
平成２7年度 第２回クラブ代表者・支部役員会議 平成２７年１０月１８日(日)　９：00～１２：００　前橋市　桂萱公民館　２F講義室
 

 出席幹事・委員　　　　関東監査長：JI1KAV　社員： JH1HIC　    JA1SVP  JF1EKQ　JH1CZK  JH1EPK  JH1NDM　JH1OPC　JH1QVW 　JH1SDG JJ1JCW  JN1JVK  JP1SFZ　ＪＱ１ＩＪＸ　    
　（順不同）　                                                                                JQ1IKE  JR1IGA  7M3RMD

＜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　
　　  参加者数５２名（昨年３５名）　　 参加者数５１名（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 10,772   29,228    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 13,942   15,286    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     11,686    ※ＪＡＲＬＮＥＷＳ（２７年度）

　　　支部大会発表用資料（ＪＩ１ＫＡＶ） 参加証送付代 510       11,176    　　４月号掲載 結果　２０１５JN春号（原稿２/20締切）

　　　賞状、参加証作成（ＪＩ１ＫＡＶ） 楯送付代 1,312     9,864     
　　　トロフィー・楯（メダル）注文（ＪＩ１ＫＡＶ） 参加証作成 2,584     7,280     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 4,473     2,807     
　　　　・・・楯ｏｒメダル 賞状、参加証インク 9,449     -6,642    前橋トロフィー　０２７－２５１－３５７５　ＦＡＸ　３５８９

計 46,642   -6,642    
※（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)　 会議資料案内 654       9,656     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 2,579     7,077     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   3,344     9,656           新田

コンテスト費 40,000   46,642    -6,642          
その他（含監査指導会議） 878        

　　 予算総額 323,000  50,864    
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

会場予約（JH1EPK ）　　　　　来賓迎え（幹事　ＪＡ１ＵＪＰ ） 昨年：２６２名参加（受付数）
実行委員長（JH1EPK）　実行委員（JE1SYN,JA1SVP） 本年：１３０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

飲み物販売（実行委員） 支出 予算　残 　　JN原稿〆２月20日、5月20日(〒番号訂正）

支部だより作成（ＪH1HIC） 会場費 20,000   220,000  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 -           220,000  前橋、群馬KISS、関東エンターテイメンズ、群馬県CW、

表示用ｲﾝｸ・ﾗﾐﾈｰﾄ 1,608     218,392  富岡、安中、SUBARU群馬、富士重工宇都宮クラブ、群馬ＳＳＴＶ

抽選会（ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＪ１ＪＣＷ、ＪH1EPK，ＪＥ１ＳＹＮ） 資料､用紙、インク 4,777     213,615  
賞品購入　　　　　 213,615  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     204,115  　　　　　８名 　　　　　　　　藤　倉

　　　　　　　　　　　ヤナイ（JA1UJP石田） 　　〃 10,800   193,315  
　　　　　　　　　　　間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 20,000   173,315  　　　　　（屋外５） 　　　　　　　　ヤナイ

　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 10,886   162,429  
置台修理 490       161,939  　　　　　　　　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 48,000   113,939  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２名 出展者ハガキ代 140       113,799  ※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、券にて） 計 126,201  113,799  
　　※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13：00 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 ＪＱ１ＩＫＥ)　 ＪH1HIC 支部大会終了後「お楽しみ抽選会」

写真撮影（JH1QVW、ＪE1ICU、JR1IGA）

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3４,000人 会議費 13,000    3,344         9,656          
　　特別記念局担当 入場者数　８／２２　　２５,０００人　８／２３　１１,０００人　計　３６,０００人 コンテスト費 40,000    46,642        -6,642        
２７．９．５（土） 催物費 240,000  134,461      105,539       
群馬県総合防災訓練 ARDFアジア大会　　2518.- その他 30,000    5,060         24,940        
　　　沼田市　利南（となみ）運動広場 ◎予算＜非常通信費＞ 1,000     予算総額 323,000  189,507      133,493       
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 4182.-
クラブ代表者・支部役員会議 ◎予算残＜会議費＞ 9,656      １　JARL情報等 利息 10.-　合計45652　

会場　 支出 予算　残  ２　クラブ現況 　昨年出席クラブ
会場予約（7K2MGX、JH1EPK ） 会場費 1,010     8,646      ３　ハムの集いについて 桐生　　渋川 　 館林　　　　

飲物代 643       8,003      ４　技術講習会について 群馬県庁　 SUBARU-群馬

会議案内（ＪH1HIC） 会議通知 -           8,003      ５　その他 群馬ＡＲＤＦ　　赤城南面

資料作成（ＪH1HIC） 1,653     8,003     群馬ＫＩＳＳ　　伊勢崎青空

議事録（ＪH1HIC） 関東エンターテイメンズ

群馬ＳＳＴＶ

群馬ARDF



２７．１1．２９(日）
群馬ハムの集い ◎予算残＜催物費＞ 105,539  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 -           105,539  昨年
昼食代 105,539  ＜展示・出展等＞・クラブ等出展　

賞品購入　　　　　 飲み物代 105,539  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　 105,539  群馬ＳＳＴＶ、赤城南面、前橋、県庁、群馬エコロジー　　

　　　　　　　　　　　ヤナイ（ＪＡ１ＵＪＰ石田） 　　〃 105,539  ※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） 　　〃 105,539  ※その他１０Ｋ円程度 　　　群馬DX愛好会

　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 105,539  　　　富士重工・宇都宮、上州１０ｍFM愛好会

　　〃 105,539  　 個人出展（ジャンク等）２４名

資料作成インク代 105,539  パンの販売１

モールス技能認定試験　昨年　⇒無 養生テープ -           105,539  
担当：７Ｋ２ＭＧＸ、ＪＲ１ＲＧＱ、ＪＡ１ＡＡＡ、 連絡用はがき 105,539  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 -           105,539  予算 支出 予算残
抽選会（司会：ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＨ１ＥＰＫ、JE1SYN,　) 会議費 13,000    4,997         8,003          
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    46,642        -6,642        
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15:30～16:30(予定）ARDFアジア大会　５５,０００.- 計 323,000  51,639        271,361       
昼食　　（注文：7K2MGX　　当日担当：(JG1MDD、7K2MGX）写真撮影（JH1QVW、ＪE1ICU、JR1IGA）

　　※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＞ 105,539  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＞ 8,003     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    4,997         8,003          
前橋市上泉町141-3 会場費 8,003     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 -           8,003     ４．２７年度事業・予算案 催物費 240,000  240,000       
　 その他 8,003     ５．支部大会について その他 30,000    30,000        

会議案内葉書 8,003     ６．特別記念局について 計 323,000  323,000       
-           8,003     　　　　　　　　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

  総務省　電波利用環境課のハンターの皆さんへの資料を回覧します。

　 　そろそろ、少しずついろいろな引き継ぎをして行きたいと思います。　

JH1NDM　監査指導委員長

　第2期の状況をお知らせします。

   モニターで使用区分を守らない　　１７２件

　通信事項等　　　　　　　　　　　　　　　３３件

　 　呼び出し符号の不送出　　　　　　　２７２件　　　　　　

　ハムフェア関東地方本部ブースでガイダンス機器の説明でいました。

　　2件の相談がありました。

　　　呼び出し周波数での業務通信がある。⇒８０条報告をお願いしました。

　　　故意に妨害を与える局がいる。。⇒８０条報告をお願いしました。

　CW、ＳＳＢ使用区分内にてFMの交信が行われている。ほとんどが呼び出し符号不送出で

　中には仕事に関する通話が確認出来る。

　相変わらず144・430MHzで呼び出し符号不送出の不法局が平日のバンド内を占有している。

　 　アマチュアガイダンスの常設をして効果的な運用が出来るように希望します。

ＪＡＲＬ情報等 ＪＨ１ＨＩＣ

　第２４回理事会報告書から

　ＩＡＲＵへ新規加入する連盟の承認について

　　　　　　　　　コソボ　アマチュア無線連盟

　個人の賛助会員募集について

　第１６回ＩＡＲＵ第３地域総会への役員の派遣について

　　　　　　　　　　玉眞専務理事　ＪＡ１ＢＲＫ　ＪＦ１ＲＰＺ

　小型衛星の免許申請について　　日本大学理工学部

　　　　　　　　　　免許はＪＡＲＬ　運用管理は日本大学

　会員の年齢構成　　４０歳以前の方が５％程、若い人にも入会していただきたいです。

　Ｄ－ＳＴＡＲ　ＪＡＲＬ主催のコンテスト　ＤＶモード　シンプレックスのみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６ｍ＆ＤＡＷＮでやってみる

　ガイダンスの機材　も更新が必要なものがあります。　 　　　 前年度繰越金45,642.-

　ガイダンスアナウンス内容　具体的に提案してほしい。 　　　 前年比　±0.-

　 ２．クラブ現況 群馬県支部会員数
渋川アマチュア無線クラブ 2015.10.3.現在 2015.3.31
　9/5　　県防災訓練に参加。 社団 31             31
　10/4　前橋消防学校防災訓練に参加。 正員 1,105         1,103

准員 124            127
安中アマチュア無線クラブ 家族 28             20
　＊ゴールデンウィーク中 一泊の移動運用 転送 11             11
　　下仁田の奥 御荷鉾林道近くでバーベキューや山菜天ぷらでの一泊宴会 計 1,299         1,292

　 　＊5月 恒例の 安政遠足 侍マラソンのお手伝い

　＊8月 貸し切りバスでのハムフェア見学(16名）

　 　＊9月 ６ｍ移動用5エレアンテナ製作会（5名で6組製作）

　12月 忘年会　1月 新年会

平成２７年度事業計



赤城南面アマチュア無線クラブ 関東エンターテイメンズクラブ

　活動が停滞しています。 　７月１２日　ＪＡＲＬ群馬支部大会出展

　７月２８日　玉村町夏の電波教室

太田アマチュア無線クラブ 　７月３０日　ホームページ再構築（OCNがHPサービス終了、＠Ｎｉｆｔｙへ移設）

　１．AGC TEST　クラブ対抗４連覇達成。 　http://mackey.my.coocan.jp/kec/index.html

　　　５連覇に向けて、闘志を燃やしています。 　８月２２日、２３日　ハムフェア

　２．FD TEST参加。 　９月１０日　ＪＡＲＬ．ＣＯＭからクラブホームページリンク変更

　 　　　今年は、「電信　マルチオペ　２バンド」でエントリー 　１１月２２日、２９日　文化会館で４アマ講習会を行います。

　　　　　昨年までは、「電信電話　マルチオペ　マルチバンド」で、

　　　　　エントリーし、最高位３５位でした。 群馬ＡＲＤＦクラブ
　　　　　今年は、もう少し上位の数字を狙って鞍替え。 　グラブの会員数は１４名です。

　３．新入会員獲得 　９月６日～１２日まで渋川市で第１０回ＩＡＲＵ　Ｒｅｇ３ＡＲＤＦ選手権大会を

　　　SVP相羽さんのご紹介で、１名新規入会していただきました。 　　開催いたしました。　記念局、記念局の公開運用は大変お世話になりました。

　　　現在会員数＝２０名。 　１１月１日には関東地方本部主催のＡＲＤＦ関東地方本部大会を開催いたします。

　４．本日（１０／１８）月例会合開催

　　　本日午前は、１０月月例会で、クラブハウス（プレハブ）の冬支度です。 GUNMA AMATEUR RADIO SOCIETY
　　　その後、１２時３０分より近所のBBQハウスで昼食。 　・クラブ員は、クラブ員の子息が加入して現在14名。（1名の増加）

　　　　　昨年までは、クラブハウス脇で「芋煮」をしていましたが、 　・クラブ員総出の活動は特にありませんが、各々の興味のある得意分野で

　　　　　シェフが、勇退されたことを受け、目先を変えた。 　　活動しています。

　５．今後 　PS.身内のことで恐縮ですが、我が家の息子が、7月に3アマ国試に合格しました。

　　　１２月＝忘年会 　（現在、JA1YIA 前橋高校アマチュア無線クラブに属して活動しています。）

　　　３月までに技術研修会（電信に関する何か）開催予定。

すずめ無線クラブ

桐生ハムクラブ 　会員１８名

　3月　総会 　1月　新年会と総会　12名

　支部大会、ハムの集いに参加を中心に行っている。 　3月　ＢＢＱ　佐野市フィッシングセンター

　残念ながら今年の支部大会には不参加となってしまいました。 　5月　移動運用　桐生市水道山公園　６名

　ハムの集い　コーヒーサービスには参加したい。 　9月　移動運用　足利市織姫講演　7名

　11月　ＢＢＱ　佐野市フィッシングセンター

館林アマチュア無線クラブ 　オンエアーミーティング　月2回

　7/4　5時～　市内で懇親会を開催　参加者6名 　　第３土曜日夜　４３０ＭＨｚ帯

　毎週土曜日　６：３０～　ロールコール実施中　9月から5１.40MHｚから51.06MHzに変更しました。 　　第４月曜日　１４４ＭＨｚ帯

　Webサイトをリニューアルし正式版として公開。　Http://www.tatebayasih.ne.jp/ham/

３．ハムの集いについて

前橋高校アマチュア無線クラブ 　　・駐車場は２年前と同様、いっさい自由とすることにします。

　現在クラブ員は高校3年生3名、１年生１名の計4名です。今年4月に１年生１名を 新たに迎え、 　 　会議室から南側のみ詰め込み駐車とします。看板を立てておくだけとします。

　なんとかクラブの存続を確立する事が出来ました。ま た、私が2ア マを取得し1月に 　  ・講演について　　消イオン容量型避雷針　「ＰＤＣＥ　」を行ってもらうことになりました。

　固定100W局を開局しました。  　　１時３０分　から４０分　　質問をしたいとの事が有り、質問時間を含めて４０分程で行って

　設備面ではOBからGPアンテナの寄付を受け設置。常時運用可能周波数を7・21・ 144・430の 　　　　　　　　　　　　　　　　　　いただく。　講演を３０分に短縮をお願いする。　質問時間１０分程

　4バンドに拡張しました。 　　２時１０分～抽選会準備　３時　閉会　おかたずけ、　３時３０分～４時３０分　支部役員会議

　メイン構成員が3年生という事もあり、コンテストへの参加はできていません。 　　４時３０分終了予定。　　　

 　来年度以降に期待です。 　　（以前は５時終了予定で、場合によっては５時３０分終了になった事もあります。）

群馬県庁アマチュア無線クラブ ４．技術講習会について

　Ｈ２７．５．１６～１７　オ－ル群馬コンテスト　 　　　いくつかの案が出ましたが、

　　　　　６．　７　　　　ＪＡＲＬ県支部クラブ代表者会議（前橋市）　 　　　ＡＲＤＦの受信機キットの制作講習会をしていただく。

　　　　　７．１２        ＪＡＲＬ群馬県支部大会（みなかみ町１１日前夜祭）　３名 　　　確認をしますが、今からでは間に合わないかもしれないので、間に合わない場合は

　　　　　７．１９　　　　ＦＯＸハンティング　　　　　　　　　　　　　　　　７名 　　　ＡＲＤＦ関連の講習会（ルール、探索方法、受信機の指向性等）をしていただき、

　　　　　７．１９　　　　総会　 　　　キットは各人で作っていただき、後日探索方法等の講習をしていただきたい。

 　       ８．　１～　２　フィールドデー移動運用　 　　　ＡＲＤＦ委員の清水さんに検討していただき、原稿の作成をお願いします。

 　       ８．２３～２４　ハムフェア（東京ビックサイト）　

　　　　　９．　５　　　　群馬県総合防災訓練　 ５、その他

　　　　　９．　　　　　　8N13ARDFアジア大会記念局運用協力　5/1～9/30　 　１．ＡＲＤＦ記念局の移動運用、公開運用は大変お世話様でした。ありがとうございました。

　　　　１０．　４　　　　群馬県アマチュア無線赤十字奉仕団通信訓練　 　　８Ｎ１３ＡＲＤＦ　総交信局数のまとめ

 　     １０．１８        ＪＡＲＬ県支部クラブ代表者会議（前橋市） 　　（５月～９月の総交信数）

 　     １１．中旬        ＦＯＸハンテイング及び移動運用 　　　①．運用者数：述べ　　２９人（うち会員以外　４人）

 　   　１１．２９　　　　群馬ハムの集い（伊勢崎市） 　　　②．交信局数：　１３０５３　局　（うち海外　２２６８局）

　Ｈ２８．２．２１　　　　技術講習会 　　　　　　　　ＳＷＬカード　　　９　局（１０月７日現在）

ＳＵＢＡＲＵアマチュア無線クラブ群馬 　　　　　ＱＳＬ未発行枚数　７２１１　枚　　（移動４３０６枚、固定２９０５枚）

　・ＪＡＲＬ主催コンテストに継続して参戦中 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＱＳＬデザイン　その２を作成中で2種類が発行される予定。

　　　　　　２０１５年度は、全６大会に参戦。 　２、外国人のゲストオペ

　・オール群馬コンテスト、他主なローカルコンテストにも参戦。 　　　社団局、特別記念局、特別局はゲストオペの告示により関東総通に事前申請し、

　・会社主催イベントに、アマチュア無線部として出展し、アマチュア無線の紹介、 　　　総務大臣から登録許可を受け、登録許可証を携帯しなければならない。

　　子供向けイベント等を実施。       愛地球博、ジャンボリーは個々に告示されています。　この実績を踏まえて、

　・会社主催イベント、次回は11/1（日）は富士重工矢島工場 　　　特別記念局だけでも、個人局と同様に立会人だけで運用出来るようにＪＡＲＬから

　・11/29（日）ハムの集いは、ＪＨ１ＹＡＫとＪＡ１ＺＱＩ（富士重工宇都宮）で出展を希望します。 　　　当局にお願いしていただけるようにお願いしました。

伊勢崎青空無線クラブ  ３、次のハムフェアのキャッチフレーズは、「　ハムフェア４０周年　アマチュア無線で遊ぼう　」

　オール群馬コンテスト、クラブ対抗で参加。結果はそれなりのものと感じています。

　10/17、18　一泊　伊勢崎市内移動運用。  ４、ハムフェアの特別記念局の運用について問い合わせがありました。

　毎週金曜日　PM９：００より　１４５．７６MHｚ（ＦＭ）でオンエアーミーティングを行っています。 　　「オペレーターチェンジします」「レポートは５と９です」の運用の言葉は適格か不適格か。

　今後 　　　すでにたくさん使われていて特に問題無いと回答したようです。

　ハムの集いにてジュンク出展希望      

　12/6　２０１６年度に向けた総会を行う。 　５、新スプリアスの対応はメールで配信しましたものを、今日もコピーを回覧します。

　　　これは総務省が出しているものです。

群馬KISSクラブ 　　　この中に「アマチュア局は保証認定もあります」と記載してあります。

　支部大会　ジャンク交換会に出展 　　　※ただし、平成29年11月３０日より前に設置された機器は、その機器の設置が継続する

　ハムの集い　に出展 　　　　　限り、検定の合格の効力が有効です。とありますので、これについて詳しく理解する

　コンテストに参加して行きたい。 　　　 　必要があります。

　　　　　（都合の良い解釈をすれば、新規設置、追加設置、変更設置は出来ないが、免許に

北関東ＳＳＢアマチュア無線クラブ 　　　　　なっている限りずっと有効とも取れます。）

　9/22　約１０名でＢＢＱを行い。親睦を図りました。

　６、コンテスト電子ログ申請を推進していますし、オール群馬コンテスト、ＪＡＲＬ主催のコンテスト

群馬SSTVクラブ 　　　の電子ログ申請の割合を増やして行きたいと思いますので、オール群馬コンテスト前の

　8/1　ＳＳＴＶコンテスト（ＤＸも含む）に参加       ４月半ば頃に講習会を実施する事を検討して実施して行きたいと思います。

群馬エコロジー無線クラブ 回覧　　第２４回理事会議事録　　　

　前回以降、現在まで活動は行いませんでした。 　　　　　第１回アマチュア無線フェスティバル実行委員会会議資料　　２０１６

　今後、１１月のハムの集いに出展予定。 　　　　　新スプリアスの対応　総務省ホームページのコピー（新スプリアス対応機器リスト）　

　　　　　１月、多々良沼でミーティングを予定。           10th IARU Region3 ARDF Championships

http://mackey.my.coocan.jp/kec/index.html

