１７年度「こども模型飛行機教室」事業報告書
事業概況
事業初年度となった今年度は、キックオフの東京都港区での教室をかわきりに、東北か
ら九州までの全国１０会場で開催し、４７０名のこどもと、２００名を越える父兄が参加
した。
開催地を募集し始めた当初、応募が少ない状況であったが、教室の実施を重ね、その模
様がテレビや新聞で取り上げられ、またホームページを通じて教室を知った地域等から
徐々に多くの応募をいただいた。
初年度の目標であった１０回以上の開催が達成され、また、多くの模型関係団体、企業
から予算額を上回る協賛金の支援やアドバイス等をいただき、大変順調な初年度であった。
詳しくは以下の通りであり、ご一読いただき、今後とも各位のご支援とご協力を賜りた
い。

事業実績
第１回（東京）
場 所：神應小学校（東京都港区）
日 付：平成１７年７月７日（木）
スタッフ：金川茂（講師）
、平尾寿康、勝山彊、谷塚正実、井澤正男（指導員）
渡久地政光、山科達雄、松崎真也（指導員兼事務局）
参加者：３４名（小学校５、６年生）、３名（教職員）
機 材：ユニオンモデルＵＰ－０２
講師認定：平尾寿康、渡久地政光、山科達雄
その他：（１）学校の授業の一環（ゆとり教育）として３時限（４５分×３）で実施した。
（２）ＮＨＫ、朝日小学生新聞、模型雑誌の取材あり。全国版ニュースで放映及び
全国版紙面で掲載された。
（３）小学校近くの文房具店にて、教室使用の機材を販売することに了承を得た。
（４）認定した講師は、今後全国的に開催する教室で、開催地元に講師適任者が不
在の場合に派遣する。
第２回（千葉）
場 所：航空科学博物館（千葉県成田市）
日 付：平成１７年９月１７日（土）
スタッフ：金川茂（講師）
、塙隆之、他博物館ボランティア３名（指導員）
松崎真也（指導員兼事務局）
参加者：１４名（子供７名と父兄 ＊公募のため中、高校生の参加者も数名あった）
機 材：ユニオンモデルＵＰ－０２
講師認定：塙隆之
その他：
（１）博物館側から来年度も実施してほしいとの希望があった。
（２）博物館が一般公募した形態で実施。運動会シーズンと重なり、参加者が少な
かった。
（３）認定した講師は、今後関東地区で開催する教室での講師として派遣する。

第３回（京都）
場 所：松井ケ丘小学校（京都府京田辺市）
日 付：平成１７年１０月２８日（金）
スタッフ：長谷川克（講師）
、松崎真也（指導員兼事務局）
参加者：９０名（小学校３年生）
、５名（教職員及び PTA 関係者）
、父兄約９０名。
機 材：ユニオンモデルＵＰ－０１
講師認定：－
その他：（１）学校の授業の一環（ゆとり教育）として２時限（４５分×２）で実施した。
（２）学校は毎年開催を希望している。
（３）ＵＰ－０１（ハンドランチ・グライダー）を初投入した。

第４回（岐阜）
場 所：北栄小学校（岐阜県多治見市）
日 付：平成１７年１１月６日（日）
スタッフ：落合一夫（講師）
、吉川廣、竹内栄重、他教職員２名（指導員）
松崎真也（指導員兼事務局）
参加者：２２名（小学校１～６年生１４名と父兄）
、２名（教職員）
機 材：ユニオンモデルＵＰ－０２
講師認定：吉川廣、竹内栄重
その他：
（１）学校 PTA が主催するイベントの一環として実施した。
（２）RC（車）の愛好者である教員２名が在籍しており、今後も教室実施に協力す
る方針である。
（３）認定した講師は、今後中部地区で開催する教室での講師として派遣する。

第５回（宮崎）
場 所：大王谷町コミュニティーセンター（宮崎県日向市）
日 付：平成１７年１１月１２日（土）
スタッフ：平尾寿康（講師）
、松島安則、黒木泉、武田三男、橋本喜一郎
松崎真也（指導員兼事務局）
参加者：２８名（小学生）
、その他父兄数名
機 材：ユニオンモデルＵＰ－０１
講師認定：松島安則、黒木泉、橋本喜一郎
その他：
（１）大王谷町と地元 RC クラブが開催している「ラジコン航空ショーin 日向」の
イベントの一環として実施した。
（２）来年度も実施を希望している。また、参加した補助員で宮崎県延岡、福岡県
北九州でイベントを開催している愛好者より、イベントとのタイアップで実
施希望があった。
（３）認定した講師は、今後南九州及び北九州地区で開催する教室での講師として
派遣する。

第６回（千葉）
場 所：舞浜小学校（千葉県浦安市）
日 付：平成１７年１１月１９日（土）
スタッフ：平尾寿康（講師）
勝山彊、谷塚正実、出口東生、浅沼資司、和田光信、前田喬（指導員）
渡久地政光、山科達雄、松崎真也（指導員兼事務局）
参加者：１２０名（小学生）
、５名（教職員及び PTA 関係者）
、その他父兄約５０名。
機 材：ユニオンモデルＵＰ－０１
講師認定：和田光信
その他：
（１）学校 PTA が主催するイベントの一環としての依頼で実施。
（２）千葉テレビ、浦安ケーブルテレビ（J-COM）にて放映。

第７回（宮崎）
場 所：宮崎科学技術館（宮崎県宮崎市）
日 付：平成１８年１月２２日（日）
スタッフ：黒木泉（講師）
、武田三男、技術館ボランティア２名（指導員）
松島安則（指導員兼事務局）
参加者：２３名（小学４年生～６年生）
、その他父兄
機 材：ユニオンモデルＵＰ－０２
講師認定：－
その他：
（１）宮崎科学技術館（(財)宮崎文化振興協会）からの依頼で実施。
（２）毎年年間２、３回程度（全体で２００名程）の開催を希望している。
（３）第５回で認定した講師と地元愛好者で教室を実施。地元のみで開催したのは
初めてである。

第８回（千葉）
場 所：陸上自衛隊木更津駐屯地（千葉県木更津市）
日 付：平成１８年２月１２日（日）
スタッフ：金川茂（講師）、平尾寿康、和田光信、谷塚正実、井澤正男、出口東生（指導員）
渡久地政光、山科達雄、松崎真也（指導員兼事務局）
参加者：７１名（小学１年生～６年生）
、その他父兄約５０名。
機 材：ユニオンモデルＵＰ－０２
講師認定：－
その他：
（１）木更津市より開催依頼により実施。毎年の教室開催を希望している。
（２）当日は木更津基地祭とのタイアップで実施した。また、木更津市と姉妹提携
している横浜近郊の子供達も参加し、基地祭の展示飛行も見学した。
（３）NHK（関東版）
、木更津ケーブルテレビで放映。房総時事新聞の紙面に掲載。

第９回（岩手）
場 所：岩手県立大学（岩手県岩手郡）
日 付：平成１８年２月１９日（日）
スタッフ：和田光信（講師）川村全佑、及川光雄、長谷川英治、藤田源蔵、玉井秀男、
松井実（指導員）松崎真也（指導員兼事務局）
参加者：４１名（小学４年生～６年生）
、その他父兄
機 材：ユニオンモデルＵＰ－０２
講師認定：川村全佑、玉井秀男
その他：
（１）地元愛好者（盛岡フライングクラブ、宇宙少年団不来方分団、県立大学天文
部）の協力にて実施した。
（２）テレビ岩手で放映。また、岩手日報、盛岡タイムスの紙面に掲載。

第１０回（岩手）
場 所：平舘公民館（岩手県八幡平市）
日 付：平成１８年３月２３日（木）
スタッフ：玉井秀男（講師）及川光雄、松井実（補助員）川村全佑（指導員兼事務局）
参加者：２７名（小学１年生～６年生及中学生数名も参加）
機 材：ユニオンモデルＵＰ－０２
講師認定：－
その他：
（１）第９回の教室を知った平舘公民館からの依頼で実施。
（２）第９回で認定した講師と愛好者で教室を実施。
以上

教室アルバム

平成１７年４月１日

こども模型飛行機教室全国推進委員会、部会、事務局名簿

推進委員会
会 長： 本橋和彦（
（財）日本航空協会 専務理事）
副会長： 落合一夫（日本模型航空連盟 理事長）
丸山育男（東京エンジン模型卸会 会長）
監 事： 鈴木 久 （
（財）日本ラジコン電波安全協会 理事長）
増田 勉 （日本科学模型安全委員会 会長）
委 員： 内田悦弘（日本プラモデル工業協同組合 理事長）
田宮俊作（静岡模型教材協同組合 会長）
滝川繁治（名古屋模型流通協議会 会長）
亀村隆三（関西模型卸会 会長）
澤井経之（関西エンジン模型卸会 会長）
吉岡嗣貴（日本ラジコン模型工業会 会長）

運営部会
部 会 長：角田昌男（
（財）日本航空協会 常務理事）
副部会長：長谷川克（日本模型航空連盟 理事）
部 会 員：吉岡嗣貴（日本ラジコン模型工業会 会長）
金川 茂 （日本模型航空連盟 理事）

機体選定部会
部 会 長：落合一夫（日本模型航空連盟
副部会長：長谷川克（日本模型航空連盟
部 会 員：山科達雄（日本模型航空連盟
櫛引敬司（日本模型航空連盟

理事長）
理事）
事務局）
フリーフライト委員会委員）

事務局
事 務 局 長：角田昌男 （
（財）日本航空協会 常務理事）
事務局次長：渡久地政光（日本模型航空連盟 事務局長）
局
員：松崎真也 （
（財）日本航空協会 航空スポーツ室）

認定講師リスト
氏名
落合一夫
長谷川克
吉岡嗣貴
金川茂
平尾寿康
渡久地政光
山科達雄
塙隆之
吉川廣
竹内栄重
松島安則
黒木泉
橋本喜一郎
和田光信
川村全佑
玉井秀男

県
東京都
大阪府
高知県
千葉県
千葉県
東京都
東京都
千葉県
愛知県
愛知県
宮崎県
宮崎県
福岡県
東京都
岩手県
岩手県

以上、平成１７年度１６名を認定した。

担当地域
全国
近畿・中国
四国・中国
全国
全国
全国
全国
関東
東海
東海
南九州
南九州
北九州
全国
東北
東北

認定日
平成１７年４月１日
平成１７年４月１日
平成１７年４月１日
平成１７年６月１日
平成１７年７月７日
平成１７年７月７日
平成１７年７月７日
平成１７年９月１７日
平成１７年１１月６日
平成１７年１１月６日
平成１７年１１月１２日
平成１７年１１月１２日
平成１７年１１月１２日
平成１７年１１月１９日
平成１８年２月１９日
平成１８年２月１９日

