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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ので、各支部事務局は新年度を

迎えるにあたり、以下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 円になっております。 

振込みは、同封の郵便振替用紙をご利用くださ

い。 

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至急ご連絡ください。 

※変更申請届用紙類のプリントアウトの無料サービス

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：8 月 1 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 20 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⑥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⑥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、「和泉

中央」行 

準急に乗車、終点より 3 つ手前の「泉ヶ丘駅」下車。 
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バスターミナル⑥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⑥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。 

 

ＪＡＲＬの第 46 回通常総会 

５月 23 日、ＪＡＲＬの第 46 回通常総会「おおさか・

いけだ総会」が、大阪府池田市の「池田市民文化会

館」で開催されました 

平成 16 年５月 23 日、（社）日本アマチュア無線連

盟(JARL)の第 46 回通常総会「おおさか・いけだ総

会」が、大阪府池田市の「池田市民文化会館」で開

催されました。当日は全国から会員１、２００人が出席

して議案の審議などがおこなわれました。 

 10 時に開始された式典では、冒頭でまず、田中 

透おおさか・いけだ総会実行委員長（ＪＲ３ＱＨＱ）のリ

ードで「アマチュア・コード」の唱和が出席者全員で

おこなわれました。 

 続いて長谷川良彦関西地方本部長（ＪＡ３ＨＸＪ）、原 

昌三ＪＡＲＬ会長（ＪＡ１ＡＮ）から主催者あいさつ、ご来

賓として出席の長塩 義樹 総務省近畿総合通信局

総務部長 、倉田 薫 池田市長、長江 雄之助 池田

市教育委員会教育長、井上 章 大阪府府議会議員、

河原 春郎 ＪＡＩＡ会長ほかからご祝辞をいただき、小

野清子国家公安委員長（７Ｍ３ＵＲＵ）、関谷勝嗣国

会ハムクラブ会長（ＪＡ５ＦＨＢ）、有冨寛一郎 総務省

総合通信基盤局長をはじめとする祝電披露のあと、

表彰式がおこなわれました。 

 １１時に総会議事が開始され、上程の５議案につい

て原案どおり可決承認され１８時１２分に「おおさか・

いけだ総会」は無事終了しました。 

 なお、議事終了後、新執行部による第 469 回理事

会が開催され、理事の互選により、会長 ＪＡ１ＡＮ 原 

昌三、副会長 ＪＡ１ＡＹＯ 丹羽 一夫、ＪＨ２ＸＰＶ 杉

山 正、専務理事 ＪＨ１ＨＮＨ 海江田 威宣 の新

執行部が決定しました。 

 また、議案の審議では、議案説明に対する質疑応

答がおこなわれましたが、青少年の育成関連、ＱＳＬ

カード転送に関する件、インターネットに関することな

ど、多岐にわたる質問や要望がありました。 

(1) 総会成立審査  

午前 10 時 50 分現在の正員出席者数  １、０３６名  

有効委任状数 １６、３９５名  

合 計 １７、４３１名  

上記の合計は定款第 40 条に定める正員の 10 分の 1、

すなわち本年３月７日現在の正員数８０、７０２名の 10

分の 1 を超えている旨報告されました。 

（なお、総会終了までには正員 1、200 人の出席があ

りました） 

(2) 議長団等  

議長団  永井 暉久（ＪＡ３ＤＫＷ）、坂井 紀久男（Ｊ

Ａ３ＡＴＪ）、武市 久仁彦（ＪＨ３ＬＬＮ） 

書記   滝野 健吉（ＪＡ３ＨＨＨ）、南出 勝（ＪＬ３ＢＺ

Ｚ） 

議事録署名人 佐藤 雄孝（ＪＡ７ＵＱＢ）、当眞 嗣昌

（ＪＡ３ＣＯＡ）、吉川 寛（ＪＨ３ＫＣＷ） 

議事運営委員長 宮本 荘一（ＪＡ３ＤＢＤ） 

(3) 議題 

 第１号議題 平成 15 年度業務報告の件 

 第２号議題 平成 15 年度収支決算承認の件 

 第３号議題 平成 16 年度事業計画案承認の件 

 第４号議題 平成 16 年度収支予算案承認の件 

 第５号議題 定款第 20 条第２項ただし書による理

事承認の件  

(4) 議事概要  

１１時に議事が開始され、第１号、第２号議題が一括

上程され、第１号および第２号議題を海江田 威宣

専務理事(ＪＨ１ＨＮＨ)が説明、そのあと監事監査報

告がおこなわれ、12:00 から 13:00 までの昼食休憩を

はさみ質疑応答がおこなわれ、賛成多数で承認され

ました。（１５：０８） 

第３号および第４号議題が一括上程され、第３号議

題を原 昌三会長（ＪＡ１ＡＮ）が説明、第４号議題を

海江田専務理事が説明したあと質疑応答がおこなわ

れ、賛成多数で承認されました。（１７：１６） 

第５号議題について原 昌三会長が説明したあと賛

成多数で承認されました。（１７：２７） 

※議案の審議を終え、新役員による理事会が開かれ

ている間、壇上では、今年おこなわれた選挙の結果

報告が、ＪＡ１ＢＩＲ 赤木 保 選挙管理会長からおこ

なわれ、続いて今総会の準備から運営までおこなっ

てきた「おおさか・いけだ総会」実行委員会メンバー

の紹介がおこなわれ、労がねぎらわれました。  

(5) 新役員の紹介 

 総会の議事終了後、新役員による理事会（第 469

回）が別室で開催され、新執行体制が次のように決ま

り、壇上で新役員が紹介されたあと、原会長が新役

員を代表して挨拶をおこないました。  

 会 長   原  昌三（ＪＡ１ＡＮ）  

 副会長   丹羽 一夫（ＪＡ１ＡＹＯ）、杉山 正（ＪＨ２

ＸＰＶ）  

 専務理事  海江田 威宣（ＪＨ１ＨＮＨ）  

(6) 次期開催地への引継ぎ 

 次期総会開催予定地（宮城県仙台市 「せんだい・

杜の都総会」）への総会シンボルの引き継ぎがおこな

われ、長谷川 良彦関西地方本部長(ＪＡ３ＨＸＪ)から

山之内 俊彦東北地方本部長（ＪＡ７ＡＩＷ）へシンボ

ルが手渡され、山之内東北地方本部長が次期総会
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への参加を呼びかけました。 

(7) 総会実行委員会あいさつ 

 総会の終了にあたり「おおさか・いけだ総会」実行

委員会を代表して、安孫子 達（ＪＨ３ＧＸＦ）総会実行

委員会事務局長があいさつ、総会が終了しました。

（総会終了１８：１２） 

jarl web より転記 

 

新モールス符号が誕生 !  

＠が「・－－・－・」に決まる 

５月３日、国際電気通信連合（ＩＴＵ）は、近年使用

する機会が多い電子メールアドレスで使われる＠を、

モールス符号に新たに加え、「・－－・－・」という符号

が誕生しました。 

新しいモールス符号の誕生は、じつに 1844 年以

来のことです。 

 

デイトン・ハムベンション 

米・デイトンで 14 日（現地時間）に開幕したハムベ

ンションで、バーテクススタンダード社は、HF・50MHz

に対応した FTDX9000 を発表した。 

こ れ ま で ベ

ールにつつま

れた感のあっ

た 同 機だが、

本ハムベンショ

ンで初めてそ

の姿をアメリカ

のハムの前に

あらわした。同社の基本的なスタイルは堅持しながら

も、大型カラーLCD を配した斬新なデザインは衆目

の的。むろん、ポテンシャルの高さに対しても、米国

の DXer、コンテスタが注目していたことは、同社ブー

スの熱気からも伝わってきた。LCD には世界地図が

示される基本画面、ローテータの操作画面、スペクト

ラムアナライザ画面などが表示されるという。また背面

には、アンテナ端子×４、サブアンテナ端子×２のほ

か、CAT/IF、LAN 端子、RGB 端子、外部 OSC、MIC

端子、RTTY 専用端子、データ端子など各種の I/F

が搭載されている。 

 

【本誌特写・FTDX9000 前面の様子】 

メインダイヤル右下の大きな 3 つのつまみが印象的。

もっとも頻繁に操作することを想定しているのだろう。 

左から AF/RF ゲイン、シフト/ワイズ、サブ VFO/クラリ

ファイアと並ぶメインＬＣＤにはメイン VFO/サブ VFO

の周波数、フィルタの形ほか世界地図や自局、海外

の時間帯を設定、表示させることができる。 

なお、ローテータコントロール画面、スペアナ画面は

今回は見ることができなかった。バンド選択スイッチも

LCD 周りに 1.9MHz から 50MHz まで配置されている 

 
【本誌特写・FTDX9000 背面の様子】 

左から、RGB、AF-IN/OUT、キーボード、LAN、GND、

外部発振器、CAT、RX-IN/OUT（スルー）、ANT1-4、

RX-ANT1-4、KEY、ローテータ、ALC、バンドデータ

1-2、TX-GND、ACC、トランシーブ信号、パケット、

RTTY、AF-OUT2、外部スピーカ、フォーンパッチ、

PTT、13。8V、リモート、MIC 

FT-897/857 専用オートア

ンテナチューナーFC-40。 

100 の状態を記憶すること

がきる。 

 

 

 

 

 

 

 

144/430MHzFM ハンディト

ランシーバ、FT-60R。 

最大の特徴は、リモートで

外部からの一定の操作が

可能であること。たとえば

緊急時、外部の救援側か

ら信号を送って一定間隔

でビーコンを発信させたり、

FT-60R 側の音声をモニタ

することができるという。 

 

 

CQ ham club ニュースより

転記 

 

UWB で DVD 映像の無線伝送に成功  
 

情報通信研究機構（NICT）は 18 日、UWB（Ultra 

Wideband）による無線通信実験において、日本で初

めて映像伝送に成功したと発表した。  

 実験では、NICT が沖電気工業や三洋電機らと共

同開発した UWB 送受信モジュールを使用。このモジ
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ュールを搭載した無線装置で、320Mbps のデータ伝

送速度が得られることを確認した。さらに、この無線

装置を用いてデータ伝送システムを構築し、DVD 映

像の伝送・再生に成功したという。NICT では今回の

実験により、デジタル家電や PAN（Personal Area 

Network）における UWB の実用性がより確かなもので

あることが確認されたとしている。  

 なお、実験に用いたモジュールは、CMOS 高周波

集積回路（CMOS-MMIC）を搭載したもので、3～

5GHz の周波数帯を利用して高速データ通信を行な

う。すでに 3 月には有線での伝送特性評価で、

320Mbps のデータ伝送速度を達成していた。今回、

無線においても有線と同等の速度が得られたことに

なる。 

 

パケット料金 節約方法は？  

写真付き 控え目に 

 携帯電話料金の中で、年々増えているのが「パケッ

ト料金」です。これは通話ではなく、メールなど携帯電

話でやりとりしたデータ量に応じてかかる料金のこと

です。パケット料金の仕組みを理解して節約法を考

えたいものです。 

 「パケット料金は知らず知らずのうちにかさんでしま

いがちです。日ごろから意識して使いましょう」と中村

さん 

  横浜市の服部良子さん（４２）は高校３年生の長女

の携帯利用料金が悩みの種です。「カメラ付き携帯

電話を買い与えたところ、パケット料金が２０００円から

倍の４０００円に増えてしまいました。文字だけでなく

写真も頻繁にやりとりしているようです」 

 同じ悩みをかかえる親は少なくないはずです。どう

すればパケット料金を減らせるでしょうか。情報サイト

「オールアバウトジャパン」に携帯電話利用法につい

て記事を書いているフリーライターの中村実里さんは、

「まずパケット料金の仕組みを理解してほしい」と言い

ます。 

 パケットとは小包の意味。情報を小さな単位（パケッ

ト）に分割して送受信する方法をパケット通信と言い

ます。携帯電話でメールをやりとりしたり、携帯サイト

を見たりする際に、情報量つまりパケット量に応じて

料金がかかります。１パケット（１２８バイト）は全角で６

４文字相当。一般的に、文字だけのメール（２５０文

字）は４パケット程度なのに対し、写真付きメール（７

キロ・バイトの写真添付）だと５５パケットにもなります。 

 「多くのメールは通話と違って、送るときだけでなく

受けるときも料金がかかります。写真付きメールなど

データ量の大きいメールをむやみにやりとりしないこ

とです」 

 その上で、「よく利用する人は一定額を支払うとパケ

ット料金が割引になるサービスを検討してはどうでしょ

う」と勧めます。服部さんの長女を例に割引サービス

を使った場合の試算をしてもらいました＝別項＝。

「服部さんが使っているボーダフォンの携帯電話の場

合、このサービスを利用すると、パケット料金が３分の

一程度で済みますよ」。同様の割引サービスはＮＴＴ

ドコモやＫＤＤＩ（ａｕ）にもあります。 

 似たようなサービスに、一定の固定料金でパケット

通信を無制限に使えるサービスもありますが、動画な

どを頻繁にやりとりする利用者でなければ、逆に高く

つくことがあります。 

 ＮＴＴドコモやａｕはホームページで、パケット料金を

含め、現在の使用料金などを入力していくと自動的

に最適のサービスや料金コースを示してくれます。ま

た、携帯電話各社の料金問い合わせセンターなどに

電話して、調べてもらえます。月々の料金明細書で

「パケット通信料金」などをチェックし、利用実態にふ

さわしいサービスを活用してはどうでしょう。 

◇パケット料金の節約法はほかにもあります。 

 １つは、携帯電話でやりとりするデータを圧縮する

方法です。こうした仕組みの１つを開発したユーエヌ

アイ研究所の馬場克二主任は「特別のサーバーを経

由することで、データ量を平均半分に圧縮して、携帯

電話に届くようにします」と説明しています。ニフティ

やエキサイトといった、総合情報サイトから携帯電話

にソフトを取り込んで使い、「パケッ得」「半パケ」など

と呼ばれています。ただ、有料だったり使用方法に制

限があるものもあります。 

 ２つ目は、携帯電話の操作を工夫する方法です。

データ量の大きい画像を表示しない設定にすると、

その分かなり節約できます。また、携帯電話でサイト

を見ていて、前のページに戻るとき、画面に表示され

ている「戻る」ボタンではなく、電話機のカーソルキー

操作で戻ると、電話機内部に一時的に記録されてい

るデータを表示するので、データ量が少なくなりま

す。 

割引サービス 使ったら… 

 服部さんの長女が使っているボーダフォンの場合、

１パケット当たりの料金は０。３円なので、４０００円の

料金を０。３で割ると、使用したパケット量は１万３３３３

になります。 

 毎月定額の１２００円を払って、「ハッピーパケットレ

ギュラー」という割引サービスを使うと、１パケット当た

りの料金が０。１円になります。また、定額の１２００円

で、１万２０００パケットを使うことができます。 

 長女が使った１万３３３３パケットから定額分の１万２

０００パケットを引いた残り１３３３パケットに０。１円をか

けると１３３円。定額の１２００円と１３３円を足して１３３

３円になり、４０００円の３分の１になります。 

 

 


