
●「第５３回東海ハムの祭典」実行委員会企画展示・登録クラブ・実行委員配置 一覧（20220306 検討案） 

（２０２１年８月２１日現在 各クラブからの回答を含めた最終調整案を元に作成） 

 

 

★１階（開会式，大ホール，受付ほか） 

実行委員：１階開会式・舞台関係責任者：JJ2JIX 後藤 直，JA2BDX 渡辺 洋久 

ロクマル学校：開会式，テープカット運営，司会対応，舞台付近運営 

実行委員：JL2JPH 菅谷 憲治     （１階ホール入場は要指定席券・全席座席指定） 

東海 2mSSB：庶務・舞台・総合演出    （座席指定券は近接者リストを兼ねる） 

各県支部：１階ホール入場時指定席券確認，  （抽選品の受け渡しは１階ロビーで検討中） 

会場座席指定維持管理 

実行委員：１階受付関係責任者：JG2FNE 橋村 正則，JA2ATE 森島 生次，JH2DFJ 岩田 泰典 

みどり：受付       （要感染対策：消毒・検温・抽選券記入等） 

愛北：受付       （公会堂入場時に抽選券・記念品・指定席券配布） 

ＵＳＯ：受付       （抽選券は参加者リストを兼ねる・半券回収） 

弥富防災：受付     （大会誌等の配布） 

日進防災：受付 

東海市非常通信協力会：受付 

蒲郡 AMC：受付，立て看板作成（大・小），２～３階ポスター掲出 

ドコモ東海 AMC：受付，立て看板作成（大・小），２～３階ポスター掲出 

名古屋工業高校：式典司会，立て看板作成（大・小），ネット配信・撮影 

南山中高：式典司会，立て看板作成（大・小），ネット配信・撮影 

愛知県立旭丘高校電気部：式典司会（大・小），立て看板作成，ネット配信・撮影 

実行委員：JG2ADX 片岡 広道，JG2XWH 小川 和裕，JE2QBL 田原 充 

東海コンテスト委：コンテスト表彰 

実行委員：JQ2DBT 加藤 暢高，JE2QEN 石崎 敏也  （１階ロビーで抽選当選者への賞品受渡を検討） 

春日井：抽選会準備・運営     （入場しない当選者は別途受渡方法を検討） 

東海 2mSSB：抽選会準備・運営 

愛工大名電：抽選会準備・運営 

実行委員：JO2MLC 村井 千鶴，JH1CVO 柴田 祥一 

東海女性（宮地）：JARL デスク（会費受付等），総合案内（各種問い合わせ受付），ＱＳＬカード転送受付 

難破船ハムクラブ：受付・来賓誘導対応 

 

★２～４階（一般展示，ビジネス展示，純粋展示，工作教室ほか） 

実行委員：２～４階催物責任者：JF2QKA 大橋 良成，JI2DQT 秋山 勲，JO2OTF 瀬川 明郞， 

JI2GCM 彦坂 潤一， 

ダミー（旅）：ＣＱ出版の書籍頒布（２階または３階）（スタッフ増員予定），出展運営・展示管理 

6mAM：出展運営・展示管理，２～４階机・椅子移動指示 （実行委員企画向けに感染防止手袋を用意） 

春日井：出展運営・展示管理，２～４階机・椅子移動指示 

実行委員：JF2WEQ 林 宏明 

モリコロ：親子電子工作教室 

 



★４階（特別記念局，運用体験局，講演会，ビジネス展示，純粋展示） 

実行委員：特別記念局責任者：JA2WKT 金井 勉（無線局運用時の要感染対策，運用者管理，ログ管理） 

東別院：特別記念局運用，運用体験局運用，運用者管理，ログ管理，アンテナ設営，机・椅子移動 

名古屋大学アマチュア無線研究会：特別記念局運用，運用体験局運用，アンテナ設営，机・椅子移動 

中部大学無線部：特別記念局運用，運用体験局運用，アンテナ設営，机・椅子移動 

実行委員：7L1FFN 磯 直行 

愛知県支部：愛知県支部ブース・ＪＡＲＬ愛知県支部と語る会 

NDC：愛知県支部ブース・支部と語る会 

実行委員：JA2KWX 服部 達夫 

弥富防災，東浦アマチュア無線クラブ：アイボール QSO，スタンプラリー，手書き QSL，アワード展示 

実行委員：JQ2XTA 椿原 寅賢 

静岡県支部：静岡県支部ブース，開場時入場制限，正面入口入場制限，１階ホール入口の指定席入場制限 

実行委員：JL2GBG 室井 光 

岐阜県支部：岐阜県支部ブース，開場時入場制限，正面入口入場制限，１階ホール入口の指定席入場制限 

実行委員：JA2NMH 長谷川 隆司 

三重県支部：三重県支部ブース，開場時入場制限，正面入口入場制限，１階ホール入口の指定席入場制限 

実行委員：JH2EUO 堀内 豊 

監査指導：総務省・監査・電波適正ブース 

実行委員：JG2WIK 加藤 高明，JF2XQP 内藤 千裕 

春日井：講演会（総通・防災・ＪＡＩＡ） （Zoom ブレークアウトセッションにて会場風景と並行実施） 

ボランタリオ・フジタ無線クラブ：講演会（総通・防災・ＪＡＩＡ）向け Zoom 配信 

 

★その他の東海ハムの祭典実行委員会企画展示（実行委員以外の方が担当いただくもの） 

名古屋工業高校（林（尚））：届け！若者の声サミット（４階），式典司会 

南山中高：届け！若者の声サミット（４階），式典司会 

愛知県立旭丘高校電気部：届け！若者の声サミット（４階），式典司会 

静岡県支部（小川）：届け！若者の声サミット（４階） 

DXCC ＋日本ボーイスカウト愛知連盟無線局（平野（嘉））：DXCC フィールドチェック（３階） 

豊田合成（近藤）：地震体験車（なまず号）（屋外） 

弥富防災（橋村）：地震体験車（なまず号）（屋外） 

豊田市アマチュア無線クラブ（JO2CIE 鈴木）：地震体験車（なまず号）（屋外） 

中部大学（藤村）：コンテスト表彰，抽選会，開会式（１階），４階ホールの机・椅子の移動 

 

★事務局 

実行委員：催物全体の統括：JG2FNE 橋村 正則（弥富防災），統括補助：JN2OFP 山田 剛士 

鍵管理，入場者対応，指定席対応 

実行委員：JQ2CME 平野 俊一（VoIP デジタルネット）事務局長 

新型コロナウィルス対策，抽選券・１階大ホール座席指定券管理，駐車車両管理，舞台進行・運営 

実行委員：JR2NPI 木村 和子（名大職員）会計，JM2ORT 室井 やよい（岐阜県支部）， 

JH2OBC 柴田 美智代（名大職員），JR2MMW 小谷 亜由美（名大職員），JR2KQX 小林 恵美子（岐阜県） 

来賓受付・対応 

 



実行委員：JA2HDE 木村 時政，JG2GFX 種村 一郎 

来賓対応 

実行委員：JR2MHV 冨岡 巧（三重県支部） 

映像記録 

実行委員：JA2GOX 原 豊（三重県支部） 

写真記録 

実行委員：JH2ECC 國島 孝之，JI2ATL 小川 祐二，JG2RMR 木全 義憲（岐阜県支部）， 

JK2CNV 田中 一生（岐阜県支部）， JA2HVO 岡田 哲夫（三重県支部） 

会場整理，開場時入場制限，正面入口入場制限，１階ホール入口の指定席入場制限 

実行委員：JI2LFX 広田 大輔，JR2GOA 長尾 旭，JA6VEB 纐纈 知己， 

大会誌編集，公式 Web サイト編集等，開催日以前の業務対応 

 

●東海ハム祭典実行委員会企画展示以外（純粋展示・一般展示等に出展しているクラブ） 

・クラブ・スリーＡ（モールス紹介）                  （モールス練習機の準備をお願いします） 

・6mAM 愛好会（クラブ紹介，ジャンク販売） 

・春日井アマチュア無線クラブ（ジャンク販売） 

・三河防災無線クラブ 

・ボランタリオ・フジタ無線クラブ 

 

★その他の登録クラブ（ご欠席等により，クラブとしてのご協力の予定のないクラブ） 

名古屋北部アマチュア無線クラブ（ご協力のお申し出をお待ちしております） 

岡崎アマチュア無線クラブ（ご協力のお申し出をお待ちしております） 

西尾アマチュア無線クラブ（ご協力のお申し出をお待ちしております） 

アマチュア無線はんだクラブ（ご協力のお申し出をお待ちしております） 

金鯱ハムクラブ（ご協力のお申し出をお待ちしております） 

デンソー（ご協力のお申し出をお待ちしております） 

田原（ご協力のお申し出をお待ちしております） 

ＪＡＣ知多ハムクラブ（ご協力のお申し出をお待ちしております） 

蒲郡ハムクラブ（ご協力のお申し出をお待ちしております） 

名古屋第二赤十字病院アマチュア無線クラブ（ご協力のお申し出をお待ちしております） 

東海１０ｍＦＭ愛好会（ご協力のお申し出をお待ちしております） 

防災パ・ケッタハムクラブ（ご協力のお申し出をお待ちしております） 

愛知２ｍＳＳＢ愛好会（ご協力のお申し出をお待ちしております） 

阿久比アマチュア無線非常通信連絡会（ご協力のお申し出をお待ちしております） 

愛知コンテストクラブ（ご協力のお申し出をお待ちしております） 

アマチュア無線サポーターズ豊田（ご協力のお申し出をお待ちしております） 

 

 

 

★その他の登録クラブ（以前純粋展示・一般展示等に出展していたクラブ・今回出展申込なし） 

 

VoIP デジタルネット（D-STAR・VoIP の紹介）（出展申し込み・ご協力をお待ちしています） 



クラブ２００１（CW 紹介）（出展申し込み・ご協力をお待ちしています） 

豊田合成ＡＭＣ（LED 等のクラブ展示）（出展申し込み・ご協力をお待ちしています） 

田原アマチュア無線クラブ（出展申し込み・ご協力をお待ちしています） 

ドコモ東海アマチュア無線クラブ（出展申し込み・ご協力をお待ちしています） 

愛知県赤十字無線奉仕団（出展申し込み・ご協力をお待ちしています） 

 

 

 

ご協力いただく登録クラブ等は，5 月 31 日までにスタッフ証を「第 54 回東海ハムの祭典公式 Web サイト」か

ら申し込んでください．スタッフ証がないと，一般入場者の入場時間（10 時）まで入館することができません． 

 

第 54 回東海ハムの祭典公式 Web サイト    https://www.tokai-jarl.jp/saiten/ 

 

スタッフ証は 7 月 17 日の登録クラブ代表者会議時にお渡しします（欠席の場合は郵送します） 

 

 
●オンライン開催とした場合の対応予定（2020,2021 年度とほぼ同内容の開催とします：会場は４階のみ） 

  （まだオンライン開催に決定したわけではありません） 

・ 開会式 中止 

・ 受付・総合受付・オフィシャルガイドブック・記念品受渡 １階→４階ホール前へ変更 

・ JARL デスク１階→４階ホール前へ変更 

・ １階大ホール，２階集会室・ロビー，３階集会室・ロビー等の展示 中止 

純粋展示・一般展示・ビジネス展示 中止 

DXCC フィールドチェック 中止 

親子電子工作教室 中止 

書籍販売 中止 

各種ポスター展示 中止 

・ ４階ホールの展示 中止 

純粋・ビジネス展示・アイボール QSO，スタンプラリー，手書き QSL，JARL 発行アワード展示 中止 

・ ミニコンサート １階大ホール→４階ホールへ変更 

・ 式典・表彰式 １階大ホール→４階ホールへ変更 

・ 抽選会 中止 

・ 講演会  時間・会場変更・規模縮小 

・ 地震体験車「なまず号」（屋外） 中止 

・ 特別記念局・運用体験局 予定通り４階ホール前で実施 

・ JARL 愛知県支部と語る会 オンラインミーティング形式で実施 

・ 届け！若者の声サミット オンラインミーティング形式で実施 

・ オフィシャルガイドブック 予定通り発行（6 月 30 日原稿〆切） 

 


