親子釣り 教室
～ 親 子 で 釣 りを 学 ん じ ゃ お う ！
釣 っち ゃ お う ！ ～
参加の手引き
2 01 9 年 6 月 1 5 日 ( 土 )- 6 月 16 日 ( 日 )
埼玉県立名栗げんきプラザ主催「親子釣り教室～親子で釣りを学んじゃおう！釣っちゃおう！～」にお申し
込みいただき、ありがとうございます。釣りの基礎についてげんきプラザで学び、仕掛けを自分で作ります。
2 日目は場所を移動して、実際に魚釣りを楽しみます。たくさん釣れるかな？
以下、参加の手引きをお読みいただき、当日までのご準備をお願いします。

１．当日までの参加手続き
①参加確認書・参加同意書の送付
「参加確認書・参加同意書」を名栗げんきプラザのホームページ（http://www.naguri-genki.com）よ
りダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、郵送、ＦＡＸまたは E-Mail でご提出ください。

提出期限： 5 月 24 日（金）まで
※参加同意書に押印できない場合は、当日、印鑑をご持参ください。
※FAX の場合は送付後、確認の電話連絡をしてください。
※提出期限までに参加確認書・参加同意書のご提出と参加費のご入金が確認できない場合、キャンセル扱
いとさせていただきます。

②参加費のお振込み
埼玉県内にお住まいの方
大人 5,500 円 中学生 5,100 円

小学生 5,000 円

埼玉県外にお住まいの方
大人 5,650 円 中学生 5,100 円 小学生 5,100 円
※宿泊費、食費 3 食（夕、朝、昼）
、活動費、保険料を含みます。

振込期限： 5 月 24 日（金）まで
下記の口座に参加費をお振込ください。
○ 郵便局で口座間送金される場合
郵便局ゆうちょ銀行 （口座番号）10310-82896501
（口座名義）埼玉県立名栗げんきプラザ
○ 一般金融機関からゆうちょ銀行口座へお振込みされる場合
（金融機関）ゆうちょ銀行 （店名）〇三八（ゼロサンハチ）
（店番）038
（口座番号）普通 8289650
（口座名義）埼玉県立名栗げんきプラザ
※参加費の入金で発生する振込手数料は、ご負担ください。
※参加費の振り込みの際は、振り込み名義人の欄にイベント番号「13」と参加者氏名を入力してご入金
ください。
（例：
「13 ナグリ タロウ」
）

③食物アレルギーについて
食物アレルギーや食事制限のある方は、5 月 24
アレルギー対応の書類を別途お送りいたします。

日（金）までに名栗げんきプラザへご相談ください。

※利用の 3 週間前（5 月 25 日）までにアレルギー対応書類をご提出いただけない場合、アレルギーに関
する対応ができない場合があります。

２．集合・解散
○集合：6 月 15 日（土）13:00 名栗げんきプラザ プレイホール（受付 12:30～）
※13:00 よりはじめのつどいを開始します。
○解散：6 月 16 日（日）15:00 日高市市民釣り堀場
※電車をご利用の方は「６．交通案内」を参照し、参加確認書の「交通手段」の欄にご記入ください。
※集合・解散の時間に遅れる場合は、あらかじめお電話でご連絡ください。
電話番号 042-979-1011（名栗げんきプラザ）
電話番号 080-1234-4705（主催事業専用携帯電話番号）

３．スケジュール（予定）
6 月 15 日（土）

6 月 16 日（日）

12:30
13:00

受付開始
6:30
起床
はじめのつどい
7:30
朝食
アイスブレイク
13:15
8:30
お部屋の点検
釣り竿の使い方・マグネット釣り
14:30
釣りの基礎・仕掛けつくり等
9:00
日高市市民釣り場へ出発（各自）
17:30
夕食
10:15
諸注意・エサ説明・実釣
18:30
仕掛けつくり等
12:00
昼食
19:30
入浴
13:00
午後の部開始
20:30
懇親会（希望者）
14:30
おわりのつどい
22:00
就寝
15:00
解散
※当日の天候等の状況によりプログラムが変更になる場合があります。

４．生活案内
○宿泊に関して
・今回の主催事業では、本館宿泊室での宿泊になります。
・寝具は、部屋に備え付けの布団を使います。
○浴室
・ボディーソープ、シャンプーは常備しています。必要な方はお持ちください。
・備え付けのタオル・歯ブラシ等はありませんので、ご持参ください。
・備え付けのドライヤーはありません。ご持参いただくと使用していただけますが、
各宿泊室、浴室で１台ずつのご使用となります。

○気候
・当所は標高約 600m の山間部に位置します。特に日没後～朝方は平地に比べ５℃前後気温が低くなるため
必要に応じて、上着をご用意ください。

５．保険について
万一、キャンプ中に事故・ケガが発生した場合、当所で加入している保険の範囲内で対応させていただきま
す。

６．交通案内
○自家用車
国道 299 号、正丸トンネル秩父側の信号を名栗・
青梅方面へ曲がって約 4 ㎞。
または県道 53 号、飯能市名栗方面から約 30 分。
駐車場は施設裏の第 2 駐車場が空いていれば、そちらを
ご利用ください。空いていない場合には、ご面倒をおかけ
いたしますが、第 1 駐車場をご利用ください。

※今回の事業は移動があるため、自動車での参加が
必須となります。

７．キャンセルについて
お申し込み後にキャンセルされる場合、下記のとおりキャンセル料が発生します。
日時
1 週間前（6/8）～4 日前(6/11)の 12 時まで

キャンセル料
参加費の 10％

4 日前(6/11)の 12 時～前日(6/14)の 17 時まで

参加費の 50％

前日(6/14)の 17 時以降

参加費の 100％

※参加費の返金で発生する振込手数料はご負担ください。
※お振り込み先の情報については、キャンセルを承る際に確認させていただきます。
※当日のキャンセル連絡は E-Mail 等ではなく必ずお電話でお願いいたします。

８．持ち物
チェッ
ク

持ち物
帽子
着替え
上着

数量
１つ
泊数分＋
予備
1着

上履き

1足

雨具

1着

パジャマ
タオル
歯磨きセット

1着
数枚
1 セット
1つ

マイコップ
筆記道具
レジャーシー
ト
ビニール袋
虫よけ・日焼
け止め
水筒
釣り道具

1 セット
1枚
数枚
必要なら
1つ
持ってい
たら

備考
日よけ・活動中の頭部保護のためご用意ください。
宿泊日数分+予備の洋服をお持ち下さい。
天候によっては寒い日もあります。2 日目は屋外での活動になりま
す。必要に応じてご持参ください。
所内で使用します。学校でご使用の物をお持ちください。
大人用はスリッパがあります。
上下セパレートのものがおすすめです。
防寒具にもなります。
備え付けの寝巻はありません。
備え付けのタオルはありません。
備え付けのものはありません。
懇親会にて使用します。無ければ無いで結構です。
お持ちでしたらご持参ください。
釣り教室の内容を書いておきたい方。必須ではありませんので、必
要に応じてご持参ください。
釣りの時や、お弁当を食べる際に使います。イスをお持ちいただい
ても結構です。
レジ袋等が数枚あると何かと便利です。
必要に応じて、肌に合うものをご用意ください。
保温性保冷性のあるものが最適です。
ご自身の道具を使いたいという方は、3.3M 以下の延べ差をご用意
ください。仕掛け・餌はご用意いたします。
一式貸し出しますので、お持ちでない方は不要です。

※個人装備のご案内になります。
※その他、常備薬など個人で必要な物はご用意ください。

９．その他
事業を実施するにあたって取得した個人情報は事業運営や広報（施設のチラシ・パンフレットや埼玉県の広
報）
・Web サイト・ブログなどに使用させていただき、目的以外の使用はいたしません。また、「個人情報の
保護に関する法律」を遵守し、適切な取り扱いをいたします。写真・ビデオ等を広報に使用することにおいて、
ご都合が悪い場合には「参加確認書」の【スタッフへの希望】欄に記入してください。
※ご質問やご不安な点がございましたら、042-979-1011【担当：山﨑・木村】までご連絡ください。

スタッフ一同、皆様に会えることを楽しみにしています！

【問合せ先】埼玉県立名栗げんきプラザ 〒357-0111 飯能市上名栗 1289-2
ＴＥＬ：042（979）1011 ＦＡＸ：042（979）1013 メール：naguri@tokyu-com.co.jp

