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漁業研修所生活を終えて 

野付漁業協同組合 平賀 庄太 

  

漁業研修所に入所して全てにおいてすごく大変でした。最初は年齢も

皆よりいってるので友だち出来るかなと思っていましたが、なんとかな

りました。楽しかったことは、前期教育中の野球の大会はとても楽しか

ったです。私が一番苦労したのは勉強で、高校卒業以来勉強とは無縁で

約十一年間勉強をしてこなかった人が大丈夫かなと思っていましたが

各種様々な免許を取得することが出来ました。人生こんなに勉強したのは初めてです。一番

辛かったことは、自転車生活です。ローソンまでの往復８キロは地獄です。競輪選手並の筋

肉になったとおもいます。もう自転車には乗りたくないです。 

 気づけばもう半年間の漁業研修所の生活長いようで短い期間色々とありましたが、とて

も楽しかったです。人生の勉強になりました。 

しかし、卒業してからが勝負なので初心を忘れることなく一生懸命頑張りたいと思います。 

研修所の仲間や教官方々本当にありがとうございました。 

 

半年間の研修生活を終えて 

長万部漁業協同組合 沼田 陸 

 

研修生活は、楽しいことや、大変なことなど数多くの事がありました。 

研修所に来てすぐに漁家研修や危険物の勉強があり、鹿部の漁師の人た

ちにお世話になったり、寮でみんなと夜遅くまで勉強したのがよく印象

に残っています。危険物の試験が終わると授業で川に遊びに行ったり、草

刈りしたり、潜水でプールに潜ったり授業を通していろんな人たちと話

す機会も増えました。後期に入り玉かけやフォークリフトの講習がありました。暑い中みん

なでよく乗り切ったと思います。それからすぐに一級小型船舶の試験勉強が始まり、毎日渡

島の皆で復習したり、教えあったりしていました。船舶の試験が終わってからは、皆で海に

泳ぎに行って飛び込みしたりサッカーしたり毎日、楽しかったです。夜遅くに部屋に集まっ

て馬鹿騒ぎして舎監に注意されたりラウンジで漁のことについて話したことも良い思い出

になりました。ここを卒業すると道南以外の人たちとは会う機会が減ってしまうので少し

寂しい感じがします。 

研修所を卒業してからはここで学んだ結びなどを活かして毎日精一杯がんばりたいとお

もいます。鹿部町の人たちや教官、船長、舎監さんたちにはお世話になりました。ありがと

うございました。 
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忘れられない経験 

                  新星マリン漁業協同組合 岸良 将平 

 

今後漁師としてやって行くため、刑務所と呼ばれる漁業研修所にやっ

てきた。最初は「資格だけ取れば良いかな」と思っていたけど、折角だ

から色々な経験したいと思って総合研修の方に来た。来たのは良いが最

初は周りが１８歳と若く、自分と歳が離れていてなじめなかったが、最

初のロープワークの時に声をかけてくれたのは、班長のひろさんだった。

それからは話をするようになってあの時は嬉しかったなー。資格の方では最初は危険物を

やったが勉強しても、なかなか頭に入ってこないで「あ、これ無理だわ」と思っていたけど、

「やるからには、やれるだけやってみよう」と勉強を続けたらなんとか受かった。潜水士は

スラスラ頭に入ってきて楽勝だったな。後、前期で一番めんどくさかったのはまあ後期もだ

けど網仕立てかな、やってみたけど自分には網は合わないな、うん。後期に入ってからは庄

太君と一緒の班になって「やることがわやでおもしろい人だなー一緒の班で良かったなー」

と思った。会長とは、札幌の試験で見かけた時からなんか気になる人だな、と思っていてフ

ォークリフトの時に仲良くなって、ある趣味で気が合って俺の目に狂いはなかったな。船舶

の方は庄太君と知輝と勉強して受かった、受かったのは二人のおかげだ、ありがとう。まあ、

なんだかんだ言って後期は河井教官も言ってたけど終わるの早いなー。でもやっぱここに

来て良かった、 色々な人に出会えて仲間もできたし、色んな経験ができて資格も全部一発

で取れたのは、サポートしてくれた教官や船長、舎監さん、食堂の方達のおかげです、本当

にありがとうございました！！漁師は危険な仕事です、気を引き締めて安全操業で生きて

またいつかどこかで会いましょう！！ 

 

研修期間を振り返って 

雄武漁業協同組合 佐野 詠児 

 

 研修所に来るまでは、正直来たくありませんでした。周りの人から食事

が美味しくない、虫が多い、規則が多くて厳しいなどあまり良くない話ば

かし聞いていたからです。ですが研修所に来てみるといやなイメージはす

ぐになくなりました。食事は普通に美味しいし、規則はそんなに厳しくな

かったからです。でも虫が多いのは結構しんどかったですｗ。虫嫌いとし

ては寮の部屋に窓を開けてないのに虫が入ってきた日の夜は全然寝られませんでした。 

 研修の面で前期は資格試験よりも知識を増やす講義や実習が多かった気がします。講義

はとても眠かったが教官方の話が面白くて寝ることなく受けることが出来ました。実習は、

ロープワークと網修理は少し経験していたので困ることなく終える事が出来ました。沖実

習はいろんな漁を経験できてとても良かったです。後期は、資格試験や講習が多かったです。
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講習の度に外部講師が来ていたが、ほとんどがテキストを読んでいるだけの授業で時間の

無駄でしかなかったです。もう少し試験に出る可能性が多い所を重点的にやる授業がして

ほしかったです。自習をしてなかったら試験に受かってなかったと思います。 

 半年という短い間でしたが、良き友人を作ることができ、卒業後に漁師としてやっていく

ための経験をたくさん積むことが出来たのでとても有意義な半年間でした。 

 

半年間の漁研生活 

南かやべ漁業協同組合 千田 航生 

 

私は、将来的に地元の潜水会社に就職して一人前の潜水士になるために

鹿部にある漁業研修所に来ました。漁業研修所は、半年間でたくさんの資

格を取れるという話を聞いていたので、一日一日の勉強内容や講習の内容

が濃くて大変なのはある程度予想がついていました。（笑）５月に漁研に

入所して間もなく、鹿部のホタテの養殖の耳吊り作業を漁家研修として行

きました。私は、木村力さんのところに行きました。私はホタテ養殖をやったことがないの

で、段取りが全くわからず、１からのスタートなので木村さんに沖での作業の仕方などたく

さん細かい所まで教えてもらいました。最初は誰よりも動いて仕事の速さも負けたくない

と思い、全力で動いていたのですが、たくさん経験していて作業に慣れている人たちには勝

てなくてすごく悔しかったです。この４日間の研修で仕事の厳しさを学びました。漁家研修

も終わり、危険物の試験がありました。この半年間で危険物の試験勉強が一番辛かったです。 

しかし、この半年間厳しいことや辛いことだけではありませんでした。野球大会にみんな

で参加したり、海に入りに行ったり、チャリで漁港回ったり、たくさん楽しい事がありまし

た。そして、他の地域の漁研生の漁の仕方だとか、ロープの結び方とか、沖実習を通して効

率の良い仕事の仕方など、自分にとってメリットとなるものをたくさん学びました。この研

修期間で学んだことを活かし地元に帰って一人前の潜水士になり、協力してくれた家族に

恩返しをしたいと思っています。 

 

漁研での生活を振り返って 

昆布森漁業協同組合 菊地 海斗 

 

最初に漁研に来たときは知り合いもいなく、網やロープの結びなども分

からないことばかりだったので本当にここで半年間やっていけるのかす

ごく心配でした。だけど意外と早く友達ができて漁研での生活は楽しくな

ってきました。平日は毎日友達の部屋に行ってテレビみに行ったり、ゲー

ムしたり、なにもしなかったりと騒がしかったです。なぜか英語の勉強し

てる人がいたりと変な人もいました。休みの日は釣りに行ってチカを釣ったり、パチンコに
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行ったり、札幌函館に行って遊んだりと今思えばけっこう楽しかったです。資格の勉強は今

までで一番勉強したと思います。特に一級船舶の勉強は食堂で夜遅くまでやってきつかっ

たけど受かったので良かったです。沖実習やロープワークでは船長からいろいろなことを

学べたので本当に感謝しています。教官方からは漁業の知識を教えてもらったり、舎監さん

には生活を助けてもらったりとお世話になりました。寮のごはんも毎日おいしかったです。

なんだかんだここでの生活は楽しかったです。また機会があったらみんなで会いたいで

す！ 

 

総合研修をおえて 

えりも漁業協同組合 金沢 晃汰 

  

私がここの研修所に入所したのは、５月８日のことである。当時私は何

も分からないまま４６人の仲間たちと約半年間を過ごすこととなった。当

時の私はうまくやっていけるか心配でした、ですがロープワークや沖実習

をこなしていく中で教えたり教えてもらうことが多く、そのうちに自然と

打ち解け、気づいたら友達がたくさんできていました。今ではほとんどの

人と仲が良く毎日充実しています。特に今はひだか漁協の鈴木雅稀くんと紋別漁協の畠山

勇志くんと毎日のようにバカをやっています。休日は仲の良い人たちで函館に観光をしに

行ったり札幌に遊びに行ったりしました。私は漁研にきて人間関係やロープワークのやり

方やたくさんの資格や免許を得ることができました 。最初は順調にいくか心配でしたが今

になって振り返ると、何もかもうまくいって何も苦労したことがなかった気がします。また

漁家研修で行った漁家さんとも仲良くなりホタテを送ってもらったりもしました。私は漁

研にきて本当に良かったと思いました。 

 

漁研の思い出 

ひだか漁業協同組合 鈴木 雅稀 

 

5 月 8 日、私は、漁師の息子でしたが何も分からず研修所に来ました。

４６人の人達がいて過去でも多い方だと聞きました。やっていけるか不

安でした。最初はまともにロープの結び方も分からず挫折を繰り返す毎

日でした。やめたくなる時が何回もありました。でも、周りの友達が親切

に教えてくれました。そのおかげで少しずつ覚えてきましたとても嬉し

かったです。でも沖に行くと焦りが出てしまって全く出来ませんでした。部屋で反復練習を

しました。たくさんの結びを覚えることが出来て良かったです。 

免許取得では、１つ落としてしまいましたが後は受かることが出来ました。友達が一緒に勉

強してくれたおかげです感謝しています。一番苦労したのは小型船舶一級です。過去一勉強
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したと思います。とても嬉しかったです。寮生活では、あまり人と話すのが得意では無かっ

たのですが何人かは友達を作ることができました。その人達と毎日ワイワイ楽しく過ごす

ことができました。特に、えりも漁協の金沢晃汰くんと紋別漁協の畠山勇志くんと私の部屋

でワイワイしていました。たまに苦情が入るぐらい騒ぎました。勇志くんと晃汰くんのやり

取りは見てて面白いので好きでした。この二人がいてくれたおかげで楽しかったです。これ

から会えないのがとても寂しいです。年に一回は会いたいです。休みの日は仲のいい人で観

光に行ったりしました。とてもいい思い出になっています。これから会えないのは寂しいで

すが漁研を卒業した後も付き合っていきたいです。なんだかんだとても楽しい漁研生活で

した。 

 

ただ、、、 

 紋別漁業協同組合 高橋 広康 

 

「未来は変えられないが、過去は変えられる。」ネガティブな過去が

あっても、語る場でポジティブに変換すれば大きく変わるという表現で

ある。ただこの言葉が好きなので、はじめに書いただけである。 

話は変わる。面接時の対話で、自分らしさを捨て、何もしないよう、

誰にも頼らせないよう、ここでの過ごし方を決めた。若い子達がメイン

の場である。人のことを考えているふりして、自分のことしか考えていない大人を見せる事

はしたくはなかった。ただ時を進めただけであった。学ぶべき事は学んだ、ただこの半年間

は大人の夏休みのような感覚であった。ただ肌荒れが酷い、社会生活でもこれは味わってい

ない事であった。ここを出てからの生活が全てである、ここで得た漁業体験は、次の自分作

りの大きな一歩ではある。その他なんの達成感もない。ただ両親のために地元へ戻った、家

業を継ぐと決意したのがちょうど１年前。昨日までの別事業種での経験は、船上では生かさ

れない。明日以降は自分が守っていかなければならないモノの為に、たくましく生きていか

なければならない。この年になっても新たなワクワク感を持てる自分を大切にしたい。 

ただ最後に。お世話になった方々には感謝致します。 

 

ローソン 

枝幸漁業協同組合 戸田 朝日 

 

まず最寄りのローソンまで５km 弱ってどういうこと？往復で１０

km あるやん…移動手段はチャリ。毎日こいでたから半年で１０００

km 近くチャリに乗りました太ももが現役でサッカーやってたときよ

りも太くなりましたスーツが入らなくなったら母さんに怒られます。 

文集見るかわからないけどここで謝っておきますごめんなさい。 
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鹿部町はわかっていたけど何もありません。わかってたけど。そんな何もない町でどう楽

しむかを考えたとき田舎でしかできないことをしよう。そう昆虫採取にたどり着きました。

毎週土日に同郷の新田健臣龍(ケンシロウ)と鹿部公園の奥の林のゲキ熱スポットに通って

ました。前期だけで１００匹以上はクワガタが取れたので満足満足。前期は昆虫採取に明け

暮れてたので前期の思いでは以上です。 

後期は試験試験試験で、きがつくともう修了式でした。いやー早かった。 

まとまらないけど無理矢理まとめると色々楽しいこといやなことあったけどこの２３期の

代でよかったです。すごいキャラの濃いメンツが毎日の研修所生活も濃くしてくれて楽し

く過ごすことができました、ありがとう。卒業すると渡島方面の人たちには会える機会が減

るけど呼んだら行くし是非枝幸にも遊びに来るのまってます。 

それと前期からお世話になったキーチマン(彦根喜一)と室本甲斐には感謝ですありがと

う。多分卒業しても会うことがあると思うからまたよろしくね。 

追伸、ゆうた遊びに行くね、がいがいにはとくにない、杉山元気でな、龍希マグロ待って

る、かっけイカ食べたい、たいちばーちゃんによろしく。 

 

半年の漁研生活を振り返って      

佐呂間漁業協同組合 中山 海風 

 

電波悪いしコンビニ遠いし何もないしめっちゃ暇じゃん。これが後６

ヶ月続くとか辛いな、、、と思いながら過ごしていた半年がいつの間にか

終わろうとしていました。入所はじめ、友達も大して出来ないだろうな

と思っていました。なぜならいつも一緒にいるメンバーが決まっていた

ので。でもそんなことはなくいつの間にかみんなと話すようになったり、

話しかけられたりして徐々にみんなと仲良くなっていきました。それからはみんなで部屋

に集まって遊んだりして楽しい時間を過ごすことが出来ました。辛いことを挙げるとすれ

ば試験が辛かったです。危険物、船舶は特に一番勉強したと思います。危険物は部屋で夜中

まで過去問を解いてひたすら勉強していました。やるまでがダルかったけどやってしまえ

ば楽でした。船舶も夜中まで過去問を解いたりワークをやっていました。試験前日、食堂で

夜中の２時までみんなで猛勉強していました。もちろん部屋でも。そして各自部屋に戻ると

き僕たちは誓いました。「朝４時に起きて食堂で最後に勉強しよう」と。でも起きてやって

いたのは１人だけでした。その他みんなはしっかり朝の起床時間まで寝てました。ま、この

あとどうなったかはご想像にお任せします。何もないところでも半年近く住んでいれば慣

れてきます。前期の頃には想像も出来ないくらい楽しい半年間になりました。「住めば都」

とはまさにこのこと。（言ってみたかっただけ笑）前期の班長、後期の班長たちはすごく優

しくてとても良い班長でした。班長（炭谷さん）はたくさん話しかけてくれてかまってくれ、

すぐに打ち解けられました。ラウンジで指笛の練習をしていたのを懐かしく思います笑 
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そんな班長に敬意を込めて、敬礼！ 

そして後期の班長高橋さんは面白い人でした。サッカー上手いし。親身になって僕の話を

聞いてくれてアドバイスをくれたり励ましてくれたり、本当に感謝しています。優しい班長

でした！ 

みんな！班長！半年間あ～りがとうっ！！ 

 

研修所での生活 

沙留漁業協同組合 松本 渚央 

 

 鹿部町は今まで聞いたことがなく、最初に来たときはコンビニが研修所

から遠くうまくやっていけるか不安しかありませんでした。１、２週間位

たつと班の人達と話すようになってきてそこから楽しく過ごすきっかけ

が出来ました。それから班で毎日のようにコンビニ通い Wi-Fi で通信制限

を回避するような日が続きましたがなんだかんだ楽しかったです。海で泳

ごうと誘われ自分は初めて海で泳ぎましたが新鮮な感覚でした。試験日が近くなってくる

と集まって勉強をすることもあって乗り越えることができ、今現地点では資格を全部取る

ことが出来て嬉しいです。ですが、船舶の試験日近くにモンハンの発売があり、資格が危な

くなってしまったのが心残りです。休みの日は、バスケ好きな友達とバスケをすることや、

皆で函館に行きポケモン go 兼観光をしに行くこともあり疲れはしますが中々良かったです。 

 自分は人見知りでしたが、優しい人が多く半年はあっという間に終わりそうです。ありが

とうございました。 

 

ハッピーセット 

歯舞漁業協同組合  山﨑 巧実 

 

入所した数日後に、今は大親友と言える友ができた。 

それが、森山竜伍、似鳥司葵、白取卓真。のちにハッピーセットと呼ばれ

る３人だ。コンビニ行くのも風呂入るのもいつも一緒だった。入所してま

もないのに函館行って遊んだのも良い思い出。こいつらがいてくれたおか

げでぎょけん生活を頑張れたといっても過言ではないくらいだ。何でも話

せる良い友達ができた。あのラウンジのことは一生忘れないよ。ほんとにありがとう。愛し

てる。 

先輩方にもすごくかわいがってくれて特に、ふうがさん、優太、おださん、長谷川さん、

平賀さんほんとに色々迷惑をかけました。すごく優しくてずっと大好きです。色々ありすぎ

てなにを書けば良いのかわかんないけど一つ一つが俺の宝物です。 

最後に、４７人全員で修了できることが嬉しいです。今まで俺に携わってきた人達、こん
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な素敵な場所に連れてきてくれた親方さんに感謝しかありません。恩返しができるように

立派な漁師になるよう精進していきます。 

 

楽しかった半年間 

長万部漁業協同組合 𠮷野 寛壱 

 

５月８日にここに入所した。ここに来る前は、不安しかなかった。だけ

どすぐ渡島組の人たちとも仲良くなり。基本渡島組で行動していた。千田

航生・加我圭吾・福田太智・沼田陸の四人だった。 

研修で１番楽しかったのは沖だった。みんなで結びもたくさん覚えたし、

たくさん練習したし、それもものすごくいい思い出になった。家でやらな

い仕事をたくさん経験できて勉強になった。前期の途中から、筋トレを始め体がデカくなり

Ｔシャツがピチピチになり少しやりすぎました。 

後期が始まり資格のなかで一番大事な船舶の試験が迫ってきました。今までの中で一番

勉強しました。一応受かり一安心していると、もう卒業になりちょっぴり悲しい気持ちです。

ここには、もういたくないけど、この四人とはまだいたかったです。なぜなら千田航生がと

てつもなく面白くはんぱなかった。（はは）枝幸のアキアジもすごくおいしかった、朝日あ

りがとう。 

あと、ハーフの彼女ができてよかった。とにかく毎日が最高だった。ここを卒業してもこ

の四人で騒ぎちらかしたいです。 

 

何もかも新しかった漁研の世界 

落石漁業協同組合 杉山 玲雄 

 

５月が終わり、僕は鹿部研修所に来ました。知らない人ばかりで周りの

人ともうまく話せるか不安でした。Wi-fi はない、コンビニは遠い、来た

ことも見たこともない町、半年間という期間、様々な問題になるのではな

いかと心配でたまりませんでした。しかし、ここの生活は予想と違って、

とても充実していました。未知の町だろうが住めば都、半年間も周りの研

修生の人達との交流も長い時間を過ごしているうちにあっという間に過ぎたように感じま

す。 

前期の３班は個性的な人がいっぱいでした。人生が変わるキッカケの人である喜一さ

ん、手裏剣を投げられるのをかっこいいと僕が思っていた長谷川さん、よく音楽を聴いて

た航生くん、その航生くんとよく話してた太智くん、おとなしい印象が強かった烈くん、

昆虫に詳しい健、いつもしょうもないと周りから言われてばかりのたけしと個性が光る研

修生の人達でした。 
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後期に入るとすっかり生活に馴染んで周りの研修生のみんなに自分から話しに行くこと

も多くなりました。よく色んなことを気軽に語り合える友達や先輩にも恵まれました。僕は

２班になりましたがこの班の人も色々とすごかったです。明るい高橋さん、いつも元気で色

んなことを語り合えてたけど様々な作業を素早くこなしたりしていてエリ－トの風格がす

ごかった戸田くん、たくさんの事に挑戦したり周りの人とよく話していた吉野くん、よく２

班の人を誘って一緒にいることが多いように感じた健太くん、その健太くんにたいてい誘

われる対象になっていたような気がする海風くん、今まで思っていた３年半のキラキラし

ていたイメ－ジがたった２ヶ月過ごしただけで１８０度も変わった巧実くん、「お－」と周

りから言われている印象が強かった渚央くんと明るいイメ－ジが強めだった班でした。他

にも沢山の研修生の方々と仲良く過ごすことができました。実に素晴らしい生活を過ごせ

たって胸を張って言えるほど楽しかったです。（前者の２つの問題は解決できませんでした。

こなくそ。） 

こんな生活を過ごして僕は感じました。 

「ここの生活は、今までの人生のなかで一番楽しいなぁ。」おそらくこれからの生活を生き

てゆくなかで間違いなく一番の思い出になることでしょう。教官の方々や船長さんに色々

学んだこともたくさんの話を聞けて楽しかったです。充実した生活のなかで失敗などもし

ました。自分はマイペ－スの癖を直せずにのろまな行動ばかりでたくさんの方に迷惑をか

けました。この件は誠に申し訳ありませんでした。今後はテキパキするよう精進します。 

とたくさんの思い出が作られました。みんなで笑い合ったり学んだりしたのがどれほど楽

しかったことか… 

 

半年間を振り返って 

歯舞漁業協同組合 佐藤 健太 

 

まず始めにここに来て思ったことは、なんもないとこだなーって思っ

ちゃたし友達はできるかなーとか、資格は取れるかなーとか不安でした

（笑）まぁそれでも頑張らないとなーって思いました。まぁ危険物以外

はとれたのかな？多分 

漁研に来て何日か経って友達はできましたー。元２班のメンバーの皆さ

ん！ありがとうございました！！その中でも、班長の平賀さん、小田さんには本当に良くし

てもらったと思います。平賀さんには良くしごいてもらい楽しかった？のかな（笑）でも平

賀さんには、夏休み？期間には根室に遊びに来てくれていろんなものを奢ってくれてあり

がとうございました！また来てくださいね？ 

次は小田さん！小田さんは、とにかくやさしいーーー（笑）のみもんとか買ってくれる

し！網仕立ての時には小田さんがいてくれて本当に良かったです！平賀さん、小田さんに

は感謝しかないです。後期の班の皆さんもありがとうございました（笑） 
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あと、僕の中でなんかいっつも一緒？にいるなーって奴は坂原お猿さんかな（笑）この子

はいい子だよ？面白いし、猿だし顔が（笑）最後の土日みんなで函館行くからいっぱいはし

ゃごーねー？（笑）漁研でかかわった皆さんどうもありがとうございました。 

とても楽しかったです！ 

 

「残すは 2 週間」 

雄武漁業協同組合 田中 航平 

 

 この漁業研修所生活もあと 2 週間余り、現在私は卒業アルバム用の文

集を作成しています。昨日で資格試験は終了し、海友祭と少しの講義に

なりました。 

 この生活の初日、班長・副班長会議が行われ海友会の会長を決める時

「うちの班長！会長に良いと思います！！！」開口一番この一言に面食

らったのを覚えています。会長は班長の中から選出されるため、面接の時に合格したいとい

う思いで「班長やります！」と言った自分を後悔しました。 

 しかし、後悔や初めての寮生活の不安も当初だけで、おもしろい人達に囲まれた充実した

毎日を送ることが出来ました。試験のため一緒に勉強したり、「会長！土日、函館行くよ！」、

「たなちゃん、明日遊びに行かない？」いつもこうやって誘ってくれる人が出来ただけでこ

の漁業研修所に来た甲斐がありました。 

 残すは 2 週間。ここでの出会いを大切に悔いが残らないように残り少ない生活を楽しん

でいきます。本当にありがとうございました。 

 

漁業研修所での半年間 

松前さくら漁業協同組合 吉田 龍希 

  

北海道立鹿部漁業研修所で半年間色々なことを学びました。漁家研修

では初めてホタテの耳吊りを体験させてもらいました。沖実習では刺し

網、タコ箱、ツブ籠など僕が、体験したことのない漁法ばかりで楽しかっ

たです。資格も危険物、フォークリフト、1 級小型船舶、海上無線などの

資格を全て取ることができて良かったです。最初は来るのが嫌だったけ

ど、誰かの部屋に集まってゲームしたり、分からないロープワークを教えてもらったりしま

した。 

これからは、漁研で学んだ技術はもちろん、魚種の生態なども利用して行きたいと思いま

す。浜に戻ったら早く一人前のダイバー、漁師になれるように頑張りたいです。北海道各地

の名産品を食べて、順調に太って行く予定なので美味しい魚介待ってます。GW には、松前

町の桜が見頃なので是非遊びに来てください。夏にはマグロ祭りもやってます。 
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 半年間と短い時間でしたがありがとうございました。 

 

刑務所での半年間 

枝幸漁業協同組合 新田 健臣龍 

 

５月から入所してまず思ったのが、寮には監視カメラがついてるし、飯

の時には放送で呼ばれるし、ちょっとしたことですごい怒られるから少

年院か刑務所かよって感じでした。 

コンビニまで自転車でいくのも結構遠くてだるかったです。駅もひどい

坂道を上ったところにあったので、鹿部町は色々と謎でした。不便すぎで

す。でも、自然だけは豊かでした。 

始まってすぐに、漁家研修がありました。そこの漁家さんはすごく優しくて面白くて、研

修の間は笑いが絶えませんでした。ご飯ごちそうしてもらったりと、色々お世話になりまし

た。ありがとうございます。週末になるとあまり寮にはいませんでした。なぜなら、函館に

はカブトムシ・クワガタの専門店があるので、２，３週間に一回くらいのペースでみんなと

一緒に行ってました。おかげで、部屋でクワガタ飼うことができて刑務所生活も少しだけ楽

しかったです。 

 7 月になって朝日やレイヤと町内で昆虫採集に行きました。面白いくらい獲れるので、毎

週獲りに行っていました。虫取り楽しすぎて、漁研に何しにきたか自分でもわからなくなり

ました（笑） 

9 月には晃汰や浅野と鹿部公園に釣りにいきました。綺麗な魚をたくさん釣ることができて

楽しかったです。僕は鹿部町の自然を満喫することができました。 

 大事な人間関係では、渡島のみんなや彦根喜一、タケシなど面白い仲間がたくさんできま

した。またそのうち会いたいな。 

 一番肝心な免許、資格はしっかり全部とりました。 

 みんな半年間おつかれ 

 

あっという間の半年間 

別海漁業協同組合 倉澤 太誓 

 

最初は早く帰りたいと思っていたこの漁研での生活も、気づけば残り二

週間。ほんの二週間で、この生活が終わると思うと少し寂しい気もします。

入所当時は本当に不安しかなくて、同じ地域の顔見知りも全然いないし、

人生初の寮生活だし、ちゃんと半年を終えることが出来たら奇跡だと考え

ていました。しかし、僕が的場浩二に似ているからと『こーじ』という愛称

をくれた喜一さんや甲斐さん。そして僕の前期の班である２班の班長の平賀さんや、副班長
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の小田さんらのおかげでとても楽しく生活できました。２班は本当にみんな仲良くて毎日

が楽しかったです。平賀さんの自衛隊式のトレーニングのおかげで筋肉も付きました。班長、

副班長には僕の寝坊のせいでたくさん迷惑もかけてしまいましたが、僕は最初が２班でほ

んとによかったです。また、同じ２班ではないけど、巧実は前期も後期も変わらず、僕の部

屋の住人になっていました。飯食ってから風呂の時間までの間を僕の部屋で寝て、それを起

こすのが僕の日課になっていました。後期になったら司葵まで居座るようになり、自分の部

屋かのように過ごす彼らのおかげで、時折僕の部屋だということを忘れそうになることも

ありました。僕自体面白い人間でもないし、部屋になにかあるわけでもないのに、色んな人

が部屋に来てくれました。実を言うと寂しがり屋だから、来てくれてとてもうれしかったよ。

でも楽しいことばかりじゃないのが漁研で、資格試験の時期は大変で、高校生の頃より勉強

しました。最終的に全ての資格を取ることができたので良かったです。また沖実習では学ぶ

ことが多くとてもためになりました。地元に帰ったら、憧れの父のような漁師になるために、

誰にも負けないという気持ちで仕事に臨みたいです。半年間ありがとうございました。ここ

で過ごした半年間を忘れることはないでしょう。 

 

漁業研修所の思い出 

紋別漁業協同組合 畠山 勇志 

 

漁研生活も残りわずかとなりました。最初は、早く卒業したいと思って

いました。ですが、日々みんなと生活していく内にその考えはなくなり今

となればもう少しでもいいから鹿部にいたいと思いました。 

漁研が始まって最初の資格は危険物でした。私は、高校生の時に危険物を

二回受けており二回とも落ちました。ですが、鹿部では教官や消防の人達

が教えてくれてなぜか丙種は落ちましたがそれよりムズい乙種は合格しました。そして、な

んやかんや資格勉強をしていく内についに船舶の資格勉強が始まりました。 

この資格にはほんとに苦しめられました。ですが、無事合格することが出来て資格類はコン

プリートすることが出来ました。そして、漁研にきて感じて思ったことは漁研に来る人はす

ごくキャラが濃い人ばかりでした。私は特に道南方面の人達や釧路のきいちうぃんさんと

仲良くしていました。そして、私が感じたことは道南の人は「ほんとにやばいやつしかいな

い！」と感じました。ほんとにふざけてる時の度がすごすぎてビックリしました。ですが、

毎日楽しい時間を過ごすことが出来ました。そのおかげで、誰かさんがつけたキスマークが

首に痕が残ったり、まさきの部屋でこうたとばか騒ぎをしました。まさきごめんね？笑 

わたしは漁研にきてほんとによかったです。教官達や友達達と過ごす半年間はすごく短

く感じて楽しかったです。ありがとうございました。 
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少年院での半年間 

  網走漁業協同組合 八森 和海 

 

ここに入る前、僕は親の手伝いどころか船にすら乗ったことがなく、

スタートから完全に出遅れているな。と思いながら収容された。でもロ

ープワークの授業をうけてみると確かに速くてうまい人もいたけど、僕

と大して変わらない人もいて少し安心したのを覚えている。 

そこから少し時間がたって僕が遅れているのは人間関係だと気づいた

（友達はいた）。皆が友達と部屋でわいわいしてる声が窓の外や壁の奥から聞こえていた。

早く帰りたいなぁとずっと思ってた。自家研修期間になって、地元に帰って沖で勉強しつつ、

終わってからやオフの日に友達と遊んで、とても充実した時間だった。鹿部に戻りたくない

なぁと思った。 

後期なって漁研に帰ってきた。班も変わって部屋も一階から三階になった。移動がとても

つらかった。大して変わったことはしてなかったけど、友達が増えた。出かける機会も増え

た。毎週金曜日はバレーに誘ってもらってとても楽しい金曜日だった。 

後期は楽しい思い出ばかりに見えるが、実は大変なこともありました。ですが、なんとか

自分で解決することができました。一歩成長を感じました。 

ここに来て半年間、友達もでき、成長もできました。短い時間でしたがお世話になりまし

た。ありがとうございました。 

 

パプリカの花ことば。 

                        常呂漁業協同組合 佐藤 優太 

 

漁研の話は色々聞いていた。悪い話、いい話、たくさんあった。先輩方

みんな口そろえて言うことは「絶対に行ったほうがいい。一生忘れないよ。」

その通りだったと思う。初めは半年という短い期間で、やることやってさ

っさと帰ろう。そんな気持ちだった。しかしいざ入って寮生活という団体

の生活はとても記憶に残り、気づけばみんなと離れたくなくなっている自

分がいた。正直自分は後継ぎなのに自覚も責任も備わっていなかった。一年札幌で音楽を学

んで遊んでいた。知識もなにもないままここに入った。それでも周りの仲間たちは助けてく

れたり、丁寧に教えてくれた。年齢も関係ないくらいみんなは接しやすいようにしてくれた。

そんな優しいみんなだからこそ離れたくない気持ちが増していったんだと思う。唯一の同

級生は、チャラくて女遊びが激しいけど、笑うと優しさが滲み出ていたからすぐ仲良くなり

たいと思った。冷たくしたりしたけど価値観も似ているところがあって些細な言葉でも自

分の励みになっていた。いつもありがと。長身運動神経抜群男は、入所当初から積極的に話

しかけてきてくれて、年下なのに年上かのようだった。こいつは誰とでもスキンシップがと
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れてみんなから愛されているんだなあと感じた。彼の言葉には影響力がとてもあって学べ

ることも多かった。きっとここから出てもちょくちょく会って色んな話をするんだと思う。

絶対彼女先に作ってやる。バド部のみんなは先輩をばかにしてくるけどみんな可愛くて仕

方なかった。自分が落ち込んでる時も気にかけてくれたりした。みんな色々な価値観を持っ

てて楽しかった。ラウンジ、体育館の出来事はきっと忘れないものになる。またみんなでバ

ドしたりお前らが成人したら飲みにでもいこうね。年上組のひろさん、小田さん、長谷川さ

ん、平賀さん、会長、きいちさんにはとてもよくしてもらい可愛がってもらっていた。卒業

してもみなさんで飲みに行きましょう。半年も共同で生活するとやはり、価値観が合わなか

ったり、喧嘩がおきたりもする。人それぞれ自分の意思があり、自分の世界があるからそれ

が生まれるのは仕方のないことだと思う。誰が悪いとか誰が正しいとかはない。誰もが自分

が正しいと思ってしまう。誰だって失敗はする。それを中傷せず、失敗で終わらせれば成長

に繋がるのだと思う。だからここをでてもみんな仲良しでいてください。そんなこんなでこ

こでの半年間は知識でなく、人間性、団体行動の難しさ、人との付き合い方、目上の人への

態度、社会の厳しさなど多くのことを学べた気がした。とても濃く短い半年だった。人間は

ないものねだりだからきっと欲にまけてまただらけてしまうんだと思う。それでもここで

学んだ厳しいことをそんなときは思い出して自分に厳しく生きていけたらいいと思う。鹿

部はなんもなく田舎だけどそれがまた良かったのかもしれない。だらだら生きてきた自分

を変えてくれたそんなところだった。感謝しています。伝えきれていない部分はたくさんあ

るが、それはここをでてからみんなに音楽を通して聞いて貰おうかな。なにより仲間たちに

恵まれていなかったら正直辛いことしかなかったのでみんなには一番感謝しているよ、あ

りがとうだけじゃ伝えきれないけど本当にありがと。いつか恩返しするね。またどこかで会

いましょう。いつだかチャラ男くんが言っていた。「パプリカの花言葉ってしってる？君を

忘れないだよ。」それを聞いたときはまじで引いた。でもなんか今それを使うときなのかも

しれない。（笑）ちょっと変えて使うね風雅。 

僕は君たちを一生忘れません。またね！！！！！！！ 

 

漁研生活「監獄」 

雄武漁業協同組合 谷平 優樹 

 

最初は、友達が出来るのか不安だったが一週間くらいで出来ました。

それと、コンビニまで遠いとか遊びに行くのにも時間かかるなどと言わ

れていました。実際コンビニまで遠かったり駅までキツイ坂をのぼった

り時間がかかるし距離は長いし疲れるし色々と大変で時々すれ違う車を

見ると車で送って欲しいなどと思ってしまいます。でも、もうこんな経

験や漁研の友達と一緒にいる機会が無いのでとてもいい時間になったなと思います。みん

なと函館に行ったり札幌に行ったりと楽しかったです。ここで出来た友達は地元に帰って
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からも line でやりとりし続けたいと思っています。ここでの遊びまくった思い出は忘れま

せん。 

勉強面では、いっぱい勉強しました。特に勉強をしたのは小型一級船舶です。頭がおかし

くなるくらい(元からおかしいけど)上級科目をびっしりしました。あのときはもうワーク問

題を全問題丸暗記してテストに挑みました。こんなに自力で勉強したのは初めてだったの

で受かった時は飛び跳ねました。その他の資格も色々取れました。 

今までの生活は監獄生活から抜け出したいと思っていましたが残りの生活が少なくなっ

てくるにつれてまだこの仲間と一緒にいたいなどと思ってしまいます。こんな素敵な仲間

と一緒生活出来て楽しかったです。ありがとうございました。 

 

As a fisherman 

釧路市漁業協同組合 彦根 喜一 

 

私は、いろいろと事情があり、この度北海道立漁業研修所に入学するこ

とを決めました。今思いだせば、なかなか急な話でした。５月になり、

いざ入学式にでてみると周りは１８歳の仔たちばかりで、内心のところ

「話せるのかな。大丈夫かな．．．．．」と思いました。今思えば、それは自

分の思い違いでしたね。２週間もする内には、きいちさんやら

KiiChiMen と呼ばれ若い仔達の輪の中に入れさせてもらいました。それは今でも感謝して

います。勉強の方につきましては、毎日漁業の勉強やロープワーク、網作り、資格取得等の

為かなりぎちぎちなスケジュールだったと言いきれます。でも、そんな過密スケジュールで

も自分の中で楽しかった思い出は、友人達との会話ですね。それぞれ自分の夢を語り合い、

いつか父を楽させたい・超えたい・大漁祈願・良い車に乗りたい・等、夢を語り合ったこと

ですかね。もう今のうちから、そんなことを考えているって、すごいなーと思いました。自

分が１８歳の頃だったら考えられないですね。又、外泊テストの前の日には、夜に部屋に集

まり、ロープの結び方さつまの編み方等、練習の反復が思い出です。今思い返せば、なんで

あれができなかったのかなーと自問自答です。 

 今これを書いてると言うことは、もう終わりが近づいているという事なんですが、正直な

ところ、あまり実感がわいていません。また放送が鳴って、朝食に並んで、食べて研修棟に

行って勉強して海友寮に帰ってきた。という生活がなくなると考えると、嬉しいと思う自分

もいれば寂しいと思う自分もいます。それだけ、ここでの生活が、充実してたんだと思いま

す。 

 今後につきましては、まずは他の人に船に乗り、修行して２年後３年後に自分で舵を持ち

操業という方針です。この研修所で学んだ事を活かし、常に自己研鑽に努め、「決して満足

しない事。それがスキルを上げる一番のテクニックだ。」私の尊敬する１人でもある Wayne 

Douglas Gretzkyの言葉を胸に、頑張りたいと思います。 
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 最後になりますが、お世話になった教官方、毎日食事を作ってくれた厨房の方、管理人・

舎監の方、私の前期後期班員達、生活を送ってくれた仲間達、本当にありがとうございまし

た。 

たけし、あの時のジャンプはありがとうな。（畠山勇司）こうせい、パリピっぷりは楽し

かったよ。（千田航生）けん、最初の頃の、虫屋のおやんじは忘れないね。（新田健臣龍）た

いち、最初の時はごめんな。（福田太智）あさひ、良いあだ名ありがとう。（戸田朝日）かい、

筋トレお疲れさん。（室本甲斐）こうた、ロープと仕事はピカイチだったね。（金沢晃汰）り

く、飯行くの楽しかったよ。（沼田陸）いそがい、そのままでいてくれ。（磯貝洸佑）りゅう

き、ベンズに気をつけてな。（吉田龍希）かけい、あんまりやんちゃすんなよ（吉野寛壱）

れいや、プロスピやろうや！（片川黎也）やーまん、いじりすぎてゴメン。（加我圭吾）や

ま、がんばれ。（杉山玲央）ゆうが、オーシャン東京頼むね。（西村優雅）ともき、kitira最

高。（炭谷知輝）まさき、あんまり殴るなよ。（鈴木雅稀）みんな、いろいろと楽しかったよ。

ありがとう。酒呑める年になったら、いつか呑もうな！ 

 

半年の思い出 

雄武漁業協同組合 片川 黎哉 

  

思っていたとおり半年過ぎるのは早かった。まだ受験の頃の話からしよ

うと思う。受験のときに友達を作ろうと思ったがあっというまに受験が終

わったので友達ができず、ここにくるまでとても不安だった。ロイヤルホ

テルにみんないたらしいけどタイミングが悪かったのか朝食までほぼだ

れともあわなかったからなおさら不安だった。そして始まった研修所最初

の思い出はあさひとけんとたけしとふうがさんで間欠泉を見に行ったことだ。連れてって

もらった感じだけど仲良くなれて良かった。次に漁家研修だ。たいせいと一緒に高本さんの

所に行って主に耳づりの手伝いをした。漁家さんのなまりがすごくてとても苦労したけど

その漁家さんのまねをしたらみんなにウケて友達が増えた。あと前期の思い出は、班が神だ

った。自然と皆仲良くなってラウンジで集まったり、まさきの部屋に遅くまでいたりコンビ

ニとか遊びに行くときもほぼそのメンバーだった。森川海ではまさきが網に顔突っ込むし

沖ではツブ籠でみんな吐いたりいろいろあったけどめっちゃ楽しかった。後期は、あんまり

話したことないひとと一緒だったけどけいごと喜一さんのからみが面白くてしゃべりやす

かった。資格とかはなんとか全部とれたからよかった。まわりには何もないけど、暇すぎる

こともなく楽しく過ごせた。近くの町にいる人（枝幸とかさるる、紋別らへん）もいればす

ごい遠く離れる人（松前とかえりものほう）もいるけど、また集まろう！ 
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半年間でした。 
枝幸漁業協同組合 大久保 悠翔 

 

皆さんの最高のいじり道具、タコ久保ですよ!拍手ありがとねー。それ

では半年間を振り返らせていただきます。 

北海道立漁業研修所に来たとき、まじめに何も無いとこだなと思いまし

た。事前に聞いていたことだったけど予想以上でした。｢どんな人と一緒

に過ごすのか｣「どんなに大変なのか」「かわいい女の子と出会えるのか」

「根っからのコミュニケーション障害(コミュ障)な僕に友達は出来るのだろうか」吐きそう

なくらいドキドキしていました。初日の昼飯では喜一さんが 3 班の席ではなく 5 班の席に

いて班長が二人いるというカオス班になっていました。２日目(?)の夜に初めてコンビニに

行くことになって、自転車をこいでいたけど全く着かなくて鹿部という所を痛感させられ

ました。 

次第に友達も出来てきたり、漁研での生活が楽しくなって最初の悩みは消えていきまし

た。しかしそんなある日、事件は起きたのです。この日は沖実習でした。｢タコ箱を引き解

きの一重で結べ｣余裕のはずでした。箱を海に入れ待ってた時、陸にいわれ見てみるとタコ

箱が一個沈まずに流れていました。それ以来、｢タコ箱｣と一部の人から呼ばれるようになり

ました。ついには「タコ久保」と言って、やらかした時の僕の真似をするといういじりもさ

れるようになりました。「やめてくれー」と言っていましたが、実は興奮していました(笑)そ

んなんで前期も気づいたら終わってしまいました。斜里の室本甲斐!世話なったな！ 

後期が始まり、班が変わり、加我圭吾と出会いました。いじりやすくて、いじられても楽

しい、あそこまで楽しいおもちゃ(圭吾曰く)はなかなか無いなーと思いました。一緒に食べ

たカップラーメン、一緒に見たドラマ、せっかく教えたのに一回で受からなかった船舶、圭

吾とは色々ありました。班員のみんな！お酒飲めるようになったら飲みに行きましょう。 

危険物から始まり、潜水士や船舶などの資格は全て取ることが目標だったので取れて良

かったなと思っています。ロープワークとか網修理とか帰ってから使うことをしっかり学

べて良かったです。夜遅くまで勉強したり話したり、風呂で話し込んだり、誕生日を祝った

り、河井教官に買い溜めをしてカゴいっぱいに荷物を入れてるとこを見られたり、ほんとに

いい思い出が出来ました。あっという間の半年間でした。ここを去ってからも関係が続く人

もいるかもしれないので、これからも一つよしなに。教官、船長、舎監さん、寮母さんお世

話になりました。 

みんなまたいつかどこかでお会いしましょう。アディオス!!! 
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漁業研修所での半年間 

湧別漁業協同組合 西村 優雅 

  

漁業研修所の生活が始まって一日で家に帰りたくなって自分は意外

と人見知りだから友達が出来るか不安だった。入所してすぐに漁家研修

が始まり、相方は竜伍でギターやっててそれで少し知ってたから安心し

た。漁家さんはすごく優しくて面倒も見てもらってとても良くしてもら

った。もう少し漁家さんのところで研修がしたかった。 

 それから班での沖実習があり風雅さんとかけいの動きをみて圧倒され自分はまだまだだ

なと思った。家でやっていることとこっちでやっている事が違ったから戸惑ったけど勉強

にもなった。ロープワークは最初、もやいとあいさつまとか基本的なことしかわかってなか

ったからこっちにきて色んな結びがあって興味がでて習っていくたびに面白かった。 

 研修所に慣れてきた時には色んな人と仲良くなって楽しく過ごしていた。友達とはしゃ

いでるときはあっという間に時間が過ぎていったけど資格取るときとか勉強しているとき

は時間が経つのは遅かった。自分が思うに前期はすごく長く感じた。 

 後期からは班が変わり新体制での活動だった。圭吾はずばぬけて面白く仲良くなれてよ

かったなって思う。圭吾に散髪してって頼まれて喜一さんとカットして取り返しの付かな

いことになったときは面白くて爆笑ものだった。班長の喜一さんは色々面倒見てもらった

り誕生日祝ってくれたり色んなことに感謝しています。すごく面倒見てくれて班員に優し

い班長でした。後期は時間があっという間に過ぎていった。友達と遊んだり飯食いにいった

りできて最高にたのしかった。資格も全部取れて安心した。漁研で学んだ事はたくさんある

けど仕事のことも人間関係も色々学べた半年間の研修でした。 

 

漁研生活を振り返って 
              歯舞漁業協同組合 鈴木 烈 

 

半年間で沢山資格が取れると聞いて、この漁業研修所に入りました。 

初めは、不安しかなかったけど、すぐに仲間ができて楽しい漁研生活が過

ごせました。最初の試験が危険物でした。私は漁研の試験で一番難しかっ

たなと思いました。ずっと勉強していて、合格できたので達成感を感じる

ことが出来ました。沖実習では、刺し網や底建て網など初めての経験が出

来たので良かったです。前期が終了してから、家で昆布の仕事をしていました。漁研で習っ

たロープの結び方や船についての知識が活かせました。後期も船舶の試験があって取れる

か不安だったけど、ぎりぎり取れてよかったです。この半年間で全部資格が取れたので本当

にうれしかったです。 

ここに来て仲間って大切なんだなあって改めて思わされた漁研生活でした。前期も後期も
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班長が同じですごく優しくて人思いで、いい人でした。あと少しで漁研生活も終わりで、最

後の海友祭まで準備を進めて最高の形でこの場所から卒業できるように楽しみます！！  

今までありがとう！ 

 

半年を振り返って 

佐呂間漁業協同組合 加藤 陽希 

 

私は集団行動や集団生活が苦手なので、入所する前はとても憂鬱で

した。入所してから今まで終始「帰りたい」とばかり呟いていました。

しかし、半年の期間を振り返ってみると案外あっという間でした。あ

っという間でしたが得られたことがたくさんありました。元々、自家

の漁業について知らないことだらけでしたが、自家課題研究や魚介類

の生態の講義などによって知らなかったことをたくさん学べました。

鹿部町の漁師の仕事に加わって仕事をすることで自家の仕事にはない取り組みがあること

を知ることができ、ロープワークの授業では仕事で使う結び方やそれ以外の様々な結び方

などを学べました。 

学生時代の私は、真面目に勉強をせずにゲームやネットばかりしていてあまり成績はよ

くありませんでした。しかし、研修所では資格試験に合格するために学生時代よりは真面目

に勉強が出来ていたと思います。教官や周りの雰囲気がモチベーションをつくってくれた

おかげという部分もありますが、今まで以上に勉強に取り組めたことに自分の成長が感じ

られました。その上、全ての資格を取得することが出来たのでとても達成感を感じられます。 

半年という短い期間の中でたくさんの経験や知識、資格を得ることが出来てとても良か

ったです。支えてくださった両親や教官の方々、本当にありがとうございました。この経験

を今後の漁師生活で役立てたいと思います。 

 

漁研生活 

 南かやべ漁業協同組合 加我 圭吾 

 

 ５月の初めに漁業研修所に入所して、どんな人が来るのかドキドキでし

た。でも話しかけてくれたり、話しかけたりしてだんだん馴染んできまし

た。馴染みすぎて自分のあだ名が２つありました。それは「ヤーマンとガ

ーガ」です。皆この名前をいえば一発でボクだと分かるとおもいます。普

段の生活では、入所初めの頃、太智とかっけと風呂に入って舎監にかなり

おこられたし、俺の部屋なのになぜか爆音で音楽を聴こうとするこーせとりくが居て、その

ことをクラブと呼び「あれ、今日クラブやんないの？」という喜一さんがいて、その言葉に

衝撃を受けました。など今考えると良い思い出です。他にも漁研の外で焼き肉をして食べた
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り、地域のソフトボール大会や野球大会などもありました。ボクもソフトボール大会にでた

けどボール取るのに夢中になって走ったら柵に突撃してその柵を壊してしまいました。皆

には笑われ、相手チームにはあきれた顔をされ恥ずかしかった。あと一番心配していた資格

もほぼほぼ取れてよかったです。船舶なんか、かなり勉強しました。大久保とかも夜遅くま

で付き合ってくれて、わかりやすくおしえてもらって、そのお陰で船舶の資格を取る事が出

来ました。本当にありがとう。 

漁研でお世話になった教官や秋田製網さん、船長、舎監さんなど半年間ありがとうござい

ました。漁研近いので、また近い人達と顔出しに来ます。みんな半年間ありがとう。良い思

い出ありがとう。またどこかで会いましょう。函館来るとき連絡待ってます。ガーガ 

 

半年間を振り返って 

標津漁業協同組合 椎久 丈史 

 

この半年間は濃くも充実した半年間でした。最初ここに来る前はあの

場所は監獄だとか、刑務所だとか周りに何も無い場所だとか聞いていた

が、実際に来てみると本当に何もない場所でした。１番近くのコンビニま

で自転車で片道３０分かかったことにはほんとに驚きました。でも不便

なところはそれくらいで研修の内容は意味のある物がほとんどだった。

ロープワークも何も分からない状態でのスタートでしたが、教官がたが親切かつ丁寧に教

えてくれたのでなんとかそれなりに習得することが出来ました。(全て覚えたとは言ってい

ない)資格も必要な物は全て取ることが出来たので良かったです。特に船舶の試験の前とか

はほんとに受かることができるのかなどの不安と戦いながら勉強をしていましたが、無事

一発で受かることが出来たのでこのときはとても嬉しかったです。 

半年間色々なことがありましたが、ここまで来ることが出来たのは、応援してくれた親だっ

たり漁家さんだったりその他大勢の方々のおかげだと思っています。 

お世話になった皆さん本当にありがとうございました。地元に戻ってからも頑張りたい

と思います。 

 

漁研生活を振り返って、、、 

                        日高中央漁業協同組合 小田 徹 

 

 漁業研修所にきて半年、今振り返ってみると長いようで短い日々でし

た。自分は今まで漁師とは別の仕事をしていて漁師の事が全くといって

良いほどわからず、寮での生活も若い子ばかりだと聞いていたので、もの

すごく不安だったのを覚えています。自分は２次面接で入ってきていて、

その時の面接会場でヒロさん（高橋 広康 １８０センチ）と出会いまし
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た。面接で６班に分かれて生活をすると言われていたのでどんな班に入るんだろうと思い

漁研初日、自分は２班になりヒロさん（高橋 広康 ５５キロ）は４班になり分かれてしま

い発狂してしまいました。そして２班の班長になったのは、、、平賀庄太さん（アニキ ３０

歳）見た目はやくざ頭脳は子供そんな班長でした。２班になってから班員の、けんた、かい

と、スワン、加我くん、ハリーポッター、的場さんとも仲良くできて本当に楽しかったです。

前期が終わり、後期になって班が変わって５班の班長になりました。班長になり小心者の自

分はまた不安になっていたところ助けてくれたのは班員達です。炭やん、アキラ、浅野ちゃ

ん、スワン、桐生ちゃん（りゅうご）、ぐっちー、キヨ、この班員達に助けてもらいながら

頑張りました。漁研での日々は短かったですが、ここで学んだことを地元に帰って役立てい

つかは父親を超えられるような漁師になりたいです。 

 

皆と過ごした日々 

枝幸漁業共同組合 炭谷 知輝 

 

 私にとっては人生二度目の寮生活だったので、ここに来る前の不安は

それほどありませんでした。しかし、いざ研修が始まると忙しい日が続

き、毎日汗水流して勉強や実習を頑張る日々でした。 

 そんな中で心をリフレッシュ出来たのは、休日の外出でした。後輩や

先輩とともにパチ屋に行き、多い時は１０人近くで行く時もありました。

結果は様々で、モンハン月下で５千枚出す者（俺のおかげ）もいれば手持ちの軍資金が無く

なりメルカリで食いつなぐ者もいれば、ホール内で腹パンを受けている者もいました。ちな

みに私の方はというと、もう二度と北斗は打ちません。これからはリゼロだけでいきます。

それから２００人近く並んでいる中での朝一抽選をしてみたかったです。 

終わってからは皆で反省会という名目でカラオケに行き、喉がつぶれるまで歌い全力で楽

しみました。もう一度小田さんのシャルルが聞きたいです。 

 後期の方になるとほとんどの人とも喋ったので、一人一人の特徴を掴み、ものまねが出来

るほど親密な関係を築き上げることができました。 

『似てるかどうかで言ったらまぁまぁかな』 

『きいちぃ～』 

『なんだ？まだやんのかお前？』 

↑ごめんなさい 

とにかく楽しかったです。皆さんありがとうございました。 
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漁業研修所での生活 

                                             新星マリン漁業協同組合 長谷川 瑛 

 

約半年間過ごしてきて、色々なことを学びました。 

はじめに、ロープワークを体育館で皆でやったのを覚えてます 

何にも分からなくて、不安でしたが、外泊テストなどで焦りながら練習

したのが印象に残ってます。そんなこんなで、普通くらいにはなれたの

かなって思ってます。 

後、漁家研修で行ったホタテ養殖、そんなやり方あるのかと驚きました。同じ物をやって

いてもやり方も違えば環境も違い新鮮でした。同じと言えば洗い作業くらい。沖には行けま

せんでしたが、楽しかったです。それに試験期間のここ特有の緊張感とか二度と味わいたく

ありません。まじで。 

普段の研修は楽しくないです。全く。ですが、研修が終わった後のラウンジで集まってゲー

ムやらごろごろしたりするのが楽しかったです。前期の時隣だった、こださん（小田 徹 

２８歳）と後期になって同じ班でさらに隣りなり嬉しかったのを覚えてます。嫌なこともあ

りましたが最後はいい思い出になりました。 

家に戻ってもここで学んだ事を忘れず少しでも役に立てる人間になれるよう頑張ります。 

 

短編小説「漁研って…ここ？」 

枝幸漁業協同組合 白取 卓真 

 

第 1 章 始まりの地 

5 月のとある日、僕は地元枝幸町から離れここ鹿部町で半年間の生活

を余儀なくされた。正直、「うまくやっていけるだろうか」という思いが

頭の中を縦横無尽に駆け回った。 

しかも、僕はここにくる二日前にどえらい事を成し遂げてきたばかりだ

ったのである。そんな気持ちを抱えたまま漁研生活が始まった… 

第 2 章 新たな冒険 

前章では不安要素があったが割とすんなり打ち解け合い、その中でも森山竜伍、似鳥司葵、

山崎巧実とは意気投合し、最初の週末にすぐ函館に泊まりに行った。 

でも竜伍は、いつのまにか姿を消していた… 

そしてこのパーティーは後々、「HappySet」と名付けられる。 

第 3 章 進化 

中学生から本格的に家の仕事をしてきたが、ここで得るものは大きかった。結びにもたく

さんの数があり、さつまもあいだけで４つもあるというのは衝撃だった。覚えるのは大変だ

ったが、その分実家に帰ってから出来る自分を想像して奮起した。 
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第 4 章 魔の存在 

さっき出てきた、森山竜伍とは漁研生活の大半を一緒に過ごした。 

ある程度この生活にも慣れ後期にさしかかった頃僕ら二人は魔の存在を知った。それは、

「パチンコ」という存在だ。週末、暇になれば函館までわざわざ行ってしまう。 

中々勝つことが出来ない。時には 1 日に 6 万程度失うこともあった。それでも週末になれ

ば行ってしまう。負けると分かってても。まさに、負の連鎖だ。気づけば僕は後期だけで 30

万程度失っていた。失望した。そして、「パチンコは程々にすると誓った。」 

勇敢なる相棒、「森山竜伍」は一緒に戦った戦友であり、親友だ。大好きだ。 

第 5 章 平賀庄太 

この人は前期の僕の班長である。 

一回り近く離れているが先輩の中で僕は一番仲良くさせてもらった。年の差を感じさせな

い程に壁がなかった。食堂で僕の誕生日サプライズを企画してくれたのも庄太さんだった。

馬を観る楽しさを教えてくれたのもこの方。お子さんが生まれプレゼントを渡した時とて

も喜んでくれたのがうれしかった。色々面倒見てくれてありがとうございます。本当はとて

も感謝していますよ。 

第 6 章 スポーツマン 

ひとつ上に佐藤優太という人が居る。この方とも親密にしてもらった。スマッシュブラザ

ーズを暇さえあればやり、「漁研バド部」という部も作り、中学校時代で終わっていたバド

ミントンの面白さにも気づかせてくれた。週末に函館までバドの試合を観に行って、スポー

ツショップでバドミントン用品を買って、モチベ MAX でバドミントンやったのを覚えてい

るよ。地元に帰っても休み合わせてまたやろうね。そして司葵とはずっとダブルスを組んで

いた。帰ったら、一緒に大会出るぞ。 

最終章 終わりの時 

この生活も飽きたなって思うことが増えた。帰って稼いで、車乗って、遊びたいと思うこ

とが増えた。しかし、それと同時に「こいつらとこうして居れるのもあと少しかぁ」と考え

ることが多くなった。絶対に実家に帰った方が自由なはずなのに、不便な生活から抜け出せ

るはずなのに…どうしてだろう、心の片隅に「まだここにいたい」という気持ちがひっかか

っている。それは、僕の周りで取り巻く環境の中に幸せを与えてくれた存在がたくさんあっ

たからだ。半年間だけの生活だったけど、6 年間通った小学校や 3 年間通った中､高より僕

の人生は豊かだった。人との関係は年数じゃないということを知った。特に優太、竜伍、巧

実、司葵本当にありがとう。場所は離れても、縁は一生離さないよ。最後に、半年間僕に携

わってくれた方々本当にありがとうございました。立派な漁師になれるよう精進して参り

ます。 
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何にもない 

 沙留漁業協同組合 森山 竜伍 

 

入所式の日、鹿部に初めて訪れて思ったことは、「本当に何もない」だ

った。だが、今思えば根っからの漁師町で、漁師になるために来た自

分たちにとっては、ふさわしい町だったと思っている。 

 漁研での生活は、不安でしょうがなかったが、みんな同じ目的で来

ているのもあり、とても話しやすく充実した生活を送ることができた。

しかも、いろんな地方から集まっているので、場所によっては地元と漁の仕掛けややり方な

どが違う部分もあり、話を聞くだけでも楽しかった。来た目的としては、漁師になるために

必要な資格を取るというのだが、週末は息抜きとして函館や札幌に外泊したり、日帰りで遊

びに行ったりと、友達との時間も作れたので、勉強以外の面も楽しかった。 

 勉強面は、あくまで資格などを取りに来ているから、教官たちも全力でサポートしてくれ

たので、自分のやる気さえあれば、必要な資格はすべて落とさずに取れると思った。また、

沖実習では普段は経験しない底建てや沖釣りなども体験でき勉強にもなったしとても楽し

かった。 

 最後に言いたいことは、漁研は本当に漁師になるための環境が整っているし、さつまなど

必要なことはわかりやすく教えてくれるので、漁師になりたいなら、鹿部に来るのが間違い

ないなと思った。これからは、仕事の場で、頑張っていきたい。 

 

仲間の大切さ 

                         宗谷漁業協同組合 淺野 優斗 

 

 今思うととても短く感じました。早く帰りたいという気持ちはずっと変

わりませんでしたが、すべての試験が終わり残り研修生活２週間になった

今、思うととても短く感じました。そう思えたのはきっと一緒に生活して

きた仲間が居たからだと思います。 

 研修生活が始まった時の私はとても不安でした。私はあまり自分から声

をかけるのが苦手なので友達が出来るか心配でした。色々な地区から集まった研修生の中

には年上の人もたくさんいました。そんな中うまく馴染むことが出来たきっかけは野球で

した。入所して数週間後に町内の野球大会があったのです。中学校の頃野球部に所属してい

たので久々にやってみたいなという気持ちがあり参加してみました。夕食後に何度も野球

の練習をしたりして、大会ではすべて優勝することが出来ました。野球を通じてたくさんの

人と仲良くなれましたし、メンバーの中には同じ班の人も居たので一緒に行動することが

とても多かったです。他の班員とはゲームなどで仲良くなり、気がつけば班員みんなと仲良

くなりみんなで行動することが当たり前になってきていました。一緒にコンビニに行った
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り風呂に入ったり勉強したりラウンジや部屋で遊んだり夜中まで喋ることもありました。

とても賑やかで楽しい班でした。 

 後期になってから班が変わり前の班員とはバラバラになり一緒に行動することが少なく

なりました。新しい班員とは趣味が合い一緒に函館に遊びに行ったりもしました。後期はほ

とんど部屋で過ごしていましたが友達や班員が部屋にきて一緒にゲームをしたりアニメを

観たりしてすごく楽しかったです。一緒に釣りにも行ったりしてとても充実した研修生活

を送ることが出来ました。 

たった半年間だけでしたが親元を離れ朝から晩まで毎日友達と過ごすことは今後きっと

ないと思います。これから何十年も生きていく中でこの半年間のことは一生忘れることは

ない大切な思い出です。こんな楽しく過ごすことが出来たのは仲間のおかげです。これから

地元に帰り仕事が始まりみんなで集まることはほぼ不可能に近いでしょう。ですがいつか

また集まって飯を食べ、酒を酌み交わし、思い出に浸り近状を語り合いたいと思います。 

 

半年間を振り返って 

ウトロ漁業協同組合 小口 大輝 

 

今年の四月から漁師という職業に携わることが出来るようになりまし

た。自分の家は漁師ではなく何も知識が無いまま入ることになりました。

船頭から漁業研修所をすすめてもらい、今年は漁業研修所に行かせても

らえることになり五月からの約半年間漁師のことについて学ぶ機会を頂

きました。 

 最初は何をするのかも分からずただただ不安でした。こっちに来てからすぐに友達もで

き寮生活も楽しくなり、試験やロープの結び色々な場面で助けられました。周りの友達はみ

んな家が漁師で色んな事を教えてもらうことが出来ました。楽しい反面最初は半年間と聞

いてすごく長く感じ、すぐに帰りたいという気持ちしかありませんでした。しかし意外とす

ぐに時が過ぎてしまいあっという間に感じました。この短い期間でたくさんの資格はもち

ろん、たくさんの事を学びました。自分の家は漁師ではないのでやること全てが一からでし

たが、そんななか教官や船長がたくさんの結びや縛り方などを丁寧に教えてくれたことで、

少しですが出来るようになった気がします。なによりたくさんの資格を取ることが出来た

のが嬉しかったです。半年間という短い期間はかなり内容の濃い半年間になりました。 

 ここを卒業してからが本番なのでここで学んだ事を仕事（実践）で生かせるように、帰っ

てから周りの皆について行けるように頑張りたいと思います。 
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漁研での半年間 

              野付漁業協同組合 清水 亮佑 

  

最初は半年いるのは長いと思いましたが実際はすごく短いと感じま

した。誰も知らない人たちがいて、尚且つあまり漁師のことを知らない

こんな所にいて大丈夫本当にやってけるのかと不安で仕方なかったで

す。「みんなから年の話になると年下に見られるのはなんなのでしょ

う。」・・・もう聞かないでください。 

最初来たときは鹿部町何もない所だと思いました。自転車でローソン 20ht、セブン 30th

掛かるとは思いもしなかったです。帰りが一番辛かったです。前期の沖実習では自分が体験

できなかったタコ箱、ツブ篭ができ貴重な体験が出来て楽しかったです。他にも色々ありま

したがとてもいい経験になりました。一番辛かったのは網修理、ロープワークでした。網修

理では秋田社長に怒られながら、色々な人達に手伝ってもらいながら完成させてもらいま

した。自分でもわかってはいましたが、他の人との差がありすぎて自分はついて行けている

かと一人で抱え込んでいる日々でした。そうこうしている内に前期が終わりました。後期か

らは少しずつでいいから変わっていこうと心がけました。少しずつではありますが前期に

比べ後期の方は若干ではありますが出来たと思いました。漁研でやってきたことを活かし

て今後の漁師の技術を磨いて頑張っていきたいと思います。 

 

漁硏生活を振り返って 

斜里第一漁業協同組合 室本 甲斐 

 

 半年間の漁研生活を振り返ると、苦労した事の連続でした。自分は、

高校・大学と地元から離れた場所で過ごし、このような生活には慣れ

ていると思っていましたがここでの生活は日々憂鬱でした。それも身

体に影響し、１０ｋｇも体重が落ちてしまいました。こんなにもスト

レスを感じてしまったのは人生で初めてかもしれません。色々な方々

はここでの生活は早いと言う方が多いですが、自分は途方もないくらい長い生活だったと

感じています。ですが、漁師としての基礎を教えてくれた船長、網修理・仕立てを覚えが悪

い自分に丁寧に教えてくれた秋田社長、山崎さんのお２人本当に感謝しています。そして、

教官方には日々生活面で支えて頂きありがとうございました。鹿部という町に良い思い出

はなにもできませんでしたが、このような人生経験も自分が強くなるための生活だったと

考えて、地元に戻って頑張りたいと思います。お世話になりました 
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あいつの背中を追いかけて、、、 

枝幸漁業協同組合 渡辺 風雅 

 

私はこの半年間、あいつの背中を追い続けていました。 

あいつは昔から海が好きで、器用で、強く、面白く、どこか人を惹き付

ける魅力のあるやつでした。あいつとはもう約２０年来の付き合いで、

お互いの事を良く知った仲でした。あいつとは昔から一緒に居る事が多

く、いつも笑わせて貰っていました。 

そして高校生になり大学も含め私はそこから約５年間札幌で過ごす事になるのですが、そ

れでもあいつは会いに来てくれたり連絡をくれたり気にかけてくれていました。その逆も

然りで私が帰ったときには必ずあって楽しい時間を過ごしました。 

そんな日常のある日の事でした、あいつが「俺、漁研行く事になったから」と言いだした

のは。それまで私は父上が１代で築き上げてきた漁業になど全く興味はなく、全く別な物を

目指しており、その目標の為、多くを学び、着実にその目標への道を現実に近い物にして行

きました。そのせいもあって、私は漁研と言われていまいちピンと来ていませんでした。そ

してあいつから漁研について説明され私はそこで初めて漁研についてしりました。 

その後、あいつが漁研に行き、いつもあいつは漁研での生活を楽しそうに語っていました。

そうしてまもなく色々な事情が重なり父上が困っている事を知りました。そんな状況の父

上を見るに見かね、私は今日まで世話になった父上に何かを返してあげたいと言う想いか

ら、今まで目指して物を半ば辞め、逆に今まで学んで来た知識を生かし漁業経営で家計の立

て直しをする事は出来ないのかと考えました。 

それからというもの、悩み、考え、寝られない日々が続きすっかり疲れ切っていました。

そうしてとうとう腹を括り大学を辞め、実家にもどり家計を立て直す決意が定まりました。

そして私はあいつに「俺も漁研に行くことにしたよ」と告げました。その頃にはあいつはも

う地元に戻ってきていて、なかなかの功績を残してきたと聞きました。そのせいもあって私

にとってはかなり良い刺激というか、プレッシャーになっていた。あいつは漁業に関しては

大先輩でありまた漁業に対する姿勢、愛情と表現するのが正しいのだろうか、そこでまず私

とあいつには差があった。 

 だがしかし、あいつとは昔なじみで、あいつだけではないが昔の思い出といえばあいつを 

含めたあいつらとの思い出が私にとっては青春であった。だからこそこの漁研に行く、これ 

から漁業に携わると言うことは、負けるわけにはいかない、と言う気持ちとまた切磋琢磨し 

ていけるという、二面性を含んだ気持ちがあらわれるようになった。なので、まずは追いつ 

かなければいけないと思い、私はあいつの背中を追いかけた。だがやはり、人間それぞれ得 

意不得意や環境や思想などが各々異なるためそこに、一人の人としての色が現れるのだ、そ 

して人間はその自分に持ち合わせていない自分と異なるものを持っている人間に憧れをい 

だく、もしくは自分と同じ物を持っている人間で集団を作りそれを正当化するのである。私 
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は、体が弱く、不器用だ、だからこそ自分とは異なる物を持っているあいつに憧れたのかも 

しれない、まもなく研修も終了を迎えるが、技術的な面、人間性、追い付けたのだろうか。 

その答えを出すことは私にはできない。ただ一つ最後に開き直るとすれば、私は私なので私 

は私なりの色を濃くしていけば良いのだ、そうすればお互いに良い関係が築いていけるの 

ではないだろうかと私は考える。 

ここまで訳のわからない事をだらだらと綴ったが、結論を言うと、この漁研に来て、良い

事も、悪い事も沢山あったが、それを差し引いても、とても良い物を多く学べました。漁業

についてからっきし何もわからない私に、今後の漁業経営もとい家計を立て直すための多

くのヒントを得る事が出来ました、現実はそんなに甘くはない、簡単ではないと思いますが、

幾通りかこの半年間の研修所生活で経営プランを考えたので一つずつ、焦らず行って行こ

うと思うと同時に、私はまだまだ知らない事が多いので、日々精進、日々勉強、日々経験を

重ねて行き、最後に笑って死にたいです。 

 この漁業研修所では多くの出会いがありその１つ１つが自分を大きく成長する材料にな

ります。そのなかでも、気の合う人、凄みのある人、何でも話せる人、面白い人、海産物を

交換してくれる人、これはもう私の中で利益というより財産です、一期一会ですがその出会

いをこれからも大切にしていき、それは誰にとっても宝物だと思うので、小中高大、研修所、

仕事で出会った人も含め私の数少ない資産が潤いました。 

 最後に３教官や船長、所長その他職員、３舎監、厨房、清掃、寮母さん、秋田社長を含め

た２山崎さんをはじめとする秋田御一行様には感謝しかありません。本当にお世話になり

ました、ここでのまじめな話から下らない話、休日の日にも諸事情に付き合って貰った事も

ありました、その一つ一つを忘れません、本当にお世話になりました。本当にありがとうご

ざいました。 

短い間、クッソお世話になりました。 

長文失礼いたしました。 

 

漁研生活 

沙留漁業協同組合 似鳥 司葵 

 

実は人見知りが激しい俺は、ここでの生活に不安を覚えていた。何が

不安かって？友達が出来るかどうかが一番不安だった。最初はそう思っ

ていた。しかし、いつからか覚えていないが、気付けば友達の部屋に行

く日々。なんでも話せるような友達ができ、意外と毎日楽しい生活だっ

た。ただ、辛いこともある。それは、コンビニまでがかなり遠い。ついで

にいうと、駅までも遠い。鹿部は何もない所だといわれてはいたが、想像以上に何もなかっ

た。最初は外泊や出歩くのが楽しくて毎日出掛けていたが、日が経つにつれ面倒になり後期

にはほとんど寮から出なくなった。そんな俺の半年の漁研生活だったが、あっという間に過
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ぎていった。早く終わらないかなと思っていたこの生活も、今ではもう終わってしまうのか

という気持ちに変わっている。もちろん遊んでばかりではなく、資格も何一つ落とすことな

く今を迎えているので問題はないと思う。友達も出来たし資格も取ったし。我が漁研生活に

一片の悔いなし。 

 最後に漁研の方々、半年間ありがとうございました。 

 

漁業研修所での半年間 

ひだか漁業協同組合 磯貝 滉佑 

 

漁業研修所で半年間という短い期間で色々なことを学びました。漁家

研修や沖実習、ロープワーク、加工実習がありました。試験では危険物、

潜水士、フォークリフト、玉掛け、クレーン、一級小型船舶、無線があり

ました。 

漁家研修では、耳吊りを体験させてもらいました、初めての体験でわか

らないことだらけでしたが漁家さんが優しく教えてもらい色々勉強になりました。ロープ

ワークでは、基礎から学びたくさんの技術を教えてもらいました。沖実習では、ツブ籠、タ

コ箱、底建てをしました。加工実習は、沖実習でとれた物を加工しました、美味しくできた

ので自分でも作りたいと思いました。 

危険物の試験は、甲だけ受かり乙四は落ちてしまいました。潜水士の試験は、危険物落ち

てしまったので勉強をたくさんしました、受かることができて良かったです。フォークリフ

ト、玉掛け、クレーンの試験は簡単で受かることができました、待ち時間がとても長かった

です。一級小型船舶は筆記試験より実技が緊張しました、練習通りやることができ無事受か

ることができました。無線の試験も授業はつらかったけど受かりました。試験の座学はとて

もつらかったです。海友寮生活は、毎日総合体育館に筋トレしに行きました、面白い人が多

くて楽しかったです。 

ここで学んだたくさんの経験を生かして地元でも頑張っていきたいです。 

 

砂原から１０分の漁業研修所 

砂原漁業協同組合 福田 太智 

 

まず入試の時点で分かっていたことは、加我圭吾は頭のネジがおそら

く６７本くらいばがになってるやつなんだなっておもた。入所の日、寮

について部屋をさがしていると前から来たのはこーせーとがーが（当時

はやーまん（１８））とめちゃくちゃでかいひときて威圧感えぐかった。

のちのちわかったことだが僕の班の班長だった。前期の班はまじで自由

すぎた。騒ぎちらかした。まず僕とこーせーがいる時点で勝ちでそれにプラスで班長きーち
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さんはうまーくやったらなにしてもいいし。けんは聞いたことないなまりしてた、部屋に行

ったら知らないうちにクワガタいた。カニ待ってる。たけしはがちでしょーもないやつ、部

屋入れてくれないし、じっちーだし、まじほっけ、ノリは渡島、３１５０だった。前期はま

じで濃かった。 

後期はまさかのかいいさんとがいがいそろった筋トレ組だった。たまにふーがさんもき

た。かいいさんは人見知りスケベマッチョ。トバまってる。がいがいは無口スケベダイエッ

ト。ふーがさんは単純にスケベ。かんけー無いけど、りゅーごは案の定ばがだった。たくみ

は彼女かわいい。鮭待ってる。たくまは後期、頭変な色だった。あさひは高身長運動神経抜

群 GTR 乗ってる。うらやましすぎる。渡島組はきちがいの集まりだ。りゅーきは入試の時

ずっと寝ていたから静かなやつだと思っていたがめちゃおもしろい。めちゃ潜るし。イカと

マグロまってる。りくはがーがいじりは天下一品だと思う。Jeep ちょーだい。かっけは筋

トレ一緒に行ってた。がーがいじりは天下一品。長万部はがーがいじんの大好き。こーせー

はまじでやばいやつ。ねじ８６本くらい行ってると思う。おもしろすぎるし急に笑うし急に

がーがに急に切れるし、休みの日遊び誘うから確定。すまねぇのぉ。がーがはあれだ、あれ、

あのー、あれさ、わがるっしょもちろん。僕がーがいじったことないよ。こんな生活が終わ

るって考えると、目からよだれが出てきます。こっちにくるときは連絡してください。お土

産待ってます。 

 

半年間の研修 

湧別漁業協同組合 藤原 光希 

 

初めて鹿部に来た時は「ほんと何もないところだなぁ。」と思いまし

た。まずコンビニまで自転車という所からして「きついな」と思いまし

た。寮に来たとき、１階にある自分の荷物を３階まで運ぶのがしんどか

った。教官たちも最初はスーツ姿で少し怖いなって思っていました。と

くに船長が怖かったです。笑笑 入所式も終わり、とうとう寮生活がス

タートしました。やっぱり研修が始まった時は「半年って長いな」「早く車のりたいな」と

か、ずっと思っていました。研修所に来て初めての試験は、危険物の試験でした。正直、高

校にいるうちに取得しておけば良かったなと後悔しました。その方が確実に少しは楽を出

来ていたなと思いました。高校の時に取得していれば、ほぼタダで受けれた試験だったので

受けておけば良かったなと思いました。結局、丙種は受かったものの乙４は落ちてしまいま

した。 

 潜水士の実技の時は、泳げなかったので本当に死ぬかと思いました。１日目はほぼ何も出

来ず、２日目になり、なぜか泳げる気がして泳いでみると、その時だけスイスイ泳げてしま

い自分でもびっくりしました。潜水士の試験は無事に受かりました。 

後期になり船舶に試験が近づいてきて、毎年何人かは落ちていると聞いたときすごく不
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安になりました。問題をやってみると「あ、なんかいけそう」と思い、試験の時ギリギリま

で問題を見て試験に挑みました。結果、上級問題の海図が間違えており、あと１問足りず落

ちてしまいました。その後、２回目の試験はばっちり受かり、実技も一発で受かったのです

ごくほっとしました。後期に入ると「半年って短いな」「え、後１週間で終わりなのか」と、

何もかもが早く感じました。 

 漁研で過ごした半年間は自分にとって、とても濃い研修になったと思います。研修生や教

官や船長。一人一人が面白くて優しく個性豊かでとても楽しかったです。教官の中で１番ま

じめだったのは鈴木教官でした。河井教官の「ねっ」や澤田教官の「なっ」、そして船長の

教え。「ちんぽ触る前にロープ触れ！」など一人一人が面白くとても充実した研修でした。 

半年間の研修はとても楽しかった。！本当にありがとうございました。 

あ、それと、もう。ツブ篭は絶対にやりません。 

 

「半年間の研修を終えて」 

                         宗谷漁業協同組合 坂原 亮太 

 

研修所に来る前は、友達が出来るか、しっかり免許を持って帰れるか

不安な気持ちと、どんな研修があるのかなど色々な気持ちでいっぱいで

した。でもこの半年間の研修を終えて、色々な仲間が出来たし、免許も

しっかり取れたので、悔いは残っていません。この研修で色々な地域の

人と関われたし、地域の海産物や漁法を教えてもらったりしてとても自

分のためになりました。自分の家は、主にホタテ桁曳、タコいさりをやっているのですが、

他の地域でも同じ物を獲っていても、どうしたら仕事が綺麗に早く終わるのか、少し工夫し

たりするだけで時間短縮になって早く帰れるかなど色々なことを話し合ったりしました。

授業でも自分の家でやってないことをやったり、底建て網やタコ箱、ツブ篭、ホタテ養殖は

全くやったことがなかったので、とてもいい経験になりました。特に一番印象に残っている

のは、底建網で網を起こすところと、刺し網で魚がいっぱいかかっているのが一番印象に残

っています。 

この研修が終わり家に帰ったら自分の漁業に生かせるところは生かして自分なりにコツ

コツ仕事を覚えて一日でも早く一人前の漁師になりたいと思います。 

 

 


