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1場長西田稔

 1.、去臼鯨7の鮒時砺弼膏李唐六如一本県代表幟署
 1り11矛一、大書類署査の予崖と適リヤ二次の参会香芝卸こしての発1

 1表1三郎漸賞/常I頃1並つ㍗名の櫛1迭んだそ
 1うです)の朱色傷弓札たことほ何回虞の到りて=す。全書漢ひ'3黒潮伺.

 いも会の諸君茎はじめ師酵・後1か協加化に鮒榊の方々'こ1
 ㌧芋、、中し仁、ゴそ,と六、こ、レ、こ、く、三抑1たい。列、・1一
 ;鱗の鈍、竃靭思榊で職1(川こと。矛・、鯛の1
 .精神亘もって位華乞追めること.、ヤ3、康崎素の助言や協力茎得。

 垣、こ永.をす箏に実行†ること、牡、tい鴻書に従・でミI行衛

 こと、れ、結果乏地域左茉の・鞭1こ泊附ること、'ゴどの心柳

 、州順一でし失う。一

 腿一二たとえれ広一.皇日飾書けい監督・川乍ト優・撮影肴卵

 イセあらゆ会専素が{ろ。て、はじめて交い蝿舳未るよ篶もの『

 てしょう。

 今凹入咳岬イで紬熊毛岩戸とびうお締剛合財人1)によ
 うE…1衰そd)わのほ,も㍉まrて遷二1)ても、どんどんヨもんで行く,こと
 γ識・、真すが''、4Hクラフ・員をは散、な静落や減案組合肺'油

 1:の.醸、州の秘方き.促ωごとにも押し.紬、経験とむに后'

 1け鯨こ)(つ'ぐ水産訓雫1・・学他こ努めら糺るように望み圭す。
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 .戦一後五〇辛∴
眞野}俊雄

 …∵鰍脾搬川柵岬ζ榊・一昨凧'それについては
 ・熱ヵ臓禍とこうで馴打が三だの緯臓戦によ城酬異■漸賊化

 叫・て寵村ら肌)ます;終戦醐ことを絞るとよくもよあこ・
 I声・で生き肌て秤も一叱・一での鵠醐廷さ糺岬で九種戟争に
 匂従軍靴迂し仁功叩、・逓職痢こよ加地こ遂蓮さ水〔、一・終戦i柄旭こて迎之

 まこだ。終翰直前の東取の大堂鞍包経歌し,終戦後はヌ、食糧飢衰勤こ.ミレ}は
 よ号したむのです;一こがしそ犯にヲ㌃き刎え1、.I今はどうでしょう。東京の市街把

 ㍉ま大1ごル勿"林立し、米ば1苅びやく以来の大壷咋差迎え支し㍍一応σ物鄭ワ
 復興はしたかの棚く考えら才しi才しま才が'、まだまだ精神的にぼ'化すじも立直

 、って肌1w〕。

 ネヘも小1掌横い牢のとき栗京大こ鰍に翌週一した一δ、“、あのとき。)孝象興は寅にす

 ばらしかったよ・うでオ。日本の縦二にあr仁とは云え、精神的動指1白岡

 二練㍍、ζ㌫二㌻納昨;胤租下閉㌣
 今虞釈らく勤めで)ξ尻取下の水産庁勤務を退取レ当一制三一お世話ヒこな亭
 こ㈹りまし叫もうすでにそオ1州ヶ月蝿し五うとしてl/ぼ事
 維歓穆榊弓r意機廠を榊舳1則ピ柱琴
 †荻1師鮒麟榊船・嚇粥仰其・並ひ1ρ咋!実呼識.
 勅こ碗靴伽方々の紬勅不熟こと峨下りまち舛識研
 榊ことに従事したこと㍗伽めで・細カ'、何岬し上ゲ戸担宇1
 釆伽榊・識雛毒の蹄ま/n痢虹て凧・呼
 粥帷辛は辞榊瞬仰重雫耳輯こ坪箏仰こ岬締g
 b漕大・船堅の大型九1三よη漁場の嫁薩碑ずうときに巻ゲ試験雑ρ斬邪
 鯛棚蹄鈍燕山あ1ほナ特;こ沖合職に1玄こオ!戦宇
 か墳れれてじ)るよう'です。鴇岸涌業との摩擦:沖合源菜自体1、の内部楯刺辞、1

 ・'く一I一■.^



 いっ出帷粋定、碓の向」二等主日塘して紬てジ〕紬.で材、この肉

 ,こあ・マ県臓糊悌こ蛛岬き餉竿芝扱榊こ叩帥て喪1腕
 と一ころ嚇腔焔榊叩ま茸ん1中犬に於け確私自として
 ・・の瀬葉調整をしてリるので副ビ物事をク、ん左に割切水うようにも層杓帆る点
 がほしにともばレ〕が、'地方自治体とし・では、県内産案の給覆靭坊一であり
 麦す捌う、県自がうが1,ヤ、灯ることを機わざる室一得市、・堆域的に他県との刺

 一舗耐試合洲・蹄柵の県1臓瀞ら臓六で雫業†るこ
 と洲望支し↓)次才で1す。

 口亀、毒僑=案は資本のイセに辛支脅テと二も喬春秋'つ刻ね1ずばうず{、1この才文飾勺色面で一さ

 充分試繋場で一突め、こオ㍑こより替亭誓し。資金面については公庫とが、矛1誘離

 .二割、.iセ銀等二から議増する二1とにより自がらの経営にようて:、'.拡大友滑と脅ラ

 か磁固た鑓δ槻よう嚇共念雫すう次矛剛ま九
'.'一'一(.筆者米産課長}

 拷表一メーモ'一
 .⇒.㍗月∵・l
 1畔猿柵岬さ・棉∵/三カ[欧∵㍗干∵一リ1

 .・羊紙一町㌣㌣こ千ヴ下ア)十1㍉
 ㍗○胃・。∵'・
 ..1連日鰍㍗私職蹄幌'=旭肺叩・`1、昨1昼縦三・'弓
 郊馴予走であ・た外帯冒蹄々朽帥名簿こへ辛琉叩が
 、坪蹄㍗呼㍗牧11㍗二叩咋1
 ㍗咋。一..'
 .・坤蹄坤の陣本キヘ申子1、千蝉生一.
 ,.材)才丁舎.亡日滞踊吠円童桝・



 1亡・.・'・二㌣1ヂ県1.ヲ.リ1㍗'1碑竿
 。・..竹下完一

 '本師/.涌業と卒ば主に峰帝鶴悌氾地方の耀網によ捕
 獲が大静分包占めている功・1、菩のラリI漁業は定置網によるばかりで口く、御

 ,.岬業・1刺繍綿こよ訓点穫以音防舳蹄1制;!当・う批判た
 二二.ツ藺卸こ1・銅樹林県洲発蚊布猷よれ肋鰍れ1姓
 織に川で、.・今よ帆榊噺赤水附近服純欄馳し当廠1!,嚇

 、繊独トて溌叫繍榊と'1鰍榊1し醐臓司11於
 て締雄牛予紳今虚の瞭i捌て1寸業の鮒鮒弍漁
 蝉椛口の横;燭こ嫡し・生タ時りを縦〕隻一～61駅至イ/榊触
 上げた目もめりしと看う。ヌ1率3、魚叢はヲ。年以前に不潔めため、腐絶tしもの

 'の臥天繍竿泄与紬1て1鰯1発て繊した帰納1則
 と記されてむう。

 1帖ヌ、遡奏鰍悪業が駒牒1ごっし一iで童饗せ漁業■碗rたかと云ふ率について

 麻・尼島県氷産着胃萱亨艮告書(閤〉台兇与塀二)によヌ1じは「ヌ大県庁弗、魯衆げ嘉並漁業につ一
 '己ト

 .し〕で浦ヌの組済包東弊Iづ'ぺき産額績多衛る漁家は実友㍗11寧漁宋芝措て値に編た
 1心柱。・藍穴虹)棚く麟.って蜘鍬により多癒多螂こ榊.漁職麻併に本
 三沢.に亘る真之jヌ名手蔓ヲ箪呉・}、慕瞭…こつリて同葦一!こr挫姜1_1,1は川辺評

 ;一目髄の地ここ紬噌榊2藩:P之にll(くi'穴1亨嶋11及掛、鮒111辺正確㌧

 ミ箱んど昭稚jj甑泌もと云、;、吉1不↑なr、㍗。ど記て行い織二、一
 、音鮫置餓より鮒・剣1鱗の献体集'燦;1{l1亙孝1ボいた㍉い{3/
 此の鋼什潟業は柁の浦業でも一そうである洲柳ご絆亡盛衰一の峨郡、宮う涌素否夜=

 ㌶線1∵柵㍗:∵訓㍗て紙㍗㍗㌧
 と....さて、こうこて.主管去に癌Xノてあ■・た.爵1炉浦葉1・白魂二社ではと'うなってい言だしう一一'

一年一



 力Noこれ芭三.魚蔑語た書トの」二がら乱る}=二列国1に1示匂二通.りで、町鞭281字一で姜・94『万

 貫で椴離岬抑∵,叫辛は内、之繍幌綱は卿;島っ
 た獅獅坤の鮒岬1怜よ、1約眠瞬柳剤㌣と・
 轍干榊巾総縦1秤郎.瀞紬用状暗礁魚鰭の
 1、ふ～3、挑に柿布全浦類中井r杜で全体ク、ら賦・と童寧と1楓元棚)汐、も

 しれなレ㌧本県定置漁策の消蕉1ま勲1甲の痩吐11こ六部の綱が麦配き才し、X,魚価の

 点叶て聯に贈1合論で殖こ雌た舳1蹄呼繊1こ系
 す室弾性洲うかがわれようむ

 師漁網くは榊榊一ク・鞭日本州郁翻網で幣才1てい
 未=ほど'で従1て1滑の豊凶に刺すう言彦や、1叉研1夜串蔓笛、宣迂味膏■榊)傍=識放流寓告

 大分布棚m1嚇1未獣走締華賦にも解・て1伽ようであ蒼伊
 鄭甲の標識慨斌全国で4ノ鮒雇.旗液きれク0腋.岡櫛され忙σ);榊こくらべる

 乙締靴辮に負レ1。本県そ1もタク尾放流工札W朋櫛されて/)る。本
 県で掬社札た鮒洲セ県で南榊きれ帥1丈1厘もばくO椿長く移動眈壱の

 でノ93杵3月、内之淵咋沸松浦腸で敢流した右0)刀ω0日経て恥宰の職

 1こ野師セで榊さ机、叉榊り仰柱肪浦で放1元こた舳1ソ1;・舳経て.

 惟のノ2月鮒三よj1師イ〃う帆㍗は放流してもあま'」餓
 なく阿し踊駒＼十ぐ近くの鯛で師粛されている。
 しかし化県で嚇さ札たもの1ま本1師音く岡捕さ札て岬。遠く1ま酬農

 戎鵬矢蝶で淑昨の榊賦1意膚芝浦峨師岡補さ糺て/lる一。別1職
 は械仰流一レ叶臓は他県肋肥こて本県禅1枇脈洲包肘洲・
 てあ鮒町キ欄ように虻」二した舳1満く全知卵し帥ごτ一1弔捕畝て
 レ締。ヌ、大平津側の高雫県下で放流されたの力1u'σ～2σ員の惰iに内之浦で筒
 挿さ札楴腿峨で前して1)洲験禍岡方師卒111たの㈱
 川で寺/仰・長〕ηで11柳。肺経て斤癖・雅禰で鰍て1〕うよラ
 レこ1ブで洲1垣洋室1吊下す鼻σ)1工・長騎日を軍し一てリうのはなぴであううか?一;我ほ

 一度丸土こ次に南下して果うのか、・ヌばれ洲両津牒が主な産・釈瑞言であうため
 一δ一



 産∴甲のため滞留し踊下に長好日互寧するのかも飼]オLなリ。

 I又、1岬鯛こづけ市3靭噛律、か髄さ札、千年焔肺/榊之ス
 平0トビ材輸蹄て鮒ま干予櫛岬こ好怖佑1け舳
 劫1,.符昧県獅鵬として駈龍最聯てある脈蜘こ支配祀る
 こ㌢彬いと飢う札て/后、駒伽ので正蘭ことは取帆j州之

 ヲ1蔓デ面柵昨レ師1鮮晒いして漁榊凧沸口あザ
 又、漁獲量の竿刻眈見地ず正し・レ1同期はみられ帆)にしても/タ姓年1!9〃

 ̀午・/沖≒Fと二本県の場合は:斗左手レこ逆ユJj互難fカ下あ㌧ら4」るよ1うて一あり、こオし1二)の

 中年がらして大隅海区の鯛踊場刊よ官正和高気J県下の須況芝鞠南海区'ぎは大一
 辛洋側肋諦鵡挿鵬肱迩く莇牟に知ザ財測蹴と硫瞳え
 九ば椚力)浦約僻が堆鮫1崎の孤鮒弓う礼

 責(図!)午列鮫、喪九一..I.一.一'一全国書
倒一一本県
..一項
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 ブリ・棟識鼠の移動図
 (帥・本窯剛紬みジ.
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 水産業猿衡改衰欝砺隙1発夜・余

 市5何全国不合に出滞むて
 …リ1一口二市正

 緯櫛徹臓と水う言軌す刺こ馴>・・鞠/iう風ウ・市舳一
 キの後水産庁の音頭によrて全厨的レこ苦ンとヤの効果在牧めう影るようて名リ航
 今までの・浦業一ぽ長レ)」司にヂ年らオLた豊富す経験亙…善レこして、弟団から子へ、テがら孫

 へて角えう林た、nわゆるカンとユ'ソを青色文す自ワなものとし'信こ'て麺竈わ匁リど看っ
 たことか11多くあったこと1ま戟・のようでIあります。
 し沙し¥封じでも一音Fて1は已文`良と云うことほばさ4してお'り芙すクY'、こ甘しレまあくまで一も個

 人工ケ亙もので、全イ本的に善及させようと一才ることはプよがったようで'才。

 こ・心く新㍗リ表)けいた技術瞼甑の戯も師よ汀気がします1さらに

 芦鰍符つと云うことによ・て二合ま一でに腋し麻ことに1しエて締すヲ
 楕会を参えられる幻げで,こ①ことは今後の改良書・反への良き刺野とも首うれす

 今度1幌表会は昨年に別ミ続く才2回的ので{,あ。て、庶騰、県州ま西之静r

 の、岩粗大耕丁.癌稿に淋る1・ピウ入漁業帆腕について」を発村るこピ
 'こ打りました、,このため同君と同道すること}こね㌧りこのネさ・倉き僻たオ)けでありま衣

 今回粒すべ1く提改姓蓑榊6つ仰ご梛111、麻1催巳纐締てI、こ岬カ'ら
 餓φ整。てい柵汐I'8主繍嫉の字1;索蹄柵て榊得でき寂これあ
 島の㍗云1う2っσ)礁イ粉)鯖1た33件趨紅発表蚊たlhけてあります。一
 発表老の申に1よ7り才の老人も二民り、4りオ・人士の発表清が・18人台あったと云うこと
 ば、粛材青年によう発表含ビはかり1冒1てレjたた''1ナに、レ〕さ∫が撃きもしたがし
 ・こ=才しら01)年ヒった、く勺0)石炉1宛への希牟意・}こば瓦頁が“1丁う思}}'で矛)りまこた。

 今までぽ改衰普及。)推;重は素ノ手と㌣の組織にり⊃だ杓ら机、斉耳の奇冬意に期待.二
 .さ机てし)た.わけであ1・1、現在で吃レ～汕こオ腫。ありませ、〈ノ。.又下方.壱字却こ苛

 しては伝.承的技術よト・赤沈11う11一し勺'レ1保中内勺しノ・夕と云、うわば観念。的輔一

 打ピて閑人も/)まこたが、＼今回の発表会で刺土手駒情年に方1うな/〕熱.一

 …δ一・



 意を持。て疲弊胴臓鮒打岡へ寺年と相携へて研究して行くとゆう傾師こ

 禰ことは・こ?卒業の.⊥・叩芝て倣いで此'。
 今度の六会て＼李寧代都)岩坪芦ヅ幸に弓}人か受賞宅の二入としで矛掃杢済
 締±虹紬雑こと1ピ1紗繍昨き,一1トーつ州牝ノ領わけ
 マI、同偏の一一一人とこて貢.こ一び!に≡1・1=12.コ1以、ろ・'w…

 新道期待朽次十了一あ・1〕二才、

 亭二1蹄桁=影!中11・;1・∵一}ジ・・〆∵ソ∵汀一1;・・ピて一秋
 一.'・1一.1・3リー・一てi≡1・;・一r-I一・、.'・㍗∴・・三∵・了㌧チり=ま郁11

 こ1(ギ)こ・'・一一・一1.lllでll。丁イ、!lt一一っ丁.ll∴:1邦、り.1夫仰鵬
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 j箆児島鴻にカ争1.ナ畜力すタクチイワシ

 日伊舳㌫ピ押ら帆〃べの産柵こ一ラ'一iゴて
1{'.一一..伸綿1

 i、鰭ま一

 席兜、.綿て一酌タク千駿駒辻葺麦も重1瞥批コー八一・に好一三Iてい㍉伽I
 卿/〃坤締1隆卜環として済州榔籍牟,交祖て脆ので
 締の二部とこて産細靴郊瑚こγて輸本引・.'
 浩一i本調査庶旅大水産I学評隼人赴の湾内観漫1に一賃率して打っ仁も口)マー街1肩刀.
 に机深く戚鞠L鵬妹します。
 見、調査方法

 30年3肩之リ31年一2月計て・毎月上句(7月の調査を欠く)湾内走叔3D点に
 於て⑬綱を阿レ1丁20犯'vO帆墨壷曳と行リア亥.4.マりン固点♂)烹.卵{、譜伊
 豆楯幽測定した。採.笑む那刑コく湿吋冨条量の諦査わ行ったが元一声の取リ

 まとめか終・て閑州で1産自叱海棚!菊係にっし〕て;;1後1こl/・挿ウ

3言唇節果

 1)産卵即つりt
 結柵.μ也I!、以下に礼た雌象1こ茎1〕T一諦す炊17柵離

 でき醐＼アだみ麻児島浅に衆仁〕ては固年産き柳行:わljとていると尽力丸る干
 就1中柳う卒参く/1リド1ユ冊慨,、馳11!沸岨馳牽一
 く35杭一影て閑。榊陶1月は2%てI大きな忠二くピって順も肌

 川飾株織帆I7炉2月戦ε%.に州て寺2位マ'あさ・早・砕集
 ご札た.稚仔の体長縫固ぱ2～・15州。1で4舳折佼別リ駒剣1〕翠工と'が

 ら推して、帆り相当.塵肺札ると打よいの・で,は則ノ叱.雇う。手向

 の馳舳馴噛麟苔干ナ榊鉢通して糾・滞3ダ
 昧水て鵬にすぎ則。・・;二二一
 2)榊つ柿にっし)・了,

 '二円一」



 鯛湖軸域肋ζってレ〕拭う怖鉗牢靹月(靴岬
 統僅岬らかに鮒榊倣・ピー・・～一3σい叫包即昔け尤
 、雌牛糠ゲえI./ク～・噌辮の三脚伽す駆域の一点当
 りの平朔職集歓で丈率き求めたも打がフ1地2で1ある。

 戸に.
 工湾口でm淋止採菜さ札邪

 士毒1ユ及al11中夫部で夫や側%膿二、絢菜ツしる用
 具中央都及び,蕩輿で天女物%レ人ヒ採集さ軋る月
 並糠でI刀洲月采軸糺酬

 V湾口及ぴ瀬て未々榊以と採集さ水う月

 の5,つの場合を考一えると、皿に属する月は今。け月、工.に属する月ぽ6月、

 皿仁属すう月はポザ限月、呵に属する月卿O■い1片、Vに属する月

 Z片となっ.てい引二札よ!納での圭勧1場臓解3・斗刊〔3棉
 1中米静ケ九、σ舌・ε・I7は湾口中りであっで中央害Fでの85%を占め叉3!年3

 月の調査て1ば湾口卸満%臥上となつてレ)る〕ぱ湾口静であり夏期ε財、づ次

 矛に1中稲Pに移り釈期砂わ冬期rこ満喫.冬がら着に湾口へ移動する傾向がう

 が枇㍉これは麻鴎師仁1奪断・鮒こ碕雑柵沸よ明ら仰

 赤外集悦職馴ヲわによ訪っ棺欄叙帷長蛇異にする州＼
 海猫腔・生態調査竿騨肘帆は不榊あ引
 手;摘寧・

 1)・麻児綿こ染け抑クチ蒜鮭の酬三■岬脚3月来調章昨→氏
 ♀).軸て1ば岡唯卵され酬、淋り着1こ翻喧多く、案訊温のr月に

 、、二神ケ/㌧'
 叫.主産鵬/坪糊こ牢し着賄口・於冬臓拝とな・てリポ

 添鯛2蹄戟離書店鵬雄構所湾1破く嚇蹄修
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 鹸州自養締紬櫛衰1三州弗1丁1・譜伸予想吻1・七鱗
 の畔漱峠停。和111牢嘩1グと干畔似1峠

 ."対セ呼1砕呼坤う坤〆う1.思1締叶芦歩
 自り携汝乏詩う三とマー縞。.今の餓徹静ここ札を誠挿こと鹸翠

 朽知札叫.神.、て守帰岬釧亘業とする今三にI干・.一軍に一珂る
 月払1て!〕訓加舳/いつ日仰蝉神船㌣岬
 に粗て!剛=牢人岬㍗.外平呼沖呼
 れ言必専はある史レブ。。

 や鮒暖北でし)た㍗;1職の禅師舛畔和
 即1瀞絨叩こ舳毛導?噺レたこと柚一ギ畔印
 帯に糟に歓呼有して')う帥・1坪†畔1・幸手!〕印
 や紙入剛球叶1ブヤ!て/帥移.債弓糊服
 甲叫一苦呼し)たずヤ'こ輸こあ三洲し芦川に。こg一
 視築は姉酔1宇材の呼に㍗ll!棚であ㍗.さて珂触手碑
 し柵率岬.醜で繁きと胤†と痛か綿1逼三斗咋
 叩と竿・=紙惇宰帖・と言切鎖の卿附郊
 楓.卸・・叫帖けら岬φで柵こ柵こ触の運畝
 あ与泳串紅卿こ新し/〕息吹き乞剛1よう蛎叩で1則
 のだ1るるか。年冷と似合なり剣祁主義で、塀沫に対すう計画Qどぼケしも梼
 与含亡て〔り一いのかと考え一させらメしだ蓼臼命差の旧式一す瀬浅で涌カ1'宴くなさ

 と・追納漁削影響だ一こ訓・自楯す洲三御す亨蝿城柵〕。,

 …幾練練サ㌶㌶し二二千㍗㍗㌣的㍗㍗、
二23一一一一



 ミ映社会、主沃こ,、軒迂こて,ヌ/、4、。漁効目追月券て科学賞与、こ合理イしさ

ノ

 戦/〕き…こど確証柵さで緕う!茗ゴ滅失すさことば、妹1.農業
 緊秘の聯瞭亭向仰生存曽蝋鮒べ歩綱す諦'東Σ招くも肌一
 劣る。一・・グ

 書'牒Ω軸液辮で縞と共1こ、斑σ)漱澁ゴ岩さll/二歌才うこと
 は多鮭な遮室立とるた一つうが、自分速の瑚二次をご、つかり.見直す腸期に末たので

 rまな・㍑一㍉札一よさ行1次・立派.蛎階が完全に遂行されるのは、

 省皆一さん備え訓岬こが・・了/)さと.冒I舳ます。

 ζ㌦町ルこ炭と団結所1挫札た!,1棚です。
 や;一j一・.(華字麻鵬県紋繭務)

 、11長…石;蹄1本最一山一一一■
 ,人ルトド穴Ilに案隊1/た獅究所マ1よ、れ・材締け一

 こ一さく㍗!としてい㍉1
 ㌧、W。、串影リ・、、灘、鮒こ1、三、紅一/、ミ'二1報.、耽,、、…

 ド.裳!.。占五一ブ川二/有三!l

 1炊卵1う主事締出…1㍉箏糺たたわ;二六き榊、松祉.が一怜1・・
 声一同帆えこ写rた`列き工汀㍉
 し昏繍鞭雅秘汗!/㍗ントドサ、師こ、む一一パ1、'生(,
 「一一・、、τ.
 iゴ様σ上,t…卜博士1'丈・この魚旅0)消長ピプく洋全滅1:オiた、(・一一杯

 ド調い用いしてこの碓所け気戦山矛洲「
 llの締がい掃ので納111かと怖:注誠払うこごに'Iトし昔

 ギ。w〉トド大榊石時十酬寸、含鯛締〃雅酌穿鮒
 鋼羊I靴究辮鮒伽と得て行う大嫌蜥で、漱iこヰ・・と滞蜘1
 斗二蹄辣う二す切で・掃。一
 篠この雅帥に獅大平)羊で活量カ川河メ/榊付タ、政戦リ

 1〕㌶㍗㌃不輸ラ㍍1㌣一



 卿竿、膚癌児島県海苔作況一
 …前田・九万日。

 鰍相鮒こあさくさの1摩殖の衛艦、、1黙ると共1こ李・築でも蓑敬一
 ㌻含めら机綻に産業員り発褒と,堅さに至ってレ)う鼻し七あうが“、ナ搦ウに些膏商戸長

 に躍ら下旧前燕楓こ斑さ111場く鮒圭雛晩し瑚ハ魅
 本県、に、秒1ては気年の雇郊.持つ米お較はじ州内川口・庶堤、島漸俺処

 双一㈱鮮で槻横、乍ら・萎歓柱れている肌合午、鳶の作溢鯛沸ら.
 亡こ.よす。

 米之津(出、水市/

 本県の生産、虻であ'、'雄一の種テー、娯てある当斑先てば、」本年蔓渤箒県一■熊本

 戻・値・賀県マ礁.内業二割)種子仲・榊洲した。鮪ゆ、弓δ度出淘(温は種
 別1す殖組(23,払下)とノブリ、昨字より3目通札刊月12帥'悔嚢テ何1ブ

 洲脚、冶され、!リ芽の蓄庄!枇較的鮒一ξ1綱禁(卜詐のもの1こ1弍萎.ζ過ぎの

 .も0つもみられて舳洲が'ら着丈自への挿醐・榊れた。移殖徒水平;煎順調

 畔舵みた抑伸一群W/・喜一の・鮒(皐ま洲病?)湖1r)挫1殺的に生
 育鵡くを縦帥叶.ら糺洲魅あ尤(種テ漸ξ胴鮮八日丁歩)
 ゆ月下旬海苔芽墳歯結.呆

 1†竹茨1手方糎当り3～25ケ

 浮繁一.・.'・'ク～ら2ヶ

 綱填・5一～5Dケ

 之元業掌の連込3ナは。稚1繁約え.50枚.(榔繍僻1もの)㌣1ソI棚σ1㈱

 本・すだれ穴2σ枚I一こ一一河繁で一ミエ周来によi1流失こ.ξものう・㍗リあ寸。

 刈ろ日.沽2き凄首騎り漕竹i植距示して/lた海.鵠木湿1ま1σ月
 下句辿ユ麦朴ら2C度ど低下し、i1相こ入・て2σ刺入下となj1一中'引こは17

 芳か榊度とi1願・㌃1弁アを.脚■1貫いた.、グ1'(ll、榔口蝶果鰍う糎)月一

 1町jこ到職賦榊終創プーて足;紬の臓}・硝・1片腕j己き
 ㌻し25犯村紬声月報柵辮擁1さし・芦■・(i≡戸下'百I帥寧氷湿。
 ■'一rト

 '一ぺ」コ■.



 ,工㌣Iこ榊～呼卯月1こ1㌻。て季柵吹付=、し帆晦誠
 が昆=1うれだ峠たに郊遮渇こは随報～今日市へlc1夜て一布1杯1く

 湿羊殆〃支州雌であった々蕗(織)暇絆2じ/lla示こ・
 前与の2オ長に較べ一て伸長はよか一コ斥桝、これ1才低水遊に秋んで一あζjむの

 7色調思、.縦確1坑■礼て砧下、駈猫と膚t沽だ。こ
 れ:ら肺蓄の、紬I到;ま柄札森にあllタ樹!、.根締の,縦け死滅し流失柚の
 榊すら呈しえ一このモ柵日初与二λれと舳1ユ肌ε蚊約、1κ榊〕海・旨

 を雛しヒト方貸一ケ解は生責・穣〆・マ黒く最長曜械列七(○梢在す一う
 .維切竿1鳩苅足ら糺た。こ札ま:列耳:こ意い礁・工11,で亨箏す1吻拷
 圧1中将士踊剛よ;一転洲・紋星ら札び鞭う汀ま睡・ヅ、rl†旅く
 遣込什フκ位七'赴くな;=蝉言交病の.果因とは異rた傑作で1断ラと一衛卒コま…君難で弟、二

 るが寸舵げにf洲した辛で刊,<の榊離グ・干蝸チによ・う障1茎1
 球■素1二く原因と日フ1・フ?'しる。12月11日1二二定の・江水さ温三言～幸肴こた5寡沢二期よ蕎1こ1…)痩

 含に上率した牟“.寒淡1こより・今瀞～{ゼ(不・守定づホ1湿実化迫下一際、併二固引二

 は・采七13衰台と1極めてネ1妄可宣匁フに昼実化三示、していた1。福之江泣え.で1刀1丁円

 環在約ε.1蝋棉、平レi洲は一3;三山鳩採jこ篶た。下'{一1こ海ノ/二湿iま梢ぐ葵

 ㌦富きこみ士て吟塵クv)月.末ρ.虞.迫・た下二一だ。(ρ月21・三妻庄抄衰■・碓{ぺ、ポ,・

 ミ3、舳核ジ月5日1こ1て1う,猿・εヨーこ州、斗衰と高・≒く道ご箏・一(1・隻111子..1士喝

 二べき状態どト、π一まっ'て、殆、㍑含べての鄭判.よ汀マ鳶川こ1)ミニ11引(..二1た

 汽ノε・誠¥朴臓凄案によって7・巳には婚泣、31ヨiこ膚磁芝ソ
 3)大雪(穫曇115刺と川ノ1〈遍は怠、激に低下し箱.桃〔書析潮ザ;1二5.㍗

 の値氷湿乞言三鎌した。適当一な蹄雨積雪・1‡坐坦フ1モに乏レレ〕東蓑方の増刎三東こへ

 他1<湿と二相窄11て、海苔にほ靖適.q海)兄とは一デ晦札首も・治重ク星/亭止し。湊

 殖鞘リ・て采己(1祁眼在言㌻1舳麻入榊紬木逓1仁客肛
 湿の天候一影襲されてい1『甲句にはi～受と云う危険木遣とヴrた。下句三
 ～リ虞上下走が.乳われ低オぐ通と共に寿喜一の色…舅は交移となつた。グ1一.一部ハ浮

 育に鱗鰍1ワ艦みの榛・.榊一うれ.討う1こ?㍉て天目21胃上名1人齢上
 一耳r・I



 社共;こ鰭1掌鮒こ邑1町撃、制コリ筋秘珊弓葉グ放捌
 びと<靴1一触吠さ慨㍗1ズ坪陀秒て葦;ぺ舷ボの禾
 鮭狂打払うはって稚。(3月畑粧綿μ〃ポ甲句〔摂
 節風池定さむして5ヘリ層1室示ししホ浦れも停止杓鉢口1し至評1t〕乳モ11

 蒲郡くなっ餅伸長植付け矧L5山■㌧ウし・たll;筋川まえ涼護衰によ
 っ,て粥隻ζ飾獅材でにア木ほ1ごし1エ灯/山フてしトた一
 2肚匂蛾襲沫て一法桁ε一一;c前迎心証あつび柵蛾弄ホピ汝

 苔0)竃澗思F〔て流失すさもの多く4蒔殊できなし、駄態とな?た二一一'1片=、一目ガ

 1二摘萩付§柵こなった。'剛馴海苔はL竹串に弓宝く浦紙めと剛Q

 し〕ようてし赤、モぐ、■Iε言罫消々元な圭律動1てレ;た,千チし乍ら1刀㍗rハマ咋瑛1刻去虐

 ゴ㌧〔え土産締2舳σ々
麻児蟻市

 綱瑛〔米主津種テ浦で1未熟予付け)は11月ワけ移荏し茅考ミ友ギで肯づブく1育

 悼列テ靴.帥宙一之ニベと∫i剣く湿雌下廿荷調臥姓木1土弓馳1・ク洗・

 のかうに戸1ミ日訊わて塙採した。株し12月末ゲヘア↑(ごトエ1ニニサ)1二憎生
 二榊、列国餓陵紬こ航て,1抑匂早く鵬〃青ボけリ王・'て
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