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原 昌三氏の米寿をアマチュア無

線界で祝う 

 日本アマチュア無線連盟（JARL）会長を 40 年歴

任、アマ無線資格講習会を運営する日本アマチュ

ア無線振興協会（JARD）設立など、アマ無線界に

貢献した原昌三氏の「米寿をアマチュア無線界で

祝う会」が 8/1 日、東京都内で開かれた。 

  原氏は 1926 年生まれ。中学生の時に無線に興

味を持ち、戦後アマ無線が解禁された 52 年にアマ

無線局 JA1AN を開局。同年 JARL 理事就任、68

年副会長、70 年会長就任。91 年に JARD 会長に

就任している。 

  行動力と幅広い人脈を生かし、アマ無線衛星打

ち上げ、中継局や外国との相互運用などを実現し

た。会場には関係者が多数集い、感謝と活躍を期

待する祝辞を伝えた。 

 
 

意見の募集（総務省） 

総務省が、アマチュア業務に使用する電

波の型式及び周波数の使用区別を定める

告示の一部改正案等に対する意見を募集

（アマチュア局への475.5kHz 帯の割当

て等） 

 総務省は、アマチュア業務に使用する電波の型

式及び周波数の使用区別を定める告示の一部改

正案等に対する意見の募集を、平成 26 年８月１日

～９月１日の間おこなっています。 

 この改正案等は、JARL が数年にわたってアマチ

ュア無線家の方々から意見を募集し、寄せられた

意見を元に周波数委員会が改正案等をまとめて、

総務省に改正を要望した内容が反映されたもので

す。 

 今回の意見募集がおこなわれている改正案の中

には、475.5kHz 帯のアマチュア無線への新規分

配に関する内容等も含まれています。 

▽総務省の報道発表 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-

news/01kiban14_02000200.html 

 

「JARL そこまで言って委員会」？ 

久しくアイボールの機会がなかった OM とアイボ

ールＱＳＯを楽しんでいたら、「JARL はどう？オン

エアしている？」と問い掛けられました。 

よくよく振り返ってみれば、 近はアクティビティ

ーが少なくなって来ている。 

特に原さんが JARL の会長を退かれてからは、

その様な組織からも一歩離れ、ノイズ・フィギュア比

の値を小さくする事が、純粋にアマチュア無線を楽

しむ為には必要な要件だと考え、「無関心」を決め

込んで居りました。 

しかし、問いかけの続きと思ってアマチュア無線

の現状をインターネットで調べて見ると？？これは。 

アナログ世代には追い付けられない程、便利に

進歩しているのですね。検索をかければ一発で該

当する内容が出て来ます。 

数多くヒットした中の一つに「関西アマチュア無

線フェスティバル」が有ったのでのぞいて見ると、

何と関西らしいといえばらしいですが、「JARL そこ

まで言って委員会」と言う吉本風のコント？お笑い

ショー？をまだやっていたのですね。驚きですね。 

一般参加者としてこのコーナーを傍聴している 
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JJ1WTL・本林氏のブログによれば、 

http://jj1wtl.at.webry.info/201407/article_11.html 

・新 JARL の会長選挙前の票読みが外れて、思わ

ぬ人が会長になった件。 

・TSS の解約にまつわる前後の件。 

・財政立て直しの件等、色々な話題について関西

地区の理事や支部長、社員が話して居たそうです。 

  しかしまったく JARL をどうしようとか、将来の展

望とかの話題がでてませんね。他人の悪口を言っ

て憂さ晴らしをしているだけに見える。日本人だっ

たら、「壇上でいい大人がみっとも無いよ」とは思

わなかったかな？と疑問視します。 

社員総会でも議長が関西から 3 度も指名され、

かなりまとまった行動を取る大きな発言集団に成っ

て居たのですね。 

しかしなんだかなーという疑問符な気持ちになり

ます。私の青春時代の左翼学生のアジ演説を連

想し嫌悪感を感じ得ません。それにしてもモラル、

進歩性が感じ取れませんね。 

なお、会場では録音、録画は NG のここだけの

話だそうで。この時代に、共産主義国では無い日

本で、そんな化石みたいなオフレコとか言う物が存

在して居たのですね。オフレコでするのだったら、

当然、運営費は JARL 会費から出費されるべきで

はなく、当事者同士で自費で賄うべきでしょうね。 

一部の JARL 運営に関与されている関西の方々

には、残念ですが失望感しか残りませんでした。 

人間性のモラルが欠如していると言われている

昨今ですが、今まで通り、他人の悪口雑言、主義

主張は言わずして、楽しく無線を運用すべきと再

認識させられた思いです。 

ｄｅ 長澤 道一 

抜粋 JJ1WTL・本林氏のブログより------------- 

2014 年 7 月 20 日(日) 10:30～12:13 池田市民

文化会館小ホール にて開催． 

 話の流れは以下のようなかんじでした： 

抜粋 第 4 弾の『JARL そこまで言って委員会』のメ

モです． 

■新体制の JARL はどうか・どんな感じになるか 

■理事候補否決：GXU 篇 

■理事候補否決：ELY 篇 

■一括審議と個別審議 

■8 対 7：僅差での新会長選出――理事会前の各

理事の行動 

■TSS 

■副会長どんな方：前川さん篇 

■副会長どんな方：高尾さん篇 

■裁判：TSS 篇 

■裁判：ELY 篇 

■8 対 7 の理事会 

■選挙制度：理事候補者の否決 

■会場 Q&A(1)：東日本大震災――移動式レピー

タ 

■会場 Q&A(2)：東日本大震災――ハンディ機の

回収 

JR3QHQ 田中 大阪府支部長 （司会） 

JG3DOR 河端 社員 ・JA3DKW 永井 監事・

JA3HBF 田原 社員・JA3DBD 宮本 社員（総会

議長のひとり） 

JL3BZZ 南出 滋賀県支部長・JA3UWB 岩本 京

都府支部長・JA3HXJ 長谷川 関西地方本部長

理事 

JH1XUP 前田 関東地方本部長理事・JA2HDE 

木村 東海地方本部長・JA0OZZ 伊部 前副会長 

JL3JRY 屋田 社員・JA3NDM 藤原 兵庫県支部

長・JF3NIM 田中 和歌山県支部長・JH3KCW 吉

川 奈良県支部長 

■8 対 7：僅差での新会長選出――理事会前の各

理事の行動 

●HXJ 

敗軍の将，兵を語らず． 

“我々は”――ここに座っているのは同じような同士．

簡単に言ったら，伊部さんと木村さんがドジな負け

方をしたから．シミュレーションどおりであれば，10

対 5 になったはず（伊部さん・木村さんが当選して

いれば）． 

たぶん，前田さんが外してもこの二人は通ると思っ

ていた．だから選挙って面白い． 

ぜんぜん予想どおりにいかない．我々の方が「な

んで７になったか？」というと，言葉は悪いが，裏切

り者が出た．ユダが出た． 

それと，関東での話ってのは――・JARL の事務局

を大阪に持っていこうとしている ・長谷川が会長を

狙っている・関西が JARL を乗っ取ってやる――と，

まことしやかに流れている． 

 私は会長なんかなりたくない．そんな魅力ありま

す？いまの JARL の会長をして．リボンだけ付けて

支部大会にだけ行って，運営なにもしない――そ

んな会長，みなさんのために役に立ちます？そう

いうのは魅力がなかったので「会長になりたくない」

と，で，伊部さんあたり会長になってサポートすれ

ばいいんだけど，そういう意志がなくて，副会長で

残ってしまったら..． 

だいたい組織としては，「副会長が会長になる」が

順当．それを望まなかった．その証拠に私の名前

は 1 票も入っていない．...偶然ではないでしょうね． 

●QHQ 
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・種村さん …… 7 票，・山之内さん … 8 票．大半

の理事はどちらか（だけ）に入れている．もうミエミ

エ...なんかある（二人に絞られていた）． 

●HXJ 

 JARL の運営にとって，いちばんいまの障害： 感

情論の軋轢．それをどうしても排除したかった． 

 関西は嫌われている．大半は田中の責任．キライ

なのね，関東から見たら．昨日のオープンの時に

あいさつしたように，「友遠方より来たる，また楽し

からずや」が，アマチュアの原点．実行委員会は，

「お客さん」でなく「友人」と思っている．友人が玄

関を尋ねてきて...そういうもてなしをする． 

そういう運営をしたいので，トラブルと軋轢は今回 

払拭したかった．私が「会長ねらっている」と言われ

るのは非常に心外．「ねらってません」ということの

意思表示で，我々は種村さん．見識があって人間

的にもすばらしい方．・アマチュアを長いことやって

いるのが立派な人間・一期の理事だったら会長が

できないとは，思わない． 

 人格的に確実に備わってる人が会長をやるべき．

我々は種村さんに決まった：(1) 前田・(2) 種村・

(3) 私・(4) 安孫子・(5) 高橋・(6) 正村・(7) 玉眞

（専務理事）． 

 推薦理事がひとりいる：伏見．本来，推薦理事は，

当然，会長側に付くわけでしょ？会長に推薦され

て，なる．「新しい専務理事」と，「前会長の稲毛さ

んの推薦した人」は，当然，同じ意思表示になるは

ず．そこまで行くと，「間違いなく 8 票だな」と判って

いた． 

...蓋を開ければ 8 対 7．その中にひとりユダがいた．

伏見さんは事情があると思う．私は誰も憎んでいな

い．問題は，「誰がそんなことを工作したのか」があ

とで判ったときに，ショックだった．稲毛さんが「山

之内を入れろ」と指示をして前日に仕組まれて...

我々はうかつだった．ただ，「山之内さんに 8 票い

れた方」ってのは，・新人の理事も ・とにかく関西

はとんでもないよという話になれば固まる...それで

８票．でも負けは負け． 

 粛々とやっていかないとしょうがないが，一つだけ

残念に思うのは，今度の体制で，「JARL は元の正

常な状態に戻った」――って，これだけは屈辱．ど

うしてそれが「正常な状態」に戻ったの？ 

●QHQ 

だれが言っている？どんな JARL？ 

●HXJ 

原さんでしょ． 

●QHQ 

山之内さんが会長になった．それを指示したのは

稲毛会長．長谷川さんは反対派で，理事会が二分．

山之内さんが会長になって，原さんがなにを言っ

たか？ 

●HXJ 

「元のいい JARL になりましたね」． 

●DBD 

 3 年前に原さんお辞めになった．それから，新し

い MG・HXJ・OZZ 体制発足． 

どんなことをやったか．いままで JARL にはタブー

があった．改革委員会のメンバだったことがあった

が，なんも改革できなかった．タブーに手を突っ込

むことはできなかった．TSS． 

 三つの改革をやった： 

(1) ライフメンバー  ご負担いただいて申し訳な

い． 

(2) 事務局を大塚に 

  関東ではまことしやかに「大阪」と．家賃はぐっと

減った． 

(3) TSS 

  5100 万円/年を払っている機械化事務費．コン

ピュータの処理を全部．ちょっと他でいろいろ聴く

と，「それは 2000 万以下でできる」と．1 年前に断

行した． 

・いままで … 1 億円～7，8 千万円赤字だった．・

26 年度 …… 一時的なお金は掛かるが，マイナス

2000 万円まで改善．・27 年度 …… 収支トントンく

らいで行くだろう． 急速に改善．そのへんを 3 年

間やってきた． 

それが，ここでひっくり返った．「TSS に手を突っ込

むのを止めろ」というようなことじゃないか――と． 

興味のある方は、JJ1WTL・本林氏のブログをご覧く

ださい。 

http://jj1wtl.at.webry.info/201407/article_11.html 

 

朝日新聞の歴史的な誤報 

旧日本軍の慰安婦問題では、朝日新聞の

歴史的な誤報 

韓国が喧伝する、いわゆる従軍慰安婦のデマは、

いまや世界中に拡散し、欧米では「慰安婦＝性奴

隷」という誤ったイメージが定着してしまっている。

その原点は、朝日新聞が報じた強制連行の「誤報」

だろう。 

 
朝日新聞、慰安婦問題で一部反省 吉田証言
「 虚偽と判断し記事取り消します」 

2014.8.5 10:2 

朝日新聞は５日付朝刊１面と１６〜１７面で慰安

婦問題の特集を組んだ。１面記事 では「私たち

は元慰安婦の証言や数少ない資料をもとに記
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事を書き続けました。そう して報じた記事の一
部に、事実関係の誤りがあったことが分かりまし

た。問題の全体 像がわからない段階で起きた

誤りですが、裏付け取材が不十分だった点は反

省します」と書き、これまでの慰安婦報道での誤

報を一部認めた。 

朝日が１６回も取り上げた自称・元山口県労務

報国会下関支部動員部長、吉田清治氏の「慰

安婦を強制連行した」との証言については「虚

偽だと判断し、記事を取り消します」とした。 

また、もともと関係のない慰安婦と工場などに動

員された⼥子挺身隊とを繰り返し混同した記事

を掲載し たことに関しては、「当時は、慰安婦問

題に関する研究が進んでおらず、記者が参考に

した資料などにも慰 安婦と挺身隊の混同がみ

られたことから、誤用しました」と間違いを認め

た。 

一方、元韓国人慰安婦、金学順氏の証言記事

で、「『⼥子挺身隊』の名で戦場に連行」などと実

際の金氏 の経験と異なる内容を書き、慰安婦

問題に⽕をつけた植村隆記者（今年３月退社）

に関しては「意図的な事 実のねじ曲げなどはあ

りません」と擁護した。 

 

政治的な記事&発言は馴染まないと掲載を控え

て居りましたが、この度の朝日新聞社の誤報問

題は、誤ったイメージを全世界に広げ、定着さ

した根源だと考えられ、この様な重要な件は、

周知されるべきだとの思いで掲載する事に致

しました。 

 

アイコム 50 周年記念モデル発売 

アイコム アマ無線用デジタルトランシ

ーバ 50 周年記念モデル 

 アイコムは 8 月下旬、ハンディタイプのアマチュア

無線用デジタルトランシーバ「ID-51」の 50 周年記

念モデルを発売する。価格は5万4800円（税別）。 

  発売するのは、アマチュア無線のデジタル通信

D-STAR の人気ハンディ機。アナログレピータの自

動リストアップ&簡単設定機能や、従来の約 3 倍の

データ通信速度を実現する DV モードの Fast デー

タ通信機能を搭載。Android アプリ RS-MS1A（フリ

ーウエア）にも対応する。 

  ボディーカラーもレッド/ターコイズ/ライム/ホワ

イト/ブラックの 5 色を取りそろえ、各 1000 台の全

世界限定 5000 台で発売する。 

高解像度降水ナウキャストが稼働 

ゲリラ豪雨対策の決定版、気象庁の「高

解像度降水ナウキャスト」が稼働開始 

気象庁は 8 月 7 日午後 1 時より、従来の「降水

ナウキャスト」に変わる新サイト「高解像度降水ナウ

キャスト」の提供を開始した。30 分先までの詳細な

降水域予測が可能で、ゲリラ豪雨の予想などにも

活用することができる。 

 

 

従来の「降水ナウキャスト」では 1 キロ四方単位

だった観測範囲がより詳細になり、「高解像度降水

ナウキャスト」では 250 メートル四方単位で降水域

を確認できるようになった。直近の雨の動きと、今

後の降雨域予想がアニメーションで一度に見られ

るのも便利。そのほか、アメダスの 10 分間雨量値

や、竜巻・雷の予測なども重ねて表示することがで

きる。 
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 1 時間前～1 時間後までの雨域をアニメーション

で見ることもできる 

  スマートフォン用ページも併せてオープンして

おり、ブックマークに入れておけば、出先での急な

ゲリラ豪雨にも対応できそうだ。 

 

優良な防災アプリケーション 

防災アプリ公募 第１回審査を実施 

 平成 26 年 4 月に公募を行った災害時の避難誘

導等を行うための防災アプリケーション（以下「防

災アプリ」という。）のうち、6 月末までに提出のあっ

た一部の防災アプリを対象に審査を行い、優良な

3 点を選定しました。これらの優良な防災アプリに

ついては、「防災の日」等においてパネル紹介や

デモを行います。  

 平成 26 年 4 月に公募を行った防災アプリのうち、

6 月末時点で動作可能な成果として提出のあった

ものを対象として、優良な防災アプリを選定するた

めの学識者等による第１回審査委員会を 7 月 28

日（月）に開催しました。この審査委員会では、防

災アプリの有用性、操作性等を総合的に勘案して、

終的に審査に残った 10 点の中から、災害時に

活用できる優れた 3 点を選定しました。 

  今回優良と選定した防災アプリは、南海トラフ巨

大地震対策中部ブロック協議会広域連携防災訓

練（岐阜県総合防災訓練）の会場（岐阜県可児市、

8 月 31 日）においてデモを行うほか、国土交通省

（東京都千代田区霞が関 2-1-3 中央合同庁舎 3

号館）の 1 階展示コーナー（8 月 25 日～9 月 5 日

に開設予定）においてパネル紹介を行います。 

  また、国土地理院ホームページでも今回選定し

た防災アプリの紹介を行います。 

  なお、応募のあった全ての防災アプリの 終成

果を対象に、10 月に第 2 回の審査委員会を行い、

ここで選定した優良な防災アプリについては、11

月に和歌山県海南市において開催予定の防災訓

練で、避難誘導実証実験を兼ねたデモ等を行う予

定です。 

防災セーフティマップ: 

概 要:現在地から近隣の避難所等への経路案内

や方向案内機能に加え、浸水予想図や予測震度

等の様々な防災地図情報を表示することができる

スマホアプリ。 

多くの防災地図情報の表示、切り替えが可能。既

存のアプリを国土地理院提供の地理空間情報が

活用できるように改良。 

選定理由:操作性に優れた避難誘導機能を備え、

浸水予想図や予測震度等の防災地図情報を数多

く活用している。完成度においても高く評価できる。 

アプリ入手先: 

https://itunes.apple.com/us/app/id895317418?m

t=8 

全国避難所ガイド Ver５ 

概 要:現在地から近隣の避難所等への経路案内

や、コンパス/AR を用いた方向案内に加え、安否

確認サービス等の機能を備えた複合スマホ用防災

アプリ。 

現在地の気象警報・注意報及び全国の防災情報

の表示が可能。また、全国の地震、津波、土砂災

害ハザードマップの切り替え表示ができるほか、全

国の避難施設等を表示することが可能。 

選定理由:完成度の高い避難誘導機能を備えた複

合的な防災アプリであり、有用性、操作性、拡張性、

独創性など総合的に高く評価できる。 

アプリ入手先: 

https://itunes.apple.com/jp/app/id446063625?mt

=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp

.hinanjyo.guide 

家族向け安否確認サービス Familoca 

概 要:家族向け安否確認サービス。災害時、家族

が今どこにいるのか、位置情報付きで自動で共有

するスマホアプリ。 

他の安否確認サービスにはない、標高を含む位置

情報を安否情報と合わせて共有できる。 

選定理由:避難誘導の機能は持っていないが、標

高表示機能を用いた安否情報の共有機能は独創

的であり、高く評価できる。 

アプリ入手先: 

https://itunes.apple.com/us/app/familoca/id8889

55443?l=ja&ls=1&mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=co

m.tsunagunet.familoca&hl=ja 

 

続、通信費対策はこれだ 

MNP（携帯電話番号ポータビリティ）を使って、一

番安いと思われるキャリヤ（通信事業者）「hi-ho 

LTE typeD アソート」に、5/30 日から乗り換えて使

っている使用感。 

音声通話に関して、 

・2 台間の通話は、ＬＩＮ電話の「無料通話」を使っ

て話ていますが IP 通話なので遅延が起きて使い

づらいですが、無料通話なのでと割り切って使って

います。 

・その他の通話は、「LIN 電話」を使っています。ノ

イズもなくはっきりとした音声が聞こえます。これは
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携帯電話への通話も同様で、一般的な音声通話と

変わらない音質という印象です。相手側も、特にノ

イズなどは気にならないとのことだった。普段使い

の面では影響はないだろう思われる。 

・電話代は「LIN 電話」を使っているので断然に安

くなりました。携帯電話に通話が 14 円/分は安いで

す。 

注意点は、10 秒間の通話でも 1 分と計算される事

です。 

hi-ho からの 6 月分の請求は 3,703 円でした。 

 

※後で気付きましたが 30 日プランを購入するのが

ベターです。 

通話料金は携帯電話 6/分です。 

30 日プランの場合、390 円で 大 60 分通話でき

る。30 日プランは LINE ウェブストアでのみお買い

求めいただけます。 

30 日プラン利用期限はご購入から 30 日。 

 

タバコより体に悪い食品 

普段口にしてるソレも!? 知っておきたい

「タバコより体に悪い」6 つの食品 

タバコに害があることは、すでに常識レベルでみな

さんご存知ですね。以前は吸っていても、今はや

めたという方もいるのではないでしょうか。 

でも、いくらタバコをやめたからといって、まだあな

たがガンになる可能性は残っています。その要因

の 1 つが、毎日食べる食品です。 

そこで今回は、厚生労働省の情報と、英語圏の健

康情報サイト『NaturalON』の記事を参考に、タバコ

より体に悪い 6 つの食品をご紹介しますね。 

■1：無農薬ではない野菜や果物 

みなさんは、お買い物の時に無農薬の野菜や果

物を選んでいますか？ 農薬のかかった野菜や果

物は、どんなに洗っても、発ガン性物質である農薬

を全て洗い落とすことはできないといいます。なの

で、できるだけ無農薬のものを選んだ方が、安全

です。 

■2：缶詰トマト 

米国科学アカデミーが 2013 年に行った調査による

と、缶詰の内側にコーティングされている薬品（ビス

フェノール A）をネズミに投与した結果、神経系の

障害や乳腺及び前立腺の異常などがみられたそう

です。 

その中でも酸性の強いトマトの缶詰は、ビスフェノ

ール A が溶け出しやすいので、とくに危険を要す

るようです。とくに、妊娠中の方、小さいお子さんを

お持ちの方はご注意くださいね。トマトの水煮なら、

瓶詰めの方が安全ですよ。 

■3：加工肉やスモークした食品 

ハムやソーセージを作る時に使う“亜硝酸ナトリウ

ム”は、体内に入ると“N-ニトロソ化合物”へ変わり

ます。これは大腸ガンや、胃ガンの原因になるとい

います。また、スモークした製品にはタールが付着

している場合があり、これはおなじみのタバコの成

分ですから、体に良くないそうです。 

■4：ジャンクフード 

ジャンクフードには大量の油、塩、人工のフレーバ

ー、保存剤や合成着色料の他にも、タバコの成分

である“アクリルアミド”が含まれているので、やはり

ガンを引き起こす可能性があります。 

しかも、使われているジャガイモやコーンが、遺伝

子組み換えのものである場合もあるので、十分な

注意が必要です。 

■5：精製糖と人工甘味料 

精製糖や高果糖コーンシロップは、血糖値を上げ

るだけでなく、ガン細胞の もお気に入りのものだ

そうです。また、人工甘味料の中には、体内に入る

と毒素に変わる成分が含まれているものもあり、ガ

ンや脳腫瘍の原因になるといいます。 

普段なにげなく飲んでいるソーダやジュース類に

は、こういった糖分が含まれているものがあります

から、ご注意くださいね。 

■6：アルコール飲料 

アメリカでは、アルコール飲料がタバコに続き、ガ

ンの原因のナンバー2 だと考えられています。20

万人の女性を対象に、14 年間調査をした結果、1

日 1 杯のアルコールを毎日飲んだ人と、飲まなか

った人とでは、飲んだ人の方が約 30％も、乳がん

の発生率が多かったそうですよ。 

以上、“タバコより体に悪い”食品 6 つをご紹介しま

したが、いかがでしたか？ 

もちろん、全てを避けることは不可能ですが、それ

でも知っていれば、とくにお子さんをお持ちの方に

は参考になるはずです。こういったものを避けるに

は、やはり買い物をする際に、よくラベルを読んで、

できるだけ安全な食品を選ぶことが大切ですね。 

 

 

 


