
 

 

 

 

 

 

 

   

令和 3 年度第 47 回定期総会について！ 

令和 3 年度の定期総会は、新型コロナウイルス禍のため、会場に集まることが出来ず、3 密を守る観点から残念ですが定期総会は中止と 

なりました。東金アマチュア無線クラブは、昭和５０年１１月結成以来、会員各位のご協力によりまして４６年が経過致しました。 

今年度に於いても総会資料を全員に配布して、総会の決議事項を書面にて確認して戴きまして、４議案については返信ハガキにて賛否の  

印を付して投函して戴きました。 集計の結果はお知らせした通り、４議事項は賛成多数により決定致しました。クラブ行事も中止や延期 

等が生じて居りますが、会員各位におかれましてはコロナに負けず健康に注意されまして、今後とも宜しくお願い致します。 

                                         会長 ＪＧ１ＶＢＤ 石井文義  

 

                                                          

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                        
 
 
 

２０２１年 

  (令和３年) 

８月号 

ＪＥ１ＹＳＹ会報 
（東金アマチュア無線クラブ） 

http:// ｊｅ１ｙｓｙ．ｃｏｍ/ 

発行責任者 

    ＪＧ１ＶＢＤ （石井文義） 

 

  編集 ＪＥ１ＹＳＹ広報部  

 

クラブ事務局  東金市東金 1332 

    0475-52-2221 （海老沢商店内） 

千葉県下アマチュア無線非常通信訓練 

ＪＡＲＬ千葉県支部では、地震・台風その他の災害発生時に、

有線通信や携帯電話などの通信手段に重大な支障が発生した場

合に、アマチュア無線の特性を十分活用し、地域貢献に備える

べく県内のアマチュア無線局の協力を得て、県内全域での非常

通信伝達訓練、電波伝搬状況を確認し、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。下記の要領により実施致しますので、

多数の参加をお願い致します。 

記 

訓練日時 令和 3年９月１2日（日）１1時 10分～１２時 10分 

（山武管内）          

運用周波数  144.800MＨｚ  ＦＭ 

訓練開始前 10分間、中央局（JL1ALE）との

交信を行う。144.800MHz（FM）にて 

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。 

集合時間  午前 9：30受付（自宅からの所要時間を記録）      

集合場所  山王台公園   10：30 ミーティング説明会 

通信時間  午前１１時 10 分～１２時 10 分までの間     

                

※ 非常通信訓練と並行して、ＪＥ１ＹＳＹの運用を実施しま

すのでご協力をお願いします。 １０時００分 設営開始 

運用周波数       ＨＦ帯 （７ＭＨz予定） 

 

 

 

 

 

   

 

お知らせ   災害時の非常通信について    2021 年 7 月 11 日 

ＪＡＲＬ千葉県支部 

昨今の異常気象により、自然災害が増加していることにあたり、千葉県支

部として、2021 年 7 月 11 日に行われた、クラブ代表者、地区幹事、役員

会議にて以下のとおり決定いたしました。災害発生時、発生の恐れがある場

合、または想定される場合において以下の周波数の傍受をお願いいたしま

す。 

                     （バンドプランにより） 

１４４ＭＨｚ帯 １４５．５０ＭＨｚ（呼び出し周波数）                

４３０ＭＨｚ帯 ４３３．５０ＭＨｚ（呼び出し周波数）                        

以上ご協力をお願いいたします 

 

 

 お 知 ら せ      企画部 

移動ミーティング・第４回全体ミーティング等の企画部行事 

は、ただいま新型コロナウイルス感染症の感染者数やワクチン 

接種等の状況を観ながら実施について検討しております。 

決定次第ロールコール・JE1YSY ホームページ・会報等でお 

知らせいたしますので、しばらくお待ちください。 

 

アマチュア無線の社会貢献活動での活用と小中学生のア 

マチュア無線の体験機会拡大の制度の見直しが 3月 10 日 

から実施！ 

        令和 3年 3 月 10 日に電波法施行規則等の関係省令や告示等の改正

が公布・施行され、アマチュア無線の社会貢献活動での活用や、小中

学生のアマチュア無線の体験機会拡大について制度の見直しが行われ

ました。 すでに JARL NEWS2021 年冬号や JARL Web 等でもお知

らせしておりますとおり、この見直しは昨年 10 月に JARL と JARD が

共同で総務省へ提出した要望書を踏まえたもので、今後、より一層、

アマチュア無線の活用の場が広まるとともに、親子や学校での体験機

会拡大を通じてのアマチュア無線普及に繋がることが期待されます。 

今後、JARL としては非常災害時等のボランティア活動や、国や地方公

共団体等の施策で共助を背景とする地域における活動等において、ア

マチュア無線を身近なくらしの中で活用し、アマチュア無線の地位向

上を図るとともに、地域社会に貢献できるように努めて参ります。 

                   JARL ホームページより 

※「アマチュア無線の社会貢献活動での活用に係る基本的な考え方」を 

インターネットで検索すると、総務省の電波利用 HP に詳しく掲載されてい

ます。 

 



 
 

呼びかけ 

・ 無線局免許状の有効期限を、切らないよう注意しましょう 

・ ＹＳＹの会費納入期限は９月末です。忘れずに納めましょう 

・ ＹＳＹの会員や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注意しましょう 

・ 罰則強化となった「ながら運転」しないよう注意しましょう 

 

写真コンテストの審査、コンテストの終了について 

 

（企画部） 

 

第１３回のコンテストに御応募いただきました各局、ありがと

うございました。作品の展示及び審査は通常総会に出席される会

員の方々にお願いする予定でおりましたが、総会が書面決議のみ

となりましたので、第１２回の審査と合わせて次回の総会に繰延

べとさせていただきます。 

参加各局の皆様には１３年間にわたり多数の応募をいただきま

したが、会員間の話題づくりに一定の役割をはたさせていただい

たとの思いから、ひとまずコンテスト終了といたします。 

新企画の提案やご意見、ご希望がございましたら企画部まで、

お願いいたします。 

 

－ＪＥ１ＹＳＹ ＱＳＯコンテスト開催－ 

（企画部） 

 
コロナ感染症の拡大が今なお収らない中、皆様には YSY の各行事

の延期等で、たいへんご迷惑をおかけしております。 

そこで、このような時期ですのでＱＳＯコンテストを開催し、ＹＳ

Ｙの活動の活性化につながればと企画いたしました。多くの方々のご参

加をお願いいたします。 

 
           － 実 施 要 項 － 
 

実施期間 ：令和 3年 10 月 1 日 0 時～令和 3 年 11 月 30 日24 時 
 
参加資格 ：東金アマチュア無線クラブ会員であること 
 
使用周波数：マルチバンド 
 
交信方法 ：JE１YSYQSO コンテスト提出ログシートに 

データ記入できるすべての事項（備考欄除く） 
（別紙会報添付また YSY ホームページのクラブ事務局 
のファイル共有ライブラリーにアップロード予定） 

 
ポイント ：①移動局 ２点  固定局 １点 
      （よって、移動局同士の交信は４点・固定局と移動局 

は３点・固定局同士は２点となります。） 
      ②JE1YSY クラブ局との交信 １点  他局 ２点 
      ③交信周波数 145.58Mhz ２点  その他 １点 
     ※ ログシート 記入例参照 
      ④１週間に２回以上の同じ相手との交信は、無ポイ 

ントとなります。 
     ※ ポイントの記入は、不要です。企画部で採点いたし 

ます。不明確な場合のポイント加減点は、企画部に 
よりますので、ご了承ください。 

 
応募方法 ：令和 3 年 12 月 20 日までに上記ログシートを提出 
      （様式どおりであれば自作シートやファイルも可） 

※ 提出先は YSY 事務局連絡箱に投函・役員手渡し・ 
       YSY ホームページのクラブ事務局のファイル共有 
       ライブラリーにアップロード（ファイル形式＝ 

エクセル・ワード・PDF）等 
 
結果及び賞：発表は会報（令和４年新年号）及びロールコール等 
      各賞は１位・２位・３位に賞状及び副賞 
      飛び賞５位・８位に副賞 
      参加者全員に参加賞・その他特別賞（企画部選考） 

 
以上 

編集後記   

 

 昨年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のためＪＥ１ＹＳＹ行事の総会、役員会、移動ミーティング、忘年会等が中止となり、今年こそ

と期待していましたが、残念ながら感染が拡大しつつあり、各行事等の実施が難しい状況である中で 趣味の王様といわれるアマチュア無線

を楽しもうと企画部のお骨折りで写真コンテストに代わって「ＪＥ１ＹＳＹ ＱＳＯコンテスト開催」を企画していただきました。 

会員の皆様におかれましては、引き続き新型コロナウイルス感染防止対策等をしっかり行い、コロナの脅威から身を守りながら参加されア

マチュア無線を楽しみましょう。                                          

 広報部 

 

 

◎令和 3 年８月 1 日現在の会員状況 ◎ （事務局） 

クラブ員総数  47 局     正会員 44 局 準会員 1 名 家族会員 2 局 

◎メンバー情報 ◎ 

令和 3 年 4月以降 

★ JF1DRY 山口良一さん・JJ1UID 関根武さん・JL1CWU 積田光代さん
JO1TNA 板倉善紀さん・の 4 局が退会されました。 

 

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、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 令和年 3 年元旦 57743 人 

 

お知らせ スプリアス規格へ 新の移行期限の延長が決定 

 令和３年８月３日付で、無線設備規則の一部が改正され、即日施行さ

れ、新スプリアス規格への移行期限を令和４年 11 月 30 日とする経過

措置が当分の間、延長されることが決定しました。   ８月５日 

                ＪＡＲＬ ホームページより 

 

 


