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< 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。 

総会: 2006 年 2 月 19 日(日) 16:00～17:30 

大増多目的センターにて （軽食を用意します） 

次回役員会: 2006 年 2 月 19 日(日) 総会終了後 

 

< 茨城ハングホームページ開設のお知らせ > 
茨城ハングのホームページを開設しました。URL「http://itajiki.com」 

まだ基本的な情報しか掲載しておりませんが、今後情報発信源の一つとしてより良く整備してい

きたいと考えております。 

まず初めとして茨城ハングから情報を発行する「板敷メールマガジン」を新設しました。会から

のお知らせや会報発行の案内等をお知らせするメールマガジンとして利用いたします。会員の

方であればどなたでも無料でご登録頂けます。会報の最後に登録手順を掲載しますので、ご希

望の方はお手数ではありますが登録作業をお願いいたします。 

ホームページにあります「会員専用」欄につきましては、茨城ハングの会員専用となり、ユーザ

名・パスワードについては１回／年、会報にてお知らせ致します。２００６年度のユーザ名は

「itajiki2006」、パスワードは「ibaraki2006」（全て半角小文字）となります。 
ご意見・ご感想等ありましたらどしどしお寄せください。尚、当ホームページは茨城ハン

グ役員有志により運営している都合上、内容により全てのご期待には添えない場合がござ

いますので予めご了承願います。 
 

< 再掲：会費納入をお願い > 
2006 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、1 月中旬の時



点で納入が確認できていない方には納入用紙(郵便振替用紙)を本会報にも同封しました。本案

内と入金が行き違いの節は何卒ご容赦ください。2006 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。尚、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。 

< 再掲：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、本来であれば電波法に基

づき、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、４３０MHz

帯などの一般的なアマチュア無線の運用にも、従事者免許と開局免許が求められ、罰則規定も

存在します。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。 

 
１月役員会報告 

開催日時 2006年1月 8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 呉屋 彩子 鈴木 由路 

出席者 

横山 豪 他会員 1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 
819 松永 享祐（まつなが きょうすけ）  藤沢 

820 大森 崇弘（おおもり たかひろ）  藤沢 
茨城ハング会員数 101名（2006年1月現在） 

 
(2) エリア管理作業報告（呉屋） 

作業日時 作業内容 
11月 1日～2日 ＴＯ草刈 
11月 2日 エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 
11月 4日 ＴＯトイレ汲取り 
11月 6日 ＴＯ吹き流し 1本交換 
12月 5日 エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 
 



(3) 会計状況報告 
2005年度会計報告・2006年度予算案の提示（詳細については添付資料参照のこと） 
2005 年度会計も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． ＴＯゴムマット敷設によるセットアップ場整備（未整備箇所への追加整備）を行う。 

２． ＴＯ西ランチャー台の老朽化に伴う修復案の検討を行い対策を施す。 

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． インターネット及び電子メールを利用した会報の発行を実施し、郵送による会報の発行回

数を減らし経費削減を計る。 

 
2. 報告・審議事項 

(1) クラフトフェア＆オータムフライト開催報告 
今回も 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。地
元からは「1 日だけの開催では物足りない」との声も挙がっており、次回からは複数日連
日の開催を視野に入れ日程調整を行う事とした。同時開催のオータムフライトも晴天の中、

盛大に執り行われ、参加選手全員が多くの景品を手に入れ、またクラフトフェア模擬店の

おいしい地元食材をほお張り、無事幕を閉じた。 
 

(2) 2006年度板敷スプリングフライトについて 
2006年度の板敷スプリングフライトを、3月 17日（金）～21日（火）の日程で例年通り
開催する事が決まった。 
⇒ 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) ＴＯＮ＾３ＣＵＰ、ヤンキーカップ開催のお知らせ（岩崎会員） 
下記内容・日程にてローカル大会を開催する報告があった。 
ＴＯＮ＾３ＣＵＰ（東海大学、東京大学、東京農工大学の三つ巴戦）：3 月 12 日（土）～
13日（日） 
ヤンキーカップ（上智大学、立教大学、他の対抗戦）：4月 15日（土）～16日（日） 
例年通り他のフライヤーへの制限はかけないとのことで、会としてこれを承認した。 

 
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。（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 
ハンググライダー関西

選手権 2006 
2/9(木)～12(日) 竜門エリア JHF公認ハンググライディングシリーズの大会で

す http://www.h6.dion.ne.jp/%7Ekinokawa/ 
茨城ハング  
2006 年総会 
2 月役員会 

2/19(日) 16:00～ 板敷エリア 
大増多目的センタ
ー 

茨城ハング 2005年度事業報告及び 2006年度事業
計画方針決定となる重要な会です。会員の皆様も
率先して参加願います。 

月例会（2 月度） 2/25(土)・26(日) 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

です。http://imc.cloud-street.net 
茨城ハング  
2006年 3 月役員会  

3/5(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。 
ＴＯＮ＾３ＣＵＰ 3/11(土)・12(日) 板敷エリア 東海大学、東京大学、東京農工大学の三つ巴戦で

す。 
月例会（3 月度） 3/11(土)・12(日) 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

です。http://imc.cloud-street.net 
2006 板敷山スプリング
フライト  

3/17(金)～21(火) 板敷エリア JHF公認ハンググライディングシリーズの大会で
す。http://jhf.hangpara.or.jp/hg/compe.html 

 



4. 募集 
茨城ハングホームページ開設を機に「板敷の歴史コーナー」を設けようと考えています。

会員の皆様に日頃ご愛用頂いている板敷フライトエリアについての歴史・逸話・写真等あ

り ま し た ら 募 集 し た い と 思 い ま す 。 Email で お 送 り 頂 け る 場 合 は
「ibaraki-hang@itajiki.com」宛にお送り願います。また郵送の場合は「茨城県ハンググラ
イダーの会 住所〒３１５－０１６４ 茨城県石岡市小屋１２７６ バンプ内」宛にお送

り願います。（※注：郵送によりお送り頂いた場合、書類は極力お返しするよう努力します

が、送付手段の関係上必ずしも原形を留めてお返しできる保証が持てないことをご了承願

います。） 
 

総会: 2006 年 2 月 19 日(日) 16:00～17:30 

大増多目的センターにて （軽食を用意します） 

 

次回役員会: 2006 年 2 月 19 日(日) 総会終了後 
 

 

2005年9月号掲載問題の回答：ベッチーニョさんです。皆さんわかりましたか？ 

 
【茨城ハングメールマガジン登録手順】 
①URL「http://itajiki.com」へアクセスし「会員専用」をクリックしてください。 

 



 
②ユーザ名とパスワードを尋ねられますので 
ユーザ名：itajiki2006 
パスワード：ibaraki2006 
と入力し「ＯＫ」ボタンを押下してください。 

 
 
③会員専用のページに移りますので「板敷メールマガジン（登録・脱退）」をクリックして下さ

い。 

 
※ ここで再度「ユーザ名」と「パスワード」の入力を求められる場合がありますが、同様に入

力し次に進んで下さい。 



 
④［メールマガジン登録］の「メールアドレス」と「確認の再入力」の欄に登録したいメールア

ドレスを入力し、「送信ボタン」を押下して下さい。 

 
 
⑤下記確認画面が出力され、登録したメールアドレス宛に本人確認キーが付いたメールが送られ

ます。有効期限はメール送付後 10分間ですので、その間に次の登録作業を実施願います。もし
期限が切れてしまった場合は、お手数ですが再度最初からやり直してください。 

 



 
⑥送付されてきた確認メールに記載されているリンク先にアクセスすると下記登録フォームに

移ります。入力したメールアドレスに間違えがないか確認し、貴方の「氏名」を入力して「送信」

ボタンを押下して下さい。 

 
 
⑥これにて登録作業は完了です。ウインドウを閉じて終了させて下さい。お疲れ様でした。 

 
 


