
平成２６年度 第２回クラブ代表者・支部部役員会議 平成２６年１０月１９日(日)　９：00～１1：３０　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：JA1AAA JH1HIC　    JA1SVP JE1ICU JF1EKQ J JH1EPK JH1NDM JH1SDG JN1JVK JQ1IKE 7K2MGX 7M3RMD 7M4VHS             
　（順不同）　                                                                      

＜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、群馬ＳＳＴＶ,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          
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 昨年 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

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 　　　名
集合・準備開始９：００受付開始１０：００終了１５：００ (昨年度：受付数３２２)
会場予約（ＪＩ１ＫＡＶ） 支出 予算残 　　　　　　計 -           

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

賞品購入　　　　　 102,174  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　 102,174  群馬ＳＳＴＶ、赤城南面、前橋、県庁、群馬エコロジー　　

　　　　　　　　　　　東野（ＪＩ１ＫＡＶ長江） 　　〃 102,174  ※トランシーバ購入２０Ｋ円程度　　安中、鳴神、桐生、群馬ＫＩＳＳ

　　　　　　　　　　　ヤナイ（ＪＡ１ＵＪＰ石田） 　　〃 102,174  ※その他１０Ｋ円程度 　　　群馬DX愛好会

　　　　　　　　　　　間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 102,174  　　　富士重工・宇都宮、上州１０ｍFM愛好会

　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野） 　　〃 102,174  　 個人出展（ジャンク等）２２名

102,174  パンの販売１

モールス技能認定試験　 養生テープ 102,174  
担当：７Ｋ２ＭＧＸ、ＪＡ１ＡＡＡ、 連絡用はがき 102,174  第１・２・３四半期支出（４月～１２月）
　　　　　　　　　　　　　　昨年　3級3名 計 -           102,174  予算 支出 予算残
抽選会（司会：ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＨ１ＥＰＫ、JE1SYN,　) 会議費 41,000    41,000        
受付（JO1EOW、JN1JVK,ＪＨ１ＳＤＧ、JF1EKQ　） 代議員（社員）コーナー設置 　　　　　　　　　　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） 2013アイボール10アワード実施　10名発行 催物費 212,000  212,000       
会場係（全員） JARL入会問い合わせ　0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  -               323,000       
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　　..-　　　　合計 　　　　　　 残高:
２７．２．２２　技術講習会
会場　　前橋桂萱公民館 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：　　　名参加
　昨年　　430ＭＨｚＨＢ９ＣＶアンテナ導波器付き　　◎予算残＜催物費＞ 102,174  会場費 　　　（内部品のみ　　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 -                　　　（内部品のみ　3名）
２７．３．１５　９：0０～１１：００　 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＞ -           １．.あいさつ、ＪＡＲＬ情報等 予算 支出 予算残
前橋桂萱公民館　２F講義室 支出 予算　残 ２．２４年度事業・会計報告 会議費 41,000    41,000        
前橋市上泉町141-3 会場費 -           ３．２５年度事業・予算案 コンテスト費 40,000    40,000        
会場予約（7K2MGX,JH1EPK）資料作成（ＪＩH1HIC）昼食代 -           -           ４．監査指導について 催物費 212,000  212,000       
　 飲物代 -           ５．その他 その他 30,000    30,000        

計 323,000  -               323,000       
-           -           　　　　　　　　前年度繰越金：51，214 利息　　　　-　　合計 　　　　　　 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
会議議事録（ＪH1HIC） 会計担当（JH1HIC）

＜　議　  題　＞
１.　あいさつ・ＪＡＲＬ情報等
ＪＩ１ＫＡＶ
今年度、関東地方本部監査長に就任いたしました。
監査指導関係でお世話になりますがよろしくお願いいたします。

　
ＪＡ１ＡＡＡ

６月に社員に就任した後、ＪＡＲＬから規程集等が送られただけで、特に活動はありません。
①２件の訴訟案件について

　「理事地位不存在確認請求訴訟」については、去る９月３０日に判決が下り、ＪＡＲＬ側が勝訴

　しました。しかしながら、このような訴えが提訴されること自体があってはならないことで、決して

　手放しで喜ぶことはできないことであり、選挙制度の改善を含めて再検討すべきと思います。

　「ＴＳＳ委託料支払請求訴訟」については、係争中であり今のところ詳細は不明です。
　 ②ＪＬＲＳ総会における会長あいさつについて

　 関西地方のある支部長さんのブログによりますと、去る７月に開催されたＪＬＲＳの総会において、

　来賓として 出席された新会長が「私は、この２年間何もしません。」というような趣旨のあいさつを

　されたということです。 財務状況の改善、訴訟への対応、選挙制度問題等、解決しなければなら

　ない課題が山積している中で、 もしこれが仮に事実であるならば、大変由々しい問題であると

　思います。

監査指導委員長ＪＨ１ＮＤＭ

　 第２四半期　７月のガイダンス運用無線機が壊れていて修理には３カ月かかり

　　　　　　　　運用出来案宣でした。

　　　　　　　　今期は忙しかったのかモニター時間は３８時間でした。

　　　　　　　　１４４ＭＨｚのある方向でノイズ妨害がありＳＳＢ運用が困難の相談がありました。

　　　　　　　　多段アンテナを使用していて、プリアンプを入れた状態でないと　　　

　　　　　　　　解らないレベルなので説明して様子をみていただくことで了解していただきました。

JH1HIC
　　末尾記載の５種類の議事録を回覧しますので見ていただきたいと思います。

 　 特には、不法局対策委員会は廃止されました。不法局は減っていないのに、廃止は残念です。

　　機構改革ワーキンググループは会員増強組織強化委員会の中で共に行うことになりました。

　　専門グループで完成出来なかったのに完成出来るのでしょうか心配です。

 ２、ハムの集いについて

　　昨年と同様でお願いします。

　　昨年は駐車場が不足し、駐車場でないところに止めたのがありました。 　　　前年度繰越金51,214.-

　　　抽選会までいられる方と昼頃帰られる方に分けて詰め込み駐車を検討します。 　　　前年比　-2000.-

　 　　　２人から３人、３０分程交代で駐車場係をお願いします。 群馬県支部会員数
　　　帰られる方は入口付近で通常、抽選会まで居られるかたは奥四分の三程詰め込み駐車する。 2014.4.4.現在 2013.9.7.
　　　参加記念品を無くすは前回会議で了解をいただきました。グッズをいただけるか確認をします。 社団 33             32

正員 1,109         1,113
３．技術講習会について 准員 133            134

　　まだアイデア段階ですが６ＡＶ６ラジオ受信機はどうですか。 家族 24             28
　　　　　これからいろいろ考えてオプションの仕様書なども考えたいと思います。 転送 10             8
　　D-STAR講習会を希望すれば講習を実施していただける。 計 1,309         1,325

　 　　６ＡＶ６の真空式受信機希望８０％、Ｄ－ＳＴＥＲ講習会希望２０％でした。

　　うまくアイデアが実現すれば、６ＡＶ６の真空管式ラジオ受信機とすることになりました。

　

平成２６年度事業計



４．クラブ現況

伊勢崎アマチュア無線クラブ 群馬ＫＩＳＳクラブ

　　支部大会、ハムの集いに参加 　　７月　支部大会に出展　　主にジャンク交換

　　ＪＴ６５が流行りだしました。ダイポール、３０Ｗで南米アフリカなどと交信できる。 　　１１月　群馬ハムの集い出展

　 　　ＪＡ１ＫＧＰ黒沢さん　開局５０周年記念でサイパンのレンタルシャックに行ってきました。 　　　　　　ナビトラ、ＡＰＲＳ公開運用

　　　　　　　　　　　　　　　５００局程ＱＳＯできました。 　　　　　　ＤＸ　ＱＳＬ展示　１３年度は「ＷＡＣ」

　　　　　　ジャンク交換

渋川アマチュア無線クラブ

　　太田市で行われた群馬県の防災訓練に行きました。 群馬県ＣＷクラブ

　　渋川市防災訓練に参加予定です。 　　年間行事で活動しています。

　　６月　オール神奈川コンテスト　オール山梨コンテスト

安中アマチュア無線クラブ 　　７月　６ｍ＆Ｄｏｗｎコンテスト参加、　支部大会出展、　クラブキャンプ四万湖

　　ゴールデンウィーク中 一泊の移動運用 　　８月　フィールドデーコンテスト、　ハムフェア参加

　　　　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 　１０月　全市全郡コンテスト　

　　5月 恒例の 安政遠足 侍マラソンのお手伝い 　１１月　クラブ忘年会　東京ＵＨＦコンテスト　ハムの集い参加

　　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） 関東エンターテイメンズクラブ

　　12月 忘年会　1月 新年会 　　8/3,10に館林文化会館で第４級アマチュア無線技士養成課程講習会が行われました。

　　次回は12/7,14開催予定。順調に集まっており、10/7現在で定員60人に迫る人数の

太田アマチュア無線クラブ 　　申し込みがありました。

　毎月第３土曜日１９時からの月例会合は、継続。 　　8N1KINUの運用申し込みをクラブ局として行いました。

　上期活動は、 　　順次クラブ員に声をかけ、楽しく運用できればいいなぁと思っております。

　　　・フィールドデイコンテストに長野／長和町に移動し

　　　　3.5／7MHｚを中心に、４名で参加しました。 群馬ＳＳＴＶクラブ

　　　　得点は、前年を上回り結果発表が楽しみなところです。 　　８月　ＳＳＴＶアクティビティコンテスト有志個人参加

　　　・有志によるハムフェア見学 　　ＳＳＴＶはアナログに加え、デジタルＳＳＴＶも一時流行りましたが下火となり、現在は

　下期活動は、 　　インターネット併用型の画像通信が主流となっています。

　　　・本日（10/19）は、毎年恒例の「昼の芋煮会ミーティング」 　　今後

　　　・11月下旬研修旅行　　・12月大忘年会 　　　　１１月　ハムの集いに参加　１月　新年会　４月に新年度総会

　　　・技術研修会 　　　　　高度なＳＳＴＶだけでなく、電波単体でできる画像通信も提案しています。

　　　 　　　　　　　　八重洲無線のＣ４ＦＭ、アイコムのＤＶモードを使用した画像通信があります。　　　

桐生ハムクラブ

　　支部大会　コーヒー無料サーブス Ｏｃｅａｎ　Ｂｅｌｌｌｙ

　　８Ｎ１ＫＩＮＵ／１　運用　約１０００局 　　来年　２アマ勉強会を検討しています。

　　８月　ハムフェアに参加 　　２アマも講習会が出来るようになる方向で検討されていますが、決まったら講習会を

　　ハムの集い　コーヒー無料サービスを予定 　　行って行きたいと思っています。

　　２アマの講習会が出来るようになれば１アマの勉強会に移行してゆきたいです。

館林アマチュア無線クラブ

　　６月　臨時総会開催 群馬ARDFクラブ

　　　　　新役員選出　　クラブ定款改定 　　５月１０日　群馬県支部ＡＲＤＦ１４４ＭＨｚ競技大会　渋川市

　　　　　５１．４ＭＨｚでロールコールを再開 　　 ５月１１日　郡案見支部ＡＲＤＦ３．５ＭＨｚ競技大会　渋川市

　　１０月　防災訓練に参加　 　　１１月　　　　関東地方ＡＲＤＦ競技大会　　茨城県で予定　

　　休眠局の掘り起こし　　　 　　　
　　　　　再免許申請の手伝い　　　　　　　　　３局 Ｇ・Ｓローカルハムクラブ

　　　　　休眠局の活性化　アンテナ手伝い　６局 　　オール群馬コンテスト　ジュニア（中２）　１位をいただきました。

　

前橋高校アマチュア無線クラブ GUNMA AMATEUR RADIO SOCIETY

　　免許更新５０Ｗ申請 　　コンテストでクラブ対抗にエントリーして４位となりました。

　　無線機器、電源、モービルアンテナ、計測器の寄付をいただきましてありがとうございました。 　　クラブ員の子どもが免許取得を検討中なので、クラブ員増加を期待したいと思います。　　

　　ＡＬＬ　ＪＡ、高校生、全市全郡コンテスト参加→全市全郡は初めて学校に泊まりがけで運用

　　８Ｎ１ＫＩＮＵ／１の運用をさせていただきました。 群馬エコロジー無線クラブ

　　前回会議にてお願いしました、かってのＪＡ１ＹＩＡの活動情報、ＱＳＬカードデザインやメンバー 　　一年に一度の新年アイボール運用

　　活動内容など当時のＹＩＡを垣間見る事ができました。本当にありがとうございました。 　　オール群馬コンテストの参加

　　支部大会、ハムの集いの参加

三洋電機東京アマチュア無線クラブ

　　部員の個人での活動が多くなっている。 すずめ無線クラブ

　　コンテストへの参加　　クラブ対抗の登録 　　３月　バーベキュー

　　クラブ員同志のＱＳＯ 　　７ＭＨｚ第３土曜日　PM９：００から　ロールコール

    ４３０MHz月１回ロールコール

群馬県庁アマチュア無線クラブ 　　会員２５名　内準員４名

　　７月　群馬県支部大会参加
　　８月　ハムフェア参加 ５．その他

　　９月　群馬県防災訓練（太田市渡良瀬スポーツ広場） 　　２７年度支部大会会場の検討

　　　　　　９０機関　　３８００名参加 　　　　規模が大きすぎるので出来れば他の場所でお願いしたいと進言されてしまいました。

　　９月　８Ｎ１ＫＩＮＵ／１　富岡市移動公開運用に参加 　　　　群馬県勤労福祉センターへ行きましたが電波を出す事、不要品交換で不可。

　 　　１０月　総会兼幹事会 　　　　　　（駐車場はたくさんありますが、会議室がたくさんあり、スポーツの数種類あり分担すると

　　１２月　クラブ代表者会議・支部役員会議出席 　　　　　　たくさんは確保出来ず、全部借り切りしない限り駐車場は多く確保出来ない。）

　　　　榛東村も駐車の苦情を受けて止めている。

ＳＵＢＡＲＵアマチュア無線クラブ群馬 　　　　勢多会館、建設会館、ふるさと往来センターの提案がありました。

　　ＪＡＲＬコンテスト参加 　　　　ふるさと未来センターは以前すすめられた経緯もあり、まず第一候補として見てきます。

　　　ALLJA、ALLASIANDXCW、６ｍ＆Down、フィールドデー、ALLASIANDXPhone、 　　　　靴を脱ぐ必要があるので、スリッパを持参していただく案内をする必要があります。

　　　全市全郡　すべてに参加　　　６ｍ＆Downとフィールドデーは移動運用。

　　　　　ALLJA　で　JH1YAKは電信電話マルチオペオールバンド　出力Ｍで全国３位    　防災担当　　　

　　　　　クラブ対抗では職域で全国４位　　埼玉など他のローカルコンテストにも参戦中 　　　　関東地方本部長からお話をいただいています。

　　オール群馬コンテスト参加状況

　　　　　個人参加　JI2WYI（川上）県内3.5MHｚ電信　１位 　　２０１５群馬Ｒｅｇ３　ＡＲＤＦ競技大会（アジア大会）

　　　　　　　　　　JA1DFO(森）県内マルチバンドＶ／ＵＨＦ　1位 　　　　ＪＡＲＬ、関東地方本部から　２０１５年に群馬県で行っていただくよう要請があり実施することに

　　　　　　　　　　他の個人参加局：7L2KFI（菊池）、JH1BBO（古藤）、JH1YAKも社団で参加 　　　　なりました。案として９月実施になっています。応援とご協力をお願いします。

　 　　6月　スバル大泉ふれあい感謝祭出店

　　7月　支部大会出展 　　前橋市防災訓練参加のお願い

　　8月　スバル感謝祭で出店 　　　Ｊ－ＤＩＮＳ　から協力依頼が来ています。　１１月９日　８時３０分～正午

　　１１月　ハムの集い出展 　　　メールでご案内しますので、参加の可否についてご連絡をお願いします。

　　8N1KINU/1運用　１２月１５～２１日

伊勢崎青空無線クラブ

　　オール群馬コンテスト、クラブ対抗で参加

　　支部大会に参加

　　毎週金曜日のＰＭ９：００より１４５．７６（ＦＭ）でオンエアミーティングを行っています。 回覧　①第１９回理事会議事録　

　　今後 　　　  ②７月５日関東地方本部会議議事録

　　　　１１月日帰り移動運用を予定 　　　　③ ７月５日関東地方本部　監査長会議議事録

　　　　ハムの集いに参加 　　　  ④１０月４日関東地方本部会議議事録

　　　　１２月　総会       　⑤第1回アマチュア無線フェスティバル実行委員会会議記録

　　　　８Ｎ１ＫＩＮＵ／１　運用予定１２月２８日～２０１５年１月４日 　　　　　　　　


