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新緑の板敷山をランディングから望む 
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< 八郷消防署による普通救命講習 開催のお知らせ > 
救急法講習会開催のお知らせです。今年は、八郷消防署による普通救命講習会（ＡＥＤ（自

動体外式除細動器）を含む心肺蘇生法実習）です。万が一の事故の際に必要な救急・心肺蘇生

などの講習です。スカイスポーツの現場では、少なからず身に付けておきたい、そして反復練習

しておきたいものです。ＨＧ以外の普段の生活でも役立ちます。板敷の HG パイロット以外でも、

参加を歓迎しますので、お誘い合わせの上、奮って参加してください。定員３０名、申し込み先着

順での受付となります。 

 

主催団体 茨城県ハンググライダーの会 

日時: 6 月 24 日(日) 集合８：４５  終了 １2：００予定（午後からフライト可能です。） 

場所: 大増多目的センター 

内容: 八郷消防署による普通救命講習（ＡＥＤを含む心肺蘇生法実習） 

講師: 八郷消防署職員 

受講料: 500 円(教材代)。（※昼食は用意いたしません。） 

準備する物: 普段通りの動き易い服装。スカート等は不可。 

受講希望者は 6 月 17 日(日)までに、下記事項を明記の上申し込んでください。 

 

  1.「 6 月 24 日救急法受講希望」 

  2. 茨城ハング会員の場合は会員番号(会員でなくても受講できます。) 

  3. 氏名 

  4. 氏名フリガナ 

  5. 生年月日 

  6. 連絡先住所 

  7. E-mail(あれば) 

申し込み・問い合わせ先：スポーツオーパカイト板敷ショップ内  担当 桂 

email:itajiki@opa.co.jp 

電話:0299-44-3642   FAX:0299-44-3939 



< 臨時総会開催のお知らせ > 
総会における決議事項の中に、一部不備があり（詳細については 2.報告・審議事項参照）再

度会員の皆様による決議を行わせて頂く事となりました。つきましては以下の日程で、茨城ハング

の臨時総会を開催します。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。 

 

臨時総会: 2007 年 6 月 24 日(日) 16:30～17:00 

大増多目的センターにて 

 

 

５月役員会報告 
開催日時 2007年5月27日(日)16:30～19:30 

場所 ランディングカフェ内 

薗部 重己 岡本 正美 桂 敏之 小林 奈緒子 

秋山 拓二 井上 潔 岩間 雅彦 上田 佳央 

大沢 豊 大森 崇弘 鈴木 由路 横山 豪 

出席者 

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 

846 中村 智史（なかむら さとし）   藤沢 

847 中村 郁子（なかむら いくこ）  藤沢 
848 橋本 康平（はしもと こうへい） 藤沢 
849 赤沼 純子（あかぬま じゅんこ） 藤沢 
850 湯浅 薫（ゆあさ かおる） 桂 

茨城ハング会員数 161名（2007年5月現在） 

 

(2)エリア管理作業報告（岡本役員） 

作業日時 作業内容 

4月2日 エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 

西ランチャー台チェック 

ＬＤ排水ポンプ調整 

4月6日 メインランチャー台下地修理 

4月10日 ＬＤ排水ポンプ ガス６Ｌ補給 

4月20日 ＴＯ借地代金支払い（役場） 

5月6日～14日 ＬＤ土手草刈 

5月8日～9日 第1回トラクター草刈 

ＴＯ借地覚書作成・契約（役場） 

5月11日 石岡観光協会総会出席 

5月20日 ＬＤ金網周辺保護作業 

5月27日 ＬＤ金網周辺保護作業（山砂土嚢 計２．５立米） 

ＴＯ西ランチャー台が老朽化の為、板が浮いてきており抜けそうな状態となっている。西

ランチャー前の木々も伸びてきており、このままでは西ランチャーからのＴＯに支障をきた

す恐れがある為、早急に対策を打つ必要があると判断される。今後作り直しまで含めて検討

することとした。 

「ハンググライダー発進基地としての土地使用に関する覚書」の更新を役場にて行った。 



 

(3)会計状況報告（小林役員） 

現時点で、収支は特に問題なく推移している。日本選手権を開催したことに伴い、エリア整

備費としてＪＨＦより30万円の臨時収入があった。 

 

2. 報告・審議事項 
(1) 会計監査について 
 ２００７年２月開催の総会において今年度の会計監査を決定したが、諸事情により当人

が今年度は会員にはならない事が発覚した。会則にて役員及び会計監査は会員より選出す

る事が決められているため、会としては臨時総会を開催し、再度会計監査を選出しなおす

事とした。 

 ⇒ 役員会での確認不足により会員の皆様にご迷惑をお掛けする事をお詫びいたします。

6月24日（日）に臨時総会を行います。お手数ですが皆様の可能な限りの参加をお願いい

たします。 

 

(2) 会費振込み方法について 
 現在、茨城ハングの会費振込み方法は、「１．郵便局からの直接送金。２．郵貯インター

ネットホームサービスを利用したネット振込み＆茨城ハングホームページからの振込み報

告。３．担当役員による現地手続き。」の３種類からなっている。より利便性を上げる為に

茨城ハングの銀行口座を作成し、銀行振り込みも可能にしてはどうかとの意見が挙がった。

会としてのリスクは特にないため、来年度からは銀行振り込みによる会費振込みを可能に

する方向で準備を進めることとした。 

 

(3) 会員・ビジター判別方法について 
 茨城ハングの会員・非会員を判別する方法として、会員シールを用意することとした。

運用ルールについては詳細を煮詰め次回役員会までに確定し、エリアルールに反映させる

こととした。 

 

(4) 再入会者年会費の分割化について 
 役員会で協議の結果、効果が余り期待できないとの結論に至り、制度の導入を見送るこ

ととした。 

 

(5) 年会費未納者について 
 年会費未納のまま、ビジター手続きも踏まずにフライトしているフライヤーが見受けら

れる。会としては各スクールを通し、注意を呼掛けると共に、エリアにて未納者が確認さ

れた場合、注意を呼掛けて行く事とした。 

 

(6) エリアルールで定める危険行為に対す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り、役員会とし

て見直しを行ってきた。今まで挙がった案について最終的な内容整備を行い、臨時総会の

場にて会員の意見を取り入れ、次回役員会にて改訂版を完成させる方向で動く事とした。 
 

(7) ＪＨＦフライヤー登録が有効であることの確認について 
 第三者賠償保険を含んでいるＪＨＦフライヤー登録について、期限が切れたままフライ

トする事の無いよう、有効かどうかを会として確認する事を検討した。 
 

(8) 茨城ハングホームページについて 
 現在は不活発な会のホームページの更新を活性化するよう、各役員で情報提供に努める

こととした。 



 

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 
月例会（6月度） 6/2(土)・3(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 

救急法講習会 2007/6/24(日) 

8:45～12:00 

大増多目的セン

ター 

毎年恒例の救急法講習会です。会員以外の参加も

可能です。 

茨城ハング臨時総会 2007/6/24(日) 

16:30～ 

大増多目的セン

ター 

会計監査を選出する臨時総会です。 

茨城ハング 

2007年6月役員会 

2007/6/24(日) 

臨時総会終了後 

ランディングカ

フェ内 

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。 

月例会（7月度） 7/21(土)・22(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 

第5回池田山カップ 2007/8/2(木 )～

5(日) 

岐阜県池田山フ

ライトエリア 

JHF公認の大会です。 

http://www.hangpara.jp/hgc/compe_sche.html 

 

救急法講習会: 2007 年 6 月 24 日(日) 8:45～12:00 

場所：大増多目的センター 

臨時総会: 2007 年 6 月 24 日(日) 16:30～ 

次回役員会: 2007 年 6 月 24 日(日) 臨時総会終了後 


