
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会：JO1DWH 小林氏  議長：JA1ECS 田川氏 

出席者２１名 委任状９名 欠席６名 正会員数３６名中８３％出席で成立 

 

□20 年度活動を振り返って 開会挨拶     会長：杉山 清 JI1WLB 

クラブ会員の皆様にありましてはクラブ活動にご協力頂きありがとうございます。 

会長就任 1 年目、新たなデジタル無線レピータ設置ではアイコム（株）の協力を得て、2008

年 10 月に運用が始まりました。20 局が D-STAR 無線機を増設し、最初は使い方が不慣れ

でみなさんご苦労されたかと思います。徐々にアクセスに慣れ、応答もできるようになり、

これからさらにアクティブな運用をお願

いいたします。 

また、特別局の運用では 8J1I「国民文

化祭記念局 2008 いばらき」・8N1MOMO

「第 33 回古河桃まつり・第 16 回古河熱

気球大会」の運用がありました。 

8N1MOMO の桃まつりでは宿泊運用を

企画実行しました。参加者が少なかった

が、3/1～4/5 の運用で 2000 局を超える相

手と交信ができました。 

熱気球大会の支援は多くの方が参加され

無事終了することが出来ました。 

青少年のための科学の祭典では展示品の収納ケースを整備しました。 

2009/1/17 に茨城県支部賀詞交歓会が開催されホストクラブとして、県内の仲間を古河市に

お迎えし、交友を深めました。 

21 年度においては別紙に計画した事業を皆さんと共に行動したいと考えています。主な

ものは茨城県で開催される ARDF 全国大会の支援、古河市との防災協定の締結、7MHz 帯

拡大によるアクティブな更新にチャレンジし、クラブ事業を皆さんと共に進めていきます。

会員の皆さんの参加をお願いいたします。 

 

□議  事 （全員に配布された議案書を参照ください。） 

平成２０年度活動報告・事業報告・決算報告 審議 ⇒ 可決 

２００９年 ６月号  
 古河アマチュア無線クラブ  
ＪＡＲＬ登録 14-1-9 クラブ局 JH1ZSB  

 代表:JI1WLB 事務局:JA1DKL 編集:JH1WFK 

 

平成 21 年度 クラブ定時総会開催 

５月６日（水） つつみ公民館 

科学の祭典 出展風景 



平成２１年度事業計画案・事業予算案 審議 ⇒ 可決 

＊会報発行・ホームページとの連携を検討願いたい。 

＊特別局の申請について、JH1ZSB の指定事項変更について JARL と調整する。 

定款の一部改定（役員の定数と構成） 

第 11 条 （役員） 

   理事 5 名 ⇒ 6 名以内   会計事務局 1 名 ⇒ 若干名 

□役員改選 

会 長  杉山  清 (JI1WLB) 

副会長  上野  武 (JJ1ADY) 小林 喜一 (JO1DWH) 鈴木 敏巳 (JA1QAI) 

事務局  斎藤 健一 (JA1DKL)   

会 計  澤留  栄  (JH1CVK) 

監 事  栗原 邦明 (JA1UZS) 井口 昭敏 (JH1NXU)  

顧 問  宮明  宏 (JA1ATK) 深津 義徳 (JH1WFK) 

古河市文化協会担当 文化協会理事 宮明  宏 (JA1ATK) 杉山  清 (JI1WLB) 

アワード委員 杉山  清 (JI1WLB) 井口 昭敏 (JH1NXU) 江森 賢一 (JS1XIC) 

 

 

 

 

 

 今年は 17 名のオペレーションで 2,314QSO の実績でした。HF のコンディションがなかなか

上がらないなかで、まずまずの実績でしょう。 

熱気球大会の準備も含め、従来より２日間長い交流センターでの運用を試みました。 

総会での活動報告にもあるとおり、平日・泊まり込みの運用体制つくりは十分とは言えませ

んでした。次回への課題です。 

3 月 21 日（土）には、ＣＱ誌の取材があり、５月号記念局情報のページで紹介されました。 

QSL カードは慎重にデータチェックの上、６月中に印刷・発送予定です。 

 熱気球大会は３回の競技フライトが計画されていましたが、２日目が天候の都合で１回キ

ャンセルされ「室内競技」に変更されました。でも、大会参加者は楽しそうでした。 

 

温度調節つきハンダこて２０セット入手 

 北海道にある「NPO 法人ラジオ少年」から、「青少年の科学への向上心を養うために役だ

てるなら、中国製はんだごてを２０台無償で提供する」という案内があったので、ありがた

く申込み入手しました。 

同法人の代表は、JA8ATJ 原さんといい、JARL 理事・北海

道地方本部長です。古河クラブは以前より「工作教室」等で実

績があるので案内が来たのかと思ったのですが、全国の支部長

に案内したようです。 試用してみましたが品質はまずまずの

ようです。少しコードが固いかな。 

県支部レベルで共用したいと考えております。        de JH1WFK 

特別局８N1MOMO CQ 誌の取材を受ける 

熱気球大会は２回の競技フライト 

 

 

 

            



久しぶりのコンテスト参加で移動＆アンテナ製作 

D-STAR 以外も ON AIR してます(時々) by JR1UTI 藤田 

ALL JA コンテスト参加のため、平成 21 年 4 月 26 日(日)に移動運用を行いました。 

コマーシャル先のクラブ局の活動の一環とするため、JQ1YOL の運用です。 

 移動地：埼玉県吉川市(JCC1343) 江戸川堤防／玉葉橋から約 300m 上流 

 周波数：50MHz SSB  RIG：IC-7000S(RF POWER を絞って 10W 運用） 

 ＡＮＴ：自作 1/4λホイップ 

当初は、HOHE QTH(埼玉県川口市)から運用を予定していました。 

が.... 次の理由で断念 (-_-;) 

家のアンテナ(ｺﾒｯﾄの VA-250)はチューナーが必要で、クラブ機 IC-7000S

にはチューナーが内蔵されてない!!（MyJR1UTI の無線設備 IC-703 は内蔵）で、急遽(夜 11

時頃から)アンテナの自作を思いつき以前 430MHz 八木アンテナを作った時の材料が余ってい

たため、波長的に 50MHz1/4λアンテナの製作を開始。 

材料：直径 3mmの銅パイプ(内径 2mm位)がちょうど 50cm残っていた。 

直径 3mm、長さ 1m のアルミ棒が残っていた。 

この銅パイプをＭコネに半田付けして、アルミ棒の先を約 3cm 直径

2mm 弱に削って銅パイプと接続し、全長 146cm 位で完成しました。(短

縮率でちょうど?) 

翌日、長さは適当しかもインピーダンスやアースの影響等どうなるか

と不安ながら江戸川堤防到着後、車のアンテナ基台に取付け IC-7000S

内臓の SWR 計で計測したところ、なんと！50.1MHz 付近で 1.1 (^_^)v  

53.5MHz付近では 1.3位のため使用に耐えると判断して運用を開始し

ました。 

■運用結果です。(良く飛びました，相手局のおかげ) 

交信局数：30 局 

マルチ：8（茨城・東京・埼玉神奈川・千葉・群馬・山梨・静岡）、 

得点：240 点 電源が車のバッテリーのため短時間で終了。 

（参加することに意義がある！...） 

後から地元の局が運用に来て EyeBall QSO もでき、ペットボトルにコイルを巻いた 7HMz ア

ンテナや 430MHz ループアンテナを見せてもらったりして、コンテスト参加とアンテナ製作な

ど、久しぶりのハムライフでした。 

※ここの江戸川堤防は、埼玉県営吉川公園(河川敷運動場)の入口にあり、筑波山・男体山・

秩父連峰から富士山まで見えるロケーションです。渡良瀬遊水地の堤防と同じ感じです。 

駐車は３～４台可能。 

 

記念局をクラブ局免許変更で運用する件について [短期間のコールサイン変更] 

 クラブ総会で提起され JH1NXU 井口さんに調査していただいたところ、「JARL 会員の資格は

継続できるが、QSL カード転送手数料は年間\10,000 を要す(個人局は\3,600)。」との事務局

回答でした。あまりメリットはなさそうです。 



 

 

 誰の心がけがよかったのか、釧路空港着から女満別空港発までほとんど傘のお世話に・・ 

それでも総勢 25 名元気に楽しく行ってきました。 

「霧の摩周湖」と有名な言葉があるように道東地方は

時として、雨と霧に見舞われるそうな。 

観光船の欠航やらコース変更やら、快晴では見られな

い幻想的な知床５湖（内３湖は立ち入り禁止）など、

バラエティーに富んだ旅でした。幹事さん大変だった

でしょう。 

 総会は JH1WFK が「代表参加」。10 時～18 時まで長

時間。いろいろ質問・意見が出るのは恒例のこと。 

来年は「法人問題」にけりが付くと思われるが、財政問

題の解決が大変だと思われます。単純計算では年度の事業活動で１億円近い「赤字」で、積

立金の取り崩しで凌いでいます。このままでは、それももう数年で底をつきます。事業の抜

本的な「改革：革命」にならざるを得ない気がします。 

 来年の総会は名古屋。その次は新潟とか（あるのかな？）。         JH1WFK 

 

 

 

☆古河市との防災協定を締結しました。詳細別途。 

☆JI1FGM ５級スーパーキット組立。ノスタルジックな容姿と音に感動！？ 

☆JA1HHF 今年のハムフェア自作品コンテストに応募の模様。作品が楽しみ。 

☆JH1WFK JN1NVQ のつながりで FM 局「ラヂオつくば」に出演。 

☆盟友、結城市クラブ会長 JK1EBB 九頭見氏に。前会長山中さんお疲れ様でした。 

☆筑波山に D-STAR レピータ（430MHz）設置の計画あり。 

☆「備え付け書類など」から「電波法令集」が無くなる。Web から最新情報が得られるから。 

☆電子申請をする人が増えてきました。経験をだしあってスムースにいくように。 

最近のスケジュール 

月日 行  事 場   所 備   考 

 6/13 クラブミーテイング つつみ館  前にレピータ団体総会 

7/4- 5 オール茨城コンテスト２部 
 

6m&Down コンテスト併設 

 7/25-26 栃・茨合同ミーティング 神山（みやま）温泉キャンプ場 
 

 8/ 1- 2 フィールドデーコンテスト 前日光牧場 他 集団移動 ＆ 自由移動 

 8/22-23 2009ハムフェア 東京ビッグサイト 西館 県支部事業  

 8/29 防災訓練・非常通信訓練 下妻市・県内全域 準ホストクラブ 

10/18 支部会議 未定 
 

10/18 クラブミーティング 東公民館 
 

 

もろもろ情報 

知床１湖 幻想的というそうな 


