二月十 日、解禁直前の 日曜
日に新年会をしました。
ビール 、酒、焼酎をた っぷ
りといた だき、解禁に向 けて
のエネル ギーをもらった 新年
会でしたが、会話は昔話。
渡部会 長は同級生の誘 いで
その家の 馬に乗って登校 。気
分は素晴 らしかったよう です
が、帰っ たらその家の親 父さ
んにさん ざんに叱られ、 同級
生共々桜 の木に縛り付け られ
たそうで す。近所のリン ゴを
盗んで食 べたり、遊びに 出か
けるとき は味噌だけ持っ て途

新年会しま
した

登校拒否になった孫を連れ
てきてくれたということもあ
りました。
私の孫も流し釣り大会に参
加したのがきっかけで釣り好
きとなり、おかげで爺様の財
布はしばしば思いの外軽くなっ
自然の中で大いに楽しんで、 てしまいます。
健やかに成長して欲しいと願っ
これからも加藤さんはじめ
ています。今は亡き小林ドク 多くの皆さんのお気持ちに応
ターの息子さんも釣り大会に えられるよう、細々ですが活
随分と参加してくれました。 動を進めていきたいと思いま
そして今は大学で医師になる す。重ねて東京労釣連の皆様
道を突き進んでいます。釣り のご厚意に感謝します。
の好きなドクターになって欲
しいと思っています。

加藤恵司さんから釣竿届く
63号
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東京労釣連有志のカンパで
がイジメなどにもつながって
いるのではないでしょうか。
平たく言えば「釣りどころで
はない」というのが今の子ど
も達の置かれている状況なの
でしょう。
ですから、参加してくれる
子ども達に、そして親の皆さ
んに本当に感謝なのです。

五月晴れの下でフナ釣り大会
普段の行いが功を奏して五 なくぎこちない。それでも見
習うより慣れろ、だろう。
月十二日はサツキ晴れ。
よう見まねで始めるが、どう 今回もバンバンさんにはお世
参加者二十二名。子ども達 もあわせがイマイチ。無理は 話になった。ゴージャスな景
は少なかったがそれでも三名。 ない。時々「こんな風に」な 品がずらり。
池の事実上の管理者である勅 どと声がかけられるようだが、 加藤さんとは違った視点で、
使川原さんによると「いやに そんなことで出来るならみん 子ども達への景品の協力をし
東京労釣連名誉会長の加藤 なるほど連れる」という情報。 なが名人になってしまう。
てくれているのだろうと思う
恵司さんが、我が労釣の子ど 加 藤さ んから い
が、前略・後略で考えれば、
もを集めての取り組みを評価 た だい た竿が 活
若い世代に釣り文化が継承さ
されて、カンパを募って写真 躍しそう。
れていくことは素晴らしいこ
のような「フナ竿」を１２本
長老 の島田 さ
と、という事で一致する。
とウキやハリなどを送ってく ん は「 お持ち 帰
これからも協力関係を発展
れました。感謝です。
り 用グ ッズ」 も
させたいと思う。
上田労釣では最初から子ど し っか りと用 意
予想通りフナはいっぱい釣
も達との釣り企画を立ててやっ し 、万 全の態 勢
れ、島田さんが用意したケー
てきましたが、思い通りに進 で、イザ。
スでは足りなくなって、一回
んでいるわけではありません。 今回 参加の 子
り大きい箱に。それでもいっ
文科省では土曜日も学校に行 ど も達 は、「 子
ぱい。酸素を供給する固形物
くことを進めているようです ど も」 と言え ば
があるが、大丈夫かと心配に
が、そうでなくとも詰め込み 睨 まれ そうな 年
なる。八千穂では、いましば
教育と言われる環境の中で、 代 だが 、つり は
らくすると、フナの甘露煮で
子ども達は、そして親たちも ど うも 全くの 初
コップを傾ける人が増えそう
大変な苦労を強いられている 心 者ら しい。 竿
です。
ように思います。そんなこと の 扱い もどこ と

中の畑でトマ トやキュウリ 、
ナスを盗んで 食べたり、昔 の
子どもは何と いう事をして い
たのでしょう か。今そんな こ
とをしたら大 変なことにな り
ます。昔の方 が良かったで す
かね。
釣りと言えば 、北海道釣り の
旅と青森から 南下しながら の
釣りの旅、二 つの企画があ っ
たのですが、 さてどうなる で
しょうか。企 画案は兎に角 作
ることになりました。
今年はテン カラをやろう と
か、会員を増 やそうとか、 毛
バリの話とか 、まじめな話 も
尽きず、いつ の間にかお迎 え
がやってくる 時間になりま し
た。この次は 更にたくさん 集
まって楽しくやりましょう。

新年会の料理と焼酎

0268-35-0783(fax兼)
℡

昭和
渡部
発行責任者
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◆ つり技術を高め、より楽し
い つりを
◆ つりマナーを守り、より気
持 ちの良い つりを
◆ 自然環境を大切にし、いつ
までも楽しいつりができるよ
うに
◆ 仲 間と共に 楽しむ ために

４日目（ 日）計画では、 だけに期待していた川だ。
さんはフライで、早速試し釣
この日は知床への移動日だっ
この川のオショロコマはと りをして見たが、反応が悪く、
たが、途中の斜里川でも竿を にかくデカイ。
～
は この川は魚がいないのでは？
出してみることにした。毎年 ある。
数回流して餌にも毛鉤にも小
９月の釣行時は竿を出す川だ
最初に釣った「大物」を写 型だがオショロコマが釣れた。
が、今年は魚の活性がよい７ 真に撮ったが、その後の大き
「これだけの川に魚がいな
月の釣行と言うこともあって、 さに写真はボツにするほどだっ いわけが無い」と支度を整え
予定を変更して寄り道。
た。
て入渓。
この日も寒く、水温
１時間半くらいで、 名児耶さんは餌釣り、山下
が低いせいか
位の
良形が揃ったせいか さんはフライ、私はテンカラ
オショロコマと小ヤマ
全員ビクを一杯にし 釣りと夫々得意分野での釣り
メばかり。
て一休み。
開始。餌釣りの名児耶さんは
名児耶さんは大物を
早めの昼食をとり、 順調に大物のオショロコマを
掛けたようだが、バラ
午後２時半までで
ゲットしているが、テンカラ
シてしまったようだ。
～ 尾ほど釣り、ケ の毛鉤には数は出ても大物が
残念ながら今年も斜
ンネベツ川へ移動す 釣れない。寒さと水温の低さ
里川で、大物に出会う
ることにした。
が影響しているのかも知れな
ことが無かった。
毎年一番多く釣る い。そこで、持ち合わせの餌
あきらめて一路知床峠
川だが、川荒れがひ 釣り仕掛けに替え、名児耶さ
を霧に悩ませられなが
どく 尾位を釣った んからイクラを分けてもらい、
ら越え羅臼に向かう。
が、１時間ほどで引 餌釣りに変更した。
今日の宿泊は羅臼の
き上げることにした。 下流部の橋下まで下ると、
お馴染みの民宿「おじ
大きな溜まりが有り大物の気
ろや」一段と太めになっ
６日目（ 日）今 配が伝わってくる。ここでは
た女将さんが迎えてく
日も朝食前にサシル まさに入食いで大物が釣れた。
れた。
イ川で釣り。寒さが
お昼前に夫々がビクを一杯
最も厳しい朝だった。 にして、民宿の女将さんが作っ
今日は今まで一度 てくれた、１つでも食べ切れ
も行ったことの無い、 ない大きなオムスビで昼休み。
新しい川を探しなが 午後も夫々満足の釣果を上げ、
らの釣行とした。
少し早めの納竿とした。
右手に根室海峡を
帰り際にこの川の名前を確
見ながら、海岸沿い 認した。「オッカバケ川」と
を北上する。
橋げたに記されていた。
小さな川でも車を
来年もケンネベツ川に勝る
止め、様子を見るこ この川で是非竿を出したいも
との繰り返し。民宿 のです。
を出て６ 程
kmだっただろうか、
比較的大きな川を発見し、水
量もサシルイ川にひけをとら
ない。
名児耶さんもこの川では竿
を出したことが無いとのこと。
名児耶さんは餌釣りで、山下
40
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今年も東京と交流会

いま、渡部会
長が安くて良い
旅館を必死になっ
て探しています。
きっと見つかる
と思いますので、
いまからおこず
恒例となった東京労釣連との交流会 かいのやりくりをお願いします。
が今年も行われます。詳しい日程や宿
また、場合によっては、釣り場への
泊場所などはこれからです。
案内や山菜採りの案内なども必要かも
毎年愉快な仲間たちと釣りを楽しみ、 しれませんので、ご準備ください。
大いに酒を楽しみ、楽しい話に時間を
東京の皆さんからは学ぶこともたく
忘れてしまいます。
さんあります。特に初心者の皆さんは、
是非たくさんの仲間の皆さんに参加 ぜひ参加して、様々な釣りの話に参加
してほしいと思います。
してみてください。

上田市長瀬

中 村

勉

猛

さん

さん

さん

さん

小 林 照 喜

千曲市内川４７２

松 林 弘 行

長野市みこと川１ノ３ みこと川団地Ａノ１０ノ１１７

廣 瀬

長野市青木島大塚１２５７－７

30

釣談議

先日小さな川の様子を見ながら山菜
を探していたら、柄さんの車が。沢
山の池に流れ込んでいる川だ。釣り
に来たらしい。大きい溜りを教えろ
というから案内したが、本気で釣る
気らしい。
「気を付 けて」と声
をかけて帰 ったが、そ
の夜のこと、「 ㎝を
頭に５尾釣 った」と電
話があった。
腰の調子が良くないとか言ってい
たはずだが、沢に下るためにロープ
の用意もしてあるとか。
元気というよりその根性には頭が
下がる。
安倍や橋下なんかに時間をとられ
ないように頑張らなくては。

23

その2

２０１２年北海道釣行記

29

解禁になって早くも四カ月近くに
なる。
テンカラには誠に良い季節となっ
ているが、今年はどういうわけかま
だまともに行けていない。安倍と橋
下のおかげだと思っている。全くい
い迷惑だ。あんな連中
のおかげで、国民の極
めて健康的な釣り文化
を楽しむ時間が奪われ
るなんて許せない。
福島の渓流だって釣りはできても
食べられないところが多いのではな
いだろうか。乱獲はいけないが釣っ
たら食べてあげるのが一番だ。たき
火を囲んで一杯やりながら焼けるの
を待っているのは、正に至福の時。
▼ところで我が事務局長は元気だ。

釣行の際にはぜ
ひ誘ってあげてく
ださい。
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５日目（ 日）朝食
前にサシルイ川でオショ
ロコマを釣る。
吐息が白く見えるほ
ど今朝も寒い。予報に
よると今日の最高気温
は ℃。
昨年ほどの大物は少
なかったが、３人とも
～ 尾ほどの釣果だっ
た。
朝食後、昨年の後半組みの
皆さんが初挑戦したと言う、
ルサ川へ名児耶さんの案内で
向かう。
私も山下さんも始めての川
で、昨年の釣果を聞いていた

8月4日(日) 10:00～14:00頃
依田川三角地域
大人1000円
子ども無料
日 時
場 所
参加費
内 容
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30

「流し釣り大会」やるよ！！！

流し釣りでウグイ・オイカワ・ヤマメを狙う・・・釣れる時もあれば釣れない時もある

釣った魚を唐揚げにして食う・・・数が心配だから先に釣っておくという涙ぐましい努力がある

川遊びをする・・・浮き輪など安全のための用具は準備してください。財政が厳しい当会では準備できないのです。

