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平成３０年度 三重県ハムフェステバル２０１８ (併催：ＪＡＲＬ三重県支部大会) 

後援：総務省東海総合通信局 

日 時 ： 平成３０年１１月２５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．講演会             （２階大会議室）           １１：００～１１：４５ 

    Ｄ－ＳＴＡＲの新技術と活用・サポートについて 

                          講師：アイコム株式会社 様 

 ４．支部と話す会         （１階第６会議室）          １１：４５～１２：１５ 

 ５．ロープワーク実演と実習  （２階大会議室）           １２：３０～１３：００  

 ６．講演会             （２階大会議室） 

  （１）最近の無線機 (新機種について)                １３：００～１３：３０ 

                          講師：アイコム株式会社 様 

  （２）新スプリアス対応について                    １３：３０～１４：００ 

                          講師：(一財)日本アマチュア無線振興協会 様 

  （３） ＡＲＤＦって、なに？                        １４：００～１４：３０ 

・アマチュア無線でオリエンテーリング 講師：ＪＪ２ＪＩＸ 後藤 直 氏 

７．登録クラブ紹介        （２階大会議室）            １４：３０～１４：４５  

 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 

  ● 各種展示 

・クラブ展示 ・監査指導委員会 ・東海総合通信局コーナー ・電波適正利用推進員協議会 

・連携運用(東海総合通信局規正用無線局・アマチュアガイダンス局） 

   ・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 

   ・支部社団局（JJ2YJC）公開運用  他

１０．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) 

                                                           JA2NMH 長谷川 隆司 

 本日は、津市においてＪＡＲＬ三重県支部大会・三重県ハムフェステバル2018にご来場いただき

ましてありがとうございます。 

また平素はＪＡＲＬ三重県支部の活動にご理解とご協力を頂いておりますことを、この場をお借

りして厚くお礼申し上げます。 

 「災害は忘れた頃にやってくる」まさしく平成最後の年は夏から秋にかけては40℃近い酷暑や

相次いだ大型地震（大阪府北部・北海道）、大型台風の度重なる襲来や豪雨被害などの自然災害

が多い年でした。 

「備えあれば患いなし」のことわざにもありますが、先日の非常通信訓練では、県内外約２００局

の参加をいただきましたが、大きな災害時などには携帯電話は役に立たない前例もありますこと

から、アマチュア無線を活用し、外出時はハンディ機や笛などを持参するなど「自分の身は自分で

守る」、日頃から家族間で災害時の連絡手段の確認など話し合うことも重要であると言われており

ます。 

日頃皆様にはハムライフを満喫されておられると思います、私事で恐縮ですが、昭和４３年3

月開局以来細々とハムを楽しんできました、職種の異なる様々な方とお付き合い出来ることは他

の趣味にはないと思います、「アマチュア無線は趣味の王様」とも言われておりますが、今後も元

気でハムを楽しみたいと・・・・・。 

 アマチュア無線はD-STARなどデジタル化が進み、県内にもD-STARのレピータが開設され、

運用も盛んになってきており、スマートフォンを活用した画像通信モードの運用も取り組まれてい

る方も見えますが、今後ともＨＦ帯ＶＨＦ・ＵＨＦ帯各バンドにおいてシンプルな電信・SSB・FM等通

信方法は問わず、末永くアマチュア無線を楽しみながら長く続けていただきたいと思います。 

また、会場内では東海総合通信局・日本アマチュア無線振興協会各機関・登録クラブ展示・ 

各メーカー展示・ハムショップ・ジャンク市などがありますので、このフェスティバルで今日一日を

有意義に楽しんで頂くと共に、アイボールＱＳＯをして頂きたいと思います。 

最後に、皆様の今後一層のご健勝とご活躍を祈念するとともに、お忙しい中をご臨席賜った東

海総合通信局の方々JARL東海地方本部・JARD関係者そして開催にあたりこれまで企画・立案

そして準備にとご協力して頂いた支部関係者・登録クラブ・関係各位の皆様に心からお礼申しあげ

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。 



平成２９年度 三重県支部費収支報告書 単位：円 

平成２９年度 三重県支部業務報告書



●三重県監査指導委員会 報告 

  監査指導委員会 
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。 （本年度の委員数は１０名） 

１．平成３０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、電波適正利用推進委員 

  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．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１４００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３０年４月～平成３０年６月で運用、ガイダンス送出回数は下記。  

      １４４MHz帯  ３９回  、  ４３０MHz帯  ３３９回   合計  ３７８回 

 ③東海総合通信局規正用無線局と、三重県で第７回目の連携運用を実施。 

  ・日時：平成３０年６月１２日 

  ・場所：名阪関ドライブイン 

三重県亀山市関町萩原３９番地 

  ・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２０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。  違法・不法運用局へ、３９回ガイダンスの是正通知を行った。  

３．報告例 平成３０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   ３４ １１０４  １１３８ 

(2)周波数の逸脱    １  １ 

(3)通信事項等   ８ ３５  ４３ 

(4)呼出符号の不送出    ３７ １３８  １７５ 

(5) 侵入電波 ０   件 

(6)第80条報告書提出数  ５３   件 

(7)モニター時間  ３４９ 時間 

特記事項： 

  ・この1ヶ月程3.5MHz帯7MHz帯では、大陸方面と思われるOTHレーダー波の妨害が酷い  

   ・不法局は出現頻度(天気など)を勘案すると、ダンプカーであると推測される。（雨が降 

るとほとんど出てこない）。出現の平均値も昔からするとかなり減っている 

    以上 



ＪＡＲＬ三重県支部役員名簿(平成30年度～) 

役職 呼出符号 氏  名 監査指導委員会 

顧 問  JA2TY 松ヶ谷卓平 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 

支 部 長  JA2NMH 長谷川隆司 委 員 JH2OJG 堀川吉章 

運営委員  JA2OQA 大川雅生 委 員 JQ2OUL 郡 正道 

運営委員  JA2UOR 松岡信一 委 員 JR2FSQ 湊 堅時 

運営委員  JE2APW 朝尾高明 委 員 JR2SEY 梅本芳樹 

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  JJ2JIX 後藤 直 

運営委員  JJ2HEA 中村保親 

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 (会計)  JR2MHV 冨岡 巧 

名簿は平成30年10月現在の内容 

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 JI2PIO 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 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 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。 



●三重電信会からのお知らせ

   ＪＡＲＬ登録クラブ２１－４－３４ 三重電信会           

会長 ＪＡ２ＵＯＲ 松岡信一 

三重電信会は1990年4月28日 菰野町ゆずりは荘にて創立され、あくる年に芸濃町錫杖湖

水荘にて総会開催以来 歴代会長様はじめ各局様のご協力で成り立ってまいりました。 

それと東海4県（愛知、岐阜、三重、静岡）持ち回りの「東海2ｍ和文愛好者の集い」も今年、愛知

県安城市のデンソー会館にて第44回が開催されました。 

来年は岐阜 恵那山荘にて電信局等の交流会が開催されます。 

2020年5月29日（金）、30日（土）にて ＭｏｒｓｅＳｕｍｍｉｔ ｉｎ ＳＩＭＡ ｃｉｔｙを開催致します。 

全国、各国 電信局長の懇親ミーティングです。 2017、5月よりご参加受付を開始いたしており

ます。 

主催者： 三重電信会、共催者Ａ1クラブ《代表ＪＥ１ＴＲＶ》 

   時   ： 2020 東京五輪開催年 5月29日（金）一泊 

   所   ： 三重県志摩市浜島町 ホテル鯨望荘 

定 員 ： 50名      参加費 ： 宿泊一人15000円 

申し込み先 ： 三重電信会会長 ＪＡ２ＵＯＲ （ ＪＡ２ＵＯＲ＠ＪＡＲＬ．ＣＯＭ） 

参加費振込みをもって 参加受付 申し込み期限 2020 4月29日まで 

郵便振り込み名  三重電信会事務局  振込Ｎｏ 00840-7-118232 

平成30年度 三重電信会では有志による新年会を 1月20日、21日に志摩市越賀の「志摩半

島」にて開催しました。 

途中、喫茶店でモーニング、昼は手こね寿司を頂き 前の浜で移動運用となりました。 

アンテナは約12ｍの竹竿にワイヤーを絡め、ＡＨ４にて7メガに、 移動運用にとバッテリー二個

とＤＣ－ＤＣの電源とＦＴ－８５７で今年第一声となった。 

宿泊先の「志摩半島」の御厚意により竹竿をベランダの手すりに設置させていただきました。 

まずは食べきれないほどの料理に舌鼓、夜も遅くまで無線談義が続きました。 

3月23日24日に三重電信会が創立され幾度か使わせて頂いている錫杖湖水荘にて「平成30

年度電信会総会」を開催を致しました。今回 韓国から毎日7024Ｍｈｚで和文交信を頂いている 

ＨＬ２ＢＭ キム万年青年にご参加を頂きました。 

昼頃津港へ到着 チェックインの3時に間に合わせて頂きました。 

午後3時 受付開始 愛知県、岐阜県からとＨＬ２ＢＭキムＯＭが来られ大歓迎会となりました。 

18名の参加を頂きミーティングと6時から懇親会へと進みました。 

翌朝は毎日の日課である7024での全国とのＱＳＯをゲスト運用でし

ていただきました。 

最近の7メガは国際状況の変化があるのか、ＯＴＨレーダーの影響で使えないのが現状です。 

島根では漁業にも深刻な影響が、船はなくてもイージスアショアも懸念されます。 



5月5日は オール三重33コンテストに参加を致しました。今年はフルタイムで参加を予定し

ていたが 孫の子守を兼ねてだったので50メガ一波でした。この日はＥスポが出ていなくてあて

が外れました。 

50メガのコンデションも7月末までは連日良かったので日本各地にとどまらず 台湾、香港、中

国と電信で交信をする事ができました。 無線設備は軽トラに積んだ ＦＴ－８５７とモービルホイ

ップでの交信です。 

先日発表になったコンテスト結果を見ました。何とかクラブ対抗にて入賞が出来喜んでいます。 

ＪＡ２ＭＥＩ関さん、ＪＨ２ＫＴＷ三宅さん、ＪＥ２ＨＹＦ松岡さん、ＪＲ２ＫＰＯ森さんありがとうございま

した。 

電信技能の習得（コールサインを聞き取る、ＲＳＴレポート、年齢、ＭＥ）が図られますので電信会

各局様の参加をお願いします。 



● 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。 

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２０時からロールコー

ル）のほか、今年度の活動としては、４月１３日定期総会（井戸小アリーナ）、６月２日ツールド熊野での情報

伝達協力（熊野市,御浜町）、７月８日春のレクレーション（熊野古道松本峠散策とランチミーティング）、８月３１

日熊野市総合防災訓練情報伝達協力（熊野市）、９月１日，２日全国６８ミーティング（大阪６８クラブ担当、滋

賀・ダイヤモンド滋賀）、９月２３日お月見ミーティング（山崎運動公園）、１０月２１日紀宝フェスティバルでの

JCGサービス（紀宝町鵜殿港）、１０月２７日ハロウィンパーティ（みどりや）、１１月２５日三重県ハムフェステ

ィバル及びJARL三重県支部大会（津市・サンワーク津）への参加、非常時を意識した通信練習、１２月２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（和歌山県新宮市東宝ボウル）、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、１年を通じていろいろな行事を行っており、来年３月には当クラブ創立

４５周年を迎え、記念ミーティングを開催予定です。 

○ くまの防災アマチュアネットワークについて 

 熊野無線クラブは、東海・東南海・南海地震などの大規模災害に備え、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

練にも参加しています。 

また、「くまの防災アマチュアネットワーク」にも参加しています。構成団体としては、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、有馬自主防災会、平谷自主防災会クラブ、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。 

今年度の、くまの防災アマチュアネットワークの活動としては、６月４日に「災害時無線通信の運用に係る

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、各自主防災会から１９名の参加があり、熊

野市からは、今年度の熊野市総合防災訓練についての説明、三角巾を使って救急法の講習会、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１日熊野市飛鳥町で熊野

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、遊木自主防災会、尾鷲

ロールコールクラブ（尾鷲市）ほかから４４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７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 



● アマチュア無線の免許を持ったお医者さん?

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

「伊勢市アマチュア無線災害ネットワーク」です。 

当 「伊勢アマ災害ネット」 のメンバーの半数の方が医師・薬剤師・看護師等医師関係者です。 

全国にはたくさんの方が見えるようですが、当会のメンバーは毎月定例の通信訓練を行った 

り、イベント等も計画されたり、積極的に活動をしてもらっています。 

今年もそうですが、年々地震・風水害等の災害が増えてきていて、又、その被害も甚大にな

ってきています。まだいまだに復旧されて居ない所も多い状況、海外に於いても次々と巨大地

震のニュースが舞い込んできます。 

「伊勢市アマチュア無線災害ネットワーク」は、万が一そのような状況が発生した時に関係機

関に情報の伝達の共助が出来るように進歩を続けています。 

訓練は勿論、会員相互の親睦を図る為のイベント等を実施し、発災時の冷静な行動が出来る

ようマニュアル等の充実等も行っています。 

今後はさらに協力会員の増強、組織の拡充も図り伊勢地

域を中心としての情報網の安定化を進めていきたいと考え

ています。 

昨年は、「みえの防災大賞」に参加、奨励賞を受賞しまし

た。これにより三重県内各地にも知っていただけることと

なりました。 

あってほしくない災害ですが「その時」に備えてさらに 

切磋琢磨していく所存です。 

又、アマチュア無線人口が減少しています。こうした活動を

理解して頂くことも増加の一つの道ではないかと考えてい

ます。 

今後、さらにこの組織を発展させて行きたいと思っていま

す、皆様のご支援ご協力宜しくお願いいたします。 伊勢市救護所設営訓練 風景 





●MorseJapan曽爾 親子電信塾 合宿メモ       2018.9.14 MorseJapan曽爾 

                                  代表 JA2KSA 籔根義大 

                                      514-2222 津市豊ヶ丘1-2-16 

                                      通称 大里ネオポリス 

                                      059-230-1822  ja2ksa@jarl.com 

                                                    真宗・MorseJapanラジオ教開祖 

3月31日、奈良県曽爾高原《国立曽爾青少年自然の家》での初回親子電信塾は、支部報と

JARLNEWS応募による JA2KSA JE2YOK/JG2AKR JE2SQK 並びにJA2ITO娘の家族一同で開

催しました。    合宿写真 http://www.hi-ho.ne.jp/radio12.htm 

次回、親子電信塾合宿を 2019.9.7(土)に予定中です。 

東海電信塾、岐阜電信会掲示板 http://www.jpdo.com/sk404/129/joyful.cgi?pg=10 の4/5 4/6

投稿文参照  

電信局長や電信希望の方等、単独者も歓迎です。応募 紹介は ja2ksa@jarl.com までお願いし

ます。 

2エリアでは 昭和52年から東海四県持ち回りの電信合宿を毎年開催していますが、岐阜県か

らの参加者が途絶えようとしているため、元電信会会長の JA2KSA が昨年から岐阜電信会創設、

クラブ登録、乗鞍合宿、3525電信塾、来春5.25恵那山荘合宿等支援中です。 

MorseSummit in SIMA開催 2020.5.29 志摩市浜島町 鯨望荘にて開催予定 

同日開催 三重電信会、再来年合宿予定 http://wwwa1club,net/summit/ 



















●本年度の行事 (三重県支部行事および関連行事) 

Ｈ３０年 ５月 ５日(火)     第４１回オール三重33コンテスト 

     ５月２７日(日)     フィールドミーティング          (菰野町/三重県民の森) 

     ６月１２日(火)     東海総合通信局規正用無線局・アマチュアガイダンス局連携運用 

                                         (名阪関ドライブイン) 

     ６月２４日(日)      第７回定時社員総会           (東京都新宿) 

     ７月２９日(日)       東海ハムの祭典             (愛知県日進市) 

     ８月２５日～２６日(日)   2018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 ９日(日)     FOX2018 /フォックスハンティング  (菰野町/三重県民の森) 

    １０月２８日(日)     ＡＲＤＦ東海地方競技大会      （明和町） 

    １１月 ３日(日)      非常通信訓練                   (県内全域) 

    １１月２５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) 

Ｈ３１年 

      ２月 ３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)



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。 

     「使用しない」と記載の部屋は、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：2018年11月25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 
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