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マリー，ログシートまたは同様式を使用（ログシート
のマルチ欄はテールレター，局免許年を記入）　○封
筒の表に必ず朱書きで「コンテスト書類在中」と添え
書き　○移動運用局はサマリーシートの移動地/運用
地欄に全ての移動地名を明記　○社団局の場合はサマ
リーシート意見欄または裏面に運用者名（コールサイ
ン），無線従事者の資格を運用者個人ごとに明記　○
電子メールで提出するときは，JARL主催のコンテス
トの電子ログと同一形式とし，添付ではなくメール本
文に貼りつける。詳細は http://www.minami3.com/
naratest/　参照

個人情報の取扱について　サマリーシートに記入された 
住所，氏名，電話番号，Eメールアドレスは，支部コ
ンテストの実施や結果発表などの運営に関してのみ使
用し，それ以外には使用しません　※結果発表やコメ
ントの公開は，コールサインのみ

書類提出期限　8月31日（火）必着（郵送の場合は当日消
印有効）

提出先　○郵送：〒631-0811 奈良県奈良市秋篠町1170-
35　吉岡武彦 気付　JARL奈良県支部コンテスト委
員会　○電子メール：naratest@jarl.com　※受付期
間のみの設置

その他　○不明な事項がある場合はEメール（ja3qxk@
jarl.com ）または，SASE（切手を貼った封筒を同封）
にてコンテスト書類提出先まで　○本コンテスト規
約，提出ログサンプルは，支部HP（http://www.jarl.
com/nara/）参照

コンテストログ提出支援ツールのご案内　※エクセル
版，Webサーバー版，使いやすい方をお使いください
○支部では，サマリーシート・コンテストログを，電
子ログでの提出を容易にする支援ツールを開発　・エ
クセル版：交信データを入力すると，マルチの自動集
計，重複交信チェック，入力データエラーチェック等
をおこない，提出用の電子ログデータを自動生成　・
Webサーバー版：ハムログの交信データをWebサー
バーにアップロードすると，上記同様，提出用の電子
ログを自動生成

「アンテナ製作講習会」の開催を中止
　7月25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の収束が見ら
れないため開催は中止とさせていただきます。

「フィールドミーティング」中止
　9月12日（日）に開催を予定していました「フィールド
ミーティング大会」は，新型コロナウイルス感染症の収
束が見られないため開催は中止とさせていただきます。

和 歌 山 県
和歌山県支部移動デー

　下記の要領で和歌山県支部移動デーを開催。移動計
画中の方は，申出てください。支部HPで移動予定地な
どの情報を公開
実施日　7月25日（日）
申出内容　○グループ名または代表者　○移動予定市町

村名　○よろしければQRV予定バンド・モード　※
移動された方運用時の写真を提供ください。支部HP

で紹介　
連絡先　JR3KUF　池上和彦　〒641-0062 和歌山県和

歌 山 市 雑 賀 崎 6-48　 ☎ 090-3720-1102　E メー ル 
jr3kuf@jarl.com

※コロナ禍の折り，三密を避けるなど感染対策を十分し
たうえでの移動運用をお願いします

CW&DXミーティング
日時　8月29日（日）　13：00〜16：30
場所　和歌山市東部コミュニティセンター　和歌山市寺

内665　☎073-475-0020
テーマ　「サイクル25のDX」
最近のモード別DXは，FT8が60％強を占めています。
これは低コンディションでもFT8ならできた側面もあり
ます。サイクル25が始まりました。従来のCW/SSBの
復権，更に今まで経験のない，良コンディション下での
FT8のさらなる活躍，バンドを含めて，皆さんの描くサ
イクル25のDXへの期待をお聞かせください　※いつも
のテーマにとらわれない「井戸端会議」も従来どおり　※
申込は不要。コミュニティセンターの定める新型コロナ
ウィルス感染拡大防止（当センターのHP参照）にご協力
ください
問合せ　 世 話 人　JA3EQC　 廣 井 五 十 二　Eメー ル

ja3eqc@jaril.com

非常通信訓練
日時　9月12日（日）　13：00〜16：00JST
実施対象　和歌山県下のアマチュア局
実施要領　○呼出方法　・不特定局呼出「訓練，訓練，

和歌山県非常通信訓練　こちらはJ＊3＊＊＊どなた
か応答願います。」　・特定局呼出「訓練，訓練，和歌
山県非常通信訓練　J＃3＃＃＃,こちらはJ＊3＊＊
＊。」　○交信方法：RS，運用場所（市町村＋地区名），
運用者の名前の交換　○運用周波数，運用時間帯　
13：00〜15：00　145.50MHz　FM　※この時間帯で
は，参加者全員でクロス交信をおこなう　○D-STAR
による交信　15：00〜16：00　D-STAR　DVモード
による県内デジタルレピータの山掛け，ゲートウェイ
通信　注）D-STARによる交信は通常のメリット交換
のみ
交信レポートの提出　9月30日（当日消印有効）までに

交 信ログの写しを提 出　 ○CSV，TXT，EXCEL，
WORD形式などにて電子メールで，または紙による
郵送（支部報に掲載予定）
提出先　○〒649-6122 紀の川市桃山町元329　片山泰英　

和歌山県支部非常通信係　○電子メール：Je3qzv@
jarl.com

地 方 本 部 ・ 島 根 県
2021中国地方合同ハムの集いin島根

日時　8月29日（日）9：30〜16：40
会場　出雲市湖陵コミュニティセンター集会室　〒699-

0812 島根県出雲市湖陵町二部1320　☎0853-43-2480
内容（概要）　※内容・時刻は予定　○9：15〜受付開始　
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※8：00〜会館の開場準備のお手伝いお願いします
○10：00〜開式の辞：来賓挨拶，祝電披露　○10：
25〜12：30講 演-1， 講 演-2， 講 演-3　 ○12：30〜
13：40（記念写真撮影），アイボール会，昼食　○
13：40〜15：20講演-3，講演-4　○15：30〜支部の
現況報告　○15：40〜表彰式　・2021JARL会員継
続10年〜60年　・2020島根県OSO通信訓練コンテ
スト　・2021第41回島根対全日本コンテスト　○
16：00〜お楽しみ抽選会　○16：40閉会の辞　○中
国総合通信局：アマチュア無線電子申請のブース　
○中国地方各県支部のブース　○メーカー展示，
ショップ，ジャンク市，その他の出展　※どなたでも
無料で出展可能，連絡ください　※8月20日締切　○
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　※従事者免許証持参。事前運用（8月19日〜28
日）　○「8J4JARL中国地方本部青少年体験運用特別
局公開運用8月29日　※運用立会い指導者の下で，
無資格者が アマチュア無線の交信ができます　※詳
細は，今後の島根県支部HPを必ずご覧ください

［前夜祭（懇談会）］
日時　8月28日（土）18：30〜20：30
会場　湖畔の温泉宿くにびき　出雲市湖陵町二部1230　

☎0853-43-2211　 ハムの集いの会 場から， 徒 歩3分
※申込み等は，島根県HPから

岡 山 県
第34回オール岡山コンテスト

　周波数別の開催時刻に注意，事前の連絡をする場合が
ありますので，必ず9月10日以降，支部HPを確認くだ
さい。
日時　9月12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で運
用すること　※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（別表）　※QRP（5W以下）は，
末尾に「P」を付ける

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　○
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　○郵送：〒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2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，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　○前記を除き，得点が
10点以上の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。

地 方 本 部
2021オールJA5コンテスト

日時　7月17日（土）21：00JST〜18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（別表）　○社団局とSWLはマ

ルチバンド・シングルバンドの区別はない　○エント
リーは1部門
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：RS（T）
＋市郡ナンバー　○四国外から運用の局：RS（T）＋
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（別表）部門・コードナンバー
コードナンバー

3.5～7MHz帯 14～28MHz帯 50～2400MHz帯

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
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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　※四国内から運用の局同士の交

信も有効
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
なう

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）として，件名欄
にコールサインを記入しja5test@jarl.com に送信　※
到着確認の返信メールを送ります。データは「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　7月31日（土）（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

香 川 県

製作技術講習会
話題のSDR（Software Defined Radio）受信機の完成品
として頒布している同機とSDR用フリーソフトをインス
トールして7MHz帯を受信します。皆さんSDRにトライ
しませんか！！
日時　9月12日（日）10：00〜15：00
場所　栗熊コミュニティセンター（予定）　丸亀市綾歌

町栗熊西1638
参加費　3,000円（当日集金）
準備物　Windows7以上のパソコンを持参　※工具は不用
申込　○往復葉書：〒761-8085 香川県高松市寺井町

205-1　平賀正明方　製作講習会係　○Eメール：
Furoyanobandai@ma.pikara.ne.jp
締切　8月31日（火）必着　※定員になりしだい締切。

お早めにお申込みください

徳 島 県
研修会「HF通信，V/UHF通信合同移動運用」
　運用の仕方がわからない，移動運用の仕方が分からな
い初心者の方向けに実践による研修会。アマチュア無線
に興味のある方は誰でも参加できます。当日は東京オリ
ンピック・パラリンピック記念局の公開運用もおこない
ます。
日時　7月11日（日）9：00〜12：00（予定）
場所　小松島市日の峰山「みなと展望台」　※詳細は支

部HP参照
定員　10〜15名の予定（3密を避けるため）
会費　無料
申込方法　支部HP上で募集。事前にメールで申込み　
［Eメール］jarl@sky.plala.or.jp

研修会「製作トレーニング夏季集中講座」
　製作の基本を4日間で勉強。ぜひ，子供さんやお孫さ
んと一緒に参加ください。
日時　8月1日，8日，22日，29日（すべて日曜日）　時

間は未定
場所　未定（徳島市内の予定）　支部HPで発表
定員　10〜15名の予定（3密を避けるため）
会費　無料
内容　○1日目　工具や測定器の種類と使い方　○2日目　

部品の知識，回路図の見方，製作に関する知識　○3
日目　簡単な回路の設計，試作の練習　○4日目　製
作実習　
申込方法　支部HP上で募集。事前にメールで申込み　
［Eメール］jarl@sky.plala.or.jp

Awa9コンテスト（徳島マラソンコンテスト）
日時　9月1日（水）00：00〜10日（金）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

（別表）参加部門・種目・コード
部門 種目 四国内 四国外

電信

マルチバンド CMI CMG
1.9MHz  C19I C19G
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
社団 CSDI CSDG

電信電話

マルチバンド PMI PMG
1.9MHz  P19I P19G
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
社団 PSDI PSDG



　SUMMER  2021

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立を受け，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HPに掲載されている「AwaLog」（Excel

ブック）を使用し，ログソフトウェアで「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，ま
たはサマリーとログをプリントアウトしたものを郵送　
※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制定の様式を使用し，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（木）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
ドなども書き添えください。意見等に返答させていた
だくため公開しますので了承ください

【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。場所
その他詳細はJARL NEWS秋号や支部HPでお知らせ

研修会「普通救命講習会」
　胸骨圧迫（心臓マッサージ）など救急救命に関する講
習会です。
日時　9月12日（日）　※時間は未定
場所　未定（徳島市内の予定）　支部HPで発表
定員　10〜15名の予定（3密を避けるため）
会費　無料

研修会「初心者CW4日間講座」
モールス符号を覚えてCWによる簡単なQSOまでを

勉強。気軽に参加ください。
日時　10月3日，17日，24日，31日（ すべて日 曜 日 ）　

時間：未定
場所　未定（徳島市内の予定）　支部HPで発表
定員　10〜15名の予定（3密を避けるため）
会費　無料
内容　詳細はHP発表
申込方法　支部HP上で募集。事前にメールで申込み　
［Eメール］jarl@sky.plala.or.jp

研修会
［アマチュア無線初心者講座］

アマチュア無線の仕方がわからない初心者，これから
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免許を取得した方向けに研修会をおこないます。アマ
チュア無線に興味ある方は誰でも参加できます。この研
修会は5月におこなう予定でしたが，新型コロナ感染拡
大防止のため秋以降に延期しました。

［初心者のためのドローン講座］
　ドローンに興味があるが，経験がない方におこなう研
修会です。関連の法規を学び，デモストレーションを見
学します。この研修会は5月に行う予定でしたが，新型
コロナ感染拡大防止のため秋以降に延期しました。

【共通事項】
日時・場所　未定　※場所は徳島市内の予定。支部HP

で発表
定員　10〜15名の予定（3密を避けるため）
会費　無料
申込方法　支部HP上で募集。事前にメールで申込み　
［Eメール］jarl@sky.plala.or.jp

注意
　支部主催の研修会は新型コロナウイルスの感染拡大を
避けるため少人数の募集とします。会場や新型コロナウ
イルス感染拡大状況により変更がある場合がありますの
HPをときどき確認（https://www.jarl.com/tokushima/）

何でも座談会
　まだ開局していないような初心者の方からベテランの
方までテーマを決めて気楽に話をします。この座談会は
非会員の方の参加も歓迎します。Zoomでおこないます
ので支部まで問合せください。
日時　毎月第2土曜日20：00〜の予定　※月によって

日にちが変わりますのでHPをご覧ください
場所　Zoom　※詳細は支部HP参照
定員　50名以下
会費　無料
申込方法　支部HP上で募集。事前にメールで申込み　
［Eメール］jarl@sky.plala.or.jp

愛 媛 県
支部行事計画について

　支部行事について，新型コロナウイルス感染症が収束
するまで中止とします。開催の場合は改めてHP等によ
りご案内します。

福 岡 県
第15回福岡コンテスト

日時　9月25日（土）21：00〜9月26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（別表）　○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 

電力制限　固定局：200Wまで

エリア 九州地方6

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　○県内局　電話「CQ福岡コンテスト」　電信「CQ 

FO TEST」　○県外局　電話「CQ 福岡コンテスト こ
ちらは県外局」　電信「CQ FOX 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

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，ログシートで，

郵送の場合は手書きのみ，電子ログ（R1.0），サマリー
シートも受付
締切　10月20日（水）当日消印は有効
表彰　○各種目の参加5局まで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　※エント
リーは1種目　○20局以上の参加種目は5位，10位，
15位に飛び賞（賞状なし）　○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　※飛び
賞を優先し，参加賞はない　○上位の賞を優先し，二
重の受賞はない
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程に
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47回オール佐賀コンテスト

※1.9MHz部門，休憩時間等，前年度とは異なる点がある
日時　8月28日（土）21：00JST〜29日（日）00：00JST，

8月29日（日）06：00JST〜29日（日）15：00JST　※
8月29日（日）00：00〜06：00は休憩時間
参加資格　日本国内のアマチュア局　○県内局：佐賀県

内で運用する局　○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（別表）　（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
交信相手　○県内局：日本全国の局（県内局を含む）　

○県外局：佐賀県内の局
呼出　 ○ 電 話「CQ佐 賀コンテスト 」　 ○ 電 信「CQ 

SAGA TEST」

（別表）参加部門・種目
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
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コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋佐賀県市町
ナンバー　○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
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　○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）　○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　○シングルバンド：参加したバンドで得た得点
×マルチ数　○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）　○県内局：
各部門種目の2位までに賞状　○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　○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　○レピータ，
デジピータ，クロスバンドでの交信は無効　○コンテ
スト中の運用場所の変更の禁止　○その他はJARLコ
ンテスト規約に準じる

書類　「参加部門及び種目」のうち，いずれか1種目のみに
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（http://contest.jarl.org/summarymaker.
htm 参照）　○郵送　・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　・郵便料金に不足があった場合は受け取りませ
ん　・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15日（水）　郵送の場合同日消印有効　
提出先　○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）」　※例年「コールサインのみ」や「佐賀コン
テストログ提出」などと書かれたものが見受けられる。
電子メールで提出の局は，随時コールサインを支部ブ
ログに掲示，提出後72時間経過してもリストに掲示
されない場合はjarlsaga@gmail.comあて問合せ　※
事情により掲示が遅れる場合はその旨をブログ内で案
内　○郵送：〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎
108　大谷正広　JA6MWW　※郵送の送付先が今年

から変更　※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　○結果についてはJARL NEWSの他，支部ブ

ログhttp://jarlsaga.blogspot.jp/も参照　○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）を贈る　○入賞者は支部大会（例年2月頃
開催）で表彰し，欠席により賞状を受領しなかった場
合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35回長崎県非常通信訓練コンテスト

日時　7月18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はできない　
○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

（別表）参加部門，種目

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 KF1 XF1 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
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―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）　○ログシート
は使用バンドごとに整理　※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

「NSEMGTEST」（半角大文字でNSEMGTEST これ
以外の文字やスペースは入れない）。添付するファイ
ル形式は不問　※ja6eimから受付済みメールを返信

提出期限　7月31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7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19回長崎県非常通信訓練
日時　8月6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 JE6UER ○ 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：144.60/430.72/430.92/430.96/430.98
MHz　○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　○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，宰領局が送信終了後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　○今まで実施
してきた訓練のレポートを県支部HPに掲載

大 分 県

行事予定
7月〜10月の行事予定は下記のとおりです。今年度の行
事はコロナの状況により中止・変更になる場合もありま
す。 詳 細は支 部Webサイト（http://jarl-oita.blogspot.
com/）にて発表。
7月18日，9月19日　支部役員会・はむ寺子屋
8月　電波教室（大分市O-Labo）
9月　大分県総合防災訓練
10月10日　支部三役会議
10月16日（土）　支部大会・はむの集い前夜祭
10月17日（日）　支部大会・はむの集い

宮 崎 県
宮崎県ハムの集い

日時　10月24日（日）10：00〜13：00
会場　佐土原総合文化センター　〒880-0211 宮崎市佐

土原町下田島20527-4
内容　○無線機メーカーの講演や機器の展示実演　○

JARL宮崎県支部の状況紹介　○お楽しみ抽選会等　
※ハムや無線に興味のある方もぜひ参加ください，歓
迎します　※今年度のハムの集いも新型コロナウイル
スの蔓延状況次第では中止することをご了承ください

鹿 児 島 県
8J6OLYMPIC記念局運用

2020東京オリンピック・パラリンピック記念局運用
期間　6月23日〜7月6日
開催場所　鹿児島県内

ARDF競技大会
　県内HAM仲間へ，「ARDF」に挑戦しよう！
日時　7月4日（日）　9：00〜12：00
会場　鹿児島市（平野岡公園茶山房）
内容　ARDFを楽しむために簡易コースを準備
※支部HP参照
※会場準備：7月3日（土）13：00集合で，作業（コース

作成）終了後に親睦会（車中泊OK）

青少年のための科学の祭典2021鹿児島
　子供たちへ「電波利用体験」に挑戦！
日時　7月24日（土）〜25日（日）　
会場　鹿児島市立科学館　鹿児島市
内容　AMラジオ工作・電子ブロック工作・リモコン

サッカー・ミニARDF体験
※鹿児島市立科学館HP参照
主催　鹿児島市立科学館

第31回鹿児島コンテスト
日時　7月24日（ 土 ） 21：00〜24：00　7月25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。1.9/50MHzのコンテ
スト使用周波数帯が変更になりました
参加部門　○県内局部門：鹿児島県内で運用する局　
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○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　※シングルOP部門
の最大電力は100W

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バンド電信電話 K1.9 G1.9　
3.5MHzバンド電信電話 K3.5 G3.5　
7MHzバンド電信電話 K7 G7
14MHzバンド電信電話 K14 G14
21MHzバンド電信電話 K21 G21
28MHzバンド電信電話 K28 G28　
50MHzバンド電信電話 K50 G50
144&430MHzバンド電信電話 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

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」なので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
話のみの交信であること　○シングルOPの各シング
ルバンド電信電話種目は電信または電話も可　○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ぺ部門　○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　

https://www.jarl.com/kagoshima/contest/elog-upld.
html　○Eメールは 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　※
紙ログは総交信局数が100局まで　※100局を超える
紙ログは受付しません。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
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。
※支部の鹿児島コンテストHP参照。副賞として抽選
で若干名に鹿児島特産物を贈呈

電波教室（AMラジオ工作）
子供たち（小学4年生以上）に電波利用の仕組みを知る
日時　8月5日（木）
会場　谷山市民会館　鹿児島市　
内容　電波の知る（AMラジオ工作）
※鹿児島市（谷山市民会館HP）参照

電波教室（AMラジオ工作）
子供たち（小学4年生以上）に電波利用の仕組みを知る
日時　8月31日（火）　
会場　谷山北公民館　鹿児島市　
内容　電波の知る（AMラジオ工作）
※鹿児島市（谷山北公民館HP）参照

支部事業開催の延期中止について
新型コロナウイルス感染問題と天候等で事業を延期中止
にすることがあります。支部HPで確認をお願いします。

地 方 本 部
One Day JA7賞受賞状況

　2020年4月〜2021年3月末まで　発行番号/コールサ
イン/特記：1043 JI3WBB 21MHz SSB　1042 JH7UFT
7MHz SSB　東北地方本部アワード委員会

秋 田 県
第35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

エリア 東北地方7
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ナウイルスの感染拡大とならないよう注意
日時　9月11日（ 土 ）21：00〜23：00，9月12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（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

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
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は電信電話部門　○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，長形3号封筒によるSASE送付
締切　9月30日（木）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
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
JARL山形県支部ハムミーティング 

開催20年記念
2021年「ハムミーティングin米沢」

大会テーマ　「楽しもう・広げよう・深めよう　〜アマ
チュア無線新時代〜」　
期日　9月23日（木/祝）11：00受付　13：00〜15：30
場所　窪田コミュニティセンター　米沢市窪田町638-4　

☎0238-37-5044　東北中央道米沢北ICから東へ車で2分
日程・内容　○13：00開会行事（挨拶など），コンテス

ト表彰ほか　○13：45講演会「ドローンで広がるアマ
チュア無線の世界」（仮題）　講師：JF7ELG　木幡栄
一氏　○15：15閉会行事（スタッフ紹介，次期開催地
挨拶ほか）　○15：30閉会・解散　※ハムミーティン
グ開催20年を記念して，大会記念誌を参加者全員に
配付　※午前中は，交流タイムとして次の企画を準備

［11：00〜］県内登録クラブの活動を紹介する展示ブー
ス ○無線機器メーカーによる製品の出展コーナー
○JARL入会・会費納入，なんでも相談コーナー　［開
催20年記念・やまがた県南アマチュア無線クラブによ
る特別企画］　○「アマチュア無線フォーラム」技術解
説，研究発表，実践報告等による技術交流　・9：
30〜12：00（受付9：10〜）　※本大会の前に開催　・
希望者のみ限定30名　※参加料1,000円（弁当＋発表
資料代）　・発表していただける方を募集（発表者は参
加料無料）
備考　新型コロナ感染防止対策として，次のことをお願

いします　○本大会の参加人数を80名に制限するた
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め，メールによる事前申込制　○抽選会，ジャンク市
はおこないません　○事前の健康観察，マスク着用，
受付時の検温，手指の消毒にご協力ください　○会場
では座席指定

参加申込み　○本大会参加，フォーラム参加希望の申
込みは電子メールで7月1日から　○フォーラムの参
加料は当日受付時に徴収　※発表者の募集は随時受付
け（2〜3名程度予定）

申込先　やまがた県南アマチュア無線クラブ　佐藤徳昭
（JF7EIT）　jf7eit@jarl.com　下記の各項目をメール
に記載して送信（7月1日 0：00より受付）　①本大会
参加申込：コールサイン，氏名，市町村　②フォー
ラム申込：上記①の項目＋現在の活動分野・興味関
心のある分野　③発表希望者申込：上記②の項目＋
発表予定のテーマとその概略　※メール記載例：
JE7ZCT　県南太郎　米沢市　①と②に申込　FT-8
とアンテナ自作を楽しんでいます

※新型コロナ感染状況によって内容に変更が生じる場合
もあります。最新の情報を支部HPに随時掲載，ご確
認ください

宮 城 県
支部行事の中止について

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，7月4日
（日）予定の「2021年度第1回登録クラブ代表者会議」，9
月12日（日）予定の「2021年宮城県支部ハムの集い」は中
止いたします。
なお，「 宮 城 県 支 部だより 」第47号は， 今 年 度のみ
JARL会員に郵送します。

福 島 県
第52回全福島マラソンQSO

実施年月日　7月25日（日）〜31日（土）
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

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「JH，JP」）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（火）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，各部門ごとの　○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　

福島県支部ハムの集い中止
　8月29日（日）ユラックス熱海で開催予定だった，福
島県支部ハムの集いは，コロナ感染症拡大防止のため，
まことに残念ではありますが，中止を決定いたしました。

地 方 本 部
オンラインイベントへの参加について

　第7回北海道ハムフェアの延期にともない9月20日（月
/祝）にオンラインを活用した代替イベントを開催する予
定です。イベントの詳細については現在検討しておりま
すが，次の内容でイベントに参加いただける団体やクラ
ブ，個人の方々を募集してます。
1「オンラインブース」（仮称）　クラブや個人の皆さんの

アマチュア無線に関する発表の場です。団体やクラブ
の活動や日頃のアマチュア無線における活躍の様子な
どをお伝えください。
2「ハムテクニカルウェビナー」（仮称）　オンラインでお

こなう技術講習会です。アマチュア無線に関する技術
的な内容についての講演をしていただける方を募集し
ます。
3「各局紹介リレー」（仮称）　皆さんの自己紹介動画をリ

レー形式で編集し配信します。最大3分間程度の自己
紹介動画を作成して応募ください。
それぞれの詳細や応募の方法などについては，地方本

部HPで案内してますのでご確認ください。
　また，イベントの詳細についても決まり次第，HPで
案内します。
　なお，新型コロナウイルス感染症の状況により，代替
イベントの内容の変更やイベントの中止などが生じる場

エリア 北海道地方8
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合がありますことをご承知ください。

北海道地方ARDF競技大会中止の案内
　本原稿作成時点において新型コロナウイルス感染症の
収束が見通せない状況にあります。現状では8月29日

（日）に予定しております北海道地方ARDF競技大会に
おいて，安全に大会を開催することができない可能性が
あると判断されることから，今年度の大会の開催を見送
ることにしました。本大会への参加を楽しみにされてい
た皆さんにおかれましては，誠に申し訳ありませんが事
情をご理解いただきたくお願いします。

上 川 宗 谷
第5回上川宗谷支部コンテスト

　東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い「山
の日」の祝日が変更になってます。なお変更日（8月8日

（日））はフィールドデーコンテストと重複することから，
今回に限り「山の日」の振替休日である8月9日（月）の開
催としました。多数の参加をよろしくお願いします。
日時　8月9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　1.9〜430MHz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に 

は，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　○郵便料金に不足が
あった場合は受取りません　○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（金）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　※受付返信メールは遅れ
る場合がある
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
　予定しておりました支部大会（7月18日（日））は感染
防止の観点から延期することとしました。なお，次の開
催時期につきましては8月の感染状況により判断して決
定します（JARL NEWS秋号，HPに掲載）。
　参加を楽しみにしていた皆さんには，申し訳ありませ
んが事情をご理解いただきたくお願いします。

空 知 留 萌
空知留萌支部大会の開催中止

　7月11日（日）に予定していました「第48回空知留萌
支部大会」を新型コロナウイルス感染症の終息が見られ
ないことから，開催を中止といたします。

石 狩 後 志
登録クラブ代表者会議（前期）

日時　7月24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10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48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48回石狩・後志支部大会
日時　10月17日（日）13：00開会〜16：00（予定）まで
場所　札幌総合卸センター　1階 会議室（102A＋B）予定　

〒060-0906 札幌市東区北6条東4丁目1-7　☎011-721-
1101
内容　○令和2年度事業報告，会計報告　○令和3年度
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事業計画案，会計予算案　○石狩後志支部コンテス
ト表彰式

※本年の大会は札幌市にて開催することとしましたが，
新型コロナウイ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　※クラ
ブ代表者会議（後期）は，10月16日（土）の開催として
いましたが変更します

釧 路 根 室
令和3年度JARL釧路根室支部大会

日時　9月26日（日）　13：00より　※開場 12：30
会場　釧路市生涯学習センター　「まなぼっと」　〒085-

0836　釧路市幣舞町4番28号　☎0154-41-8181
問合せ先　〒087-0025 根室市西浜町10丁目167番地　金

澤敏昭　☎0153-23-4441　［Eメール］ja8frn@jarl.com

胆 振 日 高
第46回胆振日高QSOコンテスト

日時　8月20日（金）21：00〜8月22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　○管内局：日本国内のアマチュア局　○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　○電話「CQ胆振日高コンテスト」「CQ IHコ
ンテスト」「CQ コンテスト」　○電信「CQ IH TEST」

「CQ TEST」
コンテストナンバー　○管内局：RS（T）＋市郡ナンバー

○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。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は

「管外局」。 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」。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］○電話ニューカマー
マルチバンド（3.5/7/21〜1200）　○HF電信電話マル
チバンド（3.5〜28）　○HF電信マルチバンド （3.5〜
28）　○電信電話トリプルバンド（21/28/50）　○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］○電
話ニューカマーマルチバンド（3.5/7/21〜1200）　○電
信電話マルチバンド（3.5〜1200）　○電信マルチバン
ド（3.5〜1200）　○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14メガを除くHF，V/Uマル
チバンド10W（V/Uは20W）以下の電話のみ
得点，マルチプライヤー　○管内局： 国内のアマチュア

局との完全な交信を1点　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，胆振日高の市郡数をマルチ（同一バンドの交
信は，モードが違っても1回）
総得点　○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　○クラブ対抗：各バンドにおける総得
点の和×クラブ総参加人数で計上
提出書類　○JARL設定のサマリー，ログまたは同形式

のものを使用（A4判）　○電子ログの提出はJARL制
定様式を使用　○コンテストの名称は「胆振日高コン
テスト」と明記　○参加部門，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
を記入　・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　○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局以下は1位のみ，6局か
ら10局までは2位まで，10局を超えた場合は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　9月30日（木）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　○〒052-0014 伊達市舟岡町343-3 JA8DGD　

加藤　篤　○電子ログ：ja8dgd@jarl.com 

渡 島 檜 山
非常通信伝達訓練

日時　8月29日（日） 10：00〜1時間程度
周波数　439.66MHz（JR8WW）のレピータ
参加者　非常通信ボランティア局，本趣旨に賛同する会

員局
※詳細は支部HP（https://www.jarl.com/ohs/）

第29回JARL渡島檜山支部 
48時間コンテスト

　今年度は，移動マルチを廃止し，レピータ運用も可と
した。ぜひ参加いただきたい。
日時　9月3日（金）18：00〜9月5日（日）18：00まで
参加資格　国内のアマチュア無線局
周波数　3.5〜1200MHz帯（3.8/10/18/24MHzを除く ）

の9バンド（レピータは439.66MHz）　※今回は，皆さ
んにレピータに慣れてもらうことを目的に，利用を可。
譲り合って使用
参加部門（別表）　○管内（渡島檜山管内で運用する局）　

○管外の部とマルチ，シングルバンド　※社団局のシ
ングルオペによる参加は可



交信相手　○管内局：国内のアマチュア局　○管外
局：渡島檜山管内の局

呼出　○電話「CQ渡島檜山支部コンテスト」　○電信
「CQ OH TEST」
コンテストナンバー　○管内局：RS（T）＋ハムログコー

ド　○管外局：RS（T）＋都府県，地域（北海道）ナン
バー　※当コンテストでは，マルチとして113，114
は使われない

得点　完全な交信1点，※同じバンドでの同一局との交
信は1回　

マルチプライヤー　交信相手局の運用場所を示す都府
県・地域等　※バンドが異なれば同一都府県・地域等
であってもマルチプライヤー。コンテスト中の移動場
所の変更は認めるが，今年度より移動地が異なればマ
ルチになるルールを廃止

総得点　○マルチバンド：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　○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

禁止事項　JARLコンテスト規約に準じる（コンテスト
周波数を守ること）

提出書類　JARL制定のログ，サマリーまたはこれと同
形式・同サイズ（A4）で紙（プリンタでも手書きでも
可）による郵送の形式。JARL形式（メールのテキスト
でも，添付でも可），またはJARL制定のログサマリー
シートの添付による電子メールによる形式の提出

締切　10月9日（土）郵送は消印有効
失格事項　○規約違反　○2部門の書類の提出　○締切

後の提出　○提出書類の記載内容に著しく不備があっ
た場合　○審査の結果，提出書類に虚偽の記載が認め
られた場合

表彰　管内局，管外局ともに，上位5局を入賞。各部門
の入賞局に賞状。また，参加局には「48時間コンテス
ト参加証」を贈る　※入賞者は翌年の渡島檜山支部大
会で紹介

その他　同点による順位付けは，最終交信時刻が早い局
を上位。 登録クラブ対抗部門の参加者は必ずクラブ
名を記入 

発表　JARL NEWSでは入賞局のみ，支部報，支部HP
で全参加局を掲載 

提出・問合せ先　〒041-1403 北海道茅部郡鹿部町字宮
浜 松 平 真 一（JM8OTS）　 ☎080-2862-1861　Eメー
ル：jm8ots@jarl.com

【ハムログコード】　函館市0104　北斗市0136　七飯町
01024E　 鹿 部 町 01025B　 森 町 01025D　 八 雲 町
01079A　長万部町01071A　木古内町01021B　知内

町01021B　福島町01021C　松前町01067B　江差町
01059A　厚沢部町01059B　乙部町01053A　せたな
町01028B　今金町01040A　奥尻町01016A

支部大会
日時　9月12日（日）13：00〜16：00
場所　北斗市公民館（大野小学校近く）
内容　津軽海峡コンテスト表彰，支部コンテスト入賞者

紹介，事業会計関係の報告，意見交流，記念講演（内
容未定）などを予定　※抽選会は中止

会員増強企画にともなう皆さんへのお願い
　支部はJARLの会員増強企画に応募し，早速，計画を
実施していきます。
○蔦屋書店でのアマチュア無線イベント　10月3日に函

館蔦屋書店で，アマチュア無線のPRのイベントを開
催します。古い無線機の展示から，最新のデジタル無
線の紹介，公開運用などをおこないアマチュア無線へ
の新規開拓，カムバックに向けてPRします。
○カムバックハムのためのお誘いのお願い　以前アク

ティブであった方がいつしか声が聞こえなくなってい
るという現実は誰でもが経験されていると思います。
その一方，何十年振りに開局したいわゆるカムバック
ハムも多く存在しているのも嬉しい事実です。支部で
は，「あの人なら，もう一度この世界に戻ってくるか
もしれない。」という方に積極的に資料や，お誘いの手
紙を書き，送付する計画を立てました。送付に係る費
用などは，会員増強企画の予算で賄っていきます。カ
ムバックの可能性のある方を思い浮かべ，ぜひ支部ま
で連絡ください。積極的にカムバックハムを応援して
いきましょう。

アンテナ写真の募集について
　会員の皆さんのアンテナの写真を募集してます。タ
ワーの上の大きなアンテナから，モービルアンテナ，自
作アンテナなど，ジャンルを問いません。
　協力して集めらえたアンテナ写真は，支部HP等で紹
介するとともに，これからアマチュア無線を始める方へ
の参考資料の一つとして役立てていきたいと思います。
また，担当から，声をかけさせていただくこともあるか
と思いますが，その時は協力をお願いします。本件照会
はJM8OTS　松平 真一　jm8ots@jarl.comまで。

ロールコールの実施について
日時　毎月第一土曜日 20：00
周波数　145MHz メインチャンネルでキー局が案内
内容　支部からの連絡，皆さんからの近況報告等
その他　キー局は随時募集
担当　JA8DHR 甲谷巌 ja8dhr@jarl.com

支部報の発行について
　昨年度より，インターネットの有無にかかわらず，全
ての会員の目に触れてもらうため，支部報の郵送を復活，
普段オンエアする機会がない会員からも，久しぶりに支
部の情報が届き，嬉しく思ったという多くの感想をもら
いました。
　本年度の支部報ついても，多くの会員の近況やさまざ

（別表）参加部門
部門 管内局 管外局

マルチバンド INMULTI OUTMULTI

シングルバンド

3.5MHz IN3.5 OUT3.5
7MHz IN7 OUT7
14MHz IN14 OUT14
21MHz IN21 OUT21
28MHz IN28 OUT28
50MHz IN50 OUT50
144MHz IN144 OUT144
430MHz IN430 OUT430
1200MHz IN1200 OUT1200
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まなハムライフについて掲載していきたいと思います。
　皆さんからの多数の原稿（レポート，各局短信）をお
待ちしてます。8月14日を発 行 予 定 日。 本 件 照 会は
JH8CBH　佐々木朗　jh8cbh@jarl.comまで。

青少年のための科学の祭典
　8月22日に予定してました青少年のための科学の祭典
は，主催者より中止の知らせを受け，当支部のラジオ作
りブースも中止とします。
　支部では別の機会を設け，ラジオ作り教室を計画して
いきたいと考えてます。計画ができましたら，インスト
ラクターを募集しますので，よろしくお願いします。

	 	モールス講習会の修了
　1月4日より2mによる講習が42回，インターネット
による自 主 練 習41回を以て終 了しました。 講 師は，
JH8CBH佐々木支部長が努めました。この講習会を通し
て，初めて実際の交信を経験できた局もあり，実りのあ
る講習会となりました。なお，講習の全記録がインター
ネットで聞けるようになっています。ぜひお聞きくださ
いhttps://www.jarl.com/ohs/sonota/2021-morse.html

	 		令和2年度非常通信伝達訓練報告

　いつ襲ってくるかわからない自然災害等に備え，私た
ちアマチュア無線家が持っている機動力を，防災，減災
に生かすため，3月7日に，非常通信伝達訓練をおこない，
16局が訓練に参加しました。
　今回は，事前に参加登録をし，できるだけ避難所にな
るであろう場所からの災害情報の伝達という実践形式の
訓練としました。また，今回はレピータを使い，ハンディ
機でも安定した交信ができることの確認がされました。
さらに，災害時，支部と函館市は救援協力体制を取って
いることから，函館市の防災担当者にも視察してもらい
ました。
　実践さながらの訓練で，全ての参加者から「非常時に
向けての意識が高まった。」という評価を得ることができ
ました。
　この日は午後から，亀田交流プラザに集まって，全体
反省をおこないました。そしてその後，救命講習会が開
かれました。今後はさらに非常通信ボランティアの拡充
と，非常時の初動体制の確立に努めていきたいと思いま
す。※詳細レポートは，支部HPに掲載

Report

Report

地 方 本 部
JA9コンテストVU2021

日時　8月14日（土）21：00〜8月15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バンド以上の交信が必要）　○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バンド以上の交信が必要）　○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，登録
番号の記載が必要）
参加資格　国内のアマチュア局
使用周波数　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（CQ JA9TEST）」
コンテストナンバー　○9エリアから運用する局：RS
（T）＋市郡番号　○その他の局RS（T） ＋都府県番号，
北海道の地域番号
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　○9エリアから運用する局：異なる

9エリアの市郡番号，都府県番号，北海道の地域番号
○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https://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：
県別に参加局数に応じて表彰　○その他の局：各エリ
ア別に参加局数に応じて表彰　※同得点の場合は最終
交信時刻の早い局を上位
提出書類と提出先　○郵送　・JARL制定のログ・サマ

リーシートに準じるものに記入（1バンド100局を超え
る場合はデュープチェックリストを添付）　・〒933-
0062 富山県高岡市江尻666-4 大江雅也宛　○電子ロ
グ：JARLコンテスト電子ログサマリー（R1.0）で作成
した電子ログまたはそれに準じるもの。件名には運用
時のコールサインを記入　提出専用アドレスja9-vu@
jarl.com
締切　8月28日（土）24：00 郵送の場合当日消印有効　

※ログ提出局は締切後に北陸地方本部HPに公表
問合せ先　ja9qhp@jarl.com

北陸地方ARDF競技大会中止
　2021年9月に開催を予定していた北陸地方ARDF競技

エリア 北陸地方9
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大会につきましては，新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため，中止としました。

富 山 県
ハムセミナー（ラジオ工作関係）

「ラジオ工作教室」
日時　7月25日（日）10：00〜12：00　　
会場　富山市北部児童館　富山市蓮町1-4-11　☎076-

437-4006
交通　富山ライトレール蓮町駅徒歩3分　蓮町公園（馬

場記念公園）内
内容　AMラジオの製作
定員　10名
参加費　無料
持参品　2石高感度ラジオを持ち帰る袋等

「みんなでラジオを作ろう」
日時　8月1日（日）10：00〜12：00　
会場　富山市水橋児童館　富山市水橋中村町240-11　

☎076-478-0478
交通　地鉄バス水橋児童館前下車徒歩1分
内容　小学生とその父兄の方々を対象としたハンダを

使った簡単なAMラジオキットの生徒父兄共同製作
定員　小学4年〜6年生10名程度，保護者
参加費　無料
参加者持参品　2石高感度ラジオを持ち帰る袋等

【共通事項】
申込方法　参加希望の方は，希望会場名，お子さんのお

名前と付き添いの方のお名前・住所を記載し〒938-
0013黒部市沓掛3761番地 高村浩之宛てハガキ，また
はjh9feh@jarl.comへ申込み。定員前受付者には案内
書を送付します。定員となり次第締切

※スタッフを募集します。詳しくは支部HP参照

令和3年度富山県総合防災訓練協力
日時　8月1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

地 方 本 部
2021信越地方ARDF競技大会

日時（予定）　9月19日（日）
新型コロナウイルスの感染状況により，日程の変更・開
催中止となる場合があります。詳細が決まりましたら新
潟県支部ARDF委員会のHPに掲載しますhttp://www.
jarl.com/n08ardf/

新 潟 県
第30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28日（土）21：00〜24：00，29日（日）06：

エリア 信越地方0

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

局　○信越管外局：信越管内で運用するアマチュア局 
呼出　○電信「CQ GHZ TEST」　○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認めない
総得点　○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　
○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
表彰　○参加局数と得点を考慮しコンテスト委員会で決

定　○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　○中継交信やレピータ，クロスバンド，クロ

スモードの交信　○コンテスト時間内の運用場所変更
○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　○その他JARLコ
ンテスト規約に準じる事項
書類提出　○JARL制定ログ・サマリー（A4）または同

形式　○電子メールでの提出も受付るがJARL電子ロ
グと同形式に限る（http://www.jarl.org/Japanese/1_
Tanoshimo/1-1_Contest/Contest.htm）
締切　9月20日（月）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　○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。新潟県弥彦山での運用
は禁止　○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　○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　○参加者からの感想や写真
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を募集。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 

2021新潟県ARDF競技大会
日時（予定）　9月18日（土）
新型コロナウイルスの感染状況により，日程の変更・開
催中止となる場合があります。詳細が決まりましたら支
部ARDF委 員 会のHPに掲 載します（http://www.jarl.
com/n08ardf/）

第49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
も集合での開催を中止します。大会要項書面の発行で第
49回支部大会の開催に代えさせていただきます。
　大会要項は，各登録クラブへ9月末頃に配布予定です。
登録クラブに所属していないJARL会員は下記より請求
ください（発送は9月末予定）
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
2021年第16回 

長野県QSOパーティー（後期）
開催日時　9月4日（土）21：00〜24：00　5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）

参加資格　○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認める　○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能　※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用　［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できる
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）　○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）　○JARL長野県支部役員，
委員：40点　○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）　○JARL本部，地方本部役員（新潟県支部役員，
委員を含む）：30点　○長野県支部登録クラブに所属
する個人局：20点　○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）ま

たは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（木）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　○個人局部門　○社団局部門　○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　○中継や衛星，レピータ使用による交信は不

可　○クロスバンド，クロスモード，VoIPによる交
信は不可　○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）　○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　○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　○他のコンテストとの併用は不可　○1
名のオペレータで同時に複数局の運用はしないこと
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 ）　 ○ 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
長野県QSOパーティーに5年間参加された方へ　○5

年間継続してQSOパーティー参加証を集めた方に参加
賞を発送　○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　※10年間継続された方は10枚全てを撮影

第49回JARL長野県支部大会ほか 
諸行事の中止について

　昨年来，新型コロナウイルスが蔓延している状況にあ
ります。
　支部ではオンライン役員会にて，支部大会の開催につ
いて検討をおこないましたが，現段階では会員の皆さん
に，万一の健康被害が発生しないという保証がないため，
苦渋の決断として，昨年に続き「長野県支部大会」の開
催中止を決定しました。
　これに合わせ，7/17（土）第1回クラブ代表者会議，支
部大会 前夜祭・7/18（日）第49回JARL長野県支部大会
の各予定行事についても，開催中止となります。
　なお7月中旬に，令和2年度の事業報告を，支部大会
冊 子 に 代 え JARL NAGANO WEB（http://www.jarl.
com/nagano/）に掲載の予定です。
　来年には，新型コロナウイルスワクチン接種の効果が
現れることを期待し，支部大会を実施したく考えており
ますので，ご理解をお願いします。
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