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下さい。
訓歸陶製侭…智侭…響きょうの例会‘詞‘ご』…‘祷響侭響歸鰹罰

;第1275画 平成21年6月23日(火） “訓略
蕊…………蕊黒鴎銅………惑

舞薦率轆,皇鰯謝……蓄薑
$講演“ラジコンヘリコプターの現状” ＄

＃ 日本模型航空連盟国際審査員菅木紀代一様：
鶏智侭琴侭琴‘債%答,侭智侭琴侭雪‘長湾,侭響侭琴侭智侭智‘表窪,侭琴‘漬’淫,‘宗%肇,‘震ｼ琴一

密"それでこそロータリー”
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日本模型航空連盟国際審査員菅木紀代一様

長屋厚美様

囹出席報告

会貝 51 (46)名 出席 33名

出席率 71 74%

前々回 5月26日 （修正出席率） 93,48％

｜萩原幹事報告’
1)次回例会は6月23日（火）で16日は休会となりま

す。お間違いの無いようご出席ください。

｜久野会長挨拶｜
こんにちは。 6月の第2週目となりましたが、梅雨

の入りはまだのようですね。楽しみにしている旅行日

と当らなければいいのですが。

今日はゲストとして、 日本模型航空連盟国際審査

菅木紀代一様長屋厚美様よくおいでいただきまし

た。ごゆっくりお過し下さい。

菅木様には後ほど誰演いただきます、楽しみにして

おります。

さて、来る6月10日は「時の記念日」です。時間を

尊重・厳守し、生活の改善・合理化などを進めること

を目的として定められています。

天智天皇の10年(671年) 4月25日、漏刻（水時計）

が設置され鐘鼓を打って時を知らせた史実(日本書紀）

にちなんでいます。この日を現在の太陽暦に直すと

6月10日に当るところから、この日を記念日にしてい

ます。

なお、 日本の標準時は、明石市を通る東経135度の

地方時とし全国同時刻としています。

園講演“ラジコンヘリコプターの現状”

日本模型航空連盟国際審査員菅木紀代一様

（紹介遠山君）

へ

＜自己紹介＞

大学生だった頃に大須ホビーショップと言うラジコ

ン屋さんが開店しましたが、お店の社長はラジコンに

対して大きな知識を持っておらず、 ラジコンが趣味

だった私は軽い気持ちでアルバイ|､を引き受ける事に

しました。

父が経営する飲食会社の跡取りとして、のほほ

ん・ ・と暮らしていましたが、両親の離婚・ ・再婚と

ともに私は「分家」になってしまい、突然、就職先が

無くなった私はずるずる・ ・と店員になったのです。

1年ほど経過して、そのお店の売り上げはウナギ登

り、 タミヤ模型の販売するラジコンカーがブームに

なったのです。しかも・ ・時を同じくして任天堂の

ファミコンが大ブームに・ ・お店の売り上げは私が入

社した時の10培になっていました。

そんなある日、取引先の銀行から私に・ ・ 「融資を

するから自分で開業したら」と声がかかりました。私

が24歳の時です。そこでオーナーに「独立したいので

すが」と切り出してみると「銀行が用立ててくれた金

額で、店の一部を売ってやろう． ．ただしお店全体の

面倒も見るのだよ_｜ とすごい条件で私のお店は始まっ

たのです。
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会長ﾃｰﾏ 「変化』 本紙は再生紙を使用しております。



従業員はいません。一人で頑張ったのですが、当時、

私を助けてくれたのは他ならぬ常連のお客様たちでし

た。私は1年で借金を返済、儲かったのではなく、使

わなかったのです。現在、小さなラジコン会社を営む

事が出来ているのも当時のお客様のお陰だと思います。

を持つFAIと言う機関が競技の内容を決めていま

す。 この機関・ ･ 1903年ライト兄弟が飛行機で初めて

大空を飛行した2年後にパリで創立されています。つ

まり本物も模型も空を飛ぶスポーツに関するすべてを

取りまとめています。 ラジコンヘリコプターの世界選

手権は1985年カナダで行われて以来2年おきに世界各

国で行われていますが、 日本人選手は団体、個人とも

に最も多く暖勝しています。つまり日本のラジコンヘ

リ技術は世界最高と言う事です。言い方を変えると凝

り性の日本人に向いている趣味と言えます。

また産業界でも多くのラジコンは使用されていま

す。代表的なのが農薬散布、ヤマハ発動機が販売して

いる大型のヘリにはGPS機能や自動安定装置が搭載

されていて、空飛ぶロボットと呼ぶ事が出来ると思い

ます。中国に輸出して問題になりましたね。また災害

時には機動性の高いラジコンヘリによる空中撮影でも

利用されています。まだまだ色々と利用価値はあると

思います。

＜ラジコン模型とは． ．＞

良く、聞かれます。 ラジコンの何が魅力？どこが楽し

いの？って・ ・

元々、空を飛ぶ物へのあこがれは皆が持っていると

思います。宇宙の小さな星で生まれた人類は空の下と

言うか地球の表面に存在する空気の中で生まれ育った

のです。上を見上げれば空があります。そこを自由に

飛んでいる鳥にあこがれ、 また浮遊する事を夢見たの

ではないでしょうか？

私は昔、アメリカの航空学校で小型飛行機の免許を

取り、空を飛びました。また日本に初めて輸入された

ウルトラライトエァープレーンと言う一人乗りの小型

飛行機の教官もしました。 しかし、何か違っていまし

た。確かに空を飛ぶ夢はかなったのですが、飛んでい

る私は飛んでいる私を見る事が出来ないのです。私は

そんな事を思った日から・ ・ラジコンは自分が自由に

操縦でき、 その雄姿を自分で見る事が出来る。想像し

て下さい。地平線の彼方に落ちてゆく夕日の中を自分

が製作し、操縦している飛行機が大きく左旋回してい

く姿を・ ・その一瞬を見たい、感じたいために夜な夜

な飛行機の製作に励むのです。出来上がった暁には次

の休日の天候が気になるのです。

少々の雨でも飛行場に出かけたくなる。また、渡る

間も惜しんで研究したくなる・ ・

ラジコンとはそんな趣味です。従って、 ラジコンに

のめりこんでいるマニアは純粋で夢多き人が多いので

す。 ラジコンの楽しみ方は様々で・ ・作る事が好きな

人、飛ばす事が好きな人、競技会に出場することに情

熱を燃やしている人. ．といろんな楽しみ方がありま

す。ラジコンにも世界大会があります。スイスに本部

へ

＜ラジコン模型の今後． .＞

最近では手のひらサイズのラジコンヘリが人気で

す。数年前まで、そんな小さなヘリの飛行は不可能だ

と言われていましたが、エレクトロニクスの発展と共

に当り前になってきています。これは余り知られてい

ませんが、世の中に初めて登場した新素材の多くを

真っ先に使用しているのもラジコン模型です。小型で

高性能を求めるハイテク模型ですから当然かもしれま

せん。複雑になっていく現代社会で癒しを求め、 また

日ごろ使用していない脳を使うことでストレスを発散

させる。ラジコンはそんな要求に確実に答えてくれる

でしょう。 ラジコン模型は大人の趣味として確固たる

存在を勝ち得るでしょう。またその世界に入り込んだ

人たちは子供のように無邪気に楽しむと思います。

いつまでたっても純粋でこだわりのある生き方が良

いのではないでしょうか？
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萩原喜代子 池森 由幸 吉田 節美

そろそろ雷の季節です雷とい 加藤 重雄 小林 英毅 ラジコンのお話

えぱ八ヶ岳諏訪湖のあたりでは 小山 雅弘 松居 敬二 します

毎日激しい雷雨に見まわれます 宮尾 紘司 西川 豊長 加藤 顕

記紀の世を現に諏訪のはたたがみ 大口 弘和 大谷 恩 結婚記念日祝い

久野 峯一 佐野 寛 佐々木敏夫

残り3回の例会となりました 鈴木 聖三 竹内 克豊

よろしくお願いします 竹内 眞三 舎人 経昭

油田 弘佑 足立 一郎 谷口 優 遠山 憲孝

在田 忠之 江口 武史 和田 正敏 渡邊 源市
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