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2007・06・04（月）

平日釣行

昨日の釣行中止により、5月20日以来、ずっと海から離れて

います。来週末まで釣行できないとなると、丸3週間、釣行し

ないことに。

これは精神衛生上、非常に好ましくありません。まあ、禁断症

状とでもいいましょうか。

禁断症状で業務に差し支えてはいかんだろう、ということで、

明日は有給休暇を取って、平日釣行いたします。手帳を見た

ら、前回の有給休暇は10月。8ヶ月ぶりとは、真面目なサラ

リーマンですな。前回も平日釣行でしたが。

久しぶりの単独釣行。明日の天気予報は曇り、波は0.5M。の

んびりして来ようと思います。

コメント

ようかん

今日は熱を出して休んでます。こういう有給取得はよくないで

すね。

さぬき富士

学校では、はしかなどが流行っているようですが、大丈夫で

し ょ う か ？ お 大 事 に 。 こ ち ら は 海 で リ フ レ ッ

シ ュ し て き ま した。
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2007・06・05（火）

キス　爆釣（その２）

本日は休暇を取っての単独釣行です。

9：20出港。いつものポイントに向かいます。ベタ凪で海面

が鏡のようです。島の新緑と、海のエメラルドグリーン。これ

を見るだけでもリフレッシュします。

9：45ポイントに到着。天気予報は曇りでしたが、日が照っ

ていて、かなり暑いです。早速テントを広げます。一人で広げ

るのはちょっと手間ですが、これが有ると無いとでは、雲泥の

違いです。

10：00一投。本日は二刀流置き竿戦法です。二本目に餌をつ

け投入したところで、一本目にヒット！このあたりは、キス。

あげてみると、なんとダブルです（写真参照）。それも良形の

２０センチクラス。幸先良し！

その後、ドンドン釣れます。ほぼ入れ食い状態。どれも大型な

のがスゴイです。

同じポイントで流しながら、つり続け12:30頃まで、コンス

タントにキスがあがりました。満潮の13:30頃まで、あたり

が無くなり、その後はグチのオンパレード。キスが来ません。

グチを5匹あげたところで、T島の南に移動。ここでも良形の

大型キスを1匹ゲット。

15：30納竿。釣果は、キス26匹、グチ5匹、計31匹の大漁

でありました。

マリーナに戻ると、常連さんがいます。今日は火曜日、土日だ

けでなく、平日もマリーナに来ているとは！

Sさん：「ようけ釣っとるな。会社を休んでまで来るとは、相
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当のめりこんどるな。」

Kさん：「ストレスが発散できていいんや。でも、わしぐらい

になると、クビになるから気を付けな。」

ありがとうございます。本日は、ほんとリフレッシュできまし

た。すっきりです。

今夜は、キスの刺身と塩焼き＆ビールであります。

 

 

 

 

コメント

酔軍

おおーっ！大漁ですな。会社休んだかいがありましたね。
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さぬき富士

休んだかいがありました。今日は本当に良い休暇になりまし

た。酔軍さん艇のお隣さんも夕方マリーナで魚をさばいておら

れ、こちらもキス・グチ大漁でした。小生が釣った東、H島だ

そうです。潮が良かったのですね。今夜はキスの刺身と塩焼き

でビールが進み、今、焼酎に切り替えました。

2007・06・06（水）

釣りバカの行動

釣りバカの行動には、いくつかのパターンがあります。それ

も、また単純なパターンが圧倒的に多いのです。見え見え

です。

たとえば、釣り仲間が釣行に出ていると、釣れているかどうか

を聞きたくなり、つい携帯をかけてしまう。

昨日の平日釣行。12時を過ぎたとき、携帯にメール。Yさん

です。その5分後、またしても携帯にメール。今度はノリさん

から。

メールのタイトルまで、一字一句同じ。「釣果はどうですか」

・・・思わず笑ってしまいました。

昨日は爆釣でしたので、どちらにも、「釣れてます」の一言だ

けを返信。釣れていない言い訳をしなくてすむのは、なんと気

分の良いことか！
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2007・06・07（木）

今週末

本日は飲み会。高松港が見渡せるレストランです。なかなか良

い眺望でした。釣りにどうぞ、と語りかけているような気がし

ます。（そう思うのは、あんただけやろ、という声が聞こえて

きそうですが・・・・・）

土日の天気は釣行OKの予報。基本的には両日とも出航しよう

と思います。

天気は気まぐれ。出航できるときには、必ず出航すべし！最

近、そのように考えるようになってきました。

コメント

酔軍

＞出航できるときには、必ず出航すべし！病、膏肓に入る・・

・ですな。

さぬき富士

＞病、膏肓に入る・・・ですな。返す言葉がありません。

2007・06・08（金）

散髪

会社帰りに、いつもの散髪屋に。暑くなってきたので、裾を短

めにカットしてもらいました。さっぱりしました。
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帰宅途中、雷が光っていましたが、22時頃からは夕立。雨不

足には良いことですが、20分もしないうちに止んでしまいま

した。

さめうらダムの貯水率も50％を切り、まずい状況です。まと

まった雨が欲しいですね。

2007・06・09（土）

明日の釣行予定

本日は所用で釣行中止。

天候は、昨夜から雷雨。朝は6時～7時頃までは止んでいたも

のの、その後再び強い雨。少しは水不足解消に役立ったでしょ

うか？でも、11時頃からは雨は上がり、夏のような空が広

がっています。入道雲も出ています。

さて、明日はまたしてもキス釣りの予定。Tさんと、今回初

めてご一緒するKさんとの3人で出航です。

先日（5日）のキス爆釣の再現なるか？楽しみです。

2007・06・10（日）

キス　爆釣（その3）

本日は、Kさんとの釣行。初めての同行であります。

当初、ご一緒するはずだったTさんは、今朝、体調不良のた

め参加を見送り。お大事に。

7：45マリーナ集合ということにしていたのですが、小生が
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到着した7：35には、Kさん到着済み。なんと、750のバイ

クで高速で来たそうです。ライダーの釣りバカというのも、

かっこいいですね。

7：50出港。いつものポイントに、8：15到着。早速釣りは

じめると、Kさんにヒット！良形の20センチのキスです。開

始後10分でのゲット、幸先良し。

と、喜んでいると、向こうから見慣れた船が。酔軍さん艇で

す。手を振っておられるのはKさん。Mさんもいます。いつ

ものメンバー。さらにゲストの方がお子さん連れで参加されて

います。酔軍さん艇、本日は完璧な遊漁船状態です。

キスは入れ食いとはいかないまでも、コンスタントにあがって

います。時折ダブルも来ます。でも、先日（5日）に比べる

と、なんとなく物足りない感じ。そのうちに、当たりが遠のい

てきました。また、風と波も強くなり、つりにくい状態に。

11：45、潮の流れを待ち、昼食。と、携帯にメールが。Y

さんです。今日は用事があるとのことで、ご一緒できませんで

したが、やはり気になるのでしょう。釣りバカさんですね。ま

たしても、タイトルは「釣果はどうですか」。はいはい、本日

は、「今いち」と返信。

潮が流れ出しましたが、風と反対の流れ。これでは底が取れま

せん。船尾を風上に向けて、微速後進するものの、道糸が流れ

てしまいます。酔軍さん艇は、スパンカーの威力で風に向かっ

て船首を立て、微速前進で調整されています。うらやましい！

そこで、シーアンカー投入。ボートを酔軍さんから譲っていた

だいた際、一緒にいただいたものです。一回だけ、投入の練習

をしたことがありましたが、そのときはベタ凪で効果は、はっ
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きり解りませんでした。その意味では、初の本番での使用

です。

徐々にパラシュートが開くと、風に向かって船首がきっちり立

ちます。道糸も垂直に降ります！これはすごい！酔軍さんから

は、「これがあるとないとでは、釣果が全然違う。」と教えて

いただいていましたが、まさにその通り。アタリが徐々に戻っ

てきました。

13：30　ポイント変更。酔軍さん艇の後ろについて移動で

す。ここでもシーアンカーを使いますが、アタリなし。2回流

して、14：00納竿。

マリーナに帰って、釣果を数えると、キスが40、グチが6。

感覚的には爆釣では無かったのですが、数的には爆釣といって

良いでしょう。釣果はすべてKさんに持って帰っていただき

ました。
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2007・06・11（月）

カバー破損

ボートが屋外保管のため、キャプテンシートとコンソールボッ

クスに、カバーを付けたことは既にブログに書きました。

１００均で購入した自転車用シートに、ハトメをつけ、ゴムひ

もでくくるものでしたが、やはり強度不足でした。両方とも

破損。

コンソールもシートもシート無しで保管されていましたが、別
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段問題は無いようです。当面はカバー無しでいこうと思い

ます。

2007・06・12（火）

ブログをPDFに変換

ブログをPDFに変換するサービスがあります。それも何度で

も無料。

なぜ無料かというと、別途、紙に印刷・製本する有料サービス

があり、これに導くため無料で提供されていると思われます。

早速、ユーザー登録をして、当方のブログのバックアップをイ

ンターネットで送信しました。3分ほどで完了の通知メール到

着。指定のサイトにパスワードを入れて、ダウンロードする

と、きれいにレイアウトされたPDFができていました。表紙

だけでなく、目次まで付いています。

本文に写真、コメントとトラックバックが掲載されています。

まあ、過去のブログを読むならインターネットで読めばすむの

ですが、やはり紙（正確にはPDF)で読む方が読みやすいです

ね。こうやって姿を変えた自分のブログを見ていると、いっ

ちょ製本してみるか？という気分にもなってくる方もいそうで

す。なかなか良く考えられたサービスですな。

当方のブログは昨年の8月開始ですから、約9ヶ月分の日記と

なります。とても製本するような内容ではありませんが、

PDFに変換しただけで、ちょっと気分を変えて読むことがで

きます。ブロガーにはお勧めです。

ここにPDFをアップしていますので、お暇な方はダウンロー
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ドしてご覧ください。（ファイルサイズは２MB強ありますの

で、ご注意下さい。）見開きで表示すると読みやすいです。

↓

「200706040005.pdf」をダウンロード

コメント

ようかん

昔のブログを読み返すことはあまりありませんが、なんだかお

もしろいですね。それにしても釣り。ほぼそれだけで人生が進

んでいるのですねえ。結構、結構。

さぬき富士

＞ほぼそれだけで人生が進んでいるのですねえPDFを読み返

しながら、「ほとんど釣りや」と、我ながらあきれました。

2007・06・13（水）

高知へ出張

本日、四国も入梅となったそうですが、雨は全く降っていま

せん。

さて、明日は午後から高知へ出張。定時まで仕事をして、懇親

会、そして最終バスで高松へ戻る予定。忙しいのう。



さぬき日記

12

2007・06・14（木）

カツオのたたき

本日は高知出張。仕事のあと、懇親会。

さすが、高知。海の幸が山盛りです。なかでも、美味しかった

のは、カツオのたたき。

その分厚さに加え、薬味のネギ、ミョウガ、タマネギ、そして

ニンニクのスライスも新鮮です。

臭いが気になるものの、ついついニンニクを食べすぎました。

カツオのたたきには、やはりニンニクがマッチします。

2007・06・15（金）

今週末

本日は今月末で退任される先輩の送別会。高松港を見下ろす高

台の宴会場で、たくさん飲みましたが、真面目にJRで帰宅。

この週末、相変わらず子供の野球で送迎に忙しく、また、天候

もイマイチですが、なんとか海に出たいと考えています。日曜

日に、キス・アジを狙えたら、と思案中です。

2007・06・16（土）

明日の釣行予定

木曜日は高知で飲み会（日帰り出張）、金曜日は送別会、と飲

み会が続き、さすがに疲れがたまって、その上、今朝は、子供
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3人の野球配送を早朝から行うと、眠くてたまりません。天候

は釣り日和ですが、本日は休養することにしました。

明日の天気予報は、入梅したにもかかわらず、雨マークが消え

ています。ただ、海上では風が強くなり、波も0.5Mのち1M。

少し気がかりで、どうしたものかと思案していたら、夕方

メール。

Tさんです。たしか今週末は用事があって釣行不可のはずでし

たが・・・・。なんと、「用事が済んだため、明日は釣行

OK」とのこと。早速、同行しましょうとの返信を打ちま

した。

ということで、明日は釣行。キスに加え、アジに挑戦する予定

です。

コメント

ようかん

渇水は大丈夫ですか？心配してます。心配してもどうにもなり

ませんが。

2007・06・17（日）

釣行中止

5時の天気予報「北東の風 後 東の風 海上 では 後　東の風

やや強く 晴れ 昼過ぎ から くもり 所により 雨　波 0.5メー

トル 後 1メートル」。天気は持ちそうですが、やはり風があ
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ります。

高松海上保安部のHPでは、荘内半島の六島灯台、昨夜から

ずっと風速5M以上になっています。無理して出ても釣り難い

と思います。残念ですが安全第一で、見送りといたします。

今日は釣具屋経由、マリーナにでも行ってこようかな。

渇水（第三次取水制限）

本日から香川用水は第三次取水制限。供給量が５０％となりま

した。

渇水は、H6年、H17年とありましたが、その時よりも早明

浦ダムの貯水率は少なく、昨日で33％しかありません。この

まま降雨が無ければ、30日頃にはゼロになるそうです。

今週末も、天気予報では日曜日は雨マークがあったのですが、

降雨はありませんでした。コメントでようかんさんも心配して

くれておりましたが、本当に困ったものです。

香川県は、今週末が田植えシーズンのピークらしく、我が家の

周辺でも一斉に田植えをしていましたが、今後が心配です。

2007・06・18（月）

ダバダ火振り＆ダバダロゼ

昨年9月16日、高知に出張した際の飲み会で、栗焼酎「ダバ

ダ火振り」を賞味しました。（ブログにも書いています）

その時の美味しさが忘れられず、先日の高知出張に先駆け、訪

問先の方に入手できないかを打診したところ、「ふつうのスー
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パーで買えますよ」とのこと。インターネットでは、ずっと品

切れになっているのですが、「さすがは地元」と感激、購入を

お願いしておりました。

出張当日、「ダバダですが、実は、酒屋・スーパー、どこでも

手に入りませんでした。昨年は栗が不作で、お得意さんの店に

配給するだけ。」とのこと。なるほど、インターネットでも品

切れのはず。

ところが、お願いした方、機転を利かしていただき、なんと蔵

元まで問い合わせてくれました。そして、蔵元まで足を運んで

いただき、ダバダ火振りとダバダロゼ、各一本、入手してくれ

ました。蔵元は、四万十町（旧　大正町）で、高知市から結構

な距離があります。本当にありがたいことです。

ダバダ火振りは栗焼酎ですが、ロゼは写真のとおり一見ワイン

のように見えます。これは、栗焼酎と無農薬で育てた紫芋、そ

して四万十川源流の湧き水から作られたパーティ酒です。女性

に大人気とのこと。

土曜日から、まずダバダ火振りを晩酌でいただいていますが、

あっさり＆ほんのり甘い飲み口で、超美味です。ロゼは、ゆっ

くりと賞味したいと思います。
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2007・06・19（火）

徳島へ出張

明日は徳島に日帰り出張。

先週の高知出張と同じく、定時まで仕事をして、懇親会。そし

て高松へ戻ります。忙しい出張です。徳島は高松から約

70KMと近いのが救い。

行ってきます。

2007・06・20（水）

徳島出張完了

無事　徳島出張完了。

懇親会が盛り上がり、予定より１本遅い電車で帰宅。また、飲

みすぎました。

コメント

酔軍

お 疲 れ さ ま で す 。 他 人 の こ と は 言 え ん け ど 、 よ

う 呑 み ま す なあ。

さぬき富士

昨日に続き、本日も飲み会。言い訳するわけではありません

が、いずれも仕事がらみであります。さすがに、連続の飲み会

はつらいです。明日は禁酒して、土日の釣行に備えたいと思い

ます。
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2007・06・21（木）

今週末の予定

先週は釣行できなかったことから、今週は是非とも出航したい

と思います。

メールでの打診に、Tさんは土日ともOK、Yさんは日曜日

OK。できれば、両日とも出航したいと考えています。

狙いは、いつものキス+アジ。

あとは、天気が良いことを祈るのみ。

一市民としては、渇水に対する雨が欲しいのですが、一釣り人

としては晴天になるように！勝手すぎますね。

コメント

ようかん

さすが高松。渇水慣れしてるようですね。

2007・06・22（金）

明日の釣行予定

本日は香川は雨。ただ、恵みの雨とは言い難い降り方ですが、

降らないよりはましです。

明日は朝には雨は上がり、風もないようです。

明朝の天気予報と天候を見てから、ゆっくり目の出航となる予

定です。
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2007・06・23（土）

カウンター9000更新

いつもご覧頂き、ありがとうございます。来月には、ついに、

「1万件」となるか？（だから、どうだというわけではありま

せんが・・・）今後とも、よろしくお願いいたします。

キス＆タコ

心配していた天気、曇りの予報だったのですが、梅雨とは思え

ない青空が広がって、真夏のような暑さになりました。

本日は、酔軍さんとTさんと3人で出航です。8：40と遅め

にマリーナを出港。Yさんからの情報に従い、いつもとは違

うポイントに。Yさん艇のあとを追いますが、115馬力のエ

ンジンには着いていけません。

まず、テントをはり、暑さ対策。これで快適に釣りが楽しめま

す。早速、ビール！最高ですな。

投入後、Tさんがキスをヒット。良形の大型のキス。刺身サ

イズですな。続いて、酔軍さん。これも大型。本日は手釣りス

タイル。玄人っぽくて良いですね。そして、小生にも。同様の

良形です。

ここではキスに加えベラも混じります。酔軍さんはガシラをダ

ブルであげます。根がかりしやすいので、多少岩場になってい

るようです。

しばらくして、小生の竿に根がかり。ラインをもって引き抜き

ます。そして、リールで巻こうとすると、また、根がかり。

「あれ？」と思いつつ、もう一度引き抜いてリールで巻きます
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が、またもやひっかかります。このやり取りを3度ほど繰り返

しますが、いけません。

どうも海草かごみが絡んだのだろう、と思い、あきらめて手で

ラインを巻き上げます。すると、海面近くに、タコが出現。な

んとタコが釣れているではありませんか！Tさんにタモでア

シストしていいただき、取り込みました。正真正銘のマダコ

で、大型です！ラッキー。今日のお土産ができました。

急に気持ちが大きくなり、ビールから焼酎にチェンジ。高知で

入手したダバダロゼです。家で冷やしてクーラーボックスに入

れて持ってきました。酔軍さんと二人でストレートで飲みま

す。なかなか美味。フルーティな感触のあと、栗焼酎のまろや

かさが広がります。しかし、25度あり、ストレートで飲むと

結構回ります。ダバダロゼ、侮れず。

肝心の釣果、いつものようにバンバンは釣れません。しばら

く、その近辺を流しながら釣るものの、アタリが遠ざかり

ます。

いつのまにか酔軍さんは爆睡状態。こちらも酔いが回って眠い

ものの、頑張って竿を出し続けます。

ポイントをいつものところに変えますが、やはりあたりはポツ

ポツです。

14：30納竿。釣果は、キス：26、ガシラ：2、ベラ：4、

グチ：1などでした。爆釣とはいえませんが、まずまずでしょ

うか。

Tさん、これまでがチョット釣れすぎでしたよね。また、頑

張って釣りましょう。

なお、本日はデジカメを忘れたため、携帯で写した小写真とタ

コの写真しかありませんので、あしからず。
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コメント

ＴＡＫＡ

タコ美味そう！　　　って、はじめておじゃまします。酔軍さ

んの所から飛んできました・・・瀬戸内　釣りバカ釣行記（結

構釣り上手　^^;　）のＴＡＫＡです。ちょこちょこ覗いては

いたのですがカキコはお初です。ＦＷ２３、何度か乗せて貰っ

て宴会をしましたが・・・良い船ですね。。。が、釣果は船頭

次第ですね（笑）最近は西方面へはなかなか行く機会が有りま

せんが海上でお会いしましたら宜しくです。

さぬき富士

TAKAさん　コメントありがとうございます。当方も酔軍さん

HP経由でTAKAさんのHPは楽しく拝見させていただいていま

す。FW２３のオーナーとなり2ヶ月半、マイボートを満喫し

ています。今夜はタコで一杯やっています。新米船長ですの

で、アドバイスいただければ幸いです。今後ともよろしくお願

いいたします。
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酔軍

昨日はお世話になりました。おかげさまで、たっぷり呑めて

ぐっすり眠れました。あれから家に帰ってからも爆睡しまし

た。2日分寝た気がします。

T

昨日はお疲れ様でした。しらふの私の方が、酩酊状態のお二人

より、釣果が少なかったような気がしてちょっとショックでし

た。水軍さんには、置き竿にさえ、バンバン当たりが来るのだ

から、嫌になっちゃう。まだまだ私に修行が足りないというこ

とでしょうね。今後とも宜しくお願いします。

さぬき富士

酔軍さん・Tさん　昨日はお疲れ様でした。釣りもさることな

がら、久しぶりにたっぷり飲めて楽しい一日でした。運転役の

Tさん、ありがとうございました。また、ご乗船ください。お

待ちしております。

2007・06・24（日）

雨

本日は朝から雨。結構強く降っています。

昨夜、本日の釣行は中止することにしましたが、正解でした。

降ったり止んだり、時折強く、まさに梅雨の一日でありまし

た。ただ、香川の水がめ、早明浦ダム上流の降雨は少量のよう

で、渇水には焼け石に水のようです。降らないよりは当然まし

ではありますが。
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本日は、子供の野球配送後、夏に備えて、クーラーのフィル

ターを掃除。家庭サービスであります。扇風機は半月ほど前に

出しており、現在は扇風機で十分ですが、昨日のような暑さに

なるとクーラーが必要となるでしょう。

午後はお昼寝。ホント、よく寝ました。良い休養日になりま

した。

2007・06・25（月）

金麦

サントリーから新しい発泡酒が発売されました。

「金麦」です。「金のうまさに、麦のこく」というコピー。

CMのBGMが「ビタースウィート・サンバ」で、オールナイ

トニッポンを聴いて育った世代は、「おっ！」と思うで

しょう。

パッケージは、濃いメタリックブルーに金色の麦のイラスト。

RITCH&MILDと記しています。

昨日（日曜日）に早速購入。うーん、イマイチですなあ。発泡

酒で重みを求めるとこうなるのかなあ？

発泡酒は基本的にライト系が良いと思います。

2007・06・26（火）

ふじ丸

先週、マイボートは船検。といっても、すべてマリーナにお任
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せしたので、何もすることなし。

船検にあわせて、船名を変更しました。新しい名前は、「ふじ

丸」です。

「ふじ丸」という名の船はたくさんあり、豪華客船もあります。

わが「ふじ丸」は、香川の「ふじ丸」。つまり、「さぬき（讃

岐）のふじ丸」・・・「さぬきふじ丸」です。

シンプルな名前ですので、今後ともごひいきの程、よろしくお

願いいたします。

2007・06・27（水）

ドライヤー購入

ドライヤーが壊れました。朝、いつものようにスイッチを押す

ものの、うんともすんともいいません。何の前触れも無し。

まあ、15年は使ったでしょうから、よしとしましょう。ナ

ショナル製でしたが長持ちしました。

ということで、Y電気で購入。今回もナショナルを選択。イ

オニティ ターボドライ EH5216。2,880円なり。

最近のドライヤーは、どれもこれも「イオン」が売りのようで

す。このドライヤーも「外付けイオン吹出し口で、マイナスイ

オンがしっかり髪に届く。」との触れ込み。

ただ、数日利用した限りでは、効果は「？」です。

15,000円くらいする高級ドライヤーなら、違いを体感できる

のでしょうか？
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2007・06・28（木）

平日釣行　キス

本日は、とある行事参加のため休暇です。

行事は昼までには終了するので、午後は釣行を検討していたと

ころ、偶然にも酔軍さんも参加されることを知り、お誘いしま

した。昼過ぎからでもあり、潮も中途半端な時間となって、コ

ンディションは好ましくないのですが、快諾いただきました。

ありがとうございます。

１１：２０、行事終了。早速、港に向かいます。天気予報は曇

りでしたが、やけに雲が多いのが気になりますが、まあ、大丈

夫だろう、と車を走らせます。

丸亀のいつもの釣具屋でゴカイを購入。車を出すと、かなり大

粒の雨が降り出しました。これはカッパなしでは厳しい天候

です。

とりあえず、弁当を買って、マリーナで食べながら様子を見る

ことに。雨は強くなったり、弱くなったり。１３：２０、空が

明るくなったところで、出航を決断。酔軍さんのボートの乗せ

ていただくことに。

写真（1枚目）のとおり、海上もかなり曇っていましたが、雨

は上がりました。

１３：５０　キスのポイント着。さすがに平日のこの時間、船

の姿はありません。この時間から釣るのはかなり厳しいと思い

ましたが、14：10　小生にヒット。大型、良形、刺身サイ

ズ。続いて酔軍さんもゲット。天候も回復し、2時間、のんび

りキス釣りを楽しみました。

そして、酔軍さんにお願いして、アジのポイントに移動。
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GPS漁探のポイントマークも確認。しかし、アタリはなし。

まだ、アジはいない模様。1回だけ小生の竿にアタリがありま

したが、アジではなく、キス。サビキでキスを釣ったのは初め

てです。

16:50納竿。帰港したら会社の終業時間と同じ時間でした。充

実した休日でありました。

釣果は、キス：12、ガシラ:１。今夜はキスの刺身でビール

の予定です。

 

 

 

2007・06・29（金）

今週末の予定

本日は曇りから、雷雨になりました。風もかなり強い一日で

した。
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明日は天候は回復するようですが、風が心配です。

土日のどちらかは出航したいと思います。

2007・06・30（土）

明日の釣行予定

本日の釣行、Tさんと行く予定にしていましたが、風のため

中止。明け方は微妙な様子でしたが、徐々に風が強まり、中止

して正解でした。

明日の天気は曇り、風もなさそうです。Yさんとノリさんと3

人で出航する予定です。朝、キスをやって、満潮にあわせてア

ジに挑戦してみようかと考えています。

2007・07・01（日）

釣行決行

本日の天気予報は、「北西の風 くもり 昼過ぎ から 夕方 雨　

波 0.5メートル」。海上保安庁のHPで見ても、六島灯台も微

風。予定通り、釣行決行です。

子供の野球配送の関係で、8：30マリーナ出港、14：00帰

港の予定です。

アジは釣れるでしょうか？
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アジ惨敗

7：30Yさんと一緒に自宅発。

途中、三男の野球配送のため練習グランドの駐車場に入ると、

携帯が鳴ります。酔軍さんです。

酔軍さん：「もう出とるん？」

小生：「今、マリーナに向かっているところです。どちらです

か？」

酔軍さん：「Oでアジやっとるけど、釣れんわ。」

小生：「何時からやってるんですか？」

酔軍さん：「5時出港」

あいかわらず、やりますなあ。9時にキスのポイントで落ち合

うことに。

８：３０マリーナ出港。Yさんとノリさんと一緒です。二人

とも久しぶりの釣行です。

８：55ポイント着。しばらくして、酔軍さん登場。ゴカイを

お渡しします。

木曜日に釣ったときは、そこそこアタリがあったのですが、本

日は全然駄目。諦めて別のポイントに移動。

とたんにノリさんにヒット。この引きはグチです。Yさんも

グチ。

しばらくして小生にキス。良形の刺身サイズ。

ですが、アタリは続きません。キスがポツポツといったと

ころ。

そのうちに、西のほうが暗くなって、海面をたたく雨音が。

（写真参照）だいぶ降ってきましたが、しばらくして上がりま

した。

本日の満潮は11：11。これにあわせて、アジを狙う予定。
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ポイントへ移動。

そこそこ船は出ていますが、つれている様子なし。何度か流し

ますが、アタリなし。

そうこうしていると、また雨。今度は土砂降りです。しばらく

様子を見ながら釣りますが、上がる気配なし。12時前、酔軍

さんから撤退のサイン。同感です。

周囲はかなり視界が悪く、また風が強くなって波も高くなって

きました。酔軍さん艇について港を目指しますが、雨か波か区

別がつかないしぶきがかかり、ずぶぬれになりました。

途中、航路上でガス欠。あわてて2つ目のタンクにつなぎまし

たが、冷や汗ものでした。

マリーナに着くと、雨がちょうどあがりました。疲れました。

釣果は、キス：９、グチ:２という情けないもの。アジにかす

りもしなかったのが、悔しいです。リベンジは、7月の3連休

ぐらいでしょうか。
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コメント

酔軍

お疲れさまでした。凄い雨でしたね。風がそれほど吹かなかっ

たのが幸いでした。このところ雨や風でゆっくり出来ません。

天気のいい日にのんびり釣りたいものです。

さぬき富士

大変お世話になり、ありがとうございました。＞天気のいい日

にのんびり釣りたいものです。同感です。昨日はビールを一口

も飲む間もありませんでした。
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2007・07・02（月）

操船　雑感

昨日の釣行、土砂降りのため撤退したことはブログに記しま

した。

マリーナに帰ったときは、「今日は散々な釣りやった・・・」

と思いましたが、気分が落ち着くと多少考えが変わりました。

「なかなか、良い経験だった」と。

いつも快晴で、波穏やかな日ばかりとは限りません。釣りは自

然相手ですから。

雨としぶきで、ずぶぬれになりましたが、こんな経験もボート

釣りをしているからこそ、味わえるもの。非日常的な体験とで

もいいましょうか。

ボート釣りの良さは、まさに、この「非日常的」なところにあ

ると思います。陸から離れると、そこは別世界。この解放感

は、言葉ではなかなかうまく表現できませんが、わかる人には

わかると思います。（当たり前ですが）

コメント

酔軍

「非日常的」まさにそのとおり！あの時間は確実に頭の中から

日常が吹っ飛んでいたはずです。

さぬき富士

「プチ・アドベンチャー」とも言えなくはないですね。もちろ

ん、安全第一ですが。ともかく、海に出てボートを走らせる

と、「スカッとします」。
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2007・07・03（火）

デジタルカウンター付きリール

先週の土曜日、風で釣行は中止。暇にまかせて、釣具屋へ。

デジタルカウンター付きの両軸リールを購入。シマノの

「SLS クイックファイヤー小船400」です。

カウンター付きのリールは、たいてい大柄なのですが、この

リールは軽量コンパクト。自重は260ｇしかありません。い

つも使っているダイワのプリードが255ｇですから、ほぼ

同じ。

ダイワの棚クラッチとは少し異なりますが、このリールも「ク

イックラッチ」という機能がついていて片手で操作ができま

す。もちろん水洗い可。

定価は17,000円のところを、12,800円で購入。これにPE

ラインの2号を100M巻きました。

一昨日のアジ釣りでデビューさせましたが、なかなかグッド

（といっても1時間足らずしか使えなかったのですが）。

マリーナに帰港して同行の皆さんに自慢したところ、「過剰投

資だ」「いつになったら回収できるん？」と、冷静な突込みを

たくさんいただきました。

気持ちの上では、すでに充分回収できているのですが、いずれ

大物を釣り上げて、再度自慢したいと思います。
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2007・07・04（水）

今週末の予定

7月に入り、子供達3人の野球、夏の大会が開始されます。

まず、8日（日）は三男（小学校）の開会式と1回戦。14日

（土）は、長男（高校）と次男（中学）の1回戦。

その他、練習試合などもあり、超多忙。

そんなわけで、今週末は釣行なし。来週末（3連休）も予定が

立ちません。

2007・07・05（木）

飲み会

本日は関係会社の皆さんを集めての会議。その後、懇親会。

なかなか有意義な会議と懇親会でありました。

明日も、支店の方たちとの会議＆懇親会。

来週の木・金曜日も飲み会。再来週の木・金曜日も飲み会。さ

すがに目まいがします。

2007・07・06（金）

１４年ぶりの再会

前の会社の上司、Mさんと再会。なんと１４年ぶりです。

出張にあわせて、声をかけていただき、昼食をご一緒しま

した。
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おっとりした事務部門から、商品企画の最前線に異動したとき

の上司です。とにかくスピードがあり、着いていくのに四苦八

苦した記憶が鮮明に残っています。しごいていただきました

が、あのときの経験が、本当に役に立っていると思います。

いろいろお話したところで、一冊の本をいただきました。なん

と自費出版されたそうです。相変わらずフットワーク軽く、積

極的に活動されています。良い刺激をいただきました。

2007・07・07（土）

野球観戦

本日は、早朝から３人の子供の野球配送。眠い、眠い。

夕方は、四国アイランドリーグ選抜VS巨人２軍との試合を観

戦。三男と一緒です。たまにはいいものです。

明日も子供３人とも野球の試合。特に三男は夏の大会の開会式

＆一回戦。早起きです。

2007・07・08（日）

少年野球　夏の大会はじまる

本日は、三男の少年野球、夏の選手権大会の開会式＆１回戦。

この大会は、春のはじめての公式戦（NHK杯）と同じく、地

区予選がなく、県内の全チームのトーナメント戦で行われま

す。また、夏の甲子園のような位置づけにあり、公式戦では一

番権威のある大会であります。
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そういうことで、久しぶりに応援に行きました。我が息子の所

属するチーム、実は６年生が一人もいません。本来ならばジュ

ニアで登録するところですが、いろいろと事情があり、通常の

シニアで登録しており、まあ、力の差は隠しようがない、と

いった状況にあります。

所用があり、すこし遅れていくと、なんと三男がピッチャーを

していました。いつもは、サードですが・・・。

結果は大差で敗退。次に向かって頑張っていきましょう。

ところで、今日は、長男、次男も野球の練習試合。次の土曜日

は公式戦１回戦です。野球シーズン、クライマックスで、なか

なか釣行できそうにありません。１６日（月・祝日）ぐらい

は、なんとかしないと。なにせ、「海の日」ですから。

2007・07・09（月）

台風４号

台風４号が発生し、北上しています。週末にも、九州・四国地

方に上陸するかも？と思わせるコースです。上陸せずとも、大

雨の懸念もあります。

水不足の香川県にとってはありがたい雨ですが、被害がでませ

んように。
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2007・07・10（火）

松山出張

当ブログのサービス元、ココログが緊急メンテナンスのため、

先ほどまで更新できませんでした。「緊急」などと言われる

と、ドキっとしますね。

さて、明後日から１泊２日で松山に出張予定。宿泊は会社施設

を予約しました。道後温泉にあるので、温泉につかってこれる

と思います。

2007・07・11（水）

台風４号（その２）

週末の３連休、直撃コース？

長男・次男の野球・夏の大会も、おそらく中止･ 延期でしょ

うね。

当然、釣行も困難でしょう。せっかくの「海の日」が・・・残

念です。

2007・07・12（木）

台風４号（その３）

気象庁の予報では、香川は１４日（土）１５日（日）頃がピー

クのようです。

一方、米軍の台風予報では、もう少し早め。１４日（土）の夜
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には本州に抜けていく予報です。

どちらが、当たるでしょうか？いずれにせよ、１６日（月）の

海の日は天候は回復？

さて、本日は、これから松山に出張にでかけます。行ってき

ます。

2007・07・13（金）

台風４号（その４）

松山出張から無事帰還。

思ったより雨は穏やかでしたが。帰宅して天気予報を見ると、

本番は明日のようですね。

昨日に引き続き、本日も飲み会で、お疲れモードなので、台風

休暇を楽しもうと思います。

月曜日くらいには晴れて欲しいですね。

2007・07・14（土）

台風４号（その５）

いよいよ四国上陸のようです。香川は明日午前３時頃通過の

予報。

今はまだ、時折強い風は吹いていますが、雨は小降りです。

大きな被害がでませんように。
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2007・07・15（日）

明日の予定

台風４号、風雨はそれほどでもなく、真夜中に四国を通りすぎ

ていきました。我が家も雨戸を閉めて備えていましたが、杞憂

に終わりました。

早明浦ダムは貯水率が100％に回復。ありがたい台風でした。

朝は既に雨が上がっており、１１時の明日の天気予報を見ると

「晴れのち曇、波0.5M」。これは釣行可能か？と思い、酔軍

さんにタチウオのポイントなどをメールで問い合わせ。

その後、ボートにつんであるライフジャケットの整理のため、

三男と一緒にマリーナへ。途中、多度津のうどん屋で昼食。す

ると、酔軍さんから返信メール。なんと、港からとのこと。う

どん屋を出て、酔軍さんの港へ。こちらも、台風の被害は全く

なかったようです。良かった、良かった。

その後、マリーナへ。いつもの常連さんたちがダベッてます。

波がものすごいです。海の色も、ものすごく濁っており、流木

やゴミもたくさん浮かんでいる様子。コンディション悪し。

帰宅後、１７時の天気予報を見ると、「西の風 海上 では は

じめ 北西の風 やや強く 晴れ 昼前 から くもり　波 1メート

ル 後 0.5メートル」に変わっていました。吹き返しの風が強

くなっています。

明日の釣行は見合わせの方向です。
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コメント

ＴＡＫＡ

さぬき富士さんこんばんわ！明日の釣行・・・。諦めるのは早

いですよ。ゴミ・流木等は多いでしょうが風は問題ないです

よ。こちらも出航予定やけど太刀ポイントは次回に。近場で呑

みますわ　（笑）

さぬき富士

TAKAさん、コメントありがとうございました。TAKAさん

の予想どおり、風はまったくなく釣行OKの天気でしたが、当

方、所用ができて出航できませんでした。＞近場で呑みますわ

どんな結果か、TAKAさんのHP更新を楽しみにしておりま

す。　

2007・07・16（月）

ガソリン携行缶

本日は所用ができ、釣行は取りやめ。昨日のTAKAさんのコ

メントどおり、風もなく穏やかな天気でしたので、残念で

した。

１４時頃からは雨が降り出し、１６時過ぎにはかなり大粒の

雨。夕立です。昨日の台風通過後から、我が家の庭のケヤキで

は、セミが鳴き始めました。梅雨明け間近でしょうか。

さて、来週末は、タチウオ狙いで遠征したいと考えています。

マイボートの燃料タンクは、２４Lが２つ。通常は釣行１回あ
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たり２０～３０Lを使用しますが、タチのポイントまでの往復

距離を考えると、予備のガソリンを持っていった方が安心

です。

そんなわけで、ホームセンターの安売りで、ガソリン携行缶

（２０L)を購入。1,980円也。さびに強いステンレス製のもの

は、ネットでも１万円くらいの値段がしますが、まあ、そこま

で凝らなくても良いだろうと思い、通常版にしました。1,980

円という価格は、ネットでも底値レベル。たまたま見た近所の

ホームセンターの広告に掲載されていたのも何かの縁と思い購

入しました。

2007・07・17（火）

お気に入りの作家（その１）

老眼になってから、めっきり読書量が減りました。とにかく長

時間読むのが億劫です。

そんな状態なので、通常読むのは新聞と雑誌程度。雑誌は、

「ボート倶楽部」くらいですね。

そんな体たらくな私ですが、必読する作家が何人かはいます。

先日、久しぶりに地元の図書館に行くと、海老沢泰久の「サル

ビアの記憶」が書棚にあり、借りてきました。

海老沢氏の本は、昭和63年の「F1　地上の夢」以降、ほと

んど読んでいると思います。初期は、F1やプロ野球をテーマ

にしたスポーツ･ ノンフィクション系が多かったのですが、そ

の後、スポーツもの以外の小説やエッセイも多数書いてい

ます。
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テーマが良いのはいうまでも無いのですが、とにかく読みやす

く、いつも一気読みしてしまいます。お勧めです。

コメント

ようかん

私も「Ｆ１　地上の夢」は読みましたが、それ以外は読んでな

い・・・。

さぬき富士

彼の作品には野球に関する小説が一杯ありますよ。少年野球

コーチなら、ぜひ一読を。「監督」「 みんなジャイアンツを

愛していた」「 スーパースター」「 ただ栄光のために-堀内

恒夫物語 - 」などなど。ジャンルはまったく異なりますが、

「 美味礼讃」もおすすめのノンフィクション。辻調理師専門学

校の創設者、辻静夫の伝記小説です。

2007・07・18（水）

今週末の予定

今週末は釣行しますよ。なにせ２週間、海に出ていません

から。

タチウオ狙いにするか、アジ狙いにするか、思案中です。
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2007・07・19（木）

飲み会

本日は、先月末の社内行事の慰労会でした。１８時から開始

で、また飲みすぎました。

帰りのJRで出発を待っていると、先輩のOさんと一緒にな

り、さらには、酔軍さんも合流。奇遇です。皆さん、お酒が

入ってますね。

小生は明日も部の行事（ビアパーティ）であります。

明後日は、釣行したいと考えていますので、飲み過ぎないよう

に注意いたします。

2007・07・20（金）

今週末の予定

本日は夕方から雨。明日の朝まで降るようです。

釣行は日曜日の予定に変更。Yさんとタチウオを狙いたいと

思います。

今日も飲み会（ビアパーティ）で、連荘。明日は休養する方向

です。

2007・07・21（土）

明日の釣行予定

明日の天気予報、「曇り　波は0.5M」。
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Yさんとタチウオ狙いです。ガソリン携行缶をボートにつん

で、遠征です。

明日の釣行に備えて、スーパーで、餌の塩サンマを購入。一尾

９０円也。ゴカイと比べてなんと安いことか！

2007・07・22（日）

カウンター10000更新

ついに１万を超えました。いつもご覧いただいている皆さま、

ありがとうございます。

昨年の８月２６日から約１１ヶ月。これからも、よろしくお願

いいたします。

アジ

本日はYさんと釣行。狙いはタチウオで保険にキス。

このため、丸亀のいつもの釣具屋でゴカイを購入するために寄

ると、itanさんと偶然遭遇。こちらもタチウオ狙いとのこと。

「海で会いましょう」と言って、マリーナへ。

すると、今朝マリーナのMさんが、近くのポイントでタチウ

オを釣り損なったとの情報。さらに、その先のアジのポイント

では、昨日の１０時頃、１０匹前後アジが上がったとのこと。

それでは、本命のタチのポイントに行く前に、その２ポイント

で釣って行くことに。この手の情報、誘惑されやすいです

よね。

8：20出港。まず、近場のタチのポイントへ。結構船が出て



さぬき日記

43

います。塩サンマをテンヤにつけて流しますが、まったく当た

り無し。周囲の船も同様。

諦めて、今度はアジのポイントへ。こちらもたくさんの船が出

ています。サビキで流しますが、これまた、あたり無し。その

うちに、雨が降り出しました。小雨が本格的に降ってきます。

魚は釣れないは、雨はふるわで、まるで前回（７月１日）と同

様の展開。いやな気分になってきましたが、ポイントを変更。

アジをやってみます。

すると、Yさんにヒット。２０センチクラスのアジ。やりま

した。続いて、小生にも。今度はダブル。何度か同じポイント

を流して、二人とも３０センチオーバーのアジを１匹ずつ釣り

ました。

ただ、そのポイントもここまで。この時点で、雨に相当やられ

ており、本命のタチのポイントへ行く気力も失せて、保険のキ

スへ。

ところが、キスも、あたりは散発。ギブアップ。

１５時１０分、納竿。アジ：５、キス：２、グチ：２、という

寂しい釣果でしたが、なんとか今夜はアジの刺身が賞味できそ

うです。

＜本日の教訓＞

　誘惑に負けずに、本命のポイントを責めましょう。
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2007・07・23（月）

梅雨明け

四国地方、本日、梅雨明けしました。
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雨といえば、カッパが必需品ですが、昨日の釣行で初めてダイ

ワのカッパを着用してみました。「XVX・レインマックスコ

ンビアップ　オールウェザースーツ　XR-3311」です。撥水

が抜群なのはいうまでも無く、特筆すべきは、蒸れないこと。

快適でした。

ただ、雨の中の釣りは、やはりしんどいですね。今月の釣行

は、いずれも雨にやられましたが、これからは晴天のもと、釣

りが楽しめそうです。

2007・07・24（火）

リンク　追加

いつも拝見している、瀬戸内の船長さん二人のHP、リンクに

掲載いたしました。

TAKAさんのHP

http://www.geocities.jp/uf21taka/

itanさんのHP

http://www.geocities.jp/mutumimaru/

です。個性豊かなお二人のHP,是非ご覧ください。お勧め

です。

2007・07・25（水）

靴の修理

平日（仕事）に履く革靴、昔からリーガルを愛用しています。
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履きやすいうえに、つくりがシッカリしているのが良いで

すね。

何足かある靴、やはり、その中でも履く回数に偏りがでてきま

す。小生の場合は、スリッポンタイプを、ついつい選んでしま

います。

そんなわけで、スリッポンとローファーの踵がかなり磨り減っ

てしまい、先日、修理に出しました。踵のブロックを取り替え

て、１足２，０００円。踵以外は、まだまだキレイですので、

これから先も長く付き合えると思います。

2007・07・26（木）

今週末

今週末は、大潮。アジ狙いには持って来いなのですが・・・週

末は多忙で、出航は微妙。

できれば、土曜日の午前中だけでも！と思っているのですが。

2007・07・27（金）

明日は釣行見送り

明日は所用のため釣行見送りです。

明後日の日曜日、出航の方向で検討中です。
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2007・07・28（土）

明日の釣行

本日は、長男（高校２年生）の所属する野球部の謝恩会＆送別

会でした。３年生お疲れ様でした。いよいよ、最高学年とな

り、最後の年。頑張って欲しいものです。

さて、明日の釣行、当初はアジを考えていましたが、先週のリ

ベンジに変更。タチウオ狙いで遠征しようと考えています。

2007・07・29（日）

タチウオ

本日はタチウオ狙いで遠征です。先週の日曜日に行う予定だっ

たのが、マリーナ情報の誘惑に目がくらみ、結果、惨敗。雨に

もやられました。本日は初志貫徹で、遠征でタチウオ一本やり

です。保険のキスもなしで、ゴカイも購入しません。

三男を野球練習に配送しつつ、マリーナへ。本日も先週と同

様、Ｙさんと二人旅です。

８：20マリーナ出港。やや霞がかかっていますが、風もなく

釣り日和です。

9：10ポイント到着。すでに50隻はいるでしょう、大船団で

す。釣行を開始する前にテントを設営。と、携帯が鳴ります。

Ｆさんです。たぶん、酔軍さんと出航されているのでしょう。

Ｆさん：「釣ってくださいよ。」

小生：「どちらですか？アジ狙い？」

Ｆさん：「目の前にいますよ」
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なんと、ほんと目の前３０Ｍに、酔軍さん艇発見。いつものＫ

さんに加え、Ｎの大将も同船されています。まったく気がつき

ませんでした。

釣行開始後、１０分。Ｙさんにヒット！おー！やりました。中

型ですが、なかなか良形。その後、１０分後、またもやＹさん

にヒット！やりますなー。

その後、１０分後、小生にもヒット！これで二人ともお土産が

できました。いい気分です。満潮の１０：４０までに二人とも

３匹ずつ釣り上げました。

ところが、その後アタリが遠ざかります。ポイントを西の方に

移動させながら釣りますが、いけません。

昼食後、再開。すると、タックルさんが声をかけてくれまし

た。ＨＰはいつも拝見しているのですが、実は初対面。さら

に、広紀丸さんを紹介していただきました。ありがとうござい

ました。（写真参照）

結局、釣果は９匹。13：50納竿。今夜はタチウオの刺身＆

塩焼きでビールを楽しみます。

＜追伸＞

タックルさんへ。タックルさんのＨＰ、当ブログにリンクを貼

らせていただきました。今後ともよろしくお願いいたします。
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コメント

タックル

昨日は猛暑の中お疲れ様でした。。。あの大船団の中目ざとく

発見(実は釣り止めて相方任せで飲んでました)初顔合わせ出

来以後よろしくです。リンクこちらも完了しました。ご確認下

さい。追伸酔軍さん帰るの早すぎでっせ～(笑)

さぬき富士

タックルさん、コメントありがとうございます。また、相互リ

ンク感謝です。（過分な紹介、恐縮です。）昨日はイマイチの

釣果でした。次回は爆釣といきたいものです。

2007・07・30（月）

土用の丑

本日は、土用の丑の日。夕食は、うなぎ丼でした。

小生が子供の頃は、うなぎはご馳走で、土用の丑の日ぐらいし

かお目にかかれなかった記憶があります。就職後数年は、給料

日に食べるうな丼を楽しみにしていました。

現在は、うなぎの蒲焼はいつでも安価に入手できますよね。こ

れは喜ばしいことと思いますが、昔のご馳走感は薄れてしまい

ました。贅沢な世の中ですね。

昨日は、釣り上げたタチウオを自分で捌いて、塩焼きと刺身で

賞味しました。何でも手に入る時代に、自ら釣り上げた新鮮な

魚で一杯やるのが最高の贅沢。
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また、いつでも釣れるとは限らないところがミソかもしれま

せん。

2007・07・31（火）

７月も終わり

本日で７月もお終い。早いですねー、月日の過ぎるのは。

夜は職場の送別会。８月も定期異動の位置づけのため、３月に

次いで異動の多い月です。

明日からは、新しいメンバーが異動してきます。

2007・08・01（水）

台風５号

非常に強い台風５号が接近してきています。明日から雨が降り

そうです。

ピークは明後日のようです。４号と違って、西よりのコース。

瀬戸内にもかなり影響が出そうです。大きな被害が出ませんよ

うに。

2007・08・02（木）

台風５号（その２）

いよいよ接近してきました。
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ＪＲも１８時以降の便が運行取りやめとのことで、17：32

の電車で帰宅。風は強いものの、雨は降ったり止んだり。

今夜が山場のようです。四国は西側が厳しい状況になりそう

です。

2007・08・03（金）

タチウオ漁　作戦会議

本日は、酔軍さん、Ｆさん、Ｍさんと飲み会。いつもの駅前の

Ｎです。

酔軍さんたちは、明日は当然釣行のため、「１時間限定で！」

という硬い約束で開始。

話題は、もちろん釣りの話。先週のタチウオ漁の反省会と、明

日の釣行に向けての作戦会議であります。

テンヤについて。

小生：「ツインヘッド、これ良かったですよ。」

酔軍さん：「アタリがあれば効果があるけど、なにせアタリま

でいかんのに」

餌について。

Ｆさん：「やっぱり、半額の安物のサンマがいかんかったのか

のう。」

小生：「明日の餌はどうされているんですか？」

Ｆさん：「１尾、２００円もするらしいんで、安いアジを調達

済み」

酔軍さん：「倹約しとるのう。このビール一杯、いくらと思う

ん？ケチったらいかん。」
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などなど、話題はつきません。いつのまにやら、約束の１時間

はとうに過ぎていました。

明日は、酔軍さんたちは出航。小生は明後日、Ｆさん、Ｋさん

とタチウオに出航する予定です。

2007・08・04（土）

明日の釣行

８月に入って、ますます暑さが厳しくなってきました。セミの

鳴き声も尋常ではありません。

さて、明日は先週に引き続き、タチウオ遠征。なんとか先週を

上回る釣果にしたいいものです。

２日（木）～３日（金）に通過した台風の影響が出ていないか

が、心配です。

2007・08・05（日）

タチウオ惨敗後キス少々

本日は、ＦさんとＫさんと３人で出航。先週に引き続き、タチ

ウオ狙いで遠征です。

三男を野球配送後、8：30マリーナ出港。天気予報は曇りで

したが、日が照って暑いです。

９：10ポイント到着、大船団ですが、先週に比べるとやや少

なくなっている気もします。

早速テンヤに餌をつけます。Ｆさんが昨日使った残りのアジで
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す。パックのラップを破ると、ものすごい異臭。これって腐っ

てません？

まあ、光ものがついていればＯＫ、とテンヤを投入。船を走ら

せている間は、風を受け爽快でしたが、つり始めるや、暑いこ

と、暑いこと。テントを出そうとすると

Ｆさん：「まず、１匹釣ってからにしましょう。」

了解。気合が入っています。ところが、３人ともアタリもあり

ません。いやな予感。風もほとんどなく、ジリジリと暑くなっ

てきました。このままでは、釣り上げる前にダウンしてしまい

そう、とういことでテントを張ります。快適、快適。

途中ＴＡＫＡさんが声をかけて下さいました。ご挨拶して、釣

行続行。

当初東側の船団で釣っていましたが、船がバラけてきました。

西側に移動。ここでは、タックルさん、itanさんと遭遇。皆

さん、タチウオを釣りつくすつもりのようです。

１１時になっても、アタリなし。こんなのアリ？弁当を食べ、

気合を入れなおします。

テンヤの餌も代えてみよう、とクーラーボックスから取り出す

と、朝にも増して、もの凄い異臭。餌は付け替えたものの、こ

の異臭には、タチウオも逃げ出すのでは？

結局、１２時までやってアタリ無し！諦めて、保険のキス釣り

に向かいます。

まず、いつものポイント。船はマリーナのＫさんの一艘にの

み。３人ともヒットするものの型は小さめになっています。

ボーズは免れました。ヤレヤレ。その後ポツポツと上がり

ます。

マリーナへの帰り道、もうひとつのポイントでキス。ここでは
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大型・良形が上がりました。14：30、小生が３０センチサ

イズを上げたところで、納竿。

本日の釣果は、キス：１４、グチ：２　でありました。

＜本日の教訓　２つ＞

①タチウオの餌は新鮮なものを使いましょう。

②もしものために、保険は忘れずに。
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コメント

酔軍

おつかれさんでした。熱中症には気をつけましょう！私はエア

コンかけて昼寝してました。

さぬき富士

＞私はエアコンかけて昼寝してました昨日は、それが正解で

す。金曜日の「タチウオ漁　作戦会議」での検討も奏功するこ

となく・・・改めて反省会をしたいと思います。マリーナで新

しいポイント情報を仕入れたので、次回はそこでやってみよう

かと思案中です。

2007・08・06（月）

キスの塩焼き

今夜のおかずは、昨日釣ったキスの塩焼き。

キスは刺身、てんぷらで食すパターンが多いのですが、塩焼き

も格別です。ビールのおつまみにもピッタリですね。

４月・５月のキスシーズンでは食べきれないほどでしたが、本

日は５尾のみ。大切にいただきます。（ああ、情けないのう）
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2007・08・07（火）

夏休みの予定

今年の夏休みは、

①８月１１日（土）～１３日（月）の３連休

②８月１6日（木）～１9日（日）の４連休

の予定です。

前半①、１１日（土）・１2日（日）は、三男の野球練習がオ

フなので、一緒に釣行予定。午前中まででしょう。三男はマイ

ボートでの初めての釣行です。長男・次男も誘いましたが、辞

退されました。悲しいもんです。13日は陸。

後半②も、限りなく毎日出航したいと思います。

コメント

酔軍

すばらしい！釣りバカの夏休み、かくあるべし！

さぬき富士

段々と「休日＝釣行」という勝利の方程式（？）が、定着化し

つつあります。酔軍さんのレベルには、なかなか追いつけませ

んが・・・。夏休み前半は、釣果はさておき、三男との釣りを

楽しもうと思います。夏休み後半は、釣果を追求しようと、気

持ちだけ盛り上がっています。
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2007・08・08（水）

立秋

本日は立秋。暦のうえでは秋ですが、夏真っ盛りですね。

ついついビールを飲みすぎてしまいます。今が一番ビールがお

いしい季節かもしれません。（年中飲んでいるけど。）

あと、暑い中で食べるキムチ鍋もおいしいです。これにもビー

ルがピッタリ。

今夜は、カツカレー＆ビール。香辛料系料理が似合う季

節、夏。

2007・08・09（木）

黒い顔

今日は朝からバタバタモード。どっと疲れました。

やっとお昼になり、社員食堂に。順番を待って並んでいると、

向こうから黒い顔の二人が歩いてきます。酔軍さんとＦさん

です。

「この黒さは、とてもサラリーマンとは思えんよなあ。」と、

ボーっと考えながら、通り過ぎるお二人に会釈をすると、

「真っ黒やな！」

との一言。お互い様のようです。
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2007・08・10（金）

明日の釣行予定

明日から夏休み。といっても月曜日までの3連休です。

明日は三男（小5）をはじめてマイボートに乗せての釣行

です。

小学生でも楽しめるキスを、と考えていましたが、マリーナ情

報を踏まえて○○もやってみようと思います。

2007・08・11（土）

三男とアジ釣り

次男の野球（練習試合）配送を経て、8：15マリーナへ。

出港の準備をしていると、携帯にコール。酔軍さんからです。

「早く来ないと、タチいなくなっちゃうよ。」

相変わらず、すばやい出足。好調のようです。

8：30出港。初めてマイボートに乗る三男と二人旅です。

出港が遅くなったため、タチはパスして、キス経由アジのコー

スです。

天気は良いのですが、風が少しあります。近くのキスのポイン

トでも、結構波があり、釣り難い状況。子供にはチョットつら

いコンディションです。

しばらくしてアタリ。三男にリールを巻かせてあげると、キス

ではなく、手のひらカレイ。写真撮影だけして、リリース。

そうこうしている間に、満潮が近づいてきました。アジのポイ

ントへ移動。
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15隻ほどの船団。予想外に少ないです。酔軍さんもいます。

ママカリがいます。2連、3連で釣れます。三男にもリールを

巻かせてあげます。

数回流して、やっとアジがヒット。三男がタモでキャッチ。

20センチクラスのアジ。結局、アジは2匹のみでした。

2時間ほど粘りましたが、あとが続かず、さらに風が強くなっ

て波も高くなってきたため、納竿。12時帰港。

イマイチの釣果でいたが、三男はそれなりに楽しんだ様子。

「明日も行くんやろ。一緒に行こう。」とのことですが、明日

の天気予報、風が強そう。ちょっと出航は困難かな？

本日の釣果は、アジ：2、ママカリ：15。
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2007・08・12（日）

家庭サービス

本日、予想通り、風・波が強く、釣行は中止。

釣りを諦めて、家庭サービスに徹することにしました。

午前中は、三男の夏休みの宿題・自由研究のアシスト。フルー
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ツ電池の実験を行いました。

午後は、三男をプールに連れて行きました。地元のプール、

100円。超暑かったです。

夜は、長男と三男の散髪（坊主頭）をしたあと、花火。

明日の月曜は休暇ですが、長男の野球（練習試合）のお世話サ

ポート。

我ながらマメですな。点数を稼いだあと、来週末は釣行し

ます。

2007・08・13（月）

野球バカ

本日は夏休み（1日目）。

長男（高校2年）の練習試合の観戦です。

長男は小学校3年から野球を開始し、その後、中学の部活、高

校の部活、と進み、今年で9年目。

実は小生、長男が高校になって初めての観戦でした。

アホみたいに暑いグランドで、泥まみれでプレーする姿、野球

が好きでないとできないでしょう。野球バカですな。

釣りバカの小生、好きなものに没頭する息子の姿を見て、バカ

の共通項を感じた一日でありました。
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2007・08・14（火）

お盆

お盆。夏休みシーズン真っ盛りです。

通勤電車もガラガラ。会社も出勤は6割～7割程度。ゆったり

仕事ができます。

定時で帰宅し、嫁さんの実家へ。お墓参りです。

義理のいとこと１年ぶりの再会。東京のサラリーマンは相変わ

らず大変そうです。ビールで乾杯。

2007・08・15（水）

電動リール購入

ヤフオクで電動リールを落札。

シマノの６００Ｈです。中古ですが、リーズナブルな価格で落

札できました。

秋の深場でのタチウオ釣りに貢献するでしょう！操船しなが

ら、水深５０Ｍから巻き上げるのは大変・・・という理由で購

入に踏み切りました。

これで両軸リールは4個目になります。シマノは、前回　カウ

ンター付きのリール　「SLS クイックファイヤー小船」から

2個目。これ、なかなか良いです。

６００Ｈも期待に応えてくれるでしょう。次は、バッテリーを

購入しなくては。
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2007・08・16（木）

ブログ開設　一周年

本日で、当ブログ開設から一周年となりました。

1年前の8月、レンタルボート会員になったのを契機に開始し

たブログ。4月にはＦＷ23のオーナーになり、より深くボー

ト釣りにのめりこんできました。

バックナンバーを読み返しても、ほとんどの話題は釣り。

しょーもないお話ばかりですが、毎日更新を継続している点だ

けは、満足しています（自己満足ですが・・・）。

ご覧いただいている皆さんも、ほとんどが顔なじみの常連さん

と思います。いつもご覧頂き、ありがとうございます。今後と

もよろしくお願いいたします。

さて、今週末は何を釣りにいきましょうか。

コメント

酔軍

１周年、おめでとうございます。明日は休暇ですがまだ予定を

決めかねています。これだけ暑いとねえ・・・

さぬき富士

＞１周年、おめでとうございますありがとうございます。＞こ

れだけ暑いとねえ・・・確かに。今日は、多治見市と熊谷市

で、国内の観測史上で最高気温となる４０・９度を観測したと

のこと。「温泉入って、クーラーの効いた部屋でビール飲ん

で、昼寝」という休日もいいですよね。
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2007・08・17（金）

明日の釣行

やっと週末になりました。猛暑ですが、負けずに釣行します。

といいながら、何を釣るか、思案中。8時マリーナ出港、単独

釣行の予定です。

2007・08・18（土）

アジ・キス・グチ

8時出港予定が、所用で9時半に。この時間からでは、釣果は

知れている、と思いながらアジのポイントへ急ぎます。本日は

単独釣行です。

今日も暑そうです。まずはテントを張って準備完了。

周囲には船影なし。釣れるんやろか？と思いつつ、一投目で即

アタリ。２５センチのアジです。幸先良し。

しかし、あとが続きません。何度か流すうちに、もう一匹アジ

をゲット。これまた２５センチ級。なんとかお土産ができま

した。

その後は、アジのアタリはなく、サビキにグチがかかります。

１２時、アジを諦めて、いつものキスのポイントに移動。ここ

も一投目、キスがダブルでヒット。ところが、１匹はバラシ。

これで運が遠のいたのたのか、アタリが来ません。

もうひとつのポイントに移動。これまで適度に吹いていた風の

おかげで、テントの下は極楽状態でしたが、ここに来て少し強

くなり、ラインが流されてしまいます。シーアンカー投入。
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バッチリです。ラインがまっすぐに降りて、即ヒット。小ぶり

ですが、このさい贅沢はいえません。キスがポツポツ来るもの

の、ここもいけません。

１４時になると、風がピタリと止みました。突然、猛暑に。汗

が止まりません。海上も霞のような雲（？）が出てきました

（３枚目の写真参照）。これも暑さのせい？

最後は暑さにギブアップ。１４時４０分、納竿。

＜本日の釣果＞アジ：２、キス：６、グチ：４。
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2007・08・19（日）

野球観戦

本日、我が家の子供たちの野球日程は、長男（高２）は練習試

合、次男（中２）は公式戦、三男（小５）は練習。

今日は、次男の公式戦を観戦してきました。新チーム（中２主

体）、８校によるトーナメント方式で、昨日、初戦突破。

今日の１試合目が準決勝となります。初回３点を先取し、小刻

みに得点を重ねて７－１で快勝しました。

午後から決勝。１－０で先行したものの、６回に１－４と逆転

を許し、そのまま敗退。

いろいろ課題はあるものの、新チームでの初めて公式戦、準優

勝、良かったです。

それにしても、一日炎天下での観戦、暑かったですわ。

2007・08・20（月）

社内町内会

本日は、社内町内会。

「同じ会社に所属し、同じ町内に住む」という、非常に簡単な

つながりの会です。

昨年の新年会から開始し、ついに暑気払いまで定例会となりそ

うです。

ビールのあと、ワインというコースでしたが、９時前に切り上

げて、ほどよい酔い加減。日本酒がなかったのが幸いでした。

明日は、所用で休暇です。釣行なしの真面目な休日です。
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2007・08・21（火）

ニフティ入会　13周年

本日、ニフティから「入会１３周年」お礼のメールが届きま

した。

確かに夏の暑い時期にパソコンを初めて買い、パソコン通信の

ニフティに入会した記憶が蘇ってきました。

あの当時は、まだOSはWindows3.1 、メモリーは８MB、

モデムも28.8kbsでした。まだ、電話が従量制で、電話代を

気にしてのパソコン通信でした。

それが、いまや光ファイバーの定額制でインターネットを楽し

む（というか、必需品となった）時代になっています。

感慨深いですなあ。これから先、どうなっていくのでしょうか

？楽しみです。

2007・08・22（水）

オール電化住宅

昨日、我が家のガス調理器をIH調理器に取り替えました。自

分で調理したわけではないですし、今朝から利用開始したた

め、嫁さんの感想も詳しく聞いていないのですが、火力（？）

は強いらしく、お湯はあっという間に沸くそうです。ガスコン

ロのような凹凸もなく、見た目もスッキリしていて、掃除も簡

単です。

また、電気温水器もヒートポンプ給湯器（エコキュート）に取

り替えました。電気温水器はお湯を沸かすだけの超シンプル型
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でしたが、今回の給湯器は、自動お湯張り・保温・お湯増しに

加えて、追い炊きまでできます。

電気調理器・給湯器の進歩に驚かされました。電気代もオール

電化割引ですので、ガスの基本料金がなくなるのと合わせる

と、光熱費の節約にもなります。

以上、オール電化の宣伝でした。

2007・08・23（木）

始球式

本日、三男は四国アイランドリーグの野球教室に参加。その

後、香川オリーブガイナーズと徳島インディゴソックスの試合

で、ボールボーイをすることになっていました。

試合の始球式、少年野球の選手が投げることになり、じゃんけ

んで勝った三男がその役を行ったそうです。１００名を越す少

年のなかで、勝ち残るとはラッキーでしたね。

始球式、無事、ストライクで決めたそうです。サインボールを

二つもらって帰宅しました。

2007・08・24（金）

ガソリン高騰

ガソリン、価格が上がってますね。車の燃料代にも響きます

が、ボートも同様。

マリーナのガソリン代は、これまで150円/リットルでした
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が、８月から157円/リットルになりました。

本日、マリーナから７/２１～８/２０分の請求書が届きまし

たが、タチウオ遠征を数回行ったこともあり、結構なお値段で

ありました。

2007・08・25（土）

猛暑の中での少年野球

本日は、次男・三男ともに、親善試合。

早朝から二人を配送後、三男の試合を応援。8：30開始です

が、すでに暑い＆暑い。なんとか勝利。２回戦は12：30か

ら。さらに暑い＆暑い。今度は、負け。試合後、三男のチーム

は、夏休み恒例の夏合宿にGO！こちらは、嫁さんにお任せ。

一方の次男は、１勝・１引き分け、とのこと。明日も引き続き

２試合。

話は変わりますが、８月最終の土日は、地元のお祭りです。花

火も上がります。昨年のブログを読み返してみたら、酔軍さん

と一緒にアジを釣りに行ってました。良く釣れてました。

2007・08・26（日）

お疲れモード

暑さが続きます。

相変わらず、少年野球＆家事手伝いで一日忙殺状況。

ビール飲んで、早く寝ます。
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2007・08・27（月）

月曜日の楽しみ

月曜日の楽しみは、釣行レポート（HP)の閲覧です。

土日の釣行結果がアップされるのを楽しみにしているのは、小

生だけではないでしょう。

釣行の当日、HPをアップするのは結構つらい（時間的・肉体

的（疲労）に）のは、同好の皆さんは理解できると思います。

従って、「釣行翌日にアップ」というのが多いのですが、ライ

ブ感覚にあふれた記事、とても面白い＆参考になります。

しかし、釣りはいいですね。「釣れれば自分の腕が良し」、

「釣れなければ環境が悪い」と言い訳できますから。（後者は、

忸怩たる思いがあふれていますが、そこは聞かないのが紳士の

振る舞いです）

今週末は、なんとか釣行したいと思います。

2007・08・28（火）

釣りバカ　リンクの効果

このブログのサービス提供は、ココログです。アクセス解析す

る機能が、充実していて結構楽しめます。

その機能のひとつに、「どのサイトから閲覧に来たか」、つま

り、リンク元別にアクセス数を集計してくれる機能があり

ます。

最近、アクセス数が伸びているので、リンク元を見てみたら、

酔軍さんのHP,TAKAさんのHP,itanさんのHP,タックルさ
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んのHP、からの閲覧数が急伸していました。おそるべき、釣

りバカHPの威力。

今後ともよろしくお願いいたします。

＜PS＞UF30さん、リンクありがとうございました。当方の

ブログにもリンク掲載させていただきました。

コメント

ＴＡＫＡ

そうなんです。タイトル通り　釣りバカです。

UF30

あら・・ コメント何かマズかったですか？

さぬき富士

＜TAKAさんへ＞当方釣りバカ初心者です。釣りバカ道を極

めたいと思います。＜UF30さんへ＞何もマズいことありませ

ん。UF30さんのブログに当方のリンクを設定いただいたお礼

を書かかせていただきました。当方のブログにもUF30さんへ

のリンクを設定させていただきました。＜お二人へ＞今後とも

よろしくお願いします。海でお会いすることを楽しみにしてい

ます。

UF30

いや～ 私が書いたコメント消えてるから何かマズかったのか

な～って。(^^ゞはい、こちらこそ宜しくお願いします。

さぬき富士

誤って、コメント消してました？申し訳ありません。実は今日

も酔っ払い状態（酔軍さんたちと飲んでました）でブログ書い

ていますので、同様に酔っ払い状態で消してしまったのかな？



さぬき日記

73

いずれにしても、お詫びします。それはさておき、UF30さん

のブログ、毎日楽しみに拝見しています。今後とよろしくお願

いいたします。

2007・08・29（水）

今週末の予定

今週末は出航します。

ここ数日、公私共に多忙で、ストレス溜まってます。海に出て

リセットしたいと思います。

ところが、天気が芳しくなさそう。てるてる坊主を作ってお祈

りしましょう。

2007・08・30（木）

釣りバカの飲み会

本日は、酔軍さん、Fさんと飲み会。

これまた釣りバカマスターのNでの開催。到着すると釣り仲

間のKさんもいらっしいます。釣りバカの巣窟ですか、この

お店。

ここ数週間の釣果自慢に始まり、不調の言い訳合戦。

今週末の出航を確認し合い、解散いたしました。
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2007・08・31（金）

飲み会　連荘です

本日も飲み会。駅前のN。あいかわらず美味しい焼き鳥。

久しぶりに、２次会。といっても、サンポートのラーメンスタ

ジアムの山頭火でミニラーメンです。塩ラーメンを選択。これ

また美味でした。

また太ってしまいます。

2007・09・01（土）

明日の釣行

明日は、Fさん、Kさんと釣行です。

タチウオ、マゴチ、フグ、を狙います。マゴチは初挑戦。どう

なりますやら？
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2007・09・02（日）

マゴチ

 

本日は、Fさん、Kさんと3人での釣行です。

Fさんの提案で、マゴチに挑戦。前日にFさんが生餌のハゼを

釣ってくることにしていました。

Fさん：「昨日行ったんだけど、全く釣れん。昔は良く釣れた

んだけど・・・・」

Kさん：「ほんま。昔っていつ頃のこと？」

Fさん：「小学校の頃」

Kさん：「・・・・・」

ということで、マリーナに行く前にゴカイを買い、K川の河

口でハゼを釣ることに。ゴカイがハゼになり、そしてマゴチに

なるという3段論法（？）です。
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ポイントに着くと、水門を開けたところ。猛烈な異臭が蔓延。

こんなところで釣れるんかな？と思いつつ、仕掛けを投入する

とFさん、ヒット。やっぱ、いるのです。ところが、長続きし

ません。3人で７～８匹。ポイントを移動しながら釣りました

が、いけません。これで、釣れるだけ釣ろう！ということで納

得し、マリーナへ。

８：05出港。まずは、タチウオ。本日は近場のポイントを狙

います。8：35到着。15艘程度が出ていますが、いやな雰囲

気。全く上がっていません。近くに来た船の方と会話すると、

「朝から来てボウズ」とのこと。

2時間程度流すものの、全くアタリがありません。これは参っ

た。「本日はボウズ」という危機感がマイボートを覆います。

Kさんが、「とりあえあず、残りのゴカイで近場でベラでもや

りましょう」と提案。すぐ近くのポイントを2箇所周り、なん

とかボウズは免れましたが、なんとも情けない状況。

ここも切り上げて、アジのポイント経由でフグ＆マゴチをやろ

うということに。

アジの有名ポイントに行きますが、潮は込みの潮で船は数える

ほど。サビキで流しますが、これまた全くアタリ無し。ここも

諦めて、もう少し北側の島のポイントへ移動するものの、ここ

も駄目。今日は、本当にいけません。

今度は、フグのポイントへ。小生は、数少ないハゼを使わせて

いただき、マゴチを狙います。仕掛けは、Kさんが用意して

くれています。いつもお世話になりっぱなし。

小生：「ここでマゴチが来て、逆転ホームランとなればなあ」

と言うものの、誰もそんなムシの良い話はあるとはおもいま

せん。
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ところが、3回ほど流したあと、餌を一番大きい生きの良いハ

ゼに変えたところ、ヒット！

これはグチかなあ、と思いつつリールを巻いていくと、なんと

マゴチです！Fさんがタモで慎重に取り込んでくれました。3

人で拍手喝采です！

その後、イイダコを少しやって14：30納竿。イイダコは一

口サイズで超美味しそうです。これからは、イイダコ保険で気

楽に釣りにいけそうです。

帰宅後、マゴチを捌いて、夕食で刺身＆お吸い物に。家族にも

好評でした。Fさんから教えていただいた、皮のあぶり焼きも

酒の肴として美味しくいただきました。

マゴチ、初めての挑戦でしたが、良い結果になりました。これ

も、Fさん、Kさんのおかげです。ありがとうございました。

マゴチ、またトライしたいと思います。
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2007・09・03（月）

初めての電動リール

電動リールをヤフオクでゲットしたのは、すでにブログに書き

ました。シマノの電動丸600Hです。中古ですが1年おち、5

回程度しか使用していないものでしたが、かなり安く手に入れ

ることができました。

バッテリーも同じくヤフオクでゲット。これは新品のナショナ

ルBQ118です。水拭きできる防滴仕様。充電器つきです。

昨日の釣行で、このリールをデビューさせました。タチウオ釣

りで、水深40Mのポイントで利用してみました。

ところが、タチウオはアタリすらなし。電動での巻き上げは、

いつも空の状態。ハッキリ言って電動リールのメリットを感じ

るような場面はありませんでしたが、ボート移動時の巻上げが

高速で行えるのは快感でした。水深70Mのポイントなどでは

重宝しそうです。

心配していたリールの重さも、それほど気になることもありま

せんでしたが、バッテリーは重いですね。ダイワのコードレス

電動リールのコンセプト、理解できたような気がします。
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2007・09・04（火）

フグ釣りの仕掛け

先週の日曜（9月2日）、釣行同行したKさんから、フグ釣り

の仕掛けをいただきました。

写真にあるとおり、3号・5号・7号・10号・12号・15号

・20号・25号の9種類のおもりの計22個、仕分け用ケース

に入れてのプレゼントです。超感激でした。Kさん、ありが

とうございました。

Kさんは、誰もが認めるマメな釣り師。これまでも、ガシラ・

タイ用の仕掛けをいただいたり、先週の日曜もマゴチの仕掛け

をいただきました。すべて手作りで、さらにその仕掛けの見取

り図（手書き）を貼り付けた袋（これまた手作り）に入れてあ

ります。感服いたします。

Kさんの域には遠く及ばないものの、小生も先日、いくつかフ

グの仕掛けを作りました。地道ではありますが、なかなか楽し

いものです。

そろそろ、フグのシーズン。昨年、初めて挑戦しましたが、そ

の駆け引きは超面白いです。今年もやりたいと思います。
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2007・09・05（水）

今週末の予定

今週末は、9日（日）に出航予定。

さて、何を釣りましょうか？

保険のイイダコは決まりとして、メインは何にすべきか？

タチウオ、2連敗なのでリベンジしたいのですが・・・・・。

先週釣ったマゴチ、再度挑戦というのも捨てがたいし・・

・・。

検討します。

コメント

たぬき

祝・マゴチ　ポコ♪起死回生の１尾だったのですねぇ～　（船

上のムードが「ガラッ」と変わった？？）次回のマゴチは処理

してから一晩置いて食べてみて下さい。また一味違う　ポコ！



さぬき日記

81

さぬき富士

＞祝・マゴチ　ポコ♪ありがとうございます。ビギナーズ・

ラックではありましたが、まさに、起死回生の1尾でした。そ

れにしても、マゴチ、美味ですね。たぬきさんが、何度も釣ら

れているのが理解できます。今週末もマゴチやろうかな。

2007・09・06（木）

今週末の予定（その２）

9日（日）は、Yさん、O君と一緒に出航することとなりま

した。

狙いは、アジ、イイダコ、マゴチとしました。

マゴチの生餌は、小生が前日に釣る予定です。・・・・この時

点で見送りになる可能性大ですが、まあ、よいでしょう。

昼食時、社員食堂でYさんと遭遇。

Yさん：「週末、よろしく。」

小生：「頑張りましょう。」

Yさん：「先週、大きなマゴチ釣ってたじゃない。どうしたん

？」

ブログ、読んでいただいているようです。

小生：「そうなんですよ。やっぱり・・・」と言いつつ、腕を

前に出すと

Yさん：「それはないやろー（爆）」

まあ、週末に証明されるでしょう。（ほんまかいな）
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2007・09・07（金）

釣行の準備

明後日、9日（日）の出航に備えて、明日はマゴチの生餌を

釣ってこようと思います。ハゼ釣りも、なかなか面白いです。

うまく釣れたら、次は仕掛け。先週の釣行でいただいた、K

さん作成の仕掛けを参考に、自作してみたいと思います。

エアーポンプも購入せんといかんなあ。またもや、釣具屋参り

です。

コメント

ようかん

マゴチとはどんな魚でしょうか。最近は完全釣りバカブログで

すね。

さぬき富士

＞マゴチとはどんな魚でしょうかこんな魚です。http://ja.

wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B4%E3%83%81 一

般のスーパーなどではお目にかかれない高級魚ですよ。＞最近

は完全釣りバカブログですね返す言葉がありませんです。

2007・09・08（土）

ハゼ釣り

明日の釣行に備えて、生餌のハゼを釣りにいきました。先週と
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同じK川。

今日は満潮で釣り易かったです。なかなか面白いもんです。

15匹を釣り上げましたが、この時点ではエアーポンプなし。

つり終えた足で、釣具屋に行き、ナショナルのエアーポンプを

購入。釣具屋の駐車場で、早速エアーを送りましたが、時既に

遅し。５匹はお亡くなりになっていました。合掌。

10匹では足りないだろうなあ。

コメント

ふっぴー

明日酔軍さんとＫさんとマゴチ釣りに行きます。勝負しましょ

うね。

さぬき富士

＞明日酔軍さんとＫさんとマゴチ釣りに行きますすでに、その

情報は伺っております。＞勝負しましょうねぜひ・ぜひ！で

も、小生も2回目、同行のYさん・Oさんとも初回。ビギナー

ズ・ラック戦法で臨みますので、お手柔らかにお願いします。

2007・09・09（日）

マゴチ（その２）

昨夕、酔軍さんから釣果をお聞きしました。マゴチが釣れたそ

うです。また、マリーナ情報でもマゴチが上がったとのこと。

早速、狙いをマゴチ1本（+保険のイイダコ）に変更。そうな
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ると、生餌のハゼが足りません。Yさんと早朝調達するこ

とに。

６：30、綾川河口で開始。先客のおじいさん、どんどん釣っ

ています。最初、藻に邪魔され、うまく釣れなかったものの、

ポイントを変更しながら、なんとかゲット。とりわけ、Yさ

んの健闘が光ります。

小生：「うまいですね。ハゼ釣り名人ですか」

Yさん：「なんの、なんの。でも、ここで運を使い果たして、

マゴチ釣れなかったりして」

結局、30匹弱を釣り、マリーナへ。

８：10出港。O君も合流。今日のポイントは近くて楽チンで

す。早速竿を出します。

9：40　酔軍さん艇登場。いつものFさん、Kさんと一緒で

す。Fさんからは、昨夜「勝負しましょう」とのコメントをい

ただいております。
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１０：00が満潮。これからが勝負。酔軍さん艇の前で、小生

の竿に当たり！大きくしなって、Yさんがタモを用意してく

れます。巻いて現れたのは、エソ君でした。がっかり！皆さん

に大笑いされました。

めげることなく、流し続けますが、アタリはほとんどなし。来

るのはエソばかりです。

だんだんと、船の雰囲気が暗くなってきます。Yさんのご様

子↓。疲れが見えます。

 

一方のO君↓。ほとんど、から元気です。
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小生：「今、12時です。これからが、マゴチのランチタイ

ム。頑張りましょう」

と言った本人もから元気です。

ところが、その直後、Yさんにヒット！

Yさん：「どうせ、またエソでしょう」

と投げやりな言葉。ところが、巻いてくると、マゴチです！O

君のタモアシストで取り込みました。40センチクラスと、や

や小ぶりながら立派なマゴチです。おめでとうございます。や

はり、早朝からハゼ釣りに精を出したことを、海の神様はご覧

になっていたのでしょう。

一転、元気＆強気になったYさん↓。
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その15分後、今度は小生にヒット！これは30センチクラス

ですが、マゴチはマゴチ。
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12：45、ポイント撤収。Yさんが先行してご帰宅。マリー

ナでお別れです。
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その後、O君とイイダコ。まだ数はポツポツですが、だいぶ

大きくなってきています。これからのシーズン、イイダコさえ

やれば、ボウズは免れます。

14：30納竿。マリーナへの帰り道、itanさん艇発見。近づ

くと、ご本人さんがいません。同乗の方が。キャビンを指差

し、「寝てます」とのこと。

マリーナに帰還すると、どのボートもマゴチは釣れなかった様

子。2匹釣ったと報告すると、「上出来ですよ」と言われまし

た。少し気分を良くして帰宅。

小生の釣ったマゴチとイイダコは、O君にプレゼントしま

した。

＜本日の釣果＞

マゴチ：２、イイダコ：少々

コメント

ようかん

エソとは何ぞや？

さぬき富士

こ ん な 魚 で す 。 http://www.zukan-bouz.com/hime/eso/

maeso.html すり身にして蒲鉾にするお魚です。どうもうで、

かかると、かなりの引きです。

ようかん

釣って蒲鉾を自分で作るということはしないの？

さぬき富士

すり身にしてさつま揚げなどにすると美味ですが、かなりの数

を釣らなければなりません。
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たぬき

お会いできなくて残念です（熟睡・・・ポコ！）こちらは今回

も○谷さんが1 尾のみ。エソは二桁に乗りましたが・・・

（涙）明日、頑張ってきます　ポン♪

2007・09・10（月）

ボート滑走

ボートの操船、一度経験された方は理解できると思うのです

が、これは爽快ですよ。

まず、360度どこでもいけます。スピード違反もなし。

フルスロットルで滑走すれば、ストレスもすっ飛んでいき

ます。

周囲は瀬戸内の美しい島々。最高です。

魚が釣れれば、なお良いのですが、釣れなくても海に出るだけ

で、９０％は目標達成、といった気分です。

コメント

ようかん

これは楽しそうですね。前にプーケットに行ったとき乗った

ジェットスキーを想像しましたがどうですか？あれはおもしろ

かった。

さぬき富士

ジェットスキーほどの操縦の自由度（急旋回やジャンプ）はあ
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りませんが、スピード感や開放感は共通です。

2007・09・11（火）

今週末

今週末は、敬老の日があり、３連休。

土曜日は、三男の野球の試合で、審判。

日曜日は、ゲストを３人迎えての釣行。うち２人が初心者。責

任重大です。

月曜日は、未定。できれば、ゆったりとマイペースで釣りを楽

しみたいものです。

2007・09・12（水）

引き際

本日、安倍首相が辞任。

一言で言って、「美しくない辞任」。冴えんなあ。

人間、引き際が大切。

2007・09・13（木）

台風１１号

週末に九州西部に接近との予報。
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日曜日は釣行予定ですので、影響のでませんように。

2007・09・14（金）

台風１１号（その２）

四国に直撃はなさそうですが、今週末、釣行できるコンディ

ションは期待薄ですね。

明日は、三男の親善試合。審判も当たっています。

明後日の釣行、難しいでしょうね。

2007・09・15（土）

少年野球　審判

本日、三男（小５）の野球チーム、Ｔ親善大会に出場。

当方は、審判の当番。１試合目（８：４５～）でしたが、暑

かったです。

肝心の三男のチームの試合、途中までリードするものの、エ

ラーを契機に逆転され敗退。

やはり、「エラーと四球」をしないことが、少年野球の成功の

鍵。解っていても、それができないのが少年野球、なのでしょ

うか。
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2007・09・16（日）

イイダコ

本日はゲスト３人を乗せての釣行です。うち、お二人は親子

で、お子さんは初めてのボート釣り。この釣行で釣りが嫌いに

なっては大変。責任重大です。

昨日までの天気予報では、波が１Ｍで、ちょっと出航が危ぶま

れていましたが、今朝５時の天気予報では、波0.5 Ｍのち1

Ｍ。風も穏やかだったので、決行しました。

８：40出港。初心者向けに近場で、キス・グチをやります

が、あたりなし。ポイントを移動して流すもののいけません。

そのうちに、ゲストのお子さん、船酔い状態に。「これはいけ

ない、イイダコポイントに移動しよう」と言ったとたん、その

子にヒット！グチです。ボウズとは雲泥の差。喜んでもらえま

した。
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イイダコは順調。まだ、爆釣とまではいきませんが、コンスタ

ントにあがります。ゲストのお子さんも順調で、いつの間にや

ら船酔いも解消していました。
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13：40　雨が本降りになったところで納竿。マリーナに戻っ
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たら、土砂降り。良いタイミングで切り上げました。

ずぶぬれでボート掃除をして帰宅。今日はほとんど自分の釣り

をせず、ゲストのお世話をした「船頭の一日」でしたが、こん

な釣りもたまには良い物です。

2007・09・17（月）

台風１２号

台風１１号は、四国に直撃することなく通過していきました。

しっかりと雨を降らせてくれ、心配されていた今期２度目の渇

水についても、早明浦ダムを満杯にしてくれました。

ホッとしたのも束の間で、またしても台風発生。さすがに台風

シーズンですね。ただ、今回の１２号もかなり西よりの進路と

予想されていますので、四国への影響は軽微と思われます。予

想通りとなりますように。

来週も３連休ですが、土曜日は長男の野球公式戦と次男・三男

の運動会、月曜日は三年の野球公式戦が予定されており、また

また多忙となりそうです。

なんとかタチ狩りに出航したいのですが、どうなるでしょう

か。昨日、マリーナで見た「指５本のタチ」が頭から離れませ

んです。
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2007・09・18（火）

エビスビール

日曜日の釣行、同行した方からエビスビールをいただきま

した。

いつも新しい銘柄のビールを追いかけているので、久しぶりの

エビスビール。オールモルツで金色のパッケージ。元祖プレミ

アムビールです。

苦味がいいですね。発泡酒では味わえない風味です。

１本目は、プレミアムビール。２本目は発泡酒or第三のビー

ル。仕上げは焼酎の水割り。というのが最近の晩酌パターン

です。

2007・09・19（水）

今週末の予定

土曜日は、長男の野球（公式戦）＆次男・三男の運動会。

日曜日に出航する予定。タチウオ狩りに出かけたいと思い

ます。

今シーズンのタチウオは、１勝２敗の成績で、もっか２連敗

中。なんとか勝率を５割に戻したいと思います。
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2007・09・20（木）

おでん

９月も下旬になりましたが、暑い日が続いています。

今夜の夕食のおかずは「おでん」。暑い中でしたが、美味しく

いただきました。

ビールと焼酎が進みました。

コメント

酔軍

毎日暑くていいかげん嫌になりますな。先週末の釣はストレス

たまりました。仕事のほうもなんだかせわしないし・・。ス

カッとしたいもんです。

さぬき富士

＞仕事のほうもなんだかせわしないし・・。こちらも同様で

す。ストレスたまってます。＞スカッとしたいもんです。当

方、日曜日にタチ狩りに出撃します。電動リールで釣りまくり

たいと思います。

2007・09・21（金）

船長談義

やっと今週も終了。

なんともいえぬ仕事のストレス。週末は釣行ができる、と思い
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ながら、ついつい酔軍さんへメール。

いつもの駅前のＮで軽く一杯。毎度誘いに応じていただき感謝

です。

最近の釣行やボートの話など、話はつきません。本日の一番の

盛り上がりはボートメーカーについて。

小生：「なぜか解らないけれど、ヤンマーのボート、偉そうに

みえますよね。」

酔軍さん：「そうやなあ。一般人から見ると農機具のメーカー

やけど、海ではステータス、高いわな。」

ヤマハはプレジャーボートとして一目置かれる存在ですが、ヤ

ンマーは漁師っぽいですよね。確かに海の業務で鍛え上げられ

た信頼性がものを言います。

将来のマイボートは、ヤンマーのジーゼル系か、ヤマハのプレ

ジャーボート系。数年先のことですが、ボート倶楽部を読みな

がら楽しむのも、また楽しいひと時です。

ヤマハのＹＦか、ＦＡＳＴで、２５フィートくらいの中古ボー

トがリーズナブルな価格で出てくることを期待しています。

2007・09・22（土）

秋季四国地区高校野球県大会

本日は、長男（高２）の野球、公式戦の応援＆手伝い。新人戦

であります。

生島のオリーブスタジアムに向かう道から見える海、ものすご

く青くてきれいでした。思わず釣りに・・・といった気分です

が、本日は釣りはお預けです。
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１０時プレイボール。初回１点を挙げて、その後は０点のま

ま。満塁のピンチを２度切り抜けて、８回に３点を追加して、

勝利。新チームになって初の公式戦ですが、記念すべき１勝と

なりました。

その後、次男・三男の運動会へＧＯ！昼食はコンビニのおにぎ

り。今日も超暑いですが、子供達、頑張ってやっていました。

明日は、予定通りタチウオ狩りに出航です。

2007・09・23（日）

タチウオ　リベンジ

本日はタチウオ＆イイダコ狙いです。同行は、Ｔさん。タチウ

オは初めてとのこと。なんとか釣っていただきたいものです。

しかし、今シーズンのタチウオは１勝２敗。しかも２連敗中。

先週マリーナで指５本サイズがあがっていたので期待していた

のですが、昨夕の状況はイマイチとの情報。不安がつのります

が、リベンジに燃えて出航です。

７：15、マリーナ出港。今日はすでに５時から出港されてい

るメンバーもいるとのこと。急がねば！

海に出ると、結構風があり、波もうねっています。空はうろこ

雲、暑い日が続いていますが、秋は着実に近づいているよう

です。
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本命のポイントの手前にある、もう一つのポイントには１０艘

程度が出ています。スピードを落として魚探をみるもののベイ

トなし。周囲の船も釣れている雰囲気なし。

やはり本命ポイントで勝負！8：00ポイント到着、さすがに

たくさの船が出ています。40艘はいるでしょうか。
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マリーナのボート発見。近づいていくと、バッテンのゼス

チャー。いやな予感。

とりあえず、テントを設営し、釣行開始。やはり波がうねって

いて、風で流されます。微速後進。

すると1投目のＴさんにアタリ。「これって、そうかな？」と

いいながらあげると、見事なタチウオ。ビギナーズ・ラックで

しょうか。
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その10分後、今度は当方にヒット！これまたタチウオ。これ

でボウズは回避できました。心に余裕が出て、ポイントを変え

ながら釣ります。

マリーナのボート（その２）発見。釣果をお聞きすると、まだ

1匹とのこと。早朝出発された方達の釣果は芳しくない模様。

確かに周囲の船も重い雰囲気です。

その20分後、当方にまたヒット。上がってくる途中に、変な
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引き。取り込むとシッポがありません。共食いされたよう

です。

その後、ピタリとあたりがなくなりました。ボートの集まって

いるところを目指して移動するものの、ＮＧ。周囲の船も上

がっていません。

10時になり、朝一で釣れたポイントに移動。ボートは少ない

ものの、遊漁船が２艘います。プロの船の周囲なら連れるか？

と船を流します。

 

10：10酔軍さんから電話。フグをやられているそうです。

と、Ｔさんにヒット！かなりの引きです。悪戦苦闘後、ライン

を切られてしまいました。残念。

しかし、アタリは戻ってきました。１２時までに当方は６尾を

釣り上げました。リベンジを果たせてホッとしました。

風・波が強まったので多度津に戻ります。
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多度津ではイイダコ。ただ、ここも風・波が強く、釣りにくい

です。Ｔさんのお土産になる程度を釣り、14：10納竿。

今夜はタチウオの刺身でビールをやります。

＜本日の釣果＞タチウオ：10、イイダコ：少々。

2007・09・24（月）

振替休日（秋分の日）

昨夜は、タチウオの刺身を堪能しました。子供達にも好評。

ビールが進みました。釣果・料理とも、久しぶりに満足の一日

でありました。タチの引き、良い感触がまだ残っています。

さて、本日は三男の野球、公式戦。ＯＨＫ杯、2回戦。初めて

の相手でしたが、5-3で勝利。良かったです。

来週は、土曜日が長男の野球公式戦（県大会3回戦）、日曜日

が三男の野球公式戦（ＯＨＫ杯3回戦）。忙しそうです。
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なんとか海に出て、昨年、全敗したアオリに、リベンジしたい

のですが・・・

2007・09・25（火）

日曜日のタチウオ釣行（振り返り）

本日、昼食時に社員食堂でカフェテリアで並んでいると、Ｆさ

ん登場。

Ｆさん：「タチウオ、釣ってましたね。」

ブログを読んでいただけているようです。

Ｆさん：「餌が腐ってなかったから、釣れたんでしょう。」

そういえば、前々回のタチウオ釣り、Ｆさんとご一緒しました

が、その時の餌が腐っていたことはこのブログにも記しまし

た。（その時はボウズでした！）

たしかに、今回の餌は、Ｍセンターで調達した「新サンマ」。

「塩サンマ」ではありませんよ。「新サンマ」、北海道産。2

尾で198円、というリーズナブルな値段で「新サンマ」。こ

れならタチウオも食べたくなるというもの。

本当は、「腕がいいからですよ」と言いたいところですが、今

回で２勝２敗の成績。爆釣で勝ち越してから、自慢したいと思

います。

コメント

たぬき

おかげさまで　12尾♪情報をありがとうございました。平日
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ですから船団は20艇程、遊漁船も1艇。浅場で全員安打した

後、深場へ移動。10時過ぎに濁りが入ってしまって諦めまし

た。Mセンターの新さんまとさんま開きは引き分けだったポコ

！（笑）

さぬき富士

＞おかげさまで　 12 尾♪全員安打！おめでとうございま

す。＞情報をありがとうございました。お役に立てたかは？で

すが、結果オーライで、良かったです。今後ともよろしくお願

いします。

2007・09・26（水）

釣行の秋

暑さ寒さも彼岸まで、とは良く言ったもので、ここ数日は朝

夕、めっきり涼しくなりました。窓を開けて寝てしまうと、や

や寒いくらいです。

会社からの帰り道も、汗をかかずに済みます。これからは、す

ごし易いシーズン。

「スポーツの秋」、「読書の秋」・・・・・「釣行の秋」とい

うフレーズはあまり聞きませんが、釣りにも最適な気候となっ

てきます。楽しみですね。
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2007・09・27（木）

打ち上げ

今日は６月から社外の方達と行っていたプロジェクトの最終報

告会。夜は、打ち上げの飲み会でした。

約４ヶ月のプロジェクトでしたが、なかなか有意義でした。今

後は、このプロジェクトの検討を受けての社内検討。これから

が・・・・・めんどいんですわ。

2007・09・28（金）

今週末の予定

土曜日は、長男の野球、県大会３回戦。

日曜日は、三男の公式戦、３回戦。

忙しいです。

ところが、というか、実は、月曜日は休暇取得。

学校が休みの三男と釣行予定。楽しみです。

2007・09・29（土）

ベストエイト

本日は長男（高２）の野球、県大会。

相手は１回戦に優勝候補Ｓ高校をコールドで破ったＭ高校。

相手に点をとられるとすぐに取り返す、いい展開。そして、つ

いに逆転。８回裏に追いつかれるも、最終回に決勝点を上げ
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て、勝利！ベストエイトです。

明日は、午前は三男（小５）の野球公式戦、午後は長男の野球

準々決勝、と野球一色の予定です。

コメント

ようかん

長男君、すごいですね。選抜への夢がふくらみますね。奈良で

は、智弁学園が公立の登美が丘に敗れました。夏の県予選（奈

良テレビで中継あり）で、５対０からひっくり返された登美が

丘が雪辱。

2007・09・30（日）

雨天順延

今朝は、次男の野球、遠征での練習試合のため4時半起き。6

時、学校に送っていく途中で、雨が・・・・。だんだんと大

粒に。

長男（高校）の試合は、8時過ぎに中止の連絡。

三男（小学校）の試合は、球場まで行くものの、9時に中止

決定。

とうことで、来週末は、3兄弟の野球公式戦が重なることにな

りました。えらいこっちゃ。

明日は、休暇を取って、三男と釣行。本日、昼過ぎにＡ川にハ

ゼを釣りに1時間ほどでかけましたが、満潮のせいか、3匹し
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か釣れず。困りました。

明朝、1時間ほどハゼをやって、マリーナへＧＯ！マゴチ＆イ

イダコ、というコースを考えています。

2007・10・01（月）

マゴチ（その３）

本日は休暇を取得しての釣行です。

次男・三男の通学する中学校・小学校が創立記念日で休みのた

め、釣行に誘うために休暇を取得したわけです。なにせ、土日

は部活・少年野球で同行できないので、こんな時ぐらいしか

チャンスがありません。ところが、次男は本日も部活とのこ

と。三男と二人旅となりました。

今日は、マゴチ＆イイダコのコース。

itanさんから情報をいただき、作戦を練りましたが、まずは

生餌を調達しなければなりません。昨日、雨があがってから綾

川河口でハゼを釣りましたが、3匹のみ。そんなわけで、今朝

７：20から再度綾川でハゼ釣りです。

昨日は満潮、今朝は干潮。まったく様子が異なりますが、9月

9 日に釣ったようにはアタリがありません。結局9:20 まで

やって、なんとか10匹をゲット。それも小さいサイズ。幸先

悪し。

10時マリーナ出港。風・波もなく、穏やかな天候で、絶好の

釣り日和です。

10：15ポイント着。平日のため、一艘もいません。
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北側のポイントから流しますが、来るのはエソのみ。貴重なハ

ゼ、外道は遠慮して欲しいものです。

12時を過ぎて、エソ以外のアタリ無し。マゴチを初めてゲッ

トした（９月２日）ポイントに移動。島の近くですが水深は結

構あります。itanさん情報も加味して流します。

ついにハゼが残り2匹。気合を入れて流すと、アタリが！引き

の調子がエソとは違う感じ！マゴチになれ、マゴチになれ、と

念じつつリールを巻くと、マゴチです！三男がタモを用意しま

す。ゲット！
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やりました！これで肩の荷が下りました。

最後のハゼをつけて流すと、またまたアタリ。今度はものすご

い引き。リールのドラグ、どんどん引かれます。水深１６Ｍ、

そこから５０Ｍ位引っ張られます。これって、何？

ロッドは五目釣り用の幻風１５-210。ロッドが折れそうな引

きです。ラインは100Ｍしかありません。８０Ｍ位まで引っ

張られています。ついにラインを切られました。残念。逃がし

た魚は大きい、との諺とおりです。

ハゼが無くなったので、多度津沖に戻ってイイダコ。５～６艘

が出ています。三男もたくさん釣れました。
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16：00納竿。

マゴチは４９センチ。マリーナで写真を取っていただきま

した。
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本日の夕食は、マゴチの刺身と吸い物、イイダコのぶつ切り。

ビールが進みました。

コメント

たぬき

祝・マゴチ♪　ポコ！釣ってますねぇ～　「三男」君も楽しそ

う♪夕食は釣り話で盛り上がって更に美味かったのでしょうか

？？贅沢な時間ですよねぇ～　（しみじみ・・・）



さぬき日記

115

2007・10・02（火）

クールビズ終了

１０月になり、クールビス終了。

上着とネクタイの再開です。涼しくなったとはいえ、さすがに

上着を着ると暑い！今年は１０月一杯クールビスでもよさそう

な気候ですね。

上着はともかくとして、ノーネクタイが通年になれば良いと思

うのは、私だけでしょうか？

コメント

ようかん

首の周りに汗疹ができそうです。４月から１１月を夏スーツで

過 ご し て い ま す が 、 ７ ， ８ ， ９ だ け ノ ー ネ ク タ イ 。

不合理ですね。

2007・10・03（水）

飲み会

久しぶりに常新の串揚げ屋さんで飲み会でした。５年ぶりくら

いでしょうか。

揚げ物が好き＆ビールが好き→太りますよ、の法則ですが、美

味しい串揚げを楽しみました。揚げたての串揚げ、いいもん

です。
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帰り道、上着・ネクタイで汗をかいて、帰宅するとアルコール

の大半は抜けたような気分です。

2007・10・04（木）

今週末

今週末も3連休。

土曜日は、子供３人とも野球の公式戦。勝てば日曜日も試合が

あります。

よって、釣行は日曜日or月曜日の予定。さて、何を狙います

か。思案中です。

2007・10・05（金）

散髪

会社帰りの、行きつけの散髪屋さんへ。さっぱりしました。

いつものとおり、丁寧に散髪＆髭剃り。そして、いつもどお

り、髭剃り中に熟睡。リフレッシュできました。

明日は、子供３人が野球公式戦。早起きです。

釣行は、日曜か月曜。Ｙさんのリクエストに応えて、タチウオ

＆アオリの予定です。
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2007・10・06（土）

ベストフォー

本日、３人の子供、全員が野球の公式戦でした。

長男のチームは勝ち、県大会ベストフォーに進出を決めまし

た。快挙と言えそうです。明日は準決勝。明後日は決勝戦or

３位決定戦。

次男のチームも勝ち、明日、県大会出場をかけた試合があり

ます。

三男のチームは敗退、残念でした。

ということで、明日も野球応援＆手伝いとなりました。

今週末の釣行は中止の見込みです。

コメント

ようかん

すごい、すごい。選抜までもう少し。がんばれがんばれ。

さぬき富士

選抜に行くためには、香川県で３位以内に入り、四国大会に出

場する必要があります。来春の選抜は、四国大会で３位以内の

チームが選ばれると思われます。よって、春の甲子園はまだ遠

い存在です。
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2007・10・07（日）

決勝進出

長男の野球、県大会の準決勝。３－２で勝ち、決勝進出を決め

ました。同時に、秋の四国大会出場の切符を手に入れました。

（香川県の上位３校が出場）

点を取られたその裏に追いつく展開。最後は８階裏に、イレ

ギュラーによるラッキーなヒットで出た走者を送るバントのエ

ラーで逆転。流れが来ていました。

今大会で全くノーマークの高校が決勝進出ですが、「１試合ご

とに強くなっていく」という高校野球のパターンそのもの。

明日は決勝戦。ただ天候が悪そうで中止の可能性大ですが、そ

の方が休息になって良いと思います。

四国大会は来春の選抜甲子園大会の予選の位置づけです。期待

したいものです。

釣行を我慢して応援した甲斐がありました。

コメント

ようかん

今度こそ、すごい。四国大会出場おめでとう。ひとつ勝てば、

甲子園が見えるのでは？勢いをそのままにがんばれ。
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2007・10・08（月）

準優勝

昨日の天気予報は、ハズレ。雨はほとんど降りませんでした。

長男の野球、決勝戦は予定通り１３時から開始されました。相

手は甲子園経験も豊富な強豪です。

先取点を取り、流れが来たと思ったのですが、逆転され、結局

３－９で負け。

戦力では圧倒的に不利、点差も６点差でしたが、今回もエラー

無し。内容では、圧倒的な差はありません。

１０月２７日からは、四国大会。２勝すれば、春の甲子園が見

えてきます。

＜酔軍さん＞応援、ありがとうございました。

＜Ｆさん＞応援の電話、ありがとうございました。

＜ようかんさん＞コメント、ありがとうございます。

コメント

酔軍

よく打って、よく守りました。上等です。四国大会、楽しみに

しています。久しぶりに母校の応援歌と校歌を聴けました。
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2007・10・09（火）

秋らしくなってきました

今日は朝から雨。昨日の暑さが、うそのような涼しさです。

田んぼも、半分ぐらい稲刈りが済み、風景も秋モードになって

きました。彼岸花も真っ盛りです。

釣行にも絶好のシーズン。今週末は、なんとか海に出たいと思

います。

2007・10・10（水）

ビデオカメラ不調

ビデオカメラの調子が悪くて困っています。

先月の次男・三男の運動会で、久しぶりに使ったところ、テー

プの出し入れから始まり、起動もままならず。なんとか撮影は

できましたが、本日、再度利用すると、症状はさらに悪化。

最近のビデオカメラは、媒体がハードディスクやＳＤカードな

どになり、パソコンでの編集やＤＶＤへの焼付けも簡単そうで

すが、手持ちのテープを再生できません。どうしましょう？

2007・10・11（木）

釣りバカの飲み会

帰宅しようと高松駅に入り、列車に座って携帯電話をみたら、

Ｆさんからの着信記録。折り返しの電話をかけると、今度は
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メール。「暇なら飲みませんか？」

酔軍さんも一緒のようです。列車を降りて、いつもの焼き鳥屋

Ｎへ向かいます。この時点で１８時前。いいですなあ。

キモ、心臓、などを頼み、生ビールで乾杯。先週末の高校野球

（香川県大会）の話題で盛り上がったあと、今日は珍しく家庭

サービス（旅行）の話。海外旅行は身近になったものの、ハイ

シーズンはやはりコスト高。家族全員での旅行となると、さら

に嵩みます。

最後は、今週末の釣行予定の検討。Ｆさんも当方のタチウオ狙

いに同行いただけるとのこと。今シーズンは２回同行し、いず

れも惨敗でしたので、今回こそ！と決意を新たにしました。

１９時１６分のＪＲで帰宅。

2007・10・12（金）

今週末の予定

本日、昨日に続き飲み会。瓦町のお店のため、１時間もかかっ

て帰宅。

さて、明日の土曜日は、長男・三男の野球対応　+　ちょっ

とお仕事　の予定。

日曜日は、Ｏ君と釣行。タチウオ＆イイダコのコース。天候も

大丈夫そうですね。
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2007・10・13（土）

明日の釣行予定

今日は一日、陸の生活でしたが、９時頃からかなり風が強くな

り、肌寒いくらいの気温になりました。平年並みの気温なので

しょうが、これまでが暑すぎたので、寒く感じられます。

明日は、タチウオ狙いで出航予定ですが、雨と風が心配です。

波も１Ｍのち0.5Ｍの予報。

マリーナに本日の様子を確認したところ、やはり風が強く、み

な早々に引き上げてきたそうです。タチウオもあまり釣れてい

ない模様。

明朝５時の天気予報と外の様子を見ながら、最終判断すること

にいたします。良い天気になりますように。

2007・10・14（日）

タチウオ（その５）

朝５時の天気予報、波1Ｍ。海上では風強しとのこと。

ところが、我が家の周囲では全く風無し。愛媛県東予、岡山県

南部の波は0.5Ｍの予報。香川県東部は波が高そう。小生が出

かける西讃は大丈夫と判断しました。

７：40マリーナ出港。Ｏ君との二人旅です。狙いはタチウ

オ。マリーナ情報では、最近、あまり釣れていないとのこと。

不安を抱えながら、ポイントを目指します。
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当初、遠征ポイントを考えていましたが、波と風が強まること

を想定し、その手前で釣る事にしました。Ｏ君は初めてのタチ

ウオです。

8：00ポイント到着。船は４艘しか出ていません。魚探にも

魚影なし。とりあえず竿を出しますが、全くアタリなし。

波もそれほどでもないため、当初の遠征ポイントまで足を伸ば

すことにしました。ところが、ポイントに近づくにつれて、波

が高くなってきました。今日は東風。最初のポイントは東側に

島があり、そのおかげで波はそれほどでもなかったので

しょう。

船は50艘程度出ています。
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波の穏やかな風裏に移動。船団からは離れますが、船団もそれ

ほど釣れていない様子なので、昨年実績のあるポイントで竿を

出します。

すると、Ｏ君にヒット！なんと、開始5分程度です。上げてく

ると、立派なタチウオです。

これまで、当方の操船するボートで、タチウオをやったＹさ

ん、Ｔさん、そして、今回のＯ君、3名とも初めてのタチウオ

釣りで投入後10分以内にヒットしています。タチウオの「ビ

ギナーズラックの法則」とでも言いましょうか。なにはともあ

れ、良かった＆良かった。
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その5分後、今度は小生にもヒット。電動リールで楽チン巻上

げ。こちらもなかなか良形。

そして、また10分後、O君にヒット。小ぶりですが、タチウ

オはタチウオです。

その後、小生が1尾あげ、11：30納竿。（本日は次男・三男
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の用事があり、早めに切り上げました。）

合計４尾、と貧果でしたが、タチウオ初心者のO君にお土産

ができ、ホッとしています。今夜もタチウオの刺身で一杯やり

たいと思います。

 

↓酔軍さんと海でお会いしました。獲物を追うように、ぶっ飛

ばしていかれました。
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2007・10・15（月）

そろそろスキー計画

めっきり秋らしくなりました。

就寝時も、タオルケットから毛布に変えましたが、一昨日から

は羽毛布団も出してきました。

そろそろスキーの計画を、と思います。今度の年末・年始は、

4日を休めば、12月29日（土）から1月6日（日）まで9連

休になります。遠征スキーにもってこいのパターンですが、長

男・次男の野球があり、そう長く休めそうにありません。

せいぜい2泊3日とすれば、昨シーズンと同じく、大山あたり

が関の山でしょうか。
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昨シーズン初めて宿泊したホテル、温泉もあり、なかなかリッ

チでゆったりできたので、これでもいいのですが、スキー場が

大山では・・・。

年末年始は大山。その後、一人旅で信州あたりに行きましょ

うか。

コメント

sakura

ご無沙汰しております。覚えていらっしゃるでしょうか？ほぼ

１年ぶりのコメです。１年と近く長期出張でブログの更新もお

邪魔することもできないままでした。今年もいよいよシーズン

間近ですね！また、楽しいレポお願いします！

さぬき富士

＞覚えていらっしゃるでしょうか？もちろんです。コメ＆TB

ありがとうございました。当方もSAKURAさんのブログは時

々覗いていました。ほぼ1年ぶりの再会、うれしいです。＞今

年もいよいよシーズン間近ですね！そうですね。また、情報交

換、よろしくおねがいいたします。

2007・10・16（火）

お気に入りの作家（その２）

疲れた時は、あれこれ考えず、一気読みできるミステリーを好

んで読みます。芸術系を楽しむ余裕はなし、ノンフィクション
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のように現実につながるのもイヤ、というときには、やはりミ

ステリーでしょう。

最近のお気に入りは、志水辰夫です。ハードボイルド系のミス

テリー。長編が多いですが、一気に読めます。四国の住人とし

ては、高知県出身というのも応援したくなる要素です。

公式ホームページもあります。文庫本もたくさん出ていますの

で、是非どうぞ。

2007・10・17（水）

今年の雪

今朝の日経新聞をよんでいたら、「窓」というコラムに鳥取県

大山国際スキー場のリフトのイス取り付け作業の様子が掲載さ

れていました。

「昔から大雪のサインである、ナナカマドの木の実が多くなっ

ている」というくだりがあり、期待がもてそうです。

昨年は暖冬でしたが、2年続くことはないと思いますが、温暖

化が進んでいるので心配であります。

2007・10・18（木）

E会議

本日はグループ会社も含めてのE会議。

いろいろな意見が出て有意義でした。飲み会も参加。イン

フォーマルな会話もできて良かったです。
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2次会は、釣り仲間のKさんと一緒。ここでは仕事の話は無

く、釣りの話題で終始しました。これも、また有意義な飲み会

でした。

それにしても、Kさんの気遣いとマメさには頭が下がります。

釣行の同行を約束して9：29のJRで帰宅。

2007・10・19（金）

今週末の予定

土曜日は三男の野球、公式戦。審判があたっています。

日曜日は、長男の練習試合。

ということで、釣行はおあずけ。

来週末は、長男の野球、四国大会ですので、2週間連続で釣行

なし。辛い・・・・・。

2007・10・20（土）

明日の釣行

用事の予定が変更となり、明日は釣行することとなりました！

ラッキー！

今日はとても風が強く、海に出られるようなコンディションで

はありませんでしたが、明日の天気予報は、晴れ。波も0.

5M。釣り日和になりそうです。

アオリとマゴチをやろうと考えています。Kさんと同行。

子供の野球（練習試合）搬送のあと、ハゼを釣り、10時頃出
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港予定です。

2007・10・21（日）

アオリ・マゴチ惨敗

用事の予定が変更となり、急遽出航となりました。Kさんを

誘って、アオリ・マゴチを狙うことに。

まずは、マゴチの生餌、ハゼを釣るために、８：００　K川

河口に集合。早速、竿を出すものの全くアタリ無し。30分ほ

どやって、やや上流にポイント移動。多少はアタリがでるもの

の、全部で8匹程度。それもKさんがほとんど釣りました。第

一ラウンドから負け。

10：10マリーナを出港。イイダコ釣りの船がすごい数出てい

ます。今年はポイントが西に寄っているのか、マリーナの前に

もたくさんの船。

アオリをやるため、近場の島を二つハシゴ。全くアタリなし。

第二ラウンドも負け。
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ハゼのえさ、ゴカイが余っているので、マゴチの前に落ちギス

でもやろうと、ポイント移動。しかし、ここも全くアタリな

し。第三ラウンドも負け。
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いよいよ、マゴチに。今度こそ、と竿を出すものの、これまた

アタリなし。エソも来ません。一体どうなっているのでしょ

う。第四ラウンドも負け。

唯一のヒットは、Kさんのフグ。今年はフグがほとんど釣れ

ていないなか、良形の20センチクラスをゲット。さすがK

さん。



さぬき日記

134

 

ラストは、お決まりのイイダコ。この時期のボウズ逃れ、最高

の保険であります。

朝より船団は西に移動しています。ここは、竿を出すと即ヒッ

ト。ありがたいことです。先週よりも、よく釣れます。入れ食

い状態です。また、一回り大きくなっています。15分ほどし

て、15:00納竿。

本日は天候は秋晴れ、風も波もほとんど無く、最高の釣り日和

でしたが、貧果に終わりました。完全ノックダウン。下手な船

頭、深く反省した一日でありました。
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2007・10・22（月）

釣れる時に釣るべし

昨日の釣行は惨敗でした。

マリーナに帰り、Sさんと会話。

昨日もタチウオをやってきたそうです。なんと、3人で50尾

以上。先々週も、同程度タチウオを釣り上げていました。その

釣果に脱帽！

「しかし、遠征してまで、飽きもせず・・・」と一瞬思いまし

たが、「飽きる」など百年早い！と反省。

やはり、釣れる時に釣るべし！

それにしても、昨日の釣行、悔しい～。次回は、絶対リベンジ

しますよ。

2007・10・23（火）

ANA　JAL　スキーツアー

ANA　JALのスキーツアー（北海道）、パンフレットを入

手してきました。四国発着版です。

ゲレンデの写真、コースレイアウトを眺めるだけでも楽しいも

のです。

今年の年末年始は、1月4日を休暇にすると、9連休。しか

し、このハイシーズンの価格はじんじょうでありません。3泊

4日で一人10万円を軽くクリアします。我が家の5人で50万

円以上。

いずれにせよ、長男・次男とも野球の部活があり、長期休暇は
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困難。

昨シーズンと同じく、大山のホテルに宿をとり、大山近辺のス

キー場をハシゴする案を検討しようかと考えています。

コメント

ようかん

長野は？

さぬき富士

>長野は？ブランシュ高山で一緒に滑って以来、長野でスキー

はしていません。あの時は、ようかんさんのおでんを食べ損な

いましたね。残念でした。今シーズン、長野行きは計画にあり

ません。やっぱり四国から長野まで車で行くのは、しんどいで

すわ。ようかんさんは、今年も行くの？

2007・10・24（水）

スキー計画

本日、O君とランチ。スキー計画の情報交換です。

O君は年末年始、北海道　ニセコに長期遠征を計画とのこと。

うらやましいです。北海道なら雪不足の心配も無く、ロング

コースを楽しめますね。

小生は、出張を利用して、昨シーズン、昨々シーズン、北海道

キロロで滑りましたが、スケールが本州とは違います。雪質も

格段に優れています。
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小生は、年末年始はおそらく大山。スキーと温泉、半々で楽し

む旅行になるでしょう。

コメント

sakura

年末年始の計画かぁ～もうそんな時期ですね。私は芸北界隈ば

かりですが、正月前後の大山はどんな感じですか?ホテルって

割と空いてます?そろそろ我が家も考えないと…

さぬき富士

＞正月前後の大山はどんな感じですか?クリスマス前後にまと

まった積雪があり、滑れるようになるのが、最近の大山です。

そんなわけで、いつもヤキモキします。昨年は年末ギリギリに

降り、なんとかスキーを楽しめました。＞ホテルって割と空い

てます?大山は香川からは日帰りコースなので、宿泊したのは

昨シーズンが初めてでした。大きなホテルは二つだけですが、

ペンションが多いので年末年始でも宿は確保できるでしょう。

問題はスキー場の駐車場です。ゲレンデ近くのは早朝に一杯に

なってしまいます。大山中腹にある駐車場からバス、というこ

とになってしまい冴えません。ゲレンデ送迎のあるホテル・ペ

ンションに泊まれば、その点は回避できます。

トラックバック

富良野スキー場2007運営情報

http://huranosupport.livedoor.biz/archives/
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378243.html

2007年の富良野スキー場の営業日が発表されま

した！！現在の富良野スキー場の予定では11月

23日（金）の祝日を予定しています。富良野も

とうとう雪が降りスキーシーズン到来！！という

感じになってきました。ちなみに最近の富良野市

の気温は最高気温１０℃前後、最低気温１......

2007・10・25（木）

釣具屋のバーゲン

昨日、丸亀の釣具屋BからDM。恒例のセールです。

特価品以外は、レジで10％オフ。買うなら今でしょうか。

もっか検討中なのは、タチウオのジギング用ロッド。ロングジ

グも480円と安いので、セットで購入しようかな。

しかし、広告の大部分は、防寒着。もうそんな時期が近づいて

います。

2007・10・26（金）

今週末の

明日は長男の野球、四国大会。徳島県の鳴門まで応援に行きま

す。なんとか1勝して欲しいものです。

その前に、次男・三男の野球、練習試合・練習の配送。5時起
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きです。

一方、タチウオが釣れているという情報があります。、四国大

会の結果次第では、日曜日になんとか・・・、と密かに考えて

います。

2007・10・27（土）

四国大会

本日、長男の野球は四国大会、1回戦。徳島県鳴門市オリナミ

ンC球場で12：45開始。

相手は愛媛県の3位校。私立の強豪です。

初回、2点をあげ、幸先良いスタートを切るものの、すぐ追い

つかれ、結局2-9で7回コールド負け。

初戦敗退となりましたが、県大会2位・四国大会出場はミラク

ル、今回の敗戦も良い経験となったでしょう。本日の敗北を無

駄にすることなく、この冬のトレーニングで課題を克服して、

来春につなげて欲しいと思いました。

＜酔軍さん・Fさん＞

応援、ありがとうございました。

＜Kさん＞

応援メール、ありがとうございました。

ということで、明日は釣行に出かけたいと思います。ジギング

でタチウオ狙いです。
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2007・10・28（日）

釣れません

タチウオが釣れているというマリーナ情報。昨年も、そのポイ

ントでたくさん釣りました。

爆釣間違いなし、といさんで、8：00にマリーナへ。

ところが、最新情報では不調とのこと。不安が胸をよぎります

が、ともかく、8：10マリーナ出港。本日は単独釣行です。

8：15開始。すでに15艘ほどのボートが出ています。30分

程度、竿を出すものの、全くアタリ無し。周囲の船も同様。

今日はジギング。水深はたいしたことは無いのですが、巻き巻

きも疲れます。

９：15、酔軍さん艇登場。常連のFさん、Kさんも一緒

です。

10時過ぎまで粘りますが、全くアタリ無し。酔軍さん艇も移

動していきます。

当方も、移動。S島、A島をめぐります。、島もやっと紅葉

が始まっています。
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そしてタチウオのポイントHまで足を伸ばしますが、ここも

駄目。

結局、また最初のポイントに戻ってきました。船は７～８艘い

ますが、釣れている雰囲気なし。

今日も先週に続いてボウズ（正確にはイイダコ以外）か・・・

と思いながらリールを巻くと、本日初めてのアタリ。これはタ

チウオです！

あげてくると、指４本サイズ。なんとかボウズは免れました。

しかし、後が続きません。

１３時納竿。爆釣の日はいつ訪れるのでしょうか？
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2007・10・29（月）

昨日の反省

昨日の釣行、またもや惨敗だったことは、ブログに記しま

した。

まあ、周囲の船も釣れていなかったことだし・・・と自らを慰

めていたところ、マリーナからメールマガジンが到着。

なんと、ヒラメ、コチ、などは大漁だったそうな。また、カン

パチもあがったそうな。

釣れている人は釣れているのです。
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釣果に運が左右するのは言わずもがな、ですが、やはり運だけ

ではなさそう。

ここ数回の惨敗の反省をしようと思います。

2007・10・30（火）

ブログ　休暇

当ブログの提供元、ココログのメンテナンスのため本日はお

休み。

2007・10・31（水）

今週末の予定

このところ　爆釣から遠く離れています。

４日（日）には出航したいと思います。が、何を狙ったら良い

のでしょうか？

コメント

酔軍

ズバリ！　いいだこです！

さぬき富士

＞いいだこ釣り飽きた、なんて言ったらバチが当たりますよ

ね。でも、引きを楽しめる釣りがしたい！
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2007・11・01（木）

１１月になりました

本日から１１月。今年のカレンダーも残すところ２ヶ月。リビ

ングのカレンダーの絵も雪山になりました。

だいぶ寒くなってきて、風邪もはやり始めています。我が家の

三男も本日ダウン。

ただ、日中は結構暑く、衣替えのタイミングが難しいですね。

さすがにワイシャツは長袖にしましたが、スーツは当分、夏物

で行こうと思います。

コメント

ようかん

今日、ついに置きっ放しの上着を着て帰りました。

さぬき富士

相変わらず、暑がりですなあ。

2007・11・02（金）

今週末の予定

日曜日に釣行したいと思います。

O君のリクエストに応えて、タチウオ狙いです。遠征します。
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2007・11・03（土）

明日の釣行

今日は長男の野球、練習試合の応援。秋晴れの良い天気でした

が、２連敗。

さて、明日は早起きして、タチウオ遠征の予定。スーパーで塩

サンマを購入してきました。

先週のリベンジを果たしたいと思います。FさんとO君と一

緒に出かけます。

2007・11・04（日）

タチウオ　リベンジ（？）

FさんとO君とでタチウオ狙いです。

O君とは、１０月１４日にタチウオをやりましたが、コンディ

ションが悪く２人で４尾。O君は、その時が初のタチウオ釣

り。リベンジをしたいとのリクエストを受けての釣行です。

本日は早起きして、6：20マリーナ出港。良い天気で波も穏

やかです。今日はなぜか３時に目が覚めてしまいました。リベ

ンジに燃えるのは、小生も同じ。
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7：00ポイント到着。有名なポイントですが、シーズン終了

に近いのか、船は２０艘程度です。

一投目、O君がいきなりタチウオをゲット！幸先良し。

しかし、あとは散発・・・・・。詳細を報告する気力がありま

せん。周囲もあまり釣れていませんでしたが・・・・。

結局、竿頭はO君。圧倒的釣果でした。といっても、合計７

尾どまり。残りの二人の釣果報告は、割愛させていただいま

す。（ボー○ではありません）

マリーナに戻ってきて、先週と同じポイントで最後の悪あがき

をしたところ、なんとFさんの一投目にマダコが！イイダコで

はありませんよ！タチウオのテンヤで釣るとは！この一発で、

Fさん、上機嫌になりました。

12：30納竿。

不完全燃焼なのは小生。いつになったら爆釣レポートができる

のでしょうか？
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コメント

sakura

釣りのことは良く分かりませんが、海の上から朝日の写真かな

？すごく綺麗ですね。爆釣レポート、楽しみにしてますねぇ～

そろそろ海上も寒くなりますので、気をつけて…

さぬき富士

SAKURAさんへコメントありがとうございました。ところで、

SAKURAさんのブログ（昨年から継続されている方）に、コ

メントしようとすると、 Sorry! Japanese only.You were

comment judged as SPAM and deleted. のエラーメッセージ

が出て投稿できません。何故？
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sakura

ん？ちょっと調べてみますね。情報ありがとう！

sakura

コメントの件、少し調べてみました。英語のスパム対策が悪影

響していたようで、再度設定し直してみましたので、暇があっ

たらチャレンジしてみてください。お手数かけます(m_m)

2007・11・05（月）

ボート釣りとスキーの共通点

SAKURAさん、コメント、ありがとうございました。

SAKURAさんのブログは、スキーを中心に綴られており、昨

シーズンから相互リンクさせていただいています。

ボート釣りとスキー、共通点がいくつかあります。

まず、日常から完全に切り離されるところ。

ボート釣りでは、エンジンをかけ、海を滑走したら、もう誰も

私を止められません。（誰も止めないってか？）

スキーでは、一人でリフトに乗って山頂に上がっていくときに

感じる解放感と通じます。

いずれも、大自然の中で「一人ぼっち」になれるところが最高

です。

それから、大自然の美しさにドップリとつかれるところ。

瀬戸内の島々、鏡のような水面、朝日、夕日、などなど、数え

上げたらきりがありません。

スキーでは、雪山の美しさ、凍りそうに冷たい新鮮な空気。
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あー、こんなこと書いていたら、海or雪山に行きたくなり

ます。

2007・11・06（火）

年末年始のスキー予定

本日、大山のホテルを予約しました。昨年末と同じリゾートホ

テルです。

昨年は2泊3日でしたが、今年は12月31日から1泊2日の

予定。

12月31日は早めに出発して、大山で滑って、15時にはホテ

ルに到着するように考えています。それから、ゆっくりと温泉

に入って、夕食はフランス料理。深夜の年越しカウントダウン

のイベントに参加して、朝はゆっくり起床。帰り道、蒜山あた

りで軽く滑って、温泉に入ってから帰宅という、超のんびり

コースを楽しもうと思います。

また、ホテルとゲレンデ間はホテルのバスが送迎してくれるの

で、ゲレンデもビールが飲めるのもグッドです。

今から楽しみですなあ。あとは、雪がたくさん降ることを祈る

のみです。

コメント

sakura

年末年越しの準備完了！ですね。我が家はまだ年末の状況が

ハッキリしていないので、決めかねています。あまり時間を掛
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けると、どこも一杯になるので、そろそろ決めないと…コメあ

りがとうございました。無事できて良かったです。さぬき富士

山のコメがなかったら、おかしいままでした。助かりました。

ノリ

我が家はご存じの通り年末の飛行機、宿の手配ができ念願の北

海道に行けそうです。あとは天気のみ。これからはやきもきし

ますが何とか例年並みに雪が降ってほしいものです。

2007・11・07（水）

釣れないお父さん

本日、久々にYさんと遭遇。

開口一番、「よう！釣れないお父さん」ですと。

当ブログは読んでいただいているようです。

ありがたいことですが、「釣れないお父さん」とは・・・

・・。

まあ、本当なので返す言葉がありませんでした。悔しい～。

2007・11・08（木）

バス　スキーツアー情報

帰宅すると、スキーツアーのパンフレットが届いていました。

香川県の旅行会社：新日本ツーリストのツアーブランド「バ

ケーションくらぶ」です。
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毎年送られてきますので、ブログを見ると、昨年も本日（11

月8日）に届いていました。

例年通りのプランですが、昨年新設された1人からの宿泊プラ

ンは無くなっていました。残念。

大山行きは、1名から出発保障で、毎日出発のプランが健在。

うれしいことです。大山は12月23日（日）がスキー場開き。

この日のツアーは3900円と格安です。リフト券無料だし、翌

日の月曜は休日なので、行こうかな？

2007・11・09（金）

今週末

今週末は、

　・土曜日は子供の野球対応（新人戦、練習試合）

　・日曜日は三男の授業参観日

です。釣行はなし。

2007・11・10（土）

メールソフトを乗り換えました

パソコンをWindows Vistaにしたら、標準のメールソフト

がWindows Mailに変わっていました。

アウトルックはウィルスの攻撃の的でしたから、対策も施され

た新しいソフトになったのだろうと移行したのんですが、最悪

のメーラーでした。
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機能は特に不満はありませんが、データベースが壊れまくりで

す。何度修復しても、すぐ壊れてしまいます。

愛想がつきて、今回、フリーソフトのサンダーバードに乗り換

えました。今のところ順調です。

2007・11・11（日）

少年野球など

昨日の三男の公式戦は、坂出・綾歌地区の新人戦でした。現5

年生以下のメンバーでの初の公式戦となります。

組み合わせがよく、1回戦はなし。2回戦からの出場でした

が、逆転に次ぐ逆転で勝利。来週の準決勝に進出です。

本日は、次男の坂出市の大会。準優勝。

公式戦、練習試合とも、今月限り。来月からは、体力つくりや

ら基礎練習を中心としたものに変わります。いよいよ冬に季節

が変わっていきます。

2007・11・12（月）

出張週間です

明日から出張です。

明日は午後のJRで関西空港まで移動。

明後日（14日）は朝9時過ぎの飛行機で離日。3泊4日の旅

です。

帰国は17日（土）の夜なので、大阪に宿泊し、帰宅は18日
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（日）の予定。

2007・11・13（火）

行ってきます

出張に行ってきます。

パソコンを持参して行きますので、時間と体力に余裕があれ

ば、当ブログも更新します。

コメント

ノリ

週末は少し雨模様のよですが気を付けて行ってください。ま

た、お土産話楽しみにしています。

関西空港

１５時過ぎのJRマリンライナーで高松駅を出発、のぞみ、は

るかと乗り継ぎ、関西空港に到着しました。

りんくうタウンのワシントンホテルで宿泊しています。LAN

には簡単に接続でき、こうしてブログを書いていますが、会社

のLANに接続できません。（正確にはLANには接続できる

のですが、メールが読めません）

わざわざ重いパソコンを持ってきたのに、困ったものです。

明日は７時にホテルを出て、９時過ぎの飛行機で上海に向かい
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ます。

2007・11・14（水）

出張（1日目）

ココログの予約投稿機能で書いています。（現在11日）

本日の予定は、

　・９：１５　関西空港出発

　・10：45　中国　上海着

　・杭州へ移動後、視察

　・杭州泊

です。

2007・11・15（木）

出張（2日目）

ココログの予約投稿機能で書いています。（現在11日）

本日の予定は、

　・杭州から上海に新幹線で移動

　・視察

　・上海泊

です。
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元気でやっています

中国上陸、２日が過ぎました。

初日は、関西空港から飛行機で２時間半、その後上海から抗州

までバスで４時間。長旅でした。

本日は抗州から新幹線で上海に戻ってきました。これは早く、

１時間１５分。

上海は、最新とレトロ、富と貧富が入り混じり、ハングリー精

神が活気を牽引する街ですね。すごいエネルギーですわ。

昨日から、昼、夜とも食事は中華料理。本日は上海ガニを食し

てきました。おいしいのですが、そろそろ和食が恋しくなって

きました。

2007・11・16（金）

出張（3日目）

ココログの予約投稿機能で書いています。（現在11日）

本日の予定は、

　・上海市内で視察

　・上海泊

です。

コメント

sakura

お疲れさまで～す。上海はどうですか？今朝から福岡も寒くな

りましたよ。予報では最高気温も17℃だそうです。盛岡でも
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初雪が降って、とうとう天気予報の全国図にも雪マークが出る

ようになりました。今日はサイオトのOPEN！今晩からサイオ

トに行って来ま～す。明日のサイオトは最低気温１℃の予報！

楽しみで～す♪

さぬき富士

上海から書いています。今日は朝から雨、肌寒い一日でした。

サイオト、初すべりですか。うらやましいです。気をつけて

行ってらっしゃい。ゲレンデ・レポート、期待しています。

明日はもう帰国

上海は朝から雨、肌寒い一日でした。

朝食のバイキングで、３日ぶりに　ご飯＆味噌汁を味わいまし

た。いまいちの味でしたが、許します。

今日も、昼、夜とも中華料理。１年分の中華料理をここ数日で

採っているような気がします。

それにしても、上海の物価は安いです。ビール３５０ミリリッ

トルが３元＝約４５円。アルコール３％の青島ビール、なかな

か良いです。

明日は夕方の便で関西空港へ。あっという間ですね。

2007・11・17（土）

出張（4日目）

ココログの予約投稿機能で書いています。（現在11日）
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本日の予定は、

　・上海市内で視察

　・夕方　上海浦東空港発

　・夜　関西空港着

　・新大阪までJRはるかで移動し、ホテル泊

の予定です。

2007・11・18（日）

帰国＆帰宅しました

 

昨夜（17日（土））、予定通り、関西空港に20時過ぎに到

着、帰国しました。

その後、新大阪まで移動し、ホテルに宿泊。
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本日、午前、新幹線＆マリンライナーで香川に戻ってきまし

た。風が強く、瀬戸大橋から見た瀬戸内海は白波が立ち、ボー

トは一艘も見えませんでした。

荷物を片付けて、先ほど、昼食にさぬきうどんを食べてきまし

た。やっぱ、うまいです。

さすがに疲れが溜まっており、昨日からは喉も痛くなっており

ます。旅のレポートは、また、おいおいブログに書く予定

です。

取り急ぎ、写真をマイフォトにアップしましたので、ご覧くだ

さい。（←クリックすると開きます）

2007・11・19（月）

上海のビール

上海のビール、どれもアルコール度数が低く、２．８％～３．

８％位でした。最初は、薄くて美味しくないなあ、と感じまし

たが、中華料理が進むと、よく合うのがわかってきました。

話は変わりますが、中国ではつめたい飲み物はあまり飲まない

ようです。体を冷やすのは悪いと考えられているとのこと。そ

のため、ビールも冷たいのを頼まないと、常温のものが出てき

ます。
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コメント

ようかん

２５年位前の記憶ですが、ロンドンのビールも冷たく無かった

ような。「ア、パイント、オブ、ビター、プリーズ」が通じた

ような記憶が。

酔軍

たしかに！私もずいぶん前にイギリスの田舎のＢ＆Ｂに泊まっ

たとき、宿のご主人に「ビールが飲みたい」と言うと、ご自慢
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のビールを戸棚から出してきて飲ませてくれました。

2007・11・20（火）

スキーマップル2008購入

毎年購入しているスキーマップルを購入しました。1300円

なり。

例年、新しい企画やリフト券が出て、それを確認するのが楽し

みです。今年はどうでしょうか？

当分、この1冊で暇つぶしができます。

コメント

sakura

17日、待ちに待ったサイオトで初滑りに行ってきましたぁ～

欲張って翌日に天山(佐賀)も予定していたのですが、サイオ

トで頑張りすぎて筋肉痛…天山は断念しましたorz気を取り直

して、23日のめがひらOPENに出撃しま～す！人工雪でも何

でも、やっぱり滑れるのは楽しいです♪
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2007・11・21（水）

今週末の予定

23日（金)は勤労感謝の日でお休み。長男の野球、四国大会

の慰労会あり。

24日（土)か25日(日)には釣行したいと思います。

今日、会社で　ハードなひろしさんと遭遇。イイダコ200匹

を釣ったそうです。

当方も、のんびりイイダコでもやろうかと考えています。

2007・11・22（木）

海外旅行　もとい　海外出張

Yさんからメール。

＞「海外旅行」はどうでしたか？

とのこと。

小生が行ったのは「海外旅行」ではありません、「海外出張」

です。出張報告も書かなければならないし・・・。

今週は疲れました。先週の旅行、もとい、出張のせいです。疲

れが抜けません。

2007・11・23（金）

世の中狭い

本日は、長男の野球、部員・マネージャー・先生＆父兄による
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慰労会＆｣ 忘年会でした。

当方は、幹事＆司会でしたが、つつがなく終了。ゲストに応援

団員を迎え、なかなかの盛り上がりでした。

その会で、長男と同学年のT君のお父さんから、「さぬき日

記見てますよ。」の一言。

何で知ってるの？

どうやら、お仕事で知り合いの方が釣り好きで、当ブログにリ

ンクされているHPに登場されているそうです。

世の中狭いですな。

2007・11・24（土）

鍋シーズン

めっきり寒くなってきました。

我が家の夕食。鍋ものが多くなっています。

食べ盛りの子供たちに人気なのは、キムチ鍋。辛さで、より身

体を温めてくれます。

ところで、今年夏、キッチンをIHクッキングヒーターに変え

たため、土鍋が使えなくなりました。IH用土鍋というのがあ

りますが、底にステンレス（？）の板をはめただけに見えま

す。その割りに、お値段は割高。もう少し安くなって欲しいも

のです。
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2007・11・25（日）

サバ・タチ・イイダコ

3週間ぶりの釣行です。Yさんと同行。

８：15マリーナ出港。まず近場でタチを狙いますが、アタリ

無し。

 

９：３０　諦めてO島へ。フルスロットルで飛ばします。気

持ちいい～！
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落ちキスが釣れるということでしたが、1匹のみ。

今度はF島へ移動。アイナメ、ベラなどが釣れます。しかし、

狙いは青モノ。サビキで何度か流すと、ついに小生にヒット！

25センチクラスのサバです。
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続いてYさんもヒット！こちらは30センチクラス。ついに爆

釣か！と思ったものの後が続きません。
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多度津に戻って、イイダコ。これは裏切りません。飯も入って

きました。

最後、もう一度タチウオ。ジグにヒット！３つもジグをロスト

して、釣れたのは1匹のみ。

まあ多少不満は残るものの、天気もよく、波も無く、ストレス

発散できました。16時納竿。

マリーナに戻ると、コノシロが爆釣とのこと。お土産をもらっ

て帰宅。
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2007・11・26（月）

サバでなくアジ

昨日の釣行、サバと書きましたが、Yさんが釣ったのはアジ

でした。

釣ったときは、二人ともアジと思っていましたが、帰宅後捌こ

うとしたらサバであることに気がつきました。

Yさん、刺身にすると言っていたことを思い出し、サバならま

ずいと思って電話したところ、すでにお腹の中とのことで

した。

本日、確認したところ、サバではなくアジだったそうです。美

味しい刺身だったようです。

2007・11・27（火）

休肝日

春の定期健康診断、毎度のことながら、血液検査でガンマ

GTPと中性脂肪が基準値を超えていました。

先週、血液検査の再検査を行い、本日結果を聞きにいきま

した。

先生：「やはり、ガンマGTPと中性脂肪が高いですね。去

年、休肝日を設ける言われましたが、どうですか？」

小生：「１ヶ月で頓挫しました。」

先生：「どうします？」

小生：「再度、休肝日に挑戦します。週１日で良いですか？」

先生：「まずは、それでいいでしょう。で、何曜日にしますか
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？」

小生：「月曜日にします。」

大の大人が休肝日の曜日まで約束させられるとは・・・情け

無い。

加えて、ビールは１日350ミリリットルまで、月に１度の体

重測定、３ヶ月に一度の血液検査まで約束させられました。・

・・情け無い。

しかし、約束、守れるんやろか？とりあえず、本日、休肝日と

します。

2007・11・28（水）

飲み会

今日は飲み会。

昨日、休肝日を取ったから、まあ許されるでしょう。

一時厳しかった寒さも和らいできています。汗かいて帰宅。

2007・11・29（木）

リニアモーターカー

上海では２度鉄道に乗りました。

１度目は、抗州から上海への高速列車。日本の新幹線並みのス

ピードでした。座席も左右２席ずつでユッタリ。
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２度目は龍陽路駅と上海浦東駅を結ぶリニアモーターカー。

たった７分間の乗車時間ですが、最高速度、なんと４３０キロ

です。さすがに速く感じました。
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どちらも、ほとんど真っ直ぐな路線。広大な中国ならではで
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すね。

2007・11・30（金）

散髪

仕事、定時で切り上げて散髪。いつものK理容所。

これまた、いつもどおり、顔剃りころから熟睡モード。さっぱ

りしました。

明日からは、１２月。今年も、あと３１日。ホント、月日の流

れるのは早いですね。

2007・12・01（土）

家事手伝い

本日は朝から家事手伝い。年末を控えてあわただしい一日で

した。

今週末は家事手伝いで終始するかと思いましたが、思いのほか

捗り、明日は釣行できるかも？

天候も見ながら判断します。良い天気になりますように！

2007・12・02（日）

小型物置

朝起きると良い天気。さて、釣行か、と思いつつ、インター
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ネットで天気予報をチェック。

晴れ、波も 0.5M の予報。続いて高松海上保安部のHP を

チェック。すると荘内半島の六島灯台の風速が7M/S 。ム

ムッ。３０分後には、８M/S。ムムッ。

香川県の東方面は風は穏やかですが、西方面はいけません。潔

く中止としました。

ということで、本日も昨日に引き続き、家事手伝い。

その一環として、小型の物置を購入し組み立てました。釣りの

道具が増え、その片付けのためです。電動リール、そのバッテ

リー、おもり、仕掛け、などなど・・・・。

出窓（屋外）の下に収まる小型の物置。なかなか良いです。釣

り道具が一箇所に整理され、いつでも出動できます。

コメント

酔軍

日曜日は出なくて正解でしたね。前部のテントがじゃまなので

取りはずしに行ってましたがその後、港を出てみると結構な波

で 釣 を あ き ら め 波 し ぶ き を 目 一 杯 受 け な が ら 爆

走 し て き ま した。

さぬき富士

やはり強風＆高波でしたか。冬の寒さは我慢できたとしても、

風と波には敵いませんね。しかし、＞釣をあきらめ波しぶきを

目一杯受けながら爆走とは、さすがですね。私も、今週末は釣

果は別として、海で爆走したいと考えています。
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2007・12・03（月）

送別会

本日は定年退職される職場の先輩の送別会でした。

レストランでの送別会で、生演奏もあり、格調高い送別会で

した。

いつもの、注ぎつ・注がれつの居酒屋形式とは対極にある送別

会でしたが、大変良い雰囲気でした。

しかし、今頃に定年退職される方が一番ハッピーなのではない

でしょうか。

2007・12・04（火）

カレー鍋

１２月なり、寒さが厳しくなってきました。

冬には鍋、と前にも書きましたが、先週末はカレー鍋でした。

カレー鍋は、初めて。なかなか美味です。まだご賞味でない

方、是非一度お試し下さい。お勧めです。

2007・12・05（水）

忘年会（その１）

本日は忘年会、第一弾でした。今年も残すところあと３週間あ

まり、早いですね。

２２：０３高松駅発のJRで帰宅。やけに混んでました。もう
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忘年会シーズンでしょうか。

寒く澄み切った夜空にクッキリと光る満天の星がきれいで

した。

2007・12・06（木）

今週末

今週末はなんとか海に出て、釣行したいと思います。

１２月になり、天気は良くても、風が強い日が多く、直前まで

予定が立ちません。

どうか良い天気になりますように。

2007・12・07（金）

明日は釣行できるか？

今週は長く感じました、ホント。疲れたわ。

明日の天気はどんなでしょう？

早く海に出て、フルスロットルで滑走。できれば爆釣したいも

のです。

2007・12・08（土）

釣行　断念

５時の天気予報、波0.5Mのち1M。海上の風も強くなるよう
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です。

本日の釣行は中止。明日、出航したいと思います。

それにしても、風が・・・。冬ですね。

テントを片付け

本日は、風のため釣行を諦めました。

昼に丸亀の釣具屋へ。前回のタチウオ釣行でロストしたメタル

ジグを補給。４つ購入。合わせてリーダーも。

うどん屋で昼食を取り、１３時にマリーナへ。駐車場に車があ

りません。風が強く、波もかなり高い状況です。これでは出航

できません。

なかなか片付けるのができなかった、テント一式を取り外し艇

庫にしまいました。久々に屋形船からプレジャーボートに戻り

ました（？）。何故か速くなったように見えます。

マリーナのMさんに頼んで、マリーナのトレードマークをハ

ルに貼ってもらうよう依頼。

明日は天気は良さそうです。問題は風。出航できますように。

2007・12・09（日）

本日も釣行断念

起床後、すぐにインターネットで5時の天気予報をチェック。

なんと　海上で風強し、波1Mのち0.5Mとのこと。

高松海上保安部のHP、六島灯台の風速も４M、５M、６M

と強まっています。
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愛媛県東予、岡山南部の天気予報では、ともに波0.5M。行く

か止めるか、悩んでいるうちに六島灯台の風速が７Mになり、

中止を決断。

ところが、昼頃には風も穏やかになっていました。

根性がないわ。

2007・12・10（月）

ボーナス

本日はボーナス支給日です。

といっても、全額銀行振り込み、賞与明細もパソコンで確認の

み、というスタイルで、盛り上がりに欠けます。

社会人になって数年は、ボーナスの日は、昼食はうな丼（特大

のお店で）、夜は飲み会、というパターンだったのですが、い

つのまにやら、おとなしい一日になってしまいました。

まあ、バカみたいに飲もうとは思いませんが、冬のボーナスが

でたら、その日から年始まで休暇とかにするとか、なんかメリ

ハリが欲しいですなあ。

今夜は、発泡酒（ビールの買い置きがないのが寂しい）→黒霧

島、とういうコースです。早めに寝ますわ。

2007・12・11（火）

忘年会シーズン

本日は20時22分発のJRで帰宅。



さぬき日記

180

車両に入ると、なんか臭い。なんやろなあ、と思って周囲を見

ると、出来上がったおじさんたちが大きな声で話してます。見

るからに忘年会の帰り。

しかし、車両にアルコールの臭いがわかるほど飲んではいけま

せんよ。あれは日本酒やろなあ。

小生、今夜は休肝日にしました。人の振り見て我が振り直せ、

ではありません。明日、明々後日、の忘年会のためです。

2007・12・12（水）

忘年会（その２）

本日は会社の忘年会。

あいにくの雨となりましたが、気温は高く、忘年会らしくない

陽気です。

高松駅に隣接するホテルで、100名近い大宴会でした。

食べ物も豊富にあり、ちょっと食べすぎましたね。

クリスマスのイルミネーションを楽しんでから、帰宅。

2007・12・13（木）

検索ワード分析

久しぶりに当ブログ閲覧の分析です。直近4ヶ月、どんな検索

ワードで訪問されたか、ベスト10を発表します。

以下、順位、検索ワード、訪問数、％です。

1 スキー  　　　　　42 10.3%
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2 大山  　　　　　　26 6.4%

3 艤装  　　　　　　25 6.1%

3 仕掛け  　　　　　25 6.1%

5 ボート 　　　　　 22 5.4%

6 ロッドスタンド  　17 4.2%

7 一人  　　　　　　16 3.9%

8 自作  　　　　　　14 3.4%

9 利用  　　　　　　13 3.2%

10 ツアー  　　　　 12 2.9%

10 マイボート  　　 12 2.9%

10 フグ釣り 　　　　12 2.9%

「いよいよ、スキーシーズン」と思わせる検索ワードが並び始

めました。

それにしても、雪が降りません。大丈夫やろか？

2007・12・14（金）

忘年会（その３）

またまた忘年会です。

くじ引きで豪華商品をゲット！キャビア＆シャンパンです。

明日はYさんと釣行の約束をしましたが、Yさんも今夜忘年

会とのこと。

お互いに早起きは厳しい状況。

さらに、またしても風が強そう。出航は微妙です。
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2007・12・15（土）

スキーの準備（スタッドレス＆スキーキャリア）

本日、予想通り風が強く、波１Mの予報。釣行を断念。

ということで、スキーの準備に取り組みました。

まず、スタッドレスタイヤへの履き替え。嫁さんの実家の倉庫

に保管してあるタイヤを取りにいき、いきつけのタイヤ屋へ。

4本で1500円也。安さ・丁寧さもいつもどおりの店。気持ち

よいです。

帰宅後、セルフスタンドで洗車し、スキーキャリアを取り

付け。

並行して、スキーのワックスがけ。リムーバーで汚れを落とし

てから、ワックス。これまた、いつもの手抜きスプレーワック

ス。手抜きでも4セットすると腕がパンパンになりました。

これでなんとかスキーに行く準備は整いました。

さて、明日こそ釣行、と思っていますが、やはり風が強そう。

波は１．５Mのち0.5Mの予報。出航は望み薄です。

2007・12・16（日）

アジ

 起床すると風の音が聞こえません。早速5時の天気予報を

チェックすると、波1Mのち0.5M。

高松海上保安部のHPでは、六島灯台の風速、３M～５M。

とりあえず、マリーナまで行き、海の様子を見て出航を判断す

ることに。Yさんと同行です。
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８：４５。マリーナからは、2艇が出航したばかり。波は１M

くらいはありそうですが、風はなく快方に向かいそうと判断し

て、９：００出航。

今日は１３：３０には帰港しないといけないこともあり、ま

た、波が高くなってもよいように、近場で釣る事にしました。

 

９：１０ポイント着。カレイを狙ってみます。
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風裏で波も穏やか。風も無く、のんびり釣れますが、肝心のア

タリ無し。

釣れたのはイイダコのみ。かなり大きくなっています。カレイ

の仕掛けにかかるとは。

相方のYさんとは、前回も同様のパターンで開始しました。

そして、最後にサビキでアジとサバを釣りました。たった1匹

ずつでしたが・・・。その例に習って、ということで近場のポ

イントに移動。
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それにしても、船が少ないです。このポイントも最初は私達

のみ。

頼りは、GPS魚探のポイント・マーク。酔軍さんの戦歴とも

いえる貴重なマークです。

しばらく流すと魚影あり！Yさんに声をかけると、小生の竿

にヒット！アジです。

続いてYさんにもヒット！これまたアジ。ついに爆釣か！と

二人で喜びますが、後が続きません。

このパターンは、前回と全く一緒。結局、１３：２０まで、こ

の近辺でやりましたが、あきまへん。

小生：「前回と全く同じパターンですな。いわゆる「一発屋」

ですか。」

Yさん：「「一発屋」というよりは、「一匹屋」やろ」
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まあ、釣果はさえませんでしたが、思いのほか良いコンディ

ションで良かったです。

最後はいつものとおり、フルスロットルで帰港。スカッとす

るわ。
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＊ボートにマリーナのマスコット、イルカのシールを貼りまし

た。海で見かけたら声をかけてください。
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2007・12・17（月）

忘年会（その４）

4度目の忘年会。

今日は異業種の方との忘年会で、良い刺激をもらいました。

どうしても同じ会社での付き合いが多く、独りよがりになり

がち。

当社の常識、他社では通用しない、なんてよくありますよね。

たまには、こういう会に参加するのは有意義と思います。

2007・12・18（火）

海のカレンダー＆手帳

そろそろ年末の挨拶シーズン。

先週、Fさんから海のカレンダーをいただきました。

潮順と海水温（過去平均値）が記されており、メモを記入でき

る欄も付いています。

毎日、潮順と海水温を確認し、釣りにでかけたらその釣果を記

入すべし、というカレンダーでしょうか。

本日、またしてもFさんからプレゼントが届きました。海の手

帳。潮汐表です。これもカバンに入れて、通勤途中に利用させ

ていただきます。

Fさん、ありがとうございました。
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2007・12・19（水）

スノーパラダイス2008

本日、会社の帰り道にスキーガイドブック「スノーパラダイス

2008」を購入。

中四国のスキー場を紹介するガイドですが、毎年購入していま

す。500円也。

昨年は12月5日に購入していました。今年は発売が遅かった

ようです。

電車の中でざっと目を通しましたが、目新しい企画はありませ

んでした。残念なことです。中四国のゲレンデは、今年も廃止

やオーナーの変更が目に付き、元気がありません。昨年の雪不

足が、経営不振を煽っているのかもしれません。

今朝の日経新聞では、今年はスキーツアーが盛況とのこと。中

四国も盛り上がって欲しいものです。

年末は大山でスキーの予定ですので、今週末当たりに雪が降っ

てくれないと困るのですが、どうなるやら？23日がスキー場

開きなんだけど・・・・・。大丈夫でしょうか？

2007・12・20（木）

忘年会（その５）

本日も忘年会。気のおけない仲間での飲み会。こういう会が一

番ですね。

明日は九州への日帰り出張です。しんどそう。

土曜からは3連休ですが、大掃除、三男の野球の審判、年賀
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状、忘年会（その６）などなどで忙しそう。天気も悪そうです

ので、釣行は無しでしょうか。

コメント

ようかん

こちらはその５で打ち止めとなりました。２次会は行かず、天

然効果「活性ウコン」を飲みつつの状況でした。弱くなったも

のです。

さぬき富士

こちらも１次会で切り上げてます。昔のように前後不覚（＝記

憶にない！）まで飲む体力がなくなりました。情けない。よう

かんさんの飲みっぷり、とういか酔いっぷり、今思うと貴重で

したよね。あれだけ純粋に酔っ払う姿、なかなかお目にかかれ

ませんわ。コケッコー事件が懐かしいです。まあ、単なる酔っ

払いとも言いますが。耳が痛くならない程度のコントロールは

必要と思いますが、あれぐらい発散できると、恥ずかしながら

も充実感が得られるのでは？と思う今日この頃です。

2007・12・21（金）

福岡出張

本日は福岡へ出張。

5月にも出張しましたので、半年振りです。

今回も、昼食は博多ラーメンの一蘭。
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福岡、大都会ながら人間味のある街で、なんと表現していいか

わかりませんが、良い雰囲気。

出張先の方達も、セコセコしたところが全く無く、良いで

すわ。

それでも往復7時間の移動、結構疲れました。

今夜はお土産の明太子で一杯やって寝ます。

2007・12・22（土）

冬至

本日は朝から雨。間断なく結構強く降りました。

水不足の四国には嬉しい雨、また、インフルエンザの流行が懸

念されているので雨は嬉しいですね。

今日は、家事手伝いに没頭しました。

まずは、大掃除。雨のため、家の内部から窓拭き。そして、網

戸の掃除。

並行して年賀状作成。夕方までに、ほぼ予定通りの進捗。

今日は冬至。そして次男の誕生日でもあります。ゆず湯に入っ

てから、乾杯。当然、カボチャもテーブルに。１年の過ぎる速

さ、子供の成長する速さに驚きますね。

さて、明日は三男の野球、審判です。早起きしなくては。

これだけ家族サービスしているので、月曜日は出航と目論んで

いるのですが、甘いでしょうか？天候は芳しくないようですが

・・・・・。
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2007・12・23（日）

明日の釣行予定

本日は朝まで雨が残っていたため、三男の野球は１１時からに

時間変更。

そのため、午前中は大掃除の続き。窓ふきなど。あらかた片付

きました。

午後は三男の野球の試合（正確には合同練習）の審判。疲れま

した。先ほど帰宅したところ。

明日は午前中は風が弱く、出航できそうです。Yさんと同行

予定。

コメント

ＴＡＫＡ

こんばんわ！あすは、絶好の？釣り日和かも・・・？？？ひら

べったい奴も狙ってみて下さいな。

2007・12・24（月）

ヒラメ

取り急ぎ、写真だけアップします。釣行レポートは明日書き

ます。

47センチでした。
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2007・12・25（火）

ヒラメ（釣行レポート）

昨日のレポートです。

一昨日（23日 (日 )）、釣行する旨をブログにアップしまし

た。いつも拝見する酔軍さん、TAKAさんのHPを覗くと、

お二人とも出航予定のご様子。海で会えるかなあ、と思いつ

つ、翌日の用意などをしていると、酔軍さんから携帯に電話。

なんと、ヒラメ釣りに同船させていただけることに。先々週、

酔軍さんのヒラメレポートを見て、掲示板にリクエストしてい

たのを覚えていただいていたようです。ありがたいことです。

もちろん乗船させていただくようお願いし、同行予定のYさ
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んにも連絡。

そんなわけで、酔軍さん艇で出航です。楽チンです。

８：３５出港。ポイントまで約20分。風・波ともなく、絶好

の釣り日和です。

 

釣り方を教えていただき、早速釣行開始。あわせが難しそう。

流し釣りで何度もトライするも、アタリ無し。基本的に待ちの

釣りですな。マゴチ釣りと似てます。必殺の置き竿釣法です。

アタリがあったのは、Yさん。たしかにアジがかじられてい

ます。

11時半、満潮。潮流れが変わり、期待が高まりますが、相変

わらずです。

12時半、またしてもYさんにアタリ。皆で注目しますが、空

振り。

酔軍さんがコーヒーを入れてくれます。なんでもある船です。
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元気が出てきました。

 

船を移動するため、竿をあげようとすると、なんか重い！リー

ルを巻いてくると、なんとヒラメです。結構大きいです。

Yさんにタモでアシストしていただき、無事ゲット。典型的

な、ビギナーズ・ラック！「釣った」というよりは、「釣れ

た」というのが正解でしょう。
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メジャーで測定すると、４７センチ。立派なヒラメです。最高

のクリスマス・プレゼントをゲットしました。
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13時半、納竿。

 

2007・12・26（水）

スキー　ピンチ

年末は大山でスキーの予定、ホテルも予約していましたが、積

雪はゼロ。

ホテルのキャンセル料の発生リミットは明日でしたが、今夜、

諦めてキャンセルしました。

昨年も年末は雪が無く、ギリギリ29日に50センチ降って、

スキーを楽しめましたが、今年はどうでしょうか？

天気予報では、鳥取地方は30日から雪が降りそうですが・

・・。
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香川県は、週末、木曜日から天候が悪化しそうで、海にも出ら

れそうにありません。

スキーも駄目、釣りも駄目、とは殺生な。

2007・12・27（木）

仕事納め

本当は明日が仕事納めの日ですが、当方、明日は休暇を取得す

るため本日でお仕事完了です。

いやー、一年の早いこと。

天候さえ良ければ、明日は釣行して釣り納めとしたいのです

が、微妙なところ。午前中だけでも海に出られれば良いので

すが。

2007・12・28（金）

メモリーを２Gに

本日、朝から雨。残念ながら釣行は断念。

マリーナは明日（29日）で今年の営業を終了。天気は持ち直

しそうにありません。今年は海に出れそうにありません。もう

一度、ヒラメを狙ってみたかったのに・・・。

そんなわけで、久しぶりにパソコン屋へ。メモリーが安売りさ

れていたので、１Gを2枚購入。３９４０円也。安くなったも

のです。

早速、取り付けました。１Gから２Gになり、確かにメモ
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リーの消費残量は増えました。動きもなんとなく早くなったよ

うな感じがします。気のせいでしょうか？

2007・12・29（土）

大掃除

先週の窓拭き・網戸洗いに続き、本日も大掃除。

２階の子供部屋から始め、最後の玄関を終えたのが、１５

時半。

さすがに疲れましたが、今回は次男・三男を参加させたので、

結構捗りました。

明日は車の掃除をして、大掃除完了の予定。

天気は明日から冬型の気圧配置で、香川県も雪が降るかもしれ

ません。

スキーに行く予定だった鳥取の予報は、明日・明後日とも「風

雪強し」。スキー場は吹雪になるかもしれませんね。正月の２

日、３日当たりは日帰りでスキーに出かけられるかも。

マリーナは、明日から元旦までお休み。２日・３日は、スキー

にするか、釣りにするか。検討しながら、当分はお酒を楽しむ

毎日にしようと思います。

2007・12・30（日）

2007年の釣行振り返り

いよいよ今年もあと１日+αでお終いです。
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２００７年の釣行、記憶に残る（＝記念すべき）出来事を綴っ

てみたいと思います。（アンダーラインの部分は、釣行記にリ

ンクしています）

＜その１＞

　なんと言っても、ボートオーナーになったことが最大の出来

事でした。念願のマイボート、運よく酔軍さんから譲っていた

だき、素晴らしいボート釣りの世界が広がりました。

　進水式も多くの方に祝っていただき、とても良い記念となり

ました。

＜その２＞

　４月にボートオーナーになってから、ひたすら海に出て釣り

ました。

　今年はキスが良く釣れ、爆釣が何度かありました。１００匹

を超えたときもあり、ボート釣りにのめり込んでいくのが、自

分でも良くわかりました。

　シーズンの最後の頃には、「キスは飽きた」などと不遜な言

葉も・・・・・。その後、スランプが訪れるとは知らずに。ア

ホですな。

＜その３＞

　８月に入り、タチウオが釣れ始めました。初回はマズマズ

だったものの、徐々にスランプ状態に。

＜その４＞

　スランプが続き、ボーズという不吉な言葉が登場するように

なりました。真夏の暑さにもめげず、海に出続けましたが結果

に結びつきません。

　そんな中、Fさん・Kさんとマゴチに初挑戦。ビギナーズ

・ラックで釣り上げました。
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　今年は３回、マゴチを釣る事ができました。三男と釣ったマ

ゴチも思い出深い。

＜その５＞

　１０月までは、大体月に３回～４回は海に出ていました。１

１月から天候が悪かったりで、月２回のペースにダウン。スト

レスが溜まります。

　今年の釣り納めは、酔軍さんとのヒラメ。初めてのヒラメ釣

りでしたが、これまた、ビギナーズ・ラックで釣り上げま

した。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

今年の釣行回数は、31回。来年は40回を目指したいと思い

ます。

コメント

タックル

お久しぶりです。と言いながら年末ですが（爆）ボートオー

ナーになられて少々違った一年ではなかったでしょうか？来年

も今年以上の釣果を求め翻ろうする事でしょうが大海原にドッ

プリトはまって下さい（笑）良いお年をお迎え下さい。来年も

宜しくですね。
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2007・12・31（月）

大晦日

いよいよ、２００７年(平成１９年）も本日限りとなりまし

た。当ブログをご覧いただいている皆様、１年間ありがとうご

ざいました。

昨年の１２月末のアクセスカウンターは4000程度でしたの

で、この１年間で12000のアクセスをいただきました。

今年も１日も休むことなくブログを書き続けることができまし

たが、相変わらず内容の薄い記事が多く、反省しています。来

年こそ、読み応えのある（？）ブログにしたいと思いますので

お付き合い下さい。よろしくお願いいたします。

さて、本日は冬型の気圧配置が強まり、香川でも強い西風が吹

いています。

スキーに行く予定だった鳥取の大山にもやっと雪が降り、今日

の１０時で４０センチの積雪。朝からリフトが動いているよう

ですが、上の原、国際の上の方はまだ滑走できないようです。

香川から一番近い蒜山も、ベアバレーは１０センチしか降ら

ず、オープンできていません。上蒜山も一部のみ滑走可能との

こと。今夜の降雪に期待したいものです。

海も波が高く、本日１１時の天気予報では、２日も１Ｍ。出港

できるとしても３日でしょうか。

今日・明日は、スキーと釣りから離れ、正月らしく酔っ払おう

と思います。
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コメント

UF30

ども～ ご無沙汰しております。毎日書き続けるのはホント大

変ですよね。頑張ってくださいね。本年お世話になりました。

来年も宜しくお願いします。

ようかん

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいた

します。良い釣りと良いお酒に恵まれますように。

2008・01・01（火）

謹賀新年

あけましておめでとうございます。

ブログを見ていただいている皆様、本年もよろしくお願いいた

します。

釣行、スキー、お酒、などなど、充実した１年を過ごし、この

ブログも多少は読み応え（？）のあるものにしていきたいと思

います。

ということで、早速、初日の出を撮影してきました。７：１０

が日の出でしたが、雲のためご来光は拝めませんでした。７：

４５頃、自宅から「ミマヤ富士」をバックに撮影しています。
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コメント

sakura

ご無沙汰しております。遅ればせながら、あけましておめでと

うございます。年末の雪に、バタバタと瑞穂に行き、正月の帰

省に終盤の高熱、明けてからの仕事も多忙…などなどで、ご挨

拶もブログも遅くなってしまいました。今年の大山は残念でし

たね。年末の雪で年明けを期待したのに、こっちのほうは今イ

チですね。これからの２月末までに期待したいです！
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2008・01・02（水）

スキー初滑り

中国地方にも年末３０日に雪が降り、大晦日からゲレンデの多

くが滑走可能になりました。

ということで、本日、三男と初滑りに。香川から一番近い、岡

山の上蒜山へ。

６：３０自宅発。コンビニで朝食のおにぎりなどを調達しなが

ら、７：００坂出北インター。

久世インターからは雪タイヤ規制。スタッドレスのおかげでス

イスイです。

９：００ゲレンデの駐車場に到着。まだ１０台未満。相変わら

ず空いています。

リフト券購入。子供は１日券。当方は半日券（１３時まで）。

昨年も同様のパターンでした。

雪は結構積もっておりますが、圧雪が充分でなく、滑りにくい

です。また、雪が断続的に降って、これがまた湿雪で、滑りに

くい。

まあ、贅沢言っても始まりません。久しぶりに雪のなかで

ボーっとできました。

三男もストックなしで滑って満足した模様。

１３時ゲレンデ出発。いつもどおり、休暇村の温泉に入ってか

ら、１６：30帰宅。

デジカメを忘れたため、本日の写真は携帯で撮影。
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2008・01・03（木）

初釣りは延期

本日は初釣りの予定でした。

５時起床。早速、インターネットで気象庁の天気予報を

チェック。

「海上では西の風やや強く。波1Ｍ」とのこと。

高松海上保安部のＨＰをチェック。六島灯台の5：25の風速、

８Ｍ／Ｓ。

安全を優先して、断念。今週末の土曜か日曜に延期します。
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ちなみに、六島灯台の風速↓。延期して正解でした。
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2008・01・04（金）

仕事はじめ

本日からお仕事。本日を休めば９連休ですので、休暇を取って

いる方も多いです。

久しぶりにネクタイにスーツ、堅苦しいわ。

終業と同時に帰社、いきつけの散髪屋へ。さっぱりして帰宅。

明日はＫさんをお誘いして、初釣りの予定。風は海上でやや強

く、波も0.5Ｍのち1Ｍの予報。なんとか出港したいもの

です。

年末のヒラメ、夢よもう一度。

2008・01・05（土）

初釣り　ヒラメ

 本日、初釣りです。Ｋさんと同行。

8時マリーナ出港。5時の天気予報では「海上では西の風やや

強く　波0.5Ｍのち1Ｍ」でしたが、ベタ凪です。
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初釣りにボウズは縁起が悪いので、まずイイダコ。少し沖のポ

イントで開始。波が無く釣り易いです。各自１０匹釣ったとこ

ろで移動。これでボウズは回避。

８：50　ヒラメのポイント着。先客は1艘のみ。

９：４５が満潮なので、本命はそれ以降と思いつつ、竿を出し

ます。潮流れなし。これではいかんなあ、と思案していると、

アタリが！生餌のアジが暴れているのか？と思いながら上げて

くると、なんとヒラメ！！

Ｋさんにタモでアシストしていただき、無事ゲット！なんと1

投目です。超ラッキー。今年はついているのでしょうか。40

センチ以上あります。
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ところが、それ以降、アタリ無し。

カップヌードルの昼食を取って、諦めて移動。
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マリーナ情報のアジを狙いに西に。ポイントに出ているボート

は、マリーナのものばかり。

新年のご挨拶をしながら、釣果を尋ねると、「もうジアイは終

わった」とのこと。

 

１３：30　風がでてきたため、納竿。

マリーナに帰港して、ヒラメを測定すると、４９センチ。自己

記録更新です。

満足の初釣りでした。
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2008・01・06（日）

ヒラメ（その２）

昨日に引き続き釣行です。冬シーズンに連荘で出港できると

は、超ラッキー。風・波とも大丈夫そうです。

本日は、Ｆさんと同行です。昨日に引き続き、ヒラメをやって

からアジを狙います。

まず、釣具屋Ｔでアジの生餌調達。あわせて、スカリも購入。

直径30センチ。

Ｆさん：「大きいスカリですね！何入れるんですか？」

小生：「釣ったヒラメをいれるんですわ」

昨日、生餌をイケスに入れたため、釣ったヒラメはペール缶に
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入れざるを得なかったからです。取らぬ狸の皮算用、という言

葉がよぎりますが、まあ見てて下さい。

８：００マリーナ出港。昨日よりは波はありますが、この時期

としては上出来。

８：２０ポイント到着。先客は一艘のみ。満潮は１０：５０

で、潮は流れていません。

 

開始後40分、当方にアタリが！これは昨日のアタリとそっく

りです。慎重にあげてくると、ヒラメ！Ｆさんにタモでアシス

トしていただき、ゲット！またしても、40センチオーバー

です。

これで、3回連続でヒラメをゲット。まぐれではないでしょ

う、ふふふ。
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一気に気持ちが大きくなって、Ｆさん手作りのサンドイッチな

どをいただきながら、2匹目を狙いますが、後が続きません。

風も無く、釣り日和。暑いくらいです。

１０：３０ポイント移動。西のアジのポイントを目指します。

30分の滑走、気持ちいいわ。

１１：００アジポイントで釣行開始。引きの潮でかなり流され

ます。
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マリーナのＳさんがいます。アタリがあるとのゼスチャー。

しばらくするとＦさんにヒット！アジです。良形。続いて当方

にもアタリがありましたが、バラシ。
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これは爆釣か！と思いましたが、またもや後が続きません。

2時間ほど流して、アジとタイゴ数匹。しぶいですわ。

１３：００納竿。

マリーナで測定すると、４８センチありました。
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今年は、幸先の良いスタートとなりました。
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コメント

たぬき

6日遅れの謹賀新年連荘で「ヒラメ」おめでとうございます♪

幸先の良い2年目で、爆釣の年になりそうだポコ！今年もよろ

しくお願いします。

酔軍

あけましておめでとうございます。本日帰国してやっと一息つ

いたところです。疲れたわい！ところでヒラメ釣りすぎやない

？幸運は少しずつ使わんと・・

さぬき富士

＞たぬきさん　おめでとうございます。お仕事お疲れ様です。

　本年もよろしくお願いいたします。＞酔軍さん　おめでとう

ございます。無事帰国されたようで何よりです。お疲れ様でし

た。台湾は良かったですか？＞ヒラメについて　確かにラッ

キーでした。しかし、ヒラメ以外は全く釣れません。昨日もア

ジ1尾のみでした。

2008・01・07（月）

海の幸

先週末の釣果、ヒラメ、イイダコを肴にして、よく飲みま

した。
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写真の上にあるのは、ヒラメの肝。白い丸いのは、イイダコの

飯（イイ：卵）です。

どちらも、サッと湯通しして食べると最高です。

コレステロールのかたまりと思いつつ、止められませんわ。

2008・01・08（火）

ウォーキング

今年こそ減量＆休肝日の確保を！ということで、ウォーキング

に取り組み始めました。

通勤は、朝は駅まで歩き（これまでは自転車）、帰りは一駅前

で降りて徒歩。

昔使っていた万歩計を取り出して、計測。本日の歩数は、
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11,113歩でした。

そして、今夜は休肝日。

いつまで続けることができるでしょうか？

2008・01・09（水）

今週末

今週末は3連休。

しかし、天候は芳しくありません。雨模様ですし、等圧線の予

想から、風も強まると思われます。

3 連休　最終の日ぐらいには海に出たいものですが・・・

ちょっと難しそうです。

2008・01・10（木）

またしても雪が・・・

中国地方のスキー場では、年末に積もった雪が無くなりつつあ

ります。

蒜山もゼロ。大山はかろうじて40センチ。昨年と同じパター

ンになりつつあります。

今年も、昨年と同様、あと1回しか行けないのでしょうか？

スキーヤーにとっても不幸なことですが、スキー場経営にとっ

ても打撃でしょうね。来シーズンに廃業するスキー場が出ませ

んように。
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2008・01・11（金）

送別会

本日は送別会。瓦町の割烹。

退職される方から、記念品を頂きました。手作りのグイノミ。

焼き物が趣味とのこと。

高尚ですなあ。格調高い。

釣りも負けてはいないと思いますが、一般の方には理解してい

ただけないようです。

当然、趣味の話に花が咲き、その話題で盛り上がる参加者の中

から、釣りバカ発見。いるもんですな。マイボートにお誘いし

ました。同行が楽しみです。

2008・01・12（土）

今週末の釣行

3連休初日の本日、天気予報どおり「雨」。

ただ、14時頃には雨は上がりました。雨の後は、風が強くな

るのが常ですが、今のところ微風状態。

17時の天気予報。

明日：北の風 海上 では はじめ 北の風 やや強く くもり　波

1メートル 後 0.5メートル

明後日：北東の風 くもり　波 0.5メートル

良い感じです。月曜日は出航できるかもしれませんね。
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2008・01・13（日）

釣行決行

今朝5時の天気予報。

北の風 くもり 時々 晴れ 所により 夜遅く 雪　波 0.5メート

ル

風も問題なさそうです。

本日　９：３０出港を目指して準備します。

キス・コノシロ

8：45マリーナ出港。

風も無く、ベタ凪。寒いですが、冬にしては上出来なコンディ

ションです。

今日はオチギスを狙います。荘内半島の先端方面のポイントへ
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向かいます。

９：０５ポイント着。防波堤や磯に釣り人多し。

 

何度か流しますが、アタリ無し。

向かいの島など、いくつかのポイントを回りますが、一向にア

タリ無し。

結局2時間後、当初のポイントに戻ってきました。

ゴカイを付け替えて、流しだすとアタリ！良形のキスです。つ

いにジアイかと、思いますが、結局2匹どまり。

カップラーメンの昼食を取って、キスを諦めて、メバルポイン

トへ。

何艘かの船が出ています。

しばらくすると、魚探が真っ赤に！なんだろう？と思っている

と、サビキにヒット！

あげてくると、コノシロです。入れ食い状態。



さぬき日記

225

引きは確かに楽しめますが、あまり釣っても・・・ということ

で、13時過ぎに移動。

別のポイントを回りますが、メバルにはお目にかかれませんで

した。

14時納竿。マリーナでぜんざいをご馳走になって帰宅。

なんとも不完全燃焼な釣行でした。明日も出航しようか、思案

中です。

＜本日の釣果＞

　キス：２、コノシロ：１４。

 

 

トラックバック

キスの船釣り
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http://cont6.07yam4.com/

キスの船釣りの情報です｡

凪 ラーメン：渋谷

http://2009.gob.jp/cat6/post_5/

渋谷にある凪ラーメンについて。

2008・01・14（月）

本日も釣行

今朝　5時の天気予報。

北東の風 くもり 昼過ぎ から 時々 晴れ　波 0.5メートル

昨日に引き続き出航します。9時目途。

アジ･ イイダコ

８：３０出港。

天気は良く、波も穏やか。ですが、超寒いです。吐く息が白く

見えます。
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さて、何を釣るか？込みの潮のアジポイントに向かいます。

ボートはほとんどでていません。こんな寒い中、出航するのは

アホだけでしょうか？ちなみに、本日のマリーナ出港一番目は

小生でした。

９：00ポイント着。早速竿を出し、流しますが、全く魚影な

し。北風が冷たいです。
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1時間で諦めて、東の島へ。昨日のゴカイの残りでキスを試し

てみますが、これまた全くアタリなし。

釣れないのは辛い。ますます寒くなります。修行ですな、こ

れは。

これまた諦めて（すぐ諦めては修行になりませんが・・）、昨

日のコノシロを釣ったポイントに移動。

１１：00ポイント到着。昨日と同じボートが３艘出ていま

す。もう寒さに耐えられず、少し早い昼食に。本日もカップ

ヌードル。これで暖を取ります。

カップヌードルにお湯を注いだ後、魚探を見ると、昨日と同じ

く真っ赤に。竿を出すと、またしてもコノシロ。まだ回遊して

いるようです。さすがに今日はリリースです。

カップヌードルで力を得て、コノシロを何度かリリースしてい

ると、違うアタリ！アジです。やや小ぶりですが、これでボウ
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ズは免れました。

しかし、後が続かず、結局アジ２匹どまり。

帰りにイイダコをやって、晩酌の肴をキープ。１４時納竿。

＜本日の釣果＞

アジ：２、イイダコ：少々

 

2008・01・15（火）

風邪

昨夜から腹痛。何度もトイレに。朝になると熱も出ていたの

で、仕事を休みました。

やはり昨日の寒さ＆貧果のせいか？反省。

医者からもらった薬を飲んで、１日寝ていたら、だいぶ回復し
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ました。

コメント

ようかん

お 大 事 に 。 体 を 冷 や す の が 良 く な い よ う で す 、 年

齢が行くと特に。

sakura

コメありがとうございました。大丈夫ですか？私も6日に朝か

らトイレ通い…午後やたらと調子が悪いので熱を測ったら、な

んと39℃…そこらにある風邪薬やら漢方薬やらを飲み漁って、

翌日会社に行きました。胃腸風邪とやらが流行っているらしい

ですよ。十分に水分と、できればお腹に優しい栄養を取って、

治してあげてくださいね。ちなみに、大山がいつのまにか積

もってましたね。さぬき富士さんのお気に入りでしたよね。一

度は行ってみようと思っていますが、博多から車で６時間半の

案内に二の足を踏んでいます(;^_^A

さぬき富士

ようかんさん、sakuraさん、コメントありがとうございまし

た。まだ本調子ではないものの、本日仕事復帰。＞ちなみに、

大山がいつのまにか積もってましたね。大山は今日も５センチ

の積雪があったようです。香川からは２時間半ですので、よく

出かけますが、ゲレンデとしては瑞穂のほうが上でしょう。瑞

穂は香川からは４時間、日帰りなら８時間運転となり、よい

しょがいります。
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2008・01・16（水）

病み上がり

だいぶ体調も回復し、出社。

ただ、回復したといっても、まだ本調子ではなく、フラフラ状

態でした。それに寒い。

お腹の具合は普通になったので、まだましですが、今日も早く

寝ることにいたします。

やはり健康第一ですなあ。

2008・01・17（木）

寒い一日

ここ数日、寒い日が続いています。

寒さも累積するようで、日に日に寒く感じてきます。今日から

コートをロングコートにしましたが、正解。

天気予報によれば、香川でも明朝は雪になるかも？

天気予報といえば、この週末、土曜日は波もなく釣行できそう

な感じです。風邪もだいぶ治ってきたので・・・などと思案し

てしまいます。なんとか、メバルを釣りたいのですが。

2008・01・18（金）

６０分１本勝負

風邪もだいぶ回復してきました。
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終業後、酔軍さんから電話。６０分１本勝負のお誘い。

ひさしぶりに、駅前のNへ。相変わらず美味しい焼き鳥です。

４日ぶりのお酒も美味しいです。

話題は、当然釣り。初釣りの成果かから始まり、冬の釣行心得

など。

今週末は、土曜日は出航可能そうです。どうしましょうか？

結局、９０分１本勝負、で帰宅。

2008・01・19（土）

休養日

６時起床。

天気予報は曇り、波は0.5M。釣行には問題なしですが、体調

が今一歩なのと、寒さに負けて、本日は休養日とすることにし

ました。

今年になってから、先週、先々週、いずれも２日連続で釣行し

ていましたから、この辺でゆっくりするのも良いと判断。

たまには、こんな休日もいいもんですなあ。

高松海上保安部のHPでは、六島灯台の風、午前中は５M～６

Mあり、寒かったと想像されます。（先週の月曜と同じくら

い）

本日釣行に行かれた皆さん、釣果はどうだったでしょうか？
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2008・01・20（日）

雪

今日は香川でも雪が降りました。

朝、雨だったものが徐々に雪になり、夕方には数センチの積雪

に。１８時現在、まだ降り続いていますので、明日の朝が心配

です。

野球練習が中止になった三男が、庭の雪を集めて小さな雪だる

まを作って楽しんでいました。

静かに雪が降る様子を眺めるのも趣がありますな。

2008・01・21（月）

アクセス分析

久しぶりに、当ブログのアクセス分析をしてみました。

検索サイト経由でアクセスいただいている方々が、どんなワー

ドで検索されているか？

この１ヶ月のベスト３０を発表します。（順位、検索ワード）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

1 蒜山ベアバレー

2 スキー

3 ロッドスタンド

4 自作

5 スキーボード

6 スキー場
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7 雲辺寺スキー場

8 大山

9 スキーツアー

9 バス

11 釣り

12 瑞穂スキー場

13 マイボート

14 作り方

14 スキーマップル

14 割引

14 ツアー

18 雲辺寺

19 高松

19 スキーバス

21 艤装

21 スノーパラダイス

21 上蒜山スキー場

21 電動リール

21 スタッドレス

21 中国地方

27 ベアバレー

27 スキーキャリア

27 瑞穂

27 香川

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

「スキー」関係の検索が上位を占めています。
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特に、中四国のスキー場、蒜山ベアバレー、雲辺寺スキー場、

瑞穂、上蒜山、といった、あまり情報のないスキー場を検索さ

れた方が、当ブログをご覧になっているようです。

私も、かつて、よく中四国のスキー場を検索し、情報が少ない

のに困ったことがありました。少しでもお役に立てば幸甚であ

ります。

特に、マイフォトに、スキー場の写真を載せているので、こち

らもご覧いただくと、そのスキー場の雰囲気がわかると思いま

す。大山、恩原高原、津黒高原、いぶきの里、ちくさ、広島県

民の森、ハチ高原、などの写真があります。

雪も降ったことですので、日帰りスキーを計画しましょう

かね。

2008・01・22（火）

新しいシェーバー

電気シェーバーの調子が悪くなり、先々週、新しいシェーバー

を購入しました。

約５年使いましたので、よく持った方でしょうか。

これまで、２台続けて、ブラウンを愛用してきましたが、今回

はナショナルを選択。

システムスムーサーES7115という機種です。

約１週間、利用してみての感想です。

１．剃り味良し。

　　３枚刃でよく剃れます。前のブラウンも３枚刃でしたが、

より細かくヒゲをキャッチする感じです。刃が前後左右に動
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き、肌によくフィットするからかもしれません。

２．手入れが簡単。

　　水洗いができます。市販のハンドソープをつけて、刃を動

かし、あとはすすぐだけ。特筆すべきなのは、充電スタンドに

乾燥機能がついており、水洗いしたあと、３時間で乾燥。除菌

もしてくれるそうです。前のブラウンは専用アルコールで洗浄

できましたが、その都度馬鹿でかい特別スタンドを出さねばな

らず、面倒で使わずじまいでしたが、これなら簡単です。

３．リーズナブルな価格。

　　成人の日のセールで、８９８０円で購入。１万円以下でこ

のレベルの製品が購入でき、満足しています。

2008・01・23（水）

花王　vs　ライオン

本日は、ヘアケアのお話。ストレートに書けば、「脱毛・薄毛

対策」。

さかのぼること２０数年前、会社員になってから数年目、もの

すごい勢いで毛が抜けたことがありました。洗髪したあとの排

水口に、ものすごい量の髪の毛が溜まって、「あと数年でハゲ

になるのでは？」と、マジで心配しました。

幸い、その後脱毛の症状はおさまりましたが、それ以来、「脱

毛・薄毛対策」をそれなりに実行してきました。

手軽なのは、しっかりとした洗髪。

最近は、花王のサクセスの薬用シャンプーを使い、「頭皮スッ

キリ洗浄ブラシ」で洗髪していました。



さぬき日記

237

この商品、結構売れているらしく、この対抗馬がライオンから

発売されました。

先週、その商品、プロテックヘッドのシャンプーとブラシを

購入。

シャンプーはジェル状、ブラシは歯ブラシのような素材です。

期待したブラシの売り文句は「毛穴に詰まった皮脂をかき出す

超極細毛」。使ってみると、かき出したか否かを検証すること

ができず、確かにそんな気もする、といった程度。

ブラシの刺激は花王の方が上ですが、皮脂をかき出す能力の優

劣は判定できず。

まあ、しばらく使ってみることにします。

コメント

ようかん

当時の予想では、毛根に力が無く、遠からずズル剥け。ねばっ

て ま す ね 。 ま さ か 逆 転 す る と は 当 時 は 夢 に も 思

わ な か っ た のに。

さぬき富士

＞まさか逆転するとは当時から、当方の方が髪は豊かだったと

記憶していますが・・・。記憶違いでしょうか？まあ、今と

なってはどちらでも良いでしょう。今や、圧倒的優位に立って

ますから。
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2008・01・24（木）

飲み会

本日は、ノリ君との飲み会。久しぶりです。

話題は、年末年始のスキー。

当方は、大山の宿泊をキャンセルし、蒜山への日帰りスキーで

終わったのに比べ、ノリ君は北海道ニセコ４日滑りっぱなしと

いう豪華旅行。

ゲレンデのスケール、雪質、なにをとっても最高の条件で、ス

キーを楽しんできた様子。当然、温泉も堪能してきたそう

です。

超うらやましいです、ホント。

ストレスを充分発散したようですから、お仕事に精を出しても

らわないといけませんよね、ノリ君。

コメント

ノリ

今日はお疲れ様でした。しかし、ブログ早いですね。頭があが

りません。仕事のことはさておき、釣りはがんばりますので宜

しくお願いします。（スキー以外は寒さに弱い根性なしなので

ご容赦を）



さぬき日記

239

2008・01・25（金）

今週末

明日、土曜日の天気予報は、

南西の風 後 北東の風 くもり 時々 晴れ　波 0.5メートル

釣りに出るには支障なさそうですが、問題は気温。最低が０度

の予報。寒さに負けそうです。

日曜日は、三男の野球、審判講習会です。今年で１０年目。

2008・01・26（土）

グチ・ガシラ

昨日の天気予報どおり、天候は曇り。波0.5M。多度津の気温

は－１度。

意を決して釣行決行。

防寒対策をバッチリして出かけます。靴下の裏にはるカイロが

秘密兵器です。

本日もマリーナ一番のり。９：２０マリーナ出港。中潮、干潮

：7：52、満潮：13：58.
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風が全くなく、海面は鏡のようです。寒さもそれほどでもあり

ません。

１５分でポイントに。船は一艘も出ていません。

今日は、なんとかしてメバルを釣りたいと思い、シラサエビを

購入してきました。

しかし、魚影がまったくありません。酔軍さんのポイントマー

ク、「北の三角」を巡りますが、どこも同じ。

とりあえず、竿を出しますが、全く反応なし。仕掛けは胴付き

３本針。

１時間ほどやったあと、西のポイントに移動。先々週、コノシ

ロ、アジを釣ったポイントです。ここも魚影なし。いったいど

こに行ったのでしょうか？

何度か流すうちに、アタリ！期待してリールを巻いてあがって

きたのは、グチでした。夏のように、強い引きがありません。
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グチも冬で体力が落ちているのでしょうか。

結局、ここでグチ２匹。

もう一度、北の三角ポイントへ。仕掛けをサビキに変え、さら

にエビをつけます。

昼食のカップヌードルを食べながら、流していくと、久々にア

タリ！今度こそ、と思いつつ、あげてくると、ガシラでした。

１３時を過ぎ、ギブアップ。最後にイイダコを３０分程度やり

ましたが、全く釣れません。

最後の保険、イイダコも姿を消したようです。

14：00納竿。

マリーナで情報を集めると、本日は誰も釣れていない様です。

当分、竿はしまって冬眠しましょうか。

＜本日の釣果＞

グチ：２、ガシラ：１。
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