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 ..∴型漁船に対一する.制度離賢⑩I隆

 児島県に誓ける現挽について
 (第一2回西日本漁業績i済学会

 3‡年/!月イ8日第表章料)

漁放課山下知昭

 本黒産業中水摩業の占.苧.る.割合は・燐美人口比において
 "%弱・生産冴得率㍗7争一下叩水産業.を沿岸・沖合
 遠洋に'区分してみると遠洋の漁獲量は第2.表に示す如く総

 漁獲量の約半分を占めているぺg畔漁業二1ま枕崎・山川・
 串木野、坊泊などの輝協を中心とし平、かっ雫/.本釣、ま
 ぐち延縄漁業であり・そめ経営琴模1亨/・岬未満の漁船
 を主体として、最近は特に39屯準率く:ろ漁船か急増し可
 成り蹄成績を収めているが・自亨咳力に乏しく多額の一
 融資牢受け・て…い血中。小一企業体であ5.㌣雫一の経。営は必ずしも
 安定していない。

 一方上記遠洋漁業尿び浄合漁業・を1羊隼午する4漁協を除
 いた、県下沿海98漁協は、本県周辺の、準岸4斉釣、延縄、
 ・一網漁業を中心と㌧た沿岸漁郊従雫・ン三二率誓の漁獲量は逐
 年増加の傾向にあるが∵沿岸漁業総碑琴高臭漁業.別経営体
 数を比較す手と依然として低牛率性に亭三る叶が窺われる㌧
 (第/表～第3表)

 この低生産性1ζあ.る沿岸漁業一を向上させ.るため、県にお

 いても昭和25年以降沿岸小型漁輯に、率カイ字g資金貸付
 けを打つたのであるが、燥.財。改⑪青況一に当。面し中断せざ.る
 を得ず・当初計画した謙傭の改善・蝉.午とはその目的
 を十分に達Iし・得な一かっ一た。

 また、現在県下沿海/02漁場中、信.用事業を打ってい

 る漁協は50一%'に過ぎず、.沿岸漁業を主体とする漁協では

 漁協自体・での資金課慈は困難で、.沿岸漁業に対する1設備償二・

一/一



 金の融通は制度資金にたよる以.外に途はない実情で李る。.

 なお又・従来の系麟盲融資においても・かつお=まく干漁
 業の漁船建造などの設備.資金については、一応順調な融資

 が行われ下逐年貸付額は増加してきたのにか㌧れらず、沿
 岸小型漁船に対する設備資金の融資はほとんどみられなか

 ったgです。'

 次に一水産業向融資状況をみると■.第4表で公庫、系統、

 系統外の各碑関別融資残叩推移は判甲するが・農林漁業
 金融公庫からの制度融資である農林漁業資金の占め.る割合

 は・2、ζ予から増加し・その後も僅や)㍗ではあ叩伸び
 を争せ・雛絢30%弱に雫してしニポ
 この農林.漁業資金ぽ一29年と32年を境に可成与一の伸び

 を示レてい亭が、その原国は奄美野.拝復婦に伴う一役輿資金
 .融資一の取扱いが始まつ本ごと・、及び.沿岸漁船に対す.る融資
 が沿岸漁船整備促進要綱に基づいて開始され花ことによる

 wのです。

 1この中で特に沿岸漁船に対する整備資金の融資一状況・につ

 いて検討してみたいと思います。

 一帯岸漁・般整備坪進要輝に基づく整備費牢の撃資は・従来
 制度融資の恩恵に浴することの少なかった沿岸漁民に対し

 て、その設備の近代化を図りもって漁業生産b向上と漁家.

 経営の安定を期したものであり、.沿岸漁業者自体待望して

 いた制度資金であって、借入申込は37年度から始り、そ

 の実際貸付は32年度か一ら実行されている。

 1申込及び貸付率雫額(事業費㍗・戸).字
 3/年度4漁協/ン董決定額ユ01ゴ0千円

 32"/.2."8半〃
33"/8〃/30〃

 34.〃!8〃一/!9〃一

 言十棄蔓50着亀1魏ご#4隻

 29,㍑0〃

37/39〃

 ・3‡きし;0〃

 /04ノ.三9〃



 上記のうち実際に竣工した.ものは、第6表に示すとおり

 337隻、借入総額99,//ク千円となっている。

 は老朽漁船○代経建造、・代燃購入、三.及び所有凍船の蕎滴装
 備、換装、'並びに漁船用機器装備で・あるが、代船建造が全

 体の半分以上の567%(このう二・ち大・型化が80・%近くを

 示す.)を一占め一・次いで機関装備、.換装の3・Z/%とな戸漁
 妬建造、和機欄壌傭、・。換.装坪殆んどを占めて一いる乙と.は、∵
 方では無効カ漁船から一の動力化が可成りI促進されてい・るこ

 とが窺える。

 この沿岸漁鮎撃催資辛の借I入れについ1そば、,麟員個
 .個の需要平各漁協単鮒砂紬めて1嶋蹄拳乗騨公庫
 に借入れ申込みを亨・帥のであg・当初手キ漁～…1ひれ体
 制が十分でないところカニら・利・用度も=帥聖づたが・次年度・
 からは組合員の要望事多1各漁協辛確1婁1手雫入れ体制を
 一茎牟、資金.需要も汗牽にな?た。.、ご.
 また一方色娯されていた借一入資金の償還状況も貸付条件の

 水揚天引声!か午.り師されたソ欄1!吻㌢灯きポ
 帆この制度資金納1坤率蝉寄夢欝果・につい

 て・.干の資金の需要が多かった北薩・熊毛畔、㍗…
 隻を雫態踊糞、レた.と一己戸、一率ケ表の如く融資漁協論平均で
 ・!3千%か阜1!・71ぞ1牝聯岬船の率カイヒで!㍗%か
 ち・・呼%・と・水鐸・締の郁雇牟㍗る、'=(整=阿と塵備後
 の出漁日数・従業漁業種類は当然変化してい1=る1が碑合的な
 .伸摂とみられるので、水揚金額の伸長率には度外視した)。

 この水揚伸長を漁業種類別にみると、=小型桜船底曳網、刺

 網、延縄、'釣漁業が好結果を収めている弓

 以上の如く。.一応効率効果が良好で沿岸沸挙振興の一端
 ともなったこの勧度資金の融資も反面問趣がない訳ではな

 い。一

 印ち、この資金.は、菌記一した如く漁箆を通じての転貸費



 金である一と二こIろから・・雛竿済蝉ゾ周産・事業鰹カ
 により借入れIも限定ミ'れて来恥こgこ・牛ぱ.・過去4年間
 牝延50漁協え貸付ポられ走この資金が、実箪的には約半
 分の27漁協に限られたことで判明する。(借入回数!厨

 は・。・漁協・・圓ぽ・漁臥I・回ゲ午漁協・4則キ!鯛
 一方水産庁の計画1承認を受けながら融資申請速レーなカ)っ

 た漁癌は、・!j亙漁勤もあ抄.、、ζ机・ら,は主に定置網漁葉を主

 体として:いたどこ.ろ二で:ある。定擾綴滋業'ほ、近年二梧当。の一激

 ・蒙ζ褒に・悩み参観の.債務を隻い、.・漁.協の.欠:損金誉'大きく阻
 ̂壱の食器琶偉観湿記微冒κマ、たカ.・金融灘関の信用をな

 くしていることが借入専込不.可能の最大.原因となっている.
 が、漁業転換又は漁業の近代化を最も必要とするものはこ

 玄れら不振漁協の組合員であり、これらの沿岸依存漁民は放

 置され否ことにより1、ます.妻ず窮地,に遣いつ倣ぢれ'ていく

 状況1と一ある.。

 こ一のような実構かち、県でも昭和35.年度から中小漁業

 振興資金融資要綱を制定し、従来沿岸漁路整備促進要綱に

 .毛一左づζ農林漁諜資金の融資を受けられなかつ一だ沿.崖漁・民

 ㍉に二1傍漁連・漁協一を率以設触鉦率繊金=を資材け設
 ギ、二値の近代化、充実一漁家経済の向上を意図して抽一りますが
 導こ⑰資金が広く利用さ.れ一、所期の目的を十分果すよう願っ

 一一で一止みません。



 （第1表）経営組織別陸層別経営体数
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(第3表)
経営組織別階層別漁獲高
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 (第5表)・
.農林漁業資金融資:状況(年度内決定額)
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第6表)
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 (第7表)沿促整備漁船の水揚伸長・状況

 1α・・1ン沿促漁船

海区1,北薩

 区・分に乖均1ノ幕幕吊紬紬義偉川～紬
 二一一。二==こ.。一==一===一仁======ビー=二=一====ニニー__二一_…

げエユ IO,ワポi

4・・'

 5I一 ■ユ2ユ3dユエ㌣
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 .熊一・一、手
 1=一隻・・数和1ン紳均馬土=徽義高紅/;識鰯俸)伸長率鐙

 ・一一4

4

ユ,ooトン

ユ,99トン

 師qトン

2,99トン

..遺促漁船 25

 ・Q,8050千円。
 一0一一ギ…'I

-O'805i50

 禰鮒i, 8

舳千円1,400%
200 400

 呂・O、トン沿促漁船1ミユユ・,

 、1竺二本
 ミ㌘工㍗輔簿十ザTr一マ仁一丁∵一一†一r一…
 r二…・転面蒜†=烹工=:二二:コニニ=一一読す一千^責τ=ニニ董ニポ荒汀…===十一議こ斎斉一音…^

 一禍鮒∵■r山ユ、、、。石.、。。。.
 (註)沿促漁船・とぽ沿岸漁船整備・後進要綱にもとずく制度資金により整備された'漁船一

 動力化船とは同上沿促漁船中無動力漁船を動力化した漁船

24斗'4163一 ユ92

.(第8表) 漁業種類別沿岸漁船整備実績.
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漁況月報(5月分)

漁業部
 本号より県下各地の漁況をお知せする意味で本欄を.設け

 る事化しました。資料独漁業部負が毎朝.鹿児島港に出向い.
 て行う市場調率.と阿久根・笠沙、西之表その他の地区に駐
 在する沿岸漁業改良普及.員諸氏及び串木野、山川、枕崎漁
 港駐在員各位の報告によるもので、今後本欄を充実し「一

 目でわかる漁況」に育てたいと思}、ますので関係方珂のじ
 協力をお願いします。

 激東海サパ陣ね釣

 終漁期となり漁場は2.5o-4・5'亙、/22.L-38個中心

 ・の農林漁区5孝9区で集中操業をしてi。・る。.5.月入港船は

 I!.5隻38全/よρ晦の水揚で極.めて低調となっている

 ・=澱沿岸サパ天秤釣、I一反延縄

 小型漁船によるサパ夫秤釣は屋久島沿岸の各曽根と種子

 島浦田沖合.の2漁場にて操秦I(ク～8日航海で/000陣(・
 2000陣)の漁をなしている弾こ漁期は例年に較べ栢く一れ

 ている。又、サバ延縄は種子島浦田沖本岸と操業していて

 /隻2000.醇葎。度の漁.である。

 澱三しi小壁般マグロー軍縄㌧.

 .・一小型船(/ρ一里鎮トマグロ延縄は種子島東30㌔)40'か

 }'ち都井」晦か靭榊)て使押体数卒・l/位セ・貝・回大網
 しキハダを/0～。20尾(体重/0I賛内外ブ位の漁獲で小

 型船と・Iしてはカ)なりの水揚をなしている。/航海の操業は

 概収4回てあろ・.漁那幹雫クレモナ3匁程度戸00尋で
 ・苧・本付である.・・鮮は小アジの生餌を=鯛し三二。。!隻乗組
 員は4～5名弩度である。。
 類シーイラ延縄.

 漁場は種子島東より・都井岬に至る海域でかなカあ率獲が

一//一



 見られているぺのシボハま幣出用.フィレー'辛して加工さ
 れているので魚価も良い。.漁具や水戸畳の詳細は次男にゆ
 ずる。

 轍揚繰巾着網・

 枕崎不港船は佐多岬沖合梅吉曽根周辺臓蝉域で操業
 しアシク6.8%、サパ!6;'ク%、その他6,5%の割合で漁

 獲されているピ枕卵.月分は入嘩統数・・綾・ψ・・秤
 の水鐸となっている。.一方串木野入1港船単生浦叩合翫璋近・

 海で㍗を干要点穣とし下操業し・銚入激雫数辛呼
 ・エ3,4/0杯の水揚で.ある。

 類トビウオ漁況

 熊毛涛域の。!・亨ウオ浮敷網は馬毛島でリ7㍗漁を見
 てから有為自ク日.4/工よ4争亭の水揚で争る一が、咋年同期
 に較べると低調である。本格的漁期は5月沫かIら6月にか
 けて一期待される。種子島の南西岸には/2年振り一に魚群が一

 一乗瀞して島間、大川地芦にも水揚が昇ら。れ一たp他方畢久島

 は坤・国初漁で有為目・・日ん・・㍗・牢の水揚で漁場
 一は下屋久に集中し咋年より不漁
 類トラフグの釣獲及蓄養状況

 長島町茅屋1地先のトラフグ漁は亨月24冒初漁5月/4
 日終漁と卒りん80よ尾の漁獲があった。漁獲。さやたフグは.
 歯をもぎ取り全部蓄養したが900尾は長崎古画へ出荷、一

 6月6・日までの難死魚1辛2.0σ尾下現在蓄養尾数ク00罵
 無体は。3～5準位で買取り価.格は/尾/00円～/20円。程度

 南薩沿岸の各漁況・

 巖繁期の為休漁状態で野間池地区.一は・ヒラスの他小物の漁

 か1/隻。当りノ5晦位水揚されている。よ屯級漁騒イ.隻が七
 島、蛇臥島周辺へ出漁2日操業で沖一サワラ70尾牽の他ト
 ーンボ等600鞭の水揚を'よしている。加世雷市小湊ゴ=量区は

 孕月小型巾着を切揚げ…I∵ま千貫瀬周一辺で操業して.いる。



 拳5月上旬の海況
 水浸は全般的に/℃以上前旬に.く。。らへ上昇し、大隅海峡

 は潮流の影響が大きいけれ一年とも一東向論がかなり.強い。

5月県下漁場図



昭和36年4月
 まぐろ薙縄平璋漁場図
 （鹿児島入港船39隻による調査）

 養醐よ釣!002寓こ対サるマ
 グロ、一担ジ端凝合計漁獲電
 数、
 ()…操業回数

 漁況の概要

 前月88%を占めたビンナダは4月
 .に入り60%に減少レ、ため幟念体
 の鉤獲率も一3,93から/,33に落ち
 牟。一
 .ビンナガの減少につれて、クロマグ
 、口蹄戯象として魂帆漁場も
 南に延びたカ株だ盛鯛とはならず主
 たる漁場は依然として30oNを中
 心1こ形成されこ酬鱗鋤樹獲肇も
 良好である。

 高野ケ島繍こお{・て小アジの活
 餌を伎用した4職碗,!跡主敏こ手.
 ハダ!4尾を漁獲している。一



 ノリ糸状体の培養管理(4)

養殖部新村巌

 いよい.よ真夏がやってきました今年の梅雨は前停はよ

 く降りましたが、6月中句以降はカラッユといっ牟かっζ

 ,うチ.レ.ポこれからは黄斑病がよ1発生†・る時期でれ
 琴奔幸一千のところ。喜入町、出水にごく僅か一発生し一でいる
 よラ乎オ。今回は黄斑病について・説明しま二一ニダ

 I黄・一錘稔ニピ対二策

 /;・・病1…徴…

 ・6一肩頃ヵ)・'・ら/。箏月頃までの間に発生.し、特1〔一ク～8月の
 夏に二之一!発生しますバ状体で黒・/.1やだ貝琴に粟粒～大
 ・・壼・植三位・の一黄色い.斑点がたくさんできます。そして;し幸い
 に一ほ一斑==点は自一・色・・と一なってその部分の糸状体は死んでしまい

 ます'b速一い=臨に1は、。。黄一い点々が.み'られてから亭へ`5目'で貝.
 殻余・俸にひろがり被害が大きくなります。

 2、・病因一・

 黄.斑病は漉。.児鷹大=学の野一沢先生の研究によって、細菌に

 よる1・伝染病・であることが刊ったのでザこの病原菌は卒温
 が.必0・℃以下では繁殖カがにぶい牟、20戸)2‡℃の聞。で。
 一ば非常にキく一繁殖し、一一¢曇博でもわずかなギら繁殖するそ
 うです。又、塩分の濃い海水を琴み、塩分ユ5～6%{比
 重で約/=駐一ヤ倍=5)φ間で繁殖することが判っています。.

 発病しやすい要因としては、員.設上に糸状体が濃すぎる

 こ圭1水質の悪弘一神が高い・j峨;轟い日光g,直射な
 どがあげ.られ一て㌔、。ま一す。・.柑

 3、対1'.、1策二

 病気がでないようにすること、つまり予防が第一です。

 w水痘1夏で'.す亭)らどうしても水温も斉くなり3・0℃位

 一!5一…



 になります。水温が篤いことは糸状体にとってよくな

 いし、更に病菌Iは繁殖するのそ、できるだけ涼しい風通
 .しのよい.場所において水温の上昇を防ぎます。

 類比重:前に述べたように病菌は比重が低いと繁殖しに
 ・くいので、比重が高くならないようにしてやります。

 麦は水会の蒸発も多く比重も上りやすいから、淡水を郭
 'えて比重の上昇を加減してやりましょう。.8月中までは

 一比事.を20一位に保っておくと予防に効果があります。
 敷換水:前号からよく注意しているようにツユ時期の濁

 った海水で換えると病気が鶏生しやすいので、糸状体に

 異状がみら・れなけ枠1ま換水しない方かよし・1こ悪いよす。
 たジ、貝殻が汚れてきたら箸のよ1率もので貝殻を静カ・'
 にとりだして布で汚れたビけでもおとしてやりま一す。換

 水しないと.栄養め補給がなくな一りま.すから施肥をすると
 よいでしょう。施肥はξ/号のこの欄.で説明しておきま
 した。

 灘黄斑病が発生したら

 もっとも簡単で効果的な方法は淡水処理法です。比重

 一が5位.になると病菌は殆んど死ぬので、淡水を入れて比

 重が才以下たなるようにします。病気がひどい時には淡
 水だけにひたして一4～51ヨ間すると病気が'とまります。・

 淡水で処理したあとは再び普通の海水にもどせぱよいわ

 けですが、発病した時のトロ箱の海水には病菌が残って

 いるので単ず殺菌します。海水の殺菌は70℃位に熱す
 る.方法の外に薬品消毒として次亜塩素酸ソーダ('薬局に
 あります).をトロ箱/個にサカヅキ/杯泣入れ、よくま

 ぜて・日おいてから使用しまれ柱体㍗つ午芋毎水に
 .車接入れてはいけません。・
 類以上のようにすれぱよいわけで、毎日/回心ず各トロ

 箱をみて廼って異状の=、言無をたしかめることが肝心です。



定置観測

養殖部東邦彦
 先月ぽ・題名を「観測雑観」な・ど＼して・妙な層理虜を・・

 程ねて長たらしくしたが、よ、.6月分として原稿を・出す必
 要から再び先月の拙稿を読み返すに.、凡そ研究職らしから

 ぬその文章及び内容の無意味さと自分自身の愚さを知るこ

 とができた。こ.れ悼自己反省のつもりである。しかし寸学
 浅才は変らず、その反省の効果如何は諸賢兄の判断に待つ.

 他ない。

 さて、本論ら一しきものへと八ってみよう。

 本年5月は梅雨期になるのが干く・雨又は曇でク0%を一
 占めている。購又は高曇は僅かク日である。鼓に雲量等も

 8以上でもって70%を占めているI。風向はN瓦、膿咽、で

 30%を.占めSの時は雨か曇のち雨である。その他は海陸

 風等の事も考えられる風向である。

 波浪にらいては、満潮時ユ5肋の防波堤を超える事は/回
 わずかに飛沫かか㌧る日が2回あつた。平穏な海の日が、

 9一'0労である。

 風力につ'い5一では'I、.観測に立っ事が困難と思われる日は5月

 /4日で75%は風ガ2以下である。

 気象について大きく見てみると、無風で曇って蒸し暑いか

 雨と風がひどく一歩し寒いどい.う両極端の天気が多いという
 か変化・が激しいのが5月の特色であると言える。

 次に、水温及び比重について述べると、上旬友び申句は通

 常の関係、即ち、水温上って比重が下る関係であるが下旬

 に至ろ水温,、比重共に上昇している。

 降.雨の影響についても、その影響の著しい日とそうでない

 日・とある.のは如何なる理由であろうか。グラフ中I「IR」と

 一/クー



 してあるのは雨の略・一番てみる。

 泰考までに甲一和㍗年夕月と比…苧して今るといカ㍗水温・
 比重共に.本年の方が上一昇して.いる'。

 とに一がく、通常でない事は確かであろう書・ザ

 次に今まで書い本事の図及び表を一列記する。

昭和36年5月 観測旬間表

 気温℃  水温℃ 換算比重

 ・上句平均

(前句差.)

 中旬.平・事

 (前句・・差)

下句平均

一(前句差)

月間平均

 '(前月差)一一・

録

最

..岬,

.低

 ・ユ讐⊥ ユ・…1 6,53

 仁、
.2ユ,■9
 '一'一一一…'''」iI'一一一''

 二二=r・==㍗十r一
 ・ユ,。31

 _一↓._..

 十・0,ユ5+ユ,90

 一'一場=㌃二'T=0一一
ユ9,82;25,68

 ・†…一一十・一
 →トO■29!一〇一,85
.._._.._..」...、..

 2ユ・6全:

 十ユ・821

2.6-39

 十〇,7ユ

2ユ・・52'1 20,331 尾6,20

 十2,ユ41

 25トユー0126.}00・一

 十〇。3㌣

2ヅ,8ユ

 エ7,ユO二 ユ8,201 2ユ,04

 (十)、←≒)は前句の平均に対する増減



鹿児島港外定点観測
昭和36年5月

測蒔 天候  ・…實且
 コ貢里 風向 風力 気温 水温

一一

 ア・斗0・

エ,9.§1.

一一
 ε!7.蔓.

 ・・下一・1
6…ネg■
一一1
 6・星71

 曇工.q-1一

 隻!9今.■

.負三皇.字

6,28!

、,。、1
6・421

5,531・
1

 .員・壬.§

 一6ユ.ヲ1

ユ・Q・.!

 泌↓虹し・上蛆⊥一工一一ユ↓・幽・デ・ユ峠・gO1
 拠盟エムu-l1一し1午岬・軌
 訟ニニ竺十二ニニ1竺三寸一三十土㍗㍗1

 }'「一一■一一一'て、一一一一■1

 26ユ.ユ提5`Q._五..玉亘理、上_工.⊥.地ユ..五麩a6・52

 ・畿止し.U→一一ユ・1・島・1{・叫 、8、坦曼旦し.。ユ。._j.、、上二二こ仁1二㌶1一。星ユ,。=…バ。。1

 1ぱll㌻1㌻11+1二11字{l1耳1:1
 し宇/一&45,R.・.ユO.狐瓦...2......ユ....1'.1し.8,2.一...ユ9ユ826,μ≡



(参考).  34年5月分との比較

 水温℃ 換算比重

上旬平均

中旬平均

下旬平均

月間平均

最高

最低

 ユ8・・8・8(十9・65)26納9(十〇,46)

 一ユ9'讐士0'5ユ!.ノ1㍗1.!.†3110!
 20,08(十ユ,56一)1・25,㌣9(十〇,6α)

 ユ9一,42(」ト0,9ユ).25,75(・」トO,45)

 ・ユ・・1舳・・'一一

.ユ8・4.20・ユ6

 括弧内・は.3・4年。5月に対するI増減(℃反比重)を示す。

 な.お、27年～3一.4年平均についても同様な変化。即

 IぢI水温一;一一'比重共に上一昇している事が判明したが、省略す

 着I一;



 本年6月は全国各地に梅雨の被害を与え.たが、鹿児島で

 は上I句に/86繊、中間以降6;一ン制であり、梅雨らしくな

 い天候が続いた6水温は2δ℃台から26℃合えと上昇し

 てきた』比重はかなケIIの変動がみられるカメ平均。25sGで

 ある。  (鹿児島気象台σ資料によれば、6、弓中9棒蕊量

 2・4ク鯛に対して5月中は32/鰯降っている。

36.年二.6月 旬間平均表

 水・温 比董一

上句平均

 (前句差)。

中旬平均

(菌旬差)

下句平均

(前句差)

月間平均

 (前月一義〉

 取筒・

 …㍗.二..一二、..弓ラー・・二・
一〇;65一一一0,7.一5

 22,・45;・月5・,工9

+ユ,4ポーO,45
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昭和36年6月
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 とび魚簡易加工試験

製造部

 .主旨艀塩蔵法による鮮魚坤及び1舗品畔の検討並
 びに乾燥剤による乾燥効果の究明を目一酌とす'。

 碑干=二亭久にやけるとび・牟漁鰯は年飢0㈹万尾であ
 る〃の内約60%が鮮魚出荷で竺戸・劣二0,%が塩干として
 製品化されているが漁期が短一がで一阜つ梅雨期で協る.・旭め乾・
 製平.と.して叩.雌産は那つかなし汁もいわら†離島
 ・である事から鮮魚輸率二・も・率㌧な.ら、ず自.竿響力以上の魚が加
 工用として獺され粗悪製品砧産されると言1啄紅.狐・
 塩干製造の場合乾燥讐竺の伸嘩ヤ洲・坂1勇一
 が短かく加え七他に転用す'る対象物がなしく。定め遊休施設と'

 なさ恐れがある二以上の見地か戸和工率騰垂坪}ず岨.
 つ能率的な加士法g案出を試舛・。・一一、、
 試験期間昭和36年5月')一5日()よ月30冒

 試験資㌦.。戸.干.び50㍗.鮮平良㍗ξ67
実施要領一

 /、試験区分

 A、乾燥割利用乾燥(背開)一I

 。こ・乾'素1=そ㌔後デ1ど一よ一ち壷I燦・・'
 わ、しらすによ''る乾燥

 。、対照(目蛙≒)一'
 B、背開国演(鮮魚函利用)

 G、丸潰

 a,I璃漬睦歯演
 Ib、卒撤塩箪.(鮮魚“利用)一.

 2、処理。方法(÷記区分別に下記の通.り処理す二三

 内麟を除去、一一'Zし1流、水切となす。旋塩量は魚祢重量の

d'o^



 /5%としノ8時胆塩漬一し乾燥工程に移す。

 ・・一乾素使用による乾1県.(神色砂状μ榊8%
 コ目202,75=96)一㌔

 噂子用セて口にハトロシ紙■を敷唱乾素を5鮪さ
 に敷、セロファンに牟んだ試料を.配列更にハトローン'一
 紙を置き獅差敷いて轟を・鯛.千1に敷き静置丸
 静軍持鮒鰍乾坤用誠被叩1率する・一、、
 /戸よ砺さなづ紅ミ...

 一b、しらすによる章き望暴

 乾素同一法の方法を以上行う.。しらす使通量ノ35%

 ・・対照・・季目蝪て鳩鯛乾1㍗
 B、背姶良。.'・.
 噌料〃…尾(柵淋坤割背開とし内鵬の.
 除去後水洗、水切をなし試料比2よ弗刈宴あ肯斌/よ

 醇入鮮魚函に/00尾宛一漬込む'。一・(鮮魚'菌に植片一二チ

 メントを.・敷いて使用した。

 Gぺ丸撤塩・演

 ・う試料…尾(・7・則を腹部切開・箪=・甲臓を
 除去し下記区分により漬込む。

 a,j樽漬後面濱

 試料配の・・陸を以て癖潰(撤率。漠)…時
 間後更に試料重量に対するぶ%を付.塩し函漬.とす。
 ・、函漬:試料比一30%塩を以.そ函溝となす。・

試験結果

 /、調理法による歩留及び塩漬効果

1記号,試料1調理後,捕塩量塩漬時間,濁定値
 1rに一r“■・1■一■ダ%時商1鵜川ゴ ≡.。_一製2三皇呈えL.些}引..}今叩j.斗F・ユ§.・1海I軌δ`ギ
 ーBll∴1…1軸063182

 11辺ユ手ユ3-
H9コ5Q{ユ2

 1ヅーコ・岬王.=
 五ワ063,24・

 、...一」._......一..._...一_............_、_.一._一一......、..一一μ.ユ.÷=ユ.P...



 (註)1=づれ!汝状・センフ1スキ〃。。。(魚体重量

 a、乾素にモるもの9/%

 b、.しら打よるもの9835%
 c一、.日乾によ一る宅の一'Iブーユ8.%

 3、製品について

 簡易塩蔵串による無度保持効果は常温・.(/7～25℃)
 によ一り5日間放置の結果外観上何ら①変化も見られ.ず充
 分の保蔵力を認め牟。.製品は県漁連を経由し熊本市場に

 出荷したが従来の慣習から消・費者を引付けるに至らず・出.

 妻蕎泓ぽ乾製品(!日乾)を謡・望するとの1=二1;三;1を'・'㌧・

 又、各区に対する見解とし下丸(腹部割裁祭攻び内臓除
 去っ禦晶は特に好.まれず背一開き製品が努まれた。

 4、乾燥.剤使用乾燥について

 乾燥剤使用法については乾素、しらす共に'期一待した効

 果は認あI一られな赤っ圭一I。'一

考察

 以上の結果に見る.興り最準製品としての考え方は一応置'
 くとして㌦加工原一料と=心。て?本土へρ鞠逆手段として鮮魚

 函利岬・・塩蔵法牟採用する事により.1禰生劃干干る製.早の・
 向上及び輸送力の調整上期待出来るものと恩ね枠る。、..

 から・年来雌干;l11㍍が需琴に11縦州'と.㌧1・㍉禁モ
 に珍各しい喜違でらった㌧め簡嘉.1}二1こ}二;`要さを奨砂する
 に至らない1犬態で李へこ幸は・如よ・誠ま効平作蕪に1
 1酌量を加うべきである皐.晦.貢したい。。.
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アクアラングについて

調査部荒牧孝行

 アクブラングとは、直訳すれば「=水肺」一とな一うますが、
 実質は.一種の水中・呼・吸器セ・あり∵㌻Iれは最初仏人、クース
 ト等によって数年の、実1・験をかさね二/943年にはじめて完

 成され先ものです。アクアラングは水中を自由に泳ぎ廻る

 ・こしと1が出来その特有の一性能から各国に・おいて水産業、鉱産・
 造船、才木、かル'べ←ジ、興道機関、スポーツと各業界で
 .・広・く.用一いられぺ・今日。ではなくては抵苧ぬもの一になっていま
 、=寺。台本には/953年頃から輪へされ、千葉県鰯1・芝浦で魚
 類の生態をさぐったり、あるいは秋田県沿岸の海底油田・の
 .調査・に使用されたのが最初で丈。。一
 アクアラッグの構造は背中1こ背負う圧搾空気タ・シク妃れ

 から出ている圧力自動調節弁1(調整墨)一村き送気管及び=そ

 'の末端につくマウ.スピース・(吸気片)から成っており、こ
 れ肥使用する空気は/50気圧の圧搾空気を充象し。て。いる

 ボンベから自動調整器で水中で人聞の必要とす亭だけの窒

 .気を水の深帥拘らず周囲の水二?犀カ午同等の圧力で送亨
 れてくるため、泳者は苦痛'も困難もなく活動することが出

 来一るわけです。

 一し名・一し我々人類は陸上動物であり水中に穣一息す一る魚類とは
 根本的に臭らだ体の構造をもっているのですが、この人間
 ・か丸}一に潜水・するのせすから、単に水とい.ラ問題1まかりで
 なく歯'右あ一間麺につき」般的基礎知識をも1って潜水しなけ。

 れば万全を窮することは出来ません。

 そこで今回は事故防止の意味もあり、潜水要領1…ついて
 記してみたいと思います一』

 /、水中庄一力及び水中圧力のアクアラング及び潜水者にお

 よぼす影響
つ/



 水中では蟻く凄かの水深差でも普通.陸上ではない圧力の

 変化が起'り・抑えば20鰍㌃30脇の冷に相当する圧力の
 相違でも呼吸を困難にじます。人間の蹄は/,8椛以上の水

 の外蔀.圧力(肺曄内の圧力を憩える)にたえられぬこ。とは
 既定の事実であり、い㌧かえれぱ普通の人間が仮りに水中

 で水上から.ホースで空気を導ギて呼吸をすると/、竿脇の'点。
 に達したときもはや肺を拡げることは出来なくなります。

 そこでアクアラングの調整器は5脇～/一0鰍の水の圧力.差

 にも応じて調節出来る敏感なものであり、アクアラングの

 心勝部とも称すべき部分であシ、∴・潜・本著は何等の呼吸困難
 もなく、深さに応じて自由に行動、典=来ます。..一

 2、浮力の調節

 水中で体の浮力を調節することは重要な一こ・一とであり、ア

 クアラング潜水者は最大の活動を行うには、一水中の牽らゆ

 る深さと角度において常一に体の均衡を保つよう.にしなけれ

 ばならない。こ.めこ.と牟ら、泳鶴と重量帯が非常に役立ち

 ますが・人体の浮力は氷の濃度.(葵水力)海牛)・によって異
 りご.また人体自身の密度、I肺活量・尽よって臭って奉るため
 潜水者は自分の浮力を相殺する1…遜薬卒重・豊はどれ位であ
 るか経験熟鋼して粕く必要があります。

 3、人体の空洞部と圧力の関係

 人偉と圧力の最も関係の深いのは中耳の空洞と鼻の附属一

 空洞てず,一.

 (/)耳の痛み
 耳の空洞は、鼓膜が完全に中耳と外耳を速断して・中耳

 空洞を形成しており、高圧に人体如曝露.すると鼓膜も同

 一の圧力蓮が生じ鼓膜は内方に圧迫され寿一癖'を感じます。

 この圧力差を均衡せしめるためには鼓膜の内画中耳空洞

 にも同一圧力の空気を必要とする。こ枠は咽喉から中耳
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 に通じている狭い欧民管の開口によつ・て均衡が保たれる。

 すなやち、・潜水者が!0・物の深度た潜水しているときに
 外耳に受ける圧力は2、気・庄一であり・、'こ.のとき潜水者が呼
 吸している空気圧力も2気圧であるため、欧氏管の開ロー

 によ一って鼓膜内外圧力差は均衡を保つことになる。

 欧貴管を開口せ.しめるには次のよう一な方法で一解決します』.
 〈ム)下降時鼻孔を閉じて耳の方に呼気を出す動作をす
 る。一又は、マスク内に鼻から息を吐き出す。

 φ(B)一睡をのむ
 く。)あ{.ぴをする
 しか.し、どうしても耳抜きが出来なギ場合や風邪引き.

 の場合等は潜水すぺ.きでない。また耳の中に油を塗った。.
 り、栓をっめたりして耳を護るうとするのは適当一でない

 というのは、水圧は微妙な耳の鼓膜を絶えず内方に圧迫
 喧るから鼓膜一に敵陣'をおこさせる危険があるか・らです。'

 μつ鼻の附属空洞
 I鼻の附属空洞の表宙は、鼻の空気通路の表面と同質の

 膜で覆われて、おり、空洞の内部は空気で満され狭い通路
 .1で鼻緯{こ開.日しておりこれ等の通路が粘液や痘脹で塞が
 っているときに外崖が加わると疾病を感じます。
 無理に通路から外圧と同圧6空気を通気すると痛みはIと

 れます。空洞汽の陰圧秩態は周囲のI興銭一・9膨隈を招き液
 体や血液.を吸引して外圧と均衡を保をうとするため竜一痛
 となり重症の時は押.内に出血する一こともあります。
 潜水後少量の鼻血を出すのは、こ。れ等空洞の通気不良に

 起因する1.したがってこれ等膏部に.故障がある時'は潜水
 しないことが.肝要です。

 4、肝臓内の不均衡圧力の調整と気泡栓塞

 潜水者が急上昇するとき呼吸を止めると肺内耳カテ水圧よ

.一28一



 り過大となり師は過度に膨脹してついに胸膜が破れ三空気

 んでh'一ハダ.・すぐ≡手当をしなけ叫死亡.というご。と
 になります。また、この際胸.膜は舜れ.なく.とも肺の毛細血

 管が破れると俸圧(体圧戸ま水圧。と同p)より高い肺戸空気.
 が動脈系統に流れ込み気泡栓塞を抽こして死亡することも

 ありIます。それ故に浮上するとは決して呼吸を止めずに自

 由に息を吐いて、.氷面近くに啓ったら次第に呼吸を緩鐘に:
 するよミに心讃…ナねばならない。それに亦、浮よは絶.対に
 急速に行一わ。料～二とが肝要で.、.原員一1として上昇す届際は決・し

 て自分の吐き出す泡を追越.して浮上してはならない。

 5、圧力低減の問題

 酸素、二酸化炭素、窒素等。我々が吸うガス.の中で窒素

 だけが主として血液中で溶解します。潜水中人体内に.溶解

 する窒素の量は潜水の深さ、及び潜水時間の長さに。比例し

 ます。もし港小者カう長時間潜水して急逮に上昇すると、体

 1内に溶解した窒素が.泡またはガスの形七体内に球出されま
 1れこの溶鰯が1多いと・潜締叉1まrクイン病」一をひき起..
 1して体力1弱っ走り・芦や足が痛んだり・'一胸が秤く㍗㍗・
 られ、叉、人体組織の障害を起したりします。

 潜水病と結びつUて覚えておかねぱならぬこギま.深さ.と潜.
 水時間の長きは別個に考えてならぬことです.。もレ。こ一のC一

 ドを忘れ1と.甲水病に関㍗門違いを由す原甲吾こ㍗
 1す。一

 !アクアラング使脚キ潜水の深1=と・竿永叩郷叩.
 にいて下に記した安全曲線及び早見表を参㍗1で下さ∵
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安全曲線

 各水深において特別の手段を

 講じないで水画まで帰れる最大

 限・度の時間を示します。.

 簸厳守事一項。

 !2時間中に数回漕降する場

 合に1ま各潜水隙間を合計する。
 水画近くまで来たら上昇速度を

 弛φ、最後の!0腕を上昇する

 に最低90秒かける一こと一。

 (例)3/ψ・の深さの場合では、Aの点から曲線のB点

 に達し次いでg点を見ればよいわ,けで、これで見る・と特
 別の手段を講じないで水画え帰るには潜水時間23分を

 超えてはならないこ一とになります。1:の跨間は同じ目に

 微回漕降して要した合計潜水時間である場合も最大限の

 時間です。



 ←昇時の休止I

 一一十一÷・㌃i6∴三
/512鞘一

1

1
'

 二・㍗一・少危険なし最
 2.2'後の数椛は

 上昇速.度を
 強める一'。

一
1

 ・・1・・r:篇裟二1ル!㌶
 一十.一亙'一二十一キニト■二r1

 1、瘤闇緑二11一/㍗
 I一∵∵T一て…7麦何一一二1、.メ・・τ
 ・・1.路一。}1μ.j

 6.28・2!よ巾5≡

 ㎞':・扮1二†…二二≡二;斗15+1'
 ・・洛∴二1二‡1ニプ

 /時間!328-2.アー691.

 40椛以上の深さ(二=場合は、悪い毒フニ筆を受けな1、で潜水
 できる合計時間の限度は春滅します。熟練した泳一老・、潜水1

 者以外の者は斯様な深さまで潜ることは差控えること・
 深さが/2碗以内.(芒)ときは潜水病は…=・して起り.ません。こ
 毒㌔は善窒オ蔓亭闇の・長去豆とは・算章膏蔓{系一で一.二一.,

 3・/一一



 安全曲線は泳者が特別の予防手段.を講じないで水中1こと・
 望まり得る最大時間を示します。早見表に出ている簡単法

 場合ぎ含まれている。例老ば“浮上の場合は9筋、6m,

 3脇と夫々の処で体上しなければならず、本中で費す時間
 ρ限度を.安全曲線の示す通りにした方が一安全である。

 6、深いところで起る潜水砕の状況

 ψ5切か・ら60物の深さ二の一ところで一は往々にして緯一気者

 催し感覚が弾くなつ下きます。これは圧力g霧蕾で空気中
 の望索を吸うからであp、それ自体は無声です坪、これは
 潜水者の官能と反射作用把悪影響を及ぼし“自己録存σ奉
 能を弱めることIがあるから危険です一ζ一似状1態は水画に戻

 ればすくテ為くだ一島、俵ってこの危険を避けるためにもチ0
 勉墳丘の深さまで潜ることは蓑懲えなけれ.ぱ・なりません。

 .普通アクアIラングで40脇も潜るの・は.、専門訓練を受けて
 いる熟練孝でな竹れば非常に危険です。

 ク、潜。水予備訓練

 プ〉アラン〆による潜水に先立って指導者立合いの下に
 予備訓探を行ない{必ずロープを体身にまきつけ、最初は

 遊泳範囲を小・さ一くして訓練.する必要一がありま.す。

 .以上述ぺましたように慎率な態度でアクアラングは使用
 して下さい。

一32一一



 ☆.☆☆幸☆☆☆☆☆☆☆一
 ☆奄美短信☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆…☆.☆

 類奄美の夏は殺人的である。.内地より/ケ.月早い陽性梅雨
 カ,上ると6月にしえ既に盛夏。「コウモリガサ」一という.一傘

 が雨の蒔だけのもので肢一くへ晴れた日には真赤な.「火の玉」
 からその熱線を逮ぎる役目もして呉れる事を始めて.知った。'一
 たしかに、内地の太陽より/マーワリも大きな奴がギラギラ

 光りつ㌧寸毎日正確に東の空から西へと移動して行く。毎

 載一青く澄んだ空を眺め、て・は嘆息をつく。

 「たまには間違ってゴ・も・1蕾牟るま:・一.しない.も・のカ)

 。・・一・と。梅雨が開けて未だノ。数日し舛経過し年い現
 在において、日毎増加して行く表皮の.メ亥..ニン黒色々素、一

 「ゾ}リ」の鼻緒で覆わ㍗た部分筆残して土色に焼け.た足
 一の甲をうちめしげに眺めつ㌧強力なる日焼け止めクリーム

 の出現しないものカ)と願うは唯、女性のみではない.様だ。

 まさに奄美の夏は殺人的である。

 r擦奄美の海は蒸溜永セある。鹿児島溝の翻った水を見慣一れ

 た醍には、大島海醸の亭閃杜梅永がいさ㌧か驚異的である.。
 1「水清くして魚往まず」といテー諺を無視.モノた魚類が、水深

 ㍑1洲近の珊瑚礁あ間.を色鮮†かに泳ぎ廼宕1一さまが剥ご
 取るように見られ一て正に天然水族館の観がある二.
 先日きびなご調査で実施に水質試験の結果で惇有機物一1辛殆
 んど零、言うなれぱ蒸溜水に食塩を投げこんだ如き海水で.

 ある。

 水溝ポ瀬戸内灘の魚族はあわれ有機物零の塩水を飲み、

 そ一こ.に溶解した5螂/名の酸素・を呼I殴して、生命を維持し
 ているめか。魚族の栄養失調?。が憂慮され、水質汚濁防止
 溝とはどこの国の法律なりやと言いた・げな奄美の・海である。
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 奄美はハブの王国である….・、とは言二もの㌧生きたハ
 ブにお眼にか㌧ったのは赴笹この声/年間に/回しかな・㌔
 最近本島でハブ捕獲を嵯業としている.業者あたりハブの教
 がめろき.り減って乙の噛売あがったりとの事である.よ
 奄美の復興を妨げているもの㌧一つにハブがあるとすれば

 これぽまことに喜ばしい傾.向である亨
 製造係のs氏、先目、うに加工指導で出張の折、田舎の山

 道で、.足もとから顕をもたげたハブに危うく飛びっかれよ

 うと。レて飛びち飛んだりオリンピック顔負け=助走なしの。
 大跳躍.を試みて難を逃れた。

 rT度下り抜で・ハブは山道を師。ろラΣ一した干.の上をま
 たいだらし5・気が付いたの㌧ハ.ブが両足の間を飛び抜
 け走のと、無意識に飛び上っ..た.のと殆んど同時.だった」と

 の事・めったにみら級る・ハブではない秤、その何百万分の
 ・一の偶然に遭遇しIて咬まれる可能性力{あると仁ろに不幸が

 潜んでい一季。

 r出師た叩るハブ墜傷1ま辛して坤な1や否や」一跨
 論議は沸騰した。

 最'近二,咬傷特効薬の新らし.い発見が新聞を賑わせ.て=いる。

 Iそσ早急なる一般化が望まむる。

 .そろ.そろ.4,4半期に入ろうとする昨今、葵務も又、愈々

 一機慧練二ζ二業練∵、・、∴
 O、D生



 ☆大口養魚場だより☆

 4月27日の完工検'査(引渡し)を受け.、はや2ケ月余

 ㌧過ぎれどうや鵬内整備も一段落?“1把1倫好ではある
 .祥、まだまだ導水路工事も完工せず、実際.に養魚を行うの一
 は6月末からの予定である.。

 この間をふり返ると、毎日が水.産二土木とも称すべき仕事

 にあけくれ、場輿一同朝ポら晩遅やまて月月火水木金金、

 ほんとに休む間もない.位てあろ一先二新設のところとは言え

 限られた人員で成さねばならぬことは多一く、ま織たく途方

 .、。に、1れた時さえあつポ池底…こは石が多く・そ・のため漏水
 ''が''はげしい。つい最近では53坪の池から。2,3人が㌧り

 で動力iすような一石カ1尖.岬ばかり今.出てきてうんざり・そ
 んなふうでこ)ケ月あまりの.苦労は蓄率につ1草ぬ位・で
 あった。

 そんな時rうしお」の原稿俵頼を受けたのであるが今回

 は初めてゾはあるし、締切.り一も一間近かなので、十曽の風物'

 詩など書いてみることにした.。

 大口と一いえば鹿鬼島の北海道、I伊佐米、それに伊佐美人

 ?の多い所として有名である。

 伊佐平野'は四歯を江ドでかこまれた盆.地で美しい伊佐冨士が

 そびえ、肥沃な平野は川内川上旅水系によって濃されてい

 る。養魚場はその山間部に位置し、市街地から隔るこ.と6

 キー口、山野からでさえ3キロはある≡上1間の避村である。山

 壷から林道に一沿って進むとなだらかな石こ.ろの坂道となり

 人家もまばらとなる。、行げと.も行けども養魚場らしき所に
 は一商に出ず、ししiが隈歯Iに迫る。そのふもとに出ると前方

 に十蟹川の水を満々とI走㌧えた優雅でひっそりとした女性
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 を、思わせるような十曽池の景勝地が開けてくる。.こ㌧はシ

 ーズンには市営キャンプ村が郡設さ一れデートなども浮んで
 いる。池の景観はすばらしく、特にタぐれの静かなひと㌧

 きなどは一幅の絵を見るよ一うである。湖岸には伝説の弁慶

 岩や種々の木々が繁茂し、タぐれなどはカジカの音、.虫の

 ・音・ホタル低ど飛びかい・まったくの男阜天一神年忌.わせる。

 湖を左に見て更に進むと・いよ.いよ琴急場が見さ叩くる
 わけである。こ㌧は左右から山がせまり横には十曽川が流

 れ一後方も亦山の連1続である。附近には/2戸⑪人塚があ・

 るカタいまだ無電燈地区の寂しいところで、夜な苧峠十曽川
 のせ>らぎの音とカジカや虫.の緯く音が聞えるぱかりであ
 る。

 その他抽たよりする一ことが沢山ありますが今回はこれに

 て失礼します。

 場長以下皆元気いっぱい頑張っております。

 皆さんもお元気でお働き下さい。

 では養魚場よりT,O生

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆.

 ☆各部の動き☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 ○漁業部

照南丸

 西海区水産研究所と東支那海共同調査のため6月

 ク日鹿児島出港二6月29日.までの予定であったが

 途中機関故障等のため.6月2千日{リ11入港.、上条、
 引き続き定期検査のため現在山川上条申

かもめ
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 先月から引き続きぶり仔採捕、.6月26日終了
在泊中

魚体測定

 6月j31iヨ、6日、/4日に近海.さば、6月ノ0日
 に東海さばρ測定。なお6月夕日には西永研職員2

 名来鹿、今季最後の東海さばの測'走を実施した。

 ○養殖一部

 ワカメ培一義試験

 6月7,8,9日にわたり穿株浸凌法にIよ」っ1・てワ

 カメ胞子付及び病害保1護のたあビニールポリ.エチレ

 ン袋に清各な海水と共に入れ盤外クン・ク垂下作業を

 行う

 マフノリ.増殖指導

 /4目新村技師喜入へ

 真珠養殖技術講習会・.
 6月28,29日県及び真珠漁協共催により本場

 会議室で開催

 瀬戸口技師クロチョウガイ1嚢裏加工について講話

 クロIチョウガイ輸送

 佐多岬漁協より海潟、江ノ廃まで陸路輸送一大島

 分場にて瀬戸口技師使用予定のもので一時養生中

 ○調査部

 ブリ仔採捕及び蓄養鯛1料試験

 5月上旬カ)ら始めた山川椴拠のブリ仔採捕事業
6月.23日終了

 6月!日から始めた上記餌料試験も23日終る

 第5回率ノ津川水軍汚玩調査
 .と月j7,28日試料採取現在試料分析中
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 .O製造部

6月/日乾素利用味紋干讐率試験
 あじを試料と昨那よる効果試験を行う

 6月3日～ク日塩干とび魚製造試験一

 とび魚'約ユ300尾を使用しタイリヨウ・ダイヤ

 及びBH皿タケダ使用による酸化防一止効果試験を実

 施す∴

6月/2目.
 フイツシユ・ケーキの製法について討議をなす

(製造部員).

 6月/6日へ・/7日魚肉ソーセージ製造試験

 6月/・・9臼.

山州町水産一物商工業協同.艦合苧元広司氏外4名
 がっお節の機械乾燥による製造試験僻頼のため来場

数6月20日

 上野製薬KK川田杜員タリン酸試験打合せのため

来場.

 6月2/日～27日かつお飾乾燥試験・

 機械乾燥及び木鰭酷使用によるかっお節の製品化
 試験を実施す。一二応製晶化(従来製品と変らない)

 の目釘が立つだ。

 6月2/日㌻22日

 沿岸漁業改良普及員佐藤、.福元画技師加工講習会
 及び事務打合せのため来場

6月23日

 出水市駐在.小原技師乾燥機取壊い及びえび加工打

 合せρため来場

 6月28日()2ヲ日

九州山口各県水産試験場利用部会開催

 会場:本場会護室及び製造工場奏会者/6名



 ※6月30日

 西技師・木之下枝秒つお蝉燥試験結果細の
 ため山刀i町に出張・同日藤田技師ふぐ1拘工試験打合
 せのため東市来町へ出張

6月30日製造部長白石良雄氏退職

 同長は昭和26年製造部長として着任以来、/一/.

 年間本県水産加工業発展のため.寄与され数々の功績

 を残して参りましたが、此の度退職され.多事となり

 ました納蔑の水産力1工部門に・対すそ鶴…辛深く常
 に後進の音成に尽力されると共にどんなに些細な事

 もゆるがせにせず、英の熱意と努力は我々水産人の.

 師表に足る優れた先輩でありました。

 同氏は只今鹿児島氷試において整理事務に当ってお

 りますが近日中実業界に転出される事になって'おり

 ます。

 こ㌧に同氏の業績に対し満睦の敬意を表すると共に

 御多幸を御祈り致します。

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆缶☆

 ☆分場の動き☆

☆☆・☆☆☆☆☆☆☆..☆★☆☆

漁業係

 がつお餌料特にキビナゴ。の.生首及び水質調査の試験.

 に入亭。第/回は6月中旬に行い、麓死の観察、蓄養
 籠内と外との水質の相違を知るために資料を採取、終

 了後、3昼夜経過の蓄養キビナゴをかっお漁馳に積み

 込乍たところ・.かソ神.中.餌待き縦・今後の一111111111こダ.
 考寺カ,もたれる。.
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 ○製造係

 6月.!機有～/5日、一沿岸資源利用試験の為、瀬戸

 内町講島で、第.一一次うに塩辛加工指導、4月/6目～

 ・9日加工試験(於分場).φ㍗6日～30日まで笠
 利町1ζて、第二準加工指導を琴施。

 ○養殖係

 マベ、一クロチヨウ人工採苗試験の諸準備を行う。

 先ず、東北大{学、女川臨海実験所キり幼生菌育の為の
 餌料皿。平a・sの分譲幸掌け6月20日よ'りこめ鋼の培
 養中である。。これら原種を女川キ.り郵送した㌧めに途
 中で殆んど死に僅かに残存したものを・:血iq平e1液雫
 夢し一蝉培一義の結。果雛/0姶で11糟き州ぺ
 7月/日から.こ.れらの餌料を用いて受精実験開始の予
 定。

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆一☆☆☆

 ☆養魚場の動き☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 親睦会結成:名称せ㌧らぎ会

会長小山鉄雄相談役.水流実

見亭史郎警二記竹下一正
 地底補修作業=秦!回の注水テスト.で池底1こ多くの漏水..

 箇所ができた。補修材料は赤粘土

 地底の砂泥淘汰及び生痕中の浸透陵測定:この結果につ
 いては後日資料を整纏して報告する。

 気象観測計暴及び観測定点設置

 /5書、/6琶池注水テストー=吸水ポンプ鍾用、減水は
 24時間で!脇位で親鰻散養可能
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 5月25日現鯉、2.25.尾都城市魚沢養魚場から壷搬
 ;妻1、.、山野地区.)

 'ダ五、)一一;…査:一重合コは翻釦を打つだ。

 '最深部で/3肋

 各地(底が泥の池)の注水テスト:ほと.んどの。池舛俸水
 状態悪く、底を掘りおこしたところ大きな石を敷きつ

 めてあり、その間隙より漏水して亡、る一こξが判明
 ミジンコ発.生実験・:材料施肥(堆肥)

 経過.新しい池のため種が'なく他より.運搬・華生迄/
 週間、それより大繁殖まで4㍗5日、水温2ク

 .内一r9㌔へ
 J'再〕

 ※6,弓.27Fi枢`1(水仔)5一万,零(zシlK;1)1…二

 場から運搬:運搬中の銘死魚!ク屋(一平均体・長/5

 鰍、平均体重/よ0腕9)

 水田養鰻指導及び調餌、造他一、管理指導:西太良、羽月、

山野地区

あとがき

 廃棄物利用飼料についての発表は第6/号第62一弓と続

 いて、今度の63号にこの続きを載せる予定でしたが今回

 の異動一で整理が後れましたので、この頂.は今秋頃まで欠戴

 させていたざきます。
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