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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）
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運用周波数　3.5MHz〜144MHz　※コンデションによ
り運用

フォックスハンティング　受付10：00〜10：30  スター
ト11：00〜

周波数　145MHz帯　電波型式：F2Aを使用
展示品　レトロ無線機の展示等
※JA4RL/4運 用サー ビスは11月19日 〜22日まで，

3.5MHz〜144MHzで柳井市周辺で運用
連絡先　柳井市余田2371-1  河村茂雄 JA4CNE
　コロナ感染状況により柳井祭りが中止となれば，行事，

運用等中止

鳥 取 県
2022オール鳥取コンテスト

＜規約の改正点＞　○呼出：電信の場合，県外局「CQ 
TTX TEST」，県内局「CQ TT TEST」とし，コール
サインに「/TT」は付けない　○得点：電信電話部門
で，同一バンドで同一局と電信と電話で交信した場合
は，それぞれ1点ずつ計上することができる　○提出
書類：郵送による受付はおこなわないこととし，Eメー
ル送信先を変更　○その他：サマリーシート，ログ
シートを受付けた後，支部HPにコールサインを掲載

日時　10月10日（月/祝）06：00〜12：00
参加資格　国内のアマチュア局
周波数帯　3.5〜1200MHz（3.8/10/18/24MHzは除く）
呼出　〇県外局　電話「CQ鳥取コンテスト」　電信「CQ 

TTX TEST」　〇県内局　電話「CQ鳥取コンテスト 
こちらは県内局」　電信「CQ TT TEST」

コンテストナンバー　○県外局：RS（T）＋都道府県ナ
ンバー（北海道は01）　○県内局：RS（T）＋JCC・G
ナンバー

交信相手　○県外局：鳥取県内局　○県内局：鳥取県
内を含む全日本の局

得点　○完全な交信を1点　○同一バンドで同一局と電
信と電話で交信した場合，それぞれ1点を計上可　○
クロスバンドによる交信は認めない

マルチプライヤー　○県外局：鳥取県内の異なる市郡数　
○県内局：鳥取県内の異なる市郡数＋鳥取県外の異な
る都道府県数

総得点　各バンドで得た得点の数×各バンドで得たマル
チの数

参加部門・賞　○県外局：個人局電信電話マルチ，個
人局電信マルチ，総合1〜3位，総合入賞局のエリア
を除くエリア別個人局：1位，社団局電信電話マルチ：
1位　○県内局：個人局電信電話マルチ，個人局電信
マルチ，個人局電信電話シングル，個人局電信シング
ル，以上1〜3位（各部門とも参加局が10局未満の時
は1位のみ），社団局電信電話マルチ：1位

提出書類　Eメールによる書類提出のみ受付ける。電子
ログ書類としてJARL主催コンテストにおける所定の
様式で作成したデータをテキストメールで，提出先
メールアドレスに送信。サマリーシートはR1.0フォー
マットを使用　※記憶媒体（フロッピーデスク，USB
メモリ，CD-R等）による提出は受付けない

締切　10月31日（月）Eメール着
提出先　jh4szy@jarl.com　 〒680-0921 鳥取市古海102  

岸本英夫

その他　○交信上の禁止事項は，ALL JAコンテスト規
約に準じる　○鳥取県内局の定義：鳥取県内で運用す
る個人局，社団局　○サマリーシート，ログシートを
受付けた後，1週間程度で支部HPにコールサインを
掲載　○問合せはEメールに限る

広 島 県
第1・2級国家試験対策勉強会

　第1級，第2級アマチュア無線技士の取得を目指す皆
さんの手助けとなるよう勉強会を開催します。
日時　11月26日（土）・27日（日）09：30〜16：30　※

両日とも
場所　○マエダハウジング安佐南区民文化センター　広

島市安佐南区中筋一丁目22-17　○Zoomによるオン
ラインミーティング
内容　第1級，第2級アマチュア無線技士国家試験に対

応した，法規の解説，無線工学の基礎的な内容，無線
工学の過去問演習など
定員　20名程度　※Zoomでの参加はこの人数に含めない
申込　JJ4KME 古城朋和　Eメール：jj4kme@gmail.

com　☎090-7894-7735
※ 詳 細：https://www.jarl.com/hiroshima/kokushi_ 

2022-2.html

香 川 県
2022年度香川マラソンコンテスト

　JARL会員，非会員の区別なく入賞者は表彰
期間　12月1日（00：00）〜12月15日（24：00）
参加部門　［個人局］○シングルバンド・シングルモード

の 部　・ 電 信：1.9MHz 〜 10GHz 帯　・ 電 話：
1.9MHz〜10GHz帯　○マルチバンド・マルチモード
の部　○マルチバンド・電信の部　○RTTY，ATV，
FAX，SSTV，FT8（FT4含む）の各部・マルチバンド　

［社団局］マルチバンド・マルチモード　［ニューカ
マー局］マルチバンド・マルチモードの部（12月1日現
在で開局5年未満の局）はエントリーされた方を全員
表彰　［SWL］マルチバンド・マルチモード　［その
他］3.8/10/18/24MHz帯は含まない
資格　香川県内にて運用するアマチュア局，SWL（コー

ルサインを持っている局のSWL部門への参加は認め
ない）
呼出　○電話「CQ香川マラソンコンテスト」　○電信
「CQ KA TEST」　○FT8（FT4含む） 「CQ KA」
コンテストナンバー　RS（T）＋発信市町ナンバー（また

は市町名）　※FT8（FT4含む）のRSTはデシベル情
報を使わず全ての交信を599　※ファイルの設定から
Txマクロ（M）に599＋市町ナンバーを登録，コンテ
ストではTx-5のマクロを選択　○香川県内で運用す
る局間のQSOのみ有効
注意事項　○同一局との交信は同一バンド内では1交信

のみ　○クロスバンドの交信は認めない　○2波以上
の電波の同時発射はすべて禁止　○一つのコールサイ
ンで複数の部門にログを出すことを禁止　○総務省告
示のバンド使用区別を守りレピータ，メインでのナン
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AUTUMN  2022

バー交換は絶対にしないこと　○電波法を守ること
得点　完全な1交信を1得点
マルチプライヤー　○各バンドで交信した異なる市町の

数　○日数マルチプライヤー：交信日数（ログ提出部
門の日数で最高は15日）

総得点　各バンドで得た得点の和×各バンドで得たマル
チの和＋日数マルチ

ログの記入方法　○ログ，サマリーシートはJARL制定
（A4）のもの，または同様式のものを，バンド別に整
理し交信順に記入　○サマリーシートはログの上部に
付けホッチキスで止める（複数の局を同封する場合は1
局ごとに綴る）

失格　○電波法またはこれに基づく命令，コンテスト規
約に違反したとき　○提出書類の不備　○虚偽の報告

締切日　2023年1月4日（水）必着
提出先　○〒769-1101 三豊市詫間町詫間4673-1　加藤

秀和様方　香川マラソンコンテスト係　○電子ログ
（Eメール）：所定の様式（JARL Webを参照）で作成
したデーターをテキストメール（添付は不可）として，
件名欄にコールサインを記入。kagawa@jarl.comに送
信　※到達確認の返信メールを送ります。データーは
CTESTWIN，HLTST7，HLTST8，ZLOG，
TurboHamlogCSVを希望

発表　2023年2月発行のJARL香川県支部報
入賞　入賞は各部門ごとに参加者数に応じて
表彰　2023年3月19日丸亀市アイレックスで開催予定

の「ハムフェステイバルin香川」会場
日数マルチ8日でFBな賞品　今年もコンテスト参加者

の内「日数マルチ8日以上のログ提出者」には，抽選
でFBな賞品が当たります

その他　○当コンテストに関する一切の権限は，JARL
香川県支部コンテスト委員会が有します　○ルール等
の問合せJA5ARW支部長まで

個人情報の利用について　JARLは，個人情報を取得し
た際の利用目的の範囲内でJARLの実施するコンテス
ト業務遂行（集計・審査・結果発表・賞状発送等）の
ために利用する

【市町ナンバー】　高松市3601　丸亀市3602  坂出市
3603　善通寺市3604　観音寺市3605　さぬき市3606　
東かがわ市3607　三豊市3608　宇多津町36001C　綾
川町36001G　直島町36003C　三木町36004B　土庄
町36005C　小豆島町36005D　琴平町36006A　多度
津町36006B　まんのう町36006F

高 知 県
第2回技術講習会（コンテストの電子申請）

　各コンテストの電子申請化が必要であるための講習で
す。参加者はハムログ等がインストールされている自分
のノートパソコンを持参ください。
日時　10月16日（日）13：00〜16：00
場所　県立青少年の家　第一研修室　吾川郡いの町天

王北1-14　☎088-891-5331
参加人員　10名程度
問合せ先　jg5uwk@outlook.jp （担当 横山）

実践講習会
　第4級従事者免許取得者でこれまでアマチュア無線機

など使用したことがない方のための使用方法，交信方法，
電波法違反となる事例等の講習会です。
日時　10月23日（日）10：00〜16：00
場所　県立青少年の家 第一研修室　吾川郡いの町天王

北1-14　☎088-891-5331
参加人員　15名程度
問合せ先　jg5uwk@outlook.jp （担当 横山）

第47回高知マラソンコンテスト
開催日時　11月1日（火）00：00〜11月10日（木）24：

00まで
参加資格　日本国内に在住するアマチュア局とSWL（ア

マチュア局の電波を受信する個人）
使用周波数帯　下記の周波数帯（10バンド）の各アマチュ

アバンド。総務省告示バンド使用区分による　※
1.9MHz〜430MHz帯はJARL主催コンテスト使用周
波数帯
部門・種目

部　門
種　目

県内局 県外局
電信 電信電話 電信 電信電話

1.9MHz C1.9 P1.9 XC1.9 XP1.9
3.5MHz C3.5 P3.5 XC3.5 XP3.5
7MHz C7 P7 XC7 XP7
14MHz C14 P14 XC14 XP14
21MHz C21 P21 XC21 XP21
28MHz C28 P28 XC28 XP28
50MHz C50 P50 XC50 XP50
144MHz C144 P144 XC144 XP144
430MHz C430 P430 XC430 XP430
1200MHz C1200 P1200 XC1200 XP1200
個人マルチ CKM PKM XCKM XPKM
ニューカマーマルチ（注1） ─ PNW ─ ─
ONEDAYマルチ ─ POD ─ ─
高知県全市町村マルチ
（注2）

─ POM ─ ─

社団マルチ ─ PSM ─ XPSM
SWLマルチ ─ SWL ─ XSWL

なお，詳しくは支部のHP（https://www.jarl.com/kochi/）
を参照してください

支部役員・クラブ代表者会議
日時　11月20日（日）10：00〜16：00
場所　県立青少年の家 第一研修室　吾川郡いの町天王

北1-14

地 方 本 部
第43回オール九州コンテスト

開催日時　11月22日（火）21：00〜11月23日（水/祝）
15：00（JST）まで
参加資格　日本国内のアマチュア局　○管内局：九州
（沖縄県を含む）で運用する局　○管外局：九州（沖縄
県を含む）以外で運用する局
交信相手　○管内局：日本国内のアマチュア局　○管

外局：管内局
参加部門・種目・使用周波数　※注意事項　○使用周

波数は最新のJARLコンテスト使用周波数帯に従う　
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○シングルオペレーター（SOP）部門の最大電力は
100W　 ※100Wを超えて参 加した局はマルチオペ

（MOP）部門　○QRP部門：空中線電力5W以下　○
ニューカマー（NEW）部門：局免許（再開局含）年月
日が開催日の3年前の同日以降に免許された局。免許
年月日をサマリーシートの意見欄に記載

種　目
電信電話部門 電信部門
コードナンバー コードナンバー
管内局 管外局 管内局 管外局

SOP

1.8MHzバンド KF1.8 XF1.8 KC1.8 XC1.8
3.5MHzバンド KF3.5 XF3.5 KC3.5 XC3.5
7MHzバンド KF7 XF7 KC7 XC7
14MHzバンド KF14 XF14 KC14 XC14
21MHzバンド KF21 XF21 KC21 XC21
28MHzバンド KF28 XF28 KC28 XC28
50MHzバンド KF50 XF50 KC50 XC50
144MHzバンド KF144 XF144 KC144 XC144
430MHzバンド KF430 XF430 KC430 XC430
マルチバンド KFSM XFSM KCSM XCSM

MOP マルチバンド KFMM XFMM ─ ─
QRP マルチバンド KQRP XQRP KCQRP XCQRP
NEW マルチバンド KNEW XNEW ─ ─

呼出　○電話「CQコンテスト（またはCQ 九州コンテス
ト）」　○電信「CQ TEST（またはCQ 6 TEST）」

コンテストナンバー（JARLに準じる）　○管内局：RS
（T）＋市郡区ナンバー　○管外局：RS（T）＋都府県
地域ナンバー

得点　コンテストナンバーの交換が完全にされた交信を
1点　○同一バンドにおける重複交信（同一局との2回
以上の交信）0点　※電波型式が異なる場合の同一局
との2回以上の交信も重複交信

マルチプライヤー　交信相手局の運用場所を示す異なる
市，郡，区，都府県地域ナンバー　※バンドが異なれ
ば同一市，郡，区，都府県地域ナンバーであってもマ
ルチプライヤー

総得点　○オールバンド：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　○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

書類の提出　［電子ログ］○形式はJARL主催コンテスト
の電子ログと同様　※できるだけR1.0での提出をお願
いします。 電 子ログ作 成 方 法は https://www.jarl.
org/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/e-log.htm 
参照　○電子ログ作成ツールの使用，またはEメール
による場合はテキスト形式のファイルを貼付け（添付
はしない）件名に自局のコールサイン（半角大文字）だ
けを記入　○提出先：JARL福岡県支部 ja6test2022@
jarl.com　［紙ログ］○手書きのみ受付け　○郵送先：
〒824-0036 行橋市南泉3-5-12　渡邉秀明　オール九
州コンテスト係　※封筒の裏面には自局の住所，氏名，
コールサインを明記

提出締切日　12月02日（金）　紙ログの場合消印有効
賞　各種目の書類提出局には，その局数に応じて次の順

位の局に賞状　※入賞はJARL会員のみ，同点の場合
最終交信時間が早い方を上位　参加局数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　○抽選で若干名に景品を
贈呈　※JARL会員に限る　○参加賞：思案中（西ハ
ム参加者に限る）

結果発表　JARL NEWS　地方本部HP（http://www.
jarl.com/kyushu/）
担当支部，問合せ先　福岡県支部　ja6test2022@jarl.

com
　※詳細は，福岡県支部，地方本部HPで確認

長 崎 県
「青少年のための科学の祭典2022」	

第26回長崎大会
日時　10月22日（土），23日（日）10：00〜16：00
場所　長崎市科学館
内容　○支部では長崎市科学館アマチュア無線クラブ

JF6ZSKの公開運用をサポート，最近免許を取得した
中高生も運用予定。聞こえていましたらQSOお願い
します　○アマチュア無線を広く知ってもらうために

「楽しいアマチュア無線の世界」というブースを開設
し，モールス符号の体験，SSTVのデモ，免許不要の
トランシーバーでの無線ごっこなどをおこないます。
お子さんやお孫さん連れで気楽にお越しください

アマチュア無線の祭典（ハムの集い）
日時　11月 6日（日）10：00〜15：00
会場　長崎市科学館
内容　○各クラブの活動展示，個人の作品展示，ジャン

ク市　○講演（テーマ，講演者未定　決定後支部HP
に掲載）　○第36回長崎県非常通信訓練コンテストの
表彰（該当者は事前にお知らせ）　○JARL永年継続会
員の表彰（該当者は事前にお知らせ）
その他　 ○ 展 示ブー ス希 望 者は10月25日までに

ja6eim@jarl.com宛に申込み　○搬入は前日13：00か
ら可能　○当日の駐車場は09：00から利用できます

（無料）　○コロナウイルス感染拡大による行動制限等
により開催が変更されることがあります

	 		第20回長崎県非常通信訓練実施
　8月5日（金）19：30から20：30まで五家原レピータ
JP6YERとWIRES-Xを使用して全県下を対象として非
常通信訓練を実施しました。
　五家原レピータでJE6UER局を宰領局としてチェック
インは21局，WIRES-XではJA6EIM局を宰領局として
チェックインは11局でした。この時のログは支部HPに
掲載しています。

大 分 県
行事予定

10月〜2023年1月の行事予定は下記のとおりです。
10月8日（土）　大分県総合防災訓練
10月9日（日）　ハムの集い前夜祭
10月10日（月/祝）　大分県支部大会・ハムの集い
11月20日（日）　支部役員会・はむ寺子屋
2023年1月14日（土）　支部役員会・はむ寺子屋，新春
アイボールパーティー
　なお，各行事特に支部大会はコロナの状況を見ての開
催決定となりますので支部Webサイト（http://jarl-oita.
blogspot.com/）を確認願います
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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。
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宮 崎 県

宮崎県ハムの集い
　宮崎県ハムの集いを下記のとおり開催します。ハムで
なくても無線に興味のある方なら歓迎します。
開催日時　10月23日（日）9：30（受付）〜14：00
会場　佐土原町総合文化センター　〒880-0211 宮崎市

佐土原町下田島20527-4
イベント内容　○八重洲無線（株）様，アイコム（株）様

の技術講演　○少年無線体験教室　○皆さんの自慢
の自作品を展示してください。ジャンク品や昔の品物
OKです　○出展メーカー：八重洲無線（株），アイコ
ム（株），第一電波工業（株）　○QSLカードを持参く
ださい，預かってビューローへ提出

※コロナウィルスがまん延状態の場合は残念ですが中止
※必ず詳細は支部HPをご覧ください　

鹿 児 島 県
行事予定

10月〜12月の行事予定は下記のとおりです。
11月5日（土）　鹿児島県総合防災訓練（鹿児島県主
催　志布志市，大崎町，東串良町）
11月12日（土）　「電波教室（電波通信を学ぼう）」　日置
市（妙円寺公民館）
11月27日（日）　「ハムのつどい」  薩摩川内市  ボーイス
カウト鹿児島県連盟野営場（野下地区コミニティー　グ
ランド・体育館（旧薩摩川内市立野下小学校体育館）
12月24日（土）　電波教室（ラジオ工作会）　鹿児島市立
谷山市民会館

支部ロールコール
　 毎 月 第 1 木 曜 日 の 20：00 〜 21：00 の 約 1 時 間，
145.78，439.94郡山レピータでお声がけください。コロ
ナウイルス感染対策でいろいろなイベントに影響を受け
ていますが，HAM仲間への親睦の場を提供したいと思
います。

	 		第28回きやったもんせかごっまARDF
競技大会開催

　2022年7月3日（日）8時〜11時まで，平野丘運動公園
茶山房（鹿児島市上谷口）に前泊して，会場近くの温泉
で疲れを取り，夕食会では2年前のARDF大会の話や世

Report

界大会に参加した時の話として，HAM仲間の親睦と友
情や楽しみ方を「高専生・高校生」に伝えました。大会
当日は台風4号接近で雨模様の中，無事スタート。競技
終了後は，選手の皆さんは雨と汗を流しに温泉へ行き，
昼食後，成績発表をおこない賞状を授与，副賞を贈呈し
ました。
　 詳しい活 動は， 支 部HPをご覧ください（https://
www.jarl.com/kagoshima/katudou.html）

沖 縄 県
定期ロールコール

　災害等の通信に対する意識の高揚と通信エリアの確認
等を目的に，定期ロールコールを実施していますので，
各局の積極的な参加をお願いします。　
実施日時　毎週火曜日　20：00〜20：30　　
使用周波数　○10月　439.86MHz　JQ6YBB南城市玉

城字糸数　○11月　439.90MHz　JR6YA那覇市首里
大名町　○12月　439.66MHz　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，送信出力をお
送りください

　詳細は支部HP（http://www.jarl.com/okinawa）参照

	 		令和4年度ローカルミーティング開催

　2022年7月17日（日）八重瀬町中央公民館において「令
和4年度ローカルミーティング」を開催しました。
　当日は，沖縄本土復帰50周年記念特別局8N650JP/6
公開運用，沖縄アマチュア無線60周年記念展示，ジャ
ンク市に，ローカル各局が懐かしい無線機，写真展示を
見ながら当時を懐かしむ光景，そしてお目当ての無線機
器を手にする光景が見られました。また当日のメインイ
ベント「本土復帰50年 沖縄アマチュア無線を振り返る」
をテーマに掲げ，JR6AF 東伸三氏，JR6AG 髙良剋夫氏
をトークゲストに迎え，沖縄アマチュア無線黎明期のエ
ピソードや本土復帰にともなう呼出符号などの課題解決
に向かう折衝内容が証されました。トークイベントは2
時間余に渡り，先駆者である両氏の興味深いエピソード
を各局は，熱心に聴き入っていました。

岩 手 県
2022岩手県ハムの集い・支部大会

日時　10月30日（日）12：30〜受付，13：00開会
場所　滝沢市　ビッグルーフ滝沢

Report

エリア 東北地方7

熊本県「2023オール熊本コンテスト」はP.87をご覧ください
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内容　○JARL会長，東北地方本部長が参加予定　○
CTESTWINの使い方，デジタルモードとハムログの
連携などについて，講演を予定

その他　○午前10時から，クラブ代表者会議を開催予定　
○前夜祭，昼の会食等はありません

問合先　支部HPからもしくは，支部長へ直接　〒020-
0066 盛岡市上田4-14-8　遠藤隆史

秋 田 県
第32回VUオール秋田QSOパーティー

開催日時　2023年1月2日（月）　09：00〜21：00
周波数・電波型式　50MHz帯以上の電信電話および各

デジタルモード
参加資格　秋田県内で運用するアマチュア局とSWL
参加部門　〇F：フルタイム09：00〜21：00　A：ハー

フタイムA09：00〜15：00　B：ハーフタイムB15：
00〜21：00　〇デジタルモード部門とその他1部門計
2部門に書類提出可　〇SOP（シングルオペレーター）
は，すべての操作を1人でおこなう参加形態。ゲスト
運用も可　〇MOP（マルチオペレーター）は，SOPに
該当しない参加形態で，どのような内容であっても他
人の助けを借りた場合

部門 コード
SOPマルチバンド フルタイム FSM
SOPデュアルバンド

（144MHz&430MHz） フルタイム FD

SOP 50MHzバンド
フルタイム F0050
ハーフタイムA A0050
ハーフタイムB B0050

SOP 144MHzバンド
フルタイム F0144
ハーフタイムA A0144
ハーフタイムB B0144

SOP430MHzバンド
フルタイム F0430
ハーフタイムA A0430
ハーフタイムB B0430

SOP1200MHzバンド以上
フルタイム F1200
ハーフタイムA A1200
ハーフタイムB B1200

SOP マルチバンドデジタルモード フルタイム FSMD
MOP マルチバンド フルタイム FMM
SWL マルチバンド フルタイム FSWL

呼出方法　「CQニューイヤーパーティ」「CQ NYP」「CQ 
NP」 

コンテストナンバー　RS（T）（FT8はdB）＋OP名
交信相手局　秋田県内を含む全てのアマチュア局
得点　1交信（SWLは受信）1点　※モードが違えば同一

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

マルチプライヤー　交信相手局のラストレター（最大26
文字）

総得点　各バンドの得点の和×各バンドのマルチプライ
ヤーの和

注意，禁止事項　〇登録クラブ対抗は，秋田県支部登
録クラブのみ　〇MOPは運用者氏名と資格をサマ
リーシートに記入　〇FM（デジタル）呼出周波数の使
用可，適度に間隔を取ること　〇運用地点の変更可，
秋田県内のみ。各運用地をサマリーに明記　〇サテラ
イト交信は送受とも50MHz以上。ログはアップリン

クバンドを記入。144MHzと430MHzのみはデュアル
バンド，それ以外の周波数帯を含む場合はマルチバン
ド。ログの備考欄に使用した衛星名を記入　〇デジタ
ルモードはFT-8 C4FM DV（デジタル音声は直接波シ
ンプレックス通信のみ）　〇FT-8の呼出しは「CQ NP 
CALL GL（CQ NP JH7XGN QM09）」　OP名は「OP 
KATSU HNY 73」のように送出　〇レピータ（イン
ターネットや電話回線経由含む）は不可　〇JARL主
催のQSOパーティーに併設して実施しますので，本
パーティーのみに書類を提出しても，JARL主催QSO
パーティーに参加したことにはなりません。また，書
類の記入方法は異なります　
提出書類　JARL制定のサマリーシート・ログシート，

結果冊子等希望の場合84円切手を貼ったSASE同封
提出締切　2023年1月31日（火）消印有効
提出先　〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-8-8　京極　真 

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

バンド&モードで重複交信が2%以上の得点計上，そ
の他ルール違反があった場合
賞　当支部表彰規定により表彰
結果発表　JARL NEWS他

山 形 県
山形県ハムミーティングin 尾花沢

　3年ぶりに開催します。会員の方の多数の参加をお願
いします。
日時　10月16日（日）13：00〜16：30　開場9：30より
場所　共同福祉施設　尾花沢市若葉町一丁目2番18号　

☎0237-23-3620
催事　○講演（仮演題）：「移動運用のいろいろ」JG1KTC 

髙尾会長　○JARL東北地方本部局JA7YRLの運用　
○お楽しみ抽選会有り　※景品の寄付大歓迎　○
JG1KTC と QSO しよう： 午 前 中 144/430MHz FM

（439.86MHz　開始時レピータでアナウンス）　○コロ
ナの観点から，体調不良の場合はご遠慮ください　○
会場は10時より開放しますので，ジャンクの処分や，
アイボールQSOなど小ミーティング等で親睦を深めて
ください。クラブの展示も大歓迎　○昼食の準備はし
ませんので各自で用意

宮 城 県
2023年第44回オール宮城コンテスト

　宮城県内局のアクティビティーを高め，会員相互の親
交などを深めることを目的として，コンテストを実施
日時　2023年1月14日（土）18：00〜15日（日）11：59
参加資格　日本国内のアマチュア無線局・SWL
周 波 数　JARL 主 催コンテスト周 波 数 帯を準 用，

1200MHz帯以上の周波数帯はアマチュアバンド使用
区別厳守
参加部門（別表）　書類提出：1部門 　　
呼出方法　［県内局］〇電信「CQ MG TEST」　〇電話　

CQ「宮城コンテスト」　［県外局］〇電信「CQ MGX 
TEST」　〇電話 CQ「宮城コンテスト こちらは県外局 
JQ7○○○」　※コールサインの後に「MG」を付けない

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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交信相手局　○宮城県内で運用する局（県内局）：全国
内局　○宮城県外で運用する局（県外局）：宮城県内局
コンテストナンバー　○県内局：RS（T）＋自局の運用

地点を示す市区町村の略符号　○県外局：RS（T）＋
自局の運用地点を示す都府県支庁ナンバー

禁止事項　○ゲストオペによる運用　○コンテスト中の
運用場所の変更

得点　 電 信・ 電 話：1点　 ※144，430MHz帯は2点，
1200MHz帯以上は3点　※同一バンドで電信，電話
それぞれ得点

マルチプライヤー　○県内局：宮城県内の異なる市区町
村の数，県外の異なる都府県支庁の数　○県外局：宮
城県内の異なる市区町村の数

総得点　○バンドで得た得点の和×バンドで得たマルチ
の和

提出書類　○紙ログは，バンドごとに集計　【郵送】○
JARL制定のサマリーシート・ログシートまたは，こ
れと同形式（A4判）　○交信局数が1バンド100局以
上の場合は，交信局の重複確認資料（A4判）　【電子
ログ 】送 付 先， 詳 細は， 支 部HPを確 認　https://
www.jarl.com/miyagi/　※注意事項は必ず確認のう
え提出

締切日　2023年1月30日（月）消印有効
発表　JARL NEWS，支部HP等に掲載
表彰　各部門ごとの参加局数に応じてJARL会員局を表彰
失格事項　○この規約に定める事項に違反した場合　○

提出書類に著しく不備があった場合　○その他，支部
コンテスト委員会で決定

提出先・問合先　〒984-0038 仙台市若林区伊在3-8-10　
佐々木秀夫

その他　○JARL主催のコンテストとは異なり独自の規
約です。不明な点は，提出先にSASE　○抽選で図書
カードを贈る（当選者の発表は発送をもって代える）　
○記念局の参加は，参考ログ

【市区町村略符号】　［市の部］JCCナンバー下2桁＋C
（例：富谷市16C）　［区の部］AJAナンバー下2桁＋
W（例：若林区03W）　［町村の部］○伊具郡　丸森町

01GM　○牡鹿郡　女川町02GO　○刈田郡　蔵王町
03GZ　七ヶ宿町03GS　○加美郡　色麻町04GS　加
美町04GK　○黒川郡　大郷町06GO　大衡村06GH　
大和町06GT　○柴田郡　大河原町08GO　川崎町
08GK　柴田町08GS　村田町08GM　○遠田郡　涌谷
町10GW　美里町10GM　○宮城郡　七ヶ浜町13GS　
松島町13GM　利府町13GR　○本吉郡　南三陸町
14GM　○亘理郡　亘理町16GW　山元町16GY

オ ホ ー ツ ク
支部役員・代表者会議

日時　10月16日（日）10：00〜
場所　北見芸術文化ホール　北見市泉町1丁目2-22　☎

0157-31-0909

第49回オホーツク支部大会
日時　10月16日（日）13：00〜
場所　北見芸術文化ホール　北見市泉町1丁目2-22　☎

0157-31-0909
問合せ　JA8YMD　JARL北見クラブ　JH8OHI　神田　

薫　☎0157-25-7300
※「ハムのつどい」は中止

	 		第44回野外ミーティング開催

　去る7月3日（日），北見市パークゴルフ場を会場に，
オホーツク地方も気温上昇の中，会員8名の参加により
3年ぶりに野外ミーティングを開催しました。コロナの
影響もあり，参加者は少人数でしたが感染防止対策をし
ながら暑い汗で交流ができました。参加の皆さんお疲れ
さまでした。

石 狩 後 志
第49回石狩後志支部大会

日時　12月4日（日）13：00開会〜16：00（予定）まで
場所　札幌総合卸センター（デ・アウネさっぽろ）　1階

会議室（102 A＋B）予定　〒060-0906 札幌市東区北6
条東4丁目1-7　https://www.sp-oroshi.jp/union/  ☎
011-721-1101　有料駐車場有り（118台）　30分200円
内容　令和3年度事業報告，会計報告，令和4年度事業

計画案，会計予算案，石狩後志支部コンテスト表彰式　
※本年の大会は昨年同様札幌総合卸センター（デ・アウ

ネ　さっぽろ）にて開催することとしますが，新型コ
ロナウィルスの状況によっては中止も考えられますの

エリア 北海道地方8

Report

（別表）参加部門
部門 種目 県内局部門 県外局部門

電信

シングル
オペ

マルチバンド電信 MG/CW CW
マルチバンド電信電話 MG/FM FM

電
信
・
電
話

マルチバンド電信電話 MG/Jr ※1 Jr ※1
1.8MHzバンド MG/1.8 1.8
3.5MHzバンド MG/3.5 3.5
7MHzバンド MG/7 7
14MHzバンド MG/14 14
21MHzバンド MG/21 21
28MHzバンド MG/28 28
50MHzバンド MG/50 50
144MHzバンド MG/144

144UP 
※2430MHzバンド MG/430

1200MHzバンド以上 MG/1200UP
マルチバンドSWL MG/SWL SWL

マルチ
オペ マルチバンド電信電話 MG/FC FC

チェックログ CHLOG
※1  Jr部門（ジュニア）は，1月14日現在22歳以下（意見欄に生

年月日を記入）
※2  144UPは144MHzバンド以上
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で，開催間近には支部HP等で周知

十 勝
JARL十勝支部QSOパーティー

　QSOパーティーに併設して開催します。参加賞やア
ワードも発行しますので，ぜひ参加ください。
日時　令和5年1月2日（月）09：00〜7日（土）21：00　

※JARL主催QSOパーティの期日
ルール　○十勝管内局（十勝管内で運用する局）：20局

を超える局と交信し，その中に十勝管内で運用する
JA8，JE8，JF8，JG8，JH8，JI8，JJ8，JK8，JL8，
JR8，JM8の内から10種のプリフィックスを含む　○
道内局（十勝管内局を除く北海道内で運用する局）：20
局を超える局と交信し，その中に道内で運用するJA8，
JE8，JF8，JG8，JH8，JI8，JJ8，JK8，JL8，JR8，
JM8の内からの10種のプリフィックスを含み，その内
1局以上の十勝管内局を含む　○道外局（北海道外で
運用する局）：20局を超える局と交信し，その中に1
局以上の十勝管内局を含む。プリフィックスは不問

注意事項　○運用周波数は自局に免許された全ての周波
数帯　○プリフィックスの中で北海道内運用局であっ
ても7J8，8J8，8N8等，日常的に交信することが難し
いものは指定プリフィックスから除外　○交信の際，
相手局の運用地が不明の場合，十勝管内局を確認する
ために「十勝支部QSOパーティーに参加している」旨
を伝えて相手の運用地を確認し，提出ログの備考欄に
運用地を記入　○参加賞・アワード発行は日本国内
局のみ　○SWLでの参加は認めない

十勝支部QSOパーティー参加賞（ステッカー）　○十勝
管内で運用する局　・下記アワードの規定を満たさ
ず，20局で申請した局には参加賞（ステッカー）を送
る　・参加賞のみの申請は十勝管内局に限るが，ア
ワード申請者には記念品として進呈　・JARLのQSO
パーティー用ログのコピーでも構わない

アワード　ルールを満たした局にアワードを発行　○ア
ワードの特記事項は，JARLのアワード規定以外にも
常識の範囲内で認め明記。特記例を以下に紹介，ぜひ，
各々でこだわりを持った珍特記事項に挑戦してくださ
い　例）周波数，モード，QRP，QRPp，HF，VHF，
UHF，ハンディ機，自局移動運用，自局山岳移動（山
頂名明記），YL局のみ，ONE DAY，1時間以内で20
局交信達成，自作アンテナ&無線機，十勝全市郡，
全市町村，10プリフィックス1組，2組，3組…，総
交信数100，150，200局十勝支部役員局と交信，十勝
管内交信数，20，40局etc

提出書類　○アワード，参加賞は，支部HPから専用の
申請書により申込　※申込書を入手できない方は，事
務局にメールまたは，郵送にて確認　○アワード申請
は特記事項や相手局運用地の記載を忘れないように　
○申請書，交信リストと140円切手（参加賞のみの申
請は84円切手）を申請書の切手添付場所に貼付けて同
封（必ず切手貼付のこと）。返信用封筒不要　○アワー
ド申請か参加賞申請か，封筒に朱書　○自局のコール
を確実に記入　○メールでの書類提出は受理しない

提出期限　令和5年1月31日（火）必着　※アワードに
発行No.は記さない

提出先　〒080-2470 北海道帯広市西20条南5丁目8番3

号　後藤　貢　JARL十勝支部事務局　☎090-2691-
6425　［fax］0155-35-0477

【十勝管内19市町村】　帯広市　足寄町　陸別町　更別
村　中札内村　芽室町　音更町　上士幌町　鹿追町　
士幌町　清水町　新得町　浦幌町　池田町　豊頃町　
本別町　幕別町　大樹町　広尾町　

2023新年アイボール会・ 
アマチュア無線セミナー未定のご案内

　2023年新年アイボール会・アマチュア無線セミナーは，
新型コロナの影響を鑑み現時点では推測できない状況で
ありますので，未定といたします。状況の変化に応じて
開催したいと思います。開催の際は支部HP，管内発行
新聞に掲載します。詳細は下記事務局まで連絡ください。
　十勝支部事務局　支部長 後藤　貢・JA8GSE　［E
メール］ja8gse@jarl.com　☎090-2691-6425

胆 振 日 高
第47回胆振日高支部大会

日時　10月23日（日）14：00〜16：00
場所　 苫 小 牧 市 民 活 動センター　 ☎0144-32-7111　

〒053-0021 苫小牧市若草町3丁目3番8号　※国道36
号線を日高方面から市役所信号を右折，室蘭方面から
は市役所の信号を左折。駐車場は裏側にたくさん有り
ます
参加申込　メールまたは郵便で，①氏名　②コールサイ

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

ません
申込先　○メール：ja8pmn@jarl.com　○郵便：〒055-

0004 沙流郡日高町富川東5-23-7  小林敏哉 
申込締切　10月13日（木）
その他　コロナ感染状況，参加申込状況により，中止す

ることがあります。中止のときは，10月18日まで申
込者にはがきでお知らせ

第15回胆振日高ニューイヤー2mコンテスト
日時　令和5年1月2日（月）09：00〜1月3日（火）21：

00まで
参加資格　胆振日高管内居住のアマチュア無線局（個人

局のみ）
使用周波数　144MHz帯　電信/電話（SSB，FM）　※

JARL制定のコンテスト周波数厳守
交信相手　日本国内のアマチュア局（個人局のみ）
呼出　〇電話「CQニューイヤーパーティー」　〇電信
「CQ NYP」
コンテストナンバー　RS（T）＋名前（JARL主催のニュー

イヤーQSOパーティーに準じる）
禁止事項　〇クロスバンドによる交信　〇個人局の2波

以上の電波の同時発射　〇レピータによる交信　〇イ
ンターネット回線を中継しておこなった交信　〇個人
局でのゲストオペレータによる交信　※常置場所と移
動先の2地点運用を認める　※移動先は北海道内
参加部門　〇個人局電話　〇個人局電信　※クラブ所

属の参加者はサマリーシートに所属クラブ名を記入
得点　国内のアマチュア局との完全な交信を1点
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総得点　得点の合計　※クラブ対抗の総得点：総得点×
クラブ総参加人数

提出書類　〇JARL制定のサマリー，ログまたは同形式
のものを使用（A4判）　〇電子ログの提出にあっては
JARL制定様式を使用　〇コンテスト名称は「胆振日
高ニューイヤー2mコンテスト」と記入　〇参加部門
および種目の名称は次のように記入　・名称欄に参加
した種目の名称をはっきり記入　・クラブ所属の参加
者はサマリーシートに所属クラブ名を記入

失格事項　提出書類の不備，虚偽の申告があった場合，
複数部門への参加，書類締切後の到着，その他JARL
コンテストに準じる

入賞　〇各種目との参加局数に応じて賞状を発行し，翌
年の支部大会で表彰　〇参加5局以下：1位のみ　6
局から10局：2位まで　10局を超えた場合：3位まで　
〇提出されたサマリーシート記載のクラブ名ごとに総
得点を集計し，順位を計上したうえで同様に表彰

書類提出締切　令和5年1月31日（火）23：59のタイム
スタンプまで

書類提出先　〇〒055-0004 沙流郡日高町富川東5-23-7　
JA8PMN　 小 林 敏 哉　 〇 電 子ログ：ja8pmn@jarl.
com

渡 島 檜 山
支部大会

　9月開催予定を延期しておりました支部大会を以下の
日程で規模を縮小し開催します。コロナ感染が未だ収ま
らない状況のため管外からの来場はご遠慮いただきます
ようお願いします。
日時　11月26日（土）13：30〜16：00
場所　大中山コモン（亀田郡七飯町）
内容　津軽海峡コンテスト入賞者紹介，支部コンテスト

入賞者表彰，事業会計関係の報告，函館市市制施行
100周年特別局8J8HKD運用報告などを予定。モービ
ルトランシーバーの当たる抽選会は中止

支部報の発行について
　今年度の支部報については支部大会での配布，支部
メーリングリスト（OHB），支部HPへの掲載，函館市内
HAMショップでの配布とさせていただきます。
　次年度におきましては，支部発足50周年の節目の年
でもあるため多くの会員の近況やさまざまなハムライフ
について掲載し内容を充実させていきたいと思います。
　このJARL NEWSがお手元に届くころには，おおむね
編集が進んでいる頃とは思いますが，皆さんからの多数
の原稿（レポート，各局短信）をお待ちしております。11
月中旬発行予定としています。
　本件照会は　JL8LGW　船水　明　jl8lgw@jarl.com
まで

地 方 本 部
北陸地方ARDF競技大会2022石川

日時　10月15日（土）受付09：30〜09：45　開始10：
30〜　※雨天決行

エリア 北陸地方9

場所　石川県金沢市俵町テ甲18　ビジ
ターハウス（医王山スキー場）https://
yahoo.jp/iGKmBT　※QRコード参照
競技方法　JARL制定のARDF競技実施

方法による  クラシック144MHz
参加資格　健康な方ならどなたでも可
競技クラス　○女子：W12/15/19/21/35/50/60　○男

子：M12/15/19/21/40/50/60/70
表彰基準　競技クラスごとに北陸地方に居住する選手の

成績と，他に参加者全ての選手の成績順位の入賞者
参加費　○会員：2,000円，非会員3,000円，19歳未満1,500

円　※弁当・飲み物・傷害保険料を含む　○納付は
受付にて当日徴収　※新型コロナウイルス感染状況を
考慮
申込方法　JARL様式の申込書と返信用封筒（84円切手

を貼付）を同封のうえ申込み。折り返し，集合場所・
案内図など大会開催要項を送付。申込はEメールでも
受付けますが，参加者への案内もEメール
問合せ・申込み　○〒920-1113 石川県金沢市申4-1　岩

坂留美子　○Eメール：jh9vsw@gmail.com
締切　10月8日（土）必着
その他　○荒天などによりやむを得ず競技を中止する場

合があります　○新型コロナウイルス感染状況により
延期，中止する場合があります

JA9コンテストHF2022
日時　○電話の部：11月2日（水）21：00〜11月3日（木

/祝）15：00　○電信の部：11月19日（土）21：00〜
11月20日（日）15：00
参加部門（コードナンバー等）　○シングルオペレー

ター・ シングルバンド（S19，S35，S7，S14，S21，
S28）　○シングルオペレーター・マルチバンド（SM，
2バンド以上の交信が必要）　○マルチオペレーター

（MM，2人以上のOPによる交信が必要）　○北陸地
方登録クラブ対抗（サマリーシートに登録クラブ名，
登録番号の記載が必要）
参加資格　国内のアマチュア局
使用周波数　1.9/3.5/7/14/21/28MHz帯のJARL主催コ

ンテスト使用周波数　※総務省告示「アマチュア業務
に使用する電波の型式および周波数の使用区分」による
呼出方法　○電話の部「CQ コンテスト（またはCQ JA9

コンテスト）」　○電信の部「CQ TEST（またはCQ  
JA9TEST）」
コンテストナンバー　○9エリアから運用する局：RS
（T）＋市郡番号　○その他の局：RS（T）＋都府県番
号，北海道の地域番号，小笠原の番号
交信相手，得点　○9エリアから運用する局：すべての

局との完全な交信で1点　○その他の局：9エリアか
ら運用する局との完全な交信で1点
マルチプライヤー　◯9エリアから運用する局：異なる

9エリアの市郡，都府県，北海道の地域，小笠原の番号　
○その他の局：異なる9エリアの市郡番号
総得点　各バンドの得点の合計×各バンドのマルチプラ

イヤーの合計
その他　本規定以外はJARLコンテスト規定に準じる　

※最新情報は https://www.jarl.com/hokuriku/を参照
表彰　○総合優勝：北陸三県の支部会員でシングルオペ

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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レーターの最高得点局　○9エリアから運用する局：
県別に参加局数に応じて，各部門の1〜3位を表彰　
○その他の局：各エリア別に参加局数に応じて，各部
門の1〜3位を表彰　※同得点の場合は最終交信時刻
の早い局を上位

提出書類・提出先　［郵送］○JARL制定のログ・サマ
リーシートに準じるものに記入（1バンド100局を超え
る場合はデュープチェックリストを添付）　○提出
先：〒933-0062 富山県高岡市江尻666-4　大江雅也宛　

［ 電 子ログ ］○JARLコンテスト電 子ログサマリー
（R1.0）で作成したサマリーシートを使用。（R2.0）で作
成したサマリーシートの提出については，（R1.0）での
再提出をお願いすることがある　※ログシート部分は
テキストファイルのコピーペースト等で必要項目があ
れば，自作または他のコンテストアプリで作成したも
のも受付ける　※件名には運用時のコールサインを記
入　○提出専用アドレス　電話の部：ja9-ph@jarl.
com　電信の部：ja9-cw@jarl.com

締切　○電話の部：11月23日（水）24：00　○電信の
部：12月10日（土）24：00　※いずれも郵送の場合は，
当日消印有効。ログ提出局については結果発表前に北
陸地方本部HPに公表

問合せ先　ja9qhp@jarl.com

富 山 県
富山県総合防災訓練協力

日時　10月16日（日）8：30〜
会場　小矢部市，富山市
※当日のスタッフを募集します。希望される方はメール

（jh9feh@jarl.com）にて

支部登録クラブ代表者会議
日時　10月30日（日）10：00〜
会場　いのくち椿館　南砺市宮後188　☎0763-64-2202
内容　支部行事について

第46回富山県非常無線通信訓練コンテスト
日時　令和5年1月7日（土）20：00〜24：00
参加資格　日本国内在住のアマチュア局
使用周波数　21MHz以上，2400MHz以下のアマチュア

バンドで免許されている周波数，電波型式で空中線電
力は必要最小の出力（24MHzを除く）

参加部門　（1）県内運用局：○シングルオペレーターマ
ルチバンド部門　○シングルオペレーターシングルバ
ンド部門　○マルチオペレーターマルチバンド部門　

（2）県外運用局部門：マルチバンド　※シングルオペ
レーター，マルチオペレーターの区分なし　（3）県内
登録クラブ対抗部門：登録クラブ構成員が提出した，
全てのバンド得点の合計　（4）ハンディー機部門：ハ
ンディー機を使用して交信のすべてをおこなった場
合，サマリーシートの意見欄に「ハンディー機部門」
と記載，使用無線機および空中線形式を記入　※（1）

（2）の部 門と兼ねることができる　［ 本 大 会のハン
ディー機の定義］・FMモード，5W以下（マルチモー
ド機はFMモードでの交信，出力低減での参加可）　・
電源，空中線を含め，運用時の環境を運用者がすべて
身につけて持ち歩き可能であること。電池は途中交換

可（この範囲内で，大型電池からの電源供給，小型ビー
ムアンテナ等の使用を認める）
呼出　○電信「CQ TEST（CQ TY TEST）」　○電話
「CQ コンテスト（CQ 富山コンテスト）」
コンテストナンバー　○県内局：シグナルレポート＋和

文通話表を用いた市町村＋和文通話表を用いた苗字の
送信（社団局は運用者の苗字）　○県外局：シグナル
レポート＋和文通話表を用いた都道府県名＋和文通話
表を用いた苗字の送信
得点　完全な交信を1点　※同一バンド内における重複

交信は電波型式が異なっても得点にならない（県外局
どうしの交信は得点にならない）　
マルチプライヤー　○県内局：交信した局の異なる富山

県内市町村および県の数　○県外局：交信した局の異
なる富山県内市町村の数
得点の計算方法　○マルチバンド部門：各バンドで得た

得点数×各バンドで得たマルチプライヤーの和　○シ
ングルバンド部門：得点数×マルチプライヤーの和
書類の提出　○サマリーシート，ログシートはJARL制

定様式のものまたは支部様式のもの。ログシートの記
入方法は記入例参照（支部様式のサマリーシート，ロ
グシート：http://www.jarl.com/toyama/よりダウン
ロード）　○ログシートはバンドごとに別葉とし，交
信局数が50局を超える場合は別に重複交信チェック
リスト（サフィックスのファースト・レター順に整理）
を添付　○県内登録クラブ対抗部門：県下のJARL登
録クラブ構成員は登録番号，クラブ名をサマリーシー
トに記入。シングルバンドの参加者は，運用した全て
のバンドのログ・サマリーシートを添付し，参加シン
グルバンド欄を赤線にて囲む　○電子ログ（jh9feh@
jarl.com）での受付可，障害者の方で指定様式での提
出が困難な場合は別様式での提出も可
締切　令和5年1月25日（水）消印有効
提出先　〒938-0013 黒部市沓掛3761 高村方 JARL富山

県支部コンテスト係
失格事項　JARLコンテスト規約に準じる
審査方法　当支部支部長が選任した審査委員によりログ

シートを書類審査。この規約に定めていない事項につ
いては審査委員が協議のうえ判定
成績発表，表彰　○入賞者はJARL富山県支部の集いで

発表し県内局入賞者を表彰，県外局の賞状は郵送　○
エントリーの局数に応じ各部門における成績上位の局
に賞状を贈る　○有効得点の局数が5局以下は1位の
み，10局以内2位まで，11局以上は3位までを入賞　
○県内運用局シングルオペレーターマルチバンド部門
1位には富山県知事賞，県内登録クラブ対抗部門1位
には北陸地方非常通信協議会長賞，ハンディー機部
門1位には日本赤十字社富山県支部長賞，各シングル
バンド部門，マルチオペレーターマルチバンド部門1
位には北日本新聞社賞　◯参加記念賞：支部の集い
参加のログ・サマリー提出者より抽選にて富山県非常
無線通信訓練コンテスト参加記念品を贈呈
協力　富山県アマチュア無線赤十字奉仕団
後援，協賛　富山県，北陸地方非常通信協議会，日本

赤十字社富山県支部，北日本新聞社（予定）
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福 井 県

2022福井県支部ハムの集い
開催日　11月6日（日）　開場10：00より　ハムの集い

13：00より
会場　武生問屋センター　越前市小野谷町　☎0778-24-

4222
交通　JR武生駅より車で10分，北陸自動車道路武生IC

から5分国道8号線横
内容　〇講演　〇お楽しみ抽選会　〇クラブブース　〇

メーカーブース　〇監査指導ガイダンス局展示　〇その他　
〇ジャンク会（事前申込みのみ）：会場の都合により，ジャ
ンク会出品希望者は開催の1週間前までにJA9MJR@
jarl.comまで申込んでください　※当日の飛び入り参加
はできません　※詳細，変更は随時支部HPにて掲載

新 潟 県
第2回クラブ代表者会・新年会

　第2回クラブ代表者会・新年会開催について現時点で
は未定です。決定次第，支部HPにて案内します。

長 野 県
令和4年度長野県総合防災訓練に	

ともなう通信訓練
　令和4年度長野県総合防災訓練は，松本市あずさ運動
公園を主会場に開催の予定です。
　支部ではアナログレピータを使用した，支部独自の通
信訓練を，下記のとおり実施します。
日時　10月23日（日）9：00〜　1時間程度
周波数　439.32MHz　美ヶ原レピータ
コールサイン　JR0ZAX
通信訓練内容　○運用場所（固定，モービル，ポータブ

ル等）　○RSレポート　○天候，気温等
その他　○前日にHF/VUHF帯で，通信訓練PR運用を

実施予定（松本市より）　○新型コロナウイルスの状況
の悪化や，台風等，大規模災害発生の際は中止

「長野高専キッズサイエンス」開催中止
　同行事の実行委員会より，「11月5日に開催予定で準備
を進めてきましたが，コロナ感染が拡大しており，小中
学生を中心に来場を呼びかけるイベントの開催にリスクが
ある」ため，本年の開催を中止する旨の連絡がありました。
　よって，長野県支部も出展予定を取消とし，体験局等
の準備は，本年度は中止とします。

	 		第50回長野県支部大会を開催
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Report

　7月10日（日），岡谷市のおかや総合福祉センター諏訪
湖ハイツにて開催，125名の来場。コロナ禍後初，3年
ぶりのリアル開催となり，「久しぶり」の声が数多く聞こ
えました。第50回開催を記念し，特製クリアファイル
の配布や，以前から進めていた，従来の式典方式から祭
典方式に改めた開催を踏襲し，事業報告，コンテスト表
彰などの“JARL's TALK"，「もっと楽しく〜アマチュア
無線」と題して，ジャンク市，純粋展示，メーカーデモ，
販売店の出展，特別局8N050S公開運用，恒例のお楽し
み抽選会など。一方でノンアルコール立食パーティーに
ついては，社会情勢を考慮して実施を見送りました。来
年度は中信地区での開催を予定してます。

地方だより追加分

熊 本 県
2023オール熊本コンテスト

※ 掲載している内容は,主なものです。詳細は https://
www.jarl.com/kumamoto/ 参照　
開催日時　2023年01月08日（日） 09：00〜18：00
参加資格　日本国内のアマチュア無線局，SWL 
使用周波数　1.9〜1200MHz：JARLコンテスト周波数

帯を使用（3.8/10/18/24MHzを除く）　
送信出力　個人局，社団局ともに上限100W
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：熊本県内で運用するアマチュア局 
呼出　○電信　県内局「CQ KM TEST」　県外局「CQ 

KMO TEST」　○電話「CQ熊本コンテスト」　※県内
局はコールサインの後に「県内局」を送出し，県内局
であることをアナウンス 
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）＋都府県支庁ナンバー 
得点　○アマチュア局：各バンドごとに異なる局との交

信1点　○SWL局：各バンドごとに異なる局の受信1
点　※同一バンドで同一局でも電話と電信での交（受）
信はそれぞれ有効
マルチプライヤー　○県内局：完全な交（受）信をされた

相手局の運用場所を示す熊本県以外の異なる都府県支
庁，熊本県内の市郡区　※バンドが異なれば同一都府
県支庁，熊本県内の市郡区であってもマルチプライ
ヤー　○県外局：完全な交（受）信をされた相手局の
運用場所を示す異なる熊本県内の市郡区　※バンドが
異なれば同一熊本県内の市郡区であってもマルチプラ
イヤー
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
参加部門・種目（別表）
書類提出　形式はJARL制定（R1.0）のサマリーシート，

ログシート（または同形式）を使用　※R2.0での提出
はチェックログ扱いとなりエントリーは無効　○結果
希望者は84円切手貼付のSASE同封（Web上でも同様
のものを掲載予定）　○社団局はその運用者全員の
コールサイン（もしくは氏名）と無線従事者資格をサ

エリア 九州地方6

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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マリーシートの意見欄に記入（結果発表での運用者リ
ストでコールサインまたは氏名を掲載）

提出（紙ログ）・問合せ　〒861-0821  熊本県玉名郡南関
町下坂下1926-1　JG6TXW　清田政勝　jg6txw@jarl.
com

電子ログ　kumamoto2023@jarl.com　　JARL形式の
ログ・サマリーシート（R1.0）をメール本文にテキスト
形式で貼付け。件名は使用したコールサインを大文字
で　※ログ・サマリーシートの受理メールは送信しま
せん。支部のコンテストページにログ受付リストを掲
載。数日経っても掲載されない場合にはログ・サマ
リーを再送してください。ログ・サマリーシートの形
式がR2.0での提出の参加者のコールサインも掲載，
R1.0での再提出をお願いします

締切　2023年01月16日（月）　Eメールはタイムスタンプ,
郵送は消印で判断 

結果発表　JARL NEWS，支部HP
表彰　○部門ごとに参加局数に応じて　10局以下：1位
のみ　11～20局：2位まで　21～30局：3位まで　
31～40局：4位まで　41局以上：5位まで　※得点が
同じ場合，早く交信を開始した局を上位に，同時の場
合には遅く終了した局を上位。この根拠は，このコン
テストにどれだけ多くの時間を捧げたかの評価を意と

クラブニュース追加分

第41回京都アクティブコンテスト
◇京都2mSSBersグループ　22-4-22　A11月1日（火）
00:00～11月10日（ 木 ）23：59　G144MHz帯 
SSB　＜参加部門＞○メンバーの部　○一般局の部　＜
交信方法＞○通常のQSOでRSレポート，市郡名（京都府
内は市区町村名）の交換　○当グループのメンバーはM（メ
ンバー）を送る　○同一免許人による呼出符号の使用は2
つを限度　○ロールコール中の交信は無効　○ログシート
への得点計上は1局1交信のみ有効　○期間中の同一都道
府県内での交信が有効　○京都府外局が，京都府内での移
動運用でおこなった交信は有効　＜得点＞メンバー局との
交信15点　京都府内局同士の交信10点　京都府内局と
京都府外局の交信5点　京都府外局同士の交信1点（京都
府外から京都府内へ移動しておこなう運用は，京都府内局）　
＜マルチプライヤー＞○マルチ1：運用日数（最高10日）　
○マルチ2：京都府内の14市（京都市を除く）10町1村
と京都市内11行政区（合計36市区町村）　＜総得点＞得
点合計×マルチ1＋マルチ2　F○電子ログまたはJARL
様式のログ・サマリーシート　○JARL電子ログフォー
マット，またはEXCEL形式のファイルを，CSV等TXT

形式に変換した内容をEメール本文中に記載して提出　○
添付ファイルの場合は，2mSSBコンテスト用に開発され
たソフトで作成したログ・サマリーをPDF形式または画像
形式に変換したもののみ可　○HTML形式は不可　○E
メールの件名は提出者のコールサイン＋KT2mSSBTEST　
○100局以上交信の申請には，チェックリストを添付　
○ログシートの送・受信欄には，RSレポートと市郡名（京
都府内は市区町村名）を記入　○ログシートのマルチプラ
イヤー欄は2つに分け，マルチ1には日数マルチ，マルチ
2には市区町村名を記入　○申請は10局以上　※当グルー
プのメンバーを1局以上含む　L12月10日（土）消印有
効  ＜表彰＞一般局の部3位まで，メンバーの部3位まで。
結果希望者は84円切手のみを同封　D○〒620-0940 
京都府福知山市駅南町1-237　萩原重昭（JG3GOM）　
○電子ログ：jg3gom@jarl.com　E申請先へSASEか
メールで　＜失格事項＞○ログシートに記載された中で，
交信局数の重複率が2%を超えて計算されたもの　○特別
記念局，記念局，社団局との交信が得点計上されたもの　
○虚偽の交信記録が記載されたもの　○JARLコンテスト
の規約に準じる　＜その他＞本コンテストにログを提出す
ると，4月におこなわれる3エリアコンテストのBマルチ
にカウントできる

（別表）参加部門・種目

種目
電信電話部門 電信部門
コードナンバー コードナンバー
県内局 県外局 県内局 県外局

個人局1.9MHzバンド KF1.9 GF1.9 KC1.9 GC1.9
個人局3.5MHzバンド KF3.5 GF3.5 KC3.5 GC3.5
個人局7MHzバンド KF7 GF7 KC7 GC7
個人局14MHzバンド KF14 GF14 KC14 GC14
個人局21MHzバンド KF21 GF21 KC21 GC21
個人局28MHzバンド KF28 GF28 KC28 GC28
個人局50MHzバンド KF50 GF50 ─ ─
個人局144MHzバンド KF144 GF144 ─ ─
個人局430MHzバンド KF430 GF430 ─ ─
個人局1200MHzバンド KF1200 GF1200 ─ ─
個人局マルチバンド KFM GFM KCM GCM
個人局QRPマルチバンド ─ ─ KCMQ GCMQ
個人局SWLマルチバンド KFSWL GFSWL KCSWL GCSWL
社団局マルチバンド KFSM GFSM KCSM GCSM

しています　○飛び賞：今回電子ログで提出局の受付
番 号1・43・100・150・200・250・300・350・400・
450・500の局には粗品（1番は18：00終了後ログ提出）
県内局の方へ協力のお願い　今回も集中時間帯を設定，
貴方のコールサインを聞かせてください。集中時間帯：
09：00～10：00/13：00～14：00/17：00～18：00

JARL会費の継続は「コンビニ決済（番号方式）」で!!　支払手数料は無料です
※詳細は、JARL Webをご覧ください（https://www.jarl.org/Japanese/5_Nyukai/cvs.htm）
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