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亡き高崎史郎氏

捧

今でも遠くの方から「稚魚、は腹をへらして

いなし、かな一!J 1"池の水はうまく流れてい

るかな!Jと心配する声が聞こえて来るよう

な気がします。

誠に惜しい人を失ないました。心よりご冥

福をお祈りします。

に着こんでの朝夕の通勤姿は誠にほほえまし

い感じを皆に与えました。
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明聡

つ

藤

高崎史郎氏は去る昭和52年8月24日交通事

故のため19才という若さで此の世を去りまし

た。

氏は昭和51年，小樽水産高等学校を卒業す

ると同時に，さけ・ます増殖の希望に燃えて

当場に入庁4カ月の本場研修を終え勇躍現場

へと向い厳寒時の作業も自分より進んで実行

する等の積極的態度は職員聞の信望を一身に

集めていたので、すが魔の手は，このように将

来有望な若き命をもてあそび一瞬のうちにあ

の世に召してしまいました。

氏は，明朗閲達で常に笑顔をたやさず，小

柄な体身を包んだ少し大きめの服を満足そう

佐

を
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君崎高き亡

目で彼だと判りました。それはボストンバッ

グを両手に持ち肩にはショノレダーパッグを顔

は日やけして黒く小柄であったからです。

支場に挨拶をし，中標津の町を離れて事業

場に向う途中彼が回りの景色を見ながら「田

舎とは聞いていたが，こんなに田舎とは知ら

なかったよ! 僕も早く車の免許を取らなく

ては」と一言ポツリといった言葉が私の脳裏

に浮かんで来ます。
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彼と私の出合は彼が私の勤務している中標

津事業場に赴任して来た51年の夏のことでし

た。

彼が赴任をして来る日私は車で中標津駅迄

迎えに行きました。一応彼の体形，顔立は本

場よりの電話で聞いておりましたが，初対面

なので内心は不安でした。もしかしたら行違

いになるのではなかろうかと。しかし，それ

は杷憂に終り汽車より降りて来た彼を見てー



卒中色々な話をしているうちに彼は私と同

じ小降出身で，しかも学校もrJJじ小樽水産高

校ということで出合の途端から耳、気統合する

と同時に同窓生の出現は私の志、を強くしたも

のでした。

彼の仕事ぶりは真面目で何んでも良く気が

つき責任感の旺盛な且つ凡張面な青年でし

た。或るとき場長が彼にこう云ったことがあ

りました「一年間は君にとって一つ一つが研

修である。判らない事があったら一人で悩ま

ないですぐに誰かに閣きなさい」と，その

後，彼は日々の出来事，仕事の事柄等をノー

トに刻現にメモをとっていたようでした。

彼とは約一年間の付合で終ってしまいまし

た。この間良く弥次喜多道中ではありません

が虹別まで朝早く野球をしに出かけたり，彼

の趣味であった油絵をー絡に画いたりしまし

た。彼は油絵がとても上手で私をはじめ職場

もたたないうちに白分の好きな車と一緒に帰

らざる人になったことは私には未だ信じられ

ません。今にでも彼がいつもかぶっていた青

い帽子に育、、チョッキを着て「佐藤さん，い

るかL、」と尋ねて米るように思えてなりませ

ん。

ほんとうに心から惜しい人を亡くして残念

でなりませんO

高橋君の死を通じて我々も今一度自分の運

転を振り返り反省し，彼の死を無駄にしない

よう心がけたいと願うものです。

謹しんで彼の御冥福をお祈り致します。

(中標津事業場事業係〉
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高崎君という人

の若い連中に自分の画いた絵を呉れていまし 田窪龍彦

た。今でも私の家には彼の絵が2枚程飾って

あります。絵の題材は出身地が小樽のせL、か '11"..."11"...''11''....''11''...'''111'..''111''.''111'....''111'..''111'. 

海に関するものが多いようで、した。

52年 6月頃から彼が前々より計画を樹てて

いた白動車教習所通いをはじめ 1カ月半位い

で待望の試験に合格しました。その時の彼の

満足そうな顔は忘れることは出来ません。

彼にとってこの試験の合格は正に計画通り

だったようで，それから 1週間たつかたたな

いうちに車が彼の家へ運ばれて来たのです。

去る52年8月27日私は高崎君の事故死の報

iこ長し惇然としました。

実は 1カ月半程前の 7月5日に私が根室支

場へ出張したとき，丁度，高崎君が支場に来

ており，彼は運転免許の取得中で仮免の試験

がもう少しなので只今試験場内のコースを一

生懸命に覚えているところだと去っていまし

(その車は彼が教習所へ通う前に決めていた た。

らしL、〕免許証交付前の彼は車を動ごかすこ 「免許を取ったら車を買うのかい」と聞い

とが出来ないため，暇さえあれば得意満面な たところ，彼は「僻地なので車がなければど

顔をして眺め，私をつかまえては車の良さを うしようもないしなー」。私もなるほどそう

賞していました。そして念願の免許証を手中 だと思いなんとなく決り文句ではあったが

にするや朝にタに車を走らせ今日は海の見え 「気をつけて事故なんか起すなよ」。といっ

る標津へ，叉，今日は中標津へと路上運転技 たのが今現実となって聞かされると何故あの

術習得に励げんでいました。彼は常に運転マ 様に慎重な男がと言葉もありません。

ナーは守りスピードの出し過ぎは厳につつし その夜，私の歓迎麻雀のをやるとかで，高崎

んでいたようです。 nとも卓を囲みました。よく麻雀は人の性を

そんな彼が免許証言ピ手中にしてから 1カ月 格表わすとかし、いますが，彼の麻雀は正にそ
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のものずばり(もっとも広はそんなに上一子な た様な顔で真面白に云うのです。「田窪さん

)Jじゃないので，ずばりェλ、得てはいなし、か すごいね!Jと，私は急だったものですから

も知れないが)で何事にもそうだが麻雀一つ びっくりして[何が」というと彼は「昨日の

とっても慎重且つ凡帳面だなーと感心したも 女の人，背も高いけれどバストも大きいね」

のです。 と，これを聞いて私は思わず吹きだしてしま

短いllijではありましたけれども，一緒に小 いました。

惇より汽車通勤をしていた事もありまして彼 そんな愉快な一面もある高崎君でしたが，

の性格は知っていたつもりて、したが改めて再 中標津事業場に転勤が決まってからは，表面

認識したのですが，その彼が今回の様な事故 は相変らず笑顔をたやしませんで、したが内心

で他界するなどとはー瞬の悪夢にとりつかれ は色々と不安があった様で，列車の中で私に

たとしか考えられず誠に残念でたまりませ 何かと相談するのですが，入庁以来本場勤務

ん。 しか経験のない私には，現場の事は判ろうは

高崎君と私の出合は彼が51年に本場へ入庁 ずもなく彼の役に立てなく心苦しかったこと

したときにはじまりますが，同じ小樽の出身 を憶えています。

だということ，叉，汽車通勤が一緒であった 中標津事業場へ転勤してからの高崎君のこ

という事から誰よりも先に友達となりまし とはあまり良く判りませんが恐らく仕事にも

た。 遊びにも本場にいたときと同様にあの小柄な

最初は余り白分から話をかけようとしなか 体で精一杯白分に忠実にその日その日を過ご

った彼も時がたつにつれて持前の人なつこさ していたと忠、います。

から良く話もする様になりました。叉，この 思えば19才といえばまだまだやってみたい

様なことがありました。帰途一緒に列車に乗 こと，考えていたこと，将来への夢はっきな

ったときでした。たまたま私の中学校時代の かったと思います事故とは云え，彼にしてみ

同級生(女性〉と座席が同じになったので れば無念で、たまらなかった事でしょう。

す。私は彼女とそれとなしに色々話をしてい 心より御宴福をお祈り致します。

ました。それを彼は横でじいっと凡ていたの (本場 施設係〕

でしょう翌日の昼休み彼は私の所へ来て驚L、j " 

i 高崎史郎 君を 偲ぶ

奈良和俊!

高崎君は私が中標津事業場より恨室支場に のベコの多いのに篤いていた。厳しい道東の

配置換えになった代りに住み慣れた小樽の町 冬をほんとうに一生懸命仕事に励んでいた。

を離れ養老牛にひょっこりやって来た。 彼にとってやる事全てが初めての経験だった

ほっそりした体つきに独特の笑みをうか ろう。冬のある日， 2人で釧l路へ映画を見に

べ，ベコを見るのが初めだと言い，酪農地情 行った事があった。帰りは午前2時過ぎにな
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っていたのだが，彼は帰途するなり水源地を

見廻りに行った。玄関にはいつも特長靴とデ

ッキブラシが置いていった。私がL、た頃はせ

いぜい2日に一度ぐらいしか見廻らなかった

のだが，使命感の強い彼の事だから「水が止

まると稚魚が死ぬ」と毎日見廻っていたよう

だ。自分で育てたサケが余程かわし、かったと

みえて鮮出した仔魚を洗面器に入れ部屋の中

に置いて「なかなか死なないものだなー」と

水を取り換えたりして大事に飼っていた。飼

育が始まった頃，飼育池の角に立ちまいた餌

に稚魚が突進してくるのに合わせ，徐々に胸

を反らせて「これがうちの場長の自慢だ」と

言って真似たあどけない姿が今でも自に浮か

びます。彼には19才とは思えぬ何か不思議な

人を引きつける力があった。余りにも御人好

のせいだろうか。責任感の強さだろうか。そ

れとも独特のユーモアの持主だったせいだろ

うか。とにかく彼のひょうきんな性格は，皆

を笑わせ，その場の雰囲気をなごやかにする

ふ化場のマスコット的存在であった。暇つぶ

しにパチンコ，麻雀にあげくれる我々と違っ

て，彼はよく油絵を描いていた。海が好きと

みえ，船や港の絵が多かった。叉，板付かま

ぼこの板にサケの彫刻をして色をつけたりし

て芸術家的センスが彼にはあったようだ。あ

まりにも突然に起こった彼の死は，私の心の

中にポッカリと穴をあけ，日常茶飯事耳にす

る交通事故という慣れ過ぎた言葉を恐しい実

感をもって感じさせた。

心より彼のご冥福を祈ってやみません。

(根室支場〉
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三原健夫君を記念する海藻のこと

旬~ (北大名誉教授)時 国
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先日「魚と卵J145号を送っていただきま

して頁を繰っておりましたところ， i三原前

場長逝く」と題する記事にぶつかりまして驚

いた次第です。ぼくより 9才も若く，体も頑

丈に見えた彼が，ひと足さきに逝ったとは哀

悼に堪えません。

三原君は学生時代から，がっちりした体格

と不敵な面魂の持ち主で，グラスの代表とし

て学生主事だったぼくの部屋に現われたこと

も記憶にあります。見るからに頼もしい，真

面目な学生でありました。彼の逝去を知って

まず思い出したのは，彼の名を記念につけた

学名の海藻があったことです。それは札幌博

物学会誌，第 17巻第2号 (1942年，昭和17

年〕に発表した PhycologicalObservations 

v (藻類観察第五)P .90-92， Figs， 5& 

6に報告した次の海藻です。

Antithamnion miharai Tokida。和名ホソ

ガサネ(時田〕。

産地国後島泊湾(水深11-14mからドレ

ッジ採集したホヤの 1種 Rhizomolgulasp 

に着生;1941年8月採集〉。

この海藻は紅藻イギス目イギス科ヨツガサ

ネ属の新種で，繊細な美しい紅藻であり，四

分胞子体，雌性体，雄性体のいずれも見付か

っています。種名の miharaiは，千島の海藻

の実用価値について永い問調査研究に従事し

ている北水試根室支場の三原健夫技師の名誉

のためその姓を此の美麗な植物の種名とした

ものであると記してあります。また，この時

の採集には，北水試の今井晴ー技師と，根室

支場の茶々丸乗組員一同の助力を得たとの謝

辞も書かれています。上記の学術雑誌は広く

は知られておらず，三原君の名の付いた海藻

のあることを知る人も稀れだと思いますの

で，故人を追想する意味でここに紹介してお

きます。
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