2017 年

９月号・通算第

◎ JARL 県支部大会の報告
◎ 各イベントの報告
◎ 最新情報＆行事

208 号

発行責任者：新津クラブ会長

◎ 9 月 13 日 （水）ミーティング：市民会館第 3 会議室
◎10 月 1 日 （日）地区研修会(新スプリアスについて)
◎10 月 11 日 （水）ミーティング：市民会館第 3 会議室

※ 2017・年間ランキング開催中! イベントに御参加ください。

にいつクラブ各局、こんにちは。
表紙は、６月のクラブ移動運用での集合写真です。
ちょっとずつ、秋の気配が感じられるこの頃です。ハムライフを楽しんでいきましょう!
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!
－1－

第 45 回新潟県支部大会 「くびき野大会」が上越市頚城区で開催されました。
今回のホスト役は、糸魚川クラブでした。

新津クラブからは、クラブ代表者会議・大会に JH0OPR/ 森田さん、また、前夜祭と大会には、私、
JH0JVA/ 高橋が参加いたしました。
クラブ代表者会議では、支部、本部長より、来年に特別局長岡藩開府４００年特別記念局が計画されている。
電子 QSL については特許技術を回避したりしながら推し進めていく。

個人情報保護法で個人情報はその網にかかっている。コールサインと名前のほかのものは注意をしてほしい。
JARL 局名録については消したいものは消去してもらえる。そして、古本屋などへ持ち込むこまないこと。
など、報告をうけました。
さて、支部大会会場「ユートピアくびき希望館」には、12 クラブ・
120 名が参加しました。 (本部発表)
28 年度支部報告・29 年度事業計画説明を受け 質疑応答・表彰と
進行しました。
お昼をはさんで、午後からはアトラクションとして 陸上自衛隊
高田駐屯地 指令業務室長 島田 一行さんによる
「陸上自衛隊・高田駐屯地の概要 －災害派遣の現況－」 講演会
が開催されました。
来年の JARL 新潟支部大会は、長岡地区での開催になります。

－２－

６月４日(日曜日)、クラブ恒例の移動運用が信濃川親水バレーにて開催されました。
心配していた天候も風が強かったものの幸い、雨は大丈夫でした。午後からは晴天になりました。
集合写真は今月の表紙になりました。ご覧頂けたかと思います。アマチュア無線 PR「のぼり旗」
を掲げての運用に、張りきりました。(^^♪
コンデションも、とても良くて国内が開けていました。珍しく、DX ではロシアと QSO できました。
無線愛好家の、飛び入りの方も参加され楽しい時間を過ごすことができました。
参加各局、ご苦労様でした。また、飛び入り局も大歓迎ですので、ぜひ一度、遊びに来ませんか。

８月６日(日曜日)、
「フィールドデー運用を楽しむ」
イベントが小合コミニティセンターで開催されました。
アンテナ設営から無線機設置・運用と、アンテナの
理論

コンテストとは何かなど、内容は時間が足りな

いほど充実していました。
とくに、アンテナ設営では、炎天下の中、実際にダイ
ポールを設営し、ディップメーターで計測しながら
切り詰めての作業が印象に残っています。
また、実際に JA0YMP /0 クラブコールで、コンテストに
参加し、ナンバー交換の実践も行いました。
参加された、各局、ありがとうございました。

－３－

ハム雑感

終活を始めました（その２）
JA0BUH

過日、新潟市の中央図書館「本ポート」で、タイトルが「一球入魂」という本が目に留まり
ました。 なんで、こんな所に野球の本がと思いながらもページを開いてみました。
「球」はボールではなく真空管だったのです。 それは単球（一球）ラジオの回路図集だっ
たのです。
その一つにレフレックスラジオが有りました。

小学校の時から、
鉱石ラジオ・5 球スーパー・ダブルスーパー・超再生・0-V-1・デジタルラジオ ・SDR
と、実に数多の種類のラジオを作ってきました。

しかし、レフレックスラジオだけは

全く未経験だったと、その本を見て気付きました。
レフレックスラジオとは、真空管が非常に高価だった時代、すこしでも、その本数を減
らすため、一本の真空管で RF 増幅と AF 増幅を兼ねさせる方式です。
実にタイムリーに先・今月号の CQ ham radio にこのラジオの製作記事が載りました。
今、辞世作品、リニアアンプの配線途中ですが急遽、割り込ませることに致しました。
「釣はフナで始まりフナで終わる」と言いますが「無線はラジオで始まりラジオで終わ
る」と言えますね。
CQ ham radio の製作記事はトランジスタを使用しております。
で調べましたら秋月電子で１個８円でした。

その価格を今 Net

真空管があまりにも高価だった時代にそ

の一本を節約するため、非常に複雑なレフレックス回路で製作しました。
約するためになんで、と疑問に思いました。

でもいいじゃないですか、寒中震えなが

ら釣った魚をリリースするのが、趣味の醍醐味なのですから。
- ４ -

今８円を節

ミーテングリポート・17 年夏号
４月 12 日（水）PM 7:00 ～ 9:50
参加局は
JF0DTN JA0EMS JA0BUH JH0JVA JA0YI JG0OJC JH0OPR

JR0NVX

の８局でした。 ここでクイズです。 コールサイン８個が羅列されておりますが何の
順番でしょうか？ 「お判りの方は 4 色のボタンから」とは行きませんので、メーリン
グリストでお願い致します。 ３時間弱のミーテングの内容を時系列で記載いたします。
・テーマ発表 その１ (JF0DTN)
迎撃ミサイル SM-3 と PAC-3 の話が有りました。元自衛官ならではの内容で、全て
が初めて事ばかりでした。
テーマ発表 その２ (JH0JVA)
Online QSL Request Service の OQRS LoTW と Club Log の話でした。 私が
DXCC を取得したのが 30-40 年前。 話に付いて行けませんでした。
・

のぼり旗を JARL より借用し、移動運用で使用する。

・

春の移動運用は 6 月 4 日にし、PR 用のパンフレットを用意する。

・

当クラブ名をより広域に対処出来るよう変更したい。

５月１０日（水）PM9:00 ～ 9:45
・ 参加局
JF0DTN JA0BUH JA0YI JH0JVA JG0OJC JA0EMS JR0NVX
・

役員事務連絡

JA0YI 「県支部よりのぼり旗が 2 本届きました。

次回の移動運用の時使用します。」

JG0OJC「移動運用時の必要器具の確認をお願いします。」
JH0JVA「CQ 新津・春号 ただ今、校正中です。
」
JA0EMS「構成員名簿を提出しましたが、
免許切れの局を管理局よりチェックされました。
」
JF0DTN 「QSL カードが出来ました。 6 月 4 日 JARL に入会します。
・

テーマ発表

JA0YI

18MHz SSB 特記で ALL NIIGATA AWARD を取得しました。

法人、監事、理事、定款、約款の説明が有りました。
JA0BUH

Icom Yaesu

Kenwood のそれぞれの特徴について。

接地抵抗の測定結果とその測定方法について。
－５－

６月１４日 PM ７:00～9：45
・ 参加局

JA0YI JA0BUH JF0DTN JA0EMS JR0NVX JH0OPR

「ハム雑感」は結構な回数を重ねたため、大体の文章のスタイルが決まりました。 文
字数の感覚は掴めましたし、起承転結の「承」と「転」の間に一枚の写真を挟むことも
定着致しました。 しかし、このミーテングリポートは未だスタイルが決まらず難儀致
しております。 各局の発言内容の 4 月の部分は間接話法、5 月の部分は直接話法にな
っているなど、支離滅裂の感が有ります。そこで、6 月分は議事録形式でやってみます。
普通、原稿を書くのは面白いものですが、議事録の編集ほどつまらないものは有りませ
ん。 何故なら、自分の一切の主張を殺さなくてはならないからです。 そこで、行間
に私の「私的偏見コメント」を挿入することをお許し下さい。

今は無き（「亡き」で

はありません）JF0VVY/佐藤さんが常に言っておりました。 「面白くなければハムで
はない」と。 私にとって「CQ 新津」への投稿はハム活動の一環です。 「ミーテン
グ担当だから義務として」という感覚は全くないですね。 だから、投稿に興味を失っ
たら、その時点で即、止めると思います。
JA0EMS「7 月８日代表者会議・懇親会 翌８日支部大会が上越市で有ります。
参加希望者はおられませんでしょうか。
」
「当日、高田駐屯の指令室長の公演が有ります。」
----- 希望者なし----------「まだ半月有るので希望者は申し出て欲しい。」
JA0EMS「JF0DTN /落合さんよりコンテストを体験してみたいとの希望が有りました。
フィルドディコンテストの二日目でどうでしょうか。」
-----------------------8 月 6 日（日）AM8 集合

AM9～12 参加

7MHz のダイポールを張り ７/21 MHz にエントリーする。
運用場所の候補に
信濃バレー、水防公園、市民会館、小合コミュニティセンター、区役所
グリーンセンターが挙がり決定出来ず。 当日使用の可否を分担して調査す
ることにする。
JA0EMS 「JA0YI / 落合さんより、かねてより会計担当を降りたいとの要望が有りまし
たが、未だ後任が決まらず困っております。 如何いたしましょうか。」
-------------------------数多の案が出ましたが各局決まりませんでした。
テーマ発表 「スプリアスの測定方法」 ----- JA0BUH
（文責 JA0BUH ）
－６－

新津クラブ主催です。
日時 : １０月１日

１４時から１５時３０分まで 会場 : 秋葉区 新津地域学園 ３０５号室
※会場は「新津鉄道資料館の隣り」です。

テーマ : 新スプリアス規格への対応について

講師 : JARD 日本アマチュア無線振興協会

旧スプリアス規格の送信機登録期限が平成 29 年 11 月 30 日までとなっています。
その期限が迫ってきましたので、新スプリアス規格の経過処置等について学習し、
新規格保証申請の混乱を防止するのが目的です。
正しい対応で、昔のリグをいつまでも使いたいものです。
研修会は、どなたでも無料で参加できます。
クラブ内外の各局さん、ふるってご参加ください。

まだ、先の話で申し訳ありません。恒例のクラブ忘年会を１１月２６日(日曜日)に開催いたします。
クラブ各局の御参加をお待ちしています。

総務省の発表によると平成 28 年度第 4 四半期末
（平成 29 年 3 月末）現在のアマチュア局数は、
下のとおりで、総局数は 433,996 局です。
参考までに、右の表が一年間で見たアマチュア局の数の
推移です。残念ながら、少しずつですが QRT 局が
多いようですね。
関東 122,753
沖縄 2,468

東海 58,130
東北 45,516

近畿 52,138

中国 27,668

四国 19,736

九州 37,038

北海道 39,459

北陸 10,973

信越 18,117

総計 433,996

無線免許状の申請は、有効期限の１年前から１ヶ月前 までです。ご注意ください。

にいつクラブホームページ
がぞうけいじばん

－７－

http://www.ja0ymp.net/
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こんにちは、JA0YMP・新津クラブです。私たちは、新津周辺のアマチュア無線愛好家を
中心に、各イベントを楽しんでいます。
クラブでの主な活動を、紹介いたします。
毎週水曜日、ロールコール及び、月１回の技術向上を目標にしたミーティングを開催しています。
春、秋に親睦会を兼ねた、移動運用を楽しんでいます。
各、コンテストの参加、また、JARL 記念局の運用を行っています。
また、クラブでは、アマチュア無線を再びやりたい・という方もサポートしています。
クラブ新規入会の方、いつでも歓迎いたします。
一緒に ハムライフを楽しんでいきましょう!

新津クラブのホームページを見てネ!・・

http://www.ja0ymp.net/

