
平成２7年度 第1回支部部役員・監査指導委員会議 平成２７年４月５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 JF1EKQ  JG1WKM  JH1EPK JH1NDM  JH1SDG JJ1JCW  JN1JVK JO1EOW JR1IGA 7K2MGX           

　（順不同）　                                                                      

＜年間事業計画・結果＞
２７．４．５　　９：００～１１：３０ ◎予算＜会議費＞ 13,000    
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造形工作室 会場費 370       12,630    １　ＪＡＲＬ情報等

前橋市上泉町141-3 飲み物・食事代 395       12,235     ２  群馬県ARDF競技大会について

会議資料用紙代 -           12,235    ３　オール群馬コンテストについて

　　会場予約（7K2MGX）　 議事録送付 -           12,235    ４　支部大会・ニューカマーセミナーについて

　　資料作成（JH1HIC）　会議案内（JH1HIC）　　　計 765       12,235    ５　監査指導について

　　飲み物（7K2MGX）　　　議事録（JH1HIC） ６　その他

２７．５．９（3.5ＭＨｚ）　大会長(JH1HIC)
群馬県ＡＲＤＦ大会　　　審判長（7M3RMD)　 ◎予算 － ２７．５．１０　群馬県ＡＲＤＦ　ＦＯＸ－Ｏ競技会　
　　昨年参加者数　３５名（一昨年３８名）　　 　　　 昨年参加者数　４２名（一昨年４８名）
２７．５．１６（20:00-24:00）～１７日（06:00-12:00）
第４３回オール群馬コンテスト ◎予算＜コンテスト費＞ 40,000    昨年参加者数：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、堀田　） 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 40,000    一昨年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 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（２６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　２０１４JN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    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 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）　

２７．６．７　　９：００～１２：００ ◎予算残＜会議費＞ 12,235    　　　　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 12,235    １　ＪＡＲＬ情報等 桐生ハムクラブ、群馬ＳＳＴＶ,GUNMA　AMATEEUR　RADIO　SOCIETY

         前橋市上泉町141-3 飲物代 12,235    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 12,235    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 -           12,235    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 13,000   765        12,235          
コンテスト費 40,000   -           40,000          
その他（含監査指導会議）

　　 予算総額 323,000  765        
２７．７．１２（日）　　　　前夜祭7．１１日（土）
支部大会・支部役員会議　　宝台樹スキー場　カフェテリア　ペガサス　　　　　利根郡みなかみ町藤原３８３９－１　TEL　0278-75-2557　http://hodaigi.jp/page/pegasus
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（JH1EPK ）　　　　　来賓迎え（幹事　　　　　　　　 ） 一昨年：２２６名参加（受付数）
昨年：２６２名参加（受付数）

出展歓迎。　

受付（ＪＦ１ＥＫＱ、ＪＨ１ＳＤＧ、ＪＮ１ＪＶＫ、ＪＪ１ＪＣＷ） ◎予算＜催物費＞ 240,000  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 -           240,000  出展クラブ等

会場係（全員）　ＡＧＣ賞状配布（ｺﾝﾃｽﾄ委員） 参加記念品代 240,000  伊勢崎、前橋、桐生、鳴神　、新田、伊勢崎青空、KISS、群馬県CW、

表示用ｲﾝｸ・ﾗﾐﾈｰﾄ 240,000  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 240,000  
賞品購入　　　　　 240,000  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 240,000  　　　　　１１名 　　　　　　　　藤　倉

　　　　　　　　　　　ヤナイ（JA1UJP石田） 　　〃 240,000  
　　　　　　　　　　　間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 240,000  　　　　　（屋外５） 　　　　　　　　ヤナイ

　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 240,000  
　　〃 240,000  　　　　　　　　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 240,000  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２名 出展者ハガキ代 240,000  ※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：実行委員　　当日担当：(JG1MDD、7M4VHS） 計 -           240,000  
　　※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 　　　　　　　

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　 　５　平成２４年度事業報告・収支決算報告

ニューカマーセミナー(７Ｋ２ＭＧＸ)　 ＪH1HIC 支部大会終了後「お楽しみ抽選会」

写真撮影（JH1QVW、ＪE1ICU）

２７．８．（２１）２２～２３ 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 13,000    765            12,235        
　　特別記念局担当 昨年入場者数　８／２４　　２３,０００人　８／２５　１１,０００人　計　３４,０００人 コンテスト費 40,000    -               40,000        
２７．９．　日 催物費 240,000  -               240,000       
群馬県総合防災訓練 ◎予算＜非常通信費＞ 1,000     その他 30,000    30,000        

予算総額 323,000  765            322,235       
２７．１０．１８（日）　　９：００～１１：３０　 議題 前年度繰越金：45,642 その他第二四半期 0.-
クラブ代表者・支部役員会議 ◎予算残＜会議費＞ 12,235     １　JARL情報等 利息 　0.-　合計45642　

会場　 支出 予算　残  ２　ハムの集いについて 　昨年出席クラブ
会場予約（7K2MGX、JH1EPK ） 会場費 12,235     ３　技術講習会について 桐生　　渋川　　館林　　前橋高校　　

飲物代 12,235     ４　クラブ現況 群馬県庁　 SUBARU-群馬

会議案内（ＪH1HIC） 会議通知 12,235     ５　その他 群馬ＡＲＤＦ　　群馬県ＣＷ

資料作成（ＪH1HIC） -           12,235        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



２７．１1．２９(日）
群馬ハムの集い ◎予算残＜催物費＞ 240,000  予算執行状況 　　後期支部費：
「群馬県技能検定場」 第２四半期残　 昨年受付数　 ３１６名
集合・準備開始９：００受付開始１０：００終了１５：００ (一昨年度：受付数３２２)
会場予約（ＪＩ１ＫＡＶ） 支出 予算残 　　　　　　計 -           

参加記念品代 -           240,000  昨年
昼食代 240,000  ＜展示・出展等＞・クラブ等出展　

賞品購入　　　　　 飲み物代 240,000  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　 240,000  群馬ＳＳＴＶ、赤城南面、前橋、県庁、群馬エコロジー　　

　　　　　　　　　　　ヤナイ（ＪＡ１ＵＪＰ石田） 　　〃 240,000  ※トランシーバ購入２０Ｋ円程度　　安中、富岡、鳴神、桐生、群馬ＫＩＳＳ

　　　　　　　　　　　間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 240,000  ※その他１０Ｋ円程度 　　　群馬DX愛好会

　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 240,000  　　　富士重工・宇都宮、上州１０ｍFM愛好会

　　〃 240,000  　 個人出展（ジャンク等）２４名

240,000  パンの販売１

モールス技能認定試験　 養生テープ -           240,000  
担当：７Ｋ２ＭＧＸ、ＪＲ１ＲＧＱ、ＪＡ１ＡＡＡ、 連絡用はがき 240,000  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 -           240,000  予算 支出 予算残
抽選会（司会：ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＨ１ＥＰＫ、JE1SYN,　) 会議費 13,000    765            12,235        
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    -               40,000        
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 240,000  240,000       
会場係（全員） JARL入会問い合わせ　１名 その他 30,000    30,000        
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  765            322,235       
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：45,642 利息　0　..-　　合計45,642 残高:
２８．２．２１（日）　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＞ 240,000  会場費 850             　　　（内部品のみ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）
２８．３．１３（日）　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＞ 12,235    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 13,000    765            12,235        
前橋市上泉町141-3 会場費 12,235    ３．２６年度事業・会計報告 コンテスト費 40,000    40,000        
会場予約（7K2MGX,JH1EPK）資料作成（ＪＩH1HIC）昼食代 -           12,235    ４．２７年度事業・予算案 催物費 240,000  240,000       
　 その他 12,235    ５．支部大会について その他 30,000    30,000        

会議案内葉書 12,235    ６．特別記念局について 計 323,000  323,000       
-           12,235    　　　　　　　　前年度繰越金：45，642 利息　　-　　合計45,642　 　　　　　　 繰越金:

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
　平成２７年度第１回支部役員、監査指導委員会議を始めます。

　昨年度は皆様のおかげさまで無事終了いたしました。

　 　ありがとうございました。本度もどうぞよろしくお願い致します。

　最初に、ＪＲ１ＩＧＡ　君嶋さんの新しく支部役員をお願いいたしましたので

　挨拶をお願いします。

ＪＩ１ＫＡＶ
　監査長の就任してから1年経ちました。

　後半の1年の任期中頑張りますのでよろしくお願いします。

　 ＪＡＲＬ情報等

①第２１回理事会議事録を回覧します。

　案内がＪＡＲＬ　ＮＥＷＳ等で有ると思いますので項目としてお知らせします。

　○理事に欠員が生じましたので次点の方が候補として社員総会に諮られます。

　○社員総会は６月１４日（日）午後　ベルサール西新宿で開催されます。

　○コンテスト規定･規約が改正されます。（継続審議にもなっています。）

　○ＪＡＲＬ創立９０周年記念　ＱＳＯパーティ　が開催されます。

　○ＪＡＲＬ創立９０周年記念　アワードを発行します。

　 　○９０周年記念ロゴが作成されました。ＱＳＬカードなどに使用出来ます。

　○特別記念局の開設、関東各県で持ち回り運用します。群馬は１０月２８日～１１月１６日。

　○地方本部･支部の会員増強企画と特別予算の付加があります。

②関東地方本部会議

　　理事会会議の説明

　　予算･事業計画の説明

　　会計監査の交代　　７Ｋ２ＸＥＡ（ＪＡ６ＢＥＵ／１）　植田　邦彦さん

　　非常通信訓練を行う　　９月２６日予定　　（５月５日予備）　担当、まずはＪＨ１ＨＩＣ

　　ハムフェアで関東地方本部のブースを設けるのでお寄りください。

　　関東地方本部、ＪＡ１ＡＮに名誉相談役をお願いした。前ＪＡＲＬ会長　現ＪＡＲＤ名誉会長

２．監査指導について

監査指導委員長ＪＨ１ＮＤＭ

　監査指導委員の方々には平成２６年度の監査指導業務ご苦労様でした。 　　　 前年度繰越金45,642.-

　一年間何も連絡を頂けなかった委員の方もいらっしゃいますが、多くの委員の協力を得て 　　　 前年比　±0.-

　２６年度の監査業務を終えることが出来ました。

　 　今年度もメンバーを変えることなく１３名（名字・コールサイン紹介）にお願いしたいと思い 群馬県支部会員数
　ます宜しくお願いします。（2年任期2年目） 2015.3.31.現在 2014.10.3
　各支部の委員人数紹介（東京12名、神奈川１２名、千葉９名、埼玉１５名、茨城１０名、 社団 31             33
　栃木１０名、群馬１３名、山梨６名） 正員 1,103         1,108
　加藤監査指導委員からの意見：総通規正局とガイダンス局の合同運用の希望がありま 准員 127            130
　した。監査指導委員長（萩原）のコメント：予定している6月のガイダンス局の運用で実施 家族 20             26
　は難しい、抑制効果のある合同運用の希望は出しているので総通の都合に合わせたい。 転送 11             9

計 1,292         1,306
　 ３．２６年度事業・会計報告

　　　　すべての事業計画がおかがさまをもちまして無事終了しました。

　 　　　　加えて、「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界遺産登録記念特別局も３月３１日を

　　　　もちまして無事終了いたしました。ありがとうございました。

　　　　会計の次年度繰越金は45,642.-になりました。

平成２７年度事業計



４．２７年度事業・予算案
　　　予算は昨年度と同じ金額です。３２３，０００．－

　　　　　全体では削減ですが関東地方本部のみの予算を削減していただきましたので

　　　昨年と同一予算を頂ける事になりました。 ④特別記念局について

　ＡＲＤＦアジア大会　特別記念局

　 ①群馬県ARDF競技大会について 　　８Ｎ１３ＡＲＤＦ　　５月１日～９月３０日

　　５月１０日　３．５ＭＨｚ競技大会 　　ＪＡＲＬは１月に申請

　　５月１１日　ＦＯＸ－Ｏ競技大会　　ＦＯＸ－Ｏｒｉｎｇ 　　２月の理事会にて承認されましたので、３月無線局の申請中

　　　ラジオ送信機はごくわずかな力しか出さないで、しばしばほんの100メートルしかでなく、 　　　　　　　移動局

　　　非常に短い距離以上だけ受け取られることができます。 　　　　　　　　　　ＴＳ－５７０Ｓ　５０Ｗ改造機

　　　　　　　　　　ＩＣ－７０６ｍｋ２ＧＳ　１０Ｗ機

②オール群馬コンテストについて 　　　　　　　（固定局）

　　５月１６日(土）、１７日(日） 　　　　　　　　　　ＪＨ１ＨＩＣと設備共用で免許費用節約で５０Ｗ固定局免許後設備共用に変更する。

　　コンテスト周波数変更有り　 　　移動局は８Ｎ１ＫＩＮＵと類似方法で実施してゆきたいと思います。

　　　　　ＣＷ　　３．５１０～３．５３０　　旧３．５２５まで 　　固定局は設備共用者とスケジュール打ち合わせで、スケジュールが合えば運用していただく

　　　　　ＳＳＢ　３．５３５～３．５７０　 　旧３．５３０まで 　　　　　　　   予定。　設備共用者がアジア･太平洋地域むけの気持ちで多く運用して行きたい。

    ９月６日～９月１２日　伊香保温泉　山陽ホテルで公開運用

③支部大会・ニューカマーセミナー 　　　　　　　　　　　　　　　　平日ですがぜひご協力をお願いします。　　　　　　　　　　　　　　

  7月１１日（土）前夜祭　受付ｐｍ４：００～　　開始ｐｍ６：００～ 　　　　　　　　　　　　　　　　主にＡＲＤＦ参加者　　外国局も有り（ゲストオぺ）

　　　　　　　　宿泊は寝袋や毛布持参でレストラン棟で無料。 　　　　　　　　 　　海外ゲストオペ資格確認表があるか確認し、無ければ作成しなければならない。

　　　　　　　　自己責任で車中泊可能。旅館は自己手配で。 　　アンテナ設置ブランの為、一度、会議の機会か何かに確認に行きたいと思います。

　７月１２(日）　支部大会　準備９：００～　　受付は１０：００～ ⑤ＪＡＲＬ９０周年特別記念局

　　　宝台樹スキー場　カフェテリア　ペガサスのレストラン棟 　　　　８Ｊ１９０Ｙ　　各支部で３週間程　持ち回りで運用。

　　　実行委員長　ＪＨ１ＥＰＫ　加藤さん 　　　　 　　　　群馬県支部は１０月２７日～１１月１６日　⇒　１０月２８日～１１月１６日　（１日変更）

　　　実行委員　ＪＥ１ＳＹＮ　池田さん 　　　　　 　　　　ＱＳＬは９０周年持ち回り運用とハムフェア用の２種類作成予定。　

　　　実行委員　ＪＡ１ＳＶＰ　相羽さん 　　　 　　　　支部役員の希望者にて運用予定。

　　　ニューカマーセミナーを実施

　　　出展の受付は池田さん

　　　支部大会表示物、支部だよりは従来どうりJH1HIC

　　　会場･食事関係･前夜祭･駐車場の音頭取りは実行委員で行う

　　　イスは３００脚程あると思う 　　 回覧

　　　  ①第２1回理事会議事録

　　　次回現地確認事項

　　　　ａ，第４４回群馬県支部大会　表示する方法は有るか。

　　　　ｂ，拡声器

　　　　c,喫煙場所

     　d,駐車場は看板だけで出来るか。

  　   e.駐車場は杭を打って表示出来るか。

　

　　　　


