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年度替りについてのお知らせ 

新年度の季節がやってきました。 

当会の会計年度は毎年７月初日に始まり翌年の６

月末日に終わります。 

各支部事務局は新年度を迎えるにあたり、次の各

手続きをとられるようお願い致します。 

①本部会費の納付手続きをお願いします。 

年会費は一局 1600 円になっています。 

②住所等の変更があった方はご連絡をください。 

住所、常置場所の変更申請の届けをまだ総合通信

局に届けていない方はご連絡ください。 

※変更申請届用紙類のプリントアウトのサービス

を行なっています。 

 

全国総会のおしらせ 

恒例の総会を次のように開催いたしますので、お

誘いの上ふるってご参加ください。 

 

日 時：7月2７日（日曜日） 

午前 10 時にゲート前の駐車場に集合 

会 場：ハーベストの丘 

大阪府堺市鉢ヶ峯寺 2405-1 TEL 072-296-9911 

参加費：大人（中学生以上）一名 三千円 

申込締切日：７月１０日（各支部事務局に申込んで

ください） 

参加費には、次の料金が含まれております。 

入園料（大人 1名）＋食事代（バーベキューハウ

スでカルビ・野菜セット・おにぎり・デザートに

自家製ソーセージ付き）＋会員名簿（1冊） 

ご家族に関しては各自負担でお願いいたします。 

中学生以上は入園料 600 円が必要です。 

 食事に関しては、自己負担でお願いします。 

小人（４歳以上）は入園料 500 円が必要です。 

 食事に関しては、自己負担でお願いします。 

お車でお越しの場合 

阪和自動車道｢堺 IC｣を出て最初の交差点を左折

し約 7km、泉北 2 号線（府道 61 号線）を南へ 15

分。 

阪神高速湾岸線「助松 JCT」から堺･泉北有料道

路へ入り、料金所出てすぐの「太平寺出口」を出

て、すぐの交差点「平井大橋」を右折し、南へ約

７km、泉北 2号線（府道 61 号線）を 15 分。 

外環状線（府道 170 号線）岸和田方面からお越

しの場合 

福瀬町東の交差点を左折、旧道に入り横山小学校

前交差点右折、別所の交差点を右折。 

外環状線（府道 170 号線）富田林方面からお越

しの場合 

福瀬町東の交差点を右折、旧道に入り横山小学校

前交差点右折、別所の交差点を右折。 

公共交通機関をご利用の場合 

難波から 

南海高野線「なんば駅」より、｢和泉中央｣行準急

に乗車、終点より 3 つ手前の「泉ヶ丘駅」下車。

（約 30 分） 

バスターミナル�番乗り場「ハーベストの丘」行 

南海直行路線バスにて約 15 分。 

大阪･梅田から 

地下鉄御堂筋線「梅田駅」より、「なかもず」行

に乗車。 

終点「なかもず駅」下車。泉北高速鉄道に乗り換

え、「和泉中央」行に乗車、2 つ目「泉ヶ丘駅」

下車。 

バスターミナル�番乗り場「ハーベストの丘」行 

南海直行路線バスにて約 15 分。 

和歌山から 

JR 和歌山駅より阪和線「天王寺」行に乗車。 

「三国ヶ丘駅」下車。南海高野線に乗り換え、「和
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泉中央」行 

準急に乗車、終点より 3つ手前の「泉ヶ丘駅」下

車。 

バスターミナル�番乗り場「ハーベストの丘」行 

南海直行路線バスにて約 15 分。 

関西空港から 

「泉北ニュータウン･泉ヶ丘」行路線バスに乗車、

「泉ヶ丘駅」下車。 

バスターミナル�番乗り場「ハーベストの丘」行 

南海直行路線バスにて約 15 分。 

 

会員専用サービスの追加 

インターネットによる「無線局免許情報の公表」

が開始された事をふまえ、上記の公表で取得がで

きたデータを基に作成した申請書類のプリントア

ウトサービスを開始いたしました。 

再免許申請書類に関してのサービスは次の各書類

のプリントアウトです。 

１）再免許申請書 

２）無線局事項書及び工事設計書 

３）送付用封筒 

４）返信用封筒 

後、必要なのは再免許申請用紙に添付する収入印

紙代金と郵送、返信封筒に貼る切手代金だけで済

みます。そうそう捺印する印鑑も必要ですよ。 

 

変更申請届書類に関してのサービスは次の各書類

のプリントアウトです。 

１）変更申請届書 

２）無線局事項書及び工事設計書 

３）送付用封筒 

４）返信用封筒 

 

次のデータは「無線局免許情報の公開」では得ら

れない為に空白になりますので、各自で手書きで

記入してください。 

①「無線局免許の番号」 

②「呼出符号」 

③「無線従事者の番号」 

④「氏名」 

⑤「住所」 

⑥「郵便番号」 

⑦「電話番号」 

④、⑤のフリガナです。 

手書きでの記入が手間だとお考えの方は、上記番

号のデータをお知らせいただければこちらでタイ

プアウトします。 

 

プリントアウトが可能データは次の通りになって

います。 

無線局の種別・無線局の目的・運用許容時間・免

許の年月日・免許の有効期間・通信事項・通信の

相手方・移動範囲・電波の型式・周波数及び空中

線電力・備考 

 

総務省の発表内容 

総務省は、アマチュア局へのデジタル通信方式の

導入等に関し、関係省令、関係告示及び電波法関

係審査基準について、改正案を作成し、平成１５

年４月２５日（金）から同年５月２６日（月）ま

で意見募集を行うと発表。 

 

＊＊＊ アマチュア局へのデジタル通信方式の導入

等に関する法令等の改正案の一覧 ＊＊＊ 

電波法施行規則等 （電波法施行規則等の一部を

改正する省令（昭和 58 年郵政省令第９号））  

下線部は改正部分 

指定周波数 動作することを許される周波数帯 

１  

～ 

21 

（略） 

 

（略） 

（略） 

 

（略） 

22 77.75 GHz 77.5GHz から78GHz まで（注１） 

23 135 GHz 134GHz から136GHz まで（注１） 

24 249 GHz 248GHz から250GHz まで（注１） 

注１ この周波数帯は、アマチュア業務の目的と同

一の目的で行われる宇宙無線通信の業務に使用する

ことはできない。ただし、次に該当する場合であつ

て、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則

第Ｓ５条の周波数分配表（以下「国際周波数分配表」

という。）に従って運用しているアマチュア業務以

外の業務の無線局に妨害を与えない場合は、この限

りでない。 

(1)～(3) （略） 

(4) 50MHz から50.1MHz まで、431.9MHz から432.1MHz 

まで及び1295.8MHz から1296.2MHz までの周波数帯

を使用して、月面反射通信（月面による電波の反射

を利用して行う無線通信をいう。）を行う場合 

無線局免許手続規則（昭和 25 年電波監理委員会規

則第 15 号）  

改正案 

（予備免許の付与の際に指定する周波数等の表示） 

第十条の二（略） 

２～９ （略） 

10 法第八条第一項の規定により指定する電波の型

式でアマチユア局に係るものは、総務大臣が別に告

示する記号により表示することがある。 

（申請の期間） 

第十七条 再免許の申請は、アマチユア局（人工衛

星等のアマチユア局を除く）にあつては免許の有効

期間満了前一箇月以上一年を超えない期間、その他

の無線局にあつては免許の有効期間満了前三箇月以
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上六箇月を超えない期間において行わなければなら

ない。ただし、免許の有効期間が一年以内である無

線局については、その有効期間満了前一箇月までに

行うことができる。 

２ （略） 

別表第二号の八 アマチユア局の無線局事項書及び

工事設計書の様式（第４条、第１２条関係）（総合

通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合

はそれによることができる。） 

様式 （略） 

注１・２ （略） 

 ３ ２１の欄は、次によること。 

（1）電波の型式については、第１０条の２第１０

項の規定に基づき総務大臣が別に告示する電波の型

式の記号によつて記載することができる。 

 

（2）変更の許可申請の場合であつても変更後の周

波数帯、空中線電力及び電波の型式のすべてを記載

すること。 

４ 略 

第２・第３ 略 

アマチュア局が動作することを許される周波数帯を

定める件 （昭和 57 年郵政省告示第 280 号）  

改正案 

指定周波数 動作することを許される周波数帯 

１ 

～ 

21 

（略） 

 

（略） 

（略） 

 

（略） 

22 77.75 GHz 77.5GHz から 78GHz まで（注１） 

23 135 GHz 134GHz から 136GHz まで（注１） 

24 249 GHz 248GHz から 250GHz まで（注１） 

注１ この周波数帯は、アマチュア業務の目的と同

一の目的で行われる宇宙無線通信の業務に使用する

ことはできない。ただし、次に該当する場合であつ

て、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則

第Ｓ５条の周波数分配表（以下「国際周波数分配表」

という。）に従って運用しているアマチュア業務以

外の業務の無線局に妨害を与えない場合は、この限

りでない。 

(1)～(3) （略） 

(4) 50MHz から 50.1MHz まで、431.9MHz から

432.1MHz まで及び 1295.8MHz から 1296.2MHz まで

の周波数帯を使用して、月面反射通信（月面による

電波の反射を利用して行う無線通信をいう。）を行

う場合 

アマチュア局において使用する電波の型式を表示す

る記号を定める件（改正後の免許規則第 10 条の２

に基づき新規制定）  

概略 アマチュア局以外の無線局で使用している電

波型式ものと同じ表示に改める 

アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数

の使用区別を定める件（平成８年郵政省告示第 664

号）  

概略 50.0MHzから50.1MHzまでの周波数で月面反射

通信(EME)を電信(CW)と共用。 

144.02MHzから144.1MHzまでの周波数で月面反射通

信(EME)を電信(CW)と共用。 

1200MHz 帯以上の周波数帯において、広帯域のデジ

タル通信が可能。 

外国において電波法第４０条第１項に第５号に掲げ

る資格に相当する資格、当該資格により行うことの

できる無線設備の操作の範囲及び当該資格により

アマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合

の条件を定める件（平成５年郵政省告示第 326 号）  

電波法関係審査基準（平成 13 年総務省訓令第 67

号） 

概略 インターネットによりアマチュア局の遠隔操

作を可能にする。 

公衆網への接続、レピータ局間の中継を可能にする。 

 

新製品の発表 

ＩＣ－７８００ 1.8～50MHz 200W トランシーバー  

 

USA オハイオ州デイトンにて、世界最大のハムの

祭典デイトンハムベンションが開催され、そこで

アイコムさんのHF/50固定機 IC-7800 が参考出品

されました。 

日本での発表は JAIA フェアで？と思われます。 

 

インターネット コラム 

メーリングメールに面白い記事が書かれていまし

たので転記します。 

勝手に言い放題ショート・ショート 

ソフトウェアのインストールマニュアル 

インストールが終わった後のディスクに入れてど

うする。昔作った私の会社の製品のインストール

マニュアルはオンラインで、インストールが終わ

らないと読めなかった・・・ 

日本の消費税 

３％の時に上げないと言って、５％になった。５％

になったときも上げないと言って、今度は何％に

なるの。税率を上げることしか考えられない政治

家と官僚、ビジネスならとっくに倒産、おまけに

汚職で監獄行きです。 

いい加減、節約を考えて見たらいかがですか？ 
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各製品の著作権はＰＳＰに帰属します。 

『覚醒品の著作権はＰＳＰに帰属します。』昔、

製品にこう印刷した（汗） 

ＩＴ製品の原則 

売りたいものは売れなくて、売れるものは作れな

い。 

 会社更生法 

Ｃｈａｐｔｅｒ １１は、米国で借財免除を含む

倒産の前の段階。最近これをビジネスの経営手段

にしている大手企業が多いですね。ＭＣＩさんや 

ＵＮＩＴＥＤ航空が良い例だ。サービス悪くて、

お金を使いすぎてこうなったのだから、そう簡単

に借財免除はないですよ。 

インターネットビジネスの原則 

無料のサービスでどうやって儲けるか、それが分

かれば大金持ち。 

 米国の戦争 

アフガニスタンもイラクもそうだが、戦争終わっ

たら武器（銃）の所持を違法にすべきだ。そうす

れば内乱もおさまる。その前に、米国内から銃を

無くせばいいのに。タバコの税金を高くするなら、

銃砲の税金をもっと高くした方が良い。 

キーボード 

何故日本語キーボードと英語のキーボードで @ の

場所がちがうねん。日本に行くたびにキーが打て

なくて困っています。 

コマーシャル 

米国でこんなコマーシャルが・・・「彼は、オイ

ルのために戦争をしている。軍隊を動かしている。

自分の力を誇示している。彼は戦争が好きだ・・・」

この彼とは・・・私はブッシュ大統領だと思った

ら、サダム・フセンインの事だった。 

テンキー 

計算機の数字の並びと電話の数字の並びが何故ち

がう？ これもまた電話会社のわがまま？ 

ビジネスクラスの食事 

ビジネスクラスから幕の内弁当（あまりおしくな

い）を無くす前に、パイロットの給料考え直した

らいかがですか、Ｃｈａｐｔｅｒ １１なんでし

ょユナイテッドさん。ユナイテッドの７４７ジャ

ンボのパイロット年俸は３５万ドルだって・・・ 

ホテルのインターネット 

ＹａｈｏｏＢＢが無料でモデムとアクセスを配る

時代に、ホテルのインターネット接続が１日２０

００円はないんじゃないですか、ニューオータニ

さん。 

未承諾広告 

世の中の広告に未承諾以外の広告があるのかな？ 

未承諾広告２ 

「末承諾広告」はないだろう。（末 vs 未） 

銀行 

サラ金業をはじめる前に、中小企業への融資をち

ゃんとするのが当たり前じゃないの。その前に自

分たちの給料下げて、営業時間を長くして・・・

することしたほうが良いのでは？ 預金者が全員

お金おろしたら倒産するぜ、銀行さん。 

日本語は難しい 

「タバコ吸います？」「すいません」・・・「ど

っちやねん」 

電車で携帯電話 

本当にペースメーカー付けた人に影響があるので

すか？ 嘘ばっかり言っていると誰も耳を傾けな

くなりますよＪＲさん。 

低インシュリンダイエット 

糖尿病の症状ですね。 

女性専用車両 

痴漢がいやな女性は「女性専用車両」を使いまし

ょう。痴漢がいやでない女性はその他の車両へ・・・

（汗） 

人間には衣食住が必要 

衣・色・住と間違って書いた。 

ポルノ解禁 

インターネットじゃあたりまえ。いまさら・・・ 

オーム真理教 

まだ裁判終わらないの？ 裁判の経費って誰が払

っているの？ たくさん犯罪があっても、死刑判

決が一つあったら、もう充分じゃないの。２回死

刑はできないんだから。それとも２回死刑しない

と教祖さんはやっぱり死にませんか？ 

イラク戦争 

誰が一番得をして、一番損をした？ 

米国でフランス製品ボイコット 

戦争に最後まで反対したフランス製品のボイコッ

トが始まった。ワインやデザイナー用品など。Ｎ

ＩＳＳＡＮは、日本それともフランス？ 

米国の１ドルコインと日本の２０００円札どこ

いった？ 

豚もおだてりゃ・・・ 

木・に・は・登・れ・ま・せ・ん。はい。 

クルマに広告 

自動車に広告が掲載されているのを時々見ます。

でも自動車に広告するなら「市外局番」は書いて

おくべきじゃない・・・ 

うん～うん～ そうだよね。妙に納得する

私でした。de jj3uxn 

 


