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巻頭言
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 ぬ通過蟹、㌧さわがせ爵する芥松碍一;咬鰹二納麟静岩箭沈誠二・州ま戯念で
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 ・砕坤揚と漁持とヂ鮒穣㌣七本㌣午Iψ叩疑平
 1華14曾静画←煮しだσ
 ・固二鋤歩寺る.科辛の靴よって、.神跳表の賜も一枚J枚
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 水質汚濁予備調査（第3報）
底棲生物調査(盾!)
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底棲生物組成表

種類

こち

 せんまいはぎ　うなぎ　しばえび
えびしゃこ?
ぬかえび.?…
 よしえび　えびの一種　あみの一種

はまかに.
やどかり.........
あさり

 ほととぎす　ひめしゃくしがい

 巻貝幼生　二枚貝堪臓4;紗紬.
 .`二ゆ奴幻1..
 飢削巫睡幽と.、
脇班滋二
奥助玉製海
王綿沙牝
 ひとで隠絹ブ

 うみぐも種ネ明龍ア.、...
 えびの一種

1旺籔組鰍
うすばあおのり
あごのり
けいぎす
まつも
かごめのり

 いぎす科の一種　種不明藻糞



種類

 はぜ科の一種　えびしゃこ　てっぽうえび　えび'の一種
やどかり
あさ.り.......
つのがい.......

 おほきららがい　巻貝幼生.....

 二枚貝脇弘瓜...…
 ヒトデ　ど雛整亘二
おかめぶんぷく

 うみぐも　うにの一種
 なまこ一種　うすばあおのり　かごめのり　種不明の藻類



調査定点
 及び底質分布図

底棲生物優占種分布図



主要
底棲生物分布図

底棲生物
出現種類数分布図
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似,.書

 1(舳・〕は鰯調教加で｢おおきららがい｣ひと
 で鰯卵の一種一守〕6み。

 〔・舳・7〕二洲鯛類藪4種、・優先程と←.戦rうみぐも類
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 調査用ドレッチ

 かつお内臓中のビタミンB群について

 内臓各器官のビタミンB12含量
第子丸修

 ・昨…ゾ取(以下・v・.咋)鵬す酬叙.づむ・て磁鮒よ
 ・叫・“紬触.舶歯手)⑳壷調子.とし・て動物の給
 紙生殖甑開与十るも亭の下師事が弱Iら純さ総<叶冬
 ・水蝉雛州て一のY、・)・叶純らム鱒部下畔う消衰靴
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 禅験蛾み㌧'宋卵騨一物の離奉1馳咋る基畔紬レて・
 検研を行Igた0



 実験の部　飼料の調製
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      第一表　幽門垂、胃、腸、に於けるB12含量と回収率
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 寧鱗.は薄駿如・1ユと嫡鰯燃な㌣・が∴応B・・
 鮒④因榊る碑の甲艦㌣鯛織率いも仰鱗.
 岬他条絆と賊咋・一'・;
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 細岬胃㍗幽細野・亘卵墨雫上る鰍雫⑳変動
 が余.噸蕃批㌻・昧淋馳Hよ'・でI準1・・%の鯛
 鱗榊叫ふ古峰の含温が戸り1職中鯛で・
 亭り,臓締即時.平1孝も富わ坤砂する鰍他⑳
 場合考率一し牟榊は汗ら1ないI意脇肌るジ

 b肉麟各諸官⑳B左含豪.
 遼離邸μ卵定嘩峠条触拙}・舶聞・㈹
 の苧己消触沸つ亭が二股組織岬照にして行5粥
 師トリプシン、タカジアスターゼによる消化が行帥千
 …幾擁簑篶一1㌶㍗丁㍗て消㍗

        第二表　各器官中のB12含量（生鮮物として）{。'・目
        ＼＼_礒嚢         o.心剛肝離帽坤剛腸
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 ・矛二秦I声去す穣幸」鉾ほ生率ムま')力虫干ス≠二ヂ柞粛
 ・をき触もρが蝉平曲・結果と・舳叉各筆官の中で
 ..一献・腸内灘助、.心腸、併願が一塵勢酌颯多くその他の器官肥甲
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漁況調査表

鹿児島港調査
調査期間
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至昭和3乙年6目30日
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調査船番号

ビンナガ メバチ キハダ クロマグロ メカジキ マカジキ  クロカジキ　シロカジキ バショウ 小計  サメ類

 その他
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 肌てオ1臨製品としれ鮒叫枇何か楓姉純正る艘晶

 」、、1の考案が財閥要望舳卿蝋醤繍｢ソーセージ｣が割省・
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 亭蛾と一騎嫡繋畔、舳.岬薬品辮用し千雛する一も州
 第る1か邑師叩自身の自然雛亨あ季㌔虹坤榊岬肉∵.赤
 '紅盈鋤幸がふって・そ坤紬各・{馳印る。邑鮎の肉..二
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 1卵用榊燃帥卿婁鮒芦く暑か咋帯∵
 、療費紬かし帥ξ〕1手・鑑か二鯛冠も寺叩師箪細作パ
 ㍗酬㍗雌騎だ榊承だと大さ㍑り田えぽあ氷.を汲んi=

 二唖鮒㍗つて一昨温より紬蝉聖鯛勘舳千眺一仕方が.一
 .鉦いか魯手拭教ぬおして窮鉱砿り鶯げて曹サツ硬パ皮バタやつセ

 'ヅ点。・支那縮鰍馳い帆中支籔1蕃酬紬紬.叶。金混∴
 ・賦㍑苧・'軍師飽縦触悦お夢い紬竜鮒立潅牟ぺ二
 鞄鮒出痩と幾虹益々醤ぎが劾わち外ひえ雌し舳と痔つ'I一
 芝ま芝るむ一言島楓も筆次の一目の太陽鳥….上ってくる。.大藩曹敷セ・進

 .∵紬止でれツと嬢るのだが・.汗以鰯穣擦邪銚σ浮かぎの人一I
 牲時母群水惟講が必要珪程.だ。
 藩鋼醤さ肘き・郎がよく元帥亭錆だボー生庵えな亀絶叫、一、
 ぱ鉢が置5既かなるだる㍉四・蕨鶏鐙独習一容ぬ夏越ぎ蝋秤の学の
 '首だφ・といって'もやっぱり薯し・o

 ξ.。r続7I}.



 東支那海サバ漁況（6月分）∵6序鹿鵬溝繍岬9苧給水母2㍑二6・80心って ∴申'る岬鮎月舳上一し・上触琴林楓払・榊・・
 一を中帝として亭枇広1鉱榊坤旬Ml・・下一触ゑ・千漁区が..
 一.・空坤となっている。・寸
 ・一6月.の漁場の移動ははげしく、次矛健珊亙叉砿理に移動を一法し、
 1禽鯛薬鱗探靴主力垂帥だ絨鯛φ泡っている。・
 ・一㌔坤場一兆鮒翻旬㍗℃合を干し中旬雌蝋机上異しμ℃台
 1,:仰4し㍗るげ・
 柚卿較し嚇日華一操藁目㍗干鮒㍗一㍗・'. ∵一神辛労し岬翻鰍め“舳・
 一.凍宰郷海チバ瀬譲一も終漁を聞返F.整え46パ室区が醤漁と一なら々
 ∴秤折・台風矛・靴よト時舛さ純一L明後蝋鮒漁網
 ∵畔雑中嫡の湖を納枇確した力、率底蝸伏傘態④.
 ∵軍靴重鮒招害・.擾義して小る坤探反鰍鞘濃騨欄める
 舛馳餌付純破嚇る・

 1㌻エ1鴛驚華驚意;ぎ草鶯幾練;ニニζ一
 ;率舳如・台㍗働咋響㍗漁場の鰍肌!不漁に'.
 」'終っている;

(漁業部)

'{'→ト.



 さば漁況調査表　6月分



 さば漁場図



 鑑庫メー・毛・

 照南丸出港一ちどり丸黒蝶貝養殖いかだ謝置を終'

 り榔り鰍さ仰牛雫で潜水作鮒・=
 蝸I黒螺貝資源闘郎李紙・水酸課と蟹場耐食亨会.一.
 51ヨ照繭兎麓溝(ク月ノ圓清水ミ蕃水揚仏300〆女、2萬円)
 舶真珠養殖振興会発会購ついて県庁で珂会せ会・
 細大島復興予算健ついて県ヴで打合せ◎
 〃日先進艶視察臥山蔭麹方へ照商丸で、蝿発
 μ日一西日本新聞珪鉱水中尊糞機貸与(25ヨまで)

 黒蝶貝人工採苗指導の諸大島分離麿大綱助教授蝸一∵
 曇嘱託す。..

 24冒奉オ.ゾ集魚燈実験(3リ日実施予牽)鹿大黒木助教授と'..
 打合一世。一

 〃百9月追加予算(鼓術改良一関係〉総務部髪.査定

 加.照南斌馬藤流系坤紬観馳鮒、
 イyド人ピジャー〃ナI†ク氏来場

漁藁部日記.

 ◎7月5,日照南車矛二次霞方幸ぐる漁藻試験湊了矯着

 ◎ク月9臥徳田水蕗商工部長照南克を箪察さざ6

 1・◎7馳叩3尋年麗予算期紀り鴻憂タ打竿舳ル
 '養・殖都目寵

 ㌢6男29目室内糸状体培養海水敢換え。・珍魚の持.速≒cuデiePS
 tho肺P竈。ni・繭娼赴しひ

 朗.蝸牛穣鮎の黒蝶贈鯛イカダ㈱咋め鯛'鼓爾鞭・
 轟匿調養踊海人藪恥選付箱を歯豪譲承笠渉え送付し走。

子月8日薫薮苧態協議会(録庁矛二合織室)一指叫部憂出斑
 ㍗マ8海人欝鯛銅壷・'艘・溝榊黒螺貝受取叫

 黒擬員人工操薔試験⑳錘討.'ついて畿卿
 ク月鵡ヨ牛后茱鱈か辿鹿大水産学部和田勘教授黒蝶軍の人工授糖に
 .鯛蝸輝水楯鱗蟹の鮒、西永研浜繊鮎り兼状体調壷準
 ついて連絡。l
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 製造部一一凌一一一り・

 6月28日第7回うしおソーセージ製造
 いよいよこの鋼製遼碑懸り一呼時候となべ製造離
 ..蝸靴鰍.吃製鋼深舜馳周那鶴繁が湊肌㍉
 ・・月…団駄島鑑雄山砕含か帥申出、
 本場鯉晶ツーセージ敬購買し=潅い旨懇請が轟雌。肉細とぎ
 し、っ売れるか予想でぎな}{麹域え恥出荷賦いさ・、か気が引分る。
 むかし離島で春場製品・綱むるとこるとなつ走のはよるζ・ばし・
 ～.一

 7月タノ目.矛8回うしお.ツニニセージ製遺
 変改釦候とし宅当初鮭魏拡馳る叢カツ色の・簸意曹鈎制する一助
 ・として、抗駿㈱紫。叉従粂の木酷液繧代る薪香華斜雄一州
 (商品名)曹試馴ノ花。

 ・月μ日I矛・向・し施㌃'≒、プ縦
 1烹枯肌欄〃州鋤…なかなか㈱ニレい①.
 戸ま一して研雫テ…維外鮒る製献本意と㍗・岬㍗
 て.歯や

 、一7月、ノ、?目電気冷蔵庫の使用開始
 他讐坤想叉砕魚叩蔵眠か牟てからの畔が斯くか
 な畔と巨和しかしζ戦予算坤が.榊て弩勧綱し帥
 の辛一り小さ㌧.蕩液卵咋卵舳といラ献祁芦い着
くぢる.うがち

 .・加・日矛ソ畑うしおソーセージ製造
 7。月26目一矛.1.4国.5しお一ヅブセージ讐進一.
 露程則一すメ.は生・撃的叩料砕しての干さ師やっていない
 しポサメ肉起用製那操蔵亭が乏し■とい?.今.ま。叩.呼繕鮎
 ㍗柄を金繰醐Iし舳辞験製造妄行っ拒今
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 謁萱一部一1ヨ髄一

 ク男ノ富牛根養殖場潜水調査

 舳い岬麟婁あ讐決軍・{
 率碑養鯛㍗勢触一・

 7月〃殺菌灯照射試験

先進麹視察団魔掘爵.港出港

 ク"朋識護会・(合成せんいの誘～
 7月5湘新庁舎蕪験室。配電変更
 ク周2ノ目=尭遼艶縄嚢國鹿児島港帰港

 7月境2目アクアラング佐1多漁協へ発送.

 ク月屈5日揮繭兎漁鐘癌薗歯藍..
 7対馬暖流プランクトン査定終了.
 (タ～3.!)VB!ユ試験

(継続).
揮発性塩基測定

 貿一間一・.欄一.

 間1率忌・月・蝉岬雛∴、r.辛棉」.汝工の㍗'咋、油焼一'
 平割坤フラパγ一な夏薬苧1一の販驚市呼らせて欲しい?

 1審)練億二㌫二ぶ食二‡二;二ぶニニ
 1ニニニ㍗柵外甲子1{・リヨウぱ㍗咋
 7.フラ㍗㍗竿平準鵬心咋1枚つ港もの㍗g鰯毛

 沢出病?目ζ湖コ:方濫㌘ぎ肌釦よい岩苫壷選ぷkぎである。
 ・販売跳㍑も棄汝遠鵬鞍部分三課(中川水酸工場静)
 す。.一・

ノ

 一34山。一



 ・分二揚・目I認

 ・月蝿かも嚇輝懲.9さ㍑鰭調査、矛鰍ジ
 "イ岬総監牽一・中1一一～・
 岬㍗繍師秤ペエ受縮顯・宋翻ωため受鮒

 歩①

 うk掬手試験(一矛ノ次)'.

 〃日かもめ丸申港。(ミん.ご矛3次)
 .2蝸まく勤成鰯霞調蛮一(寮脚場)

一2相.大島支庁来場
 23㍗ゑふ目かつお節加工場解壷(宇検村金吉兎組合)

 易亭目恥もめ克大藩

 .1払湘.一加もめ卒魚坪修牽、
 坤か坤藪試験晶畔終了.(雛去;ビツケ中)「.
 ・3g日朗畔・ケ隼雫嫡榊

 7月佃6・鯖加工試験(茅一4次)

 ま一㍑鯛度維.〈寵郷地区)
 3日テイラピア測定ぐグ油)57帖・3㎜I平一切・
糊螂牡卸躯.
 4属叶竿即雫鮎舳今率雫色1二千1咋端I
 紅帥た㍉....一。・一1

 .㍗享め岬港(沁矛㈹1一一、.
 青くり郷那弩作鰯送、
 2"時ハブ'公分一場檎耐にI固覇(6毎振り一とのζと)

 .棚・ぺ舜塩畢ム腫.t事

 カイニン酸含有量検定㈱大阪木単一竿藻送礼
 宮くり岬度雫.1

.午潮岬鶯塗
 .一!0目まべ鯛駿咋牢人坤葵験こ呼走め受精

 せ歩』一

島.山32一



編集後説

 △「今年の梅雨窮けは七月中旬頃てしょう」と云う気象予報

 壷触瀬切パ㍑聰前九紳酋部を襲っ牢鰯輯線
 楓記簿輔鎮嚢爾壷も淀らし“とん頂もない慶並蜜帝嬢し泡

 篇が1警肌は細注ぎ、風が.雌1ま風畔一く寧本猟あるが、
 こ⑪織な兎災塾最小墜達陵い・止める為らゆ篭手段曹講じて

 ムきで愁痔麗・窓を翼け肌ば病コ,苧鋼い迅毒。さ酪ばと窓
 蛍調進舵は轟し風呂を愚猛せる漁る笥禽碑ぜllけ5し施」
 ⑳発行も騒肥!9巻壷藪える距整っ虹ρ

 △尭肩藪掬虹設晴楚劉葡欄も癒々毒調

 更距ζ馳衛繋賓驚屍⑳,ものとする.為。事脅よ竺轟鰯窺醤蜜
 箭蔓迅在だ次努守承藍壷般暖二麗す南.籟発.な螢懸垂蟹むや鋤

 もぢつ滝も⑪o党費脊お鮒党魚肉ツー・套↓ジ試僚弱電幽渥

 鎖櫓鐵機托戴櫨爽アある◎末尾なが高ζも'奮威激の葱を蓑

 △載隼三房繋工し乾薪庁禽も来潟藩馳ポ㌢塞◎
 争員・轡で「うしお」と栽距過し捷…二のパクツ.㌻とも念々歯

 幸甚。

 △陶番⑳撰溢々御一自愛下さい。


