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平 成 １８ 年 ９月 ８ 日 （金 ）

～

十三 漁業 協同 組合 到着 。

シジ ミが ほと んどな いた め， 入札 がどの よう に行 われ るのか の説 明中 心の 活動と なり ま
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した。【 荷 さば き場 】と いわ れる 冷房 が よく きい た場 所は ，漁 協 の中 でも 県内 で十 三漁 協
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だけと か。 ビニ ールカ ーテ ンを あけ て見せ てい ただ きな がら説 明を 受け まし たが， １４ ℃
設定と いう だけ あって ，流 れて くる 冷気が 肌寒 く感 じら れまし た。

～校外学習に行ってきました～

朗さ んの 漁師 小屋 前到 着。

もと きく んを 先頭に 道路 から 歩い ていき まし た。
「ジャ リ， ジャ リッ。」
足下の 音が 変わ りまし た。
「先生 ，こ この 下，シ ジミ の貝 だ！ ！」
小屋 には ， すで にも と きく んの お父 さ んと お母 さん が 待機 し
てくだ さっ てい ました 。
そし て，作業 の説 明が 始まり まし た。水曜 日は 禁漁 日とな って いて（バ ス確 保の都 合上），
残念 なが ら船 上の 作業 を見 る こと はで きま せん でし た。 し かし，【じ ょれ ん】 をど のよ う
に操作 する のか ，また ，ど のく らい の重さ なの かて いね いに教 えて くだ さっ たので ，子 ど

１１ ：２ ０

～

トー サム 加工 セン ター 到着 。

ガラ ス越 しに ，シジ ミド リン クが 製造さ れて いる 様子 を見る こと がで きま した。 ３年 生
の時に も一 度見 学にき たと いう こと ですが ，今 回は ，シ ジミ漁 で商 品が あげ られて から ど
のよう な経 緯で このト ーサ ムに きて いるの か， 流通 の流 れをつ かめ たと 思い ます。 質問 に

も達の メモ をと る手に も力 が入 って いまし た。 特に シジ ミを選 別す る機 械が 動く様 子や ，

答えて くだ さっ た山内 専務 さん が， 絶妙の タイ ミン グと 間でお 話し てく ださ るので ，聞 い

海の深 いと ころ で使う 【ス ーパ ーじ ょれん 】を 見た とき は，歓 声が あが って いまし た。

ていて 引き 込ま れまし た。

小屋 の中 では ，機械 で選 別し たも のを水 の中 で， そし てふる いに かけ てと さらに てい ね
いに再 選別 をす る作業 を見 まし た。 もとき くん が見 事な 手つき でふ るい にか けてみ せる 場
面も。 かな さん いわく ，
「リズ ミカ ルで ，慣れ た手 つき だっ た。」
とのこ と。
お忙 しい 中， 見学に ご協 力し てく ださっ た工 藤さ んに お礼の あい さつ をし て，次 へ向 か
いまし た。
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～

中の 島ブ リッ ジパ ーク 到着 。

活動 が一 段落 し，昼 食タ イム です 。思い 思い に友 達と 輪にな って 食べ まし た。食 後は 船
型の遊 具で ，汗 だくに なり なが ら鬼 ごっこ を楽 しん でい ました 。悠 太く んは ，同行 して く
ださっ た教 頭先 生と植 物観 察。
【 ツリ ガネニ ンジ ン】とい う秋 の七 草は，別 名，津軽 で【 と
とき】 とい うそ うです よ。
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～

学校 到着 。

早速 ，そ れぞ れの見 学場 所に あて たお礼 状を 書き まし た。

