
平成２5年度 第２回支部役員･監査指導員会議 平成２６年３月１６日(日)　１４：00～１５：４５　前橋市　桂萱公民館　２F講義室

 出席幹事・委員　　　　理事：JI1KAV　社員：JH1OPC JH1HIC　JA1SVP  JA1UJP  JE1SYN  JF1EKQ  JG1AZA  JG1WKM  JH1EPK  JH1NDM  JH1QVW             
　（順不同）　                                                                    JJ1JCW  JQ1IJX  JQ1IKE  JR1RGQ  7K2NWG  7M3RMD    

＜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＞ 36,570    　　　　出席クラブ

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、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       35,580    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       34,968    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       34,730    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     34,730    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＞ 34,730     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     32,330     ３　技術講習会について 桐生ハムクラブ

飲物代 662       31,668     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       31,518     ５　その他 SUBARUアマチュア無線クラブ

資料作成（ＪH1HIC） 3,212     31,518    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 ３２２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）寄贈 参加記念品代 -           109,203  昨年

昼食代 20,964   109,203  ＜展示・出展等＞・クラブ等出展　

賞品購入　　　　　 88,239    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　 12,000   88,239    群馬ＳＳＴＶ、赤城南面、前橋、県庁、群馬エコロジー　　

　　　　　　　　　　　東野（ＪＩ１ＫＡＶ長江） 　　〃 10,000   76,239    ※トランシーバ購入２０Ｋ円程度　　安中、鳴神、桐生、群馬ＫＩＳＳ

　　　　　　　　　　　ヤナイ（ＪＡ１ＵＪＰ石田） 　　〃 20,000   66,239    ※その他１０Ｋ円程度 　　　群馬DX愛好会

　　　　　　　　　　　間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 10,000   46,239    　　　富士重工・宇都宮、上州１０ｍFM愛好会

　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 11,000   36,239    　 個人出展（ジャンク等）２２名

25,239    パンの販売１

モールス技能認定試験　 養生テープ 356       25,239    
担当：７Ｋ２ＭＧＸ、ＪＡ１ＡＡＡ、ＪＨ１ＯＭＣ 連絡用はがき 100       24,883    第１・２・３四半期支出（４月～１２月）
　　　　　　　　　　　　　　昨年　3級3名 計 84,420   24,783    予算 支出 予算残
抽選会（司会：ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＨ１ＥＰＫ、JE1SYN,　) 会議費 44,000    12,482        31,518        
受付（JO1EOW、JN1JVK,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    35,915        4,085          
コーヒーサービス（JK1WXM、桐生ハムクラブ） 2013アイボール10アワード実施　10名発行 催物費 212,000  187,217      24,783        
会場係（全員） JARL入会問い合わせ　0名 その他 29,000    24,120        4,880          

支部役員会議15:00～16:00 計 325,000  259,734      65,266        
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：23,432 利息12..-　　　　合計23,444　　　　　　 残高:88,710
２６．２．２３　技術講習会 ◎予算残＜会議費＞ 31,518    
会場　　前橋桂萱公民館 ２月２日臨時支部役員･監査指導委員会議 　　予算　残 ＪＮ原稿１１月２０日

担当（JH1NDM、JA1SVP） 会場費 570        30,948          ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ11月20日

会場予約（7K2MGX,JH1EPK） 飲み物代 364        30,584          本年度：　２０名参加
　　　430ＭＨｚＨＢ９ＣＶアンテナ導波器付き　　 ◎予算残＜催物費＞ 24,783    会場費 830             　　　（内部品のみ　3名）
　　　お弁当は持参 部品代等※ - （昨年度：22名参加）

ＪＮ原稿　１１月２０日 計 830             　　　（内部品のみ　４名）
２６．３．１６　１４：0０～１７：００　 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 ◎予算残＜会議費＞ 30,584    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    14,538        29,462        
前橋市上泉町141-3 会場費 570       30,014    ３．２５年度事業・予算案 コンテスト費 40,000    35,915        4,085          
会場予約（7K2MGX,JH1EPK）資料作成（ＪＩH1HIC）昼食代 -           30,014    ４．監査指導について 催物費 212,000  200,047      11,953        
　 飲物代 552       29,462    ５．その他 その他 29,000    46,740        -17,740       

計 325,000  297,240      27,760        
1,122     29,462    　　　　　　　　前年度繰越金：23,432 利息22　　-　　合計23,454　　　　　　　 繰越金:5１214

オール群馬アワード（JH1QVW）賞状印刷半額負担賞典２１３９０．－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） 監査指導･ガイダンス　催物１２０００．－

＜　議　  題　＞

１.　あいさつ・ＪＡＲＬ情報等

ＪＩ１ＫＡＶ　
　 ２月２２日２３日「第１５回」理事会の報告

審議内容

①事業計画　　承認

②収支予算案　　承認

③定時社員総会　６月１５日　西新宿　ベルサール西新宿
　

④ライフメンバーに対する会費納入の促進策
　　　ＱＳＬカードとＪＡＲＬ　ＮＥＷＳ分の会費で
　　　6月３０日１２か月→１５か月　　　　　　7月1日は１４か月
　　　３年分20400は３６か月→４１か月　　7月1日は４０か月

　 　　　どちらもLife ＭｅｍｂｅｒｓＱＳＬ　100枚

⑤周波数委員会
　　バンドプランは国際的な整合を優先
　　現行ルール以上に複雑にならないようにする。

⑥助成の規定の改定
　　児童厚生施設内に開設するアマチュア局だけでなく
　　青少年科学館等を含める

⑦局免許の有効期間満了のお知らせサービスの終了
　　平成２６年３月３１日　　以降は総務省６カ月前通知

⑧特別記念局
　　中国地方１件　　九州地方２件
　　ＱＲＰデーの特別記念局は従来どうり支出しない。

　
⑨職員の人事異動
　　宮本　宣之　　会員部会員課課長及び広報課課長兼務 　　　前年度繰越金23,432.-

　　佐藤　勇悦　　会員部業務課課長及び非常通信センター長兼務 群馬県支部会員数
　　内山　隆志　　総務部総務課主査 2013.9.7.現在 2013.9.7.
　　後藤　隆行　　会員部広報課主任 社団 31             32
　　高梨　書弘　　会員部会員課主任 正員 1,102         1,113
　　山下　喜雄　　会員部業務課主任及び非常通信センター兼務 准員 133            134

　 家族 24             28
協議事項 転送 不明 8

　 ①理事地位不存在確認請求について　 計 1,290         1,325
第１４回理事会議事より

②ＪＡＲＬシステム移行の進捗状況およびシステム障害について
　　会員検索の機能　変更手続き等の一部の制約は対処中ですが 　　　　前年比　-1000.-
　　ほぼ安定した状況に落ち着いている。

　 　　　

平成２５年度事業計



③報告 ＪＨ１ＨＩＣ
a、委員会の開催　 関東地方本部会議　２５年１１月２４日

　　①国際問題検討委員会 第１４回理事会報告より
　　　　５ＭＨｚ帯2次配分の検討の状況報告 ①第１号議題　理事及び監事の定数及び推薦理事の人数について
　　②アマチュア無線フェスティバル実行委員会　2月１日 　　定数　理事　　１７人（推薦理事２人を含む）
　　③コンテスト審査文化会　全市全郡コンテストの書類審査　1月１１日 　　　　　　監事　　　２人
　　④電磁環境委員会　12月６日　 　　推薦理事・監事の定数
　　⑤周波数委員会　1月２２日 　　　　　　推薦理事　２人
　　⑥ワイヤレスネットワーク委員会　2月８日 　　　　　　推薦監事　２人
　　　　　　　レピータの開設・増設要望の審査
　　⑦機構改革ワーキンググループ　　1月２８日 ②第２号議題　　平成２６年地方本部費の配分
　　　　理事選任方法の見直し 　　全体　　　　２０２５万円　　　前年２０３７万円
　　　　監査指導体制等の見直し　継続審議 　　関東地方　　４３６万円　　　これを長年の配分比率で分配

　　群馬　　　　　　３２万３千円　（前年マイナス２千円）　　　　　　
ｂ、電波環境関係外部会合への出席状況
　　①衛星通信システム委員会作業班　11月１８日　Ｌ帯、Ｓ帯の検討状況
　　②ワイヤレス電力伝送システム作業班　1月２２日 ③第３号議題　　選挙管理会管理者の選任
　　③小電力無線システム作業班　12月２０日 　　ＪＨ２ＤＴＰ　中西嘉文２５年１１月１５日急逝された。
　　④ＣＩＳＰＲ　Ｂ作業班ＷＰＴアドホットグループ　1月２３日 　　ＪＡ２ＡＷＡ　松永　博　　元静岡県支部長５９年～平成２年
　　⑤ＣＩＳＰＲ　Ｉ　作業班ＷＰＴアドホットグループ　２月２３日
　　⑥ワイヤレス電力伝送システム（ＷＰＴ）の漏えい電磁界測定公開　12月１０日
　ソーラーでの障害を受けているのが多くなっている。 関東地方本部事業計画

　　１１月関東地方ＡＲＤＦ競技会　茨城
ｃ、衛星通信システム委員会報告（案）に対する意見の提出 　　２月１１日　関東ＵＨＦコンテスト
　　準天頂衛星とアマチュアの共用条件の策定について 　　他会議４回
　　12万局のアマチュアが免許を得て運用しているので机上および実験等詳細な
　　検証を行い進めていただきたい。 監査指導業務報告

①ガイダンス１１が故障、修理に時間がかかって８月９月稼働を停止
d、ＪＡＲＤ中期計画検討委員会からの報告について ②２６年１月　帝京大学の小型衛星打ち上げのため、臨時に栃木県で
　　今後のＪＡＲＤの役割、業務動向　　12月２５日で報告書が提出された。 　　　　　　ガイダンス１を運用衛星周波数を中心に実施
　　４月以降、高校生も７７５０円で受講できるようになります。 ③ガイダンス規制局との合同運用について総通に積極的に働きかけを行う

　　　　　　関東でまだ未実施の栃木、山梨も検討をお願いする
f、ＡＲＤＦ競技の実施方法の改正 ④平成２７年度のガイダンス運用計画（案）が案内された。
　　Ｍ６０　Ｍ７０クラス　　　　　　　新設
　　小学生クラス、中学生クラス　新設 各県支部状況報告・意見交換→  議事録回覧

　その他
g、特別局の開設承認 　　　　群馬県専用のガイダンス局を開設したい旨申し出た。
　　連盟支出金　中国地方１件 　　　　　その後の連絡　　今後ＪＡＲＬと総通との話し合いによる。
　　　　　　　　　　　九州地方２件 　　　　　　　　　　　　　　　　他の会議終了後専務理事にも依頼。

h、会員数　２６年２月７日
　　群馬　正員　１１０９
　　　　　　社団　　　３３ ２．２５年度事業・会計報告
　　　　　　家族　　　２４ 　　上記資料にて２５年１２月１日から最終まで報告
　　　　　　準員　　１３３ 　　皆さまにご協力いただきまして２５年度終了することが出来ました。
　　　　　　合計　１２９９ 　　ありがとうございました。

　　会計報告は上記資料の第１・２・３・４四半期支出（４月～１２～３月）での報告。
ＪＨ１ＯＰＣ 　　次期繰越金は５１７６６円程、まだ最終で無いので１千円前後変わります。
２月１４、１５日の豪雪について、１１８年の記録にない大雪でした。 　　この議事録が最終で、繰越金は５１２１４円です。
特に農家のビニールハウスの倒壊やカーポートの損傷が多発いたしました。

沼田では６０ｃｍ程度の積雪には慣れていますが、数時間で９０ｃｍから１ｍも


 ３．２６年度事業・予算案
降っては車道や歩道が完全に除雪できず、私の家でも２日間は車が出せず 　　資料配布（メールでの協議依頼内容と同じ）　次回までにこれと同じ資料を
生活が麻痺しまったくのお手上げでした。 　　　作成します。
さて、平成２６年度のＪＡＲＬ社員選挙につきまして、前々からお話ししていた通り

 　　第１回支部役員・クラブ代表者会議日程は６月１５日から６月８日に変更した
最初の評議員、第一回社員選挙と２回もトップ当選させて頂きました。 　　　ので注意してください。
しかし１０年で区切りをつけて、引退させて頂きたいと申しておりましたが、 　　予算は３２万３千円で昨年から２千円少なくなっています。
今回　関東社員選挙にＪＡ１ＡＡＡ小林さんが群馬県から立候補頂きましたので、   　 ２６年度の会議について討議しました。２５年度は昼から行って来ましたが
私は立候補せずに引退とさせて頂きます。 　　　朝早くから行い、１１頃には終了してほしいの意見が多くでましたので
また、今後もご指名頂ければ群馬県支部役員として、引き続きアマチュア無線界の
 　　　賛成、反対の議決を行ったところ全会一致で賛成になり午前になりました。
普及と発展のために尽力させて頂きますので宜しくお願い致します。

なお、６月１５日に東京で開催される第三回ＪＡＲＬ社員総会への出席を以て
 ４．監査指導について　ＪＨ１ＮＤＭ

　 　　　第３四半期　報告書を回覧します。
　　　 　　　ガイダンスの運用を２月～４月で行っています。　　　　　

　　　ガイダンスの機器の資料の作成をお願いします。支部長へ

５．その他
　　　富岡製糸場および絹産業遺産群の記念局開設について県庁クラブにも
　　　ご協力いただいて進めています。

回覧
　　 ①第１５回理事会報告書

②第１４回理事会報告書
③平成２５年関東地方本部会議(第３回）報告

　 ④第2回アマチュア無線フェスティバル実行委員会資料


