
お

東 京付近の遊漁繁昌記

日大

はしがき

I fPt和271ドの本誌 [-.に:~ /lilにわたって:tH¥

文!1III，dE¥;V-} 1) _Iを辿l放させて、た!日、い

山がある。 '~It!j に比べて現イピの本誌は大

引に /s:.1) 1付討も紙nも¥'/.IJ[i:;二JKったこと

は慶?I{の手りであるの官、も今lU上1()1:1ミIIIi

の tll: え:~J広大 L たような川;hj; 二つ L 、て投

稿したい。 il{j平1129守イ火に北IJ，M.北ノrJ¥.I-t，八

の)九 よ劾jミイど昨311してi泊f!i'(-CIjuTI可L、力主

漁業振興協会|をiilJψL.:lS1ド{r:に家庭

の事情から*}~(へ転ft Lたが. 1;芝府内道

楽仕事として W~:午有に漁民教育研究会設

守準備会の幹1杯以となり. Ir可午夏には大

11本l](ji子会がi12な Lた全国水戸j'加工委11
会の7;:任委ilとLて若二1尽力しているが

!t~近遊漁を同氏大衆ことに大都会佐l:\;の

健全娯;~として充述せしむるとともに IJ，

}iritfvl;~の保護併前と沿岸漁民大衆の福不IJ

J'~1)[ を口 (1サとする運動に参加しようと !ι

う。 過去20年来今 11までヤマメ釣りに熱

中したお蔭で TJ，I工数え年70ttえになった現

花も心身ともに頗る頑健なるi次に釣り殺

Lたヤマメ数万尼の{ji;長のためにもこの

仕事に尽力 Lたいと思うわそのために前

夜した事柄をね知らせする。

大都会の二(1駄な;~不健435化

'同 幸 J
I
 

l
 

l
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東京へ転住して鰐ろいたことは(転

住しなくとも地方からと京滞在される i市

れは同様に芦ぞろカ.;{lるだろうが)， !'HJ}'jC 

'~Ti ~t4てなどの交通t樹立j と通行Aの増加lによ

る利子持と危険‘!騒Tf，JE臭不潔などのは

なはだしいことであるつ警視庁の定表11

]ii 11必らず交通事故による死亡数名. i'l 

1号数百1'，とある。全閏的に昨年 1ヵ年の

死亡青 1万余名で負傷者は数行万に達 L

たがてtに大都会の交通事故であろうの依

に大都会の街路を行くといかに Lて安全

を保っかに心身を集中 Lて眼前のことの

λに囚われ勝ちになる。例へば叶:年の

安保反対デモなどもそのjl虫干7l工別と Lて

た部会人のヒステリツケ/ぷ馬鹿騒ぎであ

ろう。環境が不健全故にその娯楽も不健

全なるものが多いっかような大都会のfi:

吋大衆(多忙な人，貧乏，k人.老人，女

hR. 'I(U万人をも合んで)に心身の休去

と健康を与える最良方法の A つに遊漁が

あると考える。もちろん全同氏大衆にと

っても伝効である円

~ミ同でもソーパーヤハーデン大統聞か

$''}り好きであったのは有名であるが. }Jo 

f而1it漁税(約八百f'-])をお年納めて居る

米1(，1民が約一二千万「〆人間ムるのいわゆる文化



生活が進めばj住むほどその反面Iに原始的

生活を取り入れなければ不健康になるの

は皮肉なことだがわが国の大都会は米国

以とに欠陥の多い文化生活になってき

た。それで、収入増と余暇哨とともに遊漁

やゴルフ，スキー，水泳，登山などのス

ポーツが盛んになったのであろう。現在

遊漁人口は東京都内二百万人.全国五百

万.71;至一千万人と推定されるが反対にtt~

獲と水質汚潟などによる魚、問の減少がは

なはだ Lくその対策が頗る貧弱である(

東京付近の遊漁場の現状

u、がリu;Eへ転住してすぐ大部会内不潔

i二日ラろいてFf'速郊外iiいかと約 1)l~，\ti~ しを

， ~\;λ た。

主ずflll必11. 祝祭 11には釣り lJ/Jに11く

主での屯'1':.パスが超~-\:I~J L 1でがJi)場も郎

会内の }I~~ i)場の光沢を呈するので.それ

らの 111)，外には11'，かけられぬ J学生.勤め

人は全くお気の11;で、ある。私の友人でがj

i)好きな司μfli;J" lîlf の干Ij用 ;'i[)J~に どうし

てL、る|と日J~、 /ιこら i ウィーケプ~- I二{本

l肢をとってfi'くJと!?54えたの

東京付近にはωに川にi，'i)jii1に約 i)J)/flり

に遊ifJ(J坊が昨日るミシくそれを経する漁業

組合. 1m光団体 v、鉄会社なとが!ふんに

行(えして釣 1)，会:誘致に勿めて L、る。 1{1，Hf

もi炎水魚としてはフナ司アユを iとLて

コイーハヤ. ワカサギ.ヤ才ベ，ヤマメ

などがあり ， ifljfなにはタイ実l!. カレイ知

アジ. ハーゼ， メジ寸. イサキその他多

数である。 P是正((期の休 11でも多数の遊漁

者をjllJとか収7干しれjるだけの広い釣り場

と多数の約 1)1;)が格的されているので休

9 

日以外のけには淋しL、!占じがするはどで

あるの

フナ， コイ，アユ. ワカサギ. ニジマ

スなどを河川湖沼に放流するところも多

L、っかようなところは多く漁業組合があ

ってかかる費用を負担するとともに外来

者から入漁料として 1日50円力、ら1000円

(アュ解禁日)2000円(アユ投網狗〕を

徴収し余剰金は組合員に分配していると

こJパ〉あるそうだっ奥多摩湖や相開湖の

ような人造湖ではその水の利用同休が魚、

加の股j託金義務づけられ無料でZ(Jる人に

併牧l./)，つliiJC(';.:工東京背jjIJ"試が，後者;工

淡水f::Z;JC fiJfがその保育状j日を淵在 Lてい

屯コ。

.fJL在全国の内:ノ1ci可漁業訓li守の全科i台n
の八前ばゴ~，漁業者でこれらの入漁料をと

ってし、る組合の経営は組合員の利益か上

地の観光業者の利益が主で遊漁者の利益

は従たる感じがする。現在の国の遊漁iこ

[igする規則が不完全なることに直長の原

|可があり遊漁者が団結せざるために発言

権の~)}きが間接の大原肉であろうハ

的 1)漏りは者j¥の内外に頗る多い。半日

あるいは一円数百円の入漁料をとってフ

ナ. コイを的らせるのが庁通であるが多

!伝川トj~E などには自[鱒を一定区域に放流

して:11<1際鱒釣場Jの大看板を渇げ自家用

Ifiで乗り込む宗:も多く入漁料一日七百円

→千円で 10尼迄とあったり，釣りf--.げ

た;(((を lihで売り付けるところもある c

i毎年で1)[iTJ様で伊豆地方の観光地に多く

私的友人が 2~:i 人で沼津付近の三津水

b1~ f1Il付属の釣り i坊でメジマグロな釣った



]() 

ら魚、の代!illiとLて:l)J l' Jとられたとのこ

とで.温泉遊びの多くの ~t2 :t，\ 九十tlJ:にか

ようなi:?:於も!或 i) みつのであろう r

海 釣 1)iこは房総.三illl. fJr 'j などの、r
jrJ と大山J の (flji~':J也)jが釣 1)叫と Lてtii人

へ立伝しているハ 叶む二入i魚料 l土 要 ら

ぬ。しか u足以や防;I!L見の kで釣るfれは

小型でl~i 釘I も少 Jム川、ので千葉IR、外 7ガーの勝

ìllJや大原 fc どで;土 fHJm釣りの貸 ;íJ な ~f うと

一人三千|つもとられるが布引rI側は「鯛

を一て千rTlL 1川千I'Jうj、もjねる，liY:に釣り人が

儲かる!とず1'1リlL二いる σ/ぅ、ような遊試，~~

船も {I二々 j';'i/JII LてL、るの

/' t'J 1) :士ノトi二始主ってブナiニ終わる!

とも， 'J )れるがマブナ.ヘラブナともrYJ

*、fP-fにある多数のJlI，i{1. "立ガirl1など

に!知る1よく分イliLかつ作通漁業の対等:と

ならぬだけに品位されずに問自である(

私の調査 Ltこ葛飾r;<I}、jの江戸川と，1-' JlIの

I!¥lの広レ 1¥川はい討がjりi坊でブ→を枚w
L入試(1，1日同(J!Ljで(、j';丘i二貸出!ヂ¥ 釣 1);丘J1， 

ヤ何を売ろ 'il.， f主';~~なども多くて(同干IJ で

あるわ

*-I;l:~I"jのパピ釣りにも相J II:tJr I11J f上i:.m:

の[，)"1í本 Uî 百川の会'ttcUi~~(からのfHu

交通'11(， Ji!11， IiJげにごピ合む) ;二l咋11一秋出

J I1 ~:の 11 ;二参加したの市)怖のヘルスピンタ

ーIIIiから|一人*りのエンヂン (1/J、/ilで)'11

fTへ/1'，るわ 快H奇}W，11'¥の約 1)11平11でこのi、)j

休し仁川i~ Ji 人だが船橋からが~:'(j" f~ : 

千人 t~IUI ¥たらしく w点的全休で‘)j1210

h人手i11も/1:たろうとだ!像されがJり人がiftj

i二 1るようなw長やカるな光;iTで'1{fjlいでj;り

っている人も少たくないへがJ~) tニハーヒを

船内でだプラに Lてビールとどが;んでいる

連中もいる n 五時間利の間に一人平均50

尾以上は釣ったろうが一卜.子な人は数百足

もがjったc 釣りやりすくて引きが強く食

べて行いこのハゼはか苔養舶Jt-j付近が良

L、既卵場で)II/j(の出らる内向に良く生育

するハ東大水pr学利の檎I[j教授らの調査

で;土東京湾内;こ約四億尾のハゼが陵忠、 L

1カ午のがA¥1i在JAi士約一億)主(1人501主と

すれ;工延へ二百万人のが]人の;J，:j{，)(子とな

るヘもっともcr，-'Tの漁業I'r'Ji:((l， j佐が加わ

る)で;監Jまになって;土おらぬという。

ヤマメ釣 O

Iょが20年It¥JtJc:ナている釣りであるが北

海道と東京付-;1}:の状況は+11吋に特l具す

るの本-1'，称のヤマベば他の魚、の学名オ

イカケを吉、I床lI\~I j局でl土アマコ(厳1宇';¥こ

は少し異稀の由)としう λ 、ずれも完全な

r;十士、}係がらく」ヒ'1hji立て、l土イワ十ばかりい

てヤマメの絶対におらぬI，'(t.¥つ夕、ム(~(7;( 

付近の反対tには洪/ド対策などでダムが(土

なはだ多い)の j'.Wにお，)その'j'I! ¥]の‘

~二百fzのj史j夜中で i，tl:)IJL繁司I'll， Lカミ

も約 1)人が多くて荒される小さ f(I史iAt'1' 
に若干の美 u、をのはえるのはT1、にとっ

てむ l ん不思議な1見匁で，~~点 L たハもむ

ろん ~tìhj.ì立と比較 L て、ド J勾数卜分の寸1

ドの常収と考えられ l → III-')色!などとい

j χ}lるヘ在、自身内杭験と Lてイド111二区カ、

らIn，11秋主でに11'，漁 11数511"1(全部 111~tl

1)， 1乞uタI]'!i干IJIIJ --ILlIl 15の怖いkるjJi;~TIC 

あるいはその liオ~ ';'(j京1)以多591己 11土'レ

十?無 9j"l (:1 ILlji土!洋|卜i'1' 11-) '1λf) 1 11 ~ 

足になるの比かに自lJ!内11己.ハヤ.オイ



カワ若干である。

1凹の電車，パス賃往復半均四百円ほ

どゆえ東京から釣り場までの距離を推定

されよう。もちろんパス終点から釣り 1坊

主でさらに往復10九以と歩くのが普通で

ある。これを函館の自宅から自転車で汐

泊川 l二流に行って 1日平均，l~40尾を件

たのに比較すれば東京でヤマメ釣りする

背労がお判りになろう σ

ヤマメの禁i魚具iH工部，県の)先日IJとLて

10月初めから:2JUごまでであるがその川

の漁業訓L(iがさらに長期にしているとこ

らもある n 禁法1朋'-1'の密漁や t:J.ifi[L， .i丘

路 r事人 jミのタイ寸マイトi，(h!:rとも Uii: 

))~l*LI 合が l[iI.締/)ている以外には!&仔:ら

L l、ハ科lfTtJ ヤマメは欣~íÍtせずただ入1，(11，

11をとっているようにはえるのヤマメの

人 l:a~Hヒ主主 i11'(1 工従来の研究では i付 j取ら L

L、。

ヤマメが少なL、トーにy'}i) 人にも主{Lて

ス‘ルケなっているのか， 11'1'や史i羽は;J，
JL1がr:';j;/!ll?i'て ftfJ，く;ぅ 0' ，)工いためカ>.1ヒiflj.;白に

比べてjメ')1) 'hiく良いエ i人科Ij¥，、糸なと il

;立を安:寸ーるハ Lふミも γマメ l工?t5が)ミしく

i床も lミいので*'什、!の的 i) 人!日]で:土1fij~'-/j 帝政

の丸]1裟 f.fc\になって L 、る.~ 1中セ }"}:llなL、の

で根気が要るが， ブナ， コイ、?ifLjがjりの

ように[iljじ場所に 11:支って釣るのでは IJ .... 

くどしど l1"流へ'千を伝りながら釣 1) 1会

(子るゆえ 3~ 1i 11l ないη そ lt;二北ìfrj;立と :ù~

必った III;J( 、111，その111と111の1:りからIt!jJJI 

臼と111がはえ採し{主流なとのうたしさのは

かに、口氏な出林業'~己があって (uJl'J'{tーも IIIi

から先初代セ〉主主1:lているとのことで交

I1 

通ィ、{更な;?によくこんな111の'1'に住んで

いたと感心する。植物も珍らしく秋の川

原なとに柿が赤く熟しているのも美し

し、。里人との会話も而白L、が東京から来

ると空気が旨いし徒歩時間の長いことも

運動になるゆえに私は他の魚釣りよりヤ

マメ釣りが好きで東京から最も近いヤマ

メの住む}11々 を採し廻っている。

最近伊豆のアユ釣りで有名な引野川で

~!U仰の腹中にアユの桁1，~が801主も発見さ

れたので直[附やヤマメ l土芹魚として根絶

すべしとj2;見がi十1ているそうだがかかる

煎矧の生活史研究の不充分な判決であろ

うハわがItilで遊漁魚、知の特別な研究機1\~J 

が無いが米同でl上海if't1の遊漁魚h[の研

究ト制 \~J もできているわ

遊漁W]f:系の全!t誌と['J1休

j!tI 1，魚、問係の単行本も多いが雑誌として

1見本釣り人. 水の趣味噌釣の!Iそ界，釣の

友: (大|以〕などが4ü 月数万 ~{aj を販売して

いる|二に多〈の釣り道具足:などの広告も

あって {i利らしく水産業関係の ~\K 誌のほ

とんど令部が数千百¥1トーりなのと大挙があ

るρ ただL、ずれの綿誌を見てもどとにた

くさんの魚Jゲ、L、るか. とんな}'')1) .;丘只ャ

[叫が良いか.い7)冶なる釣り方をなすべき

かJちるいはよ;流¥LたII!jの白↑号五百などを ~I:t;j

故するだけでj桂法の保護上許証!とか遊

漁行政に対する批判など永J主の遊漁発民

策がほとんど発表されぬのは編集 -t;- の t~.:

|渇か読者の要求であろうか。

的 1)の団体l土地域.職場. 大学.立;'，]匁

/(~.約 1) 方々とによって組織さ h さらに

そのjEfT会札あるわ('l!Jえli神|円つれた会
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浦和釣天狗会.点以'1'11的wr.11-'大約の

会，慶大釣ケヲブ，銀H~へら鮒会.日+:

j支魚会(ドq~ ，';I;-'.hつれ ì 11イド)j_灼I'IJ好

会(五支部五下l'r， i 11本133勾的の会(二七

支部二T:(，)ジャパン・十一フ・キヤス

テング・クラブ. 11 -1< i礎的Æ~?I (五三会

三千余名)1¥:/ '.j ['}:'j: 、 ;'li 日 (~.o大学〕

Jミ)が会士となるにかかhらずかかる政治

活動が弱L、ょうである。

魚!炭保護協会投立準備懇談会. 11 *r-l 

i号、会連盟理事長1[[ifp，為三氏と雑誌「ツリ

人|社々長竹内11恒三郎氏の主唱でl作年末

に開催され釣魚、同体幹部や釣共業者有志

が集まってまず一千万円の寄付金をもっ

日本的fhf?i4jl!日(総体!'j()C 会長;土 iJr~:J ~r~j: )主 て1l~'1司法人をfI' 1) '(1;付金を無税ならしめ

之助氏) ;工とでJうる(こALらの[，J1休l士会

日の親l陀な 1:とL.(((j:"l ;) );_ j討をIlFlHl~する

ものがらいが 1，'1_ )'コ (/1);1トIHi二42j株'Jr1~ てと

行なうもの乞問介しよう。

東京都約，~(I，迎 I， ;J.) (1川 h()会 rl~万名)は

都内外のj"1川i，'Jjd1にらl止の)"日付ブ十利UCl

を放流していゐが:l()~l リ主の吹1M rt-~: ( 1 -.千

六百余九(じ 171tわであるつ

1 ¥g U["j:生jメJf.{tÆ~~n はじ ~lliíiに立なされ

たが本1fi土令:11本:γソLOB釣魚合連日が

詑ft'.されんと Lその会則定l/tii11すべき

条項を次に摘"己するハ

tむ2条 /11'1') l~ 川土 l刈\;j~''f:'I.r-l f，~)出

~~-tでよ(i った友情を w と L ~に相7fの視n+

をi':f!;y)If しく j~U 、的人tl 会の nlJ，;0に勿

}Jするつ

市 :l条白Ji:;I~ 約 (J'. jiil究係会. )j1( i~L 

会悼の JCfJ. );メjを'1'心と Lたd-出irh!会. 11央

iloi 会のIli/1llL1I、11人J. 1司ケトの的人r，Jj休との

うと ì~L

11 本的.~(~会，ì1l'，;;! 11日平1124~1 のねIjホで愛

魚!"li1v)を起こし受fhパ、ソヂの完上金で多

沖:川のf，(tllyj~改修 L 近イi ‘はが'lJl物 11111 税減

免;'jj 動へつ!j('(日li~g;JIり'j 11:.i'1i励金行な，-)てい

るn L ()‘し会nの熱心;ィ、)己か杭'(I(も少な

くI":J崎氏(liiJ!iU比大1:':， J}[大11本 IJCj/F会

てさらに多くの寄付4~2を .W金としてその

利 fーを以って釣けの永遠性を確保するた

めに次の 'J;::r~ 念行なhんとするの

魚族のii'i1とに I\Slずる湖 1~研究とその

私ff~~;二木づく 7214の lifJ陳 σ 二三魚肢の{民

法上17舶にI均する p ・Iミと(米諸jW航策の's

y jと民的。三令、，[むl床のI('Jトー)clK そ

の他

在、a山PA.竹内 1，I，jL(とも懇i決Lたが多

くの}，'-，i、でこの大.PH;仕tCjミ瓜i主将めで江いと

!必ずる(現イEも11本木六資源協会(会長

石原円 /n:Uがイ(千五するげれども漁業卜H

休0)~.jHj\l く余りJtJlf与されぬη

jEi魚と漁業:の協力可能性

遊説(lが JJ~Yr ^しになれば内水而やjfIjJ:のが(¥

:'R:と漁民にいか/:tる影科をおよぼそう

か。 40イ1:liijにjヒ大;j(Jiì~ W.I "j i'iljに本I賊した

II'j. ヵ、ド )-'[':1則的民大衆の加平IJJ'，" Î.ìfi を念~~\ L 

ているT:L、が今遊漁のち:f;liI引に協力せんとし

てふ必らず彼らにもの不1/なる方iLを考え

ているひもむろんある海;一旦で魚釣りや海

;JC ì与の了 I!心主がアワビアウニ ~'it:許証，(i，して

漁民に迷I:E;をかけているの 乙主Eた|け11干下三マ宇水j芹陀庁「; 

)けi今で(什i:r吠J点反1，('1い'0の)ì!漁((的(~ ~来ミミ:J川1)川J川リ)皮主改 l正l正~~朱三 '1ド1 に l内付 Aぶt吋i而而

i託(i引u業5に Iおすいて j!佐立試渋漁，~I\ 邦に千ら1今不引干和iリj な潟新i ら Lし/いl

J\卯則(引刊1リj を U加11:え乙んと?ナ「るのに丸対JL て江抗漁~'，業円側の



d人Eせ LLSるとともに魚ii!のi監JIkを防 l卜ーし

て水底資似の確保を存坊にするのこのJ足

宋れは千主~，j;!勝 ìrt1市のァ'Jc斥 ll'I' Jhiì'~;:で I"jj也

の約i仕組光化UIのHl;'子包たる矢{にまjもとi巳

である。

;jミIlilでは遊漁白の勢)Jが二千万人iこえ二!

し漁業百ーは数十万人の少数でそ，!LもI!il(

i住金:f.)たぬ他国からの移ii:呂が多いゆえ

にif.u$，Y;'よりも;ιぬれーの政治的JI:)Jによ

って ;j()!f資源の保護行政が良くりなわれ

ているがわがl司で ιかかる(ばiI白jがよけ大し

よう し j三 I'~J がjiニi，((¥t己山Iミと Jつコ vてこもj!住ま試漁(t{i引;

紋j迎且 Fべき|協あ)J汚とな iり)千何Lリi;るるとIi伯[-;ずる C

北海辺iiJ也)jl'I')にはてifi!.JI[I'，':jも漁民数

も多く!位if(¥ιは少ないが大郎会合'1'心に

全I司l'JZj;ニ波及しつつあるjfJli，(uの発以がi，((¥

12全体にいかなる影響あるかを与!怠する

ことはjたして無益では/ぷかろう。(筆ι
ilJリ「 点;;(都 'I'~f巨大府1111J3出岳地)

13 

)ぷ刈 j'f刈が起こっているそうだ九かよう

に遊漁の琵 I.!'~;品ねで漁業と若l'の摩擦が

起ころうペそれをう「ι1)1"]，;世せーしぬて千J

ヂ 1) な l;;'~?寺金 11よ J、 líHiニ jlfJiどると(バず

それらに!日!する 11~;Ì丘の"命ぷ合紹介ず

一.;J皆i，((¥~ど )AL んにするために魚似のよけ

ザU~ ，進会!おんにする。 各)1立 i，(iI， ;(~f'五の研究

，Ji'd 合_.卵fíじ liY: ì~~. 禁 i，((L4JJ.税f 魚 υ〕祭 i，((\.

~~{{佐[í)j ü二午ど iニシ iIjd 会起こしゾ~ fjを J1Jj

J 。

る。

る。

j動:異:

二二二 iれ"Jυ)I川|じl'川I付州切

)JにJ祁H;准且する O この:つは11ij.iJi jfJl if:(~ 1):)係

れによって i立友されんとする魚扶{~七悲協

会の '1i-;長，;]lIiJj ，長なと O:J:"~~-(_も Jh(i'J!(されよ

ソc，

IJ~ Ijcluiゃ?nrt::の本紺|漁民会かかる

魚峡の{米諸i11内i([)U係'h来コj立if(¥骨iiの村(i

日~(. 1行当出 iこ 'I~、~せしめ彼らの 'Jj，f; を'j;

事:人;

Jii&-以
}

r¥ ¥羅臼事業場) 3月15I1 
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