
半年間振り返って 

枝幸漁業協同組合  白取 広誠 

 

 半年振り返るといろんな事がありました。漁家研修では、家ではやってない

ホタテの耳吊りの養殖を体験させてもらい、とても良い経験だったと思います。

沖実習では、定置やスケソの刺し網、たこ箱、つぶ篭などの実習ができました。

実習が終わった後で、いろいろな魚の刺身が食べられたので良かったです。カジカの刺身は初めて

食べましたが結構おいしかったです。昆布館や鹿部の道の駅に行ってアイスを食べたのも良い思い

出です。資格関係の勉強は座っている時間が長くて辛かったで

すが、全部合格できて良かったです。函館の製網工場に見学に

行ったとき最初は興味があまりなかったのですが、実際に見て

みると結構面白かったし勉強にもなりました。造船所に行った

ときも船の作り方は知らなかったので見ていて面白かったで

す。こう書いていると、いろんな人が言うとおり半年があっと

いう間だった気がします。周りの人にも面白い人が多く、退屈

な時間が少なくて良い半年だったなぁと思います。 

 

半年の寮生活 

斜里第一漁業協同組合  佐々木 銀士 

 

初めて寮に来た時は、「思ってたよりもでかいなあ」と思った。 

去年過ごしてた学校の寮はほんと小さなアパートみたいな寮だったから、遠

くから見てもそこそこ大きいこの寮を見て少し安心した。 

半年って期間はわりと少ないけど、人とコミュニケーションをとるかとらないかで長さの感覚はす

ごく変わると思ったから、この研修所ではたくさん人に話しかけよう、と気持ちを固めて入所した。 

最初の頃から「よう」みたいな感じで結構気さくにいろんな人に話しかけてなんとか頑張ってコミ

ュニケーションをとろうとしていたと思う。最初は源喜だったよね。 

源喜と源喜の父さんと初日一緒に過ごしてるのを見て、なぜかずっと「親子で入所するのか！すご

いな！」と思っていた。そう思っていることを話したらすごく笑われた、悲しい。 

次に覚えているのはたいちとマークと仲良くなったことかな。函館に遊びに行った日、一人でぷら

ぷらしようと思っていたらマークと一緒に「どこいくんすか？」って話しかけてきてくれたよね。 

マークとたいち、五稜郭タワーの近くのカヌーに乗りにいったよね。

不安定なカヌーの上、特にまだ仲良くない奴と一緒によく乗ってくれ

たね、、俺が漕いでる時の二人の不安そうな顔はまだ忘れてないよ。 

そして二人と仲良くなって 3 階のラウンジで翔太と出会った。「知ら

ない人が来た…」って怯えてるみたいだったからちょっとでも怯えを

解こうと思ってコーラを買ってもっていったりしたよね、でも 3 カ

月後部屋にいったらまだそのコーラ置いてあったよね。そうだね、よ

く知らない人からの飲み物は飲んじゃいけないよな！ 

そうして出会ったいろんな人との漁研での出来事はみんな覚えてい

ます。ほんとに楽しい寮生活だった。またみんなで会ってワイワイで

きたらいいね！ 

では。 



監獄での半年・・・ 

                  枝幸漁業協同組合  田原 直樹 

 

 高校を卒業してから 2 か月後。枝幸町から遠く南にある鹿部町にやってきま

した。目的は資格を取りに行くのもあれば、実は内心初めての家以外での暮ら

しを楽しみにしていたのもあります。 

しかし来てみるとこの「監獄」は想像を超えるものでした。 

１、 予想をはるかに超える寮の孤立感 

２、 入所 1週間のやることがなく、時間経過の遅さ。 

３、 知らない人との共同生活の違和感 

最後には寮の舎監さえも「看守」と呼んでしまう始末。地

元から出たことのない自分には厳しい世界でした。 

「監獄」から「楽しい研修所」に変わったのは前期の最後

の方だった気がします。やることがなく退屈だった日々が、

あっという間に一日が終わってしまうようになり、話す人

も増えとても充実した日々でした。 

本来の目的である資格全制覇はできませんでしたが楽し

い半年間になりました。友達と行った札幌は一番の思い出

です。働いて稼ぐようになってからまた集まりたいです。 

 

 

半年間の思い出 

                野付漁業協同組合  小崎 一清 

 

私は最初鹿部に来る前はとても楽しみで仕方なかった。鹿部に近づくたびにだ

んだん緊張してきました。鹿部に着いた日は鹿部ロイヤルホテルに泊まりました。

窓の景色を見たらなにもないところだな～って思いました。次の日鹿部を回ってみたらコンビニも沢山あっ

てニコットもあり自分の住んでいる町より沢山店舗があり正直びっくりしました。その日の入所式・・・とても

緊張した。友達が出来るかどうか、これから先やっていけるか、いろんな知識や技術、免許など取って帰

れるか不安だった。だが、そんな半年間もあっという間だったような気がする（笑）私はロープワークで苦手

だった技術があります。それは薩摩です。 

最初はなにがなんだかわかりませんでした。何回船長に頭を叩かれたかわかりません。それもそれで部

屋で何回も練習してなんとか形になってきてとても嬉しかった。あと網修理も苦手でした。秋田社長に何

回も怒られ、今でもその時のことを覚えています。 

この半年間いろいろな事を学びました。友達もでき、いろいろ

な事吸収し、思い出になりました。これからは一人の漁師とし

て頑張っていきたいと思います。 

 最後になりますが、教官、舎監、船長、厨房の村田さん、伊

賀野さん、研修所に関わってすべての皆さん・・・・・長い間お

世話になりました。 

 

 

 



半年間を振り返って 

野付漁業協同組合  蝋山 仁弥 

 

 漁研での半年間を振り返って、まず思うのは意外と快適だったということで

す。高校で進路について考えていた時の漁研のイメージはなかなかひどいもの

でした。鹿部は田舎で何もない、ご飯はまずい、資格の勉強は難しい、不良が

たくさんいる等々。誰かに教えられたのか、思いこみなのかはわかりませんがそんな漁研で自分は

地獄のような半年間を過ごすのかと思っていました。 

ですが、それらのほとんどは間違いでした。鹿部は確かに田舎だったけど野付とあまり変わらない

し、ご飯も普通に美味しいし、勉強も簡単。そして何よりも不良はいませんでした。 

入所してすぐはあまり他の人と話したりはせず、なんとなく

過ごしていましたが気がつけば熊のような人とおしゃべり

したり、お菓子を食べるのを禁止されたりしていて馴染むこ

とができていました。 

ローソンや体育館はとても遠かったですが、何人かでしゃべ

りながら自転車をこぐのは楽しかったです。 

道の駅のソフトクリームはイチゴが美味しかったです。 

漁研での半年間は楽しくあっという間でした。地元に帰った

ら、学んだ技術や資格を駆使して仕事をがんばります。 

 

 

 

 半年を振り返って 

                   網走漁業協同組合  池田 海人 

 

この半年間は自分にとってとても充実したものだった。漁家研修・自家研

修・実習・ロープワーク・網仕立てに網修理と初めてやることばかりで不安

なこともたくさんあったが今思うともう一度やりたかいと思えるものもあり

楽しかった。 

ロープワークはとても苦手で壊滅的だと言っていいほどできなかった。サツマなんて特に出来が悪

く帰ってからも不安でしかない。それでも少なからず覚えられたものがあると言うだけでも自分に

とっては大きな進歩だと思っている。 

研修の中でも特に沖実習が一番印象強かったもう一度と言わず何度でも繰り返しやりたかったの

で物足りない気持ちで一杯だ。 

実践でしか学べないことが多くあるからそういった意味でもたくさんやりたかった。 

自分ができないことだからこそたくさん数をこなして身につけたいと思えるようになったのはこ

の研修所にきたからだ 

研修が終わって帰ってからは緊張と不安しかなく毎日怒

られてばかりだと思うが一度やると決めて踏み入れた世

界だから諦めずにやり遂げたいと強く思う。 

本当にこの半年間の研修は自分にとって今までの何より

も代えがたいほどすごく貴重な体験になった。 

 

 

 



漁研生活 

湧別漁業協同組合  金澤 優介 

 

僕がまだ若いとき、ある研修所にいたときの思い出です。 

初めて研修所に来たとき最初は友だちができるか心配でしたができました。 

研修所にきて初めての試験は危険物でした。たぶん一番勉強したと思います。 

高校の時に化学の授業を選択していたせいか、合格することができました。 

 前期で一番楽しみにしていたのが沖実習でした。沖実習では、ホッケの刺し網、ツブ篭、タコ箱、

定置網や操船などたくさんのことを経験しました。自家漁業でやっ

ていない漁業だったので、いい経験になったなと思いました。 

 後期は、いろいろあって大変でした。 

 後期で一番楽しかったのは、小型一級船舶の操船でした。操船は

考えていたより難しくはありませんでした。 

 いろいろあって資格はすべてとることができたので、良かったで

す。 

 研修中で一番大変だったことは、コンビニに行くことでした。コ

ンビニに行くのに 1時間くらいかかるので、とても不便でした。 

 

 

         半年間… 

               常呂漁業協同組合  大石 周平 

 

 正直に言うと、自分は漁師の職業に就こうとは考えてもいなかった。むしろ

就くことも出来ないと思っていた。そのため自分の夢に向かって行こうと思い、

高校卒業後は両親にお願いして専門学校に通わせてもらった。２年間もの期間

は自分のやりたい事をさせてもらいまた、一人暮らしを経験した。「この２年間が勝負だ」と思い

本格的にやりたい事を社会で生かす方向で考え２年間を過ごしていた。だがあるときに考え込むよ

うになり始めた。それは実家にいる両親や祖父母や叔父の事だった。自分の家族は今でも漁業に営

み生計を続けている。だが、家族のほとんどが５０歳を越えていて、祖父は何年も前に引退をして

いて今では父が中心となって支えている。父は自分に「お前のやりたい事をしなさい」と言ってく

れた。同じく母も「あなたの人生なんだから好きにしなさい」と声を掛けてくれた。表ではありが

たい事を言ってくれてはいるが自分はなんとなくわかっていた。「父さんや母さんに恩返しをする

のは今で、築き上げてきた物を受け継がなくては…」。成人式を終えて数ヶ月、自分は漁師になる

ことを決心しました。そこから自分の漁師になるための準備、漁業研修所に入所すると決めました。

入所するまでの間に最低限の知識をつけるのに父から色々な事を学びました。ロープの結び・道具

の正しい使い方・天気の移り変わりなど、短い間になんとか自分の技術

として覚え込みました。そして今年の５月に漁業研修所に入所し、半年

間の生活が始まりました。半年間で得た技術や知識、資格はどれも自分

にとっては必要なものばかりでした。ですが今の自分にはまだまだ技術

が足りないと思っています。この先に覚えることもたくさんあります。

自分が少しでも父の助けになれれば幸いです。そしてお世話になった、

教官・船長・ボースン・舎監・食堂の調理師さんに感謝の気持ちを忘れ

ません。研修所で知り合った仲間達はかけがえのない宝物です、この先

も良い仲を築こうとおもいます。 

皆さん本当にありがとうございました。 



半年間の漁研生活 

野付漁業協同組合  長崎 智也 

 

 漁研で過ごした半年間を振り返るといろんな事があった。自分にとっては

初めてのことばかりで、ほかの漁研生はどんな人なのか仲良くやっていける

のか不安だった。でも実際はみんな話しやすく日が経つにつれて毎日充実し

た漁研生活を送ることができた。 

大変だったことは資格を取ることだった。試験があるたびにいつも心配で、もし落ちたらどうしよ

とか考えていた。でも友達に教えてもらったりしながら勉強してすべての資格を取ることができ安

心した。試験勉強とか大変だったこともあったけどそれ以上に楽しかったこともたくさんあった。

寮や体育館で遊んだり、函館に行ったり、いろんなことをした。くだらないことでめちゃくちゃ笑

ったりしてとにかく楽しかった。まさか漁研生活がこんなにも

良い思い出になるとは思ってなかった。漁研で学んだこと、こ

こで過ごした半年間は一生の宝物になった。卒業してみんなと

会えなくなると思うと寂しい気持ちもある。だけどまた会える。

いつかみんなでまた集まることが出来たら漁研で過ごしたと

きのようにわいわい騒ごう。そのときまでじゃーな！ 

みんな本当にありがとう！ 

最後に、教官、船長、ボースン、舎監、給食の方々今までお世

話になりました。 

 

 

半年間の漁研 

標津漁業協同組合  平井 大和 

 

 最初のイメージと違ってこの漁研での半年間はとにかく楽しかった！網走監

獄ならぬ鹿部監獄で最初は生きて帰れるのだろうか、友だちができるかという

不安があったが。住めば都とはよく言ったもんだｗ。前期は友だちもすぐに出

来て田原、檜森の枝幸組の二人と仲良くなりよくゲームなどしていた。プロスピで野球チームｍｋ

軍団を作ったときはお腹がよじれるかと思った w。その後すぐに他のメンバーとも仲良くなりよく

夜はスマブラ対決などをしていた。源喜がやたら強かった・・・。そのメンバーでのバスケもとて

も楽しくやることができた、みんな上手くなるのが早くてびっくりした。みんなでコンビニ行くと

きは、通り道にホタテの座布団篭がありそれはずっと放置して腐ってから洗うので通る時は異臭を

放ち大量に虫が当たったりなどして辛かったマスクつけないと下手したら口の中に入ってくる・・・。

自分は前期の副班長だったのだが副班長の仕事は・・・班長の佐々木 竜也さんがしっかりしてい

たのでやることが無かった、竜也さんお世話になりました特に役に立たなくてすいません。 

後期は前期と同じようにみんなで遊んだりなどして過ごし

た。バスケメンバーで函館に泊まりに行ったときはパチンコ合

宿か！って位にパチンコ屋に行っていた、ラウンドワンで徹夜

してからのパチンコとかもうワケ分からなかったｗ。 

とにかく漁研で過ごした半年は漁師で必要な物を身につけた

り遊んだりして友だちなどのつながりを増やしたりできてと

ても充実していた。仕事が始まり忙しくなるがまたみんなでパ

チンコは勘弁だが（笑）あつまってあそんだりなどしたいと思

った。 



漁研での生活 

枝幸漁業協同組合  檜森 祐介 

 

最初ここに来たときは不安だった。でも時間がたつと友達もできて楽しく

なってきた。問題があるとすれば交通の便が悪すぎる・・・。コンビニは片

道３０分だった。しかもハエは沢山わいてる・・・車の免許を取ってから自

転車に乗ると思わなかった。でも鹿部は良いところだった。 

寮での生活はゲームをしたり、色々な人と話をしたりして結構楽しかった。函館も近いしお金があ

るときは遊びにも行き、大体はベガスベガスに行って負けて帰ってくる人生だった。 

研修は元々勉強が出来なくて大変だった。最初の危険物の試験は乙４で受かる気がしなくて半分諦

めながら勉強した。結果を見たときは嬉しかった。それ

から調子が上がってきて、免許はすべて取ることができ

た。高校の時はまともに勉強をしてなかったのでやれば

出来るんだなと思った。 

実習は可もなく不可もなくという感じだった。大体のこ

とはできたので、怒られることはあまりなくてよかった。

必要な技術は身につけたので、それを応用して頑張りた

いと思う。 

なんだかんだ楽しい研修だった。 

 

 

濃すぎた漁業研修所 

沙留漁業協同組合  紺谷 洋平 

 

  『シカベってなに！？外国！？』 

 初めてその名を聞いたときそう驚きました。漁師になると決め、親

から鹿部にある漁業研修所を勧められたときのことです。そのとき鹿

部のこと、研修所のことを聞いた僕は、絶望に満ちあふれていました。 

 『コンビニまで遠いし、輩しかいないんだろうな、、、』 

 そんな気持ちの中いざ研修所に来てみると、やはり不安しかありませんでした。一番に思っ

たのは、「友達ができるかどうか、それにすべてがかかっている」と。同じ班の池田海人君を

見たときは、喰われると思いましたが海人君はとてもフレンドリーな熊だったので、仲良しこ

よしになりました（笑）そんなこんなで友達もできたのですが、僕の中にある不安はもう一つ

ありました。「寮生活を過ごしていけるんだろうか、、、」と。でもその不安はすぐになくなりま

した。なぜなら、漁研生のキャラが一人ひとり濃かったからです。そんな中での日々の生活は

とても飽きることなんかありませんでした。その中でも群を抜いていた相田恭祐君にはパチン

コの楽しさを教えてもらったりと、色々とお世話になりました（笑） 

 不満と言えば、コンビニが遠いことと Wi-Fiがなかったこと、

自転車ポンコツなことなど上げればきりがないですが、それでも

この半年間はとても充実したものでした。この研修所で得た様々

なことがこの先の自分を作っていくんだと思います。だから、漁

師としての仕事を精一杯やり遂げお金も貯めて、またみんなと遊

んでいければいいなと思います。この半年間ありがとうございま

した。 

 



漁研での半年間 

斜里第一漁業協同組合  林田 賢人 

 

最初漁研来て友達ができるかすごく心配で怖い人とかいるのかと思ってい

たがみんなすごく優しくて面白くて来た初日から人狼とかして遊んで楽しか

った。 最初は、網修理やロープワーク何もできなかったが色々な人に

たくさん教えてもらって今は、少しできるようになったと思う。 漁研

で初めて刺し網やタコ箱など色々な漁ができてとてもいい経験になった。 

資格も乙４だけ落ちたけどほかは、全部取れて良かった。 漁研きてす

ごくよかった。最初地獄で監獄だと思ったがすごく楽しかったしいい友

達もできたし本当によかった。まだ色々な結びや技術を知って習得した

かったしもっと魚や漁法を知りたかった。 漁研を卒業したらみんなに

会える機会があんまりないけどみんなでまた集まって遊びたい！すごく

みんなに助けてもらってここまでこれた本当にありがとう。 これから

一人前の漁師になれるように頑張って世界一の漁師になるーーー 

 

半年 

佐呂間漁業協同組合  加藤 涼太 

 

1998 年に生まれ、小学校中学校高校と順々に卒業、己の未来に希望を抱き進

んできたつもりだったが、それが絶望に変わった半年、だった。 

5月上旬にそれは始まった。はじめは楽しい生活だと感じていたが、なにか、違

和感に気が付いてくる。しかしそれは序章に過ぎなかったことを私は知らなかった。 

近づいてくる危険物、骨身が震え立つような苦しい勉強に私はただひたすら、ここから逃げ出して

やる。と考えるのであった。 

間一髪で危険物をすり抜け、その後にも襲いかかってくる玉掛け、潜水、フォーク、無線などの資

格達、それらを倒すエナジーを与えてくれたのはそう、外泊届だった。 

外泊届とは、それに詳細を記入し教官に提出すると何日かの脱獄が許可されるという、研修生にと

ってはこの半年の生活に欠かせないものだ。 

その外泊届に与えられたエナジーによってすべての資格を倒し見事

研修終了まで持ちこたえられた。 

その絶望の日々が終わってみるとなかなかいい経験をしたなと思う。 

すべての免許を取った私は最強だと思う。 

 

 

北海道立漁業研修所での出会い 

枝幸漁業協同組合  上川原 正和 

 

古代ギリシャの哲学者ソクラテスはこう言った。 

「簡単すぎる人生に生きる価値などない。」 

ぼくは、平成 28年 2月 29日 5年間勤めた会社を退職した。 

愛しの嫁と 1歳になる娘を置いて、500㌔離れた鹿部町の地へ降り立ったのだ。 

今まで漁師の仕事なんて全くしたことなんてなかった。漁師の「り」の字もしらないようなものだ。

18 歳で漁師をはじめた人と比べたら、10 年ほどのタイムロスになる。その時間を少しでも早く埋



めたくて研修所に来たのだ。面接時に 

「たぶん君が一番年上だから。周りの子たち君より 10 歳も違うけど本当に大丈夫？」など「リー

ダー的な役割やってもらうから！」と言われ、とても不安でいっぱいだった。友達なんてできるわ

けない。オヤジ狩りにあうのではないか。下駄箱見たら靴を隠されているのではないか。不安で焼

肉屋に行っても白米だけ喰って帰るレベルである。しかし入所式で名簿を見て僕は目が点になった。 

「え？30歳・・・？」 

そう。彼がのちの救世主「佐々木 竜也」である。 

年齢が近いのもありすぐに意気投合することができた。ぼくは救われたのだ。 

その他にもたくさんの仲間ができ、たくさんの楽しい一生の思い出ができた。 

この便利になった 21世紀だけど、人を救えるのは人だということを教わった。 

ここでの半年間一生忘れないだろう。 

ぼくの漁師人生はこれから始まる。 

教官の皆様、船長にボースン、舎監の皆様ほんとにお世話にな

りました。 

ありがとうございました。いつもの仲間達たのしい時間をあり

がとう。 

愛してるぜ!!! 

 

 

漁硏 

 別海漁業協同組合  北館 継也 

 

 漁硏に入所してからもう半年経ちました！！ 

漁硏に来る前から漁硏は、「監獄だよ。」って先輩から聞いていたのでどんな教

官がいるのか研修生がいるのか講義をするのかすごく緊張していました！！そ

して、入所式を迎えた時は本当にドキドキしていてやばかったです。その時に、研修生を見たとき

は、池田と林と福田がやばそうに見えました！！(笑) そのほかに相田と林田と高は悪ガキそうに

見えていました！！(笑) そして、入所式を終えて自分の研修所生活が始まりました！！ 

 漁硏の講義は本当にためになることが多かったですが、とにかく眠かったです。(笑) 最初の方

は、難しいことばかりやると思っていましたがいざやると教官はおもしろいし危険物や潜水士など

の講義は簡単でチョロいなーと思っていました。ですが、後半で余裕こきすぎて一級船舶は落ちま

した！！(笑) 

 自分にとって特に良かったことは、全道色々な人たちと交流が

できたことです！！そこの場所では、なにを獲っているやなにが

旨いとか聞いていて休みの日などを利用して行きたくなりまし

た！！ 

 最後になりますが、講義や実習でお世話になった教官と外部講

師の方々と船長とボースンには本当に感謝しています。今後は、

ここで身についた技術や知識を存分に使っていきたいです。そし

て、仲間にも感謝しています！！ここでできた仲間とは長く付き

合って行きたいです！！(笑) 

  



漁研を終えて 

ひやま漁業協同組合  浅沼 有人 

 

 漁研での生活も残りわずかとなってしまいました…入所した当初は不安や

緊張、皆に付いていけるか上手くやっていけるか焦りなどが沢山ありました

が、日を追うごとに研修にも少しずつなれさらには沢山の仲間を作ることができました。 

 この研修期間で自分は沢山のスキルを身に付けることができたと思います。特に、網修理やロー

プワークといった漁師をやる上で必ず必要となってくるものです。漁研に来るまでは自分でやるの

ではなく見てるだけでほとんど何も知識がありませんでした。なので最初は何も出来ずやばいとお

もいましたが、秋田社長や和田船長などといった沢山の方に丁寧に教えてもらったおかげで完璧と

は言えないものの出来るようになりました。地元に戻ってからはここで得たものを更に上達させ一

流の漁師になれるよう頑張りたいです。 

 資格では、12年間の学生生活ではしたことがないくらい勉強し何とか取れる資格を全て取得する

ことができ安心しました。 

 最後に、お世話になった教官・所長や船長・美味しいご飯

を毎日作ってくれた食堂のお三方・平田さんを含めた海友寮

の舎監さんには感謝の気持ちでいっぱいです。半年間本当に

ありがとうございました。ここでの半年間は生涯の中で一生

忘れることのない最高の思い出になりました。  

みなさん半年間ほんとにありがとう 

 

 

漁研生活 

野付漁業協同組合  北島 恭太郎 

 

 長いと思っていた半年間も意外とあっという間だった。こう思えてるってこ

とはなんだかんだ充実してたんじゃないかな。初めの漁家研修は山崎の智さん

と一緒でお互い自分からガツガツコミュニケーションとるタイプの人じゃなか

ったから漁家さんとあまり話が続かなかった気がする(笑) けど二人で仕事も頑張ったし地元じ

ゃできないことを経験できたからすごくよかった。この後いろんな免許や資格をとるため結構まじ

めに勉強したり、ロープワークとか網修理で難しくてなかなか大変なことも多かったけどたくさん

学ぶことができて本当にここでしかできないことだなと思った。 

休みの日とか自由時間は健人、凱、賢人、有斗と一緒にいることが多かったなー。後期になってか

らは特に。特別なことはなんもしてないけど映画見たり、音

楽聞いたり、だらだらしたり、いろんな話したり、賢人の

笑い声だけで笑ったり。とにかくめちゃくちゃ楽しかった。

みんなすぐに会えなくなるって考えたら少し帰りたくな

いような感じもある（地元の先輩が言ってた通りだった）。

けど、漁研終わってそれぞれ働き出しても集まれる日見つ

けて必ず集まろ。 ホントにみんなありがとう最高！また

いつの日か！     終わり。 

 

 

  



研修所の半年間 

広尾漁業協同組合  福田 典彦 

 

 漁業研修所に着いたとき最初に思ったことは、「すげぇ刑務所みたいな場所だ

な」と思いました。そして、いざ漁業研修所に入ってみると案外しっかりとし

た作りで安心しました。研修所生活が始まってから最初の問題は、自分がまず班の人と会話ができ

るのか分からなかったのですが、その班長が自分に会話を振ってくれたので、スムーズに会話を楽

しむことができました。 

沖実習では中々結びが上手くできずイライラしてしまう時がありましたがそれでもしっかりとで

きた部分もあったと思います。 

試験では、様々な試験や資格がありました。例えば、危険物取扱や一級小型船舶免許・二級特殊無

線技士などたくさんの試験・資格がありました。 

 ロープワークでは、様々な結びやサツマなどを教えていただき

ました。自分の家でも少しだけ、自分の仕事で使う結びを教えて

もらい、やってみましたが中々うまくいかず失敗する時もありま

した。ですが、研修所にきてできるようになった結びがありまし

た。 

今回ここに来て分かったことは、分からないことがあれば共同生

活をしている人や教官・船長やボースンなどに教えて頂いたこと

を、感謝しています。短い間でしたが、本当にありがとうござい

ました。 

 

 

 俺が漁研生活で感じたこと 

              常呂漁業協同組合  相田 恭佑 

 

 まず一番最初にこの漁研に来たときはどんないかれた奴がうじゃうじゃいる

かとびびっていたが案外きてみると良い奴が多くてほっとしたってのが漁研に

きて最初の思い出だった気がする。入所して一週間はいろんなとこから来てる

人が沢山いたからまずどんなとこからきたとかどういう趣味だとか聞きまくってラウンジに集ま

り人狼ゲームをやりまくっていた。そのおかげで様々な性格の人間としりあえた。この最初があっ

たおかげでいまがあると思う。そこから前期は資格とる勉強はくそも面白くないけど、沖実習やほ

かのことはなかなか面白かった。今思うと前期は休みの日は寮にいて遊んでることが多くもっと函

館行ってパチンコすれば良かったと思う。まあその分友達と寮で遊べたからいいや。後期はほんと

パチンコしかしてない気がする。ここに来る前はパチンコやんなかったのに毎週行くようになると

は思っていなかった。しかも負けてるし。これ以上パチンコの話書くと漁研の話が書けなくなるの

でやめる。 

最後に、俺は漁研にきて部屋は汚いわ、洗濯物めんどくさ

いと自堕落な生活になり、あらためて親の偉大さをしった。

そして舎監や教官、船長、ボースンなどいろいろな人に迷

惑をかけているのに最後まで面倒を見てくれたので本当

に漁研は良いとこだと思う。ありがとうございました。そ

してここにきて気の合う仲間ができたことが一番良かっ

た事だ。ここを卒業してもまた会いたいと思う。 



半年の生活を振り返って 

             沙留漁業協同組合  森山 響 

 

5月某日(連休明け)俺はとある施設に連れてこられた。そう、ここ漁研だ 

荷物を抱え寮に入った、最初はとても不安だった。親父からはなにもないと言

われていたが本当になにもなく、自転車も錆びていて正直やばかった笑 

だが研修からは逃れられない、ここに来たからには多少ながらも覚悟はあった。 

だが、いままでまともに手伝いとかしなかった俺になにができるのだろうか 

最初のロープワークで全然できず、心が折れそうだった笑 

しばらくして試験勉強などがあった、そう危険物だ。高校の時に授業でやったので割と自信もあっ

たし、簡単に感じた。前期の資格勉強は楽だった 

しばらくしてまた地獄がやってきた。そう沖実習だ。他の人はできているのに自分だけできなかっ

た。今でもきっと無理なことがひとつある 

神経締めあれは悪魔の所業かとも思った(笑) 

だけど魚の鮮度を保つのに大事なことだと船長やボースンから教わった。 

いろいろあったが、かくかくしかじかで前期が終了し一度帰宅した 

親に教わるのも悪くないが言葉がきつくまた心が折れそうになった笑 

だけど少し成長した姿を見せられたのではないだろうか？ 

やがて後期が始まった、みんな仕事で日焼けしていたが俺も同じだった。 

後期はほぼ試験勉強などで沖実習も少なく神経締めを見ないで済んで

よかった 

だが後期は勉強が辛かった。一級小型船舶には苦しめられた。 

だが資格類は無事コンプリートできたので、そこはよかった。 

漁研で会えた人にも恵まれたのか、最初と比べ後期は楽しく感じてい

る笑 

とにかく漁研にくる人はキャラの濃さがにじみ出てると思う笑 

ここで過ごした時間は濃い内容で忘れたくても忘れられないだろう笑 

不便だし嫌なこともたくさんあったがここに来てよかったと思える半

年だった。 

 



平成２８年度アルバム編集委員

編集長 小崎 一清

編集委員 山崎 智也 奥平 健斗

長崎 智也

福田 典彦

林 泰聖

指導 本家教官

皆さんのご活躍を祈念しています



北海道立漁業研修所
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茅部郡鹿部町字本別540番地
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