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平成２９年度 三重県ハムフェステバル２０１７ (併：ＪＡＲＬ三重県支部大会) 

後援：総務省東海総合通信局 

日 時 ： 平成２９年１１月１２日（日）１０：００～１６：００ 

場 所 ： 多気郡明和町馬之上９４４－６ 明和町中央公民館 

プログラム 

 １．受付           （１階大集会場入り口）     ９：３０～１４：００ 

 ２．式典・表彰式      （１階大集会場）        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．講演会         （1階大集会場）        １１：００～１１：４５ 

   「アマチュア無線機器の新スプリアス規格への対応について」 

      講師 ：総務省 東海総合通信局 無線通信部 陸上課   大内 邦光 氏 

 ４．支部と話す会     （2階中会議室A）      １２：３０～１３：００ 

 ５．講演会         （１階大集会場）        １３：００～１４：４０ 

   「新スプリアス規格対応」 

        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 スプリアス確認保証 担当課長 齋藤 一男 氏  

 ６．記念撮影        （中庭広場）          １４：４５～１５：００ 

 ７．お楽しみ抽選会    （１階大集会場）        １５：００～１５：５０ 

  ● 各種展示 

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

 ８．閉会式          （１階大集会場）        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 

 本日は、ここ明和町においてＪＡＲＬ三重県支部大会・三重県ハムフェステバル2017にご来場いただ

きありがとうございます。また平素はＪＡＲＬ三重県支部の諸活動におきましてご理解とご協力を頂いて

おりますことをこの場をお借りして心よりお礼申し上げます。 

 さて、日頃ＨＦ・Ｖ・Ｕと様々な周波数・モードでの交信、移動運用、そして仲間同士の交流、無線機

などの製作にとハムライフを満喫されておられると思います。また、これまでの大災害を経験しアマチ

ュア無線の利点と理念を活かし、県内のそれぞれの地域で防災・減災へとボランティア活動に活躍さ

れているのも心強い次第です。 

 アマチュア無線はさまざまな楽しみ方がありますが、近年D-STAR・C4FMなどアマチュア無線もデ

ジタル化が進み利用局数も増え広く浸透してきております。そしてＨＦ帯でも従来のＳＳＢ・ＣＷ・SSTV

などから、ＪＴ-６４・ＦＴ-８・デジタルSSTVなどデジタルモードによる通信が注目され運用者も増えてき

ており、通信モードの多様化でおもしろく楽しんでおられることと思います。 

 ＨＦ帯でのデジタルモードは必然的に多くは手持ちの無線機への付属装置の追加でデジタル化と

なる為、付加装置の構築そして免許状の変更申請など知識と工夫にと手間暇が必要ですが、アマチュ

ア無線家の本来のなせる技ではないかと思います。  

そんな中、新スプリアス規格への対応期限も目の前に来ております。これと併せて思案しておられる方

も多々おられると思います。 

 本日は、総務省東海総合通信局 無線通信部陸上課 大内さま、そして(一財)日本アマチュア無線振

興協会 保証事業センタースプリアス確認保証担当課長 齋藤さまお二人様に、新スプリアス規格と

は、どの様に対応していたら良いのか、などを説いていただきます。 

お忙しい中ご講演いただきありがたい次第でございます。じっくりとお聞きしたいと思います。 

また、会場内では登録クラブ展示・各機関の展示・ハムショップ・ジャンク市・小教室などがあります。 

アマチュア無線の交流はともかく交信だけでなく、このような機会を通じてコミニュケーションを広げる

ことは、アマチュア無線では必要なことと思います。そして情報収集の糧として活用していただきハム 

ライフの一助となる事を願っております。 

最後に、お忙しい中を臨席賜った関係者の方々、そして開催にあたりこれまで企画の立案そして準備

にと努力して頂いた支部関係者・登録クラブ・関係各位の方々に心より御礼申しあげます。 

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 

 アマチュア無線局の適切な運用・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２９年度ねらい 

  電波の適切な運用のため、電波モニター、ガイダンス局の運用の他、電波適正推進委員会 

  とも連携情報提供、東海総通殿の関連活動へ協力等の活動を行っています。 

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１,６００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２９年４月～平成２９年６月で運用、ガイダンス送出回数は下記。  

      １４４MHz帯  ４０回 

      ４３０MHz帯 ４０６回 

        合計    ４４６回 

 ③東海総合通信局規正局と、三重県で第６回目の 

   合同運用を実施。 

    日時；平成２９年６月６日 

    場所；四日市市の水沢市民広場（通称：星の広場）                

    参加；東海総合通信局から上席電波監視官含め３名、 

       ＪＡＲＬスタッフ、見学者で総勢２０数名。 

   当局との相互協力の理解等、意義のある合同運用となった。 

   違法・不法運用局へ、６０回ガイダンスの上、規正局より３３回の是正指示を行った。  

３．報告例 平成２９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） 

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

(1)使用区分を守らない   ４３ １２２１  １２６４ 

(2)周波数の逸脱    １  １ 

(3)通信事項等   １８ １９  ３７ 

(4)呼出符号の不送出  ２  １１２ １１４  ２２８ 

(5) 侵入電波 ７   件 

(6)第80条報告書提出数  ２４   件 

(7)モニター時間  ３５７ 時間 

  特記事項； 

  ・相変わらず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ち、144Ｍｈｚ帯で業務用にしているものがある。 

  ・（４）呼出符号の不送出の局は（３）通信事項等にも違反が重複している。  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29年9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 JJ2WNE 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 JJ2HEA 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。 



●毎月毎週活動 毎日オンエアー 

ＪＡＲＬ登録クラブ ２１－１－２２ 名張アマチュア無線クラブ 

 名張アマチュア無線クラブ（名張ＡＲＣ）は、１０月に入

り毎週土曜日に開催しているオンエアーミーティングが

１８００回を超えました。現在はキー局を毎週持ち回りで

行っていますが、欠かさず続けられていることに感謝し

たいです。 

 名張は、２エリアよりも３エリアとの交信が多く、奈良

や大阪、遠くは神戸のＯＭさんも参加頂いています。 

会員の情報交換が中心ではありますが、新しく作ったマ

イクの調子を確認したりと楽しく開催できています。 

 今年は、毎月第１日曜日に行っているグランドミーティ

ングで移動運用を行ったり、技術講習の交流も盛んでし

た。 

 昨年も行った非常用電源の制作にも取り組み、多くの

会員が災害時の非常用電源での通信インフラを備える

ことができるようにもなりました。 

 また移動運用にも積極的に出かけ、いろいろなコンテストに

も挑戦しました。8J249HAM/2 や8J2SMT/2の運用はもちろ

んJE2YCR/2としての運用もできました。コンテストは、ＣＷの

得意なグループが特に得点を重ね、三重３３コンテストでも入

賞することができました。 

 残念な出来事として、２月に名張４３０レピーターのゲート超

え工事に取り組んだところ、回線接続ができず再度名張市との

話し合いが継続となったことです。９月末の回答でも予算の関

係で新規工事が難しいとのことで、新たな方策を模索すること

となりました。 

 小中学生や大学生などの仲間も増え、さまざまな活動に積極

的に挑戦し続ける名張ＡＲＣです。これからもご協力ご支援を

よろしくお願いします。 



● 親子電信塾合宿の参加者募集

三重電信会 JE2YOK Morse-japan               ＪＡＲＬ登録クラブ ２１－４－３４ 

JA2KSA 籔根義大 

☆三重電信会は今春の会則改定で【2020 Moese Summit in 志摩の開催と電信初心者の育成】に取り組 

む事になりました。 

  サミットは主催、三重電信会、会長ＪＡ２ＵＯＲと共催 Ａ１クラブ代表ＪＥ１ＴＲＶが総括中です。 

 ＪＥ２ＹＯＫ／担当ＪＧ２ＡＫＲは、２２年間、２ｍ電信定時交信（毎月第二土曜午後８時から144.05(ＣＷ） 

随時の電信塾開催等を続けてきました、又来年からは親子合宿方式による電信塾を毎年 

 開催を致します。 

 10月28日、曽爾自然の家で有志14局が事前準備合宿を行いました。 

 電信入門や和文習得ご希望の皆様と三重電信会やＡ1クラブ有志が、親しく楽しい電信継承を目指し 

ます。 お子様、お孫様との触れ合い習得をを願っております。 

□ 開催要点 

◇ 名称 親子電信塾 ・ ・ ・免許や実践経験の無いお方への手解きや グレードアップ実技 

            指導をします。但し 親子、お孫連れの中学生以下子弟との同伴合宿です。 

◇ 日時   ２０１８、平成３０年３月３１日（土）１０：００～翌日１０：００ 

◇ 合宿地  奈良県曽爾村 国立曽爾青少年自然の家 http://soni.niye.go.jp/index.html 

◇ 開催者  Ｍｏｒｓｅ Ｊａｐａｎ ※支援者は、三重電信会ＪＥ２ＹＯＫとＡ1クラブ関西 

◇ 参加者  親子又は孫連れのモールス電信技能習得希望者 二組の四人 

◇ 教程   事前連絡、現地受付、教程説明、ＪＥ２ＹＯＫ／２見学、符号説明、送信練習、 

         受信練習、相対練習等 

◇ 参加費  親子二人で６，０００円程度《合宿施設支払分》 

◇ 応募期限 ２０１７年１２月３１日 

     ※応募はＥメールのみでお願いします。 

◇ 応募連絡／紹介先 

    三重電信会 籔根義大 ja2ksa@jarl.com 

◇ 親子連れでない方への実践合宿も検討中です。 ご希望の方はメイル下さい。 

 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 

贅沢な時間を過して                      三重電信会会長 ＪＡ２ＵＯＲ／松岡信一 

 仕事に行かなくなってソロソロ２年が過ぎようとしている、取りあえず留守番と家の用事と趣味のアマ 

チュア無線をしている。 

 先日 中国製ＱＲＰトランシーバーキットを手にいれてから、手作りが再開取りあえず部品の仕分けと回

路図、基板のチェックする。 

回路はＱＲＰでよく使われているのだが受信まで出来てしまうのはビックリです。コイルは高周波チョーク

です。取りあえず回路図、基板のシルク印刷を頼りに半田付けをしていく。 

周波数は固定で受信はＲＩＴ程度を動かせる程度、９Ｖを繋いで受信が出来たが受信範囲が広すぎ、送信

は９Ｖで２００ｍＷですぐ終段のＴＲが熱くなるので有り合わせのヒートシンクを取り付けた。ダミーロードを

付けて模擬交信など出来れば面白いと思うが 認定は取れないと思う。 



これに使える様にとタクトスイッチを使ったパドルやリレ

ーを使ったエレキー等作って楽しんでいる。それと他の

周波数のも作って見た、コイルは流石にチョークとは行

けず、トロダイトコアーを巻いた。 

昔と違うのは目が見にくくなってシニアグラス（老眼鏡）を

掛けての作業なので細かい基板は難しくなって来た。 

これからも認知症にならないよう、手と頭を使っていきた

い。 

●伊勢に住む狸のつぶやき   

ＪＡＲＬ登録クラブ ２１－４－４３ 伊勢市アマチュア無線災害ネットワーク 代表

JA2GOX 原 豊 

 数人の有志でスタートをしたこの「伊勢アマ災害ネット」も早３年になってきました。 

新しい参加者の方が増えて非常にうれしく感謝しています。 

私は、「大災害時に少しでも多くの協力者がいてくれれば有難いなー！」とその事のみで参加者をひたす

ら集めることに力を入れてきました。 

スタート時点では、純粋に、あってはならない事態に、自分に何が出来るかと考えた時に無線を思いつき

ました、と同時に阪神淡路や東日本でのアマチュア無線の活躍を聞きました。 

自分の住んでいる地域に少しでも協力が出来ればと、伊勢市にも働きかけ協定を結ぶ事に専念しました。

その結果、現在に至っているところです。 

 イベントに力を入れすぎているのではないか、通信の訓練をもっとやるべきでないのかと、悩んでいま

す。イベントは、私としては参加してくれる方たちが一つの目的に一緒になってくれる「絆」を作っていく為

の手段と考えてやっています。 

実際の災害時に、気心も判らないままでの活動は混乱を招くだけではないかと思います。そういう思いか

ら積極的に参加しようと進めています。 

医師関係の方も参加して戴けるのもこれらに賛同していただいているものと思っています。 

要は、この会はあくまでも災害時に於

ける通信活動がスムーズ協力が出来

る様にしていくことであって、通常の会

のような縦の組織にはしたく無いと思

っています。 

あくまでも、同じ趣味の方々の延長線

での同好の集まりぐらいの気持ちでい

ます。 

 同好会的な組織で、皆で情報交換を

しながらお互いの知識を高めて行きな

がら地域への貢献が出来ればと思っ

ています。  これからの事は、又改

めて・・・お楽しみに～ 



●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

ＪＡＲＬ登録クラブ ２１－１－１７ 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。 

 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，いずれも午後８時からロールコール）

のほか，今年度の活動としては，４月１４日定期総会（井戸小アリーナ），お花見ミーティング（大前公園），６

月３日ツールド熊野での情報伝達協力（熊野市,御浜町），６月１１日春のレクレーション（熊野・鬼ヶ城散策と

ランチミーティング），８月２０日，２７日及び１０月２９日，１１月５日開催の第４級アマチュア無線講習会（熊

野市文化交流センター）９月１日熊野市総合防災訓練情報伝達協力（熊野市），９月２日，３日全国６８ミーテ

ィング（京都日本海６８クラブ担当，京都・京丹後市），１０月お月見ミーティング，非常時を意識した通信練

習，１０月１５日紀宝フェスティバルでのJCGサービス（紀宝町鵜殿港），１１月１２日三重県ハムフェスティ

バル及びJARL三重県支部大会（明和町）への参加，１２月２日忘年会，１２月３日熊野古道トレイルラン情

報伝達協力（熊野市紀和町），１月くまの駅伝情報伝達協力（熊野市），２月ボーリング大会（新宮市東宝ボ

ウル），東紀州中のマルチを求めて交信する３月の６８クラブコンテストがあり，有志でインディアカ，宝くじ

同好会等，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。 

 今年度は５月に熊野市役所にて第１１回目の「災害時無線通信の運用に関する意見交換会」が開催さ

れ，熊野市防災対策推進課，各無線クラブ,各自主防災会の参加があり，毎月１日１５日のロールコールの

キー局当番の協議，親睦会ミーティングの開催計画，意見交換等が行われました。 

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２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，

熊野市内の自主防災会，尾鷲ロールコールクラブ（尾鷲市）ほか約６０名の参加があり，今回は親睦会の

前に防災講演会が開催され，伊勢赤十字病院の救命救急センター長で，同病院アマチュア無線クラブ代表

の説田守道先生（JQ2JAQ）を講師にお迎えし，災害時における情報伝達の重要性をテーマに講演してい

ただきました。          



講演の中で説田先生は，伝えるべき情報として発災場所，事故災害の種類，危険性の現状と拡大の可能

性，通行可能な経路，負傷者，救急車や救助の必要性など情報の伝達方法を示されました。また，私たち

アマチュア無線家は多彩な技術集団の集まりであり，日ごろからの顔の見える関係，声を知っている関係

が災害時の円滑な意思疎通に役立つと期待し，人と人とのつながりの大切さを語っていただきました。こ

の後，親睦会が開かれ，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１４

５．４８MHｚ，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。 

※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。 

くまの防災アマチュアネットワーク親睦会ミーティング（2017.7.2） 



●開局から世界一万局よみうりアワードまで 

ＪＦ２ＵＰＭ 北川 恵一 

 私が、開局したのは、１９８０年（昭和５５年）で、当時は、まだまだ携帯電話も普及していなく、各地でアマ

チュア無線講習会が開催されておりました。私も友人の勧めもあり、あくまでも連絡手段の一つとしてアマ

チュア無線の資格を取得することとなりました。 

確か場所は、当時、結婚式場も兼ねていた、松阪ハイツでの講習会と記憶しています。  

 既に免許を取得していた友人からは、とにかく講習会に欠席することなく決められた講習時間を守るよう

にとだけ言われました。私は、アマチュア無線には全く興味がなかったのですが、アドバイスのとおり受験

し、１９７９年１２月に電話級アマチュア無線技士に合格できました。 

 開局後は、オールモードのモービル機を車に積みＦＭで交信するだけでしたが、ＦＭで交信した方から１

４４メガＳＳＢの話を聞かされ、それが縁で国内ＤＸを楽しんでいるグループに入り、連絡手段としか認識し

ていなかった私も、次第に移動運用の面白さがわかってきました。 

そして１４４メガの固定機を購入し、本格的な運用のためＪＡＲＬに入会し、自宅に１０エレスタックを上げ、

国内ＤＸにのめり込み、Ｅスポのような異常伝搬も何度か経験し、北海道・沖縄とも交信できましたが、やは

り１４４メガでの限界も感じていたため、次第にＶＨＦ帯のスタイルからＨＦ帯へシフトするようになりました。 

そんな折、グループの一人が電信級免許を取得し、当時２１ＭＨｚのＣＷラバースタンプＱＳＯで、北米や南

米と簡単に交信できる！と盛んに話を聞かされ、電信級移行コースを受験するように勧められました。 

 モールス符号をＡからではなく、ランダムに覚え名古屋での試験に臨みましたが、法規は、全て電信に関

する問題で、実技は確か１分間２５文字の受信であったと思います。 

 その後、１０ＷのＨＦ機を購入し、電信級は取得したものの、俗にいうペーパードライバーであったため、

モースル符号もすっかり忘れてしまい、電信での新しい局との交信はできませんでした。基本的に今でも

そうだと思いますが、電信は相手の通信速度に合わせることが、マナーだと聞かされており、７メガで突然

ＣＱを出してしまいました。勿論、私の受信能力は、限りなくゼロに近かったと思います。 

昭和５７年６月、静岡県の２文字コールのＯＭから応答していただき、まず相手のモールス符号を聞き、そ

れをノートへ写し、さらに符号表で該当する文字を見つけるというやり方で、

欧文のラバースタンプＱＳＯが何と一時間あまり費やし、大変ご迷惑をかけ

た記憶がいまだに残っております。何とかＱＳＯも終わり、ある意味ＣＷで交

信できた達成感が生まれ、よし今度は、迷惑をかけずに交信しよう！という意欲が湧いてきました。 

 モールス符号は、信号を自分の耳で聞き、そして文字にするというシンプルさに不思議な魅力を感じたの

は事実です。それからは７メガでＣＱを出して、ラバースタンプＱＳＯをこなし、徐々に受信能力の向上を図

り、月１００局以上は、国内局と交信をしていました。 

時折、ＵＡ０やＨＬなど普段聞きなれない局からコールされ、ここでＣＷは、省電力かつ簡易な設備でも飛

ぶことを実感した。そして２１メガのダイポールアンテナを上げ、１９８３年のＷＷ ＷＰＸ ＣＷコンテスト

で、南アフリカと交信でき、ここでＤＸはＣＷだと改めて痛感した次第です。 

 しかし主戦場は、７メガの国内ＱＳＯであったため、コールしてもらう局もセカンドＱＳＯが多く、和文を要

求されることが多くなった。和文習得のため、最初は１４４メガでローカル局に和文ＱＳＯの相手をしてもら

い、７メガで和文ＱＳＯをこなしていった。 



この電信級の取得が後々、上級ハムへの大きなステップとなったと思います。当時の１アマは、欧文、和

文とも送受信の実技があり、１アマへの高いハードルとなっていた和文を実践ＱＳＯで習得できたのは、非

常に大きかったと思います。 

 多くのＤＸｅｒが、１４メガで活躍するなか、このバンドへの憧れが湧き、２回目の挑戦で２アマを取得、これ

を機に１４４メガの八木を降ろし、１４～２８メガの３エレメント八木を上げ、リグも１００Ｗ機を新調した。 

この頃からＤＸを楽しんでおられるローカル局との交流が始まり、刺激を受け益々ＤＸへの想いが込み上

げ、さらに上級を目指すことになり３回目の挑戦で１アマに合格。１アマ取得を条件にリニアアンプ購入経

費を家計担当の大蔵省に予算要求し、無事承認された。 

 その後はＤＸＣＣをメインとしたＱＳＯスタイルになり、世界のアマチュア無線連盟が発行する難易度が高

いアワードを目指し、各種コンテストに参加することで、局数やカントリー、ＩＴＵゾーンも徐々に増えていっ

たように思います。そしてローカル局との間で、話題になった５バンドＤＸＣＣへチャレンジすることとなりま

す。 

５バンドの内、ハイバンドは、ほぼクリアーしたものの、ローカル局と最後の砦となった３．５メガに挑戦す

ることになり、逆Ｖで毎朝、夜明け前後にワッチし１９９４年に１００カントリーと交信でき、５バンドＤＸＣＣを

取得しました。 

完成までのポイントは、多くのカントリーが散在する、ヨーロッパとオセアニアとの交信は不可欠でした。現

在もＤＸＣＣチャレンジ・アワードを中心に、５バンドＷＡＳや５バンドＷＡＺに向けて、１日１局以上を目標に

毎日オン・エアしています。 

 定年退職を機に、よみうりアワードの申請条件を満たしているのではという前提で、今までに取得したＱ

ＳＬカードを整理した結果、以外と重複が多く、また、よみうりアワードの規定により、比較的交信しやすい

ベトナムやカンボジア、トルコなどの国との交信は、交信無効の期間が設定されており、それらを合わせる

と３００枚くらい足りないことがわかった。 

ＣＷオンリーのため、ＳＳＢのＱＳＬが混ざっていないか再確認し、次に、ＩＴＵゾーンの確認、何とか規定の

７０ゾーンは、どうやらクリアーできた。それから１年くらいでＱＳＬカードも１万枚をクリアーし、入力作業に

入ることとなる。読売アワードは、世界、全日本とも２，５００枚のＱＳＬカードを取得した時点で、申請は可

能ですが、私は、１万枚を取得してから申請しました。 

以前は、１万枚全てアルファベット順に並べ、決められた書式に６２５局ずつ１６枚手書きで記載しなくては

ならなかったが、ＥＸＣＥＬで書式を作成して提出が可能となり、事務的な作業が軽減され、記載ミスや重複

等がなくなった。また、世界的に増加しているＥ－ＱＳＬについても正式に認められた。 

 いよいよアワードの申請となるわけですが、前述した部分と重複しますが、よみうりアワードについて少

し説明させていただきます。 

世界と全日本があり、それぞれ１万枚のＱＳＬカードと予備局ＱＳＬ約５０枚が必要となります。 

よみうりアワードの申請は、まず申請用件を満たしているか否かのＪＡＲＬ正会員２名による事前審査があ

ります。うち１名は、ＪＡＲＬ登録クラブ代表者でなければなりません。 

申請は、２，５００局から４回に分けて申請か、１０，０００局全て揃ってから申請する方法があります。 

世界よみうりアワードは、読売新聞東京本社が発行するアワードで、１万枚のＱＳＬの中に、２００カントリ

ー、６大州＋南極、ＩＴＵゾーン７０以上を含まなければなりません。これらが全てクリアーした時点で申請と

なります。申請後も、アワード事務局より、実際ＱＳＬを所持しているか無作為にＱＳＬカードの両面カラーコ

ピーの提出が求められ、３～４回の審査を経て決定となります。 

 私は、申請から約６カ月で、合格通知が届きましたが、受賞内容は、世界第８９号で、全てＣＷによる交信

のため、シングルモードＣＷの特記がつきました。 



 １万枚のＱＳＬカードの内訳ですが、カントリー＝３４１（消滅含む）、ＩＴＵゾーン＝７３、大陸別では、ヨーロ

ッパ＝４，７３８、オセアニア＝１，４５５、北アメリカ＝１，３７６、アジア＝１，３５０、アフリカ＝６４４、南アメ

リカ＝４１２、南極＝２５で、 周波数別では、１４ＭＨｚ＝３，２８６、２１ＭＨｚ＝１，５４３、７ＭＨｚ＝１，４４９、

１０ＭＨｚ＝１，１５６、３．５ＭＨｚ＝７６８、２８ＭＨｚ＝７１５、１８ＭＨｚ＝６４５、２４ＭＨｚ＝２３６、１．８ＭＨｚ＝

２０２で、 この結果からカントリーが多く比較的交信しやすいヨーロッパ、オセアニア方面と、年間を通して

コンディションが安定している１４メガでの交信が、アワード取得の大きな要素を占めることがわかります。 

 最後に、世界よみうりアワードは、長く無線を続けられた結果であり、当然のことながら開局当時は勿論

のこと、ここ４、５年前までは達成できるとは思いませんでした。 

ＤＸ局との交信は、個々の運用スタイルや多くのモードがあり、多種多様ですが、私自身はＣＷが一番好き

なモードです。 

 これからチャレンジしたい方は、勇気を出してＣＱを出されてはいかがでしょうか。 

ＳＳＢとは違い、自分の耳で聴き文字にするモールスの素晴らしさが体験できると思います。 

また、長く無線を続けるには、良好なご近所との関係や、

限られた自分の設備でアワード取得やコンテストに参加

し、１日１ＱＳＯを目標にできる限り毎日、ＱＲＶすることだ

と思います。 

忘れてはならないのは、ローカル局に恵まれ、互いに切

磋琢磨してきた結果、取得できたと思います。改めてこれ

までご指導いただいた先輩諸氏に感謝申し上げます。 



●アマチュアの原点に立ち返る 

ＪＲ２ＭＨＶ 冨岡 巧 

 一言でアマチュア無線を語るには語弊が生じますが、私なりに言えば「はてなの精神」と考えます。これ

は、４０年ほど前にＪＡＲＬの原会長が日本短波放送の特別番組に出演された時に使っておられた名言で、

私は非常に気に入っています。 

 物心ついた時から何でもかんでも分解することが好きな性格で少年時代は自転車や日光写真もやりまし

た。構造を確かめると気がすむのです。それは現在も全く変わりません。 

しかしながら、近年は新しい高級リグが横行し我々アマチュア無線家の手に掛けられるものは皆無です。 

そんなこともあり、ここ数年は昔から集めている古いリグなどを中心としたレストアを楽しむことにしている

のです。それも比較的分かりやすいＨＦリグが扱いやすいのです。しかも送信機より受信機の方が楽しみ

は倍加します。なぜなら修理の成果がすぐに表れてＳＷＬを実際に楽しみながら作業が可能です。 

測定器や発信器も周波数の低いもので間に合い誤差もある程度は許

されます。具体的な作業としては、元の状態を必ずデジカメで撮影し

ながら進みます。細部に渡り分解の順番を記録しておく必要がありま

す。昔だと荷札を部品ごとに付け番号を記載したわけですが、この分

解作業は頭の訓練にもなり効果的です。手先で部品を仕分けながら

取り外したり取り付けたりする細かい作業も同様です。長生きへの隠

れた秘訣です。 

 また世の中には親切な方々が多く居られ、最近はパソコンで検索するとほとんどの技術的な悩みや疑問

は解決します。これは本当に有難いことです。昔、ボロボロになるまで読み親しんだ「初歩のラジオ」や「ラ

ジオの製作」は既に廃棄しましたが、あの時の記事こそが今の原動力です。難しいことは何も分からず、た

だ実体配線図に沿って忠実に組み立てたものでした。部品の名称も覚えました。頻繁に使う工具の種類や

使い方も自然に身に付きました。 

 今思うと、こんな経験から私のアマチュア無線が長続きをしているので

はないでしょうか。日本人も贅沢になり、何でもお金で解決する世の中で

す。アマチュア無線の世界も技術士より通信士が増えました。どちらが良

いとは言い難いですが、自分が育った環境から言えば、アマチュア無線

は免許にあるように「アマチュア無線技士」として楽しんでいたいと考えて

います。今後とも宜しくお願いします。 



●Mie DX Lovers Netに参加しませんか！！ 

JH2RMU 村山 彰 

【初めに】 

 昔々、学生時代の私は、21MHZや28MHZのHF帯で、深夜まで友人たちと、ラグ中を楽しみました。 

月日が流れて、平成16年JARL三重支部大会で、第1回三重DXミーティングを、翌17年、18年も三重

支部大会でDXミーティングを開催することができました。 

そんな中、年に1度しか顔を合わさないし、もっとDXの情報交換をしたいという声が出てきて、JA2AH石

田さん、JE2LUN松岡さん、私JH2RMU村山が相談して、平成19年5月にプレネットを、翌6月に第1回

目を開始することができました。 

【Mie DX Lovers Netの状況】 

 毎月第一土曜日、午前7時から約30分間、14.292MHZ付近、中心となる局（キー局）は、毎回持ち回り

で、進め方はキー局の裁量に任されています。 

前月の運用報告や、DXCCのルールの変更、QSLの回収状況等、近況報告を行っています。本年5月に

は、10周年を迎え120回を超えました。 

【今までの参加局】 

 平成29年9月（第124回）までの参加局は、 

県内局（33局）：JA2AH,JA2OJ,JA2QS,JA2ANR,JA2BDR,JA2DOU,JA2BVL,JA2EPW,JA2ESR 

 JA2EZR,JA2FYNJA2IDR,JA2JRG,JA2LHG,JA2TTH,JE2LUA,JE2LUN,JF2NDF,JF2UPM, 

 JF2VAX,JG2KJU,JG2KKG,JH2IEE,JH2RMU,JH2VUV,JJ2MEO,JJ2IJU,JJ2TUF,JK2VOC, 

 JK2TTP,JO2AXB,JQ2QHG,JR2BLQ 

県外局（3局） JQ2GYU,JO3DDD,JH4IFF 

DX局（2局） ： OE1ZKC,VA7KO 

参加局の合計は38局で、延べ1,092局となり、1回平均8.8局の参加がありました。 

平成23年9月は、台風の影響で、アンテナをクランクUPできない局や残業で家に帰れない局もあり、

JA2ANR局とJA2BDR局の2局のみ参加ということもありましたが、何とか途切れずに続いています。 

JK2VOC局は、9M6（東マレーシア）から、JH4IFF局は、8P9（バルバドス）から、チェックインしてくれまし

た。 

ヨーロッパとのコンデションが良かった時は、OE1ZKC局（オーストリアのJH4RHF）が、DXクラスターに

UPしてくれて、参加局とレポート交換してくれました。 

また、親日家のフランス人が、旅行で小笠原（JD1）からQRVした時、今の時間に聞こえてきたのは、あな

た達だけですと、ブレークを入れてくれました。 

VA7KOは、カナダのバンクバーからいつも三重を探してくれます。 

私たち三重からの電波もワールドワイドに飛んでいます。 

【今後の展望】 

 南北に長く、横のつながりが少なった、三重のDX愛好家ですが、このネットや支部大会のDXミーティン

グで、声を交わすうちに同好の皆さんと、情報交換ができるようになりました。 

この集まりは、きっちりとした決まりもなく、会費もありません、いつ廃止になるかもしれませんが、皆さん

の声をベースとして、これからも発展していってほしいと思います。 



参加局は、海外交信だけでなく、国内交信も大好きですし、JT-65やFT-8など、新しい通信モードなど、時

代に乗り遅れないように、切磋琢磨しております。 

皆様のネットへの参加を、心からお待ちしています。 

毎月第一土曜日、午前7時から約30分間、14.292MHZ付近 

正距方位図地図 作成ツール  https://ns6t.net/azimuth/azimuth.html より 



●お伊勢さん菓子博２０１７特別局の運用報告

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．概要 

  第27回全国菓子大博覧会が三重県伊勢市で平成29年4月21日（金）から5月14日（日）ま 

 で開催されるにあたり、 全国菓子大博覧会と地元三重県の紹介、そして特別局運用によるアマ 

チュア無線家の活性化との趣旨から、平成29年2月2日から平成29年5月14日までの103

日間の長期にわたりアマチュア無線局 (お伊勢さん菓子博２０１７特別局) を運用致しました。 

  私たち三重県支部は、この特別局を博覧会会場はもちろん県内各地に移動局を派遣運用し 

 て、国内約１万局、世界４大陸26ヶ国142局との交信をして当初の目的を達成できたと自負し 

 ます。ここにその内容をご報告申し上げます。 

２．アマチュア無線特別局の名称等 

 ・局   名 ： お伊勢さん菓子博２０１７特別局     ・呼出符号 ： ８Ｊ２ＩＫＨ 

３．運用期間 

  2017.2.2～2017.5.14  (約３．５月間/１０３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 、移動局５０ｗ および 固定局５０ｗ/２００ｗ 

 ・固定局機器 ： IC-775DX2 / FT-991 /  FT-991AM 

 ・移動局機器 ： FT-450M / TS-680V / IC-551D / IC-275 / IC-375 

 ・無線機提供 ： JARL東海地方本部(JA2RL/JA2YRL) , JA2LKC ,JA2HVO 

５．無線局の設置場所および常置場所 

 三重県伊勢市朝熊町字鴨谷4383-4 (三重県営サンアリーナ内) 

６．運用管理 

 ＪＡＲＬ三重県支部 記念局実行委員会 

７．運用場所(地域) 

７－１．博覧会会場での運用 

 ・お伊勢さん菓子博会場のサンアリーナ３階入口に 

  設置した無線局舎(法的設置場所)で博覧会期間中の 

  ４月２０日から５月１４日の期間運用しました。 

 ・交信局数：４,３２３局 、無線局運用者１９９人工、 

  管理スタッフ １１６人工   

 ・他、訪問客の問合せ・会場案内・落とし物対応など 

  多々の対応も行いました 

博覧会会場8J2IKH アンテナ 



博覧会会場 8J2IKH局舎 

７－２．県内各地での運用 

 ・２月２日から５月１４日の期間、三重県内のJARL登録クラブ(会員)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・事業主様のご協力を得て運用しました。 

 ・交信局数：５,９４２局  、 無線局運用者１０４人工 

８．交信局数と内訳 

 ・ １０，２６５局と交信しました。 

        (博覧会会場からは ４,３２３局、県内各地からは ５,９４２局 計１０,２６５局 ) 

 ・交信相手、地域別内訳・海外１４２局の内訳 



 ・特別局運用(交信)者 49局 (順不同、敬称略) 

  JA2FYN,JA2GOX,JA2HVO,JA2IHU,JA2JRG,JA2KSA,JA2LKC,JA2MEI,JA2RJE,JA2UOR,JE2HYF, 

  JE2LUA,JE2PTG,JF2CTT,JF2RVJ,JF2RYT,JF2UFE,JF2UPM,JF2VAX,JG2FYY,JG2GFX,JG2KJU, 

  JH2RMU,JI2JEK,JI2KNS,JI2NRI,JJ2DWL,JJ2IJU,JJ2JIX,JJ2WLX,JK2VOC,JL2OGZ,JM2KBC, 

  JO2AXB,JP2XYT,JQ2GIN,JQ2JAQ,JQ2WKN,JR2COI,JR2GJV,JR2IIR,JR2MHV,JR2OSV,JR2QLO, 

  JR2SEY,JR2SZH,JR2TDB,JS2AAW,JS2KHM 

９．交信証 (QSLカード)   

・交信局国内外合わせて約１万局に発送。 

            交信証イラスト面               交信証データ記載面  (手書き版) 

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 (17名、順不同敬称略) 

  三重電信会(JA2UOR)   , 名張アマチュア無線クラブ(JE2YCR)  , 日赤三重無線奉仕団(JE2ZWH) ,  

  三重コンテスタークラブ  , 堤 勝     (JA2ECV)  , 岡田哲夫(JA2HVO)  , 服部 豊   (JA2IHU)   ,  

  長谷川隆司(JA2NMH)   , 中村裕紀(JF2AGB)    , 甫本幹也 (JF2CTT)  , 南川辰也(JF2UFE)  ,  

  種村一郎   (JG2GFX)   , 後藤 直  (JJ2JIX)    , 山本 斉  (JM2KBC)  , 小川典甫(JM2OEB) ,  

  山口 宏     (JO2AXB)  , 堀口元嗣(JP2ETK)

 その他、物心共にご提供を頂きました多数の方々がおられたことを申し添えます。 



１０．後援 

 第27回全国菓子大博覧会・三重 実行委員会  

１１．協力機関・企業    (順不同・敬称略) 

 第27回全国菓子大博覧会・三重 実行委員会   、    株式会社 スコルチﾔ   

 医療法人全心会  伊勢慶友病院            、    伊勢市危機管理課 

１２．おわりに 

 第27回全国菓子大博覧会（お伊勢さん菓子博）が三重県伊勢市で開催を機に、菓子博そして地

元三重県の紹介の一環としての参画でスタートしました。 

これまでイベント会場に特別局舎を開設出来る機会はあまりなく、今回無償で博覧会会場に開設

出来たことは感慨で、局舎にはアマチュア無線家はもちろん一般の観客も来られ、無線交信のみ

ならず来訪者との交流もあり有意義な機会を得るなど、県内のアマチュア局の活性化の一助と励

みになりました。 これには、後援を頂いた第27回全国菓子大博覧会・三重実行委員会をはじ

め、特別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。 

















●本年度の行事 (三重県支部行事および関連行事) 

H29 ２月 1日～５月１４日 「お伊勢さん菓子博2017」 特別局 (県内全域および博覧会会場) 

    ５月 ５日(火)     第３９回オール三重33コンテスト 

   ５月２８日(日)     フィールドミーティング          (松阪市/松阪市森林公園) 

   ６月２５日(日)      第６回定時社員総会           (東京都新宿) 

   ７月２３日(日)       東海ハムの祭典             (愛知県日進市) 

   ９月２日～３日(日)   2017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) 

  １０月 １日(日)     FOX2017 /フォックスハンティング  (菰野町/三重県民の森) 

  １１月 ５日(日)      非常通信訓練                   (県内全域) 

  １１月１２日(日)     支部大会/三重県ハムフェステバル (明和町/明和町中央公民館) 

H30 

     ２月 ４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)) 

  ・平成28年 津市   （サンワーク津)  



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。 
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