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ワナ」と命名 したという。 産卵 をしない 一代限りの雌 たと。トイレにはちゃ んと
従 来 の 養 殖 イ ワ ナ の体重 のた め、成長 が早く、大き ウオシュレットが付い てい
（３年魚）の ２倍以上の約 く育 つと宣伝 していた。地 るのを後で気付いたと か。
１キロ超とい うビッグサイ 方 の 水 産 試 験 場 の 地道な
その３ 帰途、京浜 急行
ズ。来秋から ブランド魚と 「す ご腕」を あらためて思 の自宅の最寄り駅で「 スイ
して初出荷を 開始する。
い知 らされた 。
カ」で改札を出ようと した
「 信州サー モン」と同様、
（富田 信吉） らバーが閉まった。「 スイ
カにはまだ十分お金が ある
はず」と窓口に行った ら、
奇
奇行
行に
にハ
ハラ
ラハ
ハラ
ラど
どき
きど
どき
き
「切符を持っ ていませ んか」
と駅員。
「放 し 飼い は だめ よ 」
の声 も
そこで横浜駅で切符 を買
ったことを思いだした 。「 駅
員のあわれんだような 、ば
かにしたような顔は忘 れな
い」と原セイさん。ボ ケじ
ゃないから安心して。
（荻原 莞二）
時ご ろ、トイ レに行った原
セイ さんが出 てこない。や
っと 出たと思 ったら今度は
部屋 の外へ。後で聞いたら、
「大 」をした らウオシュレ
ット がないの で風呂に行っ

伴侶を見つけ一緒に叫びたい＝愛妻の丘

十 年か け て県 水 産試 験 場が 開 発
これ なら土、日曜でも 日程
に入 れられると、安曇 野市
内の 行程表に追加した 。
水 産試験場は大王わ さび
農場 から車で約十分、 上高
地か ら流れる清流・犀 川の
沿岸 にあった。信州サ ーモ
ン、 ニジマス、シナノ ユキ
マス など飼育池ごとに 養殖
魚の 看板が出ていたが 、群
れを なして泳ぐ魚影は 見え
ても 、その魚体の姿は 詳し
く分 からなかった。
信 州旅行から帰って 間も
なく 、長野県水産試験 場が
「信 州サーモン」に続 いて
大イ ワナの量産技術を 開発
した という知らせが飛 び込
んで きた。旅や食のエ ッセ
イス トで、長野県在住 の玉
村豊 男さんが「信州大 王イ
「体調がす ぐれない」と
言っていた原 セイさん、会
ってみたらい つもと同じ元
気ぶり。道の 駅や土産物店
に入れば、店 員や客を捕ま
えて何やらべ ちゃくちゃ。
そうでなくて も商品を実に
丁寧に検分し 、いつまでも
帰ってこない 。
大王わさび 農場で「安曇
野放牧豚」の 看板を見たド
ライバーさん が「原さんを
放し飼いにし てはだめ」と
のたもうた。 この原セイさ
ん、今回も奇 行を繰り返し、
みなを驚かし たり笑わせて
くれた。
その１ 休 暇村のホテル
の部屋の外で だれかを待っ
ているような 原セイさんに
富信さんがい ぶかると、「カ
ギが開かない ので」。だが、
カ ギ は か か っ て い なかっ
た。間違って 別の宿泊客の
部屋を開けよ うとしていた
のだった。
その２ 休 暇村の早朝５

オジサン同士が堂々の四つ相撲＝「愛妻の丘」

お墓を背にすると妙にしっくり＝安楽寺

軽井沢町郊外の白糸の滝

北 アルプス連峰を望む安
曇野 市内にある農産品販売
セン ターのレストランで、
長野 県水産試験場が 年の
歳月 をかけて開発したとい
う地 域ブランド魚「信州サ
ーモ ン」を試食した。
女 性店員が持ってきた刺
身の サンプルで外見を確認
した 後、５人で一皿だけ注
文し て、２～３切れずつ味
わう 。身は紅色で、とろけ
るよ うな舌触りだった。
旅 行前に「信州サー モン」
の開 発記事を雑誌で知り、
水産 試験場にメールで問い
合わ せると、「土、日曜、
祝日 は休みだが、施設見学
は差 し支えありません。案
内板 も設置してある」と丁
寧な 返信メールが届いた。
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