
昨年(2015.11.8) 支部大会 (明和町にて)

伊勢志摩サミット記念局運用 (鳥羽展望台) 2016.9.25 フォックスハンテング(県民の森) 

ＪＡＲＬ三重県支部情報誌 

ＪＡＲＬ三重 
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発行：一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 三重県支部 



平成２８年度 三重県ハムフェステバル２０１６ (併：ＪＡＲＬ三重県支部大会) 

日 時 ： 平成２８年１１月６日（日）１０：００～１６：００ 

場 所 ： 津市島崎町１４３－６ サン・ワーク津 

プ ロ グ ラ ム  

  

 １．受付               （２階ロビー）        ９：３０～１４：００ 

 

 ２．式典・表彰式          （２階大会議室）      １０：００～１０：５０ 

    支部長挨拶 

    来賓祝辞 

    事業報告・会計報告 

    東海ＱＳＯコンテスト表彰 

    オール三重３３コンテスト表彰 

 

 ３．講演              （２階大会議室）      １１：００～１１：４５ 

     演題「電波法と越冬隊と 8J1RL ここだけのはなし」 講師 総務省東海総合通信局 

                                            監視課 川﨑 昭仁 様 

 

 ４．支部と話す会         （１階第２会議室）     １２：３０～１３：００ 

 

 ５．クラブ・展示者紹介      （２階大会議室）     １３：００～１３：３０ 

     「チョットひとこと」  

 

 ６．講演               （２階大会議室）      １３：３０～１４：１５ 

     演題「新スプリアスへの対応」        講師 （一財) 日本アマチュア無線振興協会 

                                   保証事業センター課長 齋藤 一男 様 

 

 ７．ロープワーク実演と実習  （２階大会議室）     １４：１５～１４：４５ 

 

 ８．記念撮影            （玄関前）         １４：４５～１５：００ 

 

 ９．お楽しみ抽選会        （２階大会議室）     １５：００～１５：５０ 

１０．各種展示                           １０：５０～１４：４５ 

     ・クラブ展示 ・監査指導委員会 ・東海総通コーナー ・電波適正利用推進員会 

     ・ＪＡＲＤコーナー ・ＪＡＲＬコーナー・メーカー、ハムショップ展示即売 ・ジャンク市 

     ・ＤＥＵＲＡＳ展示  他 

 

１１．閉会式              （２階大会議室）     １５：５０～１６：００ 

 
（会場見取り図は、裏表紙に記載しています。          ） 

（会場内・会議室は飲食禁止ですのでご協力をお願いします） 



●ごあいさつ                     支部大会実行委員長 (三重県支部長) 
                                                             JA2HVO 岡田 哲夫 
 
 ＪＡＲＬ三重県支部大会・三重県ハムフェステバル 2016 にご来場いただきありがとうございます。

また、平素は三重県支部の諸活動におきましてもご理解・ご協力をいただいておりますことに感

謝をし、こころからお礼を申し上げます。 

 

 さて、ＪＡＲＬ三重県支部は、この 1 年間ＪＡＲＬ会員や家族はもちろん一般のアマチュア無線家

も対象とした行事を行い活動を行ってまいりました。 

中でも、今年は世界的に注目を浴びた主要国首脳会議(サミットＧ７)が伊勢志摩で開催され、ＪＡ

ＲＬ三重県支部でも伊勢志摩サミットの重要性とこれを機会に伊勢志摩そして三重県の伝統文化

と景観の魅力を発信することでアマチュア無線の活性化に繋がればと、「伊勢志摩サミット記念

局」 ８Ｊ２ＳＭＴを昨年末よりサミット閉会までの約半年弱の期間を運営しました。そして１万局を

超える国内外局との交信し三重県の魅力発信に寄与できたと思います。また、この内容がＴＶや

新聞で報道され、中でも NHK の国際放送で放送された事には特記されます。 

 記念局運用には、支部はもちろん県内の登録クラブや一般無線家の皆様から金銭面も含め多

くの人力パワーでこの活動に携わっていただきましたことに感謝を申し上げます。 

 また、来週は県内全域で三重県総合防災訓練と連携し、三重県支部そして県内の諸アマチュア

無線団体との合同で通信訓練を予定していますが、東日本大震災を経て最近東海南海トラフの

危険性の見直しも報じられているこのごろ、県内各地のアマチュア無線クラブやグループにおか

れても、市民の中のハムとして災害・防災に向けた活躍を知るにあたり心強く思います。 

 

 どのような活動におきましてもやはり技術の研鑽・情報習得そして情報交換と交流が必要と思

います。本日は、東海総合通信局監視課 川崎さまから「電波法と越冬隊と８Ｊ１ＲＬ ここだけの

話し」の講演、そしてハムの世界でいま熱い話題を反映し「新スプリアスへの対応」と題し、ＪＡＲ

Ｄ、保証事業センター課長 齋藤様の講演と、どれも興味しんしんの内容と思います。 

どうぞ、展示も含め知識の糧、ハム仲間の交流にと今日一日、存分に楽しみ味わっていただき

たいと思います。 

 

最後に、お忙しい中ご臨席賜った関係者のみなさま、そして開催にあたりこれまで企画準備にと

労を尽くしていただいた支部関係者・登録クラブ・関係各位の方々に深く感謝申し上げご挨拶とさ

せていただきます。 
 

アマチュアコード 
 １． アマチュアは良き社会人であること 

               法を守り、マナーを身につけ、JARL とともにアマチュアの無線の発展に努力する。 

 １． アマチュアは健全であること  

               アマチュア無線は、趣味であり、仕事、学業、家庭をおろそかにしない。 

 １． アマチュアは親切であること  

               通信には友愛の心を、初心者には親切な指導を、社会へは奉仕をおしまない。 

 １． アマチュアは進歩的であること 

               常に科学的な進歩を求め、能率的で有効な通信ができるようにする。 

 １． アマチュアは国際的であること  

               アマチュア無線を通じて諸外国に友を求め、国際親善に寄与する。 



 

 

 

 



 

 

 



●三重県監査指導委員会 報告 

  監査指導委員会 
JL2AWE 乾 忠世 

 
 アマチュア局の適切な運用・維持のため、電波モニター、ガイダンス局運用、電波障害調査等

担当の監査指導委員会について報告します。 （本年度の委員数は９名） 
 
１．平成２８年度ねらい 

  私達の資産である電波のより適切な運用のため、電波適正推進委員会とも連携し、情報提 

  供等行い、東海総通殿の関連活動へ協力する。 
 
２．活動報告 

  ①電波ﾓﾆﾀｰ報告   

    バンドプラン(使用区分）、アマチュアバンドの逸脱、呼出符号の送信等各バンドをモニター  

    し、東海地方本部へ下表例で四半期毎に報告。 年間のモニター時間は約１,２００時間。 

 

  ②JARL ガイダンス局運用 

      （東海４県で持ち回り、各県1 回/年の運用） 

    三重県は平成２８年４月～平成２８年６月で運用、 

    警告送出回数は下記。  

      １４４MHz 帯  ３３回 

      ４３０MHz 帯 ３２１回 
      合計        ３５４回 
 
  ③東海総合通信局規正局と、三重県で第５回となる合同運用を平成２８年４月１９日行った。            

    東海総合通信局からチーフ電波監視官を含む 3 名のご参加、ＪＡＲＬスタッフ、見学者で総 

    勢20 数名の参集。電波環境維持・改善への貢献とあわせ、JARL と東海総合通信局との     

    相互協力を見学者に理解していただけ、意義のある合同運用となった。 違法・不法運用 

    ７０局へ、ガイダンスし、特に注視すべく４運用には規正局より是正指示した。   
 
３．報告例 平成２８年度 第２四半期（７月～９月）電波モニター （注；特記事項は抜粋記載）  

    電波のモニター （実施要領第２項 (2) ） 

区 分 HF バンド 50MHz 144MHz 430MHz 1.2GHz 合 計 

(1)使用区分を守らない   68 1354  1422 

(2)周波数の逸脱    0.  0 

(3)通信事項等   40 38  78 

(4)呼出符号の不送出    113 91  204 

(5) 侵入電波 件 

(6)第80 条報告書提出数 0   件 

(7)モニター時間 322 時間 

   特記事項；・ダンプカー運転手の呼出し符号不送出が横行。 

    ・430Ｍｈｚ使用区分違反が目立つ。 

    ・144Ｍｈｚ帯で業務用にしているものがある。             以上 



ＪＡＲＬ三重県支部役員名簿(平成28 年度～) 

 

 

 

役職 呼出符号 氏  名  監査指導委員会 

顧 問 JA2AH 石田正多 委員長 JL2AWE 乾 忠世 

顧 問 JA2TY 松ヶ谷卓平 委 員 JA2HVO 岡田哲夫 

運営委員 JA2ANJ 伊藤明生 委 員 JA2IHU 服部 豊 

運営委員 JA2ECV 堤  勝 委 員 JA2LKC 中奥政一 

支 部 長 JA2HVO 岡田哲夫 委 員 JF2NNE 原田 哲 

運営委員 JA2IHU 服部 豊 委 員 JH2OJG 堀川吉章 

運営委員 JA2LKC 中奥政一 委 員 JQ2OUL 郡 正道 

運営委員 JA2NEO 中桐俊次 委 員 JR2FSQ 湊 堅時 

運営委員・会計 JA2NMH 長谷川隆司 委 員 JR2SEY 梅本芳樹 

運営委員 JA2OQA 大川雅生 

運営委員 JA2UOR 松岡信一 

運営委員 JE2APW 朝尾高明 

運営委員 JE2MDE 磯田憲一 

運営委員 JF2AGB 中村裕紀 

運営委員 JF2CTT 甫本幹也 

運営委員 JF2NNE 原田 哲 

運営委員 JF2UFE 南川辰也 

運営委員 JH2OJG 堀川吉章 

運営委員 JI2IHH 中津重郎 

運営委員 JI2JIX 後藤 直 

運営委員 JJ2HEA 中村保親 

顧 問 JJ2KOU 岸本 寿 

運営委員 JL2AWE 乾 忠世 

運営委員 JM2KBC 山本 斉 

運営委員 JM2OEB 小川典甫 

運営委員 JN2PHK 加藤昌弘 

運営委員 JO2AXB 山口 宏 

運営委員 JP2ETK 堀口元嗣 

運営委員 (書記) JR2MHV 冨岡 巧 

名簿は平成28 年10 月現在のものです 

 

支部が運営する委員会・部会は、 

 (1)コンテスト委員会 

 (2)防災支援委員会 

 (3)技術委員会 

 (4)広報委員会 

 (5)アワード委員会 

 (6)ハムフェステバル実行委員会 

 



県内登録クラブリスト 

 

 ※ 地域クラブ(２１－１－ ) 

登録番号 クラブ名称 代表者 代表者住所 

21-1-1 桑名アマチュア無線クラブ JG2KKG 四日市市 

21-1-3 伊勢パールハムクラブ JA2ANJ 伊勢市 

21-1-8 ボイスオブ亀山ローカルクラブ JA2PVN 亀山市 

21-1-12 ＪＡＲＬ員弁アマチュア無線クラブ JA2KWL 東員町 

21-1-14 志摩無線クラブ JA2AJZ 志摩市 

21-1-17 熊野無線クラブ JK2TUE 熊野市 

21-1-22 名張アマチュア無線クラブ JF2NNE 名張市 

21-1-27 ＪＡＲＬ鈴鹿 JR2MHV 津市 

21-1-32 志摩ハムクラブ JJ2KOU 志摩市 

21-1-36 明和町アマチュア無線クラブ JA2HVO 明和町 

 

 ※ 職域クラブ(２１－３－ ) 

          該当クラブはありません 

 

 ※ 専門クラブ(２１－４－ ) 

  

登録番号 クラブ名称 代表者 代表者住所 

21-4-1 津平治クラブ JA2IRQ 津市 

21-4-5 ＪＭＨＣ三重 JA2NEO 津市 

21-4-12 Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｍｉｅ Ａ．Ｒ．Ｃ JE2MDE 津市 

21-4-21 日赤三重県支部アマチュア無線クラブ JN2PHK 四日市市 

21-4-34 三重電信会 JA2UOR 津市 

21-4-35 三重コンテスターズクラブ JO2AXB 明和町 

21-4-36 おしどりハムクラブ JM2OEB 明和町 

21-4-37 三重２ｍＳＳＢ愛好会 JA2LKC 津市 

21-4-42 伊賀広域防災アマチュア無線連絡協議会 JH2OJG 伊賀市 

21-4-43 伊勢市アマチュア無線災害ネットワーク JA2GOX 伊勢市 

 

 

 ※ クラブの登録については、ＪＡＲＬ三重県支部へお気軽にご質問ください。 



●三重電信会より報告 

                三重電信会 JA2UOR/松岡信一 

 

 今年は伊勢志摩サミットで各局様ご協力を頂きありがとうございました 

それと 「愛知、岐阜、三重、静岡」持ち回りの「東海２m 和文愛好者の集い」を今年は三重での開

催となりますので会場設定、全国和文愛好者へメール、ハガキ等を一手に引き受けていただい

た、JA2KSA/籔根さん始め幹事各局様ありがとうございました。 

お蔭をもちまして無事 ５月２８、２９日に開催、次の静岡へ引き継ぐ事ができました。 

 

 今回 東海２m 和文・・・が時代に即していないとの声が有り次回から担当県の裁量で行う事に

なりました 採択後 早速モールスサミット in MIE としました 

懇親会、抽選会へご支援をいただき盛況で幹事室での二次会になりました。 

電信会メンバーにはインターネットで交信が出来る "QSO NET ,CQ100" や山岳移動運用 山ラ

ンなどやって見えます。 

恒例ですが電信会でロールコールを毎月第二土曜日 ２０時～ １４４.０５Mhz CW にてロールコ

ールを開催しております 各局のチェックインを宜しくお願いします。 

 

 私事ですが昨年一杯でリタイアして我が家の諸事をしていますが、中々大変な日々をおくって

います。その中で移動用アンテナ作りや付帯装置などの製作もしています。 

それと７メガで QRP 機での QSO も楽しく先日は両方QRP どうしでできました、電信の有難みを

感じます。 ２０２０、５月にモールスサミット in 三重を志摩市で開催の予定です 各局様のご参

加をお願いします。 

 



●私と名張アマチュア無線クラブの活動 

名張アマチュア無線クラブ 

       ＪＪ２ＷＮＥ 鈴木隆文 

 

  「久しぶりやなぁ」そんなことをつぶやきながら、津市の無線機ショップへ寄ったのが四年前

のことだった。過去に取得した電話級無線技士が 1 日の講習で三級が取れると知り、数十年ぶり

のリターン組となった。 

 今までモービル移動に使っていたＦＭの２ｍや４３０しか知らなかった私が、ＡＰＲＳやＷＩＲＥＳ、

Ｄ-ＳＴＡＲ等を知り、新たな興味が出始めた。 

 ネットで調べると、名張市にはクラブがあり、毎週ＦＭでロールコールをしていることを知ったの

で早速参加させてもらった。 

 当時事務局をしてくれていた故ＪＡ２ＰＰさんが、私のコールサインを覚えていてくださり、親切

にしていただいた。クラブの人

と話をすると、さらにいろいろ

な情報や楽しみ方が増え、と

にかく屋根にＧＰを設置しよう

と思った。 

すぐにみんなが手伝ってくれ

て、固定局での開局の運びに

なった。翌年には、ワイヤー

ダイポールを設置し、ＨＦのデ

ビューをすることもできた。現

在Ｉ-Ｇａｔｅ局とＷｉｒｅｓ-Ｘのノー

ド局も運用している。 

 名張ＡＲＣは、ここ数年、私を始め新し

いクラブ員が増え、活動も盛んになって

いる。支部の技術講習会や月一回のフ

ィールドミーティング、移動運用など

様々な情報交換の場も増えている。す

でに土曜日夜のＦＭロールコールは、１

７００回を超えている。また私自身が小

学校に勤務していることもあって、昨年

度から百合が丘小学校のクラブ活動に

電気工作クラブを設置し、名張ＡＲＣか

ら２名のゲストティーチャーを招きなが

ら、楽しく活動も行っている。そんなこと

もあって、昨年の夏には４級無線講習

会を市内で開催し、新しく３名の小学生

ハムが誕生した。 

また今年は、自ら大阪に講習を受けて

きて、４アマを取得した５年生もいる。 



 ２０１４年には、名張市と名張ＡＲＣが防災協定を

結び災害訓練にも参加している。またホームペー

ジも開設している。 

  http://je2ycr.club/wordpress/ 

 

 今年度は、名張４３０Ｄ-ＳＴＡＲのレピーターのゲ

ート越え運用について話し合い、この支部便りが出

る頃には運用が始まっているのではないかと思う。 

 経験豊富なＯＭさんを始め、若い小学生ハムまで

参加して、日々楽しく活動している。名張ＡＲＣは、

これからも新しいことや技術・情報の共有を三重県

支部と共にめざし、活動の幅を広げていくことにな

るだろう。 

 

●伊勢市アマチュア無線災害ネットワークです。 

代表  原 豊 JA2GOX 

 

 当クラブは昨年に結成され、同１０月に伊勢市との提携締結により大規模災害時に於ける通信

活動の一助としての活動を展開する目的と、低迷・高齢化するアマチュア無線活動を有効かつ効

果的に推進することを目指しています。 

 登録メンバーは現在百数十名でそのうち約１／２は医師関係です。定期的な通信訓練・イベン

ト等を通じて積極的な交流を図っています。 

 今後、更に拡大しアマチュア無線の活動を生かしていきます。ご期待下さい。 



●「熊野無線クラブ」 と 「くまの防災アマチュアネットワーク」 の活動 

 

JH2YIV 熊野無線クラブ 

 

○熊野無線クラブの紹介 

 熊野無線クラブ（JH2YIV）は三重県熊野市，南牟婁郡（御浜町，紀宝町）を中心に松阪市，隣の

和歌山県新宮市に在住の会員で構成された，JARL 地域登録クラブ（２１－１－１７）です。 

クラブの活動としては，毎週木曜日２１時からのロールコール（１４５．６８MHｚ）をはじめ，くまの

防災アマチュアネットワークへの参加（毎月１日１４５．４８MHｚ，１５日４３９．９２MHｚ，いずれも２

０時からロールコール），定期総会，お花見ミーティング（４月），春のレクレーション（６月５日・京

都鉄道博物館とびわ湖大津館イングリッシュガーデン），全国６８ミーティング（９月・愛知６８クラ

ブ担当，岐阜恵那峡），お月見ミーティング（十五夜頃），第４級アマチュア無線講習会（９月１７，１

８日・御浜町紀南病院），紀宝フェスティバルでのJCGサービス（１０月２３日・紀宝町），三重県ハ

ムフェスティバル及びJARL三重県支部大会（１１月６日・津市）への参加，非常時を意識した通信

練習（１０月），ツールド熊野（６月１８日・熊野市,御浜町），熊野市総合防災訓練（９月１日・熊野市）

及びくまの駅伝（１月・熊野市）での情報伝達協力，ボーリング大会（２月・新宮市東宝ボウル），

東紀州中のマルチを求めて交信する６８クラブコンテスト（３月），インディアカ，テニス，宝くじ同

好会等，１年を通じていろいろな行事を行っています。 

 

○くまの防災アマチュアネットワークについて 

 東海・東南海・南海地震などの大規模災害に備え，熊野無線クラブは平成１４(2002)年２月熊野

市と災害非常無線通信の協力に関する協定書を締結し，台風，地震等での地域の情報提供のほ

か，熊野市総合防災訓練にも参加してきました。また，熊野市の各地域自主防災会の中にも住

民のアマチュア無線局が協力するようになったことから，平成２１(2009)年１０月熊野市内の各無

線クラブ，自主防災組織，行政（熊野市）の三者で初めて意見交換会が開催されました。 

 その意見交換会の中で災害時に的確な対応を行うため，日ごろから無線通信の訓練や顔の見

える関係づくりが必要との意見があり，ネットワークの構築が確認されました。 

名称を「くまの防災アマチュアネットワーク」とし，構成団体は熊野無線クラブ，吉野北山無線クラ

ブ，熊野エコークラブ，紀和無線クラブ，遊木無線クラブ（自主防災会），五郷自主防災会アマチュ

ア無線部会，育生自主防災会，熊野市役所職員アマチュア無線クラブ，熊野消防アマチュア無線

クラブ及び OB局が参加し，意思疎通の場及びネットワークづくり，情報伝達体制，各地域間のロ

ールコールの実施を確認し，平成２１(2009)年１１月１日から毎月１日・１５日午後８時からロール

コールを実施しています。 

 

 例年６月に熊野市役所にて「災害時無線通信の運用に関する意見交換会」があり，今年度は５

月に第１０回目の意見交換会が開催され，熊野市防災対策推進課，各無線クラブ,各自主防災会

から１４名の参加があり，熊野市からは，津波避難施設の整備状況，市役所出張所や福祉避難

所へのアマチュア無線整備事業の説明，毎月１日１５日のロールコールのキー局当番の協議，

意見交換が行われ，「くまの防災アマチュアネットワーク」として引き続き定期的にロールコール

を行い，通信訓練，各地域の顔の見える関係づくりをしていくことを確認しました。 



また，顔の見える関係づくりとして，親睦会ミーティングがあります。今年も７月３日熊野市飛鳥町

で熊野無線クラブ，吉野北山無線クラブ，熊野市役所職員アマチュア無線クラブ，熊野消防アマ

チュア無線クラブ,育生自主防災会，有馬５班無線クラブ，北山じゃばら無線クラブ（和歌山・北山

村），尾鷲ロールコールクラブ（尾鷲市）ほかから４７名の参加があり，各局自己紹介の後，バー

ベキューを楽しみながら，各参加者は親睦を深めあいました。 

 「くまの防災アマチュアネットワーク」のロールコールは毎月１日・１５日の午後８時から，毎月１

日は１４５．４８MHｚ，１５日は４３９．９２MHz（熊野長尾レピータ）にて開催しています。各地域か

ら送信場所，伝搬状況等をキー局に報告してもらい，キー局はデータを収集して熊野市役所に

後日報告しています。電波の届く範囲の調査もしていますので，熊野市内にこだわらず，各方面

から各局のご参加をお待ちしています。 

 

（最後に） 

 紀伊半島大水害から５年，あの大水害の時，有線電話も携帯電話も使えない中，私たちは最後

の通信手段としてアマチュア無線を活用しました。今後とも，ネットワークに参加しながら，災害

時にはアマチュア無線のスキルを活用して，「正確な情報を迅速に！」伝達できるよう，日ごろか

らアマチュア無線を楽しみ，信頼できるネットワークを築きたいものです。 

 

※熊野無線クラブのホームページ http://www.jh2yiv.net もご覧ください。 

 

 

 



●伊賀広域防災アマチュア無線連絡協議会 JJ2YED の紹介     ＪＡＲＬ登録番号 ２１－４－４２ 

JH2OJG 堀川吉章 

◇ 概要 

  伊賀市は、滋賀、京都、奈良と隣接しており、また名阪国道R25が市内を東西に走っています 

 ので大阪や名古屋へは約１時間で行ける便利なところです。 

 伊賀広域防災アマチュア無線連絡協議会JJ2YEDは、いくつかの変遷や経緯を踏まえ、考え方 

 や方針などを見直し、防災無線に特化した組織として社会貢献しようと編成されました。 

◇ 趣旨 

  「南海トラフ大地震」が言われて久しいですが、その間に阪神大地震や東北地震そして、熊本 

 地震等々が発生した上、当伊賀でも地震が発生しています。また最近の地球温暖化の影響だ 

 と言われている異常気象による経験したことが無い大雨、台風の被害が多発しておりますが、 

 其の度に、アマチュア無線家の救援活躍がメディアを通じて報じられているのはすでにご存じ 

 の方も多いでしょう。 

  幸いなことに私達アマチュア無線家は趣味として情報伝達に関しては、日頃から訓練されて 

 います。こういった不測の状況時には私達アマチュア無線家こそが市民レベルで出来る情報  

 伝達集団ではないでしょうか。私達アマチュア無線家は貴重な資源である電波を国の許可を得  

 て運用していますが、日頃の成果をこういった災害時に協力するのが良いではないでしょうか。  

ボランティアは「してやる」のではなく、「させていただく」と言う気持ちが大切だと思います。 

 （自己完結型ボランティア） 

◇ 活動 

  平成２０年には、「伊賀市と災害時応援協定」を締結しました。 

 平成２５年の１８号台風では伊賀市も被害を受けましたが、レピーターを使用して情報収集に努  

 めました。後日、危機管理室へ報告書を提出した際に、「これだけ沢山の情報をよく短時間で集 

 めましたね」とお褒めのお言葉をいただきました。この事実からも、防災時の役割は大変大きく 

 貢献できると思います。 

  会員は現在２４名で団体名にもある通り、活動は防災関係のみとしてます。また、三重県内で 

 アマチュア無線家で構成された防災ネットワークが設立されつつあり現時点で三重県庁局を含 

 め約２０団体あり、概ね三重県内の各市町で活動されております。このようなネットワークにも 

 伊賀広域の窓口役として参加をしていきたいと思っております。 

◇ ロールコール （４３２．２４Ｍｈｚ） 

  有事の際、直ちに電波が発射できない状態では困ります。日頃から、無線機、アンテナ、マイ 

 ク、バッテリー、同軸ケーブル等の点検が重要と考えており、 毎土曜日、２０時３０分より、会 

 員皆さんの無線設備の維持管理点検を兼ねた  

 ロールコールを実施しております。 

◇ 無線設備 

   HF 帯・VHF 帯・UHF 帯 APRS 停電時も UPS 

 が接続されています。 

 レピーター JP2YFY  439.07 MHz/デジタル・ 

 山掛け 439.60MHz  1292.20MHz  

 伊賀、名張管内を通過の節は、ぜひお声がけく 

 ださい。 コーヒーブレークでもしましょう！ 



http://bbradio.sakura.ne.jp/index.html  
「ブレッドボードラジオ」 より引用 

●すべては兄の遺品から 

                                                  ＪＡ２ＥＣＶ 堤  勝 

※始まりの前 

  不思議なもの、特に科学的なものに興味を持ったのは一体何なのか分からない。電気を扱う

物にはなおさらである。一時は、鉄道模型に凝った。本を買って貰えると、「模型とラジオ」だっ

た。 

 幼少の頃は、十五才年上の次兄が機関車模型を持っていた。Ｏゲージである。借りて遊んだの

は障子の溝をレール代わりに動かしていた。父が一間ほどの長さのブリキでレールをこしらえ

て呉れた事もある。もちろん、コントローラを使える頃は、正規のＯゲージレールで走らせた。 

 自分でも、動輪車一個の入れ換え用機関車を作った事もある。今、残骸すら無い！。どうした

のでしょうか？ＨＯゲージやＮゲージの模型はそこそこ持っている。 

 

※始まりの始まり 

  小六になり、鉱石ラジオを作りたくなった。その頃は、セッケン箱に組み込んだ物で、アンテナ

は電灯線を使うものが普通だった。材料を持って次兄に相談に行くと、しばらく考え、やおら立ち

上がり、ＳＰレコードを1枚持ってきた。そして、カマボコ板をひとつ。ハンダ鏝でレコード盤を真っ

二つに、カマボコ板に合わせて半分のレコード盤の両端をハンダ鏝で緩く熱して折り曲げパネル

状にした。両端を木ネジでとめると立派な枠が完成した。材料を留め、配線すると終わり。兄が

作ったのであって、見ていただけ。ラジオとしては良く受かった。 

 ついでに、「鉱石」には二手あって、二十円と四十

円？だったかな、換えてみても変わらなかったよう

な覚えがある。 

  中一の頃、トランジスタが出回った。級友が学校

に持ってきたが、何を作ったのかまったく覚えが無

い。しかも興味は沸かなかった。 

 

 中二の秋、白山町大三の病院から『兄が危篤』と

の連絡が！。この兄は、十八才の年の差、ほとん

ど親子だ。長兄が他の患者らのラジオ等を修理して

いた事を知っていたので、『僕が後をする、ラジオの材料を貰って

きて』と出かける母に頼んだ。果たして、風呂敷に包んだ一切の物を受け取った。数日後、長兄

は逝った。 

 実は、それ以前、長兄が物置に保管していたラジオの材料を、断りも無くすべてを分解した。お

かげで基本的な構造を知る事が出来た。中でも、馬蹄形の磁石を持ったＳＰ（パーマネントスピ

ーカ）は、新品だったのにツブシた。なぜなら、トンボ採りに細いエネメル線が欲しかった。（この

地方では、３０センチばかりの線の両端に小石を付けて『ヒヨウ』と言って投げ上げるもの）長兄

は、父に交渉をしていたが『あれは高いんや』とか、ヒヤヒヤだったが、なぜか私が直接叱られ

る事は無かった。トンボは採れなかった。 

 さらに、金属類を丁寧に分解・仕分けるとクズ屋が適正価格で引き取ってくれる。要するに、小

遣いが欲しかった。家中の不要金属類をあさった。クズ屋のおばちゃん曰く『空き缶に石入れる

んが居るんさ、かなわんわ』ひょっとして俺の事かと…。俺、『そうなん、困ったもんやな』と…。 



  

 年が明けて、ラジオの材料から、模型とラジオで考えた並三ラジオに決定。真空管、シャーシ、

バリコン、小物部品は有る。トランス、ケミコン、スピーカ（昔つぶしたＳＰが再び新品として買うこ

とになろうとは！。）ミゼットバリコンも無かったな。次兄に相談しておいたら、近くの電気屋に取

り寄せる手配をして呉れてあった。それらの費用は支払った覚えが無い。ベニヤ板の端切れで

箱を作り、離れの屋根に這わしたアンテナを繋ぐ。感度など上々の結果であった。 

 

※ワイアレスマイク 

  高一のある日、ラジオを聞こうとしてダイヤルを回していると、ＣＢＣの近くで聞き覚えのある

声がする。 

普通の話や時折技術用語もある。近くのＨ君と少し離れたＩ君らしい。私が中学浪人をしたので、

今は同期生になる。過去に失敗続きだった「ワイレスマイク」を早速作った。不思議と旨く動作す

る。６Ｃ６の単球だったと記憶している。マイクは、クリスタルイヤホンを使った。周波数を合わせ

て声を掛けようとするが、なかなか勇気がいるものだ。意を決してちょっと声をかけた。『あんた

だれ』から始まり互いの紹介をする。その状態で交信をしていたら、数日後、後輩が二人、Ａ君と

Ｋ君だと言う。よく聞くと、私の電波は中波で、皆さんは３・５メガの短波。彼らのは低調波で、私

のは高調波。立派な「スプリアス」だった。 

 訪れた二人から、３・５メガ用の受信用コイルを貰ったと記憶する。また、３・５メガ発信のＶＦＯ

コイル（ハートレー発信回路）の巻き数などを教わった。 

 受信機は、５球スーパーを改造した。ミゼットバリコンの羽を減らして、スプレッドバリコンに。送

信機は、やはりワイアレスマイクにヒゲが生えたような、２・５Ｖ球５６や４７Ｂを使い、ちょっとパ

ワーアップした。マイクは炭素粒の抜けたカーボンマイクにしたしゃべる毎にガサゴソ言った。た

だ、変調終段は抵抗負荷だった。後、ダイナミックＳＰのフィールドコイルをチ

ョーク代わりにしたら、パワーは格段に上がった。 

  やはり、低調波のスプリアスは、しっかり出ていた。姉の友人のお姉さんは

『面白いので聞いている』と、冷や汗もであった。 

 免許前に作った３ステージの送信機終段は１２ＤＱ６Ａ、例の近所の電気屋

で、不良の真空管が無いかと尋ねたら、一本だけ廃品箱に転がっていた。デ

レビ球はあまり知らなかったけど、すがた形は送信機の終段に似つかわしい

カタチだ。変調は、その頃やっと買い出したＣＱ誌で見つけた「レファレンスシ

フト変調」８０７は無い（兄弟の６ＧＢ６でさえも）ので６Ｖ６で、音質を尋ねなか

ったので、どんな音だったのか？。多分、パリッパリだったらしい。 

 受信機の高一中二の製作はもっと先の話だ。なにせ、メーカ品はなかなか

買えなかった。コリンズタイプのダブルスーパーをやっとキットで購入。ローカ

ル局から譲って貰った３００Ｓと３８８まで、ＳＳＢになるまで待つことになる。                        

お わ り 



●伊勢志摩サミット(アマチュア無線)記念局の運用報告 

一般社団法人日本アマチュア無線連盟 

三重県支部 記念局実行委員会 

１．趣旨 

    2016 年5 月26・27 日 三重県の伊勢志摩で伊勢志摩サミット(主要国首脳会議/G7)の開催 

  に際し、日本国内はもとより海外アマチュア局との交信を通じ、「G7 伊勢志摩サミット 2016」 

  が開催されることを世界に紹介するとともに、三重県内の伝統や文化、美しい自然の素晴らし 

  さの紹介と、併せてアマチュア無線の活性化を目的とし、三重県伊勢志摩サミット県民会議へ 

  の応援事業としてアマチュア無線局(伊勢志摩サミット記念局8J2SMT)を運用致しました。 

２．アマチュア無線局の名称等 

   ・局名 伊勢志摩サミット記念局  ・ 名称 伊勢志摩サミット開催による三重県の PR 事業 

   ・呼出符号 ８Ｊ２ＳＭＴ  ・  ＪＡＲＬの特別局 

３．運用期間 

    2015.12.25～2016.5.27  (約5 ヶ月間/155 日)  

４．運用周波数・出力・機器 

    １.９MHz～４３３MHz のアマチュア無線周波数帯 、１０ｗ および５０ｗ 

    FT-450M / TS-680V / IC-551D / IC-275 / IC-375  

５．運用管理 

    ＪＡＲＬ三重県支部 記念局実行委員会 

６．運用  

 (1)三重県内の JARL 登録クラブ・実行委員会・支部役員の自宅、および県内の公園・駐車場・建 

  屋など公共的エリヤを中心に自治体や事業主様のご協力を得て運用しました。 

 (2)運用した主なグループ 

  三重電信会 ・日赤三重無線奉仕団・三重２ｍＳＳＢ愛好会・名張アマチュア無線クラブ ・ 

  三重コンテスターズクラブ ・ 伊勢市アマチュア無線災害ネットワーク ・ 

  明和町アマチュア無線クラブ ・熊野無線クラブ ・ 実行委員会 ・ 支部役員 

 (3)主な、公共エリヤなど場所提供を頂いての運用場所と運用風景 

  ・志摩市ともやま公園・四日市港富双緑地・伊勢慶友病院 

  ・鳥羽市パールロード鳥羽展望台・尾鷲市大曽根公園・伊賀市/青山高原 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

       

志摩市ともやま公園      四日市港富双緑地      伊勢慶友病院 

鳥羽市パールロード展望台   (パールロード展望台アンテナ)   伊勢慶友病院アンテナ 



７．交信局数と内訳                             ・海外602 局 / 50 ヶ国の内訳 

   ・ １０,８６１局と交信しました。             

      ・交信相手 地域別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用局 (順不同、敬称略) 

JA2AHR,JA2FYN,JA2GOX,JA2HVO,JA2IHU,JA2JCK, 

JA2KSA,JA2LKC,JA2MEI,JA2NMH,JA2TTH,JA2UOR, 

JA2WK,JA3PSW,JE2HYF,JE2PTG,JF2CTT,JF2NNE, 

JF2RYT,JF2UFE,JF2UPMJG2AKR,JG2DJL,JG2FYY, 

JH2RMU,JH2SZH,JI2CLN,JI2IXA,JI2KNS,JJ2DWL, 

JJ2IJU,JJ2JIX,JJ2SQJ,JJ2WNE,JM2AAZ,JN2PHK, 

JP2XYT,JQ2GIN,JQ2GVV,JQ2HPE,JQ2JAQ,JQ2WKN,JR2BYJ,JR2COI,JR2IIR,JR2KPO/GuestOP, 

JR2MHV,JR2NXN,JR2PEH,JR2QLO,JR2SEY,JR2SZH,JR2TDB,JR2XDP,JS2ABI,JS2PKR,JS3TLI  



８．交信証(QSL カード) 

 ・交信局国内外合わせて約１万1 千局弱に発送。 

 ・交信証(QSL カード)のデザインに、志摩の空撮 

   映像の提供を（一財）伊勢志摩国立公園協会様 

   から、そして英文翻訳をカナダ在住の翻訳家 

   紀本浩二様の協力を得て製作しました。 

   サミット期間中、メデイア報道のオープニングで 

   定評のイラストでもあり好評を博しました。 

 

９．記念局運用費 

  すべて、有志の方々による協賛(寄付)にて運用しました。 

 

協賛を頂いた方  々 (26 名、順不同敬称略) 

JA2AH(石田正多), JA2BDR(吉川和夫), JA2DGQ(滝本直孝), JA2ECV(堤 勝) 

JA2HVO(岡田哲夫), JA2IHU(服部豊),JA2JRG(杉山良行), JA2LHG(奥村節夫), 

JA2NMH(長谷川隆司),JA2RJE(三橋正美), JA9BOH(前川公男),JE2YCR (名張アマチ

ュア無線クラブ), JF2CTT(甫本幹也), JF2UFE(南川辰也),  JF2UPM(北川 恵一), 

JF2VAX(今井貴雄),JG2DJL(山本剛也), JG2GFX (種村一郎) , JG2ZUP(三重コンテス

ターズクラブ), JH2IEE(荻原次男), JH2RMU(村山 彰),JJ2KOU(岸本 寿),JL2AWE(乾 

忠世), JO2AXB(山口 宏), JP2XYT(田中康博), JR2MHV(冨岡 巧) 

 

１０．後援  

        三重県 

 

１1．協力を得た機関・企業・個人      (順不同・敬称略) 

   総務省東海総合通信局・医療法人全心会 伊勢慶友病院・(一財)伊勢志摩国立公園協会 

   紀本浩二(VA7KO)/翻訳 ・ 有限会社ノア/パールロード鳥羽展望台 ・ 四日市港管理組合 

   志摩市商工観光部 ・ 尾鷲市建設課  

 

１２．最後に 

    国際的重要な主要国首脳会議Ｇ７伊勢志摩サミット開催を機に、地元三重県の紹介事業の 

  一環としての参画でスタートしました。 

  平成２７年１２月２５日からサミット閉会の平成２８年５月２７日までの 155 日間、登録クラブを 

  中心とした各局の運用で国内はもちろん海外50 ヶ国、計１万局を超えるアマチュア局との交 

  信し交信証(QSL カード)を送りました。 

  そして、この記念局運用活動に対して総務省東海総合通信局長表彰と言う名誉を頂きまし  

  た。 こうした機会を得たことは、県内のアマチュア局の活性化の一助と励みになり、そして大 

  きな支部活動のひとつとなりました。 

  これには、後援を頂いた三重県をはじめ、記念局の運営して頂いた各局はもちろん、経済的 

  協賛して頂いた皆さん、そして運用場所の提供を頂いた機関・企業、翻訳や情報提供を頂い 

 た方々と、多大なご協力を賜りましたことにあります。 ここに厚く御礼を申し上げる次第です。 









第 39 回オール三重 33 コンテストコメント集 

 

[JO2AXB]次回もがんばりたいとおもいます．★惜しくも 2 位でし

た！来年も頑張って下さい！ 

[JA2MEI]今回は自宅から 3.5MHz にて参加しました．★開催時間

がローバンドに適さず申し訳ございません．めげずにご参加いた

だき感謝です！ 

[JE2SJH]久しぶりにフルタイムで参加しましたがコンディション

悪く苦戦しました．★フルタイム参戦お疲れ様でした！悪コンデ

ィションの中での高得点はさすがです． 

[JR2MIO/2]集計ご苦労様です．コンディションがもう一つであま

りできませんでした．★ありがとうございます！今年は接戦でし

たね． 

[JA3MIB/2]県内局として参加したので全国からコールされて楽し

ませていただきました．★県内遠征ありがとうございました！ 

[JI3DNN/2]ぼちぼちでした．★大阪の方の「ぼちぼち」は謙遜語

なんですよね． 

[JA9XAT/2]このコンテストでは初乗り込みです．4 バンドで合わ

せて 23 局サービスしました．最若年は 15 歳、最高齢は 84 歳で

した．★初参加ありがとうございました！まさに老若に愛される

趣味の王様ですね． 

[JE2YOK]三重県内で電信を愛好する社団局として毎年参加してい

ます．アマチュア無線局は衰退の一途ですが今後も 33 コンテス

トが続くよう県内局の一員として参加応援させて頂きます．★い

つも力強い応援ありがとうございます！第 39 回を迎えられたの

もみなさまのサポートのおかげと感謝しております． 

[JJ2SQJ]初心にかえって SWL 部門に参加．色々と勉強になりまし

た．★SWL 常連局の受信テクニックは驚異的ですから非常に奥深

いと思います． 

[JF2FIU]QSO 頂きました各局ありがとうございました．★CW 県

人シングルマルチ 1 位おめでとうございます！ 

[JR3KQJ]午前中はハイバンドが全く使えず残念でした．★ハイバ

ンドはマルチ源でもあるのですが気まぐれですね． 

[JK1SDQ]ハイバンドが聞こえなかったのが残念．86 を送って楽し

んだ．★ますますの幅広いご活躍に敬服いたします． 

[JF2CRP]集計お疲れ様です．いつもの 21MHz 部門をお休みして

7MHz 部門に初挑戦してみました．★初挑戦で 1 位です．さすが

です．どちらが楽しかったでしょうか． 

[JI7OED/7]来年も県人局で参加したいです．★残念ながら CRP 局

に持って行かれました… 

[JH6QIL]開始間際に名誉県人局で参加できることがわかり呼ばれ

る側になったので楽しめました．★朝から気づいていただいて良

かったです． 

[JH1ASG]いつも暖かなコメントをいただき大変嬉しく思ってい

ます．今年もコメント集を見るのが大変楽しみです．昨年は

ME,MEJ 局のおかげで県外局で入賞できましたので今年は MEJ 局

としてずっと Run して楽しみました．インターネットのクラスタ

情報+自前の SDR 情報を使うと S&P には絶大な威力を発揮すると

よく分かりました．今年は N1MM+で強制入力を続けましたが

UDC:UserDefinedContest ファイルを作っても良いかな?と思いま

した．来年のこどもの日も大変楽しみです．★IT 活用の運用がす

ばらしいですね．ぜひ UDC を公開して下さい！ 

[JR3RIU]1 日前まで海外にいたのですっかり忘れており途中参加

でした．★途中でも思い出していただいて涙が出ます．お疲れの

所ありがとうございました． 

[JO3XCK]コンディション悪く厳しかったです．特に近距離の

2,3,4,5 エリアが弱くミスコピーがあるかもしれません．交信頂い

た各局ありがとうございました．★ノイズの中、耳を澄ましての

運用が醍醐味ですね． 

[JA0QD/1]三重県局=5、県人局=5 で ME 局との交信が伸びなかっ

た．★OM ご参加ありがとうございます！ 

[JA3EOE]QRP1w で参加しました．★送信機も自作でしょうか． 

[JK8PBO]係りの皆様お世話になります．交信いただいた各局あり

がとうございました．21MHz のコンディションはお休みだったよ

うです(苦笑)．時折発生するスキャッターで数局交信できました

が今回はコンディション悪すぎ!!!orz．せっかくの MEJ だったのに

残念です．★21MHz でご奮闘ありがとうございました！ 

[YB0ANN]集計審査ご苦労様です．アパマンです．★いつもジャカ

ルタからご参加ありがとうございます！ 

[JH2FOR]集計ご苦労様です．今年は県人局での参加でした．コー

ルいただいた各局ありがとうございました．★来年も県人局での

ご参加お待ち申し上げております！ 

[JI3ZOX]今回もさみしくクラブ常置場所にて参加しました．マン

ションの全面塗装の為に暫くは無線はお休みです昼過ぎから撤去

予定．来年も参加出来る予定です．★いつもご参加ありがとうご

ざいます！来年はフル稼働ですか？ 

[JR2WLQ]企画運営お疲れ様です．いつもありがとうございます．

参戦中に発生した設備のトラブル対策をしながらまた 7MHz の悪

コンディションに耐えながらも今年も参加させて頂きました．敗

戦要因は OP 設備 7MHz の QSO 数等々．すべてが前年比ダウンで

したので「前年比以上」を目標に第 40 回の記念すべき来年のコ

ンテストも参加させて頂きたいと思っております．お相手頂きま

した皆様に感謝です!★いつも当コンテストにご注力ありがとう

ございます！第 40 回もガツンとお願いいたします． 

[JA3RSJ]祭日の半日結構楽しませて頂きました．各局 TKS★楽し

んでいただけて委員一同喜んでおります． 

[JG3CQJ]集計ご苦労です．毎回参加者が多いコンテストで交信を

楽しむことができました．★うれしいご評価ありがとうございま

す．これからも精進して参ります． 

[JH4EYD]1937 年 1 月生/当年 79 歳お世話になります．★レジェ

ンドの皆様のおかげで私たちはハムを楽しませていただいており

ます． 

[JE2WLD]次回もがんばりたいと思います．★参加予約ありがとう

ございます！ 

[JH2NZS]参加局が少なくて残念でした．★県内参加局の増加をめ

ざします！ 

[JA5INF/1]取りまとめお疲れ様です．★スタッフに労いのお言葉

ありがとうございます． 

[JR1BFZ/2]県人局の参加が多く大変楽しませていただきました．

★楽しんでいただいて良かったです！ 

[JG6JAV]初参加でした．ユニークなルールで楽しめました．実施

要項には県外局と県外局との交信の得点は 0 と記入されています

がマルチは無効とは記入されてないのがとても気になります．そ

このところどのような扱いになるのかはっきり記入していただけ



ないでしょうか．今回は無効にして計算しています．★ご指摘あ

りがとうございます！おっしゃるとおり「無効」と記載すべきで

すので改善いたします． 

[JA7AEM]あまりできませんでした．★でも 3 位入賞です．来年は

県人局部門で暴れて下さい！ 

[JP6NWR]規約が難しくてよくわかっていませんが…とりあえず

初参加でした．★ややこしい規約でごめんなさい．今年入賞され

ましたので来年は県人局部門でエントリーできますよ…その辺が

ややこしいのかも． 

[JH7FUJ]初参加です．県人局・名誉県人局の為かロカコンにして

は参加局が多く又時間も 4 時間と短かく短時間集中型コンテスト

で大変楽しかったです．HiBAND は XX でしたが YB が CQTEST を

連打してました．★初参加ありがとうございます！ロカコンなの

に DX も参加できる楽しいコンテストです．来年もご参加を！ 

[JH0BBA]1 月に 24 年間の QRT から開局したばかりです．コンテ

ストナンバーで年齢がわかって結構楽しめました．来年も参加し

たいと思います．★四半世紀ぶりの復活をお待ちしておりまし

た！ 

[JA2QVP]集計ご苦労様です．CONDX が今一でしたね．★伊勢志

摩サミットで厳重警備されていましたので電波も出入りできなか

ったようです． 

[JA6FOF/6]予想外に HIBAND が開け楽しみました．★あれれ？そ

れなのに 7MHz エントリーですか… 

[JA4BDY]おかげさまで大型連休最終日の午前中を楽しく過ごし

ました．★こちらこそ盛り上げていただきありがとうございます． 

[JH4JUK]今年も参加しました連休日最後のコンテスト出かけない

ので楽しめました．★ゆっくりと楽しんでいただけて良かったで

す． 

[JJ1XQU]集計ご苦労様です．★集計はJP2XYT、JO2AXB、JA2HVO、

JE2MDE の 4 名が目を三角にしながら間違いの無いよう厳正に行

っております．この場を借りてスタッフに感謝申し上げます． 

[JE1EQS]次回もがんばりたいと思います．★来年も参加していた

だけるのですね！ 

[JH2OMM]よろしくお願いします．★楽しんでいただけましたで

しょうか！ 

[7K1JFM]次回もがんばりたいと思います．★お待ちしております

よ！ 

[JP7IFH]初めての参加でした．若年層の参加が少ないので来年も

参加したいと思います．★若いみなさんのパワーを求めておりま

す！ 

[JA1CP]今回は用事があり短時間でしたが楽しく参加できました．

★お忙しいところご参加いただきありがとうございました． 

[JA5SQH/5]初めてログを提出しました．★初エントリーありがと

うございます！ 

[JN3ANO]各局交信ありがとうございました．★コンテストを盛り

上げていただきありがとうございました！ 

[JO1EEQ]よろしくお願いします．★ご参加ありがとうございまし

た！ 

[JP1LJH]初めて参加しました．特色あるルールで面白いコンテス

トですね．ありがとうございました．★うれしいご評価ありがと

うございました！33 位特別賞あげちゃいます！ 

[JA1HMK]楽しく参加させていただきました．★このお言葉でスタ

ッフの疲れも吹き飛びます． 

[JI1LHT]出遅れたせいか昨年ほど交信出来ませんでした．今回から

ログシート部分を新しい JARL 形式で提出します．集計よろしく

お願いします．★新 JARL 形式は交信日時が年日時になったので

ありがたいです．お忙しいところありがとうございます． 

[JR3NDM]集計ご苦労様です．11 時頃から県内局の信号が聞こえ

るようになりました．ナンバー交換して頂きました各局有り難う

ございました．★多くの県内局が朝寝坊だったと思われます． 

[JH3EQP]次回も参加したいと思います．★来年の第 40 回もよろ

しくお願いいたします！ 

[JA8AJE]14MHz で 1 局も聞こえず酷いコンディションでした．★

来年は 14MHz もきっと良いコンディションに… 

[JE6TUP]QSO 数は少ないものの楽しめました．★楽しんでいただ

けてうれしいです！ 

[JA7ARW]フル参加の予定でしたが都合で 30 分弱の参加でわずか

な QSO 数でした．★お忙しい中ご参加ありがとうございました！ 

[JI2VXO]コンディションが悪く県内局との交信ができず点数もの

びなかった．コンテストナンバーの改正をして欲しい．やはり 00

も可であったとしても年齢を送るのは躊躇する．JCC コードや

JCG コードを送るのがベストだと思う．★ご参加ありがとうござ

います！年齢ナンバーに対するお気持ちをお伝えいただきありが

とうございます． 

[JN4THO]集計ありがとうございます．★お労いのお言葉ありがと

うございます！ 

[JG5DHX]本当に久しぶりの参加です．粗末な設備と技術ゆえ当方

の電波はなかなか届かず参加局の耳に助けられました．おかげで

3 連休最終日午前中を有意義にすごせました．皆さんとオーガナ

イザー各位に感謝します．★有意義な時間を OM にご提供できて

光栄です！ 

[JH8CLC/7]次回もがんばりたいと思います．★来年お待ちしてお

ります！ 

[JA4AVO]QSL 発行しない局は呼びませんでした．★OM のブラッ

クリストに載ってしまったら on air できませんね…QSL 発行しま

しょう！ 

[JE1GZB]次回も頑張ります．★来年もお席を用意しておりますね． 

[JF1UOX]集計お世話になります．★みなさんの意気込みを感じな

がら真剣に集計しております． 

[JN1DNV]少し参加しました．★わずかなお時間を見つけてご参加

いただきありがとうございます． 

[JF0IUN]初めて参加しました．★初参加いかがでしたでしょうか． 

[JE7ENK/7]短時間ですが参加させていただきました．★お忙しい

中ご参加ありがとうございます． 

[JG1BGT]CW が好きです.QRP はもっと好きです.www.uja.jp★CW

ｘQRP にラブラブですね． 

[JG1QPZ]次回もがんばりたいと思います．★来年は県人局部門で

得点を伸ばして下さい！ 

[JS3CTQ/2]楽しく参加させていただきました．★県内遠征お疲れ

様です！MIX 県内シングルマルチ 1 位です． 

[JP2XYT]コンディションが悪くハイバンドがさっぱりでした．★

集計作業もお疲れ様でした． 

[JF2CTT]集計審査お疲れ様です．大型連休の合間帰省先の熊野市

の常置場所から参加することができました．参加時間が最後の 1



時間になってしまいましたが交信していただいた各局に感謝しま

すありがとうございました．★お仕事お疲れ様です．お忙しい中

ご参加ありがとうございました！ 

[JF2NNE]リグ・ANT トラブルとコンディション悪すぎでした．★

来年はスムーズな運用をお祈りいたします． 

[JA2HUJ]コンディションが良くならず最後に一声出しました．★

ひと声でも結構です！ありがとうございます． 

[JE2GWO]今年初めて参加をさせて頂きました．来年も引き続きよ

ろしくお願いを致します．★初参加で 1 位でした！来年は県人局

部門でお願いいたします！ 

[JA2TTH/2]県内局の参加が少なく寂しいコンテストでした．21M

アンテナ不調で電波出せなかったため 50M 参加で提出します．

7M はチェックログでお願いします．コンテストナンバーの年齢

はもうそろそろ止めにしたほうがよさそうです．★県内局みんな

で盛り上げて欲しいです！ところで OM、JARL コンテスト委員会

では All Asian DX も年齢を廃止する方向でしょうか． 

[JA2GSM]参加が少なく非常にさみしい．次回は移動運用で範囲を

広げようかな．5/8 母親が他界．コンテスト中はそんな事は思っ

てもいませんでした．自分もアマチュア無線がすきなんだな．★

お母様のご冥福をお祈り申し上げます．県内局が 50MHz を盛り

上げていただけると助かります！ 

[JE2TOC/2]当日仕事だったのですが始業までのわずかな時間に職

場の駐車場からオンエア．2 局だけの QSO ですがエントリーさせ

ていただきます．★仕事前のご参加ありがとうございました！ 

[JR2KPO/2]強風でポールが 90 度近くしなってました(^^;)★偏波

が変わっちゃいましたね． 

[JA3-9696/2]今年はコンテスト終了25分前に三重県入りすること

ができましたので県内局として参加することができました．(笑)

★県内 SWL 遠征ありがとうございます！ 

[JJ2JQF/1]今年も遅刻してしまいました．ハイバンドがあまり開か

ず残念！今年は若い人がいつもより多かったような気がします．

30 代最後永遠の若手も卒業ですかね？★まだまだ若手ですよ！

来年も頑張って下さい！ 

[7N4TJR]久しぶりの参加でした．3.5MHz 以外はチェックログでお

願いします．★条件の悪い開催時間で申し訳ありません． 

[JR1UJX]アパマンハムです．5W+ベランダに仮設したワイヤーで

参加しました．3.5MHz 以外での交信はチェックログ扱い願いま

す．★3.5MHz を盛り上げていただきありがとうございます． 

[JA3OLO]今回はコンディションが今一つ次回は頑張ります．★来

年はきっとコンディションが良くなるよう天照大御神に祈ってお

ります． 

[JA2UNS]去年と同じ局数にとどまりました．来年こそは増やしま

す．★50MHz 盛り上がるといいですね！ 

[JF2TGF]今年も参加することが出来良かったです．交信数が昨年

の半分と寂しかったです．★いつもご参加ありがとうございま

す！ 

[JR2MWT]初めて参加しました．三重県外でも県人局と名乗れると

ころがいいですね．★県外でご活躍の三重県人の方々に乾杯！ 

[JR2JZO]伊賀市(旧青山町)生まれです．今はなき JA2YAL のメンバ

ーでした．★津高校電気部のホームページは健在のようですよ． 

[JL2PCI/3]集計ご苦労様です．7MHzSSB で CQ コンテスト発射し

ていたんですがコンディション今一 NG・・・!例年のごとく FM

部門でエントリーします・・・!★CQ 連呼ありがとうございます！

FM 部門も競争激しいですね． 

[JA1-22825]今年も参加できてうれしく思います．★いつもご参加

ありがとうございます！ 

[JA4-37294]コンディションが悪く聞こえない時間があり残念!!サ

ミット記念局は出ていたのでしょうか?今年は電信電話県人局

SWL マルチバンドに参加です．来年も楽しみにしています．★

8J2SMT は残念ながらスケジュールが合わずコンテスト運用はあ

りませんでした．5 月 27 日まで 10,861 局と QSO いたしました． 

[JM2CAN/2]五月晴れの下三河本宮山から静岡コンテストと掛持

ちで GW を楽しみました．★掛け持ち運用ありがとうございまし

た！すごいスタミナですね． 

[JH4FUF]今年はハイバンドの condx が悪く 14MHz・21MHz では

1 局のみでした．集計ご苦労様です．★全体的にコンディション

が悪く残念なこどもの日でしたね． 

[JA3QOS]少しの時間ですが楽しく参加できました．★お忙しい中

ご参加ありがとうございました！ 

[JA1CFW]当局には県内局が聞こえず残念でした．都内で時々QSO

している方が MEJ でビックリしました!★隠れ三重県人を発見し

ましたね！ 

[7M3OER/1]今年も駐車場のモービル内から参加しました．運営ご

苦労様です．★JE2TOC 局も駐車場運用でしたね．駐車場部門作

りましょうか… 

[JF2WME]このバンドは県内局が少ないですな・・・聞こえないだ

けかな?★三重県は 3.5MHz 愛好者多いのですが、開催時間がよろ

しくないようです． 

[JG1CFO]3 年連続の参加ですが今年は県人局の資格がないため県

外局部門です．★1 位入賞です！来年は県人局部門でお願いいた

します！ 

[JH1CHU]沢山の局と出来ました．満足です有難う御座いました．

★ご満足いただけてよかったです！ 

[JR6KBF/6]コンディションはさえなかったようですが多くの局と

QSO できました．久しぶりにマイクも握りました．★美声の運用

ありがとうございました！ 

[JR6CSY]楽しめました．★来年は県人局部門でお楽しみ下さい！ 

[JA7YCQ]50Wでの運用でしたが多くの局にQSOいただきました．

ぜひ来年も参加させていただこうと思います．★来年もよろしく

お願いいたします！ 

[JI1IIF]こんにちは．コンテストでは 8J2SMT と交信できませんで

したがボーナス局扱いで参加していただければさらに盛り上がっ

たのでは・・・と思いました．★おっしゃるとおりですね．ご期

待に沿えず申し訳ありませんでした． 

[JA0ABK]参加局も少なくコンデションが悪かった．★中近距離の

コンディションが NG でしたね． 

[JH1KCI]今回はお昼休みのみの参加でしたが来年はフルで参加し

たいと思います．三重県人会にゲスト参加した感じでした．★来

年はフル参加で三重県人にガツンとお見舞いして下さい！ 

[JA1JUR]今年は電信と電話の両方でやってみました．よろしくお

願いいたします．★Mix 部門いかがでしたか？来年の戦略はいか

に？ 

[JS1MBH]参加各局 TNX.★ご参加ありがとうございました！ 

[JR8BMW/1]ユニークなコンテストですね．★ローカルコンテスト



なので他にはない内容を目指しています．応援していただけると

ありがたいです． 

[JG1JEO]コンデションが悪かったです．残念でした．★ぜひ来年

もよろしくお願いいたします． 

[JI1NZA]参加局を探すのに最初は苦労致しましたがすぐ見つかり

ました．楽しませていただきました．受信局数は少ないですがロ

グは提出致します．ありがとうございました．★楽しんでいただ

けて良かったです！ 

[7L1VOY]短時間でしたが楽しんで参加しました．★お忙しい中、

短時間運用ありがとうございました！ 

[7N1XHQ/1]7MHz のアンテナを替えてからはじめてのコンテス

トでした．今まで気にならなかった QRM がとてもよく聞こえる

ようになり何とか 4 局と交信できました．7MHz の運用修行しま

す．★来年の成果が楽しみですね！ 

[JP3KPJ/3]初めての参加です．★初参加のご感想はいかがでしょ

うか． 

[JG1GCO]次回もがんばりたいと思います．★33 位特別賞です！

来年は県人局部門でご活躍下さい！ 

[JR3AAZ]集計お世話になります．大好きな 21MHZ をひたすら聞

いていました．今年は SSB は 1 局も受信できませんでした．ME

局を呼ぶのは聞こえるのですが交信に至らないのが残念でした．

★三重県まで 21MHz の GW は厳しかったかも知れませんね．来

年もよろしくお願いいたします！ 

[JI2GZC]2mBand が賑やかで楽しめました．2015 年度は JH2FOR

局と QSO 局数は同一でしたが 5 点足らずで 2 位でした．今回は

144MHz 電信電話部門で参加してみました．県外局同士の QSO は

無得点として計上しました．2 年連続で 2 位になれるか楽しみで

す(笑)伊勢湾を挟んで三重県愛知県は対岸なので災害の時には助

け合いできると良いですね．★いえいえ今年は 1 位ですよ！地震

や台風など災害協力お願いします！ 

[JR2TRC]久しぶりに入賞は??過去 8 回 FB な賞状を頂いておりま

す!★今回は入賞からもれちゃいました．次回、賞状を準備してお

待ち申し上げております． 

[JF2KWM]集計ご苦労様です．開始 1 時間のみの参加でした．★お

忙しいのにご参加ありがとうございました！ 

[JA7AMK]当日の 5 日に限って昨年よりかなりコンデション悪か

ったのが残念．★5 月 5 日限定でコンディション低下したんです

ね． 

[JA8-3339/7]何度目かの参加になりますが入賞はなかなか難しい

ですね．★SWL 部門は毎年ハイレベルな戦いですね． 

[JO1YKX]取りまとめお疲れ様です．★チェックログをいただきあ

りがとうございました． 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

★第 39 回オール三重 33 コンテストにご参加いただきありがとう

ございました．  

 

★参加局数は 224 局で前年より 22 局、8%減少でした． 

 電信部門=125 局(前年 135 局)、電信電話部門=99 局(前年 111

局)でした．みなさまで盛り上げていただき感謝申し上げます． 

 本コンテストは「全バンド、全モードで三重県内局のアクティ

ビティ向上を目指す」を開催ポリシーとしており、参加者には「マ

ルチバンド部門」へのエントリーを期待しております． 

そのため、ドナーからの優勝楯贈呈もマルチバンド部門に優先し

てご用意しております． 

 開催時期と時間帯からローバンドとハイバンドのコンディショ

ンが不安定なため、7MHz 部門への集中がみられますが、ぜひと

もマルチバンド部門へのエントリーをお願いいたします． 

 

★得点やマルチの計上間違いに対して、委員会での修正は「減点」

のみで「加点」はしないコンテストが多いと思いますが、当コン

テストは初心者にやさしい運営を目指しておりますので、申告点

数に「加点」も行っておりますので御了承下さいませ． 

 

★協賛にご協力下さい 

 当コンテストは、個人や団体からのご協賛により部門 1 位に優

勝楯をお贈りしています． 今回も以下の 5 個人、6 団体より 16

部門にご協賛をいただきました． この場をお借りして御礼申し

上げます． 

 1 部門 3,000 円で受け付けておりますので、当コンテストに思

い入れのある方は、ぜひご協賛をお願いいたします． 

 

 三重コンテスターズクラブ 3 部門 

 藤ヶ丘無線クラブ 1 部門 

 熊野無線クラブ 1 部門 

 名張アマチュア無線クラブ 1 部門 

 日赤三重県支部アマチュア無線クラブ 1 部門 

 JARL 鈴鹿 1 部門 

 JA2UOR 松岡信一 様 1 部門 

 JA2NMH 長谷川隆司 様 2 部門 

 JR2MHV 冨岡 巧 様 1 部門 

 JA2HVO 岡田哲夫 2 部門 

 JE2MDE 磯田憲一 2 部門 

 

★平成 28 年 11 月 6 日(日)津市で行われる三重県支部大会で入賞

者への表彰、優勝楯の贈呈を行いますのでご出席下さい． 

 

★コンテストについてのご質問、ご意見などの受付は JARL 三重

県支部ホームページ上で行っていますのでご利用ください．

（http://www.jarl.com/mie/） 

 

JARL 三重コンテスト委員会 

支部長 岡田哲夫 JA2HVO 

コンテスト委員長 磯田憲一 JE2MDE 

コンテスト委員 山口 宏 JO2AXB 

コンテスト委員 田中康博 JP2XYT 

 

平成 28 年 10 月 10 日 



●本年度の行事 (三重県支部行事および関連行事) 

H28  (H27.12.25)～５月２7 日 伊勢志摩サミット記念局 8J2SMT (県内全域) 

    ５月 ５日(火)     第３９回オール三重33 コンテスト 

   ５月１４日～１５(日)  フィールドミーティング (津市/青山高原保険休養地ｷｬﾝﾌﾟ場) 

   ６月２６日(日)      第５回定時社員総会           (東京都新宿) 

   ７月１０日(日)       東海ハムの祭典             (愛知県日進市) 

   ８月２０日～２１日(日) 2016 アマチュア無線フェステバル/東海地区ブース出展 

                                             (東京ビックサイト) 

   ９月２５日(日)     FOX2016 /フォックスハンティング  (菰野町/三重県民の森) 

  １１月 ６日(日)     支部大会/三重県ハムフェステバル (津市/サン・ワーク津) 

  １１月１３日(日)      非常通信訓練                   (県内全域) 

H29  ２月 1 日～５月１４日 「お伊勢さん菓子博2017」 記念局 (予定) 

     ２月 ５日(日)      技術講習会                      

 

 

 

 

●過去の支部大会開催地                                (開催地名は当時の名前で記載しています) 
  ・昭和49 年 鈴鹿市 (青少年スポーツセンター)  ・昭和50 年 松阪市 (松阪ハイツ) 

  ・昭和51 年 鈴鹿市 (青少年スポーツセンター)  ・昭和52 年 伊勢市 (県立スポーツセンター) 

  ・昭和53 年 津市 (県合同ビル)   ・昭和54 年 松阪市 (松阪ハイツ) 

  ・昭和55 年 尾鷲市    ・昭和56 年 鈴鹿市 

  ・昭和57 年 松阪市    ・昭和58 年 亀山市 

  ・昭和59 年 伊勢市 （神宮会館)   ・昭和60 年 熊野市 

  ・昭和61 年 菰野町    ・昭和62 年 志摩町 (B&G 海洋センター)  

  ・昭和63 年 鵜殿町 (鵜殿村体育館)   ・平成 元年 松阪市 

  ・平成 2 年 名張市 (名張市総合体育館)  ・平成 3 年 津市   (リージョンプラザ) 

  ・平成 4 年 菰野町 (朝明高原)   ・平成 5 年 尾鷲市 (尾鷲市民文化会館) 

  ・平成 6 年 飯高町 (飯高町総合開発センター)  ・平成 7 年 紀和町 (紀和町コミュニティセンター) 

  ・平成 8 年 鈴鹿市 (鈴鹿文化会館)   ・平成 9 年 明和町 (明和町総合体育館) 

  ・平成10 年 鳥羽市 (鳥羽市商工会議所会館)  ・平成11 年 御浜町 (御浜町中央公民館) 

  ・平成12 年 東員町 (東員町健康福祉センター)  ・平成13 年 芸濃町 (芸濃町総合文化センター) 

  ・平成14 年 津市   (サンワーク津)   ・平成15 年 芸濃町 (芸濃町総合文化センター) 

  ・平成16 年 三雲町 (ハートフルみくも)  ・平成17 年 志摩市 (阿児アリーナ) 

  ・平成18 年 御園町 (ハートプラザみその)  ・平成19 年 紀宝町 (生涯学習センター) 

  ・平成20 年 多気町 (多気町民文化会館)  ・平成21 年 亀山市 (関文化交流センター) 

  ・平成22 年 松阪市 (中川新町地域交流センター)  ・平成23 年 亀山市 (関文化交流センター) 

  ・平成24 年 津市   （サンワーク津)   ・平成25 年 津市   （サンワーク津) 

  ・平成26 年 津市   （サンワーク津)    ・平成27 年 明和町 (中央公民館)) 



 

 
    注：都合で配置が変わる場合があります。その際はご容赦願います。 

        「未使用」と記載の場所は、JARL 三重県支部では使用していませんので入室しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARL 三重県支部情報誌  

 

発行日：2016 年11 月6 日 

発行者：一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 三重県支部 

        E-Mile : info@jarl-mie.com    URL : http://jarl-mie.com  

会場見取り図 
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