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おぢや県支部大会の報告 ◎10 月 2 日 （日）さんまの会

混信会 (^^♪
新スプリアス対応の話題 ◎10 月 12 日 （水）ミーティング：市民会館第 2 会議室
クラブ移動運用の話題 ◎11 月 9 日 （水）ミーティング：市民会館第 3 会議室
最新情報＆行事報告 ◎11 月 27 日 （日）にいつクラブ忘年会
◎ 10.月

8 日 （水）ミーティング：市民会館第 3 会議室

にいつクラブ各局、こんにちは。
今年の夏は、暑い! でした。でも、そろそろと秋の気配も出てきたようです。
外に出て良し、移動運用～イベント参加も良し! いいシーズンです。楽しみましょう!
写真は、「おぢや鯉鯉(こいこい)大会」県支部大会の様子です。
ロールコールは、毎週水曜日 20:30～に変更しました。(ミーティングのある週はありません)
周波数は 145.22MHz です。

JA0YMP/新津クラブメーリングリストで、情報発信中!
－1－

７月 17 日（日）「小千谷市民学習センター「楽集館」」第 44 回新潟県支部大会 「おぢや鯉鯉（こいこい）大会」が、
開催されました。
新津クラブからは、JA0YI/落合さん

JA0UW/ 吉田さん JA0AAQ/羽入さん JA0BUH/田中さん

JA0FRY /佐藤さん JH0OPR/ 森田さん JF0VVY/佐藤さん JG0OJC/ 古谷さん JF0DTN/落合さん
以上の各局が参加いたしました。
参加されました各局、ありがとうございました。
会場には、12 クラブ・ 123 名が参加しました。
(本部発表)
27 年度支部報告・28 年度事業計画説明
質疑応答・ 表彰と進行し、お昼をはさんで、
午後からは中越地震の語り部による講演が
ありました。
地震での災害の中、情報がいかに大事か、
また、復旧に向けての取り組みなど、地域防災としての
取り組みについて地元消防団の金子講師が話されました。
新津クラブは、第 53 回 JA0-VHF コンテストで、新潟県クラブ対抗で３位に入賞し、表彰を受けました。
各局の御協力、ありがとうございました。また、今回、第 63 回信越アマチュア局非常通信コンテストで、
JA0YI / 落合さんが新潟県個人局・第 5 位で表彰されました。おめでとうございます。
来年の JARL 新潟支部大会は、糸魚川での開催になります。

表彰を受けた JA0YI /落合さん、
おめでとうございました。

－２－

いろいろな噂がでていました、新スプリアスについて一応の話がまとまったようです。
JARD (日本アマチュア無線振興協会) の確認保証についてホームページから記載させてもらいました。
今後、旧スプリアス機を平成 34 年 12 月以降継続して使用させようとするなら、免許人が申請して
確認保証をうける事になります。認可できる無線機については、JARD ホームページをご覧ください。
ほとんどのリグは認可 OK のようです。ネットでも申請ができるようですが、今回は紙の申請様式をご紹介いた
します。次ページに記載しました。以下、JARD のホームページからの抜粋です。
スプリアス確認保証手続きガイド
スプリアス確認保証を受ける場合は、この手続きガイドに沿って、『スプリアス確認保証願書』及び『スプリアス発射及び
不要発射の強度確認届出書（アマチュア局の保証用）』をご記入の上、ＪＡＲＤ保証事業センターにお申し込みください。
【 スプリアス確認保証について 】
RR(無線通信規則)の改正を受け、電波法に定めるスプリアス規格が改正（平成 17 年 12 月施行）されました。
これに伴い、平成 19 年 1１月以前に製造された古い無線機は、平成 34 年 12 月以降は使えなくなります。
～(一部省略) ～
この手続きの簡便な方法として、アマチュア局の場合は、平成 28 年 6 月 30 日付けで総務省公示「アマチュア局の
無線設備の保証に関する要領」の一部が改正され、新たに追加された「スプリアス確認保証」を受けることで対応することが
認められました。JARD は、この「スプリアス確認保証」を平成 28 年 9 月 1 日から開始しました。
【 スプリアス確認保証が可能な送信機 】
１ JARL 登録機種又は技術基準適合証明機種で旧スプリアス規格機器のうち、別表「スプリアス確認保証可能機器リスト」に
記載の送信機
※ 保証可能機器は追加されますので、JARD ホームページ等でご確認ください。
２ 自作機等であって、自ら測定したスペアナ画面の写真を添付した機器
【 スプリアス確認保証の申込み方法 】 ～省略
【 スプリアス確認保証料のご案内 】
スプリアス確認保証願書等の記入が済んだら、スプリアス確認保証を受ける送信機の台数に応じた次の保証料（税込み）を
お振込みください。スプリアス確認保証を受ける送信機の台数等により保証料が異なります。
１ スプリアス確認保証料の内訳（基本料に台数分を加算した額）
●基本料（基本料には１台分の料金を含む）
●２台目以降

２，５００円

２台目以降は、装置１台毎に１，０００円（例）３台出願の場合

１台目 2，500 円＋（1，000 円×２台）＝4，500 円
２ 保証料の特例
(1) 確認保証対象機種の追加等により、同一局について複数回にわたりスプリアス確認保証を受ける
場合は、2 回目以降は基本料を免除し、装置１台毎に 1，000 円 となります。
(2) JARL 会員で複数台の出願をする場合、同一局について２台目以降の２台分まで を 1 回限り減額します。（例）５台出願
の場合 1 台目 2，500 円＋（1，000 円×４台）－（１，000 円×２台） ＝4，500 円

（JARL 会員による減額）

JARD ではさらに電測（電波の実測）サービスも始めています。
http://www.jard.or.jp/hosho/measurement_service/index.html

ＪＡＲＤ/ 日本アマチュア無線振興協会のホームページもご覧ください。 https://www.jard.or.jp/
－３－
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クラブ移動運用が 6 月 5 日 (日曜日) に、信濃バレー親水公園で
開催されました。
天候にも恵まれ、まさに、移動運用日和のなか、クラブの新リグ、IC-7200
での初運用も各局、楽しめました。
コンデションも、まずまずで SSB・CW で結構飛びまして、HL(韓国)
局と QSO できました。無線機もそうですが、アンテナも大事ですね。
一日、QSO、アイボールと楽しまれたと思います。(^.^)
今回、DTN/落合さんの提供で設営した、30 人収容仕様の
タープの迫力・・すごいの一言でした。
また、いつもながら筍の味噌汁も作成して頂き、とても
美味かったのでした。スタッフ係の方々、ご苦労様でした。
また、飛び入りの、各局、ありがとうございました。
ぜひ、各局、次のイベントでお会いしましょう。 (*^-^*)

今年も、JARL ハムフェアー２０１6 へ行ってきました。
この時期としては、珍しく、台風の影響で雨模様の東京でした。8 月 20 日、ビッグサイトに着いたのは
１０時４０分頃でした。すでに入場券売り場の前は長蛇の列です。購入のため例年のごとく、40 分ほど並びました。
さて、会場の中に入ると、人々が群がっている所の一つはメーカーブースです。
今回、私が最初に行ったとこは、アイコム社・参考出品されている、IC-7610 でした。現行の IC-7600 の後継機に
なるようです。IC-7300 で好評だった大型モニターを搭載し、CPU も最新なので、ウォーターホールでの表示速度が速いです。
発売時期・価格など未定のようです。無線機の性能が、どんどん進化していき、性能もパソコンに近づいてきていると感じていま
す。
また、他のメーカーブースにも立ち寄り、見学してきました。
各メーカの機器も、ゆっくり見ていると時間が足りないくらいです。Hi
次にクラブ等のブースへ行きましたが、ハムフェアーの初日という
事もあり、大混雑です。
中古の測定器・ジャンク品・無線機類・さまざまな物が出展されており、
見ていても飽きません。
当日、JARD より、新スプリアスについて講演がありました。
私が聞いたのは途中からでしたが、多くの方々が傍聴されていました。
やはり、皆さん方、一番知りたい内容ですものね。内容は、認定保証制度の仕組み、また、今後の取り扱いについてです。だ
んだんと制度の仕組みが整ってくるので、新しい情報に注意して頂きたいと、締めくくっています。
いま、認定制度が、あまり実感がない状況ですが、ぜひ、使いやすいシステムを構築してほしいと思います。
会場を歩きづくめでしたが、とても時間が短く感じられた楽しい一日でした。
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どうぞ、よろしくお願いします。

こんにちは、JA0YMP・新津クラブです。私たちは、新津周辺のアマチュア無線
愛好家を中心に、各イベントを楽しんでいます。
クラブでの主な活動を、紹介いたします。
毎週水曜日、ロールコール及び、月１回の技術向上を目標にミーティングを開催しています。
春、秋に親睦会を兼ねた、移動運用を楽しんでいます。
各コンテストの参加、また、JARL 記念局の運用を行っています。
秋には、親睦を図るため「さんまの会」の開催、野外で、秋刀魚を焼いて一杯の会です。Hi
また、クラブでは、アマチュア無線を再びやりたい・という方もサポートしています。
クラブ新規入会については、いつでも歓迎いたします。一緒にハムライフを楽しみませんか。

新津クラブのホームページ・・ http://www.ja0ymp.net/
支部大会冊子の、各クラブ紹介で掲載した YMP/クラブ広告です。ご覧ください (^^)/
－６－

日 時

２０１７年１月１日００：００～２０１７年１月１５日 ２４：００
参加資格

有効な交信

ＪＡ０ＹＭＰ／新津クラブ員

同一局との交信は１日１交信のみ有効とする。 ただし、周波数、電波形式が変われば有効とする。

また、日付が変われば有効とする。 ＪＡ０ＹＭＰのロールコールでの交信は無効とする。
マルチプライヤー
加算日数

交信日数＋加算日数

ＹＡ０ＹＭＯ ロールコール参加で加算日数 １日 ＪＡ０ＹＭＰ ミーティング参加で加算日数 ２日

ＪＡＲＬ 第７０回ＱＳＯパーティー参加で加算日数 １日 ＪＡＲＬ 第７０回ＱＳＯパーティー２０局以上交信で
加算日数 １日
提出書類
賞

得点算

有効な交信局数×（交信日数＋加算日数）＝ 得点

２月のミーティングまでコンテスト係（ＪＦ０ＶＶＹ／佐藤）又は役員まで提出のこと
上位３局に賞品 どうぞ、沢山のクラブ各局の参加をお待ちしています。

0 月 2 日(日曜日)、クラブ恒例の「さんまの会」が開催予定です。
今年も、美味しく秋の味覚

秋刀魚をこんがり焼いて、ビールを飲みましょう!

参加される方、役員までご連絡をください。
時間など、クラブメーリングをご覧ください。
なお、場所は JR0NVX、例年通り帆苅邸の駐車場で開催いたします。
雨天時は、お店の中です。
飛び入りも、歓迎 ! (^-^;

8N0ARDF/0 クラブ運用を行いました。
今年 10 月 1 日・2 日に、新発田市にて開催される 「第 28 回全日本 ARDF 競技大会」 の PR 局の運用を
8 月 8 日から 19 日にかけて、新津クラブで運用をおこないました。
JA0YI / 落合、 JA0EMS / 錦織 、 JH0JVA / 高橋 、各オペレーター、ご苦労様でした。
延べ、581 局にサービスが出来ました。運用された、各局、ありがとうございました。(クラブ事務局)
JARL 新潟支部の HP です。

http://www.jarl.com/niigata/

クラブ忘年会は、１１月２7 日(日曜日)予定です。ぜひ、クラブ各局さんの御参加をよろしく、お願いします。
時間などは、メーリングリストをご覧下さい。お申込みは、クラブ役員までお願いいたします。

無線免許状の申請は、有効期限の１年前から１ヶ月前 までです。ご注意ください。

にいつクラブホームページ
がぞうけいじばん
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http://www.ja0ymp.net/

