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青青青青    森森森森    県県県県    支支支支    部部部部                                                                                    東東東東    北北北北    地地地地    方方方方    本本本本    部部部部    

                                                                                                                                                                        

支部長（支部長（支部長（支部長（JH7DXJJH7DXJJH7DXJJH7DXJ））））                                                                                本部長本部長本部長本部長（（（（JA7AJHJA7AJHJA7AJHJA7AJH））））    

安安安安    齋齋齋齋    庄庄庄庄    次次次次                                                            尾尾尾尾    形形形形    和和和和    俊俊俊俊    
    

    

JARL 青森青森青森青森県県県県支部会員支部会員支部会員支部会員各位各位各位各位、、、、県県県県支部登録クラブ、支部登録クラブ、支部登録クラブ、支部登録クラブ、県支部役県支部役県支部役県支部役

員各位におかれましては、員各位におかれましては、員各位におかれましては、員各位におかれましては、日ごろ日ごろ日ごろ日ごろより県より県より県より県支部活動にご支援ご支部活動にご支援ご支部活動にご支援ご支部活動にご支援ご

協力を賜り協力を賜り協力を賜り協力を賜りまして厚くまして厚くまして厚くまして厚くお礼を申し上げます。お礼を申し上げます。お礼を申し上げます。お礼を申し上げます。 
この度この度この度この度、、、、私こと私こと私こと私こと JH7DXJ 安斎庄次安斎庄次安斎庄次安斎庄次はははは県支部長に就任いたし県支部長に就任いたし県支部長に就任いたし県支部長に就任いたし

ました。ました。ました。ました。前支部長の前支部長の前支部長の前支部長の JR7GBL 平川氏の推挙、平川氏の推挙、平川氏の推挙、平川氏の推挙、JARL 監事の監事の監事の監事の

JE7JGG 佐藤氏の推薦により、佐藤氏の推薦により、佐藤氏の推薦により、佐藤氏の推薦により、4 月の月の月の月の通常通常通常通常選挙「支部区域毎選挙「支部区域毎選挙「支部区域毎選挙「支部区域毎

の社員」（青森県支部長）に立候補、無投票当選の社員」（青森県支部長）に立候補、無投票当選の社員」（青森県支部長）に立候補、無投票当選の社員」（青森県支部長）に立候補、無投票当選させて頂きまさせて頂きまさせて頂きまさせて頂きま

した。した。した。した。平川前支部長に平川前支部長に平川前支部長に平川前支部長におかれましておかれましておかれましておかれましては大変お疲れ様でした。は大変お疲れ様でした。は大変お疲れ様でした。は大変お疲れ様でした。

今後は今後は今後は今後は県支部県支部県支部県支部元元元元総務幹事総務幹事総務幹事総務幹事の経験を生かして支部運営にの経験を生かして支部運営にの経験を生かして支部運営にの経験を生かして支部運営に尽力い尽力い尽力い尽力い

たしまたしまたしまたしますのすのすのすのでででで、各位の、各位の、各位の、各位のご協力ご協力ご協力ご協力よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 
県支部運営には皆様の意見を反映するような事業計画を県支部運営には皆様の意見を反映するような事業計画を県支部運営には皆様の意見を反映するような事業計画を県支部運営には皆様の意見を反映するような事業計画を推推推推

進しますので、ご遠慮なくご要望などをお寄せください。進しますので、ご遠慮なくご要望などをお寄せください。進しますので、ご遠慮なくご要望などをお寄せください。進しますので、ご遠慮なくご要望などをお寄せください。 
1、県、県、県、県支部登録クラブ行事への協力、後援支部登録クラブ行事への協力、後援支部登録クラブ行事への協力、後援支部登録クラブ行事への協力、後援ををををしますしますしますします。。。。 
2、、、、JARL 会員勧誘運動を推進します会員勧誘運動を推進します会員勧誘運動を推進します会員勧誘運動を推進します。。。。 
3、、、、渡島桧山支部との青函交流を継承します渡島桧山支部との青函交流を継承します渡島桧山支部との青函交流を継承します渡島桧山支部との青函交流を継承します。。。。 
なお、なお、なお、なお、9 月月月月 16 日日日日(日日日日)のののの「「「「JARL 県支部大会とハムの集い」県支部大会とハムの集い」県支部大会とハムの集い」県支部大会とハムの集い」

は、は、は、は、八戸八戸八戸八戸アマチュア無線アマチュア無線アマチュア無線アマチュア無線クラブのクラブのクラブのクラブの JL7GNT 大向会長大向会長大向会長大向会長のご尽力のご尽力のご尽力のご尽力

によによによにより、り、り、り、日本大学危機管理学部長日本大学危機管理学部長日本大学危機管理学部長日本大学危機管理学部長の福田の福田の福田の福田弥夫弥夫弥夫弥夫
や す お

教授教授教授教授（（（（JA7NNQ））））

を講師に迎え、「危機管理とアマチュア無線」と題してを講師に迎え、「危機管理とアマチュア無線」と題してを講師に迎え、「危機管理とアマチュア無線」と題してを講師に迎え、「危機管理とアマチュア無線」と題して記念記念記念記念講講講講

演がありますので多くの演がありますので多くの演がありますので多くの演がありますので多くの皆様のご来場をお待ちしてい皆様のご来場をお待ちしてい皆様のご来場をお待ちしてい皆様のご来場をお待ちしています。ます。ます。ます。 
    ＊自己紹介：昭和＊自己紹介：昭和＊自己紹介：昭和＊自己紹介：昭和 19 年（年（年（年（1944 年）生まれ、青森市在住年）生まれ、青森市在住年）生まれ、青森市在住年）生まれ、青森市在住、、、、 

趣味趣味趣味趣味は囲碁、は囲碁、は囲碁、は囲碁、グランドゴルフグランドゴルフグランドゴルフグランドゴルフ 
昭和昭和昭和昭和 48 年（年（年（年（1973 年）電話級年）電話級年）電話級年）電話級 JH7DXJ 開局開局開局開局 
昭和昭和昭和昭和 50 年（年（年（年（1975 年）年）年）年）JH8GKM 開局（札幌市）開局（札幌市）開局（札幌市）開局（札幌市） 
昭和昭和昭和昭和 55 年（年（年（年（1980 年）年）年）年）JH7DXJ 再開局再開局再開局再開局 
昭和昭和昭和昭和 57 年（年（年（年（1982 年）電信級（年）電信級（年）電信級（年）電信級（3 アマ免許）アマ免許）アマ免許）アマ免許） 
    3.5Mhz～～～～18・・・・24Mhz～～～～28Mhz～～～～430Mhz 帯まで運用。帯まで運用。帯まで運用。帯まで運用。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

JARL 青森県支部青森県支部青森県支部青森県支部会員の皆様方におかれましては益々ご健会員の皆様方におかれましては益々ご健会員の皆様方におかれましては益々ご健会員の皆様方におかれましては益々ご健

勝でご活躍のこととお慶び申し上げます。日頃は勝でご活躍のこととお慶び申し上げます。日頃は勝でご活躍のこととお慶び申し上げます。日頃は勝でご活躍のこととお慶び申し上げます。日頃は JARL 東北東北東北東北

地方本部ならびに青森地方本部ならびに青森地方本部ならびに青森地方本部ならびに青森県支部県支部県支部県支部のののの事業活動にご協力を事業活動にご協力を事業活動にご協力を事業活動にご協力をいただいただいただいただ

きききき、、、、誠に有り難うございます。誠に有り難うございます。誠に有り難うございます。誠に有り難うございます。 
さて、さて、さて、さて、2011 年年年年 3 月月月月 11 日に発生しました東日本大震災日に発生しました東日本大震災日に発生しました東日本大震災日に発生しました東日本大震災からからからから

今年で今年で今年で今年で 7 年が年が年が年が経ちました経ちました経ちました経ちました。。。。7 エリアとしてエリアとしてエリアとしてエリアとして筋目の年に当たる筋目の年に当たる筋目の年に当たる筋目の年に当たる

7 年後年後年後年後を機会に、を機会に、を機会に、を機会に、かねてから会員の皆様より要望がありましかねてから会員の皆様より要望がありましかねてから会員の皆様より要望がありましかねてから会員の皆様より要望がありまし

たたたた「ハムフェア」を「ハムフェア」を「ハムフェア」を「ハムフェア」を 2018 年年年年 3 月月月月 11 日、日、日、日、東北地方東北地方東北地方東北地方では初めてでは初めてでは初めてでは初めて

の開催となる「東北復興アマチュア無線フェスティバル」との開催となる「東北復興アマチュア無線フェスティバル」との開催となる「東北復興アマチュア無線フェスティバル」との開催となる「東北復興アマチュア無線フェスティバル」と

してしてしてして仙仙仙仙台台台台市青市青市青市青葉葉葉葉区区区区のののの仙仙仙仙台国際セ台国際セ台国際セ台国際センンンンターターターターで開催いたしました。で開催いたしました。で開催いたしました。で開催いたしました。 
当日は、東北地方は当日は、東北地方は当日は、東北地方は当日は、東北地方はももももとよりとよりとよりとより他他他他エリアからエリアからエリアからエリアからもももも 2,000 人人人人余余余余のののの

方々に来場して方々に来場して方々に来場して方々に来場していただきいただきいただきいただき、、、、盛盛盛盛会に開催することができ会に開催することができ会に開催することができ会に開催することができましましましました。た。た。た。

これこれこれこれも一重も一重も一重も一重に皆様方のご支援ご協力の賜に皆様方のご支援ご協力の賜に皆様方のご支援ご協力の賜に皆様方のご支援ご協力の賜物物物物とととと感謝感謝感謝感謝しししし、この場、この場、この場、この場

ををををおおおお借借借借りりりりしましてしましてしましてしまして心心心心よりよりよりより御御御御礼礼礼礼申し上げます。申し上げます。申し上げます。申し上げます。 
このこのこのこのイベイベイベイベンンンントトトトを機会にを機会にを機会にを機会に一人一人一人一人ででででもももも多くの方がマチュア無線に多くの方がマチュア無線に多くの方がマチュア無線に多くの方がマチュア無線に

興味を興味を興味を興味を持っ持っ持っ持ってててていただいただいただいただけけけけれれれればばばば幸幸幸幸いです。いです。いです。いです。JARL 東北地方本部は、東北地方本部は、東北地方本部は、東北地方本部は、

これからこれからこれからこれからも引も引も引も引きききき続続続続きアマチュア無線のきアマチュア無線のきアマチュア無線のきアマチュア無線の普及普及普及普及とととと PR にににに努努努努めますめますめますめます

ととととととととももももにににに JARL 会員会員会員会員増強増強増強増強にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでででで参参参参りりりります。ます。ます。ます。 
東北地方本部は東北地方本部は東北地方本部は東北地方本部は青森県支部をは青森県支部をは青森県支部をは青森県支部をはじじじじめとするめとするめとするめとする各県支部のご理各県支部のご理各県支部のご理各県支部のご理

解解解解とご協力をとご協力をとご協力をとご協力をいただきいただきいただきいただき、アマチュア無線の、アマチュア無線の、アマチュア無線の、アマチュア無線のニニニニュュュューカーカーカーカママママーーーーをををを育育育育

てる事業てる事業てる事業てる事業をををを最優先最優先最優先最優先にににに展展展展開開開開したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えております。これからえております。これからえております。これからえております。これから

もももも東北地方東北地方東北地方東北地方ののののアマチュアマチュアマチュアマチュア無線の発ア無線の発ア無線の発ア無線の発展展展展のためにのためにのためにのために貢献貢献貢献貢献できるようできるようできるようできるよう

頑張頑張頑張頑張りますので、りますので、りますので、りますので、重重重重ねてご支援ねてご支援ねてご支援ねてご支援ご協力ご協力ご協力ご協力を賜りますようを賜りますようを賜りますようを賜りますようお願いお願いお願いお願い

いたいたいたいたします。します。します。します。 
JARL 青森県支部会員青森県支部会員青森県支部会員青森県支部会員の皆様がの皆様がの皆様がの皆様が FB なハムラなハムラなハムラなハムライイイイフをフをフをフを続け続け続け続けらららら

れますれますれますれますことをことをことをことを祈祈祈祈念しまして、念しまして、念しまして、念しまして、2018 年年年年 JARL 青森県支部青森県支部青森県支部青森県支部報報報報のののの

ご発行記念のご発行記念のご発行記念のご発行記念の挨拶挨拶挨拶挨拶ととととさせていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    
 

  

 

 

    第第第第 46464646 回回回回 JARLJARLJARLJARL 青森県支部大会・青森県支部大会・青森県支部大会・青森県支部大会・ハムの集ハムの集ハムの集ハムの集いいいい        JARL NEWS 夏号夏号夏号夏号、、、、支部支部支部支部 HP ををををご覧ご覧ご覧ご覧下さい下さい下さい下さい 
 

  

 

【【【【県県県県支部大会】支部大会】支部大会】支部大会】    

○○○○日日日日    時時時時    ・・・・平成平成平成平成 30年年年年 9月月月月 16日日日日(日日日日) 10：：：：00開場開場開場開場 
○○○○場場場場    所所所所    ・・・・八戸シーガルビューホテル（八戸市鮫町小舟渡平八戸シーガルビューホテル（八戸市鮫町小舟渡平八戸シーガルビューホテル（八戸市鮫町小舟渡平八戸シーガルビューホテル（八戸市鮫町小舟渡平    ☎☎☎☎0178-33-3636）））） 
○○○○次次次次    第第第第    10：：：：00  ・開場・開場・開場・開場                    (公開運用、展示コーナー、ジャンク市など公開運用、展示コーナー、ジャンク市など公開運用、展示コーナー、ジャンク市など公開運用、展示コーナー、ジャンク市など）））） 

                                     12：：：：30  ・開会あいさつ・開会あいさつ・開会あいさつ・開会あいさつ    (JARL青森県支部長青森県支部長青森県支部長青森県支部長) 
                                           ・ご祝辞・ご祝辞・ご祝辞・ご祝辞                (八戸市長八戸市長八戸市長八戸市長、、、、JARL会長、会長、会長、会長、JARL渡島檜山支部長渡島檜山支部長渡島檜山支部長渡島檜山支部長）））） 
                                     13：：：：00  ・・・・第第第第 16回回回回津軽海峡コンテスト表彰、津軽海峡コンテスト表彰、津軽海峡コンテスト表彰、津軽海峡コンテスト表彰、第第第第 12回回回回オール青森コンテスト表彰オール青森コンテスト表彰オール青森コンテスト表彰オール青森コンテスト表彰 

13：：：：30  ・前年度事業報告、同・前年度事業報告、同・前年度事業報告、同・前年度事業報告、同会計会計会計会計報告、新年度事業計画報告、新年度事業計画報告、新年度事業計画報告、新年度事業計画案案案案説明、同説明、同説明、同説明、同予算予算予算予算案案案案説明説明説明説明、質疑、質疑、質疑、質疑 
                                    13：：：：50  ・・・・記念講演会記念講演会記念講演会記念講演会「危機管理とアマチュア無線」「危機管理とアマチュア無線」「危機管理とアマチュア無線」「危機管理とアマチュア無線」 

講師：日本大学危機管理学講師：日本大学危機管理学講師：日本大学危機管理学講師：日本大学危機管理学部長・福田部長・福田部長・福田部長・福田弥夫弥夫弥夫弥夫
や す お

教授教授教授教授 

         14：：：：30  ・記念撮影・記念撮影・記念撮影・記念撮影、お楽しみ抽選会、お楽しみ抽選会、お楽しみ抽選会、お楽しみ抽選会 

○○○○その他その他その他その他    ・記念写真の販売はありません（支部・記念写真の販売はありません（支部・記念写真の販売はありません（支部・記念写真の販売はありません（支部HP掲載データ掲載データ掲載データ掲載データの利用自由の利用自由の利用自由の利用自由 
                                    ・ジャンク、展示等のブース利用は無料（・ジャンク、展示等のブース利用は無料（・ジャンク、展示等のブース利用は無料（・ジャンク、展示等のブース利用は無料（9月月月月 10日必着日必着日必着日必着で事前連絡で事前連絡で事前連絡で事前連絡）））） 
                ○○○○連絡先連絡先連絡先連絡先    ・・・・JARL県支部総務幹事・成田まで。県支部総務幹事・成田まで。県支部総務幹事・成田まで。県支部総務幹事・成田まで。E-Mail：：：：ja7gux@jomon.ne.jp 

 

  

 

【前夜祭・懇親会【前夜祭・懇親会【前夜祭・懇親会【前夜祭・懇親会】】】】    

○○○○日日日日    時時時時  ・・・・平成平成平成平成 30年年年年 9月月月月 15日日日日(土土土土) 18：：：：00～～～～ 
○○○○場場場場    所所所所    ・・・・八戸シーガルビューホテル宴会場八戸シーガルビューホテル宴会場八戸シーガルビューホテル宴会場八戸シーガルビューホテル宴会場 
○○○○会会会会    費費費費    ・・・・宿泊＆懇親会宿泊＆懇親会宿泊＆懇親会宿泊＆懇親会 1人人人人 13,000円円円円（税込み（税込み（税込み（税込み））））／／／／懇親会のみ懇親会のみ懇親会のみ懇親会のみ 1人人人人 6,000円円円円（税込み）（税込み）（税込み）（税込み）※※※※当日当日当日当日頂戴します。頂戴します。頂戴します。頂戴します。 
○○○○申申申申    込込込込    ・・・・E-Mailかハガキでかハガキでかハガキでかハガキで 8月月月月 31日（日（日（日（金金金金））））必着。県支部総務幹事・成田まで。必着。県支部総務幹事・成田まで。必着。県支部総務幹事・成田まで。必着。県支部総務幹事・成田まで。(携帯：携帯：携帯：携帯：090-1066-7599) 

                                        E-Mail：：：：ja7gux@jomon.ne.jp／ハガキ／ハガキ／ハガキ／ハガキ：：：：〒〒〒〒036-8084弘前市高田弘前市高田弘前市高田弘前市高田 1-11-8    成田賢治成田賢治成田賢治成田賢治宛て宛て宛て宛て 



2018201820182018 年年年年 9999 月月月月 1111 日号日号日号日号                                                            JARLJARLJARLJARL 青森県支部報青森県支部報青森県支部報青森県支部報                                                                                                ((((２２２２))))    
    

    JJJJARLARLARLARL 青森県支部登録青森県支部登録青森県支部登録青森県支部登録クラブのクラブのクラブのクラブの近況近況近況近況        
    

            

            

    

県県県県内内内内各局こ各局こ各局こ各局こんんんんにちは。にちは。にちは。にちは。JE7YSH 南南南南部ア部ア部ア部ア

マチュア無線クラブです。マチュア無線クラブです。マチュア無線クラブです。マチュア無線クラブです。会員会員会員会員のののの減少減少減少減少・・・・高高高高

齢化齢化齢化齢化のののの問問問問題は題は題は題は当クラブ当クラブ当クラブ当クラブとととと同同同同様様様様にににに、、、、各クラ各クラ各クラ各クラ

ブブブブももももごごごご苦労苦労苦労苦労されているされているされているされているとととと思思思思います。います。います。います。 
新新新新たにたにたにたに開局開局開局開局するするするする局は局は局は局は一定程一定程一定程一定程度度度度いるよういるよういるよういるよう

でででですが、すが、すが、すが、どどどどううううも仲間も仲間も仲間も仲間内内内内だだだだけけけけとのとのとのとの QSO ののののみみみみ

でででで、、、、無線無線無線無線技術技術技術技術のののの興味を興味を興味を興味を深深深深めるめるめるめる活動活動活動活動にはにはにはには関関関関

心心心心が無いよが無いよが無いよが無いよ

うです。うです。うです。うです。交交交交

信マ信マ信マ信マナーもナーもナーもナーも

仕仕仕仕事がら事がら事がら事がらみみみみ

のののの業務業務業務業務的的的的なななな

QSO、、、、コーコーコーコー

ルルルルサイサイサイサインンンン送送送送

出出出出 のののの 無無無無 いいいい

QSO がががが目目目目

立ちます。立ちます。立ちます。立ちます。

当クラブで当クラブで当クラブで当クラブで

ははははローカローカローカローカルルルル

各局各局各局各局にににに対対対対しししし

てててて、業務、業務、業務、業務的的的的

な通信な通信な通信な通信ははははしししし

ない、ない、ない、ない、コーコーコーコールルルルサイサイサイサインをンをンをンを必ず送出必ず送出必ず送出必ず送出するなど、するなど、するなど、するなど、

特特特特にににに気気気気をををを付け付け付け付けるるるるようようようよう伝伝伝伝えております。えております。えております。えております。 
例例例例年年年年実施実施実施実施しているしているしているしている地域の地域の地域の地域の防防防防災災災災訓練訓練訓練訓練はははは、、、、

ことしことしことしことし 10 月月月月末末末末になりましたので、になりましたので、になりましたので、になりましたので、昨昨昨昨年年年年製製製製

作作作作したしたしたしたベベベベスススストトトトととととヘヘヘヘルルルルメット着メット着メット着メット着用で用で用で用で参加参加参加参加しししし

ますますますます＝写真㊤。県。県。県。県内コ内コ内コ内コンテスンテスンテスンテストトトトでまたおでまたおでまたおでまたお

会いしまし会いしまし会いしまし会いしましょょょょう。う。う。う。 
JN7SYY    会長会長会長会長    佐々佐々佐々佐々木豊満木豊満木豊満木豊満 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 月月月月 14 日日日日、、、、会員会員会員会員 16 人人人人がががが参加参加参加参加してしてしてして総会総会総会総会

とととと懇親懇親懇親懇親会を開催会を開催会を開催会を開催しましたしましたしましたしました。。。。同同同同月月月月 29 日は日は日は日は三三三三

内霊園内内霊園内内霊園内内霊園内のののの広広広広場で場で場で場で芋煮芋煮芋煮芋煮会と会と会と会と称称称称して「して「して「して「観桜観桜観桜観桜

会」を会」を会」を会」をメメメメンバンバンバンバーーーー7 人人人人でででで開催開催開催開催、、、、5 月月月月 27 日は日は日は日は

青函青函青函青函連絡船メモ連絡船メモ連絡船メモ連絡船メモリアムリアムリアムリアムシップシップシップシップ八八八八甲甲甲甲田田田田丸丸丸丸でででで

「電「電「電「電波波波波の日」の日」の日」の日」公公公公開運用を開運用を開運用を開運用を 8 局で局で局で局で実施実施実施実施しましましましま

したしたしたした。。。。7 月月月月 15～～～～16 日日日日、、、、八八八八甲甲甲甲田田田田丸丸丸丸でででで「「「「海海海海のののの

日」日」日」日」公公公公開運用を開運用を開運用を開運用を実施実施実施実施。初日。初日。初日。初日のののの「「「「納涼ビ納涼ビ納涼ビ納涼ビアアアアパパパパ

ーーーーティ」ティ」ティ」ティ」にににに 8人人人人がががが参加参加参加参加しましたしましたしましたしました。。。。 
今後今後今後今後の事業計画の事業計画の事業計画の事業計画はははは 9 月月月月 16 日に八戸市で日に八戸市で日に八戸市で日に八戸市で

開催される開催される開催される開催される第第第第 46回回回回県支部大会への県支部大会への県支部大会への県支部大会への参加参加参加参加、、、、

同同同同月月月月 29 日～日～日～日～30 日日日日にににに旧旧旧旧平平平平舘村舘村舘村舘村「「「「oh おだいおだいおだいおだい

ばばばば」での」での」での」での移移移移動運用動運用動運用動運用、、、、12 月の「年月の「年月の「年月の「年忘忘忘忘れれれれミーミーミーミー

テング（テング（テング（テング（忘忘忘忘年会）」と年会）」と年会）」と年会）」と続続続続きます。きます。きます。きます。 
このこのこのこの他他他他、、、、津軽海峡津軽海峡津軽海峡津軽海峡ココココンテスンテスンテスンテストトトト、、、、オーオーオーオールルルル青青青青

森森森森ココココンテスンテスンテスンテストトトトへのへのへのへの参加参加参加参加。。。。7 月月月月 25 日で日で日で日で 1,813
回回回回をををを数数数数ええええたたたた毎毎毎毎週水曜週水曜週水曜週水曜日の日の日の日のローローローロールルルルコーコーコーコール、ル、ル、ル、8
月月月月号号号号でででで 446 号号号号となとなとなとなっっっったたたた機機機機関誌関誌関誌関誌「「「「じょんじょんじょんじょんがががが

ら」のら」のら」のら」の毎月発行、ね毎月発行、ね毎月発行、ね毎月発行、ねぶぶぶぶたアたアたアたアワーワーワーワードの発行ドの発行ドの発行ドの発行なななな

ど。ど。ど。ど。しかししかししかししかし、、、、諸諸諸諸行事行事行事行事のののの参加者参加者参加者参加者が年々が年々が年々が年々少少少少なくなくなくなく

ななななり、り、り、り、どうすれどうすれどうすれどうすればばばば活活活活性化性化性化性化できるのかできるのかできるのかできるのか悩み悩み悩み悩み

のののの種種種種です。です。です。です。        会長会長会長会長    JA7BUZ 山本山本山本山本俊俊俊俊行行行行    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

このこのこのこの１１１１年で年で年で年で新新新新たにたにたにたに始始始始めためためためた取取取取りりりり組み組み組み組みがががが二二二二

つつつつあります。あります。あります。あります。一つ一つ一つ一つはははは定期ロー定期ロー定期ロー定期ロールルルルコーコーコーコール。ル。ル。ル。４４４４

月の通常総月の通常総月の通常総月の通常総会で会員から会で会員から会で会員から会で会員から提案提案提案提案があり、「毎があり、「毎があり、「毎があり、「毎

月月月月第第第第 1水曜水曜水曜水曜日に日に日に日に 145Mhz FM で」とで」とで」とで」と決決決決め、め、め、め、

5 月から月から月から月から始始始始めめめめました。ました。ました。ました。参加者参加者参加者参加者がががが少少少少ないないないない回も回も回も回も

ありまありまありまありますすすすが、会員のが、会員のが、会員のが、会員の親ぼ親ぼ親ぼ親ぼくをくをくをくを図図図図るととるととるととるとともももも

に、に、に、に、新新新新入入入入会員の会員の会員の会員の確保確保確保確保ににににつつつつなげるためになげるためになげるためになげるためにもももも

今後今後今後今後もももも続け続け続け続けていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考考考考えています。えています。えています。えています。 
二つ二つ二つ二つ目は目は目は目は海海海海の日記念運用のの日記念運用のの日記念運用のの日記念運用の実施実施実施実施です。です。です。です。

海海海海の日に「の日に「の日に「の日に「灯台祭灯台祭灯台祭灯台祭り」会場の八戸市り」会場の八戸市り」会場の八戸市り」会場の八戸市鮫町鮫町鮫町鮫町、、、、

鮫角灯台鮫角灯台鮫角灯台鮫角灯台のののの敷敷敷敷地地地地内内内内から社から社から社から社団団団団局局局局 JA7YFO をををを 
運用しました運用しました運用しました運用しました＝写真㊤。。。。現現現現地は地は地は地は国国国国のののの名名名名勝と勝と勝と勝と

国国国国立立立立公園公園公園公園の区域の区域の区域の区域内内内内にあり、アンテにあり、アンテにあり、アンテにあり、アンテナナナナ設置設置設置設置

などになどになどになどに法令法令法令法令上の上の上の上の制約制約制約制約がありますが、がありますが、がありますが、がありますが、灯台灯台灯台灯台

を管理するを管理するを管理するを管理する海海海海上上上上保保保保安部安部安部安部ののののほほほほか、か、か、か、環境省環境省環境省環境省、、、、国国国国

土土土土交通交通交通交通省省省省、八戸市などの理、八戸市などの理、八戸市などの理、八戸市などの理解解解解と協力、と協力、と協力、と協力、指導指導指導指導

をををを得得得得てててて実現実現実現実現できました。「できました。「できました。「できました。「海海海海からからからから拓け拓け拓け拓けたたたた

街街街街・八戸」に・八戸」に・八戸」に・八戸」にふふふふささささわわわわしい活動であり、来年しい活動であり、来年しい活動であり、来年しい活動であり、来年

以降もぜひ以降もぜひ以降もぜひ以降もぜひ継継継継続続続続したいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。 
                    会長会長会長会長    JL7GNT    大向大向大向大向富美郎富美郎富美郎富美郎 
    

    

    

            

            

            

            

            

            

            

            

    

    

     
JA7YBA はははは 6 月月月月 16 日、日、日、日、定時定時定時定時総会を総会を総会を総会を開き開き開き開き 
新新新新年度事業計画、年度事業計画、年度事業計画、年度事業計画、同予算案同予算案同予算案同予算案などをなどをなどをなどを承承承承認認認認、役、役、役、役

員員員員改改改改選では選では選では選では JA7AXP 川川川川村敏男村敏男村敏男村敏男会長らの再会長らの再会長らの再会長らの再

任を任を任を任を決決決決めましためましためましためました＝写真㊤。。。。    

    前年度は前年度は前年度は前年度は 1 月から月から月から月から 8J7HCB弘弘弘弘前前前前観桜観桜観桜観桜会会会会

100 周周周周年記念局を市年記念局を市年記念局を市年記念局を市内内内内 3 クラブ局が協力クラブ局が協力クラブ局が協力クラブ局が協力

して運用、して運用、して運用、して運用、3 月に月に月に月に 8J7HAM 東北復興フェ東北復興フェ東北復興フェ東北復興フェ

スティバルスティバルスティバルスティバル特別特別特別特別局を局を局を局を持持持持ちちちち回回回回り運用しましり運用しましり運用しましり運用しまし

た。た。た。た。6 月の月の月の月の 3 クラブ局クラブ局クラブ局クラブ局合同合同合同合同の反の反の反の反省省省省会・会・会・会・懇親懇親懇親懇親

会で今後と会で今後と会で今後と会で今後ともももも連携連携連携連携推進を推進を推進を推進を確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。 
新新新新年度事業計画は県支部年度事業計画は県支部年度事業計画は県支部年度事業計画は県支部主主主主催催催催 2ココココンテンテンテンテ

ススススト参加ト参加ト参加ト参加、、、、JARL ののののニニニニュュュューイヤーパーーイヤーパーーイヤーパーーイヤーパーテテテテ

ィィィィー参加ー参加ー参加ー参加など。など。など。など。新新新新たにたにたにたに桜祭桜祭桜祭桜祭りなどりなどりなどりなどイベイベイベイベンンンン

トトトトでのでのでのでの公公公公開運用の開運用の開運用の開運用の検討検討検討検討をををを決決決決めました。めました。めました。めました。 
    また、ハムまた、ハムまた、ハムまた、ハム人口増加人口増加人口増加人口増加に向に向に向に向けけけけてててて 4 アマ講アマ講アマ講アマ講

習習習習会の会の会の会の弘弘弘弘前市での開催に、前市での開催に、前市での開催に、前市での開催に、引引引引きききき続続続続き協力き協力き協力き協力

することすることすることすることもももも申し申し申し申し合わ合わ合わ合わせせせせました。ました。ました。ました。 
事務局事務局事務局事務局    JK7LXU石岡洋一石岡洋一石岡洋一石岡洋一    

    

    

    

皆さ皆さ皆さ皆さんんんんここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。アマチュア無線アマチュア無線アマチュア無線アマチュア無線十十十十

和田クラブ和田クラブ和田クラブ和田クラブもももも会員が会員が会員が会員が少少少少ししししずつ減っずつ減っずつ減っずつ減ってきまてきまてきまてきま

した。した。した。した。高齢化高齢化高齢化高齢化ととととととととももももにクラブ行事にクラブ行事にクラブ行事にクラブ行事実施実施実施実施にににに

もももも多多多多少影響少影響少影響少影響がががが出出出出ています。しかし、ています。しかし、ています。しかし、ています。しかし、定期ロ定期ロ定期ロ定期ロ

ーーーールルルルコーコーコーコールはルはルはルは月月月月 2回回回回開催し、開催し、開催し、開催し、10人人人人前後の前後の前後の前後の

クラブ員のクラブ員のクラブ員のクラブ員の熱烈熱烈熱烈熱烈な変な変な変な変調調調調をををを聞聞聞聞いていていていていいいいますますますます。。。。 
最近最近最近最近のののの QSO はははは HF 帯帯帯帯が多く、これからが多く、これからが多く、これからが多く、これから

秋秋秋秋にかにかにかにかけけけけててててさらさらさらさらに開に開に開に開けけけけてててて DX 交信交信交信交信をををを楽楽楽楽しししし

むむむむメメメメンバンバンバンバーーーーがががが増増増増えてえてえてえてくるとくるとくるとくると思思思思います。います。います。います。 
十十十十和田市総和田市総和田市総和田市総合防合防合防合防災災災災訓練訓練訓練訓練がががが 5 月月月月 30 日日日日、県、県、県、県

内内内内で今で今で今で今期期期期のののの先陣先陣先陣先陣をををを切っ切っ切っ切ってててて実施実施実施実施されされされされましたましたましたました

＝写真㊤。。。。会員の大会員の大会員の大会員の大半半半半がががが所属所属所属所属するするするする日日日日赤赤赤赤奉仕奉仕奉仕奉仕

団十団十団十団十和田和田和田和田分団分団分団分団が災が災が災が災害害害害情情情情報報報報のののの的確的確的確的確なななな伝伝伝伝達達達達をををを

目目目目的的的的に、に、に、に、避避避避難難難難所所所所のののの体体体体育育育育館館館館にににに仮仮仮仮設設設設情情情情報報報報収収収収集集集集

本部本部本部本部を立ち上げを立ち上げを立ち上げを立ち上げました。ました。ました。ました。統統統統監監監監(十十十十和田市和田市和田市和田市長長長長)
がががが巡閲巡閲巡閲巡閲されるされるされるされる中中中中、、、、各地の各地の各地の各地の移移移移動無線局から動無線局から動無線局から動無線局から

のののの情情情情報報報報収収収収集集集集とととと伝伝伝伝達達達達訓練訓練訓練訓練ををををスムスムスムスムーーーーズズズズにににに終終終終ええええ

ました。ました。ました。ました。            会長会長会長会長    JM7GEB小林閣則小林閣則小林閣則小林閣則    

クラブクラブクラブクラブ定期定期定期定期総会を総会を総会を総会を 7777 局が局が局が局が参加参加参加参加してしてしてして 2222 月月月月

24242424日、日、日、日、小笠原食堂小笠原食堂小笠原食堂小笠原食堂「と「と「と「とわわわわだだだだっっっっ湖湖湖湖」で開催。」で開催。」で開催。」で開催。

前年度事業前年度事業前年度事業前年度事業報報報報告告告告、、、、同同同同決算報決算報決算報決算報告告告告、、、、新新新新年度事業年度事業年度事業年度事業

計画計画計画計画案案案案、、、、同予算案同予算案同予算案同予算案をををを全全全全会会会会一一一一致致致致でででで可可可可決決決決しましましましま

した。した。した。した。そそそその後の後の後の後恒恒恒恒例例例例のののの懇親懇親懇親懇親会で会で会で会で近近近近況況況況報報報報告告告告、無、無、無、無

線活動などの話題で線活動などの話題で線活動などの話題で線活動などの話題で楽楽楽楽しいしいしいしい時時時時をををを過過過過ごごごごしましましましま

した。した。した。した。今年の今年の今年の今年のローローローロールルルルコーコーコーコール皆ル皆ル皆ル皆勤賞勤賞勤賞勤賞はははは連続連続連続連続

33 回回回回＝＝＝＝JH7FVD、、、、32 回回回回＝＝＝＝JG7NGA、、、、20
回回回回＝＝＝＝JF７７７７COF、、、、17回回回回＝＝＝＝JR7AWQ、、、、７７７７回回回回＝＝＝＝

JA7DHZ、、、、JG7NZK、、、、１回１回１回１回＝＝＝＝JH7PJK のののの

７７７７局局局局をををを表彰表彰表彰表彰ししししました。ました。ました。ました。 
フフフファァァァミミミミリリリリーーーー電電電電波波波波教教教教室室室室の支援の支援の支援の支援はははは 3333月月月月 4444日日日日、、、、

三三三三沢航空科沢航空科沢航空科沢航空科学学学学館館館館でででで 45454545人人人人がががが参加参加参加参加。電。電。電。電波波波波のののの勉勉勉勉

強強強強とラとラとラとラジジジジオ組オ組オ組オ組立をしました。当クラブ立をしました。当クラブ立をしました。当クラブ立をしました。当クラブ 3333

局、局、局、局、十十十十和田クラブ和田クラブ和田クラブ和田クラブ 3333局、八戸クラブ局、八戸クラブ局、八戸クラブ局、八戸クラブ１１１１局、局、局、局、

電電電電波波波波推進員推進員推進員推進員 3333人人人人の協力での協力での協力での協力で実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。    

クラブ活動は会員のクラブ活動は会員のクラブ活動は会員のクラブ活動は会員の高齢化高齢化高齢化高齢化で、で、で、で、津軽海津軽海津軽海津軽海

峡コ峡コ峡コ峡コンテスンテスンテスンテストもトもトもトも 8 月のフ月のフ月のフ月のフィィィィルドルドルドルドデデデデーも参ーも参ーも参ーも参

加加加加できできできできずずずず、、、、新新新新会員会員会員会員加入も加入も加入も加入も無く無く無く無く「「「「老老老老人人人人アマチアマチアマチアマチ

ュア無線クラブ」ュア無線クラブ」ュア無線クラブ」ュア無線クラブ」にににになりなりなりなりつつつつつつつつあります。あります。あります。あります。 
会長会長会長会長    JR7AWQ五五五五十十十十嵐嵐嵐嵐行夫行夫行夫行夫    

 

  

 

南部南部南部南部アマチュアアマチュアアマチュアアマチュア無線クラブ無線クラブ無線クラブ無線クラブ    

弘前弘前弘前弘前アマチュアアマチュアアマチュアアマチュア無線クラブ無線クラブ無線クラブ無線クラブ    

ＪＡＲＬＪＡＲＬＪＡＲＬＪＡＲＬ青森クラブ青森クラブ青森クラブ青森クラブ    

アマチュアアマチュアアマチュアアマチュア無線十和田クラブ無線十和田クラブ無線十和田クラブ無線十和田クラブ    

八戸八戸八戸八戸アマチュアアマチュアアマチュアアマチュア無線クラブ無線クラブ無線クラブ無線クラブ    

三沢三沢三沢三沢アマチアマチアマチアマチュアュアュアュア無線クラブ無線クラブ無線クラブ無線クラブ    
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今年今年今年今年ももももクラブクラブクラブクラブ空中空中空中空中線常線常線常線常設設設設場場場場所所所所でででで＝写真

㊤、平、平、平、平成成成成 30 年度年度年度年度定時定時定時定時総会を開催。事業計総会を開催。事業計総会を開催。事業計総会を開催。事業計

画、画、画、画、予算予算予算予算がががが原原原原案案案案どどどどおり承おり承おり承おり承認認認認され本年度の活され本年度の活され本年度の活され本年度の活

動がス動がス動がス動がスタートタートタートタートした。本年は役員した。本年は役員した。本年は役員した。本年は役員改改改改選の年で選の年で選の年で選の年で

あり、あり、あり、あり、かかかかねてよりねてよりねてよりねてより暗黙暗黙暗黙暗黙で次で次で次で次期期期期会長が会長が会長が会長が決定決定決定決定しししし

ていたが、会長がていたが、会長がていたが、会長がていたが、会長が都都都都合合合合によりによりによりにより欠席欠席欠席欠席。。。。まさにまさにまさにまさに

「「「「欠席裁判欠席裁判欠席裁判欠席裁判」」」」でででで留留留留任が任が任が任が決決決決ままままっっっったたたた。。。。    

本年の事業計画は本年の事業計画は本年の事業計画は本年の事業計画はオーオーオーオール青森ル青森ル青森ル青森ココココンテスンテスンテスンテス

ト参加ト参加ト参加ト参加などなどなどなど社社社社団団団団局局局局（（（（JR7ZDF））））のののの移移移移動運用、動運用、動運用、動運用、

モービモービモービモービルハルハルハルハイイイイキキキキング、ング、ング、ング、新新新新年ア年ア年ア年アイイイイボボボボーーーールルルル

QSO（（（（新新新新年会）など年会）など年会）など年会）など昨昨昨昨年と年と年と年と全全全全くくくく同同同同である。である。である。である。

オーオーオーオール青森ル青森ル青森ル青森ココココンテスンテスンテスンテストトトトでは、日では、日では、日では、日赤赤赤赤アマチュアマチュアマチュアマチュ

ア無線ア無線ア無線ア無線奉仕団奉仕団奉仕団奉仕団五五五五戸戸戸戸分団分団分団分団の通信の通信の通信の通信訓練訓練訓練訓練をををを兼兼兼兼ねねねね

てててて参加参加参加参加した。した。した。した。例例例例年のごとく年のごとく年のごとく年のごとく懇親懇親懇親懇親会は大会は大会は大会は大盛盛盛盛況況況況

であであであであっっっった。た。た。た。    

会員の会員の会員の会員の新新新新規規規規加入者加入者加入者加入者はなく、年はなく、年はなく、年はなく、年々々々々高齢化高齢化高齢化高齢化しししし

ている。今後ている。今後ている。今後ている。今後もももも地域クラブの継地域クラブの継地域クラブの継地域クラブの継続的続的続的続的活動に活動に活動に活動に

努努努努力していきたい。皆様のご力していきたい。皆様のご力していきたい。皆様のご力していきたい。皆様のご指導指導指導指導をお願いをお願いをお願いをお願い

いたします。いたします。いたします。いたします。    

会長会長会長会長    JH7ULY 川川川川崎謙司崎謙司崎謙司崎謙司    

 

 
 

JA7YYM 津軽津軽津軽津軽ススススカイカイカイカイクラブクラブクラブクラブもももも年々年々年々年々高齢高齢高齢高齢

化化化化し、し、し、し、なかなかなかなかなかなかなかなか活発な事業を活発な事業を活発な事業を活発な事業を展展展展開開開開できできできできていていていてい

ませませませませんんんん。。。。そそそそれでれでれでれでも津軽も津軽も津軽も津軽海峡海峡海峡海峡、、、、オーオーオーオール青森ル青森ル青森ル青森、、、、

フィフィフィフィーーーールドルドルドルドデデデデーーーーの各の各の各の各ココココンテスンテスンテスンテストトトトには常にには常にには常にには常に

参加参加参加参加しししし、クラブ、クラブ、クラブ、クラブのののの存存存存在在在在感感感感をををを県県県県内内内内外外外外にににに示示示示したしたしたした

いといといといと思っ思っ思っ思ってててていいいいます。ます。ます。ます。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

移動運用でフィールドデーコンテスト参加 

（8月 5日／平川市・志賀坊高原駐車場） 

今年は今年は今年は今年は 1 月から月から月から月から 5 月まで月まで月まで月まで 8J7HCB弘弘弘弘前前前前

観桜観桜観桜観桜会会会会 100 周周周周年記念年記念年記念年記念特別特別特別特別局局局局をををを運用運用運用運用するするするする機機機機

会が会が会が会があああありりりり、、、、積極積極積極積極的的的的に県に県に県に県内内内内各地に各地に各地に各地に移移移移動動動動してしてしてして

JCC・・・・JCG ををををサービサービサービサービス。ス。ス。ス。記念局記念局記念局記念局運用の運用の運用の運用の楽楽楽楽しししし

ささささに目に目に目に目覚覚覚覚めたようなめたようなめたようなめたような気気気気ががががしししします。ます。ます。ます。 
当クラブの当クラブの当クラブの当クラブのローローローロールルルルコーコーコーコールはルはルはルは毎毎毎毎週木曜週木曜週木曜週木曜日日日日

20:00 からからからから 145.44Mhz でででで実施実施実施実施しています。しています。しています。しています。

7 月月月月 26 日日日日現現現現在在在在 1,760 回回回回目を目を目を目を数数数数えました。えました。えました。えました。

ふふふふだだだだん一ん一ん一ん一堂堂堂堂に介することができない会員に介することができない会員に介することができない会員に介することができない会員

のののの心心心心のよりどころでしのよりどころでしのよりどころでしのよりどころでしょょょょうか。うか。うか。うか。とりあえとりあえとりあえとりあえずずずず

の目の目の目の目標標標標はははは第第第第 2,000回回回回でででですすすす。。。。 
県県県県内内内内各局各局各局各局、、、、宜宜宜宜しくしくしくしくおおおお付付付付きききき合合合合いをおいをおいをおいをお願い願い願い願いしししし

ます。ます。ます。ます。                会長会長会長会長    JA7GUX成成成成田田田田賢治賢治賢治賢治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーオーオーオール青森ル青森ル青森ル青森 DX アアアアソソソソセーシセーシセーシセーショョョョン（ン（ン（ン（AAD 
XA）は）は）は）は HF・・・・DX 通信およびアマチュア通信およびアマチュア通信およびアマチュア通信およびアマチュア

無線無線無線無線技術技術技術技術にににに関関関関する各する各する各する各種調種調種調種調査査査査・・・・研究研究研究研究を行いを行いを行いを行い、、、、

かかかかつつつつ会員会員会員会員相互相互相互相互のののの友好友好友好友好増増増増進を目進を目進を目進を目的的的的に昭和に昭和に昭和に昭和

51 年年年年(1976 年年年年)10 月に発月に発月に発月に発足足足足しました。しました。しました。しました。 
創創創創立立立立 41 年を迎えた年を迎えた年を迎えた年を迎えた昨昨昨昨年は年は年は年は KH2・グア・グア・グア・グア

ム島からクラブム島からクラブム島からクラブム島からクラブ 2回回回回目の目の目の目の海海海海外外外外運用を行い運用を行い運用を行い運用を行い

＝写真㊤、、、、国内国内国内国内外外外外多くのアマチュア多くのアマチュア多くのアマチュア多くのアマチュア局と局と局と局と

交信交信交信交信しましたしましたしましたしました。。。。42 年目の今年は年目の今年は年目の今年は年目の今年は 10 月月月月 9
日日日日からからからから 14 日日日日ままままでででで、、、、VK9・・・・ノノノノーーーーフフフフォォォォーーーーク島ク島ク島ク島

へへへへ 3 度目度目度目度目のののの海海海海外外外外遠遠遠遠征征征征をををを予定予定予定予定しています。しています。しています。しています。 
クラブクラブクラブクラブ発発発発足足足足当初から発行している会当初から発行している会当初から発行している会当初から発行している会報報報報

「「「「AADXA BULLETIN」」」」ははははネネネネットットットットでででで配配配配

信、本年信、本年信、本年信、本年 7 月月月月号号号号でででで 502号号号号になりました。になりました。になりました。になりました。

東・東・東・東・西西西西 2 地区地区地区地区持持持持ちちちち回回回回りでりでりでりで春春春春秋秋秋秋 2回回回回アアアアイイイイボボボボ

ーーーールルルルＭＭＭＭeeting を開催を開催を開催を開催ししししています。クラブています。クラブています。クラブています。クラブ

員には員には員には員には DXCC のののの Honor Roll がががが 3 局局局局いまいまいまいま

す。す。す。す。また、また、また、また、海海海海外外外外局局局局がががが行う行う行う行う珍珍珍珍エンテティ・エンテティ・エンテティ・エンテティ・

DX ペデペデペデペディィィィシシシショョョョンンンン支援のため支援のため支援のため支援のため、、、、年年年年数回数回数回数回のののの

ドドドドネネネネーシーシーシーショョョョン（寄ン（寄ン（寄ン（寄付付付付）に）に）に）にも取も取も取も取りりりり組ん組ん組ん組んでいでいでいでい

ますますますます。。。。            事務局事務局事務局事務局    JH7BVH髙髙髙髙田田田田栄吉栄吉栄吉栄吉 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ここここんんんんにちはにちはにちはにちは！！！！ JH7ZYM CQ 津軽津軽津軽津軽ハムハムハムハム

クラブです。クラブです。クラブです。クラブです。1985 年年年年 8 月のクラブ月のクラブ月のクラブ月のクラブ創創創創立か立か立か立か

ら今年でら今年でら今年でら今年で満満満満 33 年になります。年になります。年になります。年になります。 
結成結成結成結成当当当当時時時時、、、、ほほほほととととんんんんどのどのどのどのメメメメンバンバンバンバーーーーががががアマアマアマアマ

チュア無線をチュア無線をチュア無線をチュア無線を始始始始めためためためたばばばばかりでしたが、かりでしたが、かりでしたが、かりでしたが、33
年の活動年の活動年の活動年の活動を経て、を経て、を経て、を経て、そそそそれれれれぞぞぞぞれがれがれがれが一一一一端端端端の「アの「アの「アの「ア

マチュア無線マチュア無線マチュア無線マチュア無線技技技技士士士士」に」に」に」に成成成成長したと長したと長したと長したと言言言言えるえるえるえる

でしでしでしでしょょょょう。う。う。う。現現現現在在在在 FT8等等等等をををを始始始始めとするめとするめとするめとする先先先先端端端端

技術技術技術技術でででで世界世界世界世界制制制制覇？覇？覇？覇？を目を目を目を目指指指指すすすす者者者者。。。。HF 帯で帯で帯で帯で

盛ん盛ん盛ん盛んにににに県県県県内内内内各地を各地を各地を各地を PR するするするする者者者者。。。。一一一一匹狼匹狼匹狼匹狼でででで

暇暇暇暇さえあれさえあれさえあれさえあれば移ば移ば移ば移動運用する動運用する動運用する動運用する者者者者。こ。こ。こ。こっっっっそそそそりりりり

とととと何何何何かを目かを目かを目かを目指指指指しているしているしているしている者者者者。。。。唯我独尊唯我独尊唯我独尊唯我独尊で和で和で和で和

文文文文 CW にうにうにうにうつつつつつつつつをををを抜抜抜抜かしているかしているかしているかしている者者者者。無線。無線。無線。無線

はとはとはとはとももももかくかくかくかく「「「「仲間仲間仲間仲間とととと飲飲飲飲みみみみたいな」とたいな」とたいな」とたいな」と言言言言うううう

者者者者 etc…………、、、、枚枚枚枚挙にいとまかありませ挙にいとまかありませ挙にいとまかありませ挙にいとまかありませんんんん。。。。 
ででででもももも、、、、共共共共通して通して通して通して言言言言えるえるえるえる事は事は事は事は、、、、みんみんみんみんなクなクなクなク

ラブとラブとラブとラブと仲間仲間仲間仲間が大が大が大が大好好好好きときときときと言言言言うううう事事事事でしでしでしでしょょょょう。う。う。う。

加齢加齢加齢加齢ととととととととももももにににに打打打打ててててば響ば響ば響ば響くような活動はくような活動はくような活動はくような活動はでででで

きなくなりきなくなりきなくなりきなくなりましたが、これからましたが、これからましたが、これからましたが、これからもももも、、、、メメメメンンンン

ババババーーーーの要望をの要望をの要望をの要望を実現実現実現実現する活動する活動する活動する活動をををを大大大大切切切切にににに、、、、息息息息

のののの永永永永いクラブになりたいと願う今日このいクラブになりたいと願う今日このいクラブになりたいと願う今日このいクラブになりたいと願う今日この

頃で頃で頃で頃です。す。す。す。            会長会長会長会長    JF7PFW加加加加藤藤藤藤全全全全健健健健 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
八戸市八戸市八戸市八戸市政政政政 88周周周周年を年を年を年を祝祝祝祝いいいい昨昨昨昨年年年年 5 月月月月 1 日か日か日か日か

らららら 9 月月月月 30 日まで日まで日まで日まで JARL 特別特別特別特別局局局局 8J7H88Y
を開を開を開を開設設設設、運用、運用、運用、運用しました。しました。しました。しました。 
    周波数周波数周波数周波数はははは 3.5Mhz～～～～430Mhz、、、、メメメメンバンバンバンバーーーー

持持持持ちちちち回回回回りでりでりでりで運用、運用、運用、運用、階階階階上上上上岳岳岳岳移移移移動運用動運用動運用動運用もももも行いま行いま行いま行いま

した。交信局した。交信局した。交信局した。交信局数数数数はははは 1,058 局。さらに局。さらに局。さらに局。さらに SWL
局から局から局から局からもももも受受受受信信信信証証証証が寄せられ、計が寄せられ、計が寄せられ、計が寄せられ、計 1,069枚枚枚枚のののの

記念記念記念記念カーカーカーカードを今年ドを今年ドを今年ドを今年 1 月に月に月に月にビビビビュュュューローーローーローーロー経経経経由由由由

で発で発で発で発送送送送しました。しました。しました。しました。カーカーカーカードドドドのののの表表表表に八戸に八戸に八戸に八戸三三三三社大社大社大社大

祭祭祭祭の山の山の山の山車車車車のののの写真写真写真写真をををを印刷印刷印刷印刷＝写真㊤、、、、全全全全国国国国に八に八に八に八

戸市戸市戸市戸市制制制制 88周周周周年を年を年を年を PR しました。しました。しました。しました。 
また、また、また、また、昨昨昨昨年年年年 9 月月月月 3 日の日の日の日の階階階階上上上上岳岳岳岳移移移移動での動での動での動での特特特特

別別別別局運用の局運用の局運用の局運用の際際際際、、、、D－－－－STAR レピレピレピレピータータータータののののゲゲゲゲーーーー

トトトト越越越越ええええパパパパソソソソココココンの交ンの交ンの交ンの交換換換換作作作作業、および業、および業、および業、および

1200Mhz DDモーモーモーモードのドのドのドの 10W からからからから 1W の電の電の電の電

力力力力低低低低減減減減固固固固定化も定化も定化も定化も行いました。行いました。行いました。行いました。 
会長会長会長会長    JR7JAW槻槻槻槻木木木木澤澤澤澤    稔稔稔稔 

 
 
 

当クラブは昭和当クラブは昭和当クラブは昭和当クラブは昭和 45 年年年年(1970 年年年年)5 月月月月にににに発発発発 
足足足足したしたしたした赤十赤十赤十赤十字字字字のののの特特特特殊殊殊殊奉仕団奉仕団奉仕団奉仕団です。青森、です。青森、です。青森、です。青森、弘弘弘弘

前、前、前、前、十十十十和和和和田、八戸、田、八戸、田、八戸、田、八戸、三三三三沢沢沢沢、、、、むつむつむつむつ下下下下北、北、北、北、五五五五戸戸戸戸

の各の各の各の各分団分団分団分団でででで構成構成構成構成。。。。災災災災害害害害発生発生発生発生時時時時に趣味のアマに趣味のアマに趣味のアマに趣味のアマ

チュア無線を生かし、チュア無線を生かし、チュア無線を生かし、チュア無線を生かし、情情情情報報報報のののの伝伝伝伝達達達達をはをはをはをはじじじじめめめめ

赤十赤十赤十赤十字字字字活動を通して活動を通して活動を通して活動を通して奉仕奉仕奉仕奉仕する事を目する事を目する事を目する事を目的的的的としとしとしとし

てててて設設設設立されました。立されました。立されました。立されました。 
日頃の活動はアマチュア無線による日頃の活動はアマチュア無線による日頃の活動はアマチュア無線による日頃の活動はアマチュア無線による感感感感

度交度交度交度交換換換換訓練訓練訓練訓練を各を各を各を各分団分団分団分団でででで実施実施実施実施、各、各、各、各分団分団分団分団員との員との員との員との

定例定例定例定例交信、各交信、各交信、各交信、各種防種防種防種防災災災災訓練訓練訓練訓練へのへのへのへの参加参加参加参加、、、、赤十赤十赤十赤十字字字字

活動で行活動で行活動で行活動で行わわわわれるれるれるれる救急救急救急救急法法法法・・・・炊炊炊炊きききき出出出出しししし訓練参訓練参訓練参訓練参

加加加加、、、、研研研研修修修修会などを行会などを行会などを行会などを行っっっっています。ています。ています。ています。最近最近最近最近ではではではでは

東日本大震災の反東日本大震災の反東日本大震災の反東日本大震災の反省省省省をををを踏踏踏踏まえ、まえ、まえ、まえ、近近近近隣隣隣隣のアマのアマのアマのアマ

チュア無線チュア無線チュア無線チュア無線奉仕団奉仕団奉仕団奉仕団とのとのとのとの連携連携連携連携をををを構築構築構築構築するなどするなどするなどするなど

していますしていますしていますしています。。。。活動に興味がある活動に興味がある活動に興味がある活動に興味がある方方方方ははははメーメーメーメールルルル

でででで jg7saf@jarl.com、、、、またはまたはまたはまたは FAX(0172-53-
5802)ででででお住まいの地域、お住まいの地域、お住まいの地域、お住まいの地域、コーコーコーコールルルルサイサイサイサイン、ン、ン、ン、

おおおお名名名名前と前と前と前と連絡先連絡先連絡先連絡先をおをおをおをお知知知知らせらせらせらせ下下下下さい。さい。さい。さい。 
事務局事務局事務局事務局  JG7SAF工工工工藤藤藤藤眞眞眞眞己己己己

 
 
 

 

 

津軽スカイクラブ津軽スカイクラブ津軽スカイクラブ津軽スカイクラブ    

オールオールオールオール青森青森青森青森 DXDXDXDX    AssAssAssAss’’’’nnnn    五戸五戸五戸五戸地方アマチュア地方アマチュア地方アマチュア地方アマチュア無線クラブ無線クラブ無線クラブ無線クラブ    

CQCQCQCQ 津軽津軽津軽津軽ハムハムハムハムクラブクラブクラブクラブ    

BBBBeFMeFMeFMeFM アマチュアアマチュアアマチュアアマチュア無線クラブ無線クラブ無線クラブ無線クラブ    

日赤日赤日赤日赤アマチュアアマチュアアマチュアアマチュア無線奉仕団無線奉仕団無線奉仕団無線奉仕団    

登録番号 クラブ名 代表者 コールサイン 事務局 コールサイン

02-1-1 南部アマチュア無線クラブ 佐 々 木 豊 満 ＪＮ７ＳＹＹ 佐々木豊満 ＪＮ７ＳＹＹ

02-1-3 弘前アマチュア無線クラブ 川 村 敏 男 ＪＡ７ＡＸＰ 石 岡 洋 一 ＪＫ７ＬＸＵ

02-1-4 ＪＡＲＬ青森クラブ 山 本 俊 行 ＪＡ７ＢＵＺ 太 田 昭 男 ＪＧ７ＷＥＮ

02-1-5 アマチュア無線十和田クラブ 小 林 閣 則 ＪＭ７ＧＥＢ 古 舘 正 樹 ＪＪ７ＶＥＣ

02-1-7 むつ下北アマチュア無線クラブ 永 井 勝 ＪＡ７ＩＦＴ 矢田谷幸治 ＪＭ７ＴＫＫ

02-1-9 八戸アマチュア無線クラブ 大 向 富 美 郎 ＪＬ７ＧＮＴ 村 井 裕 通 ＪＮ７ＰＱＸ

02-1-10 三沢アマチュア無線クラブ 五 十 嵐 行 夫 ＪＲ７ＡＷＱ 大 野 哲 博 ＪＦ７ＮＧＡ

02-1-12 五戸地方アマチュア無線クラブ 川 﨑 謙 司 ＪＨ７ＵＬＹ 田 中 仁 志 ＪＩ７ＥＮＭ

02-2-2 八工大一高アマチュア無線クラブ 田 中 寛 ＪＰ７ＪＧＯ 田 中 寛 ＪＰ７ＪＧＯ

02-4-1 津軽スカイクラブ 成 田 賢 治 ＪＡ７ＧＵＸ 安斎三津夫　 ＪＡ７ＣUＡ

02-4-4 オール青森ＤＸ Ass'n 平 川 正 敏 ＪＲ７ＧＢＬ 髙 田 栄 吉 ＪＨ７ＢＶＨ

02-4-6 青森コンテストクラブ 梅 村 博 之 ＪＨ７ＶＨＺ 算 用 子 徹 ＪＡ７ＭＳＱ

02-4-9 ＣＱ津軽ハムクラブ 加 藤 全 健 ＪＦ７ＰＦＷ 加 藤 全 健 ＪＦ７ＰＦＷ

02-4-13 ＢｅＦＭアマチュア無線クラブ 槻 木 澤 稔 ＪＲ７ＪＡＷ 田 端 大 資 ＪＡ７ＢＬＳ

02-4-14 日赤県支部アマチュア無線奉仕団 佐 藤 眸 ＪＥ７ＪＧＧ 工 藤 眞 己 ＪＧ７ＳＡＦ

02-4-16 三戸アマチュア無線愛好会 徳 田 勝 正 ＪＬ７ＳＦＵ 徳 田 勝 正 ＪＬ７ＳＦＵ

８月１日現在ＪＡＲＬ青森県支部登録クラブ



2018201820182018 年年年年 9999 月月月月 1111 日号日号日号日号                                                            JARLJARLJARLJARL 青森県支部報青森県支部報青森県支部報青森県支部報                                                                                            （４）（４）（４）（４）    

JARLJARLJARLJARL 青森県支部・青森県支部・青森県支部・青森県支部・JARLJARLJARLJARL 渡島檜山支部共催渡島檜山支部共催渡島檜山支部共催渡島檜山支部共催    第１第１第１第１6666 回津軽海峡コンテスト回津軽海峡コンテスト回津軽海峡コンテスト回津軽海峡コンテスト結果結果結果結果    （（（（2018201820182018 年年年年    5555 月月月月 12121212 日～日～日～日～13131313 日実施日実施日実施日実施))))    
 

  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第１２回オール青森コンテスト結果第１２回オール青森コンテスト結果第１２回オール青森コンテスト結果第１２回オール青森コンテスト結果    （（（（2018201820182018 年年年年    7777 月月月月 21212121 日～日～日～日～22222222 日実施日実施日実施日実施))))    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

　役　　職 ｺｰﾙｻｲﾝ 　氏　　名

支 部 長 JH7DXJ 安齋 庄次

総 務 幹 事 JA7GUX 成田 賢治

会 計 幹 事 JA7CUA 安斎三津夫

支 部 幹 事 JA7JKE 小林 恵悦

〃 JR7JAW 槻木澤 稔

〃 JF7PFW 加藤 全健

〃 JG7KZX 市 川 仁

〃 JG7SAF 工藤 眞己

〃 JG7WEN 太田 昭男

〃 JO7GVC 中西 孝夫

〃 JE7GRI 川村 拓也

〃 JH7OYV 柳 川 仁

幹事・ｸﾗﾌﾞ会長

JN7SYY 佐々木豊満

〃 JA7AXP 川村 敏男

〃 JA7BUZ 山本 俊行

〃 JM7GEB 小林 閣則

〃 JA7IFT 永 井 勝

〃 JR7AWQ 五十嵐行夫

〃 JH7ULY 川崎 謙司

〃 JL7GNT 大向富美郎

顧　　　　　問

JA7NL 菊池 聖貢

〃 JE7JGG 佐 藤 眸

〃 JR7GBL 平川 正敏

平成30年度　JARL青森県支部役員

※単位：円 ※単位：円

(収入）　

(収入）　 (収入）　 支部費　 255,000

支部費　 250,000 支部費　 250,000 前期繰越金 3,140

前期繰越金 1,518 前期繰越金 1,518 雑収入 0

雑収入 0 雑収入 15,000 計 258,140

計 251,518 計 266,518

（支出）

（支出） （支出） 会議費 50,000

会議費 50,000 会議費 53,312 催物費 140,000

催物費 140,000 催物費 139,962 通信費 10,000

通信費 10,000 通信費 7,982 事務印刷費 40,000

事務印刷費 40,000 事務印刷費 42,597 コンテスト費 10,000

コンテスト費 10,000 コンテスト費 19,525 予備費 8,140

予備費 1,518 次期繰越金 3,140 計 258,140

計 251,518 計 266,518

平成30年度JARL青森県支部収支予算
（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

平成29年度JARL青森県支部収支決算
（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

【予　算】 【実　績】

JARL 青森県支部　監査指導委員会

運用期間 平成29年11月2日から11月28日まで

運用場所 弘前市
FM 宇宙通信 レピータ 運用者　所見 使用区分を知らない者、知っていて運用している者、

１４４MHz 12 23 0 18 0 いろいろあり。知っている者は沈黙するかＱＳＹする者

４３０MHｚ 33 78 14 87 5 が多いが、知らない者は「何処でやれば良いか知らせ

合計 45 101 14 105 5 ろ」と開き直る者が多い。「講習会で使用区分を習わな

かった」と自分を正当化する者もいる。

運用期間 平成29年12月26日から平成30年1月24日まで

運用場所 八戸市
FM 宇宙通信 レピータ 運用者　所見 コールサインを持っていても使用区分を守らない局あり。

１４４MHz 8 1 0 11 1 438.48MhzへQSYして交信を続ける。講習会で渡された

４３０MHｚ 12 6 2 12 24 バンドプラン表をもう一度見てみるとのこと。

合計 20 7 2 23 25

運用期間 平成30年2月1日～3月31日

運用場所 三戸郡階上町、三沢市
FM 宇宙通信 レピータ 運用者　所見 相変わらず使用区分やコールサイン言わない局がいる。

１４４MHz 13 1 0 33 2 使用区分を守らない局は局免許を持っていない不法局

４３０MHｚ 12 6 3 39 3 と推察される。警告を流すと交信を止め、しばらくその

合計 25 7 3 72 5 周波数を使用しない。

メッセージ（周知・指導）の内容

使用区分
　呼出符号 業務通信

メッセージ（周知・指導）の内容

使用区分
　呼出符号 業務通信

平成30年9月1日

メッセージ（周知・指導）の内容

使用区分
　呼出符号 業務通信

 【県内局】   ◇144ＭＨｚ（参加4局） ◎　電信の部 【県外局】 　◇ＨＦマルチ（参加11局） ☆　７Ｌ３ＥＢＪ　     　　9

◎　電信電話の部 ☆　ＪＱ２ＱＸＦ／７　　752 　◇３．５ＭＨｚ（参加1局） ◎　電信電話の部 ☆　ＪＧ１ＣＦＯ　     336 ☆　ＪＪ１ＣＷＲ　     　　9

　◇７ＭＨｚ（参加２局） ☆　ＪＪ７ＶＥＣ　  　　560 ☆　ＪＭ７ＧＴＫ　　　　　1 　◇７ＭＨｚ（参加８局）    ◇社団局マルチ（参加2局） 　◇２１ＭＨＺ（参加５局）

☆　ＪＨ７ＶＵＤ　　　8,505 ☆　ＪＯ７ＪＵＹ　      372 　◇７ＭＨｚ（参加1局） ☆　ＪＲ７ＫＧＥ　　　　48 ☆　ＪＡ１ＹＥＮ／１　 180 ☆　ＪＨ３ＨＷＨ　     　　9

☆　ＪＬ７ＳＦＵ　　　3,978 　◇ＨＦマルチ（参加1局） ☆　ＪＡ７ＣＵＡ　　　3,440 ☆　ＪＲ１ＣＪＤ　　　　35 ☆　ＪＦ３ＹＹＥ　　 　136 ☆　ＪＬ１ＥＥＦ　     　　9

  ◇１４ＭＨｚ（参加１局） ☆　ＪＧ７ＢＢＯ／７　6,758 　◇１４ＭＨｚ（参加１局） ☆　ＪＲ１ＷＣＳ　　　　35  ◇県外局シルバー参加14局） 　◇ ２８ＭＨｚ（参加７局）

☆　ＪＩ７ＧＷＤ　     　16 　◇ＶＵマルチ（参加1局） ☆　ＪＥ７ＧＲＩ　  　4,141 　◇２１ＭＨＺ（参加７局） ☆　ＪＡ６ＣＶＲ　　 　368 ☆　ＪＥ１ＡＬＡ　　     　6

　◇２１ＭＨｚ（参加1局） ☆　ＪＨ７ＮＭＳ　　　1,150 　◇２８ＭＨｚ（参加１局） ☆　ＪＨ４ＪＡＥ／３　　35 ☆　ＪＡ６ＤＨ　　 　　294 　◇５０ＭＨｚ（参加1局）

☆　ＪＨ７ＯＹＶ　　　5,334   ◇ｵｰﾙﾊﾞﾝﾄﾞ（参加２局） ☆　ＪＨ７ＰＪＱ    　2,635 ☆　ＪＳ１ＭＢＨ　　　　30 ☆　ＪＡ７ＡＭＫ　 　　285 ☆　ＪＫ３ＨＦＮ　　     　1

  ◇２８ＭＨｚ（参加2局） ☆　ＪＯ４ＩＭＯ／７　　132 　◇ ｵｰﾙﾊﾞﾝﾄﾞ（参加1局） ☆　ＪＨ３ＧＭＩ　　　　20 　◇ＨＦマルチ（参加５局）

☆　ＪＩ７ＮＯＲ　    2,232   ◇社団局マルチ（参加7局） ☆　ＪＯ７ＧＶＣ　　　　630   ◇２８ＭＨｚ（参加５局） ◎　電信の部 ☆　ＪＥ１ＮＶＤ　     　192

☆　ＪＲ７ＡＧＩ　　　1,404 ☆　ＪＡ７ＹＦＯ/7   13,770 ☆　ＪＦ１ＫＷＧ　　　　18 　◇3.5ＭＨＺ（参加５局） ☆　ＪＲ２ＡＷＳ　     　154

　◇５０ＭＨｚ（参加3局） ☆  ＪＨ７ＺＺＣ/7　　8,120 　＊ 県支部登録クラブ対抗 ☆  ＪＡ３ＯＥＡ　　　　15 ☆　ＪＩ７ＦＢＭ　　　    12 　◇オ－ルバンド（参加5局）

☆　ＪＡ７ＫＨＱ/7    4,141 ☆　ＪＲ７ＺＤＦ/7    6,171      （参加８登録クラブ） ☆  ＪＮ１ＶＸＴ　　　　15 　◇７ＭＨｚ （参加９局） ☆　ＪＲ２ＭＩＯ/2　　 　270

  ◇ シルバー（参加３局） ☆　八戸クラブ      13,937   ◇５０ＭＨｚ（参加６局） ☆　ＪＥ２ＣＰＩ　　  　　12 ☆　ＪＧ６ＪＡＶ　　　   238

☆　ＪＡ７ＧＮＸ     33,777 ☆　青森クラブ　　　13,454 ☆　ＪＯ３ＡＭＢ　　 　　9 ☆　ＪＪ１ＸＱＵ　　  　　12 　◇ニューカマー（参加２局）

☆　津軽ｽｶｲｸﾗﾌﾞ　 　10,724 　◇１４４ＭＨｚ（参加3局） ☆　ＪＡ４ＬＺＶ          12 ☆　ＪＩ１ＮＺＡ　    　　20

＊　参加局　県内　　　３２局 ☆　ＪＨ８ＵＵＲ　　　　84 　◇１４ＭＨｚ（参加12局）   ◇ＹＬ局　（参加1局）

            県外　　１１４局   ◇オールバンド（参加6局） ☆　ＪＡ９ＬＮＺ　     　　9 ☆　ＪＡ６ＦＸＬ　　　    99

       合　計       １４６局 ☆　ＪＧ２ＭＩＺ　　   352 ☆　７Ｌ２ＬＥＧ／1     　9

   ※入賞局（☆印）のみを掲載しています。

    全成績は県支部Webで確認してください。

    入賞局をJARL青森県支部大会で表彰します。

【管内局】       ＪＬ８ＥＺＨ     238   個人・マルチの部          ＪＯ４ＩＭＯ/7　  90 【管外局】 【支部対抗】

  個人・５０MHzの部 　　ＪＥ８ＳＢＰ/7   228   ★ＪＨ７ＮＭＳ     765         （参加局  13局）   個人・１４４MHzの部  ★青森県支部        85

  ★ＪＡ７ＫＨＱ　     6     ＪＥ７ＪＸＡ     207 　★ＪＲ７ＷＫＪ     612   ★ＪＬ７ＸＮＰ/7   275 　　渡島檜山支部 　  60

　     （参加局   1局）     ＪＡ７ＡＸＰ      70 　★ＪＧ８ＱＹＨ     561   社団・マルチの部        ★ＪＩ１ＬＭＩ/7    80         （総参加　41 局）

    ＪＡ８ＩＯＴ      36   ★ＪＡ８ＥＥ       506   ★ＪＲ８ＹＯＲ/8  3192  　      （参加局   2局）  青森22局、渡島檜山15局  

  個人・１４４MHzの部 　 　  　（参加局 12局）   ★ＪＪ８ＪＮＳ     506 　★ＪＡ８ＹＵＰ/8  2180

  ★ＪＭ８ＤＬＦ    3146   ★ＪＥ７ＴＤＨ     504 　★ＪＡ７ＹＢＡ/7  1957   個人・４３０MHzの部   ★印は入賞局
  ★ＪＨ７ＯＹＶ    2601   個人・４３０MHzの部     ＪＭ８ＫＺＸ     410   ★ＪＨ７ＺＹＭ/7  1827   ★ＪＡ７ＵＦＧ      12 JARL青森県支部大会、
　★ＪＱ２ＱＸＦ/7  1358   ★ＪＨ８ＵＵＲ/8   930     ＪＪ８ＵＤＡ/8   344   ★ＪＨ７ＺＺＣ/7  1764          （参加局   1局） JARL渡島檜山支部大会
  ★ＪＲ８ＦＧＹ    1118   ★ＪＡ７ＡＷＭ     138     ＪＡ８ＫＬＳ/8   342     ＪＡ７ＹＡＺ　　 272 で表彰します。
  ★ＪＪ７ＶＥＣ     728   ★ＪＬ７ＳＦＵ     108     ＪＲ７ＧＢＬ     341     ＪＡ７ＹＦＯ/7   266   社団・マルチの部      

    ＪＯ７ＪＵＹ     720         （参加局   3局）     ＪＲ７ＢＶＱ     182 　　ＪＡ７ＹＹＭ/7   168   ★ＪＡ７ＹＡＦ      12

    ＪＬ８ＪＵＫ     246     ＪＭ８ＧＨＬ     114          (参加局   8局）           （参加局  1局）


