
参加費　
１,０００円 

乗船料　　
8,０００円 

のと里山空港賑わい創出実行委員会
輪島市三井町洲衛10部11番1　奥能登行政センター４階

TEL 0768-26-2303 FAX 0768-26-2305

釣り大会 先着５０名参加者募集中

１０月１５日（日）６時～１２時

船上セミナー先着７名参加者募集中

富所潤氏能登イカ満喫トークショー
時間：１５時～ 場所：のと里山空港 ＊入場無料

＊詳細は空港ＨＰ・

チラシにて

昨シーズン、能登のアオリイカ釣りを取材し

”つり人社アオリイカ地獄2017”の巻頭で能登を宣伝

整形外科医の肩書きをもつためイカ先生と呼ばれる

フィッシングオザワ
七尾市小丸山台1‐20
電話0767‐52‐0038 第5信興丸

昨年10月頃

能登での釣果

七尾港5時集合！

アオリイカ天国能登の

魅力発信にご協力ください

富
所

潤

と
み
ど
こ
ろ

じ
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ん

能登の海！場所も道具も釣法も自由

タイムスケジュール

6:00 日の出 各地で釣行スタート

＊イカ先生船上セミナー（七尾港5:30出船）

6:00～12:00  各々アオリイカ釣り、移動自由

11:00～14:00     「のと里山空港」にて計量（移動各自）

14:00～15:00 表彰式及び抽選会

15:00～16:00 イカ先生トークショー



のと里山空港杯アオリイカ釣り大会 
ゲスト:イカ先生こと富所潤氏による船上セミナー＆トークショー 

 
概要 アオリイカ釣り大会：能登各地・各自移動、釣法やタックルは問いません。 

日の出の６時～１２時まで実釣、検量は１１時頃～１４時まで 
           ３杯の総重量で競い、３位までの表彰及び抽選会 １４時～ 

イカ先生船上セミナー：先着７名募集、七尾港朝５時集合、遊漁船乗船料別途８千円 
参加条件：飛行機利用者を最優先とし、２次募集は能登の釣具店で３千円以上購入者優先 

イカ先生トークショー：「のと里山空港」にて１５時～  参加・無料 
     ＊当日は、のと里山空港空の日フェスタや航空学園での航空祭が開催されており、 

まいもん市やよさこい、体験ブースなどイベントもお楽しみいただけます。 

 
のと里山空港杯アオリイカ釣り大会 大会規程 

 
大会日時  2017 年 10 月 15 日（日）６時～１２時 

注意）計量時間外に持込まれたイカは審査対象外となります。  
計量日時   2017 年 10 月 15 日（日）１１時～１４時 

注意）参加未登録、会費未納入の方は対象外となります。   
申込方法  (1) 大会チラシ裏面の参加申込書を記載し、メールまたは FAX で申込み、参加費を指定振込先に振

り込む（振込手数料はご負担ください。）        ノトサトヤマクウコウニギワイソウシユツジツコ 

北國銀行 穴水支店（支店ｺｰﾄﾞ３２４）普通２４０６７５ のと里山空港賑わい創出実行委員会 

(2) 釣具店で申し込み、参加費を納入する（順次依頼：HP にて確認下さい） 
(3) のと里山空港まで来所し、4 階窓口で申し込み及び参加費を納入する。 
※お申込み後、会費は 10 月 12 日までに速やかにお願いいたします。入金が確認できない場合は

参加不可となります。船上セミナーの申込みは(1)(3)及び釣具店ﾌｨｯｼﾝｸﾞオザワのみとなります。 
競技方法   対象魚種：アオリイカ                   （↑セミナー艇 信興丸船長）      

３杯までの合計グラム数で順位を競います。 
３匹に満たない場合でも計量を行い、最終的な入賞順位に反映されます。  

参加費用  一般：1,000 円  子ども(中学生以下)：500 円 
＊指定口座への振り込み。もしくは申込窓口に持参   

       ＊18 歳未満の参加者については保護者同伴による参加のみ認めます。 
      ＊天候不良等主催者による中止が決定した場合には、参加費は空港売店商品券の発送に代えさせて

いただきます。（トークショーの際に受け取りも可） 
競技会場  宝達志水町以北の能登半島海岸全域  
参加条件  ①上記競技会場エリアの釣具店（下記一覧参照）での釣具購入に協力ください。 
      ②東京から飛行機で１時間、能登のアオリイカ天国のＰＲにご協力ください （ＳＮＳ等での情報

発信や、友人知人への口コミなど） 
参加方法  餌やルアー、遊漁船及びマイボート、岸からなど釣り方は特に問いません。  
      道具についてもメーカーなどは問いません。 
計測場所   のと里山空港特設会場にて主催者スタッフ立ち会いのもと計量を行います。 

釣果報告書を提出してください。（釣れた場所、道具など）  



賞品等   １～3 位入賞者に能登島ガラス工房特注アオリイカトロフィー授与 
＊表彰後に抽選会を行います。協賛品や特産品など多数用意予定！ 
＊抽選会の代理参加はご遠慮ください。本人不在の場合は当選取消の場合有り 

失格    代理での参加。釣果報告について、虚偽があった場合は対象外にします。 
参加者に不正不当行為（虚偽の申請、指定地域外での競技、鮮度が著しく悪く疑わしき場合など）

があった場合は、計量対象外にします。  
保険     一般的なレジャー保険に加入しますが、船上および船でしか行けない場所での釣りが対象外となっ

ていますので、それらについては各自手配の遊漁船及び渡船等の保険をご確認ください。また、マ

イボートについても各自任意でお願いします。  
注    意    事    項  
◎気象情報を常に確認し警報や注意報の発令時には釣行を中止してください。 
◎大会中における怪我や事故などについて、危険行為等保険適用外の行動については責任を負いかねますのでご

注意ください。保険の範囲での補償のみとなります。 
◎ライフジャケットは必ず着用するものとし、安全な履物・着衣で釣行ください。 
◎危険な場所、立入禁止区域での釣りは禁止とします。 
◎違法駐車など地元住民や漁業関係者に迷惑がかからないようお願いします。 
◎発生するゴミなどは、必ず自宅へ持ち帰り海の美化に努めてください。  
◎漁業者の行う採捕行為を妨げたり、他の釣り客の迷惑になる行為は慎み、お互いマナーを守り楽しく海を利用

してください。 
 
参考：能登にある釣具店一覧 

塩木釣具店 住所輪島市河井町 1-28 電話 0768-22-1308  
フィッシング釣政 住所輪島市町野町大川 12-33 電話 0768-32-8118  
越後屋釣具店 住所珠洲市宝立町鵜島ハ 123-3 電話 0768-84-2141  
フィッシングツリヨシ 住所能登町松波 29-42-1 電話 0768-72-0777  
里磯釣具店 住所能登町小木 18-90 電話 0768-74-1425  
泉釣具店 住所能登町宇出津ウ 72 甲 電話 0768-62-3552  
釣侍穴水店 住所穴水町地蔵坊イ 8 電話 0768-52-2727  
フィッシングやどかり 住所七尾市中島町小牧ナ 36-1 電話 0767-66-6782  
釣具つり浜 住所七尾市石崎町ワ 18-3 電話 0767-62-3423  
釣具フィッシュ 住所七尾市松百町 1-21 電話 0767-52-4175  
たもと釣具店 住所七尾市生駒町 29-2 電話 0767-52-3236  
大浜テグス商会 住所七尾市湊町 2-55-2 電話 0767-53-0886  
フィッシングオザワ 住所七尾市小丸山台 1-20 電話 0767-52-0038  
上州屋キャンベル七尾店 住所七尾市国分町井 38-2 電話 0767-52-1024  
(有)つり具センターあさの 住所羽咋市島出町マ 38-1 電話 0767-22-3260 

 
大会事務局 
のと里山空港賑わい創出実行委員会 担当：池田 
〒929-2392 石川県輪島市三井町洲衛 10 部 11 番 1 奥能登行政センター4 階 

石川県奥能登総合事務所 総務企画部企画振興課  

TEL 0768-26-2303 FAX 0768-26-2305 携帯 090-9449-5379 



１０月１５日（日）　６時～１２時　検量：のと里山空港　　参加費：１,０００円（中学生以下５００円）

アオリイカ３杯までの合計グラム数で順位を競います。３位まで表彰のほか、抽選会開催

　　＊当日、検量や抽選会に参加できなくなった場合も、安全確保のため帰着確認にご協力ください。

氏　名

ふりがな

住　所 郵便番号　〒　　　　　－

住所

＊建物名・アパート等

生年月日 昭和・平成・西暦　　　　　　年　　　　月　　　　　日

年　齢 　　　　　　才

電話番号

＊メール連絡希望のかたのみ

予定釣場

＊地名や漁港名など

釣　法 　遊漁船　・　マイボート　・　渡船　・　陸から　

未成年者及びグループ同伴者　（＊グループは連絡が取れる範囲で行動を共にしてください。）

　*未成年者は必ず保護者同伴でお願いします。

　*グループで申し込む場合、同伴者は以下に記入し、入金は代表者がまとめて行ってください。

生年月日 年齢

ふりがな

昭和・平成・西暦　　　　　　年　　　　月　　　　　日 才

ふりがな

昭和・平成・西暦　　　　　　年　　　　月　　　　　日 才

ふりがな

昭和・平成・西暦　　　　　　年　　　　月　　　　　日 才

ふりがな

昭和・平成・西暦　　　　　　年　　　　月　　　　　日 才

ふりがな

昭和・平成・西暦　　　　　　年　　　　月　　　　　日 才

氏　　　名

メール

のと里山空港杯アオリイカ釣り大会参加申込書

＊主催者判断による中止
となった場合の空港売店
商品券送付先になります
ので正確に記入ください。

*主催者側による保険の加入については、船上および船でしか行けない場所での釣りが対象外となっています、各
自での確認・加入をお願いします。

　＊当日連絡可能な番号をお願いします。




