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 フノリ噌腹獅泉判定説駁
 願戸口勇、ブ乙刀田!己

 続菖・

 敬列庵0)プノ』Jは晶質、轍重共に・民崎県下五島フノリと並栂せられて哲日刊、ら稽名て翻るが、j血肉は暗テ遣施設え^し■管が土増収

 は孤く.末繭.分は減産或は甥.、状維孫の程虜で砺る。

 プノりは千涌鉾賜に堅斉して採取が碧・易な二と、商品1乙する↓一二職単'(1祷・別番璃匠必撃としばい二と、頂ぴ生産.杓が一rrI蚊的別曲一で

 朕も喝幼婦ケ子一で充分菊.案じうるなど手1」魚、が多く、淵相暑一峰としてほ愉塔はbので=の瑠彊対策は涌科繕滴σ)髄i引二洲・1〕.ヒ1・ピ、も

 』畷撃一事て・・翻る。

 丑乍皇蟹、廣三=竃.亭主丁。呑史三光二でほノくミ麺直宣1二=一陥チ星フく褄三八手し、{王蔦の渚函に百琴1丁げて';禽召三せ=しゆるr.芋参与百尋i=『け」{=…㍉=…王)(漠守ト

 嫡駆之・え.フ/リ舵手の綱縦檎齢艘して増殖㈱鯛わ穴㈱明したが雛蝸殖㈱州舳械これで用いので.
 本年曹はr磁掃除」「穂子爵伺け」の剤果を知らんとした坦

 鼻.1.庄壁状堀1二ついて

 甑列島にだげるフノリ生産量は専一間紳6,000メ葎摩で、その量的要動は欠きくなニリ試験肥である里、展勧両肥尤σ)瞳蒸5

 ゲ琴同の生産逓勝次の如くはっている,
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 フノ'ヲのタド、当列観にはチンク・サ、海人車が一夕産し、掲にテングサ類ば7ノリの生産三量を止鯉っているが、フノリど願條の

 あるヒジキ、ハバ1ノリ,一ア弓ノッ.イワノリ類なビは比敏的少はくヒジキは全・照みらればいようで拐る。

 上:書己もした如くま.産量の全舌奉灼な重超章町は小さいが、地勉一球は看穆砺碩'には培嘗…一年に相当の裏イビが碗るように見うけられ.

 二犯か'自然四億件(採暇肝1=於ける雨天ヌは累戻日漱と庄竃量との関係・採暇肺と壇揮1施設時期ヒの南係など)によるものが.
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一雄
 鞍は噺漸幼わ舶責1:=よるものが今板根尉レて秤邑糟い。
 争葬壌ぽ5角の終り蟻か合㌘司⑳」=1句まで杷んど踊芙続乏で採暇が搾常偉盗犯。(解一策麿ぽ5胃下町(一・左浮止何頃であっ

 た=)7帰甲珂劇探痢した毛'のが多㌔て.例塚よりその埴生三は貞乎チとさナしていたものが璃板となつてミ1る汰鮭てあり,ヌ籔列島
 の膏漁協では脇甥躯分して20名舳琶一組とする著組に管理仕レめ,その生産量の順位によって縦勧丁る憎例もあって.
 労働刀の消長による量爽勤は1トごい毛のと思われる。果憎んどの漁脇が一探碩(臓岡童)してから相当口)胴日が至適一従(20～

 30日)園掃除亙実施している抹泥て胞子の成熟がI充分でない時期1こ探掘レ・併も残絡7ノリの分冊燭度が炸樗にかさい揚任

 の状魁では團期的な増収は期凋で乏はいよう('ある。

 ξ2フノリ胞子の戒無期にっいて

 あらゆる増殖がその打涙垣物の生殖肝翔一の究明はくレて司彪でなく(干の犯域的漢差)本県に捨けるこれらの調査は脊照に近

 い状1鮭で視るので、.咋塞度か蝸寒榎族の成熟醐.即ち増殖施設適期榊らんとし、マフ/リについてぽ4月柵州5～
 7巴阻隔に裸駁遺附して来たちの髪剛岸棲鏡し(里.鹿島,面旭垢)胞手放出期直調査した。

 その結果は刃の如くなっている。

 丁坤・牡何)7月1問
 C〃昨岬蜥Z州中司～'71可中旬

 向、フノリに須留とみられるノジツ犬・ケが千一カメ/テ、イヴとフー',じゲ類及ひ'石灰簸類宵の繁殖時期の究明は全然な

 乏れていないが、頓列島にお'し・ては.微記す'る如くフジツボの穿が策わ六三いようで砺る。

 毫3躍壇条・伴について

 甑列島は可厳リ高峻なる山よりはり、山脚である渚盤舳雌1当著堀な傾斜首旭して海に定リ(酉)鱗は怖に顕著である)岸源

 とはって附泣に点在する岩礁も大:体同寸夷の形琴衰はしている。

 着生岩礁は殆んど水成岩で眠覆移動ずる.tうな岩面には藩主jグ息く.予潮線」二i尺、渦潮線下1尺の約4尺の菊室戸が一郡ら才L

 上限は直線にヨ丘ぐはつ窒りしているが下方は凹凸があって乗1ハニリ熱としない,数量二的1=は推常にケさL,フクロフノリばそのピ

 カ約4～5尺、ハナフノリ1まマフノリ、フクロフノリ着生戸のいづれにも箱生レている

 フノリ宥室戸1二1まフジツポ、カメノテ、ウ'ガ'㌣、イーフヒゲ、ソゾ'、ハベ'ノリ、ボタンアヲサ、マ1レベァマノリなビの着窒が一み

 られ,石灰魚類はj=に軟鋼少ないようである。

 甑列島の午ケ町で、その肥の叩掌徴或は源協に依頼し㌧二1.1峯爪痕を観測しているが誰も漸!=位置する手打エ也先の同列τ刃水温



 は〉尿のすt1く一受イ巳してい=蓑。

 一;'山、工

§4  本県下1:おけるフノリ増壇試験の概繋

 過去の禾県水産試験場報告Kよる増ヲ,言試暇事案εみ蒼ヒ判明レているた一けでも7回にりた!l.

 て宋施レ、その崎瑚、場所.庁堵は下衣(不必皿1)o)示す如くで.ある。

 丁孔』皿

    …血年州夏㎞一騎巾山…“η…舳研…』矛血一トー{一一一…J…一一一・一一一・・一一…一一…一一・1・一・・大正7軍7月二3～24目鹿齢兜砥フノリ着生布^山岬}一一山…一岨}一一一'■.一…'■一〇、'…一■…一■`一},…舳〇一■'一一一一〃I9軍8月中産屈、予行機掃}….一■出血'山'1'舳….一一中…}'…一血“一“一冊…舳ク/σ峯ガR甲硫島田帥のコン。'一。…一一。。。。一..^。。.一。。。'。。。」…I…舳
    〃〃年7月18～3月1o日

    ''・^

    4/2家7引∬〇一…    8.ラ月の7凹所の例用者ノ†r工螂'一1は一…十岬川……ク分」二出■一一一一…■舳・一一.一'㎜}.・`一…一一I一、“.・・…一一一内凹所の〕ソー“.㎜^…'^山}山山…    E/3軍3畢}}帖■
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 殆んど甑列島肥尤至試験肥とし

法

 渚.繭の也メント塗布

除1

 2,2.二.5.項歪_.、_._.....
 搾水とコンクリ'ト貫頁充、

 クリ'ト填員充、澱掃除.

 ト築旛類記施肥(智羊11硝石)

(留判硝号)

 以上によって搏』孔た絹累、成絹の主博ものを列記すれば'次の如くはっている。

 ①フノリ板の残降する附虹には岩盤、担xソト面、何れ1=も着室するが蒐得する附並亙少しく醜る＼と養は藩王ガψない。

 ②從来着生せる岩面を願掃除するのは、フノリ根z除去する=ビ■二なリ。那って蕎殖置富し、磯掃蜘弐フ1一パ)幻亘せろ所
 の賄一並1ニイ子い・洲崎之色拡ヨ暮レて行くのがi童当で砺る。

 ③澗演弾≦して衡緊頁転する胴拉の岩盤恵一び千の鰍期る部分にぼ着生多く、グ～8月申仁碩鼎隙1バち点在的パ埴生が

一郷



 '〃8日

 わ包れる。

 ㊥看如コンバート舳脳し醐合、その肩測に鮎鮒るかコンクリートの鮒に1漉帥ない'併レコ㌧クり一ト
 、=1ま2隻E国妄実ろ、ら喫婚立工箒生皇みると二ろキノある一

 ⑥コンクトトの岩敏集嚥1二当っては、その稼画を吋骸つ略確多薄榊・しむる必蟹が一衝り、自然石吏コンクリ.卜難解け

 ばその醐果顕菊でφる二

 ④酬硝石あ腱脆は毒施肥欧り1幽りμ2榊棚鮒み、3同以降に施肥するのがそれ以師11二行うよ1川県ブ:州・、
 上1書己の如くコンクリートの顧危、凹所の切郁1:よる排水池どの築瞭1反び照掃除、挾…肥とカ域ガ限定き札て1ヨ星しい進歩はなく、

 又磁稿縦除いて、すべてが湘岩の星後を必鍬古一るもの輔るが充分は赫栗脇馴媒されず、疋蛭朗に実姉して.1・{=t二に1、云
 われが一たい。

 5作業突矧二ついて

 実施場所は別図の如くで同質同面の岩礁で附泣に7ノりの室酋をみなか'ら着生していない処と附曹逸戸に汚い.けLゲI{一j胃畝竺物

 のみ着生レている処置醤び.

 1)蜆石三宝腎している附立t章激掃庫奈のみ実施=し、自然の鰺可篭…李n■ら溝掃陳の効果と知る、

 2)現在崔胃している処から速く離れている堵置iの磯掃除壷二はし堵生状=兄室知る。

 3)探敢レっくしだ微,室育杷附並の磯掃豚を江しその,撞生率瓦みる。

 争)全総フノリの生商カ、みられはい岩面麸磁掃除して棺子筒何をなし、その効果ぎみるよう1二せし切だ一、

 甑列島における天然のフノリ藩主扶泥ほ7月牛目、薩翻雄完の最多、・野ゾ区餓亙刈寅り調査レた鞭累次の洲く縛・.・一(ゲ1…〕.,
 (グ肌2当り)

 最安区域マフノりの寺1メ“・匁他1二畜飯生狐エレ
 騒ケ区埠菱マフ■'リ4・6末宋、フンツオミー.穴(ノ・、ノ/5`ノπ杢)一7ニニ、

 刈、(5クρη7丁ηメト)」多数、ケガ'てg51カノノラニ且48、
 式タンアオサ/2.二E1ミテ・ガ'イ類35'.

 作集票柁日は成熟期鋼蛋縮果ヒ胞子痛生当初の像度の千田を防ぐた切,甲潮時には三ん・次の如く未定実施し斥、

 望氾完6月/6')/ノ思腐帰陶ミ、胞子跨付け一

 瞬島犯亙パ/7～2ノ戸・ハ㍑～51ヨ合一ヒ1



き

 実殖ヴ送局臓掃除ρ)扇合はヘラ状の棉隙碓,或ぽ硬いδレた鍬.・ヌはヘンマー集を用いて長照痛室戸ど同一r室干、瑚崎行い、

 胞子野付1丁に購1の煎目が当日種く綿態な職掃除色なし、塘腫場所に蝦のか、る30分位前室賊†って供試原蔑く2～3帰

 阿の蔭予し乏なア)芭糟に入れ、それがヒタヒタになる樗凄j=堀氷夏入れ(約ノー0分複.原探を取上げ綱目(2〃一m)の宣
 岳岡て・,盟してカ、ら重ちに如曇募にて蘇不†けた目嚢1=之を美丈回にわた1・って行い引襯;≡…15改のカ、、るまで海水色掠布した。

 1、カ、し、実1一抱日の人部分力{繭3ミで目奇イζ模様となり・∬e子放出も→F酵1二藩くノ。o当りノ、20ψ'、一バ㌻0一向外しη、平負量産され

 ゴた伽よ濃さ引工なかった。

 婦何箇循は堅旭先約ノ5坪.庇畠地先2o坪,滝壷で彩る。

 4効果判定について

 増殖胞該ξぼした甥含その効果鵬1量は揚も重要で、フノリの場合は比較的簡単に判定しラる、本年産は富然状態のものと1増殖

 施;綾地と一の発芽着生年、仰費度、富敏医物の着生状泥皮ぴ堂泣面檀内の生産'量の比較をなす、因]5芽数の算定、メリ撮一り私自黒

 状態の数ケ師と増殖施調焔との共鞍敏肉至もって効果を兇痘亥る。

 群1次調査…・…一…2阿蠣鹿島地兇わ調置帥すに療窟区㈹る彫沸は風満強く箱礁が一国澄豚ためできず、熊ケ榔榊
 1艘圧1二屈一する亀ウ2〃0コ=雫の両手産1:て覆巨察した,壱倒置地点π付立士の岩〒質は望置、柔K平に富1」国の史し易い石少曽百一岩であるり

 調置κ.焦囚で瞳恵に8点乙選.ぴ.それぞれの氾綜よりフノリ着生岩を適当の丈;…≡1芝に〃り厨りI一その石ヒ1二生育するマフ!リ

 の金個体赦、生育褒整調査し后絹累ぽ下頑(丁泌1口=)(TπbW)の師くなつている。

 丁幼πフノリ着生眉の測定絹粟

 1讐讐砕二」雛票早墨箒蔓讐竺撃P撃董各み
 三三F二芳†(")し一L∴
 1三≒llベペ二十三ニト三一

 さ三一三江三三T1三
一幽'
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 れム板  フ/リ生筒漬の棚置締果

 …ダ舳ボー'肩一一一…一一一1一一往長…一一1一一義…T一;て一:f喬屑
 …I一心λ0一一一…lI…。,州〃～プI一。又、

 __∠ユ.、.j、.へ一・・….手..、・..、冬.1...
 1づ十崇三111イ・1…イー・㌣一

 一・一・・与㌻一↓…一二三;…→一・き三子・一
 、汗一・十・一、、ダ。。

 一一一・・・…一一一季一一・一二一
 /652.2ダ。

 ・一一一一一・…一一一・・1・…一・・一
 /夕夕さノ46-o

 「「…I一
 /o一上...7バ～灯ρ〃5〃川

 ノ2月4且里地尼1殻塚の膚狸区に属1する約/ダ。姫の画・績にて願察した。調蚕1・地9ク点を遼定して適当の欠乏さに切リ男一し

 看マの岩面に着宝してい多フ/Iノ偶体数種ぴ留1敢1剛糾二局る7ジソポの蒲生状兄を測定した縮果は丁班b]7..πの荊くなってあ・

 り,岩質は屈楽質砂岩で㌧'股に1室島地先ふリフノリ肩一生箭にイ他生物の菊生が多くみラ1プ'られ.耗溌して1バるよ)である。

 ↑久b.r套勇z測定費量・
 r㌔{…一II一茎一一一一一''……「'…'…一'…………'一`ザ』一一''II11'一一'…''一'.'舳….一i…'''一一…一0
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 Tユb町.フノリ生育度の調蚕絹果

 ;下二1j一事I^Iゼ1半.1尋三ター幸タ∵j、亭二つ....牟.二㌻…一..苧二'.∴,一良一1I11幸.'分..パ和幸.一
 1I一山ン'・1'ム17～ガIII-1・》II洲!一'一三菱1一.l
 1一、三..二にηグこつ〃卜⊥・∫ρ圭一ソ61rヌ1…「
 真」二越三三。ご二丁

 トー二ニダ手・一・1・・l1三二1….・・.・.1
 ∵TIソー'7L∵一'一∴1≒'阯…ぺL..一.1.1

 パ用v川1㍗..'∵{0一一スユー}I'1一三一一一一え;lI.∵
 1-71.1ミ1二〃.デ三戸∵llI.∵、1㍗.∴一…一㍗}'∴I.∵一一三、.、.川…

 弟2次調査一一・一・一6月3q鹿島地先の坪=川リ調査乞なす、文体テ月(了/尺平=方内をメリ琢りノ坪当りに一渓算レて蓉禾すれば
 ↑叱b孤'の如くなつてレ1苔。

 丁.ψ嘔…坪当リ旦≡瑳…董

1A

4株

 約2ol一θ
 ・一一………一一一一1・一・1

 内外、山一、_..….i三寸騒.外..j

 6月チ日1二里地先の坪1りリ室なす。別図増殖地殻砲の7ケ所を刈暇りい坪当川二採算レて表示す才tぱ丁皿・し孤の・如くで揚
る.

 一榊←
/∀



一雄
 丁砕b孤一坪当り室産量

 二二ユニニに二二1由小∴
 し、1..、山、.二。...、し二,二.17、「

 甑列腸に狗ブるフ/リ岩史剥二遡の1年当り生壷普は2メ34o寂で害敵生物全然なく(6厚3θ淀居地区)濯斑な那薯包

 柱してあ'るが一・宥r麗のコ留男直頭コ皇嗣省三北しむるにぱ申目当の努力「がI皿寄で刃包壬蒔イ寺11一寸継綬実施する1必爵がある。

 ・ケ郭度」暫殖地殻色なしだ最上位の1年当り生産量は/×3♪o象で泰然状態の圭頚と1σって畷掃除によう新賜著生面の増川ま
 曹敗生物,特1こフジソ水に侵出色られてフノリは漸次減少するものと思わ札る。胞手締付けば撤掃除のみ実施した蜴含よつ蚊

 借の生一産量が林ら汎、婦に岩ましにくいところ程顕溝で,摂取徴の磯掲陳は殊得フノリの磐輿が大であ札1ま相当の着生ぽみら

 れる。

摘要

 ①甑列鈷のフノリに=増腫犯饅。&ぽしなが1ら増収はなく大:施命'ま減収或は現状維符の字星巌であるので胞子爵何け風ひ一臓掃陳の

 カ1県t判定=㌻べく,璽.虎拓地窃で一苦皐駿、萬司費レた。

 ㊥榔■峨τは隼間約6、〃0メの生産量左示レ、蜂別震動は箔レくない。

 ①脆手触崩は励〃ザれ日ヒ倒～7鳳中旬じ岬仰で6同甲」司～7月中旬帥っている。
 ④フノリ漕室戸は涌糊織下/尺、『=潮線ヒ!尺の約4κでフジツボ、ケガ,キ、カメ.'チ,イ1フヒゲ、ハバーノリ、ポタンア万

 サ。マ1レハIアマノリ箸小箱生一し・石≡原こ享愛妻貫一よ少■ない。

 ⑤時行胞子氷が'綿湧であった楠か.醇付1ア劫累:は4ラがあつて'蜘=は顕著でな`、コ

 ④胞設軍度に粧ける客散生.例脚系仁あるもωは殆んと一フジツボの砧.で他生物はみられない。

 ⑦フノリ郡秀一亙形成せしむるには発ミ茸厨ヵ“/ご炊2省り2.5～タ0』大上」でな1すればならず。フシツ六カ、ノC肌ユ当りノ0ケ以
 一ヒ着生レておればフノリに優.旨ずる。

 ⑧磯掃除は天然旨空帯に隣接し帆い眼リ殆んど劾黒豚く、密赦生二物より劣勢となり;湊東俊でも附並に残存ニブ/リの度慶が末
 で勿れば:筒乞ヒするわ。)多し、



 。3召タ敏貞省は喜散生物フの着生1りアばく増殖河原の菖質とレては貫湾であ秀。

 ⑭椙繭の領リ道、生'育I塵…の宅周奄は塵三大.水虐巨学部.日≡1巾着曳キ乗ノド行った,屈支鉗の竜一を表します∴
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 ボ芝5革兜元の)毎苔種子場調査
瀬戸口勇九万田一巳

 増へ邨米之津的地吃芝おける)蟻蓄.巻殖業は几較的広大ば=扇場面橘と永年の紺験と1二より昭和26穿より本府的に事業化され、本
 家愛は女勺I寒ユ牛,夕方席、万才系ρ、6万本、網該クラ破、三等繁23種.の多きに老増して2oco万円以j二の室産瀕は確保

 できるとした。

 その外奉県下でほ尺浦河,敵椴村,萱蜜杓、重水町、加滝木町、谷山町一11内市.鹿児島市の着地先でも小弼槽ばがム試験実地

 叩で、今後の発展がI期俺されるが'その網子付けは殆んど米場卒兜完」=依得せ柚はナよら則、状態である自

 足、熊芥本試では鼻下。)稲弓蛎が一不足して行く理状が.ら、今軍鮒めて当・宛先で植字竹1ブをなし(沼築2サ伎、鯛聚/ジ紋ぺ1い

 万オ要着々/、oo0本)着地に移燈甑融を行い、同じ熊本県浦里村の偏芯零は三弓壌約250枚を種子付1づしていて9俊証一ギ{の需

 要は増大して行一くもσ〕と思う。

 当地妃の酒菖着生は極めて頂好な毛生で壇に過ぎる憎みが塊り、粧う一村1↑の頁好な亘域、時蜥は大体判明さ杓.1ナだし1二一一311に一い

 ける優良擢手賜の'つとして数べられるが、重体が綱畏くて早生1;しく晶桓について多少の遜色は見れないようて冴乙⊥一

 金回的な顔向として賢秦対策・食糧確係の回ガら予痢著貴が'将道三才し.貞協漁場符に梱弓瑚r)挟1j、、荒痛・ヴ叫はIハる正うiこ1㌧工り、

 当珊完もその恢リ克毛れず'一睡漢種号場が予楯予定地となっているが・櫓与瑚の碓係が飾業蓼1腹の募確であることカ、ら1,τ一軍宴1二引締さ

 有百査研夷を灯したので幸良皆する。

隻調査区域

出水郡米之淳附犯完二帯

皇調費期向

 脹和2才年η月20レ)ノ用10日
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 }寝のま重ム卿鮒迂え定燈す竈'窃宙.先づ'溜)泥将{==ボニ目、歩t。象配軸夢二とが肝鹸と以ウている力甲,眸一茸と声不様A,H,dれ,P.門今h、

 腹び蝿潮卿の童画、構立ラ:[地区の突遠流酌で茉喉,蟹蟹.虹内力、木週.児童、メく邑.蝦波はどにつξ観測した。

 又当犯元1=月ける超jムキ宣莫同となっている'o月中旬の穴二輪朗荊1二は2目思に5中合塩泥を名塾ヌーし1重症三里・告状態宜〃仁リーレとしξコ

 渦潮崎1=お〔る水温.、比重冠温の蜘しは別図(戸し牙エペ皿)の如く勾.1.j究つI水逓ではマH下司は殆んビリ∫I〔大上乏禾し

 てい仁しσ)が'o同3目以1ヨ身体下レて行童、/o戸23目に至って捕釣て2γσ以下となった。併し、ノθμj'目1二ね)チuc以

 上二星旅したが'、//厚に八一=、てからは殆んどユ/■0以下となって果て昨年と比較す.ると常に高冒乏ネしながち同一棟⑦滝イ巳芭辿ウ

 ているようである。

 比.愛は酢筆と大:差はく殆んど20.''〕・㌔24,ooの南を杭催して比較的安定しており、嵜j温は水5量と同・蔽高目て・達帥尺さく、

 .水え湿座1巳と類1伽、レ(いろ、

 昨茸の瑛窪jム'≠はlo廓1方E1以噂11目一ヒ司世1二及んでレ、るがク年は'o同1}日初めて彊一込みとなし,当Fηが通必満禾した

 lo同2ノ日ガらミ本日σ)悔τ1=ば弗んビ全都のモノのがヌ望込み至完了してい婁が、/o1斗zo巨〃杓に遅1必んだ毛のに1すアヲノリ

 の幸竃…仁η、多く、⊇/呂L4P幸a;並込ノメかIl一晩当た・ちウた=よ二うi二一落・;こらオし、≠K二量j高⊇3I,↓共'下.{.矛、さ月つ1首一六工会アよい.工・)て・二軍ろ一

 しゲレ、/0河20目以剤に連込んだ一ものi二も媚当の瓶誓福生が一みられ.惰にlor'∫日理jムみの(寸ケ教ク).菌王1才貫};下士ろ

 バ.:〃はlO月2U日以師σj水逓が一23'C以」二三才レてピ引こも不.同ノとI,ノ6目の両日のみが'ノ3'C以下1こ,活峰して1・・書7

 各馨}「・似李洲・厭刀その帥調とは関頼い」は1、水鰍ドつ衡蛮・
 !㌧..、・、ぺ・・∴舳榊は埴生し以う=に鰍州・

 ㌣∵1㌻∴桑111汽1㌻1㌻1
 1.、.,一..・/

 坦で枇琴1式3ノ肌/5冬季は十〇〃三/乞で'葺.向拙{、.1.1='.・て
 ・、・..'.・〃W1斗・蛛,

 い5。



 右1、翔凧につi-1一でけ細'艦な鯛血はて一芝ブわゾー一た小一{j-1=1才.戸三τ.1帝略一栄1一、=いっノ〃叩〕ニピ手・礎蝸の当義眉聴取1二只れば、舳珂㌧

 Fμγリの如く肌つ紙欄τ・ある一

 戸.泥量1ニリい'～=

 。妨畜陀一5一ど=事マ離々1箏.糺1陶てこ増して栂…威し。喝ワヒ壁しη」.坤一ポ

 に・l1純さ宥施しζ'=!一仁.欄造はて図の如くて・採泥.署1ガーウk

 .一1リ三・一壬・三ヒは二星1じ'・二方棚罫で・:lr,=級ぜし.め二平・直した1。

毘敬固

 ・抗

 ユ、_ 、巾I

 ジ麦の王まひ期と昆傲ごれると広毘穴掌、富士川船、徳の角ナ用二;'ピ1い;・

 ,.獅談場所は別図(η身酊)口.崇て・冨目一回探況を剛グ。.膿㌃

 姓⊥自予達=熟の・点旬1ケ月前つ、ら富冨董するを踊'皇リと■一ていノ・ハ='・

 弓帰.ユ、テE;乃■と㍉実施し。古乗タ尼蕃1本当りσ)三把{竪.疫1κ'弍呈何t引

 戸ごパωの柵くな・てタっ1つ」二軍蝋小一畑引は。、1そ3ゾーパ'

 2一夕目,ノ。碍3日.ノσ月一ノ7目.!c“二4I一.

 2日;…=J貞.票とし、晴卑より少な目に凋士い'オ'i.こピ'ラ{I.ダーr

 Σ夕日の1笥琴U二1愈1λ…当りダ、o身rθ)大:鍾㌧'l1瞭一二さオて㌧・

 昨竿は男児壌と塩暫蕎全量とは地の椙開とノ.1・てIF雌剛7.一辻

 誰隊蝸の阿が池苔茸は多かったがI.今生の弗一螢都.典で千一通師

 であウ后1o月下旬のヒ昇湘は小;く芋目関々{千1j1矢口べれがll.

 叉培泥量の寝化は物11に漸洲二は陶伶引j,ビ・け受がI、豚

 同フ'二は宵情は.倒照が'冥1」凸柵大潮時の殺風目が多くなってい弓ようで易ろ。

 }逆込直紺と値鞘について

 {雌触込蛸は11峰れば室く帥)みて択、・〕、.三化、μ月中嚇へ1川岬の欠潮阿に壊執11さ1/,て;lll、へ、疋{、て.洲鮒

 ㌔設悟て三=あったようて拐る。

 ケ…仁は3(}ク目回曄;{:富i刊を{至iム～て1話rl'日後責責上ニケ;く当拳竜養ζ公の女竹夏遣込みしてがら帝勺1'フ月イ廷にユ〔り斑・一'て1=。一。一

 連地と遣期を知当んとした:"

 壇必後1o目の劉例乏幽盤がら身寸矧臨に区小刀り、そ二に蕎室する摺畜、了ヲノリ、フジツ木'o曽生状況、&桟銀1した異;コシ㌣、

 ㌧11πムエ)の如くなっている。師51o月18帰埋込μのものかち急に多く見出さ水指め/2θ,ユ4目と1増仰して右って、

 ・伽鮒WWは川鮒レてい孔こ:化舳て木.ノ/あ馳1州・川W}㍗までの{1手1葛
一伸一
 '介ケ



 “邸'

 1ミい、6一州瞬粉し。て、〃母H幽舳も的榊、二似い。ツw舳μ胃け舳舳のものパ歩が・舳舳・
 i・舳宜目映俄垂籔に須位Lてい易.二打釧;=よリ'ρ周之牛目前増が'竣i期で務。た二とセ塘索しう為・

 {ガ長.笥避舳訂竹室椴鈍算だした補則ユ月戦(γ・bω㈹1くなり,戦j工地区の瞳蜘二理込んだ芋川ユ約け1川1歩り〃
 し.{..L丘禾しているに座し、詫崎・首渋肥区の毛のは固靹に遣込んだも切でも立dθ以下の着生しかなく,;一1'寺・不才ノー,」{リぞ生

 干r・恨琳に多く,糟予期刷用は自衆の東鮒区域がら禰之1工地区a)全研に才つ。る必婁があ看。

 皇削箇斤'に/〕いて

 低位生唾桂、漁賜の拡張・寄商畜鮮庶政との固でポ平装への転行は農務であるが、その附岩戸は究明され〔いμ11理状て今軍1よム
 尺:τ方,網口4寸のコハレや一ン網禁♪板を5寸帥膏に.ヌ、中チ天,長ご6尺の割竹壌4楓のラ52枚1丈固定と二じ二枚は淳御

 仁してノ。月24日テ弦jムみ,ノ/月2δ日、香暴・→キ'oヶ所つっ童切断して、そ二に着生アる海著乞カイ本放ま策鰯芦岡貫リた、

 鮎}へ応は綱察メ1一束京湾中等潮位の一バC凧(最低予潮線.Lクぶm)ぎ殻体としてJ=刑=5寸餉隔にぶ双割竹蜘卜46.

 ピ㍗二一三1'c〃し"水{立で督・1夜つ一、は3穴。,導釣乏ばさしめたコ

 コ■リ=Y・1.網.掩・い一∫1ジ.長つ卑円葬散は丁μb旺.F三a亙,工.の榊くなって7嚴繰の(:珪奉ポ図」=ノ'5こ〃リ〆♂.3ガ最

 え。多くて総敏一5レ≠,クま広し.ルつ.4.2.タ♂)慎に少.ぱくなっていろ、淵価との肉侯室みると最も多く発芽数をみ:C朽.5は

 4ん、クり〃子虫裸に力三j(還込前敏1ヶ円榊の積鍾碕栗)8允3o肌練」=にあるル々.4む蒲生は⇒芦常に貞堵で最」=1位の(9々〃棚

 手出i豪)十、のむケないが福生はみられ,附曽j直戸としては基本水面・ヒ(逼ム郡1グ目前の大1邦=F潮観)90〈・一一、北1-1〃

 の白1則の(ラて一ある.,

 F∫.1リ榊の着生は別図・別覆φ如くなク轟・下位(2カ/夕帆二千・出誤)ρ{、のが'ク刀1蛋当,1卓殉ヲθで'秤に音く適1戸とした差

 ホ木廊止ニブ'戸〕ノ30oノ.叩内4)ものは5内タドしゲ■着雀二していプ少ば'1,しゲし〃つ、6(.クん80〃テ地語廻)のものにはX受く

 障{て…2一、。■瑠承芝冤.レてお㌧リ2同下'罰丙く吊上二ザー・ミ網繁に1τヲノリの襲姓した)のは、二の戸に合歓したものでほ^lrゲと租

 わギ.る、

 割竹馳川乙=肌j±1り:けコ琢敏は丁〃収、の如くなグ綱1㌃が一麿生鮒子一(・岬一費む速く固定式は」二価のも♂)が(基本木面上/、/'㌧ノ〃し

 4た5J〃手出1環)下値のもの〔基本ぺ圃」二9ダ〃秋.ノ九ポ。肌手出籔2、〔り茸敏が多い二とに反し。芯姉パ=1弓一下位ηモ,oが

 箱生長持'け壱一アヲノ用着任は比漠約章くヨ1け。〃干拙歓の榔猟が一軒に多い。腹藻類の蒲生ぽ下方に打い1っ爪考く亙

 ・・」鯛焔のル1泌、礼之州さ帽当」二万まζ薦芝してtlる。
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,璃留

 1星看賢殖の,劉室支配下る複手何げ至完全111行い1種子腸乏確保する目的で前年劉こ引綿ξ甫帷色寅地レた一

 木、量は前五に比較して常に高1国を示しているが解逓疫I化1才飾窒と二問檬息至適を辿一っておツ、火璽は咋望と1尺崖一息くJ“"v

 24っ。て換る。

 5、穿、咳込什は前家はll,月」8日戸)1」可」二司であったが、含異は1一δ1斗ノ3局～/θ月2才目⑦向に架んピ艇り・ノ'

 月2,)日〃、再可に猛公んだもの〔ばでヲノリの着生が一多く星られ、2/o以酵の慶一jムみが順当であったように雇えられう,

 4ノリ捻生0良好てめった'O耳Z0日以隣は現場留慶の愛置網凄1ま小さくなク、塩水のよ下湿含が一よ=〈行ηれている二こが'

 榔ムれる..

 5,〕鼠同、」誕力も海苔砲手湾」ヒの穂拷=とレて重婁芋なも・の』一一つであるが＼当κ宏(は秋～各1ニカ1すてコとの厩が最も多く、平均

 」訊連は秋華ヌ/那/5杢撃タ,θ肌/£で砂る0

 5種子腸の潮派は往復矧苅である,

 ク海苔敵量と男児量との伽・1棚南マ刷ま勝れ帥。
 苫海菖芽の最遺附岩戸は牛符向3o分の予出礫にあツ.ラ時向50分干出致で毛海苔茸蒲生が見られる。了ヲニリぱ2府晦ル
 分耳出薇が舜もシく.手出艀何が長くはる程、ケなくなっているが'、7狩向ポ。奇手坦叡では又ケレ多く着生してllる。
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