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12月 26日（月） 
教育部 

こども育成課 
079-664-0315 課長 和田 久仁彦 

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 

伊佐こども園 ３歳児 12月 26日（月）～12月 28日（水） 

伊佐こども園 全園児 12月 27日（火）～12月 28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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12月 26日（月） 議会事務局 079-665-6800
事務局長 井上 隆司 

（次長 向 秀樹） 

市議会議員の新型コロナウイルス感染について

 令和４年 12 月 24 日(土)、養父市議会議員が新型コロナウイルスに感染していること

が確認されました。 

当該議員との接触により感染が疑われる市民はいないものと判断しています。 

記 

１ 氏名  津﨑 和男（つざき かずお） 

２ 年代  60代 

３ 経過  12月 23日（金）朝発熱、抗原検査キットで陰性。公立八鹿病院組合議会の

本会議を欠席し、自宅療養。 

12月 24日（土）抗原検査キットで陽性を確認。 

４ 現在の症状  軽症（平熱に戻る） 

５ 今後の対応  発症後７日間経過し、かつ、症状軽快後 24時間経過するまで自宅療

養と 10日間を経過するまで健康観察を行う。 
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12月 28日（水） 経営企画部経営総務課 
079-662-3161

（1213） 

課長 羽渕 猛 

（主事 城戸 優臣） 

令和５年仕事始め式（市長訓示）の開催及び賀詞交歓会について 

記 

１ 日 時  令和５年１月４日（水）午前８時 45分～ 

２ 場 所  やぶ市民交流広場（ＹＢファブ）大会議室 

３ 内 容  令和５年仕事始め市長訓示 

※仕事始め式終了後、やぶ市民交流広場ホール棟１階ロビーにて賀詞交歓会を実施します。 

（担当：秘書課）
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12月 29日(木) 
経営企画部 

経営政策・国家戦略特区課 

079-662-7602

（1231）

課長 安達 一郎 

（主事 苗村 孝之） 

養父市メタバース「バーチャルやぶ」におけるおみくじ処のオープンについて 
吉本興業株式会社と取り組んでいるメタバース事業について、令和５年１月１日（日）、

バーチャルやぶ内にレイザーラモンＲＧとコラボしたおみくじ処がオープンすることと

なりました。 

観光案内所エリアに「レイザーラモンＲＧ 新春あるあるおみくじ」が引けるおみくじ

処を設置します。レイザーラモンＲＧが監修した至高のあるあるとともに、運を開く養父

市の特産品や観光地をご紹介します。 

実施に関する詳細はバーチャルやぶ公式 Twitter（＠virtualyabu）等で随時発信して

まいります。 

その他詳細は添付の吉本興業発表資料をご参照ください。 

※添付資料 吉本興業発表資料



＜報道関係各位＞

全1枚

2022年12月29日

[おみくじ処制作]
VR蕎麦屋タナベ
株式会社タナベ 代表取締役。吉本興業所属VRクリエイター。
蕎麦屋を営みながらメタバースの企画制作も行う。

URL:https://www.vrtanabe.com/

兵庫県養父市×吉本興業 地方創生メタバース
初詣はバーチャルやぶで！

レイザーラモンRGとコラボしたおみくじ処が1/1オープン！

【本件に関するお問い合わせ】

吉本興業 プロモーション統括室 楠秀司

電話：080-2424-9133
メール:kusunoki.hideshi@yoshimoto.co.jp

兵庫県養父（やぶ）市と吉本興業は、連携協定に基づき、「地方創生」につながる地域メタバースのプロジェク

トとして、地域の魅力をエンタメの力で盛り上げていくメタバース「バーチャルやぶ」の開発・運営を行っております。

2023年1月1日（日）、バーチャルやぶ内にレイザーラモンRGとコラボしたおみくじ処がオープンしますのでお知
らせします。

養父市には、天平9年(737)には既に古文書に名を残している養父神社や室町時代に建築された三重塔を
持つ名草神社など、多くの歴史ある寺社が現存しています。

バーチャルやぶでは既にそれらをモチーフとした寺社を設置していますが、今回それらにレイザーラモンRGとコラボし
たおみくじ「レイザーラモンRG 新春あるあるおみくじ」が引けるおみくじ処を設置。RGが監修した至高のあるあると
ともに、運を開く養父市の特産品や観光地をご紹介いたします。

詳細はバーチャルやぶ公式Twitter(@virtualyabu)でご案内します。

ぜひ皆様にも体験していただき、貴社メディアでご紹介くださいますよう、何卒よろしくお願いします。

https://www.vrtanabe.com/
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１月４日(水) 市民生活部 八鹿公民館 079－662－0070 
館長 田 村 典 嗣 

（主事 上垣 英里奈） 

「新春書き初め会」開催について 

本日（1月 4日）開催しました「新春書き初め会」の審査結果を報告します。 

□ 参加者    養父市内小中学生 25人 

（八鹿・高柳・宿南・広谷小学校、関宮学園前期課程、 

八鹿青渓中学校、関宮学園後期課程） 

□ 審査員 西野
にしの

象
しょう

山
ざん

さん、西野
にしの

玉
ぎょく

龍
りゅう

さん、西野
にしの

桃
とう

笠
りゅう

さん、八木
や ぎ

 龍
りゅう

舟
しゅう

さ

ん、山根
やま ね

 龍谷
りゅうこく

さん、中村
なかむら

 芝
し

岡
こう

さん 

□ 受賞者  〔推薦〕 関宮学園前期課程 １年 瀬原 玲 せはら れい 

八鹿小学校 ３年 森本 速太 もりもと はやた 

八鹿小学校 ５年 松田 侑里香 まつだ ゆりか 

八鹿小学校 ６年 魚本 夢 うおもと ゆめ 

〔佳作〕 八鹿小学校 ３年 岡本 凜音 おかもと りお 

宿南小学校 ５年 高木 愛  たかき あい 

高柳小学校 ５年 密 祐貴  みつ ゆうき 

関宮学園後期課程 ３年 岡田 凜音 おかだ りのん 

『書き初め展』開催・・・参加者全員の作品を展示 

●日時：令和５年１月５日（木）～１月 20日（金）

※月曜休館（祝祭日の場合は翌火曜日が休館）

午前 9時～午後 10時（ただし、日曜日は午後 5時まで） 

●場所：やぶ市民交流広場 ホール棟

◎問い合わせ先 養父市立八鹿公民館（事業担当 上垣英里奈） 

〒667－0021 養父市八鹿町八鹿 538-1 

TEL.079－662－0070  FAX.079－662－2288 
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