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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。
10 月に入り秋の行楽シーズン本番を迎えました。
最近は雨が多く気持ちの良い「秋晴れ」の日は貴重ですが、
読者の皆様はどのようにお過ごしでしょうか
しょうか。朝晩の寒暖差もございますので、ご体調にはお気を
つけてお楽しみ下さいませ。
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[1]【支部便り】九州支部活動紹介
九州支部長 三好 恒紀
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平素より支部活動にご協力頂きありがとうございます。
九州支部長の三好です。
九州支部は支部員 9 名で九州一円の空港を中心に活動を
行っていますが、九州内の各空港に支部役員が不在な
ところもあります、北九州空港、宮崎空港です。
理想は各空港で連関して会員の皆様に情報が確実に伝わる
体制を作りたいと思いますのでお知り合いの会員の方が
いらっしゃいましたらお声がけいただければ幸いです。

当支部が例年開催している主な行事としては、
航空安全講習会支援、施設見学会、飛行安全セミナー参加、
講演会等があります。
2018 年の活動は 11 月上旬に防衛省の築城基地を訪問する方向で
調整を進めておりますので皆様の参加を心よりお待ちして
おります。
また、例年施設見学会の一環で管制塔見学を企画しております
が、この何年か熊本空港、鹿児島空港は先方の都合もあり実施
出来ておりません。
立ち入り制限区域なので規制が厳しいとは理解しておりますが、
パイロットと管制官の相互理解は航空安全に重要なファクターと
思います。
その機会を作って頂き安全な空の共有を目指していきたいと
考えております。
これからも、会員皆さまの安全運航に寄与できますよう活発な
活動をしてまいりますので、更なるご支援ご鞭撻賜りますよう
お願い申し上げます。
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[2]【お知らせ】エンルートチャート（政府刊行物）販売先
※JAPASHOP での取扱いはございません
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エンルートチャート（政府刊行物）販売先について
以下の通り変更となりますので、お知らせいたします。
◆ 仕様・価格
1.エンルートチャート 1・2
（発行日 平成 30 年 10 月 11 日）5,000 円（税別）
2.エンルートチャート 3
（発行日 平成 30 年 10 月 11 日）2,500 円（税別）
送料は価格に含まれていません。
◆販売業者

・株式会社キンコー
〒132-0001 東京都江戸川区新堀 2-6-1
TEL:03-5969-8920
詳細は下記 HP 及び NOTAM RJTD 0366/18 をご参照下さい。
http://www.kinkoh.com/erc/
尚、上記 HP にも記載がございますが、鳳文書林出版販売株式会社
でも販売をする予定とのことです。
http://www.hobun.co.jp/
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[3]【2018 年度】JAPA 主催 セミナー・イベントの予定
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【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 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/
◎申込は不要ですので、直接会場にお越し下さい◎
-------------------------------------------------------------・航空安全講習会 2018 年 10 月 20 日(土) ＜東京＞
https://sites.google.com/a/japa.or.jp/aviation_safety/

◎申込開始いたしました◎
-------------------------------------------------------------・RNAV 講演会 2018 年 10 月 14 日(日) ＜東京＞
https://sites.google.com/a/japa.or.jp/rnavlecture/
◎10/11 申込締め切り予定です。ご希望の方はお早めにお申込ください◎
--------------------------------------------------------------・Yes I Can 航空教室 2018 年 10 月 21 日(日)＜愛知＞
※7/28 荒天の為延期となりました再設定日です。
△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 11 月 10 日(土)＜沖縄＞
◎定員まで余裕があります◎
・Yes I Can 航空教室 2018 年 12 月 1 日(土)＜宮城＞
◎申込開始いたしました◎
・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/
◎定員まで余裕があります◎
------------------------------------------------------------・航空気象シンポジウム 2018 年 11 月 22 日(木)＜東京＞
https://sites.google.com/a/japa.or.jp/weather-symposium/
◎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/
★12/3 からホームページにて申込を開始する予定です！
--------------------------------------------------------------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。
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[4]【ご案内】JAPASHOP 取扱商品のご案内
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JAPA SHOP にて取り扱っております、以下商品が発行しました。
■JAPA－501（北海道）第 2 版
皆様からのご注文を心より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
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[5]【ご案内】航空関連採用情報の掲載のお知らせ
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JAPA では、ホームページにて航空関連の採用情報を一部掲載しております。
詳細は以下、ホームページトピックをご参照ください。
https://www.japa.or.jp/category/new
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★次回の配信は 10 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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