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3 日 （日）クラブ移動運用 (信濃川親水広場)
13 日 （水）ミーティング：市民会館第 3 会議室
11 日 （水）ミーティング：市民会館第 3 会議室
28 日 29 日 （土・日）前夜祭 ＆ 県支部大会

にいつクラブ各局、こんにちは。
今年も、ハムライフを楽しんでいきましょう! 2018 年定期総会も無事に終了です。。
6 月 3 日(日曜日)は、クラブ移動運用です。無線日和を一緒に楽しみませんか。
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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３月 25 日、第 48 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。
議長役、JA0BUH / 田中さんにより、平成 29 年度行事報告、決算報告、及び、30 年度行事案と
予算案が承認されました。主な質疑内容としては次の通りです。
・地本主催である、ポイントをためてクラブ旗を貰う企画が開催されたが、目標の 10 ポイントに届かず
7.2 ポイントであった。再度、同企画があれば、また、チャレンジしたい。
・ロールコールの開始時間については、様々なご意見があるが、現行通りとする。
なお、時間前の周波数はオープンなので各局、活用してほしい。
・6 月の移動運用については昨年と同じ規模で行う。準備と装備についての確認。
・今年の県支部大会は、長岡地区での開催。明細については未定である。
・県支部大会の前夜祭に宿泊で参加した場合の、クラブからの参加補助費については現行どおりとする。
１名５千円とし、複数人参加の場合でも最大１万円とする
・クラブ機、IC-7200 での JT65・FT8 などのデジタルモードは準備でき次第、申請をする。
・クラブの臨時ミーティングを計画する。(昨年は、小合コミセンにて、HF 運用を実施)
・会計担当の交代について・YI /落合さん、今まで担当頂きまして、ご苦労様でした。
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 30 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:
理事:
理事:
役員:
監事:

JA0EMS/錦織 (コンテスト)
副会長: JH0OPR/森田
JA0BUH / 田中 (ミーティング)
理事: JR0NVX / 帆苅 (IT 担当・移動)
JF0DTN / 落合 (移動)
会計: JG0PXL / 井浦 (会計)
JG0OJC / 古谷 (移動・ロールコール)
JH0JVA / 高橋 (監査・会報)
JA0YI / 落合 (会場)

ＪＡ０ＥＭＳ 錦織 喜和

新津クラブの皆様、今日は。
第４８回新津クラブ定期総会も無事終了し、新たな年度がスタートしました。今年度も引き続き、会長を仰せつかりまし
た。また１年間よろしくお願いします。
会員数も２３名と少し減少をしましたが、皆様、活発な活動をされているようで、ほっとしています。
新津クラブにお世話になったのは、今から２０年以上前で、１０年ほどの休止を経て、再開したときでした。
新津クラブがあることを聞きつけ、早々に仲間にしてもらいました。当時は最高で１５０名ほどのメンバーがいたと
記憶しております。当時から比べれば、ぐっと数は少なくなりましたが、アマチュア無線が本心から好きな方だけが
残ったのではないかと思います。
県内の地域クラブがどんどん少なくなっていっている現状の中、新津クラブが元気に活動を続けているのは、
ひとえに皆様のお陰だと思います。
これからもお互いに刺激を与えながら、アマチュア無線を楽しんでいきましょう。
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ハム雑感

社会科の時間

JA0BUH

昨年 10 月の新聞からのニュースです。
知っていた箇所にチェックを入れ、自己採点してみて下さい。 全部で 40 エンティティ有ります。
□

YI KRG が独立を宣言しました。 隣国三国が怯え、EU は大反対。「クルド人の運命やいかに！」

□

TA KRG ( クルディスタン自治政府 ) 独立阻止に向け、YI 軍と合同軍事演習を実施。

□

EP KRG 独立阻止に向け、単独で牽制行動を。

□

GM 独立運動では世界の最古参でしょうね。

□

EA カタルーニャが独立の賛否を問う国民投票をしました。結局、州首長がベルギーへ逃避。

□

ON 北部フランドル地方も動き出しそう。

□

XY 党首はノーベル平和賞を受賞したのに、ロヒンギャを難民にするなんて！

□

Z8 難民はまだまだ、続きそうです。

□

DL その難民でメルケル首相が苦労しております。宗教改革 500 周年、難民問題に協力すると。

□

P2 VK に辿り着いた難民を P2 で受け入れておりましたが、そこも閉鎖となりました。

□

YK IS 国をほぼ鎮圧した模様。

□

UA YK への出撃が累積で 3 万回以上、5 万か所以上を攻撃。

□

E4 ハマスとファタハが和解しました。4X との和平はまだまだ、先ですね。

□

HK FARC が武装解除し、政党として再出発。

□

T5 イスラム過激派と戦争状態に入れり。

□

ZL 政権交代が有りました。 新首相（女性）は労働党から選出。

□

VR2 雨傘運動が BY に潰されました。その残り火が。

□

BY 時速 4000km/h の飛行列車の開発に着手しました。

□

VK トヨタを含め、全ての自動車製造工場が閉鎖。

□

YB 24 階 126m 世界一高い図書館が出来ました。106m の上海の図書館は 2 位に転落。

□

VU 全ての映画館で、上映開始前に、起立・国家斉唱することになりました。

□

HL 少女像に加えて、徴用工の像が。

□

G

□

SM 英国人・石黒一雄氏にノーベル文学賞を。もはや民族では人間をカウント出来ないのです。

□

UR 学校教育をロシア語から自国語に変更。近隣各国から猛反発。

□

GI G の EU 離脱で G との国境線が問題です。 よもや壁などは！

□

YA バーミヤン大仏は修復に決定しそうです。

□

KL7 UA から W に、720 万＄で身売りされてから、今年で丁度 150 年が経ちました。

□

OZ 日本との外交関係樹立 150 周年を迎えました。

□

JA 上田万年が生誕 150 周年になりました。日本語の原文一致の功労者です。

□

CP ゲバラ死去 50 周年式典が当地で行われました。

□

T2 地球温暖化で国土が消滅しそうです。

□

P5 JA の衆院選に利用されてしまいました。

□

9M P5 の暗殺事件の現場となりました。

□

W

□

CO ようよう W と国交回復。その W の数多の外交官に原因不明の聴覚障害が。

□

XE W より壁を作れと大きな圧力を。

□

OA 日本の人手不足のため在留資格が緩和される。日本政府はあくまでも移民政策ではないと。

□

XU 日本での技能実習生に対して、労災が認定されました。

□

9A スポーツ長官が十日町の体育施設を視察。

最近 時ならぬゴールドラッシュに。

EU 離脱。過去の栄光を取り戻したいのか。

数多のニュース有り、JA との関係の深さを実感いたしました。
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ミーテングリポート（18 年１－４月）
１月、２月は例年、悪天候のため予め中止する。
３月 1４日（水）Pｍ 7:00 ～ 9:00
参加局
JA0BUH JA0AXR JF0DTN JA0EMS JH0JVA JA0YI JH0OPR JG0PXL JR0NVX

（１） 役員事務連絡
・

総会は例年通り PM1 開始

役員は PM0:30 集合。

・ 会計は JA0YI から JG0PXL に交代
・ その他の係分担は会長以下すべて留任
・ 総会後、懇親会を持つ
・ クラブ所有の IC-7200 をデジタル通信対応にしたい。
・ マラソンコンテストのサマリーシートを統一したい。
・ ミーテングのテーマとして、共振回路 SWR SDR 国試の疑問点などを望む
（２） 各局活動報告、テーマ発表

-------- 時間切れで何も出来ませんでした。
（以上文責 JA0BUH）

4 月 11 日（水）Pｍ 7:00 ～ 9:00
参加局
JA0AXR JF0DTN JA0EMS JH0JVA JA0YI JH0OPR JG0PXL JR0NVX JG0OJC
JA0BUH・・都合により欠席となりました。

（１） 役員事務連絡
・

6 月の移動運用について (担当 DTN・OJC) 6 月 3 日(日曜)に決定。

・ 移動での機材準備 アンテナ・無線機・その他
・ 「年間」
・
「マラソン」各クラブコンテストの順位
・ 新役員体制での担当の確認
（２） 各局活動報告、テーマ発表

--------

・ AXR / 平野さんから、総会の集合写真を各局が頂きました。VY TNX !
・ JARL QSL 転送利用だけの会員の明細について。
・ JARL 新設のタワー雷保険について。
・ QSL カードについて・・会報で紹介しています。
・ ミーテングテーマ「何故アンテナにバラン？」EMS / 錦織

講師

（以上文責 JH0JVA）
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JA0BUH

私のベリカード

新潟市秋葉区川口１

新潟市秋葉区川口１

田中仁之

田中仁之

JA0BUH

JA0BUH

ステレオビュワーで

ステレオビュワーで
ごらん下さい。

ごらん下さい。

タイトルを「私のベリカード」と致しました。

最初は「QSL カード」としたのですが QSL の中

にカードの意味が含まれている様な気が致します。

「PSE QSL」はカードを求めております。

昔、
「萬代橋」の英語表記が 「Bandaibashi bridge」 となっており、強い違和感を持ったこと
を思い出したからです。もっともその後、道路交通標識で「鳥屋野潟ラグーン」が有りましたの
で、案外正しいのかもしれません。

「ベリ」の意味は「確認する」だけです、為念。

閑話休題、これぞという写真にしても、葉書きサイズではどうしても見劣りがします。

写真の

技術的な部分ならばハムの方なら興味を持ってくれるのではないかと、ステレオに致しました。
上段の写真は 50 年も昔のネガからすぐに見つけ出せました。
ングしただけです。
も解りませんでした。
した。

問題は下段の文字の部分です。

それをプリンターでスキャンニ

左右の文字の位置の計算方法がどうして

取りあえずワードで数文字分ずらしてやりましたら一発で OK となりま

住所・コールサイン・コメント文が三段階のステレオになっております。
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クラブ各局の QSL カードをご紹介いたしたいと思います。
以前から企画はあったのですが、やっと、実現した次第です。(^^;)
今回、わたしを含めて 4 名の QSL です。ご協力頂いた各局、ありがとうございました。
昨今、紙のカードではない電子 QSL や、相手との交信記録のデータ照合一致で交信認定する LoTw などあり
ますが、やはり、もらって嬉しいのは紙の QSL です。
また、カードには、さまざまなデザインがあり見ていても楽しいものです。
JA0AXR / 平野さんのカード。ご趣味の山野草が
キレイですね。ご自宅でのショットです。
JG0OJC/ 古谷さんのカードは、阿賀野川と
鉄橋です。雄大な風景の一枚です。
JG0DTN/ 落合さんは、SL 写真です。力強さが
感じられます。
JH0JVA/ 私です。以前からデザインが気に入りまし
て・・著作権なしです。Hi
次の QSL 紹介シリーズをお楽しみに !!
各局、ありがとうございました。
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JARL 会員の資料です。
HamLife.jp のホームページに、JARL 会員についての興味あるデーターが掲載され興味をもちました。
今回、アマチュア無線ニュースサイト hamlife.jp の 2018 年 4 月 25 日付け記事から許可を受けまして
転載させて頂きました。この紙面をお借りしましてお礼をもうしあげます。
JARL の「平成 29 年度事業報告」に掲載されているようですが、一般会員向けには公開されていません。
なお、資料の一部を掲載しています。

記事は「hamlife.jp」 ホームページより一部を引用しています。
https://www.hamlife.jp/2018/04/25/jarl-kaiin-nenrei-201803/
＜正員数は微増するも 46～55 歳が大幅減、QSL 転送は年間 94.5 万枚の減少＞JARL の最新「年齢層別会員
構成」
「QSL カード転送処理枚数」などが判明
一般社団法人 日本アマチュア無線連盟（JARL）は、平成 29 年度（2017 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日）の
事業報告を作成し、理事や社員など同連盟の関係者に配布した。その中で 2018 年 3 月 7 日現在の JARL 会員数
と年齢層別の構成、男女比、無線従事者資格別分布、QSL カード転送枚数などが公表されている。
JARL が作成した資料「平成 29 年度事業報告」によると、2018 年 3 月 7 日現在の JARL 会員数は
「正員」が 56,321 名（昨年同期は 56,265 名）、「社団会員」が 1,468 名（同 1,524 名）、「家族会員」が 1,493 名
（同 1,581 名）、「准員」が 6,673 名（同 6,629 名）の合計 65,955 名となっている。
これは 1 年前の 2017 年 3 月 7 日現在と比較して 44 名の減少（同 319 名減少）だ。昨年度よりも減少幅は改善し、
正員のみで比較すると前年度よりもわずかに増加した。
◆年齢層別会員構成
正員と家族会員の年齢層別会員構成は「5 歳刻み」でグラフ化したものが掲載されている。

JARL の「平成 29 年度事業報告」に掲載されている 2018 年 3 月 7 日現在の正員と家族会員の年齢構成
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最も多い正員は 66～70 歳の 11,735 名。次いで 61～65 歳（9,903 名）、56～60 歳（8,849 名）、51～55 歳（6,806 名）
と続く。全体的に 46 歳以上から 80 歳に正員が集中し、40 歳以下は合算してもわずか 3.4%（1,897 名）に過ぎない。
70 歳以上が 21.5%（12,103 名）も存在するのとは対照的だ。
◆会員数増減グラフ
平成 23（2011）年 3 月から平成 30（2018）年 3 月までの会員数増減グラフが掲載されている。正員・社団会員・
家族会員・准員の総計で「右肩下がり」の状況にあるが、平成 27（2015）年頃からは減少に一定の歯止めがかかり、
横ばいに近くなってきている。

JARL の「平成 29 年度事業報告」に掲載されている会員数増減グラフ
◆男女比
また正員、家族会員、准員を合算した「男女比」は、男子が 62,285 名で全体の 96.6%。女性は 2,202 名で 3.4%と、
昨年度の比率とまったく変わらなかった。昨年度は男女とも前年比で減少していたが、今回は男子、女子とも前年度比
で数名ずつの増加が見られた。

JARL の「平成 29 年度事業報告」に掲載されている会員男女別構成
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◆無線従事者資格別分布
また正員と家族会員を「無線従事者資格別」で見てみると、多い順に 4 アマ→3 アマ→2 アマ→1 アマ→
1・2 総通→3 総通→1・2 陸技→航空通となる（不詳者を除く）。
しかし 4 アマの割合は年々減少し今回は 33.0%に。
一方で 3 アマは 1.6%増加。また 2 アマは 0.9%、1 アマは 1.4%増えた。

JARL の「平成 29 年度事業報告」に掲載されている無線従事者資格別分布
◆JARL NEWS 発送状況
最後に JARL NEWS の発送状況を見てみよう。発行月平均で 45,441 部が会員のところへ発送されていることが
わかる。昨年度からの増減数はほぼ横ばいだ。
なお 3 月 31 日現在で「コールサイン＠jarl.com」の E-mail 転送サービスの利用者は 27,309 名、毎月 5 日と 20 日
に送信される「JARL メールマガジン」の配信数は 28,423 件であることが公表された。

JARL NEWS の発送状況と E-mail 転送サービス、JARL メールマガジンの購読者数
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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 3 日（日）

9：００～１５：００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。
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。各自、ネームプレートを持参ください。

クラブ・各コンテストの結果発表 !
各クラブコンテストの結果発表です。入賞された各局、
おめでとうございました。今シーズンも頑張りましょう!
年間ランキング
1位

JA0YI

2位

JR0NVX

3 位 JG0OJC

4位

JA0BUH

5位

JH0OPR

6位

JA0AAQ

マラソンコンテスト
1位

JA0YI

2位

JG0PXL

3 位 JA0EMS

ダブル受賞された JA0YI / 落合さん
おめでとうございました。

アマチュア無線フェスティバル ハムフェア 2018 が、
８月 25 日（土）・26 日（日）の２日間、東京都江東区有明の
「東京ビッグサイト」西２ホールで開催します。
今年で 42 回目の開催となりますハムフェアは「声の SNS
アマチュア無線でつながる

君との出会い」をキャッチフレーズに、

若者たちへアマチュア無線を通じた友達作り、人とのつながりを
広げていくことを提案するとともに、アマチュア無線による
災害協力など、さらなる社会貢献を呼びかけます。

にいつクラブホームページ
がぞうけいじばん
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http://www.ja0ymp.net/

