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                                                        県支部 Web への投稿（画像、メモ、etc.）をお待ちしています ⇒ jo7gvc@jarl.com               
 

  

 

 

    
    

                                                                                            WWIRESWIRESWIRESWIRES----XXXX と移動運用の基礎学ぶと移動運用の基礎学ぶと移動運用の基礎学ぶと移動運用の基礎学ぶ座 

                                                                                            JARLJARLJARLJARL 青森県支部の第青森県支部の第青森県支部の第青森県支部の第 5555 回技術講習会が回技術講習会が回技術講習会が回技術講習会が 3333 月月月月 13131313 日、青森日、青森日、青森日、青森    

                                                                                        市問屋町の㈱電技パーツ本社と八戸市新湊の市問屋町の㈱電技パーツ本社と八戸市新湊の市問屋町の㈱電技パーツ本社と八戸市新湊の市問屋町の㈱電技パーツ本社と八戸市新湊の㈲㈲㈲㈲キューエキューエキューエキューエスススス    

                                                                                        ティーティーティーティーでででで開かれました。青森会場に開かれました。青森会場に開かれました。青森会場に開かれました。青森会場に 15151515 人、八戸会場には人、八戸会場には人、八戸会場には人、八戸会場には岩岩岩岩    

                                                                                        手県久慈市などから手県久慈市などから手県久慈市などから手県久慈市などから 7777 人が参加。人が参加。人が参加。人が参加。WIRESWIRESWIRESWIRES----XXXX と移動運用のと移動運用のと移動運用のと移動運用の初歩初歩初歩初歩    

                                                                                        について学習しました。について学習しました。について学習しました。について学習しました。    

                                                                                            青森会場は青森会場は青森会場は青森会場は JR7GBLJR7GBLJR7GBLJR7GBL・平川正敏支部長ら東青津軽地区の会・平川正敏支部長ら東青津軽地区の会・平川正敏支部長ら東青津軽地区の会・平川正敏支部長ら東青津軽地区の会    

▲WIRES-X の入門講座＝青森会場      員員員員を中心に、八重洲無線の担当者を中心に、八重洲無線の担当者を中心に、八重洲無線の担当者を中心に、八重洲無線の担当者 2222 人を講師に迎え最新デ人を講師に迎え最新デ人を講師に迎え最新デ人を講師に迎え最新デ    

                                                                                        ジタル通信「ジタル通信「ジタル通信「ジタル通信「WIRESWIRESWIRESWIRES----XXXX 入門編」を受講しました。入門編」を受講しました。入門編」を受講しました。入門編」を受講しました。    

                                                                                            第二部は「移動運用入門講座」と題して、県支部幹事で第二部は「移動運用入門講座」と題して、県支部幹事で第二部は「移動運用入門講座」と題して、県支部幹事で第二部は「移動運用入門講座」と題して、県支部幹事で    

                                                                                        津軽スカイクラブ会長の津軽スカイクラブ会長の津軽スカイクラブ会長の津軽スカイクラブ会長の JA7GUXJA7GUXJA7GUXJA7GUX・成田賢治さんが、同クラ・成田賢治さんが、同クラ・成田賢治さんが、同クラ・成田賢治さんが、同クラ    

                                                                                        ブのコンテスト移動などを参考例に挙げて講義しました。ブのコンテスト移動などを参考例に挙げて講義しました。ブのコンテスト移動などを参考例に挙げて講義しました。ブのコンテスト移動などを参考例に挙げて講義しました。    

                                                                                            八八八八戸会場では同市内の戸会場では同市内の戸会場では同市内の戸会場では同市内の YAESUYAESUYAESUYAESU ユーザー・グループがユーザー・グループがユーザー・グループがユーザー・グループが WIRESWIRESWIRESWIRES    

                                                                                        ----XXXX 活用術活用術活用術活用術について説明しました。また、自作のインターフについて説明しました。また、自作のインターフについて説明しました。また、自作のインターフについて説明しました。また、自作のインターフ    

                                                                                        ェースを持参。制作のコツなどを伝授しました。その後、有ェースを持参。制作のコツなどを伝授しました。その後、有ェースを持参。制作のコツなどを伝授しました。その後、有ェースを持参。制作のコツなどを伝授しました。その後、有    

                                                                                        志が懇親会を開いて県南地方のハム情報を交換しました。志が懇親会を開いて県南地方のハム情報を交換しました。志が懇親会を開いて県南地方のハム情報を交換しました。志が懇親会を開いて県南地方のハム情報を交換しました。    

                                                                                            ※※※※JARLJARLJARLJARL 県支部では新年度も技術講習会を開催します。県支部では新年度も技術講習会を開催します。県支部では新年度も技術講習会を開催します。県支部では新年度も技術講習会を開催します。    

                                                                                            希望テーマ、要望、意見などを下記にお寄せ希望テーマ、要望、意見などを下記にお寄せ希望テーマ、要望、意見などを下記にお寄せ希望テーマ、要望、意見などを下記にお寄せ下さい下さい下さい下さい。。。。    

▲移動運用の入門講座＝青森会場      宛先：宛先：宛先：宛先：JARLJARLJARLJARL 県支部長県支部長県支部長県支部長 JR7GBLJR7GBLJR7GBLJR7GBL・平川正敏・平川正敏・平川正敏・平川正敏 jr7gbl@jarl.comjr7gbl@jarl.comjr7gbl@jarl.comjr7gbl@jarl.com    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                                                                                                                        ▲八戸会場で披露された 

                                                                                                                                                        自作 WIRES-X 接続機器。 
                                                                                                                                                        詳細は jr7jaw@jarl.com 

▲YAESU の実機操作＝青森会場  ▲八戸会場には岩手県などから 7 人が参加     まで問合せ下さい 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
    

                                                                                                                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。    
                                                                                                     

  

 

◆        しなくてもカードは来る◆ 
     

  

 

    OQRSOQRSOQRSOQRS で気になるのは寄付で気になるのは寄付で気になるのは寄付で気になるのは寄付（（（（DonationDonationDonationDonation／／／／DonateDonateDonateDonate））））です。です。です。です。    

QSLQSLQSLQSL カードを郵送代金相当カードを郵送代金相当カードを郵送代金相当カードを郵送代金相当(2(2(2(2 ㌦～㌦～㌦～㌦～))))で請求後、追加でで請求後、追加でで請求後、追加でで請求後、追加で寄寄寄寄    

付をお願いされる付をお願いされる付をお願いされる付をお願いされるケースがありますケースがありますケースがありますケースがあります。寄付は善意で。寄付は善意で。寄付は善意で。寄付は善意ですかすかすかすか    

ら、ら、ら、ら、DonateDonateDonateDonateボボボボタンをタンをタンをタンを押押押押さなさなさなさなくくくくてもカードはてもカードはてもカードはてもカードは来来来来ます。ます。ます。ます。    

    しかし、しかし、しかし、しかし、数数数数年に年に年に年に一一一一度または度または度または度または貴貴貴貴重なエンテティーから重なエンテティーから重なエンテティーから重なエンテティーからのののの    

ペペペペデデデディィィィショショショションンンンににににはははは膨大膨大膨大膨大なななな費費費費用用用用がががが必必必必要で要で要で要で、、、、個個個個人人人人資資資資金金金金ややややススススポポポポ    

ンンンンササササーーーー協賛協賛協賛協賛金で金で金で金ではははは限界限界限界限界があります。があります。があります。があります。QSOQSOQSOQSO 成成成成功功功功のおのおのおのお祝祝祝祝いといといといと    

して、して、して、して、少少少少ししししばばばばかりの善意をかりの善意をかりの善意をかりの善意を差差差差しししし出出出出すのもすのもすのもすのも一一一一考です。考です。考です。考です。実態実態実態実態    

はどうあれ、はどうあれ、はどうあれ、はどうあれ、海外から見れ海外から見れ海外から見れ海外から見ればばばば「カ「カ「カ「カネネネネ持持持持ちちちち日本人日本人日本人日本人」」」」に寄付に寄付に寄付に寄付    

の習の習の習の習慣慣慣慣がががが根根根根付いてないのが付いてないのが付いてないのが付いてないのが不思議み不思議み不思議み不思議みたいたいたいたいですですですです。。。。【終わり】【終わり】【終わり】【終わり】            ▲ペディション前に寄付を募る K5P の Web 
 

  

 

海外 QSL ｶｰﾄﾞ回収の秘けつ 第第第第 10101010 章章章章    

 

青森・八戸で技術講習会 
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  《ＪＡＲＬ青森県支部《ＪＡＲＬ青森県支部《ＪＡＲＬ青森県支部《ＪＡＲＬ青森県支部    平成平成平成平成 28282828 年度事業計画》年度事業計画》年度事業計画》年度事業計画》    

◇◇◇◇4444月月月月 1111 日～日～日～日～33330000日日日日＝ＪＡＲＬ特別＝ＪＡＲＬ特別＝ＪＡＲＬ特別＝ＪＡＲＬ特別記記記記念念念念局局局局８Ｊ７９０Ｙ８Ｊ７９０Ｙ８Ｊ７９０Ｙ８Ｊ７９０Ｙ運用運用運用運用    

◇◇◇◇4444月月月月 11110000日日日日＝登録＝登録＝登録＝登録クラブ・支部クラブ・支部クラブ・支部クラブ・支部役役役役員員員員合合合合同会同会同会同会議議議議、、、、監査指導委監査指導委監査指導委監査指導委員会員会員会員会    

◇◇◇◇5555 月月月月 11114444日～日～日～日～15151515 日日日日＝＝＝＝第第第第 15151515 回津軽海回津軽海回津軽海回津軽海峡峡峡峡コンテストコンテストコンテストコンテスト    

◇◇◇◇5555 月月月月 22222222 日日日日＝＝＝＝第第第第 6666回技術講習会回技術講習会回技術講習会回技術講習会    

◇◇◇◇6666月月月月 1111 日日日日＝＝＝＝電電電電波波波波の日記の日記の日記の日記念念念念運用運用運用運用    

◇◇◇◇6666月月月月 5555 日日日日＝登録＝登録＝登録＝登録クラブ・支部クラブ・支部クラブ・支部クラブ・支部役役役役員員員員合合合合同会同会同会同会議議議議、、、、監査指導委監査指導委監査指導委監査指導委員会員会員会員会    

◇◇◇◇7777 月月月月 11116666日～日～日～日～17171717 日日日日＝＝＝＝第第第第 11110000回回回回オオオオール青森コンテストール青森コンテストール青森コンテストール青森コンテスト    

◇◇◇◇8888月月月月 22228888日日日日＝＝＝＝第第第第 7777 回技術講習会回技術講習会回技術講習会回技術講習会    

◇◇◇◇9999月月月月 1111 日日日日＝＝＝＝青森県青森県青森県青森県防災防災防災防災の日参加の日参加の日参加の日参加    

◇◇◇◇9999月月月月 3333 日～日～日～日～4444日日日日＝＝＝＝青青青青函函函函交交交交流流流流事事事事業業業業「「「「渡島檜山渡島檜山渡島檜山渡島檜山支部支部支部支部大大大大会参加」会参加」会参加」会参加」    

◇◇◇◇9999月月月月 11118888日日日日＝＝＝＝第第第第 44444444回県支部回県支部回県支部回県支部大大大大会会会会＆＆＆＆ハムのハムのハムのハムの集集集集いいいい    

◇◇◇◇11110000月月月月 1111 日～日～日～日～31313131 日日日日＝＝＝＝交通交通交通交通安全安全安全安全と電と電と電と電波波波波を正しを正しを正しを正しく使く使く使く使おうキおうキおうキおうキャャャャンンンンペペペペーンーンーンーン    

◇◇◇◇11111111 月月月月 13131313 日日日日＝＝＝＝第第第第 8888回技術講習会回技術講習会回技術講習会回技術講習会    

◇◇◇◇12121212 月月月月 4444日日日日＝登録＝登録＝登録＝登録クラブ・支部クラブ・支部クラブ・支部クラブ・支部役役役役員員員員合合合合同会同会同会同会議議議議、、、、監査指導委監査指導委監査指導委監査指導委員会員会員会員会    

◇◇◇◇平成平成平成平成 22229999年年年年 3333 月月月月 9999日日日日＝＝＝＝第第第第 9999回技術講習会回技術講習会回技術講習会回技術講習会    

（日（日（日（日程程程程はははは都合都合都合都合にににによよよよりりりり変わ変わ変わ変わる場る場る場る場合合合合があります）があります）があります）があります）    

    

    

    

    

    
                                                    （平成（平成（平成（平成 28282828 年年年年 1111 月月月月 1111 日～日～日～日～2222 月月月月 29292929 日受付け分）日受付け分）日受付け分）日受付け分）    

 

  

     

通常選挙は 4 月 15 日投票締切(必着) 

★JARL 県支部会員に２投票権★ 
    JARLJARLJARLJARL の平成の平成の平成の平成 22228888年通年通年通年通常選常選常選常選挙の挙の挙の挙の投票締切投票締切投票締切投票締切りは、りは、りは、りは、4444月月月月 15151515    

日日日日午午午午後後後後 6666 時時時時((((必着必着必着必着))))です。です。です。です。開開開開票票票票はははは翌翌翌翌 11116666日日日日午前午前午前午前 9999 時時時時 33330000 分分分分    

から行から行から行から行い、い、い、い、集計結果集計結果集計結果集計結果のののの確定確定確定確定後後後後 JARLJARLJARLJARL    WebWebWebWeb にににに公表公表公表公表します。します。します。します。    

    県支部の会員が県支部の会員が県支部の会員が県支部の会員が投票投票投票投票ででででききききるのは、るのは、るのは、るのは、①全国①全国①全国①全国の区の区の区の区域毎域毎域毎域毎のののの    

理理理理事事事事候補候補候補候補((((定数定数定数定数 5555////立候補立候補立候補立候補 8888))))、、、、②②②②地方本部区地方本部区地方本部区地方本部区域毎域毎域毎域毎の社員の社員の社員の社員    

候補候補候補候補((((定数定数定数定数 8/8/8/8/立候補立候補立候補立候補 9999))))のののの 2222 つです。つです。つです。つです。    ※※※※右表右表右表右表を参を参を参を参照照照照    

    なお、青森県支部長なお、青森県支部長なお、青森県支部長なお、青森県支部長((((支部区支部区支部区支部区域毎域毎域毎域毎の社員の社員の社員の社員))))にににに JR7GBLJR7GBLJR7GBLJR7GBL・・・・    

平川正敏さんが無平川正敏さんが無平川正敏さんが無平川正敏さんが無投票投票投票投票でででで再選再選再選再選。。。。東東東東北北北北地方本部長地方本部長地方本部長地方本部長((((地方地方地方地方    

本部区本部区本部区本部区域毎域毎域毎域毎のののの理理理理事事事事))))にににに JA7AJJA7AJJA7AJJA7AJHHHH・・・・尾形尾形尾形尾形和俊和俊和俊和俊さんが無さんが無さんが無さんが無投票投票投票投票    

                        で初で初で初で初当当当当選選選選しました。しました。しました。しました。尾形尾形尾形尾形さんは東さんは東さんは東さんは東北北北北地方地方地方地方    

                                        本部本部本部本部監査監査監査監査長を長を長を長を務務務務めていました。めていました。めていました。めていました。    
     

“日本語なまり”で圧倒しよう‼ 
    

 

                                                                

芸芸芸芸術とフ術とフ術とフ術とファッショァッショァッショァッションのンのンのンの街街街街パパパパリリリリはフランスのはフランスのはフランスのはフランスの首都首都首都首都です。です。です。です。テテテテ    

ロロロロ事事事事件件件件がががが発生発生発生発生しましたが、平しましたが、平しましたが、平しましたが、平和和和和であれであれであれであればこばこばこばこそ無線がそ無線がそ無線がそ無線が楽楽楽楽しめしめしめしめ    

ます。ます。ます。ます。ままままずずずず、、、、発音発音発音発音をををを気にせ気にせ気にせ気にせずずずずマイマイマイマイペペペペースでースでースで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。    

◇レポート◇レポート◇レポート◇レポートは５９です＝は５９です＝は５９です＝は５９です＝ボトル・コントロール・エ・サンク・エ・ネフボトル・コントロール・エ・サンク・エ・ネフボトル・コントロール・エ・サンク・エ・ネフボトル・コントロール・エ・サンク・エ・ネフ    

※※※※ポポポポイントイントイントイント＝＝＝＝レポレポレポレポートは「コントートは「コントートは「コントートは「コントロロロロールールールール」、」、」、」、５５５５は「は「は「は「ササササンク」、ンク」、ンク」、ンク」、９９９９は「は「は「は「ネネネネフフフフ」。」。」。」。    

◇私の名前は太郎です＝◇私の名前は太郎です＝◇私の名前は太郎です＝◇私の名前は太郎です＝ジュ・マペルジュ・マペルジュ・マペルジュ・マペル・タロー・タロー・タロー・タロー    

    ※※※※ポポポポイントイントイントイント＝＝＝＝「ジュ」が「ジュ」が「ジュ」が「ジュ」が私私私私、「マ、「マ、「マ、「マペペペペルルルル」は」は」は」は名前名前名前名前。。。。    

◇◇◇◇ＱＴＨは青森ＱＴＨは青森ＱＴＨは青森ＱＴＨは青森です＝です＝です＝です＝ＱＴＨＱＴＨＱＴＨＱＴＨ（キュ（キュ（キュ（キュ・・・・テ・アシュ）・アオモリテ・アシュ）・アオモリテ・アシュ）・アオモリテ・アシュ）・アオモリ    

    ※※※※ポポポポイントイントイントイント＝＝＝＝Ｑ符号Ｑ符号Ｑ符号Ｑ符号はははは万国共万国共万国共万国共通ですから、通ですから、通ですから、通ですから、英語読み英語読み英語読み英語読みでもでもでもでも OOOOKKKK。。。。    

◇◇◇◇ＱＳＬＱＳＬＱＳＬＱＳＬははははＪＡＲＬＪＡＲＬＪＡＲＬＪＡＲＬ経由経由経由経由です＝です＝です＝です＝ＱＳＬＱＳＬＱＳＬＱＳＬ((((キュ・エス・エルキュ・エス・エルキュ・エス・エルキュ・エス・エル))))・パール・ＪＡＲＬ・パール・ＪＡＲＬ・パール・ＪＡＲＬ・パール・ＪＡＲＬ    

    ※※※※ポポポポイントイントイントイント＝＝＝＝ＪＡＲＬＪＡＲＬＪＡＲＬＪＡＲＬは「ジ・は「ジ・は「ジ・は「ジ・アアアア・エル・エル」。・エル・エル」。・エル・エル」。・エル・エル」。経由経由経由経由が「パール」。が「パール」。が「パール」。が「パール」。    【終わり】【終わり】【終わり】【終わり】    
 

        県支部 Web への投稿（画像、メモ、etc.）をお待ちしています ⇒ jo7gvc@jarl.com   

初級 10 ヵ国語 QSO 講座 ありがとう

お早う、今日は

こんばんは

さようなら

フランス語のあいさつフランス語のあいさつフランス語のあいさつフランス語のあいさつ

オー　ルボワールオー　ルボワールオー　ルボワールオー　ルボワール

ボンソワールボンソワールボンソワールボンソワール

ボンジュールボンジュールボンジュールボンジュール

メルシー　ボクメルシー　ボクメルシー　ボクメルシー　ボク

第 10 回 

フランス語 

JG1KTC 髙尾　義則

JA9BOH 前川　公男

JA8ATG 原　　　恒夫

JA8LJF 佐々木淳一

JH3GXF 安孫子　　達

JG2GFX 種村　一郎

JA8CDT 加藤　喜一

JA1NVF 吉沼　勝美

全国の区域毎の理事候補

（定数５/立候補８）
JA7SOK 渡辺　和弘

JA7MAV 佐々木達郎

JF7PFW 加藤　全建

JA7BCE 市川　盛次

JI7OED 珍田　一人

JR7JAW 槻木澤　稔

JF7SKQ 澤口　　進

JA7DDK 大宮　千明

JA7DNO 島　　正博

地方本部区域毎の社員候補

※東北（定数８/立候補９）

【決　算（案）】

（収入） 支部費 248,600

受取利息 33

前期繰越金 14,592

合　計 263,225

（支出） 会議費 22,688

催物費 150,021

通信費 7,430

事務印刷費 47,513

コンテスト費 4,040

雑費 0

次期繰越金 31,533

合　計 263,225

【予　算（案）】

（収入） 支部費 256,600

受取利息 0

前期繰越金 31,533

合　計 288,133

（支出） 会議費 45,000

催物費 160,000

通信費 8,000

事務印刷費 50,000

コンテスト費 10,000

雑費 15,133

合　計 288,133

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

JARL青森県支部収支報告


