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会費納入のお願い。 

年度の切り替え時期になりました。（4 月 1 日～

翌年 3 月 31 日） 

各局あてに、払込取扱票を同封してご案内状をお送

りしましたので、ご確認の上、お近くの郵便局等でお

支払い手続の完了をお願いいたします。 

年会費（協力金）は１局１，２００円です。 

払込手数料を安くする方法（払込取扱票を使う場

合よりも安くなります） 

●ゆうちょ銀行の総合口座を持っている。 

郵貯銀行のＡＴＭで払込をする⇒無料 

窓口で払込をする⇒１４０円 

●ゆうちょ銀行の総合口座を持っていない。 

郵貯銀行のＡＴＭで払込をする⇒８０円 

窓口で払込取扱票で払込をする＝１２０円 

++++++口座番号++++++ 

記号：01150  番号：026261 

銀行名：ゆうちょう銀行 

金融機関コード：9900 

店番：119 

店名：イチイチキュウ店 

預金種目：当座 

受取人名：ゼンコクハチヨンアイコウカイ 

DE JP3YHE 

 

レピータ関係規程・規約の改正 

第 514 回理事会でレピータ関係規程・規約が改

正されました。 

主な改正目的は、次のとおりです。 

1. レピータ局（団体局）、リモコン局の無線局免許に

関する手続（開設・変更・再免許など）にかかる費用 

 

 

（無線設備の保証料、国に納める手数料）の実費お

よび電波利用料を管理団体に負担していただくよう

にすること。 

2. 運用を長期間中止し、または運用継続が困難に

なっているレピータ局の新陳代謝を促し、新規にレピ

ータ局の開設を目指す方々の実現機会を増やすこ

と。 

3. レピータ局廃止（運用停止）後の管理団体の責任

を明確にすること。 

附則 

1 この改正規約は、平成 22 年 9 月 1 日から施行す

る。 

平成 22 年 2 月 28 日 改正 第 3 条第 1 項、第 2 

項、第 4 条第 2 項(3)、第 5 条第 2 項、第 6 条第

1 項、第 4 項、第 7 条、第 7 条の 2 

追加 第 3 条第 2 項(1)、(2)、(3)、第 6 条の 2(5)、

第 8 条第 2 項、第 3 項 

2 前項の規定にかかわらず、レピータ局、アシスト局、

リモコン局の開設申請であって、平成 22 年 8 月 31 

日までに会長の承認を受けたものにあっては、無線

設備の保証にかかる費用、免許申請手数料及び電

波利用料は連盟が負担する。 

3 第 1 項の規定にかかわらず、レピータ局、アシスト

局、リモコン局の開設申請であって、施行後から平成

23 年 2 月 28 日までに会長の承認を受けたものに

あっては、免許後最初の年にかかる電波利用料は連

盟が負担する。 

4 第 1 項の規定にかかわらず、レピータ局、アシスト

局、リモコン局の変更申請であって、平成 22 年 8 月

31 日までに会長の承認を受けたものにあっては、無

線設備の保証にかかる費用は連盟が負担する。 

5 第 1 項の規定にかかわらず、レピータ局、アシスト

局、リモコン局の再免許申請であって、平成 23 年 2 

月 28 日までに無線局免許有効期間満了日を迎える

ものにあっては、再免許申請手数料及び電波利用料

は連盟が負担する。 
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海外の話題（改訂版） 

①アメリカのＡＲＲＬでは今年の１月に会長がＷ５ＺＮ

ジョェル・ハリソン氏からＮ３ＫＮケイ・クレイギーさん

（ＹＬ）に交代しました。ケイさんは、１９９６年からアトラ

ンティック地方本部長を１０年間務め、その後２００６

年からはＡＲＲＬの第１副会長を務めていました。 

②ＩＴＵでは、今年の１０月にメキシコのベラクルーズ

で全権委員会議を開催します。この会議ではＩＴＵの

幹部役員選挙があり、無線通信局（ＩＴＵ－Ｒ）の局長

には私たちアマチュアに７ＭＨｚ拡大をプレゼントした

カナダのラワット女史が立候補するようです。 

③ ２０１２年の今頃に開催されるＷＲＣ－１２に向け

ては、ＩＴＵ－Ｒの各研究委員会（ＳＧ）で議題の解決

方法を検討していますが、私たちにとって一大関心

事は５００ｋＨｚ近辺でのアマチュア業務への２次分配

でしょう。現在の候補周波数帯としては、カナダ案の

４９３～５１０ｋＨｚが挙げられていますが、今年の５月

会合にはイギリス・オランダ・スウェーデンが４７２～４８

７ｋＨｚを共同提案してきそうです。これは今年の１月

に開催されたＣＥＰＴの対策準備会合（ＣＥＰＴ ＣＰＧ

 ＰＴＣ－６）でイギリスがＣＥＰＴの共同提案にすべく

提案したものですが、ロシアの反対にあい実現しませ

んでした。 ＷＰ５Ａの５月会合に向けて、現在イギリ

スは他の賛同国を求めています。しかし既存業務側

も、「まだ使う予定がある」などとする抵抗を示してい

ますから、周波数獲得まで油断はできません。 

 また、アジア太平洋通信共同体（ＡＰＴ）のＷＲＣ－

１２対策準備会合（ＡＰＧ２０１２－３）が、３月８日から１

２日までタイ王国のバンコクで開催されます。 

この会合ではアジア太平洋地域の共同見解や共同

提案が策定されますので、会議の成り行きが注目さ

れるところです。 

 なお、この周波数帯は２００５年１月のドイツを皮切り

に、２００６年９月に米国、２００７年３月に英国で試験

的運用が許可され、この他カナダ、フランス、オランダ、

ベルギー、スウェーデン、アイルランド、チェコ、ルー

マニア等でも国内的にアマチュアへ割り当てて試験

運用が行われています。つい最近ではアイスランドで

４９３－５１０ｋＨｚ（ＣＷのみの出力１００Ｗ）が、２０１０

年１２月３１日までの限定で、試験運用が許可されま

した。 

④昨年はＪＡＲＬハムフェアに合わせて開催したＧＡＲ

ＥＣですが、今年はカリブ海のオランダ領アンティル・

キュラソー島で１０月の第２週に開催される予定です。

最近起こったハイチ大地震やチリ大地震でのアマチ

ュアの活動が報告されると思います。またオランダ領

アンティルは１０月に独立する噂がありＤＸＣＣの面で

も注目されることでしょう。 

⑤オーストラリアの連盟、ＷＩＡが創立１００周年を迎え、

記念行事を５月の最終週にキャンベラで開催します。

記念局ＶＫ１００ＷＩＡの運用、記念ＱＳＬや特別アワ

ードの発行、ノーフォーク島へのＤＸペディション等が

予定され、一部は既に実行されています。また、これ

に合わせてＩＡＲＵ Ｒｅｇｉｏｎ３の理事会が５／２６～２

８に開催されます。 

⑥昨年は１０月に、ニュージーランドのクライスト・チャ

ーチでＩＡＲＵ Ｒｅｇｉｏｎ３の総会が開催されましたが、

今年はＩＡＲＵ Ｒｅｇｉｏｎ２の番で、１０月の第１過に中

米にあるエルサルバドルの首都、サンサルバドルで

開催されます。 

また、ＩＡＲＵの管理理事会もこのＲｅｇｉｏｎ２総会直前

に開催されます。ＩＡＲＵは昨年５月に役員の改選が

あり、会長にはカナダのエラム氏ⅣＥ６ＳＨ）、副会長

はノルウェーのガーペスタッド氏（ｈＡ２ＲＲ）、また事

務局長にはアメリカのＡＲＲＬ元会長スタッフオード氏

（Ｗ６ＲＯＤ）が就任しており、ＷＲＣ・１２に向けて全力

を注いでいます。 

⑦毎年７月に開催されているＩＡＲＵ ＨＦ ＷｏｒｌｄＣｈ

ａｍｐｉｏｎｓｈｉｐですが、昨年の結果が発表されました。

ＪＡＲＬがＨＱ部門でエントリーした８ＮｘＨＱはＩＡＲＵ

のＮＵＩＡＷやＡＲＲＬのＷＩＡＷ／ＫＬ７を上回り２５位

でした。またＩＡＲＵＲｅｇｉｏｎ３事務局長として初めて参

加したＪＡＩＴＲＣはログを提出した役員局部門２４局の

うち４位でした。他のコンテストでも同じですが、参加

者は増える傾向にあり、昨年のログ提出局数は２００７

年の記録を上回り３，４０４でした。またＩＡＲＵコンテス

トはローパワー部門（出力１５０Ｗ以下）での参加者が

多く、全体の５８％を占めます。今年は７月１０日～１１

日に開催されますので、皆さん奮ってご参加くださ

い。 

⑧その他、海外での大きな行事としては、 

アメリカ・オハイオ州デイトンのハムペンション 

５／１４（金）～１６（日） 

ドイツ・フリードリヒス・ハーフェンのハムラジオ 

６／２５（金）～２７（日）等があります。 

JA1AN 原 昌三 

 

新しいアワードにチャレンジしよう! 

2010 年 4 月 1 日からスタート!! 2 つの新しいアワ

ードにチャレンジしよう! 

 JARL では、政令指定都市の「区」との QSO によって

得た QSL カードを用いて申請できる新たなアワード

「WAKU」（Worked all KU Award）を発行します。 

 このアワードは WACA（Worked all City Award）、

WAGA（Worked all Gun Award）と類似していますが、

申請者の運用場所に係る制限がないことが異なりま

す。このため、他のエリアの移動運用によって得た

QSL カードも利用できます。 

 また、2010年4月1日以降のQSOが有効ですので、

「ヨーイドン」方式のスタートとなります。 

 みなさんのいろいろな工夫によって、この新しいア

ワードを取得するための交信や受信を楽しんでくださ
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い。 

 こだわりのモード特記やバンド特記も申請が可能で

す。 

 なお WAKU では、東京特別区はカウントできません

のでご注意ください。 

【WAKU（Worked All KU）制定時の政令指定都市

と区数】 

横浜市＝18 区、名古屋市＝16 区、京都市＝11 区、

大阪市＝24 区、神戸市＝9 区、北九州市＝7 区、札

幌市＝10 区、川崎市＝7 区、福岡市＝7 区、広島市

＝8 区、仙台市＝5 区、千葉市＝6 区、さいたま市＝

10区、静岡市＝3区、堺市＝7区、新潟市＝8区、浜

松市＝7 区、岡山市＝4 区、相模原市＝3 区合計＝

170 区 

※WAKU の申請には 170 すべての区の QSL カードが

必要です。 

■WAKU（Worked All KU）／SWL-WAKU 

●申請要件 

 日本国内の政令指定都市の全区のアマチュア局と

交信（SWL は受信）し、QSL カードをそれぞれの区のア

マチュア局から各 1 枚得る。 

●交信（受信）有効期間 

 2010 年 4 月 1 日 00:00JST からの交信（受信）を有

効とする。 

●QSL カードの条件 

 申請に必要な QSL カードは、最終の交信または受

信がおこなわれた日において現存する政令指定都

市の全区のアマチュア局から得たものとする。 

 なお、東京都の 23 の特別区は含まない。 

●運用場所の条件および移動範囲 

 自局の運用場所および移動範囲には、特に制限を

設けない。 

●申請方法等 

 アワードを申請する場合は、次の書類に以下の手

数料を添えて、連盟事務局会員部運用課へ提出す

る。 

(1)JARL 制定のアワード申請書 1 通 

(2)JARL 制定の QSL カードリスト 1 通 

(3)QSL カードの所持証明は不要とする。 

(4)申請手数料は、1,000 円（会員の場合は 500 円）

または IRC8 枚（国外の局に 限る）とする。 

●申請受付期間 

 2010 年 4 月 1 日から申請受付を開始する。 

●その他 

(1)特記事項は、最大 3 つまで希望することができ

る。 

 （周波数帯／電波型式／QRP・QRPp／サテライト／

移動範囲） 

(2)アワードの発行番号は付さないものとする。 

(3)本規約に規定するもののほか、JARL 制定のアワ

ード規程およびアワード 規約の規定を準用する。 

■JCC-800 アワードの新設 

 「平成の市町村大合併」により、市の追加や市名の

変更により、多くの皆さんが 800 市以上の QSL カード

を取得され、「JCC-800」アワードの新設のご要望が強

くありました。 

 しかし、現存する市数が 800に満たないことから、誰

もが取得できる可能性を持てるというアワードの公平

性を確保するため、「JCC-800」アワードは新設できな

い状況でした。 

 JARL では、2010 年 4 月 1 日以降の QSO から、東京

特別区（23 区）のアワードでの取り扱いを、「区」から

「市」に変更することとし、JCCおよびWACAの申請に使

用できることとしました。 

 東京特別区を新たに市と同等としてカウントすること

になるため、「“23 市（特別区）”－“１市（従来の東京

1001）”＝22」で 22 の市が単純増となります。 

 これにより現存の市数は 800 を超え、「JCC-800」ア

ワードを新設できる運びとなりました。 

 「JCC-800」の新設により、JCC シリーズのアワードは

さらに魅力を増します。 

 JCC-800 アワードの申請要件は、JCC-100～700 と

同様ですが、東京特別区との QSL カードを JCC に

「市」としてカウントできるのは、2010 年 4 月 1 日以降

の QSO によって得た QSL カードが有効となります。 

 JCC では消滅市もカウントできますが、今回は実際

には区域や区名の変更などは発生せず、規程上の

定義の変更ですから、たとえば東京都千代田区

（100101） 

などの区を市としてカウントした場合、東京（1001）を

同時にカウント（加算）することはできませんのでご注

意ください。 

 東京特別区の都市番号は、既存の「東京都千代田

区 100101」～「東京都江戸川区 100123」を使用する

こととします。 

 「東京 1001」は、2010 年 3 月 31 日をもって消滅市

番号となります。 

 東京特別区の解釈の移行日と「JCC-800」アワード

の制定日は、2010年 4月 1日となります。JCCに「市」

としてカウントできるのは、同日以降の QSOによって得

た QSL カードが有効となります。 

 また、WACA の最終市との交信日がこの日を過ぎた

場合、特別区（23 区）の QSL カードを新たに揃える必

要がありますのでご注意ください。 

 なお、AJA はもともと区数もカウントするため、この規

定変更によってカウント数に変更は生じません 

 

気象衛星受信専用アンテナ 
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気象衛星 NOAA（ノア）・エーカーズ受信用のア

ンテナ登場 

ナガラ電子工業より、気象衛星 NOAA（ノア）・エーカー

ズ受信用のアンテナ発売されます。 

・円偏波、無指向性アンテナ。 

・受信機とパソコンで温度情報と雲の状態のデーター

が得られます。 

・ネットで、気象衛星 NOAA で検索すると情報が得られ

ます。解析ソフトも無料でダウンロードできます。 

一般的には、GPアンテナ

が使用されますが、GP は

真上がネックです。 

飛行機の場合には、アン

テナとの距離が比較的

近いので真上の付近の

減衰が気にならないので

すが、衛星だと距離が遠

いので、真上部分を強化

する必要があります。 

そして、完成されたのが

この QFH アンテナです。 

 

 

サイズ 

高さ 約 1m  前後左右 約 0.42m  重量 1.10Kg 

円偏波 無指向性アンテナ 名称： QFH-137 

税込定価 17,850 出荷予定時期  4 月中旬頃 

 

第二京阪道路が開通 

第二京阪道路が全面開通 京都－大阪間の移

動が大幅短縮 

3月 20日(土)午後 3時、門真市から久御山そして

京都市内まで通じる第二京阪道路の門真 IC-枚方学

研 IC 間が開通しました。 

今回の全線開通で、大阪市役所から京都市役所

までの移動時間が、従来の国道１号を利用した場合

の約２～３時間だったのが、約１時間に大幅短縮され

るほか、並行して走る名神高速道路の渋滞緩和効果

なども期待されている。 

1．通常料金 

今回開通する区間は 2 つの均一料金区間【B 区間

（京田辺松井 IC・京田辺本線～交野南 IC）及び C 区

間（交野南 IC～門真 JCT）】となっており、各区間の 1

回利用あたりの通行料金（通常料金）は次表のとおり

です。 

全線開通後料金 

軽自動車等  ３５０円 

普通車     ４５０円 

中型車     ５００円 

大型車     ７００円 

特大車     １２００円 

※ETC 無線通信にて当該区間をご利用の場合、別途

「枚方東 IC 期間限定割引の適用があります。 

■利用増えるか？ ただ、第２京阪の利用状況には

不安要素が残る。 

 平日昼間にＥＴＣ（自動料金収受システム）を使った

場合、大阪市内から京都市内に向かう際の通行料金

は、阪神高速東大阪線や近畿道を経て第２京阪から

阪神高速京都線に至るルートでは、普通車で計２４３

０円（大型車４２１０円）。 

名神高速と阪神高速池田線を通るルートの計１９３０

円（同３３１０円）に比べて割高となる。 

 １日の交通量は、名神高速が１３万台近くなのに対

し、第２京阪は国土交通省が当初予想（７万２０００

台）を下方修正し、４万１７００台にとどまる見込み。 

料金収入の落ち込みが心配される。関西学院大の

荏原明則教授（行政学）は「道路規模が適正なのか

を検証し、今後の道路整備にいかすべきだ」と指摘し

ている 

 
大阪、京都市間の高速道路の料金比較（普通車） 

 


