
平成２5年度 第２回クラブ代表者・支部役員会議 平成２５年１０月２０日(日)　１４：00～１６：10　沼田市　 利根沼田文化会館　　３Ｆ　第一、第二会議室

 出席幹事・委員　　　　理事：JI1KAV　社員：JH1OPC JH1HIC　　　　JA1SVP  JE1ICU  JF1EKQ  JH1CZK           
　（順不同）　                                                                           JH1EPK  JH1NDM　7M4VHS 

＜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     36,570    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　
　　　参加者数　３８名　　審判長（7M3RMD) 参加者数　４８名
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：３５４ 締切後書類提出：４

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 354 85 269

入賞者宛通知ハガキ 2,546     37,454    （Ｅメール受付） 269 59 210
　　　JARLNEWS原稿依頼済：４月号掲載（長江） トロフィー、楯、額 10,265   29,735    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 294       29,441    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 3,600     25,841    ※ＪＡＲＬＮＥＷＳ（2５年度）

　　　支部大会発表用資料（ＪＩ１ＫＡＶ） 参加証送付代 6,480     19,361    　　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 1,500     17,861    
　　　トロフィー・楯（メダル）注文（ＪＩ１ＫＡＶ） 参加証作成 2,320     15,541    
　　　※電信、電話、電信電話、マルチ　各１位 賞状作成 4,180     11,361    
　　　　・・・楯ｏｒメダル 賞状、参加証インク 4,730     6,631     前橋トロフィー　０２７－２５１－３５７５　ＦＡＸ　３５８９

計 35,915   4,085     
※（ルール等見直し等の有無）　

２５．６．２３　　１３：００～１６：３０ ◎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、太田、安中、伊勢崎青空、北関東ＳＳＢ

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、群馬ARDF、桐生ハムクラブ、高崎北

         前橋市上泉町141-3 飲物代 612       36,870    ２　新年度事業・予算について SUBARUｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ、鳴神、三洋電機東京、群馬県ＣＷ

　　会場予約（７K2MGX）　 会議用紙 238       36,632    ３　2５年度支部大会について 前橋、赤城ﾚﾋﾟｰﾀ、赤城南面、OceanBelly、Ｇ・Ｓﾛｰｶﾙﾊﾑｸﾗﾌﾞ

　　会議案内（ＪH1HIC）　資料作成（ＪH1HIC） 計 1,840     25,120    ４　ｸﾗﾌﾞ現況 群馬ＳＳＴＶ

　　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   9,270     34,730          

コンテスト費 40,000   35,915    4,085           
その他（含監査指導会議） 12,180    18,840          

　　 予算総額 326,000  57,365    280,914        
２５．７．１４（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１５：００　　１５：００～１６：００　支部役員会議予定

会場予約（JQ1IKE ）　　　　　来賓迎え（幹事JA1UJP ） 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：２２６名参加（受付数）
出展歓迎。　

受付（ＪＦ１ＥＫＱ、ＪＨ１ＳＤＧ、７M4VHS、ＪＪ１ＪＣＷ、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１９日）掲載

コーヒーサービス（７Ｌ３ＬＷＪ、桐生ハムクラブ）　２Ｆ 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  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 18,480   193,520  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、JQ1IJX  ） 表示用ｲﾝｸ・ﾗﾐﾈｰﾄ 426       193,094  高崎北、富岡、安中、赤城南面、SUBARU群馬、富士重工宇都宮クラブ

抽選会（ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＪ１ＪＣＷ、ＪH1EPK） 資料､用紙、インク 4,725     188,369  
賞品購入　　　　　 188,369  個人ジャンク・出展 　※トランシーバ購入順

　ＰＲ資料　　　　　藤倉（ＪK１WHN笹澤） 賞 品 代 10,000   178,369  　　　　　　　　１０名 　　　　　　　　藤　倉

　　　　　　　　　　　東野（ＪＩ１ＫＡＶ長江） 　　〃 19,800   158,569  
　　　　　　　　　　　ヤナイ（JA1UJP石田） 　　〃 10,000   148,569  　　　　　　　　ヤナイ

　　　　　　　　　　　間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 10,000   138,569  
　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 9,400     129,169  　　　　　　　　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 19,966   109,203  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６名 109,203  ※トランシーバを購入出来る所でI購入２０Ｋ円程度 　　　　　　　　間々田

昼食　（注文：７M4VHS　　当日担当：(JG1MDD、7M4VHS） 計 102,797  109,203  
　　※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２５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、関東社員） 　　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２４年度事業報告・収支決算報告

モールス技能認定試験(７Ｋ２ＭＧＸ、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 昨年 予算 支出 予算残
　「東京ビッグサイト」 JH1OPC JF1EKQ JK1WHN JH1HIC JO1EOW JE1SYN 昨年33,000人 会議費 44,000    9,270         34,730        
　　特別記念局担当 入場者数　８／２４　　２1,０００人　８／２５　１０,０００人　計　３1,０００人 コンテスト費 40,000    35,915        4,085          
２５．９．７ 催物費 212,000  102,797      109,203       
群馬県総合防災訓練 ◎予算＜非常通信費＞ 1,000     その他 29,000    20,780        8,220          
　　　　　　伊勢崎市　八斗島　ちびっ子広場 予算総額 325,000  168,762      156,238       
２５．１０．２０　　１４：００～１6：1０　 議題 前年度繰越金：23,432 その他第二四半期　８,６００.-
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12..-　合計

会場　 沼田市　利根沼田文化会館　３Ｆ　第一、第二会議室 支出 予算　残  ２　ハムの集いについて 　出席クラブ
会場予約（JH1OPC ） 会場費 2,400     22,720     ３　技術講習会について 桐生ハムクラブ

飲物代 662       20,320     ４　クラブ現況 群馬県庁アマチュア無線クラブ

会議案内（ＪH1HIC） 会議通知 150       19,658     ５　その他 SUBARUアマチュア無線クラブ

資料作成（ＪH1HIC） 3,212     19,508    群馬ＫＩＳＳクラブ

議事録（ＪH1HIC） 群馬県ＣＷクラブ

Ｇ・Ｓローカルハムクラブ



２５．１２．１
群馬ハムの集い ◎予算残＜催物費＞ 109,203  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１４：３０ 156,238  (昨年度：受付数２９７)
会場予約（ＪＩ１ＫＡＶ） 支出 予算残 　　　　　　計 156,238  
参加記念品（JH1EPK） 参加記念品代 109,203  昨年

昼食代 109,203  ＜展示・出展等＞・クラブ等出展　

賞品購入　　　　　 109,203  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　 109,203  群馬ＳＳＴＶ、赤城南面、前橋、県庁、群馬エコロジー　　

　　　　　　　　　　　東野（ＪＩ１ＫＡＶ長江） 　　〃 109,203  ※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） 　　〃 109,203  ※その他１０Ｋ円程度 群馬ＫＩＳＳ、北関東ＳＳＢ

　　　　　　　　　　　間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 109,203  富士重工・宇都宮

　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 109,203  ＹＥＡＳＵ無線の機器展示　個人出展（ジャンク等）２２名

109,203  パンの販売１

モールス技能認定試験　 109,203  
担当：７Ｋ２ＭＧＸ、ＪＡ１ＡＡＡ、ＪＲ１ＲＧＱ、ＪＨ１ＯＭＣ 連絡用はがき 100       109,203  第１・２・３四半期支出（４月～１２月）
　　　　　　　　　　　　　　3級3名 計 100       109,103  予算 支出 予算残
抽選会（司会：ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＨ１ＥＰＫ、JE1SYN,　) 会議費 44,000    44,000        
受付（ＪＯ１ＥＯＷ、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（JK1WXM、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    2,340         26,660        

計 325,000  2,340         322,660       
昼食　　（注文：7K2MGX　　当日担当：(JG1MDD、7K2MGX）

　　※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,JH1EPK） 昨年度：　２２名参加
昨年　Ｖ・ＵＨＦ用ＳＷＲメーター　　 ◎予算残＜催物費＞ 109,103  会場費 　　　（内部品のみ　４名）
　　　お弁当は持参 部品代等※ - （一昨年度：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＞ 19,508    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,JH1EPK）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：23,432 利息　　-　　合計23,432　 　　　　　　 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（JH1HIC）

＜　議　  題　＞

１.　あいさつ・ＪＡＲＬ情報等
ＪＩ１ＫＡＶ　
　第１3回理事会

　 １，理事地位不存在確認請求

　　　ＪＡ１ＡＡ　庄野氏を団長とする１０４名の原告団による

　　　理事地位不存在確認請求の訴訟が提訴された。

　　　理事会が一枚岩となって事に当たる。

２．財政・機構検討ワーキンググループの廃止

　　　新たなワーキンググループとして機構改革ワーキンググループを発足させた

　　　座長　JA3HXJ　長谷川氏　　　　構成員　ＪＡ１ＢＴＳ　平野氏

　　　　　　　　　　　　　　　JE1KAB　日野岳氏　　JA2HDE　木村氏　JA0OZZ　伊部氏　

　 ３．選挙規定の改正

　　　次の選挙から連盟のインターネット　JARL　Ｗｅｂの会員専用ページに掲載し　

　　　印刷物の配布は行わない。　ネット環境の無い正員からはＳＡＳＥによる請求に
　　　より提供する。　　社員の立候補者は、　コールサイン　氏名　年齢　職業　
　　　無線従事者の資格　所属支部。

　 　　  理事の立候補者は、コールサイン　氏名　年齢　職業　無線従事者の資格社員の

　  　内容に　加えて立候補者の所信を簡単に記載することが出来る。

４．アワード規定の改正

　　　ＷＡＲＣアワードは発行から１０年を経過し、過去の慣例にならい交信年月日を

      撤廃する。

５．コンテスト規定の改正

　　　コンテストの結果を連盟の機関紙に加え、Ｗｅｂサイトとする。

６．事務局組織の改正及び職員の人事異動

　　  総務部は庶務課、経理課の２課から１課制の総務課となる。　

　　　事務局長の大橋達夫さんが９月２９日付けで退職された。

７．事務局の移転

　　　平成２５年１１月５日付け

　　　　　　東京都豊島区　南大塚　３丁目４３番１号

８．アマチュア無線機器のコピー商品につて

　　　　必要な場合はＪＡＲＬ　ＮＥＷＳ　へ要点を端的説明し注意喚起する。

 ９．２０１３年アマチュア無線フェスティバル　　　２０００人減少の３１０００人参加

　

ＪＨ１ＯＰＣ 　　　前年度繰越金23,432.-

従前の評議員のように年２回の会議は有りません。 群馬県支部会員数
６月の社員総会以後は特に会議はありません。 2013.9.7.現在 2013.3.7.
また社員同士の横の繋がりはなく、仲のよい人同士で 社団 32             34
ＭＡＩＬで連絡を取り合ってる程度となります。 正員 1,123         1,120

准員 134            131
　 来年の２月はＪＡＲＬの選挙となります。 家族 28             27

１０年間に渡って評議員と社員の役職をさせて頂いておりますが 転送 8               9
リフレッシュの意味で、次回のハムの集いの後の、役員会議で 計 1,325         1,322
新たな候補者についてご検討頂くようにお願い致します。 支部会員情報

　　　　前年比　-1000.-

　 　　　

平成２５年度事業計



ＪＨ１ＨＩＣ

関東地方本部会議

　第１３回理事会報告から

ＪＩ１ＫＡＶから報告がありましたので 、細部分について報告します。 伊勢崎青空無線クラブ

協議事項 　　1.　オール群馬コンテスト、クラブ対抗で参加結 果については、それなりのものと感じています。

１．２６年度全日本ＡＲＤＦ競技大会 　　2.　支部大会でジャンクで出店する

　　　　　　中国地方本部において開催予定とすることを決定した。 　　3.　毎週金曜日のPM9:00よ り145.76(FM)で　オンエアーミーティングを行なっている。

他 　　今後

１．アマチュア無線資格の相互認証について 　　4.　11月16日(土)日帰り移動運用を予定場所は内定しています。

　　　　　　日本と　ニュージーランドおよび　インドネシア　合意されました 　　5.　ハムの集いにてジャンク出店希望。

　　　　　　　　　総務省の告示改正が行われた後に受け付けられる。 　　6.　12月上旬～中旬、2014年にむけた総会を行う。

２．中国地方本部長・支部長の就任退任 群馬ＫＩＳＳクラブ

　　　　地方本部長　　　　　　　ＪＡ４ＡＵＷ　岩本さん 　　１、クラブ活動自体は低迷していますが、支部大会、ハムの集いに

　　　　山口県支部長　　　　　ＪＡ４ＢＵ　　　岡村さん 　　　クラブ出展しナビトラ、ＡＰＲＳの公開運用をしています。

３．ＪＡＲＬシステム移行の進捗状況 　　２、数年前はクラブ出展時ナビトラ、ＡＰＲＳの公開運用がメインでしたが

　　　　新たな業務委託先　　アグレックス社 　　　最近はジャンク等も置くようになりました。

　　　　経過は順調に推移している。 　　３、クラブコールを数年前に切らしてしまったのですが、

４．その他以下のようなことが報告されていますが具体的には議事されていません。 　　　クラブ費が2800円ほどあるので、クラブ局を再開局する予定です。

　　ＩＡＲＵ 　　　ｅｘ　ＪＩ１ＹＴＸです。

　　電磁環境関係外部会合の出席状況 　　　オール群馬コンテスト等にクラブ局で参加できれば良いと思います。

　　ＪＡＲＬ委員会の開催状況 群馬県ＣＷクラブ

　  特別局の開設     支部大会に出展。

　　会員数の動向 　　７月にキャンプ　１０名参加。

　　継続会費の自動振替　　 　　移動運用はメンバーの中で個人で行っている。

　　特別局等の収支報告 　　１１月に忘年会を行う。現在８名が参加予定です。

　　会費のクレジット決済件数 関東エンターテイメンズクラブ

    11/3，10に館林市市民会館第三会議室にて第四級アマチュア無線技士養成課程講習会

２．ハムの集いについて     開催予定です．

　 昨年と同様に実施して行きたいと思います。     特に定期的な会合等は行っていませんが，クラブ員同志懇親会を行ったり，

　 記念品は加藤さんから提供されたものとし、表示を変える。 　　　     移動運用を行ったりマイペースで活動しております．

　メモ用紙をおまけとして先着順に付ける。 群馬ＳＳＴＶクラブ

　　1.会員数は22名で内3名は海外赴任等で休会中です

３．技術講習会について 　　2.当クラブは平成5年の設立で今年が20周年の節目の年になります。記念行事として

　　　今回はたくさんのプランをだしていただきました中から 　　　真空管とトランジスターのデータ集を作成配布しました。

　　　最終的に　移動用　４３０ＭＨｚ　ＨＢ９ＣＶ　( ３エレ )　アンテナ 　 　　3.本年の活動は5月12日に春の移動運用会、7月の群馬県支部大会でのＳＳＴV普及活動 

　　　とし具体的な設計を進めていただくことになりました。 　　4.8月度に全国ＳＳＴＶコンテストえの参加（７局）例年上位を独占多分今年も１位はＪＮ１VNW局？

　　5.ハムフェアーの参加（4名）

４．クラブ現況 G・Sローカルハムクラブ
赤城南面アマチュア無線クラブ 　　オール群馬コンテストに３名参加。

　　メンバー数名がハムフェアー見学に行きました。

太田アマチュア無線クラブ

　　太田ＡＭＣとしてはオール群馬コンテスト等　電波を出すと言う ５．その他

　　目標に向けて努力しています。 　　　監査指導

　　２５年度後期についても年度計画に基づき活動を継続します。 　　　　　監査指導報告書を回覧

桐生ハムクラブ 　　　　　５月にガイダンスを実施。

　　支部大会　コーヒーサービスで参加 　　　　　６月総通と合同でガイダンスを実施。

　　ハムの集いもコーヒーサービスで参加予定です。 　　　　　８月にガイダンスを実施。

新田アマチュア無線クラブ 　　　　　ＪＡＲＬ　ＮＥＷＳに６月の合同運用が掲載されています。

　　９月より会長のＪＨ１ＢＥＤ高橋ＯＭが中国へ出稼ぎに行ってしまい

　　ました。近日中に香港からＶＲ２ＲＪのｃａｌｌでＯＮ　ＡＩＲする   　  ハムフェアの記念局

　　とのことです。皆様にＱＳＰをお願いします。 　　　　昨年２１ＭＨｚを送信すると近接の１８ＭＨｚ、２４ＭＨｚにノイズが入りＱＳＯ出来ない時

三洋電機東京アマチュア無線クラブ 　　　　がある事がクローズアップされました。その対応のためＪＨ１ＨＩＣが沢山のフィルターを作って

　　我がクラブも部員の高年齢化と活動の停滞が課題である。 　　　　効果の確認を行ったが、ノイズのＳが２～３減少するだけで効果は少なくＱＳＯは困難でした。

　　最近の活動としては部員個人単位での活動が主であり、コンテストへの参加と 　　　　関東地方本部長にご尽力いただき、２１ＭＨｚのアンテナをフルアップしないで、ＷＡＲＣのアンテナ

群馬県庁アマチュア無線クラブ 　　　　と２０ｍ程の高低差を付けてたことにより、ノイズがほとんど無くなり快適にＱＳＯ出来るようになりま

　　■  総　会 　　　　した。当面この状態で行う事となりました。

７月２１日前橋市内　１１名出席

　　■  モービルＦＯＸハンティング

　　    ７月２１日（日）午前１０時から１２時に前橋市内　　参加者６名

　　　　438.20MHzをお借りしました。チャンネル占有に御協力ありがとうございました。

　 　　　 クラブとして参加４名

　　■ 群馬県総合防災訓練 　　　

 　　  ９月７日（土）

　　　 場　　所：伊勢崎市「八斗島ちびっ子広場」

 　　  時　　間：８：２０～１３：００

　　   参　　加：９２機関・団体

　　　アマチュア無線関係

　　　　群馬県アマチュア無線赤十字奉仕団

　　　　伊勢崎市アマチュア無線非常通信協議会

 　　　  見 学 者：約３，２００人

　　　　　　御協力ありがとうございました。

　　■ 今後の予定

 　　 「群馬ハムの集い」クラブブース希望（机×１　いす×３） 回覧

　 　　　　　ジャンク　　デモ（エコ電力デジタル通信） ①第１３回理事会報告

  　　 移動運用 ②平成２５年関東地方本部会議(第２回）報告書

  　　 第２回フォックスハンティング（１１月中旬） ③第１回アマチュア無線フェスティバル実行｣委員会議事録

　　　事業費に余裕があれば、新年会


