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パスワードの変更 

HP の「Member room」のユーザーID およびパスワ

ードの認証が変更になっております。 

お手数ですが変更手続きをお願いいたします。 

 

連絡のメールが届いていない場合は、恐れ入ります

が support@yro.cside.tv までご連絡ください。 

 

「このパスワードを保存する(S)」にチェックを入れると、

次回からは入力の手間が省かれます。 

 
 

レピータ局開設の動き 

レピータ委員会からレピータ局開設承認についての

文書を受け取りました。９月１６日付 

概略は、 

1）１２００MHz 帯は１２９２．８９ＭＨｚで承認されました。 

2）４３０ＭＨｚ帯については、４３９．７６ＭＨｚでは混信等

が起こる可能性が有るのでＪＲ３ＷＤ（京都市中京区）の

同意書を取る必要が有りますとのことで、同意書をＪＡＲ

Ｌに送付次第に承認の運びになるそうです。 

 

早速、JR3WD 局の代表者 JH3SRC 橋本氏より同意書

を頂戴し、9 月 25 日にレピータ委員会宛に提出いたし

ました。 

なお、混信等が起こる可能性が多々有りますので、

以前に JARL 技研に提出した周波数への移行を考慮し

てほしい旨を添え書きいたしております。 

レピータ局設置場所のメンテナンスに出かけました。 

快晴の朝、6 時過ぎに大家さんの一声で家を飛び出

して一路、和泉葛城山に向かいました。 

和泉葛城はさすがに標高差のある山岳部、もう長袖

でいなければと寒さを感じました。驚くことに展望台前の

茶店ではなんと早々とトン汁を作っていました。 

 

 
無線中継所に入るわき道は熊笹が生え放題の状態で

道を覆いかぶさっておりました。 

 

 
外箱には錆がところどころ浮き出していました。 

電動サンダーで錆を落としているのは大家さん。 
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下地を塗った跡に白色のペンキをはけ塗りしました。 

見違えるほど綺麗になりました。 

 

 
アンテナのメンテナンスのためにアンテナ類を下ろした

パンザマストの全景、それにしてもやはり高いな～あ。 

 

 
パンザマストの上から見た近隣の無線中継基地群。 

その他に真下に東大、反対側に NTT、大阪よりに関西

電力、JSMR、電監の電波監視などがあります。 

 

 
大阪方面（見渡す限り障害物がありません）写真では把

握できませんですが、関空、神戸方面は一望でした。 

 

和泉葛城山とは 

【標高】  ８５８ｍ（一等三角点 ８６５．７ｍ） 

【備考】  大阪府と和歌山県の境をなす和泉山脈の中

西部、紀泉高原の主峰です。古来からの修験との関わ

りが深く、中腹に犬鳴山、牛滝山の古刹がある他、頂上

には雨乞いの神として信仰される葛城神社、竜王神社

があります。又、頂上付近はブナの天然林が８ha にわた

って広がり、国の天然記念物に指定されています。 

平成８年１０月、金剛・生駒国定公園に葛城山を含む紀

泉高原周辺地域が昇格編入されて、「金剛・生駒・紀泉

国定公園」と改称されました。 

de JJ3UXN 長澤 道一 

 

東南海・南海地震 

東海、東南海、南海地震同時発生なら死者２万８

千人 

政府の中央防災会議の専門調査会は１７日、東海、

東南海、南海の３つの地震が同時発生した場合の被害

推定結果を公表した。揺れの被害も津波の被害も国内

最大級で、死者は最悪で約２万８０００人、経済的な被

害は最大８１兆円に達するという。 

この結果を受け、同会議は今後、具体的な防災対策

の内容を検討することにしている。 

東海地震は駿河湾周辺、東南海地震は静岡県沖か

ら紀伊半島沖、南海地震は紀伊半島沖から四国沖をそ

れぞれ震源とするマグニチュード８クラスの巨大地震で、

いずれも１００―１５０年間隔で発生している。 

同会議は東海地震が単独で発生した場合の死者は

最悪で約１万人、東南海、南海地震が同時発生した場

合の死者は最悪で約２万人と推定しているが、３つの地

震が同時発生したケースの被害想定は今回が初めて。 

３つの地震が同時に起きると、マグニチュードは８・７。

死者数が最も多いのは、ほとんどの人が家にいる午前５

時発生の場合で約２万８３００人。倒壊する建物が多い

のは、午後６時発生の場合で、火災などで約９６万棟が

全壊する。 

３つの地震が同時に発生した例としては、１７０７年の

「宝永地震」がある。マグニチュードは８・４程度で、２万

人以上が死亡。東海道、伊勢湾沿岸、紀伊半島などが

激しく揺れ、約６万棟の家屋が倒壊。紀伊半島から九州

までの太平洋沿岸や瀬戸内海を津波が襲い、約２万棟

の家屋が流失した。 

東海地震は、１８５４年に東南海地震と同時に起きて

以来約１５０年発生しておらず、いつ起きてもおかしくな

い状態。東南海地震は１９４４年、南海地震は４６年にそ

れぞれ発生、両地震合わせて２５００人以上の死者が出

た。東南海、南海地震については、政府の地震調査委

員会が、今後３０年以内にそれぞれ５０％、４０％の確率

で起こると予測している 
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近畿、中四国の対象市町村（かっこ内は自治体

数） 

滋賀県（23）彦根市、近江八幡市、八日市市、野洲町、

水口町、土山町、甲賀町、安土町、蒲生町、日野町、竜

王町、永源寺町、五個荘町、能登川町、愛東町、湖東

町、秦荘町、愛知川町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原

町、近江町 

京都府(１）京都市 

 大阪府（35）大阪市、堺市、岸和田市、吹田市、泉大津市、

高槻市、貝塚市、守口市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田

林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大乗市、和泉市、柏

原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大

阪市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻

町、岬町、太子町、河南町、千早赤仮村、三原町 

兵庫県（22）神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、

洲本市、芦屋市、加古川市、赤穂市、高砂市、播磨町、

御津町、津名町、淡路町、北淡町、津名・一宮町、五色

町、東浦町、緑町、西淡町、三原町、南淡町 

奈良県（７）五條市、吉野町、大淀町、下市町、十津川

村、下北山村、上北山村 

和歌山県（48）和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御

坊市、田辺市、新宮市、下津町、野上町、美里町、打田

町、粉河町、那賀町、桃山町、貴志川町、岩出町、かつ

らぎ町、高野口町、九度山町、湯浅町、広川町、吉備町、

金屋町、清水町、美浜町、日高町、由良町、川辺町、中

津村、美山村、龍神村、南部川村、南部町、印南町、白

浜町、中辺路町、大塔村、上雷田町、日置川町、すさ

み町、串本町、那智勝浦町、太地町、古座町、古座川

町、熊野川町、本宮町、北山村 

岡山県（10）岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、備前市、

日生町、牛窓町、邑久町、灘崎町、寄島町 

広島県（7）呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、室

戸町、沼隈町 山口県（1）橘町 

徳島県（38)徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、勝浦

町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、那賀川町、

羽ノ浦町、鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭

村、由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町、宍喰

町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、吉野町、

土成町、市場町、鴨島町、川島町、美馬町、半田町、貞

光町、木屋平村、三野町、三加茂町 

香川県（7）高松市、さぬき市、内海町、牟礼町、庵治町、

仲南町、高瀬町 

愛媛県（46）松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、西

条市、大洲市、伊予市北条市、東予市、土居町、小松

町、丹原町、大三島町、重信町、川内町、久万町、面河

村、小田町、松前町、砥部町、広田村、中山町、双海町、

長浜町、内子町、五十崎町、肱川町、河辺村、保内町、

三崎町、三瓶町、明浜町、宇和町、野村町、城川町、吉

田町、三間町、広見町、松野町、日吉村、津島町、内海

村、御荘町、城辺町、一本松町、西海町 

高知県（46）高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、

須崎市、中村市、宿毛市、土佐清水市、東洋町、奈半

利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村、赤岡

町、香我美町、土佐山田町、野市町、夜須町、香北町、

吉川村、物部村、本山町、大富町、鏡村、土佐山村、土

佐町、伊野町、春日町、中土佐町佐川町、越知町、窪

川町、大野見村東津野村、葉山村、日高村、佐賀町、

大正町、大方町、大月町、十和村、西土佐村、三原村 

 

東南海・南海地震防災対策推進地域の指定基準 

◆予測感度が 6 弱以上 

◆津波が「沿岸部で高さ三㍍以上」または「満潮時に陸

上で二㍍以上の浸水をもたらす」と予測される地域で、

これらの水位より高い海岸堤防がない 

◆これらの基準には該当しないが、周辺市町村の大半

が該当するため、連携した防災体制を確保する観点か

ら指定が必要な市町村 

 

気象庁マグニチュード算出方法の改訂について 

気象庁は、地震の規模を示すマグニチュード（以下、

気象庁マグニチュード）における課題を解決するため、

新しい計算式を用いて算出することにしました。 

この改訂に伴い、９月２５日以降発表する資料はこの

新しい気象庁マグニチュードを用いることとし、過去に

発生した地震についても新しい計算式を用いて気象庁

マグニチュードを再計算します。 

新しい計算式による気象庁マグニチュードはこれまで

のものと比べると、大きな地震ではほとんど変化なく、マ

グニチュード２程度の小さな地震では０.５程度小さくな

るという特徴があります。 

【これまでの気象庁マグニチュードの経緯】 

マグニチュードは地震の規模を表す値で、観測され

た地震の記録を用いて計算されます。マグニチュードは

地震計の種類や設置環境に応じていろいろな経験式を

用いて算出されますが、国際的に統一された規格はあ

りません。最も標準的と思われるものとして断層の面積

と断層がすべった量の積に比例する量で表すマグニチ

ュード（以下､モーメントマグニチュード）がありますが、

複雑な計算が必要なため地震発生直後に行う地震の

規模の推定には使えない、小規模な地震では計算する

ことが出来ないといった問題点があります。 

日本では、基本的にモーメントマグニチュードと良く

一致し、一貫した方法で決定されている気象庁マグニ

チュードが標準と位置付けられており、現在と過去の地

震活動とを比較したり、耐震工学などで幅広く利用され

ています。 

気象庁マグニチュードとして、地震時の地面の動き

（変位）を計測する地震計の記録から計算される変位マ

グニチュードを使用しています。しかし、小規模な地震

については変位量が小さく、変位マグニチュードが算出

できないことがあり、その場合、地面が動く速さ（速度）を

計測する地震計の記録から計算される速度マグニチュ

ードを使用しています。 

【これまでの気象庁マグニチュードの課題と対処】 

しかし、これまでの気象庁マグニチュードについて

は、以下の課題がありました。 
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変位マグニチュードは、平成５年度末の津波地震早期

検知網の整備により地震計及びその設置環境が一新さ

れた以降、系統的にやや小さく算出されるようになっ

た。 

速度マグニチュードの算出に用いる経験式について

は、変位マグニチュードと細部においてずれが見出さ

れていた。また、データが少なかったことから、深い地震

での速度マグニチュードを計算する式がなかった。 

近年、気象庁では地震観測網の全面的な変更や、

稠密な観測点データを一元的に処理するようになった

ため、徐々にデータが蓄積されるようになり、速度マグ

ニチュードを変位マグニチュードにより正確に一致させ

るなど、上記の課題を解決するための新しい計算式を

用いて算出することにしました。 

 

定形外郵便物等の料金見直し 

10 月 1 日より「定形外郵便物」が値下げされました。 

定形外郵便物とは 
１辺の長さが６０センチ以内、３辺の合計が９０センチ以内、重

さが４ｋｇ以内の郵便物。 

 

 ～50g ～75g ～100g ～150g 

現行 120 円 140 円 160 円 200 円 

改正 120 円 140 円 200 円 

 

～200g ～250g ～500g ～750g ～1kg 

240 円 270 円 390 円 580 円 700 円 

240 円 390 円 580 円 

 

～2kg ～3kg ～4kg 

950 円 1,150 円 1,350 円 

850 円 1,150 円 

 

「ファンに直接お礼を」星野監督 

阪神優勝から一夜明けた１６日、星野仙一監督のメッ

セージが大きな文字で書かれた全面広告が、駅売りの

スポーツ紙５紙に載った。 

監督の「ひと言」は、新聞ごとに異なる。阪神重視の

編集方針で知られるデイリースポーツには「昨日、球場

に来られなかった人たちにもありがとう」と優しい言葉。

サンケイスポーツには、優勝後のインタビューで答えた

「あーしんどかった（笑）」のひと言。ライバル巨人の系列

のスポーツ報知には「勝ち組、負け組。そんなん、ない

んや」。 

一方、星野監督が長年在籍した中日の系列の東京

中日スポーツには、広告は掲載されていない。 

球団事務所によると、星野監督が「ファンの方に直接

お礼をしたい」と発案。掲載費を自らポケットマネーから

出した。大手広告会社を介し、５紙あわせて「数千万円

かけている」という。 

スポーツ紙の広告担当者によると、大リーグでは優勝

チームの監督が新聞にポケットマネーで感謝のメッセー

ジを掲載することがよくあるが、「日本では初めてのケー

スではないか」という。 

 
「昨日、球場に 来られなかった 人たちにも ありがと

う。」（デイリースポーツ） 

「あー おもろかった。」（スポーツニッポン） 

「あ～ しんどかった（笑）」（サンケイスポーツ） 

「日本経済のために 優勝したんやないで（笑）」（日刊ス

ポーツ） 

「勝ち組、負け組。そんなん、ないんや。」（報知新聞） 

 
 

◇自前の謝恩広告や◇  

優勝した翌日のスポーツ新聞見て、みんなびっくりした

んじゃあないだろうか。わたしの名前で全国の野球ファ

ンにお礼の全面広告や。テレビを通じてお礼をいう。記

者会見でもお礼をいったけれど、それでも今回は気が

済まんのや。なにか感謝の意を形で表わしたいと思って

いるうちに、全面広告を思いついたんだね。スポーツ紙

全部にや。  

残念ながら中日スポーツには都合やらなんやらがあると

いうことで掲載しても

らえんかったけれど、

球団のおカネじゃあ

ない。自分のポケット

マネー（というにして

はかなりの金額だけ

れど）でまかなった。

別にしなければしな

いで、それはそれで

いいんだけれど、全

国のファンから応援

や激励をもらうばっか

りじゃあもらい過ぎだ。

もらうばっかりでなし

に、こちらからも何か

を持ち出して謝意を表したかったんだよ。  

せっかくのオリジナル企画なんやから事前に記事にした

らいかん。事前に「星野が自前で全面広告」なんて書い

たら、その社から広告をはずしてもらうっていう約束を全

社守ってくれたから、きょうまで秘密にできたんだけれど、

９月１５日は敬老の日であると同時にタイガースが１８年

ぶりに優勝した日ということで当分みんなにも覚えてもら

える。わたしの「心の記念碑」としてこの翌日の新聞はみ

んな残る。  

みなさん、本当にありがとう。 


