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Specification i SIPA (CAB/Cardan)GY 20 Minicab two seat

sport and touring lightplane

Span:759m(24 ft ll in)

Length15 45 m(17 ft 10 5 in)

Powerplant:1× Continental A65-8 485kヽV(65 hp)

MaX T/O weight:486 kg(10691b)
14ax speed:124 mph at sca level

OPcratiOnal range:466 miles
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コングラッチュレイションズ 教
思雀こと

○実地試験合格

●事業用操縦士

No 2037草山 淳造 さん

平成19年 9月 4日 ,JA3938

今ひとつばっとしない曇り空、大島か ら

の帰 り道は雲や雨に阻まれて・・・、それ

でも念lltの 大合格 !。 思えばあんなことも

こんなことも、そうそう、そんなこともあ

りましたね。訓練最後は海外転勤となリサ

ンデー帰国訓練生となっていました。よく

がんばりました。これからも一歩ずつ しっ

かりと前進 してください。

4ヽ旧1鳥

○ファース トソロ

初単独飛行おめてとうございます。

技量、天候、に恵まれ、大変安定 した見事

な着陸で した。

これか らも初心を忘れず目標に向かって

頑張って下さい。

伊藤

N05786藤原 秀次郎 さん

平成19年 9月 24日 JA4025



日程

ユニット1

ユニット2

経由地は、

フライ ト料金

標の刑

"‖

扇

貌r,
11月 8日 (木 )～ 9日 (金)ホ ングAP発―宮崎空港着

11月 12日 (月 )～ 13日 (火)宮 崎空港発―ホングAP着 ※11日宮崎発可能

参加者同士で、自由に決めて下 さい。

1時間あたり 44,400円

フライト料クラブ援助、 1時間当り1万円。

同行パイロットの滞在費用は、クラブ費から援助

参加者の滞在費、移動費、着陸料、停留料は、参加者で御負担願います。

募集人員

行き帰り2名まで決定済。残り各 1名募集中です。

応募窓口 :電話もしくはメールにて、教育訓練課 町日までお願いします。

TEI. 0492991111(代 表) MEIL machida@honda air com
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本田航空株式会社 は 点員)近 藤  員

今回の飛行競技大会はクラブ員赤塚・高野理事の提案により、他クラブ団体との交流を

図る事と、今までにない競技種目をおこないたいという主旨を定め、飛行競技大会を少し

ても楽しいものにして、参加者を増やそうと企画しました。

他クラブ団体からは IBEXフ ライングクラブの園田

洋一さん始め8名が参加していただき、その中でバクダ

ン投下競技に園田さん、大河内さん、冨田さんの 3名が

出場しました。結果、 6名 のうちバクダン投下競技には

見事園田さんが優勝しました。おめでとうございます。

今回は新しく着陸競技の中に何か今までにない種目を

おこないたいとのことで、一時期風船割りを入れたいと

ういう理事の方からご提案がありました。理事の方と相

談の結果風船割りは、やや安全面に問題があり、競技性

としては難しいと言うことで、最終的には着陸競技の中

にバクダン競技を入れて総合順位を競うことになりまし



た。バクダンは濱尾会長を含め理事の方々に作っていただきました。バクタン投 ド競技と

しては以前 (10年前 くらいですが)何回か実施 しています。青陸競技のみでは無いので

新鮮な感 じがありました。競技をおこなう前に本田航4教官による模擬投下をおこない参

考にしていたださましたが、改めて法員1に よる放物線を描いて落下 |る ものと感 じました。

安全面では特に問題となるようなことはありませんでした。

優勝 した益 ■さんは今まで 211の優勝の実lLが あり、何をおこなってもうまい人はうま

いと感,こ いヽたしました。誠におめてとうごさいます。

このような飛行競技大会は安全のためまた技量lt持のためにも必要と考えています。新

しい企画をI甲事の方々と一緒に考えてまいりますので来年はさらに多くの人が参加 してい

ただけるよう、それからますますクラブ活動力,占 性化することを、クラブ事務局の一員と

して日頃から願っています。上位人賞されたクラブ員の方々、とてもお見事で した。

着陸競技

優 勝

益田 正人 様

準優勝

市川 浩和 様

3位
河合 秀晃 様

バクダン投下競技

優 勝  園田 洋一 様



シー トス トップ取付けのお知らせ

SBに より、現在l■k長席 (左席)に 取 り付けてあるシー トレールストッパーを取

り外 し、左右の両席にさらに確実なシー トス トップを取 り付けます。

これまで l・

●長席は、前後 レバーの操作とス トンパ~の操作を同時に行われなく

てはならなかったのです力ヽ 改修後は前後 レバーと一ltに ス トンバ~が はずれる

ようになり つの動作でイスの前後移動が可能となります。また同様の装備がコ

パイ席にも設置され、さらに安全性が・ liし ます。

9月 頃から徐々に作業を進めます。改修 前の機体と改1多済みの機体があります

のでご注意下さい。

●

●
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8月 24日  HA― SC
25日  CH― CB

メンバー :新妻、稲葉、

Nl丁 l CRE

SK― SR― SA CH
―CN CM― EC
高野   司行パ イロット :足立

― RJSC HICH STAT10N 9000ft
WVe make VOR/LLZ RWY01 Approach
-211・ OUT BOUND DESCENDING
山形 i「街を望む 四角い緑地が霞城公園、

その右わヽ |1形駅、東京便苦戦の最大要因、

新幹線・つばさ・ 力ゞ乗 り入れています。

RJSK ILS RV√ Y28 APPROACH()ヽ FINAL

CHARTに は色 llけ か してあり、 i空で もわか りやすいよ

うに工夫されています。その左側のFREQUENCIES LIST

もORICINALな のです。何 日も前か ら,ビが始まっていて、

自宅でのこの作業 もまた楽 しみのひとつなのです。えっ、

作 ったのは昨日の夜遅 くだ oて  。

― RJSK AKITA Tヽ VO DEPARTじRE

Cross AKITA VOR At or above
2500ft 秋田市街を望む 真ん中の雄物

川の右下 の海岸線 に、 ‖秋 口1空 港の

RWYら しき跡が見えます。

― R J S A  A00■ORI THREE
DEPARTURE
津軽平野を L昇中

,RJSR VOR/1)ME/11.S RWYll CIRCI′ TO RWY29
PAPIの 自白赤赤の安定 したFINAL、 いや、ほんの一瞬を捉えた 1枚

←弘前市llfを 望む 真ん中はCW中の桜

の名所、弘前城。季節柄ねぶた祭りの喧

騒のあとの静けきって感 じ。
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(ド ラマ・
北の国から・ 風に)父 さん、この

あたりは結と出会った羅日付近 と思われ、国

後島を望んでいる訳で、10nm先のこの山々

は北方領 Lで あり、ロシア、金髪おねえさん、

国際親善、l.説のイル1鳥 と連想される訳て、

l■ はいつの日がこの1也 でHFC交流主任の活

躍の場があることを期待 しており～、。 と争t

が語 っていたような、。ん、気のせいがぁ。

・ 陸路ではたどり着けない幻の先っチョ、知床岬.

ヒグマIN SlGIITは 出来ませんでした。

―知床五湖、海岸線は、

見事な絶壁 |

― RJCM Clinlb in

V卜IC,   tlnti1   80('Oft

RWY18を ailbolne left tuln で MONBETSU

V()Rへ い|か い ます 。 RWYに ANA面 [珠 か らの

DHC8 Q400か ゴ1着 しま した。

―夕口を浴びた人雪山系が雲の 11で 輝いています。

旭|は もうすぐです。

→ RJEC

On hn■l RWY34 今

宵はユニ ′卜2メ ンバー

も旭川入 りするようです。盛人な弓き継 ぎが出来そうです。

北ll道 ナビケーションを開催するにあたり、ホンダフライングクラブメ

キヤ様に多人なltl支援、御ll l力 をいただき、こ・・ 場をおl・

tり ίて御ネい し

そして、参力Πされた素晴らしい仲|.1達 に感謝します。

2007年 夏、東の間の涼と楽しい想い出をありかとう.

ノ′`一の■様、本日航牛の

iげ ます。

毒
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稚 ●から旭川までは柴

田さんの担当てやはり非

常に安定 した操縦。あま

りに乗り心地が良いため

私は後席にて気絶状態。

稚内市内

,

文貢 :河合秀晃 (No 5534)

ユニ ′卜2参加メンバー :

関野勇一郎、柴田英明、河合秀晃、足立光由教官

飛行ルー ト :

旭川―利尻―推内一旭川 釧路―丘珠

丘珠―青森 ―仙台一本田

今回の北海道の旅は参加メンバーか思い思いに旭川に集合することから始まりました。

前日夜、ラインで旭川空FISに 降り立った私をユニット1の メンバーが迎えてくださいます。

折 り返 し便で東京に帰 られるユニ ット1の 稲葉さん

をお送 りし、 一路バスにて旭川の中,し 部ヽへ。本日宿

泊予定のホテルで千歳経山Jヒ海道入 りされた柴 ¬さ

んとも合流。ユニ ット1、 2の引継ぎ式なる盛大な

宴会のため夜の旭川の街へ繰り出します。

不償れな地にもかかわらず柴田さんのちょ―的確

なナビゲーションによりおいしい北海道ll理を堪能。

旭川ラーメンで締めて無事引き継ぎを終えます。

次の日は空港で関野さんと合流、手始めにIFRで利尻まで飛

びます。が、 しかし、札幌コントロールでは何故か レーダーコ

ンタク トなし。I「R初心者の私には初めてのノンレーダーのエ

ンルー ト管制を体験 しました。 これがいわゆる縦間隔というも

のなのでしょうか、ポツションレポー トなどの要求のまあ多い

こと。冷や汗 ものです。日本の空は全てレーダー管制 Fと 教わっ

ていたはすが 、さすが北海道です。

利尻か ら稚内はBE36が初めてという関野さんのご担当です

その後釧路で はVOR/DME/11,S/RWY17APCHを 実施。念願

弓き継き式 旭川の夜

利尻富士とボナンザ

がさすがベテラン。安定 していて見事な操縦です。

空の日のイベント実施中ということで放水の歓迎(?)

まで受けなからスポットインしました。

釧路CATⅢ ILS APCH

のCATⅢ ILS APCH(の つもり)を体験させていただきま



(lMの甲高い音か印象的 )。

その後釧路―丘珠と順調な飛行を終 了し、(4港がないので)

ロングナビではなかなか行く機会のない」ヽ樽ヘレンタカーで向

かいます。ここでも柴|口 さんの的確なナビゲーションと関野さ

んの機転のきいたご案内により、運河、お鮨など小樽のポイン

トを堪能させていただきました。

2日 日はいよいよ本田APへの帰路。青森までは

非常に良い天気のなか、洞爺湖など雄大な道南の景

色を楽 しみます。サ ミット会場になるホテルも良 く

見えました。

青森―仙台 一本田APは弱い前線帯を通過するた

めIFRの本領発揮といったところです。IFRで は多

少のin eloudは 訓練にもなるので楽 しみなのですが、

仙台一本田APではvery strongの エコー域か散在。左右避けなか らのフライ トは緊張の

連続だったのではないで しょうか。担当の柴田さん、おl● れ様で した。

思い返せば北海度ナビは今回で 3回 日の参加 となりました。

ご縁あって何と3回 とも関野さんとご― l・
g、 いつもながら今回

も盛り上げて くださり楽 しいナビになりました。柴回さんとは

お話させていただく機会なとはとても多かったもののロングナ

ビでは今回初めてご一緒。 レンタカーやら宿やら、さらにはビ

デオ、写真 と周至1な ご手配、HFCの ッアコンとの噂はやはり

本当だったのですね !今まで参加 したロングナビとはちょぅと

違 った楽 しみ方も満喫させていただき誠にありかとうございま

した。

それから足立教官とも今回初めてご一緒させていただきましたが、

'F常

に丁寧なご指導

とお心遣いに大変感謝いたします。忙 しい計画にお付き合いくださり本当にお疲れ様です。

これか らも機会をとらえて色々なロングナビに参加させていただければ幸いに存 じます。

小樽運河と 3人の…

酒とうにと男 とお鮨

洞爺湖

ユニット2メ ンバーおつかれ様でした

20



ラムじ●さんのインドカレー
埼玉県秩父市に本店のある本格インド料理の、本田航空のヘリパイロットと整備上の間

で話題のお店です。そのお店が上尾に今年初めに支店がオープンしました。

オーナーこだわりの「ナンJは本場インドの標準サイズ !! 長さ約50セ ンチもありま

す。熟練の腕とタンドール (釜)を使いじっくり焼きあげます。ランチメニュー・セット

メニューに限リナンが食べ放題になります。本場の味そのままをテーブルに再現したい為、

材料を現地から直輸入し、一流のインド人シェフと弟子のインド人シェフか調理していま

す。上尾支店オリジナルメニューなどもあります。

フライトの後に本格インド料理・・なんてちょっとオンャレにいかがですか。

住所 :埼玉県上尾市谷津243

TEL:048-774‐ 1600

HP:http://WWW Ch ch bu neip/~ind02004/indeX htm

ランチタイム :AM ll:30～ 15:00

ディナータイム :PM 17:00～ 21:30

フライングスクール

N05794 田代 宏明 H1872

No 5795 鈴木 茂一 H19922

蝦 昧 膨 味 ゛ 味

鰤的
フライングクラブ

No 5775 森田 博幸 H1993

2ヱ



しSE θ∠びπ OAr
操縦練習許可書期限が迫っています は称略)

11月 中に切れる芳
弓

12月 中に切れる方

●申請 に必要なもの

住民票 (本語地記載のもの、発行 3ケ 月以内)

0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。

5788 波多 浩明 H19127

……………… ………………… 1通

練習許口∫申請書 (身体検合を受診する病院でお受IIKリ ドさい)… …… ……  … 1通

ＩＬ

●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 ンスクントは不口f)た て Bcmxよ こ2 5om  …………… …  2枚

0写真の裏側にかならず記名して下さい。

中詰諸費用 ………  …… …………… ………………  …………  …3,200円

●身体検査の受診場所 (事前連絡が必要です。)

宮入内科 (有楽町交通会館)

中溝クリニ ′ク (港区芝浦東芝 ビル 4F)

はごろも内科・小児科 (立川‖illttШl l-16-9)

東海大学医学部付属東京病院 (渋谷区代々本 1-2-5)

阿部メディカルクリニ ′ク (足立区千1:河原 |け21番 10号 )

永日‖,つ はさクリニ ック (千代 ΠX平河町 2-6 4)

東京国際●港診療所 (大田区羽田空港 3 3-2)

・個人で申請されている方は、各種申請に必要ですから許可書の番号を本田航空運航

管理04929鮮 1105ま でお知らせ下さい。

03  3211-4845

03-3452-4468

042-522-5234

03-3370  2321

03-5813-5511

03 -3511-2839

03-5757  1122

22



一
日日 付 日 付

2日 (日

'7日 い

0曰 (日

'14]■

16111 '

2日 (●

4日 1口 |

11日 1日 |

16日 (」

18日 (日 |

25日 (日 |

tl  法

理ll l一般

B  I  F

気  象

:  学

生 丼lF

運llt 般  1
航  法 7

法  規 2
通  信 3

空中操作 3

3

4

1

3

3

2

9月 から11月 にかけては白家用操縦 :十卜1試験対策の集中講座を行います。企10回 て 5ilΠ すべ

ての1イ説を,い まつ.学●1試験スタディガイドをしoか つ子習 して来てくださt、 必要な課□のみ

の受講ももちろんOKで す。

学科試験は、ヨ1練が中間チェ ックを過ぎたら受けて下さい。訓練進1史 が速い方は早めに受験 して

取 ,て おいてください.※ 自家用操縦士学科試験は年 3回 (3月 期、 7月 期、 11月 期)行われます。

携行品酬赫スタディガイHま厠
航空法規 :航空法 AlM 1/50万チャート

航空気象 :新・人気予報の手引 AIM― J

航空通信 :AIM J VFR交話法

航空工学 :航空工学入門 セスナ172飛行規程、システム・ スクディ

航  法 :基礎航法教室 航法計勢盤の使い方 コンピューター プロックー

1/50万 チャート 航法言画書の作り方と飛行の仕方

ナビゲーションログ 操縦割1練マニュアル

計器飛行 :操縦訓練マニュアル AIM J 飛行機操liF教 本

空中操作 :操縦訓練マニュアル 飛行機操縦教本

運航一般 :AIM―、, VFR交話法 飛行機操il教本

H18年 5月 以前に |

に合格されている方へ・・・有効期限をお確かめ下さい !

受験の有効期限は通知票に記載されている合格日から2年ですが、最初の受験申請

期限 (=航空経歴の充足期間、実地試験申込締め切り日)は合格日から約 1年 10ヶ 月

です。これを過ぎると合格の有効期限内でも申請できませんのでご注意下さい。正確

な申請期限は、東京航空局 (0352759292)保 安部運用課検査乗員係 (内線7617)で

教えてもらえます。学科試験の受験年月日を伝えてください。平成18年以降の受験者

は中請及び受験の有効期限は合格日より2年になっています。



フラブ員の皆様司
●クラブ大会が終わると年末へ向かっている

ようなり惑:党がわいてきます。 1い ものです

ねえ・・・ .と はいえ今年はまだまだ 11

月に大 イベント、プし州ナビとスカイレジャー

ジャバ ン (SLJ)へ のジュニアウイング

スの参加があります。 ご参加、ご協力をお

待ちしております。 (実際に参加は 1来 な

い皆様 も、せひSLJHPを ご覧 卜さい。)
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ブします。

ホ ンダエアボー トは

計鳥甚農裾僣よ、夜間照Fll施 設付きの自社飛行場

i景[11曹:】:;:力lヽ量Iui:;:孝;li4
経験豊富な教官10名か親 LJに 対応 します

*品
籍需濤薄喬P師驚市嵩iよ嘗浴裏誌器tttξよIζ義[全高こ合せくださ

詳細は下記ホームページに記載されていますので、ぜひこ覧 ドさい。
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