
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古河クラブでは合同ミィーティングに総勢２８名で参加しました。 

今年は栃木県の担当で、会場は良く整備されたドロブックルキャンプ場。日光霧降高原と湯

西川温泉の中間点の場所です。 

キャビンは洋式和式の宿泊ができ部屋にはシャワー・水洗トイレ・キッチン・冷蔵庫が設備

されていて快適でした。 

参加者は全体で８０名を超え盛況でした、ちなみに利用料金は定員４名で 12000 円で多少高

額かなと思います。 

 クラブで参加の一同は、宇都宮ジョイフル本田で合流・買い物し、霧降牧場で昼食を取っ

て会場へ。前日から会場いりの WFK ファミリと合流、全体の３分の一を占める大勢で行事

を盛り上げました。 

 夕方からの集会では途中から雷雤に襲われ、ゲーム・抽選会は翌日に延期。 

帰路は湯西川・川俣湖の水陸両用バス遊覧を目指すも、水位不足で運休でした。 

  来年は大子地区です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１１年 ９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:JH1NXU 編集:JH1WFK 

 

総勢２８名で参加 栃木・茨城合同ミーティング 
  ７月２４・２５日  ＪＩ１ＷＬＢ 

参加のメンバー 



 

 

 

 

 5 月 27 日～29 日にわたり、最後の JARL 通常総会参加と大河ドラマで注目の近江から京

都・大阪をめぐる旅。 

参加者はクラブ員とそのファミリー・水戸の仲よし・文協の仲間併せて 19 名。 

 今年も天候には恵まれず 3 日間が雤模様。しかし、きっちりと予定通り観光。 

2 日目の夕食は「大阪暮らし」が長かった JR1UTI のおすすめ、名物「串焼き」をたらふく。 

幹事さんの気遣いか、何とも「静かな」バスガイドさんに代わり、3 日目は「えらく元気な」

ガイドさん。観光組一同爆笑のうちに市内観光。 

 新幹線「切符紛失事件」その１ 往路 

発車後しばらくして、「切符がない」とＸさんがあわてる。え！改札機を通る時「取らなかっ

た？！」。幹事さん、あわてず落ち着いて乗務員に申告。紛失証明を発行してもらい無事解決。 

 新幹線「切符紛失事件」その 2  帰路 

東京駅新幹線出口で、「切符がない」とＹさんがあわてる。Ｘさんは往路で車内。団体なので

証明は楽だったが、今回は出口で仲間はバラバラ。こりゃ大変だと料金払い覚悟・・・ 

あらゆるポケットをまさぐってい

たＹさん、「あった！」いつも使っ

ていないところにしまっておいて、

気がつかなかったとか。メデタシメ

デタシ。 

 なお、従来の形のＪＡＲＬ総会は

今回で終了。これに伴い永きに亘っ

て楽しまれた「アマチュア無線と旅

を楽しむ会」の旅行も終了となった。

永年幹事さん有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 今年も 6 日 7 日のフィールドディコンテストに団体で参加。といっても、エントリは個人。 

常設シャックを離れ、1300mHigh の山に移動。参加各局はそれぞれのエントリ種目に合わせ

てアンテナ設置。運用はロッジを借用、食事・宿泊に不自由なく、発発を外に置いて参戦。 

ところが WFK はアンテナの性格上リグを外に設置。準備段階で風雤に見舞われ机が倒れて

リグが落下！ 残念ながら障害をおこして参戦前にリタイア。（後でほとんど無傷と判明） 

 7 日も午後から天候悪化が予想され昼食後に撤去開始。だが、予想より早く雷雤到来。 

用意した雤具をまとっても皆びしょぬれに。 

 なお、JA1BAN は地元「平地」で移動参戦。 

フィールドデイ豪華な参戦  
前日光牧場ロッジにて 6 名 下界で 1 名  

 

第 53回 JARL総会と近江・京都・浪速の旅 
アマチュア無線と旅を楽しむ会 



戦  果 

メンバ バンド 局数 マルチ 得点 

JA1ECS 430 50 9 900 

JA1JEJ 14/28 36 25 972 

JA1QAI 50 95 21 3990 

JH1NXU U/V 24 17 816 

JI1WLB U/V 51 20 2040 

JA1BAN HF/VHF 200 120 48000 

アンテナ群（合成写真）⇒ 

 

 

 

 

 
 

 ハムフェア 2011 において、事務局の手違いにより「電気の散歩道」の展示セットを廃却し

てしまい、コーナの開設が危ぶまれましたが、当クラブの「青少年のための科学の祭典」向

けの展示セットを提供することにより、無事に開設・運用ができました。 

 たまたま JH1WFK がフェア実行委員だった関係で、事態

に対処できました。 

実行委員会で散歩道の重要性が全員で確認され、セットの説

明をしたところコーナ担当の神奈川県支部長はじめ、委員全

員が「いける」と判断しました。 

 セットの整備や改良、資料の整備をして神奈川に渡し、神

奈川の担当者がうまくまとめてくれました。 

また、このコーナの技術顧問である JA1JJV 小栗さんが、面

白いセットを２題作られました。 

渦電流応用のコイン選別機と電流の力作用応用のリニアモー

タです。リニアモータは JA1QAI 鈴木さんが挑戦済ですが、

2 つをなんとか作成し「科学の祭典」に出したいものです。 

 

 

 野球放送をラジオと地デジ TV で受信していると、ラジオでは打者が打っているのに TV

では投手が投げるところ、という場面に遭遇する。地デジ TV では「時計を表示した時報」

を止めた。地デジ TV はアナログより約２秒遅れて表示される。 

 これは、地デジ TV が送信側・受信側で複雑な信号処理をしているためで、高速のプロセ

ッサを使っても遅れが出る。 

 日本のデジタルＴＶは ISDB-T と言われる方式で、ワンセグＴＶや誤り制御・マルチパス

対策など様々な仕掛けが組み見込まれており、カメラで撮ってからディスプレイに表示され

るまで何段もの処理を通過している。 

クラブの展示セットを活用 
ハムフェア電気の散歩道を支援 

地デジは２秒遅れ 信号処理に時間消費 



帯域幅はアナログと同じ 6MHz。 

14 セグメントに分割し、12 を固定 

用、1 を移動（携帯）用、1 を燐接チ

ャンネルとの隙間に使用。 

画像・音声・データを多重化し、符号

化は MPEG2 方式。これを１セグメン

ト 432 本のキャリアに分割して変調

している。12 セグの TV 信号は、実

に 5185 本のキャリア（電波）を持っ

ている。ちなみにアナログカラ―TV（NTSC）は、映像信号 1(同期信号多重)、カラー信号

1(多重)、音声信号 1(多重)の 3 本。 

 ４３０ＭＨｚ帯のＴＶＩ問題  
 地デジに割り当てられた周波数帯は 470MHz(13CH)～

710MHz(52CH)。現在東京タワーから送信されている放送

は９局 512MHz(20CH)～566MHz(28CH)。これに地方のサテ

ライト局がある。 

現在 TVI を起こしている例は「ブースタの飽和」が多い。 

アマチュア無線の 430MHz 帯の電波でアンプが飽和し、増

幅能力を喪失し減衰器と化してしまう。一方的にブース

タが原因なのだがアマチュア側が悪者にされる理不尽が

まかり通っている。よい品質のブースタを作ってもらい

たいものである。茨城県支部ではハムの集いで対策の講演会を予定している。[JH1WFK] 

最近のスケジュール 

月日 行  事 場   所 備   考 

  9/18 茨城県支部会議 土浦市 四中地区公民館  

  9/25 クラブ定例ミーティング つつみ館  

10/16 いばらきハムの集い 土浦市民会館  

11/3 古河市民文化祭 公開運用 総合公園  

11/5 青少年のための科学の祭典 中央運動公園体育館  

11/19-20 茨城 ARDF 競技会 水戸森林公園  

12/17 まくらが 50 スタート  2012/6/16 まで 

12/17-18 クラブ 50 周年記念忘年会  奥日光湯元温泉 

1/14 茨城県支部賀詞交歓会 龍ヶ崎レイクサイドつくば  

1/15 茨城県支部会議   

1/22 クラブ定例ミーティング   

2/11 関東ＵＨＦコンテスト  関東８支部共催 

3/1 8N1MOMO 運用開始  4/5 まで 

3/ 古河熱気球大会支援 スポーツ交流センター  

☆編集部より 自然災害が多発しています。非常時に備えましょう。 

項    目 １２セグ ワンセグ 

全帯域幅 5.572MHz 

キャリア間隔 0.992KHz 

キャリア総数 5617 

セグメント数 12 1 

セグメント帯域幅 428.57KHz×12 428.57KHz 

キャリア数 432×12+1 432 

変調方式 64QAM QPSK 

CH 局   名 周波数 MHz 

20 メトロポリタン 512-518 

21 フジテレビ 518-524 

22 ＴＢＳ 524-530 

23 テレビ東京 530-536 

24 テレビ朝日 536-542 

25 日本テレビ 542-548 

26 ＮＨＫ教育 548-554 

27 ＮＨＫ総合 551-560 

28 放送大学 560-566 


