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ＪＡＲＬ６策

《３つの未来》 《３つの約束》

① アマチュア無線による社会貢献の推進 ① 暖かく血の通った人間味のある運営の実施
② 次世代の育成 ② ＪＡＲＬを次の世代につなぎます。
③ アマチュア無線の規制緩和に尽力 ③ ルールを守った連盟運営と可視化の実施

ＪＡＲＬ正常化タイムズ第１３号

ＪＡＲＬの現在の課題について
現在のＪＡＲＬ執行部の情報公開状況は、会
員の私達にとって十分ではなく、重要な問題が
山積する今、どのような考えでこれらの問題に
向き合っているのか見えてきません。
恐らくは、９月１１日～１２日に実施される
予定の理事会において審議される事項もあろう
かと思いますが、私達なりに早急に対応しなけ
ればならないこれら問題について考えてみまし
た。
出来得れば、この理事会で審議をされて、そ
の結果を会員に公開していただきたいものと思
います。
１ ハムフェア２０２１（１０月２日・３日開
催予定）について
去る８月１８日、ハムフェア出展者に対する
説明会が実施されました。
出席者に対し、実施をするということは伝
えられたようですが、コロナ対策については
詳細が伝えられず、出展者の方々からの質問
についても明確な細部説明はありませんでし
た。
本番の日まで１ヶ月を切った本日現在、前
売券の発売もまだですし、ＪＡＲＬ Ｗｅｂ
に詳しい情報も掲載されていません。
出展者の皆さんから事務局に対し、主に感
染防止処置に関する質問の電話が相次いでい
るようですが、コロナ対策についての詳しい
説明はないと聞いています。
このような状況を拝察するに、開催に向け
た準備が着々と進んでいるようには見えませ
ん。
８月１８日の時点ですでに、出展ブースの
数は一昨年の半分でしたが、その後も多くの
ブースが出展を断念される動きが続いていま
す。
私達、正常化ＰＪでは、会場でのコロナ感
染リスクはもちろん、逼迫する医療体制に与
える負担等を考えれば、開催は断念せざるを
得ないと思い、中止をするなら(右上に続く)

早く発表することを求める要望書を連名で

提出しましたがＪＡＲＬからは、まだ、中

止の発表はありません。

昨年は、理事会が開催を決めたハムフェ

ア２０２０を、下位組織である実行委員会

が中止するという不可思議なことが起きま

したが今年は、９月の理事会まで待って中

止するかどうかを議論するのでしょうか。

それとも、このまま開催に向けて突き進

むのでしょうか。心配です。

２ カード転送枚数の爆増問題

６月の社員総会で、２０

２０年度にビューローに送

られてきたカードの枚数が

前年より一七％も増加し、

転送遅延の原因になってい

ることが明らかになりまし

た。

月平均１３万枚もカード枚数が増えてい

る計算ですが、Ｓｔａｙ ＨｏｍｅとＦＴ

８の影響でしょうか。

ＪＡＲＬとビューロー受託会社の契約は

１年契約で、来年の１月が更新時期である

ということも明らかになりました。

カード転送遅延問題について、理事会は

何らかの対策を打ち出すでしょうか。

３ 社会貢献活動ガイドライン

社会貢献活動でのアマチュア無線の活用

について、ＪＡＲＬ執行部は、ガイドライ

ンの作成を総務省に約束しましたが、大幅

に遅れています。

６月の社員総会で日野岳専務理事から、

「ガイドラインは、近いうちに有識者の意

見を踏まえながら作成し、９月の理事会に

は諮りたい」「交通費・食費くらいは認め

られるが報酬として受け取るのは、ボラン

ティアの範囲外であるということを総務省

と申し合わせている」との説明がありまし

た。 （次頁に続く)
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７Ｋ１ＢＩＢ山内社員は、「金銭上の

利益のためでなく」というアマチュア無

線の国際的な定義を踏まえて、「実費は

ともかく報酬が払われる場合はアマチュ

ア無線は使えないと明記されるのか。こ

れは、実費以上の報酬が出ている猟友会

と真正面からケンカすることになる。

私は、ＪＡＲＬとして是非それをやっ

ていただきたいと思うがそういう覚悟が

あるのか。」と質問したところ、日野岳

専務理事は、「山内社員がおっしゃるよ

うな意向とほぼ同じ」と回答しました。

回答どおり、報酬の受け取りは許され

ないことを明示するガイドラインが作成

されるのでしょうか。

４ 社員総会の速記録廃止、録音公開

髙尾・日野岳執行部が社員総会の速記

録を廃止したことについては強い批判が

あります。

６月の社員総会では、

複数の社員から せめて

録音を公開してほしいと

の要請があり、日野岳専

務理事は「検討する」と

回答しました。

未だに公開されません

が、理事会で議論があるか、注目です。

五 法改正の検討会？

八月三十一日に「デジタル変革変革時

代の電波政策懇談会報告書（案）」に対

するパブリック・コメントの結果が公表

されましたが、総務省からの以下の回答

が注目されています。

「アマチュア無線をより活用しやすい

制度・環境の実現に向けて、アマチュア

無線に係る免許・検査などの各制度の在

り方について、今後、総務省において具

体的な検討が行われるものと考えます。

アマチュア無線家の方々の御要望は幅

広く、場合によっては方向性が異なるも

のがあることも考えられ、検討に当たっ

ては、代表的なアマチュア無線家団体に

検討に御参画いただき、その具体的な御

意見等を踏まえて 有識者や関係者によ

る検討会を開催して議論していくことが

考えられます。」 (右上に続く)

ＪＡＲＬ Ｗｅｂには、「検討会には
当連盟がアマチュア無線家の代表として
是非、参画させていただきアマチュア無
線に係る免許・検査などの各制度の在り
方についての具体的な提案をする」と書
かれていますが、今の執行部や事務局だ
けでは、甚だ心許ないところです。
ここはＪＡＲＬとして、有識者を集め
て特別委員会を設置し、会員アンケート
を通じてアマチュア無線家の各種要望を
漏れなく集め、具体的な提案をとりまと
めて総務省に提出し、ひとつでも多くの
要望を実現できるよう尽力しなければな
りません。
委員会は、現執行部のお友達で固める
のではなく、広く有識者を集めるべきで
す。
正常化プロジェクトのメンバーは、全
面的に協力する用意があります。
９月の理事会で、この動きに備えてど
のような取り組みがなされるのか、注目
です。
アマチュア無線に関する電波法が規制
緩和される、千載一遇のチャンスです。
アマチュア無線界の総力を挙げて取り
組まなければなりません。

以上、私達正常化ＰＪとして、当面、対
応しなければならない問題点について考察
致しましたが、読者の皆様にはどのように
お考えでしょうか。
私達は、これから、コロナという災厄が

もたらす社会的な変革に向き合っていかな
ければなりません。
逆に、長年、減少傾向にあったアマチュ

ア無線という趣味の世界には、Ｓｔａｙ
Ｈｏｍｅの施策による好ましい影響も少な
からず出てきています。
特に、５番目に上げた法改正による規制

緩和の動きは、今後のアマチュア無線の振
興のため、見逃すわけにはいきません。
ＪＡＲＬ執行部には、金品をばらまいて

よかれとするような旧態依然とした組織運
営に拘泥するのではなく、思い切って、様
々な知見を有する有識者、アマチュア無線
界にあまた存在する優秀な人材を大胆に登
用し、将来のアマチュア無線家達に感謝さ
れるような立派な遺産を残そうではありま
せんか。
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編 集 後 記

とても暑かった夏もいつの間にか秋の気配に包まれる
ようになってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。
大変遅くなりましたが、正常化タイムズ第１３号をお

届け致します。
今回は、山積する問題点と中旬に行われる理事会に焦

点を当てました。
役員・社員の方々には勿論のこと、会員の皆様にもＪ

ＡＲＬが抱える問題点について認識を新たにされ、執行
部の動向に関心を持っていただきたいと思います。
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第５３回東海ハムの祭典
９月１２日（日）には「第５３回東海ハムの
祭典」が実施されます。
名古屋地区のコロナ感染状況の状況を考え当
初の予定を若干変更して、「オンラインを基本
としたハイブリッド型オンライン同時配信」に
よる開催に変更致します。
テーマ：「つたえよう ひろげよう

世界へ未来へ アマチュア無線」
キャッチフレーズ：
「オリ・パラの次は東海ハムの祭典」
と銘打って、名古屋市公会堂をメインスタジ
オとして実施する予定になっております。
★ 趣旨、目的は、
趣味としての実益と，災害発災時の初動的
通信手段としても活躍するアマチュア無線に
ついて，東海地方を中心とするアマチュア無
線愛好家と一般市民が集まり、各種講演・展
示等を通して交流・意見交換を行います。
こちらの方も、コロナ禍のためオンライン
をフルに活用した催しに致します。
現地でも感染対策を徹底し、お越しになる
皆様、オンラインで視聴される皆様それぞれ
同じように楽しんでいただけるよう工夫を凝
らしております。
★ 「第５３回東海ハムの祭典」スケジュール
１０００～１０１０ 開会式
１０１０～１０３０ ＪＡＲＬ愛知県支部と語

る会
１０３０～１１００ 届け！若人の声サミット
１１００～１３００ ミニコンサート(渡部まい

こさん、Ｍａｓａｃｏさん
青木小夜子さん)

１３００～１４３０ 祭典式典・支部大会・表
彰式

１４３０～１５００ 講演会（愛知県防災安全
局）

１５００～１５３０ 講演会（アイコム株式会
社）

１５３０～１６００ 講演会（総務省東海総
合通信局）

１６００ 閉会の挨拶
素人放送局が行う生放送のテレビ番組表と

思ってください！ （右上に続く）

あくまで予定であり変更することがありま
すのでご了承ください。
★ 会場で行われる窓口業務について
メインスタジオの名古屋市公会堂内で行わ
れる窓口業務は次の通りです。
１ ＪＡＲＬデスク
ＪＡＲＬへの入会・会費継続等の手続き
が可能です。手続きを行うとここだけの記
念品がもらえます。
２ ＱＳＬカード転送受付
毎年多くのＱＳＬカードが集まります。
是非この機会にまとめて発送しましょう。
３ オフィシャルガイドブックの配布
今年も、オフィシャルガイドブックを発
刊します！会場案内をはじめ多くの情報が
得られます。
４ 東海ハムの祭典 特別記念局 ８Ｊ２ＴＫ
Ｉ／２の運用
４月１日から東海４県を回って運用され
てきた「第５３回東海ハムの祭典 特別記
念局 ８Ｊ２ＴＫＩ」が４階ロビーで運用
されます。 この日が運用最終日です。
是非、交信してください！

５ 東海地方本部運用体験局 ８Ｊ２ＹＡＡ
／２の運用
一定の条件を満たすことで免許を持たな
い方もアマチュア無線を運用し，そのおも
しろさを体験できる、特別局８Ｊ２ＹＡＡ
が今年も運用されます。
この局は、２０２２年３月３１日まで東
海４県内の各種イベント開催時に運用され
ますが，ぜひ会場で未知の世界を体験して
ください。
６ 参加記念品の配布
東海ハムの祭典・ＪＡＲＬ愛知県支部大
会に参加した方に記念品を配布します．な
くなり次第配布を終了します。お早めにご
来場ください！
「新型コロナウィルス感染拡大予防対策へ
のお願い」については、下記ＵＲＬをご覧下
さい。(http://www.tokai-jarl.jp/saiten/COVID19-
20210822.pdf)


