
マーボーと過ごした日々・・・  

寿都漁業協同組合  佐々木 竜也 

 

 出会いは半年前。 

マーボーこと上河原正和に出会った。 

進撃のマーボーは長身、イケてるメンズ通称イケメンってやつだ。 

それからどんどん惹かれていくことになってしまう。 

辛いとき、悲しいとき、そして楽しいとき、いつも彼の笑顔が俺を励ましてくれました。 

そんな彼が漁硏に居てくれたから半年間を乗り切れたような気がします。 

長いようで短い半年間をマーボーと過ごし、二人の仲も深まったとこで離ればなれになってしまう

けど心から頑張れと、そして頑張れと心の底から思っています。 

マーボーありがとう。そしてさようなら。。 

 

マーボー、喫煙所メンバー、楽しく過ごせましたありがとうございました。 

ここでできた仲間達は大切にしていきたいと思っています。 

遊びに行ったときは暖かく迎えてね。 

 

教官の皆様、職員の皆様、船長、ボースン、舎監、いろんなこ

とを教えてくれてありがとうございました。 

教えを日々活かして一人前になっていこうと思います。 

とても身になる研修生活だったなと感じています。 

お世話になりました！！ 

 

 

漁研での思い出 

別海漁業協同組合  潟西 平 

 

漁研のことは先輩方から少し聞いていて、とにかくたくさん勉強すると言

っていたので勉強の嫌いな自分は免許が取れるか不安でした。最初の危険物

の試験で今まで通りに過ごしていると乙４を落としてしまいこのままだと船

舶の免許も取れないのではないかと思い試験の一週間前は頑張って勉強しました。そしたらそのほ

かの免許は一回も落ちることなく取ることができました。今までこんなに勉強したことはなかった

ので大変でしたが、高校生の時もこのくらい勉強しとけば良かったなと思いました。 

でも勉強ばかりではなく休みの日は、友達と遊びに行ったり、筋トレしに行ったり、買い物行った

りしていました。函館に行くときは駅を目指してずっと坂を自転車でこぎながら行きました。駅に

着く頃にはみんな汗だくになっていました。買い物に行くとき

も二十分ほど自転車をこいでローソンまで行き大変でした

がいつも友達と一緒だったので楽しかったです。 

漁業研修所には全道から来ていて卒業しても遊びに行くこ

とができるので寂しくなったらみんなのとこに行こうと思

います。 

たくさん友達もできて、たくさん学ぶことができました。こ

の経験を生かしてこれからも頑張ろうと思います。ありがと

うございました。 



研修を振り返って 

えりも漁業協同組合  金澤 正志 

 

 ５月から２０期生として半年間漁業研修所で研修生活をしました。最初は不安でい

っぱいでした。初めての一人暮らしで荷物を片付けた後はそわそわして何をすれば良

いのかわからなくなりました。周りはすでに仲良くなって会話をしていましたが、人見知り

で自分は声もかけられず、少ししてからようやく慣れてきて声をかけられることもあり自

分からも声をかけられるようになっていきました。今ではたくさんの大切な友達ができて本当に良かったです。 

 半年間の研修ではたくさんのことを学び習得できました。資格取得のための勉強は高校の時よりも頑張って

しました。試験前の日の我慢と試験後の開放感は忘れられません。資格試験は一級船舶の学科を一回落とし

てしまったけど、他はすべて合格できてなんとか安心しています。残りの試験も頑張りたいと思います。 

 座学はひたすら眠気との戦いでした。毎日頑張って目を開けて講義をきいていました。講義の内容は興味深

いものが多く、勉強になりました。 

 実技系の研修は一番苦労しました。最初の体育館でのロープワークではついていくのが精一杯で後が不安

になりました。最初の内は全然だめでうまく作ることが出来なかったけど、やっていくうちに慣れて多少はうまくな

ったと思います。何回か褒められたときは本当にうれしかったです。帰ってから存分に活かしたいと思います。網

修理・網制作は何もわからずいつも戸惑いながらやっていました。前やったこと

でも忘れてまた聞いたりもしましたが、優しく教えてもらいました。沖実習は一

週間があっという間に終わって、自分にはうまく仕事が出来ませんでした。帰

ってからは仕事が出来る漁師になりたいです。 

 はじめ来たときは半年間長いな～って思っていたけど、この半年間の経

験はこれから一生出来ない経験だと思います。今になると楽しかったこと

がたくさんあって本当にあっという間でした。お世話になった方々には本当

に感謝しています。半年間ありがとうございました。 

 

 

漁研 

広尾漁業協同組合  田村 龍也 

 

 たのしい生活になると最初は思ってました。でもいざ来てみれば風呂は

熱いし部屋の隅には見たこともない気持ち悪い虫が出てくるし、コンビニ

は遠いし、飯はうまいし、最初の頃は食事以外良いことがありませんでし

た。でもこんなわがままな私を良い感じにサポートしてくれる仲間がいて

くれたことには感謝しています。元気な久野君。生意気な太士君。いつも半裸のおとうさん。パチ

ンコのひびき君。んんんんん～今更ですがキャラ濃いですね。あとは同好会のみなさん。班でお世

話になった人とても感謝しています。ありがとうございます。最初は文句ばかりの生活でしたがみ

しみしと音を立てて毎日が楽しい漁研生活となりました。研修生のみんなや教官などにはやっぱり

感謝するしかないです。熱かった風呂も慣れてきたし、部屋に

出る虫となかよくなれたし、でもやっぱりコンビニは遠いです。

どうにか近くなりませんかね。りっぱな漁師になるためにわざ

わざ鹿部町まで来たわけですが前期に比べて後期はこまかい

事にも気づけて自分の出来る仕事が増えたように感じていま

す。船酔いはすこししか酔わなくなりました！！なんやかんや

で漁研に来て良かったと思っています。たのしい半年になりま

した。 



研修所のおもいで 

枝幸漁業協同組合  長内 太壱 

 

 まず入所してすぐは半年とかヤバ！と思っていましたが、今では半年は短い

と思っています。前期から楽しい思い出ばかりでした。少ない班なのに一人ひ

とり個性が強すぎ。ほんとに仲のいい班でした。初めは友達ができるが不安で

したが、みんな明るい人たちで毎日楽しいです！ラウンジにいけばだれかしら

いてゲームしたり、トランプしたりしてたくさん笑いました。もちろん試験勉強したりロープワー

クを教えあったりとまじめなこともしました。後期もそのグループの勢いは継続。試験終わりには

えげつないラーメンを作ったりして毎日のようにバカなことをしていた気がします。あと一カ月も

たくさん思い出をつくりたいです。 

試験は危険物・船舶など難しい問題ばかりでしたが、なんとか受かってよかったです。残りの無線

も頑張りたいです。あとは沖実習やロープワークで船長やボースンにはとても感謝しています。研

修所に来る前に何個か結びを練習してきましたが、研修所ではみたこ

とのないような結びばかりで勉強になりました。習ったことを現場で

使えるようもっと練習しようと思いました。そしてボースンには平

日会わなくても休日はほぼ毎週会っていた気がします。それもいい

思い出です。 

研修所ではたくさんの良い出会いができたと思います。ここで出

会えた人たちとまたどこかで会えたらいいなと思います。そして

職員の方々ほんとうにありがとうございました。 

 

 

漁研生活    

             南かやべ漁業協同組合  佐藤 晃太   

 

5 月始まってすぐ入所し今もう 10 月中旬。半年過ぎるのってこんなに早

かったっけ？ってくらい早すぎ！！前期は、３班！凱と常に笑ってた記憶

がある。海人に対するいじりが爆発してた（笑）たくさん笑わせていただ

きました。そして前期は晩飯を食べた後雨が降ってないときは、毎日のように釣りに行ってた！竜

也さん、つっきー、マー君、だいご、たくみ、途中からあべしとつぐやも！ 

カレイ釣ってみたりソイ釣ってみたり。午後 8時になるとスーパー出来間タイムってのがあってソ

イとかいわしが釣れだしてた。炭と網持ってって釣れた魚を焼いて食う！いわしうまかった～！試

験の方は危険物の乙４を落としてしまった。あとはなんとか受かってた（笑）こんな感じで前期は

あっという間におわった。 

後期が始まると１班になってて竜也さんとあべしがいた（笑）なんか前期より後期の方がすごい

時間がたつのが早くてなにもかもすぐおわる。気づけば朝にな

って起きてる感じ（笑）外が暗くなるの早くなり寒くなり漁研

生活終了が近づいてきたな～って実感。そんなころにあべしは

髪をきりイケメンになってます。 

大事な仲間ができて大事な免許とれて最高でした。  

こんな半年間はこの先なさそうなのでいい思い出になりまし

た。 

みなさんお元気で～～！！じょーじ！ 

 



漁業研修所 

新星マリン漁業協同組合   林 泰聖 

 

自分の今後の為とはいえ、｢研修所で約半年間生活する｣というのは嫌でした。 

 

研修が始まって最初の頃は、よく部屋で一人 

｢信じられねぇぜ…こういうのを社会の荒波っていうんだな…。めったにある事じゃねぇ… こんな

俺もとうとう社会人なんて…｣と、バカな妄想をしていた物です。 

 

それに私は結構重度の人見知りです。「友達はできるだろうか」と、とても不安でした。 

けれども意外となんとかなるもので、それなりに話せるようにはなりました。 

 

前期で一番思い出に残っているのは沖実習です。確か４日間あったと思います。 

自家漁業とは全く違う漁法と漁具で何をしたらいいのか分かりませんでした。 

分からないなりに行動しても裏目に出たり、全くできてなかったり、船長を転ばせて結構気まずい

雰囲気にしてしまったりと、とても強く思い出に残っています。 

 

後期は船舶試験で、自己採点の結果落ちたと思い込んでいたら実は合格だったり、雨に打たれなが

らフォークリフトの運転練習をしたり、無線の講義を眠気と闘いながら聞いていてもなんだかよく

分からなかったり、とても忙しい後期でした。 

 

不安だらけだった研修所生活でしたがなんとか無事に生活でき

ました。 

地元に戻ってもここでの経験を活かし、頑張って漁師を続けよう

と思います。 

半年間ありがとうございました。 

 

 

漁研での生活 

利尻漁業協同組合  阿部 翔馬 

 

私は、漁研にきて色んなことがありました。海の生物の生態を知ったり、実

際に沖に出てタコ、ツブ、刺し網などたくさんの漁をしたり、漁師にとって必

要不可欠な船舶や無線などの資格をとりました。また、ロープワークでさつま

や結びをしりました。このことを基礎に利尻に帰ってもいかして先輩の漁師の方々に遅れを獲らな

いようにしたいです。寮生活では、研修が終わった後すぐゲームをしたり、みんなで遠いローソン

に行ったり、休日は函館に遊びに行ったり、近くのパークゴルフ場でゴルフしたり釣りをしたりと

ても楽しかったです。 

 私は、前期と後期一回ずつ風邪をひきました。しかし、皆が

自分を気にかけてくれて、とてもうれしくいい仲間をもったと

思いました。こんな仲間たちと漁研をでた後でもたまに会いた

いです。 

最後になりますが、研修で細かく教えてくださった教官、船長、

ボースン、寮で住みやすい環境を整えてくれた舎監含め職員の

方々半年間ありがとうございました。 



半年間を振り返って 

えりも漁業協同組合  築山 享平 

 

 ５月６日に漁研に入所しました。最初は不安ばかりでいくのが憂鬱でした

が友達もすぐ出来て楽しい漁研生活を送ることが出来ました。僕は大学を卒

業してここに来たのでみんなより４つ年上でしたが僕より年上の人が３人い

たのでそこも安心しました。漁研生活で一番苦労したことはやっぱり試験勉強です。危険物と船舶

免許が特に難しかったです。試験が近くなると夜遅くまで勉強してたのが今では良い思い出です。

残り２つほど残っているので合格して資格をすべて習得出来ればと思います。また、印象に残って

いる研修はロープワーク実習で漁師としてこれから使っていく結び方やノットボード制作などた

めになることばかりだったのでとても勉強になりました。そのほかにも網修理や沖実習、工場見学

などと様々なカリキュラムがあって充実した半年間になりました。 

海友寮での生活は毎日仲間と楽しい生活を送ることが出来ました。

僕と仲良くしてくれた人には感謝しています。 

教官をはじめ船長やボースン、秋田社長に山崎さん、また外部の

講師の方々には本当にお世話になりました。ここで得た知識や経

験を生かしてこの先漁師として頑張っていきたいと思います。 

半年間ありがとうございました。 

 

 

研修所での半年間 

広尾漁業協同組合  久野 真敏 

 

研修所に入る前は、どこにあるのかも知らなくて、不安なことが沢山ある

状態だったけれど今は、コンビニまで行くのは遠いけれど、研修所は良いと

ころだなって思える場所になりました。 

入って一週間くらいは地元の３人以外知らない人が多くて、この先やっていけるのかとても不安で

した。それでも一週間たってから友達もできるようになってきてだんだん研修所の生活に慣れてき

ました。前期の試験では、危険物、移動式クレーン、玉掛け、潜水士、があり、後期の試験は、一

級小型船舶、フォークリフト、無線、の試験をやりました。結果は危険物の乙４以外全部資格を取

れたので良かったです。そして今回取れなかった危険物の乙４は、取れる日があれば取ろうかなと

思っています。沖実習は天気が悪くて網入れと、ツブ籠、タコ箱、操船しかできませんでした。そ

れでも網入れは後期に一回できたので少しでも経験できて良かったと思っています。ロープワーク

は最初全然できていなくて、同じ班の人や教官に教えてもらってできるようになったので今度は仕

事で生かしていけるように頑張りたいと思います。そして網作業では、まゆいのやり方から網作り

方など色々教えてもらって本当にためになりました。研修が休みの時

は、体育館でバスケットボールをやったり、野球をやったり、ゲー

ムしたりして楽しい研修生活を送ることができました。みんなあり

がとう。最後に、船長とボースン、教官、舎監、食堂の人達、清

掃員の人達、半年間支えてくれてありがとうございました。こ

れからも、学ぶことが沢山あるけれど、頑張って一人前の漁

師に速くなれるように頑張りたいと思います。 

 

 



6ヶ月の研修を振り返って 

枝幸漁業協同組合  山田 和哉 

 

 6ヶ月の研修を振り返って僕は鹿部に来てはじめに思ったことは、「何にもな

いところだな～」「コンビニ遠いな～」「ここに 6ヶ月もいるのか～」とか、な

んと言っても車に乗れないのがいやでした。そんなこと

を思って 6ヶ月の研修が始まりました。沖実習やロープワークや網修理

などの授業は高校の授業と違って興味があり、将来役に立つものだった

ので真剣に楽しく勉強できました。資格はほとんどの資格をとれたので

よかったです。休みの日は基本的に寝てたり、函館に行ったり、それく

らいでした。枝幸に帰ったら漁研で教わったことをいかして早く仕事を

覚えて一人前の漁師になって稼いで高級車を乗り回します。それと、シ

ルビアを買ってドリフトを練習してうまくなりたいです。 

最後に終わってみたらはやい 6ヶ月でした。お世話になった先生のみな

さんありがとうございました。 

 

 

 

漁硏での生活 

森漁業協同組合  金丸 竜士 

 

 漁硏にくるまえはみんなと仲良くなれるか心配だったけど、初日からけんと

やかいとと仲良くなれその日にした人狼ゲームのおかげで仲良くなった人も増

えた。 

 寮では毎日のように人狼ゲームやトランプを夜遅くまでやってさわいだり、恭佑の部屋に集まっ

て騒いだり、みんなで体育館でバスケをしてました。 

前期はほとんど恭佑の部屋で遊んでいてその時毎日一緒にいたのがたいし、りゅうや、ひびき、恭

佑の４人で恭佑は常呂と地元が一緒で気を使わないでなんでも言えた。りゅうやは嘘ばっかりつく

ので何が本当かわからなかったけどすごい笑わせてくれた。たいしは野球部だったのにバスケが上

手くて驚いた、でもりゅうやがつく嘘にたまに合わせてきて広尾高校で事件があったとか変なこと

を信じこまされてた。ひびきは大富豪が強く、一回大富豪になるとなかなか負けなくてやめたくな

るぐらいだった。 

毎週土日は家でホタテの耳づりの手伝いをしてた。バイトとして恭佑やたいしやりゅうや、かいと、

けんとに手伝ってもらってすごい助かったありがとう。 

でも俺がみんなにパチンコを教えたおかげで後期は大変なことになった。 

後期は前期にパチンコを教えた人の半分ぐらいがパチンコにはまって帰

ってきた。 

毎週土日に函館にパチンコしに行くぐらいすごいはまりっぷりで怖か

った。でもパチンコ好きが増えて嬉しかった。 

地元に帰ったらそんなにパチンコしに行くなよ。 

漁硏で色んな人と仲良くなれて楽しい半年だった、卒業したら離れば

なれになるけど遊びにいくから待ってろよ。 

 



漁研生活を振り返って 

落部漁業協同組合  奥平 健斗 

 

 ５月から始まった半年間の総合研修はいよいよ終わろうとしています。私はこの

半年間で沢山のことを学びました。入ってすぐロープワークから始まりました。船長

の声の大きさにとても驚きました。沖実習では底建網、ツブ籠、操船しかできませんでしたがすべてが初

めての体験でした。魚が獲れた時はとても嬉しかったです。刺身を食べたときはとても美味しかったです。

ロープワークは船長、ボースンに怒られながらサツマなどを覚えることができました。 

 講義はとても眠く毎日睡魔との戦いでした。資格は入る前に「全部取る」という気持ちで入りました。前期

は危険物から始まり、玉掛け、移動式クレーン、潜水士を全部取る事が出来ました。後期は一番メインの

一級船舶、フォークリフトを取りました。船舶は寮に帰ってからも部屋で勉強しました。すべて一発で取る

事が出来ました。後は無線の試験が残っているのでしっかり勉強しま

す。 

 この半年間で沢山の思い出が出来ました。地元に帰ったら漁研で

学んだことや経験したことを 

活して、立派な漁師になりたいと思います。教官、船長、ボースン、

秋田社長、山崎さん、舎監の皆さん半年間お世話になりました。 

 

 

 

漁研での半年 

えりも漁業協同組合  山崎 智也 

 

 不安不安不安とにかく不安でした。漁研いった人はみんな「楽しいよ」

とか言ってたけど始まって三週間くらいは全く楽しくなく、とにかく帰り

たかったです。でも少しずつ友達もできはじめて少しずつ楽しくなってき

ました。漁研が始まって最初の免許が危険物でした。勉強したくなかったし、やめたいと思いまし

た。この一週間は地獄でした。前期は長いようで短かったです。前期が終わって自家研修が始まっ

たと思えば自家研修も終わり､後期が始まりました。 

一級船舶免許。前期の潜水士とかの試験が終わった後は不安だったけど合格できたかな？って感じ

だったけど船舶は一回目の試験で絶対しないなと思いました。再試験だと思いました。模擬試験で

も、たまに合格するくらいで、ほとんど落ちていました。試験が終わ

った後、自己採点をしてみるとギリギリ合格していました。嬉し

くて嬉しくて手が震えました。本当に良かったです。フォークリ

フト免許もとれたしこのままの調子で全部免許取って帰りたい

です。そして後期の後半からとても漁研生活が楽しいと思えるよ

うになってきました。これは後悔ですね。後期はすごく短く感じ

ました。帰りたくないです。残りの漁研生活楽しみたいです。

そしてこの半年間でとても成長できた半年間だったなーと思

います。漁研に来て本当に良かったなーと思います。 

  



漁研での日々を振り返って 

                紋別漁業協同組合  清水 翔太 

 

ここに来る前の漁研のイメージは刑務所とか不良とかがいっぱいいる学校

というイメージでした、しかし全然そんなことはなく教官や生徒たちも皆い

い人ばっかりでした、そしてこんなに資格を取るのは初めてで自分という人

間が徐々にグレードアップするという感じがして嬉しかったし友達もたくさんでき、すごく充実し

た毎日だった、入所してすぐのロープワークでもやい結びをするのがやっとでほとんどの結びがで

きず他の結びを全部できるようになるのか不安でいっぱ

いでしたが今ではたくさんの結びができるようになりま

した、船を運転できるようになったり、サツマをいれたり

するなんて学生の頃は想像もできなかった自分になって

いると思うと漁研に来れてよかったと思ってます、あと漁

研では高校の頃よりもバスケに打ち込んでいたと思いま

す、毎日のように試合したりするのがめちゃくちゃ楽しか

ったです。皆とは離れ離れになりますが僕たちがもっと大

人になりそしておじいさんになっても今までみたいな親

友同士でいれたらいいですね 

 

 

 

漁業研修所 

南茅部漁業協同組合  加我 拓海 

 

 研修所に入ったばかりの頃は、半年長いんだろうな。と思ってましたが、研

修所にも慣れて、仲のいい友達もできて時間が経つのがあっという間でした。 

免許や資格も無事すべてとることもできて安心しました。勉強が辛かったです。

沖実習が一番楽しかったです。危険物や免許の学科講習は、とにかく睡魔との闘いでした。ロープ

ワークは、ノットボードを作るのに苦戦しました。底建て網の仕組みもわかったし、活締めのやり

方も知れてほんとにためになることばっか教わりました。教官方お

世話になりました。 

仲のいい友達もたくさんできて前期は、釣りをしたりして楽しか

っです。みんなで休日森に遊びに行ったのが一番思い出になりまし

た。阿部氏がたくさん笑わせてくれたし、みんなといると笑いが絶

えませんでした。案外楽しい半年でした。いつかみんなであつまり

ましょ！これからは、研修所で習ったことをいかして、一人の漁師

としてがんばりましょう。 

       みんなありがとうございました。 

 

 

 

 



漁研での半年間 

利尻漁業協同組合  佐々木 和己 

 

漁研ではいろんな資格試験が取れるというのがあってほんと久しぶりに勉強

することになったし、研修所生活が始まって 1週間も経ってないのに漁家研修

で地元の漁師さんのお世話になるというハードな始まり方だった。 

 漁家研修でお世話になった中村武彦さんのところでは、沖に出てホタテのカゴを揚げたり、耳吊

りをしたりと初めての仕事だった。漁家研修が終わってからはバイトさせてくれて土日は暇せずに

助かりました。ありがとうございました。ホタテのカゴ洗いは思い出になりそうです。 

資格試験では前期だけで危険物、玉掛け、小型移動式クレーン、潜水士。後期に入れば 1級小型

船舶、フォークリフト、2級海上特殊無線。これだけの資格を取るための勉強をするからなかなか

大変だった。 

漁師になるのに絶対に必要な船舶免許が一番大変だったなって感じる。

講義は長いし言ってることは難しい、筆記試験のほかに実技だってある。

不安でいっぱいだったが、漁業研修所だからか過去問がたくさんあって

かなり楽できたかと思う。楽をしすぎて気を抜いて 1回目の筆記試験で

問題文読み間違えたりして 1点足りないミスなんかがあったがもう思い

出。どうにか資格試験は全て合格できて良かった。 

授業の中の沖実習では船酔いと闘いながらツブ篭で捕ったツブを船上

で処理したり、造船所見学したり、加工実習でサケ捌いたり、ロープワ

ークや網制作や修理と楽しく研修できたかなって思います。 

 

 

漁研を振り返って 

斜里第一漁業協同組合  高 健人 

 

 半年間の漁研での生活を振り返ってみたら色々な事がありました。まず入所

した時は、地元の友達しか知っている人がいなくてすごく不安だったけど、す

ぐにみんなと仲良くなることができて安心しました。漁研で一番大変だったこ

とはやっぱり資格取得でした。 

自分は勉強が苦手で中学、高校もあまり勉強してこなかったので正直、学科試験に合格できるのか

毎回不安でした。でも、自分なりに頑張って部屋で勉強したり、きょーちゃんやゆうとにわからな

いとこは教えてもらったりして、危険物の乙４以外すべて取ることができました。やっぱり自分の

苦手な事でもやった分だけ身につくということが改めてわかりました。 

逆に楽しかったこともいっぱいあって、みんなで函館に遊びに行ったり、寮で色々したり、ゆうと

の地元上ノ国に泊まりに行ったりしました。ゆうとの家に泊まりに行ったときは、ゆうとの兄ちゃ

んが函館に遊びに連れて行ってくれたり、家で焼肉したりして

すごい楽しかったです。上ノ国、虻田、利尻、別海、広尾、標

津など色んなとこに友達がたくさんできてここに来て本当に

良かったと思っています。もうこういう、みんなで生活できる

ことはなくなってしまうのでとても寂しいです。最後にいつも

一緒にいてくれたきょーちゃん、ゆうと、かい、たかと。半年

間本当にありがとう。またどこかでみんなで集ろうな！！ 

本当にみんなありがとうございました。 



研修を終えて 

広尾漁業協同組合  佐々木 太士 

 

漁研に来てからの半年間はとても有意義な時間でした。最初は地元を離れて

の初の寮生活だったので不安もありましたが、バスケや野球などのスポーツを

することですぐに打ち解けることができました。多い時では週５でバスケをす

ることもあり、部活の勢いでした。休日には朝６時に起きてみんなで開店前のベガスベガスに並ん

だのも良い思い出です。研修も残りわずかだというのにお金がどんどん消えていくのはさすがにへ

こんだので、パチンコはほどほどにします。他にも、ROUND１で遊んだり、楽しい思い出はたくさ

んできました。 

大変なこともありました。自分は手先が器用ではないのでアバリを使うことやロープワークが苦

手でした。家で何もやってこなかった自分を恨みました。ですが、やっていくうちに慣れてきて少

しずつ自信がつきました。ロープワークもアバリもまだまだなので

帰ってからも練習します。 

資格取得のための勉強も大変で、毎日が眠気との戦いでした。無

事に、全部の資格がとれたので帰ったらみんなに自慢しようと思い

ます。 

最後に、教官、舎監、船長、ボースン、食堂のおじさんおばさん、

広尾の後輩たちには絶対漁研に行くように言っておくので面倒見

てやってください。半年間本当にお世話になりました。しっかり地

元盛り上げてきます。 

 

 

半年間 

  いぶり噴火湾漁業協同組合  内海 凱 

 

 自分は漁研に来る前は、知り合いもいないし友達できるか一番心配してた。 

だけど、同じ班にクマみたいな男がいてそいつと飯の時少し話しした。 

その日体育館行ったら、クマみたいなやつとその仲間たちがいて、バスケした。 

それがきっかけで、お風呂上がりにまーまぁの人数で人狼した。 

正直、初日で友達できて安心したのを覚えてる。 

前期の班長はやさしい離島のお兄さんで副班長は大抵ねてるし、いつもダッツ買ってくれるちゃら

男とか面白い人多くて、講義とか実習たのしくうけれた。 

後期の班長も前期と同じでちょっとうれしかった。 

副班長はすっごいおもしろいひとだったし、すぐ話を盛るたのしいや

つとめっちゃ歯磨く人と話せば話すだけいろいろ出てくる高健人とか

色々おもしろすぎる班だった。 

おかげで前期も後期も頑張れたとおもう。 

免許は、乙四とれなかったけどまぁよかったなと思う。 

あとは、はやく仕事をおぼえて漁師になりたいと思う。 

漁研きてできた仲間もそれ以外にも漁家さんとか泊まりに行ってお世

話になった人とか、人との繋がりを大切にしていきたいです。またみ

んなであそぼう。 

 



空白の半年 
ウトロ漁業協同組合  圓子 瑞樹 

 

最初は研修所に入るのがめっちゃ嫌だった。で、試験で初めて研修所にきた

ときその思いはいっそう強くなった。自分の地元より田舎なんて見たことなか

ったし、住んだこともない。面接したっけすげー怒られるし、総合研修やめた

方が良いですよ感出してくるし。むしろこっちから願い下げだって思ってたけ

どしゃーなく入所した。 

 研修所生活が始まってからも俺の思いはまったく揺るがなかった。全く楽しくないといえば嘘に

なるし、友達も出来て、話したり、遊んだり、研修終わってからも仲良く

したいと思う。じゃあ何がつらいのかって言うと、基本暇なんだよね。

研修所終わったら仕事漬けでやだって人がいたけど、おれは沢山仕事し

てお金稼いでたまの休みで遊んでた方が好きだ。だから仕事もせずお金

も入ってこないただ暇な時間が続いたのが本当につらかった。 

 このさき漁師やっていく上では、必要な時間だったとは思う。ロープ

ワークとか網修理とかの技術を仕事場の方に迷惑をかけずに覚えること

が出来たのはよかった。来年仕事が始まるまでおぼえてるといいな。 

 

 

 

漁業研修所 

南茅部漁業協同組合  佐藤 大吾 

 

 最初は来たくなかった 

免許だけ取れればいいかなって感じで半年も長いなて思ってたけど今思えばい

っとごまだったよーなきもする 

乙４はおとしたけどあとのやつは全部取れたからよかった 

一番最初に話したのはにに（竜也さん）おっかながった 

それからまーくんは前期班長でまーくんも初日から話せた 

あとはみんな面会室で仲良くなりました 

にに まーくん つっきー たー こうた つぐや しょうまとたまに釣りに行ったりいろいろ

話したり髪切ったり楽しかった 

つっきーダイエットがんばって 

つぐやはすぐ海入る 

しょうまはあほだな 

みんな函館きたら呼んでね 

後期はあっとゆうまであとちょっとで終わりだ 

みんな家に帰ってもたまーに連絡ください 

おいしいもの待ってます 

暇あったらあつまろー 

 

所長、教官、ボースン、船長、秋田製網さん、舎監、厨房

さん 

半年間お世話になりましたー 

茅部だからたまーに３人で遊びに来ます 

みんな元気で！ 

 



すんげー楽しった！！ 

標津漁業協同組合  今 源喜 

 

 半年間めっちゃ楽しかった！！ 

漁研に来る前に聞いたことは「監獄」だった。そんなこと聞いたことあっ

たけど、おれは楽しみしかなかった｡不安って言ったら友達できるかなー、く

らいだった。 

札幌で試験やったときは翔太に出会ってまず絵しりとりをした。おれも翔太も絵がへたくそ過ぎ

て、違う意味でハイレベルの絵しりとりをしたのを覚えてる（笑）会長は入所式の前の昼飯に出会

って、話しながら飯くってたけど、なんか話がかみ合ってなかったのを覚えてる（笑） 

 前期後期と野球したりバスケしたりしてめっちゃ運動した。特にバスケはほぼ毎日やってた。み

んなバスケやるにつれて上手くなっていくし、５vs５は本当に楽しかった！その後はみんなでラウ

ンジで遊ぶと言う、最高の毎日を過ごした！アイシャベンジャビン

ブンブーン（翔太のカナヘビ）の食料を調達するために、むしあ

みと虫かご持ってスイッチョン獲ったり、函館行ったときは、ほ

ぼ徹夜でラウンドワンで遊んでからのパチンコに行ったり、クレ

イジーだった（笑） 

 半年間遊んだけど、色々なこと学んだし資格全部取れてよか

った！漁研での学んだことを生かしてこれから頑張っ 

て行こうと思う！ 

何年かしたらまたみんなで集まろう！！ 

 

 

漁研 

松前さくら漁業協同組合  村岡 尚哉 

 

初めて鹿部漁業研修所に来て思ったことは特に何もありませんでした。でも

鹿部は思ったより何もなく草木に囲まれた場所だったので空気はいいのかなと

思いました。虫が多いけど何より悪臭を放つホタテのやつはちょっとあれだっ

た。ホタテ養殖も大変だなとも思った。  

研修所で最初にやって残っていることは漁家研修だった。耳刷りと言ってホタテのからに穴が開い

ているのでその穴に糸を通していく作業だった。はじめの頃は慣れなかったけど何回かやっている

うちになれてきて楽しかった。でも何年もやってると当然飽きるので楽しいのは初めだけだと思っ

た。耳刷り最終日では温泉につれてってもらったしいい思い出でした。その後は危険物乙４の講習

などで忙しかったのを思い出します。結果は乙４落ちて丙種だけ受かった。その他にも試験やった

けど別に他の人書いていると思うからそちらを見た方がいいと思います。研修生ともバスケや野球

もやって楽しかったし、研修所案外自家よりいいかもと思った。特に部屋は開放感があると書いて

あったので行ってみたら本当に開放感が良かった。寝やすいし家とは違って一人だし洗濯とか自分

でやるのも一人暮らししている感じで楽しかった。研修所だから

なんか漁業に関わるものしかないのかなと思ったけど漫画とか

たくさんあるし楽しくないなんてなかった。ノットボードにのっ

ている結びなどもいっぱいあって凄いと思った。漁業研修所の教

官やその他の人たちも思ったより全然優しかったし楽しかった。

最初結びとか覚えれるのかななど色々思ったけど結局やってい

くうちに覚えていくもんだった。とても楽しかったです。 


	P-00表紙
	P-00表紙裏
	P-01(差し替え)
	P-02(差し替え)
	P-03(差し替え)
	P-04
	P-05
	P-06
	P-07
	P-08
	P-09
	P-10
	P-11
	P-12
	P-13
	P-14
	P-15(差し替え)
	P-16
	P-17
	P-18
	P-19
	P-20
	P-21
	P-22
	P-23
	P-24
	P-25
	P-26～48
	P-49 裏表紙(裏側)
	P-50裏表紙

