
カモメになりたかった

《岡持とジャムパン》

- 経歴その他､野暮な話をいろいろおたずねします｡昭和二一年 (一九四六)の生まれで

すね｡

小泉 はい､九月二〇日の生まれです｡

- 末っ子ですか｡

小泉 そうですね｡年齢のはなれた姉が二人､それから兄がいて､次に私と｡それとほかに､

兄と姉が一人ずついたんですが､生まれてまもなく亡くなってます｡

- すると本来なら六人兄弟姉妹が､四人に｡

小泉 ええ｡戸籍上､私は､三男になっています｡長男は生後一年ほどで､近所の火事でおぶ

われて逃げたんだけども､それで風邪引いて肺炎になったと聞いています｡
な め と

- 久慈町行戸の産｡物ごころついて初めて海を見たのはいつごろ?
おおみか

小泉 初めてっていうのは､覚えがないんです｡ただね､二番目の姉､いまは大饗に住んでい

るんだけれども｡この姉に連れられて､岡持をもってちょうど行戸の十文字のところに､

竹山堂って文房具屋さんがあるんですが､そこで食パンとかも売ってたんですよ｡船のペ

ンキを塗り替えなどで年に一回､船を上架します｡そのときに姉に連れられて竹山堂へ

寄って､パンへいちごジャムを入れる｡それがすごく印象に残っているんです｡

- コッペパンね｡

小泉 そうです｡包丁で真ん中割いて｡いやあ､うまそうだなって｡それを姉が岡持へ入れる｡

- そのパンは何に?

小泉 うちの船の乗組員に---0

… おやつ｡

小泉 おやつってことですね､午前と午後の.それに連れていかれた｡小学校の入学前か､一

年生になったかぐらいと思います｡そうすると姉は高校生か､卒業したばかりかも--0
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昭和28年 (1953)ごろ､久慈小学校から見た､久慈川河口の景観O左が河口､向渚を経て太平洋が広がる｡
右側松の木の下に接岸しているところが水揚げした桟橋



カモメになりたかった

- そのころの久慈漁港は､久慈川の河口､それで川口港だったo

小泉 そうです｡船を上架するときには､舟戸､いまの久慈パチンコ店があるでしょ｡あのへ

んが舟戸で､あそこに造船所がいくつかあったんです｡久慈造船所とか､ほかにも二つか

三つぐらいあった｡そこへ引き揚げて｡どの船もお抱えの船大工の棟梁がいて､自分が造っ

た船の修理からメンテナンスっていうか､やってくれたんですよ｡うちでは久慈造船所だ

と思います｡

- 造船所がたくさんあったんだ｡

小泉 二つか三つありましたね｡造船所は船大工さんをずいぶん抱えていて､久慈造船所が一

番大きくて二〇人ぐらいはいたようで､忙しいときは､那珂湊や他県からも応援頼んでた

らしいです｡

- その船は､いまの大昭丸から数えて何代前 ?

小泉 いまのがFRP (ガラス強化プラスチック繊維)船､その前が昭和四五年 (一九七〇)

につくった底曳き木造船｡中古船もつかったけど､それは別にして｡その前には一二〇 ト

ンの遠洋マグロの鉄鋼船があった､さらにその前に木造八〇 トン型のカツオ ･マグロ船だ

から､ちょうど五代前になりますね｡

- ■鉄鋼船｡

小泉 鉄鋼船つくったのは､私が中学一年､一三歳です｡その前に木造八〇 トンのカツオ ･マ

グロ船があって､サンマもやった｡それをつくったのが昭和三〇年 (一九五五)です｡

- 岡持でおやつ運んだのが､その前の船 ?

小泉 そうですね｡ですから､久慈漁港がまだ川口港だったころ､そこへ出入 りした最後の船

になりますね｡その船の整備のとき､姉に連れられて造船所へ行った｡

《大きく昭和へはばたく--･》

- その船は何 トン?

小泉 三〇 トンぐらいと思います

- 船の名前は､一貫 して大昭丸 ?

昭和45年 (1970)10月に進水した木造の大昭丸
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カモメになりたかった

小泉 ええ､ずうっと大昭丸｡

- どうして付けられたんですか､その名前が｡

小泉 祖父が独立したのは､大正時代のころじゃないのかな｡もとは伝馬船で--｡そのころ

はたいした名前は付いていないと恩うんだけれども｡親父の代になったのが､昭和初期だ

と思います｡乗ってる人らがいろいろ船名を言ったんだけども､親父がね､昭和の時代に

必ず名を上げるんだって､それで昭和の ｢昭｣を取ったんだって言ってました｡

- ｢大｣のほうは?-大正生まれではないですね.

小泉 うん｡明治ですね｡明治だけれども､大きくはばたくと言う意味もあって大をつけたと

思いますよ｡

- なるほど｡その父親の彦左衛門さんは分家ですか｡

小泉 いや､ちがいます｡祖父は百蔵といって､父はその長男です｡本家は藤九郎で､祖父は

そこの次男なんです｡ここは安政 (江戸時代)のころから漁業やっていまして､相当に古

いらしい｡私のところの屋号は ｢百蔵｣で､この祖父の名前なんです｡

- すると藤九郎なり百歳のころから､大昭丸ではなかった｡

小泉 そうですね-州 ｡祖父のころは､伝馬船だからおそらくなかったんじゃないですか､船

名は｡

- 伝馬船は名前を付けない?

小泉 それはわからないけど--｡砂浜から押し出して､久慈川の河口から出入りして｡

- 船の下にコロ付けて｡

小泉 それで上げたり下げたりしてたんですね｡

- 父親の彦左衛門さんは､何年の生まれですか｡

小泉 明治四〇年 (一九〇七)ですね｡

- 大昭丸の名前が付いて､本格的に漁がはじまるのが昭和に入って?
は た ち

小泉 そうです｡おふくろが嫁にきたときには､もう船頭やってたからQおふくろは二〇歳ぐ

らいで嫁にきたっていうから､昭和の初めには､大昭丸って付いていたと思います｡

- 昭和初期の大昭丸は､主にどんな魚を獲ってたんでしょう｡

小泉 親父も伝馬船からはじまったから､それで手釣りをやったんだねO

- 手釣り?

小泉 主にタイですね｡

- 高級魚をねらったわけ?

小泉 タイの他にもいろいろ釣っていたと思いますよ｡乗船員は五､六人乗ってたそうです｡ヤ

マしめ (山に方角を定めて好漁場を探知すること)では､久慈浜では右に出る人がいない

ぐらいに---｡ヤマしめってのは上手だったっていうから｡漁も獲ったそうです｡

- 一年中タイ釣りとはいかないでしょう｡ほかには?

小泉 船が大きくなるにつれてサンマやったり､カツオやったり｡それからサバのハイカラ釣

り｡いまのオキアミだと思うけどね､餌にするのに倉庫にコマセ､塩漬けにしてましたね｡

だから一年中､休みなしに､来た魚を獲ってたんだと思います｡

- 沖合いどれくらい?
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小泉 ほとんど地先じゃないですか｡

- 沿岸から徐々に分野を広げていくO

小泉 サンマ漁も手がけるようになってからは､北海道へ行くようになったんです｡その三〇

トンの木造船でね｡

- あまり大きくない船でも北海道まで行った ?

小泉 海図のはかに､鉄道地図も持ってったって言ってましたよ｡年齢的に言えば三〇代後半

から四〇代でしょう｡何だかいまよりもそのころの漁師のほうが､大人だったような気が

しますね｡現在のようなハイテク装置なんかは､いっさいないんだから｡

- それでも遠洋へ繰 り出していく｡

小泉 勘も鋭かったように思います｡それから親父のことで最近､久慈浜丸小漁協の理事だっ

た人に聞かされたんですが､戦後まもないころ､朝､日和見に行戸の高台に漁師が集まる

んです｡その人はまだ若くって二〇歳ぐらいで､そこで親父がこう言ったそうなんですよ｡

｢あんまり機械にばかり頼ると魚が獲れなくなるぞ｣って｡

- いまの時代を予言しているみたいですね｡

小泉 それだけじゃなくて､｢いいか､文明は人を殺すぞ｣って､その人も若かったから､親

父の言葉の意味するところが､そのころはわからなかったって言うんですね｡いま振り返

るとすごい言葉だったんだなあって､しみじみと話してくれました｡

《勇壮だったかぐらさん》

- ほぼ五代前の木造三〇 トン船にコッペパンを届けたoそのころの思い出は ?

小泉 それはやっぱ り､かぐらさんだったかな｡

- かぐらさん?

小泉 かぐらさん｡いまのウインチです｡人力で長い丸太を二本､それに乗組員が全員､もう

暑い時期だから､すっぱ り裸になってヤッサー､ヤッサーつて､これにワイヤー巻き付け

て､それでもって船を揺らしながら引き揚げるんですよ｡

- 川で水に浸っているのを陸に揚げる｡

小泉 そうです｡それから水揚げしたところなんですが､いまの場所でいうと､須賀屋旅館と

ウエルサンピアのところに元の久慈町漁協とリヤカーが行きかうくらいの桟橋があって､

そこで水揚げしました｡

- 丘に墓地がありますね｡

小泉 あの下です｡そこに船曳き場があった｡魚市場からは､それほどの距離じゃない｡

- 川を船牽いていって､川沿いに造船所がある?

小泉 そうですね｡道路沿いの上にも｡ちょうどいまの久慈パチンコのところに､久慈造船所

がありました｡あの並びにずうっとあったんです､造船場が｡

- かぐらさんというのは､鋼鉄のワイヤーを船に巻いて ?

小泉 引き揚げのとき､船首のビットにしぼるだけでは､船体の重さにたえきれず､そのため

船全体にワイヤーを回して引き揚げます｡ですからワイヤーは結構太かったです｡
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カモメになりたかった

- 揺 らしながらというのは ?
うす

小泉 両舷の下のところへ臼のようなものを置いて､そこへ丸太棒を差し込んで､左右から揺

らしながら牽くんです｡当時の船は敦の幅が広いんですね､倒れないように｡敦が狭いと

倒れちゃうから｡それである程度､揺 らしながらやんないと､船が重くて揚がっていかな

い｡底にはそろばんといってケヤキでつくった板､幅三〇センチ､長さが三メ- トル､厚

さは五センチくらいかな､五〇センチから一メー トルくらいの間隔で敷き詰めてあるんだ

けど､それにグリスをべったり塗ってね｡ゆっくり揚げていった0

昭和初期のころ､久慈川左岸中央の小高い丘の下に造船場が並んでいた

- 季節は夏 ?

小泉 夏だったと患います｡みんな上半身裸になってやってたから｡揚げるときはゆっくりで

すが､逆に下架するときは､川の反対側にあった向渚から､かぐらさんで引っ張る｡ある

程度スピー ド出ますから､そんときはそろばんに摩擦熱がかかって､煙吐きだしながら降

りていくんで､作業 してる人は危険と隣り合わせって.いうか､怖さも感じましたね｡

- 上架して修理には二､三 日かかった ?

小泉 子供だからわか らなかった｡木船だか ら結構かかったような気もするけど｡その勇壮

さっていうのは､若い人らがみんな大声あげながらで､エネルギーにあふれてたって印象､

強く残ってますよ｡

- 総勢何人ぐらい?

小泉 何人ぐらいかな､おそらく乗組員は一五､六人から二〇人くらいは､いたような気がし

ますけど｡八〇 トンのカツオ船で三〇人くらいですから｡

- 刺激を受けた ?
し

小泉 すごいなあってのは感じましたよ｡それで一服してるときに親父が､若い衆集めて言う

わけですよ｡｢いまはパンツはいてんが､昔は男のシンボルをワラで縛って仕事 したもん

だ｣なんて｡

- どうしてワラなんだか ?

小泉 わか らないんだけれども---｡わきで聞いててね､ああ大人はこんなことじゃべってる

んだなって｡
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カモメになりたかった

《火燃し場で入港船へ旗振り》

- 久慈漁港はかつては川口港で､船の出入りに難点があった｡

小泉 それがあったから､行戸の高台にあった県の漁業無線局のすぐわきで､沖で入港待ちし

ている漁船へ旗を振って合図を送ったりもしてたんですご無線局は小学校の裏側でねo

ちょうどかぐらさんと同じころか､小学校へ入り立てぐらいのころに出会ったんです｡

- いまの目立港の真上ですね｡

小泉 久慈川河口の上､ちょうど真正面ですね｡位置がいいんで､漁船に旗振って､それでよ
ひ も

く見えるから指示が行き届いた｡行戸の船関係の人たちは､そこを火燃し場って言ってた

んですよ｡

- どうして火燃し場 ?

小泉 最近､年輩者に聞かされたんだけども､シケの日の夕方なんかには薪などを燃やして入

港しやすいようにと､明かりを目じるLにしてたらしいんです｡あとは､冬場になると暖

をとりながら､入港船を見張ってたって---0

- 暖をとる｡
はんてん

小泉 その光景を初めて見たのは冬だったと思います｡綿入れの半纏を着た､老人たちが四､五
おか

人で火燃やしながら-州 ｡沖には何隻か漁船がいて､それで陸から旗を降ると､声は聞こ

えないけれども気持ちは伝わるっていうか｡大声あげて旗降ると船が全速力でもって､

真っ黒い煙の輪を吐きだしながら---｡そのころの漁船は焼玉だから｡二気筒か､三気筒

ぐらいと思いますよ｡

- 焼玉エンジン.

小泉 煙の輪っかをポッポッポッって出しながら｡これ焼玉エンジンの特徴ですよ｡子供なが
はとう

らにもナグラ (波涛が特に荒いこと)があるのはわかっていたんです｡

- 旗の合図は､シケがくるよですか｡

小泉 いや､要はナグラがあるから入れなくて､沖で順番待ちしてんです｡川口港なので河口
ころ

へナグラが ドンドン､後ろから来るもんだから｡ナグラがあったとき入ったらもう､船転

ばしちゃうから｡

- 転覆ね｡

小泉 大きいナグラは､周期があるんですよ｡

- 波は同じサイクルでは寄せないですね｡

小泉 三波から四波寄せるうちに､一度くらい必ず休みがある｡その休みをねらって旗を振る

んです｡｢いまだから入れ !進め !｣って｡でも､その意味がわかったのは､後 日談てい

うか､自分が船に乗るようになってからで､その当時は､旗降ると船が入ってくるんだな

あってぐらいでした｡

- どんな旗ですか｡大漁旗ではないでしょうから｡

小泉 真っ赤ではないけれども､朱色だったと思います｡

- 遠目に目立つ色｡

小泉 そうだったね｡

- 6-



カモメになりたかった

- 旗振 り役は､船を引退した人?

小泉 これも年輩者に聞いたんだけれども､無線局の隣りに住んでた遠藤さんという人が中心

でやってたらしくて､船に直接関係してるんじゃなくて､いまでいえばボランティアの感

じでやってくれてたらしいんですよ｡

- 片方に無線局､そばでは旗振り｡科学の先端と原始的な通信手段が､ほぼ同じ場所でと

いうのは奇妙な対照です｡

小泉 その当時は無線の状況があまり良くなかったのかな｡秒を争うような緊急時だから､無

線電話なんか使うよりも効果があったかもしれない｡

- 無線機は漁船に配備されていた ?

小泉 無線電話はあったと思います｡

- すると入港のタイミング通知は､無線局の業務外 ?

小泉 内情はちょっとわかりませんね｡もしかしたら科学的な知識はあまり伝わってなくて､

そういう原始的な方法のほうが､安全､安心だったのかも知れないし､その遠藤さんに独

特な勘ていうのがあって｡

… 勘とか知恵の世界--｡いまはもう無線局はありませんね｡

小泉 統合されて､ひたちなか市へ移りました｡

- 旗振 りを見ていて感じたのは ?

小泉 うーん､ジイさまらが旗降ると船が入ってくるんだなって程度なんだけれども､ただ､

さっきのかぐらさんとか､この合図は偶然で､点の記憶｡あとでそれが線みたいにふくら

んで--0

北堤防の右側が河口｡昭和39年ごろ｡水深が浅く幅が狭いなど難点があった

- 母校の久慈小学校からは､海も川も目の前ですね｡意識に刷 り込まれた面がありますか｡

小泉 特別なかったですね｡ただ､うちで船やってるから､ほかの同級生なんかとは多少ちが

うところがあるかも知れないけども､海とか川とかいつも目の前で特別の恩いとかありが

たみはなかったような気もします｡

- 台風のときなんかどうでした｡

小泉 秋になると､うちの船はサンマ漁でもって北へ行っちゃいますから--･｡そのころうち

のお抱えで陸まわりしてた春吉さん､年配のおじいさんがいて､サンマ漁に出て行 くと底
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曳き漁に使ってた網､マニラロープをおふくろと春吉さんとで干さなきやならないんで

---｡毎朝干して､夕方しまいこむんです｡うちの倉庫は､いまの ｢おさかなセンタ- ｣

の目の前にあったんだけど､台風がくると増水で倉庫に水が入っちゃう｡倉庫のぐあい､

水びたしになってるかどうか､おふくろと春吉さんと見に行くんです｡それに一緒にくっ

ついて行って､川があふれて道路が冠水して､そこをジャブジャブと歩くのが楽しくって

ね｡

《座礁事故を目前に》

- 久慈川河口で漁船の座礁事故がありましたね｡

小泉 それも小学校への入学前後のころだと思います｡かぐらさんとか火燃し場とか座礁事故､

みんな同じころで､いま思うとそういう体験が､その̀後の漁港基盤整備の必要性につな

がっていって､それはやがて ｢かたちづくりの漁業｣を経て､その時代も終わって--0

現在おこなっている､小学 5年生への水産教室などの水産業の啓蒙活動へとつながって

いったのです｡いずれにせよ､この時代は､生命と財産を守るためには基盤整備がどうし

ても必要だった｡

- 原体験のようにですね｡

小泉 ええ｡

- 座礁したのは､どこの漁船ですか｡

小泉 久慈浜の船でした｡どうしてその現場を見に行ったのか自分でも覚えがない｡(そうい

う事故が起こると)親たちはみんな炊き出しに入りますから､子供連れてくなんて暇はな

かったんで､自然に足が向いたのかもしれませんね｡そういう座礁事故は一度しか見てな

いです｡座礁船の乗組員の若い衆が綱を体に縛ってね｡それに付いてないと危ないからっ

て何人かが飛び込んで､それでナグラが来ないのを見はからって南堤防に乗ってロープを

しぼる｡あのころの堤防って海面すれすれぐらいに低い堤防なんですよ｡だから､堤防を

洗うようにナグラが来てるから命がけですね｡

- 町ぐるみで助ける｡水難救済会ですか｡
はんてん

小泉 水難救済会が出動ですね｡みんな背中に救命浮輪の絵の入った半纏着てね｡そのときの
まきあみ

救済会長は､おそ らく大三丸の船頭やった三代義さん｡有名なあぐり旋網機を発明した
み よ

三代芳松さんとこの次男ですね｡その事故のときは子供なんで､誰が指揮執ったかわから

なかったけれども､おそらくそうだと思います｡

- 河口の太平洋とのあいだに砂浜､向渚がありましたね｡遊び場でしたか｡

小泉 いや､行戸の子供らは遊ばなかったと思います｡小学校の高学年だったかな､どの船主

も伝馬船持ってたんですよ｡漁船は久慈川の真ん中へ繋留しちゃうから､それの連絡用に｡

冬になると棒に板切れでT字型に工夫したやつで､伝馬船に乗せてもらって川底をさらう

と青海苔が採れた｡それが楽しかったねぇ｡

- 初めて船に乗ったのは ?

小泉 小学三年のころかなあ｡八〇 トンのカツオ ･マグロ船になってから､那珂湊港を出て久
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慈浜へ回航するでしょ｡そのときに乗ってきたんです｡初めて沖へ出た｡これが印象にあ

りますね｡

- どんな感じを?

小泉 海は青いなって感じかな｡

- その船は｡

小泉 木造船の八〇 トン型のカツオ ･マグロ船です｡

- 木造で八〇 トン､譲吉構大きいですね｡

小泉 そうですね｡その船は那珂湊の茨城造船所で建造したんです｡昭和三〇年 (一九五五)

だと思う｡ちょうど那珂湊は､サンマ漁が全盛の時代でした｡

- 船が大きいから久慈川河口には停泊場がなくて､那珂湊を事実上の母港にして-仰 ｡

小泉 そうですね｡大型化に対応しきれないことや､工業と流通主体の日立港建設が本格化し

て久慈川は付け替えになる｡~昭和三六年 (一九六一)には､現在地の久慈漁港で第一次整

備計画が終わって､漁船はいまの外港のほうへ移 りはじめるんです｡

- 久慈浜で大型船､つまりカツオ ･マグロやサンマ､あるいは北洋漁業へと転換したのは

どれぐらいですか｡

小泉 ええとね､沿岸漁船が多くなりすぎちゃって､それと､昭和二七年にマッカーサーライ

ンも撤廃され､国の方針で､遠洋やら北洋へ転換するようにと漁業許可を拡大したわけで

すね｡久慈浜ではカツオ ･マグロ船で二隻､北洋サケマス船が四隻だったと思いますね｡

《遠洋カツオ ･マグロ漁への転身》

- カツオ ･マグロ漁を選んだのは?

小泉 あとから聞いたんだけども､サケマス漁ってのは北洋が相手｡そっちはどうも危険の多

い海だって判断があったらしくて､そういうとこへは

行けない｡それと親父そのものがカツオ釣 り漁が上手

だったもんだから､そういう危険なとこへわざわざ行

かなくてもっていうのもあったと思いますよ｡

- 大型船へ転換するのにある程度､資金のめどがつい

た船主が六人ぐらいということでしょうか｡

小泉 まあ､そうですね｡どっちかっていうと優秀船､漁

がよかったほうの部類ですね｡あとは気持ちの問題も

あったんじゃないですか､伸びようっていうか---0

ミノムシみたいにじいっとしてるような､そういう気

質じゃないところね｡結局､じいっとしてたほうが勝

ち組になったけれども｡

- 結果っていうか時の流れはね.父親の彦左衛門さん

は大型船へ転換するときに､どういう風に言ってたですか｡

小泉 それは全然､子供だからわかりません｡母は聞いて
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るんでしょうけども｡口数の少ない人だったから､親父は｡

… 賭けに近い決断｡とはいえ目算はあったんでしょうけど｡

小泉 自信はあったんじゃないですか｡サンマなんかも獲れ高はよかったレ --｡ただね､親

父は一年か一年半しか乗れなかった.糖尿病の悪化で四八歳で降りちゃったから｡

- その大型船､八〇 トンでしたね｡それは一年半で ?

小泉 親父が漁労長やったのはね｡そのあと四年ぐらいは叔父が漁労長をずうっと｡次の遠洋

マグロ船になるま･で｡ -ノ

… 那珂湊から久慈浜へ回航したのがその船 ?

小泉 そのカツオ船です｡上架も修理も水揚げも､みんな那珂湊で｡久慈港にはときたま船を

置いとくだけですから｡その当時は外港が整備途中で､大シケがくると置けなかったから

ね｡だからほとんどは湊にいた｡

- そうす一ると那珂湊もまだ､那珂川の川口港でしたね.いまの漁港じゃなくて.

小泉 そうです｡おなじ川口港とはいっても那珂湊のほうが河口の水深はあったレ --0

- 昭和三〇年に八〇トン木船にして､そのころカツオ ･マグロが春漁､裏作ともいわれた

サンマが秋漁ですね｡

小泉 当時は､春職､秋職の二職の歩合い制だったから｡

… そのあとさらに大きい鉄鋼船一二〇トンになる｡それはどんなぐあいに?

小泉 すぐ目の前の家なんだけど､西野進さんて人がいて､この人が気仙沼港 (宮城県)所属

の北洋サケマス船で無線局長やってたんですね｡西野さんが休みになると親父のとこへ来

て､そのころの遠洋マグロ船は､マグロが手ですくうように獲れたそうです｡ものすごく

よかった時期だったんですね｡それで､｢船主､マグロ船やりなよ｡マグロなら絶対もう

かるから l｣って.で､親父にもマグロ船やればいままで駄目なものが､どうにか盛り返

せるんじゃないかってのがあったと思いますよ｡その西野さんに勧められたって話はよく

聞いていました｡

- でも大変な投資ですね｡

小泉 そうでしょうね｡

- この鉄鋼船はどこで ?
さえき

小泉 この船､九州の佐伯造船でつくったんですよ｡

- 佐伯 ?大分県ね｡
うすき

小泉 そうです｡エンジンは佐伯の関連会社の臼杵だった｡この遠洋マグロ船の最初の漁労長
からくわ

は､気仙沼の隣町､唐桑の人だった｡

《厳しさに向かない気質が-･-》

- 茨城の船に､船頭さんは気仙沼 ?

小泉 茨城の入っていうのはね､土地柄っていうか､ああいう長旅の遠洋漁業っての向かない

性格なんですね｡遠洋の乗組員は少ない｡反面､カツオ漁みたいな､切った張ったのよう

な商売なら､性格的には合ってると思いますよ､県民性っていうか---0
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- そのへんをくわしく聞きたい｡

小泉 どっちかっていうと遠洋漁船に乗ってる入ってのは､東北とか九州とか多いですね｡茨

城県人は少ないほうじゃないかと思います｡

- 性格的に粘り強いっていうか､粘着質でないと?

小泉 ええ｡遠洋航海でもって三か月もね｡ああいう航海は合わないんじゃないかな｡

- 我慢強さに欠けるところありますね､茨城人は｡

小泉 これは余談になっちゃうけども､戦争でもって進め !進め !で､一番早く入ってくるの

は水戸部隊､斬り込み隊｡そのあと青葉､仙台ね､青葉部隊が入ってくるんだって､そう

いう話を､経験者に聞かされましたね｡

- カアッとなって先に出て行く｡そのぶん---0

小泉 長持ちしない｡さかのぼると明治維新､幕末の天狗争乱---｡

- 激情発散型なんだ｡

小泉 明治維新のさきがけを水戸藩がつくったなんて言ったって､あとにはほとんど残 らな

かったもんね､明治政府にかかわって活嘩した例も聞かないですね｡県民性っていうと広

がりすぎてるけど､この気質みたいのが出てんのかなあ｡

- それが漁業にも反映している?

小泉 そういうのすごく感じたかな｡だから､うちの船の乗組員､ほとんどが東北の人なんで

すよ｡つくったときに乗ったのは､うちの義兄と､はかに三人で､四人だけ｡こっち (茨

城)の人間はね｡

- このはえ縄船､つくったのは何年ですか｡

小泉 私が中学一年だから､昭和三四年 (一九五九)かな｡

- 木造船はどうしました｡

小泉 北海道のほうへ売りました｡

- 漁労長のしごとは､どうすれば魚がいっぱい獲れるかですね｡時代はちょっとちがいま

すが｡

小泉 経験と勘でしょう､ほとんど｡

- カツオなんかは海鳥がたくさん飛んでいるところが目じるしだって言いますね｡タイ釣

りなんかは自分の巣をもっているなんでしょうが｡

小泉 磯ならね､そのヤマをしめればそれでいいけれども､回遊魚ってのはその時々でいつも

いつも変わってるでしょう｡

- 潮の流れとか｡

小泉 風向きとか､水温とかね｡漁労長ってのは持って生まれた勘､それで決まりでしょうね｡

- 高校 (県立太田一高)を経て､仙台電波高専 (旧国立電波高第二別科)で無線通信を習

い､仙台から帰郷して船に乗る｡それが先に出た一二〇 トンの鉄鋼船ですかO

小泉 いや､帰郷したときは､マグロ船は出漁中でしたから｡

- そうすると--0
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《船酔い体質に難渋》

小泉 そのころうちでは複合経営してて､持ち船は一二〇 トン船と底曳き船とあった｡私の乗

船､いわば処女航海は小名浜から買った､年期の入った中古の底曳き船だったんです｡四

か月ぐらい乗ったかな｡その後に､マグロ船に移るわけです｡この底曳き船には相当意気

込んで乗ったけれども､これほど船酔いに苦しむとは夢にも思わなかったな｡

- どんなぐあいに｡

小泉 朝三時ごろ起きるんですが､起きるとともに吐いちゃうんですよO船までは歩いて行く

んだけど途中に豚小屋があって､その豚の臭いが駄目でね､また､そこで吐いて｡船乗る

とまた吐き出すんですよ｡木船で古いんで油やいろんな臭いが染みついてるんで-州 ｡船

が出航する前に三回ぐらい吐いてしまう｡船が出てから入港するまでもう吐きどおし｡

- 船酔いがひどいと最後は､血まで吐くなんて話も聞いた.

小泉 日帰りだから､夕食だけは家で食べられたので血までは吐いたことはなかった｡操業中

は､飯は食わなくても--･｡酔っ払ってると腹減んないからね｡毎日酔っ払ってていやな

のは､気持ち悪いのと､口の中が胃液で若いのと---｡これだけ克服すれば何ともないん

だね｡ひまなしに酔っ払ってるわけじゃないから｡船酔いの克服法は自分なりに編み出し

たんですよ｡

- どんな風にですか｡

小泉 だいたい二時間周期ぐらいに酔いがくるんですね｡

ということは､吐いてから二時間はもつんです｡

- ああ､そうですか｡

小泉 だからこれね､胃袋の緊張かなって思ってるんです｡

それは乗船後-か月ぐらい経ってからわかったO'そろ

そろ気持ち悪くなるなって､だいたい時間見てわかる

から｡ 気持ち惑いのだけ克服すればあとは何でもない

から｡ああ､またくるなって時に口の中､指入れて---

- 自分から出しちゃう?

小泉 出しちゃう｡何もないから胃液しか出ないです｡馴

れてくると蛇じゃないけども､口の中､全然触らなく

ても胃液だけビューと飛び出るんです｡それでもって

ある程度出すとまたもとにおさまっちゃうんです｡

- この中古の木造船は何 トンぐらい?

小泉 一四 ･九五 トン｡

～ いまのと同じですね｡

陸でのひととき｡
寄港先の宮城県塩釜港にて

小泉 そうですね｡ トン数は同じだけど､設備面でいったら雲泥の差です｡

- 船酔いはだんだん減ってくる?

小泉 そうはいかなくて､全然変わらなかった｡(経営上)ケツに火がついてるから頑張らな

くちゃ何もなくなるって意識あったから､体調不良だなんて甘えていられなかった｡船酔
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いで寝込むなんて一度もしなかった｡ウ-ウ-吐きながらも仕事やったよ｡

- 船酔い解消はどれくらい?

小泉 体質ですからねえー｡そういうわけでだいぶ年数がかかりました｡

《春のカワシで遭難寸前》

- 早めに馴れてその後大丈夫とはいかなかったんだ｡このころ､どんな魚を獲ったんです

か｡

小泉 あのころは､ヤリイカの盛漁期でね｡それから数年間底曳き船の全盛期に入ったころで､

そのほかにはボタンエビ､ヒラメ､ミズダコなんかが獲れました｡

- アンコウは｡

小泉 獲れてはいたんだけども､いまに較べたら浜値は嘘みたいに安かった｡珍しい魚ではマ

ツカワ｡

- どんな ?

小泉 春先になると獲れるんだけど､でかい魚でね｡背の皮が松の木肌のような模様でね｡大

きいのでは､畳の半畳分をひと回り小さくしたようなの｡形ですか､菱形に近いかな｡肉

厚も相当あって､それにまた卵がたくさん入ってたね｡われわれが獲った魚のなかでは一

番でかい｡

- いまは聞きませんね｡

小泉 マツカワも幻の魚になっちゃったな｡いまは全然獲れませんね｡そのマツカワ漁で遭難

寸前になった｡

- おや｡

小泉 目立沖で ｢春のカワシ｣っていうの食らってね｡私も乗船歴は三七年になるけど､いま

でもあのときの恐怖は､鮮明に覚えてる｡

- その遭難寸前の模様っていうのは?

小泉 カワシっていうのは､寒冷前線の通過で突如起きる激しい雨と風のことなんだけど､お

だやかだった海や空が､狂ったような大シケになる｡ほかの船は､カワシがくるってこと

で､操業を一回で切 り上げて帰港しちゃった｡無線機の出力がほかと同じだったら何でも

なかったんだけど､うちの船だけ旧式の-ワット無線機だった｡それで､船間連絡ができ

なかったんです｡

- 船同士のO

小泉 そう｡船同士の連絡がとれなかったんですよ｡

… 一隻だけ-･.･:o

小泉 のこっちゃったわけ｡それものこったのもわかんないわけ｡無線連絡できないから｡帰

港した時には､ほかの船みんないた｡

- 雨から風に?

小泉 雨がポロポロって降ってきたと思ったら､すぐに突風｡雨風はだんだん増すばかりで､

海面は真っ白になって､そのうち波は高くなるLで---0
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… がらりと変わった｡

小泉 春先のカワシね｡春の海の前線通過は､気象変化のなかでは最も注意しないといけな

いっていうことなんですが-･-｡われわれよりも前の世代､天気予報もないころだと経験

と勘で天候予測していて､親父には ｢春のカワシには気をつけろ｡(糞に小便､雨に風)っ

てな｡雨玉ひと粒でも降ったら他より早く乗っ込めよ｣なんて言われてた｡雨と風が同時

にくるって｡

- 教訓ですねo

小泉 そうですね｡でもこのときはカワシの兆候はあったんだね｡朝の三時ごろに出港したと

きには､もう｡漁港の堤防を出るとイナサナグラが立ってて--0

- イナサナグラ?

小泉 南風で立つ波のことです｡イナサナグラが立ってて､山には霞がかかってたんだ｡私も

兄貴も遠洋マグロ船から､底曳き船へ移ったばかり｡それに歳も二〇代そこそこだから経

験も浅い｡そのうえ､マグロ大型船の感覚引きずってるから､シケを甘くみてたんだね｡

… どう切り抜けたのですか｡

小泉 兄のとっさの判断で助かったんです｡それは､ ふだんは魚網は甲板に置くんだけれども
ぎょそう

このときばかりは､水を吸ってて重い網を直接魚胎へ放り込んだ｡それで船が安定して､

辛くも難を逃れたんですよ｡こんなこと､その後は二度とないからね｡

- 甲板に置いておくと?

小泉 上荷になるから｡結局､船の重心が上に上がるでしょ｡網の重さは数百キロ｡それに､

魚は入ってるし｡それを直接大がめのなかに全部､しまい込んで｡それが一番の正しい判

断だったかな､いま思えばね｡それから帰港しはじまったけれども､ものすごい突風で大

ナグラ｡

《カモメは宙を---》

- 網を船の底に置いて ?

小泉 普通は上へ置くんですよ｡普通のシケでも｡まあとっさの判断で｡大寒の義兄はマグロ
かじ

船の船長だったから舵持って､乗 り組みの人らとナグラを見張 りながら協力して､必死の

思いで､ようやくでたどり着いた｡このとき乗ってたベテランの人なんか､これを境に船

下 りて漁師はやめちゃった｡それくらい怖い目に遭ったということだと思いますよ｡もう

船はこれ以上---｡

- たくさんだって｡

小泉 そのくらいそれまでに経験のない大シケ食らったと思いますよ｡そういうベテランでも

あの怖さはもういやだって｡

… ラジオの予報は全然効き目がない?

小泉 この時は､ラジオの予報は聞かなかったと思います｡ただ前に乗ってたマグロ船の感覚

でいたことも間違いのもとで､気象面はあまり関心がなかったような---｡それで昭和四

五年 (一九七〇)に木造で新しい船を建造してからは､本格的に兄と二人でやるように
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なって､操業中でも必ずNHKラジオ､第二放送の気象番組聴いて､天気図描くようにし

てましたから､それなりの効果はありましたね｡

- その状態だと転覆まちがいない?

小泉 まちがいないなかったと恩うね｡

- 沖合いどれぐらい?

小泉 久慈浜より､北東位 日立沖二〇キロくらいじゃねえかな｡

- 命からがらで帰ってくるときの気分はどうですか｡

小泉 心底かう気分は好くはなかった､沈んじゃうかもしれないと｡そのような状況なんで微

速でしか航行できないから､ふだんの二倍､五時間ぐらいかかったと思う｡空を見上げる

と雨風のなかをカモメが舞ってる｡飛んでいる姿見て､カモメになりたいって気持ちだっ

た｡

一一飛べる｡

小泉 カモメに｡そういう気分だった｡カモメになれば帰れるんじゃないかと､あのときは｡

飛んで行きたいなあって---｡

- 帰港したときに周りの漁船の人たちも驚いたでしょう?

小泉 だと恩いますね｡親父は着物姿で待ってた､岸壁でね｡ひとことも言わなかったけどね｡

そして､その翌年の三月ごろから底曳き船の建造がはじまりました｡親父が偉かったと思
しんしよう

うのは､普通は船つくって一年､二年で身上かけるわけ､勝負かけるわけだからoこの時

は､借金はいっぱいあるし｡それでも､新船に全部託すわけですから｡これは､なかなか

決断できないよね｡ある程度その船に乗って､それだけの経験を積んでいるならば何千万

も借金してもいいけども､兄弟で底曳きの経験はゼロに近いわけだレ --0

- そのころは遠洋マグロ船は､どうなっていたですか｡

小泉 俺が船下りた時点でもうマグロ船の方は整理をはじめ､借金返すのに財産をどんどん処

分していったから｡

- 遭難寸前になって鉄鋼船に切 り替えたのではなくて ?

小泉 いやいやちがいます｡そのころすでに複合経営でしたから､マグロ船は結果的にはそん

なにうまくいかなくて整理をして､そこで本格的な底曳き船へ兄弟で乗ってはじまったわ

けだから｡

- それで現在に至ると｡

小泉 そうそう､それが兄弟でのスター トO

《マグロはえ縄漁に挑む》

- では､少し前にもどって遠洋マグロ漁のころの話O

小泉 遠洋マグロ船､地獄だねえ､あれは｡操業の厳しさと､居住環境の劣悪ぶりね｡

- これが-航海三か月?

小泉 七〇日から七五日ぐらいかな｡

- 小学校の水産教室で､馴れない先生役でお話しするのはこのときの経験ですね｡どのへ
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んまで行ったんですか｡

小泉 九月ごろから翌年の三月ごろまでは､ハワイの北から､ミッドウェーあたり｡春になる

と西経の一七〇度から一七八度くらいから､北緯で〇度から五度くらい｡だからほとんど

赤道ですよ､漁場はね｡

- 冬に北､春に南というのは?

小泉 南洋はパテマグロやキハダマグロで､冬はクロマグ

ロやパテマグロミメカジキなんかでねoクロマグロは

少なくなってて､パテマグロやキハダマグロのほうが

多かったかな｡あとはもうサメばかりで--0

- 水産教室で､はえ縄漁の説明してましたね.縄の長

さとか｡

小泉 ええ｡縄の長さですか､五〇から六〇キロメー トル

ぐらいだったと思います｡

- そんなに長いんだ｡餌をつけておくんでしょ｡

小泉 いや､船尾から投縄するときに､サンマやイカを針

に､乗組員がつけるんですよ｡

- つけた状態で投げる｡

小泉 全速でもって走りながら｡ときたまだけど､その釣 青い空と海の南洋航海中のひとこまo
漁労長と船長が仲良く

針が体に引っかかって､もろともに海中へ放 り出され
なた

ることもあるんで､釣元ワイヤーを切断するのに鉱も準備してた0

- 時速 ?

小泉 七マイルか八マイルくらいじゃなかったかなO

- 状態は回りながらですか､真っ直ぐですか｡

小泉 真っ直ぐに｡

- その長さが約六〇キロ､何時間ぐらい経ったら揚げるんですか｡

小泉 三時間ぐらい｡全部揚げるのに､一二時間はたっぷりかかる｡投縄するときは､二班に

分かれるんですよ｡投縄を今日するとあしたの投縄は休んで---｡揚げ縄は全員｡

- そんなにかかるんだ｡それを連日?

小泉 ええ､毎日｡釣れない場合には漁場を変えるけども｡それを三〇日から三五日間やるん

です｡

《はえ縄がもつれて》

- 餌の用意から､投げて揚げて､と休んでいる時間はない｡

小泉 そうですね｡投縄の班に入っちゃうと休みなしになっちゃうね｡揚げ縄が終わって投縄

のワッチじゃないときには､次の日朝まで休んでいられるけども｡ただ､ トラブルが何も

ない場合はね｡潮目の関係で ｢もつれ｣といって､縄が団子状に固まって｡その一番ひど

いときは､縄を探して整理するのに二昼夜､一睡もしないでよくも起きてたなって---0
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- それは?

小泉 一枚二枚の縄の流失ならそんなことないんだけども､もう何百枚も｡それと予備も多く

ないから､なんでかんで探さなきゃなんないんだよ｡探しあてて､それから揚げた縄のも

つれを外さなきゃなんない｡何千メ- トルってやつが固まってるんだから､団子みたいに

なって｡それを休みなしで全部ほぐすわけだから---0

- 長いはえ縄を真っ直ぐに海に流して､それが揚がってくるときに?

小泉 いや揚げ縄中じゃなくて､流した状態｡普通は何でもないんだが､潮の流れでもつれる

ときがあるんです｡

… はえ縄自体がぐるぐる巻きになって｡

小泉 そう､団子状態にもつれちゃって｡これほどひどかった ｢もつれ｣は一度だけだったけ

どね｡そのほかにもトラブルがあってね｡揚げ縄中にも縄が切れるときがあるんですよ､
うき

とくにシケのときね｡はえ縄には沈まないように等間隔で浮子ビン玉が付いてるんですが､

切れて離れちゃったときには､そのビン玉目指して飛び込んでいくんですよ｡大シケのな

か｡

… 取 りにいくの?

小泉 泳いで--｡それと､ものすごく潮が速いんですよ｡見る見るうちに泳ぎができない人

は流されてしまう｡だから､はえ縄切断だっていうと､長靴と上合羽だけ脱いで合羽ズボ

ンはいたまま---｡そうしないと操船だけでつかまえようとすると三〇分や一時間くらい

かかっちゃう｡

- ガラスのビン玉｡
-さき

小泉 いまはプラスチックになったけど｡そのビン玉目指して船の紬先から飛び込んで---0

- つかまえに行くのに一人が泳いで行っても､引っ張ってこれない?

小泉 いや､命綱付けてるから｡泳いで取りに行って､ビン玉を抱えてつかまえれば命綱をラ

イホ-ラーにかけて引っ張ってもらう｡船体に激突しないように､寸前でパッと止まるん

だけど｡ちょうど俺が若いし血気盛んでしょ｡泳ぎなら怖いものないぐらい自信があった

んもんだから･--0

- でも､サメがいるんでしょ｡

小泉 ああ､それはあるね｡それとは別に､縄がプロペラに巻かれちゃうときあるんですよ｡

そうするとポンプ付きの潜水服着て乗組員が潜って行くんだけども､みんなで見張 りして

サメがきたときはすぐ上がると｡こんときはみんな真剣だね､命がかかってるから｡

… 以前に宮内千秋さんに聞いた話では､漁業者が腹にさらし､白いのを巻くのはサメよけ

になるからだ､と｡

小泉 それはあるかもしれないね｡でも､そんな悠長なことやってられない｡戦場とおなじだ

ものね､あのはえ縄船は｡

《まるで戦場のような---》

- 戦場 ?0
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小泉 だって仕事きついし､睡眠不足｡おまけに食事は単調ときて､寝室の環境ったら最悪｡

結局ス トレスはたまるばかり｡だから､いつもだもの喧嘩は｡出刃包丁プ-ンと投げて､

逃げなかったら刺されるっていうような-･-｡

- 何人乗り組みですか｡

小泉 一八人O

- それに乗った地元の人が三人ぐらい､あとは東北の人というのがそれ ?

小泉 そう｡だから義兄と俺と無線局長と三人だった｡なかには博打とか､借金してやくざに

追われてるとか---0

- それが-航海､三か月｡

小泉 そうです｡漁場へ着くのに二〇日､操業が三〇日から三五日､で､帰港に二〇日｡

- 仕事着が合羽｡昔の分厚いの｡

小泉 そのころはゴム製の､いまはビニール製ね｡北(ミッ

ドウェー沖)のほうは暑さなんかそんなに感じなかっ

たけれど､南へ行くとほぼ赤道直下でしょ､水温が三

二､三度ある､

- 気温は ?

小泉 気温も三〇度以上｡ゴムの合羽ズボンはいたままだ

から､長靴に汗がたまるんですよ､ジャーつて｡そう

いう暑さ｡だからしょっちゅう散水かけて冷やしてる

んだけど｡南で辛かったのは､擦れるっていうか､合

羽擦れ｡海水でしょ､いつも洗濯が｡いつもゴワゴワ

してる｡男のシンボルの先が擦れるのが一番いやだっ

たね､痛くてもう｡

- やわらかいからねO

小泉 だから仕事はじまる前にシンボルへ包帯して｡だけ 南洋でマグロ漁中に天測をする船長の義兄o

ど取れちゃうんだね｡あれの先が擦れんのが辛かった｡
経度緯度を測って現在の位置を確かめる

軍手はみんなナイロン製のを二枚つけるんだけども､それでも人によっては､てのひらの

皮が厚くなっちゃって､たこができる｡それを包丁で削らないと､指やてのひらがひび割

れちゃって--0

- 楽しみは ?
くんせい

小泉 変な話だけど､サメ殺しだったかな｡それとマグロとかカジキマグロの頭の燥製だった

ね｡マグロがサメに食べられると傷ができちゃう｡売り物にならないので､それが船での

刺身になるわけ｡そのマグロの頭を化粧煙突と煙突のあいだにすき間があって､そのあい

だに入れておくの｡一二､三時間操業するうちに蒸して燥製にして--｡食べるのが一番

の楽しみだったね｡
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《甘味を夢見て》

- 食べるのが楽しみ ?

小泉 そう言ったって､そのほかに楽しみはないですよ｡

- あとは眠る｡

小泉 時間があれば--｡夢見るのはほとんど甘いものだったかな｡女の夢は見たことなかっ
あんみっ

た｡いつもソフトグリームとか､飽蜜､団子とか甘いものの夢はしょっちゅう見たね｡ど

うにかしてその甘いお菓子をつくっぺって､御飯に砂糖まぜて火にかけっととろけっちゃ

うんだよ｡どうにかして固めっぺってやるんだけど､固まんねえんだよ｡

- 甘い団子みたいのをO

小泉 食べたくて｡みんな寝静まったころ調理場へ行って､御飯に砂糖で試したんだけど砂糖

は熱加えるととろけちゃうし､御飯にも水分があるから｡幼稚だったな｡だから港へ入っ

たらまず甘いもの食べるんだって｡そのころ塩釜 (宮城県)には､三色団子ってのがあっ

たんだよ｡その団子をまず食べたくって--0

- はかの食べ物では｡

小泉 とくになかったね｡とにかく甘いもの---0

- そのころ積んで行った野菜はどんな ?

小泉 キャベツ､大根､ニンジンとか､-航海に必要な量の野菜は全部積むんだけれども､干

物､ジャガイモ､タマネギ以外は魚槍のなかに入れるもんだから全部凍っちゃう､生野菜

は｡だいたい往くときでもってなくなっちゃう｡

- はあ｡

小泉 そのあとはもう､魚だけでしょ｡あとは缶詰類｡野菜はジャガイモとタマネギだけ｡そ

れに帰港の二〇日間は､魚はあっても食べられないから｡

- 魚槍で凍ってるから?

小泉 いまは食事用の冷蔵庫あるから魚食べられるけど､そのころはもう魚姶だけしかないか

ら､一番大事なマグロなんかは温度管理してるから食べられない｡がっちりハッチ閉めて

完全密封しちゃうから｡下手に開けたら魚全部駄目になっちゃうからね｡機関長と冷凍担

当が一 目二回､手押しポンプで魚槍の水垢を汲んで｡どのくらい水垢が出るか､垢が多く

出たときにはちょっと冷凍を強くしたり--｡強くし過ぎるとこんどは水垢は少なくなる｡

それが度を過ぎると､冷凍焼けでもって身が真っ黒くなっちゃうんです｡マグロの価値な

くなっちゃう｡赤身で売るためには--｡これの温度管理は機械員がするわけで､俺には

わからなかったけどもね｡そういう状態だから魚なんか食べるどころじゃない｡

《サメ退治の残虐さ》

- 偏食になる｡

小泉 そうですね｡ないものは食べられないものね｡そのようなことで帰港中は､ジャガイモ

とタマネギばかり｡朝はジャガイモとタマネギの味噌汁､昼もジャガイモ､タマネギで天
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ぷら､夜はそれの天井みたいなのが毎日続くわけだから､二〇日間も｡野菜不足で指の爪

に白い斑点が無数に出て､真っ白くなる｡実に厳しい｡だから茨城県人なんか駄目なんだ

ね｡

- 我慢強くないo

小泉 そう思うよ｡カツオ船みたいな切った張ったの仕事には向いてると思うけど｡北の人な

んか､長い冬を耐えしのぶような習慣があるけれど､茨城県人は---｡大きい台風も少な

いし､天災もあまりないでしょ｡

- 苦労が足りないんだ.

小泉 それはわからないけど､とっかかりは早いけど長続きは苦手とか､いまにはじまったこ

とじゃないと思うけども｡明治維新のころにさかのぼってもそうなんじゃないですか｡

- 土地柄､風土でつくられてきた気質のちがいは大きい｡

小泉 それは一番感じたね｡

- 東北人はあまり不平不満をいわない?

小泉 人間だから､それは---｡おかずがいいの､悪いのってのはあるけれども､なんだかん

だ文句言いながらも､乗ってくるからね｡そこへいくと､茨城の人は乗らみいO

- これには無線通信助手で乗船した?

小泉 一応､肩書きはね｡甲板員とおなじだよ｡マグロ船に乗って人間の心理っていうか､い

ろいろ学んだ｡戦争に置き換えるのもどうかとは思うけれども---｡あの一種､極限状況

のなかで､心理がどんどん変化していくのをサメ殺しのなかで感じましたね｡サメはね､
せきずい

ひれだけ取ると身はかっぽっちゃう｡ サメの通常の殺し方ってのは､頭を脊髄まで切 り落
せきずい

し､一メー トルくらいの八番線の針金を用意して､それで脊髄を通してはじめてサメは死

ぬわけです｡それをやらないとサメは､首落としても生きてる､動いてるから｡サメ殺す
また

ときは跨がって､大きいサメでも一発で首落とすんですよ､スポッて｡それを先輩ら､み

んなやってる｡初めのころ､俺なんかやるとサメに飛ばされちゃう､怖さもあるし暴れる

からこっちの腰が落ち着かない｡馴れてくればできるようになったけども｡

- それは相当大きい包丁 ?

小泉 普通の出刃包丁です｡だから仕事の合間に､みんな包丁研いでる｡切れないとしごとに

ならないし､包丁は何十丁とあるからね｡毎日､何百匹と一番釣れるのサメなんです｡

- マグロよりも多く釣れる｡

小泉 そりゃあ比べものにならない｡だから毎日､サメ殺さなきゃなんない｡すると､一番の

ス トレス解消は､サメ殺しになる｡相手は文句言わないから｡

- サメは､はんぺんの原料ですね｡

小泉 そうだね｡それと中華料理でのサメひれ｡マグロは製氷と冷凍機と両方で冷やして保存

してナマで持ってくるんですよ｡それで冷凍庫内の冷凍パイプの周りは全部､サメでもっ

て覆ってくるんです｡そうしないとパイプに直接マグロが当たると凍っちゃうから｡だか

らパイプの周り､脇をサメで固めていって全部覆い終わると､ひれだけ取って､あとは捨

てっちゃう｡そういうわけでマグロを魚胎内で良質に保存するためにサメを使う｡

- 冷凍パイプにマグロが当たらないように｡
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小泉 まあ､そういうことだね｡直接当たると凍っちゃうから｡

- 漁での最初のサメは獲って､首をはねて冷凍庫に入れてクッション剤にする｡後は要 ら

ない｡

小泉 あとのサメは通常の殺し方ではつまらないわけだよね｡だからサメ揚がってきたらどう

やって殺すかで､両目をパンパンて刺して､出刃刺 したままにして腹だけビューンって

切ってみたりOそのサメ殺 しやってて一番感じたのは､人間てのはこんなに変わるもの

かって｡だから戦争に入れば人殺しするのは､当然のことだと思ったね｡やらなければや

られる｡人間みたいに残虐な動物はいないなっていうか--･｡環境でもってどんどん変化

していく｡だから､戦争ってのはしちゃ駄目だなって気になった｡戦場へ行けば変わらざ

るをえなくなってくる｡だから､その前にやらないほうがいいことで､それは､すごく感

じたね｡マグロ獲りから戦争じゃ飛躍が大きすぎるかもしれないけども､そういう状態に

変わっていく､これがやっぱ り人間のはかなさっていうかね｡だから戦争は､気になっちゃ

うけど｡

《船で外国への夢果たせず》

- 日立さくらまつりでタコの刺身づくりを路上で見せたら､残酷だ､子供の教育上よろし

くないような苦情がありましたけど､こんな話を聞いてもらったほうがいいかもしれない｡

小泉 どうでしょうかねえ｡かえって反感を買うような気もするけど｡結局､男の集団でいつ

■も殺伐としてるから気に入らなかったら､すぐに ｢この野郎 !｣ってはじまるから､出刃

持って｡だからそういうことやって発散なんだよね｡

- ス トレス解消｡

小泉 そうですねO音楽もない､テープレコーダーがない時代だからね｡

- その時に一緒に乗り組みの方が盲腸炎にかかって ?

小泉 盲腸にかかったのは､俺が乗る前だったからOその時は､ミッドウェーの軍港に緊急入

港をしたんだけど｡

- それで外国の地を踏むってのはまた別 ?

小泉 それは俺は経験ないな｡

- この船に乗っている時点で､中学生のころからの外国へ行くんだって夢があったんでし

たね｡

小泉 夢は果たせなかったね｡

- 実現しなかったわけ｡

小泉 二航海で終わっちゃったからね｡でも一〇〇 トン船クラスでは､そういう事故でもなけ

りゃ入港しないから｡もっと船が大きくなれば航海 日数が多いんで食糧なくなっちゃうか

ら補給で入るんだけれども｡一〇〇 トンクラスの船は､自分でもって全部賄っちゃうから｡

一丁- 水はどうですか｡
ま みず

小泉 航海用の分ね｡真水 (淡水)は飲み水と食事用だけ｡あとは身体と顔洗いにも使わない｡

それに洗濯は海水｡いまは海水から真水つくる機械があって､そのころはなかったから｡
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- そのころ二二歳か､二三歳ですね｡

小泉 二二歳です｡

- 辛いことはたくさん､楽しいことはほとんどなしo

小泉 というのはやっぱ りうちの船でしょ｡わがままって言えないでしょ｡これが他人の船

だったらね｡

- 暴れちゃう?

小泉 暴れることはないけれども､ある程度､無責任になるでしょ｡だから縄がもつれて元へ

もどすのに二昼夜かかったときも一睡もしなかったのは､漁拷長とか役付きだけで､他の

乗組員は身体も限界あっからそのつど仮眠とってたけどね｡自分はそうもできなかった｡

それは､当り前かも知れませんが｡

《獲れ高は暗号で》

- 獲れ高は日本へ連絡を?

小泉 当時の県の漁業無線局は､旧那珂湊市の和田町にあって､陸上局との連絡は一日に二回

だったと思います｡

- 以前に無線局で聞いたら､みんな暗号だそうですね.目付から現在地､獲れ高､その他

模様ね｡

小泉 そうですね｡内容は､主に船の位置とか天候｡漁の模様は暗号で､家ではその送信内容

を簡単な暗号解読表で読み解くんで｡だから無線局長は､操業中にはブリッジから獲れた

魚を全部数えています｡

- そうすると無線助手は両方やった ?

小泉 まあ局長に指導されながら簡単な送信を数回やったぐらいで---0

- 助手は名目?

小泉 いや､ちがいます｡局長になるには法規上､数年間は助手として実践の経験を積まない

となれないんで｡

- マグロは相当獲れました?

小泉 駄目だったね｡漁粉長が機関長からのなりたてで､まあ親父が選んだんだけど｡いろい

ろ訳があって､漁はうまくなかった｡話は変わってしまうけど､船室が最悪､寝床は畳で

一畳弱､戸棚もたった一つでそこへ七〇日分の自分で食べるラ-メンや菓子を入れといた.

- 厳しい世界ですね｡国策で遠洋へどしどし出て行けみたいのがありましたね｡国策に

乗って大枚はたいて､結果は弱肉強食で失敗に終わった人もたくさん出た｡

小泉 なかにはうまくいった船もあったけども､それは弱肉強食っていうよりも自然淘汰だと

思うけどね｡結局､天国と地獄じゃないけれども弱いもの､漁が獲れないものは去っていっ

た｡そのうち額海二〇〇海里がでてきて---0

- アフリカ沖へも出た大手水産会社は生きのこって､個人が淘汰された0

小泉 時の流れっていうか､個人の船主も大手水産会社も減船っていうかたちで淘汰された｡

大手の水産会社は､地中海とかのマグロ定置網からの輸入で生きのこってるんだけどね｡
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また､この輸入が漁業者の経営悪化に拍車をかけたんだけど--｡だから個人船主は､漁

擦長の名人クラスを抱えてないと経営できないでしょうね｡

- 茨城でいまのこっている遠洋マグロ船は､ごくごくわずか､旧那珂湊には一隻だけだそ

うですね｡乗組員は外国人で｡

小泉 あとは波崎に遠洋カツオ船が一隻です｡

《台風二つに巻き込まれて》

- 二航海で終わってしまった｡

小泉 あとはやればやるほどマイナスになっちゃうからね｡ところで､最初の航海で､帰りに

台風二一号､二二号の二つに取り囲まれて､三昼夜かな､航行できなくて台風過ぎ去るの

待って･--｡あの時もすごかったな｡まるで山のようなナグラだもんね｡

- 波高七､八メー トル ?

小泉 そんなんじゃきかないなあ｡もっと高いと思うよ｡もう山のようで船がとっぷりおおい

かぶさるような高さだった｡台風から逃げきれないってなると､荒天準備って､風に飛ば

されそうな物はすべて縛ったりして補強するんです｡それから船橋の窓ガラスは台風のよ

うな大シケのときはナグラで簡単に破れっちゃうから､そうならないようにって窓ガラス

の前に一〇センチぐらいすき間を空けて､板を差し込んどく｡そのすき間からナグラを見

張る｡ こんな状態で三昼夜も一睡もしないで操船する｡こんなの陸の人には想像もできな

いと恩うね｡気を抜いた操船は命取りになるんだ｡

- そういうとき錨は｡

小泉 使いません｡パアランカーつて言って､水中落下傘と言ったほうがわかりやすいかな､台

風や低気圧なんかの大シケのときは､ナグラに向かって船首を一定させる､安定した方向

へ向くように使いますね｡もっとも､そのときにうちの船はそのパアランカー持ってな

かったけど---0

- 紬先を向ける｡

小泉 ナグラに対して船首を向けるわけ｡若干ながら角度を斜めにして船を支えるんです｡そ

うしないと､船底が叩かれたりして危ないことになる｡

- じっとしてる｡事実上は漂流に近い?

小泉 漂流とはまたちがうんで､ふつうの航行ができないだけ｡微速で操船してるわけ｡

- 漂流だと､これ以上打つ手はない｡

小泉 もしもの話だけど､そんな大シケのとき､漂流の状況になったら船はいちころで､もう

終わりってとこだね｡

- にっちもさっちもいかない｡

小泉 そうですね｡ただひたすら支えながら､台風が早く過ぎ去るのを待つのみで--｡その

ときは怖いとは感じなかったけども｡ただ､局長から飯だけ食っておけよって､どんなこ

とあっても飯だけ食ってあれば救かるんだから､ガツガツ食っておけよって｡それだけは

覚えがあるけども｡だけど､もともと船酔いの体質持ちだから､たっぷり食べるようには
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いかなかったが｡だから､分類上はおなじ第一次産業って言ったって､農業なんかって

言っちゃうと悪いんだけれども､ちょっと比べものにならないぐらい､漁業のほうが厳し

い｡

《高度成長の波に---》

ス_ス.0

小泉 だからこういうたぐいの操船を､全部船がなくなっちゃったとき､そのあとに漁業をは

じまれって言ったって､操船技術はそういう長年の経験でもって伝えれらてくるわけだか

ら､農業みたいに種蒔いてすぐ花が咲く､実がなるってわけにはいかないから｡この水産

業って一回つぶれたら大変だと思いますよ｡農業も水産も学校で教えることはできるけれ

ども､操船技術だけは経験を積まないと｡このへんを水産庁あたりもきちんとしていかな

いと大変なことになると思います｡

- 鉄鋼船の大昭丸は結局､何年間操業したんですか｡

小泉 俺が中学一年から､二二歳までだとしてほぼ一〇年｡

- 鉄鋼船をやめて底曳き船に切り替えた｡

現在操業中の大昭丸は昭和57年 (1982)に進水｡福島･江名から久慈漁港へ回港

小泉 切 り替えたっていうか､木船の大型カツオ ･マグロ船になる前は､底曳き船もやってた

んで元にもどったっていうところかな｡大きい船は､もう先､将来性がないだろうと｡そ

こで堅実な漁業を続けるんなら元にもどったほうがと､前にやってましたからね｡底曳き

船へということだったと思いますよ｡大きくしたけれども結果的には--･･｡駄目になる前

に元にもどるという考えだったと思う｡尋いたことはないけども､親父はしゃべりもしね

えし｡

- それで木造船にしたのは?

小泉 昭和四五年 (一九七〇)｡これは久慈浜の鈴木造船所で造 りました｡

- それがいまのFRP船の前身 ?

小泉 そうですね｡一四 トンの木造船としては県内で最後の船だったかもしれない｡マグロ船
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の整理をはじめたばかりで､経営的には大変厳しいときでね｡その時のエンジンがヤン

マー製で6Rディーゼルエンジン｡これが四五〇万円ぐらいだったかな｡船体が四五〇万

くらい｡あと漁擦機械ね｡それが三〇〇万ぐらいかかったのかな｡当時､漁拷機械の製作

は､那珂湊の県漁連の機関工場がやってたんですよ｡だからうちでも頼んだんだが､遠洋

マグロ船の燃料代に未払いがあるって､断られちゃった｡漁樹機械 (ウインチ)がないと

出漁できないから｡大変､困ってねえ｡手足をもぎとられたのも同然で---0

- おや ?

小泉 機関工場からすれば経営上､断るのもしかたねえと恩うんだよ｡これ以上未払い金はふ

やせないから｡それで困ってるときに､親父が懇意にしてた那珂湊の鉄工場の社長が､｢子

供らが稼いできたとき払ってくれればいいから｡素人だけども､時間はかかっかもしれね

えけども俺やってやるよ｣って､やってくれた｡そういうことで､九月の漁解禁からひと

月おくれでもって､一〇月になってようやく出漁できたわけ｡その前にね､機関工場の工

場長が断りにきたとき､親父とおふくろと､俺もたまたま家にいてね｡その話聞かされた

ときに俺､何くそってのあったね､必ず見返してやっかんなって｡頑張るぞっていうか､

すごく励みになったこといまでも思い出しますよ｡一番苦労の時期でもあったんだけど､

逆にこの時代はすごく楽しみだったね｡こんな話､兄貴とはほとんどしてないけれども､兄

貴も気持ちは同じだったと思います｡

ス_ス_0

小泉 だいたい新船を建造して一五〇〇万円かかると､その一五〇〇万円を三年間獲れば借金

返せるってのが目安なんだよね｡そのあいだにかかっただけの分を獲れなかったら､落ち

こむって｡そのころ物価の上昇がすごく助けになったことは確かだし､どんどん物価が上

がってきたもんだから､最高の年には三〇〇〇万円近 く獲ったからね｡かかった金の倍

獲ったわけだから｡

- 高度経済成長のおかげ｡

小泉 ええ｡それにいまとちがって魚もまた､いたしねOスター トした年に月に一〇〇万円も

獲れなかったから､それが毎日､漁がふえてく｡だからやっかみがすごかった｡ずいぶん
よ

いたず らもされた｡曳き網にバッテリー液かけられたり､綱の緩りをもどして､綱のなか

出刃で傷つけられて､だから表面上わからないんだよ｡綱張ったときに切れて｡そんなこ

ともされた｡たかがまあだ一年か二年目の新参組に追い抜かれるんだから｡だれがいたず
やす

らしたかそれはわかんないんだけども｡そういう話､安やんといって親父と同年代ぐらい

で､よその船の陸まわりしてる人､ちょくちょく遊びにくるんで､その話したら､｢何言っ

てんだあ､おめげの親父なんか飲み水桶のなかさ糞ひられたんだ｣って､やっかみで｡｢そ

こまでされてねえんだから､まあだおめえら一流だねえんだ｡そういういたず ら何でもね

え｣って言われたけど｡
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《石油ショックで研究開姶》

- 底曳き船で獲れる魚介類はこのころか らおなじですか｡アンコウ､カレイ ?でも漁は

減った ?

小泉 あのころに比べたら､いまは漁獲量は減ってるね｡昭和四八年から付けはじまった統計

見れば････-.乗ったころで一番主流占めたのはボタンエビだったかな｡ボタンエビとヒラ

メだったね｡ボタンエビ､あれ三〇パーセントぐらいあったんじゃないかな｡ヒラメで一

〇パ-セントぐらい｡アンコウなんてのは雑魚の部類だっJCoもう値なしのようなもの

だったから｡

サクラダコは ｢日立市の魚｣に認定された｡大昭丸船上で (2005年6月)

- そのころはO

小泉 たまたま高校のときの柔道部の先生が市場へきていて､アンコウの二〇キロぐらい､｢あ

あいいよ､来たんだから持っていきな､先生 !｣で､いかに安かったか｡まず価値として

低かった｡いまなら三万円は下らないね｡

- 昭和四五年からは､右肩あが りでいった｡

小泉 そうですね｡それが一番楽しかった｡だから朝起きるのが楽しかったね｡｢太平洋銀行｣

へ行くようなもんで､金拾いに行くような気分だったね｡誰にも ｢いやあ､すごいよ｣っ

ていわれて｡だからこの時代が一番楽しかったと思います｡魚はいるし､値段はどんどん

上がる一方だレ -･･･O

- それにちょっと陰が射してくるのが第一次石油ショックでの燃油の値上が り?

小泉 漁そのものはそんなに変わらなかったけど､資材費なんかが高騰して経営が苦しくなっ

ていく時期ですね｡

- かかりが､経費が｡

小泉 燃油や資材の値上がりで､経営的に大変だってことで｡昭和四八年を一〇〇とすると昭

和五八年には四 ･五倍｡いまより高かったと思うね｡一キロリットルで七万円以上､七万

八〇〇〇円までいったかな｡いまそこまではいってないものね｡それがきっかけでもって

研究会 (久慈浜 トロール研究部会)ってのつくりましょうって､声かけたんです｡

- 26-



カモメになりたかった

- オイルショックでね｡

小泉 経営難のところを何とか改善しようと｡いま思うとみんな子供でしょう｡俺が三六か七

歳になってたけど､みんな二〇代か一〇代だった｡底曳き青年研究会は､オイルショック

がきっかけだった｡

- 燃油の値上がり､魚が少なくなってきた危機感もあったんですか｡
はまね

小泉 そりゃあありましたよ｡その他に､浜値がいつも変動すんだよ｡というのは､少し揚が

ると叩かれるわけ｡その当時は船主会が正月に仲買人たちと懇親会やるんだよ｡ ｢ことし

はできるだけ安定して魚買ってください｣みたいなOだけど漁がいいと､値がガタッと下

がるわけ｡そのたびに船主会が集まるんです｡船に乗りはじめたころからそれをずうっと

俺は見てたわけ｡水産加工組合の役員さんなんかは､みんな学歴が高い｡こちらはやや劣

る｡こういう頭のいい人らを相手にするには､こちらもきちんとした数字を持って対応し

ねえとや りこめられる｡こちら現場には､そういう発想がなかった｡だから､研究会つ

くってやりましょう､と｡まあ､俺が強引に引っ張ったところもあったんだけど｡それと､

久浩丸船主の宮内千秋さんの協力も大きかったです｡

平成2年 (1990)からはじまった目立市内小学校での出前式 ｢水産教室｣｡
子どもたちの海や魚への関心が高まる

- どんなぐあいに?

小泉 船に乗ったばか りで世間も知 らなかったから､ついてきてくれてきたんで--｡いま

だったら無理かなとも思うよ｡シケのたびにうちへ集まって､昼飯食べて､呑んで楽しかっ

たよ､ワイワイガヤガヤ集まって統計取ったりして｡せっかくの休みで遊びたいの我慢し

て､朝から晩まで--｡高校出たばかりの子もいてね､いやがるのは当然で､一年半で尻

すぼみになった｡なにしろ答えがすぐに出るようなのじゃなかったから｡でもねえ､旗振っ

たのは自分だったからね--0

《地産地消と地域漁業の再生》

｢ とはいえ成果はのこったし､地域おこしを含むいろいろな効果へつながっていった｡さ
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てここで､これからの課題にいきましょうか｡

小泉 いろいろたくさんあるでしょうが､要は自分たちの経営基盤を最終的に決めるのは消費

者なんだってことですね｡これは研究会をはじめたころから意識してきたことだけれども｡

雑魚で見捨てられてきた魚が､味を見直されてだんだんに値上がりしてきたり､いまや ｢市

の魚｣になったさくらダコが最高値でキロ五〇〇円まで上がったのなんか､研究会を含め

てそれだけの効果があったな､と｡ただ時間はかかったね｡二〇年以上かかってここまで

きたからね｡しかし､これも地元行政の理解があったからこそと感謝の気持ちはあります

ね｡

- 地産地消なんて言葉はなかった｡

小泉 私が､地産地消という言葉をはじめて知ったのは一九九八年に実用さんの書いた ｢海辺

の点景｣を読んだときですから｡その当時からみんなが地元に目を向けてやれば､もっと

もっと地元消費はふえたと思うけども---｡でもあの当時は､まず東京へ送ることが一番

もうかった時代だからね｡ここ久慈浜で売るよりは｡統計の古いのでもわかるように､久

慈漁港の底曳きの水揚げが年三億円のとき､その一〇分の-だけが日立の地元消費で､あ

とは全部東京出荷だったわけでしょ｡いまは三分の一が地元消費になって､いい結果に

なったけども｡とはいえ､これからが本番でしょう｡これまで以上に大変だろうと思いま

すよ｡

日立さくらまつりでのタコの直売｡地産地消にひと役買って (2004年4月)

- ほかにも問題点はあるO

小泉 水産業の再生は地域の活性化と同意語で､これからの発展には､さらに地元消費を増や

して､どうやって付加価値を高めるかってことでしょうね｡資源ていうのは限られてるか

ら｡そのためにも､地元行政や商工会議所､旅館 ･飲食業､消費者等交流を密にし､｢見

直そう郷土の魚｣ じゃないけれど地元水産業を理解してもらう努力を漁業者がするべきで

しょう｡雑魚類やさくらダコの値が以前よりも上がったみたいにどの魚もそうなってくれ

ば､いまの水揚げ量だって--･｡いま平年並みの水揚げで底曳き漁業が維持できているの

は､アフリカダコの輸入減少のおかげで､地場のタコの値段がいいからで｡この前も研究

部会で集まったときに､タラの値段が話題になって､ここでは春先にキロ五〇円だけど､小
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名浜とか大津だと一〇〇円なんだよ｡小名浜並みにここ久慈浜も値が上がるといいねって

話あったけどもOそれから､これは私の理想になっちゃうんだけれども､底曳きトロール

船の許可制度を見直して欲しいとかねがね思ってて--0

- それはどういう?

小泉 世の中はいま地方分権でしょ｡それと同じように県の許可にしたほうが資源管理だって

しやすいし､地元産の魚が持つ特性を活かした､地方色豊かなまちづくりにつながると思

いますね｡それだと闇雲に入ってきている輸入魚攻勢にも対抗できるんじゃないかと---0

これにも関係するんだけど､｢水産基本法｣にね､こんなくだりがあるんですよ｡｢地域の

特性ある資源を生かしての複合的な地域経済戦略｣を立てなければならないって｡現状は

そうは動いてないんで､せっかくできたこの法律を生かすためにも､複雑な許可枠をここ

でガラガラボンして､地方分権を是非望みたいんでね｡そうすれば､衰退傾向なんか打破

できると思うし､後継者にも夢が湧くかもしれないんですよ｡うまくいけば新規参入だっ

てありうる､そんなぐあいなんですがね｡

- 水産業はどこも厳しい｡EUが先駆的にやっている魚の価格補償についてはどうですか｡

小泉 日本でもそれをやるべきだとは思ってるけれども､EUみたいに魚種そのものが限られ

てるならやりやすいと思うんだよね｡ノルウェ-なんかは小さい船より大きい船が多いわ

けだし｡

｢地域の魚食文化について｣の集まりでアンコウ吊るし切りを実演 (2001年3月)

- 魚種が少ない?

小泉 魚種は少ないし､船の トン数が､大きい船ばかり｡ 小さい船は少ない｡日本の場合は魚

種がものすごく多いし､大きい船は少なくて､小さい船がたくさんなわけだよね｡そうす

ると自分らがやってる底曳き船だけを価格補償ってわけにいかないよ｡EUのような価格

補償導入は理想としてやったほうがいいとは思うけど､いざやるとなると国だって大変だ

と思います｡EU型価格補償っていうよりも､どフちかっていったら漁獲共済とか､着業

資金とか設備資金とかそういうものに手当てしたほうが･-･..｡家は三〇年ローン､漁船

だって昔は一〇年しか持たなかったけど､いま三〇年だよO近代化資金の返済ってのは一

五年だから｡そういうものをもっと長期間にして､利子をもっと安くするとか､そんな制
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度だったらば漁業者に平等にできると患います｡そういう制度のほうがや りやすいと思い

ますが--｡こういうのやれば､借金に追われなくて漁獲圧力だって弱められるんじゃな

いかって恩うんだけども｡

- 価格補償はありますか｡

小泉 いまこれ使ってるのは､旋網船だけだと思います｡魚種は限られてるから｡そのほかの

船にも適用するのは､なかなかむずかしいから大変だと思う｡でも国がやる気になればす

ぐにできるとは思いますが｡

- 流れがね｡かつての水産国家 日本じゃなくなってしまったから｡

小泉 それは確かにあるけれども､鉱物資源がない日本だから､輸出に自動車や半導体なんか

に重点が置かれるのは必然的でね｡それと引きかえみたいに動いてる水産物の輸入増は､

国内漁業者にとって悩ましい問題なんです｡国民の食生活の多様化とかコス トとか､いろ

んな要因が複雑にからみあってるとは思うけれども-州 ｡ただね､基幹的な食糧ね､水産

物も｡それを気安くね､あんまり外国に頼ってしまうといざっていうときね｡食糧にも安

全保障ってあるか ら｡それに､ こんな状態を続けていくと肝心の日本の水産業が崩壊 し

ちゃうんじゃないかって､それ本気で心配してんですよ｡

- のんびり構えてられない状態 ?

小泉 真面目な話ですが｡行政の担当者､赤ちょうちんの店ででもじっくり話してみたいとこ

ろだけども｡市議とか県議､できれば国会議員さんたちとも､正直なところ､膝突き合わ

せてね｡それから､ 日本の水産業が置かれてる現実を､国民に理解してもらうことも大事

なんですよ｡漁港整備なんかの公共事業に入れ上げてきて､振興対策やってるみたいな水

産行政の時代はもう終わったんです｡魚がないと､海の恵みがないと､漁師がいなくなっ

たらどんなに困るかって--｡いま日本の水産業を再生させないと取 り返しがつかないこ

とになるって､大袈裟じゃなくて､これは-漁業者にすぎないんだけれども､自分として

は真剣に思っているんです｡

語 り 小泉 光彦

インタビューと記録 箕川 恒男

操業中のひとこま｡海面の中央に見えるのはイルカ (2005年5月)
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