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クラブ・スクール合同ボウリング大会！！
クラブ・スクール合同ボウリング大会！！
藤野が優勝…

獅子吼スカイフェスタ 2002
ハミングバードが 3 位（コミック賞）受賞！！

TATEYAMA Point League 2002
2002 年 PG 富山県選手権は不成立
新・会員探訪
広野幸弘（
（Yukihiro Hirono）
Hirono）
広野幸弘

クラブ・スクール合同ボウリング大会！！
逃げ切り優勝
２ゲーム目は各レーンとも本領発揮のようで、ゲ
ームそっちのけで勝手？に握り出すレーンも出現。
そして、このゲームで飛ばしたのはいつもご夫婦で
参加の佐野氏。絶好調で１７０ピンをマークし、暫
定トップに。Pikaichi、松浦がゲーム進行の遅れから
追う展開になり、勝負はまさに１０フレまでわから
ない状況になった。
しかし、そこはモノがかかる勝負には強い
Pikaichi が、逃げ切って３年ぶり２度目の優勝を手
中にしたのでした。

梅雨のお約束ですよね…
今年も梅雨時期恒例のクラブ・スクール合同ボウリ
ング大会が７月１３日にクレハノースランドボウルに
て開催されました。参加者は２３名と、例年ならば家
族連れで参加される方も大勢いたのですが、今年はそ
れぞれ都合が悪かったのか、少々淋しい大会となりま
した。
注目の始球式では、斉木会長の１投目で惜しくもス
トライクにはならず、関沢校長によってカバーされま
した。まぁ、ここまではお約束ですよね。

本命不在の戦い？
今回は、前年度優勝の井上前会長が不参加。マイボ

結果は

ウル、マイシューズ組で残るのはサウスポー松浦氏。

優勝：藤野光一

１７７、１５２（３２９）

しかし、松浦氏も今回は気合が入ってないのか、なぜ

２位：佐野

貢

１４５、１７０（３１５）

かハウスボウル使用。とは言え、セミプロ級の曲がる

３位：松浦

伸

１５２、１５４（３０６）

ボウルで定評のある松浦氏は優勝候補筆頭。続いて同

４位：高井博昭

１３６、１５８（２９４）

レーンで優勝を虎視眈々と狙うのは、勝負になると目

５位：早風慎也

１３５、１５４（２８９）

の色が変わる Pikaichi こと私（藤野）。過去のデータか

６位：広瀬武男

１１５、１６３（２７８）

ら抽出すると、これに対抗するのは清ちゃんこと清水

７位：清水清一

１３１、１４６（２７７）

氏。酔ってなければ強いのか？酔拳よろしく酔ってな

８位：森

伸一

１３０、１３４（２６４）

くちゃ強くないのか？勝負の行方は最後まで予想の出

９位：本馬竜夫

１２２、１３９（２６１）

１０位：広野幸弘

１００、１４９（２４９）

来ない展開になりそう…。
１ゲーム目から飛ばしたのは Pikaichi。ストライク

以上１０位まで

やスペアを連発し、１７７ピンをマークしてトップを

でした。来年もやりますから、たくさんの方に参加

走る。それを追うのは予想通り松浦氏で１５２ピン。

して欲しいと思います。よろしくね。

優勝争いはこの２人に絞られた感があったが、やはり
そうすんなり勝たせてはもらえないのが勝負の世界。
強敵が待ち構えておりました…。
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特集！！獅子吼スカイフェスタ２００２…
大変でした…

前号でお知らせしていましたが、毎年夏に開催さ
れる「獅子吼スカイフェスタ」に、今年はクラブか

製作は想像以上に大変な作業。一反木綿の図面を

らも参加しました。今回は、その模様を完全リポー

引き、経験もノウハウもない私たちは、まずプロト

トしちゃいます！！

を製作。しかしその前に、材料となる生地を調達。
これは、関沢さん所有のエナジーとナバホ、西井さ

きっかけは…

ん所有のジェネシスの３機をあじの開きよろしく切

今年で３回目を迎える獅子吼スカイフェスタ。ハ

り刻み、製作可能な状態にします（この作業が大変

ミングバードからは第１回に長谷川稔さんの「２０

でした）。次に型紙を作成し、生地にマークを入れて

００年富山国体」号での参加だけで、クラブとして

から裁断。そしてミシンを使って縫製の手順。

正式に参加したことはありませんでした。そのため、
獅子吼のがんこおやじこと○原氏からは、
「来年出
なかったら絶交だ！！」と言われ、またパラ界の女
王？こと○中○由喜氏からも、「今年は絶対出して
よ！！ぷんぷん」ってなプレッシャーが Pikaichi に
浴びせられ、理事会（JHF 理事会）に行ってもこの
調子。もはや崖っぷち…。この状況を打開すべく、
上京していた Pikaichi はすぐさま事務局の広野氏に
連絡を取り、急遽緊急役員会を召集してもらい、プ
ロジェクトチーム結成の合意を取りつけることにな
ったのでした。（６月中旬のことです…）
プロトは無事に完成し、予想通りの動きを見せて
テストフライトは完了しましたが、本番の製作はモ

プロジェクトチーム始動…

ノがデカイだけに苦労の連続。生地が若干カーブし

役員会ではプロジェクトチームを正式に認めてい

てるので直線が上手く取れないなど、予想外のこと

ただき、必要経費はクラブのみなさんからカンパを

に四苦八苦。しかし、メンバー始め多くの方々の協

募ることになりました。メンバーは

力により、テスト段階までこぎつけることが出来た

チームリーダー：広野幸弘
サブリーダー

：藤野光一、高井博昭

委員

：若林恵子、若林知美、塩岡貴子、

のが７月中旬。天候が悪くフライトが出来ないので、
関沢さんのバイクで引いて負荷や動きを検証し、数
箇所の手直しの後、粟巣野でのテストフライトを行

山岸真紀代

いました。もうバッチリの出来映えで、一反木綿は

の７名。早速企画案にとりかかり、あれこれアイデ

完成しました。

アを出し合いました。七夕の時期を考え「織姫」を

目玉おやじや仮装の衣装なども、その後の突貫工

モチーフにしたもの、サッカーワールドカップに乗

事でスカイフェスタ前日にすべて完成し、いよいよ

じ「サッカーボール」、夏といえば「お化け」と言う

本番に挑むのみとなったのでした。

ことで、ゲゲゲの鬼太郎の妖怪など、いくつかの案
を吟味した結果、「夏と言えば…お化けでしょう」と
題して、妖怪案を正式な企画とし、巨大な一反木綿
に乗って飛行する鬼太郎と、キャノピーに目玉おや
じを乗せるコンセプトで製作を開始することになり
ました。製作担当も決め、スケジュールも７月２０
日にはテストフライト可能な状況まで持っていくと
言う、まさに突貫工事？的な過酷な状況が、私たち
プロジェクトチームメンバーにのしかかってくるの
でした…。（笑）
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つかみは上々…
当日は、メンバーが鬼太郎一家の妖怪に仮装して
の出場。鬼太郎は若林恵子、子泣きじじいには広野
幸弘、砂かけばばあには塩岡貴子、猫娘には高井博
昭、ねずみ男には若林知美が扮し、他チームからの
注目度Ｎｏ．１です。勿論、一般のお客さんからも
注目を浴びてました。

フライト成功！！
いよいよスカイフェスタがスタート。テイクオフ
ディレクターを務める田中美由喜さんからは、
「立

さらに気合が…

山は簡単なんだからさっさと出て！！」と意味不明
なことを言われました。実は、みんな仮装してるの

２日目は、更に気合が入り仮装のメイクにも力が

で、単に仮装して飛ぶだけだと思ってたらしい。違

入る。キャスティングを一部変更し、猫娘を塩岡、

いますよぉ。ちゃんと一反木綿があるんだから。

砂かけばばあを若林知美、ねずみ男を高井が扮して
の登場。また、２本目は応援に駆けつけてくれた森
田孝一さんにぬりかべを引っ張って飛んでもらって
のオールキャストフライト。みんな楽しく飛ぶこと
が出来ました。

準備が整い、いざテイクオフ！！見事にフライト
成功です。ギャラリーからも注目を浴び、キャノピ
ーに乗った目玉おやじも無事飛んでいます。この日

出来すぎです…

は２本フライトし、２本目は仮装してるチームメン
バー全員が一反木綿に続いて飛びだし、獅子吼の空

全てのフライトを終え、表彰式まで食事をしたり

には妖怪が乱舞しました。これってなかなか楽しい

くつろいだりして時間を過ごしました。そして迎え

です。何しろノーヘルで飛ぶんだよ。短パンＴシャ

た表彰式。特別賞８チームが読み上げられましたが、

ツも OK です。仮装だから、もはや何でもあり状態

私たちは呼ばれませんでした。この時、
「あー、何も

です。

もらえんかったなぁ」と私は思ったのですが、チー
ムリーダーの広野氏は手応えを感じていたようで
す。上位３チームの発表で、いきなり私たちが呼ば
れました。勿論うれしくて飛びあがりたい気持ちで
したが、ハッキリ言って出来すぎの結果。いきなり
３位で「コミック賞」受賞ですよ。これはもう、み
んなの頑張りの成果なんですが、やはりチームみん
なが同じテーマで仮装して参加したことが高く評価
されたんでしょう。一般のお客さんにもかなりアピ
ールしてたし、とにかく相当目立ってたことは事実
です。記念撮影まで頼まれるくらいですから…。
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チームリーダーより…
今年は、みなさんのおかげで予想以上の好結果を
残すことが出来ました。カンパに協力してくださっ
た方、お手伝いしてくださった方、当日応援に駆け
つけてくださった方など、みなさんのおかげでホン
トに楽しませていただきました。
今年で終わりではなく、来年もちゃんとやります
よ。既に新プロジェクトチームも発足しており、引
継ぎも完了しました。ちなみにメンバーは
チームリーダー：清水清一
サブリーダー

：島倉浩一郎、若林恵子

他メンバーは随時任命される予定です。
製作は大変ですが、参加して楽しむことが大切で
す。新しい楽しみ方として、ぜひみなさんの力強い
ご協力をお願いいたします。
本当に、いろいろご協力いただきありがとうござ
いました。これからもハミングバードの力を結集し
て、楽しくやりましょう…。
（チームリーダー：広野幸弘）

Information
富山県選手権は不成立！！
9 月８日に行われた 2002 年 PG 富山県選手権は、あ
いにくの天候のため不成立となりました。参加頂いた
選手、スタッフの方々お疲れ様でした。来年はつくば
ねエリアで開催される予定です。
ポイントリーグも終盤戦を迎えています。みなさ

今後の行事予定

んはもう参加されましたか？

ゴンドラ最終日イベント

それではここまでの結果です。

11 月４日（月）

6 月の T A S K

何かすると思います。（バーベキューとか）

優勝者：山岸真紀代

クラブ・スクール合同忘年会

藤野光一

11 月 30 日（土）午後 7 時〜（予定）

7 月の T A S K

白樺ハイツ

優勝者：寺内眞英

なお、詳細は決まり次第ご連絡します。

8 月の T A S K

スキー場オープニングフライト

優勝者：佐藤裕

未定

8 月 ま で の 総 合 順 位（上位 5 名抜粋）
1位

広野幸弘

２８１３

2位

塚本隆暢

２７６８

3位

寺内眞英

２７６３

4位

藤野光一

２７５８

5位

山岸真紀代２６６５

詳細決まり次第ご連絡します。
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−新・会員探訪−

広野Yukihiro幸弘
Hirono

テイクオフで深呼吸をして
山の空気を身体に入れなおすことで、
平常心を保っている…。

「新・会員探訪」。クラブ員の話題の人を紹介

ら、自分なりに目標を決めて行きました。

しています。紹介して欲しいと言う方は、自薦他

−

薦を問いませんので、広報までお知らせください

広野：そうですね。Ｆ１に関しては、立山でたまたまなんで

…。

：その中にＦ１参戦があるんですよね？

すが結果が出てしまったんで、そのままの勢いで参加

今回は、クラブの牽引役を努める広野幸弘さん

したって言うのがホントのところなんです。自分自身

を紹介しましょう！！

としては、他のエリアで長い時間飛ぶ事が目標でした。
たまたまこのシーズン（２０００年）は大会の成立率

ドキドキ 3 …

が悪く、自分の出た大会が成立してたので、ラッキー

−

：お約束の質問ですが、どうしてパラグライダーを始め

でした。でも、ファイナルの朝霧では、初めてレース

ようと思ったのか、そのきっかけを教えてください。

を意識して飛んで結果はボロボロ。レースの難しさを
痛感させられましたね。

広野：パラグライダーが日本に入って来た頃からやってみた
−

いと思っていましたが、当時は仕事も忙しく、出来る

レースについてもう少し詳しく聞かせてください。

事と言えばパチンコくらいでなかなか出来なかった。

広野：２００１年は、とにかく積極的に「勝ち」を狙ってレ

そんな時、女房から「何かスポーツでもした方がいい

ースを意識した飛びを心がけました。この時も結果は

わよ」と背中を押されて始める事になったんです。
−

：その後は「Ｔｅａｍ−Ｃ」と行動を共にする訳ですが、

ふるいませんでしたが（笑）
。その流れの中で、２００

：始めたのはいつ頃ですか？

広野：９６年夏に入校し、９７年の春から高高度を飛び始め
ました。年数で言えば６年くらいですか。
−

：初めて空を飛んだ時は、どんな感じでした？

広野：もうドキドキの３乗くらい（笑）
。それと、これは初飛
びとは違うけど、初飛びの前にタンデムフライトをし
て頂いて、その時にサーマル山で自分の足下から木の
ざわめきと風を感じたのが凄く不思議でしたね。
−

：始めてみて感想は？

広野：今までは、自分をあやしてくれるモノや人がなかった
が、グライダーはまさに自分をあやしてくれる。最初
はグライダーに翻弄されたけど、それがまたあやされ
2000 年立山 F 1 で 2 位入賞

ているって感じがして感動しましたね。
−

２年はレースを意識しながら、条件に合わせた飛びが

：広野さんは、上達するためのプランが凄くしっかりし

出来るようにトレーニングしています。

ていると思っているのですが…。
−

広野：とにかく飛んでみて夢を感じました。これなら、家（大

：大会の時に注意してることは？

沢野）まで帰れるんじゃないか？って。そう思ってか

広野：他のエリアの人、たまにしか顔を合わせない人と会話

らは、気象の知識や技術を習得することが大切ですか

しています。それから、テイクオフでは深呼吸。山の
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空気を身体に入れなおして、平常心を保つようにして

みも含めて、もっともっと広い空を見渡せるようなパ

いますね。
―

：今、苦労してることってありますか？

広野：コンディション作り。ついつい前の日に飲みすぎたり
で…（苦笑）。身体のコンディションと空のコンディシ
ョンをいかにマッチングさせるか。仕事とグライダー

Team-C メンバーと
イロットになりたいですね。クロカンと言うことだけ
じゃなく、エリアで飛んでいても、何処で飛んでいて
も、広い空を見て、その空や空気や振るまいを感じな
2000 年F 1 - F I N A L

がら飛んでいられるパイロットになりたいと思いま

総合 3 位 入 賞 ！ ！

す。

のバランス。それをコーディネートすることですね。
−

―

：パラをやってて良かったことってありますか？

：広野さんなら大丈夫でしょう。

広野：いやいや。でも、少しでも近づけるように頑張って楽

広野：まず体重が減った事（笑）
。いままでは、健康診断で必

しくやりたいですね。やっぱパラは楽しーって（笑）
。

ず何か問題が見つかってたんですよね。でも、パラを

―

：お決まりのセリフが出た所で、今日はありがとうござ

始めてからは、問題がなくなりました。それから、健

いました。今年もあと少しですが、今後の活躍に期待

康になったことで、いろんな面で積極的に動けるよう

しております。

になったかもしれませんね。仕事や趣味など総合的に
見ても。
−

技術セミナーの当日、お忙しい時間を割いてお話を聞かせ

：自宅クロカンの季節になりましたけど…？

ていただきました。ありがとうございました。クラブのこと

広野：今年は帰りたいですね。その準備は着々と進んでます。

もよろしくお願いしますね。

もう関沢さんにはフライトプランも提出しましたし、
ルートの調査も終わり、ＧＰＳにデータを入れてあり
ます。
−

：そう言う所が凄いですよね？

広野：と言うか、これは最初の話に戻るんだけど、パラに感
じた夢を実現する過程に「自宅クロカン」があるんで
す。何年か前に大会のスタッフをして選手の飛んでる
姿を見てたんですが、センタリングするのもグライデ
ィングするのもカッコいいんですよね。それで「あん
な風に飛びたい」と言う思いがあって、立山でやれる
ことは美女や対岸に行けるようになることが、今やろ
うとしてる「自宅クロカン」に繋がる。全ては自分の
「夢」に続いて行くんですね。
−

：今年は私もお供したいです。

広野：ぜひ。一人より大勢の方が楽しいし、リスクもないで

−Profile −

すからね。とにかく楽しまないといけませんね。
―

：今後はどんな「夢」に向かっていくんですか？

広野：いろんな楽しみ方があると思います。今年参加したス
カイフェスタなんかもそうでしょうし。そう言う楽し
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■広野

幸弘（Yukihiro Hirono）

■年齢

１９５８年生まれ

■血液型

■機体

ＧＩＮ−ＮＯＭＡＤ

■経験年数

Ｂ型
６年

編集後記
編集後記 ９６
2 0 0 2Ｖｏｌ．１
-2
今年の夏は天気に恵まれませんでしたねぇ。ホントに飛べなかった夏でした。
今号で特集した「獅子吼スカイフェスタ」に私も参加しました。私は、個人的に獅子吼の友人からパイロ
ットを依頼されていたのでそちらの仮装で飛びましたが、雲低は低いものの条件は凄く良かったです。夏に
一番飛んだのは、実はこの時だったかもしれません。それ以外は、F1 は各地で不成立になるし、ポイント
リーグも条件に恵まれないしで、なかなか上手くいかないもんですね。秋には良い条件になって、しかも週
末たくさん飛べるようになって欲しいですね。
ところで、クラブのホームページのアドレスが変わりました。私の自宅にサーバーを設置し、全てそちら
で運用しています。新しいアドレスは下に書いてあるので、お気に入りなんかの変更をして下さいね。
シーズンも終盤です。今年の目標は達成出来ましたか？それともこれからですか？残り少ない時間です
が、楽しく、安全に、レベルアップ目指して飛びましょう！！
（Pikaichi）

●話題の提供・ご意見・原稿の投稿は…
FAX

076-483-4370

藤野

076-481-1551

JMB 立山パラグライダースクール内

光一宛

ハミングバード PGC 事務局広報宛
ファイルで投稿希望の方は…
3.5 インチ 1.44MB フォーマットに TXT 形式で保存されたファイルを事務局へお持ち頂くか、
スマートメディアをご利用下さい！！
電子メールで投稿希望の方は…（インターネット、BBS 経由）
以下のアドレスへメールして下さい。
pikaichi@pikaichi.info 藤野

光一宛

HomePage は
http://pikaichi.info/index.htm
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