
２００７年　徳島県ハンググライディング連盟

第１４回　定期総会　議事録
とき　；２００７年４月２２日　ＡＭ１０：００　～

ところ；文化の森　２１世紀館　１Ｆ　ミニシアター

総会式次第

開会のことば

理事長挨拶

議長挨拶

議事

１号議案 事業報告の承認

２号議案 会計報告ならびに監査報告

３号議案 事業計画の承認

４号議案 予算案の承認

５号議案 その他

閉会のことば

役員改選について

１号議案 事業報告の承認

１、徳島県ハンググライディング連盟　総会の開催

４月：文化の森２１世紀館(１Ｆ)ミニシアター

２、パラグライダーポイントシステムの実施（競技委員会）

四県合同で（徳島、香川、高知、愛媛）で

競技会のポイントをつけ技能向上をはかる。

３、県内競技会の後援、協力

５月 【PG】三加茂Ｆ１＆Ｊリーグ（成立）

７月 【PG】勝浦大会（不成立）

８月 【PW】吉野川フライIN（成立）

11月 【PG】東みよし町ターゲット大会（成立）

４、ハング、パラグライダー体験講習会の実施

東みよし町ターゲット大会を替わり行いました。

５、教員・助教員の推薦

ハング教員として樫本氏を更新推薦をする。

６、日本選手権、徳島県代表者の派遣

パラグライダー 椋本佳宏（学）

ハンググライダー なし

７、インターネットホームページの運用

http://www.skyfreak.net/thf/

８、各種イベント協力

なし

９、四国4県の連絡掲示版の開設、運用

http://www.skyfreak.net/shikoku/

10、四国合同事業：四国ミーティング開催（８月高知県で開催）

【結果】 承認されました。



２号議案 会計決算報告ならびに監査報告

１、会計報告

別紙（会計報告）参照

２、会計監査

2006度、会計監査を実施したところ適正でありました。

【結果】 承認されました。

３号議案 事業計画の承認

・主催事業

体験会の実施

助教員検定会の実施

競技会の開催

安全講習会の開催

・派遣事業

日本選手権徳島県代表者の派遣（パラグライダー・ハンググライダ－）

・後援事業

5/2-5 【PG】吉野川カップ（Ｆ１＆Ｊリーグ）

7/28-29【PW】吉野川フライin（モーター）

8/5 【PG】勝浦大会（パラグライダー大会）

11/5 【PG】東みよし町ターゲット大会

なお、県スポレクの見直しがあり補助は期待うす。

・ホームページの運用

http://www.skyfreak.net/thf/

・ＴＨＦレポートの発行

・会員証の発行

・各種イベント協力

【審議】 レポートの発行はやめ、ホームページ上だけにしては...

パスワードは別ページ表記するか画像で表記してスパム対策

【結果】 承認されました。

４号議案 予算案の承認

・別紙（予算書）参照

【審議】 日本選手権の助成金は無しにしてはどうか？（賛同されました。）

大会補助金は2万円に減額する。（３大会）

【結果】 審議内容をふまえて承認されました。



５号議案 その他

・委員会報告

競技委員会

普及委員会

広報委員会

安全教習委員会

補助動力委員会

・各エリアやクラブの状況

・その他（意見交換）

・アジア選手権について

　　経過説明及びＪＨＦへの質問と回答書を紹介

【意見内容】

・ＪＨＦの回答では、アジア選手権開催の意思は無いと判断できる。

・回答書では要請しなければアジア選手権はしないと取れる。

・こんな状態ではアジア選手権は無理だ。

・アジア選手権はＪＨＦの事業でありＪＨＦは認可役所ではない。

・名目上の主催でなく実質上の主催にもＪＨＦは成れるはずだ。

・要請は自由であるので別団体へ要請することも可能では

たぶん別団体の方が積極的に動いてくれそう。

・ネガティブな意見だけではいけない。建設的な提案をするべき。

・エリアもＯＫ、行政もＯＫあと何が必要なのか？

あと必要なのはＪＨＦの「やる気」だけではないのか。

・ＪＨＦに主体としてやる気をもってもらえる様に

徳島県連としてもっと働きかけをして欲しい。

予定確認

(2007年)

4/22 ＴＨＦ総会（文化の森２１世紀館ミニシアター）

4/30 オープン三頭山ＸＣイベント（美馬スカイウエーブ）

5/2-5 ＰＧ吉野川カップ（Ｆ１＆Ｊリーグ）

5/ ＴＨＦ理事会

6/14 ＪＨＦ総会／東京

7/ ＴＨＦ理事会

7/28-29 吉野川フライin（モーター大会＆安全講習会）

8/5 勝浦パラグライダー大会

9/ ＴＨＦ理事会

11/4 東みよし町ターゲット大会

11/ ＴＨＦ理事会

(2008年)

1/ ＴＨＦ理事会

3/ ＴＨＦ理事会

4/ ＴＨＦ総会

役員改選について

・引き続き現理事が役員となる。



■■■■２００６２００６２００６２００６年度年度年度年度　ＴＨＦ　ＴＨＦ　ＴＨＦ　ＴＨＦ予算案予算案予算案予算案【収入】 【支出】会費 \40,000 会議費 総会 \3,200事業収入 スポレク \130,000 理事会 \12,000事業費 スポレク祭体験会 \70,000吉野川フライin \30,000委員会 \20,000ＰＧ大会助成金 \60,000日選助成金 \80,000事務費 \4,800収入合計 \170,000 支出合計 \280,000
■■■■２００６２００６２００６２００６年度年度年度年度　ＴＨＦ　ＴＨＦ　ＴＨＦ　ＴＨＦ収支決算書収支決算書収支決算書収支決算書【収入】 【支出】項目 入金 項目 出金会費 1000円×40名 \40,000 会場費 2006年度総会 \3,2002000円×1名 \2,000 ＪＨＦ 総会交通費 \48,500ＪＨＦより 総会交通費 7/4 \47,880 後援費 勝浦大会 \30,000スポレク祭 県教育委員会 \130,000 吉野川 \30,000利息1739円-税金346円 \1,393 三加茂 \30,000理事会 会議費2000円×6回 \12,000事務費 \855通信費 \14,920合計 \221,273 合計 \169,475収入 \221,273 前年度繰越金 \2,174,414支出 \169,475 残金 \51,798残金 \51,798 今年度繰越金 \2,226,212
■■■■２００７２００７２００７２００７年度年度年度年度　ＴＨＦ　ＴＨＦ　ＴＨＦ　ＴＨＦ予算案予算案予算案予算案【収入】 【支出】会費 \60,000 会議費 総会 \3,200理事会 \12,000事業費 委員会 \20,000大会助成金★減額 \60,000（3万から2万円に）日選助成金★減額 \0（8万から０円に）事務費 \1,000通信費 \15,000収入合計 \60,000 支出合計 \111,200



■アジア選手権について

「ＪＨＦとしても、アジア選手権は成功させたいと思っています。

                地元の皆様も共に開催にむけがんばりましょう。」

との回答があると思っていましたが、期待はずれの回答でした。

＜＜なお、現在までの経緯は＞＞

2006年８月

    ＪＨＦ西ヶ谷理事より、アジア選手権の件で

    「８月末に四国のほうへ行くので

    県の方へ挨拶に行きたいので段取りして欲しい」

    との事で、知事にお願いし担当部署を紹介いただき打ち合わせをする。

    結局：西ヶ谷理事は時間がとれず来れないとの事で

            ＪＨＦから資料の提出をすることになった。

９月

    「資料はまだですか」と県から催促がありましたが

    ＪＨＦからも資料も届いていない為、西ヶ谷理事と話し、

    もう少し待ってもらう事となった。

１０月

    再度、県から資料提出の催促があった。

    しかしＪＨＦからの資料も無くもう少し待ってもらう。

    県には「担当理事が日本選手権でいそがしい」と説明する。

１１月

    また、県から催促があり、やっとＪＨＦ西ヶ谷理事がこれる事になり

    椋本と西ヶ谷理事の２人で県に挨拶と協力のお願いに行きました。

    翌日には美馬市、東みよし町にも挨拶と協力のお願いに出向きました。

    結果としては

    徳島県、美馬市、東みよし町とアジア選手権開催について

    良い感じでお願いが出来た。（開催に賛同をいただけた）

2007年２月

    西ヶ谷氏がＪＨＦ理事を辞任

３月初

    ＪＨＦ事務局より電話でアジア選手権について問い合わせがあり

    その中で、西ヶ谷氏だけがアジア選手権について言ってる様な

    感じで話され、どうして準備委員会に、高知県の理事長や

    愛媛県の理事長の名前が無いのかと聞かれました。

    それについては、まだ県連レベルの話しになっていないと回答する。

    アジア選手権を成功させるには、ＪＨＦも地元も共に

    盛り上げて行かなくては駄目でしょうとの事で話しを終わりました。

    （どっちが先との問題を言うのでは「卵が先か鶏が先か」です。）

３月中

    徳島県連の理事会で協議した結果、

    ＪＨＦにアジア選手権の開催意思があるのか確認する必要が

    あるとの事でＪＨＦ理事会に間に合うよう電子メールで質問書を送る。



-----------------------転送元のメール-----------------------
From:     seiji mukumoto <airon@mb.tcn.ne.jp>
To:       添石良健 <soeishi@jhf.hangpara.or.jp>
Subject:  アジア選手権について

ＪＨＦ事務局殿

電話ではお話ししました。アジア選手権について質問を添付しましたので

理事会で取り上げてくださればと思います。

"JHF質問.pdf"

-----------------------転送元のメール-----------------------
From:     日本ハング・パラグライディング連盟事務局 <info@jhf.hangpara.or.jp>
To:       <airon@mb.tcn.ne.jp>
Subject:  アジア選手権の取り組みについてのご質問（回答）

徳島県ハングパラグライディング連盟-
理事長　椋本清治　様

貴連盟アジア選手権の取り組みについてのご質問は、

3/15理事会で協議されました。

その上で 4/12理事会で別紙のとおり理事会回答が

したためられましたのでお送りいたします。

ご返事が遅れましたことお詫びいたします。

社団法人日本ハング・パラグライディング連盟

事務局

"回答.pdf"



2007年 3月 14日

日本ハング・パラグライディング連盟

下村会長　殿

徳島県ハングパラグライディング連盟

理事長　椋本　清治

アジア選手権の取り組みについて（質問）

　先般から、徳島県西部地区でアジア選手権開催について、提案や行政（県、市、町）との事前の打

ち合わせなど、県連としても協力を行っています。

　しかしながら、いまひとつＪＨＦからはアジア選手権を開催するとの意思が感じられません。そこ

で、失礼かも知れませんが下記の質問にお答えをお願いします。

１、アジア選手権を開催する意思がＪＨＦにあるのか？

［　］ある

［　］なし

２、アジア選手権はどこが主体で行べきか？

［　］日本航空協会

［　］日本ハングパラグライディング連盟

［　］開催場所の県連

［　］個人

［　］関連企業

［　］地方自治体（県、市、町）

［　］日本パラグライダー協会

３、開催場所はどうか？

［　］徳島県は不適当

［　］徳島県で開催するのが良い

［　］徳島県以外の場所も検討したい。

［　］別の候補地がある。

４、理事の交代について

［　］アジア選手権関連は選挙等で理事交代があっても継続事業とする。

［　］理事の交代があった場合は別途理事会で審議する（継続性は不明）

５、今後のＪＨＦの具体的な行動（アクション）について日程などを説明してください。




