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ＨＰを立ち上げました 

この度、当会も IT 時代の波に乗り遅れることが

ないように、ホームページを立ち上げることにいた

しました。 

素人が参考書を片手に作り上げた物ですから、未

完成なところが有るかと思いますが、随時、手直し

の UP をして、ご要望に沿える物にしたいと考えて

おります。 

ＨＰのアドレス等は次のようになっています。 

タイトル: 全国 84 愛好會-DA! 

URL： http://yro.cside.tv/（小文字です） 

※喫茶室（チャット）会員専用（掲示板）とも入室

にはパスワードが必要になっています。 

期間限定で仮のユーザ名、パスワードを発行してい

ます。 

仮ユーザ名：cq 仮パスワード：jh3yro 

ユーザ名、パスワードは随時に変更いたしますので、

お早めに手続きを取られますようお願いいたします。 

手続き方法： 

1）HP の問合せ（左下段の CW キー画像）をクリック

して、自局の呼出し符号を記入して送信して下さい 

2)新しいユーザ名、パスワードが返信されて来ます。 

3）新ユーザ名、パスワードでアクセスして下さい 

わからない事があれば、お気軽にお問合せて下さい 

※問合せ先：info@yro.cside.tv 

 

ＨＰの概略 

HP の内容は次のようになっています。 

サイト マップ（1月 24 日現在） 

全国８４愛好会  

  プロフィール  

      震災活動報告  

   アイボール会（スライド写真） 

クラブＱＳＬカード（表裏の画像） 

移動運用基地（アンテナの写真） 

      ＢＢＳ目次  

        ＢＢＳ概要  

        ＢＢＳゲストＩＤ  

        ＢＢＳアクセス方法  

        ＢＢＳ共通コマンド  

        ＢＢＳの取説  

        ＢＢＳ掲示板の読みだし  

        ＢＢＳＩＤ番号読みだし  

        ＢＢＳ定時アナウンス  

        ＢＢＳメール確認消去  

        ＢＢＳ自己紹介  

        ＢＢＳミニパケット  

        ＢＢＳパスワード変更  

        ＢＢＳの取説  

        ＢＢＳお知らせ  

        ＢＢＳ簡易録音再生  

    最新ニュース  

      周波数の概要  

      使用区別表  

新年会のご案内（津山） 

バンドプランの一部改正 

ＱＳＬカードを発送しました。 

アマチュア業務に使用する電波の型式及び周

波数の使用区別の新旧対照表 

ＦＭ電波で宇宙飛行士と交信 

申請ＦＤ作成プログラムのバージョンアッ

プ 

    資料集の目次  

      無線用語集  

        無線用語（英数字）  

        ＲＳレポート  

        欧文通話表  

        Ｑ符号  

        和文通話表  

        モールス符号  

      免許申請手数料  

アマチュア業務に使用する電波の型式及び周

波数の使用区別の新旧対照表 

上記の使用区別の変更に関する意見募集に関

する主な意見の概要 

音声ＢＢＳ及びパケットＢＢＳの取扱説明書 

ＦＤ申請プログラムのダウンロード 

２００２年 ＮＥＷ ＹＥＡＲ’Ｓ ＧＲＥＥ

ＴＩＮＧＳ カード 

アイボール会のスナップ写真 
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阪神大震災での活動報告、写真 

    リンク集  

インデックスの解説 

 
 

ａ：訪問回数を自動表示します。 

ｂ：HP を更新した日を自動表示します。 

 

①プロフィール：クラブの概要・趣旨、目的・事 業

等の紹介をしています。 

リンクが貼られている箇所。 

災害時の救援事業（記事、写真） 

アイボール会（スライド写真） 

クラブＱＳＬカード（表裏の画像） 

ＢＢＳ（取扱説明書） 

移動運用基地（アンテナの写真） 

②ニュース：最新ニュースを掲載しています。 

ニュースの一例 

新年会のご案内（津山） 

バンドプランの一部改正 

ＱＳＬカードを発送しました。 

アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数

の使用区別の新旧対照表 

ＦＭ電波で宇宙飛行士と交信 

申請ＦＤ作成プログラムのバージョンアップ  

リンクが貼られている箇所。 

新年会・・→地図 

クラブ QSL・・→QSL カード 

アマチュア業務・・→資料 1・資料 2 

申請・・→ダウンロード 

③ガラクタ室：色々な資料が集められています。 

アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数

の使用区別の新旧対照表 

上記の使用区別の変更に関する意見募集に関する

主な意見の概要 

音声ＢＢＳ及びパケットＢＢＳの取扱い説明書 

ＦＤ申請プログラムのダウンロード 

アマチュア無線の各種申請料金表 

２００２年 ＮＥＷ ＹＥＡＲ’Ｓ ＧＲＥＥＴＩ

ＮＧＳ カード 

アイボール会のスナップ写真 

阪神大震災での活動報告、写真 

④リンク集：以下のところにリンクを貼っています。 

免許申請関係 

ＴＳＳ（アマチュア局の保証業務）、電波利用ホー

ムページ 

各種団体 

社団 日本アマチュア無線連盟、日本アマチュア無

線機器工業会、財団 日本アマチュア無線振興協会、

日本アマチュアＳＳＴＶ協会、財団 日本無線協会、

日本アマチュア衛星通信協会 

出版社 

ＣＱ出版 

無線機メーカー 

アイコム（株）、アツデン（株）、八重洲無線（株） 

アルインコ（株）、ケンウッド（株）、東野電気（株） 

日本無線（株）、エーオーアール（ＡＯＲ）（株）、

スタンダード（株）、マキ電機（株） 

アンテナメーカー関係 

第一電波工業（株）、ＤＸアンテナ（株）、北辰産業

（株）、サガ電子工業（株）、コメット（株） ラム

ダアンテナ（株） 

官公庁関係 

総務省、関東総合通信局、北海道総合通信局、四国

総合通信局、東海総合通信局、信越総合通信局、       

東北総合通信局、九州総合通信局、中国総合通信局、

北陸総合通信局、近畿総合通信局、沖縄総合通信局 

⑤喫茶室（アクセス制限付き）：チャットが出来ま

す。 

⑥会員専用（アクセス制限付き）：掲示板。100KB

までのファイルが添付できます。 

⑦メールアイコン：問合せメールが送れます。 

⑧バナー用のアイコンです。 

 

新年会のご案内 

会場までの略図 

 

この度ＹＲＯ岡山で毎年行われていた。忘年会を

今回は新年会に置き換え開催致します！場所は皆さ
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んが大好きな八幡温泉です。 

２月１６日（土曜日）ＰＭ７：００スタートです。 

会費は１５０００円です。 

（一泊ニ食でビール・酒＆コンパニオン付き） 

詳しくは家本まで連絡くださいませ。掲示板に家本

氏のメールアドレスが書いてあります。 

八幡温泉 住所：岡山県御津郡建部町建部上 544 

 

国際つり博 2002 

開催概要 

名称：国際つり博 2002：JAPAN INTERNATIONAL 

SPORTSFISHING EXHIBITION 2002 

会期：2002 年 2 月 8日(金) 

9:30～10:00 開会式 14:00～18:00 一般公開 

 9 日(土)9:00～17:00 一般公開 

 10 日(日)9:00～17:00 一般公開 

会場：幕張メッセ １・２・３ホール 

入場料：大人・1,000 円 中学生以下・無料 

お車でのご来場は 

◆東京方面から 

  東京都心・羽田空港方面から約４０分 

  湾岸習志野 I.C.（東関東自動車道）、または幕張 I.C.

（京葉道路）から約５分 

◆千葉方面から 

  成田空港方面から約３０分 

 湾岸千葉 I.C.（東関東自動車道）から約５分 

公共交通機関でのご来場は 

＜海浜幕張駅より徒歩５分＞ 

催し物 

2 月 9 日 

ルアー / 講師：①9:45～10:30 

堤防 / 講師：高木道郎（釣研）②11:15～12:00 

魚拓教室 / 講師：竜の子会 13:00～14:00 

池 / 講師：奥山文弥（ダイワ）③14:30～15:15 

ルアー / 講師：渕井守（シマノ）④15:45～16:30 

2 月 10 日 

池 / 講師：奥山文弥（ダイワ）⑤9:45～10:30 

堤防 / 講師：高木道郎（釣研）⑥11:15～12:00 

魚拓教室 / 講師：竜の子会 13:00～14:00 

堤防 / 講師：高橋哲也（シマノ）⑦14:30～15:15 

ルアー / 講師：田辺哲男（ﾏﾙｷｭｰ）⑧15:45～16:30 

 

フィッシングショーOSAKA 2002 

テーマ Be gentle to nature and enjoy fishing.

〈自然と釣りの語りあい〉 

目 的：釣り用品およびこれに関連する商品を幅広

く展示し、市場の動向を明確に表現することで、関

係する業者とユーザーとの間の情報交換を推進して

いくとともに、あわせて、釣り人口の底辺拡大と環

境保全マインドの高揚や各種情報宣伝活動の場とし

て活用していくことを目的とする。 

主 催：大阪釣具協同組合 

開催日及び開場時間 

平成 14 年 2 月 16 日（土）9:00～17:00 

2 月 17 日（日）9:00～17:00 

会 場：インテックス大阪 6 号館 A・Bゾーンおよ

び 3号館（イベント会場） 

大阪市住之江区南港北 1丁目 5-102 

TEL06-6612-8800 

展示面積６号館 

      A ゾーン： 9,679.5 平方メートル 

      B ゾーン： 9,679.5 平方メートル 

      3 号館 ： 5,119.0 平方メートル 

      合 計 ：24,478.0 平方メートル 

入場料：大人 1,000 円（消費税込）／小中高生 500

円（消費税込）／幼児無料 

 

催し物 

釣り具の即売会 

有名釣具店が、期間中のみの特別価格で人気釣具を

品揃え。またとないチャンス！ 

体験魚拓教室 

一度コツを覚えてしまえば、意外と簡単。美しいカ

ラー魚拓を体験しよう。（参加無料） 

レデイース＆ジュニア 体験マス釣り 

釣ったマスは持ち帰り。ホール特設釣り堀で魚の引

きを、釣りの楽しさを体験しよう！ 

○ 参加１人 300 円（女性および中学生以下の参加

となります） 

フィッシングスクール 

会場特設ステージで有名アングラー、名人が最新の

釣り方など熱く語る！（参加無料） 

2 月 16 日(土)11:00～11:40 

「アオリイカ ヤエン釣法」  

講師／岡 啓太郎 時間／12:00～12:40 

「最先端のグレ釣り－ ゼロスルスル釣法とは」 

講師／藤原 義雄 時間／13:00～13:40 

「最先端のジギング」 

講師／古谷 秀之＆ソルティガ ブロス 時間／

14:00～14:40 

「アオリイカ エギング入門」 

講師／佐々木 洋三＆重見 典宏 時間／15:00～

15:40 

「春バスの攻略法」 

講師／関和 学 

 

2 月 17 日(日)11:00～11:40 

「大鮎の数釣り」 

講師／村田 満 時間／12:00～12:40 

「へら鮒釣り・厳寒期の必釣テクニック」 

講師／西田 美明・石井 旭舟 時間／13:00～

13:40 

「磯釣りをもっと楽しもう」 

講師／高橋 哲也 時間／14:00～14:40 

「王様!! 村田 基のスーパーキャスティングラ

イブ!」 
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講師／村田 基 時間／15:00～15:40 

「ハイパージギングのすべて」 

講師／佐藤 統洋・久保 浩一・津留崎 義孝 

会場アクセス 

電車利用の場合 

地下鉄四ツ橋線「住之江公園駅」 

ニュートラム乗り換え「中ふ頭駅」徒歩 2分 

地下鉄中央線「コスモスクエア駅」 

ニュートラム乗り換え「中ふ頭駅」徒歩 3分 

車の場合 

大阪国際空港から池田線を利用して南港北出口ま

で約 40 分 

関西国際空港から湾岸線を利用 して南港南出口ま

で約 45 分 

関空から 

関西国際空港より直通リムジンバスにてホテル「ハ

イアットリージェンシー オオサカ（会場前）」ま

で約 45 分、下車 3分 

 

 
 

東京国際ボートショーご案内 

会期：平成 14 年 2 月 9日（土）～11 日（月） 

会場：東京ビックサイト 第 1～3ホール 

会館時間：2月 9日～11 日 10:00～17:00 

入場料：高校生以上 1,000 円（中学生以下無料） 

交通機関 

東京臨海新交通システム「ゆりかもめ」 

新橋駅（JR、営団・都営地下鉄）→国際展示場正面

駅（終点の手前駅）約 20 分 

臨海副都心線 

新木場駅（JR、営団地下鉄）→国際展示場駅（二つ

目、終点の手前駅）約 6分 

都営バス 

東京駅・八重洲南口→東京ビッグサイト 約 35 分 

門前仲町（営団地下鉄）→東京ビッグサイト 約 30

分 

豊洲駅（営団地下鉄）→東京ビッグサイト 約 10

分 

水上バス 

日の出桟橋(JR 浜松町駅、都営地下鉄大門駅から徒

歩約 15 分) →有明南客船ターミナル 約 20 分、350

円 

自動車利用の場合（有料駐車場あり） 

首都高速道路、台場・有明・13 号地から約 5分 

イベント 

2002 年 2 月 9 日（土） 

      時間イベント名 

      11:00 マリンフォトセッション 

      12:00 マリン誌オンステージ 

      13:00PWC 講習会 

      14:00 マリン誌オンステージ 

      15:00 船外機メンテナンス講座 

      16:00 マリンフォトセッション 

2002 年 2 月 10 日（日） 

      時間イベント名 

      11:00 ワンピースショー 

      12:00 マリン誌オンステージ 

      13:00 海好きジュニア・クイズ 

      14:00 ワンピースショー 

      15:00 お台場タウンオークション 

      16:00 マリンフォトセッション 

2002 年 2 月 11 日（月） 

      時間イベント名 

      11:00 マリンフォトセッション 

      12:00 マリン誌オンステージ 

      13:00 マリンスポーツ財団表彰式 

      14:00 応急手当講習会 

      15:00 マリングッズオークション 

      16:00 マリンフォトセッショ 

イベント内容の御案内 

人気テレビアニメ 

「ワンピース」キャラクターショー 

子供達に大人気のルフィーをはじめ海賊のキャラク

ターが、ボートショーの会場にやってきます。 

応急手当講習会 

東京消防庁 深川消防署により、海難事故に関する

「心配蘇生法」や「止血法」などについて実技によ

りご紹介いただきます。 

海大好き！ジュニアクイズ大会 

ヨットに関するクイズ大会。 

御家族でお楽しみいただけます。 

マリン誌オンステージ 

マリン関係専門誌編集部の協力によるお楽しみ実用

ステージ。 

マリンフォトセッション 

ボートショーマスコット「マリンコンパニオン」が

水着で登場。シャッターチャンス！ 

講習会（各種） 

マリンスポーツからエンジンメンテナンスなど、実

用情報をご紹介します。 

 

お年玉付年賀はがき」の当せん番号 

1 等 A/B 組共通 284482/706000 

2 等 A/B 組共通下５けた 03555 

3 等 A/B 共通下４けた 4551/6394 

4 等 A/B 共通下２けた 43/54/58 

賞品引換期間 同年 7月 16 日（火）まで 

 


