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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。
２０１７年（酉）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。
平成２９年（酉年）が JE1YSY にとりまして FB な年であります様、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・移動ミーティング・忘年会等を実施して来ました。
本年も、JARL 千葉県支部長 JL1ALE 菊池宏氏の指導の下に 登録クラブとして千葉県支部運営にご協力して参ります。
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続けられることを祈念いたしまして、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て、年頭のご挨拶と致します。

－ 忘年会（抽選会にて）－

－忘年会－

移動ミーティングに参加して
ＪＩ１ＵＱＸ 松井吉晴
11 月 13 日恒例の（小生は初めて）移動ミーティングに参加。山武
振興センタ－駐車場に集合し、8 時半に総勢 14 名、3 台で出発。
ＪＨ１ＲＣＨさんの車に 5 名で同乗。石井会長のＦＢな車間交信を聞
きながら好天のドライブを満喫。首都高速道路 代官山で降りると目
の前が科学技術館でした。写真撮影後入館し、プラズマで作り出す、
オ－ロラや、地球温暖化の展示など興味深く見ました。昼食後、私は
東京国立近代美術館へ。ト－マス・ルフ展の星空の写真に、宇宙の広
大さを実感。又外景に紅葉も。茨城の人は「那須は朝晩零度で紅葉真
っ盛りですよ」と話していました。2 時半に駐車場を出て帰路。途中
進行車線が右折れに変わり、交差点に白バイ待機など有り。でも無事
に東金帰着。迎えのカミさんに「みやげは無い！」と叱られながらの
帰路となりました。

忘年会を楽しく
幹事 JE1JSZ 立澤
昨年は YSY４０周年記念式と重なり延期した忘年会を１２月３日、
上宿の九十九館で２４局参加して盛大に行われました。今年の幹事担
当地区は東金・台方・嶺南です。１８時より準備し進行は JM1CEE
局により１９時開始、会長挨拶 JG1VBD 局、記念撮影、前回の幹事長
JR1JAZ 局の音頭で乾杯し宴会に入りました。和食のメニューに満足
しながらの各局長との懇談、新会員及び各局の自己紹介へと移り様々
な紹介があった。今回のイベントは、ジャンク市は盛り上がるけど時
間のかかる競りは無しとし、お楽しみ抽選会を空くじ無し、お年玉付
きとしました。
ちなみに私はジャンク市でお米、抽選会ではお年
玉が当たり大変満足しました。次回幹事地区代表 JF1XOG 局の手締
めに続き閉会し散会しました。参加各局ご協力有難うございました。
次回幹事地区は田間・公平・日吉台です。次回もまた楽しい時間の企
画を期待します。

－ 移動ミーティング（科学技術館前にて）－

平成２９年元旦

第９８７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

ＪＥ１ＳＩＰ 昨年と同様に歩きたい。

６０，１９５人

ＪＦ１ＸＯＧ 更なる飛躍の年にしたい。

６０，２００

７Ｍ３ＰＨＧ 世界遺産を見に行きたい。

６０，２０８

ＪＡ１ＳＱＱ 風邪引かないよう健康で過ごしたい。

６０，２０１

ＪＨ１ＫＢＹ 早く仕事をリタイヤして好きな事をやりたい。６０，５００
ＪＡ１ＬＲＭ 健康第一で元気にやりたい。

６０，１６５

ＪＩ１ＸＧＭ 健康第一にしたい。

６０，１３５

ＪＨ１ＯＴＷ 移動運用を頑張りたい。

６０，１４６

ＪＫ１ＦＣＱ 肩の力を抜いて生活する。

６０，１７８

７Ｋ４ＸＰＴ ロールコールパーフェクトで行く。

６０，１７９

ＪＪ１ＵＩＤ 身体を鍛え健康で行きたい。

６０，１７０

ＪＪ１ＤＶＨ 温泉めぐりをしたい。

６０，８２０

ＪＥ１ＪＳＺ 健康に留意して新しい事に挑戦したい。

６０，１００

ＪＬ１ＩＯＪ 健康で無線をやりたい。

６０，１５５

ＪＧ１ＳＷＵ 更なるステップアップする。

６０，０１１

ＪＭ１ＣＥＥ ロールコールパーフェクトを達成する。

６０，０７２

ＪＦ１ＷＡＰ 健康で一年を過ごしたい。

６０，０５３

ＪＨ１ＵＡＸ 食べ過ぎに注意して一年を過ごしたい。

６０，１８０

ＪＲ１ＪＡＺ 健康に注意して楽しく過ごしたい。

６０，１５９

ＪＨ１ＢＲＯ ハムライフを楽しみたい。

６０，１９５

ＪＮ１ＪＮＴ 健康で細く長くそれなりに無線をやりたい。 ６０，２２０
ＪＧ１ＶＢＤ 健康第一にアマチュア無線を楽しみたい。

６０，１５８

ＪＰ１ＸＷＺ△健康に留意して過ごしたい。

６０，０９８

ＪＧ１ＱＨＦ 佐々木 （大網白里市）
ＪＩ１ＮＶＭ 森

川

〃

ＪＳ１ＵＰＲ 細

川

〃

参加２６局（会員外３局含む）ロールコール出席順

編集

ＪＧ１ＶＢＤ

今年（平成 28 年 12 月 31 日現在）の正解は 60,124 人でした。
（市役所調べ）

東金市上宿地区に伝わる火正神社の お祭が行われます
平成２９年３月１１日～１２日
３月１１日 13：00 神前祭 ・火正神社 14：１５出発→上宿区内巡行
３月１２日 11：00 御仮宮出発→岩崎区→新宿区→田間区→上宿区へ

火正神社と、そのお祭りとは？
ちょっと硬い話になって恐縮ですが、ときの領主「板倉公」を語らずしては話が前
に進みませんのでご理解の程を…
「板倉家」と東金の関係は、福島藩祖の「板倉重昌公」が慶長 19 年（1614 年）に
「徳川家康公」と共に東金に来訪したことに始まります。
江戸幕府の中枢で活躍されていた「板倉家」が、寛文 11 年（1671 年）幕府より拝
領した土地が、今の上宿・谷・岩崎・新宿・田間そして豊成の二又地区です。火正
神社の本殿は元禄 11 年（1698 年）旧暦 1 月 28 日、板倉重寛公により創建されま
した。その後奉納された「大みこし」が、享保 18 年（1733 年）に初めて渡御されまし
た。ですから火正神社の「大みこし」は、社（やしろ）が上宿に在るにもかかわらず
「板倉公」の領地の田間まで渡御し、二又地区に向かって挨拶するのです。

ちばハムの集い 2017
２月 19 日(日)10:00 ～15;00 (9;30 受付開始
場
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ＪＡＲＬ ＮＥＷＳ 秋号より転載
スプリアンス確認保障可能機器リストは、ＣＱ誌 1 月号
ＪＡＲＬ ＮＥＷＳ 冬号に掲載されております

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

◎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

所
前

（広報部）
13：00 受付終了)

山武市成東文化会館のぎくプラザ
(山武市殿台 290－1)
○講演（詳細は決まり次第支部のホームページに掲載）
○不用品交換コーナー・電子申請普及促進活動・展示コーナ
ー・公開運用・アマチュア無線を始めたい方の相談コ－ナ－
○千葉県支部総会
○第 31 回オール千葉コンテスト表彰式
○お楽しみ抽選会(条件付景品は要会員証)
○ 全員で記念撮影

－第 9 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。
－
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平成 28 年 8 月号をご覧ください
ＹＳＹゴルフコンペのお誘い

次回、有志のゴルフコンペは４月中旬ごろを予定しています。
多数の参加をお願いいたします （幹事 JF1WYF・JP1VUI）

準天頂衛星システム（QZSS）とアマチュア無線
平成 22 年 9 月 11 日に準天頂衛星（QZS＝Quasi Zenith Satellite）の初号機である「みちびき」（QZS-1）が H-IIA ロケット 18 号機で打ち上げられ、現
在試験運用をおこなっています。
準天頂衛星システム（QZSS＝Quasi Zenith Satellites System）は、現在使用している米国の GPS 衛星システムの補完機能（測位可能時間の拡大）と
測位精度や信頼性を向上させる補強機能等を有する無線航行衛星システムです。
平成 23 年 9 月 30 日に「実用準天頂衛星システム事業の推進の基本的考え方」が閣議決定され、その後は内閣府の主導により事業が推進されてい
ます（閣議決定の内容やシステム整備の意義については下記の URL を参照してください）。
▽「準天頂衛星システムについて」（内閣府）
://www8.cao.go.jp/space http /qzs/qzs.html
準天頂衛星「みちびき」の測位信号等は 6 種類あり、それぞれの送信周波数は、第１表のとおりです。準天頂衛星とアマチュア無線の関わりですが、
中心周波数 1278.75MHz の LEX（L6）と呼ばれる補強信号がアマチュア無線の周波数とオーバーラップしていることです。この信号は 42MHz の帯域幅を
使用していて、1200MHz 帯のアマチュアバンドの 1260～1300MHz の全帯域と重なってしまいます。
測位衛星からの送信電力は 123W（EIRP）ですが広帯域に拡散していることなどから、アマチュア無線業務への実質的な干渉問題は、ほとんど発生し
ないと考えられます。
ＪＡＲＬホームページより（内閣府発表の準天頂衛星 記事）転載

