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<2006 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。2006年度の会費を納入お願いします。 
2006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。 
 

<茨城ハング年会費納入方法について> 
会費の納入方法には、以下の 2種類の方法があります。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ください。 
 
(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も行います。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

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 

 
<2005 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。ク

ラフトフェアにつきましては 11 月 22 日（火曜日）15:00～に前夜祭も予定しております。またオータ

ムフライトにおきましては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(水曜日・祝日) (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。 

 

<無線機の使用について> 
ハンググライダーのフライト活動において、無線機の使用はとても役立つ上、安全確保・情報

交換・連絡において不可欠と言ってよいほどとなっております。しかし無線機は電波法に基づき、

その種類によっては有資格者が必要な諸手続きを踏まえた上で利用することが法律により定めら

れています。昨今、アマチュア無線電波行政が厳しく運用されるようになり、電波行政の担当者

がパラグライダーやハンググライダーの大会開催フライトエリアに赴き、フライヤーに対してアマチ

ュア無線の運用を厳格に行なうよう指導し、監視取締りを実行する例が発生しました。電波法で

は、アマチュア無線機の運用には無線従事者免許証と無線局免許状の取得が求められ、違反

に対する罰則規定(罰金および懲役刑)が存在します。４３０MHz 帯のアマチュア無線機の運用に

もこれが適用されます。法規に則った無線の使用を心掛けるよう注意して下さい。 

ＪＡＲＤ（（財）日本アマチュア無線振興協会）が各地で頻繁に第 4 級標準コース講習会を開催

しており、これを受講すれば比較的容易に必要な従事者免許を取得できます。免許未取得のパ

イロットは講習会を受講し従事者免許取得することをお薦めします。詳細につきましては下記をご

参照ください。 

ＪＡＲＤのホームページ http://www.jard.or.jp/index.html 

また、25 名以上集まれば、独自に講習会を開催してもらうことも可能です。土・日あるいは連続し

た日曜日などで2 日間フライトできなくなりますが、興味のある方は当会役員に相談してください。 

 
１１月役員会報告 

開催日時 2005年10月 30日(日)16:30～18:30 
場所 ランディングカフェ内 

薗部 重己 山崎 勇光 仁平 洋之 岡本 正美 
桂 敏之 小林 奈緒子 秋山 拓二 井上 潔 
岩間 雅彦 大沢 豊 小田島 久則 呉屋 彩子 

出席者 

鈴木 由路 原田 知明 藤沢 勇一 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 なし 
再入会員 2名 

茨城ハング会員数 189名（2005年 11月現在） 



 
(2) エリア管理作業報告（岡本） 

作業日時 作業内容 
9月 5日 第３回ＬＤトラクター草刈 

ＬＤ排水ポンプ（ガス 6リットル補給） 
 
観光協会総会出席 

9月 12～13日 八郷町観光協会先進地視察研修会出席（山崎副会長） 
9月 15日 八郷町観光協会臨時総会出席（大沢役員） 
9月 29日 エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 
10月 29日 第４回ＬＤトラクター草刈 

※サブランディング一部未完了 
 

(3) 会計状況報告 
項目 内容 
繰越金 変動なし 
年会費収入 予定通り 
再入会費収入 達成 

※ 2006年の年会費について 
今年度の会の運営状況から判断すると、昨年と同様収支に大きな変化はなかった。

また来年に向けて特に大きな支出も予定していないため、来年度の会費については

今年度同様 20,000円と据え置く方針とした。 
 
2. 報告・審議事項 

(1) オータムフライト・八郷クラフトフェア２００５ 
2005年 11月 23日（水・祝日）開催とし、準備が着々と進められている。オータムフラ
イト・八郷クラフトフェア共に例年通り実施する予定である。 
 ⇒ 会報の最後に案内を掲載しております。詳細についてはそちらをご参照願います。 

 
(2) 八郷町観光協会先進地視察研修会（山崎副会長） 

9月 12～13日、八郷町観光協会先進地視察研修会が開催され、茨城ハングからは山崎副
会長が代表で参加した。研修では組織や団体における施設利用等で、地域の施設を利用す

ることによる、地元との交流や経費節減方法が紹介された。 
 

(3) 八郷町観光協会臨時総会（大沢役員） 
9月 15日、八郷町観光協会臨時総会が開催され、茨城ハングからは大沢役員が代表で参
加した。総会では観光協会会長の交代があったこと、石岡市－八郷町との合併に伴いゆく

ゆくは観光協会も石岡市と併合する形としてゆくこと等が話し合われた。 
 

(4) パラグライダー日本選手権開催御礼 
10 月 8 日～13 日にかけて足尾エリアにて開催されたパラグライダーの日本選手権につ
いて報告と御礼が届いた。好天には恵まれなかったものの何とか競技は成立し、地元・中

川喜昭選手が優勝した。また通常であればパラグライダーのランディングは避けていただ

いている板敷ＬＤを、大会期間中につきやむを得ない場合の緊急ランディングとして使用

したことについて御礼の言葉があった。 
 

(5) 八郷ふれあいまつり（山崎副会長） 
10 月 23 日、八郷総合運動公園にて八郷ふれあいまつりが開催された。茨城ハングから
は山崎副会長がハンググライダーの体験コーナーを開催、約 250人の体験者が集まり大盛



況の中幕を閉じた。 
 
(6) TO整備について 
今年度のエリア整備作業の一環として、ゴムマット（30万円分：十分な予算が確保でき
ると判断）の追加敷設をすることとした。敷設作業は物資の納期にもよるが来年１～2 月
を予定。今回の敷設場所についてはメイン－東ランチャー台間の未敷設部を検討している。 
⇒ 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。 
 

(7) メインランディング－サブランディング間の網について 
魚網の損傷に伴い新たな網を探しているが、11月現在、頂ける物が見つかっていないた
め年内の施工は難しい。随時問合せを行い物資が入り次第、網の張替えを実施したいと考

えている。 
⇒ 現在、メインランディング－サブランディング間の溝の上に引いてある網は、長年

の使用や紫外線の照射により、踏むだけで穴が開く個所があるほど傷んでおります。

やむを得ない場合を除き立ち入ることは控えてください。 
 

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くださ

い。 
イベント名 日時 開催場所 内容 
月例会（11 月度） 11/19(土) 板敷エリア 茨城ハング有志会員による有志チーム対抗戦で

す。http://imc.cloud-street.net 
オータムフライト＆  
八郷クラフトフェア  

11/23(水・祝) 板敷エリア 毎年恒例、板敷 秋の一大イベントです。 

EastJapan 
Championship2005 

11/23(水)～27(日) 足尾エリア JHF公認ハンググライディングシリーズの大会で
す。http://masudakenji.com 

第 11回スカイスポーツ
シンポジウム  

12/3(土)・4(日) 日本大学理工学部

（駿河台校舎） 
スカイスポーツの性能向上と安全性に関する学術

的な研究のほかに ,技術的経験的,知識的および解
説的な分野も対象としており,スカイスポーツ研
究者と愛好者の交流ネットワークの拡充,将来の
コミュニティのコアの育成を図ることを目的とし

ています。http://www.jsass.or.jp/ 
月例会（12 月度） 12/10(土) 板敷エリア 茨城ハング有志会員による有志チーム対抗戦で

す。2005 年ファイナル！優勝は誰の手に！？ 
http://imc.cloud-street.net 

第 16回丹沢スカイグラ
ンプリ  

12/21(水)～25(日) 神奈川県 
丹沢エリア 

JHF公認ハンググライディングシリーズの大会で
す。 

第 20回西富士ジャパン
クラシック  

12/31(土)～1/3(火) 静岡県 
西富士エリア 

JHF公認ハンググライディングシリーズの大会で
す。http://www.d6.dion.ne.jp/~nisifuji/ 

茨城ハング  
2006年 1 月役員会  

2006/1/8(日) 
16:30～ 

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。 
 
 

次回役員会: 2006年1月8日(日) 

ランディングカフェにて(16:30開始) 



NO.           

 

２００５板敷山オータムフライト 
 

                         要 項                     

  

開催日   ２００５年１１月２３日（水） （予備日はありません） 

主催     茨城県ハンググライダーの会 

参加資格 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 

競技種目 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。（ゲーム参加料の100円は大会参加費に含まれません。） 

所持品   時計を用意して下さい。カメラ、ＧＰＳは不要です。 

協賛      入江貞一様（八郷町会議員）、鈴木光雄様（八郷町会議員）、薗部重巳（茨城ハング会長） 

やさとクラフトフェア出店の皆さん、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、エンタープライズウイングス、スポーツオーパカイ

ト 

ロケットモンスターＨＧスクール 

 

                          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 

 

 

 

 

 

 

 

※ 獲得ポイントにクラスＶ機は０．１倍、Ｃ証は４倍、Ｂ証は５倍の計算をし報告してください。 

 

◆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。 

クラスＶ機＝０．１   XP・P証＝１．０   C証＝４   B証＝５ 
 

◆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 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

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 ランディング報告〆切（厳守） 

１４時４５分 閉会式 

１５時 結果発表 

１５時１５分 ゲーム大会 


