第１１回 飯能市長 杯
チ ャ レ ン ジ 釣 り大 会
参加の手引き
令和４年 10 月２日（日）
この度は、有間渓谷観光つり場・名栗げんきプラザ主催「第１１回飯能市長杯チャレンジ釣り大会」にお申
し込みいただきまして、ありがとうございます。
自然豊かな渓谷で、楽しく・仲良く・元気よく！魚釣りを楽しみましょう！
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。

１．参加手続き

参加費：

3,500 円／1 人

（大会参加費、保険代を含む）

※エサ・竿・食事代は含まれていません。エサ・釣り道具の持込みは自由です。（リール竿不可）
※エサ・竿をご希望の方は受付時に販売いたします。
竿レンタル料：１本３００円、エサの販売：イクラ：６００円、ブドウ虫６００円
最終ページの「第１１回飯能市長杯 チャレンジ釣り大会 受付地図」の下部に、《エサ・竿の申し
込み用紙》がありますので、そちらに記入の上、切り離して受付へお持ち下さい。
（※できるだけおつりの無い様にご準備ください）

振込期限： ８月３１日（水）までに
①参加費の振込、②参加確認書の提出をお願い致します。
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。

※①一般釣り場へお申し込みの方が参加費を振り込む際には・・・
振り込み名義人の欄にイベント番号「２４１」と参加代表者の氏名を入力してご入金ください。
（例：「２４１ ナグリ タロウ」）
※②初心者釣り場へお申し込みの方が参加費を振り込む際には・・・
振込名義人の欄にイベント番号「２４２」と参加代表者の氏名を入力して、ご入金ください。
（例：「２４２ ナグリ タロウ」）
参加確認書の提出方法：電子メール、FAX、郵送ご都合の良い方法でご提出ください。
【当日販売物】
●エサ（イクラ・ブドウ虫）
：600 円
●貸し竿：300 円
※アイスクリーム・ロックアイス・ジュース、発泡スチロール（魚持ち帰り用）は
管理事務所にて販売しています。

※今年はコロナウイルス感染拡大防止のため、食事の販売を中止としております。お
弁当を忘れずにご持参ください。

２．集合・解散
◆会場 有間渓谷観光つり場 （飯能市下名栗 1811-1）
○集合：10 月２日（日）09:00 （受付 09:00～09:45
○解散：10 月２日（日）15:00
有間渓谷観光つり場

）

※会場までの公共交通機関はありません。自家用車をご利用ください。
※集合・解散の時間に遅れる場合は、あらかじめ下記番号にお電話でご連絡ください。
名栗げんきプラザ：042-979-1011
有間渓谷観光釣り場：042-979-0569

３．スケジュール（予定）

※受付前の場所取りは禁止です。受付を済ませてから河原に降りてくだ
さい。
時間
09:00

活動
受付開始

09:50

開会式

10:00

釣り大会開始

11:00
11:30
13:30

足湯開始
魚追加放流
釣り大会終了

13:40
14:00

検量決め切り
表彰式・閉会式

14:30

大抽選会

15:00

全日程終了

概要
9:45 までに受付をお済ませください
マスク着用の上、代表者 1 名のみ受付にお越しください。
※受付けは市町村別に 2 か所で行います。
受付①⇒朝霞市、伊奈町、入間市、桶川市、春日部市、加須市、
川口市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、狭山市、所沢市
受付②⇒新座市、蓮田市、飯能市、東松山市、日高市、富士見市、
ふじみ野市、三芳町、上記記載のない市町村の方
（注）上記内訳で受付いたしますので、ご自身の市町村名がある
受付場所にお越しください。
受付時、エサの販売・釣り竿のレンタルも致します。
※事前に最終ページの（第１１回飯能市長杯 チャレンジ釣り大
会 受付地図）の下部にある《エサ・竿の申し込み用紙》に希望
数量をご記入の上、切り離して受付にお持ち下さい。
開会宣言を放送で流しますので、釣り場でお聞きください
※開会前の釣りは禁止です
ルールを守って楽しく釣りましょう
※大きな魚が釣れたら検量所で検量をしましょう
→検量は 13:40 で終了します
検量をしていない魚は表彰の対象外になります
管理事務所脇の足湯を無料でご利用いただけます。
各区画へ順次放流を行います。放流直後はよく釣れるチャンス！
一旦釣りを終了し、その場で閉会式をお聞きください。
※検量が済んでいない方は 13:40 までにお済ませください
一般の部：１位から 5 位までの表彰が行なわれます
初心者区画：１位から３位までの表彰が行われます。
豪華景品が当たる大抽選会です！
釣り券とアンケートと引き換えに、くじを引くことができます。
お気をつけてお帰りください
※魚をさばいてもらいたい方は 15:30 までにさばき場までお越
しください
※もう少し釣りを楽しみたい方は 16:00 まで釣りができます
大会参加券が入場券になるので、見える場所につけてください

※小雨決行
※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。
※昼食は各自お好きな時間にお召し上がりください。

４．持ち物
軍手
帽子
長靴
タモ（網）
タオル
レジャーシート
水筒・飲み物
お昼ごはん
雨具
釣り道具

手の保護のためお持ちください。魚が持ちやすくなります。
頭部保護と熱中症対策のため必要です。
水の中へ入っての釣りは禁止ですが、特に小さな子はあると便利です。
魚をすくう網です。大きな魚が釣れた場合にあると便利です。
汗拭きなどに。足湯に入る人も忘れずに。
河川での休憩や昼食用にご持参ください。
熱中症対策、現地に自販機もございます。
近くにコンビニはありません。※お弁当を忘れずに御持参下さい。
小雨決行のため。レインウェアなどをご用意ください。
ご自身の釣り道具をお持ちの場合はお持ちいただけます。
（延べ竿以外禁止）
当日会場でレンタル（300 円）も行っています。
釣り餌
会場でも販売を行っています。イクラ（600 円）ブドウ虫（600 円）
エサの持込は自由です。
（毛ばり・疑似餌禁止）
。
はり外し
はりを飲まれた際にあると便利です。（ラジオペンチでも使いやすいです）
クーラーボックス
釣った魚を持ち帰るために必要です。保冷材も忘れずに。
発泡スチロール
発泡スチロールは現地で販売もしています。
体調確認シート
参加者全員の体温を 1 週間前から検温の上、記入いただき受付にご提出下さ
い。（見学者含む）
参加同意書
必要事項をご記入の上、受付にご提出ください。
（見学者含む）
※その他、常備薬など個人で必要な物はご用意ください。

５．保険について
万一、大会中に事故・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．大会の中止について
◯大会前日【10 月 1 日(土)】16:00
名栗げんきプラザホームページ上にて、開催か中止かをご案内いたします。
◯大会当日急激な天候の変化があった場合、中止または延期になる場合がございます。
ご出発前にも、今一度名栗げんきプラザホームページにてご確認の上お出かけ下さい。
※開催・中止の判断は当日 6:30 に最終決定します。中止の場合のみ案内を掲示します。

７．コロナウイルス感染症予防対策について
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。
・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。
・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。
【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。
○釣り大会での対策について
・受付での密を避けるため、参加費は事前振込をお願いするとともに、受付を 2 カ所設けます。
また、受付時はマスク着用の上極力 1 名での受付をお願い致します。
・集合時や他人との会話の際はマスク着用をお願いします。
・閉会式も密を避けるため、入賞者のみ集合いただき、その他の方は場内放送にてお聞きいただき
ます。
・受付にはアルコール消毒液を設置致します。
・食事の販売中止いたします。

８．交通案内
○自家用車
・所沢方面より…飯能市内を経て、飯能名栗線（県道 70 号線）を名栗方面へ約 30 分。
有間ダムを目指し、ダムの上流約２km。
・秩父方面より…国道 299 号線を飯能方面へ。正丸トンネル手前を青梅・上名栗方面へ。県道 53 号線を
約 30 分。有間ダムを目指し、ダムの上流約２km。
＜有間渓谷観光釣り場まで＞
秩父方面
県道 53 号線

有間ダム

交差点を
有間ダム方面へ

飯能方面

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、ご都合が悪い場合スタッフにお申し付けください。
※ご質問やご不安な点がございましたら、042-979-1011【担当：山﨑・浜田】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

【参考資料】

釣り場はあまり日陰がありませんが、このような建物が数か所あり、休憩にご使
用いただけます。 譲り合ってご使用ください。
当日は釣り大会貸し切りとなりますが、火を使ってのバーベキューなどは禁止
とさせていただきます。ご持参いただいたお弁当を召し上がったり、休憩のスペ
ースとしてご利用ください。
ゴミはお持ち帰りいただけますようお願い致します。

こちらが優勝者に飯能市長より手渡される飯能市長杯です。
目指せ優勝！

