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養父市立認定こども園の臨時休園について 

 

標記の件について、下記のとおりお知らせします。 

 

 

記 

 

 

１ 対応    

 

園名 歳児クラス 臨時休園期間 

関宮こども園 ５歳児 ２月７日（火）～２月８日（水） 

   

   

   

 

 

２ 理由 

 上記対象の関係者に新型コロナウイルス感染症患者が確認されたため 

 

３ 備考 

 報道機関各位におかれましては、感染症法の趣旨に則り、個人情報保護の観点から患

者やその家族・関係者等が特定されないよう、また、混乱を避けるため、医療機関への取

材や施設に対する風評被害がないよう、特段のご配意をお願いします。 
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養父市教育委員会共催事業「あこがれの空の下」上映会の開催について 

 

「あこがれの空の下上映実行委員会」による映画上映会を開催します。 

教科書を使わない、授業も学校生活も全て手作り、子どもたちの伸び行く力を信じ、

何より自主性を大切にした小学校の１年を追ったドキュメンタリー映画です。 

 

記 

１ と き  令和５年２月 19日（日） 

開演：午後１時 30分（開場：午後１時） 

 

２ ところ  養父市子育て・移住サポートセンター（養父市八鹿町八鹿 1694-1） 

       ２階多目的ホール 

 

３ 入場料  一般５００円（高校生以下：無料） 

 

４ その他  上映後、自由参加で、映画の感想を交換し合う予定にしています。 

 

５ 問合せ・申込  あこがれの空の下上映実行委員会 

          メール sonatana12@gmail.com／電話 050-5326-8321（青木） 

mailto:sonatana12@gmail.com
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スキーオリエンテーリング体験会開催について 

 

 オリエンテーリングは、競技者が地上に表示されたいくつかの地点（コントロール）を、

地図とコンパスを使用して、可能な限り短時間で走破するスポーツです。 

2027 年に関西一円で開催が予定されている生涯スポーツの国際総合競技大会「ワールド

マスターズゲームズ」では養父市がオリエンテーリングの競技会場となっています。 

今回、オリエンテーリングを多くの方に知っていただくため、オリエンテーリングの種類

のひとつで、クロスカントリースキーを使用して行う「スキーオリエンテーリング」の体験

会がハチ高原スキー場で開催されます。オリエンテーリングはもちろん、クロスカントリー

スキーが初めての方でも参加できます。 

 

１ 主催・協力 

主催：公益財団法人日本オリエンテーリング協会 スキーＯ委員会 

協力：養父市・ハチ高原観光協会・プラトーこのはな・高原ホテルグリーンロッヂ（株）ア

ークコミュニケーションズ・かなめ測量（株）※ＪＯＡオフィシャルスポンサー 

 

２ 日  程   令和５年２月 25日（土）、２月 26日（日） 

 

３ 開催場所   ハチ高原スキー場 

         集合：高原ホテルグリーンロッヂ体育館（養父市大久保 1659） 

 

４ 内  容   〇２月 25日（土） はちぶせ雪まつりと同時開催 

          午前 10時～午後４時 体験会（体験コース） 

      〇２月 26日（日）  

       午前９時～正午 体験会（体験コース） 

       午前 10時～午後１時 ミニレース（チャレンジコース） 

 

５ その他    〇参加費用 体験会    事前申込  400円（当日 500円） 

               チャレンジコース 事前申込  1,800円（当日 2,000円） 

         〇用具レンタル  マップホルダー 500円/２時間 

                  スキー一式   500円/２時間 

 

６ 申込・問合せ 別添 チラシ参照 



 
 

 

 

２０２３年 ２月２５日（土）・２６日（日） 

兵庫県養父
や ぶ

市 ハチ高原スキー場 
高原ホテルグリーンロッヂ体育館前受付 
 

当日参加も可能ですが事前に申し込みいただくと参加費が安くなります！ 

土曜は雪まつりとともに開催し、日曜は広いエリアで体験できます。 

ぜひ２日間ともご参加ください。 

 

 
スキーオリエンテーリングとは？ 
林の中にスノーモービル等を使って網目状につくられた道があり、そこにオリエンテーリングのコントロールフ

ラッグが置かれています。選手は専用の地図を身に着け、クロスカントリースキーで５ｋｍほどのコースを、順

番にコントロールを電子タグでタッチして周り、そのタイムを競うスポーツです。 

今回はこのスポーツを知っていただきたいと考え、通常より短い１ｋｍほどの体験コースを設置します。クロス

カントリースキーは初めてでも怖くありません。個人でも、グループでも、是非お気軽にご参加ください。 

▶詳しい説明はこちらの動画をご覧ください https://www.youtube.com/watch?v=IdnOsKxu2j8&t=5s 

  

今年は雪まつりと同時開催！ 

スキーオリエンテーリング体験会 

クロスカントリースキー で オリエンテーリング！ 



ハチ高原 スキーオリエンテーリング体験会  開催要項 

 

日   程：２０２３年２月２５日(土)・２月２６日(日) 

開催場所：兵庫県養父市 ハチ高原スキー場 （土曜の雪まつり会場） 

集合場所：高原ホテルグリーンロッヂ体育館 〒667-1127 兵庫県養父市大久保 1659 ℡079-667-8132 
※宿泊や現地までの交通手段は各自で確保お願いします。 

主   催：公益社団法人日本オリエンテーリング協会 スキーＯ委員会 

協   力：プラトーこのはな・高原ホテルグリーンロッヂ・養父市・ハチ高原観光協会 

（株）アークコミュニケーションズ・かなめ測量（株）※JOAオフィシャルスポンサー 

 

スケジュール（予定） 

●２月２５日（土） はちぶせ雪まつりと同時開催 

10:00～16:00 体験会（体験コース） 

30分～１時間ほどで体験できます。お好きな時にグリーンロッヂ体育

館前へお越しください。 

体験コースは複数コース用意する予定です。 

 

 

●２月２６日（日） 

09:00～12:00 体験会（体験コース） 

10:00～13:00 チャレンジコースミニレース 

土曜日より広いエリアを使用したチャレンジコースでミニレースを開

催します。 

持ち物 
・雪山で運動できる服装 

（通気性の良い薄手の登山用雨具が適しています） 

・帽子、サングラス、手袋など 

・クロスカントリースキー、ブーツ、マップホルダーが必要です。お持

ちでない方にはレンタルがあります。 

 

※会場の「高原ホテルグリーンロッヂ」で宿泊できます。必要な方は各

自でご予約お願いします。http://green-lodge.com/ 
 

参加費用・レンタル用具 
●申込締め切り後・当日参加 

※当日現金でお支払いください。 

・体験コース参加費     500円/開催期間 

・マップホルダーレンタル  500円/2時間 

・レンタルスキーレンタル  500円/2時間 

・チャレンジコース（日曜） 2,000円 

 

●事前申し込み 締め切り：２月２１日（火）まで 

※事前に銀行振込にてお支払いください。 

・体験コース参加費     400円/開催期間 

・マップホルダーレンタル  500円/2時間 

・レンタルスキーレンタル  500円/2時間 

・チャレンジコース（日曜） 1,800円 

 

レンタルスキーは、歩くスキー・ポール・ブーツのセットになります。 

レンタルは 2 時間で 500 円になります。2 日間参加される場合は２コ

マ分レンタルをお願いします。 

当日延長は現金で受け付けます。 

 

事前申し込みの方は、参加費・レンタル料金を合わせた金額を銀行振込

にてお支払いください。 

（振込み手数料はご負担ください。） 

ゆうちょ銀行 ００８（ゼロゼロハチ）支店 

普通 ３５９４３６１ 

スキーO委員会（スキーオーイインカイ） 

事前申し込み・問い合わせ 
●エントリーフォームで申込の場合 

以下のページよりお申し込みください。 

https://japan-o-entry.com/event/view/1161 

 

●メールで申込の場合 

以下の内容を記載して送信してください。 

宛先 skio-hachi●memoad.jp(●→@) 

件名 「スキーＯハチ高原体験会申込」 

①氏名（ふりがな） 

②性別（任意） 

③西暦生年月日 

④〒住所 

⑤電話番号 

⑥メールアドレス 

⑦参加申込 

〈土曜体験・日曜体験・日曜チャレンジ〉 

⑧レンタル希望 

〈マップホルダー・レンタルスキー〉 

スキーブーツのサイズもご記入ください 

（参加者が集中した場合は希望のブーツのサイズを用意できないこ

とがあります） 

⑨参加予定時間帯をわかる範囲でご記入ください 

例）土曜 1時～3時と日曜 10時～12時予定 など 

⑩その他希望・質問等 

 

※お問い合わせも上記メールアドレスにて受け付けています。 

担当：髙島 

 

開催要項 12月 18日発行 

最新の情報は以下のページよりご確認ください。 

https://japan-o-entry.com/event/view/1161 

 

今後発行されるプログラムもご確認ください。 

初めての方向けに、当日の流れとスキーオリエンテーリングの説明資

料を掲載予定です。 

https://hotel-konohana.com/
http://green-lodge.com/
https://www.orienteering.or.jp/ski_news/
https://ksok.co.jp/
https://www.arc-c.jp/index.html
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