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地 方 本 部
第1回オールJA4コンテスト

日時　3月22日（日）6：00〜18：00
参加局　日本国内のアマチュア無線局・SWL
周波数　3.5MHz〜430MHz帯は，JARL主催コンテス

ト周波数を準用
参加部門・種目

種目 コード
4エリア内 4エリア外

シングルオペ

HFマルチバンド
（28MHz以下） NM GM

VUマルチバンド
（50MHz以上） NVU GVU

3.5MHzバンド N3.5 G3.5
7MHzバンド N7 G7
14MHzバンド N14 G14
21MHzバンド N21 G21
28MHzバンド N28 G28
50MHzバンド N50 G50
144MHzバンド N144 G144
430MHzバンド N430 G430

マルチオペ マルチバンド NMM GMM
SWL マルチバンド NSWL GSWL

注1）シングルオペはコンテスト中の運用に関わるすべて
のことを一人でおこなう。シングルバンドの2部門に参
加できる
呼出　「CQ オー ルJA4コンテスト 」または「CQ JA4　

TEST」
交信相手局　〇中国管内局：日本国内で運用するすべ

ての局　〇中国管外局：中国管内で運用する局
コンテストナンバー　〇管内局：RS（T）＋市区郡ナン

バー　〇管外局：RS（T）＋都府県支庁ナンバー　例）
相手局のRSが59，自局の運用場所が山口県山口市の
電話によるコンテストナンバーは593301

得点　各バンドごとに異なる局との交信2点　※相手局
のログと照合できなければ1点　〇同一バンドで電信，
電話それぞれ得点できる

マルチプライヤー　〇管内局：中国の異なる市区郡，異
なる都府県支庁の数　〇管外局：中国の異なる市区郡
の数

総得点　各バンドの得点の和×各バンドのマルチの和
提出書類　［郵送］〇JARL制定のサマリー，ログシート

または，これと同形式・同サイズ（A4，左上を綴じる）
〇交信局数が1バンド100局以上の場合は，交信局の
重複確認資料（チェックリスト，記載形式は自由，A4
サイズ）を提出　※第3回までは郵送を受付けるが第4
回以降は電子ログのみ受付　［電子ログ］JARL形式の
電子ログのみ受付　※新，旧バージョンとも受付　〇

「規約」と「電子ログ申請の注意点」を確認ください
締切日　4月15日（水）消印有効
提出先　〇郵送：〒680-0941 鳥取市湖山町北4-767 太

田 篤 方　「オールJA4コンテスト係」　〇電子ログ：
http://ja4test.mydns.jp/uploadLog.html　 ※ 基 本 的
にはWeb提出で，やむを得ない場合はメール提出を

エリア 中国地方4
受理　Eメール：jj4kme@jarl.com　
問合せ　☎0838-22-6467　Eメール ja4jcc.4@gmail.com
電子ログ申請の注意点　http//ja4test.mydns.jp 参照
禁止事項　コンテスト中でマルチが異なる運用場所への

移動
失格事項　○この規約に定める事項に違反した場合　○

その他，コンテスト委員会で審査のうえ決定
クラブ対抗　 中 国 管 内のJARL登 録クラブの構 成 員
（SWLを除く）で，クラブの登録番号の記載があれば
申告された総得点をもって登録クラブごとに得点を集
計
入賞他　〇各種目の参加局数が11局以上は上位3位ま

で，10局以下は上位20%以内の局　〇サマリーシート，
ログの内容は，審査に使用するほか問合せ，結果報告，
賞状などの郵送に使用するほか，記載されている意見
などを公開することがあります

岡 山 県
電子工作教室 in ライフパーク倉敷

日時　1月19日（日）13：00〜16：00
会場　ライフパーク倉敷（倉敷科学センター）　倉敷市

福田町古新田940　
交通　○瀬戸中央自動車道・水島ICから10分　○JR

倉敷駅またはJR児島駅から，下電バス・塩生（しおな
す）線，福田中学校前下車，徒歩20分　○無料駐車
場
参加対象　小学4〜6年生20名（保護者同伴）
内容　AMラジオの製作（参加費1,300円，当日持参）
申込み　 倉 敷 科 学センターHP（https://www2.city.

kurashiki.okayama.jp/lifepark/ksc/kagaku_kouza.
html）参照
締切　1月5日（日）

技術講習会
日時　2月16日（日）13：30〜16：00
会場　赤磐市中央公民館 視聴覚室　赤磐市下市337
内容　〇JA4DND 松浦博美氏による講演　・2019年

HAM RADIO（ドイツ）見聞録　・C37AC（アンドラ）
訪 問 運 用 記　 〇JR4OZR 久 木 田 晴 美 氏による講
演　・VP6R（ピトケアン島）の紹介　・ピトケアン島
でのFT8（FOXモード）運用記
参加費・申込　不要
問合せ先　JM4VZH 菅 紀浩　jm4vzh@jarl.com
詳細情報　支部HP http://www.jarl.com/okayama/

島 根 県
2019島根県OSO通信訓練コンテスト

日時　2月23日（日） 09：00〜15：00
参加資格　島根県内在住の全てのアマチュア局（社団局

を含む）
参加部門　〇個人局マルチバンド　〇社団局マルチバン

ド
周波数　3.5（3.8MHzを除く）/50/144/430MHz帯を使用　

※主管庁告示の「バンドプラン」に従うこと
電波型式・電力　自局に許された範囲
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実施方法　〇和文による通報を相互に伝達　※各自の通
報は同文でも良い　〇通信本文字数は20字以上　

作文方法　〇本文冒頭にクンレン」の5文字を必ず入れる　
※20字以上　〇次にRS（T）を入れ，発信地の郡市名
※移動局で常置場所と異なる地点で運用する場合は，
△△イドウとする　※本文作文例：クンレン」59タイ
シャイドウ」オオアメカゼツヨシ」（以上25字）	 送 受
方法　「呼出」と「応答」には「クンレン」を3回前置き。
通報の伝達に際し，通話表の使用は任意

報告書の提出　〇JARL制定のサマリー・ログ，1交信
は1枚の報告書。封筒には「OSOコンテストログ在中」
と記入　※支部指定の「OSO報告書様式_01」を支部
HPからダウンロードして，A4印刷して使用　※希望
者には，印刷された報告用紙を，支部事務局に置きま
す

締切　3月22日（日）消印有効
提出先　 〒693-0001	 出 雲 市 今 市 町1602	 ナオラ内　

JARL島根県支部事務局　☎0853-23-0151
禁止　〇中継，クロスバンドによる交信　〇レピータ，

デジピータによる交信
失格　〇法令違反　〇バンドプラン逸脱　〇複数の電波

の同時発射　〇コンテスト期間中の運用場所の変更
発表・表彰　〇コンテスト結果はJARL	WEB，支部HP

で発表　〇各部門1〜3位は「ハムの集い」で表彰　※
書類提出局の20%以内でかつ最大3位まで（5局未満の
場合は1位のみ）

注意　発信通報・着信通報の記入方法　〇種類：記入
しない　1.字数：7.の通信文の字数を記入　2.発信
局：自局の呼出符号　3.発信番号：自局が発信する整
理番号で001より始まる連続番号　4.受付：通報開始
時刻をJST24時間制で記入　5.あて名：相手局の呼出
符号　〇指定	/	：記入しない　6.局内心得：「クンレ
ン」と記入　7.通信文：送着信の文章を記入（20字以
上。濁点，半濁点は字数に入れない）　8，9.使用周波
数帯・電波型式：使用した状態を記入　10.時刻：自
局の時計から交信終了時刻を24時間制で記入　11.交
信時所在地：交信時場所の地名・市郡名（市郡ナン
バーでも可）を記入　※1交信は，「送信者」と「受信者」
相互のログ提出が必要

問合せ　提出先のJARL島根県支部事務局へ
※コンテスト前には,支部HPで規約等を確認してくださ
い

山 口 県
2019年ハムの集いin山口県開催

　2019年9月29日（日）に「2019年ハムの集いin山口県」
を山口市の山口南総合センターにて開催しました。

　県内106名，県外25名，来賓1名，合計132名のご来
場をいただきました。

鳥 取 県
2019年度鳥取県OSO訓練コンテスト

日時　1月26日（1月最終日曜日）09：00〜15：00
参加資格　鳥取県内在住のアマチュア局（社団局を含む）
目的　鳥取県内のアマチュア無線局に対する，非常無線

通信の啓蒙と通信取扱い技術の向上を図る
参加部門　〇個人局マルチバンド　〇社団局マルチバン

ド
周波数帯　3.5/50/144/430MHz　※主管庁告示のバン

ドプランに従うこと　※レピータ・デジピータによる
交信は認めない
電波型式・電力　自局に許された範囲　※FAX，パケッ

ト通信も可
実施方法　和文による通報を相互に伝達。各自の通報

は，同文でも良い　〇通報本文字数：20字以上　〇
作文方法：本文冒頭にクンレン」の5文字を必ず入れ
る。次にRS（T）を入れ，発信地の郡市名を入れる　
※移動局で常置場所と異なる地点で運用する場合は，
○○イドウとする　〇本文作文例：クンレン」59サイ
ハクイドウ」テンキクモリ（以上21字）　〇送受方法：
呼出と応答には「クンレン」を3回前置。通報の伝送
に際し，通話表の使用は任意
報告書の提出　〇1交信は1枚の報告書にまとめる　報

告書は，添付の用紙をコピーして使用　〇提出する封
筒には「コンテストログ在中」と記入　
提出先・締切　鳥取県支部HP，JARL	NEWSで発表
禁止事項　中継。クロスバンドによる交信　	
失格事項　〇法令違反　〇バンドプラン逸脱　〇個人

局の複数の電波の同時発射　〇コンテスト期間中の運
用場所の変更
成績発表・表彰　〇支部HP，上位入賞者はJARL	

NEWSで発表　〇各部門1〜3位には賞状
報告書記入上の注意　〇額表：種類は記入しない。字

数は，本文の字数を記入（濁点，半濁点は字数に入れ
ない）。発信局は自局の呼出符号。発信番号は自局が
発信する整理番号で，001より始まる連続番号。受付
は通報開始時刻をJST24時間制で記入。あて名：相
手局の呼出符号　〇指定：記入しない　〇局内心
得：「クンレン」と記入　〇使用周波数帯・電波の型
式は使用した状態を記入（電波の型式はA1・A3J・F3
等旧呼称でも可）　〇時刻は，自局の時計から読取り
記入　〇交信時所在地は，交信時の地名を市郡名（市
郡ナンバーでも可）を記入

広 島 県
第28回広島WASコンテスト

日時　2月29日（土）21：00〜3月1日（日）17：00
参加資格　アマチュア無線局・SWL
使用周波数帯　JARL制定のコンテスト周波数に準じる　

※1.9MHz帯は1.908〜1.912を推奨
運用周波数・時間　［2月29日］〇1.9MHz　21：00〜24：

00（3H）　〇3.5MHz　21：00〜24：00（3H）　［3月1日］
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〇 7MHz　13：00 〜 17：00（4H）　 〇 14MHz　09：
00〜12：00（3H）　〇21MHz　09：00〜11：00（2H）　
〇28MHz　08：00〜10：00（2H）　 〇50MHz　09：
00 〜 12：00（3H）　 〇144MHz　09：00〜12：00（3H）　
〇430MHz　10：00 〜12：00（2H）　 〇1200MHz＆Up　
10：00〜12：00（2H）
参加部門・種目

種目 コード
県内 県外

シングルオペ

マルチバンド N-M G-M
VUSHFマルチバンド
（50MHz〜） N-MVU ―

1.9MHzバンド N-1.9 G-1.9
3.5MHzバンド N-3.5 G-3.5
7MHzバンド N-7 G-7
14MHzバンド N-14 G-14
21MHzバンド N-21 G-21
28MHzバンド N-28 G-28
50MHzバンド N-50 G-50
144MHzバンド N-144 G-144
430MHzバンド N-430 G-430
1200MHzバンド以上 N-1200 G-1200

マルチオペ マルチバンド N-MM G-MM
SWL マルチバンド N-SWL G-SWL

※当コンテストでは，シングルバンド種目（1200MHzバ
ンド以上含む）は2種目に書類提出できる　※マルチ
バンドといずれかのシングルバンドへの書類提出，同
一人による異なるコールサインでの書類提出は禁止

呼出　○電信・デジタルモード「CQ WAS TEST」　○電
話「CQ WASコンテスト」または「CQ広島コンテスト」
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）+グリッドスクエアナンバー
の上位4文字（以下，GLと略す）　※県内局とは広島
県内で運用した局，県外局とは広島県以外で運用した
局（海外局を含む）

禁止事項　JARLコンテスト規定に準じる　※コンテス
ト中の運用場所の変更はシングルバンド種目でバンド
が異なった場合のみ移動可能

得点・マルチプライヤー　［アマチュア局］○得点：コ
ンテストナンバーの交換が完全にされた交信　・県内
局との交信：5点，県外局との交信：1点　※県外局

（海外局を含む）同士の交信も有効　・同一バンドにお
いて同一局とは電信・電話・デジタルモードそれぞれ
1交信ずつ有効　※電信/電話/デジタルモードともに
同じポイント　○マルチプライヤー：異なる広島県内
の市郡区ナンバー，異なるGL数　※バンドが異なれ
ば同一市郡区/GLでもマルチ　［SWL］○得点：送受
信局間でコンテストナンバーの交換が完全にされた交
信の受信　・県内局の受信：5点，県外局の受信：1点
※県外での，県外局（海外局を含む）の受信も有効　・
同一バンドにおいて同一局の受信は，電信・電話・デ
ジタルモードそれぞれ1受信有効　※電信/電話/デ
ジタルモードともに同じポイント　○マルチプライ
ヤー：アマチュア局と同じ

総得点　○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（市郡区+GL）の和　○シングル
バンド：該当バンドで得た得点×該当バンドで得たマ
ルチ（市郡区+GL）

書類提出　〇所定のフォーマットにてEメールで提出

（提出先参照）またはJARL制定のサマリー・ログまた
はこれと同一形式のものを使用し郵送　〇シングルバ
ンド種目（1200MHzバンド以上含む）は2種目に書類
提出できる　※マルチバンドといずれかのシングルバ
ンドへの書類提出，同一人による異なるコールサイン
での書類提出は禁止　〇マルチオペはコンテスト中に
運用した者の呼出符号または氏名，無線従事者資格を
サマリーの意見欄に記入。当該欄に全部記入できない
場合はサマリーの裏に記入　〇県内局は県内局である
旨をサマリーの意見欄に記入　〇移動して運用した局
は移動地をサマリーに記入
締切　3月31日（火）　Eメールはタイムスタンプで，郵

送は消印で判断　
提出先　Eメール：log-2020@HS-contest.org　※Eメー

ルによるログ提出の詳細は，http://www.HS-Contest.
org参照　〇郵送：〒730-0011 広島市中区基町21-3
JARL広島県支部コンテスト委員会
問合せ　info@HS-Contest.orgまたは郵送先にSASE同

封
その他　ログ提出は，Eメールを推奨　※初心者歓迎，

Eメールにて指導　〇結果の詳細はWebへ掲載　〇
結果の郵送を希望する場合はログ封筒にSASE同封　
※Web掲載内容のハードコピー
賞　参加部門ごとに書類提出局数に応じて賞状　
失格事項　JARLコンテスト規定に準じる　※本規定で

独自に定められた項目（提出書類関係など）は，支部
コンテスト委員会で審査のうえ決定
発表　http://www.HS-Contest.org，JARL NEWS夏号
（予定）
【広島県内の市郡区ナンバー】　350101広 島 市 中 区　

350102広島市東区　350103広島市南区　350104広島
市西区　350105広島市安佐南区　350106広島市安佐
北区　350107広島市安芸区　350108広島市佐伯区　
3502呉市　3503竹原市　3504三原市　3505尾道市　
3508福山市　3509府中市　3510三次市　3511庄原市　
3512大竹市　3513東広島市　3514廿日市市　3515安
芸高田市　3516江田島市　35001安芸郡　35007神石
郡　35008世羅郡　35010豊田郡　35016山県郡
［サンプルログ］
mon day time callsign sent rcvd multi MHz mode pts memo
3 1 0915 JN4FEU/1 599350105 599PM95 PM95 14 CW 1
3 1 0917 JA1YXP 59350105 59PM95 14 SSB 1
3 1 0920 JN4FEU/1 59350105 59PM95 14 SSB 1
3 1 0921 JH4ZNE/4 59350105 593502 3502 14 SSB 5
3 1 0923 N9KAU 599350105 599EN51 EN51 21 CW 1
3 1 0925 JH4ZNE/4 59350105 593502 3502 21 SSB 5

香 川 県
ハムフェスティバルin香川

日時　3月22日（日）
場所　 アイレッ クス（ 丸 亀 市 綾 歌 総 合 文 化 会 館 ）　

http://www.marugame-ilex.org/　丸亀市綾歌町栗熊
西1680　琴電栗熊駅下車徒歩10分　※駐車場は会場
南側（無料）

エリア 四国地方5
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行事予定　○ジャンク市，メーカー展示　○支部報告　
○講演　八重洲無線（予定）　○各コンテスト表彰
○お楽しみ抽選会

その他　開始時刻，行事の詳細などは支部報56号（2月
15日発行予定），HP http://www.jarl.com/kagawa/ 
に掲載

徳 島 県
デジタルモード運用技術講習会

日時　2月16日（日）13：00〜17：00
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

Awa3コンテスト（徳島マラソンコンテスト）
日時　3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帯の呼出周波数では，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を含まないこと
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　〇電話「CQ　Awa3　コンテスト」　○電信
「CQ　Awa3 TEST」
コンテストナンバー　○県内局：RS（T）と，徳島県内

運用地点の市町村名か番号　○県外局：RS（T）と，
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，申出ることができる　○意義申立て期間
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
締切　3月31日（火）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

のHPに掲載予定
その他　○ステッカー希望局：SASE（長形3号封筒・

94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。ご意見等に返答させて
いただくため公開します
【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Awa3コンテスト（徳島マラソンコンテスト）
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の表彰式は，7月下旬に開催予定。詳細は支部HPで
お知らせします

愛 媛 県
新春グランドミーティング

　新年の挨拶を含め，皆さんとの親睦を深めるアイボー
ルです。ご家族を含め多数の参加をお待ちしています。
今回は会場を「ピュアフル松山（勤労会館）」に変更して
います。ご注意ください
日時　1月11日（土）12：00〜15：00
場所　ピュアフル松山　伊予鉄松山駅北へ300m
会費　〇4,000円　〇高校生以下：3,000円，中学生以

下：2,000円
内容　各局交流会，お楽しみ抽選会
参加資格　アマチュア無線局，アマチュア無線に関心の

ある方
参加申込締切　2019年12月31日（火）18：00厳守

第46回 愛媛マラソンコンテスト
開催日時　2月1日（土） 00：00（JST）〜2月10日（月） 

23：59（JST）まで
参加資格　日本国内のアマチュア局，SWL
使用周波数帯　JARL制定のコンテスト周波数帯を使用　
参加部門・種目　［個人局電話の部］〇オールバンド　

〇3.5MHzバンド　〇7MHzバンド　〇14MHzバンド　
〇21MHzバンド　〇28MHzバンド　〇50MHzバンド　
〇144MHzバンド　〇430MHzバンド　〇1200MHz
バンド　〇2400MHzバンド　〇5600MHzバンド　〇
10.1GHzバンド　〇24GHzバンド　〇47GHzバンド　
〇77GHzバンド　〇ジュニア　※年齢が18歳以下（2
月10日現在）のオペレータによる運用であり，オール
バンドにエントリーしたものとみなす　［個人局電信
の部］〇オールバンド　※個人局電信の部に参加する
局は，個人局電話の部への参加を認める　［SWLの部］
〇オールバンド（電信・電話）　［社団局の部］オール
バンド（電信・電話）　［クラブ対抗の部］提出された
クラブ局，各クラブ員の得点を集計

呼出　〇電話「CQ 愛媛マラソンコンテスト」　〇電信
「CQ EHIME TEST」　
コンテストナンバー　〇県内局：RS（T）符号による相

手局のシグナルレポート＋自局の運用場所を示す愛媛
県ナンバー　〇県外局：RS（T）符号による相手局の
シグナルレポート＋自局の運用場所を示す市（JCC）・
郡（JCG）ナンバー　例）相手局のシグナルレポートが

「59」自局の運用場所が松山市「3801」の電話によるコ
ンテストナンバー：593801　移動して運用している局
は，コールサインの後に移動先のコールエリアを示す
番 号などを送 出　 例 ）JA5YRL/5（ 電 信の場 合 ），
JA5YRLポータブル5（電話の場合）　

注意事項　〇同一局との交信は，同一バンド内では1回
のみ有効　〇県内局は，国内在住局との交信を有効　
〇県内局は，愛媛県内で運用する局を示し，県内移動
を有効　〇県外局は，愛媛県内局との交信のみを有効

交信上の禁止事項　〇クロスバンドによる交信　〇個人
局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　〇社団局の同一バンドにおける2波以上

の電波の同時発射　〇社団局の複数地点からの運用　
〇レピータによる交信
得点・マルチプライヤー　［県内局］〇得点：コンテス

トナンバーの交換が完全にされた交信を1点　※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）
は，1交信を除き，電波型式が異なっても得点としない　
〇マルチプライヤー：完全な交信をした相手局の運用
場所を示す，異なる県外の市・郡ナンバー，愛媛県ナ
ンバー　※バンドが異なれば同一でもマルチプライ
ヤー　［県外局］〇得点：コンテストナンバーの交換
が完全にされた愛媛県内局との交信を1点　※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）は，
1交信を除き，電波型式が異なっても得点としない
〇マルチプライヤー：完全な交信をした相手局の運用
場所を示す，異なる愛媛県ナンバー　※バンドが異な
れば同一でもマルチプライヤー　［SWL］〇得点：送
信，受信局の呼出符号ならびに送信局のコンテストナ
ンバーの完全な受信を1点　※同一バンドにおける重
複受信（同一局を2回以上受信）は，1受信を除き，電
波型式が異なっても得点としない　〇マルチプライ
ヤー：完全な交信をした相手局の運用場所を示す，異
なる愛媛県ナンバー　※バンドが異なれば同一でもマ
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×運用日数　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×運用日数
書類の提出　〇JARL制定A4判様式のサマリーシート，

ログシートに準じて必要事項を記入　〇ログソフトで
作成されたサマリー，ログシートの提出も認めるが運
用バンド，交信記録項目の不揃いは受付けない　〇誓
約文：JARL制定の・・をJARL愛媛県支部と読み替
える　※修正は不要　〇サマリーシートのコード欄：
県内局，県外局の参加区別を記入　〇サマリーシート
の名称欄：参加部門および種目を記入　〇ジュニア：
生年月日をサマリーシートの意見欄に明記　〇社団
局：コンテスト中に運用した者の姓名，無線従事者資
格を意見欄に明記　※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用紙に記入。ログ
シートは交信ごとに運用した者の名前を記入　〇クラ
ブ対抗：必ずクラブ代表者が参加メンバーの獲得点数
一覧表を作成。参加者のサマリー・ログシートの代表
者の取りまとめ提出は不要。クラブ対抗参加者は，サ
マリーシートの「サマリーの登録クラブ対抗」に登録
クラブ番号，登録クラブ名称を記載。代表者提出のク
ラブ獲得点数一覧表と整合性がない場合は，無効　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　※個人局電信の部へ参加したものは，
個人局電話の部への参加を認める　〇1バンドで200
局を超える場合は，チェックリストを添付　〇入賞対
象局について，次に掲げる資料等の提出を求める場合
がある　・重複する交信または受信局，マルチプライ
ヤーの確認資料（チェックリスト）　・交信または受信
時に記入したログ（オリジナルログ）
提出締切日　2月末日（当日消印有効）
提出先　〒790-0056 松山市土居田町854-3　森　孝博　

方　愛媛マラソンコンテスト係



　WINTER  2020

賞　入賞者は書類提出局数により，各部門ごとに，10
局までは1位のみ，29局までは1位および2位，30局
以上は1位から3位までとする。表彰状（JARL会員に
限る），県内JARL会員の入賞者には副賞を与える。
表彰状，副賞の授与は，「えひめハムのつどい」でおこ
ないます

コンテストの参加シールを発行　希望者は書類提出時
に，返信用の定形封筒（郵便番号・住所・氏名・コー
ルサインを明記のうえ84円切手貼付）を同封。台紙（参
加シール10枚貼付可能）を希望する場合は，台紙，郵
送料として300円の定額小為替を同封

愛媛マラソンコンテスト10回参加記念　〇申請により，
「えひめハムのつどい」で表彰。参加シール10回分貼
付の台紙の写しを同封のうえ，送付先，氏名，コール
サインを明記し申込み　※返信用封筒は不要　注1）
参加記念表彰は10回のみ。20回，30回の参加記念表
彰はありません　注2）申請希望者へのコールサイン
シール提供は廃止　〇受付期間：5月1日〜5月31日
まで　〇あて先：〒790-0912 松山市畑寺町830-24
JARL愛媛県支部 宛

失格事項等　①次の事項は，失格　・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　・この規約に定める事項に違反した場合　②コン
テスト結果に対して異議の申し立てを受け，裁定の結
果失格となった局は，失格の日から3年間はコンテス
トに参加しても入賞を認めない　③①，②の局は，コー
ルサイン，失格の理由を発表

結果発表　JARL NEWS夏号（入賞者のみ），支部HP，
支部報に掲載

異議の申立て　本コンテストに関する異議等がある場合
は，住所，氏名，コールサイン，その理由を書面に明
記し，愛媛県支部へ申立てることができる　【愛媛県
ナンバー：11市9町,37島）】○3801松山市　3801A怒
和島　3801B二神島　3801C津和地島　3801D睦月島
3801E野忽那島　3801F中島　3801G興居島　3801H
釣 島　3801I鹿 島　3801J安 居 島　 ○3802今 治 市
3802B 岡 村 島　3802C 小 大 下 島　3802D 大 下 島
3802E大三島　3802F大島　3802G津島　3802H伯方
島　3802I鵜島　3802J来島　3802K小島　3802L馬島
○3803宇和島市　3803A九島　3803B日振島　3803C
戸島　3803D嘉島　3803E竹ヶ島　○3804八幡浜市
3804A大島　3804B地大島　○3805新居浜市　3805A
大島　○3806西条市　○3807大洲市　3807A青島
○3810伊予市　○3813四国中央市　○3814西予市
○3815東温市　○38001B伊予郡松前町　○38001C
伊予郡砥部町　○38003P越智郡上島町　38003PA岩
城 島　38003PB佐 島　38003PC豊 島　38003PD魚 島
38003PE高井神島　38003PF生名島　○38005F上浮
穴郡久万高原町　○38006D喜多郡内子町　○38007F
北宇和郡松野町　○38007G北宇和郡鬼北町　○
38010B西宇和郡伊方町　○38012F南宇和郡愛南町
38012FA鹿島

中央運営委員会
日時　2月29日（土）　13：00〜15：00
場所・内容など詳細は別途委員にメールで案内します 

支部・合同会議
日時　3月15日（日）　13：00〜16：00
場所　松前町総合文化センター 視聴覚室を予定
内容など　詳細は別途運営委員・クラブ代表者にメール

で案内します

◇愛媛県支部への連絡・ご相談などは全て　〇はがき：
〒790-0912 松山市畑寺町830-24　JARL愛媛県支部宛
〇FAX：089-977-8259　Eメール：jarl-ehime@me.pikara.
ne.jp　※不在が多いので電話での対応は不可

地 方 本 部
第19回西日本ハムフェア

日時　3月8日（日）09：00〜15：00
会場　日産自動車九州株式会社　体育，ゲストホール　

福岡県京都郡苅田町新浜町
前夜祭（懇親会）　3月7日（土）18：00〜　行橋京都ホ

テルにて
後援　総務省九州総合通信局，京都郡苅田町，苅田町

教育委員会，電波適正利用推進員協議会，日産自動
車九州株式会社
協力　JARL福岡県支部
詳細は第19回西日本ハムフェアHP http://www.jarl.

com/nishiham/　※本誌p44参照

福 岡 県
令和2年（令和元年度）賀詞交歓会

ハムに興味のある方のアイボールミーティングです。
皆様お誘い合わせのうえ多数の参加をいただきますよ
う，よろしくお願いします
日時　1月12日（ 日 ）　12：00〜14：00　 受 付 開 始：

11：00
場所　株式会社 八仙閣本店 5階 蘇芳（すおう）の間　福

岡市博多区博多駅東2丁目7番27号　☎092-411-8000
会費　5,000円/人
申込　氏名，コールサイン，住所，電話番号（自宅，携帯）

を記入，EメールまたはFax（できるだけEメール）で
下記まで
連絡先　JA6HUG 中 村 信 雄　［fax］0930-56-2031　 ☎

0930-56-5479　［ 携 帯 ］080-5252-8176　［E メ ー ル ］
ja6hug0604@vir.bbiq.jp

※飲酒の準備をしておりますので，飲まれる方道路交通
法に違反のないようにお願いします

佐 賀 県
令和元年度JARL佐賀県支部大会

日時　2月9日（日）　〇13：30受付開始　〇14：00開会　
〇16：00閉会
場所　みやき町コミュニティセンター（コスモス館）　

〒846-0002 三養基郡みやき町東尾6436-2　☎0942-89-
1659（問合せ不可）
内容（予定）　〇支部概況報告　〇オール佐賀コンテス

エリア 九州地方6
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ト県内局表彰　〇メーカー展示・解説，ジャンク交換
会等　〇抽選会等

その他　〇会員の皆さんにはハガキでも案内　〇行事の
追加や変更は支部のブログをご覧ください　〇参加は
非会員も可能ですが，抽選会の当選資格は支部の会員
のみ。2019年10月現在の佐賀県支部会員名簿または
JARL会員証により確認できない方は抽選券の配布は
しません　※当日入会いただければOKです

長 崎 県
ハムのセミナー（2）

日時　2月16日（日）10：00〜11：30
会場　三菱重工記念会館　長崎市稲佐町1-15
講師　講師　JA6KHT 山口啓二氏
内容　SDR（ソフトウエア無線）の紹介　SDRplay社製

RSP2の実動展示と説明

2020年長崎県コンテスト
日 時　4月4日（ 土 ）20：00〜24：00　5日（ 日 ）06：

00〜12：00
参加資格　国内のアマチュア局・SWL
周波数　1.9MHz〜430MHzバンドでJARLがコンテス

ト用に指定する周波数
電波型式・電力　自局に許された範囲
交信相手　○県内局：日本国内で運用するアマチュア局　

○県外局・SWL：長崎県内で運用するアマチュア局
参加部門・種目・コードナンバー　コードナンバーは6

桁，下記を組み合わせて合成，サマリーシートに必ず
表記　〇第1文字　県内局：N　県外局：A　〇第2
文字　個人局：K　社団局：G　SWL：S　表記例）
県内の個人局がHFマルチバンドで電信部門に参加：
NKHFCW

第3，4文字
第5，6文字

電信部門 電話部門 電信・ 
電話部門

HFマルチバンド
（1.9〜28MHz） HF CW 10WまでPH

10W超：CP CP

V・UHFマルチバンド
（50〜430MHz） UV － PH －

○電話部門：HFマルチバンドでは電力10Wまで，こ
れを超える電話運用局は電信・電話部門にエントリー
○エントリーは一部門に限る　○同一市・郡内の移動
は認める　○県外局の県内での移動運用は，県内局と
みなす　○社団局に所属する個人局は，社団局または
個人局のどちらかで参加，双方の掛け持ち運用はでき
ない

呼出　○電信「CQ NS TEST」　〇電話「CQ長崎県コン
テスト」　※県内局は，できる限りコールサインの後
に「/NS」もしくは「県内局」を送出　※県内局をアピー
ル

コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋市郡ナンバー
○県外局：RS（T）＋都道府県ナンバー（北海道はすべ
て01）

得点　○アマチュア局：各バンドごとに異なる局との交
信1点　※同一バンド内での交信は1回目の交信を有

効，電信・電話部門でモードが異なっても後の交信は
重複扱い　○SWL：各バンドごとに異なる長崎県内
局の受信1点
マルチプライヤー　○県内局：各バンドごとの異なる都

道府県（長崎県を除く）・県内の市郡数　○県外局，
SWL：各バンドごとの異なる長崎県内の市郡数
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
書類提出　［電子ログ］○JARL主催コンテストの電子ロ

グと同形式（作成方法はJARL Web参照）　○宛先：
nstest@jarl.com　※受信通知メールを送信　［紙ロ
グ］○JARL制定または同形式のログ，サマリー（A4
サイズ）　○氏名には必ずフリガナ　○バンドごとの
交信局数80を超える場合，重複チェックシートを提出
※パソコンなどでデータを作成した場合，電子ログで
の提出をお願いします　○提出先：〒851-2215 長崎
県長崎市鳴見台2-16-18　日本アマチュア無線連盟

（JARL）長崎県支部事務局　冨増清志　※結果希望者
は，94円切手添付のSASE同封
締切　5月1日（金）消印有効　電子ログ：5月1日（金）

24：00
禁止　○クロスバンド，レピータ使用交信　○個人局の

2波以上の同時電波発射　○社団局の同一バンド内で
の2波以上の同時電波発射　○複数地点からの運用

（同一市・郡内の移動を除く）
失格　JARLコンテスト規約に準じる
結果発表　支部HPにて発表
表彰　部門ごとに参加局数に応じ上位の局を表彰
抽選会　ログ提出局には点数に関係なく抽選で6局の方

に長崎県産品を贈呈　※JARL会員に限る。当選発表
は支部HPにて
問合せ先　ja6eim@jarl.com

登録クラブ代表者・支部役員・ 
監査指導委員合同会議

日時　4月19日（日）10：00〜12：00
場所　諫早市つくば倶楽部　諫早市津久葉町

大 分 県
大分県支部役員会・大分はむ寺子屋

日時　1月18日（土）　〇役員会13：30〜15：00　〇大
分はむ寺子屋15：00〜17：30
会場　ホルトホール大分403号　

新春アイボールパーティー
日時　1月18日（土）　18：00〜20：00
場所　かみ風船中央町店　※大分駅前
会費　5,000円（景品代込み）　〇ID-31が当たる抽選会

あり
　〇参加希望者は支部HPから登録ください

大分県支部役員会・大分はむ寺子屋
日時　3月22日（日）　〇役員会13：30〜15：00　〇大

分はむ寺子屋15：00〜17：00
会場　大分職業訓練センター2F 視聴覚教室
※詳細は支部HPにて掲示します
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宮 崎 県

新年アイボールQSO会
　日赤アマチュア無線奉仕団と共催で賀詞交換会を開催
します。ハムなら誰でも参加できます歓迎いたします。
今年1年素晴らしいハムライフを楽しみましょう
開催日　1月18日（土）　15：00〜18：00
会場　宮崎日赤会館　〒880-0802 宮崎市別府町3番1号　
参加希望の方は日赤アマチュア奉仕団の方は香川委員長
まで，支部会員の方は支部長ja6fln@jarl.comまで申込
みをお願いします。
※今回は電車の都合に合わせて前回と変更になります。

ご注意ください。

	 	2019年度ハムの集い開催

　2019年10月20日「2019年度ハムの集い」を，佐土原
総合文化センターにて開催しました。今年度は会場も広
く各メーカー様，私の自慢一品コーナーなどの展示など
多数ができました。久しぶりのアイボールQSOに話で盛
り上がりました。今回は特にメーカー様の実演もお願い
し参加者は新製品に注目されていました。

鹿 児 島 県
第50回桜島火山爆発総合防災訓練	

（非常通信訓練）
日時　1月11日（土）9：00〜15：00
実施会場　桜島全域，鹿児島市立天保山中学校ほか
通信周波数帯　7MHz・WIRES-X（29090）
［打ち合わせ会議］　
日時　1月5日（日）13：00〜
会場　日赤会館4階会議室

新年アイボール会
日時　1月18日（土）18：30〜20：30
会場　竹よし本店　鹿児島市東千石町11-7　☎099-224-

4460
会費　4,000円　
定員　40名　※先着順　 
締切日　1月15日（水）
申込先　jg6mng@jarl.com　※受付後確認メールします

沖 縄 県
令和元年度沖縄県支部大会（ハムの集い）

　皆さまのご来場をお待ちしております
日時　2月23日（日）10：00〜16：00
場所　近日中に支部HPでお知らせします　　
内容　ハムの集い（10：00〜16：00）　○JR6RL公開運

Report

用　○懐かしのリグ，ジャンクコーナー　○催事限
定・入会金免除キャンペーン　○その他

詳細は，支部HP（http://www.jarl.com/okinawa）でお
知らせします

定期ロールコール
　支部では，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　レピータでオペレーターを呼出，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。

※詳細は支部HP（http://www.jarl.com/okinawa）

地 方 本 部
第69回オール東北コンテスト

　東北電気通信協力会共催による「第69回オール東北ア
マチュア無線通信コンテスト」（略称：オール東北コンテ
スト）の実施要項を次のとおり定め実施します
目的　電波法の制定を記念し，各局の親睦を図り，電波

利用の発展に寄与する
日時　4月18日（土）21：00〜19日（日）15：00
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1.910±2kHz　 〇3.5MHz〜

430MHz帯はJARL主 催コンテスト周 波 数を準 用，
1200MHz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　種目

管内局 管外局
電信 電話 電信電話 電信 電信電話

シ
ン
グ
ル
オ
ペ（
注
１
）

オールバンド 7CA

7/HF
（注2）

7FA CA FA
1.9MHz 7/1.9 ― 1.9 ―
3.5MHz ― 7/3.5 ― 3.5
7MHz ― 7/7 ― 7
14MHz ― 7/14 ― 14
21MHz ― 7/21 ― 21
28MHz ― 7/28 ― 28
50MHz ―

7/VU
（注2）

7/50 ― 50
144MHz ― 7/144 ― 144
430MHz ― 7/430 ― 430
1200MHz UP ― 7/1200UP ― 1200UP

マルチオペオール
バンド ─ ─ 7MA ― MA

SWL ─ ─ 7/SWL ― SWL

注1）　シングルオペはコンテスト中の運用に関わるすべ
てのことを一人でおこなう　注2）7/HFの出力は10W
以下。7/VUの出力は20W以下
呼出　「CQ オール東北コンテスト」または「CQ JA7 

TEST」
交信相手局　〇東北管内局：日本国内で運用するすべ

ての局　〇東北管外局：東北管内で運用する局
コンテストナンバー　〇管内局：RS（T）＋市区郡ナン

エリア 東北地方7
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バー　〇管外局：RS（T）＋都府県支庁ナンバー　例）
相手局のRSが59，自局の運用場所が秋田県秋田市の
電話によるコンテストナンバーは590401

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　各バンドごとに異なる局との交信1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　〇東北管内局：東北の異なる市区
郡，異なる都府県支庁の数　〇東北管外局：東北の異
なる市区郡の数

総得点　各バンドの得点の和×各バンドのマルチの和
提出書類　紙ログ，電子ログともにバンドごとに集計　
【郵送】〇JARL制定のサマリー・ログシートまたは，
これと同形式，同サイズ（A4，左上綴じる）　〇交信
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　※チェックリスト，記載形式は自由，A4サ
イズを提出　【電子ログ】JARL形式の電子ログのみ受
付（http://www.jarl.com/miyagi/）　※注意点，提出
先など宮城県支部HP参照

締切　5月9日（土）（消印有効）
提出先　郵送：〒984-0038 仙台市若林区伊在3-8-10　

佐々木秀夫「オール東北コンテスト係」
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，コンテスト委員会で審査のうえ決定

入賞他　〇各種目の参加局数に応じてJARL会員局を表
彰　〇全参加局のJARL会員局の中から抽選で図書
カードを贈る（当選者の発表は発送をもって代える）
〇サマリーシート，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
開することがある

その他　○本コンテストはJARL主催の規約とは異なり
独自の規約です。不明な点は問合せください　○8J7
等記念局のコールサインでの運用は参考ログ　

発表　JARL NEWS等に掲載する他，6月1日電波の日以
降に宮城県支部HP（http://www.jarl.com/miyagi/）に
て発表
共催　東北電気通信協力会，JARL東北地方本部
問合せ　SASEで書類郵送の提出先まで

青 森 県

		「令和元年度第47回青森県支部大会・
ハムの集い」開催

　令和元年度第47回青森県支部大会・ハムの集いが9
月15日に青森市のはまなす会館にて開催されました。
　当日は，JARL髙尾会長，尾形東北地方本部長，伊藤
渡島檜山支部長を来賓にお招きして，午前中はICOM
メーカーの展示PR，総務省東北総合通信局の電子申請
の説明会，ジャンク市，ローカル各局のアイボールとに
ぎわいました。
　特に，「JARLの会員増強企画」として，当支部も参画
して会場にて募集したところ14件のクラブ局，個人局の
新規入会，継続会費の申込みがありました。
　午後からは，支部コンテストの表彰，支部事業報告，
事業計画，会計報告，予算計画，JARL髙尾会長の「JARL
の現状と最近の取り組み」講演がありまして，その後抽
選会がおこなわれました。

岩 手 県
第3回JARL岩手県支部
いわて雪まつりコンテスト

期間　2月7日（金）00：00〜2月11日（火）23：59（JST）
参加資格　日本国内で運用するアマチュア局（社団局を

除く）
参加部門　※7/144MHz両部門に参加可

部　門 使用モード 部門種目コード
県内局 県外局

シングルオペ7MHzバンド SSB・CW 7KN 7TK
シングルオペ144MHzバンド FM・SSB・CW 144KN 144TK

呼出　〇電話「CQいわて雪まつりコンテスト」　〇電信
「CQ　ISF　TEST」　〇県内局は交信中に県内局であ
る旨を送信
交信相手　国内すべてのアマチュア局
コンテストナンバー　［県内局］〇電話：RSレポート＋

県ナンバー（03）　〇電信：RSTレポート＋県ナンバー
（03）　［県外局］〇電話：RSレポート＋都府県支庁ナ
ンバー　〇電信：RSTレポート＋都府県支庁ナンバー
得点　〇県内局：県内局1点　県外局2点　〇県外局：

県外局1点　県内局2点
マルチプライヤー　①運用日数×1　②JA7RL/7との交

信（1回のみ有 効 ）　 例 ）運 用 日 数5日：5マルチ
JA7RL/7と交信：1マルチ　※最大6マルチ

得点　得点の合計×（マルチ①＋マルチ②）
注意事項　〇同一局との交信は各部門一回のみ有効　〇

Report
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レピータ等を介した交信，ゲストオペによる交信は不
可　〇コンテスト参加移動は同一都府県支庁ナンバー
内　〇この規約以外は，JARLコンテスト規約に準じ
る

書類提出　〇電子ログ：JARL形式または準拠したテキ
ストデー タで申 請　 〇 紙ログ：JARL制 定のサマ
リー・ログシート　※50交信以内で受付（紙ログを手
入力でデーター化しますので，間違い等発生する恐れ
があります）　〇SD，USBメモリの提出可（返却希望
SASE同封）　

書類提出先　〇Eメール：jf7kws@jarl.com　〇〒020-
0617 岩手県滝沢市湯舟沢533-26　鈴木 方　JARL岩
手県支部事務局 宛

提出期限　2月25日（火）当日消印有効
失格事項　※審査は岩手県支部事務局でおこないます　

〇提出書類に虚偽が記載されている場合　〇この規約
に違反した場合　〇電波法に違反した場合

その他　 〇 各 部 門 上 位3名に賞 状　 〇 結 果はJARL 
NEWS，CQ ham radioに掲載　※入賞局のみ　〇個
人情報につきましては，賞状の送付等，必要な場合の
連絡にのみ使用　〇不明な点は，支部または事務局
jf7kws@jarl.comまでメールにて　〇コンテストログ　
CTESTWINに岩手雪まつりコンテストに対応いただ
いてますので使用ください　「いわて雪まつり」の公式
HPもご覧くださいhttp://iwateyukimatsuri.com/

宮 城 県
第29回アマチュア無線なんでも相談室

日時　3月1日（日）10：00〜12：00（随時入退出可能）
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）」多目的ホール予定　仙台市宮城野区大
梶10-17　〇ガス局・イオン仙台幸町店を目標。幸楽
苑西隣　〇仙台駅前市営バス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方
面」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　〇超初心者の無線局についての相談　・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
を取得したが開局のしかたや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，送受信方法等
＜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

やアイボールにご利用ください
受講料　無料　〇事前予約不要　〇事前相談などは支

部HPから「連絡メール」を利用　〇内容などの変更が
ありますので支部HPで確認　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

	 	宮城県支部ハムの集い開催

　2019年9月8日，仙台市宮城野区「仙台自動車整備工
業団地協同組合会館」において「宮城県支部ハムの集い」
を開催しました。JARL髙尾会長から「JARLの現状と今
後について」の講演をいただき，会員は将来の展望を見
出す良い機会となりました。開催に先立ち，JARL会長
が「FMぱるるん」とインタビュー形式で「JARL宮城県
支部ハムの集い」のPR放送を企画実施していただきまし
た。この放送をネットで聞いた支部役員はじめ会員から
非常にFBで感激しましたとの声が寄せられ，埼玉県，
茨城県からの参加があり250名以上の参加と大賑わいで
した。また，東北総通局から「電子申請」の方法につい
てわかりやすく説明していただきました。
　仙台電子センターからVUハンディ機，モービルアン
テナ，マグネット基台，モービルスピーカーを，GHDキー
から立てぶれキーを，アイコムから帽子，学習ノートを，
一関市のOMからは手作り木製ボールペン等のドネー
ションがあり，さらに支部から多彩な景品もありお楽し
み抽選会は大盛り上りになりました。来年のアイボール
を誓い閉会しました。

上 川 宗 谷
美深白樺樹液春まつり公開運用

　今年も「美深白樺樹液春まつり」に協賛し，会場にて
JARL局（JA8RL予定）の公開運用をおこないますので，
皆様のご参加，運用をお待ちしております
日時　4月19日（日）10：00〜13：00　※積雪の関係で

開催日が変更になることもあります
場所　中川郡美深町仁宇布　白樺樹液春まつり会場内
運用　7〜430MHz帯のオールモードを予定
お願い　運用を希望される方は，無線従事者免許証を持参
問合先　竹内（je8jok@jarl.com）まで
協力　美深白樺樹液を楽しむ会，美深アマチュア無線クラブ

オ ホ ー ツ ク
第2回支部役員会議

日時　3月8日（日）10：30〜
場所　北見芸術文化ホール　和室1　北見市泉町1-3-22　

※北見駅裏　☎0157-31-0909
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	 	第46回オホーツク支部大会開催

　2019年10月27日，管内各地からの参加者が集い，「第
46回オホーツク支部大会」が北見市民会館で開催されま
した。正村本部長，社員3名の来賓を迎え，年度会計，
事業報告が承認され終了しました。引き続き，つどいの
会を開催，会員同士の親睦を深め合いました。

石 狩 後 志
第71回さっぽろ雪まつりPR記念局運用

　今年も引き続きさっぽろ雪まつりのPRを目的として，
下記の日程で記念局の運用と公開運用をおこないます。
公開運用への参加・期間中のオペレーターを募集してい
ます。運用を希望される方は，ご連絡をお願いします。
期間中のオペレーターは5名程度を予定しています。公
開運用の参加者は，当日従事者免許証を持参ください
日時　1月10日（金）〜2月11日（火）　コールサイン：

8J8SSF（予定）
公開運用　1月26日（日）10：00〜15：00（予定）
運用場所　札幌市東区北21条東18丁目4-16　原　恒夫　

宅（JA8ATG）　※公開運用への参加，期間中のオペ
レーター希望の方は下記まで　※期間中のオペレー
ター希望の方は，1月8日までに　〇三井　武（石狩後
志支部長）ja8dkj@jarl.com　〇石関常見（石狩後志支
部・総務担当）ja8izp@jarl.com　☎090-4876-8845

登録クラブ代表者会議（後期）
日時　2月15日（土）13：00〜2時間程を予定
場所　札幌市東区北17条東17丁目　NPO法人札幌ラジ

オ少年
議題　〇クラブ代表者会議（前期）以降の支部活動につ

いて　〇登録各クラブの活動状況について　〇その他

	 	第46回支部大会開催

　本年度の支部大会は，第6回北海道ハムフェアとの同
時開催となる2日目の2019年9月22日に，92名の参加

Report
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を得て，来賓にJARL本部髙尾会長，原副会長，JARL
広報大使の水田かおり氏，FMぱるるんの海老澤述夫氏
の出席をいただきました。会議では，経過報告・決算，
事業計画・予算案が満場一致で決定され，最後にお楽し
み抽選会がおこなわれ成功裏に終了しました。

	 ソフト勉強会開催

　2019年10月20日，アマチュア無線関連のソフト勉強
会を開催しました。

コンテスト提出ログ，FT8の運用，ハムログとの連携
するJTリンカー，JTアラー ト等 関 連するソフトを，
10：00から16：00まで真剣に取り組んで，充実した1日
となりました。
　出席した参加者からは，さらにこのような勉強会を開
催してほしいとの要望が出されました。
　次年度以降も内容を検討し，開催したいと思います。

十 勝
アマチュア無線セミナー・新年アイボール会

※会場が変更になりました
日時　1月26日（日）10：00〜13：30
場所　木野コミュニティーセンター　河東郡音更町木野

西8丁目2番地　☎0155-30-8610
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

	 	十勝支部大会開催

　2019年9月29日に十勝支部大会，9月28日に前夜祭
を帯広市以平農業センターにて開催しました。
　来賓として北海道総合通信局無線通信部電波利用企
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画課長 川口浩則様，JARL北海道地方社員4名の出席の
なか電波利用課長 川口様から「非常時の通信の在り方等
について」を参加者30名の前で講演をしていただきまし
た。
　その後，支部事業報告，事業計画，会計報告，コン
テスト表彰抽選会を実施後センター別会場にてジャンク
市とアイボール会を開催し終了しました。

渡 島 檜 山
非常通信伝達訓練

日時　3月8日（日）10：00〜11：00
基地局設営　9：00〜
基地局設置場所　函館市・北消防署桔梗出張所敷地内
（予定）

情報収集の内容等は決まり次第，HP，OHS等でお知ら
せします

	 	支部大会終了

　令和元年10月13日（日）13：00より，厚沢部町館地
域振興センターにおいて第46回JARL渡島檜山支部大
会・ハムの集いが開催されました。
　心配していた台風も進路が若干ずれて当地ではまずま
ずのお天気となり，50名弱の入場者数となりました。道
内では強風のため参加を諦められた方，北海道新幹線も
ダイヤが乱れ，青森から参加の皆様も，帰りの便で影響
を受けたようです。
　支部大会はJH8CBH佐々木幹事の司会進行で進めら
れ，来賓には，正村地方本部長様，青森からJARL佐藤
監事様，安斎青森県支部長様にお越しいただき，それぞ
れご挨拶を頂戴しました。
　津軽海峡コンテストの表彰では，支部対抗で13年ぶ
りに当支部が勝利し，トロフィーがようやく津軽海峡を
渡って当支部に手渡されました。
　昼食には，当地でよく作られている厚沢部名産のメー
クインなどを材料とする「いももち汁」＋おにぎりをス
タッフの手作りでワンコインで提供しました。

お楽しみ抽選会は，JA8XAS松田幹事の進行で進めら
れ，景品の目玉の2バンドモービルトランシーバーは
JJ8DIJ福士氏が，2バンドハンディー機は青森から参加
のJF8PFI佐藤XYLさんがそれぞれ射止めました。
　前日土曜日には，当地の俄虫温泉旅館で前夜祭が開催
され，13名の参加で，無線に関わるクイズとカラオケも
楽しみながらご歓談いただきました。

Report

　各局様，ご参加有難うございました。

	 	2019アマチュア無線に関する講座終了

　令和元年11月10日（日）10：00から12：00まで，函
館市・道南四季の杜公園里の舎（さとのいえ）において
アマチュア無線に関する講座が開催されました。
　今回は，移動運用等でたいへん役に立つロープワーク
の講習を取り上げました。
　講師には，支部幹事でありヨットも趣味とされている
JA8EGS滝野康介氏をお迎えし，11名が参加しました。
山岳やレスキュー現場でも使われる「舫い結び」，移動運
用の際の仮マスト建設に役立つ舫い結びと組み合わせた

「錨結び」，パイプを高い所に引き上げる際の「まき結び」，
業界によって「トラック結び」，「ジャッキ結び」等とも
言われトラックの荷物を固定するのによく使う「南京結
び」など，実際にロープを使用して教わりました。結び
方の写真を印刷したテキストを用意してくださいまし
た。
　講師はいとも簡単に結んでおられるのですが，見るの
とやるのとでは大違いで，命にもかかわるロープ結びな
ので，各自でさらなる練習を繰り返して正しい形を覚え
てくださいとのお話でした。
　滝野さん，有難うございました。参加各局様，一つで
も二つでも身につけていただきたいと思います。お疲れ
さまでした。

地 方 本 部
受信環境クリーン月間特別局8N9C/9

交信データ紛失のお詫び
　交信ログを記録したパソコンのトラブル（破損）によ
り，2019年10月24日と10月31日に鯖江市JCC2907か
ら運用した交信データを紛失しました。
　今後このようなことがおきないようにいたします。
　恐れ入りますが，該当する方は，ja9eeh@jarl.comま
で連絡お願いします。

富 山 県
富山マラソンコンテスト＆パーティ

目的　厳冬期における富山県のアマチュア無線活性化を
はかる
日時　2月1日（土）00：00〜2月11日（火/祝）23：59
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（JST）
周波数　総務省告示「アマチュア業務に使用する電波の

型式および周波数の使用区別」によるもの
電波型式　免許を受けている全ての型式
参加部門　〇シングルバンド部門（ログ・サマリーシー

トは1バンドのみ提出）　〇マルチバンド部門　〇パー
ティ部門

参加資格　富山県内で運用する局
交信形式　共通：RST符号による相手局のシグナルレ

ポート＋オペレータの名前　※相手局は県内外，海外
を問わない

　〇パーティ部門：コンテスト期間中の全日運用で得点
を得る

提出書類　〇JARL制定様式のサマリー，ログ用紙　※
サマリーシート中「交信局数」を「小計」に訂正　〇50
局以上交信の場合は重複チェックリストを添付

点数　完全な交信1局につき1点　※同一バンドでの同
一相手局の再交信は得点にならない

マルチプライヤー　得点を得た運用日数　※得点がな
かった周波数帯は除く

総得点　各周波数帯の点数（局数×マルチ日数）小計の
総周波数帯の合計　注）JARLコンテスト集計方法と
異なります

審査規程　JARLコンテスト規約を準用
締切　2月25日（火）当日の締切有効
書類提出先　〇〒938-0013 黒部市沓掛3761高村方　

JARL富山県支部コンテスト係　〇電子ログ（jh9feh@
jarl.com）での受付可　〇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

入賞　書類提出の局数に応じて表彰　　
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「富山マラソンパーティ参加記念賞」を贈呈　
表彰　JARL富山県支部の集いで表彰

<ログ記入例> Band 144MHz 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

2/01　20:01 JH9YAA/9 59
タカムラ

59
スズキ 2/01 1

2/02　20:01 JA9RL/9 59
タカムラ

59
サイトウ 2/02 1

TOTALS小計 2 2 2

マルチバンド部門総得点計算（例）
バンド 交信局数×マルチ日数　＝　小計
7MHz 20 11 220
430MHz 20 11 220
1200MHz 10 6 60

総得点 500点
（各バンドにおける小計の和が総得点）

支部登録クラブ代表者会議
日時　2月16日（日）10：00〜
場所　日本赤十字社富山県支部　大会議室　富山市飯

野26-1　☎076-451-7878　
内容　富山県支部行事について

	 	令和元年度富山県総合防災訓練協力

　今年度の富山県総合防災訓練は2019年9月29日（日）
下新川郡，黒部市で開催しました。
　黒部アマチュア無線クラブが黒部市総合体育館に無線
局を設置し，富山市の日本赤十字社富山県支部社団局，
黒部市と姉妹都市の北海道根室市根室アマチュア無線ク
ラブ，災害時相互応援協定を結んでいる福井県大野市の
大野アマチュア無線クラブ員と28℃を超える蒸し暑い状
況のなか交信し，通信訓練をおこないました。

地 方 本 部
第67回信越アマチュア局非常通信	
コンテスト（JA0-OSOコンテスト）

日時　4月11日（土）21：00〜4月12日（日）12：00JST
時報まで
参加資格　〇JA0エリア在住の同エリア内で運用するア

マチュア局（ゲストオペでの運用は不可）　〇コンテス
ト参加中の同一県内での範囲で移動を認める（下記注
意事項参照）
電波型式・周波数・空中線電力など　各局に許可され

ている範 囲 内（135，475kHz，3.8/10/18/24MHz帯，
レピータ，衛星通信，VoIP，遠隔操作局は使用不可）
でJARLコンテスト使用周波数帯，総務省告示のアマ
チュアバンド使用区分を厳守
参加種目・コードナンバー　［長野県］〇個人局：NNS　

〇社団局：NNC　［新潟県］〇個人局NIS　〇社団
局：NIC
通信電文　〇電文は3種類以上用意し，同一電文を続け

て使用しない　〇電文の字数はクンレンを含め15〜
20字　〇電文はカタカナを使用し，濁点・半濁点は字
数に数えない（数字使用可，アルファベットは使用し
ない）　〇非常事態と誤解される恐れのあるまぎらわ
しい電文は使用しない　〇和文通話表を用い正確に伝
えることが望ましい
呼出　〇電信「CQ JA0 TEST」　〇電話「CQ JA0 コン

テスト」
電文の送受　送信開始時刻・コンテストナンバー・電

文・送信終了時刻を送り，同様に相手からも受け，指
定のログに記載
コンテストナンバー　RS（T）＋001から始まる一連番号
（全バンドを通じての一連番号）
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得点　〇同一局との交信はバンドが変われば有効　〇完
全な交信に対して1交信を10点（採点では送信5点受
信5点）　〇相互のログの照合ができなかった交信につ
いては5点減点　〇交換した通報のなかに誤字脱字な
どのミスがあった場合は交信両局の連帯責任としてそ
れぞれ1字につき1点減点　※5字以上のミスがあっ
た場合その通信は無効　〇通信時刻（開始），コンテ
ストナンバー，通信時刻（終了），サマリーシートも採
点対象　〇総合得点で同点の場合は最終の通信時刻

（終了）が早い者を上位　〇その他，減点の詳細につい
ては委員会webにある採点基準を参照
報告書の提出　〇サマリーシート：A4サイズの最新様

式コンテスト用紙または同形式を使用　〇コンテスト
ログ：信越地方本部コンテスト委員会webにある指
定書式のログシートを使用（同形式であれば自作でも
可 ）　 ※webの参 照ができない場 合は当 委 員 会へ
SASE等で問合わせてください　〇通信時刻（開始）欄
にはその電文の送信開始時刻を，（終了）欄にはその電
文の送信終了時刻を24時間制で記入　〇ログへの記
載は交信時刻順に記載し，呼出欄には自局の送信電文
行だけに○印を記入（個人局はバンドにかかわらず交
信順に，社団局はログ用紙をバンド別にする）　〇コ
ンテストナンバーはログのRST欄に記入　〇ログ記入
時「〃」等の記号による省略はせず1交信ごとに必要事
項をすべて記入　〇使用電波の欄には各交信ごとに記
入　〇電文は備考欄に記入　〇すべてのログ用紙欄外
に自局コールサインを明記　〇各登録クラブに加入し
ている個人局はサマリーシートの登録クラブ対抗の欄
に必要事項を記載することにより，クラブ対抗へのエ
ントリーとする　〇電子メールでの提出は，Word，
ExcelもしくはPDFの添付ファイルによるもの（印刷
して指定様式になることが条件）　〇サマリーシート
の署名欄には必ず氏名を明記（自署の必要はない）　〇
Eメール：ja0contest@gmail.com

締切　4月27日（月）消印有効（郵便以外の方法の場合4
月28日必着）

提出先　〇〒943-0648 上越市牧区小川2176　西山浩平
方OSO係　〇書類受付局リストをコンテスト委員会
HPに順次掲載，締切を過ぎても掲載されない場合は
コンテスト委員会まで問合せください　〇結果公表後
に自身の減点内容を知りたい場合には，長3封筒へ返
送先の住所を記入し，94円切手を貼ったSASEもしく
は電子メールにてコンテスト委員会まで

審査　信越地方本部コンテスト委員会がおこなう
発表　順位は各県の支部大会，JARL NEWS，コンテス

ト委員会HP上で発表
表彰　〇両県を通じて最高得点の個人局には信越総合通

信局長賞を贈呈（予定）　〇個人局：各県ごと上位局
に賞状　〇社団局：各県ごと上位局に賞状　〇その
他，各県支部で定めるところにより，賞品を授与　〇
両県内登録クラブ対抗：県別上位クラブに賞状　〇
ジュニア部門：平成14年4月2日以降に生まれた方は
サマリーシートの意見欄にジュニア部門と記載して生
年月日を記入。各県ごと上位局に賞状　〇委員会の裁
量により委員会特別賞（賞状）

注意事項　〇アマチュアバンド使用区分，コンテスト周
波数に従って運用し呼出周波数はコンテストナンバー

交換には使用しない　〇コンテスト参加途中での同一
県内の範囲で移動を認める。サマリーシートには移動
地を列記（ログには個別の移動地記入不要）　※常置
場所での運用と移動運用の両方をした場合，各交信の
常置場所/移動運用の区別ができるよう明記（サマリー
に，常置場所での運用開始/終了時刻を記載等）　※
この場合の，サマリーのコールサイン欄への「/0」は
記入不要で統一　〇移動運用時は，自局のコールサイ
ンに移動をしている旨（/0）を付加して送出　〇中継に
よる交信やレピータ，衛星通信，VoIPによる交信，
クロスバンドによる交信は無効　〇移動して運用する
場合は放送，他の通信に障害の恐れがある場所は避け
ること　※新潟県弥彦山での運用は禁止（JARL新潟
県支部HP参照）　〇電波法の規定ならびに本コンテス
ト規約に違反した者，虚偽の報告があった者は失格
〇クラスタ等の利用については本部コンテスト規約に
準じるが，自己で情報をUpするいわゆるセルフスポッ
トについては禁止　〇電子メールによるサマリー，ロ
グの提出については1メールにつき1局分のみとし，
複数局分をまとめて送信しない　※委員会の判断で虚
偽報告として失格となる場合がある　〇デジタル呼出
周波数でのアナログによる交信は避ける　〇1QSOで
も交信した場合にはログの提出をお願いします。ログ
が確認できない場合，交信相手の得点も減点されます
〇その他JARLコンテスト規程に準じ信越地方本部コ
ンテスト委員会が審査判定　※問合せはSASEで前記
提出先またはEメールでzero-contest@jarl.com まで

信越地方本部コンテスト委員会のHP：http://www.jarl.
com/zerocontest/

新 潟 県
令和元年度第2回クラブ代表者会

日時　1月18日（土）　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
日時　1月18日（土）　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（税込み，朝食

付き）　〇新年会（宴会）のみ：4,500円（税込み）　※
宿泊者はアメニティ・寝着を持参
申込先　1月10日（金）必着で下記まで連絡　〇〒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　事前申込みの
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，支
部HPへ掲載
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モ ー ビ ル 運 用 時 に は ご 注 意 を ! !
　 改正道路交通法が令和元年 12月 1日より施行され，いわゆる「ながら運転」についての罰則が
強化されています。モービル運用時にはルールを守った運用を心がけましょう。
▽ 警 察 庁 の ホ ー ム ペ ー ジ
h t t p s : / / w w w . n p a . g o . j p / b u r e a u / t r a f f i c / k e i t a i / i n f o . h t m l

長 野 県

第2回登録クラブ代表者会議
日時　1月25日（土）13：00〜17：00
場所　塩尻市ふれあいプラザ（塩尻総合文化センター内） 

212学 習 室　http://www.city.shiojiri.lg.jp/shisetsu/
bunka/bunkacenter.html　塩尻市大門七番町4-3　☎
0263-54-1253

議題　○事業・会計報告　○委員会・クラブ報告　○
令和2年度事業計画等

出欠席　1月12日（日）までに，支部HPの申込みフォー
ムを利 用して， 各クラブ必ず連 絡をお願いします
http://www.jarl.com/nagano/

長野県支部新年会
※どなたでも参加できます　※第14回長野県支部QSO

パーティーの表彰をおこないます
日時　1月25日（土）18：00〜
場所　 旬 酒 場やまもと　http://toriryouri-yamamoto.

com/　塩尻市広丘高出1566-1 永原ビル1F　☎0263-
53-3588

参加費　○新年会のみ：5,500円　○宿泊（新年会費，
宿泊代，朝食付）：13,000円

宿泊　ホテルルートイン塩尻　https://www.route-inn.
co.jp/search/hotel/index_hotel_id_546　塩尻市大字
広丘高出1548-1　☎0263-51-5000

申込み　支部HPの申込みフォームを利用して，申込ん
でください　http://www.jarl.com/nagano/

締切　1月12日（日）

2020年ALL JA0 3.5MHz/7MHzコンテスト
日時　〇3.5MHz：3月14日（土）21：00〜24：00（時報

まで）　〇7MHz：3月15日（日）08：00〜12：00（時
報まで）

周 波 数　3.5MHz帯（3.7，3.8MHz帯を除く ）/7MHz帯　
※各バンドとも新JARL主催コンテスト周波数帯を使用
参加部門（コードナンバー）　※社団局であってもシング

ルオペなら参 加 可 能　 〇3.5MHz個 人 局 電 信 部 門
（C35）　〇3.5MHz個人局電信電話部門（F35）　〇
7MHz個人局電信部門（C7）　〇7MHz個人局電信電
話 部 門（F7）　 〇3.5MHzSWL部 門（S35）　 〇7MHz
SWL部門（S7）

交信相手　国内局同士の交信が有効
コンテストナンバー　RST＋001形式（RSTに続く001

からの連番）
得点　管内局，管外局共通　〇0エリア管内局との交

信：3 点　 例 1） 相 手 が JA0IXW，JK2VOC/0，
JA0MOQ/1等の交信　〇管外局との交信：1点　例2）
相手がJH2COZ，JH5LUZ/6，JH1KRCなどの交信

マルチプライヤー　〇自局が0エリア管内局（0エリアの局，0

エリアに移動の局JG0SXC/1，JK2VOC/0，JR0LYLなど）：
異なるプリフィックスの数（JA0BJ=JA0，JH1PVJ/0=JH1）　
〇自局が管外局　上記以外の局（JO1BOZ，JA5FNXなど）：
異なる0エリアの呼出符号の局，0エリア内から運用する局
のみのプリフィックスの2文字目とラストレターの組み合わ
せの数（JA0FVF=A＊F，JF0JYR=F＊R，JQ1VDJ/0=Q
＊J）
SWL　〇得点：送信，受信局の呼出符号ならびに送信

局のコンテストナンバーの完全な受信を1点　※重複
受信（同一局が送信または受信局である交信を受信す
ることをいう）は，1交信を除き，電波型式が異なっ
ても得点としない　〇マルチ：完全な受信をした送信
局または受信局のいずれかが，0エリアの局または，0
エリアへ移動し運用している局の数。送受信両局が0
エリアの場合は2マルチ　※重複受信はマルチに計上
しない（他のエリアへ移動している0エリアの局も含
む）
総得点　得点×マルチ
入賞等　〇1〜9各エリアと長野県・新潟県の上位局に

賞状　※移動している0の呼出符号の局は常置場所の
局　〇SWL部門：全参加局の上位局　〇クラブ対
抗：上位長野県クラブのみ
注意　〇3.5MHzと7MHzは，それぞれ別のコンテスト

です。両バンド別での連番を送出し，ログシートも
別々にしてください　〇移動して運用した局は，必ず
移動場所（県名）を移動場所欄に記入　〇0エリアコー
ルで管外住所の方は，いずれの県で免許を受けたかを
記入　〇ゲストオペレーターでの運用は禁止　〇特別
局等での参加は入賞がありません
その他　〇長野県のJARL登録クラブに加入し，0管内

局で運用している方は（専門クラブ・職域クラブを含
む）サマリーの記入欄にクラブ名，登録番号を記入　
〇コンテスト結果はJARL NEWSに掲載予定，7月に
支部HPへ掲載予定　〇得点計算違い，注意事項不遵
守は失格　〇支部大会冊子掲載のため，参加当日の感
想文執筆をお願いすることがあります
書類提出　JARL制定のログ，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　〇注意：ロ
グシートのコンテストナンバー欄には，001からの連
番を必ず「3桁」で記入　※599 009×599 09×599 9（電
子ログ受付でエラーになります）　〒399-8603 北安曇
郡池田町2843　信濃池田送信所コンテスト係　※イ
ンターネットによるログ提出を受付。提出先や詳細は
支部HP「電子ログについて」http://jarl-nn.asama-net.
com/index.php?html_id=00000023参照　※自分のロ
グが正常に受付されたかどうかをWeb上から確認して
く だ さ い http://jarl-nn.asama-net.com/emlog/
entrycall.php
提出締切　3月31日（火）消印有効，郵送の場合は日本

郵便での提出を推奨


