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新年明けましておめでとうございます
2008 年の新春を迎えて、会員の皆様とご家族の方々に対しまして謹んで初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 20 年（子年）がＪＥ1ＹＳＹ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、自衛隊富士学校見学ツアー・市の防災訓練・県支部の非常通信訓練に参加・宿泊付忘年会を開催して、飲酒運転撲
滅に協力してきました。
ＪＡＲＬにおいては、アマチュア無線を次の世代に継承する、科学に興味を抱く青少年の育成やアマチュア無線を通じた社会貢献をめざすなど、地域に密着
した活動が推進されます。
当クラブにおいては、145.78ＭＨｚを使用して 1 日・15 日の月２回のロールコールを実施して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ことを祈念して、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、年頭のご挨拶と致します。
平成二〇年 初日の出
白里海岸にて

ＪＧ１ＨＥＪ杉崎

雄蛇ヶ池より

平成２０年元旦 第７７１回ロールコール
（今年の抱負と東金市人口当てクイズ）

キーセンター

忘年会を振り返って
ＪＧ1ＶＢＤ

ＪＩ１ＭＤＡ

質素と倹約に努める。

６０．２０８

ＪＬ１ＡＶＱ

健康で働けるよう頑張る。

６０．４６５

ＪＡ１ＬＲＭ

健康に留意して頑張ります。

６０．４０２

ＪＦ１ＸＯＧ

いろいろなことにチャレンジして最善を尽くす。６０．４８９

７Ｍ３ＰＨＧ

健康に気をつけて最善をつくす。

ＪＥ１ＪＳＺ

健康に気をつけて仕事と遊びにチャレンジする。６０．３６３

ＪＭ１ＢＨＯ

体調（糖）に注意して頑張ります。

６０．４７８

ＪＩ１ＸＧＭ

健康に注意して１日１回マイクを持つ。

６０．４２５

ＪＬ１ＩＯＪ

ロールコールはパーフェクトにしたい。

６０．３７２

ＪＭ１ＴＧＵ

健康に注意して一年をおくりたい。

６０．３７８

ＪＡ１ＤＰＵ

健康管理に注意したい。

６０．４４２

ＪＦ１ＭＣＬ

健康に気をつけて行きたい。

６０．３１５

ＪＧ１ＨＥＪ

健康に留意して過ごしたい。

６０．４５５

ＪＨ１ＱＨＥ

健康に留意して日々生活したい。

６０．４６６

ＪＫ１ＦＣＱ

健康第一です。

６０．４４４

ＪＲ１ＪＡＺ

健康第一にしたい。

６０．５２９

ＪＭ１ＣＥＥ

ウオーキングを１日５０００歩達成したい。

６０．４４６

７Ｋ４ＸＰＴ

緻密に努力する。

６０．４７７

ＪＨ１ＵＡＸ

健康第一にしたい。

６０．４３３

ＪＫ１ＭＹＱ

固定のアンテナを整備したい。

６０．４７０

ＪＰ１ＸＷＺ

健康に留意して頑張りたい。

６０．４５０

ＪＨ１ＢＲＯ

今年は無線に出たい。

６０．４９５

ＪＪ１ＵＩＤ

健康を最重点にする。

６０．４０５

ＪＭ１ＷＭＶ

成り行きで過ごしたい。

６０．３５８

ＪＧ１ＶＢＤ

健康第一に無線とパソコンを楽しみたい。

６０．５２２

６０．５１０

７Ｍ４ＭＲＲ △ 健康で丈夫で長生きする。
（ロールコール出席順）

６０．４６０
編集

（東金市人口当てクイズの答：６０，３７９人）

ＪＩ１ＢＶＢ石川

ＪＧ1ＶＢＤ

山王台公園より ＪＧ１ＶＢＤ石井

JM１CEE

石田泰郎

忘年会に多数参加していただき、ありがとうございました。次回忘年会には、幹事一同「参
加します」の返信でお答えしたいと思います。
１２月１日（土）はロ－ルコ－ルと重なりめずらしい開催日で、記念すべき日ではなかった
かと思っております。今回残念ながら都合により出席できなかった皆様には、心温まるコメン
トを戴だき、幹事一同心より御礼申しあげます。
南風荘の料理（食べ残しも少なかったような気がします）
、宿泊、朝食、又担当地区各局の
対応はいかがでしたか、満足していただけましたか？反省会も開き次回担当の時に、さらに楽
しめる忘年会にしたいと思います。
１０月初旬の準備会議に始まり第２回、第３回、と続き、さらに分会ごとのミーテングも進
行していきました。１０月中の案内状の発送も終わり１１月１日には早くも返信が届きました
が「欠席します」の返事のみで、幹事の皆さんには「今年は少なそうですね」！の話しかでき
ませんでした。
その後「参加」の返事も増え１１月２０日の締め切りを待って予算の配分、人数分の抽選会
用の景品を買出しに出かけていきました。今回は一点豪華主義ではなく、ほぼ均等になるよう
にと考えましたが、なかむずかしく、自分がもらって嬉しくなるもの、それでいて安いもので
喜ばれるもの、または奥様に好感をもたれるもの、を捜すのに苦労しました。
景品にはＪＩ１ＳＹＺ局よりお米５Ｋを３個、ＪＧ１ＶＢＤ局よりアンテナ及びご芳志、Ｊ
Ｐ１ＸＷＺ局よりタンブラーと景品を入れる紙袋、を提供していただきました。紙面をかりて
お礼申しあげます。
その他、出席者の名簿、名札、抽選札、抽選箱の作成等、一方ジャンク担当局の仕事も順調
に進んでいきました。当日ちかくになり、事情により「参加」から「不参加」
、逆に出席に変
わられた方もおりましたが２９名の方に来ていただきました。
開会の辞に始まり会長、幹事長の挨拶、総合司会のＪＮ１ＪＮＴ局の進行によりスタートし
ました。お酒も入り抽選会、ジャンク品、の販売で盛り上がり、大賑わいになりました。ＪＦ
１XOG 局は、当日朝、新幹線の車中より参加の確認をいただきました。その甲斐があってか？
「つき」は見放さず、昨年同様高額景品 をゲットしました。不思議なことに抽選札を引く係
りが私に変わってから、上座に向かって右列席の方に高額景品が多く当たりました。何の不正
もございませんのであしからず。
宴会も様々な思い出を残し、お開きとなり、来年の幹事局に托しました。泊まり局は二次会
場に集まりお酒を飲む方、
「おしゃべり」に花を咲かせる方、無線談義に始まり、政治、経済、
はては（まる秘）？話にもおよび延々と続きました。途中で眠りにつく局あり、一方さらにタ
クシーで会場を移し飲みなおす局もあり、お酒の強さにほとほと感心いたしました。残り局は
「いい思いを胸に夢枕とあいなりました。
それでは皆様次回の忘年会までお元気で又会いましょう。

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。

呼 び か け

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２０年１月現在（広報部)

クラブ員総数 ７６局

１２月１日 ＪＥ１ＹＳＹ忘年会

ミニミニ豆知識（ＮＯ．６）

於：南風荘
ＪＧ１ＶＢＤ 石井

うち 女性局 ２局、

男性局 ７４局

☆ 平成１９年８月以降の新規加入メンバー
ＪＬ１ＡＷＺ
☆ 退会者

田中さん復帰

なし

1.インターフェロン
ウイルス増殖を防ぐ働きのあるタンパク質、Ｃ型肝炎の治療に多く利用され 6
－7 割の患者に効果があると言われています。治療費の自己負担が平均 80 万円
と高額となり、治療をあきらめる患者もいるそうです。
抗腫瘍作用もあり、
がん治療にも使われるが発熱や脱毛といった強い副作用も
ある。ウイルス性肝炎患者の支援策が検討され、Ｃ型肝炎患者に対する治療費助
成策を盛り込んだ緊急措置法により助成する方針が決められた。
2..道路特定財源
1954 年全国の道路網整備を急ぐため導入された。ガソリン消費の際にかかる
国税で受益者である自動車ユーザーが道路整備費用を負担するという考えに基
づいている。税率上乗せは本来一時的な措置だが、以来法律を更新しながら続け
ている。国の財源は、揮発油税・自動車重量税・石油ガス税がある。
安定的な財源確保が出来る利点がある一方、無駄な支出をしないようにとの指摘
もある。
3..緊急地震速報
地震発生直後に伝わる初期微動（Ｐ波）を地震計でとらえ、強い揺れをもたらす
主要動（Ｓ波）が到達する数秒から数十秒前に、気象庁が地震の規模や地域を推
定し速報するシステムです。震源に近いところは間に合わない事もある。
一般向けは最大震度 5 弱以上と推定された時に配信されます。
4.ブログ
日記形式のホームページで閲覧した人が意見などを書き込むことが出来る場合

２００８ハムの集いｉｎ流山

JF1XOG 相 京

日時；2008 年 3 月 2 日（日）10:00～（9;30 受付開始）～16 時頃まで
場所：流山市文化会館
所在地 〒270－0176 流山市加１丁目１６番地の２
＜10;00～イベント＞
○ 展示・実演
○不要品交換会（ジャンク品コーナー）
○ 記念局 JA1YAA/1 の運用
★ 監査指導委員会相談コーナー
★お宝コーナー
★ 神戸おじさんの「メカ虫」コーナー
★ ボースカウトによる「モールス体験」コーナー
★ QRP 講演会＆自作相談会
★ ハムログ講演会＆クリニック
＜13:00～支部大会＞
○ お楽しみ抽選会
来場者全員に抽選券配布、豪華商品が当たります！
○ 記念撮影
----ＪＥ１ＹＳＹ各局へ ----乗り合わせて行こうと方針を決めました。詳細は後日としますが、
朝７時３０分までに東金中央公民館を出発予定です。
参加希望者は、ＹＳＹ役員までご連絡下さい。

が多い。多くの政治家や芸能人が開設しています。ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービスはインターネット上で会員同士が日記を公開したり交流できる仕組
みでトラブルが少ない。ＪＥ１ＹＳＹのブログは誰でも閲覧出来る仕組み。

非 常 通 信 訓 練

平成１９年９月９日

9 月 9 日(日）アマチュア無線非常通信訓練が県下一斉に実施されました。
東金アマチュア無線クラブでは、本年も山武地区訓練担当局を依頼されましたので、千
葉県立東金青年の家駐車場に、支部役員・地区幹事・クラブ会員が午前 9 時頃より集合
して、スケジュールの打合せ後、 ＪＥ1ＹＳＹを開局しました。
午前 11 時から 12 時過ぎまで交信し、管内の、東金市・山武市・大網白里町・九十九里
町・芝山町・横芝光町の各局との交信数は 26 局、管外の 16 局を合せて 40 局と交信し
て、混信妨害等もなくＦＢに終了出来ました。
参加されました各局、ご協力ありがとうございました。
災害は忘れた頃にやって来る！！

“ＹＳＹゴルフコンペの開催予定”

東金の暮らしが楽しくなる情報誌「ときがねエディター」2008Ｊａｎｕａｒｙ
より、こんな記事を見つけました。私もお店に何度か行きました。ＪＧ１ＨＥＪ 杉崎

恒例のゴルフコンペを下記のとおり予定しております。
平成２０年４月１６日（水） コースは、未定
詳細は、おって連絡いたします。
幹事 ＪＩ１ＸＧＭ・ＪＲ１ＪＡＺ

