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北宇都宮駐屯地開設44周年記念行事

　 5 月28日、今年も昨年同様、JA4030マリブで参加させて頂きました。日飛連からは大利根の
JA4223 PA-28-161勝野浩明さんも参加されました。
　当日の朝は、到着時刻が 7：45と指定されていたのでホンダエアポート集合は 6：30。同乗の 4人
でWXチェック、便利になったプランファイル、前日にフライトプランは提出済みでしたので予定通
りの出発と準備をし、さあ出発です。
　15分ほどのフライトですが宇都宮レーダーにコンタクトすると沢山の到着機がアプローチ中でイー
ストサイドに回ってノースからNO 3 でアプローチするよう指示が出ました。フライト時間が短い近
場のフライトでも、トラフィックが多く非常に気をつかうフライトでした。到着すると前日入りの自
家用パイロットの皆様や自衛隊の隊員の方々が出迎えてくれ久しぶりの再会となりました。
　前夜祭（展示協力者親睦会）では赤十字飛行隊・髙橋隊長を囲み大変な大盛り上がりで、文章に出
来ない程の交流会であったと聞き、私達も前日から参加出来ればと後悔です。
　快晴の中、基地祭は始まりました。陸自の色々な機種での祝賀編隊飛行は数えきれないほどの機数
で思わず見とれてしまいます。音楽隊の演奏で和んだ後は、一番盛り上がったブルーホーネットの超
低空の演技にビックリ。こんな飛行が出来るとは、と毎度感心します。回転翼ならではの操縦技術を
見せ付けてくれるこのような機会はなかなかありません。
　駐屯地内には沢山の展示機や出店が立ち並び、来場者も皆笑顔で楽しんでいて、私も来た甲斐があ
ったと勝手に満足しております。各地航空祭でお会いするカメラマンの数人から声を掛けられ「帰り
の離陸は羽フリフリ等、楽しみにしています」との言葉に応えてファンサービス！毎年機体参加調整
をして下さる事務局や地元栃木県航空協会、他関係各位、また自衛隊関係者様にこの場をお借りして
感謝申し上げます。また安全フライトを誓い、どこかで再会できることを楽しみにして私からの参加
報告とさせて頂きます。� JA4030 PA46　佐久間哲也（ホンダエアポート）　
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愛媛支隊
平成29年 4 月29日（土）平成29年度　二宮忠八翁飛行記念大会
　松山空港離陸後、愛媛県八幡浜市で行われる大会開会式において上空を飛行。強い寒気流入
でラフエアーがあり、ローカル無線でドクターヘリの飛行報告もあった事を考慮して、上空旋
回ルートの変更と高度を高めに取り、安全を確保しました。なお、今回のフライトでは相互間
の連絡と情報収集の大切さも再度、実感いたしました。
JA3828�C172　 米山徹朗　吉野浩三　高橋　浩　　　　時間 1＋00
JA3907�F33　　�日野健二　上野雅樹　檜垣直彦　岡功　時間 1＋00
JA3803�FA200　上岡良久　藤田浩二　三好一男　　　　時間 1＋00

群馬支隊
平成29年 5 月17日（水）
平成29年度群馬県赤十字
飛行隊支援奉仕団総会
　日赤群馬県支部会議室
において、飛行隊本部 2
名、支援奉仕団18名、日
赤群馬県支部職員 1名出
席のもと、総会を開催。
平成28年度事業報告並び
に会計報告、平成29年度
事業計画並びに予算はす
べて承認されました。

平成29年 5 月20日（土）平成29年度前橋赤十字病院多数傷病者受入実働訓練
　直下型地震発生により、市内及び周辺で多数の傷病者が発生したとの想定で、前橋赤十字病
院に災害（訓練）現地対策本部が設置され傷病者の受け入れ準備の開始に伴い、日赤群馬県支
部から赤十字飛行隊群馬支隊及び群馬県赤十字飛行隊支援奉仕団に被害状況調査のための出
動要請が出た、という事を想定した訓練。午後 2時30分群馬県中之条ヘリポートを離陸、前橋
市および周辺を飛行・視察しながら日赤業務無線およびデジタルアマチュア無線機を使用して
上空からの映像を前橋赤十字病院内にいる日赤群馬県支部職員並びに群馬県無線赤十字奉仕
団各局へ伝送。赤十字病院との訓練に参加するのは初で、今後の赤十字飛行隊と地上の赤十字
組織とのより一層の連携強化に向けての第一歩となりました。
JA01CG　R44　湯本　正一、吉田　寛・辻　佳英（群馬県赤十字飛行隊支援奉仕団員）

平成29年 5 月28日（日）平成29年度富岡市総合防災訓練
　日赤群馬県支部・群馬県防災航空隊との打ち合わせ後、日赤緊急支援物資を積込み、午前 8
時50分群馬県中之条ヘリポートを離陸。富岡市及び周辺を飛行・視察しながら日赤業務無線に
て訓練会場の赤十字救護班と通信の設定を行い、上空からの視察状況を報告し、デジタルアマ

高橋　淳　赤十字飛行隊隊長より
「常に先を読んで余裕を持つ」

群馬支隊と群馬県赤十字飛行隊支援奉仕団のみなさん
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チュア無線機も使用して上空からの映像を地上各局へ伝送しながら、現地対策本部の富岡市も
みじ平北場外ヘリポートに着陸しました。ここで富岡市職員、地元消防団員と合流し、緊急支
援物資の引渡し訓練を終了しました。
JA01CG　R44　湯本　正一、中澤　敦、吉田　寛（群馬県赤十字飛行隊支援奉仕団員）

長崎支隊
平成29年 5 月21日（水）長崎県長崎市総合防災訓練　長崎市琴海大平町
平成29年 6 月 3 日（土）長崎県総合防災訓練　長崎県五島市　福江港大津埋立地
　日赤無線奉仕団との連携訓練及び非常無線通信、上空からの情報収集訓練。訓練参加にあた
っては調整会議を数回行い各機体の進入時間、高度等を入念に確認。訓練は災害発生のため防
災関係機関に対し要請が入り、電話回線等の通信設備が使用不能になったとの想定。長崎支隊
は日赤長崎県支部からの要請で飛行隊の機体へ、日赤無線奉仕団の団員 2名を同乗させ、上空
から被災地や孤立地域の状況を動画及び静止画を 2台のカメラを使い、本部席大型モニターへ
リアルタイムで鮮明にカラー伝送した。またアマチュア無線で現場状況を報告。市外との情報
伝達訓練として長崎市にある日赤との画像通信も実施。本部統監席のモニターには、機体及び
各局の位置をAPRS により現在地を確認。被災地に出動した局の位置はインターネット上で
も緯度・経度により被災地の場所を確認でき、無線奉仕団によると映像はパソコン上で何方で
も閲覧できたそうです。赤十字飛行隊の出来る事は時代と共に変化し、色々な課題も有ります
が、訓練は無事終了しました。
セスナ172　　JA3837　松本�高明���指宿�浩典　時間 5月21日　 1＋30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  6 月 3 日　 3＋25

高橋隊長安全講話　陸上自衛隊北宇都宮駐屯地　 4 月27日（木）
　当日は陸自立川駐屯地より北宇都宮駐屯地まで空路約35分を官用機UH 1 にて往復移動。
　「戦場体験談」を主とした講話は15年前から年 2回行われており、操縦学生だけでなく司令、
教官も聴講されました。「貴重な戦場におけるパイロット心理を聞くことができて、今後の操
縦教育の参考になった」「向上心をもつことの大切さを改めて感じた。今でもフライトに対し
て満足したことが無いという言葉が印象に残った」「生き残るための操縦技術について聞くこ
とで基本操作の重要性が理解できた」との感想を頂きました。

――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――
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群馬第 1支隊� 文・長　島　定　則　

　群馬支隊は飛行機が主力の第 1 支隊とヘリが主力の第 2 支隊があります。今回は群馬第 1 支
隊を紹介します。
　

「支隊の成立ち」
　昭和39年新潟地震がおきました。当時私は27才の新婚ホヤホヤで、「東雲飛行場」にあった
アルバトロスフライングクラブに自転車で良く通っていました。今の若いパイロットでは無理
と思われるような凸凹の草原（埋め立
て地）でファイナルには 4 階建のビル
がある、そんな飛行場でした。その時
ニュースで“地震で水没した新潟空港
に小型機エアロンカが強行着陸”と報
じられ、自衛隊よりも早く一番乗りで
出動したことを知り、赤十字飛行隊の
雄姿を知ったのです。

・大西飛行場で群馬支隊結成
　昭和49年、東雲で大先輩であった飯野太蔵氏が先頭に立ち、館林の「大西飛行場」で群馬支
隊を立ち上げました。結成式には初代・源田実飛行隊隊長、 2 代隊長の小林理事長、日本赤十
字社社長をはじめ地元の館林市長、国、県、市、町の議員が多数来賓として出席して下さいま
した。式典では坪井一郎氏がソ連製のカモフ（ヘリ）で飛来し、救急車で搬送された怪我人を
輸送するという訓練なども実施しました。その後、支隊としては本番の災害出動はあまりなく、
血液輸送や地元自治体との共同訓練、赤十字飛行隊集合訓練などに積極的に参加して参りました。

・各機の引っ越し
　平成に入り隊員の駐機場であった「大西飛行場」が閉鎖となりました。隊員の各機は「ホン
ダエアポート」「大利根飛行場」「竜ケ崎飛行場」へと移動した影響で、支隊としての活動も鈍
くなってしまいました。しかし幸いなことに大西飛行場でライセンサーとなられていた塙氏が
前橋市にヘリポートを確保、群馬第 2 （ヘリ）支隊を新たに結成されました。支隊長の任も引
き受けられ、今では全国支隊で一番の防災訓練等への出動回数をカウントされているのではな
いでしょうか。その詳細は群馬第 2（ヘリ）支隊へリレーしますので、宜しくお願い致します。
　そして現在、第 1 支隊の主力機体は筑波山麓にある私設の「明野場外離着陸場」の格納庫に
あります。JR 下館駅（水戸線）より車で15分、小貝川河川敷にある600m×50m の草地です。
ここにセスナ172 H ラム型とパイパーアーチャー　PA181型の 2 機が出番を待っています。現
在、これを隊員として飛ばせるのは私一人なのですが、若手の隊員希望のオーナーパイロット
5 名がいますので今後大いに期待しているところです。

赤十字飛行隊支隊紹介 毎回、全国の各支隊を
紹介しています。

地盤沈下の中、強行着陸する飛行隊機
タワーのある建物の 1 階部分は、実は 2 階



――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――
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「頼もしい隊員」
藤間七郎（69）　雄飛航空（株）代表取締役社長
飛行時間 19137時間　過去には農薬散布、物資輸送

（主に緑化）、試験飛行（全日空整備）と割と過酷な
飛行作業をされてきました。現在、冬場は群馬ヘリ
ポート、埼玉県・川島ヘリポートを拠点にパイロッ
トを目指す若い訓練生の操縦訓練や夏場はパイロ
ットの OJT を兼ねながら全国各地のストックフォ
ットの撮影でのフライト。固定翼、回転翼含めて既
に78名のパイロットを業界に送り出している。

日本飛行連盟の飛行場
大利根飛行場	 茨城県稲敷郡河内町・利根川河川敷
	 　　		雨が適度にふり強い日差しが続く日が多くなりました。草

が伸びるのも早くなりました。
	 　　	それと逆に日没の時間は遅くなりました。飛行場にお出か

けの際は日焼けをしない格好でいらっしゃってください。

三保飛行場	 静岡県静岡市清水区三保・三保半島
	 　　	吹き流しが綺麗になりました。また飛行場隣の市の公園整

備も終わり、駐車場が 2カ所に分かれて60台位は入れそう
です。トイレも完備され、飛行場周辺が少し賑やかです。

多胡正男（76）　グライダー、飛行
機、ヘリ飛行時間400時間　1996年、
飛行仲間と 3 人でモーターパラによる
洋上飛行距離では世界初の60キロ（大
島ー平塚間）の飛行を成功させた。

長島定則（80）　飛行時間約3500時間　高橋隊
長が元気に飛行人生を続けている限り、自分も

「何が何でも飛び続ける且つ安全に !!」をモット
ーに、隊員同士の特徴を生かしながら支隊を維持
していきます。

= フライト以外のボランティア
　　　　活動にも熱心な多胡さん =

= 年間600時間近くも飛んでいる 
ベテランの藤間さん（手前）=

= 物量傘投下訓練の機体は
　　　　　念入りにチェック =



――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――
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FAA特定操縦技能審査体験記
徳　永　　　進

　米国アラスカに取材の折に、アンカレッジから北東66kmにあるパーマー空港でセスナを借
りて飛行することがあります。
　アンカレッジにはメリル・フィールドと言う自家用機向けの空港がありますが、パーマーか
らはクニック氷河まで15分、デナリ（マッキンレー）山観光の本拠地となるタルキトーナ空港
まで40分と言う、自然を満喫する飛行にはうってつけの飛行場です。
　昨年の初夏に二年毎の飛行技量審査（Bi-Annual�Flight�Review）を受ける機会があったので、
その報告をしたいと思います。
　FAAの FAR61.56で規定されている技能審査は日本の特定操縦技能審査と同じ位置づけで
す。
　審査の内容は 1時間の地上での審査（質疑応答）と 1時間の飛行審査となっており、質疑応
答の内容は日本のように細かく指定されている訳でなく、被審査者の疑問に答えていく形で進
められていました。私の場合は飛行前の天候情報の入手の仕方を聞いて、参考となるウェブサ
イトの紹介や、実際気象情報を提供してくれるところに電話して、フライトプランに沿った地
域の天候情報を得る練習をしました。
　飛行技量の審査はパーマーからアンカレッジのメリル・フィールド（どこに飛ぶかは私の希
望に沿って選べました）に飛び 3回ほどTGLを行って終了です。
　この技能審査の個人的な感想としては、安全にいかに飛行を楽しんでもらうかを主眼とした
審査のような気がしました。
　ちなみに技能審査の料金は、 1時間40分のレンタルを含んで合計680ドルでした。

◦年間スケジュール◦
月　日 曜 日 内　　　容 会　　　場
9 月 2 日 土 群馬県総合防災訓練　群馬支隊 渋川市北橘総合グランド
9 月 9 日 土 『空の日』フェスタ　群馬支隊 群馬ヘリポート
10月 7 日 土 赤十字飛行隊富士川集合訓練（予備日28日） 富士川滑空場

タルキトーナ上空から見たデナリ山
アメリカでは給油も自分で。左の人物が今回技量
審査を行ってくれたトムさん
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航空情報（NOTAM等）の確認 奥　貫　　　博

　航空法施行規則第164条の14出発前の確認
に「 3．法第99条の規定により国土交通大臣
が提供する情報」とあります。その情報の、
確認の方法と、NOTAM等を確認してどう
するのかを話題にしてみたいと思います。
　先ずは確認の方法ですが、関連する情報は、
航空情報センターから提供され、空港事務所
等のCADIN（Common�Aeronautical�Data�
Interchange�Network）端末、或いは個人登
録で利用できるAIS�Japan のサイトに、パ
ソコン等でアクセスして見ることが出来ます。
　次に、計画する飛行の必要情報の把握です
が、飛行の現場で、それをしようとするのは、
手間がかかりすぎて無理があります。
　飛行クラブ等では、予め、周辺の航空情報
が調べられて掲示されていることも多いので
すが、基本は、自分でAIS�Japan にアクセ
スして、AIP，AMDT，SUPs，AICs，
NOTAMの順に、必要な情報を調べておく
ことです。
　空港以外の離着陸場周辺等での飛行活動の
NOTAMは、その所在する地域を扱う空港
のEnroute�NOTAMで見ることが出来ます。
　北関東を扱う RJTT の例では、原稿作成
の時点で Enroute�NOTAMは60件発出され
ています。内訳は、航空障害灯24件、無人航
空機24件、航空障害標識 5件、曲技飛行 3件、
落下傘降下 1件、その他 3件です。最近は無
人航空機関係のものが多くなりました。
　さて、空域を扱う空港事務所の Enroute�
NOTAMを確認して、それで完了かと言え
ば、そう簡単には行きません。例えば、この
5月から横田基地での運用が始まった大型無
人偵察機Global�Hawkの運航に係るNOTAM
は RJJJ で発出されますし、空港の着陸料等、
利用料金の改定情報が RJTDの NOTAMで
発出されることもあります。従来と同じ料金
かと思えば、「変更になっています。RJTD
の NOTAMを見て下さい。」となってしまう
のです。また北関東の熱気球の飛行情報等も、
RJTDの NOTAMとして扱われます。
　このような例もありますからNOTAMの
確認に際しては、漏れの無いよう、十分に注
意して実施するする必要があります。
　次にNOTAMを確認してどうするのか、

となります。Enroute�NOTAMには、施設
の障害等の情報と共に、「その他航空機の飛
行に影響を及ぼすおそれのある事項」があり
ます。
　管制区等での航空機の集団飛行、パラシュ
ート降下、曲技飛行等がそれに該当するもの
としてNOTAM�になりますが、Notice とい
うことですから、それが発出されていても、
空域の利用に関する占有権、優先権と言った
ものがある訳ではありません。
　例えば、曲技飛行のNOTAMが発出され、
スピン降下実施中の飛行機と、下を通過中の
飛行機のどちらに優先権があるかといったこ
とではなく、見張りの義務、回避の義務等は、
双方同じです。先に発見した方が、安全な行
動をとる必要があるということです。
　とはいえ、パラシュートジャンプで、開傘
前の長い自由落下が行われているような空域
と高度では、どう考えても航空機の方で避け
て通るのが当然というものでしょう。
　Enroute�NOTAMは、安全の意味と共に、
空を楽しく共有するための情報の役割がある
ように思います。その意味から、曲技飛行等
のNOTAMは、 3 カ月等の許可期間を通じ
てではなく、実際に実施する日時についての
み、発出するようにした方が良いでしょう。
　空はかけがえのない共有財産ですから、お
互いの存在と活動を理解し合い、謙虚に、譲
り合って、安全を確かめながら楽しく利用で
きればよいのです。その辺の意識が欠けると、
良いことは何もありません。そのための情報
としてNOTAMを役立てたいと思います。

このような環境での NOTAM 確認は容易ではない



――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――◦――
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仙台空港小型機着陸料値上げ騒動の顛末
　仙台空港は昨年に民営化され、仙台国際空港㈱が運
営することになりましたが、その仙台空港の利用料金
変更のNOTAMが、今年の 3月31日付で発出され、
内容を見てみますと、 6トン未満の機体については、
着陸料が従来の1000円から、3500円に値上げとなって
いました。
　この3500円の着陸料は、羽田、成田、関空等の国際
空港で定められているものの、小型機が利用する公共
飛行場では例がなく、また、この値上げの事前説明等
も、一切ありませんでした。
　その値上げに対し「異議あり」の声をあげたのが、
日本飛行連盟、赤十字飛行隊の隊員で、仙台空港をベースとする飛行グループ美翔会の猪口さ
んです。国民の税金で建設された公共飛行場なのに、民営化と共に、このような値上げが許さ
れるなら、小型機の利用者は、たまったものではありません。「一方的な大巾な値上げは認め
られない」として、再考を申し入れ、最悪の場合は、裁判も辞さないとして迫った結果、数度
の話し合いの後、「値上げは撤回し、 6トン未満の機体の着陸料は、従来の1000円に戻す」との
回答を得ることが出来ました。尚、当初の値上げは、仙台国際空港㈱の営業戦略会議を経てい
ることもあり、変更手続やシステム変更、利用者への周知作業も必要なことから、4月～ 6月
分は3500円として、 7月以降から1000円に戻す予定とのことです。
　仙台空港の値上げ騒動は、猪口さんの申し入れと、仙台国際空港㈱の真摯に向き合う姿勢に
よって、撤回が実現したものですが、空港民営化の動きは時代の趨勢でしょうから、それと共
に生じる様々な問題については、「小型機の世界に対する認識の不足が原因」との意識に立ち、
関係者一同、お互いによく話し合い、理解し合うことが重要との認識を新たにした出来事でした。

一般社団法人日本飛行連盟　第65回通常総会
日時場所：�平成29年 5 月30日㈫　18：00 ～ 19：00　航空会館503会議室
議　　題：�第 1 号議案　平成28年度事業報告及び決算報告
　　　　�　全代表会員12名の内、出席者 9名、委任状 3名により全議案は承認されました。

猪口さん（右端）と美翔会の皆様
©AOPA-JAPAN


