「第８回枕崎カツオマイスター検定」実施要項
主催：枕崎カツオマイスター検定推進協議会
共催：大日本水産会、日本カツオ学会
１．検定の目的
枕崎カツオマイスター検定とは、枕崎市民をはじめ県内外の方々に、枕崎で水揚げさ
れるカツオや製造されるかつお節についての正しい知識を身につけ、自らの食生活に生
かしつつ、カツオの価値を問い直し、「枕崎のカツオ」を広く伝えていただくための検
定試験を実施し、合格された方を「枕崎カツオマイスター」として認定す るも ので す。
また、今回も検定で全問正解者の中から抽選で１名の方をフランスに招待します。
※日程については後日、連絡を行います。また、パスポート取得にかかる費用、集合
場所までの旅費等については自己負担となります。
２．養成講習会の内容・スケジュール
検定試験の実施に当っては、養成講習会（２日間：第１日目＝午前１０時～午後５時
３０分、第２日目＝午前８時３０分～１２時４０分）を実施します。
受験者は、原則として、２日間の養成講習会を受講する必要があります。
【日

時】
平成３０年１１月２４日（土）～２５日（日）

【会

場】
メイン会場：
（公益財団法人）南薩地域地場産業振興センター（松之尾町 37 番地 1）
サ ブ 会 場：枕崎水産加工業協同組合(立神本町 12 番地）
㈱西村浅盛商店（宮前町 166 番地）
内港荷捌所及び入札所

【内容・スケジュール】
１１月２４日（土）
開会式
主催者の開会挨拶
枕崎カツオマイスター検定推進協議会 会長 前田 祝成（枕崎市長）

10:00～10:05

10:05～10:20
10:30～11:50

カツオ学（カツオ検定）へのいざない：テキスト・序章（若林良和）
1 時限

カツオの実習①：かつお節工場（㈱西村浅盛商店）の研修視察
カツオの三枚おろし（体験）
昼

12:00～13:00

食（弁当 500 円、希望 者のみ）
（弁当のご飯にかつお出汁をかけて船人めしを作って食べる）
1

13:00～14:20

2 時限

カツオの実習②：かつお節の削り体験及び出汁づくり体験

14:30～16:00

3 時限

カツオ学の実地研修：市内のカツオ資源を訪ねる
枕崎漁港の視察、低利用資源高度活用化施設の視察・鰹供養塔

16:10～16:40

4 時限

講義「魚飾」でカツオを探る①：テキスト第 8 章（東 川隆太郎）

16:50～17:20

5 時限

講義「魚飾」でカツオを探る②：テキスト第 10 章（ 東川隆太郎）

17:20～17:30

第 2 日目の諸注意
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「カツオについて語り合う夕べ」：カツオ料理のフルコースを提供

18：30～

＊ 花 渡 川ビ ア ハウ ス 〔明 治蔵 〕（ 会 費 3,000 円： 希 望者 のみ， 事 前 申し 込 み）


枕崎水産加工業協同組合 の枕崎カツオマイスターが説明

１１月２５日（日）
8:30～ 9:20

6 時限

講義「魚色」でカツオを探る①：テキスト第 1 章・第 2 章（上野一也）

9:30～10:00

7 時限

講義「魚色」でカツオを探る②：テキスト第 3 章（横 山佐一郎）

10:05～10:35

8 時限

講義「魚職」でカツオを探る①：テキスト第 4 章（江 幡恵吾）

10:40～11:10

9 時限

講義「魚職」でカツオを探る②：テキスト第 5 章（小 湊芳洋）

11:15～12:05

10 時限

講義「魚職・魚食」でカツオを探る：テキスト第 6・第 7 章（鳥居享司）

12:10～12:40

11 時限

講義「魚職」でカツオを探る③：テキスト第 9 章（若 林良和）

12:40～13:30

昼

食

13:35～13:45

検定試験にあたっての諸注意
枕崎カツオマイスター検定委員会委員長

14:00～15:30

枕崎カツオマイスター検定試験

15:30～15:40

閉会挨拶

若林良和・愛媛大学 副学長

枕崎カツオマイスター検定推進協議会副会長
西村

協（枕崎水産加工業協同組合代表理事組合長）

【予定講師】
・若 林

良和

・原 口

泉

・江 幡

恵吾

愛媛大学副学長・南予水産研究センター教授，日本カツオ学会顧問
鹿児島大学名誉教授・志學館大学教授
鹿児島大学水産学部准教授

・横 山 佐一 郎

鹿児島大学水産学部助教

・鳥 居

鹿児島大学水産学部准教授

享司

・東 川 隆太 郎

ＮＰＯ法人まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会代表

・上 野

一也

鹿児島県立鹿児島水産高校教諭

・小 湊

芳洋

枕崎水産加工業協同組合参事

３．検定試験の内容
【日時】
平成３０年１１月２５日（日）１４時～１５時３０分
【会場】
（公益財団法人）南薩地域地場産業振興センター（松之尾町 37 番地 1）
【試験方法】
１．試験時間は９０分とします。
２．出題範囲は、本検定公式テキスト、および養成講習会の視察＆実習の内容を含
みます。
３．出題数は７０問です。
４．出題方法は４択一式とします。
【合格基準】
出題数の７０％（４９問）以上の正解した受験者を合格とします。
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４．受験料・教材費
○受験料：３，０００円
※ただし，大学生以下の学生（専門学校等含む）については，
１，５００円とする。
＊これには、養成講習会、試験検定料の経費一式を含みます。
○公式テキスト代：２，１６０円（消費税込み）
＊テキスト「カツオ学入門」（全 170 ページ）は全国の書店でもお求めできま
すが、事務局でもお求めになれます。
５．受験募集期間・定員
【申込期間】平成３０年８月２７日（月）～１１月２日（金）
【定

員】最大１００名（※先着順）
（※実施最少人員

４０名）

【申し込み方法】
○申し込み方法は、次の３種類があります。
（１）申込持参の場合
申込書及び受験料（現金）を下記窓口へご持参ください。
窓口：枕崎カツオマイスター検定推進協議会事務局 （枕崎市水産商工課内）
〒898-0001 枕崎市松之尾町 64 番地

℡0993-73-1092

※受付は、土・日･祝日を除く９：００～１７：００です。
（２）銀行振り込みの場合
申込書は、枕崎カツオマイスター検定推進協議会事務局に郵送し 、受験料は
所定の銀行口座へお振込みください。
郵送先：〒898-0001 鹿児島県枕崎市松之尾町 64 番地
枕崎市水産商工課内
枕崎カツオマイスター検定推進協議会事務局

宛

振込先：鹿児島銀行枕崎支店（店番２４０）
普通３００２５４５
口座名義人：枕崎カツオマイスター検定推進協議会
※必ず受験者ご本人の個人名でお振込ください。
（ 振込名義人が違って 照合で
きない場合には、別途、検定料をお支払いいただくことになります。）
※振込手数料は、ご負担願います。
（３）現金書留の場合
申込書と受験料（現金）を現金書留で枕崎カツオマイスター検定推進協議会
事務局へご郵送ください。
郵送先：〒898-0001 鹿児島県枕崎市松之尾町 64 番地
枕崎市水産商工課内
枕崎カツオマイスター検定推進協議会事務局
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宛

※郵送料などの手数料は、ご負担願います。
※申込締切日（１１月２日）必着
注意事項
○⑴、⑵、⑶いずれの方法で申し込む場合でも、所定の検定申込書に必要事
項を記入の上、必ず、本人写真３枚（運転免許証用と同じ規格ﾀﾃ 30mm
×ﾖｺ 24mm 裏面に受験者名を記入）を添付してください。モノクロ写真
は不可、写真サイズ厳守でお願いします。
○所定の検定申込書は、ホームページからダウンロードできます。

○テキストの購入希望の場合は、テキスト代２，１６０円をお支払いくだ
さい。（申込持参の場合を除く）
【 合 格 者 発 表 】平成３０年１２月１４日（金）
（枕崎市のＨＰで合格者の受験番号を掲載します）
【成績表発送日】平成３０年１２月１４日以降に受験者へ結果を送付します。
（合格者には、認定証書と認定カードを授与します。）
６．申込み上の注意
○下記の場合は受験することができませんので、ご注意ください。
・申込書類が１１月２日を過ぎても検定推進協議会事務局に届かない場合。
・申込書類が受付期間内に到着しても、受験料の納入が １１月２日までに確認で
きない場合、書類又は手続に不備や、事実と反する記載があった場合、申込に
際し所定の方法で申込されない場合。
○一度、納入された受験料の返還はできません。また、受験料の次回への振替えなど
一切できません。ただし、実施最少人員に満たない場合、または、不測の事態によ
り検定の実施ができなかった場合は返金いたします。
７．講習会及び検定試験時の持参物
○公式テキスト「カツオ学入門」、受験票、筆記用具をご持参ください。
○講習会では、実習もありますので、作業服等汚れてもよい服装を準備してください。
８．受験上の注意
・申込みをした本人のみが受験できます。（代理受験は一切認めません。）
・試験会場には、時間に余裕を持ってお越しください。開始時刻に遅れると、原則と
して受験できません。
・筆記用具の貸し出しはできません。
・試験中の私語・飲食・喫煙はお控えください
・試験中は試験監督官の指示に従ってください
・携帯電話・スマートフォン等の電源はお切りください
・試験問題の内容および採点内容・採点基準についてのご質問には 、一切お答えでき
ません。
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・問題用紙と答案用紙はすべて回収します。試験会場から持ち出すと、失格になる場
合があります。
・試験中および試験後に不正が発覚した場合、当該受験者は失格または合格取消とし
以後、受験を認めません。
・台風、地震、洪水、津波等の自然災害等の場合は、試験を 延期することがあります。
・試験会場近くに駐車場を確保していますので、利用される方は申込書の欄に記入し
てください。
９．その他
○１１月２４日の「カツオについて語り合う夕べ」
（交流会）に参加希望の方は、申込
書の交流会の欄に記入してください（会費３，０００円は当日受付にてお支払いく
ださい）。
○１１月２５日の昼食については、枕崎名物料理の食べられる飲食店が掲載されてい
るパンフレットを、受験票送付の際同封しますので、必要な方は各自で予約してく
ださい。
○市外、県外の方で宿泊が必要な方は市内の宿泊施設案内を受験票送付の際同封しま
すので、各自で予約してください。
○市内の下記写真館では、
「カツオマイスター検定」用写真を３枚１，０００円（消費
税込み）で提供します。必ず受付で「カツオマイスター検定 用写真」と申し出てく
ださい。
・い の た に 写 真 館 ： 東本町９

℡７２－３２１４

・久 保 写 真 館 ： 高見町１８１

℡７２－２５９３

・し お み ス タ ジ オ ： 汐見町１６６

℡７２－５９７１

・写 真 の お が た ： 千代田町２４－２

℡７２－１８５５・７２－６６５５

○ご記入いただいた個人情報につきましては、検定試験施行における本人確認、 受験
者・合格者台帳の作成、認定証・認定カードの発行及び検定試験に関する連絡、各
種情報提供の目的のみに使用します。
○その他、ご不明な点がありましたら、下記の事務局にお問合せください。

【お問い合わせ先】枕崎カツオマイスター検定推進協議会事務局
〒898－0001 枕崎市松之尾町 64 番地（枕崎市水産センター内）
枕崎市役所水産商工課（水産振興係）
℡：0993-73-1092（直通）

0993-72-1111（内線 414）

e-mail： suisanshinkou@city.makurazaki.lg.jp
公式ＨＰ

http://www.city.makurazaki.lg.jp
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