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（ 東 金 ア マ チ ュ ア 無 線 ク ラ ブ ）新年号

ＪＧ１ＶＢＤ 石井文義年頭のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。

２００２年の新春を迎えて、会員の皆様と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。

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。

平成１４年（午年）も、東金アマチュア無線クラブにとってＦＢな年になりますよう心からお祈り申し上げます。

昨年は世紀末から新世紀へと変革のスタートの年ですが、政治や経済にとっても厳しく、従来にない同時多発テロ

等、国内外共に多事多難の一年間でした。

本年は、ＪＡＲＬが７５周年を迎え大きな節目の年でもあり、これを記念して式典や記念アワードの発行、また、今年はサッカーの日

韓ワールドカップ（Ｗ杯）の熱戦が繰り広げられます。ＪＡＲＬでは特別記念局などを開設して、アマチュア無線の活性化にもつなげ、

なお、ＪＡＲＬ財政は今年も厳しく、今後とも小さくても強いＪＡＲＬを目指して組織の建て直しを図っています。

当クラブにおいては、２００２年も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開催してクラブの活性化を図って参りま

すので本年もよろしくお願い申しあげます。

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事を念願しています。

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。

移動ミーティングに参加して２１世紀最初の忘年会開催
丘山・大和地区幹事 ＪＦ１ＩＺＩ（古谷） ７Ｎ４ＱＸＷ 山本真義

１０月２７日（土）入会、同日夜移動ミーティング参加決定、翌日２１２月１日、ＹＳＹ恒例の忘年会が「民宿やまいち」において、

８日には移動ミーティング参加というスピード参加でした。１９：００からＪＭ１ＢＧＨ局の進行で始まりました。

入会のきっかけは、ＪＧ１ＶＢＤ石井会長の「無線に関して教えるか会長挨拶の後、ＪＩ１ＸＧＭ局の音頭で乾杯、そして記念撮影・

ら入会しなさい」という一言でした。ビンゴゲームではＪＡ１ＬＲＭ局がハンディ機、ＪＯ１ＡＬＪ局が

１０月２８日、朝５時半起床、前夜ＶＢＤ局に市役所の駐車場に行け折り畳み自転車をゲットしました。

ばいいと言われていたので、言われるままに駐車場へ。着いてみると、ロールコールと同時開催でしたので、忘年会を一旦中断してＱＳ

ＪＲ１ＪＡＺ他多数の各局が待機していました。その後、受付を済ませＰタイムを取り、ＪＧ１ＶＢＤ局が代表してＪＦ１ＭＣＬキーセン

ＶＢＤとの初のご対面。想像どおりとはいきませんでしたがさほど変わターへ会場の参加人数を九十九里から東金までメリット良好で交信

りませんでした。１０分ほど話をして、ＪＯ１ＡＬＪ局高桜さんの車にしました。

乗りました。ＡＬＪ局のジープは乗り心地は良くありませんでしたが、十二分に盛

良い思い出になりました。り上がった忘

さて、話は変わり、葛西臨海公園、着いてすぐ昼食でした。昼食も終年会も次回幹

わり、１時１５分頃からＦＯＸテーリングが行われました。各局ともそ事担当地区代

れぞれの思う方向に散っていきました。僕は最初のうちはＡＬＪ局につ表として、Ｊ

いて行きましたが途中で分かれ、単独で捜索していました。Ｒ１ＪＡＺ局

途中池の畔で怪しい二人組を見つけたのですが、その時は見逃して池のの手締めにて

畔を進んでいました。そうすると「そこからこっちへは来れませんよ、閉会となりま

道路から来てください」と言われて、怪しい二人がＦＯＸであると確信した。

しました。さっさと道路に上がりＦＯＸのところに行きましたその結果泊まり局の

は６位。初めてにしてはいい成績だと喜んでいたのですが、５位と７位十数局は二次

には賞品があり６位にはありませんでした。しかし、その時もらった椅会（一次会の

子は、今はＱＳＯの時に使っています。今度は個人的に不法局の摘発を盛り上がりそ

やってみたいと思います。のまま）に突入し、楽しい時間を過ごしました。今年は、数年ぶり

長くなりましたが、これからもご指導のほどよろしくお願いします。にＹＬ(コンパ）の参加？があり、幹事は少し楽をさせてもらいま

した。 参加各局お疲れ様でした。

アマチュア無線非常通信訓練は「醍醐工務店で」
平成１３年度のＪＡＲＬ千葉県支部主催の非常通信訓練は、今年

も山武地担当としてＪＥ１

ＹＳＹが受け持ちました。

諸般の事情で、市内三ヶ

尻の「醍醐工務店作業場」

をお借りし、１７名のｱﾏﾁｭｱ

局が集まり、管内移動運用

での交信を含め、４０局と

の訓練交信を行うことが出

来ました。

非常時に役立つよう、

日頃の交信技術に励みまし 毎月１日・１５日のロールコールでは、毎回９時前後に

ょう！ ＱＳＰタイムをとって、連絡事項をお伝えしております

平成１３年９月９日 ので、その時間帯は145.78MHzにぜひ耳を傾けていてくだ

さい。醍醐工務店作業場庭先にて
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平成１４年元旦第６０３回ロールコール

ｷｰｾﾝﾀｰ JG1VBD ” ”(今年の抱負と人口当てｸｲｽﾞ) みなさーん！！
JN1JNT 元気で細く長く無線をやっていきます 59950 ◎ 局免（有効期間）を切らないよう注意しましょう

JO1ALJ 皆勤賞を目指して頑張ります 59620 ◎ 会員失格（期限）しないよう、会費を納めましょう

JA1MHJ HFのｱﾝﾃﾅを作ったのでHFでｻｰﾋﾞｽしたい 59820 ◎ ＹＳＹ会員やＪＡＲＬ会員の仲間を増やしましょう

JF1XOG 落ち着いて一歩一歩頑張りたい 59600 ◎ ＪＡＲＬ会費切れに注意し、継続しましょう

JE1SIP ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨを上げるため設備を整えたい 59610

JF1MCL 健康第一に頑張りたい 59617 会費納入のお願い 会計 ＪＨ１ＵＡＸ（斉藤）

JE1JSZ 健康で、仕事に頑張りたい 59590 １月１２日現在、会費未納局が います１０局

JI1XGM 健康第一に頑張りたい 59583 １０月より会員資格を失っていますので、至急納入お願いします

JL1AVQ 健康第一に願っています 59623

JK1FCQ 健康第一にニコニコで無線をやりたい 59578 平成１４年１月現在（広報部)◎ 情報◎メンバー

JJIWUM ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨを上げたい 59615 クラブ員総数 局９５
JL1IOJ ロールコールは忘れず出るようにしたい 59636 うち 女性局 ３局、 男性局 ９２局

7M4MRR 健康でありたい 59609 ☆平成１３年８月以降の新規加入メンバー

JJ1UID もっと情報収集とｺﾝﾋﾟｭｰﾀ情報整理したい ー ７Ｎ４ＱＸＷ 山本真義 東金市北之幸谷 １１月入会

JL1HHY 健康第一にしてＣＭに頑張ります 59450 ＪＡ１ＭＨＪ 白井邦人 東金市求名 １月再入会

7N4QXW 勉強と無線の上級ﾗｲｾﾝｽを目指して頑張りたい 59630 ☆平成１３年８月以降の退会者

JH1RCH 元気に仕事やゴルフをしたい 59612 なし

◎平成１４年無線局更新予定局◎JH1UAX 健康第一に仕事と勉強に励みたい 59645

7K4XPT 合格祈願と日本の平和を願っています 59595 みなさん、免許の更新はもうお済みですか？ もう一度取り出し

JK1MYQ ロールコールに一回でも多く出たい 59679 て確認してみましょう。 （広報部）

JI1MDA 身体に気をつけて過ごしたい 59631 ｺｰﾙｻｲﾝ 氏名 いつまで ｺｰﾙｻｲﾝ 氏名 いつまで

JM1CEE 健康で常に気合いを入れてやっていきたい 59899 JJ1WUM 江口光義 H04,03,30 7M2CFA 斉藤一夫 H04,08,17

7K4NJP 健康第一で精神的にも強くなりたい 59634 JE1JSZ 立澤文好 H04,03,10 JK1FCQ 石井利治 H04,10,12

JG1VBD 無線を趣味として心身共に健康でありたい 59627 JE1SIP 海老沢政夫H04,05,25 JG1HKR 斉藤裕久 H04,09,10

ＱＳＰ局 健康第一に頑張りたい。今年もよろしくお願いします JO1QOJ 飯高和夫 H09,06,15 JH1QHE 杉崎登喜子 H04,10,20

（４局） ７Ｍ３ＰＨＧ，ＪＧ１ＨＥＪ，ＪＨ１ＱＨＥ JO1TNA 板倉善紀 H04,06,15

７Ｍ２ＣＦＡ （ロールコール出席順）

１月１５日発表の市広報で59643人が正解だそうです。 「 （その３）」 ＪＧ１ＶＢＤミニミニ時典

JH1UAX局が最も近く、おめでとうございます。 ☆Ｗ杯チケット

今年の５月３１日に日韓共同で開幕するサッカーは、各地で開催

「投稿記事」 される。その日韓ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ（Ｗ杯）のﾁｹｯﾄが１月１５日から郵送

ＪＯ１ＱＯＪ 飯高和夫 とｲﾝﾀｰﾈｯﾄ購入申し込みの受付が開始されました。「樋の口」

日吉神社の後方、松之郷・後谷(ｳｼﾛﾔﾂ)・中峠(ﾅｶﾋﾞｮｳ)等より、 当初、早くからの予定だったが、国際サッカー連盟（FIFA）の日

絞り出る僅かな水を先人達は水門を設け、雨が多く水量の豊富な時 韓Ｗ杯における課税問題などで、FIFAと日本組織委員会など日本側

は開放し、日照りが続く時は求めに応じ田間・二又・北之幸谷方向 との調整が遅れ、延期された経緯がありました。

への分水を行った。 気になるチケットの価格は、試合の分類で５種類、座席の違いで

かって江戸時代、東北地方全域が冷害に遭い大飢饉になった時、 ３段階に分かれている。日韓同一価格だが予選１次リーグの最も安

東金・田間・二又地区を知行した福島藩城主板倉氏は、領内の人々 い席で7000円、決勝戦の最も高い席は84000円、1998年のフランス

を飢えから救うべく当地に食糧を求めた。 Ｗ杯と比べるとかなり高額な設定です。

その時この要請に応えたのが、実は「樋の口」の水で育った御米 ☆ＦＡ（フリーエージェント）

であったのである。この水門がある場所は、「田間の吉野屋薬局付 プロ野球選手が所属球団に束縛されることなく、外国を含めいず

近」で今日でも小字として「樋の口」と称されている。 れの球団とも契約できる制度です。

「樋」とは、竹や木あるいは土を固めて作って、水を導き送る長 １軍出場登録日数が年間１５０日を満たし、それが９ｼﾘｰｽﾞ分に

い管のことで、「口」とは必要に応じて開閉し、水位を調整するた 達した選手がＦＡ資格を取得できる。年間１５０日未満の時は、複

めの水門（堰）の意味でもある。 数の年の登録日数を合計し、１５０日に達したら１ｼｰｽﾞﾝとして計

算される。巨人松井選手はプロ１０年目の途中に資格を取得する。

ＪＨ１ＵＡＸ 斉藤貞夫 契約更改した松井選手は来オフのＦＡ権行使を明言したが、巨人にＪＪＹ（標準電波）について
昭和１５年に千葉市の検見川に出力５ｋｗで、後に三和町名崎送 残留するか大リーグに挑戦するかは、ｼｰｽﾞﾝ終了後に考えるとして

信所に２ｋｗで移設されたが平成１３年３月には停波した。 いる。

この間、短波から福島県での４０ＫＨｚの長波に変わったりした

新春の「たすきリレー」の栄光は？が、九州など届きにくい難点もあり、福岡・佐賀の県境の羽金山に

６０ＫＨｚの長波として標準電波は設置され（Ｈ１３年１月）日本 東金市で恒例の「第４４回市民駅伝大会」が１月２０日（日）、

全域をカバーできることとなった。 東金文化会館前を会場に開催される。

また、電波時計はこの標準電波を１日数回受信し、自動的に正確 市内の小学生から一般の方々まで昨年の大会史上過去最高を上回

な時刻に補正する（時刻合わせがいらない）。この標準電波は常に るチーム が参加し「ときがね湖」を周回するコースを選手たちは

監視（送信所や小金井で）されているので狂うことは無い。 沿道に集まった多くの市民から声援を受ける。

これから電波時計を買う人は、２波受信できるのを薦めます。 こうした大会を実施するのは、地元のボランティアの方々です。

（ハムフェア２００１、ｲﾍﾞﾝﾄｺｰﾅｰより） 東金アマチュア無線クラブも沿道警備に当たり刻一刻と変わる競

技の展開を本部に送信、大会では目立たない存在ですが、こうした

方々の努力を忘れてはならないでしょう。ＪＡＲＬ千葉県支部からのお知らせ
ＪＡＲＬ会費前納（終身）制度の見直しにより、昭和５５年以前に

終身会員になった方は平成１４年１２月７日まで、昭和５５年から

平成６年までに８万円で終身会員になった方は平成２４年まで、そ

れ以降に２０万円でなった方は平成４４年までで会員資格を失う、

事となります。理由は、貨幣価値の低下や会員の急激な減少により

会費の落ち込みから、終身制度の維持が困難になったため。と報告

がありました。


