
20 年の断片 

  
今年も早鮭の 季節となった。 

光陰矢の如 し …‥というが ，本誌も 5[@ 午に 

なったそうであ る。 編集子にⅠ 20 年になるの 

で」と言われた 時は意外な気持ちだったが ， 

だしてみると 成程 129 号という発行数になっ 

ている。 今更に確認したような 始末であ る。 

しかし，小冊子とはいえ 積み上げてみると 

相当な高さになる。 文芸誌とは異なるから 発 

行の労はそれ 程でもないといえるが ，それに 

しても編集各位にはよく 裏 方の責を果たして 

頂いたと居、 ぅ 。 継続するという 第一の条件は 

とにも角にも 守られた。 立派な業績だと 居、 ぅ 。 

発刊時の回想は 本誌の l00 号に述べたので 

ここではふれないが ，いまだしてみると 表紙 

の 変わり方の激しいのに 驚く。 読者の各位に 

も同様な印象があ るだろうと は ． ぅが， 次のよ 

うな変わり方であ る。 

l00-103  歯をむき出した 一匹の魚，大胆 

な図柄に驚かされる。 

104-l09 骨様 のものと点が 2 段に画かれ 

落ち着いた色彩になっている。 

110-l15 緑色の魚拓。 

1l6-122  漫画調の可愛い い 魚が一匹。 

Ⅰ 27 一 やまべが一匹。 

こうして見てみると l00 号までほとんどが 

秋 庭 鉄 之   
栗谷川健一氏の 落ち着いた 調き 千でたものが 

突然に奔放な 躍りだし方をしたような 変わり 

方になっている。 表紙からはとても 同じ雑誌 

とは思えない。 内容の変化はないのであ りⅠ 

イメージ，アップという 点でまずかったと 思 

う。 

それにしてもこの 長い年月の間には 執筆者 

の 移り変わりも 大きい。 わけても創刊 以 釆の 

菊池沢 助 氏や江口弘氏は 既に物故者であ り， 

調理士会の元老として 特異な存在だった 日吉 

良一氏も既に 亡い。 わけても菊池さんは 一生 

を 傾げたふ化事業に 対して一書を 残すべ 一き 

だったろ うし ，江口さんは 水に傾けたファイ 

トを実際問題えの 指針として別に 業績をまと 

めるべきであ ったろ うとほう 。 一昨年暮れ， 

その死は余りにも 突然だったし ，御本人もこ 

タ t からというつもりでいたことと 居、 ぅ 。 本誌 

だけではなく 数少ないその 道の権 威として 惜 

しまれる。 同様に惜しまれているのは 高安三 

次 氏 で時に達者な ぺソ を残されているが ，老 

齢に加えて病臥にあ ることも残俳であ る。 

また，伊藤 - 隆の縁類として ，一万では水 

産界の大御所的存在だった 大島正 満 氏も既に 

亡い。 伊藤一隆を調べ ，その伝の発行などで 

幾度かお会いしているだげにその 面影が偲ば 
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れるが薄暗い 書 斎でいつもれ 茶を前に語られ 

ていた。 後に知ったことだが ， この時に使わ 

れているスプーンは 主として英国の 各市のも 

ので，旅行の 都度集めるのが 趣味だったそう 

であ る。 道理で l 本 ずつ形も異なり ，奇妙な 

模様が入ったりしていたと 思い当たったもの 

であ る。 

本誌には作家の 寄稿が少ない ，もっとも稿 

料が安いということもあ るが本誌の・ 性格もあ 

り，やむを得ないと 思っている， しかし，一 

般の雑誌などに 本誌に載せられたら…… と思 

われる作品があ っだりするとつい 発刊当時の 

情熱がなっかしく 思われたりもする ，その頃 

野間宏氏から 随筆をもらい 焼いてしまったこ 

とがあ った。 火車なのだから 致し方                   
よう であ る。 

現在連載中の 大滝垂直氏の 場合は別格であ 

る。 御本人の興味で 書かれてのことなので ， 

本誌としては 当然掲載していい 態のものであ 

ろう。 

作家ではないが へ ンの尼子長沢 有 晃など ぼ 

ふ化場 員 としてその業に 当たっており ，まだ 

まだ本誌に書いていいのではなかろうか。 昨 

年 ， 米 加の状況を見てきており ，大いに読ま 

せるものが 喜 げる筈であ る，彼の軽妙な 筆致 

や痛烈な地楡は 容易に真似られるものではな 

い，本誌 だ げにとらわれず 大いに書いて 欲し 

いと 崩ぅ ，総じて水産 界 にはへンをもつ 人が 

少ないようであ る。 

本誌は臆     外 と市価を高めている ， 20 年も続 

けば，そして 特異な存在であ ることからも 権 

威をもっているのであ ろうが，かような 社会 

的な評価は確固とした 存在の主張になってい 

ると思 う ，従って自らの 責任を伴うこととな 

る，   
苦労するのは 如何なものであ ろ 5 か 。 希望者 

には広く配布し ，急速な進展を 示す科学や国 

際関係，あ るいは関係業界の 動向などの情報 

活動といった 面も負 う べき 貴 だろうと ぽ、 ラー 

本誌としての 性格を改めて 兄 つめて入る時期 

にきているのではなかろうか ，もっともこれ 

は単に編集委員だけの 問題ではない ， 

回想はどうも 自 同 自賛にはしる 嫌いがあ る 

自省を含めての 批判として受け 取られれば 幸 

いであ り，なお一層本誌の 発展が望まれる 次 

第であ る。 ( 農林事務官企画課長 ) 




