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                                                                                                            クラブ局中心に計画策定へ 

                                                                                                    JARLJARLJARLJARL 創立創立創立創立 90909090 周年記念特別局が各地で運用されていま周年記念特別局が各地で運用されていま周年記念特別局が各地で運用されていま周年記念特別局が各地で運用されていま    

                                                                                                す。東北地方は「す。東北地方は「す。東北地方は「す。東北地方は「8J790Y8J790Y8J790Y8J790Y」」」」がががが 6666 月月月月 12121212 日から運用を開始、日から運用を開始、日から運用を開始、日から運用を開始、    

                                                                                                来年来年来年来年 6666 月月月月 30303030 日まで各県持ち回りで運用します。青森県日まで各県持ち回りで運用します。青森県日まで各県持ち回りで運用します。青森県日まで各県持ち回りで運用します。青森県    

                                                                                                支部では支部では支部では支部では 4444 月の月の月の月の 1111 カ月間を希望カ月間を希望カ月間を希望カ月間を希望、東北地方本部から内諾、東北地方本部から内諾、東北地方本部から内諾、東北地方本部から内諾    

                                                                                                を得て計画づくりを進めています。を得て計画づくりを進めています。を得て計画づくりを進めています。を得て計画づくりを進めています。    

                                                                                                    登録クラブ局に運用の主体になってもらい、一般会員登録クラブ局に運用の主体になってもらい、一般会員登録クラブ局に運用の主体になってもらい、一般会員登録クラブ局に運用の主体になってもらい、一般会員    

                                                                                                にも参加を呼び掛けますので、意見や希望のある方はホにも参加を呼び掛けますので、意見や希望のある方はホにも参加を呼び掛けますので、意見や希望のある方はホにも参加を呼び掛けますので、意見や希望のある方はホ    

                                                                                                ームページ、ームページ、ームページ、ームページ、電子メールでお寄せ下さい。電子メールでお寄せ下さい。電子メールでお寄せ下さい。電子メールでお寄せ下さい。12121212 月月月月 6666 日の日の日の日の    

                                                                                                県支部役員等合同会議で協議します。県支部役員等合同会議で協議します。県支部役員等合同会議で協議します。県支部役員等合同会議で協議します。運用の少ない県運用の少ない県運用の少ない県運用の少ない県    

                                                                                                内市町村からのサービスを期待している方もいます。内市町村からのサービスを期待している方もいます。内市町村からのサービスを期待している方もいます。内市町村からのサービスを期待している方もいます。    

                                                                                                是非ともご協力をお願いします。青森県市町村アワー是非ともご協力をお願いします。青森県市町村アワー是非ともご協力をお願いします。青森県市町村アワー是非ともご協力をお願いします。青森県市町村アワー    

                                                                                                ド、ド、ド、ド、JARL90JARL90JARL90JARL90 周年アワードの周年アワードの周年アワードの周年アワードの PRPRPRPR にもご協力ください。にもご協力ください。にもご協力ください。にもご協力ください。    

                                        JARLJARLJARLJARL がががが記念記念記念記念アワードアワードアワードアワード発行発行発行発行    

                                    JARLJARLJARLJARL が創立が創立が創立が創立 90909090 周年記念アワードを発行し周年記念アワードを発行し周年記念アワードを発行し周年記念アワードを発行し    

                                ています。交信期間は本年ています。交信期間は本年ています。交信期間は本年ています。交信期間は本年 6666 月月月月 12121212 日から来日から来日から来日から来    

                                年年年年 6666 月月月月 11111111 日まで。日まで。日まで。日まで。5555 アワードと全賞達成オーアワードと全賞達成オーアワードと全賞達成オーアワードと全賞達成オー    

                                ナメント（ナメント（ナメント（ナメント（記念記念記念記念盾）盾）盾）盾）が用意されています。が用意されています。が用意されています。が用意されています。    

                                    「「「「JJJJ 賞」賞」賞」賞」：異なる：異なる：異なる：異なる 9999 プリフィックスの国内プリフィックスの国内プリフィックスの国内プリフィックスの国内    

                                                    局と交信（または受信）局と交信（または受信）局と交信（または受信）局と交信（または受信）    

                                    「「「「AAAA 賞」賞」賞」賞」：異なる：異なる：異なる：異なる 9999 の市・区の国内局と交の市・区の国内局と交の市・区の国内局と交の市・区の国内局と交    

▲「J賞」アワード      信信信信（または受信）（または受信）（または受信）（または受信）    
                                    「「「「RRRR 賞」賞」賞」賞」：異なる：異なる：異なる：異なる 9999 の郡の国内局と交信（の郡の国内局と交信（の郡の国内局と交信（の郡の国内局と交信（    

                                                    または受信）または受信）または受信）または受信）    

                                    「「「「LLLL 賞」賞」賞」賞」：異なる：異なる：異なる：異なる 9999 の都道府県の局と交信の都道府県の局と交信の都道府県の局と交信の都道府県の局と交信    

                                                    （または受信）（または受信）（または受信）（または受信）    

                                    「「「「90909090 賞」賞」賞」賞」：：：：異なる異なる異なる異なる 90909090 の局と交信（またはの局と交信（またはの局と交信（またはの局と交信（または    

                                                    受信）受信）受信）受信）    

                                    「オーナメント」「オーナメント」「オーナメント」「オーナメント」：アワード全：アワード全：アワード全：アワード全 5555 賞を達成賞を達成賞を達成賞を達成    

                                                                    して希望する局に贈呈して希望する局に贈呈して希望する局に贈呈して希望する局に贈呈                                            （（（（2015201520152015 年年年年 10101010 月月月月 31313131 日現在）日現在）日現在）日現在）    

▲全賞オーナメント    ※詳細はこちら⇒※詳細はこちら⇒※詳細はこちら⇒※詳細はこちら⇒ 

  

 http://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1http://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1http://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1http://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1----2_Award/90tha.htm2_Award/90tha.htm2_Award/90tha.htm2_Award/90tha.htm    
    

                                                                                                                海外局との海外局との海外局との海外局との QSLQSLQSLQSL カード交換を上手カード交換を上手カード交換を上手カード交換を上手                                                                                                                            

                                                                                                                                にににに行うための行うための行うための行うための入門入門入門入門コーナーです。コーナーです。コーナーです。コーナーです。    
                                                                                                     

  

 

                ◆第５章：ｶｰﾄﾞ請求は        を利用しよう!            

    「「「「CLUBCLUBCLUBCLUB    LOGLOGLOGLOG」のページで」のページで」のページで」のページで DXDXDXDX 局にたどりついたら、自分のコールサインを局にたどりついたら、自分のコールサインを局にたどりついたら、自分のコールサインを局にたどりついたら、自分のコールサインを    

入力して入力して入力して入力して「「「「Find QSOsFind QSOsFind QSOsFind QSOs」」」」のボタンをクリックします。のボタンをクリックします。のボタンをクリックします。のボタンをクリックします。①①①①    

    バンド、モード別のチェック表が出てきたらバンド、モード別のチェック表が出てきたらバンド、モード別のチェック表が出てきたらバンド、モード別のチェック表が出てきたら DXDXDXDX 局との局との局との局との QSOQSOQSOQSO が成立していが成立していが成立していが成立してい    

ることになりますることになりますることになりますることになります。。。。QSLQSLQSLQSL カードを請求するには「カードを請求するには「カードを請求するには「カードを請求するには「Requet QSLRequet QSLRequet QSLRequet QSL」」」」のボタンを押のボタンを押のボタンを押のボタンを押    

します。します。します。します。②②②②    画面が切り替わり、バンド、モードごとの画面が切り替わり、バンド、モードごとの画面が切り替わり、バンド、モードごとの画面が切り替わり、バンド、モードごとの QSOQSOQSOQSO 日時の一覧表が日時の一覧表が日時の一覧表が日時の一覧表が    

出てきます。出てきます。出てきます。出てきます。③③③③    

◆バンドはｍ、時間は UTC で入力しよう！    

    自分のログを確認しながらデータを入力すると、自分のログを確認しながらデータを入力すると、自分のログを確認しながらデータを入力すると、自分のログを確認しながらデータを入力すると、QSLQSLQSLQSL 請求が直請求が直請求が直請求が直送送送送希望（希望（希望（希望（郵郵郵郵    

送送送送）かビ）かビ）かビ）かビュュュューローーローーローーロー経由経由経由経由かをかをかをかを訊ね訊ね訊ね訊ねてきます。ビてきます。ビてきます。ビてきます。ビュュュューローのーローのーローのーローの場場場場合、合、合、合、無料無料無料無料がががが多多多多いいいいよよよよ    

うです。バンドはうです。バンドはうです。バンドはうです。バンドは MHZMHZMHZMHZではなくではなくではなくではなくｍｍｍｍ、時間（、時間（、時間（、時間（HHHHHHHH////MMMMMMMM）は）は）は）は UTCUTCUTCUTC です。です。です。です。    
 

  

 

海外 QSL ｶｰﾄﾞ回収の秘けつ 第５第５第５第５章章章章    

 
①  

②  

③  

コールサイン 運用終了日

1エリア 8J190Y 2015年12月7日

2エリア 8J290Y 2016年3月31日

3エリア 未定 未定

4エリア 8J490Y 2016年6月30日

5エリア 8J590Y 2016年5月31日

6エリア 8J690Y 2016年6月30日

7エリア 8J790Y 2016年6月30日

8エリア 8J890Y 2016年6月30日

9エリア 8J990Y 2016年6月30日

0エリア 8J090Y 2016年6月30日

JARL創立90周年特別記念局　運用情報

（2015年11月1日現在）

90 周年記念局を４月に県内運用 
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                                                                                                ★青森市で第★青森市で第★青森市で第★青森市で第 4444 回技術講習会を開催★回技術講習会を開催★回技術講習会を開催★回技術講習会を開催★    

                                                                                    JARLJARLJARLJARL 青森県支部の青森県支部の青森県支部の青森県支部の第第第第 4444 回回回回技術講習技術講習技術講習技術講習会が会が会が会が 7777 日、青森市の電日、青森市の電日、青森市の電日、青森市の電技パ技パ技パ技パ    

                                                                                ーーーーツツツツで開で開で開で開催催催催され、出され、出され、出され、出席席席席したしたしたした 8888人人人人がデジタルがデジタルがデジタルがデジタル通通通通信の信の信の信の中心的中心的中心的中心的モード・モード・モード・モード・    

                                                                                RTTYRTTYRTTYRTTY のののの基基基基本について本について本について本について学習学習学習学習しました。しました。しました。しました。    

                                                                                    講師講師講師講師は県支部は県支部は県支部は県支部幹事幹事幹事幹事のののの JA7OUJA7OUJA7OUJA7OUVVVV・・・・長長長長内内内内伸博伸博伸博伸博ささささんんんんと、と、と、と、早早早早くから同モくから同モくから同モくから同モ    

                                                                                ードにードにードにードに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいるでいるでいるでいる JA7QPBJA7QPBJA7QPBJA7QPB・・・・白戸浩喜白戸浩喜白戸浩喜白戸浩喜ささささんんんんがががが交交交交代代代代でででで務務務務めめめめ、、、、通通通通    

                                                                                信信信信ソソソソフトやインターフェース（フトやインターフェース（フトやインターフェース（フトやインターフェース（接続機器接続機器接続機器接続機器）の）の）の）の選選選選び方、び方、び方、び方、パソパソパソパソコンコンコンコン    

                ▲▲▲▲4444 回目となった技術講習会回目となった技術講習会回目となった技術講習会回目となった技術講習会                        のののの設定設定設定設定方方方方法法法法、、、、交信のコ交信のコ交信のコ交信のコツツツツなどを分かりなどを分かりなどを分かりなどを分かり易易易易くくくく解説解説解説解説しました。しました。しました。しました。    

                                                                    また、また、また、また、小小小小電力と電力と電力と電力と簡易簡易簡易簡易ななななアンアンアンアンテテテテナで海外と交信ナで海外と交信ナで海外と交信ナで海外と交信可能可能可能可能なななな新新新新デジタルモードデジタルモードデジタルモードデジタルモード    

                                                                「「「「JT65JT65JT65JT65」」」」でででで JARL90JARL90JARL90JARL90 周年アワード全周年アワード全周年アワード全周年アワード全 5555 賞を賞を賞を賞を獲獲獲獲得得得得し、し、し、し、国内外国内外国内外国内外のののの約約約約 530530530530 局局局局と交と交と交と交                                                

信した信した信した信した JJJJMMMM7GT7GT7GT7GTKKKK・・・・金澤伸之金澤伸之金澤伸之金澤伸之ささささんんんん((((青森市青森市青森市青森市))))のののの活躍活躍活躍活躍がががが紹介紹介紹介紹介されました。されました。されました。されました。金澤金澤金澤金澤ささささ    

んんんんはははは 6666 月開月開月開月開催催催催のののの講習講習講習講習会に会に会に会に初初初初めてめてめてめて参加参加参加参加、、、、「「「「JT65JT65JT65JT65」に」に」に」に取取取取りりりり組ん組ん組ん組んだだだだばばばばかりです。かりです。かりです。かりです。    

                                                                    なおなおなおなお、、、、次次次次回の回の回の回の講習講習講習講習会は会は会は会は平平平平成成成成 28282828 年年年年 3333 月月月月 13131313 日（日）、「日（日）、「日（日）、「日（日）、「WIWIWIWIRRRREEEESSSS 入門」入門」入門」入門」と「と「と「と「移移移移    

                                                                移動移動移動移動運用入門」運用入門」運用入門」運用入門」    

                                                                ををををテテテテーーーーママママにににに開開開開    

        ▲講習会に参加した皆さん▲講習会に参加した皆さん▲講習会に参加した皆さん▲講習会に参加した皆さん                    催予定催予定催予定催予定です。です。です。です。    

★“八甲田レピータ”が復活★ 
    八甲田山八甲田山八甲田山八甲田山ロープロープロープロープウウウウェーェーェーェー山頂駅山頂駅山頂駅山頂駅（青森市（青森市（青森市（青森市荒川荒川荒川荒川字字字字北北北北    

荒川荒川荒川荒川))))にににに設置設置設置設置されているされているされているされているレピレピレピレピータ局は、周ータ局は、周ータ局は、周ータ局は、周辺工事辺工事辺工事辺工事のののの    

ためためためため接続接続接続接続がががが不安定不安定不安定不安定でしたが、このでしたが、このでしたが、このでしたが、このほほほほどどどど工事工事工事工事がががが終了終了終了終了    

してしてしてして送送送送受信が受信が受信が受信が安定安定安定安定しました。しました。しました。しました。    

    管理団管理団管理団管理団体が体が体が体が点検点検点検点検を行い一部を行い一部を行い一部を行い一部設備設備設備設備をををを修理修理修理修理しましたしましたしましたしました    

ので、ので、ので、ので、従従従従来どおり本県の来どおり本県の来どおり本県の来どおり本県の大半大半大半大半と道と道と道と道南南南南、、、、岩岩岩岩手・手・手・手・秋田秋田秋田秋田    

県県県県境境境境の一部と交信がの一部と交信がの一部と交信がの一部と交信が可能可能可能可能です。です。です。です。    

    レピレピレピレピータはータはータはータは各各各各管理団管理団管理団管理団体が体が体が体が保守保守保守保守を行っていますが、を行っていますが、を行っていますが、を行っていますが、    

無線機無線機無線機無線機やアンやアンやアンやアンテテテテナのナのナのナの費費費費用はもち用はもち用はもち用はもちろんろんろんろん、、、、    

電電電電気代気代気代気代や電や電や電や電波利波利波利波利用用用用料料料料などもなどもなどもなども負担負担負担負担してしてしてして    

アアアアママママチチチチュュュュア局ならア局ならア局ならア局なら誰誰誰誰でもでもでもでも利利利利用できる用できる用できる用できる    

よよよようにしています。うにしています。うにしています。うにしています。CQCQCQCQ 呼び出しも自呼び出しも自呼び出しも自呼び出しも自    

由由由由ですが、ですが、ですが、ですが、長長長長時間の時間の時間の時間の連続利連続利連続利連続利用は用は用は用は遠慮遠慮遠慮遠慮    

しまししまししまししましょょょょう。う。う。う。    

    不要不要不要不要なカーチなカーチなカーチなカーチャャャャンク（ンク（ンク（ンク（短短短短時間時間時間時間送送送送信）信）信）信）    

をををを避避避避け、け、け、け、管理団管理団管理団管理団体に体に体に体に感謝感謝感謝感謝してしてしてしてママママナーナーナーナー    

                    をををを守守守守って運用しましって運用しましって運用しましって運用しましょょょょう。う。う。う。    
                      ▲山頂駅に設置されたアンテナ       ▲レピータの本体 

 

“日本語なまり”で圧倒しよう‼ 
    

 
                                                             

  

 

ASASASASEEEEAAAANNNNのののの盟盟盟盟主と主と主と主と言言言言われるインドわれるインドわれるインドわれるインドネシネシネシネシアは、アは、アは、アは、1111万万万万 3333千千千千余余余余のののの    

島々島々島々島々にににに人口人口人口人口 2222億億億億 3333千万人千万人千万人千万人がががが暮暮暮暮らすらすらすらす友好友好友好友好国です。ま国です。ま国です。ま国です。まずずずずはははは気軽気軽気軽気軽    

に、に、に、に、発発発発音音音音ななななんんんんてててて気気気気にせにせにせにせずマずマずマずマイペースでイペースでイペースでイペースで圧倒圧倒圧倒圧倒しまししまししまししましょょょょう。う。う。う。    

◇信号は５９です＝シグナル・アンダ・リマ・スンビラン◇信号は５９です＝シグナル・アンダ・リマ・スンビラン◇信号は５９です＝シグナル・アンダ・リマ・スンビラン◇信号は５９です＝シグナル・アンダ・リマ・スンビラン    

※※※※ポポポポイントイントイントイント＝＝＝＝５５５５はリはリはリはリママママ、、、、９９９９がスンビラン。がスンビラン。がスンビラン。がスンビラン。他他他他はははは英語英語英語英語でででで構構構構いませいませいませいませんんんん。。。。    

◇私の名前は太郎です＝ネーム・サヤ◇私の名前は太郎です＝ネーム・サヤ◇私の名前は太郎です＝ネーム・サヤ◇私の名前は太郎です＝ネーム・サヤ・タロウ・タロウ・タロウ・タロウ    

    ※※※※ポポポポイントイントイントイント＝＝＝＝ほほほほととととんんんんどどどど英語英語英語英語なので、インドなので、インドなので、インドなので、インドネシネシネシネシアアアア語語語語ににににこだわるこだわるこだわるこだわる必要必要必要必要がががが無無無無いかもいかもいかもいかも。。。。    

◇◇◇◇私のＱＴＨは青森私のＱＴＨは青森私のＱＴＨは青森私のＱＴＨは青森です＝です＝です＝です＝ＱＴＨ・サヤＱＴＨ・サヤＱＴＨ・サヤＱＴＨ・サヤ・アオモリ・アオモリ・アオモリ・アオモリ    

    ※※※※ポポポポイントイントイントイント＝＝＝＝インドインドインドインドネシネシネシネシアアアア語語語語にこだわるなら、「サにこだわるなら、「サにこだわるなら、「サにこだわるなら、「サヤヤヤヤ」だけでし」だけでし」だけでし」だけでしょょょょうか。うか。うか。うか。    

◇◇◇◇ＱＳＬＱＳＬＱＳＬＱＳＬカードはカードはカードはカードはビューロー経由です＝キリム・ＱＳＬ・クバダ・アンダビューロー経由です＝キリム・ＱＳＬ・クバダ・アンダビューロー経由です＝キリム・ＱＳＬ・クバダ・アンダビューロー経由です＝キリム・ＱＳＬ・クバダ・アンダ    

    ※※※※ポポポポイントイントイントイント＝＝＝＝本来は「サ本来は「サ本来は「サ本来は「サヤヤヤヤ・アカン」が・アカン」が・アカン」が・アカン」が前前前前にありますが、にありますが、にありますが、にありますが、省略省略省略省略します。します。します。します。    
◇発行：◇発行：◇発行：◇発行：JARL 青森県支部青森県支部青森県支部青森県支部    ◇発行責任者：◇発行責任者：◇発行責任者：◇発行責任者：JR7GBL    ◇掲載責任者：◇掲載責任者：◇掲載責任者：◇掲載責任者：JO7GVC    ◇編集責任◇編集責任◇編集責任◇編集責任者：者：者：者：JK7LXU 

初級 10 ヵ国語 QSO 講座 
ありがとう

こんにちは

こんばんは

さようなら

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語のあいさつｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語のあいさつｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語のあいさつｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語のあいさつ

スラマツ　ジャランスラマツ　ジャランスラマツ　ジャランスラマツ　ジャラン

サラマツ　ムーラムサラマツ　ムーラムサラマツ　ムーラムサラマツ　ムーラム

サラマツ　シアン（ソーレ）サラマツ　シアン（ソーレ）サラマツ　シアン（ソーレ）サラマツ　シアン（ソーレ）

トウリマ　カシトウリマ　カシトウリマ　カシトウリマ　カシ

第５回 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語 

周波数(MHZ) コールサイン 設置場所

439.22   JP7YCD 青森市荒川

439.74   JR7WQ 青森市第二問屋町

439.52   JR7WB 八戸市城下

439.82   JP7YDB 八戸市白銀町

439.92   JP7YCG 三戸郡階上町

1291.24   JP7YCD 青森市荒川

1292.42   JR7WB 八戸市城下

1292.58   JP7YCI 八戸市南郷区島守

1292.82   JP7YCG 三戸郡階上町

2425.30   JP7YEJ 八戸市糠塚

県内アナログ・レピータ局リスト
（2015年11月1日現在）


