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2020 年 東京オリンピック・パラリンピ

ック 開催決定 

祝！  

東京オリンピック・パラリンピック開催決

定！！ 

あの感動がまた日本にやってきます。 

たくさんのご支援、ご協力本当にありがとうございま

した。 

 ２０２０年が、日本を大きく飛躍させた年だと未来

が記憶するように。そして必ず未来の子供たちの

ためになる大会になるように。 

 日本をひとつにして、これから頑張っていきましょ

う。 

 皆さん、本当にありがとうございました。 

 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック招致委員会 

 
 

危ぶまれる!? 2020 年のハムフェ

アの開催 

毎年、東京ビッグサイトで開催されているハム

フェア。はたして2020年の東京オリンピッ

クの影響は？ 

2020 年、東京での開催が決定したオリンピックとパ

ラリンピック。しかしレスリングやフェンシング、テコ 

ンドーなどの競技会場や、メインプレスセンターとし 

 

て、東京都江東区有明の「東京ビッグサイト」が使 

用されることから、“2020 年のハムフェアは従来ど

おりの開催はできないのではないか?”と心配する

声が一部で上がっている。 

 2002 年以降、アマチュア無線フェスティバル（ハ

ムフェア）は、8 月下旬の土日の 2 日間、東京都江

東区の「東京ビッグサイト」の西館ホール 1・2 で開

催されている（さらに遡れば 1996～1998 年の 3 年

間も同会場で開催）。 

 しかしオリンピック・パラリンピックの東京招致が実

現したことで、2020年－－場合によるとその前年の

2019 年も－－のハムフェアが、従来と同条件では

開催できないのでは？と心配する声が上がり始め

ている。 

 その理由はこうだ。 

 2020 年、東京ビッグサイトでのハムフ

ェア開催が懸念される理由 

(1)招致計画によると、東京でのオリンピックは

2020 年 7 月 24 日（金）～8 月 9 日（日）の開催、パ

ラリンピックは 2020 年 8 月 25 日（火）～9 月 6 日

（日）の開催。 

(2)東京ビッグサイトは東京都の所有で、オリンピッ

ク・パラリンピックの期間中、各種の競技が行われ

たり、国際放送センター、メインプレスセンターとし

て利用される。 

 オリンピック 
 ・ホール A：レスリング会場 

 ・ホール B：フェンシング、テコンドー会場 

 ・施設内の約 143,000 平米：国際放送センター、

メインプレスセンターに割り当て 

 パラリンピック 

 ・ホール A：パワーリフティング会場 

 ・ホール B：ボッチャ会場 

 ・施設内の約 143,000 平米：国際放送センター、

メインプレスセンターに割り当て 
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(3)JOC の招致計画書に「東京ビッグサイトの所有

者は東京都であることから、当施設の利用と開発

は保証される。大会組織委員会が占有できる開始

時期は、2019 年 7 月からである」とある。 

(4)JOC の招致計画書によると「東京都は 2020 年

大会のために、既設の西展示棟南側に延床面積

約44,000平米を増築する予定である」とあり、2018

年 2 月からの着工が計画されている。 

 つまり、ハムフェア会場の「東京ビッグサイト」は、

オリンピック・パラリンピックの競技会場と国際放送

センター、メインプレスセンターとして使用され、

2018 年 2 月からは一部の増改築工事が行われる

上、開催 1 年前の 2019 年 7 月以降は大会組織委

員会が占有でき、両大会終了後は従前の国際会

議・展示施設として使用することが明記されている。 

 さらに例年、ハムフェアが開催される 8 月下旬の

土日が、2020 年の場合は「8 月 22・23 日」か「8 月

29・30 日」となる。この日程だとオリンピックは終了

しているものの、パラリンピックの開幕直前、もしく

は開催中というスケジュールになってしまうのだ。 

 仮に西館のホール 1・2 が、競技会場や国際放送

センター、メインプレスセンターとして使用されなく

ても、セキュリティの問題から、この期間に一般のイ

ベント（しかも無線電波を使用）を開催することは難

しいのではないか…というのが、心配する声の論

拠である。 

 今のところ JARL 側に動きはないが、いずれ

2019/2020 年のハムフェアの開催日や会場につい

て確認、検討するタイミングが来るかもしれない。 

 

JOC が発表した招致計画書より。東京ビッグサイトが競
技会場と国際放送センター、メインプレスセンターとして
使用されることが明記されている 

 

JARL 本部事務局が移転 

一般社団法人 日本アマチュア無線連盟（JARL）

の本部事務局の移転先と移転時期が明らかに

なった。11月5日（火）から、JR山手線・

大塚駅南口徒歩4 分の「大塚HT ビル」6 階

に新事務所を開設する。 

」JARL 広報課によると、現在の事務所（豊島区巣

鴨 1 丁目）は 11 月 1 日（金）で業務を終え、3 連休

を利用して移転作業を実施。11 月 5 日（火）からは

豊島区南大塚 3-43-1 にある「大塚 HT ビル」の 6

階で業務を開始する。郵便番号は従来のまま

「170-8073」で変わらない。電話番号、ファクシミリ

番号は各セクションとも変更になるが、詳細は追っ

て JARL Web 上で発表される。また資料室や非常

通信センターも設置される。 

 大塚 HT ビルは 1990（平成 2）年 3 月に建設され

た築 23 年の 7 階建て。敷地面積 455.92 平米、延

床面積は 2,317.67 平米、JARL が入居する 6 階は

297.65 平米（約 90 坪）。エレベーター1 基と立体

駐車場（月極）があり、現在は 1階にコンビニエンス

ストアの「ファミリーマート」が店舗を開設しているほ

か、信販会社の本社事務所や学習塾運営会社、

マンションのモデルルームなどが入居している。物

件所有者である投資法人のプレスリリース（2007 年）

には、「管理状態は良好であり、1 階エントランスホ

ールの床・壁には花崗岩及び大理石が採用されて

いる等、グレードの高い仕様となっています」との

説明がある。 

 最寄り駅は JR山手線の「大塚」駅で徒歩 4～5分

程度だが、東京メトロ丸ノ内線の「新大塚」駅や東

京都交通局の都電荒川線「向原」駅からも徒歩 5

分前後でアクセスは良い。 

 今回の事務局移転については、今年 5 月 18 日

に開催された第 11 回 JARL 理事会で審議され、

「賃料等の軽減と 1 フロアー化による共用エリアの

集約により効率の良い事務局活用が図れる」ことか

ら、全会一致で承認されたもの。 

 

スーパーセル 

 埼玉県と千葉県に２日、多数の負傷者と建物倒

壊などの被害をもたらした竜巻とみられる突風につ

いて、気象庁は過去にも米国などで巨大竜巻を生

んだ「スーパーセル」と呼ばれる積乱雲が原因とな

って発生した可能性を指摘する。積乱雲の底から

伸びる漏斗（ろうと）状の雲を見た時などは、頑丈

な建物の陰に入ったり、窓から離れたりといった自

分で身を守る行動が必要だ。 

スーパーセル（supercell）とは、回転する継続

した上昇気流域（メソサイクロン）を伴った、単一セ

ルで構成される、非常に激しい嵐（雷雲群）のこと。 

メソ対流系（MCS）の一種で、単一の降水セルで

構成されているにもかかわらず規模は大きく、非常 

に激しい荒天をもたらす。 

メソ対流系（MCS）の一種で、単一の降水セル

で構成されているにもかかわらず規模は大きく、非 
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常に激しい荒天をもたらす。 

竜巻からの身の守り方 

屋内にいる場合  

・窓を開けない 

・窓から離れる 

・カーテンを引く 

・雨戸・シャッターをしめる 

・地下室や建物の最下階に移動する 

・家の中心部に近い、窓のない部屋に移動する 

・部屋の隅・ドア・外壁から離れる 

・ 頑丈な机の下に入り、両腕で頭と首を守る頑丈

な机の下に入り、両腕で頭と首を守る  

 屋外にいる場合  
・車庫・物置・プレハブを避難場所にしない 

・橋や陸橋の下に行かない 

・近くの頑丈な建物に避難する 

・無い場合は、近くの水路やくぼみに身をふせ、両

腕で頭と首を守る 

・飛来物に注意する 

 
 
午後２時ごろの越
谷市の気象状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIM フリー化の試み 

白ロムの iphone 4ｓで通信費を安く済ますた

めに、SIMフリー化を試みました。 

SIM は現在最安値の LTE+3G でワンコイン（490

円/月）の Dit の「ServersMan SIM LTE 100」を使

う事にしました。 

音声通信用の月額料金 315 円の IP 電話サー

ビス「ServersMan 050」のアンドロイド版専用アプリ

ソフトは公開していますが、iphone 版は未公開で

すので、現在は使用する事が出来ませんでした。 

DTI カスタマーサービスに問い合わせた結果、

9/6 付で次のメールが届きました。 

「iOS 版のアプリケーションにつきましては、提供

を予定しておりますが、公開時期は未定となって

おります。何卒ご了承ください。」 

もう一点注意が必要なのは、DoCoMo との契約で

は無いので、SP モードメールが使えない事です。 

☆動作確認端末一覧で確認が必要です。 

http://dream.jp/mb/sim/terminal.html 

SIM ロック解除の仕方 

1）白ロムなので、アクティベート化が必要 

SoftBankと

の契約を辞め

た 方 か ら

MicroUSIM を

頂き、使用し

ました。 

 

①電源ををオフ

に し て 、

iPhone4S の

SIM トレイを取り

出して、先程の

MicroUSIM を載

せて差し込みま

す。 

② 続 い て 電 源

を入れると、アクティベート画面になり、アクティベ

ートが始まります。 

2）アクティベート化が済むとホーム画面が表示

されます。 

 

3）GPP 正規品 IOS6.13〓SB 版 iPhone4s 

gevey sim ロック解除 アダプター  

最新の IC L1S3 採用し、F981 にも超えます。 

A5 チップの IPHONE4S では安定な動作し、消耗も

非常に低いです。 
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使いたい sim カードを

乗せた GPP アダプターを

iPhone4ssashiireru さしい

れるだけで、直ぐに使え

ます。凄く簡単。 

 

 

 

 

4）DTI から「ServersMan SIM LTE 100」の

SIM が送られてきました。 

データ通信は無

制限で月 490 円。 

音 声 通 信 は 月

315 円 で す が 、

Android 用しかソフ

トが対応していませ

ん。iphone 用は近日公開予定みたいですが。 

http://dream.jp/mb/sim/index.html 

5）SIM カードを差し込む。 

本体の電源を OFF にしてから、ロック解除用トレ

ーと SIM アダプターと使う予定 SIM カードを組み立

てて、本体に差し込んで、電源を ONにします。これ

だけで作業は完了です。 

 

1）SIM カードトレイ 

2）SIM アダプター 

3）SIM カード」（ドコモ） 

図の順番通りにセットします。 

 

 

 

 

Iphone 本体に差し込みま

す。 

 

 

6）NTT DOCOMO の電波を掴んでいますね。 

 

Wi-Fi を切るの

を忘れていたの

で、その電波も

掴んでいますね。 

 

 

 

 

Wi-Fi を 切 っ た ら 、

NTT DOCO 3G の電波

しか掴んでいません

ね。 

 

 

 

 

ServersMan 050 は使えるか 

フリービットグループのドリーム・トレイン・インタ

ーネット（DTI）は、待受け時のバッテリー消費のな

いスマートフォン向け電話サービス「ServersMan 

050」（β版）を、「ServersMan SIM 3G 100」ユーザ

ー限定で開始する。 

 このサービスは、フリービットのスマートフォン向

けクラウド型次世代 VoIP システム「CloudVoIP」を

利用した第１弾の音声通話サービス。 

 ServersMan 050 は、フリービットの特許出願中の

技術「マルチ レイヤ クオリティ コントロール」を採

用 、 最 大 100Kbps の モ バ イ ル サ ー ビ ス

「ServersMan SIM 3G 100」でも安定した通話を維

持できる。待ち受け時にバッテリーを消費しない

「バッテリー消費ゼロモード」を搭載している。 

 通話料は、「ServersMan 050」アプリ間は無料、

提携プロバイダーの 050IP 電話サービスへの通話

も無料、050 番号から一般電話にかける場合も通

常の携帯電話料金より割安となる。（インターネット

コム） 

DoCoMo の携帯端末「Panasonic ELUGA V P-

06D（4.0.4）」が有ったので、試してみました。 

データーサービスの方はスピードを問題視しな

ければ完全です。 

 

音声通話の方は、転

送スピードの関係で、遅

延ずれがおきると思って

いましたが、案外クリヤ

ーに聞こえて来て、問題

感は有りませんでした。 

使用回数が少ないか

らの結果かもしれません

が、値段の割には使え

そうですね。 

 

 

 

 


