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春めいた日々が続いて来ました。就職・転勤や入学・卒業、春は出会いと別れの季節でもあり

ますが、皆さんにとって、春はどのような季節なのでしょうか。

住所等変更になった場合、事務局へのお届けをお忘れ無く！！！

新年会
去る 月 日（土）、大沢川原の労働福祉会館において新1 23

年会を開催しました。席上、昨年の 主催 大メジャーコンJARL 4
テスト( 、 、フィールドデー、全市全郡）すべてALLJA 6m&down
において、ニューカマー部門東北第 位というグランドスラムを1
達成した 佐々木 潤さんに会長から表彰状が授与されJO7BJH
ました。今後ますますの活躍が期待されます。

また昨年入会された 阿部 浩靖さJJ7SRA
んが皆さんに紹介されました。 月に入会された 大畑 泉さんはお1 JM7MFB
仕事の都合で 次会からの参加となりました。お二人ともみたけにお住まい2
で、共に をやられている由、「会長、あまり邪魔をしないで下さいね」と冷DX
やかされてしまいました。

参加者は 名ほどでしたが、30
JR7HAN JR7FBRさんは千葉から、

さんは仙台から、 さんは青JA7UES
森からと遠隔地から参加された方も

おり、時の経つのも忘れてあちらこちらで話の花が咲い

ていました。

恒例のオークションでは、無線関係以外の日用品の出品

が多く、昨年の真空管オーディオアンプのような目玉品はあ

りませんでしたが、 の軽妙な司会で大いに盛り上JG7LQU
がりました。

事務局

JARL評議員選挙
今回の 評議員選挙に当クラブ会員の 中村昌司 が立候補されることになりJARL JA7CQ OM

ました。 の組織改編により、評議員の定員は東北地区で 名となっており、 の末端JARL 2 JARL
会員の意見を中央に反映させるためにも、できるだけ我々に身近な方に就任していただきたいと

思います。中村 はクラブの定例ミーティングを始め、諸行事にはほとんど欠かさず出席されOM
ており、正に適任だと思いますので、クラブ員各位のご支援とご協力をお願いいたします。

ここに中村 の経歴と所信を掲載します。OM

昭和11年生JA7CQ 中村 昌司

《アマチュア無線歴》

昭和29年 JA7CQ開局、JARLに入会

昭和53年 JARL岩手県支部長（3期）

平成6年 JARL評議員（3期）

現在 盛岡クラブ会員、岩手県アマチュア無線赤十字奉仕団員

唯一の趣味として、開局以来ローパワーと簡易なアンテナで細く長く飽きもせず楽しんでいる

現役のハムです。

《立候補の所信》

今回も多くの方々のご推薦をいただき、東北地域選出の評議員に立候補致しました。

JARLは相変わらず会員減と収入減少が進み、収入以上の事業と支出で慢性的な実質赤字

状態が続き、財政は危機的状況です。財政改善の為、毎年対策を講じておりますが、大きな効

果が表れておりません。

部分的でなく、全体の見直しを行い、早急に中期事業計画（5年位）をつくって公開し、会員の

了解のもとに健全財政への方向づけをやるべきです。健全財政の構築こそ希望のもてるJARLと

云えます。以上のことを念頭において発言し、提案し、努力をします。東北地域の皆様のご支援

とご協力をよろしくお願い申し上げます。

定例ミーティング
月の定例ミーティングのテーマには、近年のパソコンの普及によりより身近になってきたデジ3

タルモード（ 、 ）を取り上げます。便利なフリーソフトウェアの誕生により従来のようSSTV PSK31
に特別な機器を用意しなくても や が楽しめるようになりました。そこで、今回はSSTV PSK31

菅原氏を講師に迎え、ソフトのインストールの仕方や使い方、免許の変更申請等についJA7QM
て詳しく解説していただきます。多数のご参加をお待ちしています。

3 10 18:30 21:00日 時 月 日（日） ～

場 所 みたけタクシー 会議室2F
内 容 、 とは1.SSTV PSK31

ソフトの入手の仕方。2.
インストールの仕方3.



使い方4.
免許の変更申請5.

※ノート をお持ちの方はご持参下さい。PC
※フリーソフトの を準備できますので、ご希望の方は連絡下さい。（実費 円）CD 100
（ 迄 ） 事務局JA7JHT TEL.641-4600 ja7jht@jarl.com

CW講習会のお知らせ
岩手県支部主催の 講習会がグリーンクラブの協力で開催されます。 ～ アマ受JARL CW 1 3

験者や の免許はあっても実際の に自信のない方に好評ですので、興味のある方は是CW QSO
非ご参加下さい。

14 3 10 10:00 15:00日 時 平成 年 月 日（日） ～

場 所 一関市立山目公民館（一関市青葉 ）2-1-5
道案内 でグリーンクラブをコールして下さい145.00MHz
対 象 ～ アマ受験者、全くの初心者、 に自信のない方。1 3 CW-QSO

（原則として 会員）JARL
持ち物 筆記用具、昼食、電鍵や音響装置（持っている方のみ）

申 込 月 日必着ではがきにてコールサイン、住所、氏名、電話番号、3 5
．．．

受講目的を記入して下記宛申込のこと

029-3101 49-2〒 西磐井郡花泉町花泉字西鹿野

三浦 文雄 方 グリーンクラブJARL

あこがれのRIG
皆さんそれぞれの開局時代や経験に応じ、あこがれの があると思います。それはコリンRIG

ズであったりドレークであったりと人様々だと思いますが、私の場合、それは「ワンノーワン」でし

た。無線に興味はあったのですが、免許を取る遙か前の小学生時代。友人のお父さんが持って

いた に憧れた時代がありました。その友人は免許を取得し(当時の講習会制度で岩FT-101BS
手県の最年少と言われた)開局しましたが、私は高校入学までその夢はかないませんでした。

RIG免許を取得後に個人局の開局となったものの、所詮、高校生のアルバイト代では新品の

など買える訳もなく、結局、開局時に購入したものは中古の と のダイポールをTS-520X 21MHz
張る 線等の材料でした。高校のクラブで も使用しましたが、初めて目にし、そして無IV FT-201
線機らしいマスクを持った「ワンノーワン」への憧れは消えませんでした。

開局以来、もはや 数年、この無線界で今まで何をしてきたと言う訳ではなく、ただ、だらだら20
と過ごしてしまいましたが、最初に触った シリーズのあの「マスク」に憧れ続け、今に至っFT-101
ています。その「ワンノーワン」の後期モデルである を、最近やっと手に入れることがFT-101ES
出来ました。

各コンデンサ関係は全て交換してパネル面のビニールも張り替え、調整とクリーニングがなさ

れたそのリグは内外装ともにピカピカとしており、とても年代を感じる事は出来ません。高校生当

時、高くて買えなかったその無線機はレストアされていることもあり、今の私にとっても結構な値

段がしました。その購入代金が安いか高いかは判りませんが、憧れの を入手出来た事に今RIG

は満足しています。

アンテナをつないで久し振りにアナログ の感触を味わい、ダイヤルをクルクルと回して楽VFO
Hi DE JR7FBRしんでしまいました。

平成14年度年会費
振替用紙を同封いたしましたので、平成 年度のクラブ年会費を納入頂くようお願い致しま14

す。金額は正会員 円、家族会員 円（準員、高校生以下含む）となっております。2400 1200
なお、会費改訂時に差額が発生している会員が何人かおりますが、この際精算したいと思い

ます。該当者には納付すべき金額を記入してありますので、記入した金額をお振り込み願いま

す。

50周年記念アワード
当クラブ創立 周年を記念して発行していた記念アワードですが、昨年 月 日で申請の50 12 24

受付を終了し、 月 日付けで発行 の最後のアワードを発行して終了しました。最終12 23 No.73
が というのが偶然とはいえ、いかにもアマチュアらしい終わり方だと思いました。これで平No.73
成 年から始まった一連の 周年記念事業のすべてが終了したことになります。記念 の11 50 QSL
発行に協力して下さった会員の皆様ご苦労様でした。

アワードマネージャーの さんからデータを分析してもらいましたのでご紹介します。JA7VFK

1 JA7CQ OMエリア 申請数 ■申請第 号は 中村

1 8 JR7KRO OM■最終申請は 川倉

■ と シリーズをワイルドカードに使用した2 6 JA7YCE KH0
局は 局3 3 46

■アワードバードは4 0
位 回5 1 1 JA7SYA 29
位 回6 1 2 JK7VPE 28
位 回7 47 3 JR7CRI 24
他に 局のカードが使用されました。8 4 37

■クラブ局の申請は 局のみでした。9 0 JA7YAL 1
0 3

Total 73
事務局

編集後記
最近、まったく原稿が無い状態が続いています。無線に関係の無いことでも結構ですので、皆

さんからの情報提供をお願い致します。

983-0841 仙台市宮城野区原町5-10-80-A101

: gef00241@nifty.com吉田 光司 / JR7FBR メール


