
漁業研修所は若さの集まり 

いぶり噴火湾漁業協同組合  竹島 貴之 

 

漁師のイメージといえば大体の人間は勢いがあるそして概ね親方だ。 

それらの特性を受け継ぎさらに若さという勢いを備えた人間が集まる場所… 

それが“漁業研修所” 俺の持つ入所前のイメージはそんな感じである。 

また拍車をかけるように過去の噂では喧嘩やいじめは当たり前と聞いていたこともあり、半年間の寮生

活において 18歳と干支 1廻り程違う俺はそれなりに覚悟を決めていた。 

 入所式では最年長(当時 29 歳)ということもあり代表の言葉を述べたが普段その様に人前で話す機会

が無い俺は緊張で焦点は全然定まらない。また寝不足もあり顔は浮腫んでいた。 

式の練習時、それまで誰とも話さなかった俺は隣に座った態度の悪そうな奴いるなと思っていたら水野

教官がそいつに向かって「首に着けているの外せ」との一声。来たぞこの感じ。 

きっとここは昔テレビで見たガチンコファイトクラブみたいになるのかとか想像していた。 

でも違った。これは後に判明した事だが首に着けていたのは肩こりに効くといわれているネックレスで

あり決しておしゃれでは着けていなかった。また指導されたのは前期に同じ班になる宮澤くんであった

が、彼は副班長として班員をまとめる素晴らしき人物であった。 

 その後、肉付きの良い俺は歳の差とその体格からか“親方”として呼ばれるようになった。 

こうして親方として生きていく事になった俺はここから歳の差を感じていきいつかは若さに取り残さ

れるとかそんな負の想像をしていた。しかしこの研修にて想像は崩れる。 

 まず喧嘩がない。みんな仲が良く垣根などなく誰とでもみんな話す。一人が楽しいことを始めるとど

こかからか人が集まり最終的にはみんな大声で笑いだす。(結構うるさい) 

言ってしまえば良い事をする時も悪事を働くときも皆一緒である。なんだこの団結力は… 

 次に気になる歳の差だが、それにおいては置いて行かれないよう俺から話をしたりしたがその必要は

あまりなかった。皆があまり気にせず話しかけてくれる。しかも年上として敬ってくれるところは敬っ

てくれるという出来の良さ。ここでは良い意味で想像を超えた。 

悪い想像をしていたのは返って年寄りなのかもしれない。心配しすぎは俺だけだった。 

気付けば一緒に笑い、正直面倒な研修も乗り越え、時には町に飲みに行ったこともあった。 

カラオケで盛り上がったり、焼き肉で馬鹿やったり、ロビーで映画見たり、筋トレ行ったり。 

そんなこんなで気づけば研修も終盤になっていて、振り返りながらこの作文を書く今は、とても楽しか

ったなと思い出しながらも寂しさはとても込みあがる。 

 修了後はそれぞれ道内各地に戻るが、同じ道内に生きることになるはず。 

北海道はとても広いが今の時代は集まろうと思えば集まれる。それに携帯もあるから皆は遠くて近い存

在だと思う。たまにこの研修所のアルバムを見返す時があるならば是非とも俺に連絡してほしい。必ず

返す。それとは別に節目の年などで歳とっても集まれるといいな。 

きっとこの研修をした事は忘れない。20代最後の大きな経験でした。 

 

いつまでも元気で、そこらの奴らに負けない立派な漁師になろうぜ。 

 

 

 

 

 

 

 

 



飛んで火に入る夏の俺 

                  根室湾中部漁業協同組合 能登 由貴 

 

 ずっと札幌の街中で過ごしてきて、魚も捕ったことない、ロープも結べない、僕が

こんな所に出家させられました。僕が何もできないの見て、あきれた顔する先生もいましたが、かわい

がってくれる人たちもいたので楽しかったです。むしろこんなところで偉そうにする職員の人たちを自

分以下だと思って過ごしていたらなんとかやっていけました。網修理の時の秋田のおじきと山 Pの２人

には楽しく教えてもらって良かったです。漁研にきて僕を救ってくれたのは週末ホテルをとって函館で

お酒飲んだり、女の子とデートしたことです。こっちに来てから美味しいものいっぱい食べたけど、や

っぱり女の子が一番美味しかったです。そんなこんなでお金半端ないくらい使いまして、こんなに自由

に遊ばせてくれたのも漁研にいかせてくれたのもお父さんのおかげだと思っています。能登由美に感謝

でーす。これから根室でカリスマインテリ漁師目指して頑張りまーす。半年間一緒だった漁研生の皆さ

ん仲良くしてくれてありがとうございました。またどこかで会いましょう。 

 

 

漁業研修所 

えさん漁業協同組合 佐藤 光弥 

 

５月から鹿部の漁業研修所で研修が始まり最初は初めての寮生活で慣れないことばっ

かりだった。最初の友達はホーマックニコッとで買ってきたロープとロープワークの教科書、、、 

 一週間が経過し寮の生活にも少し慣れてきたとことだ、その頃から釣り仲間ができはじめ本別港によ

く釣りに行き時には出来澗港にも釣りをしに行った。鹿部は、根魚が豊富でクロソイやアブラコなどよ

く釣れた。おすすめは出来澗港でのナイトロックが面白い。クロソイが爆釣した。 

 ボケーっとしていたら危険物の資格の勉強が始まりその次には玉掛けその次には小型移動式クレー

ンなど漁業研修所では色々な資格が取得できた。今では自分は国家資格三昧です。 

 夏の自家研修では毎年恒例の養殖昆布を手伝ってきた。とても疲れた。 

 後期からは班も変わり心機一転気持ちを入れ替えてスタートしようと思っていたが前期と変わらず

ボケーとしたまま漁業研修所も残すところ２週間のところまできてしまいました。 

 

 

漁業研修所 

八雲町漁業協同組合 安チ谷 俊輔 

 

来た当初は想像以上に田舎でやっちまったと思ったのですが、住めば都の言葉を信

じて、住んでいる内に慣れるだろうと気を奮い立たせました。結局最後まで最寄りのコンビニまで自転

車で３キロの環境には慣れませんでしたが。 

 半年同じ屋根の下で暮らすメンバーは、根っこから陰気な自分とは見るからに正反対な人たちばかり

で、賑やかそうだなぁと思いました。話が会わないだろうとおもっていましたが、案外話してみるとな

んとかなるものですね。まあちゃんと話し始めるまでに一ヶ月以上かかりましたが。 

 試験勉強なんかは、最初ノーベンでもなんとかなるんじゃないかと甘えていましたが、危険物で落ち

る瀬戸際に追い込まれて間違いだとわかり、ちゃんとするようにしました。自ら志した道ではありませ

んが、やるからにはしっかりと、家族の期待や、先への希望を抱えていることにそのときやっとこ自覚

しました。 



 そもそも漁師はやりたくなかったですし、今も正直そんなにですが、とりあえずもう少しは頑張ろう

と思います。 

 

 

寮生活と研修を振り返って 

                      佐呂間漁業協同組合 畑中 克哉 

 

自分がまず、ここに来て不安に感じたのは、友達作り。なかなか自分からはいけず、

苦労した記憶がある。でも、皆話してみたら、話しやすくてすぐに友達も出来た。今振り返ってみると、

とても楽しかったと思う。これからも仲良くなった人を大事にして、付き合いも続けばいいなと思う。 

 次に、研修。始めて和田先生に習った縛りでは、手も足も出ず未だにあの時の事は、覚えている。そ

れでも、あの時できなかった縛りが、今では出来ているから、成長を感じる。あとは、実戦でもこれを

活用出来たら、良いなと思う。 

 次に、恐怖を感じた、でも楽しかった潜水士。なぜ恐怖を感じたかというと、それは溺れるのが怖か

ったから。自分はすぐ「溺れたらどうしよう」などと考える。そのため潜水士の研修を受けている時も、

プールの中で息を止めてしまって、なんどかパニックになってしまった。でも、時間がたつにつれ、慣

れていき泳ぐ楽しさを知れた。 

 他にも、書いたら、まだまだたくさんある。それほどこの研修所では、嫌な事や、楽しかった事など

の思い出がたくさん詰まっている。自分はここにこれてよかったと、最後に感じた。今まで、地元での

世界しか知らなかった自分に新しい世界が広がった。ここに来させてくれた、親にも感謝している。今

度は、ここで学ばせてくれた技術をつかって、精一杯恩を返そうと思う。 

 

 

半年濃すぎたわ。まじ濃厚。 

枝幸漁業協同組合 菅原 海斗 

 

初めまして菅原 海斗です。初めてここに来るとなったときかなり不安でした。知ら

ない人ばかりでした。漁業研修所ではやっていけるのかなと緊張して誰ともしゃべれなかったですが日

に日にしゃべれるようになり 6月くらいには何人かと少しでもしゃべれるようになりました。自分では

最初の 2ヶ月くらいで限界なのではないかなと思ったのですが全然そのようなこともなくとても楽しか

ったです。舎監や教官や事務員の人たちにいろんなことを学び楽しく過ごさせてもらいました。自分は

7月上旬に熱が出て 40度もあったのですが水野教官が夜中に迎えに来てくれて、函館五稜郭救急病院に

連れて行ってもらいました。そのあとかなり楽になりましたありがとうございました。沖実習では、自

分の全然知らない魚などが捕れて知識が深まりよかったです。その後教官や班のみんなと刺身にして食

べました。おいしかったです。色々な実習や講義や座学などもありより知識が深まりました。危険物取

り扱いの試験、玉掛け、クレーン、潜水士、船舶、フォークリフト、無線技士、揚荷装置の試験がとて

も難しく日数もないからとても難しかったです。ですが、無事すべて取得して実家に帰って仕事できる

のがたのしみです。 

 

 

 

 



鹿部漁業研修所のすべて 

               長万部漁業協同組合 田中 公平 

 

5月８日、俺は鹿部の町に来た。 

俺「あ～、ついに始まっちゃったよ。門限はあるし、酒は飲めないし、車はダメだし、マジで監獄じゃ 

ねーかよ。」 

あいつ「いや、そうとも言えないよ。だってお酒は寮ではダメだけど外では飲んでもいいんだよ。それ 

に、半年でこんなにいっぺんに免許を取れるなんてここじゃなきゃできないよー。まっ、俺は 

漁研生でもなければ漁師でもないけどねー。」 

俺「。。。。。。。」 

 

こうして漁業研修所の日々が始まった。 

俺が始めに仲良くなったのは、喫煙する二人の２０歳以上の男達だった。 

 

能登「はじめまして。よろしくです。」 

林 「よろしくーっつって。」 

俺 「まあ、仲良くやんべー。」 

あいつ「そうそう、たばこはオッケーなんだよね。しかも、土日祝日は外泊もオッケーなんだよ。２０ 

歳以上は六人いるし楽しくやっていけるよ。」 

三人「。。。。。。」 

 

３４人の研修所生活がついに始まった。 

始めに潜水士の試験があった。ひとりだけ落ちた。。。 

今年はかなり成績がいいみたいだ。 

 

その中でも群を抜いてすごい班があった。 

「前期２班」 

後にも先にもこの班を超える班はでないだろう。 

班長 俺（最強） 

   とも（自信家） 

   さつき（日本海の虎） 

   佐こうや（恵山の怪力） 

   流一（根室の鬼） 

   だいすけ（爆弾） 

 

特に班長の俺から絶大な信頼を誇る男が、爆弾 だ い す けｴｴｴｴえええええ。だ。 

 

後は想像にお任せします。 

 

始めはホントに嫌だった研修所がいつしか楽しくなった。 

みんなと比べて歳的にも遅い入所だったけど、今年のみんなと過ごして、会えたことを心から感謝しま

す。 

 

俺「みんな半年間ご苦労さん。今度会ったらゆっくり酒飲もうや。」 

 



あいつ「そうだね～半年～」 

俺「いいから」 

あいつ「。。。。。。ばいばい」 

 

             完 

 

 

研修を振り返って 

散布漁業協同組合 林 樹 

 

 5 月 8 日。この日はとても最悪でもあり、とても最高の日だった。なぜならこの日

は俺の誕生日でもあり、入所の日であったから。最初に喫煙所で出会ったのが田中公平と能登由貴でこ

の時に俺たちはタメ語でいいと言われてとても助かったのを覚えている。その後他の班の班長たちと飲

みにいって笑ったのがとても印象的で今でも覚えている。なぜかそこから飲み会では俺が最初に歌うの

かが不思議でたまらなかったｗ。最初の飲み会からすごく班長達と仲良くなったので研修が終わっても

連絡を取り合って行きたいと思います。資格では危険物乙四以外取得したけど全部取ってから危険物取

っときゃ良かったって後悔した。取りに行けたら行こうと思いますまあたぶん取りに行かないと思うけ

どｗ 

 授業では結構楽で楽しい事もあったけど、網修理やロープワークはメチャクチャ大変で少し心が折れ

かかった・・・まあためになることだったから良かったけどもう網修理はやりたくないｗ 

この研修では色々な事があったけど、この年で来れたのがとても良かったと思う。研修終わっても飲

みにいこうぜぇ～ｗｗｗｂｙりんじゅ 

 

 

半年を振り返って 

長万部漁業協同組合 田畑 郭大 

 

初めて漁研に来たときはヤンキーみたいな人がたくさんいると思いました。いざ漁研

に来てみると明るくてノリのいい人ばかりでした。 

５月から研修が始まって一班になりました。最初の１週間漁家さんで手伝いをしました。１班で行動す

るのが初めて沖実習をしたときは班の人とまったく話をしてなくて正直楽しくありませんでした。沖実

習をしている内に班の人たちと話をするようになりました。 

実際に研修が始まってからは新鮮な体験の連続でした。自分の知らない仕事、海のこと、天気のこと、

ロープのことまで驚くことでいっぱいでした。漁家研修では、実家とは違う仕事の仕方、その地域の環

境によって工夫された仕事を見ることができ、何より私自身親についてまわっていたので、他人に使わ

れるという経験はとても貴重なものだったと思います。 

この研修所で学んだこと、体験したこと、それらの自分が手に入れたものを仕事に生かして立派な漁師

になれるようにがんばります。 

 

 

 

 

 

 



半年間の監獄生活 

                     広尾漁業協同組合 石澤 祐弥 

 

 最初、漁業研修所に来る前は、来ることがとても憂鬱だった。先輩からは、「監獄」

と聞いていたから来たくなかった。 

 来てみると予想は的中。コンビニまでは遠いわ、ハエは沢山いるわ、どこもかしこも臭いわで、さす

が監獄。と思った。 

 でも監獄にもすぐに慣れた。だんだんと授業にも慣れて、実習も楽しかった。週末になれば函館に遊

びに行った。前期の終わりには外でバーベキューをした。 

 遊びながらも資格はしっかりと取ることが出来た。漁研の授業はやるときはやる、というスタイルだ

からとても取り組みやすかった。 

 ここに来て思ったのは、水産高校に行くという手段もあるが、水産高校より漁研に来た方が絶対楽し

いと思う。短期間で資格が取得出来るのもメリットだし、なにより思い出が沢山出来る。「監獄」と呼ば

れていて、最初は乗り気じゃなかったけど、気づいたらもう修了式まで半月を切っていた。 

 半年間という短い間で、沢山のことを学ぶことが出来た。資格も取れた。思い出も出来た。これから

は一人前の漁師を目指して頑張りたい。 

 お世話になった皆さん、ありがとうございました。 

 

 

漁研を振り返って 

日高中央漁業協同組合  清水畑 秀斗 

 

最初に鹿部に来たとき、「何にもない町だなー。」と思っていました。漁研に入所して

から一週間くらいは、友達もできずにいました。しかし友達ができてからは、何もない町でも友達がい

ればとても楽しいのだな。と思いました。 

漁研にきて一番苦労したのは勉強です。最初の危険物の試験では落ちてしまい、このままでは全部落

ちてしまうと思い、そのあとからは合格できるようにきちんと勉強しました。 

そうして危険物のあとの試験ではすべて合格して資格を取ることができました。 

漁研で一番身に着いたことは、ロープワークです。特に、サツマの入れ方が一法～四法まであるなん

て知らなかったので、教えてもらえてすごく良かったです。 

漁研での一番の思い出は、漁研で過ごした毎日です。漁研に来てからの一日一日が、とても楽しかった

ので、俺にとってはそれが一番の思い出です。 

漁研で教えてもらったことは、これからの仕事でどんどん使っていくものです。なので、教えてもらっ

たことをないがしろにしないでいきたいです。そして立派な漁師になりたいです。 

 

 

研修生活について 

日高中央漁業協同組合 髙橋 慈英 

 

 漁業研修所では半年の間研修をして、様々なことを学ぶことができました。研修生活

が始まってすぐに漁家研修があり、初めて会った人とペアを組んでいくのにはかなり気を遣ったので疲

れました。漁家研修が終わってからすぐに沖実習があり、１日目は同じ班の人たちと全然話ができなく

て、ただただ辛かったです。２日目からは同じ班の田畑君と仲良くなることができたので、楽しく過ご



すことができました。研修所に来て始めて取得した資格は危険物でした。一週間しか期間がなく、取得

できるか不安でしたがなんとか乙４を取得できたのでよかったです。寮生活では毎晩トランプをして楽

しく過ごしたり、みんなで週末は遊びに行ったりしました。 

 後期は班が変わりました。６班は毎朝起こしにきてくれる宮澤永遠君、水野教官の５００円をすべて

使った榎竜一君、晩ご飯の時にいつも寝坊する岩田陵雅君、ノットボードの時にいつも攻められる海老

名亮太君という楽しいメンバーで後期を過ごせたのでよかったです。 

 

 

漁研での生活 

広尾漁業協同組合 岩田 陵雅 

 

 漁研での半年間はあっという間でした。漁研に来る前の印象は刑務所みたいなきっ

ちりしたところでオラオラ系な人ばっかりだと思っていました。しかし実際来てみれば甘々のゆるゆる

で面白い人や何でこんな人が、、、って人ばっかりでした。漁研に入所して３日間お互い名前を知らない

で生活はなかなかきつかったですがすぐに話せるようになって家にいるより楽しい生活を送ることが

できました。 

漁研に来て一番きつかったのは船酔いだけだと思います。 

資格については、試験勉強なんてしないでパチンコとゲームばっかりやってても試験に受かるくらいわ

かりやすい講義で勉強なんて必要ありませんでした。 

ロープワークはなかなか覚えられなく後期のノットボードの時はなかなか苦労しました。 

寮の生活では、自分の家の漁業以外の漁業についての話を聞いてこんな漁業もあるんだなと勉強になり

ました。北海道の沿岸部から一カ所集まることなんてなかなか難しいと思いますがまたみんなで集まれ

たらいいな～と思います。 

半年間、教官や船長、舎監や食堂の村田さん方には大変お世話になりました。 

地元に帰って漁研で習ったことを生かして頑張っていきたいと思います。 

 

 

鹿部の監獄 

昆布森漁業協同組合 宮澤 永遠 

 

 この約半年間過ごしてみて思ったことは、漁研なまら楽しい！！ 

来る前は「監獄」やらなんやら色々な悪評？を前に漁硏に来てた人達に聞いていたから、正直気乗りし

なかった。 

けど、そんなことはなく笑いの絶えない楽しい日々だった。 

ひとつ不満を言うとするなら、ご飯の味付けが濃い。濃すぎて血圧上がりそう。 

それと風呂が汚い。毎日お湯取り替えた方がいいと思う。 

それと虫が多い。特に蛾。マジで虫ムリ。殺虫剤一部屋に１０本くらい置いといて欲しい。 

それとトイレ。すべてのトイレ、洋式にするべき。朝のトイレの混みよう半端ない。 

それと部屋の掃除機、ダイソンにすべき。今あるやつあんま仕えない 

不満ばっかり言っても言い切れないので良いこと言っておく。 

漁研の良いとこはみんな仲が良く面白いやつが集まる事かな？ 

最後に本 K 教官について。 

スピード出しすぎて警察に捕まらないように気をつけて運転してね。 

これ以上は書くことがないので終わり。 



漁研生活 

えさん漁業協同組合 榎 竜一 

 

５月始まってすぐ入所して今もう１０月中旬。半年間あっとゆうまでした。前期は３

班の対馬雅也君が人見知りな自分に優しく接してくれてとてもありがたかったです。部屋でテレビを見

せてくれたり、資格勉強の時は夜遅くまで勉強を教えてくれて、おかげで、危険物乙４、潜水士、玉か

け、移動式クレーン全部採ることが出来ました。ほんと感謝です。 

漁研ではロープワークや結び、包丁研ぎ、沖実習では実際に船で沖に行きつぶ篭、タコ箱、刺し網、家

では出来ない体験が出来ました。３班６人で流した汗は一生忘れません。 

後期は船舶、海上無線、食品衛生、フォークリフト、揚貨装置、全部採ることが出来ました。それは海

老名君が一生懸命教えてくれたからです。とてもイケメンでした。班のリーダーだったから教えてくれ

たのかなと思います。 

最後に半年間支えてくれた教官方、舎監と寮母、掃除の人、食堂の人、船長、秋田さん山崎さん、短い

間でしたがありがとうございました。 

 

 

漁研の半年間 

枝幸漁業協同組合 海老名 亮多 

 

ここ鹿部に来て、半年が経とうとしている。初めの頃は人間関係も資格も心配だらけ

でしたが、全然楽しい人ばかりで最高に楽しかった！でも、資格に関しては、危険物乙四を落としてし

まいました…あんまり気にしてません！鹿部はなにもないとこだけど、僕の地元より函館と札幌が近い

ので良いとこですね！結構バカンスできました。やはり、１番の思いでは、昆布館見学の時、アイスク

リームを三個ほど食べたことです。すっごく美味しかった。けど、その晩は、おなかの痛みに襲われま

した。美味しかったから OK！ 

半年間漁研にいて不満があった！まず、車の免許あるのに自転車で移動しないといけないこと。セイコ

マ、ローソン、セブンがあるのに行くまでの距離が遠いい！以上。 

最後に職員{所長、漁研の花（女性の方々）}・教官・舎監さん・イケメンで優しい本家教官。いままで

半年間ありがとうございました！すごく楽しかったです！そして、漁研生のみんな！卒研しても、また

会って会いましょうー！それじゃ！ 
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