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石井文義

２０１８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３０年（戌年）がＪＥ1ＹＳＹ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・移動ミーティング・忘年会等を実施して参りまし

た。 当クラブは、
「１４５．５８ＭＨｚ」を使用して、ローカル局はじめ会員各位のご協力により、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。

当会は自然減少もあつて少数となりましたが、会員同士の絆を一層深め会い今年もＪＡＲＬ千葉県支部長

のご指導の下に、登録クラブの一員として千葉県支部運営に協力して参りますので、よろしくお願い致します。

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何時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ご祈念申し上げ、
年頭のご挨拶と致します。

－ 忘年会（蓬莱閣於にて）－

―

2018 年初日の出（山王台公園にて）－

－
平成３０年元旦

ＪＥ１ＹＳＹ移動ミーティングに参加！

出初式一斉放水（八鶴湖にて）－
第１０１１回ロールコール

（今年の抱負と東金市人口当てクイズ）

ＪＥ１ＹＳＹ移動ミーティングが１１月１２日（日）ＮＨＫ放送博物館の見
学・周辺散策・東京タワーの見学等をして楽しんで来ました。
天候に恵まれ山武振興センターパーキングに全員が集合、３台の車に便乗し

キーセンターＪＧ１ＶＢＤ

ＪＡ１ＳＱＱ

風邪を引かなく、寝込まないようにしたい。５９，７００人

ＪＪ１ＤＶＨ

今年も温泉巡りをしたい。

６１，９４８

ＪＦ１ＸＯＧ 一歩づつ前進し、課題を解決したい。

５９，７８０

７Ｍ３ＰＨＧ

アクティブに一年を楽しみたい。

５９，８０５

１号車はＪＲ１ＪＡＺ局の車に５人・２号車はＪＨ１ＲＣＨ局の車に４人・

ＪＡ１ＬＲＭ

来年のロールコールに出たく、今年も元気でいたい

５９，６９６

３号車はＪＧ１ＳＷＵ局の車にファミリー３人、３台が東金を出発しました。

ＪＥ１ＳＩＰ

健康で一年を過ごしたい。

５９，６６０

ＪＨ１ＲＵＷ

一年健康に注意して過ごしたい。

５９，６２４

ＪＩ１ＸＧＭ

健康で一年を過ごしたい。

５９，６５７

ＪＪ１ＵＩＤ

身体や精神共に、健康で行きたい。

５９，７２０

７Ｋ４ＸＰＴ

練習中のピアノの曲を完成させたい。

５９，６３３

ＪＧ１ＳＷＵ

三線を弾けるようにしたい。

５９，５３０

感できるシアターに入り楽しんで来ました。

ＪＨ１ＯＴＷ

健康でアマチュア無線を楽しみたい。

５９，６１２

その後、築地繁華街を散策してマグロざんまいな昼食をしてから、最終地の東

ＪＫ１ＦＣＱ

何もないのが抱負です。

５９，６５８

京タワーの見学をして楽しい一時を過ごして来ました。

ＪＥ１ＪＳＺ

元気にウオーキングや園芸に励みたい。

５９，６４３

ＪＲ１ＪＡＺ

色々な事に挑戦して行きたい。

５９，６８２

ＪＨ１ＢＲＯ

健康で過ごしたい。

５９，７１５

ＪＦ１ＷＡＰ

クラブの行事に参加したい。

５９，７２３

ＪＧ１ＦＶＬ

ハムライフを充実したい。

５９，６３９

ＪＭ１ＣＥＥ

健康に気をつけて頑張ります。

６０，１００

田間・公平・源・日吉台

ＪＬ１ＩＯＪ

健康でアマチュア無線を頑張ります。

５９，７０９

１２月２日（土）にＪＥ１ＹＳＹ東金アマチュア無線クラブの忘年会が、市

ＪＧ１ＶＢＤ

健康第一にアマチュア無線を楽しみます。 ５９，６６６

て８時３０分を待たずに出発しました。

出発した車同士で連絡のＱＳＯしながら、途中野呂パーキングに立ち寄った
後、目的地までは渋滞等もなく東京に到着しました。
館内を見学する前に、ＮＨＫ放送博物館を背景にして全体写真を撮ってから
集合場所を決めて、自由行動となりました。
会館に紅白歌合戦の歴史や放送機材器具等が沢山展示されてあり、８Ｋが体

久しぶりに３３３ｍの東京タワーに上り、上からの眺めはＦＢでした、３か
所の見学を終了してＱＳＯしながら無事東金に帰着しました。
参加されました各局御苦労でした。

ＪＧ１ＶＢＤ

石井文義

２０１７忘年会終わる
幹事

内の蓬莱閣で開催されました。ＪＡ１ＬＲＭ局の進行により

ＪＨ１ＢＲＯ幹

事代表、ＪＧ１ＶＢＤ石井会長の挨拶に続き、前回の幹事代表ＪＥ１ＳＩＰ局
のご発声で開宴しました。出席者は２６名で、円卓を囲み中華料理を食べなが

参加２１局 （ロールコール出席順）
今年の正解は「５９，６６１人」でした！

ＪＳ１ＵＰＲ

細 川

大網白里市

われ

ＪＩ１ＮＶＭ

森 川

〃

お楽しみの抽選会、ビンゴゲームがＪＦ１ＫＡＹ局の進行により賑やかに行わ

ＪＡ１ＯＺＲ

若 山

山武市

れ、そして

ＪＦ１ＤＴＨ

海 保

横芝光町

ＪＲ６ＲＫＣ／１

佐々木

大網白里市

ＪＧ１ＨＥＪ

杉 崎

〃

ＪＨ１ＱＨＥ

杉 崎

〃

締めは、次回幹事担当代表のＪＨ１ＲＣＨ局にお願いして無事終

了しました。

参加各局のご協力に感謝します。ありがとうございました。

※ 豪華景品をゲットした方おめでとうございます、また、参加賞を貰っ
た方、年末に福の神が舞い降りてきましたか

！！

（市役所調べ）

元旦ロールコールに参加された、ローカル局は ７局でした。

らマイクをグラスに変えての話で盛り上がりました。宴の中盤に写真撮影が行
更に、蓬莱閣親父バンドによる二胡の演奏が奏でられました。そして、

編集 ＪＧ１ＶＢＤ

ちばハムの集い２０１８

新スプリアス対 応について
世界無線通信会議(WRC)において、無線通信規則 のスプリアス発射(必要周波
数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値が改正されました。
これを受けて、総務省では、平成17年12月 1日に無線設備規則を改正しました。
また,今回総務省では,無線機器の買い換え以外の具体的な対応として,「フィルタ
を挿入する場合の対応」、「実力値の測定」及び「製造業者等が測定したデータの
活用」による手続きを明確化しました。 これらのほか、アマチュア局の場合は、
新規格に適合している旨のJARDが実施する『スプリアス確認保証』を受けること
で対応することが認められています。
( TSS 株式会社 保証事業部においても 『スプリアス確認保証』 を受けることが
認められています。TEL：03－6261－3686 TSS（株）保証事業部 )

２月 18 日(日)10:00 ～16;00 (9;30 受付開始)
場 所
会 場
駐車場
内

新スプリアス対応が必要な無線設備は
１. スプリアス確認保証が必要な無線機（旧スプリアス規格機器）
(1) 平成１７年１１月３０日以前に免許を受け、現在も免許が継続して
いる無線機（旧JARL登録機種、旧技適機器、自作機、外国製機器）

(1) 平成１７年１２月施行された新スプリアス規格で技術基準適合証明
を受けた無線機（いわゆる「新技適機器」）例「002-15001」など

容

千葉県四街道市大日 396
千葉県四街道市文化センター
２０１台（うち４台身障者用）市立図書館と共用・無料
8：30～21：00 まで隣接する市役所駐車場も利用可
○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・
８Ｎ１ＣＢＨＡＭ公開運用
○ＱＳＬカード転送受付
○アマチュア無線を始めたい方の相談コ－ナ－
○千葉県支部事業報告・事業計画
○非常通信訓練報告
○第 32 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
○その他
〇会費取次および、催事限定 入会金免除キャンペーン適用

(2) 「スプリアス確認保証可能機器リスト」に掲載の技術基準適合証明
を受けた無線機で、平成１７年１２月以降に総合通信局等に直接
申請して免許を受けて、現在も免許が継続しているもの。
（「旧技適機器」）
KN,KH,KV,KU,02KN及び002KNから始まる技適番号（新旧スプリアス
規格のものがあるので要確認）
２. スプリアス確認保証が不要な無線機（新スプリアス規格機器）

（広報部）

－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。 多数の参加をお願いい
たします。
－

(2) 平成１７年１２月以降にアマチュア局の保証を受けて免許を受けた
無線機（旧JARL登録機種、自作機、外国製機器）

会報

募

集

要

項

－

平成 29 年 8 月号をご覧ください

（附則適用機器除く。）

【JARDの対応】
スプリアス確認保証料
・ 保証料は、基本料+台数分の料金
①基本料（1台分を含む）：2,500円
②台数分の料金：1台あたり1,000円
・ 保証料の特例措置 ①複数回申込み割引き←全機種の実態調査未了のための措置
②JARL会員割引き←対応促進のための措置
※台数分の料金のうち、2台分（2,000円）を減額
（例）5台の場合
基本料2,500円＋4台数分の料金4,000円 ＝6,500円のところ2台分の料金を減額し、4,500円に！

【詳細については、事務局にお問い合わせください。】

○
○
○
○

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

今年度は特別に新部門をもうけてあります。
「今昔部門」です。昔の画像（コピー可）と同じような位
置から現在の写真を撮影してください。両方をくらべる
と、新しい発見があるかもしれません。それぞれ、L サイ
ズとして 2 枚合せてください。縦・横どちらでもかまいま
せん。（平成 29 年 8 月号に作品例を載せてあります）
不明な点がありましたら企画部までお問合せください。
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 JH1RCH・JR1JAZ）

日本一アマチュア無線に理解のある行政、東金市に感謝します
ご存知の通り数年前の東金市政施行６０周年運用の際に東金市マスコットキャラクタ
ーとっちーの無線機バージョン「無線機の上に乗ったトッチー」のイラストを東金市が
作成してくれました。
６０周年終了後は私個人の QSL カード全種にトッチーのイラストを入れ数万枚発行し
ました。
先日、市役所に「前回のイラストを入れたカード沢山配布したのですが、新デザインは
お願いする事ができますか？」と尋ねましたところ年末の多忙な時期にも関わらず新デ
ザインを作成してくれました構図は私が提案したのですが新作は 「寝そべりとっちー」
です。
私はマイクカールコードのランダムなカールが素晴らしいと思います。
無線機の上に乗ったトッチー

寝そべりとっちー

是非、新デザインを QSL カード等に活用して下さい。
使用にあたり「東金市マスコットキャラクターとっちー」の文字を入れる事や印刷色
のクオリティーなど多少の制約がありますが基本的には商用でなければ使用可能です。これほどアマチュア無線に理解のある街は日本中探し
てもないと思います。
こんな街でアマチュア無線が運用出来る事に幸せを感じます。是非、ご活用下さい。
ＪＰ１ＸＷＺ

