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令和４年度  三重県支部大会・三重県ハムフェスティバル 2022 
日 時   令和 4年１2月 4日（日）１０ ３０ 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                   １０ ００ １４ ００
２．式典・表彰式               １０ ３０ １１ ２０
  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．自作品コンテスト出品紹介・登録クラブ紹介 １１ ２０ １２ ００
４．支部と語る会               １３ ００ １３ ３０
５．無線機器メーカー紹介           １３ ３０ １４ ３０
６．自作品コンテスト結果・表彰        １４ ３０ １４ ４５
７．記念撮影                 １４ ４５ １５ ００
８．お楽しみ抽選会              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 ・ JARDコーナー ・ JARL コーナー 
・支部社団局 JJ2YJC、体験局 8J2YAA 公開運用 ・ 他 

９．閉会の辞                 １５ ５０



●ごあいさつ
JARL 三重県支部長 JA2NMH 長谷川 隆司 

本日は、ハムフェスティバル２０２２・ＪＡＲＬ三重県支部大会にご来場いただきありがとうござ
います。 
コロナ禍により３年ぶりの対面での開催ができましたこと、皆さまとお会いできるのを嬉しく思って
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、厚く御礼申し上げま
す。 
 今年は当初計画しておりました、第45回オール三重33コンテスト、フィールドミーティング2022、
ＦＯＸ2022、「ハムフェスティバル 2022・三重県支部大会」の開催について、一部会場等の都合に
より日程変更がありましたが、感染予防に努めながら開催出来たことにほっとしております。 
 今年は世界各地で自然災害発生のニュースが報道されましたが、幸いなことに三重県下において、
地震や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あり、いざとい
う時に大きな役割を果たす「非常通信訓練」では、県内外から２００局近い局のご参加をいただきま
した。 
平常時から災害への備えは大切で、緊急時におけるアマチュア無線の重要性が再認識されたところ

です。 
次年度以降も会員の皆さまに楽しんで参加いただける事業を展開出来る様に、運営委員一同登録クラ
ブの皆さまと実施して参ります。 
コロナ禍による経験から、ここ数年アマチュア無線に関わる時間が増えて新たな事へチャレンジが出
来たとのお話を伺いましたが、今後とも末永くアマチュア無線をお楽しみいただければと思います。 
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、今大会開催にあたり様々なお力添

えいただいた登録クラブの皆さま・支部運営委員の皆さまに感謝申し上げると共に、引き続き三重県
支部の活動に参加をお願いいたします 

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３年度 三重県支部費収支報告書

● 令和３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 9 名です) 

１．令和４年度行動目標 
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３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の報告例で四半期毎に報告しています。 
年間のモニター時間は約 1000 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 4年 6月 9 月で運用、ガイダンス送出回数は下記。  
      144MHz 帯 30 回 、 430MHz 帯 368 回 、 合計  398 回 
 ③東海総合通信局規正用無線局と、三重県内での連携運用を令和 4年 8月 2日 

鈴鹿市で予定していたが、新型コロナ感染予防の為計画を中止した。 

３．報告例 
令和 4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   30 967  997 
(2)周波数の逸脱       
(3)通信事項等   16 49  65 
(4)呼出符号の不送出    68 134  202 
(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 319   時間  
特記事項(抜粋) 

・今回はガイダンス運用期間に当たりました、メッセージ送出をするとほとんどは一旦消えますが、 
1 時間くらいすると元の状態に戻ってしまう状態でした。 

     ・ダンプカーの運転手と思われる者の呼出符号不送出が多い。 
     ・433.76MHz では、以前よりこの周波数で同じ局が業務に使用し常態化しています。 

以上 
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JARL 三重県支部 ウェブサイトはこちらです。 定期的にアクセスをお願いします。 

https://www.jarl.com/mie/    ・・・・・(フロントページ)
https://jarl-mie.com           ・・・・・(メインページ) 

● 三重県支部 役員名簿 

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 JE2ELS 雨宮 章弘 
運営委員 JA2IHU 服部 豊 委 員 JF2NNE 原田 哲 
顧問 JA2LKC 中奥 政一 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 JE2WVD 高野谷 久 
運営委員 JE2MDE 磯田 憲一 委 員 JH3JUL 福山 宏二 
運営委員 JE2WVD 高野谷 久 
運営委員・ 
支部長補佐・会計 

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 JH2DTB 宮本 泰成 
運営委員・ 
支部長補佐 

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 JM2KBC 山本 斉 
顧問 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 
顧問 JR2MHV 冨岡 巧 
運営委員 JR2XUH 浅田 寛 
運営委員 JH3JUL 福山 宏二 

名簿は令和 4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 JH2PAH 名張市 
21-1-27 いせわんハムラジオ 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 JA2LKC 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 

※ クラブの新規登録については、ＪＡＲＬ三重県支部へお気軽にご質問ください。 
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● 私感・雑感 趣味の無線
                                                   JARL 登録クラブ 21-1-22 

名張アマチュア無線クラブ JE2YCR 
JH2PAH 米山 正治 

 アマチュア無線界の高齢化が叫ばれてから、もうずいぶんになるかと思います。ニューカマー若年
層の少なさを訴え、アマチュア無線の将来を危惧しておられる記事等もしばしば見受けられます。科
学技術・IT・エレクトロニクス関連の後継者育成に関わる問題等、取り上げられることも少なくない
現状であります。 
 しかしながら、アマチュア無線は基本的には趣味なのですから、そんな世の中を支えるとか、社会
を揺るがすかもしれないとか、そういうことから、義務感を持って始めたり、押しつけられて始めた
りするものでもないように思います。（一部ではそんな風に趣味を始めることもあるかもしれません
が・・・。） 
 趣味は面白そうとか、楽しそうとか。（人によっては、将来的には社交的でキャリアアップ・スキ
ルアップに役立つとか、格好いいから異性にモテるんじゃないかとか・・・。）そんな理由で始める
ことが多いのではないでしょうか。 
 であればアマチュア無線がそういう類いの趣味なのかということですが、ちょっと違うようにも思
います。すてきなタレントやアイドルがハムを嗜んでいると PR には効果的とかいう話も耳にします
が、いつぞや、映画「私をスキーに連れてって」をきっかけにしたブームに乗って、一時的に増加し
たハム人口は今どうなっていますかね。本当の意味でのアマチュア無線家が増えてほしいのならばど
んなアプローチの仕方が良いのでしょうか。 
 スマホやゲーム機の普及で利便性を求める人たちにはアマチュア無線というものはそれほど魅力的
ではないのでしょう。多くの
若い方々には、今はアマチュ
ア無線を始めるメリットがな
さ過ぎるのでしょうね。スマ
ホで銀行口座が開設できる時
代に、資格試験や免許申請等
が必要で、時間もコストもか
かるということが、この時代
にはマッチしていないと映っ
ているのだということは、多
くのアマチュア無線家も感じ
ているところでしょう。 
 また、現在の人権感覚から
も、若年層の方々には、無線交信の中で、実名や住所を知らせたり、また、平等意識が浸透している
年齢層には、年長者から説教じみたことを言われたりするということも受け入れがたいことでしょう。
（ベテランハムからは、ただ、アマチュア無線のルールや慣習を伝えているだけの場合も多いのです
が,そうは受け取ってもらえないようで・・・。） 

青山高原での移動運用(8J2TKI) / 青山高原にて
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 無線を始めてもらいたい人たちのことを、どう理解して、どのように広報・啓発していけば良いの
かは、正直私も答えを持ち合わせてはおりませんが、決してアマチュア無線に興味を持つ若い人たち
がいないわけではありません。ARDF 競技会へ行けばその競技の特性から言って、参加者の若年層の
割合は、他のアマチュア無線のイベントとは比べものにならないくらい高いですよね。 
また、アマチュア無線へつながるフリーライセンス無線（合法 CB・特小・デジ簡・デジタル小電力
コミュニティ）愛好者の年齢層はとても若いです。アマチュア無線も同時に楽しんでいる方も多いで
す。潜在的にアマチュア無線を楽しんでくれそうな人たちは少数ではありますが、一定数はいらっし
ゃいます。 
そのような状況もある中、今後、既に開局している私たちアマチュア無線家が、どのように振る舞っ
ていくかは、一つの大切な要素であることは間違いないようです。私たちが普段の QSO で、交信を
聴いているかもしれない若年層やニューカマーに、「興味深い話だな。」「無線って楽しそう。」と
思わせるような内容を発信できているのか。 
逆に、「こんな程度のことしか話してないのか。つまらなさそう。」と思われるような内容になって
はいないのか。そんなことを四六時中気にするのもしんどいですが、ふと、そういうことに思いを馳
せる、そんなアマチュア無線家を目指したいものです。 
ちょっと発言するとすぐに、「マウント取られた。」とか、「老害」、とか言われる時代ですが、「ア
マチュア無線は楽しい趣味だよ。興味があったらやってみて。」とサラッと言える「『粋な還暦ハム』
になりたいなあ。」と思う今日この頃です。 

● コロナ禍でほそぼそと 
JARL 登録クラブ 21-1-36 
明和町アマチュア無線クラブ JI2ZPK 

明和町内をはじめ近隣に在住の会員で構成された地域クラブです。 
そもそも発足は、地域のアマチュア無線家の親睦、災害時の緊急連絡体制の確保、青少年の科学知識
への入門指導体制の確立等を目的に発足しました。 
というものの、町内で毎年６月に開催される
「斎王まつり」会場でアマチュア無線・明和
町のＰＲと移動運用を行うのが主な活動とな
っています。 
この２年コロナ禍でその斎王まつりも開催さ
れず活動停滞していましたが、今年はやっと
斎王まつりが再開し活動もできました。そし
て行政から災害時の支援協力の話が出てきて
いるこの頃です。 
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● こんにちは 三重電信会 JE2YOK Morse Mie です
                         JARL 登録クラブ 21-4-34 

 三重電信会 JE2YOK 
                                                              代表 JA2UOR 松岡 
三重電信会の会員は県内、県外含め三十三人です。 

クラブ局は JE2YOK です。毎月第二土曜日午後 7時半から 144.05Mhz 電信にてロールコールを実施
しています。感度交換だけでも良いのでご参加をお願いします。 
サイレントキーのお知らせ JE2HYF 松岡敬三様、JH2PXL 里中拓史様ご冥福をお祈り致します 合掌 
ホームページが新しくなりました アクセスは「JARL 三重ホームページ」のクラブ照会欄にある

URL をクリックして頂くと入る事が出来ます。 
ご高齢の局長様、腕が上手く振れないので縦ぶり電鍵が上手く扱えなくなってしまったとの事、エレ
キーを訓練されていると聞きしました。 
そこで最近パソコンから電信を打てるソフトが有ると聞き早速ダウンロードをしました それは
「DSCW」というものです。 
高級電信翻訳機でも中々上手く変換は難しいですが、そこは長年培った自前の変換器、耳フィルター
を駆使して補っていただく事にしたいと思います。 
送信も欧文なら素でキーボードから打てますが和文はキー入力のあとEnterキーを打たないと送信に
なりませんが、マクロで事前に用意をすれば普通の交信ならこなせると思います。 
一番良いなと思った所は、無線機のサイドトーンを聞き込んだ時、正しく打っていれば正しく文字と
て出てくるので送信練習にはもって来いです。電信が中々うまく打てない方でもゆっくり送信、正確
な符号であれば十分実用になるとおもいますので、電信の効果である少ない電力で遠くまで届くのを
使っていただきたいと思います。 
シリアル変換と有名な「USBif4cw」をとみたら、昨今の半導体不足の影響か売り切れでした。 

其れなら作って見ようとシリアル変換 IC、スイッチング TR、フォト SWなどを電化パーツと秋月で
調達、届いた部品は全部が表明装着のものばかりでゴマ粒位なので何処かへいってしまいそう、何と
か変換基板とシニアグラスと拡大鏡の合わせ技で乗り切り無事完成しました。 
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●つなげよう未来へ
                    JARL 登録クラブ 21-1-27 

いせわんハムラジオ JA2ZRS 

米国のサミュエルが１９３７年にモールス信号で実験して以来、のろしの煙ではない通信の世界が
始まりました。２進数である０と１の信号がどんどん発達して今やデジタルの考え方は最新技術には
欠かせません。どれもアマチュア無線が大きく関係してきたわけです。私たちは、この先人たちの技
を何としてでも絶やすことなく継承する必要があります。少しでも便利な世界へ確実に繋げる努力が
必要です。 
それには、個々のアマチュア無線家が手を取り合って情報の交換が必須となります。１+１は３以上
の考え方です。県内にも多くのアマチュア無線家が居られるわけですが、そのつながりは今や十分と
は言えません。 
もともとアマチュア無線は個人が楽しむ趣味でありましたが、近年に見られる新しい技術に対応す

るには多くの情報や秘伝を他人から吸収するのが早道です。限られた時間で効率よくアマチュア無線
を楽しむには一番効果的な方法です。 
そして一人でも多くのハムと交流を持ちながら、自分に合ったアマチュア仲間を探しましょう。それ
だけで人生は明るくなります。仕事でつらいことがあってもチョット息抜きできる会話がアマチュア
無線では可能です。 
当クラブの紹介ですが、私たちは北中勢で活動するクラブです。ぜひ気軽に私たちの活動にご参加

ください。 

年会費は￥１０００ 
クラブホームページ URL は https://ja2zrs.org 
社団局は JA2ZRS（JARL 会員） 
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●２０２２年度コロナ禍の中でのクラブ活動報告・・・
                       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、お花見ミーテング、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日午後８時から４３９．９２MHｚ熊野長
尾山レピータにて開催）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，今年度のクラブ行事も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状況を考慮しながらクラブ行事を行っ
ており、総会で決定した行事も中止したものもあります。 

 今回は開催できたものの中から、７月１７日に開催された春のレクリエーションの報告です。 
 例年春のレクレーションは、遠足や大人の修学旅行の気分で企画されています。２年ぶりに今年は、
熊野国の総鎮守と称される熊野市の大馬神社へのレクリエーションとなりました。 
 この大馬神社は、由来書によると、嵯峨天皇の御宇（大同、弘仁年間）紀伊国室郡に南蛮起こり、
東国の人民の伊勢、熊野参詣、また西国の人々の伊勢熊野参詣を妨げ、人々を害したので、勅命によ
って坂上田村丸将軍が、伊勢から熊野路へ入って賊を討ち、賊の首魁の首を地中に埋め、【その後熊
野は平穏になり、遠近からの熊野詣は妨げが無く安泰にできるようになった。】その上に社殿を造営
したとあります。 
なお、七里御浜海岸にある獅子岩(阿の岩)、神仙洞(吽の岩)が古来より大馬神社の狛犬と称されてお
り、奥宮には狛犬がない神社である（大馬神社ホームページより、一部転載）。 
 レクリエーション当日は、各局自家用車で熊野市の中心部を流れる井戸川沿いを上がり、大馬神社
奥宮の駐車場に集合し、氏子役員であるクラブ員の案内で石畳をのぼり、大馬の杜の清滝を右側に見
ながら、大馬神社奥宮本殿に到着し、正殿内で正式参拝しました。その後昼食会場をみどりやに移し、
新型コロナウイルス感染対策を取りながら，ランチミーティングにて各局との懇親を深めました。 

 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。 
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熊野無線クラブ 春のレクリエーション 大馬神社参拝＆ランチミーティング  
令和４年７月１７日 （熊野市 大馬神社奥宮にて）

（注 撮影時のみマスクをはずしています。）

●気楽に参加しよう自作品コンテスト 
皆さんがお持ちの自作品をこの機会に皆さんに披露しコメントをもらいましょう。 
今年からスタートしましたが色々なご意見を支部にお寄せ下さい。 
また、皆さんからの投票でさらに自信を得て来年に備えましょう。 

・投票方式は簡単です。 
全体をご覧になり気に入った作品１点に投票して下さい。 
出来れば、あなたのコールサインがあると出品者と作品について話が出来そうですよ。 
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● アマチュア無線 体験運用臨時局(特別局) 「８Ｊ２ＹＡＡ」の運用 
  ハムフェスティバル 2022 会場では、 アマチュア無線の交信をすることで未体験の小中学生にも
興味をもっていただくための体験運用臨時局を運用しています。 
これは、電波の利活用の可能性や楽しさを身近なくらしの中で体験できる機会を増やし、若い方に広
く科学技術に興味を持ち、ワイヤレス IoT 人材の裾野を広げてゆく趣旨で、昨年の電波法施行規則改
正で実現した局です。 
※この制度の概要  

(一財)日本アマチュア無線振興協会 Webページ https://www.jard.or.jp/ より引用
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併せて、この昨年の電波法施行規則改正では、アマチュア無線による災害などの地域社会貢献が可能
な制度となりました。  

※この制度の概要
(一財)日本アマチュア無線振興協会 Webページ https://www.jard.or.jp/ より引用
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●JA2IGY ビーコン局について 
 伊勢市朝熊山には、JARL のビーコン局 JA2IGY があります。 
このビーコン局は、電波伝搬状況などの把握・調査をおこなうために開設する JARL のビーコン局で、
例えば自分の居場所で受信状態を知る事で電波がどの様に飛んで来ているかを知る事が出来ます。 
また、V/U 帯のビーコン信号では無線機の受信周波数の確認や無線機の調整にも利用出来ます。 
尚、全国各地にサフィックスが IGY の呼出の指定を受けている JARL のビーコン局があります。 
特に、国内唯一 JA2IGY は、国際ビーコンプロジェクト」（IBP）に加入し HF 帯で運用しています。 
JA2IGY は三重県内のアマチュア局有志で作る管理団体で管理運営しております。 
       JA2IGY のビーコン送出周波数 

周波数 電波形式 発射(送出)時間 
14.100MHz  

A1A IBP のルールで運用 
18.110MHz 
21.150MHz 
24.930MHz 
28.200MHz 
50.1MHz A1A 常時 
1294.82MHz F2A 常時 
2424.82MHz F2A 常時 

他に、JARL のビーコン局には、JE5IGY,JA6IGY,JA0IGY の 3 局が運用しています。 
詳細は、JARL Web 参照

https://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-6_beacon/beacon.htm 
              https://www.jarl.com/ja2igy/ 

※JA2IGY の HF 帯ビーコン(=IBP)の送出/運用ルールについて 
  IARU／NCDXF の呼びかけで、HF 帯のアマチュアバンドの伝搬状況を国際的な規模で把握でき
るように、各国の関連団体が連携し、HF 帯ビーコンの整備と運用体系の整備をおこなう、国際ビー
コンプロジェクト/IBP(International Beacon Project）活動を実施しております。 
伊勢市朝熊山にあるビーコン局 JA2IGY はこの IBP で、世界各地に設置された１８局中 国内唯一の
１局です。 
IBP ビーコン局は、定められた送信周波数で、定められたタイムテーブルに従い、正確な時計(GPS)
を活用して各ビーコン局が順番にモールスによる 3秒間のコールサインと、100／10／１／0.1Wと
いう 4 段階にパワーを切り替えながらキャリアを４秒間送信し、3分間で 18 局がひと回りします。 
よって、その受信状況をチェックすることで、3分間でコールサインと出力を聞けば、どの位の信号
強度で入感しているか解る仕組みになっており、世界のHF 帯伝搬状況を把握できることになります。 
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送出順番 
4U1UN(ニューヨーク)→ VE8AT(カナダ)→W6WX(カリフォルニア)→KH6WO(ハワイ)→ZL6B(ニュ

ージーランド)→VK6RBP(オーストラリア)→
JA2IGY(日本)→RR9O(ロシア)→ VR2B(香港)
→4S7B(スリランカ)→ZS6DN(南アフリカ)→
5Z4B(ケニヤ)→4X6TU(イスラエル)→  
OH2B(フィンランド)→CS3B(ポルトガル)→  
LU4AA(アルゼンチン)→OA4B(ペルー)→  
YV5B(ベネズエラ) 

時間別・バンド別運用(送出)局表 

＜表の見方＞ 
横の行、例えば秒の項目が 10 の局(VE8AT,4U1UN,YV5B,OA4B,LU4AA)は、毎時の 00,03,06, 

09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57 それぞれの分の 10 秒から７秒間、表上
の周波数で電波送出します。 
そして、10 秒後(20 秒からは)その下の行の局(W6WX,VE8AT,4U1UN,YV5B,OA4B)が表上の周波数
で電波送出します。 

例 : 15 時 03 分 10 秒から 7 秒間 14.100MHz では VE8AT が、18.110MHz では 4U1UN が 
電波送出します。そして、15 時 03 分 20 秒から 7 秒間 14.100MHz ではW6WX が、 
18.110MHz では VE8AT が電波送出します。 

これら、IBP ビーコンの詳しい内容は、JARL Web 参照 
  https://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-6_beacon/ibp.htm 
また、RBN (Reverse beacon Network） https://www.reversebeacon.net/main.php でも電波伝
搬の活用が出来ます。 
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●本年度の行事 (三重県支部行事および関連行事) 
R4 年 ５月 ５日(木) 第４5回オール三重３３コンテスト  
 ５月２2日(日) フィールドミーティング (松阪市森林公園) 
 ６月２6日(日) 第 1１回 定時社員総会 (東京都新宿) 
 7 月 24 日(日) 第５4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 25日(日) FOX2022/フォックスハンティング (伊賀市青山ハーモニーフォレスト) 
 １0 月 23 日(日) 非常通信訓練 (県内全域) 
 １2 月  4 日(日) 支部大会 (明和町)
R5 年 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/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)

・令和  2 年 未開催 (新型コロナウイルス感染対応の為) ・令和  3 年 明和町 (斎宮歴史博物館) 
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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。 

会場見取り図 

JARL 三重県支部情報誌  
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