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 昭和ノ0年の劉解～ク9ろ.43!言.舳ガら/5竿目の昭棚5年;こ6・6.2,20劾
 好漢乏厚て1,1るが肥り蝸泊25年の生産葛は

 幸葺峯汗茸‡
「

 月再示コ2呂宰,2ム年、.;～7羊の鷺、笥蔓脅は年平内の}メσooo'賛'衰下週るわ一すが3∫万貫蓬一

 浸一ヒなってし、る。一

飛点々体調査

一融旨

 き郡氷屋秦の最毛主位£占だる糸魚…窯業にお・いてぶ==宰不漁の経続と諸資減の高騰表いは

 又綿業従諸の舶字1格鯛姓紅一拠深泌らしめている.
 ±〃矯施芝打同士/.カ鳴には資源、学的見地からこの飛資源の倣寸量ヒいうものを花握

 し資う勇内に議も含卜理書勺ζ盈誉芝計り永孟,にそのう黒丸jを縛ることが一肝要である。そこで当≡

 所・塚本亭よ代の一助1・貴せ!、めるべ・く黒味祖成の調査を実梅したのてその穐雲2述ぺ・

詞蛮斤汚

 三r引之・呉.予枡.戸:i毛幸て芦篠jσら資筆つ濃保をうけ西之悉1着にて水楊の際黒差別箱

 .=二一、三り一壬;I=㌃一一・ク電三ヌ叉1」=帆について広長('バ.)イ末窒`享)す圭利用円弱暖2姜目査した。

 三{㍉一・㌧:・臼={一3ケ目・'ゴ費卵2通じて亀毛島。曇又葛別倒にノう固体長、体重、性別害ほ
 1凹1∵'.㍗[三カ㌻.鐘線、奄轟、卿を専調査の予定であったか一妻蕉つ閂願、調査

 ・三'・∫ノ.1・=、く噂勾針充分な講董刀眉さ炉一なカっ日ニヒは誉二筆者として諏、に豊1官に所二1.手吐
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 ま百・三.■一ギ三.

 .拍た・スゲ軍三房へ全隼一7眉三1ケ冒罰

 3.1曾砺、要

 (!)琢{責(・ン山)

 体長珀或は第一最の幼くて最頻結披が24.8へ25.長州ζ姉0星の甲着尾を敬え

 約パg倣とめて屠リ次い(つ1,3～25.7ひ刊舳ノ星て・孝勺/γ〃1丈に一歓阯

 の95・.茅一26〃帆が一33尾(約//一3%ζ淋この3つ鵬炊半敬耳!ξ占めて
 いる。文体23.ヲヘ25.7休が主雲な部〔をなし(いる。

 )定に第二亨湊て・みるヒノ9参～9!クひトか一60尾.で9〃7%を占めて特質な現下表乏禾し

 て〕るがこれは6月ノ0目6目ノ4日に泊当量めへfジロウが藻寝された竃てあ召,

 そ=(・二つ複を舳二平府体長の妾達を考えろヒ大体に初察がら壁凍7Rり軽温期が丘

 つ一くにつれて漸一次・トさくなってし、る。な左・景大体長は5胃ノ7日7目}巨り28タω㌔

 で最小床長は6目ノ0冒のノラ、㍑1.ぴ11ち二目初春鯛は比歎的に兀一漸次小となソ盟



 潔弱甲・17.㌧`.童動ゼ1て㍗ギさ胴1:つ1孔て・ぺいノごフク〕出現.か多くくト;二で・わ体長

 1ま小ヒ斥って1,1る、

 o)体重`矛仁)

 広婁芭1反は第日程の如く(・累壕階級〕、てはノア6ヘノジ子て・290亀甲3!亀を数欠杓
 ノ場.γ%2元1.て番リノノ6ヘノ.ノク争か30星の約ノ。3ψとなっ(1.1召。平内1本妻り麦こ

 萱は第三表り価く平杓帆春ヒ。相同湖察がみ、られ又体長に叱へ身動砂穴淳ろ一ことか知ら

 れろ.灯弓'最大汰一髪=は5胃ノクヨの3/o手,庭て・一農。1、体重は6胃ノ4日のノ。4子店

 (最天体童声1二iミ同一では弓!1。二'二ても体長ヒ目しくム目ノり目、ム目ノ4目にヘ

 イ"ウか・混入しているの=マト⊂』り叱載はさけろ。

 帥ち広重も仏1奏と二金毘象を至して済事写7め俸理めて蓼くξ潔1=つれフ冒当脅くな1」5一月

 /7日の姦尺体1………、費とア冒宍巳ク)妻妾人体妻書{と員乙べると7o手も牽蒼くなっている。

才一系体長組成
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 肥海麿け同じくi胃ノ7日の汐.6メ(二1れはま帝契駒なしのこあって、尺焦に肥・踊慶q賃僕

 1':向って小さくはってピる.
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 性別1二ついては5月中に…包容的ヒ猛サ彩く4冒申に∫室か希く現われ全㌧律1へ度右童じ巳奉は

 i垂が56.2切で幾分多くなってllる。
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 第ヒ積肥沸度組成分布表
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 欧11マ、呈1㌃二∴三1に、
 水・屠k麦一考萎のユ雷同書骨1・=ついて

 判即水駅擁つ解粕屋久臥誓之瑞柵ナ。肝紺紙i・/碩した夢庫欄.
 ・蚤景1=暑いてデ…回しだむり・=}一1丁)考察㍉二1忙1二窄一・・チらll・(ちζ・二と2琴剤1=折って
 有さ弓1す。

若察

 木逓ヒ痩産高の岡係は、揃景1:与る棚く屋ク.畠Lllr!.†'穴卿叱“ザ1号1二ぱ

 ".ザCてその臼暫吹上一昇っ傾向乞辿り1彊凄剃二虐た.グ三5胃下司・岬」二卸二於
 iてぱつ々り^cへ29.0.(1三才'.しさき漢葬1に.tづ一くr=一・.r2∫ソ・二擢.慶一と上っている、

 二名.;.ll-1-1、津寝高は5同下司～乙即刀r1ニグジ1書ノ.詞争泌,・m,㍑梶の・P〃5'm

 毫ヒいう遼iギ場:∫上げている、そ'、こ水1塁のエ真二二相停・って二笑i蔓も断次渚っている。

 二1戸.カらしζ黒ノ違の遣水運'コ・フン.コC-2㌘C〕壷疋される戸∫一崖自πつ冒塙ζ未済丁る聚。

 について1ユ崖柿つ厘氷'呈いノて祁{乙遷覆一刀いえ事・り(iTなブ」'るるか

 野モ馴二於1r6一監水量、演・剛摺久読ヒ大同・グ案ζ'方1漢の木遼万.つり6賞誓喫砂I25、∫

 萄k薪矢上一昇している.,

 矧=烹1圭二動は5胃↑旬・・三、目7刀糀=福一当り1案かあリ又6同下剛=もヵ'打リの壌虜.があ

 った二1二は又泣暮で八る。、でしζ今年一の黒毛の飛群つ柔三祷は謙ζあって符に盛・黒;朗ヒ
 1.ノて乃師方乳当らぢい棟了'あ一ろ、.
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