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表中の ●印はコンテストです。

本欄はJARLの各地方，各支部の行事案内やその結果などを掲載するページです。
次号「冬号」の原稿締切りは11月20日です。支部大会案内やコンテスト結果，
そのほか各種催し物など重要事項はお早目に地方だより係まで送稿してください。

お願い　 本号では令和3年10月1日以降の情報として各地の行事をご紹介していますので，地方本部・支部の情報やJARL 
Web「トピックス（今後のイベント開催について）」の情報などをあわせてご確認くださるようお願いします。 
▶JARL Web： https://www.jarl.org/

10月
  秋田県 特別局運用中（～12月31日）
3日  渡島檜山 函館蔦屋書店イベント
10日  富山県 ARDF練習会
17日  東京都・神奈川県  東京都・神奈川県支部合同アウトドア

ミーティングin八王子
 ● 千葉県 第36回オール千葉コンテスト
  関西地方 フィールドミーティング
  高知県 技術講習会
  富山県 富山県支部の集い
24日 ● 東京都 第26回東京CWコンテスト
  埼玉県 感度交換訓練
31日  胆振日高 第46回胆振日高支部大会

11月
1日 ● 東海地方 第46回東海マラソンコンテスト（～7日）
 ● 高知県 第46回高知マラソンコンテスト（～10日）
2日 ● 北陸地方 JA9コンテストHF2021電話の部（～3日）
7日 ● 愛知県 愛知県支部非常通信訓練
   愛知県・西尾市津波・地震防災訓練
 ● 大阪府 第27回オール大阪コンテスト
  高知県 支部役員・クラブ代表者会議
  石狩後志 支部大会　
14日  神奈川県 ニュー・オペレーターズ・セミナー
  群馬県 群馬ハムの集い
  岐阜県 支部大会・ハムの集い
  愛知県 あいち防災フェスタ
  滋賀県 ハムのつどい
  長野県 令和3年度通信訓練
20日 ● 北陸地方  JA9コンテストHF2021電信の部（～21

日）

21日  静岡県  2021静岡県支部ARDF競技大会兼静岡
県高等学校ARDF競技秋季県大会

  山口県 ハムの集いin山口
22日 ● 九州地方 第42回オール九州コンテスト（～23日）
23日 ● 東京都 第41回東京UHFコンテスト　
 ● 山梨県  第58回山梨地区非常通信訓練コンテス

ト
28日  埼玉県 さいたまハムの集い

12月
1日 ● 香川県 香川マラソンコンテスト（～15日）
5日  神奈川県 非常通信ネットワークロールコール
  埼玉県  登録クラブ代表者・役員・監査指導員合

同会議
 ● 京都府 第38回KCWA CWコンテスト
19日  徳島県 支部役員・登録クラブ代表者合同会議

1月
2日 ● 秋田県 第31回VUオール秋田QSOパーティー
 ● 十勝 JARL十勝支部QSOパーティー（～7日）
 ● 胆振日高  第14回胆振日高ニューイヤー2mコンテ

スト（～3日）
4日 ● 兵庫県 オール兵庫コンテスト
8日 ● 富山県  第45回富山県非常無線通信訓練コンテ

スト
10日 ● 埼玉県 第40回オール埼玉コンテスト
15日 ● 宮城県 第43回オール宮城コンテスト（～16日）　
  渡島檜山 新年会
16日 ● 神奈川県 第2回神奈川ニューイヤーQRVデー
18日  高知県 コンテスト委員会
22日  長野県 登録クラブ代表者会議
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地 方 本 部
2021関東地方ARDF競技大会中止　

　11月28日（日）に予定していた「2021関東地方ARDF
競技大会」は新型コロナウイルス感染症拡大が危惧され
るため中止いたします。

東 京 都
第26回東京CWコンテスト

日時　10月24日（日） 06：00〜12：00（JST）
参加資格　国内アマチュア局（移動運用する局も含む），

SWL　※社団局・特別局・特別記念局（以下「社団局
等」という）は除く

使用周波数帯　3.5/7/14/21/28/50/144/430MHz帯（JARL
コンテスト使用周波数帯による）　※A2A電波による
電信はAM/SSB，F2A電波による電信はFMの使用
周波数帯となるので本コンテストでは使用不可

参加部門・種目・コード　※SWLの種目はオールバン
ド・シングルバンドの区別をしない
部門 種目 都内 都外

電信

オールバンド 1CA 2CA
3.5MHzバンド 1C35 2C35
7MHzバンド 1C7 2C7
14MHzバンド 1C14 2C14
21MHzバンド 1C21 2C21
28MHzバンド 1C28 2C28
50MHzバンド 1C50 2C50
144MHzバンド 1C144 2C144
430MHzバンド 1C430 2C430
SWL 1CSWL 2CSWL

呼出　「CQ TK TEST」 
コンテストナンバー　○都内局：シグナルレポートRST

＋自局の運用地点を示す市区町村ナンバー　○都外
局：シグナルレポートRST＋自局の運用地点を示す
道府県ナンバー　例）相手局のRSTが599，自局の運
用場所が八王子市：599002，自局の運用場所が山梨
県：59917　※都外局同士の交信も有効

禁止事項　○クロスバンドによる交信　○2波以上の電
波（バンドの異なる場合も含む）の同時発射　○コンテ
スト中の運用場所変更

エリア 関東地方1 得点，マルチプライヤー　［アマチュア局］○得点：完
全な交信で相手局が都内局：2点，都外局：1点　○
マルチプライヤー：各バンドで交信した異なる都内の
市区町村と道府県数　［SWL］○得点：完全な交信を
した都内局を受信：2点，都外局：1点　○マルチプ
ライヤー：各バンドで受信した異なる都内の市区町村
と道府県数　注1）同一バンド内における重複交信は
得点やマルチにならない　注2）SWLは，注1）の交信
を受信と読みかえる　注3）アマチュア局は交信した局
の中に社団局等が含まれる場合この交信を得点に計上
してよい　注4）SWLは受信した個人局の交信相手に
社団局等が含まれる場合この受信を得点に計上してよ
いが，逆に社団局等が他の局と交信しているのを受信
して得点に計上できない
総得点　○オールバンド：各バンドで得た得点の和×各

バンドで得たマルチプライヤーの和　○シングルバン
ド：当該バンドで得た得点×当該バンドで得たマルチ
プライヤーの和
都内JARL登録クラブの得点，順位　都内JARL登録ク

ラブの構成員（個人局）から申告された総得点をクラブ
ごとに計上，順位を決定3位まで表彰。サマリーシー
トのクラブ対抗欄の登録クラブ番号を正確に記入，ク
ラブ名等のみの場合は対象外
賞　○各部門，種目の書類提出局数に応じて賞状（入賞

者はJARL会員）　・都内局は各種目の3位まで　・
都外局は各エリアの参加数に応じ　10局以下：1位ま
で　11局以上20局以下：2位まで　21局以上：3位ま
で　○JARL NEWS発表後に賞状を直接本人に郵送
書類提出　［紙ログ］○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サイズ厳守），参
加局は，全部門を通じて1つの種目のみ提出　○サマ
リーシートに「コンテスト名称」「参加部門・種目コー
ド」「コールサイン」などを記入　○提出先：〒166-
0012 東京都杉並区和田1-44-8　可児長英　［電子ログ

（Eメー ル ）］tokyo-cw@contest.jarl-tokyo.org　 ○ 形
式はJARL形式に準じるが，原則としてJARLコンテ
スト電 子ログ・ サマリー シー ト作 成ペー ジの
VERSION＝R1.0。全文をメール本文に貼付けて送信　
○subject （主題：タイトル）は，提出局のコールサイ
ン（例：JA1＊＊＊/1 など）　○JARL形式に準じな
い申請書は不可，申請書を添付ファイルで提出したも

地方だより記事の
掲載について

●�コンテスト規約の中で，電波法
のように当然守らなければいけ
ない事柄のほか，掲載している
規約の違反による失格事項など
については，省略しています。
●�各行事の開催報告などは編集の
都合上，割愛させていただいて
いる場合があります。
　あらかじめご了承ください。

JARL主催コンテスト使用周波数帯
●各地方コンテストの使用周波数帯
　の参考として，ご利用ください。

※1200ＭHz帯以上の周波数帯については総務省告示の「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」によるものとする。

周波数帯 電信
1.9ＭHz帯 1.801〜 1.820
3.5ＭHz帯 3.510〜 3.530
７ＭHz帯 7.010〜 7.040
14ＭHz帯 14.050〜 14.080
21ＭHz帯 21.050〜 21.080
28ＭHz帯 28.050〜 28.080
50ＭHz帯 50.050〜 50.090
144ＭHz帯 144.050〜144.090
430ＭHz帯 430.050〜430.090

周波数帯 電話
1.9ＭHz帯 AM/SSB 1.850〜 1.875
3.5ＭHz帯 AM/SSB 3.535〜 3.570
７ＭHz帯 AM/SSB 7.060〜 7.140
14ＭHz帯 AM/SSB 14.250〜 14.300
21ＭHz帯 AM/SSB 21.350〜 21.450
28ＭHz帯 AM/SSB 28.600〜 28.850

FM 29.200〜 29.300
50ＭHz帯 AM/SSB 50.350〜 51.000

FM 51.000〜 52.000
144ＭHz帯 AM/SSB 144.250〜144.500

FM 144.750〜145.600
430ＭHz帯 AM/SSB 430.250〜430.700

FM 432.100〜434.000

※1.9MHz帯、50MHz帯のコンテスト周波数が改正されています。
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のは書類不備扱い　○サマリー・ログシートにマル
チ，得点は必ず記載　※記載のないものは書類不備扱　
○電子ログの受付に関し，システム上の問題等により
メールの再送信もしくは郵送での提出をお願いするこ
とがあり，やむを得ず電子ログの受付を中止する場合
がある。その場合は予めHP上で告知　○社団局等は
書類提出できない

締切日　11月15日（月）必着
発表　入賞者はJARL NEWS，全参加者は支部HP
その他　前記以外のルールは原則としてJARLコンテス
ト規約に準じる

市区町村ナンバーはアワード参照

第41回東京UHFコンテスト
日時　11月23日（火/祝）09：00～15：00（JST）
参加資格　国内アマチュア局（移動運用する局も含む），
SWL　※社団局・特別局・特別記念局（以下「社団局
等」という）は除く

使用周波数帯　○430MHz帯（JARLコンテスト使用周
波数帯による）　○1200/2400/5600MHz/10GHz帯は
総務省告示のアマチュアバンド使用区別による　注1）
A2A電波による電信はAM/SSB，F2A電波による電
信はFMの使用周波数帯

参加部門・種目・コード　注1）電波型式は自局に許さ
れた範囲　注2）SWLの種目はオールバンド・シング
ルバンドの区分をしない　注3）ヤング部門の局のオペ
レータはコンテスト開催当日現在の年齢18才以下と

し，ゲストオペ，マルチオペでの運用はできないが，
青少年の育成という観点を考慮してベテランが付いて
のアシストは可。開局年数を問わない。ヤング部門の
オールバンドは430MHz，1200MHzの2バンドのみ。
2400MHzバンド以上にも参加し，得点を計上した場
合は，一般部門へのエントリーとみなす。サマリー
シートの意見欄に，オペレータの年齢を明記　※明記
なき場合は，一般部門へのエントリー

部門 種目 都内 都外
一般 ヤング 一般 ヤング

電
信
電
話

オールバンド 1XA 1YA 2XA 2YA
430MHzバンド 1X430 1Y430 2X430 2Y430
1200MHzバンド 1X1200 1Y1200 2X1200 2Y1200
2400MHzバンド 1X2400 2X2400
5600MHzバンド 1X5600 2X5600
10GHzバンド 1X10G 2X10G
SWL 1XSWL 1YSWL 2XSWL 2YSWL

呼出　○電信「CQ TK TEST」　○電話「CQトウキョウ
コンテスト」 
コンテストナンバー　○都内局：シグナルレポートRS
（T）＋自局の運用地点を示す市区町村ナンバー　○都
外局：シグナルレポートRS（T）＋自局の運用地点を
示す道府県ナンバー　例）相手局のRS（T）が59（9），
自局の運用場所が江戸川区：59（9）123，自局の運用
場所が鹿児島県：59（9）46　○都外局同士の交信も有
効
禁止事項　○クロスバンドによる交信　○2波以上の電

東京都・神奈川県支部合同
アウトドアミーティング2021in八王子市
　東京都と神奈川県支部との合同野外ミーティングを
今年は「つながり」をテーマに開催します。　　
　新型コロナ感染予防対策し，自然あふれる秋の公園
にてご家族やアイボールでつながりを楽しみましょう。
　参加の子供たちと未来につなぐ花咲く泥団子作りや
JJ1ROE春香さん率いるエレキバンド「Haruka with 
Cherry Spice」が友情出演で明日につながる元気が出
る曲の特別演奏，メーカー協力のミニミニ無線機器展
示，協賛によるお楽しみ抽選会，さらに手元で眠って
いる無線機器等捨てるには勿体ない，大切な思い出の
機器を，もう一度活躍させる次のオーナーにつなぎ有
効利用のための不用品交換ジャンク市なども企画して
います。
　参加される方はマスク着用や必ず検温を実施し，体
温が高い場合や体調不良の場合は参加を自粛する等自
己責任で十分な対策をお願いします。なお，コロナ感
染状況等により変更がある場合は各支部HP等でも案
内しますので参加希望者はご確認ください。
参加費　無料　
日時　10月17日（日）11：00～15：00 雨天中止
場所　片倉つどいの森公園・つどいの池周辺　東京都
八王子市片倉町3506番地

アクセス　JR横浜線八王子みなみ野駅より徒歩15分
（駐車場43台）　※駐車場の台数が少ないため，一般
参加者は，公共交通機関若しくは駅周辺の有料駐車

場を確認，利用願います。
表彰式等　11時から神奈川県支部フォトコンテスト表
彰式等。Web，Twitter，LINEにてお知らせ
不用品交換ジャンク市等出展希望者募集　○ジャンク
市は12時から開始。先着順で定員になり次第締切。
出店場所は会場管理者が指定，事前申込みがない方
は出店できません。駐車場は，本行事以外の公園利
用者も多いので，駐車場満車の場合は最寄駅周辺の
有料駐車場を利用していただくことにご了承くださ
い　○会場内に車両を乗入れての展示はできませ
ん。台車等を利用しての運搬　○出展条件：完動
品・不完動品を明確にし，内容金額がわかるように
する。売残品は必ず持ち帰る。売買の責任は自己責
任とし，主催者は一切責任を負えません。危険物の
持込はできません。不衛生な汚れ品はお断りします。
出店費は無料　○申込方法：①コールサイン，②氏
名，③連絡先（携帯等）電話番号，④Eメール，⑤
主なジャンク品内容　⑥車両有無・番号・車種・塗
色を必ず記入　東京都支部・神奈川県支部共通の次
のEメー ルアドレスへ連 絡　［Eメー ル ］field-
meet-2021@jarl-tokyo.org
現地情報　9時頃～439.66MHz FM JP1YDH レピータ
無線局運用　運用は無線従事者免許証等を持参
JARL入会等受付　一般入会・青少年お試し入会（年
齢確認書類のコピーを持参）・継続の受付
QSLカード転送受付　JARL会員証を持参
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波（バンドの異なる場合も含む）の同時発射　○コンテ
スト中の運用場所変更　○レピータによる交信　○総
務省告示のアマチュアバンド使用区別の逸脱 

得点，マルチプライヤー　［アマチュア局］○得点：完
全な交信で相手局が都内局：2点，都外局：1点　○
マルチプライヤー：各バンドで交信した異なる都内の
市区町村と道府県数　［SWL］○得点：完全な交信を
した都内局を受信：2点，都外局：1点　○マルチプ
ライヤー：各バンドで受信した異なる都内の市区町村
と道府県数　注1）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やマルチにならない　注2）
SWLは，注1）の交信を受信と読みかえる　注3）アマ
チュア局は交信した局の中に社団局等が含まれる場合
この交信を得点に計上してよい　注4）SWLは受信し
た個人局の交信相手に社団局等が含まれる場合この受
信を得点に計上してよいが，逆に社団局等が他の局と
交信しているのを受信して得点に計上できない

総得点　○オールバンド：各バンドで得た得点の和×各
バンドで得たマルチプライヤーの和　○シングルバン
ド：当該バンドで得た得点×当該バンドで得たマルチ
プライヤーの和

都内JARL登録クラブの得点，順位　都内JARL登録ク
ラブの構成員（個人局）から申告された総得点をクラブ
ごとに計上，順位を決定し3位まで表彰　※サマリー
シートのクラブ対抗欄の登録クラブ番号を正確に記
入，クラブ名等のみの場合は対象外

賞　○各部門，種目の書類提出局数に応じて賞状（入賞
者はJARL会員）　・都内局は各種目の3位まで　・
都外局は各エリアの参加数に応じ　10局以下：1位ま
で　11局以上20局以下：2位まで　21局以上：3位ま
で　○JARL NEWS発表後に賞状を直接本人に郵送
します

書類提出　［紙ログ］○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サイズ厳守），参
加局は，全部門を通じて1つの種目のみに提出　○サ
マリーシートに「コンテスト名称」「参加部門・種目
コード」「コールサイン」などを記入　○提出先：
〒166-0012 東京都杉並区和田1-44-8　可児長英　［電
子ログ（Eメール）］tokyo-uhf@contest.jarl-tokyo.org　
○形式はJARL形式に準じるが，原則としてJARLコ
ンテスト電子ログ・サマリーシート作成ページの
VERSION＝R1.0。全文をメール本文に貼り付けて送
信　○subject （主題：タイトル）は，提出局のコール
サイン（例：JA1＊＊＊/1 など）　○JARL形式に準
じない申請書は不可，申請書を添付ファイルで提出し
たものは書類不備扱い　○サマリー・ログシートにマ
ルチ，得点は必ず記載。記載のないものは書類不備扱
い　○電子ログの受付に関し，システム上の問題等に
よりメールの再送信もしくは郵送での提出をお願いす
ることがあり，やむを得ず電子ログの受付を中止する
場合がある。その場合は予めHP上で告知　○社団局
等は書類提出できない

締切　12月15日（水）必着
発表　「東京CWコンテスト」に準じる
その他　前記以外のルールは原則としてJARLコンテス

ト規約に準じる
市区町村ナンバーはアワード参照

アワード
第26回東京CWコンテスト，
第41回東京UHFコンテスト関係

アワード　○ 「6 Hours Worked Tokyo 全市賞」「同全
区賞」「同全郡・島賞」を，本コンテスト時間内に全市

（002〜030），全区（101〜123），全郡・島（201〜204
の4マルチプライヤーと401〜431のうちの1マルチプ
ライヤー計5マルチプライヤー）とそれぞれ完全な交信
が成立した局に発行。シングルバンド，マルチバンド
の制限はない。特記なし　○申請先はコンテスト関係
書類提出先に同じ　○申請方法：サマリーシート下部

（意見欄）に「アワードを希望する旨」，「全市賞」「全区
賞」「全郡・島賞」アワードの種別を明記　※返信用切
手と封筒は不要。賞状は直接本人に郵送　注1）参加
証はJARLビューローの業務軽減のため廃止

【市区町村ナンバー】　002八王子市　003立川市　004武
蔵野市　005三鷹市　006青梅市　007府中市　008昭
島市　009調布市　010町田市　011小金井市　012小
平市　013日野市　014東村山市　015国分寺市　016
国立市　019福生市　020狛江市　021東大和市　022
清瀬市　023東久留米市　024武蔵村山市　025多摩市　
026稲城市　028羽村市　029あきる野市　030西東京
市　101千代田区　102中央区　103港区　104新宿区　
105文 京 区　106台 東 区　107墨 田 区　108江 東 区　
109品川区　110目黒区　111大田区　112世田谷区　
113渋谷区　114中野区　115杉並区　116豊島区　117
北区　118荒川区　119板橋区　120練馬区　121足立
区　122葛飾区　123江戸川区　201瑞穂町　202日の
出町　203檜原村　204 奥多摩町　401大島町　402利
島村　403新島村　404神津島村　411三宅村　412御
蔵島村　421八丈町　422青ヶ島村　431小笠原村

詳細は支部HP（https://jarl-tokyo.org/wp2/）参照

神 奈 川 県
ニュー・オペレーターズ・セミナー

日時　11月14日（日）10：00〜15：00
場所　神奈川県横浜市内（未定）　※決定次第，支部

Webサイトで告知
内容　○運用のテクニックやマナー：初心者のための日

常やコンテストの時の交信テクニックやマナーを模擬
交信で紹介，参加者同士での交信など　○楽しみ方：
コンテスト，アワード，移動運用などのいろいろな楽
しみ方を紹介　○QSLカードやログの書き方　○無
線局免許状の申請方法　○開局相談などを現役ハムの
ベテラン講師がわかりやすく解説
対象者　開局したいけれど分からないことが多い方，

もっとハムの楽しみ方を知りたい方，アマチュア無線
の免許を取りたい方など，どなたでも参加できます
参加費　JARL会員・非会員とも無料
定員：　15名
持ち物等　○交信体験をおこないますので，お持ちの方

は，免許上使用することができる，430MHz帯のFM
が送受信可能で，バッテリーにて動作する無線機，ア
ンテナ，イヤフォン（ヘッドフォン）　○屋外で運用体
験をおこないますので，動きやすい靴や服装で　○昼
食の提供はありません。お弁当等を持参
申込方法　［往復ハガキ］①「セミナー参加希望」と明記，
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②住所，③氏名，④年齢，⑤電話番号，⑥コールサ
イン（お持ちの方）を記入　〒225-0005 横浜市青葉区
荏 子 田2-6-6　 森 野 富 士 彦（JF1NEF）　 ☎090-3089-
1541　※折り返し参加証を送付　［電子メール］件名：
セミナー参加希望，上記②〜⑥の項目を森野宛：
jf1nef@jarl.com　※折り返し確認メール（参加証）を
送信

締切　往復はがき，電子メールとも，11月5日（金）必着　
※事前申込みがない方の受講はできません注意

「かながわアマチュア無線非常通信ネット
ワーク」ロールコール

　恒例の「かながわアマチュア無線非常通信ネットワー
ク」のロールコールを実施します。不要不急の外出の自
粛が推奨されており，今年は自宅のベランダ等からの
QRVを実行してみましょう。また，送信出力1W以下で
の自宅からの運用も移動局とみなし，チェックインを受
付。神奈川県内，隣接地域のアマチュア無線局の参加・
協力をお願いします。
　また，今回もオペレーション技術向上を図るため，
JARL登録クラブからキー局を若干募集，神奈川県内か
ら運用していただきたいと思います。希望されるJARL
登録クラブは，11月19日（金）までに公募の問合せ先ま
で申込んでください。運用方法，申込み多数の場合の
キー局決定は調整します。移動運用をする場合は，必要
最小限の人員で，実施場所や機器（特にマイク等）の消
毒・アルコール消毒液による手指の洗浄など十分な新型
コロナウィルス感染予防策をお願いします。
日時　12月5日（日）10：00〜12：00 
周波数　432.420MHz付近
モード　F3E（FM）
キー局　横浜市，横須賀市，小田原市の各市内，公募

したJARL登録クラブ局が運用
交信時の伝達内容　RSレポート，運用場所（市区町村），

無線機種名，空中線種別，空中線電力，電源種別（商
用電源，リチウムイオン電池，アルカリ乾電池等）

公募の問合せ先　〒225-0005 横浜市青葉区荏子田2-6-6　
森野富士彦（JF1NEF）　☎090-3089-1541　Eメール：
jf1nef@jarl.com

第2回神奈川ニューイヤーQRVデー
※新年アイボールパーティ代替イベント
開催目的，内容　QRVデーは多くのハムのみなさんに，

新年のあいさつを楽しんでもらうことを目的として開
催。1局との交信（受信）でも立派に参加したことにな
りますが，できるだけ多くの局との交信を楽しんでく
ださい。県内局1局以上を含む，10局以上と完全な交
信（SWLは10局受信）をした方は，後述のフォーマッ
トでログ提出をお願いします。提出した方から抽選
で，5名の方に防災グッズをプレゼント

開催日時　令和4年1月16日（日）0：00〜23：59：59
（JST）
参加資格　アマチュア局，SWL
使用周波数帯　総務省告示「アマチュア業務に使用する

電波の型式および周波数の使用区別」による
参加部門　○アマチュア局（コードナンバー：00）　○

SWL（コードナンバー：01）

交信方法等　①呼出　○電話「CQ 神奈川ニューイヤー」　
○電信「CQ KNNY」　○データ「CQ KA」　※画像，
ATV等は，電話や電信に準じる　②交換する通報　
○県内局：RST符号による相手局のシグナルレポート
＋自局の運用場所を示す神奈川県内の市・郡・区ナン
バー　○県外局：RST符号による相手局のシグナルレ
ポート＋自局の運用場所を示す都・府・県（小笠原を
含む），北海道の地域ナンバー　※データ通信は，ナ
ンバー交換なしで可。ログのRSTは全て599，地域ナ
ンバーは50　③交信（受信）相手局　○国内局：日本
国内，国外のアマチュア局　○国外局：日本国内のア
マチュア局
交信上の禁止事項　総務省告示「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」の逸脱
書類の提出　○神奈川県内局1局以上を含む，完全な交

信局数が10局以上のアマチュア局または完全な受信
局数が10局以上のSWLは，JARL制定のサマリーシー
ト，ログシート（またはA4判で同形式）を使用　○電
子メール：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（JARL推奨旧フォーマットR1.0）
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）　○紙による
サマリー・ログ書類は，手書きのもののみ受付
提出締切　○電子メール：令和4年2月13日（日）必着　

○紙ログ：令和4年2月13日（日）消印有効
提出先　電子メール：JN1DNV@jarl.com　※送信件
（Subject）名：エントリーするコールサイン（半角英数
字　例 JN1DNV/1）　○紙ログ：〒232-0071 神奈川
県横浜市南区永田北3-7-3-305　山岸純（JN1DNV）宛　
※ニューイヤーQRVデーログ在中と朱書き
参加記念品　○書類を提出したアマチュア局，SWLの

中から，抽選で5名に防災グッズをプレゼント　○次
の場合は，抽選対象にならない　・この規約に違反し
た場合　・提出したサマリーシートなどに虚偽の記載
があった場合

かながわハムの集い2021
　11月21日（日）実施予定でした「かながわハムの集い
2021」については，新型コロナウィルス感染拡大防止と
参加者の皆さんの安全を確保するため，昨年に続き今年
も中止としますので，ご理解をお願い申します。

今後のイベントについて
　新型コロナウイルスをはじめとする感染症の予防およ
び拡散防止のため，イベントの実施に際して下記の対応
をおこなうことをお知らせします。
　参加者並びにスタッフの健康と安全確保のための対策
となりますので，ご理解お願いします
会場の対策　○机等をアルコール消毒　○参加人数，今

までの半分以下とし，ソーシャルディスタンスの確保
に努めます　○屋内イベントの場合，部屋の換気を頻
繁におこないます
運営スタッフの対策　スタッフは日常における体調管理

に努め，うがい，手洗い等の感染予防を励行します。
職員がマスクを着用し，来場者の方に対応
イベント参加者へのお願い　○当日出発前に，必ず検温

をおこない，体調を確認のうえ，お越ください　○発
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熱・咳等の症状がみられる方は，参加をお控えくださ
い。参加中に体調の変化を感じられた場合は，無理を
せずに早めに申し出ください　○イベント参加時に
は，うがい，手洗い，マスク着用など，ご自身での感
染予防にも努めてください　※マスクの用意はありま
せん　○小規模イベントでは，会場受付で非接触体温
計にて検温をおこないます。ご協力をお願いします

　�今後のイベントについて中止・延期になった場合は，
HP，SNSでお知らせしますので確認ください

	 		技術講習会「コモンモードフィルターの
製作とVNWAでの測定」終わる

　令和3年7月18日（日），横浜市栄区の神奈川県立地
球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）において，技術講
習会「コモンモードフィルターの製作とVNWAでの測
定」が開催されました。毎年大人気の講習会ですが，感
染拡大防止観点から，定員を例年の半数の15名とし，
開催しました。アマチュアとして気軽にチャレンジでき
る周辺機器の一つとして，コモンモードフィルターの
キットを実際に製作，自分が製作したコモンモードフィ
ルターの性能をVNWA（ベクトルネットワークアナライ
ザー）を使用し，広い周波数帯でグラフ表示してどこま
での帯域で効果的に使用できるか等を確認，自分で製作
したコモンモードフィルターの性能を目で見ることので
きる新鮮さに受講者の皆さんは興味津々，目から鱗の1
日でした。当日は支部の技術指導委員長JH1OHZ片倉
由一氏を講師にお願いして開講，11名の皆さんに受講い
ただきました。受講した皆さんには，各種インターフェ
アの実態やその対応についても理解を深めていただけた
ものと思います。中には，半田付けは不慣れという方も
いましたが，製作の容易さと再現性を高めた完成度の高
いキットを用意し全員が無事製作を完了，十分な性能が
あることを確認することができました。
　支部では，今後も皆さんからの要望にお応えできるよ
うな講習会を企画していきますので，参加をお待ちしま
す。

千 葉 県
第36回オール千葉コンテスト

※本年度より規約が一部変更（文中アンダーライン参照）
日時　10月17日（日）（第3日曜日）12：00〜18：00　
参加資格　日本国内のアマチュア無線局
周波数　136kHz〜248GHz（WARCバンドを除く）　※
JARL制 定のコンテスト周 波 数 帯，136kHz帯，
1200MHz以上のアマチュアバンド　※1200MHz帯以

Report

上の周波数帯は，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」によるもの
とし，1.9MHz帯は1.9080〜1.9120MHz
参加部門　［県内局］○千葉県内に無線局設置場所，常
置場所のあるアマチュア無線局でコンテストにおいて
千葉県内で運用するアマチュア無線局　○県外に常置
場所のあるアマチュア無線局でコンテストにおいて，
千葉県内に移動して運用するアマチュア無線局　［県
外局］コンテストにおいて，千葉県以外から運用する
アマチュア無線局

千葉県内・県外 部門 略称（サマリー記入）
千葉県内（C）千葉県外（X）

個人局

電信 マルチバンド C-CW X-CW
電話 マルチバンド C-電話 X-電話
電信・電話 マルチバンド C-MIX X-MIX
電信 136kHz C-136 X-136
電信・電話 1.9MHz C-1.9 X-1.9
電信・電話 3.5MHz C-3.5 X-3.5
電信 7MHz C-7CW X-7CW
電話 7MHz C-7電話 X-7電話
電信・電話 7MHz C-7 X-7
電信・電話 14MHz C-14 X-14
電信・電話 21MHz C-21 X-21
電信・電話 28MHz C-28 X-28
電信・電話 50MHz C-50 X-50
電信・電話 144MHz C-144 X-144
電信・電話 430MHz C-430 X-430
電信・電話 1200MHz C-1200 X-1200
電信・電話 2400MHzUP C-24UP X-24UP
電信・電話 ジュニア C-ジュニア X-ジュニア
電信・電話 ニューカマー C-ニューカマー X-ニューカマー
電信 QRP C-QRPCW X-QRPCW
電信・電話 QRP C-QRP X-QRP

社団局 電信・電話 社団 C-社団 X-社団

※個人局はシングルOPに限りマルチOPでの参加はでき
ず，社団局はこれに限らない　※電信/電話/電信・
電話でのマルチバンド/ジュニア部門の使用するバン
ド（136kHz〜2400MHz）　※社団部門は，コンテスト
中に運用した者の姓名，無線従事者資格を意見欄に明
記　※ジュニアは，年齢が18歳以下のオペレータの
運用とし，サマリー意見欄に年齢を明記　※ニューカ
マーは，初めて局を開設した個人局であって，局免許
年月日が開催日の3年前の同日以降に免許された局，
サマリー意見欄に免許の年月日を明記　※ジュニア・
QRP・QRP�CW部門は，使用するバンド数に関係な
くマルチバンドにエントリーしたこととみなす　※
QRP部門は，空中線電力5W以下430MHz帯以下　
※2400MHz�UP部門は，2400MHz帯以上のマルチバ
ンド
交信相手　○県内局：すべてのアマチュア局　○県外
局：千葉県内運用局
呼出方法　○電信　県内局「CQ�CB�TEST」　県外局
「CQ�CBX�TEST」　○電話　県内局「CQ千葉コンテ
スト」　県外局「CQ千葉コンテスト（こちらは県外局）」
コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋市郡区ナン
バー　○県外局：RS（T）＋都府県・地域等の番号　
例）相手局のシグナルレポートが599自局の運用場所
が千葉県千葉市中央区120101の場合「599120101」
得点　※県外局同士の交信は得点にならない　※同一バ
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ンドで同一局と電信と電話で交信した場合は，それぞ
れ1回ずつ得点として計上可　※同一バンドで同一市
郡区と電信と電話で交信した場合マルチは1（重複カ
ウントに注意）

県内運用局（自局）の場合 県外運用局（自局）の場合
電信 県内局3点 県外局2点 県内局3点 県外局0点
電話 県内局2点 県外局1点 県内局2点 県外局0点

マルチプライヤー　○県内局：異なる都府県・地域等の
番号，千葉県内の異なる市郡区の数　○県外局：千葉
県内の異なる市郡区の数

総得点　○シングルバンド：そのバンドで得た得点の和
×そのバンドで得たマルチの和　○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 

提出書類　○JARL制定ログ・サマリー・JARL所定様
式の電子ログ（同形式・コピー可），1部門のみ提出　

千葉県内登録クラブ対抗（12-xx-xxのみ）　JARL千葉
県支部登録クラブに所属の個人局から申告された総得
点をクラブごとに集計，上位の登録クラブを表彰。登
録クラブ対抗参加局はサマリーの登録クラブ欄に登録
クラブ番号，登録クラブの名称を記載

ログ提出先　○紙ログ：〒260-8799 千葉支店　郵便私
書箱　第28号　（一社）日本アマチュア無線連盟 千葉
県 支 部　 ○ 電 子ログ（Eメー ル ）：chiba-test@jarl-
chiba.info　○提出メールはテキスト形式のメールの
本文とするか，添付ファイルとして送信。サマリー
シート，ログシートをつなげた1本のメールとし，途
中で分割されたメールは不可　電子メールの件名は，
コールサイン-参加部門（略称）を記入　例）JJ1UIB-C7
電話　○ログを受理後，自動返信メール

問合せ先　SASE（上記の紙ログ提出先）または chiba-
test@jarl-chiba.info

締切　11月7日（日）（郵便：当日消印有効） 
表彰　○各部門の入賞者のJARL会員局に対し賞状　○

県内局，県外局（関東在住）の表彰は翌年のちばハム
の集いでおこない（県外局で関東在住以外も希望によ
り表彰）ちばハムの集い欠席者，県外局への発送は，
ちばハムの集い終了後の予定　○県内の入賞者には記
念の盾を進呈　○県内の参加局に対して，各部門5位・
10位・15位と5の倍数の入賞者に対してとび賞。入賞
基準は原則参加局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

禁止事項，失格事項，結果発表については支部HP
（http://www.jarl-chiba.info）参照

埼 玉 県
2021さいたまハムの集い

※フィールドミーティング形式　
開催日　11月28日（日）11：00〜15：00
場所　朝霞市「朝霞の森」　朝霞市膝折2-34
内容　○式典（コンテスト表彰，抽選会など）　○アマ

チュア無線のPR　・JS1YBT公開運用，8J1JARL無
資格者体験運用　・青少年育成，無線への興味の促
進，推進（ミニFOXハンティング，ラジオ工作）　・
災害発生時の電源確保，情報伝達　○台風被害募金

（日本赤十字募金）　○JARL入会継続手続き，QSL
転送受付，電波相談　○ジャンク市他　

※来場にはマスクの持参と着用をお願いします　※新型
コロナ感染状況により中止する場合があります。11月
頃最終判断し，支部HPで案内

登録クラブ代表者・役員・
監査指導員合同会議

開催日　12月5日（日）
開催場所，開催方法は，新型コロナ感染状況により決定
します。決まり次第支部HPで案内します。

第40回オール埼玉コンテスト
日時　2022年1月10日（月/祝）09：00〜15：00（JST）
参加資格　日本国内（陸上）のアマチュア局，SWL
使用周波数帯　JARLコンテスト使用周波数帯，総務省

告示による使用区分を使用
参加部門　○県内電信電話の部　○県外電信電話の部　
参加部門・種目・コードナンバー　

種目 コードナンバー
県内 県外

シングルオペ

オールバンド S-SA X-SA
1.9MHzバンド S-S19 X-S19
3.5MHzバンド S-S35 X-S35
7MHzバンド S-S7 X-S7
14MHzバンド S-S14 X-S14
21MHzバンド S-S21 X-S21
28MHzバンド S-S28 X-S28
50MHzバンド S-S50 X-S50
144MHzバンド S-S144 X-S144
430MHzバンド S-S430 X-S430
1200MHzバンド S-S1200 X-S1200
HFバンド S-SHF X-SHF
V/UHFバンド S-SVU X-SVU
SWL S-SWL X-SWL

マルチオペ オールバンド S-MA X-MA

埼玉県内登録クラブ対抗部門　JARL登録クラブの構成
員(マルチオペ局1局ならびにSWLを除くシングルオ
ペ局)から申告された総得点で順位を決定　※登録ク
ラブ番号を明記しないものは集計対象外
呼出　［電話］○県内局 「CQ埼玉コンテスト」　○県外

局 「CQ埼玉コンテスト（こちらは県外局）」　［電信］
○ 県 内 局「CQ ST TEST」　 ○ 県 外 局「CQ　STX 
TEST」
コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋市区町村ナ

ンバー　○県外局：RS（T）＋JARL制定都府支庁県
ナンバー
交信上の禁止事項等　JARLコンテスト規約に準じる
得点　○アマチュア局： コンテストナンバー交換が完全

にされた交信を得点とし，モードによりそれぞれ電信
-電信：2点　電話-電話（電信）：1点　※県外局どう
しの交信は，得点とならない　○SWL：送信，受信
局の識別信号（呼出符号，コールサイン）ならびに送
信局のコンテストナンバーの完全な受信を1点　※次
の場合は得点とならない　・県外局どうしの交信の受
信　・県外のSWLが県外局の送信を受信した場合　
マルチプライヤー　［アマチュア局］○県内局：異なる都

府支庁県数，埼玉県内の市区町村数　○県外局：埼
玉県内の市区町村数　［SWL］○県内：異なる都府支
庁県数，埼玉県内の市区町村数　○県外：送信局の
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異なる埼玉県内の市区町村数
総得点　○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　○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

書類の提出　○JARL制定のサマリーシート，ログシー
ト（または同形式）を使用。Eメールによる提出も受付　
○書類の提出は1種目のみ　○マルチオペ部門に参加
のかたは，オペレーターリスト（コールサインもしく
は氏名）をサマリーシートの意見欄等に明記　○
JARLが開設する局（特別記念局や特別局など）は，
チェックログ　

提出締切日　2022年1月25日（火）消印有効
書類提出先　○郵送：〒341-0021 埼玉県三郷市さつき

平1-4-1-102　高橋収 埼玉コンテスト係　○Eメール：
jarl.saitama@gmail.com　※JARL制定の電子ログ形
式バージョンR1.0またはR2.0のいずれかに限る　○
受付状況は，https://www.jarl.com/allst/　に掲載

賞　各参加局数に応じて，次の順位のJARL会員局に賞
状　○参加局が10局以下：1位のみ，11局以上20局
以下：2位まで，21局以上30局以下3位まで，31局以
上：5位まで　埼玉県内登録クラブ対抗：3位まで　
○開催40回記念として，抽選で40名に記念品を贈呈　
○書類提出した希望する局には参加証明証を送る　・
書類提出先に定型封筒（はがきサイズの用紙が入る大
きさに限る）に，84円切手を貼り，送付先の住所，名前，
コールサインを記載して郵送　・参加証明証の受付
は，2022年4月30日（消印有効）

失格事項等　次の場合は失格　○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　○
JARLコンテスト規約に準じる

結果発表　支部WEBで公開（予定），入賞者はJARL 
NEWS 2022年夏号に掲載

問合せ先　Eメール jarl.saitama@gmail.com
【埼玉県町村ナンバー】　市，区はJARL制定番号のため

省略　○入間郡　越生町130012　三芳町130014　毛
呂山町130015　○大里郡　寄居町130026　○北足立
郡　伊奈町130031　○北葛飾郡　杉戸町130043　松
伏 町130044　 ○ 児 玉 郡　 上 里 町130062　 美 里 町
130063　神川町130064　○秩父郡　小鹿野町130072　
長瀞町130073　東秩父村130074　横瀬町130075　皆
野 町130079　 ○ 比 企 郡　 小 川 町130081　 川 島 町
130082　 滑 川 町130084　 吉 見 町130086　 嵐 山 町
130087　ときがわ町130089　○南埼玉郡　宮代町
130093

茨 城 県
2021茨城ARDF競技大会中止　

　11月27日（土）に予定していた「2021茨城ARDF競技
大会」は新型コロナウイルス感染症拡大が危惧されるた
め中止いたします。

群 馬 県
令和3年度群馬ハムの集い

　JARL会員のほかどなたでも参加できます。会員以外
の方やアマチュア無線に興味がある方をお誘いのうえお

出かけください。JARL入会を受付。キャンペーン中で
入会金を免除し記念品を贈呈。3年会費で継続の方にも
記念品を贈呈。この機会にぜひご入会・継続くださ
い　※コロナウイルス対策に万全を期し健康状態の確認
に協力をお願いします。またマスクの着用・密の回避は
各自でお願いします　※蔓延防止が確保できないと判断
された場合は，行事の中止もあります。支部HPを確認

（https://www.jarl.com/gunma/）
日時　11月14日（日）10：00〜15：00　※出展（店）等

は12：30まで
場所　甘楽町文化会館　群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉

1322-1　☎0274-74-7000
内容　［10：00 受付開始］〇クラブ等展示　〇不用品フ

リーマーケット　〇アマチュア無線なんでも相談コー
ナー（ニューカマー歓迎）　〇JARL入会受付　〇
JARL転送QSLカードの受付　〇アイボール10アワー
ド等　〇お楽しみ抽選会
出展（店）の申込　クラブで出展（店）希望のある方，個

人で出展（店），ジャンク店も歓迎　○先着順に受付　
※出展（店）希望者が多い場合会場の都合でお断りす
ることがある。JARL登録クラブは優先　○出店（主
に販売）の方は屋外駐車場のスペースを利用願います。
電源は自前でお願します　○出展（主に展示）の方で室
内希望の方は小間割の関係があります。事前に概要，
電源使用の有無をお知らせください　○室内では展示
用に使用するテーブルを保護するため，長テーブル前
後2個程の大きさの布（テーブルクロス）などを持参，
汚れ防止，傷防止をして使用をお願いします　○出展

（店）の準備は9：30から　○申込は整理の都合で10
月23日（土）〜11月6日（土）　
出展（店）申込先　Eメール：je1syn@jarl.com　※メー

ルでの申込みをお願いします　※3日以内に返信，返
信がない場合は再度問合

山 梨 県
第58回山梨地区非常通信訓練コンテスト

開催日時　11月23日（火/祝）06：00〜09：00
参加資格　山梨県内に在住するアマチュア局　※当日の

み県外から移動して運用した局は含まれない
使用周波数帯　 ○7MHz帯［7.060〜7.070MHz］　 ○

21MHz 帯［21.380 〜 21.400MHz］　 ○ 28MHz 帯
［28.700 〜 28.750MHz，29.200-29.300MHz］　 ○
50MHz 帯［50.400 〜 51.500MHz］　 ○ 144MHz 帯

［144.350〜144.500MHz，144.750〜145.600MHz］　○
430MHz 帯［430.250 〜 430.700MHz，432.100 〜
432.800MHz］　○1200MHz帯［1294.20〜1294.30MHz，
1295.20〜1295.30MHz］
電波型式　電話（FM，AM，SSB）のみとし，各周波数

帯での電波型式は電波法に定める使用区分に従う
参加部門　○シングルオペ，シングルバンドの部　○シ

ングルオペ，マルチバンドの部　○ニューカマーの部　
○マルチオペ，マルチバンドの部　注1）シングルオペ
はコンテスト中の運用に関わるすべてのことを一人で
おこなう　注2）シングルバンドは1つの周波数帯で運
用　注3）マルチバンドは2つ以上の周波数帯で運用　
注4）ニューカマーは初めて局を開設した個人局で，免
許年月日が2018年11月23日以降に免許された局　注
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5）ニューカマーの部にはシングルバンド，マルチバン
ドの区別はない　注6）マルチオペの一員として参加し
た者はシングルオペとして参加することはできない

JARL登録クラブ対抗　JARL山梨県支部の登録クラブ
の構成員，マルチオペ1局ならびにシングルオペ局か
ら申告された総得点をもって登録クラブごとに順位を
決定　

呼出　「CQ山梨OSOコンテスト」
コンテストナンバー　○「クンレン」を前置　○RS符号

による相手局のシグナルレポート　○自局の運用場所
を示す市町村名　○電文「異常なし」

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　○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　○
V/UHF帯における「呼出周波数」での電波の発射

得点・マルチプライヤー　参加資格のある局との交信を
有効　○得点：連絡設定後，交信方法に定めるコンテ
ストナンバーの交換が完全にされた交信を1点　※同
一バンドにおける重複交信（同一局との2回以上の交
信）は1交信を除き，電波型式が異なっても得点とし
ない　○マルチプライヤー：完全な交信をされた相手
局の運用場所を示す異なる市町村数　※バンドが異な
れば同一市町村でもマルチプライヤー　

総得点　○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　○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

書類の提出　○JARL制定のサマリーシート，ログシー
ト（または同形式）。部門に応じて，次のとおり　・マ
ルチオペ：運用した者の全員の氏名，無線従事者資格
をサマリーシート意見欄に明記，ログシートには交信
ごとに運用した者の氏名を記入　・ニューカマー：免
許年月日をサマリーシート意見欄に明記　○書類は種
目のうち，いずれか1種目のみに提出　○JARL登録
クラブ対抗に参加する場合，登録クラブ番号，または
名称をサマリーシートに記入

提出締切日　12月12日（日）到着分まで
提出先　○郵送：〒400-0026 甲府市塩部1-5-11　竹田

泉方　第58回山梨地区非常通信訓練コンテスト担当
宛　○Eメール：jr1ety@jarl.com

失格事項　○同一バンドにおいて，重複する交信局数が
ログシートに記載されている交信局数の2%を超えて
おりかつ，その重複する交信を得点としている場合　
○提出書類に記載されている内容について審査の結
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　○電波法に違反して
の運用が認められた場合

詳細は支部HP（https://www.jarl.com/yamanasi/）参照
してください

令和3年度県民の日記念公開運用中止の
お知らせ

　支部では「県民の日」記念公開運用を予定しておりま
したが，新型コロナウイルス感染症の拡大にともない小
瀬会場でのイベントが実施されないため，中止とします。

地 方 本 部
第46回東海マラソンコンテスト

みなさん，11月1日00：00〜7日24：00（JST）の7日間
「東海マラソンコンテスト」の完走を目指しましょう！

この規約は左記QRコードから参照でき
ます
※前回からの修正箇所
○開催日および締切日を修正しています
○これまでの提出実績から，書類（ログ）

の提出はコンテスト実施日の14日後まで（消印有効）
とし，書類審査の時間をじゅうぶん確保します。

○参加賞，完走賞送付用封筒（SASE）の提出はログと同
様の書類提出締切日までとします。

○コンテスト使用周波数は「JARLコンテスト使用周波
数帯に限定しない」ことを明記しました（東海マラソン
コンテストは普段の交信の延長として参加できます。
ただし，コンテストに参加していない方への配慮をお
願いします）

○令和2年4月21日に一部改正された無線局免許手続規
則，および令和3年3月10日に改正された総務省令お
よび電波法施行規則，総務省告示等の関連告示におい
て，無資格者が有資格者の指揮の下で開設・運用する
アマチュア無線局等は，現在その取り扱いについて検
討中であることから，今回参加することはできません

（チェックログ提出による参加は認めます）
書類（ログ）の提出　引続きWeb提出をお勧めします

Webによる電 子ログ提 出は左 記のQR
コードからできます
新型コロナウィルス感染症対策のため，
規約等を変更することがあります。 変更
する場合はこのWebサイトに掲載します

ので，参加直前にご確認いただきますようお願いいたし
ます。 詳 細は東 海 地 方 本 部HP　https://isotope.sist.
chukyo-u.ac.jp/tkitest/regulation/46th-marathon.html 
をご覧ください

静 岡 県
2021静岡県支部ARDF競技大会兼
静岡県高等学校ARDF競技秋季県大会

※新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ，直前に
大会を中止する場合があります。
開催日　11月21日（日） 受付8：45〜9：15
開催場所　高天神城址周辺　静岡県掛川市　
集合場所　大東北公民館　静岡県掛川市下土方
周波数　クラシック競技　144MHz帯部門（電波型式

A2A）
参加費　JARL会員1,000円　非会員2,000円　※大学生

以下のJARL会員500円，非会員1,000円（傷害保険料
含む）　※新型コロナウイルス感染症対策，食中毒防
止のため各自で食事を準備
競技クラス　JARL制定のARDF競技大会規約による
競技方法　JARL制定のARDF競技の実施方法による
表彰　ARDF競技の実施方法に準じて表彰（個人表彰の

み）

エリア 東海地方2
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申込方法　○郵送：JARL指定の申込書と返信用封筒
（長形3号に84円切手を貼り・宛名記入）　○Eメー
ル：JARL指定の申込書（PDF）を添付（返信封筒不要）　
※申込書は，JARL Webでも入手可

受付期間　10月1日（金）〜10月30日（土）まで（必着）
その他　○未成年者の携帯電話，緊急時使用にての携帯

は可　○新型コロナウイルスの感染拡大を防止するた
め以下の対策を講じます　・受付，開会式，表彰式等
の簡略化　・スタート，ゴール等での選手，スタッフ
の相互距離を確保　・中止の可能性を考慮し参加費は
当日徴収

問合せ　Eメール jq2xta@jarl.com　支部長 椿原
申込先　〒436-0019 静岡県掛川市青葉台22-5-1-101　

JG2XWH 小川和裕　Eメール jg2xwh@jarl.com
詳細　支部HPへ掲載 http://www.jarl.com/sizuokaken/
スタッフ募集　審判員の資格保持者，資格のない方でも

構いませんので，希望者は上記の問合せ先まで
共催　静岡県高等学校文化連盟

岐 阜 県
岐阜県支部大会・ハムの集い

　コロナ禍のため，中止となることもありますので，支
部ブログをご参照ください。
日時　11月14日（日）10：00〜14：30
場所 山県市高富中央公民館　市民ホール　山県市高富

町佐賀588-2　☎0581-22-3351
内容（予定を含む）　○支部大会（10：30〜）：事業・会

計報告,コンテスト等表彰，全体写真撮影など（先着
200名記念品あり）　○ハムの集い：各種ブース・メー
カー展示，8N2021GF記念局運用，JARL入会キャン
ペーン受付，転送用QSLカード受付　※ジャンク市，
抽選会等は，ありません

	 		ねんりんピック岐阜特別局運用

　岐阜県支部では，「8N2021GF」ねんりんピック岐阜特
別局を8月31日まで運用しました。QSOありがとうござ
いました。

愛 知 県
愛知県支部非常通信訓練

（愛知県・西尾市津波・地震防災訓練合同）
　愛知県支部では,次のとおり「第25回愛知県支部非常
通信訓練」を実施しますので，愛知県内のアマチュア局
の積極的な参加をお願いします。
　なお,今回は愛知県主催の「愛知県・西尾市津波・地
震防災訓練」との合同訓練とします。

Report

詳細は左記QRコードから参照してくだ
さい
・日時　11月7日（日）9：00〜10：00まで
・参加資格は原則として愛知県内で運用
するアマチュア局としますが，県外から

の参加も可能です。また，JARL会員以外でも可能です　
・運用条件（非常電源利用など）の制限はありませんの

で，商用電源利用など自由な運用条件で気軽に参加し
てください

・144，430MHz 帯 で FM 電 話（ シ ン プ レ ッ ク ス ），
430MHz帯ではレピータ利用による訓練も実施します。 
また，D-STARによる訓練も実施します。

・参加局には訓練参加証明をおこないます（県外局は受
信レポートで可）

支 部 HP（https://www.jarl.com/aichi/event/training.
html）もご覧ください

愛知県・西尾市津波・地震防災訓練

詳細は左記QRコードから参照してくだ
さい
　西尾アマチュア無線クラブの協力を得
て，津波・地震防災訓練をおこないます。
会場にてアマチュア無線の周知活動をお

こなうほか，運用体験局によるアマチュア無線体験を予
定しています。
日時　11月7日（日）9：00〜12：00　※津波防災の日（11

月5日）に近い日曜日
場所　一色中部小学校，坂田球場，一色中学校，佐久島，

西尾市総合福祉センターほか　※アマチュア無線ブー
スは，実働訓練・防災啓発会場（メイン会場）の坂田
球場（一色町坂田新田）

訓練概要　○南海トラフ地震等の大規模地震および，こ
れにともなう津波への関心が高まっているなか，災害
発生時のアマチュア無線の有用性をアピールする　○
実働訓練・防災啓発会場（メイン会場）の坂田球場に
て，アマチュア無線に関するブース展示　・大規模災
害発災時に活躍する「アマチュア無線」の紹介　・会
場内外のアマチュア無線音声通信デモ　・運用体験局
による無資格者のアマチュア無線の体験　・D-STAR
による画像・文字伝送の展示　・地元，西尾アマチュ
ア無線クラブによる無線通信訓練　・その他

詳細はHP https://www.jarl.com/aichi/event/tsunami-
kunren.html　をご覧ください
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あいち防災フェスタ

詳細は左記QRコードから参照してくだ
さい
　あいち健康の森公園（大府市）で開催さ
れる「あいち防災フェスタ」（愛知県主催）
に 出展します。支部では，防災啓発コー

ナーにて，「停電や災害発生時でも自力で連絡可能なア
マチュア無線」を紹介します。お子さん連れでお気軽に
参加ください。
日時　11月14日（日）10：00〜16：00
場所　あいち健康の森公園　〒474-0038 愛知県大府市

森岡町9丁目300番地およびオンライン　JR大府駅か
ら知多バス「健康プラザ方面行き」乗車「あいち健康の
森公園」下車徒歩1分

参加　無料　
内容　防災車両展示，ヒーロー，キャラクターショー，

ライブ，展示体験コーナー等
詳 細は https://www.pref.aichi.jp/soshiki/bosai/bosai-
festa.html　参照

地 方 本 部
フィールドミーティング

日時　10月17日（日）10：00〜15：00　会場の使用時
間は10：00から使用時間前に到着しても入場できま
せん　※会場使用時間厳守

場所　舞洲スポーツアイランド・ロッジ舞洲キャンプ場　
大阪市此花区北港緑地2-3-75　（https://www.lodge-
maishima.com/　http://maishima.jp/map/）

内容　○JARL登録クラブ対抗，JARL会員対抗イベン
ト（アイボールQSOゲーム・輪投げ・豆つかみ・ミニ
FOXハンティング），ビンゴゲームなどを実施　○キャ
ンプ場を一面貸切，各登録クラブのみなさんや，個人
で参加の方にもジャンク市の開設やアンテナを設置し
ての移動運用など，スペースを自由に使って楽しんで
いただけます　○登録クラブに入ってないJARL会員
の方には，昼食を関西地方本部で用意　○FOXハン
ティングは，430メガを使いますのでハンディー機を
持参　○会場では，体験臨時局8J3YADの公開運用
も予定。この公開運用は，資格の無い方や資格のある
方が，ゲストオペとしてどなたでも運用できます。資
格のある方は，従事者免許証を持参　※4アマの方は，
50Wの運用もできます

参加費　無料　※各JARL登録クラブのみなさんは，ク

エリア 関西地方3

ラブ単位でのフィールドミーティングへの参加者の募
集をお願いします。クラブに入ってないJARL会員の
方でも参加できます。事前登録は，不要。直接会場へ，
お越しください
注意　○2棟の炊事棟がありましたが今回から下段のみ　

※BBQ広場が広がり上段はそれに吸収　○炊事棟の
屋根がなくなっていますので雨対策も必要　○コロナ
禍での開催です，マスク等対策よろしくお願いします

※コロナ禍のため，開催を中止する場合があります。中
止の案内は，各支部のメーリングリスト，地方本部
HPに掲載します

京 都 府
第38回 KCWA CWコンテスト

日時　12月5日（日） 10：00〜20：00
参加資格　日本国内で運用する個人アマ無線局に限る
使用周波数帯　3.5/7MHz帯 A1（電信）　※JARL主催

コンテスト使用周波数帯
参加種目　○3.5MHzバンド　○7MHzバンド　○マル

チバンド（3.5MHz，7MHzバンド）　※参加種目は前
記3種目のうち1種目に限り有効　　　　　
交信方法　○呼出「CQ KT TEST」　○コンテストナン

バー：RST＋KCJ制定都府県支庁略称＋001から始ま
る一連番号　※一連番号は001からバンドごとに送信
得点　○完全な1交信を1点，同一バンドにおける同一

局との交信は1交信のみ得点を計上できる　○完全な
交信とは提出されたログを互いに照合し，交信時刻，
相手局名，送受信コンテストナンバーなどが一致する
こと　○ログ不提出局との交信は得点とならない
マルチプライヤー　各バンドで交信した，異なる都府県

支庁略称の数　　　
総得点　○シングルバンド種目：当該バンドで得た得点

の和×当該バンドで得たマルチの和　○マルチバンド
種目：各バンドで得た得点の和×各バンドで得たマル
チの和　　　　
表彰　各種目1位に盾と賞状，2〜3位には賞状
失格　○クロスバンド交信　○コンテスト中の運用場所

の変更　○2波以上の電波の同時発射　○ゲストオペ
運用交信　○クラブ局との交信　○規約違反：同一バ
ンドにおいて同一局との交信に重複して得点を計上し
ている件数，同一バンドで同じマルチを重複して計上
している件数の合計が，得点を計上している交信数の
2%を超えている時　
提出書類　○JARL制定ログ・サマリーに準じる形式　

○前記ログ・サマリーと同一内容がTXT形式に記録
されたEメー ルまたはWEB（https://kcwa.sakura.
ne.jp/）で受付　○シングルバンド種目参加局で，他
のバンドでも交信した場合はそのチェックログを添付
締切　12月31日（金）　当日消印有効
提 出 先　 ○ E メー ル：kcwa2021@kcwa.sakura.ne.jp 

メールの件名に自局のコールサインのみを必ず記入　
○書類：☎080-2249-0599へ連絡　※送り先を通知（封
筒に自局のコールサイン明記，メディア同封歓迎）
発表　JARL NEWS春号に掲載予定　直接入手希望者

は94円切手貼付のSASE（コールサイン明記）同封　
KCWA HP　https://kcwa.sakura.ne.jp/にも掲載
＜KCJ制定都府県支庁略称＞　宗谷SY 留萌RM 上川
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