
 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 9 月号・通算第 221 号 発行責任者：新津クラブ会長 

           

 

  ◎ クラブ連絡事項    

◎ 皆さんからの投稿  

◎ 最新情報＆行事予定            

    

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の表紙は、新潟市政令都市特別局・8N0NGTの QSLです。 

にいつクラブも、記念運用をしてから 14年が経ちます。 

来年は、指定都市になってから 15周年を迎えます。月日の経つのは早いものですね。 

 

今シーズンも、アマチュア無線のいろんな楽しさを見つけていきましょう。 

ロールコールは、毎週水曜日 20:20～です。ちょっと早めになりました。(^^♪ 

(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－ 

◎ ミーティング：しばらくお休みです。 

◎ ロールコール・Web版 放課後でお会いしましょう。(^^♪  

◎ クラブメーリングを活用しましょう。 



新潟県支部クラブ代表者会議の報告です。 

JH0OPR / 森田 

７／１７（土）令和３年度 第 1回 新潟県支部クラブ代表者会議が開催されました。 

今回、Ｗｅｂ会議 という事で会議のメモ的な伝達でありますが、お伝えしたいと思います。 

 Google Meetを使ってのWeb会議は新たにプログラムをインストールする必要もなく、簡単にオンライン 

会議に参加することができ、参加者が多いように思いました。 

映像もあり、文書も見られるので便利です。ただ、細かな話になると集合しての会議がベターのように感じました。

大会要項の原稿に関しては、昨年と同様の形式となります。 

県支部長 

  オリンピックの特別局が多数オンエアーしている。これからも交信してみてください。 

  6/27（日）に JARL の社員総会がありました。今年は選挙がないので静かに終了しました。 

  来年は選挙があります。 

 

クラブ等紹介 

  JARL 新発田クラブ  

    クラブ員が 1 名入会で３１名になった。 

    コロナ禍でクラブの移動運用は午前中だけで行い、午前中には撤収しています。 

    クラブ員の高齢者は接種が 7 月中で終わるかも。 

  豊栄アマチュア無線クラブ 

    １５名で活動している。アワード ＤＸＣＣを取得したものがいます。 

    日本赤十字社と組んで非常通信訓練をやっています。 

  弥彦ハムクラブ 

    復活で久々にクラブ員が１名増えて、１７名で活動しています。 

  見附アマチュア無線クラブ 

    クラブ員の方で、現在、JARL の全日本 10,000 局のアワード申請を行っています。 

  上越アマチュア無線クラブ 

    クラブ員は４０数名です。コロナ禍でクラブとしての活動は『０』です。 

    クラブ報が６月で７００号になった、ＣＱ誌は９００号なので、大々的に会報の原稿を募集した

らクラブ員から原稿が集った。ＣＱ出版社へ送ってＣＱ誌に掲載してくれるように依頼しまし

た。 

  JARL 糸魚川クラブ 

    特別局でがんばっています。 

  六日町クラブ 

   －２、＋２でクラブ員の増減は±０です。 

  小須戸クラブ 

   コロナ禍でほとんど活動していない状況です。モービル局がほとんどいない。さみしい。 

  新津クラブ 

   クラブ員は２４名。コロナ禍で、集合してのミーティングなどの行事は中止しています。 

   集合して活動できるようになったら、無資格者の制度を使って育成をやりたいと思っています。 

  水原クラブ   欠席 

 

－２－ 



田上クラブ   登録クラブを継続しました。（支部長代読） 

  新潟アワードハンターズクラブ  とくに発表するような内容はない 

新潟ステイハムクラブ  忙しすぎて仕事が休めない。 

   FT8 は交信の７～８割が DX、１３０カントリー以上交信しています。 

 米山ＨＦクラブ 

   会議出席予定でしたが急遽欠席になります。（連絡メールを支部長代読） 

 北雪 JAPAN アマチュア無線クラブ 

   コロナ禍でほとんど活動していない。 

 長岡クラブ 

   コロナ禍でほとんど活動していない。 

 

ここからは県支部役員の方々の話です 

アンテナが燃えた。High－SWR 値のまま再調整せずに送信していたら出火した、アンテナ支柱の 

電柱（私物）も燃えているので 119 番に通報したら、消防車、警察、電力会社、ライフライン 

の会社が次々出動してきて大騒ぎになってしまった。大失敗でした。 

 

雪でアンテナが倒壊した、家族はこのまま撤去を希望、何とかして家族の了解を得て復旧させた。 

 

会計報告 

 令和２年度の繰越金が 112 万円あり、令和３年度も行事が開催出来なくなっているので支出がほとん

どない。 

 会計報告を見ると令和２年度の会計報告では０円という数字が多い、令和３年度はまだ途中ですが、 

これからも支出する予定が決まらないと考えられる。  

意見：  残金で県支部のリグを新規購入してはどうか？ 

 支部長： 県支部はリグを所持できない規定になっている。持てるのは本部および地方本部まで。 

 

協議事項 

  （１）支部大会（書面大会）の冊子の印刷は 11 万余円の予算をみています。 

     冊子に掲載のクラブ紹介の原稿は 8 月 20 日を締め切りとする。 

⇒特別なアドレスに送付のこと 

  （２）支部会員の集いについて 

     提案 集合の行事を２年間できていない。１０月ころに何かしたいが、みなさんの意見は？ 

        新発田クラブさん技術講習会を計画してくれませんか？ 

     新発田クラブ： コロナ感染状況下では計画は無理です。 

意見： 来年３月まではイベント開催は無理です。新型コロナは指定感染症で、危険な感染

症です。ワクチンの接種が進み、高齢者だけの接種ではなく、比較的年齢の若い方々にもワ

クチン接種が完了しなければ安全に開催できません。 

全年齢にワクチン接種が終わり、指定感染症から外されて、一般感染症になれば自由に行動

が可能になるでしょう。インフルエンザと同じです。それまではイベントは開催しないほう

がよい。オリンピック以降に感染者が増える恐れもある。ワクチンの効果もまだ確立してい

ない。 
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ハムフェアーの開催も疑問がある？ 

クラスターなどを発生させたらアマチュア無線家は責任を背い切れない。 

     （この件については全員が開催しないことに賛成） 

  （３）１月のクラブ代表者会は集合、Web？ 

      Web がよいでしょう、今回これほど多数の方が Web に出席されているので Web がよい。 

      集合で可能ならば変更してやればよい。 

  （４）次回令和４年度の第５０回支部大会について 

     提案： 開催日程は 2022 年 7 月 22 日（日） 開催地は新井。    

開催地については、新井クラブの大崎さんが生前に、支部大会を新井で開催しても

いいよと言っていたので、今回新井クラブに改めて確認しました。 

   宿泊施設、大会開催会場は準備できます、ただ小さなクラブで人数が少ないので設営な

どに他クラブの支援が必要とのことでした。支援をすることで、新井開催としてよろし

いか？ 

     意見： 以前に次は南魚沼、その次に新潟地区合同で開催の道筋を立てていましたが、 

それは無しにすることですか？ 

     支部長： みなさんが新井で承認してくれれば計画は無しになります。 

     （全員承認） 

〜 クラブ代表者会議の報告は以上です。～ 

 

工事情報です。 

元新津クラブ員であった方からの情報です。  

『無線しまいをした、タワーを含めて全部撤去した』と言われた。 

タワーの撤去については自分ではできないし、頼めるのは高齢者しかいないのでケガの危険もあり、近く

の業者に依頼した。業者にやってくれるのかを尋ねたら、『やります』の返事があった。 

 前もって下見に来て、撤去当日に高所まで届くクレーンがやってきて、東北電力の電力線の上を越えて、

タワーをそのままの形で吊り上げて敷地の外へ出し、敷地前の道路に止めてあるトラックに積み込んで

撤去してくれました。 

さすが日ごろから送電線、配電線、情報設備の工事をやっている『ユアテック』に頼んでよかった。タワ

ーを 2 本撤去し、処分までしてもらった。 事故もなく数時間で終了した。 

 

アマチュアバンドプランを守って交信しましょう 

８月の平日に 144MHz をワッチしていたら、145.50MHz の周波数で会話している局がいました。 

２局ともコールサインは一回も発信することがありませんでした。 

アマチュア無線のバンドプランによると、145.50MHz の周波数は非常通信周波数に指定されています。 

非常通信以外の一般通信の交信には使用できません。周波数が空いていても一般通信には利用できませ

ん。 

バンドプランはアマチュア無線局運用規則の規定にもとづいて告示された法令です。一般通信でバンド

プランを逸脱しての運用は法令違反となります。 

また、広帯域の電話・電信・画像と、狭帯域データ、広帯域データ、CW、狭帯域の電話・電信・画像 

と、電波の型式による占有周波数帯幅によって区分されているのでこちらにも注意が必要です。 
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ハム雑感       「理系」という生き方       JA0BUH 

 

▼先日、面白い本を読みました。タイトルはこの拙文と同じです。 

理系とは数学・理科に興味を示し、自発的にそれらの教科を勉強し、 

文系とは文学・言語に興味を示し、自発的にそれらの教科を勉強する人間を指す。 

ここまでは私も熟知いたしておりました。その結果、仕事に対するスタンスが 

「理系人間は収入・地位より、その業務内容に拘り」 

「文系人間はその業務内容より、収入・地位に拘る」とその本の中で力説するのです。 

「なかなか面白いことを言うわい」と感じつつ、夕食を挟んで一気に読んでしまいました。 

ここで、私のいつもの稚拙なる私感（視感）をひとつ。 

             

              ― 音楽って文系、それとも理系 ― 

 

▼月１回、新聞に掲載される池澤夏樹の随筆に魅了されました。 全ての内容が完璧に腑に 

落ちるのです。 うまく表現できませんが、「面白い」と言うのとは一線を隔します。  

読みながら、思わず「そうだ、そうだ、と膝を叩く」と言えばお分かり頂けるでしょうか。 

 

▼何故か気になり、「池澤夏樹」で検索してみました。 「物理学を学んだ小説家」と判明。  

自己の立ち位置がドイツのメルケル首相と同じなんです。これで 100％合点。右手の拳骨で 

左手の平を叩いたわけです。 多くの随筆は文系のセンスで語られますが、そこに理系のセ 

ンスが加味されていることに気付きました。 一つだけその例を。 「エンジンの馬力が、 

操舵能力を超えれば、確実に操縦不能になります。 関東軍がその好例です。」 
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▼ここで理系人間を考察します。 即ち無線をやっている人を考察しようということです。 

彼等は理系の内容に加え、文系の内容にも関心を示し、同時にそれを積極的に吸収します。 

例を挙げましょう。 テレビで新しい大河ドラマが始まると、すぐ書店に走り、主人公の本 

を買います。 そこには歴史を勉強しているという意識は全く有りません。 だからこそ、 

受験勉強以上の実力が付きます。 写真を始めた人は、無意識のうちに芸術一般のセンスを 

身に付けてしまいます。 また、株を始めた人は理系のセンスで経済学を理解していきます。 

我々は経済学を文系と思っておりますが、一歩中に入るとそこは「文句なし」の数学の世界 

です。理系人間は理系の知識の上に、無意識のうちに文系の知識を吸収しているのです。 

 

▼次に文系人間を考察します。 文系人間が車を買ってもそのメカニズムを理解する努力 

をしません。 スマホを買っても無線までに意識が届きません。 パソコンを買っても中を 

開けようともしません。         すみません、表現が逆でした。 正しくは 

「車・スマホ・パソコンが手元に有っても、それを理解しようとしない（または興味を示さ 

ない）人間を、世間一般が【文系】と称している」でした。  

文系人間はこの様に、厳密に記述する意識がないので意味不明な文章になるのだと気付き 

ました。韻を踏むとか、美文調（7・５調）などへの意識の方が大きいのでしょうね。 例 

えば「美しい学校の生徒」と表現します。読む方にすれば「美しいのはどっちなんだ」とな 

ります。この感覚でプログラミングを記述すると間違いなくバグになります。プログラミン 

グで取得した感覚が、正確な文章、即ち誤解されない文章を作るのにこれほどまでに役立つ 

とは想定外でした。人類の知見は何処かで、何かに繋がっているのですね。 

 

      

 

▼理系人間は文系にも関心を持つが、文系人間は理系に関心を持たない。 

この違いは小さく有りません。もうここでの結論は不要ですね。人生 100年時代、 知識・ 

経験の蓄積が片方だけか、両方かの違いになります。無線は文句なしに理系です。                   

 

 

 

 

 

 

―６－  



 

 

一々ウルサイ！Googleアカウント！ 
「電話番号を追加しろ」「メールアドレスも！」など        JR0NVX / 帆苅 

 

Googleアカウント（Googleの各種サービスを利用する為の個人登録）は、近年益々サービスの幅を拡げ、Gmail、

GoogleMeetを初め、各サービスとも高品質揃いです。 

 

当然ながら、セキュリティに関しても、年々進歩し、それと相まって、アカウントに対する根拠や本人確認が厳密

になる事は仕方有りません。認証パターンもその時々で変わるのはボット除けにもなり、流石の Googleです。 

 

基本的には、Googleに従い、生年月日（これは１３歳以上である根拠となるので現在は

必須）、ＳＭＳ、電話番号や、メールアドレスを複数を紐付しておくべきでしょう。 

それらによって万一の時（パスワード忘れ、アカウントの盗用など）の復旧も容易です。 

Gmailにあっては、他社のメールを転送、一括受信、高性能な Gmail フィルタを使用できたりするので 

便利に使っている人も居ます。 
 

しかし、何でもかんでも Googleに依存したり、 

情報を渡したくない事もあるでしょう。 
そういった場合でも Google のサービスを使うに当たって、Google にログインした後、登録していない項目の入力

を促され、行き止まりになってしまう事が有ります。 

 

実はこの段階で、既にログインは成されている場合が殆どで、 

今のところ回避が可能です。 

→ 回避方法は次ページ 

 

※アカウント作成・認証方法は年々厳格になっています。メールアドレスだけで作れた時代もあります 

※Googleアカウントは現在の所「一人で複数取得可能」です。 

※個別のおすすめ広告などはアカウントログイン時の検索・訪問履歴が基になるのでログアウトすれば保存さ 

 れません。 

 ログインしていない時でも、ブラウザに保存された同様の情報を基に表示される事もあります。こちらはブラ 

 ウザのプライベート（シークレット）ウィンドウで簡単に回避できます。 
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ウルサイ Google追加認証の回避方法（2021年 8月現在） 

 

「追加認証で行き止まりになったページ」はそのままにし 

→「新しいタブ（やウィンドウ）」で 

→「使いたい Googleサービスの画面（または Google トップページ）を直接開く」 

  事によって、入力したくない項目を回避できます。 

 

※Googleには世話になっていますが、虜にはなりたくないので、 

私は以下↓のようにしています。 

 

・Googleにログインするのは使いたい特定サービスを利用する時だけにする。（ログアウトを忘れない） 

 

・ブラウザの「プライベート（シークレット）ウィンドウ」を使う（終了時自動的にログアウトされる。クッキー等も残ら

ない） 

 

・Googleアカウントの設定でも、「検索履歴を残さない」など、保存情報は細かく設定できる（やや面倒ではある） 

 

・アンドロイドＯＳ（スマホ）を使っている場合も、アプリダウンロードなどの時以外はログアウトする。 

 ↑「設定」 

 →「アカウント」 

 →「Googleのアカウント（自分で作った個別のもの）」 

 →「削除」（削除という言葉に躊躇するが実質はログアウト、再ログインはＩＤとパスを打ち直すだけ） 

によって、極力ログイン状態で使用しないようにしています。 

 

 

まぁログインしっ放しなら、 

それはそれで便利になる事も多々あるのですが、、 
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  2021 年 通算第 221 号発行 責任者 新津クラブ会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

  こんにちは、JA0YMP・新津クラブ です。私たちは、新津および周辺地域のアマチュア 

無線愛好家を中心に、各イベントを楽しんでいます。 

毎週水曜日にロールコール及び、月１回の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特別局・特別記念局の運用を行っています。 

 

コロナ禍で現在、残念ながら各クラブイベントも自粛させて頂いていますが、 

クラブ新規入会希望の方、いつでも歓迎します。 

一緒にハムライフを楽しんでいきませんか。 

新津クラブのホームページを見てネ!・・ http://www.ja0ymp.net/ 

※ 2021 年県支部クラブ紹介用の冊子サンプルです。 

―９－ 

 

http://www.ja0ymp.net/


 

 

 

各コンテストの結果です。 (^^)/ 

 

第５８回 JA0-VHF コンテスト結果（2021年 5月 8～9日開催） 

新潟県クラブ対抗・・ 3位 新津クラブ (クラブ各局、昨年同様に奮闘しました。VY TNX !) 

 

第６８回 信越アマチュア局非常通信コンテスト 結果 （2021年 4月 10～11日開催） 

新潟県クラブ対抗・・ 3 位 新津クラブ (参加されました各局、ありがとうございました。) 

新潟県個人局  ・・・ 4位 JA0YI / 落合さん  

 

各コンテストに参加されました各局、ご苦労様でした。次回もよろしくお願いいたします。 

 

■ 新スプリアス規格への移行期限の延長が決定 

 

 総務省は新スプリアス規格への移行期限の延長についての意見募集をおこない、当連盟も賛成の意見を 

提出しておりましたが、令和３年８月３日付で、無線設備規則の一部が改正され、即日施行されました。 

 この改正により、新スプリアス規格への移行期限を令和４年 11月 30日とする経過措置が当分の間、延長される

ことが決定しました。 

 

 なお、無線局免許状に令和４年 11月 30日までとする旨条件が付されているものは、その条件が 

付されていないものと見なされ、令和４年 12月１日以降も他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、 

使用することができるとの条件が付されたものと見なされます。 

 

 

 

アマチュア無線フェスティバル ハムフェア 2021 を、10 月 2 日(土)・ 

10 月 3 日(日)の 2 日間、東京都江東区有明の「東京ビッグサイト」 

西 3・4 ホールで開催します。 

なお感染拡大により安全の確保が困難な場合には延期または中止と 

なる場合がありますので、ご注意ください。 

  

☆☆ CQ ham radio 公式 YouTube チャンネル開設！ ☆☆ 

https://www.youtube.com/channel/UCI-x0eC666mhxrMNP0l_EXw 

 

 

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

 がぞうけいじばん  

 

 

－１０－ 

https://www.youtube.com/channel/UCI-x0eC666mhxrMNP0l_EXw

