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7 独身れ

さま

た山禄良1)1土判i長を醒してみると， 自分
ひとごと

がまるで人事のような恰好で寝てい t:._o
おも

薄暗い，'iii犀の，t1で，日は重く，子J{I主耐
しめ LCl.' 

え~<<\、冷気の湿りのなかで縛れていた。
しようじ しの

ひとすじの光が陣子の隙|吋から忍び込ん

でL、た。授がびっしり列を/なして立昇っ

ている。禄郎は起きたくもなく，さりと
つら

でこのまま寂ていたくもなかった。辛い

明だ。彼はつくづく事業場での独身生活

など有り得べきものではないと考えた。

どう考えてみても独り者の勤務する場所

じゃないように思えてならなかった。
たちま こかっ

事菜i坊においては， i放↑青は忽ちi固渇す

る。何事も24時間以 I二は続くことがな

L、。人々は主主た「平常どおり」のドモ界

に逃げかえる。人を熱中させるものががj
ぁ

もt，n、。人と会う約束もなく，予定もな

げhLi金もなL、o iこだ一人の:友だ九をさ

えfりることもできたL勺、

í t.f J~)jガラン 'ìl~υ)Il'l' ~~-C 今 11 のように Ilþl
3ま じんじっヵ、さ

'¥>際一Jt ~( iどい人事介司ど'!，)Kt j!ミ 1~F-rc 

長 71ミフ筒晃

も事業j揚に住んだ経験があるなら，大山

のような適齢期の青年を配置しなかった

ことだろう。仮に大IlliJ~151哀の少年であ

ったとしても結婚でもしなければいたた

ままれないくらいの孤独に襲われるから

だ。人間はどん々に大金持でも尖忌;の境

にあれば孤独になるのは困難ではなL、。

大山禄郎は一番始めにこの卵子化場に就
ほん巴ょう

I践したときは木場勤務だった。それはl穴j

校を卒業した年の 4月であった。それか

ら2年たって地方の支場へ移された。さ

らに 2年後には事業場へやられた。そし

て今はそこに住むようになって 2fFド目で

ある O この調子で行けば次は捕獲場か?

まさかそんなことはあるまい。機構とし

ては一事業場が一番下になっている。大体

捕獲場は人間の住むところではない。漁

期中の番尾なのだ。だがまてよ，東海は

最初に捕獲場勤務だったではないか。捕 l

獲場でも大きなところでは極々の備品を

管理するために年中人間がい /~Cければな l

L¥fih L、" /，皮1:::1 ~r iぺ、fこで 11，ケL、7)、υ い

) ~.) /"仁八 Cしこの 1'1分がIらそこへf!かせ



られることはまずιちるま L、。 :β ー， .}f!idi，li 

場は水産庁の管轄て、はなし、。事業場より
さが

下の機構はない筈だ。どんなに下っても

これ以上下は行詰りなのだ。と大山は思

うと，ああくだらんことを考えていたも

のだ， と寝返をうった。体がひどく重た

かった。枕元の置時計l士主だ 8時 5分前

だった。そのrFij'，;1-1工禄郎が支場から事業

場へ赴任するときに良干が記念にくれた

ものだった。彼l土t;っとそれを見つめて

いた。 良子は今i矧どんな顔をしているだ

ろうか， と考えた。 拐、n日(主晴やかに起き

られるために，つとめて校女のことを考

えた。だが却ってそれはフトンの中の気

持の良いぬくみが彼を取押へてとろりと
まどろむ

微睡ような結果となった。

突然， 目覚時計が鳴り ~H して禄郎は驚

いてしまった。この台‘は彼にとって暴力

にも等しかった。しかし今の彼には自分

の意志で起き上ることは不可能だったの

でこうした強制に甘んじてようやくムツ
ぬけカミら

クリと干支旦ーからぬけ出 Ltニ。その脱殻は

トンネルのように大きく 11日し、たままにな

った。 夜になるとこの穴に入るのだ。

禄郎は茶の間に入って行って，ストー

ブの問りに敷いたビニールの土に立った

その敷物はひんやりと冷く彼は足の指を
ちぢこ あわれ

l 思わず縮込ませた。それはいささか哀つ

:ぼい，まぶ Lいような感じだった。柱の

!鏡が彼の方へ悲しげな反射を差Lll:¥して

い、に ほ郎は鏡の中の自分の顔を見詰め
かみ

;VT， 目やにを濯し，髪をなぜ上げ，
1 わ にぶ

Il撃を触ってみたりしながら，鈍い戸でい

lった。 iうむ・…・ぶ男ではないな・・ーだ

い即ω 」と2::~川山H町)庁[
ずい朝f食受の準(附備市桁iにとりか刀.つ二ニ~

2Z 

この事業場では勤務時rUjli司5j9 I時から

511~ までとなっている。事務所へ行一くこ

とを通勤とし、う部会的な吉葉を使うなら

大IUは家からゆっくり J歩L、ても:)0秒相 L

か;わらなかった。

事務所の他の 3人のi隊員たちはみんk

k房を持っているにも拘らず，朝食を終

えると I白:ちにj旦屈が始主って 8時ころに

はもう事務所にl十lていた。|時には 7II~j 'f 

ごろから来ている者もあったc

十随分早いですね」と訊くと
かかあ

「うーん，燐の奴が部慢を掃除するのに

あっちへ行げとかこっちへ行けとかL、い

やがるんでね，面倒臭いからここへ来た

のさ」と答えるのがおきまりである。

そして始まるのが毎日のようにトンチン

カンな雑談であるc

主任の声は油のようにつるつると滑り

H¥ L，終いには誰も聞こうとはしなL、。

彼は時IUlの損失など気にも止めてないよ

うである。

東海は背が低いので上から見ると，彼
わら

の頭はデコボコで毛髪は藁くずか何かの

ようにお組末だっ 1J互の思想、も藁くずみた

いにお粗末だ。

細川は事業場で唯 1人の研究i隊員だが

どう見ても科学者江どというタイプで

はなL、。何かの拍子で人生がこの男をベ
v.;ts 

テンにかけたに違いなL、。暇さえあれば

何か書いている。何を書いているのだと
あっかま

訊l十ぱ，なんと厚両しいことにほ，小説だ

とぬかした。この書くということ， 言葉

と言葉を並べたってやjの役に立つんだ。

書かずに作家になることはできんのかョ

かりに 1j肝の小説を書き上げたと LてL
それで何が証明されるのだ。一体小I況を

;さL、てニう)ょう三二、、うん 1-("
l ニレ ，，-' 

σ、 /
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までにあり過ぎるほどにあるというのに

…・・大1I1は何と物好きた男もあったもの

だと思っていた。

しかし，禄郎だって，その生活態度は

他人まかせな，白主性に乏Lい，哀れな

~~~、男だった。自分を他人と比較しては

己を軒蔑しながら -:Jjで、はそれがまた

怖 Lいほど彼には苦痛だった。それが自

分自身ではそれを良いとも;'lf;¥.、とも判断

ができなかった。彼は今までに確かに何

か欠げているような心の状態があるよう

な気がした。

事務所の連+，も大111のそうした心境が

雑談の中に交されたが，それはいつも情
ちょっとはづ

欲の琵散という一寸外れれば、狼談にもな

りかねない不面目な態度だったが，結局

彼らの一致した見解は要するに本能の肯

定というおきまりのことでしかなかっ
_，芦
I~O 

主任は結婚することを時んに勧めた。

そしてそれが不口]能ではないという線を

あらゆる角度から打出して来た。

東海も方々から情慌を集めて大111の欲

情をかきたてようとし た。

「あそこの娘はし火、ょ，肉づきもし火、 L

ね，なもかもないネ，ポツテリして，い

いぜ・…どうだね，それによく稼ぐよ」

大山は馬鹿にされたような気がして腹

が立ったが，女に関しては東海とまとも

に論議する気はなかった。こうゅう J古を
払ご

するときの東海は，顎をぐっとヲ I~ 、てう
じ みつめくせ

わLIづかいに相手を凝っと見詰る癖があ
H ささ

った。これは柳か人を支ごっかせる視線

だ，きつ過ぎるのである。鏡の前で練習

したのでないかと思わせる。大IUはFlを

そらしていった。

「ああ，けっこうなことだよ…・・」まだ

何かいいたそうだったが東海が口をはさ

み皆一度位は見たことのある近在の娘を

次々と紹介した。彼の並べたてる女はい

ず';hもロシヤ女を想わせ，仮に一緒にな

るとすれば鱈の肝油の濃厚なやつでも飲

ts力、あるし、はヴィタミンのA，B， C， 

D， Eを矢つぎばゃに飲玄ないことには

保たないのでないかと思われた。

大111に軽蔑されているような気がして
Q とごと

腹立たしくなって来た。事実，人事なの
ふらち

で不時な話ばかりだった。今輪際，事務
も台、

所でkの話などするものかと心に誓つ
ものほし v、失う

た。何となく物欲しそうで賎しく見られ

ているとすれぽわれなが少々情げないこ

とだと考えた。そんなことで、|い11'11'1される

のは耐え難し、ことのように思った。

といって意地を張つてはみたもののそ

うしたかたくな心は一層孤独へと曳ずら

れてL、くのを感じた。

そしてある日，話のはずみに被は制川

に木当l土結婚したいと思っている L，そ

の必要があるとも考えているので適吋な
ひと

女はいないかと打明けたところが相川は

意外にもあっさりとっぱねてしまった。

「そうだな，1j三も:年だ L，今年の冬もまた

独りで過すんぢややりきれんだろうな」

「そうなんです。あの寒い冬のことを想

うと全くうんざりだ。部屋へ帰れぽ火の.

気がないので物はたL、がし、凍っている， I 

それに女気がないので人の心まで凍った匝

ようにてんで面白くない」

「だが俺は他人の情事色事には干渉しな

い主義なんだ。結婚を合めてね」

「どうしてですか ?J
「訳を訊かれでも一寸岡るな。つまりそ

うゅう主義なんだ。共産主義だって良い

という人も L、れば思いという人も L、るだ



ろう。それと同じように，これだってい

いと思う人も，よくないと思う人もいる

だろう。俺はそれがし、L、と思っているの

さそのよ，別段，革命を起きなければな

らんほどの大主義ぢゃないからね。そう

思ったってし、し、ぢゃないか」

í~ 、や，その主義が悪いとは思いません

が…・・結婚も情事色一事ですか ?J
「うーむ，それli，-_.般には浮気のとき

に使われる言葉のようで不両日に聞える

が，結婚なんて物と物を台せるような，

そんな単純な機械的なものちゃないと思

ふよ。そうゅう問題ば理論とか理屈では

駄目なんだ。お互いの心と心の触れ合う

問題だからね，そうゅう境地に他人が入

るべきで、ないと思っているのさ。そうゅ

う意味で1工事務所の連中は少しおせっか

い過ぎると思うね。その点は同情するよ」

「しか L，白分で見付けるにしても事業

場にいたんでは全然その機会がないです

よ」

「じっとしているだげなら都会にいたっ

て機会はないよ。もう少し活動しなきゃ

| 駄 目だよい HIカら 町一

ても，それに手をのばして拾わなけれぽ

| こ川 ま九一山して
いのでは道は聞けないよ。君は街に叔父

さんがし、るといってたちゃないか，そん

|吋訳ぢ刊し月口 3同も

顔を出していれば何か機会があるぢろ

|う川一一場ー よ
りl主ましだよ」

禄郎の叔父l工事業場からパスで20分担

離れたO市の西はずれにある緑ケ丘とい

う美しい住宅街に住んでいた。彼の家族

は妻と子供2人の 4人家族で，子供は自

歳になる達也と 5歳のたか子であるο 父
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親はO市の裁判所に勤めていた。彼は生

きているということだけで如何にも幸福

そうな，質朴な，天真j関漫な人物だった。

禄郎は彼の家を訪問するのを楽しく目、

った。聡明で，センスがあって，庶民に

しかない人のよさがあった。叔父は特に

人好のする人物だった。こんな好人物に

は会ったことのないと思えるほどの人柄

だった。他にどんな特徴があるとか，そ

んなことはどうでもよくなってしまう c

彼のやさしい心はそれだげで強壮剤みた

いな効果があるのだ。二了(存供毛に対する人;並i泣立

iは土ず

iは土感歎これ久しう Lたものてで、ある。どん

なに忙しくても，昼夜何時間働きづくめ

に働いているように見えても，子供たち

の無数の質問に答えてやり，玩具を修理

してやり，せがみたてられれば飲みもの

をも持って行ってやるだけの余裕を，い

つも彼はもっていた。

達也とたか子は，いつも家のすぐ、目の

前にある遊園地で遊んでいた。大111がこ

の家に 2， 3同顔を出すようになると，

彼らは幣化場の話を聞きほじった。 2人

共行儀がよすぎて，そこへ連れて行って

くれと，ぶしつけに頼むことは，ょうし

なかったが，それで、もいかにも子供らし

いやり方で，ありありと解るように，そ

のことをほのめかした。達也は

「小父ちゃんは毎日 ~Il 中仕事をしてな

くちゃいけないの"?Jと訊いた。

「魚はいつでもいるの "?Jとたか子が大

山を見上げるようにして訊いた。

「そんなことないよ」と禄郎はL、った。

「そのうちにいつか一日休みにしよう，

そしたら，みんなで、魚を見に行こうねj

これが彼らを，えらく昂奮させた。
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1分もしないうちに今度の日曜Hに行く

ことに決ってしまった。

達也は自転車で行きたし、といった。と

いうのは 2週間程前に買ってもらったば

かりなので遠乗りする機会をねらってい

たのだった。禄郎は子供を自転車で、連れ

て行くのが心配だったので叔母に大丈夫

だろうかと，尋ねた。

「ええ，あの子は，あたしより足達者で

すわ」と彼女はし、った。

「それぢや僕はたか子ちゃんを乗せて行

くことにしましう」

「まあ，結構で‘すわ，禄郎さん，済みま

せんわ」

次の日曜日，運良く申し分なし、小春日

和だ。郊外の国道は立派に舗装されて全

く快適だ。沿道の畑では農夫があっちこ

っちで、馬耕にたけなわだった。仔馬が長

い脚を不馴れにぴょんぴょんとはね上げ

ながら母馬の後について行った。追付く

と安心して立止るのだが，母馬は気にも

止めずぐんぐん大地をおこして力強く進

んで・行った。すると仔馬はまた置去りに

されては大変とばかりに後脚を不器用に

けって慌てて母馬を追いかけた。

「あのお馬かわいそうだわ」とたか子が

それを見ていった。

「どうして ?Jと禄郎が訊いてみた。

「だってあお母さん待つくれないんだも

の」すると達也が大きな戸でいった。

「パカなんだよ。いつまで‘追かけたって

きりないよ。どこかで仕事が終るまで遊

んでいればいいのに」

「でもお母さんがし、なくなったら心配だ

ろう? 達也だって」と禄郎がし、った。

「そうよ，そうよ，お母さんが行ってし

まったら悶るわ，ねえ禄郎さん」たか子

は幾分昂奮したように見えた。達也は自

分がききわけがあるんだということを誇

る心算でいったのに，たか子に感情的に

反対されてしまつので少し両自くない顔

付きをした。

「禄郎さんぢゃないよ，たか子。大山さ

んて呼ぱなきゃ駄目なんだよ」

「だって，お母さんはいつも禄郎さんて

呼ぶわ」達也は早くも女はどうも扱いに
しるもの

くい代物であることを感じた。この感じ

は20歳位も年上の禄郎にも全く同じよう

に受取った。男と女とし、う関係において

は子供も大人も大した違いはない。

「禄郎さんでいいんだよ」と大山はいっ

た「それが小父さんの名前だもの」

「大山禄郎ってし、し、名前だな」と達也が

いった，それは何だか禄郎を慰さめてい

るみたいにも聞えた。

「そうかい，どうも有難う」と禄郎がい

った「達也のお父さんだもし、 L、名前だ

ね」

「うん，僕のお父さんは芝田幸雄ってい

うだ一一それからお母さんの名は美紗子

だよ……苗字は何というのかな……」

「やっぱり芝田だよ。達也の家はみんな

芝田だよ」と禄郎が教えてやった。

「どうしてき ?J
「お母さんがお父さんのところにお嫁に

来たからさ」

「ふーん，お小父さんはどうして独りな

の，およめさん来ないの"?J 

禄郎はまだ 8歳の子供にそんなことを

訊かれるとは考えもしなかった。そして

何と答えてよいのかすっかり而l吹った。

「大きくなったら解るよ」

達也は子供ながら何かきいてはいけな

いことをいってしまったのでないかなと



感じて黙ってしまった。

事業場に着いた時，子供たちは，鏡の

ような川，水面に浮んだボート，鯉が時

々波紋をえがく池，赤い屋根の大きな卵?

化室と養魚池などを見ると自転車からと

び降りて萌出したぽかりの芝生のl:じ身

を投げだして喜んだ。

「あたしお魚、みたL、ゎ」とたか子がL、う

と達也も同調したO

「そうしよう，魚を見ょう c それ人に旬11

れてるの"?Jと禄郎に三主ねた。

「さあ， どうかな，倒をやらないから馴

れてないかも知れないね」

「どうして餌をやらないの"?Jこの質問

には禄nliは少し考えねばならなかった。

「水の'1'にね，沢山おいしいものがある

んだよ。陣の Lだって食べるものはいく

らでもあるだろう。野菜も果物も肉もお

菓子もMでもあるだろう」

「でもお金がないと買えないよ」

「魚、はお金なんかいらないんだよ」

「小父ちゃんはお金もってるの'?_J とた

か子が突然、きL、た。

「うん，あるよ」

「あたし，何か食べたいの， ピーナッツ

が少し欲しいわ」といった「ねえ， ピー

ナッツ買って来てちょうだい，小父ちゃ

んそれにオレンジジューも飲みたい

ねねえ禄郎さん」彼女は遠慮会釈もな

く甘えるようにいった。女というものは

子供のうちからその本性がわゃんとそな

わっている。子供だと思って油断はでぎ

ない。女は生れたときから』てである。そ

れにしても始めに金の有無を確かめてか

らねだるやり方には恐れ入った。大てい
点益ところ

の子供ならねだるときは相手の懐具介な

どおかまいなしである。

円戸

ι;;電》

「それぢやここでおとなしくか、を見てい

るんだよ。オートバイに乗って買って来

てあげるからね」

「あたしも一緒に乗って行さ~ ~~ニ L 、わ」と

たカミ子がねだった。

「子{共ばオートバイはいげないよ， jうぶ

なし、からね」彼9.:はすぐ納何 Lc'こc

「それi:;や待っててあげるわJ といっ

た。 1~i 土再び恐れ入った。一体この「侍

っていてあげるという心理状態，あるい

ぼそうゅう感情は女性特有のものら L

し、。

子供たちは養魚、池のあゆみ板の上i二腰

かけて待っていた。大111は南京豆とチヨ

コレートとジュースとビスケット，それ

に自分のためにかん詰ビールを買って米

た。 被らはすっかり喜んだ。禄郎は彼ら

の間に並んでビールを聞けた。かんの一

方を強く押し開けると猛烈な勢いでビー

ルが吹出し泡が際限なく盛上ってきてし

まいには博は空になってしまうので、はな

し、かと思われたので，彼はひどく慌てて

口元へ躍を持って行ったために顔中ビー

ルの泡だらけになった。子供ーたちはすっ

かりそれに夢中になっては Lゃぎ大騒ぎ

だった。

そのためにピスケットが少しビールで

ぬれてしまった。彼らがそれを養魚池に

投げつけると無数のさけの和魚が寄った

かり激しく吹いちぎった。

「魚にチヨコレートをやってごらん」と

禄郎はたか子にいったが彼女は大事‘そう

にそれを手に持ってどうしてもやろうと

はしなかった。

「チヨコレートをやると魚、たちが病気に

なるわ」というのだ。そして禄郎にいっ

た「ビールをあげたらL巾、わ。魚l士水の
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"1'にいるからビールのブJがL、いのよ」

すると達也は

「ビールをやったら魚、たち酔っぱらわな

し、かな lと禄郎に訊L、fこO 彼は

「き支ってるよ。すく、、酔つばらうさ」

と答えた。

「酔っぱらうと，どうするかしら」と子

供たちは面白がって司いた この対話は

果しなくがふ、た。

そろそろ家へ帰るi円安IJになったの

椋良[;は子供たちをやきしく引却さねば

ならなかった。

金色の光をi谷び、て立っている木立の水

々しい若葉の下を絞けて国道にII¥tこ。近

くにアイヌ名のついた川が流れている。

その)11床には，きらきら光る玉石が点々

と転がっていたη

正々 たる平野の)t，J[用は丘陵が大きな輸

になってとりまいており，それが暮色の

迫るにつれて，えもいわれぬ千変万化の

色合を帯びてゆく。まさに魂を魅する陶

酔j立であるの眠に見えるもののせいとい

うよりは， この風景の巾に隠くされてい

るもののせいなのだ。この果しない空間

を， 2人の子供を連れて行く禄郎は不意

にある詩を思い出した。それは判っきり

と憶えていないが，子供をさらひ，月光

の華麗なふん囲気に包まれた噴野の妖し

い幻想的な旅について書いたものだっ

た。いま，この 2人の子供を連れて，そ

の詩の続きを旅するのはどんな気持だろ

うかと思った。彼らはイ口!という楽しい話

相手になることだろう〆 そう考えると

ますますこの 2人を両親から借り行きた

くてたまらなくなった。

やがて禄郎はたか子が自転車のパイプ

に乗っていることが疲れてきたのに気が

ついた。国道が街にさしかかるところに

4百米もある大きな橋になっているので

彼らはそのたもとで自転車を止めた。彼

らは川のふちで休息するために，川原へ

降りて行った。その斜面は大きな石や凹

凸の激しいところで，子供の歩行にはは

なはだ困難を来たすものであった。

帰ろうとしたときに，たか子は岩の上

に腰をおろして，悲しそうにあたりを見

~した。再び足防の上までのぼることに

おびえていた。

lだっこして欲しいの"?J と禄~'íì.~はたか

子に訊L、7こO

「そうよ，禄郎さん，抱いてむようだ

¥.'d あたしとってもくたびれたわ」とい

って彼交は両子をさしのべfこσ

tvH[){工彼女-をかかえ i二げ，その小さな

腕を首にすがりつかせたσ すると，つぎ

の瞬間，禄郎の|取には涙がにじんでき

た。彼は幸福だった。と ["jIl!jに悲しくも

なった。 Mよりも自分を犠牲にしたい欲

求にかられた。子一iyhなくして人生を送る

のは，偉大な感動の世界に自己を拒絶す

るのも同じだ。彼女の父と同じく，禄R[i

も彼t;のあらゆる気まぐれに溺れた。幼

児に向って誰がノーといえよう。おのれ

の血肉に対して誰が奴隷以外の何ものに

もなりえよう。

禄郎は自分が今支で索漠として掴めな

かった何かが欠けているような心の状態

がわかったような気がした。自分を犠牲

にしたし、欲求←ーこれが満たされていな

かったのだO これはまさしく愛だ。しか

も受ける愛でなく惜しみなく与える愛

だ， これこそ真の喜令ひ、だ。

子供を抱いて堤防まで主主る川原は本当

につらかった。



「これからあとは歩いて行けないかい，

たか子ちゃん ?Jと禄郎が訊き，ためし

に彼女を降してみた。

「だめよ禄郎さん，あたし歩けないほど

くたびれちゃったのよ」そういって，ま

たも訴えるように両手をさしのべてく

る。
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その可愛い腕〆 禄郎の一前に触れると

その腕の感触が，完全に彼を溶ろ;ぅ、 L

7こO

むろん彼女は，みせかけているほどに

疲れてはいないのである。つまり彼女は

女性の魅力を禄郎に用いていたのだ。そ

れだけのことだ。

かれい刺網の混獲防止根窒地方

例年多量のきけが混獲されて，その防

止に努めてきた標津漁業協同組合では，

木午積極i'I'-Jな!I!t合せをきめ，さげを河

川に湖 L-.させることとした。この実施に

上り i的Jf:親魚数は一層の増加となるもの

と期待されており， I画期的なものと Lて

関係者の1f:Uをひいている。

「昭和:'3411白秋かれし、京IJ削漁 '1長統 ;nlj
要綱!

1. 操業期間・ 10月 15II.~' 12 )] 31 11 

2. 若業Flj込力法

イ・、!i*tl{f i-i;.二限る

ロ・動力船をもって操XL， :1:{; 1制1

とし漁業実行組fT長内意見7与を添

付する。

ハ・操業船は 1組 1慢と L，乗船-r， [1 

簿を添付すること。

3 許可制限

イ・か)H、刺網(5寸U， 30 ~ ;15 jjjl 

仕上)j20間切を 1枚とする。

p • 31ffi¥J石業または組介を利用しな

かったものは許可しない。

ハ・年間 1漁期間のみ文二日漁業権をわ

使したもの 8枚以内

ニ・年間 l漁期間以[:共)'1j漁業権を{J

{史したもの 15枚以内

4 操業区域

当組合の有する共同漁業椛医域内と L

沖台 1500間以上とする。

5. 京IJ込方法

イ・束IJ込網の両端には標識をつげると

ともに標旗をたて，荒業計ーが一見で

きるようにする。

ロ.t~来船には舵干し番号を明示する 0

6， 操業期r:~

1IのIIIから日没までと L，昼間]はJI二桐

をしなL、。夜間の1+1漁は禁ずるot.こだ U'i

化の場合はその限りでなL、。

7 漁業料

かれい刺網 1枚につき 100円

着業者 1名に対し，刺網 8枚以内の行使

者は11¥資 1口， 15枚以内までの行使者

ば 2日の出資を行なう。

8 出荷統制

共販態勢確立のため漁獲物一切は純什

に全面III荷すること。

9. 罰則

決定事項に反した場介はもちろん秩序

を乱し良心的と思われぬ行為のあった場

合は協議会を閉し、て処置する。

河川保護区域に投網した場合は直t)に

許可を取消す。




