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第47回 JARL渡島檜山支部大会の開催について

令和４年度ＪＡＲＬ渡島檜山支部大会は、亀田郡七飯町で開催いたします。コロナ禍という
ことで３年ぶりの開催となります。まだまだ安心して集まれるとは言えない状況下ではありま
すが管外からの来場を制限する等、気を遣いながら開催することと致しました。それぞれが
感染対策にご配慮頂きながらご参加いただきますようお願い申し上げます。

１ 日時
令和４年１１月２６日（土）午後１時３０分～午後４時（受付開始１３：００）

２ 会場 大中山コモン（亀田郡七飯町大中山3丁目275番2号）

３ 内容 コンテスト入賞者紹介と表彰、事業報告、記念講演、支部報の配布、
イベント特典ありのＪＡＲＬ入会受付

(1)来場者にそれぞれでの基本的な感染対策の実施をお願いいたします。
(2)ネームプレートは各自でご用意ください。お持ちでない場合は受付にてストラップや
名札ケース等を貸し出します。
※ネームプレートにはＪＡＲＬ会員証をご活用ください

(3)記念講演について講師をローカル局にお願いしています。
(4)余った年賀はがきや、書き損じのはがきなど、ご寄付いただければ幸いです。

４ その他
(1)感染症対策として
・当日発熱のある方、体調の悪い方は来場をお控えください。
（来場ご本人及び同居人含む）
・来場時にお名前連絡先等の記帳へご協力お願いいたします。
・マスク着用、手指消毒、感染症対策よろしくお願いします。
・飲み物はＯＫですが、食事は会場外でお願いします。
・会場施設側より開催中止要請があった場合、開催を中止します。
(2)JARL ビューローへ送るカードあれば、お持ちください。大会終了後直ちに発送します。
(3)本年度は前夜祭、親睦会は行いません。
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ご挨拶

日本アマチュア無線連盟渡島檜山支部
支部長 船 水 明 （ＪＬ８ＬＧＷ）

日頃よりＪＡＲＬ渡島檜山支部事業およびアマチュア無線の振興と発展についてご理解とご
協力を賜り誠に有難うございます。
支部報の発行にあたり、多くの皆さんにご寄稿いただきましてありがとうございました。

今回は支部会員のみならず、観光で訪れた方、出張や単身赴任で函館に滞在していた方、
管内出身で今は管外在住の方にもご協力いただくことができました。普段伺うことのできな
い外から見たこの地域のアマチュア無線の印象を伺うことができとても興味深い内容です。
皆さんも是非お楽しみください。

私は今年行われました「令和４年通常選挙」において、前支部長の佐々木氏をはじめとし
た管内の諸先輩の推薦をいただき立候補し、無投票当選という形で「第１０代渡島檜山支
部長」を拝命いたしました。若輩者ではありますが、多くの先輩からの助言、叱咤激励を頂
き、この地域におけるアマチュア無線の振興と今後も末永くアマチュア無線を楽しめる環境
を守る活動をして参ります。

今年は函館市市制施行１００周年という節目の年であり、特別局を支部にて開設いたしまし
た。この特別局は2020年4月に公布・施行された総務省告示に基づく、「体験局」（無線技

術に対する理解と関心を深めることを目的として臨時に開設するアマチュア局）を兼ねての
開設となり、北海道第１号の体験局でもありました。この開設運用経験を活かし今後もアマ
チュア無線の体験機会を創造していけたらと考えています。

ＪＡＲＤ講習会への資料提供、モールス講習会の後援など、新しくアマチュア無線を始めよ
うとしている方やスキルアップを目指す方の応援を今後も継続するとともに再開局の支援な
どにも取り組んで参ります。

最後になりますが、コロナ禍となり３年目の今年２０１９年開催以降中止を余儀なくされた支
部大会を今回開催することが出来ました。北海道、特に道南地区では現在も日々多くの新
規感染者が出ている状況ですが、開催にご協力いただいた会員および関係者の皆様に
厚く御礼申し上げます。
今後とも、ご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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縄文特別局の南茅部地区の運用について
ＪＨ８ＣＢＨ 佐々木 朗

北海道と北東北が縄文の時代から交
流があったことを裏付ける証拠が多数出
てきており、遺跡群として世界遺産登録
をされることになった。航海術もままなら
なかった当時に、海峡を隔てての交流は、
危険もいっぱいであったであろうが、そ
れを乗り越え文化が影響し合ったというこ
とは実にロマンである。関連遺跡も入れ、
北海道と北東北で１５の遺跡が登録され
たことは、実に感慨深い。
函館市では、垣の島遺跡と大船遺跡が
登録された。支部では、同じ函館市内で
はあるが、2つの遺跡のおひざ元である
南茅部地区で移動運用を行うことにした。
９月２６日、秋らしいすがすがしい空気
のもと、南茅部地区に向かった。実は、
あえて南茅部に向かったのは、もう一つ
私の目論見があった。それは、南茅部地
区の方の参加。ちょっと無線から遠ざ
かっているJA8BDL小板さん、JE8RHH西
田さんも、私の誘いに快く応じて下さり、
運用場所などの手配をしていただいた。
JK8XBR船橋さん、 JE8LIM清水さん、
JJ8UDA土谷さん、JE8OGI村田さんも協
力して下さった。

メンバーがそろうと、テントを立て、ダイ
ポールアンテナ、そして、ＶＵのＧＰを設
営した。
運用が始まると、やはりみんな無線好き。
交代でマイクを握ったり、電信を叩いたり
と、たくさんの交信をすることができた。
この運用を行なう前に、支部では、

JE8OGI村田さんによる縄文遺跡に関す
る講演会を実施、また、大船及び垣の島
遺跡の見学会も行った。国宝である中空
土偶を、自分たちの目で見て来た。
そのような成果もあってか、交信中での
縄文文化の質問に対しても、自信をもっ
て答える等の場面もあり、縄文特別局ら
しい交信も多数あった。
大人数の移動にはならなかったものの、
支部会員同士の交流もでき、さらに、付
近を通った地元の方ともアマチュア無線
の話をすることもでき、有意義な移動運
用をすることができた。

特別寄稿
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JM8OTS JK8XBR
JE8LIM JJ8UDA

JA8BDL JE8RHI



連携は津軽海峡を越えて
～縄文特別局を振り返る～

特別寄稿

「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産
登録記念特別局（北東北）運営委員会

委員長 JL7GNT 大向富美郎

2021年8月1日から12月31日まで、多くの方々のご支援によって、「北海道・北東北の縄文遺跡群」
世界遺産登録記念JARL特別局を開設することができた。
今後の参考になればと願い、特別局の準備段階から運用までを振り返ってみた。
◇縄文特別局の特徴
世界遺産登録にちなむ特別局は、これまで地域ごとに単独で開設された。対象遺産が全国に点在する
明治日本の産業革命遺産の特別局は官営八幡製鐡所（8J6IR）だけだった。
縄文特別局は２つの特別局（8J7JOMON、8J8JOMON）の連携に大きな特徴がある。
世界遺産対象の縄文遺跡は４道県にまたがり、JARLの６支部が関係する。一体の取り組みは可能かと、
疑問視する向きもあった。だが、実はさほど心配していなかった。
青森県支部と渡島檜山支部には、1988年に青函博特別局（8J7XPO、8J8XPO）を運営し、津軽海峡
コンテストを長年続けてきた「連携の歴史」がある。連携の枠組みを拡大すれば特別局は可能だと
前向きに考えた。
世界遺産登録が正式に決定する前の開局申請は稀。JARLの規定で申請から開局まで約３カ月を要す。
登録決定後の申請で開局が遅れると、熱気がさめると恐れた。
そこで、登録決定直前に局免許が交付された石見銀山特別局（8J4ISM）に関わった島根県支部のOMの
アドバイスを受け、決定を前提として、正式決定を待たずに申請した。
◇目的の明確化
縄文特別局の開設、運営にあたっては目的を明確にすることと連携を重視した。この点は、北海道側の
運営委員長JH8CBH 佐々木朗OMとも意見が一致した。
目的は
▽縄文遺跡群の世界遺産登録の国内外への情報発信
▽関係 JARL 支部の連携強化
▽アマチュア無線の活性化
▽一般の人々へのアマチュア無線PR －などを柱に据えた。
◇予想を上回る運用実績

8J7JOMONの総交信局数は延べ 16766局。8J8JOMONは10173局に達した。縄文アワードの申請は
881局に上った。
予想を上回る活況の理由として、特別局が各地で積極的に運用したことを真っ先に挙げたい。個人局や
社団局が精力的に運用した要因も大きい。コロナ禍で多くのアマチュア局が自宅で無線機の前にいた
－という事情がプラスに働いたとも考えられる。

◇共通デザインのQSLカード
北東北と北海道の２つの特別局の連携の象徴として、共通デザインのQSLカード
（もちろんコールサインは別）を作成した。縄文アワードの発行も連携の延長線で企画した。
◇要望や苦情も
運用予定を教えてほしいという要望が複数寄せられた。北東北では県支部のHPで告知したが、
縄文特別局の独自のHP開設が望ましかったかもしれない。FT－8で運用場所の明示を求める苦情も。
運用者に連絡したものの、徹底できたとは言い切れない。
コロナ禍のため、公開運用が思うようにできなかったのは残念だった。

◇多くの人々の協力が結実
縄文特別局は、多くの人々の協力によって運営できた。特別局の運用者、アドバイスや支援をして
下さったJARL、地方総合通信局、移動運用をさせていただいた博物館…。あらためて感謝申し上げたい。
私が特別局の開設に関わったのは初めてだったが、アマチュア無線の大好きな人々が多数いることを知り、
心強かった。
今後は各地の仲間とともに、アマチュア無線もっと魅力的に、活性化したいと思う。 5



支部役員を経験して
JM8DYK 村上槙吾

現支部長の船水さんからお誘いを頂いたのが2022年JARL社員選挙後のことであった。「役員、
やってみない？」と連絡が来て、とても嬉しかったのを覚えている。
家は札幌と知内町を行き来している状態。知内町の実家には免許も降りている。条件は整って
いた。後は自分のやる気の問題だけであった。二つ返事で受け入れさせてもらった。
「アマチュア無線」と言われると幼少期は憧れとか、興味はあったが、どうも何をしていいのかわ
からないし、無線だからそれなりに飛ぶんだろう、電波を使って直接１対１でつなるんだろうな、電
話と違って交換局を通して広域網に接続して中継を・・・とか考えながらも、自分の夢を追い求め、
それを実現するための学生生活を送っていたため、無線のことすら考えていなかったのが、20代
頭までであった。
社会人になるために選んだ道はカメラマンだった。途中でレタッチャーと言う修正や合成を行う
仕事に衣替えしたが、激務にて会社で寝泊まりし、必ず終電が終わった後に寝て、それこそラジ
オ放送のコールサイン読み上げのころに起き、事務所の近くのコンビニでエナジードリンクを飲ん
でから仕事をまた始めるという生活が続いた。当然長くは続かなかったし、当時少しだけ興味の
あったアマチュア無線免許も4アマですら勉強する時間がなかった。敗れて東京から北海道に
戻ってきて次になにをしようか？（ここで1エリア免許を降ろして戻ってくればちょっと面白かったの
では、と後から思った）と考えたときに選んだのが「通信、IT」であった。その選択が今の自分の基
礎を築き上げたんだと、不思議な感覚である。

22歳で4アマ取得し、24歳で3アマ、そして昨年30歳で2アマと順調に取得し、コンテストにも一
定の参加と成績が残ったため「じゃあ次になにをしようか？」と考えているときの誘いであった。
まず最初に手を付けたのがHPであった。
私は恐縮だが医療系SEを主とした仕事に就いているので、業界的に更改が進まないシステム・
デザインはたくさん見てきたこともあり、これこそ役員になったらまず何とかしなくてはならない、自
分がやらなければ、と思ったところである。
時代はスマートフォン・タブレット全盛期で使用した端末にあったサイズへ自動レイアウト修正、
ならびに、2020年代にふさわしい機能を盛り込む事で「とりあえずは」この時代でも見やすいレイ
アウトに仕上げたつもりではある。が、もう少し手を加えたいとも思うこともしばしあり、来年の課題
ではないだろうか。

JARLと言う組織は、会員のために有益なサービスや方向性を示し、提供しなければならないと
思っている。自分が今後どのように考え、実行して行くかが問題だが、正直無線に関する知識・
経験は多くはない。そんな中でも何ができるか考えていかなければ行けない。

2022年も終わり、2023年に入る。次の一年に向けてそろそろ準備を始めなくてはならないのだ。
どのようなイベント・システムを、どのように、どうすれば感じて貰えるか？イベントだけではなく「ア
マチュア無線の魅力」を伝える方法を考えなければならないと感じている。無論、どこかにただ掲
載するとか、表示すると言う方法は、アンニュイな結果になる事しか今までなかったため、それを
含めて今日から考えていく事としよう。
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令和4年度支部役員

役割 コールサイン 氏名 QTH

支部長 JL8LGW 船水 明 函館市

総務全般
特別局担当

監査指導委員長
JK8JZQ 佐藤 佑介 函館市

IT担当
会計

JM8DYK 村上 槙吾 知内町

活動支援員

役割 コールサイン 氏名 QTH

事務補助 JE8VGV 岩崎 洋子 函館市

写真撮影協力 JM8RWB 池内 陽一 函館市

アローライン相談
サポーター

JA8DHR 甲谷 厳 函館市

ハムログ・ＤＸＣＣ
サポーター

JA8FHM 佐藤 正市 函館市

1.2GHz帯相談
サポーター

JH8NHC 星雅一 函館市

FT8相談サポーター JM8CNE 四宮 奨 函館市
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コンテスト委員 JM8LND 北川 正彦 今金町

相談役

JA8IRQ 福島 誠 函館市

委員会

各員の敬称は失礼ながら略させていただきました



日付 事業 備考

4月17日 第1回役員会

5月7日-8日 第20回津軽海峡コンテスト

6月19日 フォックスハンティング大会

6月26日 支部長交代
社員総会終了後より新体
制

7月 1日 函館市市制100周年特別局8J8HKD運用（8/31まで） 運用完了

7月 2日 支部ロールコール（新体制下第一回） キー局担当：JK8JZQ佐藤

7月 3日 支部からのご案内（事業予定について） Google Meet使用

7月23日 8J8HKD公開運用
体験運用実施
（函館蔦屋書店）

8月 6日 支部ロールコール キー局担当:JM8OTS松平

8月 7日 8J8HKD公開運用
体験運用実施
（函館蔦屋書店）

9月 2日
第30回渡島檜山支部48時間コンテスト 9/2 18時～
9/5 18時まで

終了しました

9月10日
支部ロールコール
※9/3コンテスト中のため日程変更

キー局担当:JM8DLF小川

10月 1日 支部ロールコール キー局担当:JK8JZQ佐藤

10月30日
【時間変更】第3回役員会
（オンライン） 10:00～

Microsoft Teams使用

11月 5日 支部ロールコール キー局担当:JA8DHR 甲谷

11月26日
渡島檜山支部大会・支部報発行
※懇親会は中止

大会会場:大中山コモン
（亀田郡七飯町）

12月 3日 支部ロールコール

令和5年1月1日 CW講習会（毎日オンラインにて開催）
～3月31日まで
講師：JH8CBH佐々木

1月 2日 QSOパーティ 1/2 9時～1/7 21時まで

1月 7日 支部ロールコール

1月15日 第4回役員会 新年懇親会は中止

2月 4日 支部ロールコール

3月 4日 支部ロールコール

3月25日 非常通信伝達訓練

令和4年度支部事業

8

（敬称略）
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BAND 局数

160m 1

80m 11

40m 1520

30m 103

20m 78

17m 191

15m 875

12m 30

10m 233

6m 315

2m 155

70cm 110

MODE 局数

AM 1

CW 91

SSB 1185

FM 224

D-STAR 69

FT4 2

FT8 2050

OP 局数

JA8DHR 626

JA8KLS 110

JH8CBH 64

JH8CLC 79

JH8FBM 303

JH8LAJ 310

JH8NNW 64

JI8RWI 75

JJ8UDA 49

JK8JZQ 656(体験運用2局支援含)

JL8LGW 773

JL8VTC 40

JM8CNE 317

JM8DYK 41

JM8OTS 83

JM8RAB 3

JM8RWB 29

以上を以って運用報告とさせていただきます。

運用スケジュール
7/1～7/22 協力局持ち回り運用
7/23 函館蔦屋書店（体験局イベント）
7/24～26 札幌圏運用
7/2８～8/2 協力局持ち回り運用
8/7 函館蔦屋書店（体験局イベント）
8/4～31 協力局持ち回り運用

令和４年９月５日

日本アマチュア無線連盟渡島檜山支部
特別局担当 佐藤 佑介

函館市制１００周年記念特別局（８Ｊ８ＨＫＤ）の運用結果について

記

函館市制１００周年特別局につきまして、本年７月１日から８月３１日までの間運用を行い、無事運用を終
えることができました。
期間中は１７人の方に運用して頂き、延べ３６２２局との交信を行い、特別局の目的であった、観光都市函
館が市制１００周年を迎えたことを祝し、函館市及び函館市観光をＰＲする目的を十分に達成することが出
来ました。
また、アマチュア無線局としても、蔦屋様の駐車場横敷地を借用しての公開運用、非免許保持者の体験
運用等、様々な取組みを実施しました。
現在は、交信いただいた局へのＱＳＬ発行の手続きを進めているところです。
特別局の運営に当たっては、多くの方から寄付により、無線局免許の申請からＱＳＬ発行までの費用を賄
うことができました。この場をお借りしましてお礼申し上げます。
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令和４年９月２１日

日本アマチュア無線連盟渡島檜山支部
監査指導委員長 佐藤 佑介

ガイダンス局の運用について

１ 運用期間
令和４年７月２１日から令和４年９月１３日まで

２ 運用周波数
１４４ＭＨｚ帯および４３０ＭＨｚ帯

３ 運用実績
１４４ＭＨｚ帯 １回
４３０ＭＨｚ帯 ３３回
※ 同一周波数において、間を開けずに数回実施した場合も１回としています。

４ 運用結果
１４４ＭＨｚ帯における運用については、１４５．００ＭＨｚ（メインチャンネ
ル）において、数回に渡り無変調の連続送信があったことから、ガイダンスを実施し
ました。聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
４３０ＭＨｚ帯については、広帯域データ周波数帯においてＦＭ電話の送信を行っ
ていた局に対する運用が１件の他は、主にコールサインを送出しない局に対する指導
がほとんどで、ガイダンスを送出後にコールサインを送出する局は３割くらい、後の
７割はそのまま停波する局、数局は文句を言いながらそのままコールサインの送出が
なかったため、何度もガイダンス局による指導を実施しています。

５ 反省及び来年への展望
渡島檜山支部におけるガイダンス局の運用については、イカ漁等のシーズンに合わ
せ、毎年同じような期間の運用となっているとのことであり、他の支部については、
例えば排雪ダンプの稼働時期等に合わせて設定等と、実態に応じた時期の運用とされ
ているようである。
実際に運用してみると、当初（何年も前？）の対象となっていたイカ漁などの漁船
と思われる無線局は少なく、対象となるのは昼間のダンプカーによる業務まがいの使
用、コールサイン見送出が大多数であった。
このように、来年度からは運用時期の見直し、拡大を視野に入れて検討していく必
要性も感じた。
また、運用者の時間的な制約から、運用日程が限られたものとなってしまったこと
も一つの反省点として、フレキシブルな運用を行うためにも、運用出来る方を増やす
ことも一つの方法かと思いました。
ガイダンス局については、アマチュア無線技士の資格のみでは運用することができ
ず、特殊無線技士の資格が必要となりますが、特殊無線技士の資格については、アマ
チュア無線技士の資格と同程度の難易度ですので、ガイダンス局の運用に興味がある
方は、是非取得を検討されてみてはいかがでしょうか。



短信 無線運用・テクニック・人生・その他
渡島桧山に関わる・関わった人達の近況です

先日、人生で初めて函館市にお邪魔しました。
街並みや海の香り、函館山からの夜景が私の出身地
長崎に似ており一瞬で好きになりました！
ハンディ機でホテルから運用を試み合計7局さんお相
手頂きました。
メインは静かだなと感じましたが実際に声を出すと聞
いておられる方は多い印象。D-STAR函館430も地
方のレピーターとしては稼働している方かと感じまし
た。優しい方OMさんばかりでまた函館で無線運用を
したいと思いました！
JA6OTC/1 東京都武蔵野市中村 拓弥

サイクル2５のピークに向け、
ハイバンドのコンデションが良くなって来ている中、１Ｄ
ＡＹ ＷＡＣ（世界6大陸との交信）が可能ではと思い
挑戦してみました。7月3日JST 7：30過ぎに21ＭＨＺ
帯で運用開始。結果、23分間で21ＭＨＺモノバンドで
の6大陸交信ＷＡＣ完成しました。余りにも簡単でした
が、各局様も挑戦してみては如何でしょうか。ＤＸ交信
は、幾つに成っても憧れが有るものです。
ＪＡ８ＥＪＺ 函館市 斉藤 一雄

No.1

『アンデスの声』を聞きたくてから５０年
中学の時ひょんなことから『アンデスの声』を知りまし
た。いわゆる『HCJB』というエクアドルのキトーから
のカトリック系日本語放送です。
当時何とかしてラジオを聞きたかったのですが、我が
家には電気が無く悶々とした中学高校時代を過ごし
てきました。その反動かどうか高校２年の１２月に文明
の灯がともったことから始まった無線狂いも気が付け
ばすでに５０年を超えました。
今は究極の10Band DXCCに挑んでいます。これ
は1.8Mhz～50Mhzの10BandでDXCCを完成す
るものです。完成までの残りは1.8Mhzがあと19(実
はこれが一番難しい)50Mhzがあと１エンティティま
でにこぎつけました。
そんなわけで連日雑音を流して50Mhzをワッチして
います。
JA8FHM 函館市 佐藤 正市

144MHz (SSB) 1DAY AJDアワード取得
渡島桧山支部の皆さん こんにちは
ラインナップIC-221、マルチ2000 (福山電
気)9ELx4パラ 2段 23MHiでON-AIRしておりま
した。
各アワードに挑戦していた時が有りました。
JCC、JCG、北海道エリア14支庁QSO、 最後の支
庁は留萌支庁の苫前局でした。相手の局長にも感謝
され ダイレクトで交信QSLお手紙頂きました。日本
海ダクトでは 3,4,9,0エリアでの交信、沢山の交信
記録が有ります。1エリアとのスケジュールで多くの局
長と毎日の様にQSOしており、水平偏波での実験、2
月、悪天候のなか、1、2エリアと交信。CQ雑誌に沢山
エントリーされた時期が思い出されます。
固定、HOMEからは、2、5エリアが交信出来ず、有志
アクティブな局長とグループで全国山岳SSB移動実
験に参加致しました。
中型マイクロバスで横津岳山頂で移動して皆で4パラ
(八木)組み立て、休憩をとり、ON-AIR。登録エリア
ごとON-AIRで見事1DAY AJD完成。皆様の笑顔
が今でも印象深く残っており当時の局長に感謝申し
上げます。参加局アワード申請されました。
現在のラインナップ、IC-746 50W、C-550、空中線
VX-30 (2バンドノンラジアル) 7MHiです。
セカンドシャック、小高い山の中腹で、7MHz～
28MHz 。メインバンドは7、10、14MHzでQRV。聞
こえましたらお声がけ下さい。
JA8WNR 北斗市 清水 深海
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毎日のようにHF帯に出ています。
全国各地のお話を聞かせていただくのがとても楽しみ
です。いわゆるラグチュー派です。１００回を超える交
信数の方もいます。これからも、アクティビティーを保
ちつつ、アマチュア無線の普及・発展に力を尽くして参
りたいと思います。また、いつも新しいことを考える自
分でいたいと思います。
ＪＨ８ＣＢＨ 函館市 佐々木 朗

コロナ関連経済対策として10万円の補助を受けました。
景気対策費なので、地域業者に支払いするため、アン
テナの交換をしました。これまでは7M,3.5Mは４メー
トル高でしたが、約８メートルとなり屋根を超えることが
できました。CQにも応答してもらえるようになり満足し
ています。
主に3.5Mhzを運用しています。このバンドでのロー
カルQSOも楽しいと思いますで、聞こえていたらよろ
しくお願いいたします。
JR8CSA 函館市 戸波 信章

昔はＣ級アンプの制作ばかりやっていたのですが、こ
の頃はＤ級アンプやEssのチップなどににうつつを抜
かしていてＡ級の300Bファイナルとも戯れています。
デジタルと超アナログかな。HI
JA8IOT 函館市 村井 敦

コールサイン、お名前は文末に整理させていただいております
改行等はレイアウトに合わせて修正させていただきました

敬称は省略させていただきます



短信
No.2
私の最近の無線をと言いましても、アマ無線家を返上
しなければなりませんhihi。
私は高齢者の仲間入りをしたのと同時に、ほとんどの
ものを「断捨離」しました。
今まで住んでいた家も、アマチュア無線の機器類もア
ンテナも、ほとんどのものを捨てました。
引っ越し先は、高齢者用の団地の6階です。
ロケーション的には問題がない?
問題は、部屋の狭さ。
無線設備を置くところが全然ないのです。
無線関係で手元にあるのは、HF用のリグ２台と横振
電鍵2台、モービル用アンテナ１つだけ。
これじゃあ、無線をやってますとは言えません。
ハムログの整理もしていないですし。
高齢者ですが、本業はまだ続けています。
私の会社、私の身分では、死ぬまで働けるのですよ。
9月に歩くのがままならないほど、股関節が悪くなり
手術をしまして、約2か月間休職しました。
体が動くうちは、社会とつながりを保ちたいと考えてま
すが無線は体がうごかなくなってから再開ですかねぇ。
JE8RKV 木古内町 太田富士子

こんにちは、ベランダからの運用も２年を越え、当初は
１４４MHｚ帯が主だったものが、昨年
からは４３０ＭＨｚ帯も運用可能となり、本年はとうとう
１２００ＭＨｚ帯へ手を
出してしまいました。
地上高１１ｍの地点に約４ｍの同軸ケーブルで給電
できる利点を活かし、高い周波数を楽しんでおります。
来年は、４３０ＭＨｚで１エリアを狙います。

JK8JZQ 函館市 佐藤 佑介

3年半単身赴任で函館にいましたが、2022年9月30
日に転勤となり、現在は札幌の自宅に住んでおります。
函館は、小学校時代にも3年間居住したことがあり、ま
た親戚も多くいることから、縁の切れない愛着のある
街です。
現在は2mと430を中心に運用しているため、なかな
か道南地区の皆さんと交信できませんが、近いうちに
新しいリグを購入し、HFバンド、D-STAR、C4FM、
CW、FT-8等にも挑戦したいと思っておりますので、
繋がりましたらピックアップ宜しくお願いします。
JL8JFX 札幌市中央区 横濱 敦史

無線運用・テクニック・人生・その他
渡島桧山に関わる・関わった人達の近況です
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～５Ｗの何が悪いの？（QRPに対する偏見）～
７月某日、７MHz帯のコンデションが上がりCQを

出している１エリアの局にIC-705で応答しました。
ご存知の通りIC-705は、固定から移動まで運用でき
るオールマイティなリグで、この時の当局はバッテリー
パック使用のため５W運用でした。相手局からは「53」
のレポートを頂き、その方もQRPに夢中になっていた
時期があり、懐かしい経験談を伺いながら程なく交信
は終了しました。
続いて２エリアのOM（『ＪＡ』と『偉そうな口調』で勝

手に判断）が応答し、その交信内容に驚きました。OM
は「さっきの局だけど、パワーが出せるならもっと出さ
なきゃダメだね。受ける方は迷惑だから考えて欲しい
ものだ…」と言って私を露骨に批判していました。
（CQを出していた相手局は困惑）
そもそも空中線電力は必要最小が基本です。信号

が微弱で受信が困難であれば交信不成立で終わるだ
けの話です。また、相手局が使用するリグの定格（仕
様）、運用方法、取得している免許実態等を無視した
心無い発言は、アマチュア無線を楽しむ者として憤り
を感じると共に残念でなりません。アマチュア無線の
楽しみ方は人それぞれです。マウントを取りたがるＯ
Ｍがいるのも事実ですが、誤解を生む発言はアマチュ
ア無線の発展に繋がらないと思います。
因みに、このＯＭはＭ県の100Ｗ局です。（総務省

公開の免許データから）
JI8RWI 函館市 山岸 克広

3月25日に開局いたしました。
各局様にご協力をいただきながら運用中です。
今後はHF運用も準備中です。よろしくお願いします。
JM8RWB 函館市 池内 陽一

ブーベから来年早々に電波が出そうです。
寒いけど鼻水をすすり、”EWE”アンテナ工事にかか
ります。
ｄe JA8OW ７３＆GL
JA8OW 函館市 谷本 健一

昭和５１年に開局以来、４７年目を迎えました。
開局して間もない頃はHFでも、2mでもマイクを
握ることが多かったのですが、最近はマイクを握る
回数が激減しています。それでも、できるだけ無線
機の電源を入れ、ワッチすることにしていますので、
聞こえていましたらお相手よろしくお願いします。
JH８FBM 函館市 村上 俊一

コールサイン、お名前は文末に整理させていただいております
改行等はレイアウトに合わせて修正させていただきました

敬称は省略させていただきます



短信
No.3
28歳でガンになりました。
あれから3年、今31歳で4年目となり、ステージ1生存
率100%の5年目を迎えようとしています。初期で発
見され、腹痛だけで症状済んだのが幸いでした。当時
は一度無線から遠ざかっていた時期。遂に今年は参
加したコンテストすべて入賞・・・とおもったら一つだけ
取れませんでした。悔しいですね。とりあえずはコンテ
スト運用に関しては一定のレベルまで達したと思って
います。そろそろ運用面ではサポーターとなってもい
いかなと思い始めてきました。若い方には出力・設備・
級に捕らわれないで挑戦してもらいたいと思ってます。
JM8DYK 上磯郡知内町・札幌市豊平区村上槙吾

アマチュア無線も免許を取っただけと言う私が、
8J8HKDと言う、特別局のオペレーターを担当させて
いただいた事はとても貴重な経験でした。少しでもお
役に立てたのであれば、光栄です。皆様ありがとうご
ざいました。
JM8RAB 札幌市豊平区佐々木知子 今年は公園アワードで賽の河原公園（PK01-181）

のサービスと思い移動用にFT-991AMなど移動用
に諸々準備したのですが仕事の関係で全く移動もで
きず、固定でのQRVものんびりもできませんでした。
毎年楽しみな日本海ダクトも数回の遭遇でした。GP
でも７，９，0，３，４開いて楽しかったのですが・・・。
2022は無線的にはちょっと寂しいかな・・・来年は楽
しめればいいな～～
JA8PDI 奥尻郡奥尻町 多田 文雄

無線運用・テクニック・人生・その他
渡島桧山に関わる・関わった人達の近況です
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数か月に1，2回の道南函館への出張、
ハンディ機でホテルの窓辺から夜の空に繰り出すの
が楽しみです。22時過ぎでも2局、3局とCALLが
あり、夜景の綺麗な街には夜更かし局長さんが多い
のかな？七飯町泊りの時は城岱牧場からQRV、裏
夜景目当てのカップルに気圧されながらもローカル、
7エリアに加えて9エリアとのQSOを楽しみました
（ダクト初体験）。飯、温泉に加えて電波も美味しい
道南函館、次の出張が楽しみです。
JM8NOD 札幌市南区 廣林 毅之

出身は渡島管内ですが、諸々の事情から現在は札
幌に在住しています。札幌では住宅事情やノイズ状
況からHF帯に出るのは中々難しいものがあります。
最近は電波を出すより、空港近くに行って航空無線
を聴いたりと受信がメインになってしまっていますが、
V/UHF帯のハンディ機を集めて、札幌市内を一望
できる旭山記念公園から細々とQRP運用を楽しん
でいます。
JL8RRV 札幌市豊平区 花田 哲郎

7L2RLB（/8：大髙）です。
簡単な紹介と近況の依頼がありましたので…
ご存じの方も多いと思いますが、「7」コールは、1エリ
アで30数年前に関東電監（当時）より一時期付与さ
れたコールサイン（アマチュア無線局が136万局と言
われた時代）で、現在再割当ては無いようです。
何故に1エリアが…？ 実は当局の常置場所は東京
都青梅市ですが、現住所が函館のため渡島檜山支
部所属となっています。
そんな私のハムライフは、30数年前の東京晴海で受
けた国家試験から始まっています。伸びきった「カ
セットテープ」から流れる聞き取りにくい電気通信術
（モールス電信）試験…懐かしい想い出です。
現在のハムライフは、「車旅」とのセットで楽しんでい
ます。今年は3→5→2エリア旅を皮切りに1、7そして
8エリアを車中泊やキャンプで45泊。各局長からの
地元情報を頼りに、場所や時間に制限されず
flexible にスケジュール変更可能な「車旅」ならで
はの楽しさ、満足度の高い旅の「essence」としてア
マチュア無線は欠かせません。
来年はどこがいいかなぁ… 各局、良い旅情報があ
れば是非教えてください！
7L2RLB/8 函館市 大高 清津夫

本業関連で道新みなみ風にブックガイドを書いてい
ます。
無線は移動運用の準備をしていますが、なかなか電
波を出せません。
JA8IRQ 函館市 福島 誠

コールサイン、お名前は文末に整理させていただいております
改行等はレイアウトに合わせて修正させていただきました

敬称は省略させていただきます



短信
No.4
最近のJA8DHRの短信です
最近の出来事と言えば 故意にメインCHとかQSO中
にDTMF等を使っての明らかな通信妨害を与える
事案が発生しています HF帯では無く144,430mhz
が多い
アマチュア無線に対する明らかな挑戦です
これは我々の諸先輩達がフロンティア精神で開いて来
た大切な資産を冒涜する行為です
こんな事をしていたら HAMの自浄力が無いと見ら
れ一次業務からの撤退が起きないか心配です
車で言えば 一方通行を逆走をしていると言う事です
から
一般のhamは80条に依る通報が必要と成り 通報し
ますが反対に自分も知らず知らずに監視されている
かと思うと
面白く無いですねhi
如何してこうなるのでしょうか？
発信者をハッキリ言いましょう その為のcallsign(呼
び出し符号)ですから
安易にhamを増やすのでは無くhamとは何かの倫理
観の教育が必要ではと思います
無線局開設の時JARLに対しての電波法順守の制約
書的なものの発行を義務付けをする等 必要かもしれ
ませんね
又ham自身に依る自浄方法も再検討が必要かもしれ
ません
hamの活用についても総務省総合通信基盤局で発
行しています
社会貢献活動でのアマチュア無線の活用 という指針
を発表しています
是非活用して頂きたいと思います(この資料に付いて
は支部大会で希望者に配布予定です)
どちらにしても楽しいＱＳＯをしましょう
最後にCQ局が聞こえたら積極的に声を掛けましょう
ＣＱを出しているのですから
JA8DHR 函館市 甲谷 厳

無線運用・テクニック・人生・その他
渡島桧山に関わる・関わった人達の近況です
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私とアマチュア無線
私が、アマチュア無線（以下「ハム」という）の免許
を取得（電話級）したのは１９７２年９月高校１年生で
した。当時は、ハムの免許証を取得する前に無線機
が欲しくて、高校１年の夏休みに運送屋でアルバイ
ト（西瓜の配達助手です。夏の暑くて喉が渇いたと
き、わざと西瓜を落として喉を潤しました。（もう時
効ですネ））で得た給与で購入したのが、ＲＪＸ６０１
でした。（多分、今は使えないでしょう。電源は入り
ますが・・・・）
免許取得後、すぐに開局し無線機を自転車に縛り
付けて「自転車モービルだぁ！！」と、言って赤川水
源地まで遊びに行ってました。ＲＪＸ６０１のロッドア
ンテナでは、飛びが悪いからと当時、高校の先輩で
ＪＡ８ＭＵＨ（だったと思います）に６ｍのダイポール
アンテナを作ってもらい、木の棒に取り付けて平屋
建ての屋根からチョット高く上げて市内ローカルさ
んとのＱＳＯを楽しんでいました（当時、よくＱＳＯし
てたのは、ＪＡ８ＭＧＺ・ＪＡ８ＬＵＤ・ＪＡ８ＰＤＩ etc）。
また、修学旅行（京都）にも６０１を持って行って、何
局かとＱＳＯできたと記憶しています。
それから、１９７６年ころまで電波を出していたと思
います。その後、コールサインを流して、一旦休止し、
確か空いている（使用していない）コールサインは、
新規申請者に割り与えるという話を聞き、自分の
コールサインを無くしたくないと再開局し、再開局時
は頻繁にＱＳＯして遊んでいました。再度、ＱＳＯを
しなくなりました。
２年前、実家にアンテナを上げて主に４３０Ｍｈｚ、１４
４Ｍｈｚで遊んでいます。たまに、１２００Ｍｈｚ、７Ｍｈ
ｚ、２１ＭｈｚでもＱＳＯを楽しんでいます。
以上が、私とアマチュア無線でした。
JA8RZG 函館市 伊藤 泰行

コールサイン、お名前は文末に整理させていただいております
改行等はレイアウトに合わせて修正させていただきました

敬称は省略させていただきます
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無線運用・テクニック・人生・その他
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開局から50年目にして初めての1200Mデビュー
昭和45年、6mAMで開局以来HFからU・Vとバンドも増えていき、現在では1200まで交信できるようになりま
した。以前は仕事が忙しくなるにつれ、無線から遠ざかっていたりでなかなかマイクを握れませんでしたが引退
した今は、時間を好きに使える身分となり今までできなかったことを次々に実装しています。20年ほど前、開局
当時からの夢であった複数のアンテナをコン柱に揚げることができましたが、なぜか1200だけは一度も送信す
ることもなく、ただただ高価な屋根飾りとして20年間風雨に耐え、時にはカラスの止まり木となっていたナガラの
ギカシャークに今年ようやく命を吹き込むことができ、6月には日本海ダクト？の助けを借り1200での富山県小
矢部市との交信にギリで成功しました。全国的にも1200 やられている方は少ないようですが、このバンドの伝
搬特性は不思議でミステリアスそのもの！、実験、研究対象としては非常に面白いと思います。今後さらに
1.2Gが少しでも普及することを楽しみにしています。
JA8JUO 函館市 高津 明彦

今年３月にDXCC100(Mixed)を超えました。４月にはWAC(12m)も発行され高いモチベーションを保つこと
ができています。狭い敷地の２本のワイヤー系アンテナで平日は帰宅してから翌朝出勤するまで睡眠時間を極
限まで減らすスタイルで継続して楽しんでいます。もはや楽しむというより我慢比べでしょうか。
年内にDXCC150(Mixed)とWAS（Mixed）を目標としていましたがこれは年越し決定です。これからは今冬
を楽しむため雪が降る前に去年できなかった80mBandのアンテナを模索してみます。
年明けにはBouvetが控えています。果たしてこの環境で交信できるものなのか・・・。弱小設備での挑戦はこれ
からも続きます。
ＤＸ通信の醍醐味を教えてくれたJA8EVL小山内師匠への感謝を忘れずにこれからもアマチュア無線を楽しん
でいこうと思います。
ＪＬ８ＬＧＷ 函館市 船水 明

2022年度を振り返って
今年度はJH8CBHの佐々木様のサポートを頂きJARD（日本アマチュア無線振興協会）の講師研修を修了する
ことが出来ました。その他JA8EJZ斉藤様、JJ8KTT鍋嶋様からもご指導頂き有難うございました。大変感謝し
ております。
この研修終了を受けて今年2日間、アマチュア無線技士養成講習会を見学させて頂きました。正直なところ知識
が乏しく役不足な部分はありますが、受講者の皆様と一緒に私も成長できればと思っております。
休日勤務や夜間当直など仕事上あまりJARL行事に参加出来ない私ですが、微力ながらアマチュア無線の発展
に貢献出ればと思っております。今後もお空の世界でお会いしましたら皆様宜しくお願い致します。
JK8TYW 函館市 西川 貴博

コールサイン、お名前は文末に整理させていただいております
改行等はレイアウトに合わせて修正させていただきました

敬称は省略させていただきます
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青森県・渡島檜山両支部共催「第２０回津軽海峡コン テ ス ト 」結果

（2022年 5月7～8日実施)

【管内局】

個人・５０MHzの 部 個人・４３０MHzの 部 社団・マルチの部

★ＪＡ８ＦＨＭ 540 ★ＪＱ７ＢＦＰ/7 900 ★ＪＡ７ＹＹＭ/7 3,444

★ＪＡ７ＫＨＱ 350 ★ＪＬ８ＬＧＷ 670 ★ＪＥ７ＹＳＨ/7 1,311

★ＪＡ７ＨＱＵ 306 ★ＪＫ８ＪＺＱ 216 ★ＪＲ７ＺＤＦ/7 880

★ＪＡ８ＥＪＺ 168 ★ＪＨ７ＤＸＪ 120 ★ＪＡ７ＹＢＡ/7 189

★ＪＡ７ＣＬＸ 75 ★ＪＱ７ＢＩＵ/7 56 (参加局 ４ 局）

（参加局 ５局） （参加局 ５ 局）

個人・１４４MHzの 部 個人・マルチの部 【管外局】

★ＪＧ７ＷＥＮ/7 3,102 ★ＪＪ８ＵＤＡ 9,870 個人・５０MHzの部

★ＪＨ７ＯＹＶ 2,960 ★ＪＡ８ＤＨＲ 7,524 ★ＪＡ７ＥＲＪ/7 72

★ＪＩ７ＮＯＲ 1,919 ★ＪＬ８ＶＴＣ 5,304 （参加局 １ 局）

★ＪＱ２ＱＸＦ/7 1,800 ★ＪＭ８ＯＴＳ 2,046

★ＪＨ８ＣＢＨ 1,260 ★ＪＨ７ＮＭＳ 1,886 個人・１４４MHzの部

ＪＥ８ＳＢＰ/7 1,001 ＪＲ７ＢＶＱ 1,782 ★ＪＭ８ＭＵＡ 1

ＪＲ８ＦＧＹ 744 ＪＡ７ＡＷＭ 1,634 （参加局 １ 局)

ＪＲ８ＴＩＲ 408 ＪＨ８ＥＥＯ 1,422

ＪＡ７ＱＬＰ 370 ＪＡ７ＱＵＮ 1,241 個人・マルチの部

ＪＰ７ＭＲＳ 270 ＪＲ７ＷＫＪ 1,190 ★ＪＡ７ＷＸＬ/7 1,378

ＪＨ７ＶＵＤ 234 ＪＫ８ＰＢＯ 1,139 （参加局 1 局）

ＪＡ７ＡＸＰ 120 ＪＱ７ＢＤＩ 1,037

ＪＭ８ＲＷＢ 102 ＪＡ８ＥＥ 672

ＪＬ８ＪＵＫ 85 ＪＭ８ＣＮＥ 470 【支部対抗】

ＪＮ７ＦＣＭ 3 ＪＩ７ＧＷＤ 407 ★ 青 森 県支部 97

（参加局 １５ 局） ＪＫ７ＫＨＥ/7 114 渡島檜山支部 65

ＪＰ７ＵＩＶ 112

（参加局 １7 局） （総参加 ４９ 局）
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第３０回 渡島檜山支部４８時間コンテスト 結果

（２０２２年９月２日～４日実施）

【管内局】 ＪＨ０ＩＧＧ 9 ＪＡ７ＡＣＶ 4

マルチの部 ＪＡ４ＹＰＥ 9 ＪＫ１ＥＳＲ 4

★ ＪＨ８ＣＢＨ 42069 ＪＨ４ＦＵＦ 9 ＪＨ１ＮＸＵ 4

★ ＪＭ８ＯＴＳ 2736 ＪＲ５ＤＰＶ 9 ＪＡ０ＧＳＧ 4

ＪＫ１ＢＶＮ 6 ＪＮ１ＡＬＬ 3

3.5MHz の部 ＪＦ２ＦＩＵ 4 ＪＡ２ＵＬＶ 3

★ ＪＪ８ＵＤＡ 72 ＪＡ０ＣＴＷ 4 ＪＩ２ＩＷＢ 3

★ ＪＲ８ＣＳＡ 1 ＪＦ２ＭＶＩ 4 ７Ｎ２ＣＱＳ 2

ＪＪ５ＩＹＣ 2 ＪＭ８ＦＥＩ 2

7MHz の部 ＪＨ２ＦＯＲ 1 ＪＨ１ＰＲＶ 2

★ ＪＲ８ＴＩＲ 4100 ＪＡ１ＸＷＤ 2

3.5MHz の部 ＪＥ１ＥＮＩ 1

21MHz の部 ★ ＪＡ３ＯＧ 1 ＪＦ０ＩＵＮ 1

★ ＪＡ８ＥＥ 1 ★ ＪＡ８ＫＧＧ 1 ＪＮ１ＶＦＶ 1

★ ＪＨ７ＰＳＬ 1 ＪＮ１ＫＭＩ 1

144MHz の部 ★ ＪＡ８ＩＢＵ 1 ＪＨ７ＣＸＷ 1

★ ＪＬ８ＬＧＷ 260 ＪＡ９ＸＡＴ 1

★ ＪＬ８ＪＵＫ 48 7MHz の部 ＪＨ７ＶＲＵ 1

★ ＪＨ７ＫＳＵ 14 ＪＧ７ＵＶＯ 1

1200MHz の部 ★ ＪＧ１ＬＨＢ 10 ＪＰ３ＪＵＶ 1

★ ＪＡ８ＦＨＭ 30 ★ ＪＡ７ＡＭＫ 10 ＪＡ３ＲＡＺ 1

★ ＪＡ８ＥＪＺ 14 ★ ＪＳ２ＧＹＮ 10 ＪＡ１ＪＵＲ 1

★ ＪＪ３ＴＴＨ 8 ＪＡ６ＦＸＬ 1
ＪＭ１ＷＢＰ 6 ＪＪ８ＸＮＰ 1

【管外局】
マルチの部

★ ＪＧ１ＣＦＯ 66

★ ＪＲ２ＡＷＳ 20

★ ＪＡ３ＪＭ 16

★ ＪＲ２ＭＩＯ 16

★ ＪＫ３ＨＦＮ 16

ＪＡ６ＦＯＦ 15

ＪＨ０ＦＯＧ 15

ＪＨ７ＵＪＵ 12
ＪＡ６ＣＶＲ 9

ＪＡ３ＮＵＴ 6 ＪＡ４ＹＸＶ 1

ＪＡ７ＳＬＫ 6 ＪＡ７ＧＮＸ 1

ＪＡ２ＡＵＶ 6 ＪＡ９ＢＦＡ／１ 1
ＪＲ５ＭＢＩ 4 ＪＡ２ＫＱＹ 1

ＪＡ２ＨＵＶ 4

ＪＦ１ＤＦＡ 4 144MHz の部

ＪＳ３ＣＯＶ 4 ★ ＪＨ８ＥＡＷ／８ 12

ＪＭ４ＫＨＣ／１ 4 ★ ＪＡ７ＥＲＪ／７ 1
ＪＪ０ＳＦＶ 4

ＪＬ３ＴＯＧ／３ 4 （総参加局８０局）
ＪＥ７ＫＥＢ／７ 4

※ 入賞者★は支部大会にて表彰、または賞状を送付させていただきます。

参加局からのコメント（抜粋）

・来年はシングルバンドをやめて、マルチバンド、HF/VU マルチバンドの方がよろしいかと思います。
(管内局)
・ALL ASIAN DX コンテストと同日開催について批判的な意見もあるようです（管内局）
・今回も１局でしたが、次回は複数局と交信したいと思います。（１エリア局）
・第 30 回の節目へのコンテスト参加局増を期待して参加したのでしたが、7MHz 函館局以外からのマ
ルチが取れず。また次回も、よろしくお願いします。（７エリア局）
・ローパワーCWで初めて参加させていただきました。少しですが交信できたのでログを提出します。
（２エリア局）
・コンディションがいまいちで、管内局をお呼びできなかった。（３エリア局）



編集後記

18

支部からのお知らせ

URL
https://onl.bz/iWKie2R

総務省からワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案に対する意見の募集
（パブリックコメント）が発表されています.
今回の改正のポイントは
・無資格者のアマチュア無線体験は、手続不要で有資格者の立ち合いのみでOK
・アマチュア無線が教育活動等で活用できることの明確化
・従事者免許と局免許の「同時申請手続」の導入
・電波の型式、周波数、空中線電力の一括表示記号導入。これにより無線局免許申請書の記入が大幅に簡略。
・技適機の無線設備の取替・増設・撤去は「届出」の手続きで可能に
・特定附属装置を接続する場合手続き不要
・アマチュア局の再免許の申請期間の見直しで「6か月前から1か月前まで」に。
・非常通信時は「他人の依頼による通報」が行える。
・バンドプラン簡素化
・遠隔操作についての合理化

簡単に説明するとこのような改正が予定されております。多くの意見が、アマチュア無線の未来を支えることと
なり、今後の発展を支えることとなります。是非とも以下のURLかQRコードから総務省のHPより、意見をお
願いいたします。 QRコード

JARL渡島檜山支部の皆様へ
携帯電話の料金、気になりませんか？

ゲオモバイル函館昭和店では現在他社からの乗り換えで
お得なキャンペーン実施中！
特に！60歳以上の方！かなりお得です！

国道５号線函館スズキ販売さん隣
ゲオ函館昭和店２F 担当 川口 0138-45-7722
※問い合わせの際はアマチュア無線連盟支部役員 知内町村上からの紹介ですとお伝えください

今年は支部報お休みしようかと消極的になっていたとき「僕やります！」と手を上げてくれたのが村
上さんでした。本当に私はスタッフに恵まれているなと感じています。支部報は過去のものベースと
せずゼロからのスタート、従来の形にとらわれずにやろうということで始めました。各局短信も多く
の方にご協力頂き充実した内容となりました。そんな中、最後まで村上さんを困らせたのは私でした。
原稿来年はもっと早く書きますね。＜JL8LGW＞この度の支部報につきましては、ＪＭ８ＤＹＫ村上
氏におんぶにだっこ、ＩＴ機器を手足のように使える能力は羨ましい限りです。私は、無線機器につ
きましても全てアナログなままです…<JK8JZQ>Aldus Pagemaker改めAdobe Pagemaker、Adobe 
InDesignやIllustrator、Word等数々のページレイアウト可能な印刷物作成ソフトを使用してきました
が、支部報が今までの中で一番の大作となってしまいました。クラウドを使って役員の皆様とリアル
タイムに共有できたのがとても作業しやすく良かったなと思っています。ちなみに無線のほう
は・・・なんとこれを作成している期間でオンエアしたのがたったの二回！だめですね～精進しない
といけません。だから石狩後志コンテスト落としたんだ・・・精進します。<JM8DYK>

JARL渡島檜山支部 支部報 第５０号 令和4年11月24日 発行
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