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産卵出来る親魚を探す

。

魚の孵化実験開始される

中 田氏をは じめとす る養殖 プロジェ クト部隊 は、
三日にドクター マグノ氏を迎え待望の孵 化をレダで
初めてとり行う とあって、その準備で大 わらわでし
た。建築中であ った三階建の建物の一階 部分に三つ
の水槽を作り、 孵化器を設置し、水の循 環設備を造
らねばなりませ ん。二階、三階に水槽を 設置し、そ
こから重力で水 が循環するように工夫さ れました。
タイルも張ら れ、立派な施設が二か月 かけてよう
やく完成しまし た。孵化の水の温度が二 十八度とい
うことで温水器 を四つ取り付け、水温を 調節できる
ようにし、また 川の水を濾過して、きれ いな水を確
保すべく、濾過 装置を付けたのですが（ 硫酸アルミ
ニウムなど我々 の浄水場に普段使ってい る化学薬品
は使えません） 、細かい粘土質はろ過さ れず、水の
濁りがとれず、 これでは魚の生態が観察 できず孵化
実験ができません。
そこで、子供 用プールに川の水を貯め 、石灰をい
れて沈殿させて きれいな水を作ったので すが、アル
カリが強く不適 当ということになりまし た。そこで
上山氏のチーム が透明度のあるきれいな 水を探し求
めてレダ中を駆 け巡り、それもうまくい きませんで
した。しかし、 今日ようやく待望の雨が 降りこの水
を何とか確保し ました。ともかく、歴史 的なレダで
の孵化実験を成 功させようと担当者は休 みも返上し
て頑張って来ました。
アスンシオン大 学のマグノ教授が三日来 園し、孵化
技術の指導の為 、数日滞在して直接、養 殖担当メン
バーに実践しな がら伝授して行くことに なりました。
◎早速孵化設備 の現場を視察、チェック され適切な
アドバイスを与えてくれました。
第一に、孵化は 産卵出来る良い親魚を育 てることが
重要。
第二に、水の一 定温度管理（二七～二八 ℃）です。

二〇一二年養殖事業計画
一、パクの孵化、仔魚の育成及稚魚の川への放流
①孵 化
アス ン シオ ン大 学 のマ クノ 博 士に よ る孵 化 の技 術 指導
を一月初め、
レダで十日間の日程で行う。それまでに孵化設備、親魚の水槽、
配水システム、配管の完成をする。
②稚 魚 の育 成
卵か ら孵 っ た稚 魚を 数 セン チ まで 育 てる 。 池三
か所の準備、餌の準備をする。
③パラグアイ川への放流
数 か 月育 成し 数 セン チに な った 幼魚 の 一部 を 川に 放 流す る 。パ
クの 親 魚は 一度 に 十万 個の 卵 を産 むが 、 自然 界 では 十 万個 の 卵か
ら生 き 残る のは 十 匹と いわ れ てい る。 イ タイ プ ダム の 養殖 場 の所
長の 話 では 、そ こ では 八万 匹 が孵 化し 、 数ヵ 月 後に 通 常三 万 尾の
幼魚 が 得ら れる と 説明 して い た。 川に 放 流す る とい う こと は 、植
樹活動と同じように国、社会に対するインパクトが大きい。
二、一万匹の養殖体制
現 在 約七 千匹 を 六つ の池 で 飼っ てい る が、 一 万匹 ま でに も って
ゆく為に四つの池を新たに準備し、きめ細かく管理育成する。
年に 数 回引 き上 げ 、雑 魚を 取 り除 き、 仕 分け し 、適 正 な分 量 の餌
を与える。
三、本格的な販売体制作り
各省庁の許可取得
環境 庁 の許 可
パラ グア イ 川の 水の 利 用許 可 、池 の 水の 排 水に
よる川の水質汚染問題の指摘。
保健 局 によ る処 理 施設 の許 可
現在 Ｌ ＥＤ Ａ で造 っ てい る 魚の
処理 場 は、 今ま で 見学 して き た所 より り っぱ か それ と 同じ く らい
であるが、浄化槽を作る必要がある。
オリンポ市より販売許可の取得
四、餌の開発
①ヤシの実
無尽蔵にあるので、これを利用する。
②ア セ ロラ
第 二農 場の ジ ャト ロフ ァ を取 り 除き 千 本ほ ど 植え
る。
現在七百本程の苗木が植えられている。
③アルガロボの植林
年三 度 収穫 でき 、 量、 質と も に餌 とし て は有 望 であ る 。乾 燥 にも
強く 、 水、 塩分 に も強 く土 地 本来 の木 で ある 。 七年 ぐ らい で 実を
つける。タンパク質が多く、まさに木にはえる大豆のようなもの。

最も大きめの魚がいる第一の池と第三の池で、可能性のある４匹のメスと五匹のオスを選び出し体
重を測り、水槽に入れておき、卵を成長させるホルモン剤を三日間にわたって三回注射しました

マグノ教授が数匹注射の実演をされ、後に中田（写真左）上山両氏も注射を実習しました。

レダ滞在者、新年のコメント

上山氏
青木氏

建設の一兵卒として、
この地の土となる

汗と涙を流して頑張ります

中井氏

大和田氏

佐野氏

基礎を築く年とします

今日が人生最後の
日と自覚して歩む

大ブレークして結果を出す年

大山氏

東野氏

皆さんを支えて頑張ります

中田氏

飯野夫妻
夫婦共々ささやかな命を捧げます。

一緒に働く人を家族として

１月３日、アルゼンチンから青木賢次郎、悦子
夫妻が来園しました。一ケ月程滞在する予定です

アスンションでの渉外を勧めます

１２月２５日、クリスマスにつき、恒例のアサド（焼き肉）
を中心とした昼食会が、労働者食堂において行われました。

クリスマス会（１２月１８日）大山会館にて

豚の宿舎
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南米、パラグアイ、パンタナール地域
へのエコツアー ならびに植林活動
を通じて
生態系の維持と強化を促進し、その
地域をモデルとし、
世界に環境保護の大切さを
訴えて います。
会費は月五〇〇円、
毎月、パ ンタナール 通信を送 ります。
また、
各種のセ ミナー 、エコ ツアー等 の
案 内をいた します。

南北米福地開発協会
会員の募集中
地球家族として
自然を守りましょう

レダから一時帰国している伊達氏、ヤマギシ会を訪問
パラグ アイで友人 に借りたヤ マギシ会 の本を 通じて関
心を持ち、千葉に住む大滝氏と訪問をしました。
養牛、 養豚、養鶏 の内容も独 得なもの で、特 に動物と
人間の幸 福度を基準 として飼育 するとか 、農業 と牧畜の
循環をし て自然のバ ランスを巧 みに利用 する世 界とか、
先端技術 も否定しな い姿勢とか 、共感で きるも のが多く
ありまし た。今回日 本に一時帰 国した時 には是 非、直接
現場を見 させていた だきたいと 思ってい ました 。期待し
ていたよ うに、皆様 とても親切 で温かい 人達で 長時間、
懇切丁寧な御案内いただいて心から感謝しております。
長い歴史 を感じさせ られる作業 場、養豚 、養鶏 の場を見
させてい ただき、努 力の積み重 ねを実感 させて いただき
ました。 また、防疫 対策を徹底 されてい て、家 畜と人間
の健康を守ろうとされる真摯な姿に感動しました。
いただいた昼食も新鮮な自作の野菜やつけもの、お茶、
豚肉、ど れもとても 美味しく生 命感の満 ちたも ので楽し
ませていただきました。
そして 帰りには大 変多くの野 菜をいた だき、 日立の家
に持って帰ると妻が飛び上がって喜んでいました。
今後もパ ラグアイで 展開する私 達の活動 の参考 にさせて
いただきたく思います。
（一月一〇日）
伊達 勝見

大きく育つひよこ

