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表中の ●印はコンテストです。

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

お願い　 地方本部・支部の情報やJARL Web「トピックス」の情報などもあわせてご確認ください。 
▶JARL Web： https://www.jarl.org/

10月
1日  東京都  東京都支部登録クラブオンエアー月間

（～31日）
2日  徳島県 研修会（～30日）
  北海道地方 2022ARDF北海道地方競技大会
8日  大分県 総合防災訓練
9日  山梨県 電波教室
10日  東京都・神奈川県  第3回東京都・神奈川県支部合同野外

ミーティング2022in八王子市
● 鳥取県 2022オール鳥取コンテスト

  大分県 支部大会・ハムの集い（前夜祭9日）
15日  北陸地方 北陸地方ARDF競技大会2022石川
16日 ● 千葉県 第37回オール千葉コンテスト
  茨城県  支部役員・監査指導委員・クラブ代表者

会議
  山梨県 合同会議
  高知県 技術講習会
  山形県 山形県ハムミーティングin尾花沢
  オホーツク 支部大会/支部役員・代表者会議
  富山県 富山県総合防災訓練協力
22日  栃木県 第3級アマチュア無線従事者養成講座
  長崎県  「青少年のための科学の祭典2022」第26

回長崎大会（～23日）
23日 ● 東京都 第27回東京CWコンテスト
  岐阜県 支部大会（ハムの集い2022）
  三重県 非常通信訓練
  高知県 実践講習会
  宮崎県 ハムの集い
  胆振日高 支部大会
  長野県 長野県総合防災訓練にともなう通信訓練
30日  埼玉県 埼玉県感度交換訓練
  岩手県 ハムの集い・支部大会
  富山県 支部登録クラブ代表者会議

11月
1日 ● 東海地方 第47回東海マラソンコンテスト（～7日）

● 高知県 第47回高知マラソンコンテスト（～10日）
2日 ● 北陸地方 JA9コンテストHF2022電話の部（～3日）
5日  岐阜県 ぎふ信長まつり（～6日）

  鹿児島県 総合防災訓練
6日  栃木県  第2級アマチュア無線技士国家試験合格

のための支援講習会
  山梨県  第三級アマチュア無線技士講習会/地震

防災訓練
● 愛知県  愛知県支部非常通信訓練/内閣府・愛知

県・常滑市地震・津波防災訓練
● 大阪府 第28回オール大阪コンテスト

  山口県 ハムの集いin山口
  長崎県 アマチュア無線の祭典（ハムの集い）
  福井県 ハムの集い
12日  鹿児島県 電波教室
13日  愛知県 あいち防災フェスタ
  滋賀県 ハムのつどい
19日 ● 北陸地方  JA9コンテストHF2022電信の部（～20

日）
20日  神奈川県 ハムの集い2022
  山梨県 第35回県民の日記念公開運用
  静岡県  2022静岡県支部ARDF競技大会兼静岡

県高等学校ARDF競技秋季県大会
  高知県 支部役員・クラブ代表者会議
  大分県 支部役員会・はむ寺子屋
22日 ● 九州地方 第43回オール九州コンテスト（～23日）
23日 ● 東京都 第42回東京UHFコンテスト

● 山梨県  第59回山梨地区非常通信訓練コンテスト
  京都府 支部大会
  山口県 柳井祭り協賛JA4RL/4運用
26日  茨城県 2022ARDF茨城競技大会
  広島県 第1・2級国家試験対策勉強会（～27日）
  渡島檜山 支部大会
27日  関東地方 2022関東地方ARDF競技大会
  埼玉県  登録クラブ代表者・役員・監査指導員合

同会議
  群馬県 群馬ハムの集い
  鹿児島県 ハムのつどい

12月
1日 ● 香川県 香川マラソンコンテスト（～15日）
4日  神奈川県 非常通信ネットワークロールコール
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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。

� � 埼玉県� ハムの集い・支部大会
� � 三重県� 三重県ハムフェスティバル2022
� ● �京都府� 第39回KCWA�CWコンテスト
� � 石狩後志� 支部大会　
11日�� 栃木県� 栃木県総合防災訓練「非常通信訓練」
17日�� 静岡県� 技術講習会
18日�� 山梨県� 支部役員会
24日�� 鹿児島県� 電波教室
25日�� 栃木県� �支部役員・監査指導員・クラブ代表者会議

1月
2日� ●�秋田県� 第32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15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
7日� ●�富山県� �第46回富山県非常無線通信訓練コンテ

スト
8日� ●�熊本県� 2023オール熊本コンテスト
9日� ●�埼玉県� 第41回オール埼玉コンテスト
14日�� 大分県� �支部役員会・はむ寺子屋，新春アイボー

ルパーティー
� ●�宮城県� 第44回オール宮城コンテスト（～15日）
22日�� 神奈川県� 新年アイボールパーティー
29日�●�神奈川県� 第3回神奈川ニューイヤーQRVデー

地 方 本 部
2022関東地方ARDF競技大会

日時　11月27日（日）受付 8：00〜9：00
集合場所　水戸森林公園大駐車場　水戸市木葉下町588-1
競技周波数　145.66MHzクラシック
競技時間　120分，スタート10：00予定（5分間隔でス

タート）
競技内容　JARL ARDF競技規則（茨城ルール）
クラス　○女子：W15/17/19/21/35/50/60　○男子：

M15/17/19/21/40/50/60/70
参加費　1部門1クラス1名の個人参加　〇JARL会員

一般：1,000円　〇19歳以下：500円　〇JARL非会
員一般：2,000円　〇19歳以下：1,000円　〇共催参加
者は1部門クラス1名500円　※共催からの申込各学
校へ　〇参加費用は申込の返信でお知らせ　※途上保
険付き　〇昼食等は各自持参・ペットボトル飲料支給
申込方法　メール添付または郵便で誓約書付きの参加申

込書をEメール jh1dlj@jarl.comまたは，〒310-0836 
水戸市元吉田町733 田中康正まで

申込締切　11月20日（日）必着
その他　注意事項等は申込の返信，競技大会当日受付に

掲示
共催　2022高等学校ARDF競技大会関東・東北地区秋

季大会

エリア 関東地方1 主幹　JARL茨城県支部　
協力　JARL関東1都6県支部

東 京 都
第27回東京CWコンテスト

日時　10月23日（日）06：00〜12：00（JST）
参加資格　国内アマチュア局（移動運用する局も含む），

SWL　※社団局・特別局・特別記念局（以下「社団局
等」という）は除く
使 用 周 波 数 帯　3.5/7/14/21/28/50/144/430MHz 帯
（JARLコンテスト使用周波数帯による）  ※A2A電波
による電信はAM/SSB，F2A電波による電信はFM
の使用周波数帯となるので本コンテストでは使用不可
参加部門・種目・コード　※SWLの種目はオールバン

ド・シングルバンドの区別をしない
部門 種目 都内 都外

電信

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

※紙面の都合で規約の掲載は省略するが2021年秋号P56
を参考に，必ず支部HPで確認

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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書類の提出　［紙ログ］○紙ログ提出は手書きに限る　○
JARL制定のサマリーシート・ログシート，またはこ
れと同形式のものを使用（A4サイズ厳守）　○参加局
は，全部門を通じて1つの種目のみにサマリーシート・
ログシートを提出　○サマリーシートに「コンテスト
名称」「参加部門・種目コード」「コールサイン」など
を記入　○郵送提出先：〒198-0036 東京都青梅市河
辺町4-9-1　伊藤健一　［電子ログ（Eメール）］○提出
先：tokyo-cw@contest.jarl-tokyo.org　 ○ 形 式 は
JARL形式に準じるが，原則としてJARLコンテスト
電子ログ・サマリーシート作成ページのVERSION＝
R1.0とする。全文をメール本文に貼付けて送信（参
考：VERSION＝R1.0支部HP「コンテスト規約，東
京都支部主催コンテストログ・サマリー提出用ツー
ル」の項）　○Eメールのsubject（主題：タイトル）は，
運用局のコールサイン（例：JA1＊＊＊/1など）　○
JARL形式に準じない申請書は不可，また申請書を添
付ファイルで提出したものはウィルス対策等に鑑み不
可　○自動返信による書類受付の返信メールを送信し
た際，書類のフォーマット，記載内容に関しての不備
の有無までは示していないので留意　○ログシートに
マルチ，得点は必ず記載。記載のないものは不可　○
電子ログの受付に関し，システム上の問題等により
メールの再送信もしくは郵送での提出をお願いするこ
とがあり，システム上の問題が発生した場合，やむを
得ず電子ログの受付を中止する場合がある。その場合
は予めHP上で告知　○社団局等は参加資格がないた
め書類提出不可　

締切日　11月9日（水） 必着
入賞者等発表　JARL NEWS地方コンテスト結果で発
表，参加者のコンテスト結果は支部HP（https://
www.jarl-tokyo.org/wp2/）で発表。チェックログ局
名，失格局名も掲載

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　○本コンテストに関する問合せ，
コンテスト結果に対する異議申立て（発表後2週間以
内に限る）はメールアドレス （contest-q@contest.jarl-
tokyo.org） による

【市区町村ナンバー】　002八王子市　003立川市　004武
蔵野市　005三鷹市　006青梅市　007府中市　008昭

島市　009調布市　010町田市　011小金井市　012小
平市　013日野市　014東村山市　015国分寺市　016
国立市　019福生市　020狛江市　021東大和市　022
清瀬市　023東久留米市　024武蔵村山市　 025多摩
市　026稲城市　028羽村市　029あきる野市　030西
東京市　101千代田区　102中央区　103港区　104新
宿区　105文京区　106台東区　107墨田区　108江東
区　109品川区　110目黒区　111大田区　112世田谷
区　113渋谷区　114中野区　115杉並区　116豊島区　
117北区　118荒川区　119板橋区　120練馬区　121
足立区　122葛飾区　123江戸川区　201瑞穂町　202
日の出町　203檜原村　204奥多摩町　401大島町　
402利島村　403新島村　404神津島村　411三宅村　
412御蔵島村　421八丈町　422青ヶ島村　431小笠原
村　○都道府県ナンバー：JARL制定都道府県ナン
バー参照

東京コンテストアワード
　「6 Hours Worked Tokyo 全市賞」　「同全区賞」　「同
全郡・島賞」を，本コンテスト時間内に全市（002～
030），全区（101～123），全郡・島（201～204の4マル
チプライヤーと401～431のうちの1マルチプライヤーの
計5マルチプライヤー）とそれぞれ完全な交信が成立した
局に発行　○シングルバンド，マルチバンドの制限はな
い。特記なし　
申請先　コンテスト関係書類提出先に同じ
申請方法　サマリーシート下部（意見欄）に，「アワード
を希望する旨」，「全市賞」「全区賞」「全郡・島賞」ア
ワードの種別を明記。返信用切手と封筒は不要

第42回東京UHFコンテスト
日時　11月23日（水/祝）09：00～15：00（JST）
参加資格　国内アマチュア局（移動運用する局も含む），
SWL　※社団局・特別局・特別記念局（以下「社団局
等」という）は除く
使用周波数帯　○430MHz帯（JARLコンテスト使用周
波数帯による）　○1200/2400/5600MHz/10GHz帯は
総務省告示のアマチュアバンド使用区別による　※
A2A電波による電信はAM/SSB，F2A電波による電
信はFMの使用周波数帯

第3回東京都・神奈川県支部合同
野外ミーティング2022in八王子市

　新型コロナ感染予防対策をし，自然あふれる秋の公
園にてご家族やアイボールで楽しみましょう。JJ1ROE
春香さん率いるエレキバンド「Haruka with Cherry 
Spice」が友情出演で特別演奏，メーカー協力のミニミ
ニ無線機器展示，さらに手元で眠っている無線機器等
捨てるには勿体ない，大切な思い出の機器を，もう一
度活躍させる次のオーナーにつなぎ有効利用のための
不用品交換ジャンク市なども企画しています。
　参加される方はマスク着用や必ず検温を実施し，体
温が高い場合や体調不良の場合は参加を自粛する等自
己責任で十分な対策をお願いします。なお，コロナ感
染状況等により変更がある場合は各支部HP等でも案
内しますので参加希望者はご確認ください。

日時　10月10日（月/祝）11：00～15：00 雨天中止
参加費　無料　
場所　東京都八王子市片倉町3506番地「片倉つどいの
森公園・つどいの池周辺」
アクセス　JR横浜線八王子みなみ野駅より徒歩15分
（駐車場43台）　※駐車場の台数が少ないため，一般
参加者の皆さんは，公共交通機関若しくは駅周辺の
有料駐車場を確認，利用願います
不用品交換ジャンク市等　ジャンク市は12：00から
現地情報　9時頃～　439.66MHz　FM　JP1YDHレ
ピータ
無線局運用　運用は無線従事者免許証等を持参
JARL入会等受付　一般入会・青少年お試し入会（年
齢確認書類のコピーを持参）・継続の受付
QSLカード転送受付　JARL会員証を持参
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参加部門・種目・コード　注1）電波型式は自局に許さ
れた範囲　注2）SWLの種目はオールバンド・シング
ルバンドの区分をしない　注3）ヤング部門の局はコン
テスト開催当日現在の年齢18才以下とし，サマリー
シートの意見欄に年齢を明記　※明記なき場合は一般
部門へのエントリー

部門 種目 都内 都外
一般 ヤング 一般 ヤング

電
信
電
話

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

※紙面の都合で規約の掲載は省略するが2021年秋号P57
を参考に，必ず支部HPで確認

書類の提出　［紙ログ］○紙ログ提出は手書きに限る　○
JARL制定のサマリーシート・ログシート，またはこ
れと同形式（A4サイズ厳守）　○参加局は，全部門を
通じて1つの種目のみにサマリーシート・ログシート
を提出　○サマリーシートに「コンテスト名称」「参加
部門・種目コード」「コールサイン」などを記入　○郵
送提出先：〒198-0036 東京都青梅市河辺町4-9-1 伊藤
健一　［電子ログ（Eメール）］○提出先：tokyo-uhf@
contest.jarl-tokyo.org　○形式はJARL形式に準じる
が，原則としてJARLコンテスト電子ログ・サマリー
シート作成ページのVERSION＝R1.0とする。全文を
メール本文に貼付けて送信（参考：VERSION＝R1.0
支部HP「コンテスト規約，東京都支部主催コンテス
トログ・サマリー提出用ツール」の項）　○Eメール
のsubject（主題：タイトル）は，運用局のコールサイ
ン（例：JA1＊＊＊/1など）　○JARL形式に準じな
い申請書は不可，また，申請書を添付ファイルで提出
したものはウィルス対策等に鑑み不可　○自動返信に
よる書類受付の返信メールを送信した際，書類の
フォーマット，記載内容に関しての不備の有無までは
示していないので留意　○ログシートにマルチ，得点
は必ず記載。記載のないものは不可　○電子ログの受
付に関し，システム上の問題等によりメールの再送信
もしくは郵送での提出をお願いすることがあり，システ
ム上の問題が発生した場合に，やむを得ず電子ログの
受付を中止する場合がある。その場合は予めHP上で告
知　○社団局等は参加資格がないため書類提出不可
締切日　12月7日（水） 必着
　入賞者等発表・その他・市区町村ナンバー・東京コン

テスト「アワード」申請要領は「東京CWコンテスト」
に準じる

東京都支部賞（限定・支部50周年記念賞版）
　JARLは1972年8月29日に支部制度を設け，東京都支
部が誕生，今年8月，JARL東京都支部は発足50周年を
迎えました。
　東京都支部の50周年を記念して，東京都支部賞アワー
ドのクラスに，「支部50周年記念賞」を期間限定クラス
として設けましたので応募をお待ちしております。詳細
は支部HPをご覧ください。

発行者　一般社団法人 日本アマチュア無線連盟東京都
支部
ルール　以下の各項目を除き東京都支部賞アワード規約

を適用
対象QSO期間　2022年8月1日〜2023年7年31日まで

の1年間
申請受付期間　2022年10月1日〜2024年3月31日
特記　特記はおこなわない
賞状　限定の賞状に「支部50周年記念賞」を印字
要件　都内で運用する異なる50局と交信し，かつ以下

の①および②をともに充足　①異なる9局のサフィッ
クス最終文字で「JARLTOKYO」9文字を綴る　②東
京都支部登録クラブの異なる社団局5局以上と交信　
※支部登録クラブの一覧は支部HPのリンク先を参照　

QSLカードリスト　上記要件①に使用したQSLカード9
件には，他と容易に判別できるよう目印や備考等を付す
申請　申請書＋定形外100g分の切手（140円分），申請

料は無料
申請先　〒198-0043 青梅市千ヶ瀬町6-862　澤田倉吉 

JG1DKJ

	 		フィールドオンエアーデーミーテング
2022報告

　去る，8月6日・7日八王子市片倉つどいの森公園にて
新型コロナウィルスの感染症予防と熱中症予防の対策を
おこなうとともにフィールドデーコンテストに合わせて
の野外ミーティングを開催しました。
　参加者には，連絡先等のアンケートに協力いただき，
2日間延べ約100名の参加がありました。会場では，人
との距離をとるソーシャルディスタンスを保つようにし
て，当支部が企画したイベントを無事に開催することが
できました。
　このアンケートの中で，今回興味を持ったことでは「1
位：ジャンク市，2位：参加者に会うこと，3位：展示」，
参加者は「都内68%，都外32％」でした。ミニミニジャ
ンク市，メーカー無線機器展示，地元クラブ等の協力に
よる無線局運用がおこなわれました。参加をされた皆さ
ん，ご協力をいただいた皆さん，ありがとうございまし
た。詳細は，支部HP（http://jarl-tokyo.org/wp2/）をご
覧ください。
　当支部では「あたらしい生活様式」に合わせたイベン
ト開催の方法を模索し，ハムライフのお手伝いをと考え
実行してまいります。

Report
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神 奈 川 県

かながわハムの集い2022
　JARL会員の方はもちろん，これからアマチュア無線
を始めたい方など，どなたでも楽しく参加できます。も
ちろん参加費は無料，ご家族，ご友人，ご隣人をお誘い
のうえ，ぜひご来場ください。
日時　11月20日（日）受付開始10：00　開会10：30
会場　 相 模 原 市 立 産 業 会 館　https://hall.ssz.or.jp/　

〒252-0239 相模原市中央区中央3-12-1　☎042-768-
2311（代表）

交通　JR横浜線「相模原駅」から徒歩約20分，神奈川
中央交通バス「市民会館前」から徒歩3分，「市役所前」
から徒歩5分　※アクセス方法は，施設のHPで確認
ください。できるだけ電車・バスを利用ください

主な催し物　 ○メー カー 展 示コー ナー　 ○ 講 演　
JH1OHZ片倉由一氏　「電波の飛びがいい理想的な
アースを求めて」HFのホイップアンテナや，屋外
ATUを使ったバーチカル系のアンテナではアースに
よって電波の飛び具合が大きく変わります。良質な
アースではビックリするほどよく飛びます。どのよう
なアース処理が最善策となるか，ATU＋カウンター
ポイズでは長さや本数の最適解はあるのかを探ります　
○お楽しみ抽選会　来場者全員に抽選券配布（空クジ
あり）　○クラブ展示・紹介コーナー　○アマチュア
無線紹介（アマチュア無線って何？）コーナー　○ア
マチュア無線を始めたい方の相談コーナー　○記念撮
影　○QSLカードコンテスト（各自で持ち込み展示し
たカードから選考）　○オール神奈川SNSフォトコン
テスト：作品展示，表彰　○支部事業・会計報告　
○支部主催コンテスト（オール神奈川，非常通信訓練）
表彰　○JARL入会受付　○参加自由（会員証提示不
要）　※金銭の授受を伴うリサイクルコーナー，ジャン
ク市等は会場使用の制限から実施しません。クラブ展
示・紹介コーナーへ出展希望の方は，10月28日（金）
までにメール若しくはハガキで下記の宛先まで申込みく
ださい　※出展・展示スペースが限られていますので，
申込み多数の場合は抽選。ジャンク市はフィールド
ミーティングで実施しますのでご理解をお願いします
問合せ・宛先　〒225-0005 横浜市青葉区荏子田2-6-6　

森野富士彦（JF1NEF）　☎090-3089-1541　Eメール：
jf1nef@jarl.com

支援クラブ（予定）　JARL横浜クラブ，はまかぜクラブ，
横浜消防アマチュア無線クラブ等　※詳細は決定次
第，支部HP（https://www.jarlkn.info/）でお知らせ 

「かながわアマチュア無線非常通信ネットワーク」 
ロールコール

　恒例のロールコールを，実施します。不要不急の外出
の自粛が推奨されており，今年は自宅のベランダ等から
のQRVを実行してみましょう。また，送信出力1W以
下での自宅からの運用も移動局とみなして，チェックイ
ンを受付けます。神奈川県内および隣接地域のアマチュ
ア無線局の参加・協力をお願いします。
　今回もオペレーション技術向上を図るため，JARL登
録クラブからキー局を若干募集し，神奈川県内から運用
します。希望されるJARL登録クラブは，11月18日（金）

までに公募の問合せ先まで申込んでください。運用方
法，申込み多数の場合のキー局決定は調整します。移動
運用をおこなう場合は，必要最小限の人員で，実施場所
や機器（特にマイク等）の消毒・アルコール消毒液による
手指の洗浄など十分な新型コロナウィルス感染予防策を
お願いします。
日時　12月4日（日）10：00〜12：00 
周波数　432.420MHz付近
モード　F3E（FM）
キー局　横浜市，横須賀市，小田原市の各市内，公募

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

無線機種名，空中線種別，空中線電力，電源種別（商
用電源，リチウムイオン電池，アルカリ乾電池等）　例）
59，神奈川県中郡二宮町，アイコムIC-03N，1/4λホ
イップ，0.5W，マンガン乾電池です。どうぞ。
公募の問合せ先　〒225-0005 横浜市青葉区荏子田2-6-6　

森野富士彦（JF1NEF）  ☎090-3089-1541  Eメール：
jf1nef@jarl.com

新年アイボールパーティー
　新年アイボールパーティーを3年ぶりに下記のとおり
開催予定です。
　以前の立食パーティ形式から，ランチアイボール形式
へ，大きく変更します。
　新型コロナウイルス感染対策のため，広い会場に変更
し，飲食メインのイベントから，ランチを楽しんだ後，
マスクを着用しアイボールをお楽しむ形式になります。
・ お弁当と，飲み物を1杯程度（容器入りのビール，弱ア

ルコール飲料，ソフトドリンク）を配付し，飲食。
・ 参加費を1,000円（要事前受付，当日受付にてお支払い）

としました。
　感染対策の充実と，より気軽に参加できる形となってます。
　お楽しみ抽選会などのプログラムを沢山用意して，皆
さんの来場をお待ちしています。
　今後の新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては
中止する場合もありますので，支部HPで確認ください。
中止の判断は，11月20日の「かながわハムの集い」で発
表し，同時に支部HPに掲載
支部HPは右のQRコード参照
日時　令和5年1月22日（日）11：00〜

14：00
場所　 かわさき保 育 会 館　 大 会 議 場
（https://www.kawasakihoikukaikan.
com/index.html）　〒210-0844 川崎市川崎区渡田新
町3-2-8　☎044-333-2111
交通　京浜急行線，八丁畷駅下車徒歩8分　※会場に駐

車場はありません。公共交通機関を利用ください
参加費　1人 1,000円（当日受付にて支払）　※現金（日

本円）のみ　
申込期間　12月1日〜令和5年1月10日（火）　※会場の

定員に達した場合早期終了する場合がある
申込方法　当日受付はしません。事前申込が必要　○E

メールのみ，森野まで　件名欄を，新年アイボール申
込み＋コールサインまたはお名前　本文に，参加者の
氏名，コールサイン（ある方のみ），メールアドレス，
電話番号を記入し送信。1週間以内に返信，返信が無
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い場 合は再 送 信してください　 メー ルアドレス　
jf1nef@jarl.com

申込みフォームは右記QRコードからも
※参加の申込みは，開催決定後に　※当

日は，オークションをおこないますの
で協力いただける方は持参ください　
※会場ではお酒が提供されますので，
飲酒される方は車の利用を遠慮ください　※事前申込
みをし，当日欠席された方は，下記振込先まで，参加
費（おひとり1,000円）を振込ください　振込手数料は
ご負担ください　○振込先：郵便振替　JARL神奈川
県支部　口座番号00290-1-83664　○振込に関する問
合せ先：森野富士彦（JF1NEF）  メールアドレス：
jf1nef@jarl.com

第3回神奈川ニューイヤーQRVデー
　令和5年1月29日（日）に，「神奈川ニューイヤーQRV
デー」を開催します。
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
催しています。1局との交信（受信）でも立派に参加さ
れ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。

　　神奈川県内局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，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
ズをプレゼントします。ぜひ参加ください。

　　規約等詳細は，次号のJARL NEWSに掲載します。

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

数は今までの半分以下とし，ソーシャルディスタンス
の確保に努めます　○屋内イベントの場合，部屋の換
気を頻繁におこないます

運営スタッフの対策　○スタッフは日常における体調管
理に努め，うがい，手洗い等の感染予防を励行します　
○職員がマスクを着用し，来場者の方に対応します

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，HP，SNSでお知らせしますのでご確認ください。

今後のイベントについて
　支部では，各種セミナーのリモート開催，皆さんに積

極的にQRVしていただけるイベントの開催を計画中で
す。セミナー，イベント等のアイディアも広く募集して
ます。
　Webページの問合せフォームや，SNSにお気軽にア
イディアを書き込んでください。

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

　令和4年7月16日（土），横浜市中区の神奈川県立かな
がわ労働プラザにおいて，技術講習会「コモンモードフィ
ルターの製作とVNWAでの測定」を開催しました。毎
年大人気の講習会ですが，感染拡大防止観点から，定員
を例年の半数の15名としました。アマチュアとして気軽
にチャレンジできる周辺機器の一つとして，コモンモー
ドフィルターのキットを実際に製作，自分が製作したコ
モンモードフィルターの性能をVNWA（ベクトルネット
ワークアナライザー）を使用し，広い周波数帯でグラフ
表示してどこまでの帯域で効果的に使用できるか等を確
認，自分で製作したコモンモードフィルターの性能を目
で見ることのできる新 鮮さに受 講 者の皆さんは興 味
津々，目から鱗の1日でした。当日はJARL神奈川県支
部の技術指導委員長JH1OHZ片倉由一氏を講師にお願
いして開講，12名の皆さんに受講いただきました。受講
した皆さんには，各種インターフェアの実態やその対応
についても理解を深めていただけたと思います。中に
は，半田付けは不慣れという方もいましたが，製作の容
易さと再現性を高めた完成度の高いキットで全員が無事
製作を完了，十分な性能があることを確認できました。
　今後も皆さんからの要望にお応えできるような講習会
を企画していきますので，参加をお待ちします。

千 葉 県
第37回オール千葉コンテスト

日時　10月16日（日）12：00〜18：00   
参加資格　日本国内のアマチュア無線局
周波数　136kHz〜248GHz（WARCバンドを除く）　※

使用周波数JARL制定のコンテスト周波数帯及び
136kHz帯，1200MHz以上のアマチュアバンド　※
1200MHz帯以上の周波数帯は，総務省告示の「アマ
チュア業務に使用する電波の型式及び，周波数の使用
区別」による
参加部門　［県内局］○千葉県内に無線局設置場所，常

置場所のあるアマチュア無線局でコンテストにおいて
千葉県内で運用するアマチュア無線局　○県外に常置
場所のあるアマチュア無線局でコンテストにおいて，
千葉県内に移動して運用するアマチュア無線局　［県
外局］コンテストにおいて，千葉県以外から運用する
アマチュア無線局

Report
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千葉県内・県外 部門 略称（サマリー記入）
千葉県内（C）千葉県外（X）

個人局

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

社団局 電信・電話 社団 C-社団 X-社団

※個人局はシングルOPに限りマルチOPでの参加はでき
ず，社団局はこれに限らない　※電信/電話/電信・
電話でのマルチバンド/ジュニア部門の使用するバン
ド（136kHz〜2400MHz）　※社団部門：コンテスト中
に運用した者の姓名，無線従事者資格を意見欄に明記　
※ジュニア：年齢が18歳以下のオペレータの運用，
サマリー意見欄に年齢を明記　※ニューカマー：初め
て局を開設した個人局で，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，サマリー意見欄
に免 許の年 月 日を明 記　 ※ジュ ニア・QRP・QRP 
CW部門：使用するバンド数に関係なくマルチバンド
にエントリーしたこととみなす　※QRP部門は，空
中線電力5W以下，430MHz帯以下　※2400MHz UP
部門は，2400MHz帯以上のマルチバンド　

交信相手　○県内局：すべてのアマチュア局　○県外
局：千葉県内運用局　

呼出方法　○電信　県内局「CQ CB TEST」　県外局
「CQ CBX TEST」　○電話　県内局「CQ千葉コンテ
スト」　県外局「CQ千葉コンテスト（こちらは県外局）」

コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋市郡区ナン
バー　○県外局：RS（T）＋都府県・地域等の番号　
例）相手局のシグナルレポートが599自局の運用場所
が千葉県千葉市中央区120101の場合コンテストナン
バーは599120101

得点　○同一バンドで同一局と電信と電話で交信：それぞ
れ1回ずつ得点として計上可　○同一バンドで同一市郡
区と電信と電話で交信：マルチは1（重複カウントに注意）

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

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

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

バンドで得た得点の和×各バンドで得たマルチの和 
提出書類　JARL制定ログ・サマリー・JARL所定様式

の電子ログ（同形式・コピー可）とし1部門のみ提出
千葉県内登録クラブ対抗　○JARL千葉県支部登録クラ

ブに所属の個人局から申告された総得点をクラブごと
に集計，上位の登録クラブを表彰　○登録クラブ対抗
参加局はサマリーの登録クラブ欄に登録クラブ番号，
登録クラブの名称を記載
ログ提出先　○紙ログ：〒260-8799 千葉支店　郵便私

書箱第28号　（一社）日本アマチュア無線連盟 千葉県
支 部　 ○ 電 子ログ：chiba-test@jarl-chiba.infoに送
信。提出メールはテキスト形式でのメールの本文か，
添付ファイルとして送信。サマリーシート，ログシー
トをつなげた1本のメールとし，途中で分割されたメー
ルは不可，電子メールの件名には，コールサイン-参
加部門（略称）を記入。ログを受理した後，自動返信
メールを送る。必ず確認
問合せ　SASE（ 上 記の紙ログ提 出 先 ）または chiba-

test@jarl-chiba.info
締切　11月6日（日）（郵便：当日消印有効）
　　表彰，禁止事項，失格事項，結果発表等詳細は支

部HP（http://www.jarl-chiba.info/）参照

埼 玉 県
登録クラブ代表者・役員・監査指導員 

合同会議
開催日　11月27日（日）
場所　朝霞市コミュニティーセンター（予定）　朝霞市

青葉台1-7-1
※詳細は，メールおよび支部HPで案内します

2022さいたまハムの集い・支部大会
開催日時　12月4日（日）10：00〜15：00
場所　朝霞市コミュニティーセンター（予定）　朝霞市

青葉台1-7-1
※詳細は，支部HPで案内します

第41回オール埼玉コンテスト
日時　令和5年1月9日（月/祝）09：00〜15：00（JST）
参加資格　日本国内（陸上）のアマチュア局，SWL
使用周波数帯　JARLコンテスト使用周波数帯，総務省

告示による使用区分を使用
参加部門　○県内電信電話の部　○県外電信電話の部　
参加部門・種目・コードナンバー（別表）
埼玉県内登録クラブ対抗部門
呼出　○電話　県内局「CQ埼玉コンテスト」　県外局
「CQ埼玉コンテスト（こちらは県外局）」　○電信　県
内局「CQ ST TEST」　県外局「CQ STX TEST」
コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋市区町村ナ

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

にされた交信を得点，モードにより電信←→電信：2点　
電話←→電話（電信）1点　※県外局どうしの交信は，
得点とならない　○SWL：送信，受信局の識別信号

（呼出符号，コールサイン）ならびに送信局のコンテス
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トナンバーの完全な受信を1点　※次の場合は得点と
ならない　・県外局どうしの交信の受信　・県外の
SWLが県外局の送信を受信

マルチプライヤー　［アマチュア局］○県内局：異なる都
府支庁県数，埼玉県内の市区町村数　○県外局：埼
玉県内の市区町村数　［SWL］○県内：異なる都府支
庁県数，埼玉県内の市区町村数　○県外：送信局の
異なる埼玉県内の市区町村数

総得点　○シングルバンド：当該バンドにおける得点の
和×当該バンドで得たマルチプライヤーの和　○マル
チバンド：各バンドにおける得点の和×各バンドで得
たマルチプライヤーの和

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

提出締切日　2023年1月25日（水）消印有効
書類提出先　○郵送：〒341-0021 埼玉県三郷市さつき

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

賞　各参加局数に応じて，次の順位のJARL会員局に賞
状を贈る　○参加局が10局以下：1位のみ　11局以
上20局以下：2位まで　21局以上30局以下：3位まで　
31局以上：5位まで　○埼玉県内登録クラブ対抗は3
位まで　○書類提出した希望する局には参加証明証を
送る。書類提出先に定形封筒（はがきサイズの用紙が
入る大きさに限る）に，84円切手を貼付，送付先の住所，
名前，コールサインを記載し郵送。参加証明証の受付
は，2023年4月30日（消印有効）

失格事項等　次の場合は失格　○ログシートに記載され
ている交信または受信局のコールサイン等について審
査の結果，明らかに虚偽の記載が認められた場合　○
JARLコンテスト規約に準じる

結果発表　支部HPで公開（予定），入賞者は，JARL 
NEWS 2023年夏号に掲載

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

省略　○入間郡　越生町130012　三芳町130014　毛
呂山町130015　○大里郡　寄居町130026　○北足立
郡　伊奈町130031　○北葛飾郡　杉戸町130043　松
伏 町130044　 ○ 児 玉 郡　 上 里 町130062　 美 里 町
130063　神川町130064　○秩父郡　小鹿野町130072　
長瀞町130073　東秩父村130074　横瀬町130075　皆
野 町130079　 ○ 比 企 郡　 小 川 町130081　 川 島 町
130082　 滑 川 町130084　 鳩 山 町130085　 吉 見 町
130086　嵐山町130087　ときがわ町130089　○南埼
玉郡　宮代町130093

	 		技術講習会開催
　2022年7月24日技術講習会をZOOMにより開催しま
した。内容は「サテライト通信超入門」講師はJM1LRA
新井利男様，参加者22名，サテライト通信をこれから
始めてみようと思っている方に焦点を合わせて2時間に
わたり講演をおこないました。とてもわかり易いと好評
でした。

茨 城 県
支部役員・監査指導委員・クラブ代表者会議
日時　10月16日（日）13：30〜16：00
場所　那珂市中央公民館　那珂市福田1819番地　☎

029-298-5680

2022ARDF茨城競技大会
日時　11月26日（土）　3.5MHz帯部門
集合場所　水戸市森林公園大駐車場
受付時間　8：00〜9：00　
競技周波数　3520kHzクラシック
競技時間　120分，スタート10：00予定
競技内容　JARL ARDF競技規則（茨城ルール）　
クラス　○女子：W15/17/19/21/35/50/60　○男子：

M15/17/19/21/40/50/60/70
参加費用　1部門1クラス1名の個人参加　○一般：1,000

円　○19歳以下：500円　※途上保険付き　○参加
費用は申込の返信内でお知らせ　○昼食等は各自持参
締切　11月20日（日）
申込方法　○メール添付または郵便で誓約書付の参加申

込書を　Eメール：jh1dlj@jarl.com　郵送：〒310-
0836 水戸市元吉田町733　田中康正　○共催からの
申込みは各学校へ
その他　注意事項等は申込の返信および当日受付に掲示　
共催　2022高等学校ARDF競技大会関東・東北地区秋

季大会

第41回茨城県支部賀詞交換会中止　
　令和5年1月14日，15日に予定してました賀詞交換会
は，諸般の事情にて中止いたします。

栃 木 県
第3級アマチュア無線従事者養成講座

開催日時　10月22日（土）9：00〜19：00ごろ
講習会番号　A22-559　
募集定員　49名　※定員に達成次第締切

Report

（別表）参加部門・種目・コードナンバー

種目 コードナンバー
県内 県外

シングルオペ

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

マルチオペ オールバンド S-MA X-MA
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場所　パルティとちぎ男女共同参画センター301研修室
申込方法　○ネット：JARD HPから（http://www.jard.

or.jp/course/index.html）　※こちらを優先的に取扱　
○申込後の受講料は必ず，1週間以内に払込み　※養
成課程講習会のお申込み手順参照　○来訪または送付
依頼（事前確認が無い場合，無効になる場合がある）　
住所：〒320-0071 宇都宮市野沢町229-14　橋本方　
※詳細は，支部HP参照。すでに4級アマチュア無線
従事者免許をお持ちの方は，ステップアップを目指し，
ぜひチャレンジをお願いします

第2級アマチュア無線技士国家試験合格の 
ための支援講習会　

対象者　資格取得を目指し自主的に勉強中で，合格する
ための意欲のある方　※県外の皆さんの参加も，お待
ちしてます

開催日時　11月6日（日）9：30〜16：30（進行状況によ
り変更の可能性あり）　※昼食休憩12：00〜13：00

（食事は各自準備）
場所　パルティとちぎ男女共同参画センター202研修室
費用　無料
募集人員　約10名　※JARL会員を優先。応募人員が

少ない場合は，中止する場合があります
募集締切日　10月31日
持参品　第2級ハム国家試験問題集2020/2021年版（CQ

出版社）　※上記問題集は，各自準備をお願いします。
筆記用具等

申込方法　下記のメールアドレスに受講の連絡　Eメー
ル jh1rnm@jarl.com　〇申込時に下記の内容を記載
し，送付　①住所（含む〒）　②氏名　③電話番号　
④コールサイン（取得者）　※事前に要望事項があれ
ば，その内容を記載してください

栃木県総合防災訓練「非常通信訓練」
開催日時　12月11日（日）9：00〜12：00（JST）
訓練会場　栃木市総合運動公園　多目的グラウンド　

栃木市川原田町760
主催者等　栃木県と栃木市との共催とし，県知事を訓練

統監，栃木市長を訓練本部長
防災訓練の概要（今後変更になる場合がある）　災害時の

アマチュア無線の有益な運用の試験と非常時に備えた
通信機器の展示，説明，支部活動の広報とパンフレッ
トの配布等

支部役員・監査指導員・クラブ代表者会議
開催日時　12月25日（ 日 ）10：00〜12：00（ 予 定：

ZOOM会議に変更の可能性あり）
場所　パルティとちぎ男女共同参画センター
議題　○来期の事業計画について　○来期予算について　

○その他

群 馬 県
令和4年度群馬ハムの集い

　JARL会員のほかどなたでも参加できます。会員以外
の方やアマチュア無線に興味がある方をお誘いいただき
お出かけください。
　JARL入会を受付けます。キャンペーン中で入会金を

免除し記念品を贈呈。3年会費で継続の方にも記念品。
この機会にぜひ入会・継続ください。
日時　11月27日（日） 10：00〜15：00
場所　太田市産業支援センター　群馬県太田市吉沢町

1058番地5
内容　［10：00受付開始］〇クラブ等展示　〇不用品フ

リーマーケット　〇アマチュア無線なんでも相談コー
ナー（ニューカマー歓迎）　〇JARL入会受付　〇
JARL転送QSLカードの受付　〇アイボール10アワー
ド等　〇お楽しみ抽選会　※最新情報は支部HP参照

（http://www.jarl.com/gunma/）
出展（店）の申込　クラブで出展（店）希望のある方，個

人で出展（店），ジャンク店も歓迎　○先着順に受付け
ますが，出展（店）希望者が多い場合会場の都合でお
断りすることがあります（JARL登録クラブは優先）　
○出店（主に販売）の方は申込み受付時にコロナウイル
スの感染対策の為，屋外駐車でお願いする場合があり
ます　○出展（主に展示）の方で室内希望の方は小間
割の関係があります。事前に概要，電源使用の有無を
お知らせください　○室内では展示用に使用するテー
ブルの保護のためのテーブルクロスなど用意。椅子の
数が少ないため必要であれば組立て椅子等も用意　○
出展（店）の準備は9：30から　○申込は整理の都合で
11月12日（土）〜11月19日（土）に電子メールで
出展（店）の申込先　○Eメール：je1syn@jarl.com　※

3日以内に返信しますので，返信がない場合は再度問
合せください

山 梨 県
第35回県民の日記念公開運用

日時　11月20日（日）10：00〜15：00
会場　小瀬スポーツ公園内
運用局　山梨支部社団局　JE1ZRL
周波数　7/10/21/144/430MHz（予定）
※運用希望の方は，必ず無線従事者免許証とJARL会員

証を持参　※新型コロナウイルス感染症の拡大状況に
よっては「県民の日」関連行事が中止される場合があ
ります。その場合，記念公開運用も中止。開催につい
ては支部HPで案内しますので，確認をお願いします

第59回山梨地区非常通信訓練コンテスト
開催日時　11月23日（水/祝）06：00〜09：00
参加資格　山梨県内のアマチュア局　※山梨県内のアマ

チュア局とは山梨県内に在住するアマチュア局　※当
日のみ県外から移動して運用した局は含まれない
使用周波数帯　 ○7MHz帯［7.060〜7.070MHz］　 ○

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

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

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

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

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

呼出　「CQ山梨OSOコンテスト」
コンテストナンバー　次のナンバーを交換　○「クンレ

ン」を前置　○RS符号による相手局のシグナルレポー
ト　○自局の運用場所を示す市町村名　○電文「異常
なし」　例）相手局のシグナルレポートが59，自局の運
用場所が甲府市の場合，「クンレン59甲府市異常なし」

交信上の禁止事項　○クロスバンドによる交信　○コン
テスト中の運用場所の変更　○シングルオペの同一ま
たは異なるバンドにおける2波以上の電波の同時発射　
○マルチオペの同一バンドにおける2波以上の電波の
同時発射　○マルチオペの複数地点からの運用　○
V/UHF帯における「呼出周波数」での電波の発射

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

総得点　○シングルバンド：当該バンドにおける得点の
和×当該バンドで得たマルチプライヤーの和　○マル
チバンド：各バンドにおける得点の和×各バンドで得
たマルチプライヤーの和

書類の提出　○JARL制定のサマリーシート，ログシー
ト（または同形式）　※部門に応じて，次のとおり　・
マルチオペ：運用した者の全員の氏名，無線従事者資
格をサマリーシート意見欄に明記，ログシートには交
信ごとに運用した者の氏名を記入　○ニューカマー：
免許年月日をサマリーシート意見欄に明記　○書類は
種目のうち，いずれか1種目のみに提出　○JARL登
録クラブ対抗に参加する場合，登録クラブ番号，また
は名称をサマリーシートに記入　○入賞対象者につい
て，必要に応じて資料等の提出を求める場合がある　

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

方  第59回山梨地区非常通信訓練コンテスト担当宛　
○Eメール：jr1ety@jarl.com

※その他詳細は支部HP参照

行事予定
その他の10月〜12月の行事予定は下記のとおりです。
10月9日（日）　電波教室（ラジオの制作）
10月16日（日）　支部役員・監査指導員・クラブ代表者

合同会議
11月6日（日）　第三級アマチュア無線技士養成講習会/

山梨県地震防災訓練
12月18日（日）　支部役員会議

地 方 本 部
第47回東海マラソンコンテスト

※掲載している内容は，主なものです。詳細は東海地方
本部HP，右記QRコードをご覧ください
期間　11月1日00：00〜7日24：00（JST）
資格　日本国内の陸上で運用するアマ

チュア局，SWL
交信（受信）相手　○2エリア内の局（以

下管内局），D-STARレピータ部門に参加する局：日
本国内の陸上で運用するアマチュア局　○2エリア外
の局（以下管外局）：2エリア内の陸上で運用する局　
○SWL：管内・管外を問わず2エリア内の陸上で運用
する局 
使用周波数帯　50MHz帯以上で自局に許可された周波

数帯（JARLコンテスト使用周波数帯に限定しない。
コンテストに参加していない方への配慮を）
部門・種目・コードナンバー（別表）
呼出　○電信「CQ TKI TEST」　○電話・D-STAR「CQ

東海マラソンコンテスト」　※通常の呼出応答による
交信も可
コンテストナンバー　管内局，管外局部門：RS（T）＋

バンドごとに001から始まる連続番号　○D-STARレ
ピータ利用部門：RS（T）＋自局が中継のために直接
アクセスしたレピータ局のコールサイン（8文字）　※
中継に使用したレピータ局のコールサインは，送信局
または 受信局が中継のために設定した（D-STAR無線
機のRPT1に設定した）直接アクセスするレピータ局の
コールサイン（8文字目のAまたはBまで省略せず記録）
得点　コンテストナンバーの交換が完全な交信（受信）を

使用バンドにより　○管内局，管外局部門：50〜
430MHzバンド1点　1200MHzバンド2点　2400MHz
バンド5点　5600MHzバンド10点　10.1GHzバンド
以上20点　※同一局との交受信は，同一バンドにお
いて電信・電話・D-STARそれぞれ1交信（受信）ずつ
有効　○D-STARレピータ利用部門：自局と交信（受
信）局のレピータ局コールサインが同一（山掛け交信）
の場合1点　自局と交信（受信）局のレピータ局コール
サインが異なる（ゾーン内，ゲート越交信）場合2点　
※同一局との交受信は，交受信日，相手局の運用バン
ドのいずれかが異なればそれぞれ有効
マルチプライヤー　1各バンドごとのサフィックスのラ

ストレターの数（1バンド当たり最大26）　※ログシー
トのマルチプライヤー欄には，新たに獲得したラスト
レターを記入　2運用日数（最大7）　※サマリーシー
トの局種係数の欄に記入
総得点　○シングルバンド：当該バンドで得た得点×当

該バンドで得たマルチプライヤー1の合計×マルチプ
ライヤー2　○マルチバンド（1200MHzバンド以上種
目も含む）：各バンドで得た得点の合計×各バンドで

エリア 東海地方2

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1の合計×マルチプライヤー2 
書類提出　○JARL制定のログシート・サマリーシート

または同形式，サマリーシートを一番上に，左上をホ
チキスなどで留める　○社団局は運用者の姓名（また
はコールサイン）・無線従事者資格を意見欄に明記　
※記入できない場合はサマリー裏面か別用紙（他の書
類と同サイズ）に記入。運用者が1名であってもマル
チオペリストの記入が必要　○Webから提出：JARL
主催コンテストの電子ログと同形式，ログは必ず運用
バンドごとにまとめて送信　

締切　11月21日（月）当日消印有効
提出先　○専用Webサイト： https://

www.tokai-jarl.jp/tkitest/tokai-log.
html（右の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「東海マ
ラソンコンテスト」係　※コンテストログ在中と朱書 

問合せ　提出先までSASE，または問合せ用Webサイト
（https://www.tokai-jarl.jp/tkitest/inquiry.html）へ 

東海マラソン賞
　東海地方本部コンテスト委員会では，2003年度以降，
長期に渡って東海マラソンコンテストに参加した局のう
ち希望者に東海マラソン賞を贈ります。
申請方法　○指定の申請書を東海地方本部コンテスト委

員会Webサイトからダウンロードするか，申請先まで
SASE（定形最大封筒に84円切手貼付）で請求　○申
請書に所定の事項を記入，集めた異なる年度の参加賞
または完走賞5枚のコピー，申請手数料（切手200円分）
を申請先まで提出　※その年度の東海マラソンコンテ
ストに参加した場合は，申請書をログと同時に提出し
ても構いません。この場合，その年度の参加賞または
完走賞送付用封筒が同封されているときに限り，集め

た参加賞または完走賞のコピーは4枚で結構です（残
りの1枚はその年度の参加賞または完走賞で充当。郵
送料金不足に注意。参加賞，完走賞送付用封筒が同
封されていない場合は，充当による申請はできない）
申請先　 〒470-0391 豊 田 北 郵 便 局 私 書 箱 第20号　

JA2RL「東海マラソン賞」係　「東海マラソン賞申請書
在中」と朱書
本年度の申請期間　2022年11月1日〜2023年3月31日（当

日消印有効）
注意　○各年度の参加を証明する書類（コピー）は当該

年度の参加賞または完走賞のいずれか。参加賞，完走
賞のいずれも所持していない場合はその年度に関する
申請はできない。同一年度の参加賞，完走賞はそのい
ずれかのみその年度の参加証明として使用できる　○
申請に関わった年度の参加賞・完走賞は，以後の東海
マラソン賞の申請に使用することはできない　○提出
された書類は返却しません。参加賞，完走賞は必ずコ
ピーを送る　○申請期間終了後の申請は次回の申請期
間までお待ちください 

静 岡 県
2022静岡県支部ARDF競技大会兼 

静岡県高等学校ARDF競技秋季県大会
※新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ，直前に
大会を中止する場合があります。
開催日　11月20日（日）受付8：45〜9：15
開催場所　高天神城址周辺　静岡県掛川市（予定）
集合場所　大東北公民館　静岡県掛川市下土方（予定）
周波数　クラシック競技　144MHz帯部門（電波型式

A2A）
参加費　JARL会員1,000円　非会員2,000円　※大学生

以下のJARL会員500円，非会員1,000円（傷害保険料
含む）　※新型コロナウイルス感染症対策，食中毒防
止のため各自で食事を準備
競技クラス　JARL制定のARDF競技大会規約による
競技方法　JARL制定のARDF競技の実施方法による
表彰　ARDF競技の実施方法に準じて表彰（個人表彰のみ）
申込方法　○郵送：JARL指定の申込書と返信用封筒
（長形3号に84円切手を貼り宛名記入）　○Eメール：
JARL指定の申込書（PDF）を添付（返信封筒不要）　
※申込書は，JARL Webでも入手可
受付期間　10月17日（月）〜11月5日（土）まで（必着）
その他　○未成年者の携帯電話，緊急時使用にての携帯

は可　○新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため
以下の対策を講じます　・受付，開会式，表彰式等の簡
略化　・スタート，ゴール等での選手，スタッフの相互
距離を確保　・中止の可能性を考慮し参加費は当日徴収
問合せ　Eメール：ja2jna@jarl.com　支部長 岡本
申 込 先　 〒410-2407 静 岡 県 伊 豆 市 柏 久 保289-5　

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

構いませんので，希望者は上記の問合せ先まで
共催　静岡県高等学校文化連盟

令和4年度静岡県支部技術講習会
　支部としては久しぶりの企画となります。ぜひ参加く

（別表）部門・種目・コードナンバー
部門 種目 コードナンバー

管内局

個人電信電話オールバンド
個人電信電話50MHz帯
個人電信電話144MHz帯
個人電信電話430MHz帯
個人電信電話1200MHz帯以上

T-SMA
T-SM50
T-SM144
T-SM430
T-SM1200

個人電信オールバンド
個人電信50MHz帯
個人電信144MHz帯
個人電信430MHz帯
個人電信1200MHz帯以上

T-SCA
T-SC50
T-SC144
T-SC430
T-SC1200

個人電話オールバンド
個人電話50MHz帯
個人電話144MHz帯
個人電話430MHz帯
個人電話1200MHz帯以上

T-SPA
T-SP50
T-SP144
T-SP430
T-SP1200

個人D－STARオールバンド T－SDA
社団電信電話オールバンド T-M
SWL電信電話オールバンド T-SWL

管外局

電信電話オールバンド
電信オールバンド
電話オールバンド
D－STARオールバンド
SWL電信電話オールバンド

X-M
X-C
X-P
X－D
X-SWL

D－STAR 個人D－STARオールバンド R－SDA
レピータ 個人D－STAR430MHzバンド R－SD430
利用部門 個人D－STAR1200MHzバンド R－SD1200 
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ださい。
日時　12月17日（土）13：00〜受付　13：30〜16：30　

講習会
会場　静岡県立静岡高等学校　同窓会館2階　大会議室　

静岡市葵区長谷町66
目的　自分でアンテナを作ることによって，ものづくり

の達成感を味わい，実際に使ってみることで，アンテ
ナの重要性を体感してもらう

内容　430MHz帯のハンディ機用GPアンテナをVVF
ケーブルを利用して作る

参加費（材料費）　○JARL会員：500円（会員証持参）　
○JARL非会員：1,500円　○高校生以下：無料　※
参加費は，当日受付で集金

申込方法　コールサイン，名前，住所，年齢，連絡の
つきやすい電話番号，JARL会員か否か等を書いて
JA2JNA岡本 ja2jna@jarl.com まで

申込締切　11月30日（水）必着
定員　20名
問 合 先　JA2JNA 岡 本　E メ ー ル：ja2jna@jarl.com　

☎090-3250-0303
※駐車場は，当日野球の試合等があると校内にはほとん

ど停められなくなります。その場合は近くの有料のコ
インパーキングなど利用ください　※新型コロナの感
染状況で中止になる場合もあります

岐 阜 県
岐阜県支部大会（ハムの集い2022）

日時　10月23日（日）10：00〜15：00
場所　タウンホール「とみか」　岐阜県加茂郡富加町滝

田1555　マップURL https://goo.gl/maps/T2ixx7gqz 
3rfKPqF8

リアル開催　ブース，ジャンク市等通常の対面開催です。
ブース，ジャンク市の詳細，募集は支部ブログにて

ぎふ信長まつり
日時　11月5日（土），6日（日）10：00〜15：00
場所　岐阜市JR岐阜駅北口広場　岐阜県支部移動運用

他　各ブース　※詳細が決まり次第ブログ（http://
jarl-gifu.seesaa.net/）に記載

愛 知 県
愛知県支部非常通信訓練

　 愛知県支部では，次のとおり「第26回愛知県支部非
常通信訓練」を実施しますので，愛知県内のアマチュア
局の積極的な参加をお願いします。
　なお,今回は「内閣府・愛知県・常滑市地震・津波防
災訓練」との合同訓練とします。
　詳細は右記QRコードから参照してく
ださい
・日時　11月6日（日）9：00〜10：00まで
・参加資格は原則として愛知県内で運用

するアマチュア局としますが，県外から
の参加も可能です。また，JARL会員以外でも可能です

・運用条件（非常電源利用など）の制限はありませんの
で，商用電源利用など自由な運用条件で気軽に参加し
てください

・144，430MHz 帯 で FM 電 話（ シ ン プ レ ッ ク ス ），

430MHz帯ではレピータ利用による訓練も実施します。 
また，D-STARによる訓練も実施します

・参加局には訓練参加証明をおこないます（県外局は受
信レポートで可）

　詳細は支部HP（https://www.jarl.com/aichi/event/
training.html）をご覧ください

内閣府・愛知県・常滑市地震・津波防災訓練

日時　11月6日（日）9：00〜12：00　  
※津波防災の日（11月5日）に近い日曜
日。詳細は右記QRコードを参照

場所　常滑市内（予定）　アマチュア無
線ブースは，実働訓練・防災啓発会場

（メイン会場）の予定
訓練概要　○南海トラフ地震等の大規模地震および，こ

れにともなう津波への関心が高まっているなか，災害
発生時のアマチュア無線の有用性をアピール　○実働
訓練・防災啓発会場（メイン会場）にて，アマチュア
無線に関するブース展示　○大規模災害発災時に活躍
する「アマチュア無線」の紹介　○会場内外のアマチュ
ア無線音声通信デモ　○運用体験局による無資格者の
アマチュア無線の体験　○D-STARによる画像・文
字伝送の展示　○地元，アマチュア無線クラブによる
無線通信訓練　○その他 

あいち防災フェスタ

日時　11月13日（日）10：00〜16：00
詳細は右記QRコードから参照してくだ
さい
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
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イブ,展示体験コーナー等　※会場にて,運用体験局
8J2YAA/2による無資格者のアマチュア無線運用体験
も予定 

詳細は https://www.quake-learning.pref.aichi.jp/bosai-
festa/ 参照

三 重 県
非常通信訓練

　今年は，10月23日（日）に実施予定です。
　支部では防災関連で三重県と協定を結んでおり，毎年
県が開催する三重県総合防災訓練に毎回参加しておりま
す。今年は尾鷲市をメイン会場として開催されます。
　津市（県庁舎）を中心に中継局の開設も含め，三重県
防災アマチュア無線連絡会と連携し，県内全域のクラブ
局・個人局による通信訓練を計画しております。県の訓
練内容が決定次第，具体的な内容を支部HP（https//
www.jarl.com/mie/） に記載しますので，各局の参加を
よろしくお願いします。

三重県ハムフェスティバル2022 
（三重県支部大会併催）

　アマチュア無線に興味の有る方ならどなたでも参加い
ただけます。久しぶりに対面方式でおこないますので，
感染予防に努めていただきぜひお越しください。
日時　12月4日（日）10：00〜16：00
場所　明和町中央公民館　〒515-0332 三重県多気郡明

和町馬之上944-6
プログラム　○支部大会式典　○コンテスト表彰　○講

演会等（演題未定）　○登録クラブ展示　○各種機器
展示　○支部と語る会　○支部社団局公開運用　○
自作品コンテスト　他

　今年も皆さん（来場者並びにスタッフ）の感染予防の
観点から，各種販売・ジャンク市等はおこないません
ので，注意ください　※内容の詳細，会場へのアクセ
スは支部HP（https://www.jarl.com/mie/）参照。特
に，新型コロナウイルス感染状況によっては中止・内
容の変更等があります，必ず支部HPをご覧のうえお
越しください

その他　当日，会員証を持参。先着順で記念品のプレゼ
ントを予定。支部社団局JJ2YJCの公開運用のオペ
レートも可能

京 都 府
支部大会

　次のとおりJARL京都府支部大会（ハムの集い）を開催
する予定です。
　新型コロナ感染への対応から，内容は直前まで変更の
可能性があります。詳細は支部HP（https://www.jarl.
com/kyoto/）でお知らせします。
日時　11月23日（水/祝）
　ぜひ参加いただきますようよろしくお願いします。

第39回 KCWA CWコンテスト
日時　12月04（日）10：00〜20：00

エリア 関西地方3

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　電信（A1A）　※JARL主

催コンテスト使 用 周 波 数 帯3.510MHz〜3.530MHz/ 
7.010MHz〜7.040MHz　※期間中はコンテストに参加し
ない局も交信しています。使用周波数帯をまもり，他の
交信に混信・妨害を与えることのないようお願いします
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点とし，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　※重複交信得点件数＋重複マル
チ計上件数÷得点計上交信数＝2%を超える時
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　
※WEB受付は都合により中止することがある
提出締切　12月31日（土）当日消印（メール送信）有効
提 出 先　 ○ E メー ル：kcwa2022@kcwa.sakura.ne.jp　

ja3dlm@jarl.com　 ※ 二か所にメー ルしてください　
メールの件名に自局のコールサインのみを必ず記入　
○書類の場合：☎080-2249-0599へ連絡。送り先をお
知らせします　※封筒に自局のコールサイン明記，記
録媒体同封歓迎
発表　JARL NEWS春号に掲載予定。直接入手希望の

方は94円切手貼付のSASE（コールサインも明記）同封　
KCWA HP（https://kcwa.sakura.ne.jp/ ）に掲載
共催　関西ハムセミナー・JARL京都府支部・京都CW

愛好会
＜KCJ制定都府県支庁略称＞　宗谷SY　留萌RM　上

川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　

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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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
2022年滋賀県支部ハムのつどい

　会員・非会員を問わず，皆さんの参加をお待ちしてい
ます。
　通常であれば100人程度の収容が可能ですが，コロナ
禍であり，3密を防ぐ必要があることから，滋賀県内の
方の参加を優先させていただきたいと思います。会館は
土足厳禁です。会館にはスリッパが有りますが，可能な
限り上履きを持参ください。
日時　11月13日（日）10：00〜15：00まで ※受付は9：

30から
場所　草津市南笠公民館（JR南草津駅下車，国道1号大

津方面狼川交差点を琵琶湖側へ，JRガード潜って右
側。徒歩約20分）　草津市南笠町1217　※駐車場は
あります

内容　［午前］第26回ALL滋賀コンテストの表彰式，
JARL理事会報告，関西地方本部報告　［午後］○特
別講演会「10mFMの楽しみ方について」JARL東京都
支部長 JG1DKJ　澤田倉吉氏　○お楽しみ抽選会，別
室でジャンク市も開催　○会場ではJARL入会，会費
の支払いもお受けします。この会場での入会（1年会
費）については，催事限定の入会金（1,000円）の免除
が受けられますので，この機会に入会をお勧めします　
○その他：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

奈 良 県
製作技術講習会の開催中止

　10月23日（日）に予定していました「製作技術講習会」
の開催を中止します。

「青少年のための科学の祭典2022」 
奈良大会のブース出展中止

　JARL NEWSの原稿締切の，8月20日現在で，「青少
年のための科学の祭典2022」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見合わせます。

大 阪 府
第28回オール大阪コンテスト

日時　11月6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

参加資格　日本国内で運用するアマチュア局，SWL局　
○府内局：大阪府内で運用する局　○府外局：大阪
府以外で運用する局

使用周波数帯　1.9MHz（CW）〜2400MHz帯JARL制定
のコンテスト周波数，1200MHz帯2400MHz帯のアマ
チュアバンド

呼出方法　○大阪府内局　電信/デジタル「CQ OSKO 

TEST」　電話「CQ オール大阪コンテスト（こちらは
府 内 局 ）」　 ○ 府 外 局　 電 信/デジタル「CQ OSK 
TEST」　電話「CQ オール大阪コンテスト」
交信の相手　○府内局：日本国内で運用する全てのアマ

チュア局　○府外局/SWL：大阪府内で運用するアマ
チュア局
コンテストナンバー　○府内局：RS（T/V）＋大阪府内

の市郡区ナンバー　※YL局，オペレーターの年齢が
20歳未満の局は最後に「Y」を付ける　○府外局：RS

（T/V）＋JARL制定の都道府県・地域等のナンバー　
○8J3RL・8J3OL/3：RS（T/V）＋大阪府内の市郡区
＋Y　※8J3RL（池田市固定運用）5992506Yまたは
592506Y。8J3RL　8J3OLはコンテストに参加する予
定ですが急遽参加できない場合は了承ください
参加部門・種目・コードナンバー

種目
コードナンバー

府内局 府外局
電信部門 電話部門 電信部門 電話部門

シングル
オペ

マルチバンド CM-O FM-O CM FM
1.9MHz C19-O ─ C19 ―
3.5MHz C35-O F35-O C35 F35
7MHz C7-O F7-O C7 F7
14MHz C14-O F14-O C14 F14
21MHz C21-O F21-O C21 F21
28MHz C28-O F28-O C28 F28
50MHz C50-O F50-O C50 F50
144MHz C144-O F144-O C144 F144
430MHz C430-O F430-O C430 F430
1200MHz C1200-O F1200-O C1200 F1200
2400MHz C2400-O F2400-O C2400 F2400
マルチバンド 
YL/YM

CY/
LM-O

FY/
LM-O

─ ─

SWL CSWL FSWL CSWL FSWL
マルチ
オペ

マルチバンド CA-O FA-O CA FA

デジタル
部門

SSTV 
マルチバンド

SSTV-O SSTV

RTTY 
マルチバンド

RTTY-O RTTY

得点　○アマチュア局：バンドごとに異なる局との交信
1点　○SWL局：バンドごとに異なる府内局の受信1
点　※コンテストナンバーに「Y」がある交信2点
マルチプライヤー　○府内局：大阪府を除くバンドごと

の交信した異なる都府県・地域および大阪府内の市区
郡数の和　○府外局/SWL：バンドごとに交信（受信）
した大阪府内の市区郡数の和
得点の計算　○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の和
提出先　○電子メール：allosaka-28@jr3yrl.net　○郵

便：〒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
提出期限　郵便：11月21日（月）消印有効　電子メー

ル：11月20日23時59分まで
　禁止事項，参加記念品，結果発表など詳細は支部HP
（https://www.jarl.com/osaka/）で必ず一度はご覧く
ださい
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兵 庫 県

令和5（2023）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）　2023年1月4日（水）09：00〜21：00

まで
変更点　○奨励賞の対象市郡から加東市を削除　○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　○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
信および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

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

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

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　2023年1月18日（水）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
中国地方本部内各県支部の監査指導委員公募  
　中国地方本部内各県支部の監査指導委員を公募します。
　担当業務は「アマチュアバンド内の電波のモニター」
です。本業務について関心が高い方で中国地方にお住ま
いの会員の方は，下記連絡先にメールをお送りください。
　折り返し，内容説明の案内をお送りします。
　Eメール chugoku-area-monitor@googlegroups.com

山 口 県
2022年ハムの集いin山口

日時　11月6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　 ○QSLカー ドの受 付　 ○DXCC用カー ドの

フィールドチェック　○当日，体温が37.5度以上の方
は参加をご遠慮ください　○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/）にて逐次掲載

柳井祭り協賛JA4RL/4運用
　山口県支部では「白壁の町，心のふれあい」をテーマ
に開催される柳井祭りに協賛し，JA4RL/4の公開運用，
8J4JARL/4青少年体験公開運用を次の要領で実施します。
場所　柳井市文化福祉会館および周辺
日時　11月23日（水/祝）9：00〜15：00（公開運用）

エリア 中国地方4
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