平成 31 年元旦
役員一同

土浦アマチュア無線クラブニュース 平成 3１年 1 月号
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事務局 JH1WGP 大木
第 38 回 JARL 茨城県支部賀詞交歓会が開催されます
・日時：平成 31 年 1 月 12 日（土）～13 日（日）受付:16:00 宴会:18:00
・場所：潮来ホテル

武

★ 新春ボウリング大会が開催されます
・日時 ： 2019 年 1 月 27 日(日)
・場所 ： パニックボウルつくば 集合 9：30 スタート 10：00
・会費 ： 1,000 円／1 人
10 レーン予約済み
◎今回から、遅刻者については、待たずに時間通りにスタートいたしますのでご理
解のほどよろしくお願いします
★ クラブ忘年会が昨年 12 月 1 日（土）開催されました
平成 30 年最後の行事、忘年会が「くいものやとりせい」にて 18 時 30 分から始まり
ました。参加者 26 名の各局でしたがいつものようにあちらこちらにトーキングの花
が咲き、大変盛り上がりました。21 時近くに、お開きとなりました。二次会に行かれ
た局もいたとか！！まだまだ元気なようです。

★ これからの平成 30 年度事業計画
19：00～ （於）四中地区公民館
・2 月 24 日(土)
総会準備役員会
平成 31 年度役員は、会則により改選となります
・平成 31 年 3 月 3 日(日) 茨城県支部主催モービル Fox ハンティング
・開催場所
古河市生涯学習センター
受付 9:00～9:30 競技開始 10:00
・使用周波数
144 MHz 、 430MHz
・走行距離（少ない）で順位を決定
安全運転確保の為 2 名一組
・会費 JARL 会員 2,000 円／車 1 台（2 名分弁当代含む）
・申し込み 2019 年 2 月 20 日まで JI1WLB 宛て
※ 最近当クラブから競技への参加者がありません。是非参加しましょう！！
・3 月 10 日(日) 13:00 平成 30 年度土浦アマチュア無線クラブ総会
・開催場所：四中地区公民館 13:00～
・終了後、土浦・牛久レピータ管理団体の総会が行われます
▽ 2 月 11 日 関東 UHF コンテスト
クラブ行事ではありませんが、是非参加してみましょう！
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
★ 新入会員紹介
下記の方が 12 月 1 日付けで入会されました。よろしくお願い致します。
コールサイン ： JJ1ONJ
名前
： 武井孝修（タケイ タカノブ）さん
住所
： かすみがうら市稲吉南
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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各局から新年のご挨拶です
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
土浦アマチュア無線クラブのみなさま
新年おめでとうございます
土浦アマチュア無線クラブ会長
JG1HJV 森田 隆
昨年は、新しい仲間も加わり、行事にも参加して頂きました。
今年の行事も残すところ、1 月 27 日（日）の新春ボウリング大会と 3 月 10 日（日）
のクラブ総会の二つとなりました。
皆さんとお会い出来る事を楽しみにしております。多くの参加をお願いいたします。
まもなく、平成が終わり、新しい時代が始まります。
より良い時代となることをお祈り致します。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
年頭の挨拶
副会長 JE1RLK 田中 文之
明けましておめでとうございます。
今年も良いお年を、迎えられた事と思います。
昨年は、クラブ行事等に於きまして、沢山の局に参加していただき、楽しく運営す
ることができました。誠に、ありがとうございました。
又、フォックスハンティングに於きましては、2～3 年前から 3.5MHz での練習を兼ね
た、探索を行ってきました。
今年は是非、県支部のフォックステーリングに、各局で参加していただきたいと思
っています。 機材は揃っています、お貸ししますので是非、トライしてみてください。
今年も昨年同様、各局のご協力、よろしくお願いします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
新年おめでとうございます
副会長 JL1SUJ 松本 好史
土浦アマチュア無線クラブ員の皆様、新年あけましておめでとうございます。
昨年はたくさんの方に、クラブ行事にご参加して頂きありがとうございました。
今年もクラブ行事のすべてに参加する事を目標とし、なかでもＦＯＸハンティング
では、上位入賞目指したいと思います。
今年も宜しくお願い致します。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
JI1DHL 寺島 栄一
新年明けましておめでとうございます。皆様にとって幸多き年であることを祈念いた
しております 。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
事務局 JA1PBV 伊藤 寧夫
新年、明けましておめでとうございます
昨年は、4 か国での運用しかできませんでしたが、今年も昨年以上と考えています。
聞こえていましたら、呼んでください。一日一善、何事にも前向きに、をモットーに
頑張ります。皆様にとって良い一年になりますように祈念します。
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新年の挨拶
JI1WLL 小澤 靖
明けましてお目出度う御座います。
昨年 11 月末に 1 週間入院しておりました。その為 2 月末まで傷口の修復に掛かっ
てしまいますので暖冬で有って欲しいと祈っております。
病名は、前立腺肥大症、尿閉鎖も経験しました。医者に救急外来に来なさいと後日言
われました。老人の約 80％以上が掛かる病気だそうです。
クラブ内では、一番乗りの手術経験かなと思われます。現在、日夜戦ってますが、
治療等、多少のアドバイスが出来ると思いますので
レビーターで声をかけて下さい。
本年もよろしくお願いします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

迎

春

事務局 JF1MFE 久松 満男
新しい年を迎えて皆様如何でしょうか、さぞかし色々な思いで悩んでいますか？そん
なこと無い、そうですよね！ 胸いっぱい、元気いっぱい、良い年をお迎えの事と感
じてます。
昨年はクラブの行事 県支部の行事に参加頂きまして有難うございました。
本年もよろしくお願い申し上げます。又各役員さんには何かとご協力を頂きまして有
難う御座いました。
事務局も皆様に少しでも良い情報や楽しめる会報と努力をして参りますのでご協力
をお願い致します。
当局も？才の大台を迎えて長生きしたなーと感じ、今年も元気で頑張れるかなーと
新しい年を迎えました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
JR1CCP 長塚 清
クラブメンバーの皆さん、新年明けましておめでとうございます。
昨年中はお世話になりました。今年もよろしくお願いします。
2019 年は、JR1CCP 開局 50 年目にあたります。(当時 1969 年中学 2 年)
ブルブル＆ドキドキの 50MHzAM での初 QSO からずいぶん時間が経ちました。
あの時のドキドキ・感動を再び！を目指しチェンジ＆チャレンジで楽しい充実の
一年にしたいと思います。 皆さんも大いに楽しみましょう！
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
明けましておめでとうございます
事務局 JH1WGP 大 木 武
皆様方にはいつも原稿のご協力有難うございます。
今年もどうぞご協力よろしくお願い申し上げます。
毎年、当局にとって何か新しいモノに挑戦しています。今年は 70 歳代のど真ん中、
トライして行きますのでよろしくお願いします

-4-

明けましておめでとうございます。

ＪＮ1ＶＶＥ

昨年の秋、夕方暗くなった田舎道で、大きなイノシシが
私の車の前を猛スピードで横切ったことがあります。
初めてのことで、ただびっくりでした。
現代は変化が大きいと言われています。
ですから、こうして無事新しい年を迎える
ことができたことに感謝です！！
今年もできるだけ行事に参加して、
アイボールを楽しみたいと思いますので、
よろしくお願い致します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

新入会員 JJ1ONJ 武井さんの自己紹介文です
JJ1ONJ 武井 考修
私がアマチュア無線を始めようと思ったきっかけは、幼少期
に観た『天空の城ラピュタ』と言うジブリ映画に登場するモー
ルス通信の場面がとても印象に残っており、モールス通信には
ある種の憧れがありました。言葉や文字に頼らないコミュニケ
ーション手段であるモールス通信は、現代の生活の中では異質
なものであり、モールス通信を使って不自由なくコミュニケー
ションが出来るようになったらどんな感じだろうかと言う興味
が日々強くなり、3 級アマチュア無線免許の取得となりました。
全くと言って良いほど無線の知識がありませんので、これか
らは先輩方に教えて頂きながら、モールスで交信が出来るよう
になりたいと思います。 どうぞよろしくお願い致します。
○写真はバイクで北海道ツーリングに行った際、サロマ湖で撮影したものです。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◆ サイクル 25 はいつからはじまるか？(CQ 誌 1 月号抜粋)
昨年師走の大半を DU で過された JA1PBV 伊藤さん、現地からの QRV も芳しくな
かったようでした。それでも JA1IOA 局 JI1WLL 局は CW で繋がったようで流石で
す。（JH1WGP は FT8 のみ）今年もサイクル 24 はボトム期でしょう！
サイクル 25 の始まりは五輪明け 2020～2021 年、謳歌出来るのは 2025 年頃か？
年齢は考えず前向きで待ちましょう。。。。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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2018 忘年会が盛大に行われました
JG1HJV

森田

隆

平成 30 年 12 月 1 日の土曜日、平成最後の忘年会が行われました。会場はいつもの
土浦市桜町一丁目の「くいものやとりせい」です。準備のため、17 時 40 分には会場に入
りました。例年のように、開始時間の前の 18 時ごろには 10 名程が集まりました。少
しでも早く呑みたいようです。
18 時 30 分にはほとんど揃いました。JARL の会合に出席していた JA1IOA 矢口さん
も間に合いました。
18 時 30 分、JL1SUJ 松本副会長の進行で忘年会が始まりました。会長挨拶の後に、
新入会員の JJ1NXL 大沼さんと JK1OJG
安島（あじま）さんに自己紹介をしていた
だきました。
そして、いよいよ乾杯です。JF1MFE 久
松さんの乾杯の音頭で忘年会が開宴です。
美味しい料理がたくさん運ばれてきました。
ポテトサラダ、刺身の盛り合わせ、揚げ鶏
の甘酢煮、豚の角煮、等々。鍋も美味しそ
うに煮えて食べ頃です。
飲み放題コースなので、飲み物もどんどん減
っていきます。瓶ビール、ピッチャーの生ビー
ル、お燗した日本酒、冷たい日本酒、焼酎、カ
クテル、ウイスキーのハイボールとどんどん運
ばれてきます。そして、すぐに消えていきまし
た。アルコール変調も高まっていきました。
宴たけなわの頃、恒例の自己紹介と近況報告
です。いつも見ている顔、初めて見る顔、久しぶりに見る顔、年に一度しか見られな
い顔、様々ですね。忘年会会員もたくさんおられます。その後も話が弾み、時間が過
ぎるのがあっという間です。料理はほとんど食べてなくなりました。鍋に入れる締め
のラーメンも運ばれてきました。
アルコールの消費量は年々少なくなって
いるような気がします。年かな！？
確かに平均年齢は高くなっています。でも、
みなさん、まだまだ元気ですね！！
最後にデザートのミカンが出てきました。
宴会はまだまだ盛り上がっていましたが、
帰りのこともあるので 20 時 45 分には閉会
宣言をし、お開きとしました。二次会に行
かれた方もおられると思います。
みなさん、無事に帰宅できましたか？？ 風邪をひきませんでしたか？？
今年の忘年会の参加者は、JA1AZQ＋奥様、JA1CCN、JA1IOA、JA1PBV、JE1NVN、
JE1RLK、JF1KZD、JF1MFE、JF1NKS、PF1PEL、JG1HJV、JG1IIF、JJ1JLU、
JG1TPW、JJ1ATZ、JJ1NXL、JJ1VLM、JK1OJG、JL1CYN、JL1SUJ、JN1VVE、
JQ1QMU、JQ1SLZ、JR7AXJ/1、7M4OZD の 26 名でした。
ご苦労様でした。お疲れ様でした。
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忘年会写真集

自己紹介 JK1OJG 安島さん

自己紹介 JJ1NXL 大沼さん

くいものやスタッフ来年もよろしく？
-7-

FT8 運用について
JI1WLL 小澤 靖
昨年 12 月 10 日、総務省関東総合通信局より、下記の通りの通達がありました。

現 FT8(FT8)及び新 FT8(FT8+)の処理方法について
これまで、現 FT8 を届出されている方から新 FT8 について別モードとして受理し
てきましたが、12 月 10 日以降 WSJT-X2.0 が確定しましたら、次のとおり取り扱い
ますのでよろしくお願いします。
なお、引き続き新モードや既存モードの亜種版につきましては、設備規則・運用規
則を満たすか、秘話機能はないか、公表はどのようにされているか等資料の提供をお
願いします 。
・現 FT8 の登録がなく新規で新 FT8 を使用する場合
モードの追加となりますので変更申請(届)が必要になります
・現 FT8 の登録があり新 FT8 を使用する場合
特例として現行の諸元表で読みかえますので手続き不要です。
・既に現 FT8 及び新 FT8 の届出がある場合
この改変において手続きは不要です。なお、別の変更があった場合それに合わせて
諸元表を変更してください。
各モードにつきましては、総務省で策定している訳ではありませんので運用にあた
っては、各バンドの運用区分に留意してください。また、発射する電波の周波数の確
認のうえ、入力レベルの過入力による歪み、占有周波数帯幅の拡大及びスプリアスの
発生に十分注意してください。
以上の通り FT8 の免許が下りている方は、そのまま運用可能です。
全アマチュア局が 75bit 版 FT8－V2.0.0 で運用しています。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◆ FT8-V1.9 のユーザーは全て 2019 年.1 月.1 日までに V2.0 へ
12 月 10 日 WSJT-X2.0 がリリースされた事で V 1.9 は廃止されますので V2.0 へ
移行しなければならなくなりました。当局 (JH1WGP) は、V 1.9 をアンインストー
ルして新たに V2.0 をインストロールしました。一番簡単だと思います。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

皆さん、記事をお待ちしています。近況で結構ですので、連絡してください。
平成 30 年度 第
号
通巻 518 号 JARL 登 録 番 号 14-1-0018
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発行日：平成 31 年 1 月 1 日 発 行 者 ： 土 浦 ア マ チ ュ ア 無 線 ク ラ ブ 事 務 局
オンエア ミーティング：毎週月曜日 PM9：00～ 土浦レピータ（439.70MHz）
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