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さぬき日記





2006・08・11（金）

淡路島の釣り堀公園

夏休み初日。家族サービスで、神戸のアウトレットで買い物。

帰りの淡路島　じゃのひれフィッシング・パークで釣りをして

きました。ファミリーコース、２時間もしくは２匹までで、子

供３０００円／人。レンタル竿が１０００円、餌２００円。１

６時開始、アットいう間に鯛を２匹、ゲット。おそらく餌を与

えてないのでしょう。でも、引きはかなりのもの。三男は満悦

でした。

 

2006・08・12（土）

アジ釣り

師匠のボートで初釣行です。５：４０出発、途中で人間と魚の

餌を調達し、港に。おー！すばらしいボート！安定感が抜群

で、クルージング気分です。

今日は、アジを狙います。師匠の収集した情報を元にポイント
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へ。瀬戸大橋をはじめてくぐりました。壮大な眺めです。ポイ

ントには、すでに何隻かのボートが！早速サビキ釣り開始。２

時間近くチャレンジしたものの、全くあたりがありません。い

つの間にか、他の船もいなくなりました。

気を取り直して、次はキス。場所を変えてトライしましたが、

師匠の１匹のみ。次は小生のリクエストに応えていただき、グ

チを。今度は、来た！来ました！連続で！ダブルも来ました！

お土産ができ、ホッとしたところで、師匠がベラを刺身にして

くれました。ベラの煮付けは何度も食べたことがありますが、

刺身は初めてです。これが美味い！煮付けの柔らかさとは正反

対のコリコリ感、あっさりした甘み、最高です。ビールに加

え、芋焼酎が効いてきました。

そうこうしている間に、同乗のＫさんが次々とアジをあげま

す。いい型です。

というかんじで、アッという間に１日が過ぎていきました。満

足の一日。
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2006・08・13（日）

検討中　レンタルボート会員

ボート釣りの憧れが、日々高まります。ネットで調べていた、

Ｎマリーナに出かけて、レンタルボート会員の説明を聞き、

ボートを見学してきました。

３艇あり、釣り向きは２３フィートの４スト、２５フィートの

ジーゼル。どちらも新しく、特に２３フィートの船はこの５月

におろしたばかりだそうです。もう１艇は２２フィートの２ス

ト、ウェイクボード向きですが、釣りもできます。

１艇につき、会員１０名を限度としているそうですが、現時点

では合計１３名のみで、ほとんど問題なく予約できるとのこ

と。

なお、入会には審査が必要とのことです。

「どのくらいのキャリアをお持ちですか？」「免許は６年前に

取ったのですが、それ以来ペーパードライバーで、昨年の11

月にレンタルボートで１日、それから昨日３０分ほど操船した

だけです」「・・・・・」との会話。
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とりあえず、申込書を書いてきました。どうなるでしょうか？

＜写真のボートは、２３フィートと２２フィートのもの＞
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2006・08・14（月）

審査をパス！レンタルボート会員

Ｎマリーナから電話あり。審査にパスしたとのこと。

うーん。やはり小生の熱意が通じたか！

もしくは、書類審査が申し分なかったのか！（氏名、性別、生

年月日、住所、勤務先しか記入することは無かったのですが）

いずれにせよ、あとは会員になるか、否かを決定するのみ。先

方には、「入会は検討して明後日に返答します」と伝えまし

た。

早速、師匠に報告。急遽、今後の戦略・方針・アクションプラ

ンなどを策定するため、勤務時間完了後、即、ミーティングを

開催することに。

会場は、駅前の焼鳥屋のＮ。終業後５分で会社を出て、店に向

かうと、すでに師匠が。速い！「今日はお盆で休み」。そこ

で、その近くに最近できた海鮮居酒屋のＷに。こぎれいで、料

理も豊富。小生は昨日つれなかったキスの天ぷらを注文。師匠

はハモの天ぷら。どちらも、大変おいしかったです。生ビール

を２杯飲んだあとは、泡盛の４合ボトルを注文。ロックでや

る。「うみそら」という、そこはかとない名前の泡盛です。ブ

ルーがかったボトルも涼しげ。
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先週と同様、ボート釣りの素晴らしさを再確認し、もはや気持

ちは海の上。

残った泡盛のボトルをもらって、２０時２２分の電車で帰宅し

ました。

 

2006・08・19（土）

Ｔ部杯野球　審判

心配していた台風１０号は朝鮮半島へ。予定どおりＴ部杯野球

大会は決行。

１０時、第２試合の審判（１塁）。とにかく暑い。１２時前に

終了。

三男の所属するチームは１２時頃から試合開始。１：１０で５

回コールド負け。相手がＵでは仕方ないか。
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2006・08・20（日）

キス釣り

台風１０号も過ぎ、良い天気になりました。

５：１５起床。６：１５、Ｙ君が迎えに来ることになっていま

すが、６：１０すでに自宅前に車が。なんと６：０５には来て

くれていたとのこと。真面目なＹ君らしい。早速、師匠宅に。

６：２５着。師匠もすぐ出てきてくれました、同行のＦさんも

すぐ到着。予定どおり６：３０過ぎに出発です。

釣具屋、コンビニ経由で、師匠の船に乗船、出艇。まずはＴ島

です。

小生の竿に当たりが！こぶりですが良形のキスです。その後、

ググッと！グチでした。今日は調子いいぞ！と思うのもつかの

間、当たりが止みました。

その後、キスを求めて三千里。島と荘内半島のポイントを渡り

歩きましたが、あきまへん。

師匠がグチを刺身にしてくれ、海上宴会へ。Ｆさんがたくさん

お酒とつまみを持ってきてくれています。最高ですねー。

終いには、風が強まり波も高くなってきたところで、納竿。

Ｙ君、残念でした。でも、鳴門の筏とは異なり、お土産がで
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き、良かったよね。これまでのお土産が、鳴門ワカメ（袋詰

め）だったことを思えば、上出来？

港まで、波が高い中、師匠の指導のもと、操船。目に海水が入

り痛い。結構スリルがあります。

しかし、今年はキスが全く釣れないそうです。

 

 

 

2006・08・21（月）

レンタルボート　初出艇

夏休み２日目の休暇です。６時起床、７：４０出発。坂出ＩＣ
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８：１０、讃岐豊中ＩＣ８：３０、通勤割引で４００円、コン

ビニ、釣具屋に寄ってからＮマリーナに９：００着。

入会費３万円、年会費９万円を納入、ついにレンタルボート会

員に。

出艇前に、マリーナのＹさんに離岸・着岸などの実技講習を受

けました。離岸は簡単ですが、着岸が難しい。心配していた

ロープワークはクリーク結びだけで、これは昨夜までの自宅復

習でクリアできました。講習だけで汗だくになりました。

１０：３０、マリーナのロビーで待たせていた三男と乗船、出

艇。良い天気で、３０度は軽く超えています。まずは、義父と

良く行ったＭ島のポイントへ。ボートは絶好調、ＧＰＳナビも

良いです。マリーナを出て５分くらいで到着。早速、三男の竿

に餌をつけてあげて、竿を出します。すると、すぐに当たりが

！１５㎝くらいのキスです。幸先良し！

結構風があり、船が流されます。餌をつけてあげたり、竿の動

かし方を教えたりと、船頭は大忙しです。そんなことをしなが

ら、１時間くらいで３匹、キスを釣りました。初心者には大出

来でしょう。

当たりが無くなったので、隣のＯ浜へ。さすが月曜、海水浴客

も釣り船もなし。しかし、当たりはありません。１２時にな

り、昼食を。今日はノンアルコールです。健全な魂に、釣果が

やどる・・・はずですが、当たりなし。
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もう一度、Ｍ島に戻ります。だいぶ操船も感がつかめてきまし

た。そんな時、携帯が。なんと師匠から、メールです。弟子思

いですねー。でも、ほとんど操船＆船頭で余裕なし。最低限の

返信を出して釣行続行。

なかなか当たりがなく、結果キス５匹＋手のひら大のカレイ１

匹で納竿。１５：４５。マリーナ着１６：００。しかし、接岸

に四苦八苦で、Ｙさんにヘルプしていただきました。

クレーンで陸にあげてから、給油。そのあと掃除。もうヘトヘ

トです。

レンタル代６０００円＋ガソリン代１５．４６Ｌ＊１５５円＝

２３９６円＝８３９６円也。

１７：００マリーナ発。途中コンビニでジュースなどを購入

後、高速経由で帰宅。またもや通勤割引４００円。１７：５０

自宅着。疲れたけど、実り多い１日でした。ビールが美味し

い。
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コメント

ようかん

ブログ開設おめでとう。レンタルボート会員おめでとう。

酔軍

ついに船長さんですな、おめでとうございます。

人の船で釣るのもいいけど、手前船頭が気楽で一番です。

操船はすぐに慣れますよ。

でも、魚はすぐには・・・・。

風流れには風上にむけてバックでこまめにクラッチ操作してく

ださいね。
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プラスチックのみかん箱にロープつけて流すのもわりと効果が

あります。

一番いいのはシーアンカーですね。

どちらにしても、毎回持っていくのがめんどうかな。

酔軍

こんなんもありますけど。

酔軍

失敗。

ここみて。

http://www.pref.kagawa.jp/kowan/pbweb/bp1.pdf

さぬき富士

かなり魅力的。どうしよう。

2006・08・22（火）

ライフジャケット

これまで愛用してきたライフジャケット、夏は暑く、動きにく

いという欠点がありました。

師匠の船に初めて乗せていただいた際、「それ暑いやろ。これ

がいいで」と薦めてられたのを契機に、ヤフオクで即購入。ヒ

モを引っ張ると空気が充填されるタイプです。７０００円＋送

料５００円也。

２０日の釣行、２１日の操船で着用。とても楽になりました。
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お勧めです。

＜写真　左がOLD、右がNEW＞

 

 

キスの天ぷら

今日の夕食のおかずは、天ぷらでした。

昨日三男が釣ったキス５匹と手のひらカレイ１匹も

含まれています。

家族５人に、キスの天ぷら１匹づつを三男が配り、喜んでいま

した。

なにせ１０～１５センチ級のキスですから

天ぷらにすると、ほんの一口分でしたが

とても美味しくいただきました。
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釣りは、こういった楽しみがあるので、いいですね。

「一粒で二度美味しい」遊びです。

釣果があれば、の話ですが・・・

 

2006・08・23（水）

出船は早く

師匠から飲み会の誘い。

いつものとおり、終業即ダッシュ！とのことでしたが

当方は１時間遅れで、いつもの駅前Ｎに到着。

メンバーは、師匠、Ｆさんに加え、初めてお目にかかるＳさ

ん。

なんとＳさんのお父さんは漁業に従事されており

師匠もＳさんの紹介で今の船を入手したとのこと。

含蓄のあるお話しをいろいろお聞きできました。

Ｓさん：まず、出船が遅すぎるわ！夜が白々明ける頃には

　　　　ポイントにおらんといかん。

師匠：そんな時間に出れば、ウチの船は空で走らんといかんで

すわ。
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Ｓさん：はよ、起きたらいいんじゃ。

Ｆさん：夜はいろいろとやることがあって・・・酒も飲まんと

いかんし。

Ｓさん：酒は船の上で飲んだらええやろ。船出してすぐ飲めば

ええんや。

Ｆさん：酒は、いつも船出して、すぐ飲んでます。

などなど、釣りの話題はつきません。

それから、熱燗のコップ酒のピッチが早いこと、早いこと。

明日は間違いなく二日酔いでしょう。

師匠は明日大事な会議があるのに大丈夫でしょうか？

２１：２９発の電車で帰宅。

コメント

酔軍

長い長い一日でした。

今夜も飲みに出たけど胃の調子がもひとつで

途中で帰りました。

もう、ねよ。

さぬき日記

17



2006・08・24（木）

１３年ぶりの再会

今日は前会社の後輩と１３年ぶりに再会しました。

小生の１年後輩になりますが、今や出世して当地の支社長です

！

それぞれ仕事の環境は異なり、大変さはいろいろですが、生き

生きと活躍している様子がうかがえ、うれしくなりました。

彼は東京生まれの、東京育ち。まだ、海釣りの経験はないとの

こと。１年後には異動しているでしょうから、当地にいる間に

是非釣りに行こう！とういうことで合意しました。首都圏で

ボート釣りをするには、相当の資金や時間・苦労がいると思い

ます。地方の良さを満喫して欲しいですね。

2006・08・25（金）

散髪

１８時に会社を出て、いきつけのＫ理容所へ。まだまだ暑い日

が続くので、裾を短めに切ってもらいました。

この理容所、義父が長年愛用してきた散髪屋さんで、小生も香

川に来てからは、ずっとお世話になっています。とにかく、丁

寧。洗髪とひげ剃りは特筆もの。ひげ剃りでは、いつもうたた

寝してしてしまうほど、時間をかけてくれます。このために
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行っていると言っても過言ではありません。

料金は４０００円ですから、特に高いわけではありません。お

勧めです。

コメント

ようかん

最近はQBハウスしか行ってません。千円。

埼玉のOBでは最初に刈り方を聞くなど必要なことしかしゃべ

りませんでしたので、それも営業スタイルなのかと思ってまし

たが、関西のQBでは、お兄さんが刈ってる間中しゃべりっぱ

なし。土地柄のようです。

2006・08・26（土）

カウンター、マイフォトを追加

本日、カウンターを設置しました！

このブログに訪問いただいている方々は、ほぼ間違いなく「顔

なじみ」の方ですので、カウンター数を云々してもはじまりま

せんが、更新のモチベーション向上にと思い設置した次第で

す。継続は力なり。

そして、マイフォトにアルバムを公開。釣り、スキー、旅行と

いったカテゴリーが中心となると思いますが、過去の画像を徐
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々に公開したいと思います。

コメント

ようかん

Googleで検索すると２番目に出ました。他にも同名のブログ

がありますね。

うちの近所に「めんむす」という讃岐うどん屋がありますが、

安くておいしいと思います。本場の人の評価はどうなんでしょ

う？

夏風邪

一昨日から咳が出て、今朝からは止まりません。

子供達を野球の試合・練習に送ったあと、近所の医者へ。熱を

計ったら微熱がありました。診察では、のどが赤く腫れている

ので夏風邪でしょう、とのこと。酔っぱらってクーラーを付

けっぱなしで寝たのが原因か？

そんなわけで、今日はジム（プール）は中止。ブログの更新な

どを行い、おとなしく過ごしています。

コメント

ようかん

お大事に。
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長男が先週、熱を出して、だいぶよくなりましたが、まだ少し

ぐずぐずハナをかんでます。

ようかん

私も一昨日、朝起きるとのどが痛く、体もだるかったので、ま

ずいなあと思いながら学校へ行ったのですが、何となく良くな

り、昨日今日は朝のランニングをしっかりやったら直りまし

た。運動不足で血流が悪かったのかな。

さぬき富士

コメントありがとう。小生も本日の釣りで治った気がします。

2006・08・27（日）

アジに会えました

５：４５起床。ＰＣを立ち上げ、師匠のＨＰを見ると、釣行レ

ポートが更新されていました。早速覗いてみると、なんとアジ

が爆釣しているではありませんか！！！昨日は一人で行かれた

ようで、２１匹もつり上げていました。１週間前のあの釣果と

比べると、驚きです！ＢＢＳに書き込みを入れた後、次男を野

球の試合に送っていきました。

１０時８分、携帯にメールが。師匠からです。「１２時から２

時間、アジ釣りに行く？」

行くしかないでしょう。返事をして、釣りの用意をして、師匠

宅に１０：３５着。コンビニに寄って、１１：３０出港。
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目指すは、師匠が昨日爆釣したポイント。潮もほぼ同じ条件

で、これで釣れないはずはない？先週と違って、船もたくさん

出ており、周りにも７～８艘がすでに竿を出しています。

流し釣りを繰り返すうちに、当たりが！この引きはアジに間違

いなし！

おー！２５センチ級の良形です。師匠にタモでアシストしても

らい、無事取り込みました。このポイントで３匹をゲット！い

ずれも２０センチオーバー。これでお土産ができました。

場所を変えて、再度チャレンジ。ここもたくさんの船がいま

す。またもや、当たりが。ちょっと引きが変わった感じ。上げ

てくると３匹かかっています。少し小振りですが、これも良形

です。

予定どおり１４時、納竿。２時間で、アジ８匹、グチ１匹、ハ

マチの子１匹の合計１０匹。超効率的な釣りでした。
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2006・08・28（月）

釣果の料理

釣った魚は、どうするか？当然、酒の肴に、また、おかずにし

ます。

食べる楽しみが、釣りの第２の楽しみといっても過言ではあり

ません。

小生も、釣った魚を肴にして一杯やるのが大好きです。が、そ

の料理は嫁さんにまかせっきりです。このため、釣りが続い

て、お土産もたくさんあると、料理人から苦情が。

一方、釣り好きには、料理好きの人も多く、自分で釣った魚を

手際よく料理している姿は、感動と畏敬の念を生じさせます。

師匠も、その一人です。師匠の薦めもあり、小生も料理にチャ

レンジすることにしました。実は、昨日がその記録すべきデ
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ビューの日になるところでした。

釣りから帰って、すぐに道具を片づけ、取り急ぎ魚は水洗いし

て冷蔵庫へ。

風呂に入って、ブログを更新。

ビールも我慢して、アジのタタキに挑戦すべく、待機していた

のですが・・・・

夕方　部活から帰って来た長男・次男が

「また魚？　今日は肉が食べたい！」と強く主張し

外食とあいなりました。

魚は帰宅後、嫁さんが内臓を出し、冷凍したようです。

（酔っぱらって帰ってすぐ寝たので、詳細は未確認）

嫁さんからは「普通の料理もしたことないくせに

３枚におろすなんてできんやろ。料理学校で習ってきて」

と言われる始末です。

ということで、デビューは次回に持ち越しです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

師匠から追加アドバイス。

「魚のさばきかたはＷＥＢや本で勉強してあとは実践あるのみ。

アジはさばきやすいので練習には最適です。」とのことです。

さぬき日記
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コメント

酔軍

ｍｙ包丁を買いましょう。

気合が入ります。

それから、非常にこそばゆいので「師匠」は勘弁してくださ

い。

拙者、まだまだ修行の身でござる。

日々精進、精進・・・・。

さぬき富士

コメントありがとうございました。

まずは、包丁からそろえますか。

>非常にこそばゆいので「師匠」は勘弁してください

了解しました。勝手に弟子入りさせていただいておりました。

今後はバンドルネームで書かせていただきます。

2006・08・29（火）

つりバカ新聞

子供達の夏休みも間もなく終了。宿題も追い込み状態。

帰宅すると、三男が「出来たよー」と作品を持ってきました。

なんとタイトルは「つりバカ新聞」。添付ファイルをご覧下さ

い。

さぬき日記
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「IMG1.pdf」をダウンロード

2006・08・30（水）

ワイヤレスマウス

マウスの調子がおかしくなったため、買い換えました。

ロジクール（ロジテック）のワイヤレスマウス。３４８０円

也。単３電池２本で動きます。

ワイヤレスマウスは、実は７～８年前にも購入した経験があり

ますが、その時は全く使い物になりませんでした。操作とポイ

ンタとの動きにタイムラグがあり、思ったとおりに動くことは

ありませんでした。

そんな苦い経験があったので、それ以来ワイヤレスグッズには

手を出していなかったのですが、最近のマウスは性能が相当

アップしたということで、決断。値段もこなれていますしね。

使ってみての感想。たいへん快適です。コードがないだけです

が、ストレスがかなり減りました。動きも全く違和感なしで

す。デスクトップでこれだけ効果があるので、ノート（モバイ

ル）を利用する場合には、相当のメリットがあると感じまし

た。ボール型から光学式になった時と同じくらいのインパクト

があります。

メーカーは、いつもロジクール（ロジテック）と決めています

さぬき日記
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が、期待通りでした。お勧めです。

コメント

ようかん

学校の自分用のパソコンは有線のボール式のマウスがついてま

す。

さぬき富士

私は会社のＰＣのマウスも、光学式マイマウス（ロジクール）

に変えています。

2006・08・31（木）

カウンター１００を越える

アクセスカウンターが１００を越えました。ご覧いただいてい

る皆さま、ありがとうございます。

今日は会社関係の飲み会。今夜のお相手は、ＪＳ部さん、Ｓ部

さん。普段の仕事ではわからないところが解り合えるというこ

とで、お酒は大切なコミュニケーション・ツールですね。

酒飲んでまで仕事の話をするのも、いただけないとは思います

が、人生の大部分を仕事が占めていることも事実ですから、仕

方ないですね。

でも、しがらみのない海の上のビールが最高と思います。ホン
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ト。

2006・09・01（金）

９月になりました

今日から９月。学校も夏休みが終わり、電車にも学生が戻って

きました。

昨夜の雨で、気温もずっと下がり、一気に秋らしくなってきま

した。

明後日の月曜は、残り１日となった夏休みを取得することにし

ました。明日からの３連休、何をしようかな。

コメント

酔軍

おー３連休ですか。

私は怒涛の５連休です。

ああーっ、うれしい！！

「何をしようかな」ですと！？

釣りにきまっとるやろ！

レンタルボート会員を有効に活用しましょう。

私は明日は高見あたりで飲んでますよ。

一緒に飲む？

さぬき日記
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さぬき富士

５連休とは！これまた豪勢な！うらやましい限りです。土日は

子供達の野球の試合があるらしく、送迎役を下命され出艇でき

ません。月曜日にレンタルボートを予約しようかなと思案中で

す。酔軍さん、月曜日の予定はいかがですか？

酔軍

月曜日は自船でタチウオでも行ってみようかと思っています。

一緒に行きますか？

さぬき富士

酔軍さん、コメントありがとうございました。ＨＰ拝見しまし

た。良く釣れてるじゃありませんか！それにしてもＦさんの気

持ちよさそうなこと。うらやましい。タチウオの件、是非ご一

緒させて下さい。仕掛けはどんなのがいるのでしょうか？ご教

示いただければ幸いです。

2006・09・02（土）

うどん　山田屋本店

５：１０起床。

野球の試合のある長男・次男を車で送る。６：２０長男を高松

駅で降ろしたあと、次男と東へ。

屋島のマクドナルドで朝食。たまには良いですね、朝マック。

その後、庵治のＮ商事グランドへ。少し早く着いたので、すぐ

近くのＹマリーナを偵察。結構たくさんのボートが陸上保管さ

さぬき日記
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れていました。ここはさぬき市のＳマリーナと系列で、レンタ

ルボートもしています。

７：４０発　８：３０帰宅。１０：００から玄関の掃除。だい

ぶ涼しくなったものの仕事をすると、ドッと汗が出てきます。

１１：３０　Ｙ電気、釣具屋経由、Ｎ商事グランドへ。次男の

チームは１分け・１敗だったようです。せっかく庵治まで来た

ので、昼食は山田屋へ。１４時少し前でしたが、ほぼ満席の状

態。旧家のたたずまいで、うどんと天ぷらとセットで１０００

円くらいが、メインのようですが、基本のかけうどんを注文。

一杯２７０円、大は＋１５０円と、セルフの店に比べ若干高め

です。６年ぶりくらいになりますが、食べながら、「あー、こ

んなかんじだったよね」と思い出してくるので不思議。かつお

ぶしが、かけられていて、これが強い味を出しています。麺は

太めで、断面は丸。あまり好みではない形状ですが、こしが

あって美味しかったです。つゆは若干辛目ですが、かつお節の

甘みとキャンセルしあっているので、あまり気になりません。

１５：００帰宅。

１５：１５　ジム（プール）へ。先月は釣りなどレジャーが先

行し、２回しかいけませんでした。今日は、ミストサウナを浴

びながら、ゆっくりストレッチしたあと、ウォーキング５００

Ｍ、クロール５００Ｍ。最後にもう一度、ミストサウナに入っ

てから、風呂へ。１７：３０帰宅。
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コメント

ようかん

中学・高校の同級生のブログです。見てやってください。

http://blog.goo.ne.jp/jukusenmasaya

さぬき富士

コメントありがとうございました。当方のブログと違って、か

なりアカデミックですね。それに分量も多いし、敬服します。
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2006・09・03（日）

メモリーカードリーダー

アマゾンのギフト券の利用期限が来たため、メモリーカード

リーダーを購入。ＰＣの３．５インチベイに取り付ける内蔵型

です。これまでは外付けのリーダーを利用していましたが、そ

の都度接続するのが面倒なのと、一度取り外すと、再度読み込

むためにはＵＳＢを抜き差しする必要がありました。購入した

アイオーデータのリーダーはソフトが同梱され、カードの抜き

差しも簡単にできます。ちょっとしたグッズですが、今後結構

活躍すると思います。

 

クーラーボックスを新調

酔軍さんと、明日、釣りの約束。お互い、明日は夏休みです。

タチウオを狙うとのこと。当方は経験がないため、仕掛けの講

義をメールで受けました。まずは、テンヤを調達することに

し、丸亀の釣具屋Ｂへ。３０号のテンヤを２つ購入。

あわせて、クーラーボックスを購入。今使っているものは、購

入後１０年近くになり、ふたの留め具がゆるんで来ていまし

た。その上、子供のスポ少での利用にあわせて購入したため、

とにかくでかい。釣果では、まず一杯になることはあり得ない

大きさです。
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今回のは、釣り仕様で、蓋をあけずに釣果を入れられる窓が付

いています。留め具も１つ（幅の広いもの）で使いやすそうで

す。３４８０円なり。

 

コメント

ようかん

テンヤってナンヤ？

2006・09・04（月）

タチウオ釣り

酔軍さんとタチウオ釣りへ。

６時に酔軍さん宅へ。コンビニに寄ってから６：３５出港。

今日は岡山県笠岡市方面まで遠出です。７：１０頃ポイントに

到着。もうたくさんの船が出ています。

餌は酔軍さんが昨夜近所のスーパーＭで調達してくれた「塩サ

ンマ」。
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これを切り身にして、テンヤにワイヤーでくくりつけます。こ

んなものに食いつくとは到底思えないような仕掛けですが、来

るんですねー。不思議。

結構風があります。まず１投。底まで約５０Ｍ。底に付いた

ら、ゆっくりと巻き上げ、ところどころで当たりを待ちます。

コンコン、と来たら巻き上げるという、いたってシンプルな釣

り。

１０Ｍくらい引き上げたところで、コンコン。まさか、一投目

では来ないよね。と思いながら巻き上げると、一気に強い引き

が！おー！来た！！

なんと身幅４本、長さ１Ｍのピカピカのタチウオ！ビギナーズ

・ラック！

その後もコンスタントに当たりがあり、なんと午前中に５匹も

釣り上げました！

酔軍さんが仕入れた情報では、昨日は午後から爆釣。昼食を

とったあと

タコを少しトライし、再度ポイントへ。相変わらず１０艘以上

がいます。ところが、いっこうに当たりがありません。結局、

午後は一匹も釣れず、１４：４５納竿。

夕食で早速塩焼きにして、ビールと一緒にいただきました。最
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高！

 

 

 

 

2006・09・05（火）

タコの料理に挑戦

昨日の釣りでは、酔軍さんの釣り仲間のとびさんから、真ダコ

をいただきました。

魚の３枚おろしは無理でも、タコは料理ができるだろうと、挑

戦。
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ところが、嫁さん曰く「タコは料理したことがない」とのこ

と。早速、義母に電話を入れるが、あいにく留守。

こうなったら、ネットで検索ぢゃ。出てくる、出てくる。

まずは、絞め方。目と目の間をアイスピック、もしくは包丁の

先で突く。おー、確かに昇天されました。

次は、頭をひっくり返して、スミ袋と内臓を取り出す。

それがすんだら、ざるにいれて、大量の塩をかけ、ひたすら揉

む。これでぬめりを取ります。結構大変。水洗いと塩揉みを３

回くらい、繰り返す。

ぬめりが取れたところで、足を切り離して、完了。

ぶつ切りにして、湯がいて、ショウガ醤油で賞味いたしまし

た。美味！

以上、昨夜の料理（といえる？）報告でした。

2006・09・06（水）

にわか散髪屋

長男が高校に入学し、野球部に入部したところ、平日だけでな

く休日も練習や試合で、ほとんど時間がとれません。散髪屋に

行く時間もなくなってしまったため、電動バリカンを購入。ナ
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ショナル製です。

それ以来、私が息子３人の散髪をしています。といっても、３

人とも坊主頭なので、特別な技は不要です。アタッチメントで

長さを決めたら、ひたすら切るだけ。３ミリ、６ミリ、９ミ

リ、１２ミリが選べます。電源も充電式ですし、本体は水で丸

洗いできるので、メンテナンスも簡単（というか、不要）。３

０００円位でしたので、３人を１回散髪した時点で元が取れた

ことになります。

本日も、帰社後に次男・三男を散髪しました。しかし、３人が

坊主頭というのも、色気のない家族ですなあ。

さて、明日から金沢方面に１泊２日の出張です。明後日の帰り

道では、大阪に途中下車して、友人５人と飲み会。うち２人は

１３年ぶりの再会。楽しみです。

というわけで、明日・明後日のブログ更新はお休みの予定で

す。

コメント

ようかん

ついでにオヤジも坊主頭にしたら。

亀田一家みたいでなかなか迫力あるでしょうなあ。

さぬき富士

そうやなー。結構いいかもしれないけど、坊主にしたあと、髪
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が伸びてこなかったら、どうする？

ようかん

以後の手間が省ける。めでたしめでたし。

カウンター２００更新

ご覧にいただいている　奇特な皆さま。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。

2006・09・08（金）

大阪で飲み会

出張の帰りに大阪で下車。前の会社の同期の友人、５人と再会

です。

いつもコメントを書いてくれている、ようかん君と早めに待ち

合わせ。飲み会の前に、一杯いくことに。

短時間ですから、これはもう大阪名物の串揚げ＆立ち飲み。

ソースの２度付けはいけません。キャベツは無料。生ビール１

杯＋串揚げ４本＝８２０円なり。

飲み会の場所を本会場に移して、再会。うち、２人は１３年ぶ

りの再会です。仕事は、それぞれの職場でそれなりに大変との

ことですが、元気にやっている様子。うれしいことです。

老眼、白髪、薄毛などの変化は出て来つつありますが、性格や
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話しぶりは、２０年前とほとんど変わってないですね、不思議

と。

２次会はＴ君いきつけの店にと、足を運んだのですが、あいに

く臨時休業。近くのちぢみの店のカウンターへ。金曜の夜、ど

こも一杯です。大阪のパワーを感じますね。ちぢみの他、レバ

刺し、ユッケとスタミナ系をおつまみに楽しみました。

２１：３０お開き。一声かけたら、すぐに集まってくれる貴重

な友人。本当にありがたいことです。

新大阪からひかりレールスターに。岡山で寝過ごすこともな

く、２４時過ぎに無事帰宅。さすがに疲れました。
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コメント

ようかん

お疲れ様でした。楽しいひと時でしたね。

ようかんというのは、幼稚園のときから高校卒業まで続いた小

生のニックネームです。

2006・09・09（土）

休養日

昨夜は２６時過ぎに就寝、今朝は５時半に起床。長男・三男を

野球に配送。こんなんばっかりです。

昨夜再会した友人にメール＆写真の送付、ブログ更新などをし

たあと、次男を野球練習に送りながら、うどん屋で昼食。ぶっ

かけ・冷たい・大。生姜とネギを目一杯かけて、いただく。う

まー。やっぱ、さぬきうどん、美味いです。出張などで、食べ

ない日ができると、無性に食べたくなる。不思議ですね。

明日から天気が下り坂。当初、レンタルボート出艇を検討して

いましたが、見送り。明日は雑誌「ボートクラブ」でも買って

きて、暇をつぶそうかと思います。それから、酔軍さんからい

ただいた情報を元に、ロッドの研究。

来週の土日（１６・１７日）も出張で高知に行かねばならず、

２３日（土）は次男・三男の運動会。１８日（敬老の日）はな
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んとか出艇したいものです。

コメント

酔軍

今日は年に一度の港の掃除でした。

９時すぎに終わったので先週のタチポイントへ行ってきました

が、残念ながらぼうずでした。

風も強く、疲れました。

明日は休養します。

さぬき富士

港の掃除、ご苦労様でした。タチ、残念でしたね。日中は天気

は良かったように思えたのですが、風があったのですね。当方

は、出張の移動疲れと二日酔い（三日酔い？）と寝不足で、昨

夜は２２時に寝てしまい、今（３時）起きた所です。雨が降っ

ており、今日はおとなしくしておこうと思います。

2006・09・10（日）

プレミアムビール

昨夜降り出した雨は、朝は止んで、三男を野球の練習に配送。

その後、また雨が降り出し、９時には練習中止、回収。

その後、雨は断続的に降り続き、１２時頃は土砂降り。雷も

鳴っていました。
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１６時、ジムへ。ストレッチのクラスを４５分。このクラスは

最高に気持ち良いです。ダウンライトのスタジオにヒーリング

ミュージックのＢＧＭ、全身のストレッチを行います。最後に

仰向けで横になって、３分間ほど瞑想。ヨガでは「屍のポー

ズ」というらしいですが、時々、本当に寝てしまいます。

その後、プールでミストサウナ→ウォーキング→クロール→ミ

ストサウナ。風呂に入って１９時帰宅。

帰りに、ビールを購入。サッポロの新商品「畑から百三十

年」、１９０円。ホップが１．５倍とのこと。プレミアムビー

ルの一種？

ビールが好きで、新商品が出るたびに買っていますが、最近の

お気に入りは、なんといってもサントリーの「プレミアムビー

ル・モルト」。これは本当にお勧めです。苦みと味の深み、絶

妙のバランス。

ネックは１本２２５円という価格。というわけで、家では１本

目はプレミアムモルツ、２本目はキリン「のどごし生」という

組合せです。

「のどごし生」は泡がとてもきれいに出ます。味もまあまあ。

しかし、発泡酒、美味しくなりました。ビールが好きと書きま

したが、飲んでいる量からいえば、「発泡酒が好き」というの

が正確でしょうか。本当かどうか知りませんが、最近の大学生
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は発泡酒しか飲んだことがないらしいです。

今日買った「畑から百三十年」は、苦みはＯＫですが、それ以

上の感動なし。

ジムでトレーニングした以上に、たくさんビール＆発泡酒をい

ただきました。これではダイエットになりません。

 

コメント

ようかん

こちらも発泡酒ばかり飲んでましたが、じゅせんまさや氏もた

またまビールの記事を書いていたこともあり、久々にプレミア

モツツを買いました。「ニッポンのうまい」ももうすぐ終わる

しね。値段は６本１２５０円。勝ち。

ようかん

言い忘れ。「のどごし生」は発泡酒でもない「その他の雑酒」

では？「その他の雑酒」ではサッポロのドラフトワン夏ラベル

が結構美味しかった。購入動機は「その店で一番安い」だった

けど。

さぬき富士

ドラフトワン、美味しいよね。のどごし生の前は、愛飲してい

ました。夏ラベルは飲んだこと無いけど。
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トラックバック

トラックバック。どうやって投稿しているのか分かりません

が、私のブログにも投稿されます。

こんなマイナーで、おそらく顔なじみしか読まないブログにも

トラックバックが投稿されるので、機械的に検索して、特定の

キーワードにヒットしたら、投稿されるのだと思います。

ほとんどが意味のないものなので、削除していますが、今日寄

せられたものは「薄毛対策」。

読者の約一名の為に、しばらく削除せずにおきます。

コメント

ようかん

よく似たのはずいぶん前に試しました。なんとかオイル入りの

シャンプーで、値段は高い。効果は薄い。

余計なお世話じゃ。

さぬき富士

もう既に試されていたのですね。失礼しました。トラックバッ

クは削除しました。

さぬき富士

本日、ブログの左サイドに、さぬき富士の写真を掲載しまし

た。正式名称は「飯野山」といいますが、地元ではさぬき富士
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の名で通っています。

写真のとおり、大変美しい形をしています。

高速道路で西側から走ってくると、走行方向の全面がさぬき富

士となる場所があり、個人的に気に入っています。

最近、酔軍さんのボートに乗せていただくことが多く、帰路に

操船させていただくことがあるのですが、港への帰路でもさぬ

き富士が拝めます。海上から初めて見るさぬき富士、多少こぶ

りに見えますが、趣があります。

その他、マイフォトに、金沢の写真、過去のスキーの写真を

アップしました。

コメント

ノリ

初コメントです。よろしくお願いします。

我が家は、この春より実家のある飯山町（現丸亀市）に引っ越

しました。

20数年振りに戻ったわけですが、自宅の北側には、勇壮と構

える飯野山をのぞけます。

田園風景に映る飯野山を眺めると安心してきます。これも田舎

ながらの良さでしょうか。
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さぬき富士

コメント、ありがとうございました。自宅からの、さぬき富

士、いい眺めでしょうね。飯山は、春は桃の花がとてもきれい

ですよね。今度、写真をアップしますね。

アオリイカ

今日は暇にまかせて、雑誌「レジャー・フィッシング」を購

入。

タチウオの情報が多数でています。

アオリイカのポイント、仕掛け情報も。我がレンタルボートの

あるマリーナ近辺もポイントとして紹介されていました。

１８日は、レンタルボートでアオリイカを狙おうか、と考えて

います。

コメント

コブジメ

さぬき富士さん、お初ですぅ^^

この時期にアオリが釣れる所なんかあるんですかぁ？

何処っすかぁ、教えてくださ～い。

隠しちゃイヤ～ン（笑

ノリ

釣りレポート期待してます。
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酔軍

今月初めくらいからチビイカが出始めてるので、１８日あたり

なら大丈夫でしょう。

でも天気が心配ですな。

レンタルボートおつきあいしましょうか？

ちょっと足をのばしてタチウオ調査をするのもいいかもしれま

せんね。

さぬき富士

コブジメ様。初めまして。アオリイカ情報ですが、こちらのＵ

ＲＬをご覧下さい。

www.e-leisure.jp/IMASYUN/disp.asp?id=katoku

さぬき富士

酔軍さん、コメントありがとうございました。１８日　天気が

心配ですが、レンタルボートを予約しようと思います。明日は

マリーナが休みなので、明後日予約を入れます。

是非ご一緒してください。車は小生が出します。タチも行きま

しょう。

１６日（土）の夕方から高知に出張ですが、１７日（日）の１

２時には仕事は完了します。その時の天気の状況で１８日の出

航を判断したいと思います。よろしくお願いいたします。

2006・09・11（月）

カウンター３００更新

カウンター３００を更新しました。毎度ご覧いただいている皆
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さま、本当にありがとうございます。

本日の仕事は、先週末（木・金曜）の出張のツケが回ってき

て、多忙でした。２０：３０帰宅。

それはさておき、来週末の予定を検討しなくては！

台風１３号

週末の天気予報を確認していたら、台風１３号が発生している

ではありませんか！台風の影響を抜きにした天気予報も週末は

雨・曇り。困るなー。

2006・09・12（火）

お疲れモード

２１：１５帰宅。

出張で仕事がたまっていたと思っていたのですが、さにあら

ず。To Doリストの項目が、どんどん増えています。自然増

殖しているかんじ。まだ火曜日ですが、お疲れモードです。

心の支えは週末の釣りですが、天気予報もさえません。

酔軍さんは、今日は遠方に出張とのこと。帰って来たら、溜

まってますよ、お仕事。

ブルーなブログで申し訳ありません。
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2006・09・13（水）

レンタルボート予約

１８日（月・敬老の日）、レンタルボートを予約しました。

レンタルボートは３艇ありますが、３艇とも空いていました。

アオリイカを狙います。また、タチウオのポイントもリサーチ

します。

ただ、心配なのは天気。秋の長雨のシーズン・イン、加えて台

風も進路を北にしつつあり、出艇は微妙です。

週末は３連休ですが、天気予報は芳しくないですね。

2006・09・14（木）

高知

週末は高知に出張。土曜日に高知入りします。

せっかくの高知ですから、夕食は当然飲み会。おいしい魚を肴

にして飲んでみたいと思います。

その昔、初めて鰹のタタキにニンニクのスライスを薬味にして

食べ、その美味しさにびっくりしました。高知料理といえば、

皿鉢料理も有名。楽しみです。
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仕事は日曜日ですが、天気予報によると台風が接近中。大丈夫

でしょうか？

コメント

酔軍

月曜日はダメですね。

男の子らしくあきらめましょう。

それより、日曜日、帰ってこれるの？

台風が東よりのコースを通るとモロですね。

さぬき富士

台風　モロに来そうですね。月曜日は潔く見送ることとしま

す。次回、よろしくお願いいたします。

ようかん

出張？仕事？

遊びに行く話にしか聞こえません。

さぬき富士

遊びとは失礼な！今回は仕事です！ホント！

2006・09・15（金）

レンタルボート　キャンセル

台風１３号　四国地方に向かっています。

１８日はモロ　四国を直撃しそうです。
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そんなわけで、予約したレンタルボート、キャンセルしまし

た。残念。

2006・09・16（土）

３連休ですが・・・

今日から、３連休。

台風も接近し、秋雨前線も活発で、天候は芳しくありません

が、今のところ小康状態が続いています。

今朝も５時過ぎに起床後、長男・三男の野球配送でしたが、早

朝から車がとても多いです。県外ナンバーも多いので、観光・

遊びに向かうのでしょう。うらやましいですな。

当方は、明日の高知での仕事のため、１５時の高速バスで高松

を出発する予定です。

カウンター４００更新

ご覧いただいている皆さま、毎度ありがとうございます。

当方のブログのカウンターは「忍者ツール」というサイトの無

料カウンターですが、重複参照はカウントしないなど、無料に

しては気が利いています。

つい最近まで気がつかなかったのですが、カウンターの上に、

マウスをもってくると、当日と先日の参照数が別ウィンドウで
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表示されます。

試してみて下さい。ちょっと、いいでしょ。

土佐料理＋ダバダ火振＝最高でした

  １５：１０高松発の高速バスで１７：１５高知入り。心配な

台風の影響はまだ出ておらず、時折小雨がぱらつく程度。

ホテルにチェック・インして、早速、予約したお店「浪漫亭」

へ。

土佐料理を肴に、まずは生ビール。

土佐料理は、

まず、定番の「かつおたたき」、鮮度と厚みが違います。ま

た、「かつおのさしみ」、鮮度が良くないと「さしみ」にはな

りません。当然、美味い。

「チャンバラ貝」、貝のかたちが刀ににていることから、この

ような名前になったそうです。結構肉厚で美味。

「酒盗」、これは鰹の内臓の塩辛。これを肴にすると、酒を盗

みたくなるほど飲みたくなるため、こんなユニークな名前がつ

きました。ほんと、どんどん飲めます。

「四万十川青海苔の天麩羅」、最近有名になっていますね。モ
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チモチして美味しかったです。

「土佐巻（かつおたたきの太巻）」、これも土佐ならではです

ね。

とどめは、「うつぼたたき」。鶏肉と似た食感。

ホント、土佐料理は、酒の肴にピッタリです。

ビールを３杯くらい飲んだところで、焼酎にスイッチ。

無手無冠(むてむか)酒造の「ダバダ火振り」。栗焼酎です。

これは、すっきりして、ほんのり甘い、飲みやすい焼酎です。

無手無冠(むてむか)は、高知県の西部、幡多郡大正町で明治

26年に酒造りを始めた蔵元。「冠の溺れず、飾らず素朴な心

を大切に、ひたすら自然を生かした地の酒造り」が社名の由来

とのこと。四万十川源流域で実った良質の米と四万十川源流の

湧き水で個性のある地酒、地元大正町の栗をふんだんに使った

栗焼酎を醸造しているそうです。

１８時スタートの飲み会は、高知支店のＫさん（明日の仕事を

一緒にします）を含め４名で、盛り上がり、ダバダも１本、す

ぐ空に。

明日の仕事もあるので、２１時には切り上げることを確認し

て、もう１本注文。でも、予想通り、終了はお店の終了時間２
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２：３０を回っていました。
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2006・09・17（日）

講演

６：００起床。二日酔いではありません。さすが、ダバダ、名

酒？

ホテルの屋上に露天風呂があり、入ってきました。雨が降った

り止んだり。正面に高知城が見えます。さっぱりしました。

朝食後、８：２０ホテルをチェックアウト。

今日は、ある業界団体からの依頼で、「経営戦略、経営管理」

をテーマにした講演の講師です。講師は、小生と高知支店のＫ

さん。

受講生は、約４０名。中堅管理職です。ほとんどが女性。この

業界ならではです。９：３０開始。

まず、小生が８０分、講演。受講生、皆さん、大変真面目。集

中して聞いていただきました。当方のギャグにも優しく応えて

くれました。

Ｋさんが４０分講演後、質疑応答。なかなかハイレベルな質問

が続きます。

追加分講義して、予定の１２：３０を越えました。
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終了時には、暖かい拍手をいただきました。また、個別に「ウ

チの職場にも話に来てくれませんか？」といったオファーもい

ただきました。結構、満足していただけたようで、ホッとしま

した。

１３：３０発の高速バスで高松へ。おみやげは、高知名物の芋

ケンピ。

バスが瀬戸内側にでたら、全く雨が降っておらずビックリ。

１５：３０帰宅。着替えてから、ジムへ。ストレッチのクラス

＆プール。

１９時には、大分風が強まって来ました。雨はそれほどではあ

りません。明日の天気はどうなるでしょうか？

コメント

酔軍

出張ごくろうさんでした。

台風はたいしたことなく過ぎ去りほっとしています。

昨夜８時頃、港に船を見に行った時が一番吹いてたみたいで

す。

１４号が発生しています。嫌な感じ・・・。

ようかん

今回は飲み食いの話でなく・・・・。意外。
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さぬき富士

酔軍さん、台風１４号、気になりますね。週末にかけて天気が

崩れるので、困ります。２３日（土）は次男・三男の運動会。

２４日か翌週は釣行と行きたいのですが・・・なかなか、うま

いこといきません。

さぬき富士

ようかんさん、いつも話しているとおり、出張は仕事ですよ、

仕事。仕事のついでに、飲み食いするだけです。

でも前日のブログに書きましたが、今回も、土佐料理、うま

かったです。

2006・09・18（月）

釣り竿を検討

台風は香川を直撃することはなく、本日は雨もほとんど降りま

せんでした。ただ、風は結構強く、海の波も高目でした。

今日は前々から考えていた釣り竿購入のために、釣具屋で物色

してきました。

酔軍さんさから事前に教えていただきた知識を元に、外ガイド

の２Ｍ位の竿を捜します。

昼前、まずは金曜日に新聞チラシが入っていた丸亀のＪへ。候

補のシマノ、ダイワの竿はありません。
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続いて、近くのＢへ。シマノの幻風シリーズが２本ありまし

た。

１０－１８０（１０－２０号）定価：９０００円が７５６０

円、１０－２１０（１０－２０号）定価：９５００円が７９８

０円でした。

ＨＰで事前に調べていた本命１５－２１０（１５－２５号）定

価：１００００円は在庫なし。

今日は偵察。価格などネットの釣具屋と比較してみようと思い

ます。

夕方は、恒例のジムでストレッチ＆スイミング。

あー、釣りがしたい。

2006・09・19（火）

２００６－０７スキーシーズン開始？

気が早いかもしれませんが、２００６－０７年スキーシーズン

のお話。

先週末、スキー場からメールが届きました。

11/17（金）ユートピアサイオトOPEN！！
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とのこと。

アサヒテングストンは、今シーズンも平日はスキー・スノー

ボード滑走可、土・日・祝はスキー専用ゲレンデらしい。これ

まで、島根県のスキー場には、瑞穂に２回行っていますが、ス

キーオンリー歓迎の小生としては、この冬はアサヒに行ってみ

ようと思います。（日帰りで）

問題は、年末年始の遠征。どこに行こうか、検討中です。

コメント

ノリ

もう、今シーズンのスキーも動き出しているんですね。

当方も年末密かに計画中ですが、年末のツアーもでてきていな

いため、まだ具体化していません。

いい情報があれば連係ください。

さぬき富士

スキーツアーは通常１１月から販売開始ですよね。人気のツ

アーはすぐに売れてしまうので注意が必要です。ツアーを検討

しているところを見ると、飛行機で行く北海道と思いますが、

うらやましいです。こちらは年末年始でないと家族で行けない

ので、予算的にマイカーで行けるスキー場かな、と思っていま

す。年末の北海道だと、２０万円／人近くするでしょう。５人

で１００万円ですから・・・。

ノリ

正月を1日でもづらせば割引運賃が出るのではと期待してたの
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ですが、最近発表された内容ではどうもなさそうです。

ツアーを見て見ますが、結論は近場になりそうです。

さぬき富士

株主優待券のこと？

近場とは、いつもの大山でしょうか？

こちらは、年末年始は北陸方面を狙っています。

ノリ

バーゲンとか特割的な運賃を期待していたのですが、その時期

には出ませんでした。（当たり前か）。株主優待も考えたので

すが、料金的にはそれでもきついかなといった状況です。

近場でハチがどうかなと考えています。

ただ、高速が近くまで行っていないので結局下の道を走らなけ

ればならないのが難点です。（計画にはあるのですが、このご

時世いつになったら出来るやら）

さぬき富士

ハチにはＨ１６年の正月に行きました。このブログの「マイ

フォト」にも掲載していますが、坂出ＩＣを８時、ハチに１１

時半着でした。帰りは１７時頃出ましたが渋滞気味、途中から

裏道を使いスイスイでしたよ。昔ながらのスキー場で、そこは

かとない雰囲気ですよね。裏道はグーグルで検索したら出てき

ます。

2006・09・20（水）

カウンター５００更新

読者の皆さま、ありがとうございます。
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日記は三日坊主で、長続きしたことはなかったのですが、気が

つけば２ヶ月目に突入しました。これもご覧いただいている皆

さまのおかげです。

本日は、Ｙ君と久しぶりに会話しました。

Ｙ君「ブログいつも読んでますよ。竿買いました？」

小生「いや、まだ研究中なんじゃ。酔軍さんの情報を見ながら

検討しとる。エクセルで竿情報がまとめられているんよ。ＨＰ

のリンクまでついてるんよ。はっきり言って、釣りキチもそこ

までいったら表彰ものよね。それより、最近、釣りには行って

る？」

Ｙ君「先週行きました・・・」

これより先の会話はＹ君の名誉のため割愛いたします。

前々から、「小生が操船に慣れたら、一緒にレンタルボートで

釣行しよう」と話しあっていたのですが、操船が上達するのを

待っていたら当分行けそうにもなく、「行けるのであれば、い

つでも行きます」という乗りになってきました。無謀やなー。

しかし、台風１３号が過ぎたと思ったら、１４号が接近しつつ

あり、今週末も微妙な天候です。
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2006・09・21（木）

今週末の天気

台風１４号は四国方面には来ないようです。

また、これまで週間予報では、土曜日の降水確率が７０％だっ

たのが、今日の予報では、土日とも３０％になっていました。

この予報通りとなれば、土曜日の次男・三男の運動会は予定ど

おり行われ（日曜への順延なし）、日曜日は釣行可能となりま

す。

このまま、天気がもってくれることを祈るばかりです。

コメント

酔軍

この週末はおそらく風がでますよ。

風の中での操船と釣りにくさを体験するにはよい機会かも・・

・。

あのあたりは北東の風ならちょうど風裏になってアオリを狙え

るかもしれませんね。
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2006・09・22（金）

出艇予定

２４日（日）は、レンタルボート出艇予定。

酔軍さんに同乗を依頼し、快諾をいただきました。感謝です。

帰社前に、同期入社のＹさんにメール打診。これまた、ＯＫの

回答。被害者（？）が増えていきます。

明日は、次男・三男の運動会。夜は三男の野球チームの保護者

での飲み会とハードスケジュールです。

コメント

酔軍

風が吹かなければいいですが・・。

吹いても北東から東の風なら少しはましかも。

明日はタチウオのリベンジに行ってきます。

目標、一人１０匹！

2006・09・23（土）

運動会

次男・三男の運動会。小・中学校　合同の運動会です。
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晴天に恵まれ、まさに運動会日和です。

中学生の次男の出番は少なく、主に小４の三男の競技・演技を

ビデオ撮影。頑張っている姿、なかなか良いですね。パワーを

もらった気がします。

とはいえ、さすがに一日中屋外にいると疲れました。夕方には

グッタリ。

帰宅後、すぐに外出。三男の野球チーム、来年度の監督・コー

チ、スタッフを決める飲み会。我が家は、３名の野球部員（高

・中・小）がいることを配慮していただき、比較的負担の軽い

スタッフとして協力することになりました。

2006・09・24（日）

アオリイカ　惨敗

レンタルボート　２度目の出艇です。

今日は、酔軍さんとＹさんが一緒。酔軍さんにアオリイカの釣

り方を教えていただきます。

８：４５　マリーナ発。早速、近くのＴ島に。アオリでは有名

なポイントです。すでに４～５艇がアオリを狙っています。

釣り方を教わったあと、かなりトライしたものの、全く当たり

なし。いつの間にか、周りの舟もいなくなりました。
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そこで、我々も撤退。ボウズは避けたいので、キスを釣りにい

きます。

まずは、小生のポイント。ベラは釣れましたが、後がつづか

ず。酔軍さんの案内でＯ浜のポイントへ。

結構釣れます。大きさは、それほどではありませんが、コンス

タントにあがります。数をかせいだあと、もう一度アオリに挑

戦。

釣れるのは、酔軍さんのみ。やはり、腕が違うのか？それとも

メーカー製の１０００円代のエギと我々に使っている１５０円

ノーブランドのエギとの差か？

いずれにせよ、最後に戻って来たＴ島でも当たりなし。惨敗で

した。

帰宅後、酔軍さんにいただいたアオリと、キスの料理に挑戦。

アオリは、簡単。キスの３枚おろしもなんとかできました。

夕食で食べた、アオリの刺身、キスの天ぷらは最高でした。家

族にも好評。

アオリが釣れなかったのは、残念でしたが、久しぶりに操船

し、釣りもでき、満足の休日でした。
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コメント

ノリ

残念でしたね。

我が家も子供にせがまれだしたので、来週あたり近場で探り釣

りに行くかもしれません。

さぬき富士

いやー、結構難しいですよ、アオリ。近場の釣り、検討をお祈

りいたします。

酔軍

私もアオリの経験はそれほどないので教え方が悪かったのかも
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知れませんね。

いくつかエギについてきたけど獲れませんでした。

もっとこまめに色を変えたりアクションを工夫すべきだった反

省しています。

さぬき富士

昨日はご教示ありがとうございました。

「教え方が悪い」ことはありません。当方の釣り方に難があっ

たのでしょう。

でも、大分コツが分かった気がしますので、メーカー製のエギ

を用意して再チャレンジしたいと思います。

イカの刺身、長男に大好評でしたので、是非釣りたいと思いま

す。

2006・09・25（月）

カウンター６００更新

読者の皆さま、ありがとうございました。

しかし、昨日の「アオリイカ　惨敗」の記事へのアクセス数が

非常に多い！！他の記事の２倍弱。悔しいー！

次回は、是非、「アオリイカ　爆釣」と行きたいです。ホント

！
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平日の日帰り温泉

本日は、次男・三男は運動会の振り替え休日。長男も野球大会

明けのため、部活なし。ということで、久しぶりに１９時過ぎ

に家族全員が家にいます。

そこで、日帰り温泉、香南楽湯へ。さすがに人が少ない。男湯

はウチの４人以外に３～４人しかいません。露天風呂は貸し切

り状態でした。

この温泉、みちの駅。結構気に入ってます。木の風呂と石の風

呂があり、男湯と女湯が入れ替わりますが、何故か木の風呂ば

かり。石の風呂の方が好きなのだけど・・・本日も木の風呂で

した。

風呂から上がって、ラーメン屋のＫへ。餃子、すじ煮込み、

ユッケ、生レバーなどスタミナ系のつまみで生ビール、最高で

す。ちょっと食べ過ぎです。

コメント

ノリ

実は、私もこの夏あたりから温泉に凝ってます。会社の近くに

湯楽温泉（春日川のすぐ横）がありますので、会社帰りにちょ

こちょこ寄ってました。残念なのは、バイクなのでのどの渇き

を潤せないところです。これからは、時期的にもますます温泉

が楽しみな時期になっていますので、少々寒くなってきてます

が気分転換に行こうと思ってます。

さぬき日記

68



ようかん

歩いていけるのですね。いいなあ。

こちらにもやまとの湯なんかがありますが、歩いてはいけませ

ん。車で１０分ほど。

さぬき富士

歩いては行けません。やはり車です。香南楽湯は自宅から１０

分位ですか。自宅から５～６分のところにも、別の日帰り温泉

がありますが、雰囲気がやや劣ります。（その分安いけど）最

近は、町に大体１つは日帰り温泉がありますね。日帰りスキー

の時も、大体近場の温泉で汗を流して帰ります。

2006・09・26（火）

カウンターの設定

カウンターの設定を変更しました。

これまで、カーソルをカウンターの上にもってくると、本日と

昨日のアクセス数がポップアップされましたが、変更後は、１

週間のアクセス数が表示されます。

それが、どーした？といわれれば、それまでですが、そう言わ

ずに試してみて下さい。
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2006・09・27（水）

アオリ　リベンジ計画

昼食、偶然にもＹさんと一緒になりました。

当然、話題は日曜日の釣行。

Ｙさん「いやー、美味かったよ、アオリの刺身。自分で料理し

たんだけど、結構、簡単に皮剥けたね。」

小生「ホント、美味しかったですよね。キスも刺身にしたんで

すって？」

Ｙさん「そうそう。こっちは嫁さんに料理してもらったんだけ

ど。美味かったよ」

小生「しかし、なんで釣れんかったんでしょうね、アオリ」

Ｙさん「やっぱ、１５０円のエギではあかんのかのう」

小生「そうですね。やっぱ、メーカー製のエギでないと釣れん

のじゃないですか」

と、二人とも自分たちの腕は、棚に上げてうなずきあいます。

Ｙさん「いつか、リベンジせんとあかんな」
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小生「そうですね。メーカー製のエギを買って。是非、また行

きましょう」

ということで、１０月に再挑戦しよう、と合意が得られまし

た。

2006・09・28（木）

アオリ　リベンジ計画（その２）

昼食を選択して、サラダにドレッシングをかけていたら、背後

から声が。Ｆさんです。

Ｆさん「ブログ、読んでますよ。１３０円のエギでは釣れませ

んよ。アオリ」

小生「今度は、絶対釣りますから。見ていて下さい。それに、

１３０円じゃないですよ。１５０円ですよ、失礼な。」

Ｆさん「私も安いエギでは釣れんかった。それと、やっぱ、釣

れるところに連れて行ってもらわんと・・・船長さんに」

といった会話をしていたら、背後で酔軍さんが笑ってました。

船長は辛いですね、ホント。

夕方、終業間近に、メール。酔軍さんです。

速攻、ダッシュで、いつもの駅前のＮで、軽く飲み会。
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話題は、当然のこと、釣り、ボート、ロッド・・・。終わりが

ありませんなあ。

ヤマハのＹＦ－２３、ええですなあ。ホント。

今日は、当初予定どおり１時間の飲み会。１８：５４発のＪＲ

で帰宅。この電車で良く帰宅するのですが、飲んでこの時間の

電車に乗るのは初めてです。効率的な飲み会で、得した気分に

なりました。

2006・09・29（金）

アオリ　リベンジ計画（その３）

明日は次男の野球の練習試合のため、早朝から観音寺まで配送

します。

せっかくの西方面行きですので、その後、Ｎマリーナ近辺まで

行き、陸からアオリにチャレンジしてみようと考えています。

竿は昔バスのルアー釣りで使ったものを物置から引っ張り出し

てきました。アクションを練習してみたいと思います。

2006・09・30（土）

アオリ　おりません

予定どおり、５：３０起床。次男を観音寺まで配送。
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その後、Ｎマリーナ隣の港へ。８：００からアオリに挑戦。

一番西側の石積み波止でキャスティング開始。先端ではおじい

さんがキスを釣っています。その隣でひたすらやります。結

構、根懸かりがあります。

おじいさん「よく懸かるじゃろう。昨日も若いしがアオリを

やっていたが、２～３個取られよったで。」

小生「そうですか。それで、釣れてました？」

おじいさん「イヤー、全然アカンかったみたいよ。」

とういうような会話をしながら、約１時間。全く当たりなし。

おじいさんも「ほんなら、もう帰るわ」

おじいさんのいた最先端に場所を移動。これはよいポイントで

す。

ひたすら投げるも、当たりなし。エギを一つ失いました。１５

０円ので良かった！

これは場所が悪いに違いない、と思い、荘内半島方面へ。先

週、酔軍さんが釣ったＭ島近くの港へ車で移動。

悪いことは重なるもので、この頃から、持病のアレルギー性鼻
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炎が発症。クシャミと鼻水が止まりません。目もかゆくなって

きました。

移動後、再開するも当たりは全くなし。やはり陸からは釣れま

せんよ。それに、そもそも居るん？アオリ！

１時間くらいやって、いよいよ鼻炎がひどくなってきたため撤

収。

今日は、アオリの練習には行かなかったことにします。

ロッドなど購入

酔軍さんのアドバイスを参考に、いろいろ研究してきたロッ

ド、ついに購入。

シマノの幻風１５－２１０です。８６００円也。少し前に購入

した両軸のリール、ダイワPREED 150早技（５７１２円也）

をセットしました。リールのメタリックブルーとロッドのリー

ルを取り付ける位置の色が似ており、とても良い感じです。

それから、アオリのエギ２．５号も購入。これまでは、ピンク

やオレンジ系カラーの１５０円クラスでしたが、今回は１００

０円。色はグリーンにしました。なんと「ナマズ皮」を貼って

あるとのこと。それに、ヒレはイノシシの毛１００％の天然素

材。イカにそこまで判別できるか否かは疑問ですが、試してみ

ます。また、メガネにかける偏向サングラスも購入しました。
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これだけの投資、いつ回収できるのでしょうか？

カウンター７００更新

読者の皆さま、毎度ありがとうございます。

カウンターの上にマウスをもってくると、１週間のアクセス数

がグラフ表示されることは、先日書きましたが、これをみると

１日平均２０～３０アクセスいただいています。

お読みいただいている皆さまは、おそらく顔なじみの方と思い

ますが、飽きられぬよう継続していきたいと思います。今後と

もよろしくお願いいたします。

本日は、この記事を含めて３本アップしました。ご覧下さい。

明日は、なんとか天気は持ちそうです。初のイイダコ釣りに挑

戦する予定です。明日の記事はどんなものになるでしょうか？

コメント

ひろ

こんにちわ！ひろって言います。

あおりをやってるんですね。

僕も最近はあおりに遊んでもらってます。

僕の所はボウズはないですネ。いい時に当たれば50パイとか

釣れますよ。

僕のブログに写真があります。

さぬき日記

75



もし良ければ

見て下さい。

ブログは初めてなので、訳が判らず打ってます。やり方がおか

しければ教えてください。

~(=^‥^A アセアセ・・・

2006・10・01（日）

イイダコ　爆釣

天気予報は午後から雨、朝も時折雨がぱらつきましたが、決

行。

本日は酔軍さんのボートで、酔軍さんのとこの若いし２名、Ｋ

君とＴ君と４名でイイダコ初心者ツアーです。

９時出航、ポイントは酔軍さんの港からわずか５分。これは近

い！

ものすごい数のボートが出ています。イイダコのハイシーズン

です。１００艘近いのでは？

ヤンガー組は舟の前方、エルダー組は後方で釣ります。

竿を降ろすこと数秒、小生にヒット。イイダコです。ほとんど

入れ食い状態。どんどん釣れます。
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今日は昨日購入したロッドを初めて使っています。リールも新

しいＰＥラインの両軸。これが最高です。まるで自分の腕が

ロッドからラインにまでつながっていて、当たりが完璧に伝わ

ります。

開始後３時間、間断なく釣れます。しまいには、レジャーとい

うより「労働」に近い感覚です。

そうこうしていると、酔軍さんのボート仲間のitanさん登場。

ルイパパさん、コージさん達と一緒に、マゴチを釣った後、こ

ちらに来たそうです。

舟を連結して、テントの下で海上宴会。itanさんの酔い方、

スゴイですね。と言ったら、「いつもこうじゃ」とのこと。あ

やうく海上に転落しそうでしたよ。ビックリしました。今後と

もよろしくお願いいたします。

海上宴会を切り上げ、３０分程度、最後のイイダコ。相変わら

ず、連れまくり。

納竿後、酔軍さんの港に帰ってから、スミ袋取り。しかし、も

のすごい数です。取っても取っても終わりません。「誰がこん

なに釣ったんや！」

ネットにいれて海水でもみ洗い。ぬめりを取ります。これで帰

宅後、すぐに料理ができます。

さぬき日記

77



というように、本日、大満足の一日でありました。

 

 

 

 

2006・10・02（月）

イイダコ　追記

昨日のイイダコ、大変美味しくいただきました。

しかし、あれだけ釣れる釣りも珍しい。ホント何匹いるんで

しょう？

さて、今日のお昼、Ｙ君とエレベータで一緒に。
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Ｙ君「どうでした？釣り？」

小生「エッヘン！そりゃあ、もう、爆釣よ！いつもどおり」

Ｙ君「本当ですか・・・行けたら良かったのに・・・」

Ｙ君、次回、是非一緒に行きましょう。酔軍さんも「薄幸の

フィッシャーマンに合いの手を、もとい、愛の手を！」とおっ

しゃってますので。

でも、釣れすぎるのもなんですね。昨日も書きましたが、あと

終いには相当の忍耐が必要です。

昨日は、酔軍さんの手ほどきを受け、Ｋ君、Ｔ君、そして小生

でスミ抜きをしましたが、Ｔ君の手際の悪いこと。手はスミで

真っ黒ですが、作業は進みません。

Ｔ君「これは、もう水産加工工場ですね。中国に委託すべきで

す。」

酔軍さん「何言っとるんじゃ。そんなスピードでは使い物にな

らん。」

Ｔ君「取り方が理論的に把握できないので・・納得できないと

進まないんですよ」

小生「Ｙ本部系列は理屈っぽくていかんのう。」
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などなど、バカ言いながらのスミ抜きも悪くありません。一人

では辛い作業です。

コメント

ノリ

我が家（子供付き）も是非一度連れてってください。

2006・10・03（火）

カウンター８００更新

ご覧いただき、ありがとうございます。

ブログ開設後、３ヶ月目に突入しましたが、不思議と継続して

います。これも皆さまのお陰です。

今後ともよろしくお願いいたします。

エギの違い

イイダコ釣りで同行したＫ君は、ルアー名人。

当方のブログを紹介したところ、早速アドバイスをいただきま

した。

「アオリイカのエギングに使う「エギ」は値段の差は十分にあ

りますよ。安いエギと高いエギの一番違うところは，「沈下姿
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勢」と「沈下速度」です。アオリイカはしゃくっている時には

まず乗ってきません。しゃくった後のフォールで乗ってきま

す。このときの姿勢とスピードが，釣れる釣れないの境い目な

のです。」

「沈下姿勢」と「沈下速度」ですか・・・イカにそんな見分け

ができるとは・・・奥が深いですなあ。ホント。しかし、１０

００円のエギと１５０円のエギ、並べて見ても、そんなに差は

ないような気もするんだけど。

「あと，釣れない時でも信じて投げつづけることができます。

安いエギだとすぐエギの性にしてしまいますもので。（笑）」

これは、私でも理解できます。同感です！すぐ道具や人のせい

ににする悪い癖。改めましょう。

たとえ釣れなくても、信じて竿を出し続ける姿勢が重要です。

犬も歩けば棒に当たる、じゃなかった、とにかく釣りに行かな

いことのは釣れません。

コメント

酔軍

そのかわり高いエギ使って釣れないときは値段のせいにできな

いということ。

そういう場合は、「潮が悪いのお」と言いましょう。
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酔軍

より玄人っぽくきめたいなら

「最近、水温がもひとつ安定せんのよねえ」

というバージョンもあります。

Ｋ

Ｋ＠ルアー迷人です（笑）

「エギ」の違いは一緒にお風呂に入ればわかりますよ（笑）

淡水なのでスピードは？ですが「沈下角度」を比較してみてく

ださい。微妙に姿勢？角度？が違うと思いますよ。

で、安いエギでもラインの張り方で高いエギと同じ角度で

フォールさせれば・・・

「やっぱりウデが違うよねぇ～」と言えるかもしれません・・

・修行です（笑）

でも、僕は「迷人」なので「高いエギ」に頼った軟弱なエギン

グが大好きです（笑）

さぬき富士

コメントありがとうございました。

そうですか、エギと一緒に入浴ですか。イカになったつもり

で、今度、検証してみたいと思います。

釣れないときの言い訳

酔軍さんが、「釣れないときの言い訳」を２つもコメントして

下さいました。ありがとうございました。さすがですね～。

しかし、このテーマについては、是非、Ｙ君にコメントして欲

しいものです。（Ｙ君ゴメン）。
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2006・10・04（水）

飲み会

今日はＦさんのお誘いで始まり、酔軍さん、Ｓさんと４名で。

いつものＮで飲み会でした。これ以上文章が続きません。おや

すみなさい。

2006・10・05（木）

今週末の予定

今週末は３連休です。８日（日）にレンタルボート出艇予定。

今回は、当ブログに時々コメントしてくれているノリ君とその

お子さん、Ｙさんとの釣行です。

ノリ君親子は、ボート釣り初体験とのこと。新米船長のボート

に乗るとは、かなりのチャレンジャーです。

マリーナ近辺でキス釣りでスタートし、二人の様子を見てか

ら、タチウオかアオリのどちらかをやってみようと考えていま

す。

今日、ノリ君から、「晩ご飯はキスの天ぷらを奥さんにオー

ダーしている」とのメールを受け取りました。爆釣の妄想にか

られている今が一番幸せかもしれません。

さぬき日記

83



コメント

酔軍

日曜日は風が少し残るかも知れませんね。

船長さん、気をつけてください。

昨日は東京出張、ひどい天気でした。

今から結婚式です。

また昼間から酒が飲めるわ。

さぬき富士

明日の釣行は中止としました。釣行を楽しみにしている同乗者

の皆さんの気持ちを思うと断腸の想い（オーバー）ですが、船

長としては「安全第一」で決断しました。日頃、酔軍さんが

おっしゃられている事が身をもって理解できたような気がしま

す。

さて、こちらは、部下のＮ君のお父さんの不幸があり、明日・

明後日は通夜・告別式となりました。

2006・10・06（金）

カウンター９００更新

読者の皆さま、ありがとうございました。

最近は釣りの話ばかりなので、Ｙさんからは「釣りバカ日記」
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に名前を変えたら？と言われました。

2006・10・07（土）

釣行は中止

明日の釣行は、残念ながら強風のため中止としました。

ボート釣りデビューのノリ君親子は、仕掛けなどを用意して準

備万端とのことで誠に申し訳ないけれど、せっかくのデビュー

が辛い想い出になってもいけません。

同行予定のノリ君、Ｙさんと電話で協議して、「また、次回」

ということで合意いたしました。

コメント

ノリ

週末は、何かと気を使わせてしまい失礼しました。結局、日曜

は林田港に防波堤釣りに行ってきました。昼から行ったのです

が防波堤でも波は高く結果としてボートでの釣りを中止して正

解だったかと思います。釣果はたいしたことなかったのです

が、魚が釣れたことで子供は大喜びでした。

次回は、是非とも波の穏やかなときに爆釣を期待していますの

でよろしくお願いします。

さぬき富士

週末は残念でしたが、林田港でそんなに波があったのでした

ら、中止して正解でしたね。次回を楽しみに。ところで、何が
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釣れたん？

酔軍

船長の判断は正しかった。

日曜日は中止で正解でした。

知り合いの船も苦労したようです。

釣りは仕事でもなし・・のんびり、ゆったりと。

ノリ

サヨリ、アジそれと鯛の子供が各1匹釣れました。特にサヨリ

は岸壁付近を回遊しており釣りよりも網ですくったほうがよい

のではといった状況でした。（釣れないのでじれったかったの

ですが）ほかの方を見ると３０cm近いチヌを釣ってる人もい

ましたので結構いるのかもしれません。

2006・10・08（日）

船長用チェア

予定していた釣行は昨夜中止を決定しました。今日の天気は秋

晴れで清々しいですが、やはり時折風が吹きます。波は昨夜の

予報「１．５Ｍのち０．５Ｍ」が「１Ｍのち０．５Ｍ」に変

わっていました。微妙な所ですが、安全第一で行きたいと思い

ます。

さて、釣行を取りやめ、夕方まで暇になったため、レンタル

ボート操船時のイスを作成しました。
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といっても、写真にあるとおり、市販のアルミ脚立です。これ

は、酔軍さんに「レンタルボートの操船、ずっと立ちっぱなし

で疲れるんで、何か良いアイディアはありませんか？」と相談

したところ、アドバイスいただいたものです。そういえば、タ

チウオ釣りで一緒になったトビさんも脚立を使われていまし

た。

昨日、ホームセンターで高さ８０センチの脚立を１９８０円で

購入。天板も比較的広く、また、大変軽量なので気に入りまし

た。

今日は、その天板にクッションを取り付けました。普通の布製

のクッションをくくりつける方法も考えたのですが、海水に濡

れても良いように、また、少しでも嵩張らないようにと、レ

ジャー用マットを利用することにしました。

採寸してから切り取り、強力両面テープで張り付けました。小

生の体重に耐えられるよう、２枚重ねにしてみました。

早速座ってみると、大変良好です。これで、大漁に導くツール

がまた一つ揃ったことになります。次回の出艇が楽しみです。

なお、作業に没頭する小生の姿を、嫁さんがいぶかしそうな目

で見ていました。女には、なかなか理解できんわな、男のロマ

ンは。
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2006・10・09（月）

カウンター１０００更新

ついにカウンターが４桁になりました。

ご覧いただいている皆さま、ありがとうございます。最近は釣

りの話題ばかりですが、今後はもう少し幅を広げていきたいと

思います。

が、最近の関心はもっぱら釣りなので、どうなることやら。

コメント

ようかん

本日の一番をゲット。
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さぬき富士

朝５時３５分ですか・・・歳を取ると早起きになりますなあ、

お互い。ブログのアクセス解析では時間別アクセス数が確認で

きますが、４時台、５時台のアクセスも結構多いです。顔が浮

かびます。

2006・10・10（火）

焼肉グリル

昨夜は焼肉でした。

我が家の焼肉のパターンは２つ。

第１は、丸亀の国道１１号線沿いのＭへ行くもの。塩タン、

ユッケ、生レバー、カルビを食べ、ビビンバで仕上げ。もちろ

ん、生中も。

第２は、坂出の旧国道１１号線沿いの肉屋さんＹで上カルビを

購入して自宅で焼いて食べるパターン。ホント、ここの上カル

ビ、美味しいです。とろける感じ。

昨日は、パターン２の焼肉でしたが、今回、焼肉グリルを購入

してみました。これまでは、ホットプレートで焼いていたので

すが、上カルビの脂が出過ぎて、焼肉屋さんで焼く用にうまく

焼けないのが難点でした。
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今回購入したグリルは、鉄板の下の皿に水をいれ、焼肉の脂が

下に落ちるようになっています。岩谷のカセットコンロ専用な

ので、安定しています。１９８０円也。

確かに、ホットプレートで焼くのとは雲泥の違いでした。これ

はいいですわ。

昨日は、ユッケも１００グラム買ってきましたが、これもまず

まず。

パターン２はコストパフォーマンス高いですね。難点は、ビー

ルの飲み過ぎと焼肉のにおい。ファブリーズしましょう。

 

2006・10・11（水）

釣り　小物購入

先週の三連休は釣行中止となったため、暇に任せてインター

ネットショッピング。ショップは、いつものアマゾンです。

それにしても、アマゾンの「これを購入した方は、こちらも購

入しています」というガイド、巧みですねー。思わずワンク

リックしてしまいます。恐るべきアマゾン。

まずは、洋上での調理用ナイフ。「NORTH MAN(ノースマ
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ン) 太公望」、５７０円也。うろこ取り付き、ステンレス製。

釣りのカテゴリーでナイフで検索するとトップセラーで出てき

ました。安価なので多くは望めませんが、初心者には十分で

しょう。

ついで、ロッドを束ねる「オフト (OFT)  ストレッチコー

ド」、１９７円也。５個購入。

最後は、座布団「キャプテンスタッグ　シート」４２０円也。

４つに折り畳めてコンパクト。オレンジ色もなかなか良いで

す。ちょっと厚みが足りない感じですが、コンパクトさと安さ

で許します。

グッズは増えますが、釣果は増えるでしょうか？
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2006・10・12（木）

今週末の予定

先週末の３連休、強風のため釣行は中止しました。今週末は天

候も良さそうなため、出航を計画しました。

早速、先週同行予定のＹさんとノリ君にお誘いメール。ところ

が、二人とも既に予定が入っていました。残念！ゴルフなんか

してたら、いけませんよ、Ｙさん。男は釣りですよ、釣り。

さて、どうしたものか？と思案していたところに、酔軍さんか

らメール。

「今週末の潮、タイウオ爆釣間違いなし！レンタルボート予約

すべし」とのこと。

当方の思考を完璧に読んだメールです。返信して、結局一杯や

ることに。

つりキチのオーナーの飲み屋さんＮに連れて行っていただきま

した。しめ鯖が最高！釣りの話で盛り上がります。

ともかく週末には釣行、ということになりました。楽しみで

す。
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コメント

ノリ

今回は、お誘いにも関わらず参加できず失礼しました。

週末の釣行、爆釣レポート期待してます。

2006・10・13（金）

カウンター１１００更新

毎度ご覧いただき、ありがとうございます。

明日は釣行！天気予報、晴れマーク。波も０．５Ｍ。

今回はＹ君も一緒です。前回の台風明けの釣行、アジ釣りのリ

ベンジなるか！乞うご期待！

コメント

ようかん

本日も今日の１番！

さぬき富士

４時１３分とは！今、起きたの？それとも、これから寝るの？
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2006・10・14（土）

タチウオとイイダコ

酔軍さんのボートで出航。今日は、Ｙ君とＫさんが同行です。

Ｙ君とは何回か鳴門の筏でチヌ釣りをし、釣果として毎回鳴門

ワカメを持ち帰っていました。前回、酔軍さんのボートで釣行

したものの、台風明けのためか、釣果は今一歩でした。今回

は、大漁を保証できるイイダコという強い味方があります。今

日はたくさんお土産を持って帰れるはずです。

８時４０分、出航。天候も良く、風もほとんどありません。絶

好の釣り日和です。

まずは、タチウオを狙います。ポイントまで約４０分。ハイ

シーズンのため、すでにたくさんの舟が出ています。竿を出し

て１０分もしないうちに、Ｙ君に当たりが！グングン引いてい

ます。見事なタチウオをゲット！なんと２投目とのこと。幸先

良しです。

その後、竿を出すものの、なかなか釣果に結びつきません。電

動リールでやる酔軍さんも取り込む寸前でバラすなど、イライ

ラが続きます。小生も１度当たりがあっただけで、空しさがつ

のります。そうこうしているうちに、小生の竿に当たりが！こ

れは絶対タチです。思い切りあわせたところ、竿が大きくしな

り、同時にバキッという音とともにリールがストップ。ＰＥラ

インがもつれています。酔軍さん、「穂先が折れとるで」。
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ガーン！購入したばかりの、私の幻風が・・・

ショックを受けた小生に、「竿折っていきながら、うまくなる

んや」「穂先なら３００円で修理できる。私は１万８千円の

竿、クリートに引っかけて折って、修理代１万円やった。」と

慰めてくれます。

ラインの絡み、すぐに解消できそうもなく、酔軍さんにロッド

を借り、再スタート。あきまへん。

その後、１１時頃、再びＹ君がヒット！今日はＹ君の日です。

１２時になり、周囲の船も当たりが無くなりました。アオリを

狙いに移動。

今日は１０００円のエギでやります。人生金や！金でほとんど

のモノは買えるでー！と、これまで１５０円のエギで全く釣れ

なかった小生、投げ続けます。

ところが、全く当たりなし。影も形もありません。その上、思

い切りキャスティングしたところ、なんとエギだけが飛んでい

きました。１０００円のエギが・・・今日は全くついていませ

ん。一体どうしたんやろ。

結局、１時間近くやっても全然当たりがなく、撤収。

再びタチのポイントです。再開後１０分ぐらいで、小生に当た
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り！やりました。釣り上げたところ、身幅は指２本程度の小振

りのタチ。太刀というより小刀です。まあ、釣れないより良し

とします。

結局、その後当たりが無く、イイダコ釣りに変更。これは、安

心。良く釣れますわ、ホント。４名・３０分で１００匹近くを

釣りました。

港に帰って、スミ抜き。初めてのＹ君、手際が悪いこと。前回

のイイダコ釣りのＴ君と良い勝負です。酔軍さんと小生曰く、

「やっぱ、Ｙ本部系はスミ抜きには向いとらんな」。

１日、アッという間に過ぎました。次回は爆釣じゃ！
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2006・10・15（日）

秋のデザイン

１０月に入り、めっきり秋めいてきました。何をしても清々し

い気分になれる季節ですね。

ということで、当ブログのデザインも「落ち葉」をあしらった

ものに変更しました。

ブログ開設が８月でしたので涼しげなデザインでスタートした

のですが、季節とちょっとアンマッチと思っていました。デザ

インは変わっても、中味はなかなか変わらないと思いますが、

今後ともよろしくお願いいたします。

昨日、穂先を折った我が「幻風」、今朝、早速坂出のＴで修理

してきました。税込みで３１５円也。

からまったリールのＰＥラインも引き出して、どうにもならな

い部分をカットして、電車結び。
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次回、リベンジの体制が整いました。

2006・10・16（月）

カウンター１２００更新

ご覧いただき、ありがとうございます。

昨日から、持病の腰痛が出て、ちょっと辛いです。季節の変わ

り目に痛くなるのです。会社を少し早めに出て、行きつけの接

骨院に行って来ました。

今日は、風呂から出て、アイシングしてから寝ます。久々にお

酒抜きの夜です。ボート倶楽部でも読もうかな。

2006・10・17（火）

明日はブログ更新はお休み

当ブログのサービスを行っている「ココログ」が、メンテナン

スのため、 10 月 17 日（火） 16:00 ～ 10 月 19 日（木）

16:00の約48時間、更新出来ません。

従って、当ブログも更新はお休みです。

なお、メンテナンス中も、閲覧は可能とのことです。
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2006・10・18（水）

フグ釣りに初挑戦

本日は有給休暇を取得。同様に有給休暇を取った酔軍さんと釣

行です。最高ですな、平日の釣行。天気も良く、波も全くあり

ません。

今日はフグ釣りに初挑戦。８：３０出航、９時すぎにポイント

着。酔軍さんのマリーナ仲間、Ｔさんがすでにいます。フグ釣

りフリークだそうです。

まず、近辺を流し釣りしますが、まったく当たりなし。結局、

Ｔさん艇のところに戻りました。

酔軍さん：「どんなん？釣れてます？」

Ｔさん：さりげなく、「２０ぐらいやで」

酔軍さん・小生：「エー！ほんとな！流し釣りしとる場合じゃ

なかった」

ということで、早速、アンカリング。新品のアンカー、ピカピ

カで格好いいです。組み立て式で、インターネットで購入され

たとか。

竿を出しますが、結構潮の流れが早く、底が取りにくいです。

１２号を１５号に変え、さらに１２号＋１５号の連チャンでや
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ります。

目の前のＴさん、チヌ釣りの柔らかい竿で、どんどん釣りま

す。フグの天敵のようです。あわせのうまいこと！酔軍さん

は、ロッドから手釣りに変更。こちらも、どんどん釣ります。

それに引き替え、小生は全くいけません。当たりはあるもの

の、合わせのタイミングがつかめず、餌だけが空しくなくなり

ます。「クソー！フグの野郎、なめんなよ」と、めげずに竿を

だすものの、１時間近く、空振りが続きます。

酔軍さん：「よくラインをみて、当たりの位置を覚えるん

じゃ。当たりがきたら、少しづつラインを送って、合わせるん

じゃ」

そうか。そういわれてラインをみると、１５Ｍのあたりで必ず

１発目の当たりが。少しずつラインを出します。こんな時、ダ

イワのリールの棚クラッチは超便利。１５㎝ぐらいずつ送りま

す。２～３回、送った時、もう一度当たりが。「エイ！」と合

わせると、竿がググッときました！オー、やりました。釣れま

した。

その後、このパターンを繰り返し、釣果を増やすことに成功。

満足、満足。

Ｔさん：「最初、あんたを見取ったら、どんなんなるかと心配

しおったんだが、良かったのう」
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ありがとうございます。

しかし、フグ釣りは最高に面白いです。フグとの駆け引きがた

まりませんわ。ホント。

本日は、最高の休暇となりました。

 

 

 

 

コメント

ようかん

河豚は釣れても食べられるの？
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坂東三津五郎のようになるのでは？

酔軍

なんだか腰が痛くて・・・。

ギクッときた覚えがないので

おそらくフグのアワセがオーバーアクションだったのでしょ

う。

もしくはアンカーが重すぎたのかも・・。

明日はおとなしく温泉にでもつかって休養します。

さぬき富士

腰痛が感染したのでしょうか？先日は負担をおかけてして、申

し訳ございません。小生の腰痛も一進一退です。明日は子供の

野球配送のあと、接骨院に通院。その後庭の掃除などをしなが

ら、おとなしく過ごす予定です。２８日（土）はＹさんとレン

タルボートでタチとアオリをやることになりそうです。

2006・10・19（木）

釣りキチたち

火曜日の朝、通勤電車でＦさんと一緒になりました。

小生：「土曜日、鳴門に行かれたんでしょ？どうでした？」

Ｆさん：「それが、うねりがひどくて・・・ガシラのポイント

に行けなくて、結局、タチを数匹とベラを多数。それでは帰れ

んので、養殖の鯛を調達したわ」
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小生：「そうですか、残念でしたね。こっちは、酔軍さんの船

でタチとイイダコでした。前にご一緒したＹ君が竿頭でしたよ

！喜んでましたわ。あと、坂出のＫさんも一緒でした」

Ｆさん：「Ｋさん？あれ、下手やろ？半分、いや１／４はバラ

シとるやろ」

小生：「口が悪いですね。そんなこと無かったですよ。Ｙ君以

外、タチは釣れんかったですけど・・」

Ｆさん：「いいんやて、同い年なんや」

そうか、酔軍さん、Ｆさん、Ｋさん、同い年か。そろいも揃っ

て、釣りキチやなあ。

そのＫさんが、本日、小生の職場のデスクの前に！ビックリで

す。

今日は、紺のスーツに、白のワイシャツで、完璧なビジネスマ

ンです。（当たり前か）

ひとしきり、釣りの話題、それから小生のこのブログの話など

で盛り上がりました。

上述のＦさんの話をしたら、

Ｋさん：「攻撃じゃなく、口撃ですわ。それから、バラシじゃ
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ないですよ、小さいんでリリースしてるだけですよ。」

一度、Ｆさん、Ｋさんとご一緒したいものです。楽しみや

なー、口撃合戦。

コメント

ハードなひろし

小さい魚のリリース（バラシ）はＦさんの頻繁なる口癖です。

春先にも耳にイイダコ？ができるほど聞きました（笑）

確かに今回、久しぶりの釣行と初めての太刀魚戦と老眼？で仕

掛け２本角に

透明ビニールがついてるのにきずかず○匹リリース。（数々の

言い訳：笑）

次回は漁師の孫・・・天性の勘で本領発揮です！同行楽しみに

しています。

我がチビッコチームのＨＰです。

さぬき富士

ハードなひろしさん、コメントありがとうございました。今朝

もＦさんと会い、釣りの話をしながら出勤しました。一緒に釣

行できることを楽しみにしています。

2006・10・20（金）

フグを食す

ようかんさんから「釣ったフグは食べるの？」とのコメントを
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いただきました。

当然、食べます。

と偉そうに書きましたが、食べるのは今回が初めてです。

納竿のあと、港に帰って、酔軍さんにさばき方を教えてもらい

ます。結構簡単です。皮と内臓をきれいに取ります。美味しそ

うに見える肝に毒があるそうです。

帰宅後、１匹を刺身に、４匹を塩焼きにしました。

フグの毒は１５分で回るとのこと。３０分たって無事なら大丈

夫だそうです。

ということで、時計を見ながら、まず刺身を。ドキドキです。

ポン酢につけて口にいれると、コリコリとした食感、あっさり

とした味が広がります。美味！あっいう間にたいらげました。

ついで塩焼き。これも美味！どんどん食べます。

気がつけば３０分が過ぎていました。現在まで、無事に生きて

おります。
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コメント

ようかん

なるほど。時々、河豚中毒での死亡記事が新聞に載ってます

が、こうゆう風な背景があるのですね。是非、キモにも挑戦し

てみてください。

自分で食べる分には免許はいらないの？

さぬき富士

自分で食べる分については、「自己責任」ですね。これは。

カウンター１３００更新

毎度ご覧いただきありがとうございます。コメントいただいて

いる皆さん、感謝です。

今後ともよろしくお願いいたします。

2006・10・21（土）

携帯電話　機種変更

携帯電話、機種変更しました。

シャープのＳＨ７０２iSです。製品カタログはこちら。ＦＯ

ＭＡの端末です。

もうすぐ開始される「番号持ち運び制度」を利用して、他の会

社への乗り換えも検討したのですが、やはり、長期割引はリ
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セットされるし、家族割引も使えないため、ドコモを継続する

ことにしました。

これまでは、ＭＯＶＡのシャープ端末を利用していました。カ

メラが２００万画素であるのが魅力で購入したのですが、結

局、カメラ自体の性能は専用デジカメと比べものにならず、ほ

とんど利用しませんでした。ただ、電話とメールなどの機能は

大変使い勝手が良く、また、さすがシャープ、液晶はとてもき

れいで、気に入っていました。マニュアルなしで使える携帯は

初めてで、次もシャープにしようと考えていました。ただ、難

点は端末の厚み、もう少しスリムであれば、と思っていまし

た。

今朝の新聞チラシで、シャープのＳＨ７０２iSが機種変更で

１０５０円と出ており、思い立ったが吉日、速攻で購入とあい

なりました。

オレンジ、ホワイト、ブルーの３色があり、ブルーを選択。中

央にシルバーのラインがあり、スタイリッシュです。厚さも２

１ミリ、良いです。オプションのパケ放題は不要なので、これ

をはずすと３９００円になり、別売りのＡＣアダプタと卓上ホ

ルダをつけ、約５４００円。ポイントを利用して、結局端末は

無料で入手できました。

ここまでは、問題なく進んだのですが、店員の女の子が、「Ｆ

ＯＭＡのエリア、ＭＯＶＡに比べて狭いのですが、海や山に良

く行かれますか？」
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行く、行く！海には釣りに、山にはスキーに、行きまっせ！！

早速、エリアの地図をみせてもらいます。塩飽諸島近辺の海域

がカバーされていません。これはいけません。すると、「デュ

アルネットワークサービスを付加すれば、ＭＯＶＡも引き続き

利用できますが」とのこと。３１０円／月。「付けてくださ

い」

ということで、海と山に行く際には、これまでの端末を継続す

ることにしました。まあ、あと１～２年もすればエリアも広が

るでしょう。

それよりも、面白かったのが、対応してくれた店員の女の子、

釣りをするとのこと。最近は仁尾や観音寺でアオリをやってい

るそうです。釣具屋は坂出のＴを利用しているとのこと。若い

女の子が釣りをしているのは、ほとんどお目にかかったことが

ないので、ビックリしました。きっと、彼氏が釣りキチなので

しょう。

アオリの釣果については、あえて尋ねていません。波止から釣

れていたら癪じゃないですか。ボートでの釣行を強く推奨して

帰宅。

コメント

ようかん

昨日の毎日新聞に英国の文学者サミュエルソン・ジョンソンの
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言葉「釣竿は一方に釣り針を、他方にはばか者をつけた棒であ

る」が載ってました。ご紹介まで。

2006・10・22（日）

手釣り道具

６時起床。腰痛の方はやや持ち直してきた感じ。昨日の接骨院

通院のおかげか？

ところが、パジャマからＴシャツに着替えるとき、背中にギ

クッとした痛みが。身体全体が堅くなっているせいでしょうか

？着替えるだけで筋を違えたようです。痛み止めを飲んでか

ら、三男を野球練習に配送。帰宅後、アイシングして湿布。ボ

ロボロ状態です。休養を取れ、ということでしょうか。

１０時半、背中の痛みも小康状態になってきたので、丸亀の釣

具屋Ｂへ。先日、バーゲンのダイレクトメールがきたので、覗

いてみました。さすが、セールだけあって、たくさんの客が来

ています。（全然、休養してませんね。）

防寒着が５０％オフ、ということで見てみると、サイズがあり

ません。たくさんおいてありますが、やはり、ダイワかシマノ

のウェアがよさそうです。ゴアテックスのものが、値は張りま

すが、軽くて暖かそう。インターネットで買おうかな？

帰宅後、先日のフグ釣りの帰りに購入した「手釣り道具」を作
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成。作成といっても、木枠にラインを巻くだけです。

フグ釣りで、当初潮の流れが速く、あたりがわかりにくかった

際、酔軍さんが手釣りでどんどんあげていました。竿を介すよ

り、手釣りの方がダイレクトに当たりが伝わり、繊細なコント

ロールが出きるそうです。フグだけでなく、タコやキスも手釣

りで釣れるそうです。

酔軍さん：「船長たるもの、手釣り道具の１つ２つは必携。何

より、玄人っぽく見える。」

フムフム。確かに１つ持っていても良さそう、とのことで早

速、釣りの帰りに購入していました。

酔軍さん：「しかし、実戦ではトラブルことがある。巻き上げ

たラインが絡まってしまうんや。私のは、もとの半分ぐらいし

か長さがないかもしれん。」

なるほど、甲板に落としていくだけだから、強い風でも吹け

ば、いっかんの終わりだろうな。

そんな言葉を思い出しつつ、木枠に糸を巻いて行きます。半分

まではノートラブル。ところが。その後、何度も絡まります。

イライラがつのり、ハサミでカット。糸をほぐして、電車結

び。これを２～３回繰り返し、やっと完成しました。

実戦に入る前に、こんな状態では先が思いやられますが、利用
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する日が楽しみです。

それにしても、ラインを結ぶとき、老眼は辛い。ホント。

 

コメント

酔軍

使う前からもつれましたか・・・。

新品を袋からだして枠にまくのは結構難しいのよ。

誰かに糸をもってもらうと簡単やったのにねえ。言い忘れてま

したわ。

実戦では使う前に海水で濡らすこと。乾いているともつれやす

くなります。

カウンター１４００更新

ご覧いただきありがとうございます。

アクセス数が最近伸びており、先週１週間と比較して１２０％

強となっています。やはり、釣行レポートにはアクセスが多い

ようです。カテゴリーも、これまで「釣り」にひとまとめにし

ていましたが、釣行レポートはカテゴリー：「２００６釣行

記」に独立させましたので、画面左サイドのカテゴリーで選択
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していただくと一覧できるようになっております。

当ブログをご覧いただいている皆さんは、ほとんどが顔なじみ

の方と思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。爆釣

レポートが多くなるよう応援（？）お願いいたします。

コメント

ひろ

前に1回だけ書き込みした　ひろって言います。いつも楽しく

見ています。

ブログを続けるのって大変ですよね-。

釣行以外のネタってキビシくないですか？

それと僕も老眼が・・・・・。(;゜_・・゜)ウウッヤベエ・

・・

さぬき富士

ひろさん、コメントありがとうございました。前回は、ひろさ

んのブログのＵＲＬが未記入だったため、拝見できませんでし

たが、本日楽しく読ませていただきました。

かなりのベテラン釣りキチとお見受けいたします。小生は駆け

出し船長ですが、今後ともよろしくお願いいたします。

ひろ

ペコm(_ _;m)三(m;_ _)mペコ

いえいえ　こちらこそ　ヾ( , , *ヾ)ヨロシクオ願イシマス...

ベテラン釣りキチの件ですが、違います。

だだ仕事のストレスをフリ－マン（僕のロッド）にぶつけるだ

けです。
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そして時々さかな達が遊んでくれるだけ・・・・・・・・。

なんてネ　(^_-)---☆Wink

2006・10・23（月）

フグ釣りの餌

前回の「手釣り道具」に引き続き、船長の心得のお話し。

酔軍さん：「フグ釣りの餌は、地エビが最適。ところが、地エ

ビはいつでも手にはいるとは限らない。従って、船長は、いつ

出漁になっても困ることのないよう、地エビを常備しておかね

ばならない。」

小生：「ほー。どこで手に入れるんですか？」

酔軍さん：「スーパーじゃ。暇なときには、スーパーを巡回

し、地エビを購入する。私は、昼休みに巡回しとる。」

小生：「ムムッ。昼休みですか！そこまで、やる？」

酔軍さん：「すべては、釣りのためじゃ。購入する地エビは、

大きすぎると駄目。小さめがベスト。この前、駅前のＥに行っ

たら、山盛りで置いてあった。客が自由に選べるようになって

いたので、小さいのばかりを選んでいたら、店員に不思議がら

れたわ。」
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小生：「そりゃ、そうでしょう。まさか、スーパーでフグの餌

を買っているとは、誰も思わんでしょう。」

酔軍さん：「そんなことはない。この前、そのスーパーで、同

じように小さいのばかり選んでいた奴をみかけた。きっと、フ

グの餌を買っていたに違いない。」

小生：「そうですか。まあ、それはいいとして、どのくらいス

トックするんですか？」

酔軍さん：「少なくとも、釣行５回分はマストだろうな。タッ

パーにいれて冷凍しておく。なお、水に浸した状態で冷凍する

こと。そうしないと、乾燥してしまう。冷凍といえば、クー

ラーボックスにいれる氷。これはペットボトルに水を入れて凍

らしておく。これがベスト。私は、出漁のたびに、そのペット

ボトルを取り出し、次のペットボトルを冷凍しとる。全てがシ

ステマティックになっとる。すべては、釣りのためじゃ。」

小生：「ペットボトルの氷、これは私もやってます。でも、

ペットボトルは２リットルのやつでしょ？嵩張りません？その

上、エビのタッパーを５つも冷凍庫に入れたら、嫁さんに怒ら

れますよ。」

酔軍さん：「ウチも自宅の冷蔵庫には入れとらん。実家の冷蔵

庫は空いているので、そこに入れとる。」

前回のフグ釣行でも、酔軍さんが昨年冷凍していたものを一部
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利用させていただきました。確かに人間が食べても充分美味し

そうに見えました。

＜すべては、釣りのために＞・・・ヤンマーのコピー。釣りキ

チにしか通用しないコピーですが、いいですね、これ。

 

2006・10・24（火）

腰痛に加えて背中も

腰痛は大分良くなったのですが、先週の日曜日に痛めた背中の

痛みがひきません。

おまけに、痛み止めの薬のせいか、胃の調子も悪く、口内炎ま

で出来てしましました。

さすがに、お酒も欲しくありません。

今日は、少し早めに仕事を切り上げて、行きつけの接骨院に。

施術してもらうと大分違いますが、完治には時間がかかりそ

う。

今週末の釣行までに治さないと。
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2006・10・25（水）

カウンター１５００更新

毎度ご覧いただきありがとうございます。

アマゾンで購入したミニＳＤカードが、昨夜届きました。携帯

電話用です。１ＧＢで３１９０円也。安くなったものです。

早速、パソコンからＭＰ３ミュージックを取り込み、再生して

みました。音質はマズマズですが、プレイヤーの使い勝手はイ

マイチ。iPOD miniに比べて、取り込みソフト、本体のプレ

イヤーのレベルは、かなり差があると思います。でも、携帯で

ここまでできるのは感動的ですね。

今週も折り返し地点まで来ました。腰痛と背中の痛み、大分回

復してきました。週末の釣行までには、なんとかなりそうで

す。禁酒、継続中です。

2006・10・26（木）

釣りキチの飲み会

酔軍さんと飲み会。釣りキチオーナーのお店Ｎへ。

店に入ると、カウンターに酔軍さんの釣り仲間Ｔさんが。

「初めまして」と挨拶したあとは、一気にＴさんのテンポで飲

み会が盛り上がります。
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初対面の方でも、釣りの話は何故か通じ合いますね、不思議

と。

マスターがＫさんの釣行レポートを見せてくれました。Ｋさん

の特派員報告、オモロイわー。レポートにバラシのＫさんも出

てましたよ。Ｆさんとの掛け合いの話でも盛り上がりました。

Ｔさんにはビールをごちそうになったうえ、帰りは奥さんの車

で自宅まで送っていただきました。大変恐縮です。

次回は是非、釣行をご一緒したいと思います。

2006・10・27（金）

明日は釣行

明日の天気は晴れのち曇り、波は０．５Ｍ、釣行決行です！レ

ンタルボートを予約しました。

タチウオとアオリを狙います。

同行はＹさん。前回のレンタルボート出航では、ともにアオリ

惨敗でした。

今回は、「タチウオとイイダコ狙いでいきませんか？」とお誘

いしたのですが、「タチウオはＯＫだが、アオリをリベンジし

ない？」と返事が返ってきました。
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「なんとまあ、無謀な！」とは思いましたが、気持ちは分から

なくもありません。どんな結果になるか、楽しみです。

2006・10・28（土）

タチウオ

レンタルボートでの出航、３回目です。

今日はＹさんと２人で、タチウオとアオリを狙います。

メインターゲットのタチウオについては異論は無かったのです

が、船長としては万一（というか千一というか十一）タチウオ

が釣れなかった場合のことを考慮し、当初Ｙさんには「タチと

イイダコで、どう？」と打診しておりました。タチが駄目で

も、イイダコが釣れないことはまずないでしょうから。保険の

意味合いです。また、イイダコは美味しいですしね。

ところが、Ｙさん曰く「アオリをリベンジしよう」とのこと。

前回の同行時、アオリを狙いましたが、酔軍さんだけが３ハイ

釣ったのみで、Ｙさん・小生とも惨敗でありました。ただ、前

回は結構アオリの姿が見え、もう一歩のところまで近づいてき

ておりましたので、Ｙさんが「今度は釣れる」と思うのもうな

づけます。また、酔軍さんにいただいたアオリを刺身で食し、

その旨さをもう一度！と思う気持ちも理解できます。

ただ、その後、ボートから１回、陸から３回、アオリにトライ

している小生としては（釣果は聞かんとって）、今回の「アオ
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リ　リベンジ計画」は、ほぼ勝算のないものと感じられまし

た。「無謀」、「身の程知らず」というった言葉が、頭をかす

めます。

そのため、マリーナに行く前に、「タチが駄目だった場合のこ

とを考えて、一応、Ｏ浜でキスもやりましょう。」と提案、結

局、タチ、キス、アオリ狙いの釣行となりました。

天気良し、波なし、の最高のコンディションのもと、９：１０

マリーナ出航。

まず、タチのポイントＭまで直行します。２３フィートのレン

タルボート、１１５馬力４スト、快調です。キャプテンシート

は、今回から持参した、脚立（天板に座席用クッション加工済

み）です。快調、快調。フルスロットルで飛ばし、９：３０ポ

イント着。

すでに多くの船が出ていますが、前回、前々回と比べてみる

と、少ない気がします。マリーナのスタッフも、「少し釣れな

くなってきた」と言っており、いやな予感がします。

まず、酔軍さんと釣行した時の場所で竿を出します。その時

は、ここに多くの船が集まっていたのですが、今日は閑散とし

ています。当たりなし。

場所を移動します。ただ、密集した場所はなく、ところどこ

ろ、少しずつ船の集団が見えます。野生の勘を信じ、灯台の西
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側で挑戦。５０Ｍから４２Ｍ位の水深です。

小生はもっぱら操船に専念、Ｙさんが竿を出します。すると、

「お！来た！」とのこと。移動後、一投目です。リールを巻い

て来ると、「あれ？なんか軽くなったけど。」。「巻くの止め

たらいけません。それ来てますよ。タチが上に上がってきてる

だけです。」と小生。「ホント？」と言っているうちに、今度

はどんどん引きが強くなってきます。「おー！スゴイよ、こ

れ」とＹさん。ついに釣り上げました！指４本、１Ｍ超の立派

なタチです。二人で、歓声をあげて大喜びです。開始１５分、

幸先良し！まずはお土産確保、船長の気持ちもグッと楽になり

ました。

そのポイントで、流し釣りを繰り返します。３回目で、またＹ

さんにヒット！これまた、立派なタチです。Ｙさん、完璧にマ

スターした様子。

操船にも大分慣れてきた小生、Ｙさんも釣れたので、竿を出し

ます。３投目でヒット！爆釣の予感に変わってきました。

１１：１０頃までに、Ｙさん、小生とも、３匹ずつタチをゲッ

ト。Ｙさん、気持ちが大きくなったのか、ビールを飲みなが

ら、「いやー、タチは釣り上げるのに疲れるねー。筋肉痛

や。」などと、のたまっております。

ところが、その後、全く当たりが無くなりました。潮目が変

わったのでしょうか？
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１１：４０、腹が減っては戦はできぬ、と昼食のおにぎりを食

べ始めると、携帯がなります。酔軍さんです。Ｆさん、Ｋさん

と３人でフグをやっているはず。

「どんなん？釣れよる？」「爆釣ですよ！」「エッ、ほんと？」

「いや、爆釣は冗談ですが、二人とも３匹ずつ釣りました」

「それ、上出来よ！」

新米船長の様子、心配だったのでしょう。気遣い、ありがとう

ございます。

酔軍さんたちも、フグ好調とのこと。お互い、頑張りましょ

う、ということで電話を切ります。

しかし、その後はＹさんが４匹目を上げたあと、完璧に当たり

が無くなりました。何回かポイントを変え（船の集まっている

ところに行くだけですが）、竿を出しますが駄目。周囲も当た

りがありません。

１４：００、タチを諦め、Ｏ浜に移動。キスを狙います。タチ

が釣れたので、お土産の心配は無くなりましたが、購入したゴ

カイ３００円分だけ、やろうということに。２０㎝のキス、ベ

ラ、グチなど数匹の釣果。

１５：００、いよいよアオリに向かいます。ポイントはＴ島。

しかし、全く船は出ていません。島の北側のポイントをまんべ

んなく回りますが、全くあたりなし。島の西側まで回りました
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が、アオリの影も形もありません。やはり、小生の予感的中。

さすがのＹさんも、「こりゃアカン」と撤収、納竿といたしま

した。

帰宅後、タチをさばいて、１匹は塩焼き、もう１匹は刺身にし

ました。今回も自ら包丁を握りましたが、だいぶ様になってき

た感じ。大変美味しくいただきました。ビールも進み、気がつ

いたら爆睡していました。

レンタルボート船長、３回目。Ｙさんも大満足してくれて、充

実した釣行でした。
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コメント

酔軍

アオリ残念でしたね。

タチウオ、それだけ釣れば上出来です。
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2006・10・29（日）

カウンター１６００更新

毎度ご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、おとなしく家事手伝いです。子供の野球配送から始ま

り、庭木の剪定やら、掃除やら。

夕方は２週間ぶりのジム。今日はストレッチのみ。腰痛と背中

の痛みを再発させないようにと、ゆっくりやります。サウナに

入って帰宅。

コメント

ようかん

私も腰痛のケがありましたが、寝るときに低反発ウレタン

フォームマットレスを使用すると直りました。是非お勧めしま

す。値段は様々ですが、通販で買った（ニッセンだったかな）

そんなに高くないのを使ってます。十分です。

2006・10・30（月）

スキー計画

昨年のスキーは、長男が高校受験だったこともあり、４回しか

行けず、それも、すべてが日帰りという味気ないものでした。

（１日だけ、北海道への出張の機会を活かして一人でキロロを
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滑り、これは最高でしたが・・・）

今年は子供の受験もないため、宿泊をともなう遠征を計画して

おります。

ただ、子供３名とも野球をしているため、その練習と重ならな

いよう日程調整が必要で、そうなると、年末年始ぐらいしか長

期遠征は望めないだろうと考えていました。

まあ、通常であれば、１２月２９日～１月３日は休みになるだ

ろう、そうであれば、北陸方面まで足を延ばして・・・と。小

生の頭の中では、ほぼプランが出来上がりつつありました。

ところが・・・

先週末、長男が１月までの練習予定表をもらってきました。１

２月は３０日まで練習、１月は３日から練習が始まります。こ

れでは、最長でも、１２月３１日～１月２日の２泊３日止まり

です。とても遠征できる日程ではありません。

といった事情で、結局、鳥取の大山方面に変更。

宿泊してまで行くような距離ではないのですが、年末年始の休

養を兼ねて、リゾートホテルを予約しました。スキーで満足で

きない分は、温泉と料理とお酒でカバーしようと思います。

あとは、雪が降ることだけを祈るばかりです。
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コメント

sakura

はじめまして。

いつも楽しく拝見させて頂いております。

私もお家事情で今期は遠出できず、サイオトになってしまいま

した…

お互い近場になってしまいましたが、良いシーズンをエンジョ

イしましょう！

sakura

ＴＢのブログタイトル間違えました(m_m)

原板は修正したのですが、TB跡に残ってしまいました。

ごめんなさい

2006・10・31（火）

カウンター１７００更新

ご覧いただき、ありがとうございます。

最近は、１日平均　約３０アクセスいただいています。

顔見知りの方だけにご覧いただいているかと思っていました

が、最近はそれ以外の方からもコメントをいただけるようにな

り、正直、驚いています。インターネットって、スゴイですよ

ね！
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凡人が、趣味にまかせて書くブログですが、同様な環境・趣味

をお持ちの方も結構いらっしゃるのかな、と推測しています。

お気軽にコメントいただけると幸いです。

ところで、週末は３連休。そろそろ、計画しないといかんな

あ、釣行。１０月は毎週、釣行でき、満足しています。11月

もそのペースを継続したいのですが、子供の野球大会もあり、

ちょっと不透明です。何を釣ろうかな？

2006・11・01（水）

１１月になりました

暑さもめっきり影をひそめ、秋モードになってきました。今日

から１１月です。

夕方、Ｆさんから電話。いつもの駅前のＮでの飲み会。もちろ

ん、即ＯＫの返事をして１７：４０には退社。

メンバーはＦさん＆酔軍さん。先週の釣行・釣果を自慢しあい

ます。ホント、タチが釣れて良かったです。

釣りの話題は尽きることなく、いつの間にか２０時を過ぎてい

ます。坂出のＫさんとの口撃の詳細も教えていただきました。

いつか、Ｆさん、Ｋさんとのバトルの釣行に同行したいもので

す。
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コメント

ようかん

昨日から上着を着て通勤していますが（それまではロッカーに

置きっ放し）、上着どころかコートを着ている人もいてびっく

り。駅までの通勤路は小学校の通学路と重なっていますが、半

そで半ズボンの子もいます。昔は１１月はもっと寒かったよう

な。

2006・11・02（木）

３連休の予定

明日から３連休。天気は良さそう。

レンタルボートの空き状況を確認したところ、いつも利用して

いる２３フィートのボートは３日が予約済みでした。（超珍し

い）

４日（土）に単独釣行しようかな、と考えています。

2006・11・03（金）

カウンター１８００更新

ご覧いただきありがとうございます。

当ブログはニフティのココログを利用しています。アクセス解
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析することができるのですが、先週からその機能が大幅に強化

されました。

アクセス数は、閲覧者数とページビュー数を分けて見ることが

できるようになり、また、生ログも表示できるので、どのプロ

バイダー経由で閲覧されているかなども分かります。

当ブログをご覧いただいている方は、ほとんどが顔見知りの方

と思っておりましたが、生ログを見てみると、それ以外の方も

かなり来訪されており、正直ビックリしました。

一番、面白かったのが、グーグルやヤフーなどの検索サイトか

ら、どのようなワードで検索し、当ブログを参照されたかを分

析する機能です。

この１ヶ月のベスト１０を紹介します。結構面白いでしょ。こ

の時期はイイダコ、人気があるのですね。

検索ワード 　　　　件数　　　　割合

1 イイダコ  　　　　52件 　　　16.8%

2 アオリイカ  　　　24件 　　　7.8%

3 広島県民の森  22件 　　　7.1%

4 エギ  　　　　　　18件　　　 5.8%

5 釣り  　　　　　　17件 　　　5.5%

6 フグ釣り  　　　　16件 　　　5.2%

7 エギング  　　　　13件 　　　4.2%

7 山田屋  　　　　　13件 　　　4.2%
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9 イイダコ釣り  　　12件 　　　3.9%

10 うどん  　　　　　　9件 　　　2.9%

10 タチウオ  　　　　9件 　　　2.9%

2006・11・04（土）

タチウオ　爆釣

本日はレンタルボートで釣行予定でしたが、昨日、酔軍さんが

「Ｔ港でタチウオが入れ食い」という情報を入手され、急遽、

酔軍さんのボート（ＦＷ２３）で出航。Ｆさんも一緒です。

ポイントはマリーナの目の前。水深は１５～２０Ｍ。ホントに

こんなところで釣れるん？といったところです。

開始後、すぐに小生にアタリが。タチの引きとは違います。な

んと甲イカ。アオリイカには見放されていますが、甲イカとは

相性がいいのでしょうか？

しばらくして、今度はタチのアタリ。指４本の大物です。幸先

良し。

Ｆさんと小生は餌釣りですが、酔軍さんはジグ。

その酔軍さんに大きなアタリ。なんとスズキ。７０センチはあ

ろうかという大物です。ところが、今回生け簀用の小さなタモ

しか積んでおらず、取り込めません。そうこうしているうち

に、バシャとはね、ハリごと持って行かれました。逃がした魚
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は大きい、その言葉とおりでした。

その後、ジギングの酔軍さんにヒットが連続！どれも大物ばか

りです。餌釣りコンビ、Ｆさんにポツポツ来るものの、小生に

は全くアタリが来ません。

途中からＮさんが合流。こちらもジギングです。合流直後か

ら、ジギングコンビ、爆釣モード。こちらは相変わらずアタリ

がきません。

酔軍さん：「やっぱり、腕の違いかのう。」、Ｆさんともども

返す言葉がありません。

朝からタチ１匹の小生、かなりイライラが溜まって来ました。

テンヤを交換し、粘り強く釣り続けます。すると、久々にヒッ

ト！やりました。これですよ、これ。と言っていると、再び

ヒット！連続です。その後も数匹を上げました。

余裕が出てきたところで、酔軍さんにお借りしたジグで挑戦。

隣のＮさんがヒットしたのとほぼ同時に小生もヒット。初めて

ジグで釣りました！なかなかいい気持ちです。

Ｆさんもジギングに変更しますが、アタリが来ません。酔軍さ

ん、Ｎさん、好調に釣り続けるものの、タチにラインを切られ

ます。

Ｆさん：「ジグ、ラインに直結ですか？ワシ、テンヤのワイ
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ヤーにつないどった。このせいや！釣れんのは。」

小生：「いや、私のジグ、ワイヤーにつないでますよ。」

ともかく、ライン直結に変更しよう、ということになりまし

た。

その直後、Ｆさんにヒット！やはりワイヤーのせいだったので

しょうか？続いて小生にも来ました。

１４時過ぎに納竿。なんと、タチ３３匹。爆釣でありました。

満足、満足！
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コメント

酔軍

おつかれさんでした。

結構釣れましたね。

ジギング面白いでしょう。

Nさんが3本もって帰ったので計36本？

2006・11・05（日）

スキーシーズンに備えて

１１月に入ると、スキー情報が急に巷にあふれてきます。

まず、ＡＮＡ、ＪＡＬのスキーツアーのＨＰ＆パンフレット、

それから大手から中小の旅行会社のパンフレットが、どっと出

てきます。

小生が楽しみにしているのは、地元香川県の旅行会社が企画す

るバスツアー。日帰りのバスツアー、時々利用しております。

家族と一緒の場合は、マイカーで行きますので、バスツアーを

利用するのは、基本的に一人で行くときのみ。大山など一人５

０００円位（リフト券別）ですので、とても手軽で経済的で

す。ビールも飲めるしね。ただ、バスツアー、中年の男一人で

参加する人、ほとんど見かけたことありません。基本的に、

カップル、若者の団体、家族、の３パターンが参加者のほとん

ど。この５～６年間、中年男性１人の参加者は１度しか目撃し
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てません。

時々、「なに、このおじさん」という目で見られることがあり

ます。そんな奴（主に女の子）に限って、宿泊コースに参加し

ているカップル。「うるせー。オレの神聖なゲレンデを汚すん

じゃねー！」と、心で叫んでいます。

そのように、ちょっと肩身は狭いのですが、１人参加だと、余

程のことがない限り２人シートを１人で座れるので、これまた

良いのですわ。

それから、毎年購入するのは、スキーマップル。昨年の手帳を

見ると、１１月１１日発売でしたので間もなく店頭に並ぶと思

います。一昨年までは東日本と西日本が別冊でしたが、昨年か

ら東西別ではなく、１冊になりました。ウィンタースポーツの

凋落を反映しているかのようです。ゲレンデ情報は、それほど

変化が無いのですが、その少ない変化をキャッチするのが楽し

いのです。

今シーズンは、年末年始の蒜山・大山コースから開始予定です

が、メインの１～２月、どう過ごすか、今からの検討が楽しい

です。今シーズン、何回滑れるかなあ。

コメント

sakura

私も今年はバスツアー中心に考えています。
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九州～広島（中国）地区のスキー場へ行く場合、ハイシーズン

の高い時以外は、２～３人ならバスツアーの方が割安なようで

す。

時間に制約はありますが、事故や翌日の仕事を考えると、通う

のは私と長男の２人がメインなので、家族で行く時以外はバス

ツアーですね。

確かに周りの若者＆カップルには、鬱陶しい面もありますが、

弁当食べてビール飲んで速攻で寝るつもりです。

着けばスキーに集中できるし、今年は数こなしたいので、がま

んがまん…

でも、予定しているツアー会社が10日にならないと情報でな

いので、やきもきしてます。

ノリ

ご無沙汰です。この3連休子供のサッカー大会があったのです

がようやく終わり今日はお疲れモードです。

我が家のスキー。今年は豪華に北海道と目論んでいたのです

が、料金を試算した段階で断念。やはり甘くはありませんでし

た。ということで例年の大山にと思ったのですが、変化がない

のでハチにしました。結構遠い感じがしてこれまで諦めていた

ものの、ハイウエィナビで見ると高速道路の所要時間は2時間

半程度。大山とあまり変わりません。ゲレンデ前のホテルまで

車で行けることを考えれば所要時間もそれほど変わらないかも

しれません。

ということでこれからハチの情報収集始めていきたいと思って

ます。また、情報交換しましよう。
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2006・11・06（月）

カウンター１９００更新

ご覧いただきありがとうございます。

釣行、１０月から６週連続で、生活のリズムに組み込まれつつ

あります。

今週末は、子供の野球大会やら参観日やらで忙しそうで、

ちょっと危ぶまれます。

2006・11・07（火）

多忙です

仕事が忙しくなっております。

今週から３週間連続で重要会議があります。本日、１つ目が終

了。先は長い。

コメント

酔軍

お疲れさまです。

社の将来はあなたの肩にかかっていますぞ！
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2006・11・08（水）

バス　スキーツアー情報

本日も朝から　お仕事、超多忙＆バタバタで、疲れ果てて帰

宅。

もうあきまへん！と思いながら、居間に入ると、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。

この会社のツアー、なかなか企画が良いのです。

まず、ワンデイ・プラン。日帰りプランですね。

大山、ダイナランド行きは、毎日出発で１名から催行。また、

大山は朝発のプランも同様。

小生は、朝発の大山はここを利用してます。必ず催行されるの

で安心ですね。リフト券付きで１万円位です。

今回、目に付いたのは、１名から宿泊できるコースが出来たこ

と。普通、宿泊コースは２名以上からで、一人旅は用意されて

いませんので異色のコースです。

白馬　八方尾根で、１泊４日で４万円程度。リフト券２日付。
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年末年始（初滑り）は、蒜山・大山方面となってしまったの

で、今年はこのツアーで一人旅しようかな？ただ、片道１０時

間というハードさには躊躇しますね。今年行った北海道の知床

バスツアーで味わった辛さが思い起こされます。まあ、行き帰

りとも、バスに乗っているのは夜中なので、ビール飲んで寝て

行ければ、大丈夫かな？

今夜は、ビールを飲みながら、このパンフレット眺めたいと思

います。元気が出てきました。我ながら単純な性格と思いま

す。

コメント

sakura

大山まで１万ですか～

白馬（八方）で４万ですか…

今、福岡からサイオトまで車で行くことを試算したら、移動費

だけで２～３万掛かるんですよ！（燃費悪いもんで）

そうやって考えるとバスツアーは魅力ですよね。

寝ていれば着くし…

帰りも爆睡できるし…

でも、白馬まで10時間は…

お互い、海越え山越えですもんね。

あ～早く行きたいです！
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2006・11・09（木）

カウンター２０００更新

ついに　２０００アクセス！継続は力なり、ですね。

１１月に入り、気温もだいぶ下がってきましたが、衣替えのタ

イミングが難しいですね。

すでに薄手のコートを着ている人も見かけますが、小生はまだ

夏のスーツです。来週くらいには秋物にしようかと思います。

2006・11・10（金）

散髪

やっと１週間が終了。

なんだかんだ、いろいろありましたが、なんとか前に向いて進

んでいく、というか、時が解決するというか・・・。

１８時に帰社し、いつものＫ理容所へ。顔剃りしてもらう間

に、いつの間にか熟睡。シャンプーもいつもどおり丁寧で言う

こと無し！とても良い気分転換になりました。

2006・11・11（土）

スキーマップル２００７購入

スキーマップル　２００７年版を購入。１３００円也。
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スキーマップルは毎年購入しています。昨年の手帳で、１１月

１１日に発売されたことを確認し、書店に行ったところ、あり

ました。一昨年までは、東日本版・西日本版と分かれていまし

たが、昨年から全国版になりました。今年も全国版です。

ゲレンデのコースなどは基本的には変わらないので、毎年購入

する必要性は乏しいとも言えますが、そういった状況の中での

微妙な変化を効率よく調べるのには、このマップルが一番役に

立つと思います。

今シーズン、残念ながら西日本のゲレンデで変化があったとこ

ろはありませんでしたが、美しいゲレンデの写真の数々を眺め

ているだけで満足します。これで１３００円の元は取った気に

なります。

今回、面白かった記事は「スノーリゾートの再編劇」。これに

よると、１９９２年にウィンタースポーツ（スキー＆スノー

ボード）人口は２１００万人というピークを迎え、それ以降、

バブル崩壊も影響し激減し、昨年度は８５０万人と、約６０％

も減少したとのこと。ところが、スキー場の数は、一番数の多

い長野県で、１１０カ所が１００カ所になったのみ。需要の減

少に比べ、供給側はそれほど減っていないそうで、これは地方

自治体が関与する第三セクター型のスキー場が多いことも関係

しているとのこと。

ただ、最近になって、本格的な再編劇が開始され、有名な西部

プリンス系のリストラ、加森観光や星野リゾートによる再編が
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進んでいます。こういった再編により、リフト券が２０００円

になったり、ファミリー専用駐車場を用意したり、老舗旅館と

の提携により豪華な食事がリーズナブルな価格で楽しめたり・

・・などなど、利用者にとっては嬉しい変化が徐々に出てきて

いるそうです。

中四国でも、ユートピアサイオトは香川のマンションデベロッ

パー、穴吹工務店が経営に乗り出すなどの動きもあります。

当方としては、是非、鳥取のＤ山も改革して欲しいと感じてま

す。ゲレンデから遠い駐車場や、コース間のアクセスの悪さ、

なにより高いリフト券など、改善の余地が山ほどあると思いま

す。中四国では最大級のゲレンデということで、殿様商売でも

やっていけるのでしょうが、北海道はじめ信州のゲレンデと比

較するとコストパフォーマンスに劣ると感じるのは小生だけで

しょうか。

それにしても、減少したスキー人口、一体今は何をしているの

でしょうか？小生が大学時代は、猫も杓子もスキーに行ってま

したが・・・。ゴルフも同じなのかな？大幅に減ってますよ

ね。小生もここ７～８年、クラブを握っておりません。ゴルフ

クラブから釣り竿に転向しております。

コメント

sakura

スキー場の減少は悲しい話題ですね。
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今日、恐羅漢の国設・民営のリフト券問題を書く際にも触れま

したが、スキー客の減少やバブル期の過剰設備投資の残債、雪

不足等々の色んな問題で、スキー場経営も大変なのでしょう。

でも聞くとことでは、「私をスキーに連れて行って」世代のス

キーヤーがパパママになり、ファミリースキーヤーとして復活

して来ているとか…

我々スキーヤーも利便性や快適設備ばかり追求せず、高いお金

を出して遠くばかりを狙わず、その分、地元や近隣のスキー場

へ足を運び楽しんで見ることも必要だと感じます。

雪質や規模ばかりを追求してると、スキー場は減っちゃうよ！

温暖化のせいか、雪も減り、シーズンも短くなり、人工雪を作

るコストが増え、私たちの地区は段々苦しくなって来るでしょ

うね。

マナーを守り、みんなが楽しめるスキー場にするには、利用者

の意識も必要です。

みんなで楽しく守って行きたいですね。

2006・11・12（日）

参観日

めっきり寒くなってきました。これまでが、ちょっと暖かすぎ

でしたね。

本日は、三男（小３）の参観日。１年ぶりでしょうか？

授業は「学活」。テーマは、「約束を守る」「友達」。人生に
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とってはベーシックな課題ですね。

教材を使い、討議しながら勉強していきます。いろいろな考え

が、どんどん出てきますが、健全です。

最近の「いじめ」や「自殺」など、子供の世界も陰湿な世界に

なりつつあるのかな、と心配していましたが、まあ、悲観的に

なることもない、と感じて帰って来ました。

しかし、今回の授業や、スポーツ少年団の野球など、子供の素

直でひたむきな姿は、疲れた大人に元気を与えてくれます。

明日からのお仕事、頑張りますか！

2006・11・13（月）

カウンター２１００更新

いつもご覧いただき、ありがとうございます。

めっきり寒くなってきました。

やっとスーツを秋冬物に衣替えしました。ついでに朝は駅まで

マフラーをして通勤。

山もだいぶ色づいてきたので、そろそろ紅葉狩りも良いかも？

ようかんさん、京都・奈良の紅葉、どうですか？
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コメント

ようかん

あやめ池のまわりの木々がきれいに紅葉してきました。駅の

ホームから見えます。奈良は盆地なので寒暖の差が激しくきれ

いに色づくようです。

ノリ

自分は先週から完全雪だるま状態でバイク通勤です。

明日から寒くなるようですが、いつまで耐えられるかといった

ところです。

sakura

私もバイク通勤なので、昨日（福岡は寒かった）から防寒用

ジャケットにしました！

手袋が見つからなかったので、スキー用のグローブでバイクに

乗ったら、分厚くて運転しにくかった(;^_^A

何故か、スキー用のグローブはすぐ出せるところにあるんだよ

なぁ～

2006・11・14（火）

多忙です（その２）

２２時過ぎに帰宅。

本日の重要会議　無事終了。

今月はあと一回、来週、会議があります。
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１２月も２回。１月以降の予定、もう考えたくありません。

ストレス溜まりますわ。ほんま。

でも、小生が帰社しても残っている部下のことを思うと、グチ

言ってる場合じゃありませんね。反省。

2006・11・15（水）

スキーボード

先週末の土曜日、久しぶりに高松のゼビオを覗いてみました。

すでに、スキー・スノーボードが売り場に登場していました。

小生のスキーは１２０センチのショートスキー。５～６年前に

購入しましたが大変扱い易いです。

スキーボードにも興味があったのですが、ビンディングでない

点がどうしても気になっていました。今回、ゼビオにスキー

ボードにビンディングが付いたモデルが並んでいてびっくり。

サロモンで２９８００円也。

次男のスキーを買い換える時期になったので、検討しようかと

思います。ブーツにあわせて、ビンディングを調整できるので

親子で利用できるし・・・

たぶん１００センチくらいだと思うのですが、どんな感じなの
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でしょうか？一度是非チャレンジしたいものです。

コメント

sakura

私は子供がスノボやっている事もあって、スキーボードをはじ

めました。

板は90cmで今シーズンからは少し幅広で解放式ビンディング

付きにしました。

ネットでスキーボード専門のショップを見つけ、非常に対応が

良かったので、色々と相談して決めました。

その時の内容からコメしますね。

今使われている板が120cmなので、90cm～100cmの板であ

れば違和感はないと思いますが、ショップとの相談ではいわゆ

る長板と比べて…と言う内容になりますので、多少フィットし

ないことがあるかも知れませんので、その点はご了承くださ

い。

あくまでスキーボードの利点や弱点と言ったところです。

【利点】

板が短い分、取り回しは非常に楽ですし、荷物も非常にコンパ

クトになります。

とにかく「扱いやすい」が一番大きなポイントです！

ストックを使わないことが普通なので、両手が使えて便利で

す。

カーブの際、雪の抵抗が少ないので、回し易く、板も軽いの

で、内足を持ち上げての曲がり始めることができるので、鋭角

的なカーブもやり易く、ショートターンも楽です。
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コブも前後長を意識しないで良いので、思ったところでターン

し易いです。

軽いことからエアやトリックにも向いています。

【弱点】

板の長さが短いので、エッジの掛かりが弱くなりますので、

しっかりとエッジを掛けないと急停止や高速で鋭角的なターン

をする場合は注意が必要です。また高速滑走向きではありませ

ん。

板幅がないと深雪やオフピステでは埋まってしまい、かんじき

状態になります(笑)

平地の移動や、リフト待ちでは、ストックを使わない分、不便

に感じることがあります。

リフト待ちでカチンカチンに固まった雪上は難敵です(笑)

板長がないので、後傾癖がある方は、後ろにひっくり帰ってし

まう事があります。

板によっては、フレックスが硬いと「しなり」不足になりカー

ブやコブで負担が掛かります。

エアの場合などは、スノボよりも接地面積が狭いので、初めの

内は着地時のバランスに注意が必要です。

【ビンディングについて】

一般的には固定式が使われていますが、転倒時の怪我などが不

安な方は多いようですし、固定式であるが故の事故が多いこと

は否めません。

ただ、解放式にすると重くなることから、エアやトリックをや

る方には敬遠される要因にもなっています。（価格も高くなり

ますし…）

ただ、安全性や高度なエアやトリックを目的としていなけれ
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ば、断然解放式が良いと思います。

スキーボードでは、新雪や深雪、オフピステ、コブなどを滑る

場合、先端が引っ掛かり前方向に倒れるケースがありますの

で、解放値は前後別に設定できるものを選び、後ろを少し低め

に設定されることをオススメします。

サロモンは誤解放が多いという話も聞きますので、滑りながら

良く調整してください。

お子様と共用されるのであれば、解放値には気を付けてくださ

いね。

私は年も年で、怪我すると仕事に影響がありますし、高度なエ

アやトリックよりも、自由にリラックスして滑れることが目的

なので、解放式にし、新雪やオフピステも滑りたいので、幅広

の板を選びました。

シーズン明けには、もう少し幅があり長めでオフピステ向きの

板を見つけましたので、購入を計画していますが、それでも

99cmです。

現在の120cmと言うことですので、ひょっとしたらフリーラ

イド系の板であれば、乗り換えても殆ど違和感は無いと思いま

すよ。同じツインチップですし…

スキーボードは板が短いことから、後傾せず、しっかりと板の

中心に乗れていれば、まず問題なく使えますよ。

後傾癖の矯正に使える…と言う話もある位です。

70cmの板抱えて、全くの天然オフピステの山スキーを楽しん

でいる強者もいますよ！
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120cmと100cmの比較であれば、全く問題ないと思います。

あえて言うとしたら、多少幅がある方がバランスや雪質の面で

良いと思います。

バランスを大切に、機会があったら思いっ切り楽しんでみてく

ださい。

長くなり申し訳ありませんでした。

2006・11・16（木）

カウンター２２００更新

ご覧いただき、ありがとうございます。

このブログはニフティのサービス「ココログ」を利用していま

すが、アクセス解析の機能が大変充実しています。

前にも紹介しましたが、グーグルやヤフー経由でのアクセスに

ついては、どのワードで検索されたかが、わかります。

相変わらず、イイダコ、タチウオ、など釣り関係の検索が多い

のですが、最近はスキー関係の検索が増えてきました。マイ

フォトのスキー場のアルバムへのアクセスが多いです。

昨日の記事のタイトル、スキーボードでしたが、早速複数のア

クセスがありました。スノーシーズン到来間近ですね。
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昨日の記事には、sakuraさんが丁寧なコメントを投稿してい

ただき、大変感謝しています。

当方からも、有益な情報が提供できれば良いのですが、釣りと

同様、「下手の横好き」、そのものですので、ままなりませ

ん。ご容赦ください。

しかし、年末年始のスキー、蒜山・大山で初滑りの予定です

が、積雪が心配です。大抵は１２月２５日頃、ドッと積もるの

ですが、毎年、ヤキモキ、ハラハラ、です。あと１月半ですか

・・・早く来ないかな。

コメント

sakura

いえいえ丁寧なコメントだなんて(;^_^A

結局今日、サイオト断念でしました(T.T)

やはりバスは定員に満たなくて×でした。

センターコースのみのオープンで、数万かけて車で行くには、

大蔵省から「我慢しなさいっ」の一言！

来週２３日はフリークスもオープンするそうなので、何とかお

願いして車ででも行きたいな！

ps.バスは「無理でしょう」と冷たく言われました(T.T)

ボジョレー　ヌーヴォー２００６

本日　ボジョレー　ヌーヴォー解禁。小瓶で楽しみました。

さぬき日記

150



やはり小瓶では足りず、ビール、焼酎・・・相変わらずです。

2006・11・17（金）

今週末

今朝のＳ国新聞、金曜日に掲載される釣り情報を見たところ、

「１０センチ前後のミズイカが仁尾や胡麻尻で多い人で１００

匹程度」との情報。

この手の情報は、眉唾ものが多いのですが、さすがに「１００

匹」ともなれば、全く釣れないことはないだろう、と思いま

す。１００匹ですよ！１００匹！

そこで、今日の仕事が順調にいったら、明日レンタルボートを

予約しようと考えていました。

仕事のほうは、１５時から１時間の説明予定が２時間まで延長

になりましたが、結果ＯＫ。

早速、１７時過ぎにマリーナに電話をいれたところ、なんと２

３フィートは予約済みでした。ショック・・・２５フィートの

方は空いていたのですが、１人で８０００円はちょっと躊躇し

ますね。

日曜日は天候が悪そうなので、これまた、出航は望み薄です。
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コメント

酔軍

おー、なんとかわいそうな！

明日、またタチウオやけど、よかったら一緒に行く？

タチウオも毎回これで最後と言いながらだらだらと釣り続けて

います。

いくならメールください。

2006・11・18（土）

懐メロ　Ｊ－ＰＯＰ

昨日、酔軍さんから、ありがたいコメントをいただきました

が、長男の風邪と腰痛のため、本日は釣行見送り。

５時５０分起床、次男・三男の野球の公式戦のため、配送。そ

の後、長男を接骨院・病院へ。なんだかんだいう間に、半日、

過ぎてしまいました。

自宅に戻ってメールをチェックすると、アマゾンのミュージッ

クストアから、セール情報が。目を奪われたのは、大滝詠一の

ロングバケーションのジャケット写真。ソニーのＣＤが１５％

オフとのこと。他のＣＤを見ると、７０～８０年代の懐メロが

目白押し。思わず、ワンクリックしてしまいそうですが、今日

は時間もあります。また、酔っぱらっていません。冷静に、
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「まず、レンタルＣＤをみてから」と判断して、ゲオに。

残念な事に、大滝のロング・バケーションは貸し出し中。吉田

拓郎と甲斐バンドのベストを借りて来ました。

拓郎は、最近、かぐや姫と嬬恋でＬＩＶＥをするなど元気です

が、個人的には「人生を語らず」「襟裳岬」あたりの曲が、パ

シッと来ます。結局、７０～８０年代、高校・大学時代に聞い

ていた音楽が、コアになっていると気づきます。

１０年ぐらい前に、アナログのＬＰレコード、約３００枚を処

分。高松の中古レコード店で１枚１００円・・・それはないで

しょうといいながら、中学校以来買いためたＬＰを処分しまし

たが、結局ＣＤでも、同じものを再購入したりしています。

最近のＪ－ＰＯＰ、子供達が聞くものを間接的に体験している

ような次第ですが、洋楽は進歩無し。結局、ＪＡＺＺ、クラ

シックも含めて、自分のお気に入りが定番となる、ということ

でしょうか。

コメント

ひろ

同じ年代のようですネ！

やっぱり　いいですよね。あの頃の歌って・・・。
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2006・11・19（日）

カウンター２３００更新

いつもご覧いただき、ありがとうございます。

本日は天気予報どおり、雨。だいぶ寒くなってきました。

今日は、本当に珍しく、子供達の野球練習・試合がなく、目覚

まし時計なしの朝を迎えました。

朝食は、朝マックのテークアウト。ホットコーヒーが美味しい

季節になってきました。

中国地方のスキー場

マイフォトに、アルバムを追加しました。中国地方のスキー場

に出かけた際のものです。

鳥取の雄、大山の上ノ原、中ノ原、豪円山スキー場。

広島のビッグゲレンデ、瑞穂ハイランド。

兵庫県の老舗、ハチ高原スキー場。

蒜山ベアバレー、上蒜山スキー場、津黒高原スキー場は、共同

企画（アフタースキーの温泉チケット）で有名？

ちくさ高原スキー場、広島県民の森は、スキーオンリーのゲレ
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ンデ。

新しい　いぶきの里。

ファミリーに優しい、恩原高原スキー場。

おまけは、香川県唯一の人工雪スキー場の雲辺寺スキー場。

昔の写真を集めてますので、十分な解説記事となっていません

が、スキー好きな方に少しでも参考になればと思い掲載いたし

ます。

コメント

sakura

いや～こんな写真見ていたら、我慢できなくなりますねぇ～

もう人工でもコース幅狭くても贅沢言いませんから滑らせてく

ださ～いって感じですよ！

ジグ

ジムの帰りに、坂出の釣具屋Ｔに。

ジグを二つ購入。ブルー系統とピンク系統の１００ｇ。先日の

タチでの経験から、常備することにしました。

来週は、勤労感謝の日（木曜日）は祝日。土日も含め３日、休
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日があります。是非とも出航したいと思います。

コメント

酔軍

タチウオ用のジグはラインを切られるのを覚悟して、バーゲン

品をまとめて買っとくことをお勧めします。

重さは60-100ｇ、派手目のカラーを選びましょう。

2006・11・20（月）

おでん

本日の夕食は、おでん。おでんが美味しい時期になりました。

サントリーのプレミアムビールから開始、アサヒの贅沢日和

（発泡酒）、焼酎水割り、とお酒も進みます。

さて、今週の天気予報を見ると、２３日（木）の勤労感謝の

日、芳しくありません。

釣行は２５日（土）かな。今週は絶対行きたいと思います。

コメント

ようかん

アサヒの極旨があまりにも旨くなかったので、どうもアサヒは
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・・・・。贅沢日和はどうですか。白麒麟はなかなか美味し

い。

スーパードライは美味しいと思いますが。

さぬき富士

贅沢日和、可もなく不可もなしです。次回からは購入しないで

しょう。

夏に結構気に入っていた、キリンの「のどこし生」も飽きてき

ました。発泡酒では、結局、キリン「淡麗」が良いかな、と再

評価しています。

2006・11・21（火）

カウンター２４００更新

毎度ご覧いただき、ありがとうございます。

１１月の重要会議、３週連続でしたが、なんとか本日無事

（？）終了。２１時過ぎに帰宅。

重要会議、１２月は隔週で２回ありますが、時間が解決してく

れるのでしょうか？

明後日の勤労感謝の日、雨の予報。釣行は土曜日かな。何を狙

おうか、思案中。
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コメント

酔軍

お疲れさまでした。

うちの件で少々議論があったようで、お手数おかけしました。

天気図をみると土曜日は風がすこし心配ですね。

土か日か迷うところです。

まあ、両方行けば悩まずに済みますが・・・。

さぬき富士

どういたしまして。明日議事録お送りいたします。

酔軍さん、土日はどうされるのですか？当方、何を狙うか思案

中と書いておりますが、全く当てが無く困ってます。

「両方行く」・・・良いアイディアですね。これだけ真面目に

やってるのですから、それくらいやっても、バチは当たりませ

んよね。ホント。

2006・11・22（水）

真面目

１１月の重要会議は、昨日　無事終了。１２月６日の重要会議

にむけての説明終了、了解を取得。

酔軍さんを誘って飲み会。２次会で偶然、同じ職場のＳ君と遭

遇。
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仕事の話になってしまい、反省。真面目ですなあ、ホント。

軽く一杯のつもりが、帰宅は２４時過ぎ。竹鶴、美味でした。

2006・11・23（木）

防寒ウェア

起床すると、完璧に二日酔いです。昨夜は飲み過ぎました。

２次会の店で、Ｓ君とだいぶ議論（？）したことは覚えていま

すが、何を話したかが全く思い出せません。Ｓ君、ゴメン。い

かんなあ、酔っ払いは。

酔軍さんともいろいろ話したのですが、これまた断片的にしか

思い出せません。申し訳ありませんでした。

昨日のブログはどうしたっけ？と思って確認すると、ちゃんと

書いているではありませんか？（書いたのも良く覚えてないの

です、困ったもんです。）内容は３行程度のものですが、

ちょっと支離滅裂。修正しました。

新聞のチラシを見ていると、スポーツデポ、ゼビオのチラシ。

スキー用品も出てます。今年は次男のスキーウェアを新調しな

いといけないことを思いだしました。また出費が・・・。

夕方、釣具屋に。防寒ウェアを物色。丸亀のＢを見て、ダイワ

のGreatBanffというウェアを購入。色はダークネイビー。当
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初はゴアテックスを考えていたのですが、ちょうど良いサイズ

がなく、見送り。購入したウェアはセールで５０％オフ、一応

「透湿防水」の素材（レインマックス）でもあることから決定。

スキー用品の出費もあるので、５０％オフは助かりました。

またもや、釣りへの投資。回収できるのは、いつでしょうか？

コメント

ようかん

耳は痛くありませんか？

さぬき富士

耳は痛くありません。懐かしいギャグをありがとう。

昔、一緒に飲んで、山手線から京浜東北線に乗り換えるのを二

人とも忘れて、寮までタクシーで帰ったりしてましたよね。そ

の手の失態は数知れませんなあ、お互い。

2006・11・24（金）

明日の釣行予定

レンタルボートは、本日午後空きを確認しましたが、天気予報

が、芳しくありません。

北東の風 後 東の風 海上 では 後 東の風 やや強く くもり 明

け方 まで 晴れ 所により 昼過ぎ から 雨　波 0.5メートル 後
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1メートル

とのこと。

明朝の５時の天気予報を見て最終判断しましょう・・・見送り

の方向、大。

2006・11・25（土）

カウンター２５００更新

朝５時の天気予報をインターネットで確認し、釣行は取りや

め。北東の風が強い＆観音寺は１２時から雨、との予報で断念

したのですが、１１時の予報では、波０．５Ｍ＆観音寺は曇り

と変更されてました。読みがはずれました。

暇にまかせて、ブログのデザインを変更。ちょっと気が早いの

ですが、クリスマス・モードにしてみました。

左サイドの写真も、さぬき富士から、冬山（北海道の駒ヶ岳）

に変更。２００１（Ｈ１３）年１２月末にスキーに行った時の

写真です。

コメント

ようかん

今日は出勤でした。保護者懇談会のため。

最近はどこの大学でもこういうことをするようです。
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さぬき富士

休日出勤、ご苦労様でした。大学生になっても、保護者懇談が

あるとは知りませんでした。もう大人でしょうが、大学生な

ら。日本の将来が思いやられると感じるのは、小生だけでしょ

うか？

2006・11・26（日）

スキー　バスツアー情報（その２）

香川県の旅行会社によるスキーツアーは先日紹介した

・新日本ツーリストの「バケーションくらぶ」

・東交バス

が有名です。

一昨日、東交バスのスキーパンフを入手、新日本ツーリストと

比較してみました。

①朝発　日帰りコース

　小生が一番利用するであろうコースです。

　・新日本：大山に毎日出発。それも１名から催行。価格は１

月の３連休、リフト券セットで９７００円。小生が利用するＪ
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Ｒ宇多津駅を７：４０発、大山着１０：４０とゆっくり目。大

山発は１７：００。バスはレギュラーシート。

　・東交バス：毎週末出発（出発保証）。価格は１月の３連

休、リフト券セットで９４００円で３００円安い。ＪＲ宇多津

駅を７：００発、大山着１０：００。大山発は１７：００で同

じ。バスはレギュラーシート。なお、更衣室・滑走後の入浴

OK！ 子供同伴割引で、親１０％オフ（子供一人に対し親一

人）の特典あり。

ということで、大差はないものの、コストパフォーマンスでは

東交バスが有利でしょうか。特に子供連れで行かれる方は親１

０％オフ＝昼食１人ほぼタダ、となるので良いかも。また、滑

走後の入浴も気になるところ。きれいで広いところに入浴でき

るなら、行ってみたい気になります。

ただ、小生にとっては、７：４０と遅めの出発の新日本が魅

力。なにせ、そうバンバン滑る体力が無いので、大山に１０：

４０～１７：００までいたら十分。冬の朝の４０分遅れは結

構、楽で、ありがたいところです。（情けないのう）

　・東交バス：今年から、いぶきの里へのツアーができまし

た。ほぼ毎週末出発（出発保証）。価格は１月の３連休、リフ

ト券セットで８４００円と大山より１０００円安。ＪＲ宇多津

駅を７：００発、いぶきの里着９：３０、発は１７：００。こ

れも子供同伴割引で、親１０％オフ。
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いぶきの里は一昨年行ったことがあり、マイフォトに掲載して

いますが、隣接した大きな日帰り温泉が魅力です。コースは大

山に比べるとイマイチですが、ゲレンデへのアクセスの容易さ

や、キッズパーク・託児所などの施設も充実した新しいゲレン

デなので、小さな子連れファミリーには良いと思います。

②夜行日帰り　岐阜方面

　今年はチャレンジしてみようかな、と考えています。

　・新日本：まず、ダイナランド。これも毎日出発、１名から

催行（驚き）。価格は１月の３連休、リフト券セットで１２０

００円。小生が利用する高松東（屋島健康ランド）を２１：４

０発、ダイナランド５：００着、１５：００発、高松東着が２

２：４０。最大のメリットは、バス。フルリクライニングで

き、フット＆レッグレスト付き。レギュラーシートが１１列の

ところを９列としているので、相当楽そうです。

　・新日本：ウィングヒルズ白鳥リゾート。ほぼ毎週金曜出

発。価格は１月の３連休、リフト券セットで１０９００円。小

生が利用する高松東（屋島健康ランド）を２１：４０発、白鳥

５：３０着、１４：３０発、高松東着が２２：４０と、ダイナ

より滞在時間が１時間短い＝バス乗車時間が１時間長い。ま

た、バスはレギュラーシート。

　・東交バス：ゲレンデはめいほう。ほぼ毎週金曜出発。価格

は１月の３連休、リフト券セットで１１４００円。小生が利用
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する高松（東交バス）を２３：４０発、めいほう早朝着、１５

：００発、高松着が２２：００頃。バスはレギュラーシート。

このツアーで一番の課題は、長時間のバス移動と思われます。

その面で、新日本のダイナランドはバスが最高な分、大きなア

ドバンテージがあります。ところが、新日本の場合、高松を出

たあと、徳島にも寄るため、出発時刻が２１：４０と早めであ

り、７時間２０分も乗車していることになります。一方の東交

バスは２３：４０発のため、乗車時間は５時間２０分程度と予

想されます。また、めいほうのスキーセンターは２４時間オー

プンらしいので、バス到着後はバスで仮眠待ちが不要と思われ

ます。

夜行日帰りのバスツアーは、２０歳代後半を最後に、それ以降

経験がありません。どちらが良いか、大いに迷うところです。

③夜行日帰り　広島・島根方面

　・新日本：めがひら、大佐、サイオト。ほぼ毎週金曜出発。

価格は１月の３連休、リフト券セットで１１７００円（大佐は

１１５００円）。ＪＲ宇多津駅を２４：００発、各スキー場の

早朝着、サイオト発１５：３０、大佐発１６：００，めがひら

発１７：００、宇多津着２１：００。バスはレギュラーシー

ト。

　・東交バス：芸北、大佐、瑞穂ハイランド、アサヒテングス

トン。ほぼ毎週金曜出発。価格は１月の３連休、リフト券セッ
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トで、順に１０８００円、１１５００円、１２２００円、１１

４００円。ＪＲ宇多津駅を２４：４０発、各スキー場の早朝

着、芸北、大佐発１６：００～１６：３０、瑞穂、アサヒ発１

５：３０～１６：００、宇多津着２０：３０頃。バスはレギュ

ラーシート。

この広島・島根方面へのツアーは２４時頃出発が多いのです

が、ゲレンデに１０：３０頃到着するのであれば、宇多津を朝

６時頃出発でＯＫなはずですが、そう言ったツアーは見たこと

がありません。大体どのゲレンデも７時頃からリフトが動き出

すので、おそらく５時～７時くらいはバスで仮眠となるので

しょうね。そこまでして行くのであれば、岐阜方面のツアーを

選ぶか、と考えるのは小生だけでしょうか？

以上、長文になりましたが、ご参考まで。さて、今シーズンの

予定を練りましょう。

コメント

sakura

ご無沙汰です。

当サイトにコメもらったのに、音沙汰無しで申し訳ありませ

ん。

今週から仕掛かった仕事の件で、ネットから遠ざかっていま

す。（詳細は当サイトで）

コメントでも言われておりました、バスの朝・夜の件ですが、

私は朝発より夜発を狙っています。
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福岡からも夜発だと、博多22:00で広島芸北地区だと朝6:00

前後着となります。何故か10時間近く掛かるんですよ…

朝発だと7:00発位だったかな？昼前に着きます。

で、何故夜発かと言うと、長時間バスに乗るのはツライです

が、これは必死で寝るしかないですが、朝一番のコースを滑れ

るからです。

理由はコレだけです！

滞在時間をゆっくり取れるというメリットもありますが、どう

しても昼前後にはコースが荒れてきますし、積雪後の冷えて締

まったパウダーにでも当たればハッピーです！

やっぱり朝一番のコースは気持ちいいですもんね！

と言うことで、勝手ながら夜発朝着がオススメです！

しかし、高松からだと広島や島根より、岐阜の方が割安です

ね。

私だったら、第一候補は岐阜方面を狙います。

ハイシーズンの雪質や規模、コースのバリエーションなどは、

やはり向こうに分があります。

「めいほう」は、今シーズンの我が家の年越しスキー候補でし

たので、色々と調べていましたが、5km級のロングコースは

魅力でした。標高も高いし、規模も大きいので、やはり一度は

行ってみたいですね。「めいほうハムでビール飲んでみたいっ

す！）

ダイナランドもコースバリエーションがあって面白そう…

でも、大山はちょっと安いですね。

まぁ、考えるのも「また楽し」です！
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2006・11・27（月）

カウンター２６００更新

ご覧いただき、ありがとうございます。

最近、スキー関係のワードでの検索で、当ブログを閲覧される

方が増えています。ウィンタースポーツの季節到来といったと

ころでしょうか。

さて、先週末は天候に恵まれず、釣行（出航）できませんでし

た。

結局、１１月は１回しか釣行できず、ストレスが溜まっていま

す。

今週末は天候は回復するようで、釣行を検討中。先週末のＳ国

新聞では、こんな情報。

・観音寺　室本港でサバとコノシロ。いずれもサビキ釣りで、

サバは日によっては４０センチ台も望める。

・１０センチ前後のミズイカが仁尾や胡麻尻、須田で多い人で

１００匹程度。

Ｙさんに誘いのメールを入れると、ＯＫの返信。今週末は、な

んとしても出航したいものです。
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コメント

酔軍

観音寺のサバの情報は私も聞いています。

今週末はフグをやるつもりでしたが、こっちにのせてもらおう

かな・・・。

さぬき富士

サバ情報、ガセネタではないのですね！是非、是非、ご一緒

に。

2006・11・28（火）

今週末の釣行予定

１２月３日（日）、レンタルボート出航予定となりました。

同行者はＹさん、そして、酔軍さんも参加いただける見込み。

心強いサポーターを得て勇気百倍！といったところです。

狙いはサバ。ただし、ポイント情報はほとんどなし、という行

き当たりばったり釣行。

酔軍さん曰く、「かなり　リスキー」・・・。確かに。

さて、どんな顛末となるか？楽しみです。

さぬき日記

169



2006・11・29（水）

風邪ぎみです

だいぶ寒くなってきて、電車でもマスクをしている方が多く見

られるようになってきました。

会社の周囲でも風邪が流行ってきましたが、本日、ついに部下

の１名が風邪でダウン。昨日、しんどそうでしたから・・・・

そういう小生も、午後から体調がすぐれず、本日は定時で退社

してきました。

明日は１２月の重要会議の説明があります。また、週末には釣

行が控えております。（どちらが重要かは、聞かんとって！）

今日は、早めに寝ることに致します。

コメント

ようかん

今日は土曜出勤の振り替え休日でした。

それで、京都の実家に冬服を取りに行きました。パソコンは置

きっ放し。

なんと８１歳の母親が「パソコン入門」という本を買ってまし

た。はたして使えるようになるか。
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2006・11・30（木）

カウンター２７００更新

ご覧いただき、ありがとうございます。

１２月の重要会議の説明、無事終了。

ただ、体調は回復せず、本日も定時退社。ついに熱まで出てき

ました。

せっかくの週末釣行、黄信号が・・・。

コメント

ようかん

お大事に。

昨日久しぶりに電車を乗り過ごし、終点で車掌さんに起こされ

ました。１２時ころ。まだ、反対方向がありました。と言って

も一駅戻るだけ。安心して酔える。

さぬき富士

コメント、ありがとうございました。相変わらずやってます

な。こちらは、電車を乗り越すほど飲んだ時は、ほとんどタク

シーで帰るので、乗り越すことはありません。
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2006・12・01（金）

１２月になりました

ついに今年も最後の月になりました。

当方の風邪は回復せず、本日は会社を休みました。医者に行っ

て薬をもらって、午前・午後とも、ひたすら寝て・・・。ホン

ト、良く寝ました。

だいぶ回復してきましたが、週末の釣行は中止。お誘いしてい

たＹさん、酔軍さん、申し訳ありません。

2006・12・02（土）

冬型の気圧配置

体調は、ほぼ回復。昨日の休養が功を奏したようです。寝過ぎ

て腰が痛いです・・・。

だいぶ寒くなってきたため、リビングで石油ファンヒーターを

利用し始めました。すっかり冬モードです。

朝の天気予報を見ると、香川県に強風波浪注意報が出ていまし

た。朝方はそれほどでもなかったのですが、１０時過ぎから自

宅の周りでも風が出て、先ほどからは雨も降ってきました。

明日も天候は悪そうなので、「体調が良くても釣行は無理だっ

ただろう」、と自分を慰めながら、外の雨を眺めています。
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あーあ、最近は、週末ごとに天候がさえません。

コメント

酔軍

昨日の風と雨はすごかったですな。雷は鳴るし。

９時ごろダメもとで船を出してみましたが港を少しでると予想

以上の波ですぐに引き返しました。

しばらく港で知り合いとおしゃべりをしていましたが、その後

天候が急変し嵐になりました。

前線が通過するときはほんとに怖いですね。

もともと目の前でイイダコでもと思っていたので遠くに行く予

定はなかったのですが、もしも調子にのって足をのばしていた

としたら・・。

まあ、強風注意報がでてるのに釣りに行くのがアホウなんです

わ。

さぬき富士

そうですか、行かれていたのですね。しかし、凄かったです

ね、昨日の雷。それも、あれあれといっているうちに、急変し

ましたから、驚きました。ホント、慎重にしないと。良い勉強

になります。

今朝、詫間まで浜街道を走ってきましたが、波、今日も相当高

かったですよ。

サンタのプレゼント

ブログのデザイン、これまで同様、クリスマスのデザインです
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が、クラシックなものに変更しました。

クリスマスと言えば、サンタクロース。子供達にとっては、サ

ンタからのプレゼントが楽しみですね。

我が家には、３人の子供がおり、毎年、クリスマス・イブ、寝

静まってから、ベッドの枕元or勉強机の上にプレゼントが届

けられます。

小学校低学年頃までは、朝起きて、そのプレゼントを見つけ

て、とても喜び、サンタクロースとしては、そういった姿をと

てもうれしく、かつ、面白く眺めていたものですが、まだ、そ

のモードが通用するのは三男（小４）だけ（のよう）です。

長男（高１）は言わずもがなですが、次男（中１）は、「サン

タさんのプレゼントとお年玉を前借りして、○○を届けて欲し

い」などと言っております。「日頃の生活態度から見て、今年

のサンタのプレゼントは無いかもしれない」と親は切り返して

おりますが、親子共々、サンタクロースを否定しないところが

ミソですな。

小生にも、なにか良いクリスマス・プレゼントが届きますよう

に！
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コメント

ようかん

うちの次男（小３）もサンタのことはわかってきたようです。

「サンタさんへの手紙」に欲しいものだけでなく、チラシを丹

念に見て、どこで売っているかも書き込んでいます。

さぬき富士

そうですか。サンタ思いの次男君ですね。

どこの家庭でも似た光景がくり広げられているのですね。

スノーパラダイス２００７

スキー情報のお話です。

先日は、スキーマップル２００７のお話を書きましたが、本日

はスノーパラダイス２００７、略してスノパラを購入。スキー

マップルは全国版ですが、スノパラは中四国を中心に岐阜エリ

アまでのスキー場情報を掲載する情報誌です。毎年、この時期

に発売されており、岡山のタウン誌が編集しているようです。

価格は５００円、お安いです。

はっきり言って、スキーマップルには中四国のスキー場のペー

ジはほとんどありません。全国版なら、当然メインは北海道や

信州方面ですよね。そんなわけで、週末スキーヤーの小生に

とって、スノパラは大切な情報源です。スキーマップルと同

様、毎年購入しています。
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ただ、スキーマップルと同じく、毎年情報にそれほど大きな変

化はありません。新しいスキー場がオープンすることもなし、

コースもそれほど変わるわけでも無し。主な変更点は、リフト

券の価格などでしょうか。ここに各スキー場の企画力が集中し

ているようです。

今年目に付いたのは、大山。ここは、中国地方ではかなり高め

の価格設定（大人：４８００円／日、子供：３５００円／日）

をしていますが、昨年から親子券：７０００円／日を出しまし

た。今年は、２日券：８６００円が新設され、また、半日券が

３０００円に値下げされました。また、平日は駐車場代１００

０円がキャッシュバックされるとのこと。かなり、価格競争力

が上がってきた気がします。

小生にとってうれしいのは、半日券が３０００円になったこ

と。ゆっくり目のバスツアーで行くと、大山駐車場に１０：３

０頃到着、着替えをしてゲレンデに１１時過ぎにつくので、滑

る前に昼食＆ビールをとり、半日券（１２時から利用可能）を

購入するパターンを使っていました。細かな話ですが、無料の

登行リフトでゲレンデに行き、そのすぐ横のレストランで昼

食、１１：４５に出て、そこから豪円山ゲレンデを滑って降

り、一番下のチケット売り場で午後券を購入するというパター

ンです。

ただ、去年からバスツアーはリフト券付きのコースができ、リ

フト券なしとの差額は３８００円となりました。一昨年まで

は、リフト券付きのツアーが無かったので、半日券をせこく
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使っていたのですが、半日券にこだわらなくとも良くなってき

ました。

他に目に付いたのは、同じく大山方面の桝水高原。ここもリフ

ト券が１時間刻みに価格設定されて、リーズナブルになってい

ます。

香川からスキーに行く場合、最大のネックは瀬戸大橋の高速料

金。往復で９０００円程度かかりますので、日帰りスキーの場

合、本当に高く感じます。そんなわけで、リフト代にシビアに

なるのです。できれば３０００円位だとありがたいのです。

中四国では、おそらく瑞穂ハイランドが最高値（５５００

円）。ちょっと強気すぎませんかね？

去年行った蒜山ベアバレー、割引チケットを利用して、一日券

＋温泉入浴券＝３０００円で結構良かったです。蒜山ＩＣから

すぐでしたし。ちょっと混雑していたのが、玉にきず。

今年は、穴場と言われている道後山スキー場（３０００円）に

行ってみたいと思います。１５００Ｍのコースがあるそうで

す。ヤフー掲示板では、係員のサービスが最低と酷評されてい

ますが・・・どんなんでしょう。
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コメント

kunikumi

う～んスノパラ欲しい！でも福岡の書店では見あたりません。

アマゾンでも扱ってないようです。

スキーマップル２００７はわたしも買いました～。昨年版とほ

とんど同じですけど昨年版は夏場に毎日眺めてたのでボロボロ

になってしまったので（笑）

カウンター２８００更新

ご覧いただき、ありがとうございます。

本日は、アクセスが多くなっています。釣りとスキーのワード

で検索して訪問されている方が半々になっています。スキー場

もオープンしたところもあり、いよいよ本番ですね。

2006・12・03（日）

エルフルスキー特急便

お勧めのスキー情報を紹介します。

広島の企画会社　エルフルのメールマガジン、「エルフルス

キー特急便」です。

中国地方の主要ゲレンデの積雪情報と天気を、毎朝送信してく
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れます。最新情報が届けられますので、大変べんりです。今年

も、すでに配信が開始されています。

小生は、２００３年のシーズンから購読しており、すべて専用

のフォルダーに保存しております。このデータが結構役に立つ

のです。

例えば、大山の上ノ原は、１２月何日くらいから滑れるかな？

積雪は？

また、蒜山は３月の何日まで滑れたかな？　といったことを調

べるのにもってこいです。

それから、エルフルのＨＰではクーポン券のダウンロードやリ

フト券のプレゼント企画（結構な確率で当たります）があり、

各スキー場のイベントや企画も紹介されるので、大変お得で

す。

コメント

kunikumi

こんにちは～。sakuraさんのリンクから飛んできました。こ

れはなかなかいいメルマガですね。早速登録します。情報あり

がとうございます！
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詫間港ボートパーク

本日は、坂出番の州で市民マラソン大会。三男が所属する野球

部（スポーツ少年団）も参加しており、配送。昨日に引き続

き、風が強く、寒い一日になりそうです。天気は薄曇り。昨年

までは１ＫＭのコースでしたが、今年から２ＫＭ。健闘を祈り

つつ、西へ。

折角、番の州まで出てきたので、今日は１２月１日にオープン

した「詫間港ボートパーク」を見学してきました。以前、酔軍

さんに教えていただき、それっきりにしていましたが、先日の

新聞に掲載されており、気になっていました。

浜街道の番の州から約３０分、旧詫間町役場（現在は詫間町支

所）の前、詫間シーマックスの隣です。広い駐車場も隣接して

おり、便利です。

浮桟橋が３基あり、係留可能隻数は４９隻。今日は、３隻が係

留されているだけです。写真で見てわかるように、陸から鉄

（アルミ？）製の橋を渡って、桟橋にでます。手前から係留す

るバースが左右に伸びています。しっかりとしたクリートがあ

り、係留もしやすそうです。

一番奥にかなり広いスペースがあります。係留するバースの幅

は約４０センチくらいしかないので、船長以外のボートの乗り

降りや荷物の積み降ろしなどは、そのスペースで行うものと思

われます。
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係留するバースは鉄（アルミ？）製のため、係留していた船

は、舟側だけでなく、バース側にもフェンダーをくくりつけ

て、船体に傷が付かないように工夫をしていました。

小生が訪れたとき、同様にバースにフェンダーをくくりつけて

いらっしゃる男性がいたため、話しかけてみました。

小生：「こんにちは。ここに申し込まれたのですか？どうです

か？」

先方：「そうや。でも、狭いやろ。鋭角に入って来ないといか

んし・・・設計ミスとちゃうか？」

小生：「そうですね。思ったより、１艘あたりの幅が狭いです

ね。でも、慣れれば大丈夫なんでは？何フィートのボートです

か？」

先方：「２５フィートや。まあ、そうかもしれんが、公営にし

ては値段が高すぎるわ。」

確かに、それは言えます。ボート長が２３フィートの場合、６

ｍ超７ｍ以下→ ９，４００円／月、１１２，８００円／年、

２５フィートなら、７ｍ超→ １０，７００円／月、１２８，

４００円／年となります。写真にもありますが、このすぐ横で

複数のボートが係留されています。おそらく無料では？

先方：「この先のＴマリーナは置くだけなら７～８万円／年、
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Ｓマリーナも上げ下ろし代含めて１０万円／年くらいやろ。公

営なら、 ５～６万円／年くらいが妥当なんちゃう。まあ、い

つでも、すぐ舟が出せるんで借りたんやけど・・」

と厳しい評価が続きます。そんな話をしている間にも、別の方

が施設を見て帰って行きました。

小生も、写真を撮影したので帰ろうとしたのですが、折角です

ので、教えてもらったＴマリーナとＳマリーナに寄ってみまし

た。

Ｔマリーナは、かなり古く整備などの施設はない模様。係員の

方に聞くと、置き代は１０万円／年、上げ下ろしは１５００円

／回（降ろして上げての１セット）。

Ｓマリーナは、整備する施設もあり、結構新しめ。このマリー

ナで購入すると上げ下ろし代含めて７千円／年（フィート）、

２３フィートだと１６１，０００円／年ですね。ただし屋外保

管（屋根無し）。中古艇を聞いてみると、ＵＦ－２０と２３

フィートの和船。和船の方はかなり年代物。ＵＦ－２０は結構

良さそうでしたが、ちょっと大きさが・・・。なかなか、簡単

には、ピタッと来る中古艇には遭遇出来ないようです。

波の高い瀬戸内の海を眺めながら、浜街道をゆっくりと戻って

帰宅。
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コメント

酔軍

前に紹介したとき「料金が半分以下なら価値あり」と言ったと

思いますが、やはり誰も感じることは同じですね。

この料金だと船底塗装を年２回すればマリーナ並みです。

唯一、いつでも出港できるという点がメリットです。

おそらく、全部は埋まらないと思いますよ。料金値下げを待ち

ますか？！
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2006・12・04（月）

カウンター２９００更新

ご覧いただき、ありがとうございます。

本日からハーフコートを着て通勤。今年も残すところ、あと４

週間です。

週末の土日をカウントしたら、９，１０，１６，１７，２３，

２４，３０，３１の８日。

３１日からは２泊３日のスキー旅行ですので、これを除くと７

日。大掃除はあるは、スキーの準備（ワックスがけ）はある

は、で忙しそう。

今週末も天気悪そうですし、釣行行けるのでしょうか？折角購

入した防寒着も登場する間もなく眠っています。

2006・12・05（火）

７日まで更新お休み

12月5日（火）10:00 ～ 12月7日（木）15:00　の間、当

ブログの提供元「ココログ」のメンテナンス作業のため、更新

やコメント投稿ができません。

当方の、次回更新は７日（木）の夜となると思います。
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よろしくお願いいたします。

2006・12・06（水）

カウンター３０００更新

ココログのメンテナンス、小生の利用しているフリーコースは

対象外でした。失礼しました。そういうわけで、本日も書いて

います。

さて、カウンターが３０００を更新しました。ほんとに、いつ

もご覧いただいている方には感謝です。日記を書けば、三日坊

主の小生が毎日書き続けられるのも、皆さんのおかげでありま

す。

本日、重要会議、無事終了。今月はあと１回、２０日です。頑

張っていきますか。

それから、忘年会・新年会のシーズン・インですね。小生は、

今週の金曜日からスタート。飲み過ぎに注意いたします。

そういえば、今日、新年会のお誘いメールが来ていました。思

い起こせば、約１年前のその新年会で、幹事をされていた酔軍

さんが船長であることを知り、厚かましく釣行をお願いしたこ

とが、事の始まりでありました。あの新年会がなければ、この

ブログも開設していなかったでしょう。そう思うと感慨深いで

すなあ。しかし、あの晩もどうやって帰宅したか、さっぱり思

い出せないのです・・・。
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2006・12・07（木）

加湿器

冬、乾燥の季節です。

昨年まで使用していた加湿器の調子が悪く、先週の日曜日、加

湿器を購入。

これまでの加湿器は、フィルターの部分の掃除が大変でした。

昨年、長男の部屋用に、象印の加湿器を購入。これは大変シン

プルな構造。はっきり言って、電気ポットそのものです。フィ

ルターもなし。手入れが超簡単です。

そんなわけで、今回も象印の加湿器を購入。これも全く同じ構

造。今のところ快調です。

2006・12・08（金）

忘年会スタート

今年の第一回目は、部の忘年会です。

１８時スタート、予定どおり２０時終了という、いつもなが

ら、さっぱりとした忘年会でした。大変良いです。２０：２２

発のＪＲで帰宅。

基本的に、いつも顔を合わせている同士の飲み会は、あっさり

と一次会で、というのが最近の小生のパターンです。
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週末、相変わらず天候がすぐれません。今週も釣行なしです

ね。残念。

2006・12・09（土）

スタッドレスタイヤ

本日、雨。ほんと毎週末になると雨になります。

明日は雨は上がりそうですが、お決まりの通り、雨上がりの翌

日は風が強くなりそうです。波も１．５Ｍのち０．５Ｍの予

報。今週も釣行はお預けですね。

本日、嫁さんの実家の倉庫に預けてあるスタッドレスタイヤを

取りに行き、履き替え。

毎年履き替えは自宅近くのタイヤ屋でしてきました。５００円

／本×４＝２０００円。オートバックスやイエローハットに

比べると半額。

今回は、嫁さんの実家近くで履き替えができないかをインター

ネットで調べ、中古タイヤ屋を発見。電話で確認すると、なん

と２５０円／本×４＝１０００円。大丈夫かな？と思ったの

ですが、電話対応もしっかりしていたので、訪問。対応したス

タッフもしっかりしていて、店には立派な「経営理念」も大書

されており、関心しました。業務品質も問題なく、スピーディ

に交換してもらいました。次回からはここでタイヤ交換するこ

とに決めました。
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当方のスタッドレスは昨年末に購入したヨコハマ　アイスガー

ド。昨年は、その威力を発揮したのは、たった「１日」でした

が、今シーズンはどうなるでしょうか？

コメント

sakura

ご無沙汰です！

もう、どうにもならない程、暇が無くて12月は毎週滑りまく

る予定が崩れてしまってます(涙)

もうスタッドレスですか？

私も先日愛車を車検に出したので、近い内にって考えています

が、多分この様子だと年末辺りでしょうか…

確かに私たちの住んでいる世界では、スタッドレスなんかいら

ないですよね。

でも４駆車でのチェーン交換は地獄なので、やっぱスタッドレ

スが楽で良いです。

もちろんチェーンも、牽引ロープも、スコップも、ブースター

ケーブルも、手袋も冬場＆スキー場行きの際は、常備してます

よ♪

大好きなスキーに行って、嫌な思いするのはツライですし、事

故や怪我でもしたらそれこそ大変ですもの…

でも折角なので、お互いその効果を充分感じたいですね！

ノリ

お久しぶりです。

さて、我が家もとうとうスタッドレスタイヤを購入しました。
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昨年は、投資に見合う出動が少ないからということで、見送っ

ていたのですが、やはり寒い中での装着は結構大変ということ

もあり購入しました。

ヤフオクの中古ですがアルミホイール付きで結構安く入手でき

ました。

溝は少なくなってきていますが、年に数回行く程度の我が家に

は十分ではと思ってます。

後は、雪のみ。現時点では殆どないのですがあとしばらくすれ

ば降ってくれると期待しています。

さぬき富士

ノリさん、スタッドレス購入、おめでとう。スキーには必須で

すよ、やはり。小生も初回はヤフオクで購入しました。中古の

場合、溝も大事ですが、ゴムの柔らかさにも留意が必要です。

堅くなっていたら要注意です。タイヤの側面に製造年月が記載

されてます。例えば、２００６年の３０週目（７月頃）なら、

３００６です。寿命は３～５年と言われています。溝は残って

いても、古くなって柔らかさが失われていたら、危険とのこと

です。あとは、万一に備えてチェーンを携帯していけばOKで

すね。あとは、雪のみ。大山中ノ原のライブカメラでは、昨日

からだいぶ積もったように見えます。

ようかん

こちらもついにスタッドレスを購入。メーカーは韓国のハン

コック。聞いたことありません。メーカー名を出していないお

買い得セットの安いチラシが新聞に入っていて、近くの店だっ

たので行ってみました。店員の感じがよく、費用対効果は一番

とのこと。ブランドでは売れないメーカーなので安いが、性能

はBSと遜色ないと。今までずっとチェーンでがんばってきた
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のは、ひとえに値段。２１５/６０R１６は高い。

今度の年末年始は１１日休みがあるので、やっぱりスキーにい

きますが、夏タイヤにチェーンだとどうしても人工雪ゾーン。

これで八方とか行けるな。

さぬき富士

ようかんさん、購入おめでとう。しかし、１１連休とは豪勢な

！当然信州行くんでしょ？うらやましいです。こちらは２泊３

日の大山ですが、積雪が心配。信州のゲレンデの写真、撮って

送って下さいね。

ところで、この記事に投稿してくれたノリさんと、ようかんさ

んの車は同じ車種です。色も一緒。奇遇ですな。

2006・12・10（日）

スキーの準備

昨日のスタッドレスタイヤへの交換に続き、スキーの準備を進

めています。

昨夜、子供達のスキーブーツを物置から出し、サイズを確認。

３人とも、なんとかクリア。来年あたりは買い換えが必要かも

しれません。次は、スノトレ。これは次男・三男ともアウト。

三男は次男のものをお下がりで使うことに。

ということで、本日はスポーツ店巡り。次男の野球のグローブ

も新調するため、野球専門店を見てから、スポーツデポへ。
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購入したものは以下のとおりです。

・スキー用品は、次男のスノトレ、ナイキの帽子、サングラ

ス。そして、ワックス・リムーバー。

・長男・次男にへリーハンセンのダウンジャケット。

・次男の野球グローブ。

散財してしまいましたが、小生のグッズは全くなし・・・。

年末までには、スキーのワックスがけをしないといけません。

あと、車にスキーキャリアも積まないと。

それから、スポーツデポで、ノリさんと遭遇。年末年始のス

キーはハチとのこと。一緒に十分な積雪があるよう、お祈りし

ましょう。

2006・12・11（月）

蒜山・湯原ウィンターキャンペーン

スキー情報です。

蒜山ベアバレー、上蒜山、津黒の３スキー場は、毎年キャン

ペーンを実施しています。

坂出北ＩＣから蒜山は１時間半程度で、日帰りにはもってこい

さぬき日記

192



の距離です。ゲレンデはこじんまりとしていますが、ファミ

リーにはお勧めです。

今年のキャンペーンの情報がＨＰにアップされています。

まず、蒜山ベアバレー。週末（土日）はリフト券が５００円引

き。大人は４０００円が３５００円、子供は２０００円が１５

００円になります。

それからキッズデー。小学生以下が無料。ファミリーにはうれ

しいですね。

ベアバレー：１月６日と２０日、２月１７日

上蒜山：１月２０日と２７日、２月１７日と２４日、３月の土

日

津黒：１月１３日、２月３日、３月３日

また、リフト券で温泉の入浴券が割り引きとなります。

あと、レディスデー、シニア割引、平日割引もあります。

2006・12・12（火）

私をスキーに連れてって

義兄から電話。
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年末３１日、大山で一緒にスキーをしよう、とのお誘い。息子

二人を連れて、日帰りバスツアーで参上するとのこと。

当初、初日は蒜山で滑る予定でしたが、この誘いに乗って、３

１，１日とも大山を滑ることにしました。リフトチケットも２

日券もできたそうなので、これを活用しましょう。

義兄は２月に苗場にスキーに行くとのこと。なんと、ユーミン

のコンサートがセットされたパックが取れたそうです。行き帰

りは、サンライズ瀬戸（夜行列車）。相変わらずパワフルです

な。

先月の日経新聞で、日本旅行が８０年代のスキー客をターゲッ

トにしたスキーパックを売り出したと報じていました。「私を

スキーに連れてって」の世界です。ホテルは志賀高原、バック

カントリー・スキーを楽しめるそうです。トドメは、夜のディ

スコ。ミラーボールが回転するそうです。かなり恥ずかしいで

すね。

そういえば、ブレアというメンズ・ファッション雑誌でも、

「私をスキーに連れてって」の馬場康夫と泉麻人が、８０年代

スキーを語ってましたね。ユーミンのミュージックも必須アイ

テムでしたよね。

久しぶりに、ユーミン、聴いてみようかな。

ところで、馬場康夫って、ホイチョイ・プロダクションのメン
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バーですが、成蹊小学校から成蹊大学のエスカレーター組みら

しく、あの安倍晋三首相と同級生らしいです。

2006・12・13（水）

最近のアクセス状況

最近、アクセス数が増えています。

特に、グーグルやヤフーの検索サイトからの閲覧が多くなって

います。

どんなワードで検索されているか、直近の３０日間で調べてみ

ました。

トップ２５の発表です。スキー関連の検索が大半のようです。

  検索ワード  　アクセス数　割合

1 スキーボード  　　88 　　　　15.2%

2 スキー  　　　　　　40 　　　　6.9%

3 瑞穂スキー場  　　30 　　　　5.2%

4 スキーマップル  　25 　　　　4.3%

5 スキーツアー  　　22 　　　　3.8%

6 広島県民の森  　17 　　　　2.9%

6 中国地方  　　　　17 　　　　2.9%

8 スキー場  　　　　16 　　　　2.8%

9 バス  　　　　　　　15 　　　　2.6%

10 ツアー  　　　 　　13 　　　　2.2%
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10 幻風  　　　　 　　13 　　　　2.2%

10 荘内半島       　13 　　　　2.2%

10 ボート釣り     　　13 　　　2.2%

14 大山           　　　12 　　　2.1%

15 絞め方         　　10 　　　1.7%

16 ファンスキー    　　9 　　　1.6%

16 雲辺寺スキー場  　9 　　　1.6%

16 ビンディング    　　9 　　　1.6%

16 リフト券        　　　9 　　　1.6%

16 ゼビオ          　　　9 　　　1.6%

21 釣り            　　　　8 　　　1.4%

21 ショートスキー  　　　8 　　　1.4%

21 高松            　　　　8 　　　1.4%

21 ハチ高原        　　　8 　　　1.4%

21 大山スキー      　　　8 　　　1.4%

2006・12・14（木）

Windows Vista

マイクロソフトの５年ぶりのOS　Windows Vista　が年明

けに発売されます。

ＸＰの入ったノートパソコンは長男用となっており、小生の利

用するパソコンはWindows２０００。会社のノートパソコン

も２０００ですから、朝から晩まで２０００を使っています。

全く不都合はありませんし、安定感も十分ですから、積極的に
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乗り換える理由はないのですが・・・

でも、乗り換えるとなると、現在の自作パソコンのスペックで

は能力不足となる可能性大。OSだけ購入してもそこそこの値

段でしょうから、デルかＨＰあたりで安くなったマシンを購入

しましょうか。

2006・12・15（金）

忘年会　２つ目

今日は　グループの忘年会でした。

最近は、「飲み放題」が普通ですね。焼酎も銘柄別にオーダー

が可能です。

料理もまずまずでした。タクシーで帰宅。

明日は早起きが必要。早寝します。

2006・12・16（土）

またもや風邪か？

明け方、腹痛。おなかの調子が最悪。何度もトイレに行き、正

露丸を飲みます。

早朝、次男の野球配送。その後、大掃除パートⅠ、障子の張り

替え。これも、とある目的のための点数稼ぎ。釣行も我慢し
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て。

昼過ぎになって、腹痛に加え、だんだん頭痛が。熱を測ってみ

ると、なんと３８度近くまで上がってます。先々週、風邪ひい

たばかりなのに、情けない。

これは、今はやりのノロウィルス？もしくは、嘔吐下痢症？で

も、吐くところまではいきません。昨夜の忘年会、それとも、

昼食のホタテフライが原因か？

近くの医者に行き受診。「たぶん、ウィルス性の風邪。もしく

は、ノロ」とのこと。でっかい点滴を打ってもらって帰宅。

最悪の週末となってしまいました。

コメント

ようかん

お大事に。どうせなら今話題のノロがいいですね。というのも

変か。

2006・12・17（日）

年賀状作成

起床すると、熱は平熱、腹痛も無し。昨日の風邪（？）はすっ

かり完治した模様。
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しかし、腹痛と発熱以外、咳も鼻水も出ず、のども全く異常が

無かったので、やはり、食あたりだったのでは？ともかく、回

復しました。

本日は、年賀状作成。

本文の方は、すでに作成済みです。毎年、フリーの年賀状素材

のサイトからダウンロードして、ワードで作成。素材選びに時

間がかかるものの、作成自体は簡単です。

本日は、まず、住所録のメンテナンス。これが結構手間です

ね。

その後は、ひたすら印刷。住所を印刷後、本文。本文は６パ

ターンあるので、間違えないようにと。昔のプリンタに比べる

と速いですが、やはり時間がかかります。

３００枚弱が印刷完了となったのは、１８時過ぎでした。

2006・12・18（月）

積雪？

昨日から寒波到来。日本海側では積雪との予報でした。

年末年始に初滑りに行く予定の大山、気になります。

早速、大山中ノ原ゲレンデのＨＰ、ライブカメラをチェック。
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土曜日までは緑のゲレンデが真っ白になっていました。カメラ

画像だけでは積雪量は不明ですが、一面雪景色です。

一昨年は、１２月３０日まで全く積雪なしで、３１日に大雪が

降りました。それ以外の年は、なんだかんだで、１２月２５日

頃には自然雪で滑走できる量が積もっています。

今年は、信州方面でも完璧に雪不足だそうですが、一昨年も同

様でしたので、年末にはなんとかなると信じて、ひたすら祈る

ことといたします。

2006・12・19（火）

アクセス分析

この１ヶ月のアクセスについて、どこのプロバイダーからアク

セスしていただいているかを見てみました。

トップ２０の発表です。わかる人が見れば、わかる、面白いリ

ストです。

お仕事中のアクセスもあるようです。

1 bbtec.net  145

2 ocn.ne.jp  110

3 infoweb.ne.jp  61

4 mesh.ad.jp  57

5 asahi-net.or.jp  39
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6 pikara.ne.jp  38

7 kbn.ne.jp  35

8 dion.ne.jp  34

9 plala.or.jp  27

10 home.ne.jp  24

11 so-net.ne.jp  21

12 yon-b.co.jp  20

13 enjoy.ne.jp  18

14 stnet.co.jp  15

14 ucom.ne.jp  15

16 yonden.co.jp  13

17 megaegg.ne.jp  9

17 eonet.ne.jp  9

19 zaq.ne.jp  7

19 nttpc.ne.jp  7

2006・12・20（水）

忘年会　３つ目

重要会議、終了。これで今年の会議はクローズ。いろいろ課題

を指摘されて、困ったことです。まあ、気持ちを入れ替えて、

頑張っていきましょうか。

さて、本日、３つ目の忘年会。２７０名出席の大忘年会です。

恒例のビンゴ大会で、末賞（１０位）をゲット。この忘年会、

これまで３回出席しましたが、２度商品をゲットしています。
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結構、くじ運が良い？

家に帰って開けてみると、ツムラの入浴剤でした。早速使って

みます。

コメント

酔軍

おつかれさま。

ビンゴ、まったく聞いてませんでした。

あれも飽きたなあ。

2006・12・21（木）

今週末

週末の天気予報は晴れ。

ですが、土曜日は大掃除、日曜日は少年野球のグランド整備な

ど、もろもろの用事が詰まっております。釣行は無理やろ

なー。

2006・12・22（金）

忘年会？　４つ目

酔軍さんを誘って飲み会。いつものＮです。２次会はＣホテル

のバーでジャック・ダニエル。
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本日は　当方に取っての　Good　News　を酔軍さんに伝

えました。

２００６年　いろいろありましたが、終わりよければ全て良

し。

今年は　良い方に巡り会え、世界が広がりました。

Good Nwes　については、徐々に公開して参ります。

2006・12・23（土）

大掃除パート２

年末恒例の大掃除。

朝から、網戸洗い、窓拭き。１６時まで、ひたすら掃除します

が、完了せず。

夕方、久しぶりにジムに。ストレッチのみ行いましたが、すっ

かり堅くなってました。

明日は、朝から少年野球のグランド整備。終了後、今日の大掃

除の続きの予定です。

スキーのワックス塗りもしないといけないのですが、手が付き

そうにもありません。年末ギギギリになりそうです。
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2006・12・24（日）

スキーキャリア装着

少年野球のグランド整備、思いの外早く終了しました。

帰宅後、昨日に引き続き、大掃除。２階の各部屋を行い、本日

の予定は完了。

続いては、スキーのワックスがけ。リムーバーでワックスと汚

れを落とした後、エッジのサビ落とし。ワックスは手抜きで、

スプレーワックスです。

ワックスが乾くまでの時間を使って、スキーキャリアを車に装

着。１年ぶりなので、説明書を読みながら進めます。無事完

了。

ワックスの乾いたのを確認後、コルクで磨きます。当方の分＋

子供３人分。さすがに疲れます。腕がパンパンです。部活から

帰った次男にも手伝わせ、完了。

なんとか準備ができました。気分も盛り上がってきました。あ

とは雪が降るのを待つのみ。大山の自然雪は、５㎝。週末から

寒波到来とのことです。お祈りするのみ。
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コメント

sakura

ご無沙汰してます！

出張に行く前に、我が家もルーフトランク積みましたぁ～

何だか、予想外に忙しくなって、予定していた12月毎週末ス

キーは行けなくなってしましたが、準備だけは少しずつ進んで

ます。

でも、ルーフトランク積むと、車の高さが260cmくらいにな

るので、駐車場の入口で気を遣うんですよ。

こすらないように、当てないようにって…

当分、不自由な車になりそうです。

正月前にスタッドレスにも履き替えなきゃ…

2006・12・25（月）

クリスマス・プレゼント

クリスマス・プレゼント、ここ数年は贈る側ばかりでしたが、

久しぶりにビッグなプレゼントが小生宛に届きました。

それは、なんと　フィッシング・ボート　であります。２３

フィートもあるビッグなプレゼント！

ついに、念願のボート・オーナーとなることができます。筆舌

に尽くしがたい紆余曲折がありましたが、道が拓けました！

（ちょっとオーバーか）
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ボートは、いつもお世話になっている酔軍さんから譲っていた

だけることになりました。ヤマハＦＷ２３です。１１月４日に

試乗＆釣行しております。（ブログ参照）

引き渡しは３月目途です。それまでに、いろいろと検討しなく

ては。まず、キャプテンシートから。インターネットで探そう

かな。

2006・12・26（火）

年末年始のスキー　ピンチ

年末年始、１２月３１日から２泊３日で大山にスキーの予定で

すが、自然雪５㎝！

大山は国際ゲレンデに人工雪ゲレンデがありますが、規模が小

さく、滑ったとしても半日程度のものですね。

天気予報では、２８日、２９日が曇り／雪ですが、どこもで積

もるか？

ということで、３１日から１泊２日に予定を変更しようと考え

ています。キャンセル料の発生しないリミット、２８日に決断

します。ライブカメラと、にらめっこしないと。

残念です。
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コメント

ノリ

我が家も同感です。天気予報によるとこの２,３日はスキー場

でも雪が降る見込みですが、その後が続きそうにありません。

全く現状雪がない中で大した効果があるとは思えません。今回

は、残念ながらキャンセルという方向で考えています。２月に

３連休がありますのでそこであれば雪があるのではと思ってい

ますが・・・。

ようかん

寒波が来ましたね。年内はコート無しで過ごしましたが、今日

は寒かった。

雪は積もるか。

中央道沿線はだいたい人口雪中心なので気温さえ下がれば、滑

れるようになりますが、せっかくなら規模の大きい天然雪のと

ころへ行きたいですね。スタッドレスも買ったし。

さぬき富士

今日、大山も朝から雪でしたが、一体何㎝積もったか？明日も

降雪の予報ですので、期待してます。

信州にはいつから行かれますか？うらやましいです。

Ｋ＠迷人

お久しぶりです。Ｋ＠迷人です。

雪よかったですね！でも、大山てなんでこうなんですかねぇ。

僕も昔、年末年始にスノーボードをと思い行った時も、３０日

は「積雪４０cm」で３１日は「１m」でした。
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当時、大山国際の一部でしかボードはできませんでしたので、

リフト下り場からの送迎バスが積雪で中止となり、泣きながら

歩いたことを思い出します（笑）

ちなみに車はボンネットくらいまで埋まってしまい、

駐車場か

らの脱出に１時間くらいかかりました・・・。

さぬき富士

Ｋ＠迷人さん、コメントありがとうございました。年末の慌た

だしさにかまけて、返信が遅れ申し訳ありません。

大山、雪＆天気、バッチリでした。大山も一昨年くらいからリ

フト券のバリエーションが増え、やや顧客志向となってきまし

たが、ゲレンデまで＆ゲレンデ間のアクセスの悪さは相変わら

ずです。国際まで徒歩は辛いですよね。

でも、今回はコンディションの良さで、及第点を付けます。良

かったですよ。

2006・12・27（水）

年末

お仕事は明日まで。年末モードになってきました。

今年も１年、アッという間に過ぎていきました。

明日は、今一度、今年の仕事を振り返ってみたいと思います。
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反省事項が多い気がします。

2006・12・28（木）

仕事納め

本日、仕事納め。

年末の挨拶の来客も多数あり、年の瀬を感じます。Ｄ社のＫさ

ん、本日はありがとうございました。また、来年もよろしくお

願いいたします。

今年は、仕事の範囲が広がり、また、なんやかんや新しい課題

対応もあったりと、忙しい１年でありました。成果はイマイチ

の部分が多かったと反省してます。また、来年頑張っていきた

いと思います。（謙虚やなあ）

それにしても、１年の過ぎるのは早いですね。年々そう感じま

す。来年は、どんな年になるでしょうか？楽しみです。

仕事の話は、これでお終い。ここから、１月３日まで、気持ち

はオフに切替えです。まず、今夜はお酒を楽しみましょう。

コメント

酔軍

仕事納めの日にノロウィルスにやられました。

夜中に腹痛で目が覚め、我慢できず日赤で点滴うけ、
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１日寝てました。

スキー出来そうでよかったですね。

こちらは年内はおとなしくしてます。

さぬき富士

酔軍さん、おはようございます。ノロウィルス、大変でした

ね。コメントいただけるぐらいには回復されていると想像しま

すが、ゆっくり静養して下さいね。

当方のスキーですが、昨日からの寒波で大山は４０センチ以上

の積雪となっているようです。ギリギリセーフで、予定どおり

スキーを楽しめそうです。

ようかん

スキー行けてよかったですね。うちは２日くらいから行こうか

なあと思ってます。

ハードなひろし

年末挨拶後、Ｔ支店より緊急時対応・・昨夕～本日ばたばた

と。

年明けからはちびっこドッジボーラーの最終章、１２０％でパ

ワー爆発です。

スキー楽しみですね。気をつけていってらっしゃい。

さぬき富士

ハードなひろしさん、コメントありがとうございました。年末

の慌ただしさにかまけて、返信が遅れ申し訳ありません。

昨年は大変お世話になり、ありがとうございました。本年もよ

ろしくお願いいたします。今年もボートでの釣り、ご一緒下さ
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い。

ドッジ、頑張ってくださいね。

2006・12・29（金）

大掃除＆忘年会　最終回

９時から大掃除、最終回。１階を掃除し、フローリングにつや

出し。あと、玄関もきれいにしました。終わったら１５時。

夕方、義兄宅へ。義母も一緒に忘年会。ワインとビールで、い

つの間にか寝ていました。暖炉の薪、信州の樫の木で、幻想的

な炎、良かったです。

今日は、たくさんの方からコメントを投稿いただきました。あ

りがとうございます。心配していた、年末年始のスキー、ギリ

ギリで雪が降り、大山のゲレンデは５０センチの積雪。明日か

らフルオープンです。お陰様で、予定どおりスキーが楽しめそ

うです。

2006・12・30（土）

相変わらずバタバタ

年末は　なにかとあわただしいですね。

本日は朝から車の掃除。洗車は昨日セルフＧＳで済ませており
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ますので、車内の掃除です。小生の車と嫁さんの車、２台に掃

除機をかけて、雑巾がけ。疲れました。洗車は９０円で簡単に

できるのですが、車内は手間がかかりますなあ。

夕方からは、明日からのスキーの準備。スキーを車に積んで、

２泊３日分の着替えなどをパッキング。あとは、ホテルまでの

道順をナビに設定してと・・・やっと、準備が整いました。

2006・12・31（日）

年末のご挨拶

本日で平成１８年、２００６年が終わります。

当ブログをご覧頂いている皆さまには、大変お世話になりまし

た。本当にありがとうございました。

今年は、海釣り＆ボートに目覚め、レンタルボート会員からス

タートし、ついにボートオーナーへの道を歩むことになり、記

念すべき（？）年となりました。酔軍さん、Ｆさん、Ｙさん、

Ｙ君、Ｋ君、Ｋさん、はじめ多くの関係者の皆さまには、感謝

＆感謝です。

来年もよろしくお願いいたします。
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コメント

ようかん

こちらも動きの多い１年でしたが、無事乗り切ることができま

した。

来年は四国にお邪魔し、海釣りに連れて行ってもらうことが目

標です。

良いお年をお迎えください。

さぬき富士

今年こそ四国に来て下さい。マイボートで海釣りをいたしま

しょう。船長としての修行に励んでおきます。

2007・01・01（月）

謹賀新年

皆さま、あけましておめでとうございます。

大山スキー場から発信しています。というのは冗談で、ブログ

の「事前登録機能」で公開しています。

本日から、平成１９年、２００７年のスタートです。健康で充

実した一年になりますように。

今年は、小生にとって、「ボートオーナー元年」の年でありま

す。ボートオーナーには慣れても、「船長」の道は、果てしな

く遠く険しい道。このブログをご覧いただいている皆さまに
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は、今年もいろいろとお世話＆ご教示いただくことが多いと思

いますが、よろしくお願いいたします。

2007・01・02（火）

スキー初滑り

２００６－０７シーズン、初滑りは大山です。

年末ギリギリに降雪があり、３０～４０センチの積雪でした。

３１日（土）６：３０、スキーウェアを着て出発。コンビニで

おにぎりを購入して、坂出北ＩＣから米子へ。途中、湯原ＩＣ

で降車し、通勤割引を使い高速料金を節約。除雪は完璧で、５

０キロ制限ですが、かまわず飛ばします。

ホテルに９：１０に到着。ちょっと早く着きすぎか。荷物を降

ろして、準備完了。１０：１５発のバスでスキー場へ。大山の

スキー場は駐車場が狭く、早朝には一杯になってしまうので、

ホテルからの送迎バスは大変便利。なんといっても、ゲレンデ

のビールが制約なしとなるところが最高です。

豪円山の登行リフトに乗って、ゲレンデに到着が１０：５０。

ほぼ予定どおり。義兄チームと合流して、昼食。大山そばと

ビール。いきなり５００ミリリットルです。

１１：４０、豪円山ゲレンデを下り、午後券を購入。今年から

３０００円に値下げされており、得した気分です。（昨年まで
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３８００円）

雪は最高、また、天候はピーカン。最高のコンディションでし

た。上ノ原ゲレンデから見た日本海、弓ヶ浜、絶景でした。

上ノ原と中ノ原を中心に滑り、途中もう一本ビールを飲んで、

１６時に終了。１６：３０のバスでホテルへ帰りました。大満

足の初滑りでした。

写真はマイフォトにもアップします。

 

 

 

コメント

ようかん

あけましておめでとうございます。
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今年もよろしくお願いいたします。

嫁さんの風邪等でこれから出発です。

ああ、休みが６日しか残ってない。

さぬき富士

あけましておめでとう。

こちらこそ、よろしく。

早朝のコメント、ありがとう。

スキー、気を付けて行ってらっしゃい。

2007・01・03（水）

大山のお勧めホテル

鳥取の大山へのスキー、これまでは、もっぱら日帰りでした。

今回は年末年始の旅行を兼ねてということで、初めて大山で宿

泊しました。なかなか良いホテルでしたので、ご紹介いたしま

す。

大山レークホテルです。大野池の畔にたたずむ、３階建てのコ

ンパクトなリゾートホテル。客室は、各階１５室程度だったと

思います。

宿泊した部屋はツインの洋室でしたが、ゆったりとした広さ

で、ゆっくりとくつろげました。周囲には建物もなく、とにか
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く静か。大規模なホテルと異なり、客でごった返すこともな

く、レストランや温泉も混み合うことがありません。照明も間

接照明で、落ち着いた雰囲気です。

２泊したのですが、１日目の夕食はビュッフェ、２日目はコー

スを選択。朝食はいずれも和洋食のバイキングでしたが、いず

れも大変美味でした。

大山スキー場へは、バスの送迎があり、これも便利です。ホテ

ル発が、８：３０　９：１５　１０：３０　の３本。スキー場

発が、１４：３０　１５：３０　１６：３０　１７：３０の４

本です。

大山はペンションが多く、本格的なホテルは少ないと思いま

す。たまたま、ホテルの温泉で会話した方が、その前日に大山

Ｒホテルに宿泊されており、その混雑ぶりを嘆いておられまし

た。特に、温泉とエレベータがひどかったそうです。風景や食

事は良かったそうですが、リゾート向きではないようでした。

冬季は、「冬季限定のお得な宿泊プラン」と素泊まりの「ウイ

ンターネットプラン」も用意されていますし、温泉だけの利用

もできるので、大山に行かれる方は一度利用されてはどうで

しょうか？（ノリさん、結構良かったですよ）

ホテルのＨＰ　http://www.daisen.com/

大山伽羅温泉　http://www.daisen.com/main/onsen02.
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html

 

 

 

2007・01・04（木）

仕事始め

今日から平成１９年のお仕事。冬とは思えない暖かさです。

小生の会社のデスクからは、高松港がバーンと見えます。こ

れ、絶景です。本日の海、真っ青です。真っ白なフェリー、清

々しく見えます。

この景色、仕事始めのせいか、ものすごく新鮮に感じられま

す。新鮮な気持ちをキープしながら、この１年頑張っていきた

いと思います。
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コメント

ようかん

雪道を無事帰ってきました。

スタッドレスにして良かった。

休みがあと２日しかない。

あさっては野球の初練習。

さぬき富士

メールありがとうございました。スタッドレスが役に立ってよ

かったですね。１回で元をとった気になったのでは？

スキーはどこで滑ったのかな。

我が家の野球は、長男は３日、次男は４日、三男は明日５日が

神社にお参り・６日から練習です。

ようかん

海が見えるオフィス。いいですね。

うちは自宅のベランダから若草山や東大寺大仏殿などが見えま

す。今日は山焼きなので楽しみにしていたのですが、強風のた

め延期になったようです。残念。

2007・01・05（金）

新年会

仕事２日目。まだ正月気分が抜けません。
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９時過ぎに携帯にメール。見ると、ようかんさんから。信州の

早朝の景色の写真が送られてきています。こちらは仕事という

のに、うらやましい限り。

今日も、昨日に続き、年始挨拶の方がたくさん訪問されていま

す。Ｄ社のＫさん、本年もよろしくお願いいたします。

夕方、酔軍さんにメール。「１時間勝負」で、いつもの駅前の

Ｎに行くことに。メンバーは、Ｆさんと小生の３名。ミニ新年

会ですな。

話題は、もっぱら釣りのお話。まあ、毎回話題が続くこと、続

くこと。今日は、小生が購入を検討している鯛釣り用ロッドの

話を契機に、「道具か腕か」という永遠のテーマについて語り

合いました。

「１時間勝負」のはずが、２時間半に。日本酒、熱燗、ちょっ

と飲み過ぎました。また、後半の記憶が飛んでいます。

実は、この記事、６日（土）の夕方に書いています。完璧に二

日酔いでした。

2007・01・06（土）

スキーバスツアー（その３）

香川県の旅行会社によるスキーツアーは
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・新日本ツーリストの「バケーションくらぶ」

・東交バス

を先日（１１月２６日）に紹介しましたが、

・大川バス

の情報を入手しました。

大山行き（朝発）を再度比較してみます。

　・新日本：大山に毎日出発。それも１名から催行。価格は１

月の３連休、リフト券セットで９７００円、リフト券なしは５

９００円。小生が利用するＪＲ宇多津駅を７：４０発、大山着

１０：４０とゆっくり目。大山発は１７：００。バスはレギュ

ラーシート。

　・東交バス：毎週末出発（出発保証）。価格は１月の３連

休、リフト券セットで９４００円、リフト券なしは５６００円

で３００円安い。ＪＲ宇多津駅を７：００発、大山着１０：０

０。大山発は１７：００で同じ。バスはレギュラーシート。な

お、更衣室・滑走後の入浴OK！ 子供同伴割引で、親１０％

オフ（子供一人に対し親一人）の特典あり。

　・大川バス：毎週末出発（１月２月は出発保証）。価格は１

月の３連休、リフト券セットで１００００円、リフト券なしは
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６２００円。ＪＲ宇多津駅を６：１５発、大山着１０：００

頃。大山発は１７：００で同じ。バスはレギュラーシート。な

お、滑走後にホテル大山で入浴OK！特筆すべきは、出発２日

前からの申し込み（宇多津乗降車）だと、リフト券なし（６２

００円）を４０％オフ。一日券（４８００円）を別途購入した

ら８５２０円。

今回、追加紹介した大川バス。大山着１０時頃となっています

が、ＪＲ宇多津駅を６：１５発と　もっとも早い出発ですか

ら、９時半頃には到着していると推測されます。早くから滑っ

て、早めに切り上げて、ホテル大山の温泉でゆっくりするとい

うプランは、なかなか良さそうです。

明日から、また寒波襲来で積雪が期待できそう。来週あたりバ

スツアーに参戦しましょうか。もちろん、一人で。

コメント

ようかん

今年のスキーは野麦峠スキー場。

穴場の評判どおりの大変いいスキー場なのに空いてる。

http://nomugi.alfa.co.jp/

滑っている人のレベルがとても高い。スキーヤーだけでなく

ボーダーもうまい。空いてる上にみんなうまいので、ゲレンデ

に立っている人はほとんどなし。座り込んでいるボーダーもあ

まり居ず。

リフトも高速クワッドと高速ペアの２本で２１４０ｍまで上が
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れて絶景を眺めながら４０００ｍのロング滑走、しかも斜度も

あり、たらたら長いだけではない。といいこと尽くめです。た

だ穴場過ぎて赤字らしく、閉鎖の危機にあると貸しスキー屋の

おじさんが言ってました。伊那インターから権兵衛トンネルを

抜ければ１時間くらい。印象ほど遠くないので、みなさん、是

非行って下さい。

さぬき富士

野麦峠のＨＰ見てみました。ええですなー。ロングコースのゲ

レンデ。うらやましい。こちらは、今年は、もっぱら中国地方

のゲレンデ巡りとなりそうです。

2007・01・07（日）

マイボート準備開始

三男の野球、本日は初練習。神社参拝のあと、恒例のＴ山登

山。

朝、神社まで配送した後、宇多津の中古屋へ。オイル交換で

す。なんと１リットル１００円、しかも工賃無料。年に数回、

この価格で提供されます。店もきれいですし、品質も問題な

し。

待ち時間に酔軍さんにメール。本日はこのあと、マリーナに行

き、マイボートとなるＦＷ２３のサイズを測ってきます。マ

リーナに訪問することが連絡済みか確認するメールをしたとこ

ろ、なんと同行していただけるとのこと。お休みのところ、ま
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たまた感謝です。

マリーナで待ち合わせることにして、オイル交換終了後に、浜

街道から多度津に向かいます。途中、酔軍さんの港をみると、

舟のまえに酔軍さんの車発見。本日は、大荒れの天気で強風・

高波。ロープを確認、結び直していたそうです。超寒いです。

途中、コンビニで弁当を買って、マリーナへ。艇庫に行き、サ

イズを測ります。操船席の高さを測ったり、コンソール下のス

ペースを測ったりして、無事終了。その後、マリーナの談話室

へ。今日は大荒れの天気ですから、誰もいないかと思ったら常

連のメンバーが。さすが釣りキチの皆さんです。

マリーナを出て、丸亀の釣具屋を２軒回って、ロッドを物色。

迷いますね。今夜、お酒を飲みながら検討することにしまし

た。

2007・01・08（月）

ロッドは見送り

昨日、ロッドを物色しましたが、ふんぎりがつかず、購入は見

送り。まあ、ゆっくり検討しましょう。

ロッドは見送ったものの、リールを購入。丸亀のＢのセール、

ダイワの両軸リール、ＰＲＥＥＤ１５０早技が４０％オフで４

５７０円。棚クラッチがとても使い安いリールです。すでに１

つ持っていますが、安さに惹かれ、ＰＥラインの２号と一緒に
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購入しました。

コメント

酔軍

高いロッドを買うならじっくり選びましょう。

操船しながらの釣りに少し慣れてからのほうがいいかもよ。

たいてい海に落としたり折ったりするので・・。

さぬき富士

酔軍さん、日曜日はいろいろとおつきあい＆ご教示いただき、

ありがとうございました。

ロッド、確かに操船に慣れてからでも遅くないですよね。じっ

くり検討します。

ロッド折りは、幻風の穂先で経験しましたが、海への落とし込

みは、未経験です。

海の神様に奉納しながら、上達するのでしょうか。

2007・01・09（火）

お雑煮

香川に来て１５年目になりました。

お雑煮は、丸餅＆白味噌のだしであります。

さぬき日記

225



当方の出身地、信州では、角餅（焼き餅）＆おすまし、が標準

でしたので、当初は大分とまどいましたが、今ではすっかり、

丸餅＆白味噌のだしのファンとなっています。

今年の年末年始を過ごした、大山のホテルでは、角餅（焼き

餅）＆おすまし、でしたが、ちょっと物足りなかったです。

今朝のお雑煮は、丸餅（あん入り）＆白味噌のだし、という西

讃こてこて系。久しぶりに食しましたが、つぶあんと白味噌の

組合せが、何とも言えぬ味を出していました。

お雑煮も奥が深いですなあ。

2007・01・10（水）

今週末

週末になると天気が悪いのですが、天気予報を見ると、今週末

はなんとか　もちそうな雰囲気です。

中国地方のスキー場の積雪は３０～４０センチのところが多

く、コンディションは良くありませんね。

今年最初の釣行、検討してみようかな。昨年末に購入した釣り

用の防寒ウェア、デビューとなるか？
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2007・01・11（木）

今週末（その２）

久しぶりにＹ君と会話。

Ｙ君：「今週末、釣り、行くんですか？ブログ読んでます

よ。」

小生：「行きたいんだけど、どうなるかなあ。Ｙ君は行ってる

の？」

Ｙ君：「全然行ってません。寒いし、風邪ひいたりで・・・。

ところで、リール買ったんですね。」

小生：「そうそう。ダイワの棚クラッチ。これ、いいんよ。も

う既に持ってたんだけど、つい、買ってしまったんよ。」

Ｙ君：「ロッドはどうなったんですか？」

小生：「こちらは検討中。説明を聞いて、持ってみると、欲し

くなるんだけど、目移りして決めかねてしまうんでね。」

と、まあ、とりとめも無く、エンドレスに続きますね。釣りの

話は。
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コメント

ようかん

少年野球コーチはやってないの？

さぬき富士

コーチはやっていません。監督・コーチは、野球またはソフト

経験者の”若い”お父さん方がやってくれています。当方は、

もっぱら裏方です。今月末から、審判講習会が始まります。

2007・01・12（金）

今週末（その３）

日曜日に釣行、決定！

酔軍さんにお誘いいただきました。楽しみです。

初釣り、どんな結果となるか？乞うご期待。

2007・01・13（土）

山下うどん

本日の昼食は、坂出の綾川沿い、山下うどん。久々です。

ここは薪で湯を沸かし、うどんをゆがいています。

モチモチした太めの麺に、あっさり系のだしがよくあっていま
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す。大変美味。満足。

ここの近くには、有名な蒲生もあり、ともに村上春樹が訪れ、

エッセイに書いています。山下うどんにもサインの色紙が飾っ

てあります。

2007・01・14（日）

初釣り！

平成１９年（２００７年）の初釣りです。酔軍さんの船に、Ｋ

さんと小生の３名で８：３０出航。

酔軍さんのボートに、同乗者用の座席が新設されていました。

Ｆさんのリクエストに応え、酔軍さんが自作されたもの。とて

も座り心地がよく、クーラーボックスとは比較になりません。

まずは、イイダコを狙います。秋の爆釣シーズンは、岸よりが

ポイントでしたが、今は沖にポイントが移動しています。この

時期のイイダコは、「飯（いい）」つまり卵を孕んでおり、こ

れが珍味として最高の味を出してくれます。イイダコ狙いの船

が、そこそこでています。

今日の天候は快晴。波は０．５Ｍの予報でしたが、若干高め。

西風も多少出ています。

秋のシーズンとは比較になりませんが、ポツポツとアタリがあ

り、成長して大きくなったイイダコが上がります。テンヤに
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乗ってくる感触がなかなかｇｏｏｄ。お土産もでき、１２時も

近くなったところで昼食に。

本日は、酔軍さんが用意してくれたカセットコンロで、お湯を

沸かして、カップヌードル。寒さの中でのカップヌードルは、

身体の中から暖めてくれ、本当に美味です。カップヌードル

は、スタンダード、シーフード、カレー、などいろいろな種類

がありますが、「やはり釣りにはシーフードがふさわしい」と

いうのが、酔軍さんとＫさんの見解。

昼食を終え、西風の当たらない場所に移動して、今度はガシラ

・メバルに挑戦。itanさん艇、ＵＦ３０さん艇とも遭遇。小

生、ガシラは初めて。生き餌の付け方をＫさんに教えていただ

き、開始。酔軍さんは、サビキ。１時間ほど竿を出しました

が、釣果はＫさんのガシラ、酔軍さんのメバルの１匹のみ。

ポイントを変更しようと、移動すると、西風が大分強くなって

います。白波も立ち始めてきたため、納竿。

帰宅後、早速、「飯」を湯がいて食しました。なんともいえな

い美味しさ。今年の釣りは、なかなか良い感じでスタートしま

した。
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2007・01・15（月）

ボートの艤装

３月のボート購入に向け、

　・キャプテンシート

　・コンソール内の棚

の用意が課題です。
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昨日、酔軍さんの船に乗船したところ、乗船者用の座席が自作

されていました。これが、また大変素晴らしいもので、超快適

な釣りができました。

酔軍さんは、スプレーよけをアクリル版で自作されるなど、な

かなか器用で、譲っていただくＦＷ２３のキャプテンシートの

台座やコンソール内の棚も自作されています。

昨夜、昔購入したカートップの雑誌（ボート倶楽部の別冊）を

読んでいたところ、和船タイプの船に、収納兼乗船者用座席

を、ＲＶボックスを利用している記事を発見。これって、いけ

そうです。

ＲＶボックスは、サイズが豊富なのでキャプテンシートの台座

としても使えそう。

それから、昨日の釣行時、酔軍さんから助言。「最低、電動の

インパクトドライバーとドリルは必要。」

当分、あれこれ考える楽しみが続きそうです。

コメント

ようかん

楽しそうですね。私もだんだん楽しみになってきました。何月

がいいかなあ。
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さぬき富士

まあ、楽しみにしていてください、ませませ。暖かくなってか

らね。

それより、ブログ再開おめでとう。早速、当方のブログにリン

クを掲載しました。

2007・01・16（火）

雪よ降れ！

1月16日（火）15:00～1月17日（水）15:00の約24時間、

このブログの提供元「ココログ」のメンテナンスのため、閲覧

しかできません。ご覧頂いている皆さま、ご了承下さい。

さて、話題は、スキー。今年は、本当に雪が降りませんね。中

国地方のスキー場も、自然雪のみが頼りのスキー場は、年末の

降雪でオープンしたものの、後が続かず、クローズに追い込ま

れるところも出ています。

事業者の方も大変でしょうが、スキーファンとしても、ストレ

スが溜まります。岐阜方面に日帰りスキーバスツアーでも検討

しようかな。

コメント

ノリ

ご無沙汰です。我が家は年末のスキーを断念し、2月の３連休
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にかけているのですが、現状はあまり期待薄です。天気予報と

にらめっこの毎日ですが、早く寒波が来てくれることを祈って

います。

さぬき富士

ご無沙汰です。元気ですか？中国地方のスキー場、続々と休業

してますね。さすがに、２月には降雪があるでしょうが、寂し

いシーズンですね。２月の３連休、どこに行かれるのですか？

どこに行かれても、最高に混む日ですから、気を付けて行って

らっしゃいませ。

祝！ブログ再開

ブログのメンテナンス情報、誤りでした。小生の利用している

コースは対象外。投稿できます。失礼いたしました。

さて、このブログは、ほとんど顔なじみの方が常連のブログで

あります。よくコメントを投稿してくれている、ようかんさん

も友人ですが、彼のブログが再開しております。これから、毎

日お邪魔しますので、更新ヨロシク！楽しみにしていますよ。

しかし、ブログのタイトルの「浦和生活改め奈良暮らし」は、

なんというネーミングセンスでしょうか？当方の「さぬき日

記」も相当いい加減なネーミングでありますが、これに負けず

劣らずですな。

当方のリンクにも掲載しています。
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コメント

ようかん

余計なお世話です。実態を反映したいい名称だと思ってます。

さぬき富士

ようかんさん、ごめんなさい。悪気があって書いたわけではあ

りませんが、今読み返すと、書き方が悪かったですね。ご容赦

ください。

毎日、拝見しますので、よろしくお願いいたします。

ようかん

この素直さが不気味。

さぬき富士

昔から素直なジェントルマンだったじゃないですか。

2007・01・17（水）

Ｗｉｎｄｏｗｓアップデートで災難

昨夜、Windows2000のアップデートを実行したところ、イ

ンターネット接続ができなくなりました。あれこれ設定を変更

するも、全く駄目。深夜となったところでギブアップ。

本日、帰宅後、再挑戦。結局、アップデートを削除して、元に

戻したら、すんなりと接続できるようになりました。やれやれ

です。

ＯＳの再インストールまで考え、データのバックアップなども
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大分しましたので、大変な時間がかかりました。

今月末、ビスタが発売され、食指が動きますが、データの移行

や設定の変更などを考えると躊躇してしまいますね。

コメント

ようかん

大変だったようですね。同じ内容が２回アップされていること

からも苦労が偲ばれます。

さぬき富士

ココログの調子もおかしかった様子です。とにかく大変でした

わ。

ようかん

１つ消したのですか？

前のコメントが意味不明になりますね。

さぬき富士

消しました。

コメントが意味不明になりますが、まあ、影響（？）があるの

は、あなたと私だけでしょう。

なんか、公開メールのやりとりのようになってきましたな。

2007・01・18（木）

四国は釣りの楽園・天国

地元Ｓ新聞、毎週月曜日に「月曜随想」というコラムが掲載さ
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れます。

今週の１５日（月）は、四国の釣り人には有名な、谷口寿人さ

んが登場。香川県釣り団体協会副会長です。たいへん面白いコ

ラムでしたので、ちょっと引用してみます。

「私の趣味は釣り。２７歳から始めたので、３５年間楽しんで

きたことになる。

・・・中略・・・

高松黒潮クラブの会長、香川県磯釣連盟の副会長もしている。

これだけ書くと、とんでもない釣り名人に聞こえるはずであ

る。

というよりも、釣り名人になっていないとおかしい。

ところが、残念ながら、釣りのウデの方はもうひとつである。

・・・中略・・・

釣りは上手、下手に関係なく、ウンに左右される要素がある。

だから、釣れなかったとしても、ウンが無かっただけと言い訳

ができる。

釣れたときだけ、自分のウデと言いふらせばいいのだから、こ

んなに良い趣味はない。」

「そうだ！そうだ！」と賛同するあなたは、釣りキチです。
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谷口さんは「自分を「釣りの楽しみ方名人」といいふらしてい

る」そうです。毎日、「四国は釣りの楽園・天国」というブロ

グで情報発信されています。是非、一読を。

2007・01・19（金）

新年会（その２）

本日は、社内＆町内の新年会です。つまり、同じ町内に住む社

員の有志での、飲み会。

どのような意味合いがあるかは別として、まあ、楽しい飲み会

です。「そこまでして、飲みたいか？」と言われると、答えに

窮しますが・・・。当然のことながら、部署もバラバラですの

で、結構話も面白いです。

参加者の年齢構成は、高めでありまして、小生ですら、若手

（？）の範疇。

思えば、昨年のこの新年会で、酔軍さんがボート釣りをされて

いることを知り、釣行同行をお願いしたのがきっかけとなり、

小生もボートオーナーになりました。そういう点では、この新

年会は貴重な会であります。

今年は、ゴルフ大会開催の話で盛り上がっていましたので、ま

た新たな展開がくり広げられるかもしれません。（小生はゴル

フからはリタイヤしているので直接は関係しませんが・・・）
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2007・01・20（土）

電動ドリル

ボートの操船用シートの検討をしています。

シート自体はローバックの折り畳みシートにするとして、台座

を何にするか？現在のところ、ＲＶボックスが候補ですが、何

を台座にするにしても、接合の加工が必要です。

そのため、加工用の工具を物色。ホームセンターを巡ってきま

した。お買い得は、リョービの電動ドリルドライバー。充電式

で３９８０円でした。これにしようかな。

夕方は、ジムへ。久しぶりに水中ウォーキングを１０００Ｍ。

ちょっと疲れたため、クロールは２００Ｍで切り上げて帰宅。

2007・01・21（日）

ボート用シート

本日、マイボート用のシートを、ヤフオクで落札しました。

・Ｂ＆Ｍフォールディングボートシート： 7,900 円

・Ｂ＆Ｍスイベル ：1,490 円

です。あとは、シートの台座ですが、ＲＶボックスを物色中で

す。
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コメント

酔軍

いい感じです。

台座は丈夫なものを探しましょう。

もしくはもう少し減量するかですな。
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2007・01・22（月）

シート用の台座

昨日、ブログで報告したとおり、シートは確保しました。

次は、シート用台座をどうするか？

酔軍さんからいただいたコメント、「台座は丈夫なものを探し

ましょう。もしくはもう少し減量するかですな。」

減量は心がけてはいるものの、すぐには実現できそうもないの

で、この体重に耐えられる丈夫な台座を検討中。

候補は、

　①ＲＶボックス（密閉RV-BOX　700）

　　●商品サイズ（㎝）

　　　外寸：幅約70.2×奥行約37×高さ約38.9

　　　内寸：幅約57×奥行約27×高さ約33.5

　　●耐荷重

　　　フタ：約80㎏

　②クーラーボックス

の２つですが、日曜日のホームセンター巡りで

　③自作
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の３つ目の選択肢となるかな、と考えるようになりました。

（追記）この投稿は２３日朝書いています。昨夜は、ココログ

の緊急メンテナンスで投稿できませんでした。理由は、「特定

地域からのコメントスパムによる負荷対策のため」とのこと。

迷惑な話です。最近、当方のメールアドレスにも、大量のスパ

ムメールが送られてきており困惑してます。

2007・01・23（火）

シート到着

日曜日にヤフオクで落札した、シートとスイベルが無事到着し

ました。

早速、開梱してみると、結構な大きさです。クッションも肉厚

で、座ってみると、良い感じです。クッションの厚さを測定し

てみると、１３センチ。

座台の候補、その１のＲＶボックス７００は高さが３９セン

チ。３９＋１３＝５２センチ・・・クッションのへこみを考慮

すれば、ちょうど良いかな？

本日、社員食堂でＦさんと遭遇。「キャプテンシート、どうで

すか？」と冷やかされました。期待（？）に応え、良いシート

を作成したいと思います。
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2007・01・24（水）

シート台座の自作検討

日曜日にホームセンターの資材売り場を徘徊していたら、その

品揃えの豊富さに驚くとともに、展示されていた自作品のサン

プルを見て、「これなら自分でもできそう」と思った次第。

本日、ホームセンター　コメリのＨＰで勉強。

まず、資材は　２Ｘ４（ツーバイフォー）材がスタンダード

で、かつ、安価なことを理解。

２×４材  約１８２０×３８×８９ｍｍ 278円

２×４材  約２４３８×３８×８９ｍｍ 398円

１×４材　約１８３０×１９×８９ｍｍ 220円

であります。

自作品のサンプルもＨＰに出ています。

・ベンチ：材料費は約２７００円

・フラワースタンド：材料費は約２０００円

・がっしり丈夫棚：材料費は約５６００円
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あたりが参考になりそうです。

コメント

酔軍

なかなかいいところに目をつけましたな。

木材が一番加工しやすく安上がりです。

木工用ボンドでしっかり接着すれば強度十分です。

立方体の枠を作って、その中に100円ｓｈｏｐのプラスチッ

クの箱なんかを入れ込めば小物収納付キャプテンシートの完成

です！

ようかん

山荘のテラス用のテーブル、本棚を作りましたが、木工は楽し

いですよ。

2007・01・25（木）

シート台座　設計

昨日のブログへの酔軍さん、ようかんさんのコメントを読み、

ますます自作する方向に傾きつつあります。（コメントありが

とうございました。）

早速、設計図を作成してみました。添付のＰＤＦファイルをご

覧下さい。設計図とはいえない代物ですが・・・。

２×４材で、ほぼ立方体の枠を作り、上蓋と底を１×４材で
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貼るプランです。名付けて「キャプテンシート用キューブ」

（そのまんまや）。

既成のＲＶボックスやクーラーボックスを利用する場合には、

蓋にシートを取り付けることになりますが、その場合、ボック

スの中にモノをいれる際、蓋をあけなければならず、結構大変

そうです。

このシンプルなキューブであれば、側面は枠以外は空いていま

すので、モノの出し入れが簡単というメリットがあります。強

度もこの方が高いような気がします。

現時点での材料＋カット費は２８９０円。そのうち、蓋と底の

材料＋カット費が１２８０円。カット数が多いので、ここを一

枚板にしたら安上がりになるかもしれません。合板なら安いか

な？また、塗装は必要ですかな？インターネットで調べてみま

しょう。

まあ、こうやってあれこれ考えるのが楽しいですね。

「sekkeizu.pdf」をダウンロード

2007・01・26（金）

今週末

今週末も天候悪し。風が強く、波も高し。今夜はみぞれも降っ

てました。
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また、子供達の野球の世話もあり、結構多忙。日曜日は、恒例

の「審判講習会」があり、いよいよ野球シーズンの到来・・

・。

そんなわけで、今週末も釣行はお預け。残念。

コメント

ようかん

こちらは明日練習試合です。天気予報は良い方に変わってきて

るので、できそうです。

さぬき富士

次男君のケガも治ったようで、よかったですね。こちらも、明

日、日曜日の天気は持ちそう。

三男は、午前中は市内野球部会の駅伝大会、午後から練習。

小生は午後１時から審判講習会（１回目）です。来週の日曜日

にも審判講習会（２回目）があります。審判講習会は、８年連

続受講となりますが、審判の腕＆知識は一向に上達しません

な。

ようかん

こちらも審判講習会はあるようです。

2007・01・27（土）

うどん　いづつ

本日、朝は次男を野球配送、その後、長男のグローブ購入＆野
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球配送で高松駅に。早めの昼食をとるために、駅前（というか

駅裏）のうどん屋、「いづつ」に。

麺をゆがくのも、だしをいれるのもセルフのうどん屋です。朝

６時からやっているので、始発電車で高松駅に到着した人が朝

食に寄るうどん屋として有名（？）。

ここに来たのは、超久しぶりです。なんか、なつかしい雰囲

気。ところが、店に「２月９日をもって、閉店、廃業しま

す。」との貼り紙。

高松駅が新しくなり、これまで駅裏だった部分が駅前になって

しまい、ちょっと変わった風景ですが、徐々にビルが取り壊さ

れています。その流れでしょうか？

いづつの近くには、「かめや」という定食屋さんがあり、ここ

も古い昔ながらの定食を作っていて、時々利用していたのです

が、数年前閉店しています。

少し寂しい気分になりました。

2007・01・28（日）

審判講習会（１回目）

三男の少年野球はオフシーズンですが、シーズン開幕に向けて

準備が進みます。
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本日は恒例の審判講習会。１３時から１６時までの３時間。今

日は暖かで大変楽でした。

今年で、なんと連続８年目の受講です。顔見知りの県の役員の

方にも、受付で「長いのー。」と言われましたが、審判の知識

や技能は一向に進歩がありません。

来週の日曜日も審判講習会の予定。三男のチームが、お手伝い

するようです。

３時間、ずっと立ちっぱなしで、疲れました。帰りにジムに

寄って、ストレッチをして帰宅。

2007・01・29（月）

電動工具

昼食、食堂で酔軍さんと一緒に。

キャプテンシート用台座は、２Ｘ４材を加工して自作すること

にした旨を告げ、ＤＩＹのアドバイスをいろいろしていただき

ました。酔軍さんは、ウッドデッキをはじめ、ブドウだな、犬

小屋まで自作されています。

材木のカットは、ホームセンターに依頼（１カット３０円）す

ることとし、ネジ止めは電動工具を購入して自宅で行おうと考

えていましたが、酔軍さんからお借りできるようになりまし

た。インパクトドライバーやドリルだけでなく、丸ノコ、カン
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ナ、グラインダー、はてはチェーンソーまでお持ちとのこと。

漁師だけでなく、大工にもなれそうです。

初心者の当方には、とても使いこなせないので、インパクトド

ライバーとドリルをお借りすることにしました。楽しみが、ま

た一つ増えました。

2007・01・30（火）

Windows Vista 販売開始

本日、Windows Vista が販売開始となりました。

小生の利用しているパソコンは、自作パソコン。

ペンティアム４　２．４ＧＨｚ、メモリ１ＧＢ、ＤＶＤマルチ

ドライブ、ＨＤＤは１２０ＧＢ＋１６０ＧＢ＋２５０ＧＢ、

ディスプレイは１９インチ液晶。ＯＳはWindows2000 で

す。

Vista にアップグレードするとなると、ＣＰＵとマザーボー

ド、グラフィックボードも交換する必要があるでしょう。そう

なると結構な出費。

安いデルかＨＰのマシンを購入した方が安上がりでしょうか。

まあ、Vistaにアップグレードする理由は、「使ってみたい」

というだけなんですが・・・。
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2007・01・31（水）

メガネ

メガネを新調。といっても、レンズのみです。

４年前から老眼になり、いわゆる「中近両用メガネ」を作りま

した。その後、どんどん老眼が進行。毎年のように作り直して

いますが、どうもピントが合わず、結局４年前のものを一番利

用していました。

今回も、目の疲れがひどいため、新調しました。お店は地元の

Ｙ。初めて訪問しましたが、フレームはまだ大丈夫なので、レ

ンズのみ作り直すことを薦められました。なかなか良心的で

す。

今夜、レンズを入れ替えましたが、やはり違和感があります

ね。しばらく慣れるまで仕方がないでしょう。

それにしても、老眼は辛い。釣りの時も、仕掛けを用意すると

きや、餌を付ける時、見えません！情けないことです。特に釣

りや車を運転する時は「中近」ではなく「遠近」のメガネなの

で、余計に近くが見えにくいのです。

仕事では重要会議の資料はＡ３版が標準で、昔は哀れみの目で

見ていましたが、今やＡ４版に縮小した資料を読むのは辛い状

況であります。
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コメント

ようかん

私もだいぶつらくなってきましたが、まだコンタクトレンズを

したままで新聞、文庫本は明るいところなら読めます。サンテ

４０Ｖを愛用しています。大型辞書の意味が分かりました。

2007・02・01（木）

お接待

本日は、北海道、富山からのゲストを迎えての会議。羽田から

の飛行機、雪のため高松空港への着陸が遅れるというアクシデ

ントはありましたが、無事終了。

夜は懇親会。一次会・二次会と巡ってきました。二次会までい

たのは久しぶり。ホストが酔っぱらっては、様にならないの

で、二次会からはミネラルウォーターです。二次会は女の子の

いるお店でしたが、こういったところで飲むのも久しぶりです

が、昔ほど楽しめません。

ボートの上で飲むお酒の方が数倍おいしく感じるこの頃です。

枯れてきたのかなあ。
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コメント

ようかん

おねえちゃんのいる店は私もずいぶん行ってませんが、特に行

きたい気持ちが湧き上がることも無いですね。

さぬき富士

お互い、枯れてきたということでしょうか。

2007・02・02（金）

今シーズン２度目のスキー

寒波到来。高松にも雪が舞いました。

ゲレンデにも久しぶりの降雪。明日のゲレンデは最高のコン

ディションと思われます。

偶然にも三男の野球練習がお休み。二人で出かけようと思いま

す。

コメント

ようかん

気を付けて行ってらっしゃい。
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2007・02・03（土）

上蒜山スキー場

今シーズン２回目のスキーは、上蒜山スキー場。

一昨日まで雪がなく、営業を中断していましたが、５０センチ

の積雪となり再開しています。

日帰りのため、近場＆温泉のスキー場は蒜山となります。イン

ターからも５分と超アクセスがよいです。

取り急ぎ、マイフォトに写真をアップしました。（別に急ぐ必

要はありませんが・・・）

詳細はまた明日書くこととし、本日は早く寝ます。

コメント

ようかん

お帰りなさい。

こちらは病み上がりでおとなしくしてました。

上蒜山スキー場（続き）

マイフォトのトップに詳細を記しました。

そこにもアップしていますが、アンパンマンの雪だるま、上手
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ですね。この写真です。

 

コメント

ようかん

小さいけれど良さそうなスキー場ですね。

2007・02・04（日）

審判講習会（２回目）

本日、審判講習会（２回目）です。

例年、２月１１日の建国記念日に行われるのですが、今年は本

日、立春の日に行われました。

昨日とうって変わって、風もなく、暦どおり、春のような陽気

です。土器川の河川敷で行われるので、例年は超寒いのです

が、今日は汗ばむくらいでした。
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これで、今シーズンの審判講習会受講証明書がいただけ、公式

戦の審判ができることになります。まあ、受講証の保持者が、

審判できる能力があるとは限りませんが・・。

帰り道、ホームセンターに寄って、マイボートのシート台座作

成用の２Ｘ４材と木工用ボンドを購入。２Ｘ４材はカットして

もらいました。１カット２０円、かつ、おまけしてもらいまし

た。来週、組み立てる予定です。

コメント

ようかん

私もたぶん真ん中の出番は無いでしょうが、塁審はあるでしょ

う。この前の練習試合でも２塁塁審をしましたが、出塁状況で

立ち位置を変えるのがよく分かりません。西宮と尼崎で、位置

が違うようでしたが、奈良はどうでしょう。

さぬき富士

２塁塁審は、ランナーなし、もしくは、ランナー３塁のみ、以

外は、ダイヤモンドの内側に入ります。通常は投手の後ろ、一

塁寄り。目印は３塁コーチャーボックスの本塁寄りラインの延

長線上、かつ、一二塁の走者ラインから３～４メートル内側。

セカンドの守備を妨害しないように適宜位置を調整せよ、との

ことです。
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2007・02・05（月）

カウンター５０００更新

ついにカウンター５０００更新。ご覧頂いている奇特な皆さ

ま、いつもありがとうございます。

当ブログ、８月１６日に開始後、まもなく半年になります。今

後ともよろしくお願いいたします。

コメント

ようかん

おめでとうございます。次は１万。

さぬき富士

継続は力なり。１日当たりのアクセス数は３０程度。ほとんど

顔なじみの方だと思います。

譲渡書類

１７時、酔軍さんから電話。ボート譲渡に関する書類一式、用

意していただいたとのこと。

いつものとおり、勤務時間終了後、即、駅前の焼鳥屋Ｎへ。

酔っぱらう前に書類一式を受け取ります。魚探の説明書、分厚

いです。じっくり読んでみましょう。
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１８時５４分のＪＲで帰宅。１７時台から飲んでいたと言った

ら、嫁さんにあきれられました。

コメント

ようかん

魚探というのは魚群探知機ですよね。素人の釣りにもそんなも

のを使うのですか？

さぬき富士

今の主流は、ＧＰＳ付き魚探。海図が入っていて、自船の位置

が表示されます。カーナビと同じ原理。釣りのポイントをマー

ク（記憶）できます。魚探では海底の深さ、魚の有無などがわ

かります。ただし、魚探があれば、釣れるというわけではあり

ません。

2007・02・06（火）

暖冬

本日も超暖かでした。４月の陽気とのこと。

札幌の雪祭りも、今日から開催ですが、雪像が溶け始めていま

した。

四国では早明浦ダムの貯水量も減ってきています。困ったこと

です。
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しかし、週末になると天候が悪いですね。釣キチ達にとって、

ストレスが溜まる天気です。今週末はどうなるでしょうか？

コメント

ようかん

本当に暖かいですね。昼間のキャンパスは完全に春の空気で

す。

2007・02・07（水）

魚探

酔軍さんから譲っていただいたＧＰＳ魚探の取り扱い説明書を

読み始めました。

その名の通り、ＧＰＳと魚探の２機能が一体となったものです

が、機能の多いこと！とても一読しただけでは覚えきれませ

ん。

機能そのものの意味合いが判らないところが多々ある上に、操

作手順も実際にできないこともあって、混迷するばかりです。

まあ、酔軍さんも使う機能は限られていたと言われておりまし

たので、「習うより慣れろ」でいきたいと思います。

しかし、ハイテクですなあ。これで釣れなければ・・・・。い
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やいや、いくらハイテクで武装しても、必ずしも釣れないの

が、釣りの奥の深さ、ということでしょう。

コメント

ようかん

それにしてもＧＰＳおお流行ですね。持ってませんが、ランニ

ング用ＧＰＳというのもランニング雑誌に広告が出てました。

自分の走った距離が分かり、パソコンに落とせるとのこと。

ちょっと興味をそそりますが、自転車ほど移動距離は多くない

し、大体いつも同じようなところを走っているし、まあ、もっ

と安ければ。

2007・02・08（木）

魚探（その２）

「ボート倶楽部３月号は魚探特集」とのメールを酔軍さんから

いただき、早速帰宅途中に高松駅の書店で購入。電車の中で読

みながら帰りました。なかなか参考になります。今夜、熟読す

る予定です。

そのボート倶楽部の連載で、石川皓章氏が執筆する「今月の釣

魚料理」というページがあります。今月は「イシモチの素焼き

煮」であります。イシモチといえば、当地の呼び名は「グ

チ」。ネコマタギのように軽蔑する人が多いですが、小生は結

構好きです。
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この料理のミソは、「軽く干してから一度焼いて煮ると美味し

い」というグチの特性を活かしたところ。確かに、酔軍さんの

船で開いて、天日干ししたものも大変美味でした。今度釣った

ら、この「イシモチの素焼き煮」に挑戦してみたいと思いま

す。

2007・02・09（金）

３連休

今週末は３連休。

またしても、風が強く、釣行には不向きな天候。

１１日（日）は、少年野球の練習試合。久しぶりの審判です。

２試合あります。

あとは、キャプテンシートの台座を作成する予定です。

2007・02・10（土）

シート台座作成（その１）

本日は、キャプテンシートの台座の作成に着手しました。

先週ホームセンターでカットした２Ｘ４材を木工ボンドで接着

しました。ボンドをのばすハケは１００均で購入。写真のとお

り、各部材がなんとかできあがりつつあります。四角の２つが

上と下の枠。４本はこれをつなぐ足になります。
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あとは、組み立てて、木ねじ（コーススレッド）で止めれば骨

格はできあがり。そして、シートを載せる上板にスイベルを取

り付け、シートを接合することになります。

夕方、酔軍さんに電動工具（インパクトドライバー、ドリル）

をお借りしました。明日＆明後日で完成させたいと思います。

 

 

 

コメント

ようかん

木工、楽しそうですね。インパクトドライバー、いいですね。

前にテーブルを作ったとき、木ねじの大きいのを全部手で留め

ましたが、手の皮が向けて大変だったのを思い出しました。
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2007・02・11（日）

練習試合

本日、三男のチームは、Ｕ少年団との練習試合。

こちらのチームは、新６年生が１名のみ、従って残りのメン

バーは全て新５年生です。

この時期は、「ピッチャーがフォアボールを出さない＆エラー

をしない」、この２点をクリアできれば負けません。でも、こ

れが難しい。

結局、２試合とも大差で敗退。でも、貴重な体験を積み重ねて

いっていると思います。

小生は、久しぶりの審判。１試合目は１塁、２試合目は主審で

した。主審は、投球のたびにスクワットしているようなものな

ので、明日・明後日は筋肉痛でしょう。

シート台座完成

 三男の練習試合が思いの外早く終了したので、１４時から昨

日の続きを開始。

酔軍さんからお借りしたインパクトドライバーで、はじめて

コーススレッドを打ち込んでみます。下穴を開けることなく、

ものすごい早さで打ち込めます。これはスゴイ！どんどん進み

ます。

さぬき日記

262



２Ｘ４材の骨格、やはりズレが生じていますが、細かなことは

良しとしましょう。座ったときのがたつきはないので許容範

囲。

シート取り付け用のスイベル、ボルトナットで固定します。こ

ちらの穴あけは、電動ドリル。これも酔軍さんにお借りしてき

ましたが、インパクトドライバー同様、きれいに、かつ、簡単

に穴が空きます。感動モノ！写真のとおり、うまく固定できま

した。

底の板を取り付けて、あとは、上板を固定。２時間半で完成で

す。

思っていたより大きくなりましたが、安定性は問題ないでしょ

う。シートが小さいので、座ったときに、台座が足につくこと

はありません。操船状態から、１８０度回転して後方を向いて

釣り竿を出すこともできます。

あとは、台座下のスペースの有効活用方法を検討する予定。手

持ちの道具入れや１００均のケースなどを置こうと考えていま

す。
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コメント

酔軍

頑丈そうなのができましたね。おめでとうございます。

木工もなかなか面白いでしょ。

こちらは船底掃除に１日半かかりましたが、やっと完了して

ほっとしています。
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これでしばらくは気持ちよく走れます。

さぬき富士

ありがとうございます。初めての木工でしたが、面白かったで

す。ちょっとサイズが大きく、強度もオーバースペックのよう

な気もしますが・・・。次はコンソールボックス内の棚を検討

してみます。

船底掃除、お疲れさまでした。無事終了とのこと、良かったで

すね。ボートの走りもかなり違うのでしょうね。次回からは、

お手伝いさせていただきます。

今日は何の日？

本日は、２月１１日。何の日でしょう？

建国記念の日！というのが、通常の回答。

我が家では、結婚記念日であります。結婚式の翌朝、東京は

うっすら雪化粧して、とても寒かった記憶があります。今年

は、春を思わせる暖かさです。

コメント

sakura

私のブログにある、「今日は何の日？」もさぬきさんの結婚記

念日は載ってませんでしたぁ～

結婚記念日、おめでとうございます。

来年も元気で明るく健康に迎えられることを、お祈りさせてい
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ただきます。

2007・02・12（月）

WindowsVistaパソコン

WindowsVista搭載のパソコンを物色しに、久しぶりに高松

のパソコンショップへ。デスクトップを選ぼうと考えていま

す。

まずは、ＰＣデポ。入り口に入ると、本日のセール商品が展示

されています。ＵＳＢフラッシュメモリ１ＧＢが、１９７０円

！１０個限定の最後が残っていました。思わずゲット。メー

カーもハギワラシスコムですから、問題ないでしょう。しか

し、安くなったものです。数年前はこの１０倍の値段はしてい

たような記憶がします。

肝心のパソコン、あまり展示されていません。値段もこなれて

いません。

続いて、アプライドへ。ここも展示商品が少ないです。値段も

同様。２店舗ハシゴして１時間で帰宅。

インターネット通販でも、まだ種類が少ないので、もうしばら

く時間がかかるのでしょうか？ＨＰ（ヒューレッド・パッカー

ド）のデスクトップタイプもまだ出ていません。
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自作しても良いのですが、昔ほどメーカー製と価格差がないの

で、デルかＨＰを選ぼうかと思案中です。

コメント

sakura

WindowsVistaですかぁ～

私のノートPCも、xpが出たときに買ったものなので、ずいぶ

んくたびれてしまったので、買い換えを検討しています。

福岡に帰った際に、Vistaパソコンの展示が一番多いと言うこ

とで、ヨドバシに行きましたが、まだ出鼻なので「高い！」と

言うのが第一印象でした。

PCメーカーも家電量販店も、これを気に勢いをつけようと

狙っているようですね。

Windowsは少し落ち着いてからの原則通り、当面は様子見で

す。

2007・02・13（火）

デジカメ

昨日、久しぶりにパソコンショップに行き、デジカメも見てみ

ました。

最近のモデルは画素数はあらかた１０００万画素。液晶ファイ

ンダーも大型です。
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デジカメが好きで、デジカメのパイオニア、カシオのＱＶ－１

０Ａから、相当数を乗り継いできました。

現在の手持ちは、３台。

まずは、コンパクトカメラ４００万画素のカシオEXILIM

EX-Z40。旅行や行事の際、利用してます。

次は、超コンパクトサイズ、１３０万画素のソニー　サイバー

ショットＵ－１０。これは、釣りやスキーなど、アウトドアで

使用。

最後は、１２倍ズームの２００万画素、パナソニックの

LUMIX FZ2。運動会と野球の試合の時だけ使ってます。

一番利用頻度が高く、気に入っているのはサイバーショットで

す。ズームもなく１３０万画素ですが、持ちだすのに全く抵抗

のない小ささ＆重さ。レンズカバーを引くと、すぐ撮影できる

レスオンスの良さ。最高です。

昨日、目に留まったのは、オリンパスの防水カメラ　μ７２５

ＳＷ。デザインも結構良いです。釣りやスキーにピッタリです

ね。ただ、記憶メディアがマイナーなxDピクチャーカードな

点がイマイチ。

それから、やはり、キャノンのイクシ。カシオのＥＸ－Ｚ４０

の前は、イクシを使ってましたが、コンパクトカメラの質感で
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は一番と思います。

またもや物欲が・・・。パソコンショップには近づかないよう

にしましょう。

コメント

sakura

ご無沙汰しております。

相変わらずの出張漬けで、スキーも行けず、寂しいシーズンに

なりました(T.T)

出張先が関東なので、私も先日秋葉原に行ってしまい、訳もな

く、予定もなく、なんだかんだと買い込んでしまい、出張から

戻るときに、荷物まとめるのに困ってしまいました(;^_^A

カミさんからは、呆れられ、今日からの出張ではお小遣いカッ

トです(T.T)

お互いパソコンショップには、気をつけましょうね！

ぼちぼち、ブログは復活できそうなので、暇があったらのぞい

てくださいね。

ようかん

うちも3台ですが構成が似てます。ソニーＵ１０はあなたのを

見て買ったので同じ。ＬＵＭＩＸはＦＺ７を持ってます。やっ

ぱり子供の野球撮影用。あと1台はサンヨーのＸａｃｔｉＪ

２。これはサンヨーがビデオカメラ型の小型デジカメを動画メ

インで宣伝しヒットさせた頃のものです。同じような性能なの

にカメラ型で安かったので買いましたが、コンパクトなボディ

で3倍ズーム、動画もきれいに撮れ、よくできています。いま
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でも日常的に使ってます。

2007・02・14（水）

春一番

本日、春一番がふきました。

一番寒い、この２月中旬に春一番。温暖化が進んでますね。

スキー場もクローズが多くなっています。冬はしっかり寒いの

が良いです。

2007・02・15（木）

アクセス分析

この１ヶ月、当サイトを検索サイト経由で閲覧された方の分析

結果です。どのようなワードで検索したか、上位２０を紹介し

ます。

ボート関係とスキー関係が半々といったところでしょうか。ス

キーで検索された方は、マイフォトの写真を閲覧されている場

合が多いです。中国・四国地方のマイナーなスキー場の写真

は、実はあまりないので、当ブログも少しは役に立っているの

かな、と勝手に思っています。

以下のリストは順位、検索ワード、アクセス数です。
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1 艤装  　　　　　　41

2 瑞穂スキー場  　38

3 スキー場  　　　　35

4 大山  　　　　　　　31

5 蒜山ベアバレー  30

5 ボート  　　　　　　30

5 中国地方  　　　　30

8 マイボート  　　　　25

9 スキー  　　　　　　24

10 バスツアー  　　　20

10 スキーバス  　　　20

10 スキーボード  　　20

13 広島県民の森  　18

14 雲辺寺スキー場  15

14 2007  　　　　　　　15

14 自作  　　　　　　　15

17 香川  　　　　　　　14

18 スキーツアー  　　13

19 岡山  　　　　　　　12

20 釣り  　　　　　　　　11

20 高松  　　　　　　　　11

2007・02・16（金）

ブログ開設　６ヶ月

当ブログは、８月１６日に開設しました。本日が６ヶ月目。
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ほぼ毎日更新していますが、日記は３日坊主の小生にとって

は、信じがたい快挙（？）です。

これもご覧頂いている皆さまのお陰です。内容は乏しいです

が、「継続は力なり」をモットーに続けて行きたいと思いま

す。

今夜は、ノリ君と久しぶりに飲み会でしたが、楽しい一時を過

ごせました。

コメント

ノリ

昨日はお疲れさんでした。しかし、あれからすぐブログにかか

れるとは早いですね！！

キープの焼酎まだ残っていますので、出航祝いにでも飲みま

しょうか？？

さぬき富士

久しぶりに楽しい飲み会でしたね。またクーポンを使って行き

ましょう！先ほど（１２：４５頃）、国道１１号線でノリさん

のオデッセイとすれ違ったと思ったのですが。見間違えだった

かな？
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2007・02・17（土）

イイダコの煮付け

昨夜、ノリ君と飲んだ店は、高松駅前の「神童ろ（わらじ

ろ）」。海鮮居酒屋です。まだ新しいお店ですが、結構いけま

す。

まず「イイダコの煮付け」を頼みました。しっかりと飯（い

い）が入っていて、また、柔らかく煮てあり、大変美味であり

ました。自分で釣ったイイダコを食すのと、また違った趣があ

りますな。いずれにしても、美味しいつまみです。

東京にいた頃も、浴びるほどお酒は飲んでいましたが、イイダ

コは記憶にありません。メジャーなのは関西近辺までなんで

しょうか？

そういう点で見ると、同じく昨夜食した「イカナゴ」、これも

関東では見かけませんでした。昨夜は天ぷらでしたが、釜揚げ

をポン酢＆ねり辛子で食べるのも最高のつまみです。

イイダコは釣れますが、イカナゴを釣るのは難しいでしょう

ね。

しかし、イイダコの煮付け、たこ１匹で４２０円也。もう少

し、庶民価格にしてもらいたいものです。
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コメント

ようかん

浴びるほどのお酒に付き合うのは大変でした。酔っ者勝ちの世

界でしたね。

さぬき富士

ホント、良く飲みましたね、お互い。独身寮の廊下にウィス

キーはじめ数多くのお酒のボトルが並んでいたのを、今でも鮮

明に覚えています。また、勝手にお互いの冷蔵庫からビールを

拝借してたりしてましたね。原始共産社会のようでした。

二日酔いで、出社して、まずポカリスェットを飲んでから職場

に向かった毎日（？）も懐かしい。それだけで元気になれた２

０才台。今なら出社出来ないでしょうな。

2007・02・18（日）

キャプテンシートのカバー

キャプテンシートの台座を作成したことは、すでに記しまし

た。

シートを載せる板は、ホームセンターの端切れを安く購入した

ものですが、一般の合板です。シートはスイベル（回転盤）を

介して合板に接合していますが、合板の強度にやや不安があり

ました。スイベルの大きさが約２０㎝四方のため、重量が一カ

所にかかりやすいのと、小生の体重が重いためです。（どちら

かといえば、後者が原因か）。このため、１Ｘ４材で合板の裏
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側から補強をしました。

それから、シートのカバーを作成。マリーナでは陸上＆屋外保

管をするため、雨水対策のためです。当初、ブルーシートを加

工しようかと考えていましたが、１００均で物色していたら、

自転車用のカバーを発見。強度に多少の不安はあるものの、な

にせ１００円ですから、試してみることにしました。これをゴ

ムバンドで止めるように、ハトメを付けました。ハトメを取り

付けるペンチと下穴を開けるポンチ、ハトメも１００均で購

入。ペンチは５２５円、ポンチは３１５円ですが、恐るべき１

００均。なんでもありますね。

コンソールにも、同様のカバーを付ける予定です。
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2007・02・19（月）

人事異動

春は異動の季節。小生の努める会社は、３月１日が定期異動日

であります。

本日は、その内示日で、小生も異動の内示を頂きました。

仕事の内容は、４年前に経験したもの。現在は組織変更があ

り、４年前の部署とは異なりますが、仕事のミッションはほぼ

同じ。ただ、当時と環境は異なっていますし、小生のポジショ

ンも変わっています。やることは大分異なるでしょう。

いずれにしても、異動は良い刺激です。組織や人材を活性化す

る一番の薬でしょうね。

勤務場所は変わりませんので（正確には勤務フロアーはことな

りますが）、家族には影響がないため、家庭ではほとんど話題

になりませんでした。
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2007・02・20（火）

釣りの師匠

本日、会社にＫさん登場。Ｋさんは、地元でドッヂボールのク

ラブチームを運営、監督を務められています。

なんと、先週の県大会で優勝されたとのこと。おめでとうござ

います。小生はナマの試合は見たことがありませんが、ＴＶで

見たゲームは、その昔小生が小学校でやったものとは、別世界

です。純然たるスポーツですな。

今度は、四国大会へ出場。ベスト３に入れば全国大会とのこ

と。頑張ってください。

この知らせを、ＫさんがＦさんに伝えたところ、「ドッヂボー

ルもいいけど、釣りも練習してもらわな」とメールが届いたそ

うです。＜釣りの師匠より＞とのコメント付きで・・・。

漁師の孫、Ｋさんにすれば、＜釣りの師匠＞には異論があるそ

うですが、５月には「Ｉ丸」でご一緒させていただく予定です

ので、どちらが＜師匠＞かを見分させていただこうと思いま

す。今から楽しみです。

コメント

ハードなひろし

一語一句詳細なるコメントありがとうございます（笑）
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全国大会の前哨戦なる香川県大会で我がチームの子ども達、小

学生でここまで闘争本能むき出し？なんて素晴らしいの一言で

した。元来、喜怒哀楽をもっと出しなさいを基本に指導してい

ますが・・・今回は鳥肌もの・・すご～い！！

感激のシーンなどＨＰでごらんあれ！

坂出ハードファイターズでも検索　ＯＫ

３月はドッジ７０%と釣り30%・・４月は？

2007・02・21（水）

昇進祝い

春は異動の季節と書きましたが、昇進の季節でもあります。

我が、釣り仲間のお一人が、めでたく昇進されました。おめで

とうございます。

本日は、そのお祝いです。いつもの駅前の焼鳥屋Ｎですが、大

変美味しく楽しめました。

また、小生のボートの進水式の件も気にかけていただき、恐縮

です。今後ともよろしくお願いいたします。
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2007・02・22（木）

散髪

昨夜の飲み会、やはり熱燗のコップ酒は効きます。結構早く切

り上げたにもかかわらず、半二日酔い。終日、体調がさえませ

んでした。ホント、弱くなったものです。

１８時に会社を出て、行きつけのＫ理容所へ。いつもとおり、

丁寧に散髪してもらいました。髪はスッキリしましたが、やは

り体調はスッキリしません。今夜は早く寝ましょう。明日も飲

み会です。

コメント

ようかん

お大事に、というのがいいのか、飲みすぎ注意かな。

2007・02・23（金）

送別会（その１）

本日は、人事異動を控えての送別会パート１。グループの送別

会です。

小生を含めて７名のグループですが、うち５名が異動となりま

す。小生も異動者の１名。送別会というより、解散会に近いと

も言えます。
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縁あって一緒に仕事をした仲間です。振り返れば、いろいろな

想い出が次々と出てきますが、皆一生懸命に、かつ、良い仕事

をしてくれました。

これからも、ポジションは変わっても、力を合わせて行きま

しょう！と誓って（？）お開きとなりました。

2007・02・24（土）

皮膚科

２週間前から頬にイボのようなものができ、ひげ剃りなどに邪

魔になるため、皮膚科に。

ウィルス性のものだそうで、薬品で焼いてもらいました。

首筋にも数年前から小さなイボのようなものがあり、こちらも

診ていただきました。こちらは、「皮膚の老化」とのこと。ハ

サミで切ってもらいまいした。

老化・・・まあ、そうでしょうね。

2007・02・25（日）

ロープタラップ（簡易縄バシゴ）

本日は、ボートのエマージェンシー・グッズを自作。

インターネットでいろいろと検索していたら、「室蘭海上保安
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部が海難防止ロープタラップ考案」という記事を発見。

これによると、室蘭海上保安部が、海に転落した際に船に上が

るためのタラップを、山岳救助隊で使用されている技術をヒン

トに独自考案。「ロープタラップ」と呼ばれ、「完成したタ

ラップを船尾につけておけば、１人で漁に出て、万が一海に落

ちても甲板に上がることができる。」とのこと。また、ロープ

１本で手軽に作製できるのが特徴。

作り方も室蘭海上保安部のＨＰに出ています。写真もあってわ

かりやすい。

（１）ロープを二重にして（２）足をかける輪を作ってふし結

び（３）次のふし結びを作る時に２本のうち１本をたるませ、

長さを２対１にする（４）ロープの長さを交互に調節しながら

ふし結びしていくと完成。

　「たるませることにより、足を掛けても他の輪が張らずに次

の足を入れやすくなる。特殊な結び方ではないので女性でも簡

単に作れる。長さも自由自在に調節が可能。使用ロープは、太

さが１０ミリ前後で船の係留などに使われているクレモナロー

プが望ましい」。とのこと。

甲板に上がるためのラダーは、アルミ製のものが良く売られて

いますが、収納場所が必要ですし、ものによっては、そこそこ

の値段がします。ロープタラップなら、安価で収納場所も極小

です。
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ということで、早速ホームセンターに行き、クレモナロープ：

９ミリ×１０メートルを１０８０円で購入。写真のとおり、

作成してみました。ステップは８段です。

 

コメント

酔軍

着々と準備がすすんでいるようですな。

ロープ製ラダーですか。

知らない人が見たら

「あの船、ロープ仕舞い忘れて走ってるわ」と言われるかも。

2007・02・26（月）

今シーズンのスキーは終了？

雪が全く降りません。

中国地方のスキー場は、続々と営業休止に追い込まれていま

す。

広島県民の森スキー場は、昨日で「今期終了」となりました。

休業ではありません、「終了」です！

このスキー場は、昨シーズンの滑り納めに行ったところです。
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３月２１日がクローズの日で、その日に行ったのです。（マイ

フォトに掲載しています。）

昨シーズンと比べると、約１ヶ月も早いクローズ。ほんと、悲

しくなってきます。

実は、このスキー場で抽選で三男がリフト券を当て、今シーズ

ンはそれを利用しようともくろんでいましたのですが、あえな

く休業！残念です。

中国地方の雄、大山スキー場も、ついに本日から、人工雪のあ

る大山国際以外は休業となってしましました。今年のスキー

は、もう終了でしょうか。

コメント

ノリ

先月半ばに大山に行った人の話では、当時でも結構雪のないと

ころがあったようです。

この陽気では、今シーズンのスキーは諦めざるをえないですね

・・・。（北海道まで行けば余裕であるのですが、先立つもの

が）
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2007・02・27（火）

送別会（その２）

本日は、人事異動の送別会。部の送別会です。

約１／３が転出します。例年のことですが、この異動が部の活

性化に寄与していると思います。

小生にとって、学ぶべきところの多かった部で、３月からの新

たな仕事にも役立つと思います。

今夜は、上司の方々、部下の人達とも、いろいろ話ができ、良

い思い出となりました。

2007・02・28（水）

花粉症対策

今年は暖冬で、花粉の季節も早くやってきました。

小生も花粉症です。アレルギーの検査では、スギだけでなく、

ハウスダストも含め、ほとんど全てのアレルゲンに反応してい

る、筋金入りの花粉症です。

ただ、例年は５月のＧＷがピークで、スギにはあまり反応しま

せん。いつも、ピークになると、かかりつけの耳鼻科でステロ

イドの注射を鼻（の中）に打ってもらい対処してきました。こ

の治療、痛そうですが、麻酔（といっても麻酔（？）を染みこ
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ませた綿花）を鼻に詰めてから行いますので、ほとんど痛みは

ありません。そして、劇的に効きます。処置後、数時間で全く

鼻水もでませんし、鼻づまりも治ります。

ところが、一昨年から、そういったひどい症状にはならなくな

り、注射も不要となりました。秘訣は、早めのマスク着用で

す。

一昨年、花粉の飛来が超多くなりましたが、その対策として

「立体マスク」をシーズンの初めから着用していました。会社

の行き帰りだけですが、毎日欠かさずです。さらには、「塗る

マスク」（これはクリームで鼻の穴に塗ります）を併用してい

ました。

するとどうでしょう。あの苦しい、ティッシュがアットいう間

に無くなる鼻水ズルズル状態から解放されたではありません

か。やはり、花粉を体内に蓄積しないのが、最高の対策なのだ

と体感しました。

ということで、先週末から「立体マスク」＆「塗るマスク」を

開始したところです。

コメント

ようかん

長男がひどい花粉症。参考になりました。あした塗るマスクを

買ってやります。立体マスクは前から買ってますが、うっとお
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しいらしく、まじめに着けません。

さぬき富士

塗るマスク、会社の同僚も使用していますが、効果があると

言ってます。我が家も次男が花粉症でマスクは嫌がってしませ

んが、ここ数日、塗るマスクを始めました。とにかく、早く始

めて、体内に花粉を蓄積させないのが重要と思います。症状が

ひどくなってから始めるより、全然効果が違います。商品は、

フマキラーの「花粉鼻でブロック」。１５００円くらいだと思

います。

ようかん

塗るマスク、帰りに買ってきましたが、同じ製品かどうかメー

ルしようと思ったら、このコメント。フマキラーの「花粉鼻で

ブロック」そのものでした。値段は1280円。得した気分で

す。

2007・03・01（木）

人事異動

本日　３月１日は定期人事異動日。

内示どおりの辞令をいただき、関係箇所に挨拶回り。手持ちの

資料などは、ここ数日で全てシュレッダーに。本日の夕方は、

レイアウト変更。あっという間に一日が過ぎていきます。

明日は、異動先で引き継ぎ後、関係会社への挨拶回り。後任者

への引継は月曜日。
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バタバタしますが、異動や引越は実は大好きです。東京では、

学生時代から２年おきに引っ越していました。パワーは必要で

すが、新しい環境、いいですね。

2007・03・02（金）

新たな職場

今日は、人事異動に伴う仕事の引継。午後からは関係会社への

挨拶回り。

この仕事は４年半ぶり、組織的には１０年ぶりになります。ど

うしても内向きになりがちな職場。中からは見えない外からの

評価や期待感をしっかり伝えて行きたいと考えています。当方

の想いを、まず中堅リーダーに話しました。

夜は新メンバーを誘っての飲み会。小生の考えをメンバーにも

語りました。

ちょっと力み過ぎかもしれませんが、変えて行きたいと思いま

す。

2007・03・03（土）

マリーナ入会

本日、Ｔマリーナで入会手続き。

艇庫からボートを出していただき、久しぶりの対面。魚探もす
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でに設置されていました。エンジンも一発で始動。快調です。

電源のメインスイッチを付けていただくようお願いしてきまし

た。バッテリーの隣のストレージ側に取り付けることにしまし

た。メインスイッチ本体はサービスしていただきました。念の

ため、バッテリーは取り替えることとし、型番を控えてきまし

た。

また、自宅から持参したシートを甲板に乗せました。かなりゴ

ツイですが、座ってみるとちょうど良い高さです。シートカ

バーをかぶせてきました。

正式には４月１日から入会ですが、今月から出航ＯＫとのこと

です。「どんどん乗ってくださいね」、とＨさん＆Ｍさん。今

後ともよろしくお願いいたします。

進水式は１８日（日）の予定ですが、その日を待たずして出航

したくなって来ました。明日は結構天気も良さそうですし・・

・。

それから、Ｈさんにマリーナのメールマガジンに登録をお願い

してきました。丁寧に登録完了のメールをいただきました。

いよいよ、ボートオーナーの日々が始まります。
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コメント

酔軍

今、夜釣りから帰ってきたところです。

ちょっと疲れました。

入会手続きしましたか。

いよいよ釣りバカ生活のスタートですな。

お慶び申し上げます。

さぬき富士

＞お慶び申し上げます。

ありがとうございます。釣りバカ生活の先輩として、今後とも

ご指導よろしくお願いいたします。

＞今、夜釣りから帰ってきたところです。

マリーナの帰りに港を見たら、ボートがあったので「今日みた

いな日に出航しないなんて、珍しいな」と思っていたら、夜釣

りでしたか！やりますなあ。

2007・03・04（日）

操船訓練

今朝は、野球の練習試合で遠征する次男を送るために５時前に

起床。もう大分暖かになってきたため、薄着で車を運転して
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送って行ったところ、早朝は結構寒く、花粉症爆発！昨日、外

出時にマスクをすることを忘れたため、多少鼻の調子が悪く

なっていたところに、寒暖の差が追い打ちをかけたと思われま

す。８時前に三男の野球練習の配送前に、薬を服用しました

が、鼻水が止まりません。また、薬のため、眠くて仕方なく、

９時頃から再度睡眠。

１０時過ぎ、酔軍さんからの電話で起床。昨日のブログを読ん

でいただき、ボート（ＦＷ２３）の操船の実地訓練をしていた

だけるとのこと。１時間寝て、花粉症も少し治まってきたので

マリーナへ向かうことにしました。

少し早めの昼食をうどんやで済ませ、１２時頃マリーナへ。早

速出航です。

ガソリンをエンジンに送るポンプの使い方や、魚探のリモコン

のセット方法や使い方を教えていただき、Ａ島方面へ。

メバルのポイントを目指します。酔軍さんの魚探にマークされ

ているポイントに船を付ける練習。これが、思うようにいきま

せん。潮の流れと風向きを頭に入れながら、魚探を見つつ操船

しますが、なかなかポイントの上に泊められません。それで

も、何回か繰り返すうちに、徐々に要領が判ってきました。そ

して、竿を出しますが、操船しながらの釣りは、これまた大

変。終いには、サビキはもつれるは、根掛かりで仕掛けをなく

すは、で散々な目に。
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「メバルのポイントは、本当にピンポイント。これがマスター

できれば、操船は上出来」との酔軍さんの言葉に慰められつ

つ、お次は、シーアンカーの使い方教室。

周囲に船の居ないのを確認し、アンカーを入れます。すると、

パラシュートが開き、バシッと船が止まります。試しに竿を出

してみると、糸は垂直に降ります。これは画期的。

その後、キスのポイントなども教えて頂きつつ、クルージン

グ。日中は、ほんと汗ばむ程の暖かさ。風も無く、ベタ凪。酔

軍さん、お世話になりました。ありがとうございました。

いつの間にか、花粉症はすっかり治まっていました。釣りバカ

生活の始まりです。

（一枚目の写真は酔軍さん撮影のもの。ありがとうございまし

た。）
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2007・03・05（月）

仕事の情熱

本日、Ｋさんが会社に登場。

２月２０日のブログで紹介したとおり、Ｋさんが監督をされて

いるドッジボールのクラブチームは香川県大会で優勝し、３月

４日の四国大会に出場されました。

なんと、準優勝とのこと。今度は３月２５日、全国大会に出場

とのこと。おめでとうございます。

実は、昨日の操船訓練の際、ボートの上で、酔軍さんと会話し

てました。
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小生：「そういえば、今日、Ｋさん、ドッジボールの四国大会

でしたね。」

酔軍さん：「そうだったっけ。そういえば、そんなこと言いふ

らしてたなあ。相当入れこんどるな。その情熱を、仕事に向け

てもらわないかん。（笑）」

Ｋさんに、この話をしたところ、「いつも、よく言われてま

す。」とのこと。

人のことはあまり言えません。小生もボートへの情熱の何分の

一かを仕事に注いでいれば・・・・・

2007・03・06（火）

新しいお仕事

３月１日の人事異動で、新しい職場に変わりました。

やっと後任・前任との引継が完了、挨拶回りもほぼ完了し、通

常のお仕事モードへ。

なかなか新鮮で、よろしいです。判らないところを尋ねながら

進めて行きますが、こういうことで新たな発見もあります。当

分は楽しめそうです。（尋ねられる方は迷惑でしょうけど）

しかし、勤務するフロアーが３つ下になったため、デスクから

の景色は大分雰囲気が違います。今まで、遠くまで見えた海や
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フェリーの様子も、あまり見えません。少し残念です。

コメント

酔軍

私は入社以来、出向期間を除けば、ずーっと１階で仕事をして

います。

旧ビルの１階の窓からの眺めは自転車置場でした。でもこの時

期は隣の桜がすばらしく心なごみましたが、今の新ビルからは

殺風景な駐車場と建物が見えるのみです。かなしい。

一度でいいからあの美しい海を眺めながら仕事をしてみたいも

のです。

2007・03・07（水）

ボート　移転登録

ボートの所有権移転の手続き。

必要な書類は、

譲渡証明書、印鑑証明（譲渡する側とされる側）、手数料（２

９５０円）納付証明書、船舶検査証書、船舶検査手帳

です。

酔軍さんからは、 大分前に譲渡証明書、印鑑証明を頂いてい
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たのですが、当方の怠慢で、数日前にやっと書類一式が準備で

きました。

明日、郵送する予定です。

2007・03・08（木）

今週末の予定

ボートの譲渡申請書類一式は、本日、速達書留で郵送しまし

た。

実は、昨日、手続き先の「日本小型船舶検査機構」に電話で送

付する書類を確認したのですが、船舶検査証書、船舶検査手帳

も郵送が必要とのこと。

小生：「ということは、手続き期間中はボートに乗れないとい

うことですか？」

先方：「そうです。」

と事務的な返答。これは参った。

まあ、いずれにせよ、今週の週末、日曜日は三男の野球の審判

（ついに公式戦開始）ですし、土曜日も天候が悪そうなので、

出航なしです。

コンソール内の棚の自作でもしようと思います。
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2007・03・09（金）

早寝早起き

野球少年達のシーズン到来。

我が家の３兄弟も練習試合などが予定されております。

従って、明日は５時起き。早寝早起きします。

2007・03・10（土）

コンソールボックスの棚　作成

本日は、コンソールボックス（操船台）の収納スペース用棚を

自作しました。

写真１枚目・２枚目（酔軍さん撮影）をご覧いただくとわかる

とおり、結構収納スペースがあります。特に上部もハンドルの

あたりまでは空洞であり、このまま使用するのではデッドス

ペースが発生します。

このため、酔軍さんは棚を自作され２段で使用していたとのこ

と。小生も、そのアイディアを拝借して、棚を自作することに

しました。

問題は、「収納スペースの入り口に比べ、内部の幅が広い」と

いうこと。従って、完成品を入れるとなると、幅の狭い棚しか

入らないことになります。幅の広い棚を入れるには、部品別に
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作成し、収納スペースの中で組み立てる必要があります。

ということで、足の部分を２セット作成。その上に棚板を載せ

て結合することにしました。結合は、ステンレスのボルトナッ

トで行います。ボルトナットを通す穴を開ける際は、棚板側と

足側の穴がずれないよう慎重に行いましたが、その他の作業は

簡単。

材料費などは

・２Ｘ２材　１本：１９８円

・カットベニヤ板　１枚：３９０円

・ステンレス　ボルトナット　２本入りＸ２つ：２５２円

・材木のカット代　：１２０円

合計で１，０５８円でした。
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2007・03・11（日）

少年野球　公式戦開幕

小学生の少年野球、シーズンが開幕しました。

ＮＨＫ杯を争うこの大会は、香川県内１０５チームによるトー

ナメント方式で行われます。本日はオリーブスタジアムで開会

式が行われ、早速第１回戦が始まりました。

小生は、審判でスタート。朝、１０時にグランドへ。曇り空の

うえ、河川敷のため風が強く、超寒いです。グランド整備を手

伝い、１１時４５分から試合開始。１塁塁審でしたが、判断の

難しいプレーもなく、つつがなく務めを終えました。ヤレヤレ

です。

その後、三男の所属するチームの試合を観戦。新６年生が１

名、という苦しいチーム編成ですが、頑張っています。
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結果は惜敗。４番サードで出場の三男は、レフトフライ２つ、

フォアボール１つ。次回の試合に向け、頑張りましょう。

しかし、本日は５時起き、さらにほぼ丸１日寒空の下でいたた

め、非常に疲れました。ビールを飲んで早く寝ます。

コメント

ようかん

学年が１つ違うとやっぱりだいぶ違いますね。一人ひとり見る

と上手い３年も下手な５年もいますが、平均は確実に１年の差

がある。６年がひとりだと厳しいでしょうね。でも、５年から

レギュラーの６年と６年からレギュラーもやっぱり差がでます

ね。来年は強い（はず）。

2007・03・12（月）

Ｅ本部会議

本日は、Ｅ本部会議に出席。本店だけでなく支店からも関係者

が出席する大規模な会議です。役員も出席されています。当方

の組織が管轄するセクションのＨ１９年度計画を説明しまし

た。夜はそのメンバーで飲み会。

異なる部門の方々といろいろと意見交換でき、大変有意義でし

た。今年は支店へも積極的に出張したいと思います。
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2007・03・13（火）

出張

明日は松山へ日帰り出張。

とあるお客さまのセレモニーに出席。その後、支店、関係会社

を巡ってくる予定。

松山も久しぶりやなあ。道後温泉に入る時間的余裕がないのが

残念。

2007・03・14（水）

学校閉鎖

本日は松山出張。片道　約２時間半の行程ですが、なにかと慌

ただしく日帰り出張は疲れますね。朝の車窓から見た瀬戸内海

は、ほとんど波もなく穏やかできれいでした。平日でも、釣り

船や堤防での釣り人の影もあり、うらやましい限りです。

ところで、次男の通う中学校では風邪orインフルエンザが大

流行中。次男も発熱のため、本日休み。午後から学校閉鎖に

なったそうです。戻ってきた寒さとともに、インフルエンザも

流行ということでしょうか。
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2007・03・15（木）

インフルエンザ

次男の発熱は、やはりインフルエンザでした。Ｂ型とのこと。

家庭内感染しませんように。

コメント

ようかん

１ヶ月遅れですね。お大事に。

さぬき富士

ありがとうございます。

今年は流行なしでインフルエンザのシーズン完了かと思ってま

したが、最後の最後に来た、という感じです。

2007・03・16（金）

カウンター６０００更新

カウンターが６０００を更新。ご覧いただいている皆さん、あ

りがとうございます。

進水式延期

１８日（日）、進水式の予定でした。

進水式の名を借りた飲み会とも言えますが、参加予定メンバー
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の方々の都合もあり、延期することになりました。

飲み会は改めて企画することにします。

2007・03・17（土）

ロッドの検討

今後のマイボートでの釣行を考えて、ロッド購入を検討してい

ました。

先日のメバルのサビキ釣りは、幻風を使用したのですが、操船

しながら釣るため、外ガイドにサビキが絡まってしまい往生し

ました。また、５月下旬には鯛釣りも控えています。

そんなこともあり、ロッドを検討していたのですが、先週、丸

亀のＢで、ダイワのミニボート（旧型）が５０％オフなのを発

見。インターラインのロッドです。

酔軍さんに、お借りしている電動工具の返却の日時の打診を

メールでするのにあわせて、このロッドの件についても相談し

たところ、工具返却時に手持ちのロッドを見に来ないかとの返

信。

お言葉に甘えて、朝からお宅にお邪魔しました。ロッドがズラ

リ。これはスゴイです。釣りキチ以外の方が見たら、「なん

で、こんなにいるん？」というでしょう。でも、一本一本、手

に持って見ると、感触が違います。フムフム。
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結局、

　・メバルのサビキ釣りには、ミニボート２０－３３０を購入

　・鯛釣りのロッドは酔軍さんのＨＸ帆影30-310をお借りし

て検討

することとしました。

午後、早速、丸亀のＢに行きましたが、狙いのミニボート２０

－３３０は売り切れでした。また、再考となりました。

インフルエンザ（その２）

次男のインフルエンザは大分回復してきましたが、未だ自宅で

静養中。

本日、三男を野球練習から迎えに行くと、「頭がガンガンす

る」とのこと。どうも熱があるようです。朝は元気だったので

すが・・・

早速、掛かり付けの医者に直行。熱を測ると、３８．７度！診

察していただき、検査の結果、次男と同じインフルエンザＢ

型。危惧していた家庭内感染です。

タミフルと解熱剤をもらって帰宅。３９度まで熱が上がってま

す。次男に続いて、三男も隔離。バタバタ状態です。
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明日の進水式、延期して正解だったようです。ヤレヤレ。

2007・03・18（日）

スキーキャリア取り外し

本日は車に載せていたスキーキャリアを取り外しました。

中国地方のスキー場、今年は雪不足で全面滑走できた日数は、

ここ数年で最少と思います。３月に入ってから寒波が戻ってき

ており、東日本では再開するスキー場も出てきたようですが、

西日本のスキー場は、もうクローズですね。

当方も、年末年始の大山と２月３日の上蒜山の２回しかゲレン

デに行けませんでした。これも、ここ数年で最少と思います。

スキーキャリアの稼働率も最低。

キャリアをはずしてから、ＧＳでセルフ洗車機で洗車してきま

した。キャリアを載せていると屋根やフロントガラスの部分が

洗えないのですが、本日は久しぶりに全体を洗車し、スッキリ

しました。

あと、スタッドレスタイヤの履き替えをしないといけません。

2007・03・19（月）

簡易トイレ

エマージェンシー・グッズ、その２であります。
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ボートでの生理現象のうち、トイレ（小）は男性にとって問題

ありません。天然の水洗トイレ（海）に向かって用を足しま

す。

問題はトイレ（大）。そういうピンチになることは、そうめっ

たにありませんが、備えあれば憂いなし。ＦＷ２３にはマリン

トイレの設備はないので、自作してみました。

ヒントは、ヤマハ（ワイズギア）のカタログに載っていた「防

災グッズ」。ペール缶を利用したものです。自作といっても、

写真にあるとおり、端切れ板を組み合わせて便座を作り、ペー

ル缶に載せるだけ。ペール缶には、簡易トイレの交換用消耗品

（ビニール袋、凝固剤、脱臭剤：５回分で千円程度）をセット

して使います。

インターネットで検索すると、ペール缶トイレは結構メジャー

です。周囲の目が気になるようなら、ポンチョを着て用を足せ

ば良いらしい。ボート上ではかえって目立つでしょうが・・

・。

このグッズの良いところは、ともかく安価で場所もとらないと

ころ。ペール缶は釣用のバケツとして利用する目的で、車の

ディーラーから無料で調達してありましたので、制作費はほぼ

０円。便座の板は４０㎝四方で厚さは５㎝程度です。

まあ、利用することはないと思いますが、お守りとしてボート

に備えておこうと思います。
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コメント

酔軍

船べりからお尻をつきだして用をたすのが正解です。

爽快です。

後始末不要です。

波が高くて落水しそうなときは、バケツに海水をいれておい

て、そこに用をたして海に捨てましょう。

ようかん

ビニール袋に入った凝固剤で固められたナニはどうするのです

か。固めた以上はトイレには流せないだろうし。

さぬき富士

船べりからというのもテクニックがいると思いますが・・・

・。

でも、「爽快」というのが経験に基づく感想でしょうから、妙

に納得感がありますね。一度トライしてみましょうか。
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なお、凝固剤で固めたナニは、一般にゴミとして出せ、焼却可

能だそうです。

でも、ペール缶に海水をいれて用を足して、海に帰すのが一番

自然に優しい気がしますね。

2007・03・20（火）

出張予定

突然決まった出張。来週末、なんと北海道。

昨年の２月からこの３月までで、なんと３回目の北海道です。

珍しい！

出張は、木金の二日。翌日の土曜日は、もちろんＳ・Ｋ・○で

すよね。

この出張は、神様からのプレゼントでしょうか。

コメント

ノリ

うらやましいですね。土産話是非期待しています。しかし、北

海道はまだまだ雪があり、こちらとの違いに愕然としますね。
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2007・03・21（水）

ミニボート購入

検討していたロッド、サビキ釣り用に「ダイワ　ミニボートＴ

２　２０－３３０」を購入しました。振り出しのインターライ

ンです。

Ｆさんも、２０－３００を使用されているそうです。高松のＪ

で１０，６５８円なり。

ダイワのＨＰによれば、

「軽量・しなやか設計・細身設計！！食込みが良く、アタリの

取りやすい調子を追求。 20号はメバル・キス・カレイに最適

です。 」

とのこと。

確かに、穂先は結構柔らかな感触です。なんか釣れそうな気に

なってきました。デビューの日が楽しみです。

2007・03・22（木）

キリン・ザ・ゴールド

ビール大好きの小生、新製品が出るとほとんど飲んでいます。

昨日、新発売のビール、キリン・ザ・ゴールドを購入。「１０

さぬき日記

308



０年目の、これが新ビールだ」という、目一杯のコピー。売り

は「隠し苦み」とのこと。缶のデザインがなかなかよろしいの

で、期待に胸をふくらませ（大げさ）、飲んでみました。

うーん、美味いか・不味いか、と尋ねられれば、美味い部類に

入りますが、積極的に次回も購入とまではいきませんなあ。正

直言って。

最近では、やはり、「サントリーのプレミアム」が一番。た

だ、ライト感覚で飲むときは、「キリンの淡麗」をチョイス。

特にボートの上では、ライト系が良いですね。

それから、発泡酒のクロも良く飲みます。昔はクロといえば、

ギネスでしたが、最近の発泡酒のクロもなかなかです。キリン

の円熟クロもお勧めです。サントリーのジョキ芳醇も美味し

かったですね。（これは限定発売らしいですが）

その昔、アサヒのスーパードライが出た頃は、そればかり飲ん

でいたのが懐かしいです。ね、ようかんさん！

コメント

ようかん

そう言えば、あの頃は各社から「ドライ」が出てましたね。結

局、アサヒ以外は無くなりましたけど。「サッポロが作るとこ

うなる」というコピーを覚えてます。
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2007・03・23（金）

シャンパン＆シングルモルト

進水式のお祝いにと、Ｆさんからシャンパンとシングルモルト

・ウィスキーをいただきました。

なかなか格調高く、見るからに美味しそうです。ありがとうご

ざいました。

進水式（という名の飲み会）は、また改めて企画することにし

ていますので、関係者の皆さま、よろしくお願いいたします。

 

2007・03・24（土）

Windows Vista パソコン購入

本日、ついにWindows Vista パソコンを購入。

小生のこれまでのパソコン経歴を振り返ると、平成６年に

IBMのWindows3.1のパソコンを購入。以降、メインとなる
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デスクトップ・パソコンは、ずっと自作でした。ケース単位で

みると、３台ですが、CPUはほぼ２年ごとにアップデートし

てきました。あと、ノートパソコンもサブとして購入してお

り、現在は長男がバイオのB5サイズ（XP)を利用していま

す。

これまで自作してきたのは、自作すること自体が結構面白かっ

たことに加え、メーカー製のパソコンに比べコストパフォーマ

ンスが優れていたことが、大きな要因です。

ところが最近は自作パソコンとメーカー製のパソコンとの差

は、性能面でも価格面でも大差がなくなってきています。もう

コモディティ商品になったということでしょうね。また、自作

の楽しみ、すなわち、相性でうまく動かないのを、インター

ネットで調べたりしながら調整してうまく動いたときの感動も

ほとんどんなくなった（プラグ＆プレイ）・・・これって、か

なりマニアックな喜びですが・・・

ということで、今回は、自作の検討に加え、メーカー製パソコ

ンも候補として検討しました。

メーカー製で安いのは、やはりデル。ただ、ケースがコンパク

トタイプであり、拡張性にやや難があります。もうひとつは、

ソーテック。自作パソコンの延長線上にあるかんじで、アプリ

ケーションなしのパソコンがかなりの安さです。

結果、購入したのは、ソーテックのPC STATION PX9512。
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主なスペックは、

■Microsoft®  Windows  Vista ジ Home  Premium  正規

版

■インテル® Coreジ 2 Duo プロセッサー E6300

■1GB(PC2-5300)

■320GB(Serial ATA 1.5Gb/s、7,200rpm)

■DVDスーパー・マルチドライブ

■7in1メモリーカードスロット

これに、１９インチのワイド液晶ディスプレイがついて、Y

電気で119800円+ポイント１０％+ポイント１万円。最終

的には、118800円+ポイント23068円。ポイント代を差し

引くと95732円。これは自作、デルと比べても相当の安さで

す。Y電気も３月決算のセールで、先週より１万円値下げし

ていたのが大きいですね。

本日は、とりあえずインターネット接続まで。明日以降、ビス

タの新機能を試していきたいと思います。

2007・03・25（日）

バッテリー交換

本日は、朝、次男・三男の野球配送後、マリーナへ。

まずは、年会費（ボート陸上保管代+揚降代）を納入。ボー

トの上げ下ろしは何回でも定額ですので、これから必要になる

のは燃料代のみ。この１年、何回出航できるかな？
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続いて、バッテリーの交換。マリーナのMさんにお願いしま

した。バッテリーは事前にホームセンターで調達。２年または

４万キロ保証が 13,800 円、３年または６万キロ保証が

19,800 円。どちらもメーカー品。後者が決算セールで

16,800円でしたので、これを購入。

なお、お願いしてあったメインスイッチもきれいに設置されて

いました。バッテリー交換後、魚探、エンジンのチルトアップ

・ダウンを確認。OKです。

最後は、コンソールボックスの中に自作の棚をセット。棚板と

脚をステンレスのボルトナットで接合。

これで出航の準備はほぼ整いました。あとは海に出るだけで

す。

ただ、来週末は出張のためNG。その翌週、４月7日・８日で

しょうか。しかし、２週間も先というのも情けない話です。で

きれば、４月第一週の平日、という素敵な案も検討してみよう

かな、と考えています。

2007・03・26（月）

電子辞書

昨日、長男用に電子辞書を購入。カシオのエクスワードXD-

SW4800です。定価52500円のところ、29800円+ポイン

ト13％+ケース。パソコン購入で得たポイントを利用。
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高校では１年生までは電子辞書禁止だそうで、今回が初購入。

コンテンツは英和・和英・英英・国語・古語をはじめ、広辞苑

や世界史・日本史など、55コンテンツも入っています。

入力もキーボードだけでなく、手書きパッドで入力ができま

す。

おまけに、英語のリスニングも可能。

大変な世の中になったものです。

コメント

酔軍

なんだか凄い勢いで物を購入してますな。

個人消費の力強さが実感できますね。

これからもジャンジャン買って景気の下支えをお願いします

よ。

2007・03・27（火）

ブログ　メンテナンス

当ブログのサービス元、ココログが急遽メンテナンス。このた

め２７日は、ブログをお休みさせていただきました。
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2007・03・28（水）

進水式　リトライ

延期した進水式、飲み会として企画しようと考えていました

が、酔軍さんから「単なる飲み会とするより、午前は釣り、午

後はバーベキューにしては？」というご提案。

ありがたいことです。早速、その企画でメンバーの皆さんに

メールで打診いたしました。

2007・03・29（木）

出張

本日から札幌へ出張。朝7：40発の飛行機で、羽田経由新千

歳へ。帰宅は４月１日（日）の予定です。

このため、明日・明後日はブログはお休みとさせていただきま

す。

コメント

ノリ

北海道のお土産話楽しみにしています。
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2007・03・30（金）

小樽

出張　２日目。

会議は午前中で終了。

その後、前所属時にお世話になったH社の方と昼食。近くの

魚市場のなかにある御寿司屋さんにつれていっていただきまし

た。さすがに美味。いろいろと仕事の話をしてお別れ。

今度は、札幌駅から小樽へ。１年ぶりの小樽。ホテルにチェッ

クイン後、とりあえず小樽運河を見学してきました。
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2007・03・31（土）

キロロ　スキー

マイフォトの表紙に概要を記載しました。ご覧ください。今

シーズン最後のスキー、充実してました。

しかし、体力の低下は否めません。脚がパンパンです。

取り急ぎ、写真はマイフォトにアップしました。
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2007・04・01（日）

帰宅

小樽発　7時29分のJRで新千歳空港へ。

お土産を買って、10時半発のANAで羽田へ。

１２時半発のANAで高松へ。14時空港到着。帰りに、早速

ぶっかけうどん。やっぱ美味い。15時帰宅。さすがに疲れま

した。

下の写真、小樽の海。寒そうでしょう。一方、３枚目は高松空

港近くの桜。出張出発の時はつぼみだったのが、満開目前で

す。
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2007・04・02（月）

進水式　リトライ（その２）

進水式の日程決定。

４月１５日（日・大安）となりました。釣りの後、酔軍さん邸

のガーデンでバーベキューという、素晴らしいプランとなりま

した。ありがたいことです。

あとは、当日の天気がどうなるか。どうか晴れますように。

（注）マイフォトのキロロスキー、表紙に概要を記載しました。

2007・04・03（火）

誕生日

本日は小生の誕生日です。40+α歳、早いものですなあ。

帰宅したら、黒酢ドリンクがテーブルの上に。これが、プレゼ

ントとのことです。

コメント

ようかん

それはそれはおめでとう。５０歳近くですね。

さぬき富士

＞それはそれはおめでとう。
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どうもありがとう。

＞５０歳近くですね。

お互い様ですな。

2007・04・04（水）

寒い一日

桜も咲いて春になったと思ったら、急に寒くなりました。東京

ではミゾレも降ったとか。

でも、明日は、よい天気になるようです。

特に名を伏すSさんは、明日、休暇をとって釣行とのこと。小

生もひそかに平日釣行を検討していたのですが、会議が入って

×。Sさんは、「会議は日程変更させた」と豪語されていま

した。大漁でありますように。

2007・04・05（木）

フキとタケノコ

今夜の夕食、フキとタケノコの煮物がおかずに。

いやー、春ですなあ。フキの苦味、ビールによく合います。

さぬき日記

320



また、別のおかずのイカナゴの佃煮、これまた美味。山椒が効

いて、これもビールによく合います。

ということで、缶ビール（３５０）を３本空けてしまいまし

た。飲んだのは、アサヒの糖質ゼロではありますが、飲みすぎ

でしょうね。反省。

2007・04・06（金）

松坂デビュー

レッドソックスの松坂がデビュー。

１０奪三振で初登板、初勝利。マスコミも大々的に取り上げて

います。

次回は１２日、相手はイチローの所属するシアトル・マリナー

ズ。楽しみです。

大リーグは５年前に、シアトルでマリナーズ、ロスでドジャー

スを観戦しましたが、日本のような応援団もおらず、とてもよ

い雰囲気でした。

ヤンキースの松井、レッドソックスの松坂、を観戦してみたい

気がします。
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2007・04・07（土）

スタッドレスタイヤ交換

本日、やっとスタッドレスタイヤをノーマルタイヤに履き替え

しました。ほんと、今シーズンはスタッドレスが活躍する機会

が少なかったですね。

前回と同じ中古タイヤ屋で履き替え。４本で１０００円だった

のが、１５００円に値上がりしていましたが、オートバックス

などと比べれば半額以下。お店の人も、若いのですが礼儀正し

く、しっかりしていて好感が持てます。お客もたくさん来てま

した。

コメント

酔軍

私は１年中スタッドレスです。

ほとんど乗りませんから。

さぬき富士

確かに車に乗られているよりも船に乗っている時間の方が長い

ようにお見受けします。

スタッドレスも昔と違ってほとんどノーマルタイヤと乗り心地

が変わらないので、履きつぶすのが一番経済的でしょうね。

当方も本日履き替えしましたが、乗り心地や走行時の音など、

全然変わりませんでした。

しかし、こんなことしてる場合ではないのです、ホントは。海

に出ないといけないのに・・・。来週は絶対出航します。

さぬき日記

322



野球シーズン

３月から　野球シーズンが本格化しています。

長男、は本日、徳島遠征で練習試合。

次男は県大会１回戦（勝ち）、明日は２回戦。

三男は、練習、明日は練習試合。

球場への配送などのため、本日は５時起き。明日は、三男の練

習試合の審判。明日は６時起きですな。

2007・04・08（日）

野球の状況

本日は三男の野球、練習試合。

２試合で２塁塁審、主審を行いました。トータルで３時間強、

疲れました。試合は２試合とも負け。課題がいろいろ出てます

ね。

ただ、天候は曇り（濃霧）から晴れになり、温暖でしたし、球

場は土器川河川敷で、目の前に讃岐富士が美しく見え、なかな

か良かったです。近くの飯山は桃の産地で、薄いピンクの桜

と、濃いピンクの桃の花が、微妙なコントラストを醸しだし、

また、天空ではヒバリのさえずりが響きわたり、春を目一杯感

じました。
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次男の方は、県大会２回戦。本日も勝ち、３回戦に進みます。

コメント

ようかん

来週塁審が当たってます。

2007・04・09（月）

桜

今年の桜は長持ちしてます。時々寒の戻りがあったりするから

でしょうか。また、強風のないのも原因かも。

会社のデスクから見える公園の桜もまだ咲いていますが、花見

のブルーシートは少なくなっています。夜桜見物は、ちょっと

寒いですね。熱燗を飲み過ぎそう。

うちの部門の花見は明後日ですが、ホテルで飲み会。桜はある

のでしょうか？

2007・04・10（火）

VISTA 感想（その１）

新しいパソコン、データの移行も完了し、ほぼメインマシンと

して利用できるようになってきました。
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なかなか快適です。

なかでもＩＥ７のタグブラウザーは、便利です。毎日閲覧する

ページを登録して、アッという間にチェックできるので重宝し

ています。

一方、ウィンドウズメールはアウトルックとほぼ同じ感じで、

特に目新しいものはありません。

2007・04・11（水）

ボートの維持費

本日は小生の所属する部署の花見（飲み会）でした。

毎年、恒例の行事で、約７０名が参加。また、３月の定期異動

で転入したメンバーの自己紹介の場でもあります。

その自己紹介のトップバッターでしたが、「趣味は釣り。この

春、ついにボートを購入したので、釣り好きな方は是非ご一緒

しましょう」と挨拶したところ、その後、「ボートの係留代、

かなりかかるのでは？」といった質問が相継ぎました。

まあ、高いか安いかは、その人の価値観によるので何とも言え

ませんが、一般の方からすれば、「そこまでして何を釣るんな

？」というのが正直なところかもしれません。ゴルフをしない

人間からみれば、「なんで２万円も出してゴルフするん？」と

いうのと同じでしょうか。
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本日の飲み会で、隣のグループのＭ君は釣り好きなのが判明い

たしました。本日は残念ながら出張で欠席でしたが、誘ってみ

ようと思います。

2007・04・12（木）

進水式　リトライ（その３）

１５日（日）の進水式の予定が確定しました。

第一部は、釣行です。キスがつれるようになってきたそうなの

で、狙いはキスです。昼前に納竿の予定。

第二部は、ＢＢＱ大会。

懸念されていた天候も、週間天気予報によれば、曇り時々晴れ

になっていました。降水確率も２０％となっています。やは

り、天は我々釣りバカ達の味方のようです。

2007・04・13（金）

ＰＬＣ

ＰＬＣとは、電力配電線をコンピュータの回線（ＬＡＮ）とし

て利用するための装置です。家庭内のコンセントに接続するこ

とで、離れた場所のコンピュータを接続することができます。

現在、主流である無線ＬＡＮの対抗馬として関心を集めていま

す。
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本日、このアダプターを拝借してきました。明日早速試してみ

ようと思います。我が家は、昨年の春増築したのを機会に全部

屋に有線ＬＡＮを配備したのでＰＬＣは不要なのですが、どの

くらいのスピードがでるか、設定の容易さなどを確認してみた

いと思います。

説明書を読む限り、ほぼワンタッチで設定できるようです。

2007・04・14（土）

サイドバーに地図

ブログ用のパーツが、たくさん提供されるようになってきまし

た。

試しにサイドバー（右）に地図（ALPSLAB myBase）を置

きました。マウスでスライドや拡大・縮小が可能です。ウィン

ドウの一番下にあるSHOW WIDE MAPをクリックすると別

ウィンドウで拡大地図が開きます。

そのリンクをブログも貼れます↓。

http://base.alpslab.jp/?s=500000;p=34/19/56.022,133/

42/33.504

ブログに地図を貼ることもできます（下参照）。この地図その

ものをクリックしても拡大地図が開きます。また、ポイントを

登録して、ブログとリンクもできます。なかなか面白いです
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な。

 

ＰＬＣ　試用結果

ＰＬＣ、早速　試用してみました。

製品はパナソニックの「PLCアダプター（スタートパック）

(2個セット) BL-PA100KT 」です。

もの自体は非常にコンパクトで、たばこの箱を２回り程度大き

くしたぐらいの大きさ。また軽量です。

１階に親機を置き、コンセントに接続。２階の子供部屋に子機

を置き、これもコンセントに接続。

あとは、親機とルーター、子機とパソコンを、それぞれＬＡＮ

ケーブルで接続するだけ。面倒な設定は不要です。これは、無

線ＬＡＮと比べて非常に優れていると感じられます。

肝心のスピードは、ＵＳＥＮのスピードテストで検証してみま

した。

通常の有線ＬＡＮで接続した場合が、２５～２７Ｍｂｐｓ。Ｐ

ＬＣで接続した場合が、１０～１３Ｍｂｐｓ。ほぼ半分のス

ピードですが、実用には全く問題なしと思われます。無線ＬＡ

Ｎと比べても遜色ないスピードではないでしょうか。
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無線ＬＡＮはケーブルレスの快適さがありますが、初期設定が

初心者にとっては多少敷居が高いかなと思われます。ＰＬＣは

設定レスが最大のメリットではないでしょうか。十分満足でき

るレベルと思います。

2007・04・15（日）

進水式

取り急ぎ　写真をマイフォトに掲載しました。

詳細は後日記載します。

進水式　キス釣り

本日は進水式。

８：１５　当方の車で、Ｙ君、Ｙさん、Ｋさんマリーナ着。酔

軍さん、Ｆさんとは、酔軍さんのボートでマリーナで合流。

御神酒をボートにかけ、乾杯！安全航行を第一に心がけます。

８：４０出航。キスを狙います。

右舷は、前方にＹ君、後方にＹさん。左舷は、前方にＫさん、

後方が小生。

９：２０　初ヒットはＹさん。続いてＹ君。ともに２０センチ

オーバーの良型。その後も、右舷側のコンビが連続ヒットで
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す。

９：４０　左舷のＫさんもヒット。小生のみ、あたりがありま

せん。操船で忙しいという言い訳もありますが、進水式でボウ

ズは避けたいもの。

１０時過ぎ、Ｋさんからいただいた瓶入りの芋焼酎で乾杯。こ

れで元気を出そうという戦略ですが、酔いが回るだけ。

１０：３０　やっと当方にもヒット！ボウズは回避できまし

た。

その後も　まずまずのあたり。竿頭はＹ君でした。おめでと

う。１２時に納竿。

陸にあがって、買い出しなどをしながら、１５時　酔軍さん宅

のガーデンでＢＢＱ大会。Ｍさん、Ｔさん、途中から、Ｔさ

ん、Ｍさんも参加。ものすごい勢いでお酒が空になっていきま

した。

皆さんのおかげで、進水式の日が思いで深いものとなりまし

た。ありがとうございます。
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2007・04・16（月）

出張

本日夕方から明後日まで東京出張です。このため、ブログ更新

はお休みとなる可能性大です。

2007・04・17（火）

東京で飲み会

前職場の同期、O君、Ta君、Tu君と飲み会。

場所は前職場の本社ビルの地下。数年前に高層ビルに建て替え

られています。丸の内は基本的にビジネス街ですが、数年前か

らおしゃれな街に変身しており、昔の堅いイメージとは全く異

なっています。

３年ぶりの再会で、話は尽きません。二十数年前の入社時の話

など、大変懐かしかったです。

2007・04・18（水）

帰宅してみたら

最終便で東京から帰ってきました。さすがに疲れました。

最終便は毎度のことながら羽田で２５分も離陸待ち。おまけに

高松の天候が不良で、着陸できない場合は引き返すとのアナウ

ンス。結局２０：５５に無事着陸。やれやれです。
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帰宅してメールチェック後、ブログのアクセス状況を見たら、

すごいアクセス数です。通常は、平均２０～３０名の方にアク

セスしていただいているのですが、本日はなんと１６０名を越

しています。「ＰＬＣ試用結果」の記事にアクセスが集中して

います。やはり、ＰＬＣは注目度が高いようです。

2007・04・19（木）

お疲れモード

進水式＆ＢＢＱ大会の翌日の月曜日、起きると超しんど！日曜

日は、子供の野球配送で４時半起き、その後、釣りでの操船、

ＢＢＱ大会での飲み過ぎ、帰宅後の釣果（キス）の捌き、翌日

からの出張の準備で就寝が１時過ぎ。

月曜、昼食で酔軍さんとＦさんに会うと、お二人とも「めちゃ

くちゃ、えらいんだけど」とのこと。やはり、小生だけでな

かったです。良かった。はっきり言って、飲み過ぎでしょう。

ビール、シャンパン、３５度の焼酎、日本酒（冷酒）、とどめ

は、アーリータイムスのロック。なんだかんだ、６時間以上は

飲んでいたような気がします。

そして、月曜夕方から東京出張。雨に加えて、気温が低く、こ

れがまた疲労を誘ったようです。本日は、早く寝ます。

今週末の土曜日は、天気予報は曇りですが、風はなさそう。キ

スを狙いに出航したいと考えています。
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2007・04・20（金）

明日

明日の天気、強風・波浪注意報が出てしまいました。波も１．

５Ｍとのこと。残念ながら、出航は見送りの方向です。

明後日の日曜日も天候がさえない様子。なんとか回復して欲し

いものです。

2007・04・21（土）

キス釣り

朝５時に起床。外の音に耳を澄ませても風の音が聞こえませ

ん。

インターネットで気象庁のＨＰをチェックすると、強風波浪警

報は解除され、天気予報の波も０．５Ｍになっていました。

ラッキー！釣行決行です。本日は、単独釣行。

次男の野球配送のため、６：４５発。財田のグランドまで配

送、その後マリーナへ。８：３０を回っています。

８：４０出航。先週の日曜日と同じポイントへ。キスを狙いま

す。天候は曇りですが、風も波も無く、寒くもありません。

９：１０竿を出します。操船しながら、しかけを用意し、餌を

つけてと・・・なかなか大変ですな。
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あたりが無い中、９：３０　酔軍さんからメール。「釣れてる

？」

釣れてません。ポイントを少しずつ移動しながら、１０時、初

のヒット！先週と同様、２０センチオーバーの良型です。

しかし、あたりは続きません。ロッドを２本出していますが、

ピクリともしません。

その後も辛抱強く竿をだし続け、なんとか５匹ゲット。いずれ

もサイズは２０センチ前後の良型、これだけが救いです。

１２：３０納竿。帰り、高見島で飛行船に遭遇。ビックリ（写

真参照）。

マリーナに帰ると、他の船も釣れていないとのこと。本日の貧

果は、潮のせいでしょう。腕のせいではありません。
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コメント

Fさん

素晴らしい！！

刺身サイズですね。

明日、酔軍さんと同じポイントにフグとキスを
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釣りに行きます。

さぬき富士

コメントありがとうございます。

夕食で刺身にしていただきました。子供たちに、大変好評でし

た。

明日の釣行、頑張って下さい。小生もマイボートで出航するか

もしれません。海で会いましょう。

進水式のキス釣り

 １５日（日）の釣行記を掲載しました。　←　ご覧ください。

本日（２１日（土））の釣行記は　この記事の下に掲載してい

ます。

カウンター７０００更新

６０００更新は、３月１６日でした。約１ヶ月で１０００アク

セスですね。

ご覧いただいている皆さま、今後ともよろしくお願いします。

釣りシーズン到来のため、当面は釣り関係の記事が中心となる

と思います。

2007・04・22（日）

またもやキス釣り

昨日、釣りから帰宅し、釣果を捌いたり、撮影した写真の整理

さぬき日記

337



などをしていると、酔軍さんから電話。

酔軍さん：「釣れたん？」

小生：「釣れません。」

酔軍さん：「釣れんかった！ホンマ？」

小生：「正確に言うと、５匹です。やっぱ難しいですわ。で

も、他の船も調子悪かったらしいです。」

酔軍さん：「そうですか。難しいやろ。まあ、そんなもんや。

ところで、明日、釣りに行こうと思うんやけど、行かんの？」

こういったお誘いには、すぐ反応してしまいます。家族（とい

うか、子供たちの野球練習）の都合を確認して、メール返信す

ることに。

というわけで、本日も釣行です。

次男・三男の野球配送後、マリーナへ。８：３０出航。本日も

単独。

先発の酔軍さんのボートは、昨日小生が釣ったポイントから東

の○島。Ｆさん、Ｋさんも同行されています。

９：００竿を出します。が、あたりなし。酔軍さんたちは、さ
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らに東へ移動されましたが、小生は昨日のポイントへ。こちら

は、最初あたりがコツコツあるもの食いません。さらに西に移

動して竿を出しますが、ここでも駄目。１０時頃からは、雨が

ポツポツ。

そうこうしているうちに、酔軍さんの船も来られましたが、同

じく調子が悪いようです。

しばらくして、itanさん艇登場。わざわざ、小生の船の近く

にきてご挨拶いただきました。恐縮です。

小生：「ＨＰ拝見してます。」

itanさん：「進水式の記事を読んで来たのだけど、釣れませ

ん。」

いつもの大きな笑い声とともに釣行されていました。今後とも

よろしくお願いします。

本日はボウズかな？と思いつつ、１１時を回ったところで、昨

日のポイントに戻り、おにぎりを食べながら再開。と、ついに

あたりが。中型ですが形の良いキスです。これで、ボウズは免

れました。

と、その後、次々とヒット。一挙に５匹ゲット。最終的には９

匹。最大は２５センチ、２０センチ前後のものが計６匹でし

た。まあ、昨日より４匹増ですから良しとしましょう。
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雨も断続的に降り、寒くなってきたため１３時納竿。酔軍さ

ん、itanさんにご挨拶して、一足先に帰港。

 

 

 

 

2007・04・23（月）

キス釣りのロッド

１５日（日）、２１日（土）、２２日（日）と、３連雀でキス

釣りを楽しみました。（釣れなくても、楽しいものです。）

２１日（土）、２２日（日）は、操船しながら、ロッドを２本

出していました。１本は、シマノの幻風、１５－２１０。もう
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１本はノーブランドの安いロッド、おなじく１５（？）－２１

０。リールは、どちらも、ダイワのプリード両軸リール。

で、釣果の多かったのは、ノーブランドの安いロッドの方で

す。幻風に比べて柔らかいのが特徴。

今後も、ロッド２本作戦の機会も多いと予想されることから、

このＧＷに１本購入しようかと思案中。ちょうど、丸亀のＢで

１０％オフのセール開催中です。

2007・04・24（火）

エビス　ザ・ホップ

本日はビールのお話。新製品が出ると、ほとんど飲んでいます

が、おすすめのビールを紹介します。

サッポロが出している、エビス　ザ・ホップです。いわゆるプ

レミアム・ビール。エビスシリーズは、エビスビール、エビス

　ザ・ブラックの２種類があり、ザ・ホップは３弾目ですね。

パッケージは、ライト・グリーンというか、メタリック・グ

リーンでよく目立ちます。肝心の味は、まろやか系。特筆すべ

きは、大変よい香り。

実は、このビール、先日のＢＢＱ大会で初めて飲んだのです

が、その時はそれほどおいしく感じませんでした。
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ところが、先週の日曜に飲むと、かなりいける。

サッポロのＨＰをみると、「のどの渇きを一気に潤す爽快系の

ビールのタイプではありません。ぜひグラスに注いで、その香

りと味わいをお楽しみください。」とのこと。

たしかにその通り。缶からダイレクトに飲むのではなく、グラ

スに注いで、ゆったりと飲むのが良いようです。今夜も飲みた

いと思います。

2007・04・25（水）

飲み会

本日は支店のメンバーを対象としたセミナーを開催。夜は懇親

会。飲み過ぎました。

2007・04・26（木）

ゴールデンウィークの予定

いよいよゴールデンウィークが到来します。

といっても、我が家の子供たちは、ＧＷも野球中心の生活です

ので、家族揃っての遠出はできません。小生も暦通りの休暇予

定。

従って、このＧＷはマイボートでの釣り三昧を楽しもうと思い

ます。まずは、初日の２８日（土）は、Ｙさんをお誘いしてキ
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ス釣りを予定しています。天気も良さそうで、楽しみです。

コメント

酔軍

本日は午後から休暇。

喉と頭が痛くて、薬をもらって、家で寝てました。

なんとかＧＷまでには治さねば！

さぬき富士

日曜の雨の中での釣りで、風邪をひかれたのでしょうか？お大

事に。小生、本日は二日酔いで、さすがに今夜は休肝日です。

2007・04・27（金）

明日の予定

明日はマイボートでＹさんと釣行予定。

明日の天気は、予報では、晴れ時々曇りですが、風が強く、波

も０．５Ｍのち１Ｍ。ちょっと心配です。

明朝５時の天気予報を見て、６時に最終判断することにしまし

た。
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2007・04・28（土）

釣行中止

５時の天気予報では、波１Ｍのち０．５Ｍ、風も海上は強いと

のこと。拙宅の周囲でも時折強風が吹いています。

残念ながら、本日の釣行は中止としました。安全第一です。

今日は、釣具屋のセールでものぞいてこようと思います。

ＨＳ早舟Ｖ

本日、ダイワのロッド、ＨＳ早舟Ｖを購入。１０号－２１０。

８，３１６円がセールで１０％オフ。早速、リールをセッティ

ングしてみました。良い感じです。

明日は天気は晴れ、波も０．５Ｍの予報。単独釣行の予定で

す。

コメント

酔軍

私、この竿３本買いました。

折ったり、落としたり、落としたり・・

１５号でしたが。

瀬戸内の釣りには必要十分な竿だと思います。

値段も手頃で、使いやすいですね。
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残念ながら、自分とは相性が悪いので、４本目は買いませんで

した。

さぬき富士

ほー、３本とは！さすがですね。たしかインターラインのロッ

ドも同じものを２本お持ちでしたよね。

小生、前回購入したシマノの幻風は１５－２１０なので、今回

のダイワの早舟は１０－２１０にしてみました。両者の違いが

わかるか？楽しみです。

また、明日の釣行、飛び込みで参加させていただくことにな

り、ありがとうございます。よろしくお願いします。

ようかん

道具の話にはついていけません。楽しそうですね。

2007・04・29（日）

キス＆フグ

本日は単独釣行の予定でしたが、酔軍さんのボートメンバーに

キャンセルが出たことから、急遽同行させていただくことにな

りました。

７時出航。良い天気で波も穏やか。メンバーは酔軍さん、Ｋさ

ん、Ｍさん、小生の４名です。今日は昨日購入したロッド、ダ

イワの早舟を初めて使います。

まずは、キスを狙います。最初のポイント、Ｋさんがヒット。

ポツポツ来ますが、ただ、今ひとつのあたりのため、先週と同
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じポイントに移動。itanさんのボートも出ています。

酔軍さん：「ポイントは最高。あとは釣るだけ。腕次第」

と言ったとたん、小生にあたりが！良型のキス。

小生：「たしかに、腕次第ですね！」

酔軍さん：「竿のおかげやろ」

たしかに、この竿、とても良い感じです。

小生：「ホンマ。この竿、ものすごく釣れる気がします。」

酔軍さん：「そういう気持ちになることが、一番の効果」

４人ともまんべんなく釣って、お土産は十分に確保したところ

で、今度はフグを狙います。

今年初めてのフグですが、結構多くの船が出ています。やたら

密集していますが、どの船も釣れている様子がありません。少

し離れたところで、アンカーを打って竿を出しますが、フグの

あたりはなく、来るのはグチ。

グチはＭさんが開いて、干物にしました。（写真参照）

次第にグチのあたりもなくなり、フグはギブアップ。
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最後に、初回のポイントに戻って、再度、キス。多少釣って、

１４：３０納竿。

本日の釣果は、キス約３５匹、グチ５匹、ベラ２匹など。ＧＷ

初回の釣り、幸先の良いスタートとなりました。
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2007・04・30（月）

キス＆グチ

昨日に続いて釣行です。明日は天気が下り坂ですので、なんと

しても釣行しなければ！と気持ちはハイなのですが、朝起きる

と、しんどい。身体はローです。丸一日船で釣りをするのも、

結構疲れます。

気を取り直して、三男の野球配送をしながら、マリーナへ。途

中、車から酔軍さんの港を見ると、なんと出港されています。

さすが・・・。

８：４０出航。天候曇り、波も穏やか。昨日と同じポイントへ

直行です。９時、ポイントに到着する寸前に、酔軍さんから電

話。

酔軍さん：「出とるん？」

さぬき日記

348



小生：「出てます。まもなくポイントです。どこですか？」

酔軍さん：「三崎でサバやったが、一匹もおらん。それで、○

浜にキスを釣りに行ったんだけど、こっちもさっぱり。」

小生：「そうですか。何時に出港されたんんですか？」

酔軍さん：「６時」

小生：「・・・・・」

ポイントに到着後、早速、縁起の良いダイワの早舟を出しま

す。餌をつけて、天秤を降ろしていくと、なんか変な感触と音

が・・・。よく見ると、穂先が毛羽だっています。あわてて

リールを止めて、引き寄せると、先端から１０センチぐらいの

ところに亀裂が入っています。昨日は全然気がつかなかったの

に・・・ガーン！いつ折ったのか？

幸先悪し。気を取り直して、シマノの幻風を出します。そいえ

ば、この竿も購入して２回目くらいで、穂先を折ったなあ、確

か太刀魚を釣りに行った時で、あの時は釣れんかったなあ、な

どと走馬燈のように記憶が駆けめぐります。ダイワの早舟に浮

気したのがばれて、シマノの幻風が仕返しをしたのか？など

と、つまらんことを考えながら、キスを誘います。

開始後１時間、全くあたりなし。これはいかんなあ、と思い、

ポイントを東にずらして竿を出すと、来ました。キスです。中
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型ですが良い型です。餌を付けなおして竿を出すと、続いて

ヒット！ついに入れ食いか？と期待したのもつかの間、またパ

タッと当たりがなくなりました。

そうこうしていると、酔軍さん艇登場。Ｆさんが一緒です。釣

果は芳しくない模様。しばらく同じポイントで流していました

が、酔軍さん達は東の方向へ走り去っていかれました。

１２：４５納竿。マリーナに戻って、テントをセッティングす

るつもりでしたが、どっと疲れが出て、先送りに。

最終的には、釣果はキス６匹、グチ１匹。キスは刺身サイズ

（大型）は３匹、グチは３０センチ超の大型でした。マリーナ

のＨさんによれば、他の船も釣れていないとのこと。そうで

しょう、そうでしょう。潮が悪いのです。腕は悪くない。

野球練習の三男を拾って帰宅。途中坂出のＴ釣り具店で、竿の

穂先を修理。カットするしかないそうです。穂先が１０センチ

短くなりました。４２０円也。

次の釣行、今夜から検討します。

 

さぬき日記

350



 

 

 

 

2007・05・01（火）

マイボートにテント

本日は創立記念日で会社はお休み。子供たちは３人とも学校

へ。

小生は、昨日断念したボートへのセッティングのためにマリー
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ナへ。

艇庫から屋形の枠（ステンレスパイプ）とテントを運び出しま

す。まずは、枠のパイプをボート側の止め金具に通して固定。

これは簡単です。

続いて、テントを館の上に載せます、中央のパイプを固定し

て、両側に広げるとテントの出来上がり。

思ったより、館の枠は高さがあって、テントの下でもかがまず

に移動できます。良い感じです。これからのシーズン、テント

の有無でコンディションは天と地の差がでます。早く活用の日

が来ることを楽しみにしています。

ただ、ボートは屋外保管のため、出港の都度テントを広げ、帰

港後には巻き取らねばなりません。簡単にセッティングする方

法を検討しようと思います。
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コメント

ようかん

うちも創立記念日の休みでした。本当は14日ですが今年は1

日に振り替え。

ただ趣味には使えず、子どもの怪我で整形外科に。ギブスは取

れましたがうまく歩けません。どうしたものか。学校の送り迎

えと塾の送り迎え。午後遅くから雨が上がり新緑がきれいで

す。

2007・05・02（水）

日焼け

本日は連休の谷間の出勤日。昨日は会社の創立記念日で休みで

したので、今日を休めば９連休！そんなわけで、出勤率は３０

％ぐらいでした。

そういう状況ですので仕事はのんびりモード。同じ部署の人か

ら「その顔、どうしたん？釣り？」。確かに鏡を見ると、だい

ぶ焼けています。

終業、即会社を出て、行きつけの散髪屋に。そこでも、マス

ターから「南の国に遊びにいかれたのですか？」

サラリーマンらしく、日焼けにも注意が必要ですな。
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と言いつつ、明日も半日ですが釣行予定。明後日は、ノリさん

を誘っての釣行です。

コメント

酔軍

私はもう誰も「日焼けしたね」などとは言ってくれません。

「釣れた？」です。

明日の仕掛けを準備しようとしたら船に積みっぱなしだったこ

とを思い出しました。

急遽仕掛け作り開始。

最近は自作してないので要領が悪い。

グラス片手になんとか胴付３本針を２セットと予備のエダス３

本完成しました。

さぬき富士

５月初旬で、この日焼けですから、これから夏に向かってどう

なるのか？楽しみです。鏡をよく見たら、もう皮が剥けてきて

います。

さて、仕掛けの自作、お疲れさまです。明日の大漁を祈念して

います。小生もフグの仕掛けを作らないといけないのですが、

ついつい先送り。反省。

2007・05・03（木）

風強く波高し

明日は、ノリさんとＴさんと一緒に釣行予定。二人ともボート
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釣りは初めてとのこと。

ゲストに楽しんでもらえるよう、新米船長は本日下見に出かけ

ることに。

昨日は天候も悪く強風でしたが、今日は晴れ。５時の天気予報

では、波も０．５Ｍ。ただ、「海上で西風がやや強い」とのこ

と。まあ、波が０．５Ｍの予報ですから問題ないと思い、８：

１０出航。

たしかに風が結構あり、沖に出るに従って波もかなり高くなっ

てきました。船底を波が強くたたき、走りにくいです。エンジ

ンを３０００回転くらいに落として、ゆっくり進みますが、う

ねりもあって大変。

いつものキスのポイントではなく、手前にポイントで釣ること

にします。すでに５艘の先客が竿を出していますが、釣れてい

る様子はありません。

とりあえあず、しかけを作って、餌をつけて、と。これも船が

揺れて、手間取ります。

なんとか竿を出すものの、もの凄い潮の流れと、風のせいで、

ラインはまともに下に落ちません。底もとれません。これでは

釣りになりません。

風上に船尾を向けて、微速後進。これでラインは垂直になるは
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ずですが、この微速の調整が難しい。おまけに、波で横揺れも

するので、さらに混迷。どうも、潮の流れと風向きが逆方向に

なっている感じです。

１時間弱でギブアップ。マリーナに帰り、「私の操船技術では

今日は釣りになりません。」と話すと、常連客の一人Ｋさんに

大笑いされました。

帰宅後、１１時の天気予報をみると、なんと波１Ｍのち０．５

Ｍに変更されていました。今日は、本当に良い経験になりまし

た。

明日は風・波とも穏やかそうですが、安全にゆっくりと、楽し

い釣りができますように。

 

 

ＮＥＸＵＳの帽子

本日は風と波に翻弄され、早々に陸に戻って来ました。

マリーナからの帰り道、釣具屋に。ダイワ、シマノ、といった
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看板が目にはいると、ついつい車を止めてしまうのは、何故で

しょうか。

今日は、シマノＮＥＸＵＳの帽子を購入。夏が近づき、だいぶ

暑くなってきたので、メッシュタイプの帽子を選びました。

（写真参照）

なかなか、格好良いでしょ。なんか釣れるような気になってき

ました。明日は爆釣の予感がしてきました。

 

2007・05・04（金）

キス＆グチ（またしても）

本日は、Ｔさんとノリさんと３人での釣行。

昨日とうって変わって、風・波とも穏やかな一日となりまし

た。

Ｔさんは、磯釣りの経験は豊富ですが、ボートの釣りは２回

目。初回はキスの遊漁船だったそうですが、釣果は芳しくな

く、その上、船酔いしたとのこと。ノリさんは釣りは初心者、
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ボートも当然初体験、というプロフィールです。

こういったゲストを迎える船長としては、当方はまったく相応

しくない新米船長ですが、せっかくのＧＷの１日を有意義なも

のとしていただけるよう頑張りましょう。

８：２５マリーナを出港。いつもの○島に向かいます。すでに

数隻が出ています。

８：５５開始。１５分後、Ｔさんにヒット！小ぶりながら、良

型のキスです。幸先よし。数分後、Ｔさん、もう一匹ゲット。

その１０分後、ノリさんにもキスがヒット。これで、ゲストの

ボウズは回避できました。

その後、小生にもヒット。午前中は、コンスタントにキスがあ

がりました。ただ、大型のものは少なくなってきています。

満潮の昼頃から、当たりが少なくなってきました。そして、キ

スはまったく来なくなり、やってくるのはグチのみ。グチは釣

り人からは、味の面でいまいちの評価ですが、引き自体は強く

おもしろい魚です。Ｔさんはコツをつかんで、どんどん釣りま

す。グチの天敵か？

イマイチ当たりのなかったノリさんにもグチがヒット！（写真

参照）。引き味を楽しんでもらえたと思います。
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１４：３０納竿。キス：２７匹、グチ：１４匹、手のひらカレ

イ：２匹＝合計４３匹。まずまずの釣果でしょうか。すべて、

ゲストの二人に持ってかえっていただきましたので、家族の皆

さんにも、お土産を楽しんでいただけると思います。
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コメント

Ｔより

麦藁帽子と冬用ジャンパーという余りにミスマッチのファッ

ションに、写真を見て今気付きました。ショック（笑）

2007・05・05（土）

女木島でＢＢＱ大会

本日は会社の同僚たちとＢＢＱ大会。三男を連れていきます。

皆がお酒を飲めるようにと、高松駅で集合、フェリーで女木島

へ。鬼ヶ島伝説の島です。

１０時出港、９割くらいの乗船率です。１０：２０着、海水浴

のできるビーチに隣接したキャンプ場でＢＢＱです。

今日のメインは、同僚の奥さんの実家から調達した高級豚肉で

す。スペアリブもあります。大変柔らかく、豚肉とは思えない

美味しさです。当初、食べきれないのでは？と思われるほどの

量がありましたが、アッという間に胃袋へ。

アルコールもたくさん飲み、しまいには、海岸でうたた寝して

しまいました。

１５：２０のフェリーで高松港へ。
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明日は雨、強風の予報ですので、釣行は断念。ＧＷ最終日は休

養の予定です。

2007・05・06（日）

釣行後の楽しみ

一昨日（４日）は、Ｔさんとノリさんと３人で、キス＆グチ釣

りを楽しんだことは、すでに報告したところであります。合計

で４３匹と、まずまずの釣果でした。

その夜、Ｔさんからメールが。お礼の言葉に添えて、奥様の手

料理による夕食の写真が添付されています。（写真参照）。今

回、Ｔさんにご了解いただいたので、当ブログで紹介させてい

ただきます。

左サイドは、キスの天ぷら、骨煎餅、刺身。右サイドは、グチ

のあんかけ、さつまあげ。ランチョンマットを敷かれ、料理の

盛りつけも美しく、これはもう最高の夕食ですね。ビールが何

杯もお代わりできそうです。

キスについては、その美味しさは誰もが認めるところでありま

すが、グチに関しては評判が芳しくありません。釣った直後の

刺身はコリコリして美味ですが、家に持ち帰ると身が柔らかく

なりすぎ、食感がイマイチになります。

Ｔさん宅の、あんかけ。これはおいしそう。また、さつま揚げ

というのもグッドアイディアですね。これなら、グチも名誉挽
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回でしょう。

料理上手の奥様を持つＴさん、うらやましい限りです。ちなみ

に、Ｔさんご自身も包丁を握られるとのこと。釣果の料理＆食

事は、釣りの楽しみの一つですね。

Ｔさんのメールには、「妻が、次回釣行も是非いくように、と

話しています」との、うれしいメッセージも加えられておりま

した。ありがたいことです。

ただ、いつも釣れるとは限りませんので、寛容なお気持ちを

持って、送り出してください。

 

ＧＷ終了

アッという間にＧＷが終了です。海にでたのは４日ですが、釣

りができたのは３日。不完全燃焼の日は、釣具屋で何かを購入

するというパターンですな。反省。

＜以下ＧＷダイジェスト＞
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4/28：Ｙさんと釣行予定でしたが、強風のため中止。ダイワ

のロッドを購入。

4/29：酔軍さん艇でキス釣り。○

4/30：自船でキス釣り。△

5/1：自船にテントを設置。

5/2：出社。

5/3：自船で出航するも、強風で早々に帰港。シマノの帽子を

購入。×

5/4：Ｔさん、ノリさんと自船でキス釣り。○

5/5：女木島でＢＢＱ大会。

5/6：雨のため在宅。

気持ちを切り替えて、来週末の予定を考えましょう。

コメント

酔軍

写真、ありがとうございました。

私もＧＷは４日釣行しました。
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＞不完全燃焼の日は、釣具屋で何かを購入する

釣りキチとして正しい振る舞いです。

明日、会社のＰＣでまず次の週末の天気予報をチェックするよ

うになれば完璧です。

ようかん

正しい趣味人の道ですね。

私もパラグライダーに夢中の頃は風の詳報の天気予報ばかり見

てました。

写真をたくさんありがとう。近々寄せていただきたく思いま

す。

さぬき富士

子供が部活、少年野球をしていると、なかなか遠出ができない

と思いますが、一緒に釣行したいものですな。

2007・05・07（月）

今週末の予定

ＧＷが終わり、本日から平常パターンに。

酔軍さんの昨日のコメントではありませんが、起床後、５時の

天気予報で週末の天気を確認。土日とも晴れ、もしくは曇り。

気圧図でも風はなさそう。

ということで、早速、２８日に釣行延期となったＹさん、４日

に同行したＴさん、のお二人に週末の釣行の打診メール。
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アッという間に、二人からＯＫの回答！素晴らしい！

５月は何をするにも良いシーズンですが、釣行も同様。キスば

かりで飽きないか、と言われればそれまでですが、釣れるうち

に釣っておきたいのも、人情です。

木曜日頃には、詳細日程を確定する予定です。

2007・05・08（火）

釣りの魔力

朝、出社すると、４日に釣行同行したノリさんからメール。

「昨日のブログ見ました。今週末の釣行、同行させて下さい。」

とのこと。

２週連続で釣行とは、これはハマッていますな。同じ４日に同

行したＴさんも、昨日の打診に対して速効で了解されました。

これも、船頭が良かったからでしょうか？・・・冗談はともか

くとして、ボート釣りの良さは、経験した人でないとなかなか

理解できません。その良さを知ると、ほんとハマります。

特に、４日はそこそこ釣れましたので、良かったのだと思いま

す。でも、毎回、うまくいかないのも釣り。釣れないときは、

本当に全然釣れませんからね。これも、釣りの良さかもしれま

せん。
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釣れなければ、「次回は必ず！」と、また行きたくなるからで

す。

2007・05・09（水）

ロッドスタンドを自作

釣りから帰って、ロッドを水洗いして、陰干し。その後、物置

に収納。という作業が必要ですが、ついつい、陰干しのあとの

仕舞いが面倒で、そうこうしているうちに、週末がきて、その

まま釣行に持参、というのが、このところのパターンでありま

す。

たしかに、４月の進水式以来、毎週釣行してますからねえ。そ

して、このペースはあまり変わらない気がします。

ということで、ロッドスタンドを自作することにしました。Ｇ

Ｗの最終日、雨の６日に着工。といっても、超簡単です。

材料は、

　・塩ビのパイプ（直径４０ミリ）：１Ｍを３分割（２９７

円。カットはホームセンターでサービス）

　・ネット（６０センチ×４０センチ）：百均で購入（ただ

し１５７円）

　・ネットスタンド：百均で購入（１０５円）
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　・結束バンド：百均で購入（１０５円）

だけです。

作り方は、塩ビパイプを結束バンドでネットに取り付けるだ

け。あと、転倒防止のために、ブロックでネットスタンドに重

しをします。制作時間、約２０分。

軒先に設置し、早速利用していますが、なかなか好調です。
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釣行予定のカレンダー

当ブログの左サイドバー、カウンターの下に、「釣行予定」の

リンクをつけました。

クリックしていただくと、ヤフーのカレンダーが表示されると

思います。主に釣行予定を掲載していくつもりです。

2007・05・10（木）

健康診断

明日は健康診断。胃の検査（バリューム）もあるため、夕食は

２２時までに済ませ、明日は検査まで飲食不可です。
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今年から検査の時間が指定され、小生は１１：３５。それまで

飲食不可というのは辛い。特に水が飲めないのが。

また、暴飲暴食は慎むこと、となっております。

そんな日に限って、終業後、Ｆさんから飲み会のお誘い。なく

なく辞退いたしました。Ｎの焼き鳥、おいしいのに。残念。で

も、参加したら、二日酔い間違いなしですから、仕方ありませ

ん。

2007・05・11（金）

明日の釣行

本日の健康診断、無事終了。

昨夜、飲み会を辞退した、そのおかげか、この冬指摘されてい

た血圧が正常値になっていました。体重が減ったわけではない

のですが、うれしいことです。誕生日（４月３日）から飲み始

めた酢の効果でしょうか？

というわけで、今夜は入浴後、即ビールです。ビール。今、

ビールを飲みながら書いています。うまいわ。

明日は、天気も良さそう。今日は強かった風も収まる見込み。

予定通り、出航です。

狙いはキス！「おい、またかよ？」という声や、「○○の一つ

さぬき日記

370



覚え」という声も、聞こえてきそうですが、まずは釣れないこ

とには始まりませんからね。ゲストのリクエストもあります

し。

ＧＷ明けの一週間、えらく長く感じました。前回釣行が、かな

た遙かのことのような気がします。明日は、海上でリフレッ

シュします。

2007・05・12（土）

キス　爆釣

本日は予定通り、Ｙさん、Ｔさん、ノリさんとキス釣りです。

Ｔさん、ノリさんは２週連続の参加、かなりハマッている様

子。

８：４０出港。９：０５ポイント到着。すでに酔軍さんの船が

出ています。あちらも４名です。なんと７時から開始している

とのこと！やりますなあ。すでに３０匹弱を釣っておられま

す。

こちらも、釣行開始。初ヒットは、Ｙさん。ＧＷ初日天候不順

のため出航できなかった恨みを晴らすのか？続いて、Ｔさんも

ヒット。すっかりキス釣りのコツを会得しているようです。本

日は余裕すら感じられますね。しばらくして、小生、ノリさん

にもヒット。これでボウズは回避です。

午前中は、キスがメインの展開。入れ食いはありませんが、コ
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ンスタントに当たりがきます。それにしても、にぎやかな釣り

です。当たりがあるたびに歓声！特にＹさんのあわせは、超

オーバーアクション。合わされた魚、相当痛いのでは？と同情

したくなりますが、本人はご満悦です。

お昼になり、酔軍さんの船と再度合流。すでに６０匹をオー

バーとのこと。酔軍さんは、だいぶ酔っている様子。「１００

匹を目指せ！」と檄を飛ばしています。乗組員の皆さま、頑

張ってください。

小生とＹさんも、本日はアルコールＯＫです。酔軍さんから、

なると金時から作った焼酎を差し入れていただきました。先

日、itanさんから差し入れていただいたものとのこと。甘み

があって美味でした。ありがとうございました。

午後からは、グチがメインに。グチといえば、Ｔさんでしょ

う。先週、バンバン釣り上げておりました。人呼んで、グチキ

ラー。でも、今日は皆、コンスタントにあげていきます。よく

引いておもしろいですな。

１５：３０納竿。マリーナで数えたら、キス：８０匹、グチ：

２２匹、合計：１０２匹という大漁でありました。

マリーナのＨさんが記念写真を撮影してくれました。帰宅した

ら、マリーナのメールマガジンに、小生の本日の釣果が報告さ

れていました。今日は、腕自慢しても許されるかな？
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2007・05・13（日）

休養日

本日は天気は良いのですが、大変強い風が吹いており、釣行は

不可です。これくらいハッキリしていると、気持ちが良いです

わ。釣りに行くべきか、いかざるべきかを迷わなくて済みます

から。

こんな日には、何をしましょうか？嫁さんからは、「前から

言ってある部屋の片付けでもしたら」という声が聞こえてきそ

うですが、釣り師にはやることがあるのです。

まずは、フグの仕掛け作り。そろそろフグが釣れだしたようで

す。その準備をしなくては。先月、Kさんにお借りした仕掛

けを参考に、おもりの５号、８号、10号、12号の４種類を

作成。なかなか地道な作業ですわい。途中、何度かハリを指に

刺して、「いたっ！」とか言いながら、計16個を作成しまし

た。

続いては、包丁研ぎ。昨夜、釣果を捌いた時、だいぶ切れ味が

低下しているのが気になっていました。ということで、出刃包

丁、ついでに、三徳包丁を研ぎました。これまた地道な作業。
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こんな、のんびり＆地道な休日も、たまにはよいものでありま

す。

2007・05・14（月）

手料理

一昨日の土曜日（12日）のキス爆釣については、すでにご報

告したところです。

昨夜、同行したTさんからメール。その釣果を使った奥様の

料理を写メールしていただきました。説明文を引用すると、

「今日の晩ご飯はキスのてんぷらと、キスやグチなど魚介類を

使ったブイヤベースです。（パンも写っています）ブイヤベー

スは魚のダシがよく出ておいしいです。」

とのこと。

確かにそのとおり。大変おいしそうです。毎回、釣果をこんな

に素晴らしく料理してもらえば、「次回も釣るぞ！」という気

になるというもの。うらやましい限り。それに比べて・・・・

これ以上は書きません。

奥様もブログをご覧いただいているそうです。是非、コメント

を投稿いただければ幸いであります。
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2007・05・15（火）

手料理（追記）

Tさんから、昨日の夕食の写真を送付いただきました。

「グチは身が柔らかいので、酢締めにしてみました。なかなか

美味です。」とのこと。

いやはや、すごいですね。脱帽です。

 

2007・05・16（水）

今週末の予定

20日（日）は遊漁船でタイ・ハネを狙います。初めての遊漁

船ですが、楽しみであります。
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19日（土）はマイボートでの釣行を計画中。先週のキス大漁

に気を良くして、再度キスか？釣れだしたフグを狙うか？思案

中です。

2007・05・17（木）

今週末の予定（その２）

20日（日）は遊漁船での釣り。初めて乗る遊魚船ですので、

勝手がよくわかりません。

同行予定のKさんに、集合場所の港までご一緒して欲しい旨

をメール。早速、快諾をいただくとともに、打ち合わせに会社

まで来ていただきました。恐縮です。出発時間や仕掛けの話を

して、大体概要を掴みました。

帰宅後、Kさんからメール。自宅在庫の仕掛けを譲っていた

だけるとのこと。また、移動はKさんの車で行うため、船上

のアルコールOKとのこと。いたれりつくせりで感謝です。あ

りがとうございます。釣り仲間は、ホントいいですねえ。

ということで、今度は、酔軍さんのHPを閲覧。過去の釣行レ

ポートで、今度乗る遊漁船の様子を調査します。我ながら熱心

です。この何分の一かを仕事に向ければ・・・・。

19日（土）は、マイボートでキス釣りの予定。何名かの方に

お誘いのメールをしたところ、先週同行のY さんから了解

メール。2週連続とは熱心ですな。そういう小生は6週連続と
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なりますが。この何分の一かを仕事に向ければ・・・・。た

だ、風と波が強そうなので、出航は微妙です。

2007・05・18（金）

明日もキス釣り

またしても、キス釣り。釣れるうちに釣るのが王道と言い聞か

せて、出航します。

同行はYさん。明日は2名でゆったり釣れますので、一人二本

ずつロッドを出して、二刀流戦法といきましょうか。

実は、先週のキス釣りでも、Yさんは一人で二本竿を出して

いました。参加者4名で、5本の竿。4人の手持ちの竿に当た

りがなく、そろそろ移動しようかと考えたとき、ヒット。なん

と、Yさんの置き竿にあたり！必殺の置き竿釣法、あなどれ

ません。

 今日は、明日の天候が良くなることをお祈りして、ビールを

飲んで早めに寝ます。

2007・05・19（土）

本日の釣行中止

5時の天気予報、高松は曇り時々晴れ、波0.5Mですが、風が

強いため中止。高松海上保安部のHPでは、今朝の庄内半島沖

の風速は8～11Mを観測しています。東予の天気予報でも波
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0.5Mのち1Mとなっています。

残念ですが、風が強いと釣り難いですし、安全第一。

Yさん、次回、よろしくお願いいたします。

明日は遊漁船で釣行

本日は日中風が強く、朝、釣行を中止したのは正しい判断でし

た。5時の天気予報では、波0.5Mでしたが、11時の天気予

報は、1Mのち0.5M。5月3日の時と同じです（同日のブロ

グ参照）。やはり、天気予報の鵜呑みはいけません。前回の経

験が活かされました。

ということで、本日は、ずっと家事手伝い。荷物の片付けと庭

木の剪定。疲れました。

明日は、遊漁船での釣行。高松6時出港予定です。タイ、ハ

ネ、ガシラ、メバル、といったところがターゲットだそうで

す。「だそうです」というのは、実はこの遊漁船の釣行には初

参加です。

ロッドとリールは酔軍さんにお借りし、仕掛けはKoさんと

Kaさんにお願いしてと、先輩方のお世話になりっぱなしでの

参戦です。どのような結果になるか？明日のブログをご覧くだ

さい。
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2007・05・20（日）

遊漁船でハネ・メバル・ガシラ

本日は昨日とうって変わって、風もなく穏やかな天候です。

4:30に起床。港までは、Koさんの車に同乗させていただくこ

とにしており、約束は5：20。支度をし、クーラーボックス

を門扉近くに出そうとすると、Koさんの車到着。まだ5：00

です。釣りキチは早起きです。港に向かうと、すでに他のメン

バーの方々は到着済み。Fさんは、5:15には港に来ていたと

か。とにかく、釣りキチは早起きです。

5:50出港。サンポート高松が近くに見えますが、いつもと反

対の位置から見る景色は新鮮に写ります。

本日のメンバーは、Kaさん、Fさん、Koさん、Mさん、と

小生の5名です。

ポイントに到着。もうすでに8艘ほどが出ています。流しなが

ら釣りを始めます。しばらくして、Koさんと小生にヒット！

メバルです。幸先良し、と思いきや、取り込む寸前に痛恨のバ

ラシ！幸先悪し。その後、当たりは止まってしまいます。

反対に船はどんどん増え、超過密状態。30艘はいるでしょう

か。岡山からの遊漁船もいます。どこも釣れていません。

8:00、ついに、移動。坂出方面に向かいます。
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見慣れた風景が広がります。と、小生にヒット！またしても、

メバルです。今度はバラさないように取り込みます。なかなか

良形です。Koさんが写真を撮ってくれました。船頭さん、曰

く「メバルで記念撮影とは、情けなくなってくるわ。」

たしかにその通り。狙いは、タイ、ハネです。しかし、本当に

当たりが少ないです。これでは、昼のご飯のお汁に入れるもの

がありません。

また、移動。岡山側に行きます。ぽつぽつと当たりがあるもの

の、メバルとガシラばかり。と、ついにMさんに大物らしい

当たり！ハネです。やや小ぶりですが、やっとハネが来まし

た。

11：00、昼食。竿頭のKaさんが釣果を捌いてくれました。

いつもマメにお世話してくれるKaさん、本当にありがとうご

ざいます。ご飯に、お汁というシンプルな昼食ですが、釣れた

ての魚と新鮮な野菜を煮込んだ汁は最高です。御代わり、御代

わり。満腹です。

お腹が一杯になり、元気が戻ってきたところで、気持ちを入れ

替えて竿を出します。12:00、小生に小さな当たりが。ガシ

ラだろうと思いつつ、ゆっくりあげていくと、急に引きが強く

なり、大きく竿が曲がります。これまでに無い引きです。船頭

さん、「ハネじゃ」。おー！やりました。Mさんにタモでア

シストしていただき、ハネをゲット。良いサイズです（写真参

照）。
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その後、Kaさん、Mさんがハネをあげます。バウの両サイド

は、FさんとKoさん。永遠のライバルです。今日は、まだ大

物の当たりがありませんでしたが、ついにKoさんがヒット。

タイです。Fさんがタモでアシストしていると、Fさんの置き

竿にヒット。こちらもタイです。船頭さん、「釣った魚と、釣

れた魚」。

13時納竿。今日は本当に魚が少ないとのこと。仕方がありま

せん。

釣果は、皆さんのご好意で、初参戦の小生にほとんど譲ってい

ただきました。皆さん、ありがとうございました。次回は恩返

しいたします。
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コメント

酔軍

今ひとつの釣果で残念でしたね。

今年はほんとに釣れませんね。

こちらは、アオリ完敗。

大浜でキス釣って帰りました。

さぬき富士

釣果はイマイチでしたが、面白かったです。次回はリベンジし

ます。

アオリ、まだ居ませんか？小生は、昨年、アオリはついに1匹

も釣れませんでした。エギをたくさん海に奉納したので、今年

こそ釣りたいと思います。
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2007・05・21（月）

ロッドのお話

遊漁船での釣りの結果は、昨日のブログのとおり、釣果はイマ

イチでしたが、いろいろと勉強となる釣行でした。

その１つは、ロッド。今回の釣行に備え、ダイワのインターラ

イン「ミニボートT2　20-330」を購入しました。インター

ラインのタイプの竿を使うのは、初めてです。サビキ釣りの時

には、外ガイドの竿に比べて、糸がらみが少なく良いそうで

す。ボートを操船しながらのサビキには必需品とのこと。（こ

れは、酔軍さんから教えていただきました。）今回はサビキは

使わなかったので、糸がらみのトラブルはありませんでした

が、なかなかスムーズで良かったです。

次は感触です。錘は25号を使ったので、かなり曲がります。

さらに、魚がかかると、半円形を描き、きれいに食い込みま

す。ハネもこの竿で釣ったのですが、超面白かったです。この

感触は、文章では表現しにくいですね。気に入りました。竿が

軽いのもグッド。

また、竿の色が、パープルで渋くてよろしい。なんか釣れそう

な気分にさせてくれます。（あまり釣れなかったけど・・・）

昨日は、もう一本、別の竿を使いました。酔軍さんからお借り

した、ダイワの「ＨＸ帆影30-310」。これもインターライ

ン。「ミニボートT2　20-330」に比べて、ガッシリしてい
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ます。感触では、20-330と30-310の差以上があります。こ

れも、良いです。フィーリング良し！

釣りは、道具で感触が大きく異なります。面白いです。

2007・05・22（火）

釣りの動画コンテンツ

釣行には必ずデジカメを持参します。ソニーのサイバーショッ

トU-10。130万画素でズームなし、と聞くと、とんでもない

ロースペックのカメラと思われるでしょうが、それを上回る良

さがあります。

とにかく小型・軽量です。持参するのに全く気になりません。

また、レンズのカバーを開けるだけで、電源がオンになり、す

ぐ撮影できます。このカメラで、どんどん撮影すると、10枚

に１枚くらいの確率で、とても良い写真が取れます。

そんなわけで、釣行から帰ると、まず釣果を捌き（釣果があれ

ばですが）、お風呂に入ってから、写真を整理します。それか

ら、このブログに釣行レポートを書く、というのがパターンで

あります。

それから、撮りためた写真は、1ヶ月に一度、動画コンテンツ

にしています。写真とBGMを選んで、ワンタッチで編集する

ソフトがあり、大変感動的なコンテンツが簡単にできます。
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昨日、5月分の写真を使って、コンテンツを作成。BGMはレ

ミオロメンの茜空。出来上がって、良い気分で鑑賞している

と、嫁さん曰く、「魚をよりわけてる　おじさんたちの写真と

茜空、全く似合わない。レミオロメンがかわいそう」。続け

て、次男曰く、「ソーラン節にしたら」。

釣りのロマンを解さない人たちに、理解を求めるのは困難なこ

とを、最近はよく解ってきましたので、反論しませんでした。

2007・05・23（水）

九州へ出張

本日から1泊2日の予定で福岡市へ出張です。行って参りま

す。

半年振りの九州上陸です。前回は日帰りでした。今回は、博多

ラーメンとモツ鍋でも食べてきましょうかね。

2007・05・24（木）

カウンター8000更新

昨日、カウンター8000更新。7000更新は4月21日でした。

いつもご覧いただいている皆さん、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。

昨日は、九州（博多）への出張でした。マリンライナーで岡山

に着き、新幹線の下りホームで待っていると、上りホームにY
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さんが。大阪への出張のこと。奇遇ですな。

昨日、午後、会議をし、懇親会。今朝は5時に起床し、６：２

０博多発の新幹線で高松に戻ってきました。1０時過ぎの会議

に間に合わせるためです。さすがに疲れました。

コメント

ようかん

博多の屋台はいかがでしたか？

さぬき富士

昼食は博多駅前の一蘭でとんこつラーメン、夜は居酒屋で飲み

会。屋台には行けませんでしたが、いずれも美味しかったで

す。

2007・05・25（金）

今週末の予定

本日は、退職される先輩の送別会でした。ビール、ワイン、老

酒のちゃんぽんです。

明日は子供3人の野球の試合の送迎関係で釣行はなし。日曜

日、なんとかして海に出ようと思案中です。
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2007・05・26（土）

黄砂

子供達、3 人が野球の試合で、早朝から配送。釣行はスケ

ジュール的に不可でしたが、天候も風が強く、黄砂も飛んで、

どちらにしても行けなかったでしょう。

明日も野球の配送などがありますが、短時間決戦で海に出よう

と思案しています。ただ、今日と同様、風が強そうなので、出

港は難しいかもしれません。

2007・05・27（日）

釣行中止

今日は風強く、釣行は中止。残念です。

８：１５　三男の少年野球、グランドの草抜きに参加。外野方

面はかなり草が伸びており、草刈機で対応。小生は、内野の草

抜き。1時間ちょっとでしたが、日差しも強く、かなりハード

でした。当初の予定では、このあとに釣行しようと考えていた

のですが、中止して正解でした。帰宅してシャワー。

来週の土曜日も、少年野球。練習試合の審判の予定。日曜日

は、釣行できるかな？
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2007・05・28（月）

焼き鳥

週末、釣行に行けず、その暇に任せて釣行写真を動画コンテン

ツにしてDVDに焼きました。

本日、これをお世話になっている釣行仲間の皆様に送付しまし

た。

DVDに接続したTVで気軽に見ていただけますが、大画面の

TVだと画質が悪いかもしれません。まあ、ご愛嬌としてご容

赦ください。

早速、酔軍さんからお礼のメール＆飲み会のお誘い。ありがた

いことです。レスポンス良く、就業後即、いつもの焼き鳥屋

に。エギング職人のK君も一緒です。釣りの話は尽きません。

来週は、絶対海に出るぞ！と、決意を新たにしながら、20時

前のJRで帰宅しました。

2007・05・29（火）

めがね（その２）

めがねを新調しました。

1月末には、室内＆仕事用のめがねのレンズを交換しました

が、今回は屋外＆車運転用のめがねです。近視と老眼が進行し
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ていて、見えにくくなっていました。

今回購入しためがねは、ちょっと変わっています。サングラス

が付属しており、フレームに磁石で取り付けられます。良くで

きていて、サングラスを跳ね上げることもできます。

これは、釣りのときに使う、偏光サングラスと基本的に同じ発

想ですが、専用サイズですので車を運転するときや、日常生活

で利用しても違和感がありません。

付属のサングラスも偏光タイプですので、釣行もこれでOKで

す。日中、運転するときに使用しても、視界が良く、なかなか

良いです。

 

 

 

 

2007・05・30（水）

今週末の予定

土曜日は、三男の少年野球、練習試合の審判。
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日曜日はキス釣りの予定。また天気が悪そうで、心配です。

2007・05・31（木）

5月も終わり

本日で5月もお終い。

明日からは6月。梅雨の季節になりますが、水不足の香川県に

とっては、適度な雨が欲しいですね。

また、クールビズもスタート。明日からは、ノーネクタイ・

ノー上着です。うれしいことですが、まだちょっと涼しいかな

？

2007・06・01（金）

酔軍隊　総決起集会

本日は、酔軍隊　総決起集会。いつもの釣りバカ達が総結集で

す。

それで、何を決起するかといえば・・・・・要するに、飲み会

です。

Mさんが入手した幻の鹿児島焼酎を賞味しながら、釣り談義

は終わりがありません。

2次会は、西方面の4名、酔軍さん、Fさん、Kさん、小生。
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楽しい飲み会でした。

2007・06・02（土）

明日の釣行予定

本日は三男の野球、練習試合の審判。9時から12時半まで2

試合、疲れました。

試合終了後、酔軍さんに電話。昨日の決起集会で、K君達と

キス釣りにでかけているはずです。ところが、風が強くなって

きたため、すでに帰港されていました。大型のキスは釣れたそ

うですが、ひところのように多くは、釣れなかったようです。

キス釣りも一休み、の模様。

明日は、Yさんとキス釣りの予定。気になる天気、「曇り時

々雨」から、17時の天気予報では「曇り」になっていまし

た。ただし、昼過ぎから夕方に雨になるところありとのこと。

波は0.5Mの予報ですが、風はやや強そうなので、判断が難し

いですね。

明朝、最終判断としますが、微妙なところですね。

2007・06・03（日）

またしても釣行中止

朝5時の気象情報、高松は、
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「東の風 くもり 所により 昼前 から 夕方 雨　波 0.5メート

ル」。

風は、東の風で、９時～15時は「6～９M/S」・・・・む

むっ。

ヤフーのピンポイント予報では、多度津町は　９時以降　日中

は弱雨。

とどめは、高松海上保安部のHP。六島灯台の風速が

4：５５では５M/S、５：５５では７M/S、６：５５では８

M/S。

下津井レーダーでは

4：５５では６M/S、５：５５では８M/S、６：５５では１

０M/S。

5時半から15分ほど庭に出て空を見ていましたが、風が強い

ですね。

残念ながら、釣行は中止。Yさんとの2人釣行、これで3連続

中止です。申し訳ないです。

でも、六島灯台の風速は、９：５５で９M/S。中止して正解

と思います。
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2006・10・05（木）  今週末の予定  83......................................................................

2006・10・06（金）  カウンター９００更新  84...............................................

2006・10・07（土）  釣行は中止  85............................................................................

2006・10・08（日）  船長用チェア  86......................................................................

2006・10・09（月）  カウンター１０００更新  88..........................................

2006・10・10（火）  焼肉グリル  89............................................................................

2006・10・11（水）  釣り　小物購入  90................................................................

2006・10・12（木）  今週末の予定  92......................................................................

2006・10・13（金）  カウンター１１００更新  93..........................................

2006・10・14（土）  タチウオとイイダコ  94.....................................................

2006・10・15（日）  秋のデザイン  97......................................................................

2006・10・16（月）  カウンター１２００更新  98..........................................

2006・10・17（火）  明日はブログ更新はお休み  98....................................

2006・10・18（水）  フグ釣りに初挑戦  99...........................................................
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2006・10・19（木）  釣りキチたち  102..................................................................

2006・10・20（金）  フグを食す  104........................................................................

カウンター１３００更新  106......................................

2006・10・21（土）  携帯電話　機種変更  106.................................................

2006・10・22（日）  手釣り道具  109........................................................................

カウンター１４００更新  111......................................

2006・10・23（月）  フグ釣りの餌  113..................................................................

2006・10・24（火）  腰痛に加えて背中も  115.................................................

2006・10・25（水）  カウンター１５００更新  116......................................

2006・10・26（木）  釣りキチの飲み会  116.......................................................

2006・10・27（金）  明日は釣行  117........................................................................

2006・10・28（土）  タチウオ  118..............................................................................

2006・10・29（日）  カウンター１６００更新  124......................................

2006・10・30（月）  スキー計画  124........................................................................

2006・10・31（火）  カウンター１７００更新  126......................................

2006・11・01（水）  １１月になりました  127.................................................

2006・11・02（木）  ３連休の予定  128..................................................................

2006・11・03（金）  カウンター１８００更新  128......................................

2006・11・04（土）  タチウオ　爆釣  130.............................................................

2006・11・05（日）  スキーシーズンに備えて  133......................................

2006・11・06（月）  カウンター１９００更新  136......................................

2006・11・07（火）  多忙です  136..............................................................................

2006・11・08（水）  バス　スキーツアー情報  137......................................

2006・11・09（木）  カウンター２０００更新  139......................................

2006・11・10（金）  散髪  139.........................................................................................

2006・11・11（土）  スキーマップル２００７購入  139...........................

2006・11・12（日）  参観日  142...................................................................................
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2006・11・13（月）  カウンター２１００更新  143......................................

2006・11・14（火）  多忙です（その２）  144.................................................

2006・11・15（水）  スキーボード  145..................................................................

2006・11・16（木）  カウンター２２００更新  149......................................

ボジョレー　ヌーヴォー２００６  150...............

2006・11・17（金）  今週末  151...................................................................................

2006・11・18（土）  懐メロ　Ｊ－ＰＯＰ  152.................................................

2006・11・19（日）  カウンター２３００更新  154......................................

中国地方のスキー場  154.................................................

ジグ  155.........................................................................................

2006・11・20（月）  おでん  156...................................................................................

2006・11・21（火）  カウンター２４００更新  157......................................

2006・11・22（水）  真面目  158...................................................................................

2006・11・23（木）  防寒ウェア  159........................................................................

2006・11・24（金）  明日の釣行予定  160.............................................................

2006・11・25（土）  カウンター２５００更新  161......................................

2006・11・26（日）  スキー　バスツアー情報（その２）  162..........

2006・11・27（月）  カウンター２６００更新  168......................................

2006・11・28（火）  今週末の釣行予定  169.......................................................

2006・11・29（水）  風邪ぎみです  170..................................................................

2006・11・30（木）  カウンター２７００更新  171......................................

2006・12・01（金）  １２月になりました  172.................................................

2006・12・02（土）  冬型の気圧配置  172.............................................................

サンタのプレゼント  173.................................................

スノーパラダイス２００７  175................................

カウンター２８００更新  178......................................

2006・12・03（日）  エルフルスキー特急便  178............................................
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詫間港ボートパーク  180.................................................

2006・12・04（月）  カウンター２９００更新  185......................................

2006・12・05（火）  ７日まで更新お休み  185.................................................

2006・12・06（水）  カウンター３０００更新  186......................................

2006・12・07（木）  加湿器  187...................................................................................

2006・12・08（金）  忘年会スタート  187.............................................................

2006・12・09（土）  スタッドレスタイヤ  188.................................................

2006・12・10（日）  スキーの準備  191..................................................................

2006・12・11（月）  蒜山・湯原ウィンターキャンペーン  192..........

2006・12・12（火）  私をスキーに連れてって  193......................................

2006・12・13（水）  最近のアクセス状況  195.................................................

2006・12・14（木）  Windows Vista  196...............................................................

2006・12・15（金）  忘年会　２つ目  197.............................................................

2006・12・16（土）  またもや風邪か？  197.......................................................

2006・12・17（日）  年賀状作成  198........................................................................

2006・12・18（月）  積雪？  199...................................................................................

2006・12・19（火）  アクセス分析  200..................................................................

2006・12・20（水）  忘年会　３つ目  201.............................................................

2006・12・21（木）  今週末  202...................................................................................

2006・12・22（金）  忘年会？　４つ目  202.......................................................

2006・12・23（土）  大掃除パート２  203.............................................................

2006・12・24（日）  スキーキャリア装着  204.................................................

2006・12・25（月）  クリスマス・プレゼント  205......................................

2006・12・26（火）  年末年始のスキー　ピンチ  206................................

2006・12・27（水）  年末  208.........................................................................................

2006・12・28（木）  仕事納め  209..............................................................................

2006・12・29（金）  大掃除＆忘年会　最終回  211......................................
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2006・12・30（土）  相変わらずバタバタ  211.................................................

2006・12・31（日）  年末のご挨拶  212..................................................................

2007・01・01（月）  謹賀新年  213..............................................................................

2007・01・02（火）  スキー初滑り  214..................................................................

2007・01・03（水）  大山のお勧めホテル  216.................................................

2007・01・04（木）  仕事始め  218..............................................................................

2007・01・05（金）  新年会  219...................................................................................

2007・01・06（土）  スキーバスツアー（その３）  220...........................

2007・01・07（日）  マイボート準備開始  223.................................................

2007・01・08（月）  ロッドは見送り  224.............................................................

2007・01・09（火）  お雑煮  225...................................................................................

2007・01・10（水）  今週末  226...................................................................................

2007・01・11（木）  今週末（その２）  227.......................................................

2007・01・12（金）  今週末（その３）  228.......................................................

2007・01・13（土）  山下うどん  228........................................................................

2007・01・14（日）  初釣り！  229..............................................................................

2007・01・15（月）  ボートの艤装  231..................................................................

2007・01・16（火）  雪よ降れ！  233........................................................................

祝！ブログ再開  234.............................................................

2007・01・17（水）  Ｗｉｎｄｏｗｓアップデートで災難  235..........

2007・01・18（木）  四国は釣りの楽園・天国  236......................................

2007・01・19（金）  新年会（その２）  238.......................................................

2007・01・20（土）  電動ドリル  239........................................................................

2007・01・21（日）  ボート用シート  239.............................................................

2007・01・22（月）  シート用の台座  241.............................................................

2007・01・23（火）  シート到着  242........................................................................

2007・01・24（水）  シート台座の自作検討  243............................................
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2007・01・25（木）  シート台座　設計  244.......................................................

2007・01・26（金）  今週末  245...................................................................................

2007・01・27（土）  うどん　いづつ  246.............................................................

2007・01・28（日）  審判講習会（１回目）  247............................................

2007・01・29（月）  電動工具  248..............................................................................

2007・01・30（火）  Windows Vista 販売開始  249......................................

2007・01・31（水）  メガネ  250...................................................................................

2007・02・01（木）  お接待  251...................................................................................

2007・02・02（金）  今シーズン２度目のスキー  252................................

2007・02・03（土）  上蒜山スキー場  253.............................................................

上蒜山スキー場（続き）  253......................................

2007・02・04（日）  審判講習会（２回目）  254............................................

2007・02・05（月）  カウンター５０００更新  256......................................

譲渡書類  256..............................................................................

2007・02・06（火）  暖冬  257.........................................................................................

2007・02・07（水）  魚探  258.........................................................................................

2007・02・08（木）  魚探（その２）  259.............................................................

2007・02・09（金）  ３連休  260...................................................................................

2007・02・10（土）  シート台座作成（その１）  260................................

2007・02・11（日）  練習試合  262..............................................................................

シート台座完成  262.............................................................

今日は何の日？  265.............................................................

2007・02・12（月）  WindowsVistaパソコン  266.........................................

2007・02・13（火）  デジカメ  267..............................................................................

2007・02・14（水）  春一番  270...................................................................................

2007・02・15（木）  アクセス分析  270..................................................................

2007・02・16（金）  ブログ開設　６ヶ月  271.................................................
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2007・02・17（土）  イイダコの煮付け  273.......................................................

2007・02・18（日）  キャプテンシートのカバー  274................................

2007・02・19（月）  人事異動  276..............................................................................

2007・02・20（火）  釣りの師匠  277........................................................................

2007・02・21（水）  昇進祝い  278..............................................................................

2007・02・22（木）  散髪  279.........................................................................................

2007・02・23（金）  送別会（その１）  279.......................................................

2007・02・24（土）  皮膚科  280...................................................................................

2007・02・25（日）  ロープタラップ（簡易縄バシゴ）  280...............

2007・02・26（月）  今シーズンのスキーは終了？  282...........................

2007・02・27（火）  送別会（その２）  284.......................................................

2007・02・28（水）  花粉症対策  284........................................................................

2007・03・01（木）  人事異動  286..............................................................................

2007・03・02（金）  新たな職場  287........................................................................

2007・03・03（土）  マリーナ入会  287..................................................................

2007・03・04（日）  操船訓練  289..............................................................................

2007・03・05（月）  仕事の情熱  292........................................................................

2007・03・06（火）  新しいお仕事  293..................................................................

2007・03・07（水）  ボート　移転登録  294.......................................................

2007・03・08（木）  今週末の予定  295..................................................................

2007・03・09（金）  早寝早起き  296........................................................................

2007・03・10（土）  コンソールボックスの棚　作成  296.....................

2007・03・11（日）  少年野球　公式戦開幕  298............................................

2007・03・12（月）  Ｅ本部会議  299........................................................................

2007・03・13（火）  出張  300.........................................................................................

2007・03・14（水）  学校閉鎖  300..............................................................................

2007・03・15（木）  インフルエンザ  301.............................................................
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2007・03・16（金）  カウンター６０００更新  301......................................

進水式延期  301........................................................................

2007・03・17（土）  ロッドの検討  302..................................................................

インフルエンザ（その２）  303................................

2007・03・18（日）  スキーキャリア取り外し  304......................................

2007・03・19（月）  簡易トイレ  304........................................................................

2007・03・20（火）  出張予定  307..............................................................................

2007・03・21（水）  ミニボート購入  308.............................................................

2007・03・22（木）  キリン・ザ・ゴールド  308............................................

2007・03・23（金）  シャンパン＆シングルモルト  310...........................

2007・03・24（土）  Windows Vista パソコン購入  310..........................

2007・03・25（日）  バッテリー交換  312.............................................................

2007・03・26（月）  電子辞書  313..............................................................................

2007・03・27（火）  ブログ　メンテナンス  314............................................

2007・03・28（水）  進水式　リトライ  315.......................................................

2007・03・29（木）  出張  315.........................................................................................

2007・03・30（金）  小樽  316.........................................................................................

2007・03・31（土）  キロロ　スキー  317.............................................................

2007・04・01（日）  帰宅  318.........................................................................................

2007・04・02（月）  進水式　リトライ（その２）  319...........................

2007・04・03（火）  誕生日  319...................................................................................

2007・04・04（水）  寒い一日  320..............................................................................

2007・04・05（木）  フキとタケノコ  320.............................................................

2007・04・06（金）  松坂デビュー  321..................................................................

2007・04・07（土）  スタッドレスタイヤ交換  322......................................

野球シーズン  323..................................................................

2007・04・08（日）  野球の状況  323........................................................................
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2007・04・09（月）  桜  324...............................................................................................

2007・04・10（火）  VISTA 感想（その１）  324..........................................

2007・04・11（水）  ボートの維持費  325.............................................................

2007・04・12（木）  進水式　リトライ（その３）  326...........................

2007・04・13（金）  ＰＬＣ  326...................................................................................

2007・04・14（土）  サイドバーに地図  327.......................................................

ＰＬＣ　試用結果  328.......................................................

2007・04・15（日）  進水式  329...................................................................................

進水式　キス釣り  329.......................................................

2007・04・16（月）  出張  332.........................................................................................

2007・04・17（火）  東京で飲み会  332..................................................................

2007・04・18（水）  帰宅してみたら  332.............................................................

2007・04・19（木）  お疲れモード  333..................................................................

2007・04・20（金）  明日  334.........................................................................................

2007・04・21（土）  キス釣り  334..............................................................................

進水式のキス釣り  337.......................................................

カウンター７０００更新  337......................................

2007・04・22（日）  またもやキス釣り  337.......................................................

2007・04・23（月）  キス釣りのロッド  340.......................................................

2007・04・24（火）  エビス　ザ・ホップ  341.................................................

2007・04・25（水）  飲み会  342...................................................................................

2007・04・26（木）  ゴールデンウィークの予定  342................................

2007・04・27（金）  明日の予定  343........................................................................

2007・04・28（土）  釣行中止  344..............................................................................

ＨＳ早舟Ｖ  344........................................................................

2007・04・29（日）  キス＆フグ  345........................................................................

2007・04・30（月）  キス＆グチ  348........................................................................
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2007・05・01（火）  マイボートにテント  351.................................................

2007・05・02（水）  日焼け  353...................................................................................

2007・05・03（木）  風強く波高し  354..................................................................

ＮＥＸＵＳの帽子  356.......................................................

2007・05・04（金）  キス＆グチ（またしても）  357................................

2007・05・05（土）  女木島でＢＢＱ大会  361.................................................

2007・05・06（日）  釣行後の楽しみ  362.............................................................

ＧＷ終了  363..............................................................................

2007・05・07（月）  今週末の予定  365..................................................................

2007・05・08（火）  釣りの魔力  366........................................................................

2007・05・09（水）  ロッドスタンドを自作  367............................................

釣行予定のカレンダー  369............................................

2007・05・10（木）  健康診断  369..............................................................................

2007・05・11（金）  明日の釣行  370........................................................................

2007・05・12（土）  キス　爆釣  371........................................................................

2007・05・13（日）  休養日  375...................................................................................

2007・05・14（月）  手料理  376...................................................................................

2007・05・15（火）  手料理（追記）  377.............................................................

2007・05・16（水）  今週末の予定  377..................................................................

2007・05・17（木）  今週末の予定（その２）  378......................................

2007・05・18（金）  明日もキス釣り  379.............................................................

2007・05・19（土）  本日の釣行中止  379.............................................................

明日は遊漁船で釣行  380.................................................

2007・05・20（日）  遊漁船でハネ・メバル・ガシラ  381.....................

2007・05・21（月）  ロッドのお話  386..................................................................

2007・05・22（火）  釣りの動画コンテンツ  387............................................

2007・05・23（水）  九州へ出張  388........................................................................
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2007・05・24（木）  カウンター8000更新  388..............................................

2007・05・25（金）  今週末の予定  389..................................................................

2007・05・26（土）  黄砂  390.........................................................................................

2007・05・27（日）  釣行中止  390..............................................................................

2007・05・28（月）  焼き鳥  391...................................................................................

2007・05・29（火）  めがね（その２）  391.......................................................

2007・05・30（水）  今週末の予定  392..................................................................

2007・05・31（木）  5月も終わり  393....................................................................

2007・06・01（金）  酔軍隊　総決起集会  393.................................................

2007・06・02（土）  明日の釣行予定  394.............................................................

2007・06・03（日）  またしても釣行中止  394.................................................
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