
 

 

      年頭のご挨拶                      会長 JG1VBD 石井文義 

 明けましておめでとうございます。 

２０１５年の年頭にあたり、会員の皆様とご家族の皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

 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ます。 

今年は、JE1YSY 開局４０周年記念の年であります。 

平成２７年(未年)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、写真コンテスト・ロールコール・D-STAR の勉強会・東金市市制施行６０周年記念行事への協力・移動ミーティング・

忘年会等を実施して来ました。 

 JARL 千葉県支部長の交代があり、新支部長に JL1ALE 菊池宏氏が就任されて、昨年から新体制で千葉県支部が運営されています。 

 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続けられることを祈念いたします。 

終わりに当クラブの益々の発展と会員はじめ、ご家族のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げまして、年頭の挨拶と致します。                                                                             
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◎平成２７年１月１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   
       ありません 

   ☆平成２６年６月以降の退会者 
      ありません 

    

2015 年干支の羊  

ＪＨ１ＱＨＥ作 

 
JE1YSY の忘年会         幹事：福岡・正気・豊成地区 

平成 26年を締めくくる恒例の忘年会は、月初めの 12月 6日（土）昨年同様の中心街

の九十九館で開催されました。28 名が参加し、会長挨拶の後は風邪で声の出にくく

なった幹事代表挨拶のアクシデントもありましたが、記念撮影や昨年代表（RCH 局）

の乾杯も順調に進みお楽しみ抽選会が始まりました。 

 ＳＷＵ局の軽快な進行で全員にそれぞれのＦＢな景品が行き渡ったところで、ジャ

ンク市オークションに移り、様々な品とともに、ＩＯＪ局の重くジャンクとは言えない米袋

が、結果的には定額で全部が引き取られ、持ち帰り無しで幹事もほっとしたところで

す。  来年担当の東金・南上宿・台方・嶺南地区の皆様どうぞよろしく。 

 余計なおせっかいですが、参加者全員にお渡しした景品の宝くじの５・６等が何人か

に当たった様です、しまい無くした方に当たったかも・・・？？？ 

 

 

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。  

非 常 通 信 訓 練  平成２６年９月１４日(日)  JG1HEJ 杉﨑 

山武地域全域における情報収集等を目的に毎年実施される JARL県支部通信訓練

は、今年から４３０MHz 帯を主として行うとのことだったが、事前通知済で従来の

145.32MＨzをも併せて交信を行なった。  

合計で 61 局と交信し、半分弱が管外の局で結果として４３０ＭＨｚ運用局が多かった

ようだ。  

 普段からマイクを持って交信する・要領よく伝達する習慣を身につけるきっかけにな

ればと、期待します。 

9月 1日の YSY ﾛｰﾙｺｰﾙでの事前訓練にも、是非ご協力を！！ 

 ちばハムの集い 2015  （広報部） 
２月２２日(日)10:00 ～16;00 (9;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) 

午前中 ジャンク市・講演・展示コーナー・クラブブース・ 
    QSL 転送・JARL 入会等・ 

午 後 千葉県支部総会・お楽しみ抽選会(高額景品は要会員証) 

        全員記念撮影後解散 

 
  創立４０周年行事のお願い    JG1VBD  石井 

東金アマチュア無線クラブ創立４０周年の節目を迎えることと

なりましたので、会員の皆様と共にお祝するため、JE1YSY40

周年記念実行委員会を結成して参ります。 

 東金アマチュア無線クラブは市内在住者の賛同を得て、昭和

５０年１１月に東金アマチュア無線クラブが結成されました。

アマチュア無線を通じて友好を深め合い、科学的な進歩をもと

め・アマチュア無線の健全な発展と社会福祉に貢献すべく現在

に至っています。 

 節目節目を大切に歩み続けて、明るい話・暗い話も多々あり

ましたが、楽しい思い出を築きながら歩んで来ました。 

記念すべき日程までに思い出を寄せ合って、来るべき記念式

典に向けて一層のご支援とご協力をお願い致します。 

                                      

 

    

9 月 14 日 非常通信訓練    10 月 26 日 ＶＢＤ農園にてＴＧＮ   11 月 9 日 移動ミーティング 



 

 

 
 平成２７年元旦 第９３９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 

JA1SQQ  健康に注意して頑張りたい          60,527 人 
JE1SIP  運動を続けたい                 60,450 
JA1LRM 健康第一にしたい                   60,161 
JH1UAX  運動をやりましょう              60,534 
JK1FCQ  なし                     60,543 
JH1BRO  ハムライフを楽しみたい           60,495 
JN1JNT  ＨＦの固定を上げたい             60,498 
JF1WAP  無線になるべく出たい            60.781 
7K4XPT  転勤先でも頑張る               60,606 
JE1JSZ  健康のためウォキングに励もう        60,500 
JG1SWU  チャレンジ DX                           60,561 
JF1XOG  今年は二歩前進したい                  60,123 
JL1IOJ  健康で DS をこなせるようにしたい           60,219 
JR1JAZ  新しいことにチャレンジ                 60,458 
JG1HEJ  農業で体力作りに頑張ろう                60,446 
JH1QHE  体に気を付けて海外旅行をしたい       60,524 
JM1CEE  健康に注意して頑張ります           60,450 
JH1RUW  一年間健康で過ごしたい                60,456                       
JG1VBD  健康第一にして無線を続けたい        60,558 
7M3PHG  健康で一年を送り色々な処に出掛けたい    60,575 
JH1KBY  今年も楽しくワイワイやりたい          60,420 
JI1XGM  家族が無事に過ごせるよう.             60,428 
JJ1DVH  午前中は読書したい                    61,918 
JM1WMV  健康で行きましょう                    60,541 
 
(ロールコール出席順)                    編集 JG1VBD 石井 

                         今年の正解は(６０，４２４人)でした 

 

JE1YSY 移動ミーテイングに参加して JH1KBY 吉田 

 １１月９日 YSY 移動ミーテイングに初参加し、お台場の科学未来
館へ行ってきました。 
 当日は雨の予報もあり、心配して居ましたが、会員皆様の、日頃の
行いが、大変よろしく、雨に遭うこともなく FB な一日を過ごすことが
でき５９でした。私も各ブースを見て歩きました。 
偶然隣の棟で、本社は八王子市にありますが、福島県の飯館村出身

で起業し社長となった菊池製作所は、先日テレビにも出ていた、歩行
補助機（腰に装着し足を持ち上げる装置）を製作しています。 
当日の担当者(66 歳)は、有名カメラメーカーで設計の仕事をしてい

たそうですが、自分が 活躍できる職場に転職したそうです。 

原発事故で避難をしている会社です、その会社が出店していたので
す。  

 長い長―い話になり彼の持論を聞いてきました。 

１ 自分が正しいと思うことならば自分を信じ胸張って歩け 
２ 大きな心と目で世間を見る 

３ 小さな声で 嫁さんを大切に 

自分と同じことを考えている人は、世の中にはいるんだなーと思い 
名刺を交換し福島県での再会を約束してきました。 

 YSY 各局には、大変お世話になりました ７３ ８８ 

 

 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 

 

８Ｊ１ＴＧＮ運用状況報告        ＪＦ１ＸＯＧ 相京 

 ４月から運用を開始した、東金市制施行 60 周年記念特別局（８Ｊ１ＴＧＮ）

は、ＪＥ１ＹＳＹ東金アマチュア無線クラブ、ＪＯ１ＹＪＶ東金市役所アマ

チュア無線クラブ、それと地域のアマチュア局を中心として実行委員会を構

成して開局しました。また、ＱＳＬカードの作成と郵送費は東金市が負担し

ていただけました。 

 初ＱＳＯは４月６日に東金市日吉台から行われました。ここでは実行委員の

事務所を使用して、アンテナの設営から開始し、全国に東金市制施行 60 周年

をＰＲしました。その様子は朝日新聞千葉版に掲載され、千葉県内の朝日新

聞購読者や、ｗｅｂで全国に流れました。その他の運用は実行委員宅のアン

テナを利用したり、市民体育祭、東金市産業祭など市主催の行事会場からの

運用も行いました。 

 平成２７年１月３日段階で、総ＱＳＬ数は約５５００局に達しております。

３月末までの運用許可ですが、ＱＳＬカードの発送などの関係で、２月半ば

には運用はひとまず終了する予定です。残り少ない日々ですが、８Ｊ１ＴＧ

Ｎの運用に努めたいとおもいます。    

 
 10 月 12 日 市民体育祭アリーナにて 

 

 
(上) 11 月 23 日 
東金市産業祭にて 
 
 
(左) 10 月 26 日 
石井農園でＴＧＮ 
 
 

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 

 

ＹＳＹに入会して   ＪＡ１ＳＱＱ 古川達衛 
 

私は東金市川場に在住し、昭和 24 年 5 月生まれです。 

無線の免許は中学 2 年の時、仲間三人と取りました（電話級）。 

昨年の 5 月頃、ＹＳＹ石井会長さんのお世話になり、約 50 年ぶり

にコールサインを再取得して開局し、入会させていただきました。 

(有)古川設備工業に勤務しており、ガス・水道・住宅設備等の工事

をやっております。 

 昔のことを言うと笑われますが、初めて電波を出したのが５０Ｍ

ＨｚでＪＡ１ＡＶＸ石橋さんと、２Ｋｍ位を、真空管の３Ａ５を一

球使用し、全て自作の超再生のトランシーバを作り、ノイズ混じり

の中で交信できた時は感動しました。 

しかし、近所にＴＶＩを出してしまいましたので、早々に止めてし

まいましたが、懐かしく思い出されます。 

仕事柄、業務で無線を使用していますので、千葉県東方沖地震・東

日本大震災の時は、電話が通じない中で無線を使用し、現場との連

絡がスムースに出来て改めて必要性を再認識しました。 

 結びに、ＹＳＹの一員として、皆様と仲良くし、ハムライフを楽

しみたいと願っています。 

 


