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第42回 定期総会報告

４月２２日(日)１０時から船橋市役所本庁舎会議室において、委嘱状交付式及び、非常通信連絡会と

クラブの定期総会が、連絡会会員32名、クラブ員3名の出席者で開催されました。

委嘱状交付式

初めに、松戸市長挨拶のあと出席された更新局に対して、松戸市長より順次手渡しされました。

・感謝状授与

7N4DTR 武田さん、JS1GXN 井手さんの2局へ

授与されたあと、7N4DTR 武田さんが代表

として謝辞を述べられました。

・事務局員紹介

矢島危機管理課長より、(写真左２番目から)

林市長公室長・松岡課長補佐・吉田指導係長

内田副主査・播摩主事・鶴飼主事・半谷主事

大浦主事の8名を紹介されました。

第42回 定期総会 記念撮影

船橋非常通信連絡会ニュース
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1. 船橋市アマチュア無線非常通信連絡会 定期総会議事

平成29年度事業報告及び平成30年度事業計画

総合防災訓練報告

・説明会 平成２９年８月１３日 １０：００から 飯山満公民館で開催、２３局の参加

・訓練 平成２９年８月２７日 ９：００から本部統制局および各避難所で３２局の参加

・反省会 平成２９年８月２７日 １３：３０から薬円台公民館で開催

防災フェア報告

平成３０年１月２７日９：３０から船橋市中央公民館前広場にて２０局の参加

８J1FＮＡの公開運用による船橋市のＰＲと非常通信連絡会の広報を実施した。

交信数 ７MHｚは38局、144MHzは、2局、430MHzは、23局、合計63局でした。

平成30年度の予定       

夏の防災訓練参加と 冬の防災フェア参加の二つを予定しております。

皆さまの参加とご協力をお願いします。             

                                                行事担当 JA1WHD 稲村

機関紙報告

連絡会ニュースは、原則年４回の発行予定でしたが、行事の区切りの関係で77号、78号、79号と３回

の発行となりました。内容は定期総会報告、防災訓練､防災フェアの報告と、その他の行事報告でした。

事業計画

今後も、原則年４回の発行予定としています。

会員各位からの投稿原稿も受付しますので、ご協力よろしくお願いします。

広報担当 JS1IWA  吉野

以上の議案に対して質疑応答はなく、議題は終了。 拍手多数にて議事のすべてが承認されました。

２．船橋市アマチュア無線クラブ 定期総会議事

平成29年度事業報告及び平成30年度事業計画

■ オンエアーミーティング報告                   JA2SWH 佐竹康雄、/JG1DVY 小池正人

2017年5月以降、OAMの時間帯を日曜日21時の週1回に変更して実施してきました。

周波数は前年同様４３２.７６MHｚで実施しました。

ネットコントロールはJG1DVY、JA2SWHの２局で担当し、JH1RFU局にもサポートいただきました。

OAMの実施回数は57回で、NCを行ったのはJA2SWHが46回、JG1DVYが10回、JH1RFUが1回、でした。

定例OAM以外に震度３以上程度の地震発生時等にメンバーが自主的に電波を出して確認及び普段からの

非常時の経験を積むシステムとしての「グラリネット」を1年間で１回実施しました。（2017/8/2）
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１．定例OAMの年間チェックイン回数の集計結果

①リストに載っている91局中１回以上チェックインされた局が３９局、１度もチェックインのなかった

局が52局でした。

②平均参加局数は年間１６局/回でした。昨年の土日平均と同じでしたが、昨年の日曜だけのデータと比

較した場合は、昨年が18局/回に対し▲2局でした。

③チェックイン回数の多かった局は次の通りです。

順位 回数 コールサイン 氏名

1     55 JG1DVY    小池正人(NC)

2     52 JH1RFU   喜多川賀央

3     51 7N3WEJ   松本金弥

4     50 JA2SWH/1 佐竹康雄(NC)

5     48 JI1KCU    田中悠輔

6     45 JF1XPH    矢野浩一

6     45 JL1CML    木村昭一

7     44 JA7THE/1   遠藤和彦

7     44      JH1EKM      田中時輔

  8     41      7L3QNB    磯部利行

２．２０１８年度のOAM実施予定

２０１７年度と同様週１回、毎週日曜21時から実施することとします。

■ 移動運用報告                                           JA2SWH佐竹康雄/JG1DVY小池正人

2017 年 11 月 19 日(日) 09：00 ～ 16：00 千葉県立船橋県民の森(船橋市大神保町５８６－２)にて船橋

市アマチュア無線クラブの「2017年度移動通信運用訓練」を実施しました。

前日までは天気も悪く、実施できるかどうか心配でしたが、当日は晴天となり穏やかな日差しの下での移

動運用でした。移動通信運用訓練は船橋市市制 80 周年に合わせてＪＡＲＬで免許された船橋市アマチュ

ア無線クラブが管理、運用している８Ｊ１ＦＮＡを設置して７MHｚ及び144／430MHzを運用しました。

アンテナ設置、無線運用を楽しんだり、会食しながら無線の話に花が咲き、クラブ員相互の懇親を深める

ことができました。移動運用での交信局数は合計１５１局でした(7：133局、144/430：18局)。

８Ｊ１ＦＮＡで運用したこともあり多くの局と交信できました。

当日の参加者は１９名と多くの方々に参加いただきました。参加いただいた皆様から頂いた会費の残金

(6,210円)については活動資金としてクラブの会計に組み込みました。

参加局(アルファベット順)：

7L3QNB、7N3WEJ、JA0EDI、JA1WHD、JA1WLO、JA1XQC、JA2SWH、JA7THE、JF1UBU 、JF1XPH、JG1DVY、

  JG1KLK、JG1LHB、JH1EKM、JH1RFU、JI1KCU 、JL1CML、JN1SDT、JO1ECR  合計19局   

【2018年度の計画案】

2018年度については次のとおり計画していくこととします。

①災害発生時を想定した参集訓練を計画する。(原則徒歩での参集)

②ＪＪ１ＹＮＡで船橋市または船橋市近隣市町村での移動運用を行う。
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■ 技術指導報告                           JJ1GRK  高木

【29年度報告】技術講習会 2017.11.12 飯山満公民館で実施 「ＳＤＲ入門」

【30年度計画】

技術講習会 １回実施予定 （６月メド）

製作講習会 １回実施予定 （冬季？）

内容について御希望があれば担当者までお願いします。

■ 渉外活動                            JA7THE 遠藤

«29年度報告»

1．JARL 千葉県支部主催の地域登録クラブ会議（一部は「ちばハムの集い2018」準備委員会を兼る）に会

長および渉外担当が 3 回出席。「ちばハムの集い 2018」は、2018.2.18 に四街道文化センタで開催さ

れましたが、これを記念する特別局として8J1CBAHAMが先立って開局をし、各地域登録クラブにPR運

用支援を依頼されました。当クラブは、船橋市制 80 周年記念特別局 8J1FNA を運用している期間でも

あったことから対面を保つ形でJA7THEが自宅で1週間の運用支援を行うだけにとどめました。ちばハ

ムの集いにおける当クラブの支援についても同じ理由で控えた為、昨年同様、各クラブ員が自由に集

いに参加する形となりました。

なお、期中においてJA7THEが千葉県支部役員として副書記幹事を依頼され着任しております。

2．8J1FNAの運用は、2018.3.31にその運用を終了していますが、終了に伴う(1)JARLへの収支決算報告／

運用結果報告、(2)船橋市への80周年記念ロゴ使用報告／船橋産品ブランドキャラクター

（目利き番頭船えもん）使用報告など必要な報告書類を2018.4.4に提出しました。

« 30年度計画 »

JARL千葉県支部と協力した以下の活動をする予定です。

(1) 2018 年度新企画の「フィールドミーティング（2018.5.19 千葉県長生村文化センター開催予定）」

運用支援 （FOXハンティング体験会でJL1CML／JA7THEが協力予定）

(2)「ちばハムの集い」への支援（支部からの支援要請内容により内容を検討し幹事会で協議して決定）

■ クラブ局管理、その他                                   JA7THE 遠藤

«29年度報告»

JJ1YNAに関して下記を実施しました。

(1) 2017.10.31 無線局免許にかかる「構成員変更」

(2) JARL会員継続手続き無料化の手続き

(3) 電波利用料の納入

« 30年度計画 »

8月に構成員の変更届を実施予定のほか、JARL会員継続手続き、電波利用料の納入等を実施します。

【その他】

«29年度報告»

無線局方位探査・場所探索の技術向上を目指してウォーキングFOXハンティング（練習会）は通算第7回

目を2016.7.29県立行田公園周辺（参加者13名）で、また第8回目をケーヨーディツー新船橋店周辺



                                                     5

（参加者10名）で実施しました。

« 30年度計画 »

これまで通算8回実施してきたウォーキングFOXハンティング（練習会）の主旨（無線局方位探査・場所

探索技術の向上）を継続する活動を実施予定です。

■ ホームページ運用報告                        JA1TRM 山本

このホームページは，平成21年４月２日から前任者より移管継続しています。

利用サーバーは、ニフティ運用のLacoocan（ラクーカン） http://jj1yna.life.coocan.jp です。

契 約 ：スタンダード6か月更新（￥3,000＋消費税）容量 ２ＧＢ

ＪＡＲＬホームページにもリンクしています。

平成29年度事業報告

例年の通り、情報更新蓄積を主として推移し、各担当役員からの要請により実施しています。

行事の報告、会員情報、連絡会ニュースなど閲覧できます。

ＨＰは発足当時からの情報が多く蓄積され活動の参考に利用、ＢＢＳは会員相互の情報交換やイベントの

速報などに利用されております。

平成30年度事業計画

本年度も、2018(平成30)年5月1日から契約更新で継続してまいります。

防災訓練、防災フェア、移動運用、コンテスト参加など各行事の予定など掲載します。

連絡会ニュースは会員各位に郵送されていますが、ＨＰではカラー版を掲載いたします。

リアルタイムな情報や速報などはＢＢＳで、ＨＰは情報の蓄積などで活用を継続します。

■ 広報                                   JS1IWA  吉野

・ ホームページの連絡会とクラブの足跡を4月1日現在で更新しました。

・ ホームページの掲示板を利用して、広報からの連絡を流しますので閲覧をお願いします。

■ 8J1FNA運用報告                                                              JA7THE 遠藤

船橋市市制80周年を記念したアマチュア無線特別局8J1FNAは、2017.6.1～2018.3.31までの免許期間中ク

ラブ会員の皆様の協力により船橋市内外から運用を行いアマチュア無線の交信を通じて広く船橋市をPRす

ることができました。

運用は、

１．2017.6.4 JR船橋駅北口ベデストリアンデッキで火入れ式

２．2017.11.19 船橋県民の森移動運用

３．2018.1.27防災フェアふなばし移動運用

のイベント時にクラブ員が集合しての運用に加え、個人が自宅あるいは移動先にて運用しました。

その結果、免許期間中における総交信数は3,128交信となり、うち国外は14交信という結果になりました。

イベントおよび個人毎の運用数内訳は下記の通りですが、JA2SWH佐竹氏による交信が大部分となっており

ます。なお、交信証明書（QSLカード）は、3種類合計4,000枚を作成しました。

2番目のカードには梨の花を、3番目のカードにはアンデルセン公園の写真を入れてデザインし、3種類全て

のカードに船橋市市制80周年記念公式ロゴと、ふなばし産品ブランドPRキャラクター「目利き番頭船えも

ん」を入れて船橋市のPRを行いました。



                                                     6

■会計報告および予算                         JA7THE 遠藤

以上で船橋市アマチュア無線クラブ 定期総会議事は、拍手多数にて議案はすべて可決されました。

                    以下 総会写真
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JJ1YNA  第 8 回 ウォーキング FOX ハンティング（練習会）

通算第 8 回目の練習会がケーヨーデイツー新船橋店の駐車場をスタートとして以下のようなスケジュール、探

索範囲で開催されました。

【スケジュール】

2018 年3 月31日（土）

13:45 集合

14:00 FOX 電波発出／参加者FOX探索開始

15:15 FOX 電波停止／探索終了

16:00 反省会及び懇親会 サイゼリア海神店（自由参加）

【今回の探索エリアと FOX の場所】

今回の探索エリアの大部分は前回（第７回）と同じ旧海軍船橋電信送信所があった近辺になり、地図上の円形

道路内下側半分から南側に設定しました。

実際の FOX の場所は県立行田公園の南側に並ぶ公団住宅団地群のまさに真ん中で、東側団地群と西側団

地群を結ぶ形で南北縦断道路の上にかかる歩道橋上に設置しました。
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スタート場所から実際の FOX の場所までは直線で約 650m、地元の地理に詳しい場合での最短ルートとしては、

790km 距離でした。スタート場所の直近には入居者数が 1,200 を越える巨大マンション、ルネ・アクシウムがあり、

さらに 4 階～15 階建てのアパート／マンションなどが多数あり、430MHｚ帯でおこる反射波と FOX 本来の電波を

ハンターがいかに見極めできるかがハンターの腕のみせどころですで、スタート場所近くの交差点信号を右（北

側）に行くか左（西側）に行くかで大きな差が出て、右側に行くと地理的に大きく迂回しなければならない設定でし

た。

FOX 電 波 は 、 FOX 監 視 役 の

JL1CML 設計の FOX 自動発信機により

45 秒発信／15 秒休止の CW 符号の繰

り返しとしました。足元地面からは約 1m

の高さからホイップアンテナを使用して

1W 送信とし、目印の番号札は今回は

No.7 としました。

ルールでは、皆さんからなんらかの形

で報告をもらう設定にしていましたが、

実際には近くで監視している JL1CML

局からの報告でことなきを得ています。

また、今回の新しい企画としては FOX

近辺の様子を遠く離れた場所から録画記録することを試みました。

練習会の成績は下記のとおりですが、練習会の名の通り初参加の２局へ FOX 探索方法を指導しながら探索を

行った JF１XPH 局がスタートから右側方向に向かった為に大きく迂回をしなければならなかった不利な状況をも

のともせずにタッチの差ではありましたが第１位となりました。

指導を受けながら探索したグループが２グループあり、その２グループが僅差で FOX 発見となった為、ハンタ

ー4 局＋体験１局が同じ所要時間（43分）に集中する結果となりました。（まさに、タッチの差）

順位 CALL 発見までの所要時間

第1 位 JF1XPH 43 分

第2 位 JA1FAS 43 分

第3 位 JS1MRW 43 分

第4 位 JI1NQC 43 分

第5 位 7L3QNB 58 分

第6 位 ７N3WEJ 71 分

第7 位 JH1RFU 71 分

体験発見 JJ1GZB 43 分

【初参加者が３名で、うち１名は初の女性参加】

今回特筆事項は、第 8 回目の開催で初の女性局参加でしょうか。JARL 千葉県支部としては初の企画となる「フ

ィールドミーティング」が 5 月 19 日に長生村文化会館にて開催されることになっていて、当日プログラム中で

「FOX ハンティング体験会」が JJ1YNA の支援で予定されていたこともあって、支部役員（書記幹事）の JA1FAS
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局が記念すべき初女性参加局となりました。彼女は「千葉ハムの集い」では毎年着物姿で司会をなさっている局

ですからご存知の方も多いのではないでしょうか。

さらに、遠く群馬県から初参加していただいた JI1NQC 局、JJ1YNA に入会したばかりの JJ1GZB 局も飛び入り

での初参加となりました。

【FOX ハンターの皆さん】

  

【懇親会】

練習会終了後、サイゼリア船橋海神店で

成績発表と粗品の進呈を行い、参加者

間の懇親を深めることができました。な

お、懇親会での余剰金 60 円は JJ1YNA

クラブ会計に寄付をさせていただきまし

た。

今回は、通常通り FOX の近傍で

JL1CML 局が FOX を監視するのに加

え、FOX 近辺を JA7THE 宅設置の監視

カメラで録画することを試みました。
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このようにすることで、FOX 発

見の状況と時間の記録を簡単に

できることを検証する為でしたが、

その有効性を確認することができ

ました。次回第 9 回目は未定で

すが、また何か新しい企画や検

証を考えたいと思いますので、さ

らなる方向／発信場所探索技術

力向上を目指して頑張りましょう。

JA7THE 遠藤

                                          

事務局からのお知らせ

■免許状の更新について

更新済みですが、写しを未提出の方

７Ｍ４ＡＩＤ伊藤様・ＪＡ１ＣＶＧ海保様となります。

○免許の更新について、忘れずに手続きをお願いいたします。

また、局免許を更新された際は、新免許状の写しを事務局宛てに必ず送付してください。

写しの提出をもって更新の確認といたします。

（平成30年5月１日現在）                           事務局担当：危機管理課 播摩

編集後記

総会当日の朝、時間があったので中央消防署の隣にある国の登録有形文化財に指定された純和風の玉川

旅館を見て来ました。今は、写真にするにも背後に高層マンションが映るので昔の風情はありません。

玉川という名前は料亭を始めた小川家当主の父、小川紋蔵が船橋大神宮奉納相撲で名乗っていた四股名

に由来するとの説明書きがありました。ここはあと 3 年で、創業100 年を迎えるそうです。船橋市役所の

ＨＰの受賞店紹介（割烹旅館 玉川）にも紹介されています。

発行 船橋市アマチュア無線非常通信連絡会 船橋市アマチュア無線クラブ 担当 ＪＳ１ＩＷＡ

 行事案内です

第一回技術講習会は 6 月 2 日 (土) １５時から 飯山満公民館にて「最近のディジタルモード解

説」を予定しています。今流行りのＪＴ－６５、ＦＴ－８の解説です。

                                     JJ1GRK   高木


