親子釣り 教室②
～ ニ ジ マ ス 釣 っ て ア ウ ト ドア ク ッ キ ン グ
参加の手引き
令和２年 9 月 1 3 日(日)
※コロナウイルス感染拡大防止のため事業内容が変更となっております。ご了承ください。
埼玉県立名栗げんきプラザ主催「親子釣り教室②～ニジマス釣ってアウトドアクッキング～」にお申し込み
いただき、ありがとうございます。今回の親子釣り教室では、有間渓谷観光釣り場でニジマスを釣るだけでは
なく、釣った魚を自分の手で捌き、おいしく食べるクッキングも行います。
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： 8 月 20 日（木）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

3000 円/一人
釣り代金、保険料、釣った魚で食べる昼食代が含まれています。

振込期限： 8 月 20 日（木）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「19」と参加者氏名を入力してご入金
ください。
（例：
「19 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、8 月 21 日（金）までに名栗げんきプラザへご相談ください。
アレルギー対応の書類を別途お送りいたします。
※利用の約 3 週間前（8 月 23 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：9 月 13 日（日）9:00 有間渓谷観光釣り場

（受付 8:30～）
※9:00 よりはじめのつどいを開始しますのでそれまでにお集まりください。

○解散：9 月 13 日（日）15:00 有間渓谷観光つり場
※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 080-1234-4705（主催事業専用携帯電話番号）
名栗げんきプラザ 042-979-1011（開催地の電波状況が良くありませんので繋がらない時はこちらへ）

３．スケジュール（予定）
9 月 13 日（日）
8:40
9:00
9:15
11:00

受付開始
はじめのつどい
仕掛けつくり
ニジマス釣り開始！
釣った魚をさばく
アウトドアクッキング
昼食
ニジマス釣り午後の部

この時間までにお越しください
竿に仕掛けをつける
基本の結び方などを学びます
釣った魚を自分の手で捌きます。

釣った魚でいったん昼食休憩
再度ニジマス釣りにチャレンジです
ゴミ拾い、片付けをして
14:45
おわりのつどい
今日をふりかえります
気を付けてお帰り下さい
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。
12:30
13:30

４．生活案内
○有間渓谷観光つり場について
・川をそのまま生かした渓流の釣り場です。
川に入っての釣りは禁止となりますが、長靴の持参をお勧めします。
○釣り道具等について
・お持ちのものをご持参いただく事も可能です。延べ竿のみ（リールの使用、ルアー釣りは禁止です）
・餌も持参していただいても結構です。こちらでいくら、ブドウ虫は用意します。
・一式用意いたしますので手ぶらで来て頂いても大丈夫です。

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
○有間渓谷観光つり場まで
下記参照。有間渓谷観光釣り場集合・解散となります。

★注意
埼玉県有間ダム管理所付近の道路が昨年の台風の影響で土砂崩れが発生して現在も通行止めとなっていま
す。ダムを左折し、ダムの上を通る道路を通り、ダムの周回道路を時計回りに湖を半周し、上流の橋を渡った
ら左へ。
○自家用車
【飯能方面から】
飯能市街から県道 53 号線を上名栗・秩父方面へ約 30 分、
「河又名栗湖入口バス停」過ぎた三叉路の交差点を「有間ダム」
「さわらびの湯」方面へ曲がる。（左折）
【秩父方面から】
秩父市街から国道 299 号線飯能方面へ、正丸トンネル前を右折県道 53 号線へ、
県道 53 号線を進み山伏峠を通り旧名栗村方面へ。
「鍛冶屋橋バス停」過ぎた三叉路の交差点を「有間ダム」「さわらびの湯」方面へ曲がる。
（右折）

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（9/6）～4 日前(9/9)の 12 時まで

キャンセル料
参加費の 10％

4 日前(9/9)の 12 時～前日(9/12)の 17 時まで

参加費の 50％

前日(9/12)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。
※コロナ感染の疑いの症状がある場合は、キャンセル料は発生いたしません。無理な参加はお控えください。
ご連絡いただいた際に、症状をお伺いいたします。

８．持ち物
チェック

持ち物
マスク
帽子
雨具
着替え
長靴
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

クーラーボッ
クス
タオル
軍手
消毒用アルコ
ール等

数量

備考

1枚
１つ

集合時など集まる場面では着用をお願いします。
日よけ・活動中の頭部保護のためご用意ください。
防寒具にもなります。
雨の心配がなければ不要ですが、車には入れておきましょう。
必要に応じてお持ちください。小さい子は靴下。
あると何かと便利です
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。

1着
１足
1枚
数枚
必要なら
1つ
持ってい
たら
１つ
数枚
１双

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、3ｍ～４ｍ程度の渓流竿をご
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。
釣った魚を持ち帰る用です。蓋つきの発泡スチロールでも大丈夫で
す。※中に保冷剤を入れてきてください。
手を拭いたり、足湯に入るとき重宝します
魚をつかんだり、クッキングにも使用します
げんきプラザでも消毒用アルコール等は用意いたしますが、気にな
る方はご持参ください。

※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．名栗げんきプラザの新型コロナウイルスに関する対応について
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、主催事業の際には、以下のことを留意しながら実施いた
します。参加者の皆さまにもお願いする点がございますので、ご一読ください。
○参加者の方へのお願い
・開催の１週間前から２日前までに体温が 37.5℃以上あった場合には、名栗げんきプラザまでご連絡
ください。
・学校や職場内等で感染者及び、感染疑いが発生した場合も、名栗げんきプラザまでご連絡ください。
・前日か当日の検温で 37.5℃以上の発熱がある場合、あるいは数日間症状のある方は、事業への参加
をご遠慮ください。

【事前】
・開催日の 2 週間前から体調確認（発熱、咳、倦怠感等）をお願いします（同居するご家族の方の
体調にもご留意ください）
。また、開催日の 1 週間前から、参加者は体調確認シートのご記入をお
願いいたします。
【当日】
・当日の朝も起床時に検温をお願いいたします。
・受付時に体調確認シートの回収と検温を行います。
・活動中も内容や活動場所によって、マスク着用をお願いいたします。また、送迎の方もマスク着
用をお願いいたします。
・主に屋外での活動後・食事や調理の前には手洗い、手消毒をお願いいたします。
・宿泊を伴う事業の場合には、朝・夕ご飯前に検温と体調確認にご協力ください。
⇒活動中に体調不良になられた場合、継続して参加することをお断りする場合もございます。
【事後】
・事業後、2 週間以内に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合には、名栗げんきプラザまでご
連絡をお願いいたします。
○名栗げんきプラザとしての対策について
・職員も出勤前と退勤前の 1 日 2 回検温を行い、体調管理を行っております。
・職員も参加者の方と同様に、活動中はマスクを着用いたします。
・施設内や使用する備品については、消毒を徹底して行っております。

１０．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・弦巻】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

