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あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

年頭挨拶
最近、
つまらない、注意すれば避けられる事故を含めて、

一般社団法人日本飛行連盟
理事長

中澤 愛一郎

トの質をある程度以上に保つことだと思っています。特に両

残念ながら事故が絶えません。私も航空局が主催する、小

飛行場は基本的には、各パイロットの性善説に基づいて運

型航空機の安全対策の会議に出席していますが、考えれ

用されています。
そんな中、誰も飛ばないような天候の中飛

ば考えるほど、結局はパイロット自身がそれぞれに注意する

んでしまうパイロットや背風の中、平気で離陸してしまうパイ

しかないのかと、
ちょっと暗澹たる気持ちになっています。

ロットは、
さらさら、排除します。(どこぞの知事の言葉ではあ

会議の中では簡易型のフライトレコーダーを搭載する案

りませんが)利用者お一人お一人がより一層の航空安全確

も出ていますが、
あくまでも、
それらの機器は事故の原因が

保の意識を持ち続けて頂ければ、
その事が両飛行場の安

後でわかることに寄与するのであって、
それらの機器が事

全を保つ事に繋がり、多種多様な航空機が集まる日本で一

故を防止してくれるわけではありません。今年はなんとか、

番楽しい飛行場を目指していけるのだと思っています。

事故の連鎖を断ち切りたいと思います。
弊連盟が管理運営する飛行場は茨城県の大利根飛行
場と静岡県の三保飛行場の2箇所です。私は、
日本飛行連
盟の理事長として重要な仕事は、両飛行場で飛ぶパイロッ

気を引き締めながらも、皆様と共に明るい飛行場ライフを
作って参ります。
皆様も幸多き年でありますように。本年もご支援の程よろ
しくお願い申し上げます。
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赤十字飛行隊
高橋

淳 赤十字飛行隊隊長より

新年おめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。昨年はいろいろと事故
がありましたが、時間的に結構乗っておられる方の事故が人身事故になっており
ます。機材のトラブルもあったと思いますが、
ベテランの自信過剰の事故もあると
思います。皆さんもある程度乗ってくると自信がつきますが、この位は大丈夫!!
という思いが出て来たら多分自信を通り越して自信過剰になってきたと思います。
たまには基本操縦に戻ってみて下さい。私もそのような時期がありましたが、幸い事故
もなく自分の操縦の下手さが目に見えてきましたので、今はフライトごとに反省しますと゛
さらにこれを補
えば安全レベルが倍になるという発見があります。
゛
完璧なフライトは滅多にありません。皆さんも自分の
操縦を毎回見直し、
チェックして安全運航を心掛けて下さい。

平成29年11月4日
（土）赤十字飛行隊集合訓練
標記訓練を富士川滑空場にて実施。
当日は下表機体、40名が参加し、群
馬・茨城・神奈川・埼玉・三保の各地から訓練会場までのエアワーク訓練
を兼ねて集合いたしました。飛行隊は通信筒投下、定点着陸、物資搬送訓
練を行い、
ご協力頂いた静岡県警航空隊には
「要救助者つり上げ
（抱きかか
え）
」
の訓練展示飛行をお願いいたました。実機使用での専門的な技量に触
れ、
そのプロフェッショナルな動きは参考になる点が多々あったと思います。
な
お、隊長指令により帰投時の安全を期すため西風が強まらないうちに、全機
早めの帰投としました。参加隊員、静岡県警航空隊、会場提供及び県警との
調整など静岡県航空協会の皆様に厚く御礼申し上げます。
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JA3759

ﾊﾟｲﾊﾟｰ式PA28-181型

ｱﾑｼﾞｬﾄﾞ・ﾊﾞｰﾊﾞﾙ、
長島定則、仁平広

JA3955

ﾊﾟｲﾊﾟｰ式PA-28-RT-201T型 中村源兵衛、中村稔、
鈴木茂男、小吹文紀

JA39TE
JA33TH
JA4079
JA3921
JA4223

ﾛﾋﾞﾝｿﾝ式R44Ⅱ型
ﾛﾋﾞﾝｿﾝ式R44型
ﾊﾟｲﾊﾟｰPA28R-201T型
ｾｽﾅ式172P型
ﾊﾟｲﾊﾟｰPA-28-161型

名古屋泰敏、村田信雄
久保山久徳、加藤千靖
竹田弘道、金井康彦
三橋一義
佐野克彦、他3名

■県警・つり上げ

・エ ア ロ ン カ

■上空から降り立った固定翼からﾍﾘへ物資移送

■ヘリは一旦受取り上空へ、
その後地上の日赤班へとピストン

群馬支隊
◇平成29年11月5日
（日）
「平成29年東京都・八丈町・青ヶ島村合同総合防災訓練」

■群馬・中澤副支隊長
（左）

■八丈島空港

7：40赤城へリポートを離陸し、東京へリポートにて燃料

自分にとって、1日で5時間10分の長時間・長距離のフラ

給油及び目黒隊員ピックアップ東京ヘリポートを離陸後、横

イトでしたが、
ヘリコプターの有効性・可能性を感じるととも

浜・横須賀上空を通過し一路八丈島空港へ。私はこれま

に自信に繋がる訓練となりました。
ご支援・ご協力頂いた皆

で神津島からの血液搬送が最長であり、八丈島までは初

様に感謝申し上げます。
(報告・中澤敦)

の体験でしたが、安全運航第一を念頭に飛行を続けまし
た。
当日は海上の風が、風速２０ノットとやや強かったのです
が、視程は良好で伊豆諸島の島々を横に見ながら、八丈
島が視認出来たときは安心しました。島では東京消防庁や
海上保安庁のヘリコプターにて海難救助等の訓練が実施
されている中、
タイミングを見計らって八丈島空港に着陸し

機
隊
時

体：JA6802 ロビンソン式 R66型
員：中澤敦・角張智之・目黒貴憲
間：05+10

ました。八丈島空港ロビーにて、
日本赤十字社東京都支部
職員に無事血液製剤を引き渡し任務完了となりましたが、
無事に帰投するまでが訓練なので、帰路のプランを考えつ
つ 13:00 八丈島空港を離陸。東京へリポートにてパッセン
ジャーストップのため東京を目指したのですが、訓練当日は
米国トランプ大統領が来日のため、都心や米国大使館上
空は飛行が制限されており、
都心部を迂回し調布方面から
東京ヘリポートに着陸。
目黒隊員降機後、東京へリポートを
離陸、15:50 群馬県赤城ヘリポートに無事帰投致しました。

●参加機関
日本赤十字社（赤十字飛行隊・赤城 HP〜R66）
東京消防庁（東京 HP 他〜EC225、AS365）
航空自衛隊（小牧基地〜C130H）
海上保安庁（羽田〜AS332）
関東地方整備局（朝日航洋・東京 HP〜ベル 214ST）
米海軍（厚木基地〜MH60R）
海上自衛隊（底土港〜SH60J）
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茨城支隊
◇平成29年11月11日
（土）
「平成29年度茨城県・稲敷市総合防災訓練」
被害状況把握訓練のため、竜ヶ崎飛行場を出発。
２機単縦陣で被災地上空を旋回し、上空から把握状況をアマチュア無
線により対策本部に報告すると共に救護要請を日赤茨城県支部現地災害救護対策本部に連絡しました。
①機体：JA4079 PA-28R-201T
②機体：JA3955 PA-28-RT-201T

隊員：竹田弘道 信田守一 金井康彦
隊員：中村源兵衛 飯野均

時間：0＋50
時間：0＋50

◇平成29年11月26日
（日）
「平成29年結城市総合防災訓練」
ホンダエアポート離陸後、訓練地域の情報を収集しなが
ら飛行し、茨城県防災ヘリへ情報伝達。今回は情報伝達
の方法が困難で有り、県防災ヘリの協力でカバーできまし

機
隊
時

体：JA4079 PA-28R-201T
員：竹田弘道 金井康彦
間：0+50

たが、航空用の日赤カンパニー無線周波数の必要性を感
(報告・竹田弘道)

じる訓練なりました。

調布支隊
◇平成29年11月23日
（木・祝）
「立川駐屯地防災航空祭」
立川防災航空祭に赤十字飛行隊展示
機として参加しました。予定の外来機は9
時までに着陸と制限があり、
当日の気象条
件で 10機前後がキャンセルされましたが、
朝7時〜8時の横田と立川、入間のメター
を確認し、更に立川基地に電話してから
ホンダを離陸しましたので、航空法違反で
はありません。無理のない範囲で行動しま

■風雨を考慮しレッドクロスは外してフライト JA4030

した。民間機は私の1機のみで淋しい状況
でしたが、午後には晴れて来場者も増え盛り上がっておりました。
日頃の災害救助訓練の実演を間近に見られ、
ヘリコプター
の必要性を感じる事ができ、
レシプロ単発機ではたちうちできないコブラやアパッチ？の運動性にもあらためて感動。
なお帰り際に、大学生カメラマンが仲間と駆けつけてくれたので、
カメラアングルの打ち合わせをして離陸。
トラフィックパター
ンを周り、羽振りローパスを撮影してもらいました！ホンダエアポート〜立川基地のフライトタイムは片道10分、暖機運転とタク
シーの時間の方が長い運行です。基地からのお弁当とお土産を頂き、感謝しながら帰投しました。
自衛隊隊員及び関係者の
皆様、寒い中たいへんお疲れ様でした。

(隊員・報告 佐久間哲也)

愛媛支隊
◇平成29年10月25日
（水）
「愛媛県特攻戦没者慰霊追悼式典」
松山空港を離陸後、愛媛県西条市で
行われる標記式典に３機編隊飛行にて
上空を飛行しました。
(報告・吉野浩三)
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①機体：JA3828 C172

隊員：米山徹朗 吉野浩三
高橋浩 三好一男

時間：1+20

②機体：JA3803 FA200 隊員：上岡良久 北沖道行
③機体：JA3907 F33
隊員：日野健治 上野雅樹
藤田浩二 檜垣直彦

時間：1+20
時間：1+20
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毎回、全国の各支隊を紹介しています。

長野支隊

文・写真／ 寺本 弘昭

基地データ
長野支隊は、支隊長の白澤政仁の
「ボランティアはできる

意外と思われるかもしれませんが、夏場は気温が30℃以

者ができる事をする。
」
を信念に平成17年に発足。現在は

上となり、密度高度が優に4000FTを超えます。
また、
四方を

隊員の寺本弘昭との2名で編成。

2000ｍ以上の山に囲まれており、西側から北側にかけて位

所在地は、長野県松本市内の株式会社グラフィック内に

置するのが日本の屋根、北アルプス。
その山越えは少しの

あり、使用機体は、
岡南飛行場を定置場としています。飛行

天候悪化、風があれば強い山岳波で非常に難しくなり、小

機 はセスナC525M2。そしてヘリコプターが、エアバス

型VFR機にとっては厳しい空港の一つではないでしょうか。

AS350B2の2機の体制です。

我々の基地も同様であり、
フライトの際、天候の変化には非

ヘリの定置場は長野県塩尻市内にある場外離着陸場
にあり、
これを本隊基地としています。

常に気を使います。行けたが帰れないという苦い思いもして
います。

当該基地は松本空港の4NM SEに位置しており同空港
の情報圏内です。

ところが好天時は一転、
その北アルプスは素晴らしい絶
景となります。

この松本空港、皆様もご存知の通り日本最標高2157FT
の空港。

これからの季節、
白銀の北アルプスは必見。蕎麦と温泉
と共に皆様をお待ちしています。

活動を続けます
直近の実績とし、平成28年4月熊本地震の際の物資輸

活動のフライトは一瞬。大切なのは、そこに至るまでの
プロセスと関係各所、各支隊との連携であると実感いたし

送を実施。
未明に発生した本震当日、運航可否の判らぬまま、基
地をヘリで発ち、岡南飛行場へ入り、救援物資の調達。
そ

ました。
残念ながら一昨年は、松本空港をベースとする機体の

して翌日は、異例尽くめ。
クローズされている熊本空港へ

事故が相次ぎ、13名という多くの方が亡くなりました。現場

の着陸。貴重なはずの燃料の補給。当日まで申請すらさ

が周辺であり、
また身近にあった機体の事故でしたので、

れていない場外離着陸場の許可。
これらすべてが、関係

現 実 感があり非 常にショックな1年でした。我々も、今 一

各所の皆様の働きかけにより無事解決し、活動を遂行す

度、基本に立ち返り、安全第一を肝に銘じフライトを継続

ることができました。
これらの内、何か一つでも欠けていた

して参ります。

ら、実行できていなかったはずです。

■AS350B2

■冬の北アルプス

■熊本地震での活動
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シェーン、

Well Come Back!!

ア

イルランド人 の 父 親と、日本 人 の 母 親を持 つ

17歳のシェーン君はアイルランドの現地高校に通い
ながらEASA(欧州航空安全機構）及び、IAA(アイルラ
ンド航空局）でパイロット訓練をしています。
第１種航空身体検査証明書に4級アマチュア無線
技士の資格も有していて、日本語・英語・ドイツ語が
堪能。そんな彼が日本に一時帰国をするので「是非と
も高橋淳さんのお話をお聞きし、
フライトに同乗した

シェーン君
（中央）

い」のリクエストがありました。
「戦時中の混乱の中で、
どのようにパイロットとしてまた人間として生き残り、

ア イ ル ラ ンド 共 和 国 に は、Work Experience

人生を歩まれてきたのかを同じ空を目指すパイロット

System(短期インターン）
というものがあるそうです。

訓練生として大変興味があります・・」
とのことでした

これは、生徒自ら興味のある職場にて一週間の短期イ

が、残念ながら希望日は2週に亘って大雨や台風でフ

ンターンを行うもので、その期間中は全て保険により

ライトは叶わず断念。
しかしもう一つのパターンが残っ

保障もされているとのこと。それならば大丈夫、ぴった

ていました。

りの職場をご紹介・・ということで大利根飛行場&日
本モータグライダークラブを学びの場としてご提供し
ました。
折しも台風後の飛行場、やることはビッチリありま
す。滑走路清掃も頑張ったそうです。
シェーン君は大
利根ロケーションと職人技、人種のるつぼにも適合さ
れたようで写真のとおりしっかりと馴染んだ様子。そ
の後単位は取れたでしょうか、今頃彼の地で大利根が
みんなで協力しての出庫
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話題になっているかもしれません。
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奥貫

博

操縦訓練の段階では、飛行の前後に、教官によるブリー
フィングが行われます。飛行前のブリーフィングでは、飛行に
対する情報収集等の準備状況確認から始まって、当日の
飛行訓練内容や、
その要領、注意事項、課題の説明等が
中心になります。
飛行が終了しますと、飛行後のブリーフィングとして、
当日
の訓練内容の出来具合、注意すべきこと、反省すべきこと
や、技量向上のための着眼点等の説明と質疑応答等が行
われます。
また、次回に対する課題設定等や、宿題等が与
えられることもあるでしょう。
これらのブリーフィングは、技能証明取得の教育の一環

■セルフブリーフィングは技量維持にも有効

セルフブリーフィングはまた、技量の維持向上にも役立ち

として行わるものですが、
その内容は全て、安全なパイロット

ます。飛行時間を重ね、飛行にも、機体にも慣れてきますと、

になるための必須事項ですから、技能証明のためというこ

特に意識しなくても飛べるようになるのですが、
そのような飛

とではなく、空を安全に飛ぶためには、必ず実施しなければ

行を重ねても、技量の維持向上は期待できないどころか、

なりません。

気がつかないうちに、基本的なことの欠落や、不安全の要

飛行機の性能については、航続時間等と共に、出発及

素を見逃すような状態にもなりかねません。

び着陸に利用する飛行場の滑走路において、
当日の気象

特定操縦技能審査は、飛ぶための、基本的な知識及び

条件等で安全に離陸及び着陸を行うことが可能であること

技能の確認には有効ですが、2年毎の、限られた時間での

を確かめておくことが必要です。
また、離陸時のエンジン出

実施ですから、技量の維持向上は、毎回の飛行において

力の不足、加速不良等が発生した場合に備え、離陸中断

自分自身で心がけ、実行することが必要でしょう。

の決心点を予め決めておく等のことが求められ、更に、離

最も基本的な、
速度、高度、
ヘディングの維持にしても、有

陸直後のエンジン出力低下等を伴う異常事態に備え、可

視界でただ飛ぶだけでしたら、
ある程度は適当でも支障無

能な限り被害を少なくする飛行の経路、飛行場へ戻ること

いでしょうが、速度5Kt、高度100Ft、
ヘディング5°
等を、常に

の可否判断高度、不時着場等の計画等も必要になります。

管理できるように技量を維持しようとすれば、
それなりの努

滑走路長が短い場合や、周辺に民家等がある滑走路

力の継続が必要です。

の場合、
これらの判断は特にシビアになります。単発機の場

私も最近は、着陸に際し、無計画で不用意にパワーを足

合、600ｍ滑走路では、滑走路中央標識の位置が離陸中

すような進入をしないことと、失速警報を必ず3秒以上作動

断の決心点の目安と考えておいた方が良いでしょう。

させてから接地させることを心がけ、
それをセルフブリーフィ

技能証明を取得し、機長として飛ぶようになりますと、
こ

ングで確認するようにしていますが、
それにより、他人の目か

れらは、航空法の出発前の確認事項と共に、全てセルフブ

らは、滑らかな接地と見られるような状況でも、
自分自身とし

リーフィングとして確認することが求められるのですが、飛

ての反省材料が見えてきて、
その結果、以前よりも着陸が

行の前には、時間に追い立てられることもあるでしょうし、
ま

安定してきたような気がします。

た燃料を減らしたいと言っても、飛行の現場での実施は困

そのようなこともありますので、機長の出発前の確認事項

難ですから、可能なものは、事前に調べておく等のことも必

から始まって、性能、非常時の対応、
それに自分自身への

要になります。要は、事前計画とセルフブリーフィングの両方

課題等も、
セルフブリーフィングで確認することにより、安全

が必要という訳です。

な飛行の実現を心掛けたいと思います。
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・エ ア ロ ン カ

JFA サ ロ ン
日 時

航空安全講習会
詳

1

細

●会

場

取手ウエルネスプラザ

セミナールームA

〒302-0024 茨城県取手市新町2-5-25
●アクセス

JR常磐線取手駅・関東鉄道常総線取手駅

平成30年

13

午後１時〜５時

西口より徒歩3分
●主

催 （一社）日本飛行連盟/（一社）日本航空機操縦士協会

●共

催 （公社）日本滑空協会/NPO-AOPA-JAPAN/
NPO-全日本ヘリコプター協議会

●後

援

国土交通省航空局

●講師・内容

佐々木 匡 認定講師

日本飛行連盟、
日本航空機
操縦士協会、日本滑空協会、
AOPA-JAPAN､全日本 ヘリ
コプター協議会の会員は受講

『最近の変更点および過去の事例から学ぶ』
藤沼 敏弘 認定講師

費 無 料、一 般 の 方 は 受 講 費
3,000円。教本は一律1,000
円です。

『NAV Plan を考えてみましょう 〜隣は何をする人ぞ〜』

新年早々ですが今年もセー
フティフライトを続けるために
も、是非大勢の皆様のご参加

申込先・お問合せ

をお待ち申し上げております。

日本飛行連盟 TEL:０３−６２６８−８７５５

FAX:03−3502−0680
Mail: jfa1953@seagreen.ocn.ne.jp

●日本飛行連盟の飛行場
大利根飛行場

昨年10月の台風で飛行場全面が冠水し一部に泥が溜まっている状態ですが、一部グラスタキシー
ウエイを除き運航ができる状態までになりました。
まだ埃が多い状態ですがたくさん元気に飛んで
います。
また1月からはじまる連続ドラマの撮影も大利根で行われました。
みなさんお楽しみに！
！

三保飛行場

こちらも昨年の台風や大雨の影響で砂が上がりました。昔はこんなことはありません
でした。海岸線の変化か？砂は自分で戻ってはくれませんから後始末がやっかいです。
欲しい方!! 砂も流木も難破船？のようなボートも・・どうぞ持っていて下さい!!

茨城県稲敷郡河内町・利根川河川敷

静岡県静岡市清水区三保・三保半島
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