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◎ クラブ定期会議の報告
◎ クラブ無線機の話題
◎ 最新情報＆行事報告
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◎5 月 11 日 （水）ミーティング：市民会館第 3 会議室
◎6 月 8 日 （水）ミーティング：市民会館第 3 会議室
◎6 月 5 日 （日）クラブ移動運用
※ ロールコールの時間が変更になっています!

◎ 10.月

8 日 （水）ミーティング：市民会館第 3 会議室

にいつクラブ各局、こんにちは。
まず、熊本地震において被害にあわれました地域の、一刻も早い復興を、お祈りいたします。
さて、今シーズンも始まりました。クラブでも、いろいろなイベントが計画されています。
クラブの New 無線機で運用されてみては、いかがでしょう?
たくさんの、クラブ各局の御参加を、お待ちしています。各、イベントでお会いしましょう。
ロールコールは、毎週水曜日 20:30～に変更しました。(ミーティングのある週はありません)
周波数は 145.22MHz です。

JA0YMP/新津クラブメーリングリストで、情報発信中!
－1－

第 46 回新津クラブ定期総会の報告です。

３月 27 日、第 46 回クラブ総会が新津地区市民会館、第二会議室にて行われました。
平成 27 年度行事報告、決算報告、及び、28 年度行事案と予算案が承認されました。
また、後ほど、御案内いたしますが、「年間マラソンコンテスト」が新設されました。
新津クラブ所有の無線機については、最終的に
「IC-7200M」の購入を決定しました。
なお、購入に際して、いろいろ、ご協力頂きました
各局に、お礼を申し上げます。
今年度もコンテスト、6 月の移動運用など各種行事が予

定

されています。クラブ各局の御参加を、よろしくお願い

い

たします。
昨年の体制と同じく、今年度も同じメンバーで
各イベントを進めてまいります。
クラブ各局、どうぞ、よろしくお願いいたします。

会長；JA0EMS/錦織
副会長；JH0OPR/森田
理事 JF0VVY/佐藤(コンテスト・移動)
理事 : JR0NVX/帆苅 (IT 担当・移動)
役員 : JA0BUH/田中 (ミーティング)
役員 : JG0OJC/ 古谷 (ロールコール担当)
監事 : JH0JVA/ 高橋 (監査・会報)
会計；JA0YI/落合(会計・記念局)

JA0EMS/錦織
新津クラブの皆様、今年度も昨年に引き続き会長につきましたＪＡ０ＥＭＳ／錦織です。
２０１５年度は、役員の方々や会員の皆様に助けられて、どうにか過ごすことができました。
本当に感謝いたします。
去る３月末の定期総会でリグ購入の件、新たな行事、「年間活動ランキング」が承認されました。
リグ購入についてですが、２０１６年度スタート早々、念願のクラブ専用のリグを購入しました。寄付下さった局長さん
ありがとうございました。なお、寄付（出資）については、現在も受付中ですので、よろしくお願いいたします。
今後の移動運用に際しては、よりやりやすくなることと思います。また、JA０ＹＭＰでの移動運用に限り、個人にも貸し
出しをしますので、是非多くの方から利用していただけますようお願いします。
次に「年間活動ランキング」ですが、ML でご案内の通りですが、様々なクラブ活動に参加することを点数化し、交信だけ
でなく、総合的に活動することで順位を競うものです。少しでもクラブの活性化につながればと考え出されたものです。例
えば、ロールコールに 1 回参加すると１０点です。VHF コンテストやマラソンコンテストとは違った楽しみがあると思います。
1 年間という長丁場ですので奮ってご参加をお願いします。
私事ですが、相変わらずの状況で、なかなか全力を挙げてクラブ活動に参加することがかなわない状況ですが、皆様の
ご協力をお願いし、２０１６年度を過ごしていきたいと思います。よろしくお願いします。

－２－

クラブ所有機になりました、IC-7200M のご紹介です。
アイコムより、2008 年 8 月に発売されました。
現在、話題の新機種、IC-7300、その前機種になりますが、コストパフォーマンスが
大きいのが魅力のマシンです。
HF オールバンド＋50MHｚ（SSB/CW/RTTY/AM）デジタル IF フィルター、デジタルツイン PBT、
マニュアルノッチフィルターを実装し、本格的な運用が出来ます。高性能スピーチプロセッサや多彩な
CW 機能群、USB 端子を装備しています。出力は 50W 機です。
どんどん、つかいたおしましょう! どーぞ、よろしく。

新津クラブの中で、「スクールコンタクト」について話題が出ています。
運用にこぎつけるまでは、いくつかのハードルもあります。
出来る・出来ないは、さておいて「夢」は大事ですね。
現在、クラブではプロジェクトを立ち上げて、もっか研究中です。
まだ、新潟県からの実績がないので、案外チャンスかも(?)しれません。
ぜひ、興味を持っていただければ、幸いです。
ARISS Japan のホームページから抜粋しています。ご覧ください。

http://www.jarl.org/ariss/
ARISS は、Amateur Radio on the ISS（International Space Station）
の略称で、国際宇宙ステーション上のアマチュア無線という意味です。
国際宇宙ステーション（ISS）は、高度約 400km で地球を周回する 108m×88m の大型宇宙施設で、1998
年から米国、ロシア、日本、欧州、カナダが共同で建設中です。
ここにはすでに３名の宇宙飛行士が３～４カ月交替で滞在しており、この中には、
アマチュア無線の免許を持っている人もたくさんいます。
スクールコンタクトは、少年少女に対して、アマチュア無線の楽しさだけでなく、宇宙開発、通信技術へ
の興味をかきたてる貴重な経験をしてもらうために、特に力を入れているものです。宇宙飛行士との直接
交信を目指して、全世界から、多数の希望が寄せられていますので、交信希望校からの申し込みを ARISS
の教育／学校選択委員会で受け付けて、設備、運用時間、参加者数などを審査し、さらに ARISS 運用委員
会が、軌道条件、宇宙飛行士の勤務時間等を考慮して交信校、交信日時を決めています。
－３－

新津クラブも社会の流れと同様、高齢化がすすみ、クラブ行事に参加する出席者も減少しています。
すぐに解決策を見つけるのは難しいでしょうが、みんなが参加してワイワイやっていくうちに未来に繋がる
良いアイデアも出てくるかもしれません。
クラブの活動を高めることを目的に、１年間を通じて、新津クラブの活動参加ランキングを競い、表彰
するコンテストを企画してみました。ふるって各行事にご参加ください。
１ 名 称 年間活動ランキング
２ 開催期間 ２０１６年４月１日から１２月３１日
（２０１７年以降は１月１日より１２月３１日）
３ 得 点 以下のコンテストや行事に参加した場合に得点を与え、
年間の得点の合計で競う。
(1)コンテスト
JA0－OSO 参加した場合は３０点
JA0－VHF 参加した場合は３０点
QSO パーティー 参加した場合は１０点
YMP マラソンコンテスト 参加した場合は１０点
(2) 行事
ミーティング １０点
ロールコール １０点
クラブ企画の移動運用 １０点
有志でのYMP の移動運用 １０点
記念局運用 ３０点
さんまの会 １０点
支部大会 ３０点
地区研修会 ３０点
忘年会 １０点
定期総会 ３０点
総会後の懇親会 １０点

以上の行事を対象としました。今後、各局のご意見を伺いながら、修正を加えていく予定です。
また、１月から１２月までとしたのは、総会で表彰を予定しているためです。
賞品については、楽しみにお待ちください。

－４－

クラブマラソンコンテストの結果発表です。
今年の、マラソンコンテストは、１位 JR0CUL 泉田さん、２位 JA0YI
落合さん、３位 JF0VVY 佐藤さんが入賞されました。
おめでとうございました。
ログを提出されたクラブ各局は、JA0UW 吉田さん、
JA0AAQ 羽入さん、JF0WXQ 土橋さん、
そして、私、JH0JVA 高橋でした。各局、ありがとうございました。
ぜひ、年間マラソンコンテストにも頑張っていきましょう!
表彰を受ける CUL / 泉田さん

6 月のクラブ移動運用について
恒例のＪＡ０ＹＭＰ／新津クラブ春季移動運用のご案内です。
日 時

６月 5 日（日）

１０：００～１５：００頃まで

場 所

信濃バレー親水レクリエション広場（何時の場所）

持ち物 各自のお昼ご飯、飲み物など。味噌汁はクラブに用意します。
連絡用として、１４５，２２MZH を受信しています。
・・・クラブ新リグ、IC-7200M の初披露です。お楽しみに!
また、雨天時は中止となります。また、明細はメーリングリストで御案内いたします。

クラブロールコールの時間変更について
水曜日のクラブロールコールの時間が変更になりました。
夜 8 時 30 分から開始です。よろしく!

クラブネームプレート追加注文について
クラブで以前作成いたしました、コールサイン入りネームプレートに
ついてです。新規に注文される方・追加注文の方、クラブ役員まで
御連絡をください。一個・1,000 円で作成いたします。

JARL 新潟県支部大会が、7 月 17 日、小千谷市にて開催されます。
なお、前夜祭が 7 月 16 日です。クラブ各局の御参加を!
また、ハムフェアが 8 月 20 日・21 日に開催されます。
参加される方、土産話をお待ちしています。

にいつクラブホームページ
がぞうけいじばん

－５－

http://www.ja0ymp.net/

