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いつも JAPAメールマガジンをご愛読頂きありがとうございます。 

9月に入りましたが、まだまだ残暑厳しく秋の訪れを感じるのは 

 しばらく先になりそうです。 

 

さて、第 4回「航空 ECO川柳コンテスト」へのご応募誠にありがとう 

 ございました！ 

 今回は、過去の第 1-3回を超える応募数があり、総数 1,100作品を 

上回りました！！ 

 選考後、受賞作品をホームページにて発表いたしますので、 

 楽しみにお待ち下さいませ。 
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 [1]【役員コラム】空の日 

   副会長 吉田 徹 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

「空の日」の起源は、昭和 15年（1940年）に制定された 

「航空日」（9月 28日）とのことで、この日は日野・ 

徳川両陸軍大尉が代々木練兵場にて我が国最初の動力飛行 

を披露した明治 43年（1910年）から 30周年に当たり、併せ 

 この年は紀元 2600年の祝典諸行事の計画が国を挙げて進め 

 られていた時期でした。「航空日」はこの時期に、 



 「我が国航空の歴史を記念し航空思想の高揚と航空技術の 

振興を図り、航空日本の将来の発展に努めるための国家的 

 行事を実施すべき」との意向を航空関係者から要望され、 

 政府は「航空日」の制定を決定し、毎年 1回官民合同の各種 

 航空関連行事を開催することになったとのことです。 

 翌、昭和 16年（1941年）には航空関係省庁間協議において 

「航空日」は 9月 20日とされ、その後民間航空再開 40周年に 

 あたる平成 4年には、より親しみやすいネーミング「空の日」 

と改称されこれに併せ「空の旬間」（9月 20日から 30日）が 

設けられたことは皆様ご存知の通りです。 

 

 第 1回の「航空日」では学校、民間団体、新聞通信社等の挙国 

 一致的協力の下、航空大会、グライダー大会、航空功労者表彰式、 

 講演会、論文募集、標語募集、展覧会、演劇、演奏会等様々な 

行事が実施されたとのことで、当時の意気込みを感じることが 

 できます。 

 

 今年度も全国 30ヶ所以上の空港で 10月にかけて様々な催しが 

実施される予定の中、JAPAからも GA委員会を主体に航空会社から 

 ご協力を頂き「スカイスクエア」という形で旭川空港 9月 9日（日）、 

 佐賀空港 10月 7日（日）のイベントに参加致します。 

 

 会場では航空への関心を持って頂くために、モデルプレーン 

工作教室（大人気に応えてお子様向けに、機数を大幅に増やし 

 ました）、塗り絵、じゃんけん大会や、Pilot、CAによる 

 トークショー、併せ航空関連物販等、過去評判の良かった 

 イベントを更に工夫しながら活動を行っていますので、 

お近くにお住まいの皆様、ご家族で是非お越し下さい。 

 

≪スカイスクエア 詳細はこちら≫ 

 https://sites.google.com/a/japa.or.jp/sky-square/ 

 

 ≪全国の空港でのイベント予定はこちら≫ 

 http://www.soranohi.net/eventlist/airport 

 

 



 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [2]【支部便り】中部支部活動紹介 

   中部支部長 具志 賢治 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

日頃より支部活動にご協力いただきましてありがとうございます。 

 中部支部の具志です。 

 今回は支部活動を行う上で、気になっている支部委員の構成について 

 お話させていただきたいと思います。 

 中部支部は静岡県から滋賀県まで、8県が範囲と定められており、 

 約 500名の会員が在籍しています。 

その中で、現在支部役員として理事以下 12名が活動していますが、 

その内訳は、名古屋空港ベースが 10名、岐阜飛行場が 1名、 

セントレアが 1名となっており、地区的にかなり偏った構成に 

 なっています。 

 

この現状では、支部の運営目的の一つである 

「会員間の積極的な交流」もなかなか図れません。 

 先日も元役員の方から、「他の空港で活動している方にも委員に 

 なってもらった方が良い」との意見をいただいたところです。 

そこで、名古屋地区以外の空港で活動されている中部支部の会員の 

皆さんの中で、支部委員になっていただける方を募りたいと思います。 

 興味のある方がいらっしゃれば、協会本部までご連絡いただければと 

思います。 

 

 支部の活動としては、年に 4回の支部委員会、管制交流会と見学会、 

 支部活動報告会ですが、これらの活動にプラスして、各空港の会員の 

方々との交流が出来ればと思いますので、どうぞよろしくお願い 

申し上げます。 

 今後も支部活動の充実を図っていきたいと考えておりますので、 

 引き続きご支援を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [3]【航空局】小型航空機における安全対策の徹底 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



 

平成 29年 6月 3日に富山県立山町獅子岳山頂付近で発生した 

小型航空機墜落事故に関する航空事故調査報告書 

 （平成 30年 8月 30日公表）にて、航空事故防止及び航空事故 

が発生した場合における被害の軽減のため、運輸安全委員会 

から国土交通大臣（航空局）に対して勧告が行われました。 

 

それを受けた航空局から、「小型航空機の運航の安全確保」、 

 「事故発生時における被害軽減策」を踏まえた更なる安全 

 対策の徹底に関する周知事項を受理しております。 

 以下、ご確認頂き、より安全な運航に心がけて頂きますよう 

 お願いいたします。 

 

 「小型航空機の運航の安全確保について」 

https://www.japa.or.jp/wp-content/uploads/2018/08/japa_cab0831_1.pdf 

 

「航空機用救命無線機（ELT）の適正な取り付け・運用方法等について」 

https://www.japa.or.jp/wp-content/uploads/2018/08/japa_cab0831_2.pdf 

 

 

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [3]【2018年度】JAPA主催 セミナー・イベントの予定 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【第 10回 TEM/CRM 基礎コース】 

 小型航空機を運用される事業用及び自家用操縦士を対象に 

運航における安全性の向上とインシデント防止を図るため、 

 下記予定にてセミナーを実施いたします。 

 皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

 

■第 10回 TEM /CRM 基礎コース（前半） 2018年 12月 5日（水）＜東京＞ 

     TEM /CRM 基礎コース（後半） 2018年 12月 6日（木）＜東京＞ 

※後半は前半受講終了の方のみ受講可能です。 

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

 ◎定員まで余裕があります◎ 

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



・スカイスクエア 2018年 9月 9日(日) ＜旭川＞ 

・スカイスクエア 2018年 10月 7日(日) ＜佐賀＞ 

★全国各地の空港で開催される”空の日”のイベントへ参加！★ 

 Pilotトークショー、工作、塗り絵、じゃんけん大会、物品販売等行う予定です 

https://sites.google.com/a/japa.or.jp/sky-square/ 

  ◎お申込は不要ですので、直接会場にお越し下さい◎ 

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

・RNAV講演会 2018年 10月 14日(日) ＜東京＞ 

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

 ◎定員まで余裕があります◎ 

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

・Yes I Can 航空教室 2018年 9月 15日(土)＜東京＞ 

▲定員まであと僅か！お申込はお早めに▲ 

・Yes I Can 航空教室 2018年 10月 21日(日)＜愛知＞ 

※7/28荒天で延期となった日の開催です。 

◎定員まで余裕があります◎ 

・Yes I Can 航空教室 2018年 10月 27日(土)＜大阪＞ 

◎定員まで余裕があります◎ 

・Yes I Can 航空教室 2018年 11月 10日(土)＜沖縄＞ 

◎申込開始しました！◎ 

・Yes I Can 航空教室 2018年 12月調整中＜宮城＞ 

  ※お申込開始までお待ちください 

 ・Yes I Can 航空教室 2019年 2月調整中＜愛媛＞ 

  ※お申込開始までお待ちください 

https://sites.google.com/a/japa.or.jp/yes-i-can/ 

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

・スキルアップセミナー 2018年 11月 11日(日)＜東京＞ 

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

  ◎申込開始しました！◎ 

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

・機長養成講習会 2018年 9月 21日(金) ＜東京＞ 

https://sites.google.com/a/japa.or.jp/captain-training-seminars/ 

 ◎定員まで余裕があります◎ 

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

・小型航空機セーフティセミナー 2019年 2月 7日(木)-8日(金) ＜東京＞ 

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



  ※お申込開始までお待ちください  

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

 

お申込受付を開始していないセミナーにつきましては受け付け開始後、 

ホームページ、メルマガにてお知らせいたしますので、お待ちください 

 ますようお願い致します。 

 

 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [4]【ご案内】JAPASHOP 取扱商品のご案内 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 JAPA SHOPにて取り扱っております、以下商品を発行しました。 

■JAPA－507（奄美・沖縄）第 2版  

 

 皆様からのご注文をお待ちしております。 

ご注文は以下の JAPA SHOP よりお手続き願います。 

 

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

   

 

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

 

★次回の配信は 9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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