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2016 年 

JARL愛媛県支部 新年号          
発行：愛媛県支部 

 

新年あけまして 

おめでとうございます。 
 

                 新春のおよろこびを申し上げます。

日頃より支部の活動についてご理解

ご協力をいただき有難うございま

す。 

昨年は「支部報」のＷｅｂ化など思い切った財政対策

を行い戸惑った方も沢山おられると思いますが支部の

財政健全化方策としてご理解をいただきたいと思いま

す。 

さて今年は財政対策に続き運営への負担軽減を進め

たいと思います。まず参加者の少ない行事は一旦停止し

て意見や要望の高い企画を新たに計画します。 

具体的には参加者の少ない「技術講習会」の開催を暫

く休止、ご要望のテーマがあれば開催します。次に伝統

ある「公認ＡＲＤＦ競技大会」も暫く休止します。古く

は FOX ハンティングから始まって 30 年近く続いたＡ

ＲＤＦ大会の開催は会場の選定、地域住民の承諾や関係

官庁への届け出など運営準備・審判員の負担が大きいも

のです。また県内からの参加選手も 2・3 名しかいない

のが現状です。従って平成 27 年度計画の 3 月 6 日に開

催する愛媛県支部大会、平成 28 年度計画である北四国

大会（香川担当）を最後の公認大会と致します。但し平

成 28 年度愛媛担当であるＡＲＤＦ四国地方大会は今回

限り責任をもって実施致します。公認大会を休止するも

のであって青少年育成事業の一環としてパークＡＲＤ

Ｆ（ミニ版）は機会あるごとに開催致します。また平成

29 年度に徳島県で予定されている全日本ＡＲＤＦ競技

大会については選手・審判員として皆さんの参加協力を

お願いしたいと思います。 

これら休止行事の代替を含め新たな行事について皆

さんからの斬新なアイデアを募集して「全員参画行事」

として進めていきたいと思います。ご意見をどしどしお

寄せ下さい。 

 

 

新春グランドミーティング開催 

1 月 10 日、恒例の新春グランドミーティングを森田四

国地方本部長にご臨席いただいて開催致しました。出席

者は 32 名と昨年同様やや少なかったですが、今年は四国

中央市や新居浜市など東予方面からの参加者も加わって

グランドミーティングにふさわしい盛りあがりでした。

最後は恒例となった「アミダくじ」で今年の運勢を占い 3

時間の楽しい時間を過ごしました。 

途中から新年行事の挨拶廻りで多忙な中を JA5FHB 

関谷勝嗣氏も駆けつけていただき挨拶を頂戴しました。 

 

 
【来賓挨拶】 

      
森田 四国地方本部長     JA5FHB 関谷氏 挨拶 

 

 

【JA5MFY さんの乾杯音頭で一斉に「乾杯！」】 

      
 

※集合写真は期間限定でＨＰよりダウンロード出来ます 
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支部からのお知らせ 
 

１．ＪＡＲＬ会員増強事業について 

ＪＡＲＬ９０周年事業の一環として添付の通り会

員増強企画案を募集します。ふるって提案くださ

い。詳しい内容はメールにて支部へ問合せくださ

い。 

１）概要  

①会員増強企画案として入会者獲得目標を明示

する。 

②企画案に対して２月の理事会で事前審査を行

い、採用案に対し活動資金として上限２０万

円の費用を付加する。 

③但し、目標達成額（入会・会費）によって付

加金の返却を求める。 

④付加予算等については支部会計にて管理す

る。 

２）企画例 

①ハムのつどいやクラブ諸活動において会員の

勧誘をはかる。 

②講習会などを利用して会員勧誘を推進する。 

③会費代行店と協力して３年間の入会者に店舗

の割引など優待処置を行う・・・など。 

３）提案締切り  平成２８年１月３１日 

４）提案申請先  ＪＡＲＬ愛媛県支部 

 

２．ＪＡＲＬ９０周年特別記念局 運用結果 

６月１２日から９月３０日各局で運用して頂いた 

ＪＡＲＬ９０周年特別記念局 「８Ｊ５９０Ｙ」 

の愛媛県運用結果は交信局数：６，８８４局とな

りました。有難うございました。 

 

３．愛媛マラソンコンテストについて  

２月１日～１０日に開催されます第４２回 愛媛マ

ラソンコンテストの申請方法について昨年度は電子

ログ受付の試行を行いましたが申請方法やログフォ

ームの不揃いなどによりフィードバック返却（申請

の 50％）や審査に時間を費やし、事務局負荷増大に

つき廃止します。 

 

※ 第４２回愛媛マラソンコンテストの提出方法等

については愛媛県支部ＨＰの平成 27 年 11 月 24

日ＵＰの規約をご覧ください。 

 

４．支部・合同会議の開催について 

次の通り支部・合同会議を開催致します。運営委

員、運営委員不在のクラブ代表者はご出席願いま

す。 

尚、出席に際して平成 28年度活動計画案を提案く

ださい。 

１）日時  ２月２１日（日） 13:00～16:00 

２）場所  松山市上野町 生涯学習センター  

第２研修室 

３）詳細議題は別途メールでご案内します。 

５．愛媛県支部ＡＲＤＦ競技大会 

※今大会で公認支部大会は暫く休止します。 

 

１）日時  ３月６日（日） 9:00～15:00 

２）場所  松山市上野町甲 650番地 

愛媛県生涯学習センター 

注 1）開館が 9:00 のため受付は準備が出来次第、

アトリウム（ロビー）で行います。 

注 2）駐車場の進入路規制が有ります。 

参加者には別途進入路案内致します。 

３）会費  1,500円 学生 1,000円 （弁当要は＋500円） 

      ※手数料負担軽減として定額小為替、他銀行からの 

振込みは廃止しますので以下のどちらかで支払い 

ください。 

① ゆうちょ銀行振込み 

預金口座  記号16170 番号1336321（ｺﾓﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ）

②当日現金支払い 

４）電波形式 Ａ２Ａ （１４４ＭＨｚ帯） 

５）参加クラス 

男性：M12・M15・M19・M21・M40・M50・M60・M70 

   女性：W12・W15・W19・W21・W35・W50・W60 

６）参加資格 

 どなたでも参加できます 

中国製貸出受信機１０台有り。 どしどし参加して

ください 

７）その他 

①ローカルルール適用 

②参加人員によりクラスをまとめる場合があります 

③M19、W19クラス以下の入賞者にはメダル授与 

８）申込方法 

      氏名，コールサイン、生年月日、郵便番号、住所、 

電話番号、参加クラス、当日の弁当の要・不要を

記入した申込書（JARL制定書式推奨）様式に準じ

た申込書（愛媛県支部HPよりダウンロード可）を

添えて申込みください。 

電子メール、郵送書面で受付けます。書面申請で

はSASE（自分の宛名を記入した封筒に82円切手を

貼った返信用封筒）を同封してください 

９）申込先 

①電子メール：jarl-ehime@me.pikara.ne.jp 

②郵送 ：〒790-0912 松山市畑寺町830-24 

ＪＡＲＬ愛媛県支部 ＡＲＤＦ係 

10）申込〆切  平成 28年 2月 26日（金）必着 

 

◆審判員募集について 

別途登録審判員に要請案内致します 

 

６．非常通信訓練（各地～県庁ルート）中止について 

３月８日（火）計画しておりました各地～県庁ルート

の非常通信訓練は９月の愛媛県総合防災訓練に統一

するため中止（廃止）になりました。 

今後の訓練は地域に密着した行政との個別訓練をお

願いします。 

 

支部からのお知らせ 
 

１．ＪＡＲＬ会員増強事業について 

ＪＡＲＬ９０周年事業の一環として会員増強アイデ

アを募集します。事業活動アイデアをお持ちの方はふ

るって提案ください。提案内容の取扱いは地方本部

（支部）単位となりますので詳しい内容はメールにて 

支部へ問合せください。 

 

１）概要  

①会員増強企画案として入会者獲得目標を明示す

る。 

②企画案に対して２月の理事会で事前審査を行

い、採用案に対し活動資金として上限２０万円

の費用を付加する。 

③但し、目標達成額（入会・会費）によって付加

金の返却を求める。 

④付加予算等については支部会計にて管理する。 

２）企画案事例 

①ハムのつどいやクラブ諸活動において会員の勧

誘をはかる。 

②講習会などを利用して会員勧誘を推進する。 

③会費代行店と協力して３年間の入会者に店舗の

割引など優待処置を行う・・・など。 

３）提案締切り  平成２８年１月３１日 

４）提案申請先  ＪＡＲＬ愛媛県支部 

 

２．ＪＡＲＬ９０周年特別記念局 運用結果 

６月１２日から９月３０日まで各局で運用して頂い 

たＪＡＲＬ９０周年特別記念局 「８Ｊ５９０Ｙ」 

の愛媛県運用結果は交信局数：６，８８４局となり

ました。有難うございました。 

 

３．愛媛マラソンコンテストについて  

２月１日～１０日に開催されます第４２回 愛媛マラ

ソンコンテストの申請方法について昨年電子ログ受付

の試行を行いましたが申請方法やログフォームの不揃

いなどによりフィードバック返却（申請の 50％）や審

査に時間を費やし、事務局負荷増大につき廃止します。 

 

※ 第４２回愛媛マラソンコンテストの提出方法等に

ついては愛媛県支部ＨＰの平成 27年 11月 24日Ｕ

Ｐの規約をご覧ください。 

 

４．支部・合同会議の開催について 

次の通り支部・合同会議を開催致します。運営委員、

運営委員不在のクラブ代表者はご出席願います。 

尚、出席に際して平成 28年度活動計画案を提案くだ

さい。 

１）日時  ２月２１日（日） 13:00～16:00 

２）場所  松山市上野町 生涯学習センター  

第２研修室 

３）詳細議題は別途メールでご案内します。 

 

mailto:jarl-ehime@me.pikara.ne.jp
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クラブ・会員便り 

●今治市アマチュア無線非常通信協力会 

JA5YRY、JR5YDQ、JR5YDV 局など有志で結成

している今治市アマチュア無線非常通信協力会では

平成２７年度今治地区を中心に各地で行われた防災

訓練に参加、場所や通信方法によって課題がある事が

判り反省材料を新たな訓練に活かすなど実りのある

一年でした。また機会あるごとにアマチュア無線の重

要性を一般参加者にＰＲするなど成果の有る一年で

した。今年度も日々新たに訓練を充実して非常時に備

えたいと思います。主な活動は次の通り。 

 

(１月１８日) 阪神・淡路大震災を教訓とした１．１７

記念総合防災フェスティバルが今治市しまなみアー

スランドで開かれ参加しました。会場ではアマチュア

無線が災害時には役立つことのＰＲや「モールス体験

教室」やを実施しました。 

(７月２６日) 吹上小学校にて総合防災訓練を観戦。規

模は小さいですが市民、行政、消防、警察、自衛隊も

参加する小学校としては大規模な防災訓練でした。 

(８月３０日)３年ぶりの今治市主催の総合防災訓練が

玉川総合運動公園にて開催。市民、行政、消防、警察、

自衛隊が参加する大規模な防災訓練にアマチュア無

線も出展しました。VHFや短波帯での交信実演と強力

なサーチライトによる可視光通信の実験も行いまし

た。次年度は APRS（位置情報）による展示も行う予

定。 

(９月１日) 四国中央市で行われた愛媛県総合防災訓練 

今治地区からもアマチュア局２名が参加しました。こ 

(９月６日) TEAM７０４３全国非常通信ネットワー

クの訓練に今治地区として２ｍ ＳＳＢモードで参加

しましたが伝搬状況がわるく交信数は限られました。

メインの７MHｚ帯もコンディションが極端にわる

く例年の半分以下の交信数でした。 

(１０月１８日） 大西町の藤山文化公園において防災訓

練を含む「大西フェスタ」が行われ JA5YRY局を中心

に参加しました。市民が主役ですが行政、消防、警察、

自衛隊も参加、素晴らしい環境で家族ぐるみで楽しめ

るフェスタでした。 

 

2013 年 3 月から毎週月曜日の 19：30～20:00 

145.10MHz でＪＲ５ＹＤＱ局では非常通信の訓練の

ためのロールコールを行っています。瀬戸内海一円の

県と市町村から応答があります。JR5YDQ は FM ラ

ヂオバリバリに設置したアマチュア無線社団局で災

害時の地域 FM とアマチュア無線のコラボレーショ

ンを目的に地道な努力を続けています。年に４回ある

第５月曜日には短波帯の７．０７８９MHｚSSB にて

全国向けに呼びかけています。聞こえておりましたら

お声掛けください。 

 

 

 

 

 

●砥部町災害ボランティア・アマチュア無線クラブ 

   子供たちに災害時のアマチュア無線の重要性や楽し

７．第４４回 愛媛ハムのつどい開催地情報 

平成２８年度の「第４４回  愛媛ハムのつどい」は

９月１１日（第２日曜）に伊予郡松前町の松前町広域

学習ホールで開催することになりました。久々にワン

フロア内での開催となります。 

 今から色々な出展を考えてみるのはいかがでしょう。 

 

 
アトリウム 

 
ステージから客席を見渡す 

 
後部座席を収納状態（本番レイアウト） 

 

８．特別局運用計画について 

平成２８年度ＪＡＲＬの器材を使った特別局の運用

計画があるクラブは１月末までに支部まで申請くださ

い。 

◎現在計画中の特別局 

 ※ ～6/17  ＪＡＲＬ90周年 8J590Y （RL） 

 ①3/1～4/17  砥部焼祭り特別局 8J5TOBE（YRL） 

 ②7/1～10/31 受信環境クリーン月間 8N5CLEAN (YRL） 

 ❸8/1～8/31  今治ジャズタウン （RL） 

 ➍11/2～11/20 四国中央市産業祭 （RL） 

※ 運用申請書未提出クラブは早目に申請ください。 

 

９．平成 28年度 支部事業計画 

  ２月初旬 ＨＰに掲載いたします。 
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●砥部町災害ボランティア・アマチュア無線クラブ 

   地域に密着したアマチュア無線ＰＲ活動として９

月１０日、砥部小学校（伊予郡砥部町）で出前授業を

行いました。これは子供たちに災害時のアマチュア無

線の重要性や楽しみ方について一昨年から町内の小学

校で展開しているもので砥部小学校で４校目。今回は

小学５年生４２名を対象に行いました。 

 

 
熱心に講義に聞き入る生徒たち 

 

 
掲示物に見入る生徒 

 

●東温アマチュア無線クラブ  

１１月１日、東温市文化祭に参加、防災とアマチュア

無線についての展示等を行いました。また１１月１４

日、東温市非常通信訓練に参加、避難場所の川上小学

校と消防本部間で非常通信訓練を実施しました。 

 
東温市文化祭に出展 

 
東温市非常通信訓練に参加 

●四国中央アマチュア無線クラブ 

９月１日、四国中央市三島運動公園を中心に行われ

ました東予地区広域総合防災訓練に参加、対策本部が

設置されたＪＡジャジャうまフィールドと孤立地区

に指定された新宮町、富郷スカイフィールド２カ所か

らの非常通信訓練を担当しました。生憎の雨模様とな

り訓練直前に富郷スカイフィールドでは天候不順に

よりヘリによる新居浜からの救援物資空輸訓練が中

止、新宮町からの住民避難状況や周辺の被災情報の通

信のみとなりましたが心配した障害もなく無事終了

しました。 

 
四国中央市のメンバーを中心に今治、新居浜 

から支援参加された皆さん 

 
新宮町からの情報通信を受ける現地対策本部 

 

１１月１４日・１５日にＪＡジャジャうまフィール

ドにおいて行われた「第１１回四国中央市産業祭＆第

１８回ＪＡうまグリーンフェスタ」に参加、来訪者の

皆さんにアマチュア無線の紹介を兼ねた公開運用を

披露しました。 

 


