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本田フライングクラブ会長 濱尾 豊

新年明けましておめでとうございます。

今年はライ トフライヤー機が飛んで100周

年の年となります。航空機の発達を大きく分

けると、はじめの50年 はアロ ヘラの時代、そ

の後の50年 はジェット機の時代とな |う ます[

ジエント機は我々スポーツ航空0手
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ない所へ行ってしまいましたこ しか |_、 景 三

新 しいプロベラの開発やレシプロエンジンのディーゼル化など、身近な新 しい話■百 ′́
=

ようになりました。これから新 しい100年 に向かってどのように発達するのか楽 しみです
=

本田フライングクラブも昭和40年に設立されて今年37年 目を迎えます。本田航空は新・三

長をお迎えし雰囲気も変わり、クラブ員の皆様にも大変利用 しやすくなりました。当クラ

ブといたしましても色々な行事を計画 し、皆様のご期待に添うよう努力いたしますので、

宜 しくお願い申し上げます。
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代表取締役社長 阿部憲一

いつも弊社をご活用いただき、誠にありが

とうございます。わたくしも、就任以来初め

ての新年ですが、青空を誇 らしげに飛んでい

る皆様を観ていると、なんとなくうれしさが

こみ上げて参 ります。

一人でも多 くのクラブ員の方々に、より楽

しく、安全に過ごしていただける様に今年も

バックアップ体制を整えて参 りますので、諸々、御提案いただければと思います。

Have a nice flig'ht

整備部長 中島悦郎

新年明けましておめでとうございます。今

年 も宜 しくお願いいたします。

私、皆様にはこの冊子を通 じては初めての

ご挨拶になりますが、整備担当の中島と申し

ます。宜 しくお願いいたします。

整備十といいますとなかなか固いイメージ

があり、とっつきにくいのではと思われてい
1

憂

る方 もいらっしゃるかもしれませんが、なかなか気立てのよい者がたくさんおり、当然の

ことですが飛行機の構造、機能のこともよく知っておりますので、お知 りになりたい事と

か皆様の愛機 ℃essna172P型 'の整備現場を見てみたいとか何かございましたら、いつ

でも声をかけてください。お待ちしております。

今年も私たち縁の下の力持ちとして皆様の快適なフライ ト、又安全運航のお役に立って

いきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

2

●
●
●
●

●

●

●

●

●



運航部長 近藤 員

2003年、あけましておめでとうございます。

今年は正月から雪が降る寒い冬となってしま

い、本田エアポー トに駐機 している飛行機の

雪下ろしも早 くも3回 目を実施する事となり

ました。これから寒さ本番となりますが皆様

には益々御健勝のことと存 じます。

今年は 4月 1日 から、ヘ リコプターのEL

T整備が洋上を飛行する場合に、義務付けられたり、来年度から運航審査官による会社の

技能審査員が毎年審査を受けなくてはならないなど、安全規制は強化される(頃 向となりま

す。規制緩和の時代に安全規制だけは逆の方向付けが考えられていま丁=本田航空 もこの

救急用具の装備義務及び技能審査員の審査制度の開始を受けて安全と|ま 1可 |;‐ 更 ,こ 考えてヽヽ

きます。

本田航空及びホンダ 。フライング・ クラブに関する無事故記録 |ま 昨年で10年間となりま

した。飛行時間で55000時間です。

これはクラブ会員の皆様の御協力のお陰でもあります。今年もクラブ会長及び理事の方々

と一緒に楽 しいイベントを考えて実行 していきますので、安全で素敵なフライトを楽 しん

で下さい。

ライト兄弟のライトフライヤーの飛行 した時代から100年 目の今年は、新たな発展の年

となるように努力致 しますので、どうぞ宜 しくお願い中し上げます。

9 9 9 9

運航管理担当 久保 敦

皆様初めまして、 1月 10日 付で入社 した久保敦ともうします。生

まれから現在まで埼玉県所沢市に住んでおります。私はアメリカで

ライセンスを取得 し、国内では自家用操縦士 (飛 。同)に書き換え

ましたが、残念ながらその後の訓練はしてません。前職はヘリの使

用事業会社の営業職で、今回は運航管理業務を担当させて頂 く事に

なりました。色々と勉強中の身ですが、皆様にお会いする機会は多

いと思いますので、よろしくお願い致 します。
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・「春の見学会」について

赤塚担当理事のご尽力により、平成15年 3月 中旬の平日に、海上自衛隊下総航空基地の

見学を行います.航空機 。シミュレーター・管制塔施設等、一日盛り沢山の見学を予定 し

ていますので、是非ご参加下さい。

勿論、自衛隊で一番美味と言われている海上自衛隊の昼食 も体験喫食します。

細部が決まり次第ご案内しますので、楽 しみにお待ちください。

・ 与那国島へ行きませんか ?

4月 28日 ～ 5月 9日 にかけて与那国島ヘロングナビゲーションを計画しています。

来年度の行事でもありますので詳細は未定ですが、興味のある方がいらっしゃいました

ら下記まで是非ご連絡下さい。同乗FLTですから、スクールの方もOKです。

1.4月 28日 ～ 4月 30日  本田AP一 九州地区空港

2.4月 30日 ～ 5月 2日  九州地区空港―沖縄地区空港

3.5月 2日 ～ 5月 5日  沖縄地区空港―与那国空港―沖縄地区空港

4.5月 5日 ～ 5月 7日  沖縄地区空港一九州地区空港

5.5月 7日 ～ 5月 9日  九州地区空港一本田AP

今後の情報についてはクラブ掲示板か飛行機課HP(3月 1日 には稼働開始)に てお知

らせいたします。

連絡先飛行機課

大澤一朗

00sawa@honda―air.com
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●ホンダフライングクラブ表彰の応募受付が開始されました

今年 も3月 31日 現在、下記の飛行時間又は飛行経験年数を超えたクラブ員の方々をホン

ダフライングクラブが表彰いたします。

■表彰対象

飛行時間 :最初に300時間、その後100時間毎、また過去 1年間に本田航空の航空機で 6

時間以上飛行 したクラブ員であること。オーナーパイロットはクラブ員であり、ホンダ

エアポー トを利用 して 6時間以上飛行 した方を対象とします。これはクラブ入会前の飛

行時間も認められますc但 し職業としての飛行時間、年数は除 く。航空法違反で処罰さ

れた場合は 2年間は対象外です。

飛行経験年数 :最初に10年、その後 5年毎ホンダフライングクラブ入会後の年数となり

ます。 (飛行時間には関係なし)

その他クラブに貢献 した人 :理事としての貢献、クラブの活動への協力、寄付、本田航

空の整備等。

i設定の方法

主に自己申告となりますが、ほかのクラブ会員、本田航空からの推薦 もあります。

ホンダフライングクラブ理事会で承認 します。なお中告がない場合は表彰の対象になり

ませんのでご注意 ください。

,表彰

クラブ総会で表彰式を行います。またウイングニュース紙面でも発表 します。

表彰者には賞状及び記念品を贈呈 します。

■受付締め切り

平成15年 3月 31日 (月 )

V
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・ 第 7回冬季飛行競技会に参加 しませんか

2月 8日 (土)～ 2月 16日 (日 )、 第 7回冬季飛行競技会を開催 します。

課目はノーマル着陸、ノーフラップ着陸、270ス ポット着陸×2回です。

採点は接地点のみです。競技日は期間内の都合のよい日を選んでお申し込みください。

又当日の練習は出来ませんが当日申し込みでの競技参加が可能です。

尚、競技は 2月 16日 (日 )14:00ま でです。競技終了後16:00よ り表彰式及び懇親会

(無料)を催 します。

練習飛行は30分以上で料金10%OFFに なりますで、上位入賞を狙 う方はやっぱり練習

が必要です。
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〈 ・…R/W14の場合

《 ・…R/W32の場合

(城 山 公

り!!)

(手順及び目安高度〉Wind約 5KTsを 想定

0着陸前点検

②キャブヒート ホット

3パ ヮーアイドル 1500Ft

■65ktsア プローチ

3点  5点  7点 7点  6点  5点

500Ft)

C,1200～ 1300Ft

01000Ft

0600～ 800Ft

8500Ft

2点

フラ ンブ操作は適宜
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(注意事項)

(a)i骨空速度を守ること

(b)風 の影響を考える

(c)フ ァイナルターンで滑走路を見過ぎて姿勢を不安定にしたり大きなバ ンクで無理な

操作は行わない

(d)低過ぎて到達できそうもない時、極端に高過ぎた時は、ゴーアラウンドを判断する

のをためらわない

*パ ヮーはアイ ドルなので、アプローチは経路の調節とフラップを下げるタイミングで定

点をねらう。風に対する判断が重要 !

メモ良
『

※:こ の パ タ ー ン は あ く ま で も参

考 で 、 状 況 に よ り変 わ り ま す 。

RWY上には競技会採点の点数及び白線が引かれてあります。
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コングラッチユ
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ν4ソ ンズヨ
教官から

ひとこと

○実地試験合格

・操縦教育証明

NO.2023西迫 友彦さん

JA3935 H14.11.19

0操縦教育証明

No.2022小福川 祐二さん

JA3935 H14.11.20

0操縦教育証明

No.2021権藤 信武善さん
JA3935 H14.11.28

実地試験当日は、教官になりきった堂々と

した印象でした。試験後の講評でも “よく勉

強されています"と 試験官よりお褒めのお言

葉をいただきました。

ナパでの新人の教育は大変な労力がいると

思いますががんばって下さい
=

伊藤教官

実地試験 2週間前頃から、背中と]要 を痛め

て、がまんしながらの実地試験受歌でした。

合格後は痛みも和 らいだとの事ですこJA

Lナ バ訓練所では、新人教育を努つられるの

で益々がまんが必要と思います=頑張って下

さい。

近藤教官

3名実地試験を同時期に実施する予定でし

たが 1人だけ 1週間遅れてしまいました。待

つ事 も大変であったと思います。

JALナ パ訓練所では訓練教頭になられる

との事です。大変な責任ある仕事ですが、安

全に気をつけ頑張って下さい。

近藤教官
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・計器飛行証明

No.1985吉 田 伸章さん
JA5314 H14.11.26

0自家用操縦士

No.5672鈴木 康之さん

JA3938 11[14.11.29

・ 自家用操縦士

No.5606阿波 孝―さん

JA3935 H15.1.9

口述試験バッチリ||

安心 して、試験に立ち会うことができまし

た。

お仕事との両立はさぞ大変であったでしょ

う、よく頑張りました。

おめでとうございます。

大澤教官

試験前の 2か月はかなリバタバタしました

が、落ち着いて試験に臨まれ見事合格。おめ

でとうございます。今後はのんびり楽 しくフ

ライ トして
~下

さい。

石戸教官

大合格、本当におめでとうございます。試

験を目標に定めたラス ト3か 月のがんばりは

頭が下がりました。オーラルは試験官の笑い

を取るほどの余裕を見せてくれました。これ

からは空と飛行機を楽 しんで下さい。

小田嶋教官

整
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矢野 正昭

新年おめでとうございます。

私 は、昨年 12月 末に本田航空を定年退職い

た しました。

昭和49年 に入社 しましたので28年間勤めさ

せていただきま した[

ホンダフラインタ7■ 7・ スクールの皆様

方には、長 い間大変石士話 |こ なりありがとう

ございました.|三 (巧 IL申 し上げます。

最近数年間は飛行 しておりませんが、航空自衛隊も含めると七飛行時間は9,600時 間に

なり、そのほとんどは教官としての時間でありました。

入社 した頃は若かったこともあり、かなり厳 しい教え方をして、ヽたと後から聞かされま

したcし かし皆さん今でも元気で飛んでおられるのを拝見丁るこ勘弁 してもらえるので 1ま

ないかと思っております。

パイロットは自家用といえども、空に上がってしまえ |ま ニマ_ラ インの機長と同じ気象

条件の中を飛行しなければなりません。気象急変による悪サ〔侯 |ま 飛行中の全てのバイロ ァ

トに同じように襲ってきます。

小型機で飛行する場合には、装備が必ず しも 1^分 ではな (て ,|三 抗に関する情報の人手も

少ない中で安全に飛行 しようとすれば、最後はパ イロットロ身∫〕|:日 識、技量、判断力等の

総合力が重要になると思います。

20年以上前のことですが、セスナ206で お客様は満席の状態て、高松
′/ヒ 港から本田エア

ポー トヘ向けて飛行 したことがあります。

天候は東海、関東地方が低圧部になりつつあるが、到着予定時刻まではVFRで 飛行で

きる状況でした。

高松空港を離陸してから少 しずっ雲が多くなり、名古屋付近では雲上飛行になったので

名古屋タヮーから入間、調布、厚木等のWXを もらったところまだVMCで した。名古屋

空港に着陸することも考えましたが、天候が悪 くなれば静岡近 くの三保飛行場に着陸でき

るし、三保がダメなら静浜飛行場、それもダメなら引き返 して名占屋空港に着陸すること

にして飛行を続けました。

しかしながら静岡の上空と思われる所を高度約10,000フ ィー トで飛行中、下の雲がベッ

タリで上の雲 も下がってきてVFRを 維持することが出来なくなったので、静浜タワーと

ヽ 4

‖||
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コンタクトしIFRの許可をもらって、航空自衛隊の静浜飛行場にアプローチを開始 しまし

た。

降下中1,000フ ィー トに近付いた時雨の中やっと雲から出て地上が見えたので、IFRを

キャンセルし静浜 タワーにお礼をいって、海岸線を飛行 して三保飛行場に無事着陸 しまし

チ‐

予想よりも天候の悪化が早かったようでした。

三保から先の飛行をバ トンタッチするために、すでに手配 してあったヘ リコプターが し

|ま らくして三保に到着 しましたが、パイロットの報告によると雲が低 く雨のため視程も悪

化しているので、和光ヘリポート又は東京ヘリポー トどちらへも飛行できないと云うので、

お客様はタクシーで三島までお送りし、新幹線で東京に帰っていただきました。

機長は飛行中に、飛行の条件が予想に反 して変化するということを常に考えておくこと

が大切であります。目的地に着陸するまで何もないことが普通ですが、時にはとんでもな

いことが起こるかも知れません。なにか兆候を感 じたときは、常に第 2、 第 3の 代案を持っ

て飛行 している限り安全は保たれると思います。

今年は、 ライト兄弟が初飛行してからちょうど100年 になりますが、航空機は大きな進

歩を遂げ、今では航空機なくしては世の中が成り立たなくなっております。

小型機の操縦は、飛行機の原点であり基本であり、いつの時代においても重要なことで

あり、皆様方が飛行を楽 しんでおられることはすばらしいことであると思います。

どうか身体に気をつけられて、長 く飛び続けていただきたいと思います。

お世話になりました。

XINXXXXXX× ×XNNXXXttN××XXXXXXXXX× XXNXXX

V

栃木防災・運航管理担当 和田 剛志

会員の皆様、初めまして。 1月 10日 付で入初 しました和田剛志

(30歳)と 中します。

川田工業 (株)ア ビアフライトスクールで事業用操縦士 (回 )を

取得後は、(株)エ ースヘリコプターにて薬剤散布等の業務に携わっ

ておりました。飛行機には触れたこともなく、ましてや操縦 したこ

ともありませんので、飛行機を目にする毎日がとても新鮮です。経

験の浅い私ですが、皆様よろしくお願いします。
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今日御紹介するのは日常の喧騒や忙 しく過ぎていく時間を忘れ、自然に囲まれてゆったり

としたひとときを過ごす。そんな、自分だけの「森のかくれ家_の ようなお店です。

バスタツースはもちろん、デザー トまですべて手作りの素朴だけれと気持ちのこもった

料理と、カントリー調のあたたかみを大切にした、くつろげるスヘース、我が家にまねく

ような感覚でのおもてなし・……。

ぜひ一度、お出かけ下さい。

森のkakurtta
ANlll:30～ PN1 2:00

PN1 6:00～PNl10:00

(オ ーダース トップ)

〈日曜定休〉

上尾市泉台2-3-1 泉マ ンション105

048(777)2325

新 入 会 員 紹 介 (敬称略)
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ホンダフライングスクール

5746 高橋 哲哉 H14.12.1

ホンダフライングクラブ

2027 倉持 智明 H14.12.1

2028 小林 久倫 H14.12.2

安積

岩垂

酒巻

糸田洪1

福山

大井

浩一

稔

俊嗣

貴光

和勇

健司

H14.12.2

H14.12.2

H14.12.2

H14.12.1

H14.12.8

H14.12.8

==:==

LUNCH
★ONEプ レートランチ¥1200 ★パ スタdeラ ンチ¥680よ りこ

DINNER
★パ スタ・ リゾットなどの他にも、 ビール・ ワイン・ カクテル .十 ヮ_な どを飲みな

が ら、ちょっとつまめる小皿料理を¥380よ り。

気ままに、のんびりとくつろいでいただきた くて。居酒堅風 |こ 営業中です。

生 ビール¥300よ リ カンバ リオ レンジ¥400 スプモーニ¥450

ウーロンハイ¥300 カルーアミルク¥400 ジントニ ック¥400 他。
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操縦練習許可書期限が迫っています (敬称略)

3月 中に切れる方

神谷

神山

田中

宏次

昭彦

康生

H15.03.05

H15.03.19

H15.03.28

阿久津孝之 H15.04.12

H15.04.05

1‐115.04.07

H15.04.12

H15.04.21

H15.04.11

昭

朗

志

信

人

匡

　

聖

晴

淡

円

谷

本

木

野

石

神

倉

鈴

藤

●申請 に必要 な もの

住民票 (本籍地記載のもの、発行 3ケ 月以内)・………………………………・………・1通

練習許可申請書 (身体検査を受診する病院でお受取り下さい)・・………………… 1通

○申請書の住所及び本籍は、住民票にある通り、丁目、番地等を略さずに書いて下

さい。氏名の後部に朱肉印捺印、また、欄外に捨印を押して下さい。シャチハタ印、

又はこれに類似した印は不可。

○身体検査は、操縦練習許可書の有効期限の 1カ 月前以降に受けて下さい。申請書

の有効期限は 1カ月です。手続きに時間がかかる場合がありますので受診 したらす

ぐに、遅くとも有効期限の10日 前までに、申請をお願いします。

写真 (イ ンスタントは不可)たて 3cm× よこ2.5cm………………

③写真の裏側にかならず記名して下さい。

・…・2枚

申請諸費用 ・・ ・………3,200円

●身体検査 の受診場所 (事前連絡が必要です。)

百八内科 (有楽町交通会館)

中溝ク||ニ ック (港 区芝浦東芝ビル 4F)

はころも内科・小児科 (立川市羽衣町 1-16-9)

東海大学医学部付属東京病院 (渋谷区代々木 1-2-5)

03-3211-4845

03-3452-4468

042-522-5234

03-3370-2321

一
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4月 中に切れる方
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2日 (日 )

7日 {金)

9日 (日 }

16日 (口 |

21目 {金)

23日 {目 )

日 1寸 科  目

6日 (日 )

11目 田

13日 (日 )

20日  1日 )

25日 (金 )

27日 (日 }
中

航

工

法

通

空

法

学

規

信

作操

運航一般

学科講習受講を希望される方は当日のPM 5:30ま でに運航部 (049-299-1105)ま で

御連絡下さい。連絡が無い場合体講となります。お手数ですがよろしくお願いします。

ヽ■′

▼

携行品

航空法規 :航空法 AIM 1/50万チャート

航空気象 :新・天気予報の手引 AIM

航空通信 :AIM VFR交 話法

航空工学 :航空工学入門 セスナ172飛行規程、(あ ればシステム・スタデイ)

航  法 :基礎航法教室 航法計算盤の使い方 コンピューター プロッター

1/50万 チャート 航法計画書の作り方と千ドヽ行の仕方

ナビゲーションログ 操縦訓練マニュアル

操縦訓練マニュアル AIM 飛行機操縦教本

操縦訓練マニュアル 飛行機操縦教本

AIM VFR交話法 飛行機操縦教本

計器飛行

空中操作

運航一般

Iθ

3     月 14■■月



0あ けましておめでとうございます。

インフルエンザ大流行ですね。体調管理に

気をつけて、今年 も空を楽 しみましょうc

(小 田島)

Oス クール入会者希望者及びホンダ (四輪・

i輪 )車購入希望者をご紹介 ください.成

約の場合は無料飛行′1)を 進量させていただ

きます。

ー

ー

ウィングニュース 178号

発行者/ホ ンダフライングクラブ事務局

¬〓350-0141

埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷53-1

本田航空株式会社内

丁e1 049-299-1105(運航部)

表紙イラスト/板橋 繁男

青い大空を自由に羽ばたきたかった頃の気持

ち、やっと獲 ったライセンス、 しまい込んでは

いませんか ?。 ホンダフライング・ クラブ′.....′′
.′

ン
ス

クールでは貴方が忘れかけている情熱を思い出

し、再び強 く羽ばたくお手伝いをいたします。

*安全で効率的な訓練をお約束いたします。
*自 家用 。事業用操縦上コース、国内 。国外ライセンサーリフレッシュコースがあ

り、飛行機・ ヘリコプターともOK。 もちろんご希望に応 じたコースも設定でき

ます。

・訓練空域内にある夜間照明施設付きの自社飛行場
。豊富な訓練機 (C172× 6、 R22× 1、 AS350× 2、 SA365× 1)
。充実 した地上施設 (ア ドバイザ リー局、衛星通信による気象及び航空

情報、運航管理 システム)

。十分なスペースのブリーフィングルーム (全 6室)と クラブルーム

・経験豊富な教官 8名 が親切に対応 します

ホンダエアポー トは

・都心より約40km

本田航空 〒350-0141埼玉県比企郡川島町出丸下郷53-1

HP http://WWW.hOnda― air.CO・ jp・ /indeX― b・ html

クラブ用 /- )v7 F V7 club@honda-air.com

ゴイ

クラブ員の客様ヘ

l ・ヾ
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ラテコエール Lat6co6re 28 輸送機

1927年 、ラテコエール28は 28H型 とともにフランスのッールーズか

ら、モロッコのカサブランカに至る郵便飛行をはじめセネガルのダ

カールにいたり、ついにはブラジルのナタールを経てアルゼンチン

からアンデス山脈を越えてチリのサンチャゴに達する全長13,400km

の大航路に従事 した。
エンジン :イ スパノスイザ液冷 500HP l基
翼面積 :48.6m2、 自重 :1,690kg、 ペイロー ド:950kg

総重量 :4,040kg、 最大速度 :238km/h、 上昇力 :1000mまで 5分21秒、

実用上昇限度 :5,600m,乗 員 :2名、乗客 :8名、

初飛行 :1927年フランス
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