
  

 

 

 

 

 

平平成成 2244 年年度度ククララブブ総総会会  新新たたなな出出発発をを！！  
 ５月６日（日） つつみ館会議室において、H24 年度の通常総会が議長 JA1QAI 鈴木さん

により開催され、各報告・計画・予算が可決されました。（議案書などは全員に送付済） 

    出席 18  委任状 11   計 29   正員数 34  1/3 以上出席により成立 

事業計画においては、「渡良瀬遊水地ラムサール条約湿地登録」記念局運用、「道の駅開設」

サービス運用を加える方向です。今年度も元気に活動しましょう。 

 

 

 

JARL では 11 月に新法人に移行した特別記念局を、

地方本部ごとに 1～3 月の期間運用することになり、

茨城は 3月 21～31日を大子と古河で運用。 

古河においては後半 29～31日を担当しました。地

方本部として公開運用をするようにとの希望があっ

たため、最終日はつつみ公民館において 10 時～20

時という長丁場の公開運用をし、30 日には五霞町ス

ーパー堤防にて６名で移動運用など３日間で 634QSO

を達成しました。 

 

 

 

 昨年は震災により途中運用中止となりましたが、今年は無事

に 3 月 1 日～4 月 5 日まで運用。3,231 交信を達成。まくらが

50での高ポイント、毎年の QRVで人気が高まっているようです。 

交流センターでのアンテナ敷設工事は、建屋の改修関係でア

ンテナ部材を全て地上から持ち上げ、終了後に下ろすという難

工事でした。 

 

 

 

3.11 大地震で中止になった昨年の大会、リベンジで今年

は・・・と意気込んだが、残念ながら初日は雨天でやむを得ず
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新 JARL 発足 特別記念局 8N1JARL 運用 

古河桃まつり・熱気球大会記念局 8N1MOMO 運用 

五霞町スーパー堤防での運用 

熱気球大会支援 ３月１０・１１日 



室内競技１回。２日目は天候良し、選手はうっぷん晴らしか勢いよく離陸。２つのターゲッ

トを設置しましたが、片方は「はずれ」。風を読むのは難しい。 

今回は懇親会をアルコール抜きで昼間に交流センターにて実施しました。 

  

 

 

 

私が今回バルン支援初参加のため気球に搭乗したことがないということで、真っ先に指名

されました。当番は 3 回目の競技のオフィシャル気球です。 

私の任務は、目的地へ飛行する誘導気球（ヘア＝うさぎと呼ばれる）へ乗り込み、目印と

して 10m ほどのビニールシートを下げることと、目的地点に降下を始めるとビニールシート

をゴンドラ内に収納し、着陸したら直ちに２本のビニールシートを広げて×印の目印（ター

ゲット）を敷設することです。 

長いシートを下げて飛行するために途中の障害物(特に高圧線)などに接近した場合は直ち

にゴンドラ内に収納しなければなりません。この判断と指示は操縦者（パイロット）が行い

ます。 

初日 12 日は雨天のため競技フライトは中止。翌 13 日は雨も上がり曇天ですが風も弱く予

定通り 6 時過ぎに離陸場所（ランチサイト）へ向かいました。 

気球の離陸準備を終え、競技開始の指示を受けて押さえの皆が手を離すと気球は静かに浮上

を始めます。この後しばらくバーナーの騒音とお付き合いです。渡良瀬川の上空に差し掛り、

シートをたらしたところ、競技選手の 17 組の気球がフライトを始める旨の連絡が入りました。 

気球は弱い北東の風に乗り、旧北川辺町住宅地の上空を南西方向にむけて飛び続けます。

選手の気球は一斉にフライトを始めて我々のあとを追ってきます。風が穏やかで、遠くの山々

や眼下の景色をゆっくり眺めることができました。 

風は高度によって多少向きの変化があるようで、一斉に飛び上がった気球の群れも横一列に

広がって見えます。20 分ほどして着陸の準備に入るというので、シートをゴンドラ内に収納

します。どんどん降下して行きます。排気弁を開いて田んぼの中に着陸です。すぐに２本の

シートを投げ下ろして田んぼに降りたとたん足をとられて動きが取れません。早く目標の目

印（ターゲット）を設置しないと追ってくる気球の人たちが困ります。車で追ってきた計測

班と合流して泥んこになりやっと×印の設置完了です。 

ゆっくりする間もなく、早い気球は砂袋（マーカー）を落としてきました。 

コースを外れてこれは難しいと思っていた気球も高度を下げてこちらに近づいてきました。

これには下で待ち受けている私たちもびっくりです。 

落ちるそばから距離測定です。全ての測定が終わるころ選手の気球たちは利根川の河川敷へ

達し、着陸地を求めて飛行していきます。中には、1 回しか飛べなかったので競技はあきら

めて、思い切り高く遠く飛行する気球もあるようです。 

これで競技は完了です。優勝者は中心から 30cm の距離に投下です。 

 クラブの支援活動への初参加で、初めて熱気球に乗り、ハードではありましたが貴重な体

験をしました。こうした形の公共への貢献も大切と感じました。 

終 

JA1JEJ 江森 



 

 

 

５月２０日土浦市民会館で開催された、茨城県支部

主催の「ハムの集い」に今回もクラブブースを出展

しました。 

クラブのアクティビティを紹介するため、主要な活

動を写真や資料掲示、「まくらが５０」「茨城全市郡

賞」アワード紹介、「まくらが５０」のための

JH1ZSB サービス運用、更に！「まくらが５０」の申請受付（実績３件）、更に更に！ジャ

ンク販売など多彩な内容でした。 なお、集いにクラブからは７名参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO1KFU ：３アマ取得。局免変更完了です。 

JR1CSI  7L4CCF : 4 月 30 日今年の民謡コンサートを開催。観客は会場いっぱいでした。 

  

祈復旧 思い出の東北ＪＲ線踏破  JH1NXU 井口 

3.11震災直後、津波により JR線に多大な被害が出ているという報道があり。 

１９９９年１０月某日 仙石線・石巻線・気仙沼線・大船渡線を踏破した時のことを思い出し、当時の写

真を引っ張りだして居ました。 

当日は晴天で暑いくらいで、又、「前谷地」という接続駅前には、食堂はおろか、売店も無く昼食を抜

かした記憶がよみがえってきました。 

「野蒜駅」前後の路線は移転が決まった様ですが、「女川駅」は全く白紙状態とのこと・・。 

   

「２０１２いばらきハムの集い」に出展 

ジャンク・ＺＳＢ運用・アワード受付 

「まくらが５０」 各局のＱＲＶを！！ 

☆５月２４日現在 発行枚数・・122 枚。 特記・・7ＭＨｚ ＳＳＢがやはり多い。 

☆交信有効日が６月１６日までです。ＺＳＢ運用が尻すぼみ状態なので、最終週に 7ＭＨz に

（都合の付く個人局も大いに）ＱＲＶしませんか？           JH1NXU 

各局短信 



デシベル(dB)ってなんだ？ JH1WFK 深津 

 電気信号の増幅度・利得（ゲイン）や減衰度・損失（ロス）を扱いやすい数値で表わす単位です。 

（電気信号や音の大きさの「基準値に対する比率」を表すこともありますが、ここでは扱いません。） 

オーディオアンプを例にしてみます。入力を 5mW、出力を 50W とすると利得は 10000倍。デシベルで

表すと 40dB。５桁の数字を２桁で表わせます。 

フィルターを例にしてみます。通過帯域の減衰は 1/1.5、阻止帯域の減衰は 1/100000。デシベルで表

すと、通過帯域の減衰は-1.8dB、阻止帯域の減衰は-50dB。「減衰」と明記してあるので-(マイナス)

を付けないで「減衰は 50dB」と表すこともあります。６桁の数字も２桁で表わせます。 

このように dBでは「何桁もある倍数や小数を１～３桁に圧縮して表す」ことができます。 

 圧縮には「常用対数 log」を使います。解説は数学に任せて結論だけ。(実用上の概数) 

     1⇒0  2⇒0.3  3⇒0.48  4⇒0.6  5⇒0.7  6⇒0.78  7⇒0.85  8⇒0.9  9⇒0.95  10⇒1.0  

数が大きくなるほど対数の増え方がにぶくなります（圧縮）。 

また、数の掛け算が対数では足し算になり、割り算は引き算にな

り計算がしやすくなります。たとえば 

4の対数：4は 2×2だから[2の対数 0.3]＋[2の対数 0.3]＝0.6   

5の対数：5は 10÷2だから[10の対数 1]－[2の対数 0.3]＝0.7 

20の対数：20は 2×10だから[2の対数 0.3]＋[10の対数 1.0]  

     ＝1.3  と計算できます。 

そして、単位を「ベル B」とし、2倍なら 0.3B、5倍なら 0.7B、

10 倍なら 1.0B、20 倍なら 1.3B としましたが、数字が小さすぎ

るので 10倍して「デシベル dB」にしました。1B＝10dB。よく似

た例で体積の単位に「デシリットル dℓ」がありますね。１ℓ＝10dℓ。 

2倍なら 3dB、5倍なら 7dB、10倍なら 10dB、20倍なら 13dB と、扱い易い数字になります。 

 以上を式にすると dB＝10×logＡ  Ａは利得の倍数か損失の小数（－をつける）となります。 

※ここでは dBとはどんなものか概念を述べました。「電力」の増幅・減衰についての説明です。 

 「電流」や「電圧」（電界強度）では dB=20×logＡ です。 dBi dBd dBm dBμ等も続編で。 

 

今後の主な行事 

期日 行  事 場 所 期日 行  事 場 所 

６/17 茨城県支部会議 土浦市 7/21-22 茨・栃合同ミート 大子 

６/24 JARL社員総会 東京都 8/4-5 ＦＤコンテスト 前日光牧場 

７/１ 定例ミーテイング つつみ館 8/25-26 ハムフェア ビッグサイト 

7/7-8 茨城ｺﾝﾃｽﾄ第 2部  9/1 ？ 防災訓練・非常通信 未定 

 

  

 ４か月間隔の発行が遅れてしまいました。５０周年記念誌編集では、過去の会報は貴重な

クラブの資料でした。会員の活動の足跡でもあります。 

みなさん、記事・原稿を寄せて下さい。 

編集後記 

対数の変化 


