
 
 

  平成 2５年度第 3９回定期総会が開かれる！ 
   東金アマチュア無線クラブの第 3９回定期総会が去る 6 月８日（土）東金中央公民館に於いて、出席 24 局・委任 34 局をもって盛大に開
催されました。 
１９時ＪＧ１ＨＥＪ局の総司会で始まり、ＪＬ１ＩＯＪ局の開会の言葉・会長挨拶の後、議長にＪＡ１ＬＲＭ岡村氏を選出して、議題の４案件
をＦＢに進行していただき、今年度の行事計画について２～３の質問がありましたが、議題の４件が満場一致で承認されました。 
 東金アマチュア無線クラブは昭和５０年に発足して、ＪＥ１ＹＳＹ創立４０周年が近づきましたので創立４０周年記念行事準備会を設けて進
めて参りますので、会員各位のご支援ご協力をお願い致します。 
久しぶりに総会開始前に、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 5 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４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２５年８月１５日現在の会員状況 ◎ （広報部）  

 
クラブ員総数  ６３局     うち 女性局 ２局、 男性局 ６１局  

◎メンバー情報 ◎  

 ☆平成２５年１月以降の新規加入メンバー   

    JP1XWZ  河内勝美さん 再入会   ４月より 

    JH1KBY  吉田真悟さん 南上宿在住 ７月より 

    JJ1DVH  鈴木喜代志さん 道庭在住 ７月より 

  ☆平成２５年１月以降の退会者 

    JG1MHQ  石井 健さん  総会返信 

    JG1MZY  木村明夫さん  総会返信 

    JM1BHO  戸村 諭さん  総会返信 
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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東金
市内を見下ろす山王台公園としました。 

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時頃より暫時集ま
り、訓練担当班の割り振りの打ち合わせ後、JE1YSY/1 を午前１０
時半から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２５年９月１５日（日）午前９時から１２時まで 
運用場所 東金市山王台公園展望台付近 
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 10 時半～12 時の間 145.32MHz(F3E) 
 その他の訓練 
       JA1YOJ 午前 9 時～10 時の間 144.300MHz(SSB)  
              午前 10 時～11 時の間 433.240MHz(FM)  
JQ1ZIN/JH3DMQ 午前６時～１１時の間 7.043､7.123MHz(SSB) 
JF1ZIU  午前 8 時 45～10 時の間 1292.06 MHz(長柄山ﾚﾋﾟｰﾀｰ) 
JI1RFF 午前 6 時～12 時半の間 144・430 ﾊﾟｹｯﾄ 

 第６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２５年４月１日～平成２６年３月３１日の間に撮影 

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（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 

  このほか、会長特別審査として「東金から見た富士山」「東金の初雪」の写真を募集 
 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２６年５月末～６月中旬頃）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５回の応募総数５６件のうち、ファミリー部門・アマ
チュア無線部門の応募がそれぞれ６件でした。 
 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！！ 

昨年度新設した「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２６年１月 1 日 現在  ００,０００人 ？クイズ 
 平成２５年１月１日   ６０，８７８人 
 平成２４年１月１日   ５９，５３８.人. 
 平成２３年１月１日   ５９，８２０.人      JG1VBD

“そして残ったもの“       ＪＨ１ＫＢＹ 吉田真悟 

「３．１１」の大震災から２年と５カ月、今だに現実を受け入れる
事の出来ない私です。 
 あの凄まじい地震・津波、そして翌３月１２日に原発が爆発。半
径２０Ｋｍ圏内に住む全員に避難を勧告、我が家の家族７人、近所
に住む二男の家族５人の併せて１２人、車 3 台に乗り込み福島の親
類宅へたどり着いたのは深夜１時、何も知らない孫達はすやすやと
寝息を立てていた。 
 私たちの仕事は、特殊なモーターのコイルを作る職人です。震災
から約１カ月、私たちは東金市の小沼田工業団地のある会社を間借
りして「俺たちが東北を復興するぞ」と声を掛け合い仕事を再開し
ました。 
それから１カ月もすると新聞社が取材に来た、そのうちテレビの取
材が来て、そして９月の２７日、天皇皇后両陛下が激励に！！大変
ありがたいことです。 
 地震で揺さぶられ、津波で親兄弟を流された仲間もいる、そして
原発事故で町を追われ、それでも「仕事をしよう」と千葉まで来た
私たち。 
 先日福島へ行ってきました、津波の時のまま、放置された車や瓦
礫、放射能で汚染され、置き場もないのが実情です。自宅は、雑草
が生い茂り背丈ほどもあり、3.5ＭＨｚのアンテナは片側が外れ、庭
に垂れ下がっていました。 
周囲の地震被害には悪いが、地震に強いオール電化だった我が家、
一年を通し快適な生活が出来るはずの我が家、今すぐにでも住める
状態で、主を待つかの如く時を刻む電波時計。 
 週末ともなれば、近所に住む二男家族も加わり、あんなに賑やか
だった我が家は今は静まり返っている。 
 孫に遊んでもらえる幸せ、その為に今まで働いてきたのに！！ 
何故こんな事に？私達が何をした？悪い事でもしたというのか？ 
 科学の粋を結集して造った原発も、自然の脅威の前にはなすすべ
もない・・・。 
科学の上に胡坐をかき、一部の資本家の金儲けの為に、私達が逃げ
回っている事実がここにある、その数、数万人が。あるいはそれ以
上の・・・。 
 明日は早起きして草刈をしよう！この家に二度と家族が集う事な
どないのに。そして残ったものは家族との思い出と住宅ローン。 
 今、妻と三男は南相馬市の仮設住宅で、長男家族は日立市に、次
男家族は会津に。私は一人、東金市のアパートで生活しています。
一人暮らしは寂しいものです。 
 しかし、私も現実を認めて生きていかねばならないと思い、今回
ＪＥ１ＹＳＹのクラブに入会させていただきました。何か話をして
いると気持も落ち着きます。周辺の事、何も分からない老人ですが
どうぞよろしくお願いします。 

「東金市周辺のアマチュア無線局による移動運用」 JF1XOG 相京邦彦 
 
８月１８日(日)、東金文化会館前庭をお借りし、表記の移動運用を行い
ました。 

JH3EBM/1 佐竹さんと「こども科学館」の久我さんとの出会いから
「何かこども科学館で無線に関する事ができないか？」という話がトン
トン拍子に進み、会館の全面的な協力の基に実施できました。 
 今回の運用のコンセプトは「中学生・高校生のアマチュア局をメイン
に、大人のアマチュア局が協力」すると言うもので、主催は東金文化会
館子ども科学館、運用団体：JJ1YCQ、支援団体：JQ1ZHN、協力団体：
JQ1ZGQ、JE1YSY でした。 
 朝８時に集合、９時過ぎには運用を開始。運用中は「以前コールサイ
ンを持っていたんですよ！」とか、「以前から関心があったんですよ！」
などという方も訪れ、小学生には、電波の進み方の説明や、ロングパス、
電離層の説明など、当初の目的を十分に果たすことができました。 
当日のスタッフは１０名、運用途中に激励に訪れた方は約１０局でし

た 。 東 金 文 化 会 館 ・ ス ポ ー ツ 振 興 財 団 の 木 村 卓 理 事 長 、
JH1KBY,JG1VBD,JG1HEJ,JE1SIP 局も激励にきてくれました。交信
局数は全部で４７局、内訳は 144MHz３局、430MHz５局、７MhzSSB
２９局、７MhzAM１０局でした。特に AM による運用は、事前にネッ
トに情報が流れたためか、または最近注目されてきたためか、ＯＭ局か
らの応答がありました。 片付け終了後に会館会議室で、慌ただしい一
日の余韻に浸りながら、来年の東金市政６０周年でもぜひ記念運用を行
おうという意見にみんなが賛同し、楽しく有意義な一日を終わることが
できました。 
 (ｽﾀｯﾌの YSY ﾒﾝﾊﾞｰ: JP1XWZ/JF1XOG/JJ1DVH) 

ちばハムの集い２０１３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２０１３」が 

３月１０日(日)流山市文化会館に於いて、ＪＡＲＬ稲毛会長は所要で欠席されました

が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・不用品交換会・体験コーナー・ホールでは講演会等があり

ました。別室ではアマチュア無線局の展示コーナーが開かれていました 
 午後からは支部大会が開催され、支部長挨拶・来賓祝辞、役員等の紹介の後 
２４年度支部活動報告・２５年度事業計画・表彰式・全体で記念撮影の後、お楽しみ

抽選会があり、ＦＢな景品を手にして４時ごろ散会しました。 
 当クラブからは、４名が参加しましたが総勢４００名の参加と聞いています。東金

から参加されました各局大変ご苦労様でした。 
  次回の「ちばハムの集い２０１４」は、四街道文化センターです。 
                            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７日(土)となっています。担当幹事は、丘山・大和地

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５回写真コンテスト結果」    （企画部） 

平成２４年度の第５回写真コンテストは、１１名５６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６回も多数の応募をお待ちしています。  
     （企画部）ＪＲ１ＪＡＺ 

最優秀賞     ＪＨ１ＢＲＯ 桂 「ＣＱ、ＣＱ・・雪だるま」 
総合部門賞    ＪＥ１ＪＳＺ 立沢 「夜桜」 
ﾌｧﾐﾘｰ部門賞     ＪＭ１ＷＭＶ 小見川 「成人式の日」 
ｱﾏﾁｭｱ無線部門賞  ＪＧ１ＨＥＪ  杉崎  「カプリ島の無線局」 
移動ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ部門賞 ＪＲ１ＪＡＺ 作佐部 「ｽｶｲﾂﾘｰへ JUMP!!」 
会長賞       ＪＩ１ＸＧＭ 倉林  雲？それとも・・」        
会長(個人)特別賞      東金から見た富士山  JF1XOG、JR1JAZ 
            東金の初雪      JF1KAY 

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２５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、主に午前９時から１２時の

間、県下一斉に実施され、YSY は今年は開始時間が 10 時半～となり、12 時まで

の１時間半を担当します。 

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、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

されるため昨年は山武市蓮沼へ移動して運用し、近隣各局の協力もあり交流も出

来ました。今年は山王台公園で、九十九里平野の展望を眺めながら賑やかに運用

したいと考えています。多くの方々のご協力を期待します。  

ＹＳＹ会長 JG1VBD 

移動ミーティング２０１３ 
” 百里基地航空祭に決定！！”  （企画部 ＪＲ1ＪＡＺ） 
今年の移動ミーティングは、小美玉市の茨城空港・百里基地に出かけ

ることにいたしました。ロールコール等でもＰＲしておりますが、たく

さんの方の参加をお願い致します。ＱＳＰタイムのチェックも、お願い

致します。 
当日の混雑が予想されますので、マイカー乗合せで最少台数を予定 
９月８日（日）午前６時４５分  東金振興センター 集合    

午前７時  出発  
参考ルート：東金～R409～富里 IC～佐原 P 休憩～潮来 IC～県道 50

～百里基地 (10:30～14:30)  １５時集合帰路 
ご意見・ご希望がございましたら企画部又役員までお寄せください。  

 


