ＡＣＣ創立４０周年記念アワード
1979 年 11 月にＪＡの 1 エリア、2 エリア、3 エリアの有志により設立された The International Award
Chasers Club（ACC）は、2019 年 11 月に、創立 40 周年を迎えることとなりました。
これを記念して、記念局の運用、記念 QSL カードの発行のほか、下記の通り、2 種類のアワードを発
行いたしますので、奮ってご参加ください。
アワードに有効な交信期間は 2019 年 1 月 1 日から 11 月 30 日、アワード申請受付は 2019 年 4 月 1 日
翌年 3 月 31 日までです。
アワード収集に不慣れなニューカマーにも、集めやすいアワードですので、ぜひ、チャレンジしてい
ただきたいと思います。
アワードは次の２種類です。
・The International Award Chasers Club（ACC）創立 40 周年記念アワードⅠ
「奥出雲町とＡＣＣ創立 40 周年を祝おう！」
・The International Award Chasers Club（ACC）創立 40 周年記念アワードⅡ
「自分で作る ACC 創立 40 周年記念アワード」

The International Award Chasers Club（ACC）

創立 40 周年記念アワード
発行者

The International Award Chasers Club（ACC）
Ⅰ

「奥出雲町と ACC 創立 40 周年を祝おう！」

ルール
１．交信局のサフィックスのテールレター及びエリア番号等を使って、OKUIZUMOACC40 を綴る。
２.綴り文字に１局以上の ACC メンバーを含む。2 局目以降の ACC メンバーのコールサインは、綴り文
字（40 を除く。）の任意の文字の代用にできる（代用は 3 局まで）。
３.40 は、以下の要領で綴る。
「４」：4 エリア局（4 エリア局が他エリアに移動した場合を含む）又は 4 エリアへの移動局
「０」：φエリア局（φエリア局が、他エリアへの移動した場合を含む）又はφエリアへの移動局
なお、交信局の JCC,JCG コードに 4 又は０を含む場合、若しくは交信局の QTH（JCC,JCG 名）に「四」
又は「十」を含む場合は、「4」,「φ」にそれぞれ代用できる。
４．上記の規定にかかわらず、ACC クラブ局（JN1YMP,JN1ZGI,JE4YOL,40 周年記念局８J4φACC）につ
いては、1 局につき一回限り 4 または φ のいずれかの文字に、充てることができる。
Ⅱ

自分で作る ACC 創立 40 周年記念アワード

ルール
１

ACC 創立 40 周年に因み、申請局自身がアワードテーマを自由に決めて 40 局と交信して、

アワードを完成させる。
２

テーマは１項目のみ（重複不可）とし、単純に 40 局との交信は、無効とする（テーマがない）。

３

40 局の中に ACC メンバーを１局以上含むこと。

４

40 局の中に ACC 以外の社団局又は記念局を 1 局以上含むこと。

５

上記の規定にかかわらず、ACC クラブ局（JN1YMP,JN1ZGI, JE4YOL,８J4φACC）は、1 局当たり
5 局分に宛てることができる。また、認可された場合には、記念局も同様に 5 局分に充てるこ
とができる。
※ACC 以外の社団局又は記念局を、ACC メンバーが運用している場合、備考欄に個人コール又は
ACC＃を記入することで、ACC メンバーとみなすことができます。

有効テーマの例
・

異なるプリフィックスの局 40 局と交信する。

・

異なる JCC

40 局と交信する。

・

異なる JCG

40 局と交信する。

・

異なった 40 日間で 40 局と交信する。

・

異なる 40 都道府県と交信する。

など、
無効となる例
・

40 の異なった町村と交信する（町と村が混在）

→
・

町と村という 2 つのテーマがあるので無効
40 の異なった局と交信する

→
・

単純に 40 局との交信となる（テーマがない）
40 の異なったサフィックスの局と交信する。

→
※

実質的に単純に 40 局との交信となる（テーマがない）
上記の場合で、異なった 40 日間で完成した場合は、有効テーマ例にあるように、テーマが

重複せず、かつ、異なった 40 日間というテーマがあるので有効
※テーマについてご質問があれば、アワードマネージャーまで、メールでお問い合わせ下さい。
両賞に共通のルール
１

交信有効期間は、2019 月 1 月 1 日～11 月 30 日です。

２

１回の交信は、Ⅰ賞又はⅡ賞のいずれか１つに使用できます。（重複利用不可）

３

交信は、自局に許された電波型式・周波数・空中線電力の範囲内で行って下さい。
なお、申請者の運用地は、問いません。

４

QSL カードの取得は、不要です。交信のみで申請できます。

５

特記は、バンド・モードの他、申請者の希望するものを特記します。

その他
・

アワードに発行番号は、付与しませんので、ゆっくりとご申請ください。

・

ACC メンバーとの交信は、当クラブのロールコールをご活用下さい。ACC NET のロール
コールには、会員局、一般局の区別がありませんので、一般局も、参加してシグナル
レポートの交換をすればアワードポイントとして使用できます。
皆様のお声がけをお待ちしています。
全国エリア：毎週日曜日

6:00～8:00JST

7.0905MHz 付近

（11～3 月は、開始、終了とも 30 分遅れ）
1 エリア：

毎週月曜日

21:00～22:00JST

144.170MHz 付近

伝搬状況、混信などにより時刻、周波数を予告なく変更することがあります。
メンバーリスト

ホームページで公開中：http://www.jarl.com/acc/memberlist.html

申請方法
１

申請書類 特定申請書または JARL 申請書 C(自己申請方式)＋交信局リスト

※(ACC メンバーとの交信には、交信リストの備考欄に ACC の会員番号を記入して下さい。)
※JARL 申請書を用いて、アワードⅡを申請する場合、アワードテーマを記入する欄がありませんが、
忘れずにアワードテーマを記入してください。（欄外で構いません）
交信リスト備考欄に、ACC 会員番号、40 又はテーマにつながる根拠等を記入のこと/交信局
リストの備考欄に、代用する根拠となる JCC、JCG 番号等を記入してください。
申請書類は、郵送の他メールでの申請も受け付けます。
※特定申請書並びに交信リストは、ホームページからダウンロードしてください。

※申請書には、メールアドレスをお持ちでしたら、必ずメールアドレスをお書きください。
申請書を受領いたしましたら、1 週間を目途に、受領のご連絡を差し上げます。
もし、しばらく経ても、受領の連絡が無い場合には、アワードマネージャーまでご一報ください。
また、郵送のみで、申請書、申請料をお送りいただいた場合でも、e-mail でアワードマネージャー
まで、送付した旨、ご連絡いただきますようお願いいたします。
２

申請期間 2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日

３

申請料

￥500

申請料は、アワードマネージャーの郵便振替口座への振込、又は定額小為替
（切手での代用は、受け付けません。）

なお、ゆうちょ銀行に口座をお持ちの場合は、ATM 又はインターネット送金すれば、
月１回迄振込手数料がかかりません。口座をお持ちでない方も郵便局備え付けの振込
用紙を用いて ATM から送金頂く方が、定額小為替よりも手数料が安価です。
申請書をメールで送り、申請料を郵便振替口座に振り込むことをお勧めします。
４

アワード申請料の振込先
ゆうちょ銀行

口座番号

00180-5-265832

〇一九（ゼロイチキュウ）（019）当座
５

口座番号

申請先（アワードマネージャー）
〒177-0032
東京都練馬区谷原 3-5-4

佐野

e-mail：jk1dzt＠jarl.com

潤一

JK1DZT

佐野潤一（ｻﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ）
0265832

