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石井文義

新年あけましておめでとうございます。
２００７年の年頭にあたり、会員の皆様とご家族の方々に対しま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と共に平成１９年(亥年)
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、いろいろな行事がありましたが「飲むなら乗るな・乗るなら飲むな」の合い言葉に、宿泊付きの忘年会を盛大に実施して、
飲酒運転撲滅に協力してきました。
無線界においては、電力線搬送通信（ＰＬＣ）・電子タグなどアマチュアバンドと周波数を共有する新しいシステムが動き出した年
でしたが、特にＰＬＣについてはアマチュア局側に影響があるため今後の動向に注目されています。
当クラブにおいては、１４５．７８ＭＨｚを使用して月２回のロールコールも７４７回を数え、８００回記念を目指して継続し、会
員相互の親睦を図りながら諸行事を開催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。

２００７年の夜明け
２００６年１２月２日

大忘年会

今年の忘年会は、白里海岸の「根本荘」で総勢２４名が参加して盛大に行われました。
第１回準備会は、１０月１４日（土）午後７時３０分より会場費がかからない (^_^)v 杉崎
邸、福岡・正気・豊成・嶺南の各地区有志各局により当日までの大まかなスケジュール、催
しなどを決定しました。以前だと、缶ビールかなんか飲みながら (ー_ー)!! やりたいところです
が、仕方ないですね。第２回準備会の予定を決めて解散となりました。
第２回目も１１月１８日（土）杉崎邸で当日の詳細な！？スケジュール、参加者の把握、
抽選会の買い物について検討して、解散しました。
買い物は、翌日に茂原のカインズホーム等で済まして、これで準備ＯＫです。今年は折りた
たみ自転車、それも外装６段ギア付き、でっせ！！。（なんで関西弁なんだ。＝後述します
九十九里片貝海岸にて

が、ほしかった。 (;_:) ）

JG1HEJ

忘年会は１２月２日（土）６時３０分より受付開始、７時開宴後、会長挨拶、記念撮影を
行いました。実は、この時大変なことがおきていたのです。カメラの電池がほとんどなくなっていた
のです。（ＪＡＺのバカ！！準備不足で申し訳ありませんでした。）そんな訳で記念写真も、今
一でしたが、無事終了。いよいよ「お楽しみ抽選会」です。今回は、結構あとのほうまで粘って
いたんですが、結局ＸＯＧ局にやられました。折りたたみ自転車ほしかったなーー。
次回幹事を紹介し、中締め後歓談して、お開きとなりました。１３名が宿泊、部屋で二次
会などして白里海岸の夜は更けていきました♪♪チャンチャン。
翌朝７時より朝食、その後自由解散となりました。参加各局、おつかれさまでした。
また、次回忘年会も多数の参加をお願い申し上げます。
雄蛇が池展望台より

最後に、ＪＡ１ＯＫＸ、ＪＧ１ＶＢＤの各局より多大なるご芳志を賜りましたことを申し添えます。

JI1BVB

ありがとうございました。

毎月１日・１５日のロールコールでは、毎回９時前後にＱＳＰタイ
ムをとって、連絡事項をお伝えしておりますで、その時間帯は
145.78MHz にぜひ耳を傾けていてください。
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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

◎ メ ン バ ー 情 報 ◎ 平成１９年１月現在（広報部)
クラブ員総数
うち

７５ 局

女性局 ２局、

男性局 ７３局

☆平成１８年８月以降の新規加入メンバー及び退会者

なし

（幹事代表ＪＲ１ＪＡＺ）

平成１９年元旦

ちばハムの集い２００７

第７４７回ロールコール

（今年の抱負と東金市の人口当てクイズ）

ｷｰｾﾝﾀｰ

ＪＧ１ＶＢＤ

日時

ＪＦ１ＸＯＧ

３月４日（日）受付１０：００～
ハムの集い１３：００～１６：００

ＪＦ１ＭＣＬ

今年も元気で頑張りたい

60,499

７Ｍ４ＭＲＲ

このままで元気に頑張っていきたい

60,422

ＪＬ１ＡＶＱ

健康でいつもと変わらない暮らしをしたい

60,525

ＪＡ１ＤＰＵ

健康で過ごしたい

60,450

ＪＧ１ＳＷＵ

健康に気をつけてバカじいさんをｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟする

62,527

井高校」行、「団地東口」行で、「千葉幼稚園」下車、徒歩１０分。○

ＪＦ１ＸＯＧ

今年も体調に気をつけて頑張りたい

60,500

京成八千代台東口から、①京成バス「団地循環」行、
「車庫」行で、
「花

７Ｍ３ＰＨＧ

健康に過ごしていろんなことにチャレンジする

60,543

見川交番」下車、徒歩１０分。②京成バス「いきいきプラザ」行きで、

ＪＥ１ＪＳＺ

健康に気をつけて仕事と遊びに励みます

60,476

「花島公園」下車、徒歩３分。

７Ｋ４ＸＰＴ

最後の学生生活を楽しみ就職先で頑張りたい

60,517

○車利用：主要地方道長沼船橋線広尾十字路を花見川方向へ、花見川大橋

ＪＥ１ＳＩＰ

健康に留意して過ごしたい

60,531

を渡るとすぐ（２つ目の信号を右折）
：駐車場は有料、収容台数が少な

ＪＪ１ＵＩＤ

健康で一生懸命果たしたい

60,535

いので、公共交通機関か相乗りでお越し下さい

ＪＭ１ＣＥＥ

一日５０００歩のウｵーキングにしたい

60,425

参加資格

ＪＨ１ＵＡＸ

健康第一にしたい

60,498

内容

ＪＩ１ＸＧＭ

健康第一にして一日一回マイクを持つ

60,516

ー（午前中） ○抽選会（会員・非会員の差・空くじ有り） ○展示・

ＪＲ１ＪＡＺ

健康第一にして体重を３ｋｇ減らしたい

60,539

実演（午前中）

ＪＧ１ＨＥＪ

ゴルフと仕事のスコアーをアップする

60,507

ＪＨ１ＱＨＥ

健康に気をつけて世界平和を願う

60,521

２月２５日までに下記へ申し込みのこと、但し出展希望者が多いときは抽

ＪＫ１ＦＣＱ

あんまり頑張らないで過ごします

60,526

選としますが、採用の可否は県支部に一任して頂きます

ＪＱ１ＳＵＦ

一年間無事に過ごしたい

60,520

連絡先・申込先

ＪＫ１ＭＹＱ

アクティブに出たい

60,513

詳細は千葉県支部ＨＰをご覧下さい

ＪＬ１ＳＹＩ

仕事と遊びはほどほどにしたい

60,506

ＪＯ１ＱＯＪ

ロールコールの時間を忘れないで出たい

60,533

ＪＡ１ＬＲＭ

健康に注意して頑張りたい

60,471

JARL 千葉県支部主催の非

ＪＧ１ＶＢＤ

健康に注意してボケ解消にパソコンの勉強をする

60,522

常通信訓練は、山武地区

場所

花島公園センター

コミュニティーセンター

（千葉市花見川区花島町３０８
交通

※

電話０４３－２８６－８７４０）

バス：○ＪＲ新検見川駅北口から、京成バス「八千代台駅」行、
「柏

自由（会員は会員証をご持参のうえ、受付でご提示ください）

○支部事業報告

○オール千葉コンテスト表彰
○記念撮影

○ジャンクコーナ

○その他

展示・実演は公募します：コール、氏名、連絡先アドレス、内容を

相京邦彦

非常通信訓練

ｊｆ１ｘｏｇ＠ｊａｒｌ．ｃｏｍ
平成１８年９月１０日

（ＱＳＰ局）

担当として YSY は豊成公

編集

（ロールコール出席順）

ＪＧ１ＶＢＤ

民館を訓練会場に設営し

（東金市人口当てクイズの答：６０，４１１人）

ミニミニ豆知識

ました。
各局の協力に感謝しま

ＪＧ１ＶＢＤ

す！！

☆ 酒気帯び基準値
取り締まりの対象となる呼気１㍑中アルコール保有量の
ことで道路交通法施行令で定められ、２００２年は０．２５

県庁１９階から訓練

㎎以上から０．１５㎎以上に引き上げられた。外国ではスウ

参加

ェーデン・ノルウェーなどでは０．１㎎以上がある。

JA1YOJ 県庁局へは
YSY からは JF1XOG

☆ フィッシング詐欺
勝手に送りつけた電子メールで、金融機関やインターネッ

(支部役員)、JG1HEJ

トオークションの偽ホームページに利用者を誘導し、パスワ

(YOJ 構成員)が 参 加

ードやＩＤといった個人情報を入力させる新手の詐欺のこと。

しました。

米国では、盗み出した個人情報を使って、大量の物品を購
入するなどの手口で１２億ドルの被害額が報告されている。
☆ ２００７年問題
１９４７年～４９年に生まれた約８００万人の「団塊世

新しいホームページできました HP 管理者

JM1WMV

代」が２００７年から６０歳の定年を迎え始めることで、

YSY のホームページが正式に稼動開始したのが、ちょうど YSY

企業経営などで懸念される問題のことを言う。団塊世代は

開設 30 周年の 2005 年 6 月でした。

全人口の約５．３％を占め大量退職に伴う人手不足や技術の

あれから一年半、2007 年 1 月より新しいページを増やすことにな

伝承などが課題になっている。

って、大変喜ばしく思っています。

☆ タウンミーティング
小泉首相が国民との対話の場として設けた。閣僚が各地

なんと、
「会長・副会長からのブログ」と言う最新流行のブログ型
ホームページで、それは、YSY の従来からのホームページにリン

に出向いて政府の方針を説明し、会場の質問にも答えている。 クして、二つが一体として働きます。
２００１年６月以降、全国都道府県で計１７４回開催され延
仕組みは、従来のホームページより簡単ですが、Web の特性は大
べ６万８０００人が参加した。安倍内閣でも継続する方針だ

変良いもので、旨く整理してゆけば、情報の活性化が図れると思

が「やらせ問題」の発覚で開催を凍結している。

います。

「YSY ゴルフコンペ」へのご案内

最近アップしてあったものに、市役所前の木の雄、雌？と言うの

恒例の YSY ゴルフコンペが下記日程で開催されます

がありましたが、普段何気なく通り過ぎてしまうものにも敏感に

平成１９年４月１８日（水）

感じるお二人の世界観に今後も期待して見せていただきたいと思

場

所

：

新千葉カントリークラブ（予定）

います。

