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JARL 青森県支部報の発行にあたりご挨拶申し上げます。青森県支部報の発行にあたりご挨拶申し上げます。青森県支部報の発行にあたりご挨拶申し上げます。青森県支部報の発行にあたりご挨拶申し上げます。 

    県支部県支部県支部県支部会員の皆様におかれましては益々会員の皆様におかれましては益々会員の皆様におかれましては益々会員の皆様におかれましては益々ご隆盛ご隆盛ご隆盛ご隆盛のこととおのこととおのこととおのこととお

喜び申し上げます喜び申し上げます喜び申し上げます喜び申し上げます。日頃より。日頃より。日頃より。日頃より支部活動にご支援ご協力を賜り支部活動にご支援ご協力を賜り支部活動にご支援ご協力を賜り支部活動にご支援ご協力を賜り

ますますますます会員の会員の会員の会員の皆様、皆様、皆様、皆様、支部支部支部支部登録クラブ各位、登録クラブ各位、登録クラブ各位、登録クラブ各位、県県県県支部役員の支部役員の支部役員の支部役員の皆様皆様皆様皆様にににに

心からお礼申し上げます。心からお礼申し上げます。心からお礼申し上げます。心からお礼申し上げます。 

さて、髙尾さて、髙尾さて、髙尾さて、髙尾義則・義則・義則・義則・JARL 会長（会長（会長（会長（JG1KTC））））のののの新体制がスタ新体制がスタ新体制がスタ新体制がスタ

ートートートートしてしてしてして 1 年年年年がががが過ぎました。過ぎました。過ぎました。過ぎました。JARL 会員の減少に歯止めをか会員の減少に歯止めをか会員の減少に歯止めをか会員の減少に歯止めをか

けるためけるためけるためけるためのののの会員増強運動、会員増強運動、会員増強運動、会員増強運動、「「「「青少年青少年青少年青少年お試し入会お試し入会お試し入会お試し入会キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」

等々等々等々等々のののの方針のもと、県支部として方針のもと、県支部として方針のもと、県支部として方針のもと、県支部としてもももも「技術講習会」「技術講習会」「技術講習会」「技術講習会」、、、、「「「「特別特別特別特別局局局局

運用」運用」運用」運用」、、、、「県防災訓練へ参加」「県防災訓練へ参加」「県防災訓練へ参加」「県防災訓練へ参加」、、、、「「「「県支部主催県支部主催県支部主催県支部主催コンテストの継続コンテストの継続コンテストの継続コンテストの継続

開催」開催」開催」開催」、、、、「何でも相談室「何でも相談室「何でも相談室「何でも相談室実施」実施」実施」実施」などなどなどなどをををを推進し推進し推進し推進して参りて参りて参りて参りましたが、ましたが、ましたが、ましたが、

現状は意に反して現状は意に反して現状は意に反して現状は意に反して長期に渡る長期に渡る長期に渡る長期に渡る会員減少会員減少会員減少会員減少が続いています。が続いています。が続いています。が続いています。 

    今後は、限られた支部予算の中で、今後は、限られた支部予算の中で、今後は、限られた支部予算の中で、今後は、限られた支部予算の中で、支部事業支部事業支部事業支部事業の見直しに取の見直しに取の見直しに取の見直しに取

り組み、会員増加に向けた仕掛け作りが課題とり組み、会員増加に向けた仕掛け作りが課題とり組み、会員増加に向けた仕掛け作りが課題とり組み、会員増加に向けた仕掛け作りが課題と考えています。考えています。考えています。考えています。

JARL 会員の如何を問わ会員の如何を問わ会員の如何を問わ会員の如何を問わずずずずハム仲間との交流の場ハム仲間との交流の場ハム仲間との交流の場ハム仲間との交流の場づくりづくりづくりづくりをををを目目目目

的的的的とするとするとするとする PC・・・・Web 活用、関連ソフト活用、関連ソフト活用、関連ソフト活用、関連ソフト導入や導入や導入や導入やスマホ対応などスマホ対応などスマホ対応などスマホ対応など

多様なニーズに多様なニーズに多様なニーズに多様なニーズに応える応える応える応える「何でも相談室」の定期開催「何でも相談室」の定期開催「何でも相談室」の定期開催「何でも相談室」の定期開催などなどなどなどを目を目を目を目

指します指します指します指します。。。。また、県また、県また、県また、県支部支部支部支部 H.P.を活用を活用を活用を活用ししししたたたた「アマチュア無線の「アマチュア無線の「アマチュア無線の「アマチュア無線の

多様な楽しみ方多様な楽しみ方多様な楽しみ方多様な楽しみ方の追求の追求の追求の追求」」」」もももも 1 つのつのつのつのポイントと考えています。ポイントと考えています。ポイントと考えています。ポイントと考えています。

どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。 

「第「第「第「第 45 回回回回 JARL 青森県支部大会・ハムの集い」は青森県支部大会・ハムの集い」は青森県支部大会・ハムの集い」は青森県支部大会・ハムの集い」は 9 月月月月 17

日（日）日（日）日（日）日（日）、、、、平川市平川市平川市平川市ののののホテルホテルホテルホテル・・・・アップルランドアップルランドアップルランドアップルランド南田温泉南田温泉南田温泉南田温泉で開催さで開催さで開催さで開催さ

れます。れます。れます。れます。当日は県当日は県当日は県当日は県支部大会、支部大会、支部大会、支部大会、支部コンテスト表彰、支部コンテスト表彰、支部コンテスト表彰、支部コンテスト表彰、記念講演記念講演記念講演記念講演

会会会会、、、、クラブ局クラブ局クラブ局クラブ局公開運用、ジャンクコーナー、公開運用、ジャンクコーナー、公開運用、ジャンクコーナー、公開運用、ジャンクコーナー、お楽しみお楽しみお楽しみお楽しみ抽選会抽選会抽選会抽選会

などをなどをなどをなどを実施実施実施実施します。また、します。また、します。また、します。また、前日前日前日前日 16 日日日日(土土土土)午後午後午後午後 6 時から時から時から時から前夜前夜前夜前夜

祭・懇親会祭・懇親会祭・懇親会祭・懇親会をををを同会場で同会場で同会場で同会場で開催開催開催開催ししししますので、支部会員・ハム仲間ますので、支部会員・ハム仲間ますので、支部会員・ハム仲間ますので、支部会員・ハム仲間

各位の各位の各位の各位のごごごご参加をお待ちしております。参加をお待ちしております。参加をお待ちしております。参加をお待ちしております。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    会員の皆様方におかれましては益々ご健勝でご活躍のこと会員の皆様方におかれましては益々ご健勝でご活躍のこと会員の皆様方におかれましては益々ご健勝でご活躍のこと会員の皆様方におかれましては益々ご健勝でご活躍のこと

とおとおとおとお慶慶慶慶び申し上げます。び申し上げます。び申し上げます。び申し上げます。日頃は日頃は日頃は日頃は JARL 青森県支部事業青森県支部事業青森県支部事業青森県支部事業にご協にご協にご協にご協

力を力を力を力を頂き頂き頂き頂きましてましてましてまして誠誠誠誠にありがとうごにありがとうごにありがとうごにありがとうござざざざいます。います。います。います。JARL 前会長前会長前会長前会長でででで

ももももあり、あり、あり、あり、前前前前東北地東北地東北地東北地方方方方本本本本部長部長部長部長であるであるであるである JA7AIW・・・・山之内山之内山之内山之内俊彦俊彦俊彦俊彦様か様か様か様か

ららららババババトンタッチしてトンタッチしてトンタッチしてトンタッチして 1 年が過ぎました。年が過ぎました。年が過ぎました。年が過ぎました。山之内山之内山之内山之内前会長、前会長、前会長、前会長、地地地地方方方方

本本本本部役員、各県支部長皆々様のアド部役員、各県支部長皆々様のアド部役員、各県支部長皆々様のアド部役員、各県支部長皆々様のアドババババイスをイスをイスをイスを頂頂頂頂きききき、、、、大大大大任任任任をををを務務務務

めることがめることがめることがめることが出来出来出来出来ました。ました。ました。ました。不慣不慣不慣不慣れでいろいろとごれでいろいろとごれでいろいろとごれでいろいろとご迷惑迷惑迷惑迷惑をお掛けをお掛けをお掛けをお掛け

しますがしますがしますがしますが、、、、今後ともよろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いいたします。 

    さて、さて、さて、さて、JARL は会員は会員は会員は会員減少に歯止めをかけるた減少に歯止めをかけるた減少に歯止めをかけるた減少に歯止めをかけるためめめめこのこのこのこの数数数数年年年年、、、、

アマチュア無線活動と会員の増強運動にアマチュア無線活動と会員の増強運動にアマチュア無線活動と会員の増強運動にアマチュア無線活動と会員の増強運動に努努努努めて参りめて参りめて参りめて参りました。ました。ました。ました。

「青少年お試し入会キャンペーン」「催事限定入会「青少年お試し入会キャンペーン」「催事限定入会「青少年お試し入会キャンペーン」「催事限定入会「青少年お試し入会キャンペーン」「催事限定入会金免除金免除金免除金免除キャキャキャキャ

ンペーン」ンペーン」ンペーン」ンペーン」、、、、そそそそしてしてしてして今年から「今年から「今年から「今年から「賛助賛助賛助賛助会員とライフ会員とライフ会員とライフ会員とライフメメメメンンンンババババー会ー会ー会ー会費費費費

の加入・継続の加入・継続の加入・継続の加入・継続率率率率のののの拡拡拡拡大」大」大」大」などなどなどなどをををを実施して実施して実施して実施していいいいます。ます。ます。ます。前会前会前会前会長から長から長から長から

もももも現役で活動する現役で活動する現役で活動する現役で活動する会員の会員の会員の会員の退退退退会会会会をををを極極極極力力力力少なく少なく少なく少なくすること、すること、すること、すること、そそそそのののの昔昔昔昔

「キン「キン「キン「キングオグオグオグオブホブホブホブホビビビビー」ー」ー」ー」とととと言言言言われたアマチュア無線のわれたアマチュア無線のわれたアマチュア無線のわれたアマチュア無線の基本基本基本基本をををを学学学学

ぶぶぶぶ場場場場としての「としての「としての「としての「面白面白面白面白いいいい JARL」「技術を」「技術を」「技術を」「技術を学べ学べ学べ学べるるるる JARL」「」「」「」「奉奉奉奉仕仕仕仕

のののの JARL」を」を」を」を基本基本基本基本的的的的理念理念理念理念ととととするするするする JARL のののの再生再生再生再生、、、、そそそそして会員のして会員のして会員のして会員の

増強増強増強増強・・・・育成育成育成育成に取り組に取り組に取り組に取り組んんんんでででで欲欲欲欲しいしいしいしいととととごごごご提言提言提言提言をををを頂頂頂頂いいいいてててていいいいます。ます。ます。ます。東東東東

北地北地北地北地方方方方本本本本部は各県支部のご協力を部は各県支部のご協力を部は各県支部のご協力を部は各県支部のご協力を頂き頂き頂き頂き、、、、アマアマアマアマチュア無線のニチュア無線のニチュア無線のニチュア無線のニ

ューューューューカカカカマーをマーをマーをマーを育育育育てるてるてるてる努努努努力を力を力を力を最優先最優先最優先最優先にしたいと考えてにしたいと考えてにしたいと考えてにしたいと考えていいいいます。ます。ます。ます。 

来来来来年年年年 2018 年年年年 3 月月月月 11 日日日日(日日日日)、、、、仙台仙台仙台仙台市市市市国際セ国際セ国際セ国際センターンターンターンターににににおおおおいていていていて

「「「「東北復興東北復興東北復興東北復興アマチュア無線フアマチュア無線フアマチュア無線フアマチュア無線フェェェェステステステスティバィバィバィバル」ル」ル」ル」をををを開催開催開催開催しししします。ます。ます。ます。

東東東東日日日日本本本本大大大大震震震震災発災発災発災発生生生生からからからから来来来来年で年で年で年で「「「「7 年年年年」」」」がががが経経経経ちます。ちます。ちます。ちます。「「「「7エリエリエリエリアアアア」」」」

とととと数字数字数字数字のののの縁縁縁縁をををを重ね重ね重ね重ね、か、か、か、かねねねねてからてからてからてから会会会会員の皆様員の皆様員の皆様員の皆様よりよりよりより要望要望要望要望がありまがありまがありまがありま

したしたしたした「ハムフ「ハムフ「ハムフ「ハムフェェェェア」を開催し、アマチュア無線のア」を開催し、アマチュア無線のア」を開催し、アマチュア無線のア」を開催し、アマチュア無線の普及普及普及普及ととととＰＲＰＲＰＲＰＲ

にににに努努努努めめめめ、、、、JARL 会員増強に取り組み会員増強に取り組み会員増強に取り組み会員増強に取り組みます。ます。ます。ます。東北東北東北東北ではではではでは初初初初めてのめてのめてのめての

開催となりますので開催となりますので開催となりますので開催となりますので、、、、大大大大勢勢勢勢の参加の参加の参加の参加者者者者をお待ちしてをお待ちしてをお待ちしてをお待ちしていいいいます。ます。ます。ます。    
 

  

 

 

第 45 回 JARL 青森県支部大会・ハムの集い「「「「JARL NEWS 夏号」、県支部夏号」、県支部夏号」、県支部夏号」、県支部 HP を参照を参照を参照を参照下さい下さい下さい下さい 

【【【【県県県県支部大会】支部大会】支部大会】支部大会】    

○○○○日日日日    時時時時    平成平成平成平成 29 年年年年 9 月月月月 17 日日日日(日日日日)10：：：：00 開場開場開場開場 

○○○○場場場場    所所所所    ホテル・アップルランドホテル・アップルランドホテル・アップルランドホテル・アップルランド南田温泉南田温泉南田温泉南田温泉（平川市町居南田（平川市町居南田（平川市町居南田（平川市町居南田 66    ☎0172-44-3711）））） 
○○○○次次次次    第第第第    10：：：：00  ・開場・開場・開場・開場                    (公開運用、展示コーナー、ジャンク市など公開運用、展示コーナー、ジャンク市など公開運用、展示コーナー、ジャンク市など公開運用、展示コーナー、ジャンク市など）））） 

                                     12：：：：30  ・開会あいさつ・開会あいさつ・開会あいさつ・開会あいさつ    (青森県支部長青森県支部長青森県支部長青森県支部長) 
                                           ・ご祝辞・ご祝辞・ご祝辞・ご祝辞                (JARL 会長、会長、会長、会長、東北地方本部東北地方本部東北地方本部東北地方本部長長長長、渡島檜山支部長、渡島檜山支部長、渡島檜山支部長、渡島檜山支部長、平川市長、平川市長、平川市長、平川市長) 
                                     13：：：：00  ・津軽海峡コンテスト表彰、・津軽海峡コンテスト表彰、・津軽海峡コンテスト表彰、・津軽海峡コンテスト表彰、オール青森コンテスト表彰オール青森コンテスト表彰オール青森コンテスト表彰オール青森コンテスト表彰 

13：：：：30  ・前年度事業報告、同収支決算報告、新年度事業計画説明、同収支予算説明・前年度事業報告、同収支決算報告、新年度事業計画説明、同収支予算説明・前年度事業報告、同収支決算報告、新年度事業計画説明、同収支予算説明・前年度事業報告、同収支決算報告、新年度事業計画説明、同収支予算説明 
                                    13：：：：50  ・・・・記念講演会「移動運用セミナー記念講演会「移動運用セミナー記念講演会「移動運用セミナー記念講演会「移動運用セミナー＆＆＆＆JARL の現状と最近の取り組みの現状と最近の取り組みの現状と最近の取り組みの現状と最近の取り組み」」」」                        髙尾会長㊧からトロフィ 

 講師：講師：講師：講師：JARL 会長会長会長会長・髙尾義則・髙尾義則・髙尾義則・髙尾義則氏氏氏氏（（（（JG1KTC））））                ーを受け取る平川支部長 

         14：：：：50  ・記念撮影・記念撮影・記念撮影・記念撮影、お楽しみ抽選会、お楽しみ抽選会、お楽しみ抽選会、お楽しみ抽選会                       （県支部大会・昨年 9月） 

○○○○その他その他その他その他    ・記念写真の販売はありません（支部ＨＰ掲載の画像データを自由に使ってください）・記念写真の販売はありません（支部ＨＰ掲載の画像データを自由に使ってください）・記念写真の販売はありません（支部ＨＰ掲載の画像データを自由に使ってください）・記念写真の販売はありません（支部ＨＰ掲載の画像データを自由に使ってください）    
                                    ・昼食（お茶付き弁当・昼食（お茶付き弁当・昼食（お茶付き弁当・昼食（お茶付き弁当 1,200 円税込み）は事前予約が必要円税込み）は事前予約が必要円税込み）は事前予約が必要円税込み）は事前予約が必要 
                                    ・ジャンク、展示等のブース利用は無料（事前連絡は・ジャンク、展示等のブース利用は無料（事前連絡は・ジャンク、展示等のブース利用は無料（事前連絡は・ジャンク、展示等のブース利用は無料（事前連絡は 9 月月月月 11 日必着日必着日必着日必着）））） 
                ○○○○連絡先連絡先連絡先連絡先    ・・・・eMAIL：：：：ja7gux@jomon.ne.jp 

【前夜祭・懇親会【前夜祭・懇親会【前夜祭・懇親会【前夜祭・懇親会】】】】    

○○○○日日日日    時時時時  ・・・・平成平成平成平成 29 年年年年 9 月月月月 16 日日日日(土土土土)18：：：：00～～～～         
○○○○場場場場    所所所所    ・・・・ホテル・アップルランド南田温泉ホテル・アップルランド南田温泉ホテル・アップルランド南田温泉ホテル・アップルランド南田温泉 2 階宴会室階宴会室階宴会室階宴会室 
○○○○会会会会    費費費費    ・・・・宿泊＆懇親会宿泊＆懇親会宿泊＆懇親会宿泊＆懇親会 1 人人人人 13,000 円円円円 ／／／／ 懇親会のみ懇親会のみ懇親会のみ懇親会のみ 1 人人人人 8,000 円円円円    ※※※※事前申込事前申込事前申込事前申込みみみみ、、、、当日徴収当日徴収当日徴収当日徴収 
○○○○締締締締    切切切切    ・・・・9 月月月月 11 日（月）必着日（月）必着日（月）必着日（月）必着                                                                    CQ 誌に連載中の 

                ○○○○申申申申    込込込込    ・・・・eMAIL：：：：jr7gbl@jarl.com ／／／／ 葉書葉書葉書葉書：：：：〒〒〒〒038-1141 田舎館村田舎館村田舎館村田舎館村川部川部川部川部上西田上西田上西田上西田 124-4    県支部長・平川県支部長・平川県支部長・平川県支部長・平川    「新移動運用ｾﾐﾅｰ」 
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    JJJJARLARLARLARL 青森県支部登録青森県支部登録青森県支部登録青森県支部登録クラブのクラブのクラブのクラブの近況近況近況近況        
 

  

 

南部南部南部南部アマチュア無線クラブアマチュア無線クラブアマチュア無線クラブアマチュア無線クラブ    
        

    若い新メンバーも加わり若い新メンバーも加わり若い新メンバーも加わり若い新メンバーも加わり(写真写真写真写真)、世代交代、世代交代、世代交代、世代交代

の準備を始めたの準備を始めたの準備を始めたの準備を始めたJE7YSH南部南部南部南部アマチュア無アマチュア無アマチュア無アマチュア無

線線線線クラブです。クラブです。クラブです。クラブです。 
地域の防災への参加、コンテスト参加に地域の防災への参加、コンテスト参加に地域の防災への参加、コンテスト参加に地域の防災への参加、コンテスト参加に

努めていきたいと思います。メンバーの増努めていきたいと思います。メンバーの増努めていきたいと思います。メンバーの増努めていきたいと思います。メンバーの増

加はなかなか？加はなかなか？加はなかなか？加はなかなか？ですが、活動を通じてアマですが、活動を通じてアマですが、活動を通じてアマですが、活動を通じてアマ

チュア無線をアピール出来たらと考えてチュア無線をアピール出来たらと考えてチュア無線をアピール出来たらと考えてチュア無線をアピール出来たらと考えていいいい

ます。各クラブます。各クラブます。各クラブます。各クラブ局の皆様局の皆様局の皆様局の皆様も大変でしょうが、も大変でしょうが、も大変でしょうが、も大変でしょうが、

一緒に一緒に一緒に一緒に JARL 青森青森青森青森県支部県支部県支部県支部をををを盛盛盛盛り上り上り上り上げげげげていきていきていきていき

ましょうましょうましょうましょう。。。。        会長会長会長会長 JN7SYY 佐々木豊満佐々木豊満佐々木豊満佐々木豊満 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

        

    JA7YBA メンバーメンバーメンバーメンバーはははは 19 人に人に人に人に減減減減りましたりましたりましたりました

が、が、が、が、JA7AXP 川村川村川村川村敏男敏男敏男敏男会長のもと会長のもと会長のもと会長のもと体制体制体制体制を一を一を一を一

新して新して新して新して 2 年年年年目目目目のののの 7 月月月月 23 日日日日、、、、弘弘弘弘前市ま前市ま前市ま前市まちちちちなななな

かかかか情情情情報センターで報センターで報センターで報センターで JT65 公開運用と公開運用と公開運用と公開運用と通通通通常常常常総総総総

会を開きました。会を開きました。会を開きました。会を開きました。（写真は（写真は（写真は（写真は総総総総会会会会後後後後の懇親会）の懇親会）の懇親会）の懇親会） 
    総総総総会では、会では、会では、会では、県支部県支部県支部県支部主催主催主催主催のののの 2 コンテストとコンテストとコンテストとコンテストと

ニニニニューューューューイヤイヤイヤイヤーーーーパパパパーテーテーテーティィィィー参加を活動のー参加を活動のー参加を活動のー参加を活動の柱柱柱柱にににに

据据据据え、え、え、え、県県県県支部大会などでの公開運用支部大会などでの公開運用支部大会などでの公開運用支部大会などでの公開運用やややや無線無線無線無線

なんでもなんでもなんでもなんでも相談相談相談相談室室室室開開開開催催催催を決めました。を決めました。を決めました。を決めました。これこれこれこれまままま

でにでにでにでに、、、、登録済登録済登録済登録済みのみのみのみの古古古古い無線い無線い無線い無線機機機機をををを新スプ新スプ新スプ新スプリリリリアアアア

スススス基基基基準に準に準に準に対応対応対応対応したしたしたした機種機種機種機種にににに更更更更新して新して新して新してハハハハードードードード面面面面

をををを整整整整えました。さらにえました。さらにえました。さらにえました。さらに新たな新たな新たな新たな QSLカカカカードをードをードをードを

制作制作制作制作発行発行発行発行、、、、国際的国際的国際的国際的なななな電子電子電子電子 QSL認証認証認証認証シシシシステステステステムムムム

「「「「eQSL」」」」にににに対応対応対応対応しました。しました。しました。しました。また、また、また、また、広広広広報活動報活動報活動報活動

強化強化強化強化の一の一の一の一環環環環としてとしてとしてとして世世世世界界界界最大最大最大最大規模規模規模規模のののの無線局デ無線局デ無線局デ無線局デ

ータータータータベベベベース「ース「ース「ース「QRZ.COM」にも」にも」にも」にも登録登録登録登録すすすするるるるなななな

どどどど、、、、ソフソフソフソフトトトト面面面面もももも充実充実充実充実させました。させました。させました。させました。 
    実施実施実施実施事業そ事業そ事業そ事業それぞれれぞれれぞれれぞれでででで知識や経験知識や経験知識や経験知識や経験をををを持持持持つつつつメメメメ

ンバーがンバーがンバーがンバーが担担担担当当当当者者者者をををを務務務務めめめめ、そ、そ、そ、それぞれれぞれれぞれれぞれのののの技能技能技能技能をををを

生生生生かした活動かした活動かした活動かした活動を地を地を地を地道道道道にににに続け続け続け続けています。ています。ています。ています。 
事事事事務務務務局局局局 JK7LXU 石岡洋石岡洋石岡洋石岡洋一一一一 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            4444 月月月月 15151515 日に日に日に日に総総総総会、会、会、会、懇親会を開懇親会を開懇親会を開懇親会を開催催催催。。。。同同同同 29292929

日は日は日は日は芋煮芋煮芋煮芋煮会と会と会と会と称称称称して「して「して「して「観桜観桜観桜観桜会」を会」を会」を会」を三内霊園内三内霊園内三内霊園内三内霊園内

のののの広広広広場で開場で開場で開場で開催催催催の予の予の予の予定定定定でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、今今今今年もあい年もあい年もあい年もあい

にくのにくのにくのにくの雨天雨天雨天雨天で事で事で事で事務務務務局長局長局長局長宅宅宅宅に変に変に変に変更更更更、、、、７７７７人人人人の参の参の参の参

加でした。加でした。加でした。加でした。二二二二年年年年続け続け続け続けてててて悪天候悪天候悪天候悪天候とは。来年にとは。来年にとは。来年にとは。来年に期期期期

待待待待すすすするるるるとととところころころころです。です。です。です。    

5555月月月月 28282828日は、青日は、青日は、青日は、青函函函函連絡連絡連絡連絡船船船船メメメメモリモリモリモリアアアアムシムシムシムシッッッッ

ププププ八甲八甲八甲八甲田田田田丸丸丸丸で「で「で「で「電波電波電波電波の日」記念公開運用をの日」記念公開運用をの日」記念公開運用をの日」記念公開運用を実実実実    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

施施施施。参加。参加。参加。参加 10101010 局。局。局。局。7777 月月月月 17171717～～～～18181818 日は同じ日は同じ日は同じ日は同じ八八八八

甲甲甲甲田田田田丸丸丸丸でででで「海の日」記念公開「海の日」記念公開「海の日」記念公開「海の日」記念公開運用を運用を運用を運用を実施実施実施実施。。。。

今後今後今後今後のののの予予予予定定定定はははは 9999 月月月月 17171717 日に平川市で開日に平川市で開日に平川市で開日に平川市で開催催催催

さささされるれるれるれる県支部大会への参加県支部大会への参加県支部大会への参加県支部大会への参加協力協力協力協力、同、同、同、同 30303030日日日日

～～～～1111日に日に日に日に旧旧旧旧平平平平舘舘舘舘村の「村の「村の「村の「ohohohohおだいおだいおだいおだいばばばば」で」で」で」で恒恒恒恒

例例例例の移動運用の移動運用の移動運用の移動運用、、、、12121212月月月月 2222日（土）日（土）日（土）日（土）の「年の「年の「年の「年忘忘忘忘

れれれれミーテンミーテンミーテンミーテンググググ（（（（忘忘忘忘年会）」の開年会）」の開年会）」の開年会）」の開催催催催です。です。です。です。    

    他に他に他に他に津軽海峡コンテストと津軽海峡コンテストと津軽海峡コンテストと津軽海峡コンテストとオール青森オール青森オール青森オール青森

コンテストへのコンテストへのコンテストへのコンテストへの参加、参加、参加、参加、毎週水曜毎週水曜毎週水曜毎週水曜日日日日午後午後午後午後 8888

時からの時からの時からの時からのロロロロールコール、ールコール、ールコール、ールコール、機関誌機関誌機関誌機関誌「じ「じ「じ「じょんょんょんょん

がら」のがら」のがら」のがら」の毎毎毎毎月月月月発行発行発行発行、、、、「「「「ねぶねぶねぶねぶたアたアたアたアワワワワードードードード」」」」発発発発

行行行行をををを行行行行っています。っています。っています。っています。「じょんがら」は「じょんがら」は「じょんがら」は「じょんがら」は 8888月月月月

号号号号でででで第第第第 443443443443 号号号号、、、、ロロロロールコールールコールールコールールコールはははは 7777月月月月 19191919日日日日

でででで第第第第 1761176117611761 回回回回になりましたになりましたになりましたになりました。。。。    

ただ、ただ、ただ、ただ、諸行諸行諸行諸行事への事への事への事への参加参加参加参加者者者者が年が年が年が年々少々少々少々少なくなくなくなく

なっていて、なっていて、なっていて、なっていて、活活活活性化性化性化性化がががが重重重重要な要な要な要な課題課題課題課題です。です。です。です。    

会長会長会長会長    JA7BUZ 山本山本山本山本俊行俊行俊行俊行    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    アマチュア無線を楽しんでいアマチュア無線を楽しんでいアマチュア無線を楽しんでいアマチュア無線を楽しんでいるるるる皆さ皆さ皆さ皆さ

ん、ん、ん、ん、ここここんにんにんにんにちちちちは。は。は。は。無線人無線人無線人無線人口口口口がががが少少少少なくななくななくななくなるるるる

中中中中、、、、十和十和十和十和田地田地田地田地区区区区でもでもでもでもハムハムハムハム人人人人口口口口を増を増を増を増ややややそうそうそうそう

とととと頑張頑張頑張頑張っていますが、っていますが、っていますが、っていますが、JA7YAZ構構構構成成成成員員員員はははは

ついについについについに 30 人人人人をををを割割割割ってしまいました。ってしまいました。ってしまいました。ってしまいました。 
    現現現現在在在在ののののメンバーメンバーメンバーメンバーも平も平も平も平均均均均年年年年齢齢齢齢がががが高高高高く、年く、年く、年く、年

間間間間の活動の活動の活動の活動行行行行事を決め事を決め事を決め事を決めるるるるもののもののもののものの、、、、移動運用移動運用移動運用移動運用

や行や行や行や行事事事事にににに腰腰腰腰がががが重重重重くくくく、、、、積積積積極的極的極的極的な活動が出来な活動が出来な活動が出来な活動が出来

ていません。そんなていません。そんなていません。そんなていません。そんな中中中中でもでもでもでも毎毎毎毎年年年年 5月月月月下旬下旬下旬下旬、、、、

県県県県内内内内でででで最最最最初初初初に開に開に開に開催催催催さささされる十和れる十和れる十和れる十和田市田市田市田市総合総合総合総合防防防防

災災災災訓練訓練訓練訓練にににには、日は、日は、日は、日赤赤赤赤アマチュア無線アマチュア無線アマチュア無線アマチュア無線奉仕団奉仕団奉仕団奉仕団

十和十和十和十和田田田田分団分団分団分団ととととしてしてしてして 13名名名名がががが参加参加参加参加（写真）（写真）（写真）（写真）。。。。

各移動局から各移動局から各移動局から各移動局から随随随随時時時時入電入電入電入電すすすするるるる仮想被仮想被仮想被仮想被災状災状災状災状況況況況

のののの情情情情報報報報やややや、、、、現地災現地災現地災現地災害対策害対策害対策害対策本部との通本部との通本部との通本部との通信訓信訓信訓信訓

練練練練ののののよよよようすうすうすうすをををを、、、、統監統監統監統監であであであであるるるる十和十和十和十和田市長田市長田市長田市長にににに

視察視察視察視察してしてしてして頂頂頂頂きました。きました。きました。きました。 
    またまたまたまた、、、、9 月月月月 23 日日日日(土土土土)・・・・24 日日日日(日日日日)にはにはにはには「あ「あ「あ「あ

おもりおもりおもりおもり 10 市大市大市大市大祭典祭典祭典祭典 in十和十和十和十和田」が田」が田」が田」が、、、、「「「「日本日本日本日本

のののの道百道百道百道百選・青森県選・青森県選・青森県選・青森県十和十和十和十和田市田市田市田市官庁街官庁街官庁街官庁街通り通り通り通り」」」」

を会場にを会場にを会場にを会場に開開開開催催催催さささされれれれますますますます。。。。当当当当クラブではクラブではクラブではクラブでは記記記記

念念念念 QSL カカカカードをードをードをードを発行発行発行発行しますので、各局しますので、各局しますので、各局しますので、各局

は楽しみには楽しみには楽しみには楽しみにおおおお待ち待ち待ち待ち下下下下さい。さい。さい。さい。 
会長会長会長会長 JM7GEB 小林閣小林閣小林閣小林閣則則則則 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    4 月の月の月の月の総総総総会で事業計画に会で事業計画に会で事業計画に会で事業計画に①①①①施設見学施設見学施設見学施設見学会、会、会、会、

技術技術技術技術講講講講習習習習会、会、会、会、製作製作製作製作会の開会の開会の開会の開催催催催、、、、②②②②社団社団社団社団局局局局

JA7YFO の運用の運用の運用の運用、、、、③③③③日日日日赤奉仕団赤奉仕団赤奉仕団赤奉仕団、、、、電波適電波適電波適電波適

正正正正使用などの活動への支使用などの活動への支使用などの活動への支使用などの活動への支援援援援、、、、協力－協力－協力－協力－などなどなどなど 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

をををを盛盛盛盛り込みました。り込みました。り込みました。り込みました。実実実実現でき現でき現でき現できずずずずにいにいにいにいる項目る項目る項目る項目

もありますが、新たに取り組んだ活動もあもありますが、新たに取り組んだ活動もあもありますが、新たに取り組んだ活動もあもありますが、新たに取り組んだ活動もあ

ります。ります。ります。ります。 
オール青森コンテストのオール青森コンテストのオール青森コンテストのオール青森コンテストの終了終了終了終了時に懇親時に懇親時に懇親時に懇親

バーバーバーバーベキベキベキベキューをューをューをューを企企企企画しました（写真）。当画しました（写真）。当画しました（写真）。当画しました（写真）。当

日は日は日は日は豪雨豪雨豪雨豪雨で参加で参加で参加で参加者者者者がががが少少少少なかったのはなかったのはなかったのはなかったのは残残残残念念念念

でした。また、でした。また、でした。また、でした。また、４４４４アマ講アマ講アマ講アマ講習習習習会の会の会の会の終了後終了後終了後終了後、、、、希希希希

望者望者望者望者をををを対象対象対象対象ににににニニニニューューューューカカカカマー講マー講マー講マー講習習習習会「会「会「会「初心者初心者初心者初心者

のためのオのためのオのためのオのためのオリエリエリエリエンテーンテーンテーンテーショショショション」をン」をン」をン」を初初初初めてめてめてめて企企企企

画しました。画しました。画しました。画しました。初心者初心者初心者初心者がががが戸惑戸惑戸惑戸惑いがいがいがいがちちちちな通な通な通な通話話話話表表表表

やシグやシグやシグやシグナルナルナルナルリポリポリポリポート、ート、ート、ート、144MHｚｚｚｚでの運用での運用での運用での運用

方方方方法法法法などについて説明しました。無線などについて説明しました。無線などについて説明しました。無線などについて説明しました。無線仲間仲間仲間仲間

を増を増を増を増ややややすためにも、すためにも、すためにも、すためにも、ここここのののの種種種種の活動はの活動はの活動はの活動は継続継続継続継続しししし

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。     
会会会会員員員員のののの高齢化高齢化高齢化高齢化もももも進進進進み、活動の活み、活動の活み、活動の活み、活動の活性性性性化化化化がががが当当当当

クラブのクラブのクラブのクラブの直面直面直面直面すすすする課題る課題る課題る課題です。です。です。です。ロロロロールコールールコールールコールールコール

のののの復復復復活も活も活も活も検討検討検討検討課題課題課題課題に上がっています。に上がっています。に上がっています。に上がっています。         
会会会会長長長長 JL7GNT 大大大大向富美郎向富美郎向富美郎向富美郎 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    JA7YRW の活動はの活動はの活動はの活動は年年年年初初初初のののの 2 月月月月 18 日日日日、、、、定定定定

期総期総期総期総会を会を会を会を小小小小笠原笠原笠原笠原食食食食堂堂堂堂「とわだっ「とわだっ「とわだっ「とわだっ湖湖湖湖」」」」でででで 9 局局局局

がががが参加参加参加参加してしてしてして開開開開催催催催。。。。すすすすべべべべてのてのてのての議案議案議案議案がががが原案原案原案原案通り通り通り通り

参加参加参加参加者者者者全全全全員員員員のののの賛賛賛賛同で同で同で同で承承承承認認認認さささされれれれました。ました。ました。ました。 
そのそのそのその後後後後、、、、恒例恒例恒例恒例の懇親会の懇親会の懇親会の懇親会ででででおおおお互互互互いいいいのののの近近近近況況況況報報報報

告、無線活動告、無線活動告、無線活動告、無線活動などなどなどなどのののの話題話題話題話題でででで楽しい楽しい楽しい楽しい時時時時間間間間をををを過過過過

ごごごごしましたしましたしましたしました（写真）（写真）（写真）（写真）。。。。今今今今年の年の年の年のロロロロールコールールコールールコールールコール

皆皆皆皆勤賞勤賞勤賞勤賞はははは JH7FVD、、、、JG7NGA、、、、JF7COF、、、、
JR7AWQ、、、、JH6TSK、、、、JA7DHZ、、、、JG7NZK
のののの 7 局局局局がががが受賞受賞受賞受賞ししししました。ました。ました。ました。3 月月月月 5 日日日日、、、、三三三三沢航沢航沢航沢航

空科空科空科空科学学学学館館館館でででで開開開開催催催催さささされれれれた「た「た「た「フフフファァァァミミミミリリリリーーーー電波電波電波電波教教教教

室室室室」は、」は、」は、」は、電波電波電波電波のののの勉勉勉勉強強強強とラジオとラジオとラジオとラジオ組組組組立立立立にににに家族家族家族家族連連連連

れれれれ 45 人が参加人が参加人が参加人が参加。。。。当クラブ当クラブ当クラブ当クラブからからからから応援応援応援応援にににに

JA7DHZ、、、、JK7LAM、、、、JF7COF、、、、JR7AWQ
のののの 4 局が局が局が局が駆駆駆駆けけけけ付付付付けけけけましたましたましたました。。。。 
一方、クラブ一方、クラブ一方、クラブ一方、クラブ副副副副会長として会長として会長として会長として永永永永らくらくらくらくごごごご尽尽尽尽力力力力

さささされれれれたたたた JA7NHS吉吉吉吉田田田田守守守守氏が氏が氏が氏が永眠永眠永眠永眠さささされれれれ、、、、今今今今

後後後後のののの活動活動活動活動への影への影への影への影響響響響をををを危惧危惧危惧危惧していますしていますしていますしています。。。。若若若若手手手手

会会会会員員員員のののの新新新新加加加加入入入入がないままがないままがないままがないままに、に、に、に、現現現現在在在在のののの登録登録登録登録会会会会

員員員員 13名名名名のののの高齢化高齢化高齢化高齢化がががが進進進進みみみみ““““老老老老人アマチュア人アマチュア人アマチュア人アマチュア

無線クラブ無線クラブ無線クラブ無線クラブ””””にににになりつつあります。なりつつあります。なりつつあります。なりつつあります。JARL
登録登録登録登録クラブとしてクラブとしてクラブとしてクラブとして無線無線無線無線啓啓啓啓発発発発活動に活動に活動に活動に対対対対してしてしてして

満満満満足足足足できできできできるるるる協力協力協力協力がががが出来なく出来なく出来なく出来なくなってきましなってきましなってきましなってきまし

たたたた。。。。地域クラブの活動地域クラブの活動地域クラブの活動地域クラブの活動にににに対対対対してしてしてして永永永永いいいい目目目目ででででごごごご

支支支支援援援援をおをおをおをお願願願願いいいい致致致致します。します。します。します。 
会長会長会長会長 JR7AWQ 五五五五十十十十嵐嵐嵐嵐行行行行夫夫夫夫 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

 

弘前弘前弘前弘前アマチュア無線クラブアマチュア無線クラブアマチュア無線クラブアマチュア無線クラブ    

JARLJARLJARLJARL 青森クラブ青森クラブ青森クラブ青森クラブ    

アマチュア無線アマチュア無線アマチュア無線アマチュア無線十和田十和田十和田十和田クラブクラブクラブクラブ    

三沢三沢三沢三沢アマチュア無線アマチュア無線アマチュア無線アマチュア無線クラブクラブクラブクラブ    

八戸八戸八戸八戸アマチュア無線クラブアマチュア無線クラブアマチュア無線クラブアマチュア無線クラブ    
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    今今今今年も津軽海峡コンテストに年も津軽海峡コンテストに年も津軽海峡コンテストに年も津軽海峡コンテストに併併併併せせせせ、、、、空空空空中中中中線線線線常常常常

設設設設場所場所場所場所（写真）（写真）（写真）（写真）でででで定定定定時時時時総総総総会を開会を開会を開会を開催催催催。事業計画、。事業計画、。事業計画、。事業計画、

予算が予算が予算が予算が原案原案原案原案通り通り通り通り承承承承認認認認さささされれれれ活動がスタートした。活動がスタートした。活動がスタートした。活動がスタートした。 
    事業計画は津軽海峡コンテスト、オール事業計画は津軽海峡コンテスト、オール事業計画は津軽海峡コンテスト、オール事業計画は津軽海峡コンテスト、オール青森青森青森青森

コンテストコンテストコンテストコンテストなどなどなどなどでででで社団社団社団社団局局局局JR7ZDFの移動運用、の移動運用、の移動運用、の移動運用、

モモモモーーーービビビビルルルルハイキハイキハイキハイキンンンンググググ、新年ア、新年ア、新年ア、新年アイイイイボボボボールールールール QSO なななな

どであどであどであどであるるるる。。。。モモモモーーーービビビビルルルルハイキハイキハイキハイキンンンンググググはははは毎毎毎毎年計画さ年計画さ年計画さ年計画されれれれ

ていていていているるるるがががが実行実行実行実行さささされれれれていない。ていない。ていない。ていない。今今今今年は年は年は年は平川市で開平川市で開平川市で開平川市で開

催催催催さささされるれるれるれる県支部大会に県支部大会に県支部大会に県支部大会に、クラブ、クラブ、クラブ、クラブ行行行行事として移動事として移動事として移動事として移動

でででで参加す参加す参加す参加するこるこるこることとととににににしていしていしていしているるるるがががが…………？？？？ 
    総総総総会会会会後後後後、、、、恒例恒例恒例恒例のアのアのアのアウウウウトドア料トドア料トドア料トドア料理理理理で懇親をで懇親をで懇親をで懇親を深深深深めめめめ

た。た。た。た。盛況盛況盛況盛況のあまりのあまりのあまりのあまり社団社団社団社団局を運用す局を運用す局を運用す局を運用するるるるオオオオペレペレペレペレータータータータ

がいなくがいなくがいなくがいなく、、、、過去過去過去過去最最最最低低低低の交の交の交の交信信信信局局局局数数数数ででででコンテストのコンテストのコンテストのコンテストの

ログログログログをををを提提提提出した。出した。出した。出した。依然依然依然依然としとしとしとしてててて伝伝伝伝統統統統であであであであるるるる“無線無線無線無線

よよよよりアルコールりアルコールりアルコールりアルコール”がががが継続中継続中継続中継続中であであであであるるるる。。。。 
設設設設立立立立当当当当初初初初から移動運用から移動運用から移動運用から移動運用でででで毎毎毎毎年年年年順順順順次、次、次、次、五五五五戸戸戸戸地方地方地方地方

3 町村から町村から町村から町村から全全全全国国国国ににににササササーーーービビビビスしてきた。スしてきた。スしてきた。スしてきた。会会会会員員員員のののの高高高高

齢化齢化齢化齢化にににに伴伴伴伴い、い、い、い、ひひひひばばばばりりりり野野野野運動公運動公運動公運動公園園園園近くの近くの近くの近くのメンバーメンバーメンバーメンバー

所所所所有有有有のののの遊休遊休遊休遊休地に地に地に地に常設常設常設常設アンテナアンテナアンテナアンテナをををを設設設設置置置置した。会した。会した。会した。会員員員員

は年は年は年は年々減少々減少々減少々減少し、し、し、し、常常常常に活動していに活動していに活動していに活動しているるるるののののはははは 5、、、、6名名名名
であであであであるるるるが、が、が、が、今後今後今後今後も地域クラブのも地域クラブのも地域クラブのも地域クラブの継続的継続的継続的継続的活動に努活動に努活動に努活動に努

力力力力していきたい。皆様のごしていきたい。皆様のごしていきたい。皆様のごしていきたい。皆様のご指導指導指導指導ごごごご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいいい

いたします。いたします。いたします。いたします。            会長会長会長会長 JH7ULY 川川川川崎謙司崎謙司崎謙司崎謙司 
    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

JARL では最近、会では最近、会では最近、会では最近、会員員員員増増増増強や強や強や強や青青青青少少少少年年年年育育育育成で、成で、成で、成で、 
活活活活性化性化性化性化にににに向向向向けけけけ多彩多彩多彩多彩な運動をしていな運動をしていな運動をしていな運動をしているるるるとととところころころころでででで 
すが、ごすが、ごすが、ごすが、ご多多多多分分分分にににに漏漏漏漏れずれずれずれず”ロロロローーーートルトルトルトル化化化化”した当クラした当クラした当クラした当クラ

ブは、ブは、ブは、ブは、相相相相変わら変わら変わら変わらずずずず創立以創立以創立以創立以来（来（来（来（今今今今年で年で年で年で 44 年年年年目目目目）））） 
四四四四本本本本柱柱柱柱のののの行行行行事を事を事を事を淡淡淡淡々々々々とととと行行行行っています。っています。っています。っています。 
    ①①①①総総総総会、会、会、会、②②②②フイフイフイフイーーーールドデルドデルドデルドデーーーー参加、参加、参加、参加、③③③③新年会。新年会。新年会。新年会。 
そしてそしてそしてそして④④④④毎週木曜毎週木曜毎週木曜毎週木曜日の日の日の日のロロロローーーールコルコルコルコーーーールですが、ルですが、ルですが、ルですが、今今今今

年年年年 5 月の月の月の月の総総総総会会会会後後後後（写真）、開始時（写真）、開始時（写真）、開始時（写真）、開始時間間間間をををを 20 時に変時に変時に変時に変

更更更更しました。平しました。平しました。平しました。平均均均均年年年年齢齢齢齢ののののUP にににに伴伴伴伴い、い、い、い、従従従従来の来の来の来の 21
時開始だと時開始だと時開始だと時開始だと”キキキキツツツツくくくく”なってきたなってきたなってきたなってきたよよよようです。うです。うです。うです。Hi 
    メンバメンバメンバメンバーーーーのののの中中中中にににに JA ココココーーーールがルがルがルが 9 人いますが、人いますが、人いますが、人いますが、

構構構構成成成成員員員員全全全全体体体体ではではではでは 1 アマアマアマアマ 4 人、人、人、人、2 アマアマアマアマ 3 人、人、人、人、3 アアアア

ママママ 4 人人人人、、、、4 アマアマアマアマ 4 人で、約人で、約人で、約人で、約 70％％％％がががが CW ラララライイイイセセセセ

ンスンスンスンス持ち持ち持ち持ちです。です。です。です。昨昨昨昨今今今今、業、業、業、業務務務務用通用通用通用通信信信信でででで CW にににによるよるよるよる

通通通通信信信信が無くなりつつあり、かのマルコが無くなりつつあり、かのマルコが無くなりつつあり、かのマルコが無くなりつつあり、かのマルコ二二二二ーーーーもももも草草草草

葉の葉の葉の葉の陰陰陰陰でででで嘆嘆嘆嘆いいいいていていていているるるる事かと思いますが、事かと思いますが、事かと思いますが、事かと思いますが、ここここのののの

CW符符符符号号号号を「を「を「を「ユネユネユネユネスコの無スコの無スコの無スコの無形文形文形文形文化化化化遺産遺産遺産遺産」」」」ににににといといといとい

う運動がう運動がう運動がう運動が行行行行わわわわれれれれています。各局におかています。各局におかています。各局におかています。各局におかれれれれましてましてましてまして

は、アマチュア無線のは、アマチュア無線のは、アマチュア無線のは、アマチュア無線の原点原点原点原点といわといわといわといわれるれるれるれる CW 資資資資

格格格格取取取取得得得得にににに向向向向けけけけ、、、、”ひひひひとととと踏踏踏踏んんんん張張張張りりりり”してみませんしてみませんしてみませんしてみません

か？か？か？か？                    事事事事務務務務局局局局    JA7CUA 安斎安斎安斎安斎三三三三津津津津夫夫夫夫 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    オール青森オール青森オール青森オール青森DX ｱｿｼｴｱｿｼｴｱｿｼｴｱｿｼｴｰｼｮﾝｰｼｮﾝｰｼｮﾝｰｼｮﾝ（（（（AADXA）は）は）は）はHF・・・・
DX 通通通通信信信信おおおおよよよよびびびびアマチュア無線アマチュア無線アマチュア無線アマチュア無線技術技術技術技術にににに関関関関すすすす

るるるる各各各各種種種種調査調査調査調査、、、、研究研究研究研究をををを行行行行い、かつ会い、かつ会い、かつ会い、かつ会員相員相員相員相互互互互のののの友友友友

好好好好増増増増進進進進をををを目的目的目的目的としてとしてとしてとして昭昭昭昭和和和和 51 年（年（年（年（1976 年）年）年）年）10
月に月に月に月に発発発発足足足足しました。しました。しました。しました。創立創立創立創立 40周周周周年を年を年を年を迎迎迎迎えたえたえたえた昨昨昨昨

年は「記念講演会」を開年は「記念講演会」を開年は「記念講演会」を開年は「記念講演会」を開催催催催、同、同、同、同 11 月には月には月には月には KH2
ググググアアアアムムムム島からクラブとして島からクラブとして島からクラブとして島からクラブとして初初初初の海の海の海の海外外外外運用を運用を運用を運用を

行行行行いいいい（写真）（写真）（写真）（写真）、日本、日本、日本、日本国内国内国内国内外外外外のののの多多多多くの無線くの無線くの無線くの無線家家家家とととと

交交交交信信信信しました。また、しました。また、しました。また、しました。また、これこれこれこれまでのまでのまでのまでの歩歩歩歩みを一つみを一つみを一つみを一つ

にまとめた記念にまとめた記念にまとめた記念にまとめた記念誌誌誌誌をををを CD版版版版でででで発行発行発行発行、、、、友好友好友好友好クラクラクラクラ

ブ局にブ局にブ局にブ局に配布配布配布配布しました。しました。しました。しました。 
発発発発足足足足当当当当初初初初からからからから発行発行発行発行していしていしていしているるるる会報「会報「会報「会報「AADXA 

BULLETIN」も最近は」も最近は」も最近は」も最近はネネネネットでットでットでットで配配配配信信信信、本年、本年、本年、本年

7 月月月月号号号号でででで 490号号号号になりました。になりました。になりました。になりました。東、西東、西東、西東、西 2 地地地地区区区区

持回持回持回持回りでりでりでりで春秋春秋春秋春秋 2 回回回回 Meeting を開を開を開を開催催催催、、、、メンバメンバメンバメンバ

ーの親ーの親ーの親ーの親睦睦睦睦をををを深深深深めています。最近はめています。最近はめています。最近はめています。最近は DXCC のののの 
「「「「Honor Roll」が」が」が」が相相相相次いで次いで次いで次いで誕誕誕誕生生生生、、、、CQ誌誌誌誌のののの DX
「「「「Ace of Aces」も」も」も」も 2 年連年連年連年連続続続続でででで受賞受賞受賞受賞、、、、流流流流行行行行のののの

JT65 等の新等の新等の新等の新モモモモードにもいードにもいードにもいードにもいちちちち早早早早く取り組んでく取り組んでく取り組んでく取り組んで

います。います。います。います。今今今今年年年年 10 月に月に月に月に再び再び再び再び KH2 へへへへ遠征遠征遠征遠征に出に出に出に出

かかかかけけけけまままます。す。す。す。多数多数多数多数の局からのの局からのの局からのの局からのおおおお声掛声掛声掛声掛けけけけをおをおをおをお願願願願いいいい

しししします。ます。ます。ます。            事事事事務務務務局局局局 JH7BVH 髙田髙田髙田髙田栄吉栄吉栄吉栄吉 
    

    

    

    

    

    

    

    
    
 

  

 

    

    

        

        皆さん皆さん皆さん皆さんここここんにんにんにんにちちちちは、は、は、は、CQ 津軽津軽津軽津軽ハムハムハムハムクラブでクラブでクラブでクラブで 
す。す。す。す。我我我我がクラブではがクラブではがクラブではがクラブでは今今今今年も年も年も年も順調順調順調順調に一つ平に一つ平に一つ平に一つ平均均均均 
年年年年齢齢齢齢が上がりました。が上がりました。が上がりました。が上がりました。結結結結成当成当成当成当初初初初は「移動・は「移動・は「移動・は「移動・ 
焼焼焼焼きききき肉肉肉肉・・・・生生生生ビビビビール」のール」のール」のール」の 3点点点点セットがあセットがあセットがあセットがあればればればれば、、、、 
いつでもいつでもいつでもいつでも何処何処何処何処へでも出かへでも出かへでも出かへでも出かけけけけたもですが、たもですが、たもですが、たもですが、最近最近最近最近

はそうはそうはそうはそうもももも行行行行かかかかずずずず、、、、注文注文注文注文がががが多多多多くくくくなりなりなりなりました。ました。ました。ました。 
    その代わりに、かつてその代わりに、かつてその代わりに、かつてその代わりに、かつて岩岩岩岩木木木木山山山山八合目八合目八合目八合目のののの駐車駐車駐車駐車

場で場で場で場で入れ入れ入れ入れ替替替替わりわりわりわり立立立立ちちちち代わり代わり代わり代わりややややって来てって来てって来てって来て、、、、60
㍑余㍑余㍑余㍑余のののの樽樽樽樽生生生生ビビビビールをールをールをールを空空空空にしたにしたにしたにした豪豪豪豪のののの者者者者達達達達も、も、も、も、今今今今

ではではではでは薄薄薄薄めのめのめのめの芋芋芋芋焼酎焼酎焼酎焼酎のおのおのおのお湯湯湯湯割割割割りでりでりでりで顔顔顔顔をををを赤赤赤赤くしくしくしくし

ています。メンています。メンています。メンています。メンバーの無線にバーの無線にバーの無線にバーの無線に対対対対すすすするるるる向向向向きききき合合合合いいいい

方もそ方もそ方もそ方もそれぞれれぞれれぞれれぞれで、で、で、で、暇暇暇暇さえあさえあさえあさえあればればればれば移動して移動して移動して移動してHF
などでなどでなどでなどで頑張頑張頑張頑張っていっていっていっている者る者る者る者、移動運用なら、移動運用なら、移動運用なら、移動運用ならぬぬぬぬ「移「移「移「移

動動動動飲飲飲飲用」用」用」用」専門専門専門専門のののの者者者者と、と、と、と、二二二二つのつのつのつのパパパパターンにターンにターンにターンに別別別別れれれれ

てきました。てきました。てきました。てきました。これこれこれこれからからからから更更更更にどのにどのにどのにどのよよよように変うに変うに変うに変化化化化しししし

てててて行行行行くかくかくかくか興味興味興味興味津津津津々々々々といったとといったとといったとといったところころころころです。です。です。です。 
    来年は来年は来年は来年は弘弘弘弘前公前公前公前公園園園園でのでのでのでの観桜観桜観桜観桜会会会会 100 周周周周年とい年とい年とい年とい

う事で、う事で、う事で、う事で、特特特特別別別別局運用が計画さ局運用が計画さ局運用が計画さ局運用が計画されれれれています。ています。ています。ています。我我我我

がクラブもがクラブもがクラブもがクラブも是非是非是非是非に参加して、運用の一に参加して、運用の一に参加して、運用の一に参加して、運用の一翼翼翼翼をををを担担担担

いたいと思いたいと思いたいと思いたいと思いいいいますますますます。。。。聞聞聞聞ここここえましたらえましたらえましたらえましたら是非是非是非是非おおおお声声声声

掛掛掛掛け下け下け下け下さい。さい。さい。さい。        会長会長会長会長 JF7PFW 加加加加藤全健藤全健藤全健藤全健 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    BeFM コミュコミュコミュコミュニニニニテテテティィィィラジオ局ラジオ局ラジオ局ラジオ局内内内内でででで 3
月、クラブ会月、クラブ会月、クラブ会月、クラブ会議議議議を開きました。を開きました。を開きました。を開きました。今後今後今後今後の活の活の活の活

動方動方動方動方針針針針のなかでのなかでのなかでのなかで重重重重要要要要議議議議題題題題であであであである八戸る八戸る八戸る八戸市市市市

制制制制 88 周周周周年年年年 JARL 特別特別特別特別局の運用について局の運用について局の運用について局の運用について

審議審議審議審議、、、、開局申開局申開局申開局申請請請請すすすするこるこるこることを決とを決とを決とを決定定定定しまししまししまししまし

た。会た。会た。会た。会議議議議終了後終了後終了後終了後、場所を移動し、場所を移動し、場所を移動し、場所を移動して懇親会て懇親会て懇親会て懇親会

を開を開を開を開催催催催、日、日、日、日頃頃頃頃使用してい使用してい使用してい使用しているるるる無線マ無線マ無線マ無線マイイイイクをクをクをクを

カカカカラオラオラオラオケケケケママママイイイイクにクにクにクに持ち持ち持ち持ち替替替替え「メえ「メえ「メえ「メリリリリットットットット 5」」」」
でででで発発発発声声声声、親、親、親、親睦睦睦睦をををを深深深深めめめめました。ました。ました。ました。 
    特別特別特別特別局局局局 8J7H88Y がががが 6月月月月 1日日日日にににに許可許可許可許可ささささ

れれれれ、、、、3 日に日に日に日に特別特別特別特別局局局局常常常常置置置置場所に場所に場所に場所にリグリグリグリグをセッをセッをセッをセッ

ト、開ト、開ト、開ト、開設設設設運用運用運用運用キキキキックオックオックオックオフフフフをををを行行行行いました。いました。いました。いました。

写真はクラブ写真はクラブ写真はクラブ写真はクラブシシシシャックャックャックャック内内内内にににに設設設設置置置置したしたしたした HF
リグリグリグリグとメンバーですとメンバーですとメンバーですとメンバーです（（（（八戸八戸八戸八戸市市市市八八八八日町日町日町日町 8番番番番    

BeFM内内内内））））。。。。6 月月月月 25 日現日現日現日現在在在在 300 局を局を局を局を超超超超ええええ

るるるる交交交交信信信信に成に成に成に成功功功功していますしていますしていますしています。。。。運用は運用は運用は運用は 9 月月月月 30
日まで日まで日まで日まで。。。。3 アマアマアマアマ以以以以上の上の上の上の資格資格資格資格ががががああああればればればれば 9 月月月月

4 日日日日以降以降以降以降、メンバー、メンバー、メンバー、メンバー以外以外以外以外の運用がの運用がの運用がの運用が可可可可能能能能でででで

す。事す。事す。事す。事務務務務局までお申込み局までお申込み局までお申込み局までお申込み下下下下さい。さい。さい。さい。         
事事事事務務務務局局局局 JA7BLS 田田田田端端端端大大大大資資資資 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

当クラブは当クラブは当クラブは当クラブは昭昭昭昭和和和和 45 年年年年 5 月に月に月に月に発発発発足足足足したしたしたした

特殊特殊特殊特殊奉仕団奉仕団奉仕団奉仕団です。青森、です。青森、です。青森、です。青森、弘弘弘弘前、前、前、前、十和十和十和十和田、田、田、田、

八戸八戸八戸八戸、、、、三三三三沢沢沢沢、、、、むむむむつつつつ下下下下北、北、北、北、五五五五戸戸戸戸の各の各の各の各分団分団分団分団でででで

構構構構成、災成、災成、災成、災害発生害発生害発生害発生時に時に時に時に趣味趣味趣味趣味のアマチュア無のアマチュア無のアマチュア無のアマチュア無

線を線を線を線を生生生生かしかしかしかし、、、、情情情情報の報の報の報の伝達伝達伝達伝達をはじめをはじめをはじめをはじめ赤十赤十赤十赤十字字字字

活動を通して活動を通して活動を通して活動を通して奉仕奉仕奉仕奉仕すすすするるるる事を事を事を事を目的目的目的目的としてとしてとしてとして

設設設設立立立立さささされれれれました。ました。ました。ました。 
日日日日頃頃頃頃の活動はアマチュア無線にの活動はアマチュア無線にの活動はアマチュア無線にの活動はアマチュア無線によるよるよるよる

感感感感度交度交度交度交換換換換訓練訓練訓練訓練を各を各を各を各分団分団分団分団でででで実施実施実施実施、、、、各各各各分団分団分団分団

員員員員ととととのののの定例定例定例定例交交交交信信信信、各、各、各、各種種種種防災防災防災防災訓練訓練訓練訓練への参への参への参への参

加、加、加、加、赤十赤十赤十赤十字字字字活動で活動で活動で活動で行行行行わわわわれるれるれるれる救急救急救急救急法法法法・・・・炊炊炊炊きききき

出し出し出し出し訓練訓練訓練訓練参加、参加、参加、参加、研修研修研修研修会などを会などを会などを会などを行行行行っていっていっていってい

ます。最近では東日本大ます。最近では東日本大ます。最近では東日本大ます。最近では東日本大震震震震災の災の災の災の反省反省反省反省をををを

踏踏踏踏まえ、近県のアマチュア無線まえ、近県のアマチュア無線まえ、近県のアマチュア無線まえ、近県のアマチュア無線奉仕団奉仕団奉仕団奉仕団

との連との連との連との連携携携携をををを構構構構築築築築すすすするるるるなどしてなどしてなどしてなどしていいいいます。ます。ます。ます。 
活動に活動に活動に活動に興味興味興味興味があがあがあがあるるるる局は、メールで局は、メールで局は、メールで局は、メールで

jg7saf@jarl.com、、、、またまたまたまたはははは FAX(0172-53-
5802)でででで、お、お、お、お住住住住まいの地域、コールまいの地域、コールまいの地域、コールまいの地域、コールササササイイイイ

ン、ン、ン、ン、おおおお名名名名前と連絡先をお前と連絡先をお前と連絡先をお前と連絡先をお知知知知らせらせらせらせ下下下下さいさいさいさい。。。。                

事事事事務務務務局局局局 JG7SAF 工藤眞己工藤眞己工藤眞己工藤眞己 
    

    

    

皆さん皆さん皆さん皆さんここここんにんにんにんにちちちちは、は、は、は、JE7ZCO三戸三戸三戸三戸アマアマアマアマ

チュア無線チュア無線チュア無線チュア無線愛好愛好愛好愛好会です。会です。会です。会です。発発発発足足足足してしてしてして 2222年に年に年に年に

満満満満たたたたずずずず、県支部、県支部、県支部、県支部登録登録登録登録クラクラクラクラブでは最も新しブでは最も新しブでは最も新しブでは最も新し

いクラブです。当いクラブです。当いクラブです。当いクラブです。当愛好愛好愛好愛好会の年会の年会の年会の年間目間目間目間目標標標標はははは県県県県

支部支部支部支部主催主催主催主催コンテストコンテストコンテストコンテストおおおおよよよよびびびび各各各各行行行行事への事への事への事への

参加、各参加、各参加、各参加、各種種種種アアアアワワワワードードードードの移動の移動の移動の移動ササササーーーービビビビス運用ス運用ス運用ス運用

（（（（HFHFHFHF 帯帯帯帯、、、、三戸三戸三戸三戸郡郡郡郡下下下下、、、、岩手岩手岩手岩手県北）です。県北）です。県北）です。県北）です。    

今今今今年の津軽海峡コンテストは年の津軽海峡コンテストは年の津軽海峡コンテストは年の津軽海峡コンテストは参加参加参加参加点点点点

ぎぎぎぎりりりりぎぎぎぎりの交りの交りの交りの交信信信信でした。でした。でした。でした。メンバーのメンバーのメンバーのメンバーの諸諸諸諸事事事事

情情情情でででで運用人運用人運用人運用人数数数数もももも少少少少ないですがないですがないですがないですが、コール、コール、コール、コールササササ

イイイインがンがンがンが聞聞聞聞ここここえていましたらえていましたらえていましたらえていましたら QSO をおをおをおをお願願願願

いいいいします。します。します。します。        会長会長会長会長    JL7SFU    徳徳徳徳田田田田勝勝勝勝正正正正    
 

CQCQCQCQ 津軽津軽津軽津軽ハムハムハムハムクラブクラブクラブクラブ    

日赤日赤日赤日赤アマチュアアマチュアアマチュアアマチュア無線奉仕団無線奉仕団無線奉仕団無線奉仕団    

三戸アマチュア三戸アマチュア三戸アマチュア三戸アマチュア無線無線無線無線愛好会愛好会愛好会愛好会    

津軽津軽津軽津軽スカイクラブスカイクラブスカイクラブスカイクラブ    

五戸地方五戸地方五戸地方五戸地方アマチュア無線クラブアマチュア無線クラブアマチュア無線クラブアマチュア無線クラブ    オールオールオールオール青森青森青森青森 DX AssDX AssDX AssDX Ass’’’’nnnn    BeFMBeFMBeFMBeFM アマチュアアマチュアアマチュアアマチュア無線クラブ無線クラブ無線クラブ無線クラブ    



2017201720172017 年年年年 9999 月月月月 1111 日号日号日号日号                                                            JARLJARLJARLJARL 青森県支部報青森県支部報青森県支部報青森県支部報                                                                                            （４）（４）（４）（４）    
 

  

 

JARLJARLJARLJARL 青森県支部・渡島檜山支部共催「第１５回津軽海峡コンテスト」結果青森県支部・渡島檜山支部共催「第１５回津軽海峡コンテスト」結果青森県支部・渡島檜山支部共催「第１５回津軽海峡コンテスト」結果青森県支部・渡島檜山支部共催「第１５回津軽海峡コンテスト」結果                    （（（（2017201720172017 年年年年    5555 月月月月 13131313 日～日～日～日～14141414 日実施日実施日実施日実施))))    

【管内局】【管内局】【管内局】【管内局】                

        個人・５０個人・５０個人・５０個人・５０MHzMHzMHzMHz の部の部の部の部    

        ★ＪＡ７ＫＨＱ★ＪＡ７ＫＨＱ★ＪＡ７ＫＨＱ★ＪＡ７ＫＨＱ/7  1232/7  1232/7  1232/7  1232    

        ★ＪＡ８ＯＷ★ＪＡ８ＯＷ★ＪＡ８ＯＷ★ＪＡ８ＯＷ                            629629629629    

        ★ＪＡ８ＥＪＺ★ＪＡ８ＥＪＺ★ＪＡ８ＥＪＺ★ＪＡ８ＥＪＺ                        32323232    

                                （参加局（参加局（参加局（参加局            3333 局）局）局）局）    

        個人・１４４個人・１４４個人・１４４個人・１４４MHzMHzMHzMHz の部の部の部の部    

        ★ＪＭ８ＤＬＦ★ＪＭ８ＤＬＦ★ＪＭ８ＤＬＦ★ＪＭ８ＤＬＦ                3848384838483848    

        ★ＪＨ７ＯＹＶ★ＪＨ７ＯＹＶ★ＪＨ７ＯＹＶ★ＪＨ７ＯＹＶ                3192319231923192    

    ★ＪＪ８ＵＤＡ★ＪＪ８ＵＤＡ★ＪＪ８ＵＤＡ★ＪＪ８ＵＤＡ/8  2480/8  2480/8  2480/8  2480    

    ★ＪＲ７ＫＪＶ★ＪＲ７ＫＪＶ★ＪＲ７ＫＪＶ★ＪＲ７ＫＪＶ                1900190019001900    

    ★ＪＥ８ＳＢＰ★ＪＥ８ＳＢＰ★ＪＥ８ＳＢＰ★ＪＥ８ＳＢＰ/7  1545/7  1545/7  1545/7  1545    

            ＪＧ７ＷＥＮＪＧ７ＷＥＮＪＧ７ＷＥＮＪＧ７ＷＥＮ/7  1380/7  1380/7  1380/7  1380    

                ＪＬ８ＪＵＫＪＬ８ＪＵＫＪＬ８ＪＵＫＪＬ８ＪＵＫ                1230123012301230    

                ＪＪ７ＶＥＣＪＪ７ＶＥＣＪＪ７ＶＥＣＪＪ７ＶＥＣ                1176117611761176    

                ＪＲ８ＦＧＹＪＲ８ＦＧＹＪＲ８ＦＧＹＪＲ８ＦＧＹ                    994994994994    

                ＪＡ８ＫＬＳＪＡ８ＫＬＳＪＡ８ＫＬＳＪＡ８ＫＬＳ                    960960960960    

                ＪＯ７ＪＵＹＪＯ７ＪＵＹＪＯ７ＪＵＹＪＯ７ＪＵＹ                    780780780780    

                ＪＱ２ＱＸＦＪＱ２ＱＸＦＪＱ２ＱＸＦＪＱ２ＱＸＦ/7   708/7   708/7   708/7   708                

                    ＪＯ７ＸＢＸＪＯ７ＸＢＸＪＯ７ＸＢＸＪＯ７ＸＢＸ/7  /7  /7  /7  505505505505    

                ＪＲ８ＩＤＮＪＲ８ＩＤＮＪＲ８ＩＤＮＪＲ８ＩＤＮ                    480480480480    

                ＪＬ８ＥＺＨＪＬ８ＥＺＨＪＬ８ＥＺＨＪＬ８ＥＺＨ                    315315315315    

        ＪＨ７ＤＸＪＪＨ７ＤＸＪＪＨ７ＤＸＪＪＨ７ＤＸＪ/7   248/7   248/7   248/7   248    

        ＪＭ８ＦＧＣＪＭ８ＦＧＣＪＭ８ＦＧＣＪＭ８ＦＧＣ                    210210210210    

                ＪＲ７ＷＫＪＪＲ７ＷＫＪＪＲ７ＷＫＪＪＲ７ＷＫＪ                    210210210210    

                ＪＨ７ＶＵＪＨ７ＶＵＪＨ７ＶＵＪＨ７ＶＵＤＤＤＤ                    182182182182    

        ＪＨ７ＵＬＹＪＨ７ＵＬＹＪＨ７ＵＬＹＪＨ７ＵＬＹ/7   176/7   176/7   176/7   176    

        ＪＭ８ＧＨＬＪＭ８ＧＨＬＪＭ８ＧＨＬＪＭ８ＧＨＬ                    154154154154    

                ＪＫ７ＫＨＥＪＫ７ＫＨＥＪＫ７ＫＨＥＪＫ７ＫＨＥ/7   104/7   104/7   104/7   104    

        ＪＡ７ＡＸＰＪＡ７ＡＸＰＪＡ７ＡＸＰＪＡ７ＡＸＰ                        76767676    

                ＪＨ８ＵＵＲＪＨ８ＵＵＲＪＨ８ＵＵＲＪＨ８ＵＵＲ                        68686868    

        ＪＯ７ＧＶＣＪＯ７ＧＶＣＪＯ７ＧＶＣＪＯ７ＧＶＣ/7    60/7    60/7    60/7    60    

        ＪＡ７ＧＮＸＪＡ７ＧＮＸＪＡ７ＧＮＸＪＡ７ＧＮＸ                        12121212    

        ＪＪ７ＰＴＤＪＪ７ＰＴＤＪＪ７ＰＴＤＪＪ７ＰＴＤ                            4444    

                                        （参加局（参加局（参加局（参加局    27272727 局）局）局）局）    

        個人・４３０個人・４３０個人・４３０個人・４３０MHzMHzMHzMHz の部の部の部の部    

        ★ＪＬ７ＳＦＵ★ＪＬ７ＳＦＵ★ＪＬ７ＳＦＵ★ＪＬ７ＳＦＵ                    114114114114    

                                    （参加局（参加局（参加局（参加局            1111 局局局局））））    

    個人・マルチの部個人・マルチの部個人・マルチの部個人・マルチの部        

            ★ＪＥ８ＮＨＤ★ＪＥ８ＮＨＤ★ＪＥ８ＮＨＤ★ＪＥ８ＮＨＤ            4716471647164716    

        ★ＪＥ８ＨＬＡ★ＪＥ８ＨＬＡ★ＪＥ８ＨＬＡ★ＪＥ８ＨＬＡ            1424 1424 1424 1424     

            ★ＪＲ７ＧＬＶ★ＪＲ７ＧＬＶ★ＪＲ７ＧＬＶ★ＪＲ７ＧＬＶ            1386 1386 1386 1386     

            ★ＪＡ８ＥＥ★ＪＡ８ＥＥ★ＪＡ８ＥＥ★ＪＡ８ＥＥ                        473 473 473 473     

            ★ＪＥ７ＴＤＨ★ＪＥ７ＴＤＨ★ＪＥ７ＴＤＨ★ＪＥ７ＴＤＨ                444444444444    

            ＪＡ８ＰＤＩＪＡ８ＰＤＩＪＡ８ＰＤＩＪＡ８ＰＤＩ                435 435 435 435     

                    ＪＨ７ＮＭＳＪＨ７ＮＭＳＪＨ７ＮＭＳＪＨ７ＮＭＳ                396 396 396 396     

                    ＪＡ７ＧＵＸＪＡ７ＧＵＸＪＡ７ＧＵＸＪＡ７ＧＵＸ/7  279/7  279/7  279/7  279    

                    ＪＡ７ＣＵＡＪＡ７ＣＵＡＪＡ７ＣＵＡＪＡ７ＣＵＡ/7  210 /7  210 /7  210 /7  210     

                    ＪＪ８ＪＮＳＪＪ８ＪＮＳＪＪ８ＪＮＳＪＪ８ＪＮＳ                147  147  147  147      

                    ＪＲ７ＢＶＱＪＲ７ＢＶＱＪＲ７ＢＶＱＪＲ７ＢＶＱ                    32  32  32  32      

                    ＪＰ７ＦＢＣＪＰ７ＦＢＣＪＰ７ＦＢＣＪＰ７ＦＢＣ                    22 22 22 22     

                                （参加局（参加局（参加局（参加局            12121212 局）局）局）局）    

            社団・マルチの部社団・マルチの部社団・マルチの部社団・マルチの部                                

            ★ＪＨ７ＺＹＭ★ＪＨ７ＺＹＭ★ＪＨ７ＺＹＭ★ＪＨ７ＺＹＭ            9261926192619261    

            ★ＪＡ７ＹＢＡ★ＪＡ７ＹＢＡ★ＪＡ７ＹＢＡ★ＪＡ７ＹＢＡ/7  810  /7  810  /7  810  /7  810      

            ★ＪＡ７ＹＡＺ★ＪＡ７ＹＡＺ★ＪＡ７ＹＡＺ★ＪＡ７ＹＡＺ                780 780 780 780     

            ★ＪＲ７ＺＤＦ★ＪＲ７ＺＤＦ★ＪＲ７ＺＤＦ★ＪＲ７ＺＤＦ/7  494/7  494/7  494/7  494    

        ★ＪＡ７ＹＹＭ★ＪＡ７ＹＹＭ★ＪＡ７ＹＹＭ★ＪＡ７ＹＹＭ/7 /7 /7 /7         462 462 462 462     

                    ＪＨ７ＺＺＣＪＨ７ＺＺＣＪＨ７ＺＺＣＪＨ７ＺＺＣ/7  450/7  450/7  450/7  450    

                    ＪＥ７ＹＳＨＪＥ７ＹＳＨＪＥ７ＹＳＨＪＥ７ＹＳＨ                370  370  370  370      

                    ＪＥ７ＺＣＯＪＥ７ＺＣＯＪＥ７ＺＣＯＪＥ７ＺＣＯ/7  300 /7  300 /7  300 /7  300         

                                        ((((参加局参加局参加局参加局            8888 局局局局))))    

    

【管外局】【管外局】【管外局】【管外局】    

        個人・５０個人・５０個人・５０個人・５０MHzMHzMHzMHz の部の部の部の部    

            ★ＪＲ６ＣＳＹ★ＪＲ６ＣＳＹ★ＪＲ６ＣＳＹ★ＪＲ６ＣＳＹ                        4444    

                                        （参加局（参加局（参加局（参加局    1111 局）局）局）局）    

        個人・１４４個人・１４４個人・１４４個人・１４４MHzMHzMHzMHz の部の部の部の部    

            ★ＪＬ７ＸＮＰ★ＪＬ７ＸＮＰ★ＪＬ７ＸＮＰ★ＪＬ７ＸＮＰ/7  290/7  290/7  290/7  290    

            ★ＪＲ８ＥＱＳ★ＪＲ８ＥＱＳ★ＪＲ８ＥＱＳ★ＪＲ８ＥＱＳ/8   28/8   28/8   28/8   28    

            ★ＪＨ７ＤＨＧ★ＪＨ７ＤＨＧ★ＪＨ７ＤＨＧ★ＪＨ７ＤＨＧ                        3333    

                ＪＩ１ＬＭＩＪＩ１ＬＭＩＪＩ１ＬＭＩＪＩ１ＬＭＩ/7    2/7    2/7    2/7    2    

                                （参加局（参加局（参加局（参加局            4444 局）局）局）局）    

個人・４３０個人・４３０個人・４３０個人・４３０MHzMHzMHzMHz の部の部の部の部    

            ★ＪＡ７ＵＦＧ★ＪＡ７ＵＦＧ★ＪＡ７ＵＦＧ★ＪＡ７ＵＦＧ                    54545454    

                                    （参加局（参加局（参加局（参加局            1111 局）局）局）局）    

        個人・マルチの部個人・マルチの部個人・マルチの部個人・マルチの部    

            ★ＪＡ７ＫＰＩ★ＪＡ７ＫＰＩ★ＪＡ７ＫＰＩ★ＪＡ７ＫＰＩ                    48484848    

                                    （参加局（参加局（参加局（参加局            1111 局）局）局）局）    

        社団・マルチの部社団・マルチの部社団・マルチの部社団・マルチの部    

        ★ＪＡ７ＹＡＦ★ＪＡ７ＹＡＦ★ＪＡ７ＹＡＦ★ＪＡ７ＹＡＦ                    12121212    

            ★ＪＲ０ＺＤＳ★ＪＲ０ＺＤＳ★ＪＲ０ＺＤＳ★ＪＲ０ＺＤＳ/0  /0  /0  /0          1111    

                                        （参加局（参加局（参加局（参加局        2222 局）局）局）局）    

        

    【【【【支部対支部対支部対支部対抗】抗】抗】抗】    

        ★青森県支部★青森県支部★青森県支部★青森県支部                    91919191    

            渡島檜山支部渡島檜山支部渡島檜山支部渡島檜山支部                61616161    

                                    （総参加（総参加（総参加（総参加    60606060 局）局）局）局）    

★印は入賞局★印は入賞局★印は入賞局★印は入賞局    

※入賞局は渡島檜山支部大会、青森県支部大会で表彰※入賞局は渡島檜山支部大会、青森県支部大会で表彰※入賞局は渡島檜山支部大会、青森県支部大会で表彰※入賞局は渡島檜山支部大会、青森県支部大会で表彰しますしますしますします    

 

  

 

※入賞局のみ掲載                 ◇◇◇◇第第第第 11111111 回オール青森コンテスト回オール青森コンテスト回オール青森コンテスト回オール青森コンテスト    入賞局入賞局入賞局入賞局◇◇◇◇                    （（（（2017201720172017 年年年年 7777 月月月月 15151515 日～日～日～日～16161616 日実施）日実施）日実施）日実施）    

【県内局】【県内局】【県内局】【県内局】    

◎◎◎◎    電信電話の部電信電話の部電信電話の部電信電話の部    

    ◇７ＭＨｚ◇７ＭＨｚ◇７ＭＨｚ◇７ＭＨｚ            （参加２局）（参加２局）（参加２局）（参加２局）    

        ＪＨ７ＶＵＤＪＨ７ＶＵＤＪＨ７ＶＵＤＪＨ７ＶＵＤ                    8928892889288928    

    ◇２１ＭＨｚ◇２１ＭＨｚ◇２１ＭＨｚ◇２１ＭＨｚ    （参加２局）（参加２局）（参加２局）（参加２局）    

    ＪＨ７ＯＹＶＪＨ７ＯＹＶＪＨ７ＯＹＶＪＨ７ＯＹＶ                        3811381138113811    

        ◇２８ＭＨｚ◇２８ＭＨｚ◇２８ＭＨｚ◇２８ＭＨｚ    （参加１局）（参加１局）（参加１局）（参加１局）    

    ＪＩ７ＮＯＲＪＩ７ＮＯＲＪＩ７ＮＯＲＪＩ７ＮＯＲ                        350350350350    

    ◇５０ＭＨｚ◇５０ＭＨｚ◇５０ＭＨｚ◇５０ＭＨｚ    （参加２局）（参加２局）（参加２局）（参加２局）    

    ＪＡ７ＫＨＱＪＡ７ＫＨＱＪＡ７ＫＨＱＪＡ７ＫＨＱ/7/7/7/7                        16161616    

    ◇１４４ＭＨｚ◇１４４ＭＨｚ◇１４４ＭＨｚ◇１４４ＭＨｚ((((参加５局）参加５局）参加５局）参加５局）    

        ＪＱ２ＱＸＦＪＱ２ＱＸＦＪＱ２ＱＸＦＪＱ２ＱＸＦ/7/7/7/7                    864864864864    

    ＪＪ７ＶＥＣＪＪ７ＶＥＣＪＪ７ＶＥＣＪＪ７ＶＥＣ                        705705705705    

    ＪＯ７ＪＵＹＪＯ７ＪＵＹＪＯ７ＪＵＹＪＯ７ＪＵＹ                        429429429429    

        ◇ＶＵマルチ◇ＶＵマルチ◇ＶＵマルチ◇ＶＵマルチ    （参加１局）（参加１局）（参加１局）（参加１局）    

    ＪＨ７ＮＭＳＪＨ７ＮＭＳＪＨ７ＮＭＳＪＨ７ＮＭＳ                        629629629629    

    ◇オールバンド◇オールバンド◇オールバンド◇オールバンド((((参加２局）参加２局）参加２局）参加２局）    

    ＪＡ７ＧＵＸＪＡ７ＧＵＸＪＡ７ＧＵＸＪＡ７ＧＵＸ                            90909090    

        ＪＡ７ＡＸＰＪＡ７ＡＸＰＪＡ７ＡＸＰＪＡ７ＡＸＰ                                42424242    

◇社団局マルチ◇社団局マルチ◇社団局マルチ◇社団局マルチ    （参加６局）（参加６局）（参加６局）（参加６局）    

    ＪＡ７ＹＦＯＪＡ７ＹＦＯＪＡ７ＹＦＯＪＡ７ＹＦＯ/7      4136/7      4136/7      4136/7      4136    

    ＪＥ７ＺＣＯＪＥ７ＺＣＯＪＥ７ＺＣＯＪＥ７ＺＣＯ                            3969396939693969    

    ＪＡ７ＹＢＡＪＡ７ＹＢＡＪＡ７ＹＢＡＪＡ７ＹＢＡ/7      3240/7      3240/7      3240/7      3240    

◎◎◎◎    電信の部電信の部電信の部電信の部    

    ◇７ＭＨｚ◇７ＭＨｚ◇７ＭＨｚ◇７ＭＨｚ            （参加１局）（参加１局）（参加１局）（参加１局）    

    ＪＥ７ＲＩＴＪＥ７ＲＩＴＪＥ７ＲＩＴＪＥ７ＲＩＴ                        9700970097009700    

    ◇１４ＭＨｚ◇１４ＭＨｚ◇１４ＭＨｚ◇１４ＭＨｚ    （参加１局）（参加１局）（参加１局）（参加１局）    

    ＪＥ７ＧＲＩＪＥ７ＧＲＩＪＥ７ＧＲＩＪＥ７ＧＲＩ                        2542254225422542    

    ◇２１ＭＨｚ◇２１ＭＨｚ◇２１ＭＨｚ◇２１ＭＨｚ    （参加１局）（参加１局）（参加１局）（参加１局）    

    ＪＨ７ＰＪＱＪＨ７ＰＪＱＪＨ７ＰＪＱＪＨ７ＰＪＱ                        2482248224822482    

    ◇２８ＭＨｚ◇２８ＭＨｚ◇２８ＭＨｚ◇２８ＭＨｚ    （参加１局）（参加１局）（参加１局）（参加１局）    

    ＪＭ７ＧＴＫＪＭ７ＧＴＫＪＭ７ＧＴＫＪＭ７ＧＴＫ                            50505050    

        ◇ＨＦマルチ◇ＨＦマルチ◇ＨＦマルチ◇ＨＦマルチ    （参加２局）（参加２局）（参加２局）（参加２局）    

        ＪＧ７ＢＢＯＪＧ７ＢＢＯＪＧ７ＢＢＯＪＧ７ＢＢＯ/7    14792/7    14792/7    14792/7    14792    

◇シルバー◇シルバー◇シルバー◇シルバー                        ((((参加３局参加３局参加３局参加３局))))    

        ＪＡ７ＧＮＸＪＡ７ＧＮＸＪＡ７ＧＮＸＪＡ７ＧＮＸ                    19360193601936019360    

    ＪＨ７ＤＸＪＪＨ７ＤＸＪＪＨ７ＤＸＪＪＨ７ＤＸＪ                            2065206520652065    

    ＪＲ７ＧＬＶＪＲ７ＧＬＶＪＲ７ＧＬＶＪＲ７ＧＬＶ                        1995199519951995    

◇支部◇支部◇支部◇支部登録ｸﾗﾌﾞ対抗（参加登録ｸﾗﾌﾞ対抗（参加登録ｸﾗﾌﾞ対抗（参加登録ｸﾗﾌﾞ対抗（参加 9999 局）局）局）局）    

    八戸クラブ八戸クラブ八戸クラブ八戸クラブ                        13836138361383613836    

    三戸愛好会三戸愛好会三戸愛好会三戸愛好会                            8941894189418941    

    青森クラブ青森クラブ青森クラブ青森クラブ                            3811381138113811    

    弘前クラブ弘前クラブ弘前クラブ弘前クラブ                            3282328232823282    

    津軽スカイ津軽スカイ津軽スカイ津軽スカイ                            2727272727272727    

    

【県外局】【県外局】【県外局】【県外局】    

◎◎◎◎    電信電話の部電信電話の部電信電話の部電信電話の部    

◇７ＭＨｚ◇７ＭＨｚ◇７ＭＨｚ◇７ＭＨｚ            （参加１５局）（参加１５局）（参加１５局）（参加１５局）    

    ＪＥ２ＱＢＬＪＥ２ＱＢＬＪＥ２ＱＢＬＪＥ２ＱＢＬ                                64646464    

    ＪＲ１ＷＣＳＪＲ１ＷＣＳＪＲ１ＷＣＳＪＲ１ＷＣＳ                                56565656    

    ＪＱ１ＨＹＢＪＱ１ＨＹＢＪＱ１ＨＹＢＪＱ１ＨＹＢ                                20202020    

    ＪＡ０ＦＱＺＪＡ０ＦＱＺＪＡ０ＦＱＺＪＡ０ＦＱＺ                                20202020    

    ＪＡ８ＥＥＪＡ８ＥＥＪＡ８ＥＥＪＡ８ＥＥ                                    16161616    

◇２１ＭＨｚ◇２１ＭＨｚ◇２１ＭＨｚ◇２１ＭＨｚ    （参加１２局）（参加１２局）（参加１２局）（参加１２局）    

    ＪＨ４ＦＵＦＪＨ４ＦＵＦＪＨ４ＦＵＦＪＨ４ＦＵＦ                                32323232    

    ＪＦ１ＫＷＧＪＦ１ＫＷＧＪＦ１ＫＷＧＪＦ１ＫＷＧ                                28282828    

ＪＳ１ＭＢＨＪＳ１ＭＢＨＪＳ１ＭＢＨＪＳ１ＭＢＨ                                12121212    

    ＪＲ０ＧＫＧＪＲ０ＧＫＧＪＲ０ＧＫＧＪＲ０ＧＫＧ                                12121212    

◇２８ＭＨｚ◇２８ＭＨｚ◇２８ＭＨｚ◇２８ＭＨｚ            （参加２局）（参加２局）（参加２局）（参加２局）    

    ＪＡ４ＲＳＩＪＡ４ＲＳＩＪＡ４ＲＳＩＪＡ４ＲＳＩ                                12121212    

◇５０ＭＨｚ◇５０ＭＨｚ◇５０ＭＨｚ◇５０ＭＨｚ            （参加１局）（参加１局）（参加１局）（参加１局）    

    ＪＨ６ＷＸＦＪＨ６ＷＸＦＪＨ６ＷＸＦＪＨ６ＷＸＦ                                1111    

◇１４４ＭＨｚ◇１４４ＭＨｚ◇１４４ＭＨｚ◇１４４ＭＨｚ    （参加４（参加４（参加４（参加４局）局）局）局）    

    ＪＪ８ＵＤＡＪＪ８ＵＤＡＪＪ８ＵＤＡＪＪ８ＵＤＡ/8/8/8/8                    176176176176    

ＪＬ７ＸＮＰＪＬ７ＸＮＰＪＬ７ＸＮＰＪＬ７ＸＮＰ/7/7/7/7                    112112112112    

◇オールバンド◇オールバンド◇オールバンド◇オールバンド    （参加５局）（参加５局）（参加５局）（参加５局）    

    ＪＡ７ＥＲＪＪＡ７ＥＲＪＪＡ７ＥＲＪＪＡ７ＥＲＪ                        204204204204    

◇ＨＦマルチ◇ＨＦマルチ◇ＨＦマルチ◇ＨＦマルチ    （参加１１局）（参加１１局）（参加１１局）（参加１１局）    

    ＪＧ１ＣＦＯＪＧ１ＣＦＯＪＧ１ＣＦＯＪＧ１ＣＦＯ                    609609609609    

    ＪＨ１ＭＴＲＪＨ１ＭＴＲＪＨ１ＭＴＲＪＨ１ＭＴＲ/4/4/4/4                    238238238238    

    ＪＲ１ＱＢＡＪＲ１ＱＢＡＪＲ１ＱＢＡＪＲ１ＱＢＡ                        238238238238    

◎◎◎◎    電信の部電信の部電信の部電信の部    

◇◇◇◇3.53.53.53.5ＭＨｚＭＨｚＭＨｚＭＨｚ                （参加３局）（参加３局）（参加３局）（参加３局）    

    ＪＩ７ＦＢＭＪＩ７ＦＢＭＪＩ７ＦＢＭＪＩ７ＦＢＭ                            4444    

    ＪＨ２ＦＯＲＪＨ２ＦＯＲＪＨ２ＦＯＲＪＨ２ＦＯＲ                            4444    

    ＪＡ７ＡＶＧＪＡ７ＡＶＧＪＡ７ＡＶＧＪＡ７ＡＶＧ                            4444    

◇７ＭＨｚ◇７ＭＨｚ◇７ＭＨｚ◇７ＭＨｚ            （参加３１局）（参加３１局）（参加３１局）（参加３１局）    

    ＪＪ２ＱＸＩＪＪ２ＱＸＩＪＪ２ＱＸＩＪＪ２ＱＸＩ                            20202020    

    ＪＡ４ＬＺＶＪＡ４ＬＺＶＪＡ４ＬＺＶＪＡ４ＬＺＶ                            12121212    

◇１４ＭＨｚ◇１４ＭＨｚ◇１４ＭＨｚ◇１４ＭＨｚ        ((((参加１５局参加１５局参加１５局参加１５局))))    

        ＪＧ２ＭＩＺＪＧ２ＭＩＺＪＧ２ＭＩＺＪＧ２ＭＩＺ                        25252525    

        ＪＬ１ＥＥＦＪＬ１ＥＥＦＪＬ１ＥＥＦＪＬ１ＥＥＦ                        25252525    

        ＪＦ２ＭＶＩＪＦ２ＭＶＩＪＦ２ＭＶＩＪＦ２ＭＶＩ                            25252525    

◇２１ＭＨｚ◇２１ＭＨｚ◇２１ＭＨｚ◇２１ＭＨｚ            （参加４局）（参加４局）（参加４局）（参加４局）    

    ＪＡ９ＸＡＯＪＡ９ＸＡＯＪＡ９ＸＡＯＪＡ９ＸＡＯ                                12121212    

    ＪＨ０ＷＷＢＪＨ０ＷＷＢＪＨ０ＷＷＢＪＨ０ＷＷＢ                                6666    

◇２８ＭＨｚ◇２８ＭＨｚ◇２８ＭＨｚ◇２８ＭＨｚ            （参加３局）（参加３局）（参加３局）（参加３局）    

    ＪＡ４ＭＲＬＪＡ４ＭＲＬＪＡ４ＭＲＬＪＡ４ＭＲＬ                                1111    

    ＪＡ５ＱＹＲＪＡ５ＱＹＲＪＡ５ＱＹＲＪＡ５ＱＹＲ                                1111    

    ＪＭ６ＥＫＹＪＭ６ＥＫＹＪＭ６ＥＫＹＪＭ６ＥＫＹ                                1111    

◇ＨＦマルチ◇ＨＦマルチ◇ＨＦマルチ◇ＨＦマルチ    （参加２１局）（参加２１局）（参加２１局）（参加２１局）    

    ＪＧ６ＪＡＶＪＧ６ＪＡＶＪＧ６ＪＡＶＪＧ６ＪＡＶ                        357357357357    

    ＪＲ２ＡＷＳＪＲ２ＡＷＳＪＲ２ＡＷＳＪＲ２ＡＷＳ                        195195195195    

    ＪＥ１ＮＶＤＪＥ１ＮＶＤＪＥ１ＮＶＤＪＥ１ＮＶＤ                        156156156156    

◇オールバンド◇オールバンド◇オールバンド◇オールバンド    （参加１局）（参加１局）（参加１局）（参加１局）    

        ＪＥ２ＣＰＩＪＥ２ＣＰＩＪＥ２ＣＰＩＪＥ２ＣＰＩ                        30303030    

◇シルバー◇シルバー◇シルバー◇シルバー            （参加１４局）（参加１４局）（参加１４局）（参加１４局）    

    ＪＡ６ＣＶＲＪＡ６ＣＶＲＪＡ６ＣＶＲＪＡ６ＣＶＲ                        221221221221    

        ＪＩ１ＲＳＦＪＩ１ＲＳＦＪＩ１ＲＳＦＪＩ１ＲＳＦ                        180180180180    

        ＪＡ７ＡＭＫＪＡ７ＡＭＫＪＡ７ＡＭＫＪＡ７ＡＭＫ                                180180180180    
※入賞局は※入賞局は※入賞局は※入賞局は 9999 月月月月 17171717 日日日日((((日日日日))))の県支部大会で表彰します。の県支部大会で表彰します。の県支部大会で表彰します。の県支部大会で表彰します。    

全ての結果は県支部全ての結果は県支部全ての結果は県支部全ての結果は県支部 H.P.H.P.H.P.H.P.で確認して下さい。で確認して下さい。で確認して下さい。で確認して下さい。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(収入） (収入）

支部費 256,600 支部費 250,000

受取利息 6 受取利息 0

前期繰越金 31,533 前期繰越金 1,518

288,139 251,518

（支出） （支出）

会議費 51,950 会議費 50,000

催物費 172,877 催物費 140,000

通信費 13,466 通信費 10,000

事務印刷費 37,592 事務印刷費 40,000

コンテスト費 10,736 コンテスト費 10,000

次期繰越金 1,518 予備費 1,518

288,139 251,518

平成29年度　県支部収支予算

(平成29年4月1日～平成30年3月31日）

合計

合計

合計

合計

平成28年度　県支部収支決算

(平成28年4月1日～平成29年3月31日）

　役　　職 ｺｰﾙｻｲﾝ 　氏　　名

支 部 長 JR7GBL 平川 正敏

総 務 幹 事 JA7GUX 成田 賢治

会 計 幹 事 JA7CUA 安斎三津夫

支 部 幹 事 JA7JKE 小林 恵悦

〃 JA7OUV 長内 伸博

〃 JR7JAW 槻木澤 稔

〃 JF7PFW 加藤 全健

〃 JG7KZX 市 川 仁

〃 JG7SAF 工藤 眞己

〃 JG7WEN 太田 昭男

〃 JO7GVC 中西 孝夫

〃 JE7GRI 川村 拓也

幹事・ｸﾗﾌﾞ会長

JN7SYY 佐々木豊満

〃 JA7AXP 川村 敏男

〃 JA7BUZ 山本 俊行

〃 JM7GEB 小林 閣則

〃 JA7IFT 永 井 勝

〃 JR7AWQ 五十嵐行夫

〃 JH7ULY 川崎 謙司

〃 JL7GNT 大向富美郎

〃 JL7SFU 徳田 勝正

顧　　　　　問

JA7NL 菊池 聖貢

〃 JE7JGG 佐 藤 眸

平成29年度　JARL青森県支部役員

登録番号 クラブ名 代表者 コールサイン 事務局 コールサイン

02-1-1 南部アマチュア無線クラブ 佐々木豊満 ＪＮ７ＳＹＹ 佐々木豊満 ＪＮ７ＳＹＹ

02-1-3 弘前アマチュア無線クラブ 川 村 敏 男 ＪＡ７ＡＸＰ 石 岡 洋 一 ＪＫ７ＬＸＵ

02-1-4 ＪＡＲＬ青森クラブ 山 本 俊 行 ＪＡ７ＢＵＺ 太 田 昭 男 ＪＧ７ＷＥＮ

02-1-5 アマチュア無線十和田クラブ 小 林 閣 則 ＪＭ７ＧＥＢ 古 舘 正 樹 ＪＪ７ＶＥＣ

02-1-7 むつ下北アマチュア無線クラブ 永 井 勝 ＪＡ７ＩＦＴ 矢田谷幸治 ＪＭ７ＴＫＫ

02-1-9 八戸アマチュア無線クラブ 大向富美郎 ＪＬ７ＧＮＴ 村 井 裕 通 ＪＮ７ＰＱＸ

02-1-10 三沢アマチュア無線クラブ 五十嵐行夫 ＪＲ７ＡＷＱ 大 野 哲 博 ＪＦ７ＮＧＡ

02-1-12 五戸地方アマチュア無線クラブ 川 﨑 謙 司 ＪＨ７ＵＬＹ 田 中 仁 志 ＪＩ７ＥＮＭ

02-2-2 八工大一高アマチュア無線クラブ 田 中 寛 ＪＰ７ＪＧＯ 田 中 寛 ＪＰ７ＪＧＯ

02-4-1 津軽スカイクラブ 成 田 賢 治 ＪＡ７ＧＵＸ 安斎三津夫　 ＪＡ７ＣUＡ

02-4-4 オール青森ＤＸアソシエーション 平 川 正 敏 ＪＲ７ＧＢＬ 髙 田 栄 吉 ＪＨ７ＢＶＨ

02-4-6 青森コンテストクラブ 梅 村 博 之 ＪＨ７ＶＨＺ 算用子 徹 ＪＡ７ＭＳＱ

02-4-9 ＣＱ津軽ハムクラブ 加 藤 全 健 ＪＦ７ＰＦＷ 加 藤 全 健 ＪＦ７ＰＦＷ

02-4-13 ＢｅＦＭアマチュア無線クラブ 槻 木 澤 稔 ＪＲ７ＪＡＷ 田 端 大 資 ＪＡ７ＢＬＳ

02-4-14 日赤県支部アマチュア無線奉仕団 佐 藤 眸 ＪＥ７ＪＧＧ 工 藤 眞 己 ＪＧ７ＳＡＦ

02-4-16 三戸アマチュア無線愛好会 徳 田 勝 正 ＪＬ７ＳＦＵ 徳 田 勝 正 ＪＬ７ＳＦＵ

８月１日現在ＪＡＲＬ青森県支部登録クラブ

役　職 ｺｰﾙｻｲﾝ 氏　　名

委員長 JR7JAW 槻木澤　稔

委　員 JA7NL 菊池　聖貢

〃 JA7AXP 川村　敏男

〃 JF7PFW 加藤　全健

〃 JA7AWM 原子　 豊

〃 JE7JGG 佐藤　 眸

〃 JA7BLS 田端　大資

〃 JA7JAR 福田 　眞

〃 JE7EVW 塚本 　純

〃 JR7AWQ 五十嵐行夫

〃 JJ7VEC 古館　正樹

〃 JP7DBP 扇谷　光伸

〃 JL7FHN 久保　 学

◇平成29年度　監査指導委員◇


