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2018 セーフティパドリング in  平戸 開催報告 

 

 

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平成 30 年 10 月 28 日（日）に開催いたしました「2018 セーフティパドリング in  平戸」は、事故

もなく盛況裡に開催することができました。 

 ご協力いただいた関係団体の皆さまに心より感謝申し上げます。 

 

 

記 

 

イベント参加者 

日付 参 加 者 

10/28 

（日） 

26 名（講師・スタッフ含） 

海上講習（講師含）  講習Ａ：6名 講習Ｂ：6名 講習Ｃ：5名 

Ａ（ツーリングカヤック＆フィッシングカヤック 初級者＆未経験者） 担当：平戸カヤックス 吉田 

Ｂ（シーカヤック経験者＆指導者及びガイド） 担当：カヌースクール九州 西胤 

Ｃ（フィッシングカヤック経験者） 担当： 平戸カヤックス  末永 

 

イベント開催時の天候 

天気概況 

（気象庁） 
備 考 

平戸 

天気：晴れ 

気温：午前 10 時 16.6℃ 

午後 3時 18.3℃ 

風：午前 10 時 西北西 2.9m/s 

  午後 3時 西南西 2.9m/s 

海水温：21.8℃  

陸上講習 

晴天で風も穏やかしたが、日陰では肌寒く感じられました。 

 

海上講習 

セルフレスキュー訓練を重視ということで、当初 7月開催の予定で 

したが、西日本豪雨で延期となり、10 月末開催で海水温も冷たく感じ 

られる時期となりました。 

※ 海水温は「海快晴」の当日のデーターですが、普段カヤックフィッシングで

使用している「ガーミン魚探」の水温センサーでは、毎回 1℃程度低い値とな

っています。 



◆ 司会進行：吉田（平戸カヤックス） 

 

  ◆ 参加者への資料配布 

    ・ ＪＳＣＡ活動案内 

・ ＰＬＢ 説明資料 

・ 日本救難水難救済会 チラシ 

・ フィールフリーカヤックのカタログ 

・ 釣具メーカー様のステッカー 

ほか 

 

  ◆ 主催者挨拶 ＪＳＣＡ顧問  西胤（カヌースクール九州） 

 

◆ 黙祷 

第１回目の安全啓発イベントにも参加いただいた大分のシーカヤッカー西村氏が 

2017 年 4 月 25 日に大分の豊後水道のカヤック事故で亡くなられました。 

ご冥福を祈り黙祷をささげました。 

 

◆ イベント内容 

 

○ 陸上講習 10：00-11:30 

 

・ 平戸海上保安署 安全講和  ＰＬＢ について     30 分 

楠原様より、資料に基づいて、シーカヤックの事故事例等を紹介していただき 

安全についての話をしていただきました。 

 

・ ココヘリ海版説明（AUTHENTIC JAPAN 株式会社）   30 分 

 

     代表者の久我様より、登山の「もしも」に備えるへりによる民間捜索システム 

       をご紹介いただきました。 

       ココヘリについては、山岳における捜索だけではく、海上における捜索についても 

     海上保安庁と協議を進め、全国に先駆け、九州地区の第 7管区内が先行して導入が進ん 

いるという説明がありました。 

レジャー関係だけではなく、漁協単位で漁業者に導入を予定しているところもあるようです。 

まだ、九州北部の限定された地区に限られているため、公式に海上捜索についてのリリースはあ

りません。正式に公表されましたら、ぜひカヤック業界に導入されることを願っております。 

 

参考）【2018 年 11 月 17 日 福岡県今津湾で検証実験実施】西日本新聞掲載 

 





・ 近年のシーカヤック事故の現況と事故防止対策     30 分 

 

平戸カヤックス末永が担当したしました。 

末永所有のＰＬＢとヒトココ（親機・子機）を参加者に実際に手に取っていただき説明を 

おこないました。 

※ ヒトココ（親機・子機）：ココヘリシステムに使用する発信機及び受信機 

  親機：発信・受信機能  子機：発信機能 

出艇前の海況判断は、単なる天気予報だけではなく、天気図を確認するようにお願いしまし

た。また、天気図を読めるようになるためには、多少なりとも気象の学習も必要であると話を

させていただきました。 

 

○ 試乗会 12:30-13:30 

 

  60 分のみの短時間でしたが、フィッシングカヤック・ツーリングカヤック・ＳＵＰ・パドル 

の試乗会を実施しました。 

※ メーカーに協力いただき、パドル・シューズ・カヤックフィッシング用ＰＦＤ 

  の即売を行うことができました。 

  

○ 海上講習 13:30-15:30 

 

Ａ（ツーリングカヤック＆フィッシングカヤック 初級者＆未経験者） 参加 4名 

担当：平戸カヤックス 吉田   補助者：パドラーズ 安藤 

Ｂ（シーカヤック経験者＆指導者及びガイド） 参加者 5名 

担当：カヌースクール九州 西胤 

Ｃ（フィッシングカヤック経験者） 参加者 3名 

担当：平戸カヤックス 末永 補助者：平戸カヤックス 田中 

 

 海上講習は、レスキュー訓練に特化して上記の 3班に編成して実施いたしました。 

Ｂ班がスタート直後から入水しての沈脱再乗艇訓練を繰り返していました。 

Ａ班とＣ班は、寒さを考慮して前半の 1時間は、なるべく濡れないような講習を実施して、 

1 時間程度経過してから沈脱再乗艇訓練を行いました。 

  

 今回の講習は、大手の釣具店の経営者にもご参加いただきましたので、カヤックフィッシング   

目的で来店するお客様に対しての安全啓発の機会になったのではと考えています。 

 

 

 

 



 今回参加いただいた方は、みなさま安全に対する意識が高い方々です。 

ほとんどの方が、仲間でレスキュー訓練を経験されている方と思います。しかし、おそらく暖かい時期

のトレーニングで、この時期に落水を繰り返す経験はされていなかったのかもしれません。 

そのため、ご自身で判断されていたウェアが結果的に適切ではなく、中にはかなり寒さを感じている方

もいらっしゃいました。 

 

 実際に、沖合でカヤックから落水する状況は、海況がそれなりに厳しい状態となります。 

低体温症の知識を学び、予防することが重要と改めて認識いたしました。 

 

○ 運動会 15:30-16：00 

参加者全員で、沖合 150ｍ付近で一斉に沈脱再乗艇をしていただき、岸までいち早く漕ぎ戻った 

順位で表彰いたしました。 

副賞としては協賛品を提供させていただきました。 

 

○ 運動会表彰・協賛品抽選会 16：00-16：30 

多くの団体様から提供いただいた協賛品をご参加いただいたみなさんで抽選会を行いました。 

 

◆ 閉会挨拶   末永（平戸カヤックス ） 

 

今回のイベントの収益金の一部（7千円）を長崎県水難救済会に「青い羽根募金」いたしました。 

 海難事故が発生した場合、「118」で海上保安庁に通報することとなりますが、救急車のように短時間

でその要請に対応することはできません。即座に対応をはじめても、現場海域に到達するまでには、相

当に時間を要します。その際、水難救済会を通じて、近辺海域の漁船が初動捜索を担当するケースも数

多くあると思われます。 

 シーカヤックで活動されているみなさまに、そのことをご理解いただければと思い、イベントで 

水難救済会のご紹介と募金活動をさせて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 今回のイベントは、7/7（土）-8 日（日）の開催予定でしたが、西日本豪雨と重なりやむなく延期さ

せていただきました。平戸市でも強い雨が降りましたが、幸いなことに被害等はございませんでした。 

 イベントは延期となりましたが、すでに平戸に来島されていた下記の方々で、プライベートな活動と

して、レスキュー訓練・カヤックフィッシング・懇親会を行いました。 

 

・ kayak55 赤澤様 

・ RAINBOW 三河湾シーカヤックスクール 中谷様/稲垣様 

・ 日本アクアラング 広瀬様 

 

平戸カヤックスは、2015 年 2016 年 2017 年（小規模開催） 2018 年度 と、これまで 4回のシー

カヤックの安全啓発活動を実施してきました。 

 開催理由は、平戸でのカヤックフィッシングが急激に増加している現状から事故発生を危惧したこと

からです。 

 2015 年のイベントを開催する 1年前から私自身もカヤックフィッシングをはじめした。 

今では仕事の合間に、定期的にカヤックで釣りに出かけています。 

釣果は大したことはありませんが、それでもたまには大漁することもあります。 

 安全で楽しいカヤックフィッシングが、平戸島で継続できることを心より願っております。 

そのためにも、地域住民の方々のご理解と漁業者に配慮した活動が大切であると感じています。 

  

 イベント機会にカヤックフィッシングの販売もはじめました。 

特筆すべきことは、多くのカヤックアングラーからご意見をいただきＷＦＫMiyazaki の松本氏にメーカ

ーとして、制作していただいたＦＲＰフィッシングカヤック 「ヒラドシェーカー」です。 

 制作から２年半余り、現在では全国の海でご利用いただいています。 

カヤックアングラーのみなさまには、平戸を少しでも知っていただく機会になったのかもしれません。 

 

今回の第４回目で安全啓発のイベントは終了させていただき、今後は平戸カヤックスの通常業務であ

る講習会で、シーカヤック及びカヤックフィッシングの安全啓発活動を継続してまいりたいと存じま

す。 

また、このような安全啓発イベントが、全国各地で開催され、カヤックの安全で楽しい活動につなが

り、カヤック業界の発展に寄与することを期待しています。 

 

 これまで、ご支援ご協力いただきましたみなさまへ心より感謝申し上げます。 

 









2018 セーフティパドリング in  平戸  

申込〆切：10/23（火） 事前送金〆切：10/25（木） 

 

日時 ： 平成 30 年 10 月 28 日（日） 10：00-16：30 

開催場所 ： 長崎県平戸市 千里ケ浜海水浴場（鄭成功記念公園）   会場周辺図  

内容 ： 講習会【試乗会含】：10：00-16：30 [受付] 9：30-9：50 試乗会のみ：12:30-13:30 [受付] 12：00-12：20 

参加料 ： 講習会事前申込参加料（自艇参加）：7,000 円（税込） 講習会当日申込参加料（自艇参加）：8,000 円（税込）  

※ カヤック及び付属用品別途レンタル有、詳細は申込フォームからご覧ください。例）カヤック装備一式レンタル料：3,500 円（税込） 

※ 収益金の一部を「特定非営利活動法人長崎県水難救済会」へ募金を行います。 

お問い合わせ先 ： 平戸カヤックス 末永 携帯 090-5474-4539  E-MAIL ：info@hiradokayaks.com 

主催：一般社団法人日本セーフティーカヌーイング協会 主管：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/Swingster Paddle /BayRomance Kayak's/JBKAYAKS /（株）艇販 アングラーカヤックス 

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

/AUTHENTIC JAPAN(株) /シービューランチ/㈱湯快リゾートホテル蘭風  

協賛：(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）/BIC SPORT JAPAN /(株)finetrack/(株)アオキカヌーワー 

(株)スクープアウト/高階救命器具(株)/オンヨネ(株)/(同)スプリント/日本アクアラング(株) /(株)マルソウ kayak55/(株)まるきん  

後援：平戸市/平戸海上保安署/(一社)平戸観光協会/中野漁協                       

日付 時 間 内 容 詳     細 

10/28

（日） 

9：30-9：45 
受付 

即売会 

スウィングスターパドル kayak / SUP 用 パドル全種類 イベント価格販売  他 

フィールフリーカヤック ジュントス 特別色：ネイビーカモ 新艇 送料：サービス 

開  会 

10：00-11:30 
陸上 

講習 

・ 平戸海上保安署 安全講和  ＰＬＢ について     30 分 

・ ココヘリ海版説明（AUTHENTIC JAPAN 株式会社）   30 分 

・ 近年のシーカヤック事故の現況と事故防止対策     30 分 

11:30-12:30 昼食 時間短縮のために、各自で昼食は事前にご用意ください。 

12：00-12：20 
受付 

即売会 
試乗会のみ参加者：1,000 円  PFD・パドルレンタル費込み 

12:30-13:30 試乗会 
FRP フィッシングカヤック ツーリングカヤック各種 / ポリ艇フィッシングカヤック各種   

SUP / スウィングスターパドル kayak / SUP 用 パドル全種類 

13:30-15:30 
海上 

講習 

A（ツーリングカヤック＆フィッシングカヤック 初級者＆未経験者） 担当：平戸カヤックス 

B（シーカヤック経験者＆指導者及びガイド） 担当：カヌースクール九州 

C（フィッシングカヤック経験者） 担当： 平戸カヤックス  

15:30-16：00 運動会 レスキューを取り入れた運動会を開催いたします。 

16：00-16：30 

表彰 

協賛品 

抽選会 

多くのメーカー及び輸入代理店から協賛品をいただいております。 

開  会 

16：30-17：00 即売会 
スウィングスターパドル kayak / SUP 用 パドル全種類 イベント価格販売  他 

フィールフリーカヤック ジュントス 特別色：ネイビーカモ 新艇 送料：サービス 

ホテル 

蘭風 

前泊 湯快リゾート千里ケ浜温泉ホテル蘭風 予約電話 0570-550-480<AM8:00～PM21:0 

温泉 

入浴 

 500 円（税込）各自でホテルのフロントでお支払いください。 

注）濡れたウェアでの入館は他のお客様のご迷惑となりますので、ご配慮お願いいたします。 

https://www.jalan.net/kankou/spt_42207cb3490058852/?screenId=OUW3701
http://shizennnonakade.com/gaido/kayak/hiradaokayaks.pdf
http://www.mr-nagasaki.com/
http://shizennnonakade.com/gaido/kayak/shop/swingster.htm
http://shizennnonakade.com/gaido/kayak/shop/kf/juntost.pdf
http://plbjapan.wixsite.com/plb1
https://hitococo.com/cocoheli/
http://shizennnonakade.com/gaido/kayak/shop/swingster.htm
http://shizennnonakade.com/gaido/kayak/shop/kf/juntost.pdf
http://yukai-r.jp/ranpu/
http://yukai-r.jp/ranpu/
http://yukai-r.jp/ranpu/

