平成２０年度「こども模型飛行機教室」事業報告書

事業概況
事業４年目となった今年度は、第１回の日本航空健保組合体育館（東京都大田区）での
教室をかわきりに、東北から九州までの全国１９箇所で開催し、過去最高の約２１６０名
（子供１１６０名、父兄、学校教職員等約１０００名）が参加した。
開催は、新規が９箇所、リピートが１０箇所であった。
また、悲願であった教室専用のオリジナル機「スカイ・キッズ号（SK 号）
」が秋に完成
し、１０月の教室から使用を開始した。更に SK 号を使用して１１月には第１回 RC ネオフ
ェスタ（東京ビッグサイト）にて、初の競技会を実施した。
更に文部科学省が進めている「放課後子ども教室推進事業」の支援プログラムとして登
録申請を行い、平成２１年３月１１日付けで認定登録された。
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。

教室事業実績

（「＊」は新規開催）

＊ 第１回（東京）
場 所：日本航空健保組合体育館（東京都大田区）
日 付：平成２０年４月３日（木）
スタッフ：（講師）金川茂（指導員）井澤正男、檀上彰宏、勝山彊、山科達雄、小林忍
（指導員兼事務局）松崎真也
参加者：４２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）
その他：進学塾の課外活動として実施した。以前（平成１８年）の開催に続き２回目。
第２回（東京）
場 所：渋谷区立上原小学校（東京都渋谷区）
日 付：平成２０年６月７日（土）
スタッフ：
（講師）金川茂（指導員）吉岡靖夫、坂巻敏雄、勝山彊
（事務局兼指導員）山科達雄
参加者：１７名（小学生）
、その他学校教職員等
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）
その他：渋谷区青少年対策上原地区委員会からの依頼で開催した。
＊ 第３回（静岡）
場 所：浜松市立飯田小学校（静岡県浜松市）
日 付：平成２０年８月５日（火）
スタッフ：（講師）竹内栄重（指導員）白井正巳、西澤実（事務局兼指導員）金川茂
参加者：１５名（小学生）
、その他学校教職員等
機 材：ゴム動力模型飛行機（ＵＰ－０２：スタジオミド）
講師認定：西澤実
その他：
（１）学校の夏休み理科活動として実施した。
（２）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４回（東京）
場 所：目黒区立鷹番小学校（東京都目黒区）
日 付：平成２０年８月７日（木）
スタッフ：（講師）渡久地政光（指導員）井澤正男、勝山彊、檀上彰宏、田邊義和
（事務局兼指導員）松崎真也
参加者：４１名（小学３年生～６年生）
、その他学校教職員等
機 材：ゴム動力模型飛行機（ＵＰ－０２：スタジオミド）
講師認定：田邊義和
その他：
（１）学校の夏休み活動として実施した。
（２）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５回（石川）
場 所：石川航空プラザ（石川県小松市）
日 付：平成２０年８月１７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
（事務局委託）渡辺三男
参加者：２５名（小学生）
、その他父兄等
機 材：ゴム動力模型飛行機（ＵＰ－０２：スタジオミド）
その他：博物館の依頼により夏休みのイベントとして３年連続の開催。
第６回（岡山）
場 所：笠岡農道離着陸場（岡山県笠岡市）
日 付：平成２０年８月２４日（日）
スタッフ：（講師兼事務局）渡久地政光（指導員）吉岡久智、田尻正嘉、久山進
参加者：９７名（小学生）
、その他父兄等
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）
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３
年連続の開催。
（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。
第７回（千葉）
場 所：航空科学博物館（千葉県山武郡）
日 付：平成２０年９月１３日（土）
スタッフ：（講師）塙隆之（指導員）博物館ボランティア数名（事務局）山科達雄
参加者：１７名（小学生）
、その他父兄等
機 材：ゴム動力模型飛行機（ＵＰ－０２：スタジオミド）
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３年連続の開催。
＊ 第８回（兵庫）
場 所：伊丹市立総合教育センター（兵庫県伊丹市）
日 付：平成２０年９月１３日（土）
スタッフ：（講師）長谷川克（指導員）池田安久、杉本祐子、水間ゆき江、鷲見健次
（事務局兼務指導員）松崎真也
参加者：１５名（小学３年生～６年生）
、その他教育委員会職員、父兄等
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）
その他：伊丹市立総合教育センターの依頼により実施した。

＊ 第９回（兵庫）
場 所：神戸市立本山第三小学校（兵庫県神戸市）
日 付：平成２０年１０月５日（日）
スタッフ：（講師）金川茂（指導員）小池勝、山崎興、川阪末継、河合良、鷲見健次
（事務局兼指導員）松崎真也
参加者：５２名（小学３年生～６年生）
、その他学校教職員、父兄等
機 材：ゴム動力模型飛行機（ＵＰ－０２：スタジオミド）
講師認定：鷲見健次
その他：
（１）学校 PTA の依頼により実施した。
（２）認定した講師は、今後関西地区で開催する教室での講師として派遣する。
第１０回（千葉）
場 所：幕張メッセ１０ホール（千葉県千葉市）
日 付：平成２０年１０月１８日（土）
、１９日（日）
スタッフ：（指導員：１８日）平尾寿康、出口東生、和田光信、山科達雄
（指導員：１９日）浅沼資司、前田嵩、山科達雄、矢ヶ崎弘志、松崎真也
参加者：２００名（プラモデルラジコンショーに来場した子供）
、その他父兄等
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）
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３年連続の開催。
（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。
＊ 第１１回（東京）
場 所：東大和市立第五小学校（東京都東大和市）
日 付：平成２０年１０月１８日（土）
スタッフ：（講師）田邊義和（指導員）榎本英世、渡久地政光（指導員兼事務局）松崎真也
参加者：１９名（小学４年生～６年生）
、その他学校教職員、父兄等
機 材：ゴム動力模型飛行機（スカイ・キッズ号）
その他：
（１）学校 PTA の依頼により実施した。
（２）航空スポーツ教室と共催にて実施した。
＊ 第１２回（栃木）
場 所：ツインリンクもてぎ・ファンファンラボ（栃木県芳賀郡）
日 付：平成２０年１１月１日（土）、２日（日）
スタッフ：
（指導員）渡久地政光、山科達雄（指導員兼事務局）松崎真也
参加者：４３名（飛行機イベントに来場した子供）
、その他父兄等
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）
その他：ツインリンクもてぎの依頼により、FAI エアロバティックス日本グランプリにて
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２０年１１月２２日（土）
、２３日（日）
スタッフ：
（指導員）山科達雄、松崎真也
参加者：２０４名（熱気球イベントに来場した子供）、その他父兄等
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）
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２年連続の開催。

＊ 第１４回（東京）
場 所：東京ビッグサイト（東京都江東区）
日 付：平成２０年１１月２９日（土）
、３０日（日）
スタッフ：（指導員）金川茂、吉田利徳、和田光信、谷塚正実、塙隆之、田邊義一
（MC）梅谷麻衣亜（事務局兼指導員）渡久地政光、山科達雄、小林忍、松崎真也
参加者：１０７名（RC ネオフェスタに来場した子供）、その他父兄等
機 材：ゴム動力模型飛行機（スカイ・キッズ号）
その他：RC ネオフェスタにて教室初の競技会を取り入れた教室として実施した。
また、来場した観衆に対して MC を設けて競技模様を説明しアピールした。
第１５回（宮城）
場 所：気仙沼市立気仙沼小学校（宮城県気仙沼市）
日 付：平成２０年１２月１４日（日）
スタッフ：（講師）山科達雄（指導員）鈴木敦雄、小山和範、鎌田宣夫、小野寺洋
（指導員兼事務局）松崎真也
参加者：３４名（小学４年生～６年生）
、その他父兄等
機 材：ゴム動力模型飛行機（スカイ・キッズ号）
その他：
（１）気仙沼商工会議所の依頼により２年連続の開催。
（２）航空スポーツ教室と共催にて実施した。
＊ 第１６回（愛知）
場 所：中部国際空港（愛知県常滑市）
日 付：平成２０年１２月２０日（土）
、２１日（日）、２７日（土）、２８日（日）
スタッフ：
（講師）吉岡嗣貴、西澤実（指導員）佐藤宏彦、白井正巳、竹内栄重
（指導員兼事務局）渡久地政光、小林忍、天野隆太郎、松崎真也
参加者：１４９名（小学生）
、その他父兄等
機 材：ゴム動力模型飛行機（スカイ・キッズ号）
その他：中部国際空港の依頼により実施した。セントレア会議室（座学）と貨物ハンガー
（飛行）にて実施した。また、大型スケールラジコンの展示会等も同時開催した。
＊ 第１７回（東京）
場 所：江戸川区立鹿骨東小学校（東京都江戸川区）
日 付：平成２１年１月１６日（金）
スタッフ：（講師）渡久地政光（指導員）平尾寿康、出口東生、岡田英二
（指導員兼事務局）松崎真也
参加者：４３名（小学４年生～６年生）
、その他学校教職員、父兄等
機 材：ゴム動力模型飛行機（スカイ・キッズ号）
その他：航空スポーツ教室と共催にて実施した。
第１８回（宮崎）
場 所：日向市立大王谷小学校（宮崎県日向市）
日 付：平成２１年２月７日（土）
スタッフ：
（講師）渡久地政光（指導員）松島安則、黒木泉、堀内光男、宇田津孝正
（指導員兼事務局）松崎真也
参加者：３４名（小学生）
機 材：ゴム動力模型飛行機（スカイ・キッズ号）
その他：大王谷コミュニティーセンターの依頼により４年連続の開催。

第１９回（東京）
場 所：ひかりプラザ（東京都国分寺市）
日 付：平成２１年３月４日（水）
スタッフ：
（講師）山科達雄（指導員兼事務局）松崎真也
参加者：５名（中学生）
、教職員
機 材：ゴム動力模型飛行機（スカイ・キッズ号）
その他：（１）国分寺市教育委員会の依頼で、適応指導教室の活動として２年連続の開催。
＊「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
趣旨賛同し、協力した。
以上

平成２０年４月１６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２０年度）
＊新任

推進委員会
会 長： 太田 正 （財団法人日本航空協会 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）
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）
監 事： 鈴木 久 （財団法人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）

運営部会
部 会 長：小林 忍 （財団法人日本航空協会 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 副理事長）

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 （財団法人日本航空協会 常務理事）
事務局次長：山科達雄 （日本模型航空連盟 事務局長）＊
局
員：渡久地政光（日本模型航空連盟 事務局）
局
員：松崎真也 （財団法人日本航空協会 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
２１．西澤実
２２．田邊義和
２３．鷲見健次

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
愛知県
東京都
大阪府

以上２３名
＊：平成２０年度は３名を認定した。

担当地域
全国
関西・中国
四国・中国
全国
全国
全国
全国
関東
中部
中部
九州
九州
九州
全国
東北
東北
北陸
九州
関西
全国
中部
関東
関西

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
平成２０年８月５日
平成２０年８月７日
平成２０年１０月５日

