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 救急法講習会開催のお知らせです。今年は、過去５回の講習で評価の高い田中講師に来て

いただいての日本赤十字社の救急法基礎講習です。ＣＰＲ(心肺蘇生法)とＡＥＤ（自動体外

式除細動器）講習の他に、ハンググライダー遭難現場を想定した救難活動も研修して、正味

６時間を予定しています。スカイスポーツの現場では、ぜひ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。 

 

主催団体 茨城県ハンググライダーの会 

日時: ７月３日(土) 集合８：４５  終了 １６：３０予定 

場所: 大増多目的センター（板敷ランディング場付近） 

内容: 日本赤十字社 救急法基礎講習 (心肺蘇生法・ＡＥＤ使用・救難法) 

講師: 日本赤十字茨城支社 田中寿幸指導員 

受講料: 1,000 円(教材代、開催費用)。昼食の手配を希望される方は、別途実費。 

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２４日(木)までに、下記事項を明記の上申し込んでください。 

 

  1.「７月３日救急法受講希望」 

  2. 昼食手配希望の有無(500 円程度の実費を別途負担いただき、弁当を手配します。)  

  3. 茨城ハング会員の場合は会員番号(会員でない場合は所属クラブなど) 

  4. 氏名 

  5. 氏名フリガナ 

  6. 生年月日 

  7. 連絡先住所 

  8. 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 

 

    

2020202010101010 年年年年    茨城ハング総会報告茨城ハング総会報告茨城ハング総会報告茨城ハング総会報告    

日時:2010 年 3 月 7(日)16：00-17:15 

場所: 大増 多目的センター 

出席者数：13 名（議長含む） 

 

(会長挨拶)  

会員数が縮小傾向にありますが会として維持していく努力をすると共に、会員の皆様のご協

力の元、今年も引き続き気を引き締め、安全に楽しくフライトできる年としていくよう心がけ

ましょう。 

 

(議長選出) 

鈴木由路役員を議長に選出 



    

1. 2009 年度事業報告 

(1)事業概要報告（資料後掲） 

 

(2)エリア管理報告(年間委託契約作業内容については添付資料を参照ください) 

毎回の整備作業を桂役員と岡本役員が検収し、役員会で報告している。その内容は会報でも

報告しており、個々の内容については既に発行の会報を参照していただきたい。 

 

(3)会計報告（資料後掲） 

 

(4)会計監査報告 

会計監査の澤田氏より会計監査報告が行われた。 

以上、(1)～(4)を全会一致で承認。 

 

2. 2010 年度事業計画 

(1)事業計画概要(資料後掲) 

 

(2)予算案(資料後掲) 

 

以上の(1)と(2)について全会一致で承認。 

 

3. 会則改定 

会則改定は特になし 

 

4. 2010 年度役員改選 

今回、立候補・推薦により新たに 1 名の役員を迎え、役員 1 名の辞退があった。 

役職 氏名 

会長 薗部 重己 

副会長 山崎 勇光 

会計 小林 奈緒子 

渉外 桂 敏之 

事務局 呉屋 紀彰 

エリア管理 岡本 正美 

役員 安東 正夫,井上 潔,岩崎 隆司,岩間 雅彦,上田 佳

央,大沢 豊,小田島 久則,鈴木 由路,西村 清治,横山 

豪,川手 悠紀,三上 卓也 

会計監査 澤田 ほむら 

 

以上について全会一致で承認。 



 

5. その他（会員からの提案・質疑応答、お知らせ等） 

Ｑ：会計報告に記載してある「エリア保険」とは何ですか？ 

Ａ：過去に会が加入していた保険ですが、商品がなくなったため現在は入っておりません。

資料に記載されているのは修正反映漏れとなりますので、追って修正いたします。 

Ｑ：会計報告に記載してある「アウトサイド補償有り」と「アウトサイド補償無し」の違い

は何ですか？ 

Ａ：板敷ランディング場周辺区域において発生した田んぼチン等で、予め耕作者と会の間で

被害の補償について取り決めが行われている範囲については「アウトサイド補償有り」扱い

となります。上記の対象以外でアウトサイド時に第３者に何らかの損害を与えた場合につい

ては全て「アウトサイド補償無し」扱いとなり、耕作者と加害者の間に会は立たず、各フラ

イヤー個人で補償を行って頂くこととなります。 

Ｑ：経費節減対策として会報の発行回数等減らすことはできないのですか？ 

Ａ： 経費節減の一環として複数回分の会報をまとめることにより、会報の発行回数を減ら

す取り組みは数年前から行っております。ただし、時期が限られた重要なお知らせがある関

係上、最低４回の会報発行を行っております。 

Ｑ：年会費振込み後、会員証が届くまでに時間がかかっていますがもう少し早く送って頂く

ことはできないのでしょうか？ 

Ａ： 現状、年末の会計閉め処理と重なることや、開放発行回数を削減していることもあり、

会員証の発行までに時間がかかってしまっておりご迷惑をおかけしております。今後の対応

につきましては役員会にて検討していきたいと考えます。 

（閉会） 

以上 

1. 2009 年度事業報告 
 
事業概要 
 1 月 役員会 
   会報発行 
 3 月 総会・役員会 
   会報発行 
 4 月 （スプリングフライト） 
 5 月 役員会 
   会報発行 
 7 月 救急法講習会 
   役員会 
 9 月 役員会 
 11 月 役員会 
  オータムフライト 
  会報発行 
 
上記のほか、日常的なエリア整備活動および安全対策活動を実施しました。 
・地元との連携強化 
  ごみ拾い、八郷ふれあいまつり、枝払い作業、クラフトフェア他 
  役員だけではなく多くの会員にも参加していただきました。 
内容詳細については、既に発行の会報を参照してください。 



 

2. 2010 年度事業計画 
 
事業概要 
 1 月 役員会 
 3 月 総会・役員会 
  （日本選手権） 
 7 月 救急法講習会 
   役員会 
 9 月 役員会 
11 月 役員会 
   オータムフライト 
 
上記のほか、エリア整備活動および安全対策活動を実施します。 
・テイクオフ ゴムマット増設(様子を見ながら) 
・水路ネット安全対策 
・地元との連携強化 
・会報の発行 
・ホームページ情報更新 

会計報告および予算案・事業計画補足資料 

1. 2009 年度会計報告補足 

(1)事務経費 
会報印刷および発送経費（昨年は 4 回発行）、ホームページ運営諸費用です。 

(2)エリア整備費 
年間エリア管理業務については別資料「板敷エリア管理年間請負作業発注仕様書」を参照願
います。その他ＴＯゴムマット敷設費等。 

(3)大会費 
オータムフライトへの補助金です。 
他の大会は、茨城ハングからはエリアを提供するのみで独立採算となっています。 

(4)渉外費 
役員、および役員会から委任を受けた会員が本業を休んで会の活動(役場折衝等)を行う際に
支払う日当です。 

(5)地元協力金 
八郷町観光協会会費  10,000 円 
地元祭礼寄付金       30,000 円 
多目的センター維持費  30,000 円＋使用料 5,000 円／1 回 

 
2. 2010 年度予算案補足 

(1) 大きな支出予定なし 

今年は通常のエリア整備以外には、特に大きな出費は予定していません。 

(2) 会費収入 

3 月総会(3/7)の時点で、会費を納入した会員数は 116 名でした。 

(3) 借地料減額のお願い他、支出削減努力 

昨年度に続き現在借地しているすべての地権者を対象に、借地料減額のお願いを行います。 



    

[資料] 
「板敷エリア管理年間請負作業発注仕様書」「板敷エリア管理年間請負作業発注仕様書」「板敷エリア管理年間請負作業発注仕様書」「板敷エリア管理年間請負作業発注仕様書」 

I 適用 

本仕様書は、茨城県ハンググライダーの会(以下「会」と記載する)が発注する、板敷エリア管理

年間請負作業(以下「本作業」と記載する)に適用する。 

 

II 見積範囲 

1. 草刈り作業 

   作業範囲は TO・LD・土手とする。 

   当該契約年度内において、作業回数を以下の通りとする。 

     TO   ２回 

     LD   ４回 

     土手 ３回 

2. 消耗品 

   ガソリン、草刈刃等の消耗品費 

3. トラクター・草刈り機持込 

4. TO 便所保守管理 

   汲み取り代金は会が負担する。受注者が立替払いし、後日実費にて精算する。 

   便所備え付けの消耗品は会からの支給とする。 

5. エリア巡回作業１２回 

   エリア設備の軽修理作業を含む。 

   安全に影響のある異常で軽修理不能な事態を発見した場合には、直ちに会に報告すること。 

   破損した吹き流し交換作業は作業範囲に含み、材料費は実費にて支給する。 

   吹き流し全損の場合には、相当する製品購入の実費を支給する。 

6. 排水ポンプ保守管理 

   ポンプのガソリン代は会からの支給とする。 

 

III 支給物品 

 下記物品は会からの支給とする。ただし、受注者が立て替え払いにて購入し、後日実費にて精

算する。 

1. 破損した吹き流しの修理・交換材料代実費(全損の場合には製品購入相当額) 

2. 便所備え付けの消耗品代実費 

   ペーパー等。 

3. 排水ポンプのガソリン代実費 

 

IV 検収 

1. 草刈り作業 

  当該契約期間内において、会との間で別途協議の上定める日までに作業を完了し、検査合格を

持って検収とする。 

2. エリア巡回作業 

 会の指定する日(計１２回)に巡回を行い、結果報告を持って検収とする。 

3. 保守管理(TO 便所・排水ポンプ) 

 １年間の保守管理の完了を持って検収とする。 



 

V 契約期間 

  本作業の契約期間は、会が定める当該年度１年間(１月１日～１２月３１日)とする。 

 

VI 別途契約事項 

 本仕様書に記載していない以下の項目については、別途契約とする。 

1. 臨時草刈り作業(本仕様書記載の作業回数を越えて作業する場合) 

2. ランチャー台補修作業 

3. LD 渡り板補修作業 

4. 貸与物品に関し、受注者の責に依らない破損が生じた場合の修復費用 

 

VII 仕様外事項 

  以下の項目については、本作業の範囲外とする。 

1. ゴミ拾い作業 

 

上記発注仕様書に対する見積り結果上記発注仕様書に対する見積り結果上記発注仕様書に対する見積り結果上記発注仕様書に対する見積り結果    

2020202010101010 年度年度年度年度    \\\\420,000420,000420,000420,000    

[[[[過去の見積り額過去の見積り額過去の見積り額過去の見積り額        \\\\420,000(200420,000(200420,000(200420,000(2009999 年度年度年度年度))))    \\\\420,000(200420,000(200420,000(200420,000(2008888 年度年度年度年度)])])])]    

(以下内訳) 

1. 草刈り作業 

  TO   2 回 

  LD   4 回 

  土手 3 回 

2. 消耗品 

  ガソリン、草刈刃、トラクター軽油 

3. トラクター・草刈り機持込 

4. TO 便所保守管理 

5. エリア巡回作業 12 回 

6. 排水ポンプ保守管理 

 

((((事務局注事務局注事務局注事務局注))))  

1. 渡り板の補修は年間契約に含みません。 

2. 土手草刈りは年間契約に含みます。 

3. 草刈りの燃料代は年間契約料金に含みます。 

4. トラクターと草刈り機はエリア管理請負業者による持ち込み作業となります。 



    

３３３３月役員会報告月役員会報告月役員会報告月役員会報告    

 

1. 定例報告事項 

(1)新入会員報告 

  新入会員 0 名 

  再入会員 6 名 

茨城ハング会員数 127 名（2010 年 3 月現在） 

 

(2)エリア管理作業報告（大沢役員代理） 

  今月は特に無し 

 

(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) ランチャー台先の木々が伸びてきている問題について 

 2 月 7 日、西ランチャー台付近を中心に、会員の方数名の協力の下枝払いを実施した。 

⇒ 会員の皆様、ご協力ありがとうございます。これからも状況に応じて都度枝払いを実

施しますので、より良いエリアを目指して今後ともご協力のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

(2) クラフトフェアについて 

 クラフトフェアに参加するテナントの募集対象を全国規模に広げる事になった。今後は

日本各地からの参加者が予想される。これを機に一般の方々へのスカイスポーツの振興が

行えればと考える。 

 

(3) 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

会が開催された。シビアな条件ながらも何とか成立し、無事大会終了となった。また大会

とは関係のないところで、期間中板敷ランディング恋瀬川駐車場に重機が無断で進入・作

業していた。幸いトラブルにはならなかったが事故につながる可能性もあるため今後はあ

らかじめ連絡をもらい、また当日も注意することとした。 

開催日時 2010 年 3 月 7 日(日)17:15～19:00 

場所 大増多目的センター内 

薗部 重己 山崎 勇光 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 鈴木 由路 西村 清治 横山 豪 

出席者 

呉屋 紀彰(書記) 



 

(4) つくば山以南の自衛隊機飛行について 

 羽田・成田空港拡張による関東空域の再編に伴い、自衛隊機がつくば山南 6km 付近を飛

行するコースが設けられた。八郷盆地でのフライトに直接影響は発生しないが、会員へは

情報提供を行うこととした。 

 ⇒ 下図のコースで自衛隊機が飛行します。クロスカントリーフライトの際は十分な認

識をお願いいたします。 

 
 

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 

救急法講習会救急法講習会救急法講習会救急法講習会    7/3(土) 

8:45～16:30 

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。 

茨城ハング茨城ハング茨城ハング茨城ハング    

2010201020102010 年年年年 7777 月役月役月役月役

員会員会員会員会    

7/3(土) 

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。 

池田山カップ池田山カップ池田山カップ池田山カップ    8/26( 木 ) ～

29(日) 

岐阜県池田

山エリア 

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 

 

 
 

次回役員会: 2009 年 7 月 3 日(土) 16:30～ 

場所：大増多目的センター 


