
西暦 月 イ ベ ン ト 名 県 名 市町村名 会 場 発注・主催者

1 ９１年 ８月 全国高校総体開会式 静岡県 静岡市 県営草薙総合運動場 県教委 高校総体準備室

2 ９２年 ９月 秋の交通安全運動出発式 静岡県 静岡市 静岡競輪場 駐車場 静岡県警察本部

3 １１月 静岡県生涯学習フェスティバル 静岡県 静岡市 静岡県立大学 静岡県 生涯学習課

4 １１月 第2回全国産業教育フェア 静岡県 静岡市 駿府公園 県教委 高校教育課

5 １１月 西焼津展示場 内覧会 静岡県 焼津市 西焼津展示場 静岡県住宅供給公社

6 ９３年 ２月 熱気球に乗る会 静岡県 静岡市 駿府公園 静岡県ボランティア協会

7 ６月 雅子様ご成婚慶祝フリーフライト 静岡県 富士宮市 朝霧高原 クレオ21

8 ８月 ホテル三景苑まつり 静岡県 焼津市 ホテル三景苑 ホテル三景苑

9 ９月 雅子様ご成婚奉祝会 静岡県 静岡市 駿府公園 クレオ21

10 ９４年 ３月 熱気球に乗る会 静岡県 静岡市 駿府公園 静岡県ボランティア協会

11 ９月 プレ伊豆コンサート 静岡県 修善寺町 虹の郷 静岡県 文化課

12 ９月 ホテル三景苑まつり 静岡県 焼津市 ホテル三景苑 ホテル三景苑

13 １０月 朝霧スカイフェスティバル 静岡県 富士宮市 ジャンボリーＣ．Ｃ． 富士宮市 商業観光課

14 ９５年 ５月 国営木曽三川公園オープニング 愛知県 一宮市 国営木曽三川公園 国営木曽三川公園 総務課

15 １１月 フォレストピア北遠 静岡県 佐久間町 県立佐久間高校グランド 佐久間町商工会

16 １１月 奥大井ふるさとまつり 静岡県 本川根町 町立南小学校 本川根町 産業課

17 １１月 産業文化まつり 岐阜県 坂祝町 町営テニスコート 坂祝町 振興課

18 １１月 新通小学校 秋まつり 静岡県 静岡市 市立 新通小学校 新通小学校ＰＴＡ

19 １１月 ふるさとまつり 岐阜県 本巣町 町営テニスコート 西尾レントオール

20 ９６年 ４月 静岡アウティングマガジン取材 静岡県 富士宮市 富士モビランドキャンプ場 フィールドノート社

21 ５月 オールアイシン家族まつり 愛知県 豊田市 アイシン精機工場 西尾レントオール

22 ５月 ウエルフェア静岡 静岡県 静岡市 駿府公園 ｳｪﾙﾌｪｱ静岡実行委員会

23 ６月 アクティ森 ５周年祭 静岡県 森町 アクティ森 アクティ森

24 ７月 千代田小学校 夏まつり 静岡県 静岡市 市立 千代田小学校 千代田小学校ＰＴＡ

25 ７月 当世牧之原開拓史 空中散歩 静岡県 金谷町 お茶の郷 造成地 金谷町 企画課

26 ８月 三ヶ日まつり 静岡県 三ヶ日町 町立 三ヶ日中学校 三ヶ日町 総務課

27 ８月 五竜とおみサマーイベント 長野県 白馬村 五竜とおみスキー場 五竜とおみスキー場

28 ９月 第百生命 記念式典 長野県 軽井沢町 軽井沢プリンスホテル 山順

29 １０月 アンデンフェスティバル 愛知県 安城市 アンデン本社工場 西尾レントオール

30 １０月 小田急御殿場ファミリーランド 静岡県 御殿場市 ファミリーランド 小田急電鉄

31 １０月 柳津町４０周年式典 岐阜県 柳津町 境川 河川敷 ＴＶコミュニケーションズ

32 １０月 長田東小学校 秋まつり 静岡県 静岡市 市立 長田東小学校 長田東小学校ＰＴＡ

33 １１月 東益津公民館 高麓祭 静岡県 焼津市 東益津公民館 焼津市 東部コミュニティ

34 １１月 ドリームフェスティバル 岐阜県 御嵩町 町立 御嵩小学校 御嵩町 社会教育課

35 １１月 合併４０周年記念 秋の祭典 岐阜県 武芸川町 町立 武芸川中学校 武芸川町 総務課

36 ９７年 ２月 軽井沢氷まつり 長野県 軽井沢町 ゴルフ練習場 共立プラニング

37 ４月 日本まん真ん中センターオープン 岐阜県 美並村 日本まん真ん中センター アドホック

38 ５月 付知町１００周年記念イベント 岐阜県 付知町 道の駅 花街道 付知町 振興課

39 ８月 河原なきゃ、坂祝 １００ 岐阜県 坂祝町 坂祝公園グランド 坂祝町 企画課

40 ８月 五竜とおみサマーイベント 長野県 白馬村 五竜とおみスキー場 五竜とおみスキー場

41 ８月 県民の日 フェスタあすなろ 静岡県 掛川市 静岡県総合教育センター 県総合教育ｾﾝﾀｰ 総務課

42 １０月 ショコラ ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾋﾞﾃﾞｵ撮影 静岡県 富士宮市 牧草地 ザ･セカンド

43 １０月 花のフェスティバル 岐阜県 神戸町 ふれあい多目的ｾﾝﾀｰ 神戸町 産業課

44 １０月 アンデンフェスティバル 愛知県 岡崎市 アンデン岡崎工場 西尾レントオール

45 １０月 三番町小学校 秋のバザー 静岡県 静岡市 市立 三番町小学校 三番町小学校ＰＴＡ

46 １０月 長田西学区交通安全イベント 静岡県 静岡市 市立 長田西小学校 長田西交通安全協会

クレオ２１熱気球イベント完全実績
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47 １１月 フェスタながさわ 静岡県 清水町 町立 清水西小学校 清水町 長沢コミュニティ

48 ９８年 １月 長野五輪聖火リレー 出発式 静岡県 静岡市 県営草薙総合運動場 長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ組織委員会

49 ３月 熱気球「人権」搭乗 京都府 亀岡市 月読橋第３球技場 亀岡市馬路文化センター

50 ４月 玉露の里 桜まつり 静岡県 岡部町 町立 朝比奈第一小学校 玉露の里

51 ５月 冒険いっぱい！ こどもの国 静岡県 富士市 こどもの国 静岡県 公園緑地課

52 ５月 大和園 熱気球体験搭乗 岐阜県 本巣町 老人福祉施設 大和園 西尾レントオール

53 ５月 全国地域伝統芸能フェスティバル 岐阜県 下呂町 県立 益田南高校 下呂町 企画調整課

54 ７月 バルーンスポット軽井沢 長野県 軽井沢町 バルーンスポット軽井沢 クレオ21

55 ７月 ふるさとウォーク ＩＮ 那賀 和歌山県 貴志川町 貴志川河川敷 那賀青年会議所

56 ７月 草薙商店会 夏祭り 静岡県 静岡市 静岡県立大学 草薙商店会

57 ８月 日専連 会員向イベント 静岡県 富士宮市 まかいの牧場 協同組合静岡専門店会

58 ８月 白馬五竜サマーイベント 長野県 白馬村 白馬五竜スキー場 白馬五竜スキー場

59 ８月 富士山こどもの国 わくわく遊び隊 静岡県 富士市 こどもの国 静岡県 公園緑地課

60 １０月 花のフェスティバル 岐阜県 神戸町 町営西座倉グランド 神戸町 産業課

61 １０月 厚木祭 神奈川県 厚木市 青山学院大学 厚木校舎 厚木祭実行委員会

62 １０月 いいだしもいなフェスティバル 長野県 飯田市 三日市場運動公園 飯伊広域行政組合

63 １１月 ふれあい健康の杜フェスティバル 山梨県 中道町 町民グランド 中道町 企画課

64 １１月 携帯プラザネットワーク 愛知県 音羽町 町民グランド 雅会

65 １１月 秋のふるさとまつり 岐阜県 馬瀬村 馬瀬建設資材置き場 馬瀬村 企画調整課

66 １１月 バルーンスポット真富士の里 静岡県 静岡市 真富士の里 クレオ21

67 １１月 もりもり２万人まつり 静岡県 森町 病院跡地 森町 観光課

68 １１月 大阪ほんわかテレビ取材 大阪府 大阪市 中大江小学校グランド 読売テレビ

69 ９９年 ３月 ５時間耐久マラソンｉｎ作州 岡山県 津山市 グリーンヒルズ津山 津山青年会議所

70 ３月 真富士の里10周年イベント 静岡県 静岡市 真富士の里 真富士の里

71 ３月 プロモーションビデオ撮影 静岡県 静岡市 真富士の里 ファブリック

72 ４月 バルーンスポット真富士の里 静岡県 静岡市 真富士の里 クレオ21

73 ４月 富士山こどもの国 オープン 静岡県 富士市 富士山こどもの国 富士山こどもの国

74 ４月 ちゃれんじ講座 静岡県 静岡市 日本平ホテル 静岡生涯教育事務所

75 ５月 ｽｰﾊﾟｰﾋﾟｸﾆｯｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 岡山県 津山市 グリーンヒルズ津山 津山市 商工観光課

76 ５月 新潟市立藤見中学校修学旅行 山梨県 鳴沢村 富士緑の休暇村 ＪＴＢ新潟支店

77 ５月 土岐青年会議所家族会 岐阜県 土岐市 岐阜県青少年活動ｾﾝﾀｰ 土岐青年会議所

78 ６月 龍ヶ崎市事前調査費用 茨城県 龍ヶ崎市 農業公社豊作村 龍ヶ崎市農業公社

79 ６月 ちゃれんじ講座 静岡県 静岡市 静岡県立大学 静岡生涯教育事務所

80 ７月 みなおそら かわとまち 和歌山県 桃山町 紀ノ川河川敷 那賀青年会議所

81 ７月 リバーネット狩野川 静岡県 韮山町 狩野川河川敷 レントオール沼津

82 ７月 日本平まつり 静岡県 清水市 日本平ホテル 日本平ホテル

83 ７月 白馬五竜サマーイベント 長野県 白馬村 白馬五竜スキー場 白馬五竜スキー場

84 ８月 観て視て伊勢原、気球に乗って 神奈川県 伊勢原市 市立　伊勢原小学校 伊勢原青年会議所

85 ８月 こども遊び天国 静岡県 富士市 富士山こどもの国 富士山こどもの国

86 １０月 絵かきの町大王ふれあい祭 三重県 大王町 ともやま公園 大王町商工会

87 １０月 秋のスペシャルイベント 静岡県 富士市 富士山こどもの国 富士山こどもの国

88 １０月 たけはらフェスティバル 広島県 竹原市 バンブージョイハイランド 竹原市商工会議所

89 １０月 ＳＩＳＴＩＶＡＬ’９９ 静岡県 袋井市 静岡理工科大学 SISTITAL実行委員会

90 １１月 大道芸ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟＩＮ静岡 静岡県 静岡市 駿府公園 エスパシオ

91 １１月 子どもフェスティバル 奈良県 當麻町 農村広場 當麻町 企画課

92 １２月 夢を育む教育実践９９ 千葉県 八日市場市 市立　第一中学校 市立第一中学校

93 ００年 ３月 おはようしずおか最終回 静岡県 静岡市 駿府公園 静岡朝日テレビ

94 ４月 ふくいくガイダンス 静岡県 岡部町 町立　岡部中学校 岡部中学校
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95 ４月 こどもの国開園１周年 静岡県 富士市 富士山こどもの国 富士山こどもの国

96 ５月 縄文博物館オープニング 福井県 三方町 縄文ロマンパ－ク 三方町 商工観光課

97 ５月 まだまだ遊ぼうＧＷ 静岡県 富士市 富士山こどもの国 富士山こどもの国

98 ５月 カ－ト選手権 ｉｎもてぎ 栃木県 茂木町 ツインリングもてぎ エスパシオ

99 ５月 関宿航空ショ－ 千葉県 関宿町 関宿滑空場 エスパシオ

100 ５月 ふれあいフェスタ２０００ 埼玉県 狭山市 入間川柏原広場 狭山青年会議所

101 ５月 織機フェスティバル２０００ 愛知県 刈谷市 豊田自動織機製作所 ダスキンレントオ－ル

102 ５月 第一回ＪＴＴまつり 静岡県 富士市 ジャトコ 望月商事

103 ６月 ゆめが丘財団住宅祭 三重県 上野市 ゆめぽりす伊賀 ネイムズプランニング

104 ７月 藤枝清里住宅祭 静岡県 藤枝市 藤枝清里 静岡イベント研究所

105 ７月 夏だ、水だ、イカダだ 静岡県 富士市 富士山こどもの国 富士山こどもの国

106 ７月 阿智の夏祭り 長野県 阿智村 村立　阿智第一小学校 阿智村 企画観光商工課

107 ７月 市民広場２０００ 岐阜県 多治見市 市民広場 多治見青年会議所

108 ７月 市民夏祭り２０００ 三重県 上野市 ゆめぽりす伊賀 ネイムズプランニング

109 ７月 天ヶ瀬ダム湖サマーフェスティバル 滋賀県 大津市 大石スポ－ツ緑地村 ＣＣネットワ－ク

110 ８月 福生七夕まつり 東京都 福生市 市立　福生第一小学校 福生青年会議所

111 ８月 白馬五竜サマーイベント 長野県 白馬村 白馬五竜スキー場 白馬五竜スキー場

112 ８月 富士山こどもの国 静岡県 富士市 富士山こどもの国 富士山こどもの国

113 ８月 教職員生涯いきいき体験旅行 静岡県 富士宮市 朝霧アリ－ナ ＪＴＢ団体新宿支店

114 ９月 こどもの国 静岡県 富士市 富士山こどもの国 富士山こどもの国

115 ９月 富士見原住宅団地説明会 静岡県 御殿場市 富士見原住宅団地 協同広告

116 １０月 ５時間耐久マラソンｉｎ作州 岡山県 中央町 総合運動公園 津山青年会議所

117 １０月 東北乳業イベント 福島県 本宮町 名糖運輸 東北テント

118 １０月 夢を育む教育実践 千葉県 長南町 町立　東小学校 町立東小学校

119 １０月 夢・チャレンジ 愛知県 名古屋市 市立　昭和橋中学校 市立昭和橋中学校

120 １０月 こどもの国 静岡県 富士市 富士山こどもの国 富士山こどもの国

121 １０月 健康の杜フェスタ 山梨県 中道町 町民グランド 中道町 企画課

122 １０月 南飛騨ゆ－わく 岐阜県 下呂町 県立 益田南高校 下呂町 企画調整課

123 １０月 ＳＩＳＴＩＶＡＬ2000 静岡県 袋井市 静岡理工科大学 静岡理工科大学

124 １１月 こどもの国 静岡県 富士市 富士山こどもの国 富士山こどもの国

125 １１月 熱気球家族 京都府 福知山市 ＹＵＡＳＡバッテリー 福知山青年会議所

126 １１月 市制６０周年ｲﾍﾞﾝﾄ 兵庫県 伊丹市 市立　伊丹小学校 伊丹市 市民文化振興課

127 １１月 舞台峠ふれあい 岐阜県 下呂町 舞台峠ドーム 下呂町 企画調整課

128 １１月 11月一般公開例会 愛知県 蒲郡市 市立　中部中学校 蒲郡青年会議所

129 １２月 水源地感謝のつどい 神奈川県 清川村 宮ｹ瀬ダム 宮ｹ瀬ダム振興財団

130 １２月 本納ふれあい広場 千葉県 茂原市 市立　本納中学校 本納商工会

131 ０１年 １月 ＴＡＫＥ ＯＦＦ ２１ 山梨県 双葉町 日本航空学園 日本航空学園

132 １月 吉備の森ﾊﾞﾙｰﾝ探検隊 岡山県 賀陽町 国立吉備少年自然の家 国立吉備少年自然の家

133 ３月 卒業記念イベント 静岡県 岡部町 町立　岡部中学校 町立岡部中学校

134 ４月 梅が丘の桜をお空から 三重県 四日市市 味の素梅が丘社宅 味の素東海工場

135 ４月 大分農業文化公園 大分県 山香町 大分農業文化公園 コスモレンタル

136 ５月 新潟市立内野中学校修学旅行 山梨県 鳴沢村 富士みどりの休暇村 ＪＴＢ新潟支店

137 ５月 長岡ニュータウンデビューフェア 新潟県 長岡市 長岡ニュータウン ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄｸﾞﾗﾌｨｸｽ

138 ５月 花ノ木小学校 愛知県 西尾市 市立　花ノ木小学校 市立花ノ木小学校

139 ５月 丸亀お城まつり 香川県 丸亀市 亀山公園 さぬき青年会議所

140 ７月 浜名湖遊園地ぱるぱる 静岡県 浜松市 浜名湖遊園地ぱるぱる アイザックアド

141 ８月 長良川夕暮れフェスタ 岐阜県 岐阜市 長良川河川敷 ｻﾞｯﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

142 ８月 第一回夏彩祭 愛媛県 東予市 東予運動公園 一城企画
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143 ８月 夏の陣 神奈川県 清川村 宮ｹ瀬ダム 宮ｹ瀬ダム振興財団

144 ９月 リビオ上名和眺望見学会 愛知県 東海市 リビオ上名和 新日鉄都市開発株式会社

145 ９月 フォルクスワーゲンシェイプ 静岡県 小山町 富士スピードウェイ トーマスカイドリーム

146 １０月 彩の国さいたまハートフルフェスタ 埼玉県 さいたま市 埼玉スタジアム2002 日本JC埼玉ブロック協議会

147 １０月 ぬかた来りりん祭 愛知県 額田町 役場西側コスモス畑 額田町　まちづくり課

148 １０月 第28回秋の市民まつり 京都府 福知山市 由良川河川敷 福知山青年会議所

149 １０月 ふるさと子どもドリームアップ事業 秋田県 大内町 町立　出羽中学校 町立出羽中学校

150 １０月 第二回まつもと工場まつり 長野県 松本市 臨空工業団地 マインドスキル

151 １０月 秋の陣 神奈川県 清川村 宮ｹ瀬ダム 宮ｹ瀬ダム振興財団

152 １０月 ＳＩＳＴＩＶＡＬ2001 静岡県 袋井市 静岡理工科大学 静岡理工科大学

153 １０月 健康フェスティバル 京都府 丹波町 丹波自然運動公園 テルサフィットネスクラブ

154 １０月 若葉台商店街19周年事業祭り 神奈川県 横浜市 周辺小学校 旭広告社

155 １０月 レスパスシティｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰﾌｪｱ 愛媛県 松山市 クールスモール ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ

156 １１月 愛知製鋼工場祭り 愛知県 東海市 愛知製鋼工場まつり 西尾レントオール

157 １１月 新宮宮内遺跡　弥生祭り 兵庫県 新宮町 新宮宮内遺跡 新宮町　教育委員会

158 １１月 稲沢まつり 愛知県 稲沢市 市立　稲沢中学校 稲沢商工会議所

159 １１月 ５０周年記念事業 愛知県 名古屋市 市立　昭和橋中学校 市立昭和橋中学校

160 １１月 夢気球 千葉県 天津小湊町 町立　天津小湊小学校 町立天津小湊小学校

161 １１月 むさし祭り 岡山県 大原町 むさしの里 プランニングオフィスK2

162 １１月 ○ごと遊び天国 静岡県 富士市 富士山こどもの国 富士山こどもの国

163 １２月 夢の熱気球体験 千葉県 勝浦市 市立　勝浦中学校 市立勝浦中学校

164 ０２年 ３月 地域交流イベント 愛知県 西尾市 デンソー善明製作所 デンソー善明製作所

165 　 ３月 空中ゆめ散歩！熱気球搭乗体験 岐阜県 大垣市 杭瀬川スポーツ公園 大垣南ライオンズクラブ

166 ４月 「それ行け！路線バスの旅」取材 静岡県 静岡市 真富士の里 静岡第一テレビ

167 　 ４月 つつじまつり 神奈川県 愛川町 宮ケ瀬湖ダム 宮ケ瀬ダム振興財団

168 　 ５月 福島空港フェスティバル 福島県 須賀川市 福島空港公園 ｶﾚﾝﾄﾃｸﾉｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

169 ５月 ゴールデンウィークフェスティバル 三重県 桑名市 マイカル桑名 マイカル桑名

170 ５月 中部台グランドオープン 岐阜県 美濃加茂市 中部台販売センター 日本アート印刷

171 ５月 セネガルキャンプ村開村式 静岡県 藤枝市 藤枝市市民体育館横 ｾﾈｶﾞﾙｷｬﾝﾌﾟ地実行委員会

172 ５月 セネガルｖｓ柏レイソル 静岡県 藤枝市 藤枝市総合公園サッカー場 ｾﾈｶﾞﾙｷｬﾝﾌﾟ地実行委員会

173 ６月 アイリスフェスティバル 長野県 青木村 アイリスの郷 ローリス

174 ７月 サマーキャンプ 群馬県 嬬恋村 オークびゅー嬬恋 ＪＲ東日本

175 ８月 第二回夏彩祭り 愛媛県 東予市 東予運動公園 東予青年会議所

176 ８月 夏の陣 神奈川県 清川村 宮ケ瀬湖湖畔公園 宮ケ瀬ダム振興財団

177 ８月 ほのかフェスタ 愛知県 名古屋市 市立　旧則武小学校 ほのか小学校ＰＴＡ

178 ８月 西播磨フロンティア祭 兵庫県 新宮町 播磨科学学園都市 龍野青年会議所

179 ８月 ASMOサマーフェスティバル 愛知県 豊橋市 アスモ豊橋工場 アスモ豊橋工場

180 ８月 納涼大会 三重県 多度町 アイリスパークみぞの 多度町商工会

181 ９月 ２００２フェスタ追浜 神奈川県 横須賀市 日産追浜工場 テイクフォー

182 １０月 クロマツと遊んじゃおう2002 山形県 酒田市 光が丘多目的広場 酒田青年会議所

183 １０月 根日女秋祭り 兵庫県 加西市 玉丘史跡公園 加西青年会議所

184 １０月 ぬかた来りん祭 愛知県 額田町 町役場裏手コスモス畑 額田町　まちづくり課

185 １０月 第二回健康フェスティバル 京都府 丹波町 県立丹波自然運動公園 京都府労働福祉協議会

186 １０月 ＳＩＳＴＩＶＡＬ２００２ 静岡県 袋井市 静岡理工科大学グランド 学園祭実行委員会

187 １１月 公社まつり 静岡県 富士市 こどもの国 静岡県総合管理公社

188 １１月 第１０回旭ヶ丘学童野球大会 茨城県 下館市 母子島遊水地 日鋪建設

189 １１月 ２０周年記念フェスタながさわ 静岡県 清水町 狩野川河川敷 清水町役場

190 １１月 八千代秋祭り 茨城県 八千代町 中央公民館裏 八千代町生涯学習課
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191 １２月 30周年記念事業３０連凧揚げ大会 茨城県 八千代町 町民広場 八千代町生涯学習課

192 １２月 Sole いいね！2002年最終回生中継 静岡県 静岡市 真富士の里 静岡放送

193 ０３年 ３月 空からの西淀川探訪 大阪府 大阪市 新淀川公園 西淀川区役所

194 カウントダウンフェスティバルｉｎ日本平 静岡県 清水市 日本平ホテル 清水青年会議所

195 ４月 大洲城天守閣復元上棟イベント 愛媛県 大洲市 肱川緑地公園 大洲市役所

196 とくしま動物園ファミリーランド５周年 徳島県 徳島市 徳島動物園 とくしまファミリーランド

197 ５月 菜の花まつり 茨城県 境町 利根川河川敷 境町観光協会

198 水コミュニケーションフェスタ 大阪府 東大阪市 近鉄花園ラグビー場 セレスポ

199 第５５回開学祭 大分県 大分市 大分大学 学園祭実行委員会

200 ６月 埼玉ブロック協議会会員大会 埼玉県 富士見市 キラリ☆ふじみ 東入間青年会議所

201 ７月 伊東マリンタウン２周年事業 静岡県 伊東市 道の駅　伊東マリンタウン 伊東マリンタウン

202 さがせ!ワンピース飛んで造って未来の 愛知県 犬山市 市立　犬山北小学校 犬山青年会議所

203 ８月 第２０回交野まつり 大阪府 交野市 いきいきランド 交野青年会議所

204 熱気球で空中散歩空から見ようふるさと 山口県 上関町 町民グランド 中国電力

205 ふくで夏まつり 静岡県 福田町 はまぼう公園 福田町商工会

206 ９月 フェスタ追浜2003 神奈川県 横須賀市 日産追浜工場 テイクフォー

207 ２００３美和野秋のイベント 静岡県 静岡市 フローラタウン美和野 静岡県住宅生協

208 りんごの町の秋まつり 山形県 朝日町 緑ヶ丘公園 朝日町役場

209 １０月 お会式　一乗祭 東京都 杉並区 佼成学園グランド 立正佼成会

210 ぬかた来りん祭 愛知県 額田町 役場裏コスモス畑 額田町　まちづくり課

211 第三回健康フェスティバル 京都府 丹波町 丹波自然運動公園 京都労働者福祉協議会

212 メルヘンワールド２００３ 石川県 志賀町 北陸電力志賀原発 毎日放送

213 ＳＩＳＴＩＶＡＬ２００３ 静岡県 袋井市 静岡理工科大学 学園祭実行委員会

214 第一回センター祭 埼玉県 さいたま市 県障害者交流センター 埼玉県障害者交流ｾﾝﾀｰ

215 １１月 熱気球体験搭乗 静岡県 富士市 富士山こどもの国 静岡県総合管理公社

216 ＡＭＡＧＩの収穫祭 静岡県 天城湯ヶ島町新天城ドーム横 天城湯ヶ島町役場

217 ０４年 １月 理科大好きスクール 兵庫県 神戸市 市立　西山小学校 西山小学校

218 　 ２月 ヤマハ発動機労働組合 静岡県 福田町 はまぼう公園 ヤマハ発動機労働組合

219 ３月 わくわくクラブ 東京都 武蔵村山市 市立　第一小学校 立川青年会議所

220 ４月 静岡まつりこども城下町 静岡県 静岡市 駿府公園 静岡青年会議所

221 協和発酵富士支部メーデー 静岡県 長泉町 協和メデックス 協和発酵労働組合

222 ハッピーウィーク 静岡県 富士市 富士山こどもの国 静岡県総合管理公社

223 ５月 田園のつどい 岐阜県 羽島市 浄化センター横 羽島市役所　農政課

224 第２２回なの花まつり 山形県 三川町 いろり火の里 三川町観光協会

225 ６月 スマイルファクトリー２００４ｉｎ狩野川 静岡県 沼津市 狩野川河川敷 沼津青年会議所

226 　 多摩環境フェスティバル 東京都 日の出町 谷戸沢処分場 武蔵野市　ｺﾞﾐ総合対策課

227 スポーツフェスタⅰｎにいがた 新潟県 新潟市 新潟市営陸上競技場 新潟市役所　体育課

228 街と住まいのフェスティバル 京都府 京田辺市 松井山手駅前広場 京阪カインド

229 ７月 閉村記念事業 新潟県 味方村 村立　味方中学校 味方村役場　総務課

230 たねいちマリンフェスタ２００４ 岩手県 種市町 種市海浜公園 種市町役場　農林水商課

231 ８月 夏のイベント 京都府 南山城村 レイクフォレストリゾート レイクフォレストリゾート

232 モノリスサマーキャンプ 岐阜県 郡上市 ウイングリゾート白鳥 サニートラベル

233 新川スカイウォーク 千葉県 八千代市 八千代市市民球場 八千代青年会議所

234 未来学園自然塾 静岡県 静岡市 中島浄水場 静岡青年会議所

235 ふくで夏まつり 静岡県 福田町 はまぼう公園 福田町商工会

236 ９月 スカウトの日 愛知県 名古屋市 名城公園 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ名古屋西地区

237 　 淀川区創設３０周年記念事業 大阪府 大阪市 淀川河川公園 淀川区　総務課

238 １０月 自然の家オープンデー 奈良県 曽爾村 国立曽爾少年自然の家 国立曽爾少年自然の家
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239 ２００４年北上工業匠祭 岩手県 北上市 北上総合運動公園 フジサキ

240 　 ５０周年イベント熱気球体験搭乗 山梨県 韮崎市 中央運動公園 韮崎市役所　企画財政課

241 　 海と空と緑のふれあいフェスタ 大阪府 堺市 海とのふれあい公園 連合堺高地区協議会

242 　 　 第四回健康フェスティバル 京都府 丹波町 丹波自然運動公園 京都労働者福祉協議会

243 　 由比宿まつり 静岡県 由比町 由比川河川敷 由比町商工会

244 　 感謝祭 岐阜県 土岐市 土岐川河川敷 石黒商事

245 　 第５５回黒潮祭 高知県 高知市 高知大学 学園祭実行委員会

246 　　 第７回県大祭 愛知県 長久手町 愛知県立大学グランド 学園祭実行委員会

247 ＳＩＳＴＩＶＡＬ２００４ 静岡県 袋井市 静岡理工科大学 学園祭実行委員会

248 １１月 山田町ふれあいまつり 千葉県 山田町 橘ふれあい公園 山田町　総務課

249 　 熱気球体験搭乗！ 静岡県 富士市 富士山こどもの国 静岡県総合管理公社

250 　 産業フェスタみよし２００４ 愛知県 三好町 南部コミュニティ 三好町商工会

251 　 第６回坂祝町民まつり 岐阜県 坂祝町 総合グランド 坂祝町役場　企画課

252 　 のせ文化祭り 大阪府 能勢町 役場裏側の駐車場 能勢町役場　住民生活課

253 １２月 クリスマス会 愛知県 名古屋市 市立　黒石小学校 黒石小学校　子供会

254 　 スポーツビレッジ住之江周年イベント 大阪府 大阪市 スポーツビレッジスミノエ マグスミノエ

255 ０５年 １月 合併５０周年記念事業 福岡県 苅田町 パンジープラザ 苅田町役場　総合政策課

256 　 ３月 ５０周年記念じんけんフェスティバル 高知県 土佐清水市 総合運動公園 土佐清水市　じんけん課

257 　　 エコ＆サイエンスフェスタ 岐阜県 安八町 三洋電機　岐阜工場 三洋電機

258 ４月 よしづ花まつり 香川県 三野町 町立　吉津小学校 三野町観光協会

259 ５月 まちびらきフェスタ 千葉県 柏市 ローレルヒルズ手賀の杜 近鉄不動産

260 　 わんぱくフェスタ若狭路 福井県 美浜町 総合運動公園 福井テレビ

261 ６月 スポーツフェスタⅰｎにいがた 新潟県 新潟市 新潟市営陸上競技場 新潟市役所　体育課

262 　 花ひろばイベント販促イベント 三重県 桑名市 花ひろば 花ひろば

263 　 かんだ港まつり 福岡県 苅田町 パンジープラザ 苅田町役場　総合政策課

264 ヤマハ発動機労働組合 静岡県 磐田市 太田川サッカー場 ヤマハ発動機労働組合

265 　 花と緑のフェスタ小牧 愛知県 小牧市 市民四季の森 小牧市　都市整備課

266 ７月 サイエンスワールド２００５ 福井県 高浜町 町立野球場 ﾏｲﾝﾄﾞ＆ｻｳﾝﾄﾞライフ

267 若狭たかはま漁火想 福井県 高浜町 城山公園 高浜町役場　総務課

268 ８月 第３０回日曜朝駆け会 愛知県 西尾市 市立　西尾小学校 西尾東ライオンズクラブ

269 夏のイベント 京都府 南山城村 レイクフォレストリゾート レイクフォレストリゾート

270 まち遊びフェスティバル 京都府 舞鶴市 前島みなと公園 まつり実行委員会

271 エコキッズタウン 愛知県 豊田市 白浜公園 豊田青年会議所

272 ふくで夏まつり 静岡県 福田町 はまぼう公園 福田町商工会

273 ９月 みかづきファイナルフェスティバル 兵庫県 三日月町 町立　三日月町中学校 三日月町商工会

274 夢ゆめまつり 兵庫県 夢前町 町立　前之庄小学校 夢前町商工会

275 穂の国感謝祭 愛知県 新城市 市立　新城小学校 蒲郡青年会議所

276 豊川学園フェスティバル 愛知県 豊川市 豊川学園 学園祭実行委員会

277 １０月 6年生の総合的学習 石川県 金沢市 市立　明成小学校 明成小学校

278 熱気球に乗ろうIN藤井寺 大阪府 藤井寺市 西大井下水処理場 藤井寺青年会議所

279 富田町コスモス祭り 千葉県 千葉市 富田町コスモス畑 千葉電設協会

280 ドライブAGOGO！ 静岡県 富士宮市 朝霧アリ－ナ テレビ東京

281 ＳＩＳＴＩＶＡＬ２００５ 静岡県 袋井市 静岡理工科大学 学園祭実行委員会

282 感謝祭 岐阜県 土岐市 土岐川河川敷 石黒商事

283 １１月 第２５回海洋祭 静岡県 静岡市 東海大学海洋学部 学園祭実行委員会

284 ローレルヒルズイベント 千葉県 柏市 フローラタウン手賀の杜 近鉄不動産

285 大農業祭 滋賀県 甲賀市 ＪＡ甲賀郡駐車場 ＪＡ甲賀郡

286 わくわくクラブ吉田町フェスタ 静岡県 吉田町 大井川河川敷 エスピーリンク
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287 ０６年 ３月 しまなみヒルズを空から眺めよう 愛媛県 今治市 しまなみヒルズ メディアエムジー

288 　 　 愛・地球博開幕１周年記念イベント 愛知県 名古屋市 名古屋城二の丸広場 名古屋市　博覧会推進室

289 ４月 春らんまんわくわくチャレンジウィーク 徳島県 板野町 県立あすたむらんど 県立あすたむらんど

290 　 　 出雲バイパス熱気球体験搭乗 島根県 出雲市 出雲バイパス フジタ道路

291 ５月 丸亀お城まつり 香川県 丸亀市 亀山公園 さぬき青年会議所

292 ６月 ときわ祭 静岡県 浜松市 浜松学芸高校 浜松学芸高校

293 ７月 ウチノ海わくわく夏パーク 徳島県 鳴門市 ウチノ海パーク セーラー広告

294 　 わく☆ドキ熱気球体験 愛知県 名古屋市 とだがわこどもランド とだがわこどもランド

295 　　 いわき熱気球プロジェクト 福島県 いわき市 いわきニュータウン いわきニュータウン

296 若狭たかはま漁火想 福井県 高浜町 城山公園 高浜町役場　総務課

297 ８月 ＪＡ静岡青壮年連盟創立５５周年 静岡県 富士宮市 朝霧ジャンボリーキャンプ場 ＪＡ静岡中央会

298 　 商工会３０周年イベント 岐阜県 八百津町 町立　八百津小学校 八百津商工会

299 　 ファミリー野外活動体験 静岡県 御殿場市 馬頭塚 御殿場市役所

300 　 とよはし100祭石巻校区 愛知県 豊橋市 市立　石巻小学校 石巻小学校校区

301 　 第２回読売チャリティフリマーケット 滋賀県 湖南市 親水公園芝生広場 読売センター湖南中央

302 　 インノショウフォレストリー竣工式 岡山県 津山市 インノショウフォレストリー 院庄林業

303 ９月 第１回木田商店ふれあいポイントまつり 北海道 札幌市 木田商店 木田商店

304 　 　 ハチドリの地上絵を熱気球に乗って空から見よう 静岡県 静岡市 静岡県立大学芝生広場 静岡県立美術館

305 　 　 富田町コスモス祭り 千葉県 千葉市 富田町コスモス畑 千葉電設協会

306 １０月 創立３５周年記念事業 新潟県 上越市 市立　谷浜小学校 市立谷浜小学校

307 　　 いきいきフェスタ２００６ 神奈川県 横浜市 横浜八景島シーパラダイス 八景島シーパラダイス

308 　 ＳＩＳＴＩＶＡＬ２００６ 静岡県 袋井市 静岡理工科大学 学園祭実行委員会

309 　 空中ゆめ散歩 岐阜県 大垣市 杭瀬川河川敷 大垣南ライオンズクラブ

310 １１月 キッズジャムinとよはし 愛知県 豊橋市 豊橋球場横 豊橋市子ども会協議会

311 　 いきいき豊玉まつり 長崎県 対馬市 市立　豊玉中学校 対馬市役所

312 　 熱気球から芦原校区を眺めてみよう 愛知県 豊橋市 市立　芦原小学校 芦原小学校校区

313 　 環境農業フォーラム 大阪府 能勢町 役場裏側の畑 能勢町役場　環境課

314 　 　 蘇原地区公民館まつり 岐阜県 白川町 蘇原公民館 蘇原公民館

315 ０７年 ２月 地域夢プラン 兵庫県 姫路市 市立　手柄小学校 手柄校区自治会

316 地域夢プラン 兵庫県 姫路市 市立　城陽小学校 城陽校区自治会

317 　 ふるさと荒川フェスティバル 兵庫県 姫路市 市立　荒川小学校 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ21荒川

318 ３月 御調町商工会青年部40周年記念 広島県 尾道市 尾道ふれあいの里 御調町商工会

319 熱気球体験搭乗 静岡県 浜松市 遠州灘海浜公園 遠州灘海浜公園

320 ４月 夜桜熱気球・熱気球大空飛行 徳島県 板野町 あすたむランド あすたむランド

321 グランドオープン記念 福島県 天栄村 レジーナの森 ビューアドバタイジング

322 ５月 あおいパーク春のフェスティバル 愛知県 碧南市 あおいパーク コロナグループ

323 西出雲交流フェスタ 島根県 出雲市 しまね花の郷 しまね花の郷

324 スカウトフェスティバル２００７ 愛知県 名古屋市 千種区平和公園 千種区ボーイスカウト

325 ６月 明石で買って気球に乗ろう 兵庫県 明石市 明石公園 明石市商店街連合会

326 　 中部電力でんき科学館慰安旅行 静岡県 静岡市 真富士の里 中部電力

327 フレンドシップデー 埼玉県 久喜市 久喜総合文化会館 久喜総合文化会館

328 ７月 独立記念日レクリエーション 東京都 福生市 横田基地 横田基地

329 アサヒビールご愛飲キャンペーン 新潟県 新潟市 撞木市有地空き地 ＪＴＢ

330 アサヒビールご愛飲キャンペーン 広島県 広島市 南区市有地空き地 ＪＴＢ

331 アサヒビールご愛飲キャンペーン 佐賀県 佐賀市 嘉瀬川河川敷 ＪＴＢ

332 　 若狭たかはま漁火想 福井県 高浜町 城山公園 高浜町役場　総務課

333 地図の町佐原2007 千葉県 香取市 利根川河川敷 佐原青年会議所

334 ８月 夢ＨＡＮＡＢＩ2007 福岡県 小郡市 小郡運動公園 みい青年会議所
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335 　 　 サマーナイトフェスティバル 長野県 麻績村 村立　麻績小学校 麻績村商工会

336 　 　 アサヒビールご愛飲キャンペーン 愛知県 名古屋市 白川公園 ＪＴＢ

337 　 アサヒビールご愛飲キャンペーン 香川県 坂出市 播の州空き地 ＪＴＢ

338 　 　 エアパーク2007ａｔ八千代 千葉県 八千代市 八千代市市民球場 八千代青年会議所

339 ９月 アサヒビールご愛飲キャンペーン 宮城県 名取市 名取スポーツパーク ＪＴＢ

340 　 スウィートラブシャワー2007 山梨県 山中湖村 交流プラザきらら スペースシャワーＴＶ

341 　 アサヒビールご愛飲キャンペーン 大阪府 大東市 深北緑地公園 ＪＴＢ

342 　 木田商店ふれあいポイントまつり 北海道 札幌市 木田商店 木田商店

343 　　 来て観て走って飛んで体感栗東 滋賀県 栗東市 こんぜの里りっとう 栗東青年会議所

344 いわいっ子飛行隊ｉｎ骨寺 岩手県 一関市 巌美町空き地 一関青年会議所

345 　 青葉台分譲地１周年記念 三重県 津市 青葉台分譲地 日の出開発

346 １０月 やつしろ全国花火競技大会 熊本県 八代市 八代市球磨川スポーツ公園 八代商工会

347 　 熱気球体験キャンプ 京都府 南丹市 るり渓温泉グランド 京都ネイチャースクール

348 　 スポーツリクレーション大会 神奈川県 海老名市 海老名陸上競技場 海老名市教育委員会

349 　 熱気球に乗ろう 群馬県 玉村町 東部スポーツ広場 群馬中高年福祉事業団

350 　 閉校記念行事 新潟県 阿賀野市 市立　駒林小学校 駒林小学校

351 　 いきいきフェスタ2007 神奈川県 横浜市 横浜八景島シーパラダイス 八景島シーパラダイス

352 　 ＳＩＳＴＩＶＡＬ2007 静岡県 袋井市 静岡理工科大学 学園祭実行委員会

353 　 　 熱気球体験搭乗 静岡県 浜松市 遠州灘海浜公園 遠州灘海浜公園

354 　 　 福知山市市制７０周年ナナマル交流フェスタ 京都府 福知山市 三段池公園 福知山市　まちづくり推進

355 １１月 海洋祭 静岡県 静岡市 東海大学海洋学部 学園祭実行委員会

356 　　 夢プラン熱気球体験搭乗 兵庫県 姫路市 市立　荒川小学校 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ21荒川

357 　 白沢秋祭り 福島県 本宮市 白沢運動場 本宮市　産業課

358 　 アサヒビールご愛飲キャンペーン 大阪府 大東市 深北緑地公園 ＪＴＢ

359 　 川島町善入寺島熱気球体験搭乗 徳島県 吉野川市 善入寺島 川島町商工会

360 　 気球にのって眺めよう！私たちのふるさと　 愛知県 西尾市 市立　平坂小学校 平坂小学校

361 １２月 カルチャー＆ファミリーﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 大阪府 門真市 松下電工工場 ミムティコーポレーション

362 　 日本経済新聞社 静岡県 静岡市 真富士の里 日産自動車

363 ０８年 ３月 名古屋国際女子マラソン 愛知県 名古屋市 名城公園 名古屋市　企画調整課

364 　 ４月 越谷レイクタウンオープニング 埼玉県 越谷市 レイクタウン 相鉄エージェンシー

365 沼田さくら祭り 群馬県 沼田市 沼田公園 沼田商工会

366 　 東扇島東公園オープニング 神奈川県 川崎市 東扇島東公園 ゼネラルプロモート

367 ５月 ゴールデンウィークフェスティバル 兵庫県 三木市 グリーンピア三木 グリーンピア三木

368 　 フレンドシップデー 埼玉県 久喜市 久喜総合文化会館 久喜総合文化会館

369 　 蜂ケ峰ローズフェスタ 山口県 和木町 蜂ケ峰公園 和木町商工会

370 ７月 ビーチフェスタｉｎかんばら 静岡県 静岡市 蒲原海岸 静岡青年会議所

371 　 若狭たかはま漁火想 福井県 高浜町 城山公園 高浜町役場　総務課

372 ８月 明朗塾夏祭り 千葉県 八街市 明朗塾 明朗塾

373 　 新潟県建築士の日 新潟県 上越市 上越教育プラザ 新潟県建築士会

374 　 夏のオープンキャンパス 和歌山県 新宮市 近畿大学付属新宮中学校 近畿大学付属新宮中学校

375 　 みんなで乗ろう熱気球 新潟県 長岡市 市立　栃尾南小学校 栃尾青年会議所

376 コカコーラエコロジースクール 京都府 宮津市 波見里グランド 府立海と星の見える丘公園

377 　 熱気球体験搭乗 静岡県 浜松市 遠州灘海浜公園　球技場 県営遠州灘海浜公園

378 薫風満天ﾌｨｰﾙﾄﾞ交流塾夏祭り 秋田県 大潟村 秋田県立大学 秋田県立大学

379 Let'sFly熱気球 in 岩槻祭り 埼玉県 さいたま市 市立　岩槻小学校 埼玉中央青年会議所

380 サマー体験 栃木県 那須町 ホテルエピナール那須 ホテルエピナール那須

381 　 スウィートラブシャワー2008 山梨県 山中湖村 交流プラザきらら スペースシャワーＴＶ

382 鵬祭 岐阜県 中津川市 県立中津高校恵那北校舎 県立中津高校恵那北校舎

383 　 円空のふるさと美並夏祭り 岐阜県 郡上市 日本まん真ん中センター 美並商工会

384 ９月 木田商店ふれあい感謝祭 北海道 札幌市 木田商店 木田商店
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385 空から眺めよう熱気球体験 京都府 京田辺市 ローズタウン 京阪カインド

386 　 １０月 いわせ健康スポーツフェスタ 富山県 富山市 岩瀬スポーツ公園 岩瀬スポーツ公園

387 　 　 親子ふれあい熱気球体験 愛知県 幡豆町 愛知県こどもの国 幡豆町教育委員会

388 　 のせ栗まつり 大阪府 能勢町 大阪府民牧場 能勢町　産業建設課

389 　 　 前山ふれあいまつり 愛知県 名古屋市 市立　前山小学校 前山小学校

390 　 スポーツリクリエーション大会 神奈川県 海老名市 海老名陸上競技場 海老名市教育委員会

391 　 熱気球体験搭乗会 広島県 三原市 中央森林公園 中央森林公園

392 　 信越フェスティバル 福井県 鯖江市 信越化学工業 テイクプロデュース

393 　 山陽小野田市民まつり 山口県 山陽小野田市江汐公園 山陽小野田商工会

394 　　 理科実験教室 千葉県 市川市 大洲防災公園 アースライト

395 天空から時空を越えた大和を見よう 新潟県 上越市 今泉スポーツ公園 大和小学校

396 １１月 創立１００周年記念事業 栃木県 真岡市 市立　大内東小学校 大内東小学校

397 　 ＳＩＳＴＩＶＡＬ2008 静岡県 袋井市 静岡理工科大学 学園祭実行委員会

398 　 海洋祭 静岡県 静岡市 東海大学海洋学部 学園祭実行委員会

399 　 創立１００周年記念事業 愛知県 岡崎市 市立　矢作南小学校 矢作南小学校

400 　 吉川市民まつり 埼玉県 吉川市 永田公園 吉川市建設業協会

401 　 みんなで広げよう友情の輪 愛知県 名古屋市 平和公園 千種区ボーイスカウト

402 　 熱気球体験搭乗 静岡県 浜松市 遠州灘海浜公園　球技場 県営遠州灘海浜公園

403 　 １２月 創立１３０周年 岐阜県 笠松町 町立　笠松小学校 笠松小学校

404 ０９年 １月 熱気球体験搭乗会 香川県 土庄町 オリビアン小豆島 オリビアン小豆島

405 ４月 市民文化フェア 埼玉県 所沢市 航空記念公園 所沢青年会議所

406 　　 熱気球体験搭乗 静岡県 浜松市 遠州灘海浜公園　球技場 県営遠州灘海浜公園

407 　 ガスフェア２００９ 滋賀県 甲賀市 JAこうか駐車場 エルピーガス協会甲賀支部

408 ５月 国崎クリーンセンターオープニング 兵庫県 川西市 国崎クリーンセンター 国崎クリーンセンター

409 　 ドギーパークつつじまつり 山梨県 富士河口湖町ドギーパーク ドギーパーク

410 　 まちづくり愛2009in吹田万博公園 大阪府 吹田市 万博記念公園 吹田青年会議所

411 　 彦根城写生大会2009 滋賀県 彦根市 彦根城 大手前駐車場 彦根青年会議所

412 ６月 恵那市健康福祉祭 岐阜県 恵那市 まきがね公園 恵那市教育委員会

413 　 　 森町物産センター創業２０周年記念イベント 北海道 森町 オニウシ公園 森町物産センター

414 　 ７月 古井商店会発展会発足50周年記念事 岐阜県 美濃加茂市 市立　東中学校 古井商店会発展会

415 ビーチフェスタｉｎかんばら 静岡県 静岡市 蒲原海岸 静岡青年会議所

416 　 海ありがとうフェスティバル 兵庫県 姫路市 白浜海岸周辺 灘商店連合会

417 　 若狭たかはま漁火想 福井県 高浜町 城山公園 高浜町役場　総務課

418 ８月 明朗塾夏祭り 千葉県 八街市 明朗塾 明朗塾

419 　 長野県キャンポリ 長野県 長野市 戸隠スキー場 ボーイスカウト長野連盟

420 　 大型熱気球体験搭乗ＩＮユニトピアささやま 兵庫県 篠山市 ユニトピアささやま ＪＡＦ兵庫支部

421 　 ロボット展 青森県 青森市 モヤヒルズ モヤヒルズ

422 　 ドギーパーク熱気球から富士山を眺めよう 山梨県 富士河口湖町ドギーパーク ドギーパーク

423 　 ザ・縁日 岐阜県 恵那市 市立　岩邑中学校 恵南商工会

424 　 北杜市明野町サンフラワーフェス２００９ 山梨県 北杜市 サンフラワーフェス会場 北杜市農業振興公社

425 　 Let'sFly熱気球 in 岩槻祭り 埼玉県 さいたま市 市立　岩槻小学校 埼玉中央青年会議所

426 スウィートラブシャワー2009 山梨県 山中湖村 交流プラザきらら スペースシャワーＴＶ

427 　 日本JC 兵庫ブロック協議会 会員大会 兵庫県 芦屋市 芦屋市総合公園 芦屋青年会議所

428 ９月 Kick Off イベント 茨城県 つくば市 中央公園 ウェルウェスト

429 木田商店ふれあい感謝祭 北海道 札幌市 木田商店 木田商店

430 横浜JC 横浜港開港１５０周年イベント 神奈川県 横浜市 マリノスタウン 横浜青年会議所

431 　 秋のわくわくフェスタ 兵庫県 赤穂市 赤穂海浜公園 県営赤穂海浜公園

432 青少年育成事業　熱気球に乗せて 山口県 山口市 きらら博記念公園 吉南青年会議所

433 １０月 のせ栗まつり 大阪府 能勢町 大阪府民牧場 能勢町　産業建設課

434 　 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会イベント 三重県 名張市 市立　百合が丘小学校 名張市３・６自治会
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435 ビッグフィッシング海上釣堀王 兵庫県 南あわじ市 じゃのひれキャンプ場 じゃのひれキャンプ場

436 　 　 でっかい秋フェスタ 新潟県 新潟市 ＪＲＡ新潟競馬場 ＪＲＡ新潟競馬場

437 　 １１月 ＳＩＳＴＩＶＡＬ2009 静岡県 袋井市 静岡理工科大学 学園祭実行委員会

438 海洋祭 静岡県 静岡市 東海大学海洋学部 学園祭実行委員会

439 　 　 町制施行５０周年記念大型熱気球体験搭乗 群馬県 甘楽町 ふれあいの丘 甘楽町　振興課

440 　 熱気球体験搭乗秋バージョン 兵庫県 川西市 国崎クリーンセンター 国崎クリーンセンター

441 　 第２５回大阪府都市緑化フェア 大阪府 枚方市 淀川河川敷 枚方市　公園みどり課

442 　 吉川市民まつり 埼玉県 吉川市 永田公園 吉川市建設業協会

443 　 第４９回桃山祭 大阪府 和泉市 桃山学院大学 桃山学院大学

444 　　 みんなで灯そう夢灯 山形県 長井市 あやめ公園駐車場 長井青年会議所

445 熱気球体験搭乗 静岡県 浜松市 遠州灘海浜公園　球技場 県営遠州灘海浜公園

446 　 そぶえイチョウ黄葉まつり 愛知県 稲沢市 市立　山崎小学校 祖父江商工会

447 １２月 子育て応援フェスティバル 東京都 江東区 東京ガス科学館駐車場 キッズコーポレーション

448 １０年 ２月 篠原子ども会創立30周年記念事業 東京都 葛飾区 区立　四つ木中学校 篠原子ども会

449 ３月 福祉のふれあい広場　熱気球体験搭乗 埼玉県 松伏町 松伏記念公園 松伏町社会福祉協議会

450 　 春の花火と千本桜まつり 東京都 足立区 舎人公園 足立区 観光交流課

451 　 ５月 熱気球に乗ろう！ 岐阜県 大垣市 大垣コロナワールド 大垣コロナワールド

452 　 熱気球体験搭乗会 京都府 京都市 西山ドライブウェイ 西山ドライブウェイ

453 　 　 とやのがたグリーンフェスタ 新潟県 新潟市 県立新潟自然科学館 県立新潟自然科学館

454 　 　 熱気球体験搭乗 静岡県 浜松市 遠州灘海浜公園　球技場 県営遠州灘海浜公園

455 　 桃山フェスタ2010 大阪府 和泉市 桃山学院大学 桃山学院大学

456 ６月 みんなで灯そう夢灯 山形県 長井市 市営野球場 長井青年会議所

457 　 第１９回ポピー祭り 島根県 飯南町 フラワーバレー アンジェ21

458 ７月 フレンドシップキャンプ 岡山県 真庭市 ジャージー牛ふれあい広場 大阪府肢体不自由者協会

459 　 2010スポーツ公園フェスタ 新潟県 新潟市 東北電力ｽﾀｼﾞｱﾑﾋﾞｯｸﾞｽﾜﾝ パブリシティコア

460 　 ビーチフェスタｉｎかんばら 静岡県 静岡市 蒲原海岸 静岡青年会議所

461 　 オートセンターモリ特別招待会 三重県 伊賀市 オートセンターモリ オートセンターモリ

462 　 スマイルプロジェクト★かみのやま 山形県 上山市 上山市民総合運動場 上山青年会議所

463 　 　 ＮＥＷなごや祭り創造委員会　家族会 愛知県 南知多町 町立　日間賀小学校 名古屋青年会議所

464 　 　 「絆」つながり合う そら　ひと　まち 山口県 山口市 山口南総合センター 吉南青年会議所

465 ８月 第１０回明朗塾夏祭り 千葉県 八街市 明朗塾 明朗塾

466 　 第１４回未来にはばたけ 楽田夏祭り 愛知県 犬山市 エナジーサポートグランド 楽田地区コミュニティ

467 　 ７か町に広げよう 家族の輪 奈良県 河合町 西大和学園グランド 法隆寺青年会議所

468 　 マルシェジャポン＆アウトドアフェスタ 東京都 江東区 東京ガス科学館駐車場 キッズコーポレーション

469 　 夏休みファミリーイベント 新潟県 妙高市 ＡＰＡリゾートパインバレー APAリゾートパインバレー

470 　 熱気球体験搭乗会 青森県 青森市 モヤヒルズ モヤヒルズ

471 　 大型熱気球体験搭乗ＩＮユニトピアささやま 兵庫県 篠山市 ユニトピアささやま ＪＡＦ兵庫支部

472 　 ＪＲ東海静岡地区サマージャンボリー 静岡県 伊豆の国市 モビリティパーク ＪＲ東海

473 　 Let'sFly熱気球 in 岩槻祭り 埼玉県 さいたま市 市立　岩槻中学校 埼玉中央青年会議所

474 　 愛宕まつり 兵庫県 丹波市 市立　氷上中学校 まつり実行委員会

475 ９月 熱気球体験搭乗 静岡県 浜松市 遠州灘海浜公園 県立遠州灘海浜公園

476 元気がでるまつり 静岡県 浜松市 浜名湖ガーデンパーク 冨士物産

477 　 とよはし再発見！GERRN LIFE PROJECT 愛知県 豊橋市 豊橋球場横 豊橋青年会議所

478 　 LOVEおおたフェスタ 茨城県 常陸太田市 やまぶき公園 常陸太田市商工会

479 １０月 千種区民まつり 愛知県 名古屋市 平和公園 千種区役所

480 熱気球体験搭乗会 広島県 三原市 中央森林公園 中央森林公園

481 　 ふれあい広場２０１０ 神奈川県 相模原市 市立　内郷中学校 相模湖町商工会

482 なんかやーぞ１万人プロジェクト 鳥取県 伯耆町 伯耆町総合スポーツ公園 ＭＫ開発

483 　 ＳＩＳＴＩＶＡＬ２０１０ 静岡県 袋井市 静岡理工科大学 学園祭実行委員会

484 　 藤前干潟ふれあいデー 愛知県 名古屋市 藤前野球場 名古屋市　環境都市推進室
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485 第１３回県大祭 愛知県 長久手町 愛知県立大学グランド 学園祭実行委員会

486 　 　 Ｎｉｇｈｔ暮式 岡山県 倉敷市 市立　東小学校 倉敷青年会議所

487 　 熱気球体験搭乗会 京都府 宮津市 文珠浜公園駐車場 エルシステムジャパン

488 １１月 第３０回海洋祭 静岡県 静岡市 東海大学海洋学部 学園祭実行委員会

489 　 　 そなエリアボウサイフェスティバル 東京都 江東区 東京臨海広域防災公園 東京臨海広域防災公園

490 　 熱気球体験搭乗秋バージョン 兵庫県 川西市 国崎クリーンセンター 国崎クリーンセンター

491 　 フェスタｉｎ大谷 栃木県 宇都宮市 大谷町市営駐車場西側 五光

492 　 吉川市民まつり 埼玉県 吉川市 永田公園 吉川市建設業協会

493 １１年 ２月 NHKおはようにっぽん、生中継用素材作り 静岡県 御殿場市 御殿場市営陸上競技場 御殿場市役所

494 ３月 淡路花祭２０１１ 兵庫県 洲本市 ウェルネスパーク五色 淡路

495 ４月 土原４Ｂ　子ども会歓送迎会 愛知県 名古屋市 徳林寺裏側広場 土原４Ｂ子ども会

496 　 モレラ岐阜５周年祭 岐阜県 本巣市 モレラ岐阜 アドツープラド

497 ５月 熱気球体験搭乗会 京都府 京都市 西山ドライブウェイ 西山ドライブウェイ

498 我が町再発見！歩く枕崎 鹿児島県 枕崎市 南溟館 枕崎青年会議所

499 ＵＮＩＣ東可児５周年記念 岐阜県 可児市 桜ヶ丘公民館 ＵＮＩＣ東可児

500 ６月 横浜開港祭　２０１１ 神奈川県 横浜市 みなとみらい 横浜青年会議所

501 　 　 熱気球体験搭乗 静岡県 浜松市 遠州灘海浜公園　球技場 県営遠州灘海浜公園

502 　 福祉のふれあい広場　熱気球体験搭乗 埼玉県 松伏町 松伏記念公園 松伏町社会福祉協議会

503 　 ７月 熱気球体験搭乗 千葉県 南房総市 ローズマリー公園 ローズマリー公園

504 　 　 いわきニュータウン2day's 福島県 いわき市 いわきニュータウン いわきニュータウン

505 　 南浜冒険王国 滋賀県 長浜市 姉川河口公園 長浜青年会議所

506  科学大実験 奈良県 大淀町 平畑運動公園 吉野青年会議所

507 　 夏休みふれあい体験合宿 静岡県 島田市 川根町大井川河川敷 島田青年会議所

508 ８月 吹上第一子供会熱気球体験 宮城県 岩沼市 市立　岩沼南小学校 吹上第一子供会

509 　 夏休みファミリーイベント 新潟県 妙高市 ＡＰＡリゾートパインバレー APAリゾートパインバレー

510 　 ひた科学の遊び実験フェスタ 大分県 日田市 中央公園 日田市教育委員会

511 　 愛宕祭り 兵庫県 丹波市 市立　氷上中学校 まつり実行委員会

512 　 大型熱気球体験搭乗ＩＮユニトピアささやま 兵庫県 篠山市 ユニトピアささやま ＪＡＦ兵庫支部

513 　 　 第７回どなり夏まつり 徳島県 阿波市 市立　土成中学校 阿波市商工会

514 　 ９月 希望の気球～SORAKARA～ 岩手県 陸前高田市 気仙川河川敷 縁起屋

515 元気がでるまつり 静岡県 浜松市 浜名湖ガーデンパーク 冨士物産

516 　 復興祭 宮城県 松島町 磯島 復興祭実行委員会

517 　 モレラ岐阜５周年祭 岐阜県 本巣市 モレラ岐阜 アドツープラド

518 １０月 第21回会津塩川バルーンフェスティバル 福島県 喜多方市 日橋川緑地運動広場　 ﾊﾞﾙｰﾝﾌｪｽﾀ実行委員会

519 　 萩カルチャーミーティング2011 山口県 萩市 中央公園 萩青年会議所

520 １１月 第３１回海洋祭 静岡県 静岡市 東海大学海洋学部 学園祭実行委員会

521 　 気球天国 茨城県 守谷市 JA茨城守谷跡地 常総青年会議所

522 　 第6回古墳祭り 兵庫県 姫路市 市立　四郷小学校 見野交流センター

523 　 第１９回能開祭 神奈川県 相模原市 職業能力開発総合大学校 学園祭実行委員会

524 　 熱気球体験搭乗秋バージョン 兵庫県 川西市 国崎クリーンセンター 国崎クリーンセンター

525 　 熱気球体験搭乗 静岡県 浜松市 遠州灘海浜公園　球技場 県営遠州灘海浜公園

526 結いの丘まきのはらまちびらきｲﾍﾞﾝﾄ 千葉県 印西市 牧の原公園 キッズコーポレーション

527 　 吉川市民まつり 埼玉県 吉川市 永田公園 吉川市建設業協会

528 　 各務原飛鳥ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ25周年記念事業 岐阜県 各務原市 国営木曽三川公園かさだ広場 各務原飛鳥ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ

529 １２月 子ども夢実現事業 高知県 安田町 北大野工業団地 安田町　教育委員会

530 歳の市 静岡県 静岡市 ネクト前田んぼ ネクト

531 １２年 １月 ショーワ御殿場工場餅つき大会 静岡県 御殿場市 ショーワ御殿場工場 ショーワ労働組合

532 ３月 キャノンＥＯＳ ホームページ上ＣＭ撮影 千葉県 富津市 マザー牧場 ドアーズ

533 ３月 愛犬フェスタ 静岡県 富士宮市 ドライブインもちや フジファンクラブ
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534 ３月 淡路花祭２０１２ 兵庫県 洲本市 明石海峡公園 淡路

535 　 ５月 熱気球飛行体験 愛知県 蒲郡市 ラグーナ蒲郡 アドウォーク

536 　 　 羽曳野市民フェスティバル 大阪府 羽曳野市 峰塚公園 羽曳野青年会議所

537 　 熱気球体験搭乗会 京都府 京都市 西山ドライブウェイ 西山ドライブウェイ

538 　 　 開場２０周年記念大感謝祭コンペ 山梨県 甲州市 塩山カントリー倶楽部 塩山カントリー倶楽部

539 　 熱気球体験搭乗 静岡県 浜松市 遠州灘海浜公園　球技場 県営遠州灘海浜公園

540 　 桃山フェスタ 大阪府 和泉市 桃山学院大学 桃山学院大学

541 ６月 横浜開港祭　２０１２ 神奈川県 横浜市 みなとみらい 横浜青年会議所

542 　 　 開港３周年イベント　ふわり熱気球 静岡県 牧之原市 富士山静岡空港 富士山静岡空港

543 　 のりくら　いやしのｸﾞﾘｰﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 岐阜県 高山市 国立乗鞍青少年交流の家 国立乗鞍青少年交流の家

544 　７月 夏の体験教室 愛知県 日進市 市立香久山小学校 香久山東子ども会

545 　 ビーチフェスタｉｎかんばら 静岡県 静岡市 蒲原海岸 静岡青年会議所

546 　 スパイス!！夏祭りin大山 鳥取県 伯耆町 大山まきばみるくの里 日本海テレビジョン放送

547 　 熱気球体験搭乗 千葉県 南房総市 ローズマリー公園 ローズマリー公園

548 　 野尻湖を熱気球で見よう 長野県 信濃町 旧野尻湖小学校 野尻湖グリーンタウン

549 　 夢そして創造 島根県 益田市 吉田南小学校 益田青年会議所

550 　 ８月 サマーキャンプ 千葉県 南房総市 大房岬少年自然の家 館山青年会議所

551 　 大型熱気球体験搭乗ＩＮグリーンピア三木 兵庫県 三木市 グリーンピア三木 ＪＡＦ兵庫支部

552 　 ９月 Ｊ-ＧＲＥＥＮ堺フェスティバル 大阪府 堺市 Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺 Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺

553 　 　 ぼくらのまち探検隊 青森県 八戸市 八戸漁港 八戸青年会議所

554 　 希望の気球～SORAKARA～ 岩手県 陸前高田市 小友小学校 希望の気球プロジェクト

555  Dear my town 愛知県 刈谷市 日高小学校 刈谷青年会議所

556 　 熱気球体験搭乗 静岡県 浜松市 遠州灘海浜公園　球技場 県営遠州灘海浜公園

557  Hondaまつり2012 三重県 鈴鹿市 本田技研工業　鈴鹿製作所 本田技研工業　鈴鹿製作所

558 １０月 夢あふれる親子体験 愛知県 春日井市 マックスバリュ予定地 春日井青年会議所

559 陽街住宅祭 新潟県 新潟市 鳥屋野南　陽街　ウオロク シーアンドエス

560 　 みんなで乗ろう熱気球ｉｎ海南 和歌山県 海南市 海南市市民総合グランド 海南市　教育委員会

561 　 安城こどもまつり 愛知県 安城市 安城市総合運動公園 安城南ライオンズクラブ

562 　 　 ほどがや区民まつり 神奈川県 横浜市 県立保土ヶ谷公園 保土ヶ谷区役所

563 　  LOVEおおたフェスタ 茨城県 常陸太田市 やまぶき公園 常陸太田市商工会

564 気球に乗って湖西を見よう 静岡県 湖西市 静岡県立新居高等学校 湖西市　商工観光課

565 　 京丹波EXPO2012 京都府 亀岡市 ガレリアかめおか 亀岡青年会議所

566 １１月 第３２回海洋祭 静岡県 静岡市 東海大学海洋学部 学園祭実行委員会

567  ふれあい広場 神奈川県 小田原市 小田原市立足柄小学校 足柄小学校ＰＴＡ

568  あいち花フェスタ 愛知県 蒲郡市 ラグーナ蒲郡 ラグーナ蒲郡

569  体験学習 埼玉県 春日部市 やなぎ保育園 やなぎ保育園

570  吉川市民まつり 埼玉県 吉川市 永田公園 吉川市建設業協会

571 　 児童虐待防止　熱気球体験 岐阜県 多治見市 セラミックパークMINO 多治見市　子ども支援課

572 　 堺高石青年会議所１１月例会 大阪府 高石市 羽衣学園 堺高石青年会議所

573 　 第１回幼稚園フェスタ 千葉県 松戸市 ２１世紀の森と広場 松戸市私立幼稚園連合会

574 　 ヤングスペースなりた 千葉県 成田市 成田国際文化会館 成田国際文化会館

575 １２月 熱気球体験イベント 大阪府 能勢町 妙見山山頂駐車場 能勢電鉄

576 　 歳の市 静岡県 静岡市 ネクト前田んぼ ネクト

577 １３年 １月 同志社山手公園街区みどりまち 京都府 京田辺市 同志社山手公園街区みどりまち 大和ハウス工業

578 ２月 アユモシティ　熱気球体験 東京都 立川市 アユモシティ サイエンス

579 ふじと台　熱気球体験 和歌山県 和歌山市 ふじと台 大和ハウス工業

580  ３月 熱気球体験搭乗 静岡県 浜松市 遠州灘海浜公園　球技場 県営遠州灘海浜公園

581  第56回忠元公園桜まつり 鹿児島県 伊佐市 忠元公園 伊佐市観光特産協会

582  のまおい夢気球プロジェクト 福島県 南相馬市 相馬野馬追祭場地 のまおい夢気球プロジェクト
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583 ５月 ちびっ子わくわく乗り物体験 茨城県 潮来市 道の駅いたこ 潮来青年会議所

584 　 　 熱気球体験搭乗会 京都府 京都市 西山ドライブウェイ 西山ドライブウェイ

585 　 　 フレンドシップデー 埼玉県 久喜市 久喜市総合文化会館 久喜市総合文化会館

586 　 ヤングスペースなりた 千葉県 成田市 成田国際文化会館 成田国際文化会館

587 　 　 Ｊ-ＧＲＥＥＮ堺フェスティバル 大阪府 堺市 Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺 Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺

588 ６月 のりくらいやしのグリーンフェスティバル 岐阜県 高山市 国立乗鞍青少年交流の家 国立乗鞍青少年交流の家

589 　 熱気球体験搭乗 静岡県 浜松市 遠州灘海浜公園　球技場 県営遠州灘海浜公園

590 ７月 スマエコシティ吉川美南 埼玉県 吉川市 スマエコシティ吉川美南 大和ハウス工業

591 　 　 りっとう市民夏祭り2013 滋賀県 栗東市 野洲川運動公園 栗東青年会議所

592 　 ビーチフェスタｉｎかんばら 静岡県 静岡市 蒲原海岸 静岡青年会議所

593 希望の気球～SORAKARA～ 東京都 立川市 国営昭和記念公園 希望の気球プロジェクト

594 　 真夏のきしわだっ子まつり 大阪府 岸和田市 蜻蛉池公園 岸和田青年会議所

595 ８月 会津中央病院フリーマーケット 福島県 会津若松市 松長六丁目空き地 会津中央病院

596 　 犬山夜天気球 愛知県 犬山市 犬山城観光駐車場 犬山市 観光課

597 　 八千代ふるさと親子祭り 千葉県 八千代市 八千代市民球場 八千代青年会議所

598 　 道の駅パティオにいがたオープニング 新潟県 見附市 道の駅パティオにいがた 見附市　産業振興課

599 　 Hondaまつり2013 三重県 鈴鹿市 本田技研工業　鈴鹿製作所 本田技研工業　鈴鹿製作所

600 ９月 浜風商店街２周年記念祭 福島県 いわき市 久之浜第一小学校 久之浜町商工会

601 　 希望の気球～SORAKARA～ 岩手県 陸前高田市 小友小学校 希望の気球プロジェクト

602 　 和太鼓フェスティバル 大阪府 寝屋川市 打上川治水緑地公園 寝屋川青年会議所

603 広瀬フェスタ 愛知県 豊田市 トヨタ自動車広瀬工場 トヨタ自動車広瀬工場

604 地域のたからアドベンチャー 新潟県 長岡市 国営越後丘陵公園 長岡青年会議所

605 １０月 郡上森の学校　－熱気球の科学－ 岐阜県 郡上市 和良町民センター NPO法人つくしん棒

606 第４２回尼崎市民まつり 兵庫県 尼崎市 市営橘球場 尼崎青年会議所

607 ガッツみぬま2013 埼玉県 さいたま市 大宮第三公園 テイク

608 みどりの祭典 埼玉県 さいたま市 市民の森 テイク

609 １１月 関西茶業振興大会 奈良県 奈良市 健民グランド ＪＡならけん

610 第３３回海洋祭 静岡県 静岡市 東海大学海洋学部 学園祭実行委員会

611 　 ふるさと都田熱気球体験 静岡県 浜松市 はままつフルーツパーク みやこだ自然学校

612 　 奥大井ふるさとまつり 静岡県 川根本町 大井川河川敷 川根本町役場

613 ひらお産業まつり 山口県 平生町 平生町スポーツセンター 平生町商工会

614 １２月 日本テレビ「笑神様は突然に」ロケ 千葉県 君津市 マザー牧場 日本テレビ

615 歳の市 静岡県 静岡市 ネクト前田んぼ ネクト

616 １４年 １月 富士山世界遺産まつり 静岡県 御殿場市 富士スピードウェイ 実行委員会

617 熱気球体験教室 東京都 江戸川区 南葛西第三小学校 南葛西第三小学校PTA

618 ２月 レオグランデシエスタﾊﾞﾙｰﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 大阪府 交野市 レオグランデシエスタ モダンパラダイス

619 空から見る世界遺産　三保の松原 静岡県 静岡市 三保ハーバルキャンプ場 実行委員会

620 ３月 熱気球搭乗体験 愛知県 犬山市 リトルワード リトルワールド

621 箕面森町おもてなしフェスタ 大阪府 箕面市 箕面森町 ＢＨＥ

622 ４月 桜夢気球 岐阜県 各務原市 市立那加中学校 各務原青年会議所

623 日枝山手台南街区スプリングフェア 滋賀県 湖南市 日枝山手台 日枝土地区画整理組合

624 明治村を空から眺めよう! 愛知県 犬山市 明治村 昭和企画

625 ５月 くじゃく祭り 長崎県 川棚町 大崎自然公園 川棚町 産業振興課

626 KYORAKU モアサプライズカップ2014 三重県 いなべ市 涼仙ゴルフ倶楽部 ＴＯＷ

627 温泉ライダーIN加賀温泉郷 石川県 加賀市 ホテルアローレ 実行委員会

628 ６月 のりくらグリーンフェスティバル 岐阜県 高山市 国立乗鞍青少年交流の家 国立乗鞍青少年交流の家

629  ゆめタネさがえ 山形県 寒河江市 最上川ふるさと総合公園 テレビユー山形

630  プチ熱気球体験搭乗会 静岡県 浜松市 遠州灘海浜公園　球技場 県営遠州灘海浜公園

631 ７月 りっとう市民夏祭り２０１４ 滋賀県 栗東市 野洲川運動公園 栗東青年会議所
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632 ビーチフェスタｉｎかんばら 静岡県 静岡市 蒲原海岸 静岡青年会議所

633 　 ８月 静岡ＳＡふわっと体験教室 静岡県 静岡市 新東名静岡サービスエリア 実行委員会

634 　 ９月 葉山ふれあいマーケットin南郷 神奈川県 葉山町 南郷上の山公園グランド 葉山町商工会

635 　 日本一の芋煮会フェスティバル 山形県 山形市 馬見ケ崎河川敷 実行委員会

636 　 　 まち☆いき 静岡県 袋井市 エコパ東第3駐車場 袋井青年会議所

637 １０月 ラグビーのまち　東大阪の夕べ 大阪府 東大阪市 花園中央公園 アクティオ

638 　 第１１回みどりの祭典 埼玉県 さいたま市 市民の森 テイク

639 弘法商店街　道の市 愛知県 知立市 市立猿渡小学校 NPO法人バザール知立

640 　 　 ぼくらのここを熱くする彦根の魅力体験 滋賀県 彦根市 大手門前保存用地 彦根青年会議所

641 １１月 第３４回海洋祭 静岡県 静岡市 東海大学海洋学部 学園祭実行委員会

642 みぬま秋フェスinさぎ山 埼玉県 さいたま市 さぎ山記念公園 テイク

643 　 奥大井ふるさとまつり 静岡県 川根本町 大井川河川敷 川根本町役場

644 ＣＯＷコン 岐阜県 恵那市 東濃牧場 美濃酪農農業協同組合

645 　 緑豊かなわが町を空から見よう 岩手県 金ケ崎町 金ケ崎町文化体育館 金ケ崎町　生活環境課

646 　 青少年のための科学の祭典 茨城県 鉾田市 大洋中学校 鉾田市教育委員会

647 　 熱気球フェスタ２０１４ 京都府 城陽市 京都府立木津川運動公園 京都府立木津川運動公園

648 　 熱気球教室 東京都 日野市 市立潤徳小学校 潤徳小学校文化委員会

649 ＪＡならけん農業フェスタ 奈良県 橿原市 まほろばキッチン ＪＡならけん

650 　 なかがわ元気フェスタ２０１４ 栃木県 那珂川町 小川総合福祉センター 経友会

651 １５年 １月 CREER　BAYSIDE　結婚式入場 愛知県 名古屋市 CREER BAYSIDE CREER BAYSIDE

652 ３月 熱気球体験イベント 新潟県 上越市 上越市立大手町小学校 上越市立大手町小学校

653 大空からふるさと秦野の町並みを眺める 神奈川県 秦野市 島津製作所秦野工場グランド 秦野中ロータリークラブ

654 ４月 ＧＷフェア 和歌山県 和歌山市 ＭＢＳハウジング和歌山展示場 ネイムズプランニング

655 ＧＷフェア 奈良県 香芝市 ＭＢＳハウジング香芝展示場 ネイムズプランニング

656 ５月 稲美ふれあいまつり 兵庫県 稲美町 稲美中央公園 稲美町産業課

657 羽曳野市民フェスティバル 大阪府 羽曳野市 峰塚公園 羽曳野市役所

658 山口青年会議所創立60周年記念事業 山口県 山口市 維新百年記念公園 山口青年会議所

659 伊豆ぐらんぱる公園50周年記念イベント 静岡県 伊東市 伊豆ぐらんぱる公園 伊豆ぐらんぱる公園

660 　 横浜開港祭2015 神奈川県 横浜市 みなとみらい7街区 横浜青年会議所

661 　 ６月 ＦＭポート　MEET THE PEAK 2015 新潟県 三条市 スノーピークヘッドクオーターズ ＦＭ ポート

662 ７月 ビーチスポーツフェスティバルin京丹後 京都府 京丹後市 浜詰海水浴場 京丹後市役所

663 ビーチフェスタｉｎかんばら 静岡県 静岡市 蒲原海岸 蒲原商工会

664 静岡ＳＡふわっと体験教室 静岡県 静岡市 新東名静岡サービスエリア 実行委員会

665 りっとう市民夏祭り２０１５ 滋賀県 栗東市 野洲川運動公園 栗東青年会議所

666 ８月 サマーフェスティバル　体験しよう熱気球 岐阜県 山県市 山県市総合グランド たかとみスポーツクラブ

667 出逢い日想 福井県 高浜町 城山公園 高浜町商工会

668 宝塚サマーフェスタ２０１５ 兵庫県 宝塚市 武庫川河川敷 宝塚青年会議所

669 ９月 南郷トレッキング事業 青森県 八戸市 山の楽校 サンブラッソatv

670 女神湖で熱気球に乗ろう 長野県 立科町 女神湖多目的広場 アンビエント蓼科

671 第48回お月見のつどい 東京都 小金井市 都立小金井公園 小金井市役所

672 番町小学校開校１０周年 静岡県 静岡市 静岡市立番町小学校 番町小学校ＰＴＡ

673 １０月 Ｈｏｎｄａ祭り２０１５ 栃木県 芳賀町 本田技術研究所 本田技術研究所

674 ＳＬフェスタ２０１５ 静岡県 川根本町 大井川河川敷 川根本町役場

675 IKUMEM CAMP Fes in Wangan 2015 東京都 江東区 豊洲新市場空き地 フロンティアインターナショナル

676 妙高魅力体験祭り 新潟県 妙高市 妙高ふれあいパーク 妙高青年会議所

677 第12回みどりの祭典 埼玉県 さいたま市 市民の森 テイク

678  下野部工業団地見学会 静岡県 磐田市 下野部工業団地 ジェイプラッカ

679  熱気球体験 静岡県 浜松市 都田総合公園 中部ビル保善

680  熱気球空中散歩 静岡県 浜松市 雄踏総合公園 中部ビル保善
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681 瀬谷フェスティバル 神奈川県 横浜市 上瀬谷通信施設 瀬谷区役所

682 　 １１月 第３５回海洋祭 静岡県 静岡市 東海大学海洋学部 学園祭実行委員会

683 　 奥大井ふるさと祭り 静岡県 川根本町 大井川河川敷 川根本町役場

684 　 みぬま秋フェス2015inさぎ山 埼玉県 さいたま市 さぎ山記念公園 テイク

685 　 熱気球フェスタ2015 京都府 城陽市 京都府立木津川運動公園 京都府立木津川運動公園

686 勝浦いすみ青年会議所創立50周年 千葉県 勝浦市 キュステ駐車場 勝浦いすみ青年会議所

687 　 空から咸宜園・豆田町を見てみよう 大分県 日田市 日田市立咸宜小学校 日田市役所

688 １２月 熱気球体験会 愛知県 日進市 日進市立東小学校 日進市子ども会協議会

689 １６年 ３月 ＨＫＴ４８ミュージックビデオ撮影 静岡県 富士宮市 ふもとっぱら セップ

690 プチ熱気球体験搭乗会 静岡県 浜松市 遠州灘海浜公園　球技場 県営遠州灘海浜公園

691 ４月 気仙沼復興気球祭り 宮城県 気仙沼市 気仙沼市立鹿折小学校 アートライフ

692 　 ワクドキイチノ体験！ 静岡県 浜松市 イオンモール浜松市野 フィールズ

693 第１回栗出し市 埼玉県 久喜市 いきいき活動センター 久喜市商工会

694 ５月 第５回大工職人祭り 静岡県 磐田市 合代島公園 グランドワークス

695 ７月 ビーチスポーツフェスティバルin京丹後 京都府 京丹後市 浜詰海水浴場 京丹後市役所

696 　 4年生理科研究授業 愛知県 岡崎市 愛知教育大学附属岡崎小学校 愛知教育大学附属岡崎小学校

697 　 ５つ星夏祭り 兵庫県 三木市 ＪＡ兵庫みらい サイエンス

698 ビーチフェスタｉｎかんばら 静岡県 静岡市 蒲原海岸 蒲原商工会

699 　 マチニワとよかわ夏祭り 愛知県 豊川市 マチニワとよかわ ハクヨプロデュース

700 サマーキャンプinくずまき高原牧場 岩手県 葛巻町 くずまき高原牧場 岩手県ことばを育む親の会

701 ８月 福井団地夏祭り 長野県 飯綱町 福井団地 福井団地

702 プチ熱気球体験搭乗会 静岡県 浜松市 遠州灘海浜公園　球技場 県営遠州灘海浜公園

703 オレンジフイルムフェスティバル16 愛媛県 松山市 堀之内城山公園 アンカラード

704 読売センター新検見川イベント 千葉県 千葉市 しらさぎ公園 読売センター新検見川

705 ９月 第49回お月見のつどい 東京都 小金井市 都立小金井公園 小金井市観光協会

706 ５つ星秋祭り 兵庫県 三木市 ＪＡ兵庫みらい サイエンス

707 １０月 地域交流イベント 山梨県 北杜市 県立八ヶ岳少年自然の家 県立八ヶ岳少年自然の家

708 いいねっか村上 新潟県 村上市 三面川中洲公園 村上商工会議所

709 　 西小バザー 愛知県 西尾市 西尾市立西尾小学校 西尾小学校ＰＴＡ

710 　 なかがわ元気フェスタ２０１６ 栃木県 那珂川町 小川総合福祉センター 那珂川町役場企画財政課

711 まちびらき２０周年プレイベント 兵庫県 上郡町 播磨科学公園都市 播磨科学公園都市

712 みぬま秋フェス2016inさぎ山 埼玉県 さいたま市 さぎ山記念公園 テイク

713 １１月 第３６回海洋祭 静岡県 静岡市 東海大学海洋学部 学園祭実行委員会

714 第１０回信州むしくら祭り 長野県 長野市 道の駅　中条 中条地区住民自治協議会

715 第１１回古墳祭り 兵庫県 姫路市 市立四郷小学校 見野の郷交流館

716 キネコ国際映画祭 東京都 世田谷区 兵庫島公園 キンダーフイルム

717 すみれ台幼稚園父母の会「気球に乗ろう!」 静岡県 焼津市 市立和田小学校 すみれ台幼稚園父母の会

718 熱気球フェスタ2016 京都府 城陽市 京都府立木津川運動公園 京都府立木津川運動公園

719 焼津西小学校１００周年記念式典 静岡県 焼津市 焼津市立焼津西小学校 焼津市立焼津西小学校

720 １２月 佐久島小中学校マラソン大会 愛知県 西尾市 西尾市立佐久島小中学校 西尾市立佐久島小中学校

721 １７年 ２月 唐瀬通り子ども会熱気球体験 静岡県 静岡市 麻機遊水地 唐瀬通り子ども会

722 鐺山町育成会歓送迎会 栃木県 宇都宮市 市立清原南小学校 鐺山町育成会

723 開校55周年記念熱気球体験 東京都 江戸川区 区立二之江小学校 二之江小学校ＰＴＡ

724 ３月 気球体験 京都府 京都市 市立洛北中学校 市立洛北中学校

725 ４月 スターバックスサマーフェスティバル 東京都 江東区 豊洲新市場空き地 スターバックス

726 五泉市チューリップまつり 新潟県 五泉市 一本木チューリップ畑 五泉市役所

727  楽スポあすか　熱気球体験 奈良県 明日香村 村立明日香小学校 明日香村総合型地域スポーツクラブ

728 ６月 熱気球の体験搭乗会 愛知県 名古屋市 メイカーズピア メイカーズピア

729  焼津西小学校１００周年記念式典 静岡県 焼津市 焼津市立焼津西小学校 焼津市立焼津西小学校
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730 ７月 ビーチフェスタｉｎかんばら 静岡県 静岡市 蒲原海岸 蒲原商工会

731 　 焼山温泉夏祭り 新潟県 糸魚川市 焼山温泉清風館 焼山温泉清風館

732 　 熱気球体験搭乗会 静岡県 磐田市 市立磐田北小学校 磐田市子ども会育成者連合会

733 ８月 たかとりまつり 福井県 坂井市 市立明章小学校 たかとりの郷づくり協議会

734 　 プチ熱気球体験搭乗会 静岡県 浜松市 遠州灘海浜公園　球技場 県営遠州灘海浜公園

735 福岡城祭り2017 福岡県 福岡市 舞鶴公園 福岡青年会議所

736 吉田野営2017 静岡県 吉田町 吉田公園 吉田町商工会

737 １０月 第５０回お月見のつどい 東京都 小金井市 都立小金井公園 小金井市観光協会

738 たにはま公園で遊ぼう 新潟県 上越市 たにはま公園 たにはま公園管理組合

739 鍬ケ崎光岸地まちびらき 岩手県 宮古市 市立鍬ケ崎小学校 宮古市役所都市計画課

740 ホンダマレーシア社員旅行 山梨県 山中湖村 きらら山中湖 南海旅行社

741 西播磨ふれあいフェスティバル 兵庫県 上郡町 播磨高原東小学校 兵庫県　県民生活課

742 １１月 第３７回海洋祭 静岡県 静岡市 東海大学海洋学部 学園祭実行委員会

743 第１１回信州むしくらまつり 長野県 長野市 市立中条中学校 中条地区住民自治協議会

744 秋の収穫祭 愛知県 半田市 半田赤レンガ建物 半田赤レンガ建物

745 しょんないＴＶ収録 静岡県 御殿場市 フリーフライトサイト 静岡朝日テレビ

746 　 スノーピークＨＱグランピング 新潟県 三条市 スノーピークヘッドクウォーターズ スノーピーク

747 熱気球フェスタ2017 京都府 城陽市 京都府立木津川運動公園 京都府立木津川運動公園

748 　 わんわんマルシェ 静岡県 富士宮市 フードパーク朝霧 実行委員会

749 １２月 庄内ゆめ広場秋のつどい 長野県 松本市 庄内ゆめ広場 庄内地区公民館

750 熱気球に乗ろう 千葉県 印西市 BIGHOPｶﾞｰﾃﾞﾝﾓｰﾙ印西 BIGHOPｶﾞｰﾃﾞﾝﾓｰﾙ印西

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778
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