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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 

２０１１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２３年（卯年）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・移動ミーティング２０１０は横浜散策を計画しましたが、台風接近のため安全を期して３月１３日

（日）に延期となりました。又事務局の海老澤商店が閉鎖されたので、会員有志のご協力によりＦＢな「連絡箱」を設置して会員同志の受け

渡し場として活用しています。 「飲むなら乗るな！」の合言葉を厳守して、忘年会は市内の「九十九館」に於いてジャンク市やお楽しみ抽

選会をして盛大に行われました。 
 アマチュア無線界に於いては、ワイヤーズ等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に於

いては、長い間使用していました「１４５．７８ＭＨＺ」の周波数を「１４５．５８ＭＨＺ」に変更して会員同志のラグチューなど今まで通

り大切に使っています 
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いたします。 

 これからも、会員各位が心身ともに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いたしまして、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、年頭のご挨拶といたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
                                                                                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

忘年会は賑やかに    幹事 ＪＧ１ＨＥＪ 杉崎 

JE1YSY 東金アマチュア無線クラブの忘年会が去る１２月４日、市内の「つく

も館」３階にて、昨年と同程度の２９名で開催されジャンク市とお楽しみ抽選

会で大いに盛り上がりました。 配布した宝くじ番号は確認されましたでしょ

うか？ 

 
 

 
   

 

   

◎ メンバー情報◎  

      平成２３年１月現在（広報部) 

 クラブ員総数 ６７局  うち女性局 ２局、  

 男性局 ６５局    

☆ 平成２２年８月以降の新規加入メンバー 

     ＪＧ１ＭＨＱ 石井さん 道庭 

☆ 退会者 無し    

   
 

延期の「移動ミーティング 横浜散策」 

 昨年 10 月 31 日に計画しましたが、台風のため延期とし、
役員会等で検討のうえ、来る ３月１３日（日）に再度実
施することとしました。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２月１５日と３月１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 
 

雄蛇ヶ池山頂より初日の出 JI1BVB        白里海岸の初日の出 JG1HEJ        

ちばハムの集い２０１１        広報部   
２月２７日（日）１０：００～１６：００ (09:30 受付開始) 
場所：四街道市文化センター  JR 四街道駅北口下車徒歩 15 分 
  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 会員証提示を）、記念撮影 

周波数変更のお知らせ        (広報部) 
昨年より１４５．５８ＭＨｚをＹＳＹロールコールの呼び出し周波数と

しています。 
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！！ 

1 月 9 日 
八鶴湖 
出初式 
 
JG1VBD 

 
うさぎ年 

JH1QHE 作 
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非 常 通 信 訓 練 平成２２年９月１２日(日) 

東金市日吉台丸山公園にて、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

局及び協力局として２０名が参加し、炎天下の中、近隣住民からのスイカの差し入れな

どもあり、 ４２局との交信をしました。         広報部(JG1HEJ) 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

平成２３年元旦 第８４３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 

ＪＬ１ＩＯＪ  健康でアマチュア無線をライフしたい。    ５９，８７６ 

ＪＡ１ＬＲＭ  健康に注意して無線・その他で頑張りたい   ５９，８５８ 

ＪＫ１ＦＣＱ  健康第一に行きたい。            ５９，８４８ 

ＪＬ１ＡＶＱ  健康第一に今年は良い年になるように。    ５９，８４０ 

ＪＨ１ＲＣＨ  健康に注意してゴルフが出来るよう頑張りたい。５９，８５５ 

ＪＥ１ＳＩＰ  健康第一に無理せず楽しく過ごしたい。    ５９，８７０ 

ＪＦ１ＸＯＧ  健康に注意して目的に向かって一歩近づきたい。５９，７８９ 

７Ｍ３ＰＨＧ  マイカーを手に入れることです。       ５９，９８３ 

ＪＦ１ＷＡＰ  ＨＦの方もやって行きたい。         ５９，７７３ 

ＪＧ１ＳＷＵ  更に技術の向上を目標に頑張りた。      ５９，８２１ 

ＪＥ１ＪＳＺ  健康に気をつけて遊びに仕事に励みたい。   ５９，７４３ 

ＪＫ１ＭＹＱ  健康第一して行きたい。           ５９，８３５ 

ＪＧ１ＭＨＱ  無線設備を充実させて行きたい。       ５９，８５１ 

ＪＩ１ＸＧＭ  健康で現状を維持して行きたい。       ５９，８４８ 

ＪＲ１ＪＡＺ  健康で運動に励みたい。           ５９，８３０ 

ＪＨ１ＵＡＸ  健康第一にしたい。             ５９，８１２ 

ＪＭ１ＣＥＥ  健康で楽しく働こう。            ５９，８７０ 

７Ｋ４ＸＰＴ  健康に気をつけたい。            ５９，９００ 

 ＪＦ１ＭＣＬ  病に負けないで今年も乗り切りたい。     ５９，５８０ 

ＪＧ１ＨＥＪ  健康で元気に過ごしたい。          ５９，９９７ 

ＪＨ１ＱＨＥ  旧年に増して元気で過ごしたい。       ５９，９７２ 

ＪＨ１ＲＵＷ  健康管理に注意して過ごしたい。       ５９，８４３ 

７Ｍ２ＣＦＡ  健康第一にしロールコールに出たい。     ５９，８６９ 

ＪＪ１ＵＩＤ  健康に留意して過ごしたい。         ５９，９５０ 

ＪＰ１ＸＷＺ  健康に留意して一年を過ごしたい。      ５９，８００ 

ＪＧ１ＶＢＤ  ボケ解消にパソコンを駆使して行きたい。   ５９，８７８ 

（ロールコール出席順）           編集  ＪＧ1ＶＢＤ 

今年の正解は「５９，８２０人」でした。    （東金市役所調べ） 

 

 

 

 
 
  

ＹＳＹゴルフコンペの 

開催予定”  

平成２３年４月 
場所：未定  幹事ＪＰ１ＶＵＩ 佐瀬 

「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 

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 

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」など、お楽しみください！ 
 

｛ＦＢな年賀状をご紹介します｝    編集者  

            
今朝は兎年にちなんでテレビ放送で山形鉄道長井線宮内駅（南陽市）の  

「うさぎ駅長のもっちぃ」の話題を取り上げていました 
動物飼育や子供の保育の経験のある新規採用のスタッフの「駅にミニ動物園

を作りたい」の一言で雪国の無人駅が今は人が絶えない人気駅になったと 

放映してました 
我が東金市もアマチュア無線界も何か素敵な起爆剤を投入させ活性化  

したいですね 
新設局の増局と既存局の多周波数での活躍を期待したいと思います 

下記は山形鉄道の HP です 

http://www.flower-liner.jp/mochii/ 

                     2011/01/01 Sat 09:36 

 ＹＳＹホームページ「みんなの広場」より 

 

謹賀新年  ＪＰ１ＸＷＺ  

 
昨年はお世話になりました 
本年も宜しくお願いします 
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