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３月３１日、エアレースパイロットで赤十字飛行隊隊員の、室屋義秀さんが東京では初めて
となる「笑顔☺マーク」を描きました。昨年から東日本各地で、「一人でも多くの人達に明
るい気持ちになってもらえたら」との思いで始められました。都内・外の１１カ所を移動し
て、描いていくのも大変神経を使われたのではないでしょうか。大空に、小型プロペラ機か
ら描き出された、ほんわかと浮かんだ柔和な笑顔、また見てみたいですね。

2021.3.31 撮影
Photo by JMA:日本模型航空連盟  事務局長　田邊義和氏 



東京第２特別管制区（PCA)にご注意ください！

高橋 淳 赤十字飛行隊隊長より
今年のGW、皆さんはどのように過ごされていますか。お天気のいい時のレジャーフライトは楽しく、ストレスの解消にはもってこいですね。でも、お天気が少しでも悪かったら却ってストレスが溜まりませんか⁉ 人間は本能では飛べません。鳥の頭にはフライトに必要なシステムが充分入っています。我々のレジャーフライトに無理は一切禁物。天気の悪い時は鳥も飛びませんよ‼安定した良いフライトのために、常に安全第一を肝に銘じてください。

群馬県と赤十字飛行隊群馬支隊新たな災害時協定締結

群馬支隊

赤十字飛行隊と溝呂木地区連携強化のため、下記のとおり実施しました。
東日本大震災の教訓をもとに毎年恒例の訓練で、避難誘導訓練や初期消火訓練、寝たきり者の搬出
訓練、応急手当訓練等を予定していましたが、感染症流行のため非常通信訓練及び上空から情報収

集訓練を行いました。飛行隊は午前１０
時、塙支隊長が、群馬県赤十字飛行隊支
援奉仕団員を乗せて赤城ヘリポートを
離陸し、群馬県渋川市上空を飛行しなが
ら市内の情報を収集し、群馬県赤十字ア
マチュア無線奉仕団を通じて訓練本部
へ伝達。その後、溝呂木場外ヘリポート
に着陸し、支援物資の搬送訓練を行い、
また渋川市長や市幹部などが同乗して
渋川市上空を飛行して被害状況の視察
訓練も合わせて行いました。

使用航空機：JA３１０H（AS350）
塙 光一、 辻 佳英（群馬県赤十字飛行隊支援奉仕団員）

令和２年１２月２３日、群馬県庁にて新
たな災害時協定を締結しました。平成
２５年に締結した協定では、被災地上
空からの被災状況を県に提供するとい
うものでした。この度は、県の要請があ
り次第、物資などの輸送にも協力する
ことを加えたものに、あらためて結び
直しました。
塙群馬支隊長は「災害時における相互
協力に役立つよう、協力をしていきた
い」と述べ、山本一太群馬県知事は
「今回の協定によって、一層県民の安
全を守れるように図っていきたい」と
協定のバージョンアップの意義に期待
を示されました。

左：群馬支隊塙光一支隊長(赤十字飛行隊副隊長) 右：山本一太群馬県知事
問い合わせ先
航空局安全部航空交通管制安全室 安全情報担当

TEL03-5253-8111(内線51514）

令和2年11月1日（日）群馬県渋川市溝呂木地区自主防災訓練 群馬県渋川市溝呂木ヘリポート

2020年3月から羽田空港の北側に「東京
第2特別管制区」(Tokyo NR2 PCA)が
設定されていますが、以降、許可なく、この
第2特別管制空域をVFRで飛行する事例
が令和2年度に24件確認されているとの
ことです。
特別管制空域は、空中衝突を防止し、航空
交通の安全確保のために設けられた空域
です。PCAの境界及び下限高度付近の飛
行には特に注意が必要です。
VFRでTokyo NR1/2 PCAを飛行した
い場合は、空域に入る前に、東京アプロー
チ(119.1MHz)と通信設定の上、進入の許
可を受けておく必要があります。それに加
え、Tokyo NR2 PCAの北西に接して、横
田のClass C 空域も存在し、その空域に
入る前には横田アプローチとの通信設定
をして許可を得ておく必要があります。
これらのPCA等に限らず、混雑する羽田
空港周辺の飛行に際しては、飛行安全の
確保のために、東京TCA (124.75MHz)との通
信設定が必要です。
また、Tokyo NR2 PCAの直下は、人家等の密
集した都心の上空で、高さ1152ftの東京タワー、
853ftの新宿高層ビル群、889ftの池袋サンシャ
インシティ等の障害物が存在します。有視界方式
での飛行に際しては、最低安全高度として、動力
装置が停止の場合に地上又は水上の人又は物件
に危険を及ぼすことなく着陸できる高度、あるい
は、航空機から水平距離600mの範囲の最も高い

障害物の上端から300mの高度を保っての飛行
が必要ですので、都心の上空では、特に注意が必
要です。
詳細については、AIP RJTT AD2_17 Tokyo 
PCA 及びRJTY AD2_17 Yokota Class C 
Airspace を参照下さい。
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支隊長を中心に改善点を確認JA110C（R66）到着

赤十字飛行隊大阪支隊＆東京都赤十字二輪奉仕団 合同訓練

報告: 大阪支隊　丸山基成

令和3年３月２７日（土）赤十字飛行隊大阪支隊は、東京都赤十字二輪奉仕団との合同訓練を行っ
た。コロナにばかり気を取られるが、災害はいつでも不意に発生する。今回は首都圏で大規模災害が
起きたとの想定。赤十字飛行隊大阪支隊登録ヘリ（JA110C）は、格納してある八尾空港を離陸後、
奈良県エンデューロパークで被災地向け緊急支援物資を積載して、合流地点に向かった。一方、地
上では東京都赤十字二輪奉仕団が東京から合流地点に先行し、着陸場所を確保。合流後、受け取っ
た緊急支援物資を大型バイクで首都圏被災地の各所に地上搬送するシナリオで、三保飛行場を合
流地点として実施した。

大阪支隊の並河支隊長は、東京都赤十字二輪奉仕団の委員長を兼務しているので、大阪支隊と円
滑に補完し合える両組織がそれぞれの役割を理解し、行動することで安全で効果も大きく、効率的
な活動を展開できるとの持論から企図された訓練である。

ランデブーポイントの三保飛行場は、世界文化遺産「三保の松原」の隣にある。平時に於いてはロ
ケーションが大変すばらしく、海岸沿いの滑走路からは、駿河湾や富士山、伊豆半島が眼前に広が
る。そうした環境の中、地上では着陸に先行し、二輪奉仕団が風向や滑走路上の状況その他で着陸
誘導地点を決め、ヘリの特性や危険性を確認し、マーシャルや警戒員、物資受け取り員、写真班、無
線班などが各人に割り振られた。

当日は晴れていたが、南から軽風が入りVMCながら視程が今一つで、富士山は写真で捉えることは
できなかったものの、地上誘導員、警戒員のサポートの中、JA110CはRW15に教科書どおりのパ
ス角で11:10、 春めいた美しい風景の下ランディングをした。大型バイクに積みやすいよう、みかん
箱程度の大きさのダンボールで纏められた緊急支援物資は、二輪奉仕団の隊員に手渡された。

その後二輪奉仕団は東京に向かう前に、滑走路上の浮き砂利の路面状況を被災地の道路に見立て
て、パイロンを使って大型バイクの高レベルな運転技術の維持訓練を行った。
並河大阪支隊長はBMW  Motorrad公認インストラクター資格をドイツで取得しており、昼食を挟

み二輪奉仕団員に2時間程度熱心に指導し
た。疲れ切ってバイクを倒す隊員も出る中、
被災地をイメージした悪路、低速、ハンドル
フルロックの切り返しなどの訓練が続けられ
た結果、また一段階技術向上が見られた。
そして総括が並河支隊長より行われ、機体
は14:30、二輪奉仕団の誘導でRW15から
奈良県エンデューロパークへ向けて離陸し
た。二輪奉仕団はシミュレーションを再開
し、被災地各所に地上から緊急支援物資を
搬送するミッションに取り掛かった。

こうして三保飛行場での訓練過程は終了し
たが、双方の技量の維持向上には不断の努
力を必要とするため、このような訓練拠点が
飛行隊にあることは大変意義を感じた。参
加者の皆様まことに有難うございました。

本部:当初の訓練計画では３月１３日の予定
でした｡雨天延期のため三保支隊のヘリと
大阪支隊からのもう１機の参加ができませ
んでした。次回宜しくお願いいたします。

二輪の皆さんもお疲れ様でした。 物資を手渡す並河支隊長（右）
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仙台空港第二小型機用格納庫

入居者募集

　当社は、1970年の設立
以来、東京国際空港（羽田
空港）を拠点に、北は新千
歳空港から南は那覇空港
に至る国内12空港及び海
外2空港において、空港に
必要な施設と機能を提供、
運営管理することを主業と
し、安全な空港運営及び航
空会社の運航をサポート
させて頂いております。 
　現在、仙台空港内に当社
が所有する仙台空港第二
小型機用格納庫にて入居
者を募集しております。
　個人・法人問わずご興味
のある方は下記担当者ま
でお気軽にお問い合わせ
ください。

� 空港施設（株）ホームページ（物件検索ページ）�

https://www.afc.jp/business/estate/list/

★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★

仙台空港第二小型機用格納庫

入居者募集

仙台空港第二小型機用格納庫
施設概要

物件名
仙台空港第二小型機用格納庫及び附帯施設

所在地
宮城県岩沼市下野郷字北長沼4番地

募集面積
格納庫：754.71㎡ / 事務所：443.05㎡ / 駐車場：22台

担当者
空港施設株式会社
営業推進本部営業部営業一課
加藤　涼香（かとう　すずか）

〒144-0041
東京都大田区羽田空港1-6-5
第五綜合ビル
TEL: 03-3747-0256
E-mail: kato527@afc.jp

構　造
鉄骨造

竣工年
1993年12月

交通アクセス
仙台空港旅客ターミナルから車で約5分

賃　料
◇ 応相談 ◇

延床面積
格納庫：1,186㎡、事務所：566㎡ / 格納庫間口44.7ｍ×奥行26.5ｍ
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空中衝突寸前に至った飛行経路の状況

今回は、少し変わった話題ですが、曳航飛行からの離
脱直後のグライダーと曳航機が、正面衝突寸前の状況
になった、危険な体験の紹介です。
当日の天候は晴れ、視程は10km以上で、風も穏やか

な、良好な気象状態でした。
曳航上昇中、＋2～3m/s程度の上昇気流のエリアで、
少し急な、右旋回の曳航上昇をしていました。
グライダーの練習生はやや不慣れで、曳航索は時々た
るんだり、強く張ったりという状態でした。その状態で、
1,500Ftに達した頃、グライダーは、このまま上昇できると
の自主判断から、離脱をしたのですが、グライダーは、や
や旋回の内側に入り込み、曳航索がたるんだ状態での
離脱でしたから、離脱の体感は無く、また、バックミラーか
らも見えない位置であったため、曳航機の側での離脱確
認が遅れました。
それでも、離脱したのでは？ との感覚はありましたの

で、改めてバックミラーを見て確認し、同時にグライダーの
「離脱しました」とのコールを得てから、左降下旋回に入
れたのですが、その後約３／４旋回して、滑空場の方位
に機首を向けたその時、離脱したグライダーと、ほぼ同高
度の、正面衝突経路の状態になったものです。右の図が
その時の状態です。
グライダー曳航の離脱時、グライダーは右に旋回、曳航
機は左旋回との決まりがあって、安全が確保されている
のですが、この時は、曳航機の側での離脱の確認が遅
れ、そこから左旋回したものですから、正面衝突経路の
状況になってしまったものです。
その時、こちらは降下中でしたので、そのまま機首を下
げて降下させ、グライダーは、その上、数ｍの至近距離を
スレ違ったものです。それは、信じられないほど、一瞬のこ
とでした。
曳航機は、降下経路の安全確認のため、やや下方に
見張りの意識があり、グライダーは、滞空のため、雲の発
生状況等、やや上方に見張りの意識がありましたから、
相互に発見が遅れたものと思われます。
それに加え、正面から一直線に接近する白色のグライ

ダーは見えにくく、気が付いた時には殆ど回避操作の余
地がないような、極めて危険な状況でした。
この２機が空中衝突していたら、おそらく２機墜落、３
名死亡の大惨事になっていたことでしょう。

奥貫　博

このような体験をしますと、見張りの重要性が再認識さ
れます。意識が他に向いている時は特に注意が必要です。
多くの空中衝突は、見えている状況なのに、意識がそこに
行っていない時に発生しています。
赤十字飛行隊の災害出動の場合には、多くの機体が飛
ぶ空域での活動になるでしょうから、任務への意識以上
に、見張りの意識を強く持ち続けることが必要です。
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鳳文書林から新刊２冊のお知らせ

　日本の空を飛んでいる航空機を知るための格好の書籍。初版発行以来、半世紀以
上の長い歴史を有し各方面で広く活用されています。大型機、小型機、ヘリコプター、
自衛隊機に大別し、さらに型式別に見開き２ページで機体解説、写真、性能諸元表、
登録番号と所有者が掲載されています。また巻末には、登録番号のリストが掲載され
ており、リース機が実際はどこのエアラインで使用されているか、警察庁所有の機体
がどこの県警航空隊で使用されているかなどの情報や、防災ヘリ、ドクターヘリなどの
用途も備考において分かるようになっています。

定価　8,030円（10％税込）日本航空機全集2021

　アビオニクスの進歩で航空機のナビゲーションも、かつてとは様相が変わってしま
いました。本書では、ナビゲーターでなく、パイロットの立場からのVFRナビゲーショ
ンの方法が具体的事例をあげて記述されています。また各方面で多用されるグーグ
ル・アース、それに実機と間違えるほどの進化を遂げているPCフライト・シミュレータ
ーなどのナビゲーションでの有意義な活用方法も書かれています。
　ほかに、現在でもナビゲーションに欠かせないツールである航法計算盤、AN-2の
使用方法についても分かりやすく記載されております。筆者は元JALのキャプテンで
現桜美林大学教授の横田友宏先生です。

定価　4,620円（10％税込）役に立つVFRナビゲーション

発行／鳳文書林出版販売（株）
〒105-0004　東京都港区新橋３-７-３  TEL.03-3591-0909　E-mail.info@hobun.co.jp
ネット通販サイト／https://www.hobun-books.com/

Information

●日本飛行連盟の飛行場

JFAサ ンロ

河内町は江戸時代から利根川水運と河岸の発達により、進んだ中央の文化
の影響を直接にうけ、豊富な有形・無形の文化財を残している。

（河内町役場サイトから引用）
飛行場にも豊富な有形・無形の文化財のような、機体やフライト仲間が大勢います。
打倒! コロナで良いものをちゃんと残していきます。

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

飛行場前の駿河湾を行く大型貨物船、昨年は荷がガラガラで可哀想な姿でした。今は
いくらか元のどっしりスタイルに戻ったように見えます。飛行場の駐機場や待機用バス
も少しずつ手入れをして、元のスタイルを保つように励まないと・・。
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