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令和元年度第４５回定期総会が開かれる！
東金アマチュア無線クラブの第４５回定期総会が去る６月８日（土）東金市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、ＪＬ１ＩＯＪ局の開会の言葉・会長挨拶の後、議長にＪH1OTW 日暮氏を
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まして４４年が経
過致しました。今年は総会前に参加局により、お疲れ様の夕食会をしながら第１１回写真コンテストの審査結果を投票して戴きました。即時
企画部に於いて集計して、会場に入選者を含む第１１回写真コンテストのＦＢな写真が展示されました。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な賞品が贈られ閉会となりました。最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致します。
参加されました各局御苦労様でした。
会長 ＪＧ１ＶＢＤ 石井文義

― 第４５回

定期総会

―

千葉県下アマチュア無線非常通信訓練

― 第１１回写真コンテスト最優秀賞

―

－ＪＥ１ＹＳＹ写真コンテスト第１１回結果－

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

（企画部）

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

令和元年９月 8 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･ＪＡＲ
Ｌ)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００分より受付・設営

集合場所

古山王公園（東屋の側） １０時００分・ミーティング
会長 ＪＧ１ＶＢＤ 石井文義

移動運用のお誘い
各局からご要望のありました移動運用につきまして、９月８日（日）
の非常通信訓練のあと、午後から同じ場所で行いたいと思います。短
時間で限られた周波数帯になりますが、お気軽にお出でかけ下さい。
企画部

第１１回写真コンテストは、１３局、総数４８枚の応募をいただ
き、ありがとうございました。
去る、６月８日の総会におきまして作品展示ならびに、会員によ
る審査、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）
○最優秀賞
「真夏の夜空に舞うランタン」
（総合部門） JG1SWU
○部門賞
総合部門
「波頭」
JE1JSZ
ﾌｧﾐﾘｰ部門
「愛鳥シロ」 JG1VBD
ｱﾏﾁｭｱ無線部門 「市原送信所 水平ＬＰＤＡ」 JM1BHT
移動ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ部門「小野川の船めぐり」 JR1JAZ
○会長賞
「佐原大祭前 歴史を感じました」 JM1WMV
○参加賞
JE1SIP・JF1KAY・JH1BRO・JH1RCH
JH1OTW・JJ1UID・JM1CEE・

第３回全体ミーティングにつて

－第１２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。今回も前回同様に審
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
す。作品の応募ならびに、審査もよろしくお願いいたします。
－
応募期間
応募資格
応募作品
応募部門

応募数
作品形態
応募方法

審査方法

募

集

要

項

会員各局のからのご意見・ご要望をいただき、また議題を決め
ずにゆっくりとミーティングできる場として２回にわたり、お集
まりいただいてきましたが、第３回を開催することといたしまし
た。来る９月２９日（日）の午後２時、東金市中央公民館２階第
１会議室に、お集り下さい。
企画部

移動ミーティングのご案内

－

平成３１年４月１日～令和２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
： 東金アマチュア無線クラブ会員であること
： 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
：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
： 制限なし
： 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
： 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
：前回と同様に通常総会において応募作品を展示し、総会出
席者により投票をしていただき、各部門最多得票の作品を
表彰いたします。
：

無線機は大丈夫ですか？

（企画部）
今年の移動ミーティングは、自衛隊などの通信施設めぐり等も
候補にあがっていますが、そのほか検討中です。皆様のご意見ご
希望をお聞かせ下さい。
－ 実 施 検 討 中 の 内 容 －
期日：令和元年１１月中の日曜日
移動方法：マイカー（同乗希望も受付けます）
詳細：実施日の前回及び前々回のﾛｰﾙｺｰﾙで、ご案内の予定です。

ハムフェア２０１９

世界がともだち！アマチュア無線！！
広報部

平成２９年会報新年号で「古い無線機を平成３４年以降も使用するに
は（スプリアス確認保証のご案内）」についてお知らせしました。
電波法に定める技術基準の改正に伴い、平成１９年以前に製造された
古い無線機は、平成３４年１２月以降は使用できないことになっていま
す
このことから、クラブ員の皆様におかれましては、無線機の確認等を
実施していることと思いますが、まだ、大丈夫、そのうちやるから な
どと思っている方もいるのではないでしょうか、月日の経つのは早いで
す。
まだの方は、余裕を持って無線機を確認し、スプリアス確認保
証の手続きへと進むことをお願いします。
なお、スプリアス確認保証の関係資料は事務局に置いてありますので
参考にして下さい。

ＹＳＹゴルフコンペのお誘い
次回、有志のゴルフコンペは１１月３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 JM1WMV・JR1JAZ

ハムフェア 2019 は、8 月 31 日･9 月 1 日に東京ビッグサイトで開催さ
れます。インフォメーション 入会者に抽選でハンディ機プレゼント!
ＪＡＲＬホームページより転載
―クラブ員より無線機を寄贈していただきましたー
TS―120V
HF(10W)
ＪＪ１ＵＩＤ 関根
IC―2300
144・430MHz（10W）ＪＪ１ＵＩＤ 関根
DAIWA 安定化電源 １０Ａ
ＪＧ１ＳＷＵ 増田
伸縮ポール
ＪＦ１ＸＯＧ 相京
有難うございました。

様
様
様
様

ＹＳＹ忘年会のご案内
毎年恒例の忘年会は１２月７日（土）です。
東金市家徳の「大仙」（片貝県道浅井病院入口角）で行います。
１１月頃、ご案内のはがきが届きますので、多数の参加をお願い
いたします。
忘年会幹事
福岡・正気・豊成地区

ＹＳＹロールコールに参加しましょう！
◎令和元年年８月 1 日現在の会 員 状 況 ◎ （事務局）
クラブ員総数

53 局

正会員５1 局

家族会員 2 局

◎メ ン バ ー 情 報 ◎
平成 30 年 4 月以降
★JF1DRY 桜田さん・JM1BGH

日暮さん、2 名の方が退会されました

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、ロールコールを実施しています。
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３１年元旦
５９,０４０人
令和２年元旦
？
人

