
ＪＥ１ＹＳＹ会報２００４年

（ 東 金 ア マ チ ュ ア 無 線 ク ラ ブ ）新年号

ＪＧ１ＶＢＤ 石井文義年頭のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。

２００４年の新春を迎えて、会員の皆様とご家族の方々に対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対して、ご支援ご協力を戴いていることを深く感謝申し上げます。

平成１６年（甲申年）、東金アマチュア無線クラブにとりまして、ＦＢな年になりますよう心からお祈り申し

上げます。

本年は東金市政施行５０周年という大きな節目を迎え、記念の年であります。

ＪＡＲＬについては、アマチュア無線再開５０周年を経て制度の改善や会員の増強を図ると共に、バンド防衛などの仕事をしています。

近年アマチュア無線の多様化とデジタル通信方式に対応するため、電波法施行規則等の一部改正が告示され、平成１６年１月１３日の施

行日から、電波形式の表示及び無線局免許状への表記や、バンド使用区分も新電波形式が使用されます。

当クラブにおいては、１４５．７８ＭＨｚでの が間近となり、これに向かって会員相ロールコール７００回やクラブ創立３０周年記念

互の親睦を図り、健全な運営をするための諸行事を開催して参りますので、本年もよろしくお願い申しあげます。

これからも、会員各位が健康で趣味の王様であるアマチュア無線がいつまでも続けられる事を念願して、クラブの益々の発展と、会員

の皆様方はじめ、ご家族の方々のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げ、年頭のご挨拶といたします。

豊海海岸にて２００４年の初日の出

撮影：ＪＧ１ＨＥＪ

（移動ミーティング）の「春の南房総ドライブ」
お知らせ

昨年１０月の移動ミーティングが中止になりましたので、下記の

とおり再企画いたしました。多数の参加をお待ちしております。

無線機の整備もお忘れなく！！（企画部）

期 日：２月２９日（日）

集合時間：午前７時４５分

集合場所：山武振興センター駐車場（いつもの所です）

出発時間：午前８時００分

移 動 先：南房総方面（詳しくはロールコールで発表）

移動方法：マイカー移動

参 加 費：食事・施設利用料等すべて自己負担

※ 当日になっての参加も自由ですが、参加者把握のため２月１日

八鶴館にて 参加メンバー全員 と２月１５日のロールコールで参加者確認をいたしますので、ご協

力をお願いいたします。

また同乗希望のかたは、お知らせください。当日に調整いたしま

す。

毎月１日・１５日のロールコールでは、毎回９時前後に

ＱＳＰタイムをとって、連絡事項をお伝えしております

ので、その時間帯は145.78MHzにぜひ耳を傾けていてくだ

さい。

八鶴館へ初めての宿泊 役員各局

年 大忘年会2003 JE1YSY
東金・台方地区幹事 （関 根）JJ1UID

月 日、東金アマチュア無線クラブ恒例の忘年会が12 6
7 JG（桜の名所八鶴湖畔）八鶴館において、午後 時より

局の挨拶・ （前回幹事長）の乾杯の音頭に1VBD JR1JAZ
て宴会が始まり、恒例の大抽選会・ジャンク市も時間が

経つのを忘れる程大盛況の内に進行致しました。

今回の抽選会は各局が自分で抽選番号を選んでもらう、

変わった方法で行い十二分に楽しんでいただけたので

は？（各局は何を当てたかな）？？？？

時 分次回の幹事担当地区（田間・公平・日吉台）を9 20
代表して 局の手締めにて閉会の運びとなりましJH1ORH
た。

今回は市内で開催致した忘年会でしたので参加 局、八32
鶴館には地元に住んでいてもめったに泊まらないので記

念にとの事で 局が宿泊し、話に夢中になり夜が耽るの9
も忘れ、寝たのは深夜でした。

発行責任者
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平成１６年元旦第６７５回ロールコール

ｷｰｾﾝﾀｰ JG1VBD ” ”(今年の抱負と人口当てｸｲｽﾞ) みなさーん！！
◎ 局免（有効期間）を切らないよう注意しましょうＪＯ１ＡＬＪ 健康第一に頑張りましょう ６００１３

◎ 会員失格（期限）しないよう、会費を納めましょうＪＦ１ＸＯＧ 健康に気を付けて一歩一歩前進したい ６０２００

◎ ＹＳＹ会員やＪＡＲＬ会員の仲間を増やしましょう７Ｍ３ＰＨＧ 健康に気を付けて一歩一歩前進したい ６００００

◎ ＪＡＲＬ会費切れに注意し、継続しましょうＪＬ１ＡＶＱ 健康で仕事や無線に励みます ６００１７

ＪＩ１ＭＤＡ 出来るだけロールコールに出たい ６００７８

ＪＡ１ＤＰＵ 第一に健康、第二に健康、三四が無くて五に健康 ６０００４

ＪＨ１ＯＲＨ ロールコールに出てアクティビティを高める努力をする６０００３

平成１６年１月現在（広報部)ＪＩ１ＸＧＭ 健康第一で月曜から金曜日の朝晩出たい ５９９７７ ◎ 情報◎メンバー

８２局ＪＪ１ＵＩＤ リストラブームの中ですがもっと働きたい ５９９９５ クラブ員総数

うち 女性局 ２局、 男性局 ８０局ＪＫ１ＭＮＳ 健康第一に体力維持したい ５９９９４

☆平成１５年８月以降の新規加入メンバー及び退会者ＪＭ１ＣＥＥ 家族の健康とロールコール、パーフェクトの達成 ５９９８１

なしＪＦ１ＭＣＬ 健康第一に無線にゴルフに励みたい ５９９７８

ＪＫ１ＦＣＱ 心に秘めたことを達成したい ５９９９５

◎平成１６年無線局更新予定局◎７Ｋ４ＸＰＴ 部活で部員を増やしたり受験に合格すること ５９９８６

今後は１年前から更新できます。古いデータもありますが一度取７Ｍ４ＭＲＲ 健康でマイペースでみなさんとお付き合いしたい ５９９８４

り出して確認してみましょう。 （広報部）ＪＥ１ＪＳＺ 健康第一で仕事と趣味に励みたい ５９９４２

ｺｰﾙｻｲﾝ 氏名 いつまで ｺｰﾙｻｲﾝ 氏名 いつまでＪＲ１ＪＡＺ 健康第一にしたい ５９９９２

2.24 3.27ＪＥ１ＳＩＰ 干支申、健康を維持してハムライフを楽しみたい ６００５０ JL1CWU 積田光代 JH1BRO 桂明陽

2.15 8.31ＪＭ１ＢＨＯ 体に注意して無理しないで頑張りたい ６００２１ JL1MHK 木下義夫 JQ1QWN 澤池良和

3.17 9.06ＪＱ１ＳＵＦ 無事健康に過ごしたい ５９９９０ JP1XWZ 河内勝美 7M3PHG 相京圭多

3.30 9.29ＪＨ１ＵＡＸ 健康第一に過ごして交通事故に遭わないように ５９９８３ JH1UAX 斉藤貞夫 JG1SWU 増田洋一

3.09 9.19ＪＬ１ＩＯＪ 健康第一に過ごしたい ６０００６ JL1SYI 渡辺孝 JQ1SUF 山鳥敏夫

4.14 10.19ＪＧ１ＶＢＤ 健康に注意してハムライフを続けたい ５９９７８ JL1HHY 田中修 JM1BGH 日暮俊雄

5.19 12.10ＱＳＰ局 今年もよろしくお願いします JF1KAY 醍醐格 JP1VUI 佐瀬祐幸

10.25ＪＫ１ＭＹＱ 健康第一に頑張りたい ６０００１ JF1FDA 斉藤任 JL1FHI 青山瞭一6.30

11.11ＪＰ１ＸＷＺ 健康に留意し仕事を頑張り不況をぶっ飛ばしたい ５９９９９ JM1TGU 佐々木宗雄 JM1CEE 石田泰郎6.11

12.10ＪＧ１ＨＥＪ 安全運転で過ごしたい ６０００１ JM1BHO 戸村諭 JG1VBD 石井文義8.30

8.30ＪＨ１ＱＨＥ・健康で楽しく過ごしたい ５９９９６ JM1BHT 古川正美

ＪＡ１ＬＲＭ 健康第一に頑張りたい ５９９９９

「 （その７）」 ＪＧ１ＶＢＤロールコール出席順 編集：ＪＧ１ＶＢＤ ミニミニ時典

☆携帯電話番号

１月１５日発表東金市の広報で59914人が正解だそうです。 携帯電話会社と契約すると各端末に割り当てられる１１桁の電話

JE1JSZ局が最も近く、おめでとうございます。 番号で「０９０」や「０８０」などの数字で始まる。

携帯電話の急速な普及で１９９９年以降１１桁になっている。

１月１３日より 最初の数字から６番目までが携帯電話会社毎に割り当てられ、会電波形式表示が改正
会長挨拶のようにアマチュア局においても、電波形式の表示及び 社は通話の際、電話番号によって自社の顧客か他社の顧客かを判断

無線局免許状への表記方法を平成１６年１月１３日から改正するこ している。現在は同じ電話会社の機種交換だけなら番号を引き継げ

ととなった。 るが、電話会社を乗り換えると番号が変わってしまいます。

詳細は更新申請用紙に記載されるはずだが、たとえば 欧州の主要国や香港などでは、１９９０年後半以降、事業者の競

電信のモールス符号送信は 「Ａ１」が「Ａ１Ａ」に 争促進や利用者利便の観点から、契約会社を替えても番号が変わら

ＳＳＢの従来のが 「Ａ３Ｊ」に代わり「Ｊ３Ｅ」 ない制度を実施しており、アメリカや韓国で導入されているが我国

ＦＭ電波もアナログでは 「Ｆ３」が「Ｆ３Ｅ」 というように。 においても、近く導入する情勢なので期待しています。

新しい無線機等で申請する場合は特に注意を要する。 ☆住民基本台帳

住民の氏名や生年月日、住所、性別などを記載した住民票を集

Ｈ１５，０９，０７ め、各市町村が管内の住民についてそれぞれ管理している。非常通信訓練
外国人は別に外国人登録制度があるため、台帳に含まれていな

い。引っ越しで市町村が変わる際は、当該市町村に転出届や転入届

をそれぞれ提出する必要がある。住民票のうち氏名や住所の情報

は、住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）でデータの

やりとりをしている。

台帳は公開が原則となっているため、ダイレクトメールの宛先を

調べようとして業者などが利用する例も多い。

住民のプライバシー保護の観点から、閲覧手数料を値上げして大量

閲覧を制限しようとする自治体もある。

☆ 日本道路公団（ＪＨ）

平成１５年度の非常通信訓練は、例年通り、ＪＡＲＬ千葉県支部 日本道路公団法に基づき１９５６年に設立された特殊法人。

主催により県内同時に実施された。山武担当局としてＪＥ１ＹＳＹ 国土交通省の所管で、全国の高速道路と一般有料道路の建設と管

がその行動力を示し「東金アリーナの陸上競技場」を基地局にして 理運営にあたっている。東京霞ヶ関の本社の他全国に８支社と２建

メンバー１６名が集まり、管内各地に移動しての交信はもとより、 設局などがある。職員の約８７００人の半数は技術系、歴代総裁９

県内参加各局との交信も４１局を数えデータの交換が行われた。 人の内、元藤井総裁ら７人は旧建設省の天下りだ。

山武地区担当幹事のＪＡ１ＯＫＸ佐久間氏やＪＥ１ＮＣＩ牧野氏 通行料金などを、管理費や新たな高速道の建設費に回す方式で運

も応援に駆けつけ約１時間のセレモニーを無事終了した。 営している。料金徴収期間が満了した道路は無料開放される予定に

なっているが、１９７２年に全国の高速道の費用を全体の料金収入

で返済するプール制が導入され、不採算路線建設が止まらず、債務

会計 ＪＨ１ＵＡＸ（斉藤） は２６兆円に膨れ上がったため、政府の民営化推進委員会が昨年１会費納入のお願い
１月１５日現在、会費未納局が います ２月に出した答申に基づき、２００５年度を目標に民営化されるこ１０局

１０月より会員資格を失っていますので、至急納入お願いします とが決まっています。

カラー印刷での配布は、今回で 最後となるかも知れません！！


