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はじめのことば
支部長あいさつ
山梨県支部長 藤森千冬（JA1UXC）

来賓祝辞
会長 高尾 義則様（JG1KTC）
理事・関東地方本部長 島田 守康様（JH1LWP）

講演 JARLの現状と取り組みについて
会長 高尾 義則様

山梨地区非常無線通信コンテスト表彰
山梨コンテストについて 千野公久様（JR1ERU）
休憩

昨年度事業報告ならびに収支決算報告
本年度事業計画ならびに予算案の報告
意見交換
アイボール会
ミニ抽選会
おわりのことば

期日：
会場： 甲府市健康の杜センター アネシス

平成29年6月4日(日)

平成29年 山梨ハムの集い



平成28年11月23日実施
部門(1) シングルオペ、シングルバンドの部
順位 CALLSIGN 氏名 交信局数 得点 マルチ 総得点 周波数帯

1 7M1SNE 古木雅仁 23 23 11 253 144MHz

2 JH1LPW 斉藤浩規 21 21 12 252 144MHz

3 JH1SCZ 若尾 博 20 20 10 200 144MHz

4 JG1BJF 一瀬順司 13 13 11 143 144MHz

5 JH1INM 金井久男 8 8 5 40 144MHz

6 ７N2EDF 榊原直樹 7 7 5 35 144MHz

7 JF1KRV 塚原 泉 6 6 5 30 144MHz

8 JI1ADL 榊原美奈 7 7 4 28 144MHz

9 JA1POS 花輪貞良 5 5 3 15 144MHz

10 JR1VLU 後藤昌宏 5 5 3 15 144MHz

11 JM1TAL 有田 茂 5 5 3 15 144MHz

12 JR1GCN 中込 久 4 4 3 12 144MHz

13 7K3PTF 中込 潤 4 4 3 12 144MHz

14 JL1DLQ 齊藤一幸 3 3 2 6 144MHz

15 7L3FNQ 榊原真紀 1 1 1 1 144MHz
※同得点の場合､終了時間が早い方を上位とします。

部門(4) マルチオペ、マルチバンドの部
順位 CALLSIGN 氏名 交信局数 得点 マルチ 総得点 周波数帯

1 JO1YJU 白根AMC 28 28 18 504 6Band

第53回 山梨地区非常無線通信コンテスト結果
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平成28年度山梨県支部事業報告ならびに収支決算報告
(平成28年4月1日～平成29年3月31日迄)

■ 事業報告

平成28年 6月5日(日) 山梨ハムの集い
会場： 市川大門町民会館 参加： 43名

6月12日(日) 第11回 山梨コンテスト ログ提出： 168局
8月7日(日) 電波教室 第1回目 (ラジオ製作)

会場： 敷島総合文化会館 参加： 児童生徒 20名
協力： 10名

8月20日(土) 第四級アマチュア無線技士養成講習会
会場： 韮崎工業高校 受講： 37名（全員合格）
協力： 管理者・講師 3名

10月1日(土) ARISSスクールコンタクト(8J1YGJH)
会場： 山梨学院中学校 見学： 60名
協力： 13名

10月16日(日) 電波教室 第2回目 (ラジオ製作)
会場： 山梨県立科学館 参加： 児童生徒 36名
協力： 12名

11月13日(日) 第31回 山梨県民の日 記念公開運用 (JE1ZRL/1)
会場： 小瀬スポーツ公園 参加： 10名

交信数： 100局
11月23日(水) 第53回 山梨地区非常無線通信コンテスト ログ提出： 16局

平成29年 2月19日(日) 技術講習会 「移動運用アンテナ製作」
会場： 参加： 32名

■ 収支決算報告

収入の部
前年度よりの繰越金 \45,209
平成28年度支部費 \253,000
受取利息 \1
雑収入 （技術講習会参加料） \18,000

収入の部合計 \316,210
支出の部

会議費 \14,126
催物費 \223,245
通信費 \5,724
消耗品費 \256
事務印刷費 \0
コンテスト費 \9,034

支出の部合計 \252,385
次年度繰越金 \63,825

甲府市健康の杜センター アネシス

(山梨コンテスト､山梨地区非常無線通信コンテスト)

(役員クラブ代表者､監査指導委員会)

(ハムの集い､電波教室、公開運用、技術講習会)
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平成29年度山梨県支部事業計画ならびに予算（案）
(平成29年4月1日～平成30年3月31日迄)

■ 事業計画(案)

平成29年 6月4日(日) 山梨ハムの集い 場所：甲府市健康の杜センター アネシス
6月11日(日) 第12回 山梨コンテスト
7月9日(日) 電波教室 (ラジオの製作) 第1回 場所：やまなしプラザ
7月30日(日) 電波教室 (ラジオの製作) 第2回 場所：敷島総合文化会館
10月15日(日) 電波教室 (ラジオの製作) 第3回 場所：山梨県立科学館
11月19日(日) 第32回 県民の日記念行事 公開運用 場所：小瀬スポーツ公園
11月23日(木) 第54回 山梨地区非常無線通信コンテスト

平成30年 2月18日(日) 技術講習会

■ 予算

収入の部

前年度よりの繰越金 \63,825
平成29年度支部費 \256,000

収入の部合計 \319,825

支出の部

会議費 \40,000
催物費 \183,000
通信費 \5,000
消耗品費 \1,000
事務印刷費 \1,000
コンテスト費 \25,000
雑費 \1,000

支出の部合計 \256,000

■ 参考 平成28年度、開催された会議、行事

JARLで開催された会議

社員総会､関東地方本部会議､監査指導委員長会議、ハムフェア実行委員会

支部で開催された会議

支部役員クラブ代表者会議、監査指導委員会、事務局・会計会議

支部協賛事業

ハムフェア2016

(山梨コンテスト､山梨地区非常無線通信コンテスト)

(役員クラブ代表者､監査指導委員会)

(ハムの集い､電波教室、公開運用､技術講習会)
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平成29年度JARL山梨県支部役員名簿

相談役 JF1KRV 塚原 泉 甲府市
支部長 JA1UXC 藤森千冬 笛吹市
運営委員 JA1MEK 志村文夫 市川三郷町

JA1MPC 萱沼晴夫 富士吉田市
JG1EPO 田中利明 富士吉田市
JG1HLD 浅川伸一 南アルプス市
JR1ETY 竹田 泉 甲府市
7M3DQE 中村俊彦 甲府市

会計 JJ1RPJ 竜沢 信 甲斐市
監査指導委員長 JH1RLU 久水泰司 大月市

JARL登録クラブ一覧
平成29年4月30日時点

■地域クラブ 代表者 連絡者
JARL山梨峽南ハムクラブ JE1SPK JG1BJF
富士吉田ハムクラブ JG1EPO JG1EPO
甲府盆地無線倶楽部 JE1EBI JE1EBI
釜無川ハムクラブ 7M3DQE 7M3DQE
富士五湖ハムクラブ JA1EQU JA1EQU

■学校クラブ 代表者 連絡者
山梨大学アマチュア無線クラブ JA1CAY JA1CAY

■専門クラブ 代表者 連絡者
甲府51.4MHzアマチュア無線クラブ JR1ETY JR1ETY
ブルースカイミサカコンピューターネットハムクラブ

JJ1AHL JG1EPO
山梨6mロールコールミーティングコンテストクラブ

JN1ILK JR1ERU

平成28年度JARL山梨県支部 会員数
平成29年3月7日時点

対前年度増減
正員 426 -12
社団会員 19 -2
准員 52 -1
家族会員 10 -2

合 計 507 -17
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