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第 6 回パラグライダー無料体験講習会 

去る 4 月 21 日、当連盟主管で第 6 回パラグライダー無料体験会を行いました。今年は会場を仙

台市内の広瀬川河川敷としました。 

開催日を例年の９月から、今回 4 月としたのですが、年度替

りしてすぐの日程ということと、広報不足のせいか、参加者は４

２名と、例年に比べかなり少ないものでした。来年度は、広報

の時期と手段を早い時期から始める必要がありそうです。 

当日の天候は、広瀬川に沿って強めの風が吹き、軽い女性

の体験者などは飛んでいってしまわないよう、常に足やハーネ

スをつかんでいる必要があるほどでしたが、参加者と同数くら

いの精鋭スタッフが揃ったおかげで、ケガ人も出すことなく、無

事体験会を終了することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者数 ４２名 

アンケート回収数 ３７件 

体験講習会に参加するきっかけは       

新聞による情報 7 

チラシによる情報 6 

県連会員による紹介 14 

その他 12 

計（複数回答の為） 39 

今後、パラ・ハングを始めてみたい   

すぐ始めたい 4 

考えてみる 33 

計 37 

すぐ始めたい方はどちらを？   

パラグライダー 13 

ハンググライダー 1 

計 14 

資料の提供   

いる 23 

いらない 11 

講習会内容   

大変良かった 31 

良かった 6 

もう少し 0 

計 37 



 

 

 

小野寺理事長のあいさつ 

「一人でも多くの方に、スカイスポーツの楽し

さを体験していただきたいと思います・・・」

（そしてスクールに入ってネ） 

 

 

 

 

説明しているそばから強風にあおられた機体

が・・・ 

 

 

 

 

 

こんな強風の時は名機ＦＤの出番だ！ 

・・・けどそれでも浮いちゃうよ～ 

 

 

 

 

 

 

 

お子様特別サービス 

低空タンデム飛行です 

「ぼく何をされるんだろう・・・すっごい不

安・・・」 

ありゃ 

キャー！！ 



2002 年度 年間予定表 

月日 行事 

２月１０日 県連定時総会 

３月２０日 ＪＨＦ総会（小野寺理事長出席） 

４月２１日 無料体験講習会（広瀬川河川敷公園） 

５月末 機関誌サーマル春号発刊 

５月３１日 県連会費納入期限 

６月９日 そらまつり（みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場） 

６月９日 WIND HILL CLASSIC（七ヶ宿カップ） 

６月８～９日 パラグライダー宮城県選手権（みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場） 

７月中旬 機関誌サーマル夏号発刊 

９月中旬 機関誌サーマル秋号発刊 

１０月１３～１４日 オニコウベカップ（オニコウベスキー場） 

１１月 七ヶ宿カップ 

１１月１０日 助教員検定（うまっこ山） 

１２月１日 救急法研修 

１２月中旬 機関誌サーマル冬号発刊 

 

風待ちエリア① 

 

ＧＷの期間、スカイワールドＪＡＰ

ＡＮの高橋さんが試乗用ハーネ

スを持って東北へやってきまし

た。 

まずは泉ケ岳へ 

 

 

 

 

 

 

 

なぜここに鬼首のＫさんが？ 

 

 



 

 

次はオニコウベへやってきました。

「日刊スポーツでおなじみのテイク

オフ風景。残雪を頂いた禿岳が美

しいです。」とは高橋さんのコメント 

 

 

 

 

みなさんまったり。 

マ○ダスハーネス買ってあげてください

ね～。 

以上詳しくは 

http://members.edogawa.home.

ne.jp/skyworld/ 

をご覧下さい。 

 

 

2002 年度 役員名簿 

理 事 長 小野寺 幸則 サンライフ PG  

副理事長 小川 健一 ホワイトテラス PG 会計兼務 

副理事長 三品 隆 泉ヶ岳スカイランド HG 安全対策委員会兼務 

理 事 尾形 梅三郎 泉ヶ岳 PG 教習委員会 

理 事 川越 敏明 泉ヶ岳 PG 競技委員会 

理 事 今井 政秀 泉ヶ岳スカイランド HG 広報 

理 事 鈴木 克康 泉ヶ岳 PG 無料体験講習会 

理 事 神谷 賢治 サンライフ PG 体育協会加盟準備 

理 事 池辺 由加里 泉ヶ岳 PG 広報・体育協会加盟準備 

理 事  佐々木 裕行 サンライフ PG 事務局・そらまつり 

監 事 近藤 泰洋 サンライフ PG 会計監査 

監 事 松倉 幹治 ホワイトテラス PG 会計監査 

幹 事  飯塚 とみ子 ホワイトテラス PG 会計 

よろしくお願いいたします。 



 

2001 年度 登録代議委員名簿 

所属 氏名 電話 住  所 

松倉 幹司    

山田 良一    

平間 嘉彦    

WTPC 

平間ひとみ    

扇田 聰史    

真壁 正一    

CWH 

石川 政久    

 山谷 武繁    

NJSC 秋葉 公太    

飛兵 宮下哲哉    

近藤 泰洋    

菅原 正彦    

鎌倉 憲子    

千葉 恵    

SPC 

 

小松 潤一    

MAPS 山内 和義    

泉 A 菊池 英治    

 森 利通    

遠藤 敏昭    

力石 和夫    

遠藤 明智    

 

佐藤 智博    

泉 B 相原 則夫    

西村 力     

戸部 光彦    

泉 H 熊谷 良弘    

 板橋 信一    

オニコ 秋濱 哲男    

とんが 斎藤鉄太郎    

Tov 菅野 剛広    

 
 



 

２００１年度決算と２００２年度収支予算案 
  

収入の部     

  前年度決算   予算 備考 

会員 230000 230000 現会員数 

会費 クラブ負担金 60000 60000 1２クラブ 

スクール 25000 25000 ５スクール 

登録料 教員・助教員 22000 22000 登録２２名 

JHF 総会出席交通費   21580 25000   

教員・助教員更新推薦料   25000 25000   

利息 29 30   

JHF 助成金 25958 160000   

繰越 562253 402443 2001 年度繰越金 

収入合計 971820 949473   

       

支出の部     

    前年度決算   予算 備考 

大会表彰代 30240 40000   

会議費 会場費 30388 40000   

  交通費 21000 30000 市内 500 円、市外 1000 円 

JHF 総会出席交通費・出張手当   31580 35000   

JHF 会費 20000 20000   

検定員謝礼   0 20000 助教員検定 

そらまつり 50000 50000   

体験講習会   74147 100000   

教習委員会   784 10000   

安全対策委員会   9000 10000   

競技委員会   37869 50000 大会補助金を含む 

広報   36963 50000 機関紙発行を含む 

報奨金 日選   10000 10000   

慶弔費   15000 20000   

事務費   51246 100000   

事務局費   150000 150000   

JHF レポート 1160 2000   

予備費   212473   

支出合計 569377 949473   
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風待ちエリア② 

タイトル「こどもを取り込め。将来のフライヤーを育てる」 

 タイトルほど大したことではないんですが。ご存知の方は多いですか？戦隊シリーズ、今やってい

るのは「忍風戦隊ハリケンジャー」っていうんですが、ハングフライヤーなんですよね彼ら。私たちと

しては、いったい

どなたが実際ス

ーツ着て飛ばれ

ているのか？が

気になるところな

んですが、どな

たかご存知の方

いらっしゃいます

か？ こどもはあ

こがれるでしょう

ねえ・・・あんな風に正義の味方が飛んだら。ちなみに日曜の朝７時半からテレ朝系でやってます、

ハリケンジャー。 

 いったい、パラやハングって他にどんな映像で使用されているものなんでしょう？ 

スカイ・ライダーズ 映画 ハングのアクロバットチームが山岳地帯で人質を救出。まさに

ハング映画。ジェームズ・コバーン主演。 

キャッツ・アイ アニメ 主人公の美人盗賊３人姉妹が、しょっちゅうハングを使用して

現場から逃走していた。 

ホンダストリーム ＣＭ たくさんのハングが低空飛行する。 

ｴｽｹｰﾌﾟ･ﾌﾛﾑ.L.A. 映画 カート・ラッセル主演のＢ級映画。ハング少し。 

ｼﾞｭﾗｼｯｸﾊﾟｰｸ３ 映画 冒頭、恐竜の島にパラセイリングで突っ込んだ。後でプテラノ

ドンから逃げる時にも再利用した。 

マイルドセブン ＣＭ タヒチでパラ。 

 私のデータベースはこんなものです。他にもあるぞという方はぜひご一報ください。次号までに取

材しておきます。 

  

 

スクールでこんなことをやる予定、こんな

ことをやったので県内のフライヤーに知

らせたい、コラムを書かせろ、うちの子

の写真を載せろなどなんでも結構です

のでお待ちしております。 

右記編集人まで、郵送かメール添付の

形でどうぞ。 


