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<茨城ハング会員証について> 
会報に 2009年茨城ハングの会員証を同封しております。会員証はシールになっていま

すので、会員が使用しているグライダーの「キール部分（セールの付け根）」、やむを得な

い事情がある場合には、フライト時に着用する「ヘルメット」の見やすい箇所に貼り付け

てください。会員証の掲示はエリアルールで定められています。お手数ですが会員証の掲

示を徹底していただくようお願いいたします。 

 会員証の貼り方は、まず会員証の裏紙をはがしてキールの所定位置に貼り、その上から同

封の透明な保護シールの裏紙をはがして貼って下さい。なお2009年度の会員証の色は以下の

通りです。 

新入会員及び通常会員：XX色 

再入会員：XX色 

2008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

ジターフィを納めた上でフライトしていただく事になります。また再入会者は期日までに納

入いただいた会員と区別する為、会員証の色を通常の物とは変えての発行となりますのでご

留意願います。 

 

<追加案内：年会費納入に各銀行口座からの振込みが可能になりました> 
ゆうちょ銀行・郵便局と、全国銀行データ通信システム（全銀システム）に接続している

約1,500行の金融機関とのあいだで振込ができるサービスが開始されました。これにともな

い、一般の銀行から茨城ハングの年会費振替口座への振込ができるようになりました。 

他の金融機関からゆうちょ銀行口座への振込は、振込用の店名・預金種目・口座番号が必

要です。 

※ 注意：他の金融機関からの振込みは、現在利用しているゆうちょ銀行口座番号（記号・

番号）は利用できません。 

【 ゆうちょ銀行以外の他の金融機関から振込みを行う場合の口座案内 】 

銀行名  ゆうちょ銀行 

店番 019 

店名（カナ） 〇一九店（ゼロイチキユウ店） 

預金種目 当座 

口座番号 0629037 

カナ氏名（注）（受取人名） イハ゛ラキケンハンク゛ク゛ライタ゛ーノカイ 

 

【 参考：ゆうちょ銀行・郵便局から振込みを行う場合の口座案内 】 

お受取人名 茨城県ハンググライダーの会 

送金先口座 〇一九店  629037  

（記号番号：00160-8-629037） 

 

 また「会報に同封した振込用紙を用いた振込み」以外の方法で入金された方は、必ず茨城

ハングのホームページから「会費振込み報告」を忘れずに行って下さい。会費振込み報告が

ない場合、継続会員として認知できませんので予めご了承願います。 

 URL「http://itajiki.com」 ⇒ 「入会・更新案内」ページ下方 ⇒ 「会費振込み報告」押下 

次回の会費振込み時にお役立て下さい。 

 

 

 



<告知！メイン－サブランディング間に張ってある魚網について> 
以前より会報でお知らせしていますが、転落防止対策の一環として張ってあるメインラ

ンディング－サブランディング間の魚網は、長年の使用により腐食が進んでいます。人が

乗った場合、網が破れ転落する恐れがあります。非常に危険ですので故意に魚網の上に乗

るのは絶対に避けて下さい。 

また3月8日（日）8時から3時間程度、ロープによる魚網の補強作業を行います。会

員の皆様のお力添えが必要となります。安全なエリアとしていくためにもご協力をお願い

いたします。尚、当日は作業が完了するまで安全のためフライトについては自粛とさせて

いただきますので予めご了承願います。 

集合時間：2009年3月8日（日）8時～ 

集合場所：板敷エリア メインランディング 

持ち物 ：軍手 

 

< 茨城ハングホームページ会員用ページパスワード変更のお知らせ > 
茨城ハングのホ ーム ページにある会員専用ページの パス ワードを変更しました 。URL

「http://itajiki.com」 ⇒ 会員専用 

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についてもここから登

録が行えます。会員の方であればどなたでも無料でご利用頂けます。登録手順につきましては

前回会報をご参照願います。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。 

２００９年度のユーザ名は「itajiki2009」、パスワードは「ibaraki2009」（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。 
 

１月役員会報告 

 

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 

878 今野 博蔵（こんの ひろぞう） 安東 

879 細谷 知広（ほそや ともひろ） 安東 

880 一瀬 寛（いちせ ひろし） 安東 

881 保坂 祥二（ほさか しょうじ） 桂 

茨城ハング会員数 130名（2009年1月現在） 

開催日時 2009年1月18日(日)13:00～16:00 

（都合により開催時刻を繰り上げました。） 

場所 スポーツオーパカイト内 

薗部 重己 岡本 正美 桂 敏之 安東 正夫 

井上 潔 岩間 雅彦 上田 佳央 大沢 豊 

出席者 

小田島 久則 鈴木 由路 横山 豪 呉屋 紀彰(書記) 



 

(2)エリア管理作業報告（岡本役員） 

作業日時 作業内容 

10月30日 エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 

ＬＤポンプチェック 

11月1日～2日 第４回ＬＤトラクター草刈 

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 エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 

(3)会計状況報告（井上役員（会計代理）） 

2008年度は大きな支出もなく順調に推移してきた。新入会員については増員、再入会者に

ついては予算を達成した一方、ビジターについては予想を下回った。スタチン等の罰金につ

いては計上された金額よりも明らかに発生件数が多いため、未納者が多数いると見られる。 

2009年度について、115名の継続会員、15名の再入会員が確定している。昨年の同時期に

比べると若干多い状況である。 

 

2. 報告・審議事項 
 

(1) 茨城ハングで発生したインシデントについて 
現在、茨城ハングのルールでは、①アウトランディングをした場合、②スタチン・山チ

ン・アウトサイドをした場合、③危険行為をした場合、④事故（規模は問わず）を起こし

た場合、それぞれについてレポート若しくは罰金支払い封筒にその内容を記入し、会に提

出するルールとなっている。会としてはその内容に基づき実態を把握し、アウトサイド補

償費の支払いや、万が一の時のしかるべき情報として認識しておく必要があるため、この

ようなルールを設けている。 

しかし実態としてはレポートの提出は少なく、全てを網羅しきれていないのが現状であ

る。会としてエリアで起きた事象に対し認識が薄いということは大きな問題に繋がりかね

ないため、少なくとも役員間では情報共有を行い、必要に応じて対象となる会員には呼び

かけを行っていくこととした。 

 

(2) ＴＯ東・西ランチャー台について 
 ランチャー台を１から作り直す予算も確保できない事もあり、暫定的な修復を行い、 

しばらくの間様子を見る事とした。 

参考：見積もりとしては西ランチャーが3～4万円程度、東ランチャーが1～2万円程度

の修繕費 

 

(3) ランディングカフェ付近にある魚網について 
 地元の方より早急な撤去を求められている。会としては即時廃棄を行うべきと判断し、

撤去作業を岡本役員に一任した。 



 

(4) メインランディング－サブランディング間の水路上に張ってある魚網について 
 以前より検討課題として挙がっているが、現状、メインランディング－サブランディン

グ間の水路上に張ってある魚網は、本来期待される効果（ランディング時に用水路に突っ

込んでしまう様な大事故の回避）が得られるかどうかもわからないくらい腐食が進んでい

る状態である。対応策として「借りているサブランディング場を西側にずらせないか」、「暗

渠にできないか」等の代替対策案も出る中、即時対応できない事や予算等の現実問題もあ

り、対応しうる解決策案が挙がらなかったた為、引き続き検討課題としていくこととなっ

た。魚網の再設置について再度検討を行ったが、メンテナンスが大変な上、寿命が短いこ

ともあり、即時張り替えという結論には至らなかった。暫定的な対応としてロープによる

補強を見出しに挙げた通り実施する事とした。 

 

(5) オータムフライト結果報告 
 去る2008年11月23日（日）、毎年恒例の板敷オータムフライトが開催された。天候に

も恵まれ50名弱の参加者が集まる中、盛大に競技が行われた。大会は事故もなく無事終了

し、各クラス共に優勝者には２００９年度茨城ハング年会費無料権が進呈された。 

 Ｂ級優勝：日下選手 

 Ｃ級優勝：川上選手 

 Ｐ証優勝：村松選手 

 

(6) 地元のお祭り及びクラフトフェアについて 
 2008年 11月 22日（土）～24（月・祝）、板敷エリアランディング場周辺において、毎

年恒例の地元のお祭り及びクラフトフェアが行われた。神社の落成記念も同時開催され、

多くの人たちで賑わった。会からもお祝い金として5万円が進呈された。 

 

(7) 関東学生連盟主催の草大会について 
 2月23日（月）～24日（火）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。 

 

(8) ランチャー台先の木々について 
 ＴＯランチャー台前の木々が伸びてきている。季節的に伸び度合いは比較的少ないが、

これからのシーズンでまた顕著に伸びてくることが想定される。会としては必要に応じ枝

払いを実施していく必要があるため、事前準備として木登り用に使用するハーネス（Ｌサ

イズとＭサイズをそれぞれ1点ずつ）を購入することとした。 

 

(9) 冬季ランディング場北側に借りているグライダー解体場兼駐車場について 
 冬季ランディング場北側に借りているグライダー解体場兼駐車場であるが、借地料が高

額なため返却を視野に入れた交渉の結果、20万円から 10万円に割り引いて頂く事で契約

延長する運びとなった。 

 

(10) メインランディング場－グライダー解体場間の道路に立っている道路標識について 
 以前より立っている掲題の道路標識であるが、万が一ランディング時にオーバーした場

合（エリアルールでは道路を跨ぐランディングは禁止事項と定めている。ここではあくま

で万が一を想定した場合について検討している。）、危険物となりえるので、役所に掛け合

って移動できないかという提案が挙がった。実際に移設が若しくは撤去が可能かどうか薗

部会長が警察署に確認する運びとなった。 

 ⇒ ２月時点で標識は地盤の緩みにより自然転倒している状態となっています。 



 

1. 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） 

2/21(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 

茨城ハング 

2009年 総会 

3/8(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 

2009年3月役

員会 

3/8(日) 

総会終了後

～ 

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。 

日本選手権 in

紀の川 

3/18(水)～

22(日) 

和歌山県紀

ノ川フライ

トパーク 

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 

2009板敷スプ

リングフライ

ト 

4/9(木 )～

12(日) 

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

 

 次回総会: 2009 年 3 月 8 日(日) 16:00～17:30 

場所：大増多目的センター 

 

次回役員会: 2009 年 3 月 8 日(日) 総会終了後～ 

場所：大増多目的センター 


