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■上面ではなく、横側タッチの改札

TGW
「高輪ゲートウエイ駅」

駅舎は見ようによっては恐竜
の骨のようなフレーム。駅前周
辺は商業施設やマンションな
どがまだまだ開発途中です
が、駅だけは立派に出来上
がりました。そのオープン記念
として駅前特設会場でイベ
ントが開催されました。2020
年7月14日(火)～9月6日(日)

地方の名物料理、ソーシャルディスタンスを保っての盆踊りなどがあり、ほどよい
賑わいでした。この駅前広場や駅の外通路２階からは羽田からの飛行機もよく
見えます。特にお腹の真下が・・。羽田第一・第二旅客ターミナルの展望デッキ、
国際線ターミナル展望デッキや浮島町公園、京浜つばさ公園は飛行機好きの
絶好の撮影ポイントとして有名ですが、山手線、京浜東北線の新駅TGWもお
すすめスポットです。



例年、４月～１１月頃にかけて、県・市町村では防災訓練が行われていました。今年
はその訓練もウイルス感染拡大防止のため中止となっています。いつもですと、各支
隊の皆さんは、フライトで地上でと防災訓練に参加し、地域との相互協力、連携確認
を行っているところでしょう。年に数回の訓練であってもお互い顔が見える訓練は大
切です。地域で顔は見たことあるがお話したことは無い、確か役所の担当者だった
かな・・など、こうした不確かな状況も事前の調整会議への参加や訓練現場で顔を
合わすことで、どこの誰々さんということが確認でき、その後の連絡もスムースにな
ります。日赤県支部、役所担当の窓口、地域住民の所在、安否確認などが滞りなくで
きるよう、年に数回でも地元、公共機関、自治体などが出揃う訓練は大切であり、飛
行隊の参加はお互いにとっても有意義であるはずです。一日も早く元の訓練に参加
できるように、また、緊急出動の要請など、そのときに備えて各支隊におかれまして
は、連絡網の再確認、技量維持、機体のチェックをよろしく御願いいたします。

防 災 訓 練

赤十字飛行隊

本紙５月号でご協力をお願いい
たしました、日本赤十字社への
寄附金に関しましては、皆様から
多大なご協力を頂き、有難うご
ざいました。
８月１９日に日本赤十字社本社
へお伺いし、コロナウイルス対
応で大変な御苦労を強いられて
いる、医療現場に役立てて頂け
るよう、事業局パートナーシップ
推進部部長、大野博敬氏へお渡
しいたしました。
ここに皆様のご厚意に対し心か
ら厚く感謝申し上げます。

高橋 淳 
赤十字飛行隊隊長より

寄附金の贈呈

寄附金御礼　〈 一般社団法人 日本飛行連盟 〉
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鹿児島支隊

都市圏は新コロナで大変ですね。いろいろな緩和策が出されていますが、結局は自分自身が自分を
守るしかないのでしょうか。
鹿児島の私の会社でも、スイス国籍でフランス人乗組員のソーラーボートから高熱者が出て、緊張が
走りました。こういう時って、救急車も保健所も市立病院も皆後ろ向きでしたね。呆れてしまい、自分
の車で近くの病院の外に運び、2時間もかかって、やっと救急車で市立病院が受け入れて貰える事に
なりました。事なきを得たのですが、何か非常事態の問題が違うような違和感が残った日でした。
さて、今日は又、ニュージーランドからのヨットが入港してきました。
全長35m。
エンジンはありません。ソーラーパネルでリチウムイオン電池に充電と燃料電池に補充し、それを
エネルギーとしてモーターとカイトで走ります。

文/写真  鹿児島支隊長・剥岩政次

ヨットの入港

ある日のボランティア : 入港途中からヘリで誘導に飛びました
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福島支隊

久々の明るいニュース。日本を代表するエアレース世界チャンピオンで、赤十字飛行隊福島支隊隊員の
室屋義秀氏をはじめとする航空関係者有志によって、パイロットを目指す若者たちを育成するプログラ
ムがスタートしました。事前の選考試験に合格したのは３人の高校生。訓練拠点であるふくしまスカイ
パークでは、本格的に座学に実機訓練などが始まっているようです。ぜひ腕を磨いて、無事に免許取得
まで、若い力で頑張ってほしいですね。ソロフライトの勇姿が見られますよう・・応援しています。
さて、その室屋義秀氏は、令和２年度国際航空連盟(FAI) のFAI エアスポーツメダルを受賞されます。
(表彰式は９月２３日、東京・航空会館)ふくしま飛行協会理事として、スカイスポーツをとおした地域活
性、環境整備などの活動、全日本曲技飛行競技会の技能・安全委員長として大会の開催に貢献するな
ど、その尽力がみとめられたものです。真におめでとうございます。また、８月２１日には山形市内８カ
所においてフライト。白いスモークで笑顔マークを描きました。ファンにとってはひとときのリフレッ
シュタイムを楽しんで頂けたようです。そして、9/13（日）には「福島の輝く未来へ！スポーツわくわくプ
ロジェクト」大空へ羽ばたこう！スカイスポーツ教室も開催される予定です。コロナ渦の終息が見えな
い中での多方面での活動。なかなか大変かと思いますが、赤十字飛行隊福島支隊の活動も引き続きよ
ろしく御願いいたします。

赤十字飛行隊

先日、会員登録データ用紙をお送りさせていただきました。その後、皆様からは、最新版として、個
人データを御返信頂きました。真に有難うございました。しかしまだ、一部の方からはお届けがあ
りません。ご多忙かと存じますがお忘れのないよう、御返信を頂きたく宜しく、御願いいたします。
なお、用紙紛失や見あたらない場合は下記内容を任意の形式で構いませんのでお送りください。

・お名前・郵便番号、現住所またはご希望の送付先
・自宅電話(あればFAXも)・携帯、スマホ電話
・PCメールアドレス　
・携帯、スマホメールアドレス
・操縦資格及び番号
・無線などの資格及び番号
・特定操縦技能審査　　　有　  無(予定)　
・自家用機、社用機、グループ使用機など運用可能な機種名・JA番号

〒105-0004　東京都港区新橋１－１８－１　航空会館
一般社団法人日本飛行連盟　あて
電話 ： 03-6268-8755   FAX ： 03-3502-0680   メール ： jfa1953@seagreen.ocn.ne.jp

会 員 の 皆 様 へ

登 録 内 容

宛 先
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運輸安全委員会の航空事故調査報告書の勧告を受けて、操縦士に係る技能証明に付された限定
と同一の種類及び等級の航空機（型式限定を付さないものに限る。）であっても、当該型式機を適切
に運航するための知識や技術が相違するものを操縦する場合や、経験を有しない発航の方法により
滑空機を操縦する場合に必要な教育訓練のガイドラインが制定になりました。令和２年１０月１日から
施行になり、特定操縦技能審査等の場で確認が行われます。以下は、その概要です。

操 縦 経 験 の な い 型 式 の
航 空 機 を 操 縦 す る 場 合
の ガ イ ド ラ イ ン

■該当する航空機 ■該当する航空機における教育訓練の内容

・操縦経験のない下記の飛行機
多発ピストン飛行機
単発及び多発タービン飛行機
可変ピッチプロペラの飛行機
引込式着陸装置の飛行機
過給機を有する発動機の飛行機
発動機出力200馬力を超える飛行機
電子飛行計器システム装備の飛行機
デジタル・エンジン制御装置の飛行機
高揚力装置を装備した飛行機
与圧装置を装備した飛行機
尾輪式の飛行機

・操縦経験のない型式の回転翼航空機

・経験のない発航方法による滑空機

１.学科教育
　 20時間（滑空機は5時間）を標準として、機体概
要、構造、運用限界及び性能、諸系統及び取扱
い、通常及び緊急操作の手順を含めて実施する。
また、与圧装置を装備した飛行機の学科教育は、
上記に加え、10時間を標準として、高高度飛行に
関する内容を含めて実施する。

２.実技教育
　実機、模擬飛行装置又は飛行訓練装置（いずれも
航空局認定のもの）の、いずれかにより、10時間
を標準として実施する。滑空機の場合は、未経験
の発航方法による10回以上の離陸を標準として
実施する。

３.教育訓練の実施者は、機長として当該航空機を操
縦できる者で、当該航空機や発航方法に係る知識
及び操縦経験を有するものとする。

４.教育訓練の実施者は、操縦士が操縦に必要な知識
及び技量を有していることを確認した場合は、訓練
を受けた操縦士の飛行日誌（滑空機の場合は滑空
機乗組員飛行日誌）の自由記入頁にその内容を記
載する。

詳細は、R2.6.29制定 国空航第1055号 『 https://www.mlit.go.jp/common/001354171.pdf 』を参照して下さい。
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貸借対照表 損益計算書

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、
定款第４章第２１条により書面決済とした。

第１号議案　令和１年度事業報告及び決算報告．．．．．．．承認

第２号議案　役員任期満了に伴う改選・全役員重任．．．．承認

Information

第６８回定時総会

総務省・
経済産業省
からのお知らせ
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夜間飛行の安全確保には確実な準備が必要

　関東平野には、小型機の夜間飛行に利用できる公共
飛行場がありませんので、これまで、長いこと飛んできまし
たが、夜間飛行の経験がほとんどありません。
　調布飛行場は、昔も今も昼間のみの運用ですし、ホン
ダエアポートは夜間飛行設備を備えていますが、自家用
機等の一般の利用に広く開放されているものではありま
せん。
　その結果、関東の小型機の人が夜間飛行の経験を
積むには、名古屋、仙台等以遠に出かけることが必要に
なるのが現状です。
　技能証明申請の際の飛行経歴（飛行機）は、自家用
の場合、「夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含
む20時間以上の同乗教育飛行」、事業用の場合は、「機
長としての5回以上の離陸及び着陸を含む5時間以上の
夜間の飛行」が必要とされていますので、それを充足し
て試験に臨むのですが、以降、夜間飛行の環境が得ら
れない場合、夜間の飛行経験は、技能証明取得前のも
のだけ、といった操縦士が多いのも事実です。
　関東平野の河川敷の離着陸場をベースとした飛行ば
かりの私の場合もそうなのですが、改めて、自分の飛行の
ためのノートから、夜間飛行の部分を見てみますと、以下
のような内容が記載されています。

　どれもその通りなのですが、先日は、自分が機長ではな
いとはいえ、反省を要する夜間飛行をしてしまいました。
知識として知っていても、それが実行されないのでは、何
の役にも立たない、との認識を新たにするとともに、大い
に反省をさせられたのでした。

　それは仙台空港でのことでした。依頼された４人の方
に、飛行機の異常姿勢対処の要領を体験していただい
たのですが、午前は講習、午後に飛行の、慌ただしいも
のでした。
　機体はFA-200、実施場所は空港の南、約21nmの空
域で、往復には30分以上を要しましたから、４人の講習
飛行では、時間が不足して、最後の１人は、訓練終了後
の着陸が日没時刻以降となるような状況でした。
　受講生は仙台空港に慣れた方でしたので、夜間飛行
は、何も心配していなかったのですが、帰途、暗くなって、
照明を点灯させてみますと、計器灯と着陸灯が点灯しま
せん。
　空港に近づく頃には、暗くて速度計等の視認が困難
になってきましたので、右席のユーティリティ・ライトを利用
して斜めに照らし、何とかしましたが、着陸灯は、どうにも
ならず、滑走灯を点灯させて対処しました。
　とはいえ、滑走灯では、光軸の関係から、着陸引起こし
姿勢で、滑走路面を照らすことはできず、高さの判断に
は使えません。FA200に不慣れな機長に対し、着陸の際
は、パワーと速度を残し、浅い降下角で接地させるようア
ドバイスして、何とか無事に着陸させることが出来ました。
　反省点は、夜間飛行になるのがわかっている状況なの
に、そのための点検や準備をせずに離陸してしまったこ
とに尽きます。右席同乗ということで気が緩み、機長も、夜
間飛行に備える意識が欠落していたのでしょう。
　何とかなりはしたものの、基本に従った点検と準備の重
要性を再認識させられた、問題のある夜間飛行でした。

奥貫　博

●夜間飛行の準備と確認の要点●
・夜間飛行に備えた各種航空情報の再確認
・必要な情報は、手元に整理して用意
・電気系統他、機体システムの知識と操作
・航空灯火等への知識の再確認　
・異常発生時の対処要領の再確認
・目視に頼らない安全な飛行経路の確認
・視程障害の存在等を考慮した気象の確認
・夜間飛行に備えた各種持参品の確認と準備
・機内外照明の点灯確認、確実な飛行前点検
・長時間の計器による飛行の継続への対処
・空間識失調の条件等と対処知識の再確認
・暗さによる視認力低下への認識と対処

貸借対照表 損益計算書

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、
定款第４章第２１条により書面決済とした。

第１号議案　令和１年度事業報告及び決算報告．．．．．．．承認

第２号議案　役員任期満了に伴う改選・全役員重任．．．．承認

Information

第６８回定時総会

総務省・
経済産業省
からのお知らせ
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●日本飛行連盟の飛行場
大利根では現在、自家用機運航と JMGCクラブの訓練を主に行っています。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、次のような対策をしています。

このように色々と対策をしています。機体にも最善の工夫と対策を施していきます
ので、皆さまもセルフケアでご協力をお願いいたします。

アフターコロナの時代・・・。って、いったい、いつになるのでしょうか。広々とした人
影まばらな三保は、ウイルスとは無縁と思えます。しかし、ウイルスは目に見えませ
ん。ほんとに厄介です。さて、この夏は大雨災害に猛暑続きでした。7月3日以降は、
熊本県を中心に九州や中部地方など、日本各地で発生した「令和2年7月豪雨」で
被災された方々には心からお見舞い申し上げます。静岡も大雨が降りました。その
後、東京からの移動自粛要請もあり、思うように飛行場作業が進められずにいます。
多少にかかわらず手入れをしたいところなのですが・・。三保は、海風が心地良い日
もありますが、ブリーフィング用バスの中は４０度近くになる時も!!。劣化も激しいバ
スですが、車内で扇風機を回せばホッと一息つけるオアシスです。本号が出る頃も
まだまだ残暑厳しいかもしれません。皆様、どうか呉々もお身体を大切に!!

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

໐当日の体調が悪い方。（発熱していないこと）
໐同居している方に体調が悪い方がいる場合。
໐海外から帰国し14日以内である場合。
　機体内外においても徹底消毒を施してのフライト。

高知にお住まいのメンバーさんから
会員番号2941番

お便りが届きました

　「高知県にある早明浦ダムや青龍湖周辺では、米軍機による飛行訓練がありオスプレイも来る
ようになりました。操縦士の顔が見えるくらいを飛びます。自宅はダム湖まで歩いて２キロほど。毎
年、夏風邪をひきますが、なぜか今年はまだひきません。新型コロナのおかげなのでしょうか・・。皆
様のご健康をお祈りいたします。」とメッセージをいただきました。
　きっと、メンバーさんはいつもの夏と違ってウイルス対策を念入りにされていたのでしょう。 それ
で風邪も退散しているのかもしれませんね。でも、熱中症等もありますから、皆様も油断なさらずご
自愛ください。しかし、このコロナウイルスさえ発生していなければ、マスクに三密、自粛もなしで、
東京オリンピックが開催され、日本全国、賑やか華やかに、スポーツの祭典に国際親善と大盛り上
がりだった・・はず。こんな厄介なウイルスに負けてはいられません。良かれと思
う対策・防御なりを工夫して、強い気持ちを持って乗り越えたいです。 なお、
他にも、東京のウイルス感染状況をご心配頂き、事務局へあたたかなひとこ
とメッセージなどをお寄せ頂いております。ありがとうございます。その一言
一言に、たいへん励まされます。皆様もお元気でいてください。

JFAサ ンロ


