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功労者の横顔

伊藤一隆

「その頃は鮭鱒の河川へのj回帰に関し

ていまだ学問的裏付けがなかったので，

北海道においてこの点に関する官民の抗

議を排して米国直輸入の附化事業を強行

することは大なる勇気と確信とを必要と

したのみならず，全道の河川を実査して

鮭鱒僻化の適地を求めることは容易でな

かったc 江戸つ子で負けじ魂の強L、彼桐

限な伊藤一隆は進んでこの難事去を背負

って立ち，支?J5i胡を水源、とする石狩川の

支流千歳川を最適の水域と見込んで足駐

を踏みしめ，自ら実査に乗り出した。そ

れは初秋の日で、あったと闘いているが，

原始林に包まれていた千歳川の流域を湖

り，注意深く流水の水温を測定して歩を
ワサヅブ

進め，烏柵舞村に到達した際， とある樹

陰の石の上に腰をかけて行肝を聞いてい

た。見れば足下には清らかな泉が湧き出

て，っきぬ流をなしていたが，人無き里

に散りしく落葉が水面を覆うていて喉を

うるほすすべもなし、。そこで手で枯葉を

かきわけで水を掬いとったところが，何

とそのましみずの清例であったことよ。

これだとばかり宋暖計をとって水温を検

したところが，示度は正に摂氏 10度，

天を拝して彼伊藤は雀躍した。そしてこ

こを僻化場建設の地と定めて着工した。

その第u際化室に流入して数知れぬ鮭鱒

卵に今なお生命のいぶきを与えている清

らかな泉の水こそは，今より数えて 10)

年に垂んなんとする乱伊藤一隆が枯葉

をかきわけてのんどをうるほしたその水

なのである。げにや雪げ、の水は珠と湧

く，その水によって育成する石狩の鮭に

舌鼓を打つ人には，先人の労苦を忘れて

ならないのである。」

些か長文の引用になったが，よく千歳

瞬化場の繋明がうかがわれるので放て再

録させて戴いた。(本誌 62号 1伊藤一隆

を語る」大島正満〉

安政6年 3月 13日，芝田町で平野弥

十郎の 3男として出生，幼名徳松，明治

5年，伊藤姓を継ぎ，一隆と改めた。同

年東京に開拓使仮学校の創設に際して入

校し， 1:-3年7月 1期生として札幌農学

校を卒業した。この年から明治 25年ま

での 1Z年 5カ月が開拓使から北海道庁

時代までの官員時代で，特に明i台19年，

水産事情調査のため渡米後は水産課長と

して従横の活躍をした。その令名は広く

識られているところであり，許するにい

し、意味での「江戸つ子」といい，桐眼，

達識といった美辞がおくられている。伝

えられるに短所はなL、。かつて水産局長

だった下啓助氏が，伊藤一隆と内村鑑三

がもし水産界を去らなかったらもっと変

ったものになったろう， とその偉材が失

われたことを惜しんでいるが，識るもの



をして共感を覚えさせている。

本道の鮭鱒解化事業が伊藤一隆によっ

て力強くその民を聞けられたことは事業

にとって辛いなことで、あった。

昭和 λ年 1月5日， 71歳で世を去っ

たc

(長男信一氏の住所，横浜市北区篠原町 14)

藤村信吉

千歳中央併{じ場設立後の躍進的な事業

発展は伊藤 藤村のトリオがその動力で

あったことは否めない事実であった。伊

藤がよく本道水産界の責任告として情勢

を主導するとともに，熱意;ある学究の徒

として藤村はl料、化事業の研究と普一及に専

念したc 戸人とも熱心なクリスチャンで

あり伊藤の設立した北海禁酒会はその退

任後藤村が会長となるといった関係に終

始しており，その精神生活においての信

頼感、は職務上の連帯感をより以上に強い

Lのにしていたと思われる。

その功は自1]止の胎動に力を尽して事業

の発展を賞したとともに，個々のもので

は明治~::J年， il呼化盆に漆を塗ることを

|倉Ij案し，Z3年以降，阿宗湖から支笥湖に

i姫鱒を移殖するなどの功酌残してい

る。

生来書を好み漢詩をよくしているが，

特に書は 40畳敷， 80畳敷といった大き

な文字を好んで書いたc こうした大文字

は現存しないが写真では大筆をかかえて

書に向っているものを見ることができ

る。現在千歳支場にある「千水魚躍」の

勇海な筆がそうであり，場に残る唯一の

ものとなった。

詩篇も多いが，特に発表はきれなかっ
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たようであまり知られていなL、。式典に

ご出席して戴いた信次氏と厳父のお話し

が出た折「白雲一片之心」としづ言葉が

出たc 厳父の禁酒会長に対して信次氏は

むしろ酒豪で，その意味では不肖であ

り， ;j(産に対するに物理学といった社会

生活上も天地の差のある親子ではある

が，その精神だけは衣鉢が継げれ;王とい

った保い寺敬の念がうかがわれ，今更の

ように藤村信吉の真地目さ，純粋さとい

った人がらが偲lまれた次第で、ある。

この語は「偶感」と題して次の 1塙に

入っているが，座右の銘のようによく口

にされていたようである。

一片白雲心悠々附素雲

高山与流水敢不覚知音

号して北涯とし火、墓碑は豊平にあり，

自作の七言絶句をもって碑文が刻まれて

あるc その碑が伊藤一隆の実父であり本

迫開拓の功労者で、あった平野弥十郎と並

んでいることを知る人も今では少くなっ

ている。次に掲げるその碑文は最もよく

その豪投不抜， しかも謙虚なその一生を

現わしているのではあるまいかc

踏破Ilj河トーが11

半生書食lJid難問H

B苔蝕石無人払

老骨永眠竪水頭

(長男信次氏の住所，東京都武蔵野市

吉祥寺 784)

小池{二郎

大正 4年，大隈内閣時の第 6回衆院選

で木下成太郎を破って代議士に当選して

からの小池仁郎は根室地方の重鎮である
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とともに国家的な立場に立つようにな

り，直段階化事業に関係する部分はうす

くなるが，その青年時代には真望なクリ

スチャンとして伊藤，藤村と力を併せ野

にあって根宝地方の91ft'化事業を推進し

たと明治 20年代の根室地方l工藤村と小池

との足が附化士号の適地を見出 L，多くの

附化鳴を建設していっている。藤村が再

三にわたってこの地方を訪れたのには小

池という知友のいたことに一端の理由が

あったろうし， 主た，禁酒会の戦線を拡

大し，陣をすすめることは附化事業の推

進にも似た熱意、と行動が要求された。と

に角小池(土禁i同会では小隊長になり，こ

の地方の中段として日躍したのだ。

小池(土幼時カミらi奨学の薫陶によって育

てられたっ和田村の松下武四日じという人

がその人で， 8南までその家にあったと

いう人格高潔な i奨学者で，常に「小池が

J[I~ (、ことをしたら私にいえJと語ってい

たほど，小池を信頼もし，小池もまた師

と仰し、でいた。その強い善意、と意思力は

こうしたところにその素地があり，併化

事業は精神的/云紐帯によって結ぼれてい

たc 伊藤，藤村によって枠宗されたほ

か，幸なことに八木安太郎，石;県主長L才吉と

いつ;fたL三ニ捌郷;党のT

助:冷十られたO 羅臼から虹別の奥にまで，

馬を利用しては単身巡回し，実情を見，

改善をばかり，あるいは泊りこんで工事

を監督するなど，そうした熱意はエピソ

ードとして今に語り伝えられている。

(長男誠氏の住所，埼三長県}I!口市並木町

2の 182)

森脇幾重

明治的年，氏は長男菅(やどり〉を連

れて千歳階化場に赴任した。

たまたま本道を訪れて千歳にひかれた

のがその動機で，一高から東大にすす

み，動物を専攻した氏が本道の水売にそ

の一生を俸げるに至ったのは実に千歳瞬

化場がその機縁となったものである。当

時千歳川は支勿湖をi桁っていくつかのJ曝

布をつくり奔議する清流は原始の渓;*Eと

なって構内を縦断していた。 juJ畔は緑濃

き芝生と森につつまれ，せんかんと溢れ

る湧水は[11緊水明の幽境を覚えさせたこ

とであろう。また3 ここに働く場nの親

和感もその世界には重要な要素となった

ろう。とも角，氏はこの地にひかれ敢然

と京の部を捨てた。それはここで生れた

長女が「千歳」と名付げられる程，その

印象は強いものだった。

しかし左程愛した千歳も職務の都合

上住んだのは 5年間で，雨来北海道水産

試験場長としてその一生を終った。藤村

とし火、森脇とし火、ーは小樽水産学校長と

して，ーは試験場長としてその在任期間

は併化場のそれよりは造に長いことは奇

妙に見えるが， しかし，当時の水産行政

の幅は現在料広くはなく，試験場と昨化

場とは不離一体の関係にあり，あるいは

試験場の一部門として運営もされたりし

たくらいであり，水産学校にしても技術

者の養成は緊急、の重要なことであったか

ら，数少い才幹がそうした要職について

努力することは決して府化事業からはな

れるということにはならなかった。

氏(主傑出した研究者で僅かな在任期間

にも|鮭鱒魚卵膜脱出機能Jと[姫鱒お

よび鱒卵子の衝撃に対する抵抗力」につ

いて研究を行い，僻化技術の基礎的な研



究として大きくその分野を開拓した。特

に併{ヒ酵素の発見は世界で最初のもので

あり，高く評価されている。

無欲，清貧に甘んじ，服装などもいっこ

うに構わなかった氏は日本で最初の野球

選手として一高の野球部創設の 1人であ

るという歴史的な人物て、もある。 1日に

50本曜のエアーシツプまたはチエリーと

2.3合の晩酌あるいは寝酒を友としてい

たといい，その学究，天才としての逸話

は数多く語り残されている。大礼服で堂

々たる威容を慢されている写真があるが

その大礼服は勅任官になった当時服装を

用意することが容易でなく，余市の試験

場にある職員が贈ったものという。 2JO~

円という当時vこすれば大きな金額ではあ

ったが，みんな心からこれを祝つてのこ

とというからその人柄と当時のふん囲気

が偲ばれ，心温まる逸話となっている。

昭和 4年には水産功労者として大日本

水産会から表彰されているが，確に氏は

試験場長として，試験場をして今日あら

しめる礎となっており，広く水産界に貢

献した人であった。
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男長

藤井 顕

氏は明治 25年水産伝習所を出た。そ

の創立時代で校舎は芝三田の四国町，困

苦の学業生活ではあったろう。しかし，

教授は養殖に関沢，松原，鏑木などの偉

才があり，動物を担当した内村鑑三にも

師事し得たかもしれぬ。しかも水産につ

いては専円だったから氏l主解化場におけ

る最初の専門家ということになる。
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明治 34年には千歳瞬化場に転じ， 大

正14年 5月の退官時までその支場長と

して在任したから，事業にとってはその

中期をよき技術者を得て大過のない歩み

が続けられたわけである。明治期の躍進

的な発展はこの時期に調整され，府化事

業にも一つの軌道がつくられるに至っ

た。氏の温建篤実な性格が大きな意義を

もっていたことは否めない。

技術的には伝習所卒業後根室漁業組合

にあって西別解化場を担当し，一貫して

事業に尽されているが，特に現在も利用

されている方法は稚魚に日覆技を用いる

ことで，菊池覚助氏は鮭鱒併化事菜に対

する 4大功績のーっとしている。(本誌

昭和 30年 6月号〉

1. 腹部切開採卵法

2. 稚魚育養に対する日射防止法

3. 漆塗併化盆

4. 姫鱒の移殖事莱

の4がそうであるが， 同射防止J去を除

いてはいずれも藤村信吉の功で，すでに

衆知の事実である。養魚池には日覆校を

かける 稚魚、は|直射日光に弱L、。という

常識は実に明治 35年からのものであっ

fこ。

(令息渡辺郁郎氏は現在千歳市に在住)

内海重左衛門

明治 33年 7月より 10年間千歳将化場

に在職， 45年 4月より昭和6年の退官ま

で一貫して西別鮮化場長の職にあった氏

は特徴のある風格をもっており，今なお

古い関係者の親愛感の中に想い出を偲ば

せている。

なにしろ身の丈は6尺近く体重 20貫を
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優にこえていたし声は高いというより

は大きかったから容貌魁偉と結ぶと表現

がぴったりするところであるが，容貌は

温顔、だった。「北海の水産|などに秋味三

平の名をもって誌面を賑わしていたが，

そのて章，内容はこの温顔を身近かなも

のにする。その体格，大声から連想する

需の猛々しさは実は外面で内には子を育

てる月の輪熊のf憂しさを秘めていたに違

いない。

!l[f別原野の人々が駿馬に鞍をおいて馬

上豊iこ歩む内海均長を今なおよく覚えて

いるのはその堂々たる様子が並ばずれて

いた hらに違いなL、。氏が虹別の原野に

馬を馳ったのは明治 45年 7月から昭和

6年内退官時までで， 在任実に 20年に

およんでいる。入庁は明治 :~3 年 7 月千

歳であったから千歳時代も 11年余で，

生えぬきの昨化局ツ子であった。

その肢体T改善ーとみるべきものは蓄養の

成功で，親魚の蓄養l土今日でこそ常識的

に行われているが，かつては全く新機軸

であり， しかも鱒をもって西別川で二重

留を行い効果的な実例をもって世に問う

たことは後年，僻化技術上飛躍的な発展

をもたらすこととなった。実に昭和 3年

のことである。

現在氏の残したもので今後なお不滅と

思われるものが一つある。余り知られて

いないのでここで明らかにする次第であ

るが， iJlJの画面一ぱいに鮭が湖上してい

る写冥が氏の傑作で西別川で撮られたも

のである。また，現根室支場の近くに第

2当l院肝化J揚があったのは随分前のこと

であるが，この水源を「小羽内」という。

その由来は小池，羽生，内海の頭文字を

とったもので僻化場告IJ設時の探検で，ア

イヌも知らなかったその湧水を発見した

人の名を記念vこ留めたものという。しか

しこの鮮化場，今はないから単に旧記を

残すことになるが，その名をもって地名

がつくられたことは附化場においては他

に例がなし、。

(長男弘氏の住所は札幌市北11条東日丁目

拓銀本山に勤務されている)

半田芳男

明治 43年 7月，現北大水産学部の前

身である東北帝大農科大学水産学科卒業

後直ちに千歳鮭鱒附化場に入り，大正 4

年北海道水産試験場， 同 1:3年道水産課

に移るが，以降主席技師， ~~r化場長，水

産課長として昭和四年近官まで， ~~化

事業に関係した。また， この後，北海道

鱒鮭養殖水産組合長，北海道鮭鱒保護協

力会連合会副会長として，あるいは現在

北海道鮭鱒増殖漁業協同組合長として終

始一貫して僻化事業に問係した。こうし

た長い関係をもっ人は現在半田，菊池の

2氏で今なお第一線に活躍しているのは

半同氏だげとなった。

氏の功績のもっとも大きかったのは昭

和初期の国営移管を実現したことで，当

時水産課長は小石季ーだったが，半田氏

は主任技師として民間の世論をまとめ，

拓殖計四1課との交渉に当りよくその接点

として遂にはほとんど全部の民間僻化事

業の国営化を実現した。この後，全道に

拡がった府化事業経営を軌道に乗せ発展

へと押しすすめられたのは氏によるとこ

ろが最も大きかった。

一方技術者としては，昭和2年「鮭鱒

人工蕃殖論」を著したほか，鮭卵の府化



におよぽす水量の関係，鮭卵の受精に要

する精液量などの研究があり，学問的な

分野においても夙に名を成している。

(札幌市南 14条西 1丁目在住)

野田信俊

事;長の国営化が実現した後，半田氏の

衣鉢をついでその後の発展に力を尽した

人が野田氏であり，いわば官営期はその

転践を半田氏により，雨後の繁営は野田

氏によっている。

氏は大正 12年 7月北大水産専門部の

卒業，米太事業i坊を振出しに水産課を経

て昭和 15年併化士号長に就任した。 退官

は同 22年で戦争期の困難な時代金背負

われたわけである。

意思の強い俊才で事業の将来について

は常に十指にあまる計画をもち，融密な

検討と実施への断をなし得る人で、はあっ

たが，退官時はなお戦後であり，充分に

その才腕がふるえなかったことは関係者

に惜しまれているところである。

戦後，特に悪質な密漁者の激増が社会

秩序の不充分さとともに全く策をなし得

なかった頃，厳として事業の推進に当っ

たことは事態を乗り切るためには大きな

力となっている。また，択捉，国後両島

の喪失は，全事業規僕の 3分の 1を失う

ことになったが， これに対して直ちに道

内の未利用河川を開発し，既設耐化場の

整備を行なってこうした事態に対処し，

今日の隆盛の基礎を築いた。

〔札幌市北 l条東 6丁目在住)

木村鎚郎
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氏は昭和 A年の北大水産専門部卒業，

同期では宇内根室支場長がおり，松原鮭

鱒保護協力会連合会王事がL、る。前後し

て小林本場次長と小林道水産部長もおり

この頃の年次には関係者が多い。卒業後

氏は福島県水試に 9年間在籍して木道を

はなれるが， 昭和 16年には僻化場に入

札事業の責任者として本場にあり，戦

後約 1年間を根室水産練習所長として在

任， 同22年冬に野田氏の後を受(十て場

長に就任した。 退官は同 23年でその後

北海道漁業公社の設立に当り，現在公社

に在る。

しかし，僅かに 5年余ではあるがこの

間僻化事業が当面し，その帰趨を迫られ

たことは一再にとどまらなL、c その風貌

は温顔、で?と洋としているが，その性格は

むしろ学究的で多|亡をきわめたにもかか

わらず，立体式府化器を研究し，捕獲装

置を改良するなどの業蹟を残している。

昭和百年以降 GHQを通じて行なわ

れた僻化事業に対する批判を柱としてな

された事業に対する検討は氏を中心にす

すめられ，全国協議会をはじめ数回の研

究会を聞いて方針を大きく研究の分野へ

と向け，その後の研究体制を確立した。

また，地域住民を中心とする事業体制を

意図して協力会をつくり，北海道鮭縛保

護協力会連合会の設立としたほか，場内

には 1人 1研究を主唱して広く発意を求

め，月刊誌「魚、と卵」の刊行を行なって

弘報普及にも力を尽している。

(札幌市宮の森 63在住)

菊地覚助

秋田県の出身， 16歳で単身郷里を出て
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札幌に来，小憎水産学校(当時札幌〉の

創立とともに入学した人で，少年期にお

いてなお強い意思力をもって向学の道を

歩んでいる。以降一貫して併化事業に関

係しているc その職歴は大正年代を千歳

に過し， 14年場長となり，昭和2年水産

課，後小樽水産学校，北海道鮭鱒養殖水

産組合と移られたが， 2"-~ 年には再度肝化

場に入札 31年に退職した。

氏が大の甘党であり，お菓子の食べ方

は際限がなL、。また，書をよくし，その

律義な人柄はよく人に知られている。民

営時代に行なわれた民間僻化場の監査は

阿責のないものであったこと。部下の場

員は襟を正すような雰囲気だったことと

いった話がよく語られているが， 白から

を律するにも厳しく宛然古武士然の風格

を持っていた。その事業に対する熱意、は

恐らく右に出る者がないのではあるまい

力、口

氏が鮮化事業に挺身したことは衆目の

認めるところであるが，稚魚、の餌料試験

鮭卵および稚魚、におよぽす光線の作用，

卵子運搬器の改良など特筆される事績も

多い。

昨年氏は高血圧でたおれ，数カ月間ほ

とんど意識の困迷した中に過ごしたが，

この間無意識の中に千歳を語り続けて，

周囲の者に深い感銘を与えた。 退職後も

ほとんどねしからはなれずに事業について

の検討なり想い出の記録なりに時間を費

しており，大分健康の快復された現在で

はなお後進のためのよき師として親しま

れている。

(札幌市南 16条西 8了日在住〉

石 井久治

大正 4年 3月東北帝大農科大学水産学

科卒業後，静内併化場をふり出しに同 12

年 7月択捉当路併化場に移り，留別階、化

場長，捉択支場長を経て虹別支場長とな

ったc 退官は昭和 17年 8月， m年間に

わたって事業の第一線にたち， q~ に千島

の併化場の育成指導に献身した。

(函館市松陰町尾札部寮在住〕

田中林蔵

大正 6年 7月東北帝大農科大学水産学

科を卒業後，虹別府化場をふり出しに，

水試根室支場，虹別卵?化場長と在勤，昭

和 19年水試宗谷支場長を最後に退官し

7こO

その業蹟の最大なものは続出する卵膜

軟化症について研究の結果発見したフォ

ルマリン消毒法であり，これによって学

位がおくられていることは夙に有名であ

る。この研究が当時の虹別を挙げて行な

われたもので，昼夜を分たず専念 L，職

員もその労を共にした数年間は今なお語

り伝えられているところである。

氏はまじめな研究者で，いくつかの研

究を残されているが，最も広く行なわれ

ているのは受卵器の考案で現在普通に利

用されているのが田中式のものである。

(仙台市木の下 73聖和学園短大勤務)

林好;欠

本道における瞬、化事業の発展はいくつ

かの地域的な中心をもっているが，網走

地方もこの海域の中心として井筒宇三郎

を第一人者に多くの人材を輩出した。林

好次氏はそうした中で、は最も新らしいグ
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ループの 1人といえよう。 る。

氏が直駿的に僻化事業に関係し，強力

にその陣頭に立たれたのは昭和 24年以

降で，特に北海道鮭博保護協力会連合会

の組織とその会長就任後の活躍はめざま

しいものがあった。一方では衆議院議員

としての生活があったから，東京，札幌

そして地元との間にあるいは水質汚濁の

実際ヵ、ら立法化まで，また各地の併化場

建設，整備についての関係者の意見の調

整から農林中金の融資実現までといった

ようにはじめから終りまでの問題処理を

一身に受げる立場におかれた。しかし，

氏はよくその繁務を克服し，むしろ，白

からも発意、と工夫を示して事務局を指示

激励するほどの熱意をもって力をつくし

事業を飛躍的に発展せしめた。

その後病に倒れ，長く入院生活を送ら

れているが，往時の激務がその因をなし

たことであろう。人格円満，国会議員の

職にあってもなお村夫子然とした風格は

多くの親愛をあつめており，その快復が

また~~ている。

〔網走市南 6条東 l丁目在住〕

尾崎勇

ノkく中標津町助役，標津町長として在

任当時から根室地方での僻化事業には尽

力したが，北海道鮭鱒保護協力会連合会

設立後は林会長，尾崎副会長としてよく

多忙な会長をたすけて事業の発展に力を

尽した。 また， 昭和 30年以降は林会長

が病臥にあったため事実上の責任者とな

り現在に至っているもので，道会議員と

しても現役での中心的人材であり，その

業蹟とともに大きな期待が寄せられてい

(標津郡標津町在住)

斎藤兵太郎

氏は自らも鮭鱒漁業者として僻化事業

には青年期から強い興味と関心を抱いて

いたが，昭和3年には十勝他4郡鮭鱒養

殖水産組合を設立し， 爾来昭和 18年に

三至るまでには 6カ所の瞬化場建設をはじ

め積極的に十勝川における僻化事業の推

進に力を尽した。

その後の十勝川を中心とする向上量の

増加はいちじるしく，一貫して行なわれ

た熱意ある協力は衆目の認めるところと

なり，昭和 31年 11月には醇化事業にお

ける初の黄綬褒章がおくられるところと

なった。この前にはすでに道知事あるい

は農林大臣からの表彰も行なわれており

府化事業の功労者として氏に与えられて

いる声価は高い。

(十勝郡浦幌町字厚内在住)

直f*1

北海道鮭鱒保護協力会連合

戦時本道の鮭鱒i将殖設備ははなはだし

く荒廃し，かつ千島，樺太の鮭鱒資源地

の喪失があり，当時，北海道水産瞬化場

は急速な施設の整備拡充を計画したが，

これに呼応して全道各河川水系地域の住

民は密漁防止を目的とした組織を結成し

場側と密接な連けいのもとに協力体制が

とられた。

この協力体は後に全道を統一する連合

会組織とする機運となり，北海道庁およ

び場側と緊密な連絡のもとに昭和 24年
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10月現在の連合会が設立された。その協

力の主たるものは鮭鱒親魚の密漁防止，

放流稚魚の保護，鮭鱒併化施設の拡充，

河川水質の汚潟防止，鮭鱒資源維持増進

に関する啓蒙宣伝などで顕著な協力事項

の実現を見ており北海道の鮭鱒僻化事業

のため多大の貢献をしている。

(札幌市外中の島〉

北海道鮭鱒増殖漁業協同組合

戦後択捉，国後両島の喪失により道

内の鮭鱒114殖施設拡充が必要となったが

一挙に国費投入は不可能の状態にあった

際，道内鮭鱒定置漁業者の総意、をもって

本組合を結成し， 昭和26，27両年度に

農林漁業特別融資金を借入れ，これによ

り道内主要個所である幕別事業場他 25

カ所に鮭鱒地殖の施設を行なった。

この施設は現在においても国の拍子直事

業に捉供しており，北海道の鮭樽併化事

業のため多大の貢献となったc

(札幌市北3条西 7丁目水産会館内〉

北 水協会

明治 16年， 伊藤一隆ほか 5名の発起

人によって設立され， 同 18年以降「北

水協会報告」を月 1し，月次例会を閣き

地方に講師を派遣して技術の啓蒙，交流

に尽すなどその功績は大きいが，ことに

伊藤一隆，藤村信吉を中心として，卵?化

事業の発達に大きな貢献を示している。

その会はほ世界の 34カ国に及び鮮化

技術の i守及はし、ちじるしくすすめられ

た。 じ別稿「北水協会 75周年」参照)

(札幌市北3条西7丁目水産会館内〕

一受賞して一一一一一一一一一

菊 地 覚 助

去る 10月 16日鮭鱒併化事業資IJ基 80

周年の占己念式典を挙行され，その席で多

年本事業に尽序された人々に対し，感謝

状ならびに記念品が贈呈され，数ならぬ

自分もその列に加えられたことは感謝感

激である。自分が明治 42年早春学生服

に身を固めハンチングを冠って千歳併化

場に赴任し，森脇，藤井，内海，波多野

伊藤の諸先輩指導の下にまず第一番に僻

化盆の錆落し修繕から，併化盆および解

化槽の塗り方をやり，まるで南洋の土人

よろしくのスタイルで毎日コツコツゃっ

た時代を想起すれば何となく涙が落ちて

くるがしかもなつかしい思い出である。

今や齢 70余歳となり， 近年血圧が高

くなり，昨年ちょっと倒れ，今静養中で

あるが，身体が少し楽になったらせめて

事業のご参考になる事でもポツボツ書い

て，このご厚意にお~H1~ 、したいと考えて

おります。




