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ブルーインパルスが
熊本の空に！

熊本地震からの復興を願って

ブルーインパルスとは？

【協賛社一覧】アネシス、宇佐美工業、ＫＲエンジニアリング、ＫＩＳ、
西部ガス 熊本支社、セルモグループ、総合プラント、大成建設ハウジング、
高橋酒造、鶴屋百貨店、デアゴスティーニ・ジャパン、東京エレクトロン九州、
東宝ホーム、永野商店、肥後銀行、火の国ステーキ 光の森店、ヒューマン、
フジプルーフ工専、明和不動産、レイメイ藤井（五十音順）

一日も早く「安全・安心」で
「元気・活力」に満ちた生活へ

熊本地震から1年がたち、ようやく復興への歩みが
始まった熊本。「笑顔と活力、そして応援の気持ち
を届けたい」と、ブルーインパルスがやってきます！
熊本城上空で繰り広げられるダイナミックな飛行
を、ぜひご覧ください！

熊本市長　大西一史

 熊本地震から1年。地震の発生から
今日まで多くの皆様からのご支援を
賜り、復興の歩みを進めていくことが
できておりますことに深く感謝申し上
げます。今後とも、被災された皆様が
一日も早く「安全・安心」で「元気・活
力」に満ちた生活を取り戻し、そして
多くの方々に復興を実感していただ
けるように、市民の皆様とともに全力
で取り組んでまいりますので、なお一
層のご理解ご協力を賜りますようお
願い申し上げます。

ブルーインパルス展示飛行

　航空自衛隊を広く知ってもらうため、航空祭や国民的
な大きな行事などで、華麗なアクロバット飛行を披露す
る専門のチーム。正式名称は、宮城県松島基地の第４航
空団に所属する「第11飛行隊」。青と白にカラーリングさ
れた6機が、大空で展開する一糸乱れぬ編隊飛行――
次から次へ繰り広げられる驚異のパフォーマンスは驚
きと感動の連続！

4/23（日）
飛行時間／11:00頃～
　　　　　　（20分程度）
会場／熊本城二の丸広場

主催：熊本市・お城まつり運営委員会　
共催：テレビ熊本／TKUヒューマン／熊本リビング新聞社
協力：航空自衛隊、陸上自衛隊第８師団、
      自衛隊熊本地方協力本部、熊本県

３番機に搭乗する上原さんは、熊本
県・合志市出身。高校時代に見たブ
ルーインパルスに憧れ、その夢を叶
えた。わずか３年の任期の中で起き
た熊本地震、そして復興支援のた
めの故郷での飛行・・・。「熊本の皆さ
んに元気を届けたい！」という特別
な想いを胸に今、熊本の空を飛ぶ。

故郷・熊本の皆さんに
元気を届けたい！

会場MAP

●上映場所／特設ステージ（MAP参照）
●時間／12：15～14：05　（110分）
●観覧無料

ＬＥＤ大型スクリーンで
映画『トップガン』を
見よう！

●会場／北熊本駐屯地
  （熊本市北区八景水谷）

陸上自衛隊第８師団／
北熊本駐屯地記念行事

同日開催

●イベント内容
 ・観閲行進
 ・熊本地震復旧パネル／ビデオ展
 ・パラシュート展示降下
 ・戦車体験試乗
 ・グッズ販売
 ・八特太鼓／ひごまる　ほか

●時間／
   8:00～15:30

上原 広士 1尉

パイロット
トークショー＆サイン会
パイロット
トークショー＆サイン会

松島基地での訓練の裏側、ブ
ルーインパルスの魅力など、ここ
でしか聞けない話を語ってくれ
ます。サイン会に撮影会もありま
すよ！　

充実のグッズ販売
コーナーもあります！
熊本飛行限定グッズ
など、売り切れる場合
もあるので、急いで
ゲットして

ブルーインパルス グッズショップブルーインパルス グッズショップ
熊本飛行限定

商品は見逃せ
ない！

●場所／特設ステージほか

元廣 哲 ３佐越後 英 3佐

ブルーインパルスグッズがもらえる！

ソフトグライダー
飛ばしコンテスト
ソフトグライダー
飛ばしコンテスト
●場所／特設ステージ
●時間／14:00～（予定）
●参加方法／当日受付　●無料

●時間／展示飛行終了後
　　　　随時実施予定

4/23
9:00～16:00
会場／熊本城
二の丸広場

日

・熊本城おもてなし武将隊演武
・ブルーインパルスとっておき映像上映
・開会宣言パフォーマンス　ほか

●場所／特設ステージ
●時間／10:00～（予定）

ブルーインパルスデザイン

ミニ畳作り＆プレゼント
ブルーインパルスデザイン

ミニ畳作り＆プレゼント
●場所／東北震災ブース
●時間／9:00～16:00
●無料 花瓶や小物の飾り台に！ブルーインパルスデザ
インの畳縁作り。震災復
興を後押しした宮城・松
島からの贈り物です！

オープニング
セレモニー

加藤神社本部テント

二の丸駐車場

至熊本市民会館
桜の馬場
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二の丸会場では展示飛行の生解説

飛翔祭
～熊本地震から１年、復興そして未来へ～

熊本復興

●スノーアイス
●タピオカドリンク
●たこ焼き　●焼きそば
●唐揚げ　  ●ケバブ
●フランクフルト
●肉巻おにぎり
●牛タン　●イチゴ削り
●丸天うどん　●肉うどん
　　　　　　…などなど！

ご馳走がズラリ!

全10店舗が出店

楽しい
「おもちゃくじ」も
出店するよ！

自衛隊熊本地方協力本部主催

「ブルーインパルス」
写真コンテスト開催

自衛隊熊本地方協力本部主催

「ブルーインパルス」
写真コンテスト開催
上位入賞者には
自衛隊限定グッズをプレゼント。
4月23日（日）～エントリー受付開始！

上位入賞者には
自衛隊限定グッズをプレゼント。
4月23日（日）～エントリー受付開始！
詳細は熊本地方協力本部へ
TEL：096-297-2053
http//www.mod.go.jp/kumamoto/

詳細は熊本地方協力本部へ
TEL：096-297-2053
http//www.mod.go.jp/kumamoto/

熊本地震復旧と軌跡と
ブルーインパルス飛行パネル展
熊本地震復旧と軌跡と
ブルーインパルス飛行パネル展
●場所／
航空自衛隊ブース
●時間／
9:00～16:00

※悪天候、ドクターヘリ飛行時などの
緊急時の際は、展示飛行の時間帯が
変更、又は中止となる場合があります。
●飛行中止が決定した場合、速やかにTKUテレビ熊本のテ
レビスポットにてお知らせ致します。　●前日22日（土）の
午前11時頃～のリハーサルを含め、ブルーインパルスの飛行
に伴い熊本市街地を中心に大きなジェット音がする場合が
あります。　●車の運転中のご鑑賞はおやめ下さい。

熊本市東区戸島西 4 丁目 3205-1 外　●交通 / 立野バス停
約 20ｍ　●総区画数 /15 区画　●今回販売区画数 /7 区画 
●価格 /1199 万円～ 1494 万円　●面積 /200.11 ㎡ 
(60.53 坪 ) ～ 201.49 ㎡ (60.95 坪 ) ●地目 / 宅地　●
用途地域 / 指定なし（集落内開発制度指定区域）　●建ぺい
率・容積率 /40％・80％ 【建築条件付き宅地分譲】※土地
売買契約後 3 カ月以内に当社と住宅建設請負契約をしてい
ただくことを条件として販売。成立しなかった場合、申込
金その他預かり金は無条件で返還します。

大型団地ならではの安心
アネシス初の「防災タウン」に
は、分譲地内に防災設備を設
置。さらに、公園には健康器具を
設置したり、住民同士がつながる
「コミュニティづくり」も進めて
いきます。将来は、60区画以上
の大型団地へと成長予定で、店
舗も誘致予定。安心と便利さが
約束された場所です

非常時には座板を外して、炊き出し用のかまど
として使用できる、防災使用のベンチを設置

下水道に直結したマンホー
ルと、テントや仮設の便座
を用意。いざというときに
トイレとして使用できます

安心の団地内の設備

街全体に防犯カメ
ラを設置。防犯意識
が高い街として犯
罪抑止効果が期待
できます

「防災・防犯タウン」のご見学を
ご希望の方は、スタッフまで！

戸島西に安心を街から創る

防犯カメラ

防災かまどベンチ

マンホールトイレ

４/22（土）・23（日）
戸島西１丁目

平屋モデルハウス見学会

防災防犯

健康

（一部）

テーマは

安心の団地内の設備

「防災・防犯タウン」誕生
人気の平屋
モデルハウスが
見学できます！

※オプションです

地震に自信あり。
だから保証も最大１億円！

地震に強い
免震システムを導入

アネシスの基礎が変わります

一般的な地震保険と比
べてお得。全壊、大半
損、小半損、一部損壊で
も最大１億円保障

NEW
スーパージオ工法

私たちは「熊本復興  飛翔祭～熊本地震から        1年、 復興そして未来へ～」を応援します。


