
平成２5年度 第1回支部役員・監査指導委員会議 平成２５年４月７日(日)　10：00～１４：0０　前橋桂萱公民館　２F講義室

 出席幹事・委員　　　　理事：JI1KAV　社員：JH1OPC JH1HIC　JA1SVP JE1SYN  JN1JVK JF1EKQ  JP1SFZ  JE1ICU  JA1AAA
　（順不同）　              JH1NDM　7K2MGX   7K2NWG ７Ｍ３ＲＭＤ　7M4VHS  ＪG1WKM  JH1CZK  JH1QVW  JG1MDD

＜年間事業計画・結果＞
２５．４．7　　１０：００～１４：0０ ◎予算＜会議費＞      44,000 
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      43,010  １　ＪＡＲＬ情報等 

前橋市上泉町141-3 飲み物・食事代       6,440      36,570  ２  群馬県ARDF競技大会について
会議通知            -      36,570  ３　オール群馬コンテストについて 

　　会場予約（7K2MGX）　会議案内（JH1HIC） 議事録送付            -      36,570  ４　支部大会・モールス技能認定試験について 

　　資料作成（JH1HIC）　　　議事録（JH1HIC） 計       7,430  ５　監査指導について 

　　　昼食（7K2MGX）  ６　その他 

２５．５．１１（144ＭＨｚ）　
群馬県ＡＲＤＦ大会　　　　大会長(JH1HIC) ◎予算  － ２５．５．１２　関東地方ＡＲＤＦ３．５ＭＨｚ競技会
　　　　　　　　　　　　　　　　審判長（7M3RMD)
２５．５．１８（20:00-24:00）～１９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 

入賞者宛通知ハガキ      40,000  （Ｅメール受付） 

　　　JARLNEWS原稿依頼済：４月号掲載（長江） トロフィー、楯、額      40,000  昨年３２７（２３８）＜県内：８１（５４）　県外：２４６（１８４）＞　※( )内ﾒｰﾙ受付数 

　　　集計ソフト作成（加藤） 賞状送付代      40,000  内ﾁｪｯｸﾛｸﾞ： 

　　　集計（入力：長江　ﾁｪｯｸ：ｺﾝﾃｽﾄ委員） 参加証転送料      40,000  ※ＪＡＲＬＮＥＷＳ（2５年度） 
　　　支部大会発表用資料（ＪＩ１ＫＡＶ） 参加証送付代      40,000  　　４月号掲載 結果　２０１３JN春号（原稿２/20締切）
　　　賞状、参加証作成（ＪＩ１ＫＡＶ） 楯送付代      40,000 
　　　トロフィー・楯（メダル）注文（ＪＩ１ＫＡＶ） 参加証作成      40,000 
　　　※電信、電話、電信電話、マルチ　各１位 賞状作成      40,000 
　　　　・・・楯ｏｒメダル 賞状、参加証インク      40,000  前橋トロフィー　０２７－２５１－３５７５　ＦＡＸ　３５８９ 

計            -      40,000 
※（ルール等見直し等の有無）　

２４．６．２３　　１３：００～１６：００ ◎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）      37,482  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※      37,482  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         990      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     44,000            44,000 

コンテスト費     40,000            40,000 
その他（含監査指導会議）            18,840 

　　 予算総額    326,000             -          280,914 
２４．７．１４（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　） 昨年：２３７名参加（受付数）
参加記念品＜ｶﾗﾋﾞﾅ付きﾎﾞﾄﾙﾎﾙﾀﾞｰ＞（　7K2MGX　）※先着２００名　 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、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（ＪH1HIC） 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    212,000  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    212,000  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    212,000 
賞品購入　　　　　    212,000  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    212,000 JJ1FIB  　　　　　　　　藤　倉 

　　　　　　　　　　　東野（ＪＩ１ＫＡＶ長江）  　　〃    212,000  JA8MOR,JF1WVN 

　　　　　　　　　　　ヤナイ（JA1UJP石田）  　　〃    212,000  明星電気アマチュア無線  　　　　　　　　ヤナイ 

　　　　　　　　　　　間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野）  　　〃    212,000 
　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野）  　　〃    212,000  　　　　　　　　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    212,000  　　　　メーカー展示　ＩＣＯＭ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９名  JA1YAA/1     212,000 　　　　　　　　　　※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            -    212,000 
　　※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 JH1NDM 

                                 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

２５．８．２４～２５ 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     44,000          44,000 
　　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          40,000 
２５．９． 催物費    212,000         212,000 
群馬県総合防災訓練 ◎予算＜非常通信費＞       1,000 その他     29,000          29,000 

予算総額    325,000                 -         325,000 
２５．１０．２０　　１３：００～１６：００　  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 利息６.-　合計39287

会場　  支出  予算　残  ２　ハムの集いについて  　出席クラブ 
会場予約（JH1OPC ） 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      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      25,120  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            -      25,120 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



２５．１２．１
群馬ハムの集い ◎予算残＜催物費＞    212,000  予算執行状況 　　後期支部費：１５５，０００
「群馬県技能検定場」  第２四半期残　 受付数 　　　名
集合・準備開始９：００受付開始１０：００終了１４：３０ (昨年度：受付数２９７)
会場予約（ＪＩ１ＫＡＶ） 支出  予算残  　　　　　　計            - 
参加記念品（　　　　　） 参加記念品代    212,000 

昼食代    212,000  ＜展示・出展等＞ ・クラブ等出展　

賞品購入　　　　　    212,000 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　    212,000  群馬ＳＳＴＶ、赤城南面、前橋、県庁、群馬エコロジー　　 

　　　　　　　　　　　東野（ＪＩ１ＫＡＶ長江）  　　〃    212,000  ※トランシーバ購入２０Ｋ円程度 富岡、安中、太田、鳴神、桐生

　　　　　　　　　　　ヤナイ（ＪＡ１ＵＪＰ石田）  　　〃    212,000  ※その他１０Ｋ円程度 群馬ＫＩＳＳ、北関東ＳＳＢ

　　　　　　　　　　　間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野）  　　〃    212,000 富士重工・宇都宮

　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野）  　　〃    212,000  ＹＥＡＳＵ無線の機器展示　 個人出展（ジャンク等）２２名

   212,000 パンの販売１

モールス技能認定試験　    212,000 
担当：７Ｋ２ＭＧＸ、ＪＡ１ＡＡＡ、ＪＲ１ＲＧＱ、ＪＨ１ＯＭＣ    212,000 第１・２・３四半期支出（４月～１２月）
　　　　　　　　　　　　　　3級3名 計            -    212,000 予算 支出 予算残
抽選会（司会：ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＨ１ＥＰＫ、JE1SYN,　) 会議費     44,000          44,000 
受付（ＪＦ１ＥＫＱ、ＪＨ１ＳＤＧ、JN1PSS　） 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　10名発行 催物費    212,000         212,000 
会場係（全員） JARL入会問い合わせ　２名 その他     29,000          29,000 

ＤＸ通信のための英会話入門（展示及び別室で会話練習）　９名参加 計    325,000                 -         325,000 
昼食　　（注文：7K2MGX　　当日担当：(JG1MDD、7K2MGX）明星電気アマチャ無線クラブによる衛星の講演

　　※幹事、監査指導委員、出店登録クラブ（各３個）  　　　　　　　　前年度繰越金： 利息　　　　合計 　　　　　　 残高:
２６．２．２３　技術講習会
会場　　前橋桂萱公民館  ＪＮ原稿１１月２０日 

担当（JH1NDM、JA1SVP） ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ11月20日

会場予約（7K2MGX） 今年度：　２２名参加
　　　Ｖ・ＵＨＦ用ＳＷＲメーター　　３000.-予定 ◎予算残＜催物費＞    212,000  会場費 　　　（内部品のみ　４名）
　　　お弁当は持参  部品代等※  - （昨年度：１７名参加）

ＪＮ原稿　１１月２０日  計                  - 
２６．３．１６　１３：0０～１４：００　  議題 第１・２・３・４四半期支出（４月～１２～３月）
支部役員・監査指導委員会議 ◎予算＜会議費＞      25,120  １．.あいさつ、ＪＡＲＬ情報等 予算 支出 予算残
前橋桂萱公民館　２F講義室  支出  予算　残  ２．２４年度事業・会計報告 会議費     44,000          44,000 
前橋市上泉町141-3 会場費  ３．２５年度事業・予算案 コンテスト費     40,000          40,000 
 会場予約（7K2MGX）資料作成（ＪＩH1HIC） 昼食代  ４．監査指導について 催物費    212,000         212,000 
 　 飲物代  ５．講習会予定について その他     29,000          29,000 

 ６．その他 計    325,000                 -         325,000 
           -  　　　　　　　　前年度繰越金：39,281 利息6.+4-10　　合計39291　　　　　　　 繰越金:23,432

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　  題　＞

１.　あいさつ・ＪＡＲＬ情報等
ＪＩ１ＫＡＶ
１２００ＭＨzの運用がJARL NEW春号にも出ていますように厳しい環境に。

　 レピーター局の運用状況の調査が来ています。管理、運用に関する報告と
して、・今後継続を希望する。・レピーター局を廃止する。
群馬県の赤城レピーターは継続して行きたい。前橋レピーターは廃止について
検討しています。

養成課程講習会第四級標準コースの受講料が小中学生以下は7,750円に
25年４月1日から引き下げられることになりました。

JH1OPC
　 新ＪＡＲＬに成りまして、第２回社員総会を迎える訳ですが

ＪＡＲＬニュースでの総会資料でＪＡＲＬ資産について明細の記載が
ありません。

旧ＪＡＲＬ時代　会費前納積立　約１．５億円、長野県内土地　地価約３０００万円　

ＪＡＲＬ会館建設基金　約１０億円　、　衛星基金　約３億円　
　 上記の点を質問したいと思っております。

また会費前納の廃止案についてはＪＡＲＬからの謝罪があり

対応が軟化してきましたので、今回の社員総会において
ＪＡＲＬ案に賛成する方向で検討しております。

JH1HIC
昨年度は皆様のご協力をいただきまして何とか行ってくることができました。
ありがとうございました。本年度もまた皆様のご協力をいただきまして行って
行きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
関東地方本部会議　　20130330
1.長江理事からの前回のお話と重複しますが第１０回理事会報告より
①会費前納者→ライフメンバー
　　　　　　　　　　　　交信証、受信証およびＪＡＲＬ　ＮＥＷＳ終了
　　　　　　　　　　　　希望により別途負担金が必要。　
　　議事録には金額が載っていませんが、ＪＡＲＬ　ＮＥＷＳに載っています。

　　　　　　　　　　　　ＱＳＬ転送を希望する方は３６００．－を前納　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　ＪＡＲＬ　ＮＥＷＳの印刷物は１冊６００．－
　　８万円以下を収めた方は平成２５年度末（２６年３月３１日まで）
　　２０万円の金額を納めた方は平成３６年３月３１日まで 　　　前年度繰越金23,432.-

　　次回の第２回定時社員総会に上程する議題となりました。 群馬県支部会員数
2013.02.07現在

②第２回定時社員総会　　平成２５年６月１６日（日） 社団               32 
正員           1,185 

③ＪＡＲＬの事務局の改正 准員               54 
　 　　三部制から二部制の編成 家族               28 

　　　　　総務部に２課、会員部に４課を配置。 転送
　　　　　業務部と国際課は会員部に移行。 計           1,299 前期+7
　　　　　会員部に技術担当部長を配した。 規則第６条第１項による会員数

２．２０１３年関東地方ＡＲＤＦ３．５ＭＨｚ競技大会　５月１２日（日） 　　　　前年比　-1000.-

平成２５年度事業計
画



３．アマチュアガイダンス局運用担当支部の説明→回覧 　　　
　

４．外部ＰＬＣの問題
　　海外は2.4ＧＨｚ、1.2ＧＨｚを使用していてＨＦは使用していない事例を
　　説明し反対意見を出している。

群馬県支部２５年度事業、予算について
１．　約５万円の繰越金が２万３千円となりました。繰越金２万７千円を使用したことになります。 ４．支部大会・モールス電信技能試験について
　　前回の会議で今年度は同様に出来そうとお話しましたが、全く同じに使用すると赤字に 　　　ＪＡＲＬ　ＮＥＷＳ春号には２月２０日の〆切でしたので場所未定
　　なる事が明確になりました。 　　　で案内しています。みどり市にて行う予定で前回予約の依頼

　　その対応として、お楽しみ抽選会の賞品を減額することと会議での昼食を無くすことに 　　　中です。　前回とほぼ同様でお願いします。　　
　　ついて意見が出て、今回、会議４回分／年の昼食を無くして会議は１時から行うことに 　　　受付はお１人様１回限りの案内を出す。
　　決まりました。H25年度のみは次回の会議から実施する。 　　　司会をＪＨ１ＮＤＭさんにお願いします。

　　　長江理事は出席出来ないのでコンテスト関係の資料は持って

２．群馬県ＡＲＤＦ競技大会 　　　行ってもらえる方にお願いする。　
　　　１２日に表彰式をお願いします。       参加記念品を決定しました。
　　　関東地方本部長または関東地方本部役員さんを支部長が高崎から送迎するように
　　　連絡を取る予定です。

３．オール群馬コンテストについて 監査指導について
　　　群馬はいつも5月の第三土曜日に行っているが、他のコンテストと重複しているのが 　　　スケジュール回覧のように実施する。
　　　ちょっと残念です。 　　　運用担当も決まりました。

　　　ルール等特に変更無し。
　　　２６年度に向けてルール変更の決まりを設ける その他
　　（関東ＵＨＦコンテストは４６０局の参加がありました。） 　　　１０月か１１月頃２アマ受験の為の勉強会を行うことを検討中。

　　　１０月の会議１回は沼田市で予定する。

回覧
①第10回　理事会報告　　　　　２５年２月２３日、２４日

②２０１３関東地方ＡＲＤＦ３．５ＭＨｚ競技大会

③アマチュアガイダンス運用担当支部一覧表


