
2019年 3月 11日 WebRC 受付時間は、零時～23時 59分。

JH3DMQ #001水谷 大阪府柏原市 JCC2525 PM74TN
訓練・訓練 06:00 #情報

東日本大震災を風化させないように通信訓練を続けて行きたい。ご協力宜しくお願い致

します。

昨日の通信訓練に多くのアマチュア無線局が参加して頂き有り難うございました。

ＱＲコードを読み取って頂ければ昨日に行った通信訓練の報告書が見れます。

本日のWebロールコールは23時 59分まで受付ています。関心のある方は、ご参加下さ

い。以上 終わり

FB

ＪＥ３ＰＡＶ＃259上田信彦ＪＣＣ2526
訓練 訓練 0700 ＃情報 羽曳野市は震度 6弱です。

以上終わり

Mail

JA1MUY #271 仙石 東京都福生市 JCC-1019
訓練、訓練 07:39 #情報 WX 雨。私には小さな事しかできませんが、

今できる事をできるだけやろうと思います。

以上、終わり

FB



渡邉#１７６渡邉大阪府柏原市

訓練・訓練７時５１分＃情報本日、雨

公益社団法人大阪府柔道整復師会所属

渡辺鍼灸整骨院以上、終わり

LINE

JN3ANO #105 南 奈良県桜井市 JCC-2406 PM74WM
訓練 訓練 08:00 ＃情報

新聞の震災に関するコラムに、「『いつかあること』に身構えよ」という文がありました。

常に日頃の備えの確認や訓練をしたいと思います。以上、終わり

Mail

大阪府危機管理室災害対策課災害対策Ｇ ＃140大阪市中央区 JCC-250127
■訓練 訓練 09：00＃情報

■本文 東日本大震災の発生から８年を迎えました。この震災により犠牲となられた方々

に対し謹んで哀悼の意を表するとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げま

す。

昨年、大阪府北部地震、台風第21号など数多くの災害が発生しました。これら災害の教訓

とともに来るべく南海トラフ巨大地震など大災害に備えて、災害対応能力の向上、府民の

意識啓発に取り組んでいきます。以上 終わり

Mail

JR7JPM/7 #118 沼崎 岩手県宮古市 JCC0303 PM09XP
訓練 訓練 09:00 #情報 本日は雨が強いです。

終わり

Mail

9時現在の参加状況の報告

関東エリア 1人 近畿エリア 5人 東北エリア 1人 合計 7人

行政機関では、大阪府危機管理室災害対策課災害対策グループのお方が

参加して下さいました。ご協力有難う御座いました。

次の報告予定は12時の予定。以上



JE7YZG #275 岡崎 岩手県宮古市 JCC0303 PM09XP
訓練 訓練 09:33 #報告 （宮古後藤医院無線クラブ）

昨日は訓練参加出来ず おわり。

Mail

JA1TLP #142 野口 JCC 110117 神奈川県横浜市青葉区

訓練・訓練 10:10＃情報八年前の震災当日、

「横浜市アマチュア無線非常通信協力会 青葉区支部」

も発災直後から機能し、交通状況の情報交換をワッチされていた医師会長から高い評価を

受ける等、その後の行政、医療関連団体、自治会

などとの連携は大きく前進しました

しかし当時責任者だった当局を含め仕事中だった会員は、都内の状況を支部メーリングリ

ストに流す等したものの、地元情報を知るのは一部を除き後日となりました。また当時、

神奈川の親戚からの連絡で初めて震災の規模の大きさを知った現地被災者もいらしたと聞

きました

水谷さん提唱、リアルタイムで広域情報を交換するTeam7043活動の拡充は大規模災害発

生時、死傷者を文字通り「桁違いに減らす」可能性を持つと思います

当地は雨があがり晴れてきました。時折、突風他には異常なし長くなりました。以上

終わり

ＭＬ

JE7YZN #276 箱石 岩手県宮古市 JCC0303 PM09XP
訓練 訓練 10:38 #報告 宮古後藤医院ＭＥ無線クラブです、

昨日は訓練参加しました（ワイヤーズＸ）終わり

Mail

JL3QJQ、増田、東大阪市 JCC-2531
訓練、訓練、１０,４０分現代＃情報天候雨、北西微風、外気温１２度異常なし。以上。

JJ1ASU #323 加藤 千葉県木更津市

JCC#1206 GL:PM95XJ 訓練 訓練 10:50#情報 wx 晴れ

災害が多い日本。各地でまだ避難所生活を余儀無くされている方々もいるのが現状。物理

的・精神的ダメージの回復を切に祈るばかりです。過去の経験から未来へ繋げる努力を、

微力ながら応援し活動してまいります。

以上 終わり

FB



JE5JRC #318 森下 徳島県海部郡海陽町 JCGー37004H
訓練・訓練 12:40 #情報 晴れ

朝は曇っていましたが、只今快晴です。気温は20℃を超えています。

以上終わり

Mail

12時 現在の参加局は、

関東エリア 2人 近畿エリア 1人 四国エリア 1人 東北エリア 2人

小計 ６人

通算 13人

次回の報告は、15時以降とします。

平日では御座いますがご参加有難うございます。

JR2UYG#361 藁科 静岡県静岡市葵区 JCC-180101 PM95FA
訓練 訓練 14：49＃情報 晴れ 会社でも黙祷致しました。

以上、終わり

LINE

15時 現在の参加局は、1人

東海エリア 1人

通算 14人

次回の報告は、18時以降とします。



JI1JRE #256 武藤 東京都世田谷区 JCC#100112 PM95TQ
訓練 訓練 15:25 #情報

東日本大震災から８年。犠牲になられた方々へ心から哀悼の意を捧げます。

忘れもしないあの時、私は息子と共に羽田空港へ向かうモノレールの中にいました。

以上、終わり。

FB

JE1IUN #328 宮川 横浜市都筑区 JCC#110118
GL:PM95TN
訓練・訓練 16:55 ＃情報 朝のうちは強い雨。9時頃から晴天になりました。

以上終わり

FB

JI1TVH #202 阿部 東京都文京区 JCC#100105
訓練、訓練 17:40 #情報 天候・晴れ 朝方は風雨が強かったが昼過ぎから回復、穏やかな

晴れの日になりました。東日本大震災発災から8年ですが未だ復興も道半ばです。自分が

出来る事からコツコツと進めたい。しかし何時私自身が被災者になるかの覚悟も忘れ無い

ようにしたい。

以上、終わり

FB

18時 報告

関東エリア 3人

通算 17人



JH1QEK #317 古田 東京都小金井市 JCC#1011
訓練・訓練 18:03#情報

東京都新宿区四谷の勤務地より。朝は春の嵐で飛散物の多い職場では緊張していまし

た。また、8年前の大震災の時の事は今でも鮮明に感じます。...
今は工事現場勤務となり、多忙でなかなか防災活動に参加できる機会を得られなくなって

いますが、常に備えを怠りたくない思いです。

以上、終わり。

JP3NGM #340 佐藤 京都府八幡市 JCC2211 訓練訓練 2100 #情報

上記の電文、なかなかソラでは打てないですね。練習の為にこちらにも入稿します。今

日は天然の白檀のお線香をたくさん焚いてます。以上 終わり

ＦＢ

21時 報告

関東エリア 1人 近畿エリア 1人

通算 19人

JE0AQG/1 #074大関 東京都葛飾区 JCC#100122 PM95WR
訓練・訓練

21:35 #情報

午前中にJR本八幡駅まで出向いたところ、雨漏りの後始末のポリバケツが置いてありま

した。報道の通り早朝、豪雨があったようです。駅員さんの対応に感謝する次第です。

「自分に何ができるか」と改めて考えさせられました。

以上 終わり

ＦＢ

JQ1QBR #071 熊澤

千葉県松戸市 JCC1207 PM95WT 訓練訓練 22:23
#報告 震災から8年。犠牲になられた方の想いを無駄にしないように

行動したいと思います。

以上、終わり

LINE



JL3ZBW/3 #119 府立大学高専無線研究会

大阪府寝屋川市移動 2517JCC訓練・訓練 22:32#報告

1)昨日の通信訓練について、水谷OMとメイルで情報交換しました。

また、9/8の通信訓練への参加を検討する旨、伝えました。

2)8年前の震災時刻には、職場近くの喫茶店で昼食をとっていました。

午前中の仕事が長引き、遅めの昼食でした。ちょうど食事を済ませた

ところだったでしょうか。突然、船に乗っているような長周期の大きな

横振れが起きました。喫茶店は1階です。あのときの大きな横揺れは、

今でも忘れられません。以上 終わり

ML

JP3EAN#122山添 大阪府寝屋川市 JCC2517 PM74TS
訓練・訓練 22:41 #報告 大阪府寝屋川市に転居しました。

メンバーリストメンテナンスの引き継ぎの際でもかまいませんが、

メンバーリストの更新を宜しくお願いします。

以上、終わり

Mail

24時 報告は明日におこないます。

関東エリア 2人 近畿エリア 2人

通算 23人

3月 12日 08時 35分にて最終報告。

ご参加有難う御座いました。

次回は、4月 14日、5月 5日、6月 16日全て日曜日です。

受付時間は、06時～21時までです。

受付メアドは、jh3dmqあっとマークjarl.comです。

関心のあるアマチュア無線各局は是非ご参加ください。
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