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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。
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（A320 シミュレーター体験）開催のお知らせ
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[8]【新発売】JAPA SHOP よりご案内
[9]【お知らせ】協会事務局の勤務体制について
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[1]【お知らせ】第一回 JAPA フォトコンテスト
「私の好きな飛行機 」入賞作品発表
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「第一回 JAPA フォトコンテスト ”私の好きな飛行機” 」を開催しました。
11 月 25 日（木）に JAPA として初めての開催となるフォトコンテストを実施
しました。
10 月 1 日から 11 月 20 日までの応募期間に応募されたのは、高校生以下の部が
44 名、一般の部が 98 名の合計 142 名に上り、4 歳から 86 歳までの幅広い年齢
の方々にご応募いただきました。応募作品数は 349 枚となります。

この場を借りまして、ご応募された方々に心よりお礼申し上げます。
審査は、青木 勝氏（航空写真家）
、中脇 浩氏（月刊エアライン編集長）、
佐藤 浅伸氏（読売新聞 航空部長）の 3 人により、厳正に行われ、入賞者が
決定しました。

詳細は HP をご覧ください。
https://www.japa.or.jp/wp-content/uploads/2021/12/japa_photocon2021_3.pdf

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[2]【航空局】航空機乗組員における新型コロナワクチン接種の取扱いについて
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
航空機乗組員における新型コロナワクチン接種の取扱いについては、
令和 3 年 2 月 15 日付け国空航第 3205 号により、
「航空機乗組員の使用
する医薬品の取扱いに関する指針」
（平成 17 年 3 月 30 日制定

国空乗

第 491 号）に関する臨時的取扱いを定め、運用が行われたところです
が、航空局に対して提出された新型コロナワクチン接種後の副反応
に関する報告の内容をふまえ、今後は別添のとおり取扱う旨通知が
ありましたのでお知らせ致します。

詳細は HP をご覧ください。
https://www.japa.or.jp/6561

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[3]【(公財)航空輸送技術研究センターからのお知らせ】
パイロット ピア・サポート ワークショップの開催
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（公財）航空輸送技術研究センター（ATEC）では、運航乗務員の良好
なメンタルヘルスを維持し続けていくために重要となるピアサポート
体制の本邦エアライン各社での構築を目指し、航空関係者、医療専門
家などのステークホルダーが一堂に会し、メンタルサポートの重要性、
課題および効果等について、最新の国内外動向や取り組みを共有する、
本邦初となるワークショップを開催いたします。

詳細、お申込みは ATEC ホームページをご覧ください。
http://atec.or.jp/

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[4]【VOICES FEEDBACK】＜①缶飲料リーク＞＜②離陸時、機首が！＞
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜①缶飲料リーク＞
早朝貨物便の出発前、搭載されていた細長の 250ml 缶コーラを 1 本、
ドリンクホルダーでは倒れると思い、開封せずに操縦席左側の Stowage
に入れました。巡航に入り缶を取り出したところ、かなり軽くなっ
ており、中身が漏れていることに気が付きました。缶をよく見たと
ころ、小さな損傷部にピンホールがありました。地上で Chiller から
取り出した際には缶の変形や圧力の異常は感じられず、また Stowage
内に尖ったものはないので、搭載以前のダメージが上空の気圧差で
広がったものと推測されます。今回は ACARS ペーパーが濡れたくら
いで、運航に影響するようなダメージはありませんでしたが、漏れ
ても構わないようにコンテナに入れておくなど、飲み物の保管場所
には気を付けようと思いました。
★VOICES コメント
今回のように飲み物だけでなく、Cockpit 内の固定されていない物
が不用意に動いて、各種機器に影響を与えることが世界中で報告さ
れていますので、Cockpit 内の整理が重要ですね。
過去に類似事例が発生しておりますので参照してください。
（FEEDBACK 2020-01-45、2017-02-40）

＜②離陸時、機首が！＞
ヘリコプターでのテスト飛行において離陸する際、右ラダーの踏込
みが足りずに機首が左に 20 度以上振れた。しばらくの間、他の 1 つ
の機種だけを操縦していたため、機体が浮揚する目安まで一気にコ
レクティブピッチレバーを引く癖がついてしまい、ラダーの追従操
作が遅れてしまった。いつも乗る機種以外のヘリコプターに搭乗す
る際は、ローター回転方向における３舵のコーディネートを再確認
するとともに、その機体ごとの浮揚するパワーの目安とエンジン性

能も再確認すべきだった。
★VOICES コメント
熟練者の行動特性の 1 つとして、その仕事を熟知しているために憶
測や思い込みが増えてしまいます。また緊張感が低下する可能性も
あります。慣れ親しんだ機種でホバリングする際でも、機体が浮揚
する目安まで一気にコレクティブピッチレバーを引くことは好まし
くありませんが、久しぶりに乗る機種では特に注意が必要ですし、
整備作業後のテストフライトであれば通常の運航にも増してどこか
に異常があるかもしれないと見積もり、操縦操作について、いつ異
常や不具合が起こっても対処できるような慎重な操作が必要と思い
ます。

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[5]【予告】第 19 回小型航空機セーフティセミナー開催のお知らせ
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
小型航空機セーフティセミナーの申込受付を、12/24（金）を目途に
予定しています。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受講費の当日現金収受
は行いません。事前決済をお願い致します。お支払方法の詳細は JAPA
ホームページをご確認下さい。

第 19 回

小型航空機セーフティセミナー

【日程】
2022 年 2 月 3 日（木）
、4 日（金）
【場所】
ステーションコンファレンス川崎（JR･京急 川崎駅）
及びオンライン配信
【受講費(各日)】
配信：会員 無料

、一般 3,000 円

会場：会員 1,000 円、一般 4,000 円
※コロナ禍におけるセミナー開催方法の変更に伴い、今年度に限り
小型航空機セーフティセミナーの参加費用を減額しております。

以下、JAPA ホームページからお申込ください。
https://member2.japa.or.jp/seminar/detail.php?sid=6

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[6]【会員限定】panda・Flight・Academy 株式会社 見学会
（A320 シミュレーター体験）開催のお知らせ
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
GA 委員会・東日本支部の合同で、Panda・Flight・Academy の見学会
を開催致します。

開催日時：2022 年 2 月 19 日（土）10：00～17：00
参加条件：JAPA 会員

見学会内容等の詳細、及びお申込みはこちらよりお願い致します。
https://member.japa.or.jp/2629

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[7]【お知らせ】セミナー・イベント
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

≪航空安全講習会≫
2021 年 1 月 29 日（土）＜北海道＞
2021 年 3 月 12 日（土）＜東京＞
https://member2.japa.or.jp/seminar/detail.php?sid=3
-----------------------------------------------------------

≪小型航空機セーフティセミナー≫
2022 年 2 月 3 日（木）～4 日（金）＜神奈川 & オンライン＞
（申し込み開始まで少々お待ちください）

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

≪【会員限定】panda・Flight・Academy 株式会社 見学会≫
2022 年 2 月 19 日（土）＜東京＞
https://member.japa.or.jp/2629
-----------------------------------------------------------

≪SRM セミナー≫
2022 年 2 月 21 日（月）＜東京＞
https://member2.japa.or.jp/seminar/detail.php?sid=1

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

≪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。

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[8]【新発売】JAPA SHOP よりご案内
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【新発売】
・JAPA－253（TCA チャート 東京・成田）第 5 版
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

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[9]【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、
今後の勤務体制を以下の通りといたします。

期 間：12 月 15 日（水）～（終了に関しては別途お知らせいたします。）
出勤日：月曜日-金曜日（祝日を除く）
時 間：10：00-16：00

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[10]【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
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★次回の配信は 1 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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