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 平成２９年度宮城県農業士・漁業士退任者感謝状贈呈式及び認定証交付式が開催されました 

新たに漁業士に認定された皆様 

指導漁業士として，若手漁業者の手本となり一緒に地域を盛り上げるた
めに頑張ります。また，県の担い手対策事業における研修生の受け入れも
可能な限り行い，宮城の水産業のために頑張ります!! 

阿部 慶昭 指導漁業士 （平成 29年第 137号指導認定） 

 

 みやぎ漁師カレッジが開講されました。 

木村 千之 指導漁業士 伏見 眞司 指導漁業士 

新たに認定されたうちのお二方から一言いただきました!! 

退任された皆様 

新たに青年漁業士として認定されましたので，地域の青年部活動はも
ちろんのこと，これまで以上に宮城の水産業の発展のために，一生懸命
漁業士活動等に取組んで行きます!! 

阿久津 英法 青年漁業士 （平成 29年第 178号青年認定） 

鈴木
す ず き

 公
きみ

義
よ し

 指導漁業士 

（平成 16年第 79号指導認定） 

齋藤
さ い と う

 幸一
こ ういち

 指導漁業士（右） 

（平成 20年第 102号指導認定） 

内海
う つ み

 広志
ひ ろ し

 指導漁業士（左） 

（平成 27年第 130号指導認定） 

本年 6月 20日，宮城県庁において，平成 28年度をもって退任された漁業士の方々に対し，村井
知事から感謝状が贈呈されました。また，新たに指導漁業士，青年漁業士に認定された皆様には，認
定証が交付されました。 
中部支部では，伏見 眞司指導漁業士，木村 千之指導漁業士の 2名が認定期間満了に伴い退

任されました。伏見指導漁業士は，本県において漁業士認定第 1期生として，長期に亘りご活躍され
ました。式典後の意見交換では，これまでの漁業士活動から得られた経験を話され，今年度認定され
た漁業士にエールを送っていました。 
木村指導漁業士からは，退任漁業士を代表して挨拶をいただき，漁業士として参加した先進地視

察の思い出などについてお話しいただきました。 
今回退任されましたお二方には長期に亘り地域漁業の発展や後継者育成などに御尽力いただきま

した。大変お疲れ様でした。また，新たに中部支部では 6名が漁業士として認定されました。今後，新
漁業士の御活躍を期待しております。 
 なお，今回の退任及び新漁業士の認定により，中部支部漁業士は指導漁業士 28名，青年漁業士
19名の計 47名となりました。 
 平成２９年６月１日から「みやぎ漁師カレッジ長期研修」が行われています。研修は 7か月間

の間であり，カキやワカメ，定置網など多くの漁業について実践的な研修を行い，沿岸漁業への

就業を支援しています。 

研修は２名が受講しており，当支部の会員が講師として御協力いただいております。 

座学研修は，女川町まちなか交流館で開催され，カキ養殖について「高泉元幸 青年漁業

士（JFみやぎ女川町支所所属）」に講師を務めていただきました。 

定置網漁業の研修では，「鈴木公義 指導漁業士（同支所所属）」が講師となり，8月 17日

から約 1週間研修生を受け入れていただきました。 

長期研修の他にも，8月 21日から 5日間短期研修が開催され，カキ養殖については「齋藤

幸一 指導漁業士（JFみやぎ石巻湾支所所属）」が，ノリ養殖については「内海広志 指導漁業

士（同支所所属）」が講師となり丁寧に説明されていました。 

講師を快くお引き受けいただきました会員の皆様には，この場を借りてお礼申し上げます。 

なお，当研修は次年度以降も継続して実施する予定ですので，会員の皆様に，引き続き御

理解・御協力をお願いします。 

 

認定番号 所属支所 氏　　　名 主な漁業種類

第２９号 宮城県漁協　石巻地区支所 伏見
ふしみ

　眞司
しんじ

養殖（カキ）

第３１号 宮城県漁協　表浜支所 木村
きむら

　千之
せんし

養殖（カキ）

認定番号 所属支所 氏　　　名 主な漁業種類

第１３７号 宮城県漁協　北上町十三浜支所 阿部
  あべ

　慶昭
よしあき

養殖（ワカメ，ホタテ，コンブ）

第１３８号 宮城県漁協　河北町支所 坂下
さかした

　隆
たかし

養殖（カキ）

第１７８号 宮城県漁協　雄勝町雄勝湾支所 阿久津
   あくつ

　英法
ひでのり

養殖（ホタテ　カキ）

第１７９号 宮城県漁協　石巻地区支所 豊嶋
とよしま

　純
じゅん

養殖（カキ）漁船漁業（ランプ，カゴ）

第１８０号 宮城県漁協　石巻湾支所 中井
なかい

　裕紀
ゆうき

養殖（ノリ）

第１８１号 宮城県漁協　石巻湾支所 本田
ほんだ

　孝彦
たかひこ

養殖（カキ）
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荻浜にてタコ飯販売!! 

 
旬な漁業の現場から ～会員の取組を紹介します～ 山形での水産物 PR活動 

夏から秋にかけて各地で様々なイベントが行われておりますが，

「髙橋陽一 指導漁業士（JFみやぎ雄勝町東部支所所属）」も，イ

ベント販売に精を出しておりました。 

9月 9日と 10日に山形県舟形町で開催された「若鮎まつり」に

おいて，自ら生産した水産物を販売していました。 

ラインナップとしては，ホタテ焼き，ムール貝の味噌汁，塩蔵ワ

カメ，茎ワカメ，とろろ昆布，芽ヒジキ等，特にホタテ焼きとムール

貝の味噌汁は行列ができるほど人気があり，イベント終了前に売り

切れるほどでした。 

また，宮城県産水産物をＰＲするため，「むすび丸」も出陣し，

子供たちにも大人気でした。 

髙橋指導漁業士は，「若鮎まつり」に毎年参加しているとのこと

でしたので，来年以降皆さんも是非お立ち寄りください。 
 

【追伸】 
今年度は，夏らしい夏を迎えないままに，秋が訪れました。 
さて，普及指導員 2年目にして発覚した事実なのですが，どうやら私は

見た目とは裏腹に，ほんと「雨男」のようです。今回取材にお邪魔した際も
雨だった記憶しかありません。。。北海道視察も雨でした。。。 
雨が降っている日は事務局 Oが外にいるんだな～と思ってください。 
冗談はさておき，管内ではこれから繁忙期を迎えようとしています。会員

の皆様におかれましては，お体と海難事故に十分気をつけてください。 
好調な水揚げとなるようお祈りしております。 

 《事務局 O より》 

宮城県漁業士会中部支部事務局 

宮城県東部地方振興事務所 

水産漁港部水産振興班 

〒986-0812  

石巻市東中里１丁目４－３２  

宮城県石巻合同庁舎 4階 

TEL 0225-95-791４   

FAX 0225-96-2698 

事務局から 

平成 26年 11月に県が制定した，毎月旬な魚介類を紹介す

る「みやぎ水産の日」の関連企画として，旬な魚がどのように消

費者の元へ届いているかを紹介する動画を撮影しています。 

当管内では，4月にコウナゴの動画撮影を行う際には「伏見 

薫 指導漁業士」（JFみやぎ石巻支所所属）と「豊嶋 恵美子 

指導漁業士」（同支所所属）から協力を頂きました。 

動画撮影をしたのは，水産漁港部きっての雨男ということもあ

り，天候が思わしくはありませんでしたが，さすが腕利きの船頭

です。最高の撮影をすることが出来ました。また，コウナゴを使

った料理の動画も上手く撮影することが出来ました。 

二方とも急な依頼にも関わらず，快く引き受けていただきまし

た。 

撮影した動画は「YouTube」に掲載しており 

ますので，皆様是非ご覧下さい。 

今年青年漁業士に認定された「豊嶋純 青年漁業士（JFみやぎ石巻地区支所所属）」は，カ

キ養殖の他に，ランプ網やタコ籠漁を行っております。 

７月２２日から９月１０日までで開催された芸術と音楽と食のアーティストが集う祭典，

「Reborn-Art-Festival」で賑わいを見せた牡鹿半島の荻浜において，観光に来た方々に宮城の

旬な水産物を食べていただくため，自ら漁獲した「タコ」や「ツブ」の販売と PR活動を行いました。 

豊嶋家では，両親ともに指導漁業士であり，息子である純さんも今年漁業士に認定されたこと

から，親子で地域の発展のため活躍されていました。 

販売には，母親の豊嶋恵美子 指導漁業士のほか，「須田えみ 指導漁業士（同支所所属）

も助っ人として，駆けつけていました。祭典期間中の限定販売でしたが，今後も旬な水産物の販

売を考えているようですので，皆さん楽しみにしていてください。 

伏見
ふ し み

 薫
かおる

 指導漁業士 

（平成２２年第 116号指導認定） 

みやぎ水産の日関連「コウナゴ漁の紹介」 

豊嶋
と よ しま

 恵美子
え み こ

 指導漁業士 

（平成１６年第 82号指導認定） 
当支部では，7月 28日に今年度の通常総会を行いました。総会終了後には研修会を行い，「漁

家経営指導を通じて思うこと」と題して，宮城県水産業経営支援協議会水産経営相談室 藤島 武

雄経営相談員に御講演いただきました。また，9月 25日には「第 1回地区懇談会」を開催，9月 27

日から 29日にかけて「新技術習得交流事業」による磯焼け対策に関する視察研修を行いました。 

１０月以降には「第 2回地区懇談会」を予定しております。 

なお，今年度実施予定の支部会員の名刺作成についても随時調整させていただききますので，

引き続き支部運営について御協力をお願いします。 
 

髙
たか

橋
はし

 陽一
よういち

 指導漁業士 

（平成 22年第 114号指導認定） 

これまでの支部活動及びに今後の活動予定 

こちらの QR コードを 

読み取るとご覧いただけます。 


