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高井　賢一（たかいけんいち）さん�
高井　千種（たかいちぐさ）さん�

千種さんがスクール生の時、賢一さんの車
に乗せてもらったのがきっかけでゴールイン。
以来ずっとパラグライディングを楽しんでいる。
子供ができたり年をとったりしても、ずっと
息が長く空を楽しめるフライヤーでいたいと
いうお二人。フライト後は必ず反省会をして
いる熱心なお二人なら、きっといつまでも空
と仲良くできることでしょう。東京都在住。�

空のかお�

その1 6

　JHF定款の第20条（役員の任期）により、

1999年3月31日で現役員の任期が終わりま

す。次期役員の選挙は「役員選挙ならびに

選挙管理委員会に関する細則」に従って、

以下の日程で行います。

＊

改選役員数：理事6名以上11名以内、監事

2名以内

選挙公示日：1999年1月11日（月）

立候補受付：1999年1月11日（月）10時～

1999年2月12日（金）17時

立候補者公示日：1999年2月25日（木）

選挙投票日：1999年3月17日（水）

投票場所：JHF総会会場

選挙管理委員会：委員長　長谷川光雄

委　員　泉秀樹

　　　　宮野周三

　　　　金高仁史

＊

　公益法人である JHF の活動目的を理解

し、中立・公正に連盟事業を遂行できる、意

欲あるフライヤーの皆さん、ぜひ立候補し

てください。飛行技術のレベルは問いませ

ん。フライヤー登録が有効で、各都道府県連

盟の推薦を受けられる人なら立候補できま

す。詳細は、各都道府県連盟にお問い合わせ

ください。

●事務局から●

◆年末年始の休業について

　1998年12月29日（火）から1999年1月4

日（月）まで事務局は業務を休みます。技能

証申請その他、日にちの余裕を持ってお願

いします。

  1998年もあとわずか。この1年が皆さんに

とって充実したものであったことを、そし

て新しい年が素晴らしい1年になることを、

事務局一同お祈りしています。

　それでは、よい年をお迎えください。

●1998年度教員検定会終了、21名が新教員に

　12月3日、今年度教員検定会の全日程が

終了し、ハンググライディング1名、パラ

グライディング20名、合わせて21名の教

員が誕生しました。

�　教員検定会では、飛行実技・教習実技・

学科の三つの検定が行われ、そのすべてに

合格した人が、JHFの教員として認められ

ます。

�　今年度は、ハング飛行実技が11月に茨城

県で、パラ飛行実技が11月に山形、福岡、茨

城各県で行われ、12月1日～3日に群馬県

水上町中央公民館で合同の教習実技及び学

科検定が行われました。ハング2名、パラ24

名の受験者は、合格をめざして熱心に予習

をしたようですが、残念ながら不合格に

なってしまった人も。学科は全員が合格し

たのに対し、飛行と教習の実技は「本番に

弱い」人にとっては特に緊張するためか、全

員OKとはいきませんでした。今年度から、

2 年度にわたって三つの検定に合格すれば

いいことになったので、今回はいま一歩

だった人も、次回はぜひ本来の実力を発揮

してください。また、新教員の皆さん、初

心を忘れずご活躍を！

社団法人日本ハンググライディング連盟　会長　渡邉  敏久

　JHF創立20周年記念の1998年が終わり、

新しい年がスタートします。

　フライヤーの皆さんは、それぞれ新たな

目標を定め、その達成に向けて頑張ろうと

思っておられることでしょう。ハンググラ

イディングスポーツは、大自然の中にとけ

こんで楽しむものです。刻々と変化する自

然の表情を注意深く読み取り、謙虚な気持

ちを忘れず、セイフティーフライトを心が

けてください。

　1年後の2000年1月には、財団法人日本

航空協会からJHFへとフライヤーの登録制

度移管がいよいよ始まります。そして、長

年の懸案であった普通会員会費制度がス

タートします。JHFは、日本全体の公益の

ために活動する社団法人としてあるべき姿

をめざして進み続けているところですが、

今日のJHFがあるのは、諸先輩はじめ多く

の方々のたいへんな努力があったからこそ

です。それを忘れてはなりません。また、新

たなステップを踏み出そうとする今こそ、

その「原点」を再確認し、進行方向をしっ

かりと見据えていかなければなりません。

　「鳥のように大空を飛びたい」とは、誰も

が願うことでしょう。自らの翼をつけて大

空を翔ける、この人間本来の憧れを満たす

ハンググライディングスポーツの大きな可

能性を、私たちは知っています。21世紀を

目前にして、人々の関心が環境問題に向け

られている昨今、自然のエネルギーのみを

利用して、まさに鳥のように大空へ飛びた

つことができるこのスポーツは、大いに期

待されるはずです。私たちひとりひとりが、

その可能性をさらに大きく広げ、未来を

創っていくのだという意識をもって、また、

国民のすべてに愛され注目されるスポーツ

として発展し続けるよう、ともに進んでい

きましょう。

新しい年のスタートに

●JHF役員改選、スケジュール決まる 選挙管理委員会
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補助動力付パラグライディング日本選手権に参加して 曽根 延之

　今回のJHF補助動力付パラグライディン

グ日本選手権に参加した感想の前に、私の

自己紹介をします。

　年齢は、ちょうどこの選手権の日に42歳

となりました。3人の子供を持つ親父です。

以前からパラグライダーというものがある

のは知っていましたが、これに自分が乗っ

て飛ぶということは不思議と考えませんで

した。ところが4年前、これにエンジンを背

負って陸から飛ぶ遊びがあるのを知らさ

れ、その道具がいくらするのか聞く前に注

文していました。「空を自由に飛んでみた

い」とは誰もが思う夢でしょうが、それがこ

んなに簡単に実現できるとは、ほんとに感

激したものです。実際にエンジン付きで飛

べるようになって前とは違う視点で山飛び

のパラもやってみようと思い、スクールに

入りましたが、半日で飛べるお手軽な補助

動力付きパラグライダー（MPG）とは違い、

時間もとれず、未だにB級です。

　こうしてフライヤーの仲間入りをしまし

たが、週1日の休みを仕事と家族とパラに

振り分け、現在は月一フライヤーってとこ

でしょうか。もう少しパラに時間を割けな

いかと考えた末、グライダーに○○○○

キャメルと社名を入れて、ちょっとゴマを

すっています。今回、土日の大会に会社を休

んで参加できたのも、こんな涙ぐましい？

努力のおかげと、自分では納得しています。

　さて、今回はじめてMPG日本選手権に参

加しましたが、いつもの気ままなフライト

とは違い、順番にテイクオフするのも順番

にタスクをこなすのも、なかなかのプレッ

シャーですね。こういうテンションの中で、

今回の競技でいえば、エンジンカットして、

きちっと正確にランディングできるように

なるには、こういうテーマを決めた練習を

積み重ねてこなきゃと、反省しました（は

い、私はダーゲットもダーツ＆LDも外しま

した）。1日に何回もテイクオフとランディ

ングの練習ができるMPGのメリットをい

かして、もっと練習しなきゃ…。

　そして、1日目の競技が終わり、ウェルカ

ムパーティーでの地元の人の八木節は感激

しました。こんなに暖かくMPGが一般の人

に迎えられているんだと実感し、この大会

にまた出たいと思った夜でした。

　来年もまた参加します。皆さまよろしく。

＊

JHF補助動力付パラグライディング日本選

手権は、10月24日（土）・25日（日）の2日間、

群馬県新田郡尾島町の群馬MPGスクール

エリアで開催されました。参加者は女性1

名を含む22名。千葉県の萩原光選手が、日

本選手権を勝ち取りました。

　今年も早、師走になり、残すところ後わず

か。このレポートが出るころには、全ての

大会が終了し、最終ランキングも出ている

かと思います。今年は特に気象条件が悪

く、成立した大会が少なく、選手並びに主催

者は悔しい想いをされたことと思います。

来年に期待しましょう。SPSの本格導入に

先立って行われた本年度の大会では、一部

混乱は有ったものの、おおむね趣旨には賛

同頂けた様子。来年からの本格導入によ

り、大会の活性化に一役かってくれるもの

と大いに期待しています。最終的なルール

ブックは今年中の印刷を目指しておりま

す。出来次第各大会主催者、各県連盟、及び

来年度SPSエントリー者にお送りします。

PG競技委員会  委員長　岡  良樹

　皆様から建設的なご意見をいただいた

ルールブックが理事会で無事承認され、ほ

ぼ原案通りに改定し、ポイントシステム登

HG競技委員会  委員長  大澤  豊

録者に配布されます（※）。大幅な改定があ

りますので、新ルールをよくご理解くださ

い。98年ポイントシステム対象大会は全日

程が終了しましたので、『98年度ポイントラ

ンキング表・暫定版』をポイントシステム登

録者へ配布致します（※）。99年ポイント大

会第1 戦目は、98年12月30日～99年1月

3日に開催されます。JHF事務局は年末休暇

に入りますので、99年のポイントシステム

登録を早めにご申請ください。また、HG競

技委員会では99年のポイント大会及び公認

大会スケジュールを作成し、ポイントシス

テム登録者への配布と、JHFレポートへ掲

載する予定です（※）。公認大会開催予定

（ポイントシステム対象大会を含む）のある

方はHG競技委員会事務局までお知らせく

ださい。

※＝ホームページに掲載

HG競技委員会事務局　FAX:0299-44-1346

http://tomato. saino. ne. jp/ ～haku/JHF・

HG. html

　来年度に向けてタンデム技能証の運用に

ついて検討しています。

　タンデム技能証は、フライヤー本人だけ

でなく同乗者のことまで考え、慎重に運用

されなければなりません。空中接触がそう

であるように、事故が発生した場合の責任

の所在や様々な賠償問題などが非常に複雑

なのです。他人に迷惑をかける事なく自己

の責任において空を楽しむには、事故を起

こさないための知識と技術、それに万一の

場合に備えてのしっかりとした対応策が不

可欠です。すでに、JHF総会でもタンデム

技能証制度の承認を受けていますが、実施

にあたってはもう少し準備が必要かと思わ

れます。

　98年度教員検定も12月3日をもってすべ

てが終了します。次号には、検定合格者名

を掲載します。

教習検定委員会　委員長　島野  広幸

1日だけの競技だったが十二分に楽しんだ。

地元の人の八木節に歓迎されて……

日本ハンググライディング安全性委員会（JHSC）議事録
■1998年度第7 回委員会
日　時：1998年10月15日（木）13時～17時

場　所：航空会館6階602会議室

出席委員：阿部郁重、斉藤紀、岡良樹、小

宮國男、泉秀樹、幸路尚文

委任状：下山進

オブザーバー：鈴木康之

機体登録申請者：ファルホークインターナ

ショナル有限会社

◆技術部会（型式登録審査）

〈ハンググライダー・新規登録〉

・アビオン式ジャバ・コンプ150型

（11/20 付合格：I-168）

〈パラグライダー・新規登録〉

・DAE KYO式  EDEL RESPONSE ＃ S

型（合格：PI-648)

・DAE KYO式  EDEL RESPONSE ＃M

型（合格：PI-649)

・DAE KYO式  EDEL RESPONSE ＃L

型（合格：PI-650)

◆定例委員会

〈議事〉

・CIVL訓練・安全小委員会からの、FAI ス

ポーツ規定第7 節、第5.12.2項改定提案に

ついて、その必要はない旨回答することで

合意。

〈配付資料〉

「英国の事故対処指針」
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県連ニュース�
■北海道ハンググライディング連盟
　1999年2月11日から14日まで絞別流氷

祭りが開催されます。そのイベントにスカ

イスポーツのコーナーがあり、熱気球やハ

ング等の体験、モーターPGのデモ等を行

います。モーターPGは自由に飛べますの

で、流氷のオホーツクを空から見に来ませ

んか。問い合わせは、TEL.01582-3-7756

（FAXも）吉野正規まで。 吉野正規

■青森県ハンググライディング連盟
　青森県では来年度、「スポーツに親しみ、

スポーツに強い青森県」の実現を図るため

に「スポーツ立県」を宣言する運びとなり、

記念イベントとして、PG体験教室やスカ

イスポーツの日本選手権等の開催に向け、

青森県連とともに準備進行中です。何が出

現するか、乞うご期待！ 古川正司

■秋田県ハング・パラグライディング連盟
　季節風が吹き始めるこの季節は、天候が

非常に不安定でなかなか飛ぶ機会に恵まれ

ませんが、ガッツのあるフライヤーはチャ

ンスを狙ってしばしの飛行を楽しんでいま

す。でも、これから最も大事なのは忘年会

と新年会。1年間のフライトの反省と新年

のフライト目標を披露し合うのです。アル

コールの熱上昇風が吹き荒れる時期となり

ました。冬場は太平洋側のフライヤーがう

らやましいです。 朝日和博

■宮城県ハンググライディング連盟
　我が宮城県でも、渡り鳥、初霜、初冠雪と

冬の訪れを知らせる便りが届き、立地上や

むを得ず4月の雪解けまでの間クローズす

るエリアもあります。熱烈フライヤーが特

に多い当県に於いては、フライトできるエ

リアを求め県内外を問わず各地へツアー三

昧の幕が開こうとしています。クラブやス

クールの枠を越えた新しい交流の始まり、

そして情報交換の場でもあります。他県の

耳寄りなエリア情報等ございましたら、当

県連機関紙「サーマル」に掲載したいと思

います。また美味しい地酒と美人フライ

ヤーの多いエリアであれば、多少遠くても

出かける所存です。連絡先を明記のうえ、

ぜひご連絡ください。沢山の情報をお待ち

しています。TEL.＆FAX.022-234-7905川

越敏明まで。 川越敏明

■群馬県ハング・パラグライディング連盟
　10月24日・25日の2日間、群馬県新田郡

尾島町の群馬MPG スクールエリアで、第

2回JHF補助動力付パラグライディング日

本選手権が開催されました。2日目は強風

で競技できなかったけれど、無事に成立、

大成功で終了しました。 浅沼

■愛知県フライヤー連盟
　11 月に愛知県フライヤー連盟のホーム

ページを開設しました。まだ不十分なとこ

ろがありますが、徐々によくしていきたい

と思います。アクセスした際には、ご意見・

ご要望をお寄せください。アドレスは―

http://www. nttl-net. ne. jp/aff/ です。

山口貫太郎

■山口県ハング・パラグライディング連盟
　前号でお知らせした、山口県連考案のユ

ニークな大会を11月15日に高照寺山エリ

アで行いました。

　「B級からXCパイロットまで誰でも参

加でき、誰が優勝するかわからない大会」

をテーマに、土屋理事長を中心に県連理事

が考え抜いた競技内容……それは「ビン

ゴ・ターゲット」です。図のようなターゲッ

トに1 チーム3名でトライ。3名が縦、横、

または斜めに並ぶマスに降りてビンゴが成

立すると、得点が2 倍になります。当日は

これに3名合計1時間のセットタイムも加

え、ランディング得点からセットタイムの

過不足点を減点（1秒1点）しました。

　このタスクだと、B級の人はターゲット

に集中でき、Pクラスの人も20～ 30分の

デュレーションとターゲットが楽しめま

す。チームで作戦会議をしたり、B級の人

を無線誘導したり、会員間の親睦も図れま

した。

　優勝候補と目されたイントラ2名＋B級

のチームが、サーマルの弱い時にタンデム

でテイクオフしビンゴを成立させたもの

の、デュレーション合計が30 分になり、

1800点減点で最下位となるなど、番狂わせ

が続出し、理事の狙いどおり。「これなら誰

にもチャンスがあり、奥が深く面白かっ

た」という声も聞かれました。

　来年もさらにパワーアップしたものを考

えてみようと、今から楽しみにしていま

す。 江本俊信

■徳島県ハンググライディング連盟
　11月8日にパラグライダー体験講習会を

実施しました。約130名の一般参加があり

大変うれしく思っています。これで3回目

になりますが、今年もまた良い天気で、風

の強さも丁度良い具合でした。みんな日頃

の行いが良いのでしょう。また、近所のパ

ン屋から、参加者の皆さんにワッフルの差

し入れがあり、これまたうれしい限りで

す。

　11月 26日には、県連主催で各技能証学

科検定を行いました。今回は初めて補助動

力も含んだ試験となりました。　椋本清治

■福岡県ハング・パラグライディング連盟
　定期総会のお知らせ――1999年1 月 24

日（日）、福岡県粕屋郡篠栗町クリエイト篠

栗にて。

　当連盟の定期総会を上記のように開催し

ます。当日は、内容は確定していませんが

「安全」に関するセミナーを予定していま

す。毎年、救急法などのセミナーを行って

おり、昨年は3 時間の講習を受けて、粕屋

南消防本部より「普通救命講習修了証」の

交付を受けました。県連会員以外の参加も

可能で、当日入会も受付けます。

　また、会場は米の山エリアの麓で、フラ

イト後に参加できるような時間設定にする

予定です。皆さんのご参加をお待ちしてい

ます。問い合わせはTEL.092-606-4980当連

盟事務局まで。 越智善治

■鹿児島県ハング・パラグライディング連盟
　10月31日・11月1日に「パラグライダー

吉松カップ'98 」が開催され100名が参加、

2日とも天候に恵まれました。1日目は上床

エリア（西風）からメイン会場の吉松町グ

ランドまで直線で5.4kmのフライトが成

立。2日目は魚野エリア（東風）から直線で

5.1kmのフライトが成立しました。渋いコ

ンディションの中、サーマルヒットした選

手が青い空に重なり、大勢のギャラリーも

見とれるほどでした。総合優勝は岩佐励

嗣、準優勝は黒木芳秀、3位山下浩二、4位

羽田野茂、5位内野一行。レディス優勝は

胸氷弘子、準優勝は高橋律子、3位黒木悦

子。以上が上位者でした。 黒木悦子

PGNP：パラ・ノービスパイロット学科　PGP：パラ・パイロット学科　HGP：ハング・パイロット学科�
XC：パラ＆ハング・クロスカントリー学科　PW：パラ＆ハング・補助動力学科�

検定会開催予定（1998年11月25日現在）�

�

開催日�

1999/1/31（日）�

主 催 者 �
電 話 番 号 �

0967-32-4196

検定員�

井藤　志暢�

開催時間�

 9：00～12：00

開催地�

熊本県阿蘇郡�

開催場所�

阿蘇ネイチャーランド�

PGNP

10

PGP

10

HGP XC

10

PW
主催者�

阿蘇ネイチャーランド�

1999/2/21（日）� 0460-3-5391 宮田　富由�18：00～20：00 神奈川県横浜市� 神奈川県民センター� 15 15 15 15 1 神奈川県HPG連盟�

1999/2/28（日）� 0967-32-4196 井藤　志暢� 9：00～12：00 熊本県阿蘇郡� 阿蘇ネイチャーランド� 10 10 10 阿蘇ネイチャーランド�

1999/3/28（日）� 0967-32-4196 井藤　志暢� 9：00～12：00 熊本県阿蘇郡� 阿蘇ネイチャーランド� 10 10 10 阿蘇ネイチャーランド�

定　員�
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　昨年から実施している「スクール情報登録」は、登録されたハング・パラグライディングスクールの情報（主な講習他、講習内容、講習日など）

を、JHFのホームページ上で紹介するものです。登録は常時受付けていますので、各都道府県連盟にご連絡ください。下は、11月20日現在の登

録校です。

スクール情報登録のご利用を！

登録No. 名　　称 住　　所 電話番号 HG PG PW
1101 北見パラグライダースクール・ウェーブ 北海道北見市緑ケ丘3-9-24 0157-22-2549  ―  ○  ○�

1103 JMBルスツパラグライダースクール 北海道札幌市厚別区上野幌1条3-9-5 011-892-6822  ○  ○  ○�
1104 秀岳荘パラグライダースクール 北海道札幌市北区北12条西3 011-726-1235  ―  ○  ―�
1105 道南スカイスポーツスクール 北海道函館市美原3－37－1 0138-47-0030  ○  ○  ○�
2201 津軽岩木フライングスクール 青森県弘前市桔梗野5-6-12 0172-37-6768  ○  ○  ○�
2202 JMB青森大鰐パラグライダースクール 青森県弘前市高田1-14-9 0172-26-9657  ―  ○  ○�
2301 早池峰パラ・ハンググライダースクール 岩手県遠野市綾織町新里23地割16－1 0198-62-2122  ○  ○  ○�
2302 JMB七時雨パラグライダースクール 岩手県岩手郡西根町大字25－128－3 0195-72-2103  ―  ○  ―�
2303 S.E.T岩手スカイスポーツスクール 岩手県岩手郡雫石町大字長山字岩手山 019-693-2350  ―  ○  ○�
2304 S.E.T三陸パラグライダースクール 岩手県気仙郡三陸町越喜来字小出59-1遊you亭内 0192-44-3711  ―  ○  ―�
2305 室根山パラ・ハンググライダースクール 岩手県東磐井郡室根村折壁字大里194－1 0191-64-3081  ○  ○  ○�
2401 オニコウベパラグライダースクール 宮城県玉造郡鳴子町鬼首字小向原9-27 0229-86-2434  ―  ○  ―�
2402 ホワイトテラスパラグライダースクール 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉 0224-34-3783  ―  ○  ―�
2403 サンライフパラグライダースクール 宮城県仙台市青葉区北目町3-9 022-267-2365  ―  ○  ―�
2404 北日本ソアリングハンググライダースクール 宮城県石巻市湊字大門崎211-1 0225-96-8095  ○  ―  ―�
2405 泉ヶ岳スカイランドHGスクール 宮城県仙台市太白区西中田6-17-20 022-241-2323  ○  ―  ―�
2406 風の丘仙台パラグライダースクール 宮城県白石市八幡町12―12　A－202 0224-26-1704  ―  ○  ―�
2501 JMB秋田東成瀬パラグライダースクール 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内天神林3-5 0182-47-2176  ―  ○  ―�
2502 KISS秋田パラグライダースクール 秋田県秋田市土崎港北2-4-1 0188-46-6630  ―  ○  ○�
2601 蔵王坊平パラグライダースクール 山形県上山市蔵王坊平高原 0236-79-2772  ―  ○  ―�
2602 ラムエアクラフト 山形県鶴岡市高坂杉ヶ沢115-16 0235-24-2440  ○  ○  ○�
2603 新庄パラグライダースクール 山形県新庄市金沢130 0233-22-8931  ―  ○  ○�
2604 ソアリングシステムPGスクール 山形県南陽市若狭郷屋771-1 0238-40-2149  ―  ○  ○�
2605 エクステンパラグライダースクール 山形県山形市鈴川町1-2-20 0236-31-7978  ―  ○  ―�
2606 トントンとんびHG・PGスクール 山形県上山市三本松126-19 0236-72-6206  ○  ○  ○�
2607 ノブ・エアファクトリー 山形県南陽市赤湯2321 0238-43-2927  ○  ―  ―�
3101 ジェネスパラグライダースクール 埼玉県浦和市南浦和3-33-14-2F 048-882-2730  ―  ○  ―�
3102 ビッグエアーパラグライダースクール 埼玉県秩父郡長瀞町岩田715-1 0494-66-0862  ―  ○  ―�
3103 登谷山パラグライダースクール 埼玉県熊谷市桜木町1-8 0485-23-0646  ―  ○  ―�
3104 スカイラブ　パラグライダースクール 埼玉県比企郡幾川村大字大野勝負平1250-10 0493-67-1727  ―  ○  ―�
3201 スカイエンジェルHG・PGスクール 千葉県君津市杉谷23-7 0439-55-1123  ○  ○  ○�
3301 ビッグバードHG・PGスクール 東京都目黒区八雲5-12-18 03-3724-1201  ○  ○  ○�
3302 ウインドスポーツハンググライディングスクール 東京都渋谷区東3－15－5－403 03-3499-1840  ○  ―  ―�
3401 YSC箱根パラグライダースクール 神奈川県足柄下郡箱根町箱根381 0460-3-6958  ―  ○  ○�
3402 レッドカンパニーHG・PGスクール 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜849 0465-62-3569  ○  ○  ○�
3403 イクス 静岡県田方郡函南町374-63 0559-74-3439  ○  ○  ―�
3404 ハルナ　パラグライディングスクール 東京都保谷市新町1-14-16-201-CX 0422-53-6226  ―  ○  ―�
4501 上越パラグライダースクール 新潟県南魚沼郡塩沢町君沢1673-26 0257-83-3802  ―  ○  ―�
4502 SET尾神岳パラグライダースクール 新潟県中頸城郡吉川町尾神588-2 0255-47-2066  ―  ○  ―�
4503 シーサイドバレーPGスクール 新潟県糸魚川市大字山口151-1 0255-52-1364  ―  ○  ○�
4504 エイトポイントＰＧスクール（（有）本田商会内） 新潟県長岡市美沢2-194-2 0258-36-4716  ―  ○  ○�
4601 山中湖コア・パラグライダースクール 山梨県富士吉田市上吉田3553 0555-22-4646  ―  ○  ○�
4701 小谷パラグライダースクール 長野県北安曇郡小谷村白馬乗鞍高原 0261-82-2566  ―  ○  ―�
4702 白馬パラパントスクール 長野県北安曇郡白馬村北城11552 0261-72-6022  ―  ○  ―�
4703 白馬パラトピア五竜PGスクール 長野県北安曇郡白馬村神城エスカルプラザ 0261-75-3210  ―  ○  ―�
4704 JMB白馬パラグライダースクール 長野県北安曇郡白馬村北城14718-167 0261-72-7470  ―  ○  ―�
4705 竜王パラグライダースクール 長野県下高井郡山ノ内町竜王スキー場 0269-33-7026  ―  ○  ―�

1102 スカイスポーツ・ルスツ 北海道千歳市大和2-7-6-301 0123-22-9128  ―  ○  ―�

4707 エコーバレーグリーングラスPGスクール 長野県小県郡長門町姫木平 0268-69-2002  ―  ○  ―�
4708 KPS富士見高原パラグライダースクール 長野県諏訪郡富士見町富士見3150-1 0266-62-4909  ―  ○  ―�
4709 JMB富士見パノラマPGスクール 長野県諏訪郡富士見町富士見6666-717 0266-62-7691  ―  ○  ―�
4710 JMB中部パラグライダースクール 長野県下伊那郡根羽村1956 0265-49-2853  ―  ○  ―�
4711 SET南信州鳩吹ネイチャーランド 長野県伊那市横山風の谷9749 0265-73-5644  ―  ○  ○�
4712 スカイウエイパラグライダースクール 長野県茅野市白樺湖3419 0266-68-2166  ―  ○  ―�
4801 新治こまちパラグライダースクール 茨城県新治郡新治村小野126-7 0298-62-5355  ―  ○  ―�
4802 SETスカイスポーツスクール茨城 茨城県新治郡八郷町小屋576-1 0299-43-0893  ○  ○  ○�
4803 エンジェルジップパラグライダースクール茨城校 茨城県西茨城郡岩間町泉967 0299-45-0266  ―  ○  ―�
4804 スポーツオーパカイトハンググライダースクール 茨城県新治郡八郷町大増1900 0299-44-3642  ○  ―  ―�
4805 スポーツオーパカイトパラグライダースクール 東京都千代田区神田小川町3-24-15-第2川田ビル3Ｆ 03-3291-0802  ―  ○  ―�
5201 怪鳥倶楽部スカイスポーツスクール 東京都世田谷区若林2-10-6 03-3487-0601  ○  ―  ―�
5202 ＤＫスカイジム朝霧 静岡県富士宮市根原 0544-52-1031  ―  ○  ○�
5203 浜名湖パラグライダースクール 静岡県引佐郡三ケ日町大谷310-7 053-526-0015  ―  ○  ○�
5204 パラフィールド 神奈川県横浜市中区常盤町1-2関内日本ビル6Ｆ 045-680-1866  ―  ○  ―�
5205 今井浜高原フライングスクール 神奈川県茅ヶ崎市中海岸2-2-10（有）デルタウイング 0467-85-8665  ○  ○  ―�
5301 中日パラグライダースクール 愛知県名古屋市北区東大曽根町上3-1020-2-204 052-911-0537  ―  ○  ○�
5302 中日MPGスクール 愛知県名古屋市北区東大曽根町上3-1020-2-204 052-911-0537  ○  ―  ○�
5303 ロコスカイスポーツ 愛知県一宮市大赤見八幡西3 0586-73-0854  ―  ○  ○�
5304 フィールドキッズパラグライダースクール 愛知県知多郡東浦町大字藤江字山敷101-1 0562-83-3659  ―  ○  ○�
5305 ＡＩＲＷＯＲＫ・ＨＧ＆ＰＧスクール 愛知県渥美郡田原町大字加治字恩中48―2 05312-2-3535  ○  ○  ―�
5401 三重HGスクール・バーズ・アイ・ビュー 三重県桑名市播磨岸西下3094 0594-24-2907  ○  ―  ―�
5601 となみ野ＰＧスクール 富山県西砺波郡福光町松ノ木152-1 0763-62-4133  ―  ○  ―�
5701 獅子吼高原HG・PGスクール 石川県石川郡鶴来町明島町中60-5 07619-3-0658  ○  ○  ―�
6501 伊吹山パラグライダースクール 滋賀県坂田郡伊吹町上野1488-2 0749-58-1382  ―  ○  ―�
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登録No. 名　　称 住　　所 電話番号 HG PG PW
6502 SPLパラグライダースクール 滋賀県坂田郡伊吹町上野1855 0749-58-2020  ―  ○  ―�
6503 琵琶湖アドベンチャースポーツクラブ 滋賀県大津市本堅田3-14-5 0775-72-1254  ―  ○  ○�
6801 UP JAPANパラグライダースクール 兵庫県城崎郡日高町太田159-10 0796-45-0598  ―  ○  ○�
6802 さのう高原パラグライダースクール 兵庫県朝来郡朝来町さのう高原 0796-77-0063  ―  ○  ―�
6803 TAKパラグライディングスクール 兵庫県氷上郡青垣町市原771-1 0795-87-0501  ―  ○  ―�
6804 ケンベックパラグライダーアカデミー 兵庫県宍粟郡山崎町山崎26 0790-62-1795  ―  ○  ―�
6805 ロールアウトパラグライダースクール 兵庫県氷上郡青垣町佐治中市場23-1 0795-87-1825  ―  ○  ―�
6806 クロスフィールドPGスクール 兵庫県城崎郡日高町太田158-70 0796-45-1390  ―  ○  ―�
6807 アークパラグライダースクール 兵庫県城崎郡日高町十戸313 0796-44-0088  ―  ○  ―�
6808 ゆり山パラグライダースクール 兵庫県氷上郡青垣町西芦田309 0795-87-0793  ―  ○  ―�
7301 SET大佐山スカイスポーツスクール 岡山県阿哲郡大佐町小阪部2240-1 0867-98-3400  ―  ○  ―�
7302 つばさ倉敷パラグライダースクール 岡山県倉敷市神田4-1-10 086-444-2324  ―  ○  ―�
7303 王子が岳　パラグライダースクール 岡山県岡山市青エ917-4-404岡山県PGフライト協会 086-222-1269  ―  ○  ○�

7501 JMB中国パラグライダースクール 山口県山口市大内長野 0839-27-4588  ―  ○  ○�
7502 ラプラプHG・PGスクール 山口県柳井市宮野1915-24 0820-22-5764  ○  ○  ○�
7503 クラウドベース 山口県玖珂郡周東町下久原1034―10 0827-84-5333  ○  ○  ―�
8601 HG・PGスクール「スカイ」 徳島県徳島市山城町東浜39 0886-25-6673  ○  ○  ○�
8701 讃岐パラグライダースクール 香川県高松市檀紙町1619-1 0878-86-7397  ―  ○  ○�
8702 グラッツィアHGスクール 香川県高松市番町3-4-4 0878-31-8402  ○  ―  ―�
8703 VANスカイスポーツPGスクール 香川県高松市檀紙町650 0878-86-2740  ―  ○  ―�
8704 INGスカイスポーツ 香川県三豊郡大野原町雲辺寺ロープウエイ内 0875-54-4968  ―  ○  ―�
8801 ESDパラグライダースクール 愛媛県松山市東垣生町810ウインドパル 089-971-3190  ―  ○  ―�
8802 JMB四国パラグライダースクール 愛媛県松山市松末1-10-29 089-975-4766  ―  ○  ―�
8803 塩塚スカイスポーツ 愛媛県字摩郡新宮村大字上山塩塚高原 0896-72-2603  ―  ○  ○�
9001 福岡パラグライディングスクール 福岡県福岡市東区雁の巣1-5-8 092-607-8735  ―  ○  ○�
9002 フライングブラザーズHG・PGスクール 福岡県筑紫野市紫511-1-101 092-928-6826  ○  ○  ○�
9003 アクションパラグライダースクール 福岡市中央区西公園11-4 092-724-8600  ―  ○  ○�
9004 SSAパラグライダースクール 福岡県京都郡　田町鋤崎600 09302-5-8834  ―  ○  ―�
9301 阿蘇ネイチャーランド 熊本県阿蘇郡阿蘇町内牧1092-1 0967-32-4196  ―  ○  ○�

7401 コットンクラブ 広島市西区楠町4-19-1 082-238-3016  ○  ○  ―�

7403 プレジャークラブPG同好会 広島県安芸郡府中町新地3-1（株）アドインターナショナル内 080-715-1476  ―  ○  ―�
7402 高野SPSパラグライダースクール 広島県比婆郡高野町下門田59-184 082486-2328  ―  ○  ―�

7404 タートルズ　パラグライダースクール 広島県広島市西区己斐上5-43-1-105 082-274-4112  ―  ○  ―�

9401 デイパックパラグライダースクール 大分県大分市大道4-2ホクセイビル1F 0975-43-8866  ―  ○  ○�
9402 伐株山パラグライダースクール 大分県玖珠郡玖珠町塚脇さつまラーメン内 09737-2-4566  ―  ○  ―�
9601 SETウィンドラブ吉松PGスクール 鹿児島県姶良郡吉松町中津川418-1 0995-75-2755  ―  ○  ―�

蒄�刈�

　週末の朝、私の仲間たちは、ソワソワ、イ

ソイソと集まってきます。大工さん、教員、

飲み屋のオヤジ、はては女子高生まで。昨

日までまったく別々の世界にいた人たち

が、同じ空に同じ夢を持ってやってきて、

こどものような表情でチョット照れたよう

に朝のあいさつをします。そして誰からと

もなく空をにらみながら、きょうのタクス

の相談が始まります。

　北へ海岸線まで往ってくるか…

　東へ流して県境まで行くか…

　南へ山を越えて吉野川へ出るか…

テイクオフへ移動がはじまるまで、ワイワ

イガヤガヤとやっています。
しろとり

　我々の香川県白鳥エリアは、セットアッ

プゾーンが少し狭い、という難点はあるも

のの、晴天のフライト確率95％、クロカン

確率60％を誇るすばらしいエリアなので

す。

　大川ハンググライディングクラブは、こ

のエリアの開発者でもある石川功会長以下

10数名の男所帯で、小じんまりと活動して

きましたが、近年、コンペ、クロカン大好

きフライヤー、城下晃一が大阪キングポス

トからU ターン、岩瀬達夫が毎週のように

徳島より訪れ、エリア狭しと飛び回ったあ

げく、阿讃山脈を飛び越える2ルートを確

立し、吉野川上流、池田ダムへの挑戦を始

めるのを見て、がぜん活気付いています。

刺激をうけたのは旧メンバーだけでなく、

ランディングの高度処理もおぼつかないB

級練習生までが、1時間も2時間も飛ぶよう

になり、先にぶっ飛んでランディングエリ

アで待っている誘導係のタバコの数がふえ

ています。

　また、併設のHGスクール「グラッツィ

ア」は、タンデム機を多用しての講習が功

を奏し、昨年1名、今年2名の女性フライ

ヤーを誕生させました。大学生や高校生の

女性など、自分の娘以外とは口をきいたこ

ともなかったオヤジフライヤーたちには、

かわいい後輩たちに、やさしく指導する楽

しみができました。

　タンデム機の体験フライトは好評で、奥

さんやガールフレンドを連れてきて、自分

の空の遊びを、少しでも理解してもらおう

とするフライヤーも少なくありません。

　ビジター大歓迎します、全国のフライ

ヤー諸君、遊びにきてください。会員20数

名の小さなクラブですが、気持ちのいいの

が集まっています。

伊賀 隆一郎 記

私たちの�
�

です！�

クラブ�

白鳥エリアは抜群のフライト確率を誇る。ビジター大歓迎！
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第6回DKスカイジムPGカップイン朝霧
1998年10月29日～31日

静岡県DKスカイジム朝霧

　1位 松原　正幸 埼玉県 1000点

　2位 若山　朋晴 静岡県 972点

　3位 辻　　　強 茨城県 825点

　4位 加賀山　務 東京都 669点

　4位 宮田　　歩 茨城県 669点

　6位 松永　文也 埼玉県 542点

　6位 西ヶ谷一志 埼玉県 542点

　6位 神山　和子 茨城県 542点

★3日間の日程の中、2日間満足なコンディ

ションとなった。特に29日はコンディショ

ンにマッチしたタスクが組まれ2名がゴー

ル。31日も順調に進み本来なら成立となる

はずであったが、飛行禁止エリアへ侵入し

た選手のため不成立となった。

'98 阿波の国四国三郎パラグライダー大会
1998年10月31日～11月 3日

徳島県美馬町三頭山（四国ハンググライ

ディングサイト）

　1位 加藤      豪 兵庫県 1931点

　2位 高木　弘志 愛媛県 1871点

　3位 廣谷　泰一 青森県 1810点

　4位 二三四藤昭 神奈川県 1493点

　5位 川地　正孝 神奈川県 1476点

　6位 余島　　弘 香川県 1464点

〈女子の部〉

　1位 山本富士美 東京都 1429点

　2位 北　かおり 岡山県 1150点

　3位 水沼　典子 栃木県 1091点

★今回で3回目の本大会。ポイントシステ

ムとしては2回目だが、不安定な天候が続

き、予想が難しい状態であった。

　1日目は南西2kmのパイロンを回ったあ

と31km東のゴールへという単純なタスク。

パイロンをクリアー後は雲底1500m近くを

ゴール方向に。多くがゴールすると思われ

たが、吹き下ろしの風につかまり、結局

ゴールなし。1.3km手前に高木、1.6km手前

に廣谷、3.5km手前に加藤がランディング。

　2日目、3日目はキャンセル。

　4日目は朝から積雲ができ、この期間で一

番のコンディションと予想された。タスク

は51.8kmのレースtoゴール。多くの選手

が順調に距離をのばしていったが、また北

風の吹き下ろしに阻まれ、全員途中ラン

ディング。加藤が一度は着陸しそうだった

が持ち直し、途中からトップを走って

42km地点に達し逆転優勝。

  予想外の北風に悩まされ、誰一人ゴール

できず残念だったが、美馬町や徳島県連な

ど多くの協力を得てスムーズな運営がで

き、2本成立したことを大変嬉しく思う。今

年は今大会が唯一西日本で開催のポイント

大会。ポイント大会に参加する機会の少な

い四国や九州、中国地方の選手にとって、

よき刺激よき研鑽の場となるよう、この大

会を今後も充実させていきたいと考えてい

る。

高峰パラグライダー Cup'98
1998年11月21日～22日

茨城県高峰山エリア

〈エキスパートクラス〉

　1位 関口　和宏 千葉県 800点

　2位 國広　武司 千葉県 704点

　3位 中野　　崇 千葉県 704点

　4位 篠崎　　豊 栃木県 469点

　5位 高橋　正和 東京都 469点

　6位 吉田　　晃 岩手県 469点

〈エキスパート女子の部〉

　1位 松田由起子 茨城県 341点

〈ノービスクラス〉

　1位 杉　　　理 東京都 904点

　2位 清谷　杜永 埼玉県 758点

　3位 門原　浩太 千葉県 573点

〈ノービス女子の部〉

　1位 木玄亜紀子 千葉県 538点

★初日、南風が強まるとの予想のもと、近

距離のパイロンを周回する14kmのスピー

ドレースとした。はじめは渋い条件だった

が、昼前から徐々に上がり始めた。しかし、

南側に設定した平野部のパイロンが、強

まった南風で難しいものとなり、ゴール者

を出すことができなかった。ノービスクラ

スは長時間フライトし、満点のターゲット

を踏んだ杉選手が優勝した。

第1回板敷オープン（HG）
1998年10月23日～25日

茨城県八郷町板敷エリア

　1位 大沼　　浩 茨城県 426.7点

　2位 山本　　貢 茨城県 412.6点

　3位 板垣　直樹 茨城県 371.3点

　4位 松浦　芳樹 群馬県 356.6点

　5位 村松　　学 茨城県 288.8点

　6位 鈴木　達朗 東京都 288.8点

〈女子の部〉

　1位 古木裕紀子 東京都 200.4点

★長い日程や遠方の大会に参加しずらいサ

ラリーマンや学生フライヤーにも参加しや

すい3日間の大会ということで今回初めて

の開催。年度の終わりに近いこともあり、

シード選手の参加は少なかったものの、45

名ものエントリーを得、特に関東のサラ

リーマンコンペティターが多く見られた。

あいにく2日間雨に見舞われ、ポイントシ

ステム大会としては不成立に終わったが、

最終日、北から西風の渋い条件の中競技が

行われ大会としては成立した。優勝は地元

の大沼浩さんで、渋い条件の中、ゴール近

くまでフライトして初優勝を飾った。

第15回あぶくま洞オープンカップ
ハンググライディング大会
1998年 10月 24日・25日

福島県田村郡滝根町仙台平エリア

　1位 伊沢　　茂 茨城県 1000点

　2位 兼高　一修 埼玉県 895点

　3位 小野寺啓樹 宮城県 709点

　4位 宍戸　俊之 茨城県 626点

　5位 高橋　　明 山形県 609点

　6位 桜井　康一 東京都 597点

★大会予定日の天気が最悪であり、板敷の

大会と日程が重なるなど、大会成立が心配

された。参加人数こそ例年の半数（36人）で

あったが天気の回復が早かったこともあ

り、なんとか選手に喜んでもらえたと思う。

  HGの大会がポイント大会のみに偏る傾向

にあるが、一般パイロットに楽しんでもら

える大会に育てたいと思っている。

アルプススカイグランプリ’98（HG）
1998年 10月 31日・11月 1日

長野県東筑摩郡明科町長峰山周辺

　1位 宮岡　敏夫 埼玉県 113点

　2位 伊沢　　茂 茨城県 84点

　3位 板垣　直樹 茨城県 65点

　4位 峯本　仁史 新潟県 45点

★雄大な北アルプスを望む長野県明科町の

長嶺山（標高930m）でJHF公認の「アルプ

ススカイグランプリ’98」が開かれた。ハン

ググライダーとパラグライダーの大会を同

時に開催する全国でも珍しい大会で、冠雪

の北アルプスに総勢41名が操る機体が、赤

や黄色のカラフルな色を添えた。

  このうちハンググライダー部門には、県

内外から18名が出場し、ゴールレースが行

われた。初日は好天に恵まれ、条件もさほ

ど悪くない中、宮岡敏夫がトップに立っ

た。2日目も好天だったが条件が悪く、選手

達も思うようなフライトが出来ずそのまま

宮岡が優勝を手にした。

  大会当日、山頂は多くの人でにぎわい、選

手もギャラリーも晩秋の安曇野を満喫して

いた。

　「JHFの総合改革」に向けて、事務局も

動き出しています。フライヤーの皆さん

の事務局に対する率直なご意見をお聞か

せください。

技能証の発行が遅いぞ。

申請書類が複雑すぎる。

事務局員の電話応対が悪い。

問い合わせをしたが、つっけんどん

でがっかりした。

など、いろいろあるのではないでしょう

●皆さんの率直なご意見を聞かせてください――――――――――JHF事務局

か。どんなに些細なことでも結構です。

事務局の横尾和彦までご連絡ください。

あなたのご意見をお待ちしています。た

だし、お返事は、今後の努力の成果を見て

いただくということで、ご容赦ください。
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◆11月理事会

11月12日（木）13時30分～17時　東京都港

区立生涯学習センター304学習室　出席：

渡邉敏久、川添喜郎、鈴木康之、朝日和博、

岩間雅彦、関谷暢人、小林朋子、松田保子

各理事　宮川雅博、坂本三津也各監事　欠

席：星野納理事

○NPO法について報告

　渡邉会長より、12月1日施行の「特定非営

利活動促進法（NPO）」について報告あり。ま

た事務局（横尾）よりNPO法説明会の報告。

○JAAとの交渉について報告

　川添副会長より報告。JHFが財団法人日

本航空協会（JAA）に出した「ハング・パラ

グライダーに関するスポーツ登録制度の移

管要望書」に対して、JAAより文書で「HG・

PGフライヤー登録制度の移管をする」と回

答あり。移管開始は2000年1月。JAAから

JHFへの団体助成金と事務局家賃補助につ

いては、1999年度は現行額、2000年度以降

は別途協議。

○技能証申請料収入について報告

　財務担当、朝日理事より技能証申請料の

収入が、10月までで前年比マイナス15％、

10月だけではマイナス30％と報告あり。こ

の数字を考慮したうえで、来年度予算、事

業計画を立てねばならない。

■HGルールブック改定について審議

　HG競技委員から提出された「HGルール

ブック改訂版（案）」について審議し、賛成

6、反対0、棄権1でこれを可決。この案は、

1998年度HGポイントシステム登録者に内

容を確認済みのもの。なお、理事会からの

意見として、以下をHG競技委員会に伝え

ることとした。①普及を推進する大会（PG

のSPSのような）を開催するなど、普及振

興策を考えてほしい。②全国のHGフライ

ヤーの意見を広く聞いてほしい。

●国際技能記章検定員規定について協議

　1990年2月3日制定の「JHFハンググラ

イダー・パラグライダーFAI国際技能記章

検定員規定」について協議。規定3-3に記さ

れる検定員の認定期間は、認定されてから

認定された年度を含む3年目の3月31日ま

でとする。付則の1は削除し、新たに以下

を付け加える―1998年度発行の検定員証に

ついては「FAI国際記章検定員規定」の3-3

にかかわらず、2002年3月31日まで有効と

する。1998年度発行検定員証は、以前に研

修会を受けた人に案内を出し意志を確認、

希望した人を対象にする。

●タンデム技能証規定「修正案」について

　渡邉会長から出されているタンデム技能

証規定の修正案については、協議未了のた

め、次回再度協議することに。

●JHF1999年度予算案について

　財務担当、朝日理事より来年度予算案が

提出された。各理事はその内容についての

意見を11月30日までに事務局に提出する。

●委員会業務委託について協議

　HG競技委員会への業務委託（HGポイン

トシステム登録業務）について協議。業務

は委託せず、現状どおり事務局が行うこと

にする。

●SPSのルールについて

　PG競技委員会から提出された、スポーツ

パラグライダー（SPS）ルールブックのアウ

トラインについて。反対意見のある理事

は、11月16日までに担当の小林理事に意見

を送付する。

●1999年度PG日本選手権開催地について

　来年度PG日本選手権の開催誘致の可能

性について、青森県ハンググライディング

連盟より文書が出された。次回協議。

＊

　「理事会ダイジェスト」は、理事会で話し

合われたこと、決まったことのポイントを

お知らせしています。理事会の議事録は各

正会員（都道府県連盟）に送られるので、必

要な方はそちらをご覧ください。

広報出版局　松田保子

　JHFの総合改革は、優先課題としてきた

「普通会員制度」の実施が現実的になって

きました。

  10月の理事会では、総合改革委員会の答

申を受けて、普通会員制度（フライヤー登

録を含む）の実施を、1999年 4月 1日より

2000年1月31日までに行うことを決定。こ

れを受けて財団法人日本航空協会（JAA）に

「JAAフライヤー登録制度のうちハング・

パラグライダーフライヤーに限っての移

管」に関する要望書を提出しました。その

間、JAAとは予備交渉を持ち、移管につい

て折衝を継続。そして、11月10日付でJAA

からの回答書が届きました。要旨は次のと

おり。

(1)   移管開始日：2000年1月とする。

(2)   団体助成金：1999年度は現行額とし、

2000年度以降は別途協議する。

(3)   事務所家賃補助：1999年度は現行額と

し、2000年以降は別途協議する。

　11月12日の総合改革委員会では、制度の

実施（フライヤー登録移管）を2000年1月

と想定し、具体的なタイムスケジュールを

作成、移管に伴う制度の新設・整備の検討

に入りました。新設が検討されているの

は、「JHF会員規約」で、その下に各規定が

新設・整備されます（要約すると図のよう

になります）。

  各規約・規定案では、会員の「会費」、「義

務」、「権利」、「特典」等が明記され、各会

員の資格を明確にしようとしています。こ

の規約・規定案は3 月総会での成立を目標

としており、1999年1月末までには案件を

整え、正会員に総会議案として送付の予定

です。

JHF総合改革のあゆみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     総合改革委員長　川添 喜郎

定　款�

正会員規定�
（新設）�

賛助会員規定�
（既設）�

会員会費規定�
（新設）�

普通会員規定�
フライヤー登録規定を含む�

（新設）�

JHF会員規約（新設）�

●事務局から技能証申請についてお願い

◆申請書について

・申請書（新書式）はJHF教員の方に無料

配布しています。専用用紙にご記入のうえ

事務局にFAXでご請求を。旧申請書での受

け付けは終わりました。

・「98.8.1P 」、「98.8.1練」と用紙の右肩に入っ

ているものを使ってください。

・住所シールを必ず同封してください。

◆報告書について

・報告書は従来どおり必要です。申請書と

一緒にお送りください。

・申請級ごとに報告書を作成してください。

◆写真について

・無帽、無背景、証明書用写真を1 枚送っ

てください。

・サイズはタテ30mm×ヨコ24mm、運転

免許証の写真と同じ大きさです。

◆送金方法

・郵便振替、銀行振込等で送金してくださ

い。郵便振替は振込料金が安く便利です。振

込控（コピー）を忘れず同封してください。

・銀行振込の場合、JHF口座に入金される

とすぐに銀行から事務局に連絡が来ます。

お急ぎの時はご利用ください。

　郵便振替口座：00180-8-650201　日本ハン

ググライディング連盟　銀行振込口座：さ

くら銀行新橋支店（普通）777-351733　日

本ハンググライディング連盟

・普通郵便等に現金を同封することは絶対

におやめください。
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JHF 技能証発行数（1998年11月30日現在）�

ハ
ン
グ
グ
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ�

P証� 4,708

C証� 6,637

B証� 11,154

A証� 10,551

補助動力証� 18

XC証� 1,023

パ
ラ
グ
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ�

P証� 17,190

NP証� 7,477

補助動力NP証� 58

B証� 37,838

補助動力B証� 120

A証� 40,564

補助動力A証� 144

補助動力証� 859

XC証� 3,174

理事からひとこと

●副会長  川添  喜郎

　秋も深まり、フライト確率が夏よりは上

昇。各地で大会が開かれています。JHF理

事会では来年度の予算編成に頭を悩ませて

います。主収入源の申請料の収入減（現在

－15％）が、来年度の予算を圧縮している

からです。文部省よりご指摘を受けている

会費制度の確立が急がれ、今真剣に取り組

んでいる最中です。しかし、会費制度を確

立したからと言っても一拠に収入が増える

訳ではありません。私達は長いスパンで時

代を見据えこれからの事業内容を設定する

必要があります。バブル時代を基準にすれ

ば、今は最悪と言えるかも知れませんが、

10年～20年前を基準にすれば今は当たり

前と評価すべきでは。そして経済の底打ち

時代を基準に確かな会費制度を…と願って

います。

　JHFのもう一つ大きな課題は、文部省所

管の中で如何にその公益活動を展開すべき

かという事です。ハンググライディングが

国民的スポーツとして普及してきた現在、

これからの方向づけを研究するため、資料

収集を始めました。

●常任理事　事務局長　朝日 和博

　事務局で技能証発行業務等のお手伝いを

していただいておりました小山さんが退職

されました。短い期間ではありましたが、

技能証のフォーム変更の忙しいときにたい

へんご苦労をしていただきました。深く感

謝申し上げます。また、長年JHFの為ご尽

力いただきました山田さんも10月いっぱい

で退職されました。特に山田さんには、連

盟が法人になる前のときから事務局の重要

なお仕事をしていただき、山田さんなしに

は今のJHFはありえなかったといっても過

言ではないと思います。心より御礼を申し

上げます。お二人の今後のご発展をお祈り

致します。

　代って大室恵美さんという新人が事務局

員に加わりました。ワープロ、パソコン、簿

記に明るい方です。強力な戦力を得ること

ができました。皆様にかわいがっていただ

けるようお願い致します。

●常任理事  岩間 雅彦

　最近ハングの大会参加者の減少が問題に

なっています。ポイント大会でないローカ

ルな大会、いわゆる草大会の方はそれなり

に盛況です。また、クロスカントリーリー

グへの登録もリーグとして成立困難なほど

低調な状態にあります。しかし、通常のク

ロスカントリーフライトは必ずしも低調と

いうわけではありません。これらの原因を

考えて見ると、やはりXC証の取得に時間と

お金がかかることに問題がありそうです。

私個人は、現在のXC証については見直しが

必要と強く感じています。

●理事  関谷 暢人

　昨今、インターネットメールが流行って

いる。確かに「利便性・資源・スピード」等、

新時代の通信手法として素晴らしい機能が

ある。周辺機器もコンパクト化・多機能化

し、なおかつ、安価になり、今後益々普及

していく事だろう。将来は、JHFの総会も

コンピューターでの開催も夢ではないだろ

う。

　しかし、40歳を越えてのOA機器の操作

は辛いものがある。いくら本を読んでも正

しいと思って入力しても、作動しないとき

は袋小路になってしまう。問題は「正しい

と思う」ところにあり、間違いに気づかな

いで同じ事を何度でもトライする。つまる

ところ先駆者に相談し「なんだ、そんなこ

とか」と単純なミスに気が付く。

　補助動力（パワード）パラグライダーの

愛好家の中でも同じ事がある。「自分のフ

ライトモラルは正しい」と思っていても、

第三者から見ると大きな勘違いをしている

ケースがある。「我々は法規制に当てはま

らないから自由にフライトできるのだ」と

勝手に思っているパイロットがいるが、と

んでもない間違いである。土地にしても、

空域にしても、所有者・管理者がいる。誰

もが権利を共有する場所もある。

　これから、機材を購入して空の散歩を楽

しもうとお考えの方・仲間を増やして楽し

もうとお考えの方、「フライトモラル」を再

認識してからフライトしてください。

●理事  小林 朋子

　いよいよ来年に向けてポイントランキン

グの登録受付業務が始まりました。世界選

手権の出場権をかけて戦う人から競技会に

参加することでフライトをもっと楽しみた

い人まで、目的は様々だと思います。心か

ら思うことは、安全にフライトしてそれぞ

れの実力を十分発揮できるように頑張って

ほしいということです。

　競技に興味はあるけれど自分の実力では

出られないだろうな、などと考えてこれま

で登録しなかったパイロットはたくさんい

ると思います。そういう人も来年はぜひ登

録してほしいです。新しい目標ができます

し、競技を通して素晴らしい経験をしても

らえると確信しています。

　HG・PG両競技委員会では、競技会を一

層充実させるためにルールブックの改訂に

膨大な時間を割いてきました。私はルール

ブックを読みながら、競技とは実に奥の深

いものだと感じつつ、複雑にみえるポイン

ト計算式を解いています。

●理事  松田 保子

　社団法人日本婦人航空協会の第2回「空

を愛する女性たちを励ます賞」表彰式に出

席させてもらいました。受賞者は国内の航

空整備士ライセンスを持つ7名の女性で、

皆さん航空会社で活躍中とのこと。男性中

心であろう社会に女性が進出していくの

は、同性として大歓迎。いつか「励ます」必

要もなくなるぐらい、空の世界でも、もち

ろん他の分野でも女性が元気いっぱい実力

を発揮できるよう願っています。

　そういえば、JHFにも女性のための委員

会が設けられ、何を隠そう、この私が活動

を立ち上げることになっていたのですが、

何から手をつけていいものやら迷っている

うちに月日が過ぎてしまいました。無責任

で申し訳ありません！　女性フライヤーの

皆さん、「こんな問題が解決したら、もっと

飛びやすくなる」とか、「こうしたら女性フ

ライヤーがふえるだろう」とか、ご意見を

聞かせてください。お願いします。

JHF ホームページもご覧ください。　http://jhf.skysports.or.jp/
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この印刷物は再生紙を使用しています。

　6月にJHFレポートのスタイルを一

新。あれから早くも半年が過ぎました。

1999年は、1年後の普通会員会費制度の

スタートに合わせ、JHFレポートを各

フライヤー（普通会員）に直接お送りす

る準備を進めていきます。もちろん内

容もいろいろ考えねばなりません。フ

ライヤーの皆さん、どんなレポートが

欲しいか、ぜひご意見を聞かせてくだ

さい。お待ちしています。

レポート作りに参加を！


