平成１９年度「こども模型飛行機教室」事業報告書

事業概況
事業３年目となった今年度は、第１回の富谷小学校（東京都渋谷区）での教室をかわき
りに、東北から九州までの全国１８箇所で開催し、約１２００名（子供８７３名、父兄、
学校教職員等約３５０名）が参加した。
開催は、新規が１０箇所、リピートが８箇所であった。
また、教室にふさわしい機体開発を目的とした「ライトプレーンデザインコンテスト
２００６」の入賞作品を決定し、９月２０日「空の日」に航空会館にて表彰式を実施した。
更に模型関係団体の協力を得てオリジナル機体の仕様を決定し試作機を製作する等、開
発を進めた結果、平成２０年度初夏に完成し、教室へ投入する予定となった。
昨年より製作していた座学 DVD（
「飛行の歴史」
、
「航空スポーツの紹介」、
「飛行の原理」）
が完成し、教室に投入した。
今年度も多くの模型関係団体や企業のご理解とご協力、ご支援等をいただき、順調に事
業を進めることが出来た。
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

（「＊」は新規開催）

＊ 第１回（東京）
場 所：富谷小学校（東京都渋谷区）
日 付：平成１９年６月２日（土）
スタッフ：（講師）和田光信（指導員）勝山彊、倉田泰蔵、吉田利徳、山科達雄、小林忍
（指導員兼事務局）松崎真也
参加者：３０名（小学生）
機 材：ゴム動力模型飛行機（ユニオンモデル・ＵＰ－０２）
講師認定：小林忍
その他：渋谷区青少年対策上原地区委員会の依頼により実施した。
第２回（神奈川）
場 所：箱根ニコニコ学園（神奈川県南足柄市）
日 付：平成１９年７月１２日（木）
スタッフ：
（講師兼事務局）渡久地政光
参加者：６名（小学生、中学生）
、４名（教職員及び港区関係者）
機 材：ゴム動力模型飛行機（ユニオンモデル・ＵＰ－０２）
講師認定：－
その他：（１）一昨年度より（３年連続の開催）協力関係にある港区教育委員会の依頼で、
適応指導教室の課外活動として実施した。
＊「適応指導教室」とは、心理的な要因等で学校に登校出来なくなった児童
のための教室
（２）参加者の都合上、最少催行人数に満たない参加者であったが、区の活動に
趣旨賛同、協力した。

＊ 第３回（群馬）
場 所：尾島町生涯学習センター（群馬県太田市）
日 付：平成１９年８月１１日（土）
スタッフ：（講師）和田光信（指導員）持田守（事務局兼指導員）渡久地政光
参加者：１９名（小学生）
機 材：ゴム動力模型飛行機（ユニオンモデル・ＵＰ－０２）
講師認定：－
その他：尾島町の依頼により実施した。
第４回（東京）
場 所：鳥取砂丘・サンドパルとっとり（鳥取県鳥取市）
日 付：平成１９年８月１８日（土）
スタッフ：（講師兼事務局）山科達雄（指導員）初田敏郎、吉村進、木村昭彦
参加者：２４名（小学４年生～６年生）
機 材：ゴム動力模型飛行機（ユニオンモデル・ＵＰ－０２）
講師認定：－
その他：
（１）鳥取県の鳥取砂丘新発見伝イベントの企画趣旨に基づくイベントとして、若
葉台おやじの会の依頼により実施した。
（２）昨年度に続き２年連続の開催。
第５回（岡山）
場 所：笠岡農道離着陸場（岡山県笠岡市）
日 付：平成１９年８月１９日（日）
スタッフ：（講師兼事務局）小林忍（指導員）田尻正嘉、久山進
参加者：７７名（小学生）
、その他父兄数名
機 材：ゴム動力模型飛行機（ツバメ玩具製作所・プロペラひこうき）
講師認定：－
その他：
（１）笠岡市の依頼により同市主催の「大空と大地のひまわりカーニバル」にて実
施した。
（２）座学は行なわないイベントタイプの教室（機体製作と飛行）を実施した。
（３）昨年度に続き２年連続の開催。
第６回（石川）
場 所：石川航空プラザ（石川県小松市）
日 付：平成１９年８月１９日（日）
スタッフ：（講師）大能義寛（指導員）相原秀樹、吉永英明、博物館ボランティア２名
（事務局兼務指導員）松崎真也
参加者：５７名（小学生）
、１名（教職員）
機 材：ゴム動力模型飛行機（ユニオンモデル・ＵＰ－０２）
講師認定：－
その他：
（１）博物館の依頼により夏休みのイベントとして実施した。
（２）昨年度に続き２年連続の開催。

＊ 第７回（神奈川）
場 所：永野小学校（神奈川県横浜市）
日 付：平成１９年８月２７日（月）
スタッフ：（講 師）金川茂（指導員）三留益良男、大塚恵司、熊井常雄、石川保則、武石明
（事務局）松崎真也
参加者：５３名（小学５年生）
、その他教職員、父兄
機 材：ゴム動力模型飛行機（ユニオンモデル・ＵＰ－０２）
講師認定：－
その他：学校の依頼により授業として実施した。
第８回（千葉）
場 所：航空科学博物館（千葉県山武郡）
日 付：平成１９年９月１５日（土）
スタッフ：（講師）塙隆之（指導員）金川茂、博物館ボランティア数名
（事務局兼務指導員）山科達雄
参加者：２５名（小学１年生～６年生）
、その他父兄
機 材：ゴム動力模型飛行機（ユニオンモデル・ＵＰ－０２）
講師認定：－
その他：
（１）博物館からの依頼により成田地区「空の日」関連事業として実施した。
（２）昨年度に続き２年連続の開催。
＊ 第９回（宮城）
場 所：総合体育館ケー・ウェーブ（宮城県気仙沼市）
日 付：平成１９年９月１６日（日）
スタッフ：（講 師）渡久地政光
（指導員）本田哲也、鈴木淳雄、高橋清太郎、佐々木貴志
（事務局兼指導員）松崎真也
参加者：３３名（小学４年生～６年生）
、その他父兄
機 材：ゴム動力模型飛行機（ユニオンモデル・ＵＰ－０２）
講師認定：－
その他：気仙沼商工会議所青年部の依頼により実施した。
＊ 第１０回（千葉）
場 所：みずき小学校（千葉県野田市）
日 付：平成１９年９月２４日（祝）
スタッフ：（講 師）金川茂（指導員）平尾寿康、出口東生、渡久地政光、山科達雄、小林忍
（指導員兼事務局）松崎真也
参加者：５１名（小学３年生～６年生）
、父兄、学校関係者
機 材：ゴム動力模型飛行機（ユニオンモデル・ＵＰ－０２）
講師認定：－
その他：PTA の依頼により実施した。

第１１回（千葉）
場 所：幕張メッセ９ホール（千葉県千葉市）
日 付：平成１９年１０月１３日（土）
、１４日（日）
スタッフ：（指導員：１３日）和田光信、山科達雄、松崎真也
（指導員：１４日）和田光信、渡久地政光、矢ヶ崎弘志、山科達雄
参加者：１９５名（プラモデルラジコンショーに来場した子供）
機 材：ゴム動力模型飛行機（ツバメ玩具製作所・プロペラひこうき）
講師認定：－
その他：
（１）ラジコン関係団体主催の「プラモデルラジコンショー」にて実施。
（２）座学は行なわず、機体製作と飛行を実施した。
＊ 第１２回（石川）
場 所：能登空港（石川県輪島市）
日 付：平成１９年１１月１７日（土）
スタッフ：
（講師）山科達雄（指導員）大能義寛、相原秀樹（指導員兼事務局）松崎真也
参加者：１２名（小学４年生～６年生）
機 材：ゴム動力模型飛行機（ユニオンモデル・スカイラーク）
講師認定：－
その他：
（１）能登空港賑わい創出実行委員会（石川県）の依頼により実施した。
（２）日本航空協会主催の航空スポーツ教室より、模型飛行機教室の開催委託を受
けて実施した。
＊ 第１３回（栃木）
場 所：道場宿緑地公園（栃木県宇都宮市）
日 付：平成１９年１１月２３日（金）
、２４日（土）
スタッフ：
（指導員）山科達雄、松崎真也
参加者：１１８名（熱気球大会に来場した子供）
機 材：ゴム動力模型飛行機（ツバメ玩具製作所・プロペラひこうき）
講師認定：－
その他：
（１）熱気球グランプリ運営機構の依頼により、とちぎ熱気球インターナショナル
バルーンフェスタにて実施した。
＊ 第１４回（愛媛）
場 所：野外活動センター（愛媛県松山市）
日 付：平成１９年１２月１日（土）
スタッフ：
（講師）吉岡嗣貴（指導員）西岡弘法、井垣萌（指導員兼事務局）松崎真也
参加者：３９名（小学４年生～６年生）
機 材：ゴム動力模型飛行機（ユニオンモデル・スカイラーク）
講師認定：－
その他：
（１）松山市教育委員会の依頼により実施した。
（２）日本航空協会主催の航空スポーツ教室より、模型飛行機教室の開催委託を受
けて実施した。

第１５回（宮崎）
場 所：大王谷コミュニティーセンター（宮崎県日向市）
日 付：平成２０年２月２日（土）
スタッフ：（講師）黒木泉（指導員）堀内光男、河瀬二千男、宇津田孝正
（指導員兼事務局）松島安則
参加者：５２名（小学生）
機 材：ゴム動力模型飛行機（ツバメ玩具製作所・プロペラひこうき）
講師認定：－
その他：コミュニティーセンターの依頼により実施した。
第１６回（東京）
場 所：花園小学校（東京都新宿区）
日 付：平成２０年２月１５日（金）
スタッフ：
（講師）和田光信（指導員）勝山彊、田邊義和、山科達雄、小林忍
（指導員兼事務局）松崎真也
参加者：３４名（小学６年生）
、学校教職員数名
機 材：ゴム動力模型飛行機（ツバメ玩具製作所・プロペラひこうき）
講師認定：－
その他：学校の依頼により授業として実施した。
＊ 第１７回（東京）
場 所：向台小学校（東京都西東京市）
日 付：平成２０年３月１日（土）
スタッフ：
（講師）金川茂（指導員）吉田利徳、谷塚正実、山科達雄
（指導員兼事務局）松崎真也
参加者：４５名（小学４年生～６年生）
、父兄、学校教職員父兄
機 材：ゴム動力模型飛行機（ツバメ玩具製作所・プロペラひこうき）
講師認定：－
その他：
（１）PTA の依頼により実施した。
（２）日本航空協会主催の航空スポーツ教室より、模型飛行機教部分の開催委託を
受けて実施した。
＊ 第１８回（東京）
場 所：ひかりプラザ（東京都国分寺市）
日 付：平成２０年３月１９日（水）
スタッフ：
（講師）渡久地政光（指導員兼事務局）松崎真也
参加者：３名（小学生、中学生）
、教職員
機 材：ゴム動力模型飛行機（ユニオンモデル・スカイラーク）
講師認定：－
その他：
（１）国分寺市教育委員会の依頼で、適応指導教室の課外活動として実施した。
＊「適応指導教室」とは、心理的な要因等で学校に登校出来なくなった児童
のための教室
（２）参加者の都合上、最少催行人数に満たない参加者であったが、市の活動に
趣旨賛同、協力した。
以上

平成１９年５月１５日付

こども模型飛行機教室全国推進委員会、部会、事務局名簿（平成１９年度）
＊新任

推進委員会
会 長： 太田 正 （
（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 会長）
内田悦弘（日本プラモデル工業協同組合 理事長）
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： 錦織健治（東京エンジン模型卸会 会長）＊
田宮俊作（静岡模型教材協同組合 会長）
新居義弘（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：小林 忍 （
（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：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 会長）
副部会長：内田悦弘（日本プラモデル工業協同組合 理事長）＊
副部会長：吉岡嗣貴（日本ラジコン模型工業会 会長）＊
部 会 員：山科達雄（日本模型航空連盟 事務局長）

事務局
事 務 局 長：小林 忍 （
（財）日本航空協会
事務局次長：渡久地政光（日本模型航空連盟
局
員：山科達雄 （日本模型航空連盟
局
員：松崎真也 （
（財）日本航空協会

常務理事）＊
事務局）
事務局長）
航空スポーツ室）

認定講師リスト

＊

氏名
１．落合一夫
２．長谷川克
３．吉岡嗣貴
４．金川茂
５．平尾寿康
６．渡久地政光
７．山科達雄
８．塙隆之
９．吉川廣
１０．竹内栄重
１１．松島安則
１２．黒木泉
１３．橋本喜一郎
１４．和田光信
１５．川村全佑
１６．玉井秀男
１７．大能義寛
１８．島崎一
１９．高田富造
２０．小林忍

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
石川県
宮崎県
京都府
東京都

以上２０名
＊：平成１９年度は１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
北陸
北・南九州
関西
全国

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
平成１８年８月１９日
平成１８年１１月１８日
平成１９年３月２１日
平成１９年６月２日

