
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成２９年度第４３回定期総会が開かれる！ 
東金アマチュア無線クラブの第４３回定期総会が去る６月１０日（土）東金中央公民館に於いて、出席者３４名、委任者２９名をもって盛大 

に開催されました。 
19 時、ＪＥ１ＳＩＰ局の総司会で始まり、ＪＨ１ＲＣＨ局の開会の言葉・会長挨拶の後、議長にＪＡ１ＳＱＱ古川氏を選出して、議題の５案 

件をＦＢに進行して頂き、今年度の行事計画、及び、予算案等に２～３質疑がありましたが、議題の５件が承認されました。 
東金アマチュア無線クラブは、昭和５０年 11 月 23 日に東金市在住者が集まり結成以来、会員各位のご協力により４２年となります。 
今年も、総会前に参加局全員にお疲れ様夕食があり、楽しい一時を過ごし、会場には第９回写真コンテストのＦＢな写真が展示されていまし

た。恒例となっている、ロールコール参加局、及び、写真コンテスト入選者にＦＢな賞品が贈られ、 後に全体で写真撮影をして閉会となりま

した。今年度も、会員の皆様が様々な行事に参加されて、アマチュア無線を通じて益々の親睦が図られるよう、会員各位のご理解とご協力をお

願い申し上げます。 
会長 ＪＧ１ＶＢＤ 石井文義 
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ＪＥ１ＹＳＹロールコール１０００回を達しました！ 

 
毎月の１日と 15 日、20 時 30 分から約１時間、145.58ＭＨｚを

使用して、キーセンターを交替で実施しています。 
クラブ員以外のローカル局からもＦＢなお声掛けを戴いていま

す。去る７月 15 日が 1000 回記念日と決めてロールコールを実施

しました。 
参加されました各局ご苦労様でした。   
次の記念日として語呂の良い回数の来る日を期待しています。 

                 会長 ＪＧ１ＶＢＤ 石井文義     

－ＪＥ１ＹＳＹ写真コンテスト 結果－ 
（企画部） 

第９回写真コンテストは、１４局、総数７３枚の応募をいただき、

ありがとうございました。 
去る、６月１０日の総会におきまして作品の展示ならびに各賞の発

表を行いました。各賞は以下のとおりです。（敬称略） 
○ 優秀賞 
  「冠雪の富士山」            JM1CEE 
○部門賞 

総合部門    「浦島太郎」        JE1JSZ 
ﾌｧﾐﾘｰ部門    「お祭好きのｶﾝﾊﾟｲｶﾞｰﾙ」 JE1SIP 
ｱﾏﾁｭｱ無線部門  「懐かしい 2-Band7 石トランジスタｰラジオ」JG1SWU 
移動ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ部門「なるほど!!こうなってるのか」JH1RCH 

○会長賞 
   「アンテナ工事」              JP1XWZ 
 ○参加賞 
   JF1KAY・JG1VBD・JH1BRO・JH1OTW 
   JI1XGM・JL1IOJ・JM1WMV・JR1JAZ 
 ※YSY HP のクラブ事務局ページ内に作品展示状況の写真が UP されています。 

   ＪＥ１ＹＳＹロールコール１０００回達成の経緯！ 
 東金アマチュア無線クラブは昭和５０年１１月発足して、クラ

ブ内の親睦を図るため１２月１日より月２回１日と１５日、１４

５．３２ＭＨｚを使用してロールコールを開始しましたが、混信

等があるので昭和５２年度から周波数を１４５．７８ＭＨｚに変

更して、役員が交代でキーセンターを務め２１時より約１時間ロ

ールコールを実施して来ました。 昭和６２年より夏は２０時～

２１時、冬は２０時３０分～２１時３０分の約１時間のロールコ

ールを実施して来ましたが、平成２年から冬時間を採用して２０

時３０分から約１時間となりました。平成４年からは役員のみで

なく、キーセンターは会員交代で実施しています。平成２２年３

月１５日を以て１４５，７８ＭＨｚを終了して、次回は平成２２

年４月 1 日より１４５，５８ＭＨｚを使用して実施しています。 
 平成８年９月１５日５００回記念日のキーセンターはＪＫ１Ｆ

ＣＱ局でした。平成１１年１２月１５日５７８回記念日のキーセ

ンターはＪＳ１ＱＸＭ局でした。平成２０年４月１日７７７回記

念日のキーセンターは元ＪＡ１ＤＰＵ局でした。平成２１年３月

１５日８００回記念日のキーセンターは元ＪＨ１ＱＨＥ局でした  

 平成２２年３月１５日１４５，７８ＭＨｚ 終記念日のキーセ

ンターは元ＪＨ１ＱＨＥ局でした。平成２２年４月１日１４５，

５８ＭＨｚ初回記念日のキーセンターはＪＩ１ＸＧＭ局でした。 
 平成２４年１１月１５日８８８回記念日及び平成２９年７月１

５日１０００回記念日のキーセンターはＪＧ１ＶＢＤでした。 
 各局のご協力のお蔭で達成できました。有難うございます！ 

 
                 会長  ＪＧ１ＶＢＤ 

         ◎会費納入のお願い◎
 YSYの定期総会も終わり 夏本番の厳しい暑さになってきましたが みなさんいか

がお過ごしでしょうか。 

さて、会費の事ですが未だ未納の局は、早めに納入をお願い致します。 

なお、１０月以降、未納の局は会員の資格を失いますが、 

年度内に再入会するときは入会金を免除いたします。 

                会計担当 ＪＨ１ＵＡＸ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARL 千葉県支部アマチュア無線非常通信訓練 

地震、台風等の非常災害に備えて、非常通信に協力可能なアマチュア

無線局によって通報伝達の訓練を行い、アマチュア無線の非常通信に対

する関心を深め、意識の高揚を図るため、下記により県下一斉に実施さ

れます。 
記 

訓練日時  平成２９年９月 10 日（日）９時～12 時 

通信内容  一般参加局は担当局へ……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(ＤＣ･ＡＣ･発発)及び、参加記念カードの受

領方法(ＮＯ･ＪＡＲＬ･ＳＡＳＥ)を送って終了となります。 

通信時間  午前 11 時～12 時までの間   145．32ＭＨｚ（ＦＭ） 

（山武地区） 

会長 ＪＧ１ＶＢＤ 石井文義

 

移動ミーティングのご案内 

（企画部） 

昨年に引き続き、東京都内へ行きたいと思います。 
港区愛宕にある NHK 放送博物館とその周辺です。 

NHK 放送博物館は世界最初の放送専門のミュージアムとして、1956 年に“放送

のふるさと・愛宕山”に開館しました。日本の放送が始まってから 90 年あまり。そ

の間ラジオからテレビへ、さらに衛星放送やハイビジョン、そしてデジタル放送へ

と大きく進歩・発展してきました。さらに、2016 年 8 月からは 8K スーパーハイビジ

ョンの試験放送が開始されました。 

 放送の歴史に関する、約 2 万 7 千件の資料と約 8 千点の図書を所蔵し、順次

公開しています。また、番組公開ライブラリーでは約 1 万件の番組が、愛宕山 8K

シアターでは 8K 試験放送や最新の 8K 番組が視聴できます。 

（放送博物館 HP より） 

また周辺には、東京タワー・増上寺・芝公園などもあります。

自由散策の時間もとれると思いますので、ご家族、ご友人も誘っ

て参加してみては、いかがでしょうか。 
－ 実 施 内 容 － 

期日：平成２９年１１月１２日（日） 
移動方法：マイカー（同乗希望も受付けます） 
詳細：10 月 15 日・11 月 1 日ﾛｰﾙｺｰﾙで、ご案内の予定です。 

◎平成２9 年８月 1 日現在の会員状況 ◎    （事務局）  

クラブ員総数  ６1 局     うち 女性局 1 局、 男性局 ６0局  

◎メンバー情報 ◎  
 ☆平成２９年 4月以降の新規加入メンバー   

    ＪＦ１ＪＧＡ 下田さん(田間)  4 月より 
   ★ＪＦ１ＭＣＮ 宮本さん６月 ＪＩ１ＳＺＡ 田中さん 7月 
      ２局が逝去されました。     ご冥福をお祈り申し上げます。 

呼びかけ 

無線局免許状の有効期限を、切らさないよう注意しましょう。  

ＪＥ１ＹＳＹ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に継続しましょう 

会長 ＪＧ１ＶＢＤ 石井文義 

元旦ロールコール・人口当てクイズに参加しましょう! 
    平成 30 年元旦    ？？、？？？  クイズです 

    平成２9 年元旦    ６０，124 人 

恒例となっております東金アマチュア無線クラブの 元旦ロールコー

ルの時に、会員の「新年の抱負」と東金市の１月１日現在の「人口当てク

イズ」を行なっておりますので多数の参加を、お願い致します。 
                      ＪＧ１ＶＢＤ 

 

ＹＳＹゴルフコンペのお誘い
次回、有志のゴルフコンペは１１月５日（日）を予定しています。 
多数の参加をお願いいたします。 

 ゴルフ幹事 JH1RCH・JR1JAZ 

－第１０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。１０回記念で新 
しい部門も設けました。 
多数の参加をお願いいたします。 
            

－ 募 集 要 項 － 
 

応募期間 ： 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日の間に撮影 
した写真とし、作品は４月中になるべく早く提出願いま
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（２L プリントにします。又は写真プリント 

（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（参加者のみ応募可） 
⑤今昔部門（下記の写真例を参考）新設しました 

※エントリーする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」の写真も募集しています 
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 

   みんなの広場・事務局の写真投稿欄へアップロード 
（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 
注意：制限文字数を超えると編集されることがあります 

              

   
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 2 日(土)となっております。会場等は未

定ですが、楽しい忘年会にしたいと幹事一同張り切っておりますので大

勢の参加をお待ちしています。詳しくは、往復ハガキにて お知らせい

たします。担当幹事は、田間・公平・日吉台地区のメンバ－です。 

◎今昔部門の写真例（熊本城震災） 

上の写真が今（現在）進んでいる修復の状況

です。下の画像は、震災後の画像です。 

下の画像は、オリジナル写真でなくてもコピ

ー等でも結構です。 

今・昔２枚合せて（上下・左右どちらでも

可）２L サイズとしてください。 

今と昔を見比べると、新しい発見があるかもし

れませんね。多数の応募をお願いいたします。 

 


