
AERONCA
J FA会報｜エアロンカ（隔月発行）

【 Japan  Flying  Association  / J  F  A 】 since1953

2022年7月1日発行 第588号

〒１０５-０００４
東京都港区新橋１-１８-１航空会館
TEL:０３-６２６８-８７５５
FAX:03-3502-0680
E-mail:jfa1953@seagreen.ocn.ne.jp
HP:http://jfa1953.org

一般社団法人 日本飛行連盟
発行所

1

TABLE OF CONTENTS

赤十字飛行隊 ･････････････････････････････････････････････････････････････････P2～3
nostalgic Photos ･･････････････････････････････････････････････････････････････P4
空母  　小沢　登 ････････････････････････････････････････････････････････････････P5
Global Hawk運航情報2022 ････････････････････････････････････････････････････P6
関東平野の滑空機の活動  奥貫　博････････････････････････････････････････････････P7
JFAサロン ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････P8

これからが夏本番、この夏の
シナリオを思い描いているに

違いない翼たち



赤十字飛行隊

令和４年全国赤十字大会　　５月１９日（木）　東京・明治神宮会館

安全運航メッセージ

毎年開催されていた全国赤十字大会は、コロナウイルス感染拡大防止のため、ここ数年は行われ
なかったため、３年ぶりの開催となりました。大会には、名誉総裁皇后陛下、名誉副総裁秋篠宮皇嗣
妃殿下、寛仁親王妃信子殿下、高円宮妃殿下がご臨席されました。
式典の前には「赤十字この一年」のフィルム上映があり、海外における日赤医療班の現地活動の模
様をはじめ、献血への協力、献血により命を繋いでゆくことの大切さを思い知る内容でした。式典は
国歌演奏、大塚義治日本赤十字社社長による挨拶、その後に、名誉総裁皇后陛下より有功章受賞
者代表１３名へのご授与がありました。日赤社長による社長表彰は２名。続いて厚生労働大臣祝
辞、実践活動報告(※)、青少年赤十字創設１００周年合唱ムービーが上映されました。なお、弊社団
からは事務員と最古参の飛行隊員で出席いたしました。

※「未知のウイルス　新型コロナウイルスの赤十字病院の対応」　武蔵野赤十字病院　院長
　「青少年赤十字から学んだ「奉仕」の精神」　埼玉県青少年赤十字卒業生奉仕団　副団長

令和３年度赤十字飛行隊活動報告

コロナ禍以来、各支隊では防災訓練の中止や縮小が相次ぎ、赤十字飛行隊によるフライト回数も
大幅に減りました。しかし、このような状況下でも、自主活動を継続している支隊、地元の災害対策
に協力するため、多面的な取り組みを推進する支隊もありました。今後の状況次第ではありますが、
以前のように飛行隊による防災訓練への参加、緊急時における救難飛行も念頭に、隊員各位にお
かれましては技量の維持、向上に努められ、日々の安全運航をお願いいたします。

5月15日　諫早市総合防災訓練
　長崎空港   9:30 離陸　　10:30 着陸　　松本高明　　指宿浩典　　無線奉仕団 2名

　ＪＡ３８３７　Ｃ１７２　時間１＋００
5月29日　長崎県総合防災訓練
　長崎空港   8:45 離陸　　  9:45 着陸　　松本高明　　指宿浩典　　無線奉仕団 2名

　ＪＡ３８３７　Ｃ１７２　時間１＋００

今回、動画伝送はYouTubeでのライブ配信を試みました。これにより一般の方も今どの様になっ
ているのかをスマホでもPCでも確認ができ、より早く避難行動ができるのではと思います。
諫早市総合防災訓練での映像はテレビの大画面でも綺麗な画像で観られましたが、長崎県総合防
災訓練では見づらくなりました。解析度を上げ過ぎると見づらいとか今後の問題点も有りました。
また、今回は無線のコールサインでの入力だったので今後は長崎県災害LIVE等で検索するとすぐ
に開ける様にしたいと思っております。特に地震・津波発生予測が出た時点で、いち早く出動して
映像を流し、避難の判断をしてもらう様考えております。出動準備は、私は空港まで10分で行けま
すので緊急時には一人でもLIVE配信をできる様にセッティングしたり、一般の方が災害の検索で
観られるように、問題点を無線奉仕団の方々と一つずつ解決していきたいと思います。 

報告:　長崎支隊長　松本高明

これまで会報に掲載されてきた数々の安全メッセージ、隊員番号の新しい方は過去のメッセージ
はあまり目にしたことがないと思います。いろいろとありますので、これから引っ張り出してみます
ので参考としてください。

message

各地には盲点ともいえる空域が相当あると思いますが、ニアミス防止などのために、お互いに交
換し合えば貴重な安全運航資料になります。また地域的な特異気象等についても情報交換を!!

長崎支隊出動報告

愛媛支隊　４月２９日（金・祝）二宮忠八翁飛行記念大会　
米山徹朗支隊長　上岡良久、高橋浩 JA3828  C172
吉野浩三　清水裕迪 JA3601  FA200
檜垣直彦　上野雅樹　藤田浩二 JA3601  FA200
荒天で大会が開催中止となったためフライトも中止した。
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nostalgic Photos
昭和４３年３月、羽

田空港 B 滑 走路端

(RW04)でクリアラ

ンスを待つデ・ハビ

ランドダブ

尾翼には東亜航空の

マークがあり、機体

には日本飛行連盟と

ある。登録ナンバー

JA5007から元全日

空の所有機だったこ

とがわかる。当時す

でにダブはラインの

第一線から退役して

いた。

撮影者　原　俊郎　

WETWING.COMよ

り引用 

JA Search引用

弊社団略歴書の昭和４４年の欄には、昭和４３年１月東亜国内航空（株）の
D・Hダブをチャーターし、日本飛行クラブ会員の双発訓練を開始と記載さ
れており、当時”松本飛行場（現・松本空港の北に位置）まで訓練飛行”とあ
る。大島、八丈島へも訓練がてら飛んでおり、使用期間は２－３年と聞いて
いる。
JA Search日本の民間登録航空機検索データベースで調べると、飛行連
盟の名前は上ってこないが、昭和２８年極東航空、昭和３３年全日本空輸、
昭和３５年東亜航空、昭和４３
年８月抹消登録となっている。
抹消後は学校教材や展示物と
なっている。となると、チャー
ター使用期間の２－３年と合わ
ないので、仮チャ－ターの時期
でもあったのだろうか？？ダブ
の写真はネット検索するとそれ
なりに出てくるが、日本飛行連
盟と付いているものはこれ１
点。とにかくレアもの。
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小沢 登空 母
空母ロナルド・レーガンが５月２０日(金)に横須賀基地
を出航しました。
本格的な航海となり、インド太平洋海域の警戒任務な
どに当たるとのこと。
地上基地でのFCLPは、既に硫黄島にて終了してお
り、今後、洋上での本格CQ審査を４日間くらい実施し
た後に、本格任務に移行すると思われます。
横田エリア内においても、ヘリを含む第５空母航空団
関係のトラフィックは 、ぐっと静かになります。
空母打撃群を共に形成する巡洋艦、駆逐艦等も出航
するので、厚木基地に滞在している艦搭載ヘリも割と
いなくなり、より静かになると思います。
キャリア エア グループの固定翼部隊が厚木からいな
くなり、以前と比べ、今はグッと静かです。以前でした
ら、出航後も4日～5日間はCQ審査を日中夜間問わず
実施するため(Cレンジにて)夜間等波が高く空母が揺
れ動くため、着艦条件を保つことが出来ないとき等
は、やむなく深夜にもかかわらず厚木基地に戻って来
ました。
特に夜間はGCAで帰還するため、高度も低くスピード
も遅いので爆音が停滞し、ファイナルコース直下で
100デシベルを越えていました。夜中の１時頃に戻っ
て来るときもありました。十文字の中にピタッと合って
ないと、LSOがミラーボールの赤ランプを点滅させ
て、着艦許可を発出しないので、基地に戻るしかない
のです。添付写真は、空母のミラーボールです。黄色
の光源体が、真ん中に来るようにもって行きます。
特に夜間の着艦は、何回やっても恐怖の連続とのこと
です。一本のワイヤーを目掛けて２０トン以上もある機
体を瞬時に制止させるには、至難のワザとのこと。空
母は、灯火類を消して真っ暗です。
このミラーボール、厚木基地の滑走路の脇にも移動
式タイプが設置されています。
ANFC時代、セスナ機にでも反応していたので、艦載
機パイロットの心境がほんの少し(？)わかったような気
が・・(笑)　　

PS：以前、空母Kitty Hawkやイージス艦バンカーヒ
ルBunker Hillなどで赤十字飛行隊の研修をおこなっ
たりもしたという話を伺いました。凄腕パイロットの話
を聞いたり、施設を見学したりそうした機会は最近で
はなかなか難しいのでしょうね。

オスプレイがVFRでよく飛んでいます。
へリモードのときは、ヘリの進入ルートを、飛行機モー
ドのときは、飛行機の進入ルートを使用しています。
厚木に慣れてないらしくリポート地点の高度をいちい
ちタワーにきいている(笑)。

横田のC-130は、相変わらず"関東プレーンVFRト
レーニング"で2～3機で、イン・トレイル編隊を組んで
飛んでいます。
ときには、ACLも何もつけないで飛んでいるときもあ
るので気を付けて下さればと思います。

小沢　登 （NOBORU Ozawa）
厚木海軍飛行クラブ(ANFC)と親交のある飛行機野郎
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米軍三沢基地にて運用中の高高度滞空型無人偵察機Global Hawkは、昨年に引き続き、今年も5月中
旬から11月30日までの予定で、横田飛行場に一時展開しています。その飛行については、AIP SUP （077/22 
16 Jun 2022） が発行されていて、飛行の際は、その都度、NOTAMが発出されます。
このエリアを有視界方式で飛行する航空機は、AIP SUP及びNOTAMの確認と共に、Yokota ATIS

（128.4MHｚ）の聴取、又は、関係管制機関（Yokota Approach又は東京航空交通管制部）との通信設
定により、Global Hawkの運航の有無を確認することが必要です。
特に、関東平野中央部のA1／A2エリアは、小型機の飛行活動が多い空域ですが、民間訓練試験空
域KK4-1を除く、1,000ft以上は、対象空域になりますので、注意が必要です。
また、Global Hawkの運航情報がある場合には、飛行高度に応じたトランスポンダーのVFRコードの発信

と共に、関係管制機関との通信設定により、レーダーサービスの提供を受け、Global Hawkの運航動向を
モニターすることが必要です。

Global Hawk 運航情報 2022
Global Hawk
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奥貫　博

昨年、埼玉県熊谷市の妻沼滑空場で、事業用の小
型機とグライダーが、空中で接近するインシデントがあ
りました。その原因等の詳細については、運輸安全委
員会が調査中の状況ですが、グライダーは、離陸後、
滑空場西側場周経路を高度約330メートルで飛行中
に、右側上空を通過するセスナ機を視認して、危険を
感じたとのことです。
関東周辺には、主に河川敷を利用した多くの滑空

場が存在しています。日本は、国土の多くが山や丘陵
地帯等で、グライダーの飛行に利用できる離着陸場の
確保が難しいことから、平野の河川敷等に集中せざる
を得ない事情があるのです。
これらの滑空場では、休日等には、活発な飛行活動
が行われています。また、積雲等が発達した条件の良
い日には、滑空場を離れ、数100Kmを超えるような長
距離飛行が行われることもあります。
これらの飛行活動に際しては、関東平野が航空交
通の多い空域であることを認識した上で、殆どの滑空
場は飛行援助用航空局（フライトサービス）を備え、飛
行活動の際には常時開局して、飛行情報の提供をし
ています。（AIC Nr 022/21,  AIM, 245, 318, 341c, 
394e, 555c, 943, 11-16～17頁参照）
また、飛行に際しては、空域に必要な通信設定の他
ATCトランスポンダーの
利用等、安全確保には十
分な注意を払っています
が、その根幹には、相互の
飛行活動の存在に対す
る意識が必要です。
グライダーは細くてスリ
ムで、また、その殆どが白
色のため、光線の状況に
よっては、見えにくい場合
があります。またウインチ
発航の場合は、細いワイ
ヤーで2000Ftを超える高
度まで、一気に上昇する
ことがありますので、注意
が必要です。
これらの滑空機が活動

する離着陸場は、区分航空図、及び、T.C.Aチャート
に、Ⓖの印で記入され、フライトサービス局の呼び出し
名称と、周波数が記入されています。下の図は、関東
平野周辺で滑空機の活動が行われている離着陸場
を示したものです。数が多くて容易ではないのですが、
関東平野での飛行に際し、予定飛行経路の近くに、こ
の滑空場が存在する場合は、予め、その情報を把握
し、認識しておくことが必要です。
私も、この図の中央付近の羽生滑空場で、２０年近

くグライダー曳航飛行の経験がありますが、コンタクト
無しに、滑空場上空付近を通過する機体を、多く見か
けることがありました。そのような機体の場合は、フライ
トサービスの無線でトラフィック警戒情報として伝え、共
有して安全を確保するようにしているのですが、あらか
じめ、通過機体からのコンタクトがあれば、冒頭に記載
のインシデントのような接近事例を確実に避けることが
出来ます。
空中での衝突事故等の発生は、飛行の当事者及び
地上の人命や家屋等財産の不幸に加え、小型機の有
視界飛行活動全体にも、大きな影響が生じることは避
けられません。そのようなことにならないよう、関東平野
等の、グライダーを含む飛行活動のある空域では、意
識を高めての、通信設定と見張りの励行が必要です。

関東平野周辺で滑空機の活動が行われている離着陸場
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●日本飛行連盟の飛行場
元気なシニア層が目立つ大利根・・。しかし最近はフレッシュな若者達がちらほら。
若い人がいるとなんだかとーっても目にも新鮮な気分。緑も機体もフレッシュ、これ
から梅雨本番となりますが、梅雨の合間、お仕事の隙間を狙ってお越し下さい。視界
良好気分も晴れます。
※三保飛行場は前号でお知らせしたとおり令和４年４月から静岡県の管理となりました。

大利根飛行場
茨城県稲敷郡河内町・利根川河川敷

独立行政法人航空大学校２０２３年度募集要項（出願手続）につきましては、
下記ホームページに学内情報、入試関係情報が掲載されています。
入学資格は４年制大学の２年修了または短期大学、高等専門学校卒業以上の者。

目指せ!エアラインパイロット

ホームページ http://www.koku-dai.ac.jp/
Facebook https://www.facebook.com/civilAviationCollege

令和５年
航空大学校入試情報

パイロット希望の
お知り合いがいらっしゃいましたら

どうぞお伝えください。

損益計算書貸借対照表

第
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回
定
時
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法
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日
本
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連
盟

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3年度事業報告及び決算報告････承認
第２号議案　役員改選 ･･････････････････････････承認

JFAサ ンロ
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