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平成 1９年度第３３回定期総会が開かれる！
東金アマチュア無線クラブの第３３回定期総会が去る 6 月 9 日（土）東金中央公民館において、出席者 30 名・委任状 44 名をもって開催されま
した。
議長に JM1BHT 古川氏を選出して、議題の 4 案件を FB に進行していただき平成 18 年度の経過と今年度の事業計画及び予算が満場一致で承認さ
れました。昨年同様、今年も出席者お疲れ様でしたと、総会前に夕食が振る舞われました。
恒例となっているロールコール参加局及びキーセンター局にＦＢな景
品が贈られ、最後に記念撮影をして閉会となりました。
今年も、会員の皆様が気軽に参加出来るミーティングを開催し、アマ
チュア無線を通じて益々の親睦が図れるよう、会員各位のご理解とご協
力をお願い申しあげます。
ＪＧ１ＶＢＤ 石井文義

県下アマチュア無線非常通信訓練
地震、台風等の非常災害に備えてアマチュア無線局によって通信伝達
の訓練をを行い、アマチュア無線の非常通信に対する関心を深め、意識
高揚を図るため下記により実施いたします。
今年も、東金アマチュア無線クラブが山武地区を担当しますので、各局
のご協力をお願いいたします。
ＪＧ１ＶＢＤ 石井文義
記
訓練日時
平成 19 年 9 月 9 日(日) 午前 9 時から 12 時 30 分
運用場所
千葉県立東金青年の家
通信内容 一般参加局は訓練担当局へ
コールサイン・氏名・ＲＳ・市町村名・アンテナの種類（ＧＰ・ヤギ・ホイップ）・出力・電源の種類（ＤＣ・ＡＣ・発々）・記念カードの受
領方法（ＪＡＲＬまたは不要またはＹＳＹ経由）を「クンレン」を前置きし送信して終了となります。
通信時間
午前１１時～１２時までの間 １４５．３２MHZ（Ｆ３Ｅ）・・・ＪＥ１ＹＳＹが担当局となり、山武郡市を中心に各地の呼びかけする
午前１０時～１０時２０分迄 １４４．３０MHZ（Ｊ３Ｅ）・・・ＪＡ１ＹＯＪが県庁から山武郡市に呼びかけてくる時間帯
午前９時～１２時まで
４３３．２４ＭＨｚ（Ｆ３Ｅ）・・・ＪＲ１ＺＲＨが県内全域に呼びかける
◎ 平成１９年８月１日現在の会 員 状 況 ◎
クラブ員総数 ７５局
うち 女性局 ２局、 男性局 ７３局
◎メ ン バ ー 情 報 ◎ （広報部）
☆平成１９年６月以降の新規加入メンバー
なし
ＪＭ１ＴＧＵ 佐々木さん復帰
☆平成１９年６月以降の退会者
Ｓee you again !!
ＪＫ１ＭＮＳ
片岡 さん
◎平成１9 年度無線局更新予定局について ◎
（ 広報部）
皆さん、免許の更新はもうお済みですか。
もう一度取り出して確めてみましょう！！
更新手続きは、「期限の１ヶ月前まで、１年以内に行う」こととなりま
した。 書式や表現も変更となり、たとえばＳＳＢはＡ３Ｊから４ＨＡと
かＦ３は４ＶＡなどと無線局免許状に記載されます。
早めの更新準備がトラブル解決法です。
再免許等を行いましたら、必ず次の満了日を事務局にお届けください ◎
再免許申請用紙等は、クラブにご相談ください。
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ＪＧ１ＶＢＤ（石井）
局免（有効期限）を、切らないよう注意しましょう
会費納入期限は９月末です。忘れずに会費を納めましょう
ＹＳＹ会員やＪＡＲＬ会員の仲間を増やしましょう
ＪＡＲＬ会員は、会費切れしないよう継続しましょう

☆東金レピータ「４３９．７２ＭＨｚ」が開局しています
『ＹＳＹゴルフコンペのお誘い』
次回のゴルフコンペは、少し涼しくなった１０月頃を予定しています。
たまには、日曜日開催したいと思いますので、参加をお願いいたします。
１０月２８日（日）昼食付きで約 13,000 円(ｷｬﾒﾙｺﾞﾙﾌﾘｿﾞｰﾄ)を予定
幹事 ＪＭ１ＷＭＶ・ＪＧ１ＨＥＪ

今年の忘年会は・・！！
月日のたつのは早いもので今年も、もう８ヶ月も経ってしまいま
した。
今年の忘年会は１２月１日(土)のロールコールの夜です。幹事担
当地区は東金・台方地区の皆さんです。大勢の参加とご協力お願い
致します。
東金地区
JG1VBD

◎ ミニミニ豆知識◎
1.国民投票法
憲法が定める改正手続のうち、国民投票の方法を具体的に規定する法律で、
今年 5 月に自民・公明の賛成で成立した。
2010 年 5 月に施行され、対象は憲法改正だけで投票権者は原則 18 歳以上の日
本国民とし、賛成票が有効投票総数の 2 分の 1 を超えた場合、改正が承認され
ることになります。
2.クールビズ
環境省が 2005 年から提唱した夏のビジネススタイルなどの軽装て、冷房温
度が 28 度でも「涼しく効率的に働くことができる」のが利点です。
クールは「涼しい」ビズは「ビジネス」地球温暖化防止のため、政府はオフィス
冷房を 28 度にするよう呼び掛けており、政府職員は 6 月 1 日から解禁となつて
いる
3.インターネットオークション
売り手が専用サイトに商品を掲載し、ネット上で行われる競売です。
国内では、1990 年代後半にヤフーなどの大手がサービスを始め、利用者が急増
しています。野村総合研究所によると、2006 年度の個人間のネットオークション
の取り引き総額は 1 兆 6200 億円に上ると見込んでいます。
4.電力線通信
正式には、電力線搬送通信(PLC=パワーライン・コミュニケーション)のことで、
電気コンセントにつなぐだけでブロードバンド(高速大容量通信)が可能となり、
家庭内の電灯線で電力とデータを運ぶもので、手軽に使えるため家庭内ネットワ
ークとして有力視されている。 JARL では、アマチュアバンドと PLC システム
関係で、双方に与える影響確認の実験を行っています。
5.I P 電話
インターネット技術を活用し、音声を細切れのデータにしてやり取りする仕組
みの電話です。有料の回線だけを使う従来の電話に比べ、インターネット経由の
ためデータやり取り自体には金がかからず利用料が割安となる。

｛ＪＥ１ＹＳＹ移動ミーティング特集｝
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今年の移動ミーティングは、旅行会社のバスツアーで「陸上自衛隊富士学
校富士駐屯地創立記念行事」を見学してきました。参加イベントの都合で、
ＪＬ１ＩＯＪ 富田
大変早い時期に企画することになり、また慌ただしい参加募集など、会員の
昨年の移動に引き続き自衛隊つながりで、今回は航空自衛隊から陸上自
皆様にお詫び申し上げます。
衛隊であった。
当日は、比較的近場への旅行のわりに５時集合ということでちょっと眠かった
朝、５時集合ということなので４時半起床。天気はあいにくの雨、集合場
のですが、５時１５分定刻に出発しました。朝食付きというよりもオヤツつきとい
所まで移動中ワイパーを稼働させないと走行出来ない。運悪いなと思いつ
う感じでしたが、サンドイッチを食べて、道路の混雑も無く富士学校に到着しま
つ走らせると、ＭＤＡさんから乗車できない一報が入った、なんか不安な
した。
感じ。現着して理由を聞いてみると、バスはあったが我々が乗るバスは３
会場内は、自由行動でしたが目玉は、観閲式と模擬戦闘です。戦車や自
号車で、まだ到着していなかった。ツアーのバスが各方面から出発とのこ
走砲（正確な名称？）の砲声は空砲ながらもすごい迫力でした。ただ、ちょっと
とで、これから茂原市周りのバスであった。乗れないはずだ。
きつかったのは、観覧（席？）場所が３０度位の傾斜で油断すると、滑り落ち
集合場所に、１４局１７名が集合し定刻に東金を出発。朝早いせいか道
そうな場所。でも良く見えましたけど。その後露天のやきそばを買って昼食。そ
路もすいていて順調な滑り出しだが、外の雨はやむ気配なし。小生もバス
の他の展示をみながら、みやげを買って過ごしました。
にゆられて一眠り。高速道路で小休止を数回し、御殿場にある「富士学校・
３時に集合して、全員無事東金に帰ってまいりました。参加者はメンバー１４
富士駐屯地」そばのバス専用駐車場へ到着。皆さんの心がけがいいのか、
名総勢１７名ということで、参加各局お疲れさまでした。
雨はやみ曇り空。駐車場から徒歩で１０分位で正門へ、見学者の多さに唖
次回は自衛隊つながりで、航空、陸上ときたんで海上自衛隊はどうかと思っ
然としました。航空自衛隊の時もいっぱい見学者がいるなと思いましたが、
ているんですが、各局良い企画がありましたら、ご意見ご希望をよろしくお願い
それを上回るのではないかと思われた。入場する前に手荷物の検査場があ
します。
り、手荷物の中身を検査。不審物等の持ち込み禁止だとか。逆に捕まっち
ＹＳＹホームページにも移動ミーティングの話題が掲載されていますのでご覧
ゃいますよね。（冗談）
（企画部ＪＲ１ＪＡＺ）
下さい。（http://www4.zero.ad.jp/tamysy/）
９時３０分過ぎに正門から中に入場。行列の進む方向に私たちも進行す
る。右手に広場が見え、名称は「ふれあい広場」という所に、戦車等の展
示物を発見。１０数台展示してあり人々が戦車をバックに写真撮影をして
いる。添乗員が３時集合という説明を受け、自由解散。まずは広場の展示
物を見ることに。そこには現役を退任した、車両が綺麗に再塗装され陳列
されてました。戦車をバックに全員で撮影。その後、自由散策で
まずは何を見るかパンフで研究、１０時１５分から記念式典なので総合訓
練場へ移動。 途中、隊員の入場とかち合い目の前を自動小銃を担いだ人
達を見ました。撃ってみたい衝動に駆られました。
隊員入場
観閲式
もう高台の見晴らしのいい席は満席。早くから席取りをしていたと思わ
れます。私たちも適当な見やすい場所を見つけ、少し斜面ではあるが我慢
して席取り。観閲台の正面にはジープやら搬送トラック・装甲車・自送砲
積載車・戦車等々の車両が１００台以上整列しており、その姿は圧巻でし
た。
式典は挨拶から始まり祝辞・来賓紹介等々実につまらない時間であった。
一通りのセレモニーが終わると、隊員が一斉に乗車、各車両が始動。腹に
響くエンジン音が「ゴゴゴー」と鳴り響く。これが戦車の音かと内心興奮
観閲式
模擬戦闘
しました。ジープを先頭にバイク・搬送トラック・迫撃砲積載車・戦車等々
の各車両が私達の前を次々と走り抜けていきます。
戦車といっても数種類ありブルドーザーの用な整地盤付あり、キャタピ
ラーの保護されているのもあり、いろいろな種類がありました。なんと言
っても一番驚いたのは、戦車という物はテレビ等でしか見たことがないの
でゆっくり走るものと思っていたが、３０トン以上もある鉄の固まりが４
０～５０Ｋｍのスピードで走り抜けていくではないか。もたもたしている
と轢かれてしまうのではと思うほど。
１１時２０分からは、模擬戦が始まりまずはバイクが敵情視察、続いて
戦闘ヘリによる空中からの機銃掃射、ヘリから隊員降下。自送砲車及び戦
車の登場、砲弾の発射準備が整うと一斉掃射。「ズドン」と鼓膜が破れる
かと思うような音。戦車からも同じく発射、空砲であってもものすごい迫
力でした。相手陣地からは白煙があがり約４０分の模擬戦は終了となった。
このような演習を毎日しているのかな？実弾を発射するともっとすごいの
だろうなと思った。
演習終了後は、昼食時なので模擬売店で腹ごしらえ。売店をのぞき見し
模擬戦闘
ながらぶらぶらと時間つぶし。資料館があったので、陸自の展示物を見物
し映画が上映されていたのでしばし見物。
集合時間が来たので、集合場所へ。全員そろった所で、バスの駐車場へ
とぼとぼと歩いた。途中で誰かが、空を見て陸を見たんだから今度は海が
見てみたいとの発言あり？ 帰路のバスは渋滞もなく順調で、一眠りして
いる間に東金へ着きました。
今回は、戦車等が見れて尚かつ大砲の音がすごい事がわかり大変良か
った。企画部の役員の皆さんありがとうございました。また、すばらしい
移動企画をおねがいします。

平成１９年７月２２日（日）ＹＳＹ移動ミーティングに参加して

☆☆☆

☆☆☆

☆☆☆

◎会費納入のお願い◎
ＹＳＹ各局 ６月の総会も終わり早２ヶ月が過ぎようとしています。皆
さんお元気でしょうか？
さて会費未納の局におかれましては、ＹＳＹの運営上、大至急 納入し
て下さるようお願いいたします。 会計担当 ＪＨ１ＵＡＸ
集合写真

広報部

JG1HEJ

