
製造部

 /、はがつお割亀節穀萱試験

 本年漫南薩地方には相当蔓のぱがつ茎の:菓鍍びあリ.二のはがリ三はそのタ性乙鮮

 魚颪、低下の急蟻當肉員及ぴ僻遠i二よる鞭宛の困蔽により価格の下落が墨しく、亘っ従

 末こ牝が二九星計ら牝てい。かったので担もヒ漠協からの依頼もあり二帆か'加工剥用室

 岡るたあ下記の適リ穀蛙訣亀実乞喫鰍した。

話

 貿施皐月日脂施一え9年6月6日へ・6月/ヌ。日

原料数量4/頁

製品雀重7貫9509

 渉菌リ/939%

製法

 惣田割亀簡裂遣(路狛Z5年度徳田難訓電節籔」直試験)1=ヰ市.尿糊・の阪暗つげ撮よ

 リ斜め』二畷都45段に刀た入札琢留£切虹、南蛮を鯖し.暇膏都.両刮こ劉易くする
 ため漬(脊植曽に怨って全亙に刀室人肌85度0の総揚由に30分点蔽赦冶.硝ク湿み

 のあるφに左右ヌ拠に割る,然る危萄.篭に道立て暗乾、日乾乞籔η皿し/遁同で唄連を

 終る.

考察

 はがっ左は従*節として利用ご岨牟、且つ良い牧畠、を得ら札ないと云は}していた耐歓

 駿・の繕票、一季売りヌ甘聞uり原*手として忽田鯉ヌは婁毫に仁として豆色がζ〔↓1と好評をイ岳た.

之惣田鰹嫡煮錨鍵講歓
 '空ラレ田コIは例茸4～/ノ月相当者の{9田貞望の預寝があ'j、乞害は套羊魚と一し'～1不同なたた

 め殆んど煮乾し(削り雨)とし7勉ユニ比ているが多脂抱は東に刻漕の捻なく、低価括

 で取引;…肌て。る・の・で三,こ帆が含蛭的測閑遣図り、亜1二地毛と王掬一中学校並びに笠沙高

 留二等按水産科尊生の水産取有に資するため,下記舞習会を踊催した。

詑

 実施埣月日略細え9年8月ラ・日

実花協帥笠沙高専学裁臣詰工泌

受話着正村中等技量.水匿担当赦唇.水産科主従

斑沙西等学換水産詞圭伎

 原料教書ノ5δ亥

製昌訊量/6-96負(乎二番)

 一⊥'」弓一・



製去

 σ)頭部、四壊除去

 α)・斑按三、∠;δ5度σ)適二水中に3oカ

 (5)制裁.幸二号虹商に切断

 (妙洞詰め.幸二号宙に、Z/0菊生詰め.

 ω黒'煮、9o～/oθ厘0にて3o分

 ¢)調味液荏人、予め準偏した調味液4o瓦与入,

 調畦衰詞含、菖逸/升に対しノ20匁

 伽壱禰め、

 例殺園8封度ヌ0分

考察

 この講習は中馬技学生に対する水産叡胃の一蝪として東漉したのであ。る.が従来、煮乾

 し、痘乾し、家乾し等の原拓酌処理の外知らζがった之専著し1世代に新レい水産加工求
 のありカと製進法の智識と者へ.多大の効累が一あった.

穀

惣田麗穴罐詰最睦試験

 当捷カは削範の原料としての惣田劉亀窃の生産地として果肉福狐の惚征と占めてし)る

 が埼期飼に多脂拘があり、え寺の製昌は殆んど曽理昌の芋個、以下で政引～牝てUる次

 産で一あるので・・と等多情物の合蛭駒刺周左図るため,下望の適η大和蒜面茜設蛙試険皇
 賞胞した.

誼

 実施年月日略カλヲ左1三ク局3/目～8月2日

 東花坊帥笠ラタ高専専扱預詰工場

 原料証i48貢/o∂母

裂目攻重490缶

監

 '殺生諸法1二よる(副項惣田鯉、大和煮歪諸量萱毒習参黒)

着票

 〕塊の該穏が11ヨ式.亘っ不完全沌ため、操作に著しく困惑を来在した次多少の剣良と謂

 昧液の潤濁成あったタド、市販旨並みの穀畜ボ得られ左。



田缶挨蛮記録

 ＼マ豆言下アー7町7ポ三'月',一.9月一0}'一月  9月ノ。日;
 一{一一一一一一一一一一J

 二葦蔓針を拍二音丁計イ汁二㌢一
 4うiこ逓繊

 路劾zク年一以系指耳奨励して叢たうに垣芋は各地に於て取り」二一けら帆発屋しつ}ある

 が超モと班沙町に於ては撮ユ町うI二が荻洩'しているとの園二語によ'j例』写実漣しているi寺=樹

 湾渇について調査したとこ3昨年に比し群塔が薄(1メ(なっていることが分った。今田
 は新な資源の発見と、保護預頚一と図ることが松専てある。今回の試験は笠沙町■】1甫、松

 島同皿のうににつUて=資荻習…、風ひ昌貫並びに拒曲u書固査のたあ戻犯した.

記
 実施卑属目路地29年9胃ノ州

 採取揚町整二沙町・11河,松崎

 操攻複期止形類、ケ)トしキヌス科.がんがぜ

採取書6貢

 掬出蝸票λo'7匁

 製品狙葦ノ83理

 歩留リ皇。5%

製1着

 〔昭和z7年.λ8卑友うに鼠芋設蟻訳験参搬)の通り

考懸

 詮画渇皿のうには従末生産.に利用三帆たことがむく大型の毛のが多く.蝸桑の版総状1

 況毛浸妊であフたが.仕上一',の色沢が悪<、着色嫁うにとした.製島ヒしては、昧、異

 外語己ヒ毛ヒ着通遣程度て*鉋う1こ及凌昌は掲一らq力、った,

 6、からすみ塞些豊喬織

 昭苑ス6年以宗の加工化奨励に」1り.O・らすみ残蛙は盟年龍曇し、φ芙において「三

 つま力、らすみjとして名声を博し.浸蜻、.紀州の先.鍍叱}.龍を建いっ}あzかむ、

 ら育み製遣の毛つ特殊性よリ」1、二1劣…i・;一・㍗⊥11才,飯''一L～弓・オる着多く可漕貢望

 苞資原の逝遼を見てい三の'・ボ・.1・・∵一ぺ1.い、虹パ㍗斗〕と他一環業名に置ロロ



 かれ全面串理工の1必要娃乏痛愚するに至った,

 (')からす易依加工試験

 前年度に5腋き傍下庁1尉、笠沙町.漢蒙協同盟含の依

 皇実施した.

詑

 ④笠泌財該兼協同組合

り)

 1二よリ下記の愚～加工試験

実苑場町南陸水産指卑師

 実花皐月目路痂2ヲ年//月5目～/ノ月//目

 塚斜教董/ク貧ノ80匁

製昌孜量/2頁635留

 娠留りク3.5%

 欺売価格2//ク〃0円

 百勾当り乎灼衝招/6グ5円5o芽

 生百句考リ靭等価茄/233月

 ◎胃掘場町雨蔭宗匠拘導所

 '芙抱畢貫目配施z9年//月λ/目～//月zク目

 尻淵菰受ノ0百5Z0怨

製昌取量8貢/6-5留

 板留リクク{%

 顛売価・俗ノ/タ、才ク5両

 /00毎当り平均価格/409円

 生〃0勾当リ換草価格!η2円

 ね'らすみ黎睦罰暫

 妨津村秋目は例年、本県.ばら卵棄預振の5㌧ク割主水揚荷るに不掴、専易裏糧破

 亮如仁覇っていたが、地モと有識寿の自覚により.二次加工化の声が強く怠り。秋日妻
 栄協同組合及び敢日吉年団水匡同好会の誓劉二より下記の馴製蛙調習会を嗣催した.

 穴狼掲Pπ切言草猫狭目

 実通年月日雌狛29年/え月5日～/z局/月目

安謁蒼菖醐合員外組合員
 州持ホ庫同揚会長外会員

殺目都人会

 秋日1』1曽秋敦漬.主従

 尿淵数量λ貢クδo匁

 製.呂忍種え賞ノ。o勾

 拒詔リグ父ク%



ω

(句

 轡四、コ・ら手ム糧栽生産扱直

生産団体名

秋目嶺業燭同組合

野間旭漢蒙暢同組合

笠沙町填烹協同組分

庁耕頑崇暢同組合

計

 からすみ狙栽八孔

 ④秋巨預着協同組一台

 実だ。年貝目

 次・施勘所

.厭渇数量

大礼価拾

!蕃札

 λ呑礼

3贋札

 宛」二総鯛

 /oo毎当リ平均価絡

 ⑰野間氾誤宗協同組合

寅施年月日

.望地場町

入札数量

入札価格

一属札

2否札

 苑ヒ恐頗

 ノ〃分当リ乎杓価格

 岩のり率直率験
実施揚前一
実施年月日

異詰着

生臭貫叡

 ノノ3貫9え0書

 タノ'黄3θo矧

 ノク貢/8o号

 /ρ責6λ0留

 2/2貫9zo等

生産取率
 /5oo教

 グ5ρ赦

350赦

/?0萩

 疋g?o荻

昭劾29年//月4日

坊津荷秋目

 /ノ3・貫9λ0匁(/6-00赦)

 535円(切札ダ。o叔)

 4ク/円(残蔓)

42/円

 56ク、234円

 4ヲ7円9z茸

 鰐和zヲ年//月/4目

 宜〃町野田池

 グ/貢300幻

備考

湿街琵却

加工鞭痘
〃

 ク3o円(切札3oo.扱〕

620円(3棄蔓)

 480.5Z4円

 6ク4月

6.

 I坊牽村秋目漁家協同組合
 昭知3∂年z肩z目～λ同3肩

 書内、組合長外組合員川狩水蓮同房会長外金員

.}鮪外牽細小学餓員反雌
裂浅
 沼油～7.Z8年岩のり反が浅草のワ裂豊薄冒1二率参る

 茶講習に対する考察
 殺百地方ののりぱ紅慕類中の凡薫疾蓑(地笥.局砦のワ、あめノ〕リ〕が殆んどおがめ外に商
 のリがあるが原料の量次才ヒよづそは商豊な副葬と思料さ肌受電老も熱心で積齢ヨ1二無
 習した。赴一設置上の注蟹∠して渠鮭物(泥、砂,員穀)の険矢!二は細心の在意色鬼い拡未得
 肌は二採取.こ際し海水中のの。左肩臓るよう!二寸攻はその麗x毛達けられる七カ∠違はか、る.

一側9一



増殖部

 ノ、あさくさ二のり移タ自箇」也試

斑旨

 前年度継続事業として,笠シ附市1鮒完、大浦越路地先に於て.あきく三のllの移

 秀互ム置丑セ…式験£一突義重した。

 ω檀手暢舳械/鮒鮒幽、..}
 α)移殖舷笠沙削'浦'州I釈地先.、文浦討籔降大浦川尻

 (3)乗の穆領及ひ狙.呈

 せ竹一本試氷洋種吾領.Z、ρ00本

 地吾挨2、∂oo太

 細.禦3教(5岡X4尺)/紋(五5周X4尺⊃2枚・

 榊醐1.竺.L辻」名
 付三・…処・1
 ド.三三区4
 鯛契(銅メ峡)llllll

 レ2尋亙ニユニニコミニ二にΣ二…
(4)移殖月日

{5)地子謀藁込肩艮

 ノ水温

 1..＼∵.J遇...圭.
 .づ、王む.処犯.
 ..`o月j二句;2/3
 -I一一`凹L一一一■0I一一'一一一'.…■一'

 1山...、...ユ、..仁.坐主.
 1..山.王川..1.二と王..
 ノ.二県午..1/42

 中1・ノ糸ま.、
 下ミ/ノ。6

 /λ局」二!

曲....1
 不ミ

 ..一一...`..!rL'_。..'..

 ノノ貝ノ5日

 、1'=ヨ粛地先.ノーノ局ノ5目、荻路地読二、  ノノ滝ノ?目

一

 班翌はのりの悌反と漂期を決定市ける,室等む要奉てある。最{伸長寸る水温ぱ!oと
 範微といわれる力ぐ今回の調査で・冒ψくとモ/。5.c以降に急斑に紳長することが更訂三κ
た.

一410一



 ミ
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1
一
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 節.大浦村勉路地先のノりは//月ノ3B米ノ講よ'』移殖。した当時は水温は、Zグ。

 代ひ真の考受、ノノ月下旬に/9oご/2月上二句2/。cヰァ下旬て一ノg`cノ月」=二ロブ旬

 ノ8。～/プCとよう申(2ぴC左下理り/月夕目に最大5一物日/9日に最大クCm一平均
 31」5α(生白良マ奇老8)で'あブフ…のカf下旬に入り水謁一は急に下降し/3'～/2-Cを示め

 ずに至り、ノりの生長も候紙秀気づ'乏え6目1二は生育浸掲都では5～/oαとaり、

 Z8目に』士./0～/5こ祝と南;異的に僻,長夜左増し、隻j1自一分布/月8日乙乙ゼのる著雷より

 ノ56L回/9日3o伽の毛のが最」二端のヌ。⑦一あたりまで25～λ鮒の幼{本色認'める様

 に直った。この様に伸長に望大なる影響左及ぼす/5Ic以下の水温乏示めす崎期を米/

 津(化水指だより芦λ9、/2局)と熊本(熊本永産課52〆,刊行のあ三くきのりの一

 種廼一第一為)と比毫文してみると角旨本てばノノ局中旬に/実3.C同下旬に]一/λ6'oC米ノー

 連で・は/λ葛下旬にノ3'o当地では/月下旬に/7cとQり藤本より2ヶ月末ノ苗より

 /ヶ坐窒次て居り、系ミ毛司(視のj二秤モホ名・地iこ恒ヒしてカ、マ〈摘株可否ε口)期〕司目珂.川の摸

 蜘ば1筆かノヶ月半にしか繭たなUo・

 z.・比蔓

 釆ノ津漢均(北水指だよ〔及び声λ8年幸宗叡き書/ρズ2二～/oえ4)と周縁

 /o2/～!θZ3ピ滞騎ほぶ専定しζいる.{

3廉雀風

 化曽的q調査は実挺しているが・生存したノリから見る・扁声じでは他所の預湯に1丈し

 尊㌧席一畏竈るく(歴二足西4く～旨亭Z8年ξ京報壱書酬3oα産オく{盲目寺報、芦λクえ

 倣ク・榊契川流)巾批せ型脇るが別に室納の雄1こよる黄嫡の茨候は
 晃実けられaい・とこるによると、むしる生層期の阻uのが鼠モ豆a原因τはaUか

 と叱思持きトー1一る.

 何岨にして毛沈水迂カギ乏しいので栄雇協ユニは{福乏呈している爽次で・ある.

 4、萱筒

 当地力は殆'tと・壇ラ麦の石ン…尾i民で“ある

 5反覆適度の風頂はノりの生育乏促堕万る

 ヒに必要な除件であるが二心叱遭夜

 皇j二回ると乙びが沈失したリせっか

 く延びたノI'が流失したリ冠王々不親

 合之宏すので・ある.

 .当地力は陸が東面にのび風での入

 江.・・渇口は口夏殆んヒ真北に剛iて

 いて.種。カには蟻く硯島山町天こ草島、

 辺西が望ま牝る.一その繭脱秋から冬

 期にかけて北面の房筍反が章葱オる

 睨に♂ると、竃蔚力ざ主基洋1ニオコ'膏仕6

 一ヰll一



 圭二'1㍑当地方i二於ける物風如・ノ・㌧//月・O1'4-5舛乙、・一バ、/賞5～6
 ラ功C羅穴鼠一旦/0局/え月形4言C,//月/2./〃C./λ月ノ5戸吟4κ./月/∠廠`
 となっており、ノ・弟以上が/・月4回ノノ月/回/加6回ノ月〆回、之月6回は'
 り昨耳庭いノ月5回ン2月6回ノ月5回2月λ回3月5回が毘鉾刮し鮎な載艮㈱
 府吹く孝を示めしている./ノ月φ旬へ下旬乙ぴ建込み擦,/λ月末まζ・に鼓踏蛇元の.

 一駆除いた全弓蝪がク勤邑流失、狸がに3割が程った街様でI鳶ひひぱ椎茸本年共試験

 に婁ムんだ3歪と采=に永課オ率まで“流失して薫冬った一、之糺/〕ゴ徽曹茎豫1め、想距して、還ψ

 隈榎…二<ひと'める止め.書ム6・は5岡毛の中ス5同モ6りと小型にして湧L没"1医専〔至極力

 蛭け6ようにし抗(“ノク捧ハニは更し采かひ亙するむどいろいるの手拭茎こうじてみた

 か鳴局徒労に終っテニ.

 肌蔑った3割の乙ひ之ハ」が6例ニモ神びると蔵忍のため殆んど墓舳・ら淀夫してし

 ましj殆んと唆屋はえ込みない有撮で'ある.

 *算歓幡の移腹迦て'8C仇に伸乙'た玄竹50寿と沖合に糞虻んなところ3日馴二は

 28本流失し残りのひ乙ゴ毛殆んヒ・ノリが沈矢し青打は裸になって終っプミ.又、毘階に付

 着して/リ毛蔓且的Iこは斜面の垂五なところを塵け体面の後々ぴになるにγ札一付着叱

 姻レマ石リ水宰困には浪至亘接受ける沖合の東面にめびた面と膣1+南北にのびて」直接=枚

 雅圭嘆1ナてUQい両にのみ生育していると三る箸を岩へ併ヒて也酎汲のノリに屋ぼす影

 響の欠aると:召がうかびえろ。

 6、菖甑

 ¢乙とえぐ三

 ノ月λ0目オては全添認めら肌なかったがλ6日の調査てば部分的に狸1]'量が認

 φら肋苑1醐裡多くaフているのはアサクヴノリと同様て'ある.
 b,ふつは・兵の惚

 全、縦兇嘆一けら爪&い。

 ハjの生育.層艮ひ伸長度

 ノリの生育屈1ぱ平層海面よリー420mヵ、ら十259仇にある浸娼都の皇且分布

 ぱη9πで・ある、/りの伸長ホ5(仇を超えるのは/局以降で・あり/月烹打の
 最高は/と(〃昨年兄月中蝸についた毛のが鵬23ωに達した伽が洲、
 外一海の風液の釧揚師てば?仇以」二にのび'たモの左見ないのし士敬浪のため察体が

 〃拠で洗欠して絶つだzミ仰て'ある)と1思料こ帆る。
 午試験に於1丁るア・プク行ノり漢揚

!漢期

 ノリの生産一に奇一号虫系る退期はノ目上旬から3局中旬の約27月半の洞で・あ
 り耳四に;頼≡隊ユで㌧己っていくのは、まあ困濫のように思はれる、

 /リの生育毛先づ/5・㌧200`の神長が曜庚の様に岩へら牝る.併し、二

 の石、ユ施駝、専によって幾分骸和虫栗るか{矩肌ない止
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 ん,演場

 勉路地先一町桓干拓カニ期工区}石24均一はノリ棲班漢陽とレて適地ヒ違ユえlL

 る、尚工区内漠場。36年まく目使用可能である。

 当地漢陽の特殊性

 頚期預楊来。韮萄な制約至寅けるかえ晃在.了括堤防1.=戸1ブグサノリが村百

 してあり千の量は、豊富で'と岬が将表全提寓に亘って後鐘一するなら有望くある

 ㌣の両顎は約、～0町桓て'ある。

o

 あ一三くのり瑛揚
 水温気温永温日変化官物ニハ/0属3日
 。至30年3月3ノ目

 気湿・・1.一斤I0……'…0'r………r…'…1…0一一'川丁…T
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 テン分1プー黄ヨ冤自一試験

趣旨

 感天の原料と一して我が国籔次産。京」二隻。畢ζ地租左もめる、テングサぱ.当月爪笛肉の
 笠シ灼野?池.坊ノ津お功泊地先において音目は娼当の生産をあげていたが皿年漢湯は

 荒原し.穣狽の生育状況は貧相互艮しヤの生匿は漉少の^途屋正どつてゐる.又'方湯

 痔漢民の従事する漢京ば・都を険葦皿年来不振圭極め漁民は窃乞に耕している,
 当指導町に於いては衰景経営を沖合誤兼のみに依存吐苛立と並行として地元洛岸乏景

 {高度に生。かして、多亀ξ杢曹に亀し二一漢医の福利糟ム匡乏討リ.又原糸テの聴雇;の三皇居～麦{βらん

 カ丁斥幸.民塙邑した誤1湯のイ昆竜左図り君津誤栄のヰ不用訂質たる,男契狐塘外海面ラ麦語贈易寛事景の

 一張として野マ池.f着…自胞今巳一二テンク』サ増盟を冥施しち.

 A.貿犯場町川皿郡坊ノ津村協泊地先

 /基翅調査ク局4日、5目

 /.地先渡狡高調・底

 耳嘉辿∴ユ手
 i㍗.二_亙..斗_L、習_
 1λ6一、ズク1クρo～8oo

 に山…三亨・5・

 一冬2ト



口

2.

G)

 本割査は正肥書責斜が得ら牝童いので'組合水揚の鍛算左宮出したが」二担散髪外、
 に隆語、訪ヒ曲書方函の漢貢の当地区でIの4く場け乏併辻るとλoo～3ooメの増産

 か拒超㍉れる。

 演期は5～2月の4ケ貝固であリ盛…翼期は5月中司へ6月中旬のノケ月岡てあ

 ろ.漢絞脅カは一人当。平均/δメ前後と云は肌る.当地区生物はテン州、.プ

 ノり0外主一としz老ノリ、ホンタロラがあげられる.

予備調査

 妨/ラ幸浩洋のテングサは昌質浸好で・戦前はノ。oδメ内タドの生灌≡をあ1ナ・ていた
 が皿茸ヤの窒二慶一は減11レの'塗皇たどっている,ランλサは海洋一帯に生育育ゐカド

 特に炉腐突端、硯石箪、寄ケ痢附並(副図)、の老豊の斜面に藩主しその昌貰は甚

 だ蔓婚である、殺して浅所にあり干潮繰下/～3等位まで生育し深帥にはえ当ら

 なU.有菖生物のケガ'キ、7ナツボ石灰濠狽の生石が旺礎τ一散酌に晃てランク・

 サの生首状況1よ次第に責掴に傾いている亙次である.

 葉ヌ殻'(授二石一〕試」験ク局/9目8月8目8局27日

 石、員大三三、厘ぴ救入扱{

 鵜石安山岩、コ〉クリ^トスロツク.三亀錐、反同三角柱(別図)各4飼,

 討・/2柾サっ3回、き冒ノ5へ26.メ理浸

孜石処理法

 妊回教者した/λ犯のうち6価(危寝石より21口宛)に種蒔法を宋花、他の

 ∠棚はヌ弍茗弥と一して≡段石iした.盈旨法1コ、孫;察した.原採と萄永ヒi夏〉、^した用

 量由に2へ3雪奇i司浸う責し.尿…蔓な取上二1fフ…二役キの溶液茎由酪二こてスコ1こ教匝コ≡敏

 ぎ5～6含生垣復.鮒に況下した.濁臓毛え・・θ～3・。。辺づつ鯛
 袋仁詰め、同石に結付しておいた.

面永丑

618τ

 →七二封三1H
 効累認定φ同調査(昭和z9年/λ月/'ア目)

 仰投石後の石の状態

 殺石の茱敬

 徴石暗所よ。大ξる移動は見受けら九ない

 浬1貫の状態

 下部舌鰍の鯛が全微榊触に鰍し劇のは舳、
 汲蓑て弦覆の痛怒

 三箇鐙のコングり一・スロvクは栗鼠南油蜻化のため撰に例凧かかったり他

 一42ト



 の訪藁が

残存有翅孜石敬

 約云が倒肌かかったり槻たll・久榊剥軍しξ毛のがあ肌械の継
 に支障と来たす程のことば書い。

 佃)技石地.の生物現在童調査

取量謂座

 デンク'サその他、毅石奪短時日のため収受=不産である.
 生物の技石ノケ当り理在蔓調査
 コング1」一ト7口・ソク友引」二げ'た毛のの調査

 種蒔した4の子シグ'サ「義一一憂'面衰蛎妻珂1一一一1坐竺15o～3一「下一フー'I一''I.一一■`1.1/5以下し.`'一'・一一一^`'一''山一・.テン久サ以外の泰頓に目クロ
 エ)ク'え一k7・はヅクの浸面牙貢(掘二し窪、面は台

 ま杓ぱ45(7ぞ

 アノクサ以外の泰頓に目クロがシフ、ア…≡炉久サ.ソン等が生育し無節石灰薫は
 殆、tビaい。

 アロックψ皿呉に行く星テシグサの付着iよ浸婚であス.

 〈ペニニ州〉

＼/
 L」/

 穫蔚茎しなU毛の

テ)クサ

1差寿琴戸
 L憂下1土〕

 テンス1フ'の付着は乗り良・得～むくスロソク全面に散在して生育している.他の萄濠
 ではクロかシラアミゲ分サ,・ノン・瞭動石灰泰が、生育し7ラ'ン分サより竜z帆らの

 毛の力1役雛凧めし川ると:れ今1〕、和}ク以部分は一クロがシラ鰍石灰
 藻雌面の舌位

∵㍗1㌣㌻
 度π躍二日㍗1

一423一



6

 実施場吹川辺訟重フケj別司泥地先

/基硬調底

 ノ,地元預複箇調査

 圃きjムみ調査では鞍繭ク00・)800メ蟹反の永菱,か=あO終覇言須1次髪1に減少し

 ルース慶風前に25～え6年は300メー)550×その後はZ8年にノ00メ

 苅俊の攻揚があったと云ぶことである。

口予備調雀

 野圃惣浩洋のテ)クサは並茸に至り/00メ内外て'千の生劇よ減小の一晩をた

 どっている、生育状測坤洋一吊に察蔑するか、石灰濠その他の有害勤祖拓の

 ためその生育蜥が署るしく涙くなり.一㈱にみてテンパあ生育状舳鯛
 に倣いている玖態でおる,面蔀の野間逆の葵嚇に術く程ラニン7寸の品實は浸せ書

 で生鳶毛よ(附並は波浪の激しい岩殖地一殖て'ある。野岡池北部浩洋のテン7ザ

 に[天なる石の岡皿に留生.し.主育次:瓦はあヱり良好でなく観じて短i11である.

 笛閑のテンクナは大体2L4尋のところに生育し,琢所には見当ら4い、生頁

 き阻官する石灰藻は浅所に多くみら〃し深所にψい.

 λ.築屈;(殺石)試験ク月29目8月Z/目

 石頁犬さ二及び攻入換受
回叡月目憲面氷濫

叙石処理法
 /ク27,280'乙

 何帆毛カノ葉と同撮
 λ8、/λλアz

 教石時の水汲

 ♂劾署認定申i同調査(串掬Z9年/え月/6目〕

 〃)毅石後の石の次態

 寂石の集散

 教石暗よη移動息晃疑けら}にζい。

 埋没の状態

 融埋測/佃舳く下都≠敵の鰍か全敏帥ある。
 激預で磧浸の有楓

 鴨壬が転覆しているが敬石徴1司毛な(勉覆した毛のらしく純の石と同程貰の
 デンク“サ㌣の他の着=モEヵi泉二竜之`ナら吋1、数回航婁した形蒔正1よαい。

残蕎百効技石敬

 /棚だ`ナ三{高え主、コングり一トスロyクカざx堰していたカぐイ組1よ万して巽沢は。Qい、

 て剴摸石地の生物現在量調査

収冒調査

 ヲンクサその他天して教石■日浅:…≡、らめ枚蔓不能である.

 生物の救石/ケ当'え現在量ミ同室

 童醇し正毛の(三南鎮コ〉クリートスロ〉ク)

一424一



 デ「クサ

 1二桑∴至戸

R

戻

 ～λo%F

-

 ○へ/5/Z～/3,5
曲〇一

 二坐工」_コ～/3、

 _、ノ頼松㌶
 ∴し続(_。㌘∴。
 い丞/o～6,5双m)7ヂyボ(/5%昼/5

 ～80m肌)カヤモノリ(5%繭50犯肌)補1ニグロか㌻ラ`ユ6一π仇)ソゾ㌻オク'
 サ等が生育している、践にd非蜻に村三がよい.沖合L面した方が隆伽こ面したカと

 比較↓てラ=ンクザの着生はよい。

 粗野し～1毛の(白絞石.狂石専山善)
 テレ位の哀類としては(…夜凄4ω%)無節石灰募

 箒面ア箒黒11器
 のテシグサ成着生してひる、この沸含嚇み)

 ラ〉クサ"伸長度(砲手暗し帥の〕へ削床面だけテングサは着

 黒≠肌一
 ユ6～(5

 調毎崎の麺泥免濠

司

。

/

2.

3,
4

考察

 程駈した方が、い姉カよリテノ灯の生告状兄は匿妊で柏蝸生来によい.
 沖合に向いた面が陸岸に何Uち面よ"テ〉ク寸の着生はよく糊こ種蒔きしqいも

 ので'は陸岸に同〕た面には島んビ葛生してい竜リ.

 コ〉クリートは睦豊中'心ヒした部分に着色孤よい}

 針金(婁鳴し負い石)には多量のランク・サカr岩ξとレ率〔中」二面iこ秒い.

一斗25一



妨泊演揚図
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哩予岡池漢楊図
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投石狸孫

コンクリートスロ・ソク

 σ)三亀錐面手(針金一ヒ愚誰)幻三点柱

/外
 ノ/㌧㌘/＼＼

∵㌧ノ
盲溶煩

 ぺ一毛榊
 かを移殖試験

.親雪

 笠沙町、大浦村両地先は.従来かきの塵があり、地元民の佳繕1こ供している。当前で

 は、この地に福踊隆帝みのえが三の茅殖試験左実組し・×て、喧拠末利用地先の高度

 剥周星図るものである。
 /狸がき供給地

 .熊本県稜が:…揖畢町、より、コシクター/3θo攻立え大入し疋・
 コシクター種貝敬、/扱当リ、ノ7～/5化1、平均/o伽

 羅呉の人三三、5・v/o勿仇

 2.移殖試験枇度ひ頂理暗期

 大浦村盆酪究」二昭社30年3月/Ziヨ移殖1レた.

3,誠駿方法

 固寛式をどり.今型甫λ台に、水平式痘蛎浅麦試みた。

一斗28一



水平式
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傘型式

立面図

漕薩  λ尺

 、コしクター

 μ蚕緑針金

 止め捉

平面図

 止め抗

/2蚕鮒丁金

コレクタ'
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 」一つし貰う濠書岡盛

{百

 当地方は従末八損巾着絹演栄の盛んなと～る不あリ,之札が、旗如こよる生産は.算
 当平均ノ5乃貰にのばリ本漢案の好ス漢は、道藷当地方の醒蔑を庄古寺る程に宣弓な

 薩禁の一つである。一

 然るに一え牝狐漢呉兵法の周兜は、頑極的に姪められ、日避月歩の映徴が荷は札

 急速に漠獲強度は鑓久な牝た,一方、資源に図育る朋党は、殆んと噂困視Σ仏為す

 とzるaく現在じ至っている。当本匿指導町では、2二かI、資源の生態的調査、試験を

 .ξ為し、本妻蒙の雇浸に微がで、寄与忙んど育るモの～・あり.昨年度に継範して楓識

 波充試験的'飼腎試験と、友犀庚は新たにしら育調査差実施専る計画舳つたが.本

 軍痩は、当地方のゴい識し凛は不振重極め尾ため、当初の計蔑皇麦更し,佐多岬沖台

 に旗嗣さ、こば、むろ.まいめしの標識孜洗至なしたが、漠湯が〕表隔のとめ、個盲猷

 験は取止め仁.約しらす銅盃至万豊町地好調にて演硬玉^Lた.しらず貫科を晒診に水
 溝…石高デ己戸π{二」美イ寸した.

 1わし損…言証あ父ラ免き式験

亜

/放沈年月日

 昭托30匁Z局え5目

 z.孜液地昊

薩堤西県蕾梱郡山川町長崎車55浬

 ～赦庇負檀反ひ放流艮徴

 4Z/0四訳三吐/95/むるあじZ.〃/まいわし48
4供試鯨

 λ局λ5日佐多岬沖合にて巾着悩で・淡榎した三寸.むるあじ、まいわしき供試数料
 とした。

 5当8漢陽の海況は

1諾扮差篶寸廿柄爾剥
6標識寮

 直経6肌例の赤色セ=ルロイド円教両馴こ記弓カ、鳳吝0～3'フ(0し36のウち!3

 何破損・3クは3メ種だけ酎操)の毛のと赤色・度ルロイk披バ)ト式記弓◎べ～ゆ/
 ～310006/3価1破可頁のの毛のをイ更嗣した。

 ク生賃笛

 純摂6尺高さ7尺の竹姓i圭一賓竃茎健二開しZ。一

正付慮作業

一利.}1一



 与旨専おおO11ニノの両握…に各λ不真の圭貰篭.之累三表し、'カに君魚乏放落しマ婁三1脹老1、

 材馴る着,標識の挨撤、整備劇寸着、鍬二て店魚を掬い則1子桶に移す者等、

 各葛壬奇揚芝定め、村4暴魚を純カの空篭に刮又窓しむかリっ、8避35分よO/?貞時6'4

 分まで'の剛:付振作京を終へ、亜引こ放瓦した。この固魚が村禄に手踊て・作業は且

 逮に進捗し、村栗効果による妾色員乙魚は皆甑であった。 鯛負  荷標篤、

 ・作業蒔。気象は

 マイワシ魚体測定稜

 1.し
、



陽一峰誓漸努垂
樹二分二1淡1
 gレ三上.ム..上姓.幽

 サバ魚体測定表
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 ムロアジ魚体側寛衰
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放流夷及績'再鍍契路図

放流地実

 科周数字は、放流より脅措までの経通日敏



結糸
 再措次訳、

 /再捕I報告

 扱沈彼λ∠日目ま～'に5尾の萬捕親者があった他肥狛30年5月末ヨて不明である.

        ■一'一一一'ノ〉0蒔絹地異は殆んビ旗淀地契から†帆†、全て巾着描によって兼摂;≧帆た毛のである.一I■一〇1一…一.'一        琢月冒須、て槻蜥株長体三禿児着住所民名魚壇
        口…佐卿w2浬加工場z4z/ク6升枕崎市況蜻中批芙冒三は
        え久3.5佐閥〃〃3遣魚市場3/6λ6o〃犯肺漠宗鯛組台笹原腸笑さば

        」3343,5佐州1昨3型耽工あ阿焔畝111
        43ρ3〃佐郷〃ク違扱肉        ぱ3α{2え椎郷舳湘亀市場ゴ→畿驚ぱ303M
21再摘草

 扱江尾二枚仏Z/0尾.に対し丙・捕尾」故は6一尾でI双淀魚寝は.ご1工.むろあじ、ましいnし

 のうち再掬三帆たモのは～甘たけて・.その酉鉗牢1ユ.、浮体では、0、、・z垢、三はのみ

 で■ぱ。.z6ヲbτ■ヨ巨富に低牢である二

 結ぴ

/扱花崎項

 当初λ8年恩同様一'7月まにき十該していたが、。Z9～手はいぬしの須がな(、3o年2

 月家よう申く佐多沖合でかなりの換乏みたのλで洞漢蛎に粗向き沖合双禿を実施した.

 .2.旗沢魚斑及ひ扱費

 当初まいmし5aoo尾差計重してし、だな、まいめしの入手が迷系なかったのζ、止

 .むa(、ごば・むるあじ、と併ヒ.・」'取のまいmしと放流レその欲董ゴ計4z/o
 尼で一あつた。

3飼育試験

 触の釧2g軸庁補地汕3川りしの酬な(・甲二乙・鰍に放流して馳した
 佐多岬沖金の湊舳遠隔の帥.竜1麦実現し榊がつけ狐飼稀鮒中止した。

 ごばI麻識赦泥試験

趣清

 対蘭燈沈逐武は.多稗多様の亀族に澄み.五が、締約よ承禰水度謙発震の渇。めの急務

である.

 崎に血年いわし買裸の桔褐によ1」,魚業者切図心が本水域で喉吃音視的なさぼ漁業

 に伺けら㎡し、い1わし貴宗より.ご1よ漢栄に転換奇る着がミ続批し7束たので当F打では、

 鴬両蝦洗踊発調査要綱に基皇一、独の生雛乳期育る冒帥本試鮒昨年度に引続き

 経過鯛一し㍍
 !敢誠二軍月日昭狛2g年6月6.目
 ノ放流地美佐多岬沖合
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 3放視黒檀厘ひ菰淀教ごまΣぱ・/oo尾

奈村撮作業

 〆局4日午臼9時45分より全局5日午前4騎Z0分生そ一州剛二、指導秘舳とりが
 天秤及ひは鳴釣で'釣慎した。三段Z6o悪のうち.ノク8毘左猫内耗魚聴に放ち、景

 .長ク時向3o分経蝿盲./・・巨だけ蛙別レ蕊鋼にて掬いあ1か、2孤二作京買差分

 けて供試蝦に樹累位豆ちに淑沈し圧瓜魚体が大型のため.付票効累による楚死は見
 受けら拠市.全1漆易累魚と叱活発にラκ商敵魅した.このイ才琢作家に要した玉寺岡は、とF前

 5時より6蒔までの/暗岡で.赦沈地先は・30-5o〈//30-456左より.

 3o-555〃ノ3o-43ξので魚当を結ぶ1直線」二に/色ブつふ萩双沈し仁毛の
 ・である。

結累

 放流尼捌峨のため、その臼、再摘報者等には接していない。

漁場路図
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 Aノサバ放流用拍美

 8)〃終了呉

 く)二前夜のサバ請揚

 ノ/雄
一仙6一


