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平成２８年１０月２３日（日）　　　７時００分～１５時００分

熊谷市葛和田　妻沼滑空場（利根川右岸河川敷）

目的　　いろいろなスカイスポーツ団体が一堂に会し、大勢の方にスカイスポーツを体験していた
　　　　だき、その楽しさを味わっていただくことにより、スカイスポーツへの理解と競技人口の
　　　　増大を図る。

内容　　グライダー・パラグライダー・ハンググライダー・熱気球などの展示と体験搭乗等。マイ
　　　　クロライト機の展示とデモ飛行。模型飛行機の製作体験。模型グライダーのプレゼント、
　　　　お弁当、お菓子、飲み物、野菜、川魚のてんぷら等の販売コーナー、名物吟子鍋の無料サ
　　　　ービス等。熊谷市の観光案内コーナーを設置。

効果　　飛行回数・滑空時間がともに日本一の妻沼滑空場での開催であり、スカイスポーツの普及
　　　　はもちろん、熊谷市を全国にPRする絶好の機会としたい。
　　　　また、これだけの種類のスカイスポーツが一堂に会することはもとより、体験搭乗が主体
　　　　となったイベントは、あまり例がないので、来場者の皆様には貴重な体験をしながら、秋
　　　　空を楽しんでいただきたい。

特徴やPRポイント
 世界を転戦する世界最速のモータースポーツ「レッドブル・エアレース・ワールドチャンピオン
シップ」の６月の千葉大会で初優勝の室屋義秀さん。スカイスポーツフェスタ２０１６に特別参加
が予定されているので、会場に足を運んで世界レベルの飛行テクニックを無料で観戦してくださ
い。
 また、新潮社の月刊コミック＠ﾊﾞﾝﾁで連載中のグライダーを題材にした漫画「ブルーサーマル」の
作者小沢かなさんも来場予定です。室屋さん、小沢さんともに学生時代に妻沼滑空場で訓練されま
した。
 室屋さんのエアショー披露、室屋さん、小沢さんのサイン会も予定しています。

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

妻沼行政センター地域振興係　大泊

048-588-1321　内線312

熊谷市
記者クラブ取材情報

埼玉スカイスポーツフェスタ２０１６

平成２８年９月２７日発表

担当課：妻沼行政センター

　　　　　  地域振興係



埼玉スカイスポーツフェスタ
SAITAMA SKY SPORTS FESTA 2016

共催 : ＳＳＦ実行委員会

　　 公益社団法人日本ハング・パラグライディング連盟、ＮＰＯ法人日本マイクロライト航空連盟、

　　 日本模型航空連盟、公益社団法人日本滑空協会、公益財団法人日本学生航空連盟、日本気球連盟、

       エクスペリメンタル航空機連盟、日本パラモーター協会

後援 : 熊谷市、熊谷市教育委員会、埼玉県、国土交通省航空局、 一般財団法人日本航空協会、 全日本空輸、日本航空

協賛 : 三菱航空機、鈴与グループ、コナカ、本田技研工業

入場無料

7 ～15時 時10/23日開催日

雨天中止

漫画『ブルーサーマル』作者漫画『ブルーサーマル』作者

小沢かなサイン会小沢かなサイン会

会場 /埼玉県熊谷市

妻沼滑空場

室屋義秀エアショー室屋義秀エアショー

熱気球熱気球

パラモーターパラモーター

模型飛行機模型飛行機

パラグライダーパラグライダー

ハンググライダーハンググライダー

マイクロライトマイクロライト

グライダー/モーターグライダーグライダー/モーターグライダー
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体験型航空イベント体験型航空イベント



＜体験について＞●「※注 1」 の種目は事前の申込みが必要です。 SSF サイトでネット申込み、 またはハガキにて。

●ハガキには、 希望種目、 住所、 氏名 ( 未成年の場合保護者氏名も )、 電話番号、 生年月日を記載してください。

往復ハガキは使用しないで下さい。●ネット申込みではメールアドレスも必要です。●希望種目は、 気球、 ハンググ

ライダー、 パラグライダー ( 子供ふわり、 またはタンデム )、 グライダー、 モーターグライダーから、 一つ選んで

ください。●ハンググライダーは小学生以上、 パラグライダー ・ 子どもふわり体験は小学生、 パラグライダー ・ タ

ンデムは中学生以上、 グライダー ・ モーターグライダーは小学校４年生以上となります。●気球は家族で一緒に乗

ることができます。 申込みの際に詳細人数を記入ください。 重量によっては全員が一緒に乗れない場合があります。

●模型飛行機は申込み不要、 当日先着順です。 その他の種目は、 応募者多数の場合、 抽選になります。

●当選発表は 10 月 18 日頃の予定。 ネット申込みは SSF サイトで発表。 ハガキは当選者のみへ当選通知発送。

　ハガキ宛先 ：〒105-0004 港区新橋 1-18-2　明宏ビル本館 5 階　日本学生航空連盟内 SSF 事務局
　　※ 申込期限 ： SSF サイトは平成 28 年 10 月１4 日 24 時まで、 ハガキは同日消印有効

＜体験について＞●「※注 1」 の種目は事前の申込みが必要です。 SSF サイトでネット申込み、 またはハガキにて。

●ハガキには、 希望種目、 住所、 氏名 ( 未成年の場合保護者氏名も )、 電話番号、 生年月日を記載してください。

往復ハガキは使用しないで下さい。●ネット申込みではメールアドレスも必要です。●希望種目は、 気球、 ハンググ

ライダー、 パラグライダー ( 子供ふわり、 またはタンデム )、 グライダー、 モーターグライダーから、 一つ選んで

ください。●ハンググライダーは小学生以上、 パラグライダー ・ 子どもふわり体験は小学生、 パラグライダー ・ タ

ンデムは中学生以上、 グライダー ・ モーターグライダーは小学校４年生以上となります。●気球は家族で一緒に乗

ることができます。 申込みの際に詳細人数を記入ください。 重量によっては全員が一緒に乗れない場合があります。

●模型飛行機は申込み不要、 当日先着順です。 その他の種目は、 応募者多数の場合、 抽選になります。

●当選発表は 10 月 18 日頃の予定。 ネット申込みは SSF サイトで発表。 ハガキは当選者のみへ当選通知発送。

　ハガキ宛先 ：〒105-0004 港区新橋 1-18-2　明宏ビル本館 5 階　日本学生航空連盟内 SSF 事務局
　　※ 申込期限 ： SSF サイトは平成 28 年 10 月１4 日 24 時まで、 ハガキは同日消印有効

【お問い合わせ】  SSF 実行委員会   事務局   井上 

問い合わせメール : info@skysportsfesta.com

TEL : 050-3746-2379(10-19 時 )

http://www.skysportsfesta.com/

詳しくはサイトで詳しくはサイトで
体験申込みページ、 イベント

最新情報、 当日判断情報など

体験申込みページ、 イベント

最新情報、 当日判断情報など

会場 ： 埼玉県熊谷市

※デモフライト、 体験フライトともに、 天候、 機材等の理由に

より、 中止や中断、 時間変更となる場合があります。 また内

容も、 予告なく変更となる場合があります。

※安全確保のため、 係員 ・ 担当者の指示には必ずお従いくださ

い。 指示にお従いいただけない場合、 体験をお断りしたり、

ご退場をお願いする場合がございます。

※ごみのお持ち帰りにご協力ください。

※お車は、 係り員に従い、 一般車駐車場に駐車してください。

妻沼滑空場

埼玉スカイスポーツフェスタ・タイムチャート
開催可否情報 （当日のみ）　048-588-0697

10/2３日開催日

雨天中止
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7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

気球 （200 名、※注１）気球 （200 名、※注１）

ハンググライダー （40 名、※注１）ハンググライダー （40 名、※注１）

パラグライダー ・ 子供ふわり （50 名、※注１）パラグライダー ・ 子供ふわり （50 名、※注１）

パラグライダー ・ タンデム （８名、※注１）パラグライダー ・ タンデム （８名、※注１）

グライダー （40 名、※注１）グライダー （40 名、※注１）

モーターグライダー （10 名、※注１）モーターグライダー （10 名、※注１）

模型飛行機 （先着 70 名、 時間内随時）模型飛行機 （先着 70 名、 時間内随時）

(９ ： ３０)(９ ： ３０)

※機材の調整などで、 途中休憩時間が入る場合があります。※機材の調整などで、 途中休憩時間が入る場合があります。

マイクロライト （9:45-10:00）マイクロライト （9:45-10:00）

室谷義秀エアショー （10:45-11:00）室谷義秀エアショー （10:45-11:00）

マイクロライト （14:00-14:15）マイクロライト （14:00-14:15）

室谷義秀エアショー （13:45-14:00）室谷義秀エアショー （13:45-14:00）

式典、 インタビュー （12:00-12:30）式典、 インタビュー （12:00-12:30）

パラモーター （10:00-10:15）パラモーター （10:00-10:15） パラモーター （12:00-12:15）パラモーター （12:00-12:15）

パラ＆ハング （12:3０-13:00）パラ＆ハング （12:3０-13:00）

サイン会サイン会

室谷義秀室谷義秀

小沢かな小沢かな

午前の部午前の部

11:00-11:3011:00-11:30

11:00-12:0011:00-12:00

午後の部午後の部

14:00-14:3014:00-14:30

14:00-15:0014:00-15:00


