
平成 28 年 9 月 21 日 

平戸カヤックス 末永   

 

各位   

 

 イベント報告について 

 

  時下、ますますご清栄のことと存じます。 

イベントの報告が大変遅くなりましたこと心よりお詫び申し上げます。 

去る 6 月 11 日（土）、12 日（日）の両日開催の「2016 カヤックアングラーのための水難防止講習会（第 2 回）」は、 

11 日（土）の講習会及び 12 日（日）の試乗会とも、無事事故もなく盛況裡に開催することができました。 

 

ご参加いただいた皆様とご協力いただいた団体及び個人の方へ、本報告書をお借りして心より感謝申し上げます。 

 

記 

 

イベント参加者 

日付 内 容 

11 日（土） 
海上講習（講師含） 

Ａ：9 名 Ｂ：21 名 Ｃ：14 名 

懇親会及び抽選会（講師及びスタッフ含） 

45 名 

12 日（日） 
試乗会（講師含） 

45 名 
 

 

イベント開催時の天候 

日 

時間 

及び 

内容 

天気概況 

（気象庁） 
備 考 

11

日 

（土） 

13：00 

陸上 

講習 

天気：曇り  

気温：26.0℃  

海水温：21℃  

風：北東 2.7m/s 

昨年とは異なり、穏やかな天候のもとの講習会となった。 

16:00 

海上 

講習 

天気：曇り  

気温：25.2℃  

海水温：21℃  

風：東北東 2.1m/s 

風もなく、各班とも十分な海上講習を実施することができた。 

12 

日

（日） 

10:00 

午前 

試乗会 

天気：曇り  

気温：22.3℃  

海水温：21℃  

風：北北東 2.4 m/s 

当初の予定通り、試乗会を実施 

 

 

 



イベント内容について 

 

11 日（土） 

 

● 陸上講習 

・ 平戸海上保安署から来賓挨拶の中で、昨年の講習模様の写真を活用した資料でシーカヤックの安全啓蒙につ

いての話があった。 

・ ＦＲＰカヤックの製造方法を解説が、ＷＦＫ宮崎松本氏にお願いしました。 

・ Hirado Shaker（初公開） 及び コリン・アスリー について、それぞれのビルダーから説明がありました。 

参加者は、はじめて見るフィッシングカヤックに興味を示していました。 

 

● 海上講習 

   Ａ班、Ｂ班、Ｃ班に分けて海上講習を行いました。 

今年は、昨年のような強風も吹かず穏やかな天候で海上講習会を実施することができました。 

 各班とも有意義な講習会となりました。 

 

A ： カヤックの漕ぎを極める！ 【未経験者～指導者向】 

シーカヤック（レンタル艇あり） 担当：カヌースクール九州 西胤 

※）未経験者の方は講習Ｂで実施した。 

フォーワドストロークを中心に指導した後、枕脱再乗艇を行う。 

 

Ｂ ： カヤックアングラーのための基本講習！  【未経験者～中級者向】 

シットオントップ（レンタル艇あり） 担当：平戸カヤックス 末永 

漕ぎ方、出艇・上陸を講習した後、枕脱再乗艇を行う。 

 

C ： カヤックアングラーのためのレベルアップ講習！ 【中級者～上級者向】 

シットオントップ（原則：自艇参加） 担当:RAINBOW 中谷 

実際にカヤックフィッシングを楽しんでいただいている方が参加、カヤックフィッシング実践向けの講習を実施。 

 

● 夕食会（平戸カヤックスでシービューランチを実費手配） 

 

● 懇親会及び抽選会（平戸カヤックスで会費制で実施） 

抽選会ははずれなしで参加者全員へ行った。 

多くの協賛品を頂いた協賛団体へお礼申し上げます。 

また、協力いただいたタイドプールの松永様からは参加者全員にルアーを頂きました。 

ありがとうございました。 

 

12 日（日） 

 

● ビーチクリーン 

  試乗会当日の朝 8 時、参加者の皆さんに平戸カヤックスに集合していただき、千里ケ浜海水浴場に向かって  

ビーチクリーンを実施しました。ご参加の皆様ありがとうございました。 



● フィッシングカヤック試乗会 

 

  今年は、午前のみの 1 回フィッシングカヤックの試乗会を開催しましした。 

ほとんどの方が、前日からの講習参加者でしたが試乗会のみの参加も数名ありました。 

 ＦＲＰ艇３を中心に多くのフィッシングカヤックをご試いただきました。 

 

イベントでは、昨年に引き続き募集チラシに印刷して、【漁船海難遺児育英資金（水色の羽根募金）】の募金活動を行

う予定でしたが、熊本地震の発生により海難遺児事務局に事前連絡の上、熊本地震の募金活動を実施いたしました。 

 なお、水色の羽根募金には、平戸カヤックスから募金を行いました。 

 

 「熊本地震災害支援金」として、4,660円を 6 月 20 日に日本赤十字社長崎県支部にお届けいたしました。 

ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。 

 

 

 

 また、昨年に引き続き今回もイベントの写真撮影にご協力いただいた中倉壮志朗氏（プロカメラマン）とＷＦＫ宮崎の松

本正樹氏に心よりお礼申し上げます。 

 

 報告書の最終ページに「イベント時の写真」、「イベント募集チラシ」を掲載しておりますのでご覧ください。 

  

 最後になりましたが、本イベントは多くの皆様のご協力と参加者のもと、事故もなく盛況理に開催することができまし

た。 

 本イベントが、安全なカヤックフィッシングの普及に微力ながら寄与できることを心より願っております。 











協賛 

協力

後援

カヤックアングラーのための水難防止講習会

inHIRADO
長崎県平戸市

講習料 6,000円
試乗会 2,000円

参加料

6/11-122016
(SAT) (SUN)

主催：平戸カヤックス
特別協力 : RAINBOW 三河湾シーカヤックスクール
                     カヌースクール九州

EVENT

参加お申し込み

受付開始:5/1(日) 申込〆切:5/31(火) 事前送金〆切:6/3(水)
※定員になり次第申込みを〆切ります。
   お早目のお申込をお願いいたします。 WFK Miyazaki/Rock'n Roll Kayaks/BayRomance Kayak's

本多電子㈱/大川 漁志氏(LUXXE Staff) /（有）山崎酒店
シーカヤック長崎/中倉壮志朗写真事務所/タイドプール
3rdbasecafe/田の浦温泉/白石信行蒲鉾店/シービューランチ

（株）シマノ/グローブライド（株）/Gamakatsu PTE Ltd/(有)リップル
プエブロ（株）/(株)モンベル/(株)finetrack/(株)アオキカヌーワークス
(株)スクープアウト/高階救命器具(株)/(同)スプリント
日本アクアラング(株)/オンヨネ(株)/ホテル蘭風

平戸市 / 平戸海上保安署 /( 一社 ) 平戸観光協会 / 中野漁協
日本セーフティカヌーイング協会

代 表　末 永 直 樹

平戸カヤックス 長崎県平戸市川内町千里ヶ浜
（シービューランチ前）

11日
(土)

詳細は裏面を御覧ください

 http://hiradokayaks.com

Ｅ-mail : info@hiradokayaks.com

講習会：自艇参加

講習会及び試乗会は
見学自由です。

講習会

12日
(日)

未経験者大歓迎
（レンタルあり）

海上講習

お申し込み

Tel : 090-5474-4539

講習会：60名定 員

専用フォームよりお申し込みください

(順不同 )

懇親会で
豪華協賛品抽選大会

試乗会
講習参加者:無料
一般参加者:事前申込 2,000円/当日:3,000円

文部科学省所轄法人 財)社会スポーツセンター加盟
日本セーフティカヌーイング協会(JSCA)公認スクール

平戸市川内町 千里ケ浜海水浴場
(鄭成功記念公園 )

（レンタルあり）

漁船海難遺児育英資金「水色の羽根募金」

みんなで造る

Hirado Shaker
ヒラドシェイカー

完成披露

KayakAngler
カヤックアングラーセーフティーセミナー

2016
Safety Seminar＆ 試乗会

場 所

トータルバランスを追求した
フィッシングカヤック

制作

未経験者大歓迎

http://hiradokayaks.com


半元キャンプ場

シービュー
　　ランチ定置網

体験

漁師食堂 
母々の手

野島

頭ヶ島

立石

根獅子海水浴場

荒崎海水浴場

千里ヶ浜海水浴場

平戸カヤックス

魚釣崎

生月島

度島

的山大島

鄭成功
児誕石

お申し込み専用フォーム

平戸カヤックス 長崎県平戸市川内町千里ヶ浜
（シービューランチ前）

Kayak Angler
カヤックアングラーセーフティーセミナー

Safety Seminar ＆ 試乗会

タイムスケジュール

ご宿泊について

キャンプ用品のレンタルについて

inHIRADO

○ キャンプ用品「テント・マット・寝袋・朝食」2,500円(1名当り)
※)　朝食の調理及び準備は全員で行いますのでご協力願います。
       朝食のみは受付いたしません。キャンプ用品持参の方は、各自で朝食ご準備ください。

○ 会場から徒歩圏内の宿泊施設はホテル蘭風となります。ご宿泊の方は、各自でご手配ください。
○ イベント参加者及びそのご家族に限り、1１日(土)のみ平戸カヤックスでのキャンプが可能です。
    注) テントは決められた範囲内で、18:00～19:00の間に設営ください。
○ 千里ケ浜（鄭成功記念公園）でのテントの設営はご遠慮ください。

● 受付開始(千里ケ浜管理棟)12:30
● 陸上講習 13:00～14:00
● 海上講習 14:30～17:30
● 夕食会(シービューランチ)19:00～20:00
● 懇親会/抽選会(平戸カヤックス)20:30～22:30 

● ビーチクリーン 08:30～09:30
　 平戸カヤックス 8時集合
● 試乗会10:00～12:00

◆　ＦＲＰ･･･ 技術講習（自艇）を1回無料サービス＆用品10%割引
◆　ＡＢＳ及びポリエステル･･･ 技術講習(自艇)を1回50％割引＆用品10%割引

送料無料特別キャンペーン（平戸カヤックスで受取時のみ）
◆　デスペラード(発注期限4月末)  / ファルコン（期限発注5月末）
◆　Hirado Shaker をはじめ全てのＷＦＫ製品のシーカヤック（期限発注10月末）

平戸川内地区コーナー

台湾をオランダから解放し清朝と戦った東アジ
アの英雄「鄭成功」は川内出身である。 母の田川
マツが千里ヶ浜で貝拾いに行った際、にわかに産
気づき千里ヶ浜の大石(千里ヶ浜の児誕石)に も
たれて 1624年7月に鄭成功を生んだと伝えら
れています。
【鄭成功記念館】TEL 0950-24-2331 
休館日:毎週水曜日

名物 川内かまぼこ

鄭成功

11日
(土)

12日
(日)

レンタル:
シーカヤック装備一式 3,500 円/シーカヤックのみ 2,500円/シーカヤックを除く装備1点につき500円 

講習料6,000円 実費:食事会1,000円 懇親会1,500円 ※ 協賛品の抽選大会は懇親会で実施

試乗会(講習参加者:無料　一般:事前申込2,000円/当日:3,000円)
※ 一般参加者に対しては、講習及び装備一式レンタル費込となります。
※ 前日講習の自艇参加は、パドル・ＰＦＤ等は各自の装備を
    ご準備願います。

A ： カヤックの漕ぎを極める！　【未経験者～指導者向】
      シーカヤック（レンタル艇あり） 担当：カヌースクール九州　西胤
Ｂ ： カヤックアングラーのための基本講習！　　【未経験者～中級者向】
      シットオントップ（レンタル艇あり） 担当：平戸カヤックス　末永
C ： カヤックアングラーのためのレベルアップ講習！　【中級者～上級者向】
      シットオントップ（原則：自艇参加） 担当:RAINBOW　中谷

海上講習は 3 班で実施します。下記の 3 種類の中から申込時に好みの講習をお選びください。

Hirado Shaker / デスペラード / ファルコン140 / ファルコン120
フィロソファー156（パドリング・足漕ぎ） / XV
ターポン120 / トライブ11.5 / U-BOTAヘレン

試乗艇

シットオントップだけではなくシーカヤックの試乗も可能です。

2016シーカヤックキャンペーンセール （2016.4.1～10.31）

平戸近海で獲れた新鮮なえそ・ぐち・あじ・いわし
などをすり身にしてすぼを巻き、独自の製法で蒸
し上げた伝統の味。

夕食会の会場となります。千里ケ浜での乗馬を楽
しんでいただけます。

食事 / 乗馬

温泉割引券を配布いたします。
会場から徒歩圏内の宿泊施設となります。

温泉 / 食事 / 宿泊

http://hiradokayaks.com

千里ヶ浜
海水浴場

※ イベントの前後でカヤックフィシングを行う方は、分散して一カ所のポンイトに集中しないようお願いいたします。

http://hiradokayaks.com
http://www.hirado-net.com/spot/detail/101?gid=4
http://www.hirado-net.com/teiseikou/facility.php
http://h-svr.com/
http://www.hotelranpu.com/

