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フライトフェスタ参加・関係者各位

令和元年 11月吉日

フライトフェスタ運営委員会

-猛禽屋・ World Falconers Club(WFC)

-Japan Raptorial Club (JRC)

-STOOPER Falconry Equipment

フライトフェスタ 2020のご案内

時下、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて，表題のとおり、フライトフェスタ 2020 を下記の日程（仮）で開催する運びとなりました。

フライトフェスタは年々、参加者や来場者が増え、大きなイベントになりつつあり、1 日では競技

を行うのに時間的余裕が無くなってきました。

そこで、次回フライトフェスタ 2020 は 2 日間の開催を計画しており、競技のみならず一般参加者

も楽しめるようなイベントにしていきたいと考えております。

1 日目夜には、懇親会も予定しております。皆さまの参加をお待ち申し上げます。

記

■日時：2020 年 2 月 29 日(土)～3 月 1 日（日） （仮）

※正式な日程決定は 2019 年 1月上旬となります。

■会場：関宿にこにこ水辺公園 広場

HP アドレス https://www.city.noda.chiba.jp/shisetsu/kouen/1001074.html

■主催：猛禽屋、World Falconers Club、Japan Raptorial Club、STOOPER Falconry Equipment
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■タイムスケジュール（予定）：

2020 年 2 月 29 日（土）Festival Day -おまつりメインの日- (10:00-15:30)

8:00-10:00 会場設営（ブース、競技場） 設営は各団体・ブース出展者もご協力をお願いします

10:00 第一日目 開会式 ※鳥の持ち込み OK

10:00-11:30 フリータイム ※鳥の持ち込み OK

11:30-12:00 競技者準備 競技出場者以外は鳥をケージ等にしまって頂きます

12:00-15:00 予選

①競技説明、デモンストレーション

②ハヤブサ ルアーパス

③ハリスホーク

※競技以外の鳥・ペットはすべてケージ等に収容

15:00-15:30 予選結果発表

1 日目閉会式

※鳥の持ち込み OK

15:30- 懇親会会場へ移動（各自）

関宿城から約 35 分

17:30-20:00 懇親会

①立食パーティー

②ラッフルくじ大会

2020 年 3 月 1 日（日）競技の日 (9:00-16:00)

9:00 競技参加者エントリー開始 competition entry

9:30 開会式 opening ceremony

10:00 競技開始 competition start

①ハヤブサルアーパス falcon lure pass contest

②ハヤブサ スカイトライアル falcon sky trials

③オオタカ♂♀ タイムトライアル goshawk time trials

④ハリスホーク 障害物 Harris hawk steeplechase race

⑤その他猛禽類 障害物 other bird of prey steeplechase race

⑥その他 エキシビジョンフライト exhibition flight

16:00 閉会式・表彰式

17:00 片付け、解散
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■ブース参加料金： 場所代＋テント料金。※テーブル・イスは各自でご用意をお願いします。

①1 日目のみ…15,000 円

②2 日目のみ…15,000 円

③2 日間…20,000 円

■懇親会・ラッフル大会：

日時：2/29（土） 17:30～20:00 （予定）

場所：茨城県 古河市周辺 （フライトフェスタ会場より約 30 分）

※詳細な場所は、参加者にのみ告知致します。

※フライトフェスタ会場から懇親会会場まで送迎バスのご用意ができます（約 20 名・先着順）

形式：立食パーティー （休憩できるイス等もご用意します）

懇親会費： 大人 食べ放題、飲み放題 1 人 6,000 円 （ラッフル大会用クジ 2 枚付き）

子供（小学生以上） 食べ放題、飲み放題 1 人 3,000 円 （クジはつきません）

ラッフル大会（チャリティーくじ）：豪華景品が当たるチャリティークジ引き大会を行います。

・ 1 枚 500 円のクジを購入し、自分の欲しい商品にクジを入れます。

・抽選を行いクジを引かれた人が商品をもらえます。

・クジは懇親会費に 2 枚付いているほか、懇親会会場受付にて追加販売予定（1 枚 500 円）です。

・たくさんクジを購入し、入れれば当選確率が上がります。

・賞品は事前に告知いたします。

■宿泊：懇親会会場と同じ場所のホテルを予約できます。

（予約は各自・各団体で行って頂きます。満室時は他の宿泊施設を各自でご予約ください）

※詳細な場所は参加者にのみ告知致します。宿泊希望の方は申込書にてお知らせください。

宿泊料金： シングル（1 名）：5,500 円 ツイン（2 名）： 11,000 円

朝食代： 850 円 （7:00～9:00 場合により 6:30～も可能）

■競技について

①予選・本戦

以下の 2 種目については、フライトフェスタ 1 日目に予選を行います。

・ハヤブサ ルアーパス コンテスト

・ハリスホーク 障害物レース

競技内容の変更、詳細については、順次お知らせしていきます。

②エントリー期間

ハヤブサルアーパスコンテスト、ハリス障害物レースについては、完全事前登録制にし当日エントリーは無し。

（期間：2020 年 1 月上旬～1 月 31 日厳守）

その他の競技は、事前登録のほか、2 日目フライトフェスタ当日もエントリーを受け付けます。
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③エントリー方法

・フライトフェスタお知らせブログ（「新米ファルコナーの随想録」）

・ Facebook ページからメッセージにて申請

・各団体によるとりまとめ

④エントリー料

1 羽につき 2,000 円

⑤その他

グローブ装着等、ファルコナーとしてのマナーは厳守すること

以上

■ブース、懇親会、競技申込方法：

下記の「参加申込書」に必要事項を記入し、電子メールもしくは FAX にて、

フライトフェスタ実行委員（担当）までお申し込みください。

＊メールの件名に必ず「フライトフェスタ 2020」を入れてください。

＊参加申込書の回答についてメール本文に直接記載いただいてかまいません。

■申込〆切：ブース：2019 年 12 月 15 日（日）必着

懇親会・宿泊希望：2020 年 1 月 15 日（水）必着

※不参加の場合も、お手数ですがご一報いただければ幸いです。

メール /FAX 送付先・問い合わせ先

フライトフェスタ運営委員 事前取りまとめ担当

STOOPER Falconry Equipment 石川 e-mail: biker_vet@hotmail.com

Tel: 090-4430-0316

Fax: 0466-51-0057


