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< ２００８年茨城ハング会員証についてのお知らせ >
本会報に２００８年茨城ハングの会員証を同封いたします。会員証はシールになっていま
すので、会員が使用しているグライダーの「キール部分（セールの付け根）」、やむを得ない事情
がある場合には、フライト時に着用する「ヘルメット」の見やすい箇所に貼り付けてください。会員
証の掲示はエリアルールで定められています。お手数ですが会員証の掲示を徹底していただく
ようお願いいたします。
会員証掲示の貼り方は、まず会員証の裏紙をはがしてキールの所定位置に貼り、その上か
ら同封の透明な保護シールの裏紙をはがして貼って下さい。なお２００８年度の会員証の色
は以下の通りです。
新入会員及び通常会員：青色
再入会員：黄色

< エリアルール 一部改定のお知らせ >
ランディング場－機体解体場間に走る低い電線及び電柱が撤去されました。これに伴い今
までは想定していなかった危険行為を未然に防止する対策として、エリアルールの一部改定
を行いましたのでお知らせいたします。下記に定める内容を「禁止行為」としました。フラ
イトの際にはくれぐれもご留意願います。
エリアルール（追加）
４．その他 3．禁止行為
(1) 農道(車両が通る道路)の上空を通過する最終進入コースをとる着陸
(2) 機体解体場および駐車場への着陸

１役員会報告
開催日時
場所
出席者

2008 年 1 月 13 日(日)16:30～19:00
スポーツオーパカイト内
薗部 重己
山崎 勇光
岡本 正美
小林 奈緒子
井上 潔
岩間 雅彦
鈴木 由路
横山 豪
他会員数名

桂 敏之
大沢 豊
呉屋 紀彰(書記)

はじめに．2008 年 年初会長挨拶
新たなる年がスタートしました。毎々の事ではありますが安全を心がけ、事故のないよう、楽
しいフライトをして下さい。
1. 定例報告事項
(1)新入会員報告
会員番号
859
860
861
862
863
864
865
866

氏名（ふりがな）
検定員
荒川 千春（あらかわ ちはる）
安東
三上 卓也（みかみ たくや）
安東
川手 悠紀（かわて ひろのり）
安東
秋元 俊介（あきもと しゅんすけ）
安東
八木 麻実子（やぎ まみこ）
安東
福田 修平（ふくだ しゅうへい）
安東
清水 一紀（しみず かずき）
安東
稲富 隆康（いなとみ たかやす）
桂
茨城ハング会員数 120 名（2008 年 1 月現在）
(2)エリア管理作業報告（岡本役員）
作業日時
作業内容
11 月 5 日、12 日 第４回ＬＤトラクター草刈
11 月 28 日
エリア見回り
ＴＯトイレ掃除
12 月 29 日
エリア見回り
ＴＯトイレ掃除
(3)会計状況報告（小林役員）
2007 年の収支について、他エリアからの転入者が多かったこともあり、2006 年に比べる
と新入会員が増えた分、予算よりもプラス収入となった。また日本選手権を開催したことに
よる補助金収入があった事、特筆すべき大きな支出がなかった事等々により、昨年よりも予
備費を若干膨らます形で閉めることができた。

2. 報告・審議事項
(1) オータムフライトについて
板敷エリアをホームエリアとする人、他エリアからも多くのフライヤーが集まり 30 名を
超えるエントリー者が競技に参加した。コンディションにも恵まれ筑波山に行ってくるパ
イロットもいる中、事故もなく充実した内容で競技を開催することができた。以下成績。
優勝：横山選手 2 位：小間井選手 3 位：山本選手
（以上 3 名には「2008 年板敷エリア年会費１年無料券」を進呈
(2) クラフトフェアについて
例年を越える 3 日間開催での実施となり、遠方から来られた方を含め多くの参加者が集
まった。この開催を通じて良かった点、悪かった点が少なからずあり、より良いクラフト
フェアを目指すためにも次回に活かして行きたい、との報告があった。
(3) ＴＯランチャー前の枝払いについて
冬季に入り枝の伸びが止まっていることと、有志による枝払い作業が行われていること
もあり、昨今は幾分かプレッシャーなくテイクオフできるようになってきている。これか

ら春先に向け枝の成長が懸念されるため、会としては引き続き、木登り用のハーネスや枝
払いセットの購入、木登り方法のレクチャー受講等の対策を順次実施していくこととした。
(4) 西ランチャー台について
ＴＯ西ランチャー台が老朽化してきている。昨今の会計状況からして作り変える予算は
ないため、最低限の補修を行い現段階での本格的な改修は見送ることとした。
⇒ 西ランチャー台は老朽化が進んでおり、一部、板が柔らかくなっているところがあ
るので注意してください。特に、大人数で台の上に上がるのは危険です。
(5) エリアルールで定める罰金について
アウトサイド、スタチン等エリアルールで罰金対象となっている行為を行ってしまった
者の内、罰金納入が確認されていない者がいた。会としてはショップ・スクールと連携し、
未納者に関する調査を行い、ルール遵守を呼びかけていくこととした。
(6) ランディング場－解体場間に残っている低い電線、および電柱について
ランディング場－解体場間に残っている低い電線、および電柱が撤去された。障害物が
なくなることにより、今までは想定していなかった危険性に対する予防策として、一部エ
リアルールの見直しを行った。
⇒ 変更内容の詳細については当会報の見出し、及び次回発行もしくはホームページ
（http://itajiki.com）上のエリアルールを参照願います。
(7) ランディング機体解体場隣の神社改修工事について
ランディング機体解体場隣の香取神社の新造改築工事が２月１１日より行われるとの連
絡があった。工事期間中は重機の出入りが想定されるとの事。
⇒改装中は工事車両等の出入りがあると思われますが、工事の妨げにならないようお願
いいたします。特にランディング後、道路を渡る際に交通への配慮を十分お願い致します。
(8) 学生大会について
2 月 19 日（火）、20 日（水）に足尾＆板敷エリアにて関東学生連盟主催の草大会を実施
したいとの連絡があった。会としては「インストラクター指導の下、エリアルールを遵守
し、安全に気を配りフライトすること」を条件に大会実施を承諾した。
⇒ 大会期間中、一般フライヤーへのフライト制限は特に設けません。多少の混雑はある
かもしれませんが通常通りフライトは可能です。
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
紀ノ 川スカイグラン
プリ 2008
茨城ハング
2008 年 総会
茨城ハング
2008 年 2 月役員会
YASATO 空の大運動会

2/8(金)～11(月・
祝)
2/17(日)
16:00～
2/17(日)
総会終了後～
2/19(火)～20(水)

和歌山県紀ノ川
フライトパーク
大増多目的セン
ター
大増多目的セン
ター
板敷・足尾エリ
ア
板敷エリア

月例会（2 月度）

2/23(土)～24(日)

2008 板敷スプリング
フライト
2008 ハンググライデ
ィング日本選手権 IN
茨城

3/20( 木 ) ～ 板敷エリア
24(月・祝)
4/9( 水 )～ 13(日 ) 足尾エリア
（14 日予備日）

JHF 公認ハンググライディングシリーズの大会です。
http://www.hangpara.jp/hgc/compe_sche.html
茨城ハング意思決定最高機関です。会員の皆様に積極
的に参加頂き、ご意見等お寄せ願います。
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。
学生主催による学生の大会です。
http://tohyama-web.hp.infoseek.co.jp/yasato2008/
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
JHF 公認ハンググライディングシリーズの大会です。
http://www.hangpara.jp/hgc/compe_sche.html
JHF 公認ハンググライディングシリーズの大会です。
http://www.hangpara.jp/hgc/compe_sche.html

総会: 2008 年 2 月 17 日(日) 16:00～17:30
大増多目的センターにて （軽食を用意します）
次回役員会: 2008 年 2 月 17 日(日) 総会終了後

