
■ご参加の手続きについて■

①下記書類を８月２７日（金）までに「近畿日本ツーリスト行」専用封筒にてご返送ください

１.交通手配お申込書（２ページ）

参加者の皆様の交通手配業務を近畿日本ツーリストへ委託しております。個人でのお手配は不要ですの

でご注意ください。お申込の際は、9月18日（土）昼食を各自済ませ12：30～13:00の受付時間に間に合

うようお越し下さい。

なお、時間帯・経路をご参考まで記載しておりますので、こちらをご参考にチーム内でご検討下さい。

必要事項を漏れなく記入し８月２７日（金）までにご返送ください。

皆様の安全のためにも原則として、同じ便のご乗車・ご搭乗にて団体行動をお願いします。やむを得ず別れ

てご集合する場合におきましても、近畿日本ツーリストを通じて手配していただくようお願い申し上げます。

※参加者以外（ご家族など）のチケットの手配が必要な場合も近畿日本ツーリストを通じ手配することは

可能です。この場合、チケットの送料(実費)や事務手数料(1件あたり525円)は個人負担となりますので

ご了承ください。

２．参加申込承諾書
「参加申込承諾書」に必要事項を漏れなく記入し証明写真を添付の上、８月２７日（金）までにご返送

ください。

このたびは、「日本水ロケットコンテスト２０１０」地区大会にご参加いただきありがとうございました。
地区大会予選の結果、代表選手として貴殿のご参加が決定いたしました。おめでとうございます。
ご参加にあたっては、下記の手続きが必要となりますので、よくお読みいただき、締切日までに手続きをお願
いいたします。

この「日本水ロケットコンテスト２０１０」全国大会は、日本全国から予選を勝抜いたチームが、愛知
万博公園（愛称：モリコロパーク）へ集い、決勝戦でその技術を競技します。
現在、参加する皆さんに、期間中、安全に競技をしていただけるよう事務局では、準備を進めて

おります。大会当日まで、チームワークを大切に、更なる技術を磨き、練習に励んで優勝を目指し
てください。 大会当日、皆様にお会いするのを楽しみにしております。

2010年8月吉日
「日本水ﾛｹｯﾄｺﾝﾃｽﾄ2010」実行委員会 事務局

愛･地球博記念～日本水ﾛｹｯﾄｺﾝﾃｽﾄ2010
全国大会にご参加のみなさま



（財）日本宇宙少年団 「日本水ﾛｹｯﾄｺﾝﾃｽﾄ2010」事務局 （新谷（しんがい）／宮本／安田）
〒252-0234 神奈川県相模原市中央区共和４－２２－６－３０２
TEL：042-705-8071 FAX：042-704-3477 Email：yacj@yac-j.or.jp

＊大会ホームページ
http://www.yac-j.or.jp/water_rocket_2010/

②参加費について
参加費は無料です。
参加者ご自宅の最寄駅（公共交通機関に限る）から算出した往復交通費、宿泊費、会期中の食費、
保険料、等については、「日本水ロケットコンテスト２０１０」実行委員会が負担します。

③保護者の宿泊先について
保護者の宿泊は、各自で手配願います。大会会期中、競技参加の宿泊場所（あいち健康プラザ）は、

競技者のほか、関係者の宿泊所として全室貸切となっておりますので予めご了承ください。

④その他について
遠方よりお越しの参加者について、大会前後の延泊がやむを得ないと判断した場合、延泊分を実行委員

会で負担いたします。また、宿泊は相部屋の可能性もありますので 予めご了承ください。

⑤車でお越しのお客様
当日お車にてお越しのお客様は駐車場代、ガソリン代等の費用はお支払いは出来ませんので、予めご了

承ください。

近畿日本ツーリスト株式会社 虎ノ門公務旅行支店（担当：伊藤・今藤・萩原）
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-21新虎ノ門実業会館3F
TEL：03-3502-2921 
受付時間：10：00～17：00(土日祝祭日除く)

★お問合せ

★書類のご返送先・ＪＲ、航空券についてのご相談



【期 間】 2010年9月18日（土）～9月19日（日） 1泊2日

【場 所】 愛・地球博記念公園（愛称：モリコロパーク）

〒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（代表）

【宿 泊】 あいち健康プラザ

〒470-2101愛知県知多郡東浦町大字森岡字源吾山1番地の1

電話：０５６２－８２－０２１１（代表)
【集 合】 9月18日（土）12：30 東部丘陵線（リニモ）「愛・地球博記念公園」下車 大芝生広場
【解 散】 9月19日（日）17：30  愛・地球博記念公園内 大芝生広場で閉会式後解散

■スケジュール

※現時点でのｽｹｼﾞｭｰﾙ予定であり、雨天等の場合は、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが変更となる場合がございます。予めご了承ください。

「日本水ロケットコンテスト２０１０」の開催概要

９月１８日（土）９月１８日（土）
12：30～13：00 集合

集合場所：東部丘陵線（リニモ）愛・地球博公園駅
受付：愛知万博記念公園内大芝生広場

13：00～14：00 オリエンテーション、ロケット製作準備
14：00～17：00 競技用ﾛｹｯﾄの製作、試射
17：00～18：00 宿泊所へ移動

宿泊所：あいち健康プラザ
18：30～20：00 夕食（親睦会）
20：00～22：00 機体チェック、入浴、身支度、他
22：00 就寝

９月１９日（日）９月１９日（日）
8：00 宿泊所出発

10：00～10：30 開会式
10：30～12：00 競技会（定点競技）
12：00～13：00 昼食
13：00～15：15 競技会（飛距離競技）
15：15～15：45 デモンストレーション飛行

表彰式準備
16：00～17：30 表彰式（神田真秋愛知県知事、松本零士日本宇宙少年団本部長（予定）
17：30 終了・解散



「日本水ロケットコンテスト２０１０」の開催概要

■大会会場案内図
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持ち物について持ち物について

□後日、送付される『参加者ガイドブック』を参照してください。必ずお子様とご一緒に確認のうえ準備し
てください。

□持ち物全てに必ず名前を書いてください。

保険について保険について

□参加者の安全に細心の注意を払うとともに、万一に備え、参加者全員を対象に国内旅行傷害保険
に加入いたします。保険の内容については以下のとおりです。下記の補償内容で不十分な場合は、別
途、旅行保険等をかけてください。
①対象事故：活動に参加中の偶然の事故によるケガ（病気は対象外）
②補償期間：9月18日（土）～9月19日（日）ご自宅を出てから帰宅するまで
③補償上限：死亡後遺障害1,000万円、入院1日5,000円、通院1日3,000円

「水ロケットコンテスト２０１０」専用ホームページ「水ロケットコンテスト２０１０」専用ホームページ

□「日本水ロケットコンテスト２０１０」のホームページ開設しました。大会の全貌をインターネット上でご覧
になることができます。

「日本水ロケットコンテスト２０１０」ホームページアドレス

http://www.yac-j.or.jp/water_rocket_2010/

食事について食事について

□大会会期中に含まれる食事は、9月18日（土）の夕食から9月19日（日）の昼食までです。
9月18日（土）は、12：30～13：00集合のため、各自昼食をすませてからご集合下さい。

□食物アレルギー用の特別食を用意することはできませんので、予め食べられるもの、食べてはいけない
ものを判断することが必要です。ご心配な場合は各自で携帯食（補助食品）をご持参ください。

「日本水ロケットコンテスト２０１０」の開催概要



愛･地球博記念「日本水ﾛｹｯﾄｺﾝﾃｽﾄ2010」参加承諾書
<競技参加者用>

複写して原本を 8月 ２７日（金）までに必ずお送りいただき、大会終了までお手元に複写を保管ください。

（才）氏名（ 才）氏名

ご同行されるご家族の方の交通手配が必要でしたらこちらにご記入ください。（その際の交通費・宿泊費は自己負担とさせていただきます）

競技参加者の

ご家族について

【往路】

□競技参加者と同様の行程

□その他の行程（下記へ駅名・経路・使用交通機関名（便名）など具体的にお書きください）

ご自宅→

→愛・地球博公園駅
【復路】

□競技参加者と同様の行程

□その他の行程（下記へ駅名・経路・使用交通機関名（便名）など具体的にお書きください）

愛・地球博公園駅→

→ご自宅

ふりがな 男

・
女

生年月日 年齢 血液型 写真貼付
（3cm×4cm）氏名

西暦
年 月 日

歳 型
ふりがな 写真裏にはフルネーム

を記入してください

自宅住所
〒 身長 体重

cm kg自宅電話 TEL ( ) FAX ( )
本人確認のためですので
上半身以上の大きさであ
れば、スナップ写真で結
構です。※電子データ可

学校名 小学校・中学校・高等学校・高専 年生

※YAC団員の方のみご記入ください→ 所属 分団 ・ 本部 団員番号：
ふりがな 男

・

女

続柄 連絡先① TEL ( ) 

連絡先② TEL ( ) 
保護者氏名

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

緊急連絡先
①氏名 続柄 昼間 ( ) 夜間 ( ) 
②氏名 続柄 昼間 ( ) 夜間 ( ) 

送迎の有無

往路 なし ・ あり 場所（ ）まで 氏名 関係

復路 なし ・ あり 場所（ ）から 氏名 関係

※参加者が携帯電話を持参される場合はご記入ください。 携帯電話 （ ）

特記事項
アレルギー、持病、服用薬、心配ごとなど

◆付添リーダーについて： 分団 （リーダー名： ）

★天候及び環境の不慮などにより、活動の中止や内容の変更があった場合、主催者に対しその責任を追及しないことを約束します。
★大会に関するテレビ放送・ラジオ放送・新聞・ホームページ及び写真などに参加者自身の映像または名前を使用することに同意します。
★大会参加にあたり、緊急医療のために参加者の健康状態・病歴を明記し、了解事項を納得したうえで参加します。
★大会参加中、負傷または事故に遭遇する、あるいは発病した場合は医師及び主催者が応急処置を行うことを承諾し、適切な処置が施されることに異議

ございません。
★大会参加中、負傷または死亡事故が発生した場合、参加者自身・保護者関係者は、その原因の如何を問わず、主催者及び大会動運営関係者に対し、主催

者が加入した傷害保険による保険料給付のほかに一切の保障を請求しません。
保険内容上限（ 死亡・後遺症障害1千万円 / 入院日額5千円 / 通院日額3千円 ）

★主催者が定めた全ての規約・規則・指示に従います。

以上記載事項は全て真正であり、上記の内容を承諾いたします。

記入日 2010年 月 日

保護者氏名 印

参加者氏名

●保護者の方へ～大会参加のための了解事項～
・活動期間中、所持品については自己責任にて管理してください。主催者は盗難などの賠償の責任を負いません。
・天候・環境・不慮を除く理由により主催者が大会を中止する場合があります。
・参加者の体力、体調不良、他の参加者への迷惑など、主催者により大会参加の続行に支障があると判断された場合は、大会参加の中止を申し受けます。

※ご記入いただきました個人情報は、本活動に関する諸手続き、活動中の安全管理のために使用いたします。法令に定める場合のほか、
ご本人または保護者の承諾なしに他の目的には使用しません。なお、本書は返却いたしません。

・参加者にお送りした本申込承諾書の受領をもって、参加の確定とさせていただきます。
・ご参加いただく費用は、参加者のご自宅最寄り駅の往復交通費（近畿日本ﾂｰﾘｽﾄが公共機関により算出した往復交通費）、宿泊費、食事代、保険料を含みます。
・ﾏｲｶｰによるガソリン代、駐車代、お土産代等は含まれませんのでご注意下さい。
・事前に参加者・関係者に送付する「ガイドブック」には、氏名・学年・性別・住んでいる都道府県を記載させていただきます。（住所・電話番号は記載しません。）

誓約書



複写して原本を 8月 27日（金）までに必ずお送りいただき、大会終了までお手元に複写を保管ください。

ふりがな 男
・
女

生年月日 年齢
写真貼付

（3cm×4cm）
氏名

西暦
年 月 日

歳
ふりがな 写真裏にはフルネーム

を記入してください

自宅住所
〒

自宅電話 TEL ( ) FAX ( ) 本人確認のためですので
上半身以上の大きさであ
れば、スナップ写真で結
構です。※電子データ可携帯番号

※YACﾘｰﾀﾞｰの方のみご記入ください→ 所属 分団 ・ 本部
※引率リーダーはＪＡＸＡリーダーズセミナー受講修了者に限ります。 受講済 ・ これから受講

団員番号
及びLS№

特記事項
持病、心配ごとなど

◆チームの待ち合わせについて（に○をつけてください。） ある ・ ない ◆待ち合わせ場所

◆引率する子どもの分団名･一般･氏名等：

★天候及び環境の不慮などにより、活動の中止や内容の変更があった場合、主催者に対しその責任を追及しないことを約束します。
★大会に関するテレビ放送・ラジオ放送・新聞・ホームページ及び写真などに参加者自身の映像または名前を使用することに同意します。
★地区代表として地元をはじめとするマスメディアの問い合わせに対し保護者や学校の連絡先を伝えすることに同意します。
★大会参加にあたり、緊急医療のために参加者の健康状態・病歴を明記し、了解事項を納得したうえで参加します。
★大会参加中、負傷または事故に遭遇する、あるいは発病した場合は医師及び主催者が応急処置を行うことを承諾し、適切な処置が施されることに異議

ございません。
★大会参加中、負傷または死亡事故が発生した場合、参加者自身・保護者関係者は、その原因の如何を問わず、主催者及び大会動運営関係者に対し、主催

者が加入した傷害保険による保険料給付のほかに一切の保障を請求しません。
保険内容上限（ 死亡・後遺症障害1千万円 / 入院日額5千円 / 通院日額3千円 ）

★主催者が定めた全ての規約・規則・指示に従います。

以上記載事項は全て真正であり、上記の内容を承諾いたします。

記入日 2010年 月 日

ﾘｰﾀﾞｰ氏名 印

●～大会参加のための了解事項～
・活動期間中、所持品については自己責任にて管理してください。主催者は盗難などの賠償の責任を負いません。
・天候・環境・不慮を除く理由により主催者が大会を中止する場合があります。
・参加者の体力、体調不良、他の参加者への迷惑など、主催者により大会参加の続行に支障があると判断された場合は、大会参加の中止を申し受けます。

※ご記入いただきました個人情報は、本活動に関する諸手続き、活動中の安全管理のために使用いたします。法令に定める場合のほか、
ご本人または保護者の承諾なしに他の目的には使用しません。なお、本書は返却いたしません。

・参加者にお送りした本申込承諾書の受領をもって、参加の確定とさせていただきます。
・ご参加いただく費用は、参加者のご自宅最寄り駅の往復交通費（近畿日本ﾂｰﾘｽﾄが公共機関により算出した往復交通費）、宿泊費、食事代、保険料を含みます。
・ﾏｲｶｰによるガソリン代、駐車代、お土産代等は含まれませんのでご注意下さい。
・事前に参加者・関係者に送付する「ガイドブック」には、氏名・学年・性別・住んでいる都道府県を記載させていただきます。（住所・電話番号は記載しません。）

誓約書

愛･地球博記念「日本水ﾛｹｯﾄｺﾝﾃｽﾄ2010」参加承諾書
<付添リーダー用>


