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信した際のQSLカードの交換は，過去に同一バンド・
モードですでに交信し，QSLカードの交換がされてい
る場合など必要なもの以外は発行を控えるなどQSL
カード転送作業効率化へのご協力をお願いします

変更点　〇電子ログによる書類提出が浸透してきたた
め，発展的にエコポイント制度を廃止・紙ログの送付
先変更（2019年より）。電子ログを推奨　〇マルチオ
ペリスト提出を義務化　〇規約の改定がある時は支部
のHP（www.jarl.com/hyogo/）に掲載

令和元年度JARL中国地方ハムの集い
　どなたも参加費無料，アマチュア無線に興味ある方々
の参加大歓迎
日時　10月20日（日）10：00～17：00（JST）
場所　 津 山 鶴 山（ かくざん ）ホテル　2階 大 会 議 室　

〒708-0832　岡山県津山市東新町114-1　☎0868-25-
2121

内容（予定）　［午前］ご挨拶等，防災に関する講演主体　
［午後］〇JH1CBX：Masaco コンサート　〇津山祭観
賞（大神輿（おおみこし），だんじり運行）　〇無線技
術に関する講演主体　〇会場内外に様々な出店ブース
あり

問合せ先　 〇Eメー ル jo4iat@jarl.com　 ☎090-9871-
7977 有國（ありくに）

柳井祭り協賛JA4RL/4運用
　「白壁の町，心のふれあい」をテーマに開催される柳井
祭りに協賛して，JA4RL/4の公開運用を次の要領で実施
します
場所　柳井市文化福祉会館，周辺
日時　11月23日（土/祝）9：00～15：30まで（公開運用）
運用周波数　3.5MHz～144MHz　コンデションにより

運用
フォックスハンティング　〇受付10：00～10：30　〇

スタート11：00～　〇周波数：145MHz帯　電波型
式：F2Aを使用

展示品　レトロ無線機の展示等　※運用サービスは11
月16日～22日迄，3.5MHz～144MHz，柳井市周辺
で運用

連絡先　柳井市余田2371-1　河村茂雄 JA4CNE

上級ハム国家試験対策教室
　上級（第一級・第二級）アマチュア無線技士の国家試
験を受験される方々を対象とした受験対策教室を開催し
ます。今回は内容拡充のため，2日間に分けて実施しま
す
日時　10月6日（日）9：00～17：00　10月27日（日）9：

00～17：00
場所　広島市安佐南区民文化センター 中会議室　広島

エリア 中国地方4

地 方 本 部

山 口 県

広 島 県

市安佐南区中筋一丁目22-17　アストラムライン中筋
駅西口を出て徒歩4分
定員　20名程度
参加費　無料
内容　1日目：計算問題，2日目：無線工学と法規　※

いずれも過去問を中心に，要点をまとめて解説
講師　JA4BOF　澁谷紘　第一級アマチュア無線技士，

第一級陸上無線技術士，電気通信主任技術者（第1種
伝送，線路），JARD養成課程講習会講師
申込先　〇JA4BOF 澁谷紘　［Eメール］ja4bof@jarl.

com　 ☎090-6416-7690　 〇コー ルサイン， お名 前，
連絡先を9月末までにお知らせください　※締切後で
も空席があれば受講可能。お気軽に問合せください
その他　〇昼食は各自用意　※会場建物内のレストラン

も利用可能　〇従事者免許取得のためには，各自で国
家試験を受験し合格していただく必要があります

2019広島ハムの集いin呉
日時　11月24日（日）10：00～16：00
場所　呉ポートピアパーク管理棟別館2階　〒737-0875 

呉 市 天 応 大 浜3丁 目2-3　 呉ポー トピアパー クHP 
http://www.kurepo.com/
内容　〇来賓挨拶　〇広島WASコンテスト表彰式　〇

各種講演等（調整中）　〇メーカー展示　〇グループ
展示　〇ジャンク市　〇おたのしみ抽選会　その他
問合せ　JR4CQW 小西和男 jr4cqw@jarl.com
最新情報は支部HP参照　http://www.jarl.com/hiroshima/

index.html

2019香川県支部ARDF競技大会
日時　11月10日（日）9：00より受付
場所　香川県東かがわ市近郊予定　※後日参加申込者

へ資料送付
参加資格　JARL会員・非会員を問いません
参加費　大人2,000円，19歳未満1,000円　※傷害保険

費を含む
競技方法　JARL制定（平成29年4月1日施行）のARDF

競技実施法による
周波数　145MHz帯（当日指定）   電波型式　A2A
参加部門　〇W12/W15/W19/W21/W35/W50/W60　〇

M12/M15/M19/M21/M40/M50/M60/M70の各クラス
申込要領　氏名，コールサイン，生年月日，郵便番号，

住所，電話番号，参加クラス，当日の弁当の要・不要
を記入した申込書（JARL制定書式推奨）とSASE（自
分の宛名を記入した封筒に84円切手を貼った返信用
封筒）に，弁当が必要な方は弁当代金500円を追加し
て小為替を同封し下記まで申込み　〇ゆうちょ銀行か
ら「 ゆうちょ 銀 行　 通 常 預 金　 記 号16340　 番 号
9034871」　〇その他の銀行などから「店名六三八　店
番638　普通預金0903487」（ヒガ　ヒサオ）へ送金も
可能　※申込書に参加費の送金方法等を記入　〇申
込はEメールでも受付けますが，参加者への案内もE
メール　〇中止以外は参加費の返金をおこないません
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申込先　〒769-2515　香川県東かがわ市町田761-6　比
嘉久雄方　香川県支部ARDF大会係　☎080-2989-
6003　Eメール jg5wwd@jarl.com 

申込締切　11月1日（金）必着
審判募集　希望される方はハガキまたはEメールで　郵

便番号，住所，氏名，コールサイン，電話番号，審
判員資格者証番号を記入して10月28日（月）迄に申込
先へ送付してください　※審判員資格者でない方で競
技のお手伝いをいただける方は，ご一報願います

2019年度香川マラソンコンテスト
　香川県内局の親睦を図るため，次の要領で香川マラソ
ンコンテストを開催します。JARL会員，会員でない方
の区別なく入賞者は表彰します
期間　12月1日（日）00：00～12月15日（日）24：00
参加部門　［個人局］〇シングルバンド・シングルモードの

部　・電信：135kHz～10GHz帯　・電話：3.5MHz～
10GHz帯　〇マルチバンド・マルチモードの部　〇マル
チバンド・電信の部　〇RTTY，ATV，FAX，SSTV，
パケットの各部・マルチバンド　［社団局］〇マルチバン
ド・マルチモード　［ニューカマー局］マルチバンド･マ
ルチモードの部（12月1日現在で開局5年未満の局）　

［SWL］マルチバンド・ マルチモー ド　［ その他 ］
3.8/10/18/24MHz帯は含まない
資格　香川県内にて運用するアマチュア局，SWL（コー

ルサインを持っている局のSWL部門への参加は認め
ません）

呼出　〇電話「CQ香川マラソンコンテスト」　〇電信
「CQ　TEST」
コンテストナンバー　RS（T）＋発信市町ナンバー（また

は市町名）　※香川県内で運用する局間のQSOのみ有
効

注意事項　〇同一局との交信は同一バンド内では1交信
のみ　〇クロスバンドの交信は認めない　〇パケット
通信によるナンバー交換はチャットでおこないデジ
ピートによる交信は認めない　〇2波以上の電波の同
時発射はすべて禁止　〇総務省告示のバンド使用区別
を守りレピータ，メインでのナンバー交換は絶対にし
ないこと　〇電波法を守ること

得点　完全な1交信を1得点とする
マルチプライヤー　各バンドで交信した異なる市町の数
日数マルチプライヤー　交信日数（ログ提出部門の日数

で最高は15日）
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＋日数マルチ
ログの記入方法　〇ログ，サマリーシートはJARL制定
（A4）のもの，または同様式のものを使用し，バンド
別に整理し交信順に記入　〇サマリーシートはログの
上部に付けホッチキスで止める（複数の局を同封する
場合は1局ごとに綴る）

失格　〇電波法またはこれに基づく命令，コンテスト規
約に違反したとき　〇提出書類の不備　〇虚偽の報告

締切日　令和2年1月6日（月）必着
提出先　〇769-1101　三豊市詫間町詫間4673-1　加藤秀

和様方　香川マラソンコンテスト係　〇電子ログ（E
メール）による提出：所定の様式（JARL Webを参照）
で作成したデーターをテキストメール（添付は不可）と

して，件名欄にコールサインを記入し提出先アドレス
（kagawa@jarl.com）に送信　※到達確認の返信メー
ルを送ります。データーはCTESTWIN，HLTST7，
HLTST8，ZLOG，TurboHamlogCSVを希望します
発表　令和2年2月発行のJARL香川県支部報
入賞　入賞は各部門ごとに参加者数に応じて
表彰　〇令和元年度のハムフェスティバル in 香川にて
（令和2年3月22日丸亀市「アイレックス」で開催予定）　
〇当日出席できない方は代理を依頼するかJH5GTO渡
辺（087-886-1198）まで引き取り方法について連絡くだ
さい
日数マルチ8日でFBな賞品　今年もコンテスト参加者

のうち「日数マルチ8日以上のログ提出者」には，抽
選でFBな賞品が当たります
その他　当コンテストに関する一切の権限は，JARL香

川県支部コンテスト委員会が有します。なお，ルール
等の問合せJA5ARW支部長まで

【市町ナンバー】　高松市3601　丸亀市3602　坂出市
3603　善通寺市3604　観音寺市3605　さぬき市3606　
東かがわ市3607　三豊市3608　宇多津町36001C　綾
川町36001G　直島町36003C　三木町36004B　土庄
町36005C　小豆島町36005D　琴平町36006A　多度
津町36006B　まんのう町36006F

とくしま防災フェスタ2019
日時　10月27日（日）10：00～15：30
場所　徳島県立防災センター　板野郡北島町
内容　県支部も屋外ブースに，アマチュア無線機器の展

示，アマチュア無線の楽しみ，免許取得や開局の説明，
アマチュア無線が災害発生時に減災，防災に協力した
新聞記事や写真などのパネル展示，クラブ局の公開運
用などを予定しています。多数のご参加をお願いします

ハムの集い
　年に一度の「ハムの集い」ぜひ多くのローカル各局を
お誘い合わせのうえ参加ください
日時　11月3日（日/祝）10：00～16：00頃迄　受付9：

30より
場所　板野郡上板町　町立「技の館」2F　研修室　〒771-

1310　板野郡上板町泉谷字原東32-4　☎088-637-6555
内容　［9：30～］参加者受付　［10：00～］開会　〇挨拶　

〇Awa9コンテスト 表彰式・コンテスト状況報告　
〇講演（予定）　〇参加者の意見交換　［13：00～］〇
記念写真撮影　〇オークション（参加者持参品，Old-
rig，新古品，ジャンク品等，出席の方々の出品協力
をお願いします）　〇お楽しみ抽選会　［16：00］閉会　
〇各メーカーやクラブの展示・出店，個人の出店（ジャ
ンク市）等を受付。展示・出店は，9：00頃より14：
00頃までを予定。展示・出展の申し込みは，Eメール
ja5nc@jarl.comまで。締切は10月25日（金）

愛媛県総合防災訓練
日時　10月19日（土）8：30～12：00の間

徳 島 県

愛 媛 県
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　北宇和郡鬼北町鬼北総合公園を中心に近隣地区も含
めて地域環境に合わせた訓練をおこないます。昨年の西
日本豪雨災害を教訓に今年も南予地方は豪雨による避難
勧告も度々発令されており災害支援通信も重要なもので
す。ぜひとも訓練への参加，見学をお奨めします
〇現地対策本部：鬼北町総合公園　〇虹の森公園：車
両転落，河川孤立救難訓練　〇福山通運宇和島営業所：
救援物資供給訓練　〇日吉農村広場災害情報

新春グランドミーティング
　恒例の新春グランドミーテングを令和2年1月11日（土）
に開催します。
　会場は11月頃確定の予定ですので支部・合同会議，
支部HPで公開します。各局お誘いのうえ参加をお願い
します

第44回高知県マラソンコンテスト
開催日時　11月1日（ 金 ）00：00～11月11日　（ 月 ）

00：00（JST）
参加資格　日本国内に在住するアマチュア局とSWL（ア

マチュア局の電波を受信する個人）
使用周波数帯　全アマチュアバンド（3.8/10/18/24MHz

を除く）総務省告示バンド使用区分による　※3.5～
430MHz帯はJARL主催コンテスト使用周波数帯

部門・種目
部　門 県内局 県外局
種　目 電信 電信電話 電信 電信電話

1.9MHz C1.9 XC1.9
3.5MHz C3.5 P3.5 XC3.5 XP3.5
7MHz C7 P7 XC7 XP7
14MHz C14 P14 XC14 XP14
21MHz C21 P21 XC21 XP21
28MHz C28 P28 XC28 XP28
50MHz C50 P50 XC50 XP50
144MHz C144 P144 XC144 XP144
430MHz C430 P430 XC430 XP430
1200MHz C1200 P1200 XC1200 XP1200
個人マルチ CKM PKM XCKM XPKM
ニューカマーマルチ

（注1） PNW

ONEDAYマルチ POD
高知県全市町村マルチ

（注2） POM

社団マルチ PSM XPSM
SWLマルチ SWL XSWL

注1）　初めて局を開設した個人局で，局免許年月日が平
成29年11月1日以降に免許された局　注2）高知県全
市町村と有効な交信をした場合のみ提出可能。シング
ルバンド，マルチバンドは問いません

交信（受信）相手　〇県内局：日本国内の陸上で運用す
る局　〇県外局：高知県内の陸上で運用する局

呼出　 〇 電 信「CQ　KOCHI　TEST」　 〇 電 話「CQ　
高知マラソンコンテスト」

コンテストナンバー　〇県内局：RS（T）＋運用市町村
ナンバー　〇県外局：RS（T）＋都府県支庁ナンバー

得点　コンテストナンバーの交換が完全にされた1交信
につき1得点　※同一バンドにおける重複交信は1交

高 知 県

信を除き，いかなる場合でも得点としません
マルチプライヤー　〇県内局：各バンドで交信した高知

県の市町村，都府県支庁ナンバー（高知県39は除く）　
〇県外局：各バンドで交信した高知県の市町村　※高
知県の市町村ナンバー，マルチプライヤーは正確に記
入，特に町村ナンバー（マルチプライヤー）は最後にア
ルファベットがありますので記入漏れに注意
総得点　〇県内局：各バンドで得た得点の和×各バンド

で得た高知県の市町村，都府県支庁の和　〇県外局：
各バンドで得た得点の和×各バンドで得た高知県の市
町村の和
交信上の注意事項　〇メイン周波数での呼出しは，通常

の運用局の妨害にならないよう注意　〇クロス・バン
ド，クロス・モード，レピータ使用，ゲストオペレー
タ運用による交信は得点にならない　〇県内局で，移
動する局の場合は，高知県内陸上での運用のみ有効。
県外局の高知県内への移動は構いませんが，相手局は
県内局のみ。県外局で県内在住局は県内局と見なす
〇社団局が移動する場合，局免許状を携帯して参加
〇個人局は2波同時発射はしないこと。社団局も同一
バンド内での2波同時発射はしないこと　〇県内局は，
自局のコールサインの前か後ろに県内局であることを
できるだけ明示　〇交信中の中継局の使用は第3者を
介するのでさける
表彰　〇ログ提出の局数により次の順位まで表彰状　3

局以下：1位　4局以上6局以下：2位まで　7局以上：
3位まで　〇飛び賞として10位，その整数倍の局　〇
ログ提出局で希望する局に参加記念ステッカーを発行
し記念品を贈る（電子ログも含む）　〇ステッカー，記
念品を希望する場合120円切手を貼った返信用封筒を
同封　〇ステッカー貼付用台紙を希望する場合は「台
紙希望」と電子ログサマリーあるいは紙ログサマリー
シート意見欄に明記して140円切手を同封

書類の提出　［電子ログ］JARL所定の様式で作成したテ
キストデー タをメー ルで提 出 先アドレス2ヶ 所

（kochitest@live.jpとjh5qho22@giga.ocn.ne.jp）に送信　
〇件名はコールサインとし添付書類ではなくメール本
文に貼りつけて送信　［紙ログ］〇JARL制定のサマ
リーシート，ログシート（または同形式のもの，A4判）
を使用し，手書きで記入して提出（エンピツでの記入
は不可）　〇記入項目が手書きのもののみを受付。
ワープロソフト等を使用して，紙にプリントアウトし
たものは受付しません　〇各交信バンドにおける交信
局が30局を超える場 合は， そのバンドの全 交 信の
チェックシートを 必ず提出。チェックシートの形式

（用紙サイズはA4に限る）は自由　〇コンテストナン
バーの記入，マルチプライヤーの欄は，市町村ナン
バー，都府県支庁ナンバーで記入　〇社団局はコンテ
スト期間中に運用した者のコールサイン（氏名）を，電
子ログ形式ではMULTIOPLISTに明記。紙ログの場
合はサマリーシートの意見欄に明記　〇ニューカマー
は，局免許年月日を電子ログサマリーあるいは紙ログ
サマリーシート意見欄に明記　〇参加者は一人一種目
しかログ，サマリーシートを提出できません　〇書類
提出局について，確認の資料等の提出を求める場合が
ある
提出締切日　11月30日（土）
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提出先　〒781-5106　高知県高知市介良乙2734-5　森田
宏明方 JARL高知県支部コンテスト委員会

失格事項　〇電波法，コンテスト規約に違反したとき　
〇書類提出の不備なもの　〇締切後到着，郵便料金
不足

その他　〇このコンテスト規約は上記以外JARLのコン
テスト規約に準ずる　〇このコンテストに関する全て
の権限はJARL高知県支部が保有　〇コンテスト委
員：JR5SPS，JR5GWR，JE5EUT，JG5MTP

個人情報の取扱い　〇JARL高知県支部は，個人情報を
取得した際の利用目的の範囲内でJARL高知県支部の
実施するコンテスト業務遂行（集計・審査・賞状発送）
のために利用します

onedayマルチ　コンテストのログ，サマリーシートの
提出は10日間のうち1日（0：00～翌日0：00）の交信
が対象

クラブ対抗の部　各登録クラブのクラブ員はサマリーシー
トのクラブ対抗欄に登録番号，クラブの名称を記入

【町村のナンバー】　※町村のナンバーの最後にアルファ
ベットが有ります。記入漏れに注意　高知市 3901　
室戸市3902　安芸市3903　土佐市3904　須崎市3905　
宿毛市3907　土佐清水市3908　南国市3909　四万十
市3910　香南市3911　香美市3912　＜吾川郡＞いの
町39001F　 仁 淀 川 町39001G　 ＜ 安 芸 郡 ＞ 馬 路 村
39002A　田野町39002B　奈半利町39002C　安田町
39002D　 北 川 村39002E　 芸 西 村39002F　 東 洋 町
39002G　＜高岡郡＞佐川町39004B　越知町39004C　
中土佐町39004E　日高村39004I　梼原町39004J　津
野町39004K　四万十町39004L　＜土佐郡＞大川村
39005C　土佐町39005D　＜長岡郡＞大豊町39006A　
本山町39006B　＜幡多郡＞三原村39007C　大月町
39007E　黒潮町39007H

第40回オール九州コンテスト
開催日時　11月22日（金）21：00～11月23日（土/祝）

15：00（JST）まで
参加資格　日本国内のアマチュア局　〇管内局：九州
（沖縄県を含む）で運用する局　〇管外局：九州（沖縄
県を含む）以外で運用する局

交信相手　〇管内局：日本国内のアマチュア局　〇管
外局：管内局

参加部門・種目（別表）　※シングルオペレーター（SOP）
部門の最大電力は100W

使用周波数帯　1.9～430MHz帯のJARL主催コンテス
ト使用周波数帯　※3.8/10/18/24MHz帯は除く　※
1.9MHzバンドは1.9075～1.9125MHz

呼出　〇電話「CQコンテスト（またはCQ 九州コンテス
ト）」　〇電信「CQ TEST（またはCQ 6 TEST）

コンテストナンバー　〇管内局：RS（T）＋市郡区ナン
バー　〇管外局：RS（T）＋都府県支庁ナンバー

交信上の禁止事項　〇クロスバンドによる交信　〇コン
テスト中の運用場所の変更　※移動局かつシングルオ
ペに限り，運用開始時のマルチプライヤー内の運用場

エリア 九州地方6

地 方 本 部

所変更を認める　〇シングルオペの同一または異なる
バンドにおける2波以上の電波の同時発射　〇マルチ
オペの同一バンドにおける2波以上の電波の同時発射
〇マルチオペの複数地点からの運用　〇レピータによ
る交信　〇マルチオペでの参加者はシングルオペ（個
人局）との掛け持ち運用禁止　〇シングルオペ部門で
の最大電力100Wを超える場合（100Wを超えて参加し
た局はマルチオペ部門）
得点　〇コンテストナンバーの交換が完全にされた交信

を1点　〇同一バンドにおける重複交信（同一局との2
回以上の交信）0点　※電波型式が異なる場合の同一
局との2回以上の交信も重複交信
マルチプライヤー　交信相手局の運用場所を示す異なる

市，郡，区，都道府県　※バンドが異なれば同一市，郡，
区，都道府県であってもマルチプライヤー
総得点　〇オールバンド：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　〇シングルバ
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
書類の提出　〇電子ログ：形式はJARL主催コンテストの

電子ログと同様（R1.0での提出を希望）　※電子ログサマ
リー作成ページ（http://contest.jarl.org/summarymaker.
htm）参照　〇紙ログ：手書きのみ受付け。JARL制定
のサマリーシート，ログシート（または同形式，A4判）
を使 用　 〇その他， 本 規 約にない事 項については
JARL主催のコンテスト規約に準ずる　〇記入内容は
種目に応じて，次のとおり　・マルチオペ：全オペ
レータのコールサイン（コールサインがない場合は氏
名）をJARL電子ログ形式では〈MULTIOPLIST〉に
記入　※紙ログの場合はサマリーシートの意見欄に明
記（同欄に全部記入できない場合は，サマリーシート
の裏面または別紙に記入）　・ニューカマー：局免許
年月日を電子ログサマリーあるいは紙ログサマリー
シート意見欄に明記　〇書類は，参加部門および種目
のうち，いずれか1種目のみに提出　※2以上の局で
参加したときは，そのいずれかの1局に限っての提出
提出締切日　12月02日（月）紙ログの場合は消印有効
提出先　〇電子ログ（Eメール）： ja6test2019@jarl.com 
（1MB以下）　※メールの件名は自局のコールサイン
を半角で記入　〇紙ログ：〒861-0821　熊本県玉名郡
南関町下坂下1926-1　JG6TXW 清田政勝　オール九
州コンテスト係　※封筒の裏面には自局の住所，氏名，
コールサインを明記

（別表）参加部門・種目

種　目
電信電話部門 電信部門

コードナンバー コードナンバー
管内局 管外局 管内局 管外局

SOP

1.9MHzバンド ― ― KC1.9 XC1.9
3.5MHzバンド KF3.5 XF3.5 KC3.5 XC3.5
7MHzバンド KF7 XF7 KC7 XC7
14MHzバンド KF14 XF14 KC14 XC14
21MHzバンド KF21 XF21 KC21 XC21
28MHzバンド KF28 XF28 KC28 XC28
50MHzバンド KF50 XF50 KC50 XC50
144MHzバンド KF144 XF144 KC144 XC144
430MHzバンド KF430 XF430 KC430 XC430
マルチバンド KFSM XFSM KCSM XCSM

MOP マルチバンド KFMM XFMM ― ―
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個人情報の利用について　JARLは，個人情報を取得し
た際の利用目的の範囲内でJARLの実施するコンテス
ト業務遂行（集計・審査・賞状発送・コメント集作成
等）のために利用する

賞　〇各種目の書類提出局には，その局数に応じて次の
順位の局に賞状　※入賞はJARL会員のみ，同点の場
合は最終交信時間が早い方を上位　〇QRP，ニューカ
マーはシングルオペであれば参加部門に関係なく，別
途得点の多い局から順位を決め，参加局数に応じて入
賞　〇参加局数10局以下：1位のみ，11局～20局：2
位まで，21局～30局：3位まで，31局以上：5位まで
失格事項等　次の事項は，失格　〇ログシートに記載さ

れている交信または受信局のコールサイン等について
審査の結果，明らかに虚偽の記載が認められた場合　
〇この規約に定める事項に違反した場合　

管内登録クラブの得点・順位等　管内局として参加した
その構成員（個人局，社団局登録クラブ1局）が取得し
た得点の和をクラブごと上位3位まで表彰　※サマ
リーシートに登録クラブ番号が記載されていない場合
は計上しない

結果発表　JARL NEWS，九州地方本部HP（http://
www.jarl.com/kyushu/）　※コンテスト結果希望者
は上記宛に94円切手貼付のSASE（長3）を同封

担当支部　JARL熊本県支部コンテスト委員会

ハムの集い&チャリティーオークション
日時　12月8日（日）14：00～　※持込み出品物の搬入

は13：30～14：00までにおこなってください
場所　NHK佐賀放送局内 NHKギャラリー　佐賀市城

内2-15-8 
参加対象　アマチュア無線局，一般の方
内容　〇各局一品以上（無線機器，日用品，野菜等，何

でも可　※非合法のものはダメ）をお持ち寄りくださ
い　〇オークションの収益金は「NHK歳末助け合い」
に寄付します。チャリティの趣旨を御理解のうえ，売
価の全額または一部を寄付していただくことになりま
す　〇売れ残ったものは出品者が責任を持って持ち帰
りください　〇どうしても出品できそうなものがない
方は入札のみの参加も可能　〇当日お見えになれない
方で出品を御希望の方は支部まで連絡ください

その他　NHK佐賀放送局には駐車場が2台分しかありま
せん。このスペースはオークション品の積み下ろしに
使用しますので，参加される方はできるだけ乗り合わ
せてお越しください。車でお越しの方は，荷物の積み
下ろし後は最寄りの駐車場を利用ください

「青少年のための科学の祭典2019」
第23回長崎大会

日時　10月19日（土），20日（日）10：00～16：00
場所　長崎市科学館
内容　○長崎県支部では長崎市科学館アマチュア無線ク

ラブJF6ZSKの公開運用をサポート，最近免許を取得
した中高生も運用予定。聞こえましたらQSOお願い

佐 賀 県

長 崎 県

します　○アマチュア無線を広く知ってもらうために
「たのしいアマチュア無線の世界」というブースも開設
し，モールス符号の体験，SSTVのデモ，免許不要の
トランシーバーでの無線ごっこなどをおこないます。
子どもさんやお孫さん連れで気楽にお越しください

アマチュア無線の祭典（ハムの集い）
日時　11月10日（日）10：00～15：00
会場　長崎市科学館
内容　○各クラブの活動展示，各個人の作品展示，ジャ

ンク市　○講演（テーマ，講演者未定　決定後支部
HPに掲載）　○第33回長崎県非常通信訓練コンテス
トの表彰（該当者は事前にお知らせ）　○JARL永年継
続会員の表彰（該当者は事前にお知らせ）
その他　 ○ 展 示， 出 店 希 望 者は10月31日までに

ja6eim@jarl.comに申込み　○搬入は前日13：00から
可能　○当日の駐車場は09：00から利用可（無料）

ハムのセミナー（1）
　長崎県外からの参加も歓迎します
日時　12月15日（日）10：00～12：00
会場　三菱重工記念会館　長崎市稲佐町1-15
講師　講師 長崎県支部長 JA6EIM 冨増清志 
内容　UVHF帯のマルチパス，空中線の同調と整合など

ビギナー向け説明

	 	第17回長崎県非常通信訓練実施
　8月2日（ 金 ）19：30～20：30まで五 家 原レピー タ
JP6YERとWIRES-Xを使用して全県下を対象として非
常通信訓練を実施しました。
　五家原レピータでJH6MGY局を宰領局としてチェッ
クインは15局，WIRES-XではJA6EIM局を宰領局とし
てチェックインは11局でした。この時のログは支部HP
に掲載しています

2020オール熊本コンテスト
日時　2020年01月05日（日）09：00～18：00
参加資格　日本国内のアマチュア無線局，SWL 
使用周波数　1.9～1200MHz　※JARLコンテスト周波

数帯を使用（3.8/10/18/24MHzを除く）　※1.9MHz帯
は1907.5～1912.5kHz　
交信相手　〇県内局：日本国内で運用するアマチュア局　

〇県外局：熊本県内で運用するアマチュア局 
呼 出　 〇 電 信： 県 内「CQ KM TEST」， 県 外「CQ 

KMM TEST」　〇電話「CQ熊本コンテスト」　※県
内局はコールサインの後に「県内局」を送出し，県内
局であることをアナウンス
コンテストナンバー　〇県内局：RS（T）＋市郡区ナン

バー　〇県外局：RS（T）＋都府県支庁ナンバー 
得点　〇アマチュア局：各バンドごとに異なる局との交

信1点　〇SWL局：各バンドごとに異なる局の受信1
点　※同一バンドで同一局でも電話と電信での交（受）
信はそれぞれ有効
マルチプライヤー　〇県内局：完全な交（受）信をした相

手局の運用場所を示す熊本県以外の異なる都府県支

Report

熊 本 県
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庁，熊本県内の市郡区　※バンドが異なれば同一都府
県支庁，熊本県内の市郡区であってもマルチプライ
ヤー　〇県外局：完全な交（受）信をした相手局の運
用場所を示す異なる熊本県内の市郡区　※バンドが異
なれば同一熊本県内の市郡区であってもマルチプライ
ヤー

総得点　〇マルチバンド：各バンドで得た得点の和×各
バンドで得たマルチの和　〇シングルバンド：当該バ
ンドで得た得点の和×当該バンドで得たマルチの和

参加部門・種目

種目
電信電話部門 電信部門

コードナンバー コードナンバー
県内局 県外局 県内局 県外局

個人局1.9MHzバンド ─ ─ KC1.9 GC1.9
個人局3.5MHzバンド KF3.5 GF3.5 KC3.5 GC3.5
個人局7MHzバンド KF7 GF7 KC7 GC7
個人局14MHzバンド KF14 GF14 KC14 GC14
個人局21MHzバンド KF21 GF21 KC21 GC21
個人局28MHzバンド KF28 GF28 KC28 GC28
個人局50MHzバンド KF50 GF50 ─ ─
個人局144MHzバンド KF144 GF144 ─ ─
個人局430MHzバンド KF430 GF430 ─ ─
個人局1200MHzバンド KF1200 GF1200 ─ ─
個人局マルチバンド KFM GFM KCM GCM
社団局マルチバンド KFMM GFMM KCMM GCMM
個人局QRPマルチバンド ─ ─ KCMQ GCMQ
個人局SWLマルチバンド KFSWL GFSWL KCSWL GCSWL

注1）○QRP種目参加局は空中線電力が5W以下（サマ
リーに使用Rig名・自作の場合ファイナル必ず明記）　注
2）○今回電子ログで提出局の受付番号1・43・100・
150・200・250・300・350・400・450・500の局には粗
品（1番は18：00終了後）入賞局の表彰・参加賞は従来
どおり
禁止・失格事項　〇JARLコンテスト規約に準ずるが，

電子ログの提出の場合はR1.0のみの受付　※R2.0で
の提出はチェックログ扱い。R2.0での提出局で再提出
を依頼していましたが，今回からは再提出の依頼はし
ません　※すべてチェックログ扱い

書類提出　〇JARL制定（R1.0）のサマリーシート，ログ
シート（または同形式のもの）　〇結果希望者は84円
切手貼付のSASE同封（Web上でも同様のものを掲載
予定）　〇社団局，マルチオペでの参加は運用者のコー
ルサイン（もしくは氏名）と無線従事者資格をサマリー
に記入しログに交信ごとに運用者を記入

提出（紙ログ）・問合せ　〒861-0821　熊本県玉名郡南関
町下坂下1926-1 JG6TXW 清田政勝 jg6txw@jarl.com
電子ログ　kumamoto2020@jarl.com　（JARL形式のロ

グ，サマリーをメール本文にテキスト形式で貼付け，
件名は使用したコールサイン

締切　2020年1月15日（水）Eメールの場合はタイムス
タンプで，郵送は消印で判断

結果発表　JARL NEWS，支部Web上でも発表 
表彰　部門ごとに参加局数に応じて上位の局を表彰　

表彰対象は，参加局数10局以下：1位のみ　11局～
20局：2位まで　21局 ～30局：3位まで　31局 ～40
局：4位まで　41局以上：5位まで　※得点が同じ場
合には早く交信を開始した局を上位に，同時の場合に
は遅く終了した局を上位。この根拠は，このコンテス

トにどれだけ多くの時間を捧げたかの評価を意として
います
県内局の方へ協力のお願い　今回も前回同様に集中時間

帯を設定していますので，ぜひこの機会に貴方のコー
ルサインを聞かせてください。集中時間帯は09：00～
10：00/13：00～14：00/17：00～18：00

支部大会&大分ハムの集い
日時　10月13日（日）　※入場無料
場所　大分県職業訓練センター2F大会議室　※昨年と

同じ　大分県大分市大字下宗方1035-1
〇ジャンク市，クラブ展示等募集中　〇今年はハムの集
い会場でのDXCCフィールドチェックとLoTWの本人
確認サービスを計画　〇その他の日程等の詳細は支部
HP参照
［前夜祭］　
日時　10月12日（土）18：30～
場所　大分駅前「かみ風船・中央通り店」予定
予算　3,500円程度
※詳細支部HPに掲載

令和元年度宮崎県ハムの集い
　支部復活2年目になりました。昨今各メーカーの新し
い無線機や技術が向上しています。またデジタル化も進
んでまいりました。つきましては新製品の説明と実演
や，新しい通信方式FT8の講演会を下記の日時に開催
します。ジャンク市も開催しますので，皆様の不要な無
線機等をお持ちください。またお楽しみな大抽選会もあ
りますので皆様の参加をお待ちしています
開催日　10月20日（日）受付9：30より　16：00終了
会場　佐土原総合文化センター　〒880-0297　宮崎市佐

土原町大字下田島20527番地4
アイコム，八重洲無線，甲斐孝光先生

※ハムなら誰でも参加できます遠慮なくご参加ください

宮崎県総合防災訓練
期日　11月9日（土），11月10日（日）
本部　宮崎県
訓練地　西諸県郡高原町　※宮崎県アマチュア無線赤

十字奉仕団との共催
連絡周波数　145.32MHz，HF帯：7130kHz，21MHzは

当日のコンディション次第
　〇JARL各局も聴取のうえ混信のないように本部から

の指示で情報を伝達ください　〇当日参加できる
JARL会員局はja6fln@jarl.comまで事前に申込みくだ
さい　〇当日の詳細な訓練内容は判明次第支部HPに
アップします

ハムのつどい
日時　11月24日（日）10：00～15：00
会場　第一工業大学　学生ホール　霧島市国分中央

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県
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内容　〇講演：JARL会長 JG1KTC髙尾義則氏　〇メー
カ展示販売・ハムショツプ展示販売　〇ジャンク市，
ガラクタ市　〇QSLカード転送・入会金免除キャン
ペーン・入会受付　〇登録クラブ市　〇アンテナ製作

（事前申し込み要）他
ブース開設・アンテナ製作申込み　〇氏名，コールサイ

ン，電話番号を明記　○JA6NHN西　幸司 ja6nhn@
jarl.com まで　※10月31日（木）必着

	 		第27回きゃつたもんせかごんまARDF
競技大会開催

　6月16日（日）鹿児島市平野岡健康づくり公園にて開
催。梅雨に入り雨が続いていましたが，競技大会当日は
晴天になり暑い日の競技になりました。今回は韓国の
ARDF愛好会のメンバー7名の参加があり国際競技大会
になりました。成績表　1位 JI6DMN石田幸生　2位
HL3QAK金基チョル（韓）　3位JF1RPZ出田　洋　4位
HL2IYI李　仁遠（韓）　5位HL2OCS崔承睦（韓）　6位
JJ4BFO向井　等

	 	電波教室（ラジオ工作）開催

　6月30日（日）鹿児島市立科学館において20名の小学
生がDVD鑑賞し，電波の仕組みなど勉強し，AMラジ
オ工作にチャレンジ全員完成しました。

	 		「青少年のための科学の祭典	鹿児島
2019」開催

　7月27日（土），28日（日）鹿児島市立科学館において「青
少年のための科学の祭典 鹿児島2019」が開催され，2日
間で9,800名の入場者がありました。JARL，電波適正推
進員合同ブースにも600名ほどたくさんの家族連れが訪

Report

Report

Report

れラジオ工作，電子ブロック，ラジコンカーなど体験し
ていました。

	 	電波教室（ラジオ工作）開催

　8月18日（日）姶良市文化会館加音ホールにて，「あいら
グランマルシェ」のブースにて小学生40名がAMラジオ工
作，電子ブロック工作にチャレンジし全員完成しました。

令和元年度ハム教室&公開運用
　沖縄電磁波技術センター（恩納村）の一般公開の会場
にて「ハム教室&公開運用」をおこないますので，ご家
族お誘い合わせのうえ，来場をお待ちしております
日時　11月23日（土/祝）10：00～16：00
場所　沖縄電磁波技術センター　国頭郡恩納村字恩納

4484　※駐車場あり
内容　○JR6RL公開運用　○特定小電力トランシーバー

を使った「無線交信」体験　○モールス信号送信模擬
体験コーナー　○催事限定・入会金免除キャンペー
ン ○交流会（アイボールQSO）

詳細は支部HP（http://www.jarl.com/okinawa）

定期ロールコール
　災害等の通信に対する意識の高揚と通信エリアの確認
等を目的に,定期ロールコールを実施していますので,各
局の積極的な参加をお願いします
日時　毎週火曜日　20：00～20：30　　
使用周波数　〇偶数月：439.90MHz（JR6YA 浦添市）　

〇奇数月：439.66MHz（JR6YS 読谷村）
呼出方法　レピータでオペレーターを呼出し,信号レポー

ト，名前，運用地，運用スタイル，送信出力をお送り
ください

Report

沖 縄 県
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詳細は支部HP（http://www.jarl.com/okinawa）

	 	令和元年度ローカルミーティング開催

　令和元年6月30日（日）中頭郡西原町の琉球大学50周年
記念館において，「ローカルミーティング」を開催しました。
　「宇宙通信を聴いてみよう!」「流星電波を聴いてみよう」

「無線資格を取ってみよう!」のテーマに講演をおこない
ました。
　実際におこなわれている宇宙通信を聴いたり，DVD
鑑賞を通して，来場された皆さんがより一層，学びを深
める場となりました。

第29回VUオール秋田QSOパーティー
開催日時　2020年1月2日（木）　09：00～21：00
周波数・電波型式　50MHz帯以上の電信電話
参加資格　秋田県内で運用するアマチュア局とSWL　

※JARL主催のQSOパーティーに併設して実施
参加部門（別表）　運用時間帯により次のとおり区分　〇

F：フルタイム 09：00～21：00　〇A：ハーフタイム
A 09：00～15：00　B： ハー フタイムB 15：00～
21：00　※ハーフタイムはシングルバンドのみ　※
SOP：すべての操作を1人でおこなう参加形態をいい，
ゲスト運用も可（シングルオペレーター）　※MOP：
SOPに該当しない参加形態で，どのような内容であっ
ても他人の助けを借りた場合はMOP（マルチオペレー
ター）　※MOPはマルチバンドのみ
呼出方法・コンテストナンバー　※QSOパーティー規

約に準ずる　○「CQニューイヤーパーティ」　○「CQ 
NYP」　○RS（T）＋OP名（またはオペレーター名を
表わすもの）

交信相手局　秋田県内を含む全てのアマチュア局
得点　1交信（SWLは受信）1点
マルチプライヤー　交信相手局のラストレター（最大26

文字）
総得点　各バンドの得点の和×各バンドのマルチプライ

ヤーの和
注意事項・禁止事項　〇登録クラブ対抗は，秋田県支

部登録クラブのみとし，サマリーシートの所定欄に記
入されたものを集計　〇MOPの場合は運用者の氏名
と資格をサマリーシートに記入　〇FM呼出周波数の

Report

エリア 東北地方7

秋 田 県 支 部

使用は禁止しないが，他局に迷惑のかからないように
間隔を取ること　〇運用地点の変更を認めるが，秋田
県内のみ。各運用地をサマリーに明記　〇サテライト
での交信を認める。送受とも50MHz以上としログは
アップリンクバンドに記入。144MHzと430MHzのみ
の交信はデュアルバンド，それ以外の周波数帯を含む
場合はマルチバンドに書類提出できる。ログの備考欄
に使用した衛星名を記入　〇サテライトは全世界で使
われているので周波数の独占（特にFM）やEIRPに注
意して運用　〇レピータ（インターネット回線を使っ
たものも含む）は不可
提出書類　JARL制定のサマリーシート・ログシート，

結果冊子等希望の場合84円切手を貼り返信住所と氏
名を書いた長形3号封筒を同封　※本パーティーのみ
に書類を提出しても，JARL主催QSOパーティーに参
加したことにはなりません。また，書類の記入方法は
異なります
締切　2020年1月31日（金）消印有効
提出先　〒011-0904　秋田市寺内蛭根1-8-8　京極　真 

JL7AIA　
電子ログ　JARL形式（EMなど）を受付け。アドレス 

jl7aia@jarl.com
問合せ先　SASEかEメールで上記まで
失格　〇電波法令に違反した場合　〇提出書類に不備が

あった場合　〇同一人の2部門以上の書類提出　〇書
類提出の期限遅れ　〇同一バンドで重複交信が2%以
上あり，かつ得点としている場合　〇その他ルール違
反があった場合
賞　当支部表彰規定により表彰
結果発表　JARL NEWSほか

行事予定
　10月～12月の行事予定は下記のとおりです。各行事

の詳細は決まり次第，支部HPでお知らせします
　10月下旬　ごてんまりコンクール記念運用　

　　由利本荘市のごてんまりコンクールの日程
　10月下旬　コンテスト委員会
　12月1日（日）　秋田県支部　委員・役員・監査指導

委員会合同会議
　会場　ふきみ会館を予定

（別表）参加部門
部門 コード

SOPマルチバンド フルタイム FSM
SOPデュアルバンド

（144MHz&430MHz） フルタイム FD

SOP 50MHzバンド
フルタイム F0050
ハーフタイムA A0050
ハーフタイムB B0050

SOP 144MHzバンド
フルタイム F0144
ハーフタイムA A0144
ハーフタイムB B0144

SOP430MHzバンド
フルタイム F0430
ハーフタイムA A0430
ハーフタイムB B0430

SOP1200MHzバンド以上
フルタイム F1200
ハーフタイムA A1200
ハーフタイムB B1200

MOP マルチバンド フルタイム FMM
SWL マルチバンド フルタイム FSWL
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　令和2年1月31日（金）　会員増強活動「JARL秋田県
支部若返り計画」終了

第29回アマチュア無線なんでも相談室
日時　10月20日（日）10：00～12：00（随時出退可能）
場所　仙台市宮城野区「幸町南コミニティセンター（幸

町南児童館）」多目的ホール　仙台市宮城野区大梶10-
17　〇ガス局を目標。イオン仙台幸町店向側，幸楽苑
西隣　〇仙台駅，市バス18番乗り場（仙台ロスト
P-STATION）「120系，市役所経由鶴ヶ谷七丁目行き
等」幸町5丁目下車

主な内容（複数受講可能）　＜　＞内の物を可能な方は持
参　〇超初心者のための無線教室　・これからアマ
チュア無線を始めたい方　・アマチュア無線免許を取
得したがどのように交信したら良いのかわからない
方　・無線機やアンテナの選び方などが良くわからな
い等の相談　・業務日誌（ログ帳）やQSLカードの書
き方　・アワード申請書の書き方等の相談等　〇ハム
ログの使い方：業務日誌はパソコンで使える無料ソフ
トのターボハムログが支流ですが，ハムログの使い方
が良くわからない方，QSLカード印刷編集等の相談＜
パソコン（QSLカード）＞　〇電子ログの使い方：コ
ンテストのサマリー・ログシート作成の初期設定等＜
パソコン＞　〇CW送受信について：これから上級資
格を取得したい方。CW免許を取得したがQSOの仕方
が良くわからない方に，送受信方法等について＜キー
/エレキー＞　〇APRS実践について：初期設定など
についての相談と実演＜無線機とパソコン＞　〇
SSTV送受信について：MMSSTVソフトの初期設定
や送受信についての相談＜無線機，パソコン，デジカ
メ＞　〇FT8送受信について：初期設定などについて
の相談と実演＜パソコン＞　〇その他，情報交換の場
としての利用でも結構ですのでぜひお越しください!
受講料　無料　〇事前予約不要ですが，相談内容により

準備もあります「支部連絡メール」で連絡お願いします　
〇内容などの変更がありますので支部HPで確認願い
ます　〇お持ちの方はUSBメモリを持参　〇QSLカー
ドを島根QSLビューローに転送しますので希望者は持
参　〇情報交換やアイボールに利用ください

2020年第41回オール宮城コンテスト
　宮城県内局のアクティビティーを高め，運用技術の向
上，交信を通じて会員相互の親交を深めることを目的と
して，次の要領で第41回オール宮城コンテストを実施し
ます
日時　2020年1月18日（土）18：00～19日（日）12：00
参加資格　日本国内のアマチュア無線局・SWL
周波数　〇1.9MHz帯は1.910MHz±2.0kHz　〇3.5MHz～

430MHz帯はJARL主催コンテスト周波数を準用　〇
1200MHz帯以上の周波数帯はアマチュアバンド使用区
別厳守
参加部門（別表）
呼出方法　［県内局］〇電信「CQ　MG　TEST」　〇電

話「CQ　宮城コンテスト」　［県外局］〇電信「CQ　
MGX　TEST」　〇電話「CQ　宮城コンテスト　こち

宮 城 県

らは県外局　JA7○○」　※コールサインの後に「MG」
を付けない
交信相手局　○宮城県内で運用する局（県内局）：全国

内局との交信　○宮城県外で運用する局（県外局）：宮
城県内局との交信
コンテストナンバー　〇県内局：RS（T）＋自局の運用

地点を示す市区町村の略符号　〇県外局：RS（T）＋
自局の運用地点を示す都府県支庁ナンバー
禁止事項　○ゲストオペによる運用　○コンテスト中の

運用場所の変更　○個人局の2波以上の同時発射　○
社団局の同一バンド内における2波以上の同時発射，
複数地点からの運用　○クロスバンド，クロスモー
ド・レピータでの交信
得点　電信・電話：1点　〇144，430MHz帯：2点　〇

1200MHz帯以上：3点　※同一バンドで電信，電話そ
れぞれ得点できる
マルチプライヤー　〇県内局：宮城県内の異なる市区町

村の数，県外の異なる都府県支庁の数　〇県外局：宮
城県内の異なる市区町村の数
総得点　バンドで得た得点の和×バンドで得たマルチの

和
提出書類　○紙ログ，電子ログともにバンドごとに集計　
【郵送】○JARL制定のサマリーシート・ログシートま
たは，これと同形式（A4判）　○交信局数が1バンド
100局以上の場合は，交信局の重複確認資料（A4判）
を提出　○提出書類はサマリーシート・ログシート・
重複確認資料の順とし，左上を綴じる　【電子ログ】
mg-test@jarl-miyagi.org　 ※ 詳 細は， 支 部HP参 照

（http://www.jarl.com/miyagi/）
締切日　2020年2月10日（月）消印有効
発表　JARL NEWS・支部HP等に掲載
表彰　各部門ごとの参加局数に応じてJARL会員局を表

彰
失格事項　○この規約に定める事項に違反した場合　○

提出書類に著しく不備があった場合　○2部門以上に
書類提出　○電子ログの提出基準に違反した場合　○
その他，支部コンテスト委員会で決定
提出先・問合せ先　〒984-0038　仙台市若林区伊在3-8-

10 佐々木秀夫

（別表）参加部門
県内局部門 県外局部門

電信
部門

シングル
オペ

オールバンド電信 MG/CW CW
1.9MHzバンド MG/1.9 1.9

電
信
・
電
話
部
門

オールバンド電信電話 MG/FM FM
オールバンド電信電話 MG/YM ※1 YM ※1
3.5MHzバンド MG/3.5 3.5
7MHzバンド MG/7 7
14MHzバンド MG/14 14
21MHzバンド MG/21 21
28MHzバンド MG/28 28
50MHzバンド MG/50 50
144MHzバンド MG/144

144UP ※
2430MHzバンド MG/430

1200MHzバンド以上 MG/1200UP
マルチ
オペ オールバンド電信電話 MG/FC FC

SWL オールバンドSWL MG/SWL SWL
※1 YM部門は1月18日現在22歳以下　※2 144UPは144MHz
バンド以上
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その他　○本コンテストは，JARL主催のコンテストと
は異なり独自の規約です。不明な点は，お問合わせく
ださい　○全参加局の中から抽選で図書カード（当選
者の発表は発送をもって代える）　○8J7など記念局の
参加は，参考ログ　○サマリーシート，ログの内容は，
審査に使用するほか問合せ，結果報告，賞状などの郵
送，意見などを公開することがあります

【市区町村略符号】　［市の部］JCCナンバー下2桁＋C
（例：大崎市15C）　［区の部］AJAナンバー下2桁＋
W（例：宮城野区02W）　［町村の部］〇伊具郡　丸森
町01GM　〇牡鹿郡　女川町02GO　〇刈田郡　蔵王
町03GZ　七ヶ宿町03GS　〇加美郡　色麻町04GS　
加美町04GK　〇黒川郡　大郷町06GO　大衡村06GH　
大和町06GT　〇柴田郡　大河原町08GO　川崎町
08GK　柴田町08GS　村田町08GM　〇遠田郡　涌谷
町10GW　美里町10GM　〇宮城郡　七ヶ浜町13GS　
松島町13GM　利府町13GR　〇本吉郡　南三陸町
14GM　〇亘理郡　亘理町16GW　山元町16GY

令和元年度　JARL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　伊達市前川原63　☎024
（583）3244
内容（予定）　〇開場09：00～　〇受付9：00～13：00　

〇各種展示・デジタル通信デモ・その他10：00～
14：30　 〇ドロー ン入 門・ 講 演 会13：00～14：00　
〇マラソンQSO表彰式14：00～　記念撮影14：30～　
〇抽選会14：50～

※同会場で11：00より登録クラブ代表者・監査指導委
員会合同会議を開催します
※詳細，変更があれば支部HPに掲載します
協力クラブ　JARL福島AMC，安達AMC，福島市役所

AMC

支部役員会議
日時　10月27日（日）10：30～
会場　北見市民会館　北見市常盤町2丁目1番10号　☎

0157-23-6266
問合せ　JA8YMD JARL北見クラブ　JH8OHI 神田　薫

第46回オホーツク支部大会・	
第29回ハムのつどい

［支部大会］
日時　10月27日（日）13：00～　
会場　北見市民会館　北見市常盤町2丁目1番10号　☎

0157-23-6266
［ハムのつどい］支部大会終了後～
※会券（1,000円）が必要です
問合せ　JA8YMD JARL北見クラブ　JH8OHI 神田　薫

電波環境クリーン月間特別局（8J8CLN）運用　10月予定

福 島 県

エリア 北海道地方8

オ ホ ー ツ ク

	 	第42回野外ミーティング終わる

　2019年7月14日，津別町運動公園で第42回野外ミー
ティングを開催しました。当日の朝から競技開始まで
降っていた雨が幸運にも一時的に止む。その合間を縫っ
て無事競技が終了と同時にまた，雨が降りだしました。

アマチュア無線関連ソフトの勉強会
日時　10月20日（日）10：00～16：00（予定）
参加費　無料（昼食は各自にて）
場所　NPO法人札幌ラジオ会館　〒065-0017　札幌市

東区北17条東17丁目3-12　☎011-827-2801
内容　〇C・TESTWIN（コンテストログの作り方）　〇

ハム・ ログの使い方　 〇JT･Linker FT8（WSJT-X
JTDX）との運用について　※以上を予定しています
が，時間の都合上内容の調整をします
募集人数　15名程度　締切10月18日（金）先着順　※

資料作成のため
申込み　JARL石狩・後志支部　〇支部長 三井　武　E

メール ja8dkj@jarl.com　〇総務担当 石関常見　E
メール　ja8izp@jarl.com　☎090-4876-8845

札幌雪まつりPR記念局運用
日時　令和2年1月10日～2月10日予定（8J8SSF予定）
※詳細はJARL NEWS新年号にてお知らせします

登録クラブ代表者会議（後期）
日時　令和2年2月15日（土）　
場所　NPO法人札幌ラジオ会館
※詳細はJARL NEWS新年号にてお知らせします

JARL十勝支部QSOパーティー
　QSOパーティーに併設して開催します。参加賞やア
ワードも発行しますので，ぜひご参加ください。
日時　令和2年1月2日（木）09：00～3日（金）21：00

※JARL主催「QSO パーティー」の期日
ルール　○十勝管内局（十勝管内で運用する局）　20局

を超える局と交信し，その中に十勝管内で運用する
JA8，JE8，JF8，JG8，JH8，JI8，JJ8，JK8，JL8，
JR8，JM8の内から10種のプリフィックスを含むこと
○道内局（十勝管内局を除く北海道内で運用する局）　

Report

石 狩 後 志

十 勝

jar19_Aut_081-112_chiho(05)-2.indd   108 2019/09/17   18:11



　AUTUMN  2019

20局を超える局と交信し，その中に道内で運用する
JA8，JE8，JF8，JG8，JH8，JI8，JJ8，JK8，JL8，
JR8，JM8の内からの10種のプリフィックスを含み，
その内，1局以上の十勝管内局を含むこと　○道外局

（北海道外で運用する局）　20局を超える局と交信し，
その中に1局以上の十勝管内局を含むこと　※プリ
フィックスは不問

注意事項　○運用周波数は自局に免許された全ての周波
数帯　○プリフィックスの中で北海道内運用局であっ
ても7J8，8J8，8N8等，日常的に交信することが難し
いものは指定プリフィックスから除外　○交信の際，
相手局の運用地が不明の場合，十勝管内局を確認する
ために「十勝支部QSOパーティーに参加している」旨
を伝えて相手の運用地を確認し，提出ログの備考欄に
運用地を記入　○参加賞・アワード発行は日本国内
局のみ　○SWLでの参加は認めない

十勝支部QSOパーティー参加賞（ステッカー）　○十勝
管内で運用する局　〇下記アワードの規定を満たさ
ず，20局で申請した局には参加賞（ステッカー）　〇
参加賞のみの申請は十勝管内局に限るが，アワード申
請 者には記 念 品として進 呈　 〇JARLのQSOパー
ティー用ログのコピーでも構わない

アワード　ルールを満たした局にアワードを発行　○ア
ワードの特記事項は，JARLのアワード規定以外にも
常識の範囲内で認め明記。特記例を以下に紹介します
が，ぜひ，各々でこだわりを持った珍特記事項に挑戦
してください　例）周波数，モード，QRP，QRPp，
HF，VHF，UHF，ハンディ機，自局移動運用，自局
山岳移動（山頂名明記），YL局のみ，ONE DAY，1
時間以内で20局交信達成，自作アンテナ&無線機，
十勝全市郡，全市町村，10プリフィックス1組，2組，
3組，総交信数100，150，200局十勝支部役員局と交信，
十勝管内交信数，20，40局 etc

提出書類　○アワード，参加賞を申込む方は，支部HP
から専用の申請書により申込　※申込書を入手できな
い方は，事務局にメールまたは，郵送にて確認　○ア
ワード申請の場合は特記事項や相手局運用地の記載を
忘れないように　〇申請書，交信リストと140円切手

（参加賞のみの申請は84円切手）を申請書の切手添付
場所に貼付けて同封して申請（切手貼付のこと）。返信
用封筒不要　○アワード申請か参加賞申請か，封筒に
朱書き　○メールでの書類提出は受理しません　

提出期限　令和2年1月31日（金）までに必着　※アワー
ドに発行No.は記さない

提出先　〒080-2470　北海道帯広市西20条南5丁目8番
3号　後藤　貢JARL十勝支部事務局　☎090-2691-
6425  ［fax］0155-35-0477

【十勝管内19市町村】　帯広市，足寄町，陸別町，更別
村，中札内村，芽室町，音更町，上士幌町，鹿追町，
士幌町，清水町，新得町，浦幌町，池田町，豊頃町，
本別町，幕別町，大樹町，広尾町　

アマチュア無線セミナー・新年アイボール会
非会員の方も参加可能です。多くの方のご参加をお待

ちしております
日時　令和2年1月26日（日）10：00～13：30 
場所　音更町共栄コミュニティーセンター　河東郡音更

町木野西通17丁目1番地
連絡先　帯広市西20条南5丁目8-3　JARL日本アマチュ

ア無線連盟十勝支部　支部長 後藤　貢　携帯：090-
2691-6425　Eメール　ja8gse@jarl.com

第45回胆振日高支部大会
日時　10月20日（日）　10：00～14：00
場所　苫小牧市労働福祉センター　☎0144-35-2171　苫

小牧市末広町1丁目15-7　
会費　昼食代 1,000円（希望者）
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　※地域クラブは纏め
て申込みください
申込先　〇メール ja8dgd@jarl.com　〇郵便 〒052-

0014　伊達市舟岡町343-3　加藤　篤
申込締切　10月15日（火）

第12回胆振日高ニューイヤー2mコンテスト
日時　令和2年1月2日（木）09：00～1月3日（金）21：

00まで
参加資格　胆振日高管内居住のアマチュア無線局（個人

局）
使用周波数　144MHz帯　電信/電話（SSB，FM）　※

JARL制定のコンテスト周波数厳守
交信相手　日本国内のアマチュア局（個人局）
呼出　〇電話「CQ ニューイヤーパーティー」　〇電信
「CQ PARTY」
コンテストナンバー　RS（T）＋名前（JARL主催のニュー

イヤーQSOコンテストに準ずる）
禁止事項　○クロスバンドによる交信　○個人局の2波

以上の電波の同時発射　○レピータによる交信　○イ
ンターネット回線を中継しておこなった交信　○個人
局でのゲストオペレーターの使用　※常置場所と移動
先の2地点運用を認める　※移動先は北海道内

参加部門　〇個人局電話　〇個人局電信（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）
得点　国内のアマチュア局との完全な交信を1点
総得点　得点の合計　※クラブ対抗の総得点計上は総得

点×クラブ総参加人数で計上
提出書類　○JARL設定のサマリー，ログまたは同形式

のものを使用（A4判）　○電子ログの提出はJARL制
定様式を使用　○コンテストの名称は「胆振日高
ニューイヤー2mコンテスト」　○参加部門および種目
の名称は次のように記入　・名称欄に参加した種目の
名称をはっきり記入　・クラブ所属の参加者はサマ
リーシートに所属クラブを名を記入
失格事項　提出書類の不備，虚偽の申告があった場合，

複数部門への参加，書類締切後の到着，その他JARL
コンテスト規約に準ずる
入賞　〇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　〇参加5局以下：1位のみ，6局か
ら10局：2位まで，10局を超えた場合：3位まで　〇
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
書類提出締切　令和2年1月31日（金）当日消印有効　

胆 振 日 高
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電子ログの締切は令和2年1月31日23：59のタイムス
タンプまで

書類提出先　〇〒052-0014　北海道伊達市舟岡町343-3  
JA8DGD　加藤　篤　〇電子ログ：ja8dgd@jarl.com

アマチュア無線に関する講座
日時　11月17日（日）11：00～12：00
場所　四季の杜公園里の舎（さとのいえ）
内容　決まり次第，支部HP・OHSでお知らせします
参加費　無料

支部懇親会
日時　令和2年1月18日（土）17：30～19：30
場所　ホテルテトラ　〒040-0015　函館市梁川町17-16
会費　4,500円　飲み放題・消費税込み　※当日会場で

申し受けます
参加対象　懇親会に賛同される20歳以上の方どなたでも

JA9コンテストHF2019
日時　 〇 電 話の部：11月2日（ 土 ）21：00～3日（ 日 ）

12：00　〇電信（CW）の部：11月16日（土）21：00～
17日（日）12：00 
参加部門（コードナンバー等）　○シングルオペレーター

シ ン グ ル バ ン ド（S19，S35，S7，S14，S21，S28）　
○シングルオペレーターマルチバンド（SM，2バンド
以上の交信必要）　○マルチオペレーターマルチバン
ド（MM，2人以上のOPによる2バンド以上の交信必要）　
○北陸地方登録クラブ対抗（サマリーシートに登録ク
ラブ名または登録番号の記載必要）

参加資格　国内のアマチュア局
使用周波数　1.9075～1.9125MHz，3.5/7/14/21/28MHz

のJARL主催コンテスト使用周波数帯
呼出方法　〇電話「CQコンテスト（またはCQ JA9コンテ

スト）」　〇電信「CQ TEST（またはCQ JA9 TEST）」
コンテストナンバー　〇9エリアから運用する局：RS
（T）＋市郡番号　〇その他の局：RS（T）＋都府県,北
海道地域,小笠原の番号

交信相手・得点　〇9エリアから運用する局：すべての
局との完全な交信で1点　〇その他の局：9エリアか
ら運用する局との完全な交信で1点 
マルチプライヤー　〇9エリアから運用する局：異なる

9エリアの市郡，都府県，北海道地域，小笠原の番号
〇その他の局：異なる9エリアの市郡番号

総得点　各バンドの得点の和×各バンドのマルチプライ
ヤーの和

その他　本規定以外はJARLコンテスト規定に準ずる
表彰　○総合優勝：北陸三県の支部会員でシングルオペ

レーターの最高得点局を表彰　○9エリアから運用す
る局：県別に参加局数に応じ，各部門1～3位を表彰
○その他の局：各エリア別に参加局数に応じ，各部門
1～3位を表彰　※同得点の場合，最終交信時刻が早

渡 島 檜 山

エリア 北陸地方9

地 方 本 部

い局を表彰
提出書類と提出先　［郵送］〇JARL制定ログ・サマリー

シートに準ずるものに記入　〇1バンド100局を超える
場合は，デュープチェックリスト添付　〇〒933-0062
高岡市江尻 666-4 大江雅也 宛

　［電子ログ］〇JARL旧形式（R1.0）の電子ログまたはそ
れに準ずるもの　〇件名にコールサインを記入　〇提
出専用アドレス　電話部門ja9-ph@jarl.com　電信部
門ja9-cw@jarl.com
締切　○電話の部：11月22日（金）　○電信の部：12月

6日（金）　※いずれも郵送の場合は,当日消印有効，
ログ提出者を北陸地方本部HPで公表
問合せ　ja9qhp@jarl.com

ハムセミナー
日時　10月27日（日）13：00～
場所　日本赤十字社富山県支部　3階会議室（予定）　富

山市飯野26-1　☎076-451-7878
内容　アンテナ製作会　支部HPでお知らせ
参加者　10名（先着順）
参加費　1,000円ぐらい（当日徴収）　※ハンダこてなど

工作用具は持参
申込み　〇ハガキ：〒938-0013　黒部市沓掛3761番地 

高村浩之　〇Eメール：jh9feh＠jarl．com　※定員
となり次第締切

富山県支部登録クラブ代表者会議
日時　10月27日（日）10：00～
場所　日本赤十字社富山県支部　3階会議室（予定）
住所　富山市飯野26-1　☎076-451-7878　
内容　富山県支部行事について

第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会
（とやま・なんと国体2020）PR事業（特別局）
　「第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会」の富山
県開催と富山県の観光・ブランドをアマチュア無線の運
用を通じて，日本全国のみならず世界に発信するととも
に地域のアマチュア無線の活性化をはかることを目的に
特別局の運用をおこないます
局の開設期間　11月1日～令和2年2月19日（予定）
コールサイン　8J9SKI（予定）

ハムセミナー「ラジオ製作教室」
日時　12月8日（日）　10：00～　
場所　立山町元気交流ステーション（予定）　立山町前

沢1169番地　☎076-463-0001
交通　富山地方鉄道立山線五百石駅隣接　
対象　ラジオの製作に興味のある小学生
募集人数　20名（定員になり次第締切）
参加者持参品　2石高感度ラジオを持ち帰る袋等
参加申込み・締切　参加希望の方は，お子さんのお名前，

付き添いの方のお名 前， 住 所を記 載　 〇ハガキ：
〒938-0013　黒部市沓掛3761番地 高村浩之　〇E
メール jh9feh@jarl.comへ申込み　※定員前受付者に
は案内書を送付　※定員となり次第締切

富 山 県
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第43回富山県非常無線通信訓練コンテスト
日時　令和2年1月11日（土） 20：00～24：00
参加資格　日本国内在住のアマチュア局
使用周波数　21MHz以上，2400MHz以下のアマチュア

バンドで免許されている周波数，電波型式で空中線電
力は必要最小の出力（24MHzを含む）

参加部門　（1）県内運用局：〇シングルオペレーターマ
ルチバンド部門　〇シングルオペレーターシングルバ
ンド部門　〇マルチオペレーターマルチバンド部門

（2）県外運用局部門：〇マルチバンド　※シングルオ
ペレーター，マルチオペレーターの区分なし　（3）県
内登録クラブ対抗部門：登録クラブ構成員が提出し
た，全てのバンド得点の合計　（4）ハンディー機部門：
ハンディー機を使用して交信のすべてをおこなった場
合，サマリーシートの意見欄に「ハンディー機部門」
と記載して，使用無線機，空中線形式を記入　※（1），

（2）の部門と兼ねることができる
本大会のハンディー機の定義　〇FMモード，5W以下
（マルチモード機はFMモードでの交信，出力低減で
の参加可）　〇電源，空中線を含め，運用時の環境を
運用者がすべて身につけて持ち歩き可能であること
※電池は途中交換可（この範囲内で，大型電池からの
電源供給，小型ビームアンテナ等の使用を認める）

呼出　〇電信「CQ TEST（CQ TY TEST）」　〇電話
「CQ コンテスト（CQ 富山コンテスト）」
コンテストナンバー　〇県内局：シグナルレポート＋和

文通話表を用いた市町村名＋和文通話表を用いた苗字
の送信（社団局は運用者の苗字）　〇県外局：シグナ
ルレポート＋和文通話表を用いた都道府県名＋和文通
話表を用いた苗字の送信

得点　完全な交信を1点　※同一バンド内における重複
交信は電波型式が異なっても得点にならない　※県外
局どうしの交信は得点にならない

マルチプライヤー　〇県内局：交信した局の異なる富山
県内市町村，県の数　〇県外局：交信した局の異なる
富山県内市町村の数

得点の計算方法　○マルチバンド部門：各バンドで得た
得点数×各バンドで得たマルチプライヤーの和　○シ
ングルバンド部門：得点数×マルチプライヤーの和

書類の提出　○サマリーシート，ログシートはJARL制
定様式，または支部様式　※ログシートの記入方法は
記入例を参照　※支部様式のサマリーシート，ログ
シートは，http://www.jarl.com/toyama/よりダウン
ロード　○ログシートはバンドごとに別葉とし，交信
局数が50局を超える場合は別に重複交信チェックリス
ト（サフィックスのファースト･レター順に整理）を添
付　○県内登録クラブ対抗部門：県下のJARL登録ク
ラブ構成員は登録番号，クラブ名をサマリーシートに
記入。シングルバンドの参加者は，運用した全てのバ
ンドのログ・サマリーシートを添付し，参加シングル
バンド欄を赤線にて囲む　〇電子ログ（jh9feh@jarl.
com）での受付可，障害者の方で指定様式での提出が
困難な場合は別様式での提出も可

締切　令和2年1月25日（土）消印有効
提出先　〒938-0013　黒部市沓掛3761 高村方 JARL富

山県支部コンテスト係
失格事項　JARLコンテスト規約に準ずる

審査方法　当支部支部長が選任した審査委員によりログ
シートを書類審査。この規約に定めていない事項につ
いては審査委員が協議のうえ判定
成績発表・表彰　○入賞者は「JARL富山県支部の集い」

で発表　○エントリーの局数に応じ各部門における成
績上位の局に賞状　○有効得点の局数が5局以下は1
位のみ，10局以内は2位まで，11局以上は3位まで入賞　
○県内運用局シングルオペレーターマルチバンド部門
1位には富山県知事賞，県内登録クラブ対抗部門1位
には北陸地方非常通信協議会長賞，ハンディー機部門
1位には日本赤十字社富山県支部長賞，各シングルバ
ンド部門，マルチオペレーターマルチバンド部門1位
には北日本新聞社賞　○県内局入賞者表彰は「JARL
富山県支部の集い」で表彰，県外局の賞状は郵送　○
ログ・サマリー提出者全員にコンテスト参加証を送付
参加記念賞　「支部の集い」参加のログ・サマリー提出

者より抽選にて1名に，「富山県非常無線通信訓練コ
ンテスト参加記念品」を贈呈
協力　富山県アマチュア無線赤十字奉仕団
後援・協賛　富山県，北陸地方非常通信協議会，日本

赤十字社富山県支部，北日本新聞社（予定）
ログ記入例 Band 144 MHz No.1/1

月日 時刻 
JST 交信局

EXCHANGE
コンテストナンバー マルチ

プライヤー 得点
SENT 交信 RCVD 受信

1/××20:01 JH9YAA/9 59 ナメリカワシ 59 ウオヅシ ウオヅシ 1
トヤマ ムラツバキ

05 JA9RL/9 59 ナメリカワシ 59 フナハシムラ フナハシ 1
トヤマ ヤマダ ムラ

TOTALS 小計 2 2 2

アイコム・ヤエスデジタルモード運用説明会
D-STARやWiRESなど各社機能等の説明会をおこな

います。
　設定から運用方法など，メーカー担当者から直接話し
をしていただきます。石川県外やJARL非会員の方の参
加も可能です
日時　10月20日（日）10：30～16：00
場所　小松市民センター　小松市大島町丙42-3　☎

0761-24-6101
参加費　無料
その他　詳細は県支部HP参照

令和元年度第2回クラブ代表者会・新年会
日時　2020年1月18日（土）
［クラブ代表者会］　13：30～17：00
場所　見附市立海の家「海・海ハウス」　長岡市寺泊郷

本188-1　☎0258-75-2165
［新年会］　18：00～20：00
場所　見附市立海の家「海・海ハウス」　長岡市寺泊郷

本188-1　☎0258-75-2165
費用　〇新年会（宴会）＋宿泊：7,000円（税込，朝食付き）　

石 川 県

エリア 信越地方0

新 潟 県
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〇新年会（宴会）のみ：4,500円（税込）　※宿泊者はア
メニティ・寝着を持参

申込先　2020年1月10日（金）必着　〒940-0836　新潟
県長岡市豊田町9-3　小川　忍宛　Eメール：info08@
jarlzero.com　〇氏名，コールサイン，JARL会員か
どうか，宿泊の有無，性別，喫煙の有無　※クラブ代
表者会出席の方は，登録番号,クラブ名も合わせてお
願いします　

〇新年会はJARL会員以外でも参加可能，どなたでも参
加できます　〇事前申し込みのうえ，会費は会場にて
直接支払　〇登録クラブには，別途案内を（メール，
郵送）送付

※詳細は後日，県支部HPへ掲載

	 	新潟県支部大会開催

　7月14日，燕市中央公民館において第47回新潟県支
部大会が開催されました。
　渡部まいこさん（JJ0SDQ）のミニライヴも催され，楽
しい大会となりました。

	 		第16回全国高等学校ARDF競技大会開催

　7月27～29日に高ア連主催・新潟県支部共催で，全
国高校ARDF大会が開催されました。
　全国各地から選抜された25校158名の生徒たち（77名
がJARL会員）が阿賀野市に集いました。
　 初 日にはスプリント競 技，2日 目にはクラシッ ク
144MHz帯競技がおこなわれました。
　また競技以外でも，宿舎にて生徒交流会として特別局

「8N0FN」の開局式と運用，電子工作技術競技大会（ハ
ンダ付コンテスト）などもおこなわれました。

成績等の詳細は新潟県支部ARDF委員会HP（http://

Report

Report

www.jarl.com/n08ardf/）をご覧ください

令和元年度長野県総合防災訓練・	
支部独自の通信訓練

日時　10月20日（日）08：00～　通信訓練　09：00～
12：00
場所　長野市犀川第二緑地（主会場）　〇長野アマチュ

ア無線クラブの協力で実施　〇長野市内，隣接地域，
県内からの参加希望者は，当日お越しください
通信訓練内容　通信訓練傍受者（会場外）　〇送信場所
（固定もしくはモービル移動，他）　〇RSレポート　
〇天候，気温　等
周波数　〇シンプレックス144.84MHz（予定/メインか

らQSY）　〇美ヶ原レピータ439.32MHz（予定）
コールサイン　JR0ZGJ（長野AMC）
※事前に訓練参加希望者を募りますので，県支部HPの

メールフォーム等で，連絡をお願いします　※当日の
CQに応答いただいても構いません

「長野高専キッズサイエンス2019」出展
日時　11月4日（月/祝）
信越地方補助局・JR0ZAXを運用予定

第2回登録クラブ代表者会議
日時　令和2年1月25日（土）13：00～17：00（予定）
場所　※会場予約の都合上，現時点で確定できないため，

支部HPにて確定後発表

長野県支部新年会
日時　令和2年1月25日（土）18：00～（予定）
場所　※会場予約の都合上，現時点で確定できないため，

募集方法等は，支部HPにて確定後発表

	 	第47回長野県支部大会を開催

　2019年7月21日（日），飯島町文化館で開催。98名の
参加。JG1KTC髙尾会長ご出席のもと，前年と同様に従
来の式典方式から，祭典方式に改め開催。事業報告，コ
ンテスト表彰などの「JARL's TALK」，「もっと楽しく～
アマチュア無線」と題して，ジャンク市，純粋展示，メー
カーデモ，販売店の出展，JA0RL公開運用。「ノンアル
コール立食パーティー」（39名参加）で出席者同士の親睦
をはかったり，毎年恒例の“お楽しみ抽選会"など。
　来年度は南信地区での開催を予定しております。

長 野 県

Report
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