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切りは，2月20日となっております。

EVENTEVENT
イベント

浜松アマチュア無線クラブ
2020年総会

◇浜松アマチュア無線クラブ　18-1-6
A1月19日（日）10：00～　B浜松市北
部協働センター（浜松市中区葵東一丁目15
番1号）　<議題>○2019年事業報告・
決算報告　○2020年度事業計画・予算
審議　○役員改選　○表彰　○ジャンク市
○記念講演　○抽選会そのほか　〇入会：
新規入会歓迎。家族単位で，何人でも会費
は同じ。入会はいつでもできます　<事務
局>〒433-8122静岡県浜松市中区上島
二丁目18番5号　左右田眞男（JI2CIE）　
☎053-522-7585　Iji2cie@jarl.com
<郵便振替>00830-7-42640（浜松ア
マチュア無線クラブ）

CONTESTCONTEST
コンテスト

ACC創立40周年記念2019
マラソンコンテスト結果

◇ACCインターナショナルアワードチェ
イサーズクラブ　10-4-139　☞2019
年9月2～8日実施　両部門の1～3位
［ メンバー 局 部 門 ］①JR6EKE　 ②
JH4GXE　③JE8AGX　［一般局部門］
① JA4KCG　②JA8IBU　③JA6FOF

第36回
KCJトップバンドコンテスト
◇全国CW同好会（KCJ）　10-4-68　☞
〇今回よりQRP部門を新設　〇提出され
たログを相互に照合し，一致している場合
のみ得点とマルチを認める　※参加局はロ

グの提出をお願いします　A2月8日（土）
21：00JST～2月9日（日）21：00JST　
H国内外のアマチュア局，SWL　※特別
記念局と特別局（8N,8J,8Mで始まる局）
は，チェックログ　<部門コード・部門名
>〇C19：シングルオペ部門　〇CP：シ
ングルオペQRP部門　〇CM：マルチオ
ペ部門　〇SWL：SWL部門　〇DX：国
外局部門　〇CL：チェックログ　注1）シ
ングルオペはコンテストに関するすべての
操作を一人でおこなうこと　注2）チェック
ログは部門ではないが，コードを記載　注
3）QRPは空中線電力5W以下とし，ATT
やPower Control等の低減措置による実
測値でも可　G1.9MHz帯　※1.9MHz
帯：1908～1912kHzを推奨周波数とす
るが，不参加局が共存できるように配慮
※1.8MHz帯：1810～1820kHzを 推
奨周波数とするが，1820～1825kHzは
コールサインを確認できた国外局を呼出す
場合のみ　<電波型式>CW　<交換ナン
バー>〇国内局：RST＋運用場所の都府
県振興局名略称　〇国外局：RST＋大陸
名略称　注）運用場所が常置場所と異なる
場合はJR8YLY/1と，ポータブル表示を
付加　<得点>〇国内局：国内局との交信
1点，国外局との交信5点　〇国外局：国
内局との交信1点，それ以外は0点　<マ
ルチプライヤー>〇国内局：異なる都府県
振興局，大陸の数（合計68マルチ）　〇国
外局：異なる都府県振興局の数（合計62
マルチ）　<総得点>得点×マルチ　F※
ログはJARL様式またはCABRILLO様式
の使用を推奨　〇交信日時，相手局コール
サイン，送信ナンバー，受信ナンバー，電
波型式を記載したログに加え，自局コール
サイン，部門コード，部門名，運用場所，
連絡先住所，氏名（ハンドルではなくフル
ネーム），QRP部門に参加の場合は空中線
電力を記載　〇メール，郵送で提出する局
は，サマリーシートも提出　〇マルチオペ
局は，運用した者のコールサインあるいは
氏名を記載　〇問合せのため，電子メール
アドレスの記載を推奨　〇SWLは受信し
た交信局双方のコールサインを記載　〇提
出されたログの時間表示は，国内の局は
JST，海外の局はUTCで記載　D〇ウェ
ブサイト（ 推 奨 ）：http://www.kcj-cw.
com/　〇電子メール：2020toptest@
kcj-cw.com　※メールの件名はコールサイ

ンのみ　〇郵送：〒574-0056 大阪府大
東市新田中町 4-7　中村孝行（JO3MQY）
宛　※電子ログをUSBメモリーやSDカー
ドで郵送も可　※返却はしません　L2月
29日（土）（消印有効）　<ログ照合>提
出されたログを相互に照合し，一致してい
る場合のみ得点とマルチを認める。相手局
のログが提出されていない場合は無得点。
クロスバンドQSOは無得点　<結果発表
>〇会報「ザ・キー」4月号，当会ウェブ
サイトなどで4月1日頃に発表　〇電子
メールアドレスの申告局には，結果を記載
した会報を進呈　〇郵送でログを提出した
局で，切手140円分を同封した場合は，
結果を記載した会報を進呈　<表彰（入賞
局）>〇国内局：各部門の上位5%で，か
つ5位以内の局　〇各部門の上位50%以
内で，かつ各マルチエリア1位の局　〇国
外局：各DXCCエンティティ1位の局
※SWLも同様　<表彰状>入賞局は，結
果連絡メールに記載するURLにアクセス
し，PDF賞状をダウンロード。紙賞状の
郵送またはPDF賞状のメール送付希望の
際は，4月30日までに，cont-qstn@
kcj-cw.comへ連絡。郵送でログを提出し
た入賞局には紙賞状を郵送　<禁止事項>
〇シングルオペの2波以上の同時発射　〇
マルチオペの複数地点からの運用　〇マル
チオペの同一バンドにおける2波以上の同
時発射　〇複数のマルチエリアでの運用
（同一マルチエリア内の移動運用は可）　〇
固定運用と移動運用を併用しての参加　<
失格>電波法令，当ルールに違反，また
は秩序を著しく乱したと当会が判断した場
合　<異議申立て>結果発表後，異議の
ある場合は具体的な証拠を添えて4月10
日までにcont-qstn@kcj-cw.comへ　※
郵送の場合はログ提出先まで　<参加記念
品>全てのログ提出者を対象に抽選で若干
名に参加記念品を進呈　※失格局と国内
便で送付不可，住所記載のない局は除外
Econt-qstn@kcj-cw.comまで【都府県
振興局略称および大陸名略称】宗谷SY
留萌RM　上川KK　空知SC　石狩IS
根室NM　後志SB　十勝TC　釧路KR
日高HD　胆振IR　檜山HY　渡島OM
オホーツクOH　青森AM　岩手IT　秋田
AT　山形YM　宮城MG　福島FS　新潟
NI　長野NN　東京TK　神奈川KN　千
葉CB　埼玉ST　茨城IB　栃木TG　群

原稿入稿のお願い
●文字数最大＝18字詰め50行程度
●締切＝掲載希望月の前々月の20日
●記号の意味
A日時　B場所　☞内容　G周波数（モー
ド）　D申込（申請，書類提出）先　F提出
書類（方法）　E問い合わせ先　H参加資格
IEメールほか　J注意　ク＝クラブ　M
費用・申請料ほか　L締切
●コンテストなどの結果は入賞局のみ掲載
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馬GM　 山 梨YN　 静 岡SO　 岐 阜GF　
愛 知AC　 三 重ME　 京 都KT　 滋 賀SI　
奈 良NR　 大 阪OS　 和 歌 山WK　 兵 庫
HG　 富 山TY　 福 井FI　 石 川IK　 岡 山
OY　島根SN　山口YG　鳥取TT　広島
HS　香川KA　徳島TS　愛媛EH　高知
KC　福岡FO　佐賀SG　長崎NS　熊本
KM　 大 分OT　 宮 崎MZ　 鹿 児 島KG　
沖縄ON　小笠原OG　南鳥島MT　アジ
アAS　オセアニアOC　ヨーロッパEU
北米NA　南米SA　アフリカAF

第17回 
JLRS3・3雛コンテスト

◇Japan Ladies Radio Society（JLRS）　
10-4-2　※規約の一部が変更，ログの提
出先が変わりました　<目的>YL局の各バ
ンドでのアクティビティ増進と各局との交
流 を 深 め る た め　A3月3日（ 火 ）0：
00〜24：00（JST）　H全 世 界のアマ
チュア無線局，クラブ局，記念局との交信
は有効ですが，ログ提出は個人局に限る
G1.9〜1200MHz　※WARCバンドを
除く　〇3.5〜430MHzはJARL制定コ
ンテスト周波数帯に準じる　<モ一ド>〇
電信・電話　〇同一バンドでのモード変更
可　※同一バンドにおける同一局との交信
は，モードが変わっても1回のみ有効　<
部門>〇A部門：YL個人マルチ　〇B部
門：OM個人マルチ　<呼出>〇電話：
OM，YL共通「CQ 雛コンテスト」　〇電
信：OM「CQ HINA TEST」YL「CQ
HINAY TEST」　※電信のYL局は呼出を
変更，コールサインに「/YL」を付加しな
くてよい　<交 信 方 法>RS/T交 換のみ
※ YL 局は YL をつける　 例 ）OM：59

（599）　YL：59YL（599YL）　 ※ OM
局同士の交信可，コンテスト交信のみ有効

（通常の交信は無効）　<禁止事項>クロス
バンド（モード），レピータによる交信　<
マルチプライヤー>異なるプリフィックス
※JD1は小笠原（AS）南鳥島（OC）と記
入してあれば別マルチ　<得点>〇YL：10
点　OM：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　F
〇電子ログ：できればSUMMARYSHEET 
VERSION=1.0でお願いします　〇紙ロ
グ：サマリーはJARLの様式に準じる。ロ
グはバンドごとに，マルチはプリフィック
ス（JA1等 ）で記 入　 〇A，B部 門とも
YL1局以上含むこと　※YL局を含まない
場合とクラブ局はチェックログ　〇Eメー
ルアドレスをお持ちの方は記入（連絡用）　
<賞>各 部 門1位 〜3位に賞 状と副 賞
D〒792-0856　愛媛県新居浜市船木
甲3753-4　竹田さゆ子 JA5CFM　※
ログの提出先が変わりました　Eメール
ja5cfm@jarl.com　EEメール：上記ア
ドレス　L3月20日（金）当日消印有効
<結果発表>5月JLRS HPに掲載　※順
位表希望の方はSASEにて請求

第48回JLRS 
パーティコンテスト入賞者

◇ Japan Ladies Radio Society
（JLRS）　10-4-2　 ☞2019年9月29
日〜30日（電話）,10月6日〜10月7日

（ 電 信 ）実 施　 丸 数 字： 順 位　【OM-
PHONE】①JA1XHC　②JE3VRJ　③
JJ2SQJ　【OM-CW】① JA7AMK　 ②
JA1XHC　③JR2AWS　【YL-PHONE】
①JQ1ARQ　②JI2PNG　③JL1XWR

【YL-CW】①JQ1ARQ　②JI2PNG　③
JH1JDI　【10回参加記念品】〇JLRS
パーティコンテストに今までに10回以上
参加された方に，手作りのコールサインプ
レートを用意（約17cmX23cm，石粉粘
土で室内用）　〇自己申告で，台紙のコピー
は不要　〇手作りのため時間がかかり，内
容が少し変わる場合もあり　〇希望の方は
下記の要領にて申込み　※再度申込み可
FM3,500円の定額小為替同封（送料込）　
Lなし　※いつでも承ります　D〒545-
0021 大阪市阿倍野区阪南町3-19-23
JA3SMT 池木光子　☎06-6623-1855
Ija3smt@jarl.com　※コールサインを必
ず明記

第13回七夕コンテスト 
入賞者

◇筑南アマチュア無線クラブ（TARC）　14-
4-32　 ☞2019年7月1日 〜10日 実 施
丸数字：順位　［一般局部門］〇OM　・
オー ルバンド①JA1DCK　 ②JJ1PSM
③ JN1ALL　・3.5MHz ① JK3LZI　・
7MHz ① JL1LGX　 ② JG1MOH　 ③
JO1GXP　・18MHz ① JH1VIX　・
21MHz ① JA8IBU　・28MHz ①
JJ4MEA　・50MHz ① JH4XFZ　・
144MHz ① JE3PYY　 ② JO1SIM　・
430MHz①JA1TAZ　〇YL　・オールバ
ン ド ① JA 6F XL 　・14 4MHz ①
7K2NBL　・430MHz①JR2XMH　［ メ
ンバー局部門］〇OM　・オールバンド①
JA1XHC　・7MHz①JI7JII　・144MHz
①JM1ASM　 〇YL　・オー ルバンド①
JP3NRE

電波によるライオン狩り 
コンテスト国内部門

◇高崎ニューセンチュリーライオンズクラ
ブ　16-4-24　A1月11日(土)00:00〜
12 日 ( 日 )24:00(UTC，48 時 間 )　H
日 本 国 内 の ア マ チ ュ ア 局 ,SWL
G80/40/20/15/10の各周波数，モー
ド：SSB，CW（ 別 々 にカウント不 可 ）　
<部門>〇a：個人　b：グループ　※a，
bいずれも全周波，一つの送信機　〇c：
SWL　<呼 出>〇「CQ Hunting Lions
in the Air」「CQ Hunting Lions」　 〇
CW「CQ LIONS」　<コンテストナンバー
>RS(T)＋ 通し番 号　 ※ライオンズ(レ
オ・ライオネスを含む以下同じ)は名前，

クラブ名，地区番号を送信　<ポイント>
非ライオンズ局：1点，ライオンズ局：5
点，ライオンズの社団局：25点　<マル
チプライヤー>ライオンズクラブの数　※
同じクラブの会員と何回交信しても，1回
としか数えられない　<スコア>各バンド
で 得 た QSO ポ イ ン ト の 和 × マ ル チ
FJARL形式または同形式(独自用紙あ
り)，ログシートはUTC，ライオンズとの
交信があった場合は，備考に名前，クラブ
名， 地 区 番 号(ライオンズ独 自)を記 載
L2月末　D〒370-0068 群馬県高崎
市昭和町231-9 大泉会計事務所内　高
崎ニューセンチュリーライオンズクラブ
宛　E詳 細は， 提 出 先までSASEにて
<その他>〇交信相手の制限なし　〇ライ
オンズとの交信がなくスコアが算出されな
い場合でもサマリーシート提出局には参加
賞発行（140円切手同封）　〇10位に達
するまでに受賞者がいない場合は得点の数
(マルチを掛ける前の得点)により繰り上げ
て 順 位 を 付 し た ア ワ ー ド に 替 え る
Ihttp://www.wind.ne.jp/JLARU/
<2019年結果>第一位 JA3MZN　そ
の他結果はHPに掲載

第14回3エリア 
2mSSBコンテスト

◇3エリア2mSSB連絡会
○京都2mSSBers Group　22-4-22
○滋賀2mSSB愛好会　23-4-15
○奈良県2mSSB愛好会（24-4-7）　
○大阪2mSSB愛好会（25-4-71）　
○和歌山2mSSB愛好会（26-4-22）　
A4月1日（水）〜7日（火）　G144MHz
帯SSB　H国内のアマチュア個人局　<
得点>〇1交信1点　〇コールサイン・
RSの交換　<マルチプライヤー>〇マル
チA：運用日数（最大7）　〇マルチB：
2019年（H31）4月から2020年（R2）
3月までに開催された滋賀・京都・奈良
県・大阪・和歌山・各愛好会2mSSBers
Group主催のコンテストにログを提出した
数（最大5）　※提出府県名をサマリーシー
ト意見欄に記入　<総得点>得点合計×

（マルチA＋マルチB）　<表彰>2020年
関ハム会場にて表彰　〇総合1位，2位，
3位　〇上記に含まれない3エリア府県1
位，各エリア1位，飛び賞　<表彰状>
〇表彰状は当会HPにアップ　※必要な方
はダウンロードして印刷　〇3エリア各府
県の産物をプレゼント　<その他>〇3エ
リア1局以上含む　〇移動範囲は限定しな
い　※大阪府常置場所の局が奈良県と京
都府で運用のログ提出できますが，3エリ
ア府県の表彰対象になりません，同様に2
エリア3エリア運用のログ提出できますが，
各エリアの表彰対象になりません，いずれ
も総合の表彰対象　〇同一局との交信は一
回のみ有効　〇コンテスト期間中の運用は
同一コールサインとし，同一人が2以上

第32回愛知2mSSB愛好会マラソンコンテスト ◇愛知2mSSB愛好会 20-4-43
A2月1日（土）00：00〜7日（金）23：59（詳細：https://www3.hp-ez.com/hp/aichi2mssb/contest）
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コールサインを有する方との交信はいずれ
か一方とする　※判明した場合は無効　〇
ロールコール中の交信は無効　〇提出ログ
等はJARL制定のコンテストログサマリー
シート同等様式　〇重複交信を確認した
チェックリスト不要，重複があればその
ページ無効　〇同得点の場合は最終交信
時間の早い方を上位　<失格事項>〇重複
3%以上　〇電波法違反した場合　〇虚偽
の申請と認められる場合　<異議申立て等
>JARLコンテスト規定に準じる　F〇郵
送の方で到着確認希望の方は返信用はがき
同封　〇結果希望の方はSASE（長形3号
封筒に84円切手を貼り自分の住所記入）
同封　〇ログ提出された方は，当HPで発
表　<Eメールで受付諸注意>〇件名に

「2mSSB」の文 字を入れる　 〇アドレス
jf3nim@jarl.com　〇JARLコンテスト電子
ログ作成ツールを利用　※JARLコンテスト
で検索　〇添付ファイルは不可　L4月30
日（木）当日消印有効　DEJF3NIM　田中
将夫　〒642-0001 海南市船尾237　☎
073-482-3202　jf3nim@jarl.com
Ihttp://www.jarl.com/wk2mssb/3erea-
kiyaku.htm（3エリア2mSSB検索）【各愛
好会2mSSBers Group主催のコンテスト】
例年の開催時期です。確認お願いします
〇 大 阪2mSSB愛 好 会9月7日 〜14日
〇和歌山2mSSB愛好会10月1日〜7日
〇京都2mSSBers Group11月1日〜10日
〇滋賀2mSSB愛好会1月2日〜4日　〇
奈良県2mSSB愛好会2月1日〜7日　※
同一バンドモードで何度も交信しカード交換
を済まされている場合必要以外のカード交
換を自粛しましょう

第34回滋賀2mSSB 
アクティブコンテスト

◇滋賀2mSSB愛好会　23-4-15　A1
月2日（木）0：00〜4日（土）23：59
G144MHz帯SSB　H日本国内のアマ
チュア個人局，3エリア内での運用局と1
局以上交信する　<参加部門>○滋賀県
内局部門　○滋賀県外局部門　<交信方
法>○通常のQSOでコールサイン，レポー
トの交換が完全なもの。当愛好会員はRS
レポー トの後にM（ メンバー）を付ける
○ロールコール中の交信は無効　○同一局
は一回のみカウント　○運用は同一都道府
県内。滋賀県内での運用局は滋賀県内局
部門　○その他JARLのコンテスト規約に
準じる　<得点>交信相手が会員局5点，
会員局以外OM局1点，会員局以外のYL
局2点　<マルチプライヤー>①サフィッ
クスのテールレターの取得数（A〜Zまで
最大26）　②運用日数（最大3）　<総得
点>得点の和×マルチ①×マルチ②　F
〇ログ・サマリーシートはJARL制定の様
式に準じる　［郵送］〇表書きに「コンテス
トログ在中」とコールサインを表記　〇結
果希望者は84円切手同封　［Eメール］〇

添付ファイルでの提出は不可　〇JARL電
子ログフォーマットで提出　〇件名は「自
局 コ ー ル サ イ ン shiga2mCONTEST」　
<表彰>当愛好会定期総会で上位3位まで
表彰，他飛び賞，最高得点YL賞　Jサフィッ
クスマルチ，YL局との交信は注記のこと
L1月末日（消印有効）　D〒523-0075 
近 江 八 幡 市 野 村 町1623-2 大 東 治 宜

（JK3IJQ）　Ijk3ijq@jarl.com　E提出先
までSASEかEメールで　※メンバーリス
トは当愛好会HPで確認

第42回奈良県 
2mSSBマラソンコンテスト

◇奈良県2mSSB愛好会　24-4-7　A2
月1日（ 土 ）00：00J〜7日（ 金 ）23：
59J　G144MHz 帯　< モ ー ド >SSB
H日本国内のアマチュア無線局　※個人
局に限る　<参加部門>①会員局部門，
②一般局部門　※①②以外は審査対象外
<交信方法>〇通常のQSOでコールサイ
ン・レポート・QTHの交換が完全なもの
※ロールコール中の交信は無効　〇移動運
用を含み交信相手は1回のみのカウント
〇都道他府県での移動運用による交信も有
効　〇奈良県内運用局を1局以上含む
〇当会会員は送信の際，会員の「M」また
は「YLM」を，一般のYL局は「YL」をつ
ける　<得点>〇奈良県外運用のYL局：
2点，OM局：1点　〇奈良県内運用の
YL局：5点，同OM局：3点　〇当会会
員のYL局：10点，同OM局：6点　<A
マルチプライヤー>日本国内の異なる市・
郡　<Bマルチプライヤー>①奈良県全市
と交信成立：2　②奈良県全郡と交信成
立：3　③奈良県全市全郡と交信成立：6
④①〜③のいずれも交信不成立：1　<総
得 点>得 点 合 計 ×Aマルチ×Bマルチ
F①本コンテスト専用処理ソフトで作成し
たエクセルファイルを電子メールで申請，
または支援HP（https://e-sys.denshin.
org/eqso/0731_user_login.php）から
直 接 電 子 申 請（JARLコンテストサマ
リー・ログR2.0自動生成）　②JARL制
定のコンテストログ，サマリーシートまた
はこれに準じる様式（用紙サイズ，サマリー
シートの行数が違う物は不可）で手書き用
紙を郵送　［郵送］〇コンテストナンバー
欄：RSレポート＋市郡ナンバー（市郡名
可）＋YL，当会会員はMまたはYLMと記
入　〇100局以上交信の場合は，2種類
のチェックリスト（重複チェックリストと
市郡チェックリスト）を添付　〇申請書類
は，長形3号封筒で〒630-0133 奈良
県生駒市あすか野南2-7-7 長谷川 驍（事
務局）宛　※会員局部門に限り，②に準じ
た様式でパソコン処理出力の印刷用紙での
郵 送 可　［ 電 子メー ル ］naracon@ntsl.
denshin.org　 〇 件 名： コー ルサイン，
氏名，第42回NTSLコンテスト　〇ファ
イル名：コールサイン，第42回奈良県

2mSSBマラソンコンテスト.xlsx（ファ
イルを添付）　〇本会公式HPに規約，メ
ンバーリスト，専用処理ソフト，申請受付
等を掲載　〇個別に郵便による申請確認返
信をご希望の場合，申請者宛先を明記した
郵便往復葉書を別途事務局へ送付　L2月
末日（郵送は消印有効）　<審査・結果発
表>〇本会役員会（コンテスト委員会）で
審査　〇書類不備　※記入不備・様式不
備・期日外送付は審査対象外　〇専用処
理ソフト・ホームページ申請による申請審
査は簡略化。加点修正はなし。5月上旬本
会HPに発表　〇会員局へは別途個別に結
果を郵送　<表彰>〇①部門ごとに1位か
ら3位まで，当会総会において表彰。会員
局には入賞記念品　〇飛び賞を贈る　〇入
賞局で総会欠席の場合，送料受取人払いに
よる受領を了解したものとする　<その他
>〇コンテスト規約・会員局リストが必要
な方はSASEで事務局へ申込む　〇本コ
ンテストに参加しログを提出した局は，4
月 1 日 〜 7 日 開 催「 第 14 回 3 エ リ ア
2mSSBコンテスト」のBマルチに加点
〇申請書類のサイズを含む様式不適切，記
載内容不適切または不備，必要書類（2種
類のチェックリスト）が不足する場合は，
審査対象から外れることがある。直接電子
申 請 等 詳 細は， 本 会 公 式HP（http://
ntsl.denshin.org/）参照

第39回大正会 
QSOコンテスト

◇アマチュア無線大正会　25-4-77　☞
多数のご参加をお願します　A2月11日

（火）00：00〜2月17日（月）23：59
（JST）　H国内の個人アマチュア無線局
※当会クラブ局（JH3YAA）とのQSOは
有効　<参加部門>〇会員の部　〇一般
の部　G周波数帯を2区分し，①または
②のどちらかを選択して申請　※重複申請
は認めない　①　HF帯オールモード　②
VHF/UHF帯オールモード　<交信方法
>〇通常のQSO（完全な交信）　〇大正会
会員は，交信中に会員であることを明らか
にする　〇CW等呼出しは，KTK　TEST
を使用　<得点>〇一般：1点　〇一般
YL局（YL）：2点　〇大正会会員局（M）：
3点　〇大正会会員2文字局（M）：4点
〇大正会会員YL局（MYL）：5点　〇大
正会クラブ局（JH3YAA）：5点　<総得
点>得点合計×運用交信日数（最大7）
J〇バンド，モードが異なるQSOでも，
同一局は1回のみカウント　※JH3YAA
との交信は1日1回（期間中最大7回）カ
ウントできる　〇移動運用は国内自由　〇
中継局の使用は認めない　〇JH3YAA以
外のクラブ局等とのQSOは無効　F電子
申請（全ての参加者に電子申請を認める）
〇本会のコンテスト支援ソフト（推奨）ま
たはJARL制定のコンテストログソフト
※交信局数が200局を超える場合は重複
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本欄では，JARL会員の皆さんのおこなう行事等を掲載しています。次号「春号」の原稿
締切りは，2月20日となっております。

アワード
春・下町福徳寿アワード

2020
◇東京下町アワード発行グループ　☞新春

に幸福・人徳・長寿のご利益を授かる電波
でめぐる七福神詣りで「春・福・徳・寿ア
ワード」に2020年の願いを託しましょう。
このアワードは2009年の第1回から毎
年継続して，2020年は第12回です。下
町の谷中七福神（北区・荒川区・台東区），

柴又七福神（葛飾区），隅田川七福神（墨田
区），深川七福神（江東区）等が有名　<変
更点>メンバー局のJK1DZT（8区外練
馬区）がメンバーから外れます　<発行開
始>2月1日以降　※申請はそれ以前から
受付　<外国局>発行　<サイズ>A4　

チェックシートを提出（支援ソフトで作成
されたExcelファイルを添付）　〇郵送申
請：本会コンテスト専用支援ソフト，
JARL様式で作成したもの　L3月10日
（火）（当日消印有効）　D〇電子申請：
Jh3fdx@jarl.com　※件名にコールサイ
ンを記入　〇郵送先：〒573-1158 大
阪府枚方市北片鉾町12-17　JH3FDX
寺嶋義和　E提出先にEメールもしくは
SASEで　<賞>〇参加部門ごと周波数
帯別の1位から3位までに賞状と副賞　〇
参加賞，参加証を廃止し飛賞を贈る　<結
果発表>4月開催予定の，大正会総会で発
表後，会報，HP，JARL NEWS，CQ誌
に掲載予定　<その他>〇KTK　TEST
使用例　会員局：CQ KTK M TEST DE
J＊3＊＊＊　一般局：CQ KTK TEST
DE J＊3＊＊＊　〇JARL様式等の申請書
類を使用の場合は，記入例の様に記載　・
コンテストの名称：第39回大正会QSO
コンテスト　・参加部門及び種目はどちら
かを選択し記載　・コードナンバー欄：会
員の部，一般の部　・名称：HF帯オール
モード，V・UHF帯オールモード　・コー
ルサイン：J＊3＊＊＊　○誓約事項は
「JARL制定の」を抹消「大正会QSO」と
訂正　〇大正会専用コンテスト支援ソフト
は， 大 正 会HPからダウンロー ド可
Ihttp://www.jh3yaa.com/　 〇 当 会
QSOコンテストは，交信局数制限があり
ません。交信局数の多少に関わらず申請書
類の提出をお願いします

AWARDAWARD
アワード
第23回

「隅田川七福神アワード」
◇墨田ウェーブ無線クラブ（JN1ZUA）　
10-1-108　A1月1日～1月15日　<
ルール>当クラブ，当クラブ員が運用する
1.9MHz帯を含みHF帯（主に7MHz）あ
るいはVUHF帯（50/144/430MHz）で
発行する七福神アワードカードNo.0～

No.7の8種類，いずれかを得る約束をする　
○A賞：No.0はJN1ZUAから，No.1～
7までを重複しない異なる7局から計8枚
を得る約束をする　○B賞：No.0～7の
8種類のカード計8枚を得る約束をする。
同一日の場合も可　※1つの交信中での複
数の番号取得は不可　例）8種類のカード
すべてをJN1ZUAとの交信でそろえる等
○C賞：国内の異なる7つのエリア，異な
る局から7枚のQSLカード（この7枚は七
福神アワードカード以外でも可），七福神
アワードカードを1枚，計8枚を得る約束
をする，このC賞はAJD等の特記を付け
たい場合，上記のQSLカードの枚数を8
枚以上に増やすことができる　注1）上記
3賞ともHF帯とVUHF帯との混在を認め
る　注2）クラブ，クラブ員はCQを出す
場合「CQ 隅田川七福神アワード」あるい
は「CQ FUKU AWARD」を送出　注3）
当年の交信のみが有効，前年以前の交信と
の混在は無効　注4）複数枚のアワード申
請の場合，1つのデータを複数回使用は不
可　注5）レピータを使用しての交信，ク
ロスバンドでの交信は無効他　○申請者の
移動範囲制限：なし　○特記：希望事項
F当クラブHPより申請書をダウンロード
またはJARL形式を準用　M500円の定
額小為替（無記入のもの）あるいは郵便局
振込（申請書に振込用紙のコピーを必ず添
付。振込先はHP）　○申請時，QSLカー
ドの所持やGCRは不要とし，交信記録リ
ストには申請者のログからデータ（カード
番号含む）を記入　L2020年の9月末日
（当日消印有効）　D〒131-0032 東京
都墨田区東向島5-3-3 墨田ウェーブ無線
クラブ　<その他>この規定は令和元年
12月31日から施行　○7回目特別賞（ア
ワード）：七福神アワードを7回（1年を1
回と数え，隔年可）取得されたすべての局
に贈呈中（14回で2枚目，21回で3枚目
を贈呈）　IクラブHP http://jn1zua.
staba.jp/　※「七福神用掲示板」「七福神
等各局QRV情報」にて七福神アワード期
間中のクラブ員の運用状況を見ることがで

きます

百舌鳥・古市古墳群
世界文化遺産登録記念アワード

（古墳アワード）
◇羽曳野無線クラブ　25-1-40　<ルール
>日本の古墳所在地のアマチュア無線局と
交（受）信をして古墳ポイントを集める　※
古墳の所在地リスト（古墳ポイント）は羽曳
野無線クラブHP（https://ww.habikino-
rc.org）古墳アワード得点表を参照　<ク
ラス>A：古墳ポイントを100ポイント
以上集める　B：古墳ポイントを500ポ
イント以上集める　C：古墳ポイントを
1000ポイント以上集める　D：古墳ポイ
ントを1500ポイント以 上 集める
Perfect：すべての古墳ポイントを集める
〇全クラスとも百舌鳥・古市古墳群の所在
地（堺市，羽曳野市，藤井寺市）のアマチュ
ア無線局を1局以上含むこと　〇SWLに
も発行　〇同一局に対しては，QTHごと
に交信日時，バンド，モードが異なっても
1回のみのカウント　JJARL記念局百舌
鳥・古市古墳群世界文化遺産登録記念局
8N3KOFUN（令和元年11月1日～令和
2年3月31日）との交信はQTHにかかわ
らず1回のみのカウント　<交信期間>百
舌烏・古市古墳群が世界文化遺産に登録
された日から1年間2019年7月6目～
2020年7月5日　<受付期間>2020年
9月30日まで（当日必着）　F〇電子メー
ル（所定の申請書＋交信リスト）　〇郵送（所
定の申請書＋交信リスト，JARL形式も可）　
M〇電子メール：返送は無料　〇郵送：定
額小為替500円分または7IRC　D〇電子
メールaward@habikino-rc.org　〇郵送：
羽曳野無線クラブ事務局　〒583-0872 
大阪府羽曳野市はびきの6-1-25 小谷喜代
一（JF3XWN）　 ☎ O72-957-1851　
Eaward@habikino-rc.org　I羽曳野無
線 ク ラ ブHP（https://www.habikino-
rc.org）。特定申請書・交信リスト・古墳
アワード得点表掲載　<後援>JARL大阪
府支部・羽曳野市
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<申請者の移動範囲制限>なし　【福徳寿
賞】<交信期間>1月16日～3月15日（下
記の交信がすべてこの期間内，昨年の交信
との混在は無効）　<ルール>①対象8区
内運用の下町福徳寿アワードのメンバー局
2局と交信　②北・荒川・台東・足立・葛
飾・江戸川・墨田および江東区の各1局計
8局と交信。上記①のメンバー局は運用区
としてカウント　③上記①以外の他のメン
バー局との交信　a）メンバー局が固定また
は移動で8区内運用の場合は運用区または
任意区の代用として使える　※④により同
一申請書には日が異なる2回限り　○別の
メンバー局との交信は前記と同様に扱う
○ある区の一般局と交信すれば，その区の
メンバー局との交信を他区の代用に使える
※代用は2区まで　○残る6区（下記bの
場合は4区）はそれぞれの区で運用するメ
ンバー局または一般局と交信　b）メンバー
局が8区外運用の場合は任意区の代用とし
て使える。前a）の8区内運用メンバー局
による代用2区と本b）の8区外運用メン
バー局による代用2区と合わせて代用は8
区中の最大4区まで　④メンバー局との交
信は1枚の申請書では代用を含めて局あた
り日が異なる2回限り，一般局との交信は
固定と移動を含め1枚の申請書では局あた
り日が異なる2回限り　【FUKUJYU賞】
<交信期間>下記①と③は1月16日～3
月15日，②のみ交信は1月16日～6月
30日有効　<ルール>①対象8区内運用
の下町福徳寿アワードのメンバー局と1回
交信　※1エリア以外でVUHF帯の場合
には任意地元七福神の全てまたは一部の神
様の所在市区町村の局と交信することでメ
ンバー局との交信の代替とする　※上記の
場合には申請書備考欄に七福神名称と市区
町村名を記入　②SPRING FUKUJYU
7（計14文字）のうち7を除く13文字は

コールサインのラストレターを用いてすべ
て異なる局で綴る　※JYUはローマ字の
綴りをZYUとしてSPRING FUKUZYU
でも可　※7はプリフィックスのトップま
たはエリアコードの数字　③上記①による
メンバー局などとの交信により任意1文字
として使える。他メンバー局などとの交信
により別の任意1文字（計3文字まで）と
して使える　<両賞の共通事項>○両賞間
の重複は認めない　※同一局（メンバー局，
一般局）の日が異なる別交信は認める　○
バンド，モードは各局免許範囲内で自由
○各クラブのロールコール時の交信はRS
を記録すれば有効　○コンテストでの交信
は運用区が分かれば有効　［メンバー局］
JA1DTS，JA1 I QK，JE1 F I D，
JJ1CWX，JP1XND，7N1RFC，
7N4WCD，JH0HOD/x　※すべてACC
メンバー，JA1DTSはJAGメンバー　<
特記>希望事項（例：バンド，モード等）　
F2020年12月31日までアワード申請
可能　申請書（JARL様式）C（自己宣誓さ
れたもの）＋交信記録リスト（福徳寿賞は
備考欄に区名を記入）＋申請料（送料含む）
の定額小為替500円（無記入）/賞　※2
賞で1,000円　○B/P（障害者手帳所持
者）は200円/賞（その旨申請書の上部に
記入）　D〒131-0032 東京都墨田区東
向島 3-16-16 JA1IQK　田場　征　<申
請回数>特記は希望事項で何回でも申請可
能（特記なし，7MHz帯SSB，144MHz帯
SSBなど）　※何回の申請であっても，全申
請を通じて一つの交信は1申請のみ有効

ETC
ブレッドボードによる
FMラジオ作り

◇JH4WUI　吉﨑秀一　☞2019年8月

3日，岡山県生涯学習センターサイピアで
ブレッドボードによるFMラジオ作りを開
催。
　小学校2年生～中学校2年生計14人が
参加，無事全員が電波を見事にキャッチ。
中にはブレッドボードの経験者もおり中学
2年生は，あっという間に組み立てを終え，
ケース加工も自分で工夫し私たちが思って
いた以上のものに仕上がりました。創意工
夫してものを作ることを本当に楽しんでい
ました。ものづくりに興味を持ち工夫して
遊ぶ金の卵を都合6回目となった今回つい
に発見しました。今回もスタッフに恵まれ
子どもたちのサポートも充実しました。説
明は大学生の協力を得，子どもたちが飽き
ない優しく楽しい説明を工夫してくれまし
た。

ブレッドボードによる
LED電飾作り

◇JH4WUI　吉﨑秀一　☞2019年8月
24日，岡山市立建部町公民館主催の「い
きいきサマー2019」での電子工作教室の
依頼があり，ブレッドボードによるLED
電飾作りを実施。小学校2～4年生計5
人が参加者し，一人ひとり個性ある自分が
デザインした絵にLED電飾で飾り付けを
しました。
　製作は空中配線が多く，子ども達にとっ
てはリード線を撚ということが少々難しい
ことでしたが，子どもたちの持つ発想の柔
軟性やなぜそうしたいかといった思いのこ
もった世界に一つだけLED電飾の作品に
仕上がりました。アマチュア無線技士の免
許を取得した保護者の方のご協力もあり，
説明は大学生の協力を得て子どもたちが飽
きない優しく楽しい説明を工夫してくれま
した。

　会費のお支払い方法に，「コンビニ決済（番号方式）」
が新たに加わりました。お近くの，次のコンビニエン
スストアでご利用いただけます。

【ご利用いただけるコンビニエンスストア】
セブン・イレブン，ローソン，ファミリーマート，
ミニストップ，デイリーヤマザキ，ヤマザキデイリー
ストア，セイコーマートの各店

　この方法をご利用された場合，会費のお支払い手数
料は「無料」です。
　「コンビニ決済（番号方式）」をご利用の際は，あらか
じめ「JARL会員マイページ」により，お手続きをおこ
なっていただき，Web画面やメールでお知らせする番
号をメモや印刷した上で，コンビニエンスストアでの
会費のお支払いをしていただきます。

　お手続き方法の詳細などは，JARL Webの次のペー
ジをご参照ください。
▽コンビニ決済（番号方式）とは？
http://www.jarl.org/Japanese/5_Nyukai/cvs.htm
　各店舗での会費のお支払い方法は，ご利用のコンビ
ニエンスストアによって若干異なりますので，店頭に
番号の控えを持参のうえ，お支払いの際に店舗のスタッ
フにおたずねください。
※ 会費継続の際にお送りしています「払込取扱票」によ

りコンビニで会費をお支払いの場合には，これまで
どおり手数料がかかりますのでご注意ください。

※ 一部のコンビニエンスストアでは，コンビニ決済（番
号方式）をご利用いただけない場合があります。
詳細は，前記「コンビニ決済（番号方式）とは？」の

ページをご参照ください。

JARL会費の継続は「コンビニ決済（番号方式）」で!!　支払手数料は無料です


