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ＱＳＬカード 

来年の NEW YEAR 用の QSL カードの図表が決ま

りました。 

各支部事務局宛に随時出来上がり次第に配送い

たしますので、しばらくお待ちください。 

 

表 

 
 

 

未についての蘊蓄 

【未（羊）はどんな動物】 

哺乳類 偶蹄目 ウシ科 ヒツジ属 

家畜化はイヌについで古く、約６千年前に現在の

イスラエルからレバノン、シリアを通ってトルコ南部を

横切り、イラン、イラク国境に広がる「豊かなる三日月

地帯」で飼育が始まったと言われています。 

 現在の飼育種は１０００種以上に分かれ、用途別に

毛用種の「メリーノ種」、肉用種の「リンカーン種」、毛

肉兼用種の「コリデール種」、乳用種の「ジアン種」、

毛皮肉兼用種の「カラクール種」などに分けられます。

肉は繊維質が少なく消化がよく、また、脂肪も牛肉、

豚肉に比べてカロリーが高いので病人などの食物と

して適しています。しかし、日本では脂肪の独特の匂

いが嫌われて、以前はあまり食べられていませんでし

たが、『ジンギスカン料理』が知られるようになり一般

的な食べ物として普及しました 

【ヒツジとヤギの違い】 

ヒツジとヤギとは、誰が見ても親戚どうしであること

が判るほどよく似ています。また、｢山の羊｣と書いて

｢ヤギ｣と読まれていますが、祖先は別々であるという

説が有力です。また、西洋では善と悪を表わす場合

に、よく『神の仔羊』、『贖（しょく）罪の山羊』と言われ、

ヒツジとヤギは共に家畜として歩みながら、その後の

イメージが両極端となりました。 

【未（羊）に関することわざ】 

○亡羊の嘆 

外の事に心を奪われて、大事な事を忘れる。 

○羊に虎の皮を着せたよう 

弱い者が強がる。愚かな者が利口ぶる。 

○群羊を駆りて猛虎を攻む 

力の弱い者も集合すれば強力となる。 

○千羊の皮は一狐の腋に如かず 

一人の賢者、多くの凡人 

○羊の食い破り 

相場に大変動あり。 

【未生まれの人はどんな人？】 

全体的な性格 
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物腰が柔らかく、柔順で穏和、人情に厚く、人にも

親切な性格のため、誰にもソフトな好感を与えます。 

人と対立することを嫌うことから、人間関係も平穏

で波乱がありません。しかし、消極的で行動的でない

ため、いわゆる社交家タイプとはいえず優柔不断な

人と思われることがあります。 

表面の柔らかさとはうらはらに、内面には意外な強

情さを秘めていて、いったんこうと決めると容易に後

に引かないところがあります。自制心が強く、自らを抑

圧している反動といってよいでしょう。 

また、自己保存本能の強さからくるとも言えます。 

自分の欲求・要求を前面に出すことが苦手のため、

才能・力量が埋もれがちですが、良き理解者との出

会いによって大成する人も多いと言われています。 

適性 
適さない仕事は、肉体的労力を費やしたり、荒々し

いこと、危険を伴うような一切の仕事です。 

静かではあるがじっくりと腰を据えてかかれる精神

的な労働、すなわち緻密な思考力、旺盛な研究心を

発揮する仕事であれば責任をもって成し遂げます。 

学術的な分野はもちろんのこと、人心の機微を感

じ取るデリケートな感受性を生かして、人生相談業、

福祉事業、コンサルタント業などの分野もよいと言わ

れています。 

健康 

元来、丈夫な体質というほどではなく、むしろ虚弱

気味な体質といえます。 

用心深く、消極的な反面、ときに一本気なところが

嗜好の面にも現われ、その日の気分によって好き嫌

いが大きく変わり、栄養のバランスが悪くなります。 

鋭敏な感受性から、神経衰弱・ノイローゼ・ストレス

症状が生じ、諸病を併発することもあります。 

また、頭痛・不眠症さらに膀胱・肝臓系の疾患にも

注意を怠ってはいけません。 

財運 

生涯を通しておおむね金運に恵まれる運気を持っ

ています。しかしながら一攫千金に恵まれるといった

ものではなく、常に生活に不自由のない豊かさが約

束されるといってよいでしょう。 

性格上から、起業家としての財運はあまり望めませ

んが、与えられた仕事は責任をもって行いますから、

組織の一員として働くことによる経済的安定性はまち

がいなく確保されます。 

しかし、人間関係による配慮を怠ると大きな損失に

つながる事が少なくありません。義理・人情にかられ

て、無理な融資をするとか、保証人になる、とかいっ

たことは極力避けるべきです 

 

電灯線 LAN ブリッジ 

家屋内に配置されている電灯線を利用して最大

14Mbps のネットワークが構築できるというユニークな

LAN ブリッジ「FD1802-E」が SVEC から登場した。 

店頭に並んだのは英語版の輸入品で、ぷらっとホー

ムで販売が行なわれている。実売価格は 19,800 円。

ただし、国内の法的認可がないため実質的に国内で

は使用不可だという点に注意が必要だ。 

「FD1802-E」は一般の電源コンセントに接続するこ

とで、電灯線を介してもう一方の「FD1802-E」との（ 

電灯線 LAN 用 LAN ブリッジ,10/100Base-TX,Hom 

ePlug 1.0,14Mbps)間でネットワーク通信が行えるとい

うもの。通信規格は HomePlug 1.0 準拠で、最高通信

速度は有線タイプとしては低速の 14Mbps だが、見通

しのきかない部屋同士にある各機器をネットワークで

接続したい場合などには有効な規格といえるだろう。 

本体は一見するとコンパクトサイズのハブのようで、

前面に電源や通信の状況などを示す LED と LAN コ

ネクタを 1 個、背面に電源コネクタを備えるのみという

非常にシンプルなインターフェイスになっている。ドラ

イバのインストールなどは不要で、各コネクタに電源

ケーブル、LAN ケーブルを接続すればすぐに利用可

能という。そのほか、56bit DES による暗号化機能を

装備するといったセキュリティ面への配慮もなされて

いる。なお、前述のとおり通信速度は最大 14Mbps だ

が、LAN インターフェイス自体は 10Base- T/100B 

ase-TX に対応している。 

もっとも、電灯線を使ったネットワークの構築に関し

ては、いろいろ難点があることに注意が必要だ。今回

の製品で言えば、ネットワーク構築に最低でも 2 台の

「FD1802-E」が必要となるため、導入コストは最低約

4 万円とかなり高くなる。また、最大の難点は、

HomePlug 1.0が使う4.5MHz～21MHzの周波数帯域

を電力線上で使うことは、日本ではまだ認可されてい

ないという点にある。無線 LAN が使えないようなケー

スなどではかなり便利な機器ではあるが、今は研究

開発施設内などの限定的な用途でしか使えないとい

うわけだ。 

【追記】28 日(月)時点で同店での販売は中止された。 

 

□FD1802-E 

http://www.svec.com/PRODUCTS/powerline/FD18

02-E.asp 

 

局番が変更になります 

１１月３日に近畿管内４地域で市外・市内局番が変

更されます。 
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総務省では、平成１４年１１月３日（日）午前２時か

ら、大阪府下２地域（茨木「0726」・池田「0727」地域）

及び兵庫県下２地域（三田「0795」・八鹿「0796」地

域）の電話番号を変更します。 

茨木「0726」地域 

変更前：0726-△△-○○○○ 

変更後：072-6△△-○○○○ 

対象自治体 

大阪府茨木市、摂津市（一部）、高槻市 

池田「0727」地域 

変更前：０727-△△-○○○○ 

変更後：０72-7△△-○○○○ 

対象自治体 

大阪府池田市、箕面市、豊能郡（豊能町、能勢町）、

兵庫県伊丹市、川西市、宝塚市（一部）、川辺郡（猪

名川町） 

三田「0795」地域 

変更前：0795-△△-○○○○ 

変更後：079-5△△-○○○○ 

対象自治体 

兵庫県三田市、篠山市 

八鹿「0796」地域 

変更前：0796-△△-○○○○ 

変更後：079-6△△-○○○○ 

対象自治体 

兵庫県朝来郡、(生野町､和田山町）、養父郡（八鹿

町、養父町、大屋町、関宮町） 

 

環境かレジャーか 

「琵琶湖の適正化」条例波紋 

 

滋賀県議会で今月十六日に可決・成立した「琵琶湖

のレジャー利用適正化条例」。湖の環境を守るため、

ブラックバスなど外来魚の再放流（リリース）と、2 サイ

クルエンジンを搭載した水上バイクなどの航行をそれ

ぞれ禁止するもので、県は「全国に先駆けた条例」と

意気込むが、関連業界は「過剰な規制だ」と猛反発。

バス釣り愛好家は、リリース禁止に従う義務はない、と

提訴した。環境か、レジャーか。日本最大の湖の動

向が各地の湖沼にも波紋を広げるのは必至だ。 

◆来春施行 

朱例は来年四月から施行され、同時に外来魚の

再放流は禁止。騒音をまき散らすプレジャーボートの

航行も一定区域で規制され、違反に目を光らせる「レ

ジャー利用監視員」も登場する。2サイクルエンジンを

搭載した水上バイクやボートの航行禁止は二〇〇六

年四月からで、規制対象となるバイクなどを持つ人へ

の適用はさらに二年先になる。 

六月に条例要綱案を発表して全国から意見を求

めたところ、一か月で寄せられた約二万二千件の意

見の九割は「規制反対」。反発の大きさを考慮して九

月に東京や大阪で公聴会を開くなど一般の理解を

求める手順を踏まざるを得なかった。 

在来魚減少急がれる保護 

◆リリース禁止 

県水産課によると、琵琶湖の外来魚は現在約三千

㌧で、うちブルーギルが八割、ブラックバス（オオクチ

バス）が二割。ブラックバスが一九七四年に初めて確

認されて以来、外来魚は増え続け、一方で、特産の

フナずしの材料になるニゴロブナや、ホンモロコなど

の在来魚の漁獲が急減した。 

米国発祥のバス釣りはスポーツフィッシングと呼ば

れ、資源保護のために釣った魚を放す「キャッチ・ア

ンド・リリース」がルール。 

これに対し県は、食べてもらえば外来魚が減るとし

て、八五年ごろから「キャッチ・アンド・イート」を呼び

かけてきたが、効果はなく、今回の条例によるリリース

禁止に踏み切った。 

全国三百万人ともいわれるバス釣り愛好家にとっ

ては、リリースこそが原則で、スポーツフィッシングを

推進する財団法人「日本釣振興会」 （本部・東京、

麻生太郎会長）などは猛反発。十八日にはタレントの

清水国明さんらが「釣り人だけを規制するのは法の下

の平等を定めた憲法に違反する」とリリース禁止に従

う義務はないことの確認を求める訴訟を起こした。 

リリース禁止条項に罰則はないが、たとえ禁止が徹

底しても、どれだけ外来魚が減るかは不透明。近畿

圏の釣り人団体のアンケートでは、65％が「禁止にな

れば琵琶湖には来ない」と回答、同振興会も「釣り人

が来なくなるだけで、効果はない」と主張している。 

◆水上バイク 

水上バイクは八〇年代後半に登場して急増した。

モーターボートなどを含むメーカー団体の「日本舟艇

工業会」 （東京）によると、全国ですでに十万台以上

のバイクが登録されている。 

琵琶湖での利用者に県が義務付けた講習の受講

者は、今年八月までに約二万六千四百人もおり、夏

の週末などには二千台以上が湖面を走り回っている。

水泳場での航行禁止などの規則を守らない利用者も

多く、音を大きくした改造艇もある。バイクを載せて四

輪駆動車で砂浜に乗り入れ、防風林や砂浜の植物

を荒らすというような問題もある。 

このため同工業会も、今回の条例に盛り込まれた

騒音対策としての「航行禁止区域の設定」には賛同
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したが、水質問題を理由にした 2 サイクルエンジンの

禁止には強く反発している。 

現在、水上バイクのエンジンはほとんどが 2 サイク

ル。未燃焼ガソリンが水中に排出される構造になって

おり、県は特にこの点を問題視した。 

県などが昨年に行った調査では、走行後の水から

検出されたベンゼンやキシレンなどの有害物質の数

値は環境基準を下回った。だが、4 サイクルや「燃料

直噴射制御方式」という 2 サイクルのエンジンなら、水

質への影響は五分の一から十分の一に減らせるとい

う。 

これに対し、同工業会の小林修専務理事は「環境

基準を下回ったのに規制する理由がわからない。業

界ではすでに自主規制もしている。国の検査を受け

たものを禁じるのは、ユーザーの権利の侵害だ」と県

を批判している。 

全国のバス釣りと水上バイクの主な規制状況 

◆バス釣り 

 規制の内容 

岩手県 北上川などでオオクチバス、コクチバスとブル

ーギルの リリースと生きたままでの持ち出し

禁止 

新潟県 全域で両バスとブルーギルのリリース禁止 

長野県 全域で両バスとブルーギルの生きたままでの

持ち出し禁止 

群馬県

山梨県 

全域でコクチバスのリリースと生きたままでの

持ち出し禁止 

埼玉県 荒川、入間川など 5 河川でコクチバスのリリー

スと生きたままでの持ち出し禁止 

※神奈川県の芦ノ湖、山梨県の河口湖、山中湖、西湖

はオオクチバスに漁業権を設定。バス釣り人から遊魚料

を徴収している 

◆水上バイク 

 規制の内容 

北海道 阿寒湖東側、摩周湖、釧路湿原と大雪山国

立公園の一部 の池で水上バイクを含むエン

ジン付きボートの禁止 

福島県 「猪苗代湖、裏磐梯湖沼群の水環境の保全

条例」を来年 4 月に施行。分解されやすいエ

ンジンオイル使用の努力義務を課す 

群馬県 榛名湖以外では奥利根湖で大型エンジン付

きボートを禁 止（定員 4 人以下は可）。ならま

た湖では水上バイクを含 むエンジン付きボ

ートすべてを禁止 

栃木県 日光国立公園の中禅寺湖などで水上バイク

を含むエンジン付きボートのすべてを禁止 

大分県 阿蘇くじゅう国立公園内の小田の池、山下池

で水上パイクを含むエンジン付きボートすべ

てを禁止 

宮崎県 霧島屋久国立公園の卸池で水上バイクを含

むエンジン付きボートすべてを禁止 

沖縄県 西表国立公園の仲間川、浦内川で水上バイ

クを含むエンジン付きボートすべてを禁止 

 
 

パスワードの変更 

変更時期：１１月１日１２時より 

既に E メールにてお知らせいたしました通り、ホー

ムページの会員専用ページに入るパスワードが変更

になりますのでご注意ください。 

メールアドレス変更などでメールが届いていない方

は support@yro.cside.tv 宛にご連絡の程お願いい

たします。 

 

バージョンアップ 

FD 申請に必要なＡＤ ＦＤ作成プログラムのバー

ジョンが 1.6 になりました。容量 5.41MB 

最新バージョンは HP の「News」「Data room」「Soft 

ware」から DL 出来ます。 

㊟ FD 申請をする場合は、最新のバージョンで作成

した FD を提出する必要があります。 

最新版を入手してインストールする場合は、既にイ

ンストールされているプログラムをアンインストールし

なければなりません。 

 

チャットをテスト運用中 

HP にてアイコンチャットをテスト運用して

いますのでご利用ください。 

機能 

・アイコン表示機能 

・入室者チェック機能 

・自分の発言を削除する機能 

・こっそり入室機能（失敗することアリ） 

・個人会話機能等 

・ROM 禁止機能 

ROM（他人のメッセージを読むだけで自分は書き

込まない人)が不許可になっていますので入室しなく

ては部屋が覗けません。タヌキワッチはできません

ヨ。 

この CGI は The Room/管理人 夢 さんより DL さし

ていただきました。 

寒さが厳しくなっています。朝晩は特に冷

え込みます。風邪引きにはご注意下さい。 

は～く～しょん！！！ ぶるる～～ 

 


