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巻頭吉
 蹄臭・,西慨.稔

 庶尤烏年上の八句浦;一の言三耕'済亙・一師か肩寿都1泄こτεヶ所に青ミけ1

 ・ろれて1に、⊥ξlIlで斗/独立したぺ産'宿専所刀1I1純音ミ・lLて、昨年も岬ニミ・た1'

 }=ラク弓憎餓として諦足はこ・一き聯と云い・硝泄ラ・.
 一、.Iてrミ=.嗣室戸庁とラミ㌔、、汽のイ色。籟宍ひI'名もあうことてし去うカ1■一、てこて.
 て峠・こ伽1逢1`・附跨11～}1打{ηjl.、浦榊ザ
 女うく川・よう;:希τ1㍉llミ寸・別ξ・貢・て1着榊''文1こζ''け三11とすまこ込え.
 州に!三参1バ■.し、・耳1こ神の峯合は統合こll!前楕の春二i!物とわ,鮒・
 .の本鉦刀1-1隼r、弓崎云㍗全に犯1してしま//・切廃材亘一候・縦卿
 ハ''ら・ク・1角ギ、ゑ、享・後追工事の芝し井うし一着重.室Qど■に職1真:洲吻散・して

 4工暮包ヤ・てIいζサ走■τ・打jろ、不伐であリ弗宰形上う確浮どばしIは寸川
 亨え一うフlLた孝蚤費と青ミ手ξ了イ定禾M」二σ)効果亘一ち1ヅう.ように努わq刀1一ら、鮒辛

 案rい解に≒・取りが＼る1號で、.一月掃7・てカリ・ミフー。
 青儒垢何化ごψ師ネ1報の僚柵一万水産業帰の・定器にあ役に立つこと

 泄カ氷室イ式(拭い意味の)ネ予.印こ此即責粁注提件寸云こしではql/がと
 本1ま卯.後訴衛.うん訴翻,榊に杜執こて/〕う川で寸刀i弓、づ
 つ'め一て云えば'業界の乳艮に。あ・イ送に立r華にあうとξえミ,.しよう。
 ごτ木蝋叩職崎銚・奪之一うと.呉1こ多事多靴よう“;・師
 σ)うち敏耕作出めう鮒.!棉隷の時価蚊丁計画生産き考・う牌
 が柵一う測'干し㌧箏1審1雌1)1・箪脹喩辛の峠1だ'肌1市
 架れ・向鋤李㍗ン外ク1対島のす<,'近くにぎは1れて11引丈'患市。源
 一・獲努力走とII・・(と一/追升ミすの篶鮮買庶のうら刑二日不㈹・の1こノ柄ぞ紙・ま
 三の両方別らは撒水で..ど一㍉しても計画住劇こ目標包置か畿包帯舳こ

 とに成り‡亡う。青書ミ三キミえ一て云＼えば、プ方漁蹄.代力1ら裏書産塙二代に、取って行
 くてこ÷う(・こ九に目オξき置けば急才べ'さ辛は山1ミど省リ。・現在⑦辞・1二県水
 茸の程雲のえ見・杢具.で1才微クlq刷荷にあよ芦与てしょう、
 ㌣こて試雫字に男・篶う戎くの1じネ高えとしτけ,・自その粟度だ・1すの±場にと
 ら榊ぎご}く・一絋い複皇子に立一Pて、自探、作率け郎・茂訪し
 篠クー唯叩・く1燐列㌧ポ〕行う。全.1・為試順楕産業竹イ僻

 ・。/_



 .巧り才・線一・旨・1店:三しノ.1二一1■γ11一、'“ラー=一ジ＼こ一1タあ㌧、隼j.三一こ丈っ

 ては工餓咋1こ度とす・ざジ・'売る.こ1ごリll一・・.着こ札北看うこと.
 ・は耐コムこ尺1の専酋計㍗亨引=市い㌧惧キ都干しテ'孟子がら・
 rし柞つ1」や・キリス.卜・の林も反有・l11大町噛ヵ11一事舳マノ君/ます。こ
 れも意味に多ケの違いヵ1,,あう刀1も.知リ才tんフili、・恨李汀庄じしヤ～1万1一と私
 は、田1.1=ま}一、

 r;1予駒三宝ザレー/レ瞭さ写η円率自国岬市「一・綿採i1利肌
 ていけ'.げ一るこ団丁}重リ脂胸こ向って細I1引ける万1ど一'う刑、真に酬11

 カ〕Hこな1丁手下こ・■勾秤方面の方尺の一層(η支技と殉・争潅圭一こあ㌧薄いする二足才
 子あ{!・支すヌー、

 水産詳験鳩坦革宍小録、
 一明治3ξ.4・京児隼一早刊く産…え越簿募とし下市山下目T1軍、物差原則弔痛・『1こF遮,一1着チョ浦東試蝦、

 uぐう二荒」二n育婁:二へ巳ミ及てt一'1ウ、つ庁賞ζの製造言べ;ミユ日ミき†o

 1声1合39.4.ユll・1辺即竺1小町小1ケ'1こ祁1…三、.

 岬お4升.H.ユ市山下OT早、.手1㍉:沖葦…、

 直一三和4,4.1産出果水産試I与鯛1大岳、・湖とこて八岳■肝古仁、星目Tlこ言継.土とご7鳩一1寺碓坦
 海に派1+る.従荘.1;葦・ミぐう三1三.t訳票、…竿洛包・さんこ一一・魚三節三文艮討兼.世〃エ訳耽

 昭和12・4・沁柿坦チHTlこネ多1転.

 昭和20.17.一羊へ・災暖失

 昭和つ。、'フ,席.熊吊水」=ケ作ツ幕内1・神幸、

 与.弓和〃、8.鋒封Ilこ工岬鮒鳩閉鎖.一

 昭舳・1Ulミ榊伽ミ干干・西主衰I,竹野に試呈・蝋`言榊歌・柵雄;拭五舳
 1珊2G,1.5訊輔今秋して笠柳'一も布1も』T1二言帷1呂岸1鮒沢'却葦芝生・二掘戎靴

 肉惰。

 出・・911・3.引証縣水走塙羊所と名称衰頁.名伽加納フiく着言紅とノ三・称丈ミ.

 ヨ言示D30・1コ・1一名“K,き指韓戸守主席、屠畠フ1く着{昌奔声『レニ斤た令.

 産1鵜東棺試蝪と1て縦.
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1.

 1「l1、㌔岬伽叫亡て
水産都.長

 1県お非職と淋し1峨紅一で、紅1・川琳了づ/産の
 1識・離・栖綱柵糟旨靴聯切、新に犀蹄にl/産
 1試雫翫一1・昨師こての分撤言表置し、因雌しヒ;と1ごういて1歌の一
1へ
 1」二では六幸マ付生灯った・1自好に灯・た一事・つ・ら、締・紡噌の.面に於て

 1水鯨峨秘末の鮒遂行の上に綿ヨミたすの7伽川1と乏、うようQ
 1危裸毛把か札了いさように思う列1I、礼とこては寸く灯くと杉二姉稽
 !政耳が賦雄の締の」・けノ性になう舳よラ離州ではべ
1、
 }軌.にと蹄風して旧と三ろであ礼

 1蝉の乍麟卸二は∴評の人朽、と脅咋労1もわたわマIあ'
 ;衛洲呼であ汀え1ま1ぞノ化つき1,のことプ崎猟椎/伸一
 1に口中時すさ深刻q業堺には何列知う死一1刊二治乞末あたレ,ようqエ月
 い実潮州帆1リと打っていることも、何カメしラことでおリ,そフ,し
 1∂'Il・κ誠に椛大きな綿として懸けら仰jう;と締で航
 期微辮とし了存う柵/1とき子1酬1,則、什前、、支、枕判挺ミ

 、ることであっ了、乗材キ塙のスタートに当って木産試栄陽のキ奮うイ呉1訓告

 ㍗いと乏、榊榊八
 1こ.のよう蹄下に州・水練場州締し呼・調
 一査してイ群だ貴重q貢ネ子つ1'茎蟹とばって、このrうし去」ち,亘こて、葉老

 への飢う他叫㌃じ1酬雑1/な三卿う雌
 1こ卿千金峠も値し崎ごとで二お/・叩㍗1鮒τ上
 1まqlにマ方である。.l

 !.'I一・一ト



 潟村と増殖

 移一...、北山弟美
 癖餓の不振の耀.之・1、雫近、lI綿リ、・k配向仰増殖肌軸角認

 蔵こ北、済宰のり・、落く雫・てん草茸癌綾頬や真珠・薩・あゆ竿〆増殖が'名一
 j芭でイ不才〕才亡うように口rた事は三点布r経靖.自iイビη、Jフ夏二τち=書==こば'こし〕尋てIあ

 る。

 云ちミで閑く増艀裳嫡前沽衷ポ岩面掻械リ瞭樽と/lろいう
 と宍花さ^て1'!た0〕であう〃1、{0)殆とI力■'方とばく、窄産と一Iこう力嘩ろ知覚
 久許州口く童に荒夜漁場化1だ所〃小た。
 こ利ば介爆課の生活史、埴種の方#1り吟目にむて明館さオ!了山一、従っ

 て、千家・方芦ηは才別・た率と某国0矛針づ従栗佗σ評〔字より.も軽乱さ
 メし予写的にも曾膏弓て1、殊に漁刺に於㍑内心が'・σ刻っ.ノミ事靭1I,大きζ剰靴

 珊い。近年↑餓牝妹臥は切増歓奔了は・章動に靴く違券綾'

 1・末て/榊・まだ'よたh何帯と平て旧榊㍗.打仰
 艀州につ/lて沈今更国情軸名Dト・伸帥柑体の紋により.

 浅草のリ義理尺脅アま根本刀iら;覆tさ。lLたようqメ＼工亨采首と乏、う吉1ヨ朗約々浅落
 に追展こだわI.、浅草のリに限ら万1介瀞靱土方宍はミォ切てデヅ下一トて1あ

 ・㍗の。雄テ舶縞層・月三子。控瑚、潅締、栄註頼、一走オ,鋼'
 綿卿こ㈹よう1こ録寸Iうウ1予抑ま河{ボ叫穫詑掬こつ
 llて1糟じの注意榊晦で・局戸.
 県舳舳漁業柵遂合は遼代とポ」擁誠坤ま・てい奇榔肋
 1ガ/呉玖1はリと長靴パ/遠M・よ〕ビ赫、性ヵとスー一うに、そ
 の上地に㌃1)新こい檀築乙ネ多殖こようとすう項1卵1着リようで■、六ξ・、増殖は

 練に輝互稚ねより清抄くと帆末その二江生育こ川鮎g
 に保霞と刀[亡者双助長すうこと功一覧哨の棄てる者。
 、肪櫛1充・指軸園を利同L〒これ茎鮒諮互こて壷凹こ主意を童瑚
 に吏旋口遠州こ'宿吏に効果をあ1プ相はI帖ヴリ。

 1かご増壇卒業峨業と異はリ抑効呆は2～3牡専す"でI、名市町
 村、軸の率紫どこマは姓黄面に相当も難点、〃、切と肺出〃,晃1こ補
 に毛、今膏荏果郁旧の苑集に増殖グ'I取上Iずられた事1{グrて書/〕奉`7一ある

 二..斗二一一.......」_.、._.、..



 のでこの瑚互逸tす増'絞と実施す(1'ミ紀;子の時期自Iと日う仁

 雛誠1端主体岬業・協同1胎π叶解の作紙{選箏・て
 一ぺ附予の抑添鮒ψ㌧!市中緯{か人台.碑一I
 '団網体g手押陽に紙うのてあぎ
 .例は、進入竿難律の如と漬と締はべ鮒椛榊であるのでこオ/
 ㈱合員十ぺ一ベク1''砧5～ケ/日7・師割!雌お巧翠に集石村茉て
 月臼テ蒔付もr才σ,手マ充令である。
 又、㈱こ㍉ては髄、戸棚焦り1らLクり一卜刑ック坪1二進んで未
 て〕うク1・こ机も一度.況設L仁別ろと云うて伐uて1まホ}口碑止ミ石・乙
 ・粛充すれば員」こ劾1栗ば大となリ恒く→土Z)曽Lて〕く0)て'ある力1I＼わご一つぎ才芝

 入†る餓・自互諒帖くてわ鋼その御こ鮒こ!〒く訓」い＼の石包
 靖・て行ミ教入するようiこす蔓ば弓ば筒章1こ岩案つ1■'元末て行くのマI兵う。
 ・審は寓伽築鮒維酬古紬畔弓の報刊く船員のだ舳辞でI
 六州・給奉こそ・・了肋1てヤ・lt1拝受に・!篶作業1こつ!〕て毛昔1じ
 すう辛以筒軍1こ卒業方11■I雄沫蔓岬う。

 鴻長～モ
 ユ月6日金曜」ヨ瑞

 押長同行々坤いさつ芝勅マ鮒輪灯台せのため試1ヨ〈産孝
 '静へ一11中先生々所で河11了イソ1一冊11-!生菌芙乞㌣1て
 いた6了1当.オ土み.くl11順朽一一昨年州名ヱてい仁の・'グ、'一一一一)
 月病札10肝出港。'

 一帥醐と滞試筆.並仁継評の1鮪帷踊童リ古←巨水産学衣
 の細生揃二邸1神させる予定・、
 熊毛にあう竹マーナセール五カ沸こ坦寸れ一時1中止一ちと一'り原リ
 寄う。・.・一

 、抑ア已支嫡州電べ舳紬1揃につ旧一応の締z±てる・一
 一委言伝言古継。
 素体現1史、(では'')

 ××IX沢・■アPへ



 本集"アザクわ.ぺ鈎表記.

均

 」"氷山払雄一.

 大正峠射!剃涙祖神独米之津碕11奇岬i川尻丁サ)1ケ舳
 によ・て自榊難度に細々と11毛1す㍉1」て柞打汀/リ萎蹄は、駈
 発祥の‡笹?ポ之津マ約20σ万枚、ヤδ外今のとこうば試乗のよ交互片をしマぼい
 よtんが小堤模}11う一応の歩計Z乳せてリ3麻児島市甲実川尻・川内川1コ

 六浦哨山喧く1轄;・恥台木一綱伍刊硫・合計岬万枚醸
 丁雫業と云って毛1セ⑦完走県に虻へ一1Ll一才試にお恥グこい散量7はあります
 カlI■、免1こヤ師こ古了サク打ノリ古生度する県とこて柵末席皇1す力j-1す事ク11一允、

 干る柵こ書リよこ仁。

 がミ片なく何軸†こ1示'3もm・は剛担ん二札ミで1こ育
 てあげ''うに■/lて当茉老の方は吻請、所司裸の下の刀苛ちとして男ブフ互抑っ

 て末う作敵珂σ糾苅ら肺舌、㍗葉頑画互辿・了祁こと七
 拝、宜てI・ば有リますまし)。

 今古向、米之浮町野田川の餅に屑一を構え、この・アサ7すノり萎イ直美に従幸、
 こ7眉らオぽ研言米記氏こそ.実ば本県ア†7サノリ養殖案の始値とも云わ

 オしるべ'きノ＼宮0つであリエす。同べば当初・里予田1リ圧に於了寸土クひぴによって
 自'家1刊牙呈夜の養殖五行r・て居ら机圧のマーわリエすじ

 当時(大工11年1麻児島某1」く産武鶏どこマギ州ご岩日、同氏の納'互
 伴、黄1↑葉亭業化にっリての試験乙姶Jへ(η・あります。

貝

 試案は当時,紬叙こて・1(産調所包峠ての新進学■窓.今は立哨毛

 邸州元嫡水産字校教諌)を虹・叩刊こよって苧れ帥ろれ最t
 ・啄榔りな甘竹ひτり三よ3養理よゾ通在行!よれていう紬//ぴ・浮びぴへと進一
 り弓肌、.夫欲力惰舶水産学校敢靴して転娘オし亡後もノベ/)ば次々に受
 1→.継州1,蓮に卒業化の日近乞得るに到■j、木之津川養造業の今日あ台基
 礎は凧さフ1したので一あリミ育。I

 /火夫'j'姫梓弓辛亥帥元業郁子によ・仲うフ化で末帥て一わりまし㍉
 力r一千辛今風刺こよっマ応召・徴偏と遠に二の筆業け洲き人柱幻い
 tη序1育て上1ブビこの事業乙糺拾てごる互得㌃く㌃・仁ので・あリ.ミす。■

 一方三宍多氏I;U司令日丁、剰r〕.1戸とに名目、.米之5手に於てネ重・予f寸イ乏杉勇亘一幅当疋鋤実
 _G_、



 の養殖之行い優秀Q碑積互得、事業化こポ≒とし自失兜、伯抄同士四一帯下柘
 の議運り,切角築きク1け仁有〕学'窓0⊃夢1姉モロく消ζてこ。まrたのでありま
 す。

 綿乙籔、役買・引タ易ヴ、バ、姉オ/ら小けたこの住予ビー人二入と
 ・5れ一耐こ別れだ。本県1K森菜枇†、.卯完鮒案いてく才1.EJ
 基礎吋うに立ち、糸冠妻、人1孝水産・挙・卸,!三1+一次郎)lli1実11二乙得、刻衿..這

 県の斯榊鰍え干召ミ。.及ば一才一年う努力の㌣斐あ。たと甲し二一〔ラ孔ノり生
 産県と.1て禾.亭をけ肺一ナこと枇1未う側こ㌧・リ詰先輩並む(,■1二1た1擁言皇氏の作

 事ダ〃盲ごlZ幸1こr士市に1着んだ'7と。一…一一・と七す杣一ユ'戎ウ1一芒ル妄乙{ご/〕
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 原1に基1監を赤く、話色好の荷・会て1、ち奇こと乞{魯{症すべ1ミ7・はなかうう刻。

 '確襟靴し下一本に靴整数才卯3'噺1隊1榔怖一峰陣昌
 †べ'き亭と思うか。どこ1こ疹仁干皐中室胆1丁帖I帯祉して一寸.戸惑・て1)
 、る榊マIあ引費・杜を命ぜらll/二1三八ペ」二律酢る信念暫キ1≒一ピ1'1'ゴ三こて行き、
 生半可ばことば許わ性で別化よく言,色剤ギ、・てj)箏・、1;1に・じ初.パの剛
 雇、.アストケースとこての再マの二純ラは亨仕の重大さ色素応1L系菖の㌢刀ボ
 レ1たこだい〃I・私一仰へとしマ1寸次吋うに解凧.してし1争川口・的も〃・あ
 うう力1。

 剛、酸し勝ちで予算楕の太さい1帯副・芙て、州抑1こマ・/千1乍
 試環・調査・指幸亘継疏・強化丁ること、刷1'行政相句に醍醐えこ.り舳

 育帥ぺ榊こ・納すうことの2・に飾さ・れよラ。軍衛伸1/帥・剰余
 人買舳目置噺ゲ=本場叉リ1材r∫支課のI蓮諸相実!とは考え、tく引〕。ヌ。こ丸
 の朴て'は・金糸'弔埜ど■1・三うがむしろ百宮口事象ざモ生卵うと尽、う,

 と二るで1、熊毛評1“木老装の吏、態につ:、戯同て1■チ足に云うきヨ杵・、.1プ
 を通■むると克在の切旧)β段の腎徴を協約こ宍屯レ,し柿一涌表層が枢め
 て欠きはウェイト乏示し、今,右1.魚斐故実の中11!ど㌔!・ううとLてい言。申・ト・t

 業は全く板カオ・1淵宏層の音吐与か一一店僑こ青へて青本二軍業一一一定、や.1竈業'一}
 埣壁一帯帆順字弓さマーIポτ'、入・多数包占めポ、芦9、葎の圭〕のは、

 な沿岸浦・業に執茎廿ご'う左・得勺'レー〕矛盾にみ弓だわのとなつマ/)るよマ1柵。

 れてヌ本評の特1全1林沖消I時靴拝劇川てI.帥坤忘して!〕
 ?11・反面島内の軸獅1ま伎諭しき糺押当本土.がら移入ぴZl、〕る、二浦
 紫の多くは柳く焔岸の(い硯稜な綱ス.は・ユヰ釣の棚さ土左椎のイ～)七一Ilこ差く
 。.一_._...一........__.._.イ1o..一...............一一.....__.



 依乎こている・宜写貢'源。i享プ1'不全く、竈茅同の差雫馴こ瞭定'ミれ一川'る占渉

 瓶塙つ'一一〕“〈:、子÷に影1べ亡㌣t子資杓柿動的普中・ト;.1薫素の壕業によリ相当一零汕涌

 鮒正一jさ才1デ産上・1}彦一㍗・・1タく柘f印上して利潤の州ごと一グら荒
 業どこ・こ,しは差利こ健の.迂柵13迷・産・する。1,叉蝋的に浅海/)羊長句貫j.酬保
 言芝、点ジ十㍑一3完童で二11j等ウ1・,気付別れるのマ1ある。

 水汚1。一11,1:.算.∵1成行1線の地方々㌘にクご灯るf膿F書σ)水素業ヒ,基盤yし口

 け二!tば'一{、i=1た看・値こ・マらねの・71はqい刻と言う乳埴がら、上逮の加ミ軽挙

 「越、女一こ二ご■〕てニミ1F方1-1、ポ芒こ、F一=いqカガ1一一1マi.と一一.“咬み刑1I.最善で

 ・・;一{・川.キ.半リ11票日慶マある.只,Qうへ=く.速'F刀1に能#防に凶する水産

 咲σ)イーし1・,せZはっさリ申三け、そこ一ζ各史充に育斤1戸=～資源の,基礎灼賃試壌・痂定

 :行うと;III…1・1に当業者の中へ匡痔岩1すジ.一汁.掠1術の政菩・惰専にぢめ、行政

 勺葺り部1!こパ秘11二し)と芯禰こて!)う。

 こグこ々・ク1一'ら,こナしには、〃1才.1ギ三子ミ河一首種一(「ノ.:〒力1らマ■古、ナ竈ヨ呈自りに重き午1帯

 評に佐壬㍑))手蔓初1'I蕃1=;一[ηr・い1、,lI卜材の預訂1効果を達成7ミ

 る刀、、ぢ対負と†札でしjうマ、フリて'も)寸一～一一'。.=ナー㌃㍗'ハ鼻三きにミマI}妻タ亙拷、割1'

 宇定こ壷H.F」ξ1σ〕方1、特定1=劣マーわ声、うト■71ンσ)生的と一う・し、、ブ)刻多・面的

 丁掠・れ身につけ'て1一…事丁{・立場1こバ州どこ、完が一局刀〕、lK産業は
 ノ;・1ニト」≒土17・ゴうう寺フσ⊃に残高二→丁三ムミフ1ハブ手二.1ター.rj・一..㌻の1{ri'剛は土、天つ与ので1σ

 い二'列,べは布㌣耳蕎え子干く牝貫一'引こ1⊥一';=一・'一キ迎!÷⇒、享垣一上うハはニヌ

 7一ミて==「・名パ}〕“〕汐1-1打二「は・ちう!」こ1～・辛賊粁
 才で、人く芳一つ一)下⇒一'T1万㌦六文.二芝.卯■さえ一・ニニブう、岡のこと,便守。・こ〕鋼qど.

 上二1川)外て1・自・信・!」“うご“一・二∵'二
 対.二/い}1い1・一1ヨシ1ψ∫!.て一,方)脅刻il、帥・キ」看乏くと迎日卵す
 ぐネ:一1∵1…にザ1とこうて3一寸/一∵I一'」=㌧1い■一三`川岨夫にビ・マ1寸・刺戟4.'
 三二'7て・。一一戸.:ミ11、家にこ・'うこと之へ一二ニ..Lリ(1)～.←ζ、各/二亡の角[教示・孝卸f之正'丘

 .,ll「…ギ・ポー、二て■了。
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豚劃
 工・・野蒐

 牌の碁に島触勅ら鮒..・今回は献赴酬技
 術替象に終おした'いとのこ江一寸一ζ)一・一、llぺ介幸一1人・一一本台1フの断言獅に成っ

 て亨う.こと㍗・㌧紅技;計11柱之ブこ千111さ飛牟され)マー抄樹
 ったカ≡1I、名}之デミ押当のス、が1寡一って途.L、戚儲と与え一三恢マこ北廃水産箱華所マ1
 も見本とこて穆沸一の漁具と一・静、縞入こ.た口

 出年のコ1月、ガつて受言'l1二た±亡拭・を誘引.う・辛…{・余ウーあったので、その後のE文
 責紬の側秋'・況三帥て^とllFに中絶1.て1・1るとσ)こと滑して謡1う1よ

・(_

 利フたこと力崎る。宍ほλ千こた漁具・力1'1榊jj一に上皿π.に逸寸る称に改頁グェ天

 されたη、自慢詰6)一着肋弁聴才う心.祖マいた0ワ劇11・一一I。

 豊作・'貢乏・六浦・噴乏とよく/〕舳う・伽こ刷一3領・1文に掠触え柔中
 的に側r守札は貫涙のネ石雛禾仁一す:とは下稽、に葦・、否い。川し机上之1空
 論の目転乏綻けたって無ら管!し)、とにりK僅I切ば'涌■納萱ぱ1貢士に'式レ)

 のであ香、生産者'ぱアナタ尋セIて一1寺1く1胃リロiフがフ化、消費一老は高い自とノ貧さ〆L

 て・ξ週1れ崇、惰唐へは鮒あって経一凱しと綱.Lて末VL奇。流通過
 稗一の改善こそ政治的に或'口は行政的1こ丙苧決Z図ら口けれ1才ヴらなレ〕汽肩コの用
 .遵であろう。'

 ㌣礼にして臼進れた漁れ者刻,一剛に一掃努川言葉I区別くて註は'性
 格馴ξし化も解に攻蓑朽1.魚I芳,椥1蓑粒乏、)刎嵜け解業し1■1一解亡
 つ'口切1I'ハ㌣リ盲東の、ジイロー一七書μ''う一う別・
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 製造試釈⑳目;・標
白石  貞雄、I

力

 数多、広範1二亘る水産製遠マ1本一房ω/1ミ・テロ「基ノ確率術」0)把握のみ7あ委。'
 拝1代の括移.とと杉に宜奏一策」並.考書とラー'之つ)継醐131一軍なる真似やrL
 汁リ」によパ衛刑る÷・δ11;.1'デミこ、後には舳一1一対1;1・ユくトて
 こまう1'、憎むうくは、かく0〕如くく:千.リ!.1塑.く勅ら利一、〃.衛.ら九州ご
 とで1あう・。

 r一基礎挨術」とは物理・イし!≠(・)た・〔ビ;吉つ'一く州わざ“)圭1一①7一考パ

 オ纐製出この・一茎碓析。に乞.ぺ、ゴと呉Iにキ川。・I1室・追納。ぱ試
 弥'一往遁乏明州こL、貞雫に・いマ.繕iギえ宕榔'引=杖刊二、・柱1言一1一む口そう一こ

 と1二よっ.てノ生オしうのマ1ある。ど/.')特ア束q塾ま主マ'Iあフて勺。首ニミ'こ±行Lた

 1、交鄭15割リ出にれヒわIので・ア5リギ.;〕I'正一'圭・羊の回牡〕し同寺11(て■1史に「基礎抹

 術」こセは製造挺雇の根本マ1あ蒼。.
 侶てr基槽支術二砕握す云〕手残として・州1「試、既と「宍議⊥を行う
 の'7ある。・ノ

エ

9
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 水産物の油堤防止試案

 芦燥杵オ氏の・性往・汽燥條イ寸の直石試験

 輸省、宣言古並新包装.魚、製追試壌

 水産化学の吏翰'

 雌ネli用言陣

一波'倫防止試験
 7Kノ差製品か山焼かフK産加工.桟術σ)春とさ机てし〕るの1せ、こオい;切阿1:厄↑

 極まるわので1あうカ〕力jII料る。油沈午兜ウ1才←3衰術=㍑妄と〔て一局二∫一=のモ軸乍包取
 沙汰才コの1す意義'ヵ111なし〕と、思う。二σにとは製遮希粁筒、i竺't苧約西別う考

 え直すことによ・ってはっミリ三11つれる刻ら71ある。

 恩う1二、砺酸仏二眼隼抑年一,のカ'逸は軍純勺'製造エ荏の工芸・合1:こあ.マサ、まビ

 剣志、と加.えるへIミ右のカi.1次{残={孔マし〕乱

 例t雌1織品の鮭のと㌻塩支東作乞蜥に・す汕城・び山1牡フ
 別。

 ⊥コG一一



ぐ

 _一'ア.一_



 一融に戦さ札弘すう操!信に稲舳叫即硝肉蛋的こ糎する
 制舳麻(ヌ晩麦!Iこ干」廠こ二た酢暇にも戸(固締嘔呼、
 と変らす彦;透!性月一,,ある列マあう。、
 一昔i、イ中ぺ1て者へれ1ず、.一:.

 1,莱液に冴粁五浸漬こて六J去この薬液互加圧す杣で魚体内に葉腋は迅置
 し一…参透こ普じゅi、この弓巧j=里自勺劇乍1ま不冒丁角…カ1、{す'ヌ:テンの薦・合台周一

 一て一あ一書)
 ll.貯製一■品の場合栄葎凌に幾丁の若異直生する刎、(すステンの非合セ回

・こ171ある)

 ノ)lllサステンと併用こたコ湯倉、相乗的効果は兼r可戸∫る刻。
 訳は全て基礎枝剛力野カ1も知れQ川.,榊!岬粁師重、品種に蔓札
 は一山ざリに妹づ!噂訣カi惰弓札る岬ある。

 二。詐膿稿械の性能丘

 栄娯鯨狩一を花梶サる試馬実
 水産製品の30%互占める芦製品に同像書は殆んど代ホ杖的写何段に注目星符つ
 ようにト巳従干継1;用リ弓札諦煉ネ榊措リに解淋ミく・ψ
 崎定の手業に眠られたのマあう〃暴近所く一餓軒製品に言.泌ζ札効のが
 逐次土,或こてし〕る。

 1て口何㌃る軒1榛粁と言えど匂自済の天日軒燐に月参る白のUし」と今立考え

 ていたむの01一章々ド毛え乞事丁た1二するようにばっ仁ので,今敢燥柿拭の遡渡
 期と1……」う。

 亨一宮豪は禍航物の水分z室気に容出ミtるωη1I一希埋マ1ある、室気はマ北自・俸

 三戸ってし〕さ湿気力jI少L曜刊ミ許燥物刎弓氷布乙吸収こ馬/岬灯当新すぎるこ
 とで、ある。

 記県杵柄1は二の弁理互村械的に普すのマあ■て、自害汽燥(天日翔集,よ
 リ排E幸上,又、'琉丁此実上岩刻に序オして/.山くては「Jらワ用マ布る。魂,
 在名芝?こて1ほ荒陳未キ林(朽代尋言受備貴は引とこて)はみ篠・躯皇室十ろに
 泊斤けうように加湿・透か着1量等の調節刀グ自庄1に普うキ鴨乏・1章.こ.てレ)う。

 享㍊豪ヰ吋へ直一ミめる義は完つ■1字t燥予理に上席Pこた元ノ千一物工j旦に重7うところ〃'
 ζくマはqら口リ。
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 に、lI一一・てネ・1杉1,Iべ,;とご虐.維パΣぐエ石1一=:叱こ・151二11」.ソ.之■1、=.一・'バ,艶

 1)年川三'け一1;・1一(,二I.1レ!.着1・・11{1どこ'll二;l1」rにて1、;)・チ'll/こと1一.;一:、二11一一一1・一1…て朽
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 凶㍗たくち房子㍗譲㌦正∴作
 欣くち、継賄靴し十優知棚マ1あ砂1、献輔マ出州県!こ鮭餌
 料と、し値離帆ていうこと1滴1の幻脇この市1う鯉州こ鰹
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 織部舵まで・して師1加1丁;山一々㈹〕と弐つ肺、と'う刀1とlI31は才机淋でも
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 米産綿■駿掛韓1乍/六ぷ類1抑弓ても1制1弓。よい島1≒に畝帽械竿く紅7貰って.大
 川こ餉のだ州こ/ブクた1〕t舵'。
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試緊項目

①

 .鮭・膚言堺f†製三室試験

 .並ひIIに香託刎耳試墳

自12月3目

 玉ユ月一日・

島装,臓蓮試験
'台1月蝿

 至コ月1δ胃

③

 『「う害寸土・蚕、自責溝田試=

案.

 κ製.造音P寸描" 藤田言己.

 棺宥I.'写
 ノ〆

 逆仰売髭の活用蔓言†うと同時に生差コスト。主に工場雪ヨ幸にっし〕て碇計すう
 こと亙主旨とすう。

 1ユ月5日レ人称業冒の委託裂盗りlI1別カったので一量的にイω宕乞石1アうことグ也
 声、た。

 時・俗毛あナ)たた''LLlリ吊走に前後し.みぞ.れ蹄さ中老Liとわ才30名のセ.子工員

 さん白弓胴腕之王くり上1デ'∴合員互まぎら才た物1雫洲こ口才さむコーラ
 珊りス'3工1に知て仰ぐさミ1⇒はたで旺う・奏まで・桝ど勺'く1享のほ一のとLた

 気協ここ一じでI勤労拝神の権イψマ貰市5ヲただこと・牟・唐か!引込1し、こ11しら

 好工㍗〈ミ.川洲=より確・・州4・丁八)と・1岸1離つτ1・人天
 いまだ一がってな1喧離硝r・記録神立し緋肌締111・砺むし、叉1日、

 約れ60㌃ヌ・・㈱プ壁の蜘」姫面舵鮎の妻1ヨ1こ合うところ臓幸

 業て一(鮎時と押と1て庭靴帥)1訂個締、鵡帥1縦・たこ
 とモ市I決して・迎言て・州。

主.盲

 面1琳暢吾.の姉1こよ祈町榊一一{ま陳(ゼ)・1櫛の柱べ'丁分、

 、:;L,正詰榊・栄養に糾榔月昨池拝つように得榊勺昔気
 .マ・宙全村…,ミとを目的とした。

 干～柵1州撤硝とし・内財執郷、郁1欄レ中に1
 削利エチし二級ハこて酷札一灯し1㍉1戸してこ杣碕製品としでコL剛二

 言亭的ら萩さ汐1・どIう〃1は今負の荷受1=件1升1す績い1寸才Lヒ1一も、完・ブ今三εの汚退
 引一う反省才うと楠寸さτ匡き、時1ま棉1貫く,覧品と同州W1角て一≒÷
 昧亘苛フて1〕礼

 '雛・官船共に工だ・把イ浦.蹄ねレのマ■.榊て鞭、吊とピ師場に二
 出ミすう冒a夢虹τ書順一同乗切rて↓iう。.又、これから庄れようとすう剣迄
 鯛の名寄1湘下御中で・あ誠1!、そ(榊良さ名働」I触れて、肝順逆.
 を盛った命名乞吊末'しτし1……1。

主旨

 魚,互塩j重1すう晴に亀二、より)就■ポ蓑蚕自1女の量膿亙の淳重度〔ヌ醍三笠可否)
綱
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'自.  1戸1一アコ

 1.r天立

 =渚士;ユキ=ス4ラとσ)皮下{斤I互気1]ラ之1三二・rKした。

 ・不試野■械行下で.天ラ勿一一・何片芦界桝え1二・「?)の宇リ集りマ蓉卸損窯・
 '1僚蜘帆1仁衣くと構千本て一あラ1
 .・しれ巾i一'う例まIと切11し1日仰午く師んオ破こ羊馳構1/1ミ戦

 1豆得訓腱斗守㌧

×

>く×

 皇享.員乏'…1喜圭一 い、・尽一㌻11山

 メ.庶人11'寿1一'え'予よプ∫三'・…・…rl、=一;青のハニカす一一フτ・榛乏乃モ丈うrT計グ.一i.て壱った
 川'い、・「三一・1・■パー青1。～」r,風こ■・二.一一一三Lて1種ゴ.・ド)す・に巾Iハハjτ一はζリグ。・今ン札も

 柵痕乏穴リ1こ誉才享して,;三二祈1≠一士一・。卜一'ラ・ぐ1書、硬いす貢ごとに才う。

 ※創戸1書、r・餅ξラに㍑の一ζ.n1;北1年二11洲.ヒ。

 「一{.一次一」と天ソ'1サて'1ま'川卯「{こグで[).1.と三rう.1㌧いミ'(=リ岬にi:し
 榊ミ.二11重〔どさ1一一1リー11帖モ111・=〃,i1汀リ街1柵甲に1草I,li-1州毛の
 に寸べ'さて・あ』iと二=うことに茱.自.'た、

 仰1ラ欣…llI〕連リ:帯一1え二;一言篶一1一ズ・祈二芒矛K汽こ川一才/。三豊

 、∵1∵∵∵1三、、、一二、.、二、二。一,,、川,二㍗亡、こと.、の1
 州;つ中iこ!■.テヒリー「リ1、一11-1」{。∴三1=二I二一…il-1=デjろ■・二111i・・一一び1言{r生きた

 ≒∫1・一1・I・∵'、1㍗1玉こ一、・¥・・=、三・芦κざ'1:・lr;沽籾I中よ/
 E-1・1'・。.!とテ1一・1、"礼二、1'll.1.・、・・ll・二、デ・ボ・一こ一1、亥・鴫し、.

又木1

 .____つ旦__


