
磯子区支部活動報告！！
(2007-7-21)

　　　　　　　　　　　　
磯子区支部 平成19年度4半期活動報告
　　　　　　　　　　　　　　　　

磯子区支部長 JA1CQT 中西洋夫
H19-7-14

1. :
磯子区制施行80周年記念QSLカード発行 横浜市に磯子区をはじめ５区に区制が施行されてから、本年で80年に
なる。 当支部はJARL横浜磯子クラブ(JK1YSD)に協賛し、区の80周年記念行事として、市から提供された空撮写
真絵を使った記念QSLカードを発行する。 広く磯子区在住のハムにも有料で領布する予定。 支部長会でサンプル
呈示予定。

2. :第１回技術談議開催(4/27) 4/27にJARL横浜磯子クラブと共催で実施した。テーマはアンテナへの落雷のメカニ
ズムと、被害を防ぐ対策について技術談議した。

3. :防災セミナー開催(7/16) 上記技術談議の第2回として、来る7月16日に非常通信に止まらず、防災全般をテーマ
にその道のベテランの片山副支部長(本部副会長)に、プレゼンテーションを行ってもらう。 無線以外の防災に関心
のある人々の参加も期待している。

4. :洋光台地区防災訓練参加準備(9/2) 毎年恒例の本訓練は、今年より新防災部長のもとで9月2日に実施される。
今年は会場数を絞って要援助者の防災、避難を主体に実施するとのこと。 支部としては情報伝達を担当するため
に参加する予定。

5. :磯子祭り(9/29,30)への参加 磯子区制施行80周年を記念して実施されるが、当支部は普段の防災活動を区民に
PRするため、パネル展示を行う。また当支部を支援するJARL横浜磯子クラブのクラブ局を移動運用する予定。

6. :ロールコールの継続 毎月第一土曜日の20-21時に、磯子区支部の非常通信用周波数の145.62MHzを用いて、ロ
ールコールを継続して実施している。

他、活動の詳細は、磯子区支部ＨＰをご覧下さい。



青葉区支部

青葉区支部活動報告！！
(2007-7-21)

　　　　　　　　　　　　
平成１９年７月

　　　　　　　　　　　　　　　　
青葉区支部長　小野　治

　青葉区支部として現在４６名の会員で活動中。
　平成１９年度の支部総会を６月１０日に開催し、会員の増に伴い 　理事の定員を拡大し、活動の活性化ならびに将来
の自由度ある体制 　強化を図った。それに伴い、規約の改定も実施した。 　活動の中心は、特に、他の組織との連携を
もった活動を実施。
　地域医療との連携として、青葉区医師会との連携による非常時における 　通信支援活動として、これらのネットワーク
組織作りを検討中。 　具体的には、まずは関係者にアマチュア無線を認識させ、免許の取得 　運用など含め、一体とな
って連携できる体制の構築からスタートした。
　免許の取得にむけ、アマチュア無線技師の養成講習会を実施。実施に 　際しては、ＪＡＲＤにご支援頂き、６０名受講
し、５９名が合格した。 　今後継続して実施していく予定。 （区役所および桐蔭学園大学の協力による）
　 　地域の連携として、青葉北地区の新石川自治会との連携による防災訓練 　の会議への出席。
１１月の訓練に向けての事前協議。
　区役所本部の機器の性能確認実験の実施
　青葉区災害ボランティア連絡会の準備会への参画。
　現在この準備会を行っており、月１回のペースで開催中。
　８月２０日に正式に発起会が開催される予定。
他、活動の詳細は、青葉区支部ＨＰをご覧下さい。
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3. 会場案内 : ４３８．６８ＭｈｚＦＭ 
4. 雨天中止の場合は、午前８時より４３８．６８ＭｈｚＦＭで案内いたします。 
5. 会場整理費・出店費： 無料、但し寄付は受け付けております。 
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 今 年 も開 催 !!   
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ご協力のお願い!! 今年もクラブブースを設置しますが、クラブの出品物も次第に少なくなっています。 

参加者の皆さん!! 自宅で余っているリグ、装置、アンテナ、PC、パーツ、工具、などをぜひ気楽に持ち込んでく

ださい。不用品交換会を盛り上げ、Eye Ball Meeting の交流を深めるためにご協力をお願いします。 

環状四号 







都筑区支部

(2008-3-8)

都筑区のぼり旗

 のぼり旗３０枚（ポ－ル付き）区役所より支給されました。

(2007-10-20)

拠点訓練開始

平成１９年１０月２０日（土）

(2007-9-30)

平成１９年度横浜市総合防災訓練、 （第２８回八都県市総合防災訓練）

平成１９年９月２８日（金）１５時３０分

都筑区役所にて最終会議があり、訓練の記録映画 （約１時間）の試写会がありました。
参加各団体には、ＤＶＤを配布するそうです。また、都筑の森ケーブルテレビで １０月１日から１０月３１日まで１ヶ
月間毎日
１９時より１時間放映されます。

1. 交信訓練が各校１回しかなく、回数を増やし緊迫した訓練であった方が良かった。
2. 区役所と交信困難な防災拠点には、屋上にアンテナの固定設置を要望した。
3. 交信内容の固有名詞、医療関係の難解な用語に的確なふりがななど記するよう要望した。



平成１９年度都筑区地域防災拠点訓練日程
(2007-10-11)

本日現在（10/10)判明した分、 訓練日程の連絡がありましたので、お知らせいたします。
全部で６箇所です。

１０月２０日（土）
1. 午前（9:30-11:30）：茅ヶ崎台小学校
2. 午後（13:30-15:00）：すみれが丘小学校

１０月２８日（日）
3. 午前（10:00-12:00）：川和小学校

１１月１８日（日）
4. 午前（9:00-12:00）：牛久保小学校
5. 午前（10:00-12:30）：中川西小学校

２０年１月２７日（日）
6. 午前（9:00-12:00）：中川中学校

都筑区支部　拠点訓練統括責任者　半田　

(2007-9-1)

平成１９年度横浜市総合防災訓練、都筑区にて実施
（第２８回八都県市総合防災訓練）

平成１９年９月１日（土）　午前９時３０分から正午

　都筑区役所本部非常通信センター
144,430,1200MHz同時交信が出来るよう無線機は各々専用になっている。
電源も非常電源に接続され、区役所屋上に設置されているアンテナ決壊に備え、予備のアンテナ、同軸、ポール、三脚等
も用意、ほかに予備の無線機、電源も準備しています。 窓際に飾ってある額縁はオール横浜コンテスト支部対抗優勝の
賞状（左、４連勝）免許状（右）です。↓ 

　受信内容精査し対策本部へ伝達↓ 

　都筑区役所内担当班詰所（職員） 

都筑区役所対策本部会議室 



　茅ヶ崎中学校防災拠点担当 

茅ヶ崎小学校防災拠点 

茅ヶ崎小学校防災拠点（市長視察） 

19年9月1日
平成１９年度横浜
市総合防災訓
練、都筑区にて実
施 （第２８回八都
県市総合防災訓
練）
都筑区役所、茅ヶ
崎小学校、茅ヶ崎
中学校、都田小
学校の訓練には
都筑区支部も参
加しました。
アマチュア無線は
参加しませんでし
たが、ららぽーと、
北部病院などで救
出及び医療、歴史
会館通りで道路修
復等の訓練が実
施されました。



ドクターから発せ
られた通信文に
は、難解な怪我の
内容文があり苦
労しました。

防災拠点の中には、臨時のアンテナでは感度不良な箇所もあり、固定アンテナ設置要望の必要性が確認され役所に要
望すべしとの意見が出ました。
　 

平成１９年度横浜市総合防災訓練（第２８回八都県市総合防災訓練）
(2007-8-14)

８月１０日（金）、都筑区役所にて第４回企画運営委員会が開かれました。
地域防災拠点訓練の状況想定その他、概要は下記の通りです。
訓練会場に指定された、防災拠点校の運営委員長及び学校長より訓練実施要領の詳細説明がありました。

記

１：地震の概要
発生日時　平成１９年９月１日（土）　午前９時３０分
震源地　南関東地域（相模湾）
規　模　マグニチュード7.9
震　度　市内最大震度７

２：被害の概要
特に都筑区内の被害は甚大
家屋の倒壊や道路の損害をはじめ、電気、ガス、水道等のライフラインにも大きな被害が発生
各所で火災が発生し、多数の死傷者が出ている模様

３：訓練会場
都筑区役所、
茅ケ崎小学校、
茅ケ崎中学校、
都田小学校、

４：その他学校外地域を使用した訓練、緊急交通路確保、道路啓開訓練について
（実施予定場所）
都筑区東方町２１１７番付近道路地～桜並木１丁目付近道路までの間、（歴博通り（佐江戸・北山田線）東方原交
差点から平台交差点までの間）。
（商業施設訓練）
実施予定場所　　ららぽーと横浜、　北部病院

５：
会議:第１回（5/8(火))、第２回(6/13(水))、第３回（7/9(月））、第４回（8/10(金)）



尚、本会（都筑区支部）の活動内容は、前年度訓練会場の青葉区支部より情報を得て最終の詰めを行っているところで
す。

青葉区の実施状況は、概略次のように実施されたようです。
アマチュア無線による交信は、３拠点が区役所と通信を実施。
電文は事前に知らされず、渡されたものを即、送り、回答を求め１拠点あたり３回（６交信）以上あった。

すべて聞きながら書き取り、情報班にもって行く。
２拠点は上記のとおりであるがもう１拠点は医師会も参加したため８回（１６交信）以上あり。
したがって区役所はそのすべてを送受するので２８交信以上ありすべて書き取り本部へ伝達。
訓練実施時間は９時３０分くらいから１１時くらいまでの間なので約３分に１交信と、まさに連続の交信だった。
以上から、常に交信を行っている人でないと大変だということである。
特に区役所はテキパキさばける人でないと大変だとのことである。
事前に、電波伝搬状況を確認、特に拡声装置は使用しなかった。
通話表は特に使用しなかったが、練習はしておいた方が、良い。
電文を書き込むメモ帳は区役所が作成した。

・第１、２、３回の会議情報、詳細はこちらをご覧下さい。
都筑区支部長　ＪＲ１ＮＶＷ　　齋藤文三

平成１９年度横浜市総合防災訓練（第２８回八都県市総合防災訓練）
(2007-7-9)

7月９日（月）、都筑区役所にて第３回企画運営委員会が開かれました。
地域防災拠点訓練の状況想定その他、概要は下記の通りです。
訓練会場に指定された、防災拠点校の運営委員長及び学校長より訓練実施要領の詳細説明がありました。

記

１：地震の概要
発生日時　平成１９年９月１日（土）　午前９時３０分
震源地　南関東地域（相模湾）
規　模　マグニチュード7.9
震　度　市内最大震度７

２：被害の概要
特に都筑区内の被害は甚大
家屋の倒壊や道路の損害をはじめ、電気、ガス、水道等のライフラインにも大きな被害が発生
各所で火災が発生し、多数の死傷者が出ている模様

３：訓練会場
都筑区役所、
茅ケ崎小学校、
茅ケ崎中学校、
都田小学校、

４：その他学校外地域を使用した訓練、緊急交通路確保、道路啓開訓練について
（実施予定場所）
都筑区東方町２１１７番付近道路地～桜並木１丁目付近道路までの間、（歴博通り（佐江戸・北山田線）東方原交
差点から平台交差点までの間）で調整中。
（商業施設訓練）
実施予定場所　都筑区池辺町４０３５－１　ららぽーと横浜
訓練予定内容（調整中）　ア　企業側訓練、イ　救出救助訓練

５：今後のスケジェール
会議:第１回（5/8(火))、第２回(6/13(水))、第３回（7/9(月））、第４回（8/10(金)）

尚、本会（都筑区支部）の活動内容は、７月中に詳細決定し８月１０日最終回企画運営委員会に提示する予定です
・第１、２、３回の会議情報、詳細はこちらをご覧下さい。

都筑区支部長　ＪＲ１ＮＶＷ　　齋藤文三

平成１９年度横浜市総合防災訓練（第２８回八都県市総合防災訓練）
(2007-7-16)

６月１３日（水）第２回、７月９日（月）第３回、都筑区役所で企画運営委員会が開かれました。
地域防災拠点訓練の状況想定その他、概要は下記の通りです。

記

１：地震の概要
発生日時　平成１９年９月１日（土）　午前９時３０分
震源地　南関東地域（相模湾）
規　模　マグニチュード7.9



規　模　マグニチュード7.9
震　度　市内最大震度７

２：被害の概要
特に都筑区内の被害は甚大
家屋の倒壊や道路の損害をはじめ、電気、ガス、水道等のライフラインにも大きな被害が発生
各所で火災が発生し、多数の死傷者が出ている模様

３：訓練会場
都筑区役所、
茅ケ崎小学校、
茅ケ崎中学校、
都田小学校、

４：その他学校外地域を使用した訓練、緊急交通路確保、道路啓開訓練について
（実施予定場所）
都筑区東方町２１１７番付近道路地～桜並木１丁目付近道路までの間、（歴博通り（佐江戸・北山田線）東方原交
差点から平台交差点までの間）で調整中。
（商業施設訓練）
実施予定場所　都筑区池辺町４０３５－１　ららぽーと横浜
訓練予定内容（調整中）　ア　企業側訓練、イ　救出救助訓練

５：今後のスケジェール
会議:第１回（5/8(火))、第２回(6/13(水))、第３回（7/9(月））、第４回（8/10(金)）

尚、都筑区支部（本会）としての活動内容は、７月中に具体的詳細決定し、８月１０日最終企画運営委員会に提示する予
定です。

都筑区支部長　ＪＲ１ＮＶＷ　　齋藤文三

平成１９年度都筑区総会
(2007-5-29)

都筑区支部総会が平成１９年４月２２日都筑区公会堂会議室で開催されました。

平成１９，２０年度役員 

顧　　問 　 ＪＡ１ＱＥＵ　　内田　重夫
同　 　 　 ＪＩ１ＪＵＸ　　中澤　裕一（拠点訓練区役所サポート）
支部長　　 ＪＲ１ＮＶＷ　　斉藤　文三
副支部長　　ＪＬ１ＮＫＷ 　 半田 理___ 拠点訓練統括責任者（地域防災拠点訓練総合指揮管理）

副支部長　　７Ｌ４ＵＪＹ　　日置　隆則___ 無線局免許担当（地域防災拠点２７ケ所クラブ局法制管理）
理　　事　　ＪＥ１ＧＱＲ　 　関　　裕___ 会計担当　　
理　　事　　７Ｎ４ＡＮＵ　 丸山　典子___ 事務局総務担当　
理　　事　 7Ｍ4ＦＫＮ　 木村　善将___ 移動運用責任者（会員の運用技術レベル向上、都筑クラブとの共催運用）
理　　事　 ＪＩ１ＬＮＰ　 松永　信一___ 区役所本部責任者（平時訓練及び非常時における本部無線局責任者）
理　　事　 ＪＥ１ＨＺＤ　　吉川　武雄___拠点訓練統括補佐
監　　事　 ＪＲ１ＯＦＰ　　鈴木　則雄___（拠点訓練区役所サポート）
監　　事　 ７Ｎ４ＩＰＺ　　伊東　保恵___（拠点訓練区役所サポート）

平成１９年度都筑区地域防災拠点運営委員会連絡協議会の開催
(2007-5-14)

連絡協議会へ出席するよう要請がありました
詳細は下記の通りです。

記

1. 日　時　　平成１９年６月２１日（木）　　午前１０時３０分より
2. 場　所　　都筑区役所６階大会議室



2. 場　所　　都筑区役所６階大会議室
3. 内　容　　

　
平成１８年度実施事業及び決算報告について
平成１９年度事業計画及び予算案について

4. 地域防災拠点訓練について

都筑区支部長　ＪＲ１ＮＶＷ　　齋藤文三

平成１９年度横浜市総合防災訓練（第２８回八都県市総合防災訓練）
(2007-5-9)

５月８日（火）ＡＭ、都筑区役所にて第一回企画運営委員会が開かれました。
運営委員会委員は都筑区長、都筑警察署長、都筑消防署長、医師会、学校長、福祉協議会、地元自治会、病院、地元
拠点運営委員会などの会長２２名、その中に都筑支部も指名されました。
市役所関係者、区役所関係部署担当者との合同初会合でした。
概要は下記の通りです。

記

1. 設置要綱決定
2. 役員選出

会長　　志村一郎（都筑区地域防災拠点運営委員会連絡協議会会長）

3. 運営方針
平成１９年度横浜市総合防災訓練（第２８回八都県市総合防災訓練）は、平成１８年度に見直した「現場型
（地域分散型）」訓練の形態をベースに、次の方針を基本として運営する。

4. 訓練日時
９月１日(土）１０時から１２時

5. 場所
都筑区内

6. 訓練会場
都筑区役所、茅ケ崎小学校、茅ケ崎中学校、都田小学校、その他学校外地域を使用した訓練

7. 今後のスケジェール
会議:第１回（5/8(火))、第２回(6/13(水))、第３回（7月中旬）、第４回（８月上旬）
訓練（9/1(土))

尚、本会の活動内容は、これから具体的に決めていくことになります。
都筑区支部長　ＪＲ１ＮＶＷ　　齋藤文三


