
平成２３年度第２回ｸﾗﾌﾞ代表者・役員会議 平成２３年１０月２日(日)　１０：００～１３：００みどり市大間々町桐原８１－２　みどり市厚生会館　１Ｆ会議室
出席クラブ（順不同）　伊勢崎、群馬県庁、群馬SSTV、伊勢崎青空、新田、北関東SSB、奥利根、SUBARUｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ、館林

　　　　　　　　　　　　　　  前橋、赤城ﾚﾋﾟｰﾀ、G・Sﾛｰｶﾙ、赤城南面、GUNMA AMATEUR RADIO SOCIETY
 出席幹事・委員　　　評議員：JH1OPC ＪＩ１ＫＡＶ JH1HIC  JI1XYY ＪＮ１ＪＶＫ JH1NDM  JQ1IJX JE1SYN JA1AAA
　（順不同）　                　　　7M4VHS JK1WHN JH1QVW JA1SVP　JE1ICU JP1SFZ  JG1WKM JQ1IKE  JF1EKQ

＜年間事業計画・結果＞
済：２３．４．１７　　１０：３０～１３：３０ ◎予算＜会議費＞ 45,000    
第１回支部役員・監査指導委員会議 支出 予算　残 議題
前橋桂萱公民館　２F講義室 会場費 990        44,010    １　ＪＡＲＬ情報等

前橋市上泉町141-3 飲み物・食事代 7,018     36,992    ２　新役員の紹介（支部要員、監査指導）

会議通知 36,992    ３　新年度事業について(事業分担等)

　　　会場予約（阿部）　　　会議案内（長江） 議事録送付 36,992    ４　監査指導について

　　　資料作成（長江）　　　議事録（長江） 計 8,008     ５　その他

　　　昼食（阿部）
２３．５．２１（20:00-24:00）～２２日（06:00-12:00）
済：第３９回オール群馬コンテスト ◎予算＜コンテスト費＞ 40,000    参加者数： 締切後書類提出：２

コンテスト委員会　委員長JA1SVP相羽 計 　県内 　県外
（相羽、長江、斉木、加藤、小林、中川、山崎、今泉　　） 支出 予算　残 参加者 314 72 242

入賞者宛通知ハガキ 2,000     38,000    （Ｅメール受付） 201 50 151
　　　JARLNEWS原稿依頼済：１月号掲載（長江） トロフィー、楯、額 9,683     30,317    昨年３８１（２４７）＜県内：９８（６８）　県外：２８３（１７９）＞　※( )内ﾒｰﾙ受付数

　　　集計ソフト作成（加藤） 賞状送付代 6,400     23,917    ﾁｪｯｸﾛｸﾞ：４

　　　集計（入力：長江　ﾁｪｯｸ：ｺﾝﾃｽﾄ委員） 参加証転送料 3,600     20,317    ※ＪＡＲＬＮＥＷＳ（23年度）

　　　支部大会発表用資料（ＪＩ１ＫＡＶ） 参加証送付代 500        19,817    　　１月号と５月号掲載 結果　２０１１JN秋号（原稿8/20締切）

　　　賞状、参加証作成（ＪＩ１ＫＡＶ） 楯送付代 1,280     18,537    集計・ﾙｰﾙの見直し等検討（ｺﾝﾃｽﾄ委員）
　　　トロフィー・楯（メダル）注文（ＪＩ１ＫＡＶ） 参加証作成 2,268     16,269    平成　　年　　月　　日（　）前橋市内

　　　※電信、電話、電信電話、マルチ　各１位 賞状作成 5,992     10,277    
　　　　・・・楯ｏｒメダル 賞状、参加証インク 4,830     5,447      前橋トロフィー　０２７－２５１－３５７５　ＦＡＸ　３５８９

計 36,553    3,447      
※（ルール等見直し等）

２３．６．５　　１０：３０～１４：００ ◎予算残＜会議費＞ 36,992    　　出席クラブ

済：クラブ代表者・支部役員会議 支出 予算　残 議題 伊勢崎、群馬県庁、群馬SSTV、藤岡、伊勢崎青空、太田

　　会場 会場費 990        36,002    １　ＪＡＲＬ情報等 桐生ﾊﾑ、新田、群馬KISS、北関東SSB、群馬県CWｸﾗﾌﾞ

昼食代（飲物含む） 11,566    24,436    ２　新年度事業・予算について 群馬ARDF、奥利根、SUBARUｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ、鳴神

　　会場予約（７K2MGX）　昼食注文（７K2MGX） 会議通知※ 24,436    ３　23年度支部大会について 渋川、前橋、赤城ﾚﾋﾟｰﾀ、G・Sﾛｰｶﾙ、赤城南面、OceanBelly

　　会議案内（ＪＩ１ＫＡＶ）　資料作成（ＪＩ１ＫＡＶ） 計 24,436    ４　ｸﾗﾌﾞ現況

　　議事録（ＪＩ１ＫＡＶ） ※議事録送付含む（欠席クラブあて） ５　その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１四半期支出 予算 支出 予算　残
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４月～６月） 会議費 45,000    8,008      36,992     

コンテスト費 40,000    36,553    3,447       
その他

　　 予算総額 329,000  44,561    329,000    
済：２３．７．１０（日）
支部大会・支部役員会議　　みどり市厚生会館　みどり市大間々町桐原８１－２　TEL　0277-72-4054　http://www.city.midori.gunma.jp/map_sisetu/gyosei02.htm
集合・準備開始９：００　受付開始１０：００終了１４：００　協力：

会場予約（ＪＩ１ＫＡＶ）　　　　　来賓迎え（幹事ＪＮ１ＪＶＫ　　　　　） アンケート作成（ＪＩ１ＫＡＶ） 昨年：２４７名参加（受付数）
参加記念品＜　　　　　　　　＞（ＪＩ１ＫＡＶ）※先着２００名　 本年：２２８名参加（受付数）
ジャンク出店案内（JA1UJP）　支部だより作成（ＪＩ１ＫＡＶ）

受付（ＪＦ１ＥＫＱ、ＪＨ１ＳＤＧ、ＪＮ１ＪＶＫ、７M4VHS） ◎予算＜催物費＞ 212,000  ＪＮ５月号掲載

コーヒーサービス（７Ｌ３ＬＷＪ、桐生ハムクラブ） 支出 予算　残
会場費 212,000  出展クラブ等

会場係（駐車場係を除く全員）　ＡＧＣ賞状配布（コンテスト委員）参加記念品代 25,200    186,800  伊勢崎、KISS、群馬県CW、SSTV

駐車場（幹事４～５名、地元クラブの方） 資料作成代＊ 6,964     179,836  伊勢崎青空、安中、富岡、鳴神 　※トランシーバ購入順

抽選会（ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＪ１ＪＣＷ、ＪＩ１ＸＹＹ） 感謝状額 179,836  新田、富士重、JF1WVN 　　　　　　　　藤　倉

賞品購入　　　　　藤倉（ＪK１WHN笹澤） 賞 品 代 11,500    168,336  ジャンク

　ＰＲ資料 168,336  JA1JBT,JH1JEO,大澤雄三 　　　　　　　　ヤナイ

　（23.6.24締切）　東野（ＪＩ１ＫＡＶ長江） 　　〃 10,000    158,336  JA9OT,JH7CBA,JE7XCJ

　　　　　　　　　　　ヤナイ（JA1UJP石田） 　　〃 20,000    138,336  ※トランシーバ購入２０Ｋ円程度 　　　　　　　　トヨムラ

　　　　　　　　　　　間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 10,000    128,336  
　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 11,000    117,336  　　　　　　　　間々田

昼食・飲み物代 20,860    96,476    
96,476    　　　　　　　　東　野

昼食　　（注文：７M4VHS　　当日担当：JI1XYY、7K2MGX） 計 96,476    
　　※幹事、監査指導委員、地元ｸﾗﾌﾞ、登録ｸﾗﾌﾞ（各３個） 　　　支部大会次第
クラブ・ジャンクコーナー（JA1UJP、ＪＨ１ＥＰＫ、ＪＰ１ＳＦＺ） 開始１２：３０ 司会 ＪK1WHN

　　※ジャンク店：駐車場　　クラブ展示：屋内 　１　開会の辞　ＪＦ１ＥＫＱ ６　平成２３年度事業計画・予算 JI1KAV

　　※駐車場出展者：雨天の場合、出展者側で対応してもらう。 　２　支部長挨拶　ＪＩ１ＫＡＶ ７　オール群馬コンテスト表彰 　　コンテスト委員

　３　来賓挨拶（本部長、評議員） 　　オール群馬コンテストアワード授与

電波適正利用推進員グッズ（ＪＫ１ＷＨＮ） 　４　支部幹事紹介 ＪＩ１ＫＡＶ ８　閉会の辞　ＪＦ１ＥＫＱ

クラブ出展案内（JA1UJP、ＪＩ１ＫＡＶ） 　５　平成２２年度事業報告・収支決算報告

モールス技能認定試験（７Ｋ２ＭＧＸ、ＪＡ１ＡＡＡ、ＪＨ１ＯＭＣ）  JI1KAV 支部大会終了後「お楽しみ抽選会」

２３．８．２７～２８ 第１・２四半期支出（４月～９月）
済：ＨＡＭフェア 予算 支出 予算残
　「東京ビッグサイト」 JI1KAV JH1OPC JF1EKQ JK1WHN JH1HIC 会議費 45,000    20,564        24,436     
　　特別記念局担当 入場者数　８／２７　　２１,０００人　８／２８　１１,０００人　計　３２,０００人 コンテスト費 40,000    37,193        2,807       
済：２３．９．１０ 催物費 212,000  116,265      95,735     
群馬県総合防災訓練 ◎予算＜非常通信費＞ 7,000      その他 32,000    12,760        19,240     

予算総額 329,000  186,782      142,218    
２３．１０．２　１０：３０～１４：００　 議題 前年度繰越金：３２,３３０

済：クラブ代表者・支部役員会議 ◎予算残＜会議費＞ 24,436     １　JARL情報等

会場 みどり市厚生会館　１Ｆ第会議室 支出 予算　残  ２　ハムの集いについて 　出席クラブ
会場予約（JQ1IKE） 会場費 24,436     ３　技術講習会について 伊勢崎、群馬県庁、群馬SSTV、伊勢崎青空

昼食・飲物代 9,616     24,436     ４　クラブ現況 太田、新田、北関東SSB、奥利根、鳴神

会議案内（ＪＩ１ＫＡＶ） 会議通知 14,820     ５　その他 SUBARUｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ

資料作成（ＪＩ１ＫＡＶ） 計 9,616     14,820    館林前橋、赤城ﾚﾋﾟｰﾀ、G・Sﾛｰｶﾙ、赤城南面

議事録（ＪＩ１ＫＡＶ） GUNMA AMATEUR RADIO SOCIETY

出席幹事

２３．１１．１３ ◎予算＜会議費＞
支部役員会議     10.２の会議結果によって中止する。・・・中止



２３．１１．２７
群馬ハムの集い ◎予算残＜催物費＞ 96,476    予算執行状況 　　後期支部費：
「群馬県技能検定場」 　　第２四半期残 受付数
集合・準備開始９：００受付開始１０：００終了１４：３０ (昨年度：受付数3２3)
会場予約（ＪＩ１ＫＡＶ）・ジャンク出店案内（ＪＡ１ＵＪＰ） 支出 予算残 　　　　　　計 -           
参加記念品（ＪＩ１ＫＡＶ、７Ｋ２ＭＧＸ　　　　　　　　　） 参加記念品代 96,476    
クラブ出店案内（JＩ1KAV、JA1UJP） 昼食代 96,476    ＜展示・出展等＞ ・クラブ等出展

賞品購入　　　　　藤倉（ＪＫ１ＷＨＮ笹澤） 賞品代 96,476    群馬県ＣＷ、伊勢崎青空、伊勢崎、新田、富士重工

　　　〃 96,476    群馬ＳＳＴＶ、赤城南面、前橋、県庁

　　　　　　　　　　　東野（ＪＩ１ＫＡＶ長江） 　　〃 96,476    ・個人（ジャンク等）

　　　　　　　　　　　ヤナイ（ＪＡ１ＵＪＰ石田） 　　〃 96,476    
　　　　　　　　　　　間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 96,476    
　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 96,476    ※トランシーバ購入２０Ｋ円程度

96,476    ※その他１０Ｋ円程度

モールス技能認定試験 96,476    
担当：７Ｋ２ＭＧＸ、ＪＡ１ＡＡＡ、ＪＲ１ＲＧＱ、ＪＨ１ＯＭＣ 96,476    第１・２・３四半期支出（４月～１２月）

計 -           96,476    予算 支出 予算残
抽選会（司会：ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＩ１ＸＹＹ、JE1SYN　　　　　　　) 会議費 45,000    45,000     
受付（ＪＦ１ＥＫＱ、ＪＨ１ＳＤＧ、ＪＮ１ＪＶＫ、　　　　　　　） 代議員（社員）コーナー設置 ＪＮ原稿８月２０日 コンテスト費 40,000    40,000     
コーヒーサービス（７Ｌ３ＬＷＪ、桐生ハムクラブ） 201１アイボール10アワード実施 催物費 212,000  212,000    
会場係（全員） 感謝状（　　　　　　　　　） その他 32,000    32,000     
昼食　 ＤＸ通信のための英会話入門（展示及び別室で会話練習） 計 329,000  -               329,000    
　　（注文：７Ｋ２ＭＧＸ　　当日担当：JI1XYY） 明星電気参加 前年度繰越金：32,330           残高
　　※幹事、監査指導委員、出店登録クラブ（各３個）

２４．２．５　技術講習会
会場 ＪＮ原稿１１月２０日

担当（JA1SVP､JH1NDM）
会場予約（JQ1IKE、７K2MGX）

◎予算残＜催物費＞ 96,476    会場費 昨年度：１７名参加
部品代等※

ＪＮ原稿　１１月２０日 計 -                       
２４．３．４　１０：３０～　 議題 出席

支部役員・監査指導委員会議 ◎予算＜会議費＞ 14,820    
前橋市桂萱公民館　２F講義室 支出 予算　残

会場費 14,820    
会場予約（７K2MGX）資料作成（ＪＩ１ＫＡＶ） 飲物代 14,820    

昼食代 14,820    
14,820    

-           14,820    
オール群馬アワード（ＪＨ１ＱＶＷ） 技術講習会　　※担当：JA1SVP,JH1NDM　 ｺﾝﾃｽﾄ委員会
支部ホームページ（JI1KAV） ＣＷ認定試験　　※担当：７K2MGX、JA1AAA、JR1RGQ 相羽、長江、斉木、加藤、小林、中川、山崎、今泉
会議議事録（ＪＩ１ＫＡＶ） 会計担当（　　　　　　）

＜　議　  題　＞

　１　あいさつ・ＪＡＲＬ情報等
　　　　　社員に当選したＪＨ１ＯＰＣ、ＪＨ１ＨＩＣ各局のご挨拶　理事会報告、会計帳簿回覧

　３　技術講習会について
　　　　　ＤＸ通信のための英会話入門（ジュニアから大人まで）

　　　　２０１２年２月５日実施予定

　４　クラブ現況
　　　下記をご覧下さい。
　５　その他
　　　　関東UHFコンテストの集計を群馬県支部が担当することになりました。

　　 　　　※オール群馬コンテスト集計等をやっている前橋アマ無線クラブ担当

　　　※支部役員２～３名の方に協力していただく。

　　　　（集計、賞状作成のみ担当・・・予算は地方本部負担）

・・・クラブ現況・・・

伊勢崎・・・クラブ員高齢化、CQ誌2006年12月号付録のSDR基盤で受信機作製した。

県庁・・・11月に総会実施予定

群馬SSTV・・・8月実施のｺﾝﾃｽﾄ参加、10月16日会員親睦を兼ね「男の料理講習会」実施予定

伊勢崎青空・・・支部大会、ﾊﾑの集い参加、10月中旬移動運用予定

新田・・・支部大会、ﾊﾑの集い参加、年末に忘年会実施予定、お花畑ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ予算がなく中止             ・・・　平成23年度　予算案　・・・ 群馬県支部会員数
北関東SSB・・・ﾊﾑﾌｪｱへﾊﾞｽを借りて参加、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ実施予定 2011.9.7現在
奥利根・・・携帯、PC、JARL会費値上げ等の影響か休眠状態だが種火は残っている 社団 33           
SUBARUｱﾏ無線ｸ・・・電力事情のため木金休みであったが、ｺﾝﾃｽﾄには有休を使って参加 正員 1,225       
館林・・・毎年3・4ｱﾏ講習会を実施していたが、今年は出来ない。（管理者の都合により） 准員 56           
前橋・・・富士見町に出来た局舎で忘年会、総会実施予定 家族 25           
赤城ﾚﾋﾟｰﾀ・・・5月に点検のため登山、1年1回点検している。 転送 10           
　　　　　　ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞが故障した場合、部品等があるか、修理できるか心配である。 計 1,349       
G・Sﾛｰｶﾙ・・・ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ、幹事の休日の関係で実施できない。日帰り温泉アイボール会実施。

赤城南面・・・会員各自がHF帯中心に運用している。クラブ活動としては1年2～3回飲み会実施。

GARS・・・ｸﾗﾌﾞ員13名、ｸﾗﾌﾞとしての行事はないが、ｸﾗﾌﾞ員それぞれ活動している。

　　　　

平成２３年度事業計画

ｵｰﾙ群馬幹事・監査会議 ｸﾗﾌﾞ代表者会 支部大会

ﾊﾑﾌｪｱ

幹事・監査会議技術講習会

ｸﾗﾌﾞ代表者会議 ﾊﾑの集い

２ ハムの集いについて
参加記念品選定
国際宇宙ステーションから放出する人工衛星についての展示（明星電気）
ＤＸ通信の為の英会話入門講座実施




