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緊急ニュース

ＪＧ１ＶＢＤ 石井文義 待望の４３０レピータが年頭のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。 山武地区に開局かも・・！

会員の皆様はじめ、ご家族の方々に対して謹んで新春のお慶びを申し上げます。 1200mhz併設の439.72MHZで

日頃、東金アマチュア無線クラブに対して、ご支援ご協力を戴いていることを深く感謝申し上げます。

激動の２０世紀から、２１世紀にバトンタッチされましたが、東金アマチュア無線クラブにとってＦＢな年でありますよう心からお祈

りいたします。

アマチュア無線関係については、２００１年の中央官庁等の再編に伴い、現在の郵政省は総務庁、自治省とともに、新たに「総務省」

に編成されました。

関東電気通信管理局の名称が「関東総合通信局」に変わりましたが、手持ちの免許状・免許証・許可状などについては、１月６日以降

も有効となっています。

ＪＡＲＬについても、アマチュア無線を取り巻く厳しい環境に対処するため、組織及び事業運営の改善を図り、地方本部の組織の変更

や定款の改正がされますが、アマチュア無線の継続的な維持、発展を願っています。

当クラブについては、２０００年にはロールコール５７８回記念行事等を行い、会員相互の親睦を図り、健全な運営をするための諸行

事を進めて参りました。２１世紀は、ロールコール７００回記念行事等を実施してクラブの活性化を図って参ります。

これからも、会員各位が健康で趣味の王様であるアマチュア無線がいつまでも続けられることを念願しています。

クラブの益々の発展と、会員の皆様方そしてご家族の方々のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げ、年頭のご挨拶といたします。

ＹＳＹ移動ミーティング（百里基地見学記）２０世紀最後の忘年会開催
実行委員会 ＪＦ１ＩＺＩ（古谷） ＪＭ１ＣＥＥ（石田）

ＹＳＹ恒例の忘年会は、「コテージやまいち」を会場に１２月 １０月１日（日）、目をこすりながら朝４時３０分起床。ホーム

の第一土曜日（１２／２）に開かれました。公平・日吉台地区の 近くのJO1ALJ局の車（73式陸上自衛隊四輪駆動車、相当な強者であ

幹事ＸＧＭ局を中心に、１９時１５分過ぎからＯＦＫ局の進行で る）に同乗させてもらいました。 小雨降る東金をスタート。

始まりました。２８局が集まりましたので、ＫＡＹ局の乾杯から エンジンの音も決して軽やかでは無く,スピードも今の車と逆行す

一気に盛り上がり、ジャンク市では１１局が出品していただきま るかのような低速である。ところが蒸気機関車のように力強く,乗り

したので、集金計算はパソコンを持ってきて良かったと感じまし 心地はさして苦痛もなく人間味のある車両です。雨も幾分強くなっ

た。 楽しみにしていた抽選会は、くじを４０番まで用意した関 たところでワイパーが止まり、これは大変だと思いきや、手動に切

係で番号が当たらなかった方がもう一度引き、カード型無線機を り替え急場をしのいでいる間に自動も回復一安心。一路百里基地目

手に入れた方もおりました。最後まで一喜一憂、盛況の忘年会で 指して順調に走行しました。

した。参加各局お疲れ様でした。 ところが航空祭は年に一度の大イベントでした。地元はともかく

次回幹事地区は岡山地区ですので、よろしくお願いします。 他県よりの車も押し寄せ大渋滞が始まりました。本来直進すべき交

差点はパトカーで封鎖され、YSY各局も何台も迂回させられました

広報部ＪＧ１ＨＥＪ が、我が自衛隊車は特別です。ドライバーも隊員です。警察官に敬市民駅伝支援

第４４回東金市民駅伝大会は、１月１４日の晴天の日曜日に東金 礼して、交差点を突破、さらに驚くべき事に渋滞を横目にサイレン

文化会館をスタートしときがね湖を周回するコースで、昨年同様 の音もけたたましく反対車線を走行しました。二次検問も敬礼にて

大勢の参加者のもと開催された。当ＹＳＹとＹＪＶ市役所クラブ 突破しました。なんと言うことか百里基地の駐車場まで進入、内心

メンバー計１７名が寒空の下で大会運営の支援を行った。 ハラハラしながらも痛快さは格別でした。

今年は過去最高の１４６チームが出場し、一般男子の部では東 さあお待ちかねの基地内見学です。ドーム内の戦闘機のジェット

金商高が、小学生地区対抗では福岡地区がそれぞれ優勝の栄誉を エンジンやコクピット、脱出用のパラシュート、空撮用のパノラマ

勝ち取った。 カメラ等、見飽きませんでした。外には水陸両用プロペラ機、戦闘

ヘリ(コブラ)、Ｆ１５・Ｆ１６ジェット戦闘機他２０機ぐらい展示

” ” されていました。みなさーん！！

◎ 局免（有効期間）を切らないよう注意しましょう そして航空祭もフィナーレ。いよいよＦ１６戦闘機のデモフライ

◎ 会員失格（期限）しないよう、会費を納めましょう トです。耳をつんざく轟音、一分間で富士山の高さに到達する垂直

◎ ＹＳＹ会員やＪＡＲＬ会員の仲間を増やしましょう 上昇が目の前で展開されました。音が後からついてくるとはよく言

◎ ＪＡＲＬ会費切れに注意し、継続しましょう ったもので全くその通りでした。 １４時３０分そろそろ帰りの時

間です。警備員がけげんそうな顔をしていましたが徒歩で駐車場に

向かう見物客の間を堂々と走行しました。

毎月１日・１５日のロールコールでは、毎回９時前後に 途中各局とアイボールし、本日のｷｰｾﾝﾀｰJG1HEJ局の粋な計らいで

ＱＳＰタイムをとって、連絡事項をお伝えしております 移動中のﾛｰﾙｺｰﾙが始まり参加も済ませ楽しい一日を過ごすことが出

ので、その時間帯は145.78MHzにぜひ耳を傾けていてく 来ました。 各局どうもありがとうございました。

ださい。 またの参加を楽しみにしています。

発行責任者

ＪＧ１ＶＢＤ （石井文義）

編集 ＪＥ１ＹＳＹ広報部(JG1HEJ)

クラブ事務局 東金市東金1332

0475-52-2221 （海老沢商店内）



◎ ◎平成１３年元旦 第６０３回ロールコール 平成１３年無線局更新予定局

ｷｰｾﾝﾀｰ JG1VBD ｺｰﾙｻｲﾝ ＱＲＡ いつまで ｺｰﾙｻｲﾝ ＱＲＡ いつまで(今年の抱負と人口当てｸｲｽﾞ)

JO1ALJ 機動力を活かして頑張ります 59382 JE1OKU 桜田光夫 H13,03,09 JF1DRR 桜田 忠 H13,07,09

JN1JNT 元気で体調を崩さずマイペースで行きます 59480 JI1SYZ 板倉長久 H13,03,01 JI1SZA 田中 勇 H13,07,04

JF1XOG 新世紀に入ったので新しい分野に挑戦したい 59365 7K4XPT 石井靖人 H13,03,27 JF1DOY 山口淑恵 H13,07,09

7M3PHG 大学受験を希望しているため勉強に励みたい 59251 JM1WMI 篠崎和雄 H13,03,18 JF1DRY 山口良一 H13,07,09

JF1MCL ゴルフや皆がやることを何でも参加していきたい 59246 JE1UFA 板倉武久 H13,05,09 JO1ALM 板倉孝夫 H13,09,09

JL1AVQ 健康第一に、モービルからもおつき合い願います 59249 JF1WYF 河島昭彦 H13,05,09 JF1XOG 相京邦彦 H13,12,19

JE1JSZ 健康で、仕事と写真に頑張りたい 59287 7L4EHF 鈴木昌友 H13,06,26

7M4MRR 健康でマイペースで頑張りたい 59333

JK1FCQ 夫婦仲良く無線をやりたい 59344 平成１３年１月現在（広報部)◎ 情報◎メンバー

7K4XPT 夏休みに受験勉強を欠かさずやりたい 59301 クラブ員総数 局 うち 女性局 ３局、 男性局 ９５局９８

7M2HNP 健康に注意して、念願のタワーを建てたい 59385 ☆平成１２年８月以降の新規加入メンバー なし

JE1SIP アクティビティを上げ、健康に注意して過ごしたい 59555 退会者 ＪＯ１ＰＳＵ(森越さん）、７Ｋ１ＣＫＪ(斉藤さん）

JG1HEJ 体重を減らして健康を保持したい 59247

”東金市ＪＣＣサービス運用開催”JH1QHE 健康第一に過ごしたい 59218

JJ1WUM アンテナを付けて情報キャッチ（ワッチ）したい 59876 前回は台風の影響で屋外運用が中止された２年に一度のＪＣＣサ

JI1XGM 健康第一に過ごしたい 59263 ービス運用が、１０月２１日～２２日日吉台公園を貸し切って開催

7M4JRJ 無線に出ること 59197 された。土曜の朝早くから集められたアンテナ機材等を組み立て、

JM1BHO 何事もなく、おとなしく生きていきたい 59138 二張りのテントも完成した。

JH1UAX 無理せずマイペースに行きたい 59223 ７・２１ＭＨｚはワイヤーダイポール、５０ＭＨｚは６エレ八木

JR1JAZ ２１世紀に入ったので、また新しい仕事をしたい 59321 手動、１４５ＭＨｚは１０エレスタックローター付と本格的。

JQ1SUF パソコンを覚えたい 59252 １３時２０分には１４４ＭＨｚＡ３Ｊでの第一声がＪＡＺ局により

JK1MYQ ロールコールに一回でも多く出たい 59258 発せられ、７・５０ＭＨｚでも順調に交信がされたが、結果として

JI1SZA 健康に留意して過ごしたい 59317 ２１ＭＨｚはわずか１局止まりに終わり、次回への課題となった。

JH1BRO 無線に出られるようにした 59200 今回の炊事班は、上質牛肉の焼肉と焼きそば、レトルトながらも

7L4EHF△今年もよろしくお願いします /// 美味しいカレーを購入し、手分けして炊いたご飯やおにぎりも好評

JG1VBD 心身とも健康で、アマチュア無線を続けたい 59278 のうちに売り切れ状態となった。飲み物も各局からの差し入れを含

め十分に用意されていたと思われるがいかがでしたか？

深夜から早朝にかけても数局が頑張り、ビデオを鑑賞したりイビ千葉県支部大会のお知らせ

ＪＡＲＬ千葉県支部大会及びハムの集いが下記により開催されます キをかく人など１０名余りがテントを守った。

今回が最後の千葉県支部大会になると聞いていますので、多数参加 交信局総数２０２局 ２２日９時より解体作業、１１時過ぎ解散

されますようご案内いたします。 （広報部 ＪＧ１ＨＥＪ）

記

日 時 平成１３年３月１１日（日）１０時から１５時３０分

場 所 夷隅町文化会館

内 容 ハムの集い （１０時から１２時）講演会等

支部大会 （１３時から１５時３０分）抽選会等

誘 導 １４５．３６ (ルート案内）

１０．２１設営の合間に １０．２２ 撤収ＪＡＲＬ制定「アマチュア無線運用規範」
１、公然と事実を摘示して個人や団体等の社会的名誉を傷つ

移動ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ実施結果報告けるよ うなことをしない

２、他人をひぼうしたり、さげすむような用 企画名：航空自衛隊百里基地

語を使用して人権を傷 つけるようなことはしない ｢航空祭」見学

３、個人のプライバシーを侵害しない 実施日：平成12年10月 1日(日)

４、政治、宗教、選挙その他係争中の問題に 行 程

関し、主張したり意見 を述べるようなことはしない 5：45 山武振興センター集合

５、社会の秩序、良い風俗習慣を乱すようなことはしない 6：00 出発

６、嫌悪感を与えるような下品、卑猥な表現はしない 10：30 百里基地到着

11:00～15：00 見学

18:30 東金帰着

天 候：10:00頃まで曇り時々小雨 「Ｆ１５戦闘機ﾃﾞﾓﾌﾗｲﾄ」ＹＳＹゴルフコンペへのお誘い
恒例となったＹＳＹゴルフコンペが年４回程度開催されています その後曇り一時晴れ

ゴルフ愛好者約３０名の中から毎回４組位で楽しくプレーをして 参加者：ＹＳＹメンバー２２名、ﾌｧﾐﾘｰ１６名・総勢３８名

ます。 是非ご参加をお待ちしております。 車両１４台（内ｼﾞｰﾌﾟ１台）

次回のコンペは 次回も楽しい企画で頑張りますので、多くの方の参加をお願いいた

平成１３年４月１８日（水） 場所：山武グリーンＧＣの予定 します。 （企画部）ＪＲ１ＪＡＺ

今回幹事：ＪＬ１ＨＨＭ（佐瀬）、ＪＨ１ＲＣＨ（山口）




