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5. アントノーボから豊原へ

7月29rl午後 1時われわれ一行は「ヴ

オルガ」というソ連製乗用車2台に分乗し

て，アントノーボを出発した。コルホー

ズの漁家がすぎると倉庫が海岸に建ち並

んでいるの北;真岡から*に入ってIlj道に

かかる。農村地帯に人ると朝鮮人が非常

に多く，真黒になって草とり (t、も畑)

をしている。住宅も漁家より f[B;l、。車は

舗装されていないが，幅の広いこの道を

90kmのスピードで突走る。物すごいほ

こりである。 U{1 の J~P (多分f指紋l峠と言

う処と思う)に11:た時「ソ連戦士の碑j

が立っていた。聞けばここで戦闘が行な

われたと言う η 私はたのんで車をとめて

もらい， LIソFGi同兵士のために黙i龍L，

写真を一枚とったのこれから車は上った

り下ったり，原始林の中を走った。どし

ゃ降りの雨の巾を走ったが，事はスピー

ドをほとんど落さなかった。 2時間 30分

の後われわれは豊原(ユージノサハリン

スク市〕の市街に人ったハ

6. ユージノサハリンスク市(豊原)

市にけぶる彼方に工場の煙突が見えて

来たηj道Eの|両司側は花壇をしつらえたロシ

ヤ式の住!宅告が 1凶00J: 

然と 1並並んでで、おり，その間に「トーポリ Jと

言うポプラが風情をそえていたn n本時

代に鈴谷岳と呼んだ111々 が淡く幾市にも

I立なって見える η ホテル|ユージノサハ

リンスク」のiiiiに車がとまると，美しい

女性が tHて来てわれわれを迎えてくれ

た。豊原駅のすぐ前に建っているこのホ

テルはコンクリート 3階建で，私の室は

2階正面の 13号室だったのパス，便所

CJJ¥洗〕づきで恐らく最高の室であったろ

うと思Jつれるわ

早速外に出て深呼吸を L，豊原の空気

を思う存分吸った。 mがあがって日がさ

すと，すき通った亜1雲市の空気の中に.

::l， 41惜のクリーム色のビルと「トーホ
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街へ入る所に「ょうこそ，いらっしゃ
いませ/.1と書いた石板があった。

リ(})緑が如何にもj刻、j~、た街の色合い

をかもしていた。 μ本色はほとんどなく

すっかり外同の街である。然しその合間

に主だ卜l本時代のひ!J:びた家犀:が少し残

っている。

駅前通りを「レーニン通」と言い「サ

ハリン|のメーンストリートである。街

路は掃除が行届いていて清潔だった。ノパく

スやタクシ一が:慌f挺主んに付件住一来来していたカ

戦後ここ l士b払fよi幅 Lたら Lく'車道・散歩

近 グリンベルトが11¥米ていたの散歩道

のl山j側には|ベンチjが 2米置き仇に波

べてあり， Iバ|

いる人 4も》パL、たσ 駅は片のままで赤旗がひ

るがえっ日、fニσ 駅から 2丁程の処に正11

{史同がある η ここは 11本時代にも郵便局

であ勺た処であり，この IIIiの通りを右に

f Jくと大11'lfこ行くことが山来る。この通

りの名 IIIi合「コムニスト ;rnり」と言って

いたの|司氏経済会議の建物は 5階で，ひ

ときわな派な建物だったが，その尾上に

はとソ辿共府党に栄光あれこと f-j う I~t ー

のネオンが怖いていたη11木流の応も，

石fJiも全く必く，各ビ、ルディングの入口

に黒地にく伝:{(7で書いた体裁の良い標識

駅前Iは変ったが，駅舎は日本時代の建
物をぬり砕えてあった。 (1日模原駅)

があるだけの街詑は落付いた趣きがあっ

た。私は朝から水を飲んでいなかったの

で「水が飲みたい」と同行のノーシキン

君に言うと， これをがくんだ)jが良いと言

ってHJされたのがミネラリナヤ・ワダー

(ミネラノレ・ウォーター〉だっ7こ。弱L、

サイダーのようなものだったが，それか

ら毎日飲料水はこれを飲むこととなっ

た。なかなかうまかった。

(市民生活のあれこれ)

IIIJにはデパーはなく，ビ.ルの 1階が庖

舗になっており，総てが公企業である。

朝 9時から 5時までで昼は 1時間休んで

いた。月給は格差があるようだったが，

チンローの研究所長が 800ルーブル (32

万円)，漁業本部の課長は 300ルーフゃル，

女の速記者が 150ループやル， 自動車の逆

転手は 120ルーフ守ル，ホテルで夜、達の世

話をしてくれたウエートレスは 100ルー

ブル，試験船の船長が 500ルーフ守ル，機

関長は 450ループやルで、あったが，研究者

技術者が I~:J l、。物価は[:J本|サで見ると 2

-3倍位になっているので勤労'出の収入

はIJ本と大差ないのではないかと考えら

れfこの
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砂糖 95 カベイク~1.5ルーブル( 1 kg当り)

(400円~600円で円本の 3 倍になる〉

パン黒パン 1本 15カベイク (60円)

白パン ク 31カベイク(124PJ)

ラジオセット l台 54ノレーブノレ(21， 600円)

プリント生地 i米 4ノレーブソレ(l，600円)

パス 1区間 5カベイク (20円〉

銭湯 15カベイク (60円)

床屋 町カベイク ~1 ノレーブノレ
(200円~440円)

映両 20カベイク ~50カベイク
(80円~200円〕

ワイシャツ 15ノレーブノレ (6，000円〕

靴下 2 ノレープツレ~3 ノレープノレ
(800円~1.200円〕

f化 20ノレーブノレ(立 (8，000円)

子供服 15ノレープノレ (6 ， 000円~10， 000円)

写真機 50ノレーブソレ200~ノレーフツレ
(20， 000円~80， 000円)

レコード SP小韓日カベイク (200円)

大権 1 ノレーブノレ~2ノレーブツレ
(400円~800円)

万年筆 1 ノレープ'ル~5 ループノレ
(400円~2， 000円)

香水 日本で200円{立の)伎が400円位

ウオツカ (4介瓶 3.5ノレーブソレ
(1，400fT]) 

(住 d七)

4階建アパートの場介は 2宅と 3宝の

ものがあり J() ルーブル ~]fí ルーブル杭

I い男女が水上自転車4を楽し
んでいた。

だと言っていたが，道路から見るとどの

家庭の窓際にもレースのカーテン越しに

花の鉢が置いてあって，室内に色彩をつ

けている風情が思いやられたのだったの

(公園〉

駅から真すぐ10寸'1iJ1行って左に折れる

と立派な公闘がある。花壇には赤，黄の

花がし、っぱし寸こ咲き，青々と大樹が茂っ

て誠に感じの良い公園であった。プール

ではもょっと);(~、 I丘原の気候ではあった

が，-!，供述が孟気に{7K~、でいたし，大池

にはボートや;J，と自転車が浮んで、いた。

茂みにかこまれたベンチでは，若いアベ

ックがくっつき介って残り少い夏の宵を

たのしんでいたの公|京|のあちこちには爆

弾三勇士のような銅像が立っているし

またスタハーノブ辺助で、表彰を受けた人

々の!l]ιtがかさってあり，その隣りに生

注目標を達成したことを讃える文ときれ

いな図表が山ていたの

(酒開草)

私達 Il;1(人に親近感を覚えさせるのは

附ぞっぱらいの多いことだった。フルシチ

ョフ前相はあまり洞を飲むなとお布れを

Iflしているらしいが，夕方ともなるとフ
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街角では老婆が花をJじっていたの

ラフラ千鳥足でし火、ご機嫌のソ述人が相

子~に多し、。ウオツカの瓶をぶらさげて何

か大戸をたてながらJtl、ている風情は，

何かゆjけっぱなしで私達の緊張感をもと

きほぐしてくれたようだったの

煙草は味の点ではあまり良いものでは

なかったが，見いの点では私はすきだっ

た。日本のピースは!床もさることながら

ずiliiTが平和であり，その品;自主の好きtJ:.ソ
連人には大好I-i、Fだったη

(銭湯1I己)

私はソ述人はと、んな)量L円に入っている

のだろうと思って，それを見たいと中し

1[¥た処. 1，1!ilidJI付のある一軒の銭湯に案

内してくれたη 、|λ家主tのありきたりのも

のであったが，その陸上には刷ぽんとし

て赤助、が怠っていたの内に入ると需台が

あって 15カペイク (601'J)の湯銭をとっ

ている。~をJムうと葉のついた 30 cm {¥!: 

の木校を京にしたのと lたおる!を仇し

てくれる n )J見衣場には 1人l人のロッカ

ーがあって，靴から衣知一切をその中に

)~~ l、で鍵をかける。脱衣主の正面に「レ

ーニン」の肖像IHljがかけてあり， f~ の在、を

ジーと見ていたっ浴場内はコンクリート

念品ちの子供

製の長椅子と弓うより台が置いてあり，

まわりに渇と水のコックがある。何で、も

1廻りはスケールの大きいソ連ではある

が，風日の余だらいの大きいのにはおど

ろいたの日本の 3倍はあるだろう。これ

に渇をとって身を洗ってから冷蔵庫の戸

のようなドアを悶L、て蒸し風日に入る。

'1'は階段になっていて，上に行く程混度

が向L、。上にあがって行くと浴客が水を

ひたした手ぬぐいを頭にのせてじっとし

て腰かけているが，どんな顔をしている

のか蒸気のためにほとんど見えなし、。恐

らく 600 度はあるだろうと思われるこの

主では，ものの 3分もたつと頭がぽーと

してくる。私はたまらなくなって立とう

とすると，隣に坐っていたじいさんらし

し、のがぶを頭にかけれと下まねで員ーう。

早速そうすると成程ちょっと落付いた。

その内に油汗がたらりたらりと出て来る

ので，先にもらった木の校で‘体をたたい

て|マッサージ」をするのノkで頭をひや

しながら』読んに休をたたく。こうして室

を出て来てから石鹸で身体を洗うと言う

仕組みであるの上ると何とも言えぬ良い

気持ちである。 jLj上りの人達が申又一つ



大部分は日本時代のみすぼらしい家屋
がそのまま使われているつ

て「ワダ -Jをのんでいる!風情は日本の

銭湯と変る処はない。 頭にタオルをのせ

てひと休みしている老人に|持J~、て見たら

週に 1同位来るのが楽しみだと言ってい

た。

(銅像，肖像，スローカン)

毎日各ふ化場や市内見学にけiたが，I"J

処に行っても目につくのがレーニンの銅

像や肖像である。ことに肖像は立派なよ1I1

絵が何処の建物にも拘げであり ，L見に-N'

様である。これだけの絵合全国に配ると

なるとその枚数は莫大なものであろうの

ソ連がレーニンの思想を国是としてい

るのだから，人有はその肖像や銅像を見

るたびに，その人や思想を思い出して自

己を反省することであろうが，あの大凶

をその思想一色でぬりつぶして行くため

コミニスト通にひときわ立派なピノレがあ
り，屋上にはこの街唯一のネォγがあっ
た。 Iソ連共産党に栄光あれ」とある。

13 

の努力は大変なものだとつくづく考え

fこ。

同行の人達の話によると，子供には幼

稚園の時から教育し自己を抑えて社会全

体のために奉仕するようレーニン主義を

組織的に教えて行くのだと弓う。

またスローガンはIUJ角とか道路に必ず

と言って良い位掲げてあった。たいてい

平和(ミール)友好(ドルージノりを強

調するものとか，また工場やコルホーズ

における生産増強を呼びかけるものが多

かった。

私の行った役所には lレーニン」と「ブ

ルシチョフ」の肖像が並んだり別々だっ

たりしてかざってあったが，ついぞ「ス

ターリン」の肖f象はお目にかからなかっ

fこわ

7. ベレズニコフ(富岡)瞬化場

(前号見返写真〉

千品と樺太で 2カ所ある併化場の内，

われわれは 4カ所見て廻った。いずれも

日本時代にもやっていた処で、あるの

c~n似 jド)ベレズニゴブ Wi化j必(山 lì(;j ) 

(東海岸〕ソコロフスキ -~lfr化場(大谷)

( 11制定湾〉キリロプカ同11化場(ff:j屯)
(西海岸)カリーニンスキ -~I呼化場

(多蘭泊)

この附{じJ誌は I1，+~Îíflil!Jfには山|判。Iff化場

と己い.庄原から-Itに|匂って自動車で走
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ること 40分， 60nの処にあるの IJ']/)::1川

(栄浜で海に出ている)の主流タコイ川

の源泉にあり，河口からは上流 90粁の処

にある。へレズニ村を通って少時すると

左側にアーチ塑の門があり「ベレズニコ

フ附化場!と書いた標札がかけてあっ

た。

ベレズニ村I1)L太造りの農家が 100坪

に 1iH位宛きちんと 100軒程が並んでい

る何の変てつもない村である。その中に

食品!占や診療所会が 1軒位ある程度で，誠

に!?争力、なたたず、まいだ。

附化場は「初当ら 200米位行くと住宅と

'Ji 務所が一緒になった所長住宅があり，

その隣りに 6畳 21/司位の官舎が 6車「ばか

り建っていた。!iIl'J化室はそこから更に

150米位行った処に長々と建ってし、る。

CWr化宝と養魚池)

Ý~J化主は平水式であるが，内部に併化

情l，i.置いていなし、。水源から水の流れる

のにまかせて長々と建てられていた。

建物のと流部 70mがが卵子化室，下流部

150 m が養魚池と古うことであるが，全

iillが匝根続きなので実に長いものであ

るペ cデ真)

全i111に砂利を't'x~、ており，用水は併化
'.~;-{ ~こ l内政入っている。 W'J化用水は 3 カ所

から朱水しているが 1カ所は河水で 2

カ所は湯水だった。水量はがJ水を入れて

2個近くあるが，湧水のみでは 1.5s(1 

分、与 840s， 1 11当 120ton)位である。

i'JJ IJ:_温度は TCであるが，河水は冬期j

~'C に下る。併化室の内部は 1 m 40 cm 

のし三|両になっていて，アトキンス式の併

{ヒ併にはなっていなし、。この 1区画にア

トーiンスの附化作(10枚草ね)を 6例拘

置くっ 6個入る区画が 104あり 4個入る

区画が 52あるから 2，500万粒を収容lU

来る。各区画の水深は堰板で行なってい

ると言っていたがなかなか大変で、あろう

と思われる。検卵室は桝化室の中間付近

にあり，北海道の新しい鮮化室と同じ方

式であったが，ペーチカが完備しており

内にレーニンの肖像画が額ぷちに入れて

かけてあった。(配置図参照〉

ふ化室のふ化器の配列図

一回|由自
国田日|目
田|田旧日

'.!r gl降化宝の中央にはそノレール式の運搬

用ケーブルがついているο 卵が附化直前

になるとスタックぐるみあげてこのケー

プルにのせ養魚池に運び，スタックを散

在させる。そこで出た稚魚はそのままで

制育を行なうのである。卵数は盆 1枚を

3千粒として計算する。

併化槽を波べて卵を収容している H本

とちがって，養魚、池の，1-1に併化盆を並べ

ているのと同じだから，水の流れがあま

りうまく行かぬのではないかと考えられ

るし，水量のロスも相当のものだと思

う。幸いにこの鮮化場は相当水量がある

し，また細長く作ってあるので下流の方

に行っても O2の欠亡もおきないのだろ

うが，水量が少い処でこのような方法を

用いると池の下端の方では O2がなくな

ると思う。 ~WJ1ヒ 14:、;iJ_f，ど1</) 1.く頑丈な木村

で作ってあったが， 卜げLの建物はことに



そうだっ 740 上流部の建物は IJ本時代の

ものであり. 下流部のものは戦後建増し

をしたものである。

〔酸素量)

この用水の ()2量は 35%{立で少いの

l で， YJfJ出期には分散させると言ってい
守，

ト~O

(削1'0
飼育は 1平)j{;当り l)j2千尾位の割合

で散布し，最初の 1カ月間はすけそ卵を

投与，その後は混合餌料を大凡そ体重の

4%~5%だった。投餌はにじますのよう

l に投げ与えるのではなく，餌箱に入れて

池に置く。この餌箱は下I~Iのようになっ

ていて，_l二流に向く )jが低くして渦流を

作らないようにしていると言っていた。

飼育期間については 4月から 5月まで

!であると百って 餌 箱

いたが，池の構

造から見て「に

じます」のよう

l に池'-t'で全期間

飼育するのでは

なく，餌を与え

ながら逐次流下させるのであろうと考え

られ7こO

飼育の結果は 0.5gから O.7gui:11巴ら

せて放流するのだと言ってL、た。なお面

白いと思ったことは，投簡の最初は電燈

をつけて餌を与えることであった。稚魚

は光に集るからである。

(消 ごみう

W')'化問収容+，に!サプロレグニアJが

発生するかとの私の質問に土Jして，相当

に出るので「フォルマリン|で消毒して

いると I ì って L 、た ο その )J i1~' よ全く本道

の旧中林蔵1.(;の方法と同じである処会見
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ると， u本の技術者がおしえたものと思

われる。

池のW1fnこっL、ては卵を収谷する nijに

養魚池を 10cm {¥L:掘って石!グくを人h3週

間放置しそれから水を入れて洗う。

「フォルマリン」消毒をするようになっ

てから水生菌による死亡が非常に減った

と百う。

(採lJiJ法及ひ受精)

採卵は切開法で行なっていた。蓄養池

から掬い掲げられた宇 8は.採卵室に運

び日本と同じ方法で採卵するが，人を節

約するために魚の頭をかぎにかけてやっ

ていた。受精は乾導法で行ない， 平10尾

に õ5~6 尾位使用すると言う。

(洗糠)

緊張させるために受卵盆(大きな金だ

らいを使っている処もあったしブリキ盆

を使用している処もあった〉を重ねて静

止させておくことは本道と同じであるが

その際コ、ム管を 1つ 1つの盆に配して，

水を静かに流し伝がら洗っている処が多

かった。

緊張が終ったあとは 2重氏になった洗

撚槽にあげて洗い，ガーゼに包んで運搬

する。箱は日本のものと大同少貝ーであっ

fこO

O~ 化)

ここの湧水は温度が高いが少いので.

河水を入れるがそうすると温度が下って

併出まで相当に長くかかる。

〔場長の挨拶)

われわれの一行は 3111mここにかよっ

ていろいろと見学したが，最後の uに送

別会をしてくれた。場長リコパーヤ女史

(，10成(なで胸に大学卒業i!)1:11"(あるソ速

の国草をつけていた〉は一われわれのため
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ふ化水温表

魚 種| 発生過程|平均水温|日 数

| 充l恨まで | 平均 rc I 33 日 ~351::l
さけ

| 発限後解化まで 1 平均 20C I 701=1 ~90目前後

)GI!Rまで | 平均 80C ! 25 日 ~30 日
ます

(樺)克服後勝化まで |平均千C I 6011 

にいろいろとご馳走をしてくれたが，宴 略々同じであったので，ここに掲載して

半ばで立ち上って演説をしてくれた。こ 本道の併化関係の人々にお伝えしたい。

れはその後における各地で受けた三葉と

:f~ミ拶

ミソ 1，/、エート及び日本の魚知学者の課題はさけ・ます

資源の維持IW強にあるミ

その課題はソ¥'/ェート及び日本の寺門家の友'11';と|司

時に，国際的な漁業規則を遵守して始めて充分解決さ

れるであろう。 私はわれわれの偉大な国民間の平和と

友うとこそ必要なものであると思う。はじめて|ペレス、

ニヤコフスキーふ化場養魚家法IjjJからの歓迎の扶拶

並びに私自身の歓迎の挨拶を送ると共に，日本の全ふ

化J坊の仕事が成功することを望みます。

養魚、場長リユパーヤ〆 リユバーエバ〆


