
幸内慎治郎氏

昭和4年，北大を卒え，北海道庁西別ふ

化場を皮切りに.37年間終始一貫ふ化事業

に生きぬいた男，その足跡は，千歳支場，

西別ふ化場，千歳支場長，本場次長と主と

して鮭鱒の本場道東をかけめぐり最後は古

巣に舞いもどって根室支場長として有終の

美を飾った。

38年には選ばれて，ソヴイユト連邦(樺

太〉に出張，その際堂々とお有余年身につ

けたふ化技術を海外に披涯した，すなわち，

親魚の撰別，腹部による熟度の判定，採卵

技術の卓越さを地をもって示し， ソグィエ

トの技術者を睦着せしめたことは余りにも

有名である。

一方趣味も豊富で，鉄砲に，剣道(3段〕

に，庭球に，麻雀(中標津3段)と万能ぶ

りを発輝した。

本場時代，当時の将棋王山谷2段(現在

遠軽信用組合勤務と聞く I に飛車落しで挑

戦，進むままに自駒をもぎとられ孤車奮闘，

殆んど裸のまま最後まで粘り勺つけた姿が

初郷として目に浮ぶ，北陸人特有のねばり

だろうか，勇退を目暖に控えた 1月の支場

長会議に最後まで議題の‘ふ化事業実施要

領、に「鮭鱒増殖拡充計画 f第2期)Jに

鮭鱒を愛する男の抱負を熱と意、気で吐露し

た姿にはただ頭が下るま

また，主従の関係にしても一度氏と交流

を持った者は終始その数の減らないことも

氏の人格を物語る一片であろう=

退官後も処を得られ，鮭鱒関係の業務に

-FEz--============================================================================-=======================ZEE-
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惜しまれつつ

ふ化場を

去る人々

柴田幸一郎

ふ化場内を流れる水のセ

セラギをこよなきメロデー

として，育ち行く稚魚にま

た糊り来る親魚に生涯の大

半を捧げた氏がそれぞれ功

成り名とげられ. 3月を期

してふ化場を去って行く，

限りない、寂莫、を禁じえ

ない.

ある宗教家は、人生は芸

術なりと、人里離れた恵ま

れぬ環境に、孤独、を守り

続け，その，行動はひとえ

に，さけます資源の再生産

に捧げた，それは尊い芸術

といえないだろうか?

ここに，去り行く人々の憶

レ出を浮ぶままに記しては

なむけの言葉と致したい。



携わるる出，一層の御健闘を期待してやま 7， 8千尾の捕笠は 2万尾に飛躍させ.石

ない。 狩川の将来に一抹の愁眉を開いた。更に男

返さる40年度の十勝支場管内の豊漁は明治

小林教司氏 17年以後はじめての記録とか，捕獲数は実

に， 596，371尾， J長卵数514，734，000粒の驚

異的成果をおさめ，全道鮭鱒 8{意粒達成も

決して夢でないことを地を以て示した，正

にふ化場史を飾る金字塔，小林さんの本懐

これに過く、るものはないだろう。

昭和 3年，北大を卒え北海道庁千歳鮭鱒

ふ化場を皮切りに， 日年後道水試根宝支場

に転じ，昭和 9年鮭鱒増殖事業の革命とも

いうべき全道民営ふ化場の道営移管になる

や.生みの親半田先輩の影を慕うように北

見支場長としてふ化場に返り咲いた。

その後，昭和19年後志支庁に勤むること

l年にして何か感ずるところあってか官界

を退き20~22年まで，留萌市で練漁業に従

事したが思うにまかせず，再び農林省漁業

調査事務所(留萌・小樽)に官界入り 25年

には 3皮目の正直ではないが，ふ化場に入

り千歳，恨室を場長，本場次長を歴任し，最

後は十勝支場長として有終の美を飾った。

その足跡は技術，行政，実業にと多方面

に及んだが38年の職歴中ふ化場生活は30年

に及び宇内さん同様鮭鱒の男。

見るからに温厚円満型，趣味は庭球に卓

球，尺八〔免許皆伝)と万能ぶりを示した

が，就中囲碁は棋院 4段とふ化場切っての

豪表，一度白を握るや烈々たる闘志を秘め

て攻めに攻めぬく二読みの深さ至妙，筆者

も弟子の 1人として幾度か阪中をえぐられ

た思いをさせられた嫌な人ではあるG 南国

型といえようか。

ある場員は3ったご 、小林さんは大漁男

よ，小林さんの往く処鮭がついて廻ると、

しかり， 25年千歳入りするや西越係卵場は

久しきにわたる不振をふきとばし，今まで
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最近の十勝支場の空気は和気アイアイと

してそのスクラムば固く，また，一面i場

員の研究熱のすさまじさは幾多の業績を生

み，更にその努力は十勝川増殖事業沿革史

の完成に目下取組んでいる，これらのよう

なことは小林さんの指導力によるものだろ

う。

退官後も鮭鱒関係の業務に携わを由，三戸

内氏とは同郷の竹馬の友，本目提携してふ化

事業のため -1替の御活躍を祈りたい。

石川博氏

大正14年，小得水産を卒え直ちに石狩漁

協へ入りその後網走鮭鱒養殖組合を経て昭

和2年北海道庁千歳ふ化場を皮切りに，同

9年北見支場，ついで、昭和12年から約7年

間渡島支場長， 19年には北見支場長に転じ，

ついで本場事業第二課長となり， 34年再度

占巣に舞いもどって千歳支場長になり，今

年同場を最後に有終の美を飾った。

石川さんは率直にいって寡言直行の人と

言い得ょう，古武士を思わす威厳と不動さ

を自ら持してし t.::.c 学窓を出でて，故菊地

覚助氏の愛弟子として千歳生活の中で身近



にその，人絡に接しその薫陶を受けた数年 事業場(現札内事菜場)主任を経て十勝事

関がEゴ川さんの人間形交に与って力があっ 業場長となり，これを最僚に勇退されるこ

たように思われる。 とになったJ

石川さんの40年にならんとするふ化場生 臼井さんL工，言うなれば，ふ化事業に倣

活の中で，特筆されるべきは10年余にわた した役人らしからざる役人といえようかJ

る北見支場長時代であったように忌われる 一見堂々たる偉丈夫であるが，反面行情討

年齢的にも最も油の乗りきった48台の石 人であり埋想家であったのではなかろう

川さんは学的には桜鱒の長期蓄養の研究に かニいつも冥想、し，溢れるほどの夢を持ち，

精進し昭和25年，端野採卵場で蓄養中の桜 語り出すとその夢(土限りなく発展して続く

鱒発死親魚より新しい病原菌(Bacterium のが常であったこしかしその夢は単なる空

Salmanicidaに似た葡萄状球菌)の検出に 想ではなく.氏の理想、を生むものであり，

成功し，事業的には北見支場をして 3年間 更には現実の中で強く進められた仕事のH

連続(昭24~26) 鱒採卵奨励賞に輝かせし 標となったものであろうニ現在，釧路事業

めた J 場は全道に諮る重要なふ化場として君臨し

今回勇退せらるるにあたり感懐新たなも ているが，それは，氏の釧路時代の構想を

のがあろう，昨年，千歳支場も永久橋，養 実現させたことにほかならないと故菊地覚

魚池及導水路，護岸の新設，製餌室の新築， 助氏が「魚と卵」に賞讃しているさまた児

庁舎の修繕等全く両日を新たにし衰退ぎみ 童文学者和田義雄氏は「この地にこの人あ

の同支場に新たな出発の息吹きを感じせし りてJ (1965年 5月、教育技術、掲載)を

めた。 かりて，さげを愛し，ふ化事業に打ちこむ

このような深い知識と技術を今後共ふ化 日井さんの一両を語っているこ更に季刊誌

事業のために御指事下さることを祈って 11士 、暮らしの手帳、 11965年10月、)にも臼井さ

まない J んが画かれているが，氏の仕事への熱意と

確信が最もよく表現されているのではない

白井義雄氏 だろうか

『ある年，よその川にはとっくに上って

いるのに十勝川には鮭が上ってこなかっ

たー今年:土来なし、かも知れん，みんながそ

ういうようになったっ日井さんだけがそん

なことはない，必ず kってくる，と言い;主

青森生れ，最初栖原商白択捉支自に勤務 った3 来る夜も来る夜も，夜ふけ，臼井さ

されたことが後に人生の大半をふ化場に投 んは十勝111の堤で鮭を待ったごそしてある

ずる機縁となったのであろう 夜，みんな:工白井さんの異様な声を.)11の

大正13年択捉島有朋ふ化場を振り出しに ほうに聞いたのであるご

当路，比良糸の民営ふ化場を経て.昭和9 駈けつけてみると，月光のさんさんとふ

年全道民営ふ化場の官営移管とともに.t尺 る川両を背景に，円井さんがまるで狂った

捉支場比良糸事業場主任として官界の一歩 ように手をふり足を上げて踊っている

を踏み出した。終戦後虹別支場，釧路白人 「俺の角、が帰ってきた，俺の魚が帰って
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きたぞォ_ll ハ塩鮭の歌、の長riから) 洲を形成し，流れを一変させる， J見在の捕

端的にいって，一介の技術者のどこが， 獲場に位置するまで，上流 5粁， Hl， 0.1 

これら多くのジャーナリストの塊をとらえ 粁と 3度所を変えている。静内川の鮭完全

るのだろうか?それは単に名だたる十勝川 捕獲こそ，森さんの夢寝にも忘れ得ぬ悲願

を背景としたふ化事業がジャーナリストを だったろうっ

とらへ氏を美化するものではなく，事業の 法難を越えて新たな工夫となり，発意と

ためには何人にも屈することなく，あたか なり完成を目隠にして新鋭東技官に引継ぎ

も北板星のように動かぬ信念と情熱カリ¥を 渡島に去り，同場は現在吉田技官に継がれ

とらえ，共感をよぶのであろう c当場のN氏 ている。

による「事業場日誌」にはその主人公とし その構想は石枠，沈床，根餐司木村式捕

て，いくつかの奇矯な行動も記されていた 獲装置の改良をその根拠とするもので，故

が，それは氏の仕事に対する熱意を実づけ 金回源吉氏等も蔭になり援助の手をさしの

る逆説(Paradox)とみることができょう べていたように覚えている乙

退職後は弟子屈で御長男と一緒に余生を 静内事業場は日高管内の鮭鱒資源センタ

送らるる由。筆者は，氏が第 2の人生に土佐 ーとしての重要性よりも，捕獲完成えの原

々しくっき進む姿を期待したし、 動力となった森さんの功績は，静内川の弁

放な流れと共に消え去らないたろう，見る

森 五一氏 からに酬を偲ぶ剛直型，一昨年NHK

より陸の孤島の生活を続けその一生を人工

ふ化に体げた人で，かつテレヒに臆しない

条件で人選を依頼された時，衆目の一致す

るところ適任者として森さんが推選され

7こ。

昭和2年，網走外二官11鮭鱒養殖水産組合 聞き手，秋庭氏はその時の模様を次のょ

に勤めていたが，昭和 9年，全道民営ふ化 うに述懐している。

場の官営移管と共に北見支場常品事業場主 、放送局スタジオのリハーサノレではやや

任を皮切りに徳、志別，天の川，厚沢部，染 緊張気味で行末を案じられたが，本番では

退，静内各事業場主任を経て渡島支場手;J別 森さんの真骨頂を表わしi箇々と語り，正に

事業場長を最後にこの度勇退されることに 、懸河の弁、時間切れにならぬよう，ひそ

なった。 かにサインをしたとか，腹の出来た珍らし

森さんの約40年のふ化場生活を通じて最 い人だと、 3男2女の子福者，皆立派に成

も印象ずけられた心の故郷は20年に及ぶ静 長それぞれ良縁を得ておられる，家庭的な

内事業場であったろう。 なごやかさは羨しい限り。

静内川は日高山脈に源を発し，支分流40 退官後は心の故郷静内にもとられ，得意

余を持ち，延々55粁，太平洋に淀ぐ急流河 の果樹の栽培に専念されるやに聞いてい

川である，現在の捕獲場は河口附近に位置 る。いつまでもふ化場に残したい人であ

しているが，毎年 9月の降雨期には大増水 る3 切に御自愛を祈る。

となり河川の砂浜は瞬時にさらされ新しい
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橋本武三郎氏

大正1ラ年，小樽水産を卒業後，北海製缶

倉庫株式会社に入社したが，昭和7年北海

道庁西!dljふ化場に入札以来同17年薫別事

業場主任，北見支場事業係、兼藻琴事業場主

任，幕別，伊茶仁の各事業場主任を歴任し，

根室事業場長を最後に，今回勇退されるこ

とにな司た。

通称、武さん、で通る元気な氏は，樽水

時代は明治神宮外苑で行われた「全国中等

学校相撲大会」で，先鉾としての期待にそ

むかず，団体優勝をなしとげた経歴があり，

これはまた常に氏から聞かされる自慢話し

の一つであった。

氏のふ化場生活35は年を通じての心の故

里は，おそらく若かりし時代に10年間にわ

たり過した西別ふ化場で、はなかったろう

‘か。当時の場長は，学究と護厳をもって知

られた田中林蔵氏であったc 氏がふ化場に

入った年は，浜口内閣の緊縮時代で，世は

デフレ|待代U 町には失業者があふれ，巷で

は、女給の歌、、酒は涙か、などの流行歌

が一世を風廉し，大学は出たけれど日給は

l円50銭の臨時雇といった深刻な時代。氏

もやはりその轍をふまれたようであるc 根

釧原野に冷たい冬が訪れると，毎日のよう

に場務として標茶まで，馬縫を駆使する武

さんの姿がみられた。ふ化場と標茶をつな

ぐ29粁の路は，凍てっき，廷漠たる原野に

は，すっかり棄を落した白樺が，白骨のよ

昨年氏から伺った遠い昔の苦心談である。

田中林蔵さんの貴重な研究，とくに田中

式ふ化器の考案に際して，構内の倉庫が製

作工場となったとき，氏はその責任者とし

てたてこもり，自ら熔接に，金網枠の製作

にと，楽屋の裏方さんとして活躍し，その

成功に大き役割を果したことは，当時を知

る同僚の語り草である。

先日私が千歳支場に赴いたとき，当時の

同僚であった安田貞男氏夫妻から伺ったの

であるが，当時の摩周湖虹鱒増殖事業には，

多くの苦難があった。当時使っていた、タ

ロ一、 (5馬力)の故障もその一つで，毎

年決まって数回故障した3 その度に現場の

主任であった氏は.10貫余のモーターを背

負い，荊練深い 200米余の断崖をよじのぼ

り.20粁近い弟子屈までの山道を歩き，ょ

うやく汽車で釧路まで行って，またその足

で帰えり，明日の仕事を支障なからしめた

とし、ぅ=安田夫妻がロをそろえて讃えるよ

うに，私もまた，氏の強い責任感と仕事へ

の熱意に深く感動するのであるc 今に続く

藍色の摩周の湖面は，魔物の眼にも似て神

秘の光を彩っている。躍る虹鱒=氏の永遠

に去らぬ感懐であろう。

l粒種の御令息は，昨年母校を卒業され，

道水産部に奉職している。氏の意志をつい

で水産のために大いに期待されるのである

今後の御健在を祈りたい。

押味幸一氏

うに立ち並ぶ。馬橋を駆る武さんのヰには， 昭和翌年，根室鮭鱒養殖水産組合奔別ふ

鈴音のがリズムカノレにひびいたο これはー 化場(丙別川の支流)をふり出しに，上当
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幌ふ化場に移り，昭和9年，全道民営ふ化 いですよ|

場の官常移管とともに，羅臼事業場，目梨， と進言したら，呆気にとられた阪を，み

薫別，当幌，暑寒別，遊楽部の各事業場主 はっておられたc

(壬を経て，昭和37年，渡島支場兼務となり， 民営ふ化場時代を経験され，ふ化場と苦

同38年尻別事業場主任に転じ今回勇退され 楽を共にしてきた職員は，現在少ない。今

ることになったー勤続年限も40余年，人生 また，氏を送り，同時に森，臼井の両氏も

の半生をふ化事業のために捧げられた3 送らなければならない。谷口(水産ふ化場

同氏は温厚篤実，ただ黙々としてふ化事 次長)，八木沢(天塩支場長)，鴨川(湧別

宅に精進された人で，人生劇場に演出もな 場長)，蹴揚(頓別場長)の 4氏を残すの

し技巧もこらさず，真に純情型といい得 みとなった。 30年の歳月また短かからず

ょうー や。この意味でも貴重な人であったと，惜

過日，本場に見えられたとき，高血圧の 別の情が深いニ

ため，大分健康をそこなっておられたよう 3男3女の子福者，皆それぞれ立派に成

であるニ小生がおどけまじりに 人され，長男幸雄氏は，氏の意志をついて、

「押味さん，早く元気になってハワイや 現在天塩支場に勤務されている。今後の御

上海にでも飛ばなきゃあ，人生:1馬鹿くさ 自愛を祈ってやまなL、。

藻琴の清流とともに曲る山道をたどると，

宍戸戦助氏 渓流の音も一段と増し，山合いにポツンと

とりのこされた藻琴事業場の屋舎が現われ

る。

氏は終始この事業場にあって，藻琴川の

さけの守人として， 20余年，力を注いでこ

られた。開拓のために渡道し，この地に来

昭和19年網走事業場に入り，翌年重量琴事 たのがふ化事業にたずさわる契機となった

業場に勤務替えとなったコ以来昭和35年に と聞く。

同事業場の主任代理となり，同37年には主 藻琴山麓の冬はきびしい。オホーツクか

任となったコ ら吹き上げる季節風は，真正面に向いた山

氏の勤務された事業場は，藻琴山の山腹 肌を容赦なく吹きなで，海を越えて運んで

にあり，そこに至る道は遠いるカラマツの きた氷雪を所かまわず置き去ってゆく。東

丘をまわり，纏木の繁みをぬけて，遠くォ 藻琴から 4里の道を，ょうやくあがって来

ホーツクの海を白く見下す処に，まずしく る馬犠が，ここの生活のすべてを支えてい

点在する開拓部落がある。そこにはもう誰 るコその不便さは，陵の孤島と呼ばれる数

も見向うともしない古く，くずれかけた殖 少ない事業場にも比すものがあったであろ

民軌道時代の!駅舎が，ある物語りを秘めて う。それでも，昭和30年に山国電気利用組

いるかのごとく，ひっそりと置かれてい 合が出来，ょうやく文化の影がしのびこん

るひこの部落をあとに路は一層狭く，繁み だのである。

の影も濃いっ時には熊が出没するとし、う。 氏はこのような環境にあっても黙々とし
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て，事業への意欲をもやしつづけてきた3 筆者とは国後時代同飯の契，当時の支場

一時高血圧になやまされながらもよく克服 長は今は退官されているがM氏で彼は独学

し，事業を遂行してきた氏の情熱と努力は， のうえ32歳の身空で官営移管初の支場長を

高く讃えられるものであり，その成果は， 射とめられた人，仕事に対する熱意は無類

今後の藻琴川のきけ資源の中に胎動し，や で熱心のあまり部下に対してあまり怒しみ

がて大きく実ることであろう。 のないのが玉に蔵，当時の定夫として採用

律気者の子沢山で，経済的には大変であ される者は何れも逗しい千島男，流石の千

った時代もあったと聞くが，現在は，ほと 島男をもってしても到底M氏を場主として

んど社会人として成人し，それぞれ活躍さ の国後支場の宮仕えは不可能であったコ皆

れており，氏の大きな慰めとなっている由， 喧嘩しては入れ代り，立ちかわり退官の憂

焼酎をこよなく愛し，ゴーノレデンパットを き目を見た，その数は五指に近いはず，最

無二の友として，福島弁を丸出しに珍談を 後に佐藤さんが定夫入りをした頃もM支場

聞かせられた方々も多いことであろう。 長はきまって退庁後に私用を公務の一端と

退職後も現在の地に永住して，ふ化事業 して命じた。ウッソウたる森林に固まれた

に協力されるときく z 今後の活躍を期して 深山のふ化場から港へ，東沸市街までの徒

止まないc 歩の 3里は熊笹が繁り熊公の足跡あざやか

な山道を上ったり，下ったり帰る頃iこは日

佐藤辰之助氏 がとっぷりと暮れカンテラ片手tこ米 1俵を

背負って黙4 と歩む佐藤さんの姿が常々見

られた3 その頑張りには私達場員はただ驚

異であり一面長敬の的だった。かくしてさ

すがの難門をも見事パスD

東沸湖の観測では常に共に槽を漕いだ，

氏は青森の産，小学校を卒業後直ちに漁 不器用な筆者がどうにか櫓をあやつれるよ

場の季節労務者として利尻，カムチャッカ， うになったのは氏の巧な指導にほかならな

ニコライエブスク，択捉等でカユ，練，鱈 い。

鮭，鱒を追う。大正15年国後島に渡り漁場 当幌については，あまり知る機を逸した

を自営，国後島に本籍を移し千島で果てる がふ化事業の縁の下の力持ち的存在として

ことを夢見ていた純粋さ，一見小柄だが見 最後までその努力は続けられたことだろ

るからに遣しい男丈夫，精惇で小西郷を想 う，それが真の技術者とL、L、得ないだろう

わせる男前。 かコ

昭和6年，国後支場を振り出しに官界入 長男和夫君は厚岸水産を出られ薫別事業

り，終戦と共に虹別支場当幌事業場に移り 場で後を継いでおられる，今後の御自愛を

当地で20年余を勤め今岡退職されることに 祈ってやまないっ

なった。
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