伍浸

ます

DXを

のス ローパ ーの耳は FBで した し,止 直 ローパ ワーで良

始 め ら れ た動 機 と そ の 後 に つ い て か ら

お伺 い します。

く飛んでいま したネ。

花崎 1970年 に21MHzで 」A6BSM

2DNと QSOし た後,

クラブ局

長さんが 9J

(JA5YFG愛

花崎 面白 くなってその シーズンは毎朝 5時 起 きで した。

媛放

佐渡

ここで現在 の花崎さんの ロケ ーシ ョンを紹介 しま

送)か らコール してQSOで きてか ら,病 みつ きにな り

す。松山市の中心 ,松 山城か ら松山港 に向か って車で 10

クラブ局では 270カ ン トリー程 QSOし ま した。

分 (4 km)ほ ど走 ったところで,坂 を上が りなが ら緩 や

その後 マイホームを建ててか らは, JA5AQCで 50
MHzを 含 め各 バ ンドで DXを 楽 しむようにな りま した。

かにカーブす る手前で注意 していますと,/.側 に DXタ

特 に ローバ ンドに興味を持ち始めたのは1981年 12月 に

あ り,横 にある神社 の森を見下ろすようにア ンテナが上

,

ワーが見えてきます。道路か ら約 10mほ ど上に広い家が

38 MHzで KL7AFと QsO後 です。
佐渡

が っています。
タワーに登 ると眼下に瀬戸内海が見え,北 東か ら南に

その当時は確か北条市で したね。

花崎 田んぼを埋め立てた分譲地だ ったので,少 し地面
を掘 ると水が出るんです。 タヮー はスコ ップ ´
丁で 自力

かけては市内を一望す ることができ,部 屋の窓か らは松

で 2m掘 って建てたんですが,水 がたまり苦労 しま した。

問題ないで しょう。庭の前には,み かんの本が栽培され

山城が絵のように写 り意す。南西 に少 し山があ りますが

まあ接地抵抗 3Ω 位で したか ら, アース効果は抜群で
したネ。 38MHzを

ています。

始 めた時 ,ス ローパーで も適当に

聞 くまででもないでしょうが,花 崎 さん満足度は ?

飛 んだの もこれのせいで しょう。

花崎 会社にも近 く,ま あ満足 しています。難 を言えば

佐渡 飛びだけでなく耳 も良か ったですネ。

市街地方面か ら多少 ノイズが あり,北 東

花崎

XYLと

は丁度 その頃婚約中で したので,彼 女 に

も手伝 って もらい ま したが, ファイ トがあった ものだと

佐渡

リブ)方 向

私の ヮッチ したところでは問題ないょうですよ。

ますが,ア ン
次 に現在 7MHzで 熱心 にやってお られ′

今 もって 自分で も感′
らヽ
しています。
佐渡

フ ィア ンセに も手伝わせたんですか

花崎

ハ イバ ン ドは20mに 上げたT A33で したが,予 想

テナについて伺いたいと思 います。

!

花崎

以上で したネ。 ロケー ションも良か った,東 側 に高縄山

714Xを DXタ

ろに,そ の

(986m)が あ り,真 北か ら西を通 って真南 までの 180
シヤック内の花崎さん。仕事は愛媛放送の送出部。
会社 に近 <し かも 9時 半出勤とは DXに びつたり。

(カ

が少 し気 にな るくらいです。

11に

ヮー (D X l100)の 上26mの とこ

C D78を 取 りつけています。45度 クロス

して使 っていますが,お 互 いの影響 は感 じません。

穴堀りから一人で済ませた26m hの タワー、
D78が クロスして上がつている。

714Xと C

顧

争

量

饉

欝

騨

p〜

―

タワーをバックに花崎さんと佐渡さん (右 )。 佐渡さんは
四国の3 8MHzの 草分け。今1ま 勤務 (NT丁 )の 関係でオ
ンエフーできずコンピューターに取り組んでいます。
この場所はアースの関係 もあるんで
しょぅが,38M

Hzの 場合,ス

ローパ ーょ りもノイズ も含めC D78の
方
が良 いようです 。
佐渡

タヮーを 3回 も建て替えて, しか も今度 5m高
く
されま したが, 7 MHzで は変化が ぁ りま
したか ?

S/Mが 若干良 くなったょ ぅで,sに して o5位 の
違いで しょ ぅ。 」A5AZQ
曽我部 OMに 以前 よりも
花崎

耳が良 くなったと言われま した。
また c D78を 上げる切 っ掛けに もな り,投
資効果は十
分あ りま したネ。
佐渡 皆 さんの興味のある点だろうと思 いますが
,仕 事
とハ ムを両立 させ, しか もこれだけの フ
ァィ トとアクテ
イビテ ィーを保 っている秘密は何ですか ?
… 花崎 DX情 報を大
切に して,何 かあれば執念を持 って
ワッチ します。 しか も JA5RH,
」A5AUC, JA

5ANP等 ,友 人に恵まれていることですネ。
それと健康面では, 自然食や玄米食等 XYLが
注意 し

て くれます。
一 日の運用時間は平均 2時 間位で
朝が ほとんどです。
私の場合,出 勤が 9時 半ですか ら,ゆ っ くり

QRvで

きます。 それがかぇって健康保持にいいので

それ とアクテ ィブにでてい るとDX局 に も
友人ができ
佐渡

Dxccは

花崎

Mix 313,PhOne 311,5BDXCcは 80111の カ

どの位ですか ?

ー ド待 ちとなってます。

7MHzで 頑張 ってい るのが噂にな ってぃますネ。
いえぃぇ 7MHzの 運用は1984年 9月
か ら始 めた

花崎
ニユ カ マーですょ
。
」A2BAY,

JAlVKv, JA2VPo各

適切 なア ドバ ィスを して頂 いたおか げで

局か ら

もあ り,昨 年だ

けで 200カ ン トリーまで行 くことがで きま
した。
佐渡
花崎

りが 38

きま した。
これか らの Dxを どぅ楽 しまれま
すか ?
花崎 一つの 区切 りと して, 5BDXccを コ ンフ ー
ァ
ム して, その後は今 までど ぅり
適当にQRVし なが ら
38 MHzの ア ンテナの グレー ドァ ップゃ, リニアーァ
佐渡

ンプの製作 ,そ して RTTY等
もや りたいですね。
子供 たちが大 き くなった ら,TvIの ない,ぃ っで

も
マイペースでォ ンエアーでき るような
場所を捜 して Qs
Yし よ うと思 っています。
もう一つ は,休 みがゆっ くり取れれば,何 処かの国へ
ペデ ィシ ョンに行きたいで
すね。

JA5RH ttoMと 話すんですが, ∫Dl(南 鳥島)
へ行 って, ョーロ ッパ ゃァフ
リカにサー ビス したいな と
考えてい るんですょ。
佐渡

今 日はど うもあ りが とぅございま した。

訪 FnS後 記

すば らしいですネ,現 在 の運用状況は ?

7 MHzが 98%,残

7X2LSに X
T2BRと 7 MHzで QSOし たい旨を依頼 し,数 ケ月
後 にや っとQsOで きた時ですね。
本当に S adek様 々ですょ。勿論多数の 」Aが
Qsoで

,

しょぅ。

ます じネ。

佐渡

ル していま した。他には, そ
ぅですネ,

MHzで す。 2年 ほ

ど仕事が忙 しく,十 分 QRVで きなかった
反動 と気分転
換になるメ リッ トが ぁるので,最 近はアクテ
ィブにでて
います。今後は 38 MHグ に も力を
入れようと思 います。
佐渡 冬 の体力維持 の秘訣を教えて下さい
。
花崎 足元にパ ネル ヒータ̲を ,上 には ドテラを
着て
頑張 っています。パ ネル ヒーターは会社の建物の工
事に
携わ り,冷 暖房を勉強 したのを生か した ものです
。
佐渡 特 に印象 に残 った Qso等 を教えて
ください。
花崎 14MHzの SsBで の S92L Bで
すね。何 と世界
で 4番 目の QSoで した。 次の 日か ら EI皆
連
さんが コー
,

松山市の中心に近 く, しか も恵 まれた 口ヶ― ション
で

QRVで きる,最 高の場所にお宅があ ります。花崎 さん
はス リムな体 に もかかゎ らず,バ ィタ リテ ーに
ィ
あぶ、
れ
た方です。 ぁの Dxタ ヮーを穴堀か ら全
部 自分でや り
,

3回 も建て替えるファイ トゃ集中力 には
驚きま した。
花崎 さんの特徴がでるよ うにイ ンタ ビュー したつ もり
ですが, うまく紹介できま したかど ぅか ?
文中にはでてぉ りませんが,花 崎さんの今を支えてい
るの は,聡 明で控えめな奥様の力が大きいとおみ うけ
し
ました。
これか らもEDXGの り‐ダーと して,ぃ ゃ
JADX
興 ん 十 ラ ス
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