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ＪＧ１ＶＢＤ

石井文義

新年明けましておめでとうございます
２００９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年のお慶び申し上げます。
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２１年（丑年）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。
昨年は色々な行事がありました、特に移動ミーティングは開設一周年を迎えた鉄道博物館の見学・野田キッコーマン醤油工場の御土産付
見学・「飲むなら乗るな・・・」の合言葉で！市内での忘年会は盛大に行われました。
無線界に於いては、電波利用額などの改正があり、
○ アマチュア局の電波利用料が昨年の１０月１日から３００円に引き下げられました。
○ 電波利用料は今年の４月１日からコンビニエンスストアなどで支払うことが出来るようになります。
○ 今年４月から７ＭＨｚが 7100～7200KHｚまでとグーンと広くなり世界が広がります。
当クラブに於いては、１４５．７８ＭＨｚを使用して月２回のロールコールを継続し、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致します。
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何時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御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。

アマチュア無線とゴルフ

２００９年の夜明け「白里海岸 」JG1HEJ

JA1QIF 加賀谷勝男

昨年 11 月、私は東金アマチュア無線クラブ（以下、YSY ク
ラブ）へ入会させて頂いた。還暦を迎え第二の人生を東金でス
タートしたいと思い求名駅前に居を構えた。

「第１回ＪＥ１ＹＳＹ写真コンテスト」

締め切りは

３月末

ＹＳＹ会員だけのコンテストです。 詳細は２００８年８月号で御確認を 。
お問合せ

：

さて、アマチュア無線との関わりは中学二年生までさかのぼ

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

り既に 47 年経つ。昆虫や花が好きで中学入学と同時に科学部
に入った。だが、部の顧問の先生がアマチュア無線家で、科学
部は何時しかアマチュア無線部になっていた。先生の指導が良
かったかどうかは定かでないが五人受験して全員電話級に合
格した。早速、個人局と併せて学校のクラブ局も立ち上げた。
当時、真空管式の最新鋭機であったトリオ製 TX-88A と 9R59
を学校は気前良く買ってくれた。「ハローCQ」夢中になって
QSO した。それとは裏腹に学業の成績が悪くなり休部を余儀
なくされた。その後、受験や就職、転勤などを機に閉局と開局
を何度か繰り返して今日に至っている。
三十歳代の私は、大阪湾の一角で強化プラスチックの開発

鉄道博物館・機関車回転台

研究に日夜没頭していた。無線は辞していたが何故か CQ 誌の
立ち読みだけは欠かさなかった。この頃、同僚の誘いでゴルフ
に出会った。YSY クラブにもゴルフの愛好家が多く、先日の
YSY コンペでは初参加にもかかわらず暖かく迎えて頂き大い

ＹＳＹ移動ミーティングに参加して

丘山小４年

に楽しませてもらった。

富 田 雅 希

（ＪＬ１ＩＯＪ局の２ｎｄ）

遠くへ飛ばしたいのは無線もゴルフも一緒。物体に当たって
跳ね返り思わぬ結果を得るところも良く似ている。さらに、ど
ちらもルールやマナーを重んずるところは、実社会で確かに役
立ってきたように思う。そんなアマチュア無線とゴルフを同じ
仲間で楽しめる東金アマチュア無線クラブに入ることが出来

１０月２５日に移動ミーティングに参加して、まず最初に鉄道博物館に行きました。
行く間バスで２時間くらいあったので、その間やることがなくてたいくつでした。
鉄道博物館に着いて、最初はもっと楽しい所を想像していたので、最初の方は全然つまらなかったで
す。でも、あとからちょっと楽しいことがあって良かったです。
そのあとに、野田のしょうゆ工場に行きました。どういう物があるかわくわくしました。まず、中に
入ったらしょうゆの味比べがあって、しょうゆを皿についでそのあと豆腐をしょうゆにつけて食べまし

て幸運であり喜んでいる。
2009 年、太陽の活動が活発化し電離層が活性化されて電波
の飛びが良くなるそうだ。またこのとき、あらゆる生物も活性
化され元気になるという。少し高齢化の進む YSY クラブであ
るが益々の発展と、併せて各位の多方面での活躍を祈念した

た。最初は、お父さんと２人で１コ食べたけど、おいしいのでもう１コ食べました。
その次、しょうゆソフトクリームを僕が食べて、しょうゆソフトはおもしろい味がしました。そのあ
と、いろいろな所を見て楽しかったです。
最後に、おみやげの野田せんべいを買って家に帰りました。家に帰ってきてから、せんべいを食べる
と、楽しかった１日が思い出されました。

い。
◎ メ ン バ ー 情 報 ◎ 平成２1 年１月現在（広報部)

クラブ員総数 ７６局
☆

うち女性局 ２局、 男性局 ７４局

平成２０年１１月以降の新規加入メンバー

ＪＡ１ＱＩＦ

加賀谷勝男氏

求名在住

ＪＦ1 ＷＡＰ

田中昌也氏

酒蔵在住

☆

退会者

無し

まもなく ロールコール ８００回 記念
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。
８００回記念キーセンターを募集します。

ＪＧ１ＨＥＪ杉崎まで連絡を！！

平成 21 年元旦

「移動ミ－テング」に参加して」

第 795 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ＪＧ1ＶＢＤ

ＪＬ1ＡＶＱ

家族揃って健康第一にする。

60，372

７Ｍ4ＭＲＲ

健康で長生きする。

60，360

ＪＫ1ＭＹＱ

健康第一にしたい。

60，365

ＪＬ1ＩＯＪ

一年健康で有りたい。

60，786

ＪＡ1ＤＰＵ

移動実験用ＡＮＴタワーを完成させたい。

60，378

ＪＫ1ＦＣＱ

人の長所をよく見るようにする。

60，400

ＪＨ1ＲＵＷ

健康第一にしたい。

60，670

ＪＩ1ＸＧＭ

健康に注意して無線に出る。

60，373

ＪＩ1ＭＤＡ

7ＭＨｚ帯が拡大されるので覗きたい。

60，315

７Ｋ4ＸＰＴ

ロールコールにすべて出る。

60，364

ＪＧ1ＳＷＵ

マイペースでチャレンジする。

60，362

ＪＭ1ＴＧＵ

健康を大事にして行きたい。

60，358

ＪＡ1ＬＲＭ

健康に留意して頑張りたい。

60，359

ＪＭ1ＢＨＯ

気合を入れて乗り切りたい。

60，356

ＪＭ1ＣＥＥ

ウオーキングを１日 7000 歩目標にしたい。 60，327

ＪＥ1ＪＳＺ

健康に気をつけて色々とチャレンする。

60，290

ＪＲ1ＪＡＺ

健康第一に中性脂肪を減らす。

60，370

ＪＧ1ＨＥＪ

健康第一にしたい。

60，265

ＪＨ1ＱＨＥ

一年間健康に注意して過ごしたい。

60，305

ＪＦ1ＸＯＧ

健康に注意して 2～3 歩前進する。

60，386

７Ｍ3ＰＨＧ

楽しく一年を過ごしたい。

60，412

ＪＱ1ＳＵＦ

健康第一にしたい。

60，377

ＪＰ1ＸＷＺ

健康管理して行く。

60，300

ＪＪ1ＵＩＤ

健康管理に努める。

60，321

ＪＨ1ＵＡＸ

節約に努めたい。

60，336

ＪＦ1ＷＡＰ

安全第一に努めたい。

60，311

ＪＭ1ＷＭＶ

健康に過ごしたい。

60，291

ＪＥ1ＳＩＰ

元気に歩きたい。

60，288

ＪＨ1ＢＲＯ

健康第一にして無線に出たい。

60，236

ＪＧ1ＶＢＤ

元気に無線とパソコンを楽しみたい。

60.，357

（ロールコール出席順）

編集

ＪＧ1ＶＢＤ

１月１５日に発表された東金市の人口は６０，３０４人でした

ＪＥ１ＹＳＹ：２００８忘年会

ＪＭ１ＣＥＥ

石田泰郎

東金アマチュア無線クラブ三大イベントの一つ「移動ミ－テング」に参加し、楽しい一日を
過ごしてきました。今回の行き先は、埼玉市大宮区にオ-プンして一周年を迎えた「鉄道博物
館」と「醤油」でお馴染みのキッコ－マン（野田工場）の見学でした。鉄道博物館は新聞、テ
レビで知っていましたし、来館者も予想以上に多く人気が有り、即参加することにしました。
バスは貸切り、２座席を一名で占有し余裕の旅です。天気は雨模様でしたが予定通り七時に東
金を出発し途中渋滞もなく「ルンルン」気分で、ほぼ二時間で到着しました。十時の開館を待
って入場すると、制服を着たおじさんがよってきて案内を申し出てくれました。断る理由もな
くお願いをしたところ JR の OB で皆さんボランテイアで、団体さんの案内をされてるそうで
す。見るだけと違い解説も有り興味深く見る事ができました。博物館は３階建で 1 階は「新橋
～横浜間」で初めて走ったイギリスから輸入された蒸気機関車をはじめ明治後期から大正時代
さらに昭和戦前期の黄金時代に活躍した車両がきれいに塗装され磨かれて展示されています。
ドイツやアメリカから輸入された蒸気機関車もあります。おもしろかったのは外人観光客向け
に作られた様式トイレをそなえた客車で、皇族のご巡幸に使用された専用客車も６両ありまし
た。御料車は当代の美術、工芸技術の粋を凝らした内装が施され豪華さにはびっくりしました。
１階には他にも「ミニ運転列車」や運転シュミレ－タ－で本物さながらの運転体験ができます。
２階にも子供向けに「キッズスペ－ス」があり、親子で参加された局長さんにもＦＢだったの
ではないでしょうか？鉄道模型ジオラマやコレクションギャラリ－等々。 ３階は実物の部品
を用いた展示装置を使った体験学習ができます。2 時間ほどの見学のあとは「車輪」をシンボ
ル化したロゴマ－ク模様のお弁当をいただきました。味のほうは、いまいちでした。お腹も一
杯になり、午後からは「汽笛一斉新橋を」の鉄道唱歌を口ずさみながら野田に向かいました。
我々日本人には、なくてはならない調味料「醤油」の製造工場です。ビデオや製造工程を見学
させてもらいました。醤油の起源は古く、紀元前にさかのぼります。大都市であった消費地
「江戸」に近く海運の発達した場所、千葉県では野田・銚子の醤油製造業が現在のキッコ－マ
ン：ヒゲタ：ヤマサブランドで、世界各国で消費されています。いまから 30 年位前アメリカ
に醤油のセ－ルスに行った日本人は大変な苦労をして今の販路を開いた事でしょう。このとき
のセ－ルスマンが現在のキッコ－マンの会長さんだと聞いております。醤油について楽しく学
ぶ事ができ、帰るときには「しょうゆ」の小瓶をおみやげにいただきました。今日も世界の調
味料「しょうゆ」を使った料理でご飯をいただきます。
企画部の皆さんありがとうございました。

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

○

ＹＳＹ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

於：内山屋

ちばハムの集い２００９
３月１日（日）１０：００～１６：００
場所：千葉県青少年女性会館 ４F ホール
ﾓﾉﾚｰﾙ 天台｢ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ駅｣そば

ミニミニ豆知識 ＮＯ8
JE1YSY東金アマチュア無線クラブの 忘年会 が去る１２月６日、開催さ
れました。今年は宿泊無しの会と言うことで、市内のおそば屋さん「内
山屋」二階宴会場は、参加された２８局とお楽しみ抽選会の景品・各局
が持参したジャンク品で賑わっていました。

常

通

信

訓

練

石井

1.フィルタリング
携帯電話会社が定めた特定分野のサイトについて、自動的に閲覧を制限する仕組み。総務
相が昨年１２月に業界に対し導入促進を要請したため、現在では各社が未成年の新規契約者
に対して設定を勧めている。
設定は利用者本人が端末の操作だけは出来るが、解除は携帯電話会社以外では出来ない仕
組みです。

非

ＪＧ1ＶＢＤ

携帯やパソコン上のサイトがきっかけの事件が増えています。ご注意を！

平成２０年９月１４日
東金阿部倉下公園に
て、千葉県下全域で
実施された非常通信
訓練に、山武地域担
当局として山武支部
長もマイクを握り、
１７名が参加し、
４２局との交信をし
ました。

“ＹＳＹゴルフコンペの開催予定”
平成２１年４月１５日（水）
場 所 ： 未定
幹事ＪＨ１ＲＣＨ山口

2.軽症者に時間外加算金
医療機関が金額を設定し、表示した診療時間以外（深夜・休日など）に受診した患者から徴
収できる。掲示や窓口で事前に患者に知らせ、同意を得る必要がある。救急搬送のような緊急
性が高いケースや、地方厚生局に申請のない医療機関では通常の保険適用の時間外料金（初診
時８５０～４，８００円）がかかり、患者は３割負担となる。

「コンビニ受診に歯止め策」

3.メタミドホス
有機リン系農薬の一種で、一定量を超えて体内に入った場合、下痢や嘔吐・頭痛・目まいな
どの症状が出る。毒性の程度は軽いもののオウム事件で使われた毒物「サリン」と同様の作用
を人体に及ぼすと言われ、呼吸不全で死亡することもある。治療にはアトロピンなどの薬を投
与するが、早期に始めないと後遺症が残る。日本国内では、輸入・製造も使用も認められてお
らず、一部の研究機関にあるだけです。
米国や韓国などではキャベツやキューリなどに殺虫剤として使われています

