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                               2003 年 11 月発行 

<200４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。200４年度の会費を納入お願いします。 

200４年度の会費は 20,000 円です。12 月 20 日までに郵便局または下記払込担当役員に

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、ビジターフィー

を納めた上でフライトしていただくことになります。 

 

<茨城ハング年会費振込み方法について> 
9 月号の会報でもお知らせしましたが、2004 年度分振り込み時より、従来の会員個人による

郵便振替方法に加え、選任された受付担当役員による現地受付も始めます。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 受付場所 電話番号 

藤沢 勇一 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 

※ 桂役員は、12 月 30 日（火）～1 月 4 日（日）と 1 月 10 日（土）～13 日（火）は不在 

その他担当役員の不在日は上記へ直接お問い合わせください。 

 

<2003 年板敷オータムフライト ＆ 八郷クラフトフェア開催のお知らせ> 
恒例となりました板敷オータムフライトを今年も八郷クラフトフェアとの共同開催で行います。

今年の開会式は、10 周年を迎えるクラフトフェアと共同で開催します。是非時間厳守で集

合いただけるようお願いします。またオータムフライトについても例年通り豪華賞品を沢山用

意しておりますので、皆様奮ってご参加ください。 

日程: 11 月 23 日(日曜日) (予備日は設けません) 

 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。 
 



 

１１月役員会報告 
開催日時 2003 年 11 月 9 日(日)16：30～17：50 

場所 スポーツオーパカイトショップ内 

（都合により当日場所変更となりました。） 

薗部 重巳 仁平 洋之 山崎 勇光 桂 敏之 

岡本 正美 大沢 豊 岩間 雅彦 井上 潔 

秋山 拓二 藤沢 勇一 小田島 久則 佐々木 弘道 

出席者 

榊原 彩子 他、小林奈緒子含め会員数名 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） 検定員 

768 渡邉 圭一（わたなべ けいいち） 藤沢 

769 池田 桂一（いけだ けいいち） 藤沢 

再入会員 

会員番号 氏名（ふりがな） 

257 添野 佳一（そえの よしかず） 

茨城ハング会員数 209 名（2003 年 11 月現在） 

(2) エリア管理作業報告（桂） 

作業日時 作業内容 

9 月 17 日 LD 吹流し 2 本交換 

9 月 19 日 TO 吹き流し１本交換 

9 月 23 日 トラクター整備 

草刈部分、タイヤ、ホイール 4 本交換 

草刈刃取付アーム修理、刃磨ぎ 

9 月 30 日 エリア見回り 

TO トイレ掃除 

10 月 23 日 第 2 回 TO 草刈 24 日迄 

10 月 24 日 第 4 回 LD トラクター草刈  

LD 排水ポンプガス 3 リットル給油 

10 月 30 日 TO トイレ掃除 

エリア見回り 

今回で、大沢役員に発注している今年度契約分のエリア管理年間請負作業における、所

定の草刈り作業(年間で TO2 回、LD4 回、土手 3 回)は終了。 

 

(3) 会計状況報告 

重要な報告は特になし。 

 

2. 報告・審議事項 

(1) TO ゴムマット敷設について（藤沢役員） 

発注していたゴムマットがようやく届くこととなった。折をみて敷設を行いたい。 

⇒ ゴムマット敷設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。当日居合わ

せた方はお手数ですがご協力お願いします。 



 

(2) 来年度スプリングフライトについて 

2004 年度スプリングフライトを 2004 年 3 月 17 日（水）～21 日（日）の期間で開催予定とした。 

⇒ 開催期間中は一般フライヤーの方にはフライト制限がかかります。ご不便をおかけしますがご協

力お願いします。詳細は次回の会報にて掲載します。 

 

(3) 会費振込み代理作業について 

今回から導入した年会費代理振込み制度について、代理振込み担当役員は、会員から会費預か

り後 1 週間以内に茨城ハングへ預かり金を振込むよう取り決めた。 

 

(4) ランディング周辺にある障害物の撤去について 

冬季ランディング解体場に置いてあるテーブルについて、劣化が激しい為撤去することとし

た。作業については山崎副会長に一任した。またランディング場土砂流出防止のために用意

した電柱について、薗部会長より正式に提供を受け、山崎副会長を主体とし年内を目処に埋

設作業を執り行うこととした。 
⇒ TO ゴムマット敷設作業同様、会員の皆様のボランティアによって行います。当日居合
わせた方はエリア環境整備のためご協力お願いします。 
 

(5) 板敷オータムフライト＆八郷クラフトフェアについて（山崎副会長） 

先にお知らせした通り今年も板敷オータムフライト＆八郷クラフトフェアを共同開催にて執り行う。今

年はヘリコプターによる遊覧飛行イベントを復活させる。安全面に十分配慮し、地元住民・フライヤ

ー共に楽しめる交流の場としていきたい。 

 
(6) 上曽峠トンネルについて（山崎副会長） 

上曽峠トンネル化について八郷町役場の建設課より、茨城ハングとしての意見を尋ねられた。会と

しては 200 名を超える会員の意見取りまとめは困難である旨を伝える事とした。 

 
(7) 八郷ふれあい祭りについて（山崎副会長） 

去る 10 月 26 日（日曜日）に八郷町ふれあい祭りが行われ、茨城ハングとしてクレーンによるハング

グライダー浮遊体験を行った。参加者 270 名が集まり、大盛況の中幕を閉じた。 

 
(8) 加藤会計の後任候補者について 

会計を担当していただいている加藤会員から来年度の会計担当の候補者として推薦されている小

林奈緒子さんが出席し、来年度の総会で会計に立候補する意思を表明した。 

 
 

次回役員会: 2004年1月18日(日) 

ランディングカフェにて(16:30開始) 

 

2004年茨城ハング総会: 2004年2月22日(日) 



 

                           NO.           

 

２００3板敷山オータムフライト 
                                  要項                   

開催日   2003年１１月２３日（日） （予備日はありません） 

開催地   茨城県新治郡八郷町板敷山 

主催     茨城県ハンググライダーの会 

参加資格 JAAフライヤー登録のＢ級以上 …但しＢ・Ｃ級のフライヤーは教員の指導のもと参加 

競技種目 フリーテイクオフ、フリーパイロンもしくはデュレーション 

参加費   ①会員  …１０００円 ②非会員…２０００円（ビジターフライト料込） 

ゲーム  全員参加でゲームをします。参加費は１人１００円。優勝者賞金総取りのゲームです。小

銭をご用意下さい。 

所持品   デジタル時計、カメラは不要です。 

協賛       やさとクラフトフェア実行委員会及び出店の皆さん、ウインドスポーツ 

ブリーズィースポーツ、バンプハンググライダーサービス 

     スポーツオーパカイト、エンタープライズウイングス、薗部重巳、井上潔 

                           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 

                 

  

 

 

                 

  

 

                 ※タスクを必ず真上から通過すること。 

 

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。 

技能証・機体に応じて得点に係数を掛ける事。係数は当日決定する。 

クラスＶ機＝0.5～0.9  XP・P証＝1.0  C証＝1.3～1.5  B証＝1.8～2.0 

 

ターゲット得点   両競技に適用  ＸＰ・Ｐ証→５００点   Ｃ証→１０００点   Ｂ証→１５００点 

 

タイムスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

※報告〆切以降随時進行していきますので、予定より早まる可能性があります。 

実行委員の指示に従って下さい。 

 

１．大覚寺         １００点 ８． 燕山鉄塔      ８００点 

２．ポンプ小屋     ２００点 ９． 足尾山頂       ９００点 

３．板敷T.O.      ３００点 10．猿公園鉄塔    １０００点 

４．吾国山山頂    ４００点 11．八郷町役場   １２００点 

５．洗心館         ５００点 12．豊後荘病院   １５００点 

６．星の宮幼稚園  ６００点 13.  筑波山頂      １８００点 

７．五差路         ７００点 14．不動峠料金所 ２０００点 

9時 選手受付 

9時３０分 開会式 

10時～ ゲートオープン 

１４時 ゲートクローズ（厳守） 

１４時３０分 ランディング報告締め切り（厳守） 

１４時４５分 閉会式 

１５時 結果発表 

１５時１５分 ゲーム大会 


