
 

  平成 2３年度第 3７回定期総会が開かれる！ 
 東金アマチュア無線クラブの第 37 回定期総会が去る 6 月 11 日（土）東金中央公民館に於いて、出席者 27 局・委任４0 局をもって盛大に開催

されました。 
 議長にはＪＧ１ＳＷＵ氏を選出し、議題の 4 案件は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はありませんが、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今年も中止されました、会場には第 3 回写真コンテストに参加されまし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                                                                     

   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「東金青年の家」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２３年９月１１日（日）午前９時から１２時まで 
運用場所 田間「東金青年の家」の敷地内 
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（Ｇ

Ｐ・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 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９時～10 時半の間 １４４．３０MHz(J3E) JA1YOJ 
          午前 10 時半～１２時の間 ４３３．２４MHz(F3E) JA1YOJ                        記事  JG１VBD  石井文義  

                                      
◎平成２３年８月２０日現在の会員状況 ◎  

 

クラブ員総数  ６８局     うち 女性局 ２局、 男性局 ６６局  
 

◎メンバー情報 ◎ （広報部）  

 ☆平成２３年１月以降の新規加入メンバー   

   JG1MZY  木村さん  東金市道庭   H23、２月入会 

   JF1JGA  下田さん  東金市田間   H23、６月入会 

  ☆平成２３年１月以降の退会者 

   JE1XEI  小川幸一さん  H23,６月退会 
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ＪＥ１ＹＳＹ会報 
（東金アマチュア無線クラブ） 

http:// ｊｅ１ｙｓｙ．ｃｏｍ/ 
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  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４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２３年４月１日～平成２４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２４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 
 
 

 

 

 

インターネット接続 勉強会開催 

ＹＳＹホームページ開設から６年余り、皆様のご協力により今

年７月には j e 1 y s y.c o m という独自ドメインも取得いた

しました。そこで、ＹＳＹホームページの活性化を目的に勉強

会を開催することにいたしました。勉強会といっても講師がい

るわけでもありませんが、みんなでインターネットに接続しな

がらアイボールミーティングしましょう。パソコン・携帯・ス

マホなどをもって集合してください。 

９月１１日（日）午後１時３０分〜４時３０分  

中央公民館会議室にて  （午前中は別会場で非常通信訓練も行

われます。）           企画部 ＪＲ1ＪＡＺ 



再チャレンジ 移動ミーティング２０１１ 

１０月３０日（日）「横浜市街散策」に決定！！  

昨年１０月３１日と今年３月１３日に計画した横浜市街散策。季節はずれの台風のあとは大震災と、中止を余儀なくされましたが、再チャレン

ジすることにしました。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  

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０１1 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 2011」
が 2 月 2７日（日）四街道市文化センターの大ホールに於いて、JARL
関係者はじめ多数のご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・23 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。 
 YSY からは、5 局が参加して来ましたが、県内外から総勢 580 名余り

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 2012」は、２４年３月４日会場は青少年女

性会館（千葉市）を予定されています。 ＪＧ1ＶＢＤ 石井文義  
 

「第３回写真コンテスト結果」 

平成２２年度の第３回写真コンテストは、１0名 37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４回も多数の応募をお待ちしています。  また

写真は、ＹＳＹのＨＰに掲載     （企画部）ＪＲ１ＪＡＺ 

最優秀賞     ＪＥ１ＪＳＺ 立沢 「虹の架け橋」 

総合部門賞    ＪＭ１ＣＥＥ 石田 「東京湾クルーズ」 

ﾌｧﾐﾘｰ部門賞     ＪＨ１ＱＨＥ 杉崎 「水遊び」 

ｱﾏﾁｭｱ無線部門賞  ＪＰ１ＸＷＺ 河内 「次は何やりましょう」 

会長賞       ＪＦ１ＷＡＰ 田中 「スカイツリー完成？？」 

                           以上 敬称略 

 

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平成 2４年１月１日現在の人口を当てる

クイズを行なっていますので、多数の参加をお願いします。 
 平成２４年１月１日現在   ００，０００人 ？ 
 平成２３年１月 1 日     ５９，８２０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 

       
         
 

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３日(土)となっています。担当幹事は、東金・

台方地区の皆さんです。大勢の参加とご協力をお願いします。  
 

ＪＡＲＬの組織形態が変わります 

 すでにＪＡＲＬニュースやＣＱ誌等でご承知と思いますが、現在

のＪＡＲＬは平成 23 年 11 月 1 日を以て新法人へ移行されます。詳

細はＪＡＲＬニュース等によるとして、ここでは私達会員の資格と

ＪＡＲＬ役員に関して説明したいと思います。 

 従来私達はＪＡＲＬ会員として総会へ出席したり、総会へ出席で

きないときには委任状を提出して、ＪＡＲＬの活動や決算への議決

参加ができました。しかし、新法人へ移行すると総会に直接出席し

たり、議決に参加することはできなくなります。 

 新法人では一種の代議員制度である「社員制度」が取り入れられ

ます。新しい定款では 100 人以上 140 人以内の社員を選出すると定

められています。 

 これらの社員は正員（従来のＪＡＲＬ会員とほぼ同じです）によ

る選挙を行い選出する事になっています。この社員がこれからはＪ

ＡＲＬの総会への出席、議決に参加できる事になります。ただし、

未成年者は「社員」にはなれません。 

 次に社員の選出の選出ですが、関東地方本部から２０人を選出と

決められています。従来の都府県ではなく、関東全域から選出しま

す。社員が１人の県もあれば複数の県もあることになります。この

ような都道府県から選出された社員は 84名です。 

 続いて、現在の支部長ですが、新法人では「社員」と呼び、都府

県支部から１人、社員とは別に正員による選挙で選出されます。こ

の両者をあわせて 100 人から 140 人の社員が選出され総会やＪＡＲ

Ｌの運営に従事します。 

 すでに支部長（社員）選出の告示はなされ、現支部長のＪＬ１Ｈ

ＨＮ安田晃央さんが無投票で選出されました。 

 今年中には関東地方本部選出の選挙が行われます。千葉県支部と

しては現在の副支部長ＪＨ１ＡＹＯ玉川正次さんと副支部長兼総務

幹事ＪＬ１ＡＬＥ菊池宏さんのお二人を推薦したいと考えておりま

すが選挙での記名は１人のみとなります。関東地方本部で２０人の

中に千葉県からも複数の社員を当選させることは千葉県支部にとっ

ても大変大事であるとおもいます。ＪＥ１ＹＳＹの会員でＪＡＲＬ

正員の皆様には是非ご協力をお願いします。 

 以上は、ＪＡＲＬの総会に関しての正員と社員の関係を書き出し

てみました。詳細はＪＡＲＬニュース等で再確認してください。 

                    JF1XOG 相京邦彦 

YSY のホームページには、こんな風に 
書かれていますのでご覧ください 

 
「東金ｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ会長・副会長のブログ」より 
 
（GP アンテナ）    2011.08.14（日） 
農園でローカルＱＳＯ用にモービル機をポータブルして 
モービル用のホイップアンテナを使用して来ましたが、 
最近ステン製のＧＰアンテナを立て替えましたらポール 
に朝顔の蔓が伸びてきました。 
「朝顔にアンテナ取られて飛び悪し！」   

   JG1VBD 
 
「みんなの広場」より 

（暑いですね～！） 
 

この暑さでは、 さすがに大好き？な柱にも登れません 
上で熱中症になったら救急車と一緒にハシゴ車の 

お世話になっちゃいますよね～ 
その前にスルメイカになりますかね～ 

みなさんも体調に留意し猛暑を乗り切ってください 
私と煙は高いところが大好物ですが 
人に迷惑をかけると申し訳ないので 

猛暑がおさまるまでは柱上ライブ？はオアズケです 

[67] JP1XWZ (2011/08/10 Wed 09:40)  

 

 


