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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 1 局 1,600 円になっております。 

ご入金には、同封の郵便振替用紙をご利用下さい。

振込み手数料は恐れ入りますがご負担下さい。 

②住所等の変更があった方はご連絡をください。 

 

正体不明のＪＡＭＳＡＴと言う団体 

続 1＞5 月 19 日現在までの状況。 

５月 11 日に「嘘は駄目ですよ」のタイトルで

ＪＬ3ＯＵＷの掲示板に書き込んだ内容は「嘘は

駄目ですよ。多くの方が結果を観ておられます。

約束は守りましょう。」でした。 

よほど私の書き込み内容が気に入らないのか、

「HTTP エラー 403 - アクセス不可」の状態でア

クセスが阻まれた上に、以前に書き込んだ文章が

全て、一方的に連絡も無く削除されています。 

当該掲示板の書き込みによれば、5/11 日に「問

い合わせ中の各公的機関から回答が寄せられて

います。 

その中の助言や指導に伴って、当掲示板の留意事

項に従って記事を整理しました。 

なんかおもしろいことになりそう。 

しかし、某社団法人からは未だに返事が来ない。」

との書込みがなされておりました。 

全く意味不明？で、自分のしたことを正当化し

ようと躍起になっている姿が眼に浮かびます。い

くら証拠を消しても、すでにハードコピーで書込

み内容は保存していますので関係はありません

が。 

あまりにも好き勝手にさせておくにも限界が

有りますので、職場も見つける事が出来ましたの

で、様子をみて、職場に出かけるかして担当者に

面談でもしてみる予定です。    DE JJ3UXN 

 

しおかぜにジャミング 

特定失踪者問題調査会の北朝鮮向け短波放送

「しおかぜ」についに北朝鮮がジャミングを発射 

 特定失踪者問題調査会（荒木和博代表）の北朝鮮

向け短波放送「しおかぜ」に対し、北朝鮮からのジャ

ミングが確認された。これについて調査会では 5 月 6

日、以下のようなニュースをリリースした。 

■「しおかぜ」に妨害電波 

                           荒木和博 

 昨晩の放送に北朝鮮からのものと思われる妨害電

波が発信されました。 

 これはアジア放送研究会の山下代表のご指摘で分

かったもので、2 チャンネルのしおかぜ実況のスレッド

でも同様のやりとりがなされています。これで少なくと

も北朝鮮で 1 人は聞いていること、北朝鮮当局がこの

放送を気にしていることは分かりました。 

 放送開始後直ちに妨害電波を流し始めた韓国の

自由北韓放送と異なり、しおかぜに対して半年経っ

て妨害電波を流した理由は、おそらく 4 月に行った放

送改編で、ニュースや解説を流し始めたからだと思わ

れます。特に朝鮮語の放送は安明進氏の北朝鮮の

人々に対し決起を促す呼びかけも流れており、私荒

木の解説でも、要は「今のうちに寝返った方が身の為

ですよ」という内容ですので、多少は気に障ったのか

も知れません。 

 ご期待（？）に応えて、今後さらに頑張りたいと思い

ます。妨害電波が今後も継続されるかどうかは様子を

見なければなりませんが、それに合わせて対応も考

える予定です。 

------------------------------------------ 

 さらに特定失踪者問題調査会では 5 月 9 日、安倍

官房長官が記者会見で「しおかぜ」への北朝鮮から

のジャミングについて言及したことを受け、以下のよう

なニュースをリリースした。 
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------------------------------------------- 

■「しおかぜ」の妨害電波について 

 本日テレビで妨害電波について放送され、記者会

見で安倍官房長官も「遺憾」とコメントしたため、マス

コミ各社から取材が殺到しました。これについて、妨

害の概要と対応等に関する調査会の基本方針をお

知らせします。 

【妨害電波の概要】 

・短波放送「しおかぜ」において、５月５日 23 時からの

放送において、妨害電波と思われる受信障害が確認

された。 

・その後毎日「しおかぜ」放送時間帯（23 時～24 時・4

時～4 時 30 分）のみ、断続的に虫の羽音のような不

快な音が複数認められる。このことから、複数の送信

機によって妨害電波が発信されていると思われる。 

・安倍官房長官は５月９日午後の記者会見で、この

妨害電波について「北朝鮮からのものと認められる」

と述べている。 

【妨害電波についての見解】 

・昨年 10 月 30 日に放送開始以来、主に日本語で拉

致被害者・特定失踪者の氏名読み上げ、家族からの

メッセージの代読、家族の直接の呼びかけを行って

きた。 

・その後、順次朝鮮語、英語、中国語による放送も行

ない、今年４月 17 日からは、拉致問題に関するニュ

ース解説も織り込むようになった。特に朝鮮語による

放送では、ゲストの安明進氏が北朝鮮人民に対し決

起を呼びかけるなどの放送も始めた。 

・このことから今回の妨害電波は、北朝鮮側が「しお

かぜ」に敏感に反応していることの表れであり、北朝

鮮がその体制に大きな影響を及ぼすと認識している

ことの証左でもある 

【今後の対応】 

・調査会では放送開始当初から妨害電波の可能性

については予想していた。そのため、直ちに周波数

の変更・複数化などの対処を講じるべく、現在作業に

とりかかっている。 

・調査会では北朝鮮によるいかなる妨害にも絶対に

屈することなく、拉致被害者を救出するまで「しおか

ぜ」の放送を続ける。 

【しおかぜとは】 

北朝鮮向け短波放送「しおかぜ」は、英国にある放

送配信会社「ＶＴコミュニケーションズ」に委託して実

施するもので、調査会が制作した番組をインターネッ

トを使って英国のＶＴ社のサーバーにアップロードし、

それを第三国の送信施設を通じて流す。ＶＴ社は世

界の放送の 10 数パーセントの配信を取り扱っており、

ＮＨＫ国際放送も配信している。 

 放送の目的は、(1)拉致被害者に対して日本で救出

の努力をしていることを伝え、(2)北朝鮮当局に注意

しつつ、情報を外部に出してもらうように伝え、(3)今

後の課題として、北朝鮮の体制崩壊時などには避難

場所等の情報を流すこと等にも使うことを想定してい

る。被害者の持つ情報とは、例えば写真、髪の毛、音

声の録音（「金正日万歳」など朝鮮語でも可）など、あ

らゆるものに期待している。髪の毛や録音でＤＮＡ鑑

定や声紋鑑定ができる。また、避難場所等の情報を

流すような事態になった時は、もちろん救援の体制が

必要となるため、政府と連携をとりたい。「しおかぜ」と

いう名称は、しおかぜに乗ってメッセージが伝わって

もらいたいということに由来している。 

 放送を始めるに至ったのは、7 月に産経新聞でソウ

ル発として、インターネット放送局の「自由北韓放送」

が北朝鮮に向けて短波放送を行うとの記事が掲載さ

れ、これに関心を持った荒木代表が同月下旬に訪韓

した際、同放送を訪問し、代表の金ソンミン氏から話

を聞いた。そして、英国のＶＴ社と連絡をとり、詰めを

行ったのち、荒木代表がロンドンの同社に赴き、10月

8 日に契約を締結した。その時点で放送開始予定を

10 月 30 日とし、以後は技術的な問題を調整してきた

が、26 日未明、ＶＴ社側から技術的な問題がすべて

解決したとのメールが届き、30 日からの放送が確定し

た。 

 放送は当初、1 日 30 分で、日本時間 2330～0000

に毎日放送し、資金や態勢等の余裕ができれば、今

後、延長していく予定となっている。放送契約は最低

1 年間となっているが、基本的には問題解決までつ

づける予定。放送時間の延長に関しては、ＶＴ社側

で い つ で も 対 応 可 能 と な っ て い る 。 周 波 数 は

5.89MHz、1 波のみで北朝鮮全域を聴取可能地域

（中国の北朝鮮国境付近及び韓国の北部でも聴取

可能）としている。日本でも聞こえると思うが、やって

みないとわからない。送信地についてはＶＴ社との合

意もあり、第三国ということしか公表できない。 

 放送内容は、第 1 段階として公開されている特定失

踪者 250 名と政府認定者及びその中間にある救う会

認定者のデータ（氏名、生年月日、失踪年月日と場

所、当時の年齢と現在の年齢）を読み上げる。1 日に

50 人余りの名前を荒木代表が読み上げ、5 日間で一

巡する。読み上げは「○○さん、昭和○年○月○日

生れ、昭和○年○月○日、○○県○○市で失踪。当

時○歳、現在○歳。」のように行い、政府認定者の場

合はデータの後に「○○さんは日本政府が認定する

拉致被害者です」と入れることになっている。第 2 段

階としては、希望する家族に書いてもらった拉致被害

者への 400 字程度のメッセージを代読し、それが順

調に進行した後には、第 3 段階として希望する家族

からの直接の呼びかけを録音して流す。第 1 段階の

番組は 5 日で一巡のため、3 回ほど繰り返し流した後、

その間の状況をみながら 11 月中旬には第 2 段階の

番組を流すことも考えられる。それ以外の内容につい

ては、放送がスタートしてから検討していく。音楽を流

したり、朝鮮語の放送を流してはどうかの声もあるが、
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今後の検討とする。 

 北朝鮮には拉致被害者以外に、在日朝鮮人の帰

国者や、その家族として帰国した日本人、戦前からの

残留日系朝鮮人として日本語のわかる人がいるので、

その人達の中で噂になって拡がることを期待してい

る。 

 放送に必要な費用は、毎日 30 分の放送で送信費

用として年間約 300 万円かかり、一般からのカンパで

賄う。家族会からも支援がある他、第 3 段階として失

踪者家族からの直接の呼びかけを行う場合には、そ

の希望者に費用負担をお願いする予定になっている。

番組の制作は 10 月半ばから始めたが、制作にはスタ

ッフの所持する機材（パソコン）を使用し、スタジオは

使わずに調査会の事務所で録音を行っているため

に初期費用は殆どかかっていない。 

 北朝鮮向け短波放送ということで、北朝鮮からの電

波妨害（ジャミング）の懸念もあり、ＶＴ社側の話では

複数の周波数を使うなどの方法があるが、基本的に

は電波妨害できる範囲はそれほど広くなく、北朝鮮

国土を妨害でカバーすることは不可能とのことで、当

面は 1 波で放送する。ＶＴ社でも周辺地域で受信状

態は常時チェックすることになっている。もし妨害を受

ける場合には、次の周波数変更時期である 3 月末に

周波数を変更したり、複数の周波数の使用も検討す

るが、周波数が増えるとコストが余計にかかってしま

う。 

 尚、一般の放送のような対応はできないので、受信

報告書は、郵便振替用紙を使った 1000 円以上のカ

ンパで、通信欄に受信データ（日時、周波数、受信

状態など）の記載されたものに限って、お礼のカード

を送付する予定だが、まだベリカードは製作していな

い。 

------------------------------------------- 

実際の放送から： （ピアノ演奏の「故郷」をＢＧＭに） 

 こちらは「しおかぜ」です。 

 東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さ

まざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さ

んへ、放送を通じて呼びかけを行っています。 

 この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題

調査会が多くの方々のご支援を受け、毎日午後 11

時半から 30分間、短波放送 5.89 メガヘルツで放送し

ています。 

 これから、拉致被害者及び拉致の可能性のある失

踪者のうち、公開されている方のお名前を読み上げ

ます。 

 読み上げた方々以外にも非公開の失踪者で、北朝

鮮に拉致されている方々が多数おられます。私達は

すべての拉致被害者を救出するため力を尽くしてい

ます。拉致被害者の皆さんにはこれまで放置してきた

ことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ

以外の方々も、自由に日本に戻ることができるように

努力しています。もう少しの間、頑張ってください。

（以下略） 

 

観天望気 

今治海上保安部観天望気プロジェクトチームがＨ

Ｐ上で観天望気を掲載しました。 

参）観天望気とは、雲・風・気温などの状況から、天気

の変化を察知する地域に根付いた気象予測の一つ

です。 

通 年 

・雨の日に西の空が明るくなると雨が上がる兆し 

今治に伝わる観天望気 

・朝虹港を取れ 

今治に伝わる観天望気【解説】朝虹を見たときは天気が

悪くなるので出港するな 

・夕虹灘を乗れ 

今治に伝わる観天望気【解説】夕方の虹は天気が良く

なるので出港しても良い。 

・朝雨とおなごの腕まくりは落ちるものではない 

菊間に伝わる観天望気【解説】朝の雨は大雨にはなら

ず、いずれ天気は回復する。 

・シラタが広がったら雨が近い 

シラタ：魚島に伝わる観天望気【解説】高層の薄い雲、

西から東へ流れる。 

・鐘の音が良く聞こえるのは雨の前触れ 

今治に伝わる観天望気望 

・雨こちが風たら雨がじわつと降り始める 

今治に伝わる観天望気【解説】北東の風は低気圧が接

近していることが多く天気が悪くなることが多い。 

春の観天望気 

・東風が高井神に黒雲かけて明日はあらせ 

大島宮窪に伝わる観天望気【解説】高井神方面に雲が

かかれば、明日、風が吹く。 

・春南に秋北 

大島宮窪に伝わる観天望気【解説】春は南西の空を見

ていれば天気の変化がわかる。秋は北西。 

・八十八夜の当たり風 

魚島に伝わる観天望気【解説】八十八夜（５月２日）頃突

風が来る。 

・やまじが出た 

西条市禎瑞地方に伝わる観天望気【解説】石鎚山から

笹ヶ峰山頂付近に架かる黒く重い雲のことをやまじ雲と

呼び、春先から秋の間、この雲が架かると海は北からの

大波となる。 

・朝日に向かって虹が出るとすぐ降り出す 

魚島に伝わる観天望気【解説】天気は西から東へ移動

することから、西の空に虹が出ればすぐに雨が降り出す。

（周年） 

・朝ぐもり大日照りのもと 

壬生川に伝わる観天望気【解説】高気圧に被われてい

ると、朝は曇っていても時間がたつほどに良い天気にな

る。 
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夏の観天望気 

・夕日に向かって出る虹は百日の日照 

大島宮窪に伝わる観天望気【解説】夕方に虹が出れば、

天候が良くなる。 

・お日様のかさを見よ 

西条に伝わる観天望気【解説】朝方、太陽が昇った方

向に暈（かさ）があるときは晴となり、夕方、太陽が沈む

方向に暈（かさ）があるときは雨となる。 

・朝ごち夕なぎ 

大西に伝わる観天望気【解説】大西地方で朝、東風のと

きは昼には止み、午後からは涼しい西風が吹くことが多

い。 

・梅雨の終わりに風が吹く 

大島宮窪に伝わる観天望気【解説】梅雨の終わり頃は、

突風・強風が吹くことが多いので気をつけよう。 

・ハンゲにワイタが来る 

大島宮窪に伝わる観天望気【解説】梅雨の明ける前に

突風がくる。西の空に真っ黒い雲を見たら急に突風が

吹くので気をつけよう。 

・やまじ落としが来る 

禎瑞に伝わる観天望気【解説】中国地方を通過後の台

風の吹き返しは突風が吹き海が荒れるので気をつけよ

う。 

・朝・夕に空が焼けると台風が近くなる 

魚島に伝わる観天望気【解説】朝焼け夕焼けともにある

のは、台風が近い証拠である。 

・南から渡し雲が来ると大風が来る 

大島宮窪に伝わる観天望気【解説】南からどんどん雲が

流れてくるときは台風が近づいてくる証拠である。 

・夏の夕焼けでさらえ 

伯方に伝わる観天望気【解説】夏の夕焼けは雨降りにな

るので、田畑の溝は掃除しておきなさい。 

・夏の夕焼け水門外せ 

大島吉海、大西に伝わる観天望気【解説】夏に夕焼け

があれば、翌日は雨が降るので水門を外しておきなさ

い。 

・夏の夕焼け川向に行くな 

伯方に伝わる観天望気【解説】夏の夕焼けは思わぬ夕

立があり川が増水して戻れなくなることがあるので気を

つけよう。 

・夜上がり雨は長持ちせぬ 

今治に伝わる観天望気【解説】夜の雨は上がったと思っ

てもまた降り出す。 

・ななつ上がりの明日の雨 

壬生川に伝わる観天望気【解説】ななつ（午後２時～３

時）に雨が上がっても明日も雨である。 

秋の観天望気 

・二百二十日のアタリ 

大島宮窪に伝わる観天望気【解説】二百二十日ころに

台風がくる 

・伊予ごいがすいた 

禎瑞に伝わる観天望気【解説】桜三里の方に雲が無く、

沖の水平線の少し上に雲が出たら日和となる。天気回

復の前兆。 

・夏が異常に暑いと時化が多い 

西条に伝わる観天望気 

・秋の夕焼け鎌を研げ 

東予に伝わる観天望気【解説】秋の夕焼けは翌日天気

が良くなるので、鎌を研いで収穫の用意をしましょう。 

・春南に秋北 

大島宮窪に伝わる観天望気【解説】春は南西の空をみ

て、秋は北西の空を見ていれば天気が変わるのがわか

る。 

・南のやまじ北のごち 

大島宮窪に伝わる観天望気【解説】土居から三島にか

けて発生するヤマジ風（南寄りの局地風）が吹くと、夜に

は北東の風が吹く前兆である。 

・うろこ雲が出ると雨が近い 

今治に伝わる観天望気【解説】うろこ雲は天気が悪くな

る前兆である。 

・月が傘をかぶれば雨 

今治に伝わる観天望気 

冬の観天望気 

・西あなじわいて命取り 

西条市禎瑞地方に伝わることわざ【解説】冬、西北西の

風は沖の波が立ってきて荒れるので沖に出てはいけな

い。 

陸から見るよりも海が荒れていて、帰って来れなくなる。 

(あなじは北西風のこと、西あなじ＝西北西の風） 

・あなじの八日吹き 

伯方島に伝わることわざ【解説】冬、2～3 月にかけて北

西の風が吹き出したら八日は吹き荒れる。 

このとき空には筋雲が見えるそうです。 

・カレイ山に雲がかかったらすぐに雨が降る 

伯方島に伝わることわざ【解説】カレイ山は大島にある

標高２３３メートルの山。 

こんな低い空に黒雲がかかれば、すぐに雨が降り出して

もおかしくはないのでしょうね。 

・西空に縦の雲見えたら雪になる 

今治地方に伝わることわざ【解説】冬期限定 すじ雲と

は重く垂れ下がった雲のこと。 

・寒さや北風冷たやあなじ吹いて温かいはまじ風 

上島町魚島に残る言い伝え【解説】「あなじ」は北西風

「はまじ」は南風のこと。 

冬等圧線が立って来ると北から寒気が下りてきて強い

北風が吹き、等圧線がゆるむと冷たい北西風になる。 

一方南風は南から暖気を運んでくるので温くなる。 

・星が繁くまたたくと風が強く晴天 

今治に伝わることわざ 

 


