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発刊に際して                                  JARL 三重県支部長 長谷川 隆司 

 ＪＡＲＬ三重県支部は、支部運営委員・登録クラブの方々のご協力をいただいて、これまで毎年支
部大会・ハムフェスティバルを開催してまいりました。 
開催にあたり情報誌・ＪＡＲＬ三重（本誌）の発刊を続けており、今年は４０号の節目にあたります。 
今年は新型コロナウイルス感染拡大が予断を許さない状況が続いているため支部大会・ハムフェステ
ィバル開催を急遽取りやめる判断をさせていただきました。このことから、支部大会開催の代わりに
情報誌（No40）発刊のみの対応とさせていただきたく、会員の皆様の感染予防の観点からも、誠に
心苦しく恐縮ですが、ご了承を賜りますようお願い申し上げます。 
次年度の支部大会・ハムフェスティバルは、新しい生活様式に対応した取り組みでの開催を考えてお
りますので、是非ともご参加いただきたいと思います。  
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●ごあいさつ
JARL 三重県支部長 JA2NMH 長谷川 隆司

「ＪＡＲＬ三重」№４０ 発行にあたり、一言ご挨拶をさせていただきます。 
今年は東京オリンピック・パラリンピックの開催が予定されておりましたが、新型コロナウイルス感
染拡大に伴い、来年度への延期の決定がされ、様々な催物・イベント等がやむなく中止・延期に追い
込まれていることについて、非常に残念に思っております。平素はＪＡＲＬ三重県支部の諸活動にご
理解とご協力を頂いておりますことを、紙面をお借りして厚く御礼申し上げます。 
 今年は当初計画しておりました、フィールドミーティング２０２０、「三重県支部大会・ハムフェス
ティバル２０２０」の開催について、国・県・市の動向を参考に、皆様の新型コロナウイルス感染防
止のために、残念ではございますが中止の判断をさせていただきましたことを、お詫び申し上げます。 
来年２月の「技術講習会」は、現時点では開催を予定しておりますので、詳細は支部ホームページ

に掲載させていただきますので是非ともご参加ください。 
また、三重県支部ではオール三重 33 コンテストの開催や、オール三重３３アワード・みえ３３３ア
ワードの発行を行っておりますので参加などお願いいたします。 
なお、アワードにつきましては現在規約の見直し作業を進めております、規約改正後はホームページ
に掲載をさせていただきますので、今しばらくお待ちいただきたいと思います。 
 令和になって今年も長梅雨や酷暑・九州地域への台風襲来や豪雨災害による洪水被害など昨年度同
様自然災害の多い年でした、ここに被災された方々に心からお見舞い申し上げると共に、早期復旧が
されることを望んでおります。 
「災害は忘れたころにやって来る」とのことわざにもありますが、幸いにもここ数年三重県下におい
て、台風等による甚大な被害発生が起こっていないことは非常にありがたいことでした。 
先日の非常通信訓練では、災害時の対応に備えて県内外から多数の局に参加をいただきました、平常
時から災害への備えは大切で今一度、「自分の身は自分で守る」ことの再認識がされたところです。 
コロナ禍において、非常事態宣言の発出や外出自粛など今までに体験したことのない経験がアマチュ
ア無線への従事時間が増えて、シャック内整理整頓が出来たとかお話を伺いましたが、感染予防に努
められて、皆様の今後一層のご健勝とご活躍を祈念するとともに、引き続き三重県支部の活動に参加
いただきたいと思います。 

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。 
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令和元年度 三重県支部費収支報告書 単位：円 

令和元年度 三重県支部業務報告書
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●三重県支部 監査指導委員会 報告 
監査指導委員長 JA2HVO 岡田哲夫 

 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 10 月現在、委員数は８名です） 

１．令和２年度ねらい 
電波の適切な運用・啓発のため、電波モニター・ガイダンス局の運用の他、電波適正利用推進 
員協議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．令和元年度 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 1500 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） 

   三重県は令和元年 4 月 6 月で運用、ガイダンス送出回数は下記。  
      144MHz 帯 19 回 、 430MHz 帯 452 回   合計  471 回 
 ③東海総合通信局規正用無線局と、三重県で第９回目の連携運用を実施。 
  ・日 時 令和元年６月４日
  ・場 所 名阪上野忍者ドライブイン/三重県伊賀市大内 2017 
  ・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、電波適正利 
       用推進委員と総勢約 15 数名。 

・一般観光客の見学もあり電波の重要性等のＰＲとそして当局との相互協力の理解など、 
有意義な連携運用となった。またこの活動が TV ニュース番組にも報道された。違法・ 
不法運用局へ、24 回ガイダンスの是正通知を行った。 

３．報告例 
 令和 2 年 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   15 638  653 
(2)周波数の逸脱       
(3)通信事項等   3 35  38 
(4)呼出符号の不送出    46 112  158 
(5) 侵入電波 ０   件  
(6)第 80 条報告書提出数 ０   件  
(7)モニター時間 164   時間  
特記事項 

・434.22MHz でシンプレックス運用(注意無視) 
     ・ダンプカー運転手らしく局の呼出符号の不送出が横行している 

以上 
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三重県支部 役員名簿(令和２年度 ) 

役職 呼出符号 氏  名 監査指導委員会 
支部長 JA2NMH 長谷川 隆司 委員長 JA2HVO 岡田 哲夫 
顧 問 JA2ANJ 伊藤 明生 委 員 JA2IHU 服部 豊 
運営委員 JA2HVO 岡田 哲夫 委 員 JA2LKC 中奥 政一 
運営委員 JA2IHU 服部 豊 委 員 JE2ELS 雨宮 章弘 
運営委員 JA2LKC 中奥 政一 委 員 JF2NNE 原田 哲 
運営委員 JA2OQA 大川 雅生 委 員 JH2OJG 堀川 吉章 
運営委員 JA2UOR 松岡 信一 委 員 JQ2OUL 郡  正道 
運営委員 JE2APW 朝尾 高明 委 員 JR2FSQ 湊  堅時 
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 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 
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 JP2XYT 田中 康博 
運営委員・会計 JR2MHV 冨岡 巧 
運営委員 JH3JUL 福山 宏二 

名簿は令和 2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)社団局運営部会 
 (7)ハムフェステバル実行委員会 
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三重県支部 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 JH2PXL 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 JI2PYO 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 
21-4-12 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 津市 
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 JA2EID 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。 
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●支部大会の流れ 

毎年、登録クラブの活動を盛り上げるために支部大会を開催しておりますが、過去の経緯を少し説
明します。 
元々JARL は東海地区に東海支部という名称で東海 4 県の会員へのお世話をしてきました。 
ですから各県支部は無く 4 県での合同開催という形で会員が集う大会があったのです。 
やがてエリアごとに地方本部という組織が置かれ三重県支部も設立されました。それ以降は三重県で
も支部独自の大会を実施して来たわけです。 
この支部大会は長い歴史があり、当時は毎年各地を巡り地元登録クラブにお世話になりました。 
また、前夜祭も開催し各地で地元ハムとの交流も盛んになり支部行事の活性化につながったものでし
た。ところが JARL の財政も会員数減少とともに支部への予算も以前とは比べ物になりません。 
そんな事情を踏まえて最近では会場を安価で借用する工夫をしております。 
ここ数年は皆さんが集まり易いことを考慮して、ほぼ中心に位置する津市に集中しておりますが、色々
な背景を察して頂きたく思います。 

また、これとは別に会員向けの全国大会もあり「JARL 総会」という名称で全国持回りの会合を 
開催してきました。最後の総会は名古屋市で開催した「尾張総会」と「臨時総会」です。 
色々と問題も多かった総会でしたが JARL の組織が大きく見直されたことから、最近では社員総会と
いう方式をとっており、東海 4県から選挙で 12 名を総会に送り込んでいます。また別に、支部長は
県単位で 4名が社員資格を持ち、年に一度東京で開催される社員総会に出席します。 

（今年は大変な年になりました） 
毎年開催で継続してきた支部大会ではありますが、今年は事情が違います。 
何と開催を中止したのです。支部会議で問答もありましたが趣味の集まりであることを考慮して無理
をして開催することもないのではないかという結論に達したもので、参加を期待されていた方々には
大変申し訳なく思います。 

（三重県ハムフェスティバルについて） 
支部大会は JARL 会員を対象にしたイベントであり年に一度は開催する必要があります、しかしなが
らアマチュア無線を楽しむ方々はたくさん居られます。それら会員外の方々からの参加要望も多かっ
たこともあり、支部大会とは言え一般の方々にもアマチュア無線を知って頂くことを目的とした「三
重県ハムフェスティバル」という形を取りながら長年やっております。今後もその姿勢は変えずに、
少しでも参加者を増やし、少しでも JARL 会員の増強につなげる努力をします。 
毎年、会員向けの支部大会では式典が開催され、コンテスト入賞者を表彰しています。また、最後に
実施する「お楽しみ抽選会」では参加された皆さんへ豪華な品物が当たり人気が高いイベントです。 
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1996 年鈴鹿市文化会館で開催された時に運用した JA2RL。 

JA2RL とは東海地方本部が所有する局で、今とは違い 8J2 が無かったために、主なイベントではこの局を使用し

ての運用がされていました。 

阪神淡路大地震が起こった翌年での開催とあり、「災害とハム」と題したパネル会議をステージにて開催し、そ

れ以降各地で防災への取り組みが盛んになりました。関西から JA3AA 島さんにも出席頂き体験談を披露されまし

た。前夜祭は鈴鹿サーキットホテルを利用し、初めての立食パーティで開催されました。 

カードのイラストは、登録クラブの JARL 鈴鹿で活躍する漫画家 JH2LQU 前田さんにお願いをしました。 

1995 年南牟婁郡紀和町で開催した時に運用した JA2RL の QSL カード。 

前夜祭から大いに盛り上がり、地元の皆さんには大変お世話になりました。 

この QSL カードの写真は、丸山の千枚田ですが現在では整備され、多くの観光客が毎年訪れる場所となっている

ようです。最近はイベント会場で運用できる支部社団局があり、これら JA2RL での運用も懐かしい思い出の一つ

になっております。 
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●過去に運用した思い出の局
（１）８J2MIP 世界祝祭博覧会（まつり博）記念局 １９９４年 

通称、まつり博と呼ばれて伊勢市の朝熊山山 
麓で開催されたイベントで、支部も会場内に 
ブースを設けて盛大にイベント PR をしまし 
た。このカードは発行した「まつり博アワー 
ド」に使用が出来て人気がありました。 

（２）JA2RL 鈴鹿郡関町移動運用 １９９７年 

支部の人気コンテストである 33 コンテスト 
を支援するために、当時の鈴鹿郡関町にある 
関ロッジで運用した時のカードです。 
旧東海道の古い町並みは今でも懐かしく感 
じます。 
のちにこの地で支部大会も 2 度ほど開催。 

（３）８J2IYV 国際青年の村記念局 199９年 

世界中から若者が集まり青年問題を議論する 
イベントで鈴鹿市にある青少年センターで開 
催され、当時の礼宮様も来賓で出席。 
支部では一角に移動局を開設して世界中に 
PR しました。会場内は全て英語を使用。 

（４）JA2RL 飯南郡飯高町移動運用 １９９９年 

飯高町で移動しアウトドアを楽しんだ思い出 
の局です。下に流れる川ではカワセミを見る 
ことが出来た山中での運用は思い出の局とな 
りました。 
当時は JA2RL で CQ を出すと現在の８J2 同 
様に人気があったのです。 
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（５）８J2I 平成 25 年の伊勢参り記念局 ２０１３年 

伊勢神宮では遷宮がありますが、このイベン 
トに合わせて伊勢市を PR する特別局で伊勢 
市観光センターをお借りして広く伊勢の良さ 
を PR しました。ISE を使用すると CW交信 
で短点が続くので I のみとしたものです。 

（６）８J2SMT 伊勢志摩サミット記念局 ２０１６年 

日本が議長国となり志摩市で開催した主要７ 
か国首脳会議（G7 サミット）に合わせて開 
設し伊勢志摩の景観を全国に PR した記念局 
です。 
支部ではともやま公園を中心に運用しました。 
NHK-TV 国内放送、国際放送(NHK World  
Japan)でも記念局運用が報じられた。 

（７）８J2IKH お伊勢さん菓子博２０１７記念局 ２０１７年 

伊勢市にある三重県サンアリーナで開催され 
全国からお菓子のメーカーなどが集まった 
イベントです。 
支部では会場内に専用ブースを設けてアマチ 
ュア無線の楽しみ方などイベント PR と共に 
紹介しました。 
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三重県支部大会の思い出 

JE2APW 朝尾高明 

支部大会は今年はコロナウィルス蔓延で中止になり残念ですが、昔は三重県内持ち回りで開催され

ており、毎年各地のイベント等が楽しみで参加していました。 

地域登録クラブである「熊野無線クラブ」でも担当エリアとして、「熊野市」、「鵜殿村」、「御浜町」、

「紀和町」、「紀宝町」でも 5回実行させていただき色んな趣向を凝らしました。 

1988 年鵜殿村で開催した時は、アマチュア無線が人気絶頂期で、多くの参加者(約１０００名)が、

鵜殿公民館と体育館それに駐車場を利用して、一日中楽しみました。 

携帯電話が普及し、アマチュア無線人口が激減した状況からみると考えられない事です。現在はコ

ロナウィルスが蔓延している中、感染の心配が無いアマチュア無線は安心して楽しめる FB な趣味で

す。高齢者の見守りも兼ねて、安心、安全であるアマチュア無線を皆さんも是非長く続けて下さい。 

            写真は鵜殿村での支部大会 (昭和 63 年) 集合写真です
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●今は亡きOMとの出会い
JR2MHV 冨岡 巧 

小学生の頃、鉱石ラジオを作り石鹸箱に回路ごとねじ込んでクリスタルレシーバーで津市にあった
「ラジオ三重」を聴いていたことが私をアマチュア無線に誘い込んだ。貧しかったので雑誌「初歩の
ラジオ」も毎月は購読できず、畑仕事へ行く父親のリヤカーを押した時の小遣い銭を貯めて時々雑誌
を買っていた。そんな時代に、近くで無線を楽しんでおられた OM宅に遊びに行きながら少しずつ無
線技術に興味を持った。あれから何十年と経ってしまったが、現在までに吸収した多くの知識は亡き
OMたちから直接に教わったものである。体験を通じて備わった知識はいまだに体に残っている。書
物から得た事柄は直ぐに消えてしまうことが年齢を重ねた今になり感じることが出来る。 
さて、皆さん高齢化が進み、貴重なアマチュア無線家が次々と亡くなるようになった。大きな病気

をしなければアマチュア無線は死ぬまで楽しめる。私はお陰で沢山の素晴らしい OM にお会いし、皆
さんから直接教わった多くの知識で現在もアマチュア無線から離れずに居る。 

〇JA2AH 石田さん 津市青谷の石田さん宅にはクランクアップタワーがそびえており近鉄電車か 
らいつも眺めていた頃がある。私が所属するクラブで開催した JARD 講習会で管理責任者として長 
くお世話になった OMで、交信実績も素晴らしいものを残されている。初代の JARL 三重県支部長 
として県内ハムにも多大な影響があったので知らない方はあまり居ない筈です。先日、残しておら 
れた大型アンテナをローカル局と下して来ました。 

〇JA2IZ 小林さん 私が勤務していた職場で物理の非常勤講師をされたことからお付き合いが始ま 
り、当時は IZ さんのアンテナも取り付けたことがあります。熱心なアマチュア無線家で色々実験 
された体験談をお聞きしました。 

〇JA2PP 西村さん 名張無線クラブを総括する貴重な方でした。支部が毎年開催していたモービル 
FOX 大会や支部大会で行った綱引きが今でも忘れられません。PP さんから相談を受けて名張市役 
所に D-STAR を設立できたことを嬉しく思います。 

〇JA2TY 松ケ谷さん いつも傘屋である自分を PR しておられましたが、実は非常に工作の好きな 
方で天文や EME に興味を持たれ私にも勧められましたが技術がなく見学に終わりました。自宅に 
お邪魔すると素晴らしいリグが陳列してあり熱心な説明を受けました。 

〇JA2WD 小道さん 私が所属するクラブに入会頂き、津駅近くにあったご自宅では当時は珍しかっ 
た太陽電池発電を自作し、私にも熱心にご指導頂いた方で控えめな性格が印象に残っています。 

〇JA2BHD 谷口さん 私が所属するクラブの代表者にお願いし鈴鹿市で開催した支部大会では貴重
な記録ビデオを残して頂き当時のイベントが今でも見ることが可能です。前夜祭では BHD さんの
提案でサーキットホテルを会場に開催しました。 

〇JA2ECV 堤さん 古くはパール総会で記念誌を制作した時に私は堤さんと共に貴重な OM宅を訪
問してきました。当時取材した記事は記念誌で残っており当時を思い起こすことが出来る。録音テ
ープもあるので近く音声も再現してみたい。しばらくは間をおいていたが支部でアワードを発行す
ることとなりアワード委員長としてお願いした。 

〇JA2RAL 山中さん 眼鏡屋さんを経営されていた時に客としてお邪魔したことでアマチュア無線
に話が移り、それ以来非常に長いお付き合いとなりました。当クラブから派生した災害ボランティ
アアマチュア無線鈴鹿の代表として長く県内の防災活動を活性化して頂きました。 

〇JF2HVN 村田さん 松阪市に在住して居られて当時は講習会講師として非常に熱心であったこと
から私たちが開催する講習会にも講師としてお願いしてきました。もの事には強いこだわりのあっ
た方で理論づくめで色々な知識を OM から吸収させて頂き、引き続き講習会を担当しております。 

〇JR2RLW 市野さん 私が提案したクラブ設立では「JARL 鈴鹿」を命名した頂いた OMです。独
特の親分肌があり頼もしい方でした。三重で開催した JARL パール総会当時の三重県支部長でもあ
り、たくさんのイベント開催では始終市野さんのお手伝いをさせて頂いた思い出深い方です。 
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● 名張アマチュア無線クラブ 
                                                   JARL 登録クラブ 21-1-22 

名張アマチュア無線クラブ JE2YCR 
○クラブの紹介 
名張アマチュア無線クラブは、三重県名張市において 1983 年（昭和 58 年）、JARL 地域登録クラ

ブ（21-1-22）JE2YCR として発足、2020 年（令和 2年）で 37 年を迎えました。 
会員は、名張市を中心に伊賀市、隣接の奈良県に住居あるいは当市で勤務している者 16 名で構成し
ています。近年、高齢化に伴うクラブからの脱退、アマチュア無線を趣味とする若者の減少等も影響
しているのか、年々、会員数が減少傾向にあり当クラブが抱える問題点のひとつでもあります。 
○クラブの活動 
当クラブの主な活動内容は、次のとおりです。 

①定例オンエアミ－ティングの開催 
毎週土曜日の午後 9 時から定例オンエアミ－ティングを開催、参加はクラブ員の有無を問わず自由
参加とし、ラグチュ－方式で実施しています。最近では、愛知県高浜市の局長さんも参加してくだ
さっています。使用周波数は、145.28ＭＨz 、聞こえましたらブレイクしてください。 
②グランドミ－ティングの開催 
毎月第１日曜日の午後 1時 30 分から名張市勤労福祉会館において、会員相互の情報交換、活動計
画の検討等を行っています。 

③各種コンテストへの参加 
クラブ局として、また、個人局としてオ－ル三重３３コンテストをはじめ各種のコンテストに参加
しています。 

④ JARL 三重県支部等主催行事への参加 
三重県総合防災訓練、非常通信訓練、JARL 三重県支部大会等に参加しています。 

⑤名張市災害ボランティアセンタ－運営委員会への参画 
名張市社会福祉協議会は、本年、断ち切れとなっていた「災害ボランティアセンタ－」の復活を決
定、当クラブに参画依頼があり承諾するに至りました。具体的な活動内容は、今後、開催予定の名
張市災害ボランティアセンタ－運営委員会において審議される予定です。 

⑥名張市との協定に基づく活動 
名張市と名張アマチュア無線クラブは、平成 26 年 4 月 15 日に「アマチュア無線による災害時の
情報収集等に関する協定」を締結、災害が発生した場合、名張市の協力要請に基づき所要の活動を
行うこととしているほか、毎年 11 月に開催される「名張市総合防災訓練」に参加しています。 
昨年は、Wi-Fi 長距離伝搬機器を用いた被災地からの画像伝送を行いました。 

【対策本部】名張市防災センタ－ 【移動局】イオン名張店屋上 【対策本部】対策本部の模様 
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⑦名張市教育センタ－（週末教育事業）への参画 
名張市では子ども達に体験や学びの場を提供、キーワードを「創造・探求・伝承」として、身近な
科学・理科実験やものづくり等に興味関心を高める教育活動を実施されています。そうした中で当
クラブ員（教員、元NTT 職員）に対し、小学生を対象とした電波に関する実験、出前授業の依頼
がなされ、来る 11 月 14 日（土）、小学生を対象にアマチュア無線を含む電波関連授業を行うこと
としています。 

○その他（発足当初のクラブの活動、他の無線クラブとの親睦活動等） 
執筆者（JL2PWD）は、平成 29 年 4 月に当クラブに入会しました。 

この度、JARL 三重県支部から情報誌への投稿案内がありましたが、私は在籍期間が短く当クラブ
の活動把握は“ほぼ白紙”の状態でした。そのため、当クラブの引き継ぎ資料等を調査中 1 枚の DVD
を発見、再生の結果、当クラブの歴史を確認することができました。感謝 感謝 
ＤVDには、平成 3年の表題が記載されていましたが編集者は不明、クラブ員のどなたかが映像

を編集され記録（歴史）として伝承されたのでしょう。これにも感謝! 
記録されている映像は、今も当クラブ員に伝承されている活動内容でしたが、アマチュア無線を趣
味としている会員が、生き生きと各種の行事に取り組んでいる姿には大きな感動と感銘を受けまし
た。 
私も高齢者の仲間入りをする歳になりました。次第に足腰の衰えも感じるようになりました。そん
な中でもアマチュア無線という趣味は少々身体が衰えても、ステイホ－ムが長期間続いたとしても、
口と手が達者ならば家の中で楽しむことができます。改めて良い趣味を持ったものだと認識してい
ます。 

むすびに DVD に記録されていた内容の一部を紹介しファイナルとさせていだきます。 
①昭和 58 年に当クラブ発足時のセレモニ－
クラブの旗揚げには、JARL 三重県支部から市野支部長が出席されました。 
②名張青蓮寺湖駅伝大会（毎年２月の日曜日に開催）で TV 中継を実施 
当日は、スタ－ト地点・通過地点・折り返し地点等 6箇所に FM・TV 機器を設置し選手の通過状況
等を中継されていました。その状況は、応援者等の評価は好評だったようです。この活動は、その
後十数年にわたり継続されたとのことです。 

③各地への移動運用、クラブ内での FOX ハンティングの実施等 
④三重連合ハムクラブ（高田・白山・名張）による合同レクレ－ション 
名張市青蓮寺におけるブドウ狩り、奈良県宇陀市の女人高野室生寺観光等 

⑤三重県多気郡多気町へのミカン狩りレクの実施等 

 名張市へお越しの際は、名張 430 をご活用ください 
                                 以 上 
                                   (文責: JF2NNE 原田 哲) 
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●コロナ禍の中でのアマチュア無線の楽しみ方 熊野無線クラブでは・・・ 
ＪＡＲＬ登録クラブ 21-1-17 
  熊野無線クラブ JH2YIV 

○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をはじめ，例年はお花見ミーティン
グ，春のレクレーション，全国６８ミーティング，お月見ミーティング，紀宝みなとフェスティバル
（紀宝町）でのＪＣＧサービス，通信練習，ハロウィンパーティー，ＪＡＲＬ三重県支部大会への参
加，ツールド熊野，熊野古道トレイルランニングレース，くまの駅伝及び熊野市総合防災訓練での情
報伝達協力，くまの防災アマチュアネットワークロールコール（毎月１日，１５日）への参加，新年
ロールコール，ボーリング大会，９月から翌年３月までのマラソンコンテント，インディアカ，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。 

○今年度の熊野無線クラブの行事は・・・ 
 さて，今年度の当クラブの行事は，新型コロナウイルス感染予防対策を踏まえての開催となりまし
た。４月に定期総会を井戸小学校体育館アリーナでソーシャルディスタンスを確保しながら，今年度
の行事計画を決定しました。 
しかしながら，新型コロナウイルス感染予防対策を考慮し，お花見ミーティング，春のレクレーショ
ンや全国６８ミーティング参加，ハロウィンパーティーも中止となりました。しかし，中止となった
行事の代替えとして，マラソンコンテストをミニコンテスト（６月）と現在９月の彼岸から３月の彼
岸までのマラソンコンテストを実施しています。 
 ルールは，クラブ主催のロールコールにできるだけ多く参加した局をもって上位とすることから，
参加局は月曜から土曜日の朝７時４５分からのズームインロールコール，毎日夜２２時からのおやす
みロールコール（木曜日は除く），日曜日正午からのこんにちはロールコール，木曜日夜２１時から
の定例ロールコールにチェックインし各１点を得ることと，時間を定めない突然ロールコールに上位
５番までに入れば１点を得て，朝昼夜全部で出席できれば１日３点をロングランで，点数をサマリー
シートに，キー局をログシートに記入することになります。 
となると，自宅（屋内）の無線機の近くに待機し（巣ごもり），聞き耳（ワッチ）が重要となります。
周波数はクラブ使用周波数のみですが，中継は使用可能な周波数・電波形式はすべて認めることから，
熊野市，南牟婁郡から外へ出かけている（または出稼ぎに行っている。）場合でも，クラブ員に中継
してもらってキー局にチェックインすることも救済策として認めてもらっているので，幅広いアマチ
ュア無線の知識も必要不可欠です（特に広範囲のレピータ情報等）。 
 昨年度の第１回マラソンコンテストは JS2PFV 局 JK2PQW局の２局が同点一位でした。 
今年度６月のミニコンテストは，６月６日 ２１日に開催され，JK2PQW 局が優勝しました。 
ちなみに参加賞はエコバックでした（レジ袋が有料化になりましたね，重宝しています）。 
さて，今年のマラソンコンテストはどの局が優勝するのか，期待しています。 
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また，ミーティングも新型コロナウイルス感染対策を取り，ミーティングのテーブル人数を通常５名
を３名にしたり，時間を２時間までにしたりと担当幹事や会場のみどりやさんにも配慮していただい
ています。 
 １４５．６８MHｚ，４３９．９２MHｚ（熊野長尾山レピータ），４３９．４７MHｚ（D-Star 熊
野４３０）が当クラブの主に利用している周波数です。熊野地域へお越しの節はお声かけください。 
※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。 

熊野無線クラブお月見ミーティング 令和２年１０月４日（みどりや） 
（注 撮影時のみマスクをはずしています） 
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● 三重電信会よりお知らせ 
                         JARL 登録クラブ 21-4-34 

 三重電信会 JE2YOK 
                                                              会長 JA2UOR 松岡 

コロナ禍の為 電信会総会は延期のまま時は過ぎています。 
5 月開催予定だった「モールスサミット 2020」は中止、同時開催よていの「第 46 回東海和文電信の
集い」は来春 5 月 28 日(金)に開催予定となっています。 
三密でないアマチュア無線はコロナ禍の中であってもコミュニケーションを取って行けます。 

電信会主催、社団局 JE2YOK によるロールコール(キー局 JG2AKR/宮本 OM 144.05Mhz CW 時間
午後 8 時から)の運用も今年 5 月 9 日で 300 回となりました。 参加して頂いた電信をこよなく愛し
てみえる各局様、キー局様のお蔭と感謝したします。 
10 月 10 日のロールコールは３１局様にご参加を頂きました。11 月は 14 日午後 8 時からで(執筆 10
月 12 日)、12 月は１２日午後 8時からとなっていますのでご参加をお待ちしています。 
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● 伊勢市アマチュア無線災害ネットワーク 
                                                   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 

私たちは災害時に於ける情報伝達活動に寄与する為に同じ意志を持っている方たちとの組織です。 
ただし、あくまでも「アマチュア無線」である事を基本とし、行動することを遵守しています。 
しかし、組織の運営上問題点もたくさん出ています、その為昨年度事業としてメンバーによるしっか
りとした「マニュアル」を約 1年かけて作成しました。 
幸いにも私たちの地域は昨年度も大きな災害は起きていません、その為組織の存在がなかなか認めら
れにくい状況です。 
現在、メンバーは一般の無線家４０名と医師関係４５名で、全国的にも希少な組織です。これでも発
災時の組織運営にはマンパワーが不足です。 
昨今アマチュア無線家の人口減少が進んでいます。原因の一つには、アマチュア無線の魅力の楽しさ
をもっと知ってもらう必要があると思います。全国、世界中の全く知らない人と通信して言葉を交わ
したり、アイボールする。体が不自由な方、目が見えない方でも通信を通じて楽しく会話が出来
る・・・・ 安全で素晴らしい活動です。男女関係なく小学生 後期高齢者まで幅広く楽しめるゴー
ルデンホビーを理解してもらうと共にこの組織を更に増強し寿命の長い組織にして行けるよう頑張っ
てまいります。今後とも皆様のご協力ご参加おまちいたします 

2019 年 10 月２7 日支部非常通信訓練・朝熊山集約局を担当 
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●こんにちは JARL鈴鹿です 
ＪＡＲＬ登録クラブ 21-1-27 
JARL 鈴鹿クラブ JA2ZRS 
代表幹事 JR2MHV 冨岡 巧 

振り返ると既に 45 年前にもなりますが、私たちは県内にアマチュア局を増やすため一般向け講習
会を開始しました。 
当時は携帯電話も無く多くの人が不法に無線局を開設していた状況の中、昔は名古屋市内柳橋にあ

った JARL 東海地方事務局から講習会実施の依頼が舞い込み、支部長であった JR2RLW市野卓二 OM
から依頼を受けて講習会を始めました。以来、可能な限り JARL 講習会を実施してきました。そんな
関係から市野さんが命名してくれた「JARL 鈴鹿」を現在まで使用してきたのです。当時は JARL が養
成課程講習会を実施しておりました（直轄方式）。 
ある時、レピーター局開設の２次募集があり 439.60MHz「白子レピーター」をクラブで運営を開

始し、最大時には１７８名の協力会員で構成しておりましたが携帯電話の普及と共にアマチュア無線
人口も激減しレピーター利用もすっかり減りました。また、最近では D-STAR というデジタル方式の
レピーターにも人気が集まり、当クラブでも鈴鹿市と津市に２台を設置して利用いただいております。  
また、新しい元号である令和がスタートした年に私たちは将来のアマチュア無線のことを考えまし

た。具体的に言えば、若者の JARL 会員が減少する中で JARL の名称を削除して全ての人に開かれた
友好団体でありたいと願ったのです。どこのクラブにも共通して言えることですが、構成員の多くが
高齢化して今や老人クラブにも近い状態です。若者からすれば、とても親しむには程遠いのです。と
はいえアマチュア無線という文化を保持するには若い人は欠かせません。元号が変わった令和時代を
機会に思い切って私たちは名称を「いせわんハムラジオ」を使用することにしました。 

今後も今までと変わらぬお付き合いを頂き、共にアマチュア無線文化を社会に浸透させるように頑
張りましょう。 
JARL 鈴鹿の立上げ当時の会員で長年お世話になった沢山の OM がここ数年でお亡くなりになり、改
めてクラブ継続の必要性を実感しております。今後ともよろしくお願いいたします。 

〇クラブ設立の当時からお世話になった OM（ご冥福をお祈りします） 
JA2IZ 小林尚志さん 
JA2TY 松ケ谷卓平さん 
JA2WD 小道龍也さん 
JA2BHD 谷口道夫さん 
JA2RAL 山中乙雄さん 
JG2UGD 石井一寛 
JR2RLW 市野卓二さん 

◎名称（予定） いせわんハムラジオ（JARL２１－１－２７） 
◎社団局 JA2ZRS（JARL 会員） 
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◎JP2YCE レピーター局管理団体（439.70MHz）鈴鹿市 
◎JP2YER レピーター局管理団体（439.33MHz,1292.82MHz）津市 
◎JP2YHWレピーター局管理団体（434.50MHz）鈴鹿市 
◎構成員 ５７名（令和２年１０月現在）
◎JARL 正会員 ２０名
◎代表幹事 JR2MHV 冨岡 巧 
◎ホームページ http://ja2zrs.com 
◎ミニコミサイト http://mie-ham.net 

●日赤三重無線奉仕団です。 
JARL 登録クラブ 21-4-21 
日赤三重県支部アマチュア無線クラブ JE2ZWH 
代 表 中村保親 JJ2HEA 

 JE2ZWH 日赤三重県支部アマチュア無線クラブは１９７４年に設立され、昨年３５周年を迎えまし
た。 
活動の母体である日本赤十字社三重県支部も昨年創立１３０周年記念大会を迎え、その大会において
も無線奉仕団は情報伝達と大会運営のサポートを無線を活用して行いました。 
 今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、表立った活動は自粛していますが、災害発生時
の日本赤十字社支援のための技術向上と機材充実を進めています。 
 今後とも、趣味としてのアマチュア無線と地域貢献を２つの柱として活動していきたいと思ってい
ます。 
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オール三重３３アワード規約 改訂2014.11.9

１．三重県内で運用したアマチュア局で、次の要件を満たすＱＳＬカード３３枚を得る。 
① 県内１４か所の「市」と１５か所の「町」で運用するアマチュア局と交信し、２９枚のＱＳＬカードを得
る。 

② ＪＡＲＬ三重県支部が、県内で運用する局（社団局、記念局など）のＱＳＬカード１枚を得る。 
③ ①、②とは別に交信し、サフィックスのアルファベット（桁は問わない）により、「ＭＩＥ」を綴る３枚
のＱＳＬカードを得る。 

④ ＪＡＲＬ三重県支部が発行元の「特製カード」をジョーカーカード（以下、Ｊカードという）として異な
る３局のＱＳＬカードを、上記①の３か所分に充当できる。 

  すなわち、①でいう２９枚が必要なところ、Ｊカードが余分にあれば、２６か所で良いことになるＪカード 
を使用した時は、ログリストの備考欄に「Ｊ」と記載すること。 

 ※特製カード「Ｊカード」とは、三重県支部が発行元の、アマチュア無線局の各自がコールサインほか必要事 
項を記入して発行するＱＳＬカードをいう。 

２．特典 
① このアワード申請時、直近のオール三重３３コンテストにおいて３３局以上と交信した局が、提出したコ
ンテストログシートの写しを添付する事で、１－②、１－③の社団局や「ＭＩＥ」の１局分に換えること
ができる。（３３局分が記入されていれば良い） 

② 平成２４年度以降において、オール三重３３コンテストに参加した回数分を、１－①の２９局の内、回数
分に応じた局数に換えることができる。 
（ただし、ログシートが支部コンテスト委員会に提出されていること） 

３． 申請に有効なＱＳＬカードは、２０１２年１月１日（ＪＳＴ ００ ００）以降とする。

４．申請用紙および専用ログリストは、三重県支部ホームページからダウンロード可能。または、返信用切手（通
常封書料金）を貼った封筒（長形３号ほか）に、受取人住所氏名を記入の上（ＳＡＳE）支部事務局へ請求
する事も可能です。 

５．申請先 〒５１４－１１３８
           三重県津市戸木町２０３３ 富岡方 
         ＪＡＲＬ三重県支部アワード係 

６．申請に必要な書類 アワード申請書・専用ログリスト事務手数料として、未使用の郵便切手￥５００円分
  を同封すること。 

７．申請に際しての注意 
（１）申請者の希望により、特記事項を付記できる。 
（２）必要と認めた場合に、申請に使用したＱＳＬ 

カードの提出を求める事があります。 
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三重３３３アドレス賞規約 改訂 2014.11.9 

１．下記の要件を満たす３３３枚のＱＳＬカードを得る。 
（１）三重県内３００か所の異なる地名において運用したアマチュア局のＱＳＬカード３００枚を得る。 

 （２）特定運用局３３局（回）のＱＳＬカード３３枚を得る。 
 （３）ＪＡＲＬ三重県支部が発行元の特製カード「ジョーカーカード」（以下、「Ｊカード」という）があれ

ば、異なる局で３０枚を（１）の３００か所の内、３０か所分に充当できる。 
   ①異なる地名とは、「丁目を含み、番地直前の地名をいう。 
    ・大字（おおあざ）または字（あざ）が異なれば全て有効。 
    ・過去の交信で得たＱＳＬカードで、要件を満たせば、全て有効。 
  ②特定局とは、県内で運用する支部の社団局（ＪＪ２ＹＪＣ）、記念局および支部が指定するイベントに

おいて、予め決められた周知期間内の専用シールを添付したＱＳＬカードを発行するサービス局をいう。 
    また、支部の社団局、記念局のＱＳＬカードは、イベントシールの有無に関わらず、特定局とみなす。 
  ③特製カード（Ｊカード）とは、三重県支部が発行元の、アマチュア局自身がコールサインほか必要事項を

記入して発行するＱＳＬカードをいう。 
  ※ログリストに「Ｊカード」を使用した場合は、ログリストの備考欄に「Ｊ」を記載して下さい。 
  ④特定局のＱＳＬカードは、イベント名、日付、運用地、対象物件、バンド、モードのひとつでも異なれば、

全て有効とする。 
２．移動運用局に対する既定 
  その移動地で、１局以上と交信し、ＱＳＯ相手局へ送付するＱＳＬカードと同様のＱＳＬカードを１枚確保

する事で、移動運用した局自身にもポイントとなり、自局移動として、このアワードを申請できる。 
  （ただし、異なる地名３００か所についてであって、特定局３３局分は、別途ＱＳＬカードが必要です。） 
３．移動運用局に対するお願い【運用地の証明方法】 
 （１）運用地が特定できる対象物件を、可能な限り至近距離で視認（見える）でき、アンテナとその対象物件

を一体にした写真で証明する方法を最良とします。 
 （２）町中の電柱、街角の「地名表示板」を利用する方法。 
 （３）地名を特定しうる対象物件が無い場合は、地図上に運用場所と対象物件をマークする方法など。 
４．申請用紙およびログリストは、三重県支部ホームページから 

ダウンロード可能。 
  または、返信用切手（通常封書料金）を貼った封筒（長形３号 

など）に受取人住所氏名を記入の上（ＳＡＳＥ）支部事務局へ 
請求することも可能です。 

５．申請先 〒５１４－１１３８
   三重県津市戸木町２０３３ 富岡方 
 ＪＡＲＬ三重県支部アワード係 

６．申請に必要な書類 アワード申請書・専用ログリスト
  事務手数料として、未使用の郵便切手￥５００円分を同封する 

こと。 
７．申請に際しての注意 
 （１）申請者の希望により、特記事項を付記できる。 
 （２）必要と認めた場合に、申請に使用したＱＳＬカードの提出 

を求めることがあります 
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●本年度の行事 (三重県支部行事および関連行事) 
R2 年 ５月 ５日(日) 第４3回オール三重33コンテスト  
 ５月２3 4 日(日) フィールドミーティング 中止 (コロナ渦対応のため) 
 ６月２8日(日) 第９回 定時社員総会 (東京都新宿) 
 ８月２３日(日) 第５2回 東海ハムの祭典 (名古屋市鶴舞公会堂/オンライン形式併用) 
 9 月  6 日(日) 第９回 定時社員総会(延会) (東京都新宿) 
 ９月２７日(日) FOX2020/フォックスハンティング (菰野町/三重県民の森) 
 １１月１５日(日) 非常通信訓練 (県内全域) 
 １１月２９日(日) 支部大会 中止 (コロナ渦対応のため) 
R3 年 ２月 ７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/現伊勢市 (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) ・平成 29 年 明和町 (中央公民館)
・平成 30 年 津市  （サンワーク津) ・令和 元年 津市  （サンワーク津)
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