第４５回おぢや風船一揆
２０２１ 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 ２０２１日本海カップクロスカントリー選手権
２．開催期間 ２０２１年２月２０日（土）～２月２１日（日）
３．競技会場 新潟県小千谷市西中地内
４．主
催 おぢや風船一揆実行委員会
５．日
程
2月19日（金）

2月20日（土）

2月21日（日）

20:00～22:00

エントリー受付

※交流スペース及び仮眠禁止

サンプラザ3階

6:30～

開会式

7:00～

パイロットブリーフィング

吉谷トレーニング
センター

8:00

タスクⅠ

西中ランチサイト

13:30～

パイロットブリーフィング

吉谷トレーニング
センター

14:00

タスクⅡ

西中ランチサイト

7:00～

パイロットブリーフィング

吉谷トレーニング
センター

8:00

タスクⅢ

11:00～

表彰式

西中会場
吉谷トレーニング
センター

※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
※吉谷トレーニングセンター
〒947-0016 新潟県小千谷市四ツ子66番地2 〔電話〕0258-81-6152

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。
今回は新型コロナ感染症対策として、1チーム6名、出場チームを２０チームに制限いたし
ます。
申込みいただき、２０チームを超えた場合は抽選で決定たしますので、予めご了承ください。
なお、その他別紙のガイドラインに基づき大会を実施しますので、ガイドラインを熟読の上、
申込みくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
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）
６．参加者名簿
７．健康チェック表(全てのメンバー)
（２）参加費 ・エントリーフィー 1チーム １６，０００円
（３）申込締め切り ２０２１年 １月１５日（金）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２０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２１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１９日（金）午後５時～２月２１日（日）
※21日チェックＯＵＴ ＡＭ7：00
費 用 ８人用６部屋（募集６チーム、先着）
１人１泊 ２，５００円
宿泊人数 1チーム1部屋6人まで
条 件 食事なし、寝具あり、共同風呂あり
●元町会館 小千谷市元町585番地1
期 間 ２月１９日（金）正午～２月２１日（日）正午
費 用 １人 １泊２，０００円 ※暖房・会場使用料として。
宿泊人数 先着１チーム６人
条 件 食事なし、寝具なし、共同風呂あり
※PCR検査等、新型コロナウイルスへの抗原（抗体）検査を受けて、
現在は陰性であることを確認できた団体を使用可としたい。
・マスク着用 ・入退室時 手の消毒 ・部屋の換気
●城内公会堂 小千谷市城内1丁目8番9号
期 間 ２月１９日（金）正午～２月２１日（日）正午
費 用 １人 １泊２，０００円 ※暖房・会場使用料として。
宿泊人数 先着１チーム６人
条 件 食事なし、寝具なし、風呂なし
※PCR検査等、新型コロナウイルスへの抗原（抗体）検査を受けて、
現在は陰性であることを確認できた団体を使用可としたい。
・マスク着用 ・入退室時 手の消毒 ・部屋の換気
緊急時の連絡先の携帯電話番号を掲示しておくので、活用してほしい。
②別紙の宿泊施設（ホテル・旅館）もご利用ください。
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・星野・大高
【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。）

小千谷市内宿泊施設
地区

※宿泊申込みについては、各自で問合せください。

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

別 紙

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

料金は目安です

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

お1人様1泊1室 7,500円～
朝食700円～ 夕食2,500円～

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、
30名
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。

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。

料理の美味しい割烹旅館。宴会が充実してい
る。

