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ご挨拶
当連盟はお陰様で本年創立65周年を迎えました。思い

大利根・三保場外離着陸場の維持管理を柱としてきた業

起こせば我が国の航空再開後の昭和28年に「公益社団

務は、長い間航空局が所管官庁でしたが、
その後国の法

法人日本青年飛行連盟」
として発足。
その後「日本飛行連

制度改正があり、
より実質に則した組織運営とするため公

盟」
と改称し、航空界の発展と歩みを共にしつつ活動を始

益社団法人から平成25年には内閣府認定の一般社団

めました。航空機の運航や飛行場運用に際しては幾多の

法人へと移行いたしました。

試練もありましたが、
ここまで来られましたのも会員並びに

人間に例えれば還暦をとうに超え、古稀をそして更に先

関係各位のあたたかいご理解、
ご協力の賜と心から厚く

へと目指す時期です。今後とも皆様に喜んでいただけるよ

御礼申し上げます。

う努力して参りますので、変わらぬご支援ご協力を賜りま

日本飛行クラブによるプロパイロット養成から自家用パイ

すよう御願い申し上げご挨拶とさせていただきます。

ロット育成への移行、赤十字飛行隊による社会奉仕活動、
TABLE OF CONTENTS
「ご挨拶」 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ P1
「赤十字飛行隊」
「支隊紹介」 ･･････････････････････････････････････････････････････････ P2～3
「国土交通省航空局交通管制部運用課 航空情報センターからお知らせ」
「羽越水害の回顧」小島 徳也 ･･･ P4～5
「日本初の民間飛行場を飛ぶ『鳳』号と、その縮小複製機」･････････････････････････････････ P6
「異常時及び緊急時の操縦技能」奥貫 博 ････････････････････････････････････････････････ P7
「JFAサロン」･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ P8

1

・エ ア ロ ン カ

赤十字飛行隊

高橋

淳 赤十字飛行隊隊長より

赤十字飛行隊結成５５周年
飛行連盟は創立６５周年、飛行隊は５５周年を迎えました。

察、消防、防災ヘリなどの救護体制が整えられていることで

このように継続してこられたのは、飛行隊隊員皆様と関係機

す。
しかし、
それでも備えあれば憂い無し。国や行政機関の救

関皆様の熱意とご協力の賜と心から厚く感謝申し上げます。
こ

護活動とのタイミングを見計らい、飛行隊ならではのボランティ

の長い年月の間、災害と無縁な年は無く飛行活動をするにあ

ア活動と質を保ちながら各機関とも調整を取り合い活動して参

たっては先輩方の様々なご苦労もあったことでしょう。現在も各

りたいと存じます。下に掲載しましたのはほんの一部の活動紹

支隊ではその意志を引き継いで、航空機を使用したボランティ

介です。
５５年分はとてもここには載せきれません。今後とも飛

ア活動を行っています。結成時と違うのは今では自衛隊、警

行隊へのご支援を何卒宜しくお願いいたします。

これまでの活動抜粋
昭和38年

1月
11月
昭和39年 6月
昭和40年 2月
12月
昭和41年

6月

昭和43年 3月
昭和44年 4月
昭和43年～
60年代

日本赤十字社本社直轄奉仕団 赤十字飛行隊発足
神奈川県藤沢飛行場にて結成式1,100名参集
新潟地震 10日間にわたり災害救助
調布飛行場に基地設置
米軍からパイパー L21型18機が日本赤十字社に払い
下げられ飛行隊に編入
湘南地区海岸パトロール25名の人名救助 その後数十
年間にわたり海岸パトロールを実施
大利根飛行場設置
三保飛行場設置
十勝沖地震、高知台風、新潟・長野豪雨などで物資空輸
・大島=三宅島急患輸送 伊豆沖地震空撮 与那国
=石垣急患輸送 東北地方豪雪による血液輸送
沖縄県離島巡回診療 八丈島台風による救護班・
医薬品搬送
・世界に13人しかいない血液の緊急空輸、宮城県沖
地震被害調査
・武蔵野赤十字病院屋上ヘリポート設置計画に飛行
連盟が設計から建設までを指導。

平成元年～

・東海大地震を想定し三保飛行場にて21機300名の
参加者で救護訓練。
・東京大地震を想定し調布飛行場にて郵政省、運輸省
航空局、国土庁、東京都、三鷹市、調布市、府中市の
後援、京王帝都電鉄の協力のもと、日赤本社および
三鷹市、府中市、調布市の赤十字奉仕団と共催して
災害救護演習を実施した。参加機28機 参加者
600名
・永福丸の遭難者捜索、旧香取海軍航空隊飛行場跡
地を公共用飛行場として活用すべく調査整備、飛行
隊の九十九里海岸パトロール基地として使用開始。
・三宅島噴火調査飛行 日航ジャンボ機御巣鷹山墜
落事故により、上空において無線中継基地として捜
索、事故処理に協力。
雲仙普賢岳火砕流調査飛行 北海道南西沖地震医師
団、物資輸送 阪神淡路大震災救援物資空輸 民間初
の臓器搬送 サハリン飛行 東日本大震災、鬼怒川水
害、熊本地震

海外との交流
・平成４年サハリンと災害救助、医療活動などの分野で相互協力を目的にサハリンフライトを実施。
戦後サハリンへ飛んだのは平成２年に火傷による重傷患者を緊急輸送した海上保安庁のYS11のみで翌3年からはJASが
新千歳からユジノサハリンスクへ就航。
当時は本道からサハリンへ入る日本の航空機は軍事施設周辺を迂回するコースが
設定されていたが、赤十字飛行隊はその活動趣旨が理解され、最短距離による直線コースが取られた、初めてのケースと
なっている。
その後、平成７年にもサハリン地震のため医師団搬送をいち早く行っている。

・横須賀米海軍基地研修
空母キティホーク・巡洋艦バンカーヒル・駆逐艦ＶＡＮＤＥＥＧＲＩＦなどで航空機器研修や緊急出動時の心構え、命令系統
の出し方などを研修。
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毎回、全国の各支隊を紹介しています。

浜北支隊

文・写真／

浜北支隊長

迫田 茂穂

時には「ブルーサーマル」いかがでしょうか？
エンジンがない航空機の世界をご存知でしょうか？曳
航なくして空に上がれない航空機、
グライダー。動力滑空
機以外は実用性ほぼゼロ。
アウトランディングが唯一認め
られた趣味材と言っても過言ではありません。
しかし、
ひと
たびこの摩訶不思議な乗り物を操縦すれば、動力がな
いが故の「効率」や「安全」の大切さを知ることができる
でしょう。無駄な舵、滑りは高度損失やスピンを誘発しま
すので、適切な操舵、特にペダル技量の向上には絶好
の訓練材料です。
また、
自然と一体化することで、雲の形
や地形、鳥から、風や揺れも予測できるようになります。そ
の経験は、飛行機や回転翼の方にもきっと貴重なものと
なることでしょう。
ここでは、その滑空機を運航する浜北
滑空場をご紹介します。
浜北滑空場は、1978年に陸単愛好家の久仙会（三保
飛行場ベース）永田修一前浜北支隊長らが、
「自ら作っ
たオラが町の滑走路に着陸したい」
との夢を実現すべく
造 成したものです。滑 走 路 長1,000mの天 竜 川 河 川 敷
（静岡県浜松市）場外離着陸場で、新東名高速道路の
北約300ｍにRW01の着陸帯エッジが位置する、
日本一
高速インターから近い滑空場です。
ここでは毎週末動力滑空機を含むグライダーを、最大
5機運行しています。毎年5月には、岐阜、愛知、静岡の3
県から集まるグライダー競技会が行われます。
この交流
を通して、色々な機体による飛行体験・訓練を実施する
とともに、安全を中心とした情報の共有も行います。一方
で、航空勉強会も毎月抜かりなく開催し、技量・知識向
上に積極的に努めていま
すし、小中学生向けの夏
休み講習会や、地元祭典
での機体展示といった貢
献活動も行っています。
ま
た、航 空 図 やAIC
041/14にも記 載 頂き、通
過する航空機には努めて
連 絡を頂きながら、安 全
運 行に徹しています。浜

松 航 空自衛 隊
や浜松市消防
局 航 空 隊、
ドク
ター ヘリ、浜 北
警 察 署との 連
携も良 好 で、
こ
こを 訪 れ た 航
空学生は、必ず
■新東名浜北インターより5分
戦闘機ウイング
マークに辿り着ける、
というジンクスまであったりします。
しかし、本日に至るまでには、並々ならぬ苦労がありまし
た。滑空場の建造には莫大な労力と資金が必要だった
と伺っていますし、航空機事故や抗議の滑走路掘削と
いった刑事事件にも遭遇しました。
これらの難局を乗り越
えられたのは、
ひとえに地道に国交省や自治体、
自治会
への丁寧な説明であり、見て頂くことであったと考えてい
ます。浜北支隊の萩原隊員らが足しげく訪問し、それら
を行ってきました。諸先輩らの尽力により支えられた滑空
場ですので、今後も大切に守っていくとともに、
もっと愛さ
れる滑空場、防災や災害時へ有用な滑空場と、その役
割も大きくしたいと考えています。
最後に、モーターグライダーでの活動として赤十字飛
行隊浜北支隊が発足し、19年が経過しました。結成時
からご尽力された故正久氏から永田氏へとリレーされて
きた支隊長のバトンを今年４月に私が受け継ぎました。各
支隊の皆様どうぞよろしく御願いいたします。
なお、
ご興
味があれば、是非浜松までお越し頂き、お
気軽に滑空機ならではの操縦術の世界を
ご体 験 頂けたらと思います。弱い上 昇 気
流では、速度を抜いてそっと乗っかる様に
旋回して上がります。強い上昇気流では、
反対側へひっくり返されそうになるのを格
闘技さながらにしっかり止めて上がります。
また上 昇 旋 回中は、
トンビとランデブーで
す。動力なく滞空するブルーサーマルの世
界が皆様をお待ちしています。

■浜北フライトサービス １３０．
６７５MHz

浜北滑空場のパートナー／浜北スカイスポーツ連盟(浜松市体育協会所属)／久仙会／遠州グライダークラブ／ヤマハソアリングクラブ／チームトンドル
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国土交通省航空局交通管制部運用課 航空情報センターからお知らせ
航空路誌改訂版等の無償PDF版のダウンロード配信スタート
航空局が発行する航空路誌改訂版等（AIP等）
の紙面版の販売中止に伴って
「ＡＩＳ ＪＡＰＡＮ Ｗｅｂサイト」
から無償ＰＤＦ版のダウンロード配信が開始しました。
これまで航空局発行の航空路誌改訂版等の出版物につきましては、航空路誌に掲載された販売所において
購入可能でしたが、平成30年4月以降、
出版物の販売が終了。4月12日からAIS JAPAN Webサイトから航空路
誌改訂版等の無償PDF版のダウンロードが配信となりました。今後、出版物を必要とする場合はAIS JAPAN
Webサイトから無償PDF版をダウンロードの上、各自で印刷、製本いただきますよう何卒よろしくお願い申し
上げます。
（DVD版の販売は従前どおり。)

AIS JAPAN Webサイト（アドレス：https://aisjapan.mlit.go.jp/）
※AIS JAPAN …ID ／パスワード登録が必要です。
※アクセスが集中した場合、
ダウンロードに時間を要する場合あり。
①「AIS JAPAN」
にアクセスしてください。URL：https://aisjapan.mlit.go.jp/
②「Information」
ページを選択後、続いて
「Japanese」
をクリックしてください。
③「航空路誌改訂版等の無償PDF版」
をダウンロードしてください。
④紙サイズを指定して印刷してください。
⑤穴あけパンチで穴をあけて、航空路誌本冊等の差し替えを行ってください。
■印刷方法、
穴のあけ方詳細は
「AISJAPAN」
の
「Information」
ページを参照ください。

AIS JAPAN のアカウント登録方法
①AISJAPAN（https://aisjapan.mlit.go.jp/）
にアクセスし、
「Create you account」
をクリック。
②登録者のメールアドレスを入力。
（誤入力防止のため2カ所に同じアドレスを入力する。）
③Submitをクリックすると、確認ダイアログが表示される。
「ＯＫ」
をクリック。
④しばらくすると入力したメールアドレス宛にメールが届きます。
この中の登録フォームのアドレスをクリックします。
⑤登録フォームが表示されますので項目すべて入力選択します。
※ユーザIDは半角小文字英数又は
「－」のみ使用可能で６文字以上２０文字以下
パスワードは半角英数又は
「! #$( ) *-. : ; = ? @ [ ] { } 」
のみ
６文字以上２０文字以下
⑥Submitをクリックすると、確認ダイアログが表示されますので「ＯＫ」
をクリック。
⑦入力が成功するとトップページへ移り登録完了です。
しばらくすると登録完了
メールが届きます。以上でAIS JAPANを閲覧できる準備が整いました。①の
アドレスへアクセスしユーザID,パスワードを入力し閲覧が可能となります。
－注意－

▽ユーザIDやパスワードを忘れると、
セキュリティーの観点から当センターから教えることができ
ないため、再登録が必要になります。
▽当サイトへ６ヶ月アクセスしない場合、
アカウントが無効となり閲覧ができなくなります。その際
は再登録が必要となります。
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羽越水害の回顧
日本飛行連盟会員№1818

小島 徳也

皆様こんにちは初めまして。私、常々『AERONCA』
にて皆様のご活躍ぶりを知り感じ
入っておりました。そして有る時、ふと思いつきまして自分も記憶の確かなうちに体験談を
披露致そうかと考えておりましたところ、
このたび機会を得ましたので寄稿致しました。
それは喜寿を目前にして、往事の懐かしい思い出です。当時自分は山形から仙台空港へ
列車で向かい、その先は関東ではお馴染みの竜ケ崎飛行場へフライト移動し、そして事務
所内の宿泊室に2～3日滞在し訓練をうけておりました。
そんなとき突如、昭和42年8月に山形県南部、新潟県北部が集中豪雨に襲われ未曾有
の大洪水によって孤立した西置賜郡小国町へ、赤十字飛行隊が4回にわたり派遣され、医
薬品、救援物資、
などの供給を行いました。600ミリという驚異的な雨量は、交通・通信施
設ともに壊滅的打撃をうけました。当時、
自分は電電公社の職員で、その日は宿直勤務で
あり被害状況の収集や、情報連絡にと奮闘し、そして翌朝帰宅すると日赤か本部か現今で
は不確かですが、山形空港に集合の報を受け、急遽駆けつけました。其処には出動機のパ
イパー式PA-28-181型機が、既に待機していて早速後席に乗り込み、現地までの地理に
は詳しいことでナビゲーターを受け持ち、
かつ物資（医薬品）投下も行う作業を担当しまし
た。
目標地点は小学校で分かりやすく、そこは広い校庭でもあったため安全に投下ができ
たときは及ばずながら飛行隊への協力と、多少は被災者のお役にたてたのではと安堵い
たしました。
そして復航の途中で様々な災害現場を写真に収め関係機関へフィルムを持参
しました。以来、会員として末席に控えております。

飛行連盟は今年発足６５周年、飛行隊は結成５５周年を迎えたとお聞きしました。
これか
らも益々のご躍進を祈念いたします。
最後に孤立した小国町からの、情報の伝達の方法ですが、
それは現地のアマチュア無線
家の発する呼びかけに、
これを全くの偶然に受信した山形市在住の私の知人によって日赤
県支部へ通報され、
それが次々と日赤本社、飛行隊本部へとつたえられたとのことです。
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日本初の

民間飛行場を飛ぶ「鳳」号と、
その縮小複製機

千

葉 市 稲 毛 海 岸の干 潟に、1912年(明 治45年)

5月に奈良原三次男爵によって、日本初の民間飛行
場が誕生し、白戸榮之助教官操縦の「鳳」号が空を舞
いました。それを記念して、
この地の稲毛海浜公園内
に稲 毛 民間 航 空 記 念 館が開 設され、1987年（昭 和
62年）11月には、当 時の「鳳」号の縮 小 複 製 機が製
作されて、75年ぶりにエンジン音を轟かせ、高速滑
走を披露しました。

「干潟の飛行」

この縮小複製機は、その翌年には、設計製造を担
当した日本モーターグライダークラブにより、大利根

た。記念館受付のスタッフにお聞きしても、
「 閉館は決

飛行場で、場周飛行等、約10分間の飛行を披露して

定していますが、この機体を含む今後のことについ

います。パイロットは、現在日本飛行連盟の、中澤理

て、お伝えできる情報はありません」
とのことでした。

事長でした。

この絵「干潟の飛行」は、日本理科美術協会会員の

その後、
この機体は、エンジンを展示用の星型のも

関口猪一郎氏が描かれた、稲毛海岸を飛ぶ奈良原式

のに代えて、長い間、稲毛民間航空記念館に展示さ

4号機「鳳」号のものです。下の機体は、日本モーター

れていましたが、残念ながら、公園地区の再開発によ

グライダークラブが設計製作し、大利根飛行場で飛

り、
この３月一杯で、記念館は閉館になってしまいまし

行させた、その縮小複製機です。

「鳳」号の縮小複製機
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奥貫

博

平成26年4月、特定操縦技能審査が施行になり、審査
に合格しなければ航空機の操縦等が出来なくなりまし
た。以降、多くの方は3回目の審査を受けられたことと思
います。
この特定操縦技能審査は、以下の技能について審査
を行うとされています。
① 全ての操縦操作の基幹となる操縦技能
② 通常の運航では使用しない異常時及び緊急時の
操縦技能
③ 最新の知識を含む運航に必要な知識
これらのうち、①の操縦技能は、実技審査で見ていただ

■単発機の場合、不時着技量の維持は常に必要

けますし、③の知識は、航空安全講習会等で身に付ける
ことが出来ます。
問題は、②の異常時及び緊急時の操縦技能です。通

異常時及び緊急時の操縦技量としては、離陸中止、着
陸 復 行、失 速、
スピン、異 常 姿 勢、離 陸中のエンジン故

常の運航では使用しない知識と技能ですから、意識して、

障、飛行中のエンジン停止、滑空着陸等、様々な場面が

常に実行可能なように維持しておく努力が必要です。

あります。

また、
この技能については、飛行中の機体での審査実

異常姿勢対処の技量も極めて重要ですが、それと共

施は無理なものがありますから、機体の装置又は系統の

に、単発機の場合は、
エンジン故障への備えを常に考えて

概要の知識、故障時の判断、及び、操作の手順について

おくことが必要です。

の口頭での確認が主体となります。
実際の異常時及び緊急時においては、一度も実施した

離陸滑走時は、エンジン状態の把握に努め、異常徴候
の発見と、離陸中断等の早期対処が必要です。
また、離

ことのない操作を、装置、系統等の理解が不十分なまま、

陸直後の異常発生時は、特に速やかな対処が求められま

適切に実施しようとしても、
それは無理というものです。飛

すので、
そのための技量の備えと心構えが必要です。

行規程等によって必要な知識を身に付けた上で、
チェック

飛行機の場合、離着陸の段階では、速度の管理が極

リストの利用等で、確実に実行できるように備えておく姿勢

めて重要な要素になります。調布空港の離陸直後の墜落

が必要です。

事故も、八尾空港の着陸復航時の墜落事故も、速度管理

要注意なのは、不慣れな機体で飛行する場合や、上級
機への移行の場合です。
ただ飛行するだけであれば、特

の欠落が、事故に関与しているものと推定されています。
重心位置の事や、
トリムの影響等があっても、先ずは、

に問題は無いとしても、緊急時は別物です。過去の事故

速度計を見て、所定の速度をキープすることが、異常時及

報告を見ても、以下のような例の記載があります。

び緊急時の操縦技能の基本との再認識が必要です。

「本事故は、飛行中のオルタネーター故障に気付くのが

上空においては、不時着が安全確実に実行できる技量

遅れ、適切な措置が取られることなく、充電できないまま

の維持が必要です。今年の特定操縦技能審査では、
レー

バッテリー電源を使い果たし、
その結果、電動での通常脚

ダーベクター模擬で滑走路の近くまで誘導され、そこか

下げができずに、非常脚下げを試みたが、
その操作が適

ら、エンジンアイドルでの接地までの滑空着陸を要求され

切ではなかったために非常脚下げもできず、胴体着陸し

ましたが、実行してみますと、
目測等、
日頃の技量維持の

て、機体を損傷したことによるものと推定される。」

必要性が痛感させられます。

このような事にならないよう、異常時及び緊急時の操縦

実際にエンジンを止めての滑空着陸の練習は無理とし

技能については、常に、確実に身に付けておく意識が必

ても、
ベースレグ以降、
エンジンアイドルの着陸を実施してみ

要です。

ますと、不時着の目測と技量維持に役立つように思います。
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JFA サ ロ ン
『95歳、余裕綽々
‒世界最高齢パイロットの人生操縦術‒』 高橋

淳・著

出ました、JUNさんの新しい本! 絶賛発売中。
飛行機に憧れた幼少期から戦時中の飛行攻撃、戦
後から現在に至る航空界の話や最近のフライトラ
イフと追っていくうちに、JUNさんと一緒にお話
をしているような雰囲気になります。ページ数も
程よくあっと今に読んでしまいます。是非お買い
求めください。

価格：８９６円（税込）
発売元：ワニブックスPLUS新書
書店の他、
インターネット通販
アマゾンプライムでも購入できます

発売中

●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

三保飛行場

静岡県静岡市清水区三保・三保半島

8

Airport

最近、暑くなってきて草も元気に伸び始めました。昨年の台風の影響で土埃が舞っ
ていた飛行場も、育ってきた草のおかげで緑になってきました。
これからはもっと過
ごしやすくなる飛行場に是非お出かけ下さい。

GWの飛行場近辺はサイクリングに釣り客と天候次第ではかなり賑わいそうです。
近く
の三保園ホテルは日帰り入浴
（11:00-20:00大人600円子供300円）
や無料の足湯
（12:00-16:00天然温泉40度、温度調節ができず天候によっては使用不可）
もあり。
体力自慢の方、
清水駅からレンタサイクル500円で飛行場周辺散策もおすすめです。

