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<2005 年度 総会開催のお知らせ> 
2005 年 3 月 6 日（日）、大増多目的センターにおいて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。昨年度の運営について役員会より報告し、今年度の運営方針について提案

し、各々について会員の承認をいただく場です。疑問点などがあれば、会員の皆さんから

直接質問や意見をいただきます。 

今年も、会員の皆さんの意向を十分に反映させて運営させるべく、多くの会員の参加を

お願いします。また当日は下記スケジュールにてバックボード使用方法の講習会を行いま

す。会員の方は万障お繰り合わせの上、お気軽にご出席ください。 

2005 年 3 月 6 日（日） 

16：00～16：30 バックボード（担架）使用方法講習会 

16：30～18：30 2005 年度 総会 

18：30～     役員会 

 

<クロスカントリー飛行についての注意事項> 
いよいよ待ちに待ったクロスカントリー飛行が楽しめるシーズンの到来です。八郷界隈以

外へフライトに出かける事により、普段とは違った方々のお世話になる事が考えられます。

事前に計画を練り、ルールやマナーを守り、安全で楽しいフライトを心掛けましょう。 

またクロスカントリー飛行を行った場合は、エリアの規定に準じ「アウトランディングレポー

ト」を各所定のショップへ提出願います。 

 



 
１月役員会報告 

開催日時 2005年1月 9日(日)16:30～18:30 
場所 スポーツオーパカイト内 

薗部 重巳 山崎 勇光 桂 敏之 藤沢 勇一 
大沢 豊 岩間 雅彦 井上 潔 羽賀 勝洋 
榊原 彩子 鈴木 由路 小林 奈緒子 横山 豪 

出席者 

他会員数名。合計 16人 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 
793 島田 健次（しまだ けんじ） 藤沢 

794 石川 喜誠（いしかわ よしのぶ） 藤沢 

795 窪田 雄 （くぼた ゆう） 藤沢 

796 大野 民希（おおの みき） 藤沢 

797 田中 枝里奈（たなか えりな） 藤沢 

798 中山 大輔（なかやま だいすけ） 藤沢 

799 亀山 泰弘（かめやま やすひろ） 藤沢 

800 西村 真一（にしむら しんいち） 藤沢 

801 佐藤 亮平（さとう りょうへい） 藤沢 

802 岡庭 久 （おかにわ ひさし） 桂 

803 木下 勝文（きのした かつふみ） 桂 

茨城ハング会員数 128名（2005年1月現在） 
 

(2) エリア管理作業報告（桂） 
作業日時 作業内容 
11月 26日 LD排水ポンプガス 3L補給 
12月 1日 エリア見回り 

TOトイレ掃除 
12月 28日 エリア見回り 

TOトイレ掃除 
・ 草刈作業を含むエリア管理業務全般について、業者に作業内容の見積もりを依頼中。

見積もり結果を元に総会時に今後のエリア管理について委託先を決定する。 
 

(3) 会計状況報告 
昨年度の計画外支出として、安全対策面の補強を目的とする「バックボード」、「人工呼吸

補助具」の購入、エリア整備を目的とするゴムマット追加購入があり、2004 年度の繰越
金を割り当てた。 



 
2. 報告・審議事項 

(1) 板敷エリア 2005年学生選手権開催について 
前回役員会にて、学連より板敷で開催したいと打診のあった「2005年学生選手権」につい
て、大会開催期間 2005年 3月 7日（月）～11日（金）、板敷エリアをメインとし足尾エリ
アをサブとする共同開催で行いたいとの申し入れがあり、これを承認した。開催に当たっ

て、行政など関係諸機関にも事前に開催要項を提出し、茨城ハングには事前にさらに参加

者の名簿と、事後に報告書を提出することをお願いした。 
 ⇒ 大会開催中、一般フライヤーのフライト規制は設けません。エリア、空域共に多少

混み合う事が想定されますが、エリアルールに則り、安全に譲り合うフライトを心掛けて

下さい。 
 

(2) クラフトフェア＆オータムフライト開催報告 
例年とは違い祝日が週の真中になってしまったため 1 日開催のクラフトフェアとなってし
まったが、いつも通り盛大に開催された。同時開催のオータムフライトも「セーフティフ

ライト」をスローガンに盛大に執り行われ、参加選手全員が多くの景品を獲得し、無事幕

を閉じた。 
 ⇒ 地元の方々と交流を持てる数少ない機会です。これからも積極的に参加し、絆を深

めていきましょう。 
 

(3) テイクオフへあがるショートカット道路について 
昨年 10月に起きた台風 23号の影響により、テイクオフへあがるショートカット道路で土
砂崩れが発生し、未だ復旧の目処がたっておらず通行止めが続いている状態である。 
 ⇒ 万が一、二次災害等発生した場合、復旧できない状態にもなりかねません。連絡が

あるまでショートカットの利用は差し控えてください。 
 

(4) 茨城ハング入会資格緩和について 
当会の会員資格のひとつとして会則附則で定めている、エリアテストの審査基準が変更さ

れる運びとなった。従来のエリアテスト基準では、(社)日本ハンググライディング連盟（Ｊ
ＨＦ）のＣ級練習生技能証を所持していて、役員会が委嘱した検定員の推薦を受けたパイ

ロットについて、入会資格を認めていた。 
今回、このエリアテスト基準のうち、要求されるＪＨＦ技能証についてＣ級練習生技能

証からＢ級練習生技能証に変更することを決定した。 
変更の理由は 
・ ＪＨＦの技能証規定ではＣ級練習生でもＢ級練習生でも教員/助教員の指導下でフラ
イトするという点に変わりがない 

・ 各スクールによる長年の指導実績により、近年のＢ級練習生の技能向上が著しいこと 
・ 新人パイロットに対してフライト料軽減の機会を設けることで、愛好者の育成・会員

の増加が期待できる 
⇒ 詳しくは各検定員までお尋ね下さい。現在の検定員は下記の通りです。なお、１日

１５００円のビジターフライト制度も従来どおり存続します。 
検定員氏名 会員番号 
大沢 豊 １３ 
桂 敏之 ６４ 
山崎 勇光 １７８ 
井上 潔 ２２９ 
藤沢 勇一 ５２５ 

 



 
(5) 板敷エリア月例会始動 
茨城ハング有志会員により月例会が開催される運びとなった。内容としてはパイロット証

以上（C級はインストラクターの推薦があれば可）を対象とした、GPS審査を導入したサ
ーキットパイロンレースを主体とする競技である。（※注：茨城ハングが主催する企画では

ありません） 
⇒ ハンググライダー愛好者であればスクール、エリア、国境を越えてどなたでも参加

可能です。これからコンペティションに参加したいという方から、ベテランパイロットま

で奮ってご参加ください。 
 

(6) 2005年度板敷スプリングフライトについて 
2005年度の板敷スプリングフライトを、3月17日（木）～21日（月）の日程で開催する。
世界選手権出場を狙う選手の便宜のために、FAI カテゴリー２の申請を行ない、申請が受
理された。 
⇒ 大会当日は一般会員およびビジターのフライトが制限されます。詳しくは各ショッ

プ宛お問い合わせください。 
 
3. 事故報告 
１月２日、西富士エリアにおいて開催されていた競技会で、競技中のハンググライダーとフ

リーフライト中のパラグライダーが衝突しハンググライダーが毛無山山腹に墜落しました。

パラグライダーは無事に着陸場に降りることが出来たのですが、ハングパイロットは、およ

そ２０時間後の翌朝８時ごろに県警ヘリコプターで救助されるという事態になりました。（パ

イロットは無事で怪我も極軽症でした） 
大会中の出来事となりますが、その当時事故現場空域はさほど混み合った状態ではなかった

にもかかわらず、ハングパイロットによると視界に突如他機が現れ回避する間もなかったと

のことでした。 
⇒ ハンググライダー・パラグライダーそれぞれ死角もあり、空域全ての機体を把握する

事は難しい事でもあります。常に細心の注意を払ってフライトする事を心掛けましょう。 
 
4. 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大会です。）

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ください。 
イベント名 日時 開催場所 内容 
月例会（2 月度） 2/5(土) 板敷エリア 茨城ハング有志会員によるミニコンペです。 
月例会（3 月度） 3/5(土) 板敷エリア 茨城ハング有志会員によるミニコンペです。 
ヤンキーカップ  3/5(土)・6（日） 板敷エリア 上智大学 vs 立教大学 
茨城ハング  
2005 年度 総会 
2005年 3 月役員会  

3/6(日)16:00～ 大増多目的センタ

ー 
茨城ハングの 2004年度活動報告並びに 2005年度
活動予定等を報告し、並びに会員の皆様の意見・

質疑等に向き合う会合です。奮ってご参加下さい。 
日本学生 HG 選手権

2005 in 板敷 
3/7(月)～11(金) 板敷エリア 日本学生連盟主催の学際選手権です。 

トントントンカップ  3/12(土)・13（日） 板敷エリア 東京大学 vs 東海大学 vs 東京農工大学 
板敷スプリングフライ

ト  
3/17(木)～21（月） 板敷エリア 恒例となりました板敷スプリングフライトです。 

 
2005年茨城ハング総会: 2005年3月6日(日)(16:00～18:30) 

大増多目的センターにて（バックボード講習会も実施します） 

 

次回役員会: 2005年3月6日(日) 

ランディングカフェにて(18:30開始) 
 


