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My business life started from here 

at sea 
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年 年齢 経歴 仕事 学んだこと

1950 誕生

誕生日が前社の創業記念日
だった。勉強しなかった私
は、だから入社できたと思っ
ている。

入社後誕生日は会社の創業記念
日のためいつも休日。ラッキーラッ
キーなスタートだった。

1969-1974
水産大学校漁業学科・
専攻科時代（1968年～
1974年）

北九州市の海運会社が運航
する鉱石運搬船の甲板員と
してアルバイト。外国に行き
たいと言う希望を、女性社長
に配慮頂き、２万トンの船で
シアトルへ。これが最初の海
外とのつながり。その後４年
生終了まで、毎夏休みにア
ルバイト乗船をし、国内貨物
航路も含め、ニューカレドニ
ア、パプアニューギニア航路
に乗船することが出来た。水
産大学校の20周年に当たる
1973年の遠洋航海では、航
海実習、マグロ延縄実習、サ
イドトロール網実習を行いな
がらフィージー、ニューカレド
ニア、パプアニューギニア、
ウエリントン、グアムと５つの
国々に寄港する機会があっ
た。ラッキーな時だった。

北九州の海運会社の貨物船で訪
問したシアトルでは２万トンの船倉
に３日３晩で石炭を積み込むと言う
もので、厳しい商船ビジネスの一
端を体験できた。　石灰石の島
ニューカレドニアには同じく２万トン
の鉱石運搬船で訪れた。この船は
造船所から出て来たばかりの処女
航海であり、熟練船長は、「処女航
海ほど神経質になる航海はない。
船の癖、船体の弱み部分などの個
性が分からないからだ」と言ってい
た。ニューカレドニアには大学の遠
洋航海で再び訪問する機会があ
り、前回の寄港時を思い起こしな
がら、街並を歩き、固いフランスパ
ンとコーヒーを味わった。

1974 24

前社トロール部門航海
士として入社、５０００ト
ン型洋上スリミ加工ト
ロール漁船に乗船、
ベーリング海で操業。

船内三等航海士。いわゆる
見習い航海士。航海、製造
（フィッシュミール部担当）、
洋上荷役担当、甲板部業務
評価。USコーストガード臨検
時の対応、通訳業務。　本船
には川崎港から冷凍運搬船
で向い、到着時は製品の洋
上転載。早速の業務開始
だった。

洋上生産システムの習得、船体・
乗組員安全確保、トロール漁業習
得、生産性など日常業務の学習。
早く走ることより、安全と経済性を
最優先。人命、船体と製品資産を
守り、操業することの大切さを学ん
だ。　　　　　乗組員の業績査定を
行うよう指示されて驚いた。亡き父
と同年の船長からは、『その人の
評価も大事だが、その人の背景に
いて、今日を支えている家族のこと
や、その家族に起きていることを熟
慮して、評価しろ』と言われ、今もそ
の教えは忘れない。

1975 25
２５００トン型洋上凍魚
トロール漁船乗船、カ
ナダ沖操業。

航海、製造全般担当。製造
部門乗組員業務査定。マツ
イカ、アカウオ、シシャモなど
の漁獲。製品管理が不適切
という評価があり、なにもか
も一緒に凍結するのではな
く、水揚げ後の経過時間に
応じて、製品に等級をつける
こと、一級製品をより多く生
産、二級製品発生を避ける
ために、一網の漁獲量を調
整する生産方式を導入した。
この結果は思いがけずにも
帰国時に、品質改良貢献と
して社内表彰された。うれし
い記憶でもある。

色々な乗船・職務経歴を有する乗
組員の方々の中で、若輩者が製造
担当を行い、なおかつ乗組員業績
査定を行うことの緊張感。　遠洋で
生活を一にするとの連帯感を学ぶ
ことが出来た。2ヵ月に一度基地港
に入港、冷凍運搬船に徹夜港内転
載を行う為、ここでも休日は取れ
ず、荷役終了後の出港間際の数
時間が買い物時間であり、陸地を
踏む機会だった。それでも楽しかっ
た。
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年 年齢 経歴 仕事 学んだこと

1976 26
２５００トン型洋上凍魚
トロール漁船乗船、ＮＹ
沖操業。

航海、製造担当。製造部門
乗組員業務査定。マツイカ、
ヤリイカ、イボダイの盛漁
年。　　　米国が２００マイル
法施行、３日間２００マイル
外に退去、待機。

限られた従来能力で、如何に生産
増を行い、品質向上を行い、付加
価値を上げるか、など船上生産能
力増大、品質向上の各種検討を製
造部門員と共に行い、限られた人
材、資材・機材、設備能力を如何に
展開するか、貴重な貴重なビジネ
ス体験だった。

1977 27
再び５０００トン型洋上
スリミ加工トロール漁
船でベーリング海へ。

東京を出港、漁場到着後の
最初の揚網時にコッドエンド
という網の最後部がスク
リュープロペラに巻きつく事
故が発生。潜水具を使い、
交代で潜水、荒天が近づく
中、取り外すのに２４時間要
した。その後３日間は風力３
０ｍを超す強風、高さ数メー
トルの波、２０ｍを超すうねり
に襲われたが、何とか無事
切り抜けることが出来た。航
海、製造担当。製造部門乗
組員業務査定。日産１００ト
ンのスリミ生産を達成するな
ど、ベーリング海繁栄の時代
であった。

海洋の怖さを体験後は、連日の好
漁、高生産が続く中、洋上転載の
頻度も多くなり、転載業務担当とし
て度々の徹夜業務。長い時は３日
間不眠不休。予定時間内に転載完
了することが絶対的職務責任。操
業効率アップへの業務担当をこな
すノウハウの勉強にもなった。

1978 28

国際二級海技士（航海
士免許。国内航海船で
は１０，０００トンまで、
国際航海船では５，００
０トンまでの船長資格）
免許取得するも、陸上
業務へ職場変更とな
る。

洋上経験を陸上から事業推
進する立場となり、事業マ
ネージ、リスク管理などを担
当。

多くのクルーを洋上に派遣し、安全
を確保しながら、収益を確保、向上
させるという事業推進を陸上から
体験。
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年 年齢 経歴 仕事 学んだこと

1978 28

当時の西ドイツ、カナ
ダ、日本の水産会社３
社の共同操業事業の
為西ドイツトロール漁
船に乗船、カナダ沖で
マツイカなどを冷凍生
産

３５００トン型洋上凍魚トロー
ル漁船での対日製品生産、
品質管理を指導。船上では
すでにHACCP、EU基準が適
用されていた。主要職員はド
イツ人、工場従業員はモロッ
コなど北アフリカ９ヵ国の国
籍からなる人々。工場内構
造、設備はすべてステンレス
製、天井灯は天井内に埋め
込み、ほこりがたまる、製品
上に落下することを防止。製
造工程は機能的なフローを
適用、機能的な自動ラインが
設置されていた。船内冷凍
庫には垂直ネットコンベアー
が設置されるなど、省力化
設備を設置。帰国後の新船
建造委員会において、本船
の構造設備、製造方式を説
明の上、新船建造トロール
漁船デザインの発想を変え
るべく討論したが、どの漁船
に乗船しても、業務になれや
すく日常業務に支障が出な
いよう、各船同一構造を有す
る船を建造するという従来方
式には勝てなかった。

効率的マネージメント理論、工業科
学に基づいた製造システム、管
理、衛生、安全はこの時すでに欧
州漁船には適用されていた。国籍
が異なる発展途上国の乗組員と西
ドイツクルーは差別なく、広大なワ
ンルームレストランで一緒に食事を
し、差別意識はなかった。小職の
個室船室には室内にシャワーがつ
いており、ちょっとしたホテル並み
であり、日本漁船が言われていた
３Ｋイメージは全くなかった。文化
の違い、歴史を飛び越える力量が
なかった当時の国内方針に強い違
和感を抱いた時であった。

1979 29
ニューヨーク駐在、長
女誕生

ＵＳ２００マイル法が定着して
行き、日本漁船操業が難しく
なる中、資源、ビジネス確保
を新境地、ＢＩＺシステムに求
めることとなった。デビュー
早々のボーイング７４７ジャ
ンボジェットを使用した、２０
０Ｋｇを越える大型ボストンク
ロマグロをケネデイＪＦＫ空
港より日本へ空輸する事業
を開始。ノースカロライナ、
バージニアからの鮮魚空輸
事業、ＵＳ漁業者との陸上工
場におけるイボダイＪＶ生産
事業、カズノコ買付、かに空
輸事業、ＵＳ漁船からの洋上
買付事業など新規事業に取
組んだ。ＵＳ漁業違反嫌疑で
拿捕されたトロール漁船の
嫌疑払しょく訴訟、罰金交
渉、船舶解放訴訟などをＵＳ
弁護士を雇用して手掛けた。
ＵＳ国家海洋漁業局ＮＭＦＳ
（National Marine Fisheries
Service)が行う月次公聴会
に毎回出席、ＵＳ海洋管理、
漁業政策情報などを、本社
へ報告。

今はなき英語力ではあるが、ブラッ
シュアップすることを目指してＮＹ大
学夜間語学コースに通学。驚くこと
にそのクラスでは１３人の講習生
がいたが、すべて国籍が異なって
いた。ＵＳのグローバル化はその
時に感じた。また、ＵＳビジネスパ
ターンを習得するために、英語経
済本を数多く読んだ。現地会社交
渉、漁業者、パートナーとの交渉、
日常付合いなど充実した時間を過
ごすことが出来た。三菱商事、三
井物産、丸紅など在ＮＹの商社と
の付き合い、個人付合いも多く、商
社機能の大きさ、先駆性も学ん
だ。すべてが新鮮な時間であった。
ミシシッピ州を訪問の際のナマズ
養殖場で使用されていた餌が魚粉
ではなく、小麦粉、トウモロコシ粉
であること知り驚いた。畜肉類に類
似した肉質に、US人が嫌っていた
魚臭排除のため、と教えられた。
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年 年齢 経歴 仕事 学んだこと

1983 33
帰国、南方トロール事
業担当課に配属。

遠洋水産研究所と南米チリ
沖合のアジ試験操業、アフリ
カ沖操業、ニュージーランド
沖操業、北米・南米操業、南
極オキアミ操業など事業・事
業管理を担当。

ＮＹ事業体験後、古巣に戻り事業
刷新の好機として業務対応をし
た。

1985 35
北方事業担当課に異
動

南方トロール事業から北方ト
ロール事業に転向。かつて
のスリミトロール事業を陸上
から担当した。

北方、南方双方事業の運営担当を
する機会を得て、トロール事業全
体実務を把握する立場を経験。

1987 37 勤労部門に異動

肝炎を発病、入院治療後異
動。工場の福利厚生、労組
対応、生産安全対策などを
担当。

工場人事、安全・品質管理、組合
対応業務を通じて、幅広い会社業
務を体験する機会を得た。

1988 38
ニュージーランド国ウ
エリントンに駐在

前任者の急病により急遽駐
在決定。２００マイル法後の
自社事業が難しくなる中、Ｎ
Ｙ時代の体験を生かし、貿易
事業実績がない中、白身魚
ホキの買付、対日輸出を開
始、２年後には年間２０億円
を達成。現地から日本国内
担当支店、顧客訪問商談を
行うなど営業に注力。ＮＺ漁
業法違反で拿捕された日本
漁船の解放交渉も行った。
食品部門との畜肉缶詰、肉
類、乳製品事業の為ＮＺ食
肉公社との合弁畜肉会社、
牧場会社、缶詰製造会社設
立交渉を開始、契約締結交
渉、定款作成などを行った。
ラグビーチームオールブラッ
クスとのコマーシャル契約、
コマーシャルフィルム撮影交
渉を担当。東京デイズニーラ
ンドへの商品調達（チーズ、
ブロッコリー、アイスクリー
ム、リンゴなど）にチャレンジ
した。ＮＺアイスクリームは当
時脂肪分が日本の２倍使用
されており、甘くマイルドな美
味しさがあった。

現地法人設立や買付貿易拡大、
現地会社との商談など、小国と言
われたＮＺの北から南までのトレー
ドマップを作成して取組んだ。水産
物に関わらず、農産物、乳酸物も
含めた食料調達に取組んだ。ここ
で習ったことは、牧草で飼育する
牛、羊の飼育に当たっては、栄養
豊富かつ安全な牧草を生育させる
ために、有害土壌を撤去する、混
合しない、土壌に栄養を与えるな
ど、それまで経験をしたことがない
見えない部分への注力。草で動物
が成長する為の良好な成育環境
整備が重要な業務であることだっ
た。大きな口を持つ牛は背丈１０セ
ンチほど草を残します。残した草
を、次は羊が摂餌し、残草の高さ
は１センチ程度になり、牧草の有
効な活用がなされます。自然資源
を十分に活用する事例を学んだ。
もうひとつは、切実な体験でした。
それは「英語、だけど英語」の世界
でした。日本で習う英語はアメリカ
英語ですが、NYであれだけほめら
れた英会話力が、最初の３ヶ月ほ
どNZでは通じなかった。いわゆる
クイーンズイングリシュとアメリカン
イングリッシュの異なりです。急遽
ウエリントン大学夜間英語コースに
通い、何とかコミュニケーション力
を再生することが出来た。
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年 年齢 経歴 仕事 学んだこと
３ヶ月後には何とか通じるようにな
りました。日本では「英語」
「English」「イングリッシュ」と言いま
すが、すべて同じ「英語」という認
識です。しかし、世界の用語として
のEnglishはそれぞれに異なりま
す。有名な話ではシンガポール人
が使用する英語のようなSinglish
は、同国以外では通じないマネ英
語でした。当時のリー・クアンユー
首相が抜本的な言語改革を行い、
グローバルランゲージとしての英
語が根付いて行きました。言語学
は単純ではありません、ということ
を学びました。

1992 42
鮮・活魚輸入、販売部
門へ異動

空輸事業。生鮮、活魚を空
輸で調達。調達国はＵＳ、カ
ナダ、ノルウエー、チリ、Ｎ
Ｚ、オーストラリアなど。最低
確保利益率を１０％に設定、
到着後３日以内に完売を方
針とした。赤字５０００万円で
引き継いだ事業は、１年で黒
字５０００万円を達成した。顧
客とは面談の機会もなく、声
だけ商談、市況情報交換を
行い、価格・販売見込み数
量を設定、商談後即時ＴＥ
Ｌ、ＦＡＸで海外仕入れ先に
発注をするというビジネス
だった。

生鮮魚ゆえの早期商談決着、販
売。顧客との市況情報交換で予め
顧客想定価格、仕入れ価格を設
定。確保利益率は１０％に。３日内
完売、３日過ぎれば価格調整、完
売達成対応、在庫回避策を実施。
利益を出すビジネスの楽しさ取得。
今後の楽しみを期待したが、海外
事業対応の為、１年で急遽部署異
動。

1993 43
海外事業対策部門へ
異動

ＮＺ漁獲枠喪失に対応、現地
会社とのトレーデイングシス
テム構築、商品買付事業を
確保。持続的取引体制確立
のため、現地社との新事業
体制構築という特命業務。
原料輸入が常道であった
が、現地社は完成製品販売
方針を堅持、これに対応し
て、現地社の中国工場での
白身魚フィレー、切り身加
工、対日輸出事業からまず
開始。現地付加価値加工製
品に取組み始めた。

ＮＺ駐在時代の人脈を活用、両社
の新事業システム構築に向けて、
連携・協働環境が大きく前進した。
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年 年齢 経歴 仕事 学んだこと

1994 44
水産生産システム構
築部門へ異動

前部門時代の業務継続。Ｎ
Ｚ取引会社工場で生鮮白身
魚を原料とする「一回凍結白
身魚フライ」現地生産システ
ム構築。NZドル５９円にもな
る超円高時代の厳しい価格
交渉であったが、ＮＺ駐在時
代の人脈が寄与し、取組み
が歩み始めた。白身魚原料
は同社氷蔵トロール漁船漁
獲物を冷凍保管することなく
原料としてフル活用、白身魚
原料のほかバッタ粉、パン粉
もＮＺ国小麦を活用して調達
した。　　　　アルゼンチン国
と英国の領有権抗争が色濃
かったフォークランド島海域
でイカ底曳き操業を行うべく
現地会社、島政府を先輩社
員の方と訪問する機会が
あった。１回目の渡航はロン
ドンから英国空軍機で渡航し
た。数年後の２度目はチリ経
由チリの民間旅客機で渡航
することが出来た。

白身魚を単にドレス凍結製品にし
て、原料として国内販売することか
ら、自社グループ現地会社で付加
価値生産を行う事業戦略に転換、
現地製造最終製品を輸出すること
になった。フォークランドに向かっ
た英国空軍機の機内食は、サンド
イッチのパック食だった。軍隊の一
面も勉強する機会だった。

1996 46
インドネシア国ジャカ
ルタ駐在、エビ養殖事

業推進担当

在インドネシア国大手華僑
事業グループと提携、ブラッ
クタイガーエビの漁船漁獲減
少に対応する養殖事業への
挑戦。ジャカルタ華僑本部内
にデスク設置、日本人は小
職のみ。北部遠隔地の島内
で養殖場建設からスタート。
1ヶ月の内３週間は現場業
務、１週間はジャカルタ本部
における打合せ、事業資本
投入などの交渉にあてた。
当初は加工場建設、品質管
理、製品の世界市場輸出担
当であったが、養殖部門にも
関与。工場建設には当初よ
り世界貿易を視点にデン
マーク食品機材会社と提
携、ＨＡＣＣＰ、ＥＵ基準に対
応するシステム、設計を導入
した。パートナー華僑会社よ
り現地事業委託を受け、タイ
国、シンガポール、インドネ
シアより人材採用、複数国
立大学の海洋・生物学新卒
者を採用、現地において業
務訓練、指導を行った。１９９
７年５月ジャカルタ暴動、１９
９９年１月アンボン暴動が発
生した。暴動による治安悪
化、華僑事業が行き詰まりを
見せ始め、養殖事業は中断
となった。

先進都市ＮＹ、中進国ＮＺ、発展途
上イスラム国インドネシアと世界三
様国の駐在を体験。インドネシアで
はこれら前例駐在国の経歴を生か
し、また現地人の採用、人材育成、
新卒採用者との協働、タイからの
養殖技術者との協働など、多国間
人材登用によるすばらしい業務体
験と業務進捗を体験できた。ボ
ゴール大学水産学部、アンボン大
学水産学部とも交流、各種調査、
学術知識、産業知識を取得するこ
とが出来た。暴動による社会情勢
の悪化はどうしようもない障害で
あったが、海外事業における人材
活用、採用人材との共存・共学は
素晴らしい経験となり、今も人脈は
残る。また、こちらの在日インドネ
シア大使館との交流もできることと
なった。当時ジャカルタでは英語で
コミュニケーションが出来たが、養
殖現場の僻地では英語が通じず、
急遽インドネシア語を習い始め、日
常会話には事欠かないようになっ
た。すばらしいＬｏｃａｌｉｚationでも
あった。しかし、赴任前に行ったこ
とは、初めて接する「イスラム教」と
はを学ぶために、２０冊近い関係
書籍を読みあさった。着任後も、現
地で発刊された英訳本を読み込ん
で行った。
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年 年齢 経歴 仕事 学んだこと
現地従業員と接する中、インドネシ
アイスラムの寛容性を学び、従業
員の結婚式に数回出席の機会が
あった。

2001 51 エビ販売部門に異動

インドネシアエビ養殖事業と
の関係もありエビ輸入・販売
部門へ。インドネシア人脈、
業界人脈を頼りに現地出張
を重ね、調達力を強化、一方
で国内販売も担当、売上高
達成を果たしてきた。

海から顧客までをつなぐ流通販売
システム構築、多くの新流通システ
ム構築の経験が出来た。

2005 55
海外漁業事業担当部
門へ異動

海外合弁漁業部門、新規漁
業、資源アクセス開発担当。
南米、フォークランド、南氷
洋オキアミ、オーストラリアメ
ロ、インドネシアエビ合弁事
業などの支援。日常業務課
題、助言、生産状況把握、収
支管理・分析、事業報告・分
析、現地への情報リターンな
どの実施。世界資源管理論
を想定する中、年々難しい対
応になりつつあったが、経
験、新しい学習で支援成果
を達成することが出来た。ま
た、国際地域漁業管理委員
会（チリアジ管理委員会、南
氷洋生物資源保護委員会な
ど）への対応、国際会議出
席、政府交渉随行出張など
業務範囲は広いものであっ
た。

本部門には業務経験は欠かせな
い要件。また、過去の歴史体験だ
けの対応では、世界変化に追い付
けない。日々の関連情報や関連国
際機関のＷｅｂ情報を把握、関係グ
ループ会社、取引先からの資源ア
クセス情報などから、新規事業の
機会を掴むなど、変化・変革への
動きを前もって把握し、対応する能
力が必要とされた。少なくとも英語
言語能力は必須、できればスペイ
ン語能力もほしかった。インドネシ
ア語の登場機会はなかった。
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年 年齢 経歴 仕事 学んだこと

2010 60 大日本水産会に転出

６月大日本水産会おさかな
普及協議会事務局長就任。
２０１２年４月魚食普及推進
センター事務局長兼務。前
社経験を携えての、新業務、
水産物消費拡大、魚食普及
へのチャレンジ開始。

豊かな食に恵まれた日本で水産物
消費拡大、魚食を増やす普及活動
を行うことは、どのような成果を
持って活動評価とするかという点
において、いつも頭を抱えて来た。
しかし、先達の方々に学ぶ点は数
多かった。「なぜ、魚を食べるの」
「なぜなら、魚にはこんなに優れた
ものがある」「だから、もっと食べよ
う」という食べることの意味を知っ
てもらい、意識を養ってもらうことが
重要であることを学んだ。その結果
として、成長期を迎える児童・生徒
を対象に、実施校の終日の授業時
間を拝借し、おさかな学習ゼミ、活
魚にさわるタッチプール、泳ぐ魚を
学ぶシャトル水族館、ＰＴＡ料理教
室をセットとして、「小学校おさかな
学習会」を開催、この活動を主体に
して、魚食普及推進を行って来た。
一両日で結果を得ることが難しい
課題に対しての取組み。日本、海、
魚、自然などを学ぶ機会が少なく
なった小学校において、魚、魚食
への意識を養うことに対して、実施
校の先生方からは大変感謝され、
好評を得ることが出来た。貴重な
体験をさせてもらった。

2014 64 退職
２０１４年５月３１日退職。家
内と旅行を、が約束です。

　社会へのデビューが船上ではありましたが、同乗させて頂いた船長・機関長、航海士・機関士、甲板
員・機関員、事業員の方々の、すばらしい人格と人間性に多くのことを教示頂きました。陸上勤務にお
いても勤務地を転々とする中、その時々に出会った多くの方々には、言い表せないご親切、感動を受
けながら今日に至ることが出来ました。病の際には多くの励ましをいただき、乗り越えることが出来まし
た。言葉では表せない恩恵の数々を頂くことが出来ました。心より、厚く御礼を申し上げます。本当に、
本当にありがとうございました。
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平成２６年５月９日 

大変お世話になりました皆様へ 

 

  

平成２６年もすでに５月を迎えております。まもなく梅雨入り宣言がなされる時となり、

さわやかさも数日後には一段落という季節でもあります。このような季節
と き

が流れる中、みな

様にはお変わりなく、健やかにお過ごしのことと拝察いたしております。 

 

 私事でございますが、小職はこの５月末を持って業務を引き継ぎ、この職場から去ること

となりました。現職に従事致しましてまる３年でございますが、お陰様で前職からは支障な

く、新しい職務に対応することが出来ました。心より厚く御礼を申し上げます。 

 

 外航商船の航海士となり、世界を駆け巡ることが学生時代の夢でしたが、第一次オイルシ

ョックの多大なる悪影響により、商船会社の求人に恵まれず、前職場と出会うこととなりま

した。それまでは、水産という言葉さえも理解することなく自由奔放な時期を過ごしており

ました。このような勝手な者が海洋国日本の基盤産業である水産業に従事し、はるか遠くの

北太平洋において、５０００トン型の大型トロール漁船の航海士として従事し、スケソウダ

ラすり身製造に携わり、１３０名を越える乗組員の方々と一体となり、荒天を乗り越え、無

事本国に帰国できた喜びを分かち合うという経験をすることも出来ました。 

 

カナダ東岸沖、ニューヨーク沖合で２５００トン型の冷凍魚加工トロール漁船操業に従事

し、ニューヨーク沖合操業時には米国の２００マイル法施行日に遭遇、２００マイル外に待

機する経験も致しました。ニューヨーク駐在、ニュージーランド駐在、インドネシア駐在業

務に従事する機会も頂き、それぞれの国々における水産業、農業という第一産業を学習する

機会もいただくことが出来ました。満足感に充足されることはなかなかありませんでしたが、

その時その時の充実したビジネスチャレンジを楽しませて頂くことが出来ました。 

 

海外駐在地における現地取引先、現地人スタッフとの貴重な交流、業務体験をさせて頂き

ました。このような多様な職場変遷、経験の中、無事今日を迎えることが出来ましたのは、

多くの方々のご支援の賜物でございます。改めまして厚く御礼を申し上げます。この先は家

内と共にゆっくりとした時の流れを楽しむことが出来ればと思っております。また、居住地

近隣のボランテイア活動も目指してみたいと思っております。 

 

最後になってしまいましたが、今日に至る多様な機会を頂き、大変お世話になりました。

みな様のご健康とご繁栄を心より祈念致します。ありがとうございました。 

 

敬具 

一般社団法人 大日本水産会 魚食普及推進センター 宮本博紀 
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