
平成 26 年度 第40 回定期総会が開かれる！  

東金アマチュア無線クラブの第４０回定期総会が去る 6 月 7 日(土)
に中央公民館に於いて盛大に開催されました。 
19 時、JG1HEJ 局の総司会ではじまり、JF1KAY 局の開会の言葉・会

長挨拶の後、議長に JA1LRM 氏を選出して議題の４件を FB に進行し

て頂き、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ましたが、全役員が留任され再選が承認さ

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

クラブ行事等を実施して参ります。 
東金アマチュア無線クラブは昭和５０年に発足してから、

JE1YSY30 周年記念式典を平成１７年１１月に開催しましたので、次

の創立４０周年行事に向かって準備をして参りますので、会員各位の

ご支援ご協力をお願い致します。 
総会開始前に、お疲れ様夕食会があり FB なひと時をすごし、

会場には第 6 回写真コンテストの 4 部門の FB な作品が展示され

ていました、4 部門の賞が受賞者に渡されました。続いてロールコ

ール賞は参加者全員に FB な記念品が贈られて、最後に記念撮影

して閉会となりました。参加各局御苦労様でした。     

ＪＧ1ＶＢＤ 石井 文義  
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◎平成２６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２６年６月以降の新規加入メンバー   

 JA1SQQ  古川達衛さん(川場）  

 ６月より平成２６年６月以降の退会者 

 JI1SYZ  板倉長久さん（幸田） ４月より 

 第７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２６年４月１日～平成２７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 

写真コンテストの表彰 
 
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２７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

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
市内日吉台ｽｰﾊﾟｰ裏の相京事務所としました。 

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時半頃より暫時集

まり、訓練担当班の割り振りの打ち合わせ後、JE1YSY/1 を午前１

０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２６年９月１４日（日）午前９時から１２時まで 
運用場所 東金市日吉台ｽｰﾊﾟｰかわぐち裏「相京事務所」 
協力局 ９時半以降暫時参加  
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 
         午前 10 時～11 時の間 433.32MHz(FM)  
 

平成２６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。 

昨年は山王台公園にて運用しました。今年は日吉台、元バラ園前ｽｰﾊﾟｰｶﾜｸﾞ

ﾁ裏の雨天となっても退避場所のある相京さんの事務所をお借りし、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 

 



 
   

“８Ｊ１ＴＧＮ運用アラカルト”              ＪＦ１ＸＯＧ相京邦彦 

 去る７月１９日から２１日の三日間、東金文化会館子ども科学館で８Ｊ１ＴＧＮ

の運用をおこないました。これは、『東金子ども科学館夏季特別展』「アマチュア無

線を体験しよう！」のテーマで実施したものです。 
 前日１８日に、屋上にダイポール、ＧＰアンテナを設定し、子ども科学館の高窓

から同軸線を引き込むなど、みんなで工夫をしながら当日を迎えました。 
 １９日は銚子からＪＡ１ＸＷＫ仲村さん、７Ｋ３ＧＺＦ飯田さん、千葉市からは

ＪＡ１ＶＳＷ長谷川さん、ＪＡ１ＶＳＱ高橋さんも駆けつけてくださいました。コ

ンディションが悪いことと、リグ等のトラブルもあり、期待通りのＱＳＯ数は出来

ませんでしたが、ＣＷをメインにＱＳＯが出来ました。 
 ２０日は、リグ等のトラブルもなく、ただコンディションは相変わらずＢＦでし

た。 
 ２１日は、午後３時まで運用を行い、撤収作業にかかりました。 
  東金市からはＱＳＬカードの作成のほかに、東金市のキャラクター「とっちー」

を印刷した缶バッチを作成してくださり、子ども達に配ることが出来ました。多く

の来場者の方から、「昔、若いときにやってたよ！」とか、「どうしたらアマチュア

局になれるの？」などの質問を受けました。この３日間ではアマチュア無線を楽し

み方だけでなく、電波の大事さ、違法電波のことなど、多くの市民の方にお話が出

来たと思っています。 
 ３日間の総運用数は８３局で当初の見込みよりも少ない数でしたが、８エリアか

ら６エリアまで、全国に東金市市政施行６０周年記念を知らせることが出来ました。 
  運用期間中には、東金市役所アマチュア無線クラブ会長のＪＦ１ＥＩＤ佐野子

育て支援課長、ＪＡ１ＩＬＱ板倉企画課長さんをはじめとして企画課の子安さん、

布留川さんも激励に来場してくださいました。 
 今年度は、１０月の市民体育祭、１１月の産業祭には会場から記念局運用を計画

しております。 

 

ちばハムの集い２０１4 終わる！
  JARL 千葉県支部主催の「ちばハムの集い 2014」が 3 月 2 日(日)四
街道文化センターの大ホールに於いて、JARL 稲毛会長(JA5MG)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・実験・体験コーナー・ホールでは講演
会等がありました。 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 25 年度支部活動報告・26 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 8 名参加しました、総勢
600 名余り参加と聞いています。 
 東金から参加されました各局御苦労様でした。 
                            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６日(土)となっています。担当幹事は、正気・福岡・

豊成地区の皆さんです。大勢の参加とご協力をお願いします。 担当幹事 

「第６回写真コンテスト結果」    （企画部） 
平成２５年度対象の第６回写真コンテストは、 １２局４３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７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 「白鳥、飛来」 
総合部門賞    ＪＧ１ＳＷＵ 増田  「いち・に・さん」 
ｱﾏﾁｭｱ無線部門賞  ＪＧ１ＶＢＤ 石井  「シャック」 
移動ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ部門賞 ＪＥ１ＪＳＺ  立沢  「ご苦労様、天文台」 
ﾌｧﾐﾘｰ部門賞    ＪＭ１ＷＭＶ 小見川 「写真・１枚いいですか？」 
会長賞        ＪＨ１ＱＨＥ 杉﨑  「圏央道開通記念」        
会長(個人)特別賞     東金の初雪  ＪＭ１ＣＥＥ石田，ＪＭ１ＷＭＶ小見川 
                ＪＳ１ＱＸＭ桑原  以上 敬称略 

  JP1YLI D-STAR レピータ開局 

 九十九里地帯をカバー出来る D-STAR レピータ JP1YLI 439.170MHz にて 

平成２６年８月１０日から東金市上谷を常置場所に運用開始しました、全国のハム仲

間と交信ができます。 

東金に於いて、D-STARの勉強会を予定していますので各局の参加をお願い致しま

す。                                     JG1VBD 

○ D－STAR 勉強会 
 『D－STAR デジタル無線』 の勉強会の開催を予定しています。 

先ごろ東金市上谷に、D－STAR のレピーター（JP1YLI）が開局したそうです。 

 そこで、身近になったデジタル無線のことについて、勉強していきたいと思います。 

決定次第ロールコール等でお知らせいたしますので、多数の参加をお願いいたしま

す                                  企画部  JR1JAZ  

◎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？ 

 さて会費未納の各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 

 山武地区に JARL 登録クラブ誕生! 
登録番号 12-4-38・ コール JQ1ZIX・ クラブ名 7087 無線通信部隊 
代表者  JR1WUT 小野慎治  連絡者 7M4MAS 古谷良治 
                        JG1VBD 石井文義 

８Ｊ１ＴＧＮ東金市市政施行６０周年記念局の運用状況報告 事務局  JF1XOG 
  
今年度は東金市が市政施行６０年を迎え、市をあげて祝うことから、アマチ
ュア無線で東金市の名前を全国に発信しようと、ＪＰ１ＸＷＺ河内さん、福
島県から東金市に避難されてきているＪＨ１ＫＢＹ吉田さんから発案があ
り、ＪＡＲＬ登録クラブのＪＥ１ＹＳＹ東金アマチュア無線クラブ、ＪＪ１
ＹＪＶ東金市役所アマチュア無線クラブの協力のもと、ＪＦ１ＸＯＧ相京が
事務的事項を担当し、昨年１１月から実行委員会を開催して準備を進めてき
ました。 
 記念局は、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの１年間の
運用を許可されています。 
 今回の８Ｊ１ＴＧＮはＪＡＲＬが開局した、どちらかといえば正式な、格
調高い記念局に位置づけされ、東金市からは、記念ＱＳＬカードの印刷と、
ＱＳＬカードのＪＡＲＬビューローへの送料などを提供していただき、特に
ＱＳＬカードは一種類だけでなく、東金市を全国にＰＲできる様、すでに３
種類のカードの印刷がなされています。 
 第一声を４月６日に東金市日吉台から全国に向けて発信しました。７月１
９日から２１日の３日間は、東金文化会館子ども科学館から全国に発信する
ことが出来ました。この間にも実行委員メンバーが各自の自宅などから運用
しています。 
 子ども科学館では、アマチュア無線の楽しさや、電波の不思議、そして、
電波の大事さなどを来場されたお子さんや、付き添いの大人の方に説明が出
来たと思います。 
 ８Ｊ１ＴＧＮの交信数は、すでに 4000 局を超えています。そのうちカー
ドの発行は 2500 局ほどが済んでいます。 

 今後は、１０月１２日(日)に東金アリーナで開催される市民体育祭、また

１１月２３日(日)に市役所および中央公園で開催される産業祭では会場の

一角にテントを設置して運用する予定でいます。 

 運用は原則としてＪＡＲＬ会員でないと出来ませんが、この機会にＨＦ帯

のおもしろさ等を経験してＱＳＬカードの交換など、ＪＡＲＬ会員のメリッ

トも知っていただきＪＡＲＬ加入の参考にしていただければ幸いと思いま

す。運用時には従事者免許証を必ず持参してください。 

移動ミーティング２０１4 
 今年の移動ミーティングは東京の『日本科学未来館』に決定。 
期日：平成２６年１１月９日（日） 
概要：日本科学未来館（東京都江東区）の見学とその周辺散策 
移動方法：マイカー（同乗希望者は事前申し出要） 
※１０月１５日と１１月１日のロールコールで出発時間・集合場所・行
程等について、ご案内いたします。 また参加者の確認を行いますので、
ロールコール参加をお願いいたします。 

自分自身で触れ、楽しむことのできる体験型施設 

日本科学未来館は、自分自身で触れ、楽しむことのできる常設展示や企画展のほ
か、実験教室やトークイベントなど多彩なメニューがあります。最新テクノロジ
ー、地球環境、宇宙の探求まで、さまざまなスケールで常に進化している科学技
術を体験することができます。対象年齢は基本的には中高学年ですが、小さな子
どもも楽しめる体験コーナー、展示もあります。見学の所要時間はおよそ３時間。
なお、ロボット実演のコーナーでは、あの ASIMO(アシモ)が登場します！ 
 食事は、5階のカフェを利用することができますが、休日は混んでいるので別の
場所で済まさせる方がいいと思います。 

ＹＳＹゴルフコンペへのお誘い 
次回、有志のゴルフコンペは１１月２日（日）を予定しています。多数

の参加をお願いいたします。 

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２７年１月１日現在 ？？，？？？人  クイズ 

平成２７年８月１日   ６０，６９６ 

平成２６年１月１日   ６０，８２１ 

平成２５年１月１日   ６０，８７８ 

平成２４年１月１日   ５９，５３８    JG1VBD 


