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  ◎ クラブ定期大会の報告    

◎ 各局からの投稿  

◎ 最新情報＆行事報告            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にいつクラブ各局、こんにちは。 

クラブ各局、こんにちは。新緑がさえるシーズンとなりました。 

今シーズンも、各イベントでお会いしましょう! ６月には、恒例のクラブ移動運用も開催されます。 

ぜひ、クラブ員の他、知り合いの愛好家など、多くの方の参加をお待ちしています。 

写真は、クラブ定期大会のショットです。出席された各局、ありがとうございました。 

 

ロールコールは、毎週水曜日 20:30～です。(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! 
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◎6月  4日 （日）クラブ移動運用  

◎6月 14日 （水）ミーティング：市民会館第 3会議室 

◎7月  9日 （日）JARL新潟県支部大会 (上越市) 

◎7月 12日 （水）ミーティング：市民会館第 3会議室 

 



クラブ定期大会の報告 
 

 ３月 26日、第 47回新津クラブ定期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 28年度行事報告、決算報告、及び、29年度行事案と 

予算案が承認されました。 

総会議事録につきましては、次ページに掲載しています。 

ご覧ください。 

今年もコンテスト、移動運用などの各種イベントが 

予定されています。各局の御参加をお待ちしています。 

 

平成 29年度の新役員体制は以下の通りです。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

会長；JA0EMS/錦織 (記念局)        副会長；JH0OPR/森田 

理事 JA0FRY/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 (移動・ロールコール担当) 

監事 : JH0JVA/ 高橋 (監査・会報)   会計；ＪＡ０ＹＩ/落合 

 

 

 

JA0EMS/錦織 

 

新津クラブの皆様、こんにちは。 

 

去る３月２６日に無事、第４７回新津クラブ定期総会が終了しました。今回も 

活発な意見交換がなされました。新津クラブはまだまだ健在と改めて認識しました。

しかしながらハムの世界はどんどん高齢化の道を歩んでいます。 

 

どうやったら若い人達をこの世界に誘うことが出来るのか、決定打が見つかりません。

そんな中でも、JH0OPR/森田さんを中心に研究されている ARISS スクール 

コンタクトも一つの方法ではないでしょうか。これを実現するためには多くのハード

ルがありますが、皆さんで研究をしていきませんか。 

また、ハムフェアなどで小中学生対象に行われているもので、わが新津クラブで出来

るものはないかなどを検討して行くのも手かなと考えております。 

さて、今年度は残念ながら数名の退会者が出てしまいました。 

 

新たな無線人口を増やすことも急務ですが、私達自身、アマチュア無線を飽きることなく、活発に活動して 

いくことも大切なことだと思います。アマチュア無線は本来個人で行うものだと私は考えていますが、細く 

長く続けて行くには、クラブ等に入って、お互い刺激し合っていくことが大事ではないかと考えております。 

どんな些細なことでも紹介し合っていければ良いと考えております。また一年、よろしくお願いします。 
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第４７回 クラブ定期総会の報告 
 

JA0EMS / 錦織 

 

 

去る３月２６日、新津地区市民会館で行われました総会の報告です。 

HPで案内されていた資料の次第に基づき行われました。参加者は１２名でした。 

以下議題について報告します。 

 

１号議案 平成２８年度行事報告、決算報告、会計監査報告は総会資料の通り承認されました。 

２号議案 平成２９年度行事計画案、予算案は総会資料の通り承認されました。 

ただし、予算については退会者が６名ありましたので、修正した予算案を HPにアップしてあります。 

 

その他の議案として次の４つが議題として出されました。 

 

（１）  毎月のミーティングの開催日を変更したい。休日の昼間に変更、例えば日曜日の午後など。 

→いろいろな例が出されましたが現状のままで、必要に応じて臨時のミーティングを開催すると、 

一部変更し承認されました。 

 

（２）  アマチュア無線に興味を持つ若人を育てること。小中学生にアマチュア無線に興味をもってもらい、 

将来のアマチュア無線技士を育てたい。その一つの方策として ARISS スクールコンタクトをクラブとして 

推進したい。 

→実際に行われた例などが JH0OPR より説明があった。問題点も多く、ハードルが高すぎるが、 

「推進する」を「研究を続ける」と訂正し、承認されました。 

 

（３）  クラブ所有の無線機も取り替えて運用出来るようにしたので、貸し出しをしている。そこで、JA0YMPの 

 運用を行った場合、年間ランキングのポイントが 10点であるが、これを 30点に変更してはどうか。 

→いろいろな意見があったが、1回の運用につき 30点とすることで承認されました。 

 

（４）  各地域クラブの構成員が毎年減っている。近隣のクラブと合併して活動をしていくのはどうか。 

→新津クラブはクラブ員が２０名を越えていて、活動に関しては当面は心配はいらない状況である。 

また、以前より新津在住者だけを対象としているわけではなく、新津以外であっても希望者を受け入れて 

きた。現在もその方針で、会員を受け付けているので現状通りでいくことで承認されました。 

 

 

以上です。活発な意見交換で、予定時間を超過して終了しました。 
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ミーテングリポート・17年５月号 

「CQ新津」編集者の依頼によりこのページを始めました。  

同誌は季刊ですので、三か月分ずつを、まとめてのリポートとなります。 

１月 11 日（水）PM７～８ 参加局 JA0YI JA0BUH 

JA0YI・好々爺とのよもやま話。その話題はギリシャ時代からの未解決問題「今時の 

若者は！」です。具体的な内容は「最近の若者の仕事観と結婚観」でした。  

「我々の観念との違いの大きさ」を二人で嘆き合っておりました。 

PM８～１０ JH0OPR JR0NVX 両氏の参加により雰囲気が激変。  

いつものミーテングに戻り、来月の開催の可否について討論。 今月はまあまあの天候 

で参加局 4人。 2 月は推して知るべし、と中止に決定。その後はテーマ無しの談話。 

しかし、無線からは寸分たがわず、10 時まで続いたことは流石と言わざるを得ない。  

当日の結論は「お互い理屈っぽいな」でした。 しかし、それは一つのテーマを論理的 

に話していることだと、私は思いましたが、合えて反論はしませんでした。 その発言 

こそが眞に「理屈っぽい」と言われますので。 

２月８日（水） 中止 

３月８日 PM ７:00～9:30 

参加局 JA0YI  JA0BUH  JA0EMS  JH0JVA  JH0OPR  JR0NVX  JG0OJC 

・ 終始、総会の打ち合わせ。議事進行が拙く、真空管時代の VFOの如く、常にドリ 

フトを繰り返してのミーテングでした。 意思統一の必要な案件も有りませんでし 

たので、時系列で羅列いたします。 

・ 会計担当者より降板したいとの意思表示あり。 会員登録業務だけを交代するのも 

一案、次年度、二人体制でやるのも良し、とのこと。 集金方法についての説明あ 

り。 後日、会長がメーリングリストで希望者を募ることに。 

・ 個人情報保護法の改定に伴い、クラブの名簿をコールサインと苗字（もしくはフル 

・ ネーム）にしたい。 多々の意見有り。 これも後日、会長がメーリングリストに 

て意見を募ることに。 

・ 総会にて下記 3件の提案をしたい。①ARISS をクラブの行事にしたい。②ミーテン 

グを週末の午後にしたい。③年間ランキングの得点配分を変更したい。 

・ 総会後半でアトラクション（抽選会）を予定している。 

・ 総会で年間ランキングの 1～６位くらいまでの表彰を予定している。 

・ 記念局の運用は食傷ではなく、パイルアップに自信が無いためである。 

・ ARISS は大方のクラブ員にとって荷が重い。 

・ 最近、新発田クラブがアクティブである。 飲会は 25人程。 クラブ員の葬儀会場 

で移動運用を実施。                    （ 文責 JA0BUH ） 
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ハム雑感       終活を始めました 

JA0BUH 

 

 

当然のことながら私の仲間は私と同年配。 ちらほら終活のささやきが聞こえてきます。 

私だって、そのバスに乗り遅れて、惨めな死に方はしたくありません。 体力・気力の 

低下がこれ以上、進行する前にと早速、取り掛かりました。  巷に「辞世の句」、学校 

には「卒業作品」が有ります。 私に俳句のセンスが有る筈もなく、まして学生なんて、 

遥か昔の話です。   そこで「辞世の作品」を作り始めました。 

昔々、10Wの送信機を作り終えた直後から、Liner Amp を作りたいと思っておりまし 

た。  しかし、なかなか１アマが取れず、55歳を超えて和文が無くなるまで、待たさ 

れました。 それの取得と同時に真空管 837を 4パラにして作りましたが、出力が 150W 

しか出ませんでした。 入力 100W出力 150W。そのまま投げ出してしまいました。  

辞世の作品、 その第１作目として 6CA7、4パラのアンプ、２作目が 572B、2パラで、 

600Wに挑戦します。 そして最後にトランジスターで 100Wを出して終わりにしたい 

と思っておりますが、問題は落成検査です。 スプリアスを新規格まで落とせるかどう 

か、そして私の持っている玩具のようなスペアナでの測定で変更申請が可能かどうかで 

す。 全くの未知の世界ですので非常に楽しみです。                                                            

                                          

そしてもう一つの終活は「人生の残り時間」を楽しめる「充分な量のアイテム探し」で 

す。 有りました。 CQ出版社の雑誌「RFワールド」が販売している VNA（ベクト 

ル-ネットワーク-アナライザー）です。  これでアンテナのスミスチャートが読めるの 

です。 スミスチャートが何であるかは未だ解りません。 それを知りたかったのです。 

幸いボケが始まったようですので、それが何であるか解るまで相当な時間が掛りそうで 

す。 だから、私に向いているのです。  新製品で未だ発売しておりませんが、予約を                                                   

入れておきました。 我ながら最適なアイテムを見つけたものだと、一人ほくそ笑んで 

おります。 
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クラブ・各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 が入賞されました。おめでとうございました。 

また、年間活動ランキングの表彰も行われました。ランキング・最初の 

入賞者となります。イベント参加、ありがとうございました。 

1位 JA0YI /落合さん、 ２位 JG0OJC /古谷さん、  

３位 JR0NVX /帆苅さん 

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 4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（いつもの場所です） 

持ち物 各自のお昼ご飯、飲み物など。 

味噌汁はクラブで用意します。  

連絡用として、１４５，２２MZHを受信しています。 

・・・今回、無線クラブの公開運用として、一般の方にもアピールを 

行う予定です。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。なお、各自、ネームプレートを忘れずに・・ 

 

 

アマチュア無線の祭典、ハムフェアが９月２日・３日、東京ビックサイト 

で、開催されます。キャッチフレーズは、「科学する心・探求する心 

 はじめよう アマチュア無線」です。 

青少年のニューカマーの方々やカムバックハムの皆様に芽生えたアマチュア

無線に向かう好奇心を大いに刺激し、アマチュア無線の楽しさをビッグサイ

トで新発見していただくことを呼びかけていく～が、スローガンになります。 

また、信越地方本部の企画で、「クラブ旗がもらえる!」 という話題です。 

条件としては、JARL新規や継続、各イベントに参加してポイントを稼ぐ 

などもありますが、その中でも、ハムフェアーの使用済み入場券を集めても

点数になります。ちりもつもれば・・ですが、クラブ各局のご協力をお願い 

いたします。 

JARL信越地方本部のホームページもご覧ください。

http://jarlzero.com/region/?page_id=9049 

 

 

 にいつクラブホームページ  http://www.ja0ymp.net/ 

 がぞうけいじばん  
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年間活動ランキング初代優勝・JA0YI 落合さん 

http://jarlzero.com/region/?page_id=9049

