平成２６年１月１６日

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、本地区漁業士会の活動につきましては、日頃から格段の御支援と御協力を賜り厚く
御礼申し上げます。
このたび、本会の 4 月から 12 月までの主な活動についてまとめましたので、ご覧いただけ
れば幸いです。

天草地区漁業士会 会長 今村義行

（報告内容）
・熊本県漁業士会設立 10 周年を迎え、蒲島知事を表敬訪問
・熊本県漁業士会１０周年記念祝賀会
・第１９回天草地区漁業士会通常総会及び研修会
・養殖魚セミナー（かん水養殖分科会）：尚絅大学短期大学部
・九州ブロック漁業士研修会
・第 17 回 熊本県青年・女性漁業者交流大会
・魚食体験交流会（かん水養殖分科会）：尚絅大学短期大学部
・第 33 回 全国豊かな海づくり大会 牛深会場（世界一のちくわに挑戦!!）
・第 33 回 全国豊かな海づくり大会 式典会場（くまもと海づくりメッセージ）
・漁業体験教室（県委託事業）：熊本県立苓洋高等学校
・おしかけ料理教室：苓北町立富岡小学校
・漁業体験教室（県委託事業）：熊本県立天草高等学校倉岳校

熊本県漁業士会設立 10 周年を迎え、蒲島知事を表敬訪問
日付：平成 25 年 7 月 31 日（木）
場所：熊本県庁知事応接室
概要：漁業士活動の広域化や研修を通じて漁業士自身の資質向上を図ることを目的に、平成
15 年 8 月に熊本県漁業士会が設立されて、今年で 10 年目の節目をむかえました。
そこで、これまでの活動報告を行うため、蒲島知事を表敬訪問し、併せて意見交換を行いま
した。知事からは「水産業を取り巻く環境が厳しい中、漁業士の皆さんは、地域のリーダーと
して意欲的な活動していることに敬意を表します」という言葉を頂きました。
天草地区からの出席は今村義行氏、濱大吾氏、川端延代氏でした。
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熊本県漁業士会１０周年記念祝賀会
日付：平成 25 年 7 月 29 日（月）
場所：熊本交通センターホテル
概要：熊本県漁業士会設立 10 周年を記念し
た祝賀会が、熊本県水産局長、熊本県漁連
会長、各漁業協同組合長をはじめ多くの皆様
の来賓のもと開催され、蒲島知事からは祝辞
を頂きました。
祝賀会では、10 年間の活動報告、歴代会
長（天草地区は脇島成朗氏）への功労者表
彰、記念講演（「人とのつながりによる商品開
発：沖縄県読谷村漁協 前田晃氏」）、懇親会
と盛況に行われました。

第19回天草地区漁業士会通常総会及び研修会
日付：平成 25 年 5 月 24 日（金）
場所：熊本県漁連天草地区漁村センター
概要：熊本県漁業士の認証式において、鶴岡豊大氏
（嵐口）、浦田昌輝氏（嵐口）、杉本洋太氏（宮野河
内）、桑原強氏（樋島）が県から漁業士として新たに認
定されました。
通常総会は、前年度事業実績、今年度事業計画、役
員改選について審議されました。役員改選では、引き
続き前役員が就任することが決定しました。
また、稲尾邦彦氏、深川大史氏から、前年度の研修
報告がありました。

養殖魚セミナー（かん水養殖分科会）
日付：平成 25 年 6 月 11 日（火）、18 日（火）
場所：尚絅大学短期大学部（熊本市）
対象：食物栄養学科の学生約 120 名
概要：養殖魚を営む漁業士が、栄養士を目指
す学生を対象に、養殖魚の美味しさや魅力を
直接伝えようと、自ら教壇に立って、180 分の
特別講義を行いました。
【講義内容】
①魚類養殖の概要（平山千一氏）
②魚の食品学（濱大吾氏）
③魚食と健康&美容（島田豊氏）
④おさかな物知り学（田脇誠一氏）
⑤調理方法（深川大史氏）

九州ブロック漁業士研修会
日付：平成 25 年 8 月 22 日（木）～23 日（金）
場所：宮崎県庁、宮崎県立高等水産研修所
概要：天草地区からは、濱大吾氏、鶴岡豊大氏、浦田昌輝氏が参加し、九州各地から参加した漁
業士 54 名と交流を深めました。
水産庁からは、TV 等でおなじみの、上田勝彦氏から「次世代に残る漁師について考える」と題し
ての講演や、各県からの活動報告がありました。

第 17 回 熊本県青年・女性漁業者交流大会
日付：平成 25 年 8 月 22 日
場所：熊本市富合公民館「アスパル富合」
概要：平山千一氏が、「ブリ養殖 小豆屋水産のキセキ 軌跡・
奇蹟・輝石 単品養殖・単品管理の哲学」のテーマで発
表し、熊本県代表に決定しました。
3 月4 日（火）～5 日（水）に東京都で開催の全国大会で
発表予定です。

魚食体験交流会（かん水養殖分科会）
日付：平成 25 年 10 月 23 日（水）、30 日（火）
場所：尚絅大学短期大学部（熊本市）
対象：食物栄養学科の学生１５名（各回）
概要：6 月に開催した「養殖魚セミナー」に引き
続き、学生にもっと魚の魅力や美味しさを伝え
ようと「魚食体験交流会」を開催しました。
漁業士が育てた養殖ブリ・シマアジ・マダイ
の刺身や加工食品の試食を行い、学生が試作
した刺身用ソースについて意見交換を行いま
した。
この食体験を元に、学生は 1１月 23 日（土）
に開催された大学祭（尚絅祭）で、魚を使った
健康レシピとして「揚げない魚フライ」、「魚―
ザ（ギョーザ）」 等、4 つのレシピを考案し来校
者に紹介しました。

第33 回 全国豊かな海づくり大会 牛深会場（世界一のちくわに挑戦!!）
日付：平成 25 年 10 月 27 日（日）
場所：天草漁協牛深総合支所荷捌所
概要：全国豊かな海づくり大会関連行事として、漁業士 15 名と牛深小学校 6 年生 60
名が協力して、地魚を用いたちくわ作りに挑戦しました。
33 回大会にちなんで、33ｍのちくわに挑戦し、世界一記録達成（33.9m）が認められ、
ギネス記録として登録されました。

第 33 回 全国豊かな海づくり大会
日付：平成 25 年 10 月 27 日（日）
式典会場
場所：熊本県立劇場
概要：天皇皇后両陛下の御臨席仰ぎ全国豊かな海
づくり大会が開催されました。
有明海、不知火海、天草灘の３海域から漁業後
継者夫妻による「くまもと海づくりメッセージ」の発
表があり、天草灘からは桑原強夫妻が“漁獲量の
減少を伝えるとともに資源を保護する取り組みを継
続して行う事”を伝えました。

漁業体験教室（県委託事業）
日付：平成 25 年 11 月 5 日（火）
場所：熊本県立苓洋高等学校
概要：将来の漁業の担い手を育てる事を目的
に、海洋開発科 1 年生 29 名を対象に、漁業体験
教室を開催しました。
今村義行氏の母校でもあり、漁船漁業の概要
について自ら講義を行った他、ひっぱり漁におけ
る表層釣りと潜航版を用いる底層釣りの漁具作
り指導などと大活躍の 1 日でした。
右写真は、潜行版を漁具に取り付け方向につ
いて、その理由を生徒に考えさせている状況で、
生徒も真剣に取り組みました。

おしかけ料理教室
日付：平成 25 年 12 月 11 日（水）
場所：苓北町立富岡小学校
概要：10 年以上継続している、御馴染みのおし
かけ料理教室ですが、今回は小学 6 年生 17 名
を対象に、今村義行氏、脇島成朗氏、川端延代
氏、平松一郎氏、稲尾邦彦氏がアジの三枚お
ろしを指導し、ムニエル料理を作りました。
併せて、脇島成朗氏によるブリの 3 枚おろし
の実演もあり、大きな魚が 3 枚におろされ、さく
どりされる光景に、大きな歓声が沸きました。

漁業体験教室（県委託事業）
日付：平成 25 年 12 月 17 日（火）
場所：熊本県立天草高等学校倉岳校/天草市下浦
地先の養殖場/熊本県海水養殖漁業協同組合栖
本事業所（ブリの高度衛生加工施設）
概要：将来の漁業の担い手を確保するため、魚
類養殖に興味を持ってもらおうと、今回は、天草
高等学校倉岳校の全校生徒 56 名を対象に漁業
体験教室を開催しました。
現地で給餌船に乗り換え後、①下浦地先でブリ
養殖場で餌やり体験後、栖本では②ブリ加工場
の見学、学校に戻り③魚類養殖についての専門
講義、④ブリの 3 枚おろしの実演を行いました。
①③は濱大吾氏が説明を行い、②④は熊本県
海水養殖漁協から全面的に協力を頂きました。
漁業が身近な地域の生徒達ですが、養殖の現
場から加工まで全体を見渡す機会ははじめてだ
ったようで、講師の話を聞く姿は真剣そのもので
した。

編集後記
漁業士会として取り組んでみたい事、会員の皆さんに
紹介して欲しい事などありましたら、事務局あて情報提
供をお待ちしています。
事務局
天草広域本部農林水産部水産課 指導班
〒863-0013 天草市今釜新町 3530
TEL 0969-22-4367 FAX 0969-23-2856
担当者 向井 mukai-h@pref.kumamoto.lg.jp

