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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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KK オホーツク振興局OH 空知SC 石狩IS 根室NM 
後志SB 十勝TC 釧路KR 日高HD 胆振IR 桧山HY 
渡島OM 青森AM 岩手IT 秋田AT 山形YM 宮城
MG 福島FS 新潟NI 長野NN 東京TK 神奈川KN 千
葉CB 埼玉ST 茨城IB 栃木TG 群馬GM 山梨YN 静
岡SO 岐阜GF 愛知AC 三重ME 京都KT 滋賀SI 奈
良NR 大阪OS 和歌山WK 兵庫HG　富山TY 福井FI 
石川IK 岡山OY 島根SN 山口YG 鳥取TT 広島HS 
香川KA 徳島TS 愛媛EH 高知KC 福岡FO 佐賀SG 
長崎NS 熊本KM 大分OT 宮崎MZ 鹿児島KG 沖縄
ON 小笠原OG 南鳥島MT

滋 賀 県
2021年滋賀県支部ハムのつどい

　支部では，恒例のハムのつどいを開催します。昨年は
新型コロナウィルス感染症感染予防から，残念ながら中
止としました。今年も感染症の状況は収束はしてません
が，現在のところ開催に向け準備をすすめてます。会
員・非会員を問わず，皆さんぜひお誘い合わせのうえ多
数のご参加をお待ちしています。
日時　11月14日（日）10：00〜15：00まで 受付：9：

30から
場所　野洲文化小劇場　滋賀県野洲市小篠原2142（JR

琵琶湖線　野洲駅下車徒歩3分）　☎077-587-1950　
○駐車場あり。近くにコンビニ，食堂等食事のできる
ところあり

内容　［午前］○第25回ALL滋賀コンテスト表彰式　○
関西地方本部報告　［午後］○技術講演会　※演題未
定　○お楽しみ抽選会　［その他］○別室でジャンク
市，CQオームの出店　○JARL入会，会費の支払い
も受付。継続会費，QSL転送手数料等も受付。利用
ください　○QSLの転送サービスをおこないます。当
日QSLカードを持参ください　

※新型コロナウィルス感染防止から，当日発熱のある方，
体調不良の方は参加を控えてください。また，参加さ
れる方は，マスク着用をお願いします　※開催予定で
準備をすすめていますが，開催予定時期の状況で急遽
中止の可能性はあります

奈 良 県
製作技術講習会の開催中止

　10月24日（日）に開催を予定していました「製作技術
講習会」は，新型コロナウイルス感染症対策で，屋内で
の開催が「3密」状態になることから中止させていただき
ます。

「青少年のための科学の祭典2021」
奈良大会のブース出展中止

　8月20日現在で，「青少年のための科学の祭典2021」
奈良大会の開催可否がコロナ禍のため，まだ決定されて
いません。よって，今年の奈良県支部ブース出展を中止
します。

大 阪 府
第27回オール大阪コンテスト

日時　11月7日（日）　○電信部門 06：00〜11：30　○
電話部門 12：30〜18：00　○デジタル部門（RTTY/

SSTV） 06：00〜18：00　
詳細は支部HPをご覧ください URL http://jarl.gr.jp/
osaka/　
使用周波数帯　○JARL制定のコンテスト周波数帯およ

び1200MHz帯・2400MHz帯のアマチュ アバンド。
1200MHz・2400MHzの周波数帯は，総務省告示「ア
マチュアバンド使用区別」による。SSTV・RTTYに
ついては，免許された周波数帯とし周波数の制限はあ
りません。総務省告示「アマチュアバンド使用区別」
による　○1.9MHz帯については，1.8MHz帯を使用
せず，従来の1.9MHz帯を使用すること　○1.9MHz
帯の電話部門は今回検討中のため従来どおりの電信部
門のみとする
提出先　○〒589-0022 大阪府大阪狭山市西山台5-2-19-

203 中浴方 オール大阪コンテスト係　○Eメール： 
allosaka-27@jr3yrl.net　　※整理の都合から毎回変え
ている
提出締切　11月22日（月）当日消印有効　※封筒表面に

参加部門を記入　電子申請の場合は，11月22日24：
00
結果発表　支部HP（http://jarl.gr.jp/osaka/）

兵 庫 県
令和4（2022）年オール兵庫コンテスト

　規約の全文は，支部HP（www.jarl.com/hyogo/）に掲載
開催日時（JST）　2022年1月4日（火） 09：00〜21：00

まで
変更点　○電子ログの提出先メールアドレスを変更　○

1.9MHz帯，50MHz帯につきJARLコンテストの周波
数帯へ変更　○マルチオペ部門への参加要件を厳格化　
○規約の改定がある時は支部HPに掲載　
参加資格　○県内局：兵庫県内で運用するアマチュア無

線局　○県外局：兵庫県外（海外からの参加も含む）
で運用するアマチュア無線局　○SWL
使用周波数帯　JARL主催コンテスト使用周波数帯，

1200MHz帯　※1200MHz帯は「アマチュアバンド使
用区分」による
参加部門（別表）　○マルチオペ部門は2人以上のオペレー

ターによる運用　○HFマルチバンド部門は，30MHz
未満，VUのマルチバンド部門は，30MHz以上の使用
周波数帯に限る　○QRP部門は空中線電力5W以下
で，電信，電話を使用して交信。全バンド使用可　○
使用周波数帯の重ならない部門での2部門参加を認め
る　例）HFマルチバンドと144MHzシングルバンド，
7MHzシングルバンドと21MHzシングルバンド等の2
部門参加は可
呼出　［県内局］○電信「CQ TEST」　○電話「CQ オー

ル兵 庫コンテスト 」　［ 県 外 局 ］○ 電 信「CQ HG 
TEST」　○電話「CQ オール兵庫コンテスト」　※呼
出時に運用地点を入れるなどして県内局と県外局が区
別できるように配慮
交信（SWLは受信）の相手局　○県内局：全ての局　○

県外局：兵庫県内で運用する局に限る　○SWL：兵
庫県内で運用する局に限る
コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋JARL制定

の市郡区ナンバー　○県外局：RS（T）＋JARL制定の
都府県・地域等のナンバー　○海外局：RS（T）のみ
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書類の提出　○電子ログ（Eメール）による提出：所定の
様式（JARL Webを参照）で作成したデータをテキス
トメールとして提出先アドレスに送信　※HTMLメー
ルは不可　○提出先：hyogo_hgtest@yahoo.co.jp （電
子ログの問合せ：hyogo@jarl.com へ）

提出締切日　2022年1月18日（火） 23：59まで
賞　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

結果発表　2月中旬頃に支部HPにて
その他　コンテストにおいて交信した際のQSLカードの

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

地 方 本 部
四国地方ARDF競技大会中止

　11月7日（日）に開催予定の四国地方ARDF競技大会
は，コロナウィルスが感染拡大傾向にあり，四国地方に
おいても感染者が増加しています。

エリア 四国地方5

　関係者と相談の結果，開催は難しいのではという結論
になり，残念ながら昨年に引き続き中止とさせていただ
きます。

香 川 県
2021年度香川マラソンコンテスト

※JARL会員，会員でない方の区別なく入賞者は表彰。
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：1.9MHz 〜 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，FT8（FT4含む）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
ない）
呼出　○電話 「CQ香川マラソンコンテスト」　○電信 
「CQ KA TEST」　○FT8（FT4含む） 「CQ KA」
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）　FT8（FT4含む）のRSTはデシベル情
報を使わず全ての交信を599（参考資料https://ja1zlo.
u-tokyo.org/allja1/33rule.html）　○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　○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
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，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
締切日　2022年1月4日（火）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），件名欄
にコールサインを記入　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る。
データーはCTESTWIN，HLTST7，HLTST8，ZLOG，
TurboHamlogCSVを希望
発表　2022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　2022年3月20日丸亀市アイレックスで開催予定

（別表）参加部門

部門 コードナンバー
兵庫県内局 兵庫県外局

電
信

シ
ン
グ
ル
オ
ペ

マルチバンド I-CS-ALL
HFマルチバンド O-CS-HF
VUマルチバンド I-CS-VU O-CS-VU
1.9MHz I-CS-1.9 O-CS-1.9
3.5MHz I-CS-3.5 O-CS-3.5
7MHz I-CS-7 O-CS-7
14MHz I-CS-14 O-CS-14
21MHz I-CS-21 O-CS-21
28MHz I-CS-28 O-CS-28
50MHz I-CS-50 O-CS-50
144MHz I-CS-144 O-CS-144
430MHz I-CS-430 O-CS-430
1200MHz I-CS-1200 O-CS-1200

マルチオペマルチバンド I-CM-ALL O-CM-ALL

電
信
・
電
話

シ
ン
グ
ル
オ
ペ

マルチバンド I-MS-ALL
HFマルチバンド O-MS-HF
VUマルチバンド I-MS-VU O-MS-VU
1.9MHz I-MS-1.9 O-MS-1.9
3.5MHz I-MS-3.5 O-MS-3.5
7MHz I-MS-7 O-MS-7
14MHz I-MS-14 O-MS-14
21MHz I-MS-21 O-MS-21
28MHz I-MS-28 O-MS-28
50MHz I-MS-50 O-MS-50
144MHz I-MS-144 O-MS-144
430MHz I-MS-430 O-MS-430
1200MHz I-MS-1200 O-MS-1200
QRP部門 I-MS-QRP O-MS-QRP

マルチオペマルチバンド I-MM-ALL O-MM-ALL
SWL マルチバンド I-MS-SWL O-MS-SWL

山口県支部「ハムの集いin山口」はp.76をご覧ください．
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の「ハムフェステイバルin香川」会場
日数マルチ8日でFBな賞品　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抽選でFBな賞品が
当たります

その他　○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　○ルール等
の問合せJA5ARW支部長まで

個人情報の利用　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・結果発表・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

徳 島 県
支部役員・登録クラブ代表者合同会議

日時　12月19日（日）13：30〜15：30（予定）
場所　Zoomによる会議　あらかじめ代表者の方に会議

ID，パスコードをインターネットメールで送付します。
登録クラブ代表者の方はメールアドレスを登録くださ
い　［Eメール］jarl@sky.plala.or.jp

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な話し合いをします。この座
談会は非会員の方の参加も歓迎です。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からの予定　※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し

てください　Eメール jarl@sky.plala.or.jp

研修会「初心者CW4日間講座」
　10月3日，17日，24日，31日に予定していましたが，
新型コロナウイルスの感染拡大を避けるために延期とし
ます。今後のことについてはHPで発表しますので，ご
覧ください。
注意　支部主催の研修会は新型コロナウイルスの感染拡

大を避けるために少人数の募集としてます。また，感
染拡大状況により会場の変更や研修会を延期する場合
が あ り ま す の で 支 部 HP（https://www.jarl.com/
tokushima/）確認してください　※県外からの参加も
原則，受付　

愛 媛 県
愛媛県支部行事計画について

　新型コロナウイルスの世界的拡大，愛媛県の「まん延
防止等重点処置」により愛媛県支部の令和3年度計画は
全て中止とします。コロナ終息において新たに計画しま
す。

高 知 県

技術講習会（コンテスト電子申請化講習会）
日時　10月17日（日）13：00〜
場所　いの町天王ニュータウン　県立青少年の家 第一

研修室
定員　20名まで
内容　ターボハムログからコンテスト用ログファイルに

変更ファイル作成をおこないますので，参加者は各自
ターボハムログのソフトが入っているノートパソコン
を持参

第46回高知マラソンコンテスト
目的　本コンテストを通じて，高知県のアマチュア無線

局の活性化を促進して，高知県内外のアマチュア無線
局交流を図るとともに，高知県を広くPRする。
開催日　11月1日（月）00：00〜11月10日（水）24：00
参加資格，使用周波数等については支部HP（https://
www.jarl.com/kochi/）の第46回高知マラソンコンテス
ト規約を参照してください

支部役員・クラブ代表者会議
支部役員と高知県内JARL登録クラブ代表者合同会議を
おこないます。
日時　11月7日（日）13：30〜16：00
場所　いの町　高知県立青少年の家　第一研修室

コンテスト委員会
第46回高知マラソンコンテストの委員会をおこないま
す。
日時　令和4年1月18日（火）18：00〜
場所　未定

地 方 本 部
第42回オール九州コンテスト

※今年度から1.8MHzの電信電話部門を追加
開催日時　11月22日（月）21：00〜11月23日（火/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（別表）　※注意事項　○

使用周波数は最新のJARLコンテスト使用周波数帯に
従う　○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
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

エリア 九州地方6
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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
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

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（できるだけR1.0での提出，作成
方 法 は https://www.jarl .org/Japanese/1_
Tanoshimo/1-1_Contest/e-log.htm）参 照　・ 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 jarlsagatest@gmail.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，紙ログの場合はサ
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

提出締切日　12月02日（木）紙ログは消印有効
紙ログの郵送先　〒848-0022 伊万里市大坪町乙165-101　

近藤大輔　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
結果発表　JARL NEWS　地方本部HPで発表
担当支部，問合せ先　佐賀県支部　jarlsaga@gmail.com
※詳細は地方本部HP（http://www.jarl.com/kyushu/）

参照　

長 崎 県
アマチュア無線の祭典

（ハムの集い）中止について
　令和3年11月7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
イルス感染拡大防止のため中止します。
　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19回長崎県非常通信訓練実施
　8月6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た非
常通信訓練を実施しました。
　五家原レピータではJE6UER局を宰領局としてチェッ
クインは27局，WiRES-XではJA6EIM局を宰領局とし
てチェックインは15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
大分県支部行事について

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，10月17
日（日）予定の「大分県支部大会・ハムの集い」は中止い
たします。
　なお，11月21日（日）「支部役員会&はむ寺子屋」，1
月15日（土）「支部役員会&はむ寺子屋&新春アイボー
ルパーティー（予定）」もコロナの状況を見て変更になる
可能性がありますので大分県支部HPの確認をお願いし
ます。

宮 崎 県
ハムの集い中止のお知らせ

　令和3年度ハムの集いを10月24日（日）に予定してい
ましたが，コロナのまん延で感染が広がる危機も考えら
れますので，今年度は中止いたします。
　今後環境が落ち着いたら盛大に開催します。
　楽しみにしていたハムの皆さんにはお詫び申し上げま
す。

岩 手 県
支部行事予定の中止について

　10月17日（日）に予定されていた「岩手県支部大会・
ハムの集い，クラブ代表者会議・監査指導委員会」は，
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて中止します。
　今後の行事予定につきましては，支部HPを参照願い
ます。

Report

エリア 東北地方7

（別表）参加部門・種目・使用周波数

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

1.8MHzバンド KF1.8 XF1.8 KC1.8 XC1.8
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 ─ ─
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秋 田 県

第31回VUオール秋田QSOパーティー
変更点　デジタルモード部門を新設しました
開催日時　2022年1月2日（日）　09：00〜21：00
周波数・電波型式　50MHz帯以上の電信電話および各

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
参加部門　〇F：フルタイム09：00〜21：00　○A：

ハーフタイムA09：00〜15：00　○B：ハーフタイム
B15：00〜21：00　〇デジタルモード部門とその他1
部門計2部門に書類提出可　〇SOP（シングルオペレー
ター）は，すべての操作を1人でおこなう参加形態。
ゲスト運用も可　〇MOP（マルチオペレーター）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　

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

SOP マルチバンドデジタルモード フルタイム FSMD
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　「CQニューイヤーパーティ」「CQ NYP」「CQ 
NP」

コンテストナンバー　RS（T）（FT8はdB）＋OP名
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

バンドでも得点できる　○電信・電話（FM SSBなど
のうちのどちらか一つ）最大2点　○デジタル部門は
FT8 1点，デジタル音声1点で最大2点

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，禁止事項　〇登録クラブ対抗は，秋田県支部登
録クラブのみ　〇MOPは運用者氏名と資格をサマ
リーシートに記入　〇FM（デジタル）呼出周波数の使
用可，適度に間隔を取ること　〇運用地点の変更可，
秋田県内のみ。各運用地をサマリーに明記　〇サテラ
イト交信は送受とも50MHz以上。ログはアップリン
クバンドを記入。144MHzと430MHzのみはデュアル
バンド，それ以外の周波数帯を含む場合はマルチバン
ド。ログの備考欄に使用した衛星名を記入　〇デジタ
ルモードはFT-8 C4FM DV（デジタル音声は直接波シ
ンプレックス通信のみ）　〇FT-8の呼出は CQ NP 
CALL GL（CQ NP JH7XGN QM09）　OP 名 は OP 

KATSU HNY 73のように送出　〇レピータ（インター
ネットや電話回線経由含む）は不可　〇JARL主催の
QSOパーティーに併設して実施しますので，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
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円切手を貼ったSASE同封
提出締切　2022年1月31日（月）消印有効
提出先　〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-8-8　京極　真 

jl7aia@jarl.com
電子ログ　JARL形式（R1.0）等テキストファイル
問合せ先　SASEかEメールで提出先まで
失格　電波法令違反，書類不備，提出期限遅れ，同一

バンド&モードで重複交信が2%以上の得点計上，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
結果発表　JARL NEWS他

縄文アワード受付中（特別局運用）
　この度北海道・北東北縄文遺跡群が7月27日，中国
のユネスコによるネット会議で日本で28番目の世界文化
遺産として登録になりました。
　これを記念して北海道渡島檜山支部と北東北3県で縄
文アワードを8月1日から来年3月31日まで開催するこ
とにしました（詳細はP.73をご覧ください）。
　また，JARLの特別局として「8J7JOMON」「8J8JOMON」
を8月1日から開局しています。東北では対象地区を約
一週間交替で14カ所運用開始してます。秋田県内は鹿
角市にある国の特別史跡「大湯環状列石」北秋田市の「伊
勢堂岱遺跡」が既に一巡目運用開始して7MHz SSB　猛
パイル受けてます。特別局は12月31日（金）までの限定
運用です。二巡目以降は八戸市の運営委員会事務局長
に一任してます。
　皆さん新型コロナ感染で在宅期間が多いと思いますの
でぜひチャレンジお願いします。なお，県内局向けには
アマチュア無線の活性化に向け極力144，430MHzで対
応したいと思ってます。
　オペレーターもJARL会員局に限り鹿角市，北秋田市
大歓迎です　○北秋田市：jp7otc@jarl.com　成田　○
鹿角市：ja7cxp@jarl.com大里まで

宮 城 県
2022年第43回オール宮城コンテスト

　宮城県内局のアクティビティーを高め，会員相互の親
交などを深めることを目的として，コンテストを実施
　※今回から，参加種目の一部変更，1.8　50MHz帯の
周波数，提出期日を変更
日時　2022年1月15日（土）18：00〜16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　JARL主催コンテスト周波数帯を準用
参加部門（別表）　書類提出：1部門
呼出方法　［県内局］〇電信「CQ MG TEST」　〇電話

CQ「宮城コンテスト」　［県外局］〇電信「CQ MGX 
TEST」　〇電話CQ「宮城コンテスト こちらは県外局 
JQ7○○○」　※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
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局　○宮城県外で運用する局（県外局）：宮城県内局
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

得点　 電 信・ 電 話：1点　 ※144，430MHz帯：2点，
1200MHz帯以上：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：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）　［電子
ログ］送付先，詳細は，支部HPを確認 http://www.
jarl.com/miyagi/　※注意事項は必ず確認のうえ提出

締切日　2022年1月31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会員局を表彰
失格事項　○この規約に定める事項に違反　○提出書類

に著しく不備　○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，提出先に
SASE　○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）　○記念局の参加は，参考ログ

【市区町村略符号】　［市の部］JCCナンバー下2桁＋C
（例：富谷市16C）　［区の部］AJAナンバー下2桁＋
W（例：若林区03W）　［町村の部］○伊具郡　丸森町
01GM　○牡鹿郡　女川町02GO　○刈田郡　蔵王町
03GZ　七ヶ宿町03GS　○加美郡　色麻町04GS　加
美町04GK　○黒川郡　大郷町06GO　大衡村06GH　
大和町06GT　○柴田郡　大河原町08GO　川崎町
08GK　柴田町08GS　村田町08GM　○遠田郡　涌谷

町10GW　美里町10GM　○宮城郡　七ヶ浜町13GS　
松島町13GM　利府町13GR　○本吉郡　南三陸町
14GM　○亘理郡　亘理町16GW　山元町16GY

	 		学都「仙台・宮城」サイエンス・ディ
2021	「体験ブース」を出展

　サイエンス・ディは，毎年7月の日曜日にNPO法人
ナチュラルサイエンスによって，「こどもから大人まで」
を対象として開催され，毎年1万人を超える親子が参加
する一大イベントです。
　支部ではこれまで，東北大学学友会アマチュア無線部，
仙台高専広瀬アマチュア無線部と連携して毎年出展し，
電子工作や無線の不思議体験をおこなってきました。
　今年は新型コロナウィルスの影響で，「完全オンライ
ン」にて7月18日（日）9：00〜16：00に開催されること
となりました。支部では，ブースのタイトルを「電波っ
て何？？　楽しい「アマチュア無線」を見てみよう！」と
題して，体験型のオンラインブースを準備して参加しま
した。
　当日の訪問者のカウントは，70カウントでしたので，
親子での訪問を考慮して約200名程度の方に体験いただ
けたものと思われます。今回の出展で，アマチュア無線
の資格を取りたいとのアンケートの回答を小学生からい
ただきました。
　なお，今回のイベントについての全体の参加者数はユ
ニークID数が3,017とのことで，例年並みの約1万名の
参加者との主催者発表がありました。（1ID≒約3名：親
子）
サ イ エ ン ス・ デ ィ HP http://www.science-day.com/　 
支部HP http://ja7rl.sakura.ne.jp/page009.html

上 川 宗 谷
上川宗谷支部大会中止のお知らせ

　開催を延期しておりました支部大会は，現状を鑑みて
今年度も中止することとしました。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よろしくお願いいたします。

オ ホ ー ツ ク 支 部
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。
○第48回オホーツク支部大会  10月24日（日）
○クラブ役員・代表者会議  10月24日（日）
○アマチュア無線に関する講演会 11月14日（日）　

石 狩 後 志
第48回支部大会の開催延期について

　当初10月に計画しておりました石狩後志支部大会を，
諸般の事情により11月に延期します。
開催日時　11月7日（日）13：00開会（2時間程度を予定）
場所　札幌総合卸センター　札幌市東区北6条東4丁目　

☎011-721-1101

Report

エリア 北海道地方8

（別表）参加部門
部門 種目 県内局部門 県外局部門

電信

シングル
オペ

マルチバンド電信 MG/CW CW
マルチバンド電信電話 MG/FM FM

電
信
・
電
話

マルチバンド電信電話 MG/Jr ※1 Jr ※1
1.8MHzバンド MG/1.8 1.8
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
マルチバンドSWL MG/SWL SWL

マルチ
オペ マルチバンド電信電話 MG/FC FC

※1  Jr部門（ジュニア）は，1月15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
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内容　○令和2年度事業報告，会計報告　○令和3年度
事業計画（案），会計予算（案）　○石狩後志支部コン
テスト表彰式

問合せ先　 岡 田 壮 弘　 ☎090-7519-8105 jk8cfm@jarl.
com

十 勝
JARL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，ぜひご参加ください。
日時　令和4年1月2日（日）09：00〜7日（金）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　○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。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局以下でも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構わない

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する。特記例を以下に紹介，
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，郵送にて確認

提出期限　1月31日（月）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

※詳細は支部HPをご確認ください
【十勝管内19市町村】　帯広市，足寄町，陸別町，更別

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

2022新年アイボール会・
アマチュア無線セミナー未定のご案内

　2022年新年アィボール会・アマチュア無線セミナー
は，新型コロナの影響を鑑み現時点では推測できない状
況でありますので，未定とさせていただきます。状況の
変化に応じて開催したいと思います。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46回胆振日高支部大会

日時　10月31日（日）14：00〜16：00
場所　苫小牧市労働福祉センター　☎0144-35-1080　苫

小牧市末広町1丁目15-7　
参加申込　メールまたは郵便で，①氏名　②コールサイ

ン　③住所　④電話番号を明記のうえ申込み　※地
域クラブは纏めて申込みください
昼食　コロナ感染予防のため，会場での昼食提供はあり

ません
申込先　 ○Eメー ル：ja8dgd@jarl.com　 ○ 郵 便：

〒052-0014 伊達市舟岡町343-3　加藤　篤
申込締切　10月20日（水）
その他　コロナ感染状況，参加申込状況により，中止す

ることがあります。中止のときは，10月25日まで申
込者にはがきまたはメールでお知らせします

第14回胆振日高ニューイヤー2mコンテスト
日時　令和4年1月2日（日）09：00〜1月3日（月）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：総得点×

クラブ総参加人数
提出書類　○JARL設定のサマリー，ログまたは同形式



73AUTUMN  2021

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」と記入　○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：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4年1月31日（月）当日消印有効　
※電子ログは令和4年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

渡 島 檜 山
函館蔦屋書店イベントについて

　10月3日（日），人気のある函館蔦屋書店のステージを
使ってアマチュア無線をPRするイベントをおこないま
す。内容は無線機の展示や交信のデモ，発表などです。
屋外では縄文特別局の運用もおこない，アマチュア無線
に関心のある人，休眠中の方の復活につなげたいと思っ
ております。

新年会
期日　令和4年1月15日（土）
目的　支部会員の交流
その他　①低料金で楽しめるように考えてます　②詳細

は，支部HP，メーリングリストでお知らせします

縄文記念アワード
名称　北海道・北東北縄文遺跡群世界遺産登録記念
有効交信期間　8月1日〜12月31日までの交信
アワードの要件　○A賞：遺跡のある14の市町，2つの

縄文特別局と交信　○B賞：遺跡のある5の市町，2
つの縄文特別局と交信　○C賞：2つの縄文特別局と
の交信

条件等　①自局の運用場所，移動範囲は制限なし　②
モード，バンドは制限なし　③遺跡該当市町での縄文
特別局との交信は，市町のカウントと重複しても可　
④申請は自己申告（カード不要）　⑤申請は国内のア
マチュア局

締切　令和4年1月31日
申請　①運用支部HPの縄文アワードのリンクよりWEB

上で　②支部HPにある申請書にて郵送　
発送方法　①ダウンロード（無料）　②郵送（有料300円）
照会先　 佐 々 木 朗（JH8CBH） jh8cbh@jarl.com　 ☎

090-8277-9744
その他　①特記はなし　②発行番号は記載しない
運用支部　○北海道：石狩後志，胆振日高，渡島檜山　

○東北：青森県，岩手県，秋田県
北海道・北東北縄文遺跡群世界遺産登録特別局運営委

員会

ON LINE月替わりアワード
　支部のメンバー3局以上のコールサインで月替わりの
課題を作るアワードです。申請にあたってQSLカードは
不要。完成者は支部HPで発表。渡島檜山エリア内，エ
リア外のハムのチャレンジをお待ちしてます。
目的　渡島檜山支部会員の無線のアクティビティー向上

と活性化を図る
参加資格　国内のアマチュア無線局
必要事項　日付，時刻，交信局，バンド，有効文字，

課題文字，管内・管外
周波数帯等　全アマチュアバンド　電波型式は制限なし
（6月より改訂）
交信方法　通常の交信（管内局については，交信中にア

ワードのPRができればさらに良い）
ルール　①サフィックス（3文字（2文字））の中から課題

の文字列を綴る　②最低3局は渡島檜山支部で運用す
る局　③サフィックスに課題文字がない3局と交信す
ることで，代替1文字とすることができる　④与えら
れた課題の月内の交信を有効　⑤同一局とは，バンド，
日付が異なれば有効
課題　月ごとに決める　○10月「GLAY TAXI」　○11

月「OSHAMANBE」　 ○ 12 月「KOMAGATAKE」　
※以降は支部HP1日に発表
締切　課題の月の1日から，翌月の5日まで
送り先　郵送または，支部HPからのフォーム　○郵送：

〒042-0922 函館市銭亀町210-13 佐々木 朗（JH8CBH）
発表　○その月のアワードを達成した方は支部HPで発

表　○3カ月連続参加者には，賞状（一度のみの対応）　
○郵送の場合は，住所，名前，コールサイン，交信ロ
グ，できれば感想を記入　

2mロールコール
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　キー局は随時募集してます

地 方 本 部
JA9コンテストHF2021

日時　○電話部門：11月2日（火）21：00〜11月3日（水
/祝）12：00　○電信部門：11月20日（土）21：00〜
11月21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　1.9/3.5/7/14/21/28MHz帯のJARL主催コ

ンテスト使用周波数　※総務省告示「アマチュア業務

エリア 北陸地方9
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に使用する電波の型式および周波数の使用区分」による
呼出方法　○電話部門「CQ コンテスト（またはCQ JA9

コンテスト ）　 ○ 電 信 部 門「CQ TEST（ または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，小笠原の番号

交信相手・得点　○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　○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　○9エリアから運用する局：異なる
9エリアの市郡，都府県，北海道の地域，小笠原の番号　
○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
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，各部門の1〜3位を表彰　
○その他の局：各エリア別に参加局数に応じて，各部
門の1〜3位を表彰　※同得点の場合は最終交信時刻
の早い局を上位

提出書類・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）　○提出
先：〒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：電話部門 ja9-ph@jarl.com　電信部門 ja9-
cw@jarl.com

締切　○電話部門：11月23日（火）24：00　○電信部
門：12月11日（土）24：00　※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に公表

問合せ先　ja9qhp@jarl.com

北陸ハムフェスティバル2021開催中止
　10月3日（日）開催予定の「北陸ハムフェスティバル
2021」は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止と
いたします。

富 山 県
ARDF練習会

期日　10月10日（日）
会場　黒部市宮野運動公園（予定）
初心者歓迎の距離短縮ミニARDF競技大会で実施予定。
144MHz帯の受信機貸出します。
※詳細は支部HPに告知

富山県支部の集い
開催日　10月17日（ 日 ）開 場10：00〜　 支 部の集い

13：30〜
会場　クロスランドおやべ　〒932-0821 富山県小矢部

市鷲島10　☎0766-68-0932
交通　あいの風とやま鉄道石動駅から徒歩約40分，小

矢部市営バス保健福祉センターより徒歩約1分
内容　○講演会　○お楽しみ抽選会　○クラブブース　

○メーカーブース　○電子申請ブース　○電波適正
利用推進コーナー　○監査指導ガイダンス局展示　○
ジャンク市など

［支部の集いアイボールQSO］　○会場でアマチュア無
線局によるハンディ機等で無線交信をおこなう　○交
信データは受付で配布した専用用紙に記入，交信数が
10局になった後，受付の抽選箱に投入　○会場にて抽
選し記念品贈呈。後日，アイボールアワード賞を郵送
［ラジオ工作教室］
時間　受付10：00　開始10：10〜
内容　小学生を対象とした高感度ラジオの製作　
定員　10名（父兄同伴可）
参加費　無料
参加者持参品　ラジオを持ち帰る袋等
参加申込・締切　参加希望の方は，お子さんの名前，付

き添いの方の名前，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。定員前受付者には案内書を送付。定
員となり次第締切

※ジャンク市出展者募集。Eメール（jh9feh@jarl.com）
で申込み
ホストクラブ　クロスランドおやべアマチュア無線クラブ

第45回富山県非常無線通信訓練コンテスト
日時　令和4年1月8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を除く）
参加部門　（1）県内運用局：○シングルオペレーターマ

ルチバンド部門　○シングルオペレーターシングルバ
ンド部門　○マルチオペレーターマルチバンド部門　

（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，使用無線機，空中線形式を記入　※（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］・FMモード，5W以下（マルチモード機は
FMモードでの交信，出力低減での参加可）　・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　○電信「CQ TEST（CQ TY TEST）」　○ 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　○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）　○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　○県内局：交信した局の異なる富山
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県内市町村，県の数　○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（記
入例），支部様式のサマリーシート，ログシートは，
http://www.jarl.com/toyama/ 参照　○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　○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4年1月25日（火）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
発表し県内局入賞者表彰，県外局の賞状は郵送　○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　○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）

	 		「情報通信月間」PRアマチュア無線局運用Report

　2021年5月15日〜6月15日までアマチュア無線を通し
て「2021年度情報通信月間」を全国に発信するとともに，
富山県のアマチュア無線活性化を目的に富山県内で運用
しました。

	 		ハムセミナー「ラジオ工作教室」開催

　2021年7月25日富山市北部児童館にて，コロナ感染
対策で例年の半数，児童，保護者5組が参加しておこな
いました。スタッフ5名にて1時間半で全てのラジオが
完動（感動）完成することができました。部品不良がな
かったのが良かったです。

	 		ハムセミナー「みんなでラジオを作ろう」
開催　

　2021年8月1日富山市水橋児童館にて，昨年は中止と
なりました「みんなでラジオを作ろう」が開催されました。
　以前の募集児童を15組から6組へと減らし，間隔を開
けての製作会となりました。当日は，準備も早々に久し
ぶりにメンバー（5名）が集まり，四方山話に花が咲いた
ところで製作開始となりました。今回は，児童，スタッ
フがマンツーマンとなりましたのでいつも以上に懇切丁
寧な製作会となりました。

	 		富山県総合防災訓練協力

Report

Report

Report
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　2021年8月1日，今年の防災訓練は開催地の地元，魚
津アマチュア無線クラブ，滑川水橋アマチュア無線クラ
ブと富山県無線赤十字奉仕団が参加しました。その中の
ひとつ滑川市総合体育センターではスタッフ5名が参加
し，視察に来られた県知事を始め来場者にアマチュア無
線をPRしました。

長 野 県
令和3年度通信訓練

　例年開催の「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

（駒ヶ根アマチュア無線クラブが参加）。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開催します。
日時　11月14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

エリア 信越地方0

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　新型コロナウイルスの状況の悪化や，台風等，

大規模災害発生の際は中止します

登録クラブ代表者会議
日時　令和4年1月22日（土）13：00〜
場所　オンライン開催の予定
※現時点では未定のため，支部HPで確定後発表

アワードの発行終了について
　支部では「長野県全市全郡賞」「長野県全市町村賞」を，
平成11年（1999年）6月1日より発行してます。当時は長
野県の人口が219万人（平成8年），17市36町67村と，町
村数では北海道に次ぎ全国第2位の，103町村がありました。
　発行当時の市町村を基にデザインし作成しましたが，
平成の大合併，その後の合併等で大きく変化しました。
　2021年10月31日をもって，「長野県全市全郡賞」「長
野県全市町村賞」の申請受付を終了します。
　今後については新デザインのアワードを検討します。

山 口 県
2021年ハムの集いin山口

日時　11月21日（日）10：00開会　16：00閉会
場所　山口南総合センター　山口市名田島1218番地
内容　○講演（内容は現在調整中）　○オール山口コン

テスト表彰式　○メーカー・ハムショップ展示　○お
楽しみ大抽選会

その他　新型コロナウイルス感染症の状況によっては内容
の変更または中止となる可能性があります。詳細は支部
HP（http://jarl33yamaguchi.jimdo.com/）に逐次掲載

エリア 中国地方4

地方だより追加分

第13回FCWA CW QSOパーティー
◇ 福 島 CW 愛 好 会 (FCWA)　A12 月 4 日 ( 土 )9:00 〜
21:00(JST)　H日 本 国 内 の ア マ チ ュ ア 個 人 局　
G1.9MHz〜28MHz(10/18/24MHz帯を含む)CWのみ　
<参加部門>①一般部門(出力は局免範囲内)　②QRP部門
(出力5W以下)　<呼出>CQ FQP(通常の交信可)　F○
JARL形式の電子ログをメールに添付(件名はコールサイン)　
○郵便で提出は，JARL制定のサマリーシート，ログシート
(準拠書式可)　L12月31日(金)消印有効　D○〒966-
0108 喜多方市熱塩加納町相田字大森乙1246-152 畠惠
治 (JH7UBC)　Ijh7ubc@jarl.com　Ihttp://fcwa.
html.xdomain.jp/ 参照

QSP追加分

　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合通信局や JARLに
数多く申告されてきているのが現状です。
　一方，アマチュア無線家の中にはＶ・ＵＨ
Ｆ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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