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 本末泊岸漁兼石挺当しでし・るぴ、前任舳順洋漏栄板楓刺ご易るため一軍凧野は町碕

 踊一冴芭水産所玩所あ嚇汀を解て匿児島苑氷楊にっし、てモ調理し縁台崎な演況ρ花屋.攻

 道に充宍を期しVHK薩妃扇故監冒艮うジオ詞日庄め`局から故炊を行っZいにが、黒

 線磯苔艮によりノ長日で中」=しz。

 筒前竿に引航う実施甲の蕃萩.島靹0濾況を凧健め,詞歴書を恢灰各榊Z配付し、今

 危の棟莱指針の資揖に侯した.

 碗59幣馳じミまぐろ繊駅
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 /ノ目から好源を重したvコ9`1…=ノ94'附虻のバゼトケジ大漁への忠漁口碕Lど

 酉く.例畢ノ目小ら㌻口々シヤ漁鯛1=xるので、尺節分の欄は魚釣馬榊近のM徴金。ふゆ'
 一≡/9⊇o4θ'～ノJ3θノ。ノ附亙〔lZ虫…質した.しわ、し初不漁期ゆため漁うπ1訂斎Lくなく

 ・シロσジてめ瀬渡手は低く.一冬何とも尺体同じ匿何著ムつてし、ろ.

 前日首てば餌けへの釣覆は厨雄て今蜘こ入り偏釣身のWVW心理磁並に温局が形成

 マ祁璃々順調砥釣療をみた,
 ビソナ欄1二於いては例耳1こ疋較し.凡洲鯛汝禰鮒馴氷蝕終鞭ρため

 δ'ノ'～ポ。商湿と高(て別ジビソケが〃掲破は不振で1貝今、れ凧程度ど

 昼。てし・る一文即琴逆の練兼通園は一…ン4o。以・面に涙られマいにが、今ξは賢に東方
 、:熔忠し敏竃ハ岳固酬/合9`≡≡/44o府1]=ξ一乗業し迂予深雪孝一ブてし、る。全角度宙≦rナ(翼二て

 ビソナが瓶況も初漁期の廊褐を里し源1涙琴口1極めζ個琴で、/oo台啄外を禾している

 1=湿ぞなO・
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 魚釣衛迩蒔のシロウジキ漁ば前月よリ下xと高り碕んとφ紬が/目に全本内外の漁獲

 で伺』耳と穴差はないδうて易る.

 領サバ少風厨は/取変リσく魚鉗。酬wwバヘノ8運となってひる。
 ベセウ万シギは東尾以並哲酉漁撰ユれzじるが、滋萩め変跡が激しく好菰とlJ乞え互

 い。樽この哲頼1蛎訓環栄㈱恋く魚釣鮒落さ副台良噸をしてひ紗.今早
 口厨部崎ぽ漁硬1ウ別Zいるのみである.

 漁扱判事全滅厨映温奉でべ包帥シヤ、サノ以外の派馴㍑、省1二す㌻亙し'.

 †し州東海員エ舟煮三二藍毒頭1、ρ)ヒニンう一カド源ぽ・個一耳で易γこばよ肩づ“瞳漁真目百一折〔淘i二ぐ。o本

 四外の風累=を収めZじるカ“、今ξロユgOθ本拝外め湊暇し小穿1ニトこL、亙し、叉取耳よ弓下

 郷のトン賦の湊高真率は失へ6台である;力iこ対!今・美再はノヘつ告しヵ、示しこし、高9。
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 魚釣葛近海め▽バ領1況は一ノ月以禾落涙を呈し、ηジ千莚縄舵は鋼とじこ盛んに暫薮

 してし'るが、シ印ジ欄鮒次不馴なり中財らサメ源醐順融蝿へ移姉
 る崎が分くなりた・

 ヴメ源q3胃ネ町匂小ら河婚‡机硬柵ρそ描σ九/食つつ。'巨ノ⊇3目ノぐ'豚ゴ皿で尺負蕃

 3〃ρ尾を衡O.Vみプ8ざ!1ミ・/aγ3パ肺近き)B撮蒙し.外型力朴

 239本療痩してわリ.激易蔓率目よ4の筒{奉をラKしτひ:る.

 筍魚釣勾此通風び黄尾取止馴漁捌掠へ測摘しくなく、づ諏♂雌況により鏑
 脆は二の源賜へ泉甲し脅爾掃癒を見るに到nた。な州ニロノ長目標栄で繭鉤致ぶ6δo

 芯に刻し千八ダ'本ヵソキ類/Jか、サメぶ'⊇本を題覆し之し'るがなジ㌣類の照覆庄.
 サし'、

 黄尾虚血海めベゼウケジキ買ば前日Y同一頓旬を木レτ“る。尚早期クロマグ'口漁疫

 を1ヨr掲しZlV/9^～長3oEノ長全。～ノよ6。昨『虻に1失潟しr二価デもあったケ'魚

 群の采矧加○様で員渡甘眺・つ乙
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 ./日以禾.可蔵の戊采を収めて采と魚釣島坦均カジロ方ジキ沢は終了願となり漁は局部
 簡さあり戻、めよ矧直売ル酋此の行趣に出湯サ巳嫡口③が?碕球印刷ご至り魚鉢鳥φ

 Wよ∂・～3州立否クロ方ジキの漁が興ら氷る椥二な・呪.今塩黄尾崎州/～

 '、/E{、ウ'戦で責擾‡水こし、たバゼウηジ千甘象庁に移nしと涼さ3昼下I耳小ら。夕
 白」1則=亘肺融γルとφθ～タパγ植みノ3醜栄.し流はη汽ノ.伽妙キ
 ー4.う口'万シヤ4.バセウカジヤ/“乎・サ!/3■木総メ通3.ぶぶ⊃yつ凪釆を収めζ

 し、る.し小し中旬小ら7グによる簡亜リが艇利尻粧は対況下降練を辿・rヒ.嵩N4£^

 E/“3o～ノ94・閑岨ハ→ナメ源は依緑として電磁を有統し一航証に寸メ5&⊇本

 メ執4。ρoo湊暇した狛もあり濾一渡物はアラサメ.シュ毛ヴサメきノ日分θ本承痩丁

 香の威しくなく/ρo本余りの碕一し続出し戸.

 一所札洲貢紐のビゾγが煮渕ユ掲汲を瓦ぬヨ㌧絶3した。尚今期は終3期のため封陽ほ

 ̀定せず鼠榎口憲心的く昼あ高かった禄で易る。

5周一重

 筒室ノ〃ロマゲロ漁ばく局から療珊こ入。殆んどの脆か一斉に思漁した.初撮は脈与

 よリノ国風駄レ以。・^oゴEノ川.。～ノバ)附血〔集中摂栄なレ中冨小ら

 海局は新沢κ」=している.昨耳ハ軽風朋は甲司から姶吠郊かめ縞がノ眈クロマグロ

 .全～ムP狐余∫卜航海々。～フp麻最高ノノ6原の好撮を楊けてひる。

 木耳〃漁涙は娼鋒音しく恋く介同よ全目Vよ3o_3ポ左ノJ5し。3'酌蛸嶺;

 4δo本と対しクロマ7し口長/.ギ'＼デ6マカジヤ/.すメλ本と.玄ふめがあり

 暢毅は看郭鮒δ全般細こむら後ノ)傾軒をネしzひる又今膏はノ目Iユ本へ皇本種浸て、

 一毛匝湖8o～タ。ヵ〔y昨耳K目二敢し幸践しzし、る.
 ・一7全一



 一汚30プ…内1珠のマグロ締は日仁耳易まO出…蔵しなケ・一,了ニハ'一ユ6^、3''E/3/o・二二

 ノ3γ府虻ξ標弟し菖与撞並海め煮測=衰えろとぱし'え畳1'～ハクUくヂロヒ湖ジキ

 〉粛褒Lている・

 魚繍蜘で倣榊全郷w〃ヘユ・^E/2ポ^ノ・プ畔所タ鮎傲然
 VしZ昭憲である.断クロマグロの源捜琴は4ぐ・市外力恒挙てキハダが稀にん〃旨
 の前が見られるだけ～ちる、
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 罰肩「o=さ≡亙漁場!さ八戸ユJ■へλ4。一≡/“ぶ'ヘノ26o内虻[に{多腹さ弍て7いるあ“'一・

 6目に入り漁1堰茅は一定せア広睡匿耳i二苦り移動しこaづリ;壇淀は1司1硬敏と蚕。zいる.最高

 潔榎鮪はVよ4T/Jゴθ府立ノ4回展栄6総釣敢ノぶ8〃尽に対しク、ロマク“ロ

 ク・キ八ヌ“94.メ・く千6、かジキ類3ホサいぶ革眠ふ伽・り癒馳芦ひる
 。漁獲琴はクロマグσク.44一キ八デ以62総遍宰は!けと延り叫'る一=下町
 に至一って1訂マグロ療甘葛し〈薫律迂し魚群は移」辱のセqく碁界母山士海屹のjヒ」二か員1らオてこ秋

 より)叉ター二系方えキ雲をう青した。_方穴京島虫〔親ミめ煎ヲ乏は個1家に口=蹟し喝・…匿だ=。?た一とひえ

 よろ、又マグ寸煮カ不顔に樺し、佐彩邸那台のすバ跳柏鈎に東≧裸一段蒙する幟も教墓石。

 仁が澱況は漱以下降線を辿り期衡する辰の瓶狼は収めら坑ず又土聚時期を控え休演する
 晩{更ら2で乞、

 〉5いぺ㌧ダεバポヘノ)6・附ω〕vメ滋喝は源栄榊・殆んとが盟冒λρ^

 フ鵬鰍ω繍が洲釧単岨'…琶況苧した漁醐は〉ユ毛叩そ9=㌧
 λσメ程度めものが穴郡分を出てし、る.
 今i≡ヨの,受富駄44.6=⊇3メ香々θδδ立以上1;ま9隻を事己握艮し表商隻鰍『まよ。6、《4o

 凧てある、I1

 灘ξ受翠自刃ジ千碩互44サメ/3.全分・を禾万書含七,るる.し小し下,豆沙ら領嶋めすノミ

 が水通上甲めた励w待ば割台艮渦ゆ様砺クたが領竹が悪く筏らz簡料不足のため思
 うよらに操業出未ず策況は中可に比べ弓取下火の獄揖を…≡した:

 脚λg竿鰍馳じ誕繊況.
 一波漁沢.・,・一fl'';バ
 7目一・・一'一二・、;

 4周一小らラ庭要目に入。たクロマラ“口頭は佃一目の軸ぺ4弓香寺…堀し一7月1‡酊匂ヒ箔んどの

 鮪ろ寸かジキ.†rメ基と詞ilこ珂頂ミえ二,、/ユ7oへ・λ9o;ノ)(o^ノエ4o耐並しへ忠斑し†こ

 ・6肝可から7月初可は氷温よ4rJ・μcの永帯さ謂サベム哨溌1二洲て殆えビの船

 が看鯖を鏑く。てし㌧る仁あ例射こなひ風采を収"てひるか7同中旬からポ温か副二高く
 、96^(oよ丞。c.1となり下=何1こにtj:oo乙'二亜し十ゲバ1J珂り・』(く㌧互O書舶にr釣致を潤

 肌たり.到奴簡を視でζ揖兼している一雨覆は漸次下降を辿〔ており、比ハ町=訓

 に娼惹を収めた=院はハ/よ7o(よ£し3o'夏ノ23“一3σ'ヘノ2〆。肘坦でノ!
 一ツ6一



 1一一、.ノ目マ土寸〃{扱〃/cλ、』マ力ラ,キノ7本う■].刀こミ)Tノ↑本、'ぐ〉ウηジ六

 ノブ杯.り・メ337本給メ換メ4coメとなつ～いろ。叉7耳3日ル・λ9o一/γP
 /J6㌧δポ附血で)ロカ)キバ本立メよ8本を兼愛した舶毛刀る.シロ打づキ

 の魚孤は八理てソδへ一よ。メと瓜つζし、る。一般に、フーメφ…魚覆水争くノ日3o本町外

 独ってし'る・下剛二至リ各腕不駆喫し・その帥一師表濡を漸冠し例耳川く外預
 した統もある.→く】身メ教も繭目ノ)一翼蓋葦蕎46ooメ1こ≧まし7同一;主3.`ooメ↓汰〕二に『敏

 窪に温すず善通ノぶ。θ～食.～oノ程蔑となってし'る。

 9冒㌧沐通
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 初蒲賜の茎鳳馴w虹.㌦よ.2.土工ハρ央ρ箏附丘㍍oぴ.圭繊と走
 水温の問下が極批て鰻榎さ上一印可はよプーよ9.cめ高温召暇っ?おり鶴カ飯村は

 不振て引臓釧3不足し.、薫場へ伺う塗.甲屋久葛屹海で厨を釣餌て行く硲寸易ρk、

 ユ今肩口再三0)昌凧が禾屡し撰1案1は頗二委.困'毅と理リ薮る腋q.一航海ユ9日中憎か4

 目し公権縄払禾ず滋剰エフユ7メの本源であウ江、湖渡踊に比べ瓶踊岨漸次東右1(移動

 し.g伺)o日頃から滋況は稿々活溌と瓜り、一σ1二)口灯ジキノ0へλθ本の漁覆

 をした崎もちつた・ユ9日一にはγユ9㌧ノ8'・石ノバ'困虻(鈷賛3μ柾)でマ
 刀ジや6.シ⊂rわ一)キ・よ匝.1才メユぶとえろ演…華もコ;':1た.

 一着祖蜻よ。爾岬〉よ8・～)ラ。、匠/よ全。ヘノユ4。府止て深業しだ囎口、一
 線碗維釣歌3.よρ^瓜に対し.マ刀'ジキユメ、シロη沙キ介λ。べ妃ウ万ジI㌣83.総

 メ敏食.ω、3メ.市ジキ類の源榎華目497ご石った.

 三の中.榊(3日田はバと一ウ打ジキの帆・測二思ま寸て・ハ/〃し。ぐ'圧ノ山^一〃!

 田立並tて,ぐゼウか'うトキフp.マクジキ/o.シτ=rウジ子ノぶ、丁メユ6・計ノ9'/一潟覆
 奉は/久。〃萬牽を禾しZし・ろ一時〉口πジキめ親損畢は全海風とt〃μ～ρ.7。
 に万ヲなしか♪/ユヲニ、ξノ24oヘノよ4o耐一、立日割合頂好ぞノータ。のところが見ら水

 マσジキ.汎ゼりηジ†は比翼医腹事で易る、す篤血迩め垣坂は溝川島立滋の急務が南
 下しなし、暇〃海瀕は重三めなひる“に塩`の』≡・～'32≡ノム!しノぐ/固'虻さク1工方シヤ.ハゼ今

 カリキの餌付口あ。た切の更るヘミ凪累は学らサーの～3θ.毛頭め甲陸碕が数隻
 1漿兼しζし、た.こ〃菊域呑は頷Yする苛廣狂籟'が全然釣一獲マ犯す3oへ4り勾」ρ八爾

 王領三1≡目してし、た.樹今≒甥め…魚釆口1昧耳同期と欠髪はなし、が溝寝坊勿平打栴童はマσジキ

 ノノメ.ラロ打ジ=キノ全メ・)ミゼゥフブ)ヤ7メ†'メ8メ内一外で。)ロー打シキロ価j耳よ。穴埋
 砂ものがケし、.

 ノ。百

 9同下旬よリシロ〃シヤ.マガ)キ頚況は漸次渚況を蔓する株に互リ乗んとめ姶が.

 九/長8^べ9o正ノよく。～ノベ6一府並[に集中λ策栄し昨耳岡朗一=ロニ駐して司.双り」二嚢しる
 双累召取版“る、昨犀同'期あ生源脚♂"プヘg〆匹ノ〃。～ノバ"刷虹δ一三口

 がシヤの漁模様はノ日に3～7本属痩ぎ匿慈よゴ本と高ηてし・るが煎耳1J1よ。本以上
 一ク7.



 演撰丁る怖が続虹しノ。胃ノ7胃レJgo一ノブE/J6へ/δ'閑虻δ施政6δθ本'二
 手土しマ灯ジキλ、ミン〔正カ「ジキ4ご、・、セニ“ノフコ'、サ千タ、寸rメノぶノ)セ子禰ろこしノノ唾員乗業

 でシロ打ジキノノ9.バゼウかう岬〃,マ方ジキノノ、メケジキ3.サメ師
 範メ致3ノ・り濁笈Lて◆る、

 全竜之自立1ニサ」ぐはヨ翼匡な衛;;¥ろ寸…養集していると思弐r判ユ乗栄箭め勇んとあ“ラ舌溌な釣テ蔓琶

 なし活サ・くを餌としてし＼し漁巧馨搬ノノ・^/・イ?/。ノぬ甲純欄もシ
 ロケう㌣の瀕勧順く冨琴を示しこ万り.∂ノノにおし'～は棟菜回数ノノJ固否シロ

 ηミ.咋は/64め得率であった.不可～下馴二黛鉗畠虻歯あVJポー膿'石μ3'

 /o'同寸虻τそ素案した箱は虹耳、二異二ら机な○フロかジキ')好漁を2}し一航海ノ0日{象

 紫釣致久3乙。準に苅しキハダ'フ.マカジキ3。メサ渉キ65.シロヵジ千7・

 サメク蝋巾〃J'メV口η桝の平好体重は⊇3.ヲμなっこひる二
 飼頚馴醐釣勅wwノ介へわ・阻む釣獲靴てし・た.三あ朗報によ'ザ部
 の舳が新下しぴ一一時劔禰賎←く域じノ/日ネ脳1二は岡敬附となった一二鮒畏
 亘し㍍否お嚢報L∫二λo^)o毛く長ノ)御寺1よ丁バが術0、二((イηIを奮iとしていたあ“.頭

 γりのため現況は振わなかつ仁(V3/}3■リ≡一/エフ。μo硝虻工

、

 ノノ日

 榊バセウフフ押の喝秘収めた池プー二・けノ・,そ:戦1=虹納鍋も
 あったあ甘富裕、と1も承掛ノ〕才乗幕引こ努め広夢乏財1二重=りキ多事抄しつ㌧{桑1裂した二、{苛望カベ辺ウ

 ヲブジキ瓶ば即卑ぶリ梢々蛾岬旬よO^・パヘgプ戸ノ→ポ附且5掲煎が更ら氷
 る佃1凧W..プ.れ・丘ノバえ一女。・附虻釣敢6・・本K対しマかジキ!,知
 ヵ亡)弍ノ。^一杯1ソかっキク3.サメ/4φ源牽生易。に一断かジキ類1フ)最高穎梶商

 船は、小厨猟覚r総河赦タ6〃。に対し.しlw抑フジ弐.)吋.;げηジキ羽.

 川ゾハニ'、丁メノク3)お鮎現わ凡Zし'る・苛昨耳盛漁卿こた鞍いぐせ肺ジ
 千ば梢低率ξ'・4^3.o台ξσつzじろ・主漁場甘添胃よリ帝下し蒲甥番号2債
 一〃。.)ノ/./わに藁中孫削とい仁バ.下町にな・っz漁況は鮒双不活流とな

 り一カフ・舳咳喝嫡㍗鮒鰍海へ移動一丁ろき繍蝸しくなかった・今榊バ
 寸zウ〃…ノギ表ミ沢{3雫汽と.脳しz昆うどミ類j雰に[一起仁と丁'粛朗1ユ覆重量耳肺易つビム“全{段

 的にノ・ラ覆→/りくr恋野輝否あっ3乞ビ素えよう・時靭月に引続ミ項r萄虫し海のV3ノ～
 3,^正ノJ7。介。'附虹さ揮栄し・た総はイがを便阿しマがジ天、ラbカジキの割台

 長ひ漁をし'7いろ。

 /J月

 ベゼウ1ブジキ漁腋く不振ビま1席んM細小ケ鳥近海めγ3ノθ一ヲユ・Pノミプ
 メ0・耐血ヘマ万う耳を甘敏としz移動撤案し岸.こめため側串こみら沢酉じマカジ

 ㌣罷介'蔀乏J苔窃6チミノ■目印伺丁圭仁士毎q4～ノ。桐a)瀕擾力“易(」、窄斉一二はよ。本の菟

 も易・った。
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 架300フロ)鉗叡香マウ三“キノ。4≠ゲバ4う口灯ジ予全.サメ47小、民そ

 4.00・メを源獲し日.

 釣祭蔓考;1;)丁シモ委童よ一69,けメ費責介ε4な示した山
 従禾ぽ溝川届頬腸剛㈱されるカてごめケ島近海へ南'下サ5渥則アく澱況も瞬筒的
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 れる・黙し/o何1二拍まったべ¢ウηジ㌣源か下氷yな引二件し〉文那東海での操柴は
 柞滞に阻雑と亘り冒黒と撮兼冒敏毛亜ぴていに臥ごめ〃弓不可ヨでのマηジキ好

 鼠は溜叙を下した雇し否昆つに。
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 暇しにため青腋は魚釣鼻風Mよフ。～aεoEノ∂3。～ハ4。よ。ノ耐血1へ層籔し、
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 線業舳のそ氷には度はなかった.
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 千源勿長か、つ元=の∠看えz虹エ≡…Eρ移しし琵こ頓で妻5ると思う。
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