
 

 
  平成 22 年度第 36 回定期総会が開かれる！ 
 東金アマチュア無線クラブの第 36 回定期総会が去る 6 月 12 日（土）東金中央公民館に於いて、出席者 26 局・委任４0 局をもって盛大に開催され

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、今年度の行事及び予算等が満場一致で承認されました。 
今年は役員改選期であり、ＪＰ１ＩＸＦ局が退任されましたが後任にＪＭ1ＣＥＥ石田氏が推薦承認され、他の役員は留任して再選が承認されまし

た。 新役員の自己紹介と決意が述べられて、これからも役員一丸となってＦＢな行事等を実施して参ります。 恒例となっていましたお疲れ様夕

食会は中止されましたが、会場には第 2 回写真コンテストに参加された作品が展示されていました。 
 表彰式は、写真コンテストの 3 部門に対して最優秀賞・部門賞・会長賞を受賞者に渡されました。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、最後に記念撮影して閉会となりました。 
 今年も、会員が気軽に参加できる行事等を開催して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                             （ＹＳＹ総会参加者）     

                                          
   県下アマチュア無線非常通信訓練               
 地震・台風その他の災害発生時に公衆の通信手段に重大な支障が 
発生した場合に備えてアマチュア無線の特性を十分活用して、通報 
伝達の訓練を行いアマチュア無線局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。 
東金アマチュア無線クラブは、本年も山武地区訓練担当局を依頼 
されましたので、ＪＥ1ＹＳＹ局を丸山公園内（ふじ棚付近）にて 
移動運用しますので、参加出来るクラブ員は９時より暫時集まり、 
訓練担当班の割り振りの打ち合わせ後、JE1YSY/1 を午前１１時 
から１２時の間 145.32MHZ を使用して、管内等の局と交信します。 

記 
訓練日時 平成２２年９月１２日（日）午前９時から１２時まで 
運用場所 日吉台の丸山公園（ふじ棚付近） 
 協力局 ９時以降暫時参加（自宅からの距離と所要時間の確認） 通信内容 一般参加局は訓練担当局との交信（クンレンクンレンを前置きして

交信）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（ＤＣＡＣ・発々）記念カード

の受領方法（JARL 叉は SASE・不要・YSY 経由） 
通信時間 午前１１時～１２時の間 １４５．３２MHz(F3E) JE1YSY       午前１０時～１２時の間 １４４．３０MHz(J3E) JA1YOJ 
          午前１０時～１２時の間 ４３３．２４MHz(F3E) JH1YUS    午前 ６時～１２時の間 ４３０M パケット(F1D) JI1RFF 
          午前１１時～１１時３０分４３８M   DV  (F7W) JL1OWF                              記事  JG１VBD  石井文義  
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Ｊ Ｅ １ Ｙ Ｓ Ｙ 会 報
（東金アマチュア無線クラブ） 

http:// orange.zero.jp/tamysy/ 

 
 発行責任者 

 ＪＧ１ＶＢＤ （石井文義） 

 
  編集 ＪＥ１ＹＳＹ広報部(JG1HEJ) 

 

   クラブ事務局 東金市東金 1332 

    0475-52-2221 （海老沢商店内） 

「第３回ＪＥ１ＹＳＹ写真コンテスト」 
昨年度に引続き、作 品 募 集 し ま す 

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２２年４月１日～平成２３年３月３１日までに撮影した写真 
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（但し２L プリントとします）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 
  応募方法 ： デジタルの場合は、ＪＥ１ＹＳＹホームページの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：全角１５字以内）およびコメント（なくても可：全角３０

字以内）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２３年５月末～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にプリントしまが、プリント代として

１枚２００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 
 

 

ＹＳＹ連絡箱の設置 
 クラブ事務局の海老沢商店は、奥方のご逝去により店舗を閉鎖し

ているため、ロールコール用カバンや、各種資料を連絡箱により受

け渡しすることとしました（会費や貴重品は不可）。 
 毎日点検する予定ですので、是非ご活用ください。 

 

 

 

 

海老沢商店 店舗 右側通路 

右上写真： 連絡箱内側に記載要領を 
右下写真： 記載例 
左 写真： 連絡簿ノート ボールペン付 
 
今後、夜間や雨対策も検討します 



連 絡 箱 設 置 さ れ る !! 
8 月 8 日に連絡箱設置後始めて利用させていただきました。 
連絡箱の中には、連絡物の入出を記入する記録簿が入っています。 
使い勝手も良く、事務局不在時にも利用出来るため、事務局・利用者双方の負

担軽減につながるのではないかと思います。   ＪＫ１ＭＹＱ 遠山 
 

8 月９日朝、ロールコールブックを受け取りに事務局まで行ってきました。 
真新しい頑丈で丈夫そうな連絡箱の蓋をあけ、コールブックを取り出し、ぱら

ぱらと目を通し、これも新しい入出簿に記帳してきました。記録簿にはくさり

もついてボールペンも固定されており気配りに感謝いたします。 
ただ屋外のため雨の日の記入はちょっと難儀かなと思いました。 
8 月１日の設置にはお手伝いもして記念すべき利用者第一号になり、8 月１５

日はキーセンターです。これで宝くじでも当たっていれば万々歳でしたが残念

ながらペケでした。              ＪＭ１ＣＥＥ 石田 
   

「第２回写真コンテスト結果」 
平成２１年度の第２回写真コンテストは、１２名４２作品の応募の中から審査

した結果、次のとおり各賞を決定いたしました。 

応募全作品を６月の通常総会において展示し、受賞者に賞品を授与いたしまし

た。第３回も多数の応募をお待ちしています。   （企画部）ＪＲ１ＪＡＺ 

  

最優秀賞       ＪＦ１ＭＣＬ 高山 「中央公園のしだれ桜」 

総合部門賞      ＪＧ１ＳＷＵ 増田 「海抜２０００ｍの芸術」 

ファミリー部門賞    ＪＨ１ＱＨＥ 杉崎 「ミニ国際交流」 

アマチュア無線部門賞  ＪＧ１ＨＥＪ 杉崎 「横須賀港は満艦飾」 

会長賞         ７Ｍ２ＣＦＡ 斉藤 「建設中のスカイツリー」 

      ―・－・－・－ 

会長特別賞      ＪＦ１ＷＡＰ 田中 「今年の初雪」 

以上 敬称略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『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。 

参加をお願いいたします。   幹事           

 

 

 

平成２２年８月１５日現在の会員状況 ◎    

クラブ員総数  ６６局     うち 女性局 ２局、 男性局 ６４局  

 

◎メンバー情報 ◎ （広報部）  

 ☆平成２２年１月以降の新規加入メンバー   

  なし       

 ☆平成２１年１２月以降の退会者             

 ７Ｍ４ＭＲＲ 石井 茂利さん  １月逝去 ご冥福を祈ります 

 ＪＭ１ＴＧＵ 佐々木宗雄さん  ５月逝去 ご冥福を祈ります 

 ＪＰ１ＩＸＦ 中野 義行さん  ３月末 退会 

 ＪＡ１ＤＰＵ 藤田 雄三さん  ５月末 退会 

 ＪＡ１ＱＩＦ 加賀谷勝男さん  ５月末 退会 

 ＪＬ１ＨＨＲ 半沢 茂美さん  ５月末 退会 

ＪＬ１ＭＨＫ 木下 義夫さん  ５月末 退会 

ＪＱ１ＳＵＦ 山鳥 敏夫さん  ５月末 退会 

 

 

 ◎平成 22 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４Ｈ

Ａ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。 

 
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」が開局していますが、横浜局との混信

に悩んでいるようです 
 

２０１０年ＪＡＲＬ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

2010」が３月７日（日）千葉市稲毛区の青少年女性.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、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・22
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。 
 当クラブからは、5 局が参加して来ましたがＪＦ１ＷＡＰ局は初

参加でした、総勢 280 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 2011」は、早めに四街道市文化センター

です 
 
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 2３年１月 1 日 現在  ００．０００人 ？ 
 平成２２年１月１日   ５９.９０８人. 
 平成２１年１月１日   ６０.３０４人 
 平成２０年１月１日   ６０,３７９人 
平成１９年１月１日   ６０,５２２人 

 平成１８年１月１日   ６０,４５０人 
 平成１７年１月１日   ６０,１４２人   
                            
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４日(土)となっています。担当幹事は、福

岡・正気・嶺南・豊成地区の皆さんです。大勢の参加とご協力をお

願いします。 
 
 

「移動ミーティング ２０１０ 横浜散策」 
 

  今年は横浜市街の散策を企画しています。 

期日は１０月３１日（日）です。マイカーの乗り合わせで行き

たいと思います。放送ライブラリー（今までのＮＨＫ・民放各局

のテレビ番組などをみられるそうです）、赤レンガ倉庫（ショッ

プ＆レストラン）、中華街などを検討中です。その他よさそうな

所がありましたら、企画部役員まで連絡をください。詳しい内容

は、決定しだいロールコールで発表し、また１０月１日と１０月

１５日のロールコールで参加者の募集をいたします。当日の飛び

入り参加も大歓迎ですが、なるべく事前の連絡をお願いいたしま

す。                          

              （企画部）ＪＲ１ＪＡＺ 

  

   

 




