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寒さ厳しき季節、ますます御健勝のこととお慶び申し

上げます。 

日頃はクラブ活動において、ご理解とご協力頂き誠にあるがとうございます。 

昨年は東北大震災から復旧復興の１年でしたが、思うように現地では進んで

無い模様です。今年は１２月に行われた衆議院選挙で新しい衆議院議会が誕生

し、社会保障との一体改革・消費税増税など、その方向性を見ながらの我々の

生活がどの様な年にならか不安が有ります。 

新生 JARL は２年目を迎え、これからが改革改善を進められるものと思われ

ます。 

改革改善を進めるに当たり、過去の慣例など、なかなか改善するには問題・ハ

ードルが高くあるのではないでしょうか。 

趣味の中での団体です、他にはない日本を代表する立派な法人なので、我々の

意見を少しでも伝えていきたいと考えています。 

そして古河アマチュア無線クラブは、これまで築き上げた５０年、今年も忙

しくなりそうです。 

年度を跨ぎ古河花もも祭り・熱気球大会支援（8N1MOMO）から始まりビック

イベントとして夏（７月）に新４号国道沿いに建設中の道の駅「まくらがの里

こが」が完成する予定です。 

既に渡良瀬遊水地がラムサール条約湿地に登録され、それぞれ、記念すべく特

別局の運用を進めていまいります。 

クラブ員一丸となって、皆さんの「餅屋は餅屋」を生かし、クラブ活動にご

協力下さいます様お願いたします。 

２０１３年 元旦  
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あけましておめでとうございます 
 会 長 JI1WLB 杉山 清 



 

 

 

雨中のアンテナ設営。7MHz のダイポール・430MHz

水平八木シングル・144,430,1200MHｚGP を設置。 

室内では、無線機設備設置・科学の祭典展示物の点検、

昼食をはさみ午後から公開運用。 

主流派 7MHｚOP：JA1QAI 鈴木さん奮闘。JH1GDT

狩野さん自作の 7MHｚTX で運用では、パイルを受けながら 15：00 過ぎまで運用。 

V・U は殆ど交信できずの結果。 

科学の祭典展示物点検や今後の行事の話し合いで、JI1FGM さん試作の 2 石トランジスタラ

ジオ製作会を来年度に向けて検討する事になりました。 

《参加局》 JA1ATK・JA1HHF・JA1QAI・JH1GDT・JH1NXU・JI1FGM・JI1WLB 

       JJ1ADY・JN1NVQ・JRIGSR・JR1UTI・JS1XIC 12 名 

 

 

 

クラブでは昨年同様「アマチュア無線で電気を知ろう」を

テーマに 10 作品を展示し、来館者に遊んで頂きました。ま

た並列して「トランシーバで遊ぼう」では ICOM 社の協力

を頂き特定小電力トランシーバ（7 台）を貸出して各組が操

作・会場内で交信し遊び、多くの青少年に体験してもらいま

した。（21 組 53 名） 

 次回は製作会を入れたらとの意見が有りますので,その方

向で進めたいと考えてます。 

 日立市で開催された、茨城県・日立市総合防災訓練に連動して実施された支部の非常通信訓練に

参加。今年は、科学の祭典と重なったため、この会場から少数でどちらもモービル機での参加となった。 

JH1NXUからクラブセンターJI1WLBへ、JI1WLBから地区センター結城の JK1EBB宛に情報を転送。 

 盟友、結城市アマチュア無線クラブがホストを務めた、第 32回茨城県支部賀詞交歓会が 50名の参加

を得て下妻市において開催された。 

当クラブからは 14名（内２名は結城市クラブ兼任）が参加し会場をもりあげた。 

 JA1NVF 吉沼関東地方本部長を来賓に迎え（栃木県支部長は体調不良で不参加）、参加クラブ紹介

やアトラクションでは JR1CSI 7L4CCF 姉妹による民謡ミニコンサート、空くじなしの抽選会と豪華な内容

で楽しんだ。 

 

古河市民文化祭 公開運用 10 月 28 日（日）総合公園管理棟 

 

青少年のための科学の祭典 11 月 10 日（土）中央運動公園体育館 

 

茨城県支部非常通信訓練  11 月 10 日（土）中央運動公園 

 

茨城県支部賀詞交歓会  1 月 1２日（土）ビアスパークしもつま 

 



CQ誌の 5月号に安価でシンプルなトランシーバ・キットの紹介があり、制作したので報告します。 

このトランシーバは JL1KRA 中島さんが中国製のガレージキットである KN-Q7A を代行輸入したキ

ットとマイクを約 12,000円で提供していましたので注文しましたが入手に 1ケ月かかりました。 

KN-Q7Aはハガキ大のサイズで重量約 500gと小型軽量でありながら、送信出力 10Wの 7MHz帯 SSB

トランシーバ・キットです。 

写真でわかりますように表示がなにもありません、LED、AGC、S メータもありませんし、VXO なので

動ける周波数も限られています。私は改造して水晶を差し替えできるようにしました。それとスピーカも

外付けでしたので隙間をみつけ写真のように内蔵したところ持ち運びが便利になりました。 

完成までに 2 週間くらいかけてゆっくり作りましたが、組立説明書でわからなかったところはトロイダ

ル・コイルのバイファラ巻きです。なにしろ初めてですので、ネットで調べながらなんとか取り付けまし

た。 

調整は意外と簡単で、テスターの電流計で送信ファイナルを設

定するくらいです。ケース付きの完全キットですが、黒のアルミケ

ースは穴あけが必要です、これが非常に硬くて苦労しました。マ

イクレベルが低いのでマイク・アンプを付加していますが狭いとこ

ろに半田付けしますので虫眼鏡が必要でした。 

自作機ですので TSSに申請しないと使えません。 

私は秋月で購入したバッテリーにDCDCコンバータを付けて、移

動運用で使用していますが、消費電流が少ないのと、苦労して

作った自作機なので使い続けようと思っています。 

良いアンテナがあれば 10Wですので国内は楽勝です。 

モービルアンテナで、岩手県、鳥取県、徳島県と QSO できまし

た、同機種での QSO楽しみにしています。 

楽しい製作でした、みなさん一台作ってみませんか。 

共有サイト--http://www.geocities.jp/mx6s/bd6cr/index.html 

てっちゃん：JH1NXU 井口 

2012 年 2 月 25 日、東北新幹線八戸駅乗り換え「青い森鉄道」で三沢駅へ向かった。 

Ⅰ.十和田観光電鉄(3 月 31 日営業廃止) 

青い森鉄道隣接 三沢駅から十和田市駅を結ぶローカル鉄道。 

東北新幹線開業により利用客激減、廃線となる。 

三沢駅改札前の名物「そば屋」はその後どうなったか（安い・美味

い）。 

折り返し時間を利用し、乗務員がパンタの雪下ろしを行っていた。 

十和田市駅とんぼ返りで三沢駅から再び「青い森鉄道」で青森駅へ向かう。 

実用性は十分 製作を楽しめるキット 
  中国製 7MHz トランシーバ  JH1GDT狩野   

廃止目前の路線と寝台列車に・・・３日間の思い出作り 



Ⅱ.寝台特急『日本海』（３月１７日ダイヤ改正で定期運用から外れる） 

青森駅から大阪駅間 1.020 ㎞強を約 15 時間、A 寝台・B 寝台と

も個室を持たない、 

シャワー・食堂車も無いシンプルなブルートレイン。 

牽引機は全線 EF81 型だが、上りの敦賀駅で機関車交換する。 

登場したのは「トワイライトエクスプレス」仕様の EF81 だった。

（ファンサービスでは無いと思うが）大阪駅到着から 12 時まで

「広島 WAS コンテスト」に参戦すべく、駅近傍百貨店屋上から

144・430MHz FM で３局 QSO 成立。 

JI1WLB(杉山さん） DV ﾚﾋﾟｰﾀ経由 QSO TNX。 

その後「交通科学博物館」を見学し、大阪環状線を一周。（次の列車まで、駅周辺で時間潰し） 

 

Ⅲ.夜行急行『きたぐに』（３月１７日ダイヤ改正で定期運用から外れる） 

大阪駅から新潟駅間 580 ㎞余を約９時間、登場時は画期的な

寝台・座席兼用電車、知る人ぞ知る 583 系。 

40 数年ぶりに利用したが、さすがに狭い｛下段は快適だが、中

段・上段（一部除く）はまともに座ることも出来ない｝。 

2 月 27 日 新潟駅到着 8 時 29 分、雪が残っていた。 

☆帰路は新潟駅 8 時 59 分発『とき３１４』で東京駅までノン

ストップ、本当の超特急だ～。 

それにしても寝台列車２連泊はサスガ疲れた・・寄る年波かも・・。 

 

 

 

月  日 行  事  名 場  所 備  考 

1月 20日 定例ミーティング つつみ館  

1月 27日 文化協会新年会 とねみどり館  

2月 11日 関東ＵＨＦコンテスト  関東 8支部共催 

2月 24日 クラブ役員会 つつみ館  

3月 1日～ 8N1MOMO運用 （ローテーション） 4月 5日まで 

3月２日 アンテナ設営 スポーツ交流センター 予備 3日  

3月 9・10日 バルン大会支援 スポーツ交流センター 8日準備 

 

 小山で開催された養成課程講習会で、JJ1RLB局の 2ndさんが合格。家族会員ではあります

がクラブの平均年齢をグンと下げてくれますね。 

 今号は製作記事・紀行記事の投稿があり、紙面を埋める苦労がなくスイスイと発行できま

した。この調子で今年は JARL NEWSなみに季刊で発行できるよう頑張りましょう・・・ネ。 

今後の行事 

編集後記 


