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 出席幹事・委員　　　　理事：JI1KAV　社員：JH1OPC JH1HIC　　　JA1SVP JE1SYN  JH1CZK  JO1EOW JH1QVW JN1JVK 

　（順不同）　              JG1MDD JH1NDM　JH1SDG  7K2MGX  JQ1IKE JA1AAA JA1UJP JP1SFZ 7K2NWG ７Ｍ３ＲＭＤ　JJ1JCW

＜年間事業計画・結果＞

２４．４．１５　　１０：００～１４：0０ ◎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 5,538     38,472    ２　新年度事業について(事業分担等)

会議通知 -           38,472    ３　監査指導について

　　会場予約（7K2MGX）　会議案内（JH1HIC） 議事録送付 -           38,472    ４　オール群馬コンテストについて

　　資料作成（JH1HIC）　　　議事録（JH1HIC） 計 6,528     ５　支部大会（会場）等

　　　昼食（7K2MGX） ６　その他

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＞ 40,000    参加者数：３２７ 締切後書類提出：

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、小林、中川、山崎、今泉　　） 支出 予算　残 参加者 327 81 246

入賞者宛通知ハガキ 750       39,250    （Ｅメール受付） 238 54 184

　　　JARLNEWS原稿依頼済：４月号掲載（長江）トロフィー、楯、額 11,100    28,900    昨年３１４（２０１）＜県内：７２（５０）　県外：２４２（１５１）＞　※( )内ﾒｰﾙ受付数

　　　集計ソフト作成（加藤） 賞状送付代 1,124     27,776    内ﾁｪｯｸﾛｸﾞ：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     24,176    ※ＪＡＲＬＮＥＷＳ（2４年度）

　　　支部大会発表用資料（ＪＩ１ＫＡＶ） 参加証送付代 6,640     17,536    　　４月号掲載 結果　２０１２JN春号（原稿２/20締切）

　　　賞状、参加証作成（ＪＩ１ＫＡＶ） 楯送付代 1,000     16,536    

　　　トロフィー・楯（メダル）注文（ＪＩ１ＫＡＶ） 参加証作成 2,056     14,480    

　　　※電信、電話、電信電話、マルチ　各１位 賞状作成 4,056     10,424    

　　　　・・・楯ｏｒメダル 賞状、参加証インク 4,980     5,444      前橋トロフィー　０２７－２５１－３５７５　ＦＡＸ　３５８９

計 35,306    4,694      

※（ルール等見直し等の有無）　

２４．６．１０　　１０：００～１４：００ ◎予算残＜会議費＞ 38,472    　　　　出席クラブ

クラブ代表者・支部役員会議 支出 議題 伊勢崎、群馬県庁、群馬SSTV、伊勢崎青空、太田、渋川

会場 前橋桂萱公民館　２F講義室 会場費 990       37,482    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    25,660    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※ 540       25,120    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、

　　会議案内（ＪH1HIC）　資料作成（ＪH1HIC） 計 13,352    25,120    ４　ｸﾗﾌﾞ現況 桐生ハムクラブ

　　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    19,880    25,120          

コンテスト費 40,000    35,306    4,694           

その他（含監査指導会議） 10,160    18,840          

　　 予算総額 326,000  65,346    280,914        

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ＪＱ１ＩＪＸ　） JA1YAA/1 公開運用( JQ1IKE ) 　　合計３００－ＱＳＯ 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：２３７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、７M4VHS、ＪＪ１ＪＣＷ） ◎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  本年の出展クラブ等

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、群馬SSTV

駐車場（幹事３名、JE1ICU,  JO1EOW、JP1SFZ  ） 表示用ｲﾝｸ・ﾗﾐﾈｰﾄ 3,180     181,520  群馬町、富岡、安中、群馬エコロジー、すずめ無線

抽選会（ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＪ１ＪＣＷ、ＪH1EPK） 資料､用紙、インク 7,778     173,742  

賞品購入　　　　　 173,742  ジャンク・出展 　※トランシーバ購入順

　ＰＲ資料　　　　　藤倉（ＪK１WHN笹澤） 賞 品 代 10,000    163,742  JJ1FIB 　　　　　　　　藤　倉

　　　　　　　　　　　東野（ＪＩ１ＫＡＶ長江） 　　〃 10,000    153,742  JA8MOR,JF1WVN

　　　　　　　　　　　ヤナイ（JA1UJP石田） 　　〃 9,960     143,782  明星電気アマチュア無線 　　　　　　　　ヤナイ

　　　　　　　　　　　間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 21,000    122,782  

　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 10,000    112,782  　　　　　　　　トヨムラ

支部大会記念アイボール10アワード（JH1QVW、JH1CZK) 昼食・飲み物代 22,600    90,182    　　　　メーカー展示　ＩＣＯＭ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９名 JA1YAA/1 7,920     82,262    　　　　　　　　　　※トランシーバ購入２０Ｋ円程度 　　　　　　　　間々田

昼食　（注文：７M4VHS　　当日担当：(JG1MDD、7M4VHS） 計 129,738  82,262    

　　※幹事、監査指導委員、来賓、登録ｸﾗﾌﾞ（各３個） 　　　支部大会次第 　　　　　　　　東　野

クラブ・ジャンクコーナー（JE1SYN,JA1UJP、ＪＨ１ＥＰＫ、 開始12：30 司会 Jk1WHN

                                 ＪＰ１ＳＦＺ, JJ1JCW)                　１　開会の辞　ＪＦ１ＥＫＱ ６　平成２４年度事業計画・予算 JH1HIC

※ジャンク店：駐車場　　クラブ展示：屋内 　２　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

※駐車場出展者：雨天の場合、出展者側で対応してもらう。 　３　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

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

　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、ＪR1RGQ) ＪH1HIC 支部大会終了後「お楽しみ抽選会」

　　　　　　　　　　　　　２名受験

２４．８．２５～２６ 第１・２四半期支出（４月～９月）　　

ＨＡＭフェア 予算 支出 予算残

　「東京ビッグサイト」 JI1KAV JH1OPC JF1EKQ JK1WHN JH1HIC JO1EOW 昨年32,000人 会議費 45,000    19,880        25,120        

　　特別記念局担当 入場者数　８／２４　　２２,０００人　８／２５　１１,０００人　計　３３,０００人 コンテスト費 40,000    35,306        4,694          

２４．９．８．　　桐生市　渡良瀬川河川敷＆昭和公民館 催物費 212,000  129,738      82,262        

群馬県総合防災訓練 ◎予算＜非常通信費＞ 1,000      その他 29,000    18,570        10,430        

予算総額 326,000  203,494      122,506       

２４．１０．１４　１０：３０～１４：００　 議題 前年度繰越金：39,281 その他第二四半期　8,410.-

クラブ代表者・支部役員会議 ◎予算残＜会議費＞ 25,120     １　JARL情報等

会場　 みどり市厚生会館　大間々町桐原８１－２ 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 -           25,120     ３　技術講習会について 伊勢崎、群馬県庁、伊勢崎青空

昼食・飲物代 9,954     25,120     ４　クラブ現況 太田、新田、北関東SSB

会議案内（ＪH1HIC） 会議通知 250       15,166     ５　その他 SUBARU、三洋電機東京ｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ

資料作成（ＪH1HIC） 計 10,204    14,916    群馬ARDF、赤城南面、渋川、桐生、

議事録（ＪH1HIC） GUNMA AMATEUR RADIO SOCIETY

すずめ無線ｸﾗﾌﾞ、Ocean　Belly

２４．１１．１１ ◎予算＜会議費＞

支部役員会議     10.７の会議結果によって中止する。・・・



２４．１１．２５

群馬ハムの集い ◎予算残＜催物費＞ 82,262    予算執行状況　　後期支部費：１６０，０００

「群馬県技能検定場」 第２四半期残　 1,463     受付数

集合・準備開始９：００受付開始１０：００終了１４：３０ 160,000  (昨年度：受付数３５０)

会場予約（ＪＩ１ＫＡＶ） 支出 予算残 　　　　　　計 161,463  

参加記念品（７Ｋ２ＭＧＸ　） 参加記念品代 82,262    

クラブ出店案内（JＩ1KAV、JA1UJP） 昼食代 82,262    ＜展示・出展等＞・クラブ等出展

賞品購入　　　　　 82,262    昨年 群馬県ＣＷ、伊勢崎青空、伊勢崎、新田、富士重工

                     藤倉（ＪＫ１ＷＨＮ笹澤） 賞品代　 82,262    群馬ＳＳＴＶ、赤城南面、前橋、県庁　　・個人（ジャンク等）

　　　　　　　　　　　東野（ＪＩ１ＫＡＶ長江） 　　〃 82,262    ※トランシーバ購入２０Ｋ円程度

　　　　　　　　　　　ヤナイ（ＪＡ１ＵＪＰ石田） 　　〃 82,262    ※その他１０Ｋ円程度

　　　　　　　　　　　間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 82,262    

　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 82,262    

82,262    

モールスモールスモールスモールス技能認定試験技能認定試験技能認定試験技能認定試験 82,262    

担当：７Ｋ２ＭＧＸ、ＪＡ１ＡＡＡ、ＪＲ１ＲＧＱ、ＪＨ１ＯＭＣ 82,262    第１・２・３四半期支出（４月～１２月）

計 -           82,262    予算 支出 予算残

抽選会（司会：ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＨ１ＥＰＫ、JE1SYN,JN1PSS　) 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） 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        

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       

昼食　　（注文：JE1ICU　　当日担当：(JG1MDD、JE1ICU） 明星電気参加 前年度繰越金：39,298           残高

　　※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　　前橋桂萱公民館 ＪＮ原稿１１月２０日

担当（JA1SVP､JH1NDM）

会場予約（7K2MGX）

　　　Ｖ・ＵＨＦ用ＳＷＲメーター　　３000.-予定 ◎予算残＜催物費＞ 82,262    会場費 昨年度：１７名参加

　　　お弁当は持参 部品代等※

ＪＮ原稿　１１月２０日 計 -                

２５．３．３　１０：0０～　 議題 出席

支部役員・監査指導委員会議 ◎予算＜会議費＞ 14,916    

会場 支出 予算　残

会場費 14,916    

会場予約（　　　　　）資料作成（ＪＩH1HIC） 飲物代 14,916    

昼食代 14,916    

14,916    

-           14,916    

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、小林、中川、山崎、今泉

会議議事録（ＪH1HIC） 会計担当（　　　　　　）

＜　＜　＜　＜　議議議議　  　  　  　  題題題題　＞　＞　＞　＞

１１１１....　　　　あいさつあいさつあいさつあいさつ・・・・ＪＡＲＬＪＡＲＬＪＡＲＬＪＡＲＬ情報等情報等情報等情報等

       JＩ１ＫＡＶ　　

第７回・第８回理事会の報告、結果報告

　 詳細はＪＡＲＬ　ＷＥＶをご覧下さい。

       JH1OPC　　

評議委員会は年に２回あり、意見を出していました。

社員総会は年に１回のみの総会に意見を出すようになりました。

ＪＡＲＬＪＡＲＬＪＡＲＬＪＡＲＬ情報等  情報等  情報等  情報等  JH1HIC

関東地方本部会議は始めて群馬のクラブ代表者支部役員会議と同様に各県支部現況を

報告。

　 各県支部の地方自治体との防災協定について、東京はＪＡＲＬと東京都が結んおり、MCA

無線網も整備されている。　山梨、栃木、茨城は協定済、埼玉は非常

通信覚書書は済で細則を進めている。神奈川は、秦野市・横須賀市・横浜市は非常通信

協議会と結んでいる。群馬は協定未、防災訓練は日本赤十字社群馬県支部が実質的な

　 活動を行っている。ハムフェアのおりに、ＮＰＯ法人　日本災害情報サポートネットワーク　

福理事から支部の方にもぜひ協力をお願いするの依頼がありました。出来ることがあれば

協力しますと回答しました。非常通信のインパクトが大きかったので群馬県地域防災計画　

平成２４年１月をネット調査し、その中の、私が理解したアマチャア無線関係抜粋を作成、

必要があれば関東地方非常通信協議会から要請されるようになっていますので、その時

は支部役員、クラブ代表者、クラブ員の方、クラブ員でない方もぜひ協力をお願い致します。

ただ有線通信が使用出来ないか著しく困難な場合において行われるものなので皆さんに

ご連絡する方法を今後考えていく必要があります。当面は７０３０、２ｍ、４３０メインを。

本格的には、発電機やバッテリーを備えて置く必要がありますが当面は車のバッテリー

としておきます。

第６回理事会報告書の説明

第７回理事会報告書の抜粋説明。  （ＪＡＲＬ　ＮＥＷＳにも記載されています。）

２２２２．．．．ハムハムハムハムのののの集集集集いについていについていについていについて

「群馬県技能検定場」　２４．１１．２５　

集合・準備開始９：００受付開始１０：００終了１４：３０　

ＤＸ通信のための英会話入門（展示及び別室で会話練習）も行っていただける。

(JQ1IKE）

この場で出展していただけるクラブをお聞きした。

上記のように昨年ほぼ同様に開催して行きます。 　　　前年度繰越金39,281.- 群馬県支部会員数群馬県支部会員数群馬県支部会員数群馬県支部会員数

2012.5.7現在

３３３３．．．．技術講習会技術講習会技術講習会技術講習会についてについてについてについて 社団 33             

　　アンケートはＳＷＲメーター２件、バーチカルアンテナ２件、他は１件づつでした。 正員 1,200         

　　今回はＳＷＲメーターに決定した 准員 54             

　 　　ＪＨ１ＮＤＭさんがＳＷＲメーターの試作品を作ってきていただけました。 家族 24             

　　２８ＭＨｚ～４３０ＭＨｚで使用できるハイバンド対応のＳＷＲメーター。 転送

　　１００Ｗを想定。費用は３Ｋ円程で出来そうです。 計 1,311         -7

　　１１月２０日までに詳細を決定してＪＡＲＬ　ＮＥＷＳに案内。

　　１月号案内になるので時間が短いので同時に群馬県のホームページにも案内する。

　　　前年比　-3000.-

４４４４．．．．クラブクラブクラブクラブ現況現況現況現況

伊勢崎アマチュア無線クラブ 伊勢崎青空無線クラブ

　 　支部大会、ハムの集いに参加。 　オール群馬コンテスト、クラブ対抗で参加。

　明星電気の小型衛星の講習会を受けた。 　支部大会へを出展を行った。

　自動追尾装置を作成した。追尾中。 　毎週金曜日のＰＭ９：００より１４５．７６ＭＨｚでオンエアーミーティングを行っている。

平成平成平成平成２４２４２４２４年度事業計年度事業計年度事業計年度事業計

画画画画



　ハムの集いへ出展する。

渋川アマチュア無線クラブ

　県の防災訓練に参加。９月８日 北関東ＳＳＢアマチュア無線クラブ

　渋川市防災訓練に参加。９月９日 　ハムフェアに参加した。　バスで参加していたが個人個人にての交通手段で参加。

　　　　渋川市防災アマチュア無線協議会と協定している。 　那珂湊へ買出しツワー３０名

　昨日、焼肉バーベキューの会を行った。

赤城南面アマチュア無線クラブ 　技術講習会に参加したい。

　ハムフェアに参加し見聞を広めました。

群馬県ＣＷクラブ

太田アマチュア無線クラブ 　7月７日　６ｍ＆Ｄｏｗｎコンテストに参加。

　オール群馬コンテストにおいてクラブ対抗１位を獲得しました。 　7月８日　支部大会に出展。

　太田レピーターＪＰ１ＹＦＡのメンテナスを実施しました。 　７月２１・２２日　榛名へクラブキャンプ

　フュールドディーコンテスト５名長野県学者村へ移動して参加した。 　９月9日　黒檜山ハイキング

桐生ハムクラブ 赤城山計画レピーター管理団体

　４月に必ず総会　今後は３月にしたい 　11月中旬までに、赤城レピーター点検登山を予定したいと考えております。

　支部大会参加　コーヒーサービスを行った。 　ご協力をお願い致します。

　ハムの集い参加　コーヒーサービスを行う。

Ｏｃｅａｎ　Ｂｅｌｌｙ

館林アマチュア無線クラブ 　ＮＥＷ　ＹＥＡＲパーティーに参加。　

　９月３０日に館林市の防災訓練に参加しました。 　忘年会を予定。

　先週１０月７日と本日１０月１４日４級の講習会を開催中。

群馬ＡＲＤＦクラブ

新田アマチュア無線クラブ 　現クラブ員は１４名です。

　ハムの集いに出展する。 　２０１２群馬県ARDF競技大会兼２０１２高等学校ARDF大会　北関東地区予選

　忘年会を行う。 　を５月１２・１３日に渋川市で実施。２日間でのべ９０名の参加がありました。

　２０１３年群馬県ARDF競技大会に向けて準備中です。

三洋電機東京アマチュア無線クラブ

　部員個人単位での活動が多くなっている。 GUNMA AMATEUR SOCIETY

　コンテストへの参加とそれに伴うクラブ対抗への登録した。  クラブ員13名で構成員の変更はありません。

　マイクロ波バンド「５６００ＭＨｚ」へのＱＲＶ、ビーコン発射（個人） 　各クラブ員が個人的に活動が多くなっている。（国内外ＤＸ、ＱＲＰ、APRS、VOLP）

　がトピックスとなっている。 　クラブ局（ＪＲ１ＹＧＶ）を、朝夕モービル運用している。

　クラブ員が電波適正利用推進員に任命されたので、クラブとしてもバックアップしてゆきたい。

群馬県庁アマチュア無線クラブ

　４月２４日　幹事会　１０名 群馬エコロジー無線クラブ

　６月２３日　第１回フォックスハンティング　前橋市内　６名 　お正月　新年アイボールとクラブ移動運用。

　９月８日　　群馬県総合防災訓練に参加。 　支部大会に参加した。

　９月８日　　群馬県総合防災訓練に参加。

　９月８日　　群馬県総合防災訓練に参加。 すずめ無線クラブ

　９月１５日　移動運用　渋川市総合運動公園　７名 　新しいクラブなので順次計画をして活動をしてゆきたい。

　１１月３日　第２回フォックスハンティング　予定。 　支部大会にてＪＡ１ＹＡＡ／１のお手伝いをしました。

　その他　富岡製紙場世界遺産登録に関して、記念ＱＳＬカード　　

　　　　　　　を作成し、県内局に無償配布予定。 ５５５５．．．．そのそのそのその他他他他

　ガイダンス１を運用しました。取り締まりの報告が多数されています。

　 SUBARUアマチャア無線クラブ群馬 　違法局を傍受しましたら、８０条報告を総務省にお願いします。

　ＪＡＲＬ主催コンテストに参加。

　ＡＰＲＳデジピーターJH1YAK-1を継続運用中。  スプリアス発射の強度の規定がきびしくなる。どうしたらよいのでしょうか。

　会社行事にアマチュア無線部として出展、公開運用・活動紹介実施。

　後日、別冊ＣＱ　ｈａｍ　ｒａｄｉｏ　QEXの議事を発見しました。下記に記載します。

　スプリアスの規定が変更になっているので、旧電波法に基づいて作られたリグは経過措置

　で免許が下りています。この経過措置は平成２９年１２月以後は新規に免許を受けたり、変更

　をすることができなくなります。平成３４年１２月以後は使用することができなくなります。

資料 　スプリアスの規則の変化は、５～500W、ＨＦＳＳＢ,CW機の場合、スプリアスの制限が１０ｄＢ

　　　群馬県地域防災計画アマチュア無線関係抜粋 　厳しくなり、－５０ｄＢとなります。また中心周波数±１．５～１０ｋＨｚの範囲を帯域外領域として、

　　回覧 　ここにも－４０ｄＢの規定が新設されています。スペアナでスプリアスが確認できれば一番です

　　　平成２４年度関東地方本部会議報告書　　８月１８日 　が旧規格は－４０ｄＢですのであと１０ｄＢのフィルタがあればＯＫです。手元のアンテナチュー

　　　群馬県地域防災計画　平成２４年１月群馬県防災会議 　ナーの特性を確認してそれをフィルターとして常用する手もあります。なお帯域外領域となる

　 　　　第６回理事会議事録 　周波数ではスプリアス成分（情報の伝達に影響なく発射を止めることができる成分）が規制

　　　第７回理事会報告 　対象でいまのところあまり気にする必要はないようですとの事です。

　　　平成２４年度関東地方本部監査指導委員長会議報告　６月２１日 　電波法無線設備規則表第３号の２－（３）ならびに注４０より　　

　後日、ＪＡＲＬへ詳しく解説していただく事、機器へ対応方法を詳しく解説していただきたいと

　思い、メールにて依頼しました。


