平成１８年６月２２日

JAPAN AERONAUTIC ASSOCIATION

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ

財団法人日 本 航 空 協 会
TEL03-3502-1201

Ｎｏ．１２０

FAX03-3503-1375

スカイ･レジャー･ジャパン’０６イン但馬 の ご案内
「描こうよ 夢を大空に」をテーマに今年も航空スポーツの祭典が開かれます。

熱気球、

自作航空機、自家用航空機、ヘリコプター、グライダー、模型航空機、超軽量動力機、パ
ラ・ハンググライダーなどが一堂に会します。
夏休みにご家族連れで、但馬(たじま)への小旅行を計画して見てはいかがですか。

美味

しいものがいっぱい、近くには温泉や海水浴場、コウノトリの施設もあります。

開催日時 ：平成１８(2006)年８月５日(土)、６日(日) 9：10～16：30
開催地

：兵庫県豊岡市・コウノトリ但馬空港
（ 入場・駐車 無 料 ）

アクセス

：ＪＲ
車

大阪、京都、神戸から豊岡まで約２時間３０分（豊岡駅からバス２０分）
大阪、京都、神戸から約２時間３０分（ツアーバスも出る予定）

航空機 伊丹から３５分（２便/日）
主催

：スカイ･レジャー･ジャパン'０６イン但馬実行委員会
（ (財)日本航空協会、(社）全航連、但馬空港ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会 ほか ）

後援・協賛：国土交通省、「空の日」「空の旬間」実行委員会、ＪＡＬ、ＡＮＡ、ＮＣＡ ほか
お問合せ ： (財)日本航空協会内 ＳＬＪ'０６イン但馬実行委員会 （03-3502-1209）
ＵＲＬ

http://www.aero.or.jp/koku_sports/slj-top.htm 、 http:/www.tajima.or.jp/taf/

開催地の概要
〈豊岡市〉
兵庫県北部の日本海側に
面した但馬地域にあります
空港はＪＡ豊岡駅からバス 20 分
（臨時バスも運行予定）

〈コウノトリ但馬空港〉
平成６(1994)年５月１８日 開港
所在地 兵庫県豊岡市岩井
定期便 但馬～大阪(伊丹)間 ２便/日 サーブ 340B(36 席)

会場・レイアウト

（ 主会場 ： 西側エプロン地区 ）

催事ゾーン
子供広場
駐車場（3000 台）

出展テント
ブース
観客エリア

格納庫

西側エプロン
演技機 駐機場

除雪車庫

滑走路（演技空域）

ノースエプロン

ターミナルビル

芝生広場
県営格納庫

駐車場（420 台+バス 25 台）
熱気球体験会場

スカイレジャージャパン’０６ ｲﾝ但馬
ＳＬＪ'０６ & TAF'０６ イベントスケジュール
2006.6.22.

2006年8月5日(土)

スケジュールは天候などにより予告なく変更あるいは中止になる場合があります

時 間
ス カ イ イ ベ ン ト
7:15 熱気球体験フライト

ス テ ー ジ イ ベ ン ト

フィールドイベント

（ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ側予備駐車場）
7：15～9：30

9:00

9:30

10:00

ピッツスペシャルオープニングフライト
＆ＷＡＣＯ複葉機到着 9：10～9：30
パラグライダーフライト（会場西側斜面）
＆
ビジネスジェット 9：30～9：
55
エクスペリメンタル機フライト
10：05～10：25
10：25～10：50

11:30

9：10

ラジコン機＆Ｕコン機
10：50～11：15

郷土芸能「平家水軍太鼓」
9：50～10：15

キャラクターショー
「轟轟戦隊ボウケンジャー」①
10：55～11：40

ゴム動力模型飛行機工作教室
パラグライダーふわり体験

航空スポーツ団体出展ブース
ＳＬＪ協賛企業出展ブース
但馬観光インフォメーション

12:00 ピッツスペシャル エアロバティック
＜エアロック＞
11：55～12：25
12:30 グライダー（３機種）フライト
12：25～12：50

（未 定）
12：50～13：05
スーパーウィングス編隊飛行＆演技
飛行 13：05～13：30

13:30 アルファー・アビエィション ヘリコプ
13：30～13：55

14:00 エアロスバル航空教室（エアロバティ
ック）

ハンググライダー模擬体験

ｺﾝﾄﾛｰﾙﾗｲﾝ（Ｕｺﾝ）機操縦体験

モーターパラグライダーフライト
11：15～11：35

ター演技飛行

9：10

紙飛行機工作教室

開会式（放送塔）

13:00

開 場

ジュニアウィングス航空教室

パフォーマンスショー「星丸」①
10：20～10：50

10:30 マイクロライト機フライト

11:00

開 場

13：55～14：20

コウノトリ但馬空港ＰＲブース
ビンゴゲーム
12：20～12：50

神戸空港ＰＲブース
自衛隊ＰＲブース
兵庫のじぎく国体ＰＲブース

豊岡市少年少女キーボード隊
12：55～13：15

その他各種団体出展ブース

インラインスケートダンス
13：25～13：45

プレイランド（子ども広場）

豊岡吹奏楽団
13：50～14：20

３Ｄ航空機シミュレーター
航空機の歴史展示（未定）

スホーイ２６ エアロバティック

14:30 ＜ディープブルース＞

パフォーマンスショー「星丸」②
14：25～14：55

14：20～14：50
セスナ機
遊覧飛行

15:00

15:30 西側エプロン開放

14：50
～16：30

キャラクターショー
「轟轟戦隊ボウケンジャー」②
15：00～15：45

（航空機材地上展示）
15：00～16：30

＜ターミナルビル側 会場＞
ＹＳ－11機内公開展示
ゴム動力模型飛行機競技会
（工作教室参加者対象）

16:00

16:30

但馬グルメまつり

１６：３０ （閉 場）
8月5日 15：30～17:00に熱気球体験フライトを追加検討中（西側エプロン地区 防災倉庫山側平地にて）

スカイレジャージャパン’０６ ｲﾝ但馬
ＳＬＪ'０６ & TAF'０６ イベントスケジュール
2006.6.22.

2006年8月6日(日)

スケジュールは天候などにより予告なく変更あるいは中止になる場合があります

時 間
ス カ イ イ ベ ン ト
7:15 熱気球体験フライト

ス テ ー ジ イ ベ ン ト

フィールドイベント

（ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ側予備駐車場）
7：15～9：30

9:00
ピッツスペシャルオープニングフライト
9：15～9：30

開 場

9：10

9:30 パラグライダー（会場西側斜面）＆エク

ハンググライダー模擬体験

10:00

郷土芸能「豊岡こうのとり太鼓」
10：00～10：25

マイクロライト機フライト
10：05～10：30
10：30～10：55
モーターパラグライダーフライト
10：55～11：15

11:30 スホーイ２６ エアロバティック
＜ディープブルース＞
11：25～11：55
12:00 グライダー（３機種）フライト
11：55～12：20

キャラクターショー
「ふたりはﾌﾟﾘｷｭｱｽﾌﾟﾗｯｼｭｽﾀｰ」①
10：30～11：15

但馬観光インフォメーション
豊岡市少年少女合唱隊
12：00～12：20

ビンゴゲーム
12：35～13：05

13:00 アルファー・アビエィション ヘリコプ

13：25～13：50

陸上自衛隊第３音楽隊
13：10～14：00

15:30

16:00

16:30

出展航空機
フライ
アウェイ

兵庫のじぎく国体ＰＲブース

プレイランド（子ども広場）

航空機の歴史展示（未定）

13：50～14：20

15:00

自衛隊ＰＲブース

３Ｄ航空機シミュレーター

ピッツスペシャル エアロバティック

14:00 ＜エアロック＞

西側エプロン開放
（航空機材地上展示）
14：30～15：10

コウノトリ但馬空港ＰＲブース

その他各種団体出展ブース

13：00～13：25

13:30 エアロスバル航空教室（エアロバティ

14:30

ｺﾝﾄﾛｰﾙﾗｲﾝ（Ｕｺﾝ）機操縦体験

神戸空港ＰＲブース

スーパーウィングス編隊飛行＆演技
飛行
12：35～13：00

ック）

パラグライダーふわり体験

航空スポーツ団体出展ブース
パフォーマンスショー「渡辺あきら」①
11：20～11：50
ＳＬＪ協賛企業出展ブース

（未 定）
12：20～12：35

ター演技飛行

紙飛行機工作教室
ゴム動力模型飛行機工作教室

10:30 ラジコン機＆Ｕコン機

12:30

9：10

ジュニアウィングス航空教室

スペリメンタル機フライト
9：30～10：05

11:00

開 場

パフォーマンスショー「渡辺あきら」②
但馬グルメまつり
14：25～14：55
セスナ機
遊覧飛行
14：20
～16：30

キャラクターショー
「ふたりはﾌﾟﾘｷｭｱｽﾌﾟﾗｯｼｭｽﾀｰ」②
15：00～15：45

＜ターミナルビル側 会場＞
ＹＳ－11機内公開展示
ゴム動力模型飛行機競技会
（工作教室参加者対象）

（離 陸）

１６：３０ （閉 場）

8月5日、6日ともエプロンにてピュアグライダーの組立(朝)、分解(夕)を、テントブースで模型ジェットエンジンの運転を行います

