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んでお話ししましょう。その他　いつものCW&DXの井
戸端会議です　※申込みは不要
世話人　JA3EQC 廣井五十二 ja3eqc@jarl.com

非常通信訓練
目的　地震・台風等の非常災害時，非常通信に協力可

能なアマチュア無線局によって通報伝達の訓練をおこ
ない，非常時の円滑な通信を確保するとともに，伝播
調査を実施する。またアマチュア無線局の非常通信に
対する意識高揚を図るとともに非常通信における
D-STARの有用性の確認，普及を図る

日時　9月8日（日）13：00〜16：00JST 
実施対象　和歌山県下のアマチュア局 
呼出方法　○不特定局呼出「訓練，訓練，和歌山県非常

通信訓練 こちらは J＊3＊＊＊ どなたか応答願いま
す」　○特定局呼出「訓練，訓練，和歌山県非常通信
訓練J#3###こちらはJ＊3＊＊＊ 

交信方法　RS，運用場所（市町村＋地区名），名前，10
文字程度のメッセージの交換

運 用 周 波 数， 運 用 時 間 帯　 ○13：00〜15：00　 ○
145.50MHz　F3E

D-STARによる交 信　15：00〜16：00　D-STAR DV
モードによる県内デジタルレピータの山掛け，ゲート
ウェイ通信　※県内のデジタルレピータ局を使用して
の，通信確認ですので上述の訓練方式の通信ではなく，
通常のメリット交換のみをおこなう

交信レポートの提出　9月30日（月）当日消印有効まで
に下記あて交信ログの写しを提出　○CSV，TXT，
PDF，EXCEL，WORD，紙による郵送いずれでも結
構です。支部報に掲載させていただきます　○〒641-
0062　和歌山市雑賀崎 6-48 池上和彦 JARL和歌山県
支部非常通信係　Eメール jr3kuf@gmail.com

ハムの集い岡山2019
アマチュア無線に興味をお持ちの方ならどなたでも参

加できます（参加費・申込み不要）
日時　7月28日（日）10：00〜16：00　（09：30受付開始）
会場　児島市民交流センター　倉敷市児島味野2-2-38　

○有料駐車場を利用ください　※近隣の商業施設に
は，絶対に駐車しないでください

内容　○各種講演　○オール岡山コンテスト表彰式　○
メーカー展示　○ジャンク市　○抽選会ほか

昼食　徒歩圏内に，食堂，コンビニ，スーパーあり
問合せ　JM4VZH 菅 紀浩　Eメール：jm4vzh@jarl.com
最新情報　支部HP http://www.jarl.com/okayama/

第32回　オール岡山コンテスト
日時　9月8日（日）9：00〜21：00（JST）
参加資格　日本国内の全てのアマチュア局，SWL
使用周波数帯　3.5/7/14/21/28/50/144/430/1200/2400

MHz帯　※JARL主催コンテスト使用周波数帯　※
1200，2400MHz帯，デジタルモードは，総務省告示
の「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数
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の使用区分」による
電波型式　電信，電話，デジタル　※D-STARのDV，

C4FM等は電話に，D-STARのDD，RTTY，PSK31，
FT8等はデジタルに含める

部門・コードナンバー
コードナンバー

HFローバンド
3.5～7MHz

HFハイバンド
14～28MHz

VHF以上
50～2400MHz

県
内
局

シングル
オペ

電信 LO-SC（Ｐ） HO-SC（Ｐ） VO-SC（Ｐ）
電話 LO-SP（Ｐ） HO-SP（Ｐ） VO-SP（Ｐ）
デジタル LO-SD（Ｐ） HO-SD（Ｐ） VO-SD（Ｐ）

マルチ
オペ

電信 LO-MC（Ｐ）HO-MC（Ｐ）VO-MC（Ｐ）
電話 LO-MP（Ｐ） HO-MP（Ｐ）VO-MP（Ｐ）
デジタル LO-MD（Ｐ）HO-MD（Ｐ）VO-MD（Ｐ）

県
外
局

シングル
オペ

電信 LX-SC（Ｐ） HX-SC（Ｐ） VX-SC（Ｐ）
電話 LX-SP（Ｐ） HX-SP（Ｐ） VX-SP（Ｐ）
デジタル LX-SD（Ｐ） HX-SD（Ｐ） VX-SD（Ｐ）

マルチ
オペ

電信 LX-MC（Ｐ）HX-MC（Ｐ）VX-MC（Ｐ）
電話 LX-MP（Ｐ） HX-MP（Ｐ）VX-MP（Ｐ）
デジタル LX-MD（Ｐ）HX-MD（Ｐ）VX-MD（Ｐ）

SWL L-SWL H-SWL V-SWL

※QRP（5W以下）は,末尾に「P」を付ける
交信相手　○県内局：日本国内で運用する全てのアマ

チュア局　※岡山県内に移動して運用する場合は，県
内局　○県外局：岡山県内で運用する全てのアマチュ
ア局

呼出　○電信・デジタル　・県内局「CQ OY TEST」　・
県外局「CQ OYX TEST」　○電話「CQ岡山コンテス
ト」　※4エリアの局は，自局コールサインの後に「○
○県です」とアナウンス

コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋市区郡ナン
バー　◯県外局：RS（T）＋都府県・地域等ナンバー

得点　○アマチュア局：完全な受信を1点　○SWL：
完全な受信を1点
※同一バンド内での重複交信は，モードが異なっても
1回のみを有効

マルチプライヤー　○県内局：バンドごとの，岡山県内
の市区郡の数，岡山県を除く都府県・地域等の数　○
県外局：岡山県内の市区郡の数　○SWL：県内局に
同じ

総得点　各バンドにおける得点の和×各バンドで得たマ
ルチの和

禁止事項　○クロスバンド，クロスモード，レピータに
よる交信　○マルチオペ局の同一バンドにおける2波
同時発射　○コンテスト中の運用地点の変更

失格　JARLコンテスト規定に準じる
書類提出　○電子ログ：JARLフォーマットで作成（推

奨）　○紙ログ：用紙はA4判を使用
提出先　○郵送：〒719-3102　真庭市大庭112　野矢秀

馬　JR4BSV　 ○ E メ ー ル：morgen_0710@yahoo.
co.jp

締切　10月10日（木）必着
賞　○部門ごとに，上位3局，各エリア1位の局（上位3局，

県内局を除く）を表彰　※同得点の場合は，交信時刻
の早い局，出力の小さい局を上位　○岡山県内から運
用した局，ニューカマー（開局3年以内を自己申告）に，
記念品を進呈

発表　JARL NEWS，支部HP
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2019出雲ハムの集いin島根
日時　8月18日（日）9：30〜16：30
会場　 出 雲 市 多 伎コミュ ニティ センター 大ホー ル　

〒699-0903　島根県出雲市多伎町小田　カーナビ用：
0853-86-2852

内容（予定）　［9：15〜］受付開始　※8：00〜会館の開
場準備のお手伝いお願いします　［10：00〜］開会式
の辞，来賓ご挨拶，祝電披露　［10：20〜］講演　午
前に2件のイベントを計画中　［12：15〜］記念写真
撮影，アイボール会，昼食　［14：50〜］JARL島根
県支部の現況報告　［15：00〜］表彰式　○JARL会
員継続・10年以上　○2018島根県OSO通信訓練コン
テスト　○第39回島根対全日本コンテスト　○その
他イベントの表 彰　［15：40〜］お楽しみ抽 選 会

［16：30］閉会
各種展示等　メーカー展示ブース，ジャンク市等どなた

でも出展可能，無料です。ご連絡ください　※今年度
は，中国総合通信局の「電子申請のブース」はありま
せん

JARL入会受付　QSLビューロ発送受付，記念写真の配
布受付，JARL会員増強キャンペーン参加中（お試し・
新規入会，継続会費受付中）

JA4RL/4 公開運用　○従事者免許証の持参　○事前運
用（8/15〜17）　※計画中のイベントもありますので
詳細は，支部HPを必ずご覧ください

2019年ハムの集いin山口県
日時　9月29日（日）10：00開会　16：00閉会
場所　山口南総合センター　山口市名田島1218番地
内容　○講演（内容は現在調整中）　○オール山口コン

テスト表彰式　○メーカー・ハムショップ展示　○お
楽しみ大抽選会

その他　詳細については支部HP（http://jarl33yamaguchi.
jimdo.com/）にて逐次掲載

	 	JA4RL/4運用（下関海峡まつり・先帝
祭協賛）

　2019年5月2日から4日まで「関（下関市）の先帝，小倉
（北九州市）の祇園，雨が降らにゃきゃ金が降る」と謡わ
れた下関市の下関海峡まつり・先帝祭が開催されました。

島 根 県

山 口 県

Report

　天気にも恵まれ過去最大の45万人が訪れました。下
関の2クラブが合 同で5月3日から5日までの3日 間，
JA4RL/4を運用し，全国各地から300局を超えるお声掛
けをいただきました。

鳥取県支部ハムの集い・支部大会
日時　7月14日（日）10：00〜15：00
会場　湯梨浜町中央公民館 大ホール　鳥取県東伯郡湯

梨浜町龍島505
交通　JR山陰本線松崎駅下車，徒歩約10分　※無料駐

車場が公民館にあり
内容　 〇 支 部 長 挨 拶　 〇 来 賓 挨 拶　 〇JARL会 長，

JA4CFO，JO3LVG，JR4FLW4人の講演　〇コンテ
スト入賞者の発表・表彰　〇お楽しみ抽選会　〇記念
品：参加者全員に調味料セット

その他　〇岐阜市の「CQオーム」が大ホールで展示即売
会を開催。乞うご期待　〇支部大会前日に，JR松崎
駅近くの「国民宿舎水明荘」で前夜祭を開催します。
宴会費込みで1人14,000円程度（アルコール別）。7月
6日（土）まで参加者を受付け　※宴会のみの参加も可。
申込みは支部長（jr3cde@jarl.com）まで。あわせてご
参加ください　○支部HP http://www.jarl.com/tottori/
index.html

2019オールJA5コンテスト
日時　7月20日（土）21：00JST〜21日（日）21：00JST
参加資格　国内のアマチュア局，SWL
部門　［電信］○マルチバンド　○シングルバンド　［電

信電話］○マルチバンド　○シングルバンド　※社団
局とSWLはマルチバンド・シングルバンドの区別なし　
※エントリーは1部門

周波数　各アマチュア局に許可された範囲　※3.8/10/ 
18/24MHz，レピータは除く　※JARLコンテスト使
用周波数を必ず守ってください

コンテストナンバー　○四国内の局：RST＋市郡ナン
バー　○四国外の局：RST＋都府県支庁ナンバー

マルチプライヤー　○四国内の局：都府県支庁　○四国
外の局：四国内の市郡

得点　完全な交信1点
総得点　各バンドで得た得点の和×各バンドで得たマル

チの和
入賞　各部門の上位，四国内は県ごとの1位（賞状のみ）
注意　○同一局との交信は，同一バンド内は1回のみ有効　

○ゲストオペの参加は不可　○コールサインを持って
いる局がそのコールでSWL部門への参加は自由だが
入賞は除外　〇全交信をバンドごとにまとめて提出
〇シングルバンド部門とマルチバンド部門の両方への
書類提出は不可　○同点の場合は終了時刻の早い局を
上位　○審査等はコンテスト委員会の権限によりおこ
なう

ログ　JARL制定のログ，サマリーシート（同形式書類

鳥 取 県
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可）にて全交信をバンドごとにまとめて提出
締切　8月3日（土）当日消印有効
提出先　〒761-0704　香川県木田郡三木町下高岡1237-

32 森田耕司方　コンテスト係　※封書の表に「コンテ
ストログ在中」と朱書，差出人の住所・氏名も記入

製作技術講習会
　CQ誌4月号に掲載され茨城県水戸市の「FMぱるるん」
で紹介されたJQ1SRN武村氏が開発頒布したCWイン
ベーダーゲームで，インベーダーゲームをすることで気
がついたら縦振電鍵の操作に慣れているということを狙
いとしたキットの組立です。地球に侵略してくるイン
ベーダーをモールス符号で迎撃してください！
日時　9月8日（日）10：00〜17：00
場所　栗熊コミュニティセンター（予定）　丸亀市綾歌

町栗熊西1638
参加費　3,500円（本体，アクリルパネル，電池を含み当

日集金）
準備物　ハンダごて（15〜30Wで鏝先の細いのがFB），

1mm以下のハンダ，こて台，ニッパー，ラジオペン
チ等　※縦振り電鍵を持参いただくとFBです

その他　○キットの最新情報はこちら http://project59.
blog.fc2.com/blog-entry-656.html　○昼食は会場近く
にうどん店があります。

申込　○往復葉書　〒761-8085　香川県高松市寺井町
205-1 平 賀 正 明 方　 製 作 講 習 会 係　 ○Eメー ル
furoyanobandai@ma.pikara.ne.jp

締切　8月23日（金）必着　定員（20名）になりしだい締
切ますので早めに申込みください

Awa3コンテスト表彰式・
デジタルモード技術講習会partⅡ

日時　7月28日（日）10：00〜16：00
場所　とくしま県民活動プラザ 研修室　〒770-0873　

徳島市東沖洲2-14　☎088-664-8211
※詳細は決定次第支部HPでお知らせします

Awa9コンテスト（徳島マラソンコンテスト）
日時　9月1日（日）00：00〜10日（火）24：00
参加資格　日本国内のアマチュア局　○県内局，県外

局ともに徳島県内のアマチュア局と1局以上の交信が
必要

使用周波数・電波型式・空中線電力　○免許状記載範
囲を厳守　○コンテスト周波数帯，3.5/7/14/21/28/5
0/144/430/1200/2400MHz帯　○JARL主催コンテス
ト使 用 周 波 数に準じる　 ※28/50/144/430/1200/
2400MHz帯の呼び出し周波数では，コンテストナン
バーの交換をしない　○使用する電波型式は，CWま
たはPHONE（FM，SSB，AM，デジタルモード）に
限る　※レピータ，インターネット回線を利用した通
信や文字通信，画像通信は不可

部門　○県内個人局（県内で運用する局）　○県外個人
局（県外で運用する局）　○クラブ（社団局）（県内で運

香 川 県

徳 島 県

用する局）　○クラブ（社団局）（県外で運用する局）　
※電信のみ，電話のみの参加可　※SWLはおこなわ
ない　※クラブ対抗部門はクラブコールでのQSOの
み有効。クラブ員の個人コールでのQSOを含まない

種目　○マルチバンド　○シングルバンド　※クラブ
（社団）局部門はマルチバンドのみとし，シングルバン
ドで提出してもマルチバンド扱い

交信方法　電話「CQ Awa9 コンテスト」　○電信「CQ 
Awa9 TEST」

コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋徳島県内運
用地点の市町村名か番号　○県外局：RS（T）＋都道
府県名か番号

得点　○県内局：県内局との交信2点　県外局との交信
1点　○県外局：県内局との交信2点　県外局との交
信無効　※県内局：各バンドにおいて徳島県内局との
交信がなければ無効　※県外局：徳島県内局との交信
のみ有効　※同一局との交信は，同一バンド内では1
回のみ有効　※マルチバンドでは，周波数帯が異なれ
ば同一局との交信は，周波数帯ごとに1回のみ有効　
※国内在住局との交信のみ有効

マルチプライヤー　○徳島県内の市町村，運用日数　○
最大マルチプライヤー：市町村マルチプライヤー24
運用日数マルチプライヤー10

総得点　○シングルバンド：得点×市町村マルチプライ
ヤー×運用日数マルチプライヤー　○マルチバンド：
各バンドの得点の和×各バンドのマルチの和×運用日
数マルチプライヤー

失格　○電波法またはこれにもとづく命令に違反したも
の　○コンテスト規約違反　※提出書類の不備，ログ
記載の交信局のコールサインなどに，審査の結果，明
らかに虚偽の記載が認められたとき，コンテスト結果
に対して明確な異議申し立てを受け，調査の結果，失
格となった局は失格の日から3年間，本コンテストに
参加しても入賞を認めない。書類不備，虚偽の記載，
異議の申し立てにより失格となった局は公表

異議申立　○住所，氏名，コールサイン，その事由を書
面に明記し，申し出ることができる　○意義申し立て
期間は，結果発表日から1週間以内（消印有効）　○匿
名は受理しない

注意事項　○クラスターに自らアップすること，人に頼
んでアップしてもらうことは禁止　○県内局，県外局
の移動は有効　※個人局の2波以上の同時発射はバン
ドが異なっても認めない　○マルチの計算ミスのない
ように注意　○その他はJARLのコンテスト規約に準
じる

書類　○支部のHPに掲載されている「AwaLog」（Excel
ブック）を使用し，サマリーとログをプリントアウト
したものを郵送するか，「メール添付用ファイル」を作
成して，メールに添付して提出　※他のコンテストソ
フトを使用しての提出は受け付けない　○JARL制定
または同様式を使用し，サマリー・ログを制作して郵
送も可　※書類提出は1種目のみ　○マルチ，シング
ルとも100局以上の場合は，重複チェックリスト同封

（形式自由）　※支部作成のコンテスト集計ブック
「AwaLog」を使用すれば，重複チェックリスト不要
○クラブ（社団）局部門は，社団局の代表者が一括し
て集計表を添付のうえ提出
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締切　9月30日（月）消印有効
提出先　○Eメール jarltokushima@gmail.com　○郵

送：〒770-8011　徳島市論田町元開8-12　JI5GND　
伊丹　忠　JARL徳島県支部マラソンコンテスト係

表彰　○各部門，種目のログ提出局に応じて表彰　5局
以下：1位　6〜10局：2位まで　11局以上：3位まで　
○副賞はコンテスト委員会でその都度定める

結果発表　表彰式予定日の10日〜7日前までに，支部
HPに掲載予定

その他　○ステッカー希望局：SASE（長形3号封筒・
92円切手を貼付）同封局にはステッカー＋結果表を送
付　○ステッカーと台紙希望局：SASE＋200円で台
紙＋ステッカー＋結果表を送付　※台紙は，写真6枚
入りのFBなステッカー用台紙　※ご意見，エピソー
ドなどもお書き添えください。ご意見等に返答するた
め公開しますのでご了承ください

【市町村名・番号】3701徳島市　3702鳴門市　3703小
松島市　3704阿南市　3705吉野川市　3706阿波市　
3707美馬市　3708三好市　37002A藍住町　37002B板
野町　37002C上板町　37002D北島町　37002F松茂町　
37004D 牟 岐 町　37004G 美 波 町　37004H 海 陽 町　
37005A 勝 浦 町　37005B 上 勝 町　37006H 那 賀 町　
37007A石井町　37007B神山町　37008A佐那河内村　
37009Hつるぎ町　37010I東みよし町　※都道府県名・
番号は，JARL制定都道府県ナンバー準用

※本年度のAwa9コンテスト（徳島マラソンコンテスト）
の表彰式は，11月に開催予定の「徳島県支部ハムの集
い」でおこなう予定です。場所その他詳細はJARL
NEWS秋号や支部HPでお知らせします

支部・合同会議
日時　7月7日（日）13：00〜16：00
会場　松前町文化センター3階 視聴覚室

支部報の原稿を募集
　8月15日発行予定の支部報の原稿を募集します。活動
を公開することで愛媛の活性化を共有化しましょう。原
稿は7月31日（水）までに愛媛県支部までメールでお願
いします

第47回えひめハムのつどい
日時　9月8日（日）10：00〜16：00
開催地　松山市河野別府「北条ふるさと館」1階　研修

室，展示室を計画中
○ハムのつどい開催をお手伝いいただける方，出展の計

画がある個人・クラブを問わず，8月2日（金）までに
支部まで連絡ください　○「お宝掘出し市」を計画し
ています。家庭で眠っている無線に関係するお宝を放
出，愛好家のお役に立てませんか。出展については8
月2日（金）までに支部まで

※詳細は支部HP参照

令和元年度愛媛県総合防災訓練
日時　10月19日（土）8：30〜12：00
　南予地方山間部を計画。地域自治体との連携訓練と

愛 媛 県

なっています。
　近隣のアマチュア局でぜひ参加して貴重な体験を受け
ておきましょう。
参加申込先　支部へハガキ・Eメール・FAXにて連絡

愛媛県支部連絡先
○ハガキ：〒790-0912　松山市畑寺町830-24　JARL
愛媛県支部 宛　○［fax］089-977-8259　○Eメール
jarl-ehime@me.pikara.ne.jp

第13回福岡コンテスト
日時　9月28日（土）21：00〜9月29日（日）15：00（JST）
参加資格　日本国内のアマチュア局
使用周波数帯　3.5〜1200MHz（WARCバンドを除く）

JARL制定のコンテスト周波数を遵守
参加部門・種目

種　目 電信 電話 電信電話
部　門 県内 県外 県内 県外 県内 県外
シングル
オペ

HF FHC XHC FHP XHP FHCP XHCP
V・UHF FVC XVC FVP XVP FVCP XVCP

マルチ
オペ

オール
バンド FMCP XMCP

○HF：3.5〜28MHz，V・UHF：50〜1200MHz　○コ
ンテスト参加中の複数地移動は認めない

電力制限　固定局：100Wまで　 
参加部門　○県内局の部：福岡県内で運用する局（県

内・県外局との交信が有効）　○県外局の部：福岡県
外で運用する局（福岡県内局との交信が有効）

呼出　「CQ福岡コンテスト（電話）」「CQ　FO　TEST　
（電信）」

コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋市郡区番号
○県外局：RS（T）＋都府県支庁番号

得点　呼出符号とRS（T）レポートの確認がとれた完全
な交信を1局1点　※バンドが異なれば同一局との交
信は有効

マルチプライヤー　○県内局：相手局の異なる都府県支
庁，福岡県内局の市郡区　○県外局：福岡県内局の
異なる市郡区

総合得点　各バンドの得点の和×各バンドのマルチの和
提出書類　JARL制定のサマリーシート，ログシートで，

郵送の場合は手書きのみ，または電子ログ，サマリー
シートも受付

締切　10月22日（火/祝）当日消印有効
表彰　〇各種目の参加5局まで：1位のみ，6〜10局：2

位まで，11局以上：3位までのJARL会員を表彰　※
エントリーは1種目　〇県内局で20局以上と交信し，
ログ・サマリーを提出した局に参加賞

その他　支部HPに参加局のコールサインを掲載します。
その他細部についてはJARL制定のコンテスト規約に
準じる

書類提出・問合せ先　〒803-0825　北九州市小倉北区白
萩 町1-3-1204 JF6TWP 杉 山　 健　 ☎090-7292-5656　

［Eメール］jf6twp@jarl.com

エリア 九州地方6

福 岡 県
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第45回オール佐賀コンテスト
※時間帯等，前年度とは異なる点がありますので留意く

ださい。
日時　8月24日（土）21：00JST〜25日（日）15：00JST　

※移動局に配慮し，時間を短縮して15：00までとし
ています

参加資格　日本国内のアマチュア局　○県内局：佐賀
県で運用する局　○県外局：佐賀県以外で運用する局

使用周波数　1.9〜430MHz帯（3.8/10/18/24MHz帯を除
く）　※JARLコンテスト使用周波数帯を使用

参加部門・種目　（SOP：シングルOP，MOP：マルチ
OP）
※マルチオペレーターはマルチバンド電信電話部門の
み

種目
電信電話部門 電信部門

コード コード
県内局 県外局 県内局 県外局

SOP

1.9MHz KC1 XC1
3.5MHz KF3 XF3 KC3 XC3
7MHz KF7 XF7 KC7 XC7
14MHz KF14 XF14 KC14 XC14
21MHz KF21 XF21 KC21 XC21
28MHz KF28 XF28 KC28 XC28
50MHz KF50 XF50 KC50 XC50
144MHz KF144 XF144 KC144 XC144
430MHz KF430 XF430 KC430 XC430
マルチバンド KFSM XFSM KCSM XCSM

MOP マルチバンド KFMM XFMM

交信相手　○県内局：日本全国の局（県内局を含む）　
○県外局：佐賀県内の局

呼 出　 ○ 電 話「CQ佐 賀コンテスト 」　 ○ 電 信「CQ 
SAGA TEST」

コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋佐賀県市町
ナンバー　○県外局：RS（T）＋都府県支庁ナンバー

得点　完全な交信：1点　※同一局との交信は，異なる
バンドごとに得点を認める。また，同一バンドであっ
てもモードが異なれば得点　※ここでいうモードとは

「電信」または「電話」であって，SSBとFMによる交
信のように，いずれも「電話」による交信は重複

マルチプライヤー　○県内局：バンドごとに得た佐賀県を
除く都府県支庁，佐賀県内の市町（60＋20）　○県外局：
バンドごとに得た佐賀県内市町数（10市10町＝20）

総得点　○シングルバンド：参加したバンドで得た得点
×マルチ数　○マルチバンド：各バンドで得た得点の
和×各バンドで得たマルチの和

賞　書類提出局に次の順位の局を表彰（同一得点の場合
は，最後の交信時間の早い方を上位）　○県内局：各
部門種目の2位までに賞状　○県外局：各部門種目の
以 下の順 位の局に賞 状　・ 書 類 提 出10局 以 下：1
位　・10局以上：2位まで

注意　○同一局との交信は，同一バンドであっても，電
信，電話による交信をそれぞれ1得点　○レピータ，
デジピータ，クロスバンドでの交信は無効　○コンテ
スト中の運用場所の変更の禁止　○その他はJARLコ
ンテスト規約に準じる

書類　○参加部門・種目のうち，いずれか1種目のみに

佐 賀 県
提出　［電子ログ］形式はJARL主催コンテストの電子
ログと同 様（ 電 子ログの提 出は http://contest.jarl.
org/summarymaker.htm を参照）　［郵送］○JARL
制定のログ，サマリーまたは自作の場合は同形式で必
要事項はすべて記入　○郵便料金に不足があった場合
は受け取りません　○表には朱書きで，オール佐賀コ
ンテスト・県内局/県外局，参加部門・種目，コール
サインを明記

提出期限　9月22日（日）郵送の場合は同日消印有効
提出先　○電子メール：jarlsagatest@gmail.com （提出

後72時間以内に受領メールが来ない場合jarlsaga@
gmail.comあて問合せ　※事情により返信が遅れる場
合は支部ブログで案内）　○郵送：〒848-0022　伊万
里市大坪町乙165-101 近藤大輔　（JR6IQI）　※処理
の効率化のためできるだけメールで提出ください

その他　○結果についてはJARL NEWSの他，支部ブ
ログhttp://jarlsaga.blogspot.jp/も参照　○佐賀県支
部の会員で20局以上交信した局に対し，参加賞（ただ
し支部大会参加者に限る）　○入賞者は佐賀県支部大
会（例年2月頃開催）で表彰，賞状を受領されなかった
場合は支部大会の終了後に順次発送

【 佐 賀 県 市 町ナンバー（10市10町 ）】4101佐 賀 市　
4102唐津市　4103鳥栖市　4104多久市　4105伊万里
市　4106武雄市　4107鹿島市　4108小城市　4109嬉
野市　4110神埼市　41002G吉野ヶ里町　41003B大町
町　41003D江北町　41003G白石町　41005A有田町　
41006D玄海町　41007C太良町　41008A上峰町　41008C
基山町　41008Fみやき町

第33回長崎県非常通信訓練コンテスト
　長崎県では地理的に台風や大水害，火山噴火などの自
然災害にしばしば見舞われており，その際，アマチュア
無線が有効な非常通信であった経験から，常に無線技術
を練磨し，有事に備えることは，趣味として電波を使用
しているアマチュア無線の使命でもあります。このこと
から長崎県下においてアマチュア無線機器の整備と運用
技術の向上に資するためこのコンテストを実施します。
日時　7月21日（日）09：00〜12：00
使用周波数　50/144/430/1200MHz帯　※JARL主催の

コンテスト用周波数。1200MHz帯は総務省告示の「ア
マチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用
区別」による

モード　電信，電話，画像通信　※AFトーンを使用し
た電信で，FM変調（F2A）する場合はFM電話用コン
テスト周波数を使用　※AM変調（A2A）する場合は
AM/SSB用コンテスト周波数を使用

運用場所　長崎県内
コンテストナンバー　RS（T）＋市または町名＋氏名　※

社団局はコンテストナンバー中の氏名はオペレータ名
※市町名は必ずしも和文通話表を用いる必要はない

電信　○呼出「CQ NS EMG TEST DE J＊6＊＊＊」　
○応答「J＊6＊＊＊ DE J△6△△△ UR コンテスト
ナンバー」　例）和文：UR 599 ホレ ナガサキシ ヤマ
ダタロウ ロー マ字：UR 599 BT NAGASAKISHI
YAMADA TARO

長 崎 県
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電話　○呼出「CQ“クンレン”3回を前置 長崎県非常通
信訓練コンテスト こちらはJ＊6＊＊＊　○応答：“ク
ンレン”3回を前置　J＊6＊＊＊　こちらは　J△6△
△△コンテストナンバーを送る　例）クンレン クンレ
ン クンレン J＊6＊＊＊　こちらは　J△6△△△ 59
ナガサキシ ヤマダタロウ

画像　画像もしくは音声でコンテストナンバーを交換
参加資格　長崎県在住のアマチュア無線局
参加部門　○個人局　○社団局
得点計算　○電話：完全な交信1局：10点　○電信：

完全な交信1局：20点　○画像：完全な交信1局：50
点

その他　○コンテスト中は1人1局の運用　※個人局と
社団局，複数の社団局を掛け持ちで運用できない　○
モードは混在してもよいが，同一バンド同一局との交
信は一回のみの交信を有効　○クロスバンド，レピー
タによる交信は認めない　○マルチプライヤーはバン
ドごとに異なる市町との交信　○市町名は省略しない

賞状（予定）　○総合賞等（個人局，社団局とも）　・1
位：知事賞　・2位：日赤無線奉仕団賞　・3位：
JARL長崎県支部長賞　○特別賞：上記3位までの受
賞局を除く個人局，社団局対象　・常置場所運用賞
―長崎市長賞：移動しない局で最高得点　・50MHz
賞 ― 諫 早 市 長 賞：50MHz運 用の最 高 得 点　・
430MHz賞―佐世保市長賞：430MHz運用の最高得
点　・1200MHz賞―島原市長賞：1200MHz運用の最
高得点　※重複受賞に該当する場合はコンテスト委員
会において審議　○参加者には参加証，記念品を発行

報告書提出　JARL主催のコンテスト用サマリーシート
を使用，ログシートの記入要領は支部HP参照　○自
作ログシート：日時，コールサイン，バンド，モード，
送信コンテストナンバー，受信コンテストナンバー，
マルチ，ポイント欄を設ける　※サマリーシートは必
ずしも必要ではなくログシートのみでも受付可能　※
ログシートに住所，氏名，電話番号を記入

提出先　〒851-2215　長崎市鳴見台2-16-18 日本アマチュ
ア無線連盟 長崎県支部事務局　冨増清志　○Eメー
ル（ 添 付でも受 付 ）：ja6eim@jarl.com　 ○ 件 名：
NSEMGTEST　※件名には半角大文字で NSEMGTEST 
これ以外の文字やスペースは入れない　○添付する
ファイル形式は問わない　○ja6eimから受付済みメー
ルを返信

提出期限　8月15日（木）消印有効
審査　JARL長崎県支部コンテスト委員会
表彰　支部HPで結果発表，表彰式はアマチュア無線の

祭典（ハムの集い）会場（11月10日長崎市科学館）
後援（予定）　長崎地区非常通信連絡会，長崎県，長崎市，

佐世保市，諫早市，島原市，長崎県赤十字無線奉仕団

第17回長崎県非常通信訓練
日時　8月2日（金）19：30〜21：00
実施方法　例年に準じて五家原レピータ局とWiRESを

使用　・五家原レピータJP6YER　439.32MHz 19：
30〜20：30　宰領局JH6MGY　・WiRES（JA6YIY-
ROOM#20852）20：00〜21：00　宰領局JA6EIM　※
県内NODE局は訓練中ROOM#20852に接続。運用周
波数について変更があったときは別途県支部HP，オ

ンエアミーティング，メーリングリストで通知
交信方法　宰領局の指示に従いコールサイン　RSレ

ポート，QTHを送信
WiRESの周波数　全てノートーン　・長崎市，周辺地区：

430.72/430.82/430.92/430.96/430.98MHz　・佐世保市，
周辺地区：144.60/430.72/430.92/430.96/430.98MHz　・
諫早市，周辺地区：430.72/430.82/430.92MHz　・大村
市，周辺地区：430.74MHz　・島原・雲仙市周辺地区：
438.10/438.92MHz　・五島市，周辺地区：144.56/430.72 
MHz　・対馬市，周辺地区：430.80MHz

その他　○WiRESについて　・上記周波数はデジタル，
アナログモードが混在しているので，自局からQSO
可能と思われる地区の周波数をデジタルまたはアナロ
グモードでワッチして，聞こえたらレピータの要領で
交信。その際，相手局が送信終了後5秒ほど時間をお
いて送信　・WiRESのコネクト手続き等は不要で，
そのままマイクをプレスすれば交 信できるので，
WiRESを体験してみてください　○今まで実施して
きた訓練のレポートを支部HPに掲載しています

大分県支部大会・ハムの集い
日時　10月13日（日）
場所　大分県職業訓練センター
内容　入場無料　○支部大会11：00〜11：50　2F視聴

覚教室にて　〇ハムの集い12：00〜16：00　2F大会
議室にて

詳細は支部ウェブサイト（http://jarl-oita.blogspot.com/ 
2019/05/1013.html）に掲載

前夜祭
日時　10月12日（土）18：30〜20：30
場所　大分駅前「かみ風船・中央通り店」
○支部ウェブサイトにて参加希望者募集

大分県支部役員会・おおいたハム寺子屋
7月21日（日），9月16日（月/祝），11月17日（日）
場所　大分県職業訓練センター2F視聴覚教室
○大分県支部役員会13：30〜15：00　○おおいたハム

寺子屋（内容未定）15：00〜17：00

	 	合同会議開催

大 分 県

宮 崎 県

Report
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　2019年4月21日（日），宮崎県支部では社団クラブ，
監査指導委員，支部役員との合同会議を開催しました。
内容は平成30年度の行事，会計報告，令和元年度の行
事予定，予算案の審議をいただき了承されました。支部
復活2年目も皆様に楽しい行事を開催します。

青少年のための科学の祭典2019鹿児島
　7月27〜28日の2日間鹿児島市立科学館において「青
少年のための科学の祭典2019鹿児島」が開催されます。
　鹿児島県支部も鹿児島県電波適正推進員協議会と共
同にて電波教室でラジオ工作，電子ブロック工作，ラジ
コンサッカー，ミニARDF競技体験で参加します。家
族連れでお越しください。

第29回鹿児島コンテスト
　第29回鹿児島コンテストを7月27日，28日におこな
います。コンテストの参加よろしくお願いします。
　規約はJARL NEWS春号のP99に掲載されていますの
でご覧ください　※支部HPにも掲載されてます

ハムのつどいブースについて
　技術国日本「子供たち（若者たち）に夢を持たせる！」
をテーマに11月24日（日）第一工業大学　（霧島市国分）
で鹿児島県支部「ハムのつどいin第一工業大学」を開催
予定です。
　ブース開設希望の方はja6nhn@jarl.com JA6NHN　西
までお問合せください

	 	鹿児島県支部合同会議開催

　2019年4月21日（日），日赤会館において13時より会
議をおこない令和元年の県支部の事業計画など令和元年
の事業の協力を要請しました。

鹿児島県総合防災訓練中止のご報告
　2019年5月19日（日），姶良市加治木町木田の姶良市
運動場，加音ホール，加治木港にて県防災訓練のが予定

鹿 児 島 県

Report

されていましたが，種子島・屋久島地方に大雨警報が発
令され1時間に120ミリの大雨が降り，19日の鹿児島県
総合防災訓練も中止になりました。

新One	day	JA7賞発行状況
2017 年 4 月 〜 2019 年 3 月　No.1037 〜 1038：JH4GXE，

JA0BOV
※2019年4月よりJARL東北地方本部HPに随時掲載

URL： http://www.jarl.com/tohoku/

第47回JARL青森県支部大会・ハムの集い
アマチュア無線に関心のある方々のご参加をお待ちし

ています。
【支部大会】
日時　9月15日（日）10：00開場
場所　青森市 はまなす会館　〒030-0131　青森市問屋

町1-10-10　☎017-738-4821
【支部合同会議・前夜祭】
支部合同会議
日時　9月14日（土）15：00〜
場所　未定
前夜祭・懇親会
日時　9月14日（土）18：00〜
場所　未定
詳細は決まりしだい支部HPに掲載

第33回オール秋田コンテスト
※呼出方法を変更しました
日 時　9月14日（ 土 ）21：00〜23：00，9月15日（ 日 ）

06：00〜12：00
参加資格　国内のアマチュア局・SWL
部門・種目・コード（別表）

○以下を除く2種目へのエントリー可　①同一種目名
称の2部門の組み合わせ　②マルチバンドとマルチバ
ンドの2種目で，双方に同一バンドが含まれる組み合
わせ　③1バンドのみでのマルチバンドと，そのバン
ドと同一のシングルバンドの組み合わせ　○MOPは2
人以上のOPによる運用であること（アシストがあった
場合はMOP）　○QRPは出力5W以下　○ジュニア
は開催日満18歳以下　※各バンドの使用周波数は
JARLコンテスト規約・総務省告示による（1.9MHz帯
は1.9080〜1.9120MHz）

呼出　○電信　県内局「CQ AT TEST」　県外局「CQ 
ATG TEST」　○電話「CQオール秋田コンテスト」　
※県内局は自局の呼出符号送出時に「秋田県内局」を
送出

交信相手局　○県内局：県内を含む全国の局　○県外
局：秋田県内の局

コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋市町村略号

エリア 東北地方7

地 方 本 部

青 森 県

秋 田 県
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○県外局：RS（T）＋都府県・北海道の地域等の番号
得点　完全な交信1点　※同一バンド同一交信局でも

モードが違えば電信電話各々得点計上可，同一バンド
同一モードでの重複交信は不可

マルチプライヤー　○県内局：秋田県内の異なる市町
村，都府県・北海道の地域　○県外局：秋田県内の
異なる市町村　※モードが違っても同一バンドでは1
回のみ計上

総得点　各バンドの得点の和×各バンドのマルチの和
注意事項　○SOP1.9MHzは電信部門　○SOPマルチバ

ンドはHFと50MHz以上のバンドでの交信を，SOP
HFマルチバンドはHF2バンド以上での交信を含むこ
と　○県内局のみ登録クラブ対抗部門あり（SOPでは
得点の高い1種目のみ，クラブで運用するMOP1局も
集計）　○上空・海上移動・レピータ使用不可　○移
動は種目ごとマルチプライヤーの変わらない範囲内で
認め移動地を，ジュニアは生年月日を，MOP・ゲス
トOPの場合は運用者（アシスト者含む）の呼出符号・
氏名・資格をサマリーに記載　○8J7等記念局での運
用はチェックログ　○規約に合致しない部分は委員会
判断で修正し得点計上することあり

提出書類　○電子ログ：JARL電子ログ要項に準じる（2
種目の場合は2回に分けて送信）か，ワード・エクセ
ルにより読み込み可でJARL形式に準じるもの　○紙
ログ：JARL形式かこれに準じたログ・サマリー（2種
目の場合はサマリー2枚）　○結果冊子希望者は94円
切手，長型3号封筒によるSASE送付

締切　9月30日（月）必着
提出・問合せ先　〒010-0041　秋田市広面字樋口44-64　

珍田一人　Eメール：ji7oed@jarl.com
失格　○書類に明らかな虚偽の記載が認められた場合　

○その他ルール違反があった場合

【秋田県内市町村略号】秋田市AK　能代市NS　大館市
OD　横手市YT　男鹿市OG　湯沢市YZ　鹿角市KZ　
由利本荘市YH　潟上市KM　大仙市DS　北秋田市
NA　にかほ市NH　仙北市SB　［雄勝郡］羽後町UG　
東成瀬村HN　［鹿角郡］小坂町KG　［北秋田郡］上小
阿仁村KA　［仙北郡］美郷町MS　［南秋田郡］井川町
IK　八郎潟町HR　五城目町GJ　大潟村OO　［山本
郡］藤里町FS　三種町MT　八峰町HP（全25市町村）

JARL会員増強の協力願い
期間　5月1日〜10月31日まで実施
内容　JARLの新規入会，継続会員（ライフメンバーを

含む）の会費受付
場所　9月22日（日）天童市ハムミーティングin天童会

場特設受付窓口へ継続の振替用紙に現金を添えてお越
しください。忘れた方は窓口に申込用紙があります。
また，期間中は登録クラブを通して同様に受付します
のでクラブ代表者に申し込みください。会場の特設窓
口で入会された方は，催事限定の特典で入会金が免除
になります。

山形県・山形市合同総合防災訓練参加
日時　8月31日（土）8：30〜12：00
場所　山形市内（予定）

山形県支部ハムミーティングin天童
日時　9月22日（日）10：00〜15：30（予定）
場所　天童市蔵増公民館　天童市大字蔵増672　☎　

023-654-2531
内容　○「防災とアマチュア無線」　講師　JARL天童ク

ラブ一同　○各クラブ展示ブースコーナー　○お楽し
み抽選会　○その他　・JARL入会，継続会費受付特
設窓口　・JARLなんでも相談コーナーなど

宮城県支部ハムの集い
　宮城県支部ではJA7YDM仙台クラブ，JA7ZKG泉ク
ラブのご協力により「宮城県支部ハムの集い」を開催し
ます。初心者の方・OTの方・ご家族の方・JARL会員
を問わず，お友達お誘いのうえ参加ください。とくに，
これからアマチュア無線を始めてみたい方の参加は大歓
迎です
日時　9月8日（日）
場所　仙台市自動車整備工業団地協同組合会館（仙台市

宮城野区宮城陸運事務局南隣）　仙台市宮城野区扇町
3-3-23

交通機関　仙台駅前青葉通り（旧さくら野百貨店前乗り
場）福田町，高砂，蒲生，仙台港方面行き，45号線扇
町1丁目下車，ビックボーイの通りを南に徒歩約10分

（無料駐車場あり）
日程　［9：30〜］受付開始　○ジャンク市，JA7YRL局

運用（予定）　　［10：00〜］開会式，コンテスト表彰
式。随時APRS，SSTV相談と実演　［10：45〜］FT8
説明会　［11：30〜］お楽しみ抽選会　※JA7YRL局

山 形 県

宮 城 県

（別表）部門・種目・コード

部門 種目 コード
秋田県内 県外

電
信
電
話

SOPマルチバンド ASMC GSMC
SOPHFマルチバンド ASHC GSHC
SOPV・U・SHFマルチバンド ASVC GSVC
SOPQRPマルチバンド ASQC GSQC
SOPジュニアマルチバンド ASJC GSJC
MOPマルチバンド AMMC GMMC
SWL ASWL GSWL
SOP1.9MHz　※ AS1.9C GS1.9C
SOP3.5MHz AS3.5C GS3.5C
SOP7MHz AS7C GS7C
SOP14MHz AS14C GS14C
SOP21MHz AS21C GS21C
SOP28MHz AS28C GS28C
SOP50MHz AS50C GS50C
SOP144MHz AS144C GS144C
SOP430MHz AS430C GS430C
SOP1200MHz&up AS1200C GS1200C

電
話

SOPマルチバンド ASMP GSMP
SOPHFマルチバンド ASHP GSHP
SOPジュニアマルチバンド ASJP GSJP
SOP3.5MHz AS3.5P GS3.5P
SOP7MHz AS7P GS7P
SOP14MHz AS14P GS14P
SOP21MHz AS21P GS21P
SOP28MHz AS28P GS28P



　 SUMMER  2019

運用希望者は従事者免許証持参
※詳細は支部HP（http://www.jarl.com/miyagi/）をご

覧ください

JARL宮城県支部だより発行
　宮城県支部だよりは，8月中旬に発行予定ですが，個
人発送はおこなっておりません。ハムショップからお求
めいただくか，支部HP（http://www.jarl.com/miyagi/）
からダウンロードをお願いします

	 	第27回アマチュア無線なんでも相談室
開催

　2019年3月3日，仙台市「幸町南コミュニティ・セン
ター」多目的ホールで「第27回アマチュア無線なんでも
相談室」を開催。参加者数約43名，今話題のFT8が特
に関心を持った方々が多く訪れて実践をご覧いただきな
がら，質疑応答が活発におこなわれました。
　最近運用されているISSからのSSTV受信方法とア
ワード取得に関する紹介もおこなわれました。

モールス通信（CW）に関する情報交換，SSTV通信に
関するセッティングの実践相談，ハムログのインストー
ルに関する相談，VoIP・APRSなどに関する相談，地域
クラブへの入会相談など様々な要請を受け回答しまし
た。
　各種相談アイテムごとの参考資料などもテーブルに用
意しお持ち帰りいただきました。詳細は支部HPをご覧
ください。

第50回全福島マラソンQSO
実施日　7月25日（木）〜31日（水）
参加資格　アマチュア無線局，SWL
交信相手局　○県内局：全世界　○県外局：福島県内

で運用する局
周波数等　無線局免許状に記載されている範囲内
参加部門　［県内局］○個人局シングルバンド　○個人

局マルチバンド　○社団局マルチバンド　［県外局］○
個人局シングルバンド　○個人局マルチバンド　○社
団局マルチバンド　［SWL］県内県外局共通

運用　通常の交信または受信（SWLのみ）
得点　○1回の完全な交信または受信を1点　※同一局

との交信または受信は周波数帯が異なればそれぞれ1
回の得点（マルチバンド部門のみ）　○特定の呼出し符

Report

福 島 県

号（プリフイックスが「JF，JN」）の局との交信または
受信は得点を2点　※特定の呼出し符号は毎回支部で
決定し発表

マルチプライヤー　各バンドごとの得点となる日数　※
最大7

総得点　○シングルバンド：得点×マルチ　○マルチバ
ンド（県内，県外の個人局，社団局，SWL）：各バン
ドごとの得点の合計×マルチの合計

提出書類　○JARL制定のサマリー，ログシート（自作
可）　○同一周波数帯における重複交信または受信の
有無を確認した資料（チェックリスト）。マルチバンド
の場合はバンドごとの資料，形式は自由　※交信局数
が10局に満たない場合は提出不要

提出締切　8月31日（土）（当日消印有効）
提出先　〒968-0321　福島県大沼郡金山町越川161 横田

義信（JA7IGN）　マラソンQSO書類在中と朱書し，
他の物は同封しない

禁止事項　○周波数使用区分の逸脱　○レピータ，衛
星等中継を利用する物の使用　○重複部門の参加

失格事項　○提出書類の不備　○重複交信または受信
を得点とした場合

表彰　県内局，県外局別に，各部門ごとの　○参加者
の30%を入賞とし，入賞者の50%に副賞　○入賞者
には賞状　○失格を含む全ての参加者に「参加証」を
発行。参加証4枚で賞状と副賞（福島県の形になる参
加証4枚のコピーか現物を支部へ送付。大会ナンバー
が連続しなくても福島県の形になればOK）　○表彰は

「福島県ハムの集い」の席上でおこなう（出席不能者へ
は郵送）

登録クラブの得点，順位　福島県支部の登録クラブ構成
員，そのクラブが設置した社団局の得点を集計して順
位を決定

その他　○提出書類は返却しない　○同得点の場合は最
終交信時間が早い方を上位　○結果はJARL NEWS，
支部HPに掲載

※改定点　○入賞の割合を30%へ減少（従来は50%）　
○すべてのモードが有効（レピータ，衛星通信，VolIP
を除く）　○県内個人局マルチバンドの復活　○社団
局シングルバンドの廃止

福島県支部ハムの集い
日時　10月14日（月/祝）10：00〜
場所　伊達市ふるさと会館
詳細は決定次第，支部HPに掲載。皆様のご来場お待ち

しています

第1回北海道アマチュア無線クラブ
指導者セミナー

　学校等のアマチュア無線クラブを指導している教職員
同士がクラブの運営のノウハウや技術の交流をおこなう
とともに，学校におけるアマチュア無線の活性化につい
て協議をおこないます
日時　8月5日（月）〜6日（火）　○1日目13：00〜17：

エリア 北海道地方8
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00　○2日目09：00〜12：00
会場　NPO法人ラジオ少年事務局会議室（2日目は，札

幌市内別会場を予定）　〒065-0017　札幌市東区北17
条東17丁目3-12　LEE北17条ビル

参加対象　北海道内の高等学校，中学校，大学，専門
学校，科学館等の職員（20名）

参加費　費用無し
申込み（問合せ）　NPO法人ラジオ少年　〒065-0017　札

幌市東区北17条東17丁目3-12 LEE北17条ビル　☎
011-827-2801　［fax］011-827-2848　電子メールja8atg@
jarl.com

共催　特定非営利活動法人 ラジオ少年
後援（依頼先）　北海道教育委員会，北海道高等学校文

化連盟

8エリア・アイボールミーティング
　北海道地方本部のハムフェア2019出展に際して，「8
エリア・アイボールミーティング」を開催します。全国
におられる8エリアにゆかりのある方々にお集まりいた
だき，アイボール・ミーティングをハムフェアの前日に
開催したいと思います。ハムフェアに参加される8エリ
アの方，過去に8エリアにお住まいの方，8エリアになじ
みのある方など，8エリアにゆかりのある方であればど
なたでも参加可能です。ハムフェア前日のひとときを無
線談義に花をさかせませんか。参加希望の方は次まで申
込みください。後日，会場のご案内をします　※会場の
決定・予約の関係上，できるだけ第1回の集約日までに
申込みください
日時　8月30日（金）19：00〜
場所　新橋駅周辺　※決定後ご連絡
会費　5,000円程度
申込先　件名に「8エリア・アイボールミーティング
（8/30）参加希望」と必ず記入　北海道地方本部長 正
村 琢 磨（JH8HLU）　jh8hlu@jarl.com　［fax］0155-62-
7042まで　※しばらくしても返信がない場合は再度ご
連絡ください

第1回集約日　8月1日（木）
最終締切日　8月20日（火）

第6回北海道ハムフェア（北海道アマチュア
無線フェスティバル2019）

開催日時　9月21日（土）13：00〜17：00，22日（日）
09：00〜16：00

会場　協同組合札幌総合卸センター1Fフロア　札幌市
東区北6条東3丁目

おもな内容　○各種展示・販売ブースの開設　○社会
的・科学的な講演会の開催　○交流を目的とした懇親
会の開催　○広報を目的とした記念局の運用　※詳細
は44ページ参照

▽北海道ハムフェア公式サイト：http://www.8hamfair.
com/　※出展をご希望の方は公式サイトに詳細を掲
載。サイトをご覧のうえ，申込みください

【アイボールミーティング（懇親会）】
　第6回北海道ハムフェアの1日目にアイボールミーティ
ングを開催します。参加を希望されるかたは次の方法で
申込みください
日時　9月21日（土）18：30〜

場所　サッポロビール園　札幌市東区北7条東9丁目2
番10号

会費　5,000円（当日受付にて支払い）　※会場予約の関
係上，予約受付のみ　※お早めに申込みください

申込み　①名前　②コールサイン　③住所　④電話番
号（携帯番号）　⑤Eメールアドレス　⑥所属している
団体（クラブ）がある場合は団体名を明記，Eメール，
FAX，ハガキで申込み　Eメールの場合は件名に「第
6回北海道ハムフェア懇親会＋ご自身のコールサイン」
と必ず記載　○〒082-0015　北海道河西郡芽室町東1
条南7丁目5-8 正村琢磨方　○北海道地方本部Eメー
ル：hamfair8@jarl.com（専用アドレス）　［fax］0155-
62-7042

締切　8月31日（土）　※予定数に達した場合，早期に締
切る場合があります。お早めに申込みください

その他　申込みに対して受付完了の返信はしませんが，
北海道ハムフェアの公式ホームページ上にコールサイ
ンと所属団体（クラブ）名等を掲載。申込み後しばら
くしても公式ホームページに掲載がない場合は，連絡
ください。なお，掲載を希望されない方は，その旨を
申込みの際に記載　※締切日以降にキャンセルの場合
は，会費をお支払いいただきます

2019北海道地方ARDF競技大会
　本大会は「2019全日本ARDF競技大会」と併設開催い
たしますので，全日本大会に参加申込みされた方は自動
的に道大会に参加となります。道大会だけの参加はあり
ませんのでご注意ください
日時　10月5日（土）受付09：15〜09：50
受付場所　千歳市東雲会館内2階　千歳市東雲町1-10　

☎0123-22-4260　※直接，施設への問合せはご遠慮く
ださい

競技部門　クラシック競技144MHz帯部門（変調方式
A2A）

競技方法　JARL制定のARDF競技の実施方法による
競技クラス　○女性：W12/W15/W19/W21/W35/W50/

W60　○男性：M12/M15/M19/M21/M40/M50/M60/
M70

表彰　○表彰はARDF競技の実施方法に準じて表彰　
○表彰は個人表彰のみ，被表彰者には賞状　※表彰状
の郵送をもって表彰に代えさせていただきます

参加資格　北海道在住の方であれば，無線資格のない方
も含め，どなたでも参加できます

その他　細部時程，参加申込み方法等の詳細は，「2019
全日本ARDF競技大会開催案内」（17ページ参照），
または大会公式HP確認　○貸出し用受信機もありま
すが数に限りがありますので，早めに問合せ先にご確
認ください

問合せ先　〒067-0063　江別市上江別西町17-34　澤見
仁志 （JG8FBG）　Eメール：2019ardfalljapan@gmail.
com　☎090-2810-2631

ハムフェア2019出展
　北海道地方本部では，地方本部，北海道8支部の活動
報告と紹介そして北海道を広報することを目的として，
ハムフェア2019の純粋展示・発表コーナーに出展しま
す。当日は，北海道地方本部と北海道8支部の活動を紹



　 SUMMER  2019

介した展示物や北海道の観光地を紹介したパンフレット
の配布をとおして，全国の皆様に北海道の実情を知って
いただこうと考えております。ハムフェアにお越しの際
はぜひお立ち寄りください。また，当日の運営のお手伝
いをしていただける方を募集しております。交通費や宿
泊費などは自己負担となりますが，ハムフェアにブース
スタッフとしてご協力していただける方はご連絡くださ
い。よろしくお願いします。
連 絡 先： 北 海 道 地 方 本 部 長 正 村 琢 磨（JH8HLU）

jh8hlu@jarl.comまで

支部大会（ハムの集い）
　会場の関係で日程が変更なりました。ご迷惑をお掛け
することになりましたが今年も多数のご参加をお待ちし
ております
日時　○前夜祭　7月20日（土）18：00〜20：00　○支

部大会：7月21日（日）10：00〜12：30
場所　若者の郷，若者センター　旭川市江丹別町中央　

☎0166-73-2409
内容　○平成30年度業務・会計・平成31年度事業計

画・予算報告　○講演（IOTA移動運用），支部コン
テスト表彰式　○記念局（8J8HAM）の公開運用，参
加者の自己紹介　○自作機器展示会，ジャンク市（フ
リーマーケット），その他

参加方法等　○前夜祭の参加には申込みが必要です（参加
費：1,500円）　○朝食（軽食）も準備します，7月15日（月）
までに申込みください　○宿泊は無料。寝具の準備もあ
りますので事前に申込みください　○入浴も可能ですが，
タオル等は個人で用意　○不明な点は問合せください

その他　各種展示物，自作機器，フリーマーケットに出
展される方は，事前に連絡

問合先　〒078-8345　旭川市東光5条2丁目4-20　JARL
上 川 宗 谷 支 部 竹 内（JE8JOK）まで　Eメー ル：
je8jok@jarl.com　☎090-8897-6888

第3回上川宗谷支部コンテスト
　今年も昨年に引き続き「山の日」に上川宗谷支部コン
テストを開催します
日時　8月11日（日/祝）09：00JST〜21：00JST
参加資格　日本国内のアマチュア局
使用周波数　3.5〜430MHz帯（3.8/10/18/24MHz帯は除く）
参加種目・部門

種　　　目
部門・コードナンバー

電信電話 電　信 電　話
管内局 管外局 管内局 管外局 管内局 管外局

シング
ルオペ

HF
バンド KHF XHF CHF WHF SHF YHF

V・U
バンド KVU XVU CVU WVU SVU YVU

オール
バンド KAB XAB CAB WAB SAB YAB

マルチ
オペ

オール
バンド KMO XMO

※社団局でも運用者が一人の場合は，シングルオペ。個
人局でも複数で運用する場合は，マルチオペ

呼出　○電話「CQ上川宗谷支部コンテスト」　○電信

上 川 宗 谷

「CQ KS TEST」
コンテストナンバー　○管内局：RS（T）＋支部市町村

ナンバー（例：旭川59 204）　○管外局：RS（T）＋都
府県振興局ナンバー（例：東京59 10 ）

得点　○管内局：国内のアマチュア無線局との完全な交
信を1点　○管外局：管内局（移動含む）のアマチュア
無線局との完全な交信を1点　※同一バンド内での重
複交信は，1交信を除いては電波型式が異なっても得
点としない

マルチプライヤー　○管内局：都府県振興局ナンバー，
支部市町村ナンバー　○管外局：支部市町村ナンバー

総得点　各バンドで得た得点の和×各バンドで得たマル
チの和

賞　書類提出局には，次の順位の局を表彰　○管内局：
各部門種目の3位までに賞状　○管外局：各部門の提
出局に応じて得点順位に賞状　・10局以下1位，20局
以下2位，21局以上3位まで　※管内局は支部大会時
に表彰式をおこない，表彰式に参加できなかった管内
局，管外局は郵送

禁止事項　○レピータ，デジピータ，クロスバンドでの
交 信，WIRES，D-STARでのデジタル電 話も無 効　
○その他は，JARLコンテスト規約に準じる

書類提出　○書類はいずれかの1種目のみに提出　○
JARL制定のログ，サマリーまたは自作の場合は同形
式で必要事項はすべて記入　○ログのメールでの受付

（JARL形式，cabrillo形式）　※メールの件名とファ
イル名は提 出 者のコー ルサイン　 ○Eメー ル：
kamikawasoya@jarl.com　※受付返信メールは遅れ
る場合があります　○郵便料金に不足があった場合は
受取りません　○表には，上川宗谷支部コンテスト・
コールサインを明記

締切　9月11日（水）消印有効
提出・問合先　○〒078-8345　旭川市東光5条2丁目

4-20 JARL上川宗谷支部 竹内秀則まで　○Eメール：
kamikawasoya@jarl.com　☎090-8897-6888

その他　結果についてはJARL NEWS（冬号）の他，支
部HP（http://www.jarl.com/kamikawa/）に掲載

【支部市町村ナンバー（5市25町3村＝33）】204旭川市　
214稚内市　220士別市　221名寄市　229富良野市　
452鷹栖町　453東神楽町　454当麻町　455比布町　
456愛 別 町　457上 川 町　458東 川 町　459美 瑛 町　
460上富良野町　461中富良野町　462南富良野町　
463占 冠 村　464和 寒 町　465剣 淵 町　468下 川 町　
469美深町　470音威子府村　471中川町　472幌加内
町　511猿払村　512浜頓別町　513中頓別町　514枝
幸町　516豊富町　520幌延町　517礼文町　518利尻
町　519利尻富士町

空知留萌支部大会
　今年は，美唄市において開催します。友人等お誘いの
うえ，多数の参加をお待ちします。
日時　7月7日（日）12：00〜15：00　受付11：00より
場所　美唄市地域人材開発センター　美唄市東明1条1

丁目2-1　☎0126-63-4218
内容　○2018年度業務報告，会計報告　○2019年度事

空 知 留 萌
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業計画，予算報告　○ジャンク市，QSLカード転送
受付け　○JARL会員の入会・継続手続き　※当日新
規入会の方の入会金免除

問合せ先　JA8UZD　千葉雅康　〒068-0827　岩見沢市
春日町1-10-21　Eメール：ja8uzd@jarl.com

第41回オホーツク支部野外ミーティング
日時　7月14日（日）　09：00現地集合　※雨天中止
会場　津別町運動公園パークゴルフ場
内容等　パークゴルフ
参加料　別途（パークゴルフ会場使用料は個人負担）
申込先　津別アマチュア無線クラブ　○登録クラブ：津

別アマチュア無線クラブから案内　○登録クラブ以外
の方：支部幹事 小山 jh8ptp@jarl.com まで

第43回オホーツクコンテスト
日時　7月20日（土）18：00〜7月21日（日）21：00まで
参加資格　日本国のアマチュア無線局，SWL
使用周波数帯　3.5/7/14/21/28/50/144/430/1200MHz　

※JARLコンテスト周波数区分による
部門・種目のコードナンバー

種　目 電信電話部門 電信部門
管内 管外 管内 管外

シ
ン
グ
ル
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

マルチバンド HXA XA HCA CA
3.5MHZ HX35 X35 ─ ─
7MHz HX7 X7 ─ ─
14MHz HX14 X14 ─ ─
21MHz HX21 X21 ─ ─
28MHz HX28 X28 ─ ─
50MHz HX50 X50 ─ ─
144MHz HX144 X144 ─ ─
430MHz HX430 X430 ─ ─
1200MHz HX1200 X1200 ─ ─

マルチオペレーター HMXA MXA ─ ─
SWL HSWL SWL ─ ─

呼出　○電話「CQオホーツクコンテスト」　○電信「CQ 
OKH TEST」

コンテストナンバー　○管内局：シグナルレポート＋自
局の運用地を示す市町村ナンバー　○管外局：シグナ
ルレポート＋自局の運用地を示す都府県振興局ナン
バー

得点　○管内局：国内のアマチュア無線局との完全な交
信を1点　○管外局：オホーツク総合振興局（旧網走
支庁）管内のアマチュア無線局との完全な交信を1点　
※同一バンド内での重複交信は，1交信を除いては電
波型式が異なっても得点としない　○SWL：上記の
交信を受信に読み替える

マルチプライヤー　○管内局：46都府県，小笠原支庁，
オホーツク総合振興局以外の13振興局，オホーツク
総合振興局管内の18市町村　○管外局：オホーツク
総合振興局管内の18市町村

総得点の計算　○シングルバンド：当該バンドにおける
得点の和×当該バンドで得たマルチプライヤーの和　
○マルチバンド：各バンドにおける得点の和×各バン
ドで得たマルチプライヤーの和

ログの提出　○電子ログ：JARL形式または準拠したテ

オ ホ ー ツ ク

キストデータ　○紙ログ：JARL制定のサマリー・ロ
グシートまたは同一形式のもの

提出期限　8月20日（火）必着
提出先　○Eメール ji8ptp@jarl.com　○〒090-0804　北

見市桜町2丁目76 小山穂積
表彰　［管内局］○各部門の1位に賞状と盾，2〜5位に

賞状　○参加部門ログ提出者で支部大会出席者（代理
不可）に対して抽選のうえ，1人に特別賞としてオホー
ツク名産品を贈呈　※部門1位の盾はオホーツク支部
会員（9月現在）に限る　［管外局］○各部門の提出局
に応じて得点順に賞状（申請10局以下1位のみ，20局
以下2位まで，以降10局ごとに賞状）　○参加部門ロ
グ提出者に対して抽選のうえ1人に特別賞としてオ
ホーツク名産品

禁止事項・失格事項　JARLのコンテスト規約に準じる
【オホーツク総合振興局管内市町村ナンバー】北見市

0108　網走市0111　紋別市0119　津別町01005B　美
幌町01005D　大空町01005E　清里町01036A　小清
水町01036B　斜里町01036C　遠軽町01070D　雄武
町01070E　興部町01070F　滝上町01070H　西興部
村01070I　湧別町01070J　訓子府町01048A　置戸町
01048B　佐呂間町01048C

2019全日本ARDF競技大会特別記念局の
運用スケジュール（オホーツク支部）

コールサイン　8J8ARDF
運用期間　9月3日（火）〜9月11日（水）　9日間

登録クラブ代表者会議（前期）
日時　7月20日（土）13：00〜15：00（予定）
場所　札幌ラジオ会館　〒065-0021　札幌市東区北17

条東17丁目3-12　☎011-827-2801
議題　○第8回定例社員総会について　○石狩・後志支

部の活動状況について　○第46回支部大会の開催に
ついて　○登録クラブの活動状況について　○その他

第46回石狩後志支部大会
日時　9月22日（日）13：00〜16：00（予定）まで
場所　共同組合　札幌総合卸センター　311号　会議室　

〒060-0906　札幌市東区北6条東3丁目　☎011-721-1101
内容　○平成30年度事業報告，会計報告　○令和元年

度事業計画案，会計予算案　○石狩後志支部コンテ
スト表彰式

※本年の大会は北海道ハムフェアとの同時開催としまし
た。会場は13：00〜17：00まで確保してます

令和元年度支部大会・ハムの集い
　多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。
日時　○9月28日（土）19：00〜21：00　前夜祭　○9

月29日（ 日 ）10：00〜12：00　 支 部 大 会　 ○12：
00〜13：00　ハムの集い

場所　以平農業センター　帯広市大正町以平・旧以平
小学校跡

石 狩 後 志

十 勝
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内容　［ハムの集い前夜祭］（9月28日19：00〜21：00）　
○鍋料理等，おにぎり，飲み物（飲み物，食べ物の持
込み可）　※宿泊も可能，寝袋等の寝具を持参。前夜
祭参加者は個々に朝食を用意　［支部大会 9月29日］
○2018年度事業報告・会計報告，2019年度事業計画・
予算案，マラソンQSO表彰　［ハムの集い 9月29日］
ジャンク市，フリーマーケット，展示ブース，アマチュ
ア無線機器メーカー展示（未定）など　○総通局職員
の講演を予定

その他　○アイボール用にQSLカードや名刺をお持ちく
ださい　※QSLカードのデータ面には「サンプル」「見
本」と記入　○展示ブース，ジャンク市，フリーマー
ケット，無線関係以外も募集，出展を希望の方は， 
9月14日（土）までに詳細を事務局にお知らせください
※ジャンク市は9月29日の11：00からとし，それ以
前の販売は禁止　○前夜祭は会費制（前売り券は高校
生以上2,000円，小・中学生500円）帯広市内のハム
ショップでお求めください　○QSLカードの転送を希
望される方はお持ちください　○詳細は支部HP，帯
広市内ハムショップのポスターで確認ください

問合せ先　十勝支部事務局　（支部長　後藤　貢・
JA8GSE）　Eメール：ja8gse@jarl.com　☎090-2691-
6425

令和元年度JARL釧路根室支部大会
日時　9月1日（日）13：00〜15：30
場所　釧路市鳥取コミュニティセンター　コア鳥取　釧

路市鳥取北8丁目3番10号　☎0154-53-3199
※詳細は支部報をご覧ください

サマーキャンプ
　胆振日高支部では伊達アマチュア無線クラブとの共催
でサマーキャンプを開催します。
日時　7月27日（土）16：00〜28日（日）9：00
場所　壮瞥町森と木の里センター　〒052-0104　有珠郡

壮瞥町字東湖畔3-1
参加費　4,000円　※夕食・朝食，バンガローの宿泊料金
参加申込　メールまたは郵便で，①氏名　②コールサイ

ン ③住所　④電話番号を明記のうえ申込み　※地
域クラブは纏めて申込みください

申込先　○メール：ja8dgd@jarl.com　○郵便：〒052-
0014　伊達市舟岡町343-3 加藤　篤

申込締切　7月18日（木）

第43回胆振日高QSOコンテスト
日時　8月23日（金）21：00〜8月25日（日）21：00まで

の48時間
参加資格　日本国内のアマチュア無線局
使用周波数　3.5MHz〜1200MHz（除く：3.8/10/18/24 

MHz）　※JARL制定の使用周波数厳守
交信相手　○管内局：日本国内のアマチュア局　○管

外局：胆振日高管内のアマチュア局（管内へ移動して
きた場合も同様に胆振日高管内のアマチュア局）

釧 路 根 室

胆 振 日 高

呼出方法　○電話「CQ胆振日高コンテスト」「CQ IHコ
ンテスト」「CQ コンテスト」　○電信「CQ IH TEST
」「CQ TEST 」

コンテストナンバー　○管内局：RS（T）＋市郡ナンバー
○管外局：RS（T）＋都府県支庁ナンバー（胆振日高
管内へ移動した場合もそれぞれの支庁ナンバー（管外
局は胆振日高以外の道内局と他都府県局を含む）

禁止事項　○クロスバンド交信　○移動先での移動地変
更　○個人局の2波以上の電波同時発射　〇インター
ネット回線を中継しておこなった交信　○個人局・社
団局でのゲストオペの使用　○常置場所（固定的にア
ンテナを設置した場所）と移動先の2地点運用を認める
※移動先での途中場所変更，移動先と移動先の2地点
運用は認めない　○管内局の移動先にあっては胆振日
高管内の移動に限る　※胆振日高管外に移動した場合
には管外局　○胆振日高管外居住の局が胆振日高管
内で移動運用した場合「管外局」　○管外局の移動範
囲は日本国内

参加部門　1局1部門の参加に限る。管内局は胆振日高
管内に居住している局，管外局は胆振日高以外に居住
している局　【管内局】［個人局］○電話ニューカマーマ
ルチバンド（3.5/7/21〜1200 ）　○HF電信電話マルチ
バンド（3.5〜28）　○HF電信マルチバンド（3.5〜28）　
○電信電話トリプルバンド（21/28/50）　○V/U電信
電話マルチバンド（50〜1200）　［社団局］電信電話マ
ルチバンド（3.5〜1200）　【管外局】［個人局］電話ニュー
カマーマルチバンド（3.5/7/21〜1200）　○電信電話マ
ルチバンド（3.5〜1200）　○電信マルチバンド（3.5〜
1200）　○V/Uマルチバンド（50〜1200）　［社団局］
電信電話マルチバンド（3.5〜1200）　※ニューカマー
部門はコンテスト開始日から遡って3年前の同一日以
降に開局した局であって14メガを除くHF，V/Uマル
チバンド10W（V/Uにあっては20W）以下の電話のみ

得点・マルチプライヤー　［管内局］○得点：国内のア
マチュア局との完全な交信を1点　○マルチ：46都府
県，胆振日高以外の12支庁，胆振日高管内の市郡，
小笠原，南鳥島（管内への移動局の胆振日高支庁ナン
バーはカウントせず）　［管外局］○得点：胆振日高管
内との完全な交信を1点　○マルチ：胆振日高の市郡
数（同一バンドの交信にあっては，モードが違っても
1回）

総得点　○各バンドにおける総得点の和×各バンドで得
たマルチの和　○クラブ対抗：各バンドにおける総得
点の和×クラブ総参加人数

提出書類　○JARL設定のサマリー，ログまたは同形式
を使用（A4判）　○電子ログの提出にあってはJARL
制定様式を使用　○コンテストの名称：胆振日高コン
テスト　○参加部門および種目：・コードナンバー欄
に「管内」「管外」の区別　・名称欄に参加した種目の
名称をはっきり記入　・移動先との2地点運用をした
場合には固定運用地と移動運用地の双方を備考欄に記
入　・社団局は運用者すべての氏名と資格を備考欄に
記入　・ニューカマー部門参加者は開局年月日を備
考欄に記入　・クラブ所属の参加者はサマリーシート
に所属クラブ名を記入

失格事項　○提出書類の不備　○虚偽の申告　○複数
部門への参加　○書類締切後の到着　○その他JARL
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コンテスト規約に準じる
入賞　○各種目との参加局数に応じて賞状を発行し翌年

支部大会で表彰　○参加5局以下1位のみ，6局から
10局まで2位まで，10局を超えた場合3位まで　○提
出されたサマリーシート記載のクラブ名ごとに総得点
を集計し，順位を計上したうえで，同様に表彰

提出締切　9月30日（月）当日消印有効　※電子ログは9
月30日23：59のタイムスタンプまで

書類提出先　○〒052-0014　伊達市舟岡町343-3 JA8DGD　
加藤　篤　○Eメール ja8dgd@jarl.com 

2019青少年のための科学の祭典
　開催時期が例年よりも早まりました。
日時　7月21日（日）10：00
場所　函館市千代台陸上競技場雨天走路
　これは財団フェスティバルの中の一イベントとして開
催されるもので，支部では「トランジスターラジオをつ
くろう」で参加し，ラジオセットを20台用意してインス
トラクターの指導のもと，子どもさんたちの手でハンダ
付けをして完成させます。
　参加費は無料で，完成したラジオはお持ち帰りできます。
　どうぞお子さま連れで多数お越しください。お待ちし
ております。

第27回JARL渡島檜山支部48時間コンテスト
　次の点に他のコンテストでは見られない特長がありま
すので，ご留意のうえ多数ご参加ください。「交換する
内容とその内容のログ整理時の記載の仕方，得点，マル
チプライヤー」
日時　9月6日（金）18：00〜8日（日）17：59
参加資格　日本国内のアマチュア局
使用周波数　3.5〜1200MHz帯（3.8/10/18/24MHz，レ

ピータを除く）の9バンド
参加部門　○管内局：渡島檜山支部管内で運用する局　

①個人局・3.5〜1200MHz帯から1バンドの部　②個
人局・マルチバンドの部　○管外局：渡島檜山支部
管内以外で運用する局　上記　①②に同じ　※社団局
であってもシングルオペなら参加可能

交信相手　○管内局：日本全国の局　○管外局：渡島
檜山支部管内の局

呼出　○電話「CQ渡島檜山支部コンテスト」　○電信
「CQ OH TEST」

交換内容　○管内局：RS（T）＋市町名　○管外局：RS
（T）＋都府県・地域等名　※電信などの利便性を考慮
し別記の番号交換（例：乙部町01053A）も可とし，ロ
グ整理時には市町名，都府県・地域等名に整理

禁止事項　○JARLコンテスト規約による　※ゲストオ
ペレーターによる運用は禁止　○コンテスト中の運用
場所の移動は認める

得点　完全な交信　1点　※同一バンドの交信は，交信
の日時，電波型式が異なっていても同一局は1回より
得点とならない。ただし，管内局が同一局であっても，
移動市町が異なる場合は得点となる

マルチプライヤー　○管内局：各バンドで交信した相手
局の運用場所を示す異なる，都府県・地域等並びに渡

渡 島 檜 山

島，檜山地域の市町，同地域で自局が移動したごとの
市町の数　○管外局：各バンドで交信した相手局の運
用場所を示す渡島，檜山地域の異なる市町の数

総得点　各バンドで得た得点の和×各バンドで得たマル
チの和

提出書類　○JARL制定のログ，サマリーまたはこれと
同形式・同サイズ（A4判）　○電子メールでの提出は
JARL形式　○入賞対象局にはチェックリストの提出
を求めることがある　○電子ログ・手書きの紙ログ・
パソコンからプリントアウトした紙ログ，いずれも受
け付けします

締切　10月9日（水）消印有効，電子メール等郵送以外
は9日必着

失格事項　○規約違反　○2部門にわたっての書類の提
出　○締切後の提出　○提出書類の記載内容に著しく
不備があった場合　○審査の結果，提出書類に虚偽の
記載が認められた場合

表彰　○各部門別の入賞者に賞状　○管内局，管外局
ともに，上位5局を入賞局　○青少年（小・中・高校
生）の場合は同位の場合は同位で表彰　○表彰は翌年
の渡島檜山支部大会でおこなう　○入賞局以外の参加
局には「48時間コンテスト参加証」を発行

登録クラブ対抗　渡島檜山支部管内のJARL登録クラブ
の構成員（個人局）から提出の総得点を集計のうえ，
順位を決定し，3位まで賞状

その他　○同点による順位付けについては，最終交信時
刻が早い局を上位　○登録クラブ対抗部門の参加者は
必ずクラブ名を記入　※クラブ名の記入のない場合は
得点として加算しない

発表　JARL NEWSでは表彰局のみ，全参加局の掲載
は支 部 報， 支 部HP（http://www.hakodate.gr,jp//
ham）でおこなう

提出・問合先　〒042-0915　北海道函館市西旭岡町2-19-
1 伊藤秀夫（JE8HLA）　☎0138-50-2853　Eメール：
je8hla@jarl.com

【渡島，檜山地域の市町】函館市0104　北斗市0136　
福 島 町01067A　 松 前 町01067B　 木 古 内 町01021B　
知内町01021C　七飯町01024E　鹿部町01025B　森
町01025D　八雲町01079A　長万部町01071A　江差
町01059A　厚沢部町01059B　上ノ国町01059C　乙
部町01053A　今金町01040A　せたな町01028B　奥
尻町01016A

青森県支部大会・前夜祭へ参加
　9月14日（土），15日（日）青森県支部大会・前夜祭が
青森市で開催されます。
　渡島檜山支部と青森県支部では，お互いの支部大会を
訪問し青函交流を続けております。
　皆様のご参加をお待ちしてます。参加費（新幹線料金，
前夜祭，宿泊料金等）は自己負担になります。
　参加ご希望の方は，7月末日までに渡島檜山支部長・
伊藤まで申し出ください
連絡先　Eメール　je8hla@jarl.com　☎0138-50-2853

支部大会
日時　10月13日（日）13：00〜（受付11：00〜）
会場　厚沢部町・館地域振興センター　〒043-1351　檜
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山郡厚沢部町館町171　☎0139-66-2238
【前夜祭】
日時　10月12日（土）
会場　厚沢部町・俄虫温泉旅館　〒043-1104　檜山郡

厚沢部町上里92　☎0139-67-2211　※宿泊も当旅館を
確保しており，部屋割りは支部でおこないます。詳細
が決まり次第，支部HP，OHS等でお知らせします

	 	平成30年度非常通信伝達訓練終了

　2019年3月10日（日）午前10時から情報収集を開始と
する非常通信伝達訓練が終了しました。
　午前9時から，函館市北消防署桔梗出張所敷地内に基
地局を設営し，基地局をJA8YUPとして9時40分訓練
情報を発信し，午前10時からの情報収集に備えました。
　海抜40mの敷地に，タイヤベース基台にて給電点が
8mHの3段GPを仮設，電源は車両バッテリーからアッ
プバーターを介して供給し，2mFMにて出力50Wとし
ました。
　情報収集では，6局から通報がありQSOできましたが，
ほか1局だけは，こちらを呼んでいるらしいのですが内
容が全く判らず残念ながらQSOに至らず，10時40分訓
練を終了しました。あとで報告を受けたのですが，江差
町在住の局が初め出力5Wで基地局を呼びRS41で聞こ
えていたが， 次いで50Wまで出 力を上げていっ ても
QSOできなかったということでした。後日，改めて試験
してみたいと考えています。
　画像は，残念ながら都合で参加できませんでした。
　通報をいただきました各局様，有難うございました。
基地局の設営と運用に当たられましたJL8JUK，JH8CBH，
JA8DHR，JM8DLF，JR8FGY，JG8QYH，JE8XEA，
JE8HLA（順不同）各局様，お疲れさまでした

JA9コンテストVU2019
日時　8月10日（土）21：00〜8月11日（日）12：00
詳細はJARL NEWS春号（108ページ）または地方本部

HP（http://www.jarl.com/hokuriku/）をご覧ください

北陸地方ARDF競技大会2019富山
日時　9月15日（日）受付08：00〜08：30（雨天決行）
場所　富山県黒部市

Report

エリア 北陸地方9

地 方 本 部

集合場所　黒部市郷土文化保存伝習館　黒部市宮野272
番地　☎0765-54-1621

競技方法　JARL制定のARDF競技実施方法に準じる　
※一部ローカルルール適用

競技部門　144MHz帯部門，電波型式 A2A
参加資格　健康な方ならどなたでも可
競技クラス　○女子：W12/15/19/21/35/50/60　○男

子：M12/15/19/21/40/50/60/70　グループ
表彰　競技クラスごとに北陸地方表彰，地域内外を含め

た総合表彰
参加費　成人会員2,500円，成人非会員3,500円　19歳

未満会員1,500円，19歳未満非会員2,000円　※昼食，
保険付き

申込方法　【郵送】JARL様式の申込書と参加費（定額小
為替），返信用封筒（82円切手貼付）を同封，申込み先
に送付　※参加費用は定額小為替に代わってゆうちょ
銀行への振込みも可　預金口座 記号13200　番号
552081　（タカムラ　ヒロユキ）　【メール申込】申込
書をPDF等で添付して送信。返信用封筒不要　※案
内もメールのみ

問合せ・申込み先　〒938-0013　富山県黒部市沓掛
3761　髙村浩之　Eメール：jh9feh@jarl.com

申込締切　9月8日（日）必着　※メール申込みも同じ
宿泊施設　ハイツ宮野　素泊まり（1,500円）　9月14日
（土）に宿泊希望者は9月8日（日）までにメールで申込
み先に連絡

その他　荒天などによりやむを得ず競技を中止する場合
があります。大会中止以外，理由を問わず参加費はお
返しできません。

ハムセミナー（ラジオ工作関係）
「ラジオ工作教室」
日時　7月28日（日）10：00〜12：00
会場　富山市北部児童館　富山市蓮町1-4-11　☎076-

437-4006
交通　富山ライトレール蓮町駅徒歩3分　蓮町公園（馬

場記念公園）内
内容　AMラジオの製作
定員　10名
参加費　無料
持参　2石高感度ラジオを持ち帰る袋等

「みんなでラジオを作ろう」
日時　8月4日（日）10：00〜12：00
会場　富山市水橋児童館　富山市水橋中村町240-11　

☎076-478-0478
交通　地鉄バス水橋児童館前下車徒歩1分
内容　小学生とその父兄の方々を対象としたハンダを

使った簡単なAMラジオキットの生徒父兄共同製作
定員　小学4年〜6年生10名程度，保護者
参加費　無料
参加者持参品　2石高感度ラジオを持ち帰る袋等

【共通事項】
申込方法　参加希望の方は，希望会場名，お子さんのお

富 山 県
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名前と付き添いの方のお名前・住所を記載し〒938-
0013　黒部市沓掛3761番地 高村浩之宛てハガキ，ま
たはjh9feh@jarl.comへ申込み。定員前受付者には案
内書を送付します。定員となり次第締切

※スタッフを募集します。詳しくは支部HP参照

富山県総合防災訓練協力
日時　9月29日（日）　8：30〜12：00
場所　下新川郡，黒部市
内容　防災訓練会場ならびに日本赤十字社富山県支部

との通信訓練
※スタッフを募集します。詳しくは支部HP参照

	 	ARDF審判員講習会・勉強会を開催

　2019年3月17日,富山市の日本赤十字社富山県支部会
議室にて,ARDF審判員講習会・勉強会を15名が出席し
開催。講師から審判員の経験をもとにわかりやすい説明
をしていただきました。

	 	2019信越地方ARDF競技大会開催

　2019年5月26日に新潟県見附市「見附市民の家」周辺
にて信越地方ARDF大会が開催。信越地方内外から31
名の選手の参加がありました。
　競技部門はクラシック144MHz競技で，近隣の高校か
らも参加がありました。
　成績等の詳細は新潟県支部ARDF委員会HP（http://
www.jarl.com/n08ardf/）をご覧ください。

Report

エリア 信越地方0
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令和元年第1回新潟県支部クラブ代表者会
日時　7月13日（土）13：30〜17：00頃
場所　吉田産業会館　第1・2研修室　新潟県燕市吉田

東栄町14-12　☎0256-92-2500　http://www.yoshida-
sangyokaikan.jp/

締切　7月8日（月）必着
申込み・問合せ　〒941-0006　糸魚川市大字竹ヶ花634　

金子　豊　Eメール info08@jarlzero.com
※詳細は，支部HPに掲載，クラブ代表者には連絡します

第47回新潟県支部大会
日時　7月14日（日）10：00〜15：00（予定）
場所　燕市中央公民館　中ホール　新潟県燕市水道町

1-3-28　 ☎ 0256-63-7001　http://www.city.tsubame.
niigata.jp/school/029000009.html

内容　［午前の部］事業・会計報告，コンテスト表彰　
ほか　［午後の部］○渡部まいこ（JJ0SDQ）ミニライヴ　
※入場はJARL会員限定，会員証持参。当日入会も受
付けます　※入会金無料　○お楽しみ抽選会：22歳
以下限定，ハンディー機抽選会（新潟県内在住者限定）
○JARL新潟県支部会員限定：ハンディー機抽選会

※詳細は，支部HP参照
前夜祭
日時　7月13日（土）18：30〜20：30
場所　弥彦温泉旅館　清水屋　新潟県西蒲原郡弥彦村

大 字 弥 彦 2921-1　 ☎ 0256-94-2015　http://yahiko-
shimizuya.main.jp/

会費　○宴会＋宿泊：12,000円　○宴会のみ：7,000円　
※どなたでも参加できます

締切　7月5日（金）必着
申込み・問合せ　〒941-0006　糸魚川市大字竹ヶ花634　

金子　豊　Eメール info08@jarlzero.com
※詳細は，支部HPに掲載，クラブ代表者には連絡します

第16回全国高等学校ARDF競技大会
※大会は3日間ですが，2日目のみ高校以外の一般参加

を受付け
日時　7月28日（日）
部門　クラシック144MHz帯
会場　新潟県阿賀野市
共催　全国高等学校アマチュア無線連盟
詳 細が決まりましたら支 部ARDF委 員 会HPに掲 載 

http://www.jarl.com/n08ardf/

第28回ギガヘルツコンテスト
参加資格　日本国内のアマチュア局　※ゲストOP不可 
日時　8月24日（土）21：00〜24：00，25日（日）06：

00〜12：00　※いずれも終了時刻は時報まで 
種目・部門・コードナンバー　○個人・社団局 

部門 管内局 管外局
個人マルチバンド KMLI KMLO
個人1200MHzシングルバンド K12I K12O
個人2400MHzシングルバンド K24I K24O
個人5600MHz以上マルチバンド K56I K56O
社団マルチバンド SML SMLO

新 潟 県
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JARL登録クラブ対抗　○対象はJARL登録クラブ（地
域，職域，学校，専門クラブ）　○JARL登録クラブ
の構成員から申告された得点をクラブごとに集計し順
位を決定　○サマリーシートに登録クラブ番号，クラ
ブ名を明記

周波数　1200MHz以上　〇電波型式 CW，SSB，FM　
○空中線電力：参加者に許可された空中線電力

交信相手　○信越管内局：日本国内で運用するアマチュ
ア局　○信越管外局：信越管内で運用するアマチュア
局

呼出　○電信「CQ GHZ TEST」　○電話「CQギガヘル
ツコンテスト」 

コンテストナンバー　RS（T）＋市郡区ナンバー
得点　1200MHz：1点，2400MHz：2点，5600MHz以上：

5点　※コンテストナンバーの交換が完全にされた交
信を得点　※同一バンド内における重複交信（同一局
との2回以上の交信）は電波型式（CW，SSB，FM）が
異なれば得点　※備考欄にモードを記入

マルチプライヤー　バンドごとに異なった市郡区の数
※モード別のマルチの重複は認めない

総得点　○マルチバンド，5600MHz以上マルチバンド：
各バンドで得た得点の和×各バンドで得たマルチの和　
○シングルバンド：参加したバンドで得た得点×参加
したバンドで得たマルチ数

表彰　○参加局数と得点を考慮しコンテスト委員会で決
定　○登録クラブ対抗　・部門は管内（新潟・長野県
支部の登録クラブ）と管外（管内以外）で表彰　・管内
表彰上位に入らない新潟県，長野県の上位を表彰

禁止事項　○中継交信やレピータ，クロスバンド，クロ
スモードの交信　○コンテスト時間内の運用場所変更
○同一OPの複数コールサインを使った参加　例）個
人コールと社団コールで同時参加　○その他JARLコ
ンテスト規約に準じる

書類提出　○JARL制定ログ・サマリー（A4）または同形式　
○電子メールでの提出も受付けるがJARL電子ログと同
形 式（http://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/
1-1_Contest/Contest.htm）

締切　9月16日（月/祝）消印有効 
提出先　○郵送　〒949-7411　新潟県魚沼市大石1435-1　

JR0BQD 本田　聡　Eメール nitestlog@jarl.com
結果発表　県支部コンテスト委員会HP，JARL NEWS 
問合せ　提出先までSASEかEメール
その他　○移動して運用する場合は放送，他の通信に障

害の恐れがある場所は避ける　○新潟県弥彦山での運
用は禁止　○結果と参加証をログを提出した希望者に
発行。希望者はSASE（82円切手を貼った長形3号
120mm×235mm）同封　○連絡先としてサマリーに
Eメールアドレスを可能な場合記入。結果をEメール
で連絡希望の場合は明記　○参加いただいた方々から
の感想や写真を募集。シャックのリグ・アンテナや移
動運用時の写真がありましたら，お寄せください。参
加証作成時に利用します 

	 	2019新潟県ARDF競技大会開催
　2019年5月25日に，見附市「大平森林公園」にて新潟
県ARDF大会が開催。県内外から19名の選手が参加が
ありました。

Report

　競技部門は10月の全日本大会でも開催されるスプリ
ント競技で，そこで使用される予定の送信機・アンテナ
セットを使っての開催となりました。

成績等の詳細は支部ARDF委員会HP（http://www.
jarl.com/n08ardf/）をご覧ください。

第1回クラブ代表者会議
日時　7月20日（土）13：00〜17：00
場所　飯島町文化館　上伊那郡飯島町飯島2489 1F 中

ホール1〜3
内容　県支部業務報告，その他

第47回長野県支部大会
日時　7月21日（日）10：00〜5：00　受付9：30〜
場所　飯島町文化館　上伊那郡飯島町飯島2489
内容　○JARL's TALK（事業報告，意見交換）　○コン

テスト表彰　○QSLカード転送受付　○記念写真撮
影　◯昼食会（要事前申込み）　○セミナー/講演会
○ジャンク市　◯メーカー展示　◯販売店による出張
販売　※内容は変更する場合があります

その他　○支部大会冊子（支部報）の印刷配布を予定し
ておりませんので，編集・校正の終了する7月10日頃
に，支部HPに掲示されるPDF形式での冊子を各自利
用　○昼食会の申込み方法は，支部HPに掲載（7月14
日締切）

【前夜祭・宿泊斡旋】
日時　7月20日（土）18：30〜20：30
場所　信州いいじま温泉 お宿陣屋　上伊那郡飯島町飯

島2123-1（アイタウン）　http://oyado-jinya.com/
会費　○宿泊（朝食付き）14,000円　○宴会のみ5,000円
※前夜祭・宿泊の申込み方法は，支部HPに掲載（7月7

日締切）

第47回長野県支部大会記念運用・JA0RL
長野県支部では，支部大会の開催を記念し，支部大会

の開催PRや来場の促進を図るため，信越地方局JA0RL
を下記のとおり運用します
コールサイン　JA0RL/0
開設期間　6月17日（月）〜7月21日（日）　※7月13日，

14日を除く
周波数帯　1.9MHz〜430MHz
モード　SSB/CW/FM/AM/RTTY/SSTV/PSK31　※

長 野 県
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JT65/FT8/DVは運用しません
運用責任者　長野県支部広報委員長 JE0IBO 糟谷（かす

や）貴裕　je0ibo@jarl.com
※詳細は支部HPに告知

第1回クラブ代表者会議
日時　7月20日（土）13：00〜17：00
場所　飯島町文化館　上伊那郡飯島町飯島2489 1F 中

ホール1〜3
内容　県支部業務報告，その他

2019年第14回
長野県QSOパーティー（後期）

開催日時　9月7日（土）21：00〜24：00　8日（日）9：
00〜12：00　※00分の時報から時報までの間に交信
を終了のこと

参加資格　長野県内で運用するアマチュア局　※県外局
の長野県内への移動運用参加も認める　○参加中の運
用場所の変更は県内であればどこでも可，モービル等
による移動中での運用も可　※運用時は /0（移動地）
を明らかにするなど運用規則を遵守

周波数　FM（電話）が免許された周波数　※28MHzか
ら上のアマチュア局に許可された周波数

電波型式　FM（F3E）のみ
空中線電力　参加局に許された空中線電力の範囲内
呼出方法　「CQ長野県QSOパーティー」
部門　［個人局部門］JARL会員，非会員，登録クラブメ

ンバー，非メンバーを問わない　※ゲストオペレー
ター不可　［社団局部門］登録クラブに免許されてい
る社団局，一般社団局（クラブCALL）　※JARL登録
クラブであり，社団局のコールサインがない場合は代
表の1個人局のコールサインを社団コールサインの代
用として使うことができる。その場合ゲストオペレー
ターでの運用ができる。前期パーティーに参加した場
合はそのコールサインを使うこと　［クラブ対抗部門］
サマリーシートの，登録クラブ欄に記入のあるログ提
出局の合計点で競う　※サマリーの部門欄には，記入
の必要なし　※前期パーティーに参加した局は同じ部
門で参加。前期パーティーで個人局のコールサインを
使って社団局部門に参加した場合は，前期と同じコー
ルサインで社団局部門のみに参加できる

交換ナンバー　RS＋オペレーター名（ハンドルネームも
可）＋自局のポイント

得点（自局の送り出しポイント）　○JARLが長野県内で
開設運用する特別局，地方局：50点（JA0RL，JR0ZAX，
8J0＊＊＊等）　○JARL長野県支部役員，委員：40点　
○登録クラブが運用する登録社団局：40点（コールサ
インのない登録クラブ所属の代表個人局）　○JARL
本部，地方本部役員（新潟県支部役員，委員を含む）：
30点　○長野県支部登録クラブに所属する個人局：
20点　○上記以外の一般個人局，一般社団局：10点
※複数該当する場合は，上位のポイントを採用　※同
一バンドでの複数交信は，日付が異なっても無効

総得点　各BANDごとの得点合計の総和
書類提出　JARL制定のLOG，サマリー（サイズ不問）

または類似する形式の規定内容記載の書類　※ログ
シートはバンド別に記入

提出締切　9月30日（月）消印有効（日本郵便を使用のこ
と）

表彰　前期の得点と合計し，部門ごとに長野県支部より
賞状と賞品　・個人局部門　・社団局部門　・登録
クラブ対抗（登録社団局，クラブ所属一般局，役員局
で，登録クラブ欄に記載のあるサマリーを合計）

注意事項　○中継や衛星，レピータ使用による交信は不
可　○クロスバンド，クロスモード，VoIPによる交
信は不可　○個人局ゲストOPによる交信は不可（規
約で定めた場合を除く）　○役員や複数のクラブに属
している場合の個人コールでの参加の場合は，1種類
のポイント使用に限ります　○移動して運用する場合
は，放送，他の通信に障害を与える恐れのある場所で
の運用は避けること　○他のコンテストとの併用は不
可　○1名のオペレータで同時に複数局の運用はしな
いこと

問合せ・書類提出先　〒399-8603　北安曇郡池田町2843　
信濃池田送信所コンテスト係（日本郵便を使用のこと）　
○参加証を希望の場合は，82円切手を同封（SASE同
封）　※前期で配布した場合は不可

賞品発送について　○5年間継続してQSOパーティー
参加証を集めた方に参加賞を発送　○5年分の参加証
を見えるようにデジタルカメラなどで撮影，またはス
キャナで得たデーターを　jarl_nagano@yahoo.co.jp
までコールサインを記入のうえ送信　○今年度の締切
は令和元年12月1日までの受付　○10年間継続され
た方は10枚全てを撮影

令和元年度長野県総合防災訓練
日時　10月20日（日）8：30〜12：30
場所　長野市　犀川第二緑地ほか
※今年度も，アナログレピータを使用して，支部独自の

情報伝達訓練をおこなう予定，詳細は支部HP参照

	 	地区研修会「電信（CW）初心者講習会」
開催

　2019年3月3日（日），塩尻総合文化センターにて開催。
遠くは埼玉県からの参加もあり，11名が受講。電信での
交信に興味はあるが，実際の交信をしたことがない方な
どに，オンエアするための初歩的知識と，オンエアまで
の道案内をおこないました。当初の予想を覆し，意外と
上級ハムの方の受講が多く，支部としては今後も，これ
らのニーズを踏まえた企画運営をおこないたいと考えて
おります。

Report


