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表 紙 の 写 真
秋田スカイフェスタ
毎年、5 月 3 日から 5 日まで、秋田県横手市を会場に開催される秋田スカイフェスタ。全国各地から熱気球愛好者が集い、
横手盆地の空の散歩を楽しんでいます。今年は約 30 機ほどの熱気球が参加しました。
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