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あいち航空ミュージアム開館５周年記念特別企画展 

｢Always
オールウェイズ

 with
ウ ィ ズ

 Blue
ブ ル ー

～大空への憧れをブルーインパルスと共に～」 

の開催について 

～ＳＫＥ４８とのＬＯＶＥあいち・スペシャルコラボ※～ 

 
あいち航空ミュージアムでは、2022年 11月 30日（水）の開館５周年を記念して、2022

年 11月 26日（土）から 2023年４月９日（日）まで、航空自衛隊の航空祭や国民的行事で

アクロバット飛行を披露する専門のチームである「ブルーインパルス」をテーマとした特

別企画展「Always with Blue～大空への憧れをブルーインパルスと共に～」を下記のとお

り開催します。特別企画展では、ブルーインパルスの実機を展示（常設）します。自衛隊施

設以外での一般公開は全国初です。 

また、2022 年 11 月 26 日（土）のオープニングトークショーでは、「ＬＯＶＥあいちサ

ポーターズ あいち広報大使」のＳＫＥ４８のメンバーにも御出演いただく予定です。 

御家族、御友人をお誘い合わせの上、是非お越しください。 

記 

１ 開館５周年記念特別企画展「Always with Blue～大空への憧れをブルーインパルスと

共に～」 

（１）開催期間 

   2022年 11月 26日（土）から 2023年４月９日（日）まで 

  （休館日：毎週火曜日（祝日の場合は翌日、１月３日（火）は除く）及び 12月 31日 

   （土）、１月１日（日）、18日（水）、２月 13日（月）、15日（水）から 17日（金）） 

（２）開催場所 

あいち航空ミュージアム １階実機展示エリア及び２階オリエンテーションシアター 

（場所：西春日井郡豊山町大字豊場（県営名古屋空港内）、電話：0568-39-0283） 

（３）内容 

   ア 実機展示 

 「ブルーインパルス」が実際に使用していた航空機Ｔ－４の退役機１機を館内に

展示します。 

 Ｔ－４ブルーインパルスの機体が自衛隊の施設以外で一般公開されるのは全国初

です。 

 ※実機は、特別企画展終了後も常設展示します。 

2022年 10月 24日（月） 

愛知県都市・交通局航空空港課 

企画グループ 

担当    秋田、渡邊 

内線   2275、2285 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 052-954-6131 本事業は SDGｓの「４ 質の高い教育をみんなに」 

に資する取組です。 
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  【諸元】 

   全  幅：約 9.9m 

   全  長：約 13m 

   自  重：約 3.7t 

   乗  員：２名 

   最高速度：マッハ約 0.9 

       （約 1,040㎞/h） 

 

 

 

      「Ｔ－４ 26-5805号機」       

 

イ パネル展示 

 （ア）Ｔ－４解説パネル 

    Ｔ－４やブルーインパルスに関する基礎知識をパネルで詳しく解説します。 

 （イ）ブルーインパルスの歴史紹介パネル 

 ブルーインパルスの歴史について、航空イラストレーター「リタイ屋
や

の梅
うめ

」

氏が書き起こしたイラストを用いたパネルで分かりやすく紹介します。 

     

   ウ ブルーインパルス映像展示 

 キヤノン株式会社から提供いただいたブルーインパルスの飛行映像を特別に上

映します。 

   （ア）８Ｋ映像展示 

 ８Ｋ画質の70インチモニターで高精細で臨場感あふれるブルーインパルスの

映像（通常版：７分 40秒、エアリアル版：９分５秒）を展示します。 

 ・展示場所 

  あいち航空ミュージアム１階 Ｔ－４実機展示付近 

 

 

 

 

 

 

      〔ブルーインパルス「エアリアル版」のワンシーン〕 

（イ）オリエンテーションシアター特別上映 

 オリエンテーションシアターの250インチスクリーンでフルＨＤ画質のブルー

インパルスの飛行映像（通常版：７分 40秒）を上映します。 

 大画面で迫力ある映像をお楽しみいただけます。 
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     ・上映場所 

      あいち航空ミュージアム２階 オリエンテーションシアター 

     ・上映時間  

      11月 26日（土）正午から毎時 00分、20分、40分に上映 ※休館日を除く 

 

   エ ブルーインパルス操縦体験シミュレーター 

   Ｔ－４ブルーインパルス第６代飛行班長吉田
よ し だ

信也
し ん や

氏監修によるオリジナルフラ

イトシミュレーターを２台設置します。シミュレーターでは４番機のパイロット

となって、吉田氏が操縦する１番機と共に大空に舞い上がり、４機によるダイヤ

モンド隊形での曲技飛行にチャレンジします。 

   ・開 催 日  

    2022年 11月 26日（土）午後１時から 2023年４月９日（日）までの土日祝のみ 

   （ただし、11 月 26 日（土）から 12 月４日（日）まで、12 月 24 日（土）から１

月９日（月・祝）までの間は平日も実施します。） 

・開催場所 

 あいち航空ミュージアム１階 Ｔ－４実機展示付近 

   ・体験時間 

    １人４分程度（事前予約不要） 

    

 

 

 

 

 

 

〔ブルーインパルス操縦体験シミュレーター〕 〔シミュレーターでの操縦体験中の映像〕 

   オ ブルーパイロット顔出しパネル 

    Ｔ－４の実機を背景として、ブルーインパルスのパイロットになったような写

真の撮影ができます。 

  ・設置場所 

   あいち航空ミュージアム１階 Ｔ－４実機展示付近 

 

 （参考１） 

 【リタイ屋
や

の梅
うめ

】 

   1967年生まれ。神奈川県在住。会社勤務の傍ら「昭和 30～40年代の日本の航空」を

中心に、航空機と乗り物のイラストを描き続けるイラストレーター。 

「リタイ屋の梅」のペンネームで発行している同人誌は、そこに描かれる航空機の絶妙

なタッチと航空に関する知識の正確さから航空マニアの間で高い評価を受けている。戦

後日本史も研究中。 
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２ オープニングトークショー 

（１）内容 

   11月 26日（土）は、Ｔ－４ブルーインパルス第６代飛行

班長の吉田信也氏とＳＫＥ４８の菅原
すがわら

茉椰
ま や

さんをゲストにお

招きして今回のイベントの見どころを紹介するほか、吉田氏

及び雑誌「航空ファン」編集次長の神野
じ ん の

幸
ゆき

久
ひさ

氏にブルーイン

パルスの活動等について語っていただきます。 

   11月 27日（日）は、吉田氏、神野氏によるブルーインパ

ルスの飛行演目についてトークショーを開催します。 

（２）開催場所 

   あいち航空ミュージアム１階 フライングボックス前ステージ 

（３）定員 

   各回先着 40名分の座席を御用意（立見も可、事前申込不要） 

  

（参考２） 

【吉田
よ し だ

 信也
し ん や

氏】 

 1960年熊本県生まれ。1980年に航空自衛隊航空学生第 36期生として入隊。第 303飛 

行隊及び第 302 飛行隊において、F-4EJ 戦闘機操縦者として勤務した。2004 年には宮城

県松島基地の第 11 飛行隊（ブルーインパルス）飛行班長兼１番機編隊長として務めた。 

（参考３） 

雑誌「航空ファン」 

 1952年 11月に創刊した日本の月刊航空専門誌。写真や模型の愛好家に加え、官民の航 

空関連業界で働くプロフェッショナルにも読者が多い。特に有名カメラマンによる、世 

界の最新航空機の迫力あるフォトリポートは定評があり、海外にも多くの読者を持って

いる。 

 

 

開催日 時間 内容 

2022年 

11月 26日（土） 

午前 11時から 

正午まで 

ブルーインパルスの魅力をパネルや映像で紹

介します。 

ＳＫＥ４８の菅原さんにブルーインパルスの

シミュレーター操縦体験をしていただきます。 

午後１時 30分から 

午後２時 30分まで 

吉田氏及び神野氏によるトークショー 

ブルーインパルスの活動やフライトの思い出

等について語ります。 

11月 27日（日） 
午前 11時から 

正午まで 

吉田氏及び神野氏によるトークショー 

ブルーインパルス飛行演目について語ります。 

菅原
すがわら

茉椰
ま や

さん 
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３ 参加費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

イベントの参加費は無料ですが、別途入館料が必要です。 

 

４ 新型コロナウイルス感染防止対策について 

あいち航空ミュージアムでは、「博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガ 

イドライン」を踏まえて、「３つの密（密閉・密集・密接）」への対策を始め、消毒・除菌

作業の実施など、様々な感染防止対策を実施しています。 

〇主な感染防止対策 

・大型換気扇の使用や排煙窓の開放、大扉の開放などにより、換気を実施 

・館内各所に手指用消毒液を設置 

・お客様が直接触れる機会の多い場所の定期的な除菌作業 

・受付カウンターに飛沫感染防止用のアクリル板を設置 

・お客様へのサーモグラフィーや非接触型体温計による検温の実施、体調等の確認 

・スタッフの勤務前の検温・体調確認、勤務中のマスク等の着用 

※その他感染防止対策や最新の情報については、あいち航空ミュージアムのWebペー

ジ（https://aichi-mof.com/）から御確認ください。 

  

５  イベントに関する問合せ先 

    あいち航空ミュージアム    

電話 0568-39-0283 

（受付：午前９時 30分から午後５時まで、休館日除く） 
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＜参考４：あいち航空ミュージアムについて＞ 

○施設概要 

場 所：西春日井郡豊山町大字豊場（県営名古屋空港内） 

設置日：2017年 11月 30日 

設置者：愛知県 

指定管理者：名古屋空港ビルディング株式会社 

開館時間：午前９時 30分から午後５時まで（最終入館は午後４時 30分まで） 

  休館日：火曜日（祝日、または振替休日の場合は翌日） 

       

 

○入館料 ※未就学児は無料 

区分 一般 高校・大学生 小・中学生 

個人※１ 
 800円 

（通常は 1,000円） 

640円 

（通常は 800円） 

 400円 

（通常は 500円） 

団体（20人以上）  800円 640円  400円 

年間パスポート 4,500円 3,500円 2,000円 

※１ 個人料金は、2021年４月１日から 2023年３月 31日まで団体料金相当額 

（２割引）となります（2022年３月４日発表済み）。 

 

○その他 

・日にち、条件により貸切利用も可能です。 

・あいち航空ミュージアムには専用の駐車場がありませんので、公共交通機関を御利

用ください。 

 

〇Webページ 

  https://aichi-mof.com/ 

 

 

※ 「ＳＫＥ４８とのＬＯＶＥあいち・スペシャルコラボ」とは、「ＬＯＶＥあいちサポー

ターズ あいち広報大使」を委嘱しているＳＫＥ４８の皆さんに、グループの活動の

中での愛知県のＰＲに加え、愛知県の行事等に参加していただき、より積極的に愛知

県をＰＲしていただくものです。 

 

［あいち航空ミュージアム外観］ 


