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大 阪 府

マグネチックループANT自作のため勉強会
※製作会ではありません。マグネチックループANTの

動作・原理やアンテナ材料の集め方，注意点等をみな
さんで楽しく語り合いましょう。

日時　6月12日（日）　13：30〜16：00
場所　池田市立市民文化会館（予定）　※支部HPで発表
定員　20名　※3密を避けるため
会費　無料
申込　申込順
問合　ja3wdl@jarl.com 井村まで

和 歌 山 県
春季和歌山ハムベンション

日時　5月15日（日）　13：00〜17：00　雨天順延（前
日17時に決定しHP周知）

場所　和歌山市雑賀崎　水軒鉄鋼団地北西角駐車場　
※（株）豊工業所およびNEIS（株）西隣

内容　ハム向けのフリーマーケット・交流会を開催。出
店スペースはマイカーのトランク，ハッチバックの開
いた範囲とします。事前申込み不要

問合せ　jr3kuf@jarl.com　まで
※コロナ感染状況により中止の場合は，支部HPに掲載

アンテナ製作講習会
日時　6月12日（日）　13：00〜17：00
場所　和歌山市南コミュニティセンター　和歌山市紀三

井寺856番地
テーマ　「24MHzに出てみよう！」「24MHzってどんな

バンド？」
製作内容　24MHzツェップアンテナを製作　※工具は

各自で用意
定員　20名程度　
申込締切　5月15日（日）
材料費　1,000円（当日集金）　※材料費は個人で立替え

ます　　
問合せ　jr3kuf@jarl.com　まで
コロナ感染状況により中止の場合，支部HPに掲載

岡 山 県

	 		電子工作教室	at	ライフパーク倉敷開催

エリア 中国地方4

Report

　JARL岡山県支部は，1月16日（日），倉敷科学センター
と共同で，小学4年生〜6年生を対象に「第7回電子工作
教室」を開催しました。新型コロナウイルス感染防止の
ため，参加者を10名に制限し，マスクや手指消毒，換
気などの対策をとりながら，AMラジオを製作しました。

島 根 県
第42回島根対全日本コンテスト

※掲載している内容は，主なものです。詳細は支部HP
をご覧ください
日時　6月19日（日）9：00〜16：00　※部門別時間帯

に注意
参加資格　日本国内で運用するすべてのアマチュア局
使用周波数・運用時刻　各部門スタート・エンド時刻，

コンテスト使用周波数帯の逸脱に注意　○V・UHF
部 門：50/144/430MHz帯 9：00〜16：00　 ○HF-H
部門：21/28MHz帯 11：00〜14：00　○HF-L部門：
7MHz帯 13：00〜16：00　※JARLコンテスト使用
周波数帯参照。使用モードはCW/SSB/FM
部門　○県内局：島根県内に常置場所を有し，島根県

内で運用して参加する局　※常置場所が島根県外にあ
る局は，県内への移動運用でも県内局にはならない。

「JARL正会員」で「島根県内に居住し島根県支部名簿
に登録されている局」は，県内局　○県外局：島根県
外で運用し参加する全ての局　○AJD（島根県内局の
み），HF帯（マルチバンド 7/21/28MHz帯）で交信し
た局によりAJDを完成

名称 コードナンバー
県内局 県外局

個人局

V・UHF部門（50/144/430MHz帯）1A 2A
HF-H部門（21/28MHz帯） 1B 2B
HF-L部門（7MHz帯） 1C 2C
AJD部門 1D

社団局

V・UHF部門（50/144/430MHz帯）1E 2E
HF-H部門（21/28MHz帯） 1F 2F
HF-L部門（7MHz帯） 1G 2G
AJD部門 1H

呼出　○県内局：電話「CQオールジャパン」　電信「CQ 
AJ TEST」　○県外局：電話「CQ島根」　電信「CQ 
SN TEST」
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　［県内局］○HF部門（7/21/28MHz帯）：日本国内
（島根県内を含む）との完全な交信を1点　※県内の移
動運用局（HF部門のみ）は「移動得点1,000点」を加算　
※自局設置場所以外の市郡で，既設無線設備，既設
電源を使用しないこと　○V・UHF部門：日本国内

（島根県内を含む）との完全な交信を1点　［県外局］島
根県内の局との完全な交信を1点
マルチプライヤー　［県内局］○HF部門（7/21/28MHz

帯）：各バンドで交信した異なる都府県支庁の数（島根
県内局は市郡の数）　○V・UHF部門：各バンドで交
信した異なる都府県支庁，島根県の市郡の数　［県外
局］各バンドで交信した異なる島根県の市郡の数
禁止事項　○クロスバンドによる交信　○コンテスト中

の運用地点の変更　○同一バンド内における2波以上
の同時発射　○複数地点からの運用
失格事項　JARLコンテスト規定に準じる　※10分間

お知らせ　�JARLでは原稿入稿のガイドラインを設けています。誌面の都合により，支部やクラブなど
のインターネットによる情報でご協力をいただいております。
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ルールは適用しない
表彰　各部門の総得点順（AJD部門は完成時刻順）に，

書類提出局の20%以内でかつ最大3位まで　※5局未
満の場合は1位のみ　○表彰式：「2022ハムの集い in 
島根」（8月28日）

書類提出　○JARL制定のサマリー・ログを使用し，部
門別に所定の事項を記入して提出　○AJD部門は別
のサマリー・ログを使用し，時刻順に10局をログに記
入し得点欄に完成時刻を記入

提出先　JARL島根県支部事務局　〒693-0044 島根県
出雲市荒茅町478 河上隆一方　［tel/fax］0853-28-1250　
コンテストログ在中と記載　※提出書類と一緒にQSL
カードを支部事務局で受付けます

締切　7月17日（日）当日の消印有効
※コンテスト前には，支部HP（https://www.jarl.com/

shimane/）をご覧ください

山 口 県
2022年第21回オール山口コンテスト

　昨年に引き続き，4エリア各県支部の協力を得て，コ
ンテストの規模を4エリア対全国にします。
日時　［HF部門］○5月14日（土）18：00〜24：00　○

5月15日（日）6：00〜15：00　［V/U部門，SHF部門］
○5月21日（土）18：00〜24：00　○5月22日（日）6：
00〜15：00

参加資格　国内アマチュア局・SWL
交信相手　○県内局（山口県内より運用する局）：日本

全国の局との交信が有効　○中国地方局（山口県を除
く4エリアより運用する局）：日本全国の局との交信が
有効　○エリア外局（4エリア以外で運用する局）：4
エリアの局との交信が有効　

使用周波数　全アマチュアバンド（3.8/10/18/24MHz帯
を除く）　※1.9〜430MHz帯はJARLコンテスト使用
周波数帯による　※1200MHz以上の周波数帯は総務
省告示「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周
波数の使用区分」による

参加種目・部門（別表）　○2種目以上（例：HF電話と
HF電信）の参加を認める　※OM部門，社団局部門，
SWL部門は1種目のみ　○HF：1.9〜28MHz帯　○
V/UHF：50MHz帯 〜430MHz帯 電 信・ 電 話　 ○
SHF：1200MHz以上 電信・電話　○OM部門，社団
局部門，SWL部門はHF〜SHF帯 電話・電信の1種目　
〇社団局のコールサインで運用した場合は総て社団局
部門。全オペレーターのコールサイン（または氏名）を
サマリーシート意見欄に記入　○OM部門：2022年5
月31日以前に70歳以上の男女。年齢，生年月日をサ
マリーシート意見欄に記入　○ニューカマー局（2021
年5月31日以降に初めて開局した局）：局免許年月日
をサマリーシートの意見欄に記入　○ジュニア局

（2022年5月31日に18歳以下の局）：年齢，生年月日
をサマリーシート意見欄に記入　※ニューカマー局，
ジュニア局は，今後の活躍を期待して表彰　※コンテ
スト期間内の運用地の変更は自由　※最初に運用した
県と同一県のこと　※移動に伴う事故については当支
部は一切責任を負わない

呼出　○電話「CQ 山口コンテスト」　○電信「CQ YG 
TEST」

コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋市町番号　
○中国地方局：RS（T）＋JARL制定市郡区番号　○
エリア外局：RS（T）＋JARL制定都府支庁県番号　
得点　○各バンドごとの完全な1交信：1点　○県内局

との交信：1交信につき2点　○運用地変更による重
複交信は認めない　※OM局，社団局，SWLは，電
話と電信での重複交信（受信）を認める　○V/UHF局，
SHF局は，同一バンド内で電話と電信での重複交信を
認める　※SWLは県内局・中国地方局の受信が有効。
県内局受信：2点，中国地方局受信：1点
マルチプライヤー　各バンドで得た都府支庁県数，中国

地方市郡区，山口県内の市町の数　※V/UHF，SHF
の同一バンド内で電話と電信で交信してもマルチはど
ちらか1つのみ有効　※SWLは各バンドで得た県内市
町数，中国地方市郡区数。同一バンド内で電話と電信
で受信してもマルチはどちらか1つのみ有効
総得点　各バンドの得点合計×各バンドのマルチプライ

ヤーの合計
書類提出　○JARL制定のサマリーシート＋ログシート，

または同一様式　
電子ログ　○JARL主催コンテスト形式に限る　○メー

ルの件名：自局のコールサインと参加部門　例）JA4
○×△　YVU　○電子ログ提出局に受付の返信　※
10日経過しても返信がない場合下記問合せ先までE
メールまたは電話で申出　※7月上旬にログ受付局の
コールサインを支部HPに掲載
提出締切日　6月1日（水）　当日消印有効
提出先　○〒741-0083 岩国市御庄1776-1　JH4NHF 末

廣則夫方　オール山口コンテスト事務局　○電子ロ
グ：ja4jcc.4@gmail.com
問合せ先　Eメール：ja4jcc.4@gmail.com　☎0838-22-

6467 JA4JCC 坪井芳則方
賞　参加局数に応じて各部門の上位の局を表彰　○

ニューカマー局，ジュニア局は別途表彰　○中国地方
局は管内を，エリア外局については全国を対象に表彰　
○表彰式は山口県支部ハムの集いでおこなう　
禁止事項　○電子ログにデータなど添付は禁止。本文に

貼付ける。リッチテキスト（HTML）形式は禁止　○
その他はJARLの規定による
失格事項　○虚偽の内容報告がある場合　○このコンテ

スト規約に違反した場合
結 果 発 表　 支 部 HP（http://jarl33yamaguchi.jimdo.

com/），山口県支部ハムの集い，JARL NEWS，ある
いはSASEにて問合せ　※7月末までには発表

【山口県内市/町番号】　［市」山口市3301　下関市3302　
宇部市3303　萩市3304　防府市3306　下松市3307　
岩国市3308　光市3310　長門市3311　柳井市3312　
美祢市3313　周南市3315　山陽小野田市3316　［町］

（別表）参加種目・部門（カテゴリコード）
参加
種目

山口県内局 中国地方局 エリア外局
電話部門 電信部門 電話部門 電信部門 電話部門 電信部門

ＨＦ YHF YHC 4HF 4HC GHF GHC
V/UHF YVU 4VU GVU
SHF YS 4S GS
OM YO 4O GO
社団局 YM 4M GM
SWL 4SWL GSWL
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阿武町33A　和木町33B　上関町33C　田布施町33D　
平生町33E　周防大島町33F

   2021年ハムの集いin山口県開催

　2021年11月21日（日）に「2021年ハムの集いin山口県」
を山口市の山口南総合センターにて開催しました。
　新型コロナウイルス感染症の状況が落ち着き，マス
ク・手洗い等の感染防止対策下の開催となりました。県
内108名，県外18名，来賓1名，合計127名のご来場を
いただきました。

地 方 本 部
2022四国地方ARDF競技大会

日時　5月22日（日）
場所　香川県高松市（予定）
競技部門　クラシック競技　144MHz帯
開催準備を進めておりますが，コロナ禍で状況により日
程変更，開催中止となる場合があります
詳 細は地 方 本 部HP等でお知らせ（https://www.jarl.
com/shikoku/index.html）

徳 島 県
支部役員・登録クラブ代表者合同会議

日時　4月17日（日）　10：30～11：30（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。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

ハムの集い in とくしま
　延期になっていました「ハムの集い in とくしま」を新
型コロナウイルスの感染対策をおこなったうえで開催し
ますので，参加者は以下の規定を遵守してください　○
入場者はワクチン接種券または証明書の提示と非接触に
よる検温，手指のアルコール消毒　※PCR検査結果陰
性をワクチン接種証明に代えることはできません　○会
場を使用するにあたってマスクの着用が必須条件　○館
内では支部スタッフの指示に従って参加してくださ
い　○感染状況によっては中止する場合もありますの
で，必ず支部HPで確認ください
日時　5月15日（日）　10：00～15：30　受付 9：30～
場所　みなと交流センター　kocolo　2Fホール
会費　無料
申込方法　インターネットメール　※準備の都合上，

Report

エリア 四国地方5

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］
　アマチュア無線に興味ある方，従事者免許は持ってい
るが，楽しみ方が分からない方など。初心者のための講
座です。気軽に参加ください。問合せ，申込みはJARL
徳島県支部のメールアドレスへ
日時　5月29日（日）10：00～12：00

［初心者のためのドローン講座］
日時　5月29日（日）13：30～15：30

［初心者のためのTub HAMLog］
日時　6月　※詳細は未定

［HF通信,V/UHF通信合同移動］
日時　7月　※詳細は未定。支部HPをご覧ください
注意　徳島県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としてます。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でご確認
ください。徳島県外からの参加も原則，
受付けています。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きます。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からの予定　※月によっ

て日にちが変わりますので支部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　支部のHP上で募集。事前にメールで申込み。

会議IDとパスコードを配布します 「Eメール］jarl@
sky.plala.or.jp

愛 媛 県
子供工作教室

日時　5月1日（日）10：00～12：00
場所　愛媛県学習センター（予定）
対象者　小学4年生以上（父兄の付添い必要）
工作物　鉱石ラジオ
申込先　JARL愛媛県支部　○Eメール jarl-ehime@

me.pikara.ne.jp　［FAX］089-977-8259
申込み　住所・氏名・学年・保護者氏名・連絡先
定員　20名　※満席になり次第締切
中止の場合，HP掲載，申込者に電話連絡します

令和4年度の支部行事について
　愛媛県では国の対策に準じて緩和を進めておりますが
全国的に衰えを見せないオミクロン株の感染回避に県民
全体で取り組んでおり，今後の支部行事の開催状況につ
いてはHPに掲載しますのでご覧ください。

お知らせ　 JARLでは原稿入稿のガイドラインを設けています。誌面の都合により，支部やクラブなど
のインターネットによる情報でご協力をいただいております。
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大 分 県
支部役員会・おおいたハム寺子屋

日時　○5月8日（日）　・13：30 支部役員会　・11：
00 おおいたハム寺子屋　○7月17日（日）　・13：30 
支部役員会　・15：00 おおいたハム寺子屋

※コロナの状況によっては中止となる場合があります。
内容も含め詳細は支部Webサイトでご確認ください

第20回大分コンテスト
日時　6月11日（土）21：00〜6月12日（日）15：00まで
※ 詳 細はWebサイト（https://www.jarl.com/oita/）で

ご確認ください

鹿 児 島 県
電波教室（ラジオ工作）

日時　6月12日（日）10：00〜12：00　
場所　鹿児島市立科学館
参加対象　小学4年生〜中学生　20名　無料
内容　DVD鑑賞，電波についての講義，AMラジオキッ

トでの工作
詳細は鹿児島市立科学館HPをご覧ください

日置市科学の祭典（ラジオ工作）中止
　令和4年1月22日（土）日置市中央公民館2階会議室で
のラジオ工作は，新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止になりました。

新年アイボール会中止
　2022年1月29日（土）に計画していました，新年アイボー
ル会は新型コロナウイルス感染拡大につき感染防止，安
全第一で中止しました。

	 		令和3年度ハムのつどい開催

　鹿児島県支部「ハムのつどい」を令和3年11月28日（日）
に開催しました。
　新聞広告は1紙だけでしたが，天候にもめぐまれ参加
者は約150名となりました。（会員局96，その他の局44，
未開局8）
　演壇には髙尾JARL会長を迎えて「アマチュア無線業
界の現状」，「HAM仲間の思い出」，「HAMは楽しくて
最高の趣味」など講演をいただき，メーカーからは各種
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ご案内がありました。
　会場ではメーカーブース，HAMショップブースほか，
いろんなコーナー・出し物があり，参加者の皆さんに楽
しんでもらえたようでした。
　場外では移動局公開運用を実施。その場でQSLカー
ドの発行をおこないました。初めてQSLカードを手にし
たニューカマーもいてFBでした。支部にはJARL新規
入会者や会員継続者の事務業務に加えて，JARLや電波
障害の質問も多くあり，担当者は昼食も取れないほど多
忙でした。

	 		桜島火山爆発総合防災訓練（非常通信）
参加

　大正3年1月12日の桜島大爆発記念防災訓練が，令和
4年1月8日（土）鹿児島市立清水中学校校庭で開催され
新型コロナウイルス感染防止対策を講じ非常通信訓練を
おこないました。

※訂正の案内：冬号（地方だより）P72 JA6MST福吉を
JA6MFT福吉　JF6JFA末原をJQ6JAX末原に訂正
しお詫び申します。

沖 縄 県
沖縄本土復帰50周年記念特別局開設

　令和4年は沖縄が本土復帰して50年を迎え，この度特
別局を開設しました。
　県内各地から運用を予定していますので，各局からの
コールをお待ちしています。
行事等の名称　沖縄本土復帰50周年記念
運用期間　4月1日〜9月30日
識別信号　8N650JP
後援　沖縄県，首里振興会

沖縄アマチュア無線60年祭記念アワード
6月30日 受付締切迫る！
規約　○沖縄県内に位置する空港の「IATAコード＋

60」を付して運用するアマチュア局と交信　※運用地
レターコード表参照　○運用地レターコード表で区分
される地域は14エリア。そのうち5エリア以上との交
信を目標としてチャレンジ。うち3エリアの交信は

「ハーフ（1/2）賞」を発行。うち5エリア以上の交信，
全てのエリアとの交信（パーフェクト賞）は特記事項。
エリア数にかかわらず交信局数が60局達成は特記事項　
○申請者からの要望に沿って「周波数」「運用モード」

「QRP」などを特記事項にすることは可能　○令和3年
1月1日0：00〜12月31日23：59（JST）までの交信を

Report

※「第46回宮崎コンテスト」はP.94をご覧ください
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有効
申請受付　次の書類を下記の期間内にメールまたは郵送

で受付　○受付締切日：6月30日（消印有効）　○提
出書類：指定様式に記載された申請書，誓約書，ログ
を提出　※指定様式（申請書・誓約書・ログ）は，支
部HPより入手可能　○申請料：無料

QRV賞　
申請要件　○沖縄アマチュア無線60年祭期間中（令和3

年1月1日〜12月31日）に沖縄県内でうち3エリア以
上でQRVした局へ発行　○発行の順番：アワード申
請で交信申告があった局でかつ，うち3エリア以上か
らQRVされた局へ発行。以降は，運用申告があった
局へ発行　○指定様式に記載された申請書・誓約書・
ログの提出は，6月30日（消印有効）　○申請料：無
料

SWL部門
申請要件　○沖縄県内に位置する空港の「IATAコード

＋60」を付して運用するアマチュア局の交信を受信　
○令和3年1月1日0：00〜12月31日23：59（JST）ま
での交信の受信を有効　○指定様式に記載された申請
書・誓約書・ログの提出は，6月30日（消印有効）　
○申請料：無料

申請先　沖縄アマチュア無線60周年祭記念アワード実
行委員会　宮城朝雄　○Eメール：okinawa1961@
jarl.com　○郵送：〒903-0821 沖縄県那覇市首里儀
保町2-29 コーポ宮城201号室

定期ロールコール
実施日　毎週火曜日　20：00〜20：30
使用周波数　○4月：439.86MHz（JQ6YBB南城市）　○

5月：439.90MHz（JR6YA那 覇 市 ）　 ○6月：439.66 
MHz（JR6YS読谷村）　

呼出方法　レピータでオペレーターを呼出し，信号レポー
ト，名前，運用地，運用スタイル，送信出力を送る

令和4年度支部行事について
　支部行事については，直近の新型コロナウィルス感染
状況，社会情勢等を踏まえて，開催の可否を決定します。
沖 縄 県の記 事 詳 細は支 部HP（http://www.jarl.com/
okinawa） 参照

青 森 県
第16回オール青森コンテスト

※提出先のメールアドレス，表彰規定の一部が変更　※
掲載している内容は，主なものです。詳細は必ず支部 
HPで確認してください。

日時　7月23日（土）15：00〜24：00，24日（日）05：
00〜12：00

参加資格　日本国内のアマチュア無線局
使用周波数　3.5MHz〜430MHz帯　※JARL主催のコ

ンテスト使用周波数帯を使用　※3.8/10/18/24MHz
帯は除く

参加部門，種目（別表）　○電信電話部門　○電信部門　
※個人局はマルチバンド，シングルバンド　※社団局
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は電信電話部門マルチバンドのみ　※複数種目，複数
部 門へのエントリー 不 可　 ※HFマルチバンドは
3.5MHz 〜 28MHz 帯　 ※ V・U マ ル チ バ ン ド は
50MHz〜430MHz帯　※ニューカマーは初めて局を
開設した個人局で，その時の局免許年月日が当コンテ
スト開催日初日の3年前の同日以降に免許された局　
※シルバーは，開催日初日で満年齢70歳以上のオペ
レーターによる運用者　※ニューカマー，シルバー，
YL局は使用するバンド数に関係なくオールバンドに
エントリーしたものとする
交信相手　○県内局：すべての国内局　○県外局：青

森県内で運用する局（県内局）
呼出方法　○電話（県内局・県外局とも）「CQ 青森コン

テスト」　※県内局は，コールサインの後に（県内局）
であることをアナウンス　○電信　県内局「CQ AMA 
TEST」　県外局「CQ AM TEST」
コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋運用地点を

表す市町村ナンバー　○県外局：RS（T）＋都府県，
北海道の地域ナンバー
得点　完全な交信で，○相手局が青森県の市の局との交

信1点　 町の局との交 信2点　 村の局との交 信3点　
※交信相手局が，各市町村への移動運用局であっても
可　○県内局の県外局との交信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おのおの得点計
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：完全な交信をされた相手

局の運用地点である異なる県内の市町村，県外の都府
県，北海道の地域　○県外局：完全な交信をされた青
森県内の異なる市町村
得点計算　○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数の和　○シングルバンド：該
当バンドで得た得点×該当バンドで得たマルチの数
書類提出　JARL形式の電子ログでの提出の協力をお願

いします　○電子メール：JARL主催コンテストにお
ける所定の様式（JARL推奨フォーマットR2.0）で作成
したサマリー，ログ（テキストデータ）をメール本文に
貼付け提出先メールアドレスに送信（R1.0でも受付け
ますがR2.0での作成をお願いします）　○郵送：JARL
制定のサマリー，ログ（または同形式A4判に限る）　
○社団局は運用者のコールサイン・氏名・無線従事者

（別表）参加部門，種目

種　目 電信電話 電　信
県　内 県　外 県　内 県　外

個
人
局

3.5MHzバンド A35 X35 C35 W35
7MHzバンド A7 X7 C7 W7
14MHzバンド A14 X14 C14 W14
21MHzバンド A21 X21 C21 W21
28MHzバンド A28 X28 C28 W28
50MHzバンド A50 X50 C50 W50
144MHzバンド A144 X144 C144 W144
430MHzバンド A430 X430 C430 W430
HFマルチバンド※ AMH XMH CMH WMH
V・Uマルチバンド※ AMV XMV CMV WMV
オールバンド※ AMO XMO CMO WMO
ニューカマー※ AMN XMN ─ ─
シルバー※ ACS XCS ─ ─
YL局※ AYL XYL ─ ─

社団局マルチバンド AMS XMS ─ ─

お知らせ　�JARLでは原稿入稿のガイドラインを設けています。誌面の都合により，支部やクラブなど
のインターネットによる情報でご協力をいただいております。
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の資格を，ニューカマーは開設時の局免許年月日を，
シルバーの場合は年齢を，YL局はその旨意見欄に記
入

書類締切　8月3日（水）（電子メールは発信日，郵送は
消印有効）

提出先　○〒036-8103 弘前市大字川先4-11-5　JARL青
森 県 支 部　 コンテスト委 員 会　 安 斎 三 津 夫

（JA7CUA）　 ○Eメー ル ja7cua@jarl.com　 ※ 返 信
メールを確認（返信メールが無い場合，問合せ先まで）

クラブ対抗　青森県支部登録クラブの構成員，そのクラ
ブが開設する社団局から申告された得点をクラブごと
集計，参加クラブ数に応じて表彰　○登録クラブ対抗
欄に登録番号，クラブ名称を記入　○登録クラブ局へ
の複数参加は無効

問合せ先　cua599-m@chic.ocn.ne.jp　
【市町村ナンバー】　注：市以外の町村ナンバーは，本コ

ンテスト用に県支部が独自で制定　青森市0201　弘前
市0202　八戸市0203　黒石市0204　五所川原市0205　
十和田市0206　三沢市0207　むつ市0208　つがる市
0209　平川市0210　野辺地町0211　七戸町0212　お
いらせ町0213　六戸町0214　横浜町0215　東北町
0216　六ケ所村0217　板柳町0218　中泊町0219　鶴
田町0220　三戸町0221　五戸町0222　田子町0223　
南部町0224　階上町0225　新郷村0226　大間町0227　
東通村0228　風間浦村0229　佐井村0230　西目屋村
0231　 鰺 ヶ 沢 町0232　 深 浦 町0233　 平 内 町0234　
外ヶ浜町0235　今別町0236　蓬田村0237　藤崎町
0238　大鰐町0239　田舎館村0240

岩 手 県
第43回岩手県支部通信コンテスト

　オール東北コンテストにあわせ開催します。 
日時　4月16日（土）21：00〜17日（日）15：00 
参加資格　岩手県内在住のアマチュア局 
部門　○マルチバンド部門　○VHF・UHFマルチバン

ド部門　
得点　岩手県内局との完全な交信：1点 
マルチプライヤー　岩手県内の異なる市郡の数 
新人賞　新規開局者を対象に新人賞を発行。2021年4月

1日以降に開局した方は，免許年月日を記入。数名の
方に新人賞を贈ります 

書類提出　〇電子ログ：JARL形式のみ受付　〇紙ロ
グ：JARL制定のサマリーとログシートを郵送　※電
子ログを推奨 

締切　4月25日（月）必着 
提出先　○Eメール jf7kws@jarl.com　○〒020-0617 

滝沢市湯舟沢533-26　JF7KWS 鈴木方 JARL岩手県
支部事務局宛 

審査　支部事務局にて厳正に審査 
表彰　JARL会員の上位入賞者を表彰 
結果発表　支部HPに掲示 
その他　呼出方法等すべてオール東北コンテストに準じ

る　※ログ提出者全員へ参加賞を送ります

山 形 県
第4回山形さくらんぼQSOコンテスト

目的　山形県内に在住するアマチュア無線局の活性化と

県外局との交流，コンテスト入門局の育成
日時　 ○1.9〜28MHz帯　6月11日（ 土 ）5：00〜21：

00まで（JST）　 ○50〜1200MHz帯　6月11日（ 土 ）
21：00〜12日（日）13：00まで（JST）
参加資格　日本国内で運用するアマチュア無線局（個人

局）と，JARL山形県支部登録の地域クラブ
使用周波数帯　〇1.9/3.5/7/14/21/28/50/144/430MHz

帯：JARL主催コンテスト使用周波数　〇1200MHz
帯：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」による
参加部門　○県内局：山形県内に在住し山形県内で運

用する局　※オールバンド部門のみ県外在住者が県内
局として参加可　○県外局：山形県外で運用する全て
の局
参加種目・コードナンバー　※1）1.9〜28MHz帯の内3

バンド以上と50〜1200MHz帯の内2バンド以上を使用　
※2）オールバンド部門のみ，県外在住者が山形県内
に移動すれば県内局　※3）山形県支部登録の地域ク
ラブ対抗：山形県支部に登録している地域クラブで
オールバンドとする。個人コールで運用し，登録クラ
ブの構成員から申告のあった得点も，支部登録の地域
クラブ対抗部門に加算

種　目 県内局部門 県外局部門
オールバンド※1 ※2 YALL XALL
HFマルチバンド

（※1.9～28MHz帯のうち3バ
ンド以上を使用）

YHF XHF

HFハイバンド
（ ※14/21/28MHz帯のうち1
バンド以上を使用）

YHHF XHHF

1.9MHz Y1.9 X1.9
3.5MHz Y3.5 X3.5
7MHz Y7 X7
50MHz Y50 X50
144MHz Y144 X144
430MHz Y430 X430
V/UHFマルチバンド

（※50～1200MHz帯のうち2
バンド以上を使用）

YVU XVU

YL YYL XYL
ジュニア（※中学生以下） YJ XJ
JARL山形県支部登録地域ク
ラブ対抗（※3） YC ─

呼出　［電話］〇県内局「CQ山形コンテスト」　〇県外
局「CQ山形コンテストこちら県外局」　［電信］〇県内
局「CQ YM TEST」　〇県外局「CQ YMKG TEST」
コンテストナンバー　〇県内局：RS（T）＋市郡ナンバー　

〇県外局：RS（T）＋都府県支庁ナンバー
禁止事項　○クロスバンドによる交信　○2波以上の電

波の同時発射（山形県支部登録の地域クラブを除く）　
○レピータによる交信　○個人コールでエントリーす
る者が山形県支部登録の地域クラブコールでも運用す
ること　○デジタルモードによる交信（同一マルチ内
での運用場所の変更は可）
得点　完全な交信を1点　※次の場合は得点とならな

い：県外局どうしの交信，同一バンドにおける重複交
信
マルチプライヤー　〇県内局：異なる都府県支庁数，山

形県内の市郡数　〇県外局：異なる山形県内の市郡
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数
総得点　○シングルバンド：当該バンドにおける得点の

合計×当該バンドで得たマルチプライヤーの合計　○
シングルバンド以外：各バンドにおける得点の合計×
各バンドで得たマルチプライヤーの合計

書類の提出（1部門，1種目のみ）　【電子ログ】○メール
の件名：半角英数文字で，あなたのコールサイン　○
サマリー，ログはJARL制定の様式（R1.0）で作成した
データをテキスト（txt）として添付（本文貼り付けでは
なく添付ファイル）。使用ソフトはCTESTWIN等を
推奨。不備な電子ログは受付けません　○24時間以
内に受付完了メールが届かない場合は未受理。問合せ
ください　○提出締切：6月19日23：59のタイムス
タンプまで　○提出先：jp7aav@jarl.com　【郵送】○

JARL制定の（または同形式）サマリーシートとログ
シート　○交信局数が1バンド50局以上の場合，重
複確認資料（チェックログ）を提出（紙ログのみ）　○
提出締切：6月19日（消印有効）　○提出先：〒990-
0302 山形県東村山郡山辺町緑が丘4-3-7　新井利哉方　
JARL山形県支部コンテスト係
賞　各部門，種目ごと書類提出局数に応じて次の順位ま

で入賞とし賞状を郵送　1～4局は1位，5～9局は2
位まで，10局以上は3位まで（同得点の場合は最終交
信時間の早い局），JARL山形県支部登録の地域クラ
ブ対抗部門は3位まで
失格事項　○重複交信が2%を超えかつ得点としている

場合，明らかに虚偽の記載が認められる場合　○2部
門以上にログを提出した場合。支部役員会で失格が決

第20回津軽海峡コンテスト
　渡島檜山支部と青森県支部では支部交流事業の20周
年記念コンテストとなります。今回はこのことを記念
して，マルチを今までの市郡から市町村に，またレピー
タ利用も可とする規約の一部変更をしました。支部対
抗戦にもなってますので，両支部会員各位の多数参加
をお願いします。
開催日時　5月7日（土）18：00～8日（日）15：00まで
参加資格　日本国内で運用するアマチュア局　○管内

局：渡島・檜山地域内または青森県内で運用する局　
○管外局：管内局以外の局

使用周波数　50/144/430MHz帯の3バンド　○レピー
タ局：青森県439.22MHz　渡島檜山439.66MHz

種目 コードナンバー
管内局 管外局

個人局50MHzバンド AO50 KG50
個人局144MHzバンド AO144 KG144
個人局430MHzバンド AO430 KG430
個人局マルチバンド AOM KGM
社団局マルチバンド AOS KGS
交信対象　○管内局：日本国内の局　○管外局：渡

島・檜山地域内局または青森県内の局
呼出　○電話「CQ津軽海峡コンテスト」　○電信「CQ 

TK TEST」
コンテストナンバー　○管内での運用局：RS（T）＋市

町村ハムログナンバー　○管外での運用局：RS（T）
＋都府県・地域（北海道）等ナンバー

禁止事項　○ゲストオペ運用，個人局の2波以上同時
発射，クロスバンド・クロスモード，同一バンド内
における2波以上の同時発射，複数地点からの運用

得点　○管内局：津軽海峡をはさむ渡島・檜山地域内
局と青森県内の局との交信3点，同管内の局同士と
の交信2点，それ以外の局との交信1点　○管外局：
渡島・檜山地域内局，青森県内局との交信1点　※
管内局・管外局とも同一バンドでの交信は一回限り

マルチプライヤー　○管内局：各バンドで交信した相
手局の異なる市町村数，都府県・地域等の数　○管
外局：各バンドで交信した相手局の異なる市町村の
数　※渡島・檜山，青森県を除く。渡島114，檜山
113，青森県02の番号はマルチとならず，市町村ナ
ンバーがマルチ

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
表彰　○参加局数に係わらず各部門で管内局5位まで，

管外局3位までを表彰　○渡島檜山支部，青森県支
部対抗として管内局の各部門で非支部会員を除いた
順位によるポイント（1位10点，2位8点，3位6点，
4位4点，5位3点，以下10局以上交信した参加局1点）
の総得点で優勝支部を表彰
提出書類　○JARL制定のサマリー・ログシートまた

は同形式，電子ログ等で提出　○社団局はコンテス
ト中に運用した者のコールサイン・氏名・無線従事
者資格を記入。入賞対象局にはチェックリストの提
出を求めることがある
締切　5月30日（月）消印有効　※郵送かEメールで
提出先　○渡島檜山支部：〒042-0922　函館市銭亀町

210-13　 ○Eメー ル：jh8cbh@jarl.com　JH8CBH　
佐々木朗　○青森県支部：〒038-0021 青森市安田
字近野14-31　Eメール：jh7dxj@jarl.com　JH7DXJ　
安斎庄次

【市町村ハムログナンバー】　［渡島・檜山地域］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01021C　福島町01067A　
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　上ノ国町01059C　［青森県］青森市
0201　 弘前市0202　八戸市0203　黒石市0204　五
所川原市0205　十和田市0206　三沢市0207　むつ
市0208　つがる市0209　平川市0210　野辺地町
02001D　七戸町02001B　おいらせ町02001L　六戸
町02001J　横浜町02001E　東北町02001C　六ヶ所
村02001K　板柳町02002D　中泊町02002G　鶴田
町02002B　三戸町02003E　五戸町02003D　田子町
02003G　南部町02003J　階上町02003B　新郷村
02003F　大間町02004B　東通村02004G　風間浦村
02004C　佐井村02004D　西目屋村02005B　鯵ヶ沢
町02006E　深浦町02006H　平内町02007F　外ヶ浜
町02007G　今別町02007E　蓬田村02007D　藤崎町
02008F　大鰐町02008G　田舎館村02008B
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定された場合
参加証　参加記念ステッカー希望の方は84円切手を貼っ

た返信用封筒を送付
その他　提出されたログの公開，クレーム等の意見は一

切受付けません
結 果 発 表　JARL NEWS　CQ誌（ 予 定 ）， 支 部HP
（http://www.jarl.com/yamagata/）　※入賞者は支部
ハムミーティング会場において表彰

宮 城 県
2022年宮城通信訓練コンテスト　

　支部では，これまでの大震災の教訓を生かすため電文
の送受信訓練と相互親睦を目的とし開催　※今回から，
電文の長さ，提出期限が変更
日時　6月12日（日）14：46〜17：14
参加資格　宮城県内で運用する個人のアマチュア局　※

社団局でもオペレーターが一人であれば参加可
使用周波数帯　144・430MHz帯　※呼出周波数・非常

通信周波数は使用禁止
参加部門　〇144MHzシングルバンド　〇430MHzシン

グルバンド　〇マルチバンド　〇ジュニアマルチバン
ド（22歳以下）　〇シニアマルチバンド（70歳以上）　
※144MHzと430MHzで交信した場合は各シングルバ
ンドの2部門に参加可能。マルチバンド参加：マルチ
とシングルバンドでの参加はできない　※県内登録ク
ラブ：サマリーシートに「登録クラブ番号」「登録クラ
ブ名称」を記入

呼出方法　「CQ　みやぎ 訓練コンテスト」
コンテストナンバー　○RS（V）＋オペレーター名＋市

町村名＋電文　※仙台市で運用する局は仙台市　○
電文は，10字以上の普通文

レピータの使用　○439.72MHzでレピータできる。交
信が成立した後続けて使用できない　※その後も使用
者が無いことを確認できた場合は使用できる　※開催
中に災害など発生した場合は禁止

SSTVの使用　 ○FM推 奨 周 波 数：145.40〜145.48，
433.40〜433.48MHz　○交信方法：RS（V）＋オペレー
ター名＋市町村＋電文

得点　○RS（V）＋オペレーター名＋市町村名＋電文の
交換：1点　※電文は通話表を使用して送信した場
合：2点　○受信レポート：1点　※同一局でも，複
数回受信レポートとして得点できる

マルチプライヤー　○異なる市町村　※受信レポート
は，レポート数に関係なく各バンド1マルチ　

係数　①固定局：1　②常置場所の市町村内での移動運
用：2　③付属のアンテナを使用したハンディ機での
運用：2　④常置場所以外の市町村での移動運用：3　
⑤上記の②および③の運用：3　⑥上記の③および④
の運用：4　※ここでの常置場所とは，1カ月以上生
活している場所

総得点　バンドで得た得点の和×バンドで得たマルチの
和×係数

提出書類　○JARL制定のサマリー・ログシート，また
はこれと同形式　○送信電文：SENT欄にRST＋オ
ペレーター名＋市町村＋送信電文番号を記入，ログ
シートの裏に送信電文番号＋送信電文を記入　○受
信レポート：得点とする局をコール欄に，相手局を

SENT欄に，受信内容を下段に記入　○使用した無線
機・アンテナ・電源を記入　○レピータでの交信：ロ
グシートの備考欄に「レピータ」と記入
書類提出締切　6月27日（月）消印有効　　
提出先・問合先　〒984-0038 仙台市若林区伊在3-8-10　

佐々木秀夫宛　※問合せはSASE
その他　○期間中の移動を認めるが，低い方の得点係数　

○市町村が変われば同一バンド内で複数回交信可能　
○サマリーシート，ログの内容は，結果報告，賞状な
どの郵送に使用，意見などを公開することがある　○
抽選で会員局に図書カードを贈る（当選者の発表は発
送をもって代える）
表彰　○各種目の参加局数に応じて会員局を表彰　各部

門6〜10局2位まで，11局以上3位まで表彰　○電文
送信者の中から電文ユニーク賞を贈る
失格事項　○コンテスト規約に違反　○提出書類に虚偽

または著しく不備　○その他，支部コンテスト委員会
で決定

地 方 本 部
2022ALL JA8コンテスト

　誌面の関係上，詳細は地方本部HP掲載の要項で確認
するか，SASEで地方本部へ請求のこと
日時　6月25日（土）21：00〜26日（日）21：00
参加資格　国内アマチュア局とSWL
使用周波数　JARL主催コンテストに準拠
参加部門　○電信　○電信電話（電話のみも含む）
種目　○シングルオペレーターマルチバンド　○シング

ルオペレーターシングルバンド　○マルチオペレー
ターマルチバンド　○SWLマルチバンド　※個人局
と社団局の区分けなし
呼出　○電信「CQ JA8 TEST」　○電話「CQ JA8コン

テスト」
コンテストナンバー　○道内局：RS（T）＋振興局ナン

バー＋年代別符号　○道外局：RS（T）＋都府県ナン
バー＋年代別符号
年代別符号　（年齢＝符号＝得点）○〜19歳＝A＝1　

○20〜29歳＝B＝2　○30〜39歳＝C＝3　○40〜
49歳＝D＝4　○50〜59歳＝E＝5　○60〜69歳＝
F＝6　 ○70〜79歳 ＝G＝7　 ○80〜89歳 ＝H＝8　
○90〜99歳＝I＝9　○100歳〜＝J＝10　○マルチ
オペレーター＝M＝1　○YL＝Y＝5
交信上の注意事項　○道内局は国内局との交信が有効　

○道外局は道内局との交信が有効　※その他の注意事
項は要項で確認
得点，マルチプライヤー　○得点は完全な交信により得

た年代別符号に対応する数値　○同一バンドにおける
重複交信は0点　注）電波型式が異なる場合の交信も
重複交信　○都府県・振興局ナンバーの数をマルチプ
ライヤーとするが同一バンド内での重複は認めない　
○年代別符号はマルチプライヤーとならない
総得点　①シングルバンド：当該バンドにおける得点の

和×そのバンドで得たマルチプライヤーの和　②マル
チバンド：各バンドにおける得点の総和×各バンドで

エリア 北海道地方8

お知らせ　�JARLでは原稿入稿のガイドラインを設けています。誌面の都合により，支部やクラブなど
のインターネットによる情報でご協力をいただいております。
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得たマルチプライヤーの和　○SWL：②の計算
書類の作成と提出方法　○Webによる電子ログ提出ま

たは郵送　○紙によるログ・サマリーは，JARL主催
コンテスト所定様式で,すべて手書き，100局までのロ
グのみ　○マルチオペレーターは，OP氏名と無線従
事者免許証番号を備考欄に記載（または一覧表を添付）

書類提出先　○電子ログ：http://jarl.hokkaido.jp/に,
提出先へのリンクを掲載　○郵送：〒082-0051 北海
道 河 西 郡 芽 室 町 東1条 南7丁 目5-8　 正 村 琢 磨 方　
JARL北海道地方本部 宛

提出締切　7月26日（消印有効）
表彰　道内局と道外局に区別して，各部門・種別に参加

局数に応じ賞状を贈る。青少年の参加者においては，
サマリーシートの備考欄に生年月日と年齢を記入（詳
細は要項で確認）

失格事項　詳細は要項で確認
発表　JARL NEWS秋号と地方本部HP（予定）
部門,種目のコードナンバー　※SOP：シングルオペ

レーター，MOP：マルチオペレーター

種　目 電信電話部門 電信部門
道　内 道　外 道　内 道　外

SOPマルチバンド HX01 GX01 HW01 GW01
SOP1.9MHz HX02 GX02 HW02 GW02
SOP3.5MHz HX03 GX03 HW03 GW03
SOP7MHz HX04 GX04 HW04 GW04
SOP14MHz HX06 GX06 HW06 GW06
SOP21MHz HX08 GX08 HW08 GW08
SOP28MHz HX10 GX10 HW10 GW10
SOP50MHz HX11 GX11 HW11 GW11
SOP144MHz HX12 GX12 HW12 GW12
SOP430MHz HX13 GX13 HW13 GW13
SOP1200MHz HX14 GX14 HW14 GW14
MOPマルチバンド HX21 GX21 HW21 GW21
SWL HX22 GX22 HW22 GW22
チェックログ CHK

振興局ナンバー　https://www.jarl.org/Japanese/A_
Shiryo/A-2_jcc-jcg/shicho-list.txt 参照

その他　 問 合 先：allja8@jarl.com　 総ての情 報は，
http://jarl.hokkaido.jp/に掲載

上 川 宗 谷
青少年とアマチュア無線家の活性化事業

　青少年と無線家（初心者，親子での参加大歓迎）を対
象にアマチュア無線に楽しんでいただくため，次の日程
で活動をおこないます。免許を取得されていない方でも
ライセンスフリーでの運用体験も可能です，お気軽にお
越しください。
日時　5月5日（木/祝）　13：00〜18：00
場所　旭川市春光台3条9丁目　道北ジュニアアマチュ

ア無線クラブ基地局内
内容　○ジュニア交流会，8J1RL（南極）との交信予定　

○ライセンスフリー無線での運用体験，他
参加費　無料
参加方法　希望される方は，4月30日（土）まで連絡くだ

さい　※無線局の運用を希望の方は事前申込みの必要
はありませんが，無線従事者免許証を持参

問合先　○Eメール：千田：jl8hpj@jarl.com，竹内：
je8jok@jarl.com　○〒078-8345 旭川市東光5条2丁目　

JARL上川宗谷支部　竹内　☎090-8897-6888

上川宗谷支部大会（ハムの集い）
※状況により変更する場合があります。最新情報は支部

HPに掲載。JARL NEWS夏号でも再度掲載します。
日時　7月17日（日）10：00〜
場所　宗谷管内（細部未定）
内容　事業，会計報告，公開運用，交流会，その他
問合先　JARL上川宗谷支部　竹内（JE8JOK）　Eメー

ル：je8jok@jarl.com　

オ ホ ー ツ ク
第44回オホーツク野外ミーテイング

日時　7月3日（日）　10：00競技開始
会場　北見市常呂川河川敷　パークゴルフ場
参加費　無料
申込先　JARL北見クラブ　北見市桜町2丁目76　小山

穂積 ji8ptp@jarl.comまで
※コロナ感染防止の関係で中止もあります

第46回オホーツクコンテスト
日時　7月16日（土）18：00〜7月17日（日）21：00まで
参加資格　日本国のアマチュア無線局，SWL
使用周波数帯　3.5/7/14/21/28/50/144/430/1200MHz　

※JARLコンテスト周波数区分による
部門・種目のコードナンバー

種　目 電信電話部門 電信部門
管　内 管　外 管　内 管　外

シ
ン
グ
ル
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

マルチバンド HXA XA HCA CA
3.5MHZ HX35 X35 ― ―
7MHz HX7 X7 ― ―
14MHz HX14 X14 ― ―
21MHz HX21 X21 ― ―
28MHz HX28 X28 ― ―
50MHz HX50 X50 ― ―
144MHz HX144 X144 ― ―
430MHz HX430 X430 ― ―
1200MHz HX1200 X1200 ― ―

マルチオペレーター HMXA MXA ― ―
SWL HSWL SWL ― ―

呼出　〇電話「CQオホーツクコンテスト」　〇電信「CQ 
OKH TEST」
コンテストナンバー　〇管内局：シグナルレポート＋自

局の運用地を示す別掲の市町村ナンバー　〇管外局：
シグナルレポート＋自局の運用地を示す都府県振興局
ナンバー
得点　〇管内局：国内のアマチュア無線局との完全な交

信を1点　〇管外局：オホーツク総合振興局（旧網走
支庁）管内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　〇SWL：上記の
交信を受信に読み替える
マルチプライヤー　〇管内局：46都府県，小笠原支庁，

オホーツク総合振興局以外の13振興局，オホーツク
総合振興局管内の18市町村　〇管外局：オホーツク
総合振興局管内の18市町村
総得点　〇シングルバンド：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　〇マル
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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

ログの提出　〇電子ログ：JARL形式または準拠したテ
キストデータ　〇紙ログ：JARL制定のサマリー・ロ
グシートまたは同一形式

提出期限　8月10日（水）必着
提出先　〇Eメール：ji8ptp@jarl.com　〇〒090-0804 

北見市桜町2丁目76　小山穂積
表彰　［管内局］〇各部門の1位に賞状と副賞，2〜5位

に賞状　〇参加部門ログ提出者で支部大会出席者（代
理不可）に対して抽選のうえ1人に特別賞としてホー
ツク名産品を贈呈　※部門1位の副賞はオホーツク支
部会員（9月現在）に限る　［管外局］〇各部門の提出
局に応じて得点順に賞状（申請10局以下1位のみ，20
局以下2位まで，以降10局ごとに賞状）　〇参加部門
ログ提出者に対して抽選のうえ，1人に特別賞として
オホーツク名産品を贈呈

禁止事項・失格事項　JARLのコンテスト規約に準じる
【オホーツク総合振興局管内市町村ナンバー】　北見市

0108　網走市0111　紋別市0119　津別町01005B　美
幌町01005D　大空町 01005E　清里町01036A　小清
水町01036B　斜里町01036C　遠軽町01070D　雄武
町01070E　興部町01070F　滝上町01070H　西興部
村01070I　湧別町01070J　訓子府町01048A　置戸町
01048B　佐呂間町01048C

石 狩 後 志
2022年度石狩後志支部コンテスト

日時　6月4日（土）21：00〜6月5日（日）21：00
参加資格　国内のアマチュア無線局，SWL局
使用周波数帯　1.9/3.5/7/14/21/28/50/144/430/1200/2

400MHz　※JARLコンテスト周波数帯による運用が
望ましい

参加部門・種目・コード　○個人局電信シングルバンド
（コード：C19，C35，C7，C14，C21，C28，C50，C144， 
C430，C1200，C2400）　○個人局電信マルチバンド

（コード：CM）　○個人局電信電話シングルバンド
（コード：X19，X35，X7，X14，X21，X28，X50，X144，
X430，X1200，X2400）　○個人局電信電話マルチバ
ンド（コード：XM）　○個人局ジュニアマルチバンド

（コード：JM）　○社団局マルチバンド（コード：
MM）　○SWLマルチバンド（コード：SWL）　※そ
れぞれの部門・種目とも，支部管内局，管外局別とし，
電信電話部門には電話のみの場合を含む。ジュニアは
高校生までとし，書類提出者はサマリーシートの意見
欄に学年を明記。ジュニア，社団局，SWLはマルチ
バンドのみとし，シングルバンドとの区別はしない。
マルチバンド部門参加局においては，同一バンドにお
ける2波以上の電波の同時発射は認めない

呼出方法　○電信「CQ ISB TEST」　○電話「CQ 石狩
後志支部コンテスト」　※管内局は運用場所（または移
動地）の積極的なアナウンスをお願いします

コンテストナンバー　○管内局：RS（T）＋自局の運用
場所を示す区ナンバー，JCCナンバー（0101を除く），
JCGナンバー　例）札幌市豊平区59（9）010105 小樽
市59（9）0103　石狩郡59（9）01008　○管外局：RS（T）
＋自局の運用場所を示す都府県支庁ナンバー　例）オ

ホーツク総合振興局管内59（9）104 東京都59（9）10
得点　○管内局：全国のアマチュア局との完全な交信を

1点　○管外局：石狩後志支部管内局との完全な交信
を1点　○SWL：ログシートの送信欄・受信欄の呼
出符号が完全な受信を1点　○同一バンド内での重複
交信（SWL局は同一局の2回以上の受信）は，1交信を
除いては電波型式が異なっていても得点にならない
マルチプライヤー　○管内局：石狩後志支部管外の都府

県支庁ナンバー＋管内の区ナンバー，JCCナンバー（0101
を除く），JCGナンバー　○管外局：石狩後志支部管内
の区ナンバー，JCCナンバー（0101を除く），JCGナンバー　
※バンドが異なれば同一マルチでもマルチとして計上
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の和　○マルチバンド・
SWL：各バンドにおける得点の総和×各バンドで得た
マルチの和
書類提出　○JARL制定サマリー・ログ（Ver1，2どち

らも可）または同形式　○手書きでログ提出かつ同一
バンド内で200局以上交信した場合は，エリア順にコー
ルサインを順序よく記したチェックリストを添付。電
子ログで提出する場合は不要　○電子ログ（Eメー
ル）：JARLの提出方式と同一　○サマリーシートに
記載される個人情報についてはコンテストの管理，表
彰などコンテストに関連する業務以外には使いませ
ん。その事項に納得された方のみサマリーシート，ロ
グを提出されるようお願いします 
提出先・規約への質問　○〒065-0030 札幌市東区北30

条東14丁目1番10号　石狩後志支部コンテスト係　
○電子ログ（Eメール）：jl8elk@jarl.com
締切　6月30日（木）（消印有効）
表彰　○管内局と管外局に区別し，各部門・種目の提出

局に応じて表彰。11月に開催の支部大会で結果発表，
表彰。JARL NEWS，支部HP　○1〜5局：1位のみ，
6〜10局：2位まで，11局以上：3位まで。入賞局に
は賞状を進呈　※同一得点は，交信終了時間の早い方
を上位
連続参加達成賞　コンテストに連続して5回参加し，ロ

グ提出した局には，連続参加達成賞（賞状）を進呈。
希望局は，2018年度より発行の参加証による連続4年
分のコピー，送料として140円分の切手，送料とは別
に63円切手1枚を書類に同封。サマリーシートの意見
欄に連続参加達成賞希望と明記。参加証，コンテスト
結果，コメント集の郵送を併せて希望する局は連続参
加達成賞と一緒に発送するのでSASEの同封は不要，
63円切手を2枚
失格事項　○クロスバンドレピータによる交信　○同一

局の2部門・2種目以上の書類提出　期間中の運用地
点の変更，2波以上の電波の同時発射（社団局の場合
を除く）　○同一バンドにおける重複交信が1%を越
え，かつその重複交信を得点としていること　○その
他JARLのコンテスト規約に準じる
管内登録クラブ対抗　石狩後志支部管内の登録クラブに

所属する局は，サマリシートの登録クラブ欄に所属ク
ラブを記述することで，個人で参加した部門とは別に
登録クラブ対抗部門においてクラブの得点にも合算。
上位クラブは表彰　※記述を強制するものではない
抽選による景品　ログを提出した局の中から，抽選で何
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かいいものを贈呈（管内・管外1局ずつ）
管内マルチプライヤー等詳細は支部HP参照

十 勝
JARL十勝支部マラソンQSO

実施日　6月1日（水）00：00（JST）〜10日（金）23：59（JST）
参加資格　アマチュア無線局
交信相手局　○十勝管内局：全アマチュア無線局　○

管外局：十勝管内局
周波数　○免許状に記載されている周波数の範囲内
参加部門　 十 勝 管 内 局， 管 外 局ともに　 ○VHF・

UHF・SHFバンド　○HFバンド（WARCバンドも可）　
※十勝管内局は期間中において最低1局以上の十勝管
内局と交信　※各部門において電信，電話の区別はつ
けない　※同一局との交信はバンドモード・運用地が
変わっても同一日において1交信のみ有効　※十勝管
外局が十勝管内で運用した場合は十勝管内局　 ※期
間中の運用地は問わないが申請は管内局，管外局のい
ずれか

運用方法　○通常交信に限る　○特別な呼出は不要，十
勝管内局はマラソンQSO参加の旨を表示したほうが，
存在感が増と思われます　○当日のQSO後「また明日
もよろしく」程度は事前連絡にならない

得点　○十勝管内局との交信：10点　○管外局との交
信：5点　○管外局同士の交信：期間中に十勝管内局
との交信が含まれていた時のみ1点　※期間中に十勝
管内局との交信が1局もなければ得点にならない

マルチプライヤー　○交信日数：運用期間で1日のうち
に1局でも交信　○十勝管内の市町村数：期間中に十
勝管内19市町村との交信　例）10日間の交信で，期
間中に十勝管内19市町村すべてと交信すればマルチ
29

総得点　○得点の合計×マルチ（交信日数＋交信した十
勝管内の市町村数）

採点方法　○マルチの計算時，サマリーシートのバンド
欄に「交信日数」と記入，日数マルチの合計を出し，
市町村のマルチとマルチの合計を出して計算　※10日
間のうち5日の運用の場合，管内マルチ合計と運用日
数5マルチの合計

提出書類　○書式はJARL制定A4形式（または同形式）　
○複数バンドで交信した場合，その交信バンドごとに
記入　○十勝管内との交信は，備考欄に交信相手の市
町村名を記入　○移動運用した場合はレポート欄

（sent送信欄）に運用地を記入　※注意：メールでの
書類提出は受理しません

提出締切　6月30日（木）消印有効
表彰　○各部門上位3位まで表彰状　○上位5位までの

順位発表はJARL十勝支部大会後，HPで発表
書類提出先　○〒080-2470 北海道帯広市西20条南5丁

目8番3号　JARL十勝支部支部長　後藤貢（JA8GSE）　
☎090-2691-6425　Eメール：ja8gse@jarl.com　※封
筒には「JARL十勝支部マラソンQSOログ在中」と記入　
※問合せはできる限りメールにて

釧 路 根 室
第41回オール釧根コンテスト

日時　6月5日（日）9：00〜21：00

参加資格　国内のアマチュア無線局・SWL
使用周波数　○1.9〜1200MHz（WARCを除く）　JARL

主催コンテスト使用周波数を厳守
参加部門　※次の内1部　注）個人局オールバンド部門

はHF帯とVU帯の両バンドでそれぞれ1つ以上の周波
数帯でのQSOが必要

部門・種目
電信部門 電信電話部門
コードNo. コードNo.

管内局 管外局 管内局 管外局

個人局

HFバンド
（1.9～28MHz） CHF WHF KHF XHF

VUバンド
（50～1200MHz） CVU WVU KVU XVU

オールバンド
（1.9～1200MHz） CHV WHV KHV XHV

社団局 オールバンド
（1.9～1200MHz） KOB XOB

SWL オールバンド
（1.9～1200MHz） KSWL XSWL

呼出　○電信「CQ SK TEST」　○電話「CQ オール釧
根コンテスト」
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）＋都府県ナンバー（管内以外の道
内局は振興局ナンバー）
交（受）信相手　○管内局：管内局を含む国内のアマチュ

ア無線局　○管外局・SWL：釧路・根室振興局管内
のアマチュア局
得点　○アマチュア局：完全な交信で1点　○SWL：

管内局と管外局・管内局と管内局との交信の完全な受
信で1点　※同一バンド内における同一局との交信・
受信は電波型式が異なっても得点にならない
マルチプライヤー　○管内局：46都府県・釧路根室振

興局以外の12振興局・釧路根室振興局の市郡・小笠
原　○管外局：釧路・根室振興局の市郡
総得点　各バンドでの得点の和×各バンドのマルチの和
賞　管内局・管外局とも各部門3位まで賞状　※参加証

は発行しません　○参加局から管内・管外1局ずつ，
支部大会において抽選で釧路根室の名産品を贈る（管
内局は支部大会参加局から抽選），管外局の当選者に
は直接連絡のうえ，発送
書類提出　○JARL制定のサマリーとログシート（また

は同形式）でA4縦厳守　○EログはJARLフォーマッ
トに準じる（R1.0形式での提出をお願いします）
提出締切　6月20日（月）当日消印有効　電子ログは6月

20日23：59
提出先　○〒085-0826 北海道釧路市城山1-11-22　中村

俊明 方　JARL釧路根室支部コンテスト委員会　※
封筒に「釧路根室支部コンテストログ在中」と記入　
○電子ログ：sk_test@zmail.plala.or.jp まで
その他の注意　○ログの提出は1回，訂正の場合に限り

再提出を1回認める　○ログの2部門以上の提出，誤
記入・未記入は失格扱い　○ゲストオペレーターの運
用は認めない　○社団局は運用者の呼出符号または氏
名，無線従事者資格をサマリーシートの意見欄に記入。
その他の失格事項はJARLコンテスト規約に準じる

【管内市郡ナンバー（マルチプライヤー）】　釧路市0106　
根 室 市0123　 阿 寒 郡01001　 厚 岸 郡01003 川 上 郡
01026　釧路郡01027　標津郡01033　白糠郡01038　
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野付郡01055　目梨郡01069
※今年度からコンテスト規約（参加部門・提出締切日）

が変更されていますので注意　

胆 振 日 高
ARDF審判講習会

　次の日程と場所でARDF審判員の資格取得のための講
習会を開催します。本講習会は，新規取得者（B，C級），
資格失効者（A，B級）に対する講習が目的ですが，審判
員資格者に対しても最近の実施規定の改正等について周
知する学習会も兼ねています。
日時　5月15日（日）　13：00〜17：00
開催方法　［集合講習会］○場所　住吉コミュニティセ

ンター　苫小牧市住吉町1丁目3-20　☎0144-35-1080　
［インターネットを利用した非集合講習会］日時にイ
ンターネット「Zoom」で参加できる方

費用　申請料：1,200円（定額小為替手数料込み），テキ
スト代：200円

受講資格　○A，B級：満18歳以上　○A級：資格者
証の申請時に連盟会員であること　○C級：年齢等の
制限なし

持参物　○印鑑　○顔写真1枚（3cm×2.5cm）　○返信
用封筒（84円切手貼付）　○筆記用具

講師　JARL上川宗谷支部長　竹内秀則（JE8JOK）
申込方法　Eメールでコールサイン，氏名，郵便番号，

住所，電話番号，参加方法を記入
申込先　加藤篤（JA8DGD）　☎090-5225-0500　［Eメー

ル］ja8dgd@jarl.com
締切日　5月6日（金）
その他　○内容に変更が生じた場合は受講希望者に個別

に連絡　○会場の駐車場を利用ください　○コロナ感
染状況，受講者の有無により，延期・中止することが
あります　○新型コロナウイルス感染症の次の感染防
止対策を講じます　・マスクの着用　・参加人数制
限　・ソーシャルディスタンス　・十分な換気　・手
指消毒（消毒器具設置）　・会場消毒

渡 島 檜 山
第1回支部役員会

日時　4月17日（日）13：30〜16：00まで
場所　函館市青年センター　※電停千代台・場所は変

更の可能性あり。当日，支部会員はZOOMでの参加
も可能。詳細は支部HPをご覧ください

内容　○令和3年度の事業の反省　○令和4年度の事業
の推進について　・第20回津軽海峡コンテストにつ
いて。5月7日（土）18：00〜5月8日（日）15：00（別
掲）　・フォックスハンティングについて6月19日

（日）　・その他
その他　役員会はオープンにし，支部会員であれば役員

以外の方も参加して意見を述べることができます。問合
せは，総務幹事 福島（JA8IRQ）ja8irq@jarl.comまで

第26回フォックスハンティング競技大会
日時　6月19日（日）　集合9：50
場所　函館市「見晴公園」　函館市見晴町
参加対象　支部会員，その家族，友人など　※会員非

会員，免許の有無を問いません

内容　○競技：2mFMにより発信する2局のキツネ，タ
ヌキを見つけ，カードを得る　○表彰式・記念撮影　
※例年おこなっている懇親会は感染症対策のため中止　
ルール　○競技時間は1時間　○2つの順位カードの和

が小さいものから順位をつける　※同数の場合は，キ
ツネの番号が小さいほうを優先　○時間内に見つける
ことができなかった場合は，見つけることのできな
かったフォックスの最終番号を足したものを得点　○
アンテナは自由とするが，一般の公園での事業である
ことを考慮したものとする
申込み　6月12日（日）までに，メールまたは近くの支部

役員に申出
その他　○感染症の蔓延による中止の場合は，事前に

メーリングリスト，支部HPで周知　○天候による判
断が必要な時は，145MHzのメインチャンネルで周知　
○問合せは，佐々木支部長（JH8CBH）まで

	 		蔦屋書店イベント開催

　1月16日の10時〜15時まで蔦屋書店の二階ステージ
を借り切って「アマチュア無線 新発見・再発見」をテー
マにイベントをおこないました。自作アンテナの製作，
ドローン実験などの発表や古い無線機の展示，特小を
使った店内での交信体験などをおこない，新規開局や復
活を訴えました。

	 		4アマ講習会の実施
　1月23日と30日に第四級養成課程講習会を函館市内
のハムショップ「アムール」の協力のもとおこないまし
た。この講習会は支部が全面バックアップし，学校や地
域，職場などにチラシ5000枚を配布して受講者を募りま
した。なお，42名全員が合格し，JARLへの入会希望者
も期待できそうです。

	 		支部モールス講習会の実施
　支部では，本年1月より，3月末までの毎日，ZOOM
を使っての初めての方，実践を目指したい方のための
モールス講習会を実施し，支部内や全国の27名が参加
しました。
　第1部は，モールスを初めて習得しようとする方を対
象にし，アルファベットを5文字ずつに区切っての練習，
ゆっくりとランダムに打った練習をおこないました。
　第2部は，実践に役立つように，コールサインとJCC/
JCGおよび名前の聞き取りをおこないました。今後，HF
帯にオンエアできるよう仕上げをしていきたいと思います。
　今回の講習の全てを支部HP（https://www.jarl.com/

Report

Report

Report
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ohs/）から聞くことができるようにしてあります。当支
部会員に限らず，全国のCWをこれから覚えようとして
いる方，CWは取ることはできても，オンエアに躊躇し
ている方にお勧めです。
問合せ　佐々木支部長（JH8CBH）jh8cbh@jarl.comまで

富 山 県
富山県支部の集い

開催日　6月5日（日）　開場10：00〜　支部の集い13：
30〜

会場　もくもくホール　魚津市上中島多目的交流センター
（予定）　〒937-0844 魚津市下椿8　☎0765-22-0909
交通　JR魚津駅より市民バス［中島ルート］にて「魚津

もくもくホール」下車
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

ホストクラブ　魚津アマチュア無線クラブ
［JARL富山県支部の集いアイボールQSO］
内容　○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　○会場にて抽選をおこない，記念品
の贈呈。後日，アイボールアワード賞を郵送

［ラジオ工作教室］
日時　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　参加希望の方は，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

締切　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

地 方 本 部
第59回JA0-VHFコンテスト

開催日時　5月14日（土）21：00〜15日（日）12：00JST
時報まで

参加資格　［管内局］信越管内（新潟県，長野県）で参加
する，下記のいずれかの局　○エリアナンバーが0の
アマチュア局　○信越のJARL会員台帳に掲載されて
いる0以外のアマチュア局　※2022年5月7日時点で
JARL会員住所の届け出先が信越管内の局（会員局名
録ではなくJARL NEWSが届く住所で判断）　［管外
局］上記以外のアマチュア局（両県内に移動した場合

エリア 北陸地方9

エリア 信越地方0

でも管外局）　※いずれもゲストオペでの参加は不可
電波型式・周波数・空中線電力など　○各局に許可さ

れている範囲内での50MHz以上のバンド　○電信お
よび電話モード（文字，画像，データ通信を除く）　○
JARLコンテスト使用周波数，総務省告示のアマチュ
アバンド使用区分を厳守
参加種目・コードナンバー　【長野県内局】［個人］○マ

ル チ バ ン ド：NNSM　 ○ 50MHz：NNS50　 ○
144MHz：NNS144　 ○ 430MHz：NNS430　 ○
1200MHz up：NNS1200　［ 社 団 ］マルチバンド：
NNCM　【 新 潟 県 内 局 】［ 個 人 ］○マルチバンド：
NISM　○50MHz：NIS50　○144MHz：NIS144　○
430MHz：NIS430　 ○1200MHz up：NIS1200　［ 社
団］マルチバンド：NICM　【管外局】○個人マルチバ
ンド：SGSM　 ○ 社 団マルチバンド：SGCM　 ※
1200MHz upは1200MHz以上のバンドを使用しマル
チバンドと同様の方法で得点計算　
交信相手　○管内局：本コンテストに参加の全アマチュア

局　○管外局：信越両県内で運用するアマチュア局　
※信越両県内に移動して参加する場合は全アマチュア局
呼出　○電信「CQ JA0 TEST」　○電話「CQ JA0 コン

テスト」
コンテストナンバー　○管内局，信越両県内から参加す

る管外局：RS（T）＋市郡区ナンバー　○その他の管
外局：RS（T）＋都府県支庁ナンバー　例）・管内局：
59 08001（市郡区ナンバーを送信）　・管外局：59 10

（東京都内から運用した場合：都府県支庁ナンバーを
送信）　59 0901（管外局が長野市から運用した場合の
例：市郡区ナンバーを送信）
報告書締切日　5月30日（月）消印有効（郵便以外の方法

の場合5月31日必着）
審査　JARL信越地方本部コンテスト委員会がおこなう
発表　順位は各県の支部大会，JARL NEWS，コンテス

ト委員会HP上で発表　
※JARL NEWS原稿に関するガイドラインに従い，規約

等の一部を省略して掲載しています。規約詳細，サマ
リー・ログ提出先，その他注意事項に関しては信越地
方本部コンテスト委員会のHPを参照（URL）http://
www.jarl.com/zerocontest/

新 潟 県
第22回新潟コンテスト

参加資格　日本国内で運用するアマチュア局でシングル
OPのみ　※ゲストOPでの参加は不可　○県内局：
新潟県内で運用する局　○県外局：上記以外の局
日時・周波数　①7MHz：5月22日（日）13：00〜16：

00時報まで　②ハイバンド（14/21/28MHz）：5月22
日（日）16：00〜19：00時報まで　③ローバンド（1.9/ 
3.5MHz）：6月12日（ 日 ）19：00〜22：00時 報まで　
※①〜③を区分
種目・部門・コードナンバー（別表）　1区分につき1部

門の参加とし最大3部門まで参加可　
JARL登録クラブ対抗　○対象：新潟県内のJARL登録

クラブ（構成員から提出された有効な総得点を集計し
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
使用周波数　JARLのコンテスト周波数に準じる

お知らせ　�JARLでは原稿入稿のガイドラインを設けています。誌面の都合により，支部やクラブなど
のインターネットによる情報でご協力をいただいております。
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交信相手　○県内局：日本国内で運用するアマチュア局　
○県外局：新潟県内で運用するアマチュア局

呼出方法　○電話「CQ 新潟コンテスト」　○電信「CQ 
NI TEST」　※県内局はコールサインの前後いずれか
に，「県内局」または「NI」を送出

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
の都府県支庁ナンバー

得点　○完全な1交信を1点　○同一局との交信は同一
バンドにおいて電信・電話それぞれ1交信ずつ有効，
またバンドが異なれば有効

マルチプライヤー　○県内局：新潟県を除く都府県支
庁，新潟県内の市郡区の数　○県外局：新潟県内の
市郡区の数　○電信・電話でマルチの重複は認めない

総得点　○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　○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

禁止事項　○参加区分時間内の運用場所変更（区分が異
なれば変更可）　○同一のオペレータは複数のコール
サインを使って同一区分に参加してはならない　○そ
の他はJARLコンテスト規約に準じる

書類提出　○参加区分ごとにログ・サマリーシートを提
出　○ログ・サマリシートはJARL制定のA4形式（ま
たは同形式）のものを使用　○電子メールでの提出も
受付けるがJARLコンテスト電子ログサマリーと同形
式に限る

締切　7月4日（月）消印有効
表彰　表彰基準は部門ごとに10局につき1局を入賞　※

最大6局まで
結果発表　新潟県支部コンテスト委員会HP　JARL 

NEWS
その他　参加証，結果希望者はSASE（94円切手を貼っ

た長形3号（120mm×235mm）同封
書類提出先・問合せ　○郵送：〒940-0836 新潟県長岡

市豊田町9-3　JARL新潟県支部コンテスト委員会　
小川　忍　「新潟コンテストログ在中」と記載　○E
メール：nitestlog@jarl.com

新潟県支部行事
※新型コロナウイルスの関係から変更となる場合があり

ます。詳細は支部HPをご覧ください

・ビギナー・カムバック支援セミナー
日時　5月8日（日）見附市

※詳細は，支部HP参照

・令和4年度第1回クラブ代表者会，支部大会前夜祭
日時　7月16日（土）　
場所　妙高市　※詳細は，JARL NEWS 夏号

・第50回新潟県支部大会
日時　7月17日（日）10：00〜
場所　妙高市　※詳細は，JARL NEWS夏号

新 潟 県 ・ 長 野 県
第50回記念JARL長野県支部大会／

新潟県支部大会特別局
　長野県支部と新潟県支部は，支部大会が50回を迎え
るにあたり，共同で特別局を開設します。
名称　第50回記念JARL長野県支部大会／新潟県支部

大会特別局
コールサイン　8N050S（予定）
期間　5月1日（日）〜7月17日（日）　※運用割り当ては，

長野県支部HPにて後日発表
周波数帯　HF帯，50〜430MHz帯，サテライト
モード　CW/SSB/FM/FT8/D-STAR等
運用場所　長野県内，新潟県内
運用主体　長野県支部広報委員会，新潟県支部広報委

員会，両県内登録クラブ
※情報は逐次，長野県支部HPにてお知らせ　※新型コ

ロナウイルス感染拡大等で，本体行事が中止となる場
合があります

長 野 県
善光寺御開帳2022 

日本一の門前町大縁日記念特別局
　七年に一度の盛儀，善光寺御開帳。前回（2015年），
参拝客をもてなす仕掛けとして「日本一の門前町大縁日」
が御開帳期間中に開催，街は大変な賑わいを見せました。
　長野県支部では，前回のJA0RL記念運用に続き，今
回は特別局を開設し，PR活動の一翼を担います。
名称　善光寺御開帳2022 日本一の門前町大縁日記念特別局
コールサイン　8N0GOEN（予定）
期間　4月1日（金）〜6月26日（日）
周波数帯　HF帯，50〜430MHz帯，サテライト
モード　CW/SSB/FM/FT8/D-STAR/C4FM等
運用場所　長野市，周辺市町村
運用主体　長野県支部広報委員会，北信地区登録クラブ
その他　当事業は，日本一の門前町大縁日実行委員会

より，にぎわいイベントの一環として採択されてます
※情報は逐次，支部HPにてお知らせ　※新型コロナウイル

ス感染拡大等で，本体行事が中止となる場合があります

2022年第17回長野県QSOパーティー 
（前期）

　JARL長野県支部では本年もQSOパーティーを開催し
ます。
　方法は通常のQSO方式で局数カウントとなります，
期間中毎日コツコツ出てください。 
開催日時　5月9日（月）0：00〜5月22日（日）23：59まで
詳 細は http://jarl-nn.asama-net.com/index.php?html_

（別表）種目・部門・コードナンバー

区分
県内局 県外局

電信 電話 電信
電話 電信 電話 電信

電話
7MHz 7MHz　 NC7 NF7 NM7 GC7 GF7 GM7

ハイ
バンド

14MHz NC14 NF14 NM14 GC14 GF14 GM14
21MHz NC21 NF21 NM21 GC21 GF21 GM21
28MHz NC28 NF28 NM28 GC28 GF28 GM28
ハイバン
ドマルチ NCHM NFHM NMHM GCHM GFHM GMHM

ロー
バンド

1.9MHz NC19 NF19 NM19 GC19 GF19 GM19
3.5MHz NC35 NF35 NM35 GC35 GF35 GM35
ローバン
ドマルチ NCLM NFLM NMLM GCLM GFLM GMLM
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id=00000411 を参照のこと

2022年ALL JA021/28MHzコンテスト
日時　6月4日（土）09：00～12：00（時報まで）
周波数　21/28MHz帯　※JARL主催コンテスト周波数

帯使用
参加部門（コードナンバー）　※社団局であってもシング

ルオペなら参加可能　○21/28MHz個人局電信部門
（C218）　○21/28MHz個人局電信電話部門（F218）　
○21/28MHzSWL部門（S218） 

詳 細 はhttp://jarl-nn.asama-net.com/index.php?html_
id=00000412 を参照のこと

第1回クラブ代表者会議
日時　7月9日（土）13：00～
場所　未定（南信地区を予定）
※社会状況により，オンライン開催でおこなう場合があ

ります

第50回記念長野県支部大会
　新型コロナウイルスが感染拡大の場合は，開催が中止
となる可能性もあります。開催の可否は4月中旬を予定
日時　7月10日（日）10：00～16：00　受付09：30～
場所　未定（南信地区を予定）
内容　○事業報告，意見交換　○コンテスト表彰　○

QSLカード転送受付　○記念写真撮影　○セミナー　
○ジャンク市（予定）
その他　支部大会冊子（要項）は，7月上旬，支部HPに

PDFで掲示
【前夜祭】
日時　7月9日（土）夜　社会状況を考慮しながら開催予定
場所　未定（南信地区を予定）
※この情報は2月末現在のものです。場所や申込み方法

等，詳細は支部HPに掲載

地方だより追加分

宮 崎 県

第46回宮崎コンテスト
開催日時　6月4日（土）18：00～6月5日（日）18：00
（JST）
参加資格　日本国内のアマチュア局（シングルオペ

レーターのみ）
使用周波数帯　1.9/3.5/7/14/21/28/50/144/430MHz

帯　※JARL主催コンテスト使用周波数帯を使用
参加部門，種目　県内局部門と県外局部門　注1）シ

ングルバンドは，電信のみ，電話のみの区別をしない　
注2）オールバンドは，2バンド以上の周波数帯を使用　
注3）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
に免許された局とし，オールバンドまたはシングル
バンドの区分はしない　注4）マルチオペ，ゲスト
OPについては，上記部門において参加資格を有し
ない（ログ提出不可，社団局のコールサインでもシ
ングルオペレーターであれば可）

種目 コードナンバー
県内局 県外局

シングルオペ

電信オールバンド MCA CA
電話オールバンド MPA PA
電信・電話オールバンド MXA XA
1.9MHzバンド M1.9 X1.9
3.5MHzバンド M3.5 X3.5
7MHzバンド M7 X7
14MHzバンド M14 X14
21MHzバンド M21 X21
28MHzバンド M28 X28
50MHzバンド M50 X50
144MHzバンド M144 X144
430MHzバンド M430 X430
ニューカマー MN XN

交信相手局　○県内局：国内外の全てのアマチュア局　

エリア 九州地方6

○県外局：宮崎県内で運用する局
呼出　○電話「CQ 宮崎 コンテスト」　○電信「CQ 

MZ TEST」　
コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋自局の運用

JCC・JCGナンバー　※国外局とはRS（T）のみで可　
○県外局：RS（T）＋自局の運用都府県・地域等の
ナンバー（JARLコンテスト規約に準じる）
得点　コンテストナンバーの交換が完全にされた交信

1点　※同一バンドにおける重複交信は，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　○県内局：各バンドごとの都府

県・地域等のナンバー（宮崎県を除く），県内の市郡
の数，日本を除く大陸（AF，EU，AS，NA，SA，
OC）の数　○県外局：各バンドごとの宮崎県内市郡
の数（9市6郡）
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の和×当該バンドで
得たマルチプライヤーの和
書類提出　○電子ログを推奨。提出はJARL提出用の

様式（JARLWebを参照）による。メールのタイトル
は，自局のコールサインを半角英数字で。ログは，
直接メール本文に貼付　○紙面による提出：JARL
制定のサマリーシート，ログシート（A4）を使用。
30局以上はチェックリストを添付　○ニューカマー
参加局：サマリーシートの意見欄に必ず無線局免許
年月日を記入，免許状の写しを添付
書類提出期限　6月20日（月）当日消印有効
書 類 提 出 先　 電 子ログを推 奨　 ○ 電 子ログ：

mzlog22@jarl.com （1MB以下）　※到着メールが届
かない場合は，再度送るか，問合せ先まで　○郵送：
〒880-0945 宮崎市福島町寺山3147-89　上堂秀昭方　
宮崎コンテスト係　※「ログ在中」と朱書，封筒に自
局の住所，氏名，コールサインを明記
問合せ先　○提出先に，SASE（コンテスト問合せと朱

書）またはEメール，軽微なものは　☎0985-52-0201
※その他詳細は支部HP参照 
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	5/9：長野県　2022年第17回長野県QSOパーティー（前期）（～22日）
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