平成２６
平成２６年度
２６年度 第１
第１回クラブ代表者
クラブ代表者・
代表者・支部部役員会議
出席幹事・委員
（順不同）

平成２６年６月８日(日) ９：00～１1：３０ 前橋市 桂萱公民館 ２F講義室

理事：JI1KAV 社員：JH1OPC JH1HIC JE1ICU JG1WKM JG1MDD JH1EPK JH1NDM JH1QVW JH1SDG JK1WHN JA1AAA
JA1SVP JJ1JCW JN1JVK JO1EOW JQ1IJX JQ1IKE 7K2MGX 7K2NWG 7M4VHF

＜年間事業計画・結果＞
２６．４．６ ９：００～１１：0０
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＞
41,000
支出
予算 残
会場費
430
40,570
飲み物・食事代
558
40,012
会議通知
40,012
議事録送付
40,012
計
988
41,000

会場予約（7K2MGX）(JH1EPK）
資料作成（JH1HIC） 会議案内（JH1HIC）
飲み物（JH1ＨＩＣ）
議事録（JH1HIC）
２６．５．１0（144ＭＨｚ） 大会長(JH1HIC)
群馬県ＡＲＤＦ大会
審判長（7M3RMD)
◎予算
－
参加者数 ３５名（昨年３８名）
２６．５．１７（20:00-24:00）～１８日（06:00-12:00）
第４２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

ＪＡＲＬ情報等
群馬県ARDF競技大会について
オール群馬コンテストについて
支部大会・モールス技能認定試験について
監査指導について
その他

２５．５．１１ 群馬県ＡＲＤＦ３．５ＭＨｚ競技会
参加者数 ４２名（昨年４８名）
40,000

参加者数：３６５
計
参加者

予算 残

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
賞状、参加証インク
・・・楯ｏｒメダル
計

議題
１
２
３
４
５
６

-

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
368
291

県外
86
60

279

（Ｅメール受付）
228
昨年３５４（２６９）＜県内：８５（５９） 県外：２６９（２１０）＞ ※( )内ﾒｰﾙ受付数
内ﾁｪｯｸﾛｸﾞ：
※ＪＡＲＬＮＥＷＳ（２６年度）
４月号掲載
結果 ２０１４JN春号（原稿２/20締切）
コンテストアワード受付数：１５

前橋トロフィー ０２７－２５１－３５７５ ＦＡＸ ３５８９

※（ルール等見直し等の有無）

２６．６．８ ９：００～１２：００
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
前橋市上泉町141-3

◎予算残＜会議費＞
41,000
支出
予算 残
会場費
1,010
39,990
飲物代
821
39,169
会議案内ﾊｶﾞｷ
156
39,013
計
1,987
41,000

出席クラブ

議題
１
２
３
４
５

昨年

ＪＡＲＬ情報等
新年度事業・予算について
26年度支部大会について
ｸﾗﾌﾞ現況
その他

伊勢崎、太田、群馬県庁、伊勢崎青空、関東エンターテイメンズ
桐生ハムクラブ、群馬ＳＳＴＶ,GUNMA AMATEEUR RADIO SOCIETY
SUBARUｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ、鳴神、群馬エコロジー無線,渋川

会場予約（７K2MGX）(JH1EPK)
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）
北関東ＳＳＢ
議事録（ＪH1HIC）
前橋ﾞ高校
第１四半期支出
予算
支出
予算 残
群馬ＫＩＳＳ
（４月～６月） 会議費
41,000
2,975
38,025
コンテスト費
40,000
40,000
その他（含監査指導会議）
3,462
予算総額
323,000
6,437
２６．７．１３（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
）
昨年：２２６名参加（受付数）
参加記念品＜JH1HIC＞
※先着２００名
本年：
名参加（受付数）
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 昨年
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
21,600 190,400
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（５名で１時間交代で3時間ー別途スケジュール作成 ） 表示用ｲﾝｸ・ﾗﾐﾈｰﾄ
190,400
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
190,400
賞品購入
190,400
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
190,400
昨年 １０名
藤 倉
東野（ＪＩ１ＫＡＶ長江）
〃
190,400
ヤナイ（JA1UJP石田）
〃
190,400
ヤナイ
間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野）
〃
190,400
トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野）
〃
190,400
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
190,400
６名
190,400 ※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
21,600 190,400
※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
ＤＸ通信英語講座
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) 昨年２名受験
ＪH1HIC
支部大会終了後「お楽しみ抽選会」
離れた駐車場の地図を作製（ＪＨ１ＨＩＣ） １００枚程

２６．８．（２２）２３～２４
ＨＡＭフェア
「東京ビッグサイト」
特別記念局担当
２６．９．上旬
群馬県総合防災訓練
２６．１０．１９ ９：００～１２：００
クラブ代表者・支部役員会議
会場

会場予約（7K2MGX、JH1EPK ）
会議案内（ＪH1HIC）
資料作成（ＪH1HIC）
議事録（ＪH1HIC）

第１・２四半期支出（４月～９月）
予算
支出
予算残
昨年33,000人 会議費
41,000
41,000
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
40,000
催物費
212,000
212,000
◎予算＜非常通信費＞
1,000
その他
30,000
30,000
予算総額 323,000
323,000
議題
前年度繰越金：51,214
その他第二四半期
.◎予算残＜会議費＞
41,000 １ JARL情報等
利息 ..- 合計
支出
予算 残 ２ ハムの集いについて
出席クラブ
会場費
41,000 ３ 技術講習会について
桐生ハムクラブ
飲物代
41,000 ４ クラブ現況
群馬県庁アマチュア無線クラブ
会議通知
41,000 ５ その他
SUBARUアマチュア無線クラブ
41,000
群馬ＫＩＳＳクラブ

昨年
JH1OPC JF1EKQ JK1WHN JH1HIC JO1EOW JE1SYN

群馬県ＣＷクラブ
Ｇ・Ｓローカルハムクラブ

２６．１1．３０
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１５：００
会場予約（ＪＩ１ＫＡＶ）
参加記念品（
）

◎予算残＜催物費＞

190,400

第２四半期残
支出
参加記念品代
昼食代

モールス技能認定試験
モールス技能認定試験
担当：７Ｋ２ＭＧＸ、ＪＡ１ＡＡＡ、ＪＨ１ＯＭＣ
昨年 3級3名
抽選会（司会：ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＨ１ＥＰＫ、JE1SYN, )
受付（JO1EOW、JN1JVK,ＪＨ１ＳＤＧ ）

賞品代

〃
〃
〃
〃
養生テープ
連絡用はがき

計

計

予算残

-

賞品購入
藤倉（ＪＫ１ＷＨＮ笹澤）
東野（ＪＩ１ＫＡＶ長江）
ヤナイ（ＪＡ１ＵＪＰ石田）
間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野）
トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野）

-

190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400
190,400

代議員（社員）コーナー設置
2013アイボール10アワード実施 10名発行
会場係（全員）
JARL入会問い合わせ 0名
支部役員会議15:00～16:00
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）

コーヒーサービス（JK1WXM、桐生ハムクラブ）

２７．２．２２ 技術講習会
会場 前橋桂萱公民館
担当（JH1NDM、JA1SVP）
会場予約（7K2MGX,JH1EPK）
昨年 430ＭＨｚＨＢ９ＣＶアンテナ導波器付き ◎予算残＜催物費＞
お弁当は持参
ＪＮ原稿 １１月２０日

２７．３．１５ ９：0０～１１：００
支部役員・監査指導委員会議
◎予算残＜会議費＞
前橋桂萱公民館 ２F講義室
支出
前橋市上泉町141-3
会場費
会場予約（7K2MGX,JH1EPK）資料作成（ＪＩH1HIC
昼食代
飲物代

支部ホームページ（JI1KAV）
会議議事録（ＪH1HIC）

後期支部費：１５３，０００
受付数
名
(昨年度：受付数３２２)
-

昨年
＜展示・出展等＞・クラブ等出展
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、群馬エコロジー
※トランシーバ購入２０Ｋ円程度 安中、鳴神、桐生、群馬ＫＩＳＳ
※その他１０Ｋ円程度
群馬DX愛好会
富士重工・宇都宮、上州１０ｍFM愛好会
個人出展（ジャンク等）２２名
パンの販売１

第１・２・３四半期支出（４月～１２月）
予算
支出
予算残
会議費
41,000
41,000
ＪＮ原稿８月２０日 コンテスト費
40,000
40,000
催物費
212,000
212,000
その他
30,000
30,000
計
323,000
323,000
前年度繰越金：51,214 利息

..-

合計

残高:

ＪＮ原稿１１月２０日
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ11月20日

本年度：
名参加
（内部品のみ 名）
（昨年度：20名参加）
（内部品のみ 3名）
第１・２・３・４四半期支出（４月～１２～３月）
予算
支出
予算残
会議費
41,000
41,000
コンテスト費
40,000
40,000
催物費
212,000
212,000
その他
30,000
30,000
計
323,000
323,000
前年度繰越金：51，214 利息
- 合計
繰越金:
ｺﾝﾃｽﾄ委員会
相羽、長江、斉木、阿部、中川、山崎、今泉

190,400 会場費
部品代等※
計
議題
- １．.あいさつ、ＪＡＲＬ情報等
予算 残 ２．２４年度事業・会計報告
- ３．２５年度事業・予算案
- ４．監査指導について
- ５．その他
-

オール群馬アワード（JH1QVW）

予算執行状況

-

技術講習会 ※担当：JA1SVP,JH1NDM
ＣＷ認定試験 ※担当：７K2MGX、JA1AAA、JR1RGQ
会計担当（JH1HIC）

＜ 議 題 ＞
１. あいさつ・ＪＡＲＬ
あいさつ・ＪＡＲＬ情報等
ＪＡＲＬ情報等

平成２６
平成２６年度事業計
２６年度事業計

ＪＩ１ＫＡＶ
６月１５日のＪＡＲＬ総会で理事を辞任します。
その間、大変お世話になりありがとうございました。
第１６回理事会（５月１７日）に出席しました。その内容は
平成２５年度事業報告、決算報告、役員の選任、特別記念局の
開設、事務局職員の人事異動について審議しました。
詳細は、ＪＡＲＬのＨＰをご覧ください。
ＪＨ１ＯＰＣ
来週の６月１５日に行われる第三回のＪＡＲＬ通常総会、これを持ちまして任期満了に
なりまして丸１０年、評議員の時からお世話になりましたが、退任という事に成ります。
なお、引き続き群馬県の支部役員は一兵卒として頑張らせて頂きますので宜しくお願い
致します。また総会の質問書は事前に送って有りますので、理事選挙の件を含め
て数件を質問させて頂きます。
そして次の支部長さんは、ＪＨ１ＨＩＣ山田さんが再任されましたの引き続き頑張って
頂きたいと思います、社員の方はＪＡ１ＡＡＡ小林さんが当選されましたので、今まで通り
群馬から２名の社員の方が出るという事で宜しくお願い致します。

JH1HIC
５月３０日にハムフェア実行委員会に出席してきました。
出店説明会 7月９日（水） 東京ビックサイト会議棟６Ｆ
今までの場所は地震対策で使用出来ない為です。
本年の記念局の会期前運用は栃木県・東京都で運用します。
支部からの応援員８Ｊ１Ａ ７月１８（金）までに名簿を出す。
ＪＡ１ＡＡＡ
先の社員選挙では、有効票６，０５９票の約１割の６０５票を賜り、当選することができました。
選挙にあたり、本日ご出席の支部役員、登録クラブの皆様には、たいへんお世話になり、
感謝を申し上げます。 ６／１５の定時社員総会後、２年間が任期となりますので、しっかりと
社員の職責を果たして参りたいと存じます。
今後とも、皆様方にはご指導、ご支援賜りますようお願いいたします。
監査指導委員長ＪＨ１ＮＤＭ
２５年度がおかげさまをもちまして終了しました。
バンド内に不法局と思われる使用区別外運用が多くなりまして
群馬県で２月～５月まで連続してガイダンスの運用を行いました。
総務省もオリンピックに向けて不法局を一掃しようと力を入れて
います。アマチュア無線家も免許外運用など取り締まれたのが
有りましたので注意して運用をお願いします。

２、
２、新年度事業・
新年度事業・予算について
予算について
本資料にて説明
予算は前年比マイナス２，０００.-の３２３，０００．－

事業計画は右カレンダー

３．26年度支部大会
26年度支部大会・モールス
年度支部大会・モールス技能認定試験
・モールス技能認定試験について
技能認定試験について

前年度繰越金51,214.前年比 -2000.-

群馬県支部会員数
2014.4.4.現在
社団
33
正員
1,109
准員
133
家族
24
転送
10
計
1,309

2013.9.7.
32
1,113
134
28
8
1,325

昨年と同様にお願いします。
駐車場係４から５名で１時間づつ交代で３時間程行う 「９時から１２時程」
スケジュールを作りますので時間の変更は当人同士で行ってください。
離れた処の駐車場の地図を１００枚程作る。
参加記念品について
電池チェッカーは適価のは２台しか購入出来ないので第２案の乾電池です。
予算が厳しくなって来ましたので、参加記念品は無くさざるを得ないのでは
との提案があり、議決にて了承多数（９割程）で次回のハムの集いから
無くして行く事になりました。

４．クラブ現況
クラブ現況
伊勢崎アマチュア無線クラブ
寂しいことですがタワーの撤去を行っている
自作を行っている。
渋川アマチュア無線クラブ
活動報告は特になしです。
前橋アマチュア無線クラブ
６月２９日総会を行う。
会員が１名増える予定でハムの集いに来場。

赤城南面アマチュア無線クラブ
資料受け
太田アマチュア無線クラブ
１．４月２０日に今年度の総会を開催
２．メンバーは、今年度１名増（リタイヤ組ですが…）の１９名
３．毎月第３土曜１９時から会合開催
主なイベントは、ＡＧＣ、ＦＤ ＴＥＳＴ参加、
研修旅行（１１月）、技術研修会（実施月未定）を予定。
４．今年のＡＧＣのクラブ対抗＝約２０万点 結果や如何に？

桐生ハムクラブ
３月に総会を開催
３月に総会を開催 参加１０名
支部大会およびハムの集いでコーヒーサービス実施。
日赤・群馬の活動に参加する。

鳴神クラブ
おもちゃの病院
４月おもちゃの無料修理 １３件
５月おもちゃの無料修理 １件
19日連合桐生地協 無料修理 制作講習会
６月おもちゃの無料修理 7件
おもちゃの無料修理は第三日曜日 桐生市立中央公民館です。
館林アマチュア無線クラブ
①本年度館林防災訓練の準備
②本年度活動計画の立案中
前橋高校アマチュア無線クラブ
物理部の活動の１つとして昨年１１月復活
登録クラブの登録を行った。
クラブ運営にかかわるすべてにおいて生徒のみで行う。
アンテナの自作も行っている。
現在交信可能は７ＭＨz帯、２１ＭＨｚ帯
１１月総合文化祭（交流会）でアマチャ無線関連の展示を行う予定。
来年度文化祭はミニＦＭの運用を予定。
かってのクラブ活動状況を知っている方から情報をいただきたい。
交信記録、ＱＳＬカード等 ＨＰにアドレス有ります。

三洋電機東京アマチュア無線クラブ
部員個人単位の活動が主
クラブ員同士のＱＳＯ
群馬県庁アマチュア無線クラブ
・クラブ員数 約４０名 中 行事参加者１０名程度
（退会の意思を表明していない人は、名簿掲載している）
・クラブ員の減少が顕著となっているところですが、
昨年度、新規入会が１名ありました。
・局名録を１０冊一括購入しました。
・主な行事
幹事会・総会
ＦＯＸハンティング（438.20MHz±ＱＲＭ）７月・１１月
海外移動運用を５月１６～１９日にパラオで行いました。
T88TH May.16.2014 - May.19.2014 JR1GSE ＱＳＯ２，９００局
T88FA May.16.2014 - May.19.2014 JA1SVP ＱＳＯ１，３００局
制作講習会は支部の活動にのって参加している。
ＳＵＢＡＲＵアマチュア無線クラブ群馬
引き続きＪＡＲＬ主催コンテストに、職域クラブ対抗戦入賞を目標として参戦。
メンバー個々もオール群馬コンテスト、ローカルコンテストに多数参戦。
会社主催の工場祭に出展し、公開運用・活動紹介・フリーマーケット等を実施。

伊勢崎青空無線クラブ
２０１３年１２月ハムの集いにジャンクで参加。
２０１４年に向けた総会を行う。
２０１４年１月３日 新年会
４月５日 花見会
５月オール群馬コンテスト・クラブ対抗で参加。
毎週金曜日 ｐｍ９：００から１４５．７６ＭＨｚでオンエアミーティングを行っている。

群馬ＫＩＳＳクラブ
支部大会・ハムの集いにＡＰＲＳ展示で参加。
アイボール会としても参加している。
北関東SSBアマチュア無線クラブ
５月６日にバーベキュー行った。
会員７名、家族２名、その他５名出席で賑やかな時を過ごしました。
夏にハムフェアー、秋にバーベキューを
群馬県ＣＷクラブ
年間行事で活動しています。
4月 ハイキング ＡＬＬ ＪＡコンテスト
5月 群馬県ＡＲＤＦ競技 オール群馬コンテスト
6月 オール神奈川コンテスト 山梨コンテスト
赤城山計画レピータ管理団体
５月に保守登山を行った。
その後１２００ＭＨｚレピーターの修理が完了。
５月２５日に再度重いのを背負って登り、設置しましたので１２００ＭＨｚのレピーターが
復活しました。ご利用いただくともにドネーションよろしくお願いします。
関東エンターテイメンズクラブ
会長の砂原さんは海外へ長期出張中です。
８月３日、１０日４級アマチュア無線講習会を行います。
１２月７日、１４日４級アマチュア無線講習会を行います。
群馬ＳＳＴＶクラブ
群馬・埼玉・栃木３県の画像通信にアクティブに活動する有志の集まりです。
最近はほんの数人のメンバーしか活動出来ていませんが日夜進歩する画像通信技術に
磨きをかけています。
昔はアナログ信号でした。近年デジタル信号化したと思いきや、インターネット全盛の現在は
インターネット併用型の画像通信が主流となっています。
どのようなシステムかというと、画像は、画像通信ソフト開発者（海外）のサーバーに
インターネットで画像データーとして送り込み、その有り処を伝える信号（ヘッダー）は雑音にしか
聞こえない位相信号やＰＳＫ３１，ＭＭＴＴＹ、ＪＴ６５Ｃ信号などを無線機から送信する。これを
一度にソフトウエアが行うものです。受信側も同じソフトを使い、ヘッダー信号をお受信すると
その信号をもとに、サーバーへ画像データーを読みにゆきます。これも一手にソフトウエア
がやってくれます。送受時間は９０秒程でＨＦから１２００ＭＨｚまで運用可能です。
従来はデジタル信号とはいえ、データーに欠落部分があると解読出来なかったのが、無線の
うえではヘッダー信号しか送っていませんので、ヘッダー信号さえ受信出来れば、同時に送り
込まれた画像データーをサーバーから鮮明な画像で得られるという訳です。
画像通信を行っている周波数は、１２９６．９２０ＭＨｚ 時間ほぼ毎日ＡＭ９：００から１０：００
出ているメンバーは５名程。
Ocean Belly
クラブ員増減なし。
２０１３年１１月より１０回コースで２アマ勉強会を行い、１０名の参加がありました。
今年４月の国家試験に申し込んだ４名の方の集中勉強会を２月後半に行いました。
２アマ勉強会に来て頂いた２名から合格の連絡がありました。
G・Sローカルハムクラブ
オール群馬コンテストに５局が参加。
中学２年生も参加しました。
GUNMA AMATEUR RADIO SOCIETY
○現在、クラブ員は１３名で変更ありません。活動は特にありませんでした。
○全国的な電信愛好家の組織であるＡ１ CLUB（代表JE1TRV谷口氏）より、下記について
情報提供・協力依頼がありましたので、お知らせします。
(内容）IARU（国際アマチュア無線連合）加盟のドイツアマチュア無線連盟(DARC）を始めと
する各国の連盟が、モールス通信技能をユネスコ無形文化遺産に登録申請した。
JARLとしても、今後、情報収集を進め、来年の３月の登録申請に向けて活動していく
予定です。

群馬エコロジー無線クラブ
一年に一度の新年アイボール運用
オール群馬コンテストの参加
支部大会、ハムの集いの参加
すずめ無線クラブ
クラブ員２０名→２５名になりました。
１月 総会

５．その他
その他
①記念局について 富岡製糸場絹産業遺産群世界遺産登録記念局準備
希望呼出符号 １．８Ｎ１ＫＩＮＵ ２．８Ｎ１ＳＩＬＫ ３．８Ｎ１ＭＡＹＵ
議決にて１．は１９／２７
予定期間
８月（免許次第）から翌年３月３１日
運用方法
登録クラブ員（ＪＡＲＬ会員）、支部役員の希望者
運用責任者にてスケジュール化を予定
ＱＳＬデザインについて
会議後日画像アドレスを送りますので考えていただきたい。
運営組織図を作ります
運用責任者 ７K2MGX
ＱＳＬ責任者 ＪＨ１ＨＩＣ
他メールにてお願いしますのでお願い致します。

回覧

ハムフェア２０１４ 準備状況

