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< 謹賀新年 > 
新年あけましておめでとうございます。昨年、板敷エリアは重大事故：０で過ごせました。会

員の皆様の高い技術と安全意識の賜物だと思います。今年も更なる安全を心掛け楽しいフラ

イトをして行きましょう。本年もよろしくお願いいたします。 

<再掲載：２００４年度茨城ハング年会費納入のお願い> 
200４年度の会費納入を前回会報でお願いしました。既に多くの方から払い込みを済ませ

ていただきましたが、まだの方はぜひお早めに納入お願いします。先月と重複しますが、納

入用紙(郵便振替用紙)を本会報にも同封しました。既に払い込みを済ませている方は、ご面

倒でも破棄お願いします。 

200４年度の会費は 20,000 円です。会費は茨城ハング運営の原動力です。みなさんのご協

力をお願いします。なお、ご自分が払い込んだか否か不安、という方は、各ショップにお問い

合わせくだされば、払い込み状況がその場で確認できます。また選任された受付担当役員に

よる現地受付も行っております。詳しくは前回発行の会報をご参照ください。 

<2004 年度茨城ハング 総会 開催のお知らせ> 
以下の日程で、茨城ハングの総会を開催します。総会は、会の意思決定に関する最高機関

であり、今後の会の運営方針を決める最も重要な会議です。会員の方は万障お繰り合わせ

の上ご出席ください。 

日程: 2004 年 2 月 22 日(日) 16:30～18:00 

場所：大増多目的センター 

※ 当日、軽食をご用意します。 



１月役員会報告 
開催日時 2004 年 1 月 18 日(日)16：30～19：00 

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 桂 敏之 岡本 正美 

大沢 豊 岩間 雅彦 井上 潔 藤沢 勇一 

羽賀 勝洋 佐々木 弘道 榊原 彩子 呉屋 紀彰(書記) 

出席者 

他、横山 豪含め会員数名 

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 

770 野口 真巳（のぐち まみ） 藤沢 

771 平野 賢（ひらの さとし） 桂 

772 木下 修一（きのした しゅういち） 藤沢 
773 猪瀬 桃子（いのせ ももこ） 藤沢 
774 原田 知明（はらだ ともあき） 藤沢 
775 牛山 孝夫（うしやま たかお） 藤沢 
776 渡辺 壮（わたなべ そう） 藤沢 
777 髙野 博幸（たかの ひろゆき） 藤沢 

茨城ハング会員数 118 名（2004 年 1 月現在） 

(2) エリア管理作業報告（大沢） 

作業日時 作業内容 

11 月 27 日 ＴＯトイレ掃除 

エリア見回り 

12 月 5 日 ＬＤ排水ポンプ修理(プラグ交換,ガス５Ｌ補給) 

12 月 12 日 ＬＤ土手渡り板交換 

古ベニヤ、フレーム撤去廃棄 

12 月 17 日 ＬＤ排水ポンプ 水抜き 

12 月 26 日 ＬＤ排水ポンプ 水抜き 

(3) 会計状況報告 

2003 年度会計報告・2004 年度予算案提示があった。会計欠席のためメールにて事務局宛に報告

があり、会計監査を依頼した。1 月２１日に会計監査の確認をとり、署名・捺印を頂いたとの連絡があ

った。2003 年度会計はほぼ予算通りに推移した。年々会員が徐々に少なくなっており、このため年

会費による収入も減少している。会としてはより快適にフライトできるエリア整備を行っていくと共に、

会員数の増加・維持を目指していくこととした。内容としては以下の討議が行われた。 

・会員数の減少により収入が減っている。下記対応を取り会計の運用を行っていく事とする。 

１． 昨年度に引き続き地権者の方へ借地料の値下げをお願いしていく。 

２． TO ランチャー台設立、LD 電線撤去と大きな支出は落ち着いた状態なのでとりわけ大きな

支出は発生しない見込み。 

３． 旧会員の方々に、「会員復帰のお誘い」の旨のお知らせを行い、活性化を計る。 

４． 会議費について昨年度に引き続き 0 円とし、復活については本年度の会計状況を見ながら

継続審議とする。 

・・・等。 



 

2. 報告・審議事項 

(1) 南関東フライヤー協議会主催のイベントへの協力要請（千葉県連：清水氏） 

南関東を中心とする都・県連で発足した南関東フライヤー協議会が、ハンググライダーの活性化を

目的としたイベントを行うとの連絡があった。開催地・開催内容についてはまだ詳細に決まっていな

い状態であるが、茨城ハングに対して「開催の際に何らかの形で協力をして欲しい」との要請があっ

た。茨城ハングとしてはその趣旨に賛同し、クラフトフェア等での経験を活かし可能な範囲で協力す

る旨を伝えた。 

 

(2) TO ゴムマット敷設について（藤沢役員） 

TO ゴムマット敷設、４トンの土入れを行った。土砂流出を防ぐ為、もう少しゴムマットを追加した方が

よいとの判断で、2004 年度の予算より 30 万円分ゴムマット敷設に充てることとした。 

⇒ ゴムマット敷設作業を手伝って頂いた皆様、ご協力感謝いたします。 

 

(3) 笠間稲荷参拝、TO 借地について（仁平副会長） 

例年通り、薗部会長を代表に、笠間稲荷に新年の安全祈願の参拝を済ませた。また笠間稲荷より

借上している TO敷地（テイクオフ稜線以北部分）の賃貸契約が本年をもって満期を迎える。今後は

買い上げることも念頭におき、来年度以降の対応を検討していくこととなった。 

 

(4) オータムフライト主催者報告 

今回も多数の選手がエントリーし、事故も無く大盛況のうちに終了しました。大会に参加してくれた

選手、協賛者、クラフトフェアのスタッフ、地元の方々、スタッフ等協力していただいた全ての方に感

謝します。ありがとうございました。 

 

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（太字は板敷エリアのイベント）。ご都合が会う方は参

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ください。 

イベント名 日時 開催場所 内容 対象 フライト 

制限 

関西選手権 2004 2/8（日）～ 
１１（水・祝） 

和歌山県紀ノ川
フライトパーク 

２００４年ポイント大会第３戦目です 
http://www.h6.dion.ne.jp/~kinokawa/ 

P-UP 板敷はあり
ません 

茨城ハング 

総会 

2/22（日） 

16:30～18:00 

大増多目的センタ

ー 

茨城ハングの活動報告・今後の活動内容を

会員の皆様と話し合う会です 

茨城ハング

会員 

なし 

茨城ハング 

2 月役員会 

2/22（日） 

18:00～19:00 

ランディングカフェ 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 

茨城ハング

会員 

なし 

トントントン  
カップ  

3/13（土）～ 

１４（日） 

板敷エリア 東海大・東大・東京農工大の学生・OB/OG
によるデスマッチ（！？） 

左記 なし 

茨城ハング 

3 月役員会 

3/14（日） 

16:30～18:00 

ランディングカフェ 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 

茨城ハング

会員 

なし 

板敷スプリング

フライト  
3/17（水）～ 

21（日） 

板敷エリア 恒例のスプリングフライトです 
http://jhf.skysports.or.jp/HG/index.html 

XCP-UP あり 
 

ヤンキーカップ  4/10（土）～ 

１１（日） 

板敷エリア 上智・立教の学生・OB/OG によるサドン
デス（？？） 

左記 なし 

IFFC-2004 5/15（土） 

予備日 16（日） 

板敷エリア 有志によるチーム戦＆バーベＱ大会です P-UP 
（条件付C） 

なし 

 



茨城ハングの新会員となった原田さん。山飛びをはじめ早 4 ヶ月にして筑波山を攻略しました。今回そ

の様子をレポートにつづって頂きましたのでご一読ください(＾O＾／ 

 

【 初めての移動 】 
原田 知明 

先日、初めて移動をしました。その日は本当に条件が良い日で、前に出たグライダーはみるみる昇って

いきます。自分もＴＯ後最初のサーマルで一気に１３００ｍまで上昇。初めての１０００オーバー、初めて

の視界、今までよりももっと遠くが見えてきて、なぜだか無性に笑いがこみ上げてきます。でも同時に、

「これは行くしかない！」って思って、誰が聞いている訳でもないのに「行くぞー！！」と言って板敷上空 

から加波山に向かって飛び出したんです。でも初めはやはり、このまま行ってＬＤに帰れるのかという不

安がありました。だからずっと前よりも後ろばかり気にしていたんです。けれどその不安も、次のサーマル

で上がり始めると一気に晴れ、筑波山まで行ってやるという意気込みに変わりました。足尾ＴＯの上空を

通過して筑波山の上空まで来ると、山頂に観光客が見えます。そして「あの人達には自分達がどんな風

に見えてるのかな」とか思い、ちょっとした優越感にひたりながら板敷を振り返ると、とても遠くに小さく板

敷が見えました。「ここまで来たんだ！」っていう達成感でいっぱいでしたが、「帰れるかなあ」という不安 

感もありました。その日はホントに良い日で楽に板敷まで帰ることは出来たのですが、ＬＤを失敗。最後

まで気を抜いてはいけないコトも実感しました。今回、私はハンググライダーの魅力をまた一つ知ること

が出来ました。と同時に、これからももっと飛んでもっと上手くなって、もっともっとハングの魅力を見つけ

ていきたいと思った一日でした。 

 

 

2004年茨城ハング総会: 2004年2月22日(日)(16:30～18:00) 

大増多目的センターにて 

次回役員会: 2004年2月22日(日) 

ランディングカフェにて(18:00開始) 

 


