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C172Sが やってきた !。

熊本の崇城大学で使用する新型機「C172S Jがいよいよやってき

ました。グラスコクピット、インジェクションとなり、外見はこ

れまでの Pと 変わらないものの、中身は最新型になっています。

発  動  機 :  ライカ ミンク10360‐ L2A 360cu in

プ ロ ペ ラ : マ ソコーレイ 固定 ビッチプロペラ

最大離陸重量 : 2550ポ ンド

登 録 記 号 : J A32U K



会長 濱尾 豊

昨年 よクラブ員の告様のごllll力 により、ホン

'フ
ライングクラブの第 ‖標に掲 ナま

'

安全連航による無亨故の達成、 てクラブの行11に よ多数0'会 :iの こ参加と担当クラブ:1、

本田航.■様のごlt4カ を,● さまLて麻人に行うことか |1来 、大変ありがとう御川|い ました。

昨年度の総会において年11“ illを 大きく3つ に檸めて 予算 1,■ 中させて llだ き、11当 の理

事とお手伝い頂いたクラブ員の努力の成果力Jk映 したものとみえられます./ヽ年 1,そ の任

験を 1分生か して行事を佼 ,て 参りたい■考′ておりま|.

毎年裕会後に行う自家 1月 操ft i安 全講i7会で」が、これはmt空 1サが 2年に一 ■■講をll● :

しているものです。都合が悪 く本 で■けられない方は全国てイ
「 HI I激 わ■,1に て行わオtて

おりますので、足非受講¬るように願いま●.

ジュニアウインクス航空教室は過去 7回開催 し、延へ870名 は上の
「 供たらが受講 しま

した、昨Ttよ春にホン

'エ
ア十一 トフェスティバルに lr t、 こと、llに はこのイヽオーフン予

定の富士山静岡牢港にて柳本社長の激lll参 加|の 1,と 洲11し ■した。

ホンダフライングクラブ

■
一

ジユニアウイン

'
写真は富士山諄岡空港で開催 したジュニアウィングス航空教室担当クラブ員 前列左から 2番 目が私



なんと言ってもクラブ ー番のエキサイテイングな行事は本田宗一郎杯争奪飛行競技大会

で、昨年はアイベ ックスフライングクラブにも参加を頂き盛大に行いました。今年は37回

を迎えアイベ ′クスフライングクラブを始め自家用操縦士協会や女性航空協会など他クラ

ブからの参加中し込みも有 り、40年前に本田宗一郎会長が行っていた飛行大会が甦って来

たようです。我がクラブ員も他のクラブに負けないように頑張って ください。

昨年末には、本田航空操llt教官の小日1烏良様と以前本田航空に在職 しておられ現在航空

局乗員試験官の浦松香津子様他 3名が航空局長はじめ局の幹部の居並ぶなか婦人航空連盟

会長より長年の航空従事者としての功績を認められ表彰されました。心よりお祝いを申し

上げます。受賞者のスピーチで女性がこの業界で活躍する困難をお聞きし、それを乗り越

えるご努力に感銘をうけました。

又、昨年発表 して待ちに待ったグラスコ ックピットの新型セスナ機が、いよいよこの秋

にお日見えいたします。この機体のインストルメントパ ネルに慣れるのには少 しの訓練が

必要ですが、クラブ員にはさはど問題はないと思います。 ランウエイも近々200m延長 し8

00mと なる言1画 も柳本社長か らお聞きし、本田エアポー トは本田宗一郎氏の夢の実現に又

一歩近づいて参りました。我々クラブ員はこの素晴 らしい環境で飛行できることに感謝 し、

今年 も安全運航でクラブライフを楽 しんで参りましょう。

本田航空株式会社

代表取締役社長 柳本 俊雄

HFC会長の皆様には穏やかな新年をお迎えの事とお喜び申し上げます。

昨年は、原油の高騰や牛活関連品日の値上げに始まり、 9月 の リーマンショックに端を

発 し、金融市場の混乱が加速 し、世界的な経済危機に陥り、私たちの働き方や生活に大き

な影響を与えています。 こうした環境 ドで本田航空は、今年度より第10次中期 3ヵ 年計画

がスター トし、『杢業品質の向上』を日指 し、お客様視点でのソフ ト領域での重点施策を

展開中です。また、特にHFC会員様に関連する トピックスとしては、来年1月 からの運航

開始を図るべ く新規の機体として『C172S(G1000仕様 )』 4機の発注を昨年 10月 に完了

しております。詳細の運航日程や新 しい機体に対する習熟訓練などについては別途後案内

申し「 げますが、ご期待いただきたいと考えます。

今後 も、皆様に『安全で使いやすい施設』『魅力ある機材』『 お客様視点での業務推進』

などを目指 し、社員一丸となり取り組む所存です。本年 もよろしくお願い申し上げます。
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コングラッチュレイションズ 教
5雀こと

○ファース トソロ

本田APでのファース トツロおめでとう

ございます。やや風が強 くギ リギ リのコン

ディンョンで したが、安全な着陸を実施 し

て頂きました。

次のソロNAVに 向けてさらに頑張 って

いきましょう。

宇山教官No 8108 田中

平jte20年 12月 6

0実地試験合格

●操縦教育証明

真也 様

日 `IA3937

整備十と操縦士の掛けもち業務の間、人

変に努力 して見事に 同で教育証明を合格

できました。今後はさらに計器飛行証lllの

取得を日指 して頑張って ください。

近藤教官

社員 鈴木 知則

平成20年 12月 24日 JA3935

新教官紹介

初めまして、鈴木知HJと 申します。

fl、の初めてのフライ トは、アメリカで した。その後整備士を行いなから、ホングフ

ライングスクールで事業用操縦 :の 資格を取得、本田航空で飛行をしていましたが、

昨年末に教育証明を取得致 しました。今年より飛行機訓練課で主に操縦教官を担当致

します。皆さんとこ一緒する機会も多くなると思いますので、よろしくおlfl致 します。

又、整備士を1こ い期間行って来ましたので、 システム等で質問がありましたら気軽に

声を掛けてください (飛行機、口1転翼どちらでもOKです)。

11,J



0ヽ5534 河合 秀晃

クラブ員の皆様お忙 しい今日この頃.急遠‖台か

ら:区 けつけてくださった高柳さんか力Πわり、何とか

27白 3日 のロングナビイ誉行となりました。 1日 日は

高柳さん、高野さんと河合、セーフティーの鈴木パ

イロットに同乗いただき神戸に向けて ‖発です。

この日の第 1レ グは河合が担当。Zプ ランで本田

を出発 し横 I呵 でIFRの クリアランスを取得 して人島

に向かいます。関連 トラフィックが多かったのか レーダーベクターで トラフィックを回避

されたのは良かったものの、そのまま忘れ去ら

れ (?)厚 木飛行場 i空 まで一。DIRECT■原

VORを 要求するもかなわす。横須賀経由人回

りで人鳥に向かい、VOR/DME/LOC RWY03

APCHで やや遅れての到着です。

2レ ク|ま 奇野氏担当、Yプ ランで中部セントレア経由名占屋に向かいます。MEA7,000ft

では「Ч風が結構強く機長判断でIFRキ ャンセル。VFRで高度を下げてセントレアに向かいま

す。 ところでセントレアは者陸許・ 」取得のための手

続きかやや煩雑。面倒な手続き―切 も機長がこなし

ての進入です。高速機の合 F.qを 縫 って レーダーベク

ターによりSIM ILS Z RWY36 APCHに て進入。人

きな大 きな中部国際空港にてTouch and goの 後名

古屋に司かいます。名古屋ではやはリレーターベク

ターの後SIM II,S RWY34 APCHに て進人。ここで

愛機のJA4025と 自分たちのお腹を満たして 息です。

本日の最終 レグは河合が担当。Iプ ランにて神戸を日指 します。神■空港はIFR機 にとぅ

ては、十人り1 1筒所一方通行という袋小路の空域の中にあり、色々な意味で運行が難 し

い空港。筆者も過去に苦～い経験があります。今回

は関西ltDRに よるレーダーベクター進人中に トラ

フィックの関係でTRACYポ イントにて待機指示.

l.単に言ってはくれますが、ベクター中の、 しかも

今回の進人に直接関係のないDME(篠  VOR/

DME)Fixでのいきなりの待機指示は軽装備機に

とってはなかなかに難 しい。やはり今回も課題をひ



とつ授けてくれましたなという感 じ…。何とか切り抜けて軽い背風のなかILS RWY09

APCHに て夜の帳のおりた美しい神戸空港に無事到着いたしました。

最後に空港のレストランにて 4人で楽しい反省会 (?)の後、高野さんと河合は初体験

のSKY便 にて帰宅の徒につきました。

クラブ員の皆様。ロングナビは何回行ってもいつも楽しい発見があります。今後も是非

またご一緒させていただけたらと思います。今回はどうもありがとうごさいました。

皆さんこんにちは。久々にロングナビに参加

しましたクラブ員の高柳です。 2日 目は私がレ

ポートさせていただきます。

神戸空港にて駐機した小型機スポットからター

ミナルを望む。海上空港でまわりは海。まだ新

しく綺麗な空港でした。

1日 目 (11月 22日 )の夜は鈴木さんと高柳が

宿泊したのですが、この日は3連体の初日で神

戸はどこも宿が無い。あせっていたところ高野

さんの協力でなんとか尼崎に2部屋確保。高野

さんありがとうございました。ロングナビでは

神戸空港にて壼機 した小型機スポッ トからター ミ

ナルを望む。海上空港てまわ りは海。まだ新 しく

綺■な空港て した。

宿の確保も甘くみてはいけませんね。特に連休時期は要注意です。

さて、明けて2日 目も天候は良い。今日はクラブ員の稲葉さんがラインで 9時半に神戸

空港に到着する予定。鈴木さんと尼崎から神戸空港へ向かい、WX CKと フライトプラ

ンのファイルを済ませて、稲葉さんをお出迎え。予定どおり稲葉さんが到着し無事本日の

CREWがそろいました。今日はこの 3名で、神戸→高松→八尾一名古屋の予定。 しかし、

ここで気になるのが翌日の 3日 目の天候。低気圧の接近により天候悪化の気配。状況によっ

ては今日中に名古屋から本田まで帰ることも有り。行く先々でWX CKをすることにし

て出発。

神戸→高松は高柳がPIC。 ルートはVFRで神戸→小豆島VOR→高松空港の予定。神戸

空港周辺はご承知のとおり神戸・伊丹・関空の空域が隣接 しトラフィックの多い地域。こ

こで神戸空港での離陸のアドバイス。神戸空港管理事務所 (CABで なく管理事務所)の

職員の方に親切に説明していただきました。RWY09か ら西へ向かう場合は、通常レフト

ターンでJ田1のパターンで西に向けるとのこと。この時、騒音対策で海上を飛行するかボー

トアイランドに入ってもアイランドの南半分を飛行して欲しいそうです。その後、ポート

アイランドを過ぎて海上で高度を上げなからPCAに入らないようにし、和田岬あたりか

5
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ら北西に向けるのが一般的とのこと。ちなみに、南側 トラフィックパターンは関空の進入

エリアにかかるためて しょうか設定 していないとのことです。ちなみに着陸料の支払いお

よびランフヘの出入りは空llS管理事務所になります。管理事務所とCABは ター ミナルを

挟んでまったく逆にあります。神■ではAVGAStま給油できませんので念のため。

さて、今朝のRWYも 09。 アドバイスとおりの経路で飛行することとし、TWRへ TAXI

をRQす ると、すぐ出られるのならRWY27で も日∫能とのこと。風はほとんど無いし、こ

れはLUCKY。 調子にのってストレートアウトもRQす ると、到着機がいるためそこまで

はダメ。ライトターンでnl田 岬へ向かうことしました。それでもRWY27か らの離陸は時

間短lll、 1分でも涙もんの貧乏人にはありかたい。

青制圏を出ると関西TCAヘ ヨンタクト。名古屋から西は、セントレアTCA、 関西TCA、

高松TCAと TCAが ほぼ連続してある。関東に比べると飛びやすい印象を受け、空港も多

く、飛んでいて楽しい。

」ヽ豆島の手浦1で 、フライ トプランに記入して

おいたとおりSIM II′ S RWY26 APCHを RQ。

APPヘバンドオフされlLSコ ースヘ レーダーベ

クター開始。ラインのジェット機が来ているか

N01を 受ける。その後、RWYの 8NM手 前あ

たりでTWRヘ コンタク トすると■くも着陸許

可。 しか し愛するC172は 速度が遅い。.。 離陸

の小型機 はHOLD SHORT OF RWYを 手旨示

さているし、後続のライン機はベクターで伸ば

されているだろう。速めのアプローチをするも

なかなかRWYに若かない。皆さん私を待っているのね…。0こ しあせりながらのAPCH。

ところで高松空港は福島空港の様に高台にある空 lcL。 ショ_ト ファイルナルでは風が乱れ

ていたが、無事高松に着陸。 1時間弱のフライ トでした。さあ、昼飯は「讃岐うとんJだ。

高松か ら八尾までは稲葉 さん。高松でWX CKす ると明日はとうやら名占屋か ら本田

は午nt中 なら大丈夫そうだ。 これなら今晩は名占屋でゆっくりできる。それにしても「讃

岐うどんJは うまかった。 しかも、空港にしては思いのほか安かった。十産 もしぅかりう

とんを購人。実は高松へ行きたいとは私の リクエス ト。讃岐うどんか食いたがったのだ。

これもロングナビの楽 しみ。またいつかゆつくり来たいものだ。

さて、ルー トは高松→淡路島 '信太V01て ,八尾+港。稲葉さんの快適な飛行により、

後席でゆっくり景色を堪能。淡路島か らF‐ PヽCAの南

'1を

飛行 し和歌山へ。八尾空港が

近づいてきた。それにしても初めての者には八尾空港は分かりう らかった。どこだとこだ

と探 して発見。八尾空港のRWY27ヘ ナイスランディング.

八尾から名古屋までは再び高柳。ルー トは八Ft空港一人津・名古屋空港の予定。エプロ

ンで出発の準備をしているとフェンス越 しに家族づれやカメラを構えた人達が飛行機を見

商松空港にて稲葉さんと高柳。RWYの 向こうの

「さぬきJの文字が見えますか.



ている。飛行機と見ている人達との近さといい、このなんともいえない雰囲気。本 日もそ

うだが小型機の飛行場はなんかいい。見ている人達に手を振 りながら、さあ|‖ 発.

RWY27で 離陸。伊丹空港のPCAに人 らないようにPCAの 下を1,000ftで 北に向か う。

が、大llxの 住宅密集地の
「 空を1,000ftで 飛ぶのは良い気分ではない。PCAを抜けると、

待 ってましたとばかり5,500rtま で上昇。八尾からの出発で良い方法があれば誰か教えて

ください。関西TCA、 セントレア、TCAと コンタクトし名古屋へ向かう。

大津からの山越えでは、セントレアTCAか途中で レーダロスト。 しばらくすると再度 レー

ダーコンタク トされるが、やはり5,500ftで はギ リギ リの様で7.500に すれば良か った。山

を越えてきて降 ド開始 しようと思った時、 卜方で トラフィックカ:対向 してきているとの情

報。インサイトできず名古屋空港が近づいてきているものの高度を ドげられない。結局見

つけられず トラフィッククリアを待 ってか ら3,000へ降下開始。 ここで、時間を見るとま

だ日没までは時間がある (ナ イト料金は高いので出来ません…)。 高度処理 もしなければ

ならない。ならば空港直行はやめてILSの練習をしようと決め、TCAへ SIM lLS APCH

をRQ。 セントレアAPPヘハンドオフされ、レーダーベクター開始。その後、空港か近づ

きTWRに コンタクトすると、 ジェット機がTGLト レーニングしている模様。 こちらの速

度が遅いため、TCI.機がエクステンドダウンウインドを指示されている。まただ…。 し

か し、相手は定期便ではない訓練機。今回

はこっちもしっかり練習 しようとフー ドを

付けて冷静にアプローチ。RWYに 夕、′チ

ダウンするとTWRが早「1でRWYか ら早

く出ろと言 っている。急いでRWYを クリ

アするとす ぐに後続のTCI′ の ジェッ ト機

に着陸許可。見てみると既にRWYエ ンド

にいるではないか。管制官 もあせったので

は。ということで本日の最終日的地、名古

屋へ至1着。

ロングナビの話 しから変わりますが、今回はVF

Rで飛行 しましたが、私は 2年前に本田で単発言1器

を取得 しました。C172は アクチュアルなIMCで 飛

ぶ機体ではないと思いますが、知識として、より安

全に飛行する考え方や、同 じ空を飛んでいるライン

機などIFR機 の飛行方法を理解することができます。

偉そうなことは言えませんが、単発の向家用の方で

もせひ時Fulと 費用と意欲があれば取得をお勧めしま

す。 しか し、 C172で は1「Rや 計器進人をするに

足の速い機体もあればナビの楽 しみも増すで しょう。

ネッシー ?

はちょっと足が遅いのを痛感 します。
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それとできればRMI力
'あ

ればと感 します。 コースにインターセブ トするのにあと何度か

が一日瞭然。これらはlll人 的な意見ですが、いつの日か実現されれば嬉 しい限りです。

さて、今日は名古屋「 内で一泊。名古屋の居酒屋で 日の疲れをいやし3名 て乾杯。飛

行機の話をするのは楽 しい限 りです。 しか し、llH「lの ■llは 7時には4港 にSHOW UPし

て早めに本田に戻ることとしたため、夜遅 く名古屋へ到着する高野さんを待たずに解散 し

て しまいました。高野さんごめんなさい。

以 liが 2 日のレボー トでした。皆さんも次回のロングナビに参加 してみてはいかかで

しょうか。 きっといつもと違う新鮮な体験ができると思います。

最後になりましたが、鈴木さん、河合さん、高野さん、稲葉さん、そしてご協力いただ

きましたクラブの方々、本「n航空の方々にお礼中し iげ ます。ありかとうごさいました。

N05710 高里F 圭
`」

西からの低気圧の影響で、お天気は 下り坂。 しか

し名古屋スティは可能、と高柳さん、稲葉さんの前

日の判断は人当たり !.名古屋の朝の天気はまった

く出l題なし。計口1は 、松本空港経由でしたが、盆地

が■に■まれる,ら 配ヽがあるので、人島空港経由に変

更. 8時前にエアボーン、9000Ftで lrrll■ 、先日お世

話になった静岡空港を下層の雲の合ド1か ら眺めつつ、

|″ け半島上空から降下開始、 9時過ぎに人島空港到着。PICを 交格 して、急ぎ帰路へ。三

浦半島か らは、 3連体 B日 日の 卜界の車の流れを眺あつつ、昼前にホングコ1着。

今11の ロングナビは、参力Πの皆様方の可能 日程の御都合を調整 しながらの開催となりま

したわヽ 現地での集合、解散を L手にこなして頂き、それに伴うl_路、空路の移動をツッ

なく確保 していただけました。皆様の御l協 力に感謝申し上げます。

飛行機 も、万全な整備で行絆中な

んの,心配 もなく、また同行パイロッ

トの鈴木さんも我々を温かく見守 っ

ていただきました。道中いろいろと

お世:1に なり、ありがとうございま

した。

クラブの皆様に愛されるロングナ

ビを、今後 も続けられるように努力

いたしますので、御支援のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。

・24日 ,(月
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llに l●f覧 1ヽ 行 (211)か 1定 されています。|と うしよ

うか  |、 あれこれ‖五みましたが、1也 の飛イr機 からのR

E「'ORTご |よ シーリンク|ま 低 tヽ もa)υっ

`]PIは

11lrと のi亜

絲.,メ もとで連ltを 決定しました.と ころが
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想外に

社IFIは llく 、
"111線

、静浜lt行場も′ヽッキJ`ti=出 来■11,1ヽ に
`‐

ミるンーリングは1400FT

札:度 、これなら問111よ ありません。211の遊覧1ヽ行を終オ、 ll Jは 1(■ に終 rです.

今晩はSLJの懇川′`一ディですが、人数力■川限されていますので一部の方を除きり1イ i動

にないます.我 々はホテル■′)あ る小料
'Hイ

に入ります. tか t～  予約をしていなが.

たためが、1斗FIが |て 来るまでの時‖」がltい こと.ですが、食1:は 大変美
'米

しか ,た です。

叫 こそI占 |■ ろ ! :念 しなから211 ま終 rで o.



3日 日

天候は相変わらずの雨。雨男は 体誰だ～ ?(俺が!?)と 思いつつ、空港に向かいます。

昨日よりも来場者が多いのか、既に人渋滞.ス タッフ専用の工事中の道を進むと、タワー

の高|に 出られます。昨日中止されたエアロックのビッッか準備中です。この飛行lll、 布張

なので雨の中は飛行出来ません。本日は飛ぶようです。

昨日と同様のプログラムで
'ュ

ニアゥイングスに続 き、午後からは遊覧飛行 2回予定、

そしてそのあと本国に戻らなければいけません。無事、遊覧を終了 し帰路の準備に取 り掛

かります。最後の離陸です。灯火かないので日没までにWIf陸 しなければいけません。天1失

も回復 しないのでIFRで 戻る事にしました。復路は河合さんが担当されます。

FI,Tサ ービスからは『最後の挨拶をされて帰 りますか ?』 と聞かれたので、 度TAXI

―DOWNし 北側に 日かって離陸をすることにしました。 5NMの 地点で通報をすると、

『 この時間を持ちまして、FI.Tサ ービスは閉局いた します。』 とのアナウンス。無線担当

の皆様、お世話になりました。

浜松に機首を向け、5000FTま で上昇 します。浜松 レーダーと交信 し、クリアランスを

要求 します。流石、IFRラ イセ ンサー。見事な操iifで 、横須賀VOR～荏田NDB～ 人宮

NDBを 飛行 します。横須賀を通過すると横浜か見えてきました。

横 11の 管制は解 りくいと感 じられ

る方も多いと思いますが、個人的に

は彼達の声を聞 くと、本田に戻って

米たのだと感 じられ安,ざ します。前

方に滑走路が小さく見えます。日没

の本 11に 無事着陸。 1堕路の方々に連

絡をしてみると、渋滞中のようです。

やっばり飛行機は早いな～ と感心

しつつプランをクローズします。

今回は生憎の空模様で したが、

当にお疲れさまでした。

無事に終 rす ることが出来ました。参加された皆様、本

一

7θ



日頃ホングエアポー トをご利用いただいているクラブ員、飛行機オーナー及びスクール

生の皆様と本 l航空スタ ソフとの親睦会です。ぜひご参加 ください。

※ ご案内は月1途往復ハガキにてお送 りしております。出欠の返送をお願いたします。

※ スクール及びクラブヘ

`:籍

されていない方のご参加も可能です。必ず事前にご連絡を

お願いいたします。

日
　
場

時 :平成21年 2月 21日 (上)PM5130 受ll開始

所 :上野 ホテルパークサイ ド

TEL 049-299-1111

P M6100ス ター ト

〒1100115 東京都台東Xi野2 11 18 TEL03 3836 57ロ

内 容 :ホ ングフライングクラブ活動内容の紹介

最新のTOPIX案 内

航空関連施設見学会参力Π抽選会、他

会 費 :7,000円

問合せ :ホ ンダフライングクラブ事務局 担当 烏居

本田航空m          担当 大澤

11



しSE α4びπ OAr
操縦練習許可書期限が迫っています Q称略)

3月 中に切れる方

湯円 雄キ H21318
秋 1 健司 H21325
日中 真也 H21325

4月 中に切れる方

5801 日村 清明

5591 神谷  朗

5737 神山 昭彦

5766 若林 勝弘

I121 4

H214
H214
H21 4

24

27

29

21

03-3211-4845

03- 3452-4468

042-522-5234

03-3370-2321

03-5813-5511

03-3511-2839

03-5757-1122

● 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

練習許可中請書 (身体検査を受診する病院でお受取リトさい)… ………………… 1通

O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。

7_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… ……    …………… 2枚

t■写真の裏側にかならず記名 して下さい。

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

●身体検査の受診場所 (事前連絡が必要です。)

宮入内科 (有楽町交通会館)

中溝クリニック (港区芝浦東芝 ビル 4「 )

はごろも内科・小児科 (立川市羽衣W11-16-9)

東海大学医学部 ll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 )

永日町つばさクリエック (千代田区平河町 2-6-4)

東京国際空港診療所 (大田区羽日1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"1105ま でお知らせ下さい。

12
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:3月 を持ちまして現在の形の学科講習会は

更に合わせた学科講習を行います。ご質問・

航空法規 :航空法 AIM 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 :航空工学人間 セスナ
'72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 II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 :操縦副1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 飛行機操縦教木

運航一般 :AIM J VFR交 話法 飛行機操縦教本



()あ けましておめてとうごさいます。今年もと

うぞよろしくおねがいします。告様のご健康

と航空安全を,己、よりお祈りしております。

(′lヽ 11嶋 )

0崇城大学のC172S型がや oて きました。表

紙の写真のようにG1000グ ラスコクビットに

なり、おなじみの丸い言器が様変わりしてい

ます。本田航″|で の運1た は来年からの予定で

すが、 G1000の使い方、今後ウインクニュー

スでもl t7介 します。お楽 しみに 1.

ウィングニュース 214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字出丸下郷531

本田航空株式会社内

Te1 049-299-1111(代 表 )

さら、●へ  .
■に近●き、 llを ましる。
コクピット|● 向こうに産ヽかる●限のIt呼 .

そこには夢を■■させるチカラか存在¨る.

あなたの,は llで ■か。
今まで抱いてきたバい思いを、開かせてくださt、
′ヽ―卜、セーフラィ、スピード、1た適き、そして技 ll.

ll、 たち本 1円九rtが 業となつあなたを強力に′■ クアッ
プしまナ.

ホングエアポー トは一
。都心より約40km
訓練空 l・l内 にある夜間11り 1施設付きの自社飛行場
豊富な訓練機 (C172× 6、 A36Xl、 BE58 X l、 AS350 X l

充実 した地「 施設 (ア ドバ イザ リーl.l、 衛星通イ.:に よる気象及び航ク|

情報、運航管I甲 システム)FTD(飛行副1練装置※ログオンできます)

|`)な スベ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tJに 対応 します

*向 求 HJ、 事業用操ll士・計器飛行証り1を 取得 してみまilんか?
訓練FIn始時tl、 訓練期11、 お気軽にお問い合せください。
詳約1は 隋己ホームページに記 1載 されていますので、ぜひご覧下さい。

本田航空 〒3500141埼玉県1ヒ企晋日1島‖■ メし下郷531
HP http//wwW hOnda air colη /ndex b html
クラブ用メーブレアドレス club alhon(la― al com
_ユヱブIIP htt,″www hOnda Jrne


