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９月１２日(日) 三保灯台、飛行場周辺にて、静岡フイッシングボランティアの皆さんが、清掃活動
を行いました。
前回は三ヶ月前の６月１３日で、その時はお母さんお父さんと一緒に、ちびっ子達も含めた大勢の
ボランティアさんが集まりましたが、今回はコロナウイルスの第三波四波・・などの予防対策を
考慮し、少人数での実施となりました。自分たちの愛する海岸の傷ついた姿は見たくないもの。静
岡フイッシングボランティアでは、安全に釣りや散歩などが楽しめるようにと、他の海岸清掃との
協力体制もしっかりとされています。凜々しい、マスク姿の皆さん。グッジョプ、お疲れ様でした。

屋外は密とは無縁、
ボランティア活動にも熱が入ります

三保飛行場スロープ上にて
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令和三年度赤十字飛行隊全国支隊長研修・開催決定 １２月４日(土) 航空会館

延期となっていた支隊長研修は、１２月４日に開催いたします。

昭和５４年５月１３日赤十字飛行隊東海地区災害救護演習

高橋 淳 赤十字飛行隊隊長より
１０月にフライト中の事故が相次ぎました。航空局からも「出発前確認や基本操作手順の確実な実施、3H（初めて、変更、久しぶり）への留意等、運航に際しての基本事項の徹底」等が呼びかけられています。皆さんも十分に注意をして下さい。何度も言っていますが、飛行前のチェック＆リチェックは当たり前です。
“チェックはその場のもの、予測はこれからのもの。”フライト中の、万一の状況を予測できるようにしてください。飛行機乗りの５割頭。飛行中の頭脳は地上の５割と思って欲しい。年末年始もすぐやってきます。予測を働かせ無理の無いフライトをしてください。

タイムスケジュール

血液の緊急空輸

参加機

三保より空中偵察機２機発進 上空調査で東部、
西部を分担しポラロイドカメラにより被害状況の
撮影(住宅地域、道路、橋) 
JA3615 FA-200  JA3811 FA200
JA3771 到着  直ちにドア開ける物量傘準備
隊長着
演習開始（エプロン）副隊長　挨拶: 源田隊長
空中偵察帰投写真投下  着陸
物量傘投下機発進１機  発煙筒  高度300Ft  
JA3771
物量傘投下  ６ヶ×１機  着陸
物量傘回収（日赤車両）
救援機飛来  約２０機  着陸後、物資は救急車、又
モーターボートにて輸送
スカイダイバー発進  １機３名  JA3771
投下完了
ヘリコプター上空通過後着陸、直ちに急患搭乗,
離陸→着陸
急患1~2 名,救急車２台,看護婦２名,看護員４
名,運転員２名,担架
演習終了 
演習総評: 源田隊長  
挨拶: 静岡県知事副知事, 清水市長
演習終了宣言  副隊長
昼食  休憩 地元日赤奉仕団による炊き出し訓練
解散,参加機は指示された地域をデモ飛行しつ
つ各基地へ帰投
指示地域 静岡日赤指定

09:00~10:30

09:30
09:45
10:00~10:30
10:30
10:40

10:50

11:00~12:00

12:05
12:25
12:30~12:45

13:00

13:20
13:30
14:30

P8に私信メッセージあり、併せてご覧下さい。

Playback

今年３月、三保で行った大阪支隊と東京都赤十字二輪奉仕団の自主訓練は実に久しぶりの合同訓
練となりました。各支隊では、コロナ渦の影響で例年行われている防災訓練が中止となり参加がほ
とんどできていません。そのため活動報告が少ないので、過去の大演習を振り返ってみます。今回
は三保です。過去に海上パトロールや大演習も行われていました。現在の訓練では、物量傘の投下
から畳み方訓練や、通信筒に変えたりしていますので、訓練の模様、輸送物の仕様の変化など当時
との違いが分かると思います。
※内容:当時の実施計画と会報記載を組み合わせました。

1.目　的

2.日　時
3.場　所
4.主　催

5.参加支隊

東海大地震が予想される今日、実際に即応すべく救援物資、血液、医薬品等の緊急
空輸演習を実施し、非常事態発生時の救護活動に万全を期すことを目的とする
昭和５４年５月１３日(日)　10:00-14:30
三保飛行場
赤十字飛行隊 
〔共催〕 日本赤十字社、同静岡県支部
〔後援〕静岡県、清水市、静岡県警察本部、
　　　清水警察署、清水消防本部、
　　　日本飛行連盟、国際航空輸送（株） 
〔協力〕静岡県災害救助隊
静岡、調布、大利根、埼玉、川越、群馬、
名古屋、八尾、岡山

中央血液センターより びん詰め３ケース １５０本を２機にて空輸
大阪府血液センターより パック詰め２ケース ６０本を１機にて空輸
医薬品・衛生材料緊急空輸輸送
日赤本社より クロマイ,ビタミン剤,目薬, 外傷薬など５００人分１０ケースを６機にて空輸
日赤愛知県支部より 包帯,ガーゼなど衛生材料を３ケース３機にて空輸

急患の想定: 家屋の倒壊により,１．左腿骨骨折  ２．頭部挫傷および左上腕骨折
演習参加者: 約２００名
演習に参加した静岡県副知事、清水市長も防災服に編み上げ靴と完全装備で来賓の天幕を飛び
出して参加。天候にも恵まれ、一機のトラブルも無く無事この演習に参加した各支隊。
各機機長及び後援関係官公庁、又クラブ員の皆様に対してあらためて御礼申し上げます。

※着陸は定められたホールディング地点から三保か
らのコントロールによって1~2分間隔で誘導する。

 NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

本部

調布

群馬

川越
大利根

三保

名古屋

大阪
岡山

合計　　　

支 隊 型 式 JA 機 長
C-172
C172XP
PA-28-161
FA-200
FA-200
M-20E
PA-28-181
PA-28-140
C-172
C-210
PA-28R
川崎式ヒューズ369
エアロコマンダー 100
FA-200
FA-200
PA-28R
PA-28
PA-28
C-182
C-182
PA-28
　　　　　　 21機

3771
3800
3801
3593
3456
3318
3759
3578
3708
3481
3881
9096
3406
3615
3811
3817
3829
3712
3805
3235
3649

横山
山口
磯崎
福本
佐久間
久原
桑原
千田
長島
中根
村上
佐藤
黒田,木村
青野
松岡
横畑
波多野
森脇
可児
池上,西川
加島

JA3771

初代  源田 実 隊長

2 3

2021年11月1日発行 | 第584号・エアロンカ 2021年11月1日発行 | 第584号・エアロンカ



6

2021年11月1日発行 | 第584号・エアロンカ

令和３年１０月,東京空港事務所(羽田)及び関西空港事務所に運航援助情報業務の実施拠点
(FAIB)が設置され、様々な運航状況下における幅広い専門的なサポートが受けられるようになりまし
た。これに伴う,航空管制運航情報官の最新の電話番号は下表のとおりです。

運 航 援 助 情 報 業 務 実 施
拠 点 ( F A I B )
連 絡 先 の お 知 ら せ

■東京FAIB(東京空港事務所) 管轄:東日本エリア 新潟県,長野県,静岡県以東

飛行計画の通報・変更, 航空情報の入手
イレギュラーな運航,緊急事態
各種問合せ ヘルプデスク

発着調整に関すること,国内空港の
駐機及び空港使用の調整支援に関すること

運航関係許可申請，通報・届出

０５０－３１９８－２８６３
０５０－３１９８－２８６４
０５０－３１９８－２８６２  hnd-helpdesk@faib.mlit.go.jp

０５０－３１９８－２８６１ 
０３－５７５７－３０３９

０５０－１９８－２８６５

航空局のホームページはマメにチェックを!!

FAIB: Flight & Airport Information Base

問い合わせ内容

■関西FAIB(関西空港事務所) 管轄:西日本エリア 富山県,岐阜県,愛知県以西

飛行計画の通報・変更, 航空情報の入手

イレギュラーな運航,緊急事態
各種問合せ ヘルプデスク

発着調整に関すること,国内空港の
駐機及び空港使用の調整支援に関すること

運航関係許可申請，通報・届出

中部地方 ０５０－３１９８－２８６８
近畿,中国,四国地方 ０５０－３１９８－２８６７
九州，沖縄地方 ０５０－３１９８－２８６６

同上
０５０－３１９８－２８７０  kix-helpdesk@faib.mlit.go.jp

０５０－３１９８－２８６９

０７２－４５５－１３３０
０５０－３１９８－２８７０(夜間休日のみ)

問い合わせ内容

自家用運航や航空身体検査,特定操縦技能審査、特定操縦
技能審査員に対する講習会(１１月期以降未定)関係など、
新着情報が発信されます

国土交通省航空局
https://www.mlit.go.jp/koku/news.html 
東京航空局
https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/ 
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作業以前に情報の収集と最新化が重要

　航空法の改正により、「使用者の整備及び改造の義
務」として、「耐空証明のある航空機の使用者は、航空
機の整備をし、必要に応じ改造をすることにより、当該
航空機を耐空証明の基準に適合するように維持しなけ
ればならない。」との記載が追加になりました。また、その
実施に当たっては、以下の内容の実行が必要とされて
います。
•

•
•
•

　法の文章なので表現は固いのですが、要は航空機
の使用者に対し、機体の耐空性が保証されるように維
持しなければならないことを明記したものです。
　最初に必要なものとしては、耐空性維持のための情
報管理があります。TCD（耐空性改善通報）を始めとし
て、機体、エンジン、プロペラ等のSB（技術通報）、ICA
（耐空性継続の指示書）、フライトマニュアル、整備マ
ニュアルの情報は、航空機の所有者として、常に最新
状態に管理していることが必要です。
　整備の実施に際しては、有資格整備士の作業と共
に、所有者等による日常の保守作業も重要です。
　航空機の所有者等において、整備士の資格が無くて
も実施できる整備の範囲は、航空機検査業務サーキュ
ラー No.3-001「航空機の整備及び改造について」によ
り、「軽微な保守」と定められています。この軽微な保守
作業は、相当の経験、知識及び技能を有する作業者、
又は操縦に係る技能証明を有し、かつ、当該航空機の
整備に係る教育訓練を受けたパイロットにより行われる
ことが原則とされています。
　実際に軽微な作業として実施できる範囲は、サー
キュラーに記述されていますが、要は、複雑な作業を伴
わない規格部品の交換、給排油、飛行前点検（不具合
対応を除く。）、その他簡単な保守予防作業とされてい
ます。このサーキュラーは、機体の所有者や操縦士等と
しても、一度目を通し、内容を確認しておくことをお勧め
します。（航 空 安 全 情 報 管 理・提 供システム 
https://www.asims.mlit.go.jp/ 参照）

　最新情報に基づく保守作業の例として、セスナ172の
保管防錆の扱いを紹介してみたいと思います。従来の
マニュアルでは、「エンジンのシリンダーの錆発生を防止
するため、７日毎に、プロペラを5回転手で回すこと。また
30日毎に30分の飛行又は地上運転を実施のこと」との
記載でしたが、現在その記述は変更になって、「エンジ
ンメーカーは、プロペラの手回しは推奨していない」との
記載に代わり、また１カ月間飛行が無い場合は、エンジ
ンメーカーのサービスレターに従うことと記載され、そこ
には、月に一度はエンジン防錆のため、滑油温度
165‐200°Fでの1時間以上の飛行が必要との記載に
変更されています。
　機体についても、燃料タンク、バッテリーの管理等、一
定期間保管場合の手順は、機体のメンテナンスマニュ
アルを参照して実施のこと、とされています。
　使用中止期間中の管理記録は、耐空検査時の確認
項目を定めた、航空機検査業務サーキュラー No.1-001
「航空機及び装備品等の検査に関する一般方針」にお
いて、保存整備等の実施記録として確認されますから、
確実に実施されていることと、その記録がが必要です。
　今回は、航空法に基づく固い話ばかりになりました
が、その他にも、野外係留の機体では、春先の鳥の巣
の点検と除去等、マニュアルにない点検項目もありま
す。自家用機の安全確保は、所有者に委ねられていま
す。飛行安全のためには、常に必要な情報の収集に努
め、日常の保守及び整備にあたることが必要です。

奥貫　博

製造者等の資料に基づいて、日常、定時整備又は
オーバーホールを実施すること。
航空機の不具合を適切に是正すること。
整備の結果を記録し、保存すること。
その他耐空証明の基準に適合するように必要な維持
整備又は改造をすること。
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●日本飛行連盟の飛行場
秋の日はつるべ落とし。大利根もこの時期は日が暮れるのが早い。日没ギリギリは
極力避けて、余裕を持ったスケジュール計画と、気象などの情報不足にもご注意を!!
お仕事でも、ジョイフライトでも、万全な準備をしてこそ安心して飛べるというもの。
みんなで安全を生みだしましょう。

これから富士山らしいシルエットが望める季節がやってきます。やっばり、頭に白い
雪が丁度良く被ってこそかっこいい富士山です。さて、先日防衛省から緊急で使用
するかも知れない、との連絡が入りました。突発的なことに備えてここも見栄え良く
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

お陰様で白寿９９歳になりました。白にあと一本足すと百ということから白
寿と云うそうです。感染防止対策以来、移動自粛もあって、とうとう長年
通っていたパーマ屋から近所の床屋に変えました。女性は、ほんの少しオ
シャレするだけでも活き活きする。男はちょっと構わなくなると一気に老け
込んでしまうから、油断禁物だなと。食欲はまだあるから、もうしばらくは大
丈夫そう。皆さんも年齢に関係なく健康管理をしてください。　

高橋　淳

Thank you
Thank you
Thank you

飛行連盟のワッペン、お持ちの方いらっしゃる
でしょうか。エアロンカとJAPAN FLYING 
CLUBの刺繍が施されているワッペンです。
先日、飛行連盟ファンから「連盟のワッペン、
16,500円でオークションに出ているよ」と教えて
もらいました。どれどれ・・と、オークションサイ
トを覗くと確かに、オークションに上がっている。
画面越しからでは、綺麗で使用感はなさそう
状態。思うに、使わず長い間保管していたの
かもしれない。でも、万円とは驚き。この価格帯
ではまず買い手は付かなさそうですが・・・。
世の中にはいろんなコレクターがいるから、ま
だまだ分からない。事務局にはたった１枚だ
け、保存用があります。お持ちの方、末永くか
わいがってやって下さい。

PS:日飛連秘宝館／永久保存シリーズ:車の窓の内側から貼る
シールと車体取り付け用のカーバッジ。ご覧のとおり、シールは
AERO CLUB ,カーバッジはFLYING CLUB表記となっていま
す。このように、飛行連盟では二とおりの表記を用いていました。
現在の販売用グッズは全てFLYING CLUB表記になっていま
す。

連盟ファンより聞いた話
『海軍飛行クラブの場合は、ネイビー・フライング・クラブのよう
にフライング・クラブと言いますが、空軍の飛行クラブは、エアロ・
クラブと言っています。』とのこと。連盟は元々、海軍系からの発
足だから、フライング名が残ってきたのか？よくわからない・・。

コーナー

内貼りのシール

カーバッジ 表

いろいろな記章

カーバッジ 裏

JFAサ ンロ

外から見れば
ちゃんと読める
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