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第４７回ホーツク支部大会は１０月１８日（日）午後１時 
から津別町中央公民館を会場に開催予定でしたが、新型コ 
ロナウイルス感染防止のために中止となりました。大会に 
は各局からの皆さん、地方本部長、JARL 理事が出席予定 
でしたが残念です。春からの代表者会議も開けずにいまし 
たが唯一、第４４回オホーツクコンテストは実施され、道 
内と全国から１５０局の応募をいただきました。こんな時 
だからこそアマチュア無線が活躍することかもしれません。 
昨今、地震、風水害の被害も多くなり、通信網が見直されることになるのではないでしょうか。 
 

  

 

オホーツク支部各局初めまして 

この度、小笠原支部長の後を引継ぐ事になりました JA8TOS 窪田信祐と言います。所属は、津別ア

マチュア無線クラブです。よろしくお願いいたします。 

今回の支部長交代は、コロナウイルスの影響で大変遅くなりました。支部の活動予定も中止が相

次ぎ各局には、大変申し訳なく思い ます。今後も、コロナウイルスの収

束が見通せない中、今後も支部の活 動も見直しをしていかなければな

りません。今後、支部のグランドア イボールも必要ですし、お互い顔を

見て、気心を知りながら、アマチュ アの輪を広げ繋いでいきたいと思

います。 

全国的にもアマチュア局の減少は、 携帯電話やパソコン等通信手段の

変化で「アマチュア無線を離れる人」 や「アマチュアの資格を取る人」が

少なくなり、地域クラブの数やクラ ブ局員が減少し、オホーツク支部の

アマチュア局数も年々減少しています。今後仲間を増やす方法や取り組みを考えていきたいと思い

ます。通信技術の進歩はアマチュア無線の世界でも進み、乗り遅れることなく日々私たちも努力し

ていかなければなりません。 

近年災害が随分見られる様になり、アマチュア局の優位点は、非常時の通信手段として活躍する場

が挙げられると思います。日々の通信訓練を行い、各局同士の繋がりを大事にしていきましょう。 

今後、支部発展のため、各局と連携をとりながら、頑張りますので、各局のご協力をお願いします。 
 

新支部長挨拶 JA8TOS 窪田 信祐 

（昨年の大会） 
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 私達が開局した１９８０年代から９０年代は電搬状況が非常に良く、どの周波数も良く聞こえておりました。

特に２１MHｚや１４MHｚでは海外からの電波が強く入っていました。電波を発射しだして数年経った頃に

は、ＤＵ(フィリピン)・ＶＫ(オーストラリア)・ＶＳ(香港)等の局と毎日のようにコンタクトするようになりま

した。勿論 かたことの英語と日本語での付き合いです。この頃は毎日のように無線を楽しんでおり、自分た

ちも何時かは・・・・ 

「海外から電波を出してみたい」との思うようになりま

した。そんなとき（１９９０年６月） 

ＶＫ４ＶＬＩ（ジェフさん夫妻）が我が家に遊びに来ま

した。遠来のお客さんで無線の仲間です。ジェフさん夫

妻は「お早う」「さようなら」くらいの会話力でしたが、

北見クラブでの８J8ITU の反省会に彼らを招待したと

ころ大変な盛り上がりでした。 

 翌年の６月の初めに２１MHz でジェフさんと交信し

た時、冗談紛れに「そのうちに遊びにブリスベンへ行く

よ」と日本語で言ったところ、聞いていた誰かが英訳し

伝えてしまいました。翌日か「重美と栄子」が来ると全

国放送が始まり、行かなくてはならない状況になりました。 

上の QSL はその時に発行したものです。 

＊６月の初め ・従免と局免の英字証明の申請 ・６月２５日 北海道電気通信監理局か              

ら証明書届く 

＊７月３０日 ブリスベンの通信局に申請 １５分ほどで免許発行 

   VK4IIX・・・JH8XIX  VK4IIZ・・・JH8XIZ   ホームステイする VK4VLI 局に配慮して二文字

は遠慮した。これが初めての海外からの電波の発射で感動しました。 

 これを機に１９９３年ユニセフハムクラブに入会し、

スタディーツアーに参加するようになりました。 

この年の１２月下旬 S2(バングラデシュ)・９N(ネパー

ル)に出かけました。 

  ・S21YB・９N1XI・・・・JHJ8XIX 

  ・S21YC・９N1IZ・・・・JH8XIZ 

  バングラデシュには２回ネパールには４回出  

かけましたがいつも同じコールを頂き、電波を出し  

ていました。日本では、プリフイックスは J か７で始

まりますが、海外からは I・F・EO・P・N・K などで

始まる多様なプリフィクスでしたので、コール取るのに苦労しました。 

 無線を通して色々な機会に恵まれ交流関係にも広がりをみせ、タイ・中国・韓国・ハワイ等にも出掛けまし

たし、国内においても全国（日本縦断）を車で移動し親交を深めることも出来ました。旅行好きな私達にとっ

ては一石二鳥ではなく三鳥の値がありました。今でも毎日のように電波は出しています。JH8XIX は SSTV（８

月）を JH8XIZ はヨットのサポートネットに、日々楽しんでいます。 

                            de.  JH8XIX 原田重美& JH8XIＺ原田栄子 
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第４４回オホーツクコンテスト

は７月１８日から１９日にかけて

実施されました。管内の会員

は減少していますが、コンテス

トにはすべての部門にわたり、

管内、管外から１５０局（昨年は

１５１局）からのログ提出があり

ました。同日に他県のコンテス

トと重なる状況にありましたが、

１局との交信でも多くの応募が

多くありました。ここ数年は参加局数が少なくて残念！の声もありましたが、

それぞれ局長さん方の都合もあることから、やむを得ないことと思います。今

回、コンテストへの初参加者や、数年間連続で参加されている局もあります。

今年になって、新型コロナウイルスの発生により感染防止対策が講じられる

中、例年通りの全国局長さんたちからの交信応募があり元気づけられたことです。 

 
 

＜管外局＞ ●「特別賞」を期待して参加しているときは、だいたい当たらないものですね。【ＪＪ２ＱＸＩ】 ●ハイ

バンドが開けず得点が激減しました。【ＪＧ１ＣＦＯ】 ●ＣＷオンリーですが３年ぶりに参加させて頂きました。コン

デションがやや改善したように思います。来年に期待します。【ＪＧ３ＣＱＪ】 ●昨年は入賞できて賞状を頂きました。

今年はコンデションが悪かったです。【ＪＩ１ＩＩＦ】 ●今年も参加できてうれしく思っています。次回も楽しみにし

ています。【ＪＦ１ＤＦＡ】 ●ＱＳＯ頂きました管内の各局ありがとうございました。この結果が発表される頃、コロ

ナが終息して普通の生活になっていますように。【ＪＦ２ＦＩＵ】 ●ＣＷが好きです、でもＱＲＰの方がもっと好きで

す。【ＪＧ１ＢＧＴ】 ●短時間ですが楽しめました。【ＪＨ０ＩＧＧ】 ●次回も頑張りたいと思います。【ＪＨ０ＲＯ

Ｓ】 ●今年も参加できて良かったです。【ＪＡ１ＪＵＲ】 ●大分県別府市より参加しました。ありがとうございまし

た。【ＪＥ６ＯＸＵ】 ●ＪＡ５コンテストとの同時参加でした。【ＪＧ３ＤＯＲ】 ●交信していただいた管内局の皆

様ありがとうございました。【ＪＬ１ＥＥＦ】 ●ハイバンドは不安定で２ＱＳＯしかできませんでした。次回は頑張り

ます。 

管      内      局 

部 門 
順

位 
コールサイン 

得 

点 
運用地 

3.5ＭＨｚ 

1 ＪＨ８ＢＺＡ 270 北見市 

2 ＪＨ８ＸＩＸ 105 北見市 

3 ＪＨ８ＤＩＶ 30 斜里町 

   

７MＨｚ 

 

1 ＪＲ８ＳＵＣ 5358 網走市 

2 ＪＦ８ＣＵＨ 2040 遠軽町 

3 ＪＲ８ＬＲＱ 304 北見市 

１４ＭＨｚ 1 ＪＨ８ＲＪＳ 1512 遠軽町 

２１MＨｚ 1 ＪＨ８ＧＳＶ 20 美幌町 

 ２８MＨｚ 1 ＪＭ８ＨＵＤ 12 湧別町 

 ５０MＨｚ 1 ＪＥ８ＣＺＴ 30 遠軽町 

マル電信 1 ＪＡ８ＪＸＣ 31920 北見市 

マルチ  

電信電話 
1 ＪＨ８ＤＢＪ 9828 北見市 

マルチオ

ペレータ- 
1 ＪＡ８ＹＰＧ 3168 紋別市 

管 外 入 賞 局 

部 門 
順

位 
コールサイン 得点 

３，５MＨz 1 ＪＡ８ＩＢＵ  16 

 

7MＨz 

1 ＪＨ７ＫＳＵ 32 

2 ＪＭ２ＲＵＶ 32 

3 ＪＪ２ＱＸＩ 28 

 4 ＪＲ２ＭＩＯ 20 

14MＨz 
1 ７Ｎ２ＪＺＴ 12 

2 ＪＧ３ＸＤＲ 6 

21MＨｚ 
1 ＪＡ１ＱＸＣ 12 

2 ＪＲ５ＥＺＮ 6 

28MＨｚ 1 ＪＡ４ＲＳＩ 4 

144ＭＨｚ 1 ＪＪ８ＶＸＲ 264 

      

マルチ   

電信 

1 ＪＲ２ＡＷＳ 45 

2 ＪＦ２ＦＩＵ  45 

3 ＪＧ６ＪＡＶ 40 

4 ＪＭ６ＥＫＹ 30 

 5 ＪＨ１ＮＸＵ 30 

マルチ   

電信電話 

1 ＪＧ１ＣＦＯ 160 

2 ＪＲ１ＱＢＡ 56 

SWL 1 ＪＡ１-２２８２５ 24 

マルチオ

ペレータ 
1 ＪＡ６ＹＷＹ 28 

 



１．実行委員長挨拶　 登録番号 代表者 連絡先

７．第４４回オホーツクコンテスト表彰式

　科　目 　決算額 　科　目 　予算額

前期繰越 25,625 前期繰越 54,919

　支部費 149,200 　支部費 143,430 役職 氏　　名 コールサイン

　利　息 0 　利　息

　計 174,825 　計 198,349

総務幹事 小山　穂積 JI８PTP

　科　目 決算額 　科　目 予算額　 会計幹事 増子　麗子 ＪＩ８ＴＸＦ 北見市

　会議費 12,720 　会議費 45,000 幹　　　事 杉村　吉一 JA８JXC

　催物費 31,016 　催物費 35,000 幹　　　事 土屋　正幸 ＪＲ８ＩＶＳ

　通信費 23,650 　通信費 35,000 地区幹事 神田　　薫 JH８OHI

　交通費 0 交通費 0 地区幹事 品田　敏和 JR８SUB 網走市

消耗品費 3,421 消耗品費 5,000 地区幹事 菅原　裕泰 JE８CGG

　印刷費 26,400 印刷費 35,000 地区幹事 秋保　守邦 JH８DMA

コンテスト費 22,699 コンテスト費 35,000 地区幹事 山田　吉光 JH８DIV

　雑　費 0 　雑　費 8,349 地区幹事 田中　四郎 JR８LPK

　計 119,906 　計 198,349 監査指導委員
長 公平　和彦 JL８ENK 北見市

差引：〔収入〕　174,825円-〔支出〕119,906円 監査指導委員 杉村　吉一 JA８JXC 北見市

  7/14　第41回野外ミーティング津別（中止）

10/27　支部役員・登録クラブ代表者会議（中止）

菅原　裕泰
（ＪＥ８ＣＧＧ）

武山　俊一
（ＪＥ８ＵＥＫ）

窪田　信祐
（ＪＡ８ＴＯＳ）

津別アマチュア
無線クラブ
（ＪＡ８ＹＪＪ）

ＪＡＲＬ美幌アマチュア
無線クラブ

（ＪＡ８ＹＱＲ）

神田　　薫
（ＪＨ８ＯＨＩ）

秋保　守邦
（ＪＨ８ＤＭＡ）

ＪＡＲＬ北見クラブ
（ＪＡ８ＹＭＤ）

小山　穂積
（ＪＩ８ＰＴＰ）

和田　祐蔵
（ＪＨ８ＧＳＶ）

東条　　勉
（ＪＡ８ＣＦＬ）

山田　吉光
（ＪＨ８ＤＩＶ）

窪田　信祐
（ＪＡ８ＴＯＳ）

窪田　信祐

興部町・Ｗｅｂ

10/6  　8Ｊ8CLN 運用（１４日まで）

ＪＡＲＬ美幌アマチュア
無線クラブ

令和元年度事業

　７/７　支部役員・代表者会議（中止）

知床ハムクラブ

紋別ハムクラブ

ＪＡＲＬ北見クラブ

支 部 長 津別町 ja8tos@jarl.comJA８TOS

（後　　記）

予　算

津別アマチュア無線クラブ

北見市  ji8ptp@jarl.com

令和元年度　支部役員

ＪＡＲＬ登録クラブ

01Ｃ-1-
2

01Ｃ-1-
3

01Ｃ-1-
6

クラブ名

２．支部長挨拶

令和元年度

決　算

　

３．来賓挨拶

北見市・特別局

６．事業報告

令和２年度

紋別ハムクラブ
（ＪＡ８ＺＬＸ）

知床ハムクラブ
（ＪＡ８ＹＥＷ）

４．平成元年度決算

(収入の部） （収入の部）

　このたび、北見クラブのご支援をいただき、オホーツ
ク支部の支部長をさせていただくことになりました。
新型コロナウイルスの影響で支部長交代も時間がかか
りました。このコロナウイルス感染防止でオホーツク支
部が予定していた事業がほとんど中止になりました。新
型コロナウイルスが早く収束し、オホーツク支部の事業
が再開し、各局とグランドアイボールができることを楽し
みにしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今後
は、各局にご協力をいただきながら、オホーツク支部を
盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いい
たします。（ＪＡ８ＴＯＳ）

（４）第６7号 　　　　　　　　　　　　　　　　　JARL　オホーツク支部報 　　　　　　　　　　　　　　　令和2年10月5日

　　＝　54,919円〔次年度繰越〕

（支出の部） （支出の部）

令和２年度　ＪＡＲＬオホーツク支部大会日程

01Ｃ-1-
9

01Ｃ-1-
16

備　　　　　　考

10/2７　第29回ハムのつどい（中止）

新型コロ
ナウイル
ス感染防
止のため
中止

10/2７　第46回オホーツク支部大会（中止）

  3/ 8　支部役員・登録クラブ代表者会議

  6/24  8J8HＡＭ運用（ 30日まで）

  7/20　第42回オホーツクコンテスト～21日

  9/３　 8J8ARDF運用（１１日まで）

10/1   監査委員会がいだんす-８局運用

10/15　オホーツク支部報発行

５．令和２年度予算


