カヤックアングラーのための水難防止講習会

Kayak Angler
Safety Seminar
カヤックアングラーセーフティーセミナー

＆ 試乗会

2016

長崎県平戸市

2016
場所

in HIRADO

6/11-12
(SAT)

平戸市川内町

参加料

EVENT
11日
(土)

(SUN)

千里ケ浜海水浴場
( 鄭成功記念公園 )

12日

講習 料 6,000 円
試乗 会 2,000 円

(日)

講習参加者:無料
一般参加者:事前申込 2,000円/当日:3,000円

詳細は裏面を御覧ください

講習会

講習会：自艇参加
（レンタルあり）

未経験者大歓迎
講習会及び試乗会は
見学自由です。
懇親会で
豪華協賛品抽選大会

試乗会
未経験者大歓迎
（レンタルあり）

海上講習

みんなで造る
ヒラドシェイカー

Hirado Shaker
完成披露

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

漁船海難遺児育英資金「水色の羽根募金」

参加お申し込み
定員

講習会：60名

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。

平戸カヤックス
お申し込み

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
協力 WFK Miyazaki/Rock'n Roll Kayaks/BayRomance Kayak's

長崎県平戸市川内町千里ヶ浜
（シービューランチ前）

http://hiradokayaks.com

協賛

専用フォームよりお申し込みください

Tel : 090-5474-4539
Ｅ-mail : info@hiradokayaks.com

代表

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( J SCA) 公認スクール

末永直樹

後援

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

( 順不同 )

Kayak Angler
カヤックアングラーセーフティーセミナー

in HIRADO

Safety Seminar ＆ 試乗会

※ 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。

タイムスケジュール

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。

● 受付開始(千里ケ浜管理棟)12:30

A ： カヤックの漕ぎを極める！ 【未経験者〜指導者向】

● 陸上講習 13:00〜14:00

シーカヤック
（レンタル艇あり）担当：カヌースクール九州
Ｂ ： カヤックアングラーのための基本講習！

● 海上講習 14:30〜17:30

11日
(土)

シットオントップ（レンタル艇あり）担当：平戸カヤックス

● 夕食会(シービューランチ)19:00〜20:00

西胤

【未経験者〜中級者向】
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】

● 懇親会/抽選会(平戸カヤックス)20:30〜22:30

シットオントップ（原則：自艇参加）担当:RAINBOW

中谷

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
● ビーチクリーン 08:30〜09:30
平戸カヤックス 8時集合

試乗艇

(日)

試乗会(講習参加者:無料

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

● 試乗会10:00〜12:00

12日

Hirado Shaker / デスペラード / ファルコン140 / ファルコン120

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。

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。

平戸川内地区コーナー
名物

川内かまぼこ

平戸近海で獲れた新鮮なえそ・ぐち・あじ・いわし

ご宿泊について

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。

鄭 成功

○ 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。
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

○ 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。

キャンプ用品のレンタルについて

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

○ 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。

食事 / 乗 馬

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。

温泉 / 食事 / 宿泊

千里ヶ浜
海水浴場

的山大島

温泉割引券を配布いたします。

荒崎海水浴場

会場から徒歩圏内の宿泊施設となります。

度島
半元キャンプ場

生月島

長崎県平戸市川内町千里ヶ浜
平戸カヤックス （シービューランチ前）

お申し込み専用フォーム

http://hiradokayaks.com

2016シーカヤックキャンペーンセール（2016.4.1〜10.31）
◆

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）

シービュー
ランチ

定置網
体験
漁師食堂

根獅子海水浴場

母々の手

鄭成功
児誕石

平戸カヤックス
野島

千里ヶ浜海水浴場
頭ヶ島
魚釣崎

立石

