= 平成２4年度第1回クラブ代表者・支部役員会議
出席幹事・委員
（順不同）

平成２４年６月１０日(日) １０：００～１４：0０前橋桂萱公民館 ２F講義室

社員：JH1OPC JH1HIC ＪＩ１ＫＡＶ JA1SVP JE1ICU JE1SYN JG1WKM JH1CZK JH1EPK JO1EOW JH1NDM JH1QVW
JG1MDD JH1SDG JJ1JCW JK1WHN JN1JVK JQ1IJX 7K2MGX 7M4VHS JQ1IKE

＜年間事業計画・結果＞
２４．４．１５ １０：００～１４：0０
第１回支部役員・監査指導委員会議
前橋桂萱公民館 ２F講義室
前橋市上泉町141-3

◎予算＜会議費＞
45,000
支出
予算 残
会場費
990
44,010
飲み物・食事代
5,538
38,472
会議通知
38,472
議事録送付
38,472
計
6,528

会場予約（7K2MGX） 会議案内（JH1HIC）
資料作成（JH1HIC）
議事録（JH1HIC）
昼食（7K2MGX）
２４．５．１２（144ＭＨｚ）～１３日（３．５ＭＨｚ）
群馬県ＡＲＤＦ大会
大会長(JH1HIC)
◎予算
－
審判長（7M3RMD)
２４．５．１９（20:00-24:00）～２０日（06:00-12:00）
第４０回オール群馬コンテスト
◎予算＜コンテスト費＞
コンテスト委員会 委員長JA1SVP相羽
（相羽、長江、斉木、小林、中川、山崎、今泉 ）
支出
入賞者宛通知ハガキ

JARLNEWS原稿依頼済：４月号掲載（長江） トロフィー、楯、額
集計ソフト作成（加藤）
賞状送付代
集計（入力：長江 ﾁｪｯｸ：ｺﾝﾃｽﾄ委員）
参加証転送料
支部大会発表用資料（ＪＩ１ＫＡＶ）
参加証送付代
賞状、参加証作成（ＪＩ１ＫＡＶ）
楯送付代
トロフィー・楯（メダル）注文（ＪＩ１ＫＡＶ）
参加証作成
※電信、電話、電信電話、マルチ 各１位
賞状作成
・・・楯ｏｒメダル
賞状、参加証インク
計

議題
１
２
３
４
５
６

40,000

ＪＡＲＬ情報等
新年度事業について(事業分担等)
監査指導について
オール群馬コンテストについて
支部大会（会場）等
その他

参加者数：３２７
計
参加者

予算 残

40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000

締切後書類提出：

県内
327
238

県外
81
54

246

（Ｅメール受付）
184
昨年３１４（２０１）＜県内：７２（５０） 県外：２４２（１５１）＞ ※( )内ﾒｰﾙ受付数
内ﾁｪｯｸﾛｸﾞ：４
※ＪＡＲＬＮＥＷＳ（2４年度）
４月号掲載
結果 ２０１２JN春号（原稿２/20締切）

前橋トロフィー ０２７－２５１－３５７５ ＦＡＸ ３５８９

※（ルール等見直し等の有無）

２４．６．１０ １０：００～１４：００
クラブ代表者・支部役員会議
会場 前橋桂萱公民館 ２F講義室

◎予算残＜会議費＞
45,000
出席クラブ
支出
予算 残 議題
伊勢崎、群馬県庁、群馬SSTV、伊勢崎青空、太田、渋川
会場費
990
44,010 １ ＪＡＲＬ情報等
新田、群馬KISS、北関東SSB、群馬県CWｸﾗﾌﾞ、すずめ無線クラブ
前橋市上泉町141-3
昼食代（飲物含む）
11,822
32,188 ２ 新年度事業・予算について
奥利根、SUBARUｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ、鳴神、館林、三洋電機東京
会場予約（７K2MGX） 昼食注文（７K2MGX） 会議通知※
920
31,268 ３ 2４年度支部大会について
前橋、赤城ﾚﾋﾟｰﾀ、G・Sﾛｰｶﾙ、赤城南面、OceanBelly、桐生ハムクラブ
会議案内（ＪH1HIC） 資料作成（ＪH1HIC）
計
13,732
４ ｸﾗﾌﾞ現況
議事録（ＪH1HIC）
※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
20,260
24,740
コンテスト費
40,000
40,000
その他（含監査指導会議）
9,000
予算総額
326,000
29,260
326,000
２４．７．８（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（JQ1IKE ）
来賓迎え（幹事ＪＮ１ＪＶＫ ） JA1YAA/1 公開運用( JQ1IKE )
アンケート作成（ＪＩ１ＫＡＶ）
昨年：２２８名参加（受付数）
参加記念品＜LEDｸﾘｯﾌﾟﾗｲﾄ＞（ 7K2MGX ）※先着２００名
6月23,24,30日、7月1日（支部大会ＰＲ）、平日運用希望は7M2MGXへ
本年：
名参加（受付数）
ジャンク出店案内は前回よりしなくなった。出展歓迎。
受付（ＪＦ１ＥＫＱ、ＪＨ１ＳＤＧ、ＪＮ１ＪＶＫ、７M4VHS、JN1PSS）
◎予算＜催物費＞
212,000
ＪＮ４月号掲載、ＪＮ７月号掲載（場所）、ＣＱ誌７月号（６月通１９日）掲載
コーヒーサービス（７Ｌ３ＬＷＪ、桐生ハムクラブ）
支出
予算 残
JN原稿〆２月20日、5月20日(場所）
支部だより作成（ＪＩ１ＫＡＶ）
会場費
212,000
昨年の出展クラブ等
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
27,300 184,700
伊勢崎、前橋、桐生、鳴神 、新田、伊勢崎青空、KISS、群馬県CW、SSTV
駐車場（幹事３名、JE1ICU,
）
資料作成代＊
184,700
抽選会（ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＪ１ＪＣＷ、ＪH1EPK）
感謝状額
184,700
賞品購入
藤倉（ＪK１WHN笹澤）
賞品代
184,700
ジャンク
※トランシーバ購入順
ＰＲ資料
184,700
J7L1RLL，JJ1FIB,三沢一雄
藤 倉
東野（ＪＩ１ＫＡＶ長江）
〃
184,700
JA8MOR
ヤナイ（JA1UJP石田）
〃
184,700
ヤナイ
間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野）
〃
184,700
トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野）
〃
184,700
トヨムラ

昼食・飲み物代
支部大会記念アイボール10アワード（JH1QVW、JH1CZK)
昼食 （注文：７M4VHS 当日担当：(JG1MDD、7M4VHS） 計
※幹事、監査指導委員、地元ｸﾗﾌﾞ、登録ｸﾗﾌﾞ（各３個）
クラブ・ジャンクコーナー（JA1UJP、ＪＨ１ＥＰＫ、ＪＰ１ＳＦＺ）
※ジャンク店：駐車場 クラブ展示：屋内
※駐車場出展者：雨天の場合、出展者側で対応してもらう。
電波適正利用推進員グッズ（ＪＫ１ＷＨＮ）
クラブ出展案内（JA1UJP、ＪＩ１ＫＡＶ）
モールス技能認定試験（７Ｋ２ＭＧＸ、ＪＡ１ＡＡＡ、ＪＨ１ＯＭＣ）

２４．８．２５～２６
ＨＡＭフェア
「東京ビッグサイト」
特別記念局担当
２４．９．上旬
群馬県総合防災訓練
２４．１０．１４ １０：００～１４：００
クラブ代表者・支部役員会議
会場
会場予約（
）
会議案内（ＪH1HIC）
資料作成（ＪH1HIC）
議事録（ＪH1HIC）

メーカー展示 ＩＣＯＭ
※トランシーバ購入２０Ｋ円程度

間々田

支部大会次第

１
２
３
４
５

東 野
開始12：30
司会 Jk1WHN
開会の辞 ＪＦ１ＥＫＱ
６ 平成２４年度事業計画・予算 JH1HIC
支部長挨拶 ＪＨ１ＨＩＣ
７ オール群馬コンテスト表彰
コンテスト委員
来賓挨拶（本部長、代議員）
オール群馬コンテストアワード授与
支部幹事紹介 自己紹介
８ 閉会の辞 ＪＦ１ＥＫＱ
平成２２年度事業報告・収支決算報告
ＪH1HIC
支部大会終了後「お楽しみ抽選会」

第１・２四半期支出（４月～９月）
昨年
予算
支出
予算残
JI1KAV JH1OPC JF1EKQ JK1WHN JH1HIC
会議費
45,000
45,000
昨年入場者数 ８／２７ ２１,０００人 ８／２８ １１,０００人 計 ３２,０００人 コンテスト費
40,000
40,000
催物費
212,000
212,000
◎予算＜非常通信費＞
1,000
その他
29,000
29,000
予算総額 326,000
326,000
議題
前年度繰越金：39,298
◎予算残＜会議費＞
- １ JARL情報等
支出
予算 残 ２ ハムの集いについて
昨年 出席クラブ
会場費
- 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
- ４ クラブ現況
太田、新田、北関東SSB、奥利根、鳴神
会議通知
- ５ その他
SUBARUｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ
計
館林前橋、赤城ﾚﾋﾟｰﾀ、G・Sﾛｰｶﾙ、赤城南面

出席幹事

２４．１１．１１
支部役員会議

184,700
184,700
184,700

◎予算＜会議費＞
10.７の会議結果によって中止する。・・・

GUNMA AMATEUR RADIO SOCIETY

２４．１１．２５
群馬ハムの集い
「群馬県技能検定場」
集合・準備開始９：００受付開始１０：００終了１４：３０
会場予約（ＪＩ１ＫＡＶ）・ジャンク出店案内（ＪＡ１ＵＪＰ）
参加記念品（ＪＩ１ＫＡＶ、７Ｋ２ＭＧＸ
）
クラブ出店案内（JＩ1KAV、JA1UJP）
賞品購入
藤倉（ＪＫ１ＷＨＮ笹澤）

◎予算残＜催物費＞

184,700

支出

予算残

参加記念品代
昼食代
賞品代
〃

〃
〃
〃
〃

東野（ＪＩ１ＫＡＶ長江）
ヤナイ（ＪＡ１ＵＪＰ石田）
間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野）
トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野）
モールス技能認定試験
担当：７Ｋ２ＭＧＸ、ＪＡ１ＡＡＡ、ＪＲ１ＲＧＱ、ＪＨ１ＯＭＣ

184,700
184,700
184,700
184,700
184,700
184,700
184,700
184,700
184,700
184,700
184,700
184,700

予算執行状況 後期支部費：
第２四半期残
計

受付数
(昨年度：受付数３５０)

-

＜展示・出展等＞・クラブ等出展
昨年
群馬県ＣＷ、伊勢崎青空、伊勢崎、新田、富士重工
群馬ＳＳＴＶ、赤城南面、前橋、県庁
・個人（ジャンク等）
※トランシーバ購入２０Ｋ円程度
※その他１０Ｋ円程度

第１・２・３四半期支出（４月～１２月）
予算
支出
予算残
抽選会（司会：ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＨ１ＥＰＫ、JE1SYN
)
会議費
45,000
45,000
ＪＮ原稿８月２０日コンテスト費
40,000
40,000
受付（ＪＦ１ＥＫＱ、ＪＨ１ＳＤＧ、ＪＮ１ＪＶＫ、
）
代議員（社員）コーナー設置
コーヒーサービス（７Ｌ３ＬＷＪ、桐生ハムクラブ） 2012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：JG1MDD）
明星電気参加
前年度繰越金：39,298
残高
計

-

※幹事、監査指導委員、出店登録クラブ（各３個）

２５．２．３ 技術講習会
会場
担当（JA1SVP､JH1NDM）
会場予約（
）

ＪＮ原稿１０月２０日

◎予算残＜催物費＞
ＪＮ原稿 １１月２０日

２５．３．３ １０：0０～
支部役員・監査指導委員会議
会場
会場予約（７K2MGX）資料作成（ＪＩH1HIC）

オール群馬アワード（JH1QVW）
支部ホームページ（JI1KAV）
会議議事録（ＪH1HIC）

＜ 議

◎予算＜会議費＞
支出
会場費
飲物代
昼食代

184,700 会場費
部品代等※
計
議題
予算 残
-

技術講習会 ※担当：JA1SVP,JH1NDM
ＣＷ認定試験 ※担当：７K2MGX、JA1AAA、JR1RGQ
会計担当（
）

題 ＞

昨年度：１７名参加
出席

ｺﾝﾃｽﾄ委員会
相羽、長江、斉木、小林、中川、山崎、今泉

平成２４年度事業計

１. あいさつ・ＪＡＲＬ情報等
JH1OPC
社員総会は６月２４日(日）ベルサール神田で開催。 １００名程が傍聴出来る。
理事役員で、会長推薦枠の理事として、ＪＩ１ＫＡＶ長江前支部長が推薦され、
社員総会で賛否を問う採決が行われます。詳細は山田 支部長から聞いて
ください。
今回の社員総会から、議案毎に細かく賛否の採決が出来るようになりました。
（代議員として意見を反映出来るように個別の採決が出来る。）
JH1HIC

(１) 規則第２６条と第２６条の２による理事、幹事の推薦。
ＪＩ１ＫＡＶ長江さん 他が選出されました。
(２)ＪＡＲＬ会員数を右下に２０１２，５，７，現在。
(３)社員総会は選挙で選出された理事、推薦された理事が採決される。
専務理事の役員報酬額の限度、最高１千万が採決される。

(４)正員歴表彰有り、今回で表彰は無くなります。
(５)総務省の意見募集に対するＪＡＲＬからの意見提出
①無線通信に妨害を与えるおそれがある極めて強い各種設備等は容認出来ない。
②３．５ＭＨｚと３．８ＭＨｚの周波数の連続化を要望。
③アマチャア局に係わる一層の免許手続きの簡素合理化の要望。
(６) 電磁環境関係の動向

①電力線搬送通信設備関係
３月１７日に第８回 作業班 ３項目審議された。
ＪＡＲＬをはじめ、ＰＬＣの屋外利用に懸念をいだいている出席者からの強い
意見により結論が得られず、次回の会合に持ち越しとなった。
作業班の進め方は各作業班事務局で調整することになっているが
５月中旬現在新しい情報はない。

②周波数共用問題
１０．４ＧＨｚ帯を使用する実験局との周波数共用
マイクロ波委員会で検討
運用時間占有率が極めて短い
運用場所が限られているので共用可能と判断。
５ＧＨｚを使用する太陽光発電実証衛星との周波数共用
送信電力 ０．１Ｗ アンテナ利得４０ｄＢに小さく変更となり
５ＧＨｚのアチュアバンドのレピーター周波数を使用するので干渉問題
は発生しないので問題ないと判断。
(７)ＩＡＲＵ ＨＦ Ｗａｒｌｄ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ に参加する日本のＨＱ局について
ＪＡＲＬの本部局（ＨＱ局）として参加する６局が決定。
(８)アマチュア無線衛星の現況等
２０１２年１月３日 １２時にコマンドにより送信機をＯＮしたが
その後は送信機が停止することなく５月中旬現在もアナログ中継器の
連続運用を行っている。
(９)目黒区における「高層アンテナ計画に関する事前周知等に係わる要綱」
高層アンテナとは 確認申請を伴う高さが１５ｍを超える鉄柱等
工作物の高さと等しい水平距離の範囲の住民、土地または建物の
権利人の方に１件、１件または会場にて説明会を行う。H24、７，１施行

前年度繰越金39,281.-

前年比 -3000.-

群馬県支部会員数
2012.5.7現在
社団
33
正員
1,200
准員
54
家族
24
転送
計
1,311 -7

（１０）ＪＡＩＡ会長が交代になりました。
新 ＫＥＮＷＯＯＤ
（１１）茅野市の保有土地売却活動について
3294㎡ 地目 原野 売却希望価格2450万円
不動産流通機構 レインズ への情報登録が完了
（１２）ＦＭ直轄レピーター局
①廃止について
機器修理不能、設置場所都合、賃貸料等負担の限界などにより廃止してゆく
ＪＲ１ＷＢ 霞ヶ関ビル ＪＡ１ＩＧＹと共に２４年３月末にて撤去予定
②団体局化
管理を引き受けてくれる団体を募集して機器を貸与し団体局化する方針
引き受け団体が現れない場合は規定により廃止してゆく。

（１３）ハムフェア２０１２
群馬県支部は特別記念局のスタッフ
８Ｊ１Ａ
出展の説明会 ７月９日（月） １３：００～ 文京区民センター３Ｆ会議室
（１４）2012年全日本ＡＲＤＦ競技大会
平成２４年１１月１４日～１１月２５日

２. ２４年度事業・予算について

３. ２４年度 支部大会について

事業計画は右の表、予算は昨年比ー３０００．－になりましたが昨年並に出来そうです。
ＡＲＤＦを支部の行事としてここに記載するようにしました。興味のある方は見学に
出かけてください。
支部大会次回６ｍ＆Ｄｏｕｎコンテストと重ならないうようにして下さい。→考慮します。
クラブ代表者会議、全市全郡コンテストと重なり、日程変更検討。→１０月１４日に変更。

資料回覧

第１回定時社員総会資料
ハムフェア２０１２ 準備状況 24年６月９日
ＪＡＲＬ関東地方本部の事業報告、決算のＪＡＲＬ宛て報告書
ＪＡＲＬ関東地方本部の監査指導業務のＪＡＲＬ宛て報告書

JA1YAA/1 支部大会当日公開運用 会員証、免許証を持参してください。
６月２５日～７月６日迄の平日運用希望者は７Ｋ２ＭＧ＠ｊａｒｌ．cｏｍまで
支部大会記念アイボール１０アワードを実施。
参加記念品はＬＥＤクリップライト 先着２００名
駐車場案内は支部役員３名の応援を希望、９：３０～１０：００くらい。

４. クラブ現況
伊勢崎アマチュア無線クラブ
PCで動作させる。
群馬県県庁アマチュア無線クラブ
半田コテで物作り ＳＤＲ製作を行っている。
会員はＯＢが多い、現職は１９名全体で４０名にて会を維持している。 ４月４日幹事会、
渋川アマチャア無線クラブ
６月２３日フォックスハンティングと総会。
渋川市災害協定を結んだ。９月８日渋川市防災訓練 ８月１０日県の防災訓練に部員が参加。
フォックス周波数４３８．２０±ＱＲＭ。９月８日総合防災訓練ー桐生市桜遊園。
前橋アマチュア無線クラブ
９月１５日移動運用予定。
富士見シャックを借りて総会。富士見シャックを借りてフィールドデーに参加予定。
１０月～１１月ＦＯＸハンティング予定。１１月海外運用グアム、サイパンなどを予定。
赤城山計画レピータ管理団体
２月３日の技術講習会参加。
レピーター総会は支部大会終了後同会場にて行う。
ＳＵＢＡＲＵアマチュア無線クラブ群馬
春の点検登山は行ってなく、今年は秋に予定。 ドネーションを引き続きお願いしたい。
ＪＡＲＬ主催コンテストの２０１１コンテストで職域全国２位。
ＩＣＯＭを３台所持、今まで電解コンデンサーを交換して修理した。動くうちは動かしたい。
ＴＶ朝日／ＮＴＴなど強豪が不在だったので上位になったと思う。
管理団体の預金は減らさないよう努力しており、オークション等で出たらリグを購入したい。
６ｍａｎｄＤｏｗｎコンテストと重なるので支部大会へは参加出来ない。
奥利根アマチュア無線クラブ
１０月７日も重なるのでＮＧ。重ならないようにしてほしい。
JP1YCA昭和村レピーター老こつ化、ＩＣＯＭから大きな故障が起きたら修理出来ないと言われてい
伊勢崎青空無線クラブ
ますので廃局となるかもしれません。
毎週金曜日２ｍオンエアミーティング、１０月移動運用、１２月総会、１月新年会、４月花見。
会員の掘り起こしは大変だが行って行きたい。
５月のオール群馬コンテストにクラブ対抗で参加したがロケが悪く結果が良くなかった。
赤城南面アマチュア無線クラブ
群馬ＫＩＳＳクラブ
飲み会を行っている。ＨＦがメインですが、４３０ＭＨｚでもラグチューを行っている。
活動は支部大会、ハムの集いにてナビトラやＡＰＲＳの公開運用。
太田アマチュア無線クラブ
４月は花見だが伊勢崎の花見会場は火気厳禁となりＢＢＱへ移行する。
会員19名。活動は月1回のミーティング、フィールドデーコンテストに参加予定。
北関東ＳＳＢアマチュア無線クラブ
オール群馬コンテストはトロフィーがほしいので例年になく応募した。ＴＯＰかも。
年数回のミーティング、総会を近く行う。ハムフェアにはバスで行く。
ケンウッドのレピーターを夏に修理。 ケンウッドはアナログ部修理可。デジタル部修理不可との事。
他ＢＢＱ、カラオケなど。
クラブの設置場所は太田市、受楽寺で電気料はドネーションでまかなっている。
群馬県ＣＷクラブ
ＧＴＶ中継器内を見学、方向性結合器、リレー、１０Ｄ２Ｗ、２０Ｄケーブルなどがあり、
３月総会、４月移動運用、５月オール群馬コンテストに参加、
不用で廃棄されるパーツの中でクラブで必要なものを貰い受けた。
７月支部大会に参加、キャンプ運用。
桐生ハムクラブ
８月ハムフェア、９月赤城山ハイキング、１１月忘年会、ハムの集い、１月新年会。
今年は支部大会、ハムの集いのコーヒーサービスに徹する。
群馬ＳＳＴＶクラブ
会員１５名。
コンテストにも参加したいとの意見があり、来年度活発化できるかを検討する。
会員２２名、活動は半数くらい。 ５月１３日移動運用、参加９名。７ＭＨｚのＳＳＴＶで４６局。
鳴神クラブ
支部大会、ハムの集いでＰＲ。ＳＳＴＶコンテストＡＬＬ ＪＡ参加。毎朝１．２ＧＨｚ交信。
おもちゃの無料修理→毎月第三日曜日９：００～１２：００、７月製作講習会、８月笠懸こどもまつり、
430MHzは週３回くらい交信。8月の1ヶ月はＪＡＳＴコンテストに参加。
１０月文化会館と遊ぼう、１１月中央公民館文化展
Ｏｃｅａｎ Ｂｅｌｌｙ
館林アマチュア無線クラブ
ニューイヤーパーティーに参加、７ＭＨｚＣＷで25局サービスした。
９月３０日市防災訓練に参加。管理者講習会を受け、取得した。
会員１０名で総会予定は無し。
１０月７日、１４日 ４級アマ講習会を実施する。
Ｇ・Ｓローカルハムクラブ
新田アマチャ無線クラブ
オール群馬コンテスト3名で参加、夏にＢＢＱを予定。細く長くです。
春の花見、年末に忘年会兼総会。
すずめ無線クラブ
オール群馬コンテストに打倒県庁クラブの意気込みで参加。
会員すずめで弱く、やさしいクラブ。ＹＬ２名、中学生、平均年齢は３０～４０歳。
ＣＷの得点が３点なので、ＳＳＢ+ＦＭだと勝てないのでは。クラブ対抗のみＣＷを１点で計算してほしい。
会員は21名で、大間々、みどり市、太田、熊谷市などから。大胡方面へ一泊で移動運用。
三洋電機東京アマチュア無線クラブ
２～３年前からＪＱ１ＺＦＲで活動していました。
高齢化で部員減少、一部コンテストに個人参加などでかんばっている。個人的にもアマチュア
支部大会ではＪＡＲＬ局の公開運用を予定。
無線の火を灯して行きたい。

５、その他
支部役員退任 ＪＩ１ＸＹＹ 小林さん
新任 JG1MDD 井川さん
監査指導委員長会議 6月16日
ガイダンスメーセージ内容再検討してほしい

社員総会に当たり会員の意見 理事はなぜまた社員の議決を取るか疑問
会員の選挙結果を尊重してほしい。
今回の社員総会資料には、終身（前納）会員問題は何もふれていませんでした。

