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                                                                                                        ◇28 年度事業計画案を支部会議で審議◇ 

                                                                                                    JARLJARLJARLJARL 県支部の登録クラブ代表者・支部役員合同会議県支部の登録クラブ代表者・支部役員合同会議県支部の登録クラブ代表者・支部役員合同会議県支部の登録クラブ代表者・支部役員合同会議    

                                                                                                はははは 12121212 月月月月 6666 日、日、日、日、21212121 人が出席して青森市の日赤県支部会議人が出席して青森市の日赤県支部会議人が出席して青森市の日赤県支部会議人が出席して青森市の日赤県支部会議    

                                                                                                室で開かれ、室で開かれ、室で開かれ、室で開かれ、JR7GBLJR7GBLJR7GBLJR7GBL・平川正敏支部長が提案した新年度・平川正敏支部長が提案した新年度・平川正敏支部長が提案した新年度・平川正敏支部長が提案した新年度    

                                                                                                事業計画案事業計画案事業計画案事業計画案、同予算案について審議しました。、同予算案について審議しました。、同予算案について審議しました。、同予算案について審議しました。    

                                                                                                    主な事業は、主な事業は、主な事業は、主な事業は、4444 月月月月 1111～～～～30303030 日・特別記念局日・特別記念局日・特別記念局日・特別記念局 8J790Y8J790Y8J790Y8J790Y 運用、運用、運用、運用、    

                                                                                                9999 月月月月 18181818 日・支部大会＆ハムの集い、期間日・支部大会＆ハムの集い、期間日・支部大会＆ハムの集い、期間日・支部大会＆ハムの集い、期間 4444 回・技術講回・技術講回・技術講回・技術講    

                                                                                                習会習会習会習会など。オール青森コンテストは他のコンテストとのなど。オール青森コンテストは他のコンテストとのなど。オール青森コンテストは他のコンテストとのなど。オール青森コンテストは他のコンテストとの    

                                                                                                競合を避けるため例年競合を避けるため例年競合を避けるため例年競合を避けるため例年よりよりよりより 2222 週間遅く実施します。週間遅く実施します。週間遅く実施します。週間遅く実施します。    

                                                                                                                ◇支部大会「後夜祭」方式を議論◇ 

                                                                                                    支部大会＆ハムの集いは支部大会＆ハムの集いは支部大会＆ハムの集いは支部大会＆ハムの集いは 2222 日間から日間から日間から日間から 1111 日に短縮。前夜日に短縮。前夜日に短縮。前夜日に短縮。前夜    

                                                                                                祭を「後夜祭」にして、会員交流の時間を祭を「後夜祭」にして、会員交流の時間を祭を「後夜祭」にして、会員交流の時間を祭を「後夜祭」にして、会員交流の時間を最終日程に組最終日程に組最終日程に組最終日程に組    

                                                                                                み込みました。み込みました。み込みました。み込みました。1111 泊して交流を希望する意見が出ました泊して交流を希望する意見が出ました泊して交流を希望する意見が出ました泊して交流を希望する意見が出ました    

                                                                                                が、北海道新幹線開業に伴う渡島檜山支部の要望などもが、北海道新幹線開業に伴う渡島檜山支部の要望などもが、北海道新幹線開業に伴う渡島檜山支部の要望などもが、北海道新幹線開業に伴う渡島檜山支部の要望なども    

▲21 人が出席したクラブ代表者・支部役員会議  踏まえて踏まえて踏まえて踏まえて、単日開催を試みることになりました。、単日開催を試みることになりました。、単日開催を試みることになりました。、単日開催を試みることになりました。    

                                                                                                                                        ◇技術講習会の“移動希望”◇    

                                                                                                                                        技術講習会テーマについては、専技術講習会テーマについては、専技術講習会テーマについては、専技術講習会テーマについては、専    

                                                                                                                                    門的なものに加えて、開局間もない門的なものに加えて、開局間もない門的なものに加えて、開局間もない門的なものに加えて、開局間もない    

                                                                                                                                    初心者のための初心者のための初心者のための初心者のためのテーマ設定が提案テーマ設定が提案テーマ設定が提案テーマ設定が提案                                                                                                                                    

                                                                                                                                    されました。また、青森市以外でのされました。また、青森市以外でのされました。また、青森市以外でのされました。また、青森市以外での    

                                                                                                                                    開催を期待する声開催を期待する声開催を期待する声開催を期待する声が出ました。が出ました。が出ました。が出ました。    

                                                                                                                                        ◇クラブ局支援対策を要望◇    

                                                                                                                                        さらに、さらに、さらに、さらに、県支部による登録クラブ県支部による登録クラブ県支部による登録クラブ県支部による登録クラブ                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                    に対する活動支援強化、収支改善策に対する活動支援強化、収支改善策に対する活動支援強化、収支改善策に対する活動支援強化、収支改善策    

                                                                                                                                    を求める意見が出ました。を求める意見が出ました。を求める意見が出ました。を求める意見が出ました。    

                                                                                                                                        JARLJARLJARLJARL 創立創立創立創立 90909090 周年の特別記念局周年の特別記念局周年の特別記念局周年の特別記念局 8888    

                                                                                                                                    J790YJ790YJ790YJ790Y は、は、は、は、4444 月月月月 1111 日から日から日から日から 30303030 日まで日まで日まで日まで    

                                                                                                                                    4444 クラブ局が持ち回りで運用するこクラブ局が持ち回りで運用するこクラブ局が持ち回りで運用するこクラブ局が持ち回りで運用するこ    

ととととが決まりました。が決まりました。が決まりました。が決まりました。    

                                                                                                                                        その後、その後、その後、その後、監査指導委員会が開かれ監査指導委員会が開かれ監査指導委員会が開かれ監査指導委員会が開かれ    

                                                                                                                                    新年度活動計画案を決めました。新年度活動計画案を決めました。新年度活動計画案を決めました。新年度活動計画案を決めました。    
                                                                                                                                                                                                                                                                            
    

                                                                                                                海外局との海外局との海外局との海外局との QSLQSLQSLQSL カード交換を上手カード交換を上手カード交換を上手カード交換を上手                                                                                                                            

                                                                                                                                にににに行うための行うための行うための行うための入門入門入門入門コーナーです。コーナーです。コーナーです。コーナーです。    
                                                                                                     

  

 

                ◆          でビューロー請求しよう！  https://secure.clublog.org/logsearch.php 
     

  

 

各ビューローに加盟各ビューローに加盟各ビューローに加盟各ビューローに加盟    

していないしていないしていないしていない DXDXDXDX ハムのハムのハムのハムの    

QSLQSLQSLQSL カードをカードをカードをカードを Club LogClub LogClub LogClub Log    

を使い、ビューロー経を使い、ビューロー経を使い、ビューロー経を使い、ビューロー経    

由で取得できます。由で取得できます。由で取得できます。由で取得できます。    

    ダイレクトはダイレクトはダイレクトはダイレクトは切手切手切手切手代代代代    

相当額を要求さ相当額を要求さ相当額を要求さ相当額を要求されますれますれますれます    

がががが「「「「BUROBUROBUROBURO」」」」なら「なら「なら「なら「freefreefreefree」」」」    

のケースですのケースですのケースですのケースです。。。。ただし、ただし、ただし、ただし、    

日数が日数が日数が日数がかかりますかかりますかかりますかかります。。。。    
 

  

 

海外 QSL ｶｰﾄﾞ回収の秘けつ 第６第６第６第６章章章章    

 

期　　日 　　　　　　内　　　　　　容

４月１日～30日 特別記念局８Ｊ７９０Ｙ運用

4月10日 登録クラブ、支部役員合同会議、監査指導委員会

5月１４、15日 第14回津軽海峡コンテスト

5月22日 第6回技術講習会

6月1日 電波の日記念運用

6月5日 登録クラブ、支部役員合同会議、監査指導委員会

7月16、１７日 第10回オール青森コンテスト

8月28日 第7回技術講習会

9月1日 青森県防災の日参加

9月3、4日 青函交流事業「渡島檜山支部大会参加」

9月18日 第44回ＪＡＲＬ青森県支部大会＆ハムの集い

10月1日～31日 交通安全と電波を正しく使おうキャンペーン

11月13日 第8回技術講習会

12月4日 登録クラブ、支部役員合同会議、監査指導委員会

平成29年3月9日 第9回技術講習会

【平成２８年度ＪＡＲＬ青森県支部事業計画案】
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                                                                                                JJJJARLARLARLARL 創立創立創立創立 90909090 周年特別記念局が周年特別記念局が周年特別記念局が周年特別記念局が 4444 月月月月 1111 日から日から日から日から 30303030 日まで、日まで、日まで、日まで、    

                                                                                            4444 クラブ局持ち回りで運用されます。（左記表を参照）クラブ局持ち回りで運用されます。（左記表を参照）クラブ局持ち回りで運用されます。（左記表を参照）クラブ局持ち回りで運用されます。（左記表を参照）    

                                                                                                国内国内国内国内では各では各では各では各地方本地方本地方本地方本部が特別記念局を開局、各支部が運部が特別記念局を開局、各支部が運部が特別記念局を開局、各支部が運部が特別記念局を開局、各支部が運                                                                                            

                                                                                            用を用を用を用を続続続続けています。また、けています。また、けています。また、けています。また、2016201620162016 年年年年 6666 月月月月 11111111 日までの交日までの交日までの交日までの交信信信信    

                                                                                            は「は「は「は「90909090 周年記念周年記念周年記念周年記念アワアワアワアワード」の対ード」の対ード」の対ード」の対象象象象となるため、となるため、となるため、となるため、本本本本県での県での県での県での    

                                                                                            運用が待ち望まれていました。運用が待ち望まれていました。運用が待ち望まれていました。運用が待ち望まれていました。    

                                                                                                詳詳詳詳しいしいしいしい移移移移動日程などは後日、県支部動日程などは後日、県支部動日程などは後日、県支部動日程などは後日、県支部 WEWEWEWEBBBB ででででお知お知お知お知ららららせせせせしししし                                                                        

                                                                                            ますが、「青森県市ますが、「青森県市ますが、「青森県市ますが、「青森県市町村アワ町村アワ町村アワ町村アワード」ード」ード」ード」獲獲獲獲得を得を得を得を目目目目指ししている指ししている指ししている指ししている    

                                                                                            方方方方、記念、記念、記念、記念 QSLQSLQSLQSL カードを集めているカードを集めているカードを集めているカードを集めている方方方方は、数は、数は、数は、数多多多多くのくのくのくの QSOQSOQSOQSO をををを    

                                                                                            期待していると期待していると期待していると期待していると思思思思います。います。います。います。クラブ局クラブ局クラブ局クラブ局メメメメンンンンババババー以外ー以外ー以外ー以外のハムのハムのハムのハム    

                                                                                            の参加の参加の参加の参加機機機機会も設けますので、会も設けますので、会も設けますので、会も設けますので、ご協力ご協力ご協力ご協力ををををお願お願お願お願いします。いします。いします。いします。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                    ▲▲▲▲11111111 月月月月 30303030 日現在日現在日現在日現在    

    

監査指導委員会からのお願い 
 

WIRESWIRESWIRESWIRES のノード運用のノード運用のノード運用のノード運用は、バンドプランのは、バンドプランのは、バンドプランのは、バンドプランの VoIPVoIPVoIPVoIP 区分区分区分区分での運用をお願いいたします。での運用をお願いいたします。での運用をお願いいたします。での運用をお願いいたします。    

【【【【VoIPVoIPVoIPVoIP 周波数】周波数】周波数】周波数】    

《《《《144MHz144MHz144MHz144MHz 帯》帯》帯》帯》144.50144.50144.50144.50～～～～144.60MHz144.60MHz144.60MHz144.60MHz        《《《《430MHz430MHz430MHz430MHz 帯》帯》帯》帯》430.70430.70430.70430.70～～～～431.00MHz431.00MHz431.00MHz431.00MHz    

設置されたノードを公開する場合（誰もが自由に利用可能）は運用周波数、設置されたノードを公開する場合（誰もが自由に利用可能）は運用周波数、設置されたノードを公開する場合（誰もが自由に利用可能）は運用周波数、設置されたノードを公開する場合（誰もが自由に利用可能）は運用周波数、TQSTQSTQSTQS など必要な情報を正しくなど必要な情報を正しくなど必要な情報を正しくなど必要な情報を正しく

ノードリストに公開していただくようお願いいたします。ノードリストに公開していただくようお願いいたします。ノードリストに公開していただくようお願いいたします。ノードリストに公開していただくようお願いいたします。    

また、個人の実験的な運用また、個人の実験的な運用また、個人の実験的な運用また、個人の実験的な運用についてもについてもについてもについても、、、、バンドプランのバンドプランのバンドプランのバンドプランの VoIPVoIPVoIPVoIP 区分での運用をお願いい区分での運用をお願いい区分での運用をお願いい区分での運用をお願いい    
           たします。たします。たします。たします。    

 

“日本語なまり”で圧倒しよう‼ 
    

 

                                                                

ワワワワインとインとインとインと世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産のののの国国国国・イ・イ・イ・イタリアタリアタリアタリアは、は、は、は、陽気陽気陽気陽気でででで話話話話しししし好好好好きなきなきなきな    

親親親親日日日日家家家家のハムがのハムがのハムがのハムが多多多多いラテンいラテンいラテンいラテン民族国家民族国家民族国家民族国家です。まです。まです。まです。まずずずずはははは気軽気軽気軽気軽に、に、に、に、    

発音発音発音発音ななななんんんんてててて気気気気ににににせずせずせずせずマイマイマイマイペペペペースでースでースでースで圧倒圧倒圧倒圧倒しまししまししまししましょょょょう。う。う。う。    

◇信号は５９です＝◇信号は５９です＝◇信号は５９です＝◇信号は５９です＝コントロツロ・チンクエ・ノーベコントロツロ・チンクエ・ノーベコントロツロ・チンクエ・ノーベコントロツロ・チンクエ・ノーベ    

※ポ※ポ※ポ※ポイントイントイントイント＝＝＝＝巻巻巻巻きききき舌舌舌舌で。「で。「で。「で。「5555」は」は」は」はチチチチンクンクンクンクエエエエ、「、「、「、「9999」は」は」は」はノノノノーーーーベベベベ。。。。    

◇私の名前は太郎です＝◇私の名前は太郎です＝◇私の名前は太郎です＝◇私の名前は太郎です＝イル・ミオ・ノーメ・タロウイル・ミオ・ノーメ・タロウイル・ミオ・ノーメ・タロウイル・ミオ・ノーメ・タロウ    

    ※ポ※ポ※ポ※ポイントイントイントイント＝＝＝＝巻巻巻巻きききき舌舌舌舌で。で。で。で。ノノノノーーーーメメメメ（（（（名名名名前）前）前）前）タタタタロロロロウウウウだけでもだけでもだけでもだけでも OOOOKKKK。。。。    

◇◇◇◇私のＱＴＨは青森私のＱＴＨは青森私のＱＴＨは青森私のＱＴＨは青森です＝です＝です＝です＝イル･ミオ･イル･ミオ･イル･ミオ･イル･ミオ･ＱＴＨ・ＱＴＨ・ＱＴＨ・ＱＴＨ・アオモリアオモリアオモリアオモリ    

    ※※※※ポポポポイントイントイントイント＝巻＝巻＝巻＝巻きききき舌舌舌舌で。「イル・で。「イル・で。「イル・で。「イル・ミミミミオオオオ」」」」はははは省略可省略可省略可省略可。でも、これでは。でも、これでは。でも、これでは。でも、これでは英語英語英語英語と同と同と同と同じじじじ。。。。    

◇◇◇◇ＱＳＬＱＳＬＱＳＬＱＳＬカードはカードはカードはカードはビューローです＝ミア・カルトリーナ・ビューローです＝ミア・カルトリーナ・ビューローです＝ミア・カルトリーナ・ビューローです＝ミア・カルトリーナ・QSLQSLQSLQSL・バイア・ビューロー・バイア・ビューロー・バイア・ビューロー・バイア・ビューロー    

    ※ポ※ポ※ポ※ポイントイントイントイント＝＝＝＝巻巻巻巻きききき舌舌舌舌で。で。で。で。カードは「カルトカードは「カルトカードは「カルトカードは「カルトリリリリーナ」。ーナ」。ーナ」。ーナ」。    
◇発行：◇発行：◇発行：◇発行：JARL 青森県支部青森県支部青森県支部青森県支部    ◇発行責任者：◇発行責任者：◇発行責任者：◇発行責任者：JR7GBL    ◇掲載責任者：◇掲載責任者：◇掲載責任者：◇掲載責任者：JO7GVC    ◇編集責任◇編集責任◇編集責任◇編集責任者：者：者：者：JK7LXU 

 

初級 10 ヵ国語 QSO 講座 ありがとう

こんにちは

こんばんは

さようなら

イタリア語のあいさつイタリア語のあいさつイタリア語のあいさつイタリア語のあいさつ

アリベデルチェアリベデルチェアリベデルチェアリベデルチェ

ボナ　セーラボナ　セーラボナ　セーラボナ　セーラ

ボン　ジョルノボン　ジョルノボン　ジョルノボン　ジョルノ

グラッチェグラッチェグラッチェグラッチェ

第 6 回 

ｲﾀﾘｱ語 

コールサイン 運用終了日

1エリア 8J190Y 2015年12月7日

2エリア 8J290Y 2016年3月31日

3エリア 未定 未定

4エリア 8J490Y 2016年6月30日

5エリア 8J590Y 2016年5月31日

6エリア 8J690Y 2016年6月30日

7エリア 8J790Y 2016年6月30日

8エリア 8J890Y 2016年6月30日

9エリア 8J90Y 2016年6月30日

0エリア 8J090Y 2016年6月30日

◇JARL創立90周年特別記念局　運用情報◇◇JARL創立90周年特別記念局　運用情報◇◇JARL創立90周年特別記念局　運用情報◇◇JARL創立90周年特別記念局　運用情報◇

（2015年12月1日現在）

運用期間 担当クラブ局

1日（金）～7日（木） 津軽スカイクラブ

8日（金）～16日（土） BeFMｱﾏﾁｭｱ無線クラブ

17日（日）～23日（土） JARL青森クラブ

24日（日）～30日（土） CQ津軽ハムクラブ




