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令和４年度

赤十字飛行隊全国支隊長研修
開催しました
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赤十字飛行隊

研修会に際し、
日本赤十字社事業局パートナーシップ推進部長 磯規和様
日本赤十字社事業局パートナーシップ推進部
ボランティア活動推進室青少年・ボランティア課
ユース・ボランティア係長 日下部裕子様、
同ボランティア課 田中桃乃様の
ご協力に御礼申し上げます。

故・髙橋淳隊長の逝去に伴い、昨年１２月から隊長席が空
白であり、副隊長３名（和歌山支隊長田井秀治、群馬ヘリ
支隊長塙光一、熊本支隊長新永隆一）が規定により隊長代
理を担っていました。
今回、各支隊長に弊社団理事会における意見と、赤十字飛
行隊運営員会における推薦・選出の審議内容に基づき決
裁を諮りましたところ、新永副隊長が満場一致で新隊長に
選任され、第五代赤十字隊行隊隊長に決定いたしました。
ここにご報告いたします。

令和4年10月16日(日) 午後１時～午後4時30分
日本赤十字社201会議室
一般社団法人日本飛行連盟 赤十字飛行隊本部 協力日本赤十字社本社

まず日本赤十字社事業局パートナーシップ推進部、部長の磯規和様からご挨拶があり、日頃の全国支
隊における飛行隊活動に対して労いのお言葉をいただきました。続いて日本赤十字社年度表彰では、
金色有功章、調布支隊・刑部智之隊員、銀色有功章、群馬支隊・塙光一支隊長がそれぞれ受章されま
した。真におめでとうございます。

令和4年度  赤十字飛行隊全国支隊長研修

日 時

場 所

主 催

コロナ禍以来、防災訓練の縮小、中止が相次ぎましたが、徐々に動きが出て参りました。各支隊では、訓
練の作業内容に応えられるよう独自の努力をされています。一例として、災害時の緊急離着陸場や資材
置き場などを確保するために、新たに場外を設置した支隊、又は市と交渉中である支隊など、大変頼もし
い報告がありました。新たな防災協定の締結、日常的な活動として不法投棄防止のためのフライトなどの
飛行奉仕活動を継続してる支隊もあります。その他一部支隊の、編成変更のご意見等も承ったのでこれ
については調整後、改めてご報告いたします。
今後とも作業内容の変化に合わせた活動ができるよう、本部も努力いたしますので、各支隊の皆様よろ
しく御願いいたします。

各支隊報告

航空安全講習

新隊長について

管制業務提供空港・飛行場、飛行場対空援助業務（遠
隔）の現状を、パワーポイントによるプレゼンテーション
と、配布資料を用い説明していただきました。
目指すところは、円滑で安全な運航の実現なのですが、
現状では、VFR機によるPCAの無断通過が全国的に、
数多く見られる等の問題が生じていて、操縦者の理解
と安全意識の向上が必要とみられる状況にあります。
空域に応じた周波数の設定により、管制官を呼び出し、
リクエストしてアドバイスを受け、PCAに入りそうか否
か等々の情報や、自分の機体が、ナマで見られている
のか、リモートで見られているかなども意識した上で、自分のフライトの安全は自分で守ることを常に意
識して欲しい、そのためにも、航空機の安全な運航と空港の円滑な運用をサポートするFAIB、AEIS、
TCAアドバイザリー業務等への理解を深め、管制官を利用し、有効に活用して、ミスを未然に防ぐように
していただきたいとのことでした。効率的で安全な運航を実現するために役立つ内容でした。
GPSを利用したヘリコプターのRNAV飛行は、有視界の小型機が良く利用する空域や高度で行われる
こともあって、その存在への理解を深めるためにも、興味深い内容でした。
ご講義真にありがとうございました。

　　　   一般財団法人 航空交通管制協会 調査役   堀井 不二夫 氏

☆運航拠点（FAIB）・対空センターの説明
☆ヘリコプターのRNAV航行のビデオ上映

講 師

山形支隊、群馬支隊、愛媛支隊、調布支隊の活動報告は次号１月号に掲載予定です。

新永隊長
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「Soraかさい」ＯＰＥＮ
敷地面積
東京ドーム
70個分！

兵庫県加西市 鶉野飛行場跡

兵庫県加西市鶉野町に約１２００ｍのコンク

リート滑走路跡や防空壕、爆弾庫、対空機銃

座跡など戦争当時のまま残る全国でも貴重な

戦争遺跡に今年「Soraかさい」がオープンし

ました。施設内の技術ゾーンには局地戦闘機

「紫電改」や九七式艦上戦闘機など実物大の

模型を展示しています。また隣接する歴史

ゾーンでは鶉野飛行場建設開始から終戦まで

の約３年間を４編のストーリー映像で紹介し、

全国各地から召集された特攻に向かう厳しい

訓練を受ける練習生たちの映像と共に実物資

料なども展示しています。

この鶉野飛行場は第二次世界大戦が激化

し始めた頃、パイロット養成を目的に旧日本海

軍の飛行場として昭和１８年に完成しました。

その後姫路海軍航空隊が開隊し多くの若者が

戦闘機の操縦訓練を実施しました。滑走路の

南西にあった川西航空機姫路製作所鶉野工

場では「紫電」「紫電改」など５００機余りの戦

闘機が組み立てられ試験飛行などにも使用さ

れました。昭和１９年マリアナ沖海戦やレイテ

沖海戦で大敗するなど戦況悪化の中、軍令

部、連合艦隊の意向により沖縄方面での作戦

主体は特攻へとなってゆくのです。昭和２０年

には神風特別攻撃隊「白鷺隊」が結成され志

願者を募りました。この飛行場より特攻隊の

待機基地である大分県宇佐へ、さらに「白鷺

隊」は沖縄戦支援の為、出撃基地である鹿児

島県串良より５回特攻出撃し６３名の若者が

戦死しました。

第二次世界大戦では各国は航空機による

戦いが重要視され次々と開発されてゆきまし

た。日本もこの流れを受け昭和１７年１２月に

「紫電」を開発、翌１８年１２月に「紫電」の改

良型である「紫電改」を開発。鶉野工場では

終戦までに「紫電」４６６機、「紫電改」４６機

を組み立てたそうです。展示されている「紫

電改」の制式名称は局地戦闘機紫電二一型

（Ｎ1Ｋ2-Ｊ）と言います。局地戦闘機とは自国

の領域に侵入した爆撃機を迎え撃つため、陸

上から緊急発進する戦闘機で高高度への上

昇性能、高速度、強力な武装が重視されま

す。翼を胴体下部に下げることでパイロットの

下方視野を向上させ翼に収納した四挺の機

銃に９００発の弾丸を携行しました。この「紫

電改」には赤十字飛行隊で長年尽力された鹿

野至教官もパイロットとして搭乗されていまし

た。もう１機の九七式艦上攻撃機は制式名称

九七式艦上攻撃機一一型（Ｂ５Ｎ１）と言い、

この飛行場では多くのパイロットが搭乗した

機体です。艦上攻撃機とは敵の艦船を攻撃す

るため航空母艦に搭載されている飛行機で

雷撃及び爆撃を任務としています。日本海軍

初の全金属製低翼単葉で８００Ｋｇの爆弾や

魚雷を搭載でき最大速度３５０Ｋｍ/hという

画期的な高性能機で引き込み式の主脚や可

変ピッチプロペラ、主翼折りたたみ機構など

の新技術も取り入れられました。

また飛行場周辺ではコンクリート製や素掘

の防空壕が点在し、砲弾、爆弾、戦闘機に装

備した機銃弾が蓄蔵されていたコンクリート

壁１ｍの厚みのある爆弾庫跡、攻撃してくる敵

機を迎え撃つ為の機銃座があり１分間に２３０

発の弾を５０００ｍまで発射できる対空機銃座

跡、戦争のない平和が続く事を願い、この地

から特攻隊として出撃し戦死した６３人の名

前が刻まれた平和祈念の碑などがあります。

また館内では物販、飲食、観光案内、イベント

など各種交流の機能を有しており、地域活性

化の拠点ともなっています。この地を訪れ施

設を見学し平和を分かりやすく学べる場所と

してご紹介致しました。

２機の実物大模型・１階と２階では違った角度から見学できる

Soraかさい
〒675-2103
兵庫県加西市鶉野町2274-11
0790-49-8100
9：00～18：00
毎月第２・４月曜日

【 住 所 】

【 ＴＥＬ 】
【開館時間】
【休館日】

取材協力: 加西市役所ふるさと創造部鶉野未来課 
学芸員 石堂詩乃　
取材: 赤十字飛行隊 兵庫支隊 支隊長 大川博正

うずらの
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令和4年9月8日0700JSTから令和5年9月6日2100JSTまでの間、静浜基地北側の自衛隊低高
度訓練空域AREA4の上空6,000Ft-10,000FTの間に、自衛隊訓練のための、臨時の訓練空
域が設定されます。
この静浜臨時訓練空域は、関東と中部近畿方面の間を、伊豆半島を超えて海岸沿いに有視
界で飛行する小型機が良く使用する経路に存在しますので、飛行計画の際には、注意が必要
です。
自衛隊の訓練機以外の航空機の、当該空域の飛行に際しては、以下に従うことが必要です。

尚、高度及び使用時間については、24時間前までにNOTAM RJJJにより通知されます。

(1)自衛隊機以外の航空機が訓練の目的で当該空域を使用する場合は、使用統制機関との事
前調整が必要。

(2)訓練以外の目的で当該空域を飛行する航空機（計器飛行方式及び緊急事態の航空機を
除く）は、その飛行について、事前調整が必要。

(3)当該空域周辺の航空路等を飛行中の訓練機以外の航空機が、緊急かつやむを得ない理
由により当該空域に進入する場合は、緊急機にあっては、周波数121 . 5MHz又は
243.0MHzで、雷雲回避等の航空機にあっては、指定された周波数で使用統制機関（下の
表参照）にその旨通報することが必要。

静浜臨時訓練空域の設定について
AIP Sup. Nr.118/22 11 AUG 2022

静浜臨時訓練空域 Shizuhama temporary training area
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スピン事故報告機体の同型機 （Cessna A150）

　昨年の６月、オーストラリアで発生したCessna 
A150 Aerobat のスピン事故の、オーストラリア運輸
安全局(以下ATSB)の最終報告が、今年の8月10日に
公表になりました。（＊）
　この飛行は、訓練生と教官の同乗による曲技飛行
訓練として行われたもので、その目的は、スピンの
実施及びスピンからの回復の技術を教え紹介し、練
習することでしたが、6,000フィートからの左スピン
が回復せずに、約55秒の後、スピン状態のまま地面
に激突大破という悲惨なものでした。
　ATSBは、この事故報告書の中で、全ての曲技飛
行パイロットと曲技飛行教官に対し、スピンからの
回復方法について、強く注意を呼びかけています。
その要旨は、以下のようなものです。
・Mueller/Beggs スピン回復方法（注）は、全ての
タイプの航空機をスピンから回復させるものでな
く、Cessna A150等の機種では、スピンから回復でき
ない場合がある。
・Mueller/Beggs スピン回復方法の限界は、スピン
理論の教育で強調されるべきである。
・飛行機の操縦士は、操縦する飛行機の飛行規程を
見て、推奨されるスピン回復の方法を確認すること
が必要である。
・スピンを実施する前に、その機種のスピンの資格
を持っているインストラクターから、スピンの指導
や助言を受けることが必要である。　
------------------------------------
（注）Mueller/Beggs スピン回復方法
1. パワーアイドル
2. 操縦桿から手を放す（力を抜く）
3. 旋転の反対方向のラダーを踏む
------------------------------------
（参考）PARE（Cessna A150のスピン回復方法）
( P ) パワーアイドル
( A ) エルロン中立
( R ) 旋転の反対方向のラダーを踏む
( E ) エレベータを前方に押す
------------------------------------
＊：https://www.atsb.gov.au/media/5781806/ao-
2021-025-final.pdf　

　スピンの同乗教育中の事故としては、機体は異な
るものの、日本でもよく似た事例が2002年に発生し
ています。その状況は、高度6,000フィートからの左
スピンを回復させることが出来ずに、スピン状態の
まま地面に激突というものでした。
　この事故調査の報告には、原因として、スピンか
らの回復の方向舵及び昇降舵の操作に調和を欠き、
またパワーを誤って使用した等の記述があります。
　スピン回復の操作は微妙で、Cessna A150では「旋
転の逆方向にラダーをフルに踏み込んだ直後、エレ
ベータを速やかに押して失速から回復させる」とさ
れています。また他の例として、FA200では「旋転
の逆方向にラダーを一杯に踏み込む。これに続いて
殆んど同時に、素早くエレベータを真っすぐ中立よ
り僅か前方に押す」と記述されています。　
　スピンからの回復手順として共通しているのは、
パワーアイドル、エルロン中立から、旋転の逆方向
のラダーをしっかりとフルに踏み込み、それから、
その直後に、エレベータを前方に押す操作です。
　スピンからの回復の、ラダーとエレベータの操作
が不適切で、スピンが回復しない場合は、この事故
の例のように、6,000フィートから１分ほどで、地面
まで落下してしまう危険性があります。
　そのようなこともありますので、スピン対処の訓
練としては、スピンに入りかけてグラッときた段階
を感知して、素早く、傾きの反対のラダーを踏み込
み、そこでスピンを食い止めるラダーとエレベータ
操作の習得を、お勧めしておきたいと思います。

奥貫　博
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このあたりは自然がいっぱいで野生動物、野草の宝庫。飛行場も色んな機種の宝庫。
ここにいる人、来る人、巣立つ人も宝物です。機体も皆さんもいつもピっカピカでいら
れるよう、腕を磨きあげてください。

大利根飛行場
茨城県稲敷郡河内町・利根川河川敷

日本飛行連盟の飛行場

Member Letter

会員番号

568番 増田憘昭
AERONCA９月号第５８９号にモランソルニエが記載さ
れていました。
昭和４０年龍ケ崎飛行場でしたね。零戦と似た低翼の機
体でした。零戦で戦った教官はさぞ懐かしかったと思いま
す。私も村山教官達に指導されて何回か飛びました。唯、
エアロンカで、尾輪三点式の着陸を叩き込まれていたの
で、モランのノーズ三点式は少し勝手が違いましたね。教
官も生徒もモランに慣れる迄多少手こずったと思いま
す。然し、其処は超ベテランの教官達ですから、忽ち乗り
こなして気分良くスイスイ飛んでいました。私も丁度免許
が取れたてだったので、母と家内を一緒に乗せて、村山

教官の同乗で龍ケ崎の空を飛んだとても懐かしい想い出
が有ります。東京に住んでいましたから、小石川から藤
沢、習志野の自衛隊の飛行場、龍ケ崎と連盟クラブの
引っ越しに従って飛行場を転々として遠路を通いました。
習志野では自衛隊の全面協力で、滑走路の延長線上に
有った背の高い樹を切り倒してくれて、有難かったです。
龍ケ崎に引っ越して、高橋教官と久し振りに飛行場らしい
所で飛べると喜んで色々お話しした事を想い出します。
日商岩井の飛行場でしたが、食堂が有って、これも当時
は有難かったです。想い出話になりましたが、高橋淳様の
お別れ会は行われるのでしょうか？コロナで気に掛かって
はいましたが、何か予定されていれば、教えて下さい。
✿（事務局より）故髙橋淳お別れ会はコロナ対策のため
延期続きを余儀なくされています。決まり次第会員様に
お知らせ申し上げます。

OB会員

683番 大竹祥一
思えば、飛行連盟で赤十字飛行隊を設立した年の夏にはエ
アロンカに乗って、湘南海岸でパトロール飛行を兼ねて２０
０メートル以下の超低空で旋回蛇行飛行をしたりしました。
八尾飛行場から宮崎の青島撮影のためのロングナビの時
には、撮影に夢中になりフライトスケジュールに大幅に遅れ
てしまい、広島空港では遭難騒ぎとなるところだと怒られま
した。宮崎空港では頻繁に到着する定期便に着陸に随分長
い間待たされて、帰途は追い風を受けたとはいえ、あわや
日没寸前の帰投でした。そんなヒヤリ体験もありましたが、
楽しい思い出もあります。短い藤沢飛行場の末端にビール
缶を置き、パイパーの前輪で突き飛ばす教官の姿もあり、

とにかくのんびりとした一日を飛行場で過ごしたものです。
機種も徐々に増えていきました。エアロンカ、パイパー、セ
スナ、モラン、スバルとそれぞれの機体に全て乗ることが
出来たのも一生の思い出です。その時のエムブレムと帽子
は私の宝物として今も生活の中で輝いています。現在、心
臓にペースメーカーを入れており、加齢による体力の衰え
にはあらがえずと感じるこの頃ですが、心の旅路を探求し
てこの春よりのぞみ大学（老人大学）の一年生に入学しまし
た。皆様もどうぞお元気でいてください。
✿（事務局より）大竹祥一さんは昭和３４年に日本学生航
空連盟夏期初級機合宿訓練に参加、飛行連盟では昭和３８
年に初フライト。海外旅行でも飛行機、滑空機を楽しみ、数
年前は水上飛行機をチャーターして、瀬戸内海しまなみ海
道を遊覧してきたそうです。今は老人大学のフレッシュ一
年生。地政学を勉強中。

JFAサ ンロ
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