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<2005 年度会費納入をお願いします>
納入用紙(郵便振替用紙)を本会報に同封しました。2005 年度の会費を納入お願いします。
2005 年度の会費は 20,000 円です。12 月 20 日までに郵便局または下記払込担当役員にて
払込手続きをお願いします。
会費は板敷エリア を安全に、また環境よく整備し、滞りなく会を運営していく為の必要且つ不
可欠な運用資源です。快適なフライト環境を確立していく為にも会員の皆様のご協力が必要
です。払込忘れや遅延等のないようにお願いします。
年内の入金が確認できない方が年始 1 月 1 日以降にフライトされる場合、会員ではなくビジタ
ーとしてのフライトとなります。その場合、都度ビジターとしての手続きをし、ビジターフィーを
納めた上でフライトしていただくことになります。

<茨城ハング年会費納入方法について>
会費の納入方法には、以下の 2 種類の方法があります。各人の都合の良い方法にて納入を
お願いします。
(1) 郵便振替による方法
同封の郵便振替用紙を使って、お近くの郵便局で手続きしてください。
(2) 担当役員による現地受付
選任された受付担当役員による現地受付も行います。同封した茨城ハ ング宛の払い込
み取り扱い票に必要事項を記入の上、年会費・下記手数料を添え担当役員に所定の場
所でお渡しください。土日・祝日の受付も行いますので気軽にご利用ください。

注：担当役員による現地受付の場合、振込み手数料＋代行作業料として年会費とは別に一
律 1000 円徴収します。現地受付の際も払い込み取り扱い票の記入事項は全て記入し、金額
欄に 20000 円と料金欄に 1000 円と記入したうえで、担当役員に直接渡し、必ず、半券となる
払込金受領証の受付局日付欄に受け付けた担当役員のサインと受付日付を記入してもらっ
て払込金受領証を受け取り、会費納入の証明として保管してください。
受付担当役員と受付場所は下記の通りです。
担当役員
受付場所
電話番号
藤沢 勇一
ウインドスポーツ
0299(44)3725
桂 敏之
スポーツオーパカイト
0299(44)3642
大沢 豊
バンプ
0299(43)6952
ブリーズィー・スポーツ
山崎 勇光
0299(43)2054

<2004 年板敷オータムフライト ＆ 八郷クラフトフェア開催のお知らせ>
恒例となりました板敷オータムフライトを今年も八郷クラフトフェアとの共同開催で行います。ク
ラフトフェアにつきましては 11 月 22 日（月曜日）に前夜祭も予定しております。またオータムフ
ライトにおきましては例年通り豪華賞品を沢山用意しておりますので、皆様奮ってご参加く だ
さい。
日程: 11 月 23 日(火曜日・祝日) (予備日は設けません)
9:00 ランディング集合
9:30 開会式
参加費: 会員 \1,100 円 ビジター \2,100 円(小銭をご用意ください)
※ 詳細については添付した開催要項を参照してください。

<フライヤー登録について>
フライヤー登録の期限は切れていないでしょうか？フライヤー登録はいわば自動車で言うとこ
ろの自賠責保険です。更新を忘れた状態でフライトすることのないよう確認をお願い致しま
す。

１１月役員会報告
開催日時
場所
出席者

2004 年 11 月 7 日(日)16:30〜18:30
ランディングカフェ
薗部 重巳
山崎 勇光
仁平 洋之
桂 敏之
大沢 豊
岩間 雅彦
井上 潔
秋山 拓二
加藤 淳
小田島 久則
小林 奈緒子
横山 豪
他会員数名。合計 16 人
呉屋 紀彰(書記)

1. 定例報告事項
(1) エリアテスト報告
新入会員
会員番号
氏名（ふりがな）
検定員
791
中村 裕基（なかむら ゆうき）
藤沢
792
升水 義一（ますみず よしかず）
桂
茨城ハング会員数 187 名（2004 年 11 月現在）
訂正：前回の会報で 9 月時点の会員数を 178 名と記述しましたが、185 名の間違いでした。
訂正し、お詫びいたします。

(2) エリア管理作業報告（桂）
作業日時
作業内容
9 月 15 日
TO 借地代金支払い（役場）
9 月 16 日
LD 吹流し 1 本交換
9 月 17 日
トラクター整備（草刈刃交換）
9 月 30 日
エリア見回り
ＴＯトイレ掃除
10 月 7 日
LD 排水ポンプ修理（スターターロープ交換）
10 月 15 日
LD 吹流し 1 本交換
LD 排水ポンプガス 6 リットル補給
10 月 25 日〜26 日 LD 第 4 回トラクター草刈
10 月 27 日
TO 第 2 回草刈
TO ランチャールーフィング補修
エリア見回り
ＴＯトイレ掃除
・ トラクターの老朽化について「修繕が必要な部位のみリースする」、
「草刈機を提供し、
実作業他全てを業者に業務委託する」等の案が出された。長期的に見た場合でもコス
トがかからないような選択をするために、業者に同作業内容での見積もりを依頼する
こととした。
・ TO ランチャーのルーフィングを補修した。今回も田島ルーフィング株式会社殿より、
ルーフィング材料を無償で提供いただき補修作業を行なった。竣工写真を添え、お礼
に伺うこととした。
(3) 会計状況報告
会員数の減少に伴う予算不足が懸念されることから、来年の年会費について値上げが検討
された。今年度の会計推移から予測すると、来年度の予備費が前年度に比べいくらか減少
してしまうが、深刻な額になるものでもなく、また大きな支出の予定はないので今回は値
上げを見送ることとした。
2. 報告・審議事項
(1) 板敷エリア 2005 年学生選手権開催について
学生連盟より大会の開催期間を 2005 年 3 月 7 日（月）〜11 日（金）で行いたいという要
望があった。板敷スプリングフライトの運営に影響を与える可能性があると一部で反対意
見も挙がったが、最終的な会としての結論では上記日程で実施することについて了承した。
(2) 緊急時用の救命具について
万が一の緊急時に備え、人工呼吸補助具、バックボード（担架）を購入した。人工呼吸補
助具については 7 月に実施した救急法講習会参加者を中心に配布した。バックボードにつ
いてはランディングカフェ裏にある倉庫の中に保管することとした。
⇒ 万が一に備えいつでも取り出せる状態にしてあります。白い倉庫の扉を開けた左手
にある、茶色いカバーに人工呼吸補助具と共に入っています。
（注）ブリーズィースポーツの敷地内をお借りして保管しています。緊急時以外の利用や
バックボード以外の物の取り扱いは行わないようにしてください。

(3) メインランディング−サブランディング間の網について
メインランディング−サブランディング間に事故防止の為に設置してある網が、紫外線等
の腐食によりかなり劣化してきている。無償提供先の有無、購入する場合の見積もりを秋
山役員に一任した。
⇒ 現在かかっている網は不用意に人が乗ると破れる恐れがあります。意図的に網に乗
るようなことは行わないで下さい。
(4) 2005 年度板敷スプリングフライトについて
2005 年度の板敷スプリングフライトを、3 月 17 日（木）〜21 日（月）の日程で開催する
こととした。また、世界選手権出場を狙う選手の便宜のために、FAI カテゴリー２の申請
を行なうこととした。FAI カテゴリー１の世界選手権に出場するには、FA I カテゴリー２
の大会に出場している必要という条件を満たす必要がある。申請料金には 25000 円かかり、
この申請により国際航空連盟（FA I）に認知される大会となる。FAI カテゴリー２申請に
よるその他の得失は特にない。
(5) テイクオフへあがるショートカット道路について
先の台風 23 号の影響により、テイクオフへあがるショートカット道路で土砂崩れが発生し
た。役場へは報告してあるが今のところ復旧の目処がたっておらず通行止めとなっている。
⇒ 万が一二次災害等発生した場合、復旧できない状態にもなりかねません。連絡があ
るまでショートカットの利用は差し控えてください。
3. イベント・大会案内
下記イベント・大会の開催連絡が来ています（網掛けは板敷エリアのイベント）。ご都合が会う
方は参加してみてはいかがでしょうか？詳しくは各ショップにお尋ねください。
開催場所
イベント名
日時
内容
オータムフライト ＆
クラフトフェア
平和カップ
広島市選手権
西日本学生 HG 選手権
2004in 豊田
茨城ハング
2005 年 1 月役員会

11/23（火・祝）

板敷エリア

11/21(日)〜23(火)

広島県
神の倉エリア
山口県豊浦郡菊川
町及び豊田町周辺
ランディング
カフェ

11/27(土)〜28(日)
2005/1/9（日）
16:30〜18:00

恒例となった板敷オータムフライトです。今年も
八郷クラフトフェアと同時開催致します。
それはもうすごい大会です！
西日本学生連盟主催の学際選手権です。
茨城ハング役員定例会。一般の会員の参加も歓迎
いたします

＜ お知らせ ＞
大増郵便局青木局長より「茨城県の記念切手」、ハンググライダーをモチーフにした「記念ス
タンプ」、局長自身が詠まれた唄のご紹介がありましたので掲載したいと思います。このうち記
念切手と記念スタンプについては大増郵便局にて入手可能です。興味をもたれた方は是非一度足
をお運びください。

次回役員会
日時: 2005 年 1 月 9 日(日) 16:30〜18:00
場所：ランディングカフェ

NO.
２００４板敷山オータムフライト
要
項
開催日
主催
参加資格

２００４年１１月２３日（火） （予備日はありません）
茨城県ハンググライダーの会
JHFフライヤー登録のＢ級以上 …但しＢ・Ｃ級のフライヤーは教員の指導のもと参加

競技種目
参加費

フリーパイロンもしくはデュレーション+セーフティフライトポイント
①会員 …１０００円 ②非会員…２０００円（ビジターフライト料込）

ゲーム

全員参加でゲームをします。参加費は１人１００円。優勝者賞金総取りのゲームです。小銭
をご用意下さい。（ゲーム参加料の100円は大会参加費に含まれません。）
時計を用意して下さい。カメラは不要です。

所持品
協賛

入江貞一様（八郷町会議員）、鈴木光雄様（八郷町会議員）、薗部重巳（茨城ハング会長）
やさとクラフトフェア出店の皆さん、ウインドスポーツ、ブリーズィースポーツ
バンプハンググライダーサービス、エンタープライズウイングス、スポーツオーパカイト
ロケットモンスターＨＧスクール
得点及び日程

◆種目
晴天時はフリーパイロン、曇天時はデュレーション（ターゲット得点は両種目あり。）
◆パイロン得点
１．大覚寺
１００点 ８． 燕山鉄塔
８００点
※タ スクを必ず 真上
から通過すること。

２．ポンプ小屋

２００点 ９． 足尾山頂

９００点

３．板敷T.O.

３００点 10．猿公園鉄塔

１０００点

４．吾国山山頂

４００点 11．八郷町役場

１２００点

５．洗心館

５００点 12．豊後荘病院

１５００点

６．星の宮幼稚園
７．五差路

６００点 13. 筑波山頂
７００点 14．不動峠料金所

１８００点
２０００点

◆デュレーション競技（曇天時） 1分＝１０点で申告。秒は切り捨て。
技能証・機体に応じて得点に係数を掛ける事。係数は当日決定する。
クラスＶ機＝0.5〜0.9
XP・P証＝1.0
C証＝1.3〜1.5
B証＝1.8〜2.0
◆セーフティフライトポンイント
他の選手からセーフティフライトについて加点・減点の意向があった場合、得点に加算もしくは減
算される場合があります。
◆ターゲット得点

両競技に適用

タイムスケジュール

ＸＰ・Ｐ証→５００点

９時

選手受付

９時３０分

開会式

Ｃ証→１０００点

１０時〜

ゲートオープン

１４時

ゲートクローズ（厳守）

１４時３０分

ランディング報告〆切（厳守）

１４時４５分

閉会式

１５時

結果発表

１５時１５分

ゲーム大会

Ｂ証→１５００点

※ランディング報告〆切以降随時進行していきますので、実行委員の指示に従って下さい。

