
第 45回 JAG総会 京都大会を振り返って 
       京都大会実行委員 #1536 JH3MKP 岡口 正幸 

 前回の総会（琴平大会）は 2019年 5月 12日

でした。それから半年後の年末には急激な新型

コロナウィルス感染症の感染力と驚くべき病魔

の進行に、なすすべもなく中止に追い込まれた

翌年の総会。 

 少し落ち着いたかと思えた途端に、今度は変

異株によって次々と緊急事態宣言やまん延防止

等重点措置が全国の自治体単位で発出された昨

年は、4 月中旬まだギリギリ粘ってみたものの

予約していたホテルをキャンセルせざるを得ま

せんでした。 

 

 まさかの丸 3年になるブランクが空くとは何

方も想像出来なかったのではないでしょうか！  

私自身確認はできておりませんが、この感染

症によって不幸にも SK になられた方や感染後

の後遺症に今も苦しんでおられるメンバーやご

家族の方がおられるかも知れません。本当に苦

しい3年間でした。 

 

 しかしそんな中ではありますが、今年もまだ

完全に収束した訳ではありませんが、今回参加

して頂きました各局様はこのようなリスクの中、

精一杯の感染予防策を取っていただき、北は北

海道から南は九州まで、25 名のメンバー局が

集まっていただきました。（XYL様を含めると29

名です。） 

また、参加したくとも諸事情でどうしても参

加出来ずに止む無く委任状を頂きました方は何

と 175名にのぼり、合わせると 200名という全

会員数の半分という、総会成立の 1/5以上（委

任状を含む）という規約を圧倒する形で開催出

来ましたことを誠に嬉しく思います。 

 日ごろより当会に思いを抱く皆様方のお気持

ちを十分にいただくことを再確認した次第です。 

 

 話が少し長くなりますが、私が今回の総会で

皆さんを京都にお招きすることになったきっか

けを少しだけ述べさせていただきたいと思いま

す。 

 

 私はある 7エリアのメンバー局からお空で会

うたびに入会を勧めていただき、ようやく規定

数のアワードを獲得して#1536 をいただいたの

が 2012年 3月 1日でしたので、今年で丁度 10

年になりました。 

 しかし当時はまだ第一線の現場で働いており、

仕事の関係で全国に出張する機会はあったので

すが、週末や祝祭日に関係なく「メンテ当番」

が全社員に割り当てられていたこともあり、一

度として総会には参加出来ずにおりました。 

 何と初めて参加したのが前回の第 43 回琴平

大会の、それも総会当日の朝に琴平に着いたと

いう有様でした。そうです、ようやく第一線か

ら離れたことで参加できるようになったのです。 

そしてそんな大会での最後の最後に次回の総会



の開催地に立候補してしまったのです。 

 

 伏線はその数年前からありました。 

仕事の関係で松山市に行った折、丁度空き時

間もあったので越智会長のおられる今治市をず

うずうしくも訪ねたことに始まります。勿論何

度かお空でお逢いすることはありましたがグラ

ウンドでお逢いすることはなく全くの初対面で

したが色々なところへ案内していただき、食事

等も御世話になってしまいました。 

 XYL さんが、学生時代を京都で過ごしたとい

うこともあり、以降メールやEAHG（愛媛アワー

ドハンターズグループ）会報などでお世話にな

りっぱなしでした。 

 そのような中、空白だったエリアマネージャ

ーを勧められても、関西ハムフェアー時にクラ

ブブースに少しだけ顔出しする程度でした。 

そのような時、毎年の総会場所探しには大変

な苦労をされていると聞き、何とかお役に立て

ないかと思っていたので、次年度の 5月、ホテ

ルの予約が獲れないかと聞かれて取りあえず当

たって見ることにしたのです。 

 

 ５月の京都と言えば、京都三大祭りのトップ

を飾る「葵祭」が毎年 5 月 15 日にあり、新緑

の季節とあって中々空き部屋を確保することは

難しい季節でもあります。 

 毎年五十数名は参加される総会とお聞きして

おり、京都ならばご夫婦と言うことも考慮すれ

ば最低でも 60 名が泊まれるホテルを確保する

必要が出てきます。 

 コロナ前はインバウンドの影響もあり、京都

市内は季節に関係なく予約を取ることが非常に

難しい状況の中、 

１、１泊朝食付きで一人当たり１万５千～１ 

万八千円程度 

２、前夜祭及び翌日の総会会議が行える設備 

を持っていること 

３、出来れば観光地等への交通アクセスの良 

い立地 

という条件を出来る限り満たす必要がありまし

た。 

 

 京都に住んでいる私にとっても、自分が地元

の京都のホテルに泊るのは結婚式以来(？)かも

知れません。途方にくれてフレンド局に相談し

た所、その局が JAMSAT（日本衛星通信協会）

の会合等でよく利用するホテルが 2、3 軒ある

ので当たってみたら？ と教えてくれました。 

 

 その中で一番立地条件（観光地であり、交通

手段が非常に便利＝駅横）というホテルにまず

電話したところ「今なら 5 月の週末予約は OK

です！」と信じられないほどあっけなく希望す

る条件のホテルが見つかったのです。 

 すぐに越智会長に報告したところ次回はそこ

にしたいからホテルをキープ（仮予約）して欲

しいと頼まれたのが事の発端だったという次第

です。 

 



 これまでを振り返っても、何がきっかけとな

って人生転換期に遭遇するか分かりません。 

 まさに一期一会の世界に生きていると実感し

ています。 

ですからその機会は特別なこととしてではな

く、ただただ、今自分に出来ることをするだけ

であり、そんな中でもサポートしていただける

ありがたい人が周りにいてくれることに感謝し

て行うことにしています。 

「自分だけで必死にならないこと！」を心掛

けるようにする、そんな受身でいられる「歳」

になったことを実感しながらも、それとは真逆

に自分から積極的に仕掛けていく図々しさも感

じている自分を誇らしくも思うこの頃です。 

 

 ですから何も知らないが故に、今回の京都大

会で出た身勝手な解釈で行ったことが二つあり

ました。 

共に前夜祭での抽選会の仕掛けと、会場での

各局の御席の名札です。 

 

 先ほど述べた通り、総会の参加は過去に一度

だけ。それも総会当日の写真撮影に間に合う時

間からでした。ですから前夜祭の様子もまして

や抽選会もどんなことをしたのか全く知識がな

かったので、全て自分流に行うことしか出来ま

せんでした。ただ、越智会長にだけは抽選会の

商品を京都のお土産として予算はこれくらい、

と言って承認をだけは得ておりましたが…。 

 

 その京都のお土産ですが、これまた地元の土

産を買うこと自体余りなくて、強いて言うなら

ば毎年特定の方へ旬の物が出た時に送るものは

あるのですが、旬という通り、食べ物でその出

始めの季節に送り届ける訳ですので、今回のよ

うに｢翌日に手で持って帰るお土産｣という条件

に当てはまるものを買う＝揃える：出来る限り

同じものではなく別々に探す＝二十数種類のも

のを探す、という困難に立ち向うこととなって

しまいました。 

 しかしそのお陰で自分の足で老舗店へ行って

話を聞いたり、色々な種類の地元の自慢のもの

を見られたことは郷土の誇りとして外に発信で

きる自慢となり、より深い郷土愛が生まれまし

た。 

 抽選の方法にしても、最も安く、判り易く且

つ楽しんでもらえるのでは？と言うことで、



100均店で200円のビンゴゲーム機（手回し）

を購入。 

回す順番は本日の受付順の局からとしました

が、女性からで(役員の女性は後の順）、男性が

その後(こちらも役員は後から)です。 

女性は 1番から 7番までの番号の玉を引きま

すが、最初の人が出す玉の番号は 1～7 ですの

で引いた番号の順に用意したお土産の中で、ど

れでも好きなものを持ち帰ってもらうことにし

ました。 

男性も同様に 8 番から 28 番の玉をチェック

イン順に回してもらい、お土産を選ぶ順番を出

た玉の番号にしたのです。 

今回用意したお土産の内容は、ホテル入口の

受付時に大会案内書とルームキーをお渡しする

時に、別途｢抽選会お土産品紹介｣のプリントを

お渡しし、事前に欲しいものを選んでおいても

らうようにしました。 

大枠として、女性向け(3種類―5名）、食品(7

種類―12名）、日本酒(6種類―6名）、その他(3

種類―5名)でした。 

お楽しみ抽選会は宴会の中程を見計らって小

一時間、JR4IKP 局と私で、参加者の皆さんと

一体になって楽しんでいただけたことが、一瞬

ではありますがコロナを忘れた時間ではなかっ

たかと思っています。宴会の最後には越智会長

より全員に｢今治タオル｣の配布もあり喜んでい

ただきました。 

 

 もう一つの「こだわり」と言うか、唯一出来

る私から参加者の皆さんへの｢おもてなし｣と言

うのが、前夜祭に皆さんが着席していただく場

所を決めさせていただいた御名前札でした。 

前夜祭会場は畳張りの部屋にテーブルを置い

たものと聞いていましたので、和室に合うもの

との思いから、京土産を買う時に見つけた便箋

を使うことにしたものです。 

 鳩居堂(きゅうきょどう)という宮内庁御用達

の比較的日常品である手紙や封書、便箋や御香

といったものを扱うお店で見つけたものです。 

淡い黄土色をした便箋で表面に、 

  便箋(手漉楮紙) 手漉楮紙 瓦當
がとう

 (鼎胡延寿） 

と書かれ、中央に宮と鼎胡延寿と描かれている

ような拓本したような画が描かれていました。 

 かすかに読める「延寿」という字が目に止ま

り、これは“縁起の良い文字”が入っている、

というのが真っ先に浮んだ決め手となったもの

です。 



 ですから、買った時は意味が全く判らなかっ

たのですが、帰ってから調べてみると、 

 手漉楮紙は｢手で｢こうぞう
．．．．

｣をすいて作った

和紙｣であり、瓦當
がとう

とは軒先瓦の先端の円形部

分の文様面の事であり、通常は家紋や寺や神社

の名前などが描かれているものとのこと。 

 そこで鼎胡延寿を調べてみると、｢ていこえ

んじゅ｣と読み、中央の宮から中国・前漢時代

に西安市にあった鼎胡宮という離宮の瓦である

ことがわかりました。 

 

手漉和紙で非常に薄いので、プリンターで印

字出来るか心配したのですが、何とか印刷出来

るようでした。但し、薄いために給紙の時に詰

まったり、インクの斑点が付いてしまったりと、

2、3 割の確率で印字不良が出てしまい、枚数

が足りなくて後日買いに走ったりはしましたが

…。 

それとせっかくの和紙に合うようにとフォン

トを少し古風さが出るように変えたところ、空

きスペースがどうしても気になって、ついつい

浮んだ句を書いてしまいました。 

皐月晴れ 

 コロナを避けて 集い寄る 

嵯峨野の里に 青もみじ山 

 普段は絶対に興味がない句なのですが、ふっ

と浮んだ句が短歌の五七五七七の数と合ってし

まったため書き込んでしまいましたが、この句

は今年の、この場でしか言い表せない句である

と、作った自分でも自画自賛しております。も

う二度とない、私にとっての思い出の一瞬でし

た。 

予定の時間を 30 分余りオーバーして無事前

夜祭はお開きとなり、忘れ物のないことを確認

し、同部屋となった越智会長と一緒に大浴場に

入って汗を流しました。 

 風呂上りのビールを飲みながらベッドの上で

会長と語らっている内に長かった 1日の疲れで

寝入ってしまいました。 

 

翌朝 6時に目覚めた後、最初に気付いたのが、

何と声がかすれていることでした。 

そう言えばコロナが流行り常にマスクをする

習慣から、普段でもSSBで交信することが少な

い上、最近ぜんぜん人と会話することがなかっ

たからだと気付いたのです。（幸いにしてそん

なにひどい状況ではありませんでしたが…） 

  

 朝食前に総会の会議場を下見し、少し用意を

してから午前 7時の朝食会場へ。 

和定食の朝ご飯は量・質とも満足出来るもの

で、皆さんに喜んでもらえてほっとしました。 



この時、朝5時からこの嵯峨野・嵐山の風情

を楽しもうと、天竜寺周りの竹林の散策から

野々宮神社、小倉山、亀山公園から渡月橋を

渡って電電宮のある法輪寺をまわるという 1

時間半から 2 時間近くも散歩された猛者の方

もおられてビックリです。でもきっと静けさ

の中の風情を誰よりも感じ取っていただけた

のではないかと思っております。 

 

 総会が始まる前の一大イベントの集合写真を、

今回は受付時にも助けていただいた JL3APM 中

村さんにお願いしましたが、直前の下見で完全

に逆光になるとの事で急遽場所変え。JR 嵯峨

嵐山駅、トロッコ電車の嵯峨駅をバックに撮っ

ていただきました。 

 JAGのHPを飾っている FBな写真です！ 

 

午前 9 時から始まった総会も 11 時過ぎには

全て終了でき、ここで現地解散ということとな

りました。 

 総会が近づく度に不安な気持ちが増す中、本

当に親身になってこちらから尋ねる前に先に先

にと誘導し助言と実際の業務の助けをいただき

ました越智会長、佐藤副会長、事務局の野本様、

会計の尾内様はじめメンバー各局様 本当に有

難う御座いました。 



大会当日に受付業務等を無理やり押し付けた

格好になりながらも頑張って助けていただきま

した中村様、沖胡様には感謝の言葉しかありま

せん。 

今回このように長々と綴りましたのは、是非

メンバー各局さまにも｢総会を是非わが町にお

越しください！｣と言っていただきたいとの思

いからでもあります。 

総会を誘致するのは大変なことだと思ってお

られる方が多いとは思いますが、案外そうでは 

ありません。我が町を宣伝することが出来ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾杯は JG2GFX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、何よりも自分にとっても再発見できます。 

用意することも多少ありますが雛形の一部を

変えれば案外簡単です。 

毎年、総会の最後に次の開催地が決められず

少し残念に思っています。この経験をまたいつ

生かすことがあるかどうかはわかりませんが、

サポート出来ればと思っております。 

今年お逢い出来なかった各局様と来年以降お

逢い出来ることを楽しみに今度は待っておりま

す。 

CU AGN SN 73 & 88 2022年 5月 31日 

 

自己紹介、１分で打ち切られる JA0GMY と鬼の MC JR1DTN 


