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< 八郷消防署による普通救命講習 開催のお知らせ >
救急法講習会開催のお知らせです。今年は、八郷消防署による普通救命講習会（ＡＥＤ（自
動体外式除細動器）を含む心肺蘇生法実習）です。万が一の事故の際に必要な救急・心肺蘇生
などの講習です。スカイスポーツの現場では、少なからず身に付けておきたい、そして反復練習
しておきたいものです。ＨＧ以外の普段の生活でも役立ちます。板敷の HG パイロット以外でも、
参加を歓迎しますので、お誘い合わせの上、奮って参加してください。また一般開催への登録と
なりますので定員１５名程度、申し込み先着順での受付となります。場合によっては参加のご希
望に添えない場合もあります。
主催団体 茨城県ハンググライダーの会
日時: 7 月 26 日(日) 集合８：４５ 終了 １2：００予定（午後からフライト可能です。）
場所: 大増多目的センター
内容: 八郷消防署による普通救命講習（ＡＥＤを含む心肺蘇生法実習）
講師: 八郷消防署職員
受講料: 無料
準備する物: 普段通りの動き易い服装。スカート等は不可。
受講希望者は 7 月１２日(日)までに、下記事項を明記の上申し込んでください。
1.「 7 月 26 日救急法受講希望」
2. 茨城ハング会員の場合は会員番号(会員でなくても受講できます。)
3. 氏名
4. 氏名フリガナ
5. 生年月日
6. 連絡先住所
7. E-mail(あれば)
申し込み・問い合わせ先：スポーツオーパカイト板敷ショップ内 担当 桂
email:itajiki@opa.co.jp
電話:0299-44-3642
FAX:0299-44-3939

<確認！エリアルールで定める罰金について>
会で定める罰金の金額は下記通りとなります。お間違えのないようお願いいたします。
・ スタチン：1,000 円
・ 山チン、アウトサイド：2,000 円
尚、スタチンと山チンの違いですが、茨城ハングで借りているＴＯ敷地内（セットアッ
プエリア東西ほぼ中央で稜線の一番高い所（以前は桜の木が有った所で現在残っている
トイレ近くの桜の木と入口看板の傍の桜の木が有る所）から南（ＬＤ方向）に水平距離
で３０ｍ。入口から、西ランチャーの先桜の木までの幅です。石岡市と笠間市の境界が
有ります。笠間市側は道路まで笠間稲荷神社から、借地しています。）に刺さった場合
はスタチン扱いとし、その範囲を超える場合は山チンとします。

<告知！メイン−サブランディング間に張ってある魚網について>
前回の会報でお知らせした通り、メインランディング−サブランディング間に張ってあ
る魚網の張りなおし作業（交換は行っていません）を実施しました。長年の使用によりた
るんだ箇所を引っ張り上げた状態となっていますが、網を交換したわけではありませんの
で強度はあまりありません。人が乗った場合、網が破れ転落する恐れがあります。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。
また時折、子供たちが網の上で遊んでいるのが目撃されております。上記通り危険です
ので見かけた方は注意を促すように心がけてください。

2009 年 茨城ハング総会報告
日時:2009 年 3 月 8(日)16：00‑17:15
場所: 大増 多目的センター
出席者数：27 名（議長含む）
(会長挨拶)
昨年は特に大きな事故も無く安全にフライト活動が行えた 1 年でした。会の活動としてはラ
ンディング場付近の電線撤去対応等を行い、よりフライトしやすいエリア作りを行ってきまし
た。今年は例年通りのエリア整備に加え、ランディング場に沿った道路にある標識について、
移設を視野に入れた働きかけ、地元との連携強化（ＴＯ周辺ごみ拾い）を行い、更なるフライ
ト活動がしやすいエリア作りを行っていきたいと考えております。会員の皆様のご協力の元、
今年も引き続き気を引き締め、安全に楽しくフライトできる年としていくよう心がけましょう。
(議長選出)
服部良亮会員を議長に選出
1. 2008 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）
(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. 2009 年度事業計画
(1)事業計画概要(資料後掲)
(2)予算案(資料後掲)
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. 2009 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 1 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
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, 川手 悠紀,三上 卓也
会計監査
澤田 ほむら
以上について全会一致で承認。
5. その他（会員からの提案・質疑応答、お知らせ等）
Ｑ：ＴＯランチャー下付近にゴミが捨ててあるのが目立ちます。フライヤーが投棄している
とは思えませんが、主に利用している者として地元協力の一環としてごみ拾い等を行っては
いかがでしょうか？
Ａ：まずはゴミの投棄があるという事実を役所へ届け出る必要があります。投棄されている
ゴミの廃棄方法等を確認した上で、有志を募り風待ち等の空き時間を利用し、ゴミ拾い活動
を実施する方向で検討いたします。
Ｑ：ＬＤ付近の電線がなくなったが、その事により進入方法の変更や禁止事項の改定などの
エリアルールの変更はありましたか？
Ａ：電線はなくなりましたが、メインランディング南側の道路をまたぐランディングアプロ
ーチは、一般の交通とのトラブルが懸念されるので、あらためて罰則なしの禁止行為として
います。
※ エリアルール「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」
お知らせ：ＴＯへ上がる道のＵターン路について、地元支援者の協力を得てより安全に転回
できるよう拡張する方向で市に陳情書を提出しました。
お知らせ：石岡市（旧八郷町）に点在している信号機それぞれに、地名が付けられました。
（閉会）
以上

2008 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
会報発行
3 月 （スプリングフライト）
5 月 役員会
会報発行
7 月 救急法講習会
役員会
10 月 役員会
会報発行
11 月 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。
・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。
1. 2009 年度事業計画
事業概要
1 月 役員会
3 月 総会・役員会
4 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
・ＴＯランチャー台補修
・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. 2008 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
会が主催する大会である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
30,000 円＋使用料 5,000 円／1 回

2. 2009 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
3 月総会(3/8)の時点で、会費を納入した会員数は 134 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
2009 年度 \420,000
[過去の見積り額 \420,000(2008 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(2007 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。

３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
882
883
884
885

2009 年 3 月 8 日(日)17:25〜19:00
大増多目的センター内
薗部 重己
山崎 勇光
岡本 正美
桂 敏之
小林 奈緒子 安東 正夫
井上 潔
岩崎 隆司
岩間 雅彦
大沢 豊
川手 悠紀
鈴木 由路
横山 豪
他会員数名
呉屋 紀彰(書記)

氏名（ふりがな）
松尾 悠歩（まつお ゆうほ）
田中 彬（たなか あき）
田口 盛幸（たぐち もりゆき）
菊池 明子（きくち あきこ）

検定員
安東
安東
桂
桂

(2)エリア管理作業報告（岡本役員）
作業日時
作業内容
2月2日
エリア見回り
ＴＯトイレ掃除
2月3日
ＬＤポンプガス３リットル補給
2 月 20 日
ＬＤ吹流し 2 本交換
2 月 21 日
ＴＯ吹流し 1 本交換
エリア見回り
ＴＯトイレ掃除
3月8日
ＬＤポンプガス３リットル補給
ボランティアによるＬＤ網張り直し
（約 15 名の会員により 1 時間程作業を実施した。
）
(3)会計状況報告（小林役員）
2008 年度会計報告及び 2009 年度予算案が総会にて承認された。会計状況について特に大
きな支出は予定されていないため順調に推移していている。
2. 報告・審議事項
(1) 茨城ハングで発生したインシデント（※）について
１月の役員会で議論されたインシデントについて、役員間での情報共有方法として必要
に応じて茨城ハング役員メーリングリストを使用していくこととした。
※ インシデントとは重大事故に至る可能性がある事態で、なおかつ大きな事故につな
がらなかった潜在的事例
(2) 地元協力金について
2008 年度の地元協力金について、複数の役員が地元に対応し、その間の連携不足によって、
当初想定していたよりも 3 万円多い金額を地元に寄付する結果となった。昨年は香取神社
の立て替えなどに伴う協力金等としてやむを得ない面もあったが、今後は地元との担当者
を一人に決めて対応を進めることとした。
(3) ＴＯ東・西ランチャー台について
ＴＯ東・西ランチャー台についてスプリングフライトまでに改修を行うこととした。
⇒ 修繕対応済みです。
(4) ランディングカフェ付近にある魚網について
以前撤去した魚網がランディング場端に放置されたままになっていおり地元の方からク
レームを頂いている問題について、岡本役員により撤去作業が行われた。
(5) 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
表題に挙げたとおり網の張り直しを行った。今回の対応は垂れ下がった網を暫定的に引
っ張り挙げただけの対応であり、完全な修繕には至っていない。恒久対策については良案
が浮かんでおらず、また資金面の課題もあり依然検討中のままである。
⇒ 網は長年の使用により痛んでおります。故意に乗ることのないよう注意願います。
(6) 関東学生連盟主催の草大会について
2 月 23 日（月）〜24 日（火）の 2 日間、足尾＆板敷エリアにて関東学生連盟主催の草大
会が行われた。コンディションの関係で板敷エリアは使用されなかった。

(7) ランチャー台先の木々について
ＴＯランチャー台前の木々が伸びてきている。一先ず西ランチャー前の両サイドにある
枝払いを実施した。またかねてより検討していた木登り用に使用するハーネスについて、
発注を行うこととした。
(8) メインランディング場−グライダー解体場間の道路に立っている道路標識について
移設あるいは撤去が可能かどうか薗部会長が警察署に確認中。
(9) ランディング場周辺にある突起物について
ランディング場周辺にある汲み取りポンプ等の突起物について、ランディング時の事故
防止のために廃タイヤ等を使用した保護を行ってはどうかという案が出された。会として
前向きに対応していくこととした。
(10)

ＴＯへ上がる道に生えている雑草や落ち葉等について
ＴＯへ上がる道の周辺には多くの雑草が生えており、また落ち葉等も多く散乱している。
地元との連携強化の意味を踏まえ、有志を募り堆肥掃除を実施できないかという案が挙が
った。会として内容について検討を行ったところ、地元との連携強化は重要であるが、会
には有志を募る際に会員を集めるための強制力は無く、作業を申し出た責任を全うする確
約が取れない可能性があるとの意見もあり、提案を見送ることとした。

(11)

ランディング場を望むＷＥＢカメラについて
茨城ハングの活動とは直接関係はないが、ランディング場を映すＷＥＢカメラが株式会
社ウェザーニューズ及びスポーツオーパカイト社の協力の下設置され、ランディングの様
子がインターネットを介しいつでも様子が伺えるシステムが導入された（ウェザーニュー
スホームページ：http://weathernews.jp/index.html より キーワード「大増」を入力
して検索）。これに伴い、会員より「カメラから見やすい位置に吹流しがあるとありがたい」
との要望があり、会として検討を行い吹流しを提供することとした。吹流しの設置場所に
ついては岡本役員と相談することとした。

５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
886
887

2009 年 5 月 31（日)15:30〜17:00
スポーツオーパカイト内
山崎 勇光
岡本 正美
桂 敏之
安東 正夫
井上 潔
上田 佳央
大沢 豊
川手 悠紀
鈴木 由路
呉屋 紀彰（書記）

氏名（ふりがな）
佐藤 勝久（さとう
島田 秀敏（しまだ

かつひさ）
ひでとし）
茨城ハング会員数

小林 奈緒子
大沢 豊
横山 豪

検定員
安東
桂
150 名（2009 年 5 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
3 月 31 日
ＴＯ東西ランチャー台修理
エリア見回り
ＴＯトイレ掃除
4 月 10 日
ＴＯランチャー台下ゴミ拾い
5月7日
ＬＤ土手草刈（〜25 日まで）
エリア見回り
ＴＯトイレ掃除
5 月 13 日
石岡市観光協会総会出席
5 月 15 日
第 1 回ＬＤトラクター草刈（〜16 日まで）
ＬＤポンプガス３リットル補給
5 月 27 日
役場スカイスポーツ会議出席
(3)会計状況報告（小林役員）
2008 年度会計報告及び 2009 年度予算案が総会にて承認された。会計状況について特に大
きな支出は予定されていないため順調に推移していている。
2. 報告・審議事項
(1) ランチャー台先の木々が伸びてきている問題について
枝払い用に購入を検討していた木登り用ハーネスについて、Ｍサイズ、Ｌサイズを 1 つ
ずつ（各 3,000 円）を購入した。ハーネスはＴＯ西ランチャー台下のパイプの中に保管す
ることとした。
(2) エリアルール改定について
筑波観光鉄道株式会社及び石岡市商工観光課より、筑波山周辺でフライト活動を行う団
体に対し、飛行禁止区域を設けるルール制定について申し入れがあった。この申し入れに
対する飛行禁止区域をエリアルールに盛り込むと共に、兼ねてより飛行禁止となっていた
丸山風車周辺についても改めて記載することとした。追加ルールについては下記通り。
⇒ 詳細については添付のエリアルールを参照願います、
【 筑波山周辺 】
① 筑波山ロープウエイつつじヶ丘駅を起点とし、女体山駅を終点としたロープウエイ施設
に対し、半径 200m 以内及び上空 200m 以下を飛行禁止空域とする。
② つつじヶ丘駅駐車場はランディング禁止とする。
③ 筑波山神社上空 200m 以内を飛行禁止空域とする。
④ 筑波山鋼索鉄道（ケーブルカー）宮脇駅を起点として、筑波山頂駅を終点としたケーブ
ルカー施設に対し、半径 200m 以内及び上空 200m 以下を飛行禁止空域とする。
【 丸山風車周辺 】
① 丸山に設置されている風車２基周辺の飛行禁止区域として、水平方向半径 300m 以内、
縦方向に関しては上下 100m 以内を飛行禁止区域とする。
参考：風車の座標
１号機（南側） N：36°17′31″ E：140°09′03″
２号機（北側） N：36°17′36″ E：140°09′06″
(3) 石岡市観光協会への年会費の納入について
石岡市観光協会へ平成 21 年度年会費（10,000 円）納入を行った。会費は石岡市の観光
事業の一部として使用されることとなる。

(4) 2009 年スプリングフライトについて
今年の大会は、日程の都合で４月の開催となり桜の花が満開の絶好のコンディションで
行われた。初日、83.0Ｋｍ２４名ゴール 二日 73.6Ｋｍ１７名ゴール 三日 64.0Ｋｍ２１
名ゴールと盛況に行われたが、三日目に、着陸時に事故が起きてしまい四日目は大会を自
粛して終了とした。
優勝：大門 浩二選手 2 位：鈴木 博司選手 3 位：板垣 直樹選手
女子 1 位：谷古宇 瑞子選手
(5) 2009 年度の板敷エリアアウトサイドについて
2009 年度夏季シーズンにおいてメインランディング周辺の耕作地は例年のような田んぼ
ではなく、麦が栽培されることとなった。これに伴い耕作業者よりアウトサイド時の謝罪
については不要との連絡を受けた。その為、会としては２００９年度夏季シーズンに限り
メインランディング周辺の麦畑にランディングした場合については、茨城ハングで定める
エリアルール アウトサイドの処理 1.に記載する「会が別途定める特定の耕作地」扱い
とし、耕作者への謝罪を免除するものとした。但しアウトサイド封筒及び罰金の提出につ
いては、規定通り実施するものとする。
(6) ランディング場を望むＷＥＢカメラについて
ランディング場を映すＷＥＢカメラ（3 月報告事項参照）から見やすい位置への吹流し
設置に際し、設置場所、金額について岡本役員、大沢役員と検討を行った。その結果、ラ
ンディング場西側、恋瀬川沿いに吹流しを 1 本立てることとした。
⇒ 6 月 3 日に設置されました。原寸拡大すると風向きも分かります。
(7) 水戸青年会議所（JCI）主催のちびっ子広場への参加について
去る 5 月 17 日水戸青年会議所主催のちびっ子広場にて山崎福会長がハンググライダーの
吊り下げ体験イベントを行ってきた。生憎の雨天だったこともあり参加者は例年より少な
かったものの、150 人程度の体験者を飛行させた。
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
救急法講習会 7/26(日)
大 増 多 目 的 毎年恒例の救急法講習会です。会員以外の参加も可能
センター
です。
茨城ハング
7/26(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た
7 月役員会
16:30〜
ーパカイト します。
月例会（7 月 7/11(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）
す。http://imc.cloud‑street.net
池田山カップ 7/30( 木 ) 〜 岐 阜 県 池 田 JHF 公認ハンググライディングシリーズの大会です。
8/2(日)
山エリア
http://www.hangpara.jp/hgc/compe̲sche.html
岩木山ＸＣ１ 9/26( 土 ) 〜 青 森 県 岩 木 豪 華 内 容 で 秋 の 津 軽 を 楽 し む Ｊ Ｈ Ｆ 後 援 大 会
００
27(日)
山エリア
http://www.ac.auone‑net.jp/~new̲wave/xc100.html

救急法講習会: 2009 年 7 月 26 日(日) 8:45〜12:00
場所：大増多目的センター
次回役員会: 2009 年 7 月 26 日(日) 16:30〜
場所：スポーツオーパカイト内

