
鰯演双調査
 (一)趣I旨

 葡耳奪ラλソ設定にイ半し、清洲崎を糞民して以案うし洲南面淘コ戎1こ乗斤しし、粛預茅束め一Z太踊

 しg弓末より相当の取来を収め脚だを甫びるに至った.==の煮厨は首くから串木野潅板

 古鼠ρ刀'ジキ延縄術〃活飼とレZrアバを釣疲してお1)魚群の移動胃にっし、て河司'師リ師ら

 杯7し'ヒρ砺るガー=嫡域の寸バを耳帝としz縁栄し苛削の煎采を芽げ“不特
 、=二しZも3≧栄一飯1乙jr分粛iエ万う二'とを椛}りて言萱員百し奄≡ラオン笥純一二より麦訳i=迷っZ

 いt懸稗〕鰍秋たらしt舳一宮晴県胞オ3宍和江(39重・μ屯)7あつ
 た。

 当所τiま、煎…口夏に引緑～、起〔0津氏ノ)蟹…熱涙石調査1.オ旨簑河1こよりに弟竜貢し葛民に

 葡めだ.

 じ)万法

 展児島民零木野潅1こ×濯丁る3θモ以」二の騎一本鉗帽を列頚乙しにか、産児鳥入違崎
 にっし・て1輔滑を1蜥苅葦支所産足旧陸在貢の協灯をお厨・・しだ.
 (…)経岨

 U)概況

貝9年

(3局)

 2目ほ漁況不渡ぎ忠滋舵はヅ〈中珂6'ら3胃ヒ剛こか1π水揚目呵駄～あった.

 3日町旬に至り“7、一3o'ハ〆./ρ3o～/9々.Z三附当L7源が疑。ら,才しる麻1こ

 なリ水冠の」二界ど痢=源玩は着涙と砥って禾仁.目時に各㈹ユ同喝脚こ嘩ひム風

 し始めた.下司預;蜴二'ま主にJフ。～jζoルく/23、～/Jぐ。ε附近～フ×遍ニノ.

 4～./戸。の・k常さ彦5つたが一老頂よ7・一30三/27o・/o'(7K潅【長2o町

 外)で据漁を細めた触あった・一般に鍬“く一航矧業〃〃小らクコρ
 タノを漁憂しZビる、

(4目)

 前剛こ引琢ヨ各船とも好漁をしzし'ろ。漁陽目穴差は酎・がぐ＼拡瓦ユれ島.
 へ⊃8。・イ⊇ポー3〆^/95い附迎て、好齋局口荊冒に比べや、乗に

 偏!ている馳け一川・⊇ダー字・'附虻とい誠り1航和グ
 2∂〃ノー〃〃ノ、一夜票馳。ど・oメとし'う"毛見ら氷zし'ろ。甲・
 可漁滑コキ㌧下xとなリー耽寿/.介“メ.6“メとい・う刀を.巧一・た。漁陽水

 温はノ9'～⊇a^を示し痢目に比ぺ3o町外菖自となってし＼ろ上

 (≦、胃)・一・'一'上町

 工可iJ4同下回と八崖なト航専み・㍑・〔全・ハメこ捌い六差なし'・
 今可には最薔タ.〃・ノとし'うカもあリ脅惰一夜にノ“ニジ・ノ500ノ藩

 一δ8一



 良,一夜頚曽J.5ソ・メと互っている。酊平打操栄日敬ぶ日としz毎夜!全〃

 メを鉗」二げ蝸危1二は略百駒とし'う榛栄沢態夏示してし'ろ、漁腸グ豆隔3あ5K

 景を補うためには短時冒操業による万船を余簾なくされろが睾各絆とキ3則'1,

 6冒のi東書ξて)、体戸庁真百a)膏一的を達匡しzし、るイ素て～らる.泰…角引ご広:衝巨匠;としト・)Z=し、

 副合好漁局1孤戻尽くて昧舳涼物療兼ろ寸幾分容赦蝸もカ蝸はれる。
 π的水温上昇馴zある最丘当渇域の海況は時日の経糖ど呆に嘆化しzおり、氷逓

 ・潮流氷琶等濠テπに民連する酉刊物々らり姦ふ瞬蔑の移動藪固を}大～せ猟歪得
 るにあi二・;[探船三旨'つ苔植毛穴専しトものと票d=ら非しる.召{'こ1工墓室験にrtとよ1り胃

 寅の技術一合理二蘭一な推断、どじった七の州響請ζ択る毛のと思は汎る.

翠腸区画別煮褒.率
 葡倒め鼠リ漁場区画別漁頂率を豊起して見た.筒葛敦馬灯乗組員敏操業冒萩款

 硬替のろぢ不明勿ものが巧った粛鹸1(りひては計算の甲に入れてなし・ので、於サ

 しも雨房水場高と}致しなじし又二調査票ヤし毛あ…;と思は牝るニト.同一義1により穴1騎

 め湊…来の才崖移が知られる.

 耶平均氷渇憂石見ると3目下榊'ら4目上剛=かげZは冒し傾向を末し中旬々

 ㌧落師剛ユ上昇全刷(刈貢に漁況は痔陰しマし・る。む当=リ粛獲量1ユノ州メ
 以上ビし、うが全目上剛(更ら札ておりモの佃'つ回は3o～産むノとQっ～し、る

 。珂汕二しても本職鯛瓶は金剛こxっひ'らであり大体ノ弓中旬清沢を茎した
 一貫と一ヒベ藍色φなし状態を禾しzc、る.一ノく一夜者りの禄き要量・ば3～“同を蛭

 し一/百1こニヒベ象づテ方っこ才3リξ妻高4./7メとなっている.
5肩甲旬

票汚意陽

 この海風δは実尿厭崇がt阿下半小ら中剛こ州丁てとなつこ“る.煮厨は虫潔

 紬憧ヅなるrめyよ9㌧9雄40';ノD4o～/よ6030ノと袋中也ずに友範禺

 1二番リ庶在しZ形域㌻れ榛茱船七殆んビが各漁場/隻となっζし㌧るの否。二=れよ

 .)婿風々賜を桟詞す3のは不=当乙あ5が、附図・附蓉よリシて穴体に於し、ζ氷乗

 /oo似諒田虻が貞く、これば鼠溺ヒ貴那岩津よつ熱)去丁浩亭水力混合によ

 ハて鯛帆る綿栃るωと醐飢餓職鮒にょっこ主張淋て秩郡
 爾桝バ醐瞬件たるω水深・“机諏附丘ω胡蝸る雫ときろ
 こビは今揖も痩化丁3こと蟹く哀1村ミオて一でし、るよら否ある。又この淘職てφ療言

 瓶寝商は4日探栄ノ)スふ川メ不一円普豆香鮒ユ清潔時では/〃。∴4“ρ
 メの釘獲を炊いる。然し漁下×となった工可科'ら甲醐Iめにかけ～はよムむ
 へ!バリ橿鋤釣頂し小姑㍑い膿一個さ}㌦へ・エペ。妄
 禾して狩り、4胃下町4)同海風に道アる源厨ヒ定職してノヘよ忙高逓×取り・

 賢に氷温ノ)j二手チ1こベキL＼薄腸圭ワヒ上二しZい乙、・・う1二更ζ之〔1、れ「=。

_ぶ6_.



佐外耳涼台

 :'の源賜1軸=争岬灯台3〃戸ξ軍7'・9ノろ、ら壬≡の万1二彬戒J才て「二一介『一し暗TlJ前年{

 しヒ畑へ甲木型㈱の甦揮橡栄によ。新沢漁況も謝琵とな・った。中剛㌔らは更即京淘に

 於ける尺整俺の橡宗か不隷とぼり一屋久島河合は全く漁なミたの白熊こρ煎剛二案中

 す3よ引こなり3へ4巨阿照栄しZ長.000ノ平町の厨榎を学げZ○る、最高源榎

 商は4㌻坐ξ員さメノ日.岡,景業しこ45㌧ク0メで柔司ヲ素1ラ番の毛のと=江ヒ重まし一≡コ菓業日塾こ口殆

 ん破ら恥嫡榎甑は梢々加こし・る,然し航那副欄紗更足融り6ベ
 ク綱牢ろ雌Lにと二ろ禰る閉非常噸鮒れ・従っ・燃畔岬く一飯
 哲帷駈臓妖/ヶ師ヒ㍍・嫡鰍するこ吐蝸∵外岐禰海
 州パ3,4牝馳比しz総粛榎董に礎しマ賦差注くむしろ」二道誠頼醐め
 ヒ榊局る.沢に、各嫉操細毎の鯛メ敏が綱LZし・きパq紬衰馳。込
 以」二の穴亜†べ舶にっし・z痘禾してみた.これM叡こ最初ρ孫獲巳9日よ惰汲上

 甲馳縦つ仰り・ノ外細硝耽蛭耽・明よ卿榊蜘に榊鰍ペ
 ラ青…冗を'茎して下=何め最盛朝に=ネ多った.

事事手事1三
 、}4∠ぶ々

 三三1隻;今三1I烹箒三1…1篇3篇
5胃下司

 ⑦乗迂那返

 前町以来此ρ海踊甘不源となつヒ桝徒労解沌へ玄澗せず穴型.締め籔優ぱlrエク～

 ユダ石/以ヘノユ“n萄厨～頂蒙しz小るがすバ巨照索して七潮流と氷温ハ

 図保否金く釣憾坦柔な○有様であつ仁。

 ◎在サ岬沖合

 湘に引備粥は測騎く隔肋穴鮒が卿しZ聯した・頼は献上等線
 をμつにがそ州舵はえる今意卿馳清釆腿し辛匂'獺鰯摂輸1ま69
 製で4日涙糺け。oノを蝪Z別/巳爾臥三.ヅ・チビ砥っぺるバ/
 蛮平tダ七ヌ069.9ノヒ云う好い漁を示した.淘玩は氷湿よ/んJ3oCを示し、

 汐敦tEZ漏何サーバ釣蕊1二は椅温居条件が■衛η,乙.ようτ今風朗印一ρ大'¥ぱ二〃膏〃漁
 狽砺る・鰍醐榊帥ろ'馴含尺型砺。し雁綱馳牢属勉ど離している
 の禰雛机て榊雛硝・・ものを水場しZいるよ杯那。従っZ綱向促撮紫
 回転啄(大型船否鰍場貝に霜込鍬餉に出漁し全く休む暇なく棟紫す3.鰍珍く取

 られし醐鯛融舳て3/w〕伽漁鮪下降に旬一「1二神
 一全アー



6日上旬

 の東雲那誘

 承双不頂にて弘源舶碕んぜ砥し.

 ◎抗争岬沖合
 潰垣茅はイ賢然としZラ室イビなく.厨葦〒はノ～3日虹の】薫業1Z嶺匂一〇り厨瓶力態買y云え

 る様な齋獲があったのみで氷逓め上耳(⊇3～λ升いご)lz伴し、照め移動が敏墜

 となり頭も八型魚が暫くなり4臼'以匿急斌1エ不意となつて系芹。これ一口=重なる菊捉の
 山の影響yは書えられず。鳳郡自体の妥郵も著屋になければ口らUN“例専より軍く

 逝った当地域でめ流刑丁梅沢が平年より温匿な頓何を禾しzじるため曙瑚餌に経頭に

 宋たρさ口なし㌧かY思ηれるぴ原因1二つし・zは不面である.ノ日一項榎竃もユ。o～

 々 。oノと4医下し・』東栄舶=し急激に誠り'師脅佑は萄び東支1那留の圭乗業i=坦涼し.zひ

 る・肺ハ職の一榊宇治鞭簡へ瀬幸るようにな仏な臓榊瀬鮒
 香自戒嵩何と怒りてじる.斌,豪家倫勿収姪はポ胃下可の鼠イ医値=の頃の収証と口比預に
 ならず一時休漁する船も虫でじる。
 6胃〕=旬一日別銃不摂言≡

 撮…「百7TIT。♪■丁7
 負数6ノ/∂ノ//

 ぢr全9づδ6oogloO/'oo3J、θJeα2oo

平
 均鰍～伽τ業舳伽舳∂σ・

4膏中旬

 今蝸七引航ミ佐吻岬那合1;白㈱lJ焦甲しzおり策支那旛漁1属は不頂て殆んど出源船

 は馳・った。しかし蝸下句より語派碓し碓紬丼剰舵腐剛二＼ると来に不況
 とな順宗佃～～6峻汝皆桓・“へ々。・構程度に第5書捕とも不駆眠
 しに.マの膿。3の陥1胡那1醐肋よフけ・/κノ2ぺれ'酬蚊ノJ
 日ヘノ73一履、9.ooo貢厘びユ6.6貢漁獲しこ打り.貢穣の動ζが清堤とな

 'って系たよう下級し'て着尺甦碕官此の方面へ移動するよう1こ昼リ印同禾馴:は殆んど

 集中増巨案しユ.oδo～61ooo隻彗ハ瀬を麺てし、5・又一喜βユ904'ノコ6'IEミ不試
 演した舶も万ウたが穴した預ばなわ'った.

 一清伍争坤の不振と采K葺厘宇遣揖踊ち副二生照衛官1八ヌ。1)布11W㌧.ニハご二が
 η業し口順雨を祥○徹して好漁は秋一座1ニノ・じ・.三・・一翼機ジっ了・1・

 ㌔々一㌻卜



 此の汚繭の鰯は穴製ノ)モ"が珍く、殆んどか35～々。舳〃も■)き魚種もゴマ

 ∀バがヲ。へ9ぐ%を占めこいに。

 ∠胃下同

 佐智岬沖鋼業晒醜激1こ萩ハZし'る。東支那海東部漁陽て醐町と八髪な・噸
 況を禾しており漁場・は⊇7山3o!へ4δ'八戸、ノ長4o～ノJ♪oiミ置寸凹]二と書っζ

L'る.

 氷通分揃毛諒旬と穴髪なく.源場は簾中した形ヒ硬ってし・る.叉源とようば旧rの

 6印二入リ4軸＼づ㌧下降しこいる様さ易る.

 /夜景副ゴ26“貫て昔豆ぐ〃～/ωo貫程度ヒなっている。

 7同上旬一・一ザ:そヰ'
 鳳房は短然として尺髪なく集中しZぢリ氷遍は詞呵に比しノ。ζ向外上界亡τし㌧る
 。照郡は大麻λ・ヘユフ“の氷帯に多し・様講ピこの氷温香は全之痛獲が見ら
 れな6、ったどし、う例モ局った。

 ・般に顔況は哀え鼠啄δ別茨て判詞丁3盟ク下降を続けこ・'る.

 衆支那海薄陽力漁流刀猿移を見ると廷伏が易σ二国頭的に嬉漁めムか痘われz乗る様
 さ.フ目上冒から中旬にも・げて源ば新沢不振の周回を』り虫風締と上聚曝照を控麦ヅ
 くなった様∂ある。

 。/弓Ψ何

 輿枯肋怒3・前後しピ師光児湘酔生頼とすきサ岬鰍!r湖への魅
 力'にひ小ナしZ9日頃1よク率ラインを栗嚴してそ乗宗し.‡冨当の派を専一ザZし、た皿9冒長

 よ目1=唾に苧嚢目腕煙による奪術掌4牛δ“ヲ香生し本県岱わ'・L事手水聯が!b目ユエ目とグ)

 )酢浩リよ蔓草禰捌る笛粟と酬一環京榊踊ひノ明印可よリ州触海域1こ
 出漁し蟷め新次漁亡好蕗んz打つに,焦し総体的恵硬費は現1肩三喧の処.呼草と応戯し

 ・一て不・板のようてあ5.

 '沢に鮒より鵜朋つ足ノ用平剛・ら沓嗣に須肋様詩し醐き.・一`
 μI月ト旬.Iノノ日朗頃ノ蔓当0身。らθへれ。。漬の頑摂を等1アZいにγ

 一2'ピつθ・～δヅリ〆1≡/5ψ一身パ^/Jぐ3…阿虹ごぱ今何も余

 り・鮒鮒酬漁獲ノ頼似ク/9メと細好転しF一。鯛は水深/。。仇絹帆
 立砺"陣同一町齢覧を或にy2ピーω'ヘラ・',1…ノ〃。一ω一ル/食炉づ0'
 W近より入票に形風林.ごの甲て景も好衰陽こあったηは風局番冒/全6.cパ一ピ
 ー灼へ・ポパξ/9小」トθ!～ノ■ポジ6あηた。

 ヌ=即昌=めI/侵酉z河丈ざ3づ・メカ…魚1優まり約/一!δoメカ員考蔓どな。こし、る占.:のミ鼠

 暢和一夜最甑介～メ術であるがソン肚匂融j晦靴大型となり、魚深ての
 探察は大兄)つ舜にろ'びわらす曇易香易つにぶうで塚甲種栄し.Zも魚群の敢宣甘慧眼で

 ほなづ・つ仁。尺群の大ミひサベには八ケ人の混＼が非酵に巧ろ・ったよ今さちき一、'魚体
 は嘩副司囎あもハと変化昼く/δ一〇ぺ/3δ珂紅6あった。.

一球一



`

 ノバ・、r一.

 榊引二引絞ゴ駒榊ぺ菱αく増んビ〃源輪かI狛曙/“4.ノ全分ノ“/6ノ

 ー二策高下し7操業し前倒よリ壷艮るム、に喝し、う鼠をしZじる.

 印/隻平凡∠ノノ74メて:れ目即引書鰯の式44ゴ員よvフθo預血く上週つ～お

 り罰旬と比較しzノク・θメ並く増河し?し'るユ今岡の操業漁業は東の」衛も肋茂く

 れたが轟沢目看溌では酬'った.展も蜻粛を刃に/ぐφ.・ノれノ6/n漁場カ中

 で/6/さ貝/〃毫洩のすべ船ノ翼ば洞岡原茱しZ〃.ρ〃貴ピ著う此の海域

 za)言己録をイ乍っ!==.、ナ'くの頷末nまλよ悶↓大降ゲ濠いようで、/夜景高潔榎モ董ぶρ4ゐメと

 云う煮茅己は妄丈回出現し一でし、る。可≡二当リ漂i蔓。"平町もノ00メを定職してお9.…≧れ目=本

 専ノ目ヒ、甲司の漁訳1=虹いもので易る。穎栄日数七穏の好睦に仲L'短縮され操業が

 順冒司に才てケ2牝た二とあ、買える,なお今研に瞭らダ三……:早に虻事ミしz篭縮来鰍入貢が透

 士Lzいき.こポよリ攻zlノ入←夜当。釣癒牽。舛・φほ、標蒙日'薮が即身にたぺ長

 し、φゲ嶺える・

 ノ2周上回

 今馴(入って天測こ忌まれず貴栄に国晩を禾たし戸〃・.涼陽の票動甘余畑か(

 にのに反して親筆は着しく酉小った.豚軍団踊t時化鰍ミて下降繰を辿ηてい弓の3
 勇るが今耳目下降率が激しく平思演綬高1二於いご啄身より紺g川胃ヅし・3-264メ

 ど云う前句よリ:し非清優涌沙奏不している・こ机に反し畷浅目敏口達に=賢く疋っZし、

 ヨ万.今何は摘に帰し、琢陽γとっzなろ'つに禄て蛸《ノ3が好ろ'つたときえるが、こ

 の源砺も海豚め蛍尻3魚郡の敢鋤“早く従苅φような褐漁は砂5れなδ'った・今私以
 宗最も不眠尽旬と気えよう、察し町年口上冒の不握にもδ㌧はらす.下琢以米本格暫

 1二貫源を脈加今後の・嫡郎脈況は舶〔値する.
 ノ∂具申河

 本百一寸」=二句4“不…鼠さあったヒめづ、各相1J広=量乏距11=好青女し〈』菜二栄しf童ろ、に壌一中揮兼し

 戸労貢え易ρノ5-4.ノ㌻δ口=逆数者リノ3θメの得し、毘{示し・専奇にノ公4ほ買能¥ぱベ

 ラく/夜∂、ρθoへ6〃0dメの実丁痕をみ象島ぱ33人の釣手ぎ3.“時阿に4θoo

 メを漁獲しており一側:ノ合4。/Mは歓・鯛何があったようさ.こ～・らしZ司

 平府的榎牽はよリ上早する雷τ易恥哨託しに知く分蔵摂紫の縞累個蔑棚は余リセ強

 に恵まれz汚らサ鯛挿しヒ理の野粛荻字谷禾しマし'肌'。二の何の芝潟局は/分4と

 ノ55否あるる“、側工でj萄々蒔'泳と1胃・ミつれる滋,易も/クタ、ノg/と;らるようさ穆5.

 卯耳河期y比較してみると主潟隻籔(わし・てλ8号の幅如,瓶獲総量1講倍窮とな

 リ従っzを敢当為疲冒.ノ人ノ夜当源硬度t元々帽帆し乙」しる.又揮宗目敏底将鼠を

 反映して前信Jのノ9日」=モ打よク平フq/日量豆4、く・岡…耳1司目日〉i～〃5、日一鼠き言ざれzし、る・

 /長目ト同

 前回非溝に掲瓶を匁た澱葛4とクに者船口焦申し,牟旬尖隠舶の約…分の亡か塚1宗
 してし、る.然し荒可…鳳溺はネ回1二入っz、海与兄の撰化が君エ城=況が'尋戸鴬に懸く・書j=し
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 ・こt浮上高同が癒以.又舜州・事く敏感軌j小従栗はサバばね釣は小集似に締を移

 動し乙魚群を蜻察しzし・たが'、二の方法を行うと颪ぐ鉤覆がなくな蓄どのことさ易る.

 然し不楓の傾向'を辿っ乃㌧t碕郊四には割台順剰昼調杓菱λ【規屠もあり、昔通/
 夜/84ρへ8.3oOメ貞妻百3.0β0メy乞う鉤易夏七あつた.底何一は鉦漂箔否は前

 躯榊臓醐るが.繍僅は紗〕解鰍駆てはい・メ州糸g・4
 エ不`ている。なお耶互冒r顯とだ較すると中一可の場台と姐に/嚢平刃漁属百屋ρ5メ
 宣工く斌ナし員…フ)杷司;暑士当り源易夏.ノメ、/夜当リの食ゴ癌高に途じZ・し1「萬つこし、=る■

 文系信丁ネη策中した輝属・ノ金4yノ“ぶ小弓離利た1漁腸⊇ク7て,乗紫した都}ぱ毫当り
 /4ク、ムノソ麦う好灘をして。'る.

 フ。年

/目上町

 町尊と乗った虎下リ現象勿今壁〃滋課は、本旬にxり前句禾下責vなっマ家と斎場
 ノ84y/ぐ5さは源兼也アに、各榊は魚群を来めz繭省東へ移動しyふ2d辣榊丘

 で扇業し7ひるが鼠況ぽ符ち直すことなく、三β海域も詞何不頁ぞ平均一遍寝劣4ノ∠5

 メ∠前句.よ順に薄化し7じ引陳煮冒敢ぽ曳イ訳く醐以6郡ある'本勾として
 を』台貢し、…鼠をした二滋陽と悪ラころ臼りiコ.つノノさよろるあ“.こオtも不匹の司て口,司是重になら

 ぬ嘗癒颪と昼る。昼わ昨質同冒とほ疋醐こ昼らぬか一応下茨て叱べz恥だ。

写別

 aタ

3o

 1ヂ讐等1竜ヂ彦二念
 J7・4θ

 57.9合。/3づ≦6//女.4ク5,0⊇517κE/03』
 長ξ一〇〇

 菜しで再び下降錬を㎏つヒ漁況は、今田喝転丁るか香小.不明であるが即昇の例τも

 剛ヒ畑く酬、漸頼栄職び斑と歴ηz㌧'る・
 ノ同市町

 ノ見j=旬の不茄I二かかヨつら?、省倣は広iこ】岡勿源局,=分葡にしz冒丁蔵リ侵三窩I三毒つ'z漂

 兼し・ひるが.殆〃の榊/〃・州外脇軌かなく.醐殉は全く脳ウ
 '伊,可♀珂めノ人用`当。釣衷量は4."と従系殆元凶兄られなδ、0た歌損て巧る。

 こ〃旬の海況口貫海か肋冶氷帝の勢舳彩ヨようか.従禾あすパ濠島鹸何より
 冠測(水温は低下し.琢互同珊ど比政するとJ.8へ㍗c低ぺ=の影抽う毛あ
 って糊か形成フれなあ、りためτ口冨し、だろう4、と専えられ夢。

 ノ百下旬

 貢麺より敢悩しヒ凄氷砂ぽ六匿測を員じ、=β黎～ようさ罵構ほや㌧東に押され

 =の庇日i=サjぺ源陽が司多成ニア才、ア三二む“、涼日痛1こ2＼・)Zし、Oし、た'るる、鼠栄就もナく、瓶茅

 は師可に此酸し7か飼聴して思いるが艮旨源履喬術は与州・メτあ9、又ノ8/
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 入者リの漁歴商は紺りノ1;ミフrLい一1≒・iこい㍗/ゴ,・.い=;“1さキし二えろ。

 長司」二町

 今何も環諜舵ウくX師分勿船甘,黒潮〉冶択との覇臆を目的に認可よI)司1眠り東1へ

 寄っフ三♪/長7o/タノ～29'ゴ∂!・E/97o附迎に山号露しる掠引;【元々二実員月季嚢蒙

 を家施してじるが一魚群サし'にめあ噸事は悪く、ノ百申可ビ河ど頓阿を禾しzノ巳/
 人当リ釣石高はεメと極下して○る'I

 二の壕に支那東涌nサバ斎尻目雀潟状態〉なり。/浸ム“旬渠に屋久島■湊滞艮ひ宮
 ノ滴沖を試演し2.3ρ0メの漁{夏をあげ注目寸杯に.ユρ海域の水温はノ9へJ♀乎

 ρcをネして春先ゆサバ添覆水温に興してじるよろて.虹元木型寸バ船も活溌瓜動き
 を示しに。

 g日中.下回

 」=旬禾に支那東遊は粛昏鼠とし＼う現象〔星舞わ机一、全く買込厘くヌ{乗不一頂も易リ、

 名崎は斑加蛤めた屋久島一湊坤へ集印しz橡栄している。焦し漁獲は余り幅く昼く・

 最高瀬摂高鮪でふ巳回操業の4“ooメ～万つ戸,この滴啄めすパは頭1何勿ためか穴

 型鮒喝く・鼠価帥メ!箱否/β〃～パρ州の曽匿破び俺悶榊γバ
 触;し三…≡1珊貢潜不漁のため屋ス島丘淘へ蛍漁し括め漸采ての醐葦口活溌となって天た。

3日上旬

 粥は産ス畔酒鰍燃つ鮒1:帆＼源玩も醐確し・舖3一ぐ明勿.
 ・楓栄冒敦さ30・0へ丘・。・メの瓶硬を上1汽し・る。ノ人/8当1梱狙葛も/

 彫北斗屋も仇・,(呵平坦)ユぶ4メと昼。、潰腸が水場滝から虻し、ため伺臨に⊇航海す

 る肘も致負毘夏1才られに・ス句末力9団には非常に喝沢を覧で長g一θo頃より夜明

 け評申すべ岬綱躍w屋久鳥一決那鰍した尺理てバ触欄抄当夜一.
 艇でノづ。o～↓ρρ∂ノの剣握がらつた1。一方平、'トー幽逐術はユ胃禾あ・あ屋久.
 島虻潜て屋久曽根)看課宗し今何に入っマ活況を室し!依弼3～“巳の標案で・

 3oo～“ρパノn粛頚を帳けたが珂刺二口添漁と砥リ、促汐岬沖へ移動し。屋久菖
 揖にわける涼榎と同一じ夙筒を収めzじる。冠榔は釣緬y冥高リx型ゲバのみ否瓦る,

 …勿準総締ψ塚宗によρ促毎亭戸沖は壱正風すバ群≡択勿い毛のと着えら一*!釣居引■稚も・
 μ婁試預したキうさ邸瓜淋が蕃滑してゲバ群は集中浮上を覧ず漁は殆〃黒

 〈・.時期餉に尚早で昂亨.Fビが凧ら氷た・
 3日中印・
 一脚野心げる屋綱立濁鰍馳しz漁が綱・前句と同程寝め榊喉中し・
 最高潟震百俺は4・ぞ・θδメと刻凪'州平町は葡珂の3,4!/メよ。約9・〃ソ
 ツじよ、d'34メとなつζいる旦又ノベ/日一当リグ)瑚石高はノ9,4〉と何れも下降

 してわ?これ戌3胃の星ス島榊ドは李。リ統外恋し、と云わ北こいるのでそめ一にめと思わ
 れる子.、
 「方佐ラ岬開一坦[1こ層動一した†べ辿録鮪尽廠無好嗣て荊珂ど漠化冨し、亨鼠事て孫紫捕圭

 一6⊇一



 漸X噌囚L小里船を省1・・〕.r。一'!三、一れ・ポれ呈しにが酒測コ依然靖駐江不釣によ

 る漁頑は舳'つに。衛那東渇～プ・ψ圧ノ〃㌧んフ'にかけては坦漁舵なく濡覆
 は昼く前旬以未完全に操榮は外ヒ状態と亘った、
 4芽'可霞淀周;をにおける月く干場は眠謂い(ノ万メエ丈」二を手荷綻した。

3目下司

 一1套刊1ぱ司靖めぐ㌧セ吾漁乏練1丁匂''矧末に1は小板と書リュ、〃りの潟駈昼し'状

 態Yな・・た、い・し氷里・ナハ釣縮は屋久厨永田沖、一濠沖、雇《曽根、粟」這球ど綱

 乞愛えろ二と1二,又リ～冬隠了て〔ること尽く或=5耳至f蔓=の毒蔓を書置げ;=,

 一方こ1の激派ド側こより穴型舵μ再び支那乗う壕へ出漁太治めたが一合剛二入ると従
 天の好漁マ場となるv)プヘ⊇ヅ3パE/Jダづポん/Jい舳仁は費渥

 、柔那港岸よ順悩した凄氷と累詞の潮寝が形承オ沢ると云う、濁流に恵ヨれたに

 汐)ろ、従素の不…意から急に腸隊し美重規を…乏し坦含め,乙、戻証ろ球ろ蜥引よ書写奇38人さ9日■司'

 に8,oooメを款痩しzおリ.今耳に＼りて累塩原紫ノ)すバ刷J余り測二馴㈹う'

 ̀ったか“本琢1;r始めて集ヰτ堰薫紫を見=丁=黙し名乗栄舵謙…そ征から熟に漁はf…重ス、島不'屋もありj二

 琴してし'なし'。

 駁虻更師東海原栄の穴聖術の動ヨを覧るyヨF渚に海況を君髭しているようτ瀦日
 雇目標としてこの移動につれて俄・し動くと云う頓阿も見られる・これば寸バ釣"一行

 法か∠も考えられる.

 (1;⊇)何列漁腸別源況

 聴陽をノク'平打に区カし旬刷1二、原衆術の岬台に栓1丁る瓶呪む'ら,沢憲ハ損こ蒲
 況惹を術製しτ.塵繭淘乏〃瓶馴;r従禾ρ硯紬リ砂'」えば促希岬沖甘一5.屋久筑.

 涙沖甘べどいら煤1==一律に統合しz記冒を値しに.

 商漁況1才総て3Cフ1例以仁φ涌瞭を対象とし一文沖合に清1Tる海況榊順せぬも
 n一二ηいZに[隊列トし瓦.

・4ラー
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