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初心者の船釣りといえば『アジ釣り』。 

１年を通して釣れるお魚ですが、 ５月から梅雨の

時期はアジの旬で、非常に美味です。 

という訳で今回はアジ釣りのお話。 

いつも利用している船宿は「横須賀 新安浦 こう

ゆう丸」さんです。 

午前の乗合船は7:30出港、11:30帰港で6000円（女性

は4000円）とリーズ

ナブルで、コロナで

釣りが流行している

こともあり、なかな

か盛況です。小学１

年生くらいの子供で

も バンバン釣り上

げていて結構焦った

りします。 
 
出港前に釣り竿や仕掛けの

準備を行なうのですが、基

本的に釣り餌は「赤タン」

といってイカの切り身を食

紅で色付けしたものなの

で、ムシ類がダメな人でも

安心です。 
 
当日は 暑くもな

く、寒くもなく、

適度に曇っていて

釣りにはなかなか

最適な日でした。 
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竿を出して10分ほどで1匹

目が釣れ、調子の良い日で

良かったです。 

釣れない時は2時間くらい

あたりもない時もあるの

で、初心者向けといっても

侮れないのがアジ釣りで

す。 

狙っている魚以外のことを

「外道」と呼びますが、 

アジ釣りの外道はカサゴ、

サバ、トラギス、イシモチ

などですが、今回はイシモ

チが釣れました。 
 
蒲鉾の材料になる少し水っぽい魚ですが、塩焼きにする

と美味しい外道です。 

「やった～、イシモチ釣れた

～」と喜んでいたら、2つ隣

の釣座で真鯛を釣り上げた方

がいて、思わず写真を撮らせ

ていただきました。 
 
真鯛もアジ釣りの外道で釣れるそうなのですが、私は

釣ったことがありません。凄く羨ましかったです。 

お話しを伺ったところ、普段は鯛釣りをしているそう

で、自分とは比べ物にならない熟練者でした(汗) 
 
その日は釣りの間中、コンスタントにあたりがあり、 

結局20匹＋イシモチ

が釣れたので大変満

足でしたが、トップ

は44匹釣っていたそ

うで、もう少し上手

くなりたいなぁと思

いながらの帰宅でし

た。 
 
この時期のアジはお刺身で食せば格別です。「手軽に釣

りしてみたいなー」という人はカッパとサンダル 

さえあれば、レンタル竿で気軽に船釣り出来ます

ので、是非お試しあれ。 

アジ釣りのお話 システム開発部 K ・ K    
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皆さん、いかがお過ごしでしょうか？ 

自分は去年悩んでいた歯痛が接骨院に通い始めて落ち

着いてくれたと思っていたら、ここ最近の気温の変動

でなのか今度は頭痛に悩んでいます。 

季節の変わり目にはよくあるのですが、今回はちょっ

と長続きしています。 
 
 さて今回は約1年半ぶりに新江ノ島水族館に行ってき

ました。 

コロナ禍のGWということで予約制の人数制限が実施さ

れいたおかげで普段よりゆっくりと楽しむことが出来

ました。 

ショーの時間帯は人気

の展示もガラガラで、

アザラシが水槽の端と

端を往復している姿を

じっくりと眺めていま

した。 

全然止まってくれない

ので、自分の視線も

あっちへこっちへと行ったり来たりです。 
 
 この水族館で人気の大水槽は、正面の広い面とは別

に横から覗ける箇所はいくつかあります。 

こちらは魚が泳いで

いる姿だけでなく、

岩の隙間や水底にあ

る細い土管のような

物に隠れている生物

を見ることが出来ま

す。底でまったりと

揺れているウツボの

横に頭だけ隠れてる

タコ、なども見れま

す。 
 
 リラックスしたい

時はクラゲルームが

おすすめです！プロ

ジェクションマッピ

ングは休止中です

が、ゆったりと泳い

でいるクラゲを見て

いるだけでも落ち着

いた気分になりま

す。 

ただ、糸のように細い触手

を持つクラゲをみると絡

まってるようにしか見えな

いんですが、あれってどう

なんでしょう？（笑） 
 
 まったり出来る

といえばサメの水

槽もそうです。い

つ見ても寝てるよ

うにしか見えない

サメの皆さん。 

大水槽にいるサメ

は元気よく泳いで

いるのですが、こ

ちらの水槽ではま

るでナマケモノの

ようにほぼ静止状

態です。君たちが泳いでる姿、一度くらい見てみたい

です。 
 
 新江ノ島水族館で自分が一番気に入っているのが外

にある「ウミガメの浜辺」。此処には様々な大きさの

ウミガメが

悠々と泳いで

いる姿を上か

ら見ることが

出来ます。水

面に上がって

日光浴をして

いる姿も気持

ち良さそうで

すが、大小の

ウミガメが仲

良く泳いでい

る姿も可愛ら

しく、飽きる

ことなく見ていたりします。 

 まだまだ遠出が出来ない状況が続く為、気鬱になり

がちですが、水族館や動物園の動画で癒されつつ  

頑張っていきたいと思います。 

リモートワーク中、BGMの代わりに水族館のライブ映像

（ひたすら水槽の様子が流れます）もおススメです！ 
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久しぶりの水族館 システム開発部 N・A  
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犯罪者になりますか？  システム開発部 H・H 

うーん、コロナで外出自粛しているし、福岡に来て1

年ぐらい、まだ出歩くのもままならない状況だし、こ

の状況でパシオン通信の記事依頼・・・。結構きつい

ぞ・・・。またコロナで行くか？それともIT関係をし

らべて記事を作るか・・・。どっちにしても時間がか

かるなぁ～、どうしようかなぁ～と、ひと月位考えて

いたところ、 ちょうどいいタイミングで、いい事件

（良い事件ってなんだそれｗ）が発生しました。 

「コロナ」と「セキュリティ」の両方含めた事件と

書けば、解かる人は判るでしょう。 

5/17、自衛隊による、コロナの大規模接種センター

の予約が開始されました。このセンターの予約システ

ムに、某新聞社と某雑誌出版社が、「架空の10桁の数

字を入力しても予約を行うことができた！セキュリ

ティに問題がある！えらいこっちゃ！税金の無駄遣い

だ！」（かなり誇張していますｗ）と記事にしていま

す。 

「あぁ、やっぱりこれね。問題だよなぁ～不正にア

クセスして予約とかして、不正にワクチン接種とかし

たら、やばいでしょ。」と思った方。あなたはいい人

です。これからの長い人生幸せになれるでしょう。 

これ・・・犯罪です「不正アクセス」という犯罪で

す。不正アクセス行為の禁止等に関する法律（不正ア

クセス禁止法）の 

 第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならな

い。 

に違反します。違反した場合、 

第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百

万円以下の罰金に処する。 
 
と、りっぱな犯罪ですので、某新聞社と某雑誌出版社

は訴えられても文句は言えませんねぇ。 

えぇ！報道機関が記事にしているんだから問題ない

んじゃないのと思われる方もおられるかと思います

が、今回の予約管理システムですが、識別番号の

チェックといった機能は最初から搭載されていませ

ん。 

防衛大臣の言を信じるなら、開発期間的制約と、国

民の個人情報を収集することを防衛庁がやるべきでは

ない。とおっしゃったとか・・・。 

最初から組み込まれていない機能にセキュリティも

へったくれもありませんね。 

仮に、ちゃんと、厚生労働省が発行した識別番号を

手に入れて、データベースに登録し、予約時には、何

千万という識別番号と、個人情報を比較したうえで、

予約を登録する・・・。さぁ、皆さんこの条件で顧客の

要望に沿って、さらにセキュアで、大量のアクセスにも

頑強なシステムを構築するとした場合、あなたはどのぐ

らいの期間を見積もりますか？ 

さぁ、国からの発注です！会社の選択、要員確保、要

件定義、基本設計、詳細設計、製造、単体試験、結合試

験、納期・・・。 

1年位？大手ベンダーなら子会社、孫会社（あれ？法

律的に大丈夫だっけ？）早くても半年ぐらいでしょうか

ね。（いやいや、確実にデスマーチだと思うぞ～私は

ｗ） 

 今回の予約システムは、その辺の照合は置いといて、

予約に集中して構築されたシステムなのかと思います。 

 ずっと昔、まだ２ちゃんねるが全盛（いつの間にか５

ちゃんねるになったらしいですけど・・・）のころ、 

どこかのメーカーのＷＥＢページに対して、ＳＱＬイン

ジェクションがあることを発見したユーザーが、その

メーカーにその旨連絡したら訴えられたことがありま

す。（確か、この時は刑事事件になって、有罪になった

ような気が・・・・。） 

 上記の判例は、完全に善意での連絡ですが、今回の事

例は、ＳＱＬインジェクションではないにしても、架空

の10桁を入力している時点で完全に悪意ある行動です。 

 架空の10桁の数字を入れていいのは、結合試験の時だ

けです！（いやマジな話でｗ） 

 なので、この件、十分に訴えられても文句は言えない

んですよ。判例あるし・・・。 

 それにしても、報道機関のこの手の記事、多いですよ

ね～、ペンは剣より強し！正義（誰の正義？）の為の取

材！権力には負けない！（自分たちが十分に権力者だと

理解していない発言）とかのたまって、地震の被災地に

ヘリコプター飛ばして救助の邪魔するは、コロナで3回

目の緊急自体宣言が～後手後手の政府が～とか言いなが

ら、自分らは自由に郊外に外出して番組作ってみたり、

事件の被害者の家に押しかけて「恐縮です～今のお気持

ちを～」と傷に塩を塗り込んでみたり・・・。 

あきれる次第ですねぇ～。 

と、この一年間のコロナ報道に対するいいガス抜きの

ネタが書けましたｗ。 

皆さんも、「あれ？こいつ、こうしたらログインでき

なくね？」と思っても、それやっちゃダメ

です。 

ボタンをクリックした時点で、

あなたは犯罪者ですよ！ 
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年明けて直ぐに受けた人間ドックの結果は、脂質代謝

異常と腎機能低下・・・毎年数値が悪くなる。          

やばい・・・。 

揚げ物や肉類が特に好きな訳でも大食漢でもない・・・

思い当たるのはお酒。確かに、1年360日位呑んでる自覚

はあり、週1の休肝日もできない。加えて運動不足も否め

ない。 
 

1月後半から一念発起して、自宅から会社ま

で片道40分程度を歩くことにした。 

その途中にスポーツジムがあり、「今月入会な

ら入会金無料＋2カ月会費が1,980円」という 

のぼりがはためく。ある帰り道、立ち寄り2月

から入会することにした。 

但し、2カ月1,980円は1カ月1,980が2カ月という意味だっ

た。他には半年は退会できないという条件付き。3カ月目

からは7,980円。だけど、3月末に4月から会費が1,000円

上がるという通知が来た。 

ということはさておき、2月から人生初スポーツジム  

デビュー。会社帰りに行ってみた初日、コーチと面談。 

まず言われたことは「ここに来た日はお酒我慢できます

か？」と。「はぁっ」思わず声にでた。松村さんも3月号

のパシオン通信に書いてありましたが、当時私は全くの

無知。汗かいた後のビール最高でしょう！

何言っちゃってんの？とは言わなかったが

顔に出たらしい「お酒を呑むと、ここで頑

張った1時間が無かったことになります

よ。」と笑顔で言われた。なんと！衝撃。

無かったことになるのは余りにも残念すぎるので、頑

張ってその日は呑むまいと決心した。その後ほぼ2カ月

（3月末まで）、週2～3回通い、アルコー

ルも我慢できた。私偉い、すごい！！自画

自賛。運動マシンだけでなく、スタジオ

レッスンが楽しく、また、屋上にゴルフの

打ちっぱなしがあり、空いていれば自由に使える

と聞き、ゴルフ用のロッカーを借り、ゴルフクラ

ブを数本、靴や着替えのＴシャツ、タオルも数枚

ロッカーにストックした。その矢

先、事件です。 
 
3月下旬、義姉から電話があり、実家の諸事情と

夫の理解により急遽高齢の母を引き取る

ことになり、スポーツジムどころではな

くなり、あえなく撃沈。そして今もス

ポーツジムのロッカーで、きっと私を

待ってるゴルフクラブ達・・・。 

ジムに行かなくなり早2カ月。当時週に２～３日

ジムに通いその日は休肝日。と自制がきいていた

のに、行かなくなるとお酒を我慢する理由がなく

なった。それでもせめて週1日は休肝日を。という

決心も、なし崩し状態の今日この頃。 
 
もともと家呑みは大好きですが、長引くコロナ

禍に、大好きな旅行も、友人と呑むことも叶わ

ず、母との同居で気ままな暮らしともおさらば。

やっぱ呑むよね～ (^_-)-☆ 

私には生涯無縁と勝手に思い込んでいた介護。 

これまでの自由な生活が一変するなど考えた事も

なかったが、人生一寸先は本当に何が起こるか分

かりません。 

家族が寝静まった深夜、こうしてワイン片手に

至福のひとときを過ごしていると、

些末なことにイラっとせず、心豊か

に穏やかに今を楽しみたい。と心か

ら思う。 

あれ？脂質代謝異常と腎機能低下

は・・・やばい。 

酒とジムと一寸先に母    総務部   Ｙ ・ Ｋ 

総務部のSです。皆さんいかがお過ごしですか？かなり暑くなってきましたよね。マスクをしてるとつ

いつい水分補給を忘れがちです。こまめに水分を取り熱中症にならないよう気を付けてください。新型

コロナワクチン接種が進んできましたね。 

「ワクチン確保で安心」となるその日まで、感染防止に努めましょう。 


