
大阪府釣連盟主催

後援 大阪府釣り団体協議会、大阪頚髄損傷者連絡会、日刊スポーツ（予定）

協賛（予定） 株式会社 がまかつ、株式会社 ヤマリア、東レフィッシング( 東レ インターナショナル株式会社)、
有限会社上島釣具店、株式会社 魚矢、サンテレビ、エサ一番、株式会社 ボナンザ、
株式会社 ハヤブサ、ヒロミ産業 株式会社、マルキュー株式会社、冨士灯器 株式会社、
株式会社 オーナーばり、財団法人 日本釣振興会、ハーモニー株式会社（順不同）

協力（予定） 兵庫県釣りインストラクター連絡機構、大阪府釣りインストラクター連絡機構、南條色彩魚拓研究会

社会福祉法人パルワーク助成（予定）
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自然とのふれあい趣味としての可能性を
普段接する事のない自然とのふれあいを求め、
その中でアウトドアの楽しみを知ってもらいたい。

趣味として持てる可能性を参加者に知ってもら
いたい。できないと思ってる方もご相談下さい。

6th20
13 9

29

開催時間
１３：００( 受付１１：３０～ １２：３０ )
※13 時から始まりますので時間厳守でお願いします。

開催場所
大阪府立青少年海洋センター
（ 大阪府泉南郡岬町淡輪6190 ） 

参加費用
参加者1,500 円＋介助者 600 円
（ 保険料を含む ）　定員40 名

１．介助者の保険料は含まれていません。
       必要な方は受付時または 9 月30 日までに
       申し出てください。（保険料100 円）
２．保険内容は1 名につき死亡後遺障害115 万円
     入院保険日額 5,000 円、通院日額1500 円となります。

タイムスケジュール

12:30
13:00
13:05
13:30
15:30
15:40
16:45

参加受付

開会式

説明・注意事項

釣り大会　開始

釣り大会　終了

閉会式　BBQ開始

BBQ終了　自由解散

釣
り
大
会

さ
ざ
な
み 規約

氏名

障がいの種類

連絡先

ご要望

車椅子

車椅子の種類

介助 有 /無

電動 / 自走 / 介助

使用 /未使用

現地集合、現地解散を基本としております。

餌などで汚れる場合があるので当日は、汚れても大丈夫
な服装でお願いします。

釣りの後、参加者、介助者、釣人の簡単なお弁当もしくは
BBQ(焼きそば)の用意があります。
BBQ の開始は１６時頃からとなります。
昼軽食は各自にてご準備下さい。
暑くなることもあると思われますので、暑さ対策
（タオル・ペットボトルの飲み物等）をお願いします。
休憩等は施設のロビー等になります。

BBQ (もしくはお弁当)には紙皿と紙コップと箸しかご用意して
いませんので、介助用のフォーク・スプーン等が
必要な方は、各自でお持ち下さい。

参加者の疾患・症状により必要な物がございましたら、
各自ご用意下さい。

保険内容は1 名につき死亡後遺障害115 万円、入院保険日額5,000 円、
通院日額1500 円となります。

1.
2.
3.

4.エサ、釣り道具等、釣りに必要なものはこちらで用意しています。
5.
6.

7.

8.
9.

基本的に参加者1 名に対して介助者1 名をお願いしております。

10.

参加者の参加費には保険料が含まれておりますが、原則自己責任でお願いします。
又、介助者の保険料は含まれていません。
未加入の方、必要な方は受付時に申し出てください（保険料100 円）
※介助者及び家族様で保険が必要な方は8 月30 日までにご連絡下さい。

11.

12.

切り取り線

申し込み方法
原則、各団体及び、介護事業所を通じての申込となります。
（個人でのお申し込みの際は電話及びFAX でお願いいたします。 ）

個人でお申し込みの場合の連絡先 ( お電話 )

Mail：infor_sazanami@osakafuturirenmei.com
受付担当：大阪府釣連盟 野上 ( ハーモニー株式会社 方)
（電話は、和音介護サービス事業所に繋がりますので
受付者に「さざなみ釣り大会の件で」とお伝えください。）

御注意

1.メールや FAX の送付だけでは申し込みは完了して
おりません。数日中に当方から介助者等の御確認など
のご連絡を差し上げてから、申し込みが完了となります。
2.定員がございますので、万一、申し込み人数オーバー
の場合はご容赦ください。その際もご連絡を差し上げます。

締め切りは

9月 16 日迄です

06-6332-9955 06-6332-2345Tel： Fax：

★ ★



難波 からお越しの方

　　　　
南海線区間急行（みさき公園行）

みさき公園で折返し[ 下記 ※車椅子ご利用の際のご注意]

難波 駅　10：45 発 →（44 分）→　みさき公園 駅　11：30 着
( みさき公園駅にて乗り換え、淡輪駅へ折り返し　→　乗車２分)

南海特急　5 駅 

乗り遅れた場合

難波 駅　11：15 発　→ 泉佐野で乗換え →　淡輪 駅　12：10 着　

（最終）
南海本線　区間急行　　( みさき公園行)
みさき公園で折返し[ 下記 ※車椅子ご利用の際のご注意]

難波 駅　11：15 発　→　みさき公園 駅　12：00 着

天下茶屋からお越しの方

（乗り換え等がございますので、必ず駅員にご確認を宜しくお願い致します。 ）

電車でのアクセス（海洋センターまでの行き方）

 

南海本線 7 駅

難波 駅　10：55 発　→（57 分）→　淡輪 駅　11：53 着

難波 駅　11：30 発　→岸和田で乗換え→　淡輪 駅　12：23 着南海特急ラピート41号　( 和歌山市行) 

南海特急サザン15 号 ( 和歌山市行)

南海本線　17 駅

南海特急サザン17 号

( みさき公園駅にて乗り換え、淡輪駅へ折り返し　→　乗車２分)

南海特急　14 駅 

南海特急サザン15 号
天下茶屋駅　10：49 発→　みさき公園駅　11：30 着南海特急　5 駅 

( みさき公園駅にて乗り換え、淡輪駅へ折り返し　→　乗車２分)

乗り遅れた場合
天下茶屋駅　11：19 発→　みさき公園駅　12：00 着

( みさき公園駅にて乗り換え、淡輪駅へ折り返し　→　乗車２分)南海特急サザン17 号
南海特急　5 駅 

【※車椅子ご利用の際のご注意】

淡輪駅はバリアフリー対応では無い為、下記にご注意下さい。

※注１　最寄り駅「淡輪」駅の下り（和歌山市方面行）ホームには段差の多い階段がありますので、車椅子の方はお手数ですが、
　　　　いったん次駅「みさき公園」駅まで行き、折り返してお越しください。
※注２　但し、重量がある車椅子、幅がある車椅子等で電車をご利用の方は、「淡輪」駅をご利用いただけません。
　　　　（人手による階段移動があるため）隣駅の「みさき公園駅」よりお越しください。（「 みさき公園駅」より開催場所まで、徒歩30 分程度かかります。　）
　　　　主催者側では、最寄り駅から会場まで車などでの送迎は一切行えませんので、介護タクシー等の利用を推奨します。

※注３　「みさき公園駅」と「淡輪駅」には、12：30 まで道案内のスタッフが就きます。
                 参加者の方には大変ご不便をおかけ致しますが、宜しくお願いいたします。
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