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<2008 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。2008年度の会費を納入お願いします。 
2008年度の会費は 20,000円です。12月 25日までに下記にある支払方法にて払込手続き

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。また年内更新の会員と、年明

けに再入会となった会員とでは、発行される会員証の色が変わりますので、ご留意願います。 
 

<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「郵便振替」、「担当役員による現地受付」、「ゆうちょのインターネッ

トホームサービスによる電信振替（口座間送金）」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を行います。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 
安東 正夫 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 

 
(3) ゆうちょのインターネットホームサービスによる電信振替（口座間送金） 
ゆうちょのインターネットホームサービスを利用した電信振替（口座間送金）による方法

です。詳細につきましてはお手数ですが、茨城ハングのホームページ（http://itajiki.com）
の「入会案内」をご参照願います。 
 

<2007 年板敷オータムフライト開催のお知らせ> 
恒例となりました板敷オータムフライトを下記日程で開催します。本年度の大会賞品に「2008

年板敷エリア年会費１年無料券（※）」を用意致します。皆様奮ってご参加ください。 

 

（※）・過去に茨城ハングに入会した経歴のない方は別途入会費 7,000 円が必要となります。ま

た入会に際しては当会の入会検定員による推薦が必要となります。詳しくは各ショップの

スタッフにお尋ねください。 



   ・参加者が 30 名に満たない場合は「無料券」ではなく「半額券」とさせて頂きます。予めご

了承願います。 

   ・参加人数が多ければ、最大３名様。参加人数が少ない時は順次、半額券となります。予

めご了承願います。 

日程: 11 月 23 日(金曜日・祝日) (予備日：24 日（土曜日）) 

 9:00 ランディング集合 

 9:30 開会式 

参加費: 会員 \1,000 円  ビジター \2,500 円(ビジターフィー込み) 

※ 詳細については添付した開催要項を参照してください。 

お釣りのないように小銭をご用意願います。 

<2007 年 八郷クラフトフェア開催のお知らせ> 
こちらも同時期開催で恒例となりました八郷クラフトフェアのお知らせです。表紙にも案内が載

っていますが、今年は盛大に 3 日間の開催となるそうです。石岡市観光課等の出店も予定され、

例年より１～２割り多い模擬店等の出店や数々のバンドによる生演奏が予定されています。フライ

ト後の羽休めに覘いてみては如何でしょうか？なお、解体場への車の進入が規制され、恋瀬川

沿いの駐車場も満杯になることが予想されますが、各ショップ駐車場を活用するなど、御理解と

御協力をお願いします。 

日程: 11 月 23 日(金曜日) ～25 日（日曜日） 

場所：板敷ランディンググライダー解体場付近 

※ 詳細については表紙の開催要項を参照してください。 

９月役員会報告 
開催日時 2007年9月9日(日)16:40～19:00 

場所 スポーツオーパカイト内 

薗部 重己 山崎 勇光 桂 敏之 小林 奈緒子 

秋山 拓二 井上 潔 岩間 雅彦 大沢 豊 

大森 崇弘 小田島 久則 呉屋 彩子 藤沢 勇一 

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 

853 阿久津 琴美（あくつ ことみ） 藤沢 

854 濱田 麻美子（はまだ まみこ） 藤沢 
855 白石 浩次郎（しらいし こうじろう） 桂 

856 愛原 詠史（あいはら えいじ） 藤沢 

857 十一 誠（じゅういち まこと） 藤沢 

858 北山 博康（きたやま ひろやす） 桂 

茨城ハング会員数 176名（2007年9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 

7月24日 第２回ＬＤトラクター草刈 

7月31日 エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除（バクテリア駆除薬投入） 

8月3日～9日 第１回ＴＯ草刈 

9月3日 エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 

9月6日～19日 第３回ＬＤ土手草刈 

9月8日 吹流し交換（ＴＯ×１本、ＬＤ×２本） 

 



 

(3)会計状況報告（小林役員） 

特に大きな支出もなく概ね予算通りに推移している。 

 

2. 報告・審議事項 
(1) オータムフライト及びクラフトフェアについて 
 オータムフライトについて、呉屋役員が実行委員長となり例年通り、11月 23 日（金・
祝）に開催することとした。またクラフトフェアの開催は 11月 23日～25日の 3日間で開
催されるとの報告があった。今年は石岡市観光課等の参加も予定され、出店数が例年の１

～２割増しとなる模様。 

(2) ＴＯランチャー前の枝払いについて 
 ＴＯランチャー前の木々が伸びてきている。過去に何度も枝払いを実施してきてはいる

が、木々は年々高くなっており、素人による枝払い作業自体が危険であるという声も挙が

っている。会としては安全に枝払いできる範囲で作業を進めていく方向で鈴木役員、岡本

役員、秋山役員のプロジェクトチームを作り、今後の対策を検討していくこととした。 
(3) 西ランチャー台について 
 現在ＴＯ西ランチャー台が老朽化してきている。昨今の会計状況からして作り変える予

算はなく、また利用頻度も高くはないため、最低限の補修を行い現段階での本格的な改修

は見送ることとした。 
⇒ 西ランチャー台は老朽化が進んでおり、一部、板が柔らかくなっているところがあ

るので注意してください。特に、大人数で台の上に上がるのは危険です。 
(4) 茨城ハングの会費振込みに使用する銀行口座について 
 会員がより年会費を振り込みやすくするために銀行口座の新規作成を検討している。次

回役員会までに銀行口座の調査を行い、2008年の会費振込みから使用できるように開設す
る方向で進めていくこととした。 
 ⇒ 11 月の役員会において、見送ることとなりました。詳細については 11 月の報告事
項をご参照願います。 

(5) ランディング場－解体場間に残っている低い電線、および電柱について 
 ランディング場－解体場間に残っている低い電線、および電柱が年内を予定に撤去され

る予定となった。今後、より安全なランディングとなることはとてもありがたいことでは

あるが、北風時の進入パターン等を考慮した場合、新たな可能性が長所・短所共に考えら

れる事から、様子を見て必要によってはエリアルールを変更する可能性があることを確認

した。 
(6) 「ランディング付近に公衆トイレ建設？」 
 年間を通して多くのフライヤーで賑わう板敷エリアであるが、現在、ランディング付近

で使用されているトイレは、少し離れたスポーツオーパカイトの裏にあるものである。と

ころが、解体場隣の香取神社の新造改築整備に伴って、地域住民から行政に働きかけて、

神社付近に公衆便所を作ってもらおう、という動きがあり、署名活動が行われているとの

情報が入った。状況によってはフライヤー各位からも署名活動に参加して頂きより良いエ

リア整備に繋げて行ければと考えている。 



 
１１月役員会報告 

開催日時 2007年11月4日(日)16:40～18:30 

場所 スポーツオーパカイト内 

薗部 重己 岡本 正美 桂 敏之 小林 奈緒子 

秋山 拓二 井上 潔 大沢 豊 小田島 久則 

出席者 

横山 豪 呉屋 紀彰(書記) 

 

1. 定例報告事項 
(1)新入会員報告 今回は0名 

茨城ハング会員数 176名（2007年11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 

9月14日 第３回ＬＤトラクター草刈 

10月2日 エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 

10月30日 エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 

11月1日 第２回ＴＯ草刈 

 

(3)会計状況報告（小林役員） 

2007年度については日本選手権開催により臨時収入があったこともあり、予算（収入の部）

はほぼ予定通り推移してきた。ただ、再入会者は減少傾向にあり来年の会員数を考慮すると

臨時収入の可能性もなく不安な面は否めないが、当面の会計状況で重要度や緊急性の高い高

額な出費は予定されていないことから、来年度の会費については 20,000円のまま据え置く

こととした。 

 

2. 報告・審議事項 
(1) 茨城ハングの会費振込みに使用する銀行口座について 
 以前より利便性を考慮し会費振込み用に開設を予定していた茨城ハングの銀行口座であ

るが、調査の結果、現時点では「当会は法人格を持たないために、団体名での口座を開設・

利用するにあたって制限が多く、実質的に利用することができない」事と、「個人名で作成

した場合、名義人となる個人への負担が高くなる」事から、今年度中での口座開設は見合

わせることとした。今後、制約等がなくなる様であれば再度そのタイミングで検討を行っ

ていく事とした。 

(2) ＴＯランチャー前の枝払いについて 
 枝払いプロジェクトとして以下の内容で検討を行っている。可能なことから順次対策を

打っていくこととする。 
・ 各種必要となる道具の精査（枝払い・木登り・回収等々に使用するもの）。 
・ 山道のルート整備・目印作成 
・ 木登りの練習・専門家による講習受講 



 
(3) 2008年会員証について 
 2008年の年会費を2007年12月25日までに納めた会員については、2008年1月号の会

報発送時に合わせて、2008年度の会員証を1枚配布する事とした。年を越してからの会費

納入者については、各スクールでの配布若しくは郵送での対応とすることとした。以前よ

り、一部の会員で期限内に会費を納入せず、その後もビジター手続きを行わずフライトし

ている者が目立ったことから、継続更新者と期限後の再入会者との区別を行うために、会

員証の色を区別する形で作成し発行することとした。 

 ⇒ 年会費を期限までに納入せずフライトを行う場合、ビジター扱いとなります。期限を過ぎてか

らの振込みは再入会扱いとなり、入金が確認できるまでは都度ビジターフィーを納めていただくル

ールとなっております。予算作成等、会計手続きを円滑に進めるためにも会員の皆様のご協力を

お願い致します。 
(4) フライヤー登録について 
 昨今、フライヤー登録が切れていることに気がつかずフライトしているフライヤーが何

名か確認された。フライヤー登録への加入は茨城ハングの会員である・ないに関わらず、

フライヤー全員に義務付けられている。会としては少なくとも年に1度は JHFの協力を得、
登録切れのフライヤーがいないかどうか確認を行っていく事とした。 
⇒ フライヤー登録の期限が切れていないかどうか、今一度確認を行い、万が一切れて

いた場合は速やかに更新をお願いいたします。基本的には切れるタイミングでＪＨＦから

案内がきますが、引越し等で郵便物が届かない場合はこの限りではありません。住所変更

等もあわせてお願いいたします。 
(5) 冬季ランディング場について 
 グライダー解体場以南にある冬季ランディング場であるが、今年は田んぼとしてではな

く畑として使用している。 

⇒ 基本的に作物の刈り取りが終わるまでは使用禁止であるため、刈り取りが終わるま

での期間は利用を差し控えていただくようお願いいたします。 
(6) ランディング場近くの神社改装について 
 ランディングカフェ横にある神社が年末を目処に改装工事に取り掛かる予定であるとの

連絡があった。 
⇒ 改装中は工事車両等の出入りがあると思われますが、工事の妨げにならないようお

願いいたします。 
(7) 2008年スプリングフライトについて 
 毎年恒例となっているスプリングフライトであるが、2008年は 3月 20日（木・祝）～

24日（月）の5日間で開催する運びとなった。 
⇒ 大会期間中は一般会員のフライトが制限されます。詳しくは次回以降の会報でお知

らせいたします。 
(8) 2008年日本選手権について 
 ＪＨＦ主催 2008年ハンググライダー日本選手権が、4月 9日（水）～13日（日）・（14

日（月）予備日）の日程で、お隣の足尾エリアで開催予定との報告があった。 



 
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 
オータムフライト 11/23(金・祝) 板敷エリア 茨城ハング主催のお祭り大会です。豪華商品を多

数用意しお待ちしております。 

‘07八郷クラフトフェ

ア 

11/23(金・祝)～

25(日) 

板敷ランディン

グ場付近 

毎年恒例となりました八郷のお祭りです。出店多

数あり。夜祭あり。 

月例会（11月度） 11/23(金・祝)～

25(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 

竜門クリスマスカップ

2007 

12/21( 金 ) ～

24(月・祝) 

和歌山県紀ノ川

フライトパーク 

突然出来た JHF公認ハンググライディングシリー

ズ の 大 会 で す 。

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

茨城ハング 

2008年1月役員会 

2008/1/13(日) 

16:30～ 

スポーツオーパ

カイト内 

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。 

茨城ハング 

2008年 総会 

2008/2/17(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。会員の皆様に

積極的に参加頂き、ご意見等お寄せ願います。 

茨城ハング 

2008年2月役員会 

2008/2/17(日) 

16:30～ 

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。 

 

次回役員会: 200８年１月１３日(日) 16:30～ 

場所：スポーツオーパカイト内 



 

NO.           

 

２００７板敷山オータムフライト 
 

                         要 項                       

開催日   ２００７年１１月２３日（金･祝） （予備日：１１月２４日（土）） 

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。コンディションによりターゲット。 

参加費   ①会員  …１０００円 ②非会員…２５００円（ビジターフライト料込） 

所持品   時計を用意して下さい。カメラ、ＧＰＳは不要です。 

協賛      茨城ハング 

                          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Ｃ証は３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。 

XP証＝１．０   P証＝１．５   C証＝３   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 ９． 足尾山頂 ９００点 

２．ポンプ小屋 ２００点 10．猿公園鉄塔 １０００点 

３．板敷T.O. ３００点 11．八郷町役場 １０００点 

４．吾国山山頂 ４００点 12．豊後荘病院 １２００点 

５．洗心館 ５００点 13. 竜神山 １５００点 

６．星の宮幼稚園 ６００点 14．雨引山頂 １５００点 

７．五差路 ７００点 15．筑波山頂 １８００点 

８．燕山鉄塔 ８００点 16．パープルＴＯ 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３０分 ゲートクローズ（厳守） 

１５時３０分 ランディング報告〆切（厳守） 

１６時００分 結果発表 

１６時１５分 閉会式 


