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ウイッキーさんの

ほのぼの通 信
こんにちは、子供の頃、チャン
バラが大好きで、ツララでチャン
バラをしてしまった、植木守です。
2 月といえばウィンタースポー
ツです。今年はオリンピック開催
です。ついテレビに夢中になって
「寝不足になった」とならないよ
うに気をつけてくださいね。

ワカサギ釣り＋温泉！
2 月 7 日（日曜日）に仕事の仲間と新篠津へワカサ
ギ釣りに行ってきました。
昨年の 12 月、 保険会社主
催の勉強会の懇親会の時、同じ職場
のＮさんが「ワカサギ釣りをした事
が無いので、一度やってみたい。」
と、言うのです。隣に座っていたＭさんは「天婦羅に
します」と、言うのです。
「私も行きたい！・行きた
い！」と、参加したのは主催者側のＫさん。
自称“釣り名人”の私は聞き逃せません。
「皆さん
で行きましょう」と言うと、皆さんは、
「楽しみにし
ています」で、“ワカサギ釣り大会”が決定です。

実はワカサギ釣り初心者！
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釣り大会当日の朝！
2 月 7 日（日曜日）釣り大会当日
は、開始の 7 時までに各自が直行
です。私は場所取りのため 5 時半
に自宅を出発し、到着は 6 時 15 分
たっぷの湯
ころ。でも、すでに 6 組ほど待っていたのです。
先頭の男女二人連れに「何時頃からですか？」と聞
くと「5 時半からです」私は、
「ひぇ〜、凄いですね」
と言ってしまいました。

え！車が埋まって行けない
そんな話をしていると、Ｉ
さんとＮさんが集合、
「道は大
丈夫でしたか？」と聞いたら
Ｉさんは「地吹雪で前が見え
なくなった」でした。
フロントで撮影
今回の参加者は 6 名ですが、北広島に住んでいるＭ
さんから電話で「雪で車が出れない」で行けないとの
事。新篠津は雪も止んで風も穏やか、場所が離れてる
と天気はずいぶん違うものと話していました。

いよいよ大会の始まり！

皆さんに「ワカサギの釣り方
を教えますよ」と言ったのは良
いけれど、正直に言うと、ワカ
サギ釣りには 10 年前に 1 度行
ワカサギ
っただけ、釣り方なんて覚えていないし、会場に決め
た新篠津の釣り場も一度も行った事がないのです。不
安でしたので前日の 2 月 6 日（土曜日）に下見に行っ
てきました。

7 時になって受け付け開始、いよいよです。“竿”
と“仕掛け”と“餌”と“温泉の入浴券”を受け取り、
ビニール小屋へ直行です。ビニ
ール小屋へ入るとストーブが
あり、ほんのり暖かいのです。
さあ、椅子に座り準備です。
私は、
「みなさ〜ん、先ずは
ビニール小屋
仕掛けを竿に取り付けます。ここはこうして、次にこ
うして・・」と、準備して釣りがスタートです。

つり会場たっぷの湯とは！

つり方の説明後スタート！

つり会場は、新篠津村しの
つ湖「たっぷの湯」。建物の前
の氷上にはストーブ付のビニ
ール小屋が有って、この中で
たっぷの湯
ワカサギ釣りをします。釣った魚は、レストランで天
婦羅に調理してもらえる。
「釣り＋入浴セット」一人
1,500 円【釣竿、えさ、釣り小屋代込み】というもの
です。内容を参加予定者に話すと
口々に「え！そんなに安いの！！」
とか「入浴のタオルだけで良い
の！！」とか「込み込みで 1,500 円
小屋はストーブ付
なんて信じられない！！」でした。

「今回は、つり大会ですので、当然賞金が出ます」
と言うと、気のせいか全員の目が“キラッ”と光った
のを私は見逃しませんでした。では餌も付け終わりま
したので、改めて釣り方の説明です。
「先ず、錘が湖
底につくまで下ろして１０ｃｍほど上げます。次に、
ゆっくりと竿を上下に動かします。
そして、頃合いを見計らっ
て竿を止めます。その繰り
返しで〜す。」
、
「皆さん分か
りましたか？」、皆は「ハー
イ」
。さ！！、始まりました。
A さんと K さん

何が何でも、あなたを守ります！
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だれが先に釣るか！？

ワカサギの天婦羅は旨い！

何が何でも、あなたを守ります！
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優勝は I さん 4 匹！
優勝は、Ｉさんで 4 匹。
準優勝は、時間ぎりぎりで
プラス 1 匹の計 2 匹を釣っ
たＡさん。眠り釣りのＮさ
んは、3 位。私はトホホの 4
位で名人返上です。5 位は、 賞金を手にする I さん
0 匹のＫさん。Ｋさんは餌を
付けるのが苦手（長いものが
苦手）でしたが、根性を出し
ての工夫を凝らした餌付けに
は脱帽しました。
記念撮影パチリ！

病院を退院したのは、昨年の 10 月 15 日で、その後
体重は 94.7kg から 89.8kg へ、
ＢＭＩは 29.2 から 27.7
へと減ってきて、だいぶスリムなってきました。しか
し、目標値は、体重＝83kg・ＢＭＩ＝25.6 なのです。
今の体重から更に 94
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年始の不摂生で進展
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血糖値のグラフは、 86
毎朝朝食前に計った
10 日間の平均値です。
血糖値
10日平均
退院直後 117.0mg/dl 120
でしたが 1 ヵ月後に 115
は 100.0mg/dl 下がっ 110
105
て喜んでいたのです。
100
しかし年末年始に油 95
断してしいました。
1 月中旬から気持ち
を切り換え、昨日までの結果の結果は 104.0 mg/dl
した。もちろんこの値は正常値の 70〜110mg/dl の範
囲に入っています。
お蔭様で、何とか以前よりは安定してきました。一
度入院はしたものの今の体調は、糖尿病から糖尿病予
備軍までになっています。引き続き努力してまいりま
すのでよろしくお願いいたします。
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Ｎさんは、大名釣りならず“眠
りつり”で大物をゲット、その後
パラ・・パラ・と釣れ全員で 8 匹
釣った段階で終了です。
釣ったワカサ
ギは、レストラ
ンで天婦羅にす
N さんの眠り釣り
るため持って行
きました。天婦羅が出来るまでの間
に、つり大会の表彰です。
A さんが釣った

糖尿病の退院から 4 ヶ月！
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眠り姫ならず眠り釣り！

また、行きましょう！
今回のワカサギ釣りは、昨夜
からの雪のせいで 1 名来れなく
なり 5 名の参加でしたが、参加
頂いた方には本当に楽しんで
もらいました。
翌日の月曜日は、参加した方から、
「昨日は楽しか
ったね、有難う」と言われ、「いえ、かえって有難う
ございました。また、行きましょう」と言いました。
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そうこうしているうちに
時間は過ぎ、終了までの半
分です。マイペースなＩさ
んは、「また釣れた！」と、
なんと 3 匹目。9 時半の段
階で I さんの 3 匹。Ａさん
は、
「Ｉさん、上手いですね」 I さん運を使いたくない
というと I さんは「いや〜運です
よ、運」と言うのです。私は「で
も、この小さな魚に運を使いたく
ないですよね」と言うと、Ｉさん
釣れなくても楽しい は「そうそう、その通りだね！」
と皆も「そうですね」と大笑いです。
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ワカサギに運は使えない！

表彰や記念撮影をしてい
るうちに、頼んであったワ
カサギの天婦羅が出来上が
ってきました。合計 8 匹の
旨そうな天婦羅
ワカサギは、大変旨そうに
揚がっていて、まるで「早く食べてよ」
と語りかけているようでした。口に入
れると「さくっ！」と音がして、実が
ジューシーで、
「ほぁ〜」とした甘みが
天婦羅になる前 口の中に・・・旨かったぁ〜。
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しばらく経った 8 時過ぎ、
私は、
「もう釣れても良いの
だけれど・・・」
、でも誰に
も当たりが無いのです。
可愛いワカサギ
「変ですね〜釣れてもい
い時刻なのですが・・」と言うと、
「釣れた！」
、第一
声を上げたのはＩさん。全員は眠気も覚めて集中！、
でも、
「また釣れた！」と言ったのもＩさん、2 匹目。

