
平成２5年度 第1回クラブ代表者・支部役員会議 平成２５年６月２３日(日)　1：00～１６：３0　前橋桂萱公民館　２F講義室

 出席幹事・委員　　　　理事：JI1KAV　社員：JH1OPC JH1HIC　　　　JA1SVP  JE1ICU JE1SYN  JF1EKQ  JG1MDD  JH1CZK           
　（順不同）　              JH1EPK  JH1NDM　JH1QVW  JJ1JCW  JK1WHN  JN1JVK  JP1SFZ  7K2MGX   7K2NWG  7M3RMD  7M4VHS 

＜年間事業計画・結果＞
２５．４．7　　１０：００～１４：0０ ◎予算＜会議費＞      44,000 
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         990      43,010  １　ＪＡＲＬ情報等 

前橋市上泉町141-3 飲み物・食事代       6,440      36,570  ２  群馬県ARDF競技大会について
会議通知            -      36,570  ３　オール群馬コンテストについて 

　　会場予約（7K2MGX）　会議案内（JH1HIC） 議事録送付            -      36,570  ４　支部大会・モールス技能認定試験について 

　　資料作成（JH1HIC）　　　議事録（JH1HIC） 計       7,430      36,570  ５　監査指導について 

　　　昼食（7K2MGX）  ６　その他 

２５．５．１１（144ＭＨｚ）　
群馬県ＡＲＤＦ大会　　　　大会長(JH1HIC) ◎予算  － ２５．５．１２　関東地方ＡＲＤＦ３．５ＭＨｚ競技会　
　　　参加者数　３８名　　審判長（7M3RMD) 参加者数　４８名
２５．５．１８（20:00-24:00）～１９日（06:00-12:00）
第４０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：３５４  締切後書類提出：４ 

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 354 85 269

入賞者宛通知ハガキ       2,546      37,454  （Ｅメール受付） 269 59 210
　　　JARLNEWS原稿依頼済：４月号掲載（長江） トロフィー、楯、額       9,683      30,317  昨年３２７（２３８）＜県内：８１（５４）　県外：２４６（１８４）＞　※( )内ﾒｰﾙ受付数 

　　　集計ソフト作成（加藤） 賞状送付代      30,317  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      30,317  ※ＪＡＲＬＮＥＷＳ（2５年度） 
　　　支部大会発表用資料（ＪＩ１ＫＡＶ） 参加証送付代      30,317  　　４月号掲載 結果　２０１３JN春号（原稿２/20締切）
　　　賞状、参加証作成（ＪＩ１ＫＡＶ） 楯送付代      30,317 
　　　トロフィー・楯（メダル）注文（ＪＩ１ＫＡＶ） 参加証作成       2,320      27,997 
　　　※電信、電話、電信電話、マルチ　各１位 賞状作成       4,180      23,817 
　　　　・・・楯ｏｒメダル 賞状、参加証インク      4,730      19,087  前橋トロフィー　０２７－２５１－３５７５　ＦＡＸ　３５８９ 

計     23,459      16,541 
※（ルール等見直し等の有無）　

２５．６．２３　　１３：００～１６：３０ ◎予算残＜会議費＞      38,472 　　　　出席クラブ

クラブ代表者・支部役員会議  支出  議題 伊勢崎、群馬県庁、太田、安中、伊勢崎青空、北関東ＳＳＢ

会場 前橋桂萱公民館　２F講義室 会場費         990      37,482  １　ＪＡＲＬ情報等 新田、群馬KISS、群馬ARDF、桐生ハムクラブ、高崎北

         前橋市上泉町141-3 飲物代         612      36,870  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、三洋電機東京、群馬県ＣＷ

　　会場予約（７K2MGX）　 会議通知※            -      36,870  ３　2５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       1,602      25,120  ４　ｸﾗﾌﾞ現況 群馬ＳＳＴＶ

　　議事録（ＪH1HIC） ※議事録送付含む（欠席クラブあて）  ５　その他 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１四半期支出  予算  支出  予算　残 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４月～６月） 会議費     44,000       9,032            34,968 

コンテスト費     40,000      23,459            16,541 
その他（含監査指導会議）      12,180            18,840 

　　 予算総額    326,000      44,671          280,914 
２５．７．１４（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  　　        　） 昨年：２３７名参加（受付数）
参加記念品＜ｶﾗﾋﾞﾅ付きﾎﾞﾄﾙﾎﾙﾀﾞｰ＞（　7K2MGX　）※先着２００名　 本年：　　　名参加（受付数）
出展歓迎。　

受付（ＪＦ１ＥＫＱ、ＪＨ１ＳＤＧ、７M4VHS、ＪＪ１ＪＣＷ、ＪＮ１ＰＳＳ）◎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  昨年の出展クラブ等 

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     18,480    193,520  伊勢崎、前橋、桐生、鳴神　、新田、伊勢崎青空、KISS、群馬県CW、群馬SSTV 

駐車場（幹事３名、JE1ICU,  JO1EOW、JP1SFZ  ） 表示用ｲﾝｸ・ﾗﾐﾈｰﾄ    193,520  群馬町、富岡、安中、群馬エコロジー、すずめ無線 

抽選会（ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＪ１ＪＣＷ、ＪH1EPK） 資料､用紙、インク    193,520 
賞品購入　　　　　    193,520  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    193,520 JJ1FIB  　　　　　　　　藤　倉 

　　　　　　　　　　　東野（ＪＩ１ＫＡＶ長江）  　　〃    193,520  JA8MOR,JF1WVN 

　　　　　　　　　　　ヤナイ（JA1UJP石田）  　　〃    193,520  明星電気アマチュア無線  　　　　　　　　ヤナイ 

　　　　　　　　　　　間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野）  　　〃    193,520 
　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野）  　　〃    193,520  　　　　　　　　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    193,520 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９名    193,520 　　※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     18,480    193,520 
　　※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,JA1UJP、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 

　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、ＪＡ１ＡＡＡ、ＪR1RGQ) ＪH1HIC  支部大会終了後「お楽しみ抽選会」 

　　　　　　　　　　　　　２名受験

２５．８．２４～２５ 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32,000人 会議費     44,000          44,000 
　　特別記念局担当 入場者数　８／２４　　２２,０００人　８／２５　１１,０００人　計　３３,０００人 コンテスト費     40,000          40,000 
２５．９．７ 催物費    212,000         212,000 
群馬県総合防災訓練 ◎予算＜非常通信費＞       1,000 その他     29,000          29,000 
　　　　　　伊勢崎市　八斗島　ちびっ子広場 予算総額    325,000                 -         325,000 
２５．１０．２０　　１４：００～１７：００　  議題 前年度繰越金：23,432 その他第二四半期　　　　.-

クラブ代表者・支部役員会議 ◎予算残＜会議費＞      25,120  １　JARL情報等 利息　.-　合計

会場　 　　沼田市を予定  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（JH1OPC ） 会場費            -      25,120  ３　技術講習会について 伊勢崎、群馬県庁、伊勢崎青空

昼食・飲物代      25,120  ４　クラブ現況 太田、新田、北関東SSB

会議案内（ＪH1HIC） 会議通知      25,120  ５　その他 SUBARU、三洋電機東京ｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ

資料作成（ＪH1HIC） 計            -      25,120 群馬ARDF、赤城南面、渋川、桐生、

議事録（ＪH1HIC） GUNMA AMATEUR RADIO SOCIETY

すずめ無線ｸﾗﾌﾞ、Ocean　Belly



２５．１２．１
群馬ハムの集い ◎予算残＜催物費＞    193,520  予算執行状況 　　後期支部費：１５５，０００
「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１４：３０ (昨年度：受付数２９７)
会場予約（ＪＩ１ＫＡＶ） 支出  予算残  　　　　　　計            - 
参加記念品（　　　　　） 参加記念品代    193,520  昨年 

昼食代    193,520  ＜展示・出展等＞ ・クラブ等出展　

賞品購入　　　　　    193,520 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　    193,520  群馬ＳＳＴＶ、赤城南面、前橋、県庁、群馬エコロジー　　 

　　　　　　　　　　　東野（ＪＩ１ＫＡＶ長江）  　　〃    193,520  ※トランシーバ購入２０Ｋ円程度 富岡、安中、太田、鳴神、桐生

　　　　　　　　　　　ヤナイ（ＪＡ１ＵＪＰ石田）  　　〃    193,520  ※その他１０Ｋ円程度 群馬ＫＩＳＳ、北関東ＳＳＢ

　　　　　　　　　　　間々田（ＪＪ１ＪＣＷ藤野）  　　〃    193,520 富士重工・宇都宮

　　　　　　　　　　　トヨムラ（ＪＪ１ＪＣＷ藤野）  　　〃    193,520  ＹＥＡＳＵ無線の機器展示　 個人出展（ジャンク等）２２名

   193,520 パンの販売１

モールス技能認定試験　    193,520 
担当：７Ｋ２ＭＧＸ、ＪＡ１ＡＡＡ、ＪＲ１ＲＧＱ、ＪＨ１ＯＭＣ    193,520 第１・２・３四半期支出（４月～１２月）
　　　　　　　　　　　　　　3級3名 計            -    193,520 予算 支出 予算残
抽選会（司会：ＪＫ１ＷＨＮ、ＪＨ１ＥＰＫ、JE1SYN,　) 会議費     44,000          44,000 
受付（ＪＦ１ＥＫＱ、ＪＨ１ＳＤＧ、JN1PSS　） 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（７Ｌ３ＬＷＪ、桐生ハムクラブ） 2012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　２名 その他     29,000          29,000 

ＤＸ通信のための英会話入門（展示及び別室で会話練習）　９名参加 計    325,000                 -         325,000 
昼食　　（注文：7K2MGX　　当日担当：(JG1MDD、7K2MGX）明星電気アマチャ無線クラブによる衛星の講演

　　※幹事、監査指導委員、出店登録クラブ（各３個）  　　　　　　　　前年度繰越金： 利息　　　　合計 　　　　　　 残高:
２６．２．２３　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） 今年度：　２２名参加
　　　Ｖ・ＵＨＦ用ＳＷＲメーター　　３000.-予定 ◎予算残＜催物費＞    193,520  会場費 　　　（内部品のみ　４名）
　　　お弁当は持参  部品代等※  - （昨年度：１７名参加）

ＪＮ原稿　１１月２０日  計                  - 
２６．３．１６　１３：0０～１４：００　  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＜会議費＞      25,120  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     44,000          44,000 
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）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．講習会予定について その他     29,000          29,000 

 ６．その他 計    325,000                 -         325,000 
           -  　　　　　　　　前年度繰越金：23,432 利息　　-　　合計23,432　 　　　　　　 繰越金:23,432

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、小林、中川、山崎、今泉 
会議議事録（ＪH1HIC） 会計担当（　　　　　　）

＜　議　  題　＞

１.　あいさつ・ＪＡＲＬ情報等
ＪＩ１ＫＡＶ　
理事として初めて、第２回社員総会に出席しました。

　 立場が変わって（座る位置も）熱心に質問する方々の表情が
よくわかりました。
その議事内容等については、ＪＡＲＬＷＥＶをご覧下さい。
また、社員のＪＨ１ＯＰＣ石川さんのホームページにも詳細が

掲載されていますのでご覧下さい。

ＪＨ１ＯＰＣ
注意：詳細はＪＡＲＬニュース及びＪＡＲＬＷＥＢの会員ページを参照下さいませ。

　 第一号議案　平成２４年度決算は賛成多数で可決しました。

第二号議案　「会費の納入を免除されている者」の取り扱いに係わる規則の

　　　　　　　　一部改正等の件は

　　　　　　賛成９５

　　　　　　反対２７

　 　　　　　　保留　６で

　　　　　　上記のとおり賛成多数にて可決されました。

JH1OPCの事前質問書

固定資産の部　（２）土地「長野県茅野市」についてお伺い致します。

１　評価額は該当の自治体又は、民間の不動産業者の評価額の何れになりますか。

２　毎年支払われる固定資産税をお教え下さい。

３　土地を所有してきた事がどのように会員のメリット、或いはデメリットになったのか

　　検証されましたでしょうか。

回答者：専務理事

１の回答　購入時の価格と同じ約２４００万円との説明でしたが

　　これはバル期の購入金額であり、私は実勢価格からかなり乖離していると

　　認識致しました。　（三菱東京ＵＦＪ銀行不動産に選任媒介契約を結び売却の活動中）

２の回答　支払っていないとの事で、山林原野で所持し非課税対象と思われます。

３の回答　電波の実験場所とかに使用された形跡はなく、投機目的な見方もありますので

　　　　　バブル期の２４００万円を貯蓄したほうが良かったのではと再質問を行いました。

　　　　　会員にとってメリットであったかデメリットであったのかの質問でしたが

　 　　　　　専務理事から検証できませんので、判らないとの回答でした。

監査報告書

　　１　多年に亘り続いて来た旧ＪＡＲＬの体質と変わらないと思われる赤字決済と理解 　　　前年度繰越金23,432.-

　　　　したのですが、監査報告書を拝見すると、良くないと思われる財務状況について、 群馬県支部会員数
　　　　監査の意見などが表記されていないのは何故でしょうか。 2013.02.07現在
回答者：監事、総務部長 社団               32 
　　　監事から回答で、法規に則った監査を行い、法的に問題ないと認めた監査報告で 正員           1,185 
　　　あるとの見解でした。 准員               54 

　 第２号議案　「会費納入を免除されている者」の取扱変更に係わる規則の 家族               28 
　　　　　　　　一部改正等の件 転送
　これにつきましては、評議員に就任以来、一貫して質問を行ってきましたので 計           1,299 前期+7
　今回は質問を行いませんでした。 規則第６条第１項による会員数
　３年前の名古屋総会では反対が僅かに上回り、規則の改正案は否決されま

　したが議論を重ねて来ました。 　　　　前年比　-1000.-
　一つとしてＪＡＲＬの姿勢が大きく変わった事が言えます、金利分で会費を

　まかなえる終身会員制度の考えはバブル期には通用するが、以後は金利の

平成２５年度事業計
画



　 　低下により資産運営が大きく変化し、ＪＡＲＬの考え方が甘かった旨のニアンスで発言し  ４　ｸﾗﾌﾞ現況 　　　
　謝罪するようになった事。会費前納会員の１０億円あった積立金が毎年取り崩されて、 三洋電機東京アマチュア無線クラブ

　残金が５００万円になった事などもあります。　　（約１億円の取り崩しの予算案が、毎年の 　　最近は、部員個人単位での活動が主でありコンテストへの参加とそれに伴うクラブ対抗への登録、

　総会で賛成可決されていたので仕方がないのですが）しかし、契約した事は事実であり 　　クラブ員同士のＱＳＯ、マイクロ波バンド（５６００MHｚ）へのＱＲＶ、ビーコン発射（個人）等を行って

　会費前納会員にとっては契約の不履行となるものであり　ますが、今後の新制ＪＡＲＬの 　　いる。
　行く末を鑑み、苦渋の選択ではありましたが、賛成に挙手させて頂きました。 ＳＵＢＡＲＵアマチャア無線クラブ

平成24年度業務報告についての質問 　　１．引き続きＪＡＲＬ主催コンテストに、職域クラブ対抗戦入賞を目標として参加。

　　　　法人の概要 　　　　２０１２年は職域クラブ対抗戦で、３位入賞を果たすことが出来た。

　　　　(5)アマチュア無線に関する建議その他本連盟の目的についてお尋ね致します。 　　２．オール群馬コンテストにはクラブ、個人両方で参加。

１　多くの会員が長年に渡り望んで来た、包括免許に対して、ＪＡＲＬは必ずしも会員の方に 　　　　個人コールでの参加も多く、クラブ対抗での上位入賞は難しい。

　　目を向けていないと思われますが、今後どのように対処されるお考えでしょうか。 　　３．会社主催の工場祭にアマチュア無線部として出展し、公開運用・活動紹介・フリーマーケット等

　　再質問として、ハムフェアー会場で２万人、各地の支部大会やハムの集いなので 　　　　実施。　（春・秋　次回は１０／６　予定）

　　署名運動を行い要望書より重い意味のある、請願書を作成し必要ならハム免許を 高崎北アマチャア無線クラブ

　　有する国会議員の方に紹介議員としてなって頂き、以て請願書を出されてはいかが 　　２５年４月１８日に発足しました。（元・群馬町アマチュア無線クラブ）

　　でしょうかと発言させて頂きました。 　　会長　片ケ瀬　紀一　　　副会長　植木　敦史　　会計　植木　敦史　　会計監査　福田　実　

回答者：専務理事　現在　ＪＡＲＬと総務省との関係は良好なので請願書を出す事はない 　　監事　土屋　誠一　年会費１０００．－　登録クラブ　１６－１－１０　　クラブ会員名簿提出。

　　との答弁でした。 鳴神クラブ

長くなりましたが、以下への載内容に相違が有ったり、 　　　おもちゃの無償修理は桐生市立中央公民館で毎月第三日曜日に実施

記憶が違った場合は直ちに訂正させて頂きます。 　　　５月１９日かさがけ文化会館（連合地協　制作講習会）　

http://www.time2.jp/jh1opc_20130616.html 　　７月第１土曜日　クリップモーター制作講習会　　８月２４日（土）笠懸公民館でかさがけ子供まつり　

ＪＨ１ＯＰＣのＴＯＰページ 　　　１０月２０日　桐生市文化会館で文化会館と遊ぼう　　

http://www.time2.jp/jh1opc.html 桐生ハムクラブ

　　総会開催を４月から３月に変更。新年度の予定等を検討の後に会員継続手続きを行う。

JH1HIC 　　支部大会、ハムの集いでコーヒーサービスを実施。群馬日赤奉仕団の活動に参加。

　第２回　定時社員総会 群馬ＫＩＳＳクラブ

　　　　　お二人からお話がありましたので割愛させていただきます。 　　昨年支部大会にてクラブ展示及びジャンク品の交換をおこなった。ＨＦアンテナ、ＵＨＦアンテナ、

　　　　　私も苦渋の選択ですが、賛成致しました。　　 　　小物、ＰＣ用パーツ。　クラブ展示はＡＰＲＳ及びナビトラの公開運用実験。

　　　　　第2号議案の可決によりまして 　　ハムの集いに参加した。ＤＸのＱＳＬ展示（毎回テーマを決めている。今回は海外の記念局）

 　　　平成２６年４月１日からＱＳＬ転送を希望する方は年３６００円を納める。　　　 　　クラブ展示、ジャンク品の交換、ＨＦアンテナ、ＰＣ用のパーツなど。

 　　　一度に２０万円を前納された方は平成３６年４月１日からになります。 　　クラブ展示はＡＰＲＳ及びナビトラの公開運用実験。

関東地方本部会議 伊勢崎青空無線クラブ

　第１１回理事会報告から 　　　 　　昨年　ハムの集いでジャンク出店。１２月２日総会。今年１月３日新年会（移動運用）。

①業務委託会社の選定を検討 　　３月３０日花見アイボール会。オール群馬コンテストにクラブ対抗で参加。

　　　受託計算・会員システム管理　　ＪＡＲＬ．ＣＯＭサーバー管理 　　毎週金曜日ＰＭ９：００より１４５．７６ＭＨｚでオンエアーミーティングを行っている。

　　　インターネットサービス関連業務 群馬ＡＲＤＦクラブ

②．社員選挙 　　５月１１日　群馬県支部ＡＲＤＦ１４４ＭＨｚ競技大会を富岡市で開催しました。

　①社員の立候補情報　　JARL Webへ掲載 　　　 　　５月１２日　関東地方ＡＲＤＦ３．５ＭＨｚ競技大会を甘楽郡で開催しました。来年は茨城県を予定。

　②選挙運動　大量メール等JARL　Ｅメール転送サービスのガイドライインへ注記追加 群馬ＳＳＴＶクラブ

③ＪＡＲＬの事務所移転 　　４月２１日　総会　８名　　６月１２日移動運用を３班に分かれて行った。　　

　１フロワー９０坪（現在４フロワー１３０坪）　巣鴨の隣の南大塚に移転する。 　　７月ＳＳＴＶ世界コンテストへ参加。　支部大会、ハムの集いへ参加する。

④総務省の意見募集に対する意見提出について 群馬県ＣＷクラブ

　　ａ．広帯域電力線搬送通信設備の屋外利用 　　主な行事： 新年アイボール会、年2回春秋ハイキング兼移動運用、夏キャンプ、忘年会、

　　　その実用化に強く反対する旨の意見を３月６日に提出　　　　 JARL支部総会・ハムの集い、総会．

　　　（その後の社員総会の質問で、実施許可が出ているとして 　　各種行事参加は概ね8名程度．

　　　ＪＡＲＬは意見提出の他に何を具体的行ったのかと言うのがありました。） 　　各種コンテストは個人参加が主体で、この2－3年のコンテスト参加者は3－5名．

　　ｂ.　２Ｇ帯等を用いた移動衛星通信システム等 　　クラブ員への連絡はメーリングリスト・携帯メール・携帯電話で無線での交信は皆無．

　　　この中の１２００ＭＨｚ帯「Ｌ帯」を用いた測位衛星業務に対して 伊勢崎アマチャア無線クラブ

　アマチュア局の運用に極力支障がないように配慮願いたい旨、４月２６日に意見を提出した。 　　一部のメンバーが１３５ｋＨｚの免許を受けた。

⑤局免許が確認出来ない会員の調査結果 　　ＶＦＯをアナロク回路で安定化したが、デジタルでの安定化を作成中。

　　４７８６名（会費前納者　３５５０、年払い会員　１１９６、社団会員４０）　 前橋アマチュア無線クラブ

　結果　開局申請・手続き中　４０８、コールサイン変更　４８、退会　２７５、準員移行　５０５４ 　　総会を６月２９日富士見町で行う。

赤城南面アマチュア無線クラブ

 ２　新年度事業・予算について 　　昨年、ハムの集いでジャンク交換会、２５０００・－有効活用する。

Ｈ２４年度は繰り越し金が４万円ありましたが、今年度の繰り越し金２万３千円になりました。 　　オール群馬コンテストに参加。

同じように行うとゼロまたは赤字になり、４月７日の会議にて会議の食事費をカットしてご足労を 安中アマチュア無線クラブ

お願いすることになりました。今年度の支部費は昨年度マイナス１０００円になりました。 　　＊クラブ員の高齢化　　定年退職者が増え行事参加者が増えてきた。　

事業については昨年同様で上記の資料をご覧ください。 　　＊昨年 十数年ぶりに新規入会者１名＊安中市の行事　侍マラソンに３０年ボランティアでお手

　　伝い　＊昨年 安中市と防災協定　　＊当クラブのホームページの充実化

 ３　2５年度支部大会について 　　　http://je1yba.web.fc2.com/　　＊富岡クラブとの合同行事（新年会 忘年会など）

当日は９：００～準備開始　１０：００～受付開始 新田アマチュア無線クラブ

支部大会の開始時間は１２：３０　です。 　　例年の春の「花見」が会場の都合で中止となり，年間の行事は「年末の忘年会兼総会」

終了は１５：００予定。１５：００～１６：００支部役員会議を予定。 　　のみとなってしまいました。

　 関東地方本部長の送迎があります。 　　結果は思ったようにはいかずでした。

記念局は？？　３月の会議でＪＡ１ＹＡＡ／１はやめて特に希望があればクラブ局で行います。 群馬県庁アマチュア無線クラブ

駐車場係　９：００～１０：００まで 　　・クラブ員数　３８名　中　行事参加者１０名程度（退会の意思を表明していない人は、　

お弁当はいつもの決まりで、有ります。 　　　名簿掲載している）　

電波適正利用推進員クッズ　確認していただく。

受付は1回のみの看板をつくる 　　・世界遺産候補「富岡製糸場と絹産業遺産群」記念ＱＳＬカード頒布は、申し入れ（提案）を

抽選会開始前にここに居る方のみ有効です。をアナオンスする。 　　　している。提案の審査は、通っている。候補 → 登録で動きがあると思われる。

　　・主な行事

 ５　その他 　　　幹事会・総会　　ＦＯＸハンティング（438.20MHz±ＱＲＭ）７月・１１月　　移動運用　９～１０月頃

監査指導について 　　　ハムフェア（５名程度参加）　支部大会（５名程度参加）　ハムの集い（クラブ出店　長机１希望）

　　　　ガイダンス　総通との合同運用を太田市で行いました。 　　　技術・制作講習会　（クラブで取りまとめ５名程度の参加を検討）

オール群馬コンテスト 　　　■　総務省総合通信基盤局で配布のリーフレット

 　　グランドスラム賞を追加する検討話し合いを会議終了後行う。 　　　　　　約２００枚を代表者会議（３０枚程度）と支部大会（残り１７０枚程度及びポスター掲示）で

　 　　　８８賞が大変困難になってきている。再検討いただきたい。 　　　　　　配布したいと思っている。

　　　紙ログでの受付はまだ当分の間行います。 北関東ＳＳＢアマチュア無線クラブ

　　（パソコンとメールを行っている方は慣れればＥメールが楽です。） 　　バーベキューにカラオケを親睦会として行っている。電波の発射は少なくなっています。

８月１日～８月１８日　８Ｊ１Ａの運用を行います。 Ｇ・Ｓローカルハムクラブ

　　期間が短いので一部の支部役員にて行いますので了解お願います。 　　暮れに引っ越したこともあって停滞ぎみになっています。

　　オール群馬コンテストに参加しました。

回覧 Ｏｃｅａｎ　Ｂｅｌｌｙ

①第１１回理事会報告 　　秋に２アマの勉強会を予定しています。

②第２回定時社員総会 ガールスカウト群馬県第４団アマチュア

③平成２５年関東地方本部会議(第１回）報告書 　　青少年を中心にして、10月第3週末のジャンボリーオンジエア―に参加しています。

④平成２５年度関東地方本部監査指導委員長会議議事次第 　　2月の第3週に行われるシンキングデイオンジエア―に参加しています。

  平成２５年度関東地方本部監査指導委員長会議報告書 高崎ニューセンチュリーライオンズクラブ

⑤第３回アマチュア無線フェスティバル実行委員会　会議記録 　　10月8日のライオンズデーを記念して、ライオンズＱＳＯパーティーを行っています。

　　1月の第二週の週末に、電波によるライオン狩りコンテストを行っています。


