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プを楽しみにされていた皆さ
んは大変残念だったと思いま
す。さて、読者のみなさんは
夏も終わりキャンプシーズン
も終わりかな？なんて考えて
いませんか？でもそれは間違
いです。秋はキャンプを楽し
むのに絶好な季節です。秋は
晴天のもとキャンプを楽しめ
秋キャンプの
る日が多く、特に過ごしやす
い季節と云えます。また、夏
す すめ
場のキャンプサイトの賑わい
今回ご紹介するのは、白川 も一段落し、ゆっくりとした
町の美濃白川アウトドアリゾ 時 間 を 過 ご す こ と が で きま
ート『クオーレふれあ
いの里』です。今年
月の豪雨災害により、
オートキャンプサイト
とマス釣り「アクアパ
ルコ」が被害に遭い、
月は復旧工事で休業
となりました。キャン

す。夏場
のキャン
プでは蚊
やブヨに
悩まされ
るのです
が、秋は
虫を気に
すること
なく楽し
めます。
そして、食べ物が美味しい季
節です。ご当地食材をゲット
して、食欲の秋・読書の秋を
屋外で楽しみましょう！キャ
ンプサイトでのバーベキュー
や、夜空を眺めながらの珈琲
タイム、空気も澄んで景色も
きれいな秋キャンプは想像以
上に快適ですよ。ただし、夜
は少し冷え込むので寒さ対策
をお忘れなく。『クオーレふ
れあいの里』は 月から営業
が再開されています。お問い
合わせ先は、クオーレふれあ
いの里 フリーダイヤル０１
２０（ ）９０
０２又は、

http://e-900
.com
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「ブドウ園」
の
ご紹 介

私は大きなぶ
どう「バッフ
ァロー」を買
って食べまし
た。味は巨峰
に近く、癖に
なりそうな美
味しいブドウ
です。粒が大
きくてとても
甘～かったで
す。ぶどうの
販売は 月末
から 月中旬
頃までだそう
です。ぜひ立
ち寄ってみて
下さい。
なお、
自然に育つブ
ドウです。日
によっては数が採れないとき
がありますのでご了承くださ
い。豆知識です。今はやりの
シャインマスカットですが、
色がきれいな緑色より黄色っ
ぽい色のブドウがおいしいそ
うです。☆岐阜県恵那市岩村
町富田大円寺内 ☆電話０９
０‐９１２１‐１１１７ ☆
営業時間
時～ 時☆定休
日 木曜日
小栗
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☆ HP https://zenchanfa
rm.com/index.html
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今回は、
年前の
朝ドラ
「半分青い」
のロケ地、
ふくろう商
店街から近
い田園の中
にあるぶど
う園「ぜんちゃんふぁーむ」
をご紹介します。
棟あるビニールハウスに
入ると、たくさんの種類のブ
ドウが栽培されています。
粒の大きさが５００円玉より
大きなものばかりでびっくり
です。 年程前に ～ 本の
苗 木 か ら 始 め た ブ ド ウ 栽培
は、今では約 種類あり、ス
ーパーマーケットでは見るこ
とのできない珍しいブドウが
たくさんあります。ぜんちゃ
ん（吉村善二郎さん）にブド
ウ 園 の な か を 案 内 し て 頂く
と、楽しいお話を聞かせても
らえます。農薬を極限まで減
らし、化学肥料は使わず自然
堆肥のみで手間をかけて大事
に栽培されているそうです。
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クオーレの里で
検索してくださ
い。 ｂｙ島﨑
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朝夕は冷えこんできましたが、秋の夜長、お酒に読書
にお 喋りに …皆さんはどんな風に過ごされています
か。
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令和 ３年８月豪雨災害のあと
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ェーレ」にお立ち寄りくださ
い。最後に今回取材した感想
を一言。早く施設の賑わいが
戻ってきて欲しいです。一日
も早くコロナが収まりますよ
う願っています。ｂｙ佐藤

かく検知す
る能力がな
いそうで、
そこを補っ
てくれるのがジャイロセンサ
です。ジャイロセンサは、振
動する物体に加わるコリオリ
の力から角速度を検出します
（コリオリについて？な方は、
ゴルゴ がコリオリ力を計算
に入れて狙撃した話があるの
で探してください）。センサ
から得た角度のずれを元に、
「複雑な計算を行ってどれだ
けモーターを回せば水平にな
るか」という計算をするのが
コントローラーです。これら
の処理を、 秒間に何回も行
って、常にぶれないように３
つのモーターを制御します。
垂直，回転，左右の全方向の
ブレをしっかりと抑えて撮影
できるため、滑らかな動画
（ヌ
ルヌル動画と云うそうです）
が撮れます。ジンバルのなか
には、 眼レフカメラや
などのアクションカメ
ラが取り付けられるタイプも
あります。より高画質な映像
や躍動感のある映像を撮影し
たい方には、スマホ以外の機
器で使える商品を買うのもあ
りですね。ｂｙＦＡＴかとう

P
r
o

てくにぃく
の種

先日、スマホ用の電動３軸
ジンバル（スタビライザー）
を触る機会がありました。工
事現場の遠隔臨場で、映画の
ような動画を扱うことが普通
になったそうです。カメラジ
ンバルが劇的に進化したのは
この数年です。手頃な価格帯
のドローンにジンバルが搭載
されるようになり、各メーカ
ーから１～２万円の優れた製
品がリリースされました。行
楽シーズンは、カメラジンバ
ルでの動画撮影を始めるのに
ぴったりです。ジンバルは、
カメラの手振れを抑えるデバ
イスです。その仕組みを担う
のがジャイロセンサとコント
ローラーそして３つのモータ
ーです。ジンバルにはジャイ
ロ セ ン サ が 搭 載 さ れ て いま
す。人間は回転していること
や、向きの変化について、細
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コロナ禍による
最近の釣り事情

どうぞよろしくの意味です。
白川町はイタリア・ピストイ
ア市と友好都市提携を結んで
います。行楽シーズンはいつ
もにぎわうピアチェーレです
が、コロナ禍における緊急事
態宣言や蔓延防止により、営
業時間の短縮，温泉施設の休
業，イベント開催ができない
との事です。本来ですと、こ
の秋に企画されるであろうイ
ベントや、施設の賑わいをご
紹介したいところですが、道
の駅で販売されている特産品
をご紹介いたします。私のい
ち押しは「白川ハム、ソーセ
ージ」です！コロナ禍の影響
で３密を回避したキャンプを
楽しむ方が増えているそうで
すが、キャンパーにも人気の
商品です。炭火で焼くと芳醇
な香りと共にあふれ出す肉汁
…大自然の中で食べる「白川
ハム、ソーセージ」は格別で
す。是非一度ご賞
味ください。他に
も地元で採れた栗
や松茸など秋の味
覚も
「チャオ」
に並
び始めたようで
す。お近くにお越
しの際は、ぜひ
沿いの「ピアチ

G
o

カイ・虫等）釣りではな
い、フライやルアーと云
った疑似餌の釣り、ファ
ッション性の高まりも背
景にあるようです。
一方、釣り人口の急拡大に
伴い問題も発生しています。
東海三県では今年８月末迄に
釣り関連の事故が昨年の倍に
増加しました。また、川や海
に多くの釣り人が押し寄せる
為、違法駐車や立ち入り禁止
区域への侵入、釣り糸や針・
おもりなどの仕掛けの放置・
ゴミの散乱など環境問題にも
なっています。
釣り文化はより良い水辺の
環境があって発展します、コ
ロナ禍だからこそ、釣り人一
人一人のマナーが大切になっ
てきています。釣りがより多
くの人にとって楽しいレジャ
ーになればと思います。ｂｙ
坊主にめげない 安江 護

道 の駅 の
ご 紹介
今回ご紹介させていただく
道の駅は、私の故郷白川町に
ある「ピアチェーレ」です。
ちなみに
はイ
タリア語で、はじめまして・
P
i
a
c
e
r
e
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岐阜県は、内水面遊漁が有
名です。鮎の友釣りはもちろ
ん、ニジマス・アマゴ・ヤマ
メ・イワナなどの渓流魚から、
ウナギ・ナマズ・鯉・鮒・ワ
カサギにブラ
ックバスなど
魚種も豊 富
で、全国から
多くの釣り人
が訪れます。
海釣りも含
めての日本の釣り人口は、過
去には２０００万人とも言わ
れていましたが、２０１８年
には６２０万人と３分の１ま
で減少していました。しかし、
コロナ禍の影響が出始めた２
０２０年から増加に転じ、今
年は１２００万人に達するの
ではないかと予想されていま
す。釣りは野外のレクリエー
ションで比較的密にならない
事や、一人二人の少人数から
子供連れのファミリーでも楽
しめる事など、アウトドアブ
ームと相まって大きな広がり
を見せています。釣りの方法
も、昔ながら餌（ミミズやゴ
メニュー
その４
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