
平成２7年度 第1回クラブ代表者・支部役員会議 平成２７年６月７日(日)　９：00～１２：００　前橋市　桂萱公民館　１F調理実習室
 

 出席幹事・委員　　　　関東監査長：JI1KAV　社員： JH1HIC　    JA1SVP JE1ICU  JH1CZK  JH1EPK JH1QVW  JH1SDG JJ1JCW  JN1JVK JO1EOW JQ1IKE  JR1IGA          
　（順不同）　                                                                         7K2MGX  7K2NGW  7M3RMD  7M4VHS

＜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) 高崎市吉井町牛伏ドリームセンター
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５２名（一昨年３５名）　　 参加者数５１名（一昨年３．５MHｚ４２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    参加者数：３７２ チェックログ：４（２）

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、阿部、中川、山崎、今泉、堀田　） 支出 予算　残 参加者 372 87 281

入賞者宛通知ハガキ 40,000    （Ｅメール受付） 299 63 234
　　　JARLNEWS原稿依頼済：４月号掲載（長江） トロフィー、楯、額 40,000    昨年３６８（２９１）＜県内：８６（６０）　県外：２７９（２２８）＞　※( )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：

　　　※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　　９：００～１１：３０ ◎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 太田、群馬県庁、関東エンターテイメンズ,すずめ無線

会場 前橋桂萱公民館　1F調理実習室 会場費 1,120     11,115    １　ＪＡＲＬ情報等 群馬ＳＳＴＶ,GUNMA　AMATEEUR　RADIO　SOCIETY

         前橋市上泉町141-3 飲物代 805       10,310    ２　新年度事業・予算について SUBARUｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ、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 164       10,146    ３　２７年度支部大会について 赤城南面、OceanBelly、群馬ＣＷ,G・Ｓローカルハム

　　会議案内（ＪH1HIC）　資料作成（ＪH1HIC） 計 2,089     8,057     ４　ｸﾗﾌﾞ現況 館林、桐生

　　議事録（ＪH1HIC） ５　その他 群馬ARDF

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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   2,854     10,146          新田

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  2,854     
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（今回からありません） 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：(実行委員会、券にて）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    2,854         10,146        
　　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  2,854         320,146       
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＞ 8,057      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 8,057      ３　技術講習会について 桐生　　渋川　　館林　　前橋高校　　

飲物代 8,057      ４　クラブ現況 群馬県庁　 SUBARU-群馬

会議案内（ＪH1HIC） 会議通知 8,057      ５　その他 群馬ＡＲＤＦ　　群馬県ＣＷ

資料作成（ＪH1HIC） -           8,057         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    2,854         10,146        
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  2,854         320,146       
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＞ 10,146    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    2,854         10,146        
前橋市上泉町141-3 会場費 10,146    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 -           10,146    ４．２７年度事業・予算案 催物費 240,000  240,000       
　 その他 10,146    ５．支部大会について その他 30,000    30,000        

会議案内葉書 10,146    ６．特別記念局について 計 323,000  323,000       
-           10,146    　　　　　　　　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
　開会のごあいさつ

　 ＪＩ１ＫＡＶ 関東地方監査長

　新スプリアスの情報についてお知らせします。ＣＱ　ham　ｒａｄｉｏ別冊　ＱＥＸｊａｐａｎ　Ｎｏ．１５

　に解説が掲載されていますので回覧します。ＪＡＲＬからの情報では現在取扱について協議中　

　とのことですのでもう少しお待ちください。

ＪＡＲＬ情報等 ＪＨ１ＨＩＣ

①第２２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。

　 　○ＪＡＲＬ平成２６年度事業報告案。

　○ＪＡＲＬ２６年度決算について。

　○役員選任について（欠員補充。）

　○ＩＡＲＵへ新規に加盟する連盟の承認について。

　○第２２回理事会　協議事項。

　○第２２回理事会　業務報告。

　○ＪＡＲＬ創立９０周年記念会員増強キャンペーン」支部ホームページへバナー掲載。

　○ＪＡＲＬ創立９０周年祝賀会の開催について

　 　　祝賀会オープニングセレモニー

　　第一部　ＪＡＲＬ創立９０周年記念講演

　　第二部　ＪＡＲＬ創立９０周年記念アイボールミーティング

　　　会費制　（Ａ）セット券６０００円

　　　　　　　　　　　ハムフェア２０１５入場券

　　　　　　　　　　　第一部講演、第二部アイボールミーティング

　　　　６月１日～７月１０日まで申し込み　はがきで申し込むと振替の連絡が来ます。

２．２７年度事業・予算について

　　　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。事業計画は右上のカレンダーに記載しました。

３．２７年度支部大会について
　７月１２(日）　支部大会　準備９：００～　　受付は１０：００～ 　　　 前年度繰越金45,642.-

　　　宝台樹スキー場　カフェテリア　ペガサスのレストラン棟 　　　 前年比　±0.-

　　　実行委員長　ＪＨ１ＥＰＫ　加藤さん

　 　　　実行委員　ＪＥ１ＳＹＮ　池田さん 群馬県支部会員数
　　　実行委員　ＪＡ１ＳＶＰ　相羽さん 2015.3.31.現在 2014.10.3
　　　ニューカマーセミナーを実施 社団 31             33
　　　出展の受付は池田さん 正員 1,103         1,108
　　　支部大会表示物、支部だよりは従来どうりJH1HIC 准員 127            130
　　　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 家族 20             26
　　　イスは３００脚程あると思う 転送 11             9
　　　今回打ち合わせ事項 計 1,292         1,306

　 　　　　ａ，第４４回群馬県支部大会　表示は窓に張るように考える。

　　　　ｂ，拡声器　JH1EPKさんにて準備していただける。

　 　　　　c,喫煙場所　準備の時に場所を決める。

     　d,駐車場入り口の表示は群馬県支部の大きな旗も使用する。

　　　　　　旗のマストは実行委員会にて準備する。

平成２７年度事業計



４．クラブ現況

渋川アマチュア無線クラブ 関東エンターテイメンズクラブ

　　毎年、渋川市の防災訓練に参加。本年は１１月８日 　クラブ近況：3/29 ３アマ講習会

　 　4/5,12 ４アマ講習会　　今回は全員合格

赤城南面アマチュア無線クラブ 　次回は４アマ講習会11/22、29に予定（現在申請中）

　　オール群馬コンテストに参加。 　２，３ヶ月に１回程度親睦会を行って情報交換しています。

安中アマチュア無線クラブ 群馬ＳＳＴＶクラブ

　　・安政遠足（あんせいとおあし）侍マラソンの碓氷峠内でのボランティア支援 　メンバー有志数名でデジタル画像通信でほぼ毎日交信　１２００ＭＨｚＦＭ

　　　（三十数年前から） 　2月　粕川の温泉で新年会　9名

　　・移動運用　年間４～５回（一泊も有り） 　3月　８Ｎ１ＫＩＮＵ／１　運用

　　・本年２月 8N1KINUを１週間運用　交信局数576（富岡の常置場所での運用も） 　４月　クラブ総会開催

　　・ハムフェア見学 （小型バス貸し切りで）

Ocean Belly
太田アマチュア無線クラブ 　支部大会でニューカマーセミナーを開催　

　　オール群馬コンテスト３連覇、４連覇を目指そうと参加した。 　　免許を取って間もない方、これから免許を取ろうとしている方

　　４月１８日　非公式寄合　　５月２日クラブハウス清掃　レピータ整備 　　　　　　ＪＡＲＤ作成のＤＶＤ上映

　　５月２４日　クラブ総会　レピーター整備 　　　　　　　　 　　　　　　アマチュア無線の楽しみ

　　６月７日　群馬県支部クラブ代表者会議　６月２０日　クラブハウスでミーティング 　　　　　　実技演習　交信の仕方など

　　７月１２日　支部大会参加　　７月２５日　暑気払い

　　７月２６日　ミーティング　　　７月３１日　ＦＤ　ＴＥＳＴ　準備（ａｔ　学者村） 群馬ＡＲＤＦクラブ

　　８月１日、２日　フィールドデーコンテスト参加 　高崎市牛伏ドリームセンターを集合場所に

　　８月２２日、２３日　ハムフェア参加　８月３０日　ミーティング 　　　　 　5月9日　　群馬県支部ＡＲＤＦ３．５ＭＨｚ競技大会を開催

　　　　　 　5月１０日　群馬県支部ＡＲＤＦ　ＦＯＸ－Ｏ競技大会を開催　

桐生ハムクラブ 　　　 　9月6日～12日　ＩＡＲＵ　Ｒｅｇ．３アジアオセアニア大会が渋川してを開催されます。

　　３月２２日　総会　２６年度報告　２７年度計画 　　　　　　　　　　　ご協力、ご支援よろしくお願い致します。

　　　　　　　　ただ今準備中で、お手伝い頂ける方を募集しています。

館林ハムクラブ 　　　　　　　　清水まで連絡ください、ただしすべて自腹になります。

　　５月９日　総会　２６年事業報告 　グラブの会員数は１４名です。

　　　　　　　　　　　　　総会４月、定例会議毎月、クラブ代表者会議出席２回 　　

　　　　　　　　　　　　　７月４日　暑気払い、定款の見直し Ｇ・Ｓローカルクラブ

　　　　　　　　　　　　　毎週土曜日５１．４ＭＨｚロールコール 　存続して活動しています。

　　　　　　　　　　　　　各局の近況、メーリングリスト追加局

　　休眠局の掘り起し 群馬エコロジー無線クラブ

　　　　再免許申請手伝い、休眠局の活性化、５１．４ＭＨｚオンエアー 　本年5月に代表者が交代しました。

　　　　クラブのＷｅｂサイトリニューアル正式版として公開 　茂木氏から栗原（ＪＫ１ＴＣＶ）となりました。よろしくお願い致します。

　ＱＲＰがメインで、自作ＱＲＰ機で移動運用をしています。

新田アマチュア無線クラブ 　１１月　ハムの集いに出展、アイボールミーティングも行いました。

　　　忘年会の活動。 　１月２５日　邑楽町の多々良沼公園にて、新年ミーティングを開催。

　今年もハムの集いに出展し、会員相互親陸を図ります。

群馬県庁アマチュア無線クラブ

　　クラブ代表者がＪＲ１ＩＧＡ君嶋からＪＰ１ＲＴＦ行方（なめかた）に変わりました。 すずめ無線クラブ

　　引き続きよろしくお願いします。 　１８名です。　役員４名　会員１４名

　　ここ3年ほど県支部の製作講習会をクラブ行事の一つとして参加させていただいています。 　１月　総会と親陸会

　　今年度も参加を予定したいと考えています。 　５月　桐生市東山移動運用　ＨＦ　２ｍ　４３０で

　　主な行事 　７月　海水浴と移動運用予定

　　幹事会・総会　　　　6月中の予定 　毎月第三土曜日　４３０でオンエアーミーティング

　　ＦＯＸハンティング　438.20MHz±ＱＲＭ　７月・１１月 　毎月第四日曜日　２ｍでオンエアーミーティングを行っています。

　　移動運用　　　　　　９～１０月頃

ＳＵＢＡＲＵアマチュア無線クラブ群馬

　コンテスト ５．その他
　　１４年度　ＪＡＲＬ主催コンテスト全参加　 　　オール群馬コンテストで県外局がから県内局参加者が少ないとの

　　職域クラブ対抗戦で３位（１位；テレ朝、２位；NTT　３位；スバル） 　　意見があり対応策の意見が出ました。

　　8N1KINU/1　運用     意見には課題がありましたのでコンテスト委員会にて他の方法も含めて

　　１５年度　ALL　ＪＡコンテスト参加 　　検討してみていただきたいお願いをしました。

　　　　　　　　オール群馬コンテスト参加

　　　　　　　　今後もＪＡＲＬ主催コンテストを中心に参加

　イベント

　　６月１４日　スバル大泉工場ふれあい感謝祭

　　　　　　　　　公開運用、モールス体験（子供向け）、若干のフリーマッケト

　７月１２日　群馬県支部大会参加

　　秋　　　 　スバル矢島工場感謝祭出展予定

　11月29日 群馬県支部ハムの集いに参加

回覧  ①第２２回理事会議事録

伊勢崎青空無線クラブ 　　　  ②第３回ハムフェア実行委員会次第 

　1. ハムの集いにジャンクで出店する 　　　　　　　　　出展説明会は７月６日　ビックサイト　６Ｆ

　2. 2014年12月14日総会を行う         ③ＣＱ　ham　ｒａｄｉｏ別冊　ＱＥＸｊａｐａｎ　Ｎｏ．１５

　3. 2015年1月3日新年会(移動運用)
　4. 2015年4月4日技術講習会ワードによるQSLカードの作成基礎編
　5. 2015年4月4日花見アイボール会
　6. オール群馬コンテスト、クラブ対抗で参加
　7.　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。

群馬ＫＩＳＳクラブ

　支部大会に出展

　ハムの集いに出展

群馬県ＣＷクラブ

　４月　　　　第５７回ALL　ＪＡコンテスト

　５月３日　　第３７回　東京コンテスト

　５月９日１０日　群馬県ＡＲＤＦ競技　３．５ＭＨｚ　ＦＯＸ－Ｏ　

　５月１６～１７日　オール群馬コンテスト　　山梨コンテスト

　５月２４日　浅間山ハイキング

　６月６日　第４４回オール神奈川コンテスト

　６月７日　第１０回　山梨コンテスト


