
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 夏・秋号・通算第 211 号 発行責任者：新津クラブ会長 

           

 

  ◎ 県支部大会の報告    

◎ クラブ移動運用  

◎ 各局からの投稿 

◎ 最新情報＆行事予定                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、新津クラブの皆さん。 

まず、台風・地震など災害に遭われた方々に、お見舞い申し上げます。 

私たちも、非常時でのノウハウを身につけていきましょう。地域の安全に繋がります。 

写真は 6月 3日のクラブ移動運用のショットです。移動運用日和でした。 

 

ロールコールは、毎週水曜日 20:30～です。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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◎ 10月 7日 （日）さんまの会 

◎ 10月 10日（水）ミーティング：市民会館第 3会議室 

◎ 11月 14日（水）ミーティング：市民会館第 3会議室 

◎ 11月 25日（日）クラブ忘年会 



 

 

 

 

第 46回 JARL新潟県支部大会が開催されました。ご報告させて頂きます。 

新津クラブからは、見附市今町公民館で開催されたクラブ代表者会議 JA0EMS/ 錦織さん、 

JH0OPR/森田さん、私、JH0JVA/ 高橋が参加いたしました。 

クラブ代表者会議では、信越地方本部、高橋本部長より、挨拶と報告を受けました。内容としては、 

・ JARLの経費削減については順調に推移している。 

・ 電子 QSL化を今後、推進していく。40歳以下の JARL会員の加入促進を進めていく。 

・ JARL会費は 20年間据え置きのままで、今後も値上げはしない。 

・ 会員のサービス追加として雷保険を新設した。 

などの報告をうけました。 

各会計報告と連絡事項、その後、出席クラブからの紹介と報告に移りました。 

 

さて、支部大会は、７月２９日（日） 10:00 より「栃尾産業交流センター」で開催されました。 

当日も猛暑で、参加された皆さんも大変だったと思います。本部の発表で 120名の参加でした。 

私たち、クラブ代表者会議参加者のほか、JA0YI /落合さん・JA0BUH/田中さん・ 

JA0AXE/平野さん・JR0DTN/落合が参加されました。 

29年度支部報告・30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、 

ＩＣＯＭ社からＤ－Ｓｔａｒについての講演会が 

開催されました。 

 

参加された、クラブ各局、ご苦労様でした。 

なお、来年の JARL新潟支部大会は、現在、検討中です。 

決定次第に、支部の HPに掲載されます。 

 

JH0JVA / 高橋 
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クラブ移動運用が 6月 3日(日曜日) に、信濃バレー 

親水公園で開催されました。 

天候にも恵まれ、17名の参加を頂き、楽しい一日になりました。 

クラブ表紙の集合写真をご覧ください。 

今回も 30人収容仕様のタープを設営し、アンテナ設営では、 

調整を確認しながらの、楽しみながらも勉強になりました。 

今回、にいつクラブに加入された 3名の方も参加されました。 

また、無線愛好家の方も、3名訪れて頂きました。 

 

一日、楽しみながら QSO、また、アイボールと各局も楽しまれたと思います。(^.^) 

また、今回も、美味しい味噌汁も作成して頂き、クラブスタッフの皆さん、ありがとうございました。 

ぜひ、各局、次のイベントでお会いしましょう ! 

 

今年も、JARLハムフェア２０１8へ行ってきました。 

JH0JVA / 高橋 

台風の影響が心配された天候も、無事、何事もなく 

35 度の暑さの東京でした。(^^;) 

昨年と同じく、「ゆりかもめ」を使い 10 時 40 分、 

ビッグサイトに到着です。 

前売り券の効果でスムーズに入場出来ました。 

会場内には、沢山の無線愛好家がひしめき合っています。 

入り口ブースの手前には、各メーカーの無線機、アンテナなどが展示されています。 

ヤエス FT-DX101D、ケンウッド TS-890、アイコム IC-7900、などが注目をあびていました。 

今年のハムフェアでは、2 日間で、昨年より多い、のべ約 39,000 名の方々が来場しました。 

私は、初日に参加したのですが、無線機器各社のメーカーブースには、 

新製品をチェックしたいハムの方々の多さにビックリしました。 

今年は、新製品が多かったのではと思います。特に印象に残った無線機では、海外メーカー MB-1 です。 

100W 機ですが、Windows10 を内蔵した SDR 機です。パソコンの中に無線機が入っているイメージですと、 

メーカー担当が言っていました。(^^;) 受信性能は国内無線機を凌駕しているようです。 

ただ、ソフトウェアがバージョンアップしていってもマシンが対応できるのか、気になるところですね。 
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ハム雑感            道徳の時間            JA0BUH 

下記の QSOが OKでしたら○を、NGでしたら×を記入して下さい。 

□「３エリア指定」とのアナウンスが有ったので東京在住の JL3XXXが応答した。 

□「１エリア指定」とのアナウンスが有ったので東京在住の JL3XXXが応答した。 

□ 局免を持っていないが、従免範囲内の全てでクラブ局を運用した。 

□ DXペディション中、多忙だったのでローカル局に代返をお願いした。 

□ フォーンパッチが終わった局をコールし、QSOを求めた。 

□ 県境に直交するアンテナを設置し、二県のマルチを与えた。 

□ 2mFMで 2アマ受験講習を行い、その合格後に代価を受け取った。 

□ プリフィックス JA10の局と QSOした。 

□ 米軍属の KA局と QSOした。 

□ 技術講習会の会場への誘導を 2mFMで行った。 

□ 国会で電話電信級が批准された直後、ハンディ機を使い JARL本部へ速報した。 

□ 学校行事の夜間行進の連絡のため、無線クラブ員がハンディ機を使いその任に当たった。 

□ DXクラスタへ自分で UPした後、CQを出した。 

□ アマチュア TVで DVDの映画を放送した。 

□ CWのスキルを上げるため高速の QSOを繰り返えした。 

□ HLとつながったので、「儒教の国・韓国」を褒め称えた。 

□ 加計学に関する質問が有ったので教育勅語の説明をした。 

□ JCCサービスでその土地の観光名所を PRした。 

□ 弱い局を、強い局が言葉の反復でその QSOをサポートした。 

□ 弱い局の電波を増幅・再送してその QSOをサポートした。 

□ Netで変更申請を完了し、免許状が届く前に QSOした。 

□「H」を日本語の発音でホテルとやり通じない局がいたので、割り込み助けてやった。 

□ パイルアップになったので YL を優先した。 

□ パイルアップになったので弱い局を優先した。 

□ パイルアップになったので未交信のエンティティを優先した。 

□ パイルアップに勝てないので「/QRP」付加してコールした。 

□ FT8で未交信のエンティティ局が見えたので 200[W]でコールした。 

□ FT8は「軽微な変更」なので「届出」だけで Ok。 書類を提出したその日に QSOした。 

□ 技術講習会欠席者のために 10 分毎にコールサインを入れて録音を流してやった。 

□ 明らかにオーバーパワーの局がいたので、国際放送に従いジャミングを掛けた。 

□ 女房の親と繋がったので、彼女の近況を報告した。 

□ 真空管 807が断線したので、その 12V管 1625に交換して QSOした。 

□ 真空管 6146が断線したので、その改良版の 2B46に交換して QSOした。 

□ 技適機種にイコライザーを付加し、好みの音質に変えた。 

□ 技適機種にイコライザーを付加し、高域を伸ばし自然な音質にした。 

□ 工事設計書とは違うアンテナに交換し、QSOした。 
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      ミーテングリポート（18年５－７月） 

５月９日（水）Pｍ7:00 ～ 9:20 

参加局 

JA0BUH JG0OOK JA0AXR JH0JVA JA0YI JG0PXL JF0DTN JA0EMS JR0NVX JH0OPR  

(1)  JA0AXR/平野氏より、コンテストについての質問有り。 

VHFコンテストに特化し、全員でレクチャーする。 

(2)  JA0YI/落合氏より、変形垂直アンテナの放射特性に関する質問有り。 

複雑過ぎる変形なので、解決出来ず。  

シミュレーションソフトで解決することで、一件落着。 

その後、Ah-4 の給電点インピーダンスの話になる。 

(3)  JF0DTN/落合氏から春の移動運用の細部の説明有り。 

 

 

６月１３日（水）Pｍ7:00 ～ 9:45  

参加局 

 JA0BUH  JA0EMS  JF0DTN  JA0AXR  JA0GCB  JA8IHR JA0YI  JG0PXL  JH0JVA  JH0OPR 

（１） 役員事務連絡 （ 司会 JA0EMS ） 

・ クラブ代表者会議、懇親会、支部大会の予定の発表。及び参加者募集。 

・ 前 JARL 会長、原氏の逝去の報告。 

（２） 全員からの「ハムの醍醐味」の発表。 

JA0BUH がメモ。後日 JH0JVA が整理し、「CQ 新津」に掲載の予定。 

（３） 新入会員の自己紹介 

JA0GCB  小林富夫氏  JA8IHR/0  奥野勝次氏 

（４） FT-5000 修理の顛末記 ---------- JF0DTN 

結論は電源部の故障によるファイナルの破損だろうとのこと。 

３年を経過したが修理費は無料だったとのこと。 

（５） タブレットの分解の報告 -------- JA0BUH 

JA0YI より提供されたタブレットの分解の報告。 

（６） FT-8 の使用報告 ---------------- JA0BUH   

使い方、電波形式、インターフェースの説明。 

（７） 技術講習会の提案 --------------- JH0OPR  

430 MHz の八木アンテナが紹介される。詳細は後日に決定する。 
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７月１１日（水）Pm7:00 ～ 9:20 

参加局 

JA0BUH JA0AXR JA0YI JA0GCB JA8IHR JA0EMS JG0PXL JF0DTN JG0OJC JR0NVX  

（１） 役員事務連絡 

・ 県支部代表者会議、前夜祭、県支部大会についての連絡、確認 

・ 支部大会当日のみの参加者は今現在なし。 

もし、複数おられたら車の同乗をお願いしたい。 

・ 「ミーテング当日、個々の連絡、教授を受ける時間がない」ことに関する討議。 

８時前後、適当な進行の区切りをみはかり、ブレークタイムを設定することに決定。 

・ ８月に JA8IHR,JA0GCB に「開局当時の思い出」を、 

９月に JA8IHR に「リグの修理あれこれ」をお願いし、快諾頂ける。 

・ 「ハムの楽しみ」の原稿未提出者の確認と JH0JVA への送稿をお願いする。 

（２） ブレークタイム ( 8:00～8:20 ) 

（３） テーマ発表 

・ タブレットの分解、その追加発表 ――― 主にカメラ関係  JA0BUH 

・ （JA0BUH の質問）Ctrl+F5 はどの様な処理をしているのか。JR0NVX 
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CQ 誌 9 月号に掲載されました。 

 

6 月のクラブ移動運用の写真が CQ 誌 9 月号、ローカル 

トピックスのコーナーで掲載されました。 

新津クラブの名前が、売れたと思います。(^^♪ 

機会がありましたら、ご覧ください。 

昨年の移動運用も掲載されましたが、ちょっとだけ 

写真が大きく掲載され、嬉しいです。 

 

各コンテストの、クラブランキングです。入賞 おめでとうございます。 

JA0VHS コンテストの部 

 一位 JA0YI /落合さん・ 二位 JG0PXL/井浦さん・ 三位 JA0AXR/平野さん・ 四位 JG0OJC/古谷さん 

非常通信コンテストの部 

参加賞 JA0YI /落合さん ・ 参加賞 JH0OPR/森田さん 

さんまの会のお知らせ 

10 月 7 日 (日曜日)、JR0NVX 帆苅邸サイド( 駐車場 )にて、今年も開催します。 

旬の秋刀魚をサカナにした、クラブアイボール会です。各局、参加しませんか? 

  時間 :10 時より開始 ※ 会費は、当日の出来高払い。そんなに高くないはずです。H i  

お酒・ソフトドリンクは、帆苅商店より各自、購入いたします。現金精算となります。 

多数の方の御参加をお待ちしています。申し込みは、役員・またはメーリングで、どうぞ。  

 

 

 

クラブ忘年会の御案内です。多数の各局、ご参加をお待ちしています。 

日時 : 11 月 25 日 (日曜日) 時間: PM6 時より 

場所: 「里味」程島の原信、隣です。会費: 4,000 円 

    お申込みは、クラブのメーリングリスト、役員までお早めにどうぞ。 

 

 

新しく、3 名の方がクラブに加入されました。 

JA8LHR/0 奥野さん・JA0GCB/小林さん・JH0WCZ/高山さん  

クラブの皆さん、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

 

 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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