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年頭のご挨拶 ＪＧ１ＶＢＤ 石井文義

新年あけましておめでとうございます。

２００５年の新春を迎えて、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。

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１７年（乙酉年）が、東金アマチュア無線クラブにとりまして、ＦＢな年でありますよう心からお祈り申し上げます。

昨年は、東金市政施行５０周年という大きな節目を迎え、東金市が合併問題で大きく揺れた年でもありました。活力と魅力あふれる「ふるさと東

金」の実現に向けて、全市民が努力しなければならないと思います。

国内では超大型台風や新潟中越地震に遭い、続いてインド洋大津波では大勢の犠牲者が出たりした災害の多い年でもありました。

ＪＡＲＬにおいては、アマチュア無線というすばらしい趣味を次の時代に継承してくれる青少年（１８歳未満）の新しいハムを育てるため、平成

１７年度から会費の助成（３，６００円）が開始され、青少年の活躍が期待されています。

当クラブにおいては、会員相互の親睦を図るため、月２回１４５．７８ＭＨｚでのロールコールも７００回目を迎える事ができました。

また、今年はクラブ創立３０周年記念行事を実施することになりました。この行事を企画する実行委員を募って、ＦＢなＪＥ１ＹＳＹ創立記念事業

を実施して参りますので各局のご協力をお願いいたします。

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、クラブの益々の発展と、会員の皆様方

はじめ、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。

” ＪＰ１ＸＷＺ局（河内さん）には、平成１６年 忘年会開催される”

１２月４日（土）九十九里町の民宿「茶畑」において、ＪＥ１ＹＳＹ ＦＢな景品等をたくさん御寄付戴き

の忘年会が開催されました。今年は、田間・公平・日吉台地区が担当致 ましてありがとうございました。会

しました。 報紙上をお借り致しましてここに厚

参加者は、２４局で例年より若干少な目でありましたが、久し振りに く御礼申し上げます。

お会いした局もございまして、楽しい一時を過ごすことができました。 翌朝は前夜から降っていた雨も上

午後７時からの開始予定でし がりましたが、早朝から大風が吹い

たが、出席予定の人が全員集合 ておりました。そして、この日は朝

しましたので、５分程前にＪＳ から暑く、１２月としては史上初めての１日の最高気温が２５度を超える

１ＱＸＭ局（桑原さん）の司会 「夏日」が関東各地で観測されました。

により開始されました。石井会 ＪＡ１ＬＲＭ（岡村達彦）

長（ＪＧ１ＶＢＤ局）の挨拶、

幹事代表挨拶及び幹事紹介の 移動ミーティング 行ってまいりました
後、昨年幹事のＪＭ１ＣＥＥ局 今年の移動ミーティングは貸切バス

（石田さん）の乾杯の音頭で宴会が始まりました。しばらく歓談の後、 で、長瀞渓谷へ行ってまいりました。

各局の近況報告が行われましたが、今回は、受付でお渡ししました抽選 下記に行程の概要をご報告いたします。

会のナンバーカードの順番で行われまして大変盛り上がりました。 また参加各局ご苦労様でした。

その後お楽しみ抽選会が行われ、各局ＦＢな景品をゲットしました。そ 次回の移動ミーティングも多数のご参

してジャンク市が開催され、今回は各局個人で行ってもらいましたが、 加をお願いいたします （企画部）。

大変盛り上がりまして短時間で終了しました。 行 程 表

その後２００５年１月１５日の７００回記念ロールコールセンターを決 平成１６年１１月７日

めることが行われました、３局候補者がありましたので、じゃんけんで ６：３０ 山武振興センター駐車場 集合

ＪＳ１ＱＸＭ局に決定しました。 ６：４５ 東金出発

大変盛り上がりました今回の忘年会も、次回幹事担当地区（大和・丘 ９：３０ 熊谷駅 到着

山地区）を代表してＪＩ１ＢＶＢ局（石川さん）の １０：００ 秩父鉄道ＳＬ乗車

締めの音頭で閉会しました。 閉会後は宿泊局 １０：１０ ＳＬ出発

（１７局）で二次会を行いました。当日２１時から １１：２８ 長瀞駅 到着

”Ｋ１”が行われておりましたので、テレビを見な １２：００ ライン下り 乗船、下船後昼食

がらまた盛り上がりました。 １３：３０ バス 乗車



「平成１７年元旦 第６９９回ロールコール」 １５：３０ サントリー利根川ビール工場見学

（今年の抱負と東金市人口当てクイズ） ＪＧ１ＶＢＤキーセンター １７：００ バス 乗車（東金向け）

ＪＩ１ＭＤＡ ロールコールに出来るだけ出たい ６０，０００ １９；３０ 東金 帰着

ＪＬ１ＡＶＱ 交通事故にに気をつける ６０，１６０ ※ 会員及び家族、ご友人合わせて３２名のご参加をいただきました。

ＪＫ１ＦＣＱ 健康第一にしたい ６０，１８０

７Ｋ４ＸＰＴ 進学先での友達を作り、勉学に励みたい ６０，１３０ ホームページ開設委員会開催のご案内

ＪＧ１ＳＷＵ すべてのことにチャレンジしたい ６０，３００ JE1YSY の公式ホームページを開設予定です。

ＪＨ１ＵＡＸ 健康に気をつける ６０，１５０ 毎月１回程度開設委員会を開催しています。

ＪＯ１ＡＬＪ 健康に留意して今年一年頑張りたい ６０，１６１ ご意見、ご希望をお寄せください。あわせて委員会のご参加も、お待ちし

７Ｍ４ＭＲＲ 健康で皆様方と楽しく無線をやって行きたい ６０，１７７ ております。

ＪＦ１ＸＯＧ 新しい東金市づくりに頑張りたい ６０，１１０ 次回委員会は１月３０日（日）午後１時３０分より

７Ｍ３ＰＨＧ 今年一年健康で過ごしたい ６０，１８５ 場所は小見川建設（ 局）の事務所をお借りしています。JM1WMV
ＪＥ１ＳＩＰ 無理をしない事です ６０，１７０ ※ ただいま、ホームページを仮運用しています。どんどんアクセスして

ＪＡ１ＤＰＵ 健康に留意して過ごしたい ６０，１６３ みてください。

ＪＦ１ＭＣＬ 春頃からゴルフに参加したい ６０，１５７ ホームページ URL ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ４．ｚｅｒｏ．ａｄ．ｊｐ／

ＪＬ１ＩＯＪ 健康でロールコールに出席したい ６０，１７１ ｔａｍｙｓｙ／

ＪＥ１ＪＳＺ 健康に気をつけて仕事と遊びに励もう ６０，０９０ メールアドレス ｔａｍｙｓｙ＠ｚｅｒｏ．ａｄ．ｊｐ

ＪＭ１ＣＥＥ 健康に気をつけてロールコールに参加すること ６０，１８４ 掲示板もありますので、ご利用ください。

ＪＱ１ＳＵＦ 健康で一年間過ごしたいと思います ６０，１６２

ＪＨ１ＢＲＯ 一年を通じて無線を楽しみたい ６０，２２８ 「ミニミニ時典」（その９） ＪＧ１ＶＢＤ

ＪＲ１ＪＡＺ 健康第一にしたい ６０，１１１ ☆合併特例法

ＪＭ１ＢＨＯ 体調を整えてバイクで一万キロを目指したい ６０，１５３ 市町村合併を促進させるため、１９６５年に制定されました。１０年ご

ＪＫ１ＭＹＱ 健康第一にしてアンテナを整備したい ６０，３０５ とに延長されてきましたが、１９９５年の改正で財政面の優遇措置がされ

ＪＧ１ＨＥＪ 安全運転で元気で健康で過ごしたい ６０，１５９ た一方 ２００５年３月までに限って適用すると期限が区切られています、 。

ＪＨ１ＱＨＥ 健康管理しながら元気に過ごしたい ６０，１６７ 合併自治体に合併特例債が認められ、１０年間の対象事業費の９５％ま

ＪＭ１ＷＭＶ ゴルフは８０を切りたい ６０，１４８ で充当出来ます。元利償還金の７０％は地方交付税で充当されますが、事

ＪＪ１ＵＩＤ 心身共に健康で過ごしたい ６０，１８７ 業費の約１／３は自己負担となる。 対等合併の場合、合併前の議員は最

ＪＡ１ＬＲＭ 健康に注意して頑張りたい ６０，１７８ 大２年間、新市町村の議員として在任できることになっている。同月まで

ＪＧ１ＶＢＤ 健康に注意してハムライフを続けたい ６０，０７８ に新市町村に移行するのが適用条件だが、合併が確実であれば期限内に手

ＱＳＰ局 △ 続きが終わらなくても優遇措置が受けられるように法改正して政府は市町

ＪＰ１ＸＷＺ △ 健康に留意したいと思います ６０，１５１ 村合併を促進している。

ＪＭ１ＢＨＴ △ 市民のために今年も頑張りたい ６０，１００ ☆テポドン

（ロールコール出席順） 編集 ＤＥ ＪＧ１ＶＢＤ 北朝鮮が開発を進めている弾道ミサイルは、テポドン１号（射程が

1500km 3500 8000km以上）とテポドン２号（射程 ～ 超）の２種類があり

「ロールコール７００回記念キーセンター」 ます。

ＪＥ１ＹＳＹの１月１５日のロールコールが開始以来、７００回目を迎え、記念すべき １号は１９９８年８月に発射実験が行われ、弾頭の一部が日本列島を越

このキーセンターを募集したところ、結果的には忘年会の席での抽選でＪＳ１ＱＸＭ桑原 え太平洋に着弾、日本に大きな衝撃を与えました。 北朝鮮が独自に開発

さんに担当していただくこととなりました。昔慣らした軽やかな口調で次々と参加局をさ したノドン（射程 、一段目には旧ソ連製のスカッド（射程 ～1300km 500）

ばき、お正月ムードの抜けきれない雰囲気の中で楽しく記念ＱＳＯを進めていただきまし 600km）を二段目に利用した液体燃料推進方式のロケット基礎に、固体燃
た。広報部からも御礼を申し上げます （広報部長） 料推進方式の三段のロケットで構成されています。

２号は新型エンジンを一段目に、ノドンを二段目に利用していると推定

「非常通信訓練」 される。北朝鮮は過去の日朝平壌宣言で、２００３年以降も弾道ミサイル

平成１６年度ＪＡＲＬ千葉県支部主催の非常通信訓練は例年のとおり、山武地区担当局と 発射凍結が約束されています。

してＪＥ１ＹＳＹが 東金アリーナ・陸上競技場スタンド を借用して実施されました、「 」 。

設営及び運用は１７名の応援を得、１１時より１２時１０分過ぎまでの間、訓練参加局 ◎創立３０周年記念事業について◎

３８局との交信を行いました。今年度は台風を始め、各地での大地震など通信 東金アマチュア無線クラブは、昭和５０年１２月に結成以来３０年を迎え

網に重大な混乱が生じた年でもありました。日頃の通信機器の整備で、 ることが出来ました。これを記念した事業を盛大に挙行するため、３０周

「いざ」というときに活用できるよう心がけましょう。 年記念実行委員会を結成する準備を役員会で検討しています。（広報部）

多くの委員の協力が必要となりますので、積極的にご参加いただけます

よう募集の際にはよろしくお願いします。

◎ 会員状況◎平成１７年１月１日現在の

クラブ員総数 局７８

うち 女性局 ２局、 男性局 ７６局


