
令和３年 ５月２５日 ＪＡＲＬ正常化タイムズ第９号 １

ＪＡＲＬ６策

《３つの未来》 《３つの約束》

① アマチュア無線による社会貢献の推進 ① 暖かく血の通った人間味のある運営の実施
② 次世代の育成 ② ＪＡＲＬを次の世代につなぎます。
③ アマチュア無線の規制緩和に尽力 ③ ルールを守った連盟運営と可視化の実施

ＪＡＲＬ正常化タイムズ第９号

髙尾会長、日野岳専務理事及び佐藤監事の

解任を請求しました

現執行部が就任して以来、正常化ＰＪの

理事並びに社員さんが、それぞれの立場で

何度も改善を要望し、正常な運営を求めて

参りましたが一向に改善の兆しの見られな

い現状を憂い、今年度の社員総会に向け、

社員の皆さんが「社員提案権行使書」を提

出、会長、専務理事、監事の解任を求めて

立ち上がりました。

それぞれの解任要求理由については、次

の通りですが、右記ＵＲＬに詳しく掲載し

ておりますので、是非、ご覧ください。

（髙尾会長）

① 日野岳理事及び佐藤監事の任命責任

② 多額の旅費交通費・飲食費等の支出

③ 不誠実な言動と金銭処理

④ ２・３エリア理事候補の「排除」

⑤ ９エリアの理事選挙の不実施

⑥ いびつな理事会構成

（日野岳専務理事）

① 長年の赤字予算・赤字決算

② ハムフェアの中止

③ 社会貢献活用ガイドラインの

作成失敗

④ 不明朗な５５５万５千円の退職金

⑤ 情報の隠蔽

（佐藤監事）

① 髙尾・日野岳執行部による赤字予算

・赤字決算と不明朗な支出の放置

② 一般社団法人・財団法人法違反

③ 選挙違反行為への関与

④ 青森県支部におけるアワード収入の

不適切な処理

等、項目を読むだけでも異常な事態である

ことが見て取れます。

（右上に続く）

（ＪＡＲＬ正常化ブログＵＲＬ）

https://jarl2020.wordpress.com/2021/05/12/
proposal_by_elected_members_2021/
５月１５日現在、この「社員提案権行使

書」を提出した社員さんは、すでにＪＡＲ

Ｌの総社員数１３４名の議決権の３０分の

１以上という法定数を超えており、執行部

はこれを無視することはできず、議案とし

て社員総会に上程しなけ

ればなりません。

全国の社員さんにお願

いいたします。是非、Ｊ

ＡＲＬ正常化のため、こ

の議案に賛成をしてくだ

さい。

又、私達は社員さんに

限らずＪＡＲＬ会員の皆

様や一般のアマチュア無線家にも呼びかけ

この提案に関する署名活動を実施していま

す。

詳しくは、是非、左記ＵＲＬをご覧頂き

たいのですが、今年度社員総会に於ける第

１の、そして最大の争点は、「暴走が止ま

らない髙尾・日野岳執行部の継続の是非」

です。

https://jarl2020.wordpress.com/2021/05/14/sig
nature-campaign/
署名の締め切りは、中間締め切り ５月

３１日（月）、最終締め切り ６月２４日

（木）です。

「権力は腐敗の傾向がある。絶対的権力

は絶対的に腐敗する」という有名なことわ

ざがあります。

腐敗は周りをも巻き込んでしまいます。

腐敗は取り除かなくてはなりません。

どうか、皆様には国内唯一最大のアマチ

ュア無線関係の連盟運営を正常な状態に戻

すため、ご協力をお願い申し上げます。
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８Ｎ３Ｑ（関西地方本部体験局）、
８Ｊ１ＲＬ（南極昭和基地）との

ＱＳＯにチャレンジ
関西地方本部（本部長ＪＲ３ＱＨＱ田中

透氏）では、従来からアマチュア無線に興
味を持つ子供さん達に向けて、意欲的な試
みを何度も行っていますが、去る５月５日
（水）「こどもの日」午後５時から大阪府
池田市民会館に多くの子供さん達を招いて
コロナウイルス感染
症対策をはかりなが
ら、８Ｊ１ＲＬ（南
極昭和基地）との交
信を試みました。
午後５時半までは

集まった子どもさん
達にアマチュア無線の説明や、アマチュア
体験局８Ｎ３Ｑを使っての交信体験などア
マチュア無線の楽しみを伝え、いよいよ午
後５時半から、南極を呼んで見ましたが、
残念ながら、空界状況の悪さも手伝って交
信は叶いませんでした。
この日は、全国的に空界状況が悪く日本

国内でも多くの局が試みましたが、交信で
きた局はなかったようです。

（右上に続く）

２・３エリアの今後のイベント予定
① ＫＡＮＨＡＭ（３エリア）

７月１７日・１８日の大阪府池田市（池田市民文
化会館）でのＫＡＮＨＡＭ２０２１は、コロナウイ
ルスの感染とその拡大防止のため、実開催は残念な
がら中止することを正式に決定しました。

② ＯＮＥ ＳＴＥＰ ＡＨＥＡＤ（３エリア）
ＫＡＮＨＡＭ２０２１の新しいチャレンジ！
７月１８日、ＫＡＮＨＡＭ実開催の代替イベント

としてオンラインでの催しの準備を進めています。
これまでの講演・講座などのオンライン配信、そ

して一般出展者のオンライン出展募集も同時に検討
しています。

http://www.jarl.gr.jp/kanham/

③ 第５３回東海ハムの祭典（２エリア）
９月１２日（日）名古屋市公会堂において実施予

定ですが、コロナ禍の状況により開催の形に変更が
あることも予想されます。
現在のところ、実行委員会では、実開催に向け鋭

意準備中です。
最新の状況は、下記ＵＲＬをご覧の上、是非、ご

参加ください。
http://www.tokai-jarl.jp/saiten/

お知らせコーナー

私達、ＪＡＲＬ正常化プロ
ジェクトでは日々、新たな情
報発信及び会員の皆様からの
御意見・御要望等拝聴のツー
ルとして下記の通りＳＮＳを
活用しています。是非、御活
用下さい。
１ ブログのアドレス
https://jarl2020.wordpress.com
２ Twitterのアドレス

https://twitter.com/jarl2019062
3
御意見・御要望等があれば遠

慮無くお申し出下さい。
建設的な御意見等につきまし

ては、真摯に対応させて頂きま
す。

そこで、関西地方本部では折角の催しに

子供さん達を落胆させては申し訳ないと、

南極のオペレーターと調整し、電話での子

ども達の質問ができることになりました。

また、昭和基地から現地の写真を、メー

ルでいただき、仮設したスクリーンで昭和

基地の様子やペンギ

ンなどを紹介するこ

とができました。

現在のコロナ禍の

中、お出かけするこ

とも少なく、子供さ

んとしてもストレスが溜まっていたことと

思いますが、ゴールデンウェークの最後の

日に、最高のプレゼントになったのではな

いでしょうか。

現執行部が退任し、ＪＡＲＬ正常化プロ

ジェクトがＪＡＲＬの運営を担うようにな

ったときは、このようなイベントを積極的

に開催し、アマチュア無線を通じて子供さ

ん達にその魅力を伝える活動を推進して参

ります。

皆さん、是非、次の機会には、ふるってご

参加ください。役員一同、皆様のおいでを

お待ちしております。
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懐 か し い Ｂ Ｃ Ｌ

皆様は、どのようなきっかけでアマチュア
無線という趣味を始められたでしょうか？
ご近所のＯＭさんやＹＬさんに勧められ
た、或いは同級生の中にアマチュア無線を
始めた人がいたなど、様々なきっかけでア
マチュア無線を始められたと思いますが、
中には海外や国内のラジオ放送を聞いて受
信報告書を提出し、ベリカードを送っても
らって無線通信に興味を持ったという方も
いらっしゃるでしょう。
１９７０年代には、今のようなインター
ネット環境もなく、新しい物好きな子供達
はかなりの割合でこのＢＣＬに夢中になっ
ていました。
特に、海外の
放送局から送ら
れてくるベリカ
ードが届くと、
うれしくて枕元
において寝てい
た子供達もいたことと思います。
時代は移り、今ではこうした海外のラジ
オ放送局も少なくなってきて、一時のブー
ムも過ぎ去ってしまいました。
ですが、中には今でもアマチュア無線と
ともに、このＢＣＬを楽しんでいらっしゃ
る方もあると思います。
また、興味はあるけれども情報が少なく
なかなか踏み込めないという方もおられる
ことと思います。
そこで、今号ではそうした方々のため、
ちょっとした海外ラジオ局のＢＣＬ情報を
紹介したいと思います。
もともと海外のラジオ局は、第２次世界
大戦で破れた旧枢軸国（日本、ドイツ、イ
タリア）を対象にプロパガンダ用として始
めたもの（ＶＯＡがその代表）が多かった
のですが、最近はそうしたものとともに宗
教関係の布教のための放送が目立つように
なってきています。
中には、ベリカードを送ってくれない放
送局もあると思いますが、下段に現在海外
向けの放送を行っている放送局をいくつか
紹介いたしますので、お時間があるようで
したら、 （右上に続く）

受信をしてみてください。
ベリカードの請求については、個々の放

送局を検索して調べて頂ければ幸いです。
① 中国国際放送（北京放送）
０７００～０８００ ９５３５ＫＨｚ
０８００～０９００ １１６８０ＫＨｚ
１９００～２０００ １１６２０ＫＨｚ
など

② 台湾国際放送
１７００～１８００ １１７４５ＫＨｚ
２０００～２１００ ９７４０ＫＨｚ

③ 韓国国際放送（ラジオ韓国）
１０００～１１００ ９５８０ＫＨｚ

（前日の再放送）
１１００～１２００ １１８１０ＫＨｚ

（前日の再放送）
１７００～１８００ ６１５５、７２７

５ＫＨｚなど
④ モンゴルの声
１９３０～２０００ １２０８５ＫＨｚ
００００～００３０ １２０１５ＫＨｚ

（再放送）
⑤ ラジオタイランド
２２００～２２１５ ９３９０ＫＨｚ

⑥ リーチ・ビヨンド『HCJB』（オース
トラリア）
０７３０～０８００ １５４１０ＫＨｚ

（土・日曜日）
２０００～２０３０ １５５６５ＫＨｚ

（土・日曜日）
⑦ ＫＴＷＲ「フレンドシップラジオ」

（グアム）
２１１６～２１４６ ７５００ＫＨｚ

（毎週日曜日）
⑧ Preparing for Jesus's Second Coming.

（ウズベキスタン）
２２００～２３００ ５９４５ＫＨｚ

（土曜日）
⑨ インドネシアの声／

The Voice Of Indonesia
２１００～２２００ ３３２５ＫＨｚ

他にもあると思
いますので、調べ
て楽しんで頂けれ
ば幸いです。
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編 集 後 記
皆様には、いつも正常化タイムズを御高覧頂き、有り
難うございます。お待たせいたしました。
ＪＡＲＬ正常化タイムズ第９号をお届けいたします。
今年の梅雨は、観測史上最速の梅雨入りとなり、毎

日うっとうしい日が続いていますが先日来、ＶＨＦバ
ンドのＥスポも発生しているようです。
皆様にはくれぐれもご健康に留意され、お時間の許す
限りアマチュア無線を楽しんで頂きたいと思います。

発行：JARL正常化プロジェクト事務局

〒708-0832
津山市東新町２１－2
℡&Fax: 0868-31-0855
Mail:t-toshi1@mx1.tvt.n e.jp
https://jarl2020.wordpres s.com/
編集人：綱島 俊昭

１４４／４３０ＭＨｚ帯のＥＭＥ免許

唐突ですが、先頃、とあるオークション

で話題になった件を掲載いたします。

これは、ある有名人からトランシーバを

譲り受けた方が、そのＩＣー９１００をネ

ットオークションにかけたことが発端とな

りました。

この人は、ご丁寧に、オークションに出

品する際譲り受けた有名人がメーカーさん

に発注した改造証明書を添付しており、経

緯が明らかになったわけです。

普通のＶＵ固定機の最大出力は５０Ｗで

すが、一部の機種において最大出力を５０

Ｗ以上に改造するサービスが提供されてい

ます。

例えば、ＩＣＯＭ社のトライバンダーＩ

Ｃ－９７００にも、１４４ＭＨｚの出力を

最大１００Ｗに、４３０ＭＨｚの出力を最

大７５Ｗに改造する「ＥＭＥ改造サービス

」が有償で提供されています。過去の機種

ですが、ＩＣ－２７５やＩＣ－９１００に

ついても「ＥＭＥ改造サービス」が提供さ

れていました。

ところで、なぜ「ＥＭＥ改造」なのでし

ょうか？

それは、１４４ＭＨｚと４３０ＭＨｚの

出力は移動しない局でも最大５０Ｗですが

「月面反射通信」を行うとして変更申請を

すれば、最大５００Ｗの免許が与えられる

からなのです（電波法関係審査基準）。

この場合、局免の備考欄には、

（右上に続く）

「５０Ｗを超える空中線電力の使用は、

月面反射通信を行う場合に限る。」とい

う注記が入ります。

この元の持ち主である有名人は、２０

１１年１０月にＥＭＥ改造を注文され、

２０１３年２月まで使用されていたよう

ですが、当時、ＥＭＥを熱心にやってお

られたという話は聞いたことがありませ

ん。

この人の当時の無線局免許状を確認す

る（１４５ＭＨｚと４３５ＭＨｚが、月

面反射通信時限定で１００Ｗ、通常は５

０Ｗの指定を受けていたかどうか。）す

べはありませんが単にパワーがほしくて

改造を注文したのであれば、明らかな電

波法第５４条違反です。

この人は、ほかにも昨年秋の２ｍＳＳ

Ｂコンテストで、長時間、自らのコール

サインを発信せず、ＱＳＯ相手の方から

「コールサインを言った方がいいですよ

」とたしなめられていたとか。

私達アマチュア無線家は、趣味とはい

え法律の規定の中で楽しむものであると

いう意識のもと、常に電波法並びに関係

規則等を遵守してアマチュア無線を楽し

んでいますが、日本のアマチュア無線界

において、指導的立場に立つ人であれば

なおさらこうした規定を厳格に守り、一

般のアマチュア無線家に対して、範を示

すことが重要なのではないでしょうか。


