができます︒
げてあるので安心して食

正な運行と営業に努め︑

また︑地方発送も行って
べて下さい﹂とＰＲして

業として小学三

おり︑離れていて﹁湘南
います︒

【アクセス】車だと相模川に架かる湘南大橋を渡り、左に折れてす
ぐです。徒歩だと、ＪＲ東海道線平塚駅南口より「須賀港」行きの
バスで約１０分、南町下車して１０分です。

しらす﹂のおいしさが堪

年生三十七名を

煮﹂などです︒

気アップコンテストで最

丸八丸直売所

【ＴＥＬ】

０４６３−２２−７２６０

対象に三崎漁港
の土木工事︑三
浦の漁業︑栽培
漁業についての
学習︑サザエ種
苗二千個の放流
などの体験学習
を実施しました︒

ッチするヒラメ︑マ

ダイなどの種苗放流

にも取り組んできま

した︒飯島正宏組合

長は﹁国の発展のた

め身を削り続けてい

る東京湾に恩返しす

る考えで邁進しま

三千円を当協会に寄付し

ら参加費の一部︑十二万

ギマスター﹂の参加者か

たフィッシング大会﹁ハ

います︒

流を大きく支えてくれて

付はマダイ種苗生産・放

れだけに同社の多額の寄

しさを増しています︒そ

す﹂と挨拶しました︒

今年度もシマノから寄付

てくれました︒

このことが︑建

リビエラリゾートの
釣り大会参加者からも

の大手メーカーシ

を続けている釣具

役立てて︑と寄付

マダイ種苗放流に

平成十三年から

は千五百九十万円に達し

での十一回の寄付の総額

りました︒そして今回ま

せた平成十三年から始ま

力金制度﹂をスタートさ

協会が﹁マダイ遊漁者協

シマノからの寄付は︑

けてくれており︑海を豊

び掛け当協会に寄付を続

大のためにと参加者に呼

行い︑その都度︑資源増
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