
 2004 年  １月  1 日 発行 第 7 号   通刊２０8 号  毎月 1 日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                        Page１ 

 
  

 
 

 
 

昨年中はご支援誠にありがとうございました。 

本年は飛躍の年にと誓いを新たにしております。 

昨年と同様よろしくお願い致します。 

平成十六年 元旦 

全国８４愛好会 本部役員一同 
 

今年の抱負 

 新年明けましておめでとうございます。昨年
は皆様の多大なるご支援を賜り、深謝申し上げ
ます。 

 さて、本年もアマチュア無線を取り巻く電波
環境が著しく変化を遂げそうで、えてしてシン
グルバンドの人達が忘れがちなバンド防衛につ
いても、真剣に取り組まなければ、アマチュア
バンド帯は知らないうちに業務用バンドに侵略
される恐れがあるのではと危惧しております。 

 また、今年度の上半期中には 430MHz 帯及び
1200MHz帯のレピータ免許も交付される運びで、
シンプレックス通信とは一味違った通信方法に
もきっと興味が湧くと思われます。このレピー
タ局を使用してのいろいろな通信実験にも是非
トライしてみたいと考えております。 

 今年も目まぐるしく変化を遂げると思われる
時代に柔軟に対応し、「アマチュア無線家はア
マチュアらしく」を忘れずに、各局が楽しく運
用ができる環境を作りだすよう、ご尽力、ご協

力の程をお願いいたします。 

全国 84 愛好会 会長 長澤 道一 
 

十大ニュース 

読売新聞社は毎年の１０大ニュースを読者の皆さん

の投票により選定しています。今年も国内外から１万３４

４通の応募があり、集計の結果、下記の通りとなりまし

た。 

*-*-*  国内１０大ニュース  *-*-* 

 

１位 阪神、１８年ぶりリーグ優勝 
プロ野球セ・リーグの阪神タイ

ガースが９月１５日、甲子園で１

８年ぶり４度目のリーグ制覇を決

めた。 

 

得票率 79.88％  得票数 7,958 

 

２位 衆院選で与党が絶対安定多数を獲得、

２大政党化進む 
小泉政権の存続か、菅民主

党を中心とする政権の誕生か

――。「政権選択」を賭けた第

４３回衆院選が１１月９日、投開

票され、与党３党が絶対安定

多数（２６９議席）を上回る２７５

議席を確保した。自民党は解

散時から１０減の２３７議席とな

り、保守新党もほぼ半減したが、小泉首相の続投がす

んなり決まった。 

得票率 63.24％  得票数 6,301 

 

３位 中学生が４歳男児を殺害するなど少年

関連事件続発 
少年少女がかかわる特異な

事件・犯罪の続発に、家庭や地

域で深刻な不安が広がった。７

月には、長崎市で４歳の幼稚

園男児が連れ去られ、立体駐

車場の上から突き落とされて殺

害された。犯人として補導され

たのは、まだ中学１年の少年。いたずら目的の「１２歳の
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犯罪」は社会に衝撃を与えた。 

得票率 55.14％  得票数 5,494 

 

４位 小泉首相がイラク攻撃を支持 
米国などによる対イラク攻撃

開始を受け、小泉首相は３月２０

日、首相官邸で記者会見し、「イ

ラクは国連決議を無視し、誠意

ある対応をしなかった。米国の

攻撃開始を理解し、支持する」と

表明した。イラク復興のため、日

本政府は１０月、来年分の復興

資金１５億ドル（約１６５０億円）の拠出を決定。１２月に

はイラク復興支援特別措置法（７月成立）に基づき、自

衛隊派遣の基本計画を決めた。陸上自衛隊の任務は

浄水・給水、学校修理などの人道復興支援。 

得票率 47.41％  得票数 4,723 

 

５位 松井選手、Ｗシリーズで活躍 
米大リーグ・ヤンキースの松井秀喜外野手が、１０月

のワールドシリーズで通算４打点と活躍。第２戦では日

本人選手初の本塁打も。レギュ

ラーシーズンは全１６３試合に出

場し、本拠地開幕戦で満塁弾を

放つなど打率２割８分７厘、１６

本塁打、１０６打点。好感度の高

い選手に贈られる「ベン・エプス

タイン賞（グッド・ガイ賞）」を獲得

した。 

得票率 43.59％  得票数 4,343 

 

６位 水泳の北島選手、世界新で２冠 
７月にスペインで行われた水泳

世界選手権で、競泳男子平泳ぎ

の北島康介選手が１００メートル、

２００メートルをいずれも世界新記

録で優勝。競泳では五輪、世界

選手権を通じて日本人として１１

年ぶりの金メダル、初の個人２冠

を獲得し、来年のアテネ五輪への

期待が高まった。 

得票率 41.80％  得票数 4,165 

 

７位 横綱貴乃花が引退表明 
数々の最年少記録を塗り替えてきた大相撲の横綱貴

乃花が１月２０日、現役引退を表

明した。けがに苦しみ、進退をか

け臨んだ初場所だったが、「平

成の大横綱」もついに力尽きた。

幕内優勝歴代４位の２２回。日

本相撲協会は、史上３人目の一

代年寄を贈った。 

得票率 39.82％  得票数 3,967 

 

８位 「千と千尋」にアカデミー賞 
神々の世界に迷い込んだ少女を描いた、宮崎駿監

督の「千と千尋の神隠し」が３月２４日、米アカデミー賞

で長編アニメ映画賞を受賞した。

娯楽性だけでなく、日本のアニ

メの芸術性が世界で高く評価さ

れた。 

得票率 38.60％  得票数 3,846 

 

 

 

 

９位 １０年ぶり冷夏に列島冷え込む 
全国的に長梅雨で、九州南部などを除いて１０年ぶり

の冷夏となり、コメの作況指数は

全国平均で９０と不作に。夏物

衣料や飲料、エアコンなど季節

商品の売り上げが落ち込み、関

連の業界に大きな影響が出た。 

得票率 34.73％  得票数 3,460 

 

得票率 34.73％  得票数 3,460 

 

１０位 天皇陛下、がん摘出手術 
天皇陛下は１月１８日、東大付

属病院で、がん組織が見つかっ

た前立腺の摘出手術を受けられ

た。４時間の手術は成功し、２月８

日に退院、１０日後に公務に復帰

され、秋には即位後の全都道府

県訪問も果たされた。 

得票率 32.54％  得票数 3,242 

 

１１位 万景峰号入港で厳戒体制 
得票率 29.19％  得票数 2,908 

１２位 イラクで日本人２外交官殺害 
得票率 29.02％  得票数 2,891 

１３位 日本郵政公社が発足 
得票率 27.11％  得票数 2,701 

１４位 博多湾に一家４人の他殺体 
得票率 25.30％  得票数 2,521 

１５位 有事関連３法が成立 
得票率 24.91％  得票数 ,482 

１６位 日本道路公団の藤井総裁を解任 
得票率 24.65％  得票数 2,456 

１７位 辻元清美前衆院議員を逮捕 
得票率 20.52％  得票数 2,044 

１８位 高級サクランボなど農作物盗難が続発 
得票率 19.29％  得票数 1,922 

１９位 自民党総裁選、小泉首相が圧勝 
得票率 18.53％  得票数 1,846 

２０位 白装束集団が林道占拠 
得票率 18.51％  得票数 1,844 

 

*-*-*  海外１０大ニュース  *-*-* 

 

１位 米英軍がイラク攻撃、フセイン政権は崩

壊 
米英軍は３月２０日、イラクに軍事行動を開始した。イ
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ラクが、武装解除を求めた昨年

１１月の国連安保理決議１４４１

採択後も国連査察に十分に協

力しなかったためだ。武力行使

は開戦段階で４５か国が支持し、

英国、豪州などが参戦表明。ブ

ッシュ米大統領は目的を〈１〉イラ

クの武装解除〈２〉国民の解放

〈３〉世界を重大な危険から守るため――と説明した。 

得票率 94.37％  得票数 6,601 

 

２位 新型肺炎（ＳＡＲＳ）が各国で猛威 
２００２年１１月に中国広東省で初の感染者が確認された新

型肺炎（重症急性呼吸器症候群＝Ｓ

ＡＲＳ）は今年前半、中国本土や香港、

台湾を中心に猛威をふるい、感染地

域はカナダや米国、欧州など全世界

に拡大した。世界保健機関（ＷＨ

Ｏ）によると、感染者数は計８０００

人を超え、死者も７７４人に達し

た。 

得票率 94.25％  得票数 6,593 

 

３位 スペースシャトル空中分解 
米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）のスペースシャトル「コロンビ

ア」が２月１日、大気圏突入直後

にテキサス州上空で空中分解し、

初のイスラエル人宇宙飛行士ら

７人の乗組員全員が死亡した。

ＮＡＳＡはシャトル計画を一時中

断。最大の補給手段を絶たれた

国際宇宙ステーションの搭乗員

も３人から２人に縮小された。事故調査委員会は、打ち

上げ時の左翼の損傷が原因と断定。来秋以降に予定さ

れる再開飛行では、日本人飛行士・野口聡一さん（３８）

らが乗り組み、宇宙で損傷を点検・補修する再発防止

策の性能試験を行う。（ワシントン 笹沢 教一） 

得票率 74.05％  得票数 5,180 

 

４位 中国初の有人宇宙飛行 
中国が１０月１５日、同国初の有人宇宙船「神舟５号」

の打ち上げに成功した。神舟５号

は地球を１４周し、翌１６日に無事

帰還した。旧ソ連、米国に続く３か

国目の快挙で、中国の科学技術

力を国際社会にアピールすると

同時に、「大国」の威信を内外に

誇示。「中華民族の夢」（胡錦濤・

国家主席）を現実のものにした楊

利偉飛行士は「宇宙英雄」の称号を得て、国威発揚の

シンボルとなった。 

得票率 57.57％  得票数 4,027 

 

５位イラクで爆弾テロなど続く 
バグダッドの国連現地本部を狙った８月１９日の爆弾

テロで、デメロ国連事務総長イラク特別代表ら２０人以

上が犠牲となった。１０月２７日には同市内の赤十字国

際委員会事務所などで連続爆

弾テロがあり、３５人が死亡。国

連は外国人スタッフのイラク退去

を余儀なくされた。その後もテロ

は、各国の駐留部隊や民間機、

外国人技術者、親米派のイラク

人に標的を拡大。フセインの拘

束を機に、治安回復が図れるか

どうか、世界が注視している。 

得票率 57.38％  得票数 4,014 

 

６位 米カリフォルニアで山火事 
米カリフォルニア州で１０月下

旬、大規模な山火事が発生。サ

ンバーナディーノ郡では住民１０

万人以上が避難。死者数も２０

人を超える惨事となった。強風と

異常乾燥などによって、火は約

２週間も燃え続け、約３０００平方

キロが焼失した。 

得票率 53.84％  得票数 3,766  

 

７位 韓国地下鉄放火、１９２人死亡 
韓国第３の都市、大邱（テグ）市の地下鉄駅で２月１８

日、放火による列車火災が発生、

最終的に死者は１９２人であること

が確認された。自殺目的で火を

つけた５７歳の男は、一審で無期

懲役判決を受けたが、事件は日

本の地下鉄の安全対策にも警鐘

を鳴らすものとなった。 

得票率 53.44％  得票数 3,738 

 

８位 カリフォルニア州知事にシュワルツェネ

ッガー氏 
１０月７日の米カリフォルニア州知事選で、人気俳優

アーノルド・シュワルツェネッガー

氏が当選した。抜群の知名度を

生かし、本格的な政策論争に踏

み込まぬまま圧勝した新知事は、

山火事被害の復旧や財政再建で

早くも手腕を問われている。 

得票率 48.73％  得票数 3,409 

 

 

９位 米、カナダで大停電 
８月１４日、米北東―中西部の地域とカナダ南東部が

大停電に見舞われた。ニューヨ

ークなどで交通や通信がマヒし、

約５０００万人が影響を受けた。

被害は国境地帯の送電線トラブ

ルから連鎖的に拡大。電力自由

化の弊害や超大国のインフラ問

題が露呈した。 

得票率 46.00％  得票数 3,218  
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１０位 北朝鮮、核拡散防止条約から脱退 
北朝鮮は１月１０日、核拡散

防止条約（ＮＰＴ）脱退を宣言。２

月には寧辺（ヨンビョン）・黒鉛減

速炉の再稼働を明らかにした。

日米韓中露の５か国は、北京で

８月に開催した北朝鮮との６か

国協議などを通じて問題の平和

的解決を試みたが、北朝鮮は

「核カード」を使った揺さぶりを繰り返した。 

得票率 43.19％  得票数 3,021 

 

１１位 「北の核」をめぐり 6 か国協議 
得票率 42.90％  得票数 3,00 

１２位 歌手のマイケル・ジャクソン逮捕 
得票率 42.29％  得票数 2,958 

１３位 脱北者の駆け込み相次ぐ 
得票率 33.67％  得票数 2,355 

１４位 欧州各地で異常な熱波 
得票率 26.56％  得票数 1,858 

１５位 トルコなど各国でテロ相次ぐ 
得票率 24.92％  得票数 1,743 

１６位 インド熱波で 1000 人死亡 
得票率 23.53％  得票数 1,646 

１７位 中国国家主席に胡錦濤氏 
得票率 16.88％  得票数 1,181 

１８位 盧武鉉氏が韓国大統領に就任 
得票率 14.94％  得票数 1,045 

１９位 ヒトゲノムの解読完了 
得票率 14.18％  得票数 992 

２０位 イラク問題で国連機能不全 
得票率 13.40％  得票数 937 

 

今年の漢字は「虎」 

2003 年の世相を象徴する「今年の漢字」に「虎」が決

まり、日本漢字能力検定協会（京都市）が 12 日、京都

市東山区の清水寺で発表した。  

プロ野球セ・リーグで18年ぶり

に優勝した阪神タイガースの活

躍を反映した結果で、全国から

公募した約 8 万 7000 票のうち約

20％を占め、二位の「戦」に約 1

万 5000 票の大差をつけた。 

「虎」を選んだ理由は、不況で

閉塞（へいそく）感が漂う中で「ダ

メ虎が猛虎に変わったように日本も強く変わってほしい」

「元気をもらった」などの声が多かった。 

一方で自衛隊のイラク派遣に絡め「虎穴に入る」「虎

の尾を踏む」とした声もあった。 

発表後、清水寺の森清範貫主が和紙に筆で「虎」の

字を揮ごう。自らも阪神ファンという森貫主は「“虎の子”

という言葉があるように、虎は子を大切にする。戦争や

虐待で子どもが傷つかないように、愛情を大事にしてほ

しい」と話した。三位はイラク戦争の連想から「乱」、四位

は冷夏の「冷」、五位は総選挙の「選」だった。 

 

初詣の人気スポット予想 

警察庁は１８日、正月三が日の人出予想を発表した。

神社・仏閣１４０５か所の人出は、今年より２５万人少な

い８５９７万人の見込み。行楽地では東京ディズニーラ

ンド・ディズニーシー（千葉）に計３７万６０００人が訪れる

と予想される。 

神社・仏閣人出予想（万人） 

 〈１〉明治神宮（東京）２９０ 

 〈２〉成田山新勝寺（千葉）２６５ 

 〈３〉川崎大師（神奈川）２６０ 

 〈４〉伏見稲荷大社（京都）２４０ 

 〈５〉熱田神宮（愛知）２２０ 

 〈５〉住吉大社（大阪）２２０ 

 〈７〉太宰府天満宮（福岡）２００ 

 〈８〉鶴岡八幡宮（神奈川）１８５ 

 〈９〉大宮氷川神社（埼玉）１８４ 

 〈１０〉浅草寺（東京） １７５ 

 

2003 年ヒット所品番付 

２００３年は、経済に若干明るい材料が出てきたもの

の、不透明な雇用・所得環境や先行きの不安などから、

個人消費は今ひとつ盛り上がりに欠けた。このため大型

のヒット商品の少ない１年となったが、小粒ながらヒットし

た商品には、今、この瞬間の感動を共有できる商品とい

う傾向がみられた。         SMBC コンサルティン

グ 

西  東 

 星野阪神 横綱 該当なし  

 該当なし 大関 六本木ヒルズ  

 
薄型（液晶・ＰＤＰ）

テレビ 
関脇 「ＤＩＧＡ」 技

殊 ジャパネットたかた 小結 「キューブ」  

 
チワワの「くぅーち

ゃん」 

前頭

1 
「ＮＯＶＡうさぎ」  

 
小型デジカメ vs メ

ガピクセル携帯 
同 2

『踊る大捜査線 THE 

MOVIE２  レインボ

ーブリッジを封鎖せ

よ！』 

 

 
『世界に一つだけ

の花』 
同 3 松井秀喜 敢

 『バカの壁』 同 4 「ヘルシア緑茶」  

 豆乳 同 5 高機能マスカラ  

 テツａｎｄトモ 同 6 高級おにぎり  

 
技…技能賞 敢…敢闘賞 殊…殊勲賞 「」…商品

名 『』…書籍名・作品名 
 

お酒の飲みすぎご注意ください。罰則が強化されて

います！飲酒運転にご注意！Reach a good year 


