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平成２０年度第３４回定期総会が開かれる！
東金アマチュア無線クラブの第 34 回定期総会が去る 6 月 14 日（土）東金中央公民館において、出席者 31 名・委任状 43 名をもって開催されまし
た。
議長にＪＡ1ＬＲＭ岡村氏を選出して、議題の 5 案件をＦＢに進行していただき、今年度の事業及び予算等が満場一致で承認されました。
今年は役員の改選があり、ＪＨ1ＯＲＨ・ＪＱ1ＳＵＦ局の 2 名が退任されました。後任に、ＪＬ1ＩＯＪ・ＪＭ1ＢＨＴ局の 2 名が推薦承認され、他
の役員は留任して再選されました。新役員の自己紹介と決意が述べられ、これからも役員一丸となってＦＢな事業を実施して参ります。
昨年同様、出席者全員にお疲れ様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賞は参加者全員にＦＢな景品が贈られ、最後に記念撮影
し閉会しました。今年も、会員の皆様が気軽に参加でき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上げます。 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 20 年 9 月 14 日(日) 午前 9 時から 12 時 00 分
運用場所 東金阿部倉下公園
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９時４５分～１０時迄
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）・・・ＪＲ１ＺＩＵが県内全域に呼びかける
◎ 平成２０年８月１日現在の会 員 状 況 ◎
クラブ員総数 ７４局
うち 女性局 ２局、 男性局 ７２局
◎メ ン バ ー 情 報 ◎ （広報部）
☆平成２０年１月以降の新規加入メンバー
なし
☆平成２０年１月以降の退会者
ＪＥ１ＯＫＵ 桜田光男さん ５月逝去 ご冥福を祈ります
ＪＯ１ＡＬＭ 板倉孝夫さん Ｓee you again !!
◎平成 20 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４
ＨＡ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１１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。
幹事 ＪＬ１ＨＨＭ・ＪＲ１ＪＡＺ

｛ＪＥ１ＹＳＹ移動ミーティング｝
先日の企画部役員会におきまして、本年の移動ミーティングの概要
が決定されましたので、ご報告いたします。多数の参加をお待ちし
ています。（企画部）
移動方法 ： バスツアー（旅行会社の乗合せツアーまたは貸切等）
移動日
： 平成２０年１０月２６日（日曜日）
その他
： 詳細は、まだ期間がありますので今後決定していき
ます
今後の予定： ９月１５日ロールコールＱＳＰタイムで詳細を発表
１０月１日及び１０月１５日ロールコールで参加者
募集
（参加希望者は役員各局または事務局に参加申込みも可）

JE1YSY の忘年会に参加しましょう!
月日の経つのは早いものです今年も、もう８ヶ月も経ってしまいま
した。
今年の忘年会は、１２月６日(土)となっています。担当幹事は、
田間、松之郷・日吉台地区のみなさんです。大勢の参加とご協
力をお願いします。
幹事代表 JF1KAY
☆☆☆

☆☆☆

☆☆☆

◎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

2008ＪＡＲＬ千葉県支部「ハムの集い」終わる
日本アマチュア無線連盟千葉県支部主催の「ちばハムの集い 2008」が３
月２日流山文化会館の大ホールに於いて、JARL 原会長はじめ多数の来賓が
あり盛大に開催されました。
午前中はロビー等で、ジャンク市・展示実演コーナー・体験コーナー・講
演会等がありました。
午後は支部大会、支部長挨拶・来賓挨拶の後、支部活動報告・20 年度事業
計画・表彰式・記念撮影の後、お楽しみ抽選会があり FB な景品を手にして
3 時半ごろ散会しました。
当クラブから、支部役員の JF1XOG 局外 5 局が参加、総勢 300 名と聞
いています。遠い東金から参加された各局大変ご苦労さまでした。
次回の「ちばハムの集い 2009」は、2009 年 3 月１日(日) です!

流山市文化会館へ参加者の皆さん

◎豆 知 識 ◎

ＪＧ１ＶＢＤ

1.太陽光発電
シリコンなどの半導体に光が当たると電気が発生する原理を利用した太
陽電池による発電システム。発電の際に二酸化炭素などの温室効果ガスを出
さないため、政府の重点政策である地球温暖化防止に効果があり、国や地方
自冶体が普及に力を入れています。
火力発電などと比べて、電気コストが高いのが難点ですが設置費用を補助
し、導入を支援している自治体もあります。
2．食料自給率
国内で消費されている食料のうち、どれだけ国産の食料でまかなわれてい
るかを示す数字です。農林水産省はコメ・小麦・野菜や肉類など品目別と、
全品目の供給熱量ベースの自給率を算出しています。
日本の自給率が全体で 39％だった 2006 年度に、品目別で 100％だったのは
コメだけでした。その他はミカン 94％・いも類 80％・豚肉 52％・牛肉 43％・
砂糖類 32％・大麦・はだか麦 8％などとなっています。
3.

ふるさと納税
出身地の治自体などえの寄付金のうち 5，000 円を超える金額を、居住す
る都道府県や市町村に納める個人の住民税額から、最大一割控除が出来る仕
組み。 制度導入を目指す総務省が昨年 6 月、有識者による研究会を発足さ
せ、10 月に制度内容をまとめた報告書が増田総務相に提出された。

4. 病院と診療所
医療法によると、病院は患者 20 人以上の入院施設を持っている、診療所
は入院施設のないところ・20 人未満が入院できる医療施設。
医療施設調査では、昨年の病院数は 9.026 施設（前年比 51 施設減）、診療所
は 9 万 7442 施設（前年比 391 施設減）このうち入院施設のない診療所は
86.2％。
5. 銃刀法
正式名称は、「銃砲刀剣類所持等取締法」銃や刀剣類の所持を原則的に禁
止し
狩猟・射撃競技・祭礼・舞踊・演劇などに用いる場合は、例外として所持で
きるとしている。 所持するためには住所のある都道府県公安委員会に申請
して許可を得る。公安委員会は、危害を予防する上で必要があると判断すれ
ば、許可に際して条件を付けることが出来る。

「第１回ＪＥ１ＹＳＹ写真コンテスト」
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アマチュア無線に関するもの、家族などの写真、そのほか何でも
結構です。心にのこる瞬間をとらえてください。多数の参加をお
願いいたします。（企画部）
◎募集要項
応募期間 ： 平成２０年８月１５日～平成２１年３月３１日
応募資格 ： 東金アマチュア無線クラブ会員であること
応募作品 ： デジタル（自由サイズ）または写真プリント
（２Ｌサイズ以下）
作品は、原則的に返却できません
応募部門 ： ① アマチュア無線部門
② ファミリー部門
③ 総合部門
※ エントリー部門は個人の自由です
応募数
： 制限なし
作品形態 ： カラー・モノクロいずれも可
合成不可、公序良俗に反するもの不可
応募期間中に撮影されたもの
応募方法 ： デジタルの場合は、ＪＥ１ＹＳＹホームページ
掲示板へアップロード（写真コンテスト出品と必ず記載）
または事務局へ持参（メディア自由：ただし返却できません）
写真プリントの場合は、事務局へ持参
（サイズは募集サイズの２Ｌ以下で）
各作品にタイトル（必須）およびコメント（なくても可）コール
サイン（必須）を添付してください
賞の種類

：

最優秀賞
１枚（応募作品全体より）
部門賞
各１枚（各応募部門より）
会長賞
１枚（応募作品全体より）
※ 受賞者の重複はできません
参加賞 ： 上記の受賞者以外の全員に
審査員 ： 東金アマチュア無線クラブ役員
※ 役員の受賞も認めます
発 表
： 東金アマチュア無線クラブの次回通常総会
（平成２１年６月初旬頃）あわせて作品を展示します
※ デジタルの場合企画部で２Ｌにプリントしますが、プリント
代として１枚 1００円をいただきます
お問合せ： 企画部長（ＪＲ１ＪＡＺ）へ、ＱＳＯ・メール・
電話・各役員経由などで、お願いいたします。

元旦ロールコール・人口当てクイズ
に参加しましょう!
恒例となっています東金アマチュア無線クラブの元旦ロールコー
ル時に会員の新年の抱負と東金市の１月１日現在の人口を当てる
クイズを行ないますので、多数の参加をお願いします。
平成２１年１月１日現在
平成２０年１月１日
平成１９年１月１日
平成１８年１月１日
平成１７年１月１日

？
人
６０,３７９人
６０,５２２人
６０,４５０人
６０,１４２人

ＪＧ１ＶＢＤ

ＹＳＹホームページ「アドレス変更」
http:// orange.zero.jp/tamysy/ に変更されました。
今までの http://www4.zero.ad.jp/tamysy/ では今後はご覧にな
れませんので早めに訂正したうえ、今後ともご愛顧のほどよろし
くお願いいたします。

