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教室

◎小雨決行 ◎荒天中止
【会場】

ふくしまスカイパーク
福島市大笹生字苧畑169

【時間】

9：30〜14：35（予定）

令和
3年

6/6
ろう！
みんなで作 う！
チャレンジしよ

福島県では、東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催を契機とした
スポーツの機運の高まりをレガシーとして継承するため、
トップアスリートとの交流や
スポーツイベントの開催を通して、子どもたちの「夢」を育む機会を提供しています。

日

今回はレッドブル・エアレース・ワールドチャンピオンシップ２０１７で
総合優勝を果たした室屋義秀選手を講師に招き、様々なプログラムを通して
子どもたちが普段経験することができないスカイスポーツの世界に触れる教室を開催します。
世界チャンピオンの室屋選手と一緒にスカイスポーツの世界を楽しみましょう。

Program（予定）

スカイスポーツや物づくりの魅力に直接触れながら、
航空について学び、保護者と一緒に参加するプログラムです。

航空ものづくり体験
飛行場オリエンテーリング
室屋選手の航空教室
室屋選手のエキシビジョンフライト
［協力］福島県立テクノアカデミー
高等学校を卒業した方等を対象に２年間の
専門的カリキュラムにより、産業界に必要とされる
人材育成を積極的に行っています。
県内には、郡山校、会津校、浜校の３つの施設があります。
今回はテクノアカデミーの学生が
「航空ものづくり体験」をサポートします。

講師

エアロバティック・パイロット

室屋 義秀 氏

Yoshihide
Muroya

小型飛行機の国際レース『エアレース世界選手権』に初のアジア人パイロットとして2009年から参戦。
2016年、千葉大会で初優勝。2017年、全8戦中4大会を制し、
アジア人初の年間総合優勝を果たす。
競技活動の合間を縫って、全国各地でエアショーを行う他、地元福島の復興支援活動や
子どもプロジェクトにも積極的に参画。
2016年「ふくしまスポーツアンバサダー」に就任。2017年、
「 福島県・県民栄誉賞」を受賞。

参加無料
参加対象

参加者募集！

福島県内の小学3〜6年生とその保護者90組

※応募多数の場合は抽選となります。

レガシードリームプロジェクト 未来へ羽ばたけ！

教室
募集要項・よくあるご質問は、福島県ホームページ｢スポーツ課からのお知らせ｣からもご覧になれます。

お申込方法

● 往 復はがきに必 要 事 項を記 入 の 上 、お申 込 みください。
● 参 加 申 込は福 島 県 内 在 住 者 限 定となります。
必要事項
1 参加する小学生の氏名（ふりがな）
・
学校名・学年・性別

下記の宛先を
記入して
ください

この面には何も
記入しないで
ください。

申込む方の
･郵便番号
･住所
･氏名

右記の必要事項

を必ず記入して
ください。

宛先

❶〜❻
を記入して
ください。

※参加予定のお子様が複数いる場合は
❶❷を別にご記入ください。

3 携帯電話番号

4 メールアドレス
5 住所

〒960-0251 福島市大笹生苧畑1-33ふくしまスカイパーク内

｢福島県スカイスポーツ教室事務局｣

申込締切

令和3年

2 保護者氏名（ふりがな）

5/21（金）〈当日消印有効〉

6 障がい者用駐車場を希望する
方はその旨を記入してください。

P

会場の駐車場は申し込み1件に
つき車両1台のみ駐車可能です

※開催の一週間前を目途に、車両入場証となる、
はがきを返信いたします。当日は車両入場証を
必ずご持参の上、ご来場ください。

福島県ホームページ｢スポーツ課からのお知らせ｣に申込はがきのテンプレートをご用意しています。ぜひご利用ください。
※当選可否のお問い合わせはお答えできません｡※ふくしまスカイパークへのお問い合わせはご遠慮ください。

連絡事項
保護者の方と一緒に参加するプログラムとなります。
○保護者の方は、お子様の体験サポートや軽度の運動を行うこ
とがあります。
○お子様が複数の場合、お子様1名につき、成人以上の保護者
1名でお申し込みください。
（ お子様2名の場合は、成人以上
の保護者2名となります。）
○対象年齢以外のお子様はご参加いただけません。

○大人の方だけや、お子様だけでのご参加はできません。
必ず保護者の方が一緒にご参加ください。

注意事項
○必ず応募内容を確認し、
同意の上でお申し込みください。
○教室中に事故等が発生した場合、主催者が加入する保険の範囲内でのみ対
応することとし、
それ以外の責任は一切負いません。
（プログラム参加者のみ保
険に加入します。）
○小雨決行（一部のプログラムは実施できない場合があります。）荒天中止。※実施
可否判断は、返送される当選はがきに記載されたホームページでお知らせします。
○教室当日、
テレビ局などの取材が入る場合があります。
○本教室に係る参加者の映像、写真記録の使用権は主催者・事務局に帰属します。
○収集した個人情報は、本事業に関することに限り使用することとし、第三者への
提供は行いません。
○申込時に記載された方以外の施設内への入場はできません。
（駐車場へは入場可）

○現地集合･現地解散となります。会場までの交通費などは各
自ご負担ください。
※会場までの公共交通機関はありません。※駐車場は無料です。

○当日は屋外で運動を行いますので､汚れても良い､服/長ズボ
ン/運動靴でご参加ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策について
●会場へ入場する際には、マスクの着用が必須となります●
以下に該当する方の申込ならびに来場はお断りしております。

○小 雨 決 行となります。参 加されるお 子 様 ､ 保 護 者 様は､ 雨 具
（カッパ）､長靴をご持参ください。

・同居家族や身近な知人の感染が疑われる場合
・新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した方との濃厚接触がある場合
・過去14日間以内に感染が拡大している国・地域への渡航、ならびに
当該国・地域の在住者との濃厚接触がある場合

○昼食は各自ご持参ください。

感染症の今後の感染の広がりや国や県などの動向、天候不良、
災害等の発生によりイベントを中止する場合もございます。

※安全上､参加者がプログラム実施中に使用できる雨具はカッパのみとなります。

〈お問合せ先〉福島県スカイスポーツ教室事務局

Eメール

info2 @ path-f inder.c o . jp

郵便往復はがき

返信用裏面

①ゆき

（往信）
〒960-0251
福島市大笹生苧畑1-33
ふくしまスカイパーク内

この面には何も
記入しないでください。

福島県スカイスポーツ教室事務局

印刷の上、切り取って往信はがきに貼ってお使いください。

郵便往復はがき

往信用裏面

① 参加小学生 （対象 福島県内の小学3年生〜小学6年生）
ふりがな

氏名：
学校名：
②かえり

（返信）

申込む方の
・郵便番号
・住所
・氏名
を必ず記入してください。

性別： 男 / 女
小学校

年生

ふりがな

② 保護者氏名：
③ 携帯電話番号：
④ メールアドレス：

@

⑤ 住所： 福島県
⑥ 障がい者用駐車場を希望の方は、その旨を記入してください。
参加予定のお子様が複数いる場合は下記をお使いください

① 参加小学生 （対象 福島県内の小学3年生〜小学6年生）
ふりがな

氏名：
学校名：

性別： 男 / 女
小学校

年生

ふりがな

② 保護者氏名：
印刷の上、切り取って往信はがきに貼ってお使いください。

スカイスポーツ教室２０２１ FAQ：よくあるご質問
１．参加条件
当行事は、事前申込制です。
お申込み多数の場合は抽選となります。
お申込み方法は「３．お申し込み方法」の項目をご覧ください。
一部のコンテンツは保護者の方と一緒に参加するプログラムとなりますので
必ず参加者（お子様）１名につき、成人以上の保護者１名が同伴でご来場ください。
参加費、会場内の駐車場は無料です。
来場時には必ずマスクをご着用ください。
当日、以下に該当する方の来場はお断りしております。
・申込時に記載された方以外の方
・同居家族や身近な知人の感染が疑われる場合
・新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した方との濃厚接触がある場合
・過去 14 日間以内に感染が拡大している国・地域への渡航、ならびに当該国・地域の
在住者との濃厚接触がある場合

２．募集対象
福島県内在住の小学校３年生～６年生とその保護者

計９０組 （男女問わず）

※参加者１名につき、同行できるのは保護者１名までとなります。
同一申込で参加者が複数名いる場合は、お子様１名につき、成人以上の保護者１名で
お申込みください。
（お子様２名の場合は、成人以上の保護者２名となります）
参加申込は福島県内在住者限定となります。
対象学年以外のお子様は申込いただけません。

３．お申込み方法
往復はがきに必要事項を記載の上、指定の住所宛てまでご郵送ください。
記載する「必要事項」については、別紙チラシ、または、HP に記載している申込方法の
サンプルをご参照いただき、往信面・返信面をよくご確認の上、ご記入ください。
「返信面」に必ず「返信先のご住所」をご記載ください。
往復はがきは切り取らずに投函してください。
記載漏れや、記載内容に不備がある場合、無効となりますのでご注意ください。
往信面・返信面の間違いが多く見受けられます。往信面と返信面を逆に記載した場合
当選・落選通知がお送りできませんので、ご注意ください。

４．お申込みからご来場までの流れ
往復はがきにてお申込みください。
当選者の方には、ご来場までの流れを返信はがきにてお知らせします。

お手元に届いた返信はがきが、当日の「車両入場証」となります。
「車両入場証」は５月２４日（月）頃から順次返送します。
当日は、来場車両 1 台につき、
「車両入場証」が 1 枚、必要となります。
当日の開催可否判断については「７．開催可否のお知らせについて」をご覧ください。
５．来場方法
当日は必ず「車両入場証」をご持参ください。
「車両入場証」に記載された入場時刻を目途にご来場ください。
「車両入場証」を忘れた場合、入場できませんのでご注意ください。
「車両入場証」の再発行はできませんので、なくさないようにご注意ください。
ご入場後、一旦、会場の外に出られる場合でも、
「車両入場証」の提示により、
再入場可能です。
現地集合、現地解散となります。
６．注意事項
当日は、来場者全員、マスク着用必須となります。
当日、受付時に全員、名簿での本人確認および検温ならびに体調不良の有無をお伺いします。
申込時に記載された方以外の施設内への入場はできません。（駐車場へは入場可）
プログラムの進行上、密集状態を避けるため、屋内施設への立入は参加者のみとなる場合が
あります。
感染症の今後の感染の広がりや国や県などの動向、天候不良、災害等の発生により
イベントを中止する場合もございます。
スマートフォンを活用した接触確認アプリもご活用ください。
会場までの公共交通機関はありません。
会場（ふくしまスカイパーク）までの交通／宿泊および付随する費用は自己負担となります。
当行事は子ども向け・スカイスポーツ教室となりますので、大人の方だけや、お子様だけでの
ご参加はできません。
見学のみのお申込み・ご来場もできませんので、ご了承ください。
当日は、動きやすく、汚れても良い服／靴でご参加ください。
当日、ふくしまスカイパークへは「車両入場証」を持参頂いた車両のみ入場可となります。
車両入場証のない車両はご入場頂けませんのでご注意ください。
タクシーやレンタカーでご来場の場合も、車両入場証をご提示頂ければ入場可能です。
飲み物、タオル、着替え、雨具など必要なものは各自ご準備ください。
安全上、参加者がプログラム実施中に使用できる雨具は、雨カッパのみとなりますので、
各自で必ずご持参ください。
（保護者の方も雨カッパをご持参ください）
（長靴も可）
当日、テレビ局や新聞社などの取材が入る場合があります。
本事業に係る参加者・保護者の映像、写真記録の使用権は、主催者・事務局に帰属します。

収集した個人情報は、本事業に関することに限り使用することとし、第三者への提供は行いま
せん。

７．開催可否のお知らせについて
少雨決行／荒天中止
可否決定の情報は、前日の６月５日（土）１２：００及び１８：００に
車両入場証に記載する URL で告知予定です。
感染症の今後の感染の広がりや国や県などの動向、天候不良、災害等の発生によりイベントを
中止する場合もございます。
その場合は、主催者（福島県スポーツ課）の HP 上でお知らせします。
ふくしまスカイパークへのお問い合わせはご遠慮ください。

８．その他
軽食ブースの出店はございませんので、各自で昼食をご持参ください。
会場内の仮設トイレを使用後は、手洗いと手指アルコール消毒をお願いします。
室屋選手のエキシビションフライトの有無は、当日の天候等の状況によります。
お持ち込みになった物（ゴミを含む）は全てお持ち帰りください。
帰宅後に新型コロナウイルス感染症が疑われる症状があった場合は、
主催者：福島県スポーツ課（０２４－５２１－７９９５／スポーツ課直通電話）まで
ご連絡ください。

９．お問い合わせ先
福島県スカイスポーツ教室事務局
※メール info2@path-finder.co.jp
※ふくしまスカイパークへのお問い合わせはご遠慮ください。

