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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「春号」の原稿締切りは2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4年1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/

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  石狩後志  さっぽろ雪まつりPR記念局運用（～2月

12日）
● 富山県  第45回富山県非常無線通信訓練コンテ

スト
9日 ● 熊本県 2022オール熊本コンテスト
10日 ● 埼玉県 第40回オール埼玉コンテスト
11日   渡島檜山  モールス講習会（初級・中級）（～3月31

日）
15日 ● 宮城県 第43回オール宮城コンテスト（～16日）
16日 ● 神奈川県 第2回神奈川ニューイヤーQRVデー
  岡山県 電子工作教室atライフパーク倉敷
  渡島檜山 函館蔦屋書店イベント/新年会
18日  高知県 コンテスト委員会
21日  長野県  国宝松本城氷彫フェスティバル2021記

念運用（～23日）
22日  長野県  令和3年度クラブ代表者会議・令和4年

新年会
23日 ● 山口県 第2回おいでませ山口コンテスト
  徳島県 ハムの集いinとくしま
30日 ● 鳥取県 2021年度鳥取県OSO訓練コンテスト
  山形県 技術講習会

2月
1日 ● 愛媛県 第48回愛媛マラソンコンテスト（～10日）

● 富山県  富山マラソンコンテスト&パーティ 
（～11日）

5日 ● 京都府 第66回京都コンテスト（～6日） 
6日  埼玉県  役員・監査指導委員会議
  静岡県  東部合同ミーティング「東静アマチュア

無線フェア」
  大阪府・兵庫県 関西ハムシンポジウム2022
  和歌山県 支部大会・ハムの集い
  徳島県 研修会

11日 ● 関東地方 第39回関東UHFコンテスト
  愛知県 アマチュア無線なんでも相談会

● 岩手県 いわて雪まつりコンテスト
13日  神奈川県 技術講習会
19日  石狩後志 登録クラブ代表者会議（後期）
20日  群馬県 技術講習会
  山梨県 技術講習会
  岡山県 技術講習会

● 島根県  第6回2021島根県OSO通信訓練コンテ
スト

  富山県 支部登録クラブ代表者会議
26日 ● 広島県 第30回広島WASコンテスト（～27日）
27日  茨城県 モービルFOXハンティング

3月
1日 ● 徳島県 Awaコンテスト（～10日）
5日  神奈川県  支部役員・監査指導委員・クラブ代表者

合同会議
6日  宮城県 第30回アマチュア無線なんでも相談室
  オホーツク 代表者役員会議
12日 ● 長野県  2022年ALL JA0 3.5MHz/7MHzコンテ

スト（～13日） 
13日  奈良県 支部大会・ハムの集い

● 中国地方 第3回オールJA4コンテスト
  徳島県  研修会
19日  埼玉県 支部大会
20日  香川県 ハムフェスティバル in 香川
21日 ● 東海地方 第62回東海QSOコンテスト

4月
2日 ● 神奈川県 第40回非常通信訓練コンテスト

● 長崎県 2022年長崎県コンテスト（～3日）
3日 ● 和歌山県 第34回和歌山コンテスト
9日 ● 信越地方  第69回信越アマチュア局非常通信コンテ

スト（～10日）
16日 ● 東北地方 第71回オール東北コンテスト（～17日）
17日  東京都 ハムらde無線フェア
  長崎県  登録クラブ代表者・支部役員・監査指導

委員合同会議
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地 方 本 部
第39回関東UHFコンテスト

日時　2月11日（金／祝）09：00〜15：00
参加資格　関東エリア内の個人アマチュア局（社団局を

除く），SWL　※関東エリア内を移動する他エリアの
コールサインの局も含む

使 用 周 波 数　430/1200/2400/5600MHz帯，10GHz帯　
※JARL主催コンテスト使用周波数帯および総務省告
示による使用区別を使用，電信電話ではD-STARの
シンプレックスモード（レピータを使用しない）も使用
可能

参加部門・種目・コードナンバー　※各部門・種目と
もシングルオペのみ　※ヤング部門は「電信」「電信電
話」「シングルバンド」「マルチバンド」の区別はおこな
わず令和4（2022）年4月1日現在の満年齢が18歳以下
の者が参加できる　※「電信電話」は「電信および電話」
または「電話」の交信による　※ヤング部門以外のマ
ルチバンドの参加は2波以上での交信をし，ログを提出　
※「SWL」は「電信」「電信電話」の区別をしない
参加部門 種目 コードナンバー

シ
ン
グ
ル
オ
ペ

ヤング※ YM

電信

マルチバンド AM
430MHz A430
1200MHz A1200
2400MHz A2400
5600MHz A5600
10GHz A10G

電信電話

マルチバンド BM
430MHz B430
1200MHz B1200
2400MHz B2400
5600MHz B5600
10GHz B10G

SWL C

呼出　◯電信「CQ　KNT　TEST」　◯電話「CQカン
トウ　コンテスト」　

コンテストナンバー　RS/T＋JARL制定の市郡区ナン
バー　例1）相手局のRSが59で自局の運用場所が豊島
区＝59 100116　例2）相手局のRSTが579で自局の運

エリア 関東地方1 用場所が群馬県吾妻郡＝57916001
禁止事項　○クロスバンドによる交信　○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　○レ
ピータによる呼出・交信　○呼出周波数における呼
出・交信　○マルチオペ，ゲストオペでの参加はでき
ない
失格事項　○重複交信が2%を超えて得点としている場

合　○書類に明らかな虚偽の記載が認められた場合
得点・マルチプライヤー　○アマチュア局：得点は完全

な交信で得た交信を1点，マルチは各バンドで交信し
た異なる市郡区の数　○SWL：得点は完全な受信を1
点，マルチは各バンドで受信した異なる市郡区の数（完
全な受信とは，受信局および受信局の交信相手のコー
ルサイン，受信局の送信したコンテストナンバーをコ
ピーすることとし，受信局の交信相手のコールサイン
はログの送信ナンバー欄に記載）　※同一バンド内に
おける同一相手局との重複交（受）信は，電波型式，
運用地点が異なっても得点またはマルチにならない　
※自局が運用（受信）地点を移動することは可
総得点　○マルチバンド種目：各バンドにおける得点の

和×各バンドで得たマルチの和　○シングルバンド種
目：当該バンドにおける得点×当該バンドで得たマル
チ　※完全な交信（SWLは受信）とは，提出するログ
に，交信（SWLは受信）した日時，バンド，モード，
送信したコンテストナンバー（SWLは受信したコンテ
ストナンバー），受信したコンテストナンバー（SWL
は受信局の交信相手のコールサイン）が記載されてい
なければならない
提出書類　JARL制定のサマリーとログを，参加部門・

種目を通じて1種目のみに提出　※運用（受信）地点を
移動した場合は移動した地点の市郡区の町村名までを
必ず記入　［注意事項］紙ログ・サマリー：紙による
ログ・サマリーの提出は手書きのもののみを受付。諸
事情で紙に手書きでログを書くことしかできない方に
は，受付けしますが，それ以外はすべて電子ログで提
出。まだ電子ログでログ提出をされていない方は，電
子ログ化の準備をお願いします
締切　3月11日（金）消印有効（メールの場合23：59必着）
提出先　○〒175-0083 東京都板橋区徳丸6-8-23　新谷

一徳　関東UHFコンテスト係
メール受付　JARL制定の所定の様式で作成したもの

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
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（JARL電子ログ作成ツール，ハムログ，Elogmaker
等で作成）メールの本文欄に貼付けて送信。メールの
件名（主題・タイトル）は提出局のコールサイン　例）
7K2GMJ　○移動して運用した局は，必ず /1と記載　
例）7K2GMJ/1　※上記以外のメールは，受付できな
いので注意　○メールの送信先：kanto-uhf@jarl.com　
※kanto-uhf@jarl.comにメールが到着しない場合はロ
グ，サーマリーシートが提出されたことにはならない　
※受信できた場合はkantou.uhf.contest@gmail.comか
ら受領確認メールを送る（詳細は地方本部HPの規約
を確認）

賞　各部門・種目のサマリー・ログ提出局には，その局
数に応じて次の順位のJARL会員局に賞状，副賞の楯　
10局以下：1位のみ，11局〜20局：2位まで，21局〜
30局：3位まで，31局以上：5位まで　※入賞局の得
点が同じ場合は同順位。ヤング部門は上記にかかわら
ず，5位までのJARL会員局に賞状，副賞の楯　※表
彰式を当年開催の「ハムフェア」会場で実施，入賞者
には事前にハムフェアの入場券を送る予定

結果発表　JARL Web　地方本部HPに6月頃掲載予定
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
問合せ先　不明点などは 7k2gmj@jarl.com まで

東 京 都
秋葉原イベント「秋コレ」出展

　支部では，2月に予定されている「秋葉原の文化をコ
レクション！あなただけのオリジナルの秋葉原を見つけ
よう！！」のコンセプト「秋コレ」イベントにアマチュア
無線のPRと集いの場として，今年も出展準備をしてい
ます。当日は電気，工作，アニメ，ホビー，鉄道，音楽，
グルメ，アート…。 オールジャンルで活動されている
個人等の展示・販売できるスペースで我々に身近な電子
工作品やジャンク販売も出展予定です。
　新型コロナウィルスの感染症予防対策等により変更等
があるかもしれませんので支 部HP（http://jarl-tokyo.
org/wp2）等も確認いただけますよう案内します。
　支部ブースでは「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」もします。JARL会員証を持
参ください。秋葉原の会場でお会いしましょう。

第3回ハムらde無線フェア・ 
東京都支部大会

日時　4月17日（日）11：00〜16：00（展示は15：00頃
まで）予定

場所　羽村市生涯学習センターゆとろぎ　〒205-0003 
東京都羽村市緑ヶ丘1-11-5　　　

交通　JR青梅線羽村駅東口から徒歩で約8分　※施設
周辺に有料駐車場あり

内容　誰でも参加可・無料，メーカーの無線機器展示や
特別セミナー，各ジャンル別セミナー，支部活動報告
等の予定の他，JJ1ROE中村春香さん率いるバンド

「Haruka with Cherry Spice」によるエレキギター特
別演奏，ライセンスフリー等も一緒になって，電波で
つながる遊びと学びの集い，クラブ紹介，アイボール
情報交流会，ニューカマーやビギナー相談コーナー，

特別局運用，地域の羽村市等紹介コーナー等含めた当
支部共催の無線フェアを開催します
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
　新型コロナウィルスの感染症予防対策等により当日の

内容に変更等があるかもしれませんのでフェアHP
（http://www.cqmart.com/hamura_fair/fair_top.
html）等も確認ください
問合先事務局　羽村アマチュア無線クラブ「ハムラーズ」

秋吉勝久　Eメール：hamsfrnd@d4.dion.ne.jp

初心者対象CW講習会の中止について
　初心者対象CW講習会については，新型コロナウィル
スの感染予防のため，開催を中止します。ご理解，ご協
力をお願いします。今後の予定等は支部HP（http://jarl-
tokyo.org/wp2）をご確認ください。

神 奈 川 県
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　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。ログのRSTは全て599，地域ナンバー
は50　③国内局：交信（受信）の相手局は日本国内，
国外のアマチュア局　国外局：交信（受信）の相手局
は，日本国内のアマチュア局に限る
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）として提出先
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メールアドレスに送信。紙によるサマリー・ログ書類
は，手書きのもののみを受付

提出締切日　電子メール：2月13日（日）必着　紙ログ
郵送：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（封筒には,「ニューイヤーQRVデーログ在中」と朱
書）

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　○次の場合は，抽
選 対 象にはなりません　・ 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

技術講習会「CWQSO実践講座」
日時　2月13日（日）10：00〜16：00
場所　未定　※詳細が決まり次第，支部HPで案内
内容　CWでうまく交信ができたらなあ，やりたいけど

自信がないなど，いままで，CWの免許を持っている
にもかかわらず，実際に交信をやったことのない方の
講習会です。3アマ以上の方が対象。講師には，CW
で数々の賞を獲得したベテランハムをお招きして，
CW交信の実践テクニックを教えます。例年本講習会
を卒業した有志で構成される，CHC（CWひよこクラ
ブ）の皆さんの支援をいただいて，ほぼマンツーマン
の講習会をおこなっていますが，速度は別として最低
限，欧文と数字を覚えれば，効果的に受講していただ
けます。ぜひチャレンジしてください。

募集人数　15名（先着順）　※定員になり次第締切。従
来の半数，新型コロナウィルス感染防止のため神奈川
県内の方を優先。例年人気の講習会で，JARLニュー
ス等掲載と同時に定員となる場合が多いので，早目の
申込みをお勧めします

参加費　会員：500円　非会員：1,000円（テキスト代等
実費）　○講習会は昼食時間を含みます。各自お弁当
などを適宜持参　※会場内で飲食可能　○会員の方は
会員と証明できるもの（会員証など）を持参

申込方法　【往復ハガキ】CW交信講習会受講希望，住所，
氏名，コールサイン，年齢，電話番号，従免資格，
電鍵持参の有無を明記　※折り返し受講票を送付　○
郵送先：〒225-0005 横浜市青葉区荏子田2-6-6　森野
富士彦（JF1NEF）　【電子メール】郵送申込みと同じ
内容を，jf1nef@jarl.com　まで　※返信で参加証等
を送ります

締切　2月4日（金），定員（15名）になり次第締切　※電
鍵は必要数を支部で用意しますが，ご自分の電鍵をお
持ちの方は，当日持参。エレキー等の電源も準備して
います

支部役員・監査指導委員・ 
クラブ代表者合同会議

開催日時　3月5日（土）　13：00〜16：00　12：30受
付開始

場所　 県 立かながわ労 働プラザ（Lプラザ ）　http://
www.zai-roudoufukushi-kanagawa.or.jp/~l-plaza/　

〒231-0061 横浜市中区寿町1-4　☎045-633-5413
交通　JR根岸線石川町駅下車徒歩3分　※駐車場は限

られた台数です。できるだけ，電車・バスを利用くだ
さい
案内　登録クラブの連絡者に対しては，別途詳細な案内

を郵送，電子メールをします

第40回非常通信訓練コンテスト
※掲載している内容は規約概要です。詳細は https://

www.jarlkn.info/ を参照
日時・使用周波数　4月2日（土）　○18：00〜19：59
（JST）：3.5/7MHz 帯　 ○ 20：00 〜 21：59（JST）：
50/144MHz 帯　 ○ 22：00 〜 23：59（JST）：
430/1200MHz 帯　 各バンドとも電 話（AM，SSB，
FM）のみとし，使用周波数帯はJARL主催コンテスト
使用周波数帯の指定，1200MHzバンドは総務省告示
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。各バンドの呼出周波数・デジタ
ル呼出周波数，非常通信周波数は使用禁止
参加資格　シングルオペレーターで運用する日本国内の

アマチュア無線局（個人局・社団局・ゲストオペ）
交信相手局　○神奈川県内で運用する局（県内局）：全

ての国内局　○神奈川県外で運用する局（県外局）：
神奈川県内で運用する局（県内局）
呼出　○県内局「CQ 神奈川訓練」　○県外局「CQ 神奈

川訓練 こちらは県外局」
コンテストナンバー　○県内局：RS符号による相手局

のシグナルレポート＋自局の運用場所の郵便番号（7
桁）　○県外局：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・郡・区ナンバー　
※神奈川県内の各運用場所を示す郵便番号は，日本郵
便株式会社の郵便番号検索サイト（ https://www.
post.japanpost.jp/zipcode/ ）参照。市・郡・区ナン
バーは，JARLコンテストで使用する市・郡・区番号
表に準じる
参加部門・種目・コードナンバー　注1）HF-Low（3.5/ 

7MHz）バ ン ド，VHF（50/144MHz）バ ン ド，UHF
（430/1200MHz）バンドの各種目には，それぞれの種
目に含まれる2つの周波数帯を使用した場合にのみエ
ントリーできる　注2）オールバンド種目には，2つ以
上の周波数帯を使用した場合で，注1）以外の場合に
のみエントリーできる

部門種目 コードナンバー
県内局 県外局

電
話
シ
ン
グ
ル
オ
ペ

オールバンド　注2 KA XA
HF-Low（3.5/7MHz）バンド 注1，2 KHL XHL
VHF（50/144MHz）バンド 注1，2 KV XV
UHF（430/1200MHz）バンド 注1，2 KU XU
3.5MHzバンド K35 X35
7MHzバンド K7 X7
50MHzバンド K50 X50
144MHzバンド K144 X144
430MHzバンド K430 X430
1200MHzバンド K1200 X1200

得点　○コンテストナンバー交換が完全にされた交信を
1点　※県外局同士の交信は無効（0点）とし，同一バ
ンド内における同一局との重複交信は，たとえ電波型
式が異なっていた場合であっても，1交信のみを得点
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とし，それ以外は0点
マルチプライヤー　○県内局：相手局の運用場所を示す

異なる神奈川県内の郵便番号（7桁），神奈川県以外の
異なる市・郡・区　○県外局：相手局の運用場所を
示す異なる神奈川県内の郵便番号（7桁）

総得点　○各バンドにおける得点の和×各バンドで得た
マルチプライヤー数の和

書類提出　○JARL制定のサマリーシート，ログシート
（または同形式）を使用して提出。電子メールによる書
類提出の場合は，JARL主催コンテスト所定の（JARL
推奨旧フォーマット（R1.0））で作成したサマリー，ロ
グシート（テキストデータ）をメール本文に貼り付け
て，提出先メールアドレスに送信　○紙によるサマ
リー・ログ書類は，手書きで総交信局数が100局以下
のみを受付。総交信局数が100局を超える紙によるサ
マリー・ログ書類は受付けない

締切　○電子メール：4月16日（土）必着　○手書き紙
ログ郵送：4月14日（木）消印有効

提出先　○電子メール：hijou-test@jarlkn.sakura.ne.jp 　
送信件名（Subject）：エントリーするコールサイン（半
角英数字）（例：JN1DNV/1）　○郵送：〒232-0071 
神 奈 川 県 横 浜 市 南 区 永 田 北3-7-3-305　 山 岸 純

（JN1DNV）宛（封筒には，非常通信訓練コンテストロ
グ在中と朱書）

結果発表　○支部HP，JARL NEWS
問合せ　書類提出先まで封書（返信先を明記して84円切

手を貼った封筒（SASE）を同封）または，メールアド
レス（jarlkncontest＋request@gmail.com）まで

イベント参加者へのお願い
　新型コロナウイルスをはじめとする感染症の予防，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，ご理解いただきますよう，お願いしま
す。
会場の対策　○机等をアルコール消毒します　○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いたし
ます　○職員がマスクを着用し，来場者の方に対応い
たします

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，お越しください　○
発熱・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
をなさらずに早めにお申し出ください　○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いただくようお願いします　
※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，
支部HP，SNSでお知らせいたしますのでご確認くだ
さい。

	 		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

　令和3年10月17日（日），東京都八王子市片倉つどい
の森公園森のステージにて，「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」を東京都と
神奈川県合同で実施しました。（36ページ参照）
　開会式の後，令和3年6月に開催しました，神奈川県
支部主催のオール神奈川SNSフォトコンテストの表彰式
をおこないました。雨の中5名の方に参加いただき，賞
状を手渡すことができました。

	 		「ニューオペレーターズ・セミナー」終
わる

　令和3年11月14日（日），こども自然公園（横浜市旭区）
で「ニューオペレーターズ・セミナー」が開催され17名
の方々が受講しました。
　今年は雲ひとつ無い快晴に恵まれ，最初の1時間は，
QSOに必要な最低限の用語やルール等を講義，その後は
運用経験の有無などで，グループ分けをおこない，経験
の少ない受講者は，公園内の敷地で他の受講者や，講師
陣とのQSO練習。ある程度経験のある受講者は，日頃
の運用の疑問などを聞き，講師がアドバイスをしました。
　午後からは，公園内の桜山で運用中の8J1JARL/1

「JARL関東地方本部アマチュア無線活性化キャンペー
ン特別局」との交信や，運用をおこないました。その後，
横浜市内ではロケーションが良い公園内の桜山から，参
加者が自分のハンディ機やポータブル機を用いて，CQ
を出したり，応答したりと，練習の成果を感じることが
できたかと思います。
　今回参加した方々向けに，講師と直接コミュニケー
ションをとることができる，LINEのオープンチャット
を開設し，セミナー当日の夜から，質問，運用予告等，
活発な盛り上がりを見せております。ハム人口が減少し
ていると言われている昨今，貴重な時間を費やして受講
した方々が，本セミナーを契機に，より充実したハムラ
イフを楽しまれることと思います。

Report

Report
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埼 玉 県

役員・監査指導委員会議
開催日　2月6日（日）
　開催方法等詳細は，決まり次第支部HPでお知らせし
ます。

支部大会
開催日　3月19日（土）　10：00〜16：00（予定）
場所　坂戸市文化施設「オルモ」
※参加される方は，基本的な感染防止対策をお願いしま

す。コロナ感染状況等により変更または中止する場合
は支部HP等で案内しますので参加希望者はご確認を
お願いします。

	 		JOTA-JOTI	Plaza	東京会場に参加協力

　 今 年も東 京 都 支 部と合 同で，「JOTA-JOTI Plaza 
2021」（令和3年10月16日・17日）に協力しました。今
年は全国3つの会場で同様のイベントをおこないました
が，当支部は，東京都杉並区のスカウト会館でおこなわ
れた東京会場で活動しました。
　体験局「8J1JOTA」を開設して，ボーイスカウトに加
盟している小学生から高校生まで94名がアマチュア無線
の体験運用をおこないました。

	 		役員・監査指導委員・登録クラブ代表
者合同会議をWeb開催

　12月5日（日），Webにより合同会議を開催いたしま
した。

茨 城 県
モービルFOXハンティング

日時　2月27日（日）9：00〜12：00
集合場所　霞ヶ浦文化体育館（水郷公園）駐車場　茨城

県土浦市大岩田1051
競技内容　○車によるFOXハンティング　○ゴールま

での走行距離にて順位を決定（同距離は，同順位）　○
競技時間：3時間

参加方法　○1台2名以上乗車の4輪自動車のみ（運転手，
ナビゲーター含む）　○競技部門　①145MHz帯FM　
②430MHz帯FM　※送信周波数は，当日発表

参加費　○JARL会員が乗車で1台：2,000円　3名以上
は，1人増すごとに1,000円　○非会員は1台：4,000
円

Report

Report

参加申込先　下記あてに　○記載内容：代表者の住所，
氏名，性別，呼出符号，連絡先電話番号，同乗者氏名，
呼出符号　○郵送：〒300-0833 茨城県土浦市小岩田
西1-6-3　矢口　蕃　○Eメール：ja1ioa@jarl.com
締切日　2月20日（日）
詳細は，支部HP（https://www.jarl.com/ibaraki/）参照 

群 馬 県
技術講習会	

「CW初心者向けに簡易型パドルの製作」
日時　2月20日（日）13：30〜16：00（予定）
場所　渋川市渋川公民館講義室（渋川市役所第二庁舎1

階）　群馬県渋川市石原6番地1号　☎0279-22-0999
会費　1,000円　※当日徴収します
内容　CW通信用の簡単な構造のパドル（2パドル）を組

立て，疑似送信の体験や通信の基本について講習
受講者が用意する工具類　M3用ドライバー（No.2），ラ

ジオペンチ，M3用ボックスドライバー（5.5mm）など　
※工具類は無くても貸出可能
定員　先着20名
申込　Eメールで，タイトルを「技術講習会参加」にして，

コー ルサイン， 氏 名， 住 所， 電 話 番 号を記 入し　
jh1ndm@jarl.comへ連絡　※必ず返信で受付番号を送
ります
その他　コロナウイルス感染対策のためマスク着用で，

入り口での手の消毒，体温の測定で発熱の無いことを
確認し，体調の調査，氏名の記入などご協力お願いし
ます。 製 作の概 要は，JH1NDM HP（http://www7.
plala.or.jp/jh1ndm/） アマチュア無線のページでご覧
ください
締切　2月6日（日）　※定員になり次第締切り

山 梨 県
技術講習会

日時　2月20日（日）　○9：30〜11：30　支部役員/監
査指導委員/クラブ代表者合同会議　○13：30〜
15：30（受付13：00〜）　技術講習会/アイボール会/
ミニ抽選会
場所　甲府市健康の杜センター「アネシス」目的ホール　

甲府市下向山町910番地　☎055-266-6400　中央道甲
府南インターより国道358号線を精進湖方面へ約5分，
三叉路を曽根丘陵公園方面へ右折，公園手前の左側　
※上履き持参
内容　詳細は1月下旬に支部HPで発表します

地 方 本 部
第62回東海QSOコンテスト

※掲載している内容は，主なものです。
詳 細は（http://isotope.iso.sist.chukyo-u.
ac.jp/tkitest 参照　※下線は修正箇所
こちらのQRコードからも参照できます
期間　3月21日（ 月/祝 ）09：00〜15：

00（JST）
参加資格　日本国内の陸上で運用するアマチュア局，

エリア 東海地方2
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SWL
使用周波数帯　3.5MHz帯以上（3.8/10/18/24MHz帯を

除く）　※JARLコンテスト周波数帯
部門　○管内局部門　○管外局部門
種目・コードナンバー

種目名称 コードナンバー
管内 管外

シングルOP

電信電話

オールバンド I-SA X-SA
オー ルバンド・ ジュ
ニア（OPの年 齢は20
歳以下）

I-SAJ X-SAJ

オー ルバンド・QRP
（出力5W以下，出力
低減による参加を認
める）

I-SAQ X-SAQ

HFバンド I-SHF X-SHF
HFローバンド I-SHL X-SHL
HFハイバンド I-SHH X-SHH
50MHzバンド以上 I-SVU X-SVU
3.5MHzバンド I-S3.5 X-S3.5
7MHzバンド I-S7 X-S7
14MHzバンド I-S14 X-S14
21MHzバンド I-S21 X-S21
28MHzバンド I-S28 X-S28
50MHzバンド I-S50 X-S50
144MHzバンド I-S144 X-S144
430MHzバンド I-S430 X-S430
1200MHzバンド以上 I-SG X-SG

電信

オールバンド I-SCA X-SCA
HFバンド I-SCHF X-SCHF
HFローバンド I-SCHL X-SCHL
HFハイバンド I-SCHH X-SCHH
50MHzバンド以上 I-SCVU X-SCVU

電話

オールバンド（参加資
格は4アマ局のみ） I-SPA X-SPA

オ ー ル バ ン ド・
D-STAR（出力20W以
下,モードはDVのみ）

I-SPDV X-SPDV

144/430MHz バ ン ド 
（出力20W以下,モー
ドはFMのみ）

I-SPD X-SPD

マルチOP 電信電話

オールバンド I-MA X-MA
オールバンド・ジュニ
ア（20歳 以 下のOPに
よる運用が全交信数の
80%以上であること）

I-MAJ X-MAJ

電信オールバンド I-MCA X-MCA
SWL電信電話オールバンド I-SWL X-SWL

交受信相手　○管内局：日本国内の陸上で運用する局　
○管外局・SWL：2エリア内の陸上で運用する局

呼出　○管内局「CQ TEST」「CQコンテスト」　○管外
局「CQ TKI TEST」「CQ東海コンテスト」

コンテストナンバー　○管内局：RS（T）＋市郡区ナン
バー　○管外局：RS（T）＋都府県支庁ナンバー　※
名古屋市，静岡市，浜松市はコンテストナンバーとし
て使用できない

マルチプライヤー　○管内局：異なる2エリア内の市郡
区の数，2エリア外の都 府 県 支 庁 数　 ○ 管 外 局・
SWL：異なる2エリア内の市郡区の数　※名古屋市，
静岡市，浜松市をマルチとして計上できない　※バン
ドが異なれば同一の市郡区・都府県支庁でもマルチ

得点　コンテストナンバーの交換が完全にされた交信

（受信）を使用バンドにより次の得点　3.5〜21MHz
帯：1 点　28MHz 帯：2 点　50 〜 430MHz 帯：1 点　
1200MHz帯：3点　2400MHz帯：5点　5600MHz帯：
10点　10.1GHz帯以上：20点　※同一局とは同一バ
ンドにおいて電信・電話それぞれ1交信（受信）ずつ有
効
総得点　○シングルバンド：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　 ○オー ルバンド
（1200MHz帯以上種目も含む）：各バンドで得た得点
の和×各バンドで得たマルチの和
書類提出　○専用Webサイトからを基本。それ以外は

書類を郵送。電子メールによる書類提出はできない　
○専用Webサイトから提出する書類は，JARL主催コ
ンテストの電子ログと同形式，ログシート部分は運用
バンドごと， 時 間 順に並べ替える（JARL電 子ログ
R1.0形式に凖じた書類の提出にご協力ください）　○
書類を郵送で提出する場合，JARL制定のサマリーシー
ト，ログシート（または同形式）を使用し，サマリーシー
トを一番上にし，左上をホチキスなどで留める　※当
分の間コンピュータ印字による手書きログの提出を認
める　○マルチオペ種目の場合，コンテスト中に運用
した者のコールサインまたは氏名を意見欄（電子ログ
の場合は＜MULTIOPLIST＞）に明記（書類を郵送す
る場合，同欄に全部記入できないときはサマリーシー
トの裏面または別用紙（他の書類と同サイズ）に記入）　
○ジュニア種目への参加局はオペレータの年齢（マル
チオペは各オペレータの年齢と交信局数）を意見欄に
必ず明記　○移動運用して参加した局は，運用場所を
市区町村名まで明記　○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において無資格者が有資格
者の指揮の下で臨時に開設したアマチュア無線（社団
局）の書類提出はできない（チェックログ提出による参
加は可）
締切　4月4日（月）当日消印有効　※提出期間が短かく

なっているので注意
提 出 先　 ○ 専 用 Web サ イ ト：https://isotope.sist.

chukyo-u.ac.jp/tkitest/tokai-log.html（ 次 の QR コ ー
ドからもアクセスできます）

○郵送：〒470-0391 豊田北郵便局 私書
箱20号 JA2RL「東海QSOコンテスト」係　
※コンテストログ在中と朱書
問合せ　提出先までSASE，またはEメー
ル（tkitst@isotope.iso.sist.chukyo-u.
ac.jp）　

静 岡 県
東部合同ミーティング

「東静アマチュア無線フェア」 
※入場無料
　今回は新型コロナ感染防止のために感染対策を実施し
て開催します。参加者はマスク着用をお願いします。直
近の感染状況によっては中止の可能性があります。その
場合は支部HPに掲載します。
日時　2月6日（日）10：30〜15：30
場所　裾野市市民文化センター（多目的ホール）　〒410-

1117 静岡県裾野市石脇586番地　☎055-993-9300　○
東名高速裾野ICから車で10分　○JR御殿場線裾野駅，
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岩波駅から路線バスで市民文化センター前バス停下車　
○駐車場　裾野市市民文化センター大駐車場

内容（予定）　○監査指導委員会・コンテスト委員会の
展示　○静岡県支部報告　○東部地域非常通信訓練
の活動展示　○クラブの展示　○SSTVのデモ　○パ
ケット通信デモ　○ジャンク市，フリーマーケット　
※出店募集：事前連絡をください　○東部地域アマ
チュア無線機販売店展示販売　○主要メーカ機器展
示販売　○抽選会など

問合せ　〒410-1101 静岡県裾野市岩波129-86　荻野　
哲　 ☎055-997-3067（19：00～ 22：00）　Eメ ー ル 
jh2hon@jarl.com

後援　総務省東海総合通信局　

令和4・5年度コンテスト委員募集
　支部では，令和4，5年度のコンテスト委員を下記の

要領で募集します。
応募資格　次の条件を満たす人　①静岡県内に在住の

JARL会員であること　②支部コンテスト（静岡コン
テスト）に賛同し，年2回程度の会合に参加できること　
③インターネット（Eメール，web）環境にあること

募集人数　若干名
任期　2年間
応募方法　略歴（氏名，年齢，住所，コールサイン，資格，

コンテスト参加歴等）と応募動機を記入（様式自由）し，
Eメールにて提出。件名には「コンテスト委員応募」
と明記

提出先・問合先　JA2JNA 岡 本 吉 史　Eメー ル：
ja2jna@jarl.com 　☎090-3250-0303

締切　2月5日（土）
その他　支部長の審査・任命を経て，4月より活動して

いただきます

岐 阜 県

   岐阜県支部大会開催

　岐阜県支部大会を山県市にて，11月14日（日）におこ
ないました。
　式典，防災の講演，アイボールを楽しみました。

Report

愛 知 県

アマチュア無線なんでも相談会

　支部では，アマチュア無線技士国家試験の受験対策や
CWや新しいモードなどの運用方法など，アマチュア無
線に関するさまざまな質問を受ける相談会を開催しま
す。ぜひご参加ください！

詳細は左記QRコード参照
※あくまでも予定であり，都合により変
更されることがあります
日時　2月11日（金/祝）10：00～15：
00

場所　東別院会館（予定，会場が確保できたらHPに掲示）
内容　○10：00～12：00「超・初心者向けモールス勉

強会」　・対象：これからモールス符号を覚えようと
している方，これからCWで交信してみたいと思って
いる方（受験対策ではありません。CW QSOをはじめ
るためのきっかけを作ることを目的。 実際にCWで交
信できるようになるには，本イベント終了後，各自で
じゅうぶんな練習等が必要）　・内容：モールス符号
とその覚え方（新たにモールス符号を覚えCW QSOを
したいと思っている方向け）　・持ち物：筆記用具の
み（ 電 鍵などの持 参は不 要 ）　 ○13：30～14：00 
JARL愛知県支部から（講演）　・JARL愛知県支部長

（7L1FFN/2 磯）から，JARLのこと，東海ハムの祭典
のこと，愛知県支部の活動等について講演・説明　○
14：00～15：00 アマチュア無線なんでも相談会（座
談会）　・無線従事者国家試験の受験を控えている方
向けに試験問題等に関する質問を受付け　・わからな
い問題や，複雑な計算を要する問題等をお持ちくださ
い。スタッフが親切丁寧に解説　・CWや新しいモー
ドなどの運用方法や免許の再開局方法，新しいモード
や移動方法など，アマチュア無線に関することについ
て何でも相談に応じます（当日回答できないご相談に
ついては持ち帰って，後日回答することがあります）
参加費　無料
申込　資料準備のため，10：00～12：00に開催する
「モールス符号とその覚え方」に参加の方は 事前申込
み。その他は事前申込不要・入退出自由　※教室や
感染予防対策等の都合により，申込多数の場合は早期
に募集終了，内容変更することがあります。申込はお
早めに！
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京 都 府
第66回京都コンテスト

※掲載している内容は，主なものです。詳細はhttps://
www.jarl.com/kyoto/ 参照

開催日時　2月5日（土）20：00～2月6日（日）16：00　
※バンドごとに開催時間が異なる　［2月5日］○20：
00 ～ 22：00　3.5MHz 帯　 ○ 22：00 ～ 24：00　
1.9MHz帯　［2月6日］○8：00～ 9：00　14/144MHz
帯　○9：00～10：00　21/144MHz帯　○10：00～
11：00　28/50MHz 帯　 ○ 11：00 ～ 12：00　
50/1200/2400/5600MHz 帯　 ○ 13：00 ～ 14：00　
7/430MHz帯　○14：00～16：00　7MHz帯

参加資格　日本国内の全てのアマチュア局・SWL局
使用周波数帯，モード　上記のアマチュアバンドにおけ

るCW/SSB/FM/AMモ ー ド。1.9～ 430MHz帯 は
JARL主催のコンテストの使用周波数帯，1200MHz帯
以上はバンドプランに沿って運用

交信（受信）の相手局　○京都府内の局：日本国内で運
用する全てのアマチュア局　○京都府外の局：京都府
内で運用する全てのアマチュア局　○SWL：京都府
内で運用する全てのアマチュア局

参加部門（カテゴリコード）（別表）　注1）マルチA：4
バンド以上のシングルオペマルチバンド　 注2）マル
チB：3バンド以下のシングルオペマルチバンド　注3）
マルチC：V/U/SHF帯のシングルオペマルチバンド

呼出　［電話］○府内局「CQ京都コンテスト こちらは
JA3○×△です。どうぞ。」　○府外局「CQ京都コン
テスト こちらは府外局JA3○×△です。どうぞ。」　

［電信］○府内局「CQ TEST DE JA3○×△ K」　○
府外局「CQ KT TEST DE JA3○×△ K」

コンテストナンバー　○京都府内局　電信，電話：RS
（T）＋市区郡符号＋下記の2または3桁の英数字　・
JARL京都非常通信協議会の登録者：3桁の数字

（601～799）によるボランティア番号　・JARL登録ク
ラブの社団局：3桁の登録ナンバー　・上記以外の局
は運用者名のイニシャル2文字　○京都府外局　電

エリア 関西地方3

信，電話：RS（T）＋都府県・地域等略号＋運用者名
のイニシャル2文字
得点　○京都府内局：相手局が京都府内局：2点，府外

局：1点　○京都府外局，SWL：相手局が京都府内
局：1点，府外局：0点
マルチプライヤー　○第一マルチ：各バンドで得た異な

る京都府内の市区郡，都府県・地域等（京都府内局の
み）　○第二マルチ：各バンドで得た異なるJARL京
都非常通信協議会のボランティア番号，府内登録クラ
ブの登録番号

ニューカマーマルチプライヤー　○係数（×2.5）：2021年
2月8日（第65回コンテスト開催日の翌日）以降に初めて
局を開設したシングルオペ　○係数（×1.5）：2020年2
月3日（第64回コンテスト開催日の翌日）以降に初めて
局を開設したシングルオペ　○係数（×1.2）：2019年2
月4日（第63回コンテスト開催日の翌日）以降に初めて
局を開設したシングルオペ　○係数（×1）：上記以外
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×ニューカマー
マルチプライヤー係数　○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

（別表）参加部門（カテゴリコード）

部門 カテゴリコード
府内局 府外局

シングルオペ

マルチA IA OA
マルチB IB OB
マルチC IC OC
1.9MHz I19 O19
3.5MHz I35 O35
7MHz I7 O7
14MHz I14 O14
21MHz I21 O21
28MHz I28 O28
50MHz I50 O50
144MHz I144 O144
430MHz I430 O430
1200MHz I1200 O1200
2400MHz I2400 O2400
5600MHz I5600 O5600

マルチオペ マルチ IM OM
SWL マルチ ISWL OSWL

関西ハムシンポジウム2022
　兵庫県支部と大阪府支部の共催で，次のとおり開催
します。
日時　2月6日（日）09：30～15：00　搬入予定08：

00～
会場　尼崎リサーチ・インキュベーションセンター
（エーリック）　兵庫県尼崎市道意町7丁目1番3　※
付近に有料駐車場あり

内容（予定）　○JARL入会・交信・QSLカード転送受
付　○ジャンク市　※希望者は事前申込　○技術講
演：内容・題目は決定後に兵庫県支部のHPに掲載　
JARD講演・メーカーによる技術講演・衛星通信入
門・デジタル通信などを予定　○メーカーによる製
品 展 示　 ○ARRL VE神 戸によるFCC試 験　 ○

DXCCフィールドチェック（当日予約制・有料）　
ジャンク市　※出展無料　事前申込が必要（申込の詳

細は兵庫県支部のHP参照ください［締切］1月10日）　
※感染症対策のため，出展枠を例年より減らします
その他　○新型コロナ感染症の感染拡大を防ぐため，

今年度は「新春パーティー・抽選会」はおこないませ
ん　○感染リスクを減らすために，会場に来られる
方は，未成年の方を除き2回のワクチン接種完了か
ら2週間経過しているか直前のPCR検査による陰性
の確認をお願いします　○当日体調の悪い方，感染
リスクが高いと自覚のある方の来場はお断りします　
○感染状況によっては，開催を中止する場合もあり
ますので，兵庫県支部のHPを確認してください
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ヤーの和×ニューカマーマルチプライヤー係数　※総
得点の小数点以下の端数は切り上げる

書類の提出　 ○ 電 子ログを推 奨。 郵 送での提 出は，
JARL制定または同様のログシート，サマリーシート
を使用。サイズはA4またはB5に限る。ゲストオペ
レーター運用時は実運用者名でサマリーを提出　○電
子ログは，JARLコンテスト委員会制定の形式（詳細
は支 部Web　https://www.jarl.com/kyoto/contest/
KT/emailent.htm　参照）

提出締切日　2月28日（月）（消印有効）電子メールはサー
バ受信時のタイムスタンプにて判断

提出先　○〒617-8691 京都向日町郵便局私書箱21号　
JARL京都クラブコンテスト係　○Eメールkt-test@
ja3yaq.ampr.org

結 果 発 表　JARL 京 都クラブ News，JARL NEWS，
JARL京都府支部のWeb等

問合せ　SASE，Eメー ル：kt-testqa@ja3yaq.ampr.org　
※電話での問合せには絶対応じない

奈 良 県
奈良県支部大会・ハムの集い

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により，支部大
会の開催内容を大幅に縮小，開催時間帯の変更，もし
くは中止をすることがあります。必ず直前に支部HP
で開催確認をお願いします　※参加者はマスク着用を
お願いします。大きな声での会話も自粛願います。発
熱や体調不良等の症状がある方は参加をご遠慮くださ
い　※当日，支部の通常の受付処理以外に，検温や手
指の消毒，施設利用者名簿の記入をお願いします　※
大会会場（ホール）は，この原稿投稿現在では90席に
制限されています。これを超えた場合に入場をおこと
わりすることがあります。間隔を空け指定された座席
以外には座らないでください。

日時　3月13日（ 日 ）10：00〜16：00　 受 付09：30〜　
開会10：00　※事前申し込みは不要。当日，直接会
場へお越しください

場所　葛城市歴史博物館「あかねホール」　葛城市忍海
250-1　☎0745-64-1414　○近鉄御所線忍海下車西へ
徒歩1分　○奈良交通バス忍海または忍海駅下車西へ
徒歩1分　○国道24号線忍海または忍海北交差点西
へ100m　※無料駐車場あり

支部大会内容（予定，コロナ禍により変更することがあ
る）　○支部長・来賓挨拶　○令和3年度奈良県支部
業務報告　○令和3年度奈良県支部会計報告　○令和
4年度奈良県支部事業計画　○令和4年度奈良県支部
予算案　○監査指導報告　○クラブ紹介　○社員紹
介　○記念撮影（従来形式の集合写真は撮影しません）　
○講演会：関西地方本部長JR3QHQ田中透氏　○意
見交換会　○各種表彰（コンテスト等）代表者による
受領　○自作機器発表会　○QSLカードコンテスト　
○各種展示　○その他　 

第49回QSLカードコンテスト　○会場内で，QSLカー
ドコンテストをおこないます。自局のカード1枚を持参　
※過去にに入選したQSLカードは除外（過去の入賞
QSLカードは支部HPに掲載）　○午前中に受付けまた
は担当者に提出。入賞されたカードはお返ししません
のでご了承ください　○審査は以下の5部門　・すば

らしいカードで賞　・良いデザインで賞　・良いアイ
デアで賞　・アマチュアらしいで賞　・良く判るで賞 
第50回自作機器発表会　会場内で，自作機器発表会を

おこないます。日頃の製作品やアイディア作品等を持
参。作品には展示用の簡単な説明書（作品名・作品の
特徴・製作者名等）を用意
その他　○なるべくJARL会員証を持参　○QSLカード

転送サービスをおこないます。必ずプリフィックス順
に整理して持参。転送できるQSLカードは，QSL転
送サービス利用方法（JARL経由でQSLカードを送る
には）をご覧ください　○奈良V・UHFコンテストの
入賞者で区分：県内局の県内会員の方は，ぜひ，出席
して賞を受け取ってください（代理人可）　○支部大会
の詳細や案内地図等は支部HPに掲載http://www.
jarl.com/nara/

CW実技講習会中止のおしらせ
　恒例の，支部主催「CW実技講習会」の開催を中止し
ます。
　1月23日（日）に開催を予定していましたCW実技講習
会は，講習会の形態から3密の状況を避けられず，新型
コロナウイルス感染症拡大防止のために中止させていた
だきます。次回開催時での参加を楽しみにします。 

奈良県支部HPが 
検索されない不具合について

　グーグル系の検索サイト（Google・Yahoo等）で支部
HPが検索されない不具合が発生しています。
　マイクロソフト系の検索サイト（Microsoft Edge等）
では，正常に検索されています。現在，原因は不明で調
査中です。
　会員の皆さんには，ご迷惑をお掛けいたしますが，お
気に入りに登録して，直接 http://www.jarl.com/nara/ 
にアクセスするようお願いします。

和 歌 山 県
支部大会・ハムの集い

場所　和歌山市東コミュニケーションセンター　和歌山
市寺内665番地　※和歌山南スマートインター降りて
すぐ　☎073-475-0020
日時　2月6日（日）11：00〜16：30
内容　［11：00〜］ハムの集い・アイボールミーティン

グ等　［13：00〜16：30］○支部報告　○前年度行事
報告・同決算報告　○本年度中間報告　○来年度行
事計画・同予算説明　○監査指導委員長現状報告　
○和歌山コンテスト報告　○和歌山アワード発行状況
報告　○非常通信訓練結果報告　○意見交換
その他　○JARL会員証を持参ください。お楽しみ抽選

カード・記念品を渡します。お楽しみ抽選は前年中止
の分を含め，少し期待ください　○QSLカード転送：
カードはプリフィックス順に輪ゴム等で止め，包装紙
は外して当日持参

※新型コロナ感染状況により中止等については，メーリ
ングリスト，支部HPに掲載
問合せ　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
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第34回和歌山コンテスト
日時　4月3日（日）09：00〜21：00JST
参加資格　日本国内のアマチュア無線局，SWL
部門　○N：和歌山県内の部　○G：和歌山県外の部　

○S：SWLの部
種目・コード・使用バンド

和歌山県内 和歌山県外

電信 電信
電話 電話 電信 電信

電話 電話

シ
ン
グ
ル
オ
ペ

1.9MHz
シングルバンド NC1.9 NX1.9 ― GC1.9 GX1.9 ―

3.5MHz
シングルバンド NC3.5 NX3.5 ― GC3.5 GX3.5 ―

7MHz
シングルバンド NC7 NX7 NP7 GC7 GX7 GP7

14MHz
シングルバンド NC14 NX14 ― GC14 GX14 ―

21MHz
シングルバンド NC21 NX21 ― GC21 GX21 ―

28MHz
シングルバンド NC28 NX28 ― GC28 GX28 ―

HF（1.9〜28MHz）
マルチバンド NCHF NXHF NPHF GCHF GXHF GPHF

50MHz
シングルバンド NC50 NX50 ― GC50 GX50 ―

144MHz
シングルバンド NC144 NX144 ― GC144 GX144 ―

430MHz
シングルバンド NC430 NX430 ― GC430 GX430 ―

1200MHz
シングルバンド NC1200 NX1200 ― GC1200 GX1200 ―

V・U（50〜1200MHz）
マルチバンド NCVU NXVU ― GCVU GXVU ―

マ
ル
チ
オ
ペ

マルチバンド
電信・電話 ― NXMA ― ― GXMA ―

SWL マルチバンド電信・電話 SWL（和歌山県内・外共通）

周波数区分　JARL主催コンテスト使用周波数帯を適用　
※1.9，1200MHzはアマチュアバンド使用区分を準用

呼出　○県内局　電信「CQ WK TEST IN DE J＊3＊
＊＊」　電話「 CQ 和歌山コンテスト こちらは県内局 
J＊3＊＊＊」　○県外局　電信「CQ WK TEST DE J
＊7＊＊＊」　電話「CQ 和歌山コンテスト こちらは県
外局 J＊7＊＊＊」

交信の相手局　○県内局：国内全域　○県外局：和歌
山県内局のみ

コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋市・郡ナン
バー　○県外局：RS（T）＋都府県支庁ナンバー

得点　○1交信を1点　○SWLは和歌山県内のみを1点　
※同一バンド内での重複はモードが異なっても得点と
しない

マルチプライヤー　○県内局：各バンドごとに都府県支
庁（和歌山県を除く），和歌山県内の市・郡を1マルチ　
○県外局：各バンドごとに和歌山県内の市・郡を1マ
ルチ

総得点　得点合計×マルチ合計
提出書類　JARLコンテスト用サマリーシート，ログシー

ト，またはそれと同一と見なし得る書式
締切　4月30日（土）消印有効

提出先　〒641-8691 和歌山南郵便局私書箱1号　JARL
和歌山県支部コンテスト係　Eメール：wk-test@jarl.
com
問合せ　提出先と同じ
結果・表彰　○結果：支部HP　※インターネット接続

環境にない方はSASEをお勧め　○表彰：各部門・種
目別にエントリー数が5局以内は1位のみ，6〜10局
は2位まで，11局以上は3位まで　表彰の対象者で賞
状発行（PDF）を希望する局（JARL会員に限る）：氏
名・コールサイン・種目・順位，メールアドレスを連
絡。確認後，送付。希望の受付は結果発表後1カ月，
申込み先はログ提出先と同じ。どうしても紙で必要な
方は140円切手を同封のうえSASEで請求
禁止・その他　○JARLコンテスト規約に準じる　○エ

ントリー：シングルオペは2種目以内（HF帯（1.9〜
28MHz）とV・UHF帯 （50〜1200MHz）で各1種目）。
マルチオペは1種目。SWLは1種目　※同一個人が，
2以上のコールサイン（SWLナンバー含む）を使用して
のログ提出は認めない　○県内登録クラブ対抗：サマ
リーの登録クラブ欄に登録クラブ番号とクラブの名称
を記入　○コンテスト結果が必要な方は，長形3号の
封筒に94円切手を貼ったSASEを同封　○移動局に
対して，移動した事実を証明できるもの（宿泊先の領
収書，当該地域での買い物の領収書，移動地で撮影し
た日付入の写真など）の提出を求める場合がある，サ
マリーシートへの移動先の記載は，＊＊市＊＊山，山
頂付近などの具体的地域の記載をお願いします　＜電
子ログで提出される場合のお願い＞○電子ログサマ
リーはJARL Web記載の電子ログ作成ツールの旧バー
ジョン（VERSION＝R1.0）で提出をお願いします　※
添付ファイルは受付けない　○件名欄は「WK-TEST
＋貴方のコールサインまたは准員番号」，送信者名は

「氏名」または「コールサイン」を正しく名乗る（悪戯
と紛らわしい送信者名は使用しない。迷惑メールで削
除されても責任は持ちません）　○メールで提出時，1
種目1メールとし2種目を同一メールで送付しない　
○再提出の場合件名はコールサイン＋「再提出」　○
問合せ：コールサイン＋「問合せ」　○ログ提出者は
当HPで公表

	 		テクニカル講座	 	
「1：1および1：4バランの製作講習会」
開催

　2021年11月7日，和歌山市南コミュニティセンターで，

Report
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延期していた「アンテナ製作講習会」をテクニカル講座
で開催しました。慣れた手付きの方から，コアに巻き付
けに四苦八苦されてる方など，それぞれ真剣に取り組ん
でいました。測定にたどり着いた方は，全員うまくいき
ました。

地 方 本 部
第3回オールJA4コンテスト

注：コンテストに関わる交信は全て提出をお願いします
開催日時　3月13日（日）12：00〜21：00
参加資格　日本国内のアマチュア無線局，SWL
周波数　1.9MHz〜1200MHz　※JARL主催コンテスト

周波数を準用
参加種目（別表）　1.シングルオペはコンテスト中の運用

にかかわる全てのことを一人でおこなう　2.バンドが
重ならない組み合わせで，2種目へのログ提出が可能　
例）7MHzと14MHz：OK　HFマルチバンドとVUマ
ルチバンド：OK　HFマルチバンドと7MHz：NG

種目
コード

4エリア内 4エリア外

シングルオペ

HFマルチバンド
（28MHz以下） NHF GHF

VUマルチバンド
（50MHz以上） NVU GVU

1.9MHzバンド N1.9 G1.9
3.5MHzバンド N3.5 G3.5
7MHzバンド N7 G7
14MHzバンド N14 G14
21MHzバンド N21 G21
28MHzバンド N28 G28
50MHzバンド N50 G50
144MHzバンド N144 G144
430MHzバンド N430 G430
1200MHzバンド N1200 G1200

マルチオペ オールバンド NMM GMM
SWL オールバンド NSWL GSWL
チェックログ CHL
呼出　○電信「CQ JA4 TEST」　○電話「CQ オール

JA4 コンテスト」または「CQ JA4 コンテスト」
コンテストナンバー　○4エリア内局：RS（T）＋市区郡

ナンバー　○4エリア外局：RS（T）＋都府県・地域
等のナンバー

交信（受信）相手局　○4エリア内局：日本国内で運用す
るすべての局　○4エリア外局：4エリア内で運用す
る局

禁止事項　コンテスト中の，マルチの異なる運用場所へ
の移動。その他はJARL主催コンテストに準じる

得点　○アマチュア局　・コンテストナンバーの交換が
完全にされた交信：1点（相手局とログが照合できた場
合はさらに1点追加）　・同一バンドにおいて同一局
との交信は電信・電話それぞれ1交信ずつ有効（電信，
電話ともに同じポイント）　○SWL　・送受信局間で
コンテストナンバーの交換が完全にされた交信の受
信：1点（相手局とログが照合できた場合はさらに1点
追加）　・同一バンドにおいて同一局の受信は電信・
電話それぞれ1受信ずつ有効（電信，電話ともに同じ

エリア 中国地方4

ポイント）
マルチプライヤー　○4エリア内局：4エリア内の異なる

市区郡，4エリア外の異なる都府県・地域等の数　○
4エリア外局：4エリア内の異なる市区郡の数
総得点　○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（市区郡＋都府県・地域等）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（市区郡＋都府県・地域等）
登録クラブ対抗　4エリア内の登録クラブ員で，登録ク

ラブ番号の記載があれば，登録クラブごとに得点を集
計
書類提出　［電子ログ］○Web　※強く推奨　http://

ja4test.mydns.jp/uploadLog.htmlから送信　※1件ず
つの手入力も可　○Eメール　※Webからの提出が
うまくいかない場 合のみ利 用　jj4kme＋ja4test@
gmail.com 　○郵送　※手書きのもののみ受付。PC
等によるプリントアウトは受付けません　〒680-0941 
鳥取市湖山町北4-767 太田 篤　「オールJA4コンテス
ト書類在中」明記
提出締切　3月21日（月）消印有効，電子ログは同日

23：59までに送信　※いずれの場合も電子メール等に
よる受付通知はおこないません。各自で提出状況の
ページから確認　※紙による書類提出は第3回の開催
をもって廃止，第4回からは電子ログに一本化。でき
るだけWebまたは電子メールによる方法を利用くださ
い
書類提出時の注意事項　重複交信の場合でもログから削

除せず，記録は残してください　※1回目の交信で相
手局がミスコピーしている可能性がある　○コンテス
トに関わる交信は全て提出　○紙で書類を提出する場
合，ログシートの備考欄に電波の型式を記入　　○ 
/4等の有無は運用時からデータ（書類）作成，ログ提
出に至るまで統一
表彰　種目の参加局数が1以上5以下：1位まで　6以上

10以下：2位まで　11以上：3位まで　※登録クラブ
対抗部門も上記の基準に準じる
問合せ先　 ml_ja4test@jarl.com まで

岡 山 県
第7回電子工作教室atライフパーク倉敷

日時　1月16日（日）13：00〜16：00
会場　ライフパーク倉敷（倉敷科学センター）　倉敷市

福田町古新田940　☎086-454-0300
交通　○瀬戸中央自動車道・水島ICから10分　○JR

倉敷駅またはJR児島駅から，下電バス・塩生（しおな
す）線，福田中学校前下車，徒歩20分　○無料駐車
場あり
参加対象　小学4〜6年生　12名（保護者同伴，マスク

着用）
内容　AMラジオの製作（参加費1,400円，当日持参）
申込み　倉敷科学センターHP参照 https://kurakagaku.

jp/kagaku_kouza.html

技術講習会
内容　FT8入門講座
日時　2月20日（日）13：30〜15：30　受付13：00〜
会場　児島市民交流センター（第1会議室）　倉敷市児
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