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いつも JAPA メールマガジンをご覧頂きありがとうございます。 

 第 17 回 小型航空機セーフティセミナーのお申込み受付が 

開始となりました。 

 詳細は[3]【予定】セミナー・イベントをご覧ください。 

 

さて、今号は以下の内容でお送りします。 

 

 

★━━INDEX━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 

 

[1]【常務理事コラム】航空の裾野拡大への取組み：その２ 

[2]【委員会便り】エアライン委員会のイベント紹介 

[3]【予定】セミナー・イベント 

[4]【ｲﾍﾞﾝﾄ】「女性航空教室」 Yes I Can ! 

[5]【お知らせ】2019 年 ATS シンポジウム レジュメ・動画公開 

[6]【お知らせ】航空会社等 採用情報掲載 

[7]【ご案内】公益社団法人 日本航空機操縦士協会 ご入会について 

 

 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [1]【常務理事コラム】航空の裾野拡大への取組み：その２ 

   常務理事 大澤 一朗 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

パイロットや整備士不足が社会の重要な関心事項として取り上げられ、 

 早急な対応が必要であることから航空局乗員政策等検討合同小委員会で 

設立の必要がとりまとめられ平成 26 年 8 月に 

「国土交通省との協力の下、航空機の操縦士養成に関わる関係者が連携し、 

 我が国の操縦士供給能力の拡充等に向けた諸課題についての検討及び 

 それを踏まえた取組みを通じ、我が国航空業界における操縦士不足を 

乗り越え、航空ネットワークの充実等に資することを目的として 



航空機操縦士養成連絡協議会が設立されました。 

 

  協議会の活動の状況は次から確認頂けます。 

https://www.japa.or.jp/yousei 

 

 協議会の構成メンバーは次のとおりで多くのエアラインやパイロット 

養成機関、航空産業機関が携わっています。 

https://www.skyworks.info/members.html 

 

 JAPA はこの協議会において事務局を担っていると共に協議会における 

裾野拡大活動の一貫として、各支部や委員会の協力を得て Yes I Can 航空教室、 

FTD 体験搭乗、スカイスクエア、航空施設見学会、スキルアップセミナーなど 

 の開催に取り組んでいます。 

 

  JAPA を含め多くの協議会メンバーの活動によって、私立大学の 

 パイロット養成コースの定員充足、訓練事業会社の訓練生増、更には 

航空大学校の定員 1.5 倍化より中・短期的なパイロット不足は徐々に解消されて 

 いくのではないかと思われます。 

  しかしながら、長期的なパイロット不足への対応は先ずは次世代に航空に 

対する興味を持って頂くことがスタートでだと思います。 

  JAPA が行う多くの取組の中で FTD 搭乗体験は、子供たちを対象とし長く地道に 

行うもので会員の皆様のご理解とご協力が必要です。 

 

  今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [2]【委員会便り】エアライン委員会のイベント紹介 

   エアライン委員長 田中 天兵 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 皆様こんにちは。エアライン委員長の田中です。 

 

  エアライン委員会ではエアライン特有の各種イベントを行なっており 

 ます。本日はエアライン委員会の一番大きなイベントである「YES I CAN 

航空教室」をご紹介致します。 



 

  「YES I CAN 航空教室」は高校生から 25 歳くらいまでの方を対象とした、 

 航空に対する「憧れ」や「夢」を育むことを目的とした航空教室です。 

 前身の青少年航空教室から 10 年以上の歴史を持つイベントで、ここ数年 

は「空の仕事に就く」という部分にフォーカスを当てております。 

そのため現役の航空会社社員の方に講師として来ていただき、お仕事の 

紹介ならびに学生とのフリートークをしていただいています。 

 講師としてお招きする職種はパイロットのみならず、客室乗務員、空港 

 旅客スタッフ、航空管制官という 4 つの職種です。 

パイロットの団体である JAPA ではありますが、広く愛される航空の実現 

というビジョンのもと、パイロット以外の各職種の紹介もしております。 

 

  開催場所は千歳、仙台、東京、新潟、中部、大阪、松山、福岡、那覇 

の全国 9 カ所(2019 年度)です。 

 年間の参加者は 500 名を超えます。参加者のアンケートでは、「フリート 

 ークでしか聞けないようなリアルなお仕事の話が聞くことが出来て良か 

 った」、「もともと管制官に興味があってイベントに参加したがパイロ 

 ットも目指してみたいと思うようになった」といった声もいただいてい 

 ます。 

またこの「YES I CAN 航空教室」にかつて参加していた学生が実際に空の 

仕事に就いた、という話も聞いています。 

 

  皆様の周りに、空の仕事に興味のある高校生から 25 歳くらいまでの方 

がいましたらぜひ「YES I CAN 航空教室」をご紹介ください。 

 

  また、エアライン委員会では「機長養成講習会」や「スキルアップセミ 

 ナー」などその時その時にニーズのあるイベントを開催してまいりました。 

 皆様におかれましては、エアライン委員会で実施して欲しいイベントがあ 

 りましたらどうぞお声をお寄せください。 

 

  引き続きエアライン委員会の活動へのご理解の程どうぞよろしくお願い 

致します。 

 

 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [3]【予定】セミナー・イベント 



★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

 ≪第 17 回 小型航空機セーフティセミナー≫⇒お申込み受付開始！ 

 

2020 年 3 月 5 日（木）－6 日（金）＜東京＞御茶ノ水ｿﾗｼﾃｨｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 

https://sites.google.com/a/japa.or.jp/small-aircraft-safety/ 

 

 ※受講には事前のお申込みが必要です。 

  また欠席される場合は事務局まで事前連絡をお願いします。 

 

----------------------------------------------------------- 

 

≪第 5 回 SRM コース≫⇒お申込み受付開始！ 

 

SRM コースは「TEM/CRM 基礎コース」で説明した知識を有する方を 

対象とします。当セミナーでは「TEM/CRM 基礎」について取り上げ 

 ませんので、ご了承願います。 

 

2020 年 2 月 21 日（金）＜東京＞JAPA 会議室 

https://sites.google.com/a/japa.or.jp/temcrmgs/ 

 

 ※受講には事前のお申込みが必要です。 

  また欠席される場合は事務局まで事前連絡をお願いします。 

 

----------------------------------------------------------- 

 

≪航空安全講習会≫⇒お申込み受付開始！ 

 

12 月 14 日（土）＜京都＞ 京都ヘリポート 

https://sites.google.com/a/japa.or.jp/aviation_safety/ 

 

 ※受講には事前のお申込みが必要です。 

  また欠席される場合は事務局まで事前連絡をお願いします。 

 

----------------------------------------------------------- 



 

（開催予定） 

 第 3 回 RNAV 講演会 

2020 年 3 月頃 ＜東京＞JAPA 会議室 

 

※（開催予定）の詳細・受付開始については、 

 今後ホームページ及びメールマガジンにてお知らせいたします。 

 

 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [4]【ｲﾍﾞﾝﾄ】「女性航空教室」 Yes I Can ! 

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 ≪女性航空教室≫⇒開催まであと僅か！お申込みはお早めに。 

 

2019 年 12 月 15 日（日）＜東京＞ 

 対象；航空業界への就職を志望する 16 歳～30 歳の女性の方 

 （航空機操縦士、航空機整備士、航空機製造技術者、 

  ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ操縦士・整備士に興味のある方） 

 

★2018 年に開催された「女性航空教室」の模様を動画で公開中★ 

 https://www.youtube.com/watch?v=cy_mkujUWq0 

 

 ▼お申込、詳細はこちら▼ 

 https://www.skyworks.info/news/ 

 

 

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [5]【お知らせ】2019 年 ATS シンポジウムレジュメ・動画公開 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 2019 年 10 月に開催された、ATS シンポジウムのレジュメと当日の 

模様をホームページにて動画で公開しております。 

 併せてレジュメもご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてく 

 ださい。 

 



https://sites.google.com/a/japa.or.jp/ats-symposium/ 

 

 

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [6]【お知らせ】航空会社等 採用情報掲載 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 JAPA では、ホームページにて航空会社等の採用情報を一部掲載 

しております。 

 掲載情報はホームページ TOP の NEW をご覧ください。 

 

https://www.japa.or.jp/ 

 

 

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [7]【ご案内】公益社団法人 日本航空機操縦士協会 ご入会について  

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 JAPA では会員を募集しております。 

ご入会いただけますと、AIM-JAPAN の配布の他、団体割引を適用した、 

JAPA 団体保険（ロスオブライセンス）へのご加入も可能ですので、 

ぜひご検討ください。 

 

 詳細は以下ホームページより、ご覧ください。 

 皆様のご入会を心よりお待ちしております。 

 

https://www.japa.or.jp/member 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

 

★次回の配信は 12 月中旬を予定しております★ 

 

 JAPA メールマガジンの配信先変更方法及び配信停止方法 

については以下、ご参照の上、お手続きください。 

https://www.japa.or.jp/mail-magazine 
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