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にも提出者コールサインに-2を付加　※-2以外は無効　
有効な記載例）JP3ELG-2，JP3ELG-2/3 無効な記載例）
JP3ELG/3-2

提出締切日　令和3（2021）年1月18日（月）23：59まで
賞　書類提出局には各部門の参加局数に応じて次の順位の
局に賞状　○9局以下：第1位　○10局以上：第3位まで　
○奨励賞：兵庫県西，北部でコンテスト委員会が指定す
る市郡より運用し，10QSO以上をおこなった局の内から
3局に粗品を進呈　赤穂郡，佐用郡 ，多可郡，揖保郡，
美方郡，養父市，朝来市，宍粟市，加東市が該当
失格事項等　次の事項は失格　①同一バンドにおいて，
重複する交信（受信，マルチ）局数がログシートに記載
されている交信（受信，マルチ）局数の2%を越えてお
り，かつ，その重複する交信（受信，マルチ）局を得
点（マルチ）としている場合　②ログシートに記載され
ている交信（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と認められた場合　③運用
した場所（特に住所と運用地が異なる場合）が明確に記
載されていない場合　④この規約に定める事項，電波
法，その他の法令に違反した場合　⑤コンテスト委員
会より必要な書類の提出を求められ，これを理由なく
拒否したとき　⑥オール兵庫コンテスト委員会で失格
と認めた場合　○支部HPで発表したコンテスト結果
に対して2週間以内に異議の申立てを受け，裁定の結
果失格となった局，前項②に該当する局は失格の日か
ら3年間は兵庫県支部主催のコンテストに参加しても
入賞を認めない　○失格となった局は，コールサイン，
失格の理由を支部のHPに発表　○重大な違反と認め
るときは相当期間遡って入賞を取り消すことがある

支部登録クラブ対抗　兵庫県内で運用されたJARL兵庫
県支部登録クラブの構成員，そのクラブが開設する社団
局から申告された得点をクラブごとに集計，順位を決定
受付状況・結果発表　1月下旬にログを提出した局の
コールサインを，2月中旬頃に結果の発表を支部HP
でおこなう

その他　サマリーシートに記入されているコメントは，
HP等で公表することがある　○提出された書類は

HP，イベント会場等で提出者のコールサイン等を伏
せて公開することがある　○コンテストにおいて交信
した際のQSLカート の゙交換は，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協力をお願いします
変更点　○1.9MHz電信・電話部門の新設（2021年より）　
○紙ログ提出の廃止（2021年より）　〇電子ログによる書
類提出が浸透してきたため，エコポイント制度を廃止（2019
年より）　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HP（www.jarl.com/hyogo/）に掲載

鳥 取 県
2020オール鳥取コンテスト

日時　10月4日（日）06：00～12：00
参加資格　国内のアマチュア局
周波数帯　3.5～1200MHz（3.8/10/18/24MHzは除く）
呼出　［県外局］〇電話「CQ鳥取」　〇電信「CQ TT 
TEST」　［県内局］〇電話「コールサインの後に県内
局」　〇電信「コールサインの後に /TT」
コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋JCC・Gナンバー
○県外局：RS（T）＋都道府県ナンバー（北海道は01）
交信相手　○県内局：鳥取県内を含む全日本の局　○
県外局：鳥取県内局
得点　○完全な交信を1点　○同一バンド内での重複交
信は，電波型式が異なっても得点にならない　○クロ
スバンドによる交信は認めない
マルチプライヤー　○県内局：鳥取県内の異なる市郡数
＋鳥取県外の異なる都道府県数　○県外局：鳥取県
内の異なる市郡数
総得点　各バンドで得た得点の数×各バンドで得たマル
チの数
参加部門・賞　○県内局：個人局電信電話マルチ，個
人局電信マルチ，個人局電信電話シングル，個人局電
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　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
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信シングル，以上1〜3位（各部門とも参加局が10局
未満の時は1位のみ），社団局電信電話マルチ：1位　
○県外局：個人局電信電話マルチ，個人局電信マル
チ，総合1〜3位，総合入賞局のエリアを除くエリア
別個人局：1位，社団局電信電話マルチ1位

提出書類　○JARL制定のサマリーシート，ログシート
または同形式（A4判に統一）　○Eメールによる書類
提出：電子ログ書類としてJARL主催コンテストにお
ける所定の様式で作成したデータをテキストメールの
本文または添付ファイル（テキスト形式ファイルに限
る）として，提出先メールアドレスに送信。サマリー
シートはR1.0フォーマットを使用　※記憶媒体（フ
ロッピーデスク，USBメモリ，CD-R等）による提出
は受付けない

締切　10月31日（土）消印有効またはEメール着
提出先　○郵送　〒683-0802 鳥取県米子市東福原7-16-

2　有田英雄（封筒に「オール鳥取コンテストログ在中」
と朱書き）　○Eメール jr4mux@jarl.com

その他　〇交信上の禁止事項は，ALL JAコンテスト規
約に準じる　〇県内局の定義：鳥取県内で運用する個
人局，社団局　〇問合せ： SASEまたはEメールに限
る

鳥取県支部ハムの集い・支部大会の 
中止について

　7月開催を10月中旬に延期していた，2020JARL鳥取
県支部ハムの集い・支部大会は，新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため，中止することになりました。

香 川 県
2020年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（00：00）〜12月15日（24：00）
参加部門　［個人局］○シングルバンド・シングルモード

の 部　・ 電 信：135kHz 〜 10GHz 帯　・ 電 話：
1.9MHz〜10GHz帯　○マルチバンド・マルチモード
の部　○マルチバンド・電信の部　○RTTY，ATV，
FAX，SSTV，パケットの各部・マルチバンド　［社
団局］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　○電話 「CQ香川マラソンコンテスト」　○電信 
「CQ KA 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　○同一局との交信は同一バンド内では1交信
のみ　○クロスバンドの交信は認めない　○パケット
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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　○2波以上の電波の同
時発射はすべて禁止　○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　○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　○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　○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　○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　○提出書類の不備　○虚偽の報告
をしたもの
締切日　2021年1月4日（月）必着　
提出先　〒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　○電子ログ（Eメー
ル）：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て提出先アドレス（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
発表　2021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　2021年3月21日丸亀市アイレックスで開催予定

の「四国ハムフェア」会場　※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

の内「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

※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
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・結果表・賞状発送等）のた
めに利用する

【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

高 知 県
第45回高知県マラソンコンテスト

日時　11月1日（日）00：00〜11月10日（火）24：00（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）
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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　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
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

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
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　〇
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みなす
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。社団局も同一バン
ド内での2波同時発射はしない　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　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支部
HPからダウンロード
書類の提出　［電子ログ］〇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jg5uwk@jarl.com）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，必要事項を手書きで記入（エンピツでの記入は
不可）　※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，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）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，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ない　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（月）
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

テスト規約に準じる　〇コンテストに関する全ての権
限はJARL高知県支部が保有　〇コンテスト委員は，
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　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　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
※ZLOGとCTESTWINの定義ファイルを支部HPに掲

載，ご活用ください
【町村のナンバー】　※町村のナンバーの最後にアルファ

ベットがあります。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
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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

地 方 本 部
第41回オール九州コンテスト

開催日時　11月22日（日）21：00〜11月23日（月/祝）
15：00分（JST）まで

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

交信相手　○管内局：日本国内のアマチュア局　○管
外局：管内局

参加部門・種目・使用周波数　※注意事項　○シング
ルオペレーター（SOP）部門の最大電力は100W 　※
100Wを超えて参加した局はマルチオペ部門 　○QRP
部門：空中線電力5W以下　○ニューカマー（NEW）
部門　・局免許（再開局含）年月日が開催日の3年前
の同日以降に免許された局　・免許年月日をサマリー
シートの意見欄に記載

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 ─ ─
QRP マルチバンド KQRP XQRP ─ ─
NEW マルチバンド KNEW XNEW ─ ─

運用周波数帯　JARL主催コンテスト使用周波数帯　※
1.9MHzバンドは1.9075〜1.9125MHz

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

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

交信上の禁止事項　○クロスバンドによる交信　○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
所変更を認める　○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　○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
○マルチオペの複数地点からの運用　○レピータによ
る交信　○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

得点　○コンテストナンバーの交換が完全にされた交信
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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）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　○オールバンドの場合：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　○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　○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）　※作成方
法は電子ログ提出方法（解説）を参照（https://www.
jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/e-log.
htm）　・電子ログ作成ツールの使用，またはEメー
ルによる場合はテキスト形式のファイルを貼付け（添
付不可）件名に自局のコールサイン（半角大文字）だけ
を記入。提出先メールアドレスは　ja6test2020@jarl.
com　○紙ログ　・手書きのみ受付　・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　 ○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じる　○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［マルチオペ種目運用者
のコールサインまたは氏名＜MULTIOPLIST＞］欄
に記入　・紙ログ：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）　○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
出とする
提出締切日　12月02日（水）紙ログの場合は消印有効
紙ログの郵送先　 〒851-2215 長 崎 市 鳴 見 台2-16-18

JA6EIM 冨増清志　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
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　○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会員のみとし，同点
の場合は最終交信時間が早い方を上位　・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　○書類提出局
には景品を抽選で若干名に贈呈　※JARL会員に限る
失格事項等　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
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/） で発表。コンテスト結果希
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望者は上記宛に94円切手貼付のSASE（長3）を同封
担当支部・問合せ先　長崎県支部コンテスト委員会　冨

増清志　ja6eim@jarl.com

長 崎 県
アマチュア無線の祭典（ハムの集い）	

中止について
　11月8日（日）長崎市科学館で開催を予定していたアマ
チュア無線の祭典（ハムの集い）は新型コロナウイルス流
行の終息が見えないので中止します。
　なお，10月開催予定の長崎市科学館主催の青少年の
ための科学の祭典も中止となりました。

	 	第18回長崎県非常通信訓練実施
　8月7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34局，WIRES-XではJA6EIM局を宰領局とし
てチェックインは22局でした。この時のログは支部HP
に掲載しています。

大 分 県
行事予定

　令和2年10月〜令和3年1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
10月18日（日）　支部大会・ハムの集いはコロナ感染防
止のため中止となりました

支部役員会・はむ寺子屋
日時　11月15日（日） 13：30支部役員会　15：00はむ

寺子屋　
場所　大分県職業訓練センター2F視聴覚教室

日時　令和3年1月16日（土） 13：30支部役員会　15：
00はむ寺子屋　

場所　大分市ホルトホール予定
同日18：30より新春アイボールパーティーが大分駅前

「かみ風船」で予定。詳細は支部HPにて発表します

宮 崎 県
令和2年度ハムの集い中止のお知らせ

　10月18日（日）に予定をしていました宮崎県ハムの集
いは中止いたします。原因は新型コロナウイルスの影響
でどこの施設も3密で定員の50%しか入場が許可されま
せんでした。
　今の社会状況ですので非常に残念ながら中止せざるを
得ません，来年度は状況も変化して来ると思いますので，
ご理解をお願いします。

鹿 児 島 県
かごしまハムのつどい

　かごしまハムのつどいを秋に開催のため準備中ですが
新型コロナウイルス感染防止の観点から10月末までに
開催の可否を決定しHPに掲載しますのでご了承お願
いします

Report

開催日時　11月29日（日）10：00〜15：00
会場　薩摩川内市立　（旧野下小学校体育館）
ブース開設希望者はJA6NHN西まで連絡を。※詳細が
決まりましたらHPに掲載します。　
　皆さんの協力お願いします

	 ラジオ工作会開催

　新型コロナウイルス感染防止をおこないながら6月14
日鹿児島市立科学館において親子20組のAMラジオ工
作をおこない全員完成しました。コロナの関係で外出自
粛が続いていた子供達は大喜びで工作していました。

沖 縄 県
首里城再建支援特別局運用中

　令和元年10月31日に火災で焼失した首里城の再建支
援をアマチュア無線を通して呼びかける特別局を本年1
月1日から運用しております。
　沖縄の青空に映えた朱色に染まる首里城が早期再建さ
れることを願い，国内外からのコールをお待ちしており
ます
呼出符号　8N6SHURI
期間　令和2年1月1日〜12月31日
場所　県内各地から運用
交信証　島根QSLビューロー経由で1Wayで送ります　

※貴局からの交信証は不要

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
実施日時　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，運用スタイル，送信出力をお
送り下さい。

詳細は支部HP（http://www.jarl.com/okinawa） 参照

岩 手 県
岩手県支部大会中止

　本年10月に遠野市で予定されていた「岩手県支部大会」

Report

エリア 東北地方7
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は，諸般の事情により開催を中止します。

秋 田 県
第30回VUオール秋田QSOパーティー

　今回から試験的にデジタルモードでの交信を認めて開
催します。奮ってご参加ください
開催日時　2021年1月2日（土）09：00〜21：00
周波数・電波型式　50MHz帯以上の電信電話，各デジ

タルモード
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　運用時間帯により次の通り区分　○F：フル

タイム09：00〜21：00　○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とは，
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とは，
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

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

呼出方法　※QSOパーティー規約に準じる　「CQニュー
イヤーパーティ」「CQ NYP」「CQ NP CALL GL」
コンテストナンバー　RS（T）（FT-XはdBをログ記入時

599に置き換える）＋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　※モードが違えば同一

バンドでも得点。電信・電話（FM SSBなどのうちの
どちらか一つ）・デジタル（RTTY FT-8などのうちの
どれか一つ，デジタル音声もこれに含まれる）で最大3
点　※得点にならない交信についても参考のためにロ
グに記録して使用したモードを備考欄に記入していた
だけると今後の参考になります

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　○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　○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　○FM呼出周波数

の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　○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　○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　○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　○デジタルモードは
RTTY，PSK，FT-8，FT-4，JT-65，JT-9，C4FM，
D-STARなど免 許されている範 囲の交 信を認める
○使用周波数はアマチュアバンドプランで許可されて
いる範囲で交信　○FT-8等の呼出はCQ NP CALL
GL（CQ NP JH7XGN QM09）　OP 名 は R OP
KATSU HNY 73のように送出　○レポートは交信時
dBだが，書類提出の時便宜的に599と置換えて記入

（FT系のみで提出の場合この限りでない）　○ポータ
ブル運用時はCALL/P（JH7XGN/P）となるが，/Pの
付加は任意（サマリーに移動先を記入することで移動
運用と確認）　○D-STAR C4FMにおいては直接波
シンプレックス通信のみ認める　○呼出周波数はデ
ジタル呼出周波数51.30MHz 145.30MHz 433.30MHz
使用可，FM呼出周波数を使う場合はQSY先でデジ
タルモードである旨伝達（AMSを使用して自動切換
えでの交信も可）　○レピータ（VoIPなどインター
ネット回線やパケット通信など電話回線を使ったも
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
提出締切　2021年1月31日（日）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（R1.0）他テキストファイルを受付

け。アドレスjl7aia@jarl.com
問合せ先　SASEかEメールで上記アドレスまで
※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。
失格　電波法令に違反した場合，提出書類に不備があっ

た場合，同一人の2部門以上の書類提出，書類提出の
期限遅れ，同一バンドの同一モードで重複交信が2%
以上あり，かつ得点としている場合，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　※全体の上位入賞者

以外にデジタルモードで書類提出した局の中から優秀
な局に特別賞（賞状）
結果発表　JARL NEWSほか

山 形 県
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。

令和2年度第2回クラブ代表者会議
日時　12月
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場所　南陽市

令和2年度監査指導委員会
日時　12月
場所　南陽市

山形県支部行事の中止
　次の行事は新型コロナウィルス感染予防のため中止と
なりました
・山形県防災訓練　南陽市
・山形県支部大会ハムミーティングin上山　9月20日

（日）　会場　三友エンジニア体育文化センター

宮 城 県
2021年第42回オール宮城コンテスト

　支部では，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42回オール宮城コン
テストを実施します

日時　2021年1月16日（土）18：00〜17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　1.9MHz帯は1.910MHz±2.0kHz，3.5MHz〜

430MHz帯はJARL主 催コンテスト周 波 数を準 用，
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
県内局部門 県外局部門

電信
部門

シングル
オペ

マルチバンド電信 MG/CW CW
1.9MHzバンド MG/1.9 1.9

電
信
・
電
話
部
門

マルチバンド電信電話 MG/FM FM
マルチバンド電信電話 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 マルチバンド電信電話 MG/FC FC

SWL マルチバンドSWL MG/SWL SWL
※1 YM部門は1月16日現在22歳以下（意見欄に生年月日を記入）
※2 144UPは144MHzバンド以上

呼出方法　［県内局］○電信「CQ MG TEST」　○電話
「CQ 宮城コンテスト」　［県外局］○電信「CQ MGX
TEST」　○電話「CQ 宮城コンテスト こちらは県外局 
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　○県内局：RS（T）＋自局の運用
地点を示す市区町村の略符号　○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　 ※144，430MHz帯は2点，

1200MHz帯以上は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　○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　○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］E
メール：mg-test@jarl-miyagi.org　　詳細は，支部
HPを確認　http://www.jarl.com/miyagi/
締切日　2021年2月8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・問合先　〒984-0038 仙台市若林区伊在3-8-10　

佐々木秀夫
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，問合せくださ
い　○全参加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）　○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

支部行事の中止について
　9月13日（日）に予定していました「宮城県支部ハムの集
い」と10月18日（日）に予定していました「アマチュア無線
何でも相談室」はコロナ感染防止のために中止いたします。

地 方 本 部
第7回北海道ハムフェアの運営委員募集の 

お知らせ
　北海道地方本部では，現在のところ2021年秋頃に第7回

エリア 北海道地方8
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北海道ハムフェアの開催を予定しております。全道規模のハ
ムフェアは，地方本部役員だけでは企画や運営はできません。
ぜひとも北海道の会員の皆さんの協力をお願いします。
　運営委員は，次の2タイプを募集します　○開催までに
2〜3回札幌市で開催する実行委員会に出席できる方（実行
委員）　○実行委員会には出席できないが，地域でのPR
や記念局の運用など広報活動をしてくださる方（広報委員）
　委員をお受けいただける方は，委員のタイプ（実行委
員か広報委員），コールサイン，氏名，郵便番号，住所，
メール，電話番号，携帯電話番号を明記のうえ，11月
25日までに次へご連絡ください　※委員会に係わる交通
費等は自己負担でお願いします
　第1回の会議の開催については，新型コロナウイルス
感染症の状況をみながら委員の皆さんに直接連絡します
連絡先　JH8HLU　正村琢磨　〒082-0051 河西郡芽室

町 東1条 南7丁 目5-8　［Eメー ル ］jh8hlu@jarl.com　
［tel/fax］0155-62-7042

地方本部事業の中止について
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，次の事業
を中止させていただきます。楽しみにされていた会員の
皆さんには誠に申し訳ありませんが，ご理解をお願いし
ます
（1）8エリア・アイボールミーティング 10月30日（金）
（2）ハムフェア2020出展　10月31日（土）〜11月1日（日）
（3）北海道アイボールミーティング 11月7日（土）
（4）北海道アマチュア無線セミナー2020 11月8日（日）

オ ホ ー ツ ク
監査指導委員会ガイダンス

日時　9月16日〜10月22日

支部事業の中止について
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，次の事業
を中止させていただきます。中止のお知らせは支部HP，
支部報にも掲載します
○支部役員・代表者会議　10月18日（日）
○第47回オホーツク支部大会・第30回ハムのつどい

10月18日（日）

石 狩 後 志
札幌雪まつりPR記念局運用

日時　令和3年1月10日〜2月10日予定（8N8SSF予定）
※詳細はJARL NEWS冬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3年2月13日（土）　
場所　NPO法人札幌ラジオ会館
※詳細はJARL NEWS冬号にてお知らせします

アマチュア無線関連工作会&ソフトの勉強会
10月開催予定でしたが，新型コロナ感染予防のため中

止とします。

十 勝
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，ぜひ参加ください
日時　令和3年1月2日（土）09：00〜3日（日）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　○
道内局（十勝管内局を除く北海道内で運用する局）　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　○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）を送る　
○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　○JARLのQSOパー
ティー用ログのコピーでも可
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　○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　○自局のコールを確実に記入　○メールでの書
類提出は受理しません
提出期限　令和3年1月31日（日）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
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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　

2021新年アイボール会・ 
アマチュア無線セミナー未定の案内

　2021年1月24日（日）10時から開催予定しておりました，
2021年新年アイボール会・アマチュア無線セミナーは，
新型コロナの影響を現時点では推測できない状況であり
ますので，未定といたします。状況の変化に応じて開催
予定とします。
　開催の際は支部HP，管内発行新聞に掲載します。詳
細は下記事務局まで連絡ください
十勝支部事務局（支部長　後藤　貢 JA8GSE）　Eメー

ル ja8gse@jarl.com　☎090-2691-6425

胆 振 日 高
第13回 胆振日高ニューイヤー 

2mコンテスト実施要領
日時　令和3年1月2日（土）09：00〜1月3日（日）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　○電話「CQ ニューイヤーパーティー」　○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コンテストに準じる）
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　○個人局電話　○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じる

入賞　○各種目との参加局数に応じて賞状を発行し翌年
支部大会で表彰　○参加5局以下：1位のみ，6局か
ら10局まで：2位まで，10局を超えた場合：3位まで　
○提出されたサマリーシート記載のクラブ名ごとに総
得点を集計し，順位を計上したうえで同様に表彰

書類提出締切　令和3年1月31日（日）当日消印有効　
電子ログの締切は1月31日23：59のタイムスタンプ

まで
書類提出先　○〒052-0014 北海道伊達市舟岡町343-3　

JA8DGD　加藤　篤　○電子ログ：ja8dgd@jarl.com

第46回胆振日高支部大会開催中止のお知らせ
　10月18日（日）苫小牧市で開催予定の第46回胆振日高
支部大会は，新型コロナウイルスの感染拡大が衰えを見
せていない中，会員同士が集合したり地域間を移動する
ことは避けるべきであると判断し，開催を中止しました
のでお知らせします。

地 方 本 部
JA9コンテストHF2020

日時　 〇 電 話の部：11月2日（ 月 ）21：00〜3日（ 火 ）
12：00　〇電信（CW）の部：11月21日（土）21：00〜
22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
交信相手と得点　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　本規約以外はJARLコンテスト規約に準じる
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　○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

シートに準じるもの　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　JA9QHP　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
準じるもの　〇件名にコールサインを記入し，以下の
アドレスに送信　提出専用アドレス：〇電話部門 ja9-

エリア 北陸地方9
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ph@jarl.com　〇電信部門 ja9-cw@jarl.com
締切　○電話の部：11月20日（金）　○電信の部：12月

7日（月）　※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

問合せ先　ja9qhp@jarl.com

富 山 県
富山県支部の集い

日時　10月18日（日）　開場10：00〜　支部の集い13：
30〜

場所　黒部市内　※詳細は支部HPにて告知します
※事情により中止の可能性があります

第44回富山県非常無線通信訓練コンテスト
日時　令和3年1月9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：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，使用無線機，空中線型式を記入　※（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モードでの交信とする，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3年1月25日（月）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じる
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

5 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

富山県支部登録クラブ代表者会議
日時・場所　未定 
※支部のHPで告知します

ハムセミナー
日時・場所　未定 
※支部のHPで告知します

	 	支部社団局の運用
　2020年5月31日と6月7日，富山県黒部市で，無線を
通して情報通信月間PRと支部の集い延期の告知のため，
野外ステージでソーシャルディスタンスをおこないなが
ら運用しました。

Report
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	 ハムセミナー「親子ラジオ工作教室」開催

　2020年8月9日，富山県黒部市大布施公民館で3組の
親子が参加しました。室内の換気と水分補給に気を使い
ながら，無事AMラジオを完成させました。

新 潟 県
令和2年度第1回クラブ代表者会

日時　令和3年1月16日（土） 13：30〜16：30（予定）
場所　アトリウム長岡　新潟県長岡市弓町1-5-1　☎

0258-30-1250
内容　令和2年度報告，令和3年度計画　その他

Report

エリア 信越地方0

新年会
※どなたでも参加できます
日時　令和3年1月16日（土） 18：00〜20：00（予定）
場所　アトリウム長岡　新潟県長岡市弓町1-5-1　☎

0258-30-1250
会費　○宴会＋宿泊：9,500円　○宴会のみ：5,500円
申込先　〒940-0836 長岡市豊田町9-3　小川　忍 JRφ

BAT　Eメール info08@jarlzero.com
※新型コロナウイルス感染状況により，変更・中止とな

る場合もあります。最新情報は，支部HPで確認くだ
さい

第48回新潟県支部大会要項の頒布
　新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から本年度
に関しては集合での開催を中止し,書面の発行で第48回
支部大会の開催に変えさせていただきます
　大会要綱は，各登録クラブには配布済みですが希望の
会員は下記より請求ください
頒布対象　新潟県支部会員
請求方法　200円切手を同封
送付先　〒940-0836 長岡市豊田町9-3　小川　忍

長 野 県
令和2年度通信訓練

　夏号掲載の「令和2年度長野県総合防災訓練」は新型
コロナウイルス禍による縮小開催のため，長野県支部は
参加しません。そのため，アナログレピータを使用した
支部独自の通信訓練を，下記の通り開催します
日時　10月18日（日）9：00〜 1時間程度
周波数　439.32MHz　美ヶ原レピータ
コールサイン　JA0RL
通信訓練内容　○運用場所（固定，モービル，ポータブ

ル等）　○RSレポート　○天候，気温 等
その他　台風等，大規模災害発生の際は中止します

第2回登録クラブ代表者会議
日時　令和3年1月23日（土）13：00〜
場所　新型コロナウイルスの状況により，会場開催，も

しくはオンライン開催
※現時点では未定のため，支部HPで確定後発表

　144MHz 帯や 430MHz 帯に出没する不法無線
局は相変わらず多く，業務に関する通信，バン
ドプラン無視やレピータへの妨害などをおこ
なっている事例が総通当局や JARLに数多く申
告されてきているのが現状です。
　一方，私たちアマチュア無線家もＶ・ＵＨＦ
バンドでコールサインを言わないで交信してい
る局が多数いて，交信をワッチしても，正規の
アマチュア局か，免許を受けてない不法無線局
なのか判断できない場合があります。
　このような状態は，不法局側にとってみれば

極めて好都合であり，免
許を受けないで不法運用
をする者にとって居心地
のいい電波環境であり，
不法運用の温床になっているとさえ言うことが
できます。
コールサインの送出は，無線局運用規則でも

義務付けられている当然のことですが，QSOを
する際には必ずコールサインを送出することを
励行し，不法局が住みにくい，電波を出しにく
い電波環境にしましょう。

不法局が出にくい電波環境を作ろう！

QSOの際には，コールサインを忘れずに送出しましょう
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