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年頭のご挨拶                      会長  ＪＧ１ＶＢＤ 石井文義 
新年明けましておめでとうございます 
２０１０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に深く感謝申し上げると共に、平成２２年（寅年）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。 
 昨年のクラブ行事は、写真コンテストや移動ミーティングでは陸・海・空の内、 後は海上自衛隊見学「横須賀の軍港めぐり」湾内クルー

ズ・軍港を巡る船上から米海軍や海上自衛隊の艦船を海から眺めて楽しい思い出でした。 
「飲むなら乗るな！」の合言葉を厳守して、市内の「九十九館」での忘年会も盛大に行われました。 
 アマチュア無線界に於いては、Ｄ－ＳＴＡＲを始め色々な電波が交あうようになり「アマチュアバンドプラン」の施行により当クラブが長

い間、使い慣れていました「１４５．７８ＭＨＺ」の周波数を変更せざるを得なくなりました

ＪＥ1ＹＳＹとして良く使う新しい周波数は［１４５．５８MHZ］に決りましたので、今まで通り会員が大切に使い恒例となっています月

２回のロールコールを継続して参りますので各局のご理解とご協力をお願いします。 
 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、年頭のご挨拶とします。 
                                              

                        
                                                                                                    
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

忘年会は大盛況   幹事 ＪＬ１ＩＯＪ富田 

JE1YSY東金アマチュア無線クラブの忘年会が去る１２月５日、開催され

ました。今年はＹＬ会員２局も加わり、市内の「つくも館」３階宴会場は、

参加された３０局とお楽しみ抽選会で盛り上がりました。 

特に宝くじの景品はいかがでしたか？ 

  

◎ メンバー情報◎ 平成２２年１月現在（広報部) 

 

 クラブ員総数 ７４局  うち女性局 ２局、  男性局 ７２局 

  ☆ 平成２１年８月以降の新規加入メンバー  無し  

 ☆ 退会者 無し    

 

「移動ミ－テング」に参加して」   7K2VHO(塚田雅洋) 

11 月 1 日、都内の 高気温は 25.9 度まで上がった小春日和の中を、参加者

13 名は 3 台の車に分乗して、横須賀散策と軍港めぐりを楽しんできました。 
東金を 8時に出発して海ほたるて゛休憩をはさみ約 2時間で横須賀に着くと、

早速「どぶ板通り」で、それぞれが買い物と地元名物の海軍カレーやハンバー

ガーなどで空腹を満たした後に 13 時出発の軍港めぐりの船に乗りました。 
乗船時間は、約 50 分程度で米海軍第７艦隊の基地がある横須賀本港と、海上

自衛隊司令部のある長浦港を巡り米海軍や海上自衛隊の艦船・潜水艦を間近に

見ることができました。 
 横須賀は、マニアの方から普通の人まで十分楽しめたと思います。昔、歴史

の教科書で習ったペリーが黒船４隻を率いて上陸した久里浜も、すぐ近くです

し幕末からの歴史に大きな影響を受けてアメリカ文化と軍港として発展してき

たようです。 
今回の企画について、ご尽力いただいた幹事さんはじめ、参加された皆様ご苦

労様でした。 

「第２回ＪＥ１ＹＳＹ写真コンテスト」 締め切りは ４月末 
 ＹＳＹ会員だけのコンテストです。詳細は２００９年８月号で御確認を。 
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 

周波数変更のお知らせ 
４月１日より１４５．５８ＭＨｚをＹＳＹロール

コールの呼び出し周波数とします。 
 
ＹＳＹ各局が、今までの 145.78 のように、気軽に集り・

連絡取り易いチャンネルとして、周辺各局とも仲良く使

いましょう！！  今日も聞いてます５．５８を！！ 

雄蛇ヶ池山頂より初日の出 JI1BVB     白里海岸の初日の出 JG1HEJ      山王台公園の初日の出 JP1XWZ 

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


 
 

 
   
 
 
 
 

                                                                                                                                   

平成 22 年元旦 第 819 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 
ＪＨ1ＲＵＷ  健康に留意して一年を過ごしたい。       59，712 
ＪＰ1ＸＷＺ  一年間健康で過ごしたい。           59，999 
ＪＡ1ＬＲＭ  健康に留意してロールコールにでたい。     60，058 
ＪＬ1ＡＶＱ  一年間仕事が無事出来るように。        59，988 
ＪＧ1ＳＷＵ  ウクレレの方も皆さんに楽しく聞いて貰いたい。 59，993 
ＪＫ1ＦＣＱ  ロールコールをパーフェクトで頑張る。     60，000 
７Ｋ4ＸＰＴ△  健康で一年間過ごしたい。           59，995 
７Ｍ4ＭＲＲ△  健康に注意して過ごしたい。          59，990 
ＪＩ1ＸＧＭ  健康でいることか第一です。          59，995 
ＪＭ1ＢＨＯ  家族の和を強めたい。             59，876 
ＪＥ1ＪＳＺ  健康に留意し遊びに仕事に頑張ろう。      59，953 
ＪＫ1ＭＹＱ  他の周波数にも出て見たいです。        60，034 
ＪＦ1ＭＣＬ  一年入院もしないで平穏に過ごしたい。     60，022 
ＪＭ1ＴＧＵ  健康で一年間過ごして行きたい。        59，997 
ＪＦ1ＷＡＰ  仕事に遊びに無線に励みたい。         59，958 
ＪＪ1ＵＩＤ  健康に留意して過ごしましょう。        60，005 
ＪＭ1ＣＥＥ  健康で仕事と趣味に頑張って行く。       60，012 
ＪＲ1ＪＡＺ  健康で若い気持で頑張って行きます。      59，967 
ＪＨ1ＵＡＸ  ＨＦに出たい。                60，002 
ＪＨ1ＱＨＥ  健康で一年間を過ごしたい。          59，987 
ＪＪ1ＲＣＨ  健康に注意したい。              59，220 
７Ｋ4ＮＪＰ  厄年が終ったので健康に留意して過ごしたい。   59，998 
ＪＨ1ＢＲＯ  健康でハムライフを楽しみたい。        60，018 
ＪＧ1ＨＥＪ  タバコを半減にします。            59，991 
ＪＬ1ＳＹＩ  ２人目の親になったので仕事に頑張ります。    60, 148 
ＪＧ1ＶＢＤ  健康第一にして無線とパソコンを楽しみたい。   60, 078 
（ロールコール出席順）△ＱＳＰ局         編集  ＪＧ1ＶＢＤ 
  今年の正解は ５９，９０８人でした  （市役所調べ） 

豆知識 ＮＯ.１０（ 終）  

1 診療報酬 
病院や診療所が患者への医療サービスの対価として、各医療保険から受け

取る報酬です。 医療行為ごとに一点１０円で価額が決められています。 
医師の技術料などの「本体部分」と、医薬品や医療材料などの「薬価部分」

からなる。 内閣が全体の改定率を定め、中央社会保険医療協議会（厚労相

の諮問機関）が個別の点数を決定する。 
2.マニフェスト 
  各政党が描く国家の将来展望や、重要政策の数値目標・財源・達成期など

を具体的に示した政権公約です。 英国の選挙戦で政党が発表する政策綱領に

ならって、日本でも２００３年衆議院選から国政選挙で自民・民主党などが導

入した。 政権獲得後、公約をどこまで達成したか検証するための「物差し」

として使うことが可能になった。 
２００７年４月から首長選でも各候補者が告示後に配布出来るようになった 
3.公設秘書 
  国会議員秘書には、国が給与を払う特別職国家公務員扱いの「公設秘書」

と、議員が私費で雇う「私設秘書」がいます。 
  公設秘書は、一議員につき資格が必要な政策秘書と、第一・第二秘書の３

人まで認められています、更に私設秘書を雇う議員が多い。 
 人選は各議員にまかされています。 
4.後期高齢者医療制度 
  ７５歳以上の高齢者ら約１３００万人を対象とした公的医療保険で、７５

歳の誕生日を迎えた時点で強制的に移行されます。 
  保険料は原則２ヶ月に一度支給される年金から天引き、又は口座振替を選

択できる。約 11 兆円の医療給付費を公費で 5 割・現役世代の保険料 4 割・

高齢者の保険料 1 割で賄っています。 旧老人保険制度は医療費を支援する

現役世代の負担に歯止めが掛からない恐れがあり、世代間の負担割合を明確

するため導入された。 
（次回の連載は「ハム用語等百科」を予定しています） 

これからのテレビ     ＪＨ１ＵＡＸ（齊藤貞夫） 

アナログ→デジタルへ 

 いちばん身近なのが 2011 年 7 月から完全にアナログ放送からデジタル放送に変わります。 

これはテレビ・新聞・電気店等で広報しているので、知らない人はいないと思います。東金中継所の 

デジタル放送波を見ている方も多数いると思います。 

 

3D テレビ 

 ソニ－とパナソニックが 2010 年に、家庭向けの「3D（スリ－ディ－）対応テレビ」を発売するそうです。 

「3D」は「三次元」の意味です。普通のテレビの映像は二次元なのに対し、三次元の立体的な映像が 

楽しめます。最新技術の専用メガネをかけると、画面から人や動物が飛び出したり、風景に奥行きが 

あるように見える「飛び出すテレビ」です。 

 ヒトはモノを見るとき、左右の目がそれぞれ微妙に違った像をとらえ、脳内で統合して立体感や奥行 

きを認識しています。3D テレビはこの機能を応用し、右目用と左目用の映像を別々に画面に映し出し 

ます。それに同調してテレビから赤外線が発信され、それを専用メダネで受信、右目は右目用の映像 

を、左目は左目用の映像をそれぞれ見るように調節し、立体的な映像を作り出します。 

 

 ス－パ－ハイビジョン (SHV)  (21GHZ 帯衛星放送） 

 今 衛星放送でハイビジョン放送が行われていますが、ハイビジョンの次世代放送サ－ビスとして 

ハイビジョンを超える臨場感のあるス－パ－ハイビジョン（SHV)の研究開発がおこなわれています。 

走査線 4000 本級の超高精細映像です。 

 

ロ－ドマップ 
伝送方式：多重化方式の検討：ハ－ドウエア開発；降雨減衰補償技術の開発と評価などの研究開発 

や規格制定等→2014 年    実験放送   →2015 年～ 

試験放送を経て実用化へ→2020 年以降              （新聞、ＮＨＫより） 

 

 
 
  

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 

ちばハムの集い２０１０ 
３月７日（日）１０：００～１６：００ 
場所：千葉県青少年女性会館 ４F ホール他 
    ﾓﾉﾚｰﾙ 天台｢ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ駅｣そば 
ジャンク市・講演・展示コーナー、支部行事計画等 
お楽しみ抽選会（高額賞品は JARL 会員証を） 

非 常 通 信 訓 練 平成２１年９月６日 

東金市田間中央公園にて、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１７名が参加し、 ３３局との交信をし

ました。 

 

“ＹＳＹゴルフコンペの開催予定”  

平成２２年４月１４日（水） 
 場 所 ： 未定   幹事ＪＨ１ＲＣＨ山口 

ＹＳＹホームページ
http:// orange.zero.jp/tamysy/  

「東金アマチュア無線クラブ」で検索すれば見つかり

ます。 会長ブログや「みんなの広場」をお楽しみに！ 
 


