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Greeting 

 花の便りが次々と舞い込む季節となりました。JAA 会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか。

昨年は 50 名弱のご入会者を迎え、2015 年のイベントも盛大に開催することができました。 

 そして JAA は、多くの方々のご協力とご支援を賜りながら、3 年目に無事突入いたしました！

嬉しい気持ちと身の引き締まる思いが重なりつつ、感謝の気持ちでいっぱいでございます。 

今年は普及活動の成果が少しでも見えるような一年にできるよう、スタッフ一同頑張ります

ので、みなさまどうぞよろしくお願い申し上げます。 

今回の季節報は、Winter 2015 ＆ Spring 2016 です。 
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１．会長挨拶 

あちこちで開花の知らせが聞こえる季節

になりましたね。かなり遅いご挨拶になっ

てしまいますが、新年、おめでとうござい

ます。お陰様で JAA は 2015 年 12 月に無事

に 2 周年を迎えることができまして 3 年目

に突入いたしました。そして、イベント毎

に、新規ご入会の会員様を迎え、充実した

イベントを行うことができました。これも
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ご支援、ご協力頂いた皆様方のお蔭だと、

心からお礼申し上げます。個人的には、本

当に色々なことがありました。中でも水害

時の救助活動が一番印象に残っています。

常総市での救助活動は大きな自信となり、

今後の開発にも影響を及ぼしそうです。 

それから、テレビ東京の番組に取り上げ

て頂いたことも素晴らしいことでした。 

所ジョージさんがエアボートに試乗してく

ださり、撮影の中で、「エアボートは自治

体に入れるべきだ。」「造った人でないと

苦労は分からない。」と話してくれたこと

が、印象深く心に残っています。局の方の

情報によりますと、視聴率も良かったそう

で、エアボートが陸上に乗り上げるシーン

では、局内で最高の視聴率だったそうです。

エアボートの普及を目指す私にとりまして

は、この上なく嬉しいことでした。 

今年も昨年同様、普及のため、頑張って

活動をして参ります。どうぞ宜しくお願い

致します。 

 

2. 会の目的 

 Japan Airboat Association は「日本国内に

おけるエアボートの普及や安全管理」を目的と

しており、この目的を達成するために以下の 5

項目を柱に活動して参ります。 

Popularization: 各種イベントの実施 

Safety: 航行マナー講習、整備講習の実施 

Leisure: レジャー用エアボートの提案 

Rescue: 救助用エアボートの提案 

Volunteer: エアボートによる地域貢献、災害

時の救助活動の実施 

 

3. 活動報告 

・1 年の活動報告と忘年会を兼ねて JAA 

Meeting 2015 Winter in Tokyo を開催。 

 

4. JAA Meeting - Winter 2015 in Tokyo 報告    

12 月 20 日（日）に、(株)フレッシュエア

ー 新宿戸山ベースをお借りして JAA 

Meetingを開催しました。 

忘年会、活動報告、会員更新等を兼ねて、

都内のイベントなら参加しやすいというお

声も反映しつつ、エアボート展示スペース

も確保でき、いい場所での開催になりまし

た。 

 
(株)フレッシュエアー 新宿戸山ベース 

 

展示したエアボートは、最新のプロペラ

を取り付けての初お披露目。 
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カッコイイプロペラのせいか、みなさん、

記念撮影を盛んにしてもらいました。 

今回のイベントでは、予め手伝って下さる方

を募っていたのですが、早目に駆けつけて下さ

った方達と材料を切ったり、受付準備をしてく

れたり、ワイワイと、とても賑やかな準備の時

間を過ごしました。協力し合って進めると、準

備も楽しいものですね。 

 

料理の下準備中 

 

 
受付中 

 

開始は、当協会の副会長、村石より挨拶を行

い、JAAの 2周年を祝う Opening動画を流しま

した。 

その後、常総市での救助活動動画や、「所さ

んのそこんトコロ！」のテレビ収録風景の動画

などを、皆さんに観て頂きました。 

 

救助活動について説明 

 

 

テレビ収録時の様子 

 

そして、料理はというと・・・ 

メインは、お取り寄せした博多「笑楽」のもつ

鍋！そして焼肉です！ 

子供から大人まで、モツが苦手な人でも美味し

い味だと好評でした。さらに、日本酒、漬物、

お菓子、刺身、数の子等々、会員の方からお気

持ちで頂いた差し入れもたくさん！！ 

お酒好きの会員の方は、堪らなかったかもしれ

ませんね。 

日本酒を呑みながら、みなさん色んな話に盛り

上がっていました。 
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みなさん、いい笑顔ですね。 

ここで数十年ぶりに再会したという会員もい

らっしゃいました。 

エアボートが好きな人も、楽しいから参加し

ている人も、応援してくださる気持ちで参加し

ている人も、どこかで通じているところがある

ように見受けられました。 

けして豪華な食事ではありませんが、皆さん

の笑顔がさらに美味しくさせているような気

がしましました。 

 

 
再会あり 

 

出会いあり 

 
笑いあり 

終盤は、今後の救助活動について、当協会会

長の佐々木と、会員の金子氏より、民間救助チ

ームの立ち上げ構想を皆様にご提案いたしま

した。「自分や家族、地域の人たちの身は自分

たちで守ることが大切だ。」という趣旨のもと

に熱く語って頂きました。 
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皆さん、真剣に聞き入っています 

 

有志のメンバーではありますが、水害時の救助

活動で感じたことをベースに、もっと機敏な救

助活動をするための構想も提案しました。 

すると、賛同者が熱い想いと共に手を挙げて下

さいました。「それ、僕一人でもやりますよ！」

の発言も飛び出して、場の雰囲気はいっきに熱

くなりました。そして感動の拍手が！！ 

 

 
嬉しい賛同 

有志による救助活動構想が受け入れられた

ことにより、今後の JAAの活動は、目的に応じ

た分科会へと展開していく可能性も出てきま

した。今後の展開が楽しみです。 

 

賑やかに開催された Meetingも終了時刻を

迎え、当会員の金子氏の挨拶と一本締めを以て

閉会となりました。 

時間が許す会員の皆さんには、片づけや清掃、

そしてエアボート格納までをお手伝い頂きま

した。 

 
エアボートを格納して記念写真！ 

 

いろんなご協力をいただきながら、充実した

イベントができましたことを、主催者として大

変ありがたく、嬉しく思います。 

 また、差し入れなどのお心遣いを頂きました

会員様には、この場をお借りしてお礼申し上げ

ます。 

 出会い在り、美味しい料理あり、笑いあり、

感動あり、志あり・・・、素晴らしい Meeting 

2015 Winter in Tokyoでした。本当に有難う

ございました。 
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5. 会計報告 

 

前年期からの繰越金 16,770 円で今年はス

タートし、繰越金を含めての収入総額は

323,921 円でした。 

支出総額は 252,801 円で、年末残高は 71,120

円になりました。そのまま 2016 年へ繰り越

してスタート致します。 

年末のイベントを、フレッシュエアーの社

内で開催したことで、イベント費用が抑えら

れました。今後、フレッシュエアー社の施設

等で行う場合、光熱費等の実費部分について

は JAA で負担したいと思います。 

 

6. 2015 年を振り返って  

会長の挨拶でもありましたように、水害の

救助活動に参加できましたことは、エアボー

トの普及を行ううえで大変意義深い活動でし

た。そのほかの活動報告は、毎回の季節報で

お知らせしておりますが、ここで改めて振り

返ってみたいと思います。 

 相模川（試乗会＆BBQ） 

 猪苗代湖 

（試乗会・マリンスポーツ＆BBQ） 

 浜名湖 DIS-REC 

（デモンストレーションと試乗会） 

 (株)フレッシュエアー 

（展示・交流会＆もつ鍋と BBQ） 

 

 その他の活動として 

 常総市での水害救助活動 

 テレビ東京 

「所さんの学校では教えてくれない 

そこんトコロ！」テレビ放送 

 高知市鏡川デモンストレーション 

 

7. 2016 年 新役員について 

以下の通り決定いたしました。 

至らぬ部分も多いと思いますが、どうぞ

宜しくお願い致します。 

会 長 佐々木 甲 

副会長 村石 秀紀（会長代行） 

広 報 本田美津子・江田京子 

会 計 江田 京子 

 

8. 今後の予定 

5 月：(株)フレッシュエアー 

山中湖ベース 

エアボート製造工場見学と BBQ 

7 月：猪苗代湖  

マリンレジャー 

エアボート試乗会と BBQ 

12 月：(株)フレッシュエアー 

新宿戸山ベース 

親睦を兼ねた活動   

項　目 金　額 項　目 金　額

前期繰越金 16,770 イベント費用 195,187

入会金 39,000 Tシャツ作成 41,742

年会費 112,000 事務用品費 5,552

参加費 122,000 保険料 10,320

物販 25,500

寄付 8,651 （小 計） 252,801

12/31残高 71,120

合　計 323,921 合　計 323,921

２０１５年１月１日～１２月３１日まで

収入の部 支出の部

JAA　2015年　収支状況報告


