2017 佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
ボランティアスタッフのみなさんへ
＜暫定版＞
このプリントの内容は、集合時間など事前の連絡に関するものです。かならず目を通してい
ただくようお願いします。尚、今後変更になる可能性があります。最終は、ボランティアチェック
インの際にお伝えします。

一日の流れ（あくまでもめやすです。）
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

競技

競技(ﾌｪｽﾀ)

ファンタジア

5:30 頃 各チームで集合
5:30 までに各チームで集合
（集合場所はﾁｰﾑによって
違います。）
⇒久保田へ
＜午前＞
6:00～ ﾀｽｸﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
競技･･･久保田
ﾌｪｽﾀ･･･久保田
ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ･･･河川敷
7:00～ 競技ﾌﾗｲﾄ
～11:30 頃 競技終了
バルーンファンタジア
（時間は競技内容により変わ
ります。）

＜午後＞
14:30～ ﾀｽｸﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
15:30～ 競技ﾌﾗｲﾄ
～18:00 頃 競技終了

ﾀｽｸﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ(久保田)
ﾀｽｸﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ(久保田)
（ボランティアは会場外で待 （ボランティアは会場外で待機）
機）
6:15 までに朝食配布
6:15 までに朝食配布
立ち上げ、チェイス
回収、地主挨拶
ガス充填等
手伝い

立ち上げ、チェイス
回収、地主挨拶
ガス充填等
手伝い

ﾀｽｸﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ(久保田)
（ボランティアは会場外で待
機）
立ち上げ、チェイス
回収、地主挨拶
ガス充填等
手伝い

ﾀｽｸﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ(久保田)
（ボランティアは待機）

ﾀｽｸﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ(河川敷)
（ボランティアは待機）

立ち上げ、チェイス
回収、地主挨拶
ガス充填等
手伝い

立ち上げ、チェイス
回収、地主挨拶
ガス充填等
手伝い

※競技の場合、離陸地点や
マーカーを落とすゴール地点 解散
が河川敷会場外の場合があ
ります。（着陸地点は必ず会
場外です。）

（ﾌｪｽﾀは、午後は競技はありま （ﾌｧﾝﾀｼﾞｱは、午後はありま
せん。ﾁｰﾑがﾌﾘｰﾌﾗｲﾄする場 せん。ﾊﾟｲﾛｯﾄがﾌﾗｲﾄする場
合は、お手伝いお願いします）
合はお手伝いお願いします）
解散

＜夜間＞
※11 月 4 日（土）、5 日（日） 立ち上げ、係留
は夜間係留を予定
回収、ガス充填等 手伝い
19:00～20:00 頃予定

7：30～
ﾀｽｸﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ(河川敷)
（ボランティアは待機）
7:30 までに河川敷集合
7:30 までに朝食配布

立ち上げ、係留
回収、ガス充填等

久保田・・・久保田農村環境改善センター（佐賀県佐賀市久保田町新田 3323-3）
河川敷・・・嘉瀬川河川敷（メイン会場）

解散

手伝い

立ち上げ、係留
回収、ガス充填等

手伝い

パイロットとの連絡
【競技・フェスタスタッフ】
大会前日の 10 月31 日（火）15 時から、久保田農村環境改善センター１階多目的ホールにて、「ゼネラル・ブリーフィン
グ」を行います。これは大会全体に関する連絡や質問を行う会議で、エントリーパイロットは全員出席します。この時までに
パイロットと連絡、面会が出来なかった方は、15 時からの｢ゼネラル・ブリーフィング｣前後を利用して、大会期間中の集合
場所、時間等の確認を行なってください。
前日（10/31）までに連絡がとれなかった場合は、当日下記のとおり、待ち合わせ場所を設置する予定です。詳細は、
ボランティアチェックインの際にお知らせします。
競技、フェスタ・・・5：30 頃から、久保田ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ会場南側テントあたりにて
※ ボランティアチェックイン後はできるだけ早めに連絡を取り合ってください。

【ファンタジアスタッフ】
必ずしも事前にパイロットと連絡を取る必要はありません。当日、河川敷（会場）に直接来ても問題ありません。

他のボランティアクルーとの連絡
【競技・フェスタスタッフ】
ボランティアチェックインの際、メンバー表をお渡しします。複数のボランティアと一緒になるときは事前に連絡を取り、
会場までの交通手段や時間などを確認し合って下さい。

【ファンタジアスタッフ】
チーム全員が同じ日程で参加というわけではありません。ボランティアチェックインの際、メンバー表をお渡しいたします
が、パイロットのときと同様,必ずしも事前に連絡を取り合う必要はありません。ただし、宿泊者には、帰りのバス(タクシ
ー)は準備されていません。各チーム内で送ってあげて下さい。

集合・解散など
【競技・フェスタスタッフ】
・

各チームごとに行います。パイロットやチームクルーの宿泊先に集合するのか、会場（久保田農村環境改善センター）
で落ち合うのか、事前に話し合ってください。その後の一日の行動についても、基本的には各パイロットの指示に従っ
てください。

・ 天候によってはタスク（競技）キャンセルになることがあります。空いた時間は自由時間ですが、別行動をとる場合は
次の集合の時間・場所などを必ずパイロットと確認し、連絡が取れるようにしておいてください。
・ 11/4、5 は夜間係留「ラ・モンゴルフィエ・ノクチューン」を予定しています。パイロットが参加を希望する場合、ひきつ
づきお手伝いをお願いします。
・ 10/31 までにチームの方と連絡が取れなかった方は、下記のとおり待ち合わせ場所を設置する予定です。 そこで待
機して下さい｡（詳細は、ボランティアチェックインの際にお伝えします）
競技・フェスタ→5：30 頃から、久保田農村環境改善センターブリーフィング会場南側テントあたりにて

【ファンタジアスタッフ】
・ 嘉瀬川河川敷のボランティアテント前に、7 時 30 分に集合してください｡その時に出欠を担当者がとります。日によっ
て立ち上げの時間や場所が違います。その都度担当者より伝えますので、必ず、出欠確認をとるようにしてください。
・ ファンタジアは、基本的に午前中のみの実施ですが、パイロットによっては午後にフライトを行なうこともあります。
午前中の解散時には、各チームでパイロットに確認をとって下さい。
・ 11/4、5 は夜間係留「ラ・モンゴルフェ・ノクチューン」を予定しています｡パイロットが希望の場合,お手伝いをお願いし

ます。
・ 天候や人数により、他の気球を手伝ってもらう場合があります。その時には、ご協力をお願いいたします。

服装
・ 動きやすい、汚れてもいい服でお願いします。アクセサリーや金具の飾りがついた衣類や爪の装飾は、球皮に引っ掛
ける恐れがありますのでつけないでください。
・ 靴は、履きなれた活動的なものをご用意ください。朝露や雤で濡れることもあります。
・ 念のため、火気に弱いナイロン製のジャンパー等はご遠慮ください。
・ 手袋は必ず必要です。軍手か皮手袋を各自ご準備ください。
・ この頃の佐賀の気温差は 10 度以下～30 度ぐらいまである日も考えられます。日中は半袖一枚でも可、最も冷え込
む朝方はそれにジャンパーを重ね、調節できるようにもう一枚用意するとよいでしょう。特に気球の立ち上げ時は、皮
膚を保護するためにも長袖の着用をお願いします。

ID カード
ID カード（名札）を支給します。一般観客と区別して競技エリアや特定の施設への立ち入りを許可するためのものなので
必ず記名し、首から下げておいてください。

朝食
大会期間中、簡単な朝食（パン）を用意しています。配布時間は、競技・フェスタは 6 時 15 分、ファンタジアは 7 時 30
分までとなっています。
※ パンは、久保田農村環境改善センター南側テント（競技・フェスタ）、河川敷ボランティアテント（ファンタジア）で配
布します。

昼食
参加日のみ河川敷のバルーン広場にある出店で使用できる食券を配布いたします。当日 16：00 までは使用可能です
ので、ご自由にお楽しみ下さい。

事故・保険
・ 気球の立ち上げ・回収、車での移動、常に細心の注意を払ってください。もし事故が起きた場合は、どんなに些細なも
のでも、その都度ボランティア担当者に報告してください。運転時のトラブルは基本的にドライバーの責任とします。
・ 保険は実行委員会で加入します。傷病が発生した時は、保険の範囲で対処しますので、できるだけ早く状況をボラン
ティア担当者に連絡してください。

※ 飲酒運転が発覚した場合、警察に検挙されたかどうかに関わらず、それ以降の大会への参加をお断り
しますので、十分に注意して下さい。飲酒運転は、ドライバーだけではなく、同乗者も同罪です。互いに
注意し合うようにして下さい。特に、海外チームのパイロットやクルーが忠告を聞いてくれない場合は、
直ちに、ボランティア担当者まで報告して下さい。こちらで対応いたします。
【ドライバーの方へ】
・ もし事故が起きた場合は、接触などの些細なものでも、その都度ボランティア担当者に必ず報告してください。
運転時のトラブルは基本的にドライバーの責任とします。
・ 競技中、路上駐車や車間距離、スピード違反など地域住民の方へ迷惑をかけないよう、交通マナー・ルールの遵守を
お願いいたします。パイロットやクルーが無理な走行や駐車を指示しても、従わないで下さい。そのことによるチーム

内でのトラブルは、ボランティア担当者まで報告して下さい。こちらで対応いたします。
・ ゴールの周辺 100ｍ以内は停車禁止です。
・ パイロットによって活動内容や終了時間に違いがあります。（ドライバーを送った後、ガス充填場所へはチームだけで
行く等）
・ パイロットが手配している車は、空き時間等、パイロットの許可がない場合、自由に使うことはできません。

※ 飲酒運転、酒気帯び運転は絶対しないで下さい。以降の大会運営にも関わります。運転中に、チームの
仲間から飲酒を強要された場合、直ちに、ボランティア担当者まで連絡して下さい。
ホストファミリーとの関係
・ 海外チームで、一般家庭へホームステイしているチームもあります。中にはありがたいことに、ボランティアクルーの分
まで食事を用意してくださったり、パーティに誘ってくださったりするところもあります。節度ある態度で、良好な関係を
保って ください。
・ ホストファミリーの家に車を停めたり、お世話になったりする時は、必ず事前に了承を徔てください。
・ ホストファミリーとの間で何か困ったことがあるときは、どのようなことでも構いませんのでボランティア担当者に相談
してください。

会場への交通手段
・ チェイスカー（気球搭載車）を運転する方… 駐車場所は下記のとおりです。
久保田農村環境改善センター・・・センター西側のグラウンド
嘉瀬川河川敷・・・河川敷内ボランティアテント付近（Ａパス車両のみ、Ａパスはパイロットへ配布）
・ 自家用車…
久保田農村環境改善センター・・・センター西側のグラウンドをご利用ください。パスは必要ありません。
嘉瀬川河川敷・・・車両C パスを発券しますので、ボランティアチェックインの際申し出てください。ただし駐車スペー
スに限りがあるので必要な方のみとします。駐車場所は、河川敷内の C 駐車場です。また、入り
口では係がパスの確認、誘導を行います。パスがないと車両の乗り入れは出来ません。
・ 自転車・バイク…
久保田保健センター駐車場内および国道 207 号線・嘉瀬橋バルーントイレ付近の堤防上に駐輪場を設けています。
届けは丌要です。
・ 送りバス(タクシー)…
ホテルに宿泊される方のために送りのバス（タクシー）を運行します。ただしこれは朝のみのため、帰りは他の方に
送ってもらうか、公共の交通手段をご利用ください。時間は別紙の【宿泊についてのお知らせ】参照。
※ 送りバス(タクシー)をご利用される方は、手配の都合がありますので、必ずボランティア担当へ申し出て下さい！
・ ＪＲ…
長崎本線「バルーンさが駅」が、会場となる嘉瀬川河川敷の中ほどに設置されています。ボランティアテントはそこ
から南に徒歩 15 分ほどのところにあります。

宿泊施設の提供（佐賀県外・佐賀県内遠方の方のみ）
・ 別紙のとおり宿泊をご準備しています。別紙の注意事項をよく読んでください。

【その他】
注意事項
・ 競技の仕方や種類についての別紙資料にも、目を通しておいてください。
・ 競技の内容は、その競技時間直前のタスクブリーフィングで分かります。

主な行き先
・ 競技本部/久保田保健センター （英語：Competition Office/Kubota Health Centre）
・ ブリーフィング会場（競技・フェスタ）/久保田農村環境改善センター （英語：Briefing Room for Competitors/Kubota
Kaizen Center）
住所：佐賀県佐賀市久保田町新田 3323-3
・ 山代ガス（LPG 充填所） （英語：Refuelling Station）
住所：佐賀市鍋島町八戸 2153-1
・ トヨタレンタリース佐賀大財店 （英語：TOYOTA Rent-A-Lease Otakara Saga）
住所：佐賀県佐賀市大財 4-2-3 TEL: 0952-25-0100
・ 機材倉庫 （英語：Warehouse）
住所：佐賀県佐賀市兵庫南 4-22-40

インターネットによる情報公開
・ 公式ホームページ（日本語、英語）: http://www.sibf.jp
大会概要やニュース、佐賀大会の歴史の他、競技の説明や写真、映像などが見られます。

写真・映像・録音に関する注意
気球や会場風景などの写真、映像、録音したものを、商業目的で使用する場合は、組織委員会の承諾を徔てください。
（個人が記録のために使用する場合は必要ありません。）

イベント
【サガライトファンタジー点灯式・パレード、ストリートパーティー】
10/31（火）18 時～

場所：佐賀市中央大通り （参加無料）

マーチングバンドの演奏やバルーングロウ（バーナーを組んだバスケットをトラックに積み、バーナーで炎をあげながら
パレードに参加）などが行われます。
【アワード・バンケット（表彰式・閉会式）】
11/6（月）12 時 00 分～
あります。）

場所：ホテルマリターレ創世

参加費：当日、前売り 3,500 円（販売可能枚数には限りが

最後に…
大会期間中、ボランティアの補充は非常に困難です。皆さんが頼りの大会です。健康には十分気をつけてく
ださい。また、バルーンはガスや炎を扱い、機材も大きく重いので、気を緩めず慎重な行動をおねがいします。
チームメイトと声を掛け合うのも安全につながります。言葉がうまく通じないときは、筆談やジェスチャーを駆使
してみて下さい。案外通じるものです。
ボランティアの皆さんの頑張りが大会の成功につながります。どうぞよろしくお願いいたします。
ボランティア担当は、みなさんに快く活動していただくためにいます。どのようなことでもかまいません、楽し
いこと、丌安なこと、疑問・質問など、何でもお話しください。
ではみなさん、会場にて元気にお会いしましょう！
パイロットやクルー、ボランティアスタッフのみなさんと大いに楽しんでください！！

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
佐賀インターナショナルバルーンフェスタ組織委員会
ボランティア担当
相浦 雅子
井手 梨紗子
中村 育恵
福島 小百合
龍 正人
龍 洋子
（競技本部） 角 鈴菜

