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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 
２０１3 年の年頭にあたり、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まして、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２5 年（巳年）がＪＥ

１ＹＳＹ局にとりまして、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、ロールコール・写真コンテスト・移動ミーティング・忘年会等を実施して来ました。今回の移動ミーティングは東京

スカイツリー周辺散策を計画しました、少数でしたが自家用車４台に分乗して実施しました。     
当日タイミング良く、平成 2４年５月２２日に開業した世界一高い、東京スカイツリーに登り最上階（450ｍ）の天望デッキからの眺めは、

ＦＢでした。   
事務局の海老澤商店の側に会員有志で作製されました「連絡箱」には会員同志の受け渡しや、ロールコールブックの出し入れに活用されて

います。 当クラブは「145.58ＭＨｚ」を使用していますが、ローカル局はじめ会員各位のご協力により恒例となっている毎月１日と１５日

のロールコールやラグチュー等が楽しく使用できる周波数になるよう願っています。 
ＪＡＲＬに於いては、ＪＡ５ＭＧ稲毛章ＪＡＲＬ会長の指導の下に新年の課題を乗り越えまして、ＪＡＲＬの益々の発展を期待しています 
恒例となっています月２回のロールコールを本年も継続して参りますので、各局のご理解とご協力をお願い致します。 

 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、年頭のご挨拶と致します。 

                    

 

                                 

                                                                                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１２：忘年会      幹事 田間・日吉台・公平・源地区 

今年で 37 回目となる東金アマチュア無線クラブの忘年会が、12 月 1 日（土）

市内の「蓬莱閣」において開催されました。 

JA1LRM 局・岡村氏の司会進行により、JH1BRO 局・桂幹事長、JG1VBD 局・

石井会長の挨拶、そして前回幹事長 JM1CEE 局・石田氏の乾杯の音頭で宴会

に入りました。 

宴会は、参加された 31 局が、4 つの円卓を囲み中華料理に舌鼓しながら和や

かな雰囲気で進みました。半ばには蓬莱閣オーナーによる二胡の演奏があり、

美しい音色に聞き入った後、お楽しみビンゴゲームで大変盛り上がりました。

最後に、次回担当の丘山・大和地区代表 JH1RCH 局・山口氏の音頭によ

る「関東一本締め」で散会となりました。 

   

◎ メンバー情報◎ 

      平成２５年１月現在（広報部)

 クラブ員総数 ６３局  うち女性局 ２局、

             男性局 ６１局 

☆ 平成２４年８月以降の新規加入メンバー 

   ありません 

☆ 退会者 ＪＩ１ＭＤＡ 片岡さん 

 

 

初日の出 JI1BVB 雄蛇ｹ池にて       ６日 出初め JE1JSZ 八鶴湖      長福寿寺（長南町）JG1HEJ 

  大網白里町が２０１３年元旦から、「大網白里市」に変わ

りました。ＪＣＣナンバーは「１２３９」です。 

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 

ちばハムの集い２０１３        広報部   

３月１０日（土）１０：００～１６：００ (09:30 受付開始) 

場所：流山市文化会館  流山市加１丁目 16 番地の 2 

  ジャンク市・講演・展示コーナー、支部行事計画等、 

ＹＳＹホームページ   

「東金アマチュア無線クラブ」、「je1ysy」など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！ 

 会員専用に写真投稿欄を「クラブ事務局」に増設しました。  

画像の最大ファイル容量は 800KB で、横 1280 縦 960 程度にリサイズ

してアップロードしてください。  

なお、投稿・閲覧には会員パスワードが必要です 

周波数変更        (広報部) 
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、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！！ 

今年の干支 JH1QHE 作 



 
   
 
 
 
 

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

平成２５年元旦 第８９１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  一年間、健康でありたい。          ６０，９１３ 

ＪＨ１ＲＵＷ  今年１年間無事に健康に過ごしたい。     ６０，９１９ 

Ｊｌ１ＡＶＱ  健康第一にしてＣＭに行きたい。       ６０，９１６ 

ＪＦ１ＸＯＧ  今年は新しい目標に向かって前進のみです。  ６１，００６ 

ＪＫ１ＦＣＱ  体に気をつけて、安全運転に努めたい。    ６０，９００ 

ＪＫ１ＭＹＱ  健康第一にして行きたい。          ６０，７０８ 

７Ｋ１ＸＰＴ  大きな怪我や病気をしないようにしたい。   ６０，９２３ 

ＪＥ１ＳＩＰ  無理しないで健康に注意して楽しく過ごしたい。６０，９１０ 

ＪＦ１ＷＡＰ  ハムライフを満喫したい。          ６１，０５１ 

ＪＩ１ＸＧＭ  無事故無違反のゴールド取って健康に過ごす。 ６０，９４１ 

ＪＧ１ＳＷＵ  新しい楽器が入ったので、初心貫徹に努める。 ６０，９３６ 

ＪＥ１ＪＳＺ  今年も健康に注意して良い年にしたい。    ６０，９２６ 

ＪＨ１ＢＲＯ  健康第一に無線を楽しみたい。        ６０，９３１ 

ＪＲ１ＪＡＺ  健康第一にチャレンジ精神出来れば良い。   ６０，９１３ 

 ７Ｍ３ＰＨＧ  目標に向かって楽しく挑戦したい。      ６０，９８７ 

ＪＮ１ＪＮＴ  今年は固定のアンテナを設置したい。     ６０，０００ 

ＪＡ１ＬＲＭ  健康に注意して今年も頑張って行きます。   ６０，８９１ 

ＪＨ１ＵＡＸ  健康第一に無理せず、ゆとりを持ちたい。   ６０，９５１ 

ＪＧ１ＨＥＪ  今年は大網白里市のＰＲに努めたい。     ６１，２３９ 

ＪＧ１ＶＢＤ  毎日無線に出られる事は、元気な印です。   ６０，８９８ 

（ロールコール出席順）           編集  ＪＧ1ＶＢＤ 

今年の正解は「６０，８７８人」でした。    （東金市役所調べ） 

「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 

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     （☆ エントリー部門は自由です） 

③ 総合部門         

④ 移動ミーティング部門（参加者のみ） ・・・（第５回より追加） 

応募枚数 ： 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ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの｢ｸﾗﾌﾞ事務局｣写真ｱﾙﾊﾞﾑへ 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２５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にプリントしますが、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ゴルフコンペの開催予定”  

平成２５年４月予定  場所：未定  幹事 ＪＨ１ＲＣＨ 山口 

是非参加をお願いいたします。  

 

加工･編集した ｽｶｲﾂﾘｰ  

移動ミーティングに参加して ＪＧ１ＳＷＵ

 11 月 11 日（日）早朝、いつもの所に集合。参加者

は 17 名、２ファミリーで一路東京へ向かった。 目的

地は東京スカイツリーと周辺散策だ。 

 面前の巨大なタワーを望みながら、地下駐車場へと吸

い込まれるように入る。時は 8 時 40 分頃だ。 そこか

ら先の行動は各自の意思、気の向くままの行動となる。

いわゆる自由行動だ。 入場券売り場は、もう大行列で

１時間待ち。 

初めは、スカイツリーに登る気はなかったが、スカイツ

リーを見ると心が動いた。やっぱり登ろう！！ 一緒に

奥方と孫娘（小一）と３人で参加したから、気が変わる

のも早い。 

並ぶこと 60 分で入場券を買い、さらに 10 分位並び

「アッ」という間のエレベーターの早いこと。そこは

350m の天空の館、人・人・人・・・、人の山をかき分

け窓際へ。眼下に広がる景色はとても素晴らしい。セス

ナー機の窓からの風景を思い浮かべる。スカイツリーに

上がっての実感。景色の良い所は、心が洗われるなあー。

リフレッシュの大切さを特に感じる。孫も大喜びで、片

手に双眼鏡、時にはカメラとハイテンションで飛び回っ

ていた。 

YSY の移動ミーティングを思い浮かべると、そこには

いつもファミリーで参加できる雰囲気に包まれている。

子供連れから孫連れへと時代は変化するが、年に一度の

移動ミーティング、早めにスケジュールを調整し、多く

の参加を願う。また、皆さん参加しましょう！！ 

写真は、ＹＳＹﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「ｸﾗﾌﾞ事務局」から写真

ｱﾙﾊﾞﾑでご覧いただけます・・企画部

非常時の通信に関連して          JG1HEJ 

支部訓練に先だって実施している訓練方式のＹＳＹロールコールも、会員の

みならず、近隣のアマチュア局に PR して当日の YSY ﾛｰﾙｺｰﾙに参加協力を呼

びかけました。 その結果、YSY メンバーからは２４局、近隣の茂原・香取・

いすみ市などと東金・山武・大網など２２局の方々が９時５５分までの間、合

計４６局が参加戴きました。 

 東金市役所アマチュア無線クラブ JO1YJV においても、８月より第

３火曜日９時半から 5.64MHｚ付近で被災情報収集にｱﾏﾁｭｱ無線を活用する通

信実験を実施しています。1 月 18 日には、近隣のアマチュア局との意見交換

会を計画しました。 

地域災害復旧支援連絡会・九十九里アマチュア無線災害対策室

JQ1ZGQ では、今年 1 月 6 日に災害発生時を想定した通信エリア確認試験を

実施するなど、積極的に行動する防災意識の高まりを感じてきたこの頃です。

「結果は中高生・女性のオペレータで５５局の成果だそうです。」 

非 常 通 信 訓 練 平成２４年９月９日(日) JG1HEJ 

山武地域全域における情報収集の拠点設置を東金ではなく、海岸に近い旧蓮沼

村「道の駅：おらい蓮沼」近くの蓮沼ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ駐車場といたしました。 

YSY 会員はもとより、近隣の無線局を対象に、幅広く訓練への参加を呼び掛け、

JE1YSY/1 を午前１１時から１２時過ぎの間 145.32MHZ を使用して、管内外

等の４７局と交信しました。 

 事前テストを実施したにもかかわらず、現場運用で無線機故障！  次回か

ら予備機や電源の対策が必要と感じました。 


