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7 月に開催された救急法講習会の様子
Photo by K.Inoue

<2007 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。2007 年度の会費を納入お願いします。
2007 年度の会費は 20,000 円です。12 月 20 日までに下記にある支払方法にて払込手続き
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>
従来の会費の納入方法「郵便振替」、「担当役員による現地受付」に加え、「ゆうちょのイ
ンターネットホームサービスによる電信振替（口座間送金）」を新設しました。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を行います。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
藤沢 勇一
桂 敏之
大沢 豊
山崎 勇光

受付場所
ウインドスポーツ
スポーツオーパカイト
バンプ
ブリーズィー・スポーツ

電話番号
0299(44)3725
0299(44)3642
0299(43)6952
0299(43)2054

(3) ゆうちょのインターネットホームサービスによる電信振替（口座間送金）
ゆうちょのインターネットホームサービスを利用した電信振替（口座間送金）による方法
です。詳細につきましてはお手数ですが、茨城ハングのホームページ（http://itajiki.com）
の「入会案内」をご参照願います。

<2006 年板敷オータムフライト開催のお知らせ>
恒例となり ました板敷オータムフライトを下記日程で開催します。本年度の大会賞品に「2007
年板敷エリア年間フライト無料券（※）×3 名さま」を用意致します。皆様奮ってご参加ください。
（※）・過去に茨城ハングに入会した経歴のない方は別途入会費 7,000 円が必要となります。ま
た入会に際しては検定委員による承諾が必要となります。詳しくは各ショップのスタッフに
お尋ねください。
・参加者が 30 名に満たない場合は「無料券」ではなく「半額券」とさせて頂きます。予めご
了承願います。
日程: 11 月 23 日(木曜日・祝日) (予備日：26 日（日曜日）)
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。

<2006 年 八郷クラフトフェア開催のお知らせ>
こちらも恒例となりました八郷クラフトフェア開催のお知らせです。例年通り陶器店や模擬店等
沢山の出店や数々のバ ンドによる生演奏を予定しております。フライト後の羽休めに覘いてみて
は如何でしょうか？
日程: 11 月 25 日(土曜日) 〜26 日（日曜日）
場所：板敷ランディンググライダー解体場付近
※
詳細については添付した開催要項を参照してください。

< 再掲：茨城ハングホームページ開設のお知らせ >
茨城ハングのホームページを開設しました。URL「http://itajiki.com」
まだ基本的な情報しか掲載しておりませんが、今後情報発信源の一つとしてより良く整備してい
きたいと考えております。
まず初めとして茨城ハング から情報を発行する「板敷メールマガジン」を新設しました。会から
のお知らせや会報発行の案内等をお知らせするメールマガジンとして利用いたします。会員の
方であればどなたでも無料でご登録頂けます。登録手順につきましては前回会報をご参照願い
ます。ご希望の方はお手数ではありますが登録作業をお願いいたします。
ホームページにあります「会員専用」欄につきましては、茨城ハングの会員専用となり、ユーザ
名・パ スワ ードについては １回／年、会報にてお知らせ致します。２００６年度のユーザ 名は
「itajiki2006」、パスワードは「ibaraki2006」（全て半角小文字）となります。
ご意見・ご感想等ありましたらどしどしお寄せください。尚、当ホームページは茨城ハン

グ役員有志により運営している都合上、内容により全てのご期待には添えない場合がござ
いますので予めご了承願います。

７月役員会報告
開催日時
場所
出席者

2006 年 7 月 9 日(日)18:00〜19:30
大増多目的センター
薗部 重己
山崎 勇光
仁平 洋之
小林 奈緒子
秋山 拓二
井上 潔
大沢 豊
小田島 久則
鈴木 由路

桂 敏之
岩間 雅彦
横山 豪

1. 定例報告事項
(1) エリアテスト報告
新入会員 今回は 0 名
茨城ハング会員数

165 名（2006 年 7 月現在）

(2) エリア管理作業報告（桂役員）
作業日時
作業内容
5 月 18 日
ＬＤトラクター第一回草刈、土手草刈完了
ＬＤポンプ新品交換、ガス６リットル補給
5 月 28 日
エリア見回り
ＴＯトイレ掃除
5 月 29 日
ＬＤ吹流し１本交換
6 月 11 日
ＬＤポンプガス 6 リットル補給
6 月 27 日
ＬＤ土手草刈開始
6 月 29 日
ＬＤ渡り板 修理・設置
エリア見回り
ＴＯトイレ汲み取り
7月5日
ＬＤ吹流し１本交換
ポール 1 本交換
7月8日
ＬＤポンプガス 1.5 リットル補給
(3) 会計状況報告
再入会者の人数が例年に比べ減少している。その為、予算案で見込んだ再入会者分年会費が
下回っているとの報告があった。
2. 報告・審議事項
(1) ＴＯ整備について
ＴＯ環境整備の一環として芝生の種をゴムマットのある箇所／ない箇所に試験的に蒔いた。
様子を見つつ、効果的であれば来年度には更に種を蒔く箇所を拡張し、より良いＴＯへと
改善していくこととした。
(2) メインＬＤ−サブＬＤ間に張ってある魚網について
以前より老朽化が課題となっていた魚網について、漸く替えの網が入手できる手はずが整
った。以降、準備が整い次第張替え作業を実施する予定。使用済みの網については全て産
廃業者に引取りを依頼することとした。
⇒ 網の張替え作業は会員の皆様のボランティアによって行うこととなっております。よ
り安全なエリア環境を維持していくための大切な作業です。当日居合わせた方はお手数で
すがご協力お願いします。

(3) メインＬＤ−サブＬＤ間に張ってある金網について
設置して数年経過しているためそろそろ金網の枠と土台部分のメンテナンスをするべき
との案が挙がった。
⇒ 次回役員会までに見積もりを出していただくよう大沢役員に依頼した。
(4) ＴＯに上がる道路の枝について
ＴＯに向かう道路付近の枝が伸びてきており、枝払いをした方が良いという意見が挙が
った。先ずは市役所に連絡を取り今後の対応を検討していくこととした。茨城ハングの窓
口は山崎副会長に一任した。
(5) 救急法講習会について
梅雨時期恒例となった救急法講習会が今年も開催された。参加者は 26 名と大盛況であっ
たが、茨城ハングの会員は半数以下と少し残念な面も見られた。
⇒ 今年度からＡＥＤ（自動体外式除細動器）講習も加わり、常に最新の救急法が教示されて
います。またいざという時の対応には入念な準備をしておいてしすぎる ことはありません。
過去に一度受けたからといって満足する のではなく、次回からも皆様の積極的な参加をお
願いします。
(6) 救急救命具について
安全対策の一環として救急救命具となる備品（スティッフネック（頸椎固定用具）とポ
ケットマスク（呼吸管理補助具））を新たに購入することとした。
⇒ スティッフネックはＬＤに、ポケットマスクはＴＯ、ＬＤそれぞれに、設置するこ
とを計画しております。ＴＯでは西ランチャー台下のパイプの中（担架と共に）、Ｌ
Ｄではランディングカフェ裏（ブリーズィー・スポーツ倉庫内、担架と共に）それ
ぞれ保管する予定です。万が一の時にはどなたでも遠慮なくご活用下さい。またＬ
Ｄの保管場所はブリーズィー・スポーツのご好意により機材を置かしていただいて
おります。

10 月役員会報告
開催日時
場所
出席者

2006 年 10 月 21 日(土)16:30〜19:30
ランディングカフェ
薗部 重己
仁平 洋之
岡本 正美
小林 奈緒子
秋山 拓二
井上 潔
大沢 豊
呉屋 彩子
鈴木 由路
横山

豪

桂 敏之
岩間 雅彦
藤沢 勇一

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）
827
数馬 卓也（かずま

たくや）
茨城ハング会員数

(2) エリア管理作業報告（岡本役員）
作業日時
作業内容
7 月 13 日
ＬＤ第 2 回トラクター草刈
7 月 14 日
ＬＤポンプガス 4.5 リットル補給
7 月 20 日
ＴＯ草刈

検定員
藤沢
166 名（2006 年 10 月現在）

8 月 26 日
9月1日
9 月 10 日
9 月 26 日

エリア見回り
トイレ掃除
ＬＤポンプガス 6 リットル補給
エリア見回り
ＬＤ第 3 回トラクター草刈
土手草刈始め
ＬＤ吹流し１本交換
エリア見回り
トイレ掃除

(3) 会計状況報告
10 月時点の会員数が昨年度 190 名だったのに対し、今年は 166 名と大幅に減少している。
また天候不順のせいかビジター数も大幅に減少しており、予算案で見込んだ収入に対し実績
が伴っていない状況である。今年度の残りの支出を考慮すると、成行きで昨年度までの予備
費を食いつぶすことは必至で、万が一他の出費が発生した場合、赤字となることも考えられ
る状況であるとの報告があった。
2. 報告・審議事項
(1) ＬＤエリア周辺の田畑について
ＬＤエリア周辺の田んぼが農業政策の一環で今後、部分的・周期的に大豆栽培に切り替
わるとの報告があった。
⇒ 現段階では上記案内のみで、特にフライトへの影響はないと考えていますが、万が一
制約事項等発生するようであれば、都度会報にて案内させて頂きます。
(2) オータムフライトについて
今年のオータムフライトの日程について地元のお祭りの日程に合わせるか、クラフトフ
ェアに合わせるかの検討を行った。オータムフライト発足当初の経緯として「地元との連
携を深める」という意向があり、会としては今も尚地元の方々との連携強化は最優先事項
と考えることから地元のお祭りに日程を合わせることとした。日程の確定は後日となると
の報告があった。
⇒ 地元のお祭りの日程が 11 月 23 日（木曜日・祝日）開催に決まったとの報告がありま
した。これを受けオータムフライトの開催日も上記と致しました。例年同時開催で行って
いたクラフトフェアについては今年度は別日程（11 月 25 日（土曜日）〜26 日（日曜日））
での開催となるとの報告がありました。
(3) オータムフライトでの大会費について
例年実施されているオータムフライトに対し、会から「大会費」として 100,000 円が予
算に計上してあるが、現状会の財政上見直しをかけるべきではないかとの意見が上がった。
検討の結果、今年度については大会費を現状の 100,000 円から 30,000 円に減額すること
となった。
⇒ 会の財政を見越した暫定的な対処となります。会員の皆様においては残念だと思われ
るかもしれませんが何卒ご了承のほどお願いいたします。
(4) 来年度の予算確保について
① 会費・ビジターフィの見直しについて
・年会費の値上げについて
「昨今、フライヤー数自体が減少傾向となってはいるが、会としては今まで茨城ハン
グの会員であった人を繋ぎ止めるよう努力するべきである」、「年会費を上げることに
より、逆に会員数が減少する可能性が考えられる」との意見から次年度の年会費値上
げについては見送ることとした。

・半期会費の導入について
「半期会費を導入することにより少しでも会員が増えるのではないか」との意見が上
がった。具体的な導入方法については追って検討し、次年度の総会にて提案すること
とした。
・ビジターフィについて
会員流出を防止する為にも、苦肉の策としてビジターフィの値上げ、タンデムフライ
ヤー・大会選手からのビジターフィ確保について次年度の総会にて提案することとし
た。
・2008 年度年会費について
2007 年の財政状況によっては 2008 年度の年会費値上げを余儀なくされる可能性があ
る。年会費の値上げについては本来総会での決議事項であるが、2008 年の総会決議を
待ってからの値上げ実施は不可能である為、金額決定に関する権限を役員会に委任す
ることを次年度の総会にて提案することとした。
② 会費納入者の確認について
状況に応じて、年会費未納の状態で、ビジター手続きをせずに会員としてフライトし
ている人の有無を確認することとした。
③ ＬＤ借地料について更なる値下げをできないか耕作者に対しお願いすることとした。
（薗部会長、岡本役員に一任）
④ 会則の変更について
茨城県ハンググライダーの会会則「第１６条 第１４条の１〜６の役員は任期中の年
会費を免除する。」の項を削除することを次年度の総会決議にて提案することとした。
(5) メインランディング−サブランディング間の網について
張替え用の新しい網を入手した。道具の確保等、事前準備が整い次第、既存の網の撤去
と張替え作業を実施したい。
⇒ 張替え作業については会員の皆様のご協力を仰ぎたいと考えています。日程等は未定
ですが、作業当日現場に居合わせた方は、お手数ですがお力をお借りしたいと思います。
より安全なエリア環境整備にご協力お願いいたします。
(6) スプリングフライトについて
毎年恒例で春に実施しているスプリングフライトであるが、2007 年度については日本選
手権として開催して欲しいとＪＨＦから要請があった。検討した結果、会として上記を了
承することとした。日程については 2007 年 3 月 17 日（土曜日）〜21 日（水曜日・祝日）
＋予備日２２日(木曜日)で行うこととした。また、会から運営補助金を出していないスプ
リングフライト大会は、会とは別の独立会計処理であったが、今回は、会員ではないパイ
ロットの大会参加費が２０００円高い分を、ビジター費として会へ納めてもらうこととし
た。
⇒ 大会期間中は一般フライヤーの方にフライト制限が課せられます。詳しいことに関し
ましては決まり次第会報にてご連絡いたします。
(7) 茨城ハングホームページについて
運用が始まって以来、更新が滞っているとの指摘があった。会として内容・方針につい
て今一度検討していくこととした。

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。（網掛けは誰でも参加申し込みできるイベントで
す。）ご都合が合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下さい。
開催場所
イベント名
日時
内容
月例会（11 月度）
オータムフライト
八郷クラフトフェア
月例会（12 月度）
茨城ハング
2007 年 1 月役員会
茨城ハング
2007 年総会
茨城ハング
2007 年 2 月役員会

11/18(土)・19(日)

板敷エリア

茨城ハング有志会員による月例コンペティション
です。http://imc.cloud-street.net
11/23(木・祝)
板敷エリア
茨城ハング主催運営。会員の親睦を図る楽しい大
会です
11/25(土)・26(日)
板敷 LD 解体場
出店など地元八郷の有志開催の賑やかなイベント
12/2(土)・3(日)
板敷エリア
茨城ハング有志会員による月例コンペティション
です。http://imc.cloud-street.net
2007/1/14(日)16:30 ラ ン ディ ング カ 茨城ハング役員定例会。一般の会員の参加も歓迎
〜
フェ
いたします。
2007/2/25(日)16:00 大 増 多目 的セ ン 茨城ハング意思決定最高機関です。会員の皆様の
〜
ター
参加を心待ちにしております。
2007/2/25(日)総会 大 増 多目 的セ ン 茨城ハング役員定例会。一般の会員の参加も歓迎
後
ター
いたします。

次回役員会: 2007 年 1 月 14 日(日) 16:30〜
場所：ランディングカフェ

