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神の倉の近況 
 神の倉の不良 神の倉愚連隊隊長 

ＧＦＱ氏神の倉を去る。 

さんざん神の倉を騒がした男、Ｑ氏が神の倉

を去ることになりました。極悪非道の数々彼の

所業は知る人ぞ知る。今回の東京転勤にも奥

さんはついてこない、このありさまからその悪

業の数々が計り知れよう。 

神の倉では神の倉愚連隊なるものを 

結成し 自分は神と名乗り、こんだら勇は 

貴族、ななねん近藤は平民、べっぴいにおい

ては なんと パシリぞうきんです。 

こんな極悪非道の隊を結成して遊んでおりま

した。 

まあそれもこれも彼がいなくなったことで静か

になることでしょう。はははは 

ははっはっはっ(^^;) 

 

 

今月の美女   新人フライヤー  ハスキーボイスの彼女       ハスキー藤田 

近藤のおばちゃん担当の歯科衛生士さん？？       タイトル：この唇をあなたに！！(^^;) 

歓喜の声 
 くどーーさん あの手袋ちょっと見してください ＵＰのあれですよ あれ  今 ランディングの車の中っす じゃ下いったら

お願いします  はいはい 

相当興味があるようで またやってきました 毛＊＊＊異口さん。 

あの手袋 どこですか？   ああ あれね ちょっとまってて  

はい これ そして彼はそれを手にはめた  

おおおおおおおおおおお こ  れ  だ！！（^^）と歓喜の声 よほどしっくりきたようで感動していました。 

 いゃーーーーー はっはっ手袋ひとつ売れたか 

はっははっはっ やっぱり本物を見せないとねー うれないっすよ ははっはっっ 

 

そして彼は振り返り Ｔ森さん これひとつお願いします (^^;)(^^;)(^^;)  

も(^^;) も(^^;) もしもし ﾍ（^^;） 

 

ははっはっはっは はっはっはっは っははっはっは(^^;)(^^;)(^^;)(^^;)ははっはっはっは はっはっはっは っははっはっは

(^^;)(^^;)(^^;)(^^;)ははっはっはっは はっはっはっは っははっはっは(^^;)(^^;)(^^;)(^^;) 
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５／１３ 

昨日夜 リーダーＴ ちもりんとハングクラブハウスで今後の事について いろいろあるし 

飲もうと 言うことになって 誰にも連絡せず福山に行っていました。そんで 雨が 

降ってきてどーーする飲むーー？？？？ とハングクラブハウスにでんわすると （^^;）（^^;） 

はよーーこい 人がいっぱいきとるるるで大変なんじ   ぁ  えっぇぇっぇっぇ 

（^^;）ってことで 行くと３０人ばかりいる（^^;）  どひゃーーーーーーっ 

ハングクラブハウスに入ると おー主賓が来たーとか拍手とか  おお 来た来た来た来たとか 
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私も負けていません いきなりオットーリリエンタールのポスターに向かって 

高見さん こんなお姿になられて ぅっぅっぅっぅと ボケをかます        ばかうけ（^^;） 

 

各地から送ってきた食材 小田原のアジの開き 神戸牛（^^;）のステーキがさらっ 

となくなった。ほんとに みなさん いつもいつも すいません  今度の土曜日 私のために送別会をリンダルハ

ウスでやっていただけるということでありがとうございます。 

５／２７．２８大島の大会に遊びに行って ６／４（日）までいます。 
 

児島＠神の倉です。クドーさんが突然転勤することになり大変残念です。(;_;) 

これまで大変お世話になり、いろいろなことを教わりました。ありがとうございました。 

クドーさんの文章にはとても及ばないのですが、これからも週末の神の倉を書かせてもらいます。 

今週はクドーさんも少し書いておられたけれど、週末の神の倉を報告します。 

 

5/13 (土) 

昼から天気は下り坂の予報なので、早め勝負かなと思い山に早め出勤するも、 

マキゴン、ケロンパ井口氏、広大学生、私しかいない。 

天気が期待できないので、みんな本気でないようだ。神の倉から遅

めの朝練1本。最近ダイエットマニアの小脇さんは自転車で広島空

港方面に行った模様。そういう私も今日はサブグライダーのボロ

XYONでやっぱり本気モードでない。 

 

薄雲がはって渋いけど、以外と日照もある。昼前はとりあえず荒谷

山と上がってみる。11:30 マキゴン、ケロンパ井口氏、私が荒谷山か

ら飛ぶと結構なサーマルがあり、最高+500mまで上がりました。薄雲

で荒谷山は1時間弱で終了。 

 

午後からは、神の倉。曇っているけど雨は降らず、以外とリッジがと

れる状態。テイクオフ前は、リッジ大会でたくさん飛んで、少し混雑気

味。私は、いつもの南の尾根へ行って、2時間ほど一人のんびり飛

ぶ。最後は、神の倉テイクオフ前も雲の吸い上げが発生して、みん

な結構飛べました。天気予報では渋いと思われた日に、これだけ飛

べる神の倉は偉大です。 

 

夜はハングクラブハウスで豪華宴会。 

スペイン帰りのミホさんの豹マンさんのお土産ワインと密輸品「ハモン」で盛り上がる。更に、この日はかなりの

高級食材が持ち込まれ 神戸牛、小田原のアジが振舞われた。ごちそうさまでした。転勤が決まったクドーさんも

電話で呼び出され宴会に参加。豹マンさんスペインで逆ナンパされ、スペイン娘にスペイン語で手紙を書くらしい。

「豹マンさんの落し物」 

飲酒運転有段者の豹マンさん、ハングクラブハウスで飲んだ後、結構ベロベロ状態なのにハングクラブハウスか

らパラハウスに車で行こうとしていた。発車したとたん、バキバキバキ！ ゴリゴリゴリ！ ガリガリガリ！(^_^;;; 

なんと、電信柱に接触して、それでも無理矢理動かそうとしていた。 

酔っ払い豹マンさんは車をちょっと止めたけど、そのままパラハウスにいってしまった。 

翌朝、ナンバーつきのバンパーがポツンと駐車場に落ちているのを見つけた人は大爆笑。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

5/14 (日) 

昨夜降った雨で地面がかなり濡れていて、朝はとても飛ぶ気がしない。昼までは寝ていようと、パラハウスでゆ

っくりしてたら、(- -)Zzzz...シャワーの最中に途中から冷たい水しか出なくなったという不幸な悲鳴が。(*o*) 

ボイラーの灯油がなくなった模様。灯油を入れて、リセットするが、再点火がなかなかうまくいかず、慣れた日高

さんがいないので手間取ってしまいました。 

12:00ランディングに行くと、テイクオフに上がった人はいるものの、まだ誰も飛んでない。 

しばらくして、荒谷山からハング、小脇さん、ユウさんがブッ飛んでくる。 
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夏の暑い日のようになり、これは渋いかなと、今日も本気モードになれない。 

 

ところが、13:30すぎから結構いい感じの雲ができ、神の倉でTSSタケちゃんが上げ始める。 

非本気モードでボロXYONの私もテイクオフし、タケちゃんの下に入るもヒットせず (^_^;;; 

バブルサーマルで粘って、なんとか上げる。他のみんなも上げはじめて良くなってくる。 

小脇さんと私は上げきって+1050mぐらいで雲に入る。 

雲の中では小脇さんに追いかけられながら、雲を出て荒谷山まで１往復。 

その後一旦垂れるも、アーベント状態になりネコシャクでみんな沈まなくなる。 

今日快調な日高XMXを追いかけ、北の8番パイロンの写真を取りに行ったりする。 

結局、2時間半近く飛んで、最後は北東風になって、フォロー気味になり終了。 

小脇さんスパイラルを1回余分に回り過ぎて、届かず河原に危ないランディング (^_^;;; 

余命が少ないゼノンを川で命の洗濯してしまいました :-p 

 

クドーさんは神の倉での最後の家庭サービスで子供とのタンデムを順番にしていました。 

タンデムでもソアリング可能な条件で、お子さんには、いい思い出ができたでしょう。 

, )        o     児島 彰 (kojima@csys.ce.hiroshima-cu.ac.jp) 

2000年Millennium究極のエリア鏡山カップ 大会レポート by 児島＠神の倉 

5/2 (火) 

夕方 19:00 クドーさん、フランソワズ、ゆうさん、

私は神の倉を出発。 

うーむ、酔っ払いばっかりが乗っている気がする。

先が思いやられる。 

出発と同時に、運転手の私以外はビールを飲み

始める。車は移動宴会場に。ビールを飲んだフラ

ンソワズは、しばしばトイレ休憩を要求し、 

ドライバーが疲れるよりも早く車を止める。途中、

博多ラーメンを食べ、5/3 1:30 所用時間は6時間

半ぐらいでなんとか鏡山に到着。片道500km。 

酔っ払いを連れていく運転手は楽でない。ヤレヤ

レ。ホタルの里(公民館みたいなところ)で早々に

寝る。(- -)Zzzz... 

 

5/3 (祝)           

朝 6:00 起床。                     フラメンコらしきものを踊る ＧＦＱ氏  後ろのラプラブは誰？ 

ゆうさんにつき合ってもらいテイクオフへグライダーを置きに行く。 

Jリーグの大会ではテイクオフの順番は重要。結構早くテイクオフに行ったが、 

既にグライダーが一つ並んでいた。福岡の梶原さんのクリプトンでした。 

早起きだなあ。聞くとテイクオフで寝ていたらしい。朝のライバル出現。 

大会中、クドーさん、フランソワズのグライダーも一緒によい順番に置いて、 

ネボスケの2人が朝遅く起きてくるのをゆうさんに迎えに行ってもらった。 

 

朝からフォローの風が強い。地元の人は10時には風が変わるだろうと、 

予想しておられたが、結局夕方までフォロー。タスクは組まれたがキャンセル。 

夕方、風が変わったので、フリーフライトをする。弱いがソアリングも可能。 

私は40分あまり楽しく飛んで、パイロンの下調べができました。夜は歓迎パーティで盛り上がる。 

徳島出身のフランソワズ、広大キムリンが阿波踊り対決。 

酔っ払いの怪しい写真取りまくり。現像に出せないかも。 

 

5/4 (祝) 

朝 6:00 起床、テイクオフへグライダーを置きに行く。この日も2番。 

テイクオフに上がる途中、バスジャックがあったことを知る。5:00過ぎに、 

広島小谷SAで取り押えられた模様。不在の間に広島で凄いことがあったなあ。 

 

 



 ４ 

 

今日は条件がよく、競技が成立しそう。タスクは21kmのショートタスクで、 

T.O.→A→B→T.O.→A→B→T.O.→A→B→T.O.→B→E→G1 のスピードラン。 

同じところを3周もする。このタスクはパイロン数はやや多いと思いかな。 

これでは2枚ずつパイロンの写真を撮るとフィルムが足りない。 

＃スピードランは、自分が最初のパイロンを撮影した時間から、 

＃ゴール撮影までの時間を競う。選手自身がスタート時間を決める。 

 

鏡山を20年以上前に最初にハングで飛んだ人はクドーさ

んである。自称「鏡山の神様」のクドーさんにいろいろ聞い

て、 

海風は遅くなると渋くなることを考えて早めの勝負を決意

する。テイクオフ前でダミーのゆうさんが上げ始め、10:00

ゲートオープン。 

私は1番でテイクオフ。山本さん、クドーさん、フランソワズ

も早く出た。 

必要最小限の上げでどんどん回って、結構いいペースで

回れた。テイクオフ前で+240m、馬の背で+130mぐらいしか

上げずどんどん回る。最後のBパイロンで気が付くと、クド

ーさんの赤いバギーラが、既にゴールに向かっている。さ

すが自称「鏡山の神様」1番ゴールした模様。 

続いて朝のライバル梶原さんのクリプトンが飛んでいる。 

私はコンペラインブーメランのスピードをフルに活用し、 

アクセルを踏みまくって、これを追い抜かし、私が2番手で

ゴール。v(^_^)v 

でもスピードランなので集計してみないと順位は分からな

い。順位はともかく、やっぱりゴールするのはとても嬉しい。

ビールで乾杯。フランソワズはゴール一つ手前のパイロン

で低くなりゴールできず撃沈。全体では20人以上はゴール

した。                                         広大メンバー  鏡山 

 

競技の後、フリーフライト。 

広大の学生もいっぱい出てきて、それなりにソアリングしている。 

そのとき、私の飛んでいる目の前で広大初心者キューピーリエちゃんが、 

山に一直線に刺さってツリーラン。気持よいぐらいの勢いの

ツリーランでした。 

私も回収を手伝おうと思って狭い道にトップランを試みる。し

かし… (^_^;  体は道に降ろせたけど、機体を道横のイバ

ラの茂みにバサッとやってしまった。なんてこった。自分の

機体の回収で手間取って、回収がようやく終ると、 

リエちゃんの回収もほぼ同時に終了でした。なにやってんだ

か… 

 

夜は焼肉屋へ行って盛り上がり、ぽかぽか温泉に行く。入

浴料300円は安い。「ホタルの里」に帰ってみると、役員の人

が集計をしている。なんと、クドーさん最後のBパイロンを撮

りに行っていないことが判明。 

クドーさん大ショック。自称「鏡山の神様」は寝込んで   

しまった。(- -)Zzzz...                         神の倉チーム「うわの空」総裁 ちもりん和尚    

 

この日の成績は山下慎吾選手1位。私は2位\(^_^)/。川口竜太選手3位。 

今回立山の大会とぶつかったので、Jリーグ上位の常連が少ないけど、 
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山下選手、川口選手などJリーグ常連はさすがに上位に付けている。 

1位になるチャンスもあったけど、私にすれば、まあ上出来だったでしょう。 

 

この日の指定は右旋回で、得意の左旋回より外翼のコントロールが甘く、 

3回クラバット(翼端の絡み込)をして、回復にジタバタして時間ロス。(約3分) 

右旋回をもっと練習しなくては。山下選手などはショートカットした箇所の 

B→Eも、やや安全コースを使って時間ロスしてしまった。(約1分) 

これらを改善できれば1位だった。まあ、勝負とはそういうものでしょう。 

 

 

5/5 (祝) 

朝 6:00 起床、テイクオフへグライダーを置きに行く。この日は3番。 

昨日の競技でテイクオフの順番の重要性に気が付いた人がいたらしい。 

 

朝から風が入っているもののかすみがかかって、条件が渋い。 

10時30分、ダミーがステイするもテイクオフより高く上がら 

ない。 

12時30分、ランディングクローズから逆算するとそろそろ出ない

と、 

時間的に回れないのでテイクオフ。他の選手も出てきた。 

やっぱりあがらない。パイロンを二つ取ることができるが、 

その後、テイクオフレベルに戻れない。ソアリングはできるので、 

あとはフリーフライト気分でランディングクローズ近くまで2時間20

分ほど、 

飛んでいました。ゆうさんダミーで3時間飛んだらしい。で 

も、競技は不成立。 

大会の順位は5/4の一本で決まりになりました。 

私の2位も確定。 

 

表彰式で賞状、トロフィー、賞品をもらう。Jリーグの大会 

で2位にはなかなかなれないので嬉しい。 

フランソワズはゴールできていないけど女子3位(総合29位)。山

本さん8位。ナニワの薬売りもクリプトンで頑張って11位。クドーさ

ん涙(;_;)の34位。 

                                          フランソワ       こじ２ 

1位の賞品はアドバンスのウイナーハーネス(コンペ用)だったけど、 

ジェネスの協賛品なのでジェネス社員の山下選手は持って帰ることができず、2位の私がウイナーハーネスをも

らうことになった。ラッキー。でも、ブーメランとの組合せで使っている人は多分いないだろうな。 

 

小脇さんに電話をかけると、我々が不在の間の神の倉も結構良かったらしい。ねこしゃくで上がる日もあった模

様。小脇さんのXCは35kmぐらい。私が留守だったからといって、いつものように遠慮しなくてもいいのに :-p 

19:00前、鏡山発。ビールを飲む酔っ払いも行きほどの勢いはなく、車は比較的静かに帰ってきた。深夜2時、約7

時間で神の倉に帰着。 

 , )        o     児島 彰 (kojima@csys.ce.hiroshima-cu.ac.jp 

5/6 (土) 

風が強くなる予報なので、朝練でマキゴンらと早くから荒谷山に上がる。9:00で既に少し強めの南風になってい

た。リッジはとれるかなと思って、私は9:15より飛び始める。リッジだけでなくサーマルも結構ある。1時間以上ソ

アリング。+320m上げてランディングに向かう。 

上空より下の方が強風で南の向かい風で進まない。鯉のぼりが元気に泳いでる。なんとかキリギリでランディン

グに届く。早朝ソアリング記録を更新。 

小脇さんも後から1時間ぐらい飛んで、ハングランディングに。 

あとハングが数機飛んでこの日の山からのフライトは終了。 
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風が強くなり、パラは他は誰も飛ばなかった。 

鏡山の大会に参加していた有力選手が神の倉にやってきた。Jリーグの上位常連の 

山下慎吾選手(1位)、川口竜太選手(3位)、大佐の北さん(女子1位)が登場。この日、山下選手らとXCに一緒に出

る話になっていたのですが、残念ながら強風になってXCに出るのは無理でした。 

 

強風になってきたので、昼頃、講習場のアラマキ牧場に移動。アラマキでは亀組山本さんCM撮影に協力してい

る。バイク屋とラーメン屋の共同CMでパラを使うという謎なCM。素人が描いたコンテで無理な注文をしてくる。風

も強く、なかなか難しそう。 

 

講習斜面では、立ち上げ練習大会。 

私も地森さんからGrove Mを借り、強風リッジでソアリングに挑戦 

何度かトップアウトして、アラマキ牧場のエリア高度記録は更新できた模様。 

次は360°ターンをしろと注文が付いた。Grove Mは上限で乗りましたが、なかなかいいですね。よく飛ぶし、 

低速効くし安全だし。こんな機体が使えるなんて今の初心者は幸せです。 

夜はリンダルマスターから肉をもらって、ハングクラブハウスで焼肉パーティ。 

 

5/7 (日) 

朝から強風。アラマキ牧場へ移動。強風の中、昨日に続き立ち上げ練習大会。私もGrove Mで飛んでリッジをと

り、360°ターンをすることが今日の目標。途中、風に引きずられて、中村さんの機体が足に絡んで翼端に、 

損傷を与えてしまった。ゴメンナサイ(_ _)。リブ交換を頼みました。 

その後、懲りずにリッジで高く上がるのに挑戦し続ける。一発高く上がったので360°ターンを試みるも、 

フォローを背負うと沈み、330°ターンぐらいになってしまった。 

アラマキ牧場のエリア高度記録は再度更新した模様。今度はバリオを持って飛ぼうか。 

その後、雷が鳴りだし、雨も降り出したので終了となりました。連休はJリーグの大会で2位になり、運を使い果た

したような気がする。現在、運気が下降曲線に入っているかな。 

 , )        o     児島 彰 (kojima@csys.ce.hiroshima-cu.ac.jp) 

                          広島市立大学 情報科学部 情報工学科 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊    週末の神の倉      ２０００  ４月             ＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

児島＠神の倉です。マシンの入れ替えで反応が遅くなりました。 

クドーさんが体が？不調なようなので:-p 週末の神の倉を私が書きます。 

---------------------------------------------------------------------------- 

４月１日 エイプリルフールの日 でも真実を書きま

す。朝から北風が強い。私は、やや遅めの山への出

勤。 

ハングがかぶり気味のところを無理やり荒谷山から

テイクオフ。ランディング上空まで飛ばされながらも

結構な高さ。でもすぐ降りてきた。 

パラは風が無理なので山に登っていた人は車で降

りてきた。 

強風なので午後から、クドーさん、みほさん、ゆうさ

ん、中村さん、私の5人は、神の倉の南西の山にちょ

っと山のぼりに行く。 

地森さんが仕事(？)で作っている道から、簡単に登

れる。毛利家の山城跡だそうな。登ってみると鍋谷

城とか書いてあった。 

石垣、井戸などがあるといわれていたので、オリエン

テーションをして発見。 

井戸はかなり深かったです。落ちたら出られません。

その後、パイロンの寺にも行ってみる。和尚さんに

会って銀杏をもらってきた。山城もこのお寺も700年ぐらい前に建ったものらしい。 

その後、小脇さんが飛びはじめたのを寺から見て、テイクオフに向かう。 

 

 

 



 ７ 

「白い機体の悲劇」 

けろんぱ井口氏は、ややかぶり気味風の中テイクオフして、 

たたかれ少し回って、北テイクオフ横のかなり高い吹流しに串刺し。 

機体のみ重症。耳を折ってるのでディーラに修理してもらえるかな？ 

 

「赤い機体の喜劇」 

その後、風が落ち着いたかなということで私も飛んでみるが 

やっぱり少し北東風でかぶり気味。山では粘れずぶっ飛び。 

まあ、こんなところかなと思って、ランディングから神の倉テイクオフをみると、 

赤い機体が咲いている。クドーさんの機体のようだ。 

強風＋かぶりの風にあおられて、テイクオフ直後に山に刺さった模様。 

「だいじょーぶですか？」心配

そうなＨＧゆきちゃんが無線を

飛ばすが、 

テイクオフの人たちは「ビー

ル！ビール!」と叫んでいたら

しい。 

幸いパイロット、機体とも怪我

なく回収されました。怪我なし

が一番です。 

稲垣さんは一部始終をビデオ

撮影していて、5万円で売れる

かな？と言っていた。 

 

夕方は、クドーさん、井口氏

のビールでランディングで焼

肉パーティー。 

さらに、ＨＧクラブハウスで2

次会。 

 

4/1は今年度もいろいろ面白

いことがあるかもと予感させ

る日でした。 

 

 

献身的なこじ２ 

 こんな こじ２初めて見ました。毎週毎週どうしたのだろう かわいこちゃんに 

ハーネスのセッティングをする こじ２ いいっすねー 

 

４月２日 広島市ＨＧ連盟の総会と神の倉の山掃除の日 

 



 ８ 

この日は元日高邸の地区のどぶ掃除の日。 

近所付き合いは大切なので、総会前の朝８時から１時間ほど、どぶ掃

除する。 

このときマキゴンがちょっと問題のありそうなオジさんからタンデムの依

頼を受け、 

タンデム技能証を最近もらった私が接待タンデムをするはめになってし

まった。 

地元の人なので仕方がない。なんてこった (;_;) 

 

総会の前に済ませてしまおうとテイクオフにあがると風がフォロー気味。 

それでも無風のときを狙ってテイクオフ。ところがおじさんがいうことをき

かない。 

テイクオフで走ってくださいというのに、立ち上げて走ってというときに座

り込む。 

ランディングで走ってくださいというのに、やっぱり座り込む。 

結局、私が体を持ち上げて、なんとかテイクオフ、ランディングしました。 

１０時から総会で、今年の予算、予選会の表彰、会費の徴収などがあっ

た。ＰＧ予選会は、ゆうさん優勝、私２位、３位井口、山本、 

藁科、日高  日選はゆうさんは仕事でいけないので私が行かせて   

もらいます。 

                                         （^^;） 

どうも水虫が悪化したらしい  ダーツ鍛冶  

山本さんもＪリーグ枠で出場。でもポイントが少しでもあれば出れるみた

い。普通の人は平日仕事を休めません。（では私や山本さんは普通で

ないのか？）ＰＧ日選もＨＧ日選と同様に５月連休にすればよいのに。 

総会後は、神の倉の山掃除。もうすぐ桜の季節です。花見の前に山を

きれいにするための毎年の掃除です。雑木や落ち葉を燃やしたり、切っ

た丸太を運んだりしました。いつもの年は、ＸＣに出れるかも知れないと、

掃除を急いでするのですが、この日は天気がいまいちなので、落ち着

いて掃除できました。 

掃除終了後の午後になって飛び始めるが、この日は曇り。       

しかも、天気予報は北のち南東の風なので、神の倉はフォロー気味。それでもみんな少しばかりよくなった瞬間を狙って出

て行く。弱いサーマルでレベルキープが最高ぐらいか。 

そんななか、火事ちゃんがスタチン。捻挫かなと           

いっていたが、念のため病院に行ってみると折れていました。ギブスを巻かれて松葉杖で帰ってきた。仕事するのが大変そ

う。 

その後、風が悪いのでスタチン2人目も。東がらみの風なので、荒谷で飛べばよいのに・・・ 

近藤のおばちゃん担当の歯科衛生士さんが神の倉にやってきた。 

うちの大学の近くに住んでいるのに、なぜか、はるか遠くの尾道のエリアに行っていたらしい。 

神の倉に定着してくれるかなあ。                        詳しいなあ．で名前は？ By:Ｑ  

私が週末の神の倉を書くと、どうも長文になってしまうなあ。 

 , )        o     児島 彰    

             (kojima@csys.ce.hiroshima-cu.ac.jp) 

 ハングは全員あげまくって雲底につけている。ななねん近藤は２時間以上を あっちこっち飛びまくった。ＨＧ日選が楽しみ

である。夕方 ぶっとびになり 神の倉に移動してのミョウレンお嬢サンの初飛びである。 

多少緊張していたが無事飛んでいった。 

 

mailto:kojima@csys.ce.hiroshima-cu.ac.jp


 ９ 

４／８（土）  

 荒谷山テイクオフ  風が前から後ろから吹く 大荒れ 

すごい風の中 ギドギド中川テイクオフ 出で５０ｍくらいで くらっ 

（^^;）おおおお とどよめく中 パナデリーア西林が出て行く おいおい

（^^;） 

あんの上 ぐらぐらしていて大荒れ そして悪いことに谷底に入ってい

った 

山陰に入ってしまいローターの嵐の中 ハングが縦に飛んでいた（^^;） 
それも右に左に止めど無く繰り返しとまらない  命からがらランディン

グ   （^^;） 秘技 木の葉落としを披露して降りていった（^^;） すごか

ったですねーー して 最終アプローチは水平に戻って山陰に消えてい

った。あいつはまた半年は飛ばないことだろうとリーダーＴは言ってい

た（^^）ランディングしている所にいってみるとパナデリーア西林がいた 

パナデリーア西林いわく 

うわーーもーー たいへんじたんじゃけん 

機体があーなってこーなってびゃーーーーっとこーなって ずわーーー

ーーーーっと（^^;） はいはい（^^;） 

もう興奮の嵐あのコンテナにぶつからんで良かったですねー    な

にいとっねー ちゃんとよけて おろしたんじゃけん しかし 誰もうなず

く人はいなかった（^^;）   クラッシュしてメガネのレンズが片方なくなっ

てみんなで探すが 見つからなかった 

あーなってこーなってびゃーーーーっとこーなって ずわーーーーーー

ーっと（^^;）  はいはい いやー興奮していましたですねー  

パナデリーア西林                ま あたいへんです  しばらくこの講釈は続きそうです 

 

 

超人 豹マントップラン事件 

 なんか山ちんしたように見えたが                                

いやあれはトップランといいはる 超人豹マン  

こんなふうに鳥のように華麗にトップランしたと寝ぼけたことを言

っていた。コウノトリの巣の下に豹まんは降り 機体は巣にかか

った。上からみていた ヘディガーはローターに巻かれて落ちて

いったように見えたとか言っていたが（^^;） 

果たしてこれがトップランかああああ  いややあれは絶対トップ

ランですといいはる 回収てつだいにいきましょうかああ いやや

やけっこうです。  

しかし いつまでたっても 帰ってこなかった（^^;） どうなったの

でしょう（^^;） 

     

こうのとりの巣 

４／１５（土） 雨   写真館 参照                               

  一日中雨 夕方になって こんだら勇さんから 花見やるぞーとの携帯ＴＥＬ 

 えっ 雨降ってますよ(^^;) いやいや 神の倉はやんでいます (^^) 

 うーーー いきます     しかし しっかり降っていた(^^;) 

 ランディングに建てた 東屋にて焼肉パーティ７．８人は来ていた 

 宴は盛り上がり 私の作ったビール ダストデビル・デ・シェラネバダの 

 ５月ＧＷバージョンの賞味会である。 

  

 みんな怖がって飲まない(^^;) そんな中 一番、度胸のすわっている  

 ラブリーが無謀にも手をだした。こくっ(^^;) うまーーーい おおおおおと 

 どよめきの声 (^^;)   そして私も飲んでみた ぅぅっーんうまい 

  

 昨年の１１月の歓迎サリータバージョンより こくもまして実にうまいのだ 

 

 



 １０ 

 ふふっふふっふっ 味が実に安定してきたって感じでし

ょうか っふふっ 

  

 スペインのサリータ ラブリーと豹まんに６本預けました

からね。 

これは多すぎるわ おなかに入れてもってこ とか寝ぼけ

たことを 

言ってましたから、本数は減ってても何本かは届くと思い

ます。 

期待しててね－－(^^)Ｖ サリータ 

  

４／１６（日） 晴れ 北東風    

 みんなで荒谷山に上がる。さすがに荒谷山 風が後ろ

から 前から右左とぐるぐるまわって吹いていた。なにこ

れーー(^^;) 

 

 そんな中 ななねん近藤、ゴルゴ崎山が上げていく。お

おおお 

見よこの吹流し 

 パラの初級機にのるビジターまで上がっていく。私と勇さんは夕べの花見の二日酔いで元気がない(^^;) 

 そしてヘディガー小脇登場 おおおおおおっと ふにゃふにゃふにゃ(^^;) 

 こうのとりの巣を観察に行く(^^;) そして終わってしまった。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊    週末の神の倉      ２０００  ４月             ＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＞昼間は強風でしたが、夕方に風が弱くなり飛べました。 

＞私は、土、日とも午後４時半ぐらいから１時間ずつ飛びました。 

＞今週の週末の神の倉は私が書きましょう。  こじ２ 

--------------------------------------------------------------- 

今週も こののりで こじ２が かくぞーーーーーーーーーーーーつ（^^;） 

週末はじつに 穏やかな週末でした。（^^;） 

きっと書き出しは 「くどーさんが書きにくそうなので 今週の週末の神の倉は私が書きましょう。」 

だぞ きっと（^^） 

はっははっ さー  こじ２さん どーーーーーーぞーーーーーーっっ 

以下の写真の解説もついでに よろしくーー 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊    週末の神の倉      ２０００  ４月             ＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

⌒  飛魔人 

 ,      ～ ぱらりん ぱらりん 舞い上がる ～  

 児島です。 

クドーさん平尾台へ出張だったため、今週の週末の神の倉は私が書きます。 

 

4/22(土) 

風が強いかなと、思われたが、昼頃、テイクオフに上がると、それほどでもない。 

小脇さんは早々に神の倉の南1kmの南尾根に付けて、 

私も2本目で南尾根にたどり着く。あとはその先をウロウロ。 

そこへさらに、アリグラ松代さん、X-RAYマキゴンが、 

南尾根まででやって来た。最近、なかなかやるなこの2人。 

南尾根に行くには低いとロータにやられて、たどり着くのはちょっと難しいですが… 

 



 １１ 

 

神の倉テイクオフ前もステイできるがそれほどでもない。 

そのうち風向きが南になり、神の倉では被り気味になってきて終

了。 

愛媛からのビジターはあまり飛べなくて残念そう。 

私は、2時間ほど南に張り付いてました。 

 

夜はハングクラブハウスで、毎年恒例のタラの芽をてんぷらと 

私と山本さんの日選みやげの水戸納豆などで宴会をする。          

タラの芽は今週が最後の採りごろだったようです。   

4/23(日) 

朝から凄い強風。 

朝早く、私はハングの初山飛びをしようと松井さんと、 

山に上がるも、これでは全然ムリ。                                   

 

10時ごろ「海へ行くぞー」と高見リーダーのひと声で、 

島根の浜田方面の海岸に出発。途中、最近、鯨が来た水族館

による渋滞してました。                            タイトル： もち肌の私  おやまのゆきちゃん 

                                                 よくのびるよなあ(^^;) 

ハングの練習機をもっていって遊ぶつもりが、海に着いてみるとこれまた、 

約15m/sの凄い風で全然無理でした。 

 

しかたなく、昼食を食べて、神の倉に帰ってくると、 

あんなに強かった風が落ちて来ている。4時過ぎにテイクオフに上がると飛べそう。 

ゆうさんが一番上げでかなりの高さまで一気に上がる。                  

小脇さん、私も続いて出るがゆうさんほどは上がらない。 

風の変わり目で、急に渋くなって、私は垂れてしまった。 

ところが、その後、今朝の風を考えると信じられないことに、何が起こるか分からない神の倉は、ネコシャク状態になって、 

みんな上がりはじめる。私も慌てて2本目。風は弱くなり、程良い強さで        

アーベント状態。ハングななねん近藤くんは+1500m(高度2000m)までいったと言うし、 

広大の女部長キムリンなどは大きめの試乗機で 

「日が暮れても降りれないんです」状態になっていた。 

愛媛から来たビジターもハッピーになってくれたことでしょう。 

夜は神の倉に出ていた屋台からもらったソバを材料に、 

パラクラブハウスで焼きソバを作って食べる。Fさんパラクラブハウスに初登場。 

 , )        o     児島 彰 (kojima@csys.ce.hiroshima-cu.ac.jp) 

児島＠神の倉です。                                    

久々に福山まで57kmクロカンしたので、週末の神の倉を書かせてもらいます。 

------------------------------------------------------------------- 

4/29 (祝)みどりの日 

朝から天気がよく、荒谷山は条件が良さそう。11:30ごろ クドーさんに続いて、私、小脇さんが荒谷山をテイクオフ。 

やや南西の風ながら、なかなかのコンディションでサーマルも力強い。 

Vクラのナニワ橋モッチが、「私、安全に飛びたいんですけど、長く飛びたいんです。どうしたらいい？」 

とか、ふざけたことを不安げに言っていたくせに、飛び始めるとガンガン上げてきた。フライヤーのサガですな。 

マキゴン、ケロンパ井口氏など他のみんなも結構上げてきた。春ですねー。 

今日は、マキゴンのセンタリングが、小脇さんのセンタリングに似て見えた。 

マキゴン時々井口氏を蹴落として飛んでる。マキゴンうまくなったなあー。 

荒谷山北のところ+1200mぐらいの雲底で小脇さんが雲に入って行く。 

もしもし、雲に入っちゃ危ないですよー。そういう私も雲に入りかけ。 

一緒いるとまずいので、私は雲に着けると東に流し、神の倉側に移動。 

 

北の鉄塔パイロン付近の雲に着けて+1300mぐらい上げなおして、 

東5kmの鷹巣山越えのクロカンをめざすが、追い風が弱い。 

クロカンどころか鷹巣も越えられそうにない。まずい,まずい (^_^;; 

 



 １２ 

仕方なく、ヘロヘロになりながら道のある向原-豊栄線の山中へ。 

コンクリート工場があって、ここでサーマルがあればラッキー、 

ダメなら降りようと思って、低い高度で粘ってみる。あるある。ラッキー！ 

しばらくすると、何故かここへ小脇さんが北から合流してきた。 

大土山で北風に出会ったため、北方面のクロカンをあきらめ南

に来たらしい。 

 

この後ずっと、小脇さんと一緒に東へクロカン。 

2人でのクロカンならチームフライトをすると距離が延びるはずな

のですが、 

全然チームフライトになりませんでした。理由は、小脇さんが最

近の 

ダイエット効果のウキウキで私より10kg以上軽いのに、私より大

きな 

クライダーに乗っているためです。小脇さんXENON28,私

Boomerang L(26) 

本人によると時々センタリングで失速するぐらい軽くなっているら

しい。 

このため、一緒に回して上げると常に小脇さんが上で私が下。 

ただし、グライドするとスピードはこちらがかなり速い。          タイトル   のぞくおじさん達 

これではフライトリズムが合わないというわけです。 

 

一緒に回して小脇さんほどは上がらず、あきらめて私が先にグライド開始。 

小脇さんは常に後から私の様子を見ながら高い位置から付いて来る。 

これをサーマル数個の分繰り返して福山手前まで行く。 

ここで初めて小脇さんが違う方向へ動き、分かれて行ってしまった。 

しかし、小脇さん府中の方でどんどん低くなっていく。サヨーナラー :-p 

私はゴルフ場のサーマルを丁寧に拾って、 

更に+1200mから雲に入って+1700m以上(約2300m)まで頑張る。 

これなら岡山県に入れるかなと思っていたけど、 

雲から出た途端、-5m/s、しかも

向かい風で全然ダメ。 

時間が遅くなり海風が入ってそ

の後のサーマル成分がなくなっ

てくる。 

結局、そのまま芦田川エリアの

少し手前の河川敷に降りてしま

いました。 

クロカン距離はは57kmでした。

岡山県は遠いなあ。 

フライト時間は3時間50分。追い

風が弱かったので時間がかかっ

てしまった。 

 

クドーさんは、私が鷹巣山を越え

られず、向原-豊栄線で 

あまりに低くなっているのを見て、

東へクロカンするのを止めにし

て、 

南北を大きくアウトアンドリターン。

南のパチンコ屋まで行ったらし

い。 

 

                              ＋１４００ｍ で豊栄ゴールからリターン やっと帰ってくる 

 

 

 

 



 １３ 

XC練習生石本が、北のワクナガゴールまで17kmクロカン。

やりますねー 

 

神の倉のランディング付近の県道では、パラを見てわき見

運転した車が事故。 

消防ヘリも飛んで来てにぎやかだった模様。わき見注意の

看板が必要かなあ。その後、神の倉は 

一時、南西が強くなってアウトラン続出だったらしい。ハング

も川へ水浴びしに行ったらしい。 

 

以前、クロカンの帰りにお土産で尾道ラーメンを福山駅で買

って帰ったら、 

近くのユアーズでも売っていると言われたので、 

洒落で今回は尾道ラーメン煎餅を買って帰りました。 

福山駅で列車を待っていると、小脇さんもやって来て合流。 

今日は、行きも帰りも小脇さんと一緒になってしまった。 

18:30過ぎ、八本松駅でミホさんに小脇さんと一緒に拾って

もらいました。 

その後、ランディングテントで、本日トップだった私持ちの焼

肉パーティーでパーとやりました。 

いろいろあった日でしたが、ようやく今シーズン初のクロカン

日よりでした。 

-------------------------------------------------

------------------ 

4/30 (日) 

天気予報では昼から天気は崩れるとのことで、曇天のなか朝から朝練フライト。早めに集まった人は、 

風が弱いながら、テイクオフの練習で？ぶっ飛びを繰り返す。私は遅くまで起きていたので寝不足ながら、 

朝練につき合いパラで一本飛んで、その後、ハングの初山飛びをすることになった。 

パラでは飛びまくっていても、やっぱりハング初山飛びは緊張しますね。 

ハングを組み立てて、ハーネスを着けて、いよいよ初飛びテイクオフ。 

ところが、胸のところに着けた無線機の位置が悪くて、 

ハーネスに風切り音で誘導が全く聞き取れない。何ってこった(^_^;;.... 

胸のあたりにつけるとパラ違ってハングだと顔が遠くなってしまうのでした。 

 

松井さんが無線でたくさん指示を出してくれたのに、私が全然いうこと聞かないので、いろいろとどなられていたらしい。 

結局無線をきがず勝手にフライト、勝手にランディング。ランディングの段差のところで少し引っかけたけど無事に降りられ

ました。 

, )        o     児島 彰 (kojima@csys.ce.hiroshima-cu.ac.jp) 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 週末の神の倉      ２０００  ３月                        

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊３／１０（金） 

 夜 神の倉に行くと池田山からループの梅田氏率いるツアーが来ていた 

 



 １４ 

ハングハウスは わいわい

がやがや である 

そして 仙台から寒気団さ

んがやって来た 今年は雪

はないでしょう 

はっははっははっ 

こん勇さんが買ってきてく

れた ひろしまカキをやい

て食べる  

深夜までどんちゃん騒ぎで

あった 

 

３／１１（土） 

 朝から曇り ランディング

に到着すると みんな川に

向かって走っている 

えっ どーーしたんでろう 

行ってみると  

あ

ああ 池田山ハングの講習

生が 

寒気団

さんこと川村さん            

川ちんしていた（^^;） （^^;） 

毎週毎週 よーー落ちるなあ ごごから雨との予想であわてて 荒谷山に上がる 

ハングもせっせせっせと組たてていた。こりゃああかんなあ みごとな 

ぶっとびでサブランへ テイクオフを見るとバタバタやっているのが見える 

どーーも 仙台からの＊＊団さんらしい （^^;）どーーしたんだろう？？（^^;） 

しばらくすると雨が降ってきた。私は用事で家に帰る。 

夕方 神の倉に帰ってみると 大雪が積もっている（^^;） 

寒気団さーーーん 

またまた 寒気を連れて来た様である。（^^;）記録はまだ

まだ続く(^^;) 

今日はナベパーティ なーこさん、テラちゃんがやってき

た やっぱり盛り上がったそれからコーヒー エスプレッソ

もつくって飲んだ 

３／１２（日） 

 朝から霧で昼頃までうだうだ  

テイクオフに上がると おおおお 雪が積もっている 

（^^;）寒気団さーーーん 

そんな中、除雪作業をやったらしい（^^;）そして雨が降っ

てきた さすがに下山（^^;） またまたランディングで うだ

うだ がつづく 

 

日選広島予選 キャンセル神の倉マジック発生 

雨がやみ 薄日がさしてきた そしてテイクオフへどどっ 

何人か飛び出し上がり始めた 

おおおお すごい 私もテイクオフ 弱いサーマルで時々 

途切れるコンディション 

仙台からの＊＊団さん 一発でテイクオフ おおお(^^;) 

それを上で見ていた(^^;) 

ぱちぱちぱち(^^;)  しぶしぶになってきて どんどん落ち

てきた 何人か上がってくるが またしぶしぶ 

おっ こじ２だあああ 彼も頑張っていた。 

テイクオフから２００ｍさがってから ひん死の状態で彼の下に潜り込んだ 

おお あるある すぱーーーーーーっと こじ２を追い抜き またまた ４５０ｍゲイン 

トップアウト ひとりあげじゃあああ こじ２ 撃沈(^^;) ふふっふっふっふ(^^) 

 

 

 



 １５ 

ドラマがありましたねーー＞ Ｋ２選手 ふっふっふっ ブーメランからバギーラに 

変えたほうがいいよと 私は的確なアドバイスをしておいた（^^;） ふふふ  

何回か撃沈しそうになるが更に上げなおして Ｍａｘ４５０ｍゲイン １Ｈ２５ｍ 

ｋ脇さん？？ 私はコメントをさしひかえさしていただきます(^^;)  

  

ランディングして機体をかたずけていると 広大パラが川ちん （^^;） 

それも昨日のビジターハングが着水したところと 全くおんなじところ（^^;）ひえー 

かなり深いところのようで、

みんなで水に入って助けて

いる 友情やのーー（^^） 

      

＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊          

＊     週末の神の倉  

２０００  ３月     

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊ 

うーーーーーーむ 強風の

このむ人にはよかったかも

しれませんなあ(^^;) 

根性なしの私にとっては 

強風でした。 

 

３／１８（土） 強風 

 東京からハング界大御所 

ハング歴３０年選手 菅沼

孝伸氏 まむし事 西村氏 

河合さん、そして横浜インタ

ー 矢風の美女ローラがや

ってきていた写真館を見てください 

強風 荒谷山 パラではＫ脇氏のみとんだ (^^;) 

 

ビギナ大田  ローラ  らぶりー お山のゆき 

 

かなり上がっていたようたがクロカンには出かけなかった。ハングは１０名くらい飛んでいた 

 で おしまい（^^;） 

神の倉に移動して日選予選 こんだら勇さんのみ踊るゼノンでゴール 優勝 ぱちぱちぱち（^^） 

しかし２位の こじ２が日選に参加するらしい。 

               

３／１９（日） 雨 

 まちにまって 雨 そして雨      ずーーーーーーっと まって雨昼まっからビールを飲んでいた。 

 



 １６ 

 

３／２０（月） 強風 

 荒谷山 強風 まちにまって 広大の二人が

テイクオフ 大荒れでみんな荒巻牧場に移動し

て遊んだ。夕方風がおちて神の倉に帰ると み

んな たのしくソアリングしていた。我々がテイ

クオフに到着すると おわっていた（^^;）とほほ 

 

 

  ハング歴３０年 菅沼氏 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊    週末の神の倉      ２０００  ３月             

＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

昼間は強風でしたが、夕方に風が弱くなり飛べ

ました。 

私は、土、日とも午後４時半ぐらいから１時間ず

つ飛びました。今週の週末の神の倉は私が書きましょう。  

---------------------------------------3/25日(土) 

朝から強風。 

私は強風なので午後２時ごろに来て、４時までランディングでウダウダ。 

４時に風が弱くなったかな？ということでとりあえず山に上がってみると、まだ少し強い。でも飛べそうということで、小脇さん、

私が飛びはじめる。 

リッジだけでなく、サーマル成分も少しはあるので、+400mぐらいは上がる。 

最近、自転車をこぎまくって、減量に成功している小脇さんは、誇らしげに３kgのバラストを付けていた。大昔に使っていたも

のらしい。 

 

５時半には風がすっかり弱くなって、 

最初はバタバタやってたマキゴンも出てきた。他のみんなも出てきた。 

旅行に出かけた奥さんに家の掃除を言いつけられたクドーさんは、 

強風なので４時までは掃除を頑張って、それから来てしっかり飛びました。 

 

夜は、ハングのクラブハウスでいつもの宴会。 

--------------------------------------------------------------- 

3/26日(日)  朝から強風。 

天気予報を信じて、ランディングにも行かず、 

午後４時までは元日高邸でマージャンに専念する。他のみんなも天気予報を信じて、４時まではいろいろやってた。チモリ夫

妻＋豹マンさんはスキー、クドーさんPCパーツ買い出し。それでも、昨日のこともあるので４時過ぎには皆、神の倉山に集

合。 

 

昨日と同じぐらいに風が弱くなってきたので、飛びはじめる。唐見選手、チョコ石本選手、小脇さん、私が飛びはじめる。昨

日同様、強風だけどサーマル成分もある。私は+450mぐらい、軽い小脇さんはさらに+200mぐらいか。 

自転車をこぎまくって、減量に成功している小脇さんは、 

強風でバックして、今度はさらに重いバラストを持とうと誇らしげに言っていた。 

 

５時半を過ぎると初心者でも飛べるぐらいの風になって、初級機もバラバラと出てきた。 

テレビ局で忙しくなったタケちゃんは今年の初飛びがようやくできたと 

喜んでいた。でももう来週は４月ですよ～。春ですよ～。 

 

飛び終ってクドーさんがパソコン屋でもらってきた、330万画素デジカメ＋「私はロール氏」プリンタの印刷サンプル(A4)をみ

んなで見る。これは凄い、素晴らしい。普通のカメラと全然変わらない。 

最近、いいカメラを持ち歩いているカメラ小僧のゆうさんは、ショックを受けて普通のカメラはやめようかなとまで言い出し

た。, )        o     児島 彰 (kojima@csys.ce.hiroshima-cu.ac.jp) 

                          広島市立大学 情報科学部 情報工学科 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 



 １７ 

＊         週末の神の倉      ２０００  ２月         

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

週末の神の倉 

 

２／５（土） 

 朝から雲一つないいい天気 ランディングに着くと何人

か荒谷山に登っていた。 

我々も荒谷山に移動。テイクオフにつくと初心者の人が

テイクオフ いきなり 

どんどん あがっていく おおおお  と 我々もテイクオ

フした。 

さすがに 楽勝で＋６００ｍくらいをあつちこっち  

うろうろそのうち風が出てきて 強いサーマルががつん 

がつんと突き上げてきた。突然 かじーーーおさえろー

ーーーー（^^;）と ちもりん和尚からの無線                   

振り返ると おおおおお まわっとる まわっとる（^^;） 

しかしなおった 

うほっ(^^) おしい なんて 声がきこえたような(^^;)         琉球エイサー フラメンコ  阿波踊り  

                                 それぞれの違いは何か 語りつづけるＧＦＱ氏 

しかしダーツ鍛冶はそのまま１時間以上飛びつづけた  たいしたもんです 

しばらくして ぶんぶんまる 大潰れ（^^;） おおお お おなおった キャイン キャインとランディングへ まっしぐら 

上空まであんなに機体をつぶす パワーがある風とは思えないのだが ふーむ 突然 Ｋ２選手からの無線 

                      

回収おねがいしまーーす あれ いつ飛んだん？いつのまにか クロカンにいっていたらしい(^^;) 

トップランしようと高度を降ろしてくると さすがに下のほうは荒れていた(^^;)  そしてばさーっ おおお しかしＤＨＶ２の

機体は楽です なーーんも せんでも するすると なおっていく こりゃいいわあ   

そのうちにどんどん風が強くなってトップランはあきらめ ＨＧラ

ンディングへ 

１ｈ４３ｍ ＋６４６ｍ 

 

しばらくして神の倉がよくなったようで神の倉テイクオフに移動。

テイクオフは風もなく穏やかだった。初心者の人とおばちゃん

がテイクオフして上げまくっている。おおお 我々もテイクオフ 

いいじゃんいいじゃん 

＋６００ｍくらいか どこに行ってもおちない ねこしゃく状態に

なったそんな中 先日クロカン証を取得した広大、辛味選手 

さっそくクロカンに出かけて行ったが６ｋｍ程度だったらしい。

迎え来てくださーーいとの 

無線が聞こえていた。 

そしてこんだら勇さん 踊るゼノンでテイクオフ 今日は期待通

りに大潰れ              

派手に阿波踊りをやってくれました。けっこう長く (^^;)         まきまき牧場のワガ  ちもりん和尚 

ひっゃほーー ひゅーーひゅーーー 笑いすぎたＧＦＱ氏も大潰れ おおお なおった ひゃっほーーひゅーーひゅー 

はっはっははっの無線が飛び交う神の倉である。そして ヘデＧ、Ｇ、勇 トップラン。 １ｈ３１ｍ ＋６４９ｍ 

回収車の関係でトップランの命令の出た ぶんぶんまるがトップラン体制にしかし高すぎで何度も失敗。こんどこそ ししし

かし低すぎて斜面にダーツのごとく突き刺さった。(^^;)  けがなし  しえーーっ 

＋６００ｍくらいか またもやどこに行ってもおちない ねこしゃく状態になった。そんな中 先日クロカン証を取得した広大、

辛味選手 さっそくクロカンに出かけて行ったが６ｋｍ程度だったらしい。本日２本目(^^;) 

将来有望なコンペディターとなることでしょう。今日はサッパリの Ｋ２選手口数少なく K2 になっていました。(^^) 車回収

してランディングに着くと ぶっ飛びになったらしく ばらばら振っていた(^^) 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

        週末の神の倉      ２０００  ２月         

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

２／１０(木) 

 やすんでスキー部の合宿 瑞穂スキー場 晴天 雪質と量も最高わたし やっぱスキーうまいわあああ はっはっは(^^)な

んでこんなにうまいんだろう(^^)  おいおい 

２／１１(金) 建国記念日 

 

 



 １８ 

 スキー合宿の２日目 寒曳スキー場 雪がときどき通りすぎるしかし 晴れ間がときどき見える。 

神の倉は何人か１６００ｍｕｐですごくよかったらしい 

 

２／１２（土）晴れ 

 車が壊れたので電車でパラもって神の倉へ ひゃー４時間もか

かってしまった 

ついたのが２時頃 何人か飛んでいたがぶっ飛びみたい 

ビジターの７００ｍくらいゲインが最高みたいで本日修了 

帰るのが面倒なのでハングクラブハウスに宿泊 またまた いつ

ものようにのめや歌えやの大騒ぎ。 

 

２／１３（日）晴れ 

 朝 ９：００から昨日に引き続きテイクオフのジュウタン張り １

２：００に終了してトップにテイクオフ １５０ｍ上がった時点で サ

ーマルがと切れ撃沈 

北東の風の為、荒谷山に移動 ビジターがガンガン上がってい

た。 

 

さっそくテイクオフ おおおお すばらしい なんの苦労も

無くバンバンで＋６００ｍをハング リーダーＴ コミー 堀

部やすべえ の３名とあがりまくりどこへいっても降りない

状況になってあっちこっち とびまくった。 

そんな中、ナナネンＫは ジュースが飲みたくなったようで 

早々とランディングにいたらしい。(^^;)  後輩のコミーの

ちくりによる(^^;) 

１３００ｍｕｐで雲底にはいる そのまま 神の倉に移動 

神の倉もヘディガー他、数名が上げてきた。さすがにここ

まで上がるとどこにいっても下りない。北の鉄塔 南のサ

ンユアーズを走りまくる。  

神の倉も裏風の北東風のようで山の裏側のサーマ 

           しばらくすると無風 

ルが良かった 

テイクオフ付近の高度ではや

はりフォーローのようで無風に

なった瞬間に 

テイクオフするのがやっとのよ

うでぶっ飛んでいた。トップラン

しようと降ろしてくると 裏風で

かぶっていた危険なためランデ

ィングへ 

   １３００

ｍＵＰ ２Ｈ３５ｍ 

ハングクラブハウスに機体を置

きに行ったら もう大宴会をや

っていた(^^;)                   

リーダーＴ 大満足で上機嫌で

あった。 

 

２／１７（日） 強風 雪 

 のんびり宮島を出るが とて

も飛べそうもない風が吹いてい

た いやーまいったなあこじ２と

ヘデイガーは 早々に神の倉に帰っていった やっぱちがいますなあ ははは  神の倉もびゅーびゅー とんでもない風が

吹いていた 

 

 

 



 １９ 

４時までいたがだれも飛んで人はいなかった 帰るころは大雪がバンバン降って来た 

 

＊＊＊＊ 週末の神の倉  ２０００  ２月        ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

２／１９（土）雨    だれも飛んだ人はいない。（^^;） 

 

 

 青空がひろがり ぴーーーかん そして 雨（^^;） な

んじゃこりゃーーー（^^;） 

荒谷山にハングはじめ ぞろぞろ上がって組立てるが 

霧雨（^^;）おいおい 

しばらくすると 晴れ間になりソワソワ風が上がってきた。

どれどれとテイクオフ ししかし みごとなぶっ飛びであ

った。 

 

後からハングが５機連続でテイクオフ おーーーーー  

全員ぶっ飛び そしていっきにランディングへ（^^;）  

まず ななねん近藤が段差のある土手にダーツの             

ごとく突き刺さり アップライト ばきぽきっ（^^;） そして

つぎつぎと あっちこっちにドテッ ランディングは荒れて

いた（^^;） 

 

 

だせんだよ－あいつあは こましのコミ－  

男 堀部やすべえ （女の子がみんないなくなったのは コミーの  

いじめなんですうう    やっぱり） 

 噂ではもう高校生の彼女が(^^;) 

 

最後に広大 ビギナー大田 へらへらへらと回って川の中にざっぶ

ーーん （^^;） 

 どどどどーーーーーっとみんな走りだす ところが川の深さが３０ｃ

ｍくらいとわかったとたん みんな走り出すのを止めた（^^;）機体が

水流にゆっくり 

流されて ううう 苦労している はよーーまわせーー あーーじゃら

こーじゃら 

誰も水の中に入って助けようという奴がおらん（^^;） さむいしーのー 

おめーーーら友情ってものがねえんかーーーっと リーダーＴは言

うが彼も言うだけであった（^^;）  そんな中 親友、堀部やすべえ 

靴下を脱いでザバザバと入っていく   

                                             最近絶不調 ななねんK のグライダ－(^^;) 

男やのうカメラを向けると やったーインターネットにのる

ーーーと喜んでいた（^^;） 

 

2/26（土） 大風 

 数人飛んだが 大荒れ バラのＨｇａｒ小脇氏 阿波踊りを

踊っていました。（^^;） 

そのまま宮島の宮浜温泉へ新年会 そうそうたる神の倉

のメンバーである。 

タイトルが「春の風を待つ会」という大宴会 いやーもりあ

がりましたねー 

ｃｏｎ勇さんのストリップショーで わいわい みたくなーー

ーい(^^;)  深夜３時までの宴会が続く またまた記憶がな

い(^^;) 

深夜３時ころまで宴会が続く  とうぜんＣＯＮ勇のストリッ

プショーも開催された 

ＣＯＭ勇のおしりも飽きたので 今回写真なし 

 

 

 

 



 ２０ 

 

アラヨット松永  アラヨット妻 キャバレ まきごん ダーツ鍛冶 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊ 週末の神の倉    ２０００  １月  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

 理事会で神の倉へ 

しばらくして 雨  誰もいない我が家でパーティ(^^;) 新年会どう こんだら勇 豹まん こじ２ ちもりん夫妻 まきごん夫妻

がやってきた。横浜では サリータの送別会をやっていた さっそく携帯で呼びだす 

はーーい サリータ こちらはサリータ送別会広島会場でーーーーす。わいわいわいわいわい  

 

いやーすごく もりあがりましたあああ 朝５時までやっていたら

しい まったくおぼえてないが(^^;) 

 

１／１０(月) 強風                   

 朝から強風で我が家の 宿泊組みは、のんびりすごす じゃま

あ神の倉にいこうと 

行ってみるとだれも飛んでいなかった。まだお酒が残っていて 

フワフワしている  

 

元気なこじ２テイクオフ ゆうさんテイクオフ 強風の中 近藤の

おばちゃんは止まっている(^^;) そして強風でおばちゃん 裏山

へ(^^;) ばいならー  

なんか クロカンに行ったみたい とかいって 喜んでいる(^^;)で 

本日終了 

 

キャバレ タケ ＣＯＭ勇 テラのぶのぶ 

１／１５（土） 晴れ  とんど祭 

 朝からいい天気、風もおだやかである。今日は川をはさんで２つの集落の 

両方で行われる。とんど祭りのダブルヘッター フライヤーは両方の山から 

飛んでいるため、両方交代で参加、竹の切り出しと とんど作り 

合間をみて飛びに行く。私はみごとにぶっ飛び ヘディガー こじ２が雲中に飛んでいた。 

 

正月の飾り物を燃やし 餅 熱燗を温める 雑煮 お酒 ビールなんでもあり 

こんだら勇は この火の中を歩くんじゃと言っていたが  

飲みが足りなかったようで（^^;）あるいてはいなかった(^^) 

 

くどーさん まいりましたよ 広大ハング女の子 みんなやめちゃって誰もい

なくなったんですよーーと こましのコミー。 

なぬーおめーなんか 変な事したんじゃろ  しししてませんよ（^^;） ほんと

かー そりゃーなんも せんかったのが いかん ＣＯＮ勇談 

そんなあああ かんべんしてくださいよー 年末には後輩に愛車を大破され

不幸続きで悩む広大ハング カップこましのコミーであった。とんどが終わっ

て 何人かがテイクオフへ うすぐらい中飛んでいた。 

 

１／２９（土） 

快晴 昼から でかけ神の倉に到着。ヘディガーその他が飛んでいた 荒谷

山テイクオフへ そしてテイクオフあーーれーーー みごとにぶっとび（^^;） 

サブランへ こじ２から回収され テイクオフへ 

今度はあがりまくりです ６００ｍゲイン こじ２が北に走っていく しししかし 

涙のクロカン５ｋｍ（^^;） 私は１時間くらいでトップランした  

後からやってきたコンダラ勇 テイクオフ しぶいながら 頑張ってテイクオフ

へそして トップラン おおお すばらしい 

 

                                               リンダルママ    ラブリー美穂 

そして私もテイクオフ おおおお すばらしい  ＋２００ｍがＭＡＸで  

あっちこっちうろうろ  そして テイクオフへトップラン またテイクオフを繰り返す 

本日４回トップランした いやーーー ほんとに たのしい一日でした。近藤のおばちゃん はじめての真中つぶれ馬蹄形 

 

 



 ２１ 

きゃーー しかしなおって無事ランディング たのしかったわ あ ああああ（^^;） 

クドーさん私、あんな事になっても白くならないから えらいでしょ（^^;）はい たしかに そうおもいます 

機体が ４分休符みたいになりましたよ （^^;） はは そうですか（^^;） 

 

おばちゃん やっぱ元 学校の先生だけあって言うことが一般人と違う（^^;） 

テイクオフでみんなに しぶ休符って どんなんだっけ（^^;）  さーー わからん （^^;）あーじゃらこーじゃら 論議が続

く？？  きっと かきかきかき ってなってる あれじゃない（^^）ふーーむ 

わかったような わからんよーーな あれじゃろー（^^;）今度 トーン記号みたいにやってくれんかのーー （^^;）(^^;)みみみ 

みてみたい（^^;）（^^;） 

１／３０（日）  

 私はスキーに行ったが 強風 雨 雪 こんなんで 飛べただろうか 

飛べるもんならとんでみーーっつ かんじでした。３０ｋｍしか

はなれてない瑞穂は強風 吹雪でした。 

神の倉に電話しても６０ ８０ｋｍ飛んだとか 

適当なことしか返事ないので、電話もしていません はい  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

１／３０（日）レポート こじ２からです  児島です。 

>> ぬわーーんと 昨日 瑞穂にスキーにいってて ビュービュ

ーふぶきで 

>> 安心しとったのに 神の倉 ねこしゃく状態だったらしいで

すねーー 

>> ひゃーー おそるべし神の倉 

午前中は私も仕事していました。 

無風で曇っていたし、渋かったらしいです。昼頃、少し薄日が

さしてきたので神の倉へ出発。 

午後２時前ランディングに到着。でも３人しかいない。風が出

てきて、リッジで飛べるようになってきた。 

私も飛びはじめ、リッジで30分ぐらい飛んだころようやく、元日高邸でウダウダしていた人らもやってきた。 

西風がやや強めになるが、その後、薄日がさすとサーマルも出て、結構上がる条件になってきた。というか、降りない条件

になってきた。風が強いので少し荒れ気味。 

ひょうまんさんがぐんぐん上げて+600m以上か。しかし、調子に乗って流し上げ過ぎ、帰ってこれなくなり 5km ミニクロカン。                  

私は2時半から2時間あまり飛びました。夕方になっても、まだまだ降りない条件でした。 

児島 彰 (KOJIMA Akira) kojima@csys.ce.hiroshima-cu.ac.jp 

１／２２（土） 

 テイクオフより１００ｍ上がる程度のおだやかな 天気   私は福山地方にいってましたが 神の倉はもっといまいちだっ

たそうです 瀬戸内海ヨット組は 風なくて こいだらしい（^^;） 

編集後記 
 私事ではありますが、この度 ６／１付けにて関東方面に転勤になりました。広島にきて早くも ９年８ヶ月。 

長い間、いろいろ皆さんには大変お世話になりました。ありがとうございました。 

勤務先は東京都内となる予定です。 

この神の倉ｎｅｗｓの発行も３３号となりました。皆さん長い間、ご愛読ありがとうございました。 

神の倉にやってきて本格的にパラグライダーをはじめ、ほんとうに楽しい日々でした。 

皆さん、体に気をつけていつまでもお元気で。時々は顔を見せたいと思いますのでよろしくお願いします。 
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 ２２ 

                  E mail   den05352@epdc.co.jp  携帯TEL 090-7135-6346 
 

 

  自宅から3時間かけてやってくる ラブリー美穂           いえーーーい(^^;) 友情よ 友情！！(^^;) (^^;) 

                           荒谷山をかれいにテイクオフ 

リーダーッて すてきだわ 

                                                    

 

新商品 

ハングカヌー 

やはりトップレスの 

効果抜群でどんどん 

進んでいく 

 

売れるぞーこりゃあ 

(^^;)(^^;) 
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 ２３ 

 

おめーーら友情ってもんが 

ねーーんか 友情ってもんが 

 ｂｙ リーダーＴ  2/10 

 

よろこぶ コミー ＆ ビギナ大田 

 

くどーはいねーだろうな くどーは 

と聞こえてきたが いったい 

いったい私がなにするっつーーじゃ  

     ｂｙ  ｋｕｄｏｈ 

 

りーだー大変よー 広大が値札つけてるわよ 

  （^^;）  

 

                               ハングの小物大バーケン 

 

 

 

 

やめな さいーーって  こらー 

 こんなもん うつすなーーーーっうに 

おめーらの 友情をみとめよう うつくしいのう（^^;） 

 

ダストデビル・デ・シェラネバダ 

神の倉前景  ランディング ↓  

 

 

 

 

 

 



 ２４ 

 

     神の倉テイクオフ           

 

 

 

ビールの女王  ラブリー美穂 

 

 

 

 



 ２５ 

 

堀部やすべえの華麗なるランディング 

 

 

      たけちゃん          ハスキー藤田  

 

 

 

 

          寄せ書き  ありがとうございました 

    ５／１４ のアーベントタイム 

 

 

 

 盛大な送別会をしていただきありがとうございました。 

また ＤＶＤプレーヤーはじめ、寄せ書きなどいろいろな 

ものをいただきました。ほんとにうれしく思っています。 

大切につかわしていただきます。 

小脇さん、こんなりっぱな寄せ書きパネルわざわざ 

作っていただきありがとうございました。 

みなさん体に気をつけて御元気で！！ ｂｙ ＧＦＱ 

 

ムチャグラシアス アディオーーース 

 

 

 


