
平成２7年度 第２回支部役員・監査指導委員会議 平成２８年０３月１３日(日)　９：00～１２：００　前橋市　桂萱公民館　２F講義室
 

 出席幹事・委員　　　　　社員： JH1HIC　JA1AAA             JA1SVP  JA1UJP  JE1ICU  JE1SYN  JF1EKQ　JH1EPK  JH1NDM　JH1SDG  JI1CJJ   JN1JVK  JP1SFZ　            

＜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

（順不同）　                                                                 JQ1IKE  JR1RGQ  7M3RMD                                      



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：153,000.-
「群馬県技能検定場」 第２四半期残　 26,145   受付数　 ２８６名
集合・準備開始９：００受付開始１０：００終了１５：３０ 153,000  (昨年度：受付数３１６)
会場予約（ＪＩ１ＫＡＶ） 支出 予算残 　　　　　　計 179,145  

参加記念品代 -           105,539  昨年
昼食代 20,264   105,539  ＜展示・出展等＞・クラブ等出展　

賞品購入　　　　　 飲み物代 1,096     85,275    伊勢崎青空、伊勢崎、富士重工、群馬CW

                     藤倉（ＪＫ１ＷＨＮ笹澤） 賞品代　 10,000   84,179    群馬ＳＳＴＶ、赤城南面、前橋、県庁、群馬エコロジー　　

　　　　　　　　　　　ヤナイ（ＪＡ１ＵＪＰ石田） 　　〃 18,360   74,179    ※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） 　　〃 11,000   55,819    ※その他１０Ｋ円程度 　　　群馬DX愛好会、伊勢崎レピーター

　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 10,000   44,819    　　　富士重工・宇都宮、上州１０ｍFM愛好会

ニュウカマーセミナー　　受講者６名 　　〃 34,819    　　　　　　　方南町ローカル個人出展（ジャンク等）２３名

担当：ＪＱ１ＩＫＥ 資料作成インク代 -           34,819    　　　　　　　　株）ｷｭｰﾋﾞｯｸ パンの販売１

モールス技能認定試験　　⇒無 -           34,819    
担当：７Ｋ２ＭＧＸ、ＪＲ１ＲＧＱ、ＪＡ１ＡＡＡ、 連絡用はがき 208       34,819    第１・２・３四半期支出（４月～１２月）
　　　　　　　　　　　　　総合級　名　2級欧文　名 計 70,928   34,611    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） 2015アイボール10アワード実施　１２名発行　　昨年4名 催物費 240,000  260,389      -20,389       
会場係（全員） JARL入会問い合わせ３名・入会２名 その他 30,000    7,103         22,897        
電波適正利用推進員グッズ（ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＱ１ＩＪＸ）　 支部役員会議15:15～16:15 ARDFアジア大会　 計 323,000  319,131      3,869          
昼食　　（注文：7K2MGX　　当日担当：(JG1MDD、） 写真撮影（JH1QVW、ＪE1ICU、JR1IGA） 55,000          その他 2,043
　　※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　10　..-　　合計45,652 残高:49,521
２８．２．２１（日）　技術講習会
会場　　前橋桂萱公民館 昨年　　真空管でつくる０－Ｖ－１受信機 ＪＮ原稿１１月２０日

担当（JH1NDM、JH1EPK） ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ11月20日

会場予約（7K2MGX,JH1EPK） 本年度：　３３名参加
　　ARDF3.5MHz受信機制作・探査講習会 ◎予算残＜催物費＞ -20,389  会場費 850             
　　　お弁当は持参 部品代等※ - （昨年度：19名参加）

ＪＮ原稿　１１月２０日 計 850             　　　（内部品のみ　1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    10,662        2,338          
前橋市上泉町141-3 会場費 430       7,573     ３．２７年度事業・会計報告 コンテスト費 40,000    46,642        -6,642        
会場予約（7K2MGX,JH1EPK）資料作成（ＪＩH1HIC） 飲み物代 369       7,204     ４．２８年度事業・予算案 催物費 240,000  268,989      -28,989       
　 その他 　資料作成 4,866     2,338     ５．その他 その他 30,000    7,694         22,306        

会議案内葉書 -           2,338     3/13監査指導補助 7750 計 323,000  333,987      -10,987       
81 5,665     2,338     　　　　　　　　前年度繰越金：45，642 利息16.-　　合計45,658.-　　　　　　　 繰越金:34,671.-

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
　本年度も皆様にご協力いただきまして、各種行事が無事終了の運びとなりました。

　ありがとうございました。　

　
JH1NDM　監査指導委員長

　 　日頃は監査指導業務をしていただきましてありがとうございます。

　H27年度第３四半期の状況をご連絡します。

　モニター時間＝１０５時間

・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領している。

特に４３０MHｚ帯でのFM運用が多くアマチュア局かどうかは不明ですが、運送関係者の連絡ら

しきニックネームでの通信が聞かれます。

　 ・平日の朝８時～９時ころ１４４MHｚ・４３０MHｚの電信・ＳＳＢバンドにＦＭ電話の通信がある。

・ニューカマーには聞かせたくないアマチュア業務とはかけ離れた内容の通信が聞かれます。

・アマチュアガイダンスの常設運用が出来るように希望します。

・相変わらず１４４ＭＨｚ帯・４３０ＭＨｚ帯のＦＭによるアマチュア業務ではないコールサイン不送出の

　通信がウィークデーの午前中を中心に多くみられる。アマチュアガイダンスの運用は必要だが

　自動送出のアナウンスも慣れてきて無視する場合も多くなっている。

質問　監査指導委員からの報告はどの様に 利用されているのでしょうか。

　         電監（総通）まで報告されていて手が打たれるのでしょうか。

回答　総通まで報告はされていない。ＪＡＲＬ会長宛で地方本部監査長が個々の支部

　　　　の報告を纏めて報告している。（資料を回覧）　

　　　　　個別に重要な案件は個々に連絡をしているようではあるが、アマチュア無線の割り当て

　　　　　周波数内の不法運用などは重要無線のものに対して後回しになるようでです。

ＪＡＲＬ情報等 ＪＨ１ＨＩＣ

第２５回理事会報告より項目のみ

平成２８、２９年度理事・監事定数および推薦理事の人数

　　　理事　１７人（推薦理事２人を含む）

　　　監事　　２人

　　　推薦理事　２人 　　　 前年度繰越金45,642.-

　　　推薦監事　２人 　　　 前年比　±0.-

　 平成２８年地方本部費の配分 群馬県支部会員数
　　　算出基準を各支部１万円を増額として地方本部の会員数 2015.10.3.現在 2015.3.31
　　　を加味して算出しました。 社団 31             31
　　　関東地方本部は昨年前年同額としたため、今年度も同額 正員 1,105         1,103
　　　でお願いすることになりました。 准員 124            127

家族 28             20
転送 11             11
計 1,299         1,292

　

　

平成２７年度事業計



コンテスト委員会からの答申 ハムの集い会場

　　　６ｍ＆DOWN　電話部門にD-STAR種目を作る規約改正　　 　　今まで開催していました技能検定場は来年度から使用出来なくなり、２８年度のハムの集い会場を探しています。

　　　登録クラブの年間総合順位で高校１位を表彰する規約改正 　　ハムの集いの後の会議で1案を紹介していただきましたが実現できませんでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高等専門学校は除く） 　　支部大会と同じ会場を聞いていただきましたが、お借り出来るとのことです。

　　もう1か所紹介していただきました。穂高牧場スキー場が無線のロケーションが良いの

　　　　　　コンテスト委員会からの再説明を求めて再度審議 　で良いのではとの事で、支部大会実行委員長と数名の方に5月になったら見分をしていただける。

　 　　　　　　承認されて内容はＪＡＲＬ　Ｗebに掲載 　　支部大会と同じ様にお借りできるならこちらでの開催を検討する。

　　季節がら１０月２３日、１１月６日頃に変更出来れば変更する。

　　　選挙管理会管理者の選任

　　　　　　保留者１名のみで選任されました。　　　　 支部大会会場

　　平成２９年度の支部大会会場に、甘楽町文化会館を紹介していただきました。

　　　覚え書き事項の改正については継続審議　　　 　　現在のスキー場のままが良いかについて今年いっぱいに検討します。

　　機会があればできるだけ多くの方が見てきていただきたいと思います。

協議事項

　　平成２８年度連盟行事予定 ＦＭ　ＧＵＮＭＡ

　　地方本部・支部の会員増強企画募集　　２７年度から３年間実施 　　ＦＭ　GUNMAに後援会のお願いを申請し、受付けていただきました。

　　特別局の運用場所 　　原稿を出せば、放送などもしていただけます。

　　事業計画の連携　　どれも同じ項目として優先順位はない

　　ARISSスクールコンタクトの使用周波数はバンドプラン改正時には 会議の時間

　　　　考慮が必要。 　　９：００開始は遠距離の者は早いので１０：００開始にしてほしいの意見が出された。

　　９：００開始になった時も同様な意見が出されたが、このときは９：００開始で了解された

報告事項 　　経緯がありますが今回の要望により１０：００開始に変更します。

　　第１０回ＩＡＲＵ第３地域ARDF競技大会の開催結果 　　会議資料に書いてあることは簡潔に説明していただけば良いのとの意見で、時間短縮に

　　第１６回ＩＡＲＵ第３地域総会の結果 　　心がけて会議を行うことになった。メールで案内していることも同様に良く見ておいていただき

　　会員増強キャンペーンの上期の商品抽選について 　　繰り返してくどくどと説明しないようにして、時間短縮に心がけて会議を行う。

　　委託料計算等の請求について

　　選挙管理会の開催について 会議進行

　　委員会の開催 　　今まで会議に意見を出しても今まではこうだったと言っただけで、有耶無耶になっていたように

　　電波環境関係外部会合への出席状況 　　思う。　新しいメンバｰなので新しい意見でやって行きたい。議事進行は議長を選んでやってほしい。

　　諸報告 　　この機会なので、次期支部長のお考えでやっていただければ良いとの２つの意見があったので　　　

　　で議決を行った。

　　→議長でにて行う１４名の内８名。次期支部長のお考えでは５名、保留１名で議長を選出して行う事

　　　になりました。

規約作成

　　会議進行の中の意見交換で規約が無く、新しい人は解らないので作成してはどうか。

　　どこまでの物を作るかが非常にむずかい。

　　次回の会議までに、案を持ち寄り、次回の会議終了後残れる方が残って検討を行う。

回覧　　第２５回理事会議事録　　　

　　　　　第２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


