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<<<<茨城ハング会員証について茨城ハング会員証について茨城ハング会員証について茨城ハング会員証について>>>>    
会報に 2010 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2010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：白色 

再入会員：ピンク色 

2009 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。 

２０１０年度のユーザ名は「ユーザ名は「ユーザ名は「ユーザ名は「itajiki20itajiki20itajiki20itajiki2010101010」、パスワードは「」、パスワードは「」、パスワードは「」、パスワードは「ibaraki20ibaraki20ibaraki20ibaraki2010101010」（全て半角小文字）」（全て半角小文字）」（全て半角小文字）」（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。 

 

    

２２２２月役員会報告月役員会報告月役員会報告月役員会報告    

 

開催日時 2010 年 2 月 6 日(土)16:40～19:00 

場所 スポーツオーパカイト内 

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 

大沢 豊 小田島 久則 川手 悠紀 鈴木 由路 

出席者 

三上 卓也 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 

893 鈴木 康之（すずき やすゆき） 桂 

894 斉藤 真紀（さいとう まき） 安東    

895 勝呂 篤志（すぐろ あつし） 安東 

896 幸本 宏治（さちもと こうじ） 安東 

897 北野 香織（きたの かおり） 桂 

898 山戸 慎一郎（やまもと しんいちろう） 安東 

茨城ハング会員数 127 名（2010 年 2 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 

1 月中旬 ＴＯトイレ汲み取り 

1 月 29 日 エリア見回り 

ＴＯトイレ掃除 

(3)会計状況報告（小林役員） 

2009 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。 

2010 年度について、113 名の継続会員、5 名の再入会員が確定している。昨年の同時期に

比べると若干少ない状況である。 

 

2. 報告・審議事項 

 

(1) ランディングエリアの借地場所について 

 現在借地しているサブランディング北東側（山側）を返却し、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、という意見について岡本役員が確認した所、北西側の

借地については可能であるが、北東側の返却については、諸都合上難しい事が判明した。

会としては北西側の田んぼをランディング場として借りたい意向はあるが、予算的に借地

は厳しいことから、今回は見送ることとした。 

 

(2) ランチャー台先の木々が伸びてきている問題について 

 冬季のため葉の茂りも少なく、ＴＯするに当たって現状でプレッシャーがあるような状

況ではないが、夏場に向けて枝が伸びてくることが予想される。ＴＯで風待ちの間に可能

な範囲で枝払いを進めていくこととした。 

⇒ 枝払いを実施する際には会員の皆様にご協力をお願いすることになります。ＴＯにて

枝払いを実施している場合、お手すきの際にはお力添えをよろしくお願いいたします。 

 

(3) オータムフライトについて 

天候にも恵まれ 30 名以上の選手が参加した。朝方は強かった風もお昼頃には弱まり、参

加者全員がフライト可能となり、多くの選手が 30 分以上ソアリングできる絶好のコンディ

ションになった。多数のアウトランディングが出たものの、事故なく大会を終えることが

出来た。成績上位者については下記の通り。各部門 1 位およびレディース賞受賞者には板

敷エリアの 2010 年度フライト料無料券が進呈された。 

⇒ ご参加いただいた皆様ありがとうございました。次回大会もよろしくお願いいたし

ます。 

【2009 年オータムフライト結果】 

パイロット部門：1 位-村上さん 2 位-安楽（高橋）さん 3 位-岩崎さん 

ＢＣ級部門  ：1 位-八木さん 2 位-湯村さん 3 位-勝呂さん 

レディース賞 ：寺田さん 



 

(4) クラフトフェアについて 

2009 年 11 月 21 日（土）～23 日（月・祝）の 3 日間で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。70 の参加店舗、約 8000

人の来場者があり、フライヤーもランディング後楽しいひと時を過ごしていた。また石岡

市長にもお越しいただき、ＴＯ登り道途中にある転回場所作成について申し立てを行った。 

 

(5) 関東学生連盟主催の草大会について 

 2 月 25 日（木）～26 日（金）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。 

 

(6) やさと温泉ゆりの郷からのクレームについて 

 やさと温泉ゆりの郷上空を低高度で飛行したフライヤーに対し、覗いているのではない

かというクレームがあった。実際にそのような意図はなくとも、温泉施設付近を低高度で

飛行すると疑われてしまう事態が起きている。 

 ⇒ 誤解を招かないためにもやさと温泉ゆりの郷付近を低高度で飛行することは控えて

ください。 

 

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 

茨城ハング茨城ハング茨城ハング茨城ハング    

2020202010101010 年年年年    総会総会総会総会    

3/7(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。 

茨城ハング茨城ハング茨城ハング茨城ハング    

2010201020102010 年年年年 3333 月役月役月役月役

員会員会員会員会    

3/7(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。 

2010201020102010 日本選手日本選手日本選手日本選手

権権権権 inininin板敷山ス板敷山ス板敷山ス板敷山ス

プリングフラプリングフラプリングフラプリングフラ

イトイトイトイト    

3/18( 木 ) ～

22(月) 

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 

大会期間中は選手優先となりＴＯフライト制限があ大会期間中は選手優先となりＴＯフライト制限があ大会期間中は選手優先となりＴＯフライト制限があ大会期間中は選手優先となりＴＯフライト制限があ

ります。詳しくは各ショップ・スクールにお問い合ります。詳しくは各ショップ・スクールにお問い合ります。詳しくは各ショップ・スクールにお問い合ります。詳しくは各ショップ・スクールにお問い合

わせください。わせください。わせください。わせください。    

2020202010101010 南陽スカ南陽スカ南陽スカ南陽スカ

イフェスティイフェスティイフェスティイフェスティ

バルバルバルバル    

4/29( 木 ) ～

5/2(日) 

山形県十分

一エリア 

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 

 

 
 

次回総会次回総会次回総会次回総会: 2010: 2010: 2010: 2010 年年年年 3333 月月月月 7777 日日日日((((日日日日) 16:00) 16:00) 16:00) 16:00～～～～17:3017:3017:3017:30    

場所：大増多目的センター場所：大増多目的センター場所：大増多目的センター場所：大増多目的センター    

    

次回役員会: 2009 年 3 月 7 日(日) 総会終了後～ 

場所：大増多目的センター 


