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令和２年度 第４８回 えひめハムの集いは中止させていただきます。 

 

４月初旬より、ハムの集いの準備を進めておりましたが新型コロナウイル

スの猛威と、密閉・密集・密接（三蜜）規制により会場の確保が難しく、や

むを得ず中止させていただきます。収束の見込みがつきましたら運営委員会

にて来年の早い時期に開催したいと考えております。それまでは各ご家庭に

おいてアマチュア無線をお楽しみ下さい！ 

 

連盟の大きなアウトドア事業である 2020 アマチュア無線フェステバル（ハム

フェア）、全日本ＡＲＤＦ競技大会なども中止や延期になっております。詳

しくはＪＡＲＬ．Ｗｅｂの情報をご覧ください。 

 

 

 

 

 

一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 愛媛県支部 

愛媛県支部報１ 

＝ 淡路ケ峠より望む 道後平野 ＝ 

 

インドア運用で新型コロナウイルスの感染予防 

愛媛県支部報web版 

 

愛媛３８賞アワード発行状況 

①全市町賞（～８２） 

ＪＮ３ＷＨ 丹藤 知基  

②全郡市賞      該当なし 

③えひめ３８賞  該当なし 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県支部報２ 

令和２年度第９回定期社員総会は 6 月 28日

に新型コロナウイルスの感染予防から安全を

考慮して社員128名の内議決権行使書や委任状

提出方式で 34名の出席で重要議題のみの審議

が行われました。私も出席する予定でしたが航

空便の間引き運行やＪＲの運行、夜行バスの休

止で残念ながら参加出来ませんでした。幸いに

もＪＡＲＬ高尾会長や森田四国本部長からの

ある程度の情報が入ってきました。その結果は

既に JARL Webでも掲載されている通り当初計

画されていた議題が消化されなく、予定終了時

間の 15時をはるかにオーバーして 17時過ぎに

結論が出ないまま「延会」となったようです。

当日は JARL NEWS Webでご存じの通り、執行部

の不手際などが有り結局、第１号議題 令和元

年度決算報告のみで終わってしまいました。今

年度も経費削減、会員増強の効果、連盟の財務、

会計帳簿の経費に関することなど財政につい

ての鋭い質疑や答弁が行われ、最終的には多数

決により可決承認されました。今回の社員総会

ではコロナ禍感染予防のため15:00閉会目標が

16 時過ぎとなりました。その後理事承認候補が

議長を務めていたことが判り緊急動議として

議長団の解任提案があり結果として第2号議題 

役員選任の件については時間も 17時を過ぎて

おり日程を改めて「延会」となった次第です。 

第 2号議題は 9月 5日 13時から継続されま

したが今回もコロナ禍の影響で 6月 28日同様、

航空便、ＪＲ、夜行バスとも間引きや運航休止

で参加出来ませんでした。 

延会の重要課題である理事・監事 18名に対し

審議された結果、として 13名の理事・監事が

誕生しました。またその後の理事会で 

会長 JG1KTC 高尾 義則氏 

副会長・四国地方本部長 JA5SUD 森田 耕司 氏 

副会長・北陸地方本部長 JA9BOH 前川 公夫 氏 

が選出されました。 

第 9回 定時社員総会については次のＷｅｂに 

アップされました。 

6 月 28日総会 
https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/News2020/20

20_news-6.htm#0630 
9 月 5 日継続総会
https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/News2020/20

20_news-9.htm#0908 
 

支部長挨拶 
 

「残暑」と思いきや台風一過、 

急に秋らしくなりました。 

日頃から愛媛県支部の活動

にご理解とご協力をいただ

き有難うございます。 

本年も昨年に増して記録的

な気温上昇や地域によって集中豪雨と天候不

順な夏、更に新型コロナウイルスの世界的流行

感染により三蜜規制で県内の公共施設は定員

の 50～30％人員しか利用できなく、各局が期待

していた「ハムの集い」も中止せざるを得ない

状態になりました。コロナの感染状況から年末

までの行事開催は困難と判断しております。

国・県の規制解除となれば新たに行事を計画す

る予定ですのでそれまでは健康に留意しそれ

ぞれの工夫で楽しい運用をお願いします。 

また昨年もつぶやきましたが私自身、体調が

日増しに悪くなり今年は自由に動けない状態

が続いており支部長としての責任も十分果た

せない状態で申し訳なく思っています。ご存じ

の通り年間支部行事も運営委員を含めて負担

が掛かるものは外していることはご存じの通

り。只今後任支部長候補を当たっておりますが

なかなか立候補される方がおられません。要因

は企業の６５歳定年延長や定年制度の廃止な

ど社会環境が変化して「支部の活動まで手がま

わらない」が根源になっています。このような

環境の中、クラブ内、また個人局で愛媛県支部

をＦＢな支部にしようとされる局がおられま

したら是非ともお声掛けをお願いしたいと切

にお願いする次第です。また支部の会員状況は

下図の通り高齢化されています。どしどし若手

会員の増強にご尽力をお願いします。 
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第 9 回 JARL 社員総会 成立 

https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/News2020/2020_news-6.htm#0630
https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/News2020/2020_news-6.htm#0630
https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/News2020/2020_news-9.htm#0908
https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/News2020/2020_news-9.htm#0908


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県支部報３ 

愛媛県総合防災訓練スナップ写真 

訓練参加者 

 
中山会場 消防職員から伝文を受ける 

 
中山会場から 伝文送信 

 
基地（本部）局の受信 

 
 

 

 

 

四国地方本部情報 

●９月５日の社員総会（継続総会）を無事終え

令和２年度の活動計画が承認されました。ま

だまだ新型コロナウイルスの規制により今

後どのような活動になるのかは１０月３日

の四国地方本部会議で方向性が決定される

予定です。 

昨年からＰＲして関心を持たれている「四国

ハムフェア（３月２１日計画）」についても

本部会議で日程、会場などが決定される見込

みです。今後の計画情報を含めて四国地方Ｈ

Ｐ、愛媛県支部ＨＰでご案内いたします。 

 

愛媛県支部情報 

●愛媛県支部の活動も新型コロナウイルスの

影響で３月以降の活動が停滞しております。 

その中で８月２８日、愛媛県総合防災訓練が 

伊予市双海町ふたみ潮風ふれあい公園を中

心に９会場で行われました。アマチュア局は

地元伊予市の局長に加え、近隣の松前町・砥

部町の局長の協力を得て中山町栗の里公園

を孤立地区に想定され、現地からふれあい公

園の基地局迄非常通信を行いました。 

事前伝搬実験では山間部でロケーションも

悪く、中継局を設けることも考えましたが参

加者の総意と工夫で簡単な延長ポールとＧ

Ｐアンテナで無事直接交信が出来ました。 

当日の活動詳細は茨城県水戸市のローカル

ＦＭ放送「FM ぱるるん」（76.2MHz）をキー

ステーションにて紹介されました。 

ＰＣではＪＡＲＬ Ｗｅｂの Redio jarl.com

にて第 86・87 回放送として約２か月間音声

記録されております。 

 



 

愛媛県支部 会計予算・実績記録 令和２年8月２５日現在

予算 実績 実績 実績 実績

250,019 173,061 118,559 39,306

277,000 277,000 277,600 278,400 268,600

収 10,000
3 2 1

3,000 30,000
入

280,000 277,603 278,402 308,601

参 530,019 450,664 396,961 347,907

考 20,000

10,000 5,675 11,708 14,362
165,000 146,477 156,226 166,176

0 0 0 0
5,000 1,092 1,880 820

支 10,000 0 0 0
15,000 0 20,036 0
10,000 0 0 0
44,000 43,736 39,479 34,050 45,490
3,000 0 0 2,500

15,000 2,520 7,922 0 0
出 0 0 0 0

0 0 0 0

277,000 46,256 200,645 223,900 229,348

483,763 250,019 173,061 118,559

小 計

次 期 繰 越 高

事 務 印 刷 費
コ ン テ ス ト 費
賞 典 費
非 常 通 信 費
諸 会 費
雑 費

会 議 費
催 物 費
渉 外 費
通 信 費
交 通 費
消 耗 品 費

雑 収 入

小         計

合         計

会計外寄付金

科               目

前 期 繰 越 高
地 方 本 部 費
賞 典 収 入
寄 付 金 収 入
受 取 利 息

令和２年度 愛媛県支部 活動費進捗状況

年               度 2年度 １年度 30年度 29年度

 

    ※ 雑収入：令和元年度会員増強ポイント報奨金 

※ 新型コロナウイルスの流行により活動停止のため支出は停滞しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県支部報４ 



＊得点集計で「運用日数」の欠落が多いようです。ご注意下さい。

＊クラブ対抗部門参加で代表者集計に対し個人提出サマリーシートに

  登録クラブ名の記載が無いものは個人提出を尊重し無効とする。

【県内局】
（１）個人電話の部

①オールバンド
★ ＪＡ５ＥＲＱ 仲    均 新居浜市 3,668,600

★ ＪＨ５ＧＣＶ 久保  光枝 大洲市 2,913,840

★ ＪＡ５ＹＬ 土居  チズ江 松山市 759,600

ＪＨ５ＰＷＧ 山川  妙子 東温市 640,500

ＪＡ５ＸＢＪ 篠原　久雄 四国中央市 535,350

ＪＪ５ＤＤＵ 篠田  徹 新居浜市 482,380

ＪＡ５ＩＢＹ 徳永  香 松山市 467,280

ＪＡ５ＸＬＯ 吉川  和子 東温市 129,600

ＪＡ５ＶＱＦ 相原  嘉男 東温市 106,260

ＪＡ５ＭＦＹ 久山  昭江 松山市 85,860

ＪＡ５ＣＢＸ 久保  國夫 大洲市 74,520

ＪＥ５ＰＨＯ 守屋　一夫 四国中央市 52,640

ＪＲ５ＩＰＬ 赤松  千枝 松山市 43,710

ＪＡ５ＷＧＹ 木下  貴代美 松前町 41,409

ＪＡ５ＮＣＫ 松嶋  明俊 四国中央市 29,520

ＪＡ５ＥＶＭ 船岡  藤雄 東温市 22,680

ＪＪ５ＭＩＢ 安部  暢哉 松山市 21,600

ＪＡ５ＤＶＷ 山下  福生 松山市 16,800

ＪＪ５ＫＯＪ 白石  修司 西条市 14,040

ＪＡ５ＰＪ 大沢　淳一 新居浜市 13,860

ＪＲ５ＦＣＧ 岡本　正弘 新居浜市 11,520

ＪＡ５ＳＰＵ 髙津  安義 松山市 10,920

ＪＡ５ＯＨＵ 片山  良浩 東温市 8,556

ＪＲ５ＥＭＪ 高橋　誠二 四国中央市 8,140

ＪＦ５ＳＲＴ 井川　政徳 四国中央市 7,020

ＪＡ５ＢＦＫ 伊藤　順一 東温市 5,600

ＪＡ５ＩＣＹ 藤井　光雄 東温市 5,520

ＪＡ５ＢＱＣ 田中  隆年 新居浜市 4,026

ＪＧ５ＭＣＷ 岡  　正宏 宇和島市 3,744

ＪＩ５ＫＫＵ 一色 さつえ 東温市 3,360

ＪＡ５ＩＤＨ 髙橋  寛 松山市 2,970

ＪＨ５ＢＷＡ 白石  彰 四国中央市 1,404

ＪＨ５ＯＫＬ 小田　善一 松山市 528

ＪＡ５ＲＥＦ/5 清水  宏典 東温市 96

ＪＡ５ＤＦＹ 川中　秀昭 伊予郡松前町 64

②３.５ＭＨｚ
★ ＪＦ５ＦＷＺ 近藤  征一 新居浜市 709,640

③７ＭＨｚ
★ ＪＥ５ＩＷＡ 中岡  忠幸 大洲市 3,474,240

④14ＭＨｚ
★ ＪＩ５ＧＬＧ 髙橋  忠明 新居浜市 108

第４６回 愛媛マラソンコンテスト結果
R2.5.17

★  入賞対象者　　☆　奨励対象者

愛媛県支部報５ 



⑥50ＭＨｚ
★ ＪＡ５ＲＣＴ 黒田  清忠 西条市 22,356

⑥144ＭＨｚ
★ ＪＥ５ＡＮＢ/5 河野  好憲 松山市 218,040
★ ＪＡ５ＣＣＦ/5 中村　悟 砥部町 82,880

ＪＥ５ＷＯＫ 加藤  説男 四国中央市 70,800
ＪＧ５ＭＤＺ 津田  和則 松山市 66,000
ＪＨ５ＭＯＶ 高橋  靖男 西予市 63,240
ＪＥ５ＭＨＰ 高橋  茂子 西予市 63,240
ＪＲ５ＴＩＯ 青木  正 松山市 38,940
ＪＧ５ＤＨＸ 小野  省己 新居浜市 35,600
ＪＪ５ＥＶＡ/5 岡田　清 砥部町 24,480
ＪＦ５ＣＵＲ 尾佐古  博 新居浜 10,250
ＪＡ５ＷＨＫ 小畑  健二 西条市 7,520
ＪＡ５ＥＺＵ 髙橋　荒二 西条市 5,760
ＪＥ５ＥＴＯ 田鍋  清 今治市 4,725
ＪＨ５ＱＪＫ/5 長野  雄一 松山市 2,880
ＪＡ５ＩＯＥ 藤本  力 西条市 1,540
ＪＰ３ＶＯＲ/5 松浦　明彦 宇和島市 1,344
ＪＲ５ＬＰＲ 村上  隆 松山市 1,296
ＪＡ５ＳＡＮ 松浦　明彦 宇和島市 224
ＪＡ５ＨＷＫ/5 中村　仁美 砥部町 216
ＪＨ５ＰＷＳ 南條  正都 今治市 84
ＪＦ５ＤＡＢ/5 中村　純 砥部町 72
ＪＧ５ＲＮＷ 岡本　利恵 新居浜市 4
ＪＧ５ＣＡＪ/5 渡部  真也 松山市 108
ＪＦ５ＳＧＵ 黒田  和明 宇和島市 12

⑦430ＭＨｚ
★ ＪＩ５ＤＩＨ/5 森    孝博 松山市 40,420

ＪＪ５ＥＲＡ 岡本  正之 松山市 31,600
ＪＩ５ＣＫＦ 菅    光眞  伊予市 20,300
ＪＨ４ＷＡＺ/5 松浦　和成 広島県東広島市 11,200
ＪＧ５ＧＷＬ 宮武  省二 松山市 8
ＪＧ５ＨＦＹ 金倉  隆平 松前町 1

⑧1200ＭＨｚ
★ ＪＧ５ＰＭＱ 木村  信夫 新居浜市 17,080

ＪＪ５ＥＴＹ 向居　拓真 松山市 960

⑨2400ＭＨｚ
ＪＩ５ＧＲＰ 向居　律 松山市 9

⑩5600ＭＨｚ
★ ＪＲ５ＥＥＫ 仙波  満夫 松山市 6

⑪４７ＧＨｚ
★ ＪＡ５ＪＳＵ 久山  出 松山市 4

⑫ジュニア（☆奨励賞）
★ ＪＪ５ＭＭＫ/5 大塚  ゆうみ 東温市 707,610
☆ ＪＪ５ＯＡＺ 神山　勝哉 新居浜市 96,050

ＪＪ５ＰＱＤ 近藤  悠成 新居浜市 384
ＪＪ５ＰＪＥ 岡本  晃 新居浜市 1
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（２）個人電信の部
①オールバンド

★ ＪＨ５ＥＺＪ 小野　史郎 新居浜市 2,770,560
★ ＪＡ５ＢＱＣ 田中  隆年 新居浜市 2,688,060

ＪＨ５ＨＤＡ 関岡  久志 松山市 1,470,760
ＪＡ５ＥＶＭ 船岡  藤雄 東温市 304,560
ＪＡ５ＤＩＭ 林　章二 今治市 76,884
ＪＧ５ＭＣＷ 岡　正宏 宇和島市 31,808
ＪＧ５ＣＡＪ 渡部  真也 松山市 14,418
ＪＧ５ＤＨＸ 小野  省己 新居浜市 12,768
ＪＧ５ＢＩＫ 白田　哲司 四国中央市 12,054
ＪＡ５ＥＲＱ 仲    均 新居浜市 7,360
ＪＲ５ＦＣＧ 岡本　正弘 新居浜市 2,310
ＪＡ５ＰＪ 大沢　淳一 新居浜市 216
ＪＰ３ＶＯＲ/5 松浦　明彦 宇和島市 24
ＪＡ５ＤＦＹ 川中　秀昭 伊予郡松前町 6
ＪＨ５ＬＶＣ 斉藤  全弘 西条市 1
ＪＡ５ＷＨＫ 小畑  健二 西条市 1

（３）社団局の部  （＊＊アマチュア無線クラブ＝＊＊ＡＭＣと表示する場合があります）

★ ＪＡ５ＹＸＢ 愛媛ＹＬハムクラブ 松山市 5,166,810

ＪＡ５ＹＤＩ 愛媛ＡＭＣ 新居浜市 3,292,510
ＪＨ５ＺＺＪ 東温ＡＭＣ 東温市 562,120
ＪＲ５ＹＡＥ 北条市ＡＭＣ 松山市 65,330
ＪＲ５ＹＤＭ 石鎚ハムクラブ 西条市 49,140
ＪＲ５ＹＣＱ 四国中央市ＡＭＣ 四国中央市 16,524
ＪＨ５ＺＨＲ 松山地区ＳＨＦ研究会 松山市 4,200
ＪＨ５ＺＨＣ/5 綱付山ローカル 西条市 1,620
ＪＨ５ＺＭＳ ﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞ松山ＡＭＣ 松山市 4
ＪＨ５ＺＴＪ ﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞ愛媛ＡＭＣ 松山市 4

（４）クラブ対抗の部
★ 38-1-03　      愛媛ＡＭＣﾞ 新居浜市 11,652,028

38-4-04        愛媛ＹＬハムクラブ 松山市 10,248,609
38-1-04 　     大洲ＡＭＣ 大洲市 3,548,760
38-1-18 　     東温ＡＭＣ 東温市 2,034,485
38-4-27 　     四国中央ＡＭＣ 四国中央市 733,452
38-4-21 　     愛媛２ｍ SSB愛好会 西予市 141,455
38-4-23　      松山地区ＳＨＦ研究会 松山市 8,140

【県外局】
（１）個人電話の部

①オールバンド
★ ＪＡ４ＩＯＭ 大石原　修 広島県呉市 206,550
★ ＪＨ４ＦＵＦ 坂元  一寛 広島県呉市 4,860

ＪＡ７ＡＭＫ 伊藤　清郎 岩手県奥州市 2,470

ＪＡ７ＢＥＷ 丸山　政之 岩手県西磐井郡 2,112

ＪＡ６ＦＸＬ 郡山　洋子 長崎県長崎市 1,296

ＪＡ２ＶＨＧ 石井  盛隆 岐阜県加茂郡 735

ＪＨ１ＥＤＡ/1 田端　宗太郎 埼玉県川越市 144

ＪＡ７ＳＬＫ 阿部  興吉 山形県酒田市 120

ＪＭ３ＱＩＳ/3 筌場  幸一 兵庫県淡路市 105

ＪＫ２ＶＯＣ 福田　佳広 三重県津市 84

ＪＨ７ＵＪＵ 西内  伸広 宮城県仙台市 84

ＪＲ２ＵＴＨ 松林　淳 愛知県豊明市 63

７Ｋ３ＯＲＨ 江原　誠也 埼玉県春日部市 8

ＪＡ１ＪＮＲ 君塚　純一 神奈川県横浜市 8  
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②3.5ＭＨｚ
★ ＪＧ６ＴＸＷ 清田　政勝 熊本県玉名郡 324

ＪＲ５ＰＰＮ 鈴木  重香 香川県木田郡 320
ＪＪ３ＴＴＨ 宮本  忠明 大阪府岸和田市 100
ＪＡ４ＫＧＨ 清水  勝則 山口県熊毛郡 100
ＪＪ２ＳＱＪ 尾崎　司 三重県三重郡 96
ＪＦ５ＳＩＭ 長尾　宗胤 香川県綾歌郡 80
ＪＡ６ＰＲＧ/3 田中　康博 大阪府高槻市 18
ＪＫ１ＷＳＨ 鶴留　武彦 神奈川県足柄上郡 18
ＪＦ２ＦＩＵ 丸川  芳文 愛知県豊橋市 9
ＪＡ７ＶＨＪ 千葉　誠 宮城県仙台市 1

③７ＭＨｚ
★ ＪＩ１ＲＳＪ 船山　敏 栃木県宇都宮市 3,510
★ ＪＦ２ＭＶＩ 峯田　耕治 静岡県沼津市 3,240

ＪＡ９ＬＮＺ 松平  裕文 石川県白山市 1,539
ＪＡ１ＸＨＣ 青木  文男 東京都板橋区 1,458
ＪＥ１ＥＮＩ 田中　義男 神奈川県横浜市 672
ＪＧ１ＬＨＢ 飛田　隆 千葉県船橋市 612
ＪＡ１ＪＵＲ 中村  英男 神奈川県藤沢市 360
ＪＨ８ＭＹＢ 原田　進 北海道三笠市 300
ＪＲ０ＭＡＺ 柳　文枝 新潟県長岡市 275
ＪＡ８ＤＨＶ 中嶋  裕一 北海道札幌市 220
ＪＱ１ＨＹＢ 森田  肇 埼玉県さいたま市 175
ＪＦ２ＡＺＭ 今井　紀男 岐阜県美濃加茂市 168
ＪＡ０ＤＶＥ 平野  正紀 長野県千曲市 162
ＪＲ１ＷＥＲ 佐野　和人 山梨県中巨摩郡 160
ＪＨ０ＦＯＧ 佐々木　信和 新潟県長岡市 144
ＪＳ１ＣＸＶ 澁谷　勤 東京都江戸川区 120
ＪＲ１ＢＱＪ/1 山田　実 東京都町田市 112
ＪＩ１ＤＵＶ 西田　治 埼玉県加須市 105
ＪＮ１ＡＬＬ 鈴木　正哲 埼玉県八潮市 100
ＪＡ８ＩＢＵ 細谷　彰 北海道釧路郡 90
ＪＥ２ＫＴＨ 堀ノ内　利夫 静岡県御殿場市 90
ＪＡ０ＢＢＭ 歌代  保利 新潟県柏崎市 84
ＪＩ２ＩＷＢ 松岡  邦彦 愛知県岡崎市 50
７Ｍ４ＱＯＣ 高橋　宏年 千葉県野田市 48
ＪＲ０ＧＫＧ 鈴木　正三 長野県北佐久郡 18
ＪＲ３ＫＡＨ 伊藤  光市 兵庫県姫路市 18
ＪＨ８ＸＴＥ 棚橋　誠 北海道赤平市 8
ＪＡ６ＵＨＳ/1 江原　誠也 埼玉県春日部市 1
ＪＤ１ＢＩＡ 田久保　洋 東京都小笠原村 1

④50ＭＨｚ
★ ＪＮ４ＰＭＯ/4 久永  透 岡山県倉敷市 637

⑤144ＭＨｚ
★ ＪＮ４ＴＢＩ/4 柏倉  美紀夫 広島県呉市 15,870
★ ＪＪ４ＢＭＰ 松下  靖幸 山口県周南市 11,130

ＪＲ４ＴＤＶ 下川　隆志 岡山県倉敷市 3,630
ＪＲ４ＭＲＪ 桑原  猛 山口県柳井市 2,700
ＪＥ４ＫＬＩ 堂官  利秀 広島県広島市安 798
ＪＯ４ＤＦＸ 中野　幸宏 山口県岩国市 728
ＪＲ５ＢＵＡ/5 下川  保 香川県仲多度郡 440
ＪＡ４ＧＱＤ 沢田  哲雄 広島県廿日市市 324
ＪＡ４ＩＦＳ/4 河野　武俊 山口県下松市 98
ＪＨ４ＧＵＭ 眞田　友明 岡山県笠岡市 27
ＪＫ４ＤＵＪ 井下　義雄 広島県広島市 20
ＪＩ５ＳＡＯ 丸山 誠 香川県高松市 4
ＪＨ４ＥＭＫ/4 小竹 寿男 広島県庄原市 4  
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⑥1200ＭＨｚ
★ ＪＨ４ＰＵＳ 瀧口  豊 広島県三原市 720

ＪＲ４ＸＭＥ 白木　利治 山口県岩国市 84
ＪＥ４ＬＳＰ 青木  邁 山口県光市 1

⑦2400ＭＨｚ
★ ＪＡ４ＴＳＦ/4 鳥居　正勝 山口県下松市 8

⑧10.1ＧＨｚ
★ ＪＡ４ＲＦＤ/4 田中  久司 山口県周南市 1

⑨ジュニア
★ ＪＪ１ＮＷＧ 髙橋　晴輝 千葉県野田市 50

ＪＦ９ＲＧＢ 東　咲希 福井県福井市 12

（２）個人電信の部
①オールバンド

★ ＪＡ５ＮＳＲ 庄野  寛 徳島県阿南市 3,920
★ ＪＲ２ＵＴＨ 松林　淳 愛知県豊明市 2,640
★ ＪＡ６ＦＯＦ 郡山　勝視 長崎県長崎市 1,881

ＪＨ４ＦＵＦ 坂元  一寛 広島県呉市 1,760
ＪＲ２ＡＷＳ 上嶋  眞一 岐阜県高山市 1,760
ＪＦ２ＭＶＩ 峯田　耕治 静岡県沼津市 1,260
ＪＨ０ＦＯＧ 佐々木　信和 新潟県長岡市 1,200
ＪＡ５ＣＢＵ 立花  眞一 香川県かがわ市 1,120
ＪＩ７ＲＲＳ 愛澤  純 福島県いわき市 1,080
ＪＡ７ＡＭＫ 伊藤　清郎 岩手県奥州市 936
ＪＡ２ＨＵＶ 仁科　豊 静岡県伊豆市 840
ＪＦ１ＤＦＡ 阿部　征史 千葉市花見川区 784
ＪＨ１ＮＸＵ 井口  昭敏 茨城県古河市 756
ＪＦ２ＦＩＵ 丸川  芳文 愛知県豊橋市 750
ＪＡ１ＵＯＡ 木下  博茂 神奈川県川崎市 624
ＪＡ０ＤＶＥ 平野  正紀 長野県千曲市 585
ＪＫ１ＬＵＹ 星野  基 埼玉県北本市 576
ＪＡ１ＪＮＲ 君塚　純一 横浜市青葉区 504
ＪＨ２ＦＯＲ 赤堀　善男 愛知県あま市 420
ＪＧ１ＬＨＢ 飛田　隆 千葉県船橋市 360
ＪＡ１ＸＨＣ 青木  文男 東京都板橋区 350
ＪＡ７ＡＣＶ 岸　　秀 宮城県仙台市 270
ＪＪ１ＣＷＲ 西田　修三 千葉県茂原市 240
ＪＲ１ＢＱＪ/1 山田　実 東京都町田市 216
ＪＡ９ＬＮＺ 松平  裕文 石川県白山市 192
ＪＡ４ＦＰＷ 長尾  和廣 岡山県岡山市 192
ＪＫ８ＰＢＯ 中村  昌敏 北海道札幌市 189
ＪＧ３ＰＴＢ/1 緒方　朋行 神奈川県大和市 168
ＪＦ３ＲＯＨ 藤田  敏雄 兵庫県丹波市 168
ＪＪ３ＴＴＨ 宮本  忠明 大阪府岸和田市 144
ＪＪ１ＱＬＴ 小池　博明 東京都日野市 144
ＪＡ７ＳＬＫ 阿部  興吉 山形県酒田市 140
ＪＲ３ＸＥＸ 伊達　寿夫 京都府与謝郡 112
ＪＨ７ＵＪＵ 西内  伸広 宮城県仙台市 105
ＪＡ３ＵＷＢ 岩本  哲哉 京都府京都市 105
ＪＥ１ＰＭＱ 菊池　真一 栃木県那須郡 96
ＪＡ７ＥＨＴ 佐藤　博明 宮城県仙台市 80
ＪＲ３ＫＡＨ 伊藤  光市 兵庫県姫路市 80
ＪＦ０ＩＵＮ 佐藤  武夫 新潟県長岡市 75
ＪＡ１ＧＴＦ 石田　弘市 茨城県水戸市 72  
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ＪＫ２ＶＯＣ 福田　佳広 三重県津市 70
ＪＡ７ＢＥＷ 丸山　政之 岩手県西磐井郡 60
ＪＡ１ＬＫＹ 滝　昌弘 茨城県高萩市 54
７Ｍ４ＱＯＣ 高橋　宏年 千葉県野田市 45
ＪＨ４ＪＵＫ 末田 廣文 広島県竹原市 36
７Ｋ１ＪＦＭ 梯　　達郎 神奈川県横須賀市 36
ＪＩ１ＮＺＡ 朝井　拓郎 千葉県浦安市 30
ＪＡ０ＷＤＶ 山野井　直登 長野県千曲市 30
ＪＲ２ＮＴＣ 山川  潤 愛知県岩倉市 24
ＪＦ１ＰＢＫ 真仲　高行 千葉県印旛郡 24
ＪＯ３ＵＣＳ 西原　準人 京都府船井郡 24
ＪＡ０ＥＫＹ 依田　崇 長野県飯山市 18
ＪＯ１ＥＥＱ 後藤  伸一 栃木県宇都宮市 12
ＪＡ１ＲＺＷ 喜田　哲夫 群馬県前橋市 12
ＪＡ０ＣＴＷ 中村  志朗 長野県東筑摩郡 12
ＪＨ３ＨＤＵ 中井　裕一 大阪府大阪市 6
ＪＪ０ＵＴＲ 小泉　雅裕 新潟県上越市 4
ＪＧ１ＢＧＴ 氏家　悟 千葉県船橋市 4
７Ｋ３ＯＲＨ 江原　誠也 埼玉県春日部市 2
ＪＡ９ＢＦＡ/1 小木曽　秋夫 茨城県龍ヶ崎市 2
ＪＡ０ＫＪＤ 平松　克己 長野県上伊那郡 1
ＪＡ６ＵＨＳ/1 江原　誠也 埼玉県春日部市 1

（３）ＳＷＬの部
★ ＪＡ１－２２８２５ 大森　功 茨城県日立市 630

ＪＡ４－３７２９４ 冨田  浩司 岡山県岡山市 400

（４）社団局の部
★ ＪＡ６ＹＷＹ 宇土無銭クラブ 熊本県宇土市 4,080

ＪＲ４ＺＭＳ とどクラブ 広島県東広島市 3,332
ＪＡ５ＹＯＭ 四国レジャリーハムクラブ 香川県仲多度郡 56
ＪＪ２ＹＫＺ Yoshitec　ハムクラブ 東京都府中市 1

（５）クラブ対抗の部
★ 33-1-9         光ｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ 山口県光市 13,830
★ 43-1-7　       宇土無銭クラブ 熊本県宇土市 4,080

20-4-59 　     愛知コンテストクラブ 愛知県豊明市 3,486
03-1-6       　ＪＡＲＬグリーンクラブ 岩手県西磐井郡 2,172
14-1-9         古河アマチュア無線クラブ 茨城県古河市 756
10-3-49        ＴＤＫ 長野県千曲市 647
10-1-10      　三文字クラブ 神奈川県川崎市 624
36-4-8       　四国レジャリーハムクラブ 香川県仲多度郡 496
10-4-68        全国ＣＷ同好会 千葉県茂原市 240
22-1-2　       ＪＡＲＬ京都クラブ 京都府京都市 105
27-4-34       　西国コンテストクラブ 兵庫県淡路市 105
35-1-4　       ＪＡＲＬ竹原クラブ 広島県竹原市 36
36-1-1         ＪＡＲＬ香川クラブ 香川県高松市 4
33-4-1         マイクロウェーブ山口 山口県光市 1  

 

 

※ 入賞者の賞状、副賞は９月末までに送付予定 
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● 愛媛 YLハムクラブ（JA5YXB） 

 

エヒメＹＬコンテスト終了に寄せて 

２０１７年度に愛媛ＹＬハムクラブ：ＪＡ５

ＹＸＢの開局４０周年記念行事として、“愛媛

マラソンコンテストの活性化”を目的に実施し

ました「エヒメＹＬコンテスト」も３回をもっ

てこのたび終了しました。おこがましいように

も思えましたが、回を重ねるごとに意識も向上

し、力を合わせて積極的な取り組みができたよ

うに思います。ローカル各局との交信にも弾み

がつき参加局の得点も次第に伸びてきたこと

は“愛媛マラソンコンテストの活性化”に貢献

できたのではと思っています。 

参加各局様はじめ皆様方のご協力に深く感謝

申し上げるとともに今後ともよろしくお願い

いたします。 

 

ＪＡ５ＹＸＢエアーミーティング２，０００

回を達成！！  

いつもよりやや緊張して望んだミーティング

でした。 

２０２０年７月２１日（火）２０:３０、2ｍメ

インより「ＪＡ５ＹＸＢメンバー各局、こちら

はＪＡ５ＹＸＢ/5、これから第２，０００回エ

アーミーティングを始めます。145.16 移動よ

ろしく」大洲のキー局ＪＨ5ＧＣＶの声で始ま

りました。 

大きな大きなこの節目のミーティングを、メ

ンバー以外からも参加していただくことにし

ました。通常のミーティングの後にブレイクタ

イムをもうけて、ローカル各局からＦＢなお声

がけと、お祝いのメッセージをいただきまし

た。うれしいかぎりでした。より記念に値する

ミーティングになりました。 

１９７７年（Ｓ.52）開局、最初の頃は２週に

１度のエアーミーティングが毎週になって迎

えた２，０００回、本来ならば東京オリンピッ

ク開催直前ではあったのですがそれに変わっ

てコロナ禍のもとで世情の動きも忘れ得るこ

とができません。 

ＹＸＢメンバーの強い絆と深い思いやりで歩

みつづけてきた証だと思います。同時に多くの

皆様方に支えられてのたまものです。本当にあ

りがとうございました。 

このよき歩みが継続できますよう今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

 

新型コロナ感染症が一日も早く収束（終息）し

て平穏な日常が戻り、活動の自由が確保される

のを願っています。 

 

● 東温アマチュア無線クラブ（JA5ZZJ） 

 6月 27日、東温クラブではクラブ総会を開催、

令和元年度の事業結果報告、令和 2年度の事業

計画、クラブ規定の改定などを行いました。  

令和元年度は例年計画の通り、東温市の防災

訓練や文化祭に参加、もちろん忘年会やビヤパ

ーティなどで会員の親睦を高めました。 

令和 2年度は新型コロナウイルスの流行で

クラブの行事はやや停滞気味ですが8月 2日の

フィールドデーコンテストに参加、塩ヶ森公園

より森林浴を兼ねて電波を出しました。 

 

 



総務省からのお知らせ （電子申請・届出システム） 

 
※ 「ハムのつどい」中止のため総務省の啓蒙活動として電子申請についてご案内を 

掲載させていただきました。 

 
 

電子申請・届出システムLite
https://www.denpa.soumu.go.jp/public2/

●電子証明書やICカードリーダがなくても、
ユーザＩＤ・パスワードで 電子申請ができ
ます。
●パソコン及びスマートフォン等にソフト
ウェアを導入することなく、電子申請ができ
ます。
●ＳＳＬ暗号化通信により、安全に電子申請
ができます。
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組    織 コールサイン・氏　　名 住　　所 組    織 コールサイン・氏　　名 住　　所

支部長 JH5SAL  薦田　直志 松山市 運営委員 JA5ERQ  仲    均 新居浜市

運営委員 JA5YL   土居チズ江 松山市 運営委員 JJ5DDU  篠田  徹 新居浜市

運営委員 JG5MDZ  津田  和則 松山市 運営委員 JA5NCK  松嶋 明俊 四国中央市

運営委員 JI5DIH  森    孝博 松山市 四国監査長・ 監査委員長 JR5WHY  三嶋　力 松山市

運営委員 JA5EVM  船岡　藤雄 東温市 監査員 JA5TJF  鈴木　直志 四国中央市

運営委員 JA5BUD  阿部　明徳 新居浜市 監査員 JG5PMQ  木村　信夫 新居浜市

運営委員 JA5DBE  立花  武博 宇和島市 監査員 JA5IOE  藤本　力 西条市

運営委員 JE5PXE  西森　正一 砥部町 監査員 JA5CHI  菅　　輝昭 今治市

運営委員 JA5MFY  久山 昭江 松山市 監査員 JA5OF   枇杷田庸雄 宇和島市

運営委員 JF5EYY  神尾  奏昭 松山市 監査員 JA5JEW  大西 英喜 四国中央市

運営委員 JJ5ETY  向居 拓真 松山市 監査員 JG5BIK  白田 哲司 四国中央市

運営委員 JH5DGO  亀岡　宗三 松山市 監査員 JF5FWZ  近藤　征一 新居浜市

運営委員 JE5ETO  田鍋  清 今治市 四国地方本部選出社員 JA5XPD  渡部  理教 新居浜市

運営委員 JA5ICＹ 藤井 光雄 東温市 ＪARLネットワーク委員 JH5QJE  中村 雅和 松山市

令和２年－３年度支部運営委員

 
 

 

登録クラブには社団局を持ったクラブもありますが、社団局とは直接の関係はありません。

登録番号 ク ラ ブ 名 称 代表者氏名
代表者

呼出符号
社団局

呼出符号

38-1-001 今治アマチュア無線クラブ 菊川　憲一 JA5ATB
38-1-002 JARL宇和島クラブ 立花　武博 JA5DBE JA5YXK
38-1-003 愛媛アマチュア無線クラブ 仲     均 JA5ERQ JA5YDI
38-1-004 大洲アマチュア無線クラブ 久保　國夫 JA5CBX JA5YEN
38-1-018 東温アマチュア無線クラブ 相原　嘉男 JA5VQF JH5ZZJ
38-1-019 砥部町災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ 三好　眞人 JA5ASW JR5YED
38-3-004 愛媛県庁アマチュア無線クラブ 池野  光則 JG5URM JA5YAX
38-3-005 松山市役所アマチュア無線クラブ 亀岡  宗三 JH5DGO JA5ZDS
38-4-004 愛媛YLハムクラブ 久山　昭江 JA5MFY JA5YXB
38-4-007 アマチュア無線クラブ松山72会 藤井　光雄 JA5ICY JA5YEH
38-4-019 愛媛アワードハンターズグループ 藤本　力 JA5IOE
38-4-021 愛媛２ｍSSB愛好会 高橋　靖男 JH5MOV
38-4-023 松山地区SHF研究会 久山　出 JA5JSU JH5ZHR
38-4-025 愛媛しまなみクラブ 田鍋　清 JE5ETO
38-4-026 APRS&VoIP実験グループ 津田　和則 JG5MDZ
38-4-027 四国中央アマチュア無線クラブ 松嶋　明俊 JA5NCK JR5YCQ

クラブ名称に下線のあるクラブは、それぞれのHPにリンクしています。

令和２年度 愛媛県支部登録クラブ   （令和２年7月31日）

「JARLクラブ規程」に基づいて登録したクラブは、クラブの所在地があるJARL支部に所属
し、支部主催の各種行事や、JARL主催のコンテストの「クラブ対抗部門」に参加できるほ
か、ＪＡＲＬ　Ｗｅｂの「ＭＬサービス」や「Ｗｅｂサイトサービス」を受けられるほか、
販売品の一定額以上の購入に対する割引などの特典が受けられます

登録期間：令和２年5月１日～令和４年4月30日
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