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2006年 11月に開催されたオータムフライト優勝の塗師選手 

Photo by A.Goya 

< 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: 2007 年 2 月 25 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: 2007 年 2 月 25 日(日) 総会終了後 

 

< 重大 事故発生 > 
去る 1 月 14 日、板敷エリアで重大事故が発生しました。詳細につきましては当会報の「3. 重

大事故発生」をご参照願います。 

 

 
１月役員会報告 

開催日時 2007年1月 14日(日)16:30～19:30 
場所 スポーツオーパカイト内 

薗部 重己 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 鈴木 由路 

出席者 

藤沢 勇一 北野 正浩 呉屋 紀彰(書記) 
 



 
1. 定例報告事項 

(1) 新入会員報告 
会員番号 氏名（ふりがな） 検定員 
831 高井 智司（たかい さとし）   藤沢 

832 橋本 孝太郎（はしもと こうたろう） 桂 
833 藤田 貴恵（ふじた きえ） 藤沢 

834 宗像 勝彦（むなかた かつひこ） 桂 

835 吉田 隼也（よしだ じゅんや） 藤沢 

836 早田 祐希（はやた ゆうき） 藤沢 

837 織田 崇寛（おだ たかひろ） 藤沢 

838 秋山 直輝（あきやま なおき） 藤沢 

839 町田 佳奈（まちだ かな） 桂 

840 塗師 百合子（ぬりし ゆりこ） 桂 

841 古山 修一（ふるやま しゅういち） 桂 
茨城ハング会員数 106名（2007年1月現在） 

 
(2) エリア管理作業報告（桂役員） 

作業日時 作業内容 
10月 27日 ＬＤトラクター草刈（第４回） 

ＴＯ草刈（第２回） 
ＬＤポンプ新品交換、ガス６リットル補給 

10月 28日 ＬＤ吹流し 2本交換 
ＬＤ排水ポンプホース交換 
エリア見回り 
ＴＯトイレ掃除 

11月 14日 ＬＤ吹流し１本交換 
11月 30日 エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 
12月 30日 ＬＤ排水ポンプホース修理 

エリア見回り 
ＴＯトイレ掃除 

1月 11日 ＬＤ吹流し１本交換 
ＴＯ吹流し１本交換 
エリア見回り 
ＴＯトイレ掃除 

 
(3) 会計状況報告 
2006年度会計報告・2007年度予算案の提示（詳細については添付資料参照のこと） 
2006 年度会計は新入会員、再入会者、ビジター共に減少し、想定した収入には達しなかった。この

ため、支出の要所要所で削減を行った。また 2007 年について以下の討議が行われた。 

１． ビジターフィー値上げ（現行 1,500 円⇒2,000 円）の実施。 

２． 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。 

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。 

５． 土地耕作者に借地料の値下げ交渉（場合によっては冬季ランディング解体場の返却） 



 
2. 報告・審議事項 
(1) 重大事故発生を受けての安全対策の検討 
 １月１４日に発生したスタチン死亡事故に対して、今後どのような安全対策が考えられ

るかについて、話し合い、まだ具体的な結論は得られなかったが、さらに継続して検討し

ていくこととした。 
 

(2) 重大事故発生に伴うフライト自粛 
 １月１４日に発生したスタチン死亡事故を重く受け止め、亡くなったパイロットへの哀

悼を示すために、１月２１日（日）までの１週間をエリアクローズとし、フライト自粛期

間とした。御遺族・地域住民・行政の反応によっては、さらにこのエリアクローズ期間の

延長もあり得ることとした。 
⇒ この処置は１週間で終了し、２２日（月）からエリアオープンになりました。フライ

ト自粛期間中はランディング場の全ての吹流しを伏せていました。 
 
(3) エリア保険について 
 茨城ハングが加入しているエリア保険（茨城ハングの過失に対する保険）が打ち切られ

るとの連絡があった。会としての利用経験はないが、他のレジャースポーツでの利用が多

く、保険商品としての存続が困難であるためとのことであった。今後に備え、類似する保

険がないか検討することとした。 
 

(4) オータムフライト結果報告 
 ２００６板敷オータムフライト大会を１１月２３日（木・祝・地元例祭の日）に開催し

た。天候不良が予想されていたため、参加者は１３名と少なかったが、穏やかな条件の中

ターゲット大会となり、Ｂ級を取得したばかりの女性パイロットが、見事、優勝し、「年会

費 1年分無料権」が贈呈された。 
 
(5) 来年度の予算確保について 

① 会費・ビジターフィーの見直しについて 
・半期会費の導入について 
 「半期会費を導入することにより少しでも会員が増えるのではないか」との意見が上

がった。具体的な導入方法については追って検討し、総会にて提案することとした。 
・ビジターフィーについて 
 現行のビジターフィー1,500 円から 2,000 円への値上げを実施することを総会にて提
案することとした。（補足：ビジターフィーはエリアルールで規定されており、エリア

ルールは役員会の決議事項ではあるが、会員の総意を確認する意味で総会にて提案す

ることにした。） 
・2008年度年会費について 
 2007年の財政状況によっては 2008年度の年会費値上げを余儀なくされる可能性があ
る。年会費の値上げについては本来総会での決議事項であるが、2008年の総会決議を
待ってからの値上げ実施は不可能である為、2008年度の年会費金額決定の権限を、役
員会に委任することを、来月開催の 2007年度総会にて提案することとした。 
② 会費納入者の確認について 
 状況に応じて、年会費未納の状態で、ビジター手続きをせずに会員としてフライトし

ている人の有無を確認することとした。 
③ ＬＤ借地料について更なる値下げをできないか耕作者に対しお願いすることとした。
（薗部会長、岡本役員に一任） 

④ 会則の変更について 
 茨城県ハンググライダーの会会則「第１６条 第１４条の１～６の役員は任期中の年

会費を免除する。」の項を削除することを次年度の総会決議にて提案することとした。 



 
(6) メインランディング－サブランディング間の網について 
 2006年末に会員の協力の元、張替え作業を実施し新しい網の取り付けが完了した。発生
したゴミの処分についてはエリア管理（岡本さん）に作業を一任した。 
⇒ 緊急用の落下防止対策網です。危険ですので通常時は立ち入らないようにお願い致し

ます。 
 
(7) 国有林野使用許可申請書について 
 ハンググライダー発進基地（ＴＯ）として国有林野使用許可の更新を行った。（至平成

22年 3月 31日迄） 
 

(8) スプリングフライトについて 
 恒例の板敷スプリングフライト大会を、ＪＨＦ主催の２００７年度日本選手権大会とし

て、2007年3月 17日（土曜日）～21日（水曜日・祝日）＋予備日２２日(木曜日)の期日
で開催運営することとした。日本選手権として開催することによりＪＨＦから補助が出る

こととなった。また期間中、一般フライヤーへの配慮として足尾エリアでのサポートを交

渉することとした。 
⇒ 大会期間中は一般フライヤーの方にフライト制限が課せられます。詳しいことに関し

ましては次回会報にてご連絡いたします。 
 

(9) 板敷でフライトするフライヤーの判別について 
 板敷でフライトするフライヤーについて、複数のスクールからなり、また各地よりフラ

イヤーが来ているため不測の事態に備えるためにも、最低限の判別ができるべきではない

かという意見が挙がった。会として視点を「ビジターor会員」、「ライセンス別」と 2つに
分け、前者については実施する方向で検討し、後者については意義・有意性を踏まえて、

実施の可否を検討していくこととした。 
 

(10) 関東学生連盟主催の草大会について 
 2月 27日 28日の 2日間、足尾＆板敷エリアにて関東学生連盟主催の草大会を実施した
いとの連絡があった。会としては「インストラクター指導の下、エリアルールを遵守し、

安全に気を配りフライトすること」を条件に大会実施を承諾した。 
⇒ 大会期間中、一般フライヤーへのフライト制限は特に設けません。多少の混雑はある

かもしれませんが通常通りフライトは可能です。 
 

(11) エリアルールにある罰則規定について 
 現状のエリアルールに記載されている罰則規定について、発生した事象・内容・原因を

問わず罰則が一律となっているのはおかしいのではないかという意見があった。役員会と

して見直しを行い、総会にて会員からの意見を取り込み、場合によってはエリアルールの

見直しを行う事とした。 



 
2. 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 
月例会（2 月度） 2/17(土)・18(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  
2007 年総会 

2007/2/25(日)16:00
～ 

大増多目的セン

ター 
茨城ハング意思決定最高機関です。会員の皆様の

参加を心待ちにしております。 
茨城ハング  
2007年 2 月役員会  

2007/2/25(日 )総会
後 

大増多目的セン

ター 
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。 
YASATO 空の大運動会
2007 

2007/2/27( 火 ) ～
28(水) 

足尾・板敷エリア 日本学生フライヤー連盟主催による草大会です。 

2007ハンググライディ
ング日本選手権  

2007/3/17( 土 ) ～
21(水 )(22(木 )予備
日) 

板敷エリア 毎年恒例のスプリングフライトですが、今年は「日

本選手権」として開催いたします。 
WEBエントリーはこちら⇒ 
http://www.hangpara.jp/hgc/18compe/ 
2007/ns_itajiki/entry/index.html 

 
3. 重大 事故発生 
スタチンによる死亡事故が、板敷エリアで発生しました。亡くなったのは、ベテラン P 証の
ビジターで、板敷エリアのフライト経験の多い方でした。1 月 14 日 13：00 頃、穏やかな条件
で、弱いフォローが止まるタイミングを狙って、西のランチャー台から出ましたが、突込み気味

で滑空角が低かったために翼を木に引っ掛けたあと、ランチャー台から約５０ｍ先で、不運にも

機体が枝で止まることなく機体ごと山林の中に落下。多くのパイロットによって救助活動が行わ

れ、約３５分後に救急車に引き継がれましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。亡くな

ったパイロットのご冥福をお祈りします。 
 
新しい年がスタートしたばかりですが、今一度基本を再確認し、気を引き締めてフライトしま

しょう。 
 

総会: 2007 年 2 月 25 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: 2007 年 2 月 25 日(日) 総会終了後 
 


