
令和３年 ７月２５日 ＪＡＲＬ正常化タイムズ第１２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１２号

「ＫＡＮＨＡＭ」大成功裡に終了！！
次は、「第５３回東海ハムの祭典｣！！
去る７月１７～１８日の間、大阪府池田市

民会館から全国に向けて完全オンラインで、
盛大に実施されました。
昨年同様、コロナ禍のため、様々な制約が

ある中、工夫を凝らし、真に会員の皆様やア
マチュア無線家を志す子供さん達に楽しんで
いただける企画が満載でした。
１７日（土）は、主に子供さん向けに
１３００ ＬＥＤを使って自由に工作デザ

インコンテスト♪
１４３０ 緊急特別企画「はやぶさ２プロ

ジェクト」地球に帰還したカプセ
ルとコントロールする裏側

１７００ 青少年ＨＡＭはじめての交信体
験 ーめざせ！８Ｊ１ＲＬ南極昭
和基地との交信ー

の３つのイベントが企画
されました。
工作コンテストに参加

された子供さん達はオン
ラインで堂々と自分の作
品を紹介し、頼もしい姿

を見せてくれました。
「はやぶさ２」の追跡管制設備として担当

されたＪＡＸＡ職員の米倉克英さんの遠く離
れた「小惑星リュウグウ」から地球へもどる
コントロールの話やその舞台裏についてのお
話は、全国の子供だけでなく、きっと大人に
も興味深かったことでしょう。
そして、子供さん達が期待をしていた南極

との交信が、十七時から始まりました。
この企画については、去る五月五日のこど

もの日にも試みましたが、この時は空界状況
が悪く、昭和基地との交信は出来ませんでし
た。
お世話をしている関西地方本部の皆さんは

なんとか子どもたちに昭和基地と交信する体
験をしてほしい！ （右上に続く）

そんな思いが集まり、これまでの会場に常
設してあるアンテナを５エレトライバンダー
へ変更するなど、設備を更新してチャンスを
狙っていました。
また、当日は元５５次越冬隊員の久保田さ

んに会場にお越しいただき、コンタクト前に
昭和基地を紹介していただきました。
いよいよ当日、集ま

った子どもたち四人が
「８Ｊ１ＲＬ」とのコ
ンタクトにチャレンジ
します。
しかし、残念ながら

聞こえ来るのはノイズばかり、昭和基地でも
こちらからのシグナルは、たまに浮いてくる
程度でやはり厳しい状況とのこと、今回もだ
めかと諦めていると、「電話で質問を受けま
しょうか」との現地からの嬉しい提案に急遽
予定を変更して実施することにしました。
昭和基地とのコンタクトは、電話でのコン

タクトとなりましたが、子どもたちは、昭和
基地の近藤隊員にオーロラのことなどを質問
することができ、大いに感動していました。
イベント終了後、出演していた女の子が「

わたし、南極の越冬隊員とさっきお話したん
ですよね。」というので、そうだよ！と答え
ると、さっきは緊張していたけど、今は感動
と自慢したい気持ちですと喜んでいました。
子供さん達にとっては、無線通信の難しさ

を知るいい体験になるとともに、南極に勤務
する隊員と直接電話で話をするというまたと
ない機会に、大きな夢を抱いたことと思いま
す。
お世話をした関ハム実行委員会の皆さんに

も、企画から準備、実施と大変なご苦労があ
ったことと思いますが、ご自身も大きな充実
感を得られたのではないでしょうか。
１８日（日）は、メインとサブの二つのス

テージを設け、盛りだくさんのイベント
（次頁に続く）
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が組まれ多くのアマチュア無線家の皆さん

が楽しんでおられました。

（メインステージ）

０９４５ オープニング

１０００ メーカーさん

による技術講演

１１００ わかものＨＡ

Ｍのそこまで言

って委員会

１２３０ Ｍａｓａｃｏ

ライブステージ

１３００ 新米和尚のアマチュア無線

オモシロ噺

１４００ JARLそこまで言って委員会
１８００ ＫＡＮＨＡＭＤＸフォーラム

「近くまで行った人、行けなか

った人 絶海の孤島ブーベ島

ＤＸペディション」

（サブステージ）

１０００ 「Ｔｕｒ

ｂｏＨＡＭＬＯＧ

」の作者と語ろう

１２００ 新デジタ

ルモードＦＴー８の活用術

１３３０ 自分流ＳＯＴＡ（Ｓｕｍｍｉ

ｔｓ Ｏｎ Ｔｈｅ Ａｉｒ

Ｊａｐａｎ）の楽しみ

１５００ 衛星通信入門講座

とアマチュア無線に関する広範囲の話題を

取り上げ、それぞれの講師さんの巧みな話

術や豊富な経験話により、現地に参加され

た皆さんは勿論のこと、双方向オンライン

で配信されたビデオをリアルタイムに見て

実際に質問するなど、大満足の一日になり

ました。

また、コロナ禍のため、出展が少ないの

ではないかと心配でしたが、関西地方本部

関西地方各支部、メーカー・販売店さんな

どオンライン出展も含めて、五十四団体の

多くを数え、こちらも大盛況でした。

今回のＫＡＮＨＡＭのテーマは、「Ｏｎ

ｅ ｓｔｅｐ ａ ｈｅａｄ（一歩前に！

）」でしたが、すべてのイベントをオンラ

イン配信し、リアルタイムで講師に質問が

出来る等、正にハムフェアをはじめとした

（右上に続く）

各エリアのハムフェスティバルの一歩先を

行く先進的な取り組みとなりました。

詳しくは、「ＫＡＮＨＡＭ２０２１」を

検索の上、ホームページをご覧下さい。

今後も関西地方本部では、田中本部長を

核心として、真に会員の皆様に楽しんで頂

ける意欲的な企画を考え、アマチュア無線

の振興に力を注いで行く考えです。

さらに、私達のグループには、２エリア

の地方本部長もいらっしゃいますが、９月

１２日（日）には、「第５３回東海ハムの

祭典」

テーマ：「つたえよう ひろげよう

世界へ未来へ アマチュア無線」

キャッチフレーズ：

「オリ・パラの次は東海ハムの祭典」

と銘打って、名古屋市公会堂において実施

する予定になっております。

★趣旨、目的は、

趣味としての実益と，災害発災時の初動

的通信手段としても活躍するアマチュア無

線について，東海地方を中心とするアマチ

ュア無線愛好家と一般市民が集まり，各種

講演・展示等を通して交流・意見交換 を

行います．

こちらの方も、コロナ禍のためオンライ

ンをフルに活用した催しになることと思い

ますが、現地でも感染対策を徹底し、お越

しになる皆様、オンラインで視聴される皆

様それぞれ同じように楽しんでいただける

よう、工夫を凝らしております。

東海地方の木村本部長は、経験豊富で今

までも様々な障害を克服し、ともすればマ

ンネリに陥るこの種催しに、次々と新鮮な

試みを実施されて来ました。

どうぞ、皆様には、今

やハムフェアと並び全国

規模の催しとなったＫＡ

ＮＨＡＭ２０２１、そし

て「第５３回東海ハムの

祭典」に奮ってご参加い

ただきますようよろしく

お願い申し上げます。
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ＪＡＲＬの選挙制度の欠陥
ＪＡＲＬの選挙は、２年に一度実施をさ

れます。
定款には、第１８条第２項に社員の選出

について「社員を選出するため、正員によ
る社員選挙を２年に一度、４月に行う。｣
と規定されています。
また、その他の選挙（理事候補者選挙）

については、第６８条に「第４章に定める
社員選挙以外の選挙に関する定員数、選挙
権及び被選挙権については、社員総会の決
議を経て定める。」と規定されています。
他にも、「定款」には選挙手続き等に関

する規定、そして「規則」第５章に細部に
関する規定が置かれています。
今回は、「選挙規程」の中にある不適切

な一つの条項について考えてみます。
（事務）
第４３条 選挙管理会の選挙事務の一部

及び庶務は、選挙管理会の委託により連盟
事務局において行う。
この条項は、２つの点で大きな問題があ

ります。
まず一つ目は、２年に一度、事務局の皆

さんに恒常業務以外の大きな負担がかかり
ます。
二つ目は、連盟事務局を統括しているの

は、選挙で選ばれる理事（代表理事）です
が、これは現在のところ、開票作業以外の
選挙事務（正員名簿の整理、投票用紙の発
注、発送作業、返送された投票用紙の保管
立候補者の受付書類の処理等）を、選挙管
理会の委託とは言うものの代表理事すなわ
ち会長の管理下に置いて実施をしていると
言うことに他なりません。
髙尾会長は、立候補者が提出した書類を

一般公開前にチェックすることも出来る状
況です。
また、選挙管理会の管理者の選任につい

ては、理事会の決定とは言いながら、実際
に管理者候補を推薦するのは会長で、承認
する理事は、この管理者がどういう方々か
は、まったくといっていい
ほどわかりません。
これでは、とても公明公

正な選挙の実施は望めませ
ん。
昨年の第５回通常選挙に

は、４エリアと７エリアで
４件もの異議申し立てが出
されましたが、いずれも到
底納得のいかない理由で会長率いる会員フ
ァーストの会の候補者に （右上に続く）

有利な裁定となりました。
異議を申し立てられた候

補者がどんな弁解をしたの
か、その内容すら異議申立
人には知らされないという
ブラックボックスの中の手
続きでした。
裁定に異議を申し立てる

ことは、選挙規程第３２条第２項に「選挙
管理会の下した裁定には、申立人及び被申
立人は従わなければならない。｣とあり叶
いませんが、これもまた普通に考えれば納
得のいかない条項です。
そして、この選挙後、選挙管理会の管理

者２名が退任しました。
私達は、この異議の申し立てに対して出

された裁定文を細部に渡って検討しました
が、この選挙管理会管理者２名の退任の裏
側に何かあったのか、検証する必要がある
と思っています。
こうした現状に鑑み、私達は２年ごとに

選挙事務の大部分を担任することになる事
務局の皆さんの負担を軽減し、ＪＡＲＬ部
内の事務局員や役員・会員などが選挙事務
に関与して、あらぬ不審を抱かれないよう
に、そして真に公明公正な選挙が実施でき
るよう、これらの不適切な条項の改正を目
指します。
まず、選挙管理会管理者については、現

在行われている開票作業と同様、私達と利
害関係のまったくない部外の法曹資格等を
持つ弁護士さんなどに依頼するとともに、
選挙事務については同じく部外の会社、団
体などに依頼する等、選挙の公明性を担保
するため、必要な措置を講じたいと思いま
す。
現在、社員総会対策のために契約してい

る顧問弁護士料などや会長の旅行や飲み食
い、お土産や盆暮れの付け届けなどに浪費
している経費を回せば十分賄えると思いま
す。
国会議員から地方議員の選挙でも度々報

道されていますが、金品を渡して選挙を有
利に運ぼうとする行為は、犯罪です。
ＪＡＲＬにおいても、選挙運動は、会員

から納められた公費を使うのではなく、す
るのであれば自費で実施するのが、世間の
常識です。
皆さん、経費の使い方同様、こうした選挙
制度、一部の人の不適切な選挙運動につい
て、しっかり監視し、適切な規程に改正す
る必要があるのではないでしょうか。



令和３年 ７月２５日 ＪＡＲＬ正常化タイムズ第１２号 ４」

編 集 後 記
各地で梅雨も明け、夏本番の暑さが毎日続いています。
コロナ禍に加え、この暑さは応えます。
そんな中、東北地方には台風が来襲し、大雨が降りまし
た。
皆様のお住まいの地域では、被害はありませんでしたで
しょうか。
少し遅くなりましたが、正常化タイムズ第１２号をお

届け致します。
是非、ご覧頂き、拡散していただければ有り難く思い

ます。
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国際アマチュア無線連合「ＩＡＲＵ」
私達が日々楽しんでいるアマチュア無線

は、使用する電波というものの特性から、
円滑な運用を期するために世界中のアマチ
ュア無線家を一定の規定の下で統制する必
要があります。
そのためのトップ組織として、国際通信

連合（ＩＴＵ）があります。
ＩＡＲＵは、このＩＴＵに対し、世界中

のアマチュア無線家の総意を代表していま
す。
そして、ＩＴＵが使用する３つのＩＴＵ

地域に分け、第１～第３までの地域組織を
有し、日本は第３地域に所属しています。
各地域には実行委員会があり、通常、代

表、副代表、幹事、財務担当者、および複
数の取締役で構成されています。
第３地域には、アジアの大部分、オセア

ニア及び太平洋諸島の各国・地域のアマチ
ュア無線家を代表する加盟組織が含まれて
おり、日本はＪＡＲＬがその加盟組織とな
っています。
第３地域では、地域のアマチュア無線家

による容易な相互運用を促進するために、
相互運用資格の調和を促進することに特に
重点を置いています。
実は、今年は３年に一度のＩＡＲＵ第３

地域の総会が、タイの連盟がホストとなっ
て開催されるのですが、髙尾・日野岳執行
部は国際問題に関心がないのでしょう、国
内向けにはほとんど広報していません。
わずかに、５月２２日の第５５回ＪＡＲ

Ｌ理事会に、日本の現状に関する報告書を
ＩＡＲＵ第３地域総会に提出することが記
載されていますが、この報告書の中身が問
題です（特設サイトhttps://www.iaru3conf20
21.orgからダウンロードできます。）。
第１に、報告書には、１６０ｍバンドと

８０ｍバンドが拡張されたことは記載され
ていますが、体験局や小中学生体験運用、
アマチュア無線を社会貢献活動に活用でき
るようになったことが忘れられています。

（右上に続く）

高尾氏は、
「要望書」を
総務省に提出
したことを喧
伝しています
が、本当は法
改正の中身に
は全く関心が

ないのでしょう。
第２に、過去３年間の正・准・家族会

員の人員数並びに年会費の箇所です。
これには、２０２１年３月７日現在の

正会員 ５８，２０７名
家族会員 １，２５６名
准会員(SWL) ６，３２５名

とあり、それぞれの年会費（正・准会員
７，２００円、家族会員３，６００円）
が記されています。
これを素直に読むと、ＪＡＲＬはすべ

ての会員から集めた潤沢な会費で運営さ
れていると誤解をされますが、毎年、数
千万円の内部留保の取り崩しが行われて
いることには触れておらず、現状とは、
かけ離れた報告となっています。
第３に、今回のＩＡＲＵ－３総会はコ

ロナ対策としてオンラインで行われるこ
とを受けて、ＪＡＲＬは、ＩＡＲＵ第３
地域の憲章（定款）にオンライン総会の
根拠規定を置くことを提案しています。
国外向けにそのような厳密な提案が出

来るのでしたら、国内向けにも、社員総
会のオンライン中継を行ったり、いい加
減な運営を是正したりすべきでしょう。
現執行部のダブルスタンダードと言わ

ざるを得ません。
これは、国際機関に所属するアマチュ

ア無線連盟として大変恥ずかしいことで
あり、第３地域最大のアマチュア無線連
盟として、他の国々のアマチュア無線連
盟に範を示すべく、実態を正確に報告す
べきではないでしょうか。


