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<至テイクオフ山道工事のお知らせ>
至テイクオフ山道工事のお知らせ>
東日本大震災及び 2012 年ゴールデンウィークに発生した暴風雨による土砂崩れの影響により
現在 TO に繋がる道一切（下図赤線箇所）の車両通行が出来ない状態です。反射板側の道につ
に繋がる道一切（下図赤線箇所）の車両通行が出来ない状態です
いては復旧の目処が立っておりません。また板敷峠側につきましては役場に確認した所、2013
年春頃を目処に復旧を予定しているとの事でした。それまでの間、フライトに制限がかかってしま
う状況となり会員の皆様には何かとご不便をおかけしますが何卒ご理解の程よろしくお願い致し
ます。また作業状況により工期が変更される可能性もあります。詳しくは茨城ハングのホームペー
ジ若しくは最寄のハンググライダーショップにご確認願います。

<2013 年度会費納入をお願いします>
年度会費納入をお願いします>
2013 年度の会費を納入お願いします。2013 年度の会費は 20,000 円です。2012 年内に下
記にある支払方法にて払込手続きをお願いします。
現状土砂崩れの影響で、満足の行くフライト環境を提供できない状況ではありますが、エ
リア借地料や整備費等々はこれまで同様に発生し、これらを勘案しますとエリア維持には会
員皆様のご協力なしには運営できない状況です。テイクオフへの山道につきましては、予定
では春頃を目処に開通するとの連絡を受けております。これまで同様板敷エリアを安全に、
また環境よく整備し、快適なフライト環境を確立していく為にも会員の皆様にご理解を頂
き、会費納入をお願いしたい所存です。払込忘れや遅延等がありますと翌年の会の予算に影
響を及ぼす恐れが生じますので、期限内の振込みをお願いします。
添付した会則及びエリアルールに同意の上、下記方法にて振り込みをお願い致します。
「振
り込み」をもって、規約に同意されたとみなします。
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。
また会員証につきましては初回会報発行時（年明け以降の再入会者につきましては翌会報
発行時）の発送を予定しております。会員証につきましては板敷エリアにてフライトする際、
常時携帯頂くようお願いいたします。

<茨城ハング年会費納入方法について>
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「JA やさと（やさと農協）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。（※一昨年まで利用して
いた「ゆうちょ口座」から変更となっておりますのでご注意願います。）
(1) JA やさと（やさと農協）口座への振込
JA・一般の銀行から振込送金する方法、あるいは各 JA・銀行のインターネットサービス
を利用した振込方法です。下記口座宛に振り込み手続きをお願い致します。尚、振り込み手
数料につきましては会員様ご負担となりますのでご了承願います。茨城ハングのホームペー
ジ（http://itajiki.com/）の「入会・更新案内」にも掲載させて頂きますのであわせてご参照
下さい。
振込先金融機関名
支店名（支店番号）
科目（預金種目）
口座番号
口座名義人（受取人名）
口座名義人（カナ英数）
振込金額

やさと農業協同組合
本所（001）
普通
0002890
茨城ハングの会 会計
イバラキハングノカイ
20,000 円

岩崎 隆司
カイケイ イワサキ

タカシ

(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。現地に用意されている茨城ハング宛
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
安東 正夫
桂 敏之
大沢 豊
山崎 勇光

受付場所
ウインドスポーツ
スポーツオーパカイト
バンプ
ブリーズィー・スポーツ

電話番号
0299(44)3725
0299(44)3642
0299(43)6952
0299(43)2054

<2012 年板敷オータムフライト開催のお知らせ>
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「2013
年板敷エリア年間フライト無料券（※）×２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費 7,000 円が必要となります。ま
た入会に際しては検定委員による承諾が必要となります。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 25 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。
・開会式において、競技や入山方法について説明を行います。山道工事の関係上、案内
している内容から変更が発生する可能性もありますので、定刻にお集まり頂けるようご協
力のほどよろしくお願いいたします。
日程: 11 月 23 日(金曜日・祝日)
9:00 ランディング集合
9:30 開会式
参加費: 会員 \1,500 円 ビジター \3,500 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。

<2012
<2012 年 八郷クラフトフェア開催のお知らせ>
八郷クラフトフェア開催のお知らせ>
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、下記日程（フライト活
動制限期間ではありますが）にて盛大に開催されます。また 11 月 23 日(金曜日)16 時から夜祭＆
交流会も行われます。参加費無料で食べ物、飲み物が振る舞われます。どなたでも参加出来ま
すのでこの機会に顔を出してみては如何でしょうか？
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下さい。また、当日は一般の方が誤ってランディング
場に入らないよう、注意喚起願います。

2012
2012 年 茨城ハング総会報告
日時:2012 年 5 月 27(日)16：00-17:45
場所: 大増 多目的センター
出席者数：26 名（議長含む）
(会長挨拶)
ゴールデンウィーク中の大雨により発生した土砂崩れのため、吾国山反射板裏の山道の通行がで
きない状態となっております。また大覚寺側のルートにつきましても東日本大震災により発生した土砂
崩れ復旧工事のため、TO に繋がる道一切（下図赤線箇所）の車両通行が出来ない状況です。この
状況を心配され名誉会長からもお見舞いの言葉を頂いております。会としては知恵を出しながら何と
かこの状況を切り抜けて行きたいと考えております。フライトが制限される状況となり会員の皆様には
何かとご不便をおかけしますが何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。
(議長選出)
鳥海会員を議長に選出
1. 2011 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）
補足説明：2012 年度会計監査に向け茨城ハングで取り扱う資金の精査を行っている中で、会でま
とめている帳簿と実残高の間に高額な不整合が生じている事が確認された。会計資料が
残る 2005 年度まで遡り精査した結果、一部については原因を特定できたが軽微なもの
であった。大半のものについては資料が残っている以前に発生した不整合であることが
確認されたが、何時時点で発生したものか特定ができなかった。原因が特定できた物に
ついてはその担当者に掛け合い、訴求して弁済を求めるものとした。原因が特定できな
い物については 2011 年度実績にマイナス計上する事とした。
質疑応答：
Ｑ：不整合が今まで発覚しなかったのは何故か？
Ａ：年度単位の付け合わせでは整合性が取れていた。ただ年末の会費振込み時期に前年度残
高と新年度分の収入が口座内で一緒くたになり確認作業が煩雑化するため、帳簿と残高の付
け合わせが行われない運用が慢性化していた。またその実態について、役員内及び会計監
査共に確認が行われていなかった。
Ｑ：再発防止手段として帳簿と残高の付け合わせを行う運用にして欲しい。またその結果を総会
の場で報告して欲しい。
Ａ：了解した。
Ｑ：前年度分と新年度分を区別して取り扱うことはできないのか。
Ａ：会計処理が煩雑化しない範囲で最善の方法を検討していく。
(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。不整合問題があったため、会員に審議を諮った
上で承認された。
以上、(1)～(4)を全会一致で承認。

2. 2012 年度事業計画
(1) 事業計画概要(資料後掲)
補足説明：2012 年 5 月現在、TO への道路が災害により一切の車両通行が行えない状態となって
いる。道路を管轄する石岡市及び笠間市に状況を適時確認しているが、現時点で復旧
の目処は立っていない。
質疑応答：
Ｑ：会としてフライトに向けた何らかの改善策は打てないのか？
Ａ：道路復旧に関しては、現状公的機関の対応を待つ以外に手段は無い。役所への働きかけを
積極的に行っていくと共に、フライトに向けた改善策を模索していきたい。
Ｑ：近隣フライトエリアに協力依頼を行えないか？
Ａ：申し入れを試みたが現時点で明確な回答は来ていない。
(2) 予算案(資料後掲)
質疑応答：
Ｑ：フライトが制限されている状況だが予算の見直しは行わないのか？
Ａ：借地料については年間での事前契約となり見直しは行えない。エリア整備費についても担ぎ
上げでフライトする人も居るため、予定通り実施の方向で検討している。
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. 2012 年度役員改選
会計の交代、及び立候補・推薦により新たに 2 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
岩崎 隆司
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,猪川 哲一郎,井上 潔,岩間 雅彦,上田 佳
央,大沢 豊,小田島 久則,鈴木 由路,西村 清治,濱里
亮平,三上 卓也,宮崎 匠
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：担ぎ上げでフライトしているが問題ないのか？
Ａ：会としてフライトを禁止している訳ではない。但し現状は車両通行ができない状況である。万が一
の時など緊急車両を含む一切の車が進入できないため、この辺りの注意喚起は実施して行く。
以上について全会一致で承認。
（閉会）
以上

1. ２０１１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
5 月 会報発行
6 月 救急法講習会
役員会
10 月 役員会
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、水戸子供広場（旧：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. 2012 年度事業計画
事業概要
1 月 役員会
3 月 （スプリングフライト）
4 月 役員会
5 月 総会・役員会
7 月 救急法講習会
役員会
10 月 役員会
11 月 オータムフライト（道路状況を見ながら）
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. ２０１１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 3 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は、天候不良によりオータムフライト未開催の為、翌年度予備費として
繰越しました。
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
地元祭礼寄付金
多目的センター維持費

10,000 円
30,000 円
35,000 円

2. 2012 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
5 月役員会の時点で、会費を納入した会員数は 142 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さんを対象に、借地料減額のお願いを行います。
(4) 板敷エリア管理年間請負作業費用について
昨今の燃料費高騰を受け 10,000 円の増額となり、会としてこれを了承しました。

[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」
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
2012
2012 年度 \430,000
[過去の見積り額 \420,000(2011
420,000(2011 年度)
年度) \420,000(2010
420,000(2010 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)
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。
１月役員会報告
開催日時
場所
出席者

201２年 1 月 28 日(日)16:45～18:50
スポーツオーパカイト内
薗部 重己
岡本 正美
桂 敏之
岩崎 隆司
上田 佳央
大沢 豊
西村 清治
呉屋 紀彰(書記)

安東 正夫
小田島 久則

1. 定例報告事項
(1) 新入会員報告
新入会員 １２名
再入会員 ５名
茨城ハング会員数 132 名（2012 年 1 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 28 日
ＬＤ吹流し 1 本交換
(3) 会計状況報告（岩崎役員）
特に大きな出費も予定されておらず、会員数も昨年の同時期と同様な状況となっている。
2. 報告・審議事項
(1) 板敷エリア会員シールについて
板敷エリア会員シールについて、当初「会員への入金確認」及び、「エリア利用者内での会員
／非会員の判別」を目的とし導入されたが、十分な活用ができていないため廃止してはどうかと言

う意見が出された。前者に対しいては、これに変わる何らかの代替手法は必須と言うことで意見が
一致した。これについては葉書に会費を領収した旨を記載し返信するなど、経費の掛からない方
法を検討する事とした。また後者については役員間で判別がつく事が重要な為、先ずは役員間
で会員名簿の共有を行う事とした。また過去には会員向けに会員名簿を送付していたが、個人情
報保護の兼ね合いもあり、名簿の配布を取りやめた経緯があった。ただ廃止に伴い発生する会員
同士の認識齟齬を懸念する声も挙がった為、会員専用のパスワードを設けたホームページ等を
活用し、会員番号と会員名については情報共有していく方向で調整していく事とした。
(2) ＴＯ東ランチャー台の修理について
2011 年の台風により破損した東ランチャー台について、スプリングフライト開催前までに補修す
る方向で修繕依頼を出した。予算は 9 万円。
(3) 板敷エリア管理年間請負作業費用について
ここ数年 420,000 円でご協力頂いていた板敷エリア管理年間請負作業費であるが、近年の燃
料費高騰を受け、430,000 円としたいと言う申し入れがあった。会としては状況を汲んだ上、了承
する事とした。
４月役員会報告
開催日時
場所
出席者

201２年 4 月 8 日(日)16:40～18:30
スポーツオーパカイト内
薗部 重己
岡本 正美
井上 潔
岩崎 隆司
岩間 雅彦
上田 佳央
大沢 豊
小田島 久則
西村 清治
濱里 亮平
呉屋 紀彰(書記)

3. 定例報告事項
(1) 新入会員報告
新入会員 ３名
再入会員 ８名
茨城ハング会員数 １４３名（2012 年 4 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 28 日
ＬＤ吹流し 1 本交換
2 月 20 日
エリア見回り
TO トイレ掃除
3 月 13 日
TO 東ランチャー修理
3 月 14 日
TO 西ランチャー修理
エリア見回り
TO トイレ掃除
4月7日
TO 吹き流し 1 本交換 ポール修理
LD 吹き流し 2 本交換 ポール修理
エリア見回り
TO トイレ掃除
(3) 会計状況報告（岩崎役員）
茨城ハングの会計処理において過去長年に渡って認識していなかった大きな金額の乖離が発
覚した。これについては審議事項にて検討。
4. 報告・審議事項
(1) 会計不整合について
2012 年度会計監査に向け茨城ハングで取り扱う資金の精査を行っている中で、会でまとめてい
る帳簿と実残高の間に高額な不整合が生じている事が確認された。会計資料が残る 2005 年度ま
で遡り精査した結果、一部については原因を特定できたが軽微なものであった。大半のものにつ

いては資料が残っている以前に発生した不整合であることが確認されたが、何時時点で発生した
ものか特定ができなかった。当問題を受け、4 月時点で会計監査の承認を得られていないため対
策を講ずる必要がある。会としては判別できる事実関係を調査し、総会で会員に報告の上、やむ
を得ない部分についてはマイナス計上する方向で調整する事とした。
(2) ＴＯ東ランチャー台の修理について
2011 年の台風により破損した東ランチャー台について、スプリングフライト開催前までに補修す
る方向で修繕依頼を出した。予算は 9 万円。
(3) 板敷エリア管理年間請負作業費用について
ここ数年 420,000 円でご協力頂いていた板敷エリア管理年間請負作業費であるが、近年の燃
料費高騰を受け、430,000 円としたいと言う申し入れがあった。会としては状況を汲んだ上、了承
する事とした。
(4) ランディング場内に埋もれている石について
ランディング場内にバスケットボール大の石が埋まっており、土手を盛り上げている。万が一の時
に危険な上、草刈作業等にも支障をきたしかねない為撤去すべきとの報告があった。状況から判
断して早急に対応をとる必要は無いものの、会としては折を見て対応をとる事とした。
５月役員会報告
開催日時
場所
出席者

201２年 5 月 27 日(日)17:45～18:30
大増多目的センター内
薗部 重己
山崎 勇光
桂 敏之
猪川 哲一郎
岩間 雅彦
上田 佳央
小田島 久則
西村 清治
濱里 亮平

岩崎 隆司
大沢 豊
呉屋 紀彰(書記)

1. 定例報告事項
(1) 新入会員報告
茨城ハング会員数 １４３名（2012 年 5 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
5月5日
TO 洗心館側道路崩壊現場下見報告
5 月 26 日
LD 第 1 回トラクター草刈
LD 排水ポンプガス 3 リットル補給
LD 吹き流し 2 本交換
5 月 27 日
LD 第 1 回土手草刈開始
(3) 会計状況報告（岩崎役員）
過去の会計残高不整合問題を受け、繰越金残高が大幅減となった。今年度、大幅な支出は予
定されていないため、会の運営に支障はきたさない状況ではあるが、GW 中の土砂崩れを受け、当
面ビジター収入が見込めないため、予算の達成は難しいと想定される。
2. 報告・審議事項
(1) ゴールデンウィーク中に発生した吾国山反射板裏山道の土砂崩れについて
土砂崩れを受け、現在ＴＯへの車による通行は一切不可能な状況となっている。役場に状況を
随時確認してはいるが、今の所復旧の目処は立っていない。このままの状態では板敷エリアでの
フライトができず、会員離れを引き起こす可能性がある。会として何らかの対策を検討すべきとの
声が上がった。また同様の要望も総会の場で申し受けた。
⇒ 会として工事の状況を適時ヒアリングし、状況目処が立った段階で会員へ通達することにし
ました。また車両による通行が実質できない間についても、板敷エリアにおけるフライトが行えるよ
う、サポート体制を検討することとしました。サポートの内容に対する要望、質問等ありましたら、茨
城ハング役員もしくは各ショップのスタッフにお尋ねください。

(2) 茨城ハング会員証について
現在、茨城ハングの会員証は、年初更新会員は会費納入のタイミングで、グライダーに貼り付
けるシールとして送付されている。これは会員／非会員の判別がつけやすくすることを目的に組
み込んでいるが、実質機能していないことと、運用面の手軽さを考慮し、シールを廃止して別の会
員証による運用を検討してみてはどうかという案が挙がった。会として即年度会員証発行時までに
案を検討することとした。
(3) ランディング上周辺の田んぼ土手について
ランディング情周付近の一部の田んぼにおいて、排水溝付近の土手が崩れかかっている所が
確認された。会としては状況について地主さんにお伝えすることとした。（薗部会長に一任）
(4) ランディング場－サブランディング場間の網やネットについて
長年の使用によりランディング場－サブランディング場間の網やネットの沈みが顕著化してきて
いる。また所により固定している杭が浮き出してきている所があるとの報告があった。会として現状
を確認した上、杭が飛び出している箇所等、危険な場所があれば、補整していくこととした。
１１月役員会報告
開催日時
場所
出席者

201２年 11 月 4 日(日)16:30～18:30
スポーツオーパカイト内
薗部 重己
山崎 勇光
岡本 正美
猪川 哲一郎
井上 潔
上田 佳央
小田島 久則
西村 清治
濱里 亮平

1. 定例報告事項
(1) 新入会員報告
茨城ハング会員数 １４６名（2012 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
5 月 30 日
LD 水路除草剤（～31 日迄）
LD 排水ポンプ取り外し持ち帰りチェック
エリア見回り
TO トイレ掃除
6月6日
LD 排水ポンプ新品取り付け
LD 排水ポンプガス 3 リットル補給
6 月 29 日
エリア見回り
TO トイレ掃除
7 月 19 日
LD 第２回トラクター草刈（～20 日迄）
LD 排水ポンプガス 3 リットル補給
7 月 22 日
LD 第２回土手草刈（～8 月 5 日迄）
7 月 31 日
エリア見回り
TO トイレ掃除
8月8日
TO 第 1 回草刈（～11 日迄）
8 月 14 日
LD 水路除草剤（～15 日迄）
8 月 23 日
LD 吹き流し 2 本交換
ポール修理 2 本交換
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 13 日
TO 吹流し 1 本交換

岩崎 隆司
大沢 豊
呉屋 紀彰(書記)

9 月 15 日
9 月 16 日

LD 吹き流し 2 本交換
LD 第 3 回トラクター草刈（～17 日迄）
LD 排水ポンプガス 3 リットル補給
9 月 17 日
LD 第 3 回土手草刈（～30 日迄）
9 月 30 日
エリア見回り
TO トイレ掃除
11 月 3 日
TO 第 2 回草刈
TO 吹流し 1 本交換
LD 吹き流し 2 本交換
エリア見回り
TO トイレ掃除
(3) 会計状況報告（岩崎役員）
土砂崩れの影響でビジター収入が大きく落ち込んでいる。それ以外の項目については支出・収
入共に概ね予算通りに推移している。
2. 報告・審議事項
(1) ＴＯに繋がる道路工事状況について
土砂崩れを受け、現在ＴＯへの車による通行は一切不可能な状況となっている。反射板側の車
道については依然復旧の目処が立っていない状況である。また板敷峠側の車道については、市
の農政課に確認した所、現在三ヶ所の用壁工事が残っており、最も大きな工事は１２月中、小さな
工事の一つは翌年１月中、二つめは２月中の予定で、極力早く開通出来るように努力するとのこと
であった。会としては引き続き状況確認を適時行い、最新の情報を提供できるようにしていく事とし
た。
(2) 茨城ハング 2013 年年会費について
現時点で会の会計を圧迫するような支出は予定されていない。ただ土砂崩れにより、エリアのフ
ライト活動が制限される中、翌年度の会員数減少が懸念されている。会員数減少は会の運営に影
響をきたし、数によっては現状範囲でのエリアサービスが提供できなくなる恐れも出てくる。この様
な状況ではあるが、現時点で会の運用資金に問題が起きている訳ではない事と、来年前半には
道路の復旧も見込まれ、会員数減は限定的との見方もあり、翌年度会費については据え置く事と
した。
(3) オータムフライトについて
例年通り 2012 年 11 月 23 日（金・祝）に濱里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。
⇒ 登頂については災害復興工事のため制限があります。詳細につきましては開会式にて説
明予定です。予めご了承願います。
(4) クラフトフェアについて
例年通り 2012 年 11 月 23 日（金・祝）～25 日（日）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）ここ数年クラフトフェアに参加するテナントの募集対象が全国規模に広がっ
ており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。
⇒ 23 日（金）16 時から予定されている夜祭・交流会は振る舞い料理が用意されています。参
加費無料ですので是非ともお気軽にご参加ください。またフライト時にランディング場にフライヤー
関係者以外の進入があった場合、危険を伴う場合がありますので、見かけた方は注意喚起の程よ
ろしくお願いいたします。（立ち入りを制限するものではありませんが、危険について説明の上、極
力侵入しない方向で協力をお願いしてください。）

(5) 2012 年の救急法について
毎年梅雨時期に恒例として行っていた救急法の講習会であるが、本年は下記理由により開催を
見送る事とした。
・ 救急法講習は赤十字及び八郷消防署の開催で一年毎に交互に開催しており、今年は赤十字
による開催を想定していた。開催に至って赤十字に内容を確認した所、今年度より受講費が大
幅に値上がりする事実が発覚した。会として協議した結果、赤十字の講習は内容も充実してお
り、是非とも受講しておきたい講義ではあるが、受講費の増額により多くの参加者が見込めない
ため、受講するならば消防側で調整する運びとなった。
・ 土砂崩れの影響により、昨今エリアに足を運ぶフライヤーが減少している状況にあった。だから
こそ開催すべきとの声もあったが、開催に至る数の参加者が見込めないとの意見もあり、今年度
については会主催による救急法講習の開催は見送る事とした。
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 11/23(金・祝)
板敷エリア
ト
や さ と ク ラ フ ト 11/23( 金 ・ 祝 ) ～ 板敷エリア
フェア
25（日）
ランディン
グ場周辺
茨城ハング
2013 年 1 月役
員会
茨城ハング
2013 年総会

2013/1/19(土)
16:30～
2013/2/24(日)
16:00～

恒例となりました板敷オータムフライトです。豪華な賞品も用意してお
りますので振るってご参加ください。
恒例となりました板敷のクラフトフェアです。夜祭も開催しますので振
るってご参加ください。
http://yasatocrft.exblog.jp/
https://www.facebook.com/Yasatocraft#!/Yasatocraft
スポーツオ 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。
ーパカイト
大 増 多 目 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
的 セ ン タ き、ご意見等お寄せ願います。
ー

次回役員会
次回役員会:
役員会: 2013
2013 年 1 月 19 日(土) 16: 30～
30～
場所：スポーツオーパカイト内
場所：スポーツオーパカイト内

NO.

２０１２板敷山オータムフライト
要

項

開催日
２０１2年１１月２３日（金・祝）
主催
茨城県ハンググライダーの会
実行委員長 岩崎 隆司 競技委員長 濱里 亮平
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 …１５００円 ②非会員…３５００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
茨城県ハンググライダーの会
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。）
◆クラス
オープン部門・UNDER25部門（BC級は経験年次に応じてオーバーエイジあり）
◆パイロン得点
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. 雨引山頂

１３００点

６．星の宮幼稚園

６００点 14．竜神山

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

※ 獲得ポイントにＣ証は３倍、Ｂ証は４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
タイムスケジュール

両競技に適用

ＸＰ・Ｐ証→５００点

９時

選手受付

９時３０分

開会式

Ｃ証→１０００点

Ｂ証→１５００点

１1時～

ゲートオープン

１５時００分

ゲートクローズ（厳守）

１５時４５分

ランディング報告〆切（厳守）

１６時４５分

結果発表

１７時００分

閉会式

※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）
※当日は一般の方が誤ってランディング内に立ち入らないよう、ランディング周辺にいらっしゃ
る方はお声がけをお願いします。

