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JJJJapan LLLLadies    RRRRadio    SSSSociety 

    

    
 

  

 

http://www.jarl.com/jlrs/http://www.jarl.com/jlrs/http://www.jarl.com/jlrs/http://www.jarl.com/jlrs/    

                                                                                            女性ハムの全国女性ハムの全国女性ハムの全国女性ハムの全国組織組織組織組織 JLRS(Japan Ladies Radio SocietyJLRS(Japan Ladies Radio SocietyJLRS(Japan Ladies Radio SocietyJLRS(Japan Ladies Radio Society))))    

                                                                                        がががが 3333 月月月月 3333 日、第日、第日、第日、第 13131313 回回回回 JLRSJLRSJLRSJLRS    3333・・・・3333 雛コンテストを開催します。雛コンテストを開催します。雛コンテストを開催します。雛コンテストを開催します。    

                                                                                        参加資格は全世界のアマチュア個人局で、参加資格は全世界のアマチュア個人局で、参加資格は全世界のアマチュア個人局で、参加資格は全世界のアマチュア個人局で、YL(YL(YL(YL(女性女性女性女性))))個人個人個人個人ママママ    

                                                                                        ルチ、ルチ、ルチ、ルチ、OM(OM(OM(OM(男性男性男性男性))))個人マルチの個人マルチの個人マルチの個人マルチの 2222 部門。周波数は部門。周波数は部門。周波数は部門。周波数は WARCWARCWARCWARC バンドバンドバンドバンド    

                                                                                        を除くを除くを除くを除く 1.9MHZ1.9MHZ1.9MHZ1.9MHZ～～～～1200MHZ1200MHZ1200MHZ1200MHZ まで。デジタル、まで。デジタル、まで。デジタル、まで。デジタル、SSTVSSTVSSTVSSTV を含を含を含を含む全てむ全てむ全てむ全て    

                                                                                        のモードが対象。のモードが対象。のモードが対象。のモードが対象。YL1YL1YL1YL1 局以上との交信が必須条件です。局以上との交信が必須条件です。局以上との交信が必須条件です。局以上との交信が必須条件です。    

                                                                                            JLRSJLRSJLRSJLRS は組織、活動ともに幅がは組織、活動ともに幅がは組織、活動ともに幅がは組織、活動ともに幅が    

                                                                                        広く、年広く、年広く、年広く、年 1111 回の総会は原則的に回の総会は原則的に回の総会は原則的に回の総会は原則的に    

                                                                                        持ち回り開催。全国の温泉地や持ち回り開催。全国の温泉地や持ち回り開催。全国の温泉地や持ち回り開催。全国の温泉地や    

                                                                                        観光地で、気心が知れた観光地で、気心が知れた観光地で、気心が知れた観光地で、気心が知れた YLYLYLYL 仲間仲間仲間仲間    

                                                                                        と楽しくと楽しくと楽しくと楽しく行っています。総会前行っています。総会前行っています。総会前行っています。総会前    

                                                                                        に移動局を現地に開設してハムに移動局を現地に開設してハムに移動局を現地に開設してハムに移動局を現地に開設してハム    

                                                                                        らしらしらしらしくくくく QRVQRVQRVQRV しています。車のドしています。車のドしています。車のドしています。車のド    

▲八甲田ホテルで開かれた総会▲八甲田ホテルで開かれた総会▲八甲田ホテルで開かれた総会▲八甲田ホテルで開かれた総会で挨拶するで挨拶するで挨拶するで挨拶する            ライバーとしてライバーとしてライバーとしてライバーとして OMOMOMOM も同行します。も同行します。も同行します。も同行します。    

JLRSJLRSJLRSJLRS 会長（当時）会長（当時）会長（当時）会長（当時）＝平成＝平成＝平成＝平成 26262626 年年年年 7777 月月月月 5555 日日日日                また、また、また、また、本年本年本年本年 10101010 月にはイギリス月にはイギリス月にはイギリス月にはイギリス    
                                            で世界の女性ハムの集い「で世界の女性ハムの集い「で世界の女性ハムの集い「で世界の女性ハムの集い「International YL ConventionInternational YL ConventionInternational YL ConventionInternational YL Convention    

                                            2016201620162016」（」（」（」（IYLCIYLCIYLCIYLC））））が開催されるため、参加者を募集していまが開催されるため、参加者を募集していまが開催されるため、参加者を募集していまが開催されるため、参加者を募集していま    

                                            す。す。す。す。まずは「雛コンテスト」に参加、まずは「雛コンテスト」に参加、まずは「雛コンテスト」に参加、まずは「雛コンテスト」に参加、JLRSJLRSJLRSJLRS のページにアのページにアのページにアのページにア    

                                            クセスしてみてください。クセスしてみてください。クセスしてみてください。クセスしてみてください。    
 

  

 

                                                                                        間もなく 8J790Y 県内運用！ 

                                                                                            JARLJARLJARLJARL 創立創立創立創立 90909090 周年記念特別局周年記念特別局周年記念特別局周年記念特別局    

                                                                                        8J790Y8J790Y8J790Y8J790Y の青森県内での運用が間の青森県内での運用が間の青森県内での運用が間の青森県内での運用が間    

                                                                                        もなく始まります。もなく始まります。もなく始まります。もなく始まります。    

                                                                                            昨年昨年昨年昨年 6666 月に開局、各県支部が月に開局、各県支部が月に開局、各県支部が月に開局、各県支部が    

                                                                                        持ち回りで運用、持ち回りで運用、持ち回りで運用、持ち回りで運用、本年本年本年本年 6666 月月月月 30303030 日日日日    

で閉局となります。すでに昨年末、で閉局となります。すでに昨年末、で閉局となります。すでに昨年末、で閉局となります。すでに昨年末、1111 エリアのエリアのエリアのエリアの 8J190Y8J190Y8J190Y8J190Y が運用を終えていますが、が運用を終えていますが、が運用を終えていますが、が運用を終えていますが、    

その他のエリアでは運用を継続中です。県内ではその他のエリアでは運用を継続中です。県内ではその他のエリアでは運用を継続中です。県内ではその他のエリアでは運用を継続中です。県内では 4444 クラブ局が移動をメインに準クラブ局が移動をメインに準クラブ局が移動をメインに準クラブ局が移動をメインに準    

備を進めています。運用を希望する方は上記クラブ局にお問い合わせ下さい。備を進めています。運用を希望する方は上記クラブ局にお問い合わせ下さい。備を進めています。運用を希望する方は上記クラブ局にお問い合わせ下さい。備を進めています。運用を希望する方は上記クラブ局にお問い合わせ下さい。    

http://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2http://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2http://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2http://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2----6_stations/es6_stations/es6_stations/es6_stations/es----sta_list.htmsta_list.htmsta_list.htmsta_list.htm    
                                                                                                                                                                                                                                                                            
    

                                                                                                                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。    
                                                                                                     

  

 

                ◆「OQRS」でビューロー請求しよう！㊥ 
     

  

 

    WEBWEBWEBWEB でででで QSLQSLQSLQSL サービスサービスサービスサービス(On(On(On(Onlilililine QSL ne QSL ne QSL ne QSL Request Service)Request Service)Request Service)Request Service)をををを    

利用する利用する利用する利用する OQRSOQRSOQRSOQRS システムは、「システムは、「システムは、「システムは、「Club LogClub LogClub LogClub Log」」」」、Ｍ０、Ｍ０、Ｍ０、Ｍ０ＵＲＸＵＲＸＵＲＸＵＲＸにににに    

加えて加えて加えて加えてＭ０Ｍ０Ｍ０Ｍ０ＯＸＯＯＸＯＯＸＯＯＸＯのサイトもありますのサイトもありますのサイトもありますのサイトもあります。。。。    ※右記① 

前回の説明と何が違うの？と聞かれても困るのですが、前回の説明と何が違うの？と聞かれても困るのですが、前回の説明と何が違うの？と聞かれても困るのですが、前回の説明と何が違うの？と聞かれても困るのですが、    

要するに誰のサイトを利用するのか、だ要するに誰のサイトを利用するのか、だ要するに誰のサイトを利用するのか、だ要するに誰のサイトを利用するのか、だけけけけの違いです。の違いです。の違いです。の違いです。    

http://www.m0oxo.com/oqrs/http://www.m0oxo.com/oqrs/http://www.m0oxo.com/oqrs/http://www.m0oxo.com/oqrs/    

    前回「第前回「第前回「第前回「第 7777章章章章」と同」と同」と同」と同様様様様に、に、に、に、最初最初最初最初のページが開いたら、のページが開いたら、のページが開いたら、のページが開いたら、    

中央②ののののボボボボタンをクリタンをクリタンをクリタンをクリッッッックします。クします。クします。クします。CCCCall signall signall signall sign とととと eeee----mmmmailailailail    

アドアドアドアドレレレレスを記入して、スを記入して、スを記入して、スを記入して、NNNNeeeexxxxttttボボボボタンをタンをタンをタンを押押押押せせせせばばばば QSOQSOQSOQSO データのデータのデータのデータの    

入入入入力画面力画面力画面力画面がががが出出出出ててててききききます。ます。ます。ます。やり方はＭ０ＵＲＸとやり方はＭ０ＵＲＸとやり方はＭ０ＵＲＸとやり方はＭ０ＵＲＸと同同同同じじじじですですですです。。。。    
         

  

 

海外 QSL ｶｰﾄﾞ回収の秘けつ 第８第８第８第８章章章章    

 

② 

① 

ＪＬＲＳＪＬＲＳＪＬＲＳＪＬＲＳ

アマチュア無線技士の資格アマチュア無線技士の資格アマチュア無線技士の資格アマチュア無線技士の資格

を持つ女性の会。昭和32年を持つ女性の会。昭和32年を持つ女性の会。昭和32年を持つ女性の会。昭和32年

（1957年)に創設された。（1957年)に創設された。（1957年)に創設された。（1957年)に創設された。

国内会員は現在160人余。国内会員は現在160人余。国内会員は現在160人余。国内会員は現在160人余。

海外会員は40人余。海外会員は40人余。海外会員は40人余。海外会員は40人余。

(WARCを除く)バンドで実施(WARCを除く)バンドで実施(WARCを除く)バンドで実施(WARCを除く)バンドで実施

するコンテスト。するコンテスト。するコンテスト。するコンテスト。

電話部門は９月下旬、電信電話部門は９月下旬、電信電話部門は９月下旬、電信電話部門は９月下旬、電信

部門は10月上旬に開催。部門は10月上旬に開催。部門は10月上旬に開催。部門は10月上旬に開催。

パーティーコンテストに10パーティーコンテストに10パーティーコンテストに10パーティーコンテストに10

回以上参加した局にコール回以上参加した局にコール回以上参加した局にコール回以上参加した局にコール

サイン入りプレートを贈呈サイン入りプレートを贈呈サイン入りプレートを贈呈サイン入りプレートを贈呈

する。男性向けデザインもする。男性向けデザインもする。男性向けデザインもする。男性向けデザインも

ある。全て手作り＝写真。ある。全て手作り＝写真。ある。全て手作り＝写真。ある。全て手作り＝写真。

(WARCを除く)バンドで実施(WARCを除く)バンドで実施(WARCを除く)バンドで実施(WARCを除く)バンドで実施

するコンテスト。するコンテスト。するコンテスト。するコンテスト。

毎年3月3日（雛まつり）の毎年3月3日（雛まつり）の毎年3月3日（雛まつり）の毎年3月3日（雛まつり）の

午前0時から24時間開催。午前0時から24時間開催。午前0時から24時間開催。午前0時から24時間開催。

のアワード。のアワード。のアワード。のアワード。

JLRS主催の1.9MHZ～1200MHZJLRS主催の1.9MHZ～1200MHZJLRS主催の1.9MHZ～1200MHZJLRS主催の1.9MHZ～1200MHZ

ＪＬＲＳアワードＪＬＲＳアワードＪＬＲＳアワードＪＬＲＳアワード

JLRSが発行するＹＬ局限定JLRSが発行するＹＬ局限定JLRSが発行するＹＬ局限定JLRSが発行するＹＬ局限定

（Japan Ladies Radio Society）

（Japan Ladies Radio Society）（Japan Ladies Radio Society）

（Japan Ladies Radio Society）

パーティーコンテストパーティーコンテストパーティーコンテストパーティーコンテスト

JLRS主催の1.9MHZ～430MHZJLRS主催の1.9MHZ～430MHZJLRS主催の1.9MHZ～430MHZJLRS主催の1.9MHZ～430MHZ

10回以上参加で記念品10回以上参加で記念品10回以上参加で記念品10回以上参加で記念品

3・3雛コンテスト3・3雛コンテスト3・3雛コンテスト3・3雛コンテスト

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
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8 月 20、21 日に東京で開催 

                                                                                                     ハムフェア 40 周年年 
                                                                                             

  

 

「ハム「ハム「ハム「ハムフェフェフェフェアアアア 40404040 周年周年周年周年    アマチュアアマチュアアマチュアアマチュア無線無線無線無線でででで遊ぼ遊ぼ遊ぼ遊ぼうううう!!!!!!!!」をテ」をテ」をテ」をテ    

                                                                                            ーマにーマにーマにーマに 8888 月月月月 20202020、、、、21212121 のののの両両両両日、日、日、日、東京東京東京東京ビビビビッグッグッグッグサイトでハムサイトでハムサイトでハムサイトでハムフェフェフェフェ    

                                                                                            アアアア 2016201620162016 が開催されます。が開催されます。が開催されます。が開催されます。JARLJARLJARLJARL 創立創立創立創立 90909090 周年の周年の周年の周年の節目節目節目節目、同、同、同、同フフフフ                                                                                            

                                                                                            ェェェェアもアもアもアも 40404040 周年を周年を周年を周年を迎迎迎迎えました。えました。えました。えました。    

                                                                                                青森県では青森県では青森県では青森県では““““まだまだまだまだ真夏”真夏”真夏”真夏”とととと言言言言ってもってもってもっても良良良良いくらいの気温いくらいの気温いくらいの気温いくらいの気温    

                                                                                            のののの東京東京東京東京ですが、県内のハムもたくさですが、県内のハムもたくさですが、県内のハムもたくさですが、県内のハムもたくさん来場ん来場ん来場ん来場しています。しています。しています。しています。    

                                                                                            昨年はクラブコーナー、ビジ昨年はクラブコーナー、ビジ昨年はクラブコーナー、ビジ昨年はクラブコーナー、ビジネネネネスコーナーにも本県のスコーナーにも本県のスコーナーにも本県のスコーナーにも本県の 1111    

クラブ局とクラブ局とクラブ局とクラブ局と 1111 個人局が個人局が個人局が個人局が出店出店出店出店しましたしましたしましたしました。。。。今今今今回の回の回の回の出店出店出店出店募集は募集は募集は募集は 

3333 月中月中月中月中旬旬旬旬からからからから 5555月月月月 2222 日まで日まで日まで日まで受け付け受け付け受け付け受け付けます。ます。ます。ます。    

                                                                                                また、同会また、同会また、同会また、同会場場場場をををを旧友旧友旧友旧友ととととのののの待待待待ち合わせに利用したり、ち合わせに利用したり、ち合わせに利用したり、ち合わせに利用したり、思思思思いいいい    

▲ハムフェア会場のようす＝昨年 8月    ががががけけけけず知人とず知人とず知人とず知人と再再再再会するな会するな会するな会するなど魅力ど魅力ど魅力ど魅力あるあるあるある不思議不思議不思議不思議なななな空空空空間です。間です。間です。間です。 

開催要項はこちら開催要項はこちら開催要項はこちら開催要項はこちら⇒⇒⇒⇒    http://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1http://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1http://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1http://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1----3_Ham3_Ham3_Ham3_Ham----Fair/HamFair/HamFair/HamFair/Ham----Fair.htmFair.htmFair.htmFair.htm    

    

    

    

    

【ＪＴ６５【ＪＴ６５【ＪＴ６５【ＪＴ６５運用周波数運用周波数運用周波数運用周波数】】】】            デジタルデジタルデジタルデジタル文字通文字通文字通文字通信「信「信「信「JT6JT6JT6JT65555」で外国局の」で外国局の」で外国局の」で外国局のＣＱＣＱＣＱＣＱにににに応答応答応答応答するするするする際際際際にににに、日本の、日本の、日本の、日本の周波数周波数周波数周波数使使使使    

◇◇◇◇1.838MH1.838MH1.838MH1.838MHzzzz（（（（送送送送信信信信不可不可不可不可))))            用用用用区区区区別を別を別を別を逸脱逸脱逸脱逸脱（（（（オフオフオフオフバンド）するバンド）するバンド）するバンド）するケケケケースがースがースがースが発生発生発生発生しています。しています。しています。しています。関東関東関東関東総合総合総合総合通通通通信局は信局は信局は信局は    

◇◇◇◇3.3.3.3.555576MH76MH76MH76MHzzzz（（（（送送送送信信信信不可不可不可不可))))            三浦電三浦電三浦電三浦電波波波波監視監視監視監視センターのセンターのセンターのセンターのＨＦ帯監視ＨＦ帯監視ＨＦ帯監視ＨＦ帯監視のののの結果結果結果結果から、海外交信の中心周波数であるから、海外交信の中心周波数であるから、海外交信の中心周波数であるから、海外交信の中心周波数である    

◇◇◇◇7.039MH7.039MH7.039MH7.039MHzzzz                                １．８３８１．８３８１．８３８１．８３８ＭＭＭＭＨＺＨＺＨＺＨＺ、、、、３．５７６３．５７６３．５７６３．５７６ＭＭＭＭＨＺＨＺＨＺＨＺななななどどどどでのでのでのでの送送送送信は信は信は信はオフオフオフオフバンドになるとしてバンドになるとしてバンドになるとしてバンドになるとして、、、、    

◇◇◇◇7.076MH7.076MH7.076MH7.076MHzzzz    ※※※※海外ハムと海外ハムと海外ハムと海外ハムと    「違「違「違「違反反反反局に対して局に対して局に対して局に対して適切適切適切適切なななな措置措置措置措置をををを講じ講じ講じ講じていく」とていく」とていく」とていく」と異例異例異例異例のののの注意喚起注意喚起注意喚起注意喚起を行っています。を行っています。を行っています。を行っています。    

ののののﾃﾞｰﾀ通ﾃﾞｰﾀ通ﾃﾞｰﾀ通ﾃﾞｰﾀ通信信信信可可可可            hhhhttpttpttpttp://www://www://www://www.sou.sou.sou.soummmmu.go.u.go.u.go.u.go.jjjjpppp////soutsusoutsusoutsusoutsu/k/k/k/kantoantoantoanto////ininininffffoooo////27272727////1011011011015555uuuukkkk....hhhhttttmmmmllll    

◇◇◇◇10.139MH10.139MH10.139MH10.139MHzzzz        

◇◇◇◇10.147MH10.147MH10.147MH10.147MHzzzz                                

◇◇◇◇14.076MH14.076MH14.076MH14.076MHzzzz                                

◇◇◇◇18.102MH18.102MH18.102MH18.102MHzzzz                                

◇◇◇◇18.106MH18.106MH18.106MH18.106MHzzzz                                

◇◇◇◇21.076MH21.076MH21.076MH21.076MHzzzz                                

◇◇◇◇24.0920MH24.0920MH24.0920MH24.0920MHzzzz                        

◇◇◇◇28.076MH28.076MH28.076MH28.076MHzzzz                        

◇◇◇◇55550.300MH0.300MH0.300MH0.300MHzzzz～～～～55551.000MH1.000MH1.000MH1.000MHzzzz    ▲三浦電波監視センター（神奈川県三浦市） 

（（（（すすすすべべべべてててて UUUUSBSBSBSB））））                                        電波発射源探知装置「DEURAS-H」⇒ 

                            ※※※※最新最新最新最新のバンドのバンドのバンドのバンドププププランをランをランをランを確認確認確認確認してください。してください。してください。してください。    

           hhhhttpttpttpttp://www://www://www://www....jjjjarl.orgarl.orgarl.orgarl.org////JapaneseJapaneseJapaneseJapanese////AAAA____SSSShhhhiryoiryoiryoiryo////AAAA----3333____BandBandBandBand_P_P_P_Planlanlanlan////bandplan201bandplan201bandplan201bandplan20155550100100100105555.pd.pd.pd.pdffff    
 

“日本語なまり”で圧倒しよう‼ 
    

 

                                                                

    意意意意外にも「外にも「外にも「外にも「平和平和平和平和条条条条約約約約」を」を」を」を結ん結ん結ん結んでいませでいませでいませでいませんんんんが、が、が、が、友好友好友好友好的か的か的か的か    

    つつつつ強力強力強力強力ななななハイスハイスハイスハイスピピピピードードードードＣＷＣＷＣＷＣＷをををを打打打打ちちちち込ん込ん込ん込んでででで来来来来ます。ます。ます。ます。ＳＳＢＳＳＢＳＳＢＳＳＢ    

ででででもももも発音発音発音発音ななななんんんんてててて気にせずマイペースで気にせずマイペースで気にせずマイペースで気にせずマイペ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＝シグナーラフシグナーラフシグナーラフシグナーラフ・ピヤーチ・デーベチ・ピヤーチ・デーベチ・ピヤーチ・デーベチ・ピヤーチ・デーベチ    

※ポ※ポ※ポ※ポイントイントイントイント＝＝＝＝５５５５は「は「は「は「ピヤピヤピヤピヤーチ」、ーチ」、ーチ」、ーチ」、９９９９は「デーは「デーは「デーは「デーベベベベチチチチ」。」。」。」。    

◇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＝イマヨー・ＱＲＡ・イマヨー・ＱＲＡ・イマヨー・ＱＲＡ・イマヨー・ＱＲＡ・タロウタロウタロウタロウ    

    ※ポ※ポ※ポ※ポイントイントイントイント＝＝＝＝「イマ「イマ「イマ「イマヨヨヨヨーーーー」が」が」が」が私私私私。。。。    

◇◇◇◇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＝イマヨーイマヨーイマヨーイマヨー・ＱＴＨ・アオモリ・ＱＴＨ・アオモリ・ＱＴＨ・アオモリ・ＱＴＨ・アオモリ    

    ※※※※ポポポポイントイントイントイント＝＝＝＝Ｑ符号Ｑ符号Ｑ符号Ｑ符号はははは、、、、どこどこどこどこの国でもの国でもの国でもの国でも共通共通共通共通です。です。です。です。    

◇◇◇◇QSLQSLQSLQSL カードはカードはカードはカードはビューロービューロービューロービューロー経由経由経由経由です＝です＝です＝です＝カルト―チク・カルト―チク・カルト―チク・カルト―チク・QSLQSLQSLQSL・チェレス・ビュロー・チェレス・ビュロー・チェレス・ビュロー・チェレス・ビュロー    

    ※ポ※ポ※ポ※ポイントイントイントイント＝＝＝＝カードカードカードカードのののの「カルト「カルト「カルト「カルト――――チク」はチク」はチク」はチク」は省略省略省略省略ＯＯＯＯＫ．Ｋ．Ｋ．Ｋ．    
 

        県支部 Web への投稿（画像、メモ、etc.）をお待ちしています ⇒ jo7gvc@jarl.com   

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

ロシア語のあいさつロシア語のあいさつロシア語のあいさつロシア語のあいさつ

ダスビ　ダーニャダスビ　ダーニャダスビ　ダーニャダスビ　ダーニャ

ドブラエ　ベーチェルドブラエ　ベーチェルドブラエ　ベーチェルドブラエ　ベーチェル

ドブラエ　ウートラドブラエ　ウートラドブラエ　ウートラドブラエ　ウートラ

スパシバスパシバスパシバスパシバ

第 8 回 

ロシア語 

「JT65」オフバンドで関東総通が異例の警告！ 


