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略歴

5 7.6~5 9.4 北海道水産試験場

5 9. 4~5 9.7 道千歳鮭鱒勝化場

5 9. 7~5 9.9 道水産購化場

5 9.9~516.3 道鮭鱒勝化場

5 16. 4~5 27. 4 道水産瞬化場

5 27. 4~5 28. 6 国立北海道さけ・ますふ化場企画課長

528. 7~5 34. 6 ij 千 歳支場長

534. 6~5 36. 6 

536. 6~5 41. 4 

541. 4~5 45. 6 

545.6.10 

事業第 2課長

企画課長

事業第2課長

退職

11:.乙ロコさ L 、白小書刀、吾コフにロコ e n，l旦1)恩Vノロじ

秋庭鉄 之

以liij，本誌にその人の回想、を書いたことがある。 昭和45年，退官の時のも

のであるが，それから僅かに 8年，いまは亡き人を偲ぶものと.して書く羽目

になった。凡そがJ弱という感じのなかった人であり，信じ難い・事ではある

が，致し )jのない次第である。想い出をたどることがその人を知る多くの)j

)jのよすがとなれば幸である。

その時の ~IJ想記は次のような丈なで結んである。

「あれ松元気で、天衣無縫に振舞っていた人が， も王子定年なのかと思えば全

くノト昔の感にたえない。もっとも当時大F11でやり合っていた三原さんも既

に退官しでわり，私自身がその人達の後を歩いている状態なのではある。

過去に戻ることは望むべくもないが，愛すべき人物像として柴田さんら

しくご↑建康に余生をむくってほしいものである」

その」原さんも既に亡いが 大声でやり合うという情景のあった昭和20年

代， 30年代がもっともその人らしい足跡を示したようである。まさに愛すべ

き人物像として語り伝えられる逸話の多い人ではあったO

昭和23年に企両課長， 24年に事業課長， 27年に再び企画課長となっている

が， これは三原さんとうと符していたもので焼失前の本館 2階の事務室は両推

が中央部に、tftんでいた恰好だった。この頃の珍談は枚挙にいとまがなく，忘

れられるのが惜しい気もして「三四郎言行録」と題して書いていたが，余り

にも多いのでょしてしまったが その頃は本人がそばにいるものだから格別

。凸
η
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気にもならず，原稿そのものもどこかにいってしまった。

逸話のいくつかは前にも書いているのでここでは省略するが，揮を落して

きた話とか，億という単位の正しい使い方は「億万」なのだとする説などは

忘れられな"0いつもワイシャツをズボンの後からだしており，誰の茶わん

だろうと手近かのお茶を飲み まことに天衣無縫に振舞っていたものである。

碁の好きな人だったのは万人の認めるところであるが，初、の父もやると聞

いて訪問されたことがある。ところが父には 4目，よくても 3目はおかねば

ならず， しかも父は手立位もとってはいなし迎。したがって「私は l級だ』と言

う。初段をもっている柴田さんにすればまことに気に障る言い方だったに違

いない。

しかし，柴出さんは素直に権威を認める人で， ちょっをしたことで尊敬し

たり，敬意を表したりするところがあって，父の碁の場合も日参するように

なった。日曜日などは弁主持参ということになり，父のIj-!.!"音をあげてしま

ったものである。 1月ぐらいも続いたろうか。

とに角碁となると夢中で，↑首きも憎しの碁敵には高安さんがいた。互格の

関係だから 2人とも肩いからしての対戦で，あの紳士である高安さんが「パ

カ」とか『クソ」とか悪口雑言を口にし，随分IJの悪い碁を楽しんでいたも

のである。

ある時，碁会だったとかと思うが，支場の人が洋生をもってきたことがあ

った。柴田さんに挨拶に顔をだしたような状況だったが，こ本人は碁に夢中

でとんと上の空。見かねた私がとりついでやり，折角だからケーキを百上っ

たらと箱を聞いてやった。しかし 全然兄ょうともしなし、 C 多少のいたずら

もあって，子にケーキをもたせてみた。ところがこれをムンズと社1んでしま

った。

子はもうクリームでベタベタ。だが大人は左程気にするでもなく，その子

で碁石を握ったものである。磐面に置〈碁石はスルスル滑って落着かず，あ

の太い指でなおそうとするものだから隣の石がづれ，慌てて高安さんも子を

だして子伝おうとする。 M分にも全部;の指から子のひらにまでふんだんにク

リームがついているものだからいじればいじる程被害地域は広がるばかり。

そのうちに高安さんが怒り出してしまった。

「君，失敬じゃないか」

とにらみつける。責仔:を感じて整然とさせようと高安さんの手を押しのけ

るからすっかり怒らせてしまった。大体器用な方ではないし， クリームまみ
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れの指できちっとした並べ方になる訳はない。

2人とも大真面目だったが，横でみている私はなんとも可笑しくて困った

ものである。

服装には凡そ無頓着で、，よくネクタイの結び方を知っていると思う程どう

でもいい人だったから奥様は苦労だったろうと思うが，いつも気になったのは

すいかけの煙草 う。そして，九

をもみ消してポ 叫 λ議議機織機織機張面な人でない

ケットに入れる

ことである。今

ではみられない

が， 戦後の才勿の

ない頃は誰もが

やったことであ

り，落ちている

吸がらさえ拾い

集めたものであ

った。只，大人

の場合はこの習

↑貫が仲々ぬけな

ものだから無雑

作にこの作業を

するために目的

とする節険には

ならなかったよ

うである。

私は何度かポ

ケットから煙が

でているのを見

たし， 1凶は焼

けて底が抜け落

ちたのを知って

かったのであろ鱗鱗蒜議福田臨ーー.ー由司照時露関いる。そんな時

に注意をすると大人は大いに慌てる事。そうした様子は知る人ぞ知るで，ご

理解頂けると思う。

その人か喫茶庖に入ったのは生涯私とだけだったと思うが，私の場合も 1

回だけで 2度とは誘わなかった。大体私は喫茶屈を応接間の様な感じで利用

する習慣をもっているが 大人との時はいささか弱った。

話しながらコーヒーに砂糖を運び，無雑作に放りこんでいったからみるみ

るうちに溢れてしまった。コーヒーがでた時に横の砂糖査をあけてすすめる

と「これは只か』と聞く，そうだと言うとどんどん入れはじめたものである。

意外とこの人は甘党だったのかとも考えて様子をみていたのだが，まさか溢

れてくるとは忠わなかった。ウエイトレスを呼んです台末させるにしても説明

の仕様のない結果であり 処置に困ったものである。

飛行機の中での写真を載せているが，この時は向い合せの席で，飛行時間
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も2時間というのんびりしたものであった。これを見て思い出されるのは機

内での煙草である。いくら注意しでも火をつけた後のマ yチを放り投げてし

まう。瞬間的な動作だから止められないが慌てて拾わねばならない。床のじ

ゅうたんに火がついたら一大事で、，笑い事ではすまされな"0
東京では上野の寮に泊ったが，現在大日本水産会の常務をしている内田氏

もいて朝食を一緒にし様ということになった。その時分に電気カミソリをも

って歩くというのは非常に珍らしかったが，大人はもっていてコンセントが

ないものだから部屋と電灯を下げてそれから電源をとって使用していた。顔

洗って部屋に戻ったらそういう体制になっており， :1;，'膳も 3つ並んでいる。

部尾の真中にお膳が並び，われわれ 3人が向い合う形なのだが，その上に

電灯球がぶら下って大人が使用中という状況である。一人が電気カミソリを

使っているのに食べる訳にはゆかないから待っていたのであるが，作業が終

って片づけはじめると，これをフッと吹いたものである。横に向けてといっ

た気のつかい様は全くなしで……。

内田氏は生来のきれい好き，言い様のない表情をしていたが，食事中一言

も口をきかなかったし 2度と食事を共にすることはなかった。時と人によ

っては笑えないこともあるが，そんなことは気にしない性格の人なのだから

致し方がない。

書いてみるといくらでもでてくるし，人から聞いた話までいれたら大変な

量になろう。そのくらい逸話の多い人柄であった。そして，いづれもが陰性

なものではない。笑の伴うものであるところに特性があり，その人の持ち味

でもあった。

駄文を綴ることとなったが，その人の[叶想はどれもが王参談であり，豪傑型

の柴田さんとして思い出される。まさに愛すべき人であった。

故人を{思ぶ意味で手元にある写真もご披露し，稿を終ることとする。

(43頁より)

であり，満ち足りたものであったと思いせめてもの慰めとしたい。

3男 2女に恵まれ，夫々立派な社会人として活躍中で奥様も御元気の様子，

皆様の御健康と故柴田幸一郎君の御冥福を御祈りするのみである。
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柴田幸一郎君の思い出

佐野誠一

昭和54年6月16日突然柴田幸一郎君の逝去の知らせを受けたが， 2月の会

合には元気な姿を見せ，盛んに気炎を上げていたばかりで， 3月に入って急

に病を得て入院療養中とは聞いていたが，そんなに悪いとは考えても見なか

っただけに俄には信じられなかった。

一昨年一時重体と伝えられ，子息達も集って心配だった様子であったが，

無事に切抜け，再び元気な姿に接することが出来，その後囲碁やピンポン等

に親しみ，特に故障もなく元気に過しているものとばかり思っていた。突然

の逝去は病院から退院した翌日とのこと，体の 1部に床擦等が出来ていて，

細菌の侵入で敗血症とも又肺炎とも言われ，急、なことであったらしい。

柴田幸一郎君との最初の出会いは昭和 4年4月の北大水産へ入学の時で，

それから本年で満50年になり想えば永い付き合いであった。学生時代から物

事にこだわらない性格は各所に現われ，特にワイシャツの後を上衣の下から

覗かせていたのは有名な話で，柴田君と交友のあった人々の聞では良く知ら

れていることである。柴田君の真正直な性質は当時から仲々傑作も多かった

が，純粋な性格は特異なものであり，最近の世の中では仲々見られない傑物

であったと言えよう。頭脳明断なことは同君の碁の面でも発揮され，学生時

代からかなり強く，次第に腕も上がり，昭和 7年余市の水産試験場に入って

からも向う処敵なく勇名をはせ，昭和 9年瞬化場に移り，国後支場時代に益

々磨がかかり，昭和19年千歳に移り，更に中の島の本場事業課長となってか

らも場内で有数の存在となっていた。又道内水産関係者の中でも頭角を現し，

昭和45年に退職してからも衰えを見せず，益々磨がかかり，日本棋院 2段で

はあったが，実力はかなり上の方にあったらしい。

碁の方で面白いことには対局相手が上級の人の場合は仲々勝てないことが

多く，上段者と聞いただけで，どうしても思うように打てなかった処にも同

君の正直で、純粋な性質が現われていたようである。

国後支場から千歳へ移って間もなく，それ迄事業場であった千最瞬化場が

新しく支場として出発することとなり，野田場長が兼務していた，支場長事

務取扱となり，その翌年，中の島の本場の事業課長に昇進したが，初めての

課長職で少なからず興奮した様子であった。事業課長としての業績は良く知

られている通りで，周囲の状況を考えずに発言することが多く，何処迄も頑
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張り，碁の上段者に対すると同様に上級の人の言うことには一目をおく以外

仲々議論も好きで，そのものずばりの発言は人の心に迫るものがあり，言っ

て貰いたくないことを言われて，思わぬ人に恨まれたこともあったらしい。

併し真正直の人柄は多くの人々に親しまれ同君を良く知っている人々は変ら

ね友情を示す人も多く，特に千歳支場時代，共に過した人々や，本場事業企

画の関係者の聞には親しい付合を続けていた人が多かったようである。昭和

28年に千歳支場長として赴任し暫く千歳の勤務が続き，更に昭和34年に本場

の事業課長として帰りざき，昭和45年に退職する迄，企画課長又事業課長を

歴任したと記憶している。千歳支場長時代一時札幌から毎日通っていたこと

もあったようで，この聞に病を得て療養生活に入ったが，これも全快して再

起し，長い癖化場の勤務を勤め上げたのである。同君は物事にこだわらない

性質である反面極めて繊細な神経をもっていて，同僚の号俸や給料等につい

て良く調べ，昇進や退職の時期等迄知っていて，神経はむしろ細い方でもあ

ったと思われる。何れにしても人生を真剣に生き，思うことは腹にしまって

おけない性質は一部の人々からは疎んぜられたこともあったと思われるが，

多くの人々から親しまる，永い交友が続いたことと思われる。

細かい神経を持っていた事を示す一面として国後支場時代に行った報告が

あり，人々のあまり関心をもたない胡瓜魚(キウリウオ)の受精能力に就い

ての実験は貴重なものとして残され，最近道東地区で多産する本種の生態研

究として再認識されて来ている。この実験は細かい神経を必要とし，同君の

この方面の素質を現していた。又国後島の東沸川の雨鱒(アメマス)に関す

る研究は国後支場から放出するサケ稚魚群の害魚として雨鱒をとらえ，産卵

のために河川に訴上する時期から産卵期或は降海時期迄，多くの標本から詳

細な調査が行われ，雨鱒の生態研究としても貴重で、あり，特に降海時とi床上

期で雌雄の割合が大きく異なること等，現在にも多くの課題を残している。

更に胡瓜魚の調査では，当時水産試験場，根室支場に勤務していた三原健夫

君と共に瞬化に及ぼす塩分の影響に関する研究では，勝化可能な海水比重は

1.00300迄であることを明らかにし，胡瓜魚の瞬化に関する新しい知見を発

表した。この他にも 2~3 の報告があると思われるが，これらの研究は同君

の詳細な実験計画と観察，行き届いた注意力によって得られたもので，豪放

よりむしろ繊細な神経の方が勝り，調査研究活動によって恐らく有意な成果

が期待出来たのかも知れない。

いろいろの事が思い出されるが，同君は 6月16日急逝し惜しい人を失って

淋しさもひとしおである。多くの人々に愛され親しまれた同君の一生は幸福
(41頁へ続く)
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