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第第第第 1111 回回回回 NA ENKAINA ENKAINA ENKAINA ENKAI マジ編（マジ編（マジ編（マジ編（2012.3.12012.3.12012.3.12012.3.1----3.163.163.163.16）レポート）レポート）レポート）レポート    

    

 NA ENKAI ナロマインで楽しく飛んで、夜 宴会と言う趣旨で 3 年前より 8 月 or 9 月 に実

施しています。こ 度滝沢信三さんより、新規提案として 3 月にマジ編開催をご提案いただき、牧

田さんが幹事を引き受け実施されました（残念ながら牧田さん 仕事 都合で不参加）。開催

概要 、以下 通りです。 

名称 ： NA ENKAI pring ession （俗称：マジ編） 

期間 ： 2012 年 3 月 1 日～10 日（基本日程） 

場所 ： oar Narromine http://www.soarnarromine.com.au/index.htm 

 フライトトレーニング，ブラッシュアップ，久しくソロに出ていない人，またクロスカントリーフライト

をエンジョイしてみたいという方に来て頂き、ちよっとマジに飛びましょうと言う企画です。勿論、夜

フライト 話，昔話，よもやま話で盛り上がりました。 

 今年参加した 2 名からナロマイン 空を満喫したレポートをお送りします。若い頃に空 魅力に

取り憑かれた皆さん 、空へ 復帰を後押しできるとうれしいです。 

 

今年 参加者 

Nob こと堀崎修宏：3 月 2 日—3 月 16 日 

目標：シルバーがシルバーを目指す 

Hiroshi こと市川博：3 月 6 日—3 月 13 日 

目標：20 年ぶり ソロ、サーマルフライト 

    

左から左から左から左から NobNobNobNob、、、、 hinzohinzohinzohinzo、、、、HiroshiHiroshiHiroshiHiroshi    



Nob eportNob eportNob eportNob eport    

 

３月２日（金） 

２日（金）朝シドニー着。曇り。こ 雲で ナロマインも駄目そう。ダボ行き 搭乗後１５分ほど遅れ

て出発。なんかトラブル。途中ずっと雲 上。降下中 雲 中。ダボ 雨。迎えを頼んだアン曰く、

「ずっと雨、晴れる 月曜日」。 

やれやれ、 ぶ 雨男になったか。（一昨年 １１月 雨続きより ましかな） 

午後１時、信三さん・ゲストハウスに到着。信三さんも雨だからすでにオフ。 

信三さん、日本語をしゃべれて、ハッピイみたい。話すこと話すこと、いつ まにか夜に。 

信三さん手作り スパゲッティにて夕食。そ 後またお話。就寝１１時。 

 

３月３日（土）、４日（日） 

信三さんと相談し、目標 単座ソロ、フライト A K21 で行うことにしました。 

こ ２日間 天候不良。３日３フライト、４日１フライト。ソアリングで ありませんが。昨年９月 ナ

レンカイから飛んでないにもかかわらずすばらしいといつも 信三節。 

しかし、着陸体勢に入ってから ピッチ・コントロール、グライド・パス、引き起こしについて 指摘。

着陸もフライト 延長であり特別なことで ないと。 

 

３月５日（月） 

予報どおり一応 フライト日和。２フライト。会員一人だけ フライトを楽しみました。 

フライト 注意点 昨日に同じ。 

 

３月６日（火） 

６日（火）に 、いよいよHiroshi さん（市川博）さん登場。また oss も加わりにぎやかに。 oss チ

ェックアウトも含めみんなで A K21。 

 

左から Hiroshi、 oss（エアラインパイロット）、Keith（タグパイロット）、Nob 

 



３月７日（水）、８日（木） 

それぞれ、１時間強 フライトができました。 

当初目標に対し着々と進歩していると 信三さん 言。本人 ？？？です。 

無我夢中というか、フライト 中身をあとで反芻すること なかなか難しい状態。 

 

ちょっと横道にそれますが、我々 ゲストハウスに泊めていただいております。信三さんと共に３

人で共同して洗濯・掃除・朝食作り・昼食作りなどをしています。皆さんここでこ ようなタスクをコ

ンプリートすれば、帰宅後奥さんから見直されて（勿論そ 成果を自宅で実行して 話）喜んでナ

ロマイン行き 支援を受けられるようになる？という副産物があることをご存知ない方が多い で

ないでしょうか。 

私 昨年・一昨年と経験がありますが、Hiroshi さん 台所仕事にも開眼しつつあります。 

 

３月９日（金） 

７日以降天候 まずまずで、 oss も含め４日間ルンルン フライトをやっています。マジ編ですか

らそこそこ ご指摘を受けながらですが楽しんでいます。これまで最高 5,000ft ですがナロマイン

良さを実感しています。 

 

３月１０日（土） 

今日 一日ブルー。昨日に続き少しチリチリ 暑さになりました。 

私 フライト 次 とおり。1405-1421 (0h16) ,1440-1621 (1h41) 

私 力で ブルー・サーマルをつかむ 無理。 

２フライト目 信三さん 力で 7000ft ゲット。（信三さん サーマルが見えているという。Hiroshi さ

ん 言葉 そ とおり） oss と リード・アンド・フォローを体験させていただきました。ブリーフィン

グと実体験、よくわかります。 

私 と言うと、今日 ピッチ 変化も少なく、ダウンウインドから着陸までもまあまあと自画自賛。

信三さんからも今日 ますますよくなってきたと 言葉。目標に近づいてきたかな。 

 

３月１１日（日）。 

今日も一日ブルーデイ。日毎に気温が高くなってきました。 

今日 フライト 、1350-1527 (1h37)、7000ft。 

北西 30Km Trangie、南 10Km Narwonah まで行ってきました。 

Trangie 手前まで 自力でサーマルを捕まえることができ充実したフライトでした。 

いろいろ進歩 していますが、まだまだ残る注意点があります。ピッチコントロール（私 くせ 少

し引き気味）、特にサーマルから離脱するとき きっちりした頭下げ、ダウンウインド 目標設定、

チェックポイントから 第四旋回点 設定などなどをきちんと意識して実行することです。また適

宜耳抜きを実行すること。 

来る９月に７０歳 誕生日を迎えると いえ、反応 鈍さと身に定着すること 遅さに 泣けてき

ますが、めげずに一歩一歩。 

ということで ありますが、信三さん 、明日 単座でいこうと言って A K21 を大掃除して格納し

てしまいました 



 

３月１２日（月） 

本日 ２０年ぶり ソロフライト。ヤッターヤッターヤッターヤッター  

２０年前 モーターグライダー ソロ こと。単座ソアラー ソロ したことありません。 

また、学生時代 ソロ 、H22 ですから、本当に感激です。 

信三さん、ありがとう。皆さん、ありがとう。 

単座 舵って軽いです 。バタバタしてしまいました。 

昨日報告した押さえどころをすべてクリアしたわけで ありませんが、一人になると、自分で、次

何だ、次 何だと考えていく力が出てきているように思います。これが、信三さん 作戦な でし

ょう。 

今日 ワン・フライト（１１分）で終わりにして、興奮を抑えています。 

岩楯さん、応援ありがとうございます。岩楯さん 言によれば単座で飛んだら１０歳若返えれる。

私、本日、満５９歳になってしまいました。気分・気持ち 若返っても、反応など フィジカル 若

返っておりません で、注意しながらあせらずにをモットーにさせていただきます。 

皆さんも大いに若返りましょう。 

１６日までナロマインです で、一歩、一歩前進。 

 

 

３月１３日（火） 

ソロフライト２回目。２５分。 

おっ、ちょっと長い とお思いでしょうが、AGL3000ft まで曳航してもらった でした。 

サーマルをつかむチャンスをふやす、そして長めに飛べるようにというつもりで。 

１１時２０分 離陸でした で、サーマル あるならばということです。 

まだ、サーマル 感じられませんでした。 

昨日に続き、舵 感じを身につける、ピッチを安定にするが主眼。 

信三さん 指導 とおり時折手を離してみるをやってみています。 

着陸後、信三さんに「旋回するとき不安定になる」と、「そ 時手を離したか」と信三さん。 

「ノー、旋回 時 できなかった」と私、「旋回 時 ほうが G が大きい で安定だぞ」と 



信三さん。なんか怖くて手が離せなかった私。明日やってみよう。 

それから、ジャンボ 場周になりました。 

昨日、チェックポイントで低くなった が影響した か高目に来てしまった で。 

超ロングファイナル。長い緊張に耐えられなかった でしょう。落着。 

アステアさんごめんなさい。落ち込まない、落ち込まないと自分に。 

でもグライダーが壊れて 困ります。 

 
 

３月１４日（水） 

今日 ところによりサンダーストーム 予報。ナロマイン ないようです。 

平穏なうちに Nob 単座ソロフライト。３回目。 

昨日より ゆとりを持って飛べました。進歩あり。だが、引き続き 度チェック、 度チェック。 

他 飛行もなく、お昼前 飛行場を独占させていただきました。 

昼食後、お昼寝。見えない疲れをとりました。 

 

３月１５日（木） 

昨夕、何 話からだったか思い出せませんが、MLB 選手が試合中にガムを膨らませたりする

、選手が緊張を緩和する にやっているんだと信三さん。 

こ 話 それでお終いでしたが、今朝、Nob さんガムを噛みながら飛んでみたらと信三さん。 

さっそく飛行場へ行く途中 ガソリンスタンドで購入。さてそ 結果 。 

ガムだけ ことで ないでしょうがグッド・ランディング。 

調子に乗って、もう１回。３０分飛んで、グッド・ランディング。 

今日 タスク 達成。二人ニコニコでハンガーへ。 

信三さん ニコニコ顔を見ると、自分もより達成感が高揚しました。 

信三さん 自分 こと ように私 ことを考えて下さっている。ありがとうございます。 

 



 

補足： 

ガムを噛んでいますと唾液が出てきて口 中が滑らかになり、声を出す もスムーズになります。 

 

３月１６日（金） 
最終日です。 

サーマルが出るまで待って離陸。AGL3000ｆｔまで上げてもらいましたが、サーマル 弱く私 力で

捕まえられませんでした。着陸 悪い癖が出て落着。 

グッド・フィニッシュを身に付けるため再挑戦しました。 

3800ｆｔ離脱（AGL3000ft）で3300ftまで落ちましたが、弱いサーマルを捕まえて3500ｆｔまで上昇。継

続して捕まえること 困難と考え、あと エア・ワークして着陸。グッド・ランディング。 

よい結果を次に残すことができました。 

 

まとめ 

年齢 ハンディがあるかもしれない。というよりも、私 能力？、性格？、そ 他もろもろに起因し

ているような気がする。どちらにせよなかなか進歩が見られず、くじけそうになることが多々ありま

した。こ 状況について 信三さんをも悩ませた で ないかと思っております。しかし、あ 手こ

手でサポートして下さった信三さんに感謝いたしております。 

振り返ってみると、私自身 目標に向かう意思 力と集中力などが少し弱かった だと思ってお

ります。リタイアした者がこれを強く維持すること なかなか困難なことかもしれません。OB 諸氏

におかれて 是非リタイアする前 時期にフライト再開することをお勧めします。 

第一目標（単座ソロ） 達成できました で、次なる目標に向かって進みたいと思います。 

 

 



Hiroshi eportHiroshi eportHiroshi eportHiroshi eport    

 

Hiroshi(市川博)です。20 年ぶり ナロマイン、フライトも昨年 OB 会とハワイでちょこっとゲストフラ

イトをしただけでほとんど 20 年ぶりです。ふつー おじさんが、空へ復帰した報告です。 

 

３月６日（火） 

晴れ(cumulus）、 unway11、A K21 

フライト時間：16:05-17:26(1+21) 

タスク：ゲストフライト 

ほぼ20年ぶり 慣熟フライ。ナロマイン近郊と unway 位置を確認。信三さんにサーマルを見つ

けてもらいエアワーク I haveで実施し、5000ft以上をゲット。久しぶり 操縦を楽しみました。 

 

３月７日（水） 

晴れ（cumulus）、 unway11、A K21 

フライト時間：14:50-15:42（0+52） 

タスク：基本的な離陸、サーマル旋回、着陸 エアワークを確認 

本日も 5000ft 以上ゲット。どこに目標を取って飛行するかを注意。信三さんに操縦忘れてない と

ほめられてまんざらでもない気分に。それにしても、ナロマイン 空も地上もでかい。日本で飛ん

でいる と スケールが違って見えてしまう。 

 

３月８日（木） 

晴れ（cumulus）、 unway22、A K21 

フライト時間：13:23-14:43(1+20) 

タスク：10km 三角フライト+チェックフライト 

1,2 日目 楽しんでフライト、信三さんにうまい と言われ（いつも 信三トーク？）、なかなかいけ

るなと思っていたところ、明日チェックフライト と信三さんに言われたとたん、お客さんから訓練

生に。がちがちに力が入り、自分で操縦を荒らして撃 （岩楯さんが言う通り別世界に）。明日か

ら マジに楽しまなくて 。 

 

３月９日（金） 

晴れ（cumulus）、 unway22、A K21 

フライト時間：15:25-16:40（1+15） 

タスク：リラックス＋サーマル旋回＋フライトマネジメント 

6000ft ゲット、オーストラリア人 oss（ディスカス）と同じサーマルで上昇、ナロマイン西 25km 付

近まで。リラックス タスク 70%達成。昨日 緊張を信三さんが和らげてくれて、楽しいフライトが

できました。 oss（エアラインパイロット） ディスカスとナロマイン南 25km で 6000ft guggle 

soring、ポスターにあるような光景をまじかに見られ、大感激。カメラを持っていかなかったことを後

悔しました。それにしても、信三さん サーマルが見えている。 

 

 



３月１０日（土） 

晴れ（blue）、 unway22、A K21 

フライト時間：12:24-13:41（1+17） 

タスク：チェックフライト＋フライトマネジメント 

5800ft ゲット、cumulus がなく Blue ky でも、13:00 過ぎから強いサーマルが出現、Nob さんと oss

7000ft まで上昇。サーマルで落ちなかったこともありダウンウインドに入る前に、stall 練習を

リクエスト。ついでに信三さんに pin、Loop をやってもらう（初めて 経験で感激）。まだまだ、フラ

イトマネジメントが出来ず、高い高度でベースに入ってしまう。まだまだと思っていたところ、信三さ

んにチェックアウトを言い渡され、思わず No と言ってしまう。あした 、アステア III で、20 年ぶり

ソロフライト。〜緊張  

 

３月１１日（日） 

晴れ(blue)、AstirIII 

１回目フライト時間：11:53-12:15(0+22) 

タスク：20年ぶり ソロフライト 

ほぼ20年ぶり ソロフライで静穏 うちにスタート。昨日と 風向きが変わり unway04から離陸、

着陸 unway11ロングと信三さんから言われ、ハードルがあがり緊張が増す。2800ftでリリース

し、ナロマイン 町上空でサーマル旋回するもまったくヒットせず、チェックポイント1500ftで低く入

り、スクエア ダウンウインドがとれずに着陸。無事にrunwayに帰れたことで満足する。 

２回目フライト時間：10:25-14:05（0+40） 

タスク：サーマルソアリング 

風向きが変わる時間で、離陸 runway04、着陸 逆 runway22ロングと上空で信三さんから指

示。3800ftでリリースしサーマルをサーチする間2600ftまで降下、runway東でサーマルをとらえ

4000ftまであがるも、風向きが変わったことをあまり認識せず、信三さんにナロマイン上空に帰っ

てきなさいと Callで、一気に下降帯に。A K21（Nobさん） サーマル 下に入るもヒットせず着

陸。１つ サーマルを捕まえたことでよしとするも、課題多し。 

明日 Nob さん ファースト AstirIII。 

 



３月１２日（月） 

晴れ(cumulus)、AstirIII 

フライト時間：13:36-14:16(0+40) 

タスク：サーマルソアリング３時間以上 

oss（ディスカス） すぐ後にテイクオフするも、残念ながら昨日と同じ40分でランディング。 oss

帰ってくる を３時間以上待つ めに。信三さんから上がれなかった理由を聞かれ「？？？」と

なるも、 ossが初期 難しいサーマルだったと慰められる（くやしー）。信三さんとサーマル旋回し

ていたときい言われた事をなかなか実行できない（ヒットしたと思ってから少し待って旋回に移る事

など）。ヒットして（したと思って）すぐに旋回に入り、なかなかセンターで上がれない。信三さんが言

うようにグライダー操縦 操縦技術だけでなく周り 状況を判断するシンキングが重要である事を、

改めて認識する。明日 最後 フライト、楽しもう。 

追伸 昨日、信三さんとソアリング（7000ft）していたときに、カンタス 国際線（シドニー − シンガ

ポール） キャプテンから無線でナロマイングランドへ無線で呼びかけ oss（国際線 パイロット）

と楽しそうに会話。日本で 考えられない状況に驚きとともに、グライダーもエアバスも同じ航空機

という意識に感激。 

 

３月１３日（火） 

晴れ(cumulus)、AstirIII 

フライト時間：12:56-15:22(2+26) 

タスク：サーマルソアリング３時間以上 

本日がナロマインで 最後 フライト。昨日課題だった離陸（操縦桿をニュートラルにできず、機

種が突っ込んだまま滑走、 度が付きすぎてオーバーコントロール） まずまず、3800ftでリリー

スし、サーマルをサーチしている間に2800ftまで降下、なんとか弱い（＋２） サーマルを見つけ

4000ftまで上昇する。2200ftまで降下し、また40分かとダウンウインドに入ろうと思ったところでや

や強いサーマル（＋４）で4200ftまで回復、何回か unway上空を行き来して時計を見ると２時間を

超えていました。目標 ３時間に 達しませんでしたが、満足して着陸。 

 

まとめ 

20年ぶりにグライダー操縦に復帰できました。ナロマインに入るまで、マジ編 意識 あまり無く、

地図、 unway 位置確認、飛行前点検（ＣＨＡＯＴＩＣ）、飛行中点検（ＦＵＳＴ）、無線で ＣＡＬＬな

ど、なにも準備していませんでした。Ｎobさんに教えてもらい、そうか一人で飛ぶと言うこと こうい

うことだった だと改めて認識しました（自家用操縦士な に、全く自覚無し）。信三さんからグライ

ダーで飛ぶために 操縦技術 一部で、それより周りを見て判断するマネジメント ほうが る

かに重要なんだと言われました。学生時代 操縦技術をマスターすること みで（滑空場 まわ

りを飛び離陸、着陸 練習を何回もパターンで実施）、本当 意味でグライダーで飛んで楽しんで

いた で なかった だなと思いました。今回も着陸が心配で、信三さんにどこがチェックポイント

でベースレグ どこで・・・などと質問しましたが、信三さん曰く、パターンで覚えても意味が無い周

りを見て判断しなさいと言われ、そ お蔭で、毎回 ように離陸と着陸 unwayが違っていても

なんとかなっただなと思いました。大妻女子大航空部 声もあるようですが、まず 自分が飛ぶこ

とを楽しんでから考えたいと思います。まだまだ、入口に立ったところですから。 



 



Ｎｅｗｓ（2012.5.20） 
Shinzo came back to Narromine conditioned 8000f Cu  from  6 weeks advance 
coaching tour in Jakarta,  Sekiyado, Ａso and Ｋuju.   It was a lot of fun, friends 
and rain. 
 
信三  6 週間の ジャカルタ、 関宿、 阿蘇、 久住のアドバンスコーチングより 戻

る。 ”旧友たちと 楽しく飛び たまにはサーマル 時には雨 美しい春を満喫しました。  
Ｎａｒｒｏｍｉｎｅに 戻つたら いきなり強烈なブルー 8000ｆの積雲でした。” 
 

 
ジャカルタ 

 
関宿 



 
阿蘇 

 
久住 


