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マスノスケ移殖放流

3年間の歩みから
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北海道の併化場がアメリカ合衆国大西

洋岸.カナダとの国境にあるメイーン州

のパックス・ボート瞬、化場の形式を取入

れて.明治19年(1886)に始められたこと

はあまりにも有名な歴史的事実である。

パックス・ポートで附化放流されていた

サケは，地理的に考えて.おそらく大西

下l'サケが主であったろうが.アメリカで

は.それから後， 1900年ころから大西i羊
沿岸各州に太平洋サケ獄を盛んに移殖し

ているから，この僻化場でも取扱われた

とも考えるが.結局は当時太平洋サケ紛

の大lili洋への移殖は失敗に終ったようで

める。

長近になりソビエトが同じように大洋

1111の移植を大々的に実施し，その結果北

村~ì下および大凶洋北部に成熟成魚が来品

LNi獲されるようになったことが報告さ

れているが，さらに完全な生産が継続さ

れるかどうかは今後の川題であろう。他

)jA.判羊に面する各|吋では.それぞれの

地埋的立地状件.国柄によって，その手

i丸方法.規模などが相違するのはもち

ろんであるが，水産資源的に重要な太平

洋サケを紺n，Ji;o)jj(1するための調丘研究

なら小、に附化庁ll:ifL江どの労 )JtJ~統げられ

ているわけである。サケ類の恩恵金受け

ている各同共とどうにかサケ類を減らき

JιL、ように|ょうこと L、う j七JIIl(/) EI (1') I二

おし、ては一致した見解であろう。そのた

めにソビエトは極く最近の 7カ年計画中

にサケ類の自然産卵量の増加に加え，人

工瞬化場を増設する機運にある。アメリ

カは以前より太平洋岸 3州に人工併化場

があり，とくにワシントン州では附化場

がもっとも多く，マスノスケ資源維持に

は特別に力を尽しているとともに調査研

究が盛んである。またアラスカ州では近

年カラフトマス，サケなどの生産量，食

害などに関する諸研究が広汎に遂行され

ている。カナダ、ではベニサケ資源を初め

とし各種の基礎研究が大いに推進されつ

つあるようである。わが国の湯合は地理

的位置からみて.アジア側サケ煩の南|浪

範聞にあたるので.サケ，カラフトマ

ス.サクラマス 3種の資源維持の一翼を

になって. とくに数量的に多い北海道で

は古くより人工附化事業が実施されて米

たが，これら魚種の一部を|泳き，調査砂i

究では諸外国に比較すれば，歴史が浅い

といってよいであろう。

わが国で、は上述 3種以外の太平洋サケ

煩について詳しいことをほとんど知るこ

とができなかったわげであるが.はから

ずも数年前アメリカ， ワシントン州の好

意:によってマスノスケをぢかに観察する

ことができるようになったわけて‘ある。

マスノスケ合わがllilに移揃ずるようにた



った一直接の端緒は，昭和33年 (1958)在

に北海道~水産研究所の五十嵐彦仁tJ事士

が水事情視察のため渡米された折， ワシ

ントン州水産局に立寄られ.北海道の術、

化場について種々説明されたことによ

り，同年10月に水産局のムーア局長がオ

レゴン州漁業委員長デイ氏とともに突然

来場され.本場，千歳併化場，支努湖卵?

化場を視察するとともに，いろいろアメ

リカのサケ類資源管理の現況および人[

鮮化の実情を説明されたのを記憶してい

る。さらに翌34年(1959)はたまたま北

海道鮭鱒僻化事業創設80周年にあたるの

で，記念式典をした折にマスノスケ発眼

卵の寄贈を受けたのであり.これがわが

国のこの種僻化の初まりをつくったこと

になり.中々意義深く感づるわげであ

る。それ以来 3年関連続してマスノスケ

卵の移殖を受け鮮化放流を一応終了した

ので，今後の参考のために.いままでの

足跡をたどりながらここに概略を取纏め

てみたわけで、あります。

マスノスケ移殖の意、義:マンノスケは

太平洋北部全域に広く分布してし、るが，

他のサケ魚種に比較すれば.数量的に決

して多いものではなし、。わが国の沿岸で

は北海道および東北地方三陸付近までの

大平洋岸に沿って初夏から洞激して来る

が，その数は少ないようである。さらに

この魚種がこれら地域の河川に棚上産卵

した記録がいままでのところ見当らない

ので，わが国の諸河川には産卵しないも

のでないかと考えている。しかしながら

わが国はマスノスケの分布範閉内にある

から，当然これら河川でも産卵させ得る

条件下にあるので，アメリカが日本に該

種卵を移殖し試験的に産卵群の生産樹
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立の可能性会ここらみているわげであ

る。それゆえにワシントン州水産局はわ

れわれが実施した幣化放流に対して常に

その成行きを見守っているとともにこの

種が北海道河川で産卵樹立することに絶

大な期待をよせているものと思われる。

3年間の移殖の変遷:~、うまでもなく

31叶の移殖はまったくアメリカ. ワシン

トン州水産局長および州知事の好意によ

ることはもちろんである。しかしその間，

先方と当方に変化なく行なわれたわけで

なL、。 1回目と 2回目は当時局長のミロ

ー・イー・ムア一氏であり， 3凶目はムア

一氏が局長を退かれ.漁業相談役になら

れたので，後任のジョージ・シィー・スタ

ーランド局長によって遂行されたのであ

る。また受入側で、は 1回目はHiJj&の如く

直接併化場に送られて来たが， 2回目，

3回目には日本鮭鱒資源保護協会に送ら

れ 2回目は東北の 2カ所と北海道に等

分し 3回目は 1回目と同数北海道だけ

に.同協会を通じて送られて来たわけで

ある。このようなわけでアメリカの誠意

に対し受入れ側として，その都度到着

時の卵の条況，魚の生育状態などを放流

主で定期的または不定期に資料の報告，

問合せの文書を前後30回にわたって文信

したわけで、ある。

1961年局長が代ったためか，その方針

などが多少違って来た一例を披露するな

らば， 3回目マスノスケ移殖を資源協会

から先方に依頼した時にスターランド局

長より 9月 9IJ付小林会長宛公文返信に

次のようなことが述られていた。すなわ

ちと当方の考えでは，過般の移殖事業が

果して成功するかどうかは，この移殖に

よってマスノスケ成魚の数がし、ちじるし
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く増加したかどうかを確めて初めて判明

するものと思われる……中略……わがワ

シントン州でも.サケ・マスの同遊を高

度に維持することに苦心している次第で

あり，ワシントン州で生産するサケ・マ

ス卵を全部善用して成績をあげたいもの

と努力しておるところであります。ワシ

ントン州としては日本に対しマスノスケ

の杏.秋|材種を提供して試験を行なって

もらっている次第であるので，今後2年

~4 年間にその移殖された卵が.どれだ

け成魚となって帰って来たか，その成績

合見守ることが段良の処置と存じます。

もしその成績が良好で、あればさらにでき

る範囲において， ワシントン産の卵を提

供いたすことにし.もしその成績が不良

であるか，全然だめであるとすれば，卵

の議与を行なわないことにしたいと思い

ます。ついては今後貴国の瞬化場(研究

l没備)からの報告を待って，将来におけ

るマスノスケ卵提供の件を考慮する所存

です。今後貴国におげる成績が判り次

第.当方にお送り下さってその評価がで

きるようお願L、します。今後数年間にお

げる成魚、の良好なるi回滋をお祈りいたし

つつ……ミ以上の文面により，卵の移舶

をことわって来たが，その後同協会の再

度の要請によって，移植が行なわれたの

である。

次に各年度の移YlIi放流の状況をやや分

析，解説して見ることにしよう。

マスノスケ発限卵の到着経緯

卵は総て航空機輸送によって行なわ

11， fJJ ~rlil 土 1959~1:.10}J ~n 11守二片iilOll!j，

1960年度は11月291::l午後 4時10分， 31m

Hは19日干1'-11月2:111午前 Rn~Î'1 0分にそれ

そ~'，j l T~~ワ;~-u佳に否IJlí した。 JJfJ数:1 土 21"111

5，000粒の秋仔，初年度と 3年目は 100，

000粒で，前者は春仔で後者は秋仔であ

る。さてこれら卵の移植元についてーパ

すれば.初年度はドンヂエ不ス川yぞの ι
ので，このことは試験報告，第15~fおよ

び魚と卵 11巻， 5号で紹介してあるので

省略する。次年度の卵はコロンピヤ州政

との話しであるが， しかし輸送)I~ i'r 1易が

タコマ空港であるところから， コロンビ

ヤ河とは距離が遠いので， コロンピヤ河

産というのは疑しく，正確な場所は明ら

かでなし、。最後の卵はシャトル市内を貫

流しているグリーン河産で，移殖までは

この河の上流にあるグリーン河鮭併化場

に収容されていたものである。ではグリ

ーン僻化場の歴史を見ると， 1901年にソ

ース・クリークに初めて建てられ，その

後1907年， 1926年， 1948年の 3回改築さ

れてから現在までもっとも成績の良い併

化場として事業が継続されているとのこ

とである。元々はホワイト・リバー・ステ

ーションとして知られていたけれども，

1909年にホワイト・リバーを一部河川改

良してプヤロップおよびタップス湖に流

してからグリーン・リバー・ステーション

として知られるようになったのである。

しかし1911年にノ勺レマアの近くに補助ス

テーションを増設，併化場の収容力を大

きくした当時は丁度第一次大戦後で数千F-

間は閉鎖したようである。現在はこの船

化場は主にマスノスケ秋仔の僻化を行っ

て，ピユーセット・サウド内の漁業育成

に大いに貢献しているわけである。現在

の併化J坊には36山ーの養魚、池があり，稚魚

の収容能力は大凡16，200，000尾である。

次に 3年間の移舶に{有用きわた愉 j主符

，.t ，夕、l ンボールXfiIJ~にテックス 1Jx を人



Jt.内部の温度が変化しないようになっ

ている。さらにその内側に 4段の木製の

卵箱をつみ重ねて，最上段に氷の細片を

入れて，下段には卵が入れられ.氷でも

って箱内温度を冷却している。輸送され

て来た時の輸送箱内の平均温度は1959年

度は5.970C. 1960年は4.77"C. 1991年は

6.61"Cであった。各箱によって温度差わ

あるが，上段がもっとも低く.下段にな

るにしたがって高くなっている。これは

最上段の氷の溶け具合によって各箱の温

度は異るわけで‘ある。要するにこのよう

伝輸送箱は長距離輸送にはきわめて便利

で，またJjJfiに対しても良好であることを

物語っているわけである。

移殖卵の卵経および春仔と秋仔

について

北海道にはマスノスケのいわゆるもミ仔

(スプリング・サーモン)と秋仔(フオ

ール・サーモン)の二つのク守ループが移

植されたことはIJiJ述したごとくである

が，これらl'可グループの生態学的相違

は，著者の知る範聞では，春仔といわれ

るものは，わが国のサクラマスにあては

めればよし、。もちろん河川の地理MJ{立
民環院により異るが，アメリカでは 7

月下旬~9 月初旬に産卵群が湖上 L. 8 

月中旬以後9月まで捕獲，採卵されるの

に反し.秋仔は 9月後期から10月中に産

卵するもののようである。前者は併出後

大部分のものは，少なくも 1年間河川生

，活をして翌年降海するが，若干は直接附

化した年に降海するものもある。後者ーは

反対に大部分のものは船出した年に降海

f することはサケのごとくである。この魚

種はまた|不正J型になり得るものであるか

I '，i!IIi1MJII，" 
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しかし|年海したものほど大形にならぬこ

とはベニサケの陸封湖沼型のヒメマスの

ごとくであろう。次に卵数はサケ・マス

中で多い方で，平均 5，000粒の生産力を

もっているとのことである。 1959年と

1961年移殖卵の色はサケのそれにきわめ

て類似している。卵経はサケの大粒のグ

ループと同じ位で 1同Hの卵経範聞は

7. 3~8. 0171171 (平均7.57)，第 31uJ 目は8.0~

10. 0171171 (8. 57)で，春仔卵より秋仔卵の

)jがやや大きいようである。第2回目移

殖のものは観察する機会がなかったが，

おそらく後者に似ているものであったろ

う。

十勝川を放流河川と選んだ理由:この

種卵を移殖されることが分った11年に.ま

ずY~f化させる場所，放流する河川はどこ

が良いか決める必要があった。初めての

ことであり，はるはる外国から送られる

卵だけにいろいろと調査する必要もある

ので慎重を要したわけで、ある。 9W1化させ

るところは.勝化場内でも昔から設備の

ととのっている千歳支場で飼うことにし

た。放流場所となると議論が百出して.

あるいは石狩川，天塩川. ト勝)11，西別

川などといい，あるいは支勿湖がiCg、の

でなし、かという論まで出て来たが，この

魚種は比較的大きな，清測な河川が適し

ているので，その条件を満足する適当な

河川が見あたらなL、。それゆえこれらラ

ングされた河川を次々に検討したわけで

ある。まず石狩川はご承知のごとく.北

海道最大の河川であるが，河口が日本向

に聞いていること，加えて河の上流. rj t 

流地区に多くの鉱工業が発達しており，

札幌を初め);:/j、都市が点在するので.都

市廃水およひ、産業降水の PJ~紛が I::J)起であ
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るとしてオミットした。天温川は石狩)11

と同様日本海に注ぐこと.石狩より北部

にあるため梱淡路から，放流稚魚が生長

し成魚となった時に沿海外1，アムール河

などに迷入ずるのでないかとの懸念のた

め.一応取やめたので、ある。次に西別川

は地理的には好条件にあり，河川水も比

較的清測であるが，害魚が多く貴重な稚

魚が食害されるとともに河川としては中

手なので、釣自iliによって釣獲されやすいな

どで落したので、ある。最後の十勝川は，

まずこの河口沿岸では以前よりマスノス

ケが定置によって漁獲されているので地

]耳目的位置は好適であること，河川は適当

に大きく，多くの支流が存在し，石狩川

ほど水が汚染されていないこと。河が大

きいので釣師によって釣られることが比

較的少ないのでないかということ，加え

て上流に由ー川のようなサケ天然産卵に絶

好な支流があるなどの埋由によって十勝

川を放流場所と決めたわけで、ある。なお

湖沼放流の取止めは.まず数量が少ない

こととできるだけ安全降海させるという

iな目的から.この河川で生産されるよ

うになってからでもよいと考えたからで

;ちる。

卵の状況とその後;第 2回Hの卵の状

況を観察することができなかったのは残

念だったが，初年度および 3度目の移殖

卵U.，到着時大部分のものは|可眼が明脹

iこ11¥現， )悩.脊髄が完成， )凶体は卵をほ

とんど--Inl転し.卵膜内ですでに|叶転運

励会していた。初年度附化場に輸送する

途中のショックで卵から出たものも 1~

2尾あった。併出後の稚魚の飼育では肝

誠.粉乳.野菜，麦粉. ミネラルのごと

きiMHを，成長とともに，適度に配合し

投餌したが，マスノスケ稚魚はきわめ

て摂餌旺盛で，成長も良好で発死するも

のもそれほど目立たなかったようであ

る。唯卵収容時は死卵数も僅少であった

が，順次死卵数が出てくるようになった

ことは 3年聞を通じて共通で， この原

因については現在何ともいわれないが.

稚魚、が索餌するようになってからは焼死

するものが少なかった。稚魚を人工的に

飼育する場合には餌料，水温，ノド邑飼

育池の大きさなど多くの大切な問題があ

ろう。餌料の種類と量は魚体の栄養を支

配し，どんどん生長する時には栄養価を

高めることが必要である。水温は魚、績の

生活に好適な水温範囲が存在する。飼育

面積と飼育尾数との関係では，狭いとこ

ろに多数飼うと魚、の運動量が不足し生

長が思く，逆に飼育池が広い時には、生

長が早いといえる。要するに飼育面積の

大小は運動量を支配する。もっとも良い

条件はこれらを魚類にもっとも好適な状

態にすれば， もっとも生長が良L、ものと

思われる。初年度卜勝川支流に放流した

稚魚、は平均体長2.21mmであり. 1961年の

ものは6.88cm，1962年では4.17cmであっ
ふ -
I~ 。

放流前処置:1959年移殖の内約70.000 

粒は到着後直ちにサケ天然産卵場の十勝

川支流面川に輸送し札内事業場に収容し

た。残る30，000粒は千歳支場に収容し，

この種の成長.標識の再生度合，淡水で

成熟するかどうかなどを調査するため

に，現在なお飼育中である。 3年共放流

する前に脂鰭と両腹鰭を切除して，産gl']

成魚としてもし同帰して来た時のめじる

しとし7こ。

稚魚の放流:初年度は札内事業場の養



魚池にサケとI.，jじに約62，700尾を自然放

流型式で1960年 1 月 14 日 ~2 月 2 日の聞

に放流した。次年度 3年目は放流まで

千歳支場で飼育し.前者は12，000尾(内

原識魚 3，622尾)を， 1661年11月19日~

22日の聞に，後者は70，288尾を， 1962年

4月29日に支場より十勝川まで陸上輸送

して千代田堰堤下流に放流した。 3カ年

間十勝川に放流した数は大凡 144，000尾

になるjっltで、ある。

放流した後，成魚として河川に再び帰

って来るまでの数年間の生態については

直接に知ることはできなし、。ただ間接的

な方法によって推察することができるだ

けである O それゆえ後者によって魚の本

質を知るために河川内→沿岸→海岸の生

物学調査研究をすることがきわめて重要

である O さてマスノスケ幼魚、の河川内

の生長・形態の変化は釣師の方々の協力

による以外になく，もし釣った時にはそ

の場所，釣獲月日，全長を報告して下さ

るようにした。われわれはこれにより降

海前該魚の生態の一部を推定でき.今後

の重要な参考資料になる。その一例とし

て1960年に放流後約 1カ月後|面川で釣ら

jしfこものは，見違えるように大きくなっ

ていたし千歳支場飼育中に逃避した 1

出を，当時ウグイの研究のため千歳川で

釣をしていた九大学生が釣上げたもの

は，飼育池で飼育している魚よりも約 6

cmも大きく，自然環境がこれら魚の生活

に好ましいものであることを4句語ってい

るであろう。 両川放流のものは. 1961~二

に|年海したと思われる。 1960年移殖のも

のは秋仔であるが 1年間飼育して.降

海時期でなL、1961年11月に放流したた

め.はたして安全に降海したかどうか多

1[J 

少心配である。今年サクラマスが初~iりす

る以前の春先に十勝川支流利別川で，サ

クラマスでないー尾(全長約30cm内外一

釣獲月日不明が釣られたことを聞いてい

るが.あるいはこれが昨年放流したもの

が，陸封状態で残ったので、ないかとも考

えられる。次に昨年移組した稚魚は今年

4月に放流したが. これは大部分今年中

に降海するであろう。さらに1960年放流

した稚魚、は 1~2 年内に産卵来激するこ

とを予期してできるだけ可能な範囲で参

考資料を集める必要がある。まず十勝川

河口を中心とする太平洋沿岸定置網にか

かるマスノスケ漁獲数の変動を知るこ

と， もちろん標識魚に注意して見付けた

ら報告することである。他方河川内の内

水面漁業者および組合.団体の方々には

捕獲した月F3.尾数を正確に記録すると

ともに.河川内に入ったものは初期の [:1

的を樹立するために 1尾でも採卵する

とし、う精神で.あらゆる手段をこうづる

ことである。少なくも以上の事柄を皆で

協力して完全に実行してこそ.軌道にの

せることができるものと思われる。

マスノスケの特徴:海産の特殊な魚、障

には成長に伴なって.形態まで大いに変

わる弱度の変態といったブjがよいものが

あるが，サケ・マス煩では成長とともに

または環境条件によって色彩.斑紋なと

が変っていくものである。ここで t-勝川

在来の銀毛ヤマベとマスノスケ幼魚の区

別がつきづらいということを陪jl、ている

ので，その特徴を簡単に述べて凡る。|山j

磁の形態はほとんど類似しているから'1'
々区別ができないが，マスノスケの頭部

はどちらかといえば鈍型である。銀色ヤ

マベの色彩は背面は一吉緑藍色で.体狽IJI/;
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銀 I~I色であるのに反しマスノスケは淡

L、黄味がかった樹色で青味は弱L、。体側

は銀白色であるが多少黄金光沢である。

しかし河川内では生活も変るので体色も

多少変ることも考えられる。体側および

鰭に散在する黒色斑点の相違は.前種で

は背面iに沿って細かく数も少ないが.後

c，T'iは斑紋が大きく数も多L、。また銀毛ヤ

マベの背鰭.尾鰭には斑l~(がないのが普

通だが.マスノスケでは]，可鰭に比較的ハ

ッキリしたlXLo、がある。これら数点を組

台わせて検什すれば両種の区別はそれほ

ど困難ではなL、。

3年間を通じ考えられること.過去 3

年の卵?化，飼育，放流を考えてみるなら

ば.決して万事がスムースに運んだわけ

でなくいろいろと反省させられるところ

が少なくなし、のそれらの内.飼育と輸送

の2つのことを取あげてみると， (1)飼育ー
する場合には最初から導水，排水部分を

完全にしてから飼育することが必要であ

る。何故ならば稚魚時代には， とても逃

避しやすいので.後になって思わぬ数量

の減少に跨くから.逃避防止の設備に注

;也すること.次に;j早水部分にも他種魚類

の入込まぬようにとくにマス類，イワナ

削ウグイなどの大形魚は時に稚魚を多数

tt苫するから充分に留意することが大切

であるο この魚、種のように限られた数の

貨電なものに対しては特別注意を払う必

要がある。この点でjつれわれは充分とま

でいかなかたように思う。 (21輸送は卵で

行なうのは簡単であるが，飼育した稚魚

を|注トー輸送する時には，卵の時には考え

江くてもよ L火、ろいろの矧:かしい問題が

ノLずるのこれは'((~;f，f(によっても多少変え

ることも与えねばならぬかも知れなL、。

いままで池に飼っていたのを，狭い輸送

キャンバスで多くを運ばねばならぬた

め，酸素が不足し水温が上昇し，震動

などが激しい時には稚魚が弱るので，酸

素を補給しあるいは水を取替えたり，氷

を入れて水温の上昇を防がねばならない

ので，輸送にたづさわる人は常に全神経

を使わねばならなL、。陸上輸送中にでき

るだけ減耗を少くするということはSIE大

低でなく.この点でも大いに考えさせら

れることがあった。

マスノスケ移殖放流に対する将来の考

え方:新しい魚種を移殖することは，そ

の時代の要求および目的によって大いに

異ると思われる。このマスノスケ移植は

あくまでも，該種を北海道の河川に生産

樹立させるのが目的なので， 十勝川で産

卵魚をお1ì狸~，採卵できる段階まで、持って

いくことであろう。しかしながらいまま

で 3カ年の放流数はあまりにも少数であ

るから，この目的を完遂するのには，さ

らに何年も継続して移殖することが必要

ではないかと思うわけである。資源協会‘

では今年もマスノスケ卵の移舶計画を立

てていることを聞いているが，もしこれ

が実現すれば今年も併化場に卵が来るわ

けである。しかしこれは相手のあること

なので，先方の考え方によって実際に決

められるのでいまのところどうなるか分

らない状況である。さて来観的に今年も

移殖されると考えるならば，受入れの方

でも完全な瞬化放流をするため.いまか

ら充分考えをまとめ準備しておくことが

必要であろう。目的が生産樹立にあるの

で，府化場事業の一環として実施するの

がよいと私は考えている。なおtffi.魚l律上

陥iきはどうしても1宅死魚、が多くなるか



ら，みだりな減耗を防ぐために，放流河

川に近い瞬化場に，移殖卵を直送L.g秤

化させ河川に放流するのがもっとも効果

的な良い方法であるの

その他鮭属魚種騨化の可能性とその方

向性:北海道では現在 3種のサケ・マス

類の資源維持のため人工僻化をしてお

り，中でも量的にもっとも多いサケに重

点がおかれているわけである。しかしそ

の他にギンザケが毎年極く僅か河川に洲

上するところがあるようである。まだこ

の種は調査すべきところが多いが，努力

次第では附化の可能性があるのでないか

と;考える。また日米加ソとの国際的観点

よりこの絡が湖上するオホーツケ海沿岸

諸河川.遊楽部川などで明殖するように

すべきでなL、だろうか。また北洋漁業の

21 

花形であるベニサケについても，現在北

海道には河川棚上しないので，陀封のヒ

メマスを河川放流しているが， まだ種々

試験的段階にあるようなので，適当なれlJ

川を見付けて国外から卵を移殖し鮭属

各種資源i首席にできるだけ協力して行く

ことが大切のように考える。

最後につたないー丈を取梶めるのにい

ままで併化，飼育，放流などに常に変ら

ぬ努力をされて来た千歳支場係官各位，

マスノスケ移殖に種々ご'ft折り]頁いた 11

木魚[=鱒資源保護協会の各位， とくにTaJ主

連絡事務を担当された西武男氏に対し11
く感謝申し上げる次第ですの該符{が北iN
i且M川に樹立されることを夢ろえながら干ー

をおく次第です。(l96~ 9)j 10日記)

(さけ・ますふ化場調査課技官)
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鎌口-小 島 両 技 官

知事より記念品贈らる

a‘ 
新春早々，日ごろ地味な努力をされている併化場員にとって心から祝ふべき古

報が.北見支場長武田重秀氏より「うれしい話」として寄せられているので、お知

らせします。以下その内容である。

「昨年7月15日町村知事が岩尾別解化場を視察された際.鎌口・小g-，'j両技'I'rが

[1日 t~_j部落のためにも非常に骨折ってくれた行為に対し知事が感謝の意を表し.去

る11月1911. ウトロで道弘報車とこだまりこによる映両会が催された際. i I<JI:制

ノ主支庁長の手から，知事ーの贈物を伝達された。

両ご夫妻のため心からお喜び申し上げますのなお，鎌口主任にはと大部大ML
小山技官には三人生至るところ青山ありミの吉と両夫人にはそれぞれとオルゴー

ルミが贈らhtこの|




