
 
 

  平成 2４年度第 3８回定期総会が開かれる！ 
  東金アマチュア無線クラブの第 38 回定期総会が去る 6 月 9 日（土）東金中央公民館に於いて、出席 30 局・委任 33 局をもって盛大に開催
されました。 
 議長にＪＭ１ＢＨＯ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、ＪＪ１ＵＩＤ・ＪＦ１ＭＣＬ局の後任にＪＨ１ＢＲＯ・ＪＧ１ＳＷＵ両局が推薦承認され、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。 
久しぶりに今年は開会の前に、お疲れ様夕食会を実施してＦＢな一時を過ごしました、会場には第 4 回写真コンテストに参加された作品が沢

山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・会長賞が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            
  。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎平成２４年８月１５日現在の会員状況 ◎ （広報部）  

 
クラブ員総数  ６４局     うち 女性局 ２局、 男性局 ６２局  

◎メンバー情報 ◎  

 ☆平成２４年１月以降の新規加入メンバー   

     なし 

  ☆平成２４年１月以降の退会者 

    JP1XWZ  河内勝美さん  H24,3 月退会 

    JL1SYI  渡辺 孝さん  H24,3 月退会 

    JO1QOJ  飯高和夫さん  H24,3 月退会 

    JH1ORH  醍醐照文さん  H24.6.29 ご逝去 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

２０１２年 
 

８月号 

ＪＥ１ＹＳＹ会報 
（東金アマチュア無線クラブ） 

http:// ｊｅ１ｙｓｙ．ｃｏｍ/ 

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） 

 

県下アマチュア無線非常通信訓練    （広報部） 
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。 
 

3.11 東日本大震災以来、大きな災害への対応意識が大きく変わっ
てきたようです。アマチュア無線の世界でも、その活用方法が改めて 
見直され、さまざまな形での協力・参加の意思を見せ始めました。 
いざという時のために、日頃から無線機の操作やマナー等に慣れ親 

しみ、緊急時の通信方法などを訓練することも必要です。 
JARL 千葉県支部が主催する訓練には、本年度も JE1YSY が担当

することに決まり、山武地域全域における情報収集の拠点設置を海岸 
に近い旧蓮沼村「道の駅：おらい蓮沼」近くといたしました。 

YSY 会員はもとより、近隣の無線局にも協力を求めて、幅広く訓
練への参加を呼び掛けて参ります。 
 拠点設置からの訓練に参加出来るクラブ員は９時半より暫時集ま
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２４年９月９日（日）午前９時から１２時まで 
運用場所 山武市蓮沼スポーツプラザ 駐車場内 

（道の駅：おらい蓮沼より南西に３００ｍ） 
協力局 ９時半以降暫時参加（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（商用・発々・ﾊﾞ
ﾃﾘ）記念カードの受領方法（JARL 叉は SASE・不要・YSY 経由） 

通信時間 JE1YSY 午前 11 時～12 時の間 145.32MHz(F3E) 
  その他の訓練 
       JA1YOJ 午前 9 時～10 時の間 144.300MHz(J3E)  
              午前 10 時～11 時の間 433.240MHz(F3E)  
         午前 11 時～12 時の間 438.990MHz（DV） 
     JI1RFF 午前 6 時～12 時半の間 144・430 ﾊﾟｹｯﾄ 

   長柄ﾚﾋﾟｰﾀｰ 午前 9 時～10 時の間  1292.06 MHz 試験運用 

 第５回ＪＥ１ＹＳＹ写真コンテスト」
昨年度に引続き、作 品 募 集 し ま す （企画部）
 

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。   

 
募集要項 
応募期間 ： 平成２４年４月１日～平成２５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

④ 移動ミーティング部門（新設しました。 移動ミーティ
ングに参加した方のみ応募できます。）  

 ※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） 

デジタルの場合企画部で２Ｌにプリントしますが、プリント代
として １枚２００円をいただきます 
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送ります 

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２５年５月末～６月初旬頃）あわせて作品を展示します 
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 
 

第 4 回の応募総数 34 件のうち、アマチュア無線部門の応
募が 2 件でした。 
 １票の格差とまではいきませんが、均等化を目標に、 
ﾌｧﾐﾘｰ部門やｱﾏﾁｭｱ無線部門へのエントリーを大きく伸ば
しましょう！！ 
新設した移動ミーティング部門にも、ぜひ応募を！！ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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２５年１月 1 日 現在  ００．０００人 ？クイズ 
 平成２４年１月１日   ５９，５３８.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      JG1VBD  

「九十九里アマチュア無線災害対策室」について 
                           広報部 ＪＧ１ＨＥＪ 
「災害時に特定の周波数で地域のｱﾏﾁｭｱ無線局がリアルタイムで情報交換を

行い、それを皆が傍受し活用してもらおうというシステム」 という災害連絡連携

を目的とし、避難誘導や人命救助・災害復旧のお手伝いができれば・・と。 
 休眠無線家をも目覚めさせ、地域に役立ちたいというこの試みに多くの賛同

者が生まれました。 
 経緯は朝日新聞・千葉日報等、ＹＳＹホームページ「みんなの広場」に掲載さ

れましたが、一部を抜粋してご紹介します。温かいご協力を！！ 
 なお、最新情報は、「みんなの広場」等でご覧下さい。 
       
やっと形になりました     

4/15 の朝日新聞朝刊 29 面（ちば） 
http://mytown.asahi.com/chiba/news.php?k_id=12000001204150001 
 
⇒連携団体⇒144.96Mhz⇒長生郡市アマチュア無線緊急無縁通信隊 
JQ1YEM⇒山武郡市歯科医師会アマチュア無線クラブ 
長年、掛けて構築してきました。 
正直、震災が起きるまでは周囲の理解は薄く「出来ない理由」「やらない言い訳」 
ばかりされて来ました。 
震災後は皆さんが協力をしてくれました。 
このシステムが評価、活用される時＝災害が起きた時なので複雑な思いもあります。 
先月末にて JE1YSY を卒業させて頂いた身でありながら掲示板をお借りし恐縮に存じ
ますがご支援、ご賛同の程宜しくお願い申しあげます。        [771] JP1XWZ 
(2012/04/15 Sun 07:18)  

Re: やっと形になりました 

> 4/15 の朝日新聞朝刊を拝見しました。 
いつ災害が起こるかわからないことから、連絡会結成おめでとうございます。九十九里
周辺アマチュア無線家のご活躍を期待しています。 
 当クラブも十数年間山武郡市のアマチュア局に 145.32MHz を使用して 
千葉県支部の通信訓練を実施してきましたが、幸い大きな災害もなく今日に至りまし
た、これからもローカルクラブの一員としてご協力いたしますので、宜しくお願いします。
ご活躍を祈ります。     [772] ＪＧ１ＶＢＤ (2012/04/15 Sun 12:48)  

Re^2: やっと形になりました 

145.32MHz を使用しての千葉県支部の通信訓練は従来通り継続して問題ないです
よ。あくまでも災害用ですので平常時の使用を制限するものではありませんので誤解
の無いようご理解下さい。      [773] ｊp１xwz (2012/04/15 Sun 17:44)  

Re: やっと形になりました 

アマ無線ネット構築され大変ご苦労様です。ＹＳＹも地元無線クラブとして、万一の時に
は少しは役に立つところもあるかもしれません？ 
この掲示板を見る楽しみが減ることは、非常に残念です。 
今後もよろしければ、無線関係、それ以外、ともに気兼ねなく書き込みをお願いします。  
[775] wmv (2012/04/16 Mon 21:50)  

総会後の役員構成について        広報部より 

会長 ＪＧ１ＶＢＤ 副会長  ＪＥ１ＳＩＰ（広報部） 
会計 ＪＨ１ＵＡＸ（広報部） 
企画部長 ＪＲ１ＪＡＺ    広報部長 ＪＧ１ＨＥＪ   

企画部員 ＪＦ１ＫＡＹ ＪＨ１ＲＣＨ ＪＩ１ＸＧＭ  
ＪＭ１ＷＭＶ ＪＬ１ＩＯＪ 

  広報部員 ＪＭ１ＣＥＥ ＪＧ１ＳＷＵ(新) ＪＨ１ＢＲＯ(新) 
監事 ＪＦ１ＸＯＧ ＪＭ１ＢＨＴ(改 ) 

２０１２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 201２」

が３月１０日（土）四街道市文化センターに於いて、JARL 稲毛会長は

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。中程に九十九里浜周辺のアマチュア無線局の展示があり

繁盛していました。 
 午後は支部大会、支部長挨拶・来賓挨拶の後、支部活動報告・24 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ＪＦ１ＪＧＡ局は初参加

でした、総勢２５０局と聞いています。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２０１３」は、流山

文化会館です。               ＪＧ１ＶＢＤ 

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１日(土)となっています。担当幹事は、田間・日吉台・

公平・源地区の皆さんです。大勢の参加とご協力をお願いします。 担当幹事

「第４回写真コンテスト結果」    （企画部） 

平成２３年度の第４回写真コンテストは、１１名４４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５回も多数の応募をお待ちしています。  

     （企画部）ＪＲ１ＪＡＺ 

最優秀賞     ＪＲ１ＪＡＺ 作佐部 「金色の社」 

総合部門賞    ＪＩ１ＳＺＡ 田中 「東日本大震災の爪痕」 

ﾌｧﾐﾘｰ部門賞     ＪＨ１ＱＨＥ 杉崎 「勝浦ひな祭り」 

ｱﾏﾁｭｱ無線部門賞  ＪＬ１ＩＯＪ 富田 「１４５５８０Ｋｍ」 

会長賞       ＪＡ１ＬＲＭ 岡村「隅田川から見たスカイツリー」 

                           以上 敬称略 

◎会費納入のお願い◎ 

 ＹＳＹ各局 ６月の総会も終わり早２ヶ月が過ぎようとしています。

皆さんお元気でしょうか？ 

 さて会費未納の１２局におかれましては、ＹＳＹの運営上、至急 納

入して下さるようお願いいたします。  会計担当 ＪＨ１ＵＡＸ 

平成 2４年度非常通信訓練参加の呼び掛け 
 ＪＡＲＬ千葉県支部主催の非常通信訓練が本年も午前９時から１２時の間県

下一斉に実施されます。 

東金アマチュア無線クラブ（12-1-19）は昭和５４年度から山武地区を担当し

て多数の局と交信して来ました。 

山武地区訓練担当局の発信場所を長期にわたり、東金市内に於いて運用して来

ました結果、最近支部主催の非常通信訓練を東金アマチュア無線クラブの訓練と

誤解され、PR 不足もあって参加局も少なくなっています。 

過日の役員会議の結果、今回第３４回目の山武地区担当局(JE1YSY/1)を東金

市以外に於いて実施することに決定し、上記の通り計画しましたので会員各位の

ご理解とご協力をお願い致します。       ＹＳＹ会長 JB1VBD 

移動ミーティング２０１２ 

”東京スカイツリー周辺散策に決定！！” 

今年の移動ミーティングは、１１月１１日（日）に東京スカイツリー

周辺の散策に、出かけることにいたしました。 
今から予定に入れていただき、たくさんの方の参加をお願い致しま

す。その他のことは、これから計画いたしますので、ご意見・ご希望が

ございましたら企画部又役員各局までお寄せください。 
決定次第ロールコールで、ご報告いたしますのでＱＳＰタイムのチェ

ックも、お願い致します。 
（企画部 ＪＲ1ＪＡＺ） 


