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再掲：２００８年茨城ハング会員証について
前回発行の会報に２００８年茨城ハングの会員証を同封しております。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
再掲：エリアルール 一部改定について
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

2008 年 茨城ハング総会報告
日時:2008 年 2 月 17(日)16：00‑19:45
場所: 大増 多目的センター
出席者数：28 名（議長含む）
(会長挨拶)
(議長選出) 砂間 隆司 会員を議長に選出

1. 2007 年度事業報告
(1)事業概要報告（資料後掲）
(2)エリア管理報告(年間委託契約作業内容については添付資料を参照ください)
毎回の整備作業を桂役員と岡本役員が検収し、役員会で報告している。その内容は会報でも
報告しており、個々の内容については既に発行の会報を参照していただきたい。
(3)会計報告（資料後掲）
（質疑）
Ｑ：2007 年度の年会費の金額と会員数が合わないのは何故か？
Ａ：年会費収入の内、オータムフライトの賞品として会から補填している費用が存在する。
2006 年度オータムフライト勝者に対し、2007 年度会費免除を賞品として贈呈する際に、
対象者が新入会員であったにもかかわらず、新入会員ではなく会員として計上してしま
ったため、表記上の誤りが発生している。正しくは、年会費収入が▲2 万、新入会員収
入が＋2 万となり、会計報告での会員数はこの状態を表している。表記上誤りが発生し
ているが、収支トータルについて差額は発生していない。
⇒ 上記旨をご説明しご理解を頂きました。
（補足説明）
・雑費とは主に多目的センター使用料等です。
・ＴＯの借地料が 25000 円安くなりました。
・ＬＤの借地料値引き交渉は地権者の同意が得られず交渉不成立に終わりました。
(4)会計監査報告
会計監査の澤田氏より会計監査報告が行われた。
以上、(1)〜(4)を全会一致で承認。
2. 2008 年度事業計画
(1)事業計画概要(資料後掲)
（検討課題）
・茨城ハングでホームページを運営しているが、認知度が低いため、エリア案内等の期
待されうる効果が十分に発揮されていないのではないかという指摘があった。会として
ホームページの運営方法を今一度検討することとした。

(2)予算案(資料後掲)
（検討課題）
・紙媒体での会報発行回数を減らして、ホームページ上で閲覧する方式に代えてゆくこ
と等により、事務経費削減を進めていく方向とした。
・弁護料の削減（
「弁護料」については下記参照）
（質疑）
Ｑ：「弁護料」
、「エリア保険料」とはどういった内容のものか？
Ａ：弁護料：茨城ハングが法的な課題に遭遇したときに弁護士に相談できるように締結して
いる顧問契約料。過去、実際に弁護士に相談を要する事例があったため、継続してきて
いる。役員の紹介で特別に低額で契約していただいている。
エリア保険料：昨年の段階で保険商品としての扱いがなくなったため、現在は予算に計
上していない。内容としては何らかの問題が発生し、茨城ハングが責任を負う形となっ
た場合に支払いがおりる保険への加入料。
Ｑ：ランディング横の神社を改修する計画が立っている。常日頃お世話になっている地元の
方々に対し、地元協力金という形で落成祝い金を出してはどうか？との提案が挙がった。
Ａ：総会にて決をとり、賛成多数で出資する運びとなった。
（補足説明）
・予算案の地元協力金 110,000 円の他に、上記の祝い金を地元協力金に加えることとし
た。金額と祝い金の支払方法については、役員会に一任することとした。
以上の(1)と(2)について全会一致で承認。
3. 会則改定
会則改定は特になし
4. エリアルール改訂についての説明
１月役員会で実施が決定された「危険行為」及び「ビジターのセットアップ場所指定を削除」
について説明を行った。また陸上自衛隊の「基地」という文言を正式には「駐屯地」であるため
修正を行うこととした。
5. 2008 年度役員改選
今回、立候補・推薦により新たに 2 名の役員を迎え、役員 2 名の辞退があった。
役職
氏名
会長
薗部 重己
副会長
山崎 勇光
会計
小林 奈緒子
渉外
桂 敏之
事務局
呉屋 紀彰
エリア管理
岡本 正美
役員
秋山 拓二,安東 正夫,井上 潔, 岩崎 隆司、岩間 雅
彦, 上田 佳央,大沢 豊, 大森 崇弘,小田島 久則,鈴
木 由路,横山 豪
会計監査
澤田 ほむら
以上について全会一致で承認。
（閉会）
以上

1. 2007 年度事業報告
事業概要
1 月 役員会
会報発行
2 月 総会・役員会
3 月 役員会
会報発行
(日本選手権)
5 月 役員会
会報発行
6 月 救急法講習会
臨時総会
役員会
会報発行
9 月 役員会
11 月 役員会
会報発行
オータムフライト
上記のほか、日常的なエリア整備活動および安全対策活動を実施しました。
・テイクオフ ゴムマット増設
・地元との連携強化
ごみ拾い、八郷ふれあいまつり、枝払い作業、クラフトフェア他
役員だけではなく多くの会員にも参加していただきました。
内容詳細については、既に発行の会報を参照してください。
2. 2008 年度事業計画
事業概要
1 月 役員会
2 月 総会・役員会
3 月 （スプリングフライト）
5 月 役員会
7 月 救急法講習会
役員会
9 月 役員会
11 月 オータムフライト
役員会
上記のほか、エリア整備活動および安全対策活動を実施します。
・テイクオフ ゴムマット増設(様子を見ながら)
・水路ネット安全対策
・地元との連携強化
・会報の発行
・ホームページ情報更新

会計報告および予算案・事業計画補足資料
1. 2007 年度会計報告補足
(1)事務経費
会報印刷および発送経費（昨年は 5 回発行）、ホームページ運営諸費用です。
(2)エリア整備費
年間エリア管理業務については別資料「板敷エリア管理年間請負作業発注仕様書」を参照願
います。その他ＴＯゴムマット敷設費等。
(3)大会費
オータムフライトへの補助金です。
他の大会は、茨城ハングからはエリアを提供するのみで独立採算となっています。
(4)渉外費
役員、および役員会から委任を受けた会員が本業を休んで会の活動(役場折衝等)を行う際に
支払う日当です。
(5)地元協力金
八郷町観光協会会費
地元祭礼寄付金
多目的センター維持費

10,000 円
30,000 円(夏祭り 15,000 円、秋祭り 15,000 円)
70,000 円

2. 2008 年度予算案補足
(1) 大きな支出予定なし
今年は通常のエリア整備以外には、特に大きな出費は予定していません。
(2) 会費収入
1 月役員会(1/13)の時点で、会費を納入した会員数は 105 名でした。
(3) 借地料減額のお願い他、支出削減努力
昨年度に続き現在借地しているすべての地権者さんを対象に、借地料減額のお願いを行いま
す。

[資料]
「板敷エリア管理年間請負作業発注仕様書」
I 適用
本仕様書は、茨城県ハンググライダーの会(以下「会」と記載する)が発注する、板敷エリア管理
年間請負作業(以下「本作業」と記載する)に適用する。
II 見積範囲
1. 草刈り作業
作業範囲は TO・LD・土手とする。
当該契約年度内において、作業回数を以下の通りとする。
TO
２回
LD ４回
土手 ３回
2. 消耗品
ガソリン、草刈刃等の消耗品費
3. トラクター・草刈り機持込
4. TO 便所保守管理
汲み取り代金は会が負担する。受注者が立替払いし、後日実費にて精算する。
便所備え付けの消耗品は会からの支給とする。
5. エリア巡回作業１２回
エリア設備の軽修理作業を含む。
安全に影響のある異常で軽修理不能な事態を発見した場合には、直ちに会に報告すること。
破損した吹き流し交換作業は作業範囲に含み、材料費は実費にて支給する。
吹き流し全損の場合には、相当する製品購入の実費を支給する。
6. 排水ポンプ保守管理
ポンプのガソリン代は会からの支給とする。
III 支給物品
下記物品は会からの支給とする。ただし、受注者が立て替え払いにて購入し、後日実費にて精
算する。
1. 破損した吹き流しの修理・交換材料代実費(全損の場合には製品購入相当額)
2. 便所備え付けの消耗品代実費
ペーパー等。
3. 排水ポンプのガソリン代実費
IV 検収
1. 草刈り作業
当該契約期間内において、会との間で別途協議の上定める日までに作業を完了し、検査合格を
持って検収とする。
2. エリア巡回作業
会の指定する日(計１２回)に巡回を行い、結果報告を持って検収とする。
3. 保守管理(TO 便所・排水ポンプ)
１年間の保守管理の完了を持って検収とする。
V 契約期間
本作業の契約期間は、会が定める当該年度１年間(１月１日〜１２月３１日)とする。

VI 別途契約事項
本仕様書に記載していない以下の項目については、別途契約とする。
1. 臨時草刈り作業(本仕様書記載の作業回数を越えて作業する場合)
2. ランチャー台補修作業
3. LD 渡り板補修作業
4. 貸与物品に関し、受注者の責に依らない破損が生じた場合の修復費用
VII 仕様外事項
以下の項目については、本作業の範囲外とする。
1. ゴミ拾い作業
上記発注仕様書に対する見積り結果
2008 年度 \420,000
[過去の見積り額 \420,000(2007 年度)
(以下内訳)
1. 草刈り作業
TO
2回
LD
4回
土手 3 回
2. 消耗品
ガソリン、草刈刃、トラクター軽油
3. トラクター・草刈り機持込
4. TO 便所保守管理
5. エリア巡回作業 12 回
6. 排水ポンプ保守管理

\420,000(2006 年度)]

(事務局注)
1. 渡り板の補修は年間契約に含みません。
2. 土手草刈りは年間契約に含みます。
3. 草刈りの燃料代は年間契約料金に含みます。
4. トラクターと草刈り機はエリア管理請負業者による持ち込み作業となります。

2 月役員会報告
開催日時
場所
出席者

2008 年 2 月 17 日(日)総会後〜19:00
大増 多目的センター内
薗部 重己
岡本 正美
桂 敏之
秋山 拓二
安東 正夫
井上 潔
岩間 雅彦
上田 佳央
大沢 豊
小田島 久則
呉屋 紀彰
他会員数名
鈴木 由路（書記：事務局代理）

小林 奈緒子
岩崎 隆司
大森 崇弘

1. 定例報告事項
(1)新入会員報告
なし
茨城ハング会員数

127 名（2008 年 2 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
1 月 31 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 年の会計報告及び 2008 年の事業計画について総会で承認が得られた。2008 年につい
ては取り分け大きな支出を予定してはいないが、昨年の様な日本選手権開催による補助金も
なく、会員数も平行線であることから収入面の状況も変わらない。会報の発行回数を減らす
などし、引き続き経費節減に努めて行きたい。
2. 報告・審議事項
(1) ＴＯランチャー前の枝払いについて（鈴木役員）
2008 年中に有識者に依頼し、木登りの講習会を実施予定。また必要に応じ木登り用の道
具や枝払い用の道具等を追加購入していく事とした。枝払いの状況としては、会員数名の
力を借り、特に有効と思われる場所について枝払いを行った。
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。
イベント名
日時
開催場所
内容
月 例会（5 月 5/17( 土 ) 〜 板 敷 エ リ 茨城ハング有志会員による月例コンペティションで
度）
18(日)
ア
す。http://imc.cloud‑street.net
茨城ハング
5/25(日)
ラ ン デ ィ 茨城ハング役員定例会。一般の会員の参加も歓迎いた
2008 年 5 月役 16:30〜
ン グ カ フ します。
員会
ェ

次回役員会: 2008 年 5 月 25 日(日) 16:30〜
場所：ランディングカフェ

