
籠害繋業協同蛤川崎守と荒牧軍治

ll胴　着は、戸ヶ里から早津温州こ出て行くとボージャー　　防から川端までどこにで軌、たので、小学生の時よく採り

ムツゴロウ網ですか。あまり知っている人はい凄いでしょう。〈荒牧〉

という巻貝がたくさんいました。潮の満ち引きするところ

にはどこでも、ボージャーがいて、小学校の時から探りに

行きました。沸くくらいいましたよ。堤防の上から潟に歩

に行きました。アゲマキがいるところには穴が二本あって、

真ん中から足の所に水管があって、穴が広いのはアゲマキ

も大きい。30cm位もぐっているのを採っていました。

薄雲番のや玄がや

海岸は提隣の先〉

蕾はおかずがなかったから塩辛くでも食べるしかなかった。

酒にちょっと浸けて食べる。独特の食べ物です。蟹の殻を

砕いているからカルシウムが体に良かっだのでしょう。

ムツゴロウも川端にたくさんいました。ムツかけのように

釣るのではなくて、昔は網で引いていた。

荒牧　船で引くのですか。手で引くのですか。

川崎　小さい船を使います。小学生の頃父親について行き
ました。父親は船に乗り陸の上を私が歩いて、海と陸と両

方から網を持って行きます。網は長さが10m幅が1．5m位

です。

荒牧　ムツゴロウ網ですか。あまり知っている人はいをい

でしょう。

川崎　ムツゴロウは潟の川端の所にいますが、川端を人
が歩くと逃ばようと思って飛び出て来る。綱を水面から

るくらいにして引いてい と、ピョンピョ

ダ晋寄はきこ

でもいました。‾空港南の堤

いた覇が全都砂地で、

，今は塩をかばて上がって来るのを

と掘っていた。弟雰ヨシソと言って

頃、漁師が交代で櫓をこいでマテガイを探りに
ツまで、走っていったが、あん該逮

タカツまで全面的

固かっだ。マテガイは我々が小学校の時でも結構採れてい

た。「えっか」という意味分かりますか。えぐみがあると

も言いますが、マテガイの味は「えっか」ですけどアゲマ

キより旨い。比べ物にならない、アゲマキよりケタ違いに

旨い。

荒牧　私が佐賀に来てから最初知った味がアゲマキです。

魚屋さんで売っていたアゲマキを学生たちが買ってきて
バーベキューみたいにしていた。あの時に初めて食べてと

ても美味しかった。それより旨いですか、食べてみたい。

マテガイは全滅ですか。

川崎　ちょっともう、有明海にはいないです。全滅状態で

しょう。最近、聞いたことがない。

∵「「i‾丁 
∴「∴一　　　　　　　　　時∴l∴一∴∴∴∴一言一一一““∴∴∴ �� � 

∴甲亨三二三：「∴心∴∴「∴ふ∵∴ �「∴∴一一－ � � ー（二一 ∵一　二∴∴∴∴∴∴ �∴∴∴言やニ：∴∴．読∴一言∴ �∴「∴：藍∴享．： 　∴∴十．主 　事’ 　竜・－3－ 

∴＼∴ 讃讃＿ 　　　　＿栄＿ 

妙が無くなっ

取や、ごっ

駄　昭和30年代から50年代にかげ

り筑後川の酸を持って待ったのです。

砂が減って何もか
、。筑後州は金鷲

娠 嵩の案冥集を見

く蜜った。シジミ

さら毒すたったのに。

い棄ら諸富の党閥橋のと

ころも紗ですまぬ。透そこでもシ諾ミが採れていたと闘い



夕陽舟

だが、今あの辺もみんな泥でしょう。

川嶋　そうみんな泥になった。6年生の頃、南川副の沖に
は川の真ん中に州があって、そこもシジミ床だった。同級

生がその州に泳いで探りに行っていたが、塩分の多い下流

のほうがシジミは大きかっだ。

一銭後期の本流で少し砂が戻ってきている。回復させ
証が塗がかかりすぎる。

シジミで取り戻そうという

艶とが別の目的で考えなし

有明海の東側の方は筑後川

なかった、砂だったと言っています。

川崎　あと農業用水もあります。昔、大詫間は大野島の一

特集li有鵬の魅力について

何も持たなくても暮らしていけた。

荒牧　農地もいくらか持っていたのですか。昔は完全を自

給自足だったのでは。

川崎　ほぼ自給自足ですね。海岸がまだ近くにありました。

自転車で行ってワラスボをかき、一つ先に行けばアゲマキ

がいました。ワラスボっていうのはアゲマキを食べるため

にいます。

荒牧　アゲマキを食べていたのですか。あのエイリアンみ

たいな顔で。

川晦　ワラスボが少なくなったのは、食うものがないから

です。アゲマキとワラスボは一緒のところにいる。

荒牧　そうやって皆さんは自給自足で暮らしていたわけで

すね。

川崎　昔はそうです。田んぼを持たない所は奥さん達が、

陸に揚がって魚を売っていました。魚売りをシヤーウイと

言っていま

荒牧　ウイを

まず。シャ

がなきゃテレビも買えない。その収入源は農産物が多かっ

だのですか。

川嶋　ノリが出るまでは、そうですね。

アゲマキを食べていたのですか。あのエイリアンみたいな顔で。〈荒牧〉

香北に100馬力という揚水ポンプがあった。「わいの水」っ

ていうかな、潮が満潮の時の2時間くらいしか取れなかっ

た。

荒牧　アオ取水ですね。

川崎　塩分が少しでもある水で米を作ると美味しくない。

アオを取る時は、水をずっと見ています、舐めながら。こ

れ以上やると塩分が上がるからだめというギリギリまで

取っていた。南川副も犬詫間も取っていました。南川副は

ラマ、いわゆる小潮になって皐魅になると、「もうすぐ

ア才が入ってくるぞ、だから田んぼは何とかなるぞ」と言っ

ていました。アオ んでいて全然違うので、すぐ分

が私財を投ば捕って土水道を引いたと聞いている

荒牧　南川副だ繭こ
ったので、原さんだ

たたえた永劫碑が建っています。原さんが議長

水にも使っていたので、

倦染病も流行ると心配したの

んは、晋は農業をやっていたのですか。

Ii鴫　漁藻と農業半々でした。漁業だぼ剛ま食べて行はな
、。海の遁 む火が魚を獲るとか、おかずを獲るくら

川副の犬非道は、海に行けばたいていの物はあっだから、
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ワラスポ

荒牧　組合長の家は、カキの養殖はした事はないですか。

ちの親父はカキ養殖で失敗ばかりしていた。台風

と全部牡カキが飛んでしまう。3年に1回は儲かる

んばを売らないと食べていけない。

類は漁業権が難しく、普通の漁をやっている者じゃ

を払いきれない。カがある者じゃないと出来なかった。

は台風でもう全滅です。それと赤潮でもやられた。

赤潮でやられるのですか。何の赤潮だろ。
il幡　あかりませんぬ。

で父親はカキをやっていました。飯塚

売人がトラックで殻ごとカキを持っ

じ淀。炭鉱地帯は景気が良かったし、

終戦後は何もなかったから高く売れました。
一方ア箪卵ま安すぎた。あまりに獲れ過ぎる

も食べる人がいなかった。

獲托過ぎですか。昔の写真を見

山がどっさりありま



竹崎沖からの有明海

川崎　私の叔父たちは、多い時には、50人くらい雇い、

アサリをむき身にして干していた。日本人は食べていな

かったから、おそらく中国とかに全部出していたと思う。

荒牧　養殖などではなく自然のものでしょ。何年ごろの話

ですか。

川崎　終戦後の23年くらいかを。昔はたくさんいたので、

誰が行っても桁違いに採れた。一人で2石（1石は100升）

くらい採っていた。

荒牧　アサリは山のようにあるけど、それを食べをくても

よいくらい、食い物はあったのでしょうね。食い物には問

題なかった。

川崎　戦後、兵隊から帰ってきて仕事が全然ない。海しか
ない。農業は24年に農地開放しそれから良くなった。そ

れまでは地主に半分取られていたからだめだった。

荒牧　米を作り始めて佐賀段階などが始まる。皆さんがお
金を稼ぐのは海の方じゃなくて農業が主たったのですね。

川崎　終戦後は米が高かった。1俵6千円、あの当時の

6千円だから、いかに高かったか。その頃は米が一番良かっ

た。

あのころは親父に言っても小遣いがもらえなかったから、

土橋の傍にあった江里口という店で、家の米2升位を時々

小遣いに変えていた。母親に気づかれないようにと、桝の

位置を覚えていて米をすくった後、正確に元のとおりにし

ていた。でも母親は気づいていたかもしれない。

荒牧　結局、漁業は最後までお金を稼ぐという感じではな
かったということですね。本当にお金が動き始めたのは終

海苔は少しばかりで高い金になった。最初は網じゃなく

笹に付けていて、「あれが海苔だ、女竹だ」と言っていた。

熊本が早かっだので熊本の大浜滑石っていう所で自然に付
いているのを持って来ていた。その後に福岡が続いた。

親父の部下が「隊長、海苔がいいからやりましょうよ」と、

道具を全部持ってきて一番に始めた。値段は商いがやり方

が分からない。そこで、早くから始めていた熊本の人たち

を高い金で雇って始めた。

荒牧　本格的に佐賀で始まったのが昭和26、7年頃ですか。

川嶋　もうちょっと後、30年頃でしょう。まず大浜滑石で

天然の種を付けだが、これは青海苔ぽっかりで話にならな
い。佐賀に持ってきた時点では、種は小さすぎて見えをい

のだから、当たり外れがあって、殆ど儲けはない。

荒牧　ホウキの先みたいなのを置いていて、そこに勝手に

付いたのを持って帰ってくるのでしょう。黒い海苔が出来

るっていうのは場所によるのですか。

川崎　福岡と佐賀がノリをするようになって、熊本の人た

ちが種の付いたのを売る商売をするようになった。材料は

こちらから持って行くが、なかなかうまくいかず損ばかり

していだが補償はない。

でもこちらは赤貝がむやみに多かっだので、養殖で失敗し

ても赤貝で取り戻せていた。海苔は、値段は高かっだが青

ノリが付くから儲けにならない。その後に流行ったのが人

工採苗です。

荒牧　いよいよ人工採苗ですね。

川嶋　熊本の宇土市住吉町のアンドリューさんの銅像があ
る所で、人工で種を付けていた。培養は熊本が早いのでそ

れを持ってきていたが「人工で種が付くわけが無いだろ」

と半信半疑だった。ところが、うちの親父たちが持ってき

たところ全く青がなく黒ばかりです。これが33年。人工

で付くという事で、佐賀でも水産試験場の山口さんともう
一人が始めた。シーズンが終わると牡蠣殻の中に人工でノ

リの種を付けて夏を乗り切る。カキ殻の調達から種付けま

で全部個人でやっていた。海苔には表裏があることも知ら

ないくらいデタラメだったが、それでもいいお金になった。

乾燥機がなかったので昔は田んぼの中に干していたが、あ

の時代一枚10円だったから10円札が干してあると言って

いた。

生活環境が全部変わったのが海苔です。海苔は少しばかりで高い金になった。〈川崎〉

戦後の何から始まったのですか。やっぱり炭鉱に売ったカ

キくらいからですか。

川崎　南川副は半農半漁だったが、早津注・広江・諸富な
どは漁師専門だったから大変だった。それで養殖が始まっ

た。アサリ養殖が流待ってきた。それと赤貝、今でいう

サルボウですね。「天然物でやっていけないから養殖する」
いって23年頃早津江の人が始めた。

荒牧　昭和23年頃ですか。では本当にお金になるものが

何もないわけですね。

川崎「養殖しないと食えないぞ」という事で始めた。また、

昔は諸富とか広子工は朝鮮アンコウに行っていた。韓国まで

行って凄かったらしい。向こうは獲る技術がないから大量

に獲って、船ごと叩き売って豪勢に遊んできたとかいう話

を聞いた。広注が一番で諸富も行っていたはずだ。

荒牧　実際にこの有明海で本格的に儲かるようになったの
はやっぱり海苔ですか。

川崎　海苔ですね。生活環境が全部変わったのが海苔です。

田

荒牧　そうか、10円はお札だったですよね

川崎　そうです。「あそこの田んぼには10円札が干してあ

る」とね。

荒牧　それはまだ、お父さんと何人かしか、やってをかっ

だでしょも

州曙　葦数人でしまう言本格的に始まったのは40年過ぎ
てからくらいです。そのころに漁業会が漁業協同組合に

なったが資金がなかった。漁協の運営を軌道に乗せるため、

海苔が良かっだから人をたくさん入れた。「こんなに儲か

るのをやらなきゃ馬鹿らしい」と皆入ってきたが、今み

たいに手数料を取らなかったので漁協の運営が成り立たな

かった。

荒牧　そのようにして、海苔で暮らしが立つようになった

のですね。

川崎　最初は100戸くらいでだんだん増えてきた。南川副

だけで一番増えた時で400戸くらいあった。

荒牧　米づくりはあまりやらをく在ったのですか。



川崎　米づくりもしていた。

米はあまり手間が要らない。米の忙しいのは田植えと稲刈

りくらいで後はたいしたことはない。

荒牧　ほとんどの人は現金収入が農業だった。その人たち
が海苔を作り始めたが、基本は同じ栽培だから考え方はあ

まり変わらないですよね。
一方福岡のほうは、昔の漁師さんたちがたくさんいたけど、

他から移り住んだ人たちがノリ養殖をやって、元々の漁師

さんたちは栽培するのが幸いし、養殖が上手くいかなくて

辞めていった人が多かっだと聞きましたが。

川崎　漁師の人たちが減っていったのは漁師専門にやって
いたからで、これがなかなか難しい。漁師の収入だけでは

大変だった。米が高かったから、百姓にはカがある。田ん

ぼが一反500万円していた。

荒牧　そうか、資金ですね。

川崎　漁師には、資金を銀行が貸してくれなかったし、当

時、漁協に信用事業はなかった。漁業から入ってきた人た

ちは大変だ。ノリ網を買うにしても何を買うにしても資金

が必要だが、銀行は資産がなかったら絶対に貸さない。

ノリ養殖を始める人は農地を売るか何かしてお金を作らな

ければならない。規模の小さな漁業者は田んぼを5、6反

持っていたが、資金作りのために全部売ってしまった。

海の中は獲れない時は全く獲れないから、銀行にしてみ

れば漁業はあてに出来ない。でも、農協に行けば一反で

200万くらいは貸していた。

荒牧　確かに銀行は農家にはお金を貸すけど、漁業者には

貸さないと言ってましたね。やっぱり信用度が低いので

しょうぬ。

ところで、どんどんノリ養殖が広がってくるとカキ礁を壊

したりして、漁場を広げていかなければいけなかったじゃ

ないですか。

川崎　カキ樵は高低差が2mくらいあった。ノリ養殖をす

る場合、昔は技術方法が確立されてないから、ほとんど海

特集1匡明海の魅力について

事をするので問題ない。

荒牧　今、少し復元していないですか。

川崎　みんなはそう言うけど、一回壊れたものは思うよう

にはいかない。

荒牧　久保田のはまだ生きている。西海区水産研究所の人

たちが行って調べたら西は生きているけど東はいないと

いっていた。

川崎　こっちには真ガキがあるからやったらどうですかと

提案した。今年のカキ養殖は最高に良かった。

荒牧　良い惑いの原因は何ですか。

川崎　去年の場合は赤潮で悪くなった。今年も少し赤く

カキ礁

なったが被害を受けるまではなかった。シャトネラが一番

であれが出たら一発でタメになる。他のはそれほどでもな

いが、シャトネラはひどい。

荒牧　僕ら佐賀大学の有明海研究のターゲットはシャトネ

ラなどの赤潮と貧酸素水塊に絞っています。

川崎　シャトネラはたまらない。スケルトネマとかならた

いしたことはない。

荒牧　私には夢があります。自分は土木屋だから、久保田
か芦刈で生きたカキ樵に橋を架け、歩いていけるようにし

生きたカキ礫に橋を架け、歩いていけるようにしたい。〈荒牧〉

に入ってからやっていた。潮が減ってからするので、深い

ところがあったりするとやりにくいから平らにしようとい

う事でやったけど、それから海苔がちょっと悪くなってき

た。結局平らな所は浮泥ぽっかり溜まって話にをらない。

高低の流れがあって、この谷間に微生物が発生する。

荒牧　そしたら貝もいるし、魚もいる。

川崎　これは失敗だったと今になって思っている。海苔が

猛んまり良くなってきたから、海苔をしないとバカみたい

に言あれだが、今だったらカキ礫を壊したりしない。一着は

滝が、今はほと惹き船の土から
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たい。普通は船に乗って行きますが、1キロくらいの木橋

を架け、そこで潮の音を聞き、カキ樵に下りて生き物が観

察できるようにしたい。そうすれば、有明海を手軽に肌で

感じることができる。私は死ぬまでにこれを実現したい。

応援をお願いします。
一番問題があるのは漁民のみなさんと漁業の問題で折り合

いがついているかということなので、是非、ご協力をお願

いしたい。

川暗　それはいい、観光スポットになる。カキ礁があれば

の止を歩くことが出乗る、

荒牧　嘉瀬川は水があまり流れてい汝涼から、やっぱり筑

後川か六角川あたりで奄いい。カキ樵は潮が引くといろん

な生き物がいるので、子供たちの観察場所にする。川副の

うば歩凍るらしいが、久保田とか西のほうに行くと泥だ

げでとても火が入れるような場所じゃない。せいぜい歩

はるのはカキ礫の所くらいだ。

観光を国交省がやっているが国交雷はまだ金をなって
いるから、国交省とやりたい。ただ、国交省は漁民の皆さ

んとの交渉が苦手だがらよろしくお願いしたい。いつか企

画書を作って持ってきます。



特集21有明海昔がたり

朝鮮海域の
遠洋漁業
石丸幸男さん
（83歳）佐賀市西与賀

私が朝鮮海域の遠洋漁業に行ったのは、昭和16年16歳のときです。

佐賀市の相応（そうおう）の港から北朝鮮の鴨緑江までの出

漁でした。漁期は台風の時期をずらした4月から6月の約3ケ月

間。大正時代から私たちの先祖が、朝鮮西海岸の魚の宝庫

を目指し、身体と知恵をかけて活躍しました。

私は、朝鮮行き船「幸福丸」の長男でした。父は、大正十何年

かの台風で、朝鮮沖で船を大破、それ以来休業していました。

相応の港からは、若吉丸、龍福丸、龍王丸、龍金丸、秀吉丸

等の十数隻と、川副町の広江から数隻、全部で二十隻余りが

島原沖で合流し、有明海を後にして、朝鮮海域に向かったの

です。

相応下の「八大龍王神社」の前から船団を組み、佐賀県

の水産課の方々や地元の見送りの人たちの万歳の声に送られ

て十五トン級の木造船に乗り込みました。現在のノリ船が五

トン級なので、三倍の大きさで見事な船でした。当時の船に

は、焼玉（やきだま）と言う15、6馬力のエンジンを据え、帆は天

竺木綿で作ったものでした。漁具は、バッシャという大きな樫

の木の錨のついた網です。獲物は、主にグチ。朝鮮ではグチ

を日本の鯛のように好みます。生野菜は船に積めないので

大根を千切りにして、乾燥したものを持って行き、それを船の

中で水で戻して料理します。相応の港から島原へ行って、一

泊します。そこで、佐世保鎮守府へ通行許可書を船主は貰い

ます。軍港を通るので、高い所から望遠鏡で見ている兵隊さ

んに、船上から通行許可書を見せ、旗の合図で、そこを離れ、

流れの速い「早崎の瀬戸」から野母崎（長崎県）へ。ここで一

泊。この島の観光名物の「井戸の大ウナギ」を見てから平戸

に一泊。神社参拝。天気がいい目は、天竺木綿の帆を張っ

て，済州島へ行って何時間か休憩。木浦（もっぽ）で、一泊。こ

こで現地の人を5、6人雇います。日本からは、船長を含めて3

人乗りでした。この木浦の岸壁には、日本からの船の乗組員

になろうと思っている人たちが数多く待っています。現地の乗

組員と木浦で一週間ぐらいグチの漁です。船のエンジンを止

めて，船底に耳を当てて，グチの鳴き声を聞き「グー、グー、

グー」の声がすると網を降ろして漁をします。そしてそのグチ

を積んで港に戻ります。港には、大きな竹かごを背負った荷

揚人が大勢待っています。氷の無い時代だから船の下の魚は

腐っています。だいたいの荷揚げが終わる頃、朝鮮飴売りのお

じさんが来て、船底の残り魚と飴を交換をします。

時化（しけ）の日は、漁を休み、潮の満ち引きに合あせて、

郡山へ「マッカリ」を飲みに行きます。木浦で、一週間ぐらい

漁をし、その後、エンペン港へ。そして仁Iiiから鴨緑注、さら

に龍がんば。ここが終点です。その頃になると、季節は6月に

なっています。ここで船を売ってしまいます。建造した時の値

段よりも高く売れることもあるそうです。たぶん船が足らな

かったからでしょう。船主は大金を抱えて、陸路や船を使って

日本へ。当時の金額で、六千円から八千円。それ以上だった

かも知れません。私は三か月で五十円と良い給料でした。戦

雲急を告は朝鮮への遠洋漁業は昭和16年で終わりました。

私にとって、最初で最後の出漁となりました。

g
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父から子へ、
いずれは孫へと

吉田静夫さん
（76歳）佐賀市東与賀

昭和6年9月の生まれです。今、76歳ですが15歳の時から海に出ていました。親父も、じいさんも漁師だった

ので、小さい頃からその手伝いをしていました。海が大好きで

す。男3人、女3人の兄姉の末っ子で、父に大変可愛がられまし

た。親父はいつ、どこで死ぬかわからん、顔も分からんごとな

ると、自分の名前を右腕に入れ墨をしていました。

小さい頃から、父に海のことをいろいろ教わりましたよ。

「船が沈んだ時は、船から離れるな」「常に、短いロープで

もいいから持っておけ。五寸のロープでも粗末にするな。身体

をくくりつけるために役に立つ」と言ってました。

その父が50歳で亡くなりました。私が4年生の時でした。

兄が後を継いだのですが、戦争で兵隊に行っていた間は、我

が家は漁はやめていました。

戦争が終わり、兄が帰ってきたので、また漁を始めました。

私も中学校を辞めて働きました。回りにはそういう人はたくさ

んいました。当時、15歳はもう一人前の働き手でした。兄と

一緒に漁をしていましたが、戦後は油が不足していたので木

炭をたいていました。木炭から出る一酸化炭素のガス中毒で

亡くなった人もいました。最初は袋網で白石の六角川の近く

で、えび、クチゾコを取っていましたが、クチゾコはよう取れ

よったですね。川副の船津付近に魚を卸していました。袋網

は1年くらいで、後は高羽瀬でした。近所の人も高羽瀬で魚を

取っていましたが、最近では皆辞めてしまい、今でも続けてい

るのはこの付近では我が家だけですね。

兄が船に乗らない日もあったので、そういう時は私が船上で

は責任者でした。

人も雇っていましたが、その人達は私よりも年上でした。で

も、船では責任者の言いつけは絶対だったので、年下だから

という苦労はありませんでした。

船上では船長が食事に手をつけないと、誰も手を出すこと

などできなかったので今でも当時雇われていた人が家に来て

か夕食時に私がいれ、と「親父さんが帰ってきてないから」

と食事に手をつけません。妻達は「いいから、いいから」と言う

のですが食べません。そこで、海の神さんに上げるように、私の

茶碗にちょっとご飯をつぐと、ようやく食べ始めま一九

25歳で結婚をしました。妻は20歳で家に来てから成人

を迎えましたが、今のように晴れ着を着て成人式に出るという

ことをどなく、海で仕事をしていました。昔は、出船の時に女

性が横切ったら、もう一度、出直すというくらいでしたが、私

達の頃はそういうことはありませんでした。女性も船に乗って

働いていました。今のようにGPSなど船についてないので、

船を繰るのは勘でした。兄貴は－「人前にしようと、早ようから

私に舵を握らせていました。おじは、暗い夜でも、竿の感触や

潮の流れでどこにいるかわかるようでした。寝るとどこにい

るかわからなくなるの

で、寝ずに夜通し起

きていて、休みをとる

ことはありませんでし

た。凄いなあといつ

も思っていました。少

しでもこのおじに近

づきたいと一生懸命

働きました。

：“： �緊縛一筆÷ � � 

／ヽ∴一 言．∴∴∴∴ � � 

∴ 

－ �� �∴∴∴「∴ 

エビやいかごは良く獲れました。獲れたエビなどは、大財に

あった市場の丸魚に卸していました。昼夜に漁をしていました

が、昼は木の4斗樽に6個くらい獲れると、家内が車で運ん

で市場に軽トラックで運び、私は海上で夜の漁の準備をして

いました。夜獲った魚を一ばい積んで、朝の陽を浴びながら

帰っていくのは、とてもいい気持ちでした。

魚やエビや貝が取れなくなったのは、農薬のホリドールが使

われ始めてからですね。それまでも、5年周期で漁獲高の上

下がありましたが、働いても働いても全く取れなくなりました。

それに水俣病の風評被害にあい、有明もんの売り上げが三分

の一に落ちました。

それで、漁ができない冬は干拓の作業に従事しました。仕

事は好きだったので、つらいと思ったことはありませんでした

が、妻は不慣れなので、他の夫婦のようにはいきませんでし

た。しかし、その当時はお互い助け合っていましたぬ。携帯も

ないので、事故が起きた時は仲間の助けが一番なのでね。
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漁で海に出ると1週間も家に帰らず海で生活をしていました。

船に耐火土で小さな「へつついさん」、竃ですぬ、をつくり、そ

れで煮炊きをします。ご飯を炊くのは私の方が上手ですよ。荒

神さんも祀ってましたね。ご飯が炊き上がると、海の神さん

にお供えをしていました。また、私は付き合いのあった柳Iiゆ

豆腐屋にもらい風呂をしていましたが、妻はそんなことはでき

ず、積んできた水で身体を拭くくらいでした。大変やったろう

と思います。妻はカも違うし、それまで海のことをどしてきてな

い人だから、船の上でも自分でできることは自分でやって、あ

まり仕事をさせんごとしていました。

海が変わったのは筑後川大堰や北山ダムができてからで＼

潮の流れが西から来ていたのが東に変わった。昔は秋のグチ

はまんまるに肥えていたのに、今は栄養分の少ないのか肥え

てない。まをがつおもクーラーに5つほど取れていたのに。今

年は甲イカも少ない。

現在は、娘夫婦の代に変わりました。人生を振り返ってみ

ると自分で決めたことだかぢ悔いは残らんね。お金も残らん

やったけどね。（笑い）でも、娘夫婦があとを継いでくれ、そ

の子どもの孫も海で働きだしたので、親父から自分、娘夫

婦、孫と海の仕事が続いているのは大変嬉しいことですね。

かつての塩田宿（港）の
賑わい
杉光和雄さん
（84歳）嬉野市塩田町

私の店は、かつて大いに賑

わった塩田宿（港）の

二蒸額騒爾霧繁讃 ��懇 �千言、∴∴ 
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杉光陶器店です。今も続いています。私が幼い頃から昭和10

年代頃の話をします。祖父、父、古老からの話も混じるので聞

き違いもあるかも知れません。ご承知ください。

店は、塩田川の川沿いに建っていたので、船による天草か

らの陶石、石炭、砂糖等の運び込みや陶磁器の搬出でとて

も繁盛しました。有明海の潮が満ちるまでの船出の時間調整

のために、船主や船乗りたちは、私の店で風呂に入ったり、将

棋をして遊んでいました。当時の船は、帆船です。満潮の潮か

ら引き潮に乗って、塩田川を下り、有明海に入ると帆を揚げて

快走したそうです。有明海と有明海に流入する河川を利用す

塩田杉光商店

る船の帆は、船体の大きさに比べて小さくつくっています。帆

を大きくすると強い川風で転覆するおそれがあるからです。

塩田の町でつくっていた珍しい磁器を紹介しましょう。それ

は携帯用の尿瓶（シビン）、火鉢、三段重です。「携帯用の尿

瓶」は、主に今の北朝鮮に運んでいました。冬の北朝鮮はとて

も寒いので＼屋外の便所に行くのがつらくて、携帯用の小便器

が重宝されたようです。大人用は、直径6寸から8寸（約19cm

～26cm）の丸い鉢です。女性用の口は広く男子用は小さく

つくられていました。子供用は6寸でした。暖をとる火鉢（七寸

火入）は、内径が約21cmの円筒で高さが約21cmでした。

三段重とは、大阪の工場で働く女工さんたちの三段重ねの弁

当のことです。直径が約7cm、高さが約20cmの可愛いデザイン

の焼き物で、下段はご飯、中段はおかず、上段は御香香（おこう

こう）だったようです。御香香とは、大根の漬物のことです。し

かし、アルミの弁当ができてからは、まったく売れなくなりまし

た。磁器は重くて、割れるのが致命的でした。これらの焼き物

は、巨大な登り窯で焼きました。火鉢の中に、尿瓶を入れるな

ど、合理的に多く焼いて、コストダウンをしました。

それらを焼くための大量の松材は、天草から運んできま

した。砂糖、昆布、陶石、八幡製鉄所で作られた多くの鉄材

は、農業用具、馬車の車輪の鉄枠、蹄鉄（馬の足裏を保護す

る鉄）用など、ありとあらゆる生活用品や産業資材が塩田の港

に上陸したのです。それらを県内各地に運ぶために馬を使っ

た運送業も盛んでした。現代は、車社会ですが、当時の人と

物の輸送手段は、船でした。港町が栄えた理由です。とにか

く塩田宿の周辺は、県内でも一、二位を争う人口の多い地

域でした。嬉野温泉へ行く湯治客も多かっだものです。今、昔

の賑わいはありませんが、かつての古い建物群が残っていま

す。伝統的な建物を残し、復元を進めています。再び塩田の

町が活性化することが念願です。

g



特集2！有明海昔がたり

イカダくだり
原口　尚さん
（80歳）佐賀市蓮池町

夜明けダムができる昭和29年前まで

は、筑後川を利用して、日

田からイカダで木材（日田杉）が運ばれていました。

四メートルぐらいに木材を裁断し四連ぐらいつないで一つの

イカダにして運んでいました。それにイカダ師が一人乗っていま

した。そのイカダに若いころ乗せてもらったことがありますも

現在の夜明ダム付近の瀬など、いくつか難所がありました。

そこでは、一つのイカダごとにイカダ師が乗り、細心の注意を

払って下り、穏やかを流れになると後はイカダを四つくらいつ

なぎ下流の君津（大jI情）へと運んでいきました。難所では危

ないので当然我々は下ろされました。降ろされた船かなんか

に乗りかえだのでしょうか。

風景が刻々と変わり、遊び心でイカダに乗って下る雰囲気

は最高でした。

イカダの幅は3m。縄では凄く、全部カズラで若い衆が結んで

いました。ワイヤーだと木が傷むのでカズラで結んでいました。

イカダ師は花形でした。木こりよりよっぽど金になったよう

で、近寄りがたい存在でした。イカダ流しは誰でもできない。

水の流れを読むとか、技術と経験がいりました。

イカダ師はほとんど日田の人で木材関係に従事する人たち

の中ではエリートでした。

イカダ師は、日田から竹ざおを何本か載せていました。そ

の竹ざおが大川付近では金になったのですね。選びに選んだ

立派な竹なので竹一本で遊郭で遊べるぐらいでした。

その頃すでに運搬船が筑後川に来ていたので＼イカダ師は

ちゃんとよけていました。それは見事でした。大川から佐賀の

方にもイカダが行ってましたね。

君津の浮き桟橋で大川の材木を下ろし、有明海の満潮に

併せ逆流に乗せて、城原Iii、佐賀手工を上って行きました。その

時が水との戦争で間違ったら本流の方に行ってしまう。本流

と支流では水の流れが違う。まさに、水との戦いなのですね。

どうしても大きい方に水は行きますから。佐賀注に行こうと

思った出鼻で三角州に当たったとします。すると動けなくなりま

すから、今度は後ろにつないでいたイカダの尻がガタガタにな

る。まさに分流点においては、イカダ師は自然との喧嘩で、腕

の見せ所となるわけです。

最終的には、佐賀市の材木町・上滝建設付近まで持ってい

きました。昔は、そのあたりは材木がいっぱい浮かんでいま

した。

佐賀市の材木橋に製材所があって、日田の木材が建築材と

して使われていました。当時ほとんど日田材を利用し、あけぼ

の橋付近に木材がつながれ、川面が見えないくらいでした。

沼地（佐賀江の潟）で、行き倒れた人たちやヤクザの出入りで

殺された人を埋めていたと聞きます。だからこの辺を工事する

と結構人骨が出てきたといいます。嫌でした。中学生の頃はあ

の辺は家がほとんどなくて、夜に在ると火の玉が出ていたとい

うことで隋かっだ。

潮干狩りにいくときは、松原神社の北側の呉服町付近が潮

干狩りにいく乗り場でした。芦町付近に芸者がいましたから

乗せて下っていました。

池上橋というところありますね。大字洋上ですね。この辺に

お蔵というのがあった六百坪の平地に倉庫を作って、そこにお

稲荷さんを作っていました。それはおそらく佐賀藩のお蔵です

から、米とか揚げていたのでしょうね。

昔は、佐賀市も筑後川とつながっていました。当時はIII幅

がありました。城原川は新橋付近まで佐賀江川も川幅があり

ました。潟も今のように溜まっていなかったので舟運（ふなう

ん）に利用できたのでしょう。今では、潟が溜まり、蒲田湛水門

ができて様相が変わりました。潮の影響での水害も減りました

し、筑後川とのつながりがなくなりました。筑後川との関わりが

深い私としては寂しい気がしています。
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諌早への渡海場の本庄津
（海の長崎街道）

松尾金次さん
（84歳）佐賀市道祖元町

佐賀城下町を東西に走る長崎街道の袖

町に諌早渡海場の石の道

標があります。これは、諌早の本明川・光江へ向かう本庄津

（早速立）の場所を示しています。つまり、佐賀城下から諌早

城下への「海の長崎街道」です。満潮から干潮を利用します。

船は、三反船（さんたんふね）、四反船（よんだんふね）、五反

船（ごたんふね）があり、早く行く船としては丸木船もあったよ

うです。三反船（さんだんふね）とは、三反の布を張った和船

（船長は、約10メートル前後）のことです。外海の帆船と比

べるとその帆は小さいものです。有明海を利用する用船として

は、帆を大きくすると川風で転覆するそうです。長年の経験

から帆の大きさが決まったのでしょう。丸木船は、楠木をくり

ぬいて造ったようです。

佐賀藩の伊東次兵衛の日記（佐賀県近世資料）によると、

佐賀の本庄津から諌早の光江までの船の運航時間は、だい

たい8時間から15時間だったようです。風向き、雨風、潮の

速さなどで運航時間は、7時間の違いがあったようです。ち

なみに、大隈重信の回顧談によると、佐賀城下から長崎まで

は、一昼夜（24時間）の道のりだったと言っていますので諌早

の光江から長崎の佐賀屋敷の陸路（日見峠経由）は、9時間

程度と考えられます。

諌早の光江と佐賀の本庄津の有明海を渡った著名な人

物としては、福沢諭吉、河井継之助がいます。福沢諭吉は、

「学問のすすめ」を著した人です。福沢諭吉は、長崎に遊学

した帰りに諌早の光注から佐賀に向かいました。それは、彼

の「福翁自伝」に記されているようです。河井継之助は、長岡

藩の家老になった人で32才の頃（安政6年）に佐賀藩の多

布施反射炉（この頃、多布施反射炉は廃止になっていたらし

い）や品Ii恰場に運ぶ大砲を兄だと日記に残しています。そし

て、佐賀から諌早に向かったのです。優れた才能の河井継之

助は、出世して、長岡藩の家老になるのですが、戊辰戦争で

亡くなります。

長崎街道の陸路を歩いた佐賀藩主・鍋島直正の記録によ

れば佐賀から長崎までは、ほぼ4日かかっだと記されていま

す。海の長崎街道は、上述したように、約1日で、長崎と佐賀

を行き来することができたのです。大幅な時間の節約です。

長崎の諌早に向かう場合、本庄津だけでは、ありません。潮

の高低によって、本庄津の下流の厘外洋、今津、相応津、丸

目なども利用しています。注藤新平が佐賀の乱で敗れて西郷

隆盛の薩摩に向かったところは、丸目です。本庄注の相応津

付近には、佐賀藩の蒸気船・日進丸や電流丸が寄港してい

ます。それらは、有明海に向かって頻繁に大砲の訓練をして

いたのでその周辺の住民は、爆音に悩まされたようです。ま

た、緊急な長崎警備の時には、本庄津・厘外洋などから多く

の藩士や軍事用の物資が運ばれたようです。幕末の佐賀に

とって、佐賀城下の本庄津は、長崎警備とともに人と物が交

流する重要に港たったのです。
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間島井曽甜活動漬人事相葉ぐるりんネット」にこめた軍

「特定非営利活動法人

有明海ぐるりんネット」に

こめた夢護蒜嵩ぐる。んネット

設立前夜
有明海のことを本気で考えるようになったのは，2001

年元日に諌早干拓水門前で行われた海上デモの報道に接し

た時ですから，多くの方々とそんなに違いはありません。

1996年（平成8年）に福博総合印刷から発刊されたFS（フ

ク才力スタイル）vol．16「特集　有明海大全」に「有明海

研究所の創設を」の一文を寄せたことを「先見の明があっ

たでしょう」と時々自慢げに鼻をピクつかせていますが，

1997年4月293枚のギロチンで一気に諌早湾が締切られ

るテレビの映像を見て「すごい技術だ」と感心した程度で

すから，本気で有明海環境問題を本気で考えていたとはと

ても言えません。それでも，異変直後に長崎大学が大学を

あげて調査研究に乗り出したのを知り，学長に「佐賀大学

も有明海研究に集中して取り組むべきだ」と進言し，言い

出しっぺの責任で佐賀大学内に研究チームを立ち上げた所

を見ると，有明海に対する感受性だけは失っていなかった

と言えるかもしれません。でも，当時はどちらかというと

西日本新聞lIi上弘文（三太郎）佐賀総局長（次の菊池総局

長），佐賀県川上義幸土木部長の両川上民らと取り組んで

いた「佐賀を元気にする会」活動の方に気合いが入争てい

たのだと思います。

古川佐賀県知事が誕生し，川上氏が副知事に捻る塵及ん

で有明海問題に正面切って取り組まざるを得なくなってき

ました。有明海研究所あるいはそれに変わる噺

の設立を目指して走り回っていた川上副知事が

を経て研究者を中心とした組織「特定非営利

海再生機構」を立ち上ぼるのに

異変の解明と再生策の

研究プロジェクト」

及び行政対応の体制が確立しま

「『有明海は宝の海』

るんだろうか」

研究を継続している研究者、フェリーなどの海運に携わっ

ている船員さん、そして有明海の豊かさ、素晴らしさを切

り取って見せてくれるプロのカメラマン、芸術家たち、間

違いなく有明海はそんなプロの海ではあります。しかし、

「とても素人が近づけるような海ではないな」というのが

率直を感想です。

「有明海を食べよう、有明海を発見しよう、有明海を遊

ぼう、有明海を楽しもう、有明海に感動しよう」我々自身

が行動を起こし、そこで得た感動を口コミで、小冊子で

シンポジウムで、インターネットで少しずつ発信していく、

そんな志で立ち上げたのが「特定非営利活動法人有明海ぐ

るりんネット」です。

16∴隼）に東阜賀呼ぶ沈あい館で「有明海

粒漣備シンポジウム」を開催し、設立趣

千姫て会員勧誘遼開始しました。勧誘を兼

をを表敬訪問したときの三と。私が有明海



「特定罪営利活動法人有明海ぐるりんネット」Iここめた夢

親に「有明海の活動を始めるなら、鹿島に学んでください」

と貴重を忠告を戴きました。その忠告に素直に従って設立

第1回目のシンポジウムは鹿島で毎年3月に開催されて

いる「花と酒まつり」への押しかけシンポとなりました。

シンポジウムで何をするかは勿論重要なのですが、我々に

とっては人との出会いがもっと大事なこと。現地実行委員

会と称して鹿島に出かけては、人との出会いを楽しんでい

ました。鹿島の人たちがひたすら酒好きであること、鹿島

◆ウム 
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に多くの酒造家が残っていること、そして今もなお麹（こ

うじ）屋さんが健在であることなど、酒にまつわるそんな

出会いをとことん楽しむことができました。桑原市長の忠

告に従って鹿島に学ぶと言うことは「酒と付き合うこと」

だったと言ったら言い過ぎでしょうね。肥前浜町の酒蔵跡

で開催した俳優の近藤正臣民と我らが仲間川上三太郎氏と

の対談は、後世に残る名対談だったと思います。やっぱり

最後まで酒にまつわるシンポジウムでした。

活動している中で素敵な3つの祭りに出会いました。

1つは、何と言っても鹿島ガタリンピック。有明海の泥の

海を祭りの舞台に仕上げた鹿島の人たちの想像力、創造力

に脱帽です。会場には笑顔と笑い顔が弾けています。「鹿

のガタリンピック会場に有明海ぐるりんネットのブースを

用意してもらって、葦笛づくり、葦箕（よしず）づくりな

どで会場の皆さんと遊んでいます。

ガタリンピックボランティア

祭りに感動
もう1つは、鹿島、白石地区で旧暦6月19日の夜に繰

り広げられる「おしまさんまいり（沖の島参り）」。江戸末

期に雨乞いの為に有明海に入水したお島さんの遺体が沖の

島に流れ着いたことを哀れんで鉦浮立（かねふりゅう）を

翌朝まで奉納する祭りです。我々は芦刈町で繰り広げられ

る「おしまさんまいり」に参加しました。住ノ江港から酒

と料理を積み込んで出港します。夕暮れが深まるにつれ提

灯を飾った漁船から笛と太鼓と鉦の音が聞こえてきます。

単調で哀愁を帯びた鉦浮立が途切れることなく続きます。

酒と料理と花火と暁子を朝の2時頃まで堪能したら一休み

です。数腰の船を横に括ってゆっくりと沖に向かって流れ

ていきます。先ほどまで大声を出していた若者たちも一休

み、甲板で船を漕いでいます。6時過ぎ頃から船のエンジ

ンが吼え始めると一目散に沖の島を目指します。沖の島に

上陸した擁子手たちが狂ったように叩く太鼓の音と覆い被

さるように響く笛の音が有明海に響き渡ります。引き潮か

ら転じて満潮に向かうとき沖の島の横を流れる潮の速さに

誰もが感動∴していました。十滴の流れの速さを体感できる

仕掛頓を確蚤うJその時思いついた有明海ぐるりんネット

宮で旧暦4月1日に開催される「沖参り海

説話が膏明海から発祥したことを確信させ

少です。風浪宮から遷座された誹車体を有明海に出現

干潟に祀（まつ）って祈る風景は、明らかに海神が住

む竃磐城を想定しだものです。干満差が6m近くある有明

こそ思いつく説話なのです。



沖の島参り観察

出会うことの楽しさ
有明海ぐるりんネットを設立してほぼ4年、日常的な活

動の中心は、毎月第1木曜日にサガテレビの会議室をお借

りして開催している例会です。我が会員がこれまでの有明

海との付き合いで蓄えてきた知識や知恵を聞きます。漁協

の組合を退職した会員は、有明海の漁民に伝えられてきた

気象に関する言い伝えを紹介してくれました。雲の動き風

の動きでこれからの天気を読む技です。テレビの制作現場

で働く会員は、親父さんの世代から自分に伝えられてきた

有明海との付き合い方を披露してくれます。佐野記念館の

館長さんには有明海の長い歴史の豊かさを教えていただき

ました。森の人々の豊かな食文化、佐賀空港を通って船小

屋に繋ぐ新幹線構想、有明海農産物の売り込み作戦、大川・

筑後川に伝わる昔話の魅力、神話における有明海の重要性、

有明海からこの地に文化文明をもたらした徐福さん栄西さ

ん、そんを話、こんな話を会員から会員外の方からたくさ

ん聞いてきました。そんな魅力的な話を持っている人に出

会うこと、それが最大の喜びあり、この会の目的そのもの

です。
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有明海のおいじき

色になるくらいま

海苔のおいしいこ

もせいぜい10

おしまさんまいりに自分でムツかけをして捕ったムツ

ゴロウの蒲焼きを持参して来られた会員さんがおられま

した。その美味しかったこと。今までムツゴロウの蒲焼き

をそれ程美味しいと思って食べた記憶がなかったので、料

理にはやはり技が必要なのだと納得しています。レシピを

聞いて残しておくのも有明海ぐるりんネットの役目なので

しょう。

これからの蔓
これまでの活動で、楽しいこと、美味しいもの、魅力的

な人、美しい風景にたくさん出会いました。その一端は、

この冊子「有明海」やシンポジウムで皆さんに伝えること

ができましたq　これからも、活動を継続し、多くの楽測、

こと、魅力的な人に韓会い続けま責。この「有潮海」

い冊子ですが、それであ10冊発刊

明海大金」が出来止がるはず

佐賀県有明海語生課や雨宮

されている有明海に関する読経や我々の濡

次世代の子供たちにも有明海の現状と魅力が伝わりつつ趣

ります。多くの子供たちが「有明海は郷土の誇り」と感

てくれるようになった時、本当の有明海再生が始まるの

と言い聞かせながら活動を続けていくことにします。

そして、どうしても実現したい夢があります。海

沖合のカキ樵に向かってlh程の木橋を作りたいのです。

大潮の満潮時、木橋の周りは海水で満ちています。海に向

かって歩き始めると、潮が引き初め、干潟が顔を出し始め

ます。陽気の好い日だったら、ムツゴロ
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∴∴∴ 翳　第1閏次の瑚海に関する問いに奮えよo（配点20点） 

聞1有明海を沿岸にもっている県の数を選びなさい。 

畿　　　　①2県　　②3県　　　③4県 

譲　問2有鵬の「翻」という譲の新を選びなさい。 

識　　　　①夜が明ける前に朋が」が残る 

霜賞　　　　②有明町の人が名付けた 

③　間でも海が明るかった 

∴∴ ∴∴ 薄　田3醐海のシンボル的な存在のムツゴロウは何科の魚か選びなさい。 

襲　　①ポラ科　②二へ科　③ハゼ科　　　　　　誇 

畿　問4ムツゴロウの諭は何年くらいか選びなさい。　　　　　　　　歳三 

欝　　①5年穣　②10年穣　③15年擬 態i 

∴ 誌（問5ムツゴロウの呼吸法を選びなさい。　　　　　　　　　竜三 

讃　　　　①工ラ呼吸　②皮膚呼吸　　③工ラ呼吸も皮膚呼吸もできる 

議　問6ムツゴロウが干潟でジャンプする意醒選びなさい。　　　　　　畿 

藻　　①雨が障るサイン②ジャンプを競っている　③求愛のサイン　　　　掠 ∴ 

憲　問7ムツゴロウの卵鵬、化するまで1週間かかるが面倒を見るのは誰か選びなさい。∴∴良案 〈業　　　　①オス　　②メ　ス　　　③期して守る 

問8ムツゴロウの天敵として正しいものを選びなさい。　　　　　　　　　　議＿ 

①カニ　②サギ　　③ワラスポ ∴ 

問　9　ムツゴロウの工サとして正しいものを選びなさい。 

①ゴカイ　　②エ　ビ　　　③珪　藻（ケイソウ）　　　　　　　こ高翠 

1　　　　　　　　　　　　　　　＿、譲 



問10　竹崎カニで有名なガザミは、何科か選びなさい。

①マカニ科　　　②ワタリガニ科　③スナカニ科

問11シオマネキがはさみを振る行動の意味で正しいものを選びなさい。

①求愛のため　　②日除けのため　③潮を招いているため

閏12　シオマネ千が巣穴を掘る場所で正しいものを選びなさい。

①ムツゴロウの巣穴の近く

②潮が来ない地盤の高いところ

③巣穴は造らない

問13　カササギで卵を温め、子育てをするのは誰か選びなさいo

①オ　ス　　　　②メ　ス　　　　③オスとメスどちらも

問14　シチメンソウは、何科の植物か選びなさいo

①アカネ科　　　②イグサ料　　　③アカサ科

問15　ノリを現在の紙のように漉き始めたのはいつ頃か選びなさい。

①平安時代　　　②銃創手代　　　③江戸時代

問16　ノリは種があります。その種が夏場を過ごしている場所として正しいものを選びなさいo

①干潟の泥の中

②岩場などの小さな隙間

③蛎（カキ）などの貝殻の中

間17　日本で一年間に生産されるノリの枚数を選びなさい。

①20億枚　　　②50億枚　　　③100億枚

問18　日本でノリを一番生産している県を選びなさい。

①福岡県　　　　②佐賀県　　　　③兵庫県

2

第2閏　次の有明海に関する問いに答えよ。（配点20点）

間1有明海の干潟の泥は、ある山の火山灰が蓄積してできたと考えられています○

その山を選びなさい。

①雲仙普賢岳　　　②多良岳　　　　③阿蘇山

間　2有明海の干潟は、全国の干潟の約何％を占めているか選びなさい○

①約20％　　　②約40％　　　③約60％

問　3朝酒の千涼は場所Iこよって細部、泥が厚く地溝しぴる蹄肺と砂と励海鼠こ混じり合った

砂泥質の場所があります。沢の組み合わせで正しいものを選びなさい。

（D佐賀県鹿島沖一秒泥質

②福岡県荒尾沖一秒泥質

③熊本県熊本沖一泥質

問　4イワシ類同様に小骨が多いコノシロは何科の魚か選びなさい。

①ニシン科　　　②ハ　セ科　　　③スズキ科

問　5　5月～8月ごろ筑後Iiiなどで産卵をするエツは何科の魚か選びなさい。

①ニシン科　②カタクチイワシ科　③スズキ科

問　6　ワラスポは、潟で住むため退化したものを選びなさい○

①口　　　　　　②目　　　　　　③頭

問　7　ワラスポを乾燥し、網かく粉にしたものを何というか選びなさい○

①もぐさ　　　　②ふりかけ　　　③もくさい

間　8有明海で見られるナルトビエイの特徴として間違っているものを選びなさい。

①ショベルのような下あごで海底のアサリを食べる

②長い尾の付け根にある尾嬬酎こは毒がある

③亜寒帯から寒帯の海に生息する
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問19　有明海はノリの特産地ですが、栽培されている品種はどれか選びなさい。

①アサクサノリ　　②スサビノリ　　③ヤギノリ

問20　－番摘みの初物のうち耀されたノリを「佐賀海苔有明海一割として認定して

いますが評価基準として間選っているものを運びなさい。

①うま味のもととなるタンパク質含有畳が「50％以上（乾海割」のものであること

②ひと網300枚以内の厳選摘みであること

③ロとけが、食感測定値「100回以内（焼き海酎」のやわらかさで、お出いものであること

問9瑚海に生息するナルトビ工イから抽出した物質で効果があるかもしれないと

いわれるものを選びなさい。

①メタホリック症候群を改善できる

②がん細胞を減少させる

③アルツハイマー病を改善できる

問10有明海に生息しているスナメリと同じ仲間の動物を選びなさい。

①オットセイ　　②クジラ　　　　③アシカ

問11シャコ（通称穴シャコ）の巣孔の形で正しいものを選びなさいo

①L字型　　　　②H字型　　　　③U字型

問12イシワケイソギンチャク（ワケノンンノス）の好物を選びなさいo

①アサリの稚貝　②プランクトン　　③小魚

問13サルポウの肋（あばら）数を選びなさい。

①20本程度　　②30本程度　　　③40本程度

問14タイラキは、何科の貝か選びなさい。

①アクキガイ科　②フネガイ科　　③ウグイスガイ科

問15アケマキガイの巣穴の深さは体長の何倍くらいか、選びなさい。

①5倍程度　　　②8倍程　　　　③10倍程度

問16アゲマキガイの特徴として正しいものを選びなさい。

①日光に当たる時間が短いほど成長する

②海水に浸かっている時間が長いほど成長する

③気温が低いほど成長する

問17ウミタケは何科の貝か選びなさい。

①二枚貝の一種　②海ぶどうの一種　③柁茸の一種

5



筒18ウミタケ（海茸）を捕る道具として正しいものを選びなさいo

①網ですくう　　②釣り上げる　　③ねじ樫で取る

問19　ミドリシャミセンガイが先祖と考えられているものを選びなさい。

①イ　カ　　　②タ　コ　　　③クラゲ

固20　シテメンソウの名前の由来で正しいものを選びなさいo

①七色の虹のように色が変わるから

②七面鳥のように色が変化するから

③七変化という意味

閏8度貴市が登録している組織の名称を選びなさい。

①アジア地区地域シギチドリ類重要生息地ネットワーク

（㊤東アジア　オーストラリア地域シギチドリ類重要生息地ネットワーク

③太平洋地域シギチドリ類重要生息地ネットワーク

間9鳥類の分類方法でシギ　チドリが屈しているものを選びなさい。

①猛禽類　　　　　（②原禽類　　　　　　（㊤渉禽類

問10チドリ類の特徴として間違っているものを選びなさい。

①後址が発達して第一祉（親指にあたる）が退化している

②曙が長い

③眼が大型

閏11有明海の野鳥のアオサギの記述として間違っているものを選びなさい。

①飛んでいる時には首を伸ばして飛ぶ

（9木の枝をつかって樹の上に巣を作って、集団で繁殖をする

③繁殖する時になると顔、くちばし、足の裸出部に赤みを罵びる婚姻色があらわれる

閏12有明海の野鳥のハヤブサの記述として間違っているものを選びなさい。

①小型や中型の鳥類を空中で蹴落として失神させる

②旋回や方向転換も素早くできる

③飛翔時の最高速度は時速200kmに達する

聞13有明海の野鳥のダインヤクシギの記述として間違っているものを選びなさい。

①長いくちばしがまっすぐ伸びている

（9繁殖期になると縄張りをもつようになる

③日本で観察できるシギ類の中で最大のもの

間14渡り鳥を蝶介して世界中にトリインフルエンザのような病原菌が爆発的に広まる

ことを表す言葉を選びなさい。

①パンチミック　　　②パスタテミック　　　③ライステミック
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第3問　次の有明海に関する問いに答えよ。（配点　20点）

問1有明海の満潮時の海岸線と干潮時の水際までの距離を測りました。霊も長いところ

はどのくらいあるか選びなさい。

①富士山（3776m）の標高より長い

②富士山の環高より短い

③富士山の標高とほぼ同じ

問2有明海の海水の呂を、海面の広さ（面積）で割ったとき、平均水深はどれくらい

になるか選びなさい。

①20m　　　　　②28m　　　　　③47m

悶3有明海は日本で干潮と滴潟の蓋が大きい海として有名です。この大きな干満の差が

起こる原因と同じ原因の事象を選びなさい。

（D水が吸い込まれるときに渦を巻く

②預子を上手にとってブランコを大きく揺らす

③飛行機が浮き上がる

闊4滴の満ち引きに関係の無い力を選びなさい。

①月と地球の問に働く引力

②地球と他の惑星との闇の引力

③　月と地球の重心の回りに回転する時の遠心力

問5アリアケヒメシラウ才が生息している場所として正しいものを選びなさい。

①有明海だけ　　　②八代海にもいる　③東シナ海にもいる

問6有明海とその流入河l用こ生息するヤマノカミは、何科の魚か選びなさい。

①カジカ科　　　　②ハ　ゼ料　　　③ボ　ラ科

閏7日と口の周辺が赤いアカメやメナ夕と呼ばれる魚は何科か選びなさい。

①　ポ　ラ科　　　②二　べ科　　　③スズキ科
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問15棚しぶというやくらを組み、網を入れて魚を取る「四手綱」の記述で

正しいものを選びなさい。

①有明海が満ち潮の時に絹をいれる

②有明海が満ち潮　引き潮の時に網をいれる

③有明海の引き潮の時に網をいれる

問16最も大きな漁法といわれる「竹羽瀧沢」の記述として正しいものを選びなさい。

①沖合の漁場での巻き網漁

②竹に取り仰ナた流し網漁

③多くの竹をV字やW字の形に並べ袋網に追い込む漁

問17殻が柔らかい穴シャコを捕獲する方法を選びなさい。

①網ですくう　　　②和筆を穴に入れてとる　③穴に塩を入れる

間18佐賀市大和町の輿止日女（よとひめ）神社の近くの人はある魚を食べないと

言われています。その魚を選びなさい。

①纏　　　　　　②なまず　　　　　　③フ　ナ

問19有明海での言い伝えで、河口などにウミタケが多く生息するとどうなるか＼選びなさい。

①水害や台酬〈多い　　②水害や台風が少ない　③晴天続きになる

閏20シャコ（しやっぱ）が旨いという時期を選びなさい。

①妄語が出る頃　　②稲刈りの頃　　　　③初雪が舞う頃



第4問次の瑚海ぐるりんエリアに関する問いに答えよ。（醸20点）

問1義満紺iや域訓のように、閥の地盤より高いところを水が流れるIiIの名称を選びなさいo

①天井川　　②蛇行川　　　③江湖（えご）

問2筑後川の河口部には延長約65kmのテ　レーケ導流堤がありますoこの堤が作ら

れた理由を選びなさい。

①水害対策　②航路の確保　③塩水と真水の混ざらないようにするため

問3佐賀藩の老中であった成富兵庫茂安が筑後川右岸に築造した堤防の名称を選びなさい。

①安武堤防　②千乗（ちりく）堤　　　③茂安堤

問4筑後川下流部の大野島と大詫間がある地形を選びなさい。

①　後背湿地　②三角洲　　　③輪　中

闇5冬から春にかけて佐賀平野で栽培されている日本で一難崖墨の多い大麦を選びなさい。

①二条大麦　②四条大麦　　③六条大麦

問6冬から香にかけて髄平野白石輔で雛されている日本で生産輔二位の野乗を選びなさい。

①イチゴ　　②アスパラガス　③タマネギ

問7平成19年現在、佐賀県で一番多く栽培されているイチゴの品種の名称を運びなさい。

①さがほのか　②あまおう　　③とよのか

問8有明海沿岸の佐賀には、水路が多くか」ますがすべての長さをあわせるとどれくらい

になるか選びなさい。

①約千km　②　約二千km　③約三千km

問9有明海沿岸に広く分布する水路ができた理由の記述として正しいものを選びなさい。

①洪水であl油てできた　②人が掘ってできた　③干潮こできる水のみち
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閏16白石町の郷土料理として伝わっている須古着しですが、特徴として間違っている

ものを選びなさい。

①味がたんぱくで厚みが1センチくらい

（9お集りやお祝い事に作る

③アサリの甘露煮を必ずいれる

問1711月に開催される熱気球の崇「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」は

どこの河川敷をメイン会場にしているか選びなさい。

①嘉瀬川　　　　②六角川　　　③筑後Iii

聞18佐賀の七貴人佐野常民の記述で関係のないものを選びなさい。

①日本赤十字社の創始害

②横浜海軍伝習所の開設に尽力

③万博男と言われるように日本の近代化に尽力

問19筑後川の夏の風物詩「エツ」を調理する時に行うことを選びなさい。

①たすき落とし　②骨切り　　　③隠し腰

間20佐賀市東与賀町の海岸には、二つの記念碑があります。組み合わせが正しいも

のを選びなさい。

①明治天皇と大正天皇　②大正天皇と昭和天皇　③昭和天皇と平成天皇

問10佐賀県でA竹林、B自然林、C人工林を面積の広い脚こ並んでいるものを選びなさい。

①A→B→C　②B→A→C　　③C→B→A

問11森林が割こ及ぼす影響として関係のないものを選びなさいo

①森林土域中の栄養分別iiから海へ流れ込み、魚や貝を育てる

②森林が土砂の流出をおさえ、きれいな水を流す

③森林が水をたくわえるので海水の塩分濃度が上がる

問12しいたけを栽培する隙に用いる原木として適さないものを選びなさい。

①ス　ギ　　　②コナラ　　　③クヌギ

問13佐賀平野に道路を作る時、問題になることを選びなさい。

①道路の地鐘が軟らかくて道路がへこむおそれがあること

②農地が多いので道踵を作る土地が少ない

③土地が平らなので道路の景色が単捌こなってしまう

問14諦ケ里町にある「吉野ヶ里歴史公国」の特徴として間違っているものを選びなさい。

①紐文時代の環漬集落跡

②食料を保管する高床式倉庫の跡なども発掘

③2つの墳丘墓がある

問15龍追寺家と鍋島豪の菩提寺として有名な高伝寺（佐賀市）ですが、敷地一面に

植わっている植物が有名です。それを選びなさい。

①サクラ　　　②ウ　メ　　　③モ　モ

第5田　沢の有明海くるりんエリアに関する問いに答えよ。（配点　20点）

問1有明海に河口をもつ一級河Iiiは何本あるか選びなさい。

①6本　　　　　②8本　　　　　③12本

間2　筑後川の水が福岡都市圏（福岡市とその周辺住民200万人）の水の何％を

まかなっているか選びなさい。

（Dl O％　　　（920％　　　　③30％

問3　混声合唱組曲「筑後l用　を作曲した作曲家を選びなさい。

①山田耕律　　　②圃伊玖磨　　　③中田書直

問4　筑後川流域の渡しで最後まであった場所を選びなさい。

①官ノ陣の渡し（福岡県久留米市）

（②下田の渡し（福岡県久留米市）

（9着洋治の渡し（福岡県大川市）

問5　筑後川にかかっている長門石橋、天建寺橋、諸富橘で右岸と左岸の行政区が

異なるものを選びなさい。

①長門石橋　　　②天建寺橋　　　③諸富橋

問6　筑後Iiiで生息するエツを捕るための漁法を選びなさい。

①まき網　　　　②さし網　　　　③そこひき網

聞7　六角川で満潮になろうとするとき　上流に向かって海水が流れます。どれくらい

の速さで流れるか選びなさい。

①人の歩く速さの半分　（9人の歩く速さ　　③自転車で走る速さ

聞8　筑後川中流域の支流、黄金川でしか天然モノがとれなくなったIIi茸（かわたけ）

の学名で正しいものを選びなさい。

①アオノリ　　　②コウテンシノリ　③スイセンシノリ
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問9　中国から現在の脊熊山（佐賀県神埼市）にお茶を伝えたとされる人物を選びなさい。

①栄　西　　　②空　海　　　　③最∴港

間10　神埼市千代田町で栽培されているヒシの実を採集する隙に用いる桶の名前を選びなさい。

①ハンキー　　（Dヒンキー　　　③ホンキー

同日　一般的にタマネギと呼んでいる部分は植物のどの部位にあたるか選びなさい。

①板　　　　　②茎　　　　　（㊤棄

問12　佐賀や白石平野の風物詩として麦秋があります。これを季語として俳句や短捌こ

使用する場合、あらわす季節はいつか選びなさい。

①春　　　　　②蔓　　　　　③秋

田1310アール（1000品）当り500kgの収穫がある田んぼでは、ご飯茶碗1杯の

お米を作るのにどれくらいの水を使うか選びなさい。

①ペットボトル（1リットル）80本

②バケツ（10リットル）10杯

③ドラム缶（200リットル）1本

問14　佐賀における水路の掃除の名前を選びなさい。

①ヒシクイ　　②チリトリ　　　③ゴミクイ

問15　水路の水草を巣として上手に水にもぐる烏を佐賀での呼び名を選びなさい。

①カチガラス　②キヤーツグロ　③コイサキ

問16　森林に日光があたるようにして、太くて丈夫な木を育てるために必要な

作業を選びなさい。

①除　伐　　　（㊦主　伐　　　　③間　伐

問17　獣肉を食べることが禁止された時代、イノシシだけをある名前で呼んで食べて

いました。その名前を選びなさい。

①やまあしか　②やまくじら　　③やまいるか

14

瑚海ぐるりん検定2009－勅・ら川、そして瑚海へ～
2009年3日15日（日）制限時間90分

有明くるりん

問18，飛行機が離龍をする際に、野鳥と衝突してしまうことをバードストライクと

言います。佐賀空港で発生した2007年のバードストライク数を選びなさいo

①11件　　②51件　　　③101作

問19みやき町の綾部八幡神社は毎年7月15日に秋の天候を占うために棟上げ神事を

行います。ここに祭られている神様を選びなさい。

①風の神　　②山の神　　　③水の神

問20佐賀の七賢人江藤新平の記述で関係のないものを選びなさいo

①初代司法卿（法務大臣）に就任して四民平等や芭蕉制度を整備

②東京真部（とうきようてんと）を推進した

③西南戦争に加わり政府軍と戦った
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2008笹の萄踊溝
の劾蕃景色執、えば、

う。海苔は毎年、赤かっだシテメンツウ

1月から翌年の4月までおよそ6ヶ月間、網に

発、た海苔を刈り取って収穫されます。加工直後は海苔の色

は真っ黒で：皆さんのお目にはいる時は焼いてあるので緑色

です。ところが、黄色の海苔というのもあって、海水中に栄養塩

（栄養分）がなくなるとその轟な亀になっそしまいま玩これ

は見た目お悪ぐ味も荻生売り物にならないので皆さんのお口

には疑ることはないでしょう。

今の海苔養殖の豊凶は、この栄養塩の量で決まります。栄

養塩がたくさんあるだめには、川の水が海へぢょうどよいくら

い流れてくること、栄養塩を食べる植物プランクトンが少ない

ことが条件です。そのためには、曇り、雨模様の天気が多い

がよいことになります∴そういう気候が続いていますので近年

弓ま豊作が続いているのでしょう。

いっぽう、プランクトンの生存量にはブランクトジを食べてくれ

る貝類（カキ、アサリ、モガイ等）の存在が大きく影響します

赤潮被害が終わった初秋（9月上旬）、たく

（ガザミ）が捕れました。多い日には1日40－80kgと普段の

2－4倍踊れたそうです。さらに、11月のはじめから年明け

ほかけて、たくさんの

天草から、佐賀県海

こちらは、遠くは

ごまで漁にやって来て、投網で1日に

700－1500kg捕れ、売値が下がるほどの大量だったよう

で克どうしてでしょうか。よく分か痛薄ん。時として自然は予

期せぬ贈り物をするのです。
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