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平成 27 年度第４1 回定期総会が開かれる！

ＪＧ1ＶＢＤ

石井

文義

東金アマチュア無線クラブの第４１回定期総会が去る 6 月 6 日（土）東金中央公民館に於いて、出席３１局・委任３３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の開会の言葉・会長挨拶の後、議長にＪＪ１ＵＩＤ関根氏を選出して、議題の５案
件をＦＢに進行して戴き、今年度の行事計画及び予算案については 2～3 の質問がありましたが議題の５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を昭和５０年１１月２３日に東金市の在住者が集まり結成以後、会員各位のご協力によってめでたくＪＥ１ＹＳＹ
創立４０周年を迎えることが出来ました。
ＪＥ１ＹＳＹ創立４０周年記念実行委員会を発足して、４０周年記念行事を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。
総会開始前に、お疲れ様夕食会があり楽しい一時を過ごし、会場には第７回写真コンテストのＦＢな作品が掲示されていました。
企画部・広報部による各表彰式を行い、最後に全体で記念撮影して散会となりました。 参加されました各局ご苦労様でした。

創立４０周年行事のお願い

会長

ＪＧ１ＶＢＤ

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。
◎平成２７年８月１５日現在の会 員 状 況 ◎ （広報部）
クラブ員総数

６６局

うち 女性局 ２局、 男性局 ６４局

◎メ ン バ ー 情 報 ◎
☆平成２７年６月以降の新規加入メンバー
ＪＨ１ＯＴＷ 日暮さん(東金)
６月より
ＪＯ１ＱＯＪ 飯高さん(東金)
同上
ＪＰ１ＦＢＣ 中村さん(松之郷) 同上
ＪＬ１ＤＣＩ 橋本さん(東岩崎）８月より

東金アマチュア無線クラブ創立 40 周年記念特別局
運用について

運用担当

JG1SWU

JE1YSY 創立 40 周年記念特別局開設申請を JARL 関東本部のご
協力をいただき進行中で、運用期間は、
（2015 年）平成 27 年 10 月
1 日から（2016 年）平成 28 年 3 月 31 日までの６ヶ月間の予定で

す。コールサインについては、免許が下り次第、免許状が届くと思
います。特別局の運用にともない 40 周年記念特別局の QSL カード
も東金市企画政策部秘書広報課、企画課のご協力と JP1XWZ 局、
第８回ＪＥ１ＹＳＹ写真コンテスト」
JH1OTW 局のご尽力により、九分通り完成しております。
昨年度に引続き、作 品 募 集 し ま す （企画部）
また、８J1TGN と一味違った QSL カードが出来上がります。
募集要項
数多くの皆様方の運用をお待ちいたします。記念特別局運用希望
応募期間 ： 平成 27 年４月 1 日～28 年 3 月 31 日の撮影写真
応募資格 ： 東金アマチュア無線クラブ会員であること
される方は、下記の記念特別局運用担当までご連絡下さい。（運用
応募作品 ： ２L 写真プリント
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 担当：JH1OTW・JP1XWZ・JG1SWU ）
④ 移動ミーティング部門（移動参加者のみ）
尚、JE1YSY の 40 周年記念カードも特別局 PR 用に作成しました。
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
このカードは、JE1YSY の QSL カードとして作りましたが、個人
応募数
： 制限なし
コール運用時の QSL カードとしても使用できます。このカードを
作品形態 ： カラー・モノクロ、合成不可、公序良俗に反するもの不可
応募方法 ： 写真プリントを事務局へ持参（メディア自由：ただし返却で 使い 10 月 1 日から開局予定の特別局（８□1○×△）の PR をお手
きません）各作品にタイトル（必須：全角１５字以内）
（数に限りがあり、
およびコメント（なくても可：全角３０字以内）コール 伝いしていただける方は、お申し出ください。
サイン（必須）を添付してください
先着順になります。）
☆平成２６年６月以降の退会者
ＪＦ１ＪＧＡ 下田さん 3 月

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
発表と展示： 東金アマチュア無線クラブの次回通常総会
本件の問合せ：企画部長（ＪＲ１ＪＡＺ）へ、ＱＳＯ・メール・電話、各役員経由など
今回は省略した表現で掲載しましたので、詳細は以前の会報を参照のこと

４０周年記念式

記念式担当 JR1JAZ

１１月１５日（日）に開催いたします。
また開催時間・場所・内容については実行委員会で検討中です。
第２回実行委員会（８月２９日）には、概要を決定したいと考えて
おりますので、皆様のご意見ご希望をお聞かせください。今後の予
定につきましては、ロールコール等でご報告いたします。

JE1YSY の忘年会に参加しましょう!

県下アマチュア無線非常通信訓練

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。

（ＪＧ１ＶＢＤ）

今年の忘年会は、１２月５日(土)となっています。担当幹事は、東金・台方・

千葉県支部主催アマチュア無線非常通信訓練の実施

嶺南地区の皆さんです。大勢の参加とご協力をお願いします。

ＪＡＲＬ千葉県支部では、地震・台風その他の災害発生時に有線通信や

担当幹事

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 ００，０００人
クイズ
平成２７年８月１日
６０，４２４
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

ＪＨ１ＢＲＯ

２月２２日（日）会場である四街道市文化センターに１１時前に到
着、受付を済ませ大勢のハム仲間で賑っている中、ジャンク市、展示、
公開運用等の各コーナーを回り、大ホールでの講演会を少し聴講、そ
こでびっくり、二十数年ぶりに千葉市に住むＯＭさんに声をかけられ、
お互いに継続してアマチュア無線をやっていたことをうれしく思い、
今度は、お空で会うことを約束しました。
午後は、支部大会に参加しました。
（お楽しみ抽選会で、豪華賞品を
ゲットしたい！）恒例の支部セレモニーが終わり、記念撮影の後、お
楽しみ抽選会に移りました。会場がざわつく中、景品とコールサイン
が、読み上げられる度に、歓声とどよめき、ため息等が続き、最後の
豪華な景品（ＦＴ－７９００）をゲットしたのは、当クラブ員ＪＧ１
ＳＷＵ（増田さん）局でした。幸運の女神がいましたね！（奥様同伴）
でも、この抽選会の最後は、大変盛り上がりスリルがありました。
ＪＧ１ＳＷＵ局大変おめでとうございます。
ちなみに、当局は、コネクターをゲット、来年、機会があったら参
加し狙いたいと思いながら、楽しい１日を過ごすことができました。

（企画部）

平成２６年度対象の第６回写真コンテストは、 １４局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
ＪＧ１ＨＥＪ 杉﨑
農園にアンテナ建設
総合部門賞
ＪＧ１ＳＷＵ 増田
活火山 富士山
ｱﾏﾁｭｱ無線部門賞 ＪＭ１ＣＥＥ 石田
８Ｊ１ＴＧＮ
移動ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ部門賞 ＪＲ１ＪＡＺ 作佐部
ガンダム お台場に参上
ﾌｧﾐﾘｰ部門賞
ＪＧ１ＶＢＤ 石井
愛鳥 シロ
会長賞
ＪＥ１ＳＩＰ 海老沢
お祭り気分
会長(個人)特別賞
該当なし
以上 敬称略

千葉県成田市に D-STAR レピータ開設

ＪＥ１ＳＩＰ

2015 年 06 月 09 日 千葉県成田市(成田国際空港近傍)に D-STAR レピータ局が開設
されました。 千葉県では、１４番目の 430ＭＨｚのＤ－ＳＴＡＲレピ－タ－です。
是非、成田周辺に移動のときは、活用してください

コールサイン ： JP1YLM
周波数

： DV

設置場所

： 千葉県成田市本城

の特性を十分活用して地域貢献に備えるべく、県内のアマチュア無線局の
協力を得て県内全域での非常通信の通報伝達訓練及び電波伝搬状況を確
認し、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
ための非常通信訓練が下記のとおり県下一斉に実施されます。
日

ちばハムの集い２０１５に参加して

「第７回写真コンテスト結果」

携帯電話などの通信手段に重大な支障が発生した場合に、アマチュア無線

434.20MHz（uplink/downlink 逆転）

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 1 日（日）を予定しています。
多数の参加をお願いいたします。
幹事 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？
今年度は、ほぼ完納です。ご協力ありがとうございました。
会計担当 ＪＨ１ＵＡＸ

時

平成２７年９月１３日（日）午前９時～１２時までの間

訓練内容

県下全域を１０地区に分けて、地区担当局・周波数・時間割を
決めて、一般参加局との間で交信する

ＪＥ１ＹＳＹは山武地区を担当して来ましたが、本年はＪＥ１ＹＳＹ創立
４０周年記念行事等のため、今年は山武地区の担当局は出来ない旨、支部
会議に於いてお願いしました。
担当局

山武地区に於いては、支部の非常通信幹事長ＪＦ１ＸＯＧ局が
山武地区を担当することとなりました。

運用場所

東金市日吉台

ｽｰﾊﾟｰ｢ｶﾜｸﾞﾁ｣裏

相京事務所

交信時間

山武地区は午前１１時～１２時の間

使用周波数

145.32ＭＨｚ・433.32ＭＨｚのＶ・Ｕです。

お手すきの会員は、１１時～１２時の間に交信しましよう！

４０周年記念誌

記念誌担当 JG1HEJ

ロールコールでもお知らせのとおり、記念誌作成にあたり７月と８月の
２回、会議を開催しましたが、会報編集会議を兼ねた関係もあり、広報部
役員中心の会議となっております。
カラー写真の量と予算、記事依頼の難しさなど問題山積みですが、
この１０年やこれからのＹＳＹについての記事投稿を全会員からお待
ちしております。出来ればパソコンで、jg1hej@outlook.com

宛

メール

で戴ければ、入力手間が省けますのでご協力おねがいします。併せて作成
委員としての参加もお願いします。

４０周年記念品

記念品担当 JE1SIP

ＪＥ１ＹＳＹ創立 40 周年に当たり、会員皆様が、心に残る記念
品を検討中です

８Ｊ１ＴＧＮの運用に参加して
昨年度、東金市市制 60 周年事業の一環として、８Ｊ１ＴＧＮの
運用に微力ながら参加させて頂きました。
東金市役所アマチュア無線クラブ、JE１YSY 有志、その他近隣のロ
ーカル各局の協力の下、4 月 1 日より約１年間の運用を開始致しま
した。
当局は、主に公開運用時の設営とデータ集計作業等を担当させて頂
きました。
当初、予想外の問題やトラブル、参加局間のコミュミケーションな
ど、色々な問題が発生しました。
しかし、実績として国内は、北海道から沖縄まで 7,388 局、DX は韓
国 10 局、フィリピン 3 局の計 13 局、総数 7,401 局との交信を達成
致しました。
当局は、今回の運用に際し、JP1XWZ 河内氏の協力を得られた事で、
達成できた局数と思っております。
今回の公開運用時において、CQ を出す側が、頻繁に周波数を変えた
り、コールサインが全部採れるまで CQ を出し続けたり、SSB に不慣
れな局が、多かった様に思われます。
次回、機会があれば、熟練者のレクチャーや、運用マニュアル作成
など、実施されれば改善できるのでは？と、思い出される 8J1TGN
運用でした。
by ＪＮ１ＪＮＴ

