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                                                                                                JARLJARLJARLJARL 青森県支部の青森県支部の青森県支部の青森県支部の JR7GBLJR7GBLJR7GBLJR7GBL・平川正敏支部長はこのほど、・平川正敏支部長はこのほど、・平川正敏支部長はこのほど、・平川正敏支部長はこのほど、    

                                                                                            支部長専権事項として支部長専権事項として支部長専権事項として支部長専権事項として、総務幹事の役職辞退を表明してい、総務幹事の役職辞退を表明してい、総務幹事の役職辞退を表明してい、総務幹事の役職辞退を表明してい    

                                                                                            たたたた JH7DXJJH7DXJJH7DXJJH7DXJ・安斎庄次さんの後任に・安斎庄次さんの後任に・安斎庄次さんの後任に・安斎庄次さんの後任に JA7GUXJA7GUXJA7GUXJA7GUX・成田賢治幹事・成田賢治幹事・成田賢治幹事・成田賢治幹事    

                                                                                            ((((津津津津軽軽軽軽ｽｶｲｸﾗﾌﾞ会長）を、会計幹事を辞職するｽｶｲｸﾗﾌﾞ会長）を、会計幹事を辞職するｽｶｲｸﾗﾌﾞ会長）を、会計幹事を辞職するｽｶｲｸﾗﾌﾞ会長）を、会計幹事を辞職する JK7LXUJK7LXUJK7LXUJK7LXU・石・石・石・石    

                                                                                            岡洋一さんの代わり岡洋一さんの代わり岡洋一さんの代わり岡洋一さんの代わりにににに JA7CUAJA7CUAJA7CUAJA7CUA・安斎三津夫さん・安斎三津夫さん・安斎三津夫さん・安斎三津夫さん((((同同同同ｸﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞ事事事事    

                                                                                            務務務務局）を局）を局）を局）を指名しました。両氏の任期は指名しました。両氏の任期は指名しました。両氏の任期は指名しました。両氏の任期は４月１日から。４月１日から。４月１日から。４月１日から。    

★★★★事務事務事務事務引引引引継継継継ぎで役割分担を確認ぎで役割分担を確認ぎで役割分担を確認ぎで役割分担を確認★★★★    
                                                                                                新旧幹事の事務引継ぎは新旧幹事の事務引継ぎは新旧幹事の事務引継ぎは新旧幹事の事務引継ぎは 2222 月月月月 27272727 日、平川支部長立ち合日、平川支部長立ち合日、平川支部長立ち合日、平川支部長立ち合    

                                                                                            いのもと弘前市で行われました。いのもと弘前市で行われました。いのもと弘前市で行われました。いのもと弘前市で行われました。分厚い文書、ファイル、分厚い文書、ファイル、分厚い文書、ファイル、分厚い文書、ファイル、    

                                                                                            USBUSBUSBUSB やややや CDRCDRCDRCDR の記録を説明しながら役割分担などの記録を説明しながら役割分担などの記録を説明しながら役割分担などの記録を説明しながら役割分担などをををを確認した確認した確認した確認した    

                                                                                            結果、結果、結果、結果、県支部報発行と県支部報発行と県支部報発行と県支部報発行と 9999 月月月月 18181818 日日日日((((日日日日))))に青森市で開催するに青森市で開催するに青森市で開催するに青森市で開催する    

                                                                                            県支部大会県支部大会県支部大会県支部大会を平川支部長が、を平川支部長が、を平川支部長が、を平川支部長が、広報を成田新総務幹事が担当広報を成田新総務幹事が担当広報を成田新総務幹事が担当広報を成田新総務幹事が担当    

                                                                                            することになりました。支部大会懇親会することになりました。支部大会懇親会することになりました。支部大会懇親会することになりました。支部大会懇親会((((後夜祭後夜祭後夜祭後夜祭))))はｵｰﾙ青はｵｰﾙ青はｵｰﾙ青はｵｰﾙ青    

▲左から平川支部長、JK7LXU さん、         森森森森 DXDXDXDX ｱｿｾｰｼｮﾝｱｿｾｰｼｮﾝｱｿｾｰｼｮﾝｱｿｾｰｼｮﾝ(AADXA)(AADXA)(AADXA)(AADXA)が主催します。県支部主催の２コンが主催します。県支部主催の２コンが主催します。県支部主催の２コンが主催します。県支部主催の２コン    

JA7GUX さん、JH7DXJ さん、JA7CUA さん       テストテストテストテストのののの担当担当担当担当幹事について幹事について幹事について幹事については継続協議になりました。は継続協議になりました。は継続協議になりました。は継続協議になりました。    
     

  

 

                                                                                                    平成 28 年 

通通通通 

  

 常常常常 

  

 選選選選 

  

 挙挙挙挙    

                                                                                                                                JARLJARLJARLJARL の平成の平成の平成の平成 28282828 年通常選挙はこのほど年通常選挙はこのほど年通常選挙はこのほど年通常選挙はこのほど    

                                                                                                                            立候補が締め切られ、支部区域毎の社員立候補が締め切られ、支部区域毎の社員立候補が締め切られ、支部区域毎の社員立候補が締め切られ、支部区域毎の社員    

                                                                                                                            ((((県県県県支部長支部長支部長支部長))))にににに JR7GBLJR7GBLJR7GBLJR7GBL・平川正敏さん・平川正敏さん・平川正敏さん・平川正敏さんのののの 

                               無投票再選が決まりました無投票再選が決まりました無投票再選が決まりました無投票再選が決まりました＝＝＝＝写真㊧。。。。    

                                                                                                                                また、地方本部区域毎の理事また、地方本部区域毎の理事また、地方本部区域毎の理事また、地方本部区域毎の理事((((東北地東北地東北地東北地    

                                                                                                                            方本部長方本部長方本部長方本部長))))にににに JA7AJHJA7AJHJA7AJHJA7AJH・尾形和俊さんも無・尾形和俊さんも無・尾形和俊さんも無・尾形和俊さんも無    

                                                                                                    投票で初当選が決まりました。投票で初当選が決まりました。投票で初当選が決まりました。投票で初当選が決まりました。    

                                                                                                            東北地方本部社員、全国理事は選挙へ 

                                                                                                        一方で東北地方本部の社員は定数一方で東北地方本部の社員は定数一方で東北地方本部の社員は定数一方で東北地方本部の社員は定数 8888 人に人に人に人に 9999 人が人が人が人が、全、全、全、全    

                                                                                                    国理事は定数国理事は定数国理事は定数国理事は定数 5555 人に人に人に人に 8888 人が立候補して選挙になりま人が立候補して選挙になりま人が立候補して選挙になりま人が立候補して選挙になりま    

                                                                                                    す。投票締め切りはす。投票締め切りはす。投票締め切りはす。投票締め切りは 4444 月月月月 15151515 日（郵送必着）です。日（郵送必着）です。日（郵送必着）です。日（郵送必着）です。    

立候補者名はこちら立候補者名はこちら立候補者名はこちら立候補者名はこちら            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----3_Kokuchi/2016/h280219.pdf3_Kokuchi/2016/h280219.pdf3_Kokuchi/2016/h280219.pdf3_Kokuchi/2016/h280219.pdf    
                                                                                                                                                                                                                                                                            
    

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

                                                                                                                                にににに行行行行ううううためのためのためのための入門入門入門入門コーコーコーコーナナナナーです。ーです。ーです。ーです。    
                                                                                                     

  

 

            ◆郵送料の決済は      が便利◆ 
     

  

 

    オオオオンンンンララララインのインのインのインの QSLQSLQSLQSL カードカードカードカード請求シ請求シ請求シ請求システステステステムムムム（（（（OOOOQRSQRSQRSQRS）は）は）は）は、、、、    

ビュビュビュビューーーーロロロローーーー経由経由経由経由の発送をの発送をの発送をの発送を除く除く除く除くとととと 2222㌦以上㌦以上㌦以上㌦以上のののの郵郵郵郵便便便便代代代代金金金金のののの    

決決決決済済済済がががが必必必必要要要要ななななケケケケースがースがースがースが普普普普通です。通です。通です。通です。    

    通常の通常の通常の通常のクレジックレジックレジックレジットカードではトカードではトカードではトカードでは登登登登録項録項録項録項目目目目がががが多く多く多く多くなり、なり、なり、なり、    

外国外国外国外国語サ語サ語サ語サイトではイトではイトではイトでは不不不不安なものです。安なものです。安なものです。安なものです。PPPPaaaayPyPyPyPalalalal は日本は日本は日本は日本語語語語のののの    

サイトを利用してＩＤとパスワードを登録しておけサイトを利用してＩＤとパスワードを登録しておけサイトを利用してＩＤとパスワードを登録しておけサイトを利用してＩＤとパスワードを登録しておけ    

ば簡単ば簡単ば簡単ば簡単に決に決に決に決済済済済がでがでがでができきききます。ます。ます。ます。    

    注意点注意点注意点注意点は氏名とは氏名とは氏名とは氏名と住所住所住所住所をををを英語英語英語英語でででで表記表記表記表記すること。また、すること。また、すること。また、すること。また、    

通通通通信欄信欄信欄信欄にコールにコールにコールにコールササササインを明記インを明記インを明記インを明記することも大切です。することも大切です。することも大切です。することも大切です。すすすす    

でにでにでにでにクレジックレジックレジックレジットカードをトカードをトカードをトカードを持っ持っ持っ持っている方にている方にている方にている方にお勧お勧お勧お勧めです。めです。めです。めです。    ▲▲▲▲PayPalPayPalPayPalPayPal の日本語の日本語の日本語の日本語サイトサイトサイトサイト 

  

 https://www.paypal.com/jp/homehttps://www.paypal.com/jp/homehttps://www.paypal.com/jp/homehttps://www.paypal.com/jp/home    
         

  

 

海外 QSL ｶｰﾄﾞ回収の秘けつ 第９第９第９第９章章章章    

 

JG1KTC 髙尾　義則

JA9BOH 前川　公男

JA8ATG 原　　　恒夫

JA8LJF 佐々木淳一

JH3GXF 安孫子　　達

JG2GFX 種村　一郎

JA8CDT 加藤　喜一

JA1NVF 吉沼　勝美

全国の区域毎の理事候補

（定数５/立候補８）
JA7SOK 渡辺　和弘

JA7MAV 佐々木達郎

JF7PFW 加藤　全建

JA7BCE 市川　盛次

JI7OED 珍田　一人

JR7JAW 槻木澤　稔

JF7SKQ 澤口　　進

JA7DDK 大宮　千明

JA7DNO 島　　正博

地方本部区域毎の社員候補

※東北（定数８/立候補９）

総務幹事に成田
Ｊ Ａ ７

さん
Ｇ Ｕ Ｘ

、会計は安斎
Ｊ Ａ ７

さん
Ｃ Ｕ Ａ

に決定 
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第第第第 14141414 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規約規約規約規約    
    

開催日時    平成２平成２平成２平成２８８８８年年年年５５５５月１４日（月１４日（月１４日（月１４日（土土土土）１）１）１）１８：００８：００８：００８：００    ～～～～    １１１１５５５５日（日）１日（日）１日（日）１日（日）１５：００５：００５：００５：００    

参加資格    日本国日本国日本国日本国内内内内でででで運用運用運用運用するするするするアマチュアアマチュアアマチュアアマチュア局局局局    

                                        （（（（管内管内管内管内局）局）局）局）渡島渡島渡島渡島・・・・檜山檜山檜山檜山地域地域地域地域内内内内または青森県または青森県または青森県または青森県内内内内でででで運用運用運用運用する局する局する局する局    

                    （（（（管管管管外局）外局）外局）外局）管内管内管内管内局局局局以以以以外の局外の局外の局外の局    

使用周波数    ５０／５０／５０／５０／１４４１４４１４４１４４／／／／４４４４３０ＭＨｚ帯３０ＭＨｚ帯３０ＭＨｚ帯３０ＭＨｚ帯のののの３バ３バ３バ３バンドンドンドンド    

参加部門・種目    電信電話電信電話電信電話電信電話部部部部門門門門ののののみみみみ    

交信対象    （（（（管内管内管内管内局）日本国局）日本国局）日本国局）日本国内内内内の局の局の局の局    

（（（（管管管管外局）外局）外局）外局）渡島渡島渡島渡島・・・・檜山檜山檜山檜山地域地域地域地域内内内内局または青森県局または青森県局または青森県局または青森県内内内内の局の局の局の局    

交信方法    （（（（呼出呼出呼出呼出））））    電話「ＣＱ電話「ＣＱ電話「ＣＱ電話「ＣＱ津軽海津軽海津軽海津軽海峡峡峡峡コンテストコンテストコンテストコンテスト」」」」    

電信「ＣＱ電信「ＣＱ電信「ＣＱ電信「ＣＱ    ＴＫＴＫＴＫＴＫ    ＴＥＳＴ」ＴＥＳＴ」ＴＥＳＴ」ＴＥＳＴ」    

コンテストナンバー    （（（（管内管内管内管内でのでのでのでの運用運用運用運用局）局）局）局）RSRSRSRS((((TTTT))))＋＋＋＋市市市市郡ナ郡ナ郡ナ郡ナンンンンババババーーーー        

                                            （（（（管管管管外での外での外での外での運用運用運用運用局）局）局）局）RSRSRSRS((((TTTT))))＋都府＋都府＋都府＋都府県・地域県・地域県・地域県・地域等ナ等ナ等ナ等ナンンンンババババーーーー    

禁止事項    ゲゲゲゲストストストストオペ運用オペ運用オペ運用オペ運用、、、、個個個個人局の２人局の２人局の２人局の２波以上波以上波以上波以上同同同同時時時時発発発発射射射射、、、、クロクロクロクロススススババババンド・ンド・ンド・ンド・クロクロクロクロススススモモモモードードードード・・・・レピレピレピレピーーーータタタタ交交交交信信信信、、、、    

社社社社団団団団局の同一局の同一局の同一局の同一ババババンドンドンドンド内内内内ににににおけおけおけおける２る２る２る２波以上波以上波以上波以上の同の同の同の同時時時時発発発発射及び複射及び複射及び複射及び複数数数数地地地地点点点点からのからのからのからの運用運用運用運用    

得 点    （（（（管内管内管内管内局）津軽海局）津軽海局）津軽海局）津軽海峡峡峡峡をはさをはさをはさをはさむ渡島む渡島む渡島む渡島・・・・檜山檜山檜山檜山地域地域地域地域内内内内局と青森県局と青森県局と青森県局と青森県内内内内の局との交の局との交の局との交の局との交信３点信３点信３点信３点。。。。    

同同同同管内管内管内管内の局同の局同の局同の局同士士士士との交との交との交との交信信信信２２２２点点点点。。。。そそそそれれれれ以以以以外の局との交外の局との交外の局との交外の局との交信信信信１１１１点点点点。。。。    

                                （（（（管管管管外局）外局）外局）外局）渡島渡島渡島渡島・・・・檜山檜山檜山檜山地域地域地域地域内内内内局局局局及び及び及び及び青森県青森県青森県青森県内内内内局との交局との交局との交局との交信信信信１１１１点点点点    

                    たたたただだだだし、し、し、し、管内管内管内管内局局局局・・・・管管管管外局とも同一外局とも同一外局とも同一外局とも同一ババババンドの交ンドの交ンドの交ンドの交信信信信は交は交は交は交信信信信日日日日時時時時、、、、電波型式電波型式電波型式電波型式がががが異異異異ななななっっっってててても同一局はも同一局はも同一局はも同一局は    

一一一一回よ回よ回よ回よりりりり得点得点得点得点にならない。にならない。にならない。にならない。    

マルチプライヤー    （（（（管内管内管内管内局）局）局）局）各バ各バ各バ各バンド交ンド交ンド交ンド交信信信信したしたしたした相手相手相手相手局の市局の市局の市局の市郡郡郡郡数数数数及び都府及び都府及び都府及び都府県・地域県・地域県・地域県・地域等等等等の数の数の数の数    

                                                        たたたただだだだし、し、し、し、渡島渡島渡島渡島・・・・檜山檜山檜山檜山、青森県を、青森県を、青森県を、青森県を除く除く除く除く。。。。    

                                    （（（（管管管管外局）外局）外局）外局）各バ各バ各バ各バンドで交ンドで交ンドで交ンドで交信信信信したしたしたした相手相手相手相手局の市局の市局の市局の市郡郡郡郡の数の数の数の数    

総得点    （（（（各バ各バ各バ各バンドでンドでンドでンドで得得得得たたたた得点得点得点得点の和）の和）の和）の和）××××（（（（各バ各バ各バ各バンドでンドでンドでンドで得得得得たたたたママママルルルルチチチチの和）の和）の和）の和）    

表 彰    参加参加参加参加局数に局数に局数に局数に係係係係わらわらわらわらず各ず各ず各ず各部部部部門門門門でででで管内管内管内管内局局局局５位５位５位５位まで、まで、まで、まで、管管管管外局外局外局外局３位３位３位３位までを表までを表までを表までを表彰彰彰彰する。する。する。する。    

                    渡島檜山渡島檜山渡島檜山渡島檜山支部、支部、支部、支部、青森県支部青森県支部青森県支部青森県支部対抗対抗対抗対抗としてとしてとしてとして管内管内管内管内局の局の局の局の各各各各部部部部門門門門でででで非非非非支部会員を支部会員を支部会員を支部会員を除除除除いたいたいたいた順位順位順位順位にににによよよよるるるるポポポポインインインイントトトト    

（１（１（１（１位位位位 10101010点点点点、２、２、２、２位８点位８点位８点位８点、、、、３位６点３位６点３位６点３位６点、４、４、４、４位位位位４４４４点点点点、、、、５位３点５位３点５位３点５位３点、、、、以下以下以下以下 10101010 局局局局以上以上以上以上交交交交信信信信したしたしたした参加参加参加参加局１局１局１局１点点点点））））    

の総の総の総の総得点得点得点得点でででで優勝優勝優勝優勝支部を表支部を表支部を表支部を表彰彰彰彰する。する。する。する。    

＊＊＊＊    各各各各部部部部門第門第門第門第１１１１位位位位のののの局には記局には記局には記局には記念品念品念品念品（（（（焼酎「焼酎「焼酎「焼酎「津軽海津軽海津軽海津軽海峡峡峡峡（（（（25252525度度度度））））」箱入」箱入」箱入」箱入り）をり）をり）をり）を贈呈贈呈贈呈贈呈しししします。（ます。（ます。（ます。（今回今回今回今回までまでまでまで限限限限定）定）定）定）    

提出書類    JARLJARLJARLJARL制制制制定の定の定の定のサマリサマリサマリサマリー・ー・ー・ー・ログシログシログシログシートまたは同形ートまたは同形ートまたは同形ートまたは同形式式式式。社。社。社。社団団団団局の局の局の局の場場場場合はコンテス合はコンテス合はコンテス合はコンテストトトト中中中中にににに運用運用運用運用したしたしたした者の者の者の者の    

コールコールコールコールササササイン・氏名・無イン・氏名・無イン・氏名・無イン・氏名・無線従線従線従線従事者事者事者事者資格資格資格資格を記を記を記を記入入入入のこと。のこと。のこと。のこと。    

また、また、また、また、入賞対象入賞対象入賞対象入賞対象局には局には局には局にはチェックリチェックリチェックリチェックリストのストのストのストの提出提出提出提出をををを求求求求めることがめることがめることがめることがあああある。る。る。る。    

締 切    平成２平成２平成２平成２８８８８年年年年６６６６月月月月９９９９日（日（日（日（金金金金）（）（）（）（消印有効消印有効消印有効消印有効））））    ＊＊＊＊郵送か郵送か郵送か郵送かＥメＥメＥメＥメールでールでールでールで    

提出先         渡島檜山渡島檜山渡島檜山渡島檜山支部支部支部支部    : : : : 〒〒〒〒042042042042----0915091509150915    函館函館函館函館市市市市西旭西旭西旭西旭岡岡岡岡町町町町２２２２－－－－１１１１９－９－９－９－１１１１    

                                                    EEEE ﾒﾒﾒﾒｰﾙｰﾙｰﾙｰﾙ：：：：    je8hlaje8hlaje8hlaje8hla@@@@jarl.cojarl.cojarl.cojarl.commmm                ＪＥ８ＨＬＡＪＥ８ＨＬＡＪＥ８ＨＬＡＪＥ８ＨＬＡ    伊藤伊藤伊藤伊藤    秀秀秀秀夫夫夫夫    

                                    青森県青森県青森県青森県支部支部支部支部            ::::〒〒〒〒038038038038----1141114111411141    青森県青森県青森県青森県南南南南津軽津軽津軽津軽郡郡郡郡田田田田舎館村舎館村舎館村舎館村川部川部川部川部上西上西上西上西田１２４田１２４田１２４田１２４－－－－４４４４    

EEEE ﾒﾒﾒﾒｰﾙｰﾙｰﾙｰﾙ：：：：    jr7gjr7gjr7gjr7gbbbbllll@@@@jarl.cojarl.cojarl.cojarl.commmm        ＪＲ７ＧＢＬＪＲ７ＧＢＬＪＲ７ＧＢＬＪＲ７ＧＢＬ        平川平川平川平川    正敏正敏正敏正敏    
     

“日本語なまり”で圧倒しよう‼ 
    

 

                                                                

朝鮮朝鮮朝鮮朝鮮半島半島半島半島にはにはにはにはＨＬＨＬＨＬＨＬ((((韓韓韓韓国国国国))))ととととＰ５Ｐ５Ｐ５Ｐ５((((北北北北朝鮮朝鮮朝鮮朝鮮))))の２の２の２の２エエエエンテテンテテンテテンテティィィィ    

ーがーがーがーがああああり、り、り、り、韓韓韓韓国国国国へへへへは青森は青森は青森は青森空港空港空港空港からのからのからのからの直直直直行行行行便便便便ががががああああります。ります。ります。ります。まままま    

ずずずずはははは、、、、発発発発音音音音ななななんてんてんてんて気気気気ににににせずマせずマせずマせずマイイイ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うょうょうょう。。。。    

◇信号は５９です＝◇信号は５９です＝◇信号は５９です＝◇信号は５９です＝シグノルン・オー・クーシグノルン・オー・クーシグノルン・オー・クーシグノルン・オー・クー    

※ポ※ポ※ポ※ポイント＝イント＝イント＝イント＝信号信号信号信号はははは「シグノ「シグノ「シグノ「シグノルンルンルンルン」」」」、、、、５５５５はははは「オ「オ「オ「オーーーー」」」」、、、、９９９９はははは「ク「ク「ク「クーーーー」」」」。。。。    

◇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＝ネー・イルムン・タローネー・イルムン・タローネー・イルムン・タローネー・イルムン・タロー    

    ※ポ※ポ※ポ※ポイント＝イント＝イント＝イント＝「ネ「ネ「ネ「ネーーーー」」」」がががが私私私私、、、、「「「「イルイルイルイルムムムムンンンン」」」」は名前。は名前。は名前。は名前。    

◇◇◇◇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＝ＱＴＨ・ヌン・アオモリイムニダＱＴＨ・ヌン・アオモリイムニダＱＴＨ・ヌン・アオモリイムニダＱＴＨ・ヌン・アオモリイムニダ    

    ※※※※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、どこの国でも、どこの国でも、どこの国でも、どこの国でも共共共共通です。通です。通です。通です。    

◇◇◇◇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＝QSLQSLQSLQSL・カードヌン・ビューロー・・カードヌン・ビューロー・・カードヌン・ビューロー・・カードヌン・ビューロー・キュンキュンキュンキュンユロユロユロユロ    

    ※ポ※ポ※ポ※ポイント＝イント＝イント＝イント＝経由経由経由経由はははは「キュ「キュ「キュ「キュンンンンユロ」ユロ」ユロ」ユロ」。日本。日本。日本。日本語語語語とととと似似似似ていますていますていますていますねねねね。。。。    
 

        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

お早う、今日は、今晩は

こちらはJA7A

さようなら

韓国語のあいさつ韓国語のあいさつ韓国語のあいさつ韓国語のあいさつ

アンニョン　ケセヨアンニョン　ケセヨアンニョン　ケセヨアンニョン　ケセヨ

ヨギヌン　JA7Aヨギヌン　JA7Aヨギヌン　JA7Aヨギヌン　JA7A

アンニョン　ハセヨアンニョン　ハセヨアンニョン　ハセヨアンニョン　ハセヨ

カムサハムニダカムサハムニダカムサハムニダカムサハムニダ

第９回 

韓国語 

管内局 管外局

個人局　　50MHZバンド AO50 KG50

個人局　144MHZバンド AO144 KG144

個人局　430MHZバンド AO430 KG430

個人局　　マルチバンド AOM KGM

社団局　　マルチバンド AOS KGS

種　　　目
コードナンバー


