
  

 

 

 

 

 

新規事業を計画 2013 年度クラブ総会 
顧問に舘野洋二市議を招聘  出席 17 委任状 9 計 26  在籍正員 34  

5 月 6 日（休）つつみ館にて定時総会が開催されました。 

司会 JO1DWH 小林副会長により進行、議長に JA1QAI 鈴木副会長、書記に JJ1ADY 上野副会長を選

出し、2012 年度の活動・決算の確認と 2013 年度事業・予算の審議をし、全て議決しました。 

今年度の事業計画では、JA1HHF 日高さん設計の CQ Voice マシン「Hey Hey Fow ヘイヘイホー」

の製作会、道の駅「まくらがの里」でのサービス運用を新規企画しました。 

また、役員の改選もあり、現役員は留任。非常通信担当は JA1ECS 田川さんから JA1QAI 鈴木

さんに変更。新たに、世話人として JQ1EKY 塚原さん JI1FGM 神保さんにクラブ行事等の企画・

推進に協力頂くことにしました。 

災害時の応援、青少年の科学教育等、市との連携をスムースに進めるため舘野市議に顧問を

お願いすることにしました。 

 出席者以外は資料を送付します。 

 

 

 

 

加盟団体 91・出席団体 78 で開催され、当局が出席しました。 

会長あいさつ：渡辺恒久氏  来賓あいさつ：古河市副市長 陸川克己氏 

司会進行：森本久美子氏  議長は事務局一任のもと：中島公子氏で進行。 

・平成 24 年度事業報告・平成 24 年度後援事業報告・平成 24 年度決算報告・会計監査報告 

・役員改選・平成 25 年度事業計画・平成 25 年度予算・古河市文化協会会則及び規約、慶弔規

定の改正・参考資料説明 

各議案は原案とおり議決されました。 

新役員は次の通りです。（敬称略） 

会 長 高橋喜久治（総和碁楽会）  

副会長 峰 和夫（三和盆栽会） 

森本久美子（コール桃・古河） 

高橋邦男（総和碁楽会） 

事務局長 生方伸一（古河シティウインドオーケストラ） 

事務局次長 田村國子（手芸協会） 

会 計 関根玉江（駒鼓恋） 

                                   以上 JI1WLB 

２０１３年 ５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 
 

古河市文化協会 平成２５年度総会 ５月１１日 とねミドリ館 

新役員各位 挨拶は森本副会長 



 

  

 

  

 既に JARL NEWS などで告知されていますが、1200MHz 帯が 2つの要因で運用が制限されます。 

第 1要因は「準天頂衛星」です。これは国のプロジェクトで、簡単にいうと GPS の精度をあげ

るための「補完衛星」で、建物の影響を減らすためほぼ日本の真上を飛行するものです。使用

周波数が非常に広帯域でアマチュアバンドの 1200MHz 帯全域

にかかります。 

アマチュア側が受ける影響は少ないのですが、測位システム

側が受ける影響が大きいので２次割当であるアマチュア側が

我慢を強いられる訳です。 

既に昨年 9月には実証衛星が上がり影響を調査中。筑波レ

ピータが国土地理院より「干渉あり」の報告。29 年度３機打

ち上げ、30 年度業務実施の予定。 

第 2要因は「放送事業無線（ＦＰＵ）」でマラソンなどの放送

素材を送信する業務で、800MHz からの移行。 

 具体的には以下の措置が採られます。 

１．1200MHz レピータ開設・再免許について 

 ①新規・増設は募集しない ②既設局の電力は 1W とする ③使用頻度の低い局は廃止 

２．放送事業無線運用の際は近傍の局の運用停止。 

 既に、JARL 会長より 1200MHz レピータ設置の管理団体に対し、管理運営状況の報告を求めら

れており、定期の運用報告事項に今回は特別に「1週間の平均稼働状況（稼働回数・利用局数）」

が加えられました。 

 古河の JP1YIK 1200MHz FM レピータは、ローカル各局の移動の際や、非常通信訓練等に使わ

れていますが、430MHz DV レピータ開設の影響もあり、少々アクセスが減っております。 

非常時や緊急連絡には FM レピータが重要な役割を果たすので、存続させたくもっと利用したい

ものです。今年は無停電電源装置(UPS)の設置を計画しています。JARL NEWS 春号参照 

 

  

 

 

 

 １．なにごとか？ 

 無線機は送信機も受信機も「不要輻射（スプリアス）」があると、他の受信装置に障害を与え

ます。現実の装置はスプリアスを０にはできません。発振器や増幅器等から出る高調波、ミキ

サから出るイメージ、あらゆる部品から出る雑音などなど、これらが重なってアンテナ系や電

源ラインを伝わって輻射されてしまいます。 

これらの不要輻射について国際規格が厳しくなり、これに従い国内では 2005 年 12 月 1 日に新

規格が施行されました。 

1200MHz 帯ピンチ！ 運用制限・レピータ免許制約 
測位業務用準天頂衛星・放送業務用無線の稼働による 

頑張るＦＭレピータ 

貴局のリグはいつまで使える？ 
スプリアス規格改定で古いリグは不許可！ 



国内全ての無線機がこれに従わなければならないのですが、無線界では施行されてすぐに全面

的に適用は無理で経過措置がとられます。 

 現在、アマチュアの無線機は、新規格適合装置と旧規格装置が混在しており、経過措置が終

わると「旧規格」の無線機は使えなくなり、その日は 2022（H34）年 11 月 30 日です。 

しかし、この話は「技術基準適合証明機種（技適）」について判ることで、「認定を受けた装置」

「検査を受けた装置」については適合証明方法は不明。また、旧規格機種にフィルタなどをつ

けて規格を充たすようにしたらどうなるのか、どう証明してもらうのかも不明です。 

２．旧規格と新規格の機種（技適 No） 

①旧規格 K□***、KN***、02KN***、002KN345～002KN383  (□：ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ *：数字)  

②新旧規格混在 002KN384～002KN489 機種ごとに確認が必要。リストは CQ 誌等にあります。 

③新規格 002KN490～ 

 旧規格機種でも、設計変更により新規格の番号を得ることがあるので要確認です。 

３．旧規格機種はいつまで使える？ 

2017(H29)年 11 月 30 まで申請可。以後再免可。但し、申請書に「旧規格機種である事を明記」 

2022(H34)年 11 月 30 日まで使用可。(2022 年 11 月 29 日に再免を受けても翌 30 日で使用終了) 

2022(H34)年 12 月 1 日以降使用すると違反になります。 

  さて、各局のリグの技適番号は？ 

無線機に厳しくして、他の電気機器(LED,PLC etc)が電磁波出し放題では不公平ですよね。 

※通称「技適」には「技術基準適合証明」と「工事設計認証」があるが区別しないで扱いました。 

※本記事は CQ誌 2013 年新年号を参考にしました。                 JH1WFK 

てっちゃん：JH1NXU 井口 

  一般地図に記載されていない専用軌道踏破第二弾として、立山砂防工事専用軌道と常願寺川

砂防ダ ム見学に行って来ました。定員４０名の募集に、４回目にして朗報が(抽選倍率３倍、

今年は先の「黒部軌道」といい・・、普段の行いの賜物でしょうか）。但

し、当選しても前日に実施の有無の確認(例年の実施率は約 60%)、急遽当

日中止（降雨 30 ㎜で中止）もあり。 

明日の天気を祈りつつ、国内一の落差 350m を誇る「称名滝（写真）」を探

勝。立山駅前から定期バスに揺られ、終点から上り坂を約 1.3km 歩き、

同じ滝壺に流れ落ちる「ハンノキ滝」も観る事が出来ました。 

『立山砂防体験学習会』の主催は、富山県・（公財）立山カルデラ砂防博

物館で、立山駅迄は黒部アルペンル～トでおなじみル～トです。 

トロッコ列車定員の関係から 20 人ずつ２班に別れ、お互い反対ル～トで

見学。我々の班は４人欠席の１６人、富山県外在住は２人のみ。 

博物館内で２０分程度、カルデラ・砂防のレクチャ～を受け、マイクロバスに揺られ 50 分、有

峰湖（総貯水量２億２２００万立方メ～トルで黒部湖２億立方メ～トルを上回る）を経由、折

笠検問所から先は許可を受けた者のみが入山可能地区、貸与されたヘルメットを着用し、いよ

いよ砂防ダムと永遠に続く工事エリアに入っていきました。 

 ダンプトラックと頻繁にすれ違い、ミキサ～車・重機が作業を行い、たまにロ～リ～も見かけ

立山砂防工事専用軌道乗車の巻 その１ <安全は保障しません> 



ます。 

六九谷（ろっきゅうたに）展望台。 

1969 年の豪雨で崩壊した谷、カルデラ全体を晴れていれば

眺める事が出来る（ガスッていた）。 

立山温泉跡地。（写真） 

1969 年の豪雨で登山道が流され、1973 年閉鎖。夏場は 500

人もの登山客で賑わっていたそうです。近傍の「小屋」で

持参の昼食、しばしの休憩。   

白岩下流展望台 

白岩砂防ダムと、トロッコ列車乗車予定地が雲の切れ目から

遥か彼方に眺めることが出来る。 

白岩砂防ダム 

えん堤（国指定重要文化財）から上流・下流を見学。  

天涯の湯（足湯）（写真） 

 工事作業員用の浴場から、屋外に引いた足湯。見学者も浸

かることができました。   

 

 

 

 

 

 

<次号へつづく> 

最 近 の 行 事 予 定 

期  日 行  事  名 場  所 備  考 

 6 月 9 日 ボイスマシン製作会 東公民館（予定） 部品調達検討中 

 6 月 23 日 支部役員・クラブ代表者会議   

 6 月 30 日 茨城県支部の集い 土浦市民会館  

7 月上旬 道の駅「まくらがの里」運用  時期交渉中 

 7 月 6－7 日 オール茨城コンテストⅡ部  6m&Down 併設 

 7 月 7 日 クラブ定例ミーティング つつみ館  

 7 月 27-28 日 茨・栃合同ミーティング ﾄﾞﾛﾌﾞｯｸﾙｷｬﾝﾌﾟ場 栃木県支部担当 

8 月 3-4 日 フィールドディコンテスト 前日光牧場 他  

8 月 31 日 県防災訓練・非常通信訓練 笠間・県内全域 予定 

 

３ヶ月刊にしようと試みましたが、４月発行ができませんでした。会員各位に原稿をお願い

しているところですが、NXU さんから３回分に及ぶ記事を寄せられ大変助かりました。 

直接無線に関係なくても、自己満足で結構です。趣味なんてそんなもの・・・・。 

編集後記 

☆カルデラ：火山に出来た大きな凹の事。 
☆立山砂防：1858 年「飛越地震」により立山カルデラが崩れ大量の土砂が発生し、２度に

わたる大規模な土石流が下流部に襲いかかる。その後「常願寺川」は氾濫をくり返す「暴

れ川に変わり、県民を苦しめた。今でも約２億立方メ～トルの土砂が堆積されているとの

事。そこで、1906 年土砂を制する為、砂防工事が着手された。 


