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風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1977 11 エズレスより　飛来したあひる ダックウイング輸入珍道中 大岩　正和 おおいわまさかず 1-2.  クラブ紹介1977 11 ニューフェイス登場!!　バルーンクラブ新撰組 新撰組紹介 1-2.  クラブ紹介1977 11 渡良瀬遊水池について 渡良瀬使用に当たり 2-1.  フライトエリア1977 11 僕たちの朝 ヨークシャー地方世界選手権 青木　繁幸 あおきしげゆき 2-2.  大会レポート1977 11 キャッスルハワード､熱気球世界選手権大会 英国　ヨークシャー地方 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-2.  大会レポート1977 11 世界選手権に参加して キャッスルハワード大会 関本　正子 せきもとまさこ 2-2.  大会レポート1977 11 企画局報告 上士幌大会　過去の経過　第4回 2-2.  大会レポート1977 11 日本気球連盟西日本連絡会よりお知らせ ミーティングの告知（京都） 2-3.  イベント1977 11 事務局報告 事務局から報告 4-3.  事務局1977 11 安全委員会報告 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1977 11 会計局報告 会計報告 4-8.　会計報告1977 11 連載　日本気球史裏話(6) 気球歴史話 篠田　皎 しのだあきら 7-1　気球の歴史1977 11 サーミスタ温度計の製作と使用レポート サーミスター温度計製作､使用｡ 7-2.  気球グッズ1977 11 バーナーは燃えているか バーナー使用､製作､性能にあたり 7-2.  気球グッズ1978 12 結婚おめでとう 太田　耕治､美代さん結婚報告 太田　耕治 おおたこうじ 1-1.  バルーニスト紹介1978 12 FORTUNE　SMILE クラブ紹介 いしづかよしひろ いしづかよし 1-2.  クラブ紹介1978 12 信州バルーンクラブ｢風撰組｣ トレーニング 1-2.  クラブ紹介1978 12 渡良瀬遊水池の使用に関して 1977年12月31日改定 2-1.  フライトエリア1978 12 キャッスルハワード､熱気球世界選手権大会 キャッスルハワード大会 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-2.  大会レポート1978 12 ｢風船レース」 海外大会参加､国内競技会に関して 藤森　達夫 ふじもりたつお 2-2.  大会レポート1978 12 内山陽一氏優勝 サーマル･イン･カップバルーン・レース　第1回 2-2.  大会レポート1978 12 第2次　風船一揆 小千谷大会　告知 石塚　修 いしずかおさむ 2-3.  イベント1978 12 サーマル･イン･カップ･バルーン･レースへのお誘い 大会告知 高本　紘之 たかもとひろゆき 2-3.  イベント1978 12 日本気球連盟　東京ミーティング"77報告 収支報告 茂木　ひとみ もぎひとみ 2-3.  イベント1978 12 理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1978 12 気球パイロット登録のお知らせ パイロット登録お知らせ 4-4.　スポーツ委員会1978 12 安全委員会議事録 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1978 12 連載　日本気球史裏話(7) 歴史話 篠田　皎 しのだあきら 7-1　気球の歴史1978 12 気球のある街かど 気球モニュメントのある町神戸 7-2.  気球グッズ1978 13 グループ紹介 自遊吾 なかじま　しょうぞう なかじましょうぞう 1-2.  クラブ紹介1978 13 夢太郎のテーマ 防人チーム まつお　あきら まつおあきら 1-2.  クラブ紹介1978 13 バルーンクラブ新撰組の隊歌 クラブの替え歌 1-2.  クラブ紹介1978 13 サーマルイン･カップレース報告 大会報告 2-2.  大会レポート1978 13 珍道中風船記イン・アウグスブルグ アウグスブルグ大会 和田　満 わだみつ 2-7  ガス気球1978 13 ｢気になるあいつ」 バーナーの耕造 角田　正 かくたまさし 3-1.  気球の技術日本気球連盟 5/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1978 13 大変だったコマーシャル撮影 CM撮影 藤森　達夫 ふじもりたつお 3-1.  気球の技術1978 13 理事会報告(臨時) 理事会報告議事録 4-2.　理事会1978 13 昭和52年の気球界 国内動向､海外動向､国内競技会､熱気球数等 4-3.  事務局1978 13 安全委員会報告 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1978 13 熱気球事故報告 事故報告 5-1.　事故報告1978 13 連載　日本気球史裏話 成島　柳北さんの文筆 篠田　皎 しのだあきら 7-1　気球の歴史1978 14 速報　1979　FAI熱気球世界選手大会 スウェーデン大会概要 2-3.  イベント1978 14 気球は”軟物”で難物 気球を荷物運びに使えないかの研究 大野　博道 おおのひろみち 3-1.  気球の技術1978 14 気球は何故浮かぶか？ 計算式を含む､気球の浮力に関して かしわぎたかよし かしわぎたかよし 3-1.  気球の技術1978 14 プロパン安定強化へ　今国会に法改定案 保安体制強化 日本経済新聞 にほんけいざいしんぶん 3-1.  気球の技術1978 14 速報　理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1978 14 フェスティバル情報 大会参加基準 4-3.  事務局1978 14 速報　フェスティバルPARTⅡ 士幌高杉牧場大会 4-3.  事務局1978 14 編集後記 上士幌大会について 編集局 へんしゅう 4-a.  編集局1978 14 日本気球連盟とは何かを問う 会員に連盟とは各自考えたし 4-c.　質問1978 15 フェスティバル後記 上士幌大会へのおもい 市吉　トシコ いちよしとしこ 2-2.  大会レポート1978 15 上士幌　バルーンフェスティバルに思う 上士幌大会　第5回 大岩　正和 おおいわまさかず 2-2.  大会レポート1978 15 '78　上士幌　熱気球フェスティバル 北海道　夏大会 太田　耕治 おおたこうじ 2-2.  大会レポート1978 15 ブラジルからの手紙 ブラジルでのフライト談 きよた　ひろよし きよたひろよし 2-2.  大会レポート1978 15 1978年　第6回上士幌熱気球大会競技結果報告 競技結果 高橋　徹 たかはしとおる 2-2.  大会レポート1978 15 1978年　第6回上士幌熱気球大会報告書 成績結果 高橋　徹 たかはしとおる 2-2.  大会レポート1978 15 '78　上士幌フェスティバル会計報告 大会会計報告 2-2.  大会レポート1978 15 FAIの記録とは 航空機での記録クラス分け 2-5.  記録飛行1978 15 大西洋横断の記録成る バルン イーグル二世号 2-7  ガス気球1978 15 日本気球連盟　理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1978 15 国際局と僕の仕事 理事会報告議事録 市吉　三郎 いちよしさぶ 4-b.  FAI /CIA1978 15 連盟のみなさまへ 機関誌の現在､今後｡連盟加入にかんし 市吉　三郎 いちよしさぶ 4-c.　質問1979 16 クラブ紹介バルーンクラブ｢孫悟空｣ 広島県にある､クラブ 倉重　安見 くらしげやすみ 1-2.  クラブ紹介1979 16 渡良瀬遊水池宣伝問題 渡良瀬使用に関しての問題 森　春樹 にるはるき 2-1.  フライトエリア1979 16 バルーンフェスタイン九州 佐賀大会 角田　正 かくたまさし 2-2.  大会レポート1979 16 ｢夢太郎に乗って｣ 佐賀大会にて 柴田　真由美 しばたまゆみ 2-2.  大会レポート1979 16 第4回熱気球世界選手権大会代表選手派遣選考に関する スエーデン世界選手権 太田　耕治 おおたこうじ 2-3.  イベント1979 16 誰も知らない世界大会の話 スエーデン世界選手権の話 森　春樹 にるはるき 2-3.  イベント1979 16 理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1979 16 ライセンス発行について ライセンス発行に関しての案 4-5.　安全委員会日本気球連盟 6/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1979 16 理事選挙開票結果 選挙結果 4-6.　選挙管理委員会1979 16 広告写真について(お詫び) 渡良瀬写真の広告無断掲載に関して 日笠　紀郎 ひがさとしろう 4-c.　質問1979 16 気球登録の問題について 気球登録について 4-c.　質問1979 17 79　第3回柏崎風船一揆を終わって 小千谷大会　第3回 角田　正 かくたまさし 2-2.  大会レポート1979 17 理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1979 17 ｢日本選手権及び世界選手権日本代表選手選考｣設定案 スエーデン世界選手権に関して 角田　正 かくたまさし 4-4.　スポーツ委員会1979 17 1978年度　気球飛行実績への注 飛行実績集計結果 4-4.　スポーツ委員会1979 17 熱気球操縦士技能証明 ライセンス取得に当たり 4-5.　安全委員会1979 17 有人自由気球耐空性審査基準 基準案 4-5.　安全委員会1979 17 第1回　気球事故調査の実施に当たって 事故調査に当たっての考え方 角田　正､ 石塚 修 かくたまさし 5-1.　事故報告1979 17 耐熱性繊維について ノメックス耐熱繊維にかんして 倉重　安見 くらしげやすみ 7-1　気球の歴史1979 18 ゼフィルス彷徨通信 BC彷徨紹介 長谷部　誠司 はせべせいじ 1-2.  クラブ紹介1979 18 '79上士幌熱気球フェスティバル総評 上士幌大会　第6回 太田　耕治 おおたこうじ 2-2.  大会レポート1979 18 '79上士幌熱気球フェスティバル 上士幌大会　第6回 町田　耕造 まちだこうぞう 2-2.  大会レポート1979 18 1979上士幌気球レース 上士幌大会　第6回 2-2.  大会レポート1979 18 1979第6回上士幌バルーンフェスティバル競技結果 上士幌大会結果　第6回 2-2.  大会レポート1979 18 '79琵琶湖横断レース 琵琶湖横断レース告知 太田　耕治 おおたこうじ 2-3.  イベント1979 18 ｢'79　2nd　バルーンフェスタイン九州｣開催のお知らせ 佐賀大会告知　第2回 角田　正 かくたまさし 2-3.  イベント1979 18 1979ゴードンベネット気球レース ゴードンベネット気球レース開催にあたり 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-7  ガス気球1979 18 西日本風船異聞 西日本気球グループ会合にて 3-1.  気球の技術1979 18 国際局より 理事会報告議事録 4-b.  FAI /CIA1979 18 "ほっとえあばるん"1979年第16号掲載　森氏の投稿に対 理事､世界選手権､イカロス賞他に関して 市吉　三郎 いちよしさぶ 4-c.　質問1979 19 アンケート結果によるフェスティバル参加会員支出 大会参加グループの支出に関して 1-2.  クラブ紹介1979 19 渡良瀬遊水池問題について 渡良瀬使用にかんして 池田　陽一郎 いけだよういちろう 2-1.  フライトエリア1979 19 渡良瀬遊水池使用規則 渡良瀬使用上の注意 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-1.  フライトエリア1979 19 渡良瀬遊水池飛行連絡責任グループ 渡良瀬使用責任者連絡先 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-1.  フライトエリア1979 19 渡良瀬遊水池の使用に関して 渡良瀬利用に関して 2-1.  フライトエリア1979 19 第3回琵琶湖横断レース 琵琶湖横断レース　第3回 太田　耕治 おおたこうじ 2-2.  大会レポート1979 19 大西洋横断に挑んだ歴史 ブイアント機関誌より 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-7  ガス気球1979 19 1980年度  日本気球連盟新理事選挙のお知らせ 選挙に関して 4-6.　選挙管理委員会1979 19 1979年度　事故報告 国内事故報告 5-1.　事故報告1979 19 お知らせのページ 事故報告､フライトレポート販売に関して 市吉　三郎 いちよしさぶ 7-2.  気球グッズ1980 20 備前からのMESSAGE 備前BC誕生 えがわ かつとし えがわかつとし 1-2.  クラブ紹介1980 20 グループ紹介 広島修道大学熱気球クラブ 加木　武司 かきたけし 1-2.  クラブ紹介1980 20 第8回サーマルインカップ･バルーンレース結果報告 サーマルインカップ 大岩　正和 おおいわまさかず 2-2.  大会レポート日本気球連盟 7/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1980 20 '80バルーンフェスタイン九州を目指して 佐賀大会　第2回 角田　正 かくたまさし 2-2.  大会レポート1980 20 空のフェスティバル'79 イベントレポート 町田　耕造 まちだこうぞう 2-3.  イベント1980 20 CIA気球がキューバ探る 新聞記事より 3-1.  気球の技術1980 20 熱気球日本選手権規定 日本選手権規定書 3-1.  気球の技術1980 20 理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1980 20 P-20気球操縦士技能証明交付者名簿 P-20一覧 4-4.　スポーツ委員会1980 20 パイロット各位殿 熱気球操縦士技能証更新について 大岩　正和 おおいわまさかず 4-7.　連盟案内1980 20 ライセンス発行に関しての通常会費との調整方法 会費に関して 大岩　正和 おおいわまさかず 4-9.　会員状況資料1980 20 編集後記 編集に関して 編集局 へんしゅう 4-a.  編集局1980 20 広告のページ バーナーの販売 角田　正 かくたまさし 7-2.  気球グッズ1980 21 熱飛行船(試作機2人乗り)ふわり!! 宮崎盆地フライト 長谷部　誠司 はせべせいじ 2-2.  大会レポート1980 21 総会報告 総会報告 4-1.　総会1980 21 理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1980 21 1979年度　気球飛行実績 国内飛行実績 4-4.　スポーツ委員会1980 21 国際局報告 理事会報告議事録 4-b.  FAI /CIA1980 21 事故に対する処分について 事故に対する処分報告 太田　耕治 おおたこうじ 5-1.　事故報告1980 22 理事長のページ 種畜牧場トラブルに関して 太田　耕治 おおたこうじ 2-1.  フライトエリア1980 22 フェスティバル感想記 北海道大会感想 綱浜　聖子 あみはませいこ 2-2.  大会レポート1980 22 '80上士幌熱気球フェスティバル 上士幌大会　第7回 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-2.  大会レポート1980 22 フェスティバルの総括 本年度大会まとめ 太田　耕治 おおたこうじ 2-2.  大会レポート1980 22 競技雑感 上士幌大会競技運営側からみて 角田　正 かくたまさし 2-2.  大会レポート1980 22 1980上士幌熱気球フェスティバル 上士幌大会　第7回 町田　耕造 まちだこうぞう 2-2.  大会レポート1980 22 '80　琵琶湖横断レース 琵琶湖横断レース告知 柴田　裕成 しばたひろなり 2-3.  イベント1980 22 第3回　バルーンフェスタイン九州のお知らせ 佐賀大会　告知　第3回 2-3.  イベント1980 22 日本気球連盟指導者講習会 台東区民会館にて 市吉　三郎 いちよしさぶ 4-5.　安全委員会1980 22 BFAパイロットニュース事故報告 アメリカ事故報告 市吉　三郎 いちよしさぶ 5-1.　事故報告1981 23 渡良瀬遊水池で飛行される熱気球関係者の方々にお願い 倶楽部ハウス周辺早朝､夜間の車に関し 1-1.  バルーニスト紹介1981 23 琵琶湖横断レースの総括 琵琶湖横断レース 太田　耕治 おおたこうじ 2-2.  大会レポート1981 23 琵琶湖横断レースより合併後の孫悟空 上士幌大会において 沖増　信吾 おきますしんご 2-2.  大会レポート1981 23 '81バルーンフェステバルイン九州を目指して 佐賀大会　第三回 角田　正 かくたまさし 2-2.  大会レポート1981 23 バルーンフェスタイン九州感想記 佐賀大会　第三回 沓木　和子 くつきかずこ 2-2.  大会レポート1981 23 ｢非まじめ｣にやってうまく進んだBFIK 佐賀大会　第3回 倉重　安見 くらしげやすみ 2-2.  大会レポート1981 23 '80　琵琶湖横断レース競技結果 琵琶湖横断レース 阪田　茂男 さかたしげお 2-2.  大会レポート1981 23 1980年　上士幌熱気球フェスティバル会計報告 会計報告 町田　耕造 まちだこうぞう 2-2.  大会レポート1981 23 熱気球の世界記録 世界記録 2-5.  記録飛行日本気球連盟 8/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1981 23 気球による太平洋横断と世界一周計画 各国での太平洋横断計画一覧 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-7  ガス気球1981 23 送電線(私達の最も嫌う蜘蛛の巣)について 送電線に関して 今村　佐紀夫 いまむらさきお 3-2.  フライト技術1981 23 理事長のページ 種畜牧場トラブルに関して 太田　耕治 おおたこうじ 4-2.　理事会1981 23 1980年度　飛行統計作成に関する協力のお願い 年間飛行結果 大岩　正和 おおいわまさかず 4-4.　スポーツ委員会1981 23 国内ランキング中間報告 国内ランキング報告 国内ランにキング制度運営委員会 こくないらんきんぐ 4-4.　スポーツ委員会1981 23 1981年度　日本気球連盟理事選挙について 選挙立候補者文 倉重　安見 くらしげやすみ 4-6.　選挙管理委員会1981 23 事故報告 国内事故報告 市吉　三郎 いちよしさぶ 5-1.　事故報告1981 23 海外事故報告 海外事故 5-1.　事故報告1981 24 ｢越後風船一揆｣始末記雑感 風船一揆　第5回 石塚　修 いしずかおさむ 2-2.  大会レポート1981 24 1980年  一年間の気球界の動き(航空年間より) 世界､国内の記録飛行､大会成績 太田　耕治 おおたこうじ 2-5.  記録飛行1981 24 競技オブザーバーに残されたこの一年の問題点 NRS､今年度8タスク終えたオブザーバーの成果 中家　秀樹 なかいえひでき 3-5.　技術テクニック1981 24 熱気球操縦技能証明審査規定改定のお知らせ 理事会報告議事録 4-2.　理事会1981 24 理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1981 24 第1回の国内ランキングを終えて 国内ランキング結果 4-4.　スポーツ委員会1981 24 1981年度　理事選挙報告 選挙結果 倉重　安見 くらしげやすみ 4-6.　選挙管理委員会1981 24 理事長のページ 越後風船共和国の皆様へ 太田　耕治 おおたこうじ 4-7.　連盟案内1981 24 編集後記 機関誌編集に当たり 柴田　裕成､杉本晃一､吉川悟司 しばたひろなり 4-a.  編集局1981 24 ｢機関誌ほっとえあばるん｣を三流週刊誌にする会､結成! 機関誌編集に当たり 編集局 へんしゅう 4-a.  編集局1981 25 アメリカのバルーンパイロット　ライセンス アメリカのライセンス取得 石倉　行男 いしくら 1-1.  バルーニスト紹介1981 25 恐怖の赤い8月"理事長の正体を暴く" 太田耕治に関して 1-1.  バルーニスト紹介1981 25 冬とサーマルと熱気球 広島地域のフライト状況 角田　正 かくたまさし 2-1.  フライトエリア1981 25 1981年　琵琶湖横断レースのお知らせ 琵琶湖横断レース告知 柴田　裕成 しばたひろなり 2-3.  イベント1981 25 1981年　上士幌熱気球フェスティバルのお知らせ 上士幌大会告知 2-3.  イベント1981 25 ジョーゼフ･エマの世界記録 色々な世界記録 角田　正 訳 かくたまさし 2-5.  記録飛行1981 25 ｢競技｣と｢安全飛行｣ 競技と安全飛行の両立を 角田　正 かくたまさし 3-2.  フライト技術1981 25 競技規定の改正　15ページ　63 改正部の内容 4-2.　理事会1981 25 熱気球操縦技能証明審査基準改定のお知らせ 熱気球操縦技能証明審査基準改定のお知らせ 4-2.　理事会1981 25 理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1981 25 会員の皆様へ　お知らせ 会員のデーターベース化 角田　正 かくたまさし 4-3.  事務局1981 25 理事長のページ 上士幌での出来事 4-7.　連盟案内1981 25 連盟各種申請書 連盟各種申請書 4-7.　連盟案内1981 25 連盟役員名簿 各連盟役員名簿一覧 4-7.　連盟案内1981 25 編集後記 編集局から 編集局 へんしゅう 4-a.  編集局1981 25 バーナーは燃えている!! バーナーの製作､販売 光栄ステンレス工業(株) こうえいすてんれす 7-2.  気球グッズ1981 26 理事長のページ お話 太田　耕治 おおたこうじ 1-1.  バルーニスト紹介日本気球連盟 9/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1981 26 私家版バルーンクラブ考 長谷川クラブひょうろう記 長谷川　誠司 はせがわせいじ 1-1.  バルーニスト紹介1981 26 琵琶湖周辺の飛行のご案内 ノータム 2-1.  フライトエリア1981 26 世界選手権出場雑感 アメリカバトルクリーク世界選手権　第5回 藤森　達夫 ふじもりたつお 2-2.  大会レポート1981 26 コムストックついに世界チャンピオン バトルクリーク世界選手権にて 2-2.  大会レポート1981 26 赤い8月　特別編 バトルクリーク世界選手権 2-2.  大会レポート1981 26 赤い8月そして"流血の10月" 上士幌大会他 2-2.  大会レポート1981 26 那波市郎はグランドスラムを達せするか？ 上士幌大会にて 2-2.  大会レポート1981 26 南の風に乗って・・・ 瀬戸内海横断について 角田　正 かくたまさし 2-6.  アドベンチャーフライト1981 26 5年目の夏 瀬戸内海フライト案のころ 中家　秀樹 なかいえひでき 2-6.  アドベンチャーフライト1981 26 瀬戸内海横断始末記 瀬戸内海横断にていつ 西村　一彦 にしむらかずひこ 2-6.  アドベンチャーフライト1981 26 一緒に遊びましょ､瀬戸内海さん 有頂天　瀬戸内海横断成功 2-6.  アドベンチャーフライト1981 26 理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1981 26 会員の皆様へ､バッチは受け取りましたか？ バッチの受け取り確認 4-3.  事務局1981 26 ライセンス審査基準変更のお知らせ 安全委員会報告 大岩　正和 おおいわまさかず 4-5.　安全委員会1981 26 1982年度日本気球連盟理事選挙のおしらせ お知らせ 4-6.　選挙管理委員会1981 26 会計よりお知らせ 会計報告 4-8.　会計報告1981 26 FAI－国際気球委員会－の報告 理事会報告議事録 4-b.  FAI /CIA1981 26 編曲　バリクパパン・フィラメント 気球グッズ等に関して 須磨　浦 すまうら 7-2.  気球グッズ1982 27 理事長のページ 理事長の話 太田　耕治 おおたこうじ 1-1.  バルーニスト紹介1982 27 "赤い8月"休載？ 金子修一さんの結婚に関して 1-1.  バルーニスト紹介1982 27 1981琵琶湖横断レース競技結果 琵琶湖横断レース　第5回 阪田　茂男 さかたしげお 2-2.  大会レポート1982 27 '81琵琶湖横断レース会計決算報告 決算報告 半田　裕一 はんだゆういち 2-2.  大会レポート1982 27 '81上士幌フェスティバル報告 上士幌大会 町田　耕造 まちだこうぞう 2-2.  大会レポート1982 27 第10回サーマル･イン･カップレース結果報告 大会報告 2-2.  大会レポート1982 27 世界選手権日本誘致準備委員会の発足について 世界選手権を日本に誘致準備委員会発足 角田　正 かくたまさし 2-3.  イベント1982 27 関東学生気球連絡会発足のお知らせ 渡良瀬を飛行する学生連絡会 鈴木　一義 すずきかずよし 3-2.  フライト技術1982 27 イカロス賞 イカロス賞推薦 島本　伸雄 しまもとのぶお 4-2.　理事会1982 27 理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1982 27 理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1982 27 安全委員会議事録 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1982 27 安全委員会報告 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1982 27 1982年度　理事選挙報告 選挙結果報告 4-6.　選挙管理委員会1982 27 パイロット各位へお願い！ アンケートを宜しく 橋本　耕明 はしもとこうめい 4-9.　会員状況資料1982 27 第74回FAI総会の報告 理事会報告議事録 国際局 こくさいきょく 4-b.  FAI /CIA1982 27 事故報告 事故報告 角田　正 かくたまさし 5-1.　事故報告日本気球連盟 10/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1982 27 事故報告についてお願い 安全委員会報告 角田　正 かくたまさし 5-1.　事故報告1982 28 気球の安全 安全飛行にかんして 角田　正 かくたまさし 3-1.  気球の技術1982 28 高圧線･電線対策に､まず､リップ 電線での対応 角田　正 かくたまさし 3-1.  気球の技術1982 28 熱気球の航空レーダー反応テスト飛行 航空レーダーに気球は見えた 神田　道夫 かんだみちお 3-2.  フライト技術1982 28 理事長のページ 就任のあいさつ 市吉　三郎 いちよしさぶ 4-1.　総会1982 28 理事会報告PART1 理事会報告議事録 4-2.　理事会1982 28 理事会報告PART２ 理事会報告議事録 4-2.　理事会1982 28 臨時理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1982 28 NRS登録のお知らせ NRS登録に関して 角田　正 かくたまさし 4-4.　スポーツ委員会1982 28 安全委員会よりお知らせ 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1982 28 赤い8月 広島大学入試問題に気球に関する問題掲載 6-3.  その他LTA1983 29 車椅子の人魚"フィアーナ"が空を翔んだ日 下半身ふづいの人のフライト 石井　浩一 いしいこういち 1-1.  バルーニスト紹介1983 29 グループ紹介 クラブ紹介 京都バルーンクラブ きょうとばるん 1-2.  クラブ紹介1983 29 '82琵琶湖横断レース競技結果 琵琶湖横断レース 阪田　茂男 さかたしげお 2-2.  大会レポート1983 29 82フェスティバルが終わって 上士幌大会終わって 古川　健 ふるかわけん 2-2.  大会レポート1983 29 企画局だより 上士幌大会に関して 2-2.  大会レポート1983 29 理事長のページ ヨーロッパ旅行について 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-8.  フライトレポート1983 29 理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1983 29 理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1983 29 安全委員会報告 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1983 29 安全委員会報告 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1983 29 1983年度　理事選挙速報 選挙結果報告 4-6.　選挙管理委員会1983 30 SKY　FESTIVAL　'83　REPORT 群馬県館林市 今村　佐紀夫 いまむらさきお 2-3.  イベント1983 30 本州横断成功303km 石川県金沢市ー長野県松本市 2-6.  アドベンチャーフライト1983 30 連盟のページ 案内､告知など 4-7.　連盟案内1983 30 スポーツとしての気球 気球とスポーツ 秋本　玲子 あきもとれいこ 7-1　気球の歴史1983 30 気球の歴史(魔法の煙) 気球の歴史 太田　耕治 おおたこうじ 7-1　気球の歴史1983 30 日本の風船乗りたち スポーツバルーン､連盟発足などの歴史 太田　耕治 おおたこうじ 7-1　気球の歴史1983 30 日本人と気球の出会いー悪気を吐き出す妖怪か 日本での気球の歴史 太田　耕治 おおたこうじ 7-1　気球の歴史1983 30 気球の流行･その後 戦争､冒険での気球の役割 那波　市郎 なばいちろう 7-1　気球の歴史1983 31 車椅子の人魚"フィアーナ"が空を翔んだ日 上士幌にて 石井　浩一 いしいこういち 1-2.  クラブ紹介1983 31 琵琶湖横断レースアンケート結果 アンケート結果 琵琶湖横断レース実行委員会 びわこおうだんれーす 2-2.  大会レポート1983 31 理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1983 31 安全委員会報告 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1983 31 編集後記 編集後記 編集局 へんしゅう 4-a.  編集局日本気球連盟 11/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1984 32 車椅子の人魚"フィアーナ"が空を翔んだ日 上士幌大会にて 石井　浩一 いしいこういち 1-2.  クラブ紹介1984 32 気球のなまえ 将来のなまえについて コルチナ･キョーコ･ドロミテ こるちな 1-2.  クラブ紹介1984 32 83上士幌フェスティバルについて 大会終了して 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-2.  大会レポート1984 32 カナダの空を飛んで カナダ大会参加 斉藤　鉄夫 さとうてつお 2-2.  大会レポート1984 32 富士山越え 富士山越え 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-4.  山岳フライト1984 32 ゴードン・ベネットレース フランス開催 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-7  ガス気球1984 33 1983 THE WORLD HOT AIR BALLOON CHAMPIONSHIP フランス世界選手権 大岩　正和 おおいわまさかず 2-2.  大会レポート1984 33 '83びわ湖横断レースを終えて 琵琶湖横断レース 半田　裕一 はんだゆういち 2-2.  大会レポート1984 33 第5回バルーンフェスタイン佐賀 佐賀大会　第5回 2-2.  大会レポート1984 33 冬の上士幌 大会レポート 2-2.  大会レポート1984 33 連盟のページ 案内､告知など 4-7.　連盟案内1984 33 時代を造った気球たち 世界初　航空便の話 7-1　気球の歴史1984 35 '84風船一揆 風船一揆　第8回 金子　修一 かねこしゅういち 2-2.  大会レポート1984 35 SKY　FESTIVAL　'84 群馬県館林市 今村　佐紀夫 いまむらさきお 2-3.  イベント1984 35 公式立会人 島根県-長野県フライト立会人 角田　正 かくたまさし 2-6.  アドベンチャーフライト1984 35 神田氏419km飛ぶ!　世界記録達成 島根県隠岐島－長野県飯田盆地 神田　道夫 かんだみちお 2-6.  アドベンチャーフライト1984 35 連盟のページ 案内､告知など 4-7.　連盟案内1984 35 時代を造った気球たち ロジェ気球の話 7-1　気球の歴史1984 35 BALLOON通信No2 本紹介 島村　幸治 しまむらこうじ 7-2.  気球グッズ1984 36 上士幌周辺 上士幌周辺地図 2-1.  フライトエリア1984 36 上士幌大会 あいさつ 2-3.  イベント1984 36 上士幌大会エントリー 上士幌大会エントリー一覧 2-3.  イベント1984 36 新宿の高層ビルにガス気球が浮上！ NSビル内にガス気球を浮かす 今村　佐紀夫 いまむらさきお 2-7  ガス気球1984 36 MODERN HOT AIR BALLOON SYSTEM 気球の構造 3-1.  気球の技術1984 36 熱気球競技 競技内容の説明 3-1.  気球の技術1984 36 気球競技必勝法 競技の仕方 大岩　正和 おおいわまさかず 3-2.  フライト技術1984 36 連盟のページ 案内､告知など 4-7.　連盟案内1984 36 BALLOON通信No3 楽しい写真 島村　幸治 しまむらこうじ 6-3.  その他LTA1984 36 気球を造った気球たち 気球の発展 7-1　気球の歴史1985 37 IN KAMISHIHORO 上士幌大会 角田　正 かくたまさし 2-2.  大会レポート1985 37 レース結果 上士幌大会 柴田　善男 しばたよしお 2-2.  大会レポート1985 37 気球ファミリー主催　｢第一回群馬ロマンカップ｣ 群馬県伊勢崎市 高橋　明子 たかはしあきこ 2-2.  大会レポート1985 37 BALLOON通信 小さい記事 2-2.  大会レポート1985 37 富士山越え 自作機での富士山越え 山崎　和平 やまざきかずひら 2-6.  アドベンチャーフライト1985 37 連盟のページ 案内､告知など 4-7.　連盟案内日本気球連盟 12/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1985 38 琵琶湖横断レース 琵琶湖横断レース 太田　耕治 おおたこうじ 2-2.  大会レポート1985 38 SAGA INTERNATIONAL BALLOON FIESTA予告編 日本初インターナショナル大会､日本選手権大会予告 2-3.  イベント1985 38 1985会員名簿 会員名簿 4-7.　連盟案内1985 38 時代を造った気球たち 気球の歴史 今村　佐紀夫 いまむらさきお 7-1　気球の歴史1985 39 第１回日本選手権に参加して 日本選手権レポート 大岩　正和 おおいわまさかず 2-2.  大会レポート1985 39 KAMISHIHORO WINTER FIESTA 上士幌大会　第4回 那須　襄太郎 なすじょうたろう 2-2.  大会レポート1985 39 SAGA INTERNATIONAL BALLOON FIESTA 熱気球日本選手権　第1回 2-2.  大会レポート1985 39 有明海横断フライト 有明海横断記 高本　明美 たかもとあけみ 2-6.  アドベンチャーフライト1985 39 連盟のページ 案内､告知など 4-7.　連盟案内1985 40 渡良瀬バルーンミーティング'85 渡良瀬大会 鰺坂　徹 あじさかとおる 2-2.  大会レポート1985 40 フジサファリカップバルーンレース フジサファリ大会 今村　佐紀夫 いまむらさきお 2-2.  大会レポート1985 40 小千谷風船一揆 小千谷大会　第9回 金子　修一 かねこしゅういち 2-2.  大会レポート1985 40 第2回伊勢崎ロマン・カップ 伊勢崎ー渡良瀬フライト 高橋　明子 たかはしあきこ 2-2.  大会レポート1985 40 熱気球訪中団始末 中国でのフライト 石塚　修 いしずかおさむ 2-3.  イベント1985 40 MY SPECIAL FLIGHT 栃木今市市フライト(新聞記事) 柴田　善男 しばたよしお 2-3.  イベント1985 40 上士幌大会 大会パンフレット 2-3.  イベント1985 40 日本初！　山岳バルーンミーティング 北アルプスフライト 神田　道夫 かんだみちお 2-4.  山岳フライト1985 40 連盟のページ 案内､告知など 4-7.　連盟案内1985 41 ランチサイトより愛をこめて 上士幌大会レポート 町田　晶子 まちだあきこ 2-2.  大会レポート1985 41 BATTLE CREEK WORLD HOT AIR BALLOON CHMPIONSHIP バトルクリーク世界選手権　第7回 2-2.  大会レポート1985 41 何が､ちがうのかなァ・・・ バトルクリーク世界選手権大会後の座談会にて 2-2.  大会レポート1985 41 あしたのために　その1 運営側から見えたこと 角田　正 かくたまさし 2-3.  イベント1985 41 連盟のページ 案内､告知など 4-7.　連盟案内1985 41 ワシントンシリンダーの容器証明について 容器検査ついて 阿部　勉 あべつとむ 7-2.  気球グッズ1986 42 ｢渡良瀬遊水池使用規則」の見直しについて 規定改正に関して 日本気球連盟関東例会 にほんききゅうれんめい 2-1.  フライトエリア1986 42 日本選手権を終えて 佐賀大会レポート 角田　正 かくたまさし 2-2.  大会レポート1986 42 TRANS L-BIWA BALLOON RACE 琵琶湖横断レース 堀尾　哲也 かじおてつや 2-2.  大会レポート1986 42 日本で初めてキーをとった男 佐賀大会にてキーをとった 倉重　安見 くらしげやすみ 2-2.  大会レポート1986 42 夢のようなホントの話 アメリカ世界選手権レポート 武田　広幸 たけだひろゆき 2-2.  大会レポート1986 42 のってるやつにはかなわない　23才｡ジャパンチャンピオン 日本選手権IN佐賀レポート 辻井　誠明 つじいのぶあき 2-2.  大会レポート1986 42 僕の見たアメリカ　僕の感じた世界 アメリカ世界選手権参加して 西村　一彦 にしむらかずひこ 2-2.  大会レポート1986 42 激闘キーレース！ 佐賀大会キーレースを行って 平田　実 ひらたみのる 2-2.  大会レポート1986 42 1985年度熱気球日本選手権in佐賀 佐賀大会レポート 2-2.  大会レポート1986 42 ゲームになった熱気球 青山｢子供の城｣にて 東原　早苗 ひがしばらさなえ 2-3.  イベント1986 42 スイスから来た変形バルーン スヲッチ宣伝気球係留 2-3.  イベント日本気球連盟 13/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1986 42 カーボンファイバーなんと､繊維のシリンダー カーボンファイバーシリンダーに関し 3-1.  気球の技術1986 43 渡良瀬遊水池周辺　気球宿舎案内 渡良瀬周辺の宿に関して 1-2.  クラブ紹介1986 43 渡良瀬遊水池についてちょっと考えてみよう！ 渡良瀬と気球との共存 2-1.  フライトエリア1986 43 熱気球マラソン 伊勢崎ー渡良瀬フライト 鰺坂　徹 あじさかとおる 2-2.  大会レポート1986 43 北関東バルーンレースこぼれ話あれこれ 伊勢崎大会レポート 高橋　明子 たかはしあきこ 2-2.  大会レポート1986 43 KAMISHIHORO WINTER FESTA 上士幌大会 高本　裕之 たかもとひろゆき 2-2.  大会レポート1986 43 インド大会告知 インド大会告知 今村　佐紀夫 いまむらさきお 2-3.  イベント1986 43 速報　日本で世界選手権　実現!! FAI理事会にて世界選手権IN佐賀が決定 角田　正 かくたまさし 2-3.  イベント1986 43 BALLOON通信 ガスの仕組みを気球で紹介 3-1.  気球の技術1986 43 新理事長・あいさつ 就任に当たり 大岩　正和 おおいわまさかず 4-1.　総会1986 43 連盟のページ 案内､告知など 4-7.　連盟案内1986 44 '86風船一揆 小千谷大会　第10回 金子　修一 かねこしゅういち 2-2.  大会レポート1986 44 第3回伊勢崎ロマンカップ 伊勢崎フライトレポート 高橋　徹 たかはしとおる 2-2.  大会レポート1986 44 北海道上士幌大会 大会レポート 2-2.  大会レポート1986 44 うれし楽しの山岳フライト 松本盆地フライト告知 神田　道夫 かんだみちお 2-3.  イベント1986 44 阿蘇と都城の大会後記 阿蘇､都城大会告知 亀甲　智子 きっこうともこ 2-3.  イベント1986 44 マルコム･フォーブス氏来日 新聞記事､日程表 2-3.  イベント1986 44 安全委員会からのお知らせ 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1986 44 連盟のページ 案内､告知など 4-7.　連盟案内1986 45 第13回上士幌バルーンフェスティバルの思う 上士幌大会 大岩　正和 おおいわまさかず 2-2.  大会レポート1986 45 風は天下のまわりのも 上士幌大会優勝記 須藤　章 すどうあきら 2-2.  大会レポート1986 45 翔べ金閣寺 マルコムフォーブス氏富士山､東京フライト 今村　佐紀夫 いまむらさきお 2-3.  イベント1986 45 北アルプス横断フライト｢皆んなで飛べば怖くない」 北アルプスフライト 大岩　正和 おおいわまさかず 2-4.  山岳フライト1986 45 熱気球ふわり１万メートル 新聞記事 2-5.  記録飛行1986 45 連盟のページ 案内､告知など 4-7.　連盟案内1987 46 第3回日本選手権に優勝して 日本選手権　佐賀大会 鮫坂　徹 あじさかとおる 2-2.  大会レポート1987 46 夜明け前　花火の音がもり上げる会場には､70機の気球 佐賀大会 角田　正 かくたまさし 2-2.  大会レポート1987 46 TRANS L-BIWA BALLOON RACE 琵琶横断レース 堀尾　哲也 かじおてつや 2-2.  大会レポート1987 46 佐賀インターナショナルバルーンフェスティバル 佐賀大会レポート 川副　薫 かわぞえかおる 2-2.  大会レポート1987 46 印度風船旅行への誘い 印度大会参加 長谷川　誠司 はせがわせいじ 2-2.  大会レポート1987 46 '87熱気球世界選手権の前触れ オーストリア大会見学 平田　実 ひらたみのる 2-2.  大会レポート1987 46 宮島佐賀市長辞任 市長と佐賀大会との思いで 角田　正 かくたまさし 2-3.  イベント1987 46 1万メートルの世界 高度記録挑戦へ 神田　道夫 かんだみちお 2-5.  記録飛行1987 46 これからの気球も女性の時代です｡ 今後の気球と女性 高本　明美 たかもとあけみ 3-1.  気球の技術1987 46 連盟のページ 案内､告知など 4-7.　連盟案内日本気球連盟 14/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1987 48 第1回岩出山BALLOONFESTIVAL 岩出山大会 小松　拓夫 こまつたくお 2-2.  大会レポート1987 48 ジャパンカップ熱気球大会 群馬伊勢崎大会 2-2.  大会レポート1987 48 伊勢崎ロマンカップ 群馬伊勢崎大会にて 2-2.  大会レポート1987 48 海外気球大会だより バレロア国際気球大会　第12回 2-2.  大会レポート1987 48 第11回風船一揆 小千谷大会にて 2-2.  大会レポート1987 48 中国で飛ぶ 中国でのフライト(有馬氏) 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-3.  イベント1987 48 松本山岳フライト 長野フライト 2-3.  イベント1987 48 上士幌大会告知 上士幌大会　告知 2-3.  イベント1987 48 連盟のページ 案内､告知など 4-7.　連盟案内1988 49 ｢スバル･バルーンチームのス･テ･キ･な体験｣ オーストリア世界選手権参加して 高本　明美 たかもとあけみ 2-2.  大会レポート1988 49 気球オッチャン奮闘記 上士幌大会にて 高本　裕之 たかもとひろゆき 2-2.  大会レポート1988 49 KAMISHIHORO INTERNATIONAL BALLOON FESTA 上士幌大会 2-2.  大会レポート1988 49 WORLD CHAMPIONSHIP SCHIELLEITEM AUSTRIA オーストリア　’87第8回世界選手権 2-2.  大会レポート1988 49 スーパーレインボー号の挑戦 高度記録ならず　日本 神田　道夫 かんだみちお 2-5.  記録飛行1988 49 世界のバルーンニストに学ぶ心の豊かさ 海外選手の姿勢 大岩　正和 おおいわまさかず 3-1.  気球の技術1988 49 連盟のページ 案内､告知など 4-7.　連盟案内1988 50 パンダがウサギになった日 中国国際気球大会 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-2.  大会レポート1988 50 第8回熱気球世界選手権に役員として参加して シーライテン熱気球大会 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-2.  大会レポート1988 50 佐賀の熱い風 87年佐賀大会カメラマンから見た目 柴田　三雄 しばたみつお 2-2.  大会レポート1988 50 BALLOON通信 新聞記事より 新聞記事､大会告知 しんぶんきじ 2-8.  フライトレポート1988 50 連盟のページ 案内､告知など 4-7.　連盟案内1988 51 バルロア観戦記 バルロア大会にて 井上　義裕 いのうえよしひろ 2-2.  大会レポート1988 51 1988ジャパンカップ 前橋大会 高橋　徹 たかはしとおる 2-2.  大会レポート1988 51 キャノンドラ'88参加レポート オーストラリア大会にて 高橋　徹､明子 たかはしとおる 2-2.  大会レポート1988 51 ｢やったー!オーストラリアだ!!｣ オーストラリア大会にて 達富　浩 たつとみひろし 2-2.  大会レポート1988 51 オーストラリア横断レース オーストラリア横断レース 2-2.  大会レポート1988 51 北海道大会 北海道大会告知 2-3.  イベント1988 51 安全委員会から 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1988 51 連盟からのお知らせ 案内､告知など 4-7.　連盟案内1988 51 SOTHEBY'S 7-2.  気球グッズ1988 53 Autumn ルクセンブルグ国際気球大会に参加して ルクセンブルグ大会参加して 浅野　智之 あさのともゆき 2-2.  大会レポート1988 53 Autumn 新人パイロットかく戦かえり 上士幌大会 井上　義裕 いのうえよしひろ 2-2.  大会レポート1988 53 Autumn ルクセンブルグ魅惑の日々 ルクセンブルグ大会にて 太田　智子 おおたともこ 2-2.  大会レポート1988 53 Autumn ブリストル国際気球大会REPORT ブリストル大会にて 森田　彰 もりたあきら 2-2.  大会レポート1988 53 Autumn ALBUQUERQUE INTERNATIONAL BALLOON FIESTA! アルバーカーキー大会にて 山岸　幹雄 やまぎしみきお 2-2.  大会レポート日本気球連盟 15/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1988 53 Autumn Gas-Balloon-WM'88 Augsburg 西ドイツ､第5回ガス気球世界選手権 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-7  ガス気球1988 53 Autumn 僕とアウグスブルグと気球と ドイツ南部､アウグスブルグについて 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-7  ガス気球1988 53 Autumn 連盟からのお知らせ 案内､告知など 4-7.　連盟案内1988 53 Autumn 地図を読む旅 海外における地図 高本　裕之 たかもとひろゆき 7-2.  気球グッズ1989 54 Winter 佐賀日本選手権 佐賀大会レポート 内山　陽一 うちやまよういち 2-2.  大会レポート1989 54 Winter 佐賀を振り返って 佐賀大会レポート 角田　正 かくたまさし 2-2.  大会レポート1989 54 Winter 第3回岩出山バルーンフェスティバル 岩出山大会 小松　拓夫 こまつたくお 2-2.  大会レポート1989 54 Winter バログラフ バログラフ説明 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-5.  記録飛行1989 54 Winter 高度記録達成 1万2910mの世界記録達成 神田　道夫 かんだみちお 2-5.  記録飛行1989 54 Winter ヨーロッパ気球紀行Part２ ヨーロッパ　'88､第5回ガス気球 森田　彰 もりたあきら 2-7  ガス気球1989 54 Winter パラシュートリップについて種々の考察 パラシュートの研究 伊奈　孝 いなたかし 3-1.  気球の技術1989 54 Winter 座談会　佐賀大会を振り返って 角田､内山､伊奈､福井､佐藤参会 3-2.  フライト技術1989 54 Winter 連盟からのお知らせ 日本気球連盟理事会選挙立候補文 4-6.　選挙管理委員会1989 55 Spring AEROSTAR 気球の紹介 1-2.  クラブ紹介1989 55 Spring AEROSTAR 気球紹介 1-2.  クラブ紹介1989 55 Spring FireFly Balloons 気球の紹介 1-2.  クラブ紹介1989 55 Spring ウルトラマジック 気球に関して 1-2.  クラブ紹介1989 55 Spring 1989年上士幌ウインターバルーンフェスティバル参加記 上士幌大会 神森　隆幸 じんもりたかゆき 2-2.  大会レポート1989 55 Spring CHATEAU-D' OEXバルーンフェスティバルに参加して スイス　シャドウデイ参加して 高橋　明 たかはしあきら 2-2.  大会レポート1989 55 Spring 日の国阿蘇の空はよかもんたい｡ 阿蘇大会 高橋　英生 たかはしえいせい 2-2.  大会レポート1989 55 Spring 知床･熱気球 北海道知床フライト 西山　裕子 にしやまようこ 2-8.  フライトレポート1989 55 Spring Fun, friends and moments you'll never forget. 気球にかんして 3-1.  気球の技術1989 55 Spring 神田道夫をイカロス賞に推薦します｡ イカロス賞への推薦文 市吉　三郎 いちよしさぶ 4-2.　理事会1989 55 Spring 理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1989 55 Spring 安全委員会から 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1989 55 Spring 1989国際気球委員会　出席報告書 理事会報告議事録 市吉　三郎 いちよしさぶ 4-b.  FAI /CIA1989 55 Spring 機材特集 各メーカー様へ 佐藤　昇 さとうのぼる 7-2.  気球グッズ1989 56 Summer バルロアのお話 市吉トシ子さん宅にてバルロアの話を聞く 石井　輝義 いしいてるよし 2-2.  大会レポート1989 56 Summer 第一回ソビエト連邦国際気球大会 リトアニア共和国大会 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-2.  大会レポート1989 56 Summer 熱き女の戦い第2回レディースカップを終えて 九州､レディースカップ 亀甲　智子 きっこうともこ 2-2.  大会レポート1989 56 Summer 都城バルーンミーティング 都城大会 高本　明美 たかもとあけみ 2-2.  大会レポート1989 56 Summer レディースカップ　レポート 佐賀レディースカップ 成富　陽子 なるとみようこ 2-2.  大会レポート1989 56 Summer 89北海道バルーンフェスティバル 大会レポート 2-2.  大会レポート1989 56 Summer Balleroy フォーブス主催　フランス大会 2-2.  大会レポート1989 57 Autumn 第9回熱気球世界選手権参加海外パイロットプロ 佐賀大会　海外パイロットプロフィール 市吉　三郎 いちよしさぶ 1-1.  バルーニスト紹介日本気球連盟 16/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1989 57 Autumn 武蔵野バルーンクラブ参上 北海道大会参加 森田　泰治 もりたたいじ 1-2.  クラブ紹介1989 57 Autumn 1989 9th SAGA Hot Air Balloon World Championship 佐賀　世界選手権 角田　正 かくたまさし 2-2.  大会レポート1989 57 Autumn 1989 9th SAGA Hot Air Balloon World Championship 佐賀､　日本で第一回目の世界選手権 角田　正 かくたまさし 2-2.  大会レポート1989 57 Autumn アメリカって､アルバカーキってほんとにいいとだよ！ アルバーカーキー参加して 亀甲　智子 きっこうともこ 2-2.  大会レポート1989 57 Autumn ALBUQUERQUE INTERNATIONAL BALLOON FIESTA アルバーカーキー参加して Minako Sanada さなだみなこ 2-2.  大会レポート1989 57 Autumn 1989HOKKAIDO BALLOON FESTIVAL 北海道大会レポート 高田　幸一 たかだこういち 2-2.  大会レポート1989 57 Autumn トランス･パシフィック・プロジェクト リンドウ､リチャード太平洋横断 2-6.  アドベンチャーフライト1989 57 Autumn パイバルの原理と測定 パイバル計測の測定､考え方 角田　正 かくたまさし 3-5.　技術テクニック1989 57 Autumn 定例理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1989 57 Autumn 連盟からのお知らせ 案内､告知など 4-7.　連盟案内1990 58 第9回熱気球世界選手権を終えて 佐賀　世界選手権 角田　正 かくたまさし 2-2.  大会レポート1990 58 第4回岩出山バルーンフェスティバル 岩出山大会 小松　拓夫 こまつたくお 2-2.  大会レポート1990 58 はじめて岩出山バルーンフェスティバルに参加して 岩出山大会 佐竹　悦子 さたけえつこ 2-2.  大会レポート1990 58 TRANS LAKE-BIWA BALLOON RACE 琵琶湖横断レース 2-2.  大会レポート1990 58 北海道バルーンフェスティバルのご案内 北海道大会案内　第17回 高橋　正一 たかはししょういち 2-3.  イベント1990 58 6TH INDIA INTERNATIONAL BALLOON MELA'90 海外から 2-3.  イベント1990 58 Local Flight Report 富士裾野､福島、渡良瀬 2-3.  イベント1990 58 定例理事会報告 理事会報告議事録 4-2.　理事会1990 58 パイロットハンドブック刊行のお知らせ パイロットハンドブック刊行 4-5.　安全委員会1990 58 日本気球連盟理事立候補文 立候補者一覧 4-6.　選挙管理委員会1990 58 FAI･CIA国際機級委員会　出席報告書 理事会報告議事録 4-b.  FAI /CIA1990 60 Summer LENINGRAD BALLOON FIESTA レニングラード大会 小松　拓夫 こまつたくお 2-2.  大会レポート1990 60 Summer レディスカップに参加して 佐賀　レディスカップ 須藤　貴美子 すどうみきこ 2-2.  大会レポート1990 60 Summer 世界選手権プレ大会で藤田昌彦氏が堂々2位入賞 カナダ　サン･ジーン･サー･リシリュウ市 藤田　昌彦 ふじたまさひこ 2-2.  大会レポート1990 60 Summer 北海道は燃えていたか 北海道大会 藤田　昌彦 ふじたまさひこ 2-2.  大会レポート1990 60 Summer 都城バルーンミーティング 都城大会 2-2.  大会レポート1990 60 Summer 総会報告 総会報告 4-1.　総会1990 60 Summer 日本気球連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1990 60 Summer パイロットハンドブック刊行のお知らせ パイロットハンドブック刊行 4-5.　安全委員会1990 60 Summer ヒマラヤエクスプレス号エベレスト挑戦の顛末 エベレスト越え　事故 市吉　三郎 いちよしさぶ 5-1.　事故報告1990 61 Autumn バルーンフェスタとなみ'90 礪波大会 茨城大生 いばだいせい 2-2.  大会レポート1990 61 Autumn 90風船一揆秋の陣 長岡大会 金子　修一 かねこしゅういち 2-2.  大会レポート1990 61 Autumn 1990　summer　kamishihoro 上士幌大会 高田　幸一 たかだこういち 2-2.  大会レポート1990 61 Autumn 小千谷食い倒れ日記 小千谷大会 田中　美貴 たなかみき 2-2.  大会レポート1990 61 Autumn 穣二の夏休み 上士幌大会　第17回 福井　穣二 ふくいじょうじ 2-2.  大会レポート日本気球連盟 17/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1990 61 Autumn カナダ選手参戦記 カナダ大会 藤崎 ふじさき 2-2.  大会レポート1990 61 Autumn CANADAカルガリー気球大会参戦紀テイケイ気球クラブ カナダ　カルガリー大会 松下　昌義 まつしたまさよし 2-2.  大会レポート1990 61 Autumn 第4回フェスタ富士裾野 富士裾野大会 2-2.  大会レポート1990 61 Autumn ガス気球世界選手権大会 アメリカ　サウスダコタ州 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-7  ガス気球1990 61 Autumn 日本気球連盟議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1990 61 Autumn パイロットハンドブック刊行のお知らせ パイロットハンドブック刊行 4-5.　安全委員会1990 61 Autumn Chese　Vehicle 各国チェイスカー 7-2.  気球グッズ1991 62 1990年佐賀インターナショナルバルーンフェスタ 佐賀大会レポート 須斎　京太 すさいきょうた 2-2.  大会レポート1991 62 アメリカ横断熱気球大会はしごツアー アルバーカーキー大会 高島　工 たかしまたくみ 2-2.  大会レポート1991 62 塩川バルーン･フェスティバル 塩川大会 中口　宗紀 なかぐちそうき 2-2.  大会レポート1991 62 大会案内 各地　大会案内 2-3.  イベント1991 62 ほたるいか富山湾横断顛末 富山湾横断レポート 松田　浩壮 まつだこうそう 2-6.  アドベンチャーフライト1991 62 丹羽文雄､マイカルアドベンチャー号太平洋への挑戦 フライト経過 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-7  ガス気球1991 62 パイロットハンドブック刊行のお知らせ パイロットハンドブック刊行 4-5.　安全委員会1991 62 オーストラリア事故レポート 気球空中接触 角田　正 かくたまさし 5-1.　事故報告1991 63 ローカルニュース 渡良瀬委員会議事録 2-1.  フライトエリア1991 63 メルヘンの世界 スイス　シャドウ･ドゥ大会 高本　明美 たかもとあけみ 2-2.  大会レポート1992 63 誰も知らなかったガーネット 日本選手権を振り返る｡　上士幌　第7回 小松　亮 こまつりょう 2-2.  大会レポート1991 63 みやぎインターナショナルバルーンフェスティバル91 宮城大会 みやぎ組織委員会 みやぎそしきいいんか 2-3.  イベント1991 63 TRANS PACIFIC PROJECT 都城ーアメリカ西海岸へ Per Lindstrand Per Lindstrand 2-6.  アドベンチャーフライト1991 63 パシフィックフライヤー号太平洋横断のバログラフ リンドストランド達が行った記録結果 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-6.  アドベンチャーフライト1991 63 熱気球太平洋横断計画プロジェクトに参加して 都城－アメリカ横断フライト現地クルーとして 中野　昭信 なかのあきのぶ 2-6.  アドベンチャーフライト1991 63 日本気球連盟議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1991 63 事故報告書 事故報告 5-1.　事故報告1991 63 バルーンハウス､ソニーGPS代理店開始！！ GPSに関して 高本　祐久 たかもとひろゆき 7-2.  気球グッズ1991 64 アルバカーキ観戦記 アルバカーキ観戦記 押田　宏美 おしだひろみ 2-2.  大会レポート1991 64 TEAM FLY ONE世界選手権参戦記 カナダ世界選手権 副島　昇 そえじまのぼる 2-2.  大会レポート1991 64 上士幌バルーンフェスティバル 上士幌大会 武田　広幸 たけだひろゆき 2-2.  大会レポート1991 64 1992年日本気球連盟カレンダー 各地　大会　日程 2-3.  イベント1991 64 1992年熱気球イベントカレンダー 各地　大会　日程 2-3.  イベント1991 64 理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1991 64 ナショナルエアロクラブとは？ 理事会報告議事録 市吉　三郎 いちよしさぶ 4-b.  FAI /CIA1992 65 Spring 渡良瀬連絡会レポート 日本気球連盟渡良瀬連絡会発足について 須藤　貴美子 すどうみきこ 2-1.  フライトエリア1992 65 Spring シャトウ･ドゥ紀行 フランス大会レポート 一鬼　恵子 いちきけいこ 2-2.  大会レポート1992 65 Spring 日本選手権レポート 大会レポート 宇佐見　良人 うさみよしと 2-2.  大会レポート日本気球連盟 18/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1992 65 Spring GRAND PRIX SAIN '92 スペイン大会レポート 亀甲　智子 きっこうともこ 2-2.  大会レポート1992 65 Spring 第一回学生選手権(仮称)を終えて 渡良瀬にて 野中　常雄 のなかつねお 2-2.  大会レポート1992 65 Spring 会津塩川バルーンフェスティバル 塩川大会レポート 松本　英一 まつもとえいいち 2-2.  大会レポート1992 65 Spring 会則改訂のお知らせ 会則改定のお知らせ 4-2.　理事会1992 65 Spring 理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1992 66 Summer 地域懇談会議事録 地域懇談会 2-1.  フライトエリア1992 66 Summer フィジーハイビスカス･フェスティバル フィジー大会レポート 大西　正 おおにしただし 2-2.  大会レポート1992 66 Summer 渡良瀬連絡会レポート 飛行区域のお知らせ 2-2.  大会レポート1992 66 Summer ベーリング海横断フライト 現地スタンバイ､フライトレポート 竹内　靖子 たけうちやすこ 2-3.  イベント1992 66 Summer 理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1992 66 Summer Ｐ１　News 安全委員会報告 安全委員会 あんぜんいいんかい 4-5.　安全委員会1992 66 Summer 安全委員会議事録 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1992 66 Summer 事故報告 事故報告 安全委員会 あんぜんいいんかい 5-1.　事故報告1992 67 Autumn 熱飛行船世界選手権 フランス　ブザンソン 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-2.  大会レポート1992 67 Autumn 第10回世界選手権(カナダ)オブザーバー･リポート オブザーバーとしての世界選手権 オブザーバー参加者全員 おぶざーばー 2-3.  イベント1992 67 Autumn テレビドラマ｢風の仲間たち｣制作顛末記 撮影佐賀　テレビドラマ撮影 新田　晴彦 にったはるひこ 2-3.  イベント1992 67 Autumn 大西洋横断レース 大会概要　英文 2-3.  イベント1992 67 Autumn 理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1992 67 Autumn 安全委員会議事録 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1992 67 Autumn 日本気球連盟理事選挙のお知らせ お知らせ 4-6.　選挙管理委員会1993 68 Winter 渡良瀬連絡会レポート 渡良瀬使用に関して 2-1.  フライトエリア1993 68 Winter チャンピオンへの道 優勝までの道のり　佐賀大会レポート 上田　祥和 うえだしょうわ 2-2.  大会レポート1993 68 Winter フェスタ富士すその６ＴＨ 富士裾野フライト 斉藤　衛 さいとうまもる 2-2.  大会レポート1993 68 Winter 霧の会津盆地大会 塩川大会　92 松本　英一 まつもとえいいち 2-2.  大会レポート1993 68 Winter 琵琶湖横断レース 琵琶湖横断　強風中止 2-2.  大会レポート1993 68 Winter 大西洋横断バルーンレース 大会結果､表彰レポート 2-3.  イベント1993 68 Winter 理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1993 68 Winter 佐賀IBFにおける事故について 上空接触事故 安全委員会 あんぜんいいんかい 5-1.　事故報告1993 68 Winter 事故報告書 事故報告 安全委員会 あんぜんいいんかい 5-1.　事故報告1993 69 Spring シャトウ･ドゥ93 スイス　シャトウデェイ大会 石橋　美和 いしばしみわ 2-2.  大会レポート1993 69 Spring 第8回阿蘇バルーンミーティング 熊本　阿蘇大会 大倉　嘉浩 おおくらよしひろ 2-2.  大会レポート1993 69 Spring WATARASE　FLY　IN　93　KOGA 大会終了の記事 事務局 じむきょく 2-2.  大会レポート1993 69 Spring 小千谷風船一気 新潟　小千谷 武田　徹 たけだとおる 2-2.  大会レポート1993 69 Spring 中国からのフライとを振り返って 東シナ海横断 神田　道夫 かんだみちお 2-6.  アドベンチャーフライト1993 69 Spring 随伴機レポート 神田東シナ海着陸ポイントにて 山田　功男 やまだいさお 2-6.  アドベンチャーフライト日本気球連盟 19/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1993 69 Spring 理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1993 69 Spring 事故報告書 事故報告 5-1.　事故報告1993 70 Summer 地域懇談会議事録 地域懇談会 2-1.  フライトエリア1993 70 Summer 長野バルーンフェスティバル９３ 長野大会 夘月　武雄 うづきたけお 2-2.  大会レポート1993 70 Summer アルプス越えフライト アルプス越えフライト 小島　啓市 こじまけいいち 2-3.  イベント1993 70 Summer 理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1993 70 Summer パイロット並びにこれからパイロットになる方へ トレーニング手続きに関して 角田　正 かくたまさし 4-3.  事務局1993 70 Summer 世界選手権日本代表に関する特例処置 世界選手権特例処置に関して 角田　正 かくたまさし 4-3.  事務局1993 70 Summer 佐賀インターナショナル事故最終報告 佐賀　空中接触事故 安全委員会 あんぜんいいんかい 5-1.　事故報告1993 70 Summer 事故報告書 事故報告 5-1.　事故報告1993 70 Summer 熱気球の事故と保険 気球保険に関して 角田　正/長岡勝 かくたまさし 5-2.  安全　保険1993 71 Autumn ”ボタ餅勝利”顛末記 上士幌大会 大岩　正和 おおいわまさかず 2-2.  大会レポート1993 71 Autumn 譲二の夏休み ルクセンブルク世界選手権 福井　穣二 ふくいじょうじ 2-2.  大会レポート1993 71 Autumn 気球旅行をしてみませんか｢ホット･スタック｣を募集中 気球での長距離フライ員募集 神田　道夫 かんだみちお 2-3.  イベント1993 71 Autumn 理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1993 71 Autumn オーストラリア大陸横断飛行 ロジェ気球による横断 市吉　三郎 訳 いちよしさぶ 6-3  その他LTA1994 72 Spring 第10回熱気球日本選手権を終えて 佐賀大会 浅岡　泰彦 あさおかやすひこ 2-2.  大会レポート1994 72 Spring 第17回1993琵琶湖横断レース 琵琶湖横断レース 小笹　純嗣 おざさじゅんじ 2-2.  大会レポート1994 72 Spring See you, ALBUQUERQUE アルバーカーキー大会 桜井　均 さくらいひとし 2-2.  大会レポート1994 72 Spring ブリストルの空にいちごが飛んだ イギリス大会 佐藤　和男 さとうかずお 2-2.  大会レポート1994 72 Spring 1993熱気球日本グランプリ 日本グランプリ一年間の流れ 熱気球日本グランプリ運営機構 ねつききゅうにほんぐらんぷり 2-3.  イベント1994 72 Spring ブルースカイフェスタIN五所川原93 青森　五所川原大会新聞記事 ブルースカイフェスタIN五所川原実行 ぶるーすかいふぇすた 2-3.  イベント1994 72 Spring 理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1994 72 Spring 安全委員会議事録 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1994 72 Spring 日本気球連盟理事選挙　立候補文及び推薦文 立候補者一覧 4-6.　選挙管理委員会1994 72 Spring 事故報告書 事故報告 5-1.　事故報告1994 73 Spring 渡良瀬は広かった 古河大会 遠藤　護 えんどうまもる 2-2.  大会レポート1994 73 Spring 94ホンダ熱気球日本グランプリ第一戦 長野　佐久大会 佐久BF　実行委員会 さくじっこういいんかい 2-2.  大会レポート1994 73 Spring 第一回フィリピン国際機球体会 フィリピン大会 佐藤　昇 さとうのぼる 2-2.  大会レポート1994 73 Spring 人を想えば 熊本　阿蘇大会 高橋　英生 たかはしえいせい 2-2.  大会レポート1994 73 Spring 仕事としての気球の体験搭乗 太田　耕治 おおたこうじ 2-3.  イベント1994 73 Spring 山形県新庄市から奥花山脈を越えて宮城県米沢町へ アドベンチャー 道塚　信市 みちづかしんいち 2-4.  山岳フライト1994 73 Spring 本州横断フライト報告 石川県から福島県フライト 小島　啓市 こじまけいいち 2-6.  アドベンチャーフライト1994 73 Spring Cross Australia flight オーストラリア大陸横断の報告 大丸　和夫 だいまるかずよ 2-6.  アドベンチャーフライト1994 73 Spring ゴードンベネット気球レース アルバーカーキー 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-7  ガス気球日本気球連盟 20/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1994 73 Spring 熱気球用上空監視カメラの実験 球皮上部に監視カメラの取り付けかた 西村　一彦 にしむらかずひこ 3-1.  気球の技術1994 73 Spring 理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1994 73 Spring 日本気球連盟スポーツ委員会に関する細則 スポーツ委員会に関する規定 4-4.　スポーツ委員会1994 73 Spring 事故報告 事故報告 5-1.　事故報告1994 73 Spring ミッチェルモニュメント訪問 アメリカ風船爆弾飛来地 市吉　三郎 いちよしさぶ 7-1　気球の歴史1994 74 Summer オーストラリア太平洋選手権レポート オーストラリア大会レポート 小久保　美葉子 こくぼみよこ 2-2.  大会レポート1994 74 Summer 強い日本を目指すために カナダ世界選手権参加 小松　亮 こまつりょう 2-2.  大会レポート1994 74 Summer 世界記録挑戦記 オーストラリア記録記 柿沼　千勝 かきぬまちかつ 2-5.  記録飛行1994 74 Summer 強い日本を目指すために２ オーストラリア大会から思うこと 角田　正 かくたまさし 2-8.  フライトレポート1994 74 Summer 熱気球操縦技能証の実技基準の改訂の提案 技能書の改定　提案 角田　正 かくたまさし 3-1.  気球の技術1994 74 Summer 理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1994 74 Summer 第一回スポーツ委員会議事録 スポーツ委員会議事録 4-4.　スポーツ委員会1994 74 Autumn 事故報告 事故報告 5-1.　事故報告1994 74 Summer 安全委員会議事録　および事故報告 事故報告 5-1.　事故報告1994 75 Autumn Wind Angel in Australia オーストラリア　太平洋選手権 宮田　浩樹 みやたひろき 2-2.  大会レポート1994 75 Autumn 気球で世界一周 世界一周挑戦者各記事 市吉　三郎 訳 いちよしさぶ 2-7  ガス気球1994 75 Autumn 熱気球でモンゴルをせめる モンゴルフライト 藤田　昌彦 ふじたまさひこ 2-8.  フライトレポート1994 75 Autumn バルーンドロップ 気球からハングライダーフライト構造 松田　浩壮 まつだこうそう 3-5.　技術テクニック1994 75 Autumn ワシントン･タンクで見つかたストレス･クラックとアル シリンダー品質に関して 伊奈　孝 いなたかし 5-2.  安全　保険1995 76 Spring Letter From Brasil 海外からのバルーンニスと紹介 Lime, L, Barros Lime, L, Barros 1-1.  バルーニスト紹介1995 76 Spring 65歳の手習い 平鹿町クラブ　見上哲朗さんトレーニング 高村　明 たかはしあきら 1-2.  クラブ紹介1995 76 Spring 異常気象の会津塩川大会 塩川大会 江花　一治 えばなかずや 2-2.  大会レポート1995 76 Spring 第18回　94琵琶湖横断レース報告 琵琶湖横断レース 小笹　純嗣 おざさじゅんじ 2-2.  大会レポート1995 76 Spring 無冠の帝王　ついに栄冠 アメリカ　アルバーカーキー大会 高橋　明子 たかはしあきこ 2-2.  大会レポート1995 76 Spring 大会案内 各地　大会案内 2-3.  イベント1995 76 Spring 理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1995 76 Spring スポーツ委員会議事録 議事録 4-4.　スポーツ委員会1995 76 Spring 日本気球連盟理事選挙立候補分及び推薦文 立候補者一覧 4-6.　選挙管理委員会1995 76 Spring 事故報告 串山　弘 青森五所川原 あおもりごしょがわら 5-1.　事故報告1995 77 Summer 1994ホンダ熱気球日本グランプリ 大会参加者一覧 町田　耕造 まちだこうぞう 2-3.  イベント1995 77 Summer サーっと関東上空60km フライト体験談 中口　宗紀 なかぐちそうき 2-8.  フライトレポート1995 77 Summer 日本気球連盟総会 総会報告 4-1.　総会1995 77 Summer 理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1995 77 Summer スポーツ委員会議事録 議事録 4-4.　スポーツ委員会1995 78 Autumn 飲めや歌えやの羽生バルーンフェスティバル 羽生大会レポート 福井　秀和 ふくいひでかず 2-2.  大会レポート日本気球連盟 21/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1995 78 Summer 第12回熱気球世界選手権・陪審員として参加して アメリカバトルクリークにて 角田　正 かくたまさし 2-2.  大会レポート1995 78 Summer 第22回北海道BF･第12回日本選手権 日本選手権レポート 熊沢　宏 くまざわひろし 2-2.  大会レポート1995 78 Summer 第12回熱気球世界選手権参加レポート アメリカ　オブザーバーとして 小松　亮 こまつりょう 2-2.  大会レポート1995 78 Summer KENT horizon high flyers バルーンミーティングin MA マレーシヤ大会 宮原　毅 みやはらつよし 2-2.  大会レポート1995 78 Summer 理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1995 78 Summer スポーツ委員会議事録 議事録 4-4.　スポーツ委員会1995 78 Summer 熱気球操縦技能証明書発行審査基準の改定 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1995 79 Autumn バトルクリーク世界選手権レポート バトルクリーク大会レポート 浅岡　泰彦 あさおかやすひこ 2-2.  大会レポート1995 79 Autumn 学生バルーンミーティング･イン･上士幌 学生選手権レポート 岩崎　文哉 いわさきふみや 2-2.  大会レポート1995 79 Autumn まずまずの出来映え 上士幌　学生選手権レポート 福井　秀和 ふくいひでかず 2-2.  大会レポート1995 79 Autumn 世界記録達成までの道程 オーストラリア　AX-10滞空時間 大岩　正和 おおいわまさかず 2-5.  記録飛行1995 79 Autumn AX-5滞空時間世界記録挑戦記 オーストラリアにて滞空時間記録 小島　啓市 こじまけいいち 2-5.  記録飛行1995 79 Autumn 日本気球連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1995 79 Autumn スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会1995 79 Autumn 日本気球連盟理事選挙公報 選挙告知 4-6.　選挙管理委員会1995 79 Autumn information 4-7.　連盟案内1996 80 Winter 琵琶湖横断レース 大会レポート 鈴木　理＆小笹　純嗣 すずきただ 2-2.  大会レポート1996 80 Winter 95熱気球ホンダグランプリ グランプリ全5戦レポート 町田　耕造 まちだこうぞう 2-2.  大会レポート1996 80 Winter 滞空時間挑戦フライト報告 神田道夫カナダフライトレポート 竹沢　広介 たけざわひろすけ 2-5.  記録飛行1996 80 Winter 小島啓市氏の熱気球滞空時間記録が世界記録として公認 オーストラリア未公認までのいきさつ 2-5.  記録飛行1996 80 Winter 日本海海上フライト 富山湾横断挑戦記 小林　親夫 こばやしちかお 2-6.  アドベンチャーフライト1996 80 Winter 緊急理事会の経緯と文書合戦 フィリピン球皮に関して 4-2.　理事会1996 80 Winter 日本気球連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1996 80 Winter スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会1996 81 Spring 東北大学熱気球グラブ･岩手医大飛行研究会 創立までの経緯 斉藤　衛 さいとうまもる 1-2.  クラブ紹介1996 81 Spring 第4回小山バルーンフェスタ'96 ホンダグランプリレポート　1996 青木　伸哉 あおきしんや 2-2.  大会レポート1996 81 Spring 第2回学生選手権in宮城 学生選手権大会レポート 鶴田　博文 つるたひろふみ 2-2.  大会レポート1996 81 Spring 各地大会結果報告 各地大会結果報告 2-2.  大会レポート1996 81 Spring 日本気球連盟総会 総会報告 4-1.　総会1996 81 Spring 日本気球連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1996 81 Spring CIA96国際気球委員会出席報告書 理事会報告議事録 市吉　三郎 いちよしさぶ 4-b.  FAI /CIA1996 81 Spring 95年度事故統計 事故統計 5-1.　事故報告1996 82 Summer バトルクリークオブザーバー記 バトルクリーク大会レポート 山下　晃司 やましたこうじ 2-2.  大会レポート1996 82 Summer フィリピン国際バルーンフェスタのご案内 大会開催案内 2-3.  イベント1996 82 Summer 紅葉の日光越えフライト 日光越えフライトレポート 森　充 もりみつる 2-6.  アドベンチャーフライト日本気球連盟 22/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1996 82 Summer バトルクリークへの道 世界選手権へ出るまでの長い道のり 西村　一彦 にしむらかずひこ 3-1.  気球の技術1996 82 Summer 日本気球連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1996 82 Summer スポーツ委員会議事録 議事録 4-4.　スポーツ委員会1996 82 Summer 安全委員会より 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1996 83 Autumn カッパドキアカップ'96 トルコ　カッパドキア大会レポート 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-2.  大会レポート1996 83 Autumn ポルトカラスバルーンフェスティバル ギリシャ大会レポート 岩崎　朋子 いわさきともこ 2-2.  大会レポート1996 83 Autumn 前橋LongFlight同乗記 前橋大会レポート 玉井　一宏 たまいかずひろ 2-2.  大会レポート1996 83 Autumn モンゴルの空の下より モンゴルフライトレポート 遠藤　かつら えんどうかつら 2-8.  フライトレポート1996 83 Autumn トレーラーを引こう！ トレーラーけん引方法 斉藤　衛 さいとうまもる 3-5.　技術テクニック1996 83 Autumn 学生連絡会総会 学生としての考え 福井　秀和 ふくいひでかず 4-1.　総会1996 83 Autumn 日本気球連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1996 83 Autumn スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会1996 83 Autumn 安全委員会議事録 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1997 84 Winter 琵琶湖横断レース 琵琶湖横断レースレポート あらい　しげし あらいしげし 2-2.  大会レポート1997 84 Winter 邑久バルーンミーティング'96 邑久大会レポート 中村　良介 なかむらりょうすけ 2-2.  大会レポート1997 84 Winter アルバカーキ・ガイド 米国大会レポート 伊奈　孝 いなたかし 2-3.  イベント1997 84 Winter 開催14回目で"初めてが3つ"スカイフェスとなみ 大会で初めて行ったこと 松田　浩壮 まつだこうそう 2-3.  イベント1997 84 Winter 気球による世界一周プロジェクトの現状 これまで挑戦した人内容 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-7  ガス気球1997 84 Winter 摩周湖越えフライト 摩周湖越えフライトレポート 小田切　光 おだぎりひかる 2-8.  フライトレポート1997 84 Winter パニックフライト パニックになった際の対処方法 中口　宗紀 なかぐちそうき 3-2.  フライト技術1997 84 Winter パジェロ改革報告 パジェロでけん引する方法､金額 大谷　義孝 おおたによしたか 3-5.　技術テクニック1997 84 Winter トレーラーを引こう　第2回 トレーラーの使用､現状､状態にかんして 斉藤　衛 さいとうまもる 3-5.　技術テクニック1997 84 Winter 日本気球連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1997 84 Winter スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会1997 84 Winter 連盟理事選挙立候補者文 立候補者一覧 4-6.　選挙管理委員会1997 85 Spring 第13回Pacific Cup 第4回PacificChampionship　第13回 大会奮闘記 浅野　泰彦 あさおかやすひこ 2-2.  大会レポート1997 85 Spring 第12回阿蘇バルーンミーティング 阿蘇大会レポート 寺本　正二郎 てらもとしょうじろう 2-2.  大会レポート1997 85 Spring 第3回学生選手権 岩出山にて学生選手権 平塚　心 ひらつかこころ 2-2.  大会レポート1997 85 Spring 第5回前橋LONG FLIGHT 前橋大会レポート 正木　文太郎 まさきふみたろう 2-2.  大会レポート1997 85 Spring 熱気球滞空時間世界記録達成 カナダにおける滞空時間記録達成 神田　道夫/竹沢　広介/角田 かんだみちお 2-5.  記録飛行1997 85 Spring 96年度日本気球連盟総会 総会報告 4-1.　総会1997 85 Spring 日本熱気球連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1997 85 Spring スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会1997 85 Spring 96年熱気球飛行実績アンケート集計結果報告 飛行実績 4-9.　会員状況資料1997 85 Spring 日本気球連盟登録機体一覧 機体登録一覧 4-9.　会員状況資料日本気球連盟 23/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1997 85 Spring トレーラーを引こう トレーター契印方法 斉藤　衛 さいとうまもる 7-2.  気球グッズ1997 85 Spring トレーターに幌を トレーターに帆を張ってみました 道塚　信市 みちづかしんいち 7-2.  気球グッズ1997 86 Autumn 英国の選手権とグランプリ 英国大会の現状 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-2.  大会レポート1997 86 Autumn 気球大会ハシゴ旅 フランス　Mildura大会 角田　正 かくたまさし 2-2.  大会レポート1997 86 Autumn WATARASE FLY IN 97 KOGAレポート 古河大会レポート 高島　工/高本　裕久 たかしまたくみ 2-2.  大会レポート1997 86 Autumn フランスと上士幌 上士幌とフランス大会の相違 高本　裕久 たかもとひろゆき 2-2.  大会レポート1997 86 Autumn チューリップバルーンフェスティバル９７ 礪波大会レポート 宮林　敏雅 みやばやしとしまさ 2-2.  大会レポート1997 86 Autumn ウエルネスバルーンピア97　第10回熱気球都城大会 都城大会レポート 横山　美紀 よこやまみき 2-2.  大会レポート1997 86 Summer 第一回ワールドエアゲーム熱気球選手権大会 トルコ　カッパドキア大会レポート 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-2.  大会レポート1997 86 Summer オーストラリア大陸で鳥になった日 滞空時間記録飛行 市吉　トシコ いちよしとしこ 2-5.  記録飛行1997 86 Autumn 日本気球連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1997 86 Autumn スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会1997 86 Autumn 安全委員会 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1997 87 Autumn 岩と砂のカッパドキアの川岸より カッパドキア大会レポート 遠藤　かつら えんどうかつら 2-2.  大会レポート1997 87 Autumn スカイフェスとなみ９７ 礪波大会レポート 宮林　敏雅 みやばやしとしまさ 2-2.  大会レポート1997 87 Autumn WOMBATよ､ありがとう オーストラリア　AX-6滞空時間世界記録､ 大岩　正和 おおいわまさかず 2-5.  記録飛行1997 87 Autumn 韓のくに飛行の記 韓国フライトレポート 高本　裕久 たかもとひろゆき 2-8.  フライトレポート1997 87 Autumn パイバル観測に於ける上昇速度の考察 パイバル上昇の研究 佐藤　昇 さとうのぼる 3-1.  気球の技術1997 87 Autumn 日本気球連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1997 87 Autumn スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会1997 87 Autumn 安全委員会 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1997 87 Autumn 97年度連盟選挙　立候補文ならびに推薦文 選挙　候補者一覧 4-6.　選挙管理委員会1998 88 Winter 琵琶湖横断レース 琵琶湖同断レースレポート あらい　しげし あらいしげし 2-2.  大会レポート1998 88 Winter 岩出山バルーンフェスティバルの大会報告 岩出山大会レポート 長坂　敦子 ながさかあすこ 2-2.  大会レポート1998 88 Winter 第4回　全日本熱気球学生選手権大会報告 岩出山で行われた学生選手権 平野　慎一郎 ひらのしんいちろう 2-2.  大会レポート1998 88 Winter 冬の北海道ローカル大会 富良野､上士幌､小清水大会レポート 藤井　秀幸/楠見　政訓/ ふじいひでゆき 2-2.  大会レポート1998 88 Winter 邑久バルーンミーティング'97 邑久大会レポート 松本　幸一郎 まつもとこういちろう 2-2.  大会レポート1998 88 Winter パイバル計測は効果があったか？ 佐賀世界選手権でのパイバル班のレポート 佐藤　昇 さとうのぼる 2-3.  イベント1998 88 Winter 日本気球連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1998 88 Winter 国際航空連盟表彰候補者選考規定について 理事会報告議事録 市吉　三郎 いちよしさぶ 4-b.  FAI /CIA1998 89 Spring リーチイッパツツモウラドラつき 羽生大会レポート 遠藤　かつら えんどうかつら 2-2.  大会レポート1998 89 Spring 渡良瀬フライイン古河'９８ 古河大会レポート 高島　工 たかしまたくみ 2-2.  大会レポート1998 89 Spring チューリップバルーンフェスティバル’９８ 礪波大会レポート 宮林　敏雅 みやばやしとしまさ 2-2.  大会レポート1998 89 Spring 佐久バルーンフェスティバル’９８ 佐久大会レポート 宮原　毅 みやはらつよし 2-2.  大会レポート1998 89 Spring 日本気球連盟総会報告 総会報告 4-1.　総会日本気球連盟 24/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1998 89 Spring 日本気球連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1998 90 Summer&Autumn 島村幸治　大会レポート 茂木､渡良瀬古河､佐久､鈴鹿､仙台､佐賀､渡良瀬 島村　幸治 しまむらこうじ 2-2.  大会レポート1998 90 Summer&Autumn スカイフェスとなみ９８ 礪波大会レポート 宮林　敏雅 みやばやしとしまさ 2-2.  大会レポート1998 90 Summer&Autumn PREMIO MUNDIAL DE BALAO EXPO98 リスボン大会レポート 山中　昇 やまなかのぼる 2-2.  大会レポート1998 90 Summer&Autumn 天までとどけ渡良瀬の愛 渡良瀬での結婚パーティー 鈴木　聡 すずきさとし 2-3.  イベント1998 90 Summer&Autumn 連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1998 90 Summer&Autumn スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会1998 90 Summer&Autumn 安全委員会 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1999 92 Winter 邑久バルーンミート'98 邑久大会レポート 伊津野 母奈美 いつのほなみ 2-2.  大会レポート1999 92 Winter ゆめ気球・十勝レポート 十勝大会レポート 平林　弘子 ひらばやしひろこ 2-2.  大会レポート1999 92 Winter サンタさん､すてきなクリスマスプレゼントをありがと 佐賀大会フライトレポート 増本　嘉浩 ますもとよしひろ 2-2.  大会レポート1999 92 Winter 佐賀に舞った風の天使たち 佐賀大会レポート 宮本　圭介 みやもとけいすけ 2-2.  大会レポート1999 92 Winter 連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1999 92 Winter スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会1999 92 Winter 安全委員会 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1999 92 Winter 日本気球連盟　総会のお知らせ 総会開催告知 龍野　幸敏 りゅうのゆきとし 4-7.　連盟案内1999 92 Winter 日本気球連盟公認申請書 各種申請に関して 4-7.　連盟案内1999 92 Winter 日本気球連盟友人熱気球機体チェックシート 機体チェックシート 4-7.　連盟案内1999 92 Winter 連盟各種申請 各種申請に関して 4-7.　連盟案内1999 93 Spring 第1回高崎バルーンミート 高崎大会参加して 関根　志郎 せきねしろう 2-2.  大会レポート1999 93 Spring チューリップバルーンフェスティバル９９ 礪波大会大会レポート 宮林　敏雅 みやばやしとしまさ 2-2.  大会レポート1999 93 Spring 礪波平野から渡良瀬を目指したロングフライト フライトレポート　1999年 松田　浩壮 まつだこうそう 2-4.  山岳フライト1999 93 Spring 岡山でも出来た！　｢ルーツからフワリ｣ 岡山での長距離フライト 名和　孝雄 なわたかお 2-6.  アドベンチャーフライト1999 93 Spring 日本気球連盟総会報告 総会報告 4-1.　総会1999 93 Spring 連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会1999 93 Spring スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会1999 93 Spring 安全委員会 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1999 93 Spring 連盟各種申請 各種申請に関して 4-7.　連盟案内1999 93 Spring 連盟組織改革　シンプル ｲｽﾞ ベスト 組織改革　理事長としての考え 大岩　正和 おおいわまさかず 4-9.　会員状況資料1999 93 Spring 事故報告書 事故報告 5-1.　事故報告1999 94 Summer 仙台大会中止について 仙台大会の経緯 小松　拓夫 こまつたくお 2-3.  イベント1999 94 Summer 世界一周気球 ブライトリングオービター３世界一周に成功 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-5.  記録飛行1999 94 Summer Re/Maxの周回計画 4万メートル観測気球 和田　忠太 わだただふと 3-1.  気球の技術1999 94 Summer 操縦技能認定制度について 技能書改訂に関して 井上　義裕 いのうえよしひろ 3-3.　パイロットトレーニング1999 94 Summer 連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会日本気球連盟 25/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号1999 94 Summer 事務局 事務局報告 4-3.  事務局1999 94 Summer スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会1999 94 Summer 安全委員会 安全委員会報告 4-5.　安全委員会1999 94 Summer 連盟各種申請 各種申請に関して 4-7.　連盟案内1999 94 Summer 事故報告書 事故報告 5-1.　事故報告1999 94 Summer 世界一周気球の歴史 世界一周の定義､これまでの挑戦､構造 市吉　三郎 いちよしさぶ 7-1　気球の歴史2000 95 Autumn メークインの花咲く頃 上士幌農作物､フライトエリアに関して 高橋　英生 たかはしえいせい 2-1.  フライトエリア2000 95 Autumn 26th HOKKAIDO Balloon Festival Winning story 北海道大会参加レポート 小田切　光 おだぎりひかる 2-2.  大会レポート2000 95 Autumn 熱気球世界選手権大会参加報告① オーストリア大会レポート 増本　嘉浩 ますもとよしひろ 2-2.  大会レポート2000 95 Autumn 熱気球世界選手権大会参加報告② オーストリア大会レポート 山内　学 やまうちまなぶ 2-2.  大会レポート2000 95 Autumn 連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会2000 95 Autumn 事務局 事務局報告 4-3.  事務局2000 95 Autumn スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会2000 95 Autumn 安全委員会 安全委員会報告 4-5.　安全委員会2000 95 Autumn 連盟各種申請 各種申請に関して 4-7.　連盟案内2000 96 Winter 見てくれ､これがオラがチームのジャケットだっ！ 各チームジャケット紹介 1-2.  クラブ紹介2000 96 Winter 岩出山バルーンフェスティバル大会レポート 岩出山大会レポート 岩出山バルーンクラブ いわでやまばるん 2-2.  大会レポート2000 96 Winter スカイフェスとなみ'99 礪波大会レポート 宮林　敏雅 みやばやしとしまさ 2-2.  大会レポート2000 96 Winter Honeymoon in Albuqerque 1999 アルバーカーキーに行ってのレポート 2-2.  大会レポート2000 96 Winter 熱気球の日本記録と世界記録について 日本と世界の記録の一覧 森　充 もりみつる 2-5.  記録飛行2000 96 Winter 第43回ゴードンベネットレース参加報告書 アルバーカーキー大会レポートガス気球 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-7  ガス気球2000 96 Winter 天山越え 佐賀県の山　天山越えレポート 平野　慎一郎 ひらのしんいちろう 2-8.  フライトレポート2000 96 Winter 気球極道の妻たち 気球を行っている旦那を持つ妻のお願い 伊奈　孝 いなたかし 3-2.  フライト技術2000 96 Winter 連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会2000 96 Winter 事務局 事務局報告 4-3.  事務局2000 96 Winter スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会2000 96 Winter 安全委員会 安全委員会報告 4-5.　安全委員会2000 96 Winter 連盟理事立候補者 立候補者一覧 4-6.　選挙管理委員会2000 96 Winter 連盟各種申請 各種申請に関して 4-7.　連盟案内2000 96 Winter 佐賀空中衝突事故 佐賀大会での事故報告　1999年 河口　正義 かわぐちまさよし 5-1.　事故報告2000 97 Spring 見てくれ､これがオラがチームジャケットだっ！ 各チームジャケット紹介 1-2.  クラブ紹介2000 97 Spring 第8回小山バルーンフェスタ参加レポート 小山大会フライトレポート 島村　幸治 しまむらこうじ 2-2.  大会レポート2000 97 Spring 熱気球ハンマープライス！！ 連盟総会で球皮オークション 高橋　英生 たかはしえいせい 2-3.  イベント2000 97 Spring 私の思い出のタスク 思い出のタスク回想 小田切　光/島村孝治/ おだぎりひかる 2-8.  フライトレポート2000 97 Spring 気球連盟総会報告 総会報告 4-1.　総会日本気球連盟 26/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2000 97 Spring 連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会2000 97 Spring 事務局 事務局報告 4-3.  事務局2000 97 Spring スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会2000 97 Spring 安全委員会 安全委員会報告 4-5.　安全委員会2000 97 Spring 連盟各種申請 各種申請に関して 4-7.　連盟案内2000 97 Spring 国際気球委員会2000出席報告書 理事会報告議事録 市吉　三郎 いちよしさぶ 4-b.  FAI /CIA2000 97 Spring CIA報告 理事会報告議事録 角田　正 かくたまさし 4-b.  FAI /CIA2000 98 Summer 見てくれ､これがオラがチームのジェケットだっ！ 各チームのジャケット紹介 1-2.  クラブ紹介2000 98 Summer スペイン日記 スペイン大会レポート 新井　しげし あらいしげし 2-2.  大会レポート2000 98 Summer 風船太郎 今村さんへの各地での大会回想 伊奈　孝 いなたかし 2-2.  大会レポート2000 98 Summer 第6回羽生バルーンフェスティバル2000大会へ参加して スカイダイビング　タンデム飛行感想 清野　渉 きよのわたる 2-2.  大会レポート2000 98 Summer 大空を飛んだ高校生が作った熱気球 自作気球フライトまでの流れ 古沢　祐一 ふるさわこういち 3-6.  気球の製作2000 98 Summer 連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会2000 98 Summer 事務局 事務局報告 4-3.  事務局2000 98 Summer スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会2000 98 Summer 安全委員会 安全委員会報告 4-5.　安全委員会2000 98 Summer 連盟各種申請 各種申請に関して 4-7.　連盟案内2000 98 Summer 事故報告書 事故報告 5-1.　事故報告2000 98 Summer ツェッペリンフライト100周年記念 ドイツでの記念イベント 市吉　三郎 いちよしさぶ 6-2  ガス飛行船2000 99 Autumn 見てくれ､これがオラがチームのジェケットだっ！ チームジェケットの紹介 1-2.  クラブ紹介2000 99 Autumn 守れ､我らがフライトエリア！！ 宮城県北部フライトエリアに関して 秋山　省一 あきおやましょういち 2-1.  フライトエリア2000 99 Autumn うつくしま未来博バルーングランプリ 塩川大会レポート 2-2.  大会レポート2000 99 Autumn ペンギンが空を飛んだ！ ペンギンと共に係留､パラシュート世界選手権 板　正章 ばんまさあき 2-3.  イベント2000 99 Autumn 第7回フィリピンBALLOON　FIESTAのお知らせ フィリピン大会　告知 2-3.  イベント2000 99 Autumn 富士山越え挑戦フライト報告 富士山越えフライト結果レポート 加藤　吉浩 かとうよしひろ 2-4.  山岳フライト2000 99 Autumn 日本最長アルプス越えJDGレース始まる！ 礪波から小山までのフライトレポート 松田　浩壮 まつだこうそう 2-4.  山岳フライト2000 99 Autumn 熱気球によるヒマラヤ越え ナンガパルバット峰越え 神田　道夫 かんだみちお 2-6.  アドベンチャーフライト2000 99 Autumn 連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会2000 99 Autumn 事務局 事務局報告 4-3.  事務局2000 99 Autumn スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会2000 99 Autumn 安全委員会 安全委員会報告 4-5.　安全委員会2000 99 Autumn 2001年理事選挙結果のお知らせ 選挙告知 4-6.　選挙管理委員会2000 99 Autumn 連盟各種申請 各種申請に関して 4-7.　連盟案内2001 100 Winter 20世紀最後の佐賀をせいしたおやじ 佐賀大会フライトレポート 藤田　昌彦 ふじたまさひこ 2-2.  大会レポート2001 100 Winter 岩出山バルーンフェスティバルれぽーと 岩出山大会レポート 宮本 哲/浅野 智仁 みやもとしろし 2-2.  大会レポート日本気球連盟 27/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2001 100 Winter 史上初　日本チーム熱気球世界一！ 藤田昌彦６大会優勝歴 2-2.  大会レポート2001 100 Winter 新世紀カウントダウンバルーングロー 大会､当日までのながれ 2-3.  イベント2001 100 Winter モンゴル通信 モンゴルフライトレポート 竹沢　広介 たけざわひろすけ 2-8.  フライトレポート2001 100 Winter がんばってますよ､pu/t！　クミトレ・メグトレ パイロットトレーニングレポート 森　久美/坂部　恵 もりくみ 3-3.　パイロットトレーニング2001 100 Winter 連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会2001 100 Winter 事務局 事務局報告 4-3.  事務局2001 100 Winter スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会2001 100 Winter 安全委員会 安全委員会報告 4-5.　安全委員会2001 100 Winter 安全委員会から機体安全性に関してのお知らせ リップパネル滑車脱落に関して 4-5.　安全委員会2001 100 Winter 連盟各種申請 各種申請に関して 4-7.　連盟案内2001 100 Winter 事故報告 事故報告 5-1.　事故報告2001 100 Winter 機関誌100号発行によせて 各気球大会､フライトエリアの歴史 大岩　正和 おおいわまさかず 7-1　気球の歴史2001 100 Winter 気球は冒険だった フライトエリアの歴史 太田　耕治 おおたこうじ 7-1　気球の歴史2001 100 Winter 日本の歌､気球の歌 替え歌 久保　重信 くぼたしげのぶ 7-2.  気球グッズ2001 101 Spring 風船太郎 近藤さん自伝 近藤　敏明 こんどうとしあき 1-2.  クラブ紹介2001 101 Spring 見てくれこれがオラがチームのｼﾞｬｹｯﾄだっ！ クラブジャケット・クラブ紹介 広田　郁世/辻井誠明/ ひろたいくよ 1-2.  クラブ紹介2001 101 Spring 羽生バルーンフェスティバル2001レポート 羽生大会レポート 伊藤　能子 いとうたかこ 2-2.  大会レポート2001 101 Spring やっぱり競技者 佐賀　吉野ヶ里大会レポート 大野　修 おおのおさむ 2-2.  大会レポート2001 101 Spring たとえタスク数は少なくても・・・・ 北関東大会を振り返って 加藤　吉浩 かとうよしひろ 2-2.  大会レポート2001 101 Spring 基本の大事さ 渡良瀬ﾊﾞﾙｰﾝレースレポート2001 増本　嘉浩 ますもとよしひろ 2-2.  大会レポート2001 101 Spring 赤いチャンチャンコ 羽生大会にて還暦祝い 大岩　正和 おおいわまさかず 2-3.  イベント2001 101 Spring 夢とロマンは吉野ヶ里遺跡の上空で花開くのか 佐賀　吉野ヶ里大会開催間での道のり 大野　修 おおのおさむ 2-8.  フライトレポート2001 101 Spring うつくしま未来博ﾊﾞﾙｰﾝグランプリ うつくしま未来博フライトレポート 広田　郁世 ひろたいくよ 2-8.  フライトレポート2001 101 Spring 中口の必勝七つ道具 フライト機材 中口　宗紀 なかぐちそうき 3-2.  フライト技術2001 101 Spring 日本気球連盟総会報告 総会報告 4-1.　総会2001 101 Spring 連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会2001 101 Spring スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会2001 101 Spring 安全委員会 安全委員会報告 4-5.　安全委員会2001 101 Spring 連盟各種申請について 各種申請に関して 4-7.　連盟案内2001 101 Spring ブライアンジョーンズinJAPAN ジョーンズ氏来日レセプション 市吉　三郎 いちよしさぶ 6-3  その他 LTA2001 102 Summer 風船太郎 成層圏クラブ紹介 阪田　茂男 さかたしげお 1-2.  クラブ紹介2001 102 Summer 日本ついに金､銅メダル獲得!! ワールドエアゲーム大会レポート 藤田　昌彦 ふじたまさひこ 2-2.  大会レポート2001 102 Summer 今回は少々勝手が違いました 富山-関東間フライトレポート 松田　浩壮 まつだこうそう 2-6.  アドベンチャーフライト2001 102 Summer 2001　NRS解説 タスクに関してのフライト解説 中口　宗紀/浅野智之 なかぐちそうき 3-2.  フライト技術2001 102 Summer 中口の必勝七つ道具② フライトに必要な感性 中口　宗紀 なかぐちそうき 3-5.　技術テクニック日本気球連盟 28/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2001 102 Summer 連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会2001 102 Summer スポーツ委員会 議事録 4-4.　スポーツ委員会2001 102 Summer 安全委員会 安全委員会報告 4-5.　安全委員会2001 102 Summer 連盟各種申請 各種申請に関して 4-7.　連盟案内2001 102 Summer 事故報告 事故報告 5-1.　事故報告2001 102 Summer 小千谷風船一揆山中不時着事故顛末記 小千谷大会にての山中事故レポート 阪田　茂男 さかたしげお 5-2.  安全　保険2001 103 Autumn ｢風船花子｣－高本明美さんの巻－ クラブ紹介 高本　明美 たかもとあけみ 1-2.  クラブ紹介2001 103 Autumn 第45回ゴードンベネットﾚｰｽを飛んで ドイツ大会レポート　ガス気球 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-7  ガス気球2001 103 Autumn ガス気球追跡の旅　ゴードンベネットレース ドイツ追跡レポート　ガス気球 市吉　トシコ いちよしとしこ 2-8.  フライトレポート2001 103 Autumn WAG参加者座談会 ワールドエアゲーム大会座談会 佐藤　昇 さとうのぼる 2-8.  フライトレポート2001 103 Autumn 中口の必勝七つ道具③ 計器に関して 中口　宗紀 なかぐちそうき 3-2.  フライト技術2001 103 Autumn 風船よ､よろしく トレーニング　アンケート調査 事務局 じむきょく 3-3.　パイロットトレーニング2001 103 Autumn 2001NRS解説　鈴鹿 フライトテクニック 中口　宗紀 なかぐちそうき 3-5.　技術テクニック2001 103 Autumn 連盟理事会議事録 理事会報告議事録 4-2.　理事会2001 103 Autumn 事務局より 事務局報告 4-3.  事務局2001 103 Autumn スポーツ委員会より 議事録 4-4.　スポーツ委員会2001 103 Autumn 安全委員会より 安全委員会報告 4-5.　安全委員会2001 103 Autumn 選挙管理委員会より 選挙告知 4-6.　選挙管理委員会2001 103 Autumn 搭乗者保険 搭乗者保険に関して 龍野　幸敏 りゅうのゆきとし 5-2.  安全　保険2002 104 Winter ｢風船太郎｣ 梶山紋哉さんへのインタビュー 1-1.  バルーニスト紹介2002 104 Winter 会津塩川バルーンフェスティバル2001 大会レポート 塩川町役場大会事務局 しようかわまちやくば 2-2.  大会レポート2002 104 Winter ミラクルを越えた男 MOTEGI大会レポート 中口　宗紀 なかぐちそうき 2-2.  大会レポート2002 104 Winter 2001年北関東チャンピオンシップ チャンピオンになって 水上　麗子 みずかみれいこ 2-2.  大会レポート2002 104 Winter 鈴鹿レスキュー隊 チェイス中の脱輪事故 宮田　浩樹 みやたひろき 2-2.  大会レポート2002 104 Winter 還暦じじいのおふぃしゃるぱいろっと 佐賀大会還暦パーティー　2001 江川　活敏 えがわかつとし 2-3.  イベント2002 104 Winter 第9回古河熱気球大会開催のお知らせ 古河大会告知 宮川　久美 みやかわくみ 2-3.  イベント2002 104 Winter 連盟理事会議事録 理事会議事録 4-2.　理事会2002 104 Winter 事務局より 事務局報告 4-3.  事務局2002 104 Winter スポーツ委員会より 議事録 4-4.　スポーツ委員会2002 104 Winter 安全委員会より 安全委員会報告 4-5.　安全委員会2002 104 Winter 連盟理事立候補者 立候補者一覧 4-6.　選挙管理委員会2002 104 Winter 連盟各種申請について 各種申請に関して 4-7.　連盟案内2002 105 Spring ｢風船花花子｣ BCスノーバーズクラブ紹介 瀬尾松子/馬場智子 せおまつこ 1-2.  クラブ紹介2002 105 Spring 2001日本選手権を振り返って 熱気球日本チャンピオン　2001 浅野　智之 あさのよもゆき 2-2.  大会レポート2002 105 Spring 邑久バルーンミーティング2001レポート 邑久大会レポート 勝部　崇 かつべたかし 2-2.  大会レポート日本気球連盟 29/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2002 105 Spring ｢念願のルーキー｣ ルーキーの栄冠獲得　2001 西澤　有希 にしざわゆき 2-2.  大会レポート2002 105 Spring 空の秩序を保つ為の基本的対策と航空スポーツ愛好者の自覚を望む! 日本航空協会航空スポーツより 角田　昌男 つのだまさお 3-2.  フライト技術2002 105 Spring NRS解説　アプローチの真実 MOTEGI熱気球インターナショナル 中口　宗紀 なかぐちそうき 3-2.  フライト技術2002 105 Spring 日本気球連盟総会報告 総会報告 4-1.　総会2002 105 Spring 事務局より 事務局報告 4-3.  事務局2002 105 Spring スポーツ委員会より 議事録 4-4.　スポーツ委員会2002 105 Spring 安全委員会より 安全委員会報告 4-5.　安全委員会2002 105 Spring 連盟各種申請について 各種申請に関して 4-7.　連盟案内2002 105 Spring 02'　富山　ロングフライト事故調査について 砺波－渡良瀬フライト事故報告 龍野　幸敏 りゅうのゆきとし 5-1.　事故報告2002 105 Spring いちよしさぶらふの風船博物館 気球のコレクション､歴史書等々紹介 高橋　英生 たかはしえいせい 7-2.  気球グッズ2002 106 Summer 風船太郎　<ヨコハマシーガルBT　福井 穣二さんの巻> ヨコハマシーガルBT紹介 高橋　英生 たかはしえいせい 1-2.  クラブ紹介2002 106 Summer 開催報告書 吉野ヶ里のバルーン　2002卑弥呼･吉野ヶ里杯 佐賀　吉野ヶ里大会 佐賀熱気球パイロット協会 さがねつききゅう 2-2.  大会レポート2002 106 Summer 第1回お城祭と熱気球大会in大和郡山 -奈良の新しい風- 奈良大会　奈良郡山大会 宍戸　香美 ししど 2-2.  大会レポート2002 106 Summer 風船紀行　アメリカ･モンロー アメリカ　モンロー大会レポート 宮田　浩樹 みやたひろき 2-2.  大会レポート2002 106 Summer ある競技委員長の迷懐｢言葉のいらない気持ち｣ 大会後記 高橋　英生 たかはしえいせい 2-8.  フライトレポート2002 106 Summer 中口の必勝七つ道具 ④ 気球降下にかんして 中口　宗紀 なかぐちそうき 3-2.  フライト技術2002 106 Summer 中口の必勝七つ道具　番外編 各パイロットとしての立場 中口　宗紀 なかぐちそうき 3-2.  フライト技術2002 106 Summer 連盟理事会議事録 理事会議事録 4-2.　理事会2002 106 Summer 事務局より 事務局報告 4-3.  事務局2002 106 Summer スポーツ委員会より 議事録 4-4.　スポーツ委員会2002 106 Summer 安全委員会より 安全委員会報告 4-5.　安全委員会2002 106 Summer 日本気球連盟選挙のお知らせ 選挙告知 谷岡　雄一 たにおかゆういち 4-6.　選挙管理委員会2002 106 Summer 連盟各種申請について 各種申請に関して 4-7.　連盟案内2002 106 Summer いちよしさぶらふの風船博物館　第2回 気球のコレクション､歴史書等々紹介 高橋　英生 たかはしえいせい 7-2.  気球グッズ2002 106 Summer 2003年･気球連盟公式カレンダ BALLOOON!!用写真募集 2003年用写真募集 高本　祐久 たかもとひろゆき 7-2.  気球グッズ2002 107 Autumn ｢風船太郎｣<越後風船共和国/柏崎熱気球苦楽部 金子修一さんの巻> 新潟エリアの歴史 高橋　英生 たかはしえいせい 1-2.  クラブ紹介2002 107 Autumn 熱気球世界選手権　2002 フランス　シャレルにて　世界選手権 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-2.  大会レポート2002 107 Autumn 2002年 羽生大会レポート 羽生大会レポート 山下　昇 やまぐちえいいち 2-2.  大会レポート2002 107 Autumn 第15回熱気球世界選手権　役員として フランス　世界選手権　役員として見た大会 山下　晃司 やましたこうじ 2-2.  大会レポート2002 107 Autumn 第8回フィリピンINTERNATIONAL BALLOON FIESTA フィリピン大会案内 2-3.  イベント2002 107 Autumn 佐賀バルーンミュージアムで　イカロス5号の展示 佐賀市立図書館　イカロス5号展示 香月　恭彦 かつききょうひこ 3-2.  フライト技術2002 107 Autumn 熱気球操縦技能証明認定制度 熱気球操縦技能証明審査基準改定のお知らせ 安全委員会 あんぜんいいんかい 4-2.　理事会2002 107 Autumn 連盟理事会議事録 理事会議事録 4-2.　理事会2002 107 Autumn 事務局より 事務局報告 4-3.  事務局2002 107 Autumn スポーツ委員会より 議事録 4-4.　スポーツ委員会日本気球連盟 30/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2002 107 Autumn 安全委員会より 安全委員会報告 4-5.　安全委員会2002 107 Autumn 気球連盟の貢　連盟理事立候補 立候補者一覧 4-6.　選挙管理委員会2002 107 Autumn 連盟各種申請について 各種申請に関して 4-7.　連盟案内2002 107 Autumn 気球炎上､爆発事故　調査中間報告 佐賀熱気球大会　事故中間報告 小濱　眞哉 こはましんや 5-1.　事故報告2002 107 Autumn いちよしさぶらふの風船博物館　第3回 気球のコレクション､切手歴史等々紹介 高橋　英生 たかはしえいせい 7-2.  気球グッズ2003 108 Winter ｢風船太郎｣<京大飛翔会 稲生睦夫さんの巻き> 京大気球倶楽部の過去から現在まで 高橋　英生 たかはしえいせい 1-2.  クラブ紹介2003 108 Winter 第15回世界選手権報告 フランス　オブザーバーからみた大会 江上　雄二 えがみゆうじ 2-2.  大会レポート2003 108 Winter 2002年世界選手権をふりかえって フランス世界選手権　レポート 角田　正 かくたまさし 2-2.  大会レポート2003 108 Winter 15th　世界選手権　オブザーバー参加レポート フランス　オブザーバーからみた大会 近藤　久美子 こんどうくみこ 2-2.  大会レポート2003 108 Winter 会津塩川バルーンフェスティバル2002 塩川大会レポート 大会本部 たいかいほんぶ 2-2.  大会レポート2003 108 Winter 2002熱気球世界選手権大会に関して フランス　オブザーバーの選出に関し､GPS計測に関して 吉川　浩美 よしかわひろみ 2-2.  大会レポート2003 108 Winter 世界選手権参加レポート フランス　オブザーバーから見た大会 若松　洋 わかまつひろし 2-2.  大会レポート2003 108 Winter 中口の必勝七つ道具　⑤ 上空の風の変わり目 中口　宗紀 なかぐちそうき 3-2.  フライト技術2003 108 Winter 日本気球連盟総会報告 総会報告 4-1.　総会2003 108 Winter 連盟理事会議事録 理事会議事録 4-2.　理事会2003 108 Winter スポーツ委員会より 議事録 4-4.　スポーツ委員会2003 108 Winter 安全委員会より 安全委員会報告 4-5.　安全委員会2003 108 Winter 日本気球連盟理事選挙 選挙結果 谷岡　雄一 たにおかゆういち 4-6.　選挙管理委員会2003 108 Winter 連盟各種申請について 各種申請に関して 4-7.　連盟案内2003 108 Winter 佐賀の事故について　燃料系の取り扱いに関する注意！ 燃料系統取り扱いに関すること 市吉　三郎 いちよしさぶ 5-1.　事故報告2003 109 Spring 風船太郎＜パパラギ坂井猛郎さんの巻＞ 佐賀市役所元観光課長 高橋　英生 たかはしえいせい 1-1.  バルーニスト紹介2003 109 Spring 年寄りの冷や水と深酒 バルーニスト紹介紹介 富田　進吉 とみたしんきち 1-1.  バルーニスト紹介2003 109 Spring アルバカーキ再々訪 ２００２アルバカーキ参加 高本　裕久 たかもとひろひさ 2-2.  大会レポート2003 109 Spring 気球が湧く、波になり、そして空へ ABQ初体験記 中島　丈晴 なかじまたけはる 2-2.  大会レポート2003 109 Spring 気球少女的比律賓旅行 ぱいろっと日記 矢口　久美子 やぐちくみこ 2-2.  大会レポート2003 109 Spring 気球連盟の頁 4-3.  事務局2003 110 Summer Wind Angel in Murray Outback 2003 2003 Mildura Int'l Championship 千住　勇夢 せんじゅいさむ 2-2.  大会レポート2003 110 Summer 羽生スカイフェスタ2003 大会レポート 中村　堅治郎 なかむらけんじろう 2-2.  大会レポート2003 110 Summer 気球連盟の頁 4-3.  事務局2003 110 Summer 飛行船の話 ガス飛行船 市吉　三郎 いちよしさぶ 6-2.  ガス飛行船2003 110 Summer 7月17日約1時間名古屋市内を飛行しました、 グイッドイヤー飛行船登場体験 坂　正章 ばんまさあき 6-2.  ガス飛行船2003 111 Autumn 風船太郎＜みちのくBC山本亮介さんの巻＞ 元東北大学熱気球部 高橋　英生 たかはしえいせい 1-1.  バルーニスト紹介2003 111 Autumn 第27回琵琶湖横断レース報告 大会レポート 栄川　哲也 えいがわてつや 2-2.  大会レポート2003 111 Autumn 会津塩川バルーンフェスティバル2003報告 大会レポート 大会委員会 たいかいいいんかい 2-2.  大会レポート2003 111 Autumn 青い空と白い雲のキャンプ 病気の子供とその兄弟のキャンプ 久保田　展史 くぼたのぶや 2-3.  イベント日本気球連盟 31/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2003 111 Autumn 気球連盟の頁 4-3.  事務局2003 111 Autumn 事故調査報告書 VW気球爆発事故 安全委員会 あんぜんいいんかい 5-2.  安全　保険2003 111 Autumn 30周年記念誌発行に際して 30周年記念誌 大岩　正和 おおいわまさかず 7-1　気球の歴史2004 112 Winter 風船太郎＜TEAM神森　隆幸さんの巻＞ 高橋　英生 たかはしえいせい 1-1.  バルーニスト紹介2004 112 Winter ミルデューラプレ世界選手権 オブザーバ体験記 2-2.  大会レポート2004 112 Winter 気球連盟の頁 4-3.  事務局2004 112 Winter イカロス修復プロジェクト 伊奈　孝 いなたかし 7-1　気球の歴史2004 113 Spring 渡良瀬遊水池上空利用ルールの周知と説明 藤田　昌彦 ふじたまさひこ 2-1.  フライトエリア2004 113 Spring 羽生スカイフェスタ2004 報告 高橋　亜希子 たかはしあきこ 2-2.  大会レポート2004 113 Spring 第19回阿蘇バルーンミーティング 中島　哲也 なかじまてつや 2-2.  大会レポート2004 113 Spring らいせんす取得と大会初参加 チューリップバルーン2004 福岡　孝美 ふくおかたかよし 2-2.  大会レポート2004 113 Spring 第11回古河熱気球大会報告書 2-2.  大会レポート2004 113 Spring 気球連盟の頁 4-3.  事務局2004 114 Summer 風船太郎＜柿山史郎さんの巻＞ ミックスフライ 高橋　英生 たかはしえいせい 1-1.  バルーニスト紹介2004 114 Summer festival-report World Hot Air BalloonChampionship Mildura 2004 田中　好和 たなかよしかず 2-2.  大会レポート2004 114 Summer 熱気球による太平洋横断を志して 神田　道夫 かんだみちお 2-6.  アドベンチャーフライト2004 114 Summer 気球連盟の頁 4-3.  事務局2004 114 Summer 事故セミナーの紹介と開催地の募集 事故調査委員会 じこちょうさいいんかい 5-2.  安全　保険2004 114 Summer 仙洞御所での軽気球係留顛末記 三崎清々館と島津源蔵 太田　耕治 おおたこうじ 7-1　気球の歴史2004 114 Summer イカロス5号での飛行 太田　耕治 おおたこうじ 7-1　気球の歴史2004 115 Autumn 2004世界選手権参加レポート 於保　佐恵子 おおほさえこ 2-2.  大会レポート2004 115 Autumn 世界選手権オブザーバーレポート 近藤　久美子 こんどうくみこ 2-2.  大会レポート2004 115 Autumn 世界選手権オブザーバー参加れポート ミルデゥラ世界選手権オブザーバー参加レポート 須江　紅 すえあかり 2-2.  大会レポート2004 115 Autumn 世界選手権参加レポート 橋間　和子 はしまかずこ 2-2.  大会レポート2004 115 Autumn 増増新聞・ワールドバージョン 日本の夜明け？？2人の夜明け 増本　嘉浩 ますもとよしひろ 2-2.  大会レポート2004 115 Autumn 風に乗って～どこまでも行こう 風まかせ　モンゴル大草原フライト 宇佐見　靖子 うさみやすこ 2-3.  イベント2004 115 Autumn 気球連盟の頁 4-3.  事務局2004 115 Autumn イカロス再生奮闘記 イカロス5号レプリカバーナー製作にあたって 八戸　朗夫 はちのへあきお 7-1　気球の歴史2005 116 Winter 風船太郎＜とやま気球連絡会、"夜高”宮林敏雅さんの巻＞ 高橋　英生 たかはしえいせい 1-1.  バルーニスト紹介2005 116 Winter JAMBO !  タンザニア～BALLOON SAFARI ～ 藤田　さと子、雄大、 ふじたさとこ 2-3.  イベント2005 116 Winter 上空確認用カメラ試験報告 三井田　靖宗 みいだやすむね 3-1.  気球の技術2005 116 Winter 気球連盟の頁 4-3.  事務局2005 117 Spring 羽生　バルンフェスタレポート 小松　千江子 こまつちえこ 2-2.  大会レポート2005 117 Spring 2005第3回フィリピンバルーンフェスタ 佐藤　昇 さとうのぼる 2-2.  大会レポート2005 117 Spring スリランカ Balloon Festival 2005 須江　紅 すえあかり 2-2.  大会レポート日本気球連盟 32/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2005 117 Spring 北関東フレンドシップ～優勝への軌跡～ 茨城大熱気球同好会 畠山　俊一 はたけやましゅんいち 2-2.  大会レポート2005 117 Spring 秋r田スカイフェスタ2005 はちのへ  れいら はちのへれいら 2-2.  大会レポート2005 117 Spring アルプス横断 はちのへ  れいら はちのへれいら 2-4.  山岳フライト2005 117 Spring フライトレポート サロベツ湿原フライト 小森　学 こもりまなぶ 2-8.  フライトレポート2005 117 Spring 気球連盟の頁 4-3.  事務局2005 118 Summer 2005年　吉野ヶ里大会　卑弥呼杯奪取 岩元　ひとみ いわもとひとみ 2-2.  大会レポート2005 118 Summer スロヴェニア9th Ballooning Fiesta Ptuj 2006 近藤　久美子 こんどうくみこ 2-2.  大会レポート2005 118 Summer ウクライナBalloon Cup 2005 Kamyanets-Podilskiy 須江　紅 すえあかり 2-2.  大会レポート2005 118 Summer 夏の富良野 レベンダー畑の上を飛んだ！‘‘一応 藤井　秀幸 ふじいひでゆき 2-8.  フライトレポート2005 118 Summer 気球連盟の頁 4-3.  事務局2005 119 Autumn 第32回　上士幌バルーンフェスティバル(+α) 小見　千尋 おみちひろ 2-2.  大会レポート2005 119 Autumn 気球連盟の頁 4-3.  事務局2005 119 Autumn 気球火災事故防止のために（補足） 安全委員会 あんぜんいいんかい 5-2.  安全　保険2006 120 Winter 北海道冬季気球月間・前半戦をレポート はちのへ  れいら はちのへれいら 2-2.  大会レポート2006 120 Winter 2005北関東フレンドシップ優勝伝 藤田　雄大 ふじたゆうだい 2-2.  大会レポート2006 120 Winter 第21回　日向かぼちゃカップ 増永　洋子 ますながようこ 2-2.  大会レポート2006 120 Winter 青空戦隊ハードランダー～風船記事を応援せよ！～ 指令2　　虎の穴で修行せよ！！ 津田　利通 つだとしみち 2-3.  イベント2006 120 Winter 青空戦隊ハードランダー～風船記事を応援せよ！～ 指令1　新郎新婦をお祝いせよ！！ 増本　嘉浩 ますもとよしひろ 2-3.  イベント2006 120 Winter 太平洋横断気球が完成しました 教訓を活かして軽く大きく 神田　道夫 かんだみちお 2-6.  アドベンチャーフライト2006 120 Winter 太平洋横断を思う 佐藤　正典 さとうまさのり 2-6.  アドベンチャーフライト2006 120 Winter スターライトに魅せられて 長井　武明 ながいたけあき 2-6.  アドベンチャーフライト2006 120 Winter 気球連盟の頁 4-3.  事務局2006 121 Spring 第17回熱気球世界選手権、日本で開催 角田　正 かくたまさし 2-2.  大会レポート2006 121 Spring 第49回ゴードンベネットレース　日本記録達成？ 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-5.  記録飛行2006 121 Spring 気球連盟の頁 4-3.  事務局2006 121 Spring FAI イベント・ディレクター・セミナーに参加して 角田　正 かくたまさし 4-b.  FAI /CIA2006 121 Spring 国際気球委員会参加日記 角田　正 かくたまさし 4-b.  FAI /CIA2006 121 Spring 国際航空連盟(FAI)ヤング・アーティスト・コンテスト 4-b.  FAI /CIA2006 121 Spring インフレーションハーネスの不適切な改造による事故 安全委員会 あんぜんいいんかい 5-2.  安全　保険2006 122 Summer 第17回熱気球世界選手権、日本で開催 石原　十四郎 いしはらじゅうしろう 2-2.  大会レポート2006 122 Summer 気球連盟の頁 4-3.  事務局2006 122 Summer 補助動力付気球の開発  草谷 太郎 くさがやたいろう 6-2.  ガス飛行船2006 123 Autumn 角田君へ 太田　耕治 おおたこうじ 1-1.  バルーニスト紹介2006 123 Autumn 透明インゲンの  ～晴れときどき  "空”～ 砺波大会参戦記 長井　武明 ながいたけあき 2-2.  大会レポート2006 123 Autumn LUXGSM Wolrd HONDA Grand Prix 2006 見聞録 馬場　ＭＯＣＯ ばばもこ 2-2.  大会レポート日本気球連盟 33/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2006 123 Autumn ロンチサイトより愛をっこめて ～宇都宮バルーンフェスティバル～ 町田　晶子 まちだあきこ 2-2.  大会レポート2006 123 Autumn 2-9.　大会レポート 4-3.  事務局2006 123 Autumn CIA スポーツバッジ 市吉　三郎 いちよしさぶ 4-b.  FAI /CIA2006 123 Autumn 映画　”気球クラブ、その後”　撮影裏話 荒木　威 あらしたけし 6-3.  その他LTA2007 124 Winter 2006 栃木世界選手権　顛末記 遠藤　護 えんどうまもる 2-2.  大会レポート2007 124 Winter 2006北関東フレンドシップ優勝 神島 かみしま 2-2.  大会レポート2007 124 Winter 2006 栃木世界選手権　パイバルチームレポート 竹内　哲也 たけうちてつや 2-2.  大会レポート2007 124 Winter 透明インゲンの  ～晴れときどき  "空”～ 12月の白い朝・・・・・・・・ 長井　武明 ながいたけあき 2-2.  大会レポート2007 124 Winter 第22回日向かぼちゃカップ　競技結果 増永　洋子 ますながようこ 2-2.  大会レポート2007 124 Winter チームJAPANの取り組み 増本　嘉浩 ますもとよしひろ 2-2.  大会レポート2007 124 Winter 琵琶湖横断レース 山本　花菜 やまものはな 2-2.  大会レポート2007 124 Winter 気球連盟の頁 4-3.  事務局2007 125 Spring 角田 正氏を しのび 佐賀インタナショナルバルンフェスタ31年を思う 阿部　豊秋 あべほうしゅう 1-1.  バルーニスト紹介2007 125 Spring バルーンと出会って21年 福島　幸義 ふくしまゆきよし 1-1.  バルーニスト紹介2007 125 Spring 追悼文 ～角田 正の気球人生～ 町田　耕造 まちだこうぞう 1-1.  バルーニスト紹介2007 125 Spring 着陸に気になる田んぼの稲ワラ事情 道塚　信市 みちづかしんいち 2-1.  フライトエリア2007 125 Spring 気球大会あちらこちら シグマBC 橋爪 はしづめ 2-2.  大会レポート2007 125 Spring 気球連盟の頁 4-3.  事務局2007 126 Summer 2007 卑弥呼ハイいただきました　！ 岩元　ひとみ いわもとひとみ 2-2.  大会レポート2007 126 Summer GENKAI バルーンプロジェクト 滞空時間　女性世界記録への道 井上　水子 いのうえみなこ 2-5.  記録飛行2007 126 Summer 気球連盟の頁 4-3.  事務局2007 127 Autumn 満天の星空とどこまでも続く草原の旅 中沢　朝幸 なかざわよもゆき 2-3.  イベント2007 127 Autumn 藤岡町民のゲストフライト 町田　耕造 まちだこうぞう 2-3.  イベント2007 127 Autumn 気球連盟の頁 4-3.  事務局2008 128 Winter イカロス賞受賞のお礼 角田　昌男 つのだまさお 1-1.  バルーニスト紹介2008 128 Winter チェイスカー自慢 宮田  浩樹 みやたひろき 1-1.  バルーニスト紹介2008 128 Winter イカロス賞GET !! 佐賀大学熱気球部 さがだいがく 1-2.  クラブ紹介2008 128 Winter 2007琵琶湖横断熱気球レース参加レポート 田中　好和 たなかよしかず 2-2.  大会レポート2008 128 Winter 仰げば飯豊山 佐藤　正典 さとうまさのり 2-4.  山岳フライト2008 128 Winter イカロス賞受賞にあたり 井上　水子・義裕 いのうえみなこ 2-5.  記録飛行2008 128 Winter セレスティアルイーグル ガス気球太平洋横断準備メモ録 千住　勇夢 せんじゅいさむ 2-6.  アドベンチャーフライト2008 128 Winter 失敗しない搭載品えらび　GPS編 柿山　史郎 かきやましろう 3-2.  フライト技術2008 128 Winter 国際選手権に対する危機感について 増本　嘉浩 ますもとよしひろ 3-7.  気球の競技2008 128 Winter 気球連盟の頁 4-3.  事務局2008 128 Winter レイクハースト ニュージャージー 市吉　三郎 いちよしさぶ 6-3  その他 LTA日本気球連盟 34/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2008 129 Spring チェイスカー自慢 杉山　肇 すぎやまはじめ 1-1.  バルーニスト紹介2008 129 Spring 第18回熱気球世界選手権まであと100日　！ 小寺　恭子・西澤明 こでらきょうこ 2-2.  大会レポート2008 129 Spring 2007 北関東フレンドシップ参戦記 山岸　巧 たまぎしたくみ 2-2.  大会レポート2008 129 Spring ホント、みなさまのおかげです ! 学生選手権 東北大学熱気球部 とうほく 2-2.  大会レポート2008 129 Spring 砺波シューリップバルン＋レディース2008 橋爪　孝悦 はしづめこうえつ 2-2.  大会レポート2008 129 Spring 仰げば飯豊山 佐藤　正典 さとうまさのり 2-4.  山岳フライト2008 129 Spring 北海道はでっかいどう　!! 2008  !! ～上士幌～中標津ローングフライト　!!～ 八戸　れいら はちのへれいら 2-8.  フライトレポート2008 129 Spring 失敗しない搭載品えらび　GPSソフトウェア編 柿山　史郎 かきやましろう 3-2.  フライト技術2008 129 Spring 気球連盟の頁 4-3.  事務局2008 129 Spring みものききものいーものみつけた 7-2.  気球グッズ2008 129 Spring 飛ぶ前に読め　！ 竹澤　廣介 たけざわひろすけ 7-3.  LTAの本2008 130 Summer チェイスカー自慢 池田　啓亮 いけだけい 1-1.  バルーニスト紹介2008 130 Summer 江川 活敏氏を偲んで 川副　薫 かわぞえかおる 1-1.  バルーニスト紹介2008 130 Summer 熱気球世界選手権直前れポート 藤田家の世界選手権 小寺　恭子 こでらきょうこ 1-2.  クラブ紹介2008 130 Summer 新チーム紹介 ”空友” 西澤　明 にしざわあきら 1-2.  クラブ紹介2008 130 Summer 晴れの国、岡山の空で 遠山 貴久・聖美 とおやまたかひさ 2-2.  大会レポート2008 130 Summer ブラジル写真日記 沼田　実 ぬまたみのる 2-2.  大会レポート2008 130 Summer 2008　吉野ヶ里杯・卑弥呼杯レポート 村田　友 むらたゆう 2-2.  大会レポート2008 130 Summer 熱気球ふれあい事業 西澤　明 にしざわあきら 2-3.  イベント2008 130 Summer 仰げば飯豊山 佐藤　正典 さとうまさのり 2-4.  山岳フライト2008 130 Summer 神田道夫とスターライト号 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-6.  アドベンチャーフライト2008 130 Summer 失敗だらけのボクの搭載品えらび 柿山　史郎 かきやましろう 3-2.  フライト技術2008 130 Summer 熱気球世界選手権直前れポート 秘密兵器パイバルチーム 宮田　浩樹 みやたひろき 3-2.  フライト技術2008 130 Summer 気球連盟の頁 4-3.  事務局2008 130 Summer 羽生スカイフェスタレポート　”さいたま水族館” 三石　英史 みついしひろし 6-3.  その他LTA2008 130 Summer 飛ぶ前に読め　！ 竹澤　廣介 たけざわひろすけ 7-3.  LTAの本2008 131 Autumn チェイスカー自慢 神森　隆幸 じんもりたかゆき 1-1.  バルーニスト紹介2008 131 Autumn 新チーム紹介 ”Blue Wind” 1-2.  クラブ紹介2008 131 Autumn パイバルチーム報告 池田　啓亮 いけだけい 2-2.  大会レポート2008 131 Autumn Bristol奮闘記 矢野・佐藤・千厳 やのりつこ 2-2.  大会レポート2008 131 Autumn 第18回熱気球世界選手権レポート 2-2.  大会レポート2008 131 Autumn とびっきりの笑顔を、ありがとう 2-3.  イベント2008 131 Autumn 仰げば飯豊山 (その4) 佐藤　正典 さとうまさのり 2-4.  山岳フライト2008 131 Autumn 気球連盟の頁 4-3.  事務局2008 131 Autumn 国際気球委員会を日本に　！ 市吉　三郎 いちよしさぶ 4-b.  FAI /CIA日本気球連盟 35/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2008 131 Autumn 飛ぶ前に読め　！ ”最後の冒険家”　石川直樹著 7-3.  LTAの本2009 132 冬の号 ゆかいな仲間たちと20周年＋αを過ぎて こちらも20年 成瀬　昇 なるせのぼる 1-2.  クラブ紹介2009 132 冬の号 おとなにも見える？　ネコバス チェイスカー自慢 横田　修一 よこたしゅういち 1-2.  クラブ紹介2009 132 冬の号 おめでとう、ありがとう 佐賀大学熱気球部創立20周年 1-2.  クラブ紹介2009 132 冬の号 新チーム紹介  ”ＵＱ (ゆーきゅー）” 1-2.  クラブ紹介2009 132 冬の号 伝統の｢池だいぶ」に感激！ そのころ、辻は・・・・・ 上田　諭,　辻 将隆 うえださとし 2-2.  大会レポート2009 132 冬の号 となみの空に華が舞う　！ スカイフェスとなみ2008レポート 服部 文香 はっとりふみか 2-2.  大会レポート2009 132 冬の号 ちょっとサンタ名？気球乗り 佐久大会レポートサンタフライト2008 安座間 敏幸・酒井 修一 あざま 2-3.  イベント2009 132 冬の号 夜空から降り注ぐ夢の種 気球で出会った家族の小さな夢のたね 佐藤　清州 さとうせいしゅう 2-3.  イベント2009 132 冬の号 夜空から降り注ぐ夢の種 夢のたねプロジェクト2008 金沢 高橋　匡太 たかはしただた 2-3.  イベント2009 132 冬の号 物語　”天山を越えて” 香月　恭彦 かつききょうひこ 2-4.  山岳フライト2009 132 冬の号 仰げば飯豊山 (その5) 佐藤　正典 さとうまさのり 2-4.  山岳フライト2009 132 冬の号 The Balloon Times 　神田道夫行方不明から3年 石川直樹写真展、｢天の川2号」のゴンドラ展示 2-6.  アドベンチャーフライト2009 132 冬の号 本当にあがった！　手作り気球奮闘記 不安だった気球　　久野晴子 佐藤　昌子 さとうまさこ 3-6.  気球の製作2009 132 冬の号 気球連盟の頁 4-3.  事務局2009 132 冬の号 気まぐれ佐賀気球便 第1回　｢安全対策講習会の巻」 沼田　実 ぬまたみのる 5-2.  安全　保険2009 132 冬の号 三つ揃った 気球側話 高本　裕久 たかもとひろひさ 7-2.  気球グッズ2009 132 冬の号 飛ぶ前に読め　！ Book Review 4 長崎蘭学の巨人～志筑忠雄とその時代　他 竹澤　廣介 たけざわひろすけ 7-3.  LTAの本2009 133 春の号 渡良瀬連絡会だより 水上　孝雄 みずかみたかお 2-1.  フライトエリア2009 133 春の号 上位入賞虎の巻 第9回　熱気球北関東フレンドシップ 荒木　威 あらしたけし 2-2.  大会レポート2009 133 春の号 「ありがとう」の言葉にかえて 第15回全日本学生選手権 in邑久 2009 レポート 木内　千恵 きうちちえ 2-2.  大会レポート2009 133 春の号 気球は元気の起爆剤 渡良瀬バルンレース　第10回記念 長島源作　町田耕造 ながしまげんさく 2-2.  大会レポート2009 133 春の号 気まぐれ佐賀気球便 第2回「SAGA チャレンジシリースの巻」 沼田　実 ぬまたみのる 2-2.  大会レポート2009 133 春の号 イタリアはパラダイス　！ ルクセンブルグ大会　イタリア選手権大会　編 ふるかわ　ひろみ ふるかわひろみ 2-2.  大会レポート2009 133 春の号 行ってみた！飛んでみた！春砥波！～ シューリップバルーン２００９＋レディス2009 レポート 前田　直子 まであなおこ 2-2.  大会レポート2009 133 春の号 シャトーデー滞在記 Festival Int'l de alloonsChateeau-d'Oex 矢野　利律子 やのりつこ 2-2.  大会レポート2009 133 春の号 新飛行エリア開拓術 くじゅう山をこえてきた 川副　薫 かわぞえかおる 2-4.  山岳フライト2009 133 春の号 仰げば飯豊山 (その6) 佐藤　正典 さとうまさのり 2-4.  山岳フライト2009 133 春の号 夜の横浜に巨大ガス気球が出現 横浜港開港150周年記念Y150アースバルン 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-7  ガス気球2009 133 春の号 気球連盟の頁 4-3.  事務局2009 133 春の号 The Balloon Times 4-d.  気球ニュース2009 133 春の号 知っていいますか？あなたの気球保険 副島　弘壮 そえじまひろもり 5-2.  安全　保険2009 133 春の号 バルーにストのワインセラー 新連載 山口　榮一 やまぐちえいいち 7-2.  気球グッズ2009 133 春の号 飛ぶ前に読め　！ Book Review 5 ナスカ気球探検　気球旅行の5週間 竹澤　廣介 たけざわひろすけ 7-3.  LTAの本2009 134 夏の号 佐々木人倫さん いつも突然だった 菊池　卓 きくちたく 1-1.  バルーニスト紹介日本気球連盟 36/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2009 134 夏の号 仰げば飯豊山 (その6) 佐藤　正典 さとうまさのり 2-1.  フライトエリア2009 134 夏の号 気まぐれ佐賀気球便 第3回「佐賀の夏の風物詩？！の巻」 沼田　実 ぬまたみのる 2-1.  フライトエリア2009 134 夏の号 われらが空、われらが風、われらがエリア 新連載　1　瀬峰　岩出山編 道塚　信市　道案内人 みちづかしんいち 2-1.  フライトエリア2009 134 夏の号 波乱の吉野ヶ里杯2009 雷と雨で開幕した 津田　利通 つだとしみち 2-2.  大会レポート2009 134 夏の号 世界の壁は厚かった！　オンターゲットの応酬戦 World Air Game Torino 平山・M藤田・増本・Y藤田 ひらやま 2-2.  大会レポート2009 134 夏の号 熱気球の二酸化炭素排出量について 失敗だらけの僕の搭載品えらび『夏休み自由研究編」 かきやま　しろう かきやましろう 3-1.  気球の技術2009 134 夏の号 気球連盟の頁 4-3.  事務局2009 134 夏の号 世界選手権・ＣＩＡミーティング編 イターリアはパラダイスイ　　第2回 ふるかわ　ひろみ ふるかわひろみ 4-b.  FAI /CIA2009 134 夏の号 世界のソーラーバルン事情 究極のエコフライトに挑む 市吉　三郎 いちよしさぶ 6-3.  その他LTA2009 134 夏の号 バルーにストのワインセラー　第2回 シャルドネ2005YASUMASA2003 山口　榮一 やまぐちえいいち 7-2.  気球グッズ2009 134 夏の号 「ジュール・ヴェルヌの家」へようこそ 飛ぶ前に読め『夏休み特別編」 石塚　麻里 いしづかまり 7-3.  LTAの本2009 134 夏の号 やなせたかしさん 新連載　気球とわたし 7-3.  LTAの本2009 135 秋の号 大岩正和　日本気球連盟名誉会長、 モンゴルフィエディプロマ受賞 市吉　三郎 いちよしさぶ 1-1.  バルーニスト紹介2009 135 秋の号 鈴鹿、小山で栄冠を手にした「そるてぃどっぐす」ってどんなチーム？ 新チーム紹介「File 004」 A高橋, K平山, Y大西 たかはしあきこ 1-2.  クラブ紹介2009 135 秋の号 霧とともに消えた老人 仰げば飯豊山 (その8) 佐藤　正典 さとうまさのり 2-1.  フライトエリア2009 135 秋の号 上空漫歩 ～熱気球からの眺め～ 八戸　耀生 はちのへあきお 2-1.  フライトエリア2009 135 秋の号 砥波平野 われらが空、われらが風、われらがエリア 松田　浩壮 まつだこうそう 2-1.  フライトエリア2009 135 秋の号 1st Mid Night Balloon Falluy in Jyvaskyla, Finland V.Lansu. R.Jalava,M.Nicholson V.Lansu.R.Jalava, 2-2.  大会レポート2009 135 秋の号 佐賀インタナショナルバルーンフェスタ 30回記念大会に寄せて 水町, 鰺坂, 下村,小笹,大岩,富池 みずまちひろし 2-2.  大会レポート2009 135 秋の号 イベントアフターデブリーフィング 30回記念大会に寄せて 2-2.  大会レポート2009 135 秋の号 係留と展示で気球の魅力をアピール 須江　哲洋 すえてつひろ 2-3.  イベント2009 135 秋の号 GPSと連動した電子地図の作り方 失敗だらけの僕の搭載品えらび 柿山　史郎 かきやましろう 3-1.  気球の技術2009 135 秋の号 気球連盟の頁 4-3.  事務局2009 135 秋の号 上空でパイロットバーナーの炎が消えた！！ 緊急事態発生！こんなときどうする(CASE No.1) 石川健吾　「監修」 いしかわけんご 5-2.  安全　保険2009 135 秋の号 バルーにストのワインセラー　2 シャトーディケム1980 ～ 山口　榮一 やまぐちえいいち 7-2.  気球グッズ2009 135 秋の号 売ります　！　買います　！ 7-2.  気球グッズ2009 135 秋の号 錬金作家　嵯峨　卓さん 気球とわたし　2 7-2.  気球グッズ2009 135 秋の号 「少年少女飛行俱楽部」　『気球旅行の五週間」 BOOK REVIEW 6 飛ぶ前に読め 竹澤　廣介　石塚麻里 たけざわひろすけ 7-3.  LTAの本2010 136 冬の号 千住　勇夢さん　競技委員長に大接近1 沼田　実の佐賀気球便 沼田　実 ぬまたみのる 1-1.  バルーニスト紹介2010 136 冬の号 大岩賞 / 神田道夫さん葬儀 バルンタイムス 1-1.  バルーニスト紹介2010 136 冬の号 日本気球連盟登クラブ一覧 1-2.  クラブ紹介2010 136 冬の号 愛こそすべて 仰げば飯豊山 (その９) 佐藤　正典 さとうまさのり 2-1.  フライトエリア2010 136 冬の号 クリスマスの夢つなぐ3つのバルンフェスティバル 阿蘇～足利～佐久 沼田＋坂田、M.町田、有川 ぬまたみのる 2-1.  フライトエリア2010 136 冬の号 タイ・カンジャナプリのクワイリバーブリッジを飛び超える 上空漫歩～気球からの眺め～2 八戸　耀生 はちのへあきお 2-1.  フライトエリア2010 136 冬の号 地元イタリアでの気球　編 イタリアはパラダイス ふるかわ　ひろみ ふるかわひろみ 2-1.  フライトエリア日本気球連盟 37/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2010 136 冬の号 僕たちの学校で気球が飛ぶよ シリーズ「キッズプログラムへの模索」 2-3.  イベント2010 136 冬の号 Boal View について 熱気球競技支援システム 西村　一彦 にしむらかずひこ 3-2.  フライト技術2010 136 冬の号 気球連盟の頁 4-3.  事務局2010 136 冬の号 日本ランキング制度(NRS)改定プロジェクト 支店　Perspective 1 小田切　光 おだぎりひかる 4-4.　スポーツ委員会2010 136 冬の号 バルーにストのワインセラー　4 シャトーデ　セニャールド ボミエNV 山口　榮一 やまぐちえいいち 7-2.  気球グッズ2010 136 冬の号 漫画家　あずまきよひこ　さん 気球とわたし 7-2.  気球グッズ2010 136 冬の号 「神々の山嶺」.「Cの福音｣.[明治キワモノ/歌舞伎 空飛ぶ五代目菊五郎」 BOOK REVIEW 7 飛ぶ前に読め 脇本雅士　竹澤廣介 わきもとまさし 7-3.  LTAの本2010 137 春の号 気球人の心意気 仰げば飯豊山 (その10) 佐藤　正典 さとうまさのり 1-1.  バルーニスト紹介2010 137 春の号 悩める僕たち私たち 学生チームのゆくえ 上田　諭,　木屋 鮎美 うえださとし 1-2.  クラブ紹介2010 137 春の号 なかなかどうして広い我が国 高本　裕久　林 壽夫 たかもとひろひさ 2-1.  フライトエリア2010 137 春の号 都城盆地 われらが空、われらが風、われらがエリア 日吉　健二 ひよしけんじ 2-1.  フライトエリア2010 137 春の号 北関東フレンドシップ2009 優勝は2チーム 水上　雄介そるてぃどっぐす みずかみゆうすけ 2-2.  大会レポート2010 137 春の号 気球を通じてできることとは シリーズ「キッズプログラムへの模索」 町田　耕造 まちだこうぞう 2-3.  イベント2010 137 春の号 AX-3による滞空時間記録更新！ 私のプロジェクト 倉重　安見 くらしげやすみ 2-5.  記録飛行2010 137 春の号 気球連盟の頁 4-3.  事務局2010 137 春の号 ラスチョの飛行船、とべねこヘンリー、ミランダの大冒険、おさるのジョージききゅうにのる BOOK REVIEW 7 飛ぶ前に読め K.高島, TM,宇佐見,K.遠藤 たかしまきみこ 7-3.  LTAの本2010 138 夏の号 Hさんの優雅な週末 仰げば飯豊山 (11) 佐藤　正典 さとうまさのり 1-1.  バルーニスト紹介2010 138 夏の号 下の原由貴さんにインタビュー 2010卑弥呼杯女王に輝いた 1-1.  バルーニスト紹介2010 138 夏の号 この夏の佐賀の話を二つ三つ。。。 きまぐれ佐賀気球便 沼田　実 ぬまたみのる 2-1.  フライトエリア2010 138 夏の号 小清水町 われらが空、われらが風、われらがエリア 松井　裕悦 まついゆうえつ 2-1.  フライトエリア2010 138 夏の号 「ムジナもんのしっぽはムジナモでできてる 2010羽生スカイフェスタ優勝報告 荒木　威 あらしたけし 2-2.  大会レポート2010 138 夏の号 ハンガリーの風が呼んでいる　　初出場の2人に直撃！ 世界選手権直前レポート 宮田　浩樹ミノリーニョ沼田 みやたひろき 2-2.  大会レポート2010 138 夏の号 熱気球ファンを増やす熱気球検定への期待 シリーズ「キッズプログラムへの模索」3 町田　耕造 まちだこうぞう 2-3.  イベント2010 138 夏の号 気球連盟の頁 4-3.  事務局2010 138 夏の号 国際気球委員会2011東京開催 市吉　三郎 いちよしさぶ 4-b.  FAI /CIA2010 138 夏の号 航空写真専門誌"Eyes of Nils"刊行/日本気球連盟ブースを出展します/ バルーンタイムズ ばるんたいむす 4-d.  気球ニュース2010 138 夏の号 売ります　買います 7-2.  気球グッズ2010 138 夏の号 「ヘルマンヘッセ空の旅｣　「空の鼓動にふれよ」 BOOK REVIEW ９ 飛ぶ前に読め 竹澤　廣介 たけざわひろすけ 7-3.  LTAの本2010 139 冬の号 私はこうして生還した 仰げば飯豊山 (12) 佐藤　正典 さとうまさのり 1-1.  バルーニスト紹介2010 139 冬の号 こんどうちあき さん ききゅうとわたし 1-1.  バルーニスト紹介2010 139 冬の号 阿蘇 われらのエリア 龍野　幸敏 りゅうのゆきとし 2-1.  フライトエリア2010 139 冬の号 3Ｄタスクを制するものが世界を制する！？ってホントかな ミノリーニョ沼田 ぬまたみのる 2-2.  大会レポート2010 139 冬の号 ハンガリー参戦記 水上　雄介 みずかみゆうすけ 2-2.  大会レポート2010 139 冬の号 第19回世界選手権大会 in ハンガリー 特集 2-2.  大会レポート2010 139 冬の号 2年後の世界選手権で勝つためにチームジャパンの課題とは。 大会後記 2-2.  大会レポート日本気球連盟 38/56 作成日　2020/3/24
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風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2012 144 春の号 さあみんな、五感を使ってフライトしようぜ！！ 佐大杯の記録 カキヤマ史郎 かきやましろう 2-2.  大会レポート2012 144 春の号 まだまだできる日本記録？ レポート 倉重　安見 くらしげやすみ 2-5.  記録飛行2012 144 春の号 祝！錦港湾超え 北に櫻島、西に開聞岳を見下ろしながら絶景フライト 中島　丈晴 なかじまたけはる 2-6.  アドベンチャーフライト2012 144 春の号 連盟会則改正プロジェクトからの報告 竹澤　廣介 たけざわひろすけ 4-3.  事務局2012 144 春の号 2012年日本気球連盟総会 援助金のお礼とご報告　第1回理事会 4-3.  事務局2012 144 春の号 日本気球連盟アンケートの結果について 機関紙143号および連盟ホームページでの 4-d.  気球ニュース2012 144 春の号 編集後記 4-d.  気球ニュース2012 144 春の号 アイアラブ福島、アイラブ喜多方 仰げば飯豊山 (17) 緊急企画 佐藤　正典 さとうまさのり 4-d.  気球ニュース2012 144 春の号 みなで参加し、考えて連盟をつくっていこう 巻頭言 橋本　精一 はしもとせいいち 4-d.  気球ニュース2012 145 夏の号 私はこうして生還した　＜参話＞ 仰げば飯豊山 (18) 佐藤　正典 さとうまさのり 1-1.  バルーニスト紹介2012 145 夏の号 「自由で楽しい気球」を教えてくれてありがとう。 追悼　菊池 卓 さん 道塚　信市 みちずかのぶいち 1-1.  バルーニスト紹介2012 145 夏の号 井上　優希　さん New Face File 2 1-1.  バルーニスト紹介2012 145 夏の号 奈良盆地 われらが空、われらが風、われらがエリア　11 池田　啓亮 いけだけい 2-1.  フライトエリア2012 145 夏の号 渡良瀬エリアの飛行空域変更のお知らせ 渡良瀬連絡会だより 3 水上　孝雄 みずかみたかお 2-1.  フライトエリア2012 145 夏の号 優勝は立命館同志社合同チーム 学生選手権、開催！ 鶴田　一曉 つるたかずあき 2-2.  大会レポート2012 145 夏の号 春の気球づけ生活。 小寺　恭子 こでらきょうこ 2-3.  イベント2012 145 夏の号 復興係留について 見せましょう・、気球の力 2-3.  イベント2012 145 夏の号 記録は破るために　　特別寄稿 未知なる世界へ挑もう 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-5.  記録飛行2012 145 夏の号 インターナショナル・イノベ－ションアワード おしらせ 藤田　雄大 ふじたゆうだい 3-1.  気球の技術2012 145 夏の号 日本気球連盟のページ 2012CIA報告、第2回理事会 4-3.  事務局2012 145 夏の号 さわやかで新鮮な「風」を 須江　哲洋 すえてつひろ 4-d.  気球ニュース2012 145 夏の号 会員による会員のための日本気球連盟 巻頭言 水町　大介 みずまちだいすけ 4-d.  気球ニュース2012 145 夏の号 学生総会議事録 抜け出すためには夢をみろ2～学生バルーニスト紹介 4-d.  気球ニュース2012 145 夏の号 編集後記 4-d.  気球ニュース2012 145 夏の号 バルーニスト紹介と健康 末永くフライトするために　安全委員会より 久保　省子 くぼしょうこ 5-2.  安全　保険2012 146 秋の号 東廣島市西条 われらが空、われらが風、われらがエリア　11 藤田　幸宏 ふじたゆきひろ 2-1.  フライトエリア2012 146 秋の号 行ってきましたリトアニア！ジュニア世界選手権5位入賞！！ Team Can Can　抜け出すためには夢を見ろ 3 上田　諭 うえださとし 2-2.  大会レポート2012 146 秋の号 きみにもできる世界記録のつくりかた 倉重　安見 くらしげやすみ 2-5.  記録飛行2012 146 秋の号 第20回FAI世界選手権大会における「熱気球操縦技能証」のゆくえ 西澤　明 にしざわあきら 3-4.  航空法2012 146 秋の号 ペナルティに学ぶ かきやましろうのスマートパイロットへの道 1 カっキーヤマ史郎 かきやましろう 3-7.  気球の競技2012 146 秋の号 日本気球連盟のページ 理事選挙　第3回理事会　他 4-3.  事務局2012 146 秋の号 Nの横槍とアメリカの横槍 仰げば飯豊山 (1９) 佐藤　正典 さとうまさのり 4-d.  気球ニュース2012 146 秋の号 編集後記 4-d.  気球ニュース2012 146 秋の号 9月30日は、気球の日 巻頭言 小笹　純嗣 おざさじゅんじ 4-d.  気球ニュース2012 147 冬の号 私はこうして生還した　（四話） 仰げば飯豊山 (20) 佐藤　正典 さとうまさのり 1-1.  バルーニスト紹介日本気球連盟 41/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2012 147 冬の号 アメリカ2ヶ月武者修行　～メダルまでの道～ 藤田　雄大 ふじたゆうだい 1-1.  バルーニスト紹介2012 147 冬の号 中標津「北海道」 われらが空、われらが風、われらがエリア　13 福井　穣二 ふくいじょうじ 2-1.  フライトエリア2012 147 冬の号 千人係留で福島に力を 会津塩川バルーンフェスティバル2012大会 小林　孝昭 こばやしたかあき 2-2.  大会レポート2012 147 冬の号 行ってきました！北海道。来年は40回だよ 2012　北海道バルーンフェスティバル 高島　清美 たかしまきよみ 2-2.  大会レポート2012 147 冬の号 FAI WORLD HOT AIR BALLOON CHAMPIONSHIP 2012 2年に一度の世界最高の空中戦といわれるだけに 竹澤　廣介 たけざわひろすけ 2-2.  大会レポート2012 147 冬の号 「あなたにとってB.C.とは？」 代表6選手に聞く 2-2.  大会レポート2012 147 冬の号 気球イベントってなんて素敵なんだろう ～被災地の今を思うこと～ 遠藤　桂 えんどうかつら 2-3.  イベント2012 147 冬の号 気球とわたしたちにできること 佐賀発東北係留の旅 北島　健郎 きたじまたけろう 2-3.  イベント2012 147 冬の号 日本気球連盟のページ 第4回理事会 4-3.  事務局2012 147 冬の号 2013　理事選挙のお知らせ 4-3.  事務局2012 147 冬の号 世界選手権はフレンドシップを深める最高のイベント Alan and JulieSeifke A.J. Seifke 4-d.  気球ニュース2012 147 冬の号 いかにして来年も参加するか フランス選手権オブザーバー参戦記 2009-2012 石塚　麻里 いしづかまり 4-d.  気球ニュース2012 147 冬の号 大会を終え、アメリカ放浪の旅路へ えだ  むつみ えだむつみ 4-d.  気球ニュース2012 147 冬の号 エアリバの辻がお送りするアメリカグルメレポート！！！ 世界選手権開催国アメ～リカを100倍g楽しむ方法 辻　将隆 つじまさたか 4-d.  気球ニュース2012 147 冬の号 編集後記 4-d.  気球ニュース2013 148 春の号 トムシェパードさん 追悼 市吉　三郎 いちよしさぶ 1-1.  バルーニスト紹介2013 148 春の号 B.C.FWAT 新チーム紹介 佐々木　健太 ささきけんた 1-2.  クラブ紹介2013 148 春の号 小千谷・長岡 われらが空、われらが風、われらがエリア　14 金子　修一 かねこしゅういち 2-1.  フライトエリア2013 148 春の号 古希記念Ob server 体験記 上田　夏生 うけだなつお 2-2.  大会レポート2013 148 春の号 震災被災地と「ココロツナグ」 佐々木　賢祐 ささきけんゆう 2-3.  イベント2013 148 春の号 「第13回国際気球ユースキャンプ2013」にご招待！ 日本気球連盟創設40周年記念企画 ドイツ気球連盟主催 どいつききゅうれんめい 2-3.  イベント2013 148 春の号 アルプス一万尺気球の上で 藤田　雄大 ふじたゆうだい 2-4.  山岳フライト2013 148 春の号 日本のパイロットは外国で飛べなくなる？ 巻頭言 市吉　三郎 いちよしさぶ 3-4.  航空法2013 148 春の号 日本気球連盟のページ 理事選挙のお知らせ　第1回理事会 4-3.  事務局2013 148 春の号 2013年日本気球連盟総会のお知らせ 4-3.  事務局2013 148 春の号 総会資料 4-3.  事務局2013 148 春の号 嗚呼！憧れの九州航路 仰げば飯豊山 (21) 佐藤　正典 さとうまさのり 4-d.  気球ニュース2013 149 夏の号 こんな大会 見てみたい！　　新連載 第1回 デザイン不要のこだわり気球大会 高橋　英生 たかはしえいせい 1-3.  気球エッセー2013 149 夏の号 部長たちのガチトーク　　　新連載 学生の本音　　東北芸術工科大学熱気球部 1-3.  気球エッセー2013 149 夏の号 単身気球旅日記　第2弾 ヨーロッパ編　（スペイン） 藤田　雄大 ふじたゆうだい 2-1.  フライトエリア2013 149 夏の号 学生選手権 '12 in 琵琶湖 福井　夏帆 ふくいなつほ 2-2.  大会レポート2013 149 夏の号 きみにもできる！世界記録のつくりかた 後編 倉重　安見 くらしげやすみ 2-5.  記録飛行2013 149 夏の号 2013年第2回理事会議事録 4-3.  事務局2013 149 夏の号 　ブラジルCIAミーティングの巻 気まぐれ佐賀気球便 3 ぬまたみのる ぬまたみのる 4-b.  FAI /CIA2013 149 夏の号 エアマンシップの話 巻頭言 小濱　眞哉 こはましんや 4-d.  気球ニュース日本気球連盟 42/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2013 149 夏の号 2013国際気球委員会・ユースキャンプ参加決定・イノベーションアワード結果報告 The Balloon Times 4-d.  気球ニュース2013 149 夏の号 編集後記 4-d.  気球ニュース2013 150 秋の号 早坂 卓夫 さん のこと 追悼 たかしま　きよみ たかしまきよみ 1-1.  バルーニスト紹介2013 150 秋の号 たむっち初めての佐賀の空、大冒険スペシャル ＜新連載＞はじめてのおつかい 田村　裕久 たむらひろひさ 1-1.  バルーニスト紹介2013 150 秋の号 ぼくらはまだまだ挑戦者！　＜特別企画＞ Facebook で座談会 S上田, Y藤田, M佐藤 うえださとし 1-3.  気球エッセー2013 150 秋の号 遠藤選手がロシアで「金」 おろしや国睡魔譚 太田　耕治 おおたこうじ 1-3.  気球エッセー2013 150 秋の号 変化しつつある、連盟の果たす役割話 巻頭言 越井　馨 こしい 1-3.  気球エッセー2013 150 秋の号 それは一青年の酪農実習からはじまった　＜新連載＞ 熱気球大会はじめてmono語りー上士幌編 那須　襄太郎 なすじょうたろう 1-3.  気球エッセー2013 150 秋の号 遠藤選手がロシアで「金」 ごちそう博士の鳥の眼、虫の眼町歩き編 松田　浩壮 まつだこうそう 1-3.  気球エッセー2013 150 秋の号 御殿場 われらが空、われらが風、われらがエリア　15 斉藤　衛 さいとうまもる 2-1.  フライトエリア2013 150 秋の号 おじさんパワー＋１で記念大会を制覇！ 第40回上士幌バルーンフェスティバル 江田　むつみ えだむつみ 2-2.  大会レポート2013 150 秋の号 遠藤選手がロシアで「金」 ロシアの大地と風、そして人　フライト編 ミノリーニョルヌマタンスキー ぬまたみのる 2-2.  大会レポート2013 150 秋の号 いってしまえばこんなに楽しいことはない！ 「出会い」編 福井　夏帆 ふくいなつほ 2-3.  イベント2013 150 秋の号 「ココロツナグ」東日本大震災復興応援イベント ことしもやるよ！ 2-3.  イベント2013 150 秋の号 理事選挙のお知らせ 日本気球連盟のページ 4-3.  事務局2013 150 秋の号 2013年第2回理事会議事録 日本気球連盟のページ 4-3.  事務局2013 150 秋の号 編集後記 4-d.  気球ニュース2013 150 秋の号 谷中湖着水事故　<特集2> 谷中湖着水事故調査報告書 事故調査委員会 じこちょうさいいんかい 5-1.　事故報告2013 150 秋の号 事故再発防止策（BST私案） 気球からの転落死亡事故の概要 高島　工 たかしまたくみ 5-1.　事故報告2013 150 秋の号 落下防止のためにパイロットハーネスの装着を 市吉　三郎 いちよしさぶ 5-2.  安全　保険2013 150 秋の号 空中から落水したときの対処　　着水について考える 基本的な考え方 斉藤　秀俊 さいとうひでとし 5-2.  安全　保険2013 151 冬の号 ルーキーオブザイヤーに聞く 抜け出すためには夢を見ろ　3 古沢　聖夏 ふるさわせいか 1-1.  バルーニスト紹介2013 151 冬の号 大会オフィシャル放浪記   　　新連載 Balloon Fes Wonderer Jaroslav Baren J. Baren 1-3.  気球エッセー2013 151 冬の号 大会前日。町を急襲した未曾有の大豪雨 熱気球大会はじめてmono語りー上士幌編　2 那須　襄太郎 なすじょうたろう 1-3.  気球エッセー2013 151 冬の号 １年目が終了します 巻頭言 水上　麗子 みずかみれいこ 1-3.  気球エッセー2013 151 冬の号 横手盆地 われらが空、われらが風、われらがエリア　16 佐々木　賢祐 ささきけんゆう 2-1.  フライトエリア2013 151 冬の号 感謝の気持ちを込めて奮闘記 会津塩川バルーンフェスティバル2013 五十嵐　弘之 いがらしひろ 2-2.  大会レポート2013 151 冬の号 どどど どどうど どどうど どどう。青いくるみも吹きとばせ 一関・平泉バルンフェスティバル 池田　啓亮 いけだけい 2-2.  大会レポート2013 151 冬の号 みんなでnew羽生スカイフェスタに参加しよう 羽生スカイフェスタ 佐藤　将史 さとうまさし 2-2.  大会レポート2013 151 冬の号 復興支援プロジェクト報告書 ココロツナグ　　（レポート） 五十嵐　かんな いがらしかんな 2-3.  イベント2013 151 冬の号 『充実の中盤」編　行ってしまえばこんなに楽しいことはない！ 第13回国際気球ユースキャンプ2013 福井　夏帆 ふくいなつほ 2-3.  イベント2013 151 冬の号 ヴァンサン・レイス　Special Interview　その秘密に迫る ゴードン・ベネットカップ2度目の3連覇 石塚　麻里 いしづかまり 2-7.  ガス気球2013 151 冬の号 これが FAI/CIA 競技ロガーだ！ 緊急レポート 野上　隆二 のがみりゅうじ 3-2.  フライト技術2013 151 冬の号 2014年理事選挙結果のお知らせ 4-3.  事務局2013 151 冬の号 2013年第4回理事会議事録 4-3.  事務局日本気球連盟 43/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2013 151 冬の号 編集後記 4-3.  事務局2013 151 冬の号 重大事故発生における緊急時対応マニュアル策定にあたり 5-2.  安全　保険2013 151 冬の号 熱気球日本代表応援 Ｔ シャツ販売開始！ 7-2.  気球グッズ2014 152 春の号 2014年を迎えて 巻頭言 小笹　純嗣 おざさじゅんじ 1-3.  気球エッセー2014 152 春の号 一難去って、また一難 熱気球大会はじめてmono語りー上士幌編　3 那須　襄太郎 なすじょうたろう 1-3.  気球エッセー2014 152 春の号 編集後記　重大事故緊急対応マニュアル 1-3.  気球エッセー2014 152 春の号 横手盆地 われらが空、われらが風、われらがエリア　16 深見　康彦 ふかみやすひこ 2-1.  フライトエリア2014 152 春の号 小山の大会で優勝しました～！！ やったぜ！ソルティ絶好調 吉原　恵子 よしはらけいこ 2-2.  大会レポート2014 152 春の号 サンタはひげより帽子が大事！？ サンタはつらいよ2013 香田　弥生 こうだやよい 2-3.  イベント2014 152 春の号 「あっけなくお別れ」編 行ってしまえばこんなに楽しいことはない！ 第13回国際気球ユースキャンプ2013　っ最終回ォ 福井　夏帆 ふくいなつほ 2-3.  イベント2014 152 春の号 高校生だって「がんばっぺし！」 陸前高田で係留フライト 南　豊 みなみゆたか 2-3.  イベント2014 152 春の号 第14回国際気球ユースキャンプ2014にご招待！ （告知） 4-3.  事務局2014 152 春の号 2014年日本気球連盟総会のお知らせ 4-3.  事務局2014 152 春の号 2014年日本気球連盟総会資料 4-3.  事務局2014 152 春の号 エジプト事故後の航空局への対応など ＜報告＞ 太田　耕治 おおたこうじ 5-2.  安全　保険2014 152 春の号 FＡＩ クラスB エアロスタット 日本気球連盟に登録された 市吉　三郎 いちよしさぶ 6-１.  熱飛行船2014 152 春の号 「それでも私は飛ぶ」 Books 市吉　三郎 いちよしさぶ 7-3.  LTAの本2014 153 夏の号 バーナーの音も高らかに 日本気球連盟　新規パイロットコラム K高祖, T鵜鷹, Ｆ太田, こうそ 1-3.  気球エッセー2014 153 夏の号 飛び出せ！女性パイロット レリーエッセイ 真後　理英子 しんごりえこ 1-3.  気球エッセー2014 153 夏の号 ないものは作る　たくましい気球ｊと気運 熱気球大会はじめてmono語りー上士幌編　4 那須　襄太郎 なすじょうたろう 1-3.  気球エッセー2014 153 夏の号 機関紙、どこから読んでます？ 巻頭言 吉野　浩清　連盟理事 よしのひろし 1-3.  気球エッセー2014 153 夏の号 イバダイの 飛　食　充　　　学生のホンネ 茨城大学Presents 1-3.  気球エッセー2014 153 夏の号 編集後記 1-3.  気球エッセー2014 153 夏の号 阿知須 われらが空、われらが風、われらがエリア　16 倉重　安見 くらしげやすみ 2-1.  フライトエリア2014 153 夏の号 No Worries になるオーストラリア 遠藤　桂 えんどうかつら 2-2.  大会レポート2014 153 夏の号 Ｇｅｔｔｉｎｇ　Ｂｅｔｔｅｒ！とてもいいね！な Canowindra Challenge クルー編 太田　耕治 おおたこうじ 2-2.  大会レポート2014 153 夏の号 Downunder ballooning ぬまたみのるの気まぐれオージー便 沼田　実 ぬまたみのる 2-2.  大会レポート2014 153 夏の号 南相馬に初めて熱気球がやって来た！　　特別記稿 3.11台震災三重苦の被災地 高野　好真 たかのよし 2-3.  イベント2014 153 夏の号 復興係留のお知らせ 2-3.  イベント2014 153 夏の号 2014年日本気球連盟総会議事録 日本気球連盟のページ 4-3.  事務局2014 153 夏の号 機体チェック制度改定のお知らせ 日本気球連盟のページ 4-3.  事務局2014 153 夏の号 2014年第2回理事会議事録 日本気球連盟のページ 4-3.  事務局2014 153 夏の号 特別理事会議事録 日本気球連盟のページ 4-3.  事務局2014 153 夏の号 だれもがみんな熱気球ファン！ Facebook 熱気球ファンクラブのご案内 遠藤　桂 えんどうかつら 4-d.  気球ニュース2014 153 夏の号 渡良瀬遊水地　生い立ちから現状 Books 市吉　三郎 いちよしさぶ 7-3.  LTAの本日本気球連盟 44/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2014 154 秋の号 バーナーの音も高らかに 日本気球連盟　新規パイロットコラム 2 後藤,平野,又野,関島, ごとう 1-1.  バルーニスト紹介2014 154 秋の号 もしもし！　宮大気球部やがね　宮崎大学 Presents 学生のホンネ 3 1-2.  クラブ紹介2014 154 秋の号 ランチサイトはどうするのか、議会でも採り上げられた気球のゆくえ 熱気球はじめて MONO 語りー上士幌 5 那須　襄太郎 なすじょうたろう 1-3.  気球エッセー2014 154 秋の号 安曇野 われらが空、われらが風、われらがエリア 19 石山　功 いしやま 2-1.  フライトエリア2014 154 秋の号 才能あふれる若きチャンピオン John Grubbstrom John 2-2.  大会レポート2014 154 秋の号 ブラジル世界選手権　単身奇跡の旅 上田　諭 うえださとし 2-2.  大会レポート2014 154 秋の号 3大国際試合制覇への未知 江田　むつみ えだむつみ 2-2.  大会レポート2014 154 秋の号 第13回 インタナショナル・バルン・フェスティバル スカイフェア2014  Part 1  AirBattle on Kungur 梶山　紋哉 かじやまもんや 2-2.  大会レポート2014 154 秋の号 飛び出せ！女性パイロット リレーエッセイ　2 倉橋　朋子 くらはし 2-2.  大会レポート2014 154 秋の号 夢はバルーンとともにふくらむ　優勝レポート 市長杯 & 若葉杯 ダブル優勝 小宮　佳織 こみや 2-2.  大会レポート2014 154 秋の号 第13回 インタナショナル・バルン・フェスティバル スカイフェア2014  Part 2  クングル紀行 With Balloon 坂井　猛郎 さかいたけろう 2-2.  大会レポート2014 154 秋の号 サトシを支えた強者たち 永井, 齋藤, 番.西久保 ながいたけあき 2-2.  大会レポート2014 154 秋の号 藤田雄大選手、日本人初 世界チャンピオンに輝く 第21回 FAI 熱気球世界選手権 緊急特別ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ 2-2.  大会レポート2014 154 秋の号 運と体力が試される!?　学生だらけのバルンファイト 学生選手権’１４　渡良瀬 2-2.  大会レポート2014 154 秋の号 復興係留のお知らせ 2-3.  イベント2014 154 秋の号 ねじ込み部を一体化した新バルブ 安全委員会 あんぜんいいんかい 3-1.  気球の技術2014 154 秋の号 2014年第3回 理事会議事録 4-2.　理事会2014 154 秋の号 理事選挙のお知らせ 日本気球連盟のﾍﾟｰｼﾞ 4-6.　選挙管理委員会2014 154 秋の号 編集後記 編集局 へんしゅう 4-a.  編集局2014 154 秋の号 はじめての記者会見できづかされたこと 太田　耕治 おおたこうじ 4-e.  広報2014 155 冬の号 池田啓亮さん、山本奈津子さん 追悼  大野由稀 福井夏帆 板垣詩母 元藤直子 1-1.  バルーニスト紹介2014 155 冬の号 懸念や心配が取り越し苦労となってよかった、この40年 熱気球はじめて MONO 語りー上士幌 6 那須　襄太郎 なす 1-3.  気球エッセー2014 155 冬の号 己を信じ、己の道を貫き風は自ら見出せ！ 世界初！親子二代で世界チャンピオン！ブラジルで侍となっ 藤田　昌彦 ふじたまさひこ 1-3.  気球エッセー2014 155 冬の号 北海道から熱気球を叫ぶ！ 学生シーム紹介*学生のホンネ4 帯広畜産大学 おびひろ 2-1.  フライトエリア2014 155 冬の号 次回世界選手権ではどんなドラマが 巻頭言 飯盛　一保 いさかりかずやす 2-2.  大会レポート2014 155 冬の号 3大国際試合制覇への道 stage 1-2 江田　むつみ えだむつみ 2-2.  大会レポート2014 155 冬の号 飛び出せ！女性パイロット リレーエッセイ 3 須江　紅 すえあかり 2-2.  大会レポート2014 155 冬の号 優勝は、お父さんでーす。 REPORT 第25回 会津塩川バルーンフェスティバル 西澤  明衣 にしざわ 2-2.  大会レポート2014 155 冬の号 フルブンプクのモンゴル滞在記 属　康剛 さっかやすたか 2-3.  イベント2014 155 冬の号 空飛ぶクジラが秋田にやってきた！！ 超巨大シェイプに苦闘 高村　明 たかはしあきら 2-3.  イベント2014 155 冬の号 ココロツナグ 復興支援プロジェクト 大久保主計、佐々木賢祐、青木拓磨、村上幸奈、 2-3.  イベント2014 155 冬の号 2014年　第4回　理事会議事録 機体登録制度および機体チェック制度改定のお知らせ 安全委員会 あんぜんいいんかい 4-2.　理事会2014 155 冬の号 2015年　理事選挙結果のお知らせ 日本気球連盟渡のﾍﾟｰｼﾞ 谷岡　雄一 たにおかゆういち 4-6.　選挙管理委員会2015 156 春の号 新規ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾗﾑﾊﾞｰﾅｰの音も高らかに 第3回 多くの人に支えてもらいました！！ 石垣　祐起（首都大学 いしがき 1-1.  バルーニスト紹介2015 156 春の号 新規ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾗﾑﾊﾞｰﾅｰの音も高らかに 第3回 自分が大学でやっていくのはこれしかない！ 兼田 健介（京大熱気球部） かねだ 1-1.  バルーニスト紹介日本気球連盟 45/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2015 156 春の号 新規ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾗﾑﾊﾞｰﾅｰの音も高らかに 第3回 おかげさまで羽が生えて 鎌崎　萌（奈良女子大学気球部） かまさき 1-1.  バルーニスト紹介2015 156 春の号 新規ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾗﾑﾊﾞｰﾅｰの音も高らかに 第3回 これからも東北の地で安全運転で頑張っていきたい！ 玉井 一基（東北大ＢＣ） たまいかずひろ 1-1.  バルーニスト紹介2015 156 春の号 新規ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾗﾑﾊﾞｰﾅｰの音も高らかに 第3回 なっちゃんのお陰でパイロットになれたよ！！ 元藤　全紀（Team六等星） もとふじ 1-1.  バルーニスト紹介2015 156 春の号 新規ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾗﾑﾊﾞｰﾅｰの音も高らかに 第3回 やっぱり、空を飛ぶのは楽しいです！！ 和田 明日香（茨城大熱気球 わだただふと 1-1.  バルーニスト紹介2015 156 春の号 飛ぶシカない！！ 学生チーム紹介＊ホンネ⑤ 奈良女子大 ならじょ 1-2.  クラブ紹介2015 156 春の号 吉井川 に想う 稲生　睦夫 いのう 1-3.  気球エッセー2015 156 春の号 茂木の６５４６日 特別記原稿 西村　一彦 にしむら　かずひこ 1-3.  気球エッセー2015 156 春の号 会津塩川（福島県喜多方市） われらが空、われらが風、われらがエリア（第２０回） 江花 一治 えばな 2-1.  フライトエリア2015 156 春の号 ビッグプロジェクトを陰で支えて １６０時間１万キロ大空の大航海 川副　薫、重松由紀子 かわぞえかおる 2-6.  アドベンチャーフライト2015 156 春の号 「挑戦」をめぐる思い 巻頭言 須江　哲洋 すえてつひろ 2-6.  アドベンチャーフライト2015 156 春の号 Two-Eaglesをサポートして １６０時間１万キロ大空の大航海 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-7  ガス気球2015 156 春の号 ﾀﾞﾌﾞﾙｲｰｸﾞﾙⅡとⅤの世界記録に挑んだ TWO EAGLES １６０時間１万キロ大空の大航海 沼田　実 ぬまたみのる 2-7  ガス気球2015 156 春の号 音もなく上がって行くｶﾞｽ気球をみつめて １６０時間１万キロ大空の大航海 中前　孝之 まｋぁまえ 2-7  ガス気球2015 156 春の号 2015年第1回 理事会議事録 日本気球連盟のページ 4-2.　理事会2015 156 春の号 2015年　日本気球連盟総会 日本気球連盟のページ 4-3.  事務局2015 156 春の号 2015年日本気球連盟総会資料 日本気球連盟のページ 4-3.  事務局2015 156 春の号 information 日本気球連盟のページ 4-3.  事務局2015 156 春の号 重大事故発生における緊急時対応マニュアル 4-3.  事務局2015 156 春の号 機体登録制度及び機体チェック制度改定 日本気球連盟のページ 4-5.　安全委員会2015 156 春の号 編集後記 編集局 へんしゅう 4-a.  編集局2015 156 春の号 ﾄﾞｲﾂ気球連盟主催　第15貝ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾕｰｽｷｬﾝﾌﾟ2015 お知らせ 4-e.  広報2015 156 春の号 熱気球ファンクラブサイト 4-e.  広報2015 157 夏の号 バーナーの音も高らかに 日本気球連盟　新規パイロットコラム　4 小橋川有 他 こはし 1-1.  バルーニスト紹介2015 157 夏の号 Fly up to the sky! 学生チーム紹介＊学生のホンネ　6 同志社大学 どうししゃ 1-2.  クラブ紹介2015 157 夏の号 Vメール！　優勝者による勝因分析 Mail from winners 佐藤　将史 さとうまさし 1-3.  気球エッセー2015 157 夏の号 50年のバトンリレイがもたらした世界一 巻頭言 竹澤　廣介 たけざわひろすけ 1-3.  気球エッセー2015 157 夏の号 Vメール！　優勝者による勝因分析 Mail from winners にしざわ あきら にしざわあきら 1-3.  気球エッセー2015 157 夏の号 Vメール！　優勝者による勝因分析 Mail from winners 藤田　雄大 ふじたゆうだい 1-3.  気球エッセー2015 157 夏の号 播磨 われらが空、われらが風、われらがエリア 濱田 明子 はまだあきこ 2-1.  フライトエリア2015 157 夏の号 これがオトナの！気球の遊び方 特別寄稿 佐藤　昇 さとうのぼる 2-2.  大会レポート2015 157 夏の号 大混戦？　バルーンブラザーズ 第21回　学生選手権'25 東北大学 とうほく 2-2.  大会レポート2015 157 夏の号 SAGAバルーンミーティング 佐賀の冬シーズンを静かに熱く盛り上げる！？ 中島　丈晴 なかじまたけはる 2-2.  大会レポート2015 157 夏の号 リアルバルーンで体験授業 増本　嘉浩 ますもとよしひろ 2-3.  イベント2015 157 夏の号 機体登録制度および機体チェック制度改定 安全委員会 あんぜんいいんかい 4-5.　安全委員会2015 157 夏の号 Information 事務局 じむきょく 4-7.　連盟案内日本気球連盟 46/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2015 157 夏の号 編集後記 編集局 へんしゅう 4-a.  編集局2015 157 夏の号 第19回航空スポーツ連絡会議事メモ 日本航空協会 にほんこうくう 4-f.  NAC2015 157 夏の号 日本気球連盟2015年度第2回理事会議事録 安全飛行、安全な競技運営に向けての提言 事故調査委員会 じこちょう 5-2.  安全　保険2015 158 秋の号 バーナーの音も高らかに 日本気球連盟渡 新規パイロットコラム　5 神藤 藤川 真茅 山下 後藤 下岡 橋本 かみふじ 1-1.  バルーニスト紹介2015 158 秋の号 Vメール！　優勝者による勝因分析 Mail from winners 川副　薫／藤掛 安志 かわぞえかおる 1-3.  気球エッセー2015 158 秋の号 選挙、しましょ！ 巻頭言 副島　弘壮 そえじまひろもり 1-3.  気球エッセー2015 158 秋の号 鈴鹿 われらが空、われらが風、われらがｴﾘｱ　22 山岸　巧 たまぎしたくみ 2-1.  フライトエリア2015 158 秋の号 世界選手権成功にむけて熱い！"熱気球世界選手権” 2016  The Way to the WorldChampiosnip 香月　恭彦 かつききょうひこ 2-2.  大会レポート2015 158 秋の号 アメリカでパイロットライセンス取得しました！ 特別記事 藤田　雄大 ふじたゆうだい 3-4.  航空法2015 158 秋の号 日本気球連盟2015年 第3回 理事会議事録 4-2.　理事会2015 158 秋の号 Information 4-3.  事務局2015 158 秋の号 理事選挙のお知らせ 4-6.　選挙管理委員会2015 158 秋の号 編集後記 編集局 へんしゅう 4-a.  編集局2015 158 秋の号 熱気球ファンクラブサイト　2 企画広報局 きかくこうほうきょく 4-e.  広報2015 159 冬の号 バーナーの音も高らかに 日本気球連盟渡 新規パイロットコラム　6 中村真一 SamuelArmstrong なかむらしん 1-1.  バルーニスト紹介2015 159 冬の号 BOXな日々　～京大飛翔会の日常～ 学生チーム紹介＊学生のホンネ　7 京都大学 きょうとだい 1-2.  クラブ紹介2015 159 冬の号 アサヒガス・バルーンクラブ FAI Honorary Group Diploma喜びの声 森　祥和 もり 1-2.  クラブ紹介2015 159 冬の号 気きゅうに乗れた！ 特別寄稿　2 宇田川 美緒 うだがわみ 1-3.  気球エッセー2015 159 冬の号 国際大会制覇への道  　ロシア・クングール編 海外レポート 2 江田　むつみ えだむつみ 1-3.  気球エッセー2015 159 冬の号 Vメール！　優勝者による勝因分析 会津塩川バルーンフェスティバル　　　　　　　　　　　　　一関・平 島村幸治　上田サトシ山下太一郎 しまむらこうじ 1-3.  気球エッセー2015 159 冬の号 The Albuquerque Times 海外レポート 1 Natsuho Fukui(夏星) なつほ 1-3.  気球エッセー2015 159 冬の号 久しぶりに気球が見られてうれしかったと声をかけてくれた親子に思う 巻頭言 西澤　明 にしざわあきら 1-3.  気球エッセー2015 159 冬の号 富良野 われらが空、われらが風、われらがｴﾘｱ　23 山本　安彦 やまもとやす 2-1.  フライトエリア2015 159 冬の号 オーストラリアAXAXAXAXナショナルチャンピオン 特別寄稿　1 市吉　三郎 いちよしさぶ 2-2.  大会レポート2015 159 冬の号 2015 REPORT ココロツナグ　復興支援プロジェクト 北村 祥恵 きたむら 2-3.  イベント2015 159 冬の号 日本気球連盟2015年第4回理事会議事録 4-2.　理事会2015 159 冬の号 Information 4-3.  事務局2015 159 冬の号 2016年理事選挙結果のお知らせ 谷岡　雄一 たにおかゆういち 4-6.　選挙管理委員会2015 159 冬の号 編集後記 編集局 へんしゅう 4-a.  編集局2015 159 冬の号 熱気球ファンクラブサイト　３ 企画広報局 きかくこうほうきょく 4-e.  広報2015 159 冬の号 一関 SIDE STORY 大槻三賢人 フラトエリアなるほど物語 太田　耕治 おおたこうじ 7-1　気球の歴史2016 160 春の号 バーナーの音も高らかに 日本気球連盟渡 新規パイロットコラム　７ 河田慎平　光岡洋輔　内田 肇　鈴木 かわだしんぺい 1-1.  バルーニスト紹介2016 160 春の号 追悼　関 克身さん 上士幌の巨星逝く 追悼文 小田切　光 おだぎりひかる 1-1.  バルーニスト紹介2016 160 春の号 すすめ！バルーンファイターズ！ 学生チーム紹介＊学生のホンネ　８ 岩手大学 いわてだいがく 1-2.  クラブ紹介2016 160 春の号 宇宙と大地のあいだには気球がある WAGドバイ参加レポート 藤田　雄大 ふじたゆうだい 2-2.  大会レポート日本気球連盟 47/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2016 160 春の号 中東の風に魅せられた１０日間 WAGドバイ参加レポート 須江　哲洋　宮田浩樹　江田むつみ すえてつひろ 2-2.  大会レポート2016 160 春の号 特別記稿　チヨット待て、おいらを忘れておいででないよ WAGドバイ参加レポート 藤田　昌彦 ふじたまさひこ 2-2.  大会レポート2016 160 春の号 目指せ！世界一の機材班 2015佐賀大会機材班 飯盛　一保 いさかりかずやす 2-2.  大会レポート2016 160 春の号 Vメール！　優勝者による勝因分析 たゆまぬ努力！ 児玉　義実 こだまよしみ 2-2.  大会レポート2016 160 春の号 ﾊﾞﾙｰﾝ三昧！ボクの冬休み 渡良瀬～播磨～金沢～都城ﾊﾞﾙｰﾝ三昧 田口　善也 たぐちぜんや 2-8.  フライトレポート2016 160 春の号 茂木よ、あのフライトをもう一度 なぜ、いまふたたび茂木なのか 高島　工 たかしまたくみ 2-8.  フライトレポート2016 160 春の号 特集　世界最高の空の祭典　ワールドエアゲームス　in　ドバイ 2-8.  フライトレポート2016 160 春の号 日本気球連盟2016年第１回理事会議事録 4-2.　理事会2016 160 春の号 ２０１６年日本気球連盟総会のお知らせ 4-3.  事務局2016 160 春の号 熱気球操縦技能証明認定制度　　　2016年1月24日　改正 4-3.  事務局2016 160 春の号 熱気球係留安全規定　　2016年1月24日　改正 4-3.  事務局2016 160 春の号 表彰に関する細則　　2015年12月31日　改正 4-3.  事務局2016 160 春の号 連盟各種申請についてついて　　　2016年02月現在 4-3.  事務局2016 160 春の号 ２０１６年日本気球連盟総会資料 4-3.  事務局2016 160 春の号 重大事故発生時の連絡体系図 4-3.  事務局2016 160 春の号 安全委員会議事録 熱気球操縦技能証明認定制度、熱気球係留安全規定 4-5.　安全委員会2016 160 春の号 ２０１６年に寄せて　世界選手権、決算、証明書関係 巻頭言 小笹　純嗣 おざさじゅんじ 4-7.　連盟案内2016 160 春の号 編集後記 編集局 へんしゅう 4-a.  編集局2016 160 春の号 WAG　とは WAGの状況 市吉　三郎 いちよしさぶ 4-b.  FAI /CIA2016 160 春の号 熱気球ファンクラブサイト 企画広報局 きかくこうほうきょく 4-e.  広報2016 161 夏の号 明日へテイクオフ 日本気球連盟　新規パイロットコラム　１２ 風野翔太 大橋昌立 小林竜一 大久 かざのしょうた 1-1.  バルーニスト紹介2016 161 夏の号 明日へテイクオフ！プラス 日本気球連盟　新規パイロットコラム 今井健二 いまいけんじ 1-1.  バルーニスト紹介2016 161 夏の号 佐大の”ナゾ”に迫る！！ 学生チーム紹介　学生のホンネ　９ 佐賀大学 さがだいがく 1-2.  クラブ紹介2016 161 夏の号 次回　学生選手権in 加西をレポート 次回予告 山下　太一朗 やましたたいちろう 1-2.  クラブ紹介2016 161 夏の号 ＧＷはぜひ、秋田スカイフェスタへ 感謝状のお礼とおさそい 佐々木　賢祐 ささきけんゆう 1-3.  気球エッセー2016 161 夏の号 シャトーデーに参加して フライトレポート一ト② 中津川武秀　石岡正雄　石岡ひとみ なかつがわ 2-2.  大会レポート2016 161 夏の号 佐賀大会の”声”はオレに、まかせろ！ 陽気なアーバン・カウボーイ ライオ？Ｅ・ランドリー ライオ 2-2.  大会レポート2016 161 夏の号 怒濤のマダガスカルフライト フライトレポート一ト① 藤田家の人々 ふじた 2-8.  フライトレポート2016 161 夏の号 ２０１６第２回日本気球連盟理事会議事録 日本気球連盟のページ 4-2.　理事会2016 161 夏の号 重大事故発生時の緊急ダイヤル番号新設にあたり／編集後記 日本気球連盟のページ 4-2.　理事会2016 161 夏の号 ２０１６日本気球連盟総会議事録 日本気球連盟のページ 4-3.  事務局2016 161 夏の号 連盟各種申請についてついて 日本気球連盟のページ 4-3.  事務局2016 161 夏の号 これが解ければ、一流バルーンニスト 特別企画　□いアタマが　○くなる？ 編集局 へんしゅう 4-a.  編集局2016 161 夏の号 神田さん、FAI/CAI最高位のバッジを取得 巻頭言 市吉　三郎 いちよしさぶ 4-b.  FAI /CIA2016 161 夏の号 求む！機材！　By 機材班 世界選手権　機材貸出し協力要請 佐賀世界選手権実行委員会 さがねつききゅうせんしゅけんじっ 4-e.  広報日本気球連盟 48/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2016 161 夏の号 熱気球ファンクラブサイト 企画広報局 きかくこうほうきょく 4-e.  広報2016 162 秋の号 明日へテイクオフ 日本気球連盟　新規パイロットコラム　１２ 定行賢三 片山知哉 井上崇 八頭司 さだゆきけんぞう 1-1.  バルーニスト紹介2016 162 秋の号 　なぜ、熱気球大会が日本で成功しているか 巻頭言 西澤　明 にしざわあきら 1-3.  気球エッセー2016 162 秋の号 ２０１６年日本チャンピョンへの道 熱気球日本選手権大会記念特別寄稿 片平　史郎 かたひらしろう 1-3.  気球エッセー2016 162 秋の号 Ｖメール！③佐久には「あるある」がある！ 勝利者による勝因分析 松本　直之 まつもとなおゆき 2-2.  大会レポート2016 162 秋の号 我が人生に、気球に、そして素晴らしい仲間たちに乾杯！ 夏の上士幌バルーンフェスティバル 大岩　正和 おおいわまさかず 2-2.  大会レポート2016 162 秋の号 ヤマシタのちょっぴり東欧見聞録 ジュニア世界選手権レポート（前半） 山下　太一朗 やましたたいちろう 2-2.  大会レポート2016 162 秋の号 みんなで集まれ！学生双六選手権 学生チーム紹介＊学生のホンネ10特別編 2-2.  大会レポート2016 162 秋の号 気球の飛ぶまち、かさいより 山下太一郎の第22回学生選手権日記 山下　太一朗 やましたたいちろう 2-2.  大会レポート2016 162 秋の号 日本気球連盟理事選挙のお知らせ 日本気球連盟のページ 4-2.　理事会2016 162 秋の号 ２０１６第３回日本気球連盟理事会議事録 日本気球連盟のページ 4-2.　理事会2016 162 秋の号 連盟各種申請についてついて 日本気球連盟のページ 4-3.  事務局2016 162 秋の号 重大事故発生時の連絡体制図 日本気球連盟のページ 4-3.  事務局2016 162 秋の号 特別企画　□いアタマが　○くなる　のこたえ 日本気球連盟のページ 編集局 へんしゅう 4-a.  編集局2016 162 秋の号 迷いひとのお問い合わせ　編集後記 日本気球連盟のページ 編集局 へんしゅう 4-a.  編集局2016 162 秋の号 学生総会議事録 林　克則 はやしかつのり 4-e.  広報2016 162 秋の号 熱気球ファンクラブサイト 企画広報局 きかくこうほうきょく 4-e.  広報2016 162 秋の号 第５回ココロツナグ 東日本大震災復興支援プロジェクト 東北熱気球連絡会 とうほくねつききゅうれんらくか 4-e.  広報2016 163 冬の号 明日へテイクオフ 日本気球連盟　新規パイロットコラム　１０ 齋藤栄、坂本楓夏 さいとう、さかもと 1-1.  バルーニスト紹介2016 163 冬の号 学生チーム紹介＊学生のホンネ　No.10 広大生バルーンニストの朝 広島大学BC ひろしまだいがく 1-2.  クラブ紹介2016 163 冬の号 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ・ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ･ﾚﾎﾟｰﾄ・ｼｰﾄ 夏星の絵日記 福井　夏帆 ふくいなつほ 1-3.  気球エッセー2016 163 冬の号 気球とわたし 安全てなんだろう？ 嶋本　伸雄 しまもともぶお 1-3.  気球エッセー2016 163 冬の号 藤田雄大のアメリカ遠征記 藤田　雄大 ふじたゆうだい 1-3.  気球エッセー2016 163 冬の号 佐賀熱気球選手権2016 ０ｃｍの攻防 佐賀熱気球選手権2016 ﾚｯとんﾄ･ﾊｰｼﾙ 藤田雄大 上田諭 赤 ﾚｯﾄ、ふじた、うえだ、あかま、さと 2-2.  大会レポート2016 163 冬の号 Ｖメール！④ 勝利者による勝因分析 水上　孝雄、ﾏｼｭ・ｽｹｲﾌ みずかみたかお､ﾏｼｭ・ｽｹｲﾌ 2-2.  大会レポート2016 163 冬の号 ヤマシタのちょっぴり東欧見聞録 ジュニア世界選手権レポート（後半） 山下　太一朗 やましたたいちろう 2-2.  大会レポート2016 163 冬の号 2016年第3回日本気球連盟理事会議事録 日本気球連盟のページ 4-2.　理事会2016 163 冬の号 熱気球ﾊﾟｲﾛｯﾄの為の健康管理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの策定にあたって 日本気球連盟のページ 4-2.　理事会2016 163 冬の号 熱気球ﾊﾟｲﾛｯﾄの為の健康管理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの（案） 日本気球連盟のページ 4-2.　理事会2016 163 冬の号 安全委員会議事録 日本気球連盟のページ 4-2.　理事会2016 163 冬の号 連盟各種申請について　2016年02月現在 日本気球連盟のページ 4-2.　理事会2016 163 冬の号 ２０１７年理事選挙結果のお知らせ 日本気球連盟のページ 谷岡　雄一 たにおかゆういち 4-6.　選挙管理委員会2016 163 冬の号 編集後記 日本気球連盟のページ 編集局 へんしゅう 4-a.  編集局2016 163 冬の号 Balloon Times ｸﾞﾗﾌﾞｽﾄﾛｰﾑ氏、FAI会長の任期終了 遠藤　桂 えんどうかつら 4-d.  気球ニュース2016 163 冬の号 Balloon Times 佐賀大熱気球部｢FAIｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ｵﾌﾞ･ｵﾅｰ｣受賞 梶原 かじわら 4-d.  気球ニュース日本気球連盟 49/56 作成日　2020/3/24
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風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2018 170 秋の号 周回遅れでスタートした日本 第23回FAI熱気球世界選手権進化し続ける世界 上田　諭、山根圭太、辻将隆 うえださとし 2-2.  大会レポート2018 170 秋の号 上昇速８m/s以上で周囲に気球がいなくてもペナルティ。 第23回FAI熱気球世界選手権進化し続ける世界 片平　史郎、野上通成、野上隆二、 かたひらしろう 2-2.  大会レポート2018 170 秋の号 スペシャルクルー大活躍の巻！！ 第23回FAI熱気球世界選手権進化し続ける世界 嘱　康剛 さっかやすたか 2-2.  大会レポート2018 170 秋の号 ３Dタスクを日本でもがんがんと 第23回FAI熱気球世界選手権進化し続ける世界 風野　祥太 かぜのしょうた 2-2.  大会レポート2018 170 秋の号 ギアチェンジが必要な時 第23回FAI熱気球世界選手権進化し続ける世界 沼田　実 ぬまたみのる 2-2.  大会レポート2018 170 秋の号 出会うということ。つなくということ。 ロシア、クングールスカイフェスタ紀行2018 遠藤　桂、梶山紋哉 えんどうかつら 2-2.  大会レポート2018 170 秋の号 いつかはわたしも・・・・・！？ 第3回熱気球女性世界選手権レポート 成瀬　夏織 なるせ 2-2.  大会レポート2018 170 秋の号 町のあたたかさに触れ、自分たちの恵まれた環境を実感 第45回北海道バルーンフェスティバル参加レポート 岩原　あゆ美 いわはらあゆみ 2-2.  大会レポート2018 170 秋の号 パイロットデビューウィン果たしました！！ 佐賀市長杯・若葉杯レポート 滝村　航平 たきむらこうへい 2-2.  大会レポート2018 170 秋の号 一般社団法人日本気球連盟理事候補者選挙のお知らせ 第2回理事会議事録 4-3.  事務局2018 170 秋の号 熱気球ファンクラブ 4-d.  気球ニュース2018 170 秋の号 Ultra Magic Youth Camp編私にできることなど、何も無い 世界気球珍探訪① えだ  むつみ えだむつみ 4-d.  気球ニュース2018 170 秋の号 日本の気球界にマコがいてよかった 惜別 太田　耕治 おおたこうじ 4-d.  気球ニュース2018 170 秋の号 生まれて初めてのもらい風呂【猛暑渇水編】 仰げば飯豊山② 佐藤　正典 さとうまさのり 4-d.  気球ニュース2018 170 秋の号 ちかごろのバーナー事情 にしやまいさおの　私語の世界② にしやまいさお にしやまいさお 4-d.  気球ニュース2018 170 秋の号 明日からその気球では飛べなくなるかも！？ 安全委員会Tips⑥ 安全委員会 あんぜんいいんかい 5-2.  安全　保険2018 171 冬の号 明日へテイクオフ⑯ 角江大輔、鈴木秀康 すみえ 1-1.  バルーニスト紹介2018 171 冬の号 会津塩川バルーンフェスティバル2018妻子ファーストの賜物 Voice of Winner 櫻田　亮介 さくらだりょうすけ 2-2.  大会レポート2018 171 冬の号 ありがとう 一関・平泉バルンフェスティバル2018 須江　哲洋 すえてつひろ 2-2.  大会レポート2018 171 冬の号 日本選手権奪還！ 2018佐賀インターナショナルバルーンフェスタ 藤田　雄大 ふじたゆうだい 2-2.  大会レポート2018 171 冬の号 受難のジュニアそれでも俺たち闘った！ 4th FAI Junior World Hot AirBalloon Championship 山下太一朗＋松永望、河田慎平、富 やましたたいちろう 2-2.  大会レポート2018 171 冬の号 ゴードンベネットレース2018【前編】今年も続く135歳ペアのチャレンジレース。陽よのぼれ！はやく！ 世界気球珍探訪Vol.② 江田　むつみ えだむつみ 2-7  ガス気球2018 171 冬の号 2018年　第3回理事会議事録 4-2.　理事会2018 171 冬の号 お肉グルメフェアと気球大会のマリアージュ【未来は30回だ！編】 仰げば飯豊山③ 佐藤　正典 さとうまさのり 4-d.  気球ニュース2018 171 冬の号 2018年ココロツナグ熱気球復興支援係留ー宮城県名取市 熱気球ファンクラブ 熱気球ファンクラブ 4-d.  気球ニュース2018 171 冬の号 パイロットがほしい情報を察知しよう にしやまいさおの　私語の世界③ にしやまいさお にしやまいさお 4-d.  気球ニュース2018 171 冬の号 明日からその気球では飛べなくなるかも！？後編 安全委員会Tips⑦ 萬智早、宇佐美圭二 あんぜんいいんかい 5-2.  安全　保険2018 171 冬の号 「気球登録制度」改定「対空証明制度」新設 安全委員会 安全委員会 あんぜんいいんかい 5-2.  安全　保険2018 171 冬の号 機体チェック解説書 安全委員会 安全委員会 あんぜんいいんかい 5-2.  安全　保険2019 172 春の号 明日へテイクオフ⑲ 菅原宗玄、佐々木隆志、石月綾音、 すがわら 1-1.  バルーニスト紹介2019 172 春の号 日本に夢中From0％ to 100% addiction to Japan in 227 days 特別寄稿◎FUSEN Messagefrom Abroad クリスティン・ミシェル クリスティン・ミシェル 1-3.  気球エッセー2019 172 春の号 モーツァルトは気球を見た 仰げば飯豊山④ 佐藤　正典 さとうまさのり 1-3.  気球エッセー2019 172 春の号 想い出バルーンだから気球を続けてる 新連載 高橋　英生 たかはしえいせい 1-3.  気球エッセー2019 172 春の号 コパイは小パイ？ にしやまいさおの　私語の世界③ にしやまいさお にしやまいさお 1-3.  気球エッセー2019 172 春の号 緑とやきものの街、有田フライトの28年 故郷を飛ぶ 梶山　紋哉 かじやまもんや 2-1.  フライトエリア日本気球連盟 53/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2019 172 春の号 2018ALBUQUERQUE INTERNATIONAL BALLOON FIESTAモーニンググローではじまり、花火で締めくくる日々 コラム2018「摩周湖越え」withフランスチーム 菅井　将章 すがいまさあき 2-2.  大会レポート2019 172 春の号 鈴鹿バルーンフェスティバル2018フライトプラン検証 Voice of Winner 佐藤　正典 さとうまさのり 2-2.  大会レポート2019 172 春の号 奇跡も、魔法も、あるんだなぁ 渡良瀬カップ12月の風 本荘剛志 ほんじょうごうし 2-2.  大会レポート2019 172 春の号 絶景！新春の霧島越え クロスカントリー 日吉　健二 ひよしけんじ 2-4.  山岳フライト2019 172 春の号 ゴードンベネットレース2018【後編】ついに迎えた朝、2人は無事に降りたかな 世界気球珍探訪Vol.② 江田　むつみ えだむつみ 2-7.  ガス気球2019 172 春の号 はやばやと、降りちゃいました。 世界気球珍探訪Vol.② 橋本　耕明 はしもとこうめい 2-7.  ガス気球2019 172 春の号 一般社団法人日本気球連盟2019年第1回理事会議事録 4-2.　理事会2019 172 春の号 Let's Inspect your Balloon!～インスペクターセミナー＠佐賀 安全委員会Tips⑧ 安全委員会 あんぜんいいんかい 4-5.　安全委員会2019 172 春の号 FAIエア・スポーツ・メダルを頂きました 山本　亮介 やまもとりょうすけ 4-d.  気球ニュース2019 173 夏の号 明日へテイクオフ！⑳ New Born Pilots 原萌々香、瀬戸千尋、太田純子、小 せとちひろ 1-1  バルーニスト紹介2019 173 夏の号 未来にエール！ 誕生なるか沖縄初のバルーンクラブ/気球大好き少年が気球 1-3.  気球エッセー2019 173 夏の号 あこがれの空へ 夢に実現　2019茂木飛行会 田口　善也 たぐちぜんや 2-1.  フライトエリア2019 173 夏の号 仰げば飯豊山⑤ オヤジの再挑戦 佐藤　正典 さとうまさのり 2-1.  フライトエリア2019 173 夏の号 世界浪漫飛行 サウジアラビアで初めて気球が飛んだ 藤田　雄大 ふじたゆうだい 2-2.  大会レポート2019 173 夏の号 高度ゼロでのセーリングフライト！ タイ・チェンライ大会 菅井　さつき すがいさつき 2-2.  大会レポート2019 173 夏の号 MISSION IMPOSSIBLE 不可能が連鎖したタイ・チェンライ大会 澤本　一明 さわもとかずあき 2-2.  大会レポート2019 173 夏の号 はっぴーちゃんんの 行ったっきり東南アジアツアー 遠藤　美奈子 えんどうみなこ 2-2.  大会レポート2019 173 夏の号 クロスカントリー 山河あり。みよしバルーンミーティング2019 金榮　秀平 かねさかえひでひら 2-2.  大会レポート2019 173 夏の号 故郷を飛ぶ たっぷり食べて飲んで、語って和寒越冬キャベツバルーンミー 村山　晴樹 むらやまはるき 2-2.  大会レポート2019 173 夏の号 学生選手権2019in都城 「令和」の空は私たちにまかせてください 田中万緒、梶原快晴、東健之輔、橋 はぎわらかいせい 2-2.  大会レポート2019 173 夏の号 想い出バルーン　～だから気球を続けてる～ 1991年世界選手権カナダ大会 小松　亮 こまつりょう 2-2.  大会レポート2019 173 夏の号 ガス気球を飛ぼう 日本のガス気球の現状 市吉　三郎 いちよしさぶろう 2-7.  ガス気球2019 173 夏の号 気球連盟はどこへ行く 連盟を法人化する意味は？ 市吉 三郎 いちよしさぶろう 4-1  総会2019 173 夏の号 2019年総会議事録 4-1  総会2019 173 夏の号 総会出席者名簿 4-1  総会2019 173 夏の号 第25回学生総会　議事録 第25回学生総会　議事録 4-1.　総会2019 173 夏の号 臨時理事会議事録 4-2  理事会2019 173 夏の号 第2回理事会議事録 4-2  理事会2019 173 夏の号 安全委員会議事録 4-3  安全委員会2019 174 秋の号 明日へテイクオフ！⑳ New Born Pilots 1-1  バルーニスト紹介2019 174 秋の号 再稼働！アルファBC 塚田  康雅 つかだやすまさ 1-2  クラブ紹介2019 174 秋の号 喜多方発21世紀シアターとあの時のこと 仰げば飯豊山⑤ 佐藤　正典 さとうまさのり 1-3  気球エッセイ2019 174 秋の号 2020年は渡良瀬BRに決定 熱気球日本選手権の選考 飯盛　康雅 いさかりかずやすまさ 2-2  大会レポート2019 174 秋の号 旅猿たちの夏 クングールスカイフェア 吉田　裕一 よしだゆいち 2-2  大会レポート2019 174 秋の号 AX4の高度日本記録ができましたよ 記録飛行 倉重  安見 くらしげやすみ 2-5  記録飛行日本気球連盟 54/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2019 174 秋の号 記録飛行 記録飛行 市吉  三郎 いちよしさぶろう 2-5  記録飛行2019 174 秋の号 優勝にはびっくりしたけれど嬉しいです！ 若葉胚優勝レポート 東野　重弘 ひがしのしげひろ 2-8  フライトレポート2019 174 秋の号 2018佐賀大会でのエアリバの戦い方 上田　諭 うえださとし 3-2  フライト技術2019 174 秋の号 一般社団法人日本気球理事候補者公募のお知らせ 4-2  理事会2019 174 秋の号 2019年第3回理事会議事録 4-2  理事会2019 174 秋の号 プライバシーポリシーの説明と名簿作成の案内 4-2  理事会2019 174 秋の号 安全委員会議事録 4-3  安全委員会2019 174 秋の号 2019年日本気球連盟予算 4-8  会計報告2019 174 秋の号 編集後記 4-a.  編集局2019 174 秋の号 古典ステンドフラスをきわめたい！ 青木　嘉織 あおきかおり 7-2  気球グッズ2019 175 冬の号 SOLABASE 気球好きのｌためのオープンスペース 今村　辰之助 いまむらしんのすけ 1-2  クラブ紹介2019 175 冬の号 あっという間の楽しい40年 水町　博史 みずまちひろし 1-3  気球エッセイ2019 175 冬の号 50年目のイカロス 大田　耕治 おおたこうじ 1-3  気球エッセイ2019 175 冬の号 ウサギになろうとする亀、あるいは僕たち未来の話 山下　太一郎 やましたたいちろう 1-3  気球エッセイ2019 175 冬の号 あれから30年。いろんなことがあったけどいろんな人に支えられ総合優勝 篠田　博行 しのだひろゆき 1-3  気球エッセイ2019 175 冬の号 全国から参加されたチームの皆さんのアクティブな姿と笑顔が励みに 阿部　晋太郎 あべしんたろう 1-3  気球エッセイ2019 175 冬の号 児玉さんのパンツの色は・・・ 小山』BF優勝直撃インタビュー 佐藤　将史 さとうまさし 1-3  気球エッセイ2019 175 冬の号 小千谷市クラウドファンディング、FAI 未来へのエール 未来にエール 1-3  気球エッセイ2019 175 冬の号 岸さん、長年にわたる係留お疲れ様でした 高橋　英生 たかはしえいせい 1-3  気球エッセイ2019 175 冬の号 「K氏とA氏の気球物語」 エピソードⅡの1 思い出バルーン　だから気球を続けてる 筆者不詳 1-3  気球エッセイ2019 175 冬の号 オヤジの再挑戦　佐賀編 仰げば飯豊山 ⑦ 佐藤　正典 さとうまさのり 1-3  気球エッセイ2019 175 冬の号 少しでも多くの人が災害を考えるきっかけに いま気球にできること 東　健之輔 ひがしけんのすけ 1-3  気球エッセイ2019 175 冬の号 御礼！佐賀豪雨支援チャリティー係留 福田　康弘 ふくだやすひろ 1-3  気球エッセイ2019 175 冬の号 飛んだこのの無い場所、見たことのない景色！ 2019山形フライト企画 萬 智早 よろずちさ 2-1  フライトエリア2019 175 冬の号 それぞれの40年、それぞれの5日間 2019佐賀フィエスタ40回記念 2-2  大会レポート2019 175 冬の号 これからもずっとフェスタ部門に参加して SIBFOチームLMN 2-2  大会レポー2019 175 冬の号 フェスタ部門に参加して 立原　耕史 たちはら 2-8  フライトレポート2019 175 冬の号 「バレー部？」　「違いますバフーン部です！」 バルーンン部訪問 北陵高校（佐賀） ほくこうこうこう 4-2  理事会2019 175 冬の号 一般社団法人日本気球連盟理事候補者選挙結果のお知らせ 4-2  理事会2019 175 冬の号 一般社団法人日本気球連盟2019年第4回理事会議事録 4-2  理事会2019 175 冬の号 プライバシーポリシーの説明と名簿作成の案内 4-2  理事会2019 175 冬の号 編集後記 4-a.  編集局2020 176 春の号 明日へテイクオフ！22 New Born Pilots 1-1  バルーニスト紹介2020 176 春の号 佐藤真一さんにFAIエアスポーツメダル授与 1-1  バルーニスト紹介2020 176 春の号 やったぜ、にれんぱ！　ありがとう渡良瀬 12月の風 Bluewind  BT 1-3  気球エッセイ日本気球連盟 55/56 作成日　2020/3/24



風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176風船 INDEX 発行順-176 市吉　三郎　：　Aeronaut Inc.,年 号数 季節 タイトル 内容 著者名 ふりがな 分類記号2020 176 春の号 思い出バルーン だから気球を続けてる④ 1-3  気球エッセイ2020 176 春の号 若き頃の2つのフライト 小田切　光 おだぎりひかる 1-3  気球エッセイ2020 176 春の号 気球仲間と30年 仰げば飯豊山 ⑧ 佐藤　正典 さとうまさのり 1-3  気球エッセイ2020 176 春の号 2029～2020 New Year's FLIGHT!! フライトレポート 2-1  フライトエリア2020 176 春の号 茂木で熱気球イベント、開催！ もてぎX'masバルーンDAY 木田　博之 きだひろゆき 2-1.  フライトエリア2020 176 春の号 ダイナミック！アジス 山口県阿知須 福原　英雄 ふくはらひでお 2-1.  フライトエリア2020 176 春の号 はっぴ～は～つのかぼちゃ旅 第35回日向かぼちゃカップ はっぴ～は～つBC はっぴ～は～つ 2-1.  フライトエリア2020 176 春の号 サウ爺の旅 古代遺跡を飛ぶ 今村　辰之助 いまむらしんのすけ 2-1.  フライトエリア2020 176 春の号 自作自演のオレオレ大会！？ 第79回佐大杯 片平　史郎 かたひらしろう 2-2   大会レポート2020 176 春の号 一般社団法人日本気球連盟　会員総会資料 4-1  総会2020 176 春の号 一般社団法人日本気球連盟2020年第1回理事会議事録 4-2  理事会2020 176 春の号 第2回リスクマネジメント委員会議事録 4-2  理事会2020 176 春の号 安全委員会議事録 4-3  安全委員会2020 176 春の号 編集後記/各種申請など 4-a.  編集局2020 176 春の号 イントゥ・ザ・スカイ　気球で未来を変えたふたり 映画「イントゥ・ザ・スカイ」公開記念 竹澤　廣介 たけざわひろすけ 7-1  気球の歴史2020 176 春の号 航空の歴史と航空医学の発展 立花正一、藤田真敬 たちばなしょういち、ふじた 7-1  気球の歴史
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