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下総航空基地周辺飛行安全会同が、2月2日に海上自衛隊
下総基地で開催されました。下総基地の周辺では大利根
飛行場、竜ヶ崎飛行場他の、小型機の飛行活動が多く、年
間では、管制圏及び近くの通過機が約3000機、また、交信
機数が4500機にも及んでいるとのことです。
このような状況から、基地と民間双方の関係者の情報交
換、共有及び理解による航空安全の推進が重要との認識
に立ち、飛行安全会同として、2008年以降、毎年開催され
ているものです。
内容としては、先ずは下総周辺での自衛隊航空機の運航
方式等の説明があり、航空交通情報共有への取組みとし

て、目視、レーダー等での厳正な監視の実施とともに、IFR
到着機の情報については、東京ターミナル管制所からIFR
到着機情報を入手後、下総タワーから、当該情報をVHF
周波数での、以下の例のような一斉送信により、情報の共
有を図っているとのこと。
例：All stations SHIMOFUSA Tower, IFR inbound 
P3 estimate TOHNE(OMIYA) 0300 altitude 4,000Ft.
民間側からは、日本飛行連盟の赤十字飛行隊の活動、近
傍のドクターヘリの活動、及びジャイロの飛行活動の紹介
の発表あり、官民ともに、有意義な情報の共有が出来た会
同でした。

第16回 下総航空基地周辺飛行安全会同

JFAサ ンロ

航空安全講習会開催しました。
受講されたみなさま有り難うございました。

アイベックスアビエイション株式会社 アイベックスフライングクラブ、
東京都調布飛行場管理事務所のご協力を得て開催しました。

　調布、取手ともフライトに関する最新情報と特定操縦
に係わる項目、離着陸・フライト中におけるリスク回避の
手段など、安全運航に役立つ内容で基本の底上を図りま
した。また各班分けをして、ＮＡＶコースを選定してどの
ような運航スタイルならば安全か？など活発なデイス
カッションもおこなわれ大変有意義でした。
　なお講習会は、通常は航空５団体が各々単独開催して

いますが、５月には初めて航空５団体合同による講習会
を計画しています。皆様の中には５団体全てに所属する
方、１団体のみに所属している方など様々いらっしゃるこ
とと思いますが、一つの空を安全に共有するために「違う
飛び道具」をもつ皆さんとのコミニケーションをとる良
い機会でもありますので、その節は大勢のご参加をお願
い致します。

●会  　場
●内容・講師

東京都調布飛行場 ターミナル2階会議室
『最近の変更点』
(公社)日本航空機操縦士協会　吉田 徹  講師

『離着陸の危機管理』
(一社)日本飛行連盟　奥貫 博  講師

平成29年12月9日(土) 

●会  　場
●内容・講師

取手ウエルネスプラザセミナールームA
『最近の変更点および過去の事例から学ぶ』
(一社)日本飛行連盟　佐々木 匡  講師

『NAV Planを考えてみましょう ～隣は何をする人ぞ～』
JMGC　藤沼 敏弘  講師

平成30年1月13日（土）

Airport●日本飛行連盟の飛行場
大利根飛行場 10月の台風以来、泥がたまっていたグラス・タキシー・ウェイもブルドーザーが入り

復活しました。草が生えてくれば以前のように使用できると思います。まだ土埃が舞い
ますが上手に運用していきましょう。茨城県稲敷郡河内町・利根川河川敷

三保飛行場
静岡県静岡市清水区三保・三保半島

以前の飛行場付近では、外国旅行者はまず見かけませんでしたが、最近はカメラを
持ったアジア系の人達と出会います。三保松原は世界文化遺産にもなったことでその
影響があるのかも。周辺も綺麗になってきたので飛行場も整形は無理でも少しずつで
もMAKE UPをしていきたいところです。
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赤十字飛行隊

松山空港を離陸後、伊方町三机で行われる戦没者慰
霊追悼式典において慰霊のため上空を飛行。

愛媛支隊

高橋　淳 赤十字飛行隊隊長より

◇平成２９年１2月8日（金）
　『愛媛県伊方町三机戦没者慰霊追悼式典』

支隊長または代理による支隊近況報告、無線配備の新
設についての検討の他、長年の功労に対する日赤からの
年度表彰などがありました。

赤十字飛行隊
◇平成２９年１1月18日（土）
　『全国支隊長研修』

全支隊の中でも訓練回数が最も多い支隊です。昨年も
赤十字飛行隊と災害支援活動に関する協定を締結してい
るＪ－ＤＩＮＳ（ＮＰＯ法人日本災害情報サポートネットワーク）、
ＪＡＺＡ(公益社団法人日本動物園水族館協会)との訓練を
実施しました。
Ｊ－ＤＩＮＳとは広域な停電を想定し、西東京のスカイタ
ワーを利用してＦＭ西東京等との連携により、地域のコミュ
ニテイＦＭ局が被災者に向けて情報提供をするための、情
報収集サポートを前提に、参加団体との連携、通信状況を
確認する訓練を行いました。
JAZAとの訓練は日赤群馬県支部と行政、日赤千葉県

支部との連携検証が目的で、群馬サファリパーク駐車場か
ら鴨川シーワールド駐車場へ支援要員と物資を搬送。群馬
サファリパーク場外ヘリポートを離陸した２機のヘリは、アマ
チュア無線及び航空無線で連絡を取り合いながら上空か
ら日赤各県支部や日赤病院からの各種情報収集をし、鴨
川シーワールドへ向かいました。
JAZAは国内に１５０か所以上の加盟施設を有し、各地

にヘリの場外離着陸場に使用できる広い駐車場等を保有
しています。災害支援活動におけるその有効性は多大で
あり、今後もより広域で有効な訓練を行なっていきたいと思
います。

群馬(ヘリ)支隊

１９８８年、旅客機のギャレーパーツ製造やラジコンの無
人偵察機を開発していたＦＲＰ製造会社が、北海道帯広
市の近くにある豊頃町にＦＲＰ工場と通年飛行できる場外
離着陸場を開設し、フライングクラブを立上げました。それ
が帯広支隊の始まりです。　
母体はグライダー主体のフライングクラブですが、その
曳航機のフランス製のロバンＤＲ４００が帯広支隊の登録
機となりました。
公的な活動としましては航空安全講習会の開催。また
各支隊に呼びかけ、フライイン・ミーティングを開き、道内
外から多数の方に参加していただきました。その時には通
信筒投下訓練を行なったり、飛来された皆さんと交流を深
めることができたのは良い思い出です。そして非公式には
周辺の水難・海難の捜索協力なども行いました。　
飛行場の周辺には帯広空港、十勝飛行場、航空大学

や対戦車ヘリ部隊などがあり、官民含めて皆さんと情報
交換を行ったり、時にはご指導をいただきました。当方とし
ましては、みなさんの活動にデモフライトなどで協力したり、
滑走路を訓練に開放したりして、大変良い相互関係を築
くことができました。
そんな環境の中で知名度も広がり、全国各地からグライ

ダー訓練やロングナビ訓練などで多くの方が訪れ、年に一
度豊頃町と協力して航空イベントも開催。特にアメリカから
ゼロ戦とマスタングを招いて開催されたイベントは豊頃町
始まって以来のビッグイベントとなり、一躍豊頃町を有名に
しました。この頃が飛行場のピークで、ある意味クラブ飛行

場の環境としては理想像でもありました。
しかしバブル崩壊後は会社の経営も行き詰まり、ついに

２００１年、当時飛行機に興味を持っていた製茶会社に転
売されました。そこでも新たなフライングクラブが運営され、
帯広支隊も継続されましたが、クラブ以外での収益を得る
ことが出来ず、早い段階でクラブ閉鎖と保有機転売となっ
てしまいました。そしてこの時点で帯広支隊は活動拠点と
機体を失い、残念ながら休眠状態となりました。その後飛
行場は何年か施設維持だけの状況となり、更に転売され
た会社により現在ではメガソーラーの基地となっています。
　時折その上空を飛ぶと多数のソーラーパネルの影に旧
滑走路が見えるのが寂しく感じられます。
そんな中でも帯広支隊を閉じないのは、地震の多発地
帯である十勝そして北海道で有事の際には自分自身では
飛べないとしても、救援活動などされる方のサポートができ
るのではないかと思っているからです。幸いにも私は現在
でも北見農道飛行場でグライダークラブの曳航パイロット
をしていますので、ある程度の技量と知識などを維持する
ことができ、何らかのサポートができると思っています。
様々な理由で赤十字飛行隊の活動が休眠されている
支隊や退会されている方がいるかと思われますが、皆さん
のほとんどが「いざ鎌倉」という時は率先して協力してくれ
るものと信じ、また私自身、そんな赤十字飛行隊の一員で
ある誇りは持ち続けたいと考え、安全に留意し飛び続けた
いと考えています。

JA3828 C172 米山徹朗、上野雅樹 １＋２０
JA3907 F33 日野健治、長瀬勝太郎 長宗我部建作１＋２０

■北見農道飛行場とロバン

文・写真／ 帯広支隊長  齋藤  雅裕

毎回、全国の各支隊を紹介しています。

帯広支隊

年月日 訓練会場 訓練内容 出動隊員訓練名
H29.9.2(土)

H29.9.16(土)

H29.10.28(土)

H29.12.3(日)

H29.12.7(水)

群馬県渋川市
北橘総合グランド
群馬ヘリポート

群馬県吾妻郡中之条、
町原、町原町赤十字病院
群馬県、東京都上空
東京都田無市スカイ
タワー
群馬サファリパーク
駐車場
千葉県・鴨川シーワールド
駐車場

上空調査・無線通信訓練画像伝送訓練

機体展示・赤十字飛行隊ＰＲパネル展示・
献血ＰＲ・献血ちゃん（着ぐるみ）撮影会

上空調査飛行・無線通信

無線通信訓練（アマチュア無線）、画像伝
送訓練（アマチュア無線）、情報収集訓練

（東京都田無市周辺等）
無線通信訓練（赤十字業務無線）、無線通信訓練（アマ
チュア無線）、場外ヘリポート離着陸訓練（群馬サファ
リパーク、鴨川シーワールド駐車場）、人員・物資搬送
訓練（搬送可能重量＆数量の確認、連絡調整引渡し等）

ＪＡ01ＣＧ・R44　湯本　正一
(吉田　寛飛行隊支援奉仕団員)
ＪＡ01CG・Ｒ４４　地上支援：群馬県赤十
字飛行隊支援奉仕団員、群馬県アマチュア
無線赤十字奉仕団員、日赤群馬県支部職員
JA01CG・R44　湯本正一

（吉田　寛飛行隊支援奉仕団員）
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）
JA6802・R66　角張智之、塙　光一
JA01CG・44　湯本正一、中澤　敦

平成29年度
群馬県総合防災訓練
平成29年度
群馬ヘリポート

「空の日」フェスタ
平成29年度原町
赤十字病院災害救護訓練
Ｊ－ＤＩＮＳ
非常通信合同訓練

日本赤十字社群馬県支部
「赤十字飛行隊群馬支隊
＆ＪＡＺＡ連携訓練」
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■北見農道飛行場とロバン

文・写真／ 帯広支隊長  齋藤  雅裕

毎回、全国の各支隊を紹介しています。

帯広支隊
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ＪＡ01CG・Ｒ４４　地上支援：群馬県赤十
字飛行隊支援奉仕団員、群馬県アマチュア
無線赤十字奉仕団員、日赤群馬県支部職員
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JA01CG・44　湯本正一、中澤　敦

平成29年度
群馬県総合防災訓練
平成29年度
群馬ヘリポート

「空の日」フェスタ
平成29年度原町
赤十字病院災害救護訓練
Ｊ－ＤＩＮＳ
非常通信合同訓練

日本赤十字社群馬県支部
「赤十字飛行隊群馬支隊
＆ＪＡＺＡ連携訓練」
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メキシコ(サン・フアン・デル・リオ市)の赤十字活動について

注） ケレタロ州立サン・フアン・デル・リオ工業大学(設立は1998年8月31日)について－

　年間予算約6億2,000万円、敷地面積は約20ヘクタ－ル、6学部（生産管理工学、生産システム工学、
メカトロニクス工学、保全管理工学、化学工学、情報通信工学）があり、学生数2,342名、職員数86名、
教員数171名であり、将来鉄道関係の1学部が設けられる予定である。
　学生の年齢は18歳～24歳、卒業前の4か月は地元企業での実習が義務付けられる。卒業生の70%
は卒業後半年以内に就職し、残りの30%は修士課程に進学している。
　大学としては地域産業の昂進に力を注ぎ、大学内に日系自動車産業向け製造納入業者の競争力
強化地域センタ－をJICAの協力の基に新たに設置した。

　私が日本での赤十字飛行奉仕団福
井支隊に参加したのは、1997年の7月
からで20年間になります。その間、福井
支隊長の大津伸公さんにお世話にな
り、毎年、福井県総合防災訓練に参加
し、災害ボランティア活動も行っていま
した。
　ある時、幸運にもJICA海外シニアボ
ランティアに採用されて2014～2017
年の3年間、メキシコのサン・フアン・デ
ル・リオ市にある工業大学のメカトロニ
クス工学科で、主として、大学内に無人

化生産システム（FA）を構築し、技術移転と学生、教員に対する教育、指導を行うことができました。
　また、他のボランティア共に現地企業での5Sや改善を指導しており、JETROの企業調査、日本語教
育の公開講座の講師もあり、大変充実した
活動を行えたと思っています。
　メキシコ合衆国は日本では認知度はあま
り高くありませんが、すでに400年の交流が
あり、JICAのメキシコへの援助は長年の
間、多岐に渡って行われています。現時点で
は、メキシコの自動車産業に必要な部品の
現地での調達を円滑に行うことを目的とし
て、日系自動車部品製造チエーンに現地の
中小企業や労働力を組み込み、メキシコの
産業基盤並びに裾野産業を強化するプロ
ジェクトをJETROと進めています。我々の大学への派遣はそれに応ずるものでした。近々の話題では、
メキシコオアハカの地震での日本緊急援助隊の活躍は、メキシコの友人から多くの感謝の言葉を受け

ています。
　私は、メキシコでも日本と同様にボラ
ンティア活動をしたいと思い、サン・フ
アン・デル・リオ市の赤十字を訪問し、
事務長に活動参加をお願いしました
が、メキシコでの救急員の資格が必要と
のことで断念せざるを得ませんでした。
しかし、事務長より寄付募集時のイベン
トに参加依頼がありJICAの業務に支障
ない限り協力することを約束しました。

　少しサン・フアン・デル・リオ市の赤
十字の活動についてお話しすると、公的
支援はあるようですが十分でなく、ボラ
ンティアと地域社会の寄付活動により
支えられているようです。社会的インフ
ラの整備が不十分で道路事情が悪く、
事故が多発し救急車が日夜を問わず
走っています。また、メキシコは乾季と雨
季のシーズンがあり、雨季には洪水が発生します。そして大きな社会格差があり、貧困問題、ジエン
ダーの問題もあります。多くの面で赤十字の活動が必要とされています。
　メキシコは宗教的にはカトリックが90%を占め、宗教活動、そして慈善活動、相互扶助が行われてい
ますが、十分とは言えないようです。
　掲載した写真は工業高校での救護隊で、赤十字の職員の指導の基に訓練を行っていました。彼等と
話すと、消防活動や救急医療に対して強い憧れあり、将来はそちらに行きたいと口を揃えて言ってい
たのが頼もしく思われました。学校内には担架やAEDなども備えられ、今回のオアハカの地震の際は
募金活動や食料、医薬品を集め災害地に送っており、他の教育機関も同様に活動していると聞いてい
ます。ボランティア活動は洋の東西を問わず行われ、そして必要とされています。
　私は、この高校だけでなく、他大学でも東日本大震災でのメキシコの援助に対しての謝意を述べる
とともに、災害ボランティア活動時の講演を幾度か行いましたが、日本に対する質問が良くでていまし
た。「津波」は世界共通の言葉となっています。
　メキシコの他の地域の活動や航空関係については残念ながら分かりませんが、赤十字の表示は良
く見ることがあり、活動が活発であることは推察できました。

　以上ですが、日本と異なった地域での活動は様々な事情があり日本と同一視はできません。しかし、
赤十字の理念である「人道」、「公平」、「中立」、「独立」、「奉仕」、「単一」、「世界性」は貫かれていると深
く感じました。

■サン・フアン・デル・リオ工業大学

■CBtis145 工業高校　赤十字ボランティア活動

■メキシコ派遣緊急援助隊の活動

■市の赤十字事務長
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講演報告

長いこと飛んでいても、未経験のものは、あるものです。そ
のひとつに、小型飛行機での急ブレーキがあります。何らか
の理由による離陸の中止、あるいは、短い場所への緊急着
陸等の場合に必要になるものと思われますが、その訓練を
実施したことも、実際の体験も、知識もないのが現実です。

自動車やバイクの教習課程では、必ず急ブレーキの教習
が実施されます。それによって、ブレーキの効き、制動距離
や体感等を理解することが可能なのですが、飛行機の場
合、そのような教習はありませんから、急ブレーキ場合の制
動距離のこともわかりません。

飛行規程の緊急操作において、「前方滑走路の残距離
に余裕があれば」あるいは「タイヤをスキッドさせないように
しながら、ブレーキを一杯踏む」等の記述がありますが、実
際の場面で、適正な判断や操作を、と言われても、心もとな
い限りです。

小型飛行機の事故の中で、離着陸に関わるものは、
2000年以降の集計で約60％にも達している状況ですが、
オーバーランによる事故も多く、後を絶ちません。最近の3年
間においても、2015.6に岡南飛行場のC525A、2016.5 の三
保場外離着陸場のTB10、2017.10 瀬峰場外のE33と、計3
件のオーバーラン事故が発生しています。

小型プロペラ機の例では、三保のオーバーランは着陸
後、瀬峰は離陸中断時のもので、いずれも、急ブレーキ以前
の判断に問題があったとしても、停止までの距離の意識が
無かったことも関与していると言えるでしょう。

急ブレーキ場合の停止までの距離が、飛行規程等で、
例えば、「乾燥した舗装滑走路で50Ktからの急ブレーキに
おける停止までの距離は200m」等の記載があればよいの
ですが、そのような例は見当たりません。

参考になりそうな数字としては、着陸時の、タイヤが接地
してから、ブレーキをかけて停止するまでの地上滑走距離
(Ground Roll)のデータがあります。この値を、先ほどの、
オーバーラン事故の機体について見てみますと、以下の値
になります。

Beech E33：着陸時の地上滑走距離 315m
Socata TB10：着陸時の地上滑走距離 190m

参考用に、最も一般的なCessna172Pでは、短距離着陸
の地上滑走距離は165ｍで、以下の操作を行った場合の
値とされています。
「機首を下げて前車輪を接地させ、ブレーキを一杯に踏

む。ブレーキ効果を上げるため、フラップを上げ、操縦桿を
引いて機首上げ姿勢にしておく。タイヤをスリップさせないよ
うにしながら、ブレーキを一杯踏む。」

この165ｍの制動距離は、速度55-60Ktからのものです
が、制動距離は、速度の二乗に比例しますから、それよりも
速い速度からの制動では、当然ながら距離は伸びます。

そのようなこともありますし、離陸中止場合や、路面状況
等、様 な々状況の変化もあるでしょうから、実際の緊急制動
においては、この着陸制動の滑走距離よりも、長くなることを
想定しておいた方が良いでしょう。

基本は、急ブレーキが必要な場面に追い込まれることが
無いように考えることです。

離陸場合は、エンジンの試運転を確実に行い、滑走路上
でフルパワーにした後も、エンジン計器を再確認して、何ら
かの異常を感じた場合は、ためらうことなくパワーを絞り、直
ちに離陸を中止することです。

着陸において、接地点が伸びる等の状況であれば、早
めの判断の着陸復行が安全です。

オーバーラン事故防止のために、搭乗機の着陸滑走距
離を再確認し、制動距離の目安として認識しておくことを、
お勧めします。

また、滑走路の管理者の側には、オーバーランに備え、滑
走路端の安全区域を可能な限り長く確保していただくよう、
要望しておきたいと思います。

■短い滑走路では制動距離への認識が必要

奥貫　博

福　岡

熊本では熊本地震の際の救護活動に対して
日赤県支部から感謝状の授与式もありました。

日赤熊本県支部蒲島郁夫支部長と管聖隊員(右)

静　岡

静岡での懇親会・清水の名店鮨の大将が
ホテルまで出張して旬の絶品の握りを!!

高橋隊長は依頼により全国で講話やトークショーをしています。
出かける先々では地元企業や会員の皆様方には大変お世話になり、
心から御礼申し上げます。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

29.11.3
調布IBEX AVIATION

29.10.14
静岡センチェリーホテル

日時・場所 主　催 タイトル

30.2.1
福岡天神スカイホール

30.2.2
熊本KKR ホテル

29.12.14
新有楽町ビルFiNC ホール

IBEX フライングクラブ

アイエイアイ株式会社

一般社団法人
福岡中小企業経営者協会

赤十字飛行隊熊本支隊

株式会社FiNC

「淳さんのおおぞら人生」

高橋淳９５才現役パイロット
「飛行機の神様」と呼ばれる男の生きざま

福岡中経協第２６１回例会
「人生の楽しみ方"オレ流"」

「世界最高齢９５齢現役パイロット高橋淳トークショー」
(支隊総会、熊本支隊防災大臣表彰記念)

※ WELLNESS AWARD OF THE 
　 YEAR 2017 （受賞式）
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講演報告

長いこと飛んでいても、未経験のものは、あるものです。そ
のひとつに、小型飛行機での急ブレーキがあります。何らか
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下総航空基地周辺飛行安全会同が、2月2日に海上自衛隊
下総基地で開催されました。下総基地の周辺では大利根
飛行場、竜ヶ崎飛行場他の、小型機の飛行活動が多く、年
間では、管制圏及び近くの通過機が約3000機、また、交信
機数が4500機にも及んでいるとのことです。
このような状況から、基地と民間双方の関係者の情報交
換、共有及び理解による航空安全の推進が重要との認識
に立ち、飛行安全会同として、2008年以降、毎年開催され
ているものです。
内容としては、先ずは下総周辺での自衛隊航空機の運航
方式等の説明があり、航空交通情報共有への取組みとし

て、目視、レーダー等での厳正な監視の実施とともに、IFR
到着機の情報については、東京ターミナル管制所からIFR
到着機情報を入手後、下総タワーから、当該情報をVHF
周波数での、以下の例のような一斉送信により、情報の共
有を図っているとのこと。
例：All stations SHIMOFUSA Tower, IFR inbound 
P3 estimate TOHNE(OMIYA) 0300 altitude 4,000Ft.
民間側からは、日本飛行連盟の赤十字飛行隊の活動、近
傍のドクターヘリの活動、及びジャイロの飛行活動の紹介
の発表あり、官民ともに、有意義な情報の共有が出来た会
同でした。

第16回 下総航空基地周辺飛行安全会同

JFAサ ンロ

航空安全講習会開催しました。
受講されたみなさま有り難うございました。

アイベックスアビエイション株式会社 アイベックスフライングクラブ、
東京都調布飛行場管理事務所のご協力を得て開催しました。

　調布、取手ともフライトに関する最新情報と特定操縦
に係わる項目、離着陸・フライト中におけるリスク回避の
手段など、安全運航に役立つ内容で基本の底上を図りま
した。また各班分けをして、ＮＡＶコースを選定してどの
ような運航スタイルならば安全か？など活発なデイス
カッションもおこなわれ大変有意義でした。
　なお講習会は、通常は航空５団体が各々単独開催して

いますが、５月には初めて航空５団体合同による講習会
を計画しています。皆様の中には５団体全てに所属する
方、１団体のみに所属している方など様々いらっしゃるこ
とと思いますが、一つの空を安全に共有するために「違う
飛び道具」をもつ皆さんとのコミニケーションをとる良
い機会でもありますので、その節は大勢のご参加をお願
い致します。

●会  　場
●内容・講師

東京都調布飛行場 ターミナル2階会議室
『最近の変更点』
(公社)日本航空機操縦士協会　吉田 徹  講師

『離着陸の危機管理』
(一社)日本飛行連盟　奥貫 博  講師

平成29年12月9日(土) 

●会  　場
●内容・講師

取手ウエルネスプラザセミナールームA
『最近の変更点および過去の事例から学ぶ』
(一社)日本飛行連盟　佐々木 匡  講師

『NAV Planを考えてみましょう ～隣は何をする人ぞ～』
JMGC　藤沼 敏弘  講師

平成30年1月13日（土）

Airport●日本飛行連盟の飛行場
大利根飛行場 10月の台風以来、泥がたまっていたグラス・タキシー・ウェイもブルドーザーが入り

復活しました。草が生えてくれば以前のように使用できると思います。まだ土埃が舞い
ますが上手に運用していきましょう。茨城県稲敷郡河内町・利根川河川敷

三保飛行場
静岡県静岡市清水区三保・三保半島

以前の飛行場付近では、外国旅行者はまず見かけませんでしたが、最近はカメラを
持ったアジア系の人達と出会います。三保松原は世界文化遺産にもなったことでその
影響があるのかも。周辺も綺麗になってきたので飛行場も整形は無理でも少しずつで
もMAKE UPをしていきたいところです。


