「菜魚湖

わかさぎ釣り」流れるニュース

1/23～2/12 分です。
２月１２日(火)
２月１２日２２時更新分です。３連休はたくさんのご来場ありがとうございます。１
１日の釣果は来場者が少なかった分、１０日よりは数が釣れて良かったようです。
「菜
魚湖わかさぎ釣り」も２月１７日(日)１５時で今季終了となります。今季の菜魚湖わか
さぎは今日までのところ、数、サイズとも良くほとんどの方が「楽しい釣りができま
した」と好評でした。今季最後の爆釣を狙いたい方は、13～15 日の平日をお勧めしま
す。100～300 尾でもいいかたは最終 16、17 日でもまだまだ十分楽しめます。
①お願い!!
テント酸欠には十分ご注意ください。テント上部のベンチレーター機能
を過信せずにまた、釣りに集中しすぎずにテント内の換気は 4、50 分に１回は必ずさ
れるようにお願いします。
②２月１２日現在のレンタル予約状況をご案内します。２月１６日(土)、２月１７日
(日)はテント AB とも満室となりました。平日はまだまだ空きがあります。レンタル予
約・確認は現地電話 0195-36-1255(7:30～14:50)でお願いします。
③IGR 銀河鉄道観光「ななこ de わかさぎ釣り体験」パックツアー(初めての方でも手ぶ
らで体験できます)を募集中です。
④ホテル奥中山高原様より「菜魚湖わかさぎ釣り」素泊まりプラン等の専用宿泊プラ
ンが発売中です。追加説明がありましたので「追加版」をご覧下さい。この機会にぜ
ひご利用下さい。詳しくは情報欄、ホテル奥中山高原ホームページをご覧下さい。
⑤上馬淵川漁協より「菜魚湖釣り場エリア内の駐車場」について１月２８日から終了
までの平日の駐車場は６時頃、釣券販売開始、順次入場・駐車、釣開始がフリーとな
ります。土日祭日は現行通りです。道路上の駐車については必ずななめ駐車でお願い
します。お互い釣り仲間同士ですので接触事故等トラブルのないようにお願いします。

２月１０日(日)
2 月１０日 21 時更新分です。３連休の２日目、本日２月１０日(日)の遊漁者数は 800
人超で今季一番でした。たくさんのご来場ありがとうございます。釣果の方は聞き取
りした中では、700 超の爆釣の方はいませんでしたがそれでも 500 超の人も数人おり
ました。平均すると 50～300 位のようです。釣果・サイズが落ちてきているとはいえ
まだまだ釣れております。
① 2/9 分です。本日も釣りエリア内をくまなく歩いてくれた監視員の中さんの釣果情
報をご紹介します。情報をいただいた遊漁者数は 48 名、その中で手帳にメモした
内容(１人あたり)です。1100 尾超の人 1 名(橋の下流端中央付近の人)、800 超の
人 3 名、500 超の人 5 名、300 超の人 13 名、100 超の人 18 名、100 未満の人
８名となっておりました。お客様の自己申告ですが本日も好漁でした。漁協のレン
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タルテントも 400 超の人もおり、常時とぎれなく釣れていて、こちらの方も好評
です。サイズも１年魚も混じりますが２年魚(6～8cm)が 9 割くらいで殆どの方が
「楽しい釣りができました」と今季も好評です。
② お願い!!
２月９日(土)、お昼前橋上流テントで家族で遊漁中の小学生が一酸化炭
素中毒症状(酸欠)で具合悪くなり救急車で搬送される事故がありました。幸い発見
が早く、夕方には回復し、事なきを得ました。意識もうろうの状態になると命が非
常にあぶないとの事です。「わかさぎ」より命が大事です。テント上部のベンチレ
ーター機能を過信せずにまた、釣りに集中しすぎずにテント内の換気は 4、50 分
に１回は必ずされるようにお願いします。
③ ２月１０日現在のレンタル予約状況をご案内します。２月１６日(土)、２月１７日
(日)はテント AB とも満室となりました。平日はまだまだ空きがあります。レンタ
ル予約・確認は現地電話 0195-36-1255(7:30～14:50)でお願いします。
④ IGR 銀河鉄道観光「ななこ de わかさぎ釣り体験」パックツアー(初めての方でも手
ぶらで体験できます)を募集中です。
⑤ ホテル奥中山高原様より「菜魚湖わかさぎ釣り」素泊まりプラン等の専用宿泊プラ
ンが発売中です。追加説明がありましたので「追加版」をご覧下さい。この機会に
ぜひご利用下さい。詳しくは情報欄、ホテル奥中山高原ホームページをご覧下さい。
⑥ 上馬淵川漁協より「菜魚湖釣り場エリア内の駐車場」について１月２８日から終了
までの平日の駐車場は６時頃、釣券販売開始、順次入場・駐車、釣開始がフリーと
なります。土日祭日は現行通りです。道路上の駐車については必ずななめ駐車でお
願いします。お互い釣り仲間同士ですので接触事故等トラブルのないようにお願い
します。

２月９日(土)
2 月９日 21 時更新分です。３連休の初日、本日もたくさんのご来場ありがとうございます。
①本日も釣りエリア内をくまなく歩いてくれた監視員の中さんの釣果情報をご紹介します。情
報をいただいた遊漁者数は 48 名、その中で手帳にメモした内容(１人あたり)です。1100 尾超
の人 1 名(橋の下流端中央付近の人)、800 超の人 3 名、500 超の人 5 名、300 超の人 13 名、
100 超の人 18 名、100 未満の人８名となっておりました。お客様の自己申告ですが本日も好
漁でした。漁協のレンタルテントも 400 超の人もおり、常時とぎれなく釣れていて、こちら
の方も好評です。サイズも１年魚も混じりますが２年魚(6～8cm)が 9 割くらいで殆どの方が
「楽しい釣りができました」と今季も好評です。
②お願い!!

本日９日(土)、お昼前橋上流テントで家族で遊漁中の小学生が一酸化炭素中毒症

状(酸欠)で具合悪くなり救急車で搬送される事故がありました。幸い発見が早く、夕方には回
復し、事なきを得ました。意識もうろうの状態になると命が非常にあぶないとの事です。「わ
かさぎ」より命が大事です。テント上部のベンチレーター機能を過信せずにまた、釣りに集中
しすぎずにテント内の換気は 4、50 分に１回は必ずされるようにお願いします。
③レンタル予約状況をご案内します。２月１６日(土)は残テント 2 張り、２月１７日(日)はテ
ント AB とも満室となりました。平日はまだまだ空きがあります。レンタル予約・確認は現地
電話 0195-36-1255(7:30～14:50)でお願いします。
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④IGR 銀河鉄道観光「ななこ de わかさぎ釣り体験」パックツアー(初めての方でも手ぶらで体
験できます)を募集中です。
⑤ホテル奥中山高原様より「菜魚湖わかさぎ釣り」素泊まりプラン等の専用宿泊プランが発売
中です。追加説明がありましたので「追加版」をご覧下さい。この機会にぜひご利用下さい。
詳しくは情報欄、ホテル奥中山高原ホームページをご覧下さい。
⑥上馬淵川漁協より「菜魚湖釣り場エリア内の駐車場」について１月２８日から終了までの平
日の駐車場は６時頃、釣券販売開始、順次入場・駐車、釣開始がフリーとなります。土日祭日
は現行通りです。道路上の駐車については必ずななめ駐車でお願いします。お互い釣り仲間同
士ですので接触事故等トラブルのないようにお願いします。

２月７日(木)
2 月 7 日 11 時更新分です。
遊漁者数はここまで昨年度より多くご来場いただき感謝申し上げます。
①レンタル予約状況をご案内します。２月９日(土)、２月１０日(日)、２月１１日(月)はテント AB
とも 満室となり ました。平 日はま だま だ空きがあ ります。レ ンタル予約 ・確認は現 地電話
0195-36-1255(7:30～14:50)でお願いします。
②2/6 現在の聞き取りでの釣果です。解禁から半月が経過し、700 尾超の爆釣の方は少なくなり
ましたがまだ運の良い方は 1000 超の方もおります。平均すると 80～300 尾位と思われます。サ
イズは 4cm の１年魚も少し混じるようになりましたがまだいいサイズの 5～8cm クラスが釣れて
おります。
③漁協提携ツアーをご案内します。IGR 銀河鉄道観光「ななこ de わかさぎ釣り体験」パックツア
ー(初めての方でも手ぶらで体験できます)を募集中です。④ホテル奥中山高原様より「菜魚湖わか
さぎ釣り」素泊まりプラン等の専用宿泊プランが発売されました。追加説明がありましたので「追
加版」をご覧下さい。この機会にぜひご利用下さい。詳しくは情報欄、ホテル奥中山高原ホームペ
ージをご覧下さい。⑤上馬淵川漁協より「菜魚湖釣り場エリア内の駐車場」について１月２８日か
ら終了までの平日の駐車場は６時頃、釣券販売開始、順次入場・駐車、釣開始がフリーとなります。
土日祭日は現行通りです。道路上の駐車については必ずななめ駐車でお願いします。お互い釣り仲
間同士ですので接触事故等トラブルのないようにお願いします。

1 月 24 日(木)
① 魚湖解禁直後の写真を掲載しました。
② IGR 銀河鉄道観光「ななこ de わかさぎ釣り体験」パックツアー(初めての方でも手ぶらで体験
できます)を募集中です。
③ つり券の裏面は奥中山高原温泉の割引券になっております。ぜひご利用下さい。詳しくはパン
フレットとリンクホームページをご覧下さい。
④ 「菜魚湖わかさぎ釣り」の 2019 年、解禁直後の釣果情報をご案内します。まず本日解禁日に
ご来場いただき誠にありがとうございました。今季は試し釣りの結果同様の釣果でほとんどの
方が数、型もよく楽しく満足のいく釣りができたと喜んで帰られました。聞き取りの結果です
が多い人は、1000 尾超の方もおりましたが 500 前後の方が多かったようです。平均すると
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250 尾位ではないかと思われます。水位の方は昨年より 3m 位低いため釣れるポイントが多く
なっていると思われます。今季は釣り客の少ない平日が菜魚湖の爆釣の予感がします。今季も
大いに「菜魚湖わかさぎ釣り」楽しんで下さい。監視員一同お待ちしております。

1 月 13 日(日)
大志田ダム「菜魚湖のわかさぎ釣り」解禁日(1/23)のご案内。新年おめでとうございます。本年も
よろしくお願い申し上げます。今年の「菜魚湖わかさぎ釣り」の解禁日は１月２３日(水) 6 時 15
分に決まりましたのでご案内致します。1 月 11 日(金)午前 10 時より 14 時まで氷厚調査を実施し
た結果一部の地域を除き厚さが 14～16cm に達しており、今季(2019 年)の解禁日は１月２３日(水)
午前６時１５分に決まりました。氷厚調査後、1 時間ほど試し釣りをしたところ、100 尾中 98 尾
位が 7～9cm のちょうどいいサイズで今季も期待できそうです。氷厚調査は安全を期すため解禁前
に数回実施予定です。今季は、
① ンタル予約は菜魚湖現地事務所(0195-36-1255 1/23 9 時以降)への直接電話による申込み
となる事。
② 1 月 28 日以降の平日は 6 時釣り券販売開始、駐車場は順番にフリーとなる事。
③ レンタル条件の変更がある事。

等については本日「最新の情報」を更新しましたのでぜひご

覧下さい。当サイト内の変更箇所についてはまだ変更が完了しておりませんのでご注意願いま
す。

2018 年 12 月 13 日(木)
ホームページを更新しました。更新内容は３０年度の放流事業、親水イベントの写真報告です。
「菜
魚湖わかさぎ釣り情報」については１月になってから発信します。雨、台風、地震と各地で災害が
多かった２０１８年もまもなく終わろうとしております。来年の干支は猪突猛進の亥年なので菜魚
湖のわかさぎ釣りも一昨年の良型わかさぎ釣果を期待しております。長期天気予報では暖冬との予
報が出ておりましたが大きく外れてくれる事を願っております。
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