
茨城ハング会報 

 
                               2009年11月発行 

<2010 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。2010年度の会費を納入お願いします。 
2010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

つ不可欠な運用のための原資です。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。 
<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「郵便振替用紙による払い込み」、「ゆうちょ銀行口座への振込」、「担

当役員による現地受付」があります。皆様の都合の良い方法にて納入をお願いします。 
(1) 郵便振替用紙による払い込み 
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下さい。 
(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

下さい。土日・祝日の受付も行いますので気軽にご利用下さい。 
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 1,000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 20,000 円と料金欄に 1,000 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下さい。 
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) ゆうちょ銀行口座への振込 
ゆうちょ銀行のインターネットホームサービスを利用、あるいは一般の銀行から振込送金

する方法です。ネットバンクからも振込できます。詳細についてはお手数ですが、茨城ハン

グのホームページ（http://itajiki.com/）の「入会・更新案内」をご参照願います。 
 

<200９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「2010

年板敷エリア年間フライト無料券（※）×3 名さま（各クラス 1 名ずつ）」を用意致します。皆様奮っ

てご参加下さい。 

 

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

た入会には検定員の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下さ

い。 

   ・参加者が 35 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。 

 

日程: 11 月 23 日(月曜日)  

 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下さい。 

お釣りのないように小銭をご用意願います。 

 

<2009 年 八郷クラフトフェア開催のお知らせ> 
こちらも恒例となりました八郷クラフトフェア開催のお知らせです。表紙にも案内を載せました

が、今年は盛大に 3 日間開催で地元のお祭りも同時開催となります。フライト後の羽休めにのぞ

いてみては如何でしょうか？ 

日程: 11 月 21 日(土曜日) ～23 日（月曜日・祝日） 

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下さい。 

 

 



 

７月役員会報告 

 

1. 定例報告事項 
(1)新入会員報告 

  新入会員 0名 

  再入会員 2名 

 

(2)エリア管理作業報告（岡本役員） 

作業日時 作業内容 

6月3日 ＬＤ吹流し2本交換 

エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 

6月4日 ＬＤ排水ポンプガス３リットル補給 

7月1日～17日 第２回ＬＤ土手草刈 

エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 

7月9日～10日 第２回ＬＤトラクター草刈 

(3)会計状況報告（小林役員） 

再入会員の人数については予算を達成したが、新入会員及びビジター数が予算を大きく下

回っている状況である。その他大きな支出は予定していない。 

 

2. 報告・審議事項 
 

(1) ランチャー台先の木々が伸びてきている問題について 
 ＴＯランチャー台前の木々が伸びてきている。枝払い等については前回役員会からの進

捗は特になし。エリア整備費として大きな支出が難しいため、現段階では本格的な対応策

については要検討となっている。西ランチャー台等は以前に比べＴＯしにくくなっている

ため、メインランチャーからＴＯするよう呼びかけていくこととした。 

 

(2) 救急法開催報告 
 恒例となった救急法講習会が、７月２６日午前中に行われた。今年は石岡市消防本部の

皆さんに指導を賜り、元会員を含めた総勢９名の受講者達が参加した。心肺蘇生法(ＣＰＲ)

についての最新情報、バックボードを使用した実技練習、ＡＥＤ使用方法等中身の濃い実

習を行った。開催に当たり茨城ハングの会費よりテキスト代、会場費、寸志等で8148円の

出費があった。今まで同様予備費として取り扱っているが来年度から用途区別のため「安

全対策費」を会計の項目として設けることとした。 

 ⇒ 蘇生法等の手順が変わってきています。未だ受けたことのない人はもちろんのこと、過去に

受けられた方でも常に最新の内容で救急法を身に付けていただくことが望まれます。来年もまた

開催いたしますので、その機会に是非受講してみては如何でしょうか？ 

開催日時 2009年7月26日(日)16:50～18:30 

場所 スポーツオーパカイト内 

薗部 重己 山崎 勇光 岡本 正美 桂 敏之 

小林 奈緒子 安東 正夫 井上 潔 岩崎 隆司 

岩間 雅彦 上田 佳央 大沢 豊 大森 崇弘 

出席者 

小田島 久則 鈴木 由路 横山 豪 呉屋 紀彰(書記) 



 

(3) 茨城ハングで発生したインシデント（※）について 
役員間でインシデント情報の共有化をすることで、事故に繋がりかねない、または実際

に事故にあってしまったケース等が少なからず報告されてきている。要因等は様々である

が、状況を想定した予備知識の習得や心構え、体調管理等がしっかりなされていれば未然

に防げたと思われるケースもあると考えられる。エリアの安全対策も不可欠ではあるが、

フライヤー各自の安全意識についても更なる向上を呼びかけていくこととした。 

また万が一事故が発生した場合の緊急連絡先として、スクールで取りまとめられている

場合はいいが、ビジターフライヤー等については入山チェック時に会として把握しておく

必要があることが改めて認識された。現状、記載されている情報は緊急連絡先ではなくフ

ライヤー本人の連絡先が記載されているケースも少なくないため、記入の際に不備のない

よう喚起して行くこととした。 

※ インシデントとは重大事故に至る可能性がある事態で、なおかつ大きな事故につな

がらなかった潜在的事例 

 

 

９月役員会報告 

 

3. 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 

888 中村 啓一（なかむら けいいち） 安東 

889 根本 淳（ねもと じゅん） 安東 

 

(2)エリア管理作業報告（岡本役員） 

作業日時 作業内容 

7月31日 エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 

8月25日～26日 第３回ＬＤトラクター草刈 

LD排水ポンプガス３リットル補給 

エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 

9月3日～10日 第３回ＬＤ土手草刈 

 

(3)会計状況報告（小林役員） 

再入会員の人数については予算を達成したが、新入会員が８人分、及びビジター数が約５

０人分予算を下回っている状況である。その他大きな支出は予定していない。 

開催日時 2009年9月12日(日)16:45～19:00 

場所 スポーツオーパカイト内 

岡本 正美 桂 敏之 小林 奈緒子 安東 正夫 

井上 潔 岩崎 隆司 岩間 雅彦 大沢 豊 

出席者 

小田島 久則 横山 豪 呉屋 紀彰(書記) 



 

4. 報告・審議事項 
 

(1) ランチャー台先の木々が伸びてきている問題について 
 会員の一部から「ＴＯ前の木々が伸びてきており、昔のように簡単にＴＯするのが難し

くなってきているのではないか？会としてランチャー台の底上げ等対策は打てないの

か？」という指摘があった。会としては以前より会報等で通知を行っている通り、枝払い

等の対策は行っているが、ランチャー台を底上げ出来るほどの予算は持ち合わせていない

状況である。今後を考えても、現状の会員数の推移ではランチャー台の作り直しは見込め

ないとの認識である。かといって安全対策を疎かにするわけにはいかないため、枝払いに

ついて本格的に対応するため、一先ず枝払いのプロに見解を仰ぐべく見積もりを取ること

とした。 

 

(2) オータムフライトについて 
例年通り２００９年１１月２３日（月・祝）に岩崎役員を実行委員長とし開催する運び

となった。詳細については会報の末尾に掲載。 

 

(3) クラフトフェアについて 
例年通り２００９年１１月２１日（土）～２３日（月・祝）の３日間で開催するとの連絡

があった。（詳細については表紙に掲載）また茨城ハングの役員より、例年クラフトフェア

実施後にランディング機体解体場内にクラフトフェアで使用した道具やごみが放置されて

いるとの報告があった。会としては日ごろのエリア整備活動に支障をきたす恐れがあるた

め、クラフトフェア実施担当者に責任を持って回収して頂くよう申し入れを行った。 

 

(4) ２０１０年度日本選手権について 
 ２０１０年度の日本選手権について板敷エリアで開催して欲しいという要請が来る可能

性があるとの報告があった。一部パイロットからは「ポイント大会が１つ減ってしまう」

等の意見もあったが、会としては名誉ある申し入れでもあり、開催するに当たって大きな

問題はないため、要請があった場合、快諾する方針で意見をまとめた。 
 

(5) ２０１０年度ランディング周辺の耕作状況について 
 ２００９年度はメインランディング周辺では田んぼは張られず、麦の耕作がメインであ

ったが、２０１０年度については全面田んぼが張られることが決まったとの報告があった。

２００９年度夏季における麦畑へのランディングについては耕作者への謝罪が免除されて

いたが、上記に伴い２０１０年度については会の罰則規定についても従来通りに戻ること

が再確認された。 

 

(6) メインランディング－サブランディング間に張ってある金網について 
 金網を固定している杭が外れかかっており、金網がずれてきている箇所がある。一度張

りなおす必要があるとの報告があった。会としては緊急性は低いと認識し、別途検討課題

となったランディングエリアの借地場所の問題とあわせ対応していくこととした。 

 

(7) ランディングエリアの借地場所について 
 現状借地しているサブランディング北東側（山側）は広さはあるが、段差があるため危

険な要素もあり降ろす場所としての重要性は低いのではないか。北西側の段差が少ない田

んぼに借り替える事はできないか、という話が挙がった。会としては耕作者の意向も踏ま

え借り換えが実際に可能かどうか検討して行くこととした。 



 

(8) ランディング周辺田んぼの耕作者情報について 
 アウトサイドランディングした場合等の謝罪時に使用されるランディング周辺田んぼの

耕作者情報が古くなってきており、情報の最新化が必要である。最新情報への更新を岡本

役員に一任した。 

 

１０月役員会報告 

開催日時 2009年10月31（土)16:30～18:00 

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 

安東 正夫 井上 潔 上田 佳央 大沢 豊 

出席者 

小田島 久則 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 

890 猪川 哲一郎（いがわ てついちろう） 安東 

891 針金 章（はりがね あきら） 安東 

892 石松 淳（いしまつ じゅん） 安東 

茨城ハング会員数 156名（2009年 10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 

10月1日 エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 

10月17日 ＴＯ吹流し1本交換 

LD排水ポンプ整備 

10月20日 ＴＯ第２回草刈 

 

(3)会計状況報告（小林役員） 

再入会員の人数については予算を達成したが、新入会員が５人分、及びビジター数が約３

０人分予算を下回っている状況である。その他大きな支出は予定していない。 

 

2. 報告・審議事項 
(1) ランチャー台先の木々が伸びてきている問題について 
 有志会員により少しずつ枝払いが行われている。枝払いについてプロの見積もりを取る

話になっていたが、会計報告で収入が予算に達していないという事実とも関係し、まずは

自分達で可能な範囲で対応できないかとの意見が挙がった。これに伴い、葉が少なく枝払

いが比較的やり易い冬季に、再度有志を募り枝払いを実施することとした。詳細な内容・

日程については次回会報にて案内予定。 

 

(2) ランディングエリアの借地場所について 
 前回の役員会で審議事項として挙がったランディングエリア（サブランディング北東側）

借り換え案について、次年度の借地契約のタイミングで地元耕作者に対し金額やその他要

件等、協力をお願いしていくこととした。会としては金額や要件について折り合いが取れ

るようであれば借り換えを実施する方針で決議を取った。 



 

(3) ランディング周辺田んぼの耕作者情報について 
 アウトサイドランディングした場合等の謝罪時に使用されるランディング周辺田んぼの

耕作者情報について更新を行った。年度内に原紙の清書を行い各ショップへ配布予定。 

 

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（11月

度） 

11/22(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 

2009板敷山オ

ータムフライ

ト 

11/23(月 ・

祝) 

板敷エリア 茨城ハング主催のアットホームな大会です。どなたで

も参加でき豪華な賞品も用意しております。 

http://itajiki.com 

ASIO X’mas 

Cup 2009 

12/19(土)～

22(火)、23

（予備日） 

茨城県足尾

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 

月例会（12月

度） 

12/26(土)～

27(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 

西富士ジャパ

ンクラシック 
1/8(金 )～

11(月・祝) 

静岡県朝霧

高原エリア 

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 

茨城ハング 

1月役員会 

1/23(土) 

16:30～ 

スポーツオ

ーパカイト 

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: 2010 年 1 月 23 日(土) 16:30～ 

場所：スポーツオーパカイト内 



 

２００９板敷山オータムフライト 
 

                         要 項                       

開催日   ２００９年１１月２３日（月） 

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下さい。 

 

◆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。 

※総合得点に関係なく、各クラスに賞品が渡るよう配慮させていただきます。 

  （参加人数に応じて板敷年会費無料券・または半額券を贈呈します） 

※別途レディース賞をご用意させていただきます。 

 
 

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 


