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５月に入ってから 21MHz,28MHz Band の伝搬が変わり通常行われている私共の JAIG-NET の時間も 

不安定となりました。５月 27 日の場合，小生の記憶では，この NET が始まってはじめて EU-JA 間の QSO が出来ません 

でした。太陽の活動がまだピークにあるのでそれ程気にすることもあるまいと思いますがもう習慣になっている私共の 

この NET が不安定になると少々寂しい気がします。 

JAIG-NEWS 19 で御案内致しました様に去る 3 月 31 日と４月１日に Baden-Würtenberg 州の 

B ie t i ghe im で JA IG-Tre f fen  ’ 90 - Mee t ing が盛大に行われました。その様子は次頁に D K9UA 

OM Edgar が澄子さん，DD5FR，の翻訳で詳細に書いて居ります。その他 DF2CW が CQ ham Radio 

の方に寄稿しておりますのでいずれ発表になると思います。そちらの方も合せてお読み下さい。 

先 に ア ル ザ ス に 来 ら れ た 北 村 O M ( J E 2 L M M ) が Ｆ の 試 験 に 合 格 い た し ま し た 。 “ お め で と う ” 

これで又 EU の空の JAIG も一層にぎやかになります。御存知の様に丸山 OM(DL/JE1NWL)松永 OM 

(DL/JA1RDW)，あるいは UK のケンブリッヂから Gφ/N6YBS のコールで落合 OM(JA4KQG)等が JAIG- 

NET でアクティブに活躍中です。 

JA 宛のこの JAIG-NEWS は DL から直接発送して居りましたが，この 21 号から中嶋 OM(JA9IFF/1)が 

引き受けてくれることになりました。彼の負担を軽減する意味で，おそれ入りますが，QTH と切手をはった 

封筒をまえもって送っていただきたいと思います。御協力お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JAIG-Meeting : Bietigheim の旧市内見学で撮影 

 

この NEWS は JAIG メンバーに直接発送致して居りますが，皆様お知り合いで読んでみたいと希望される 

方がありましたらコピーしてお渡しください。バックナンバーも同様です。 
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Treffen der JAIG in Bietigheim-Bissingen 

 
Traditionen sollen hoch gehalnten werden, auch wenn sie noch jung sind, und so tra- 
fen sich am 31. März und 1. April die YLs und OM der JAIG(Japanische Funkama- 
teure in Deutschland) mit ihren deutschen Freunden zum sechsten Male, in diesem 
Jahr in Bietigheim-Bissingen bei Heilbronn. 
 
Die JAIG ist längst keine rein japanische Vereinigung mehr. Sie wurde 1985 vom OM 
Kunihiko Iki DF2CW zu dem Zweck geguründet, daß japanische Funkamateure unter- 
einander Kontakt bekommen, und auch zu Interessierten deutschen Amateuren  
freundschaftliche Beziehungen knüpfen können. Inzwischen sind wir eine Gruppe von  
über hundert Mitgliedern, und wir werden immer mehr. 
 
Die Stadt Bietigheim wurde zum diesjährigen Treffpunkt gewählt, weil dort der Arzt  
Dr.Erwin Bälz, später von Bälz geboren wurde. Er ging als junger Mediziner nach 
Japan und wurde dort Leibarzt des Meiji-Kaisers. Er unterrichtete an der Universität  
von Tôkyô westliche Medizin und gilt als Vater des modernen Gesundheitswesens in  
Japan. Er war auch ein großer Kenner und Sammler japanischer Kunst. Seine 
Schätze, die er in seinem Leben zusammentrug, sind heute im Stuttgarter Linden- 
museum zu sehen. Daher ist Bietigheim in Japan keine unbekannte Stadt. 
 
Die Organisation “vor Ort”bewerkstelligten Silvia DL5SCC und Achim DG4SAB in  
vorbildlicher Weise. Die zeitig angereisten OM und YLs trafen sich in einem gemütli- 
chen Restaurant bei schwäbischen Maultaschen und schwäbischem Wein (Trollinger  
und Schwarzriesling). 
 
Am Nachmittag traf man sich im Rathaus zu einem Empfang der Stadt Bietigheim- 
Bissingen. In seiner Rede ging der Oberbürgermeister, Herr Manfred List, auf die  
völkerverbindenden Funktion des Amateurfunks ein, und er freue sich darum beson- 
ders, die JAIG in den Mauern der Stadt begrüßen zu können. Eine Vereinigung wie 
die JAIG erfülle Internationele Partnerschaften mit Leben und trage mehr als manche 
Politikerrede zum Frieden auf der Welt bei. Die Kontakte von Mensch zu Mensch,  
besonders in die Ferne, sei die Domäne des Amateurfunks, was er als überaus 
wichtig in unserer Zeit ansah. 
 
In seiner Antwort danke OM Kuni DF2CW für den Überaus freundlichen Empfang 
und die Einladung durch die Stadt. Bietigheim sei es gelungen, sein mittelalterlich- 
romantisches Gesicht inmitten einer wirtschaftlich blühenden Region zu bewahren. 
Hier träfen sich das Alte und die Moderne auf eine höchst natürliche und harmoni- 
sche Weise. Die Mitglieder der JAIG freuten sich deshalb besonders, in einer Stadt 
wie Bietigheim-Bissingen einmal ihr jährliches Treffen abhalten zu können. Ebenso  
danke der Vorsitzende des OV Heilbronn, Valentin Schüro DK7SO, für den Empfang  
durch die Stadt. 
 
Nach der anschließenden Stadtführung traf wir uns mit den noch eingetroffenen  
Mitgliedern im Gasthaus zum Bären. Dort war eine UKW- und eine KW-Station auf- 
gebaut. Wir hoffen natürlich auf eine Verbindung in die japanische Partnerstadt 
Kusatsu, aber die Drahtantennen ließen leider keine DX-Verbindungen zu. Rechtzeitig  
zum Treffen war noch die Clubstation DLφDJF (Deutsch-Japanisches-Freundschaft- 
streffen) von der Post genehmigt worden. 
 
Nach dem gemeinsamen Abendessen begrüßte OM Kuni DF2CW noch einmal die an- 
gereisten Teilnehmer. Aus vielen Ländern Westeuropas waren japanische Funkama- 
teure angereist, es kamen soger Teilnehmer direkt aus Japan nur zu diesem Tref- 
fen. Gefreut haben wir uns besonders über den Besuch einiger OM aus dem Raum  
Heilbronn, und wir hoffen, daß wir bei den nächsten Treffen wieder viele neue deut- 
sche Freunde begrüßen können. 
 
Am Abend stellte Kuni das neuegeschaffene JAIG-Diplom vor und konnte die ersten  
gearbeiteten Exemplare an anwesende OM und YLs ausgeben. Die Bedingungen kön- 
nen gegen SASE bei DF2CW oder bei der DIG erfragt werden. Sie sollen aber in 
der cq-DL und in der DIG-Diplombeilage veröffentlicht werden. 
 
Höhepunkt des Abends war die musikalische Darbietung von YL Sumiko DD5FR, die 
auf der Koto japanische und deutsche Lieder spielte. Die Koto ist ein sehr schwer 
zu spielendes, auch in Japan selten gewordenes Saiteninstrument, dessen Form sich 
in den letzten 1000 Jahren nicht verändert hat. Dazu sang YL Mieko DD5KJ auf 
deutsch und japanisch. 
 
Als am nächsten Morgen mit den Behelfsantennen immer noch keine Verbindung 
nach Japan klappen wollte, lud YL Silvia kurzentschlossen alle Anwesenden in ihr  
Shack ein. Die vielen Leute in dem kleinen Raum ließen jeden an die Tôkyôter U- 
bahn zur Rushhour denken, aber das tat der Freude über die vielen DX-Verbindun- 
gen keinen Abbruch. 
 
Gegen Mittag ging man auseinander, und wir freuen uns alle auf das Wiedersehen 
im nächsten Jahr an einem anderen Ort, und vielleicht auch mit neuen Freunden. Sie 
sind alle herzlich eingeladen! Bis dahin 
 
Sayônara !!! 
 
 
  Edgar Morrison-Cleater (DK9UA/7J1ADW) 
 
 

ビーティクハイム－ビシンゲンでＪＡＩＧミーティング開催 
 
たとえ年は若くても伝統は尊重されなければならない。そこで日本人ハムは３月３１日 
から４月１日にかけてドイツ人ＯＭを交えて今年で７回目のＪＡＩＧミーティングを 
ビーティクハイム－ビシンゲンで持ちました。 
 
 
ＪＩＡＧは名前のようにもう日本人たけの集まりではありません。ＪＡＩＧは壱岐ＯＭ  
ＤＦ２ＣＷにより１９８５年に日本人ハム同士の横の接触を図りそれと同時に日本に 
興味を持つドイツ人ハムとの接触を意図して結成されました。今では既にＪＡＩＧ 
メンバーは１００人以上に及び益々メンバーが増えています。 
 
 
ミーティングの地としてビーティクハイム市を選んだ理由は、かの有名なベルツ博士 
の生れた市だからです。彼は若き医者として日本に渡り明治天皇の待医になりました。 
東京大学で西洋医学を教え近代医学の父と日本仰がれています。彼は又日本文化への 
造詣も深く美術品収集家でもありました。彼が生前収集した作品はシュトットガルトの
リンデン美術館で見る事が出来ます。以上のようなわけでビーティクハイム市は日本 
では見知らぬ町ではありません。 
 
 
この町に住んでいるシルビアＤＬ５ＳＣＣとアヒムＤＧ５ＳＡＢご夫妻がミーティン 
グを見事に取り仕切ってくれました。早々と到着した組は郷土料理のマウルタッシェン 
（ドイツ風ぎょうざ）と土産酒のワインで和やかに昼食をとりました。 
 
 
午後３時から私達はビーティクハイム－ビシンゲン市役所に集まりリスト市長から 
正式な歓迎を受けました。“アマチュアハムを通して人間同士の接触が図れるのは 
喜ばしく特にこの古い町でＪＡＩＧの皆様を歓迎できて嬉しい。ＪＡＩＧは国際交流を 
図り政治家の演説より世界平和に寄与している。個人同士の接触、特に遠方との接触は 
アマチュアハムの専門域であり現代において極めて大切な事と思う”と挨拶してくれ 
ました。市長の挨拶に続いてＯＭくにＤＦ２ＣＷは“心暖まる市の歓迎と市内見学の 
招待に感謝している。ビーティクハイム市は中世のロマンティックな面ばかりでなく 
工業地区としての面を持つのに成功した。ここでは新旧が自然に融合している。 
ＪＡＩＧメンバーはこの市でミーティングが開く事が出来嬉しく思っている。”と 
感謝の辞を述べました。同じく私達を歓迎してくれたハイルブロン地区会長のＯＭ 
バレンティンＤＫ７ＳＯにも感謝している旨謝意を述べました。 
 
 
市内見学の後、私達はレストラン“ベーレン（熊）”に集まりました。そこではＵＫＷ 
とＫＷ局を建てました。勿論草津市とのコンタクトを試しましたが低いアンテナだった 
ので残念ながらコンタクトはとれませんでした。クラブ局の許可が郵政省から下り 
有難い事にこの日に間に合いました。クラブ局のコールサインはＤＬ0ＤＪＦ 
（Ｓｕｆｆｉｘは独日友好－Ｄｅｕｔｓｃｈ－Ｊａｐａｎｉｓｃｈｅｓ－Ｆｒｅｕｎｄ 
ｓｃｈａｆｔ）です。 
 
 
夕食後はＯＭいきＤＦ２ＣＷから参加者に歓迎の挨拶がありました。この日のため 
わざわざ日本から飛んできたＯＭもいました。特にＯＭいきを嬉しがらせたのは 
ハイルブロン地区からドイツ人ハムがこの集まりに駆け付けてくれた事です。次回の 
ミーティングにも多くの新しいドイツ人ハムとの接触を期待しているとＯＭいきから 
挨拶がありました。 
 
 
会場でＯＭいきはＪＡＩＧディプロムを紹介してくれました。ディプロム取得条件に 
ついてはＳＡＳＥにてＯＭいきに照会して下さい。このディプロムはＤＩＧと 
ＣＱ－ＤＬにも公表されました。 
 
 
この夜のクライマックスは、澄子さん（ＤＤ５ＦＲ）の琴の演奏と美恵子さん 
（ＤＤ５ＫＪ）が琴の伴奏で独日２か国語で歌ってくれた事です。 
 
 
日本とのコンタクトがとれなかったので、翌朝シルビアは残ったメンバーを急遽自宅に 
招待しました。彼女の小さなシャック室はまるで東京の地下鉄のラッシュアワーの 
ようでした。ＤＸコンタクトがたくさんとれた事は喜ばしい事でした。昼頃再会を 
期し散散五五帰路に着きました。あなたも心から歓迎いたします。 
 
 
そようなら 
 
 
エドガー モリソンクリータ（ＤＫ９ＵＡ／７Ｊ１ＡＤＷ） 

 

 

 

 

JAIG-NET, 21,360MHz±QRM 08,00UTC(17,00JST)jeden Sonntag 
in deutscher und japanischer Sprache 
 
JAIG ネットは毎週日曜日に 21,360MHz で行われていますが最近この周波数にロシヤ語の放送が 
出ていて S9+。 従って上下数 kHz QSY 致しますので御注意下さい。 
 
ネットには G から落合 OM(JA4KQG)が Gφ/N6YBS のコールで参加して居ります。DL5SCC/Sylvia) 
も強力な電波を JA に飛ばしています。 
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４月２日付のローカル紙 Bietigheimer Zeitung に私共のミーティングの様子がこの様に 
紹介されました。（全部翻訳するとちょっと大変ですので雰囲気だけでもお知りいただきたいと思いここに掲載しました。） 
岩崎美恵子さん（DD5KJ, JN1UUJ）が大写しで，後方はオシドリハムの DL5SCC Sylvia と DG4SAB Achim です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    HAM RADIO-Friedrichshafen 

    又，Eyeball QSO 出来る機会が出来ました。例によって会場内の 
    レストランで午後１時から集まりましょう，６月 30 日土曜日です。 
 
    Wir treffen uns wieder auf der Messe 
    HAM RADIO in Friedrichshafen 
    30 Juni ’90 Samstag ab 13,00 MESZ 
    Gr.Restaurant in Messegelände 
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JAIG グループに左の様にｸﾗﾌﾞ局が許可 
になりました。そのコールも DLφDJF,  
Deutsch-Japanische-Freundschaft 
即ち日独友好のﾄﾞｲﾂ語の頭文字を取った 
ものです。 
ﾋﾞｰﾃｨｯﾋﾊｲﾑの会場からその第１声が 
発された事はすでにお聞きの方もあると 
思います。 
常置場所は DF2CW となっていますが 
DL 内であれば短期間 QTH の変更が 
可能です。ちなみに５月は DK9UA， 
と DL2GRC に変更し，ﾊﾞｰﾃﾞﾝｳﾞｭﾙﾃﾝﾍﾞ 
ﾙｸ州に JAIG を PR しました。 
その他 JAIG-NET の際 DF2CW が 
このコールで Q RV して居ります。 
このｸﾗﾌﾞ局のコールをお使用希望の方は 
連絡下さい。 
 
 
 
 
J A I G - A W A R D が C Q - D L に発表 
になりました。その他オーストリア(OE) 
の ハ ム の 機 関 誌 Ｑ に 発 表 に な り 
AWA R D - M a n a g e r の方にかなりの 
問合せが来て居ります。 
DL での５月現在の発行数は 19 枚 
内訳でみますと 

DL 14 枚，  F １枚 
OE ３枚，  4U １枚 

となって居ります。 
 
JA でも CQ 誌上に発表された由ですし 
D IG-Japan の JA3BAG 原 OM も 
PR してくれていますので申請ラッシュ 
が待たれます。 
 
皆様にはお友達の方々に PR お願い 
いたします。詳細は JAIG-NEWS 20 
に書いてあります。 
 
 
 

 
 
お願い 私共のこの JAIG-NEWS は EU で活躍中あるいは活躍後帰国された JA の Ham 及び私共のｸﾞﾙｰﾌﾟに共感をもち 
行動を共にする EU 各国とＷの Ham 自動的に配布しております。その発行部数は次第に増加しその際限を知りません。 
その費用は一部の方々からの寄付でまかなっていますが限度があります。 
ここでお願いですが，ポストの代金を有効に使いたいので少くとも QTH の変更があった場合にはお知らせ 
いただきたいのです。 
EU に滞在中の方々には今まで通り発送いたしますが それ以外の国にお住いで（JA も含む）１年以上何んらの 
連絡もない方へは発送を中止することがありますので申添えます。 
       73 de DF2CW 
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