
ビーカーにとり，なにかを入れてガラス

捧でかきまわし， I一ばい一銭，ーばい

一銭Jとにこやかにご馳走して下さいま

した。その香り，そのうまさ，すがすが

しい風味，いま d思えばたしか舶来のレモ

ンかヴァニラであったと思います。

彫刻もたいへんお上手のようでした。

大国主の命の髪形のような柔かい線のマ

キリの柄やさやのっくり，スズリ箱，あ

るいは文箱の細工なと今でも手近に欲し

いと思う作品でした。

写真も実によくしておられました。テ

ツサーの F4.5を求められ，森脇さん，

波多野さん，長峯さんなどの坊ちゃんお

嬢ちゃん方や藤井の子供たちはよく写し

ていただきました。ホホに合せたピンが

すぐ首筋でボケ，実にやわらかし、美しい

写真でした。

そのころソフトホーカスレンズなどと

り入れて，浮出るような画をおっくりで

した。このレンズを生かして使いこなす

のは鮮化場系には誰もおらなかったので
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す。後年写真芸術家の青木露村さんに次

男の高士さんを修業に出されたのもこの

ような製作のダイゴ味をお子さんにお与

えになりたカ追ったのでないでしょうか。

また書かれる筆は立派な書家のそれで

ありました。解化事業へ全生命を打ちこ

まれた菊地さんの熱情は，千歳併化場の

施設やその環境の改善へ，また採卵の慎

重さや菊地式卵運搬箱の発案ににじみで

ておりました。

一粒_-粒の卵の生命にかけられた菊

池さんのご一生に心からの尊敬と懐しい

感謝の念が禁じ得ませんO

飛島ーさん，菊地さん，半田さん，鮭鱒

系の三偉人の一人がかけたのはまったく

寂しいかぎりです。

だが菊地さんのご遺徳がし、まなお僻化

場に多く残されており，今後も消えるこ

となく息づいていくことを思い，自分の

心のなぐさめともしております。

菊地さん 静かにおやすみ下さい。

〔千歳市渡部商広広主〉

故菊地覚助氏を憶う

菊地覚助氏と最初に会ったのは小樽水

産学校時代大正 13年春の実習を 2，3日

間千歳僻化場で過したことと，翌 14年 1

月再度実習のため西越採卵場と.併化場

をみれたのがそもそもで，爾来約 40年間

公私共直接li";のJ行革をうけて来ただけに

石 l
 

i
 

-----EE，，， 博

今凶の死去は誠に淋しいものがある。

大正 14年 1月併化場での実習は短日

だったが，われわれは瞬化事業の話しな

どからまったく遠のいての雑談が目的で

氏の官合を訪れたのだったが，最初に語

られたことは f弟教育の問題で，併化場
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に主bめるおは皆んなこ南生活に甘んじて

家庭とは別居だよ，このI合で子供たち

と過したこ左があったんだよといわれて

もわれわれμ ピンと来なかった。そうそ

うこ*"1よMだか解るかね，皆んなには解

らないのが当然だよ.これはね長男と次

男のへソの緒だよ，私がとりあげたのだ

とのこと，まったく間然、としたもので，

道理で奥さんや{供たちが見えないのが

不思議でもなかった。家庭の5チ貞は全部

自分で作り一々説明をしてくれた。

~~f化場勤務者と二重生活一一何となく

附化場生活は淋しいものだな位に思いな

がら帰校したことが未だに忘れられな

L、。自炊をやりながら生物学の勉強と書

くことと，昔構内の木からとったコブ合

;岐にしていろいろのサイクがストーブの

側での楽しみのようだった。生物学の本

も随分あったようだった。

昭和元年6JJ石狩に11:¥張された時浜を

案内しながら桜鱒とヤマベの問題その他

いろいろ説明をうけ，宿では佼遅くまで

，i;Iiしたことがあった。氏は放流後の稚魚

調査を兼ね手<<魚の愛護について出張され

たのでタップリと話しを聞いたのであっ

たが，そのようなものかな位しか感じな

かったのは事実である。話しは進んで当

日5石狩浜での煮乾し(料理のダシ用とし

て鮭稚魚、を煮乾しにして札幌方面に売っ

ていた〉のことにおよび氏はまったく別

人のようになって.将来の鮭について業

自にコンコンと語り何 I-{j→ラ|その貰乾しの

1'1はアツサリ解決されたことにはまった

く敬服し，併化事業に対する氏の熱意、が

初めて解りかけて来た。1:-汀，j'の魚t菜:ニ斉は

思いt1lすべきであろう。その年の暮に突

然、手紙があって，千歳併化場に子伝いに

来ないかとのこと，附化事業にはまった

くの素人ではないので思い切って翌年 1

]J 子伝いということで.'~WJ:、化場に入った。

当時卵も沢山収容されてあったし，卵分

与もまた民間併化場からの実習生も来て

9WJ化場は誠に多忙であった。子fム-いとい
うことがズルズルになり本物の技術者に

なって腰がすわり，氏から直接指導をう

け初めたのはこの時からで，退職した昭

和7年 3月まで併化技術の指導をうけた

のである。氏の指導は誠に妙を得ており

面白い内に自然、に会得して行くようだっ

た。そのーっとして昔発電所(千歳川)

の主任がグデングデンに酔って発電所に

帰って来た時急に主任が機械室に飛び込

み，職員に全モーターの停止を命じて機

械の焼けるのを防いだということを話さ

れた。これはいかに酔っていても彼には

機械の音を耳によって彼の身につけえ

た。このようなもので併化室に入ったら

まず水音を自分のものにして，桝化槽に

は順調に水が落ちているかどうか自分の

耳で判断できるものだよ，水量の不足の

時は必ず水音に変りがあるし面白いもの

だ，これから自分で実験して自分のもの

にすることだ，人に使ーわれる気持ちにな

るな，人を使う気持ちで仕事をせよとい

うことを最初にいわれた言葉で、あった。

鮭稚魚の放流後養魚池の掃除も一緒に

したこともあって.必ず掃除の方法も指

導してくれたもので，掃除が終ってヤレ

ヤレ今度は参考書が見られるものと業し

みにしたのが私の誤りで，構内掃除の仕

事が待っていた。竹箸，鎌の持ち方も知ら

ないで附化事業はないよ.サア初めたり

初めたりといった具介である。構内が%~

麗になって気持ちが良いだろう.との{立



Hを間がかかったね，とあって実の処ウン

ザリしたこともあった。しかしお蔭で竹

得の拍ち }j・鎌の砥ぎ方等会得した理由

であるの昭和2年 9月から早期糊上魚01:
り魚〕の捕獲を初めたのであるが，これ

についていろいろ説明をうけまた意見を

求められたのであるが.どうもまだ事業

に士、jする意見どころのさわぎでは危い私

だった。本人はよしやろう。俺も採卵場

に行くから忍も一緒だとのことで 1カ月

余採卵場で寝起きしたことがある。捕魚

車の由来，杭の打ち方.水の流れと装置

の改;葺などいろいろ指導をうけたのはも

ちろんであるの捕魚車が[口lった夜からは

氏の神経は全部川に注がれていた。夜中

に何同も車の音がしない，見て来い， JIIの

音が高L、からj:首1)(で、はないかなど，この

分だと私の方が神経衰弱になるかなと思

った{ウーであった。この捕獲が氏の予言通

り豊漁で，千歳桝化場の名古Iiがパット札

幌方面に響いた。(当時北海道鉄道と称

して自苗穂宅苫小牧を運転していたがこ

の鉄道の宣伝が大きかった〉その年の 10

月道庁水産課の人たちが， WJ化場と採卵

場を見学に来たことがある。氏は採卵は

珍らしいだろうからその状況を実地にや

って見せようとて，当日になり，君採卵を

やり給えとあったには内心は困った。所

がそうだ俺が最初ゃるからとて実は救わ

れたのだ。自分の番になって見様見まね

で恐る恐るどうやら終った。後でt¥案外

出用だねとは恐れ入りながらもヤレヤレ

と盟、った。翌日私が無事採卵ができたこ

とのお礼をいうと，笑いながら決して人

をこまらせるものではない.技術指噂と

はこういうものだよといろいろ説明して

くれた。ある夏に構内の広場で三角ベー
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スをやったことがあったが，氏の力で球

が真向へのw舎の玄関硝子を通り障子を

つら抜いてか所の窓硝子ーまで、絞ったこと

があって，すまんすまんと早速硝子の取

換えをしたのはもちろんであった。翌年

どうもこのところは昔と異り若い人たち

も明えて米るだろうから何か楽しみのも

のを用意しようとてテニスコートを作っ

たのが，今でも残っているコートで.随

分遊んだもので、たまたま来客があると一

戦を交えたもので，今は思い出になって

終っTこ。

料理といってもとくに鮭とヤマベ料理

は上手で，花見の宴ともなればご馳走は

必ず自ら作ったほどの手並であった。花

見で思い出したが氏の追分節と秋田音頭

は中々のもので，酒気がなくて唄うので

あるからシツカリしたものだった。氏は

甘党であったのは関係畠は皆承知してい

るが，本を読みながら小豆菓子を2，3斤食

べたことや，出張先で夕食後招待をうけ

たが，それでもしる粉を 5，6杯食べた

などの話しを聞かされた。少しばかりの

甘党でJ土なかったようだった。

ある夏の休みに私が丸木舟を勝手に引

出し(当時密漁取締用で使用し終了する

と全部瞬化場に運搬保管した〉て見7こが

私の手におえる舟ではなく，瞬く聞に橋

に寄せられ真中からパリパリとやったこ

とがあった。ところが次席(昨年4月死

去，波多野さん)の力・がL、し、よ菊池さん

に乗ってもらい給えとのことで恐る恐る

頼んだら早速承知途中までは上手だった

が，橋の所で私同様パリツとやって終っ

た。 L、ゃあ一杯食ったなあ.こんな丸木

は重くてlV締りには駄目だよと笑ってそ

のままになり，後で怒られたことは当然、
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それ以来私は丸木舟には乗らないことに

した。

昭和 6 年に第 5~降化室が新設されたが

瞬化室には思うような水量が来ないので

当時随分苦労したものであるが，氏は亡

くなるまで第 5~降化室を心配して俺の責

任で，まったく失敗した。何とか使用でき

るようにしたいねと申していた。また千

歳で少くとも 2千万粒の卵は採れないは

ずはない，取締りをして採れなレかな，

年々下って来たのは俺の責任のようだと

はまったく穴あらぽ入りたし、気持ちで聞

いていた。氏の書道は有名で雅号を砕浪

といって印も自分で、彫って持っていた。

本道に来た時の決意が雅号によっても考

えられる。当時解化場の倉庫の鍵にさげ

ていた板には内海さん，半田さん，菊地

さんの 3人が記念に倉庫鍵と各々が書い

て各々が彫り頭字まで残してあったのが

思い出される。

氏は明治 42年 4月技術員を拝命年の

移り行くのも知らぬげに爾来昭和7年 3

月退職まで足掛け 24年間千歳僻化場で

僻化事業に専念され，氏の忘れ得ぬとこ

ろでー木ー草が皆氏の手にかけられたの

である。昭和4年には電灯，翌 5年には

併化場と郵便局および採卵場との私設電

話をつけ場員に大きな喜びを与えた。氏

の残されたものは数限りなく，建物，養

魚池など大変な努力の結晶である。

私が本場勤務当時氏が繁れたと聞いて

孝内次長(当時)と急ぎ伺ったが，奥さ

んは，いうこと全部が千歳のことばかり

ですよ，車が止まった(自動車も来ない

のに)出て見よ，下駄箱の長靴を出せ，

それなら水が入らぬだろうとこれで採卵

場の夢を見いることが解り，卵?化J坊のこ

とも口にするのは皆んな千歳のことばか

りで，最初は採卵場で，次には瞬化場の

官舎で発れたと信じていたようですと語

られた。

氏は机に向ってて眠るように倒れたと

のことであったが，その時恐らく千歳鮮

化場のアレコレを考えていたか，書いて

いたかであったと思う。その後時々伺っ

たが原稿があれば浄書するからと申して

も，俺でないと僻化場のことを平気で書

くものはいない，まだまだ書くよ，自分

で書かないと気分が出ないのでと申して

いた。今度こそ千歳に行くよと，春にな

れば桜を思い，夏の静けさ，秋の紅葉そ

して冬の稚魚を思い浮かべ，病床4年間

心の中で想像し見ておられたことだろ

う。今年 1月24日忽然として 78歳の生

涯を閉じられた。覚醒院一貫殖道居士の

戒名は実に氏の生涯を如実に現わしてい

る。(千歳支場長〕

窃七色え包め忠弘

ュif1 6)(1 

本道瞬化事業の功労者菊地覚助先生が

永眠されたことを本紙で知り，在りし日

の，先生のあの温厚な姿が思い出されて

なりません。

私たちは先生が小樽水産学校で教鞭を

取っておられたころの教え子でありまし

て，なんと申しましても先生の印象は温

厚篤実で，血気盛んな腕白者揃の生徒に

対しでもめったにl屯陀されることはなか




