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ロビン ATL

Avion Pierre Robin ATL

複座、軽量、スポーッ機、木製主翼、

全幅 :1025m 全長 :670n
動力 11× At・lLrs JPX水平対旬 4

最大離陸重量 :580kg

最大速度 :112mph(マ イル/h)
航続距離 :714mnes(マ イル)

初飛行 :1983年 6月

フ ラ ンス

プラスティック1同体

気筒 空冷60H
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ジュニアウイングス航空教室

からのお知らせ |

ホングフライングクラブの

皆さん、 5月 ,日 (十)～ 4

日 (日 )は待ちにイ1っ た
｀
第

5, ホングエアボー トフェ

スティバル2Ю 8・ が開催され

ます。

我がクラブも上記 “ジュニア

ウイングス航空教室"を
|‖ 展

致 します、皆様のご協力をお願い致 します。

この・事業'を行うことにより・末来のパイロ ントのll・ を育て、一人でも多くのキャ

プテン (機長)を 発掘 し、育てたいと考えております。

航空教室はC172を 地 1に て使用 し、普段は

'れ
ない操縦席に子供達が座 り、操縦程を

握 ウエルロン、エレベーターを実際に動か し操縦の仕率Hみ を勉強致 します。勿論、各計器

の説明 も致 します。

クラブ員の皆さん、是非先牛になって教えてあげて下さい。

この 2日 間で・130名 のジュエアウイングス'を育てる予定です。お待ちしています。

ホングフライングクラス

阿波



11月 12日  宮崎―枕崎飛行場一人分県央飛行場 北九州4港―岡山空港

夜明けて、帰路につきます。新メンバー高里Fさ んと清藤さん、小日1鳥の 3人旅スター

卜です。帰 りの経路は「行きに清藤さんが寄 らながったとこ

ろJと 、「高野さんが寄 りたいところJを基準に選びました。

Jヽ 1嶋 としても初めての飛行場ばかりです。

O宮崎―枕崎 機長 :高野さん

昨日までいたスカイレジャー会場の都城 と鹿屋基地の上空

を通過 し、鹿児島湾を通過、開

間岳と池田湖が見えてきます。

実は (今回 1実 は  ̈J力
'多

いですよね)、 帰 りのルー トは

特に決めていませんで した。高

野さんからマクラ
'キ

とオオイタケンオウに行きたいと聞き、

「 ドコ? フレ?Jと 、単純に聞き返 して しまいました。だって、私が九州を飛び11っ て

いた頃にはなかった飛行場なんです。ちなみに20年前九州に無か oた 飛行場は、佐賀、天

草、大分県央、枕崎で、北九州と大分は
｀

`時

からありましたが空港が新 しくなっています。

20年の歳月は重いものです。

小「枕崎って、周波数は?J

高「 1262で ローカル送信 して、上空通過 して滑走路方向確

認 して、フ

陸する !J

小「えええ

誰も答えて

高「フライ

ァイナルでRWYTILと PAPIで最終確認をして着

! PAPlま であるのにローカルボイスなの?

くれないの??J

トサービスは1充止になったそうで……J

小 日高野さん ――よく見つけましたね …

人才的です……。J

PAPIは あって もフライ トサービス

は無 し……またまだいろんな飛行場が

あるものです。

枕崎飛行場は静かな飛行場でした……が、

くれました。わかりますか ?

懐かしい顔力‖|1迎 えて



0枕崎 ―大分県央 機長 :高野さん

八代か ら国見岳、阿蘇山を抜け……熊本空港周辺は

9500ftで はとんと雲上飛行、時々山頂が見えて機位を確

認。 この調 ■では大分県央飛行場は見えないかも……そ

をたとって人分県央へ。が、そろそろ見えるは|｀ の飛行

場が見えず、びみょ～に地形 も違 う……あ 1 谷一本問

違えた 1 と、南下 し発見。ここはPAPIも フライトサー

ビスもあります。飛行場 も新 しく、きれいでした。

の時は大分空港へ行き

ませう、なんて話 して

いたらなんとか県境あ

たりで雲か開け、地形

0人分県央 北九州空

港 IIt長 :清藤さん

ここで虹 に遭遇 !!

空で虹見たことありま

すか? まるで虹をく

ぐっているみたいてし

た。

築城基地は予想通り

のキープアウト・オブ・

コントロールゾー

ンとなり、南側

から西側へ迂回、

す ぐに北九州管

制圏です。

北九州空港は

以前 ロングナビ

で来たときには

ちなみに今回のメンバーは二人ともスモーカーで、空港で|よ ぐれても煙中の匂いをたど

れば巡 り合えます。
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まだ 日空港で した。

↑近づいた

↑あとちょつと

↑ざりざり横をすり抜け
1曰

今は洋上に7jか ぶされいな .t港 になっていました。
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0北九州―同山 (夜間飛行) 機長 :清藤さん

北九州空港で燃料補給 し、日没少 し前に離陸、途中夜

間飛行を覚悟 して一路今夜のお宿のある岡 1空港へ。実

は小日嶋は岡山空港 も初めてなのです。 (や っばり以前

はありませんで した。)

すぅかリナイ トになった岡山空

港は山の中にあり、手前の山の機

線が気になりなからアプローチ。

見事着陸。一日お疲れ様で した。

ちなみに疲れの出てきたこの夜は、

てきと～なラーメンFEさ んでてき

11月 13日  岡山一名古屋一 ホングエアポー ト

0岡山一名古屋 (計器飛行) 機長 :高野

さん

―夜明けた岡山空港は離陸 してみて初め

て分かった、やっばり結構な山の中で した。

本人の強い希望によりここからは言1器飛行

です。

と～に済ませ、早寝 した 3人で した。

―若干の下層雲があるものの快適に FR高

度を飛行。流暢なATCが 流れてきます。

―クリアランスをもらい、

珍しいスコーク7316で飛行中



0名 占屋一本 ■  機長 :

きて、いよいよラス トラ

(ち ょっと‖■ か`も……。)

清藤さん

ン、機長も気合が入ります。

←わかります? 次ロスカイレジャージヤ

バン開催地の、静岡空港です。だいぶ工

事が進んでいるようです。

→青空を背景に富士さんがされいに白い

マフラーをしています。ただしコクビッ

ト反対側は雲の壁 ↓

そして無事ランデ ィング !

スイー トホーム (ホ ングエアポー ト)

●
|‐

‖ll lさ ん、

高野さん、

そしてロングナビに全行群参加 してく

ださいました清藤さん、本当にお疲れ

様でした。ありがとうごさいました。



スクール・クラブ懇親会

2月 26日 (L曜 | )、  littσ )ホ テ′レ′ヾ―ク,イ ドにて、 1ヽ

航空共催て、懇親会わ1子われました。 この会にはスクール、

だき、48名 の参力Hと なりました。

ホンダフライングクラブ会長渚Pt様、池

田高1会長、オーナー会会長坂の下様、より

ご挨拶をいただきました。

ングフライングクラブと本

オー
「

―会からもこ出席いた

つ1本 (蜂社社長)と藤原lT



本田航空で最高齢実地試験合格者の三根様 スクール白戸様と奥様 横田様

紙芝居とじゃんけん大会も行われました。

天候不良のため残念なか ら行われなかった、冬季競技会への参加希望者の皆様もご紹介

力:あ り、 プレゼントかありました。

おいしい料理とお酒、何よりも楽 しい交流の時をすごし、懇IIt会 は無事閉幕いたしまし

た。担当理事の皆様、関係者、紙芝居実行委員会? の皆様、お疲れ様でした。

また次 可のご参加をお待ちしております。



ショートナビ企画

恒例の人島椿祭り
'ビ

、今回は告力が遅れてしまい、参加者が集まるわ均しヽ配 していまし

た。が、なんとか直前で 2名の参加が決定、天気予報も日頃の行いのせいかとてもよい人

気が出ており決行となりました。

行きは渡辺さん、大宮―城が島 大鳥

今 可の参加者は常連のスクール小須田さんと初参加の

クラブ員渡辺さんのお二方です。渡辺さんは人島チェッ

クアゥ トを視野に入れての積極的なこ参加です。

今 可は機体拘束料が発生 しない15時発、翌日11時帰着

の計山なので、十発が遅れると人島空港の運 1同 時間16:

15時過きに離陸、 1時間かからずに大島到着、機体係

留をして16時10分 には空lllロ ビーでホテルのお迎えを待

つという千際のよさ… 。(こ れが後で裏日? に一一。)

ク1港の方が言 うには「いい時に来ましたね～、昨日・

おとといは50～ 60/フ トの風が吹いて、海 も空も全便欠

航だったんですよJう ～ん、正対風でも無理でしたね。

元町にある、新設の屋 L露人風呂のあるホテル「人fΠ館Jヘ チェックイン……海の見え

るおS、 ろ～と、思いきや露人風呂は故障中とのこと。 ll日・ おとといの強風で、修lI業者

が来れず、 しばらく直らないとか。でも、代わりに「/Lの湯 |

のチケットをいただき早速G01……と、そこに空港青理事

l.7所 の方から電話か。「 カメラ忘れていませんか～ ?Jそ し

てなんと、ホテルまで届けてくださいました。 こ親切、本当

30が気になります。集合 してせかせかと地面から足を離すべ く準備開始、ちゃっちゃと機

体に乗り込みます。

●

にあ 1)力
'と

うごさヽヽました。

「浜の湯 |は 元町のフェリー乗

り場から歩いてすぐの、昔から

あるllt浴 露天r■l呂 です。 (水着

古川)通常は入浴料4001、 水

右か無い人には無料 レンタルも

あります。夕陽を見なからのi
福 0)1寺 となりました。



歩いてホテルに戻リタ食.

格油で日の前で揚げる、あし

た葉のでんぶらに舌鼓を打ちな

から‖寺力`米る0)を イ寺らま¬。 そ

う、 もうす (椿夜祭りが始まり

ま■。

今年は 1め に会場人り、席をIl保 |(こ れまで席か取れたこと

が無かったほど盛 ltな お祭りです。)tヽ つもの口〕会の しんちゃん

(た ぶん地元の有名人 ?)の絶妙の トークてスクー ト.

スーパーあんこ娘、スーパーあんこ娘シュニアの踊りのはかに、

今年は

'1作

′ンスやフラタンスまで盛りだくさん、最後はやっぱ

り正統派あんこ娘の踊 りで/と なりまtた。そしてll々 は明 の

フライトに備えおとなしくホテルに帰 りました。

翌り|、 所要により早めに帰ることになっ

た我々は朝ご1よ んもそこそこに空港へ。往

イ1送迎 t´ てくれたホテルの方はきぅと夕方

に来て判帰る我々を不思議に思 oた ことで

tょ う。

こうして、いつもとおりあわただしく、人島を飛び立っ

た 3人で した。 またのご参力Uを お待ちしております。

※ 現在 ライセンサーのお泊 り貸出ができるようになっ

ています。とうぞご利用ください。詳細はどうそお問い

合わせください。

2θ



『 ら―菱屋めん礼 上競 』
上尾市大字上 50-5

TEL 048-776-5819

営業時間 AM l■ 00～ PM 00 110 無休

おそらくまったく普通のチェーン店の

ラーメン屋さんです……が | はまって

しまいました。味増ラーメンに。

最近は豚骨スープが優勢な味のラーメ

ンが多い中、ここのは味噌がしっかりし

た味と香りを出しているんです。「昔、

食べたことのあるみそら一めん」なんで

すよね。麺も太めのかためて、辛味噌ラー

メンは辛さも選べるし時々ムショウに食

べたくなるんです。他のものは食べたこ

とが無いのでわかりませんが、味噌好き

で味噌ラーメンが好きな方は一度いかがですか。

」」

ミ .髯



し弼Z α4びπ OAr
操縦練習許可書期限が迫っています 微称略)

5月 中に切れる方

● 申請 に必要 なもの

住民票 (本籍地.4L載のもの、発行 3ケ 月以内)… ………………  ……  ……1通

練習許可中請書 (身体検査を受診するlr院でぉ受取リドさい)… ……… …………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 Scm× よこ2 5cm  ……………………… 2枚

0写真の裏側にかならず記名して下さい。

中請諸費用 ―……… …………… … ……………… ……………………… 3,200PI

●身体検査の受診場所 (事前連絡が必要です。)

宮人内科 (有楽
"J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
「

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)

阿部メディカルクリニ ック (足立区千住河原町21番 10号 )

永 ll町つばさクリニ ック (千代 区平河町 2-6-4)

東京国際空港診療所 (大田区羽田空港 3-3-2)

03-3211  4845

03-3452-4468

042  522  5234

03-3370-2321

03-5813-5511

03  3511-2839

03-5757-1122

・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0492991105ま でお知らせ下さい。

6月 中に切れる方

5764 熊汗 真告 20
5410 山元 一世 20

,2
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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― J

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、システム・ スタディ

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飛行の仕方

ナビゲーションログ 操縦訓練マニュアル

計器飛行 :操縦訓練マニュアル AIM― J 飛行機操縦教本

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― J VFR交話法 飛行機操縦教本

Iθ



クラブ員の皆様へ

あリカ`とう JA41 H

2008年 3月 29日 、単発計器の訓練で使用 して

いたボナンザ、BE86 JA4111は オーナーさん

の操縦で元気に岡山へ飛び立 って行きました。

またどこかの空で会いましょう。

ウィングニュース 209号
発行者/ホ ンダフライングクラブ事務局

T350-0141

埼玉県比企郡川島町大宇出丸下郷501

本田航空株式会社内

Te1 049-299-1111(代 表)

表紙イラスト/板橘 繁男

さあ、空ヘーー。
雲に近づき、風を感 じる。
コクピ′卜の向こうに広がる無限の世界。
そこには夢を実現させるチカラが存在する。
あなたの夢は何ですか。

各iI渠」需量象l量:甘 :ょ J`ξ重,t:ir鶏
プします。

*自 家用、事業用操縦士・計器飛行証明を取得してみませんか?
訓練開始時期、訓練期間、お気軽にお問い合せください。
詳細はド言己ホームページに記載されていますので、ぜひご覧 Fさ い。

ホングエアポー トは
・ 都心より約40km
・訓練空域内にある夜間la明施設付きの自社飛行場
・豊富な訓練機 (C172× 6、 A36Xl、 BE58× 1、 AS350× 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)FTD(飛行訓練装置)

・十分なスペースのブリーフィングルームとクラブルーム

・経験豊富な教官10名が親切に対応 します

本田航空 〒3500141埼玉県比企郡川島町出丸下郷531
HP http://wWW hOnda air com/index b html
クラブ用メールアドレス club@honda‐ air coln

クラブHP http//wWW hOnda ai■


