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ＪＰ３ＹＨＥ管理団体便り 

◇◇◇◇◇ 行事のお知らせ。◇◇◇◇◇ 

お花見をかねてのＢＱをいたしますので、ご家族お

誘いの上、ふるってご参加ください。 

記 

日 時：４月１７日（第三日曜日） 午前１１時より。 

会 費：２０００円（大人一名）中学生以下は無料 

      飲み物は各自で用意してください。 

場 所：兵庫県内の武庫川緑地（河川敷） 

集合場所： 

車の方は、阪神高速神戸線の武庫川出入口を出た

ところ（４３号線） 

電車の方は、阪神電鉄武庫川駅下車。事前に連絡

をいただければ迎えに行きます。 

 

 
 

ご苦労さん ガンバッテ 

Ｊ/Ｎ３-４月号に「運用報告未提出レピータ局の廃

止について」の表題で、「平成１３年度以降報告書の

提出がないレピータ局に対して三回に渡って報告書

提出の催促をおこない、その結果、以前未提出であ

った８０局について廃止を公開しました。」との記事が

掲載されておりました。 

現実には、何年も停波している局が、さも動いてい

るようにレピータ局リストに記載されており、なにかと

問題にもなっているレピータ周波数帯域のクリーン化

には、大拍手ものです。 

  

************  廃止リスト  ************ 

JR1WY,JP1YCG,JP1YCJ,JP1YDK,JP1YEH,JP1YF

G,JP1YF0,JP1YFW,JP1YFZ,JP1YGD,JP1YGF,JP1

YHC,JP1YIF, 

JP２YCA,JP２YCK,JP２YDC,JP２YFA, 

JR3WI,JR3VB,JR3VJ,JR3VV,JP3YCH,JP3YES,JP

3YFM,JP3YGB,JP3YGM,JP3YHC, 

JR5WY,JR5VC,JR5VQ,JR5VU,JR5VZ,JP5YCD, 

JR6WC,JP6YCW,JP6YCZ,JP6YDQ,JP6YEQ,JP6Y

ET,JP6YFO,JP6YFV,JP6YFX,JP6YGH,JP6YGJ,JP

6YHH,JR6YO, 

JR7WF,JR7WW,JR7VP,JR7VQ,JR7VS,JP7YDA,JP

7YDM, 

JR8VE,JR8VK,JR8VO,JR8VQ,JR8VY,JR8VZ,JP8

YCA,JP8YCE,JP8YCM,JP8YCN,JP8YCQ,JP8YCR

,JP8YCU,JP8YCV,JP8YDA,JP8YDC,JP8YDM,JP8

YDO,JP8YDP, 

JP9YCJ,JP9YDS, 

JR0WY,JR0VH,JP0YCF,JP0YCT,JP0YDB,JP0YDE 

 

de jj3uxn 

愛知万博 

 

さる３月 25 日から９月 25 日まで、愛知県長久手町、

瀬戸市において 21 世紀最初の開催となる国際博覧
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会「愛・地球博」（愛知万博）が開催されています。 

JARL では博覧会協会の協力を得て、長久手会場

内の「わんパク宝島館」パビリオンに出展します。 

 テーマは「知的好奇心探求」。アマチュア無線を通

して科学技術や情報社会の知識を広めることを願っ

て特別記念局 8J2AI を解説し、３月 25 日から運用し

ます。また、小学校高学年の来場者を対象とした「子

供科学実験工作教室」を開催。ラジオ製作、電子工

作や身近のもので電気を作る体験イベントをはじめ

「おもしろ実験教室」と題した子供たちに科学する心

が芽生える楽しい実験をおこなうほか、一般公募した

小・中学生にアマチュア無線を通じて国際宇宙ステ

ーションとの交信を体験していただく ARISS スクール

コンタクトなど、子供たちのための盛りだくさんのイベ

ントを用意しております。 

 

 注意事項   

* ビン・缶・ペットボトル、アマチュア無線機等の会場

内持込禁止。 

* 博覧会会場内へは、場内の安全確保等のため危

険物の他、ビン・缶・ペットボトル・酒類・弁当（修学旅

行・遠足等を除く）などの持ち込みをお断りしていま

す。 

* 携帯電話や単なるラジオ等を除いて無線機（アマ

チュア無線機を含む）の持ち込みも禁止されていま

す。 

* 入口ゲートでチェックを受けますのであらかじめロ

ッカー等へ入れて入場いただきますようお願いいたし

ます。 

 

名古屋東部丘陵 2005 年日本国際博覧会長久手会

場 遊びと参加ゾーン「わんパク宝島館」パビリオン１

階 

（メインゲートの北ゲートから入場したら右方向へ進

み、赤い観覧車の横を抜けて大観覧車方向へ向か

います。 

 

2005 年日本国際博覧会特別記念局 8J2AI で、海

外から来訪のアマチュア無線家の運用が可能に   

平成 17 年（2005 年）３月 25 日～９月 25 日に愛知

県名古屋東部丘陵で開催される「2005 年日本国際

博覧会（愛・地球博）」は、昭和 45 年（1970 年）の大

阪万博以来の万国博覧会として、諸外国からも多く

の来場者が期待されていますが、外国のアマチュア

無線資格を持った諸外国のアマチュア無線家の来

場も予想されています。 

 JARL では、外国のアマチュア無線資格を持った諸

外国のアマチュア無線家も愛・地球博特別記念局

8J2AI の運用をできるように、かねてから総務省に要

望していました。 

 その結果、これに関する告示が、平成 17 年３月９日

の官報に掲載（総務省告示第 277 号）され、「外国政

府が発給した証明書を携帯すること」、「日本の有資

格者の指揮の下で無線設備の操作をおこなうこと」な

ど一定の条件下で、諸外国から来場したアマチュア

無線家も愛・地球博特別記念局 8J2AI の運用ができ

ることとなりました。 

 告示の内容は次のとおりで、「平成 17 年３月 25 日

施行、同年９月 25 日限り、その効力を失う」とされて

おり、博覧会開催期間内のみの措置となります。 

 

○総務省告示第 277 号 

 電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則

第 14 号）第 34 条の 10 の規定に基づき、臨時に開設

するアマチュア局の無線設備の操作をおこなう場合

の条件を次のとおり定め、平成 17 年３月 25 日から施

行する。 

 なお、この告示は、平成17年９月25日限り、その効

力を失う。 

 

平成 17 年３月９日 総務大臣 麻生 太郎 

 

 2005 年日本国際博覧会会場内において社団法人

日本アマチュア無線連盟が臨時に開設するアマチュ

ア局（注：特別記念局 8J2AI のことです）の無線設備

の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者

の指揮の下に行う場合の条件は、次のとおりとする。 

 

1.アマチュア局の無線設備の操作に係る技術的能力

に関する外国政府が発給した証明書を携帯する者

が行う無線設備の操作であって、当該証明書に記載

されている資格において行うことができることとされて

いる無線設備の操作の範囲内であること。  

2.指揮する無線従事者が行うことができる無線設備

の操作の範囲内であること。  

 

会場へのアクセス図 

愛知環状鉄道「万博八草駅」からのルートのご利用を

おすすめします！ 

地下鉄東山線からリニモへのルートは、「藤が丘駅」

で日あるいは時間帯により乗り換え時の混雑が予想

されます。 

特に、土・日・祝日、ゴールデンウィーク、お盆、閉幕

前（9 月）は、乗り換えに相当の時間お待ちいただくこ

とが予想されています。 
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鉄道利用の場合 

【名古屋駅からのご利用】  

博覧会会期中は、JR「名古屋駅」から JR 中央本線を

経由し愛知環状鉄道「万博八草駅」まで、毎日直通

列車が運行されます。 

長久手会場へは、「万博八草駅」から東部丘陵線（リ

ニモ）で「万博会場駅」へ。または、シャトルバス（混雑

日運行）をご利用ください。 

瀬戸会場へは、「万博八草駅」からシャトルバス（毎日

運行）をご利用ください。 

【豊橋・浜松方面からのご利用】  

JR 東海道本線「岡崎駅」下車、愛知環状鉄道に乗り

換え「万博八草駅」にて下車。 

長久手会場へは、「万博八草駅」から東部丘陵線（リ

ニモ）で「万博会場駅」へ。または、シャトルバス（混雑

日運行）をご利用ください。 

瀬戸会場へは、「万博八草駅」からシャトルバス（毎日

運行）をご利用ください。 

【多治見・中津川方面からのご利用】  

JR 中央本線「高蔵寺駅」下車、愛知環状鉄道に乗り

換え「万博八草駅」にて下車。 

長久手会場へは、「万博八草駅」から東部丘陵線（リ

ニモ）で「万博会場駅」へ。または、シャトルバス（混雑

日運行）をご利用ください。 

瀬戸会場へは、「万博八草駅」からシャトルバス（毎日

運行）をご利用ください。 

【中部国際空港からのご利用】  

中部国際空港からは、「金山駅」を経由し JR 中央本

線が便利です。 

または、名古屋駅からの駅シャトルバスをご利用くだ

さい。  

便利な直通列車「エキスポシャトル」運転！  

運転本数 1 時間あたり 3 往復、1 日合計 40 往復（1

日 80 本のうち 21 本が快速「エキスポシャトル」）  

列車編成 10 両編成  

所要時間 最速 38 分（平均 44 分） 

 
愛知環状鉄道がより便利に！  

愛知環状鉄道は、「愛・地球博」の開催にあわせて輸

送力を増強し、岡崎・豊田方面、瀬戸市方面からの

アクセスが充実されます。 

運転本数 1 時間あたり 3 往復に増強 

※高蔵寺～万博八草駅間は、直通列車とあわせて 6

往復となります。  

列車編成 4 両編成 

おトクなきっぷのご案内  

おすすめルート  

JR 中央本線・愛知環状鉄道万博八草駅経由「愛知

万博往復きっぷ」発売  

便利に、快適に、おトクに万博に行こう！！ 

こんなに便利です！！ 

 

乗り換えなしのエキスポシャトルで万博八草駅まで、

さらに万博会場駅までのリニモのきっぷも 1 枚になっ

たとても便利なきっぷです。 

名古屋（市内）をはじめとした JR 線各駅（岡崎駅・高

蔵寺駅を除く）からの往復きっぷです。多治見方面

（高蔵寺駅経由）や豊橋方面（岡崎駅経由）のきっぷ

もあります。 

往復タイプの割引きっぷなので、帰りのきっぷを買う

ために並ぶ必要はありませんし、別々にお求めいた

だいた場合と比べ、とてもおトクです。 

例：JR 名古屋市内各駅～リニモ万博会場駅 往復で

1,300 円  

おトクな特典付！！  

●キッコロ・ゴンドラの乗車料金約 33%の割引  

大人 600 円 → 400 円  

小人・障害者 300 円 → 200 円  

「愛知万博往復きっぷ」を見せれば何回でも割引料

金で利用可能です。 

【駅シャトルバス利用の場合】 

長久手会場（東ターミナル）に直行する駅シャトルバ

スが、会期中毎日運行します。 

名古屋駅・黒笹駅からの駅シャトルバスは高速道路

を走行しますので、座って会場までお越し頂けます。 

 

※所要時間は平常時の時間となっています。道路状

況により、所要時間が異なりますのでご了承下さい。 

【名古屋駅シャトル（名鉄バスセンター）】 
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万博会場行は名鉄バスセンター内のシャトルバス乗

り場へ 

 
名鉄バスセンター 駅シャトルバス乗り場 

【尾張瀬戸駅シャトル】  

名鉄瀬戸線をご利用の方は、「尾張瀬戸駅」からすぐ

の尾張瀬戸駅シャトルバス乗り場へ 

【黒笹駅シャトル】 

地下鉄鶴舞線、名鉄豊田線をご利用の方は、「黒笹

駅」からすぐの黒笹駅シャトルバス乗り場へ  

 

駅シャトルバス 時刻・料金表  

発着駅 
運賃 

（片道） 

運行期

間 

行 き の

バス 

（始発）

帰 り の

バス 

（最終） 

運転間

隔 

（ピーク

時） 

3/25 ～ 

4/25 
8 時台 21 時台 

名古屋

駅 （ 名

鉄 バ ス

セ ン タ

ー） 

1,000

円 4/26 ～

9/25 
7 時台 22 時台 

約15分

（約 10

分） 

黒笹駅 

（ 名 鉄

豊 田

線） 

700 円 
3/25 ～

9/25 
8 時台 19 時台 

約30分

（約 30

分） 

3/25 ～

4/25 
8 時台 21 時台 

尾張瀬

戸駅 

（ 名 鉄

瀬 戸

線） 

500 円 
4/26 ～

9/25 
8 時台 22 時台 

約30分

（約 20

分 

※こども運賃は半額となります。 

※トランパスは駅シャトルバスではご利用できません。 

※名古屋駅シャトルバスは往復割引 1,500 円です。 

 

ラジオの未来 

ニッポン放送株を巡り、フジテレビとライブド

アの買収合戦で注目されたラジオ局。 

デジタル化の波の中で模索が続いている。 

AM、FM あわせたラジオは、長期低落傾向から抜

け出せない。首都圏全局の合計聴取率では、ここ 10

年のピーク時には 1 日平均 8.6％あったが、昨年には

7.2％まで下がった時期もある。 

 それに伴って、広告費も下降が続く。電通が先月発

表した広告費の調査で、ラジオは 4 年連続で減少し

た。昨年は、急成長しているインターネット広告に抜

かれ、ついにテレビ、新聞、雑誌に続く「第 4 の媒体」

の座を明け渡した。 

 高音質と簡易画像を売り物とするラジオ放送のデジ

タル化でも、苦戦を強いられている。一昨年 10 月か

ら首都圏と関西圏で試験放送を始め、家電業界ヘア

ピールしてきた。遅れていた受信機の商品化にようや

くメドがつき、今年、発売予定だ。 

 しかし、来年度中にも始まるテレビの携帯電話向け

地上デジタル放送との競合は避けられない。「携帯

電話で受信できるテレビと争うのは大変。何より、アナ

ログ放送も続けるため、さらにデジタルの 1 チャンネ

ルを売るのは難しい」と民放ラジオ局幹部は訴えてお

り、このまま聴取率と広告費が低落デジタル化の中で

模索続くラジオの未来では「テレビの補完にならざる

を得ない」と懸念する声もささやかれている。 

 ライブドアの堀江貴支社長は今回のニッポン放送

株の大量取得について、「ニッポン放送やフジテレビ

のホームページは知名度が高く、リーチ（接触）も多

いのに活用しきれ

ていない」と主張し、

放送とインターネッ

トの融合を訴える。 

 これに対し、ニッ

ポン放送の亀渕昭

信社長は、8日の定

例会見で、「ネット

は、個人と個人、個

人と特定多数をつ

なげるのにいいが、

不特定多数に向け

る放送には合わな

い」と、堀江社長の言うような融合は簡単ではないと

反論した。 

 ラジオ局も手をこまぬいていた訳ではない。1990 年

代後半から普及し始めたインターネットに着目。ホー

ムページで番組情報を掲載するだけでなく、動画と

音声を同時に配信することなどを試みている。ニッポ

ン放送も、人気番組「オールナイトニッポン」などをネ

ットで配信するほか、BS デジタルで行っている音声

放送を流すインターネット放送にも取り組んできた。 

 だが、音楽を配信する場合、演奏家や作曲家、レコ

ード会社など様々な著作権者の許諾を得なければな

らない上、配信で得た収益の配分比率などのルール

が確立していないために配信ビジネスは停滞してい

る。 

 インターネットの普及と、放送技術の進展が相まっ

て厳しさを増す環境の激変に、ラジオ局が追いつい

ていないのが現状だ。今回の株買収合戦を通して、

デジタル時代のラジオはどのようになるのか、という課

題が改めて問われたが、ライブドア側も具体的なビジ

ネスモデルを示してはいない。明確な将来展望を描

き出すことが、ラジオ局に求められている。 

 

 


