
 

   

年頭のご挨拶               会長  ＪＧ１ＶＢＤ 石井 2010 文義 

 新年明けましておめでとうございます。 
２０１４年の年頭にあたり、会員の皆様をはじめ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ご支援ご協力戴いていることに深く感謝申し上げると共に、平成２６年（午年）がＪＥ１ＹＳＹに

とりましてＦＢな年でありますよう心からご祈念申し上げます。 
 昨年のクラブ行事は色々と実施して参りましたが、特に移動ミーティングは東京天文台周辺の散策をして、楽しい思い出となりました。 
 ＪＡＲＬに於いては、組織の大幅改正により組織の合理化と業務の円滑を図り、５０年間住み慣れた「豊島区巣鴨」から「豊島区南大

塚」に移転されて新たにスタートされました。 
 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続けられることを祈念致しまして、クラブの益々の発展

と会員はじめ御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 
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ＪＥ１ＹＳＹ会報 
東 金 アマチュア無 線 クラブ 

http://je1ysy.com/ 

 
 発行責任者 

 ＪＧ１ＶＢＤ（会長 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） 
                 ( J E 1 S I P )  

２０１３年 忘年会      幹事 丘山・大和地区 

ＪＥ１ＹＳＹ恒例の忘年会が１２月７日（土）に市内「九十九館」３階におい

て、新会員２局も参加され、総勢３３名で盛大に開催されました。 

 私自身、毎年楽しみにしている年末恒例行事で、今年は幹事地区として参加

させていただきましたが、各局長との懇談・美味しい料理とお酒で、アッとい

う間でしたが今年も楽しい時間を過ごさせていただきました。 

お楽しみ抽選会の景品には年末ジャンボ宝くじが配られ、この会報誌が配布さ

れる頃には億万長者になった方がいらっしゃるかも知れませんね。 

 ちなみに私は３００円が当たっていました（感謝！！） 

次回幹事地区は、正気・豊成・福岡地区です。 

次回もまた、沢山の局長さんとの楽しい時間を心待ちにしております 

                  ７Ｋ４ＮＪＰ 岡本守弘 

   

◎ メンバー情報◎ 

          平成２６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２５年８月以降の新規加入メンバー 

         ありません 

  ☆ 退会者  ありません   

 

初日の出 JI1BVB 一宮海岸にて      

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２０１４        広報部   

 ３月 ２日（日）１０：００～１６：００ (09:30 受付開始) 
  場所：四街道市文化センター （市役所のはす向かい）  
 ジャンク市・講演・展示コーナー、ＱＳＬ転送受付 
 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）、 
 全員記念撮影    
  会場隣接地にも広い駐車場がありました。是非お出かけしてみて

ください  

ＹＳＹホームページ
     h t t p : / / j e 1 y s y . c o m / 
「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！ 
 会員用に写真投稿欄を「クラブ事務局」に設けてあります。  

   １枚１Mb 以内でどんどん投稿をお待ちします。  

みんなが集まる周波数     (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、いつも気軽に集り・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 「午」 
      JH1QHE 作 

  

昨年８月に傘寿となられた当クラブの会長

に、お祝いのケーキが送られました。 

これからもお元気で！！



 

 

 

 
   
 
 
 
  

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

平成２６年元旦 第 915 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 

ＪＬ１ＣＷＵ  還暦を迎えたので無線をやりたい。       60.803 人

ＪＦ１ＸＯＧ  市のためアマチュア無線のため頑張ります。   61.207 

７Ｍ３ＰＨＧ  仕事と無線に頑張ります。           60.985 

ＪＬ１ＡＶＱ  健康でいられるよう頑張ります。        60.840 

ＪＰ１ＸＷＺ  市制 60 周年の成功と近郊のアマ無線の活性化！  60.999 

ＪＡ１ＬＲＭ  体に気を付けて色色な事に挑戦したい。     60.832 

ＪＥ１ＳＩＰ  仕事の合間に、なるべく歩きたい。       60.888 

ＪＫ１ＦＣＱ  ロールコールのパーフェクトです。       60.875  

７Ｋ４ＸＰＴ  仕事第一に頑張りたい。            61.000 

ＪＬ１ＩＯＪ  健康で無線にも頑張りたい。          60.899 

ＪＦ１ＷＡＰ  仕事と無線を、程ほどに頑張りたい。      60.951 

ＪＩ１ＸＧＭ  健康に注意して、モーニングコールに出る。   60.821 

ＪＧ１ＳＷＵ  新年度を元気で気合を入れて頑張ろう。     60.893 

ＪＨ１ＱＨＥ  健康で日々楽しく過ごしたい。         60.824 

ＪＧ１ＨＥＪ  ウインドーズ 8 を使えるようにしたい。     60.892 

ＪＭ１ＣＥＥ  今年はパーフェクトを完成したい。       60.789 

ＪＥ１ＪＳＺ  健康に気を付けて、仕事に遊びに励もう。    60.851 

ＪＪ１ＤＶＨ  家庭のためも頑張ります。           60.751 

ＪＫ１ＭＹＱ  健康第一にしたい。              60.806 

ＪＨ１ＢＲＯ  健康でハムライフを楽しみたい。        60.926 
ＪＲ１ＪＡＺ  YSY 有志のゴルフコンペで優勝したい。      60.800 

ＪＨ１ＵＡＸ  体を動かしましよう。             60.886 

ＪＨ１ＲＵＷ  健康で体を動かすこと。            60.864 

ＪＪ１ＵＩＤ  我が身のリフォームです。           60.801 

ＪＨ１ＫＢＹ  皆で 8J1  を成功させよう。          60.060 

ＪＧ１ＶＢＤ  健康に注意して、毎日マイクを持ちたい。    60937 

ロールコール出席順          編集  ＪＧ１ＶＢＤ 

      今年の正解は「６０，８２１人」でした！ 

「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 

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～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（移動に参加した方のみ応募できます。） 
写真サイズ ： ２Ｌサイズ以下 

 

応募要領の詳細については昨年までの会報をごらんください。 

ＹＳＹゴルフコンペの開催予定”  

平成２６年４月予定  場所：未定  幹事 ＪＭ１ＷＭＶ 小見川 

是非参加をお願いいたします。  

 

 国立天文台にて 

半世紀の願いが叶いました！！    JJ1UID  関根 武 

2013・11・23JE1YSY 東金アマチュア無線クラブの移動ミーティングが 12 名の参加

で行われました。今回は、秋に予定されておりました百里基地への移動が荒天の

為中止となり、東京都調布の都立神代植物公園と、三鷹の（NAOJ）国立天文台天

文情報センターへの移動で特に楽しみの国立天文台は小学生の頃より一度は行

きたかった所でした。 

本年 2013 年は、3 月にはパンスターズ彗星、今月 11 月はアイソン彗星が見られ特

にアイソン彗星は歴史的大彗星になる情報があり彗星に関する情報があること

を楽しみに、現地にクルマを走らせました。神代植物園の秋のバラがこんなにも

香が良いとは思いませんでしたし、国立天文台の迫力はモーたまらんでした。 

特に 8 名しか入れなかった４D2U は今まで見てきたプラメタリュウムとは全く別も

のでスバラシーの一言！！今一度プライベートでも行ってみたいですね！！ 

         

 

ＹＳＹに入会して    ＪＪ１ＤＶＨ   鈴木喜代志 

 私が本格的に無線をやり始めたのは、ＪＥ１ＹＳＹクラブに加入してから

です。 

生まれ育ちは秋田県男鹿市で、男４人女２人兄弟の末っ子でしたので日々楽

しく過ごすことができ、父親の意向で学問は東京でのアルバイトとの両立で

した。 

昭和４６年、郵政省に入り、途中バブルの時代には、同期生が他の夢を求め

て職場を去っていきましたが、その時の私は仕事が好きで毎日が楽しく充実

しておりました。 

 またそんな時、他の同僚からアマチュア無線はどうかと誘われ試験を受け

ました。 

法規・無線工学を甘く見ていたので２回目の昭和６３年４月に合格できまし

た。 

 その後に現在地の東金市道庭地先に住むこととなり、約２２年の間、銀座

と求名駅の往復でした。 

 昨年７月、無線免許の更新の時、ＪＬ１ＨＨＭ佐瀬さんと出会い、ＹＳＹ

を紹介され入会させていただくことになりました。特に会長のＪＧ１ＶＢＤ

石井さんには大変お世話になりました。 

 以前は上下関係の世界ばかりでしたが、無線を始めてからは横の広がりが

増え、共通の趣味を共有する喜びを強く感じています。 

 今後も皆様と末永くお付き合いさせていただきたく思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

非 常 通 信 訓 練 平成２５年９月１５日(日) JG1HEJ 

山武地域全域における情報収集を東金市内を見下ろせる山王台公園にて開催し

ました。あいにくの雨模様でもありましたが、各局の協力で風雨対策もばっち

り。１２局が和気あいあいのうちに移動班・ｵﾍﾟﾚｰﾀ班に分かれ 12 時までに管

内外等の４９局と交信しました。 

東金市市政施行 60 周年記念局の運用について 
                                      ＪＦ１ＸＯＧ 相京邦彦 

 東金市は本年４月で市制施行 60 周年を迎えます。そこで東金市在住及び周

辺のアマチュア局で記念運用を行おうと、東金アマチュア無線クラブと東金市

役所アマチュア無線クラブが中心となり、クラブ員及び周辺のアマチュア局で

実行委員会を立ち上げて準備を進めて来ました。 

その結果、JARL 日本アマチュア無線連盟による開設承認が得られ、今後は、

総務省に開局申請を行うのみとなりましたので、会員の皆様にご報告いたしま

す。 

 実際の運用に当たっては、後日改めてご案内をいたします。 

                        記 

１．コールサイン  ８Ｊ１ＴＧＮ 

２．運用期間    平成 26 年４月１日～平成 27 年３月 31 日 

３．運用周波数   3.5Ｍｈｚ～1200Ｍｈｚ  CW．SSB．FM、AM、FM 

４．運用方法 「運用要項」に基づいての運用となり、厳守してもらいます 

５．その他     カードの発行も行います 

 詳細につきましては、再度広報いたしますので、楽しみにしていてください。

併せて今から機会がありましたら HF 帯などを傍受して、運用に備えてくださ

い。 


