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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１９号

「ＪＡＲＬ第１１回社員総会」
去る６月２６日（日）午後１時から、ベ

ルサール西新宿において、ＪＡＲＬの意志
決定最高会議である社員総会が実施され、
数々の議題について活発な議論・審議が行
われました。
今年の社員総会は、コロナによる感染状

況は相変わらず多数を示していますが、重
症化リスクは以前に比し低下しており、久
しぶりに多くの社員が出席をしました。
１ 第１号議題 令和３年度決算

賛成／反対／保留及び棄権の順に挙手
による採決が行われました。
最終集計は、左記の通りです。
会場内１２７＋議決権行使書５＝１３２
賛成 ７９＋３＝８２
反対 ４４＋２＝４６
保留・棄権 ４
合計 １３２
ということで、原案どおり承認可決さ

れましたが、集計に３度４度と手間取り
３０分くらい要した上に、休憩前に公表
された数字が休憩後訂正されるという有
様でした。
今後は迅速・確実な集計のため、挙手

による採決はやめ、紙による投票にして
ほしいところです。
日野岳専務理事は、「令和３年度の赤

字は４００万円まで減り、ほぼ収支均衡
を達成できた」と説明していましたが、
令和４年度の予算としてすでに２３５０
万円の赤字予算を組んでいるのですから
説得力はありません。

２ 第２号議題 役員選任の件
一昨年は、社員の組織的な票集めが行

われ、改革を目指す理事候補５名が否認
されるという事案が起こりましたが、今
年はそのようなことはなく、選挙を勝ち
抜いた理事候補者全員と推薦理事１名、
監事２名が承認 （右上に続く）

されました。

特筆すべきは、過去２回にわたり長年Ｊ

ＡＲＬの事務方トップを勤め、今回も髙尾

会長に推薦されて続投を目指した日野岳専

務理事が、否認をされたことです。

彼は、年俸９００万

円（１０００万円の時

代もありました。）に

見合う仕事をしていな

いとして過去、何度も

辞任要求を上程された

ことがあり、役員選任投票においても、わ

ずか数票の差でその地位を維持してきまし

た。

理事に就任するためには社員の過半数の

承認が必要ですが、今回の第２号議案審議

時の社員総数は議長に選ばれた社員２名及

び棄権または退出者３名を除き１２８票で

あり過半数は６５票となりました。

そして日野岳候補の得票は６３票であり

過半数を取得できませんでした。

今年は社員の出席率が高く、日野岳氏の

答弁を直接聞き、ご自身の判断で直接投票

した社員が多かった訳であり、今年の方が

社員の意見がより正確に反映した結果であ

ると思います。

この現職専務理事である日野岳候補の否

認は、髙尾・日野岳執行部の組織運営に社

員から「ノー」が突きつけられたに等しく

日野岳氏を推薦し、社員総会でも持ち上げ

ていた髙尾氏は推薦責任を負うべきです。

また、社員による髙尾氏への賛成票も決

して多くはありません。

常識的には、髙尾氏の会長続投はありえ

ないところですが、社員総会後の理事会で

は、現職理事らの賛成により、髙尾氏はま

た会長に選任されたとのことです。

空席となった専務理事の（次頁に続く）
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人選について 検討します。
今までの勤務形態から言うと、専務理

事は９００万円の年俸を与えられ、常勤
の業務執行理事として連盟の業務を分担
執行してきました。
この業務形態を維持するとなると、候

補者は常勤が可能な理事に限られてきま
す。
常識的には、１エリア選出の理事（Ｊ

Ｇ１ＫＴＣ 髙尾氏、ＪＬ１ＡＬＥ 菊
池氏、ＪＨ１ＬＷＰ 島田氏）というこ
とになりますが、島田氏は関東地方本部
長を兼務するため、まず無理でしょう。
そうすると、選択肢は限られてきます。
１ 髙尾会長が専務理事を兼務する。

髙尾氏は、現在､
無職と聞いており､
兼務することによ
り、９００万円の
年俸を得ることが
出来て、ご本人も
望むところかもし
れませんが、日野
岳候補の推薦責任を負う髙尾氏が平然
と専務理事を兼務することなど、常識
的にはあり得ないことでしょう。
理事会では多数を握っていますから

理論上は兼務することは可能ですが、
今まで以上に重ねて大きな責任を負う
こととなり、今の執行部の運営状況を
見るに、到底多くの社員・会員の支持
を得ることは難しいと考えます。

２ 菊池氏が専務理事に就任する。
菊池氏御本人の事情が許せば形とし

てはありえますが、今回初めての理事
就任であり、専務理事としての業務執
行に関する実力は未知数で、御本人の
意思もあり大変難しい判断となります

３ 現理事のどなたかに専務理事を委嘱
し、実際の業務は参与を委嘱して実施
する。
連盟の定款第３０条に、参与の委嘱

に関する規定があります。
但し、参与は無報酬が原則であり、

職務執行に要する費用を支給すること
が出来るとありますが、人選とともに
これも簡単な決定ではありません。

（右上に続く）

いずれにしても、専務理事は要職であり
形だけ整えるようなことはあってはなりま
せん。
理事の中からの人選にこだわらず、外部

から専務理事にふさわしい方を招聘し、直
ちに臨時社員総会を開催して理事に選任す
る(本当にふさわしい方なら社員の過半数の
賛成を得られるはずです。)、あるいは、来
年の社員総会までは「専務理事代行」等と
して実務を取り仕切って頂き、その実績を
見て来年の社員総会で正式に理事に選ぶ方
法もあります。
ここは、会長によくよくお考え頂かない

と、来年の定時社員総会で今年のような波
乱が起きないとも限らないことを、肝に銘
じて頂きたいものです。

「最近、ＪＡＲＬＷｅｂに掲載された
文書の違和感」

表題の通り、３つの文書がＪＡＲＬＷｅ
ｂに掲載されています。
曰く「当連盟の一部元社員が送付してい

る文書について（令和３年６月１日）」「
当連盟の一部会員による連盟に対する批判
活動について（令和３年６月１８日）」「
当連盟の一部会員による会計帳簿資料の不
適切な取り扱いについて（令和４年６月１
４日）」と言うものですが、まず、文書要
務的に言えば、発刊番号を振った正式文書
なのに、発刊者の名前が記されていないし
末尾の「敬具」は不要です。
勿論、発刊者の氏名等が記載されてなく

ても、連盟の長としての会長の責任は免れ
ようがありません。
このような文書は、公務員など正式な組

織などではあり得ないもので、単なる「愚
痴」または「泣き言」の類いにしかなりま
せん。
この文書の中身を見ると一部の批判勢力

の行動が、連盟の評判を低下させ、取引先
の不信感を高めたような記述がありますが
連盟の評判を徹底的に貶めたのは、三浦の
電波監視センターにおける会長による贈収
賄未遂事件とも言える「ビール券残置事件
」であり、会員が納めた会費を使って自分
の支持者と飲み歩き、盆暮れに付け届けを
送り、手前勝手な弔事への支出などが会員
の怒りを買っていることに気がついて頂き
たいものです。
驕る平家は久しからずのたとえもあり、

自らの傲慢さを改め、謙虚な連盟運営に努
めて頂きたいと強く思います。
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ＦＡＸモードの勧め（その２）

前回は受信について書きました。

今回は送信についてお送りしたいと思い

ます。

現状、フリーで入手出来る送信ソフトは

MultiPSK、JVComm32、FLDigiの３種類し
かありません。

しかし、いずれもユーザーインターフェ

ース等が英語等の言語となる為、それなり

の読解力が必要となります。（その辺りは

Ｇｏｏｇｌｅ検索を行えば多くはありませ

んが、マニュアル等がヒットします。）

今回は特にMultiPSKについて書きたいと
思います。

ソフトを起動し、

パネルを「ＦＡＸ」

に切り替えると、Ｆ

ＡＸの画面になりま

す。

デフォルトだと受

信表示になりますが

画像を読み込ませ

る事により送信画

面になります。

読み込み方法はFAXパネルにある「ＬＯ
ＡＤ」をクリックするとダイアログが表示

されます。

表示後、ビットマップ方式画像を選択す

ると送信待機モードになります。

送信する周波数の白黒値はデフォルト２

００Ｈｚ／１０００Ｈｚとなっていますの

で、これをカーソルを合わせて１５００Ｈ

ｚ／２３００Ｈｚに合わせます。(２３００
Ｈｚの所にバーを合わせると自動的に１５

００Ｈｚ／２３００Ｈｚに合わせられます)
※ずれてしまう場合は左中段にある「Ｓｈ

ｉｆｔ」ボタンで調整可能です。

画像をセット出来たら「Ｌｏａｄ」ボタ

ンの上にある「Ｔｒａｎｓｍｉｔ」をクリ

ックする事で送信が行われます。

ここで注意したいのは、ＦＡＸはＦＴ８

等と違い、ベースモードがＳＳＢにせよＦ

Ｍにせよずっと送信したままの状態になり

ます。

従って、例えば１００Ｗのままにしたり、

（右上に続く）

MultiPSK初期画面

５０Ｗのままにする等の状態で送信し続け
ると、場合によっては中の回路が焼け切れ
る可能性があります。
これを回避するには、出力を７５％にし

たり、５０％にしたりする等して、フルパ
ワー出力を避けるべきです。
（筆者は実際にそれでＦＴー９９１を修理
センター送りにした事がありますHiHi)
免許についてですが、前回も述べた通り

ＦＡＸの電波型式は一括申請コードに入っ
ている為、簡易な届け出だけで運用出来ま
す。（既にＦＴ８等を運用されている方は
改めての申請が要らなくなりました。）
運用人数的にはそんなに多くはないので

相手を見つけるのに苦労すると思います｡
時折、日曜日朝１０時半頃にＦＡＸの信

号が流れていたりする事がありますので、
是非ワッチやＱＳＯにチャレンジしてみて
下さい。 また、２メートルバンドや４３
０であればＳＳＢ／ＦＭ／ＡＭともお相手
出来るかと思いますので、もしＱＳＯした
い方はjarl.comにてご連絡下さい。
皆さんとＦＡＸ ＱＳＯ出来る事を楽しみ
にしています。

（ＪＡＲＬ関東地域選出社員
ＪＩ１ＲＫＡ 板橋直樹）

御用心、御用心！！
お互いに気をつけましょう。

最近、電話やメールで、まるで詐欺のよ
うな事案が数多く発生しています。電話で
は、「インターネットが安くなります。」
「電気代が安くなります。」「不要品を高
価で買い取ります。」など、メールでは大
手のネット通販会社や運送会社、怪しげな
女性などを騙り、「あなたのアカウントが
使えなくなりました。」「今すぐ、何十万
円振り込みます。」などという内容のメー
ルを送りつけてくるものが、数多く届きま
す。
中には、実際に自分が会員登録をしてい

る運送会社などを騙られると、ついメール
の指示に従いそうになることがあります。
この手の電話やメールには、すぐに反応

しないで、実際の会社に連絡をして、この
ような連絡をしたのか確かめることが、被
害に遭わないための鉄則です。
御用心、御用心！！
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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/jarl20190623
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。

発行：JARL正常化プロジェクト
事務局
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関西ハムフェスティバル、
盛大に実施される。

ＪＡＲＬ関西地
方本部（本部長
ＪＲ３ＱＨＱ 田
中透氏）では、７
月１６日～１７日
の２日間にわたっ
て標記のイベント
を実施しました。

毎年、関ハムは興味深い催し物を企画し
多くのアマチュア無線家を楽しませていま
すが、今年も目玉満載、５，５００名（実
行委員会発表）の来場者を大いに喜ばせて
くれました。
１６日（土）は、ボルトボルズさんの「

笑ってためになるサイエンスショー」、「
ＦＴ８運用（ログの自動化講座）」「Ｍａ
ｓａｃｏライブ・我楽のおもしろ話」など
１７日（日）は、毎年超人気の「ＪＡＲＬ
そこまで言って委員会」、多くのアマチュ
ア無線家がお世話になっているＨＡＭＬＯ
Ｇ作者 ＪＧ１ＭＯＵ 浜田博さんの「Ｈ
ＡＭＬＯＧ ｈＱＳＬの活用」、そして御
年８３歳になられた「太平洋ひとりぼっち
」の堀江謙一さん
の記念講演「夢を
夢で終わらせない
」など、本当に盛
りだくさんの企画
が目白押し、特に
堀江さんの講演で
は長蛇の列、池田
市民会館大ホール
が立ち見が出るほどの大人気でした。また
堀江さんは、ＪＲ３ＪＪＥというコールサ
インを持つハムでもあり、今回の航海中に
／ＭＭで国内外約２７０局とＱＳＯされま
した。

また、ずばずばと意見を述べることの
できる大人気のトークショー「ＪＡＲＬそ
こまで言って委員会」では、パネラーの皆
さんからも率直に意見や要望を発言するこ
とができて、有意義だった（右上に続く）

編 集 後 記
長引くウクライナ戦争、安倍元総理襲撃

事件など、令和４年は激動の年となりそう
ですが、私達アマチュア無線家は、技術的
な研究とともに、電波を介して諸外国のハ
ムと交信し、友好関係を築くことにより民
間親善外交の一翼として活発に活動して来
ました。
大きな政治の力の前には、私達の活動は

微々たるものかもしれませんが、政治体制
や国家理念の異なる国々のハムとよしみを
通じることで、少なくとも民間レベルでは
対立することなく、仲良く出来てきたと信
じています。
最近、世界一安全と言われたこの日本も

動機のはっきりしない凶悪事件や大きな事
故が頻発しています。
私達もそうした事件や事故に巻き込まれ

ないよう、運用面でも十分注意を払う必要
があります。難しい時代に入ってきたので
はないでしょうか。

との声が聞かれました。
関西地方本部では、毎年、素晴らしい指導

力を持つ田中本部長の下、優秀なスタッフの
皆さんの献身的な取り組みにより、ひと味違
ったハムフェスティバルとなっており、訪れ
るアマチュア無線家にとっては、心から楽し
めるイベントとなっています。
また、先日も宇治市の小学校で小学生を対

象にしたＡＲＩＳＳスクールコンタクトを成
功させるなど、若い人たちに対するアマチュ

ア無線の普及にも力を注
ぐなど、その活動は他地
方本部のお手本となるも
のです。
田中本部長には、是非、
こうした取り組みを継続
して頂いて、現在の日本
では減りつつあるアマチ
ュア無線の維持・発展の

ため、頑張って頂きたいと思います。


