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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。
今号は以下の内容でお送りいたします。
★━━INDEX━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
[1]【委員会便り】教育文化委員会の紹介
[2]【航空豆知識】優れたパイロットの定義
[3]【お知らせ】セミナー・イベント
[4]【お知らせ】JAPASHOP
[5]【お知らせ】器材更新に伴う FTD 利用の停止期間の延長について
[6]【お知らせ】協会事務局の勤務体制について
[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]【委員会便り】教育文化委員会の紹介
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
教育文化委員会は 2020 年 4 月に新しく発足した委員会です。
目的は、航空の安全文化の普及と啓発、情報知識の伝達と提供、
技量習熟の支援です。
具体的には、安全文化の普及と啓発は裾野拡大のための霞ヶ関子供
DAY、航空川柳コンテストや、その他の催事協力、ノンライセンサー
の方へ FTD を使用した体験搭乗を実施します。
情報知識の伝達、提供、技量習熟の支援としては事業用操縦士及び
自家用操縦士の方に向けた TEM/CRM セミナー、SRM セミナー、法人向け
の TEM/CRM 出張セミナー、自家用操縦士の方に航空安全講習会を実施
しています。
また新 FTD が供用開始後、ライセンサーの方へ ONE POINT レッスンを
実施いたします。

安全文化の普及と啓発は、他の委員会や支部と連携をして今後、広く
活動をしていきます。
TEM/CRM、SRM、出張セミナーはエアラインの協力で JAPA に CRM 教材
（JAPA 会員 HOME PAGE に掲載中）を作成して頂いたものを基に事業用、
自家用操縦士の方達が解りやすい様に編纂し、それをセミナーで活用
しています。講師は事業用、自家用操縦士の飛び方を理解されている
JAPA で活動されている使用事業の方達が担当しています。 CRM の必要
性が高まり最近は使用事業者の方からの出張セミナーが増えています。
自家用操縦士の方を対象とした安全講習会も引き続き実施していきます。
コロナウイルス対策のために IT 化を進めリモートでのセミナー、講習会
開催も展開していきます。
裾野拡大の一環として新 FTD を利用し旧 FTD から好評な児童、青少年を対
象とした体験搭乗を引き続き感染対策を施して実施していきます。
またライセンサーの方達への ONE POINT レッスンでは現役のエアラインの
指導層、使用事業の現役査察、教官陣、また OB の方達がオペレーターと
して技量習熟のお手伝いを致します。
この様に教育文化委員会の活動は多岐に渡っています。
コロナウイルスの影響により活動が停滞していましたが、感染症対策を
徹底し及び IT 化を推進し支部や他の委員会と協力し活動を活発化してい
きます。

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[2]【航空豆知識】優れたパイロットの定義
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みなさんは、どんな人が優れたなパイロットだと思いますか?
カナダ運輸省は、優れたパイロットを次のように定義しているそうです。
「卓越した判断力によって、卓越した技量を必要とするかもしれない状
況を回避し、トラブルに巻き込まれないパイロットのことである。」
目から鱗ですよね? 操縦のテクニック(テクニカルスキル)ももちろん
大切ですが、操縦以外のテクニック、つまり頭を使う部分(ノンテクニカ
ルスキル＝CRM)がもっと大切であるということが分かります。

では日本ではどうでしょう? 航空局通達「Competency-Based Training
and Assessment Program の審査要領細則」に次のような記述があります。
・航空事故や重大インシデントは、ヒューマンエラーを要因とするものが多い。
・従来、テクニカルスキルの習得に重点。
・加えて、ノンテクニカルスキルについても重視。
日本でもノンテクニカルスキルを重視しているということが分かります。
では、ノンテクニカルスキルを向上させるためには、どうすれば良いでしょう?
例えば、JAPA 会員向け HP の電子書籍のページには「JAPA CRM」「Flight
Instructor’s Handbook インストラクター ハンドブック Ver.2」が掲載
されており、TEM(スレット アンド エラー マネジメント、予防安全)/CRM,
SRM(シングルパイロットに特化した CRM)について学ぶことができます。
また JAPA では TEM/CRM,SRM のセミナーを開催致しております。
セミナーの詳細は JAPA HP でご確認ください。
パイロットにとって必須のスキルを身につけ、安全運航を。

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[3]【お知らせ】セミナー・イベント
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
≪Yes I Can 航空教室≫
2020 年 12 月 5 日（土）＜大阪＞
https://member2.japa.or.jp/seminar/detail.php?sid=4
----------------------------------------------------------≪RNAV 講演会≫
2020 年 11 月 15 日（日）＜東京＞
https://sites.google.com/a/japa.or.jp/rnavlecture/
----------------------------------------------------------≪航空安全講習会≫
2020 年 11 月 28 日(土) ＜東京＞
2020 年 12 月 5 日(土) ＜宮城＞

2021 年 1 月 23 日(土)
2021 年 2 月 7 日(日)
2021 年 2 月 13 日(土)
2021 年 3 月 6 日(土)

＜愛知＞
＜東京＞
＜岡山＞
＜北海道＞

お申し込みは、JAPA ホームページ経由 JSA ホームページよりお願いいたします。
https://sites.google.com/a/japa.or.jp/aviation_safety/
-----------------------------------------------------------

≪セミナー・講習会受講に際しての注意事項≫
JAPA が主催するセミナー・講習会等のイベント開催につきましては、新型
コロナウイルスの感染拡大を予防するためご参加のみなさまへの注意事項
や連絡事項を取り決めいたしました。
セミナー・講習会へ のご参加にあたりましては、以下内容をご確認いただ
きますようお願いいたします。
https://www.japa.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/japa20200618.pdf

尚、その他のセミナー・イベント情報に関しましては随時ホームページ及び
メールマガジン等でご案内致しますので、少々お待ちくださいますようお願
い申し上げます。

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[4]【お知らせ】JAPASHOP
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【新発売】
JAPA 504（中部・近畿）第 4 版
【一般販売開始】
2021 Cockpit Calendar
ご注文については以下 JAPA SHOP をご覧ください。

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

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[5]【お知らせ】器材更新に伴う FTD 利用の停止期間の延長について
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い器材更新計画も変更を余儀なくされ、
現在 FTD 利用を停止しております。
ご利用を希望されている方には申し訳ございませんが今暫くお待ちください。
利用再開に関しましては、スケジュールが確定次第お知らせいたします。

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[6]【お知らせ】協会事務局の勤務体制について
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
協会事務局では首都圏での新型コロナウイルスへの感染リスクを考慮し、
勤務体制を以下の通りといたします。
期 間：11 月 1 日（日）- 11 月 30 日（月）迄
出勤日：月曜日-金曜日（祝日を除く）
時 間：10：00-16：00

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[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.japa.or.jp/member

* * * * * * * * * * * * * * * *
★次回の配信は 11 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
----------------------------------------------【発行】公益社団法人 日本航空機操縦士協会
電話 03-6809-2902
メール japa@japa.or.jp
ホームページ https://www.japa.or.jp/
----------------------------------------------

