
 
 
 
 
 
 
 

 

 平成 30 年度第 44 回定期総会が開かれる！ 
東金アマチュア無線クラブの第４4回定期総会が去る６月 9日（土）東金中央公民館に於いて、出席者 28 名、委任者 25 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、ＪＦ１ＫＡＹ局の開会の言葉・会長挨拶の後、議長にＪＨ１ＯＴＷ局を選出して、議題の 7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７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４３年となります。 

今年も総会前に参加局に、お疲れ様夕食があり楽しい一時を過ごし、会場には第 10 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、ロールコール参加賞、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散会しました。 

今年度も、会員が気軽に参加できる行事を開催して、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。 参加各局御苦労様でした。           

                                               会長 ＪＧ１ＶＢＤ 石井文義 
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パークゴルフに参加して  

 JE１JSZ 立澤 文好 
この前の土曜日、ある会の有志によるパークゴルフに参加しま 

した。場所は蓮沼ガーデンハウス近くのパークゴルフ場です。 
コースは４コース・９ホールです。料金は、午前の部で１K＋ 

用具料３００円でした。私はいままでグランドゴルフは、何回か 
したのですが面白さは、このパークかと思います。 
天候に恵まれなんとなく開始直後は、肌寒かったのですがしば 

らくするとうっすらと汗ばみ上着を一枚脱いでやりました。 
私を含めほとんど初めての参加でしたが、２コースで２時間、 

休憩後さらに２コースやり汗ばみました。面白さは、グランドゴ 
ルフはほとんど平らなのに比較して起伏があり、OB ラインも近 
く結構技術がいるなと感じました。ゴルフと云うこともありやは 
りゴルフがうまい人は少ない打数であがりますが、私はホール近 
くで酔っ払いみたいに打数を増やしました。YSY の皆さんも平均 
年齢が上昇してますのでみんなでやりませんか。土日は混むとの 
ことで、平日なら空いててやりやすいと思います。 

－ＪＥ１ＹＳＹ写真コンテスト第 10 回結果－ 
（企画部） 

第１０回写真コンテストは、１４局、総数６３枚の応募をいただき、

ありがとうございました。 
去る、６月９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 
  「さくらトンネル」（今昔部門）     JG1VBD 
○部門賞 

総合部門    「九十九里浜の風紋」   JR1JAZ 
ﾌｧﾐﾘｰ部門    「あれっ、美女に囲まれて！」 JI1XGM 
ｱﾏﾁｭｱ無線部門  「ＪＨ１ＢＡＮ 藤村有弘氏」 JH1OTW 
移動ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ部門「私見て可愛いでしょ、ほんとだ！」JG1SWU
今昔部門    「東金貯水池（泉ヶ池）」 JE1SIP 

○会長賞 
   「鯱のｼﾞｬﾝﾌﾟ台（ｼｬﾁのｼﾞｬﾝﾌﾟ台」     JE1JSZ 
 ○参加賞 
   JA1LRM・JH1BRO・JH1RCH・JJ1UID 
   JL1IOJ・JM1CEE・JM1WMV

 
ＪＣＣサービスの実施について（企画部） 

 
かねて、会員の方よりご要望のありましたＪＣＣサービスは役員会

において検討の結果、沢山の方々に参画していただけるよう実行委員
会を立ち上げて実施してゆくことといたしました。 
改めてロールコール等で御通知いたしますので、多数の参加をお願

いいたします。 

第１回フィールドミーティングに参加 

                     ＪＧ１ＶＢＤ 
平成３０年 5 月 19 日(土)10 時 00 分から千葉県長生郡長生村に

ある長生村文化会館に於いて、第一回フィールドミーティングが

開催されました、 
当局は、ローカルの友人を乗せて九十九里有料廻り(２９km)４

０分掛けて会場に到着しました。 
 会場のフリーマーケットの所には、大勢の局が品物を買いあさ

っていました。 当局も、つられてマイク・小物を買いました。 
 また、ＱＳＬカード転送受付、ＦＯＸハンティング体験、ＪＡ

ＲＬ会員新規、継続受付等が行われていました。 
会館内で午後から、歌手の水田かおり(JI1BTL)のミニコンサー

トが開催され、参加者は色紙にサインしてもらい、FB なサイン入

り写真を貰っていました。 
 また、会館裏庭では、いすみ鉄道開業３０周年記念特別局

「8J1IRW」の公開運用もあり、当局は 駐車場から 8J1IRW 局と

交信しました。 
 会場で、支部役員の方々や OM さん・懐かしい局にお会いでき

た一時を過ごして来ました。 
 参加されましたクラブ員各局、御苦労様でした。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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１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、丘山・大和地区のメンバ－です。 

千葉県下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、県下一斉に実施されま

す。 
このことについて、ＪＡＲＬ千葉県支部長より山武地区の担当局を

依頼されましたので、下記により実施致しますので多数の参加をお願

いします。 
記 

訓練日時  平成３０年９月９日（日）１1 時～１２時（県内） 

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。 

     ※クラブ員各局で当日、訓練に協力できる方は、下記の要領に

てお集まりください。 

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

集合時間  午前９時３０分より暫時受付（自宅からの所要時間を記

録） 

集合場所  古山王公園（東屋の側）１０時半頃ミーティング説明会 

                 会長 ＪＧ１ＶＢＤ 石井文義 

移動ミーティングのご案内 

（企画部） 

今年の移動ミーティングは、佐原の町並み散策に行きたいと思

います。（ご要望のあるバスによる移動は、今後も検討してゆく

こととしました。） 
水運を利用して「江戸優り（えどまさり）」といわれるほど栄えていた佐原。人々

は、江戸の文化を取り入れ、更にそれを独自の文化に昇華していました。その面

影を残す町並みが小野川沿岸や香取街道に今でも残っています。このような歴

史景観をよく残し、またそれを活かしたまちづくりに取り組んでいることが認めら

れ、平成 8 年 12 月、関東で初めて「重要伝統的建造物群保存地区」（重伝建）

に選定されました。佐原の「重伝建」は昔からの家業を引き継いで今も営業を続

けている商家が多く、「生きている町並み」として評価されています。 

（香取市 HP より） 

佐原は見どころ沢山です。近場なので散策の時間もたくさんあ

ると思います。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３０年１１月１１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。 

画像は travelbook.co.jp より 

 

ＹＳＹロールコールに参加しましょう！ 

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。 
恒例となっております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「人口当てクイズ」を行ってい

ますので多数の参加をお願い致します。  
参考 平成３０年元旦 ５９，６６１人  
   平成３１年元旦 ００，０００人（平成 後の年です） 

－第１１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。コンテストも 11 回

を数え今回は審査を通常総会に出席される会員の方々にお願いする

ことといたしましたので、多数の参加をお願いいたします。 
            

－ 募 集 要 項 － 
 

応募期間 ： 平成３０年４月１日～平成３１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） 
※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 

審査方法 ：今まで役員会において多数決により審査を行い、通常総会

において応募作品を展示し、入賞作品の発表を行ってまいりましたが今

回は総会出席者により審査していただくことにいたします。審査の詳し

い方法は、当日までに決定させていただきます。 

◎平成 30 年８月 1 日現在の会員状況 ◎ （事務局） 

クラブ員総数  55 局     正会員５３局 家族会員 2 局 

◎メンバー情報 ◎ 

平成２９年９月以降 

★ＪＧ１ＸＹＱ  佐瀬さん・ＪＪ１ＷＵＭ 江口さん・ＪＫ１ＭＹＱ 遠山さん 
 ＪＬ１ＧＤＹ 石出栄子さん・ＪＬ１ＧＤＺ 石出邦夫さん ５名の方が退会さ 
れました 

★ＪＨ１ＵＡＸ 斎藤さんが１２月逝去されました。  ご冥福をお祈り申し上げま
す。 

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４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 


