
As	 of	 July	 20,	 2018	 

	 

JLRS	 GUIDANCE	 

	 

	 

アマチュア無線技士の資格を有する女性の会で、Japan	 Ladies	 Radio	 Society	 

（略称はJLRS）と称します。	 

	 

1957年にJA1AEQ/阿部	 芙美、JA1YL/管	 邦、JA0EC/小林	 きみ（故人）さんの

3名で設立されました。	 

	 

2018年7月現在の会員数は国内局140局、外国局40局で、全エリアより選出の本

部役員とエリア代表により運営され、次の事業を行います。	 

	 

*******************	 主	 な	 事	 業	 *******************	 

	 

☆『JLRS通信』を年2～3回発行して各種お知らせを会員に伝え、JLRSホームペ

ージには会員の近況報告や各エリアの動きなどを載せて、会員の結びつきを深

めるのに役立てています。また、JLRSブログにもお知らせや会員の活動などを

掲載しています。	 

	 

☆年1回の総会は会の運営などを審議し、親睦会は各地の観光も兼ね、会員の

Eye-ball	 QSOの場として楽しい催しです。	 

	 

☆各エリアごとのミーティングもエリア代表により随時開かれ、各地に応じた

話し合いがなされて、アマチュア局の活動がより楽しくなるようお手伝いして

います。	 

	 

☆次のアワードを発行しています。	 

	 *	 YLー10局賞	 

	 *	 YLーCWー10局賞	 

	 	 	 上記以外に既に発行されていましたアワードは、	 

	 	 	 2018年6月30日までの猶予期間をもって完全廃止となりました。	 

	 



申請先は従来通りです。	 

	 

申請先：	 

	 JA8AQY	 泉	 真沙子	 

	 	 	 北海道夕張郡栗山町角田164-19（〒069-1524）	 FAX：0123−72−5529	 

	 JA5SPQ	 大西	 節子	 

	 	 	 愛媛県松山市大橋町333-3（〒791-1126）	 deja5spq(at)yahoo.co.jp	 

	 

詳細はHPの「アワード」ページ、または上記アワード係にお問い合せください。	 

	 

☆毎年春と秋、コンテストを開催して、YL局のActivityを高めています。	 

日時、ルールなどはJLRSホームページ、JLRSブログ、会員宛て『JLRS通信』、

JARLニュース、『CQハムラジオ』誌で発表されます。	 

	 

☆On	 the	 air	 YL	 schedule	 time	 

	 

ALL	 JLRS	 毎週（金）	 07：00～	 	 7.090	 MHz付近	 

ALL	 JLRS	 第2（日）	 	 13：00～	 	 7.090	 MHz付近	 

	 	 	 （コンディション次第で開始時間の変更あり）	 

5エリア	 第1（水）	 	 	 08：00～	 	 7.120	 MHz	 

6エリア	 毎週（水）	 	 10：00～	 	 7.060	 MHz	 

8エリア	 毎週（水）	 	 10：00～	 	 7.120	 MHz	 

	 	 

☆会員に次の品を販売しています。	 

QSLカード（メンバー局用）・封筒など	 

	 

*******************	 運	 	 	 	 営	 *******************	 

	 

☆別紙会則による。	 

	 

*******************	 入	 	 会	 	 方	 	 法	 *******************	 

	 

☆入会希望者は下記の担当者にご連絡ください。	 

折り返し、入会申込書をお送りいたします。	 



	 

1）会費：	 

	 	 ＜国内局＞	 正会員年額：	 5,000円	 

	 	 	 	 	 	 	 	 家族会員（YLのみ）年額：	 1,000円	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ジュニア会員（大学生以下のYLのみ）年額：	 1,000円	 

	 

	 	 ＜外国局＞	 a.	 JLRS会員による推薦（スポンサー制度あり）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 b.	 セルフペイ	 年会費1,000円、またはUS$10	 

	 	 	 	 	 	 	 （詳細は下記外国局係へお問い合わせください）	 

	 

2）入会問合せ先：	 

	 	 ＜国内局＞	 JA8DYM	 糠谷	 和子	 ja8dym(at)jarl.com	 

	 

	 	 ＜外国局＞	 7K4TKB	 牧	 	 由起子	 7k4tkb(at)jarl.com	 

	 

3）入会は随時受付けます。なお、会費は入会の月に関係なく6月で切れます。	 

	 	 継続される方は、1年以内に納入しなければ退会になります。	 

	 	 年度途中入会の場合、詳細は上記国内局係へお問い合わせください。	 

	 

*******************	 	 社団局	 JA1YWM	 /	 JLRSクラブ局	 	 *******************	 

	 

	 	 	 管理責任者	 	 	 JA1TQG	 	 	 武井	 	 由子	 	 yukotqg(at)yahoo.co.jp	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 常置場所	 	 東京都杉並区	 

	 

*******************	 URL	 *******************	 

	 

JLRSホームページ	 	 http://www.jarl.com/jlrs/	 	 	 

	 	 管理者：	 JR0MAZ	 会長	 栁	 文枝	 

JLRSブログ	 http://ameblo.jp/jlrsblog/	 

	 	 管理者：	 7K4TKB	 牧	 	 由起子	 

	 


