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問合先　〒633-0091 奈良県桜井市桜井774-1 東 俊克（ひ
がし としかつ） JM3BSH　☎090-3652-8104　Eメー
ル jm3bsh@jarl.com

※新型コロナウイルス感染症の先行きが見通せません。
開催延期や中止が予想されますので，必ず事前に，支
部HPで確認ください

アンテナ製作講習会開催中止
　7月26日（日）に開催を予定していました「アンテナ製
作講習会」は，新型コロナウイルス感染症対策の「3密」
の状態になることから，今年は中止とさせていただきま
す。

大 阪 府

	 	大阪で近畿総通とコラボ運用を実施

　2020年1月21日（火），高槻市立教育キャンプ場にて，
近畿総通監視1課とガイダンス局の合同運用をおこない
ました。
　実施場所は，市内を見下ろす高台に位置しており新名
神の開通もあって，特に430MHz帯は自動車による違
法・不法局が多く見受けられました。
　今回ガイダンス局は総計220回，適正な運用をするよ
う周知活動をしました。実施にあたり多くの皆さんに，
お世話になりました。

	 	技術講演会開催

　2020年2月16日（日）池田市立市民文化会館で，技術
講習会を開催しました。

テーマは，会員からの要望もあり無線タワーの日常保
守点検やタワーそのものの撤去時の安全対策など，多岐
にわたってお話を聞く会でした。

Report

Report

　講師には，地元の（有）松原無線工業北野正勝さんに
お願いしました。やはり，長年実作業に携わっている経
験者に多くの質問が寄せられましたが，その一つ一つに
明快な回答を貰えました。

岡 山 県
第33回オール岡山コンテスト

※周波数別の開催時刻の変更に注意。新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため，規定の一部を変更する場合
がありますので，必ず9月11日以降，支部HPをご確認
ください
日時　9月13日（日）○50〜2400MHz帯 9：00〜21：

00（JST）　○3.5〜28MHz帯 12：00〜21：00（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　※QRP（5W以下）は，末尾に「P」

を付ける
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

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　○
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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
提出先　○郵便：〒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3日（土）必着
賞　○部門ごとに，参加局数が10局以下1位，20局以

下2位まで，20局を超える場 合は，3位までを表 彰　
※参加局が1局のみの場合は，表彰しない　○各エリ
ア1位の局（上位3局および県内局を除く）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　○前記を除く参
加局の中から抽選で，県内局・県外局各1局に，「岡
山ふるさと賞」として岡山県の名産品

発表　JARL NEWS，支部HP

ハムの集い岡山2020中止
　7月26日（日）に開催を予定していた「ハムの集い岡山
2020」は，新型インフルエンザ感染症拡大防止のため中
止します。何卒ご理解いただけますようお願いします。

島 根 県
2020出雲ハムの集いin島根

日時　8月30日（日）9：00受付〜16：30
会場　出雲国際交流会館・交流プラザ（平成温泉・平成

スポーツ公園内）
〒693-0036 島根県出雲市平成町2320-1　☎0853-21-
5588（カーナビ用）

内容（予定）　［9：00〜］受付開始　※7：00〜会館の開
場，準備のお手伝いお願いします　［10：00〜］開式
の辞，来賓ご挨拶，祝電披露　［10：20〜］講演　［12：
10〜］記念写真撮影，アイボール会，昼食　［13：
30〜］午後のイベントを計画中　［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　・2019島根県OSO通信訓練コン
テスト　・第40回島根対全日本コンテスト　・その
他， イベントの表 彰　［15：30〜］お楽しみ抽 選 会

［16：30］閉会　※片付の，お手伝いをお願いします
○メーカー展示ブース，ジャンク市等　※どなたでも
出展可能で無料です。連絡ください　○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
事者免許証を持参　○事前運用（8/20〜29）

前夜祭（懇談会）　8月29日（土）18：00〜交流プラザ内
にて（宿泊有り）計画中

※新型コロナウイルスの状況により，計画中のイベント
等の変更がありますので，詳細は支部HPを必ずご覧
ください

地 方 本 部
2020オールJA5コンテスト

日時　7月18日（土）21：00JST〜19日（日）21：00JST
参加資格　国内のアマチュア局，SWL
参加部門・種目・コード　※社団局とSWLはマルチバ

ンド・シングルバンドの区別はありません　※エント
リーは1部門
部門 種目 四国内 四国外

電信

マルチバンド CMI CMG
3.5MHz C35I C35G
7MHz C7I C7G
14MHz C14I C14G
21MHz C21I C21G
28MHz C28I C28G
50MHz C50I C50G
144MHz C144I C144G
430MHz C430I C430G
1200MHz C1200I C1200G
SWL CSWLI CSWLG

電信電話

マルチバンド PMI PMG
3.5MHz P35I P35G
7MHz P7I P7G
14MHz P14I P14G
21MHz P21I P21G
28MHz P28I P28G
50MHz P50I P50G
144MHz P144I P144G
430MHz P430I P430G
1200MHz P1200I P1200G
SWL PSWLI PSWLG

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
用周波数を厳守

コンテストナンバー　○四国内から運用の局：RST＋市
郡ナンバー　○四国外から運用の局：RST＋都府県
支庁ナンバー
マルチプライヤー　○四国内から運用の局：都府県支庁

○四国外から運用の局：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
ないます

提出書類　〇郵送：JARL制定のログシート，サマリーシー
ト（同形式書類可）にて全交信をバンドごとにまとめて提
出。サマリーシートはログシートのうえにホッチキス止
め　〇電子ログ：JARL形式（VERSION=R1.0）とし，
所定の様式で作成したデータ全文をテキストメール（添
付ファイルは不可），件名欄にコールサインを記入し

エリア 四国地方5
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ja5test@jarl.comに送信　※到着確認の返信メールを送
ります　※JARLコンテスト電子ログ・サマリーシート
作成ページ（R1.0用）で作成したものを希望（ http://
contest.jarl.org/summarymaker_r1.htm 参照）
締切　8月3日（月）（必着）　
提出先　〒761-0704 香川県木田郡三木町下高岡1237-32　

森田耕司方　オールJA5コンテスト係　※封書の表に
「コンテストログ在中」と朱書し，差出人の住所・氏
名も記入

徳 島 県
Awa9コンテスト（徳島マラソンコンテスト）
日時　9月1日（火）00：00〜10日（木）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，3.5/7/14/21/28/50/ 
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
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）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　○異義申し立て
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　9月30日（水）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・

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。詳細
はJARL NEWS秋号や支部HPでお知らせ　※7月26
日（日）に開催を予定のAwa3コンテスト表彰式，運用
技術講習会は，諸般の状況を考慮して中止。Awa3コ
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ンテストの結果は，支部HPに掲載，入賞者の方々に
は表彰状等を郵送

愛 媛 県
愛媛県総合防災訓練

　訓練様式を変更して実施の予定
日時　8月29日（土）8：00〜12：00
現地対策本部　伊予市双海町しおさい公園
孤立地区　中山町栗の里公園からしおさい公園の間で非

常通信を予定

支部報第78号原稿提出のお願い
　各クラブ，個人局からの活動について原稿をお願いし
ます
原稿締切　7月31日（金）
支部宛てメールにて　Jarl-Ehime@Me.Pikara.Ne.Jp 
※原稿がない場合，発行を中止する場合があります

支部行事計画について
　新型コロナウイルスの世界的拡大により令和2年度支
部行事計画は緊急事態宣言，3蜜制限等が解除されるま
で活動を休止します。今後の進捗状況については支部
Webをご覧ください
7月〜9月の行事予定
・支部合同会議　7月12日（日）13：00〜松前町文化ホー

ル（予定）
・特別局　8J5JAZZ 8/1〜8/31　運用を中止
・愛媛ハムのつどい　9月6日（日）　松山市（北条）文化

の森（予定）

福 岡 県
第14回福岡コンテスト

日時　9月26日（土）21：00〜9月27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　○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
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

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　○電話「CQ福岡コンテスト」　○電信「CQ　FO　
TEST」

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

エリア 九州地方6

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　

※郵送の場合は手書きのみ　○電子ログ，サマリー
シートも受付
締切　10月20日（火）当日消印有効
表彰　○各種目の参加5局までは1位のみ，6〜10局は2

位まで，11局以上は3位までのJARL会員を表彰　※
エントリーは1種目　○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　○

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

佐 賀 県
第46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
日 時　8 月 29 日（ 土 ）21：00JST 〜 30 日（ 日 ）00：

00JST，30日（ 日 ）09：00JST〜15：00JST　 ※8月
30日（日）00：00〜09：00は休憩時間
参加資格　日本国内のアマチュア局　〇県内局：佐賀

県内で運用する局　〇県外局：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　※電信電話部門マルチバンドの1.9MHz帯
は電信のみ

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　〇県内局：日本全国の局（県内局を含む）　
〇県外局：佐賀県内の局
呼出　 〇 電 話「CQ佐 賀コンテスト 」　 〇 電 信「CQ 

SAGA TEST」
コンテストナンバー　〇県内局：RS（T）＋佐賀県市町

ナンバー　〇県外局：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。同一バンドであっても
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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　〇県内局：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）　〇県
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　〇シングルバンド：参加したバンドで得た得点
×マルチ数　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

賞　書類提出局には，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）　〇県内局：
各部門種目の2位までに賞状　〇県外局：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　〇同一局との交信は，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　〇レピータ，
デジピータ，クロスバンドでの交信は無効　〇コンテ
スト中の運用場所の変更の禁止　〇その他はJARLコ
ンテスト規約に準じる

書類　〇参加部門，種目のうち，いずれか1種目　［電
子ログ］〇形式はJARL主催コンテストの電子ログと
同様（http://contest.jarl.org/summarymaker.htm 参
照）　［郵送］〇JARL制定のログ，サマリーまたは自
作の場合は同形式　〇郵便料金に不足があった場合は
受け取りません　〇表には朱書きで，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21日（月/祝）郵送は消印有効　
提出先　〇電子メール：jarlsagatest@gmail.com　タイ

トルは「参加部門コード_コールサイン（例：XCSM_
JR6IQI）」　※メール送信後72時間以内に受領メール
が来ない場合は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　〇郵
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　〇結果についてはJARL NEWSの他，支部ブ
ログhttp://jarlsaga.blogspot.jp/ も参照　〇佐賀県支
部の会員で20局以上交信した局に対し，参加賞（支部
大会参加者に限る）　〇入賞者は佐賀県支部大会（例
年2月頃）で表彰し，欠席者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

長 崎 県
第34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19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
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，氏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

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　○参加局には参加証，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を参照（自
作ログシートの場合，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，この場合はログシートに住所，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 名に

「NSEMGTEST」と記入（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
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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（土）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9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18回長崎県非常通信訓練
日時　8月7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　宰領
局，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/ 
430.72MHz　・対馬市，周辺地区：430.80MHz
その他　〇WiRESについて　・上記周波数はデジタル
（C4FM），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　〇今まで実施
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
大分県支部大会・ハムの集い

日時　10月18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　視聴覚

教室　※参加資格は大分県内のJARL会員のみ　〇大
分コンテストの表彰式は支部大会の冒頭でおこないま
すので入賞者の方は11時には視聴覚教室へ　〇ハム
の集い12：30〜16：30　大会議室にて　※参加自由　
〇各クラブ等による展示，メーカー機器展示・ジャン
ク市などを計画中　〇技術講演会13：30〜14：30
視聴覚教室　内容未定　〇抽選会15：00〜16：00
大会議室　〇解散
前夜祭　
日時　10月17日（土）18：30〜20：30　
場所　大分市内駅近くを予定
※コロナの関係で延期・中止になることもあります。詳細

は支部HPに掲載　

行事予定
7月〜9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　http://jarl-oita.blogspot.
com/　でお知らせします
8月　電波教室　大分市O-Labo予定
9月　大分県総合防災訓練 
9月20日（日） 支部役員会・はむ寺子屋　職業訓練セン
ター

宮 崎 県
宮崎県支部ハムの集い

　今回は宮崎日日新聞の自分史に執筆“あしあと”を連
載されました富山隆志（JA6LDD）先生の世界で活躍され
ていますハム人生の講演があります
日時　10月18日（日）9：30より受付　15：30
会場　佐土原総合文化センター　宮崎市佐土原町下田

島20527番地4
内容　各無線機器メーカー技術講演，展示　※ハムなら

誰でも参加できます歓迎します
注意　○食事の提供はありません近くのスーパーや弁当

店を利用ください　○感染予防のために各自マスクを
持参　○コロナウイルスの関係で中止になる場合があ
ります

鹿 児 島 県
第30回鹿児島コンテスト

日時　7月25日（ 土 ）21：00〜24：00，7月26日（ 日 ）
06：00〜12：00　
参加資格　日本国内で運用するアマチュア局　
使 用 周 波 数　1.9/3.5/7/14/21/28/50/144/430MHz 帯　

JARL主催コンテスト周波数帯
参加部門　○県内局部門：鹿児島県内で運用する局　

○県外局部門：鹿児島県外で運用する局で県人局以
外　○県人局部門：過去に1年以上鹿児島県内に居住
経験があり，県外で運用する局
参加部門・種目・コードナンバー

種　目 県内局 県外局 県人局

シ
ン
グ
ル
O
P

マルチバンド電信 KMC GMC
マルチバンド電信電話 KMCP GMCP

KJ　※県
人局は電
信電話

マルチバンド電話 KMP GMP
マルチバンド電信電話QRP KQRP GQRP
1.9MHzバンド
（1.9075〜1.9125MHz電信のみ）K1.9 G1.9

3.5MHzバンド K3.5 G3.5
7MHzバンド K7 G7
14MHzバンド K14 G14
21MHzバンド K21 G21
28MHzバンド K28 G28
50MHzバンド K50 G50
144＆430MHzバンド KVU GVU

O
P

マ
ル
チ

マルチバンド電信 KMMC GMMC

マルチバンド電信電話 KMMP GMMP

※シングルオペレーター（SOP）部門の最大電力は100W
交信相手　○県内局・県人局：日本国内で運用する局

○県外局：県内局，県人局
呼出　○電話「CQ鹿児島コンテスト こちらは県内局（ま

たは県外局・県人局） JA6QRP」　○電信　・県内局
「CQ KG TEST」　・県人局「CQ KJ TEST」　・県外



　 SUMMER  2020

局「CQ KGX TEST」　※コールサイン後に「/KG」「/
KJ」を付加する必要はない　

コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋自局の運用
地点を表す市郡ナンバー　○県人局：RS（T）＋自局
のゆかりの鹿児島県内の市郡ナンバー＋KJ　○県外
局：RS（T）＋自局の運用地点を表す都府県支庁ナン
バー

得点　完全な1交信1点　※同一局とは同一バンドで電
信・電話それぞれ1交信ずつ有効

マルチプライヤー　○県内局：県内局，県人局の異なる
市郡，県外局の異なる都府県支庁ナンバー　○県人
局：県内局，県人局の異なる市郡，県外局の異なる都
府県支庁ナンバー　○県外局：県内局，県人局の異な
る市郡ナンバー　※県人局のコンテストナンバーのう
ちKJの文字はマルチに含まれない

得点計算　各バンドでの得点合計×各バンドでのマルチ
の合計

注意事項　○県外局同士の交信は無効　○コンテスト参
加中の移動範囲については，県内局はマルチが変わら
ない範囲，県人局，県外局は同一都道府県内　○本
規約に明記なき事項についてはJARL主催コンテスト
規約に準じる　○県人局部門参加局は，サマリー意見
欄にいつからいつまでどのような理由で鹿児島県に居
住していたかを申告　例）平成5〜9年まで勤務のため
霧島市に居住。コンテストナンバーは「ゆかりの市郡
ナンバー」，ご自身で居住していた市郡を現在のJCC/
JCGコードでナンバーとして送信　例）旧国分市に居
住していた場 合は，4612ではなく霧 島 市として
5994619KJ　○シングルOPマルチバンド電話種目は
電話のみの交信　○マルチOPマルチバンド電信，マ
ルチOPマルチバンド電信電話種目は運用者の氏名か
コールサインをサマリー意見欄に記入　○ゲストOP
も可　○100Wを超えて参加した局はマルチオペ部門
○QRPは，空中線電力5W以下　○質問，クレームは，
問合せフォームから

書類提出方法　○Webからのアップロードでの提出を
推 奨　http://www.jarl.com/kagoshima/contest/
elog-upld.html　 ○ E メ ー ル　kgtest@nksg.net に，
JARL形式に準じるフォーマットで，メールに添付。
件名はコールサイン。添付ファイルは電子ログファイ
ル（*.em2 *.em *.txt *.log）のいずれかのファイルタイ
プのテキストファイルとし，Word，Excel等は使用し
ない　※CTESTWINの「JARL電子ログシート出力」
を推奨　○郵便：〒899-5431 鹿児島県姶良市西餅田
1777-289 楠本真一　鹿児島コンテスト事務局宛　※
紙ログはホッチキス等で留めないで，提出　※Web，
Eメール提出局には自動で書類受理の返信。ログ受付
状況は鹿児島コンテストのHPで順次公開　※参加部
門・種目は1局につき1つのみとし，最終提出分のみ
採用

書類提出締切　8月16日（日）　郵便：当日消印有効，
Web・Eメール：24：00までに必着

結果発表　JARL NEWS，HP
賞　各種目の書類提出局には，その局数に応じて次の順

位の局を入賞　○参加局5局以下：1位のみ，6〜10
局：2位まで，11〜15局：3位まで，16〜20局：4位
まで，21局以上：5位まで　○入賞局には賞状，その

他の参加者（チェックログを除く）には参加証をpdf形
式にて発行。pdfのダウンロードは支部の鹿児島コン
テストのHP参照　○副賞として抽選で若干名に鹿児
島特産物を贈呈

鹿児島国体特別記念局運用について	
（8J6KK予定）

　6月中に鹿児島県国体実行委員会事務局，開催可否の
判断で決定します。詳細はHPに掲載します。

ハムのつどいブース開設について
　11月29日（日）薩摩川内市で開催予定のハムのつどい
にブース開設希望の方は，JARL鹿児島県支部ハムのつ
どい準備事務局に申込みください。

コールサイン，氏名，電話番号，ブース名をJA6NHN
西まで ［Eメール］ ja6nhn@jarl.com

鹿児島県支部行事の中止
・鹿児島県総合防災訓練（奄美市） 

5月17日は奄美群島でコロナウイルス感染者が確認さ
れコロナウイルス拡散防止のため，今年度の総合防災訓
練訓練は中止となり非常通信訓練も中止しました。各地
区で非常通信訓練に参加準備された皆様ありがとうござ
いました。

・きゃつたもんせかごっまARDF競技大会
6月21日（日）開催予定のきゃつたもんせかごつま競技

大会はコロナウイルス拡散防止（県内外移動自粛）で大
会を中止しました

沖 縄 県
定期ロールコール

　沖縄県支部では，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　○偶数月：439.90MHz（JR6YA 浦添市）　

○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，運用地を送る
詳細は支部HP（http://www.jarl.com/okinawa）

	 ハム教室＆公開運用開催

　2019年11月23日（土）国頭郡恩納村にある沖縄電磁波

Report
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技術センターにおいてハム教室＆公開運用をおこないま
した。当日は多くの親子連れの来場がありモールス信号
送信模擬体験を楽しむ光景が見られました。

	 		令和元年度沖縄県支部大会（ハムの集い）
開催

　2020年2月23日（日）北中城村あやかりの杜において
沖縄県支部大会（ハムの集い）をおこないました。
　当日は多数の会員が集まり，アイボールQSOを楽し
む光景が見られました。支部大会最後のアトラクション
のジャンケン大会では白熱した各局の戦いに大いに盛り
上がり，楽しいひとときを過ごしました。

地 方 本 部
One	Day	JA7賞発行状況

　2019年4月〜2020年3月　#1039 JG2GSY　※発行状
況などは東北地方本部HPに随時掲載　URL：http://
www.jarl.com/tohoku/　東北地方本部アワード委員会

青 森 県
第48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20日（日）10：00開場
場所　南田温泉 ホテルアップルランド　平川市町居南

田66　☎0172-44-3711

【支部合同会議・前夜祭】
支部合同会議
日時　9月19日（土）15：00〜
場所　南田温泉 ホテルアップルランド 会議室
前夜祭・懇親会
日時　9月19日（土）18：00〜
場所　ホテルアップルランド 2F宴会場　平川市町居南

田66　☎0172-44-3711
※宿泊は当ホテルになります。詳細は決まりしだい支部

HPに掲載

Report

エリア 東北地方7

秋 田 県

第34回オール秋田コンテスト
※「密閉・密集・密接」の3つの密を避けて，新型コロ

ナウイルスの感染拡大とならないよう注意してくださ
い
日時　9月12日（ 土 ）21：00〜23：00，9月13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　○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）

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

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

○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
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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（水）消印有効
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
表彰等　今回は特別ルールとして，秋田県内局で参加し

た局の半数を上限として参加賞　
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）

山 形 県
山形県・山形市合同総合防災訓練参加

日時　9月6日（日）8：00〜12：00
場所　南陽市内（予定）

山形県支部ハムミーティングin上山
日時　9月20日（日）　10：00〜15：30（予定）
場所　三友エンジニア体育文化センター　上山市けやき

の森2-1
内容　○講演内容は未定　○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

JARL会員増強の協力願い
期間　9月30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20日（日）山形県支部ハムミーティングin上

山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。期間中は登録クラブを通して同様に受付，クラブ
代表者に申込みください。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。

宮 城 県
宮城県支部ハムの集い

アイボールなどを楽しみませんか。他県の方，JARL
会員以外の方，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13日（日）10：00〜12：00頃まで
場所　亘理郡山元町防災拠点・山下地域交流センター
「つばめの杜ひだまりホール」　亘理郡山元町つばめの
杜1-8　
交通機関　JR山下駅隣　駐車場：隣の有料駐車場を利

用し，事務所でチケットの無料化処理をしてください
内容　〇開会式，表彰式：10：00〜　〇講演10：45〜

ドローンについて　〇アマチュア無線何でも相談，
SSTV/ATV/APRS/FT-8等の設定の相談は随時おこ
なっています　〇12：00〜お楽しみ抽選会　○その
他：ジャンク市，登録クラブ展示等。QSLカードを島
根のJARL QSLビューローに転送，希望の方は持参。
ジャンク市申込みは支部HP「支部連絡メール」から申
込み
コロナ事情により感染予防のため中止する場合もあり
ますので，支部HPをご覧ください

第30回アマチュア無線何でも相談室
これからアマチュア無線を始めてみたい方，他県の方，
JARL会員以外の方の参加は大歓迎
日時　10月18日（日）10：00〜12：00
場所　仙台市宮城野区，幸町南コミニティセンター（仙

台市幸町南児童館）
交通機関　仙台市営バス110系市役所経由鶴ケ谷・東仙

台方面行幸町2丁目下車（イオン幸町店向）
内容/持ち物（お持ちの方）　〇アマチュア無線何でも相

談/無線機と取説　〇SSTV（送受信方法）/パソコン
と無線機　〇APRS/パソコンと無線機　〇CW講習
会（送受信とCWのQSO方法について）/電鍵または
エレキー　〇ハムログの使い方/パソコン　〇コンテ
ストログの電子申請方法について/パソコン
会費　無料，事前予約不要，随時入退室可能，直接会

場へお越しください
問合せ　支部HP「支部連絡メール」を利用  ※内容等に

変更がある場合もありますので支部HPをご覧くださ
い

JARL宮城県支部だより発行
　宮城県支部便りは8月中旬に発行を予定していますが，
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://jarl.com/miyagi/）よ
りダウンロードをお願いします。

福 島 県
第51回全福島マラソンQSO

実施日　7月25日（土）〜31日（金）
参加資格　アマチュア無線局，SWL
交信相手局　福島県内局は全世界，県外局は福島県内
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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　［県内県外局共通］SWL（JARL準
員）

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）　○特定の呼出符号

（プリフイックスが「JG，JO」）の局との交信または受
信は得点を2点　※特定の呼出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（月）（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　○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　

地 方 本 部
ARDF審判講習会

　本講習会は，新規取得者（B，C級），資格失効者（A，
B級）に対する講習が目的ですが，審判員資格者に対し
ても最近の実施規定の改正等について周知する学習会も
兼ねています。新型コロナウイルス感染症拡大防止にと
もない講習会を中止する場合があります。中止の際は，
決定次第連絡します

エリア 北海道地方8

日時　9月13日（日）　13：00〜17：00
場所　住吉コミュニティセンター　苫小牧市住吉町1丁

目3-20　☎0144-35-1080
費用　申請料1,200円（定額小為替手数料込み），テキス

ト代200円
受講資格　〇A，B級は，満18歳以上　〇A級は資格

者証の申請時に連盟会員であること　〇C級は年齢等
の制限なし
持参物　〇印鑑　〇顔写真1枚（3cm×2.5cm）　〇返信

用封筒（84円切手貼付）　〇筆記用具
申込方法　Eメールでコールサイン，氏名，郵便番号，

住所，電話番号を記入して次まで
申込先　加藤篤（JA8DGD）　☎090-5225-0500　Eメー

ル：ja8dgd@jarl.com
締切日　9月1日（火）
その他　会場の駐車場を利用ください

2020北海道地方ARDF競技大会
期日　9月27日（日）
参加資格　特に制限はない
競技部門　144MHz帯〜変調方式AM（A2A）
参加部門　 ○ 女 性：W12/W15/W19/W21/W35/W45/

W55/W65/W70　〇男性：M12/M15/M19/M21/M40/
M50/M60/M70/M75
競技場所　伊達市大滝区
集合場所　伊達市大滝区（参加者，審判員，運営役員に

後日案内）
日程（予定）　〇受付8：00〜8：30　〇開会式9：10〜

9：20　〇第1組呼出9：30〜　〇競技開始9：45　〇
競技終了11：30　〇成績発表11：40　〇表彰，閉会
式11：50　〇記念撮影12：05　〇解散12：10
参加費　JARL会員：無料　その他は500円　※高校生

以下無料
申込方法　郵送またはFAX，メールで下記事項明記　・

氏名，生年月日，年齢，性別，住所，連絡先（電話，メー
ルアドレスなど），コールサイン（保有者のみ），参加
部門，貸出受信機の希望（ありの場合あらかじめ支部
長に要照会）
申込・問合せ先　〒052-0014 JARL胆振日高支部長　

JA8DGD　加藤　篤　宛て　☎090-5225-0500　Eメー
ル：ja8dgd@jarl.com
締切り　9月1日（火）　※事務整理上上記期限を設けま

すが，この後当日まで受付
その他　〇貸出用受信機は，台数に限りがありますので，

早めに支部長まで問合せください　〇大会の審判員，
運営役員も併せて募集中。協力いただける方は，上記
申込・問合先まで　〇駐車場は集合場所駐車場を利
用ください　〇出走時，競技中の飲料水は，各自用意　
〇新型コロナウイルス感染症拡大防止にともない大会
を中止する場合があります　※中止の際は，決定次第
連絡

北海道地方本部の各種事業について
　北海道地方本部では，今年度，8エリア・アイボール
ミー ティ ング（10/30）やハムフェ アへの出 展（10/31，
11/1），北海道アイボールミーティング2020（11/7），北
海道アマチュア無線セミナー2020（11/8）などを予定し
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ております。
　詳細な案内についてはJARL NEWS秋号や地方本部
HPでお伝えしますが，新型コロナウイルス感染症拡大
防止にともない，規模縮小や日程変更，中止する場合が
ありますことを承知おきください。

上 川 宗 谷
第4回上川宗谷支部コンテスト

　今年は祝日（山の日）の変更にともない，開催日が変更
になっております。呼出方法を管内局と管外局に分類
日時　8月10日（月/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　※社団局でも運用者が一人の場合シン

グルオペ，個人局でも複数で運用する場合にはマルチ
オペ

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

呼出　○電話　管内局「CQ上川宗谷支部コンテスト」　
管外局「CQ上川宗谷支部コンテスト管外局」　○電信　
管内局「CQ KS TEST」　管外局「CQ KSX 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　・書類提出：10局以
下1位，20局以下2位，21局以上は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

る場合がある　○郵便料金に不足があった場合は受け
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10日（木）消印有効
提出・問合せ先　〒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

上川宗谷支部大会（ハムの集い）
　今年の支部大会は，新型コロナウィルスの感染防止の
観点から開催時期を大幅に変更，前夜祭は中止としまし
た。支部大会は次のとおり開催予定ですが，感染状況に
より再度延期または中止することもありますので，ご理
解願います
日時　10月4日（日）10：00〜12：00
場所　旭川市東部住民センター　体育館　旭川市東光5

条2丁目　☎0166-32-1432
内容　〇令和元年度事業および令和2年度事業計画・予

算報告　〇第3回，第4回コンテスト表彰式　〇支部
参加者の自己紹介　〇各種展示物，ジャンク市（フ
リーマーケット），その他
その他　〇参加者には，記念品（会員）または粗品（非会

員）　〇参加者は，感染防止の観点からマスクの装着
をお願いします
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

石 狩 後 志
登録クラブ代表者会議（前期）

日時　7月18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9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47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47回石狩・後志支部大会
日時　9月6日（日）13：00開会〜16：00（予定）まで
場所　京極町公民館　〒044-0101 虻田郡京極町字京極

160番地　☎0136-42-2203
内容　○令和元年度事業報告，会計報告　○令和2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

※本年の大会は地方開催としましたが，新型コロナウィ
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ルスの状況によっては中止も考えられますので，開催
まじかには支部HP等で周知

十 勝
2020年度支部大会・ハムの集い中止

　2020年度の支部大会とハムの集いは，北海道内外，
管内の皆様の参加により実施予定でしたが，新型コロナ
ウイルス感染症の発生は，この十勝では少ないのですが，
今後どのように変化するかわかりませんので，本年の開
催は中止といたします。
　事業報告・会計報告，事業計画・会計予算，マラソ
ンQSOの表彰は支部HPに掲載　※入賞者には郵送にて
表彰状等を発送します
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

釧 路 根 室
令和2年度JARL釧路根室支部大会

日時　9月13日（日）　13：00より　※開場 12：30
会場　根室市温根沼会館・コミュニティーみずとり 

〒087-0035 根室市温根沼334-8　☎0153-25-8671　
問合せ　金澤敏昭　☎090-1522-0439 
※皆様のお越しをお待ちします

胆 振 日 高
第44回胆振日高QSOコンテスト

日時　8月21日（金）21：00〜8月23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/ 

24MHz）　※JARL制定の使用周波数厳守
交信相手　〇管内局：日本国内のアマチュア局　〇管

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）

呼出方法　〇電話「CQ胆振日高コンテスト」「CQIHコ
ンテスト」「CQコンテスト」　〇電信「CQIHTEST」

「CQTEST」
コンテストナンバー　〇管内局：RS（T）＋市郡ナンバー

〇管外局：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　〇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」とみなす　〇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」とみなす
〇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］〇電話ニューカマー
マルチバンド（3.5/7/21〜1200）　〇HF電信電話マル

チバンド（3.5〜28）　〇HF電信マルチバンド（3.5〜
28）　〇電信電話トリプルバンド（21/28/50）　〇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］〇電
話ニューカマーマルチバンド（3.5/7/21〜1200）　〇電
信電話マルチバンド（3.5〜1200）　〇電信マルチバン
ド（3.5〜1200）　〇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］〇国内のアマチュア

局との完全な交信を1点　〇46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
をマルチ　※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］胆振日高管内との完全な
交信を1点　〇胆振日高の市郡数をマルチ（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　〇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　〇クラブ対抗：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
（A4判）　○電子ログの提出にあってはJARL制定様
式を使用　○コンテストの名称は「胆振日高コンテス
ト」と明記　○参加部門および種目の名称は次のよう
に記入　・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じる
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局以下は1位のみ，6局か
ら10局まで2位まで，10局を超えた場合は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　9月30日（水）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　 〇 〒052-0014 伊 達 市 舟 岡 町343-3　

JA8DGD　加藤　篤　〇電子ログ ja8dgd@jarl.com

渡 島 檜 山

	 	2019非常通信伝達訓練終了
　令和2年3月8日（日），10：00から非常通信伝達訓練
を実施しました。
　今般の新型コロナウイルスの感染拡大防止に対応する
ため，基地局と消防職員の方々との，あるいは会員相互
の接触をしない形を選択しました。このため，基地局を
当初，函館市桔梗町の消防総合訓練センター敷地内に設
置する予定でしたが，これを変更し，西旭岡町の支部長
自宅に設置することとし，各局様，自宅等から情報の発

Report
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信をお願いしました。
　当初，2mFM運用は10：20までを予定していましたが，
13局から情報をいただき時間帯を大幅にオーバーしてし
まいました。
　この後，D-STARのDVデジタルボイスにおける低速
データ伝送の機能を利用して画像の伝送を試み,北斗市
と函館市との2局のローカル局同士でうまく画像伝送さ
れました。
　参加各局，参加たいへんありがとうございました。公
衆回線が全て失われた想定の中で，受けた情報をいかに
関係機関に伝えるかということに，基地局を消防署の近
くに置きたいという思いがあります。

地 方 本 部
JA9コンテストVU2020

日時　8月8日（土）21：00〜8月9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（S50，S144，S430，S1200，
S2400，S5600，S10G）　○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
周波数　電話と電信（CW）は50MHz帯，144MHz帯，

430MHz帯のJARL主催コンテスト使用周波数　※そ
の他の電波型式（データ，画像），1200MHz帯以上は，
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分」による

電波型式　すべての電波型式（インターネット，レピー
タ等を使用しない）

呼出方法　「CQ JA9コンテスト（TEST）」
コンテストナンバー　〇9エリアから運用する局：RS
（T）＋市郡ナンバー　〇その他の局：RS（T）＋都府
県北海道振興局ナンバー

交信相手　9エリアから運用する局はすべての局，その
他の局は9エリアから運用する局

得点　完全な交信で　電話1点　電信（CW）3点　その
他の電波型式（データ，画像）5点　※同一バンドで複
数の電波型式による交信がある場合，高得点の交信の
み有効

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，北海道振興局ナンバー　〇
その他の局：異なる9エリアの市郡ナンバー

総得点　各バンドの得点の合計×各バンドのマルチプラ
イヤーの合計

その他　本規定以外はJARLコンテスト規定に準じる　
最新情報はhttp://www.jarl.com/hokuriku/ 参照

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　○9エリアから運用する局：
各県別に参加局数に応じ表彰　○その他の局：各エリ
ア別に参加局数に応じ表彰　※同得点の場合，最終交
信時刻の早い局を上位

エリア 北陸地方9

提出書類，提出先　○郵送：JARL制定のログ・サマ
リーシートに準じるもの（1バンド100局を超える場合，
デュープチェックリスト添付）　〒933-0062 高岡市江
尻666-4　大江雅也　宛　○電子ログ：JARL旧形式

（R1.0）の電子ログまたはそれに準じるもの，件名に
コールサイン　提出専用アドレス ja9-vu@jarl.com
締切　8月22日（土）24：00 郵送は当日消印有効
問合せ先：ja9qhp@jarl.com

富 山 県
令和2年度富山県総合防災訓練協力

日時　8月30日（日）　8：30〜12：00
場所　滑川市，魚津市，上市町，舟橋村
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

新 潟 県
第29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29日（土）21：00〜24：00，30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

JARL登録クラブ対抗　〇対象はJARL登録クラブ（地
域，職域，学校，専門クラブ）　〇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　〇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
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　〇信越管内局：日本国内で運用するアマチュ

ア局　〇信越管外局：信越管内で運用するアマチュア
局
呼出　〇電信「CQ GHZ TEST」　〇電話「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不可
総得点　〇マルチバンド，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　
〇シングルバンド：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 

エリア 信越地方0
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表彰　〇参加局数と得点を考慮しコンテスト委員会で決
定　〇登録クラブ対抗　・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　〇中継交信やレピータ，クロスバンド，クロ
スモードの交信　〇コンテスト時間内の運用場所変更
〇同一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　〇その他JARLコ
ンテスト規約に準じる

書類提出　〇JARL制定ログ・サマリー（A4）または同
形式　〇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21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　支部コンテスト委員会HP，JARL NEWS 
問合せ　提出先までSASEかEメールで 
その他　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　〇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（84円切手を貼った長形3号
120mm×235mm）同封　〇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　〇参加者からの感想や写真
を募集　〇シャックのリグ・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

長 野 県
特別局「8J0WA」の開設

　長野県支部大会，新潟県支部大会が，新型コロナウ
イルス禍で本年度は中止となったため，広報のための特
別局を，下記のとおり開設中
特別局名称　長野県支部大会，新潟県支部大会特別局
コールサイン　8J0WA
開設期間　5月1日（金）〜7月19日（日）
周波数帯　1.9〜430MHz　モード：SSB/CW/FM/AM/

RTTY/SSTV/PSK31/JT65/FT8/FT4/DV　 ※ 上 記
が免許になってますが，必ずしも全部のモードに出る
とは限りません

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
運用予定　7/1〜12 長野県　7/13〜19 新潟県

2020年第15回長野県QSOパーティー 
（後期）

開催日時　9月5日（土）21：00〜24：00　6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　〇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可　〇参加中の運用
場所の変更は県内であればどこでも可能で，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
の必要はない　※前期パーティーに参加した局は同じ
部門で参加しなければならない。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
加可
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）　〇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）　〇JARL長野県支部役員，
委員：40点　〇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）　〇JARL本部，地方本部役員（新潟県支部役員，
委員を含む）：30点　〇長野県支部登録クラブに所属
する個人局：20点　〇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　各バンドごとの得点合計の総和
書類提出　JARL制定のログ，サマリー（サイズ不問），

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（水）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，部門ごとに支部より賞状と

賞品　〇個人局部門　〇社団局部門　〇登録クラブ
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　〇中継や衛星，レピータ使用による交信は不

可　〇クロスバンド，クロスモード，VoIPによる交
信は不可　〇個人局ゲストOPによる交信は不可（規
約で定めた場合を除く）　〇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る　〇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　〇他のコンテストとの併用は不可　
〇1名のオペレータで同時に複数局の運用はしない　
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）　
〇参加証を希望の場合は，84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　〇5年間継続してQSOパーティー
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参加証を集めた方に参加賞を発送　〇5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，または書類提出
先へ郵送　〇今年度の締切は12月1日までの受付　〇
10年間継続された方は10枚全てを撮影

令和2年度長野県総合防災訓練
日時　10月18日（日）8：30～13：00
場所　東御市　東御中央公園ほか
※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

第48回長野県支部大会，諸行事の中止
　年初来の新型コロナウイルス禍の収束の方向が，現時
点（5/20）で見えない状況にあり，準備のための支部大会
実行委員会の開催が困難を要することであるため，苦渋
の決断ですが，下記の行事を中止といたします。
7月11日（土）　第1回クラブ代表者会議，支部大会前夜
祭
7月12日（日）　第48回長野県支部大会
※例年の支部大会冊子（PDF版）に代えて，事業報告を
支部HPに掲載予定

■電波は譲りあって使いましょう
アマチュア無線の運用を開始する際には，運用を開始する周

波数で，他の局が運用をしていないか十分に確かめるのは当然
として，自分の電波が他の無線通信に混信や妨害を与えないよ
うに，十分に注意しながら運用することが必要です。
アマチュア局の中には弱い電波の局もあれば，自分の受信機

では単なる雑音としか聞こえない特殊な電波型式で運用してい
る局もありますので，常に他の局に迷惑をかけることのない運
用を心がけましょう。

■SSBモードでの運用について
アマチュア無線家の皆様の中には，日頃はFMモードによる

運用が中心の方々も多いと思います。
　SSBモードでのアマチュア無線の運用は，全世界的に
3.5/3.8/7MHz帯ではLSB（下側波帯のSSB），14MHz帯以上の
周波数帯では，USB（上側波帯のSSB）を使用するという長年の
国際的な慣習があります（衛星通信ではダウンリンクがLSBに
なる場合があります）。特にHF帯で運用される場合，LSB/
USBの切り替えを忘れないように十分にご注意ください。

　JARL編集の2020/2021年版電波法令抄録がCQ出版
社から発売になりました。
　「抄録」と呼ばれるこの法令集には，電波法はもちろ
ん，アマチュア無線運用のための関連条文を網羅。ア
マチュア無線の運用等に関する重要な内容がまとめら
れています。
　電波法およびこれに基づく命令の集録（電波法令集ま
たはその抄録）の備え付けは義務ではありませんが，ア
マチュア無線の運用に当たって，電波法令の理解・遵
守は非常に重要な要素ですので，アマチュア局の重要
な備品として，ぜひシャックに備え付けることをおすす
めします。
【アマチュア局用 電波法令抄録 2020/2021年版】
A5判208ページ
一般社団法人 日本アマチュア無線連盟編
（定価1,430円，ISBN978-4-7898-1956-5）
※本書のお求めは，全国書店やCQ出版社発行書籍の取扱いハムショップ（http://www.cqpub.
co.jp/hanbai/hamshop/hamshop.htm）等をご利用ください。

電波法令抄録の2020/2021年版発売中


