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コングラッチュレイションズ 教
忌雀こと

●ファース トソロ

こつこつ一所懸命訓練されている姿に頭

が下がります。

接地の姿勢が非常に美しかったのが印象

に残っています。

隣にうるさい私がいないほうが上手くで

きました。

これから航法、BIFと 進んでいきます

かなお精進されることを望みます。

石戸教官

N05804宮嶋 洋一 様

平成21年 10月 10日 JA3986

No 5801田村 清明 様

平成21年 10月 30日 JA3935

場周経路の飛行はピタリと決まっていま

す。

最後の接地までの数メートル。

ずいぶん悩みました。お疲れ様でした。

AW全般に良好ですので今後は着陸の精

度を上げていきましょう。

石戸教官

炒郎
=oO●

ISo轟鍋



乗員養成課程Jl練生のご紹介もさせていただきます。

●実地試験合格

事業用

航空学園

航牢学園

竹岡 氏 10月 21日

氏
　
氏

麻
一績

10,司 22日

11月 80日航空学園

HA乗員養成 川野邊 氏 12月 7日

12月 7口航空学園 平林 氏

濱 氏HA乗員養成 1月 27日

HA乗員養成

新入会員紹介

No2101 小須田真一郎

No2102 川 口  修

様
　
様

20090907ラ どヽ≧

20091100入 会
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記  河合 秀晃

写真 柴田 英明

10月 25日 、前日の予報からすると思ったより天気は良いものの、関東地方は所々で RA。

決してBest Conditionと はいえない中、第37回本田宗一郎杯争奪飛行競技会が開催されま

した。

今回は、昨年に引き続き参加してく

ださったIBEXフ ライングクラブの

皆様のほか、日本女性航空協会のメ

ンバーもお迎えし、総勢22名 で競技

が行われました。



午前中は視程 も悪 く、ホンダエアポー トがホームグラウンドではない方はさぞや苦労さ

れると思いきや、素晴らしい健闘です。結局終わってみれば 1位 :黒沢さん (HFC)、 2

位 :阿波さん (HFC)、 3位 :桑野さん (IBEX)と いう結果。いやはや、HFCは何とか

今年 も看板を守ることができました。入賞された皆様、おめでとうございます。

クラブ大会は日頃の訓練の成果を発揮する他、会員相互の交流が何よりの楽しみです。

今日|は 濱尾会長の零戦地 1:走行、 ミニBBQ、 ミニミニジュニアウィングス、防災航空隊

の展示飛行と盛りだくさんの楽しみもありました。

今後もこの伝統ある競技会を飛行技量の向上と会員相互の交流のため益々発展させてい

きたいと思います。今回参加されたクラブ員の方々、本当にお疲れ様でした。また、馳せ

参じてくださったIBEXフ ライングクラブ、日本女性航空協会、日本飛行連盟の方々、裏

方として大会をささえてくださった教官はじめ本田航空の皆様方、それからお手伝いいた

だいた方々、本当にありかとうございました。
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本年 もクラブ総会と安全講習会を 4月 25日 (日 )に開催いたします。

総会では、皆様に平成21年度の事業と決算の報告、平成22年度活動計画と予算案等をご

審議いただきます。

皆様のご意見をいただきなから活

動をしていきたいと考えております

ので、ぜひ多数のクラブ員のご参加

をお願い致 します。

航空安全講習会を開催致します。航空安全講習会に参加された方には終 F後『受講証』を

発行し、ログブックヘの受講証明印の押印もいたしますのでログブックもご持参ください。

また、航空安全講習会は、クラブ員以外の方も参加することができますのでお知り合いの

方にもご案内下させ、

総会・航空安全講習会の出欠につきましては、別途事務局より往復はがきにてご案内致

しますが、ぜひ大勢のクラブ員の皆様のご参加をお願いします。

平成22年度ホンダフライングタラブ総会・航空安全講習会

総会の後は、航空局通達に基づき

2年に1回の受講を求められている、

日

時

平成22年 4月 25日 (日 )

12 :00-13: 00・

18 : 30-17: 20・

・ ホンダフライングクラブ総会

時

　

間

所場

日本航空機操縦士協会主催

航空安全講習会

交通教育センターレインボー埼玉 2階会議室

埼玉県1ヒ企郡川島町大字出丸下郷53-1

ホンダフライングクラブ員 無料講習会費用



ホングフライングクラフ表彰の応募を受付ます。

今年も3月 31日 の時点で、下記の飛行時間または飛行経験年数を超えたクラブ員の方を、

ホンダフライングクラブが表彰させていただきます。

表彰対象

【飛行時間】

最初に300時間、其の後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 L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。

【飛行経験年数】

最初に10年 日、その後 5年毎。飛行時間は関係なく、ホンダフライングクラブ大会後の

年数となります。

認定の方法

自己申告 となります。

ホングフライングクラ

受付 締 切

他のクラブ員からの推薦も受付ます。

ブ理事会で承認 します。

平成22年 4月 15日 (水 )

申込方法

申込用紙は、「本田航空のホームページJ→ページ左の「お客様へJ '「ホンダフライ

ングクラブJ→「 ウイングマークJを クリック→別ウインドで立ち上がる「クラブ員の皆

様へのご連絡Jか らダウンロー ド可能です。

ダウンロー ドした申込用紙に必要事項をご記入の
「 申込用紙記載の.T明書類を添付 して

クラブ事務局鳥居までご郵送下さい。メールでのお申込 も受付ます。

郵送  〒3500141 埼玉県上ヒ企郡川島町大字出丸下郷531

ホンダフライングクラブ事務局 鳥居宛

メール  club@honda‐ air com



航に伴t

本田航空の主力機であるセスナ式172P′:1を 最新式 (グ ラスコクピット仕様)の セスナ

式172S型 に切り替えて行 くことは、当誌昨年 5月 号で紹介させて ,● きました。 (現在の

172P6機体制を、今年 3月 には172S4機 と172P2機 の 6機体制、そして2011年 4月 に

は172S4機 と172P l機 の 5機体制へとして行 く計画です)

機体更新計画に基づ き、セスナ式172S型 を2008年 (平成20年)10月 に 4機発注 しまし

た。待つこと 1年とBヶ 月、2009年 (平成21年)12月 に 2機、その lヶ 月後の今年 1月 に

残りの 2機が無事桶1に到着 しました。

分解され10フ ィー トコンテナに収納された機体を注意深 く降ろし、取 り外されている各

パーンをメンテナンスマニュアルに従い再組立 します。当社の整備十達は 1年前にも同機

種 4機を受入、組み立てていたので手lJれ

たものです。

組み立てて耐空証明検査を通 した後、HOnda Arways De● gnに塗装をして完成です。



大安吉日の 2月 7日 には関係者の方々をお招きして、これらの機体が何時までも安全に、

皆様に愛され飛び続けるようにとの願いを込めて、F安全運航祈願祭』及び『セスナ172S

就航記念懇親会』を開催いたしました。

天気は快晴なが らも、風が神前に祭 られた 4機のセスナ172Sを 揺動 させ、弊社社長柳

本が修祓式後の挨拶の中で「機体は今や飛びたしと身震いをしているJと 形容するほどに

強 く吹いていた為に、体験飛行は中止となってしまいましたが、その他は無事に予定の内

容を終えることが|1米 ました。

(体験飛行中止の決定は、安全の為には計画を中

"iし

、引く勇気を持つことが大事である

と実感 した時で した。)

参列は、川島町 町長 高円康男様を始め、各お取引法人様、機体輸入商社様等と本田航

空関係者で した。Honda FLYINC CLUB様 からは、杉田名誉会長、濱●L会長にご夕l席

頂 くと共に、玉串奉鍵をして頂きました。



安全運航祈願祭後にセスナ172S就航記念懇親会を行い、乾杯の音頭を杉円

`誉
会長に

お願いしました。そのご挨拶の中でHonda FLYING CLUB初 代会長 本田宗一郎氏へ自

己紹介をする際に「私は、飛行機は落ときないが、手形は落とすJと 話 し、意気投合 した

との逸話をお聞きし、懇親会参加者から湧き上がった笑い声とともに、名誉会長の「乾杯J

のご発声で和やかな雰囲気の中盛大に始まりました。

日頃顔を合わすことの無い方達も、神酒

と料理の力か?会話も弾んでいました。

大変盛り上がり、惜 しむ声が上がる中全員

による万歳二唱をもって、懇親会は終 rと

なりました。

安全とは、許容できる危険である。

本田航空は、この言葉を肝に銘じ、安全を維持する為の基準を遵守しコンプライア

ンスを守り、航空機の安全運航を行なうとともに更なるお客様の満足度向上の為に、

創造的な業務推進を心がけてまいります。

皆様のますますのお力添えをこれからもよろしくお願い申し上げます。



C172S移行訓練のご案内

移行訓練対象者

ホングフライングクラブに所属のライセンスをお持ちで既にPICでの貸し出し訂1練が終

了している方は座学訓練及び実機訓練を受けて頂きます。 (有効な航空身体検査証が必要

です)。

現在、スクール生で訓練中の方は、座学訓練を受けて頂きます。実機訓練はスクール訓

.     練中に行います。 (ス クール生で座学訂1練が終 了していない方は172Sで の訓練が||1米 ませ

んのでご了承下さい。)

費用

¥24,000 (税 込、座学訓練費) 5+00
¥76,000 (税 込、実機訓練費) 0+45 × 2回
(2い の訓練で基準に満たない方は追加訓練が必要な場合がありますのでご了承ください)

※昼食は各自でご用意ください。

※クラブより補助金が出ます。(詳細はお問合せ下さい。)

日時

第 1回日  同時 平成22年 4月 10日 、H日

第 2「1日  日時 平成22年 5月 8日 、 9日

1回の講習は最大 6名 までと致します。定員を超える場合又はスクール上で座学訓練の

みの希望者が多い場合は別途調整させて頂きます。

訓練 スケ ジュール

1日 日  座学訓練 :PCト レーナー又は実機を使用

AM lk4学訓練  2+00
PM 座学訓練  3+00

2日 日  実機Jl練 :172Sを使用

AM 飛行訓練 1回日  0+45
PM 飛行訓練 2口 1日  0+45

1日 日、 2日 目を連続して訓練を受けて,■ きます。座学訓練が終了してない方は実機訓

練に入れませんのでご了承ください。(ス クールの訓練も同様です。)

・       天候により飛行訂1練が出来ない場合は別途日程調整となります。

訓練にお持ち頂 く物

飛行に必要な物 (ラ イセンス、身体検査証明、チャート類、等)及 び筆記用具

訓練当日お渡 しする物

172Sチ ェックリスト (別途費用)

お問合せ、申込

飛イ子機訂1練課 鈴木まで suzuki@hondaaircom FAX 049 299 1118

お問合せ、申込はメール又はFAXと させて頂きます。

(電話でのお問い合わせにはご返答致しかねますのでご了承の程お願い申し上げます。)

2θ



本田航空より情報発信

一

栃木県 ドクターヘリ運航開始

本 I航空は2010年 1月 20Π より栃木県 ドクターヘ リコンター (略称 :ド クターヘ リ)の

運航を開始 しました。昨年 6月 23日 に基地病院と受託契約を締結 して以降、機材の準備や

栃木県内消防本部との連携訓練などを進めこの日を迎えました。 ドクターヘ リとは、救急

医療用機器等を装備 して救急医及び看護師が同乗 し、救急現場で必要な初期治療を行いつ

つ医療機関に搬送を行 うことを日的としたもので、国と県の補助金により基地病院と運航

会社が協力 して連航を行います。

今巨栃木県は基地病院を掲協医科大学病院とし、ホンダより機材を提供された本日l航空

が受託運航いたします。要員は医師、看護師のほか操縦士、整備士および運航管理を行 う

CS(コ ミュニケーション・ スペシャリス ト)の 5名で、毎日08:30か ら日没30分前まで

の運航を865日 行います。

本田航空スタッフ

ゴ2

獨協医T4大学病院の ドクター ナースさんとともに (可動式ヘリバッド上にて)
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し「SE CAし
'7VOAr操縦練習許可書期限が迫っています ほ称略)

5801 回村 清明

5591 神谷  朗

5708 紺野喜一郎

5766 若林 勝弘

4月 21日

4月 27日

4月 22日

4月 21日

4001 赤間

5737 ネ申|■

秀弘 5月 11日

昭彦 5月 18日

22年 5月 末までにに切れる方22年 4月 末までにに切れる方

3月 30日 をもって、FAA発行の日式 (紙の免許)免許が使えなくなり、現在のプラス

チックの免許に変更する必要があります。

FXAXAX免 )(許 )(の XttXttXに XごXttXttXを X!

曰免許 (紙)現行免許 (プラスチック)

FAAの HPか ら変更が可能です。

http://www faa gOv/1icenses_certificates/airmeLcertification/certificate_replacement/

変更には2ド ル必要ですが、オンラインによるカード決済が可能です。 3月 30日 以降は

HPか らの変更は出来なくなり、現地アメリカのFAA事務所のみになります。

HPか らの変更が出来るのは、アメリカで試験を受けた場合のみです。

例えば、日本の免許をアメリカの免許に書き替えした場合は、オンラインでの変更は出

来ません。(事務所でのみ変更が可)

尚、変更に際しパスポートの番号、アメリカの車の免許番号、ツーシャルセキュリティ

番号のいずれかが必要になります。

変更に際し、アカウントの作成が必要ですので、メールアドレスが必要になります。



|ク ラブ員の皆様へ
()ク ラブ総会はtil・lの こし見を反映することの

1来 る場です。 IIひ 人勢のクラブ員の参加を

お原Hい致 します.

●相変わらず騒音古情が ll発 しています。

フライトの前には騒 吉占情地 l・l■を理航「
‐
理

で必 |｀確認 して 卜さい。

13い よいよセスナ172S'製の訂‖伸が始まります。

10′く―ジの案内のとお t,で す。クラブから楠

助企も|ま 10)で おヽ1・・ にお し込み くださ

tヽ .

ウィングニュース 217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53,

本田航空株式会社内

Te1 049-299-111,(代 表 )

さあ、空ヘ ー.

■に近つき、 jlを 1よ じる。
コクピ′卜のⅢこうになかる無限の 1界 .

モこには

'を
実現さビるチカラが存

`す
る.

あなたのりは1・∫ですが.

今まで抱いてきた熱い思いを、聞がしてください。
ハート、ヤーフティ スピード、快迪さ、そして技術.

私たら木 1月 11'卜 が一翼となりあなたを強力にバ ックア
ッ
'tま

す。

ホングエアボー トは一
・ tl.,Lヽ より約40km

訓練空域内にある夜「]照 lll施 設イJき の自社飛行場
豊富な訂腋 機 ((,172、 BE58)
充実 した地 L施設 (ア ドバイサ リー局、衛星通信による気象及び

“

t空

情報、運mi管理 システム)「TD(飛行ヨ1練装置※ログオンできまり)

十分なスペースのブリーフィンクルームとクラブルーブ、

経験 11富な教官がIl■ 切に対応 しまつ

*自 家用、事業用l・・縦 :・ 言器飛行証明を取得 してみませんか ?
訓練開始時 IIn、 訓練月1間 、お気軽にお問い合● くださ 、ヽ
詳細は下記ホームベージに記載されていま,ので、せひご覧 ドさい。

(〔::::::~本
 航空 〒3511サゃ、「麟‖:1]|!滞|.‖貴_『‖‖ii



【ウイングニュ_ス 10べ _ジ正誤表】

【補足資料】

補足資料はQほ方式にしました。ご参考にして下さい。

Q:申 し込み期限はいっまでですか ?
A:4月 分は3月 31日、 5月分は4月 15日 までとさせて頂きます。

Q:4月 、5月 の訓練には都合がつかず行けませんが、次の訓練予定はいっでしょぅか?

A:跳
ll■≧彎:倉層酵:馬轟1暉嘩匙薔歌

Q:今度の訓練でチェックアゥトできれば、夜問もチェックァゥトしたことになりますか?
A:チェックアゥトした事にはなりません。

Q:現在、P型で松本空港まで行け

直通1徊
ちζュ

ウト

A:昼
       1っ てぁらためて 12sで他空港のチェックァゥトは必要ありま

本文 (補助金) 詳細はぉ問合せ下さぃ。

本文下から3行 日

メールアドレス

SuZuttOndaal.conl
SuzuklchOnda‐ aicOm

―

―



Q:G100oのマニュアルはありますか ?あれば購入可能でしょぅか ?

A:販売できる物はありませんが、ガーミン社のホームページで最新の

マニュアルを確認する事が出来ますのでそちらを参考にして下さい。

Q
A

セスナ 172S型 の飛行規程は販売していますか ?

ご希望の方には販売致します。購入希望の方は講習申し込み時にお申
し出下さい。値段は調整中です。

０
．

Ａ

クラプの補助金はどう支払われるのでしょうか ?

ひとり 1回のみとなりますが、5,000円 を現金で受講の際お渡ししま

す。副I練費との相殺ではありません。(事務局よりお渡しします)

申込はどうすればいいのですか ?

会員番号・氏名 連絡先 希望受講日をメール又は●怒 にて飛行機副1

練課の鈴木までご連絡をお願いします。 (勝手ながら電話でのお申込

は承れませんのでご了承下さい。)

訓練費の支払いはどの様にすればいいですか ?

訂1練初日に現金又はカー ドにて受付でお支払いください。

今回の移行訓練以外にItt習 を受けたい場合どのようになりますか ?

今日本田航空で企画 した講習以外に移行訂1練 を申し込む場合、通常の

座学費用が掛かりまのでご了承ください。(本 田航空で企画した講習に

人数の関係で入 りきらなかった場合は除きます)

座学 1時間単価  ¥7,000円′時間  (5時間必要)

飛行 1時間単価  ¥53,235円 ′時間  (1時間30分必要)
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