
平成２６年度 第２回支部部役員・監査指導委員会議 平成２７年３月１５日(日)　９：00～１1：３０　前橋市　桂萱公民館　２F造形工作室
 

 出席幹事・委員　　　　関東監査長：JI1KAV　社員： JH1HIC 　    JA1SVP JE1ICU JE1SYN JF1EKQ  JG1WKM JH1CZK  JH1EPK JH1NDM  JH1QVW             
　（順不同）　                                                                           JN1JVK JP1SFZ JQ1IJX JQ1IKE JR1RGQ 7K2MGX 7K2NWG 7M4VHS 

＜年間事業計画・結果＞
２６．４．６　　９：００～１１：0０ ◎予算＜会議費＞ 41,000    
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 430       40,570    １　ＪＡＲＬ情報等

前橋市上泉町141-3 飲み物・食事代 558       40,012     ２  群馬県ARDF競技大会について

会議資料用紙代 227       39,785    ３　オール群馬コンテストについて

　　会場予約（7K2MGX）(JH1EPK）　 議事録送付 -           39,785    ４　支部大会・モールス技能認定試験について

　　資料作成（JH1HIC）　会議案内（JH1HIC）　　　計 1,215     39,785    ５　監査指導について

　　飲み物（JH1ＨＩＣ）　　　議事録（JH1HIC） ６　その他

２６．５．１0（144ＭＨｚ）　大会長(JH1HIC)
群馬県ＡＲＤＦ大会　　　審判長（7M3RMD)　 ◎予算 － ２５．５．１１　群馬県ＡＲＤＦ３．５ＭＨｚ競技会　
　　参加者数　３５名（昨年３８名）　　 　　　 参加者数　４２名（昨年４８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＞ 40,000    参加者数：３６８ 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 368 86 279

入賞者宛通知ハガキ 40,000    （Ｅメール受付） 291 60 228
　　　JARLNEWS原稿依頼済：４月号掲載（長江） トロフィー、楯、額 10,772   29,228    昨年３５４（２６９）＜県内：８５（５９）　県外：２６９（２１０）＞　※( )内ﾒｰﾙ受付数

　　　集計ソフト作成（加藤） 賞状送付代 9,110     20,118    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     16,518    ※ＪＡＲＬＮＥＷＳ（２６年度）

　　　支部大会発表用資料（ＪＩ１ＫＡＶ） 参加証送付代 510       16,008    　　４月号掲載 結果　２０１４JN春号（原稿２/20締切）

　　　賞状、参加証作成（ＪＩ１ＫＡＶ） 楯送付代 1,968     14,040    
　　　トロフィー・楯（メダル）注文（ＪＩ１ＫＡＶ） 参加証作成 7,674     6,366     コンテストアワード受付数：１５

　　　※電信、電話、電信電話、マルチ　各１位 賞状作成 5,148     1,218     
　　　　・・・楯ｏｒメダル 賞状、参加証インク 4,866     -3,648    前橋トロフィー　０２７－２５１－３５７５　ＦＡＸ　３５８９

計 43,648   -3,648    
※（ルール等見直し等の有無）　

２６．６．８　　９：００～１２：００ ◎予算残＜会議費＞ 39,785    　　　　出席クラブ

クラブ代表者・支部役員会議 支出 予算　残 議題 　　　　昨年 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

会場 前橋桂萱公民館　２F講義室 会場費 1,010     38,775    １　ＪＡＲＬ情報等 桐生ハムクラブ、,GUNMA　AMATEEUR　RADIO　SOCIETY

         前橋市上泉町141-3 飲物代 821       37,954    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、群馬エコロジー無線,渋川

　　会場予約（７K2MGX）(JH1EPK)　 会議案内ﾊｶﾞｷ 156       37,798    ３　26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 1,987     35,811    ４　ｸﾗﾌﾞ現況 北関東ＳＳＢ

　　議事録（ＪH1HIC） ５　その他 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   3,202     37,798          群馬ＳＳＴＶ

コンテスト費 40,000   43,648    -3,648          
その他（含監査指導会議） 4,366     

　　 予算総額 323,000  51,216    
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　JA1UJP ） 昨年：２２６名参加（受付数）
参加記念品＜JH1HIC＞　　　　　　　　　※先着２００名　 本年：２６２名参加（受付数）
出展歓迎。　

受付（ＪＦ１ＥＫＱ、ＪＨ１ＳＤＧ、ＪＮ１ＪＶＫ、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

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 22,008   189,992  伊勢崎、前橋、桐生、鳴神　、新田、伊勢崎青空、KISS、群馬県CW、

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 -           189,992  高崎北、富岡、安中、SUBARU群馬、富士重工宇都宮クラブ、群馬エコロジー

抽選会（ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＪ１ＪＣＷ、ＪH1EPK，ＪＥ１ＳＹＮ） 資料､用紙、インク 6,138     183,854  
賞品購入　　　　　 183,854  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 9,500     174,354  　　　　　１１名 　　　　　　　　藤　倉

　　　　　　　　　　　東野（ＪＩ１ＫＡＶ長江） 　　〃 10,000   164,354  
　　　　　　　　　　　ヤナイ（JA1UJP石田） 　　〃 17,064   147,290  　　　　　（屋外５） 　　　　　　　　ヤナイ

　　　　　　　　　　　間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 10,000   137,290  
　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 10,000   127,290  　　　　　　　　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 25,064   102,226  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２名 出展者ハガキ代 52         102,174  ※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 109,826  102,174  
　　※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,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　７名受講 　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)　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）　１５０枚

２６．８．（２２）２３～２４ 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」 JH1OPC JF1EKQ JK1WHN JH1HIC JO1EOW JE1SYN 昨年3１,000人 会議費 41,000    3,202         37,798        
　　特別記念局担当 入場者数　８／２４　　２３,０００人　８／２５　１１,０００人　計　３４,０００人 コンテスト費 40,000    43,648        -3,648        
２６．９．６日 催物費 212,000  109,826      102,174       
群馬県総合防災訓練 ◎予算＜非常通信費＞ 1,000     その他 30,000    8,488         21,512        
群馬県太田市　渡良瀬スポーツ広場 予算総額 323,000  165,164      157,836       
２６．１０．１９　　９：００～１１：３０　 議題 前年度繰越金：51,214 その他第二四半期 4122.-
クラブ代表者・支部役員会議 ◎予算残＜会議費＞ 35,811     １　JARL情報等 利息 10..-　合計51224　

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（7K2MGX、JH1EPK ） 会場費 430       35,381     ３　技術講習会について 桐生　　渋川　　館林　　前橋高校　　

飲物代 643       34,738     ４　クラブ現況 群馬県庁　 SUBARU-群馬

会議案内（ＪH1HIC） 会議通知 104       34,634     ５　その他 群馬ＡＲＤＦ　　群馬県ＣＷ

資料作成（ＪH1HIC） 1,177     34,634        支部大会の 群馬ＫＩＳＳ　　伊勢崎青空

議事録（ＪH1HIC） 　　会場検討 関東エンターテイメンズ

Ｇ・Ｓローカルハム　　群馬ＳＳＴＶ

Ｏｃｅａｎ　Ｂｅｌｌｙ

GUNMA AMATEUR RADIO SOCIETY



２６．１1．３０
群馬ハムの集い ◎予算残＜催物費＞ 102,174  予算執行状況 　　後期支部費：１５３，０００
「群馬県技能検定場」 第２四半期残　 受付数 ３１６　名
集合・準備開始９：００受付開始１０：００終了１５：００ 165,164  (昨年度：受付数３２２)
会場予約（ＪＩ１ＫＡＶ） 支出 予算残 　　　　　　計 165,164  

参加記念品代 -           102,174  昨年
昼食代 22,052   102,174  ＜展示・出展等＞・クラブ等出展　

賞品購入　　　　　 飲み物代 1,196     80,122    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   78,926    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   66,926    ※トランシーバ購入２０Ｋ円程度　　安中、富岡、鳴神、桐生、群馬ＫＩＳＳ

　　　　　　　　　　　ヤナイ（ＪＡ１ＵＪＰ石田） 　　〃 10,249   56,926    ※その他１０Ｋ円程度 　　　群馬DX愛好会

　　　　　　　　　　　間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 10,000   46,677    　　　富士重工・宇都宮、上州１０ｍFM愛好会

　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 25,000   36,677    　 個人出展（ジャンク等）２４名

11,677    パンの販売１

モールス技能認定試験　 養生テープ -           11,677    
担当：７Ｋ２ＭＧＸ、ＪＲ１ＲＧＱ、ＪＡ１ＡＡＡ、 連絡用はがき 156       11,677    第１・２・３四半期支出（４月～１２月）
　　　　　　　　　　　　　総合級1名　2級欧文1名 計 90,653   11,521    予算 支出 予算残
抽選会（司会：ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＨ１ＥＰＫ、JE1SYN,　) 会議費 41,000    4,379         36,621        
受付（JO1EOW、JN1JVK,ＪＨ１ＳＤＧ、JF1EKQ　） 代議員（社員）コーナー設置　　JA1AAA 　　　　　　　　　　ＪＮ原稿８月２０日 コンテスト費 40,000    43,648        -3,648        
コーヒーサービス（JK1WXM、桐生ハムクラブ） 2014アイボール10アワード実施　４名発行 催物費 212,000  200,479      11,521        
会場係（全員） JARL入会問い合わせ　１名 その他 30,000    10,161        19,839        
電波適正利用推進員グッズ（ＪＫ１ＷＨＮ）　 支部役員会議15:00～16:00 計 323,000  258,667      64,333        
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：51,214 利息　10　..-　　合計51224 残高:115,557
２７．２．２２　技術講習会
会場　　前橋桂萱公民館 昨年　　430ＭＨｚＨＢ９ＣＶアンテナ導波器付き 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） 本年度：　１９名参加
　　真空管でつくる０－Ｖ－１受信機 ◎予算残＜催物費＞ 11,521    会場費 850             　（内体調で部品のみ1名）
　　　お弁当は持参 部品代等※ - （昨年度：20名参加）

ＪＮ原稿　１１月２０日 計 850             　　　（内部品のみ　3名）
２７．３．１５　９：0０～１１：３０　 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＞ 36,621    １．.あいさつ、ＪＡＲＬ情報等 予算 支出 予算残
前橋桂萱公民館　２F造形工作室 支出 予算　残 ２．監査指導について 会議費 41,000    9,454         31,546        
前橋市上泉町141-3 会場費 370       36,251    ３．２６年度事業・会計報告 コンテスト費 40,000    43,648        -3,648        
会場予約（7K2MGX,JH1EPK）資料作成（ＪＩH1HIC）飲み物代 653       35,598    ４．２７年度事業・予算案 催物費 212,000  265,329      -53,329       
　 その他 4,000     31,598    ５．支部大会について その他 30,000    10,161        19,839        

会議案内葉書 52         31,546    ６．特別記念局について 計 323,000  328,592      -5,592        
5,075     31,546    　　　　　　　　前年度繰越金：51，214 利息　20　-　　合計51,234　　　　　　　 繰越金:45,642

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、阿部、中川、山崎、今泉、堀田
会議議事録（ＪH1HIC） 会計担当（JH1HIC）

＜　議　  題　＞
１.　あいさつ・ＪＡＲＬ情報等
JH1HIC

本年度は皆様のおかげさまで本日の会議をもちまして無事終了する予定です。

大変ありがとうございました。　来年度もどうぞよろしくお願い致します。

　
ＪＩ１ＫＡＶ
関東地方本部の監査長として10ヶ月経過します。

任期があと1年ですがよろしくお願い致します。

２．監査指導について

監査指導委員長ＪＨ１ＮＤＭ
　 ◎群馬県支部第３四半期分監査指導報告

１．群馬県支部監査指導委員ワッチ時間及び所見

　　受信時間１５８時間

　所見：主に平日の昼間４３０MHｚ帯のリピーターアップリンク周波数区分・

    　衛星利用周波数区分で、トラック移動局がコールサイン不送出でFM運用

    　 している。（資料回覧）

２．平成２６年度アマチュアガイダンス運用報告

　　５月実施（JH1NDM）、山梨県からの引継ぎ時に無線機の故障の為７月は

　 　　未実施。

◎平成２７年度のアマチュアガイダンス持ち回り予定

　群馬県は平成２７年６月（資料回覧）

　（監査指導委員に運用希望者を募集、ウイークデイに運用可能な数名の持ち

　　回りを提案）

◎監査指導業務について

　特にアマチュアガイダンス局運用など効果について実効性に疑問をもってしまう

　ような場面もあるが、トラブルにならぬ様に気長にまたあくまでも穏便に対処して

　頂きたい。

３．２６年度事業・会計報告
     　事業は上記枠内資料のよに技術講習会、本日の会議をもちまして無事終了しました。

　　　会計は最終的に上記枠内資料右下（３／１５の会議の右）のように　　

　　　なりました。来年度繰越金は４５，６４２.-です。

４．２７年度事業・予算案 　　　前年度繰越金51,214.-

　　事業はメーリングにて事業計画案に追加して、ＩＡＲＵ　第三地域ＡＲＤＦ　　 　　　前年比　-2000.-

　 　　選手権大会９月６日～１２日までの７日間（特別記念局の運用アシスト） 群馬県支部会員数
　　ＪＡＲＬ９０周年記念特別記念局持回運用１０月２７日～１１月１６日まで 2014.10.3.現在 2014.4.4
　　を追加しました。 社団 33             33
　　予算案は、昨年と同様323,000.-になりました。関東地方全体では減額 正員 1,108         1,109
　　ですが、関東地方本部予算のみ減額して、支部は同様として配慮して 准員 130            133
　　いただきました。 家族 26             24
　　支部大会の会場費がいままで無料でしたが、費用がかかりますので 転送 9               10
　　催物費を増額して、会議費を減額しました。 計 1,306         1,309

　

　

平成２６年度事業計



５．２７年度支部大会について ６．２７年度特別記念局について
　　支部大会は、今までの所から規模が大きいので再考してほしいと依頼されていた事、    ①ＡＲＤＦアジア競技大会（Ｒｅｇ.3)を9月に群馬県で行うことになり、特別記念局を運用します。

　　　　来られる皆さんの駐車場が少なく不便をしていました事で、ちょっと遠いのですが 　　　免許までは決定ではありませんが、希望呼出符号は、８Ｎ１３ＡＲＤＦ　期間は５月１日～９月３０日

　　駐車場の心配のない場所を探していただき、お借り出来ることになりましたので 　　　申請予定機器は、移動５０Ｗ局　ＴＳ－５７０Ｓ　５０Ｗ改造　（予備機はＦＴ－８９７ＤＭとする。）

　　実施することになりました。 　　　　　　　　　　　 　　　移動１０Ｗ局　ＩＣ－７０６ＭＫ２ＧＳ

　 　　　　 　　　　　　　　　　固定局　ＪＨ１ＨＩＣ設備共用　

　　　場所　　　　宝台樹スキー場　カフェテリアペガサスさんのレストラン棟 　　　移動局は８Ｎ１ＫＩＮＵ／１と類似方法で進めて行きたい。

　　　固定局はアジアに向けての気持ちでＪＨ１ＨＩＣが多く運用して行きたい。

　　　前夜祭　　７月１１日　ＰＭ６：００～　　受付けＰＭ４：００～　 　　　希望が有り、スケジュールが合えばＪＨ１ＨＩＣ局へ来ていただいて運用していただく予定。

　　　　　　　　　　宿泊は毛布や寝袋等持参でレストラン棟に無料で出来る。 　　　９月６日～１２日は国内外宿泊施設となる伊香保温泉　山陽ホテルにてＡＲＤＦ選手を主に公開運用。

　　　　　　　　　　駐車場で車中泊も自己準備にて可。他近隣旅館は自己手配で。 　　　空きがあればスタッフが運用する。　９月５日（土）準備必要。

　　　　　　　　　　事前申し込みと事前入金でﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰと簡単な朝食有。 　　　平日になるので平日出動可能な方はスタッフとしてぜひともご協力をお願いします。

　　　支部大会 ７月１２日　ＡＭ１０：００～　　　準備はＡＭ９：００～ 　②ＪＡＲＬ９０周年記念特別記念局

　　　実行委員長　ＪＨ１ＥＰＫ　加藤さん 　　　希望呼出符号予定　　８Ｊ１９０Ｙ　　関東各支部で３週間程の期間で持回り運用。

　　　実行委員　JE1SYN　池田さん、JA1SVP　相羽さん 　　　群馬県支部は１０月２７日～１１月１６日予定。

　　　　　　　 　　　ＱＳＬはハムフェア用と持回運用の２種類を作成予定。

 　 JARL　NEWS春号へ掲載依頼済。 　　　期間が短いので支部役員の希望者を主とし、他希望があれば支部役員と共同で運用していただく予定。

　　お昼と飲み物は当日朝も事前予約で６００円程度。どなたでも可。 　　　詳細は今後詰めて行く。

　　登録クラブ出展者最大３名、支部役員のお弁当は２９８円から５００円になるが

　　今までと同様にしてゆきたい。クラブ代表者、支部役員には昼食券配布。　

　　飲み物は持参または任意購入（１００円程）していただく予定ですが、

　　予算の執行状況を見て飲み物も一緒に出せるか検討する。。 ７．その他

　　ＪＲ１ＩＧＡ　君嶋さんに支部役員をお願いすることになりました。

　　支部大会は１３：００～にする予定。 　　８Ｎ１ＫＩＮＵ／１は２月までで、１０８９７局、ＱＳＬカードも発行済み。残り１ヵ月になりました。

　　ニューカマーセミナーを実施。 　　８Ｎ１ＫＩＮＵのＱＳＬカードに使用しているぐんまちゃんの画像使用許可は２年間延長した。

 　 実行委員の分業の打ち合わせを行う。 　　　　　　（３月３１日に終了でなく１ヵ月程必要なこと、問い合わせが１年以上見込まれる為。）

　　８Ｎ１ＫＩＮＵのＱＳＬカードデザインを個人コールでの希望者があれば使用可です。

回覧 　　　　　　　　使用に当たっては画像使用許可とぐんまちゃん画像使用許可を個人で取る事が必要です。　　　

　　　  ①第２回関東地方本部会議議事録

      　②第２回アマチュア無線フェスティバル実行委員会会議記録


