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1.ようこそ『日本水ロケットコンテスト 2010』へ！                         

 

さあ、いよいよ「日本水ロケットコンテスト 2010」がはじまります！ 

 

今年で２回目となる水ロケット大会、全国１０地区１２会場から決勝戦のキップを手に

した選手たち。地区代表選手として悔いのないよう日ごろの成果を発揮しましょう！ 

 

総合優勝をしたチームは、副賞として種子島見学に招待されます。 

総合優勝するためには、自分ひとりだけががんばってもダメですね。 

チーム内の仲間同士、はげましあい、心をひとつにして、大会に臨んでください。 

 

本コンテストには、北は北海道から南は沖縄まで、全国各地の競技仲間が参加します。 

この機会に、全国から集まった仲間と交流を深め、新しい友だちをたくさん作りましょ

う。 

 

今回は、競技用の水ロケットを会場内で製作します。 

別冊子の競技ﾙｰﾙに従い、より遠くへ飛ばすための工夫や正確にポイントへ飛ばすた

めの工夫をほどこし、競技用ロケットを時間内に作れるようにしましょう。 

 

さて、準備はできましたか？ 

当日は気温が上がり暑くなることが予想されますので、動きやすい服装で参加してくだ

さい。手洗い、うがいをして、健康管理をしっかりと、体調を万全にして元気よく参加し

ましょう。 

 

当日は強風でなければ、多少の雨でも競技する予定です。 

雨具の用意も忘れずにしましょう。 

 

それでは、みなさんの健闘を祈ります！！ 



 4

.『日本水ロケットコンテスト 2010』のご案内                           

 

●タイトル：愛・地球博記念『日本水ロケットコンテスト 2010』 

●主催：愛・地球博記念「日本水ロケットコンテスト 2010」実行委員会 

   構成：愛知県（愛・地球博記念事業）、日本宇宙少年団（YAC）、 

宇宙航空研究開発機構（JAXA）、NPO 法人子ども・宇宙・未来の会（KU-MA） 

●共催：（財）日比科学技術振興財団 

●後援：内閣官房宇宙開発戦略本部、文部科学省、経済産業省、㈱中日新聞社、 

全国小学校理科研究協議会、全国中学校理科教育研究会、日本ロケット協会、 

日本機械学会宇宙工学部門運営委員会、日本航空宇宙学会 

●協賛：㈱IHI、㈱IHI エアロスペース、日本航空、日本電気㈱、三菱重工業㈱、三菱電機㈱、

（社）中部航空宇宙技術センター、 

名古屋情報メディア専門学校/名古屋医療情報専門学校、アリアンスペース社、 

フランス国立宇宙研究センター（CNES） 

●協力：サントリー C・C レモン 

 

●開催日時：2010 年（平成 22年） 9 月 18日（土）、19 日（日） 

※19日（日）は荒天により競技会中止を検討することがあります。 

 

●会場：愛・地球博記念公園 

①18日（土）19 日（日）の 2日間 

(場内催し）かさ袋ﾛｹｯﾄ工作、ｽﾍﾟｰｽﾁｭｰﾌﾞﾞ、ﾐﾆ実験教室、ﾐﾆ講演、 

ﾛｹｯﾄ模型等展示、宇宙飛行士ﾚﾌﾟﾘｶﾌﾞﾙｰｽｰﾂ試着 など 

  ②18日（土）（競技者）競技用水ロケット製作、試射 

③19日（日）（競技者）水ロケット競技会、打上げデモンストレーション 

               

●宿泊：あいち健康プラザ 

        健康宿泊館、お食事処「サルーテ」（親睦会） 
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●参加者：各地区を代表する小学 4年生～高校3年生 

●参加地区：北海道、東北、北関東、南関東、北陸･信越、東海、開催県（愛知）、 

近畿、中国、四国、九州、沖縄 

 

●開催内容： 

  ◎競技用ロケット製作 

    機体製作、試射（製作：大芝生広場横屋根付エリア／試射：大芝生広場） 

  ◎日本水ロケットコンテスト 2010 

開会式：開会宣言、来賓挨拶他（大芝生広場前・ウッドデッキ） 

     定点競技：全国大会競技種目①（大芝生広場） 

     飛距離競技：全国大会競技種目②（大芝生広場） 

     表彰式：表彰、閉会挨拶他（大芝生広場・ウッドデッキ） 

 ◎打ち上げデモンストレーション 

各種水ロケット（大芝生広場） 

◎ﾐﾆ講演会：的川泰宣先生 

演題：「『はやぶさ』の帰還」（大芝生広場前ウッドデッキステージ） 

   ◎宇宙教育テレビ中継（大芝生広場前ウッドデッキステージ） 

   ◎ﾐﾆ実験教室(大芝生広場) 

   ◎スペースチューブ（大芝生広場横屋根付エリア） 

◎展示：ロケット模型の展示やブルースーツ他試着 

（温水プール・アイススケート場、外部ホワイエ） 

   ◎親睦会：全国から集まった参加者間の親睦会（あいち健康プラザ「サルーテ」） 

 

●ゲスト：足立梨花（エントリー№００） 

       YAC 宣伝キャプテン、NHK ドラマ８「ふたつのスピカ」宇喜田万里香役 

       第 32 回ホリプロスカウトキャラバングランプリ（2007年） 
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●司会： 

     中井 友紀（なかい ゆうき） ＤＪ、ナレーター 

 

●事務局：水ロケットコンテスト 2010 実行委員会 運営事務局 

       〒229-0033 神奈川県相模原市中央区共和 

        財団法人日本宇宙少年団（YAC） 

       電話 042-705-8071 FAX042-704-3477      
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３.表彰の内容について                                          

＜個人表彰＞ 

 ●定点競技 

１位、２位、3位 

 ●飛距離競技 

1 位、２位、３位 

 ●三菱重工賞（１名） 

飛距離を伸ばすための創意工夫が評価された個人 

 ●ﾌﾗﾝｽ国立宇宙研究センター（ＣＮＥＳ）賞（１名） ※ＣＮＥＳ＝クネスと読みます。 

     デザインに優れた機体が評価された個人 

 ●三菱電機賞 

     環境に配慮した素材を使った機体が評価された個人 

＜チーム表彰＞ 

 ●総合順位 

    １位、２位、３位 

    ※１位優勝のチームは副賞に「種子島見学」ご招待。 

 ●ＮＥＣはやぶさ賞（１チーム） 

    水ロケットづくりにおける協力が評価されたチーム 

 ●ＩＨＩ賞（１チーム） 

    親睦会におけるチーム発表が評価されたチーム 

 ●ｱﾘｱﾝｽﾍﾟｰｽ賞（１チーム） 

    本コンテストに向けた取り組みが評価されたチーム 

    ※自分が一番工夫したことや水ﾛｹｯﾄの手書き図、どんなことを本番で試してみ 

たいかなど、当日レポート用紙を配りますので、その記述内容を評価します。 

 ●愛･地球博記念特別賞（１チーム） 

    元気で明るく大会を盛り上げてくれたチーム 

 ●ＪＡＬ賞（１チーム）  

    チーム内の助け合いが高く評価されたチーム 
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メモ                                                     
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４.全体スケジュール                                              

 

期  日 時  間 プログラム 

12:30～13:00 集合・受付 

13:00～ オリエンテーション 

 競技ロケット製作 

 製作ロケットの試射 

17:00～ 愛・地球博公園発（貸切バス） 

18:00 「あいち健康プラザ」着 

18:30～20:00 夕食兼親睦会 

20:00～22:00 機体メンテナンス・入浴・身支度 

９月１８日 

（土） 

22:00 就寝 

6:00～6:30 起床・洗面 

6:30～7:30 朝食 

7:30～8:00 出発準備 

8:00 「あいち健康プラザ」出発 

8:40 愛・地球博公園（ﾓﾘｺﾛﾊﾟｰｸ）着 

9:00～9:50 機体点検、リハーサル 

10:00～10:30 開会式 

10:30～12:00 定点競技 

12:00～13:00 昼食・的川先生講演会「はやぶさの帰還」

★お弁当を食べながらになりますが、みんなで

お話を聴きましょう。 

13:00～15:15 飛距離競技 

15:15～15:45 デモンストレーション飛行 

16:00～17:30 表彰式、閉会式、記念撮影 

９月１９日 

（日） 

17:30 終了、解散 
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(1)デイリースケジュール ９月１８日（土）                             

 

時  間 プログラム 場   所 

12:30～13:00 集合・受付（※１） 

ﾛｹｯﾄ製作に必要なものを持って製作会場へ移動。そ

れ以外の荷物は荷物置き場へ置いてください。 

 

愛･地球博記念公園 

13:00～ オリエンテーション、競技ロケット製作・試射（※２） 愛･地球博記念公園 

17:00～ 愛・地球博記念公園発 

製作したﾛｹｯﾄは事務局で用意した箱に入れて宿泊場

所へ運びます。 

貸切バス（移動） 

18:00 「あいち健康プラザ」着 

ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸにある部屋割りを確認下さい。 
あいち健康プラザ 

18:30～20:00 夕食兼親睦会（※３）（※４） 

ﾒﾆｭｰ：チキンカレー 

親睦会で各ﾁｰﾑによる発表（１ﾁｰﾑ3分）があります。

あいち健康プラザ内 

レストラン 

20:00～22:00 機体ﾒﾝﾃﾅﾝｽ、入浴、身支度（※５） 

入浴は、室内のほか、大浴場もあります。 

機体ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

（部屋 710,711） 

各部屋 

22:00 就寝 各部屋 

※1●受付前に、昼食を取ってからご集合下さい。 

   ●受付で、発射台番号を決めるくじ引きがあります。チームの代表者 1名がくじを

引いてください。 

●受付で、ゼッケン、荷札（自分の荷物につけます）、名札を受取って下さい。 

受付でもらった荷札を荷物につけるのを忘れずに。 

●受付が済んだら、ロケット製作に必要な工具類を持って製作会場へ移動下さい。 

    製作に必要のない荷物は、受付横の荷物置き場へ置いて下さい。 

※2●製作会場では、チームごとに机が用意されています。 

   ●製作がはじまりましたら、リーダーミーティング（14:00～）があります。 

    リーダーは「愛知国際児童記念館」へ移動下さい。 
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※3●親睦会では、3分間程度で自分たちのロケットの PRやコンテストに向けてがんば

った点,チームアピール等のプレゼンテーションをしていただきます。 

※４●参加賞としてお土産があります。親睦会時にお配りしますので、忘れずに持って

かえりましょう。 

※５●７階和室７１０、７１１、（どちらかを予定）で機体のメンテナンスができます。 

    利用時間は 22:00 の就寝までとなっております。 

 

 

競技ロケットの製作では、はさみ、カッター、接

着剤などは実行委員会で用意します。 

それ以外の製作に必要な工具類は各自で用

意下さい。（詳細はお送りしています競技ルー

ルをご参照下さい。 
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(2)デイリースケジュール ９月１９日（日）                             

 

時   間 プログラム 場   所 

6:00～6:30 起床・洗面 あいち健康プラザ 

6:30～7:30 朝食（※１） 

朝食はバイキング形式です。 

終日、屋外活動となりますので、しっかりと

朝食を取りましょう！ 

 

あいち健康プラザ内

レストラン 

8:00 「あいち健康プラザ」出発（※２） 

8:40 愛・地球博公園着（※３） 
貸切バス（移動） 

9:00～9:50 機体点検、リハーサル 

10:00～10:30 開会式 

10:30～12:00 定点競技 

12:00～13:00 昼食・的川先生講演会（※４） 

13:00～15:15 飛距離競技 

15:15～15:45 デモンストレーション飛行 

16:00～17:30 表彰式、閉会式、記念撮影 

17:30 終了、解散 

 

 

 

愛・地球博記念公園 

※1●朝食はチームごとにとってください。 

※2●荷物はすべて持って出発します。忘れ物のないように気をつけましょう。 

※３●バスでの移動はここまでです。バスの中に忘れ物をしないようにしましょう。 

    荷物は所定の場所に置きましょう。 

※４●的川先生講演会「はやぶさ」の帰還 

     お弁当を食べながらになりますが、ぜひみんなでお話を聴きましょう。 
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5.参加者一覧                                               

 

≪北海道≫  チーム名：北海道ベアーズ  バス：1 号車 

種 目 分 団 ｴﾝﾄりーNo. 氏 名   

飛距離 大樹 1 タカハシ ヒロマサ   

飛距離 大樹 2 シノジマ カケル   

定点 苫小牧 3 キノシタ シュンヤ   

定点 苫小牧 4 サトウ ナル   

リーダー 大樹 ― スエモリ マコト   

リーダー 苫小牧 ― スギヤマ コウジ   

 

≪東北≫  チーム名：東北チーム  バス：1 号車   

種 目 分 団 ｴﾝﾄﾘｰ No. 氏 名   

飛距離 水沢 Z 5 フジタ ミユ   

飛距離 水沢 Z 6 オイカワ ケイシン   

定点 白河 7 ワタナベ アユム   

定点 白河 8 コバヤシ ヒロキ   

リーダー 水沢 Z ― イズミザワ コウシ   

リーダー 白河 ― オオタケ シュウジ   
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≪北関東≫  チーム名：ファイブ アローズ  バス：1 号車 

種 目 分 団 ｴﾝﾄﾘｰ No. 氏 名   

飛距離 さいたま支部 9 トクナガ ヒロト   

飛距離 つくば 10 ナカザワ ノエ   

定点 日立ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ 11 ｶｸｶﾜｼｭﾝｲﾁ   

定点 さいたま支部 12 キクジュユウタ   

リーダー つくば ― ナカザワタカシ   

リーダー つくば ― ヤマグチヒロシ   

 

≪南関東≫  チーム名：ＭＫファルコンズ バス：1 号車 

種 目 分 団 ｴﾝﾄﾘｰ No. 氏 名   

飛距離 千葉ｽﾍﾟｰｽﾎﾞｲｼﾞｬｰ 13 イワモトマサキ   

飛距離 相模原 14 スズキダイスケ   

定点 藤沢 15 ヤダ ヒロキ   

定点 横浜 16 コウヅキカズキ   

リーダー 藤沢 ― コバヤシアタル   

リーダー 千葉ｽﾍﾟｰｽﾎﾞｲｼﾞｬｰ ― フルカワアキヒロ   

 

≪北陸・信越≫  チーム名：チーム北陸道 バス：1 号車 

種 目 分 団 ｴﾝﾄﾘｰ No. 氏 名   

飛距離 若狭流星 １７ イワサキ イチロウ   

飛距離 若狭流星 １８ ヤマシタ マサヒロ   

定点 エンゼル １９ ヤマグチ モリオ   

定点 エンゼル ２０ ゲッソウ リョウガ   

リーダー 若狭流星 ― シモジマ キイチ   

リーダー エンゼル ― ヨコヤマ アサミ   
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≪東海≫  チーム名：チームロケッティアー バス：1 号車 

種 目 分 団 ｴﾝﾄﾘｰ No. 氏 名   

飛距離 静岡磐田 21 アクタ ギンガ   

飛距離 各務原 22 タケウチケンタ   

定点 浜松 23 ｶｸﾞﾁ ﾕｳｷ   

定点 浜松 24 ｷﾀｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ   

リーダー 静岡磐田 ― イトウケイイチロウ   

リーダー 各務原 ― ツチヤ ユウジ   

 

≪開催県≫  チーム名：チーム愛地球 バス：1 号車 

種 目 分 団 ｴﾝﾄﾘｰ No. 氏 名   

飛距離 一宮 25 ニワ マサヒロ   

飛距離 一宮 26 ナカノ ハルカ   

定点 一宮 27 イワタヒロユキ   

定点 一宮 28 ヨシダ カズマ   

リーダー 一宮 ― ヒビノケンイチ   

リーダー 浜松 ― ヒロオカ ミワ   
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≪近畿≫ チーム名：フライト・フォース近畿   バス：2 号車 

種 目 分団/一般（＊） ｴﾝﾄﾘｰ No. 氏 名   

飛距離 和歌山 ２９ シモクサタカト   

飛距離 *地球っ子（六甲） ３０ サトウ ノドカ   

定点 木津川 ３１ ハヤシスミレ   

定点 大和まほろば ３２ タケムラゲンキ   

リーダー 六甲 ― オオツカノブヤス   

リーダー 大和まほろば ― イノウエシンイチ   

 

≪中国≫  チーム名：チームＹ＋２ＡＴ バス：2 号車 

種 目 分 団 ｴﾝﾄﾘｰ No. 氏 名   

飛距離 八雲ホシカミ ３３ ハラ アカネ   

飛距離 八雲ホシカミ ３４ イワタ アユ   

定点 東広島 ３５ タバタ タツヤ   

定点 八雲ホシカミ ３６ アダチ ユウキ   

リーダー 八雲ホシカミ ― カメヤマヒデツグ   

リーダー 東広島 ― イトウ アキオ   

 

≪四国≫ チーム名：とぶうどんチーム  バス：2 号車 

種目 分 団 ｴﾝﾄﾘｰ No. 氏 名   

飛距離 香川小惑星 ３７ トミダ タカフミ   

飛距離 香川小惑星 ３８ モトノ テツヤ   

定点 香川小惑星 ３９ タカギ リョウジ   

定点 香川小惑星 4０ アベ コウヘイ   

リーダー 香川小惑星 ― オカウチタカシゲ   
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≪九州≫ チーム名：九州っ子パワーズ  バス：2 号車 

種 目 分 団 ｴﾝﾄﾘｰ No. 氏 名   

飛距離 おおいた 4１ タカヤマ マサル   

飛距離 鹿児島 4２ フクドメ ゲンキ   

定点 おおいた 4３ クハラ タツヤ   

定点 鹿児島 4４ タジマ カズヒロ   

リーダー おおいた ― タカヤマ タカシ   

リーダー 鹿児島 ― フクドメ ミナコ   

 

≪沖縄≫ チーム名：名護分団  バス：2 号車 

種 目 分 団 ｴﾝﾄﾘｰ No. 氏 名   

飛距離 名護 ４５ ヒガフウキ   

飛距離 名護 ４６ マツシマミズキ   

定点 名護 ４７ キャンハアト   

定点 名護 ４８ イシカワユウキ   

リーダー 名護 ― ヨネハラヒデキ   

リーダー 名護 ― サカシタゲン   

6.部屋割り                                                 

※部屋長を決めました。部屋長は責任を持ってかぎの管理をしてください。 
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7．持ち物チェックリスト                                          

   ※１泊２日の持ち物 

品 名 ﾁｪｯｸ 個 数 備考 

持込み製作キット    

参加者ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ   この冊子です。 

保険証コピー1部   必ずコピーをもってきて下さい。 

保険証は集めません。荷物の中にしまってお

いて下さい。 

筆記用具    

きがえ    

上着    

下着    

くつした    

パジャマ    

ハンカチ    

ティッシュペーパー    

歯みがきセット    

くし／ヘアブラシ    

タオル   バスタオルはあります 

雨具   かっぱ 

帽子   野外活動のため必ず持ってくること！ 

常備薬、ほか薬   普段飲んでいる薬、乗り物酔い止めなど 

めざまし時計    

帰りの切符    

マスク    

体温計    

カメラ   必要に応じて 

持込み部品    

製作・修理用工具    
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＜持ち物に関する注意＞ 

・ 持ち物には必ず名前を書きましょう。 

・ 動きやすい服装で参加してください。くつもはきなれたものにし、必ず名前を書き

ましょう。 

＜熱中症に関する注意＞ 

・ 今年は猛暑のため、野外活動では「熱中症」に気をつけなければなりません。 

競技中は必ず帽子をかぶりましょう。 

・ 水分補給をこまめにとりましょう。 

・ 気分が悪くなったら、がまんせずにリーダーや近くにいる大会スタッフへ声をかけま

しょう。 

 

メ モ
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8.宿泊と食事について                                          

(1)宿泊 

あいち健康プラザ 

あいち健康の森健康科学総合センター指定管理者 

財団法人愛知県健康づくり振興事業団 

（愛知県所管課 愛知県健康福祉部健康担当局健康対策課） 

〒470-2101 

愛知県知多郡東浦町大字森岡字源吾山 1-1 

電話 0562-82-0211 ファクス 0562-82-0239 

 

 

 

 

 

(2)食事 

    ９月１８日（土） 

     昼食を済ませてからお越しください。 

     「愛･地球泊記念公園」にもﾚｽﾄﾗﾝ（2６ページ）があります。 

    ９月１８日（土）夕食 

     親睦会と兼ねています。メニューはチキンカレーです。 

    ９月１９日（日）朝食 

     健康プラザ 3階のサルーテで、各チームごとに食べてください。 

    ９月１９日（日）昼食 

     お弁当を用意しています。 

    ９月１９日（日）夕食 

     ご用意はありません。 

※付添の保護者の方及び「参加者ガイドブック」にお名前が載っていないリーダーの方は、恐れ入りますが、 

各自でご用意ください。 

荷物がたくさんある人は事前に

送ることができます。送る際に

は、水ロケットコンテスト参加者

の荷物であることを明記してく

ださい。 
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モリコロパーク内飲食のご紹介   
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9.集合・解散について                                          

 

(1) 集合について 

集合日時：20１０年９月１８日（土）12:30～13:00 の受付にお越しください。 

集合場所：愛・地球博記念公園（モリコロパーク） 大芝生広場 

       〒480-1101 

愛知県愛知郡長久手町大字熊張字茨ケ廻間乙 1533-1 

電話 0561-64-1130 ファクス 0561-61-2150 

http://www.aichi-toshi.or.jp/park/park(HP)/morikoro/index.html 

 

(2)解散について 

   解散日時：20１０年９月１９日（日）17:30 

解散場所：愛・地球博記念公園（モリコロパーク） 大芝生広場 

   

● 解散時には・・・ 

・ゼッケンベストと名札を必ず返却して下さい。 

 ※リーダーがチーム全員分をまとめて返却するようにして下さい。 

・必ずリーダーの指示に従いましょう。 

・おうちの人と帰る場合は、必ずリーダーに一言、帰ることを告げましょう。 

 

☆17時まで、温水プール・アイススケート場で宇宙開発の展示が行われています。 

  昼休みや休憩時間に余裕のある方は、ぜひご覧ください。 
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10.会場までのアクセスガイド                                      
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11.会場見取り図                                             

 

受 付 
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18日 競技用ﾛｹｯﾄ製作、

ｽﾍﾟｰｽチューブ 

水ロケットコンテスト会場 

18 日 受付、 

19日 開会式・表彰式会場

18日、19日  

一般向けワークショップ 



 27

12.みんなのやくそく 

 

� 時間を守ろう【スケジュール管理は自分で行い、5分前行動をしよう】 

次はどこへ行って何をするのか、何を準備しなければならないか、自分でスケジ

ュールをよく見て確認しましょう。寝る前には、翌日のスケジュールを同じ部屋の

参加者と確認しましょう。 

 

� あいさつをしよう 

「こんにちは」「ありがとう」などのあいさつをしましょう。名前をよばれたら返事

をしましょう。 

 

� 忘れ物に注意しよう 

 自分のものは自分で管理しましょう。忘れ物をしても、原則として事務局から送

りません。持ち物には名前を書きましょう。 

 

� リーダーの指示にしたがおう 

リーダーの指示にしたがって、基本的にチームごとに行動しましょう。 

 

� 無理はしない 

気分が悪くなった時にはがまんせずに、リーダーに言いましょう。朝起きたら必ず

トイレに行きましょう。トイレはがまんせずに行きましょう。 

 

� 人の気持ちを考えて行動しよう 

大会でよい成績を残すためにはチームワークが大事です。自分だけでなく、チー   

ムのみんなのことを考えて行動しましょう。 

 

� けいたい電話について 

けいたい電話はマナーを守り、ふだんは電源を切っておきましょう。 
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� おふろでは 

・よくそうに入る前にまずからだのよごれを落としましょう。 

・よくそうに入る時、髪が長い人は髪がおふろにはいらないようにしましょう。 

・よくそうの中でタオルは使いません。 

・お湯や水は大切に使いましょう。 

・まわりに迷惑をかけないように洗いましょう。 

・洗い場で洗たくをしてはいけません。 

・使った洗面器、いす、脱衣かごはもとの位置にもどしましょう。 

・ぬれたからだのままで脱衣所に行かないようにしましょう。しぼったタオルでから

だをふいてから。 

・すべりやすいので、絶対に走らないこと！ 

 

� 部屋では 

・みんなが気持ちよくすごせるように、自分の荷物を広げすぎたり、洋服を脱ぎす

てたりしないようにしましょう。  

・ドアは静かにしめましょう。部屋によっては、しまるときに大きな音がすることがあ

りますので注意しましょう。 

・夜ふかしをすると、競技で100%の力を出すことができません。またさわいでいる

人がいると、ねようとしている人に迷惑をかけます。消灯時間は 22時です。 

 

≪中学生や高校生は、小学生のお手本となる行動をしましょう。≫ 

 

� 水分補給について 
屋外での活動となりますので、こまめに水分補給をしましょう！
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13.保護者の皆様へのお願い 

 

●会場にいらっしゃる場合は、できるだけ公共の交通機関をご利用ください。もしお車

でいらっしゃる場合は北駐車場に駐車してください。駐車料金は各自でご負担くださ

い。 

 

●お弁当は参加者（出場者4名・リーダー2名）分のみ用意しております。付き添いの保

護者の皆様は恐れ入りますが、ご自身でご用意ください。 

 

●親睦会にご参加いただけるのは、参加者（出場者 4 名・リーダー2 名）のみとなってお

ります。 

 

●競技の様子は宇宙教育テレビで生中継されます。会場にいらっしゃれない方はぜひこ

ちらをご覧ください。 

 

<宇宙教育テレビ〉 

  当日はライブ中継やってます！ぜひご覧下さい！ 

http://www.yac-j.or.jp/tv/ 
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1４．緊急連絡先                                             

 

(1)９月１６日（木）まで 

水ロケットコンテスト 2010実行委員会 大会事務局 

       〒252-0234 

神奈川県相模原市中央区共和４－２２－６－３０２ 

        財団法人日本宇宙少年団（YAC） 担当：新谷（しんがい）、宮本、安田 

       電話 042-705-8071 FAX042-704-3477 

 

(2) ９月１７日（金）～１９日（日） 

水ロケットコンテスト 2010実行委員会 運営事務局携帯 

新谷（しんがい） 0９0-３１４１-３６５０  

 

(3)コンテスト当日、こまったことがあったら、大芝生広場の本部テントに来てください。 

 

                        

 

 


