茨城ハング会報
2008 年 10 月発行

<200９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。2009 年度の会費を納入お願いします。
2009 年度の会費は 20,000 円です。12 月 25 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
つ不可欠な運用のための原資です。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事になります。また再入会者は期日までに納入い
ただいた会員と区別する為、会員証の色を通常の物とは変えての発行となりますのでご留意
願います。

<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「郵便振替」
、「担当役員による現地受付」
、「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）」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下さい。
(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
下さい。土日・祝日の受付も行いますので気軽にご利用下さい。
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下さい。
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
安東 正夫
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
山崎 勇光
ブリーズィー・スポーツ
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。

<2008 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「2009
年板敷エリア年間フライト無料券（※）×3 名さま（各クラス 1 名ずつ）」を用意致します。皆様奮っ
てご参加下さい。
（※）・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
お尋ね下さい。
・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(日曜日)
9:00 ランディング集合
9:30 開会式
参加費: 会員 \1,500 円 ビジター \2,500 円(ビジターフィー込み)
※
詳細については添付した開催要項を参照して下さい。
お釣りのないように小銭をご用意願います。

<2008 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。表紙にも案内を載せました
が、今年は盛大に 3 日間開催で地元のお祭りも同時開催となります。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 22 日(土曜日) 〜24 日（月曜日・祝日）
場所：板敷ランディンググライダー解体場付近
※
詳細については表紙の開催要項を参照して下さい。

<注意！ メインランディング−サブランディング間に張ってある魚網について>
転落防止対策の一環として張ってあるメインランディング−サブランディング間の魚網ですが、
長年の使用により腐食が進んでいます。人が乗った場合、網が破れ転落する恐れがあります。非
常に危険ですので故意に魚網の上に乗るのは絶対に避けて下さい。
７月役員会報告
開催日時
場所
出席者

1. 定例報告事項
(1)新入会員報告
会員番号
871
872
873

2008 年 7 月 13 日(日)16:30〜18:00
スポーツオーパカイト内
小林 奈緒子
安東 正夫
井上 潔
上田 佳央
大沢 豊
大森 崇弘
鈴木 由路(書記)

氏名（ふりがな）
稲葉 敬昭（いなば
青木 三穂（あおき
石渡 彰（いしわた

のりあき）
みほ）
あきら）

岩崎 隆司
小田島 久則

検定員
安東
桂
安東

(2)エリア管理作業報告（岡本役員）
作業日時
作業内容
6月3日
エリア見回り
ＴＯトイレ掃除
6 月 23 日〜7 月 3 日
第２回ＬＤ土手草刈
6 月 25 日
ＬＤ水路ネット下除草剤撒き
ＬＤ排水ポンプガス３リットル補給
6 月 30 日〜7 月 1 日
第２回ＬＤトラクター草刈
ＬＤ吹流し３本交換
7月2日
エリア見回り
ＴＯトイレ掃除・汲み取り
ＴＯ吹流し１本交換
7 月 11 日
観光協会理事会出席（ひまわりの館）
(3)会計状況報告（小林役員）
大きな支出の予定もなく順調に推移している。

2. 報告・審議事項
(1) ＴＯ東西ランチャー台について
傷んでいる箇所が多く見られる為、修繕が必要と考えられる。特に西ランチャー台につ
いては、土台からの作り直しを視野に入れた改修を検討する必要がある。会の予算見通し
と合わせ検討していく事とした。
(2) ランディングカフェ付近にある魚網について
以前使用していた魚網がランディングカフェ付近に放置したままの状態となっている。
雑草が絡まり取り出せない状態となってしまっている為、冬場を待ち廃棄する事とした。
(3) メインランディング−サブランディング間に張ってある魚網について
長期にわたり紫外線を浴びている為、腐食が進んでおり、危険な状態となっている為メ
ンテナンスが必要である。今後の対応について引き続き検討していく事とした。
(4) テイクオフやランディング場の利用に関する諸注意
テイクオフやランディング場でゴミが目立つようになってきている。故意に捨てたもの
ではないかもしれないが、不注意で忘れていた場合でも、第三者から見た場合同じ結果に
見えてしまう。常日頃利用している場所であるからこそ、最低限のマナーを守るよう呼び
かけていく。
⇒ テイクオフ、ランディング場でゴミを見かけた場合、例え自分達が出したゴミでは
ないとしても、フライヤーの皆様で快く回収して頂けるようお願いいたします。
(5) ランチャー台先の木々について
季節的に木々が伸びてきている為、テイクオフの際に若干気になる長さの枝が出てきて
いる。必要に応じ枝払いを実施していく事とした。
(6) 救急法講習会を開催
本日、日本赤十字社に開催の依頼をした救急法講習会を大増多目的センターにおいて行
い、当会会員のほか JHF 会長や PG フライヤーも含め１５名が参加した。ベテラン講師によ
る指導の下、ハングの現場に即した（例えば後頭部の尖ったヘルメットの外し方等）内容
の濃い講習となった。
⇒ 来年についても開催予定です。スカイスポーツの現場に限らず、知っておくといざと
いう時に役に立つ知識を身につけられます。まだ受講された事のない方は、次の機会に是
非ご参加下さい。

１０月役員会報告
開催日時
場所
出席者

2008 年 10 月 5 日(日)16:45〜19:00
スポーツオーパカイト内
薗部 重己
山崎 勇光
岡本 正美
桂 敏之
小林 奈緒子
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
呉屋 紀彰(書記)

1. 定例報告事項
(1)新入会員報告
会員番号
874
875
876
877

氏名（ふりがな）
検定員
島田 悠一（しまだ ゆういち）
安東
佐賀 義光（さが よしみつ）
桂
仲本 正訓（なかもと まさくに）
安東
田中 頌子（たなか しょうこ）
安東
茨城ハング会員数 165 名（2008 年 10 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
7 月 23 日〜7 月 30 日
第１回ＴＯ草刈
7 月 30 日
エリア見回り
ＴＯトイレ掃除
8月9日
ＴＯ吹流し１本交換
ＬＤ吹流し１本交換
8 月 13 日
ＬＤ排水ポンプ修理
ＬＤ排水ポンプガス３リットル補給
8 月 21 日〜8 月 22 日
第３回ＬＤトラクター草刈
第３回ＬＤ土手草刈（〜9 月 4 日まで）
9月1日
ＬＤ水路ネット下除草剤撒き
エリア見回り
ＴＯトイレ掃除
9月6日
ＬＤ排水ポンプガス 3 リットル補給
(3)会計状況報告（小林役員）
新入会員数及び再入会員数に置いて、今年度予算分を達成した。ビジター数は不足してい
るが、予定外の大きな出費もない為、概ね順調に推移している。

2. 報告・審議事項
(1) ＴＯ西ランチャー台について
以前より検討課題として度々挙がってきているが、ＴＯ西ランチャー台の老朽化が進ん
でいる。西ランチャー台については茨城ハング創設以来、部分的な補修は行ってきたもの
の、土台からの改修は行っておらず、土台部分の腐食が進んでおり、根本的な対策が求め
られている。しかし昨今の会員数の減少に伴う会費収入及び利用者の低減もあり、一部の
役員からは抜本的な改修工事を行うのは状況的に厳しいのではないかと言った意見も出て
いる。ランチャー台を１から作り直す予算も確保できない事もあり、しばらくの間、暫定
的な修復を行い（見積もりとしては 3〜4 万円程度の修繕費）
、様子を見る事とした。

(2) ＴＯ東ランチャー台について
張ってある板が一部浮いてきている箇所が見受けられる。西ランチャー台とは異なり土
台部分に問題はなく、大きな支出なしに修復が可能である為、故障箇所の修繕を行う事と
した（見積もりとしては 1〜2 万円程度の修繕費）
。
(3) ランディングカフェ付近にある魚網について
前回（7 月度）の役員会で検討した通り、雑草が絡まり取り出せない状態となってしま
っている為、廃棄時期・方法については次回の役員会にて検討する事とした。
(4) メインランディング−サブランディング間の水路上に張ってある魚網について
現状、本来期待される効果（ランディング時に用水路に突っ込んでしまう様な大事故の
回避）が得られるかどうかもわからないくらい腐食が進んでいる状態である。このままの
状態では危険である上、浮き出た網が草刈中に刈払機の刃に絡まったりして作業にも支障
をきたしている。魚網の再設置をするとした場合に問題となる入手状況を確認すると共に、
用水路問題に対する更なる良案がないかどうかを検討していく事とした。
(5) オータムフライト及びクラフトフェアについて
オータムフライトについて、呉屋役員が実行委員長となり例年通り、11 月 23 日（日）
に開催する事とした。またクラフトフェアの開催は 11 月 22 日（土）〜24 日（月・祝）の
3 日間で開催されるとの報告があった。今年は地元、大増のお祭りも一緒に参加する事が
予定され、神社の改築を祝い盛大に執り行われる模様。また神社の改築に伴い、地元から
寄付の要請があった。会としては、常日頃お世話になっている地元の方々へのお礼として、
地元協力金と予備費の一部にて調整を行い、寄付金として贈る事とした。
(6) 航空連絡会及び飛行連絡会への出席
関東の低空を飛ぶ航空機同士の実情理解と連絡を目的に、自衛隊の基地・駐屯地からの
呼びかけで毎年開催されている標記連絡会に、桂役員が茨城県連盟の代表として、６月１
２日の宇都宮航空連絡会と、７月１４日の関東西部地区飛行連絡会にそれぞれ出席した。
また、７月１４日には桂役員が、当会の元会員でもある板倉滑空場の役員の方と、お互い
の飛行運行状況について情報交換を行った。これは、今春、足尾山から西へ４５km 進出
したハンググライダーが折り返しの目安と考えていた板倉滑空場の着陸進入空域内で滞空
して至近に着陸したハプニングによる。
⇒ 渡良瀬遊水地近辺ではグライダーの他にも超軽量動力機やスカイダイビング等が行
われています。事前の連絡調整なしにハンググライダーで同付近を飛行することは危険で
あり、多大な迷惑をかける恐れがあります。クロスカントリーフライトでは事前の情報確
認と必要となる各方面との連絡調整を忘れないでください。
(7) ２００９年スプリングフライトについて
例年３月に開催されているスプリングフライトであるが、２００９年については、同時
期に和歌山県紀の川エリアにて、日本選手権が開催される為、２００９年いついては４月
９日（木）〜１２日（日）の４日間で開催する事とした。

(8) ２００９年茨城ハング年会費について
会計報告でもあった通り、２００８年度の予算については概ね順調に推移している。ま
た２００９年度の予算計画を視野に入れたとしても、大きな出費を迫られるような状況は
想定しにくい為、２００９年の年会費については、２００８年同様「２０，０００円」と
据え置く事とした。
(9) 冬季ランディング場北側に借りているグライダー解体場兼駐車場について
冬季ランディング場北側に借りているグライダー解体場兼駐車場であるが、借地料が高
額な割りに利用頻度が低く、解体場として確保しなくてもフライトに対する利便性に影響
は少ないと判断された為、２００９年度から借地に関する契約を延長しない方向で交渉す
る事とした。交渉の際に地主から大幅な借地料低減が見込まれた場合にのみ、契約延長に
ついて再考する事とした。
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。
イベント名
日時
開催場所
内容
月例会（12 月 12/13( 土 ) 〜 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
度）
14(日)
す。http://imc.cloud‑street.net
茨城ハング
1/18(日)
ス ポ ー ツ オ 茨城ハング役員定例会。一般の会員の参加も歓迎い
2009 年 1 月役 16:30〜
ーパカイト たします。
員会
茨城ハング
3/8(日)
大 増 多 目 的 茨城ハング意思決定最高機関です。会員の皆様に積
2009 年 総会 16:00〜
センター
極的に参加頂き、ご意見等お寄せ願います。
茨城ハング
3/8(日)
大 増 多 目 的 茨城ハング役員定例会。一般の会員の参加も歓迎い
2009 年 3 月役 総 会 終 了 後 センター
たします。
員会
〜

次回役員会: 2009 年 1 月 18 日(日) 16:30〜
場所：スポーツオーパカイト
次回総会: 2009 年 3 月 8 日(日) 16:00〜17:30
場所：大増多目的センター

NO.

２００８板敷山オータムフライト
要
開催日
主催
参加資格
競技種目
参加費

項

２００８年１１月２３日（日）
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証のフライヤーは教員の指導のもと参加
フリーパイロンもしくはデュレーション。コンディションによりターゲット。
①会員 …１５００円 ②非会員…２５００円（ビジターフライト料込）

所持品
協賛

時計を用意して下さい。カメラ、ＧＰＳは不要です。
茨城ハング
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 ９． 足尾山頂
９００点
２．ポンプ小屋

２００点 10．猿公園鉄塔

１０００点

３．板敷T.O.

３００点 11．八郷町役場

１０００点

４．吾国山山頂

４００点 12．豊後荘病院

１２００点

５．洗心館

５００点 13. 竜神山

１５００点

６．星の宮幼稚園

６００点 14．雨引山頂

１５００点

７．五差路

７００点 15．筑波山頂

１８００点

８．燕山鉄塔

８００点 16．パープルＴＯ

２０００点

※ 獲得ポイントにＣ証は３倍、Ｂ証は５倍の計算をし報告して下さい。
◆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。
XP証＝１．０
◆ターゲット得点
タイムスケジュール

P証＝１．５

両競技に適用

C証＝３

B証＝５

ＸＰ・Ｐ証→５００点

９時

選手受付

９時３０分

開会式

Ｃ証→１０００点

Ｂ証→１５００点

１０時〜

ゲートオープン

１４時３０分

ゲートクローズ（厳守）

１５時３０分

ランディング報告〆切（厳守）

１６時００分

結果発表

１６時１５分

閉会式

※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。
※総合得点に関係なく、各クラスに賞品が渡るよう配慮させていただきます。

