第４３回おぢや風船一揆
２０１９ 日本海カップクロスカントリー選手権大会要項
１．大会名称
２．開催期間
３．競技会場
４．主
催
５．日
程

２０１９日本海カップクロスカントリー選手権
２０１９年２月２３日（土）～２月２４日（日）
新潟県小千谷市西中地内
おぢや風船一揆実行委員会

2019日本海カップクロスカントリー選手権
2月22日（金） 20:00～ エントリー受付

サンプラザ3階

6:30～ 開会式

サンプラザ3階

7:00～ パイロットブリーフィング
8:00

タスクⅠ

西中会場

2月23日（土） 13:30～ パイロットブリーフィング
14:00

タスクⅡ

18:00～ グローバルーンフェスティバル
19:30～ 交歓パーティー

平沢会場
サンプラザ3階

7:00～ パイロットブリーフィング
2月24日（日）

8:00

西中会場

タスクⅢ

11:00～ 表彰式

サンプラザ3階

※サンプラザ・・・小千谷市総合産業会館サンプラザの略称
〒947-0028 新潟県小千谷市城内１丁目８番２５号
〔電話〕0258-83-4800 〔FAX〕0258-82-1330〔E-mail〕info@ojiyasunplaza.jp

６．参加資格

日本気球連盟が発行した「熱気球操縦技能証明」を取得後、P1として
20時間以上の飛行経験を有し、参加気球は有効な機体登録及び保険に
加入していること。

７．参加申込方法

（１）必要書類

１．参加申込書
２．誓 約 書
３．熱気球操縦技能証明書コピー
４．機体登録書及び保険証のコピー
５．熱気球の写真（裏に必ず気球名とグループ名を記入）

（２）参加費

・気球１機
・個人１人

（受付時納入）

１０，０００円
１，０００円

（３）申込締め切り ２０１９年 １月１５日（火）必着

８．連絡事項・その他
（１）燃料
①ＬＰガス充填所はブリーフィングデータに記載します。
②２月２３日（土）タスクⅠのフライト分は各チームでご用意ください。
２月２４日（日）フライト後の充填はできません。
（２）宿泊
①下記の宿泊施設をご希望される方は必ず参加申込書にご記入ください。
●市民の家(おぢゃ～る) 小千谷市山本1216-3
期
間 ２月２２日（金）午後５時～２月２５日（月）正午
費
用 ８人用６部屋 １人１泊 １，５００円※相部屋になる場合もございます。
研修室１部屋（３０人用） １人１泊 １，０００円
宿泊人数 先着７２人
条
件 食事なし、寝具あり、共同風呂あり
●元町会館
期
間
費
用
宿泊人数
条
件

小千谷市元町585-1
２月２２日（金）正午～２月２５日（月）正午
１人 １泊１，０００円 ※暖房・会場使用料として。
先着３０人
食事なし、寝具なし、共同風呂あり

●城内公会堂 小千谷市城内1-8-9
期
間 ２月２２日（金）正午～２月２５日（月）正午
費
用 １人 １泊１，０００円 ※暖房・会場使用料として。
宿泊人数 先着３０人
条
件 食事なし、寝具なし、風呂なし
※２２日（金）はエントリー受付会場でもあるサンプラザ３階の大ホールを仮眠
室としてご用意しております。
※参加申込後、受付及び宿泊等詳細な資料を送付いたします。
９．申込先、問合せ
〒947-0028 新潟県小千谷市城内1丁目13番20号 小千谷市役所分庁舎
おぢや風船一揆実行委員会事務局 担当 阿部・遠藤
【TEL】
０２５８（８３）３５１２
【FAX】
０２５８（８３）０８７１
【E-mail】 ojiya_kankyou@yahoo.co.jp

②市内の宿泊施設（宿泊希望の方は、下記に直接申込をしてください。）

地区

ホテル・旅館

旅館 川岸屋
小千谷市東栄1丁目
※宴会場あり

ホテル 千景
小千谷市城内2丁目2番1号
※結婚披露宴・宴会場あり

ホテルプラザ片山
駅
及
び
市
街
地

小千谷市本町1丁目7番3号
※結婚披露宴・宴会場あり

ビジネスホテル

ニュープラザ
小千谷市城内1丁目2番35号

ビジネスホテル

小千谷パーク
小千谷市稲荷町2番地6

旅館 魚伝（ぎょでん）
小千谷市本町2丁目6番21号
※宴会場あり

旅館 上の湯
市
街
地
周
辺

小千谷市木津丁546番地3
※宴会場あり

小千谷ふるさとの丘
ユースホステル
小千谷市小栗山2063
※ＴＶ無し

農家民宿 おっこの木
小千谷市真人町戊2518

農家民宿 まるいち
農
家
民
宿

小千谷市真人町乙794-1

農家民宿 新助
小千谷市南荷頃3736番地3

農家民宿 へんどん
小千谷市大字岩沢3382

お問合わせ先

℡ 0258-82-2161
FAX

0258-82-2119

℡ 0258-82-5651
FAX

0258-82-6025

℡ 0258-82-2051
FAX

0258-82-2052

℡ 0258-82-1185
FAX

0258-83-0156

℡ 0258-82-0089
FAX

0258-82-5035

℡ 0258-82-2031
FAX

0258-82-2488

℡ 0258-82-4838
FAX

0258-82-9141

℡ 0258-59-2951
FAX

0258-59-2951

℡ 0258-86-7998
FAX

0258-82-1410

℡ 0258-86-3037
FAX

0258-86-2062

℡ 0258-59-2779
FAX兼用

℡ 0258-89-8220
iwasawa.acc@gmail.com

宿泊
収容人員

特長

お1人様1泊1室 6,000円～
朝食700円～ 夕食1,500円～

30名

小千谷駅すぐ！交通の便が良く、アットホー
ムな旅館で女将さんの人柄が最高。

お1人様1泊1室 4,600円～
朝食550円
夕食1,550円

50名

小千谷の中心地にあり、サウナ付き大浴場や
心づくしの地の食材を生かした料理が特徴。

お1人様1泊1室 4,860円～
朝食1,080円
夕食（松）
2,160円（竹）3,240円（梅）
4,320円

本町通りに面したホテル。宴会プランが充
30名 実、料理も趣向を凝らした内容で、宴会の評
判◎

お1人様1泊1室 4,860円～
朝食540円 夕食1,296円～

75名

お1人様1泊1室 5,400円～
朝食750円 夕食提携先案内

繁華街からも近いが少し高台にあり、周りは
48名 住宅街なので静かで、ゆっくりお休みいただ
けるホテル。

お1人様1泊1室 4,200円～
朝食1,000円 夕食2,000円

20名

料理の美味しい割烹旅館。宴会が充実してい
る。

お1人様1泊1室 7,500円～
朝食700円～ 夕食2,500円～

30名

療養泉鉄冷鉱泉で、更年期障害や神経痛、リ
ウマチに効果があり、保湿効果も高いので、
冷え性や疲労回復に。お料理は新鮮さと安さ
が自慢。

お1人様1泊1室 大人3,950円
子供3,450円
朝食500円 夕食1,000円

自然に囲まれた山あいの農村集落を見下ろす
日当たりのよい高台に建ち、広い庭のほか、
14名
竹藪、山林、蔵があります。静かさを感じて
もらうためテレビは無し。

料金

繁華街にあるホテル、朝食バイキングが好
評。夜飲みに出かけるなら好立地。

築160年の古民家。山間地の傾斜地にあ
お1人様1泊2食 7,000円
り、空気の美味しさ、山の恵み、地域住民の
10名
昼食1,500円～ 宴会3,000円～
人柄の良さが最高です。田舎料理が好評。※
お風呂・トイレは最新式。
お1人様1泊1室 4,500円
朝食500円 夕食2,000円

築100年の豪農の館。自家製の『どぶろ
20名 く』と『へぎそば』、窓からは田んぼが広が
る景色は日本の原風景です。

お1人様1泊2食 7,500円
昼食2,000円 夕食3,500円

10名

お1人様1泊1室 4,860円
お1人様1泊2食 8,100円
冬期暖房540円 キッチン使用
540円

2017年4月オープン、豊富な自然の中で
10名 ゆったりとした時間が過ごせる。自転車の貸
し出しあり。

野菜・山菜を使った田舎料理、鯉料理■体験
メニューが豊富。お父さんの鯉料理と元気
いっぱいのお母さんが魅力。 ※リピーター
が多い宿です。

