
 
 

 年 頭 の ご 挨 拶 

                                                 会長 JG1VBD 石井文義 
新年明けましておめでとうございます。 

２０１６年の年頭にあたり、会員をはじめご家族の皆様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を戴いていることに深く感謝申し上げると共に、平成 28 年（申年）がＪＥ1ＹＳＹ各局にと

りまして、ＦＢな年でありますよう心からお祈り申し上げます。 
 昨年のクラブ行事は、ロールコール・写真コンテスト・ＪＥ１ＹＳＹ創立４０周年記念式を挙行した後、ローカル局を交えた懇親会等を実施

しました。 
記念運用として、特別局（８Ｊ１ＹＳＹ／１）を開局して昨年の 10 月 1 日から 28 年 3 月末日まで、運用班が中心となって全国のハム仲間と交

信しています。  
 当クラブは、「１４５．５８ＭＨｚ」を使用していますが、ローカル局はじめ会員各位の協力により毎月の 1 日と 15 日のロールコールやラグ

チュー等が楽しく使用できる周波数になるよう願っています。 
 ＪＡＲＬに於いては、ＪＡ７ＡＩＷ山之内会長の指導の下にアマチュア無線界の若返りを図り、会員増強等を積極的に取り組んでいます。 
これからも、会員各位が心身共に健康で趣味の王様であるアマチュア無線がいつまでも続けられることを祈念して、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申し上げ、年頭のご挨拶と致します。 
 
                                                                    

         
会長(JG1VBD)挨拶        来賓(JR1HAK)挨拶 
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「創立４０周年記念式を終えて」 

ＪＲ１ＪＡＺ 作佐部（実行委員会：記念式担当） 
 

平成２７年１１月１５日（日）、東金市東新宿の蓬莱閣において創立４０周年記念式を開催いたしました。ここに記念式の経過を報告いた

しますとともに、皆様のご協力に心から感謝申し上げます。 

記念式参加者は会員２４名とお客様、また懇親会は２６名でした。１３時より記念式準備を開始し、あわせて運用準備が整ったところで

「８Ｊ１ＹＳＹ創立４０周年記念特別局」を開局しました。近隣のクラブ局やＯＭの方々を交え懐かしい話に花が咲いたところで、１５時

より記念式の開会となりました。会長（ＪＧ１ＶＢＤ）の挨拶につづき加藤様（ＪＲ１ＨＡＫ）よりご祝辞をいただき、またお客様のご紹

介がありました。その後、全員で記念撮影をし、式の最後には写真を皆様にお配りいたしました。 

記念撮影のあとは、受付で配られた記念品・記念誌の紹介を担当実行委員の石田（ＪＭ１ＣＥＥ）・海老澤（ＪＥ１ＳＩＰ）両局に発表し

ていただきました。短期間・予算の少ない中で、すばらしいものができ、いま各局のお手元にあることとおもいます。 

休憩の後、加藤様（ＪＲ１ＨＡＫ）と石川様（ＪＬ１ＮＱＬ）に記念スピーチをしていただきました。たいへん貴重なお話で、各局はア

マチュア無線のモチベーションがあがったのではないでしょうか。その後、歓談に移り１７時閉会となりました。１７時３０分より、引き

続き会費制の懇親会を行い１９時３０分、記念式を無事終了いたしました。 

今後も３月まで、記念行事が続きますので各局のご支援・ご協力をお願いいたします。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎平成２8 年１月１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・ＪＬ１ＤＣＩ・ＪＰ１ＦＢＣ 
   ☆平成２7年６月以降の退会者ありません

◎会費納入のお願い◎
  

ＹＳＹ各局 皆様のご協力により今年度の会費未納者は、ござ

いません。来年度も、早めに納入いただけますよう、よろしくお

願いいたします。 

会計担当 ＪＨ１ＵＡＸ 

ＹＳＹゴルフコンペのお誘い
次回、有志のゴルフコンペは４月２０日（水）を予定しています。 

多数の参加をお願いいたします。 （ＪＦ１ＷＹＦ・ＪＲ１ＪＡＺ） 

         ちばハムの集い 2016      
（広報部） 

２月 14 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 ジャンク市・講演・電子申請普及促進活動・展示紹介コーナー・登

録クラブブース・ＪＡ１ＹＡＡ公開運用・QSL カード転送・JARL
入会 

    アマチュア無線を始めたい方の相談コ－ナ－ 
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) 
        全員で記念撮影後解散 

      平成２８年元旦 第 963 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 風邪を引かないよう１年間頑張りたい。  ６０，２８９人

 ＪＡ１ＬＲＭ 健康で来年の元旦を迎えたい。      ６０，２５５ 

 ＬＥ１ＳＩＰ なるべく歩く機会を持ちたい。      ６０，３９０ 

 ＪＦ１ＸＯＧ 今年は締めの年にしたい。        ６０，７８０ 

 ７Ｍ３ＰＨＧ 健康で仕事と遊びに頑張りたい。     ６１，２８０ 

 ＪＥ１ＪＳＺ 健康のため１日１万歩歩きたい。     ６０，３００ 

 ＪＨ１ＯＴＷ ７ＭＨｚ～４３０ＭＨｚアクティブに出る。６０，３３６ 

 ＪＩ１ＸＧＭ 健康第一にしたい。           ６０，３８９ 

 ＪＧ１ＳＷＵ ２アマに挑戦したい。          ６０，３７３ 

 ＪＲ１ＪＡＺ 健康で新しい事にチャレンジしたい。   ６０，３５７ 

 ＪＦ１ＷＡＰ ロールコールをパーフェクトで行く。   ６０，４２３ 

 ＪＨ１ＢＲＯ ハムライフを楽しみたい。        ６０，４３８ 

 ＪＪ１ＤＶＨ 読書に専念する。            ６０，８２０ 

 ＪＰ１ＦＢＣ 皆さんのご指導を戴いて行きたい。    ６０，３２６ 

 ＪＭ１ＣＥＥ １年間元気で五千歩、歩きたい。     ６０，３４５ 

 ＪＨ１ＲＵＷ 一週間に３回位歩きたい。        ６０，４２９ 

 ＪＧ１ＶＢＤ 健康第一にして毎日マイクを握る。    ６０，５８０ 

 参加１７局 （ロールコール出席順     編集 ＪＧ１ＶＢＤ 

     今年の正解は「６０，３３５人」でした！ （市役所調べ）       

「これからのテレビ」                   

ＪＨ１ＵＡＸ 斎藤 
今、電気店のテレビコーナーに行くと 4K テレビがあります。では、今私たちが見ているテレビはハイビジョン 2K です。2K とはどういう

ことでしょう。テレビ画面は小さい画素というものからできています。現在のデジタルテレビはハイビジョンといい、およそ横２０００画素

縦１０００画素、合計で２００万画素です。 
それに対し 4K テレビは横４０００画素、縦２０００画素、合計８００万画素 8K テレビは横８０００画素、縦４０００画素、合計３２０

０万画素からできています。つまり 4K 、8K は横の画素数を表現しているのです。この呼び方ですとハイビジョンは"2K"となります。画面

を埋め尽くす画素の総数が 2K→4K→8K になるにつれて２００万→８００万→３２００万と増えます。 
テレビ画面を作る画素数が多ければ多いほど１つの画素数が小さくなり、人間の目には画素そのものが見えなくなります。8K が自然に見

えると同じように、あたかもその場にいるような臨場感が得られるという理由がここにあります。 
それでは、もっと画素数を増やして 16K さらには 32K にすればもっといいのではと思うでしょう。NHK の実験では 8K を超えて画素数を

増やしても、見え方は同じである事を突き止めた。 
だから 8K を究極のテレビと呼ぶようです。NHK では究極のテレビ 8K スーパーハイビジョンの実現を目指して、その為に必要な装置や機

械の開発を進めています。 
２０１６年に衛星放送を使っての 8K 試験放送が始まります。今後の予定は２０１６年の試験放送や２０１８年までの実用放送、東京オリ

ンピック、パラリンピックが開催される２０２０年の本格放送となります。 

 

 
－第８回ＪＥ１ＹＳＹ写真コンテスト－ 

（企画部） 
今年度も引続き、作 品 を 募 集 し て い 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。 
            

－ 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（４月末頃まで受付いたします。） 

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 

④４０周年記念行事部門 
※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。 
 
※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 

 

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 


