
2019 年 6月 16日 Webロールコール 受付時間：6 時～21 時 参加者時系列報告書

JN3ANO #105 南 奈良県桜井市 JCC-2406 PM74WM

訓練 訓練 08:10 ＃情報

このところ各地で集中的に雨が降り、雷も鳴ります。注意が必要です。

以上、終わり

Mail

JH3DMQ#001 水谷 大阪府柏原市 JCC-2525

訓練訓練 09:45 #情報

本日は、webロールコールの日です。午前6時から21時まで受付ています。大阪府内の各局は拳

銃奪って逃走してる犯人に気をつけて下さい。

以上 終り

LINE

JR3ASX #061 上農 兵庫県宝塚市 PM74QT #2715

訓練訓練 10:00 #情報 拳銃強奪事件は大阪府とはいえ現場は交通至便の地。発生からすでに

5時間近く経過している。

以上。

FB

JP7RTJ #344 阿部 岩手県紫波郡紫波町 JCG-03008

訓練訓練 10:10 #情報

昨日の天気予報では大荒れの見込みでしたが、いたって普通の梅雨時の雨模様となっておりま

す。しかし、油断は禁物ですので、防災グッズのチェックでもしてみます。

以上 終わり

FB



JE1IUN #328 宮川 横浜市都筑区 JCC#110118 GL:PM95TN

訓練・訓練 10:15 #情報

天候快晴。南風強い。

以上終わり

LINE

JE3PAV

＃259 上田 JCC2526 訓練 訓練

1020＃情報羽曳野市は震度 6弱です。

以上終わり

スマホ

JA5KUF/1 #267 楠木 JCC#110109 横浜市港北区

訓練 訓練 10:25 #情報 横浜市の天気は晴天です。長袖だと暑いくらいです。

以上 終わり

LINE

JA1MUY #271 仙石 東京都福生市 JCC-1019

訓練、訓練 10:29 #情報 WX 晴れ、土日とも支部打合せで外出です。

以上、終わり

FB

JI3XVH #352 川人 神戸市北区 JCC -270107

訓練 訓練 11:25#情報

鈴蘭台、天気は晴れ、気温は23 度です。

以上、終わり

LINE



JA1TLP #142 野口 JCC 110117 神奈川県横浜市青葉区

訓練・訓練 13:25＃情報

「横浜市アマチュア無線非常通信協力会」

本部および青葉区支部総会も終了し、正式に新年度の活動が始まりました

当地は久々の快晴他には異常なし

以上 終わり

FreeML

JJ1ASU #323 加藤 木更津市 JCC#1206

訓練 訓練 15:20 #情報 wx快晴、風強い

以上 終わり

LINE

JR2UYG #361 藁科 静岡県静岡市葵区JCC-180101 PM95FA

訓練 訓練 15：45＃情報

本日の天気は快晴で風強し。

梅雨の中休みかな？

以上、終わり

LINE

JL3QJQ、増田、＃117大阪府東大阪、JCC-2531、

訓練、訓練、PM４，４０、＃情報、、以上、

新 G-ML

JH4JAE/3 ＃175 西本 京都市左京区 JCC-220103

訓練 訓練 17:10 ＃情報

晴れてきました 室内温度は28℃

以上終わり

FB



JO1EUJ #261 髙橋 東京都練馬区 JCC-100120 GL M95TR

訓練、訓練 17:35 #情報 WX 晴れ、今月は各種会議、

行事続きですがアマチュア無線普及等のために奔走中です。

以上、終わり

FB

JE2VQT #080 横地 名古屋市瑞穂区 JCC-200108 GL PM85LD

訓練、訓練 18:12 #情報 天気晴れですが風が強いです。他問題なし

以上、終わり

FB

JP3NGM/3 #340 佐藤 京都府八幡市 JCC2211

訓練訓練 18:25 #情報 時折小雨ぱらつく日だったが、今は晴れ。

以上 終わり

LINE

JJ1QQL #366 荒木 群馬県太田市 JCC1605

訓練 訓練 18:50 #情報 太田市異常なし

以上、終わり

LINE

JE5JRC♯318 森下 徳島県海部郡海陽町 JCGー37004H

訓練・訓練 19:40 ♯情報 朝から晴れです、久しぶりの青空でした。

以上終わり

新G-ML

JO6GJT#364 塚本 福岡県筑後市 JCC4016

訓練訓練 20:05 情報

晴れ

昼間は、強風あり。現在は気象に関する注意報警報なし。

以上 終了

LINE



JE0AQG/1 #074 オオゼキ 東京都葛飾区 JCC100122

訓練・訓練 21:00 ♯情報

故郷の新潟県柏崎市で毎年恒例の「えんま市」は強風のため中止となりました。

来月１６日は中越沖地震の発生から１２年を迎えます。行く機会があったら

ささやかなレポートをしてみたいと思っています。

以上 終わり

新G-ML

結果報告 22 時

記載漏れ 23時 14分

今月は新人さんも加えLINE, FB, FreeML, GoogleML, スマホとSNSが多彩です。

関東エリア 8局 東海エリア 1局 近畿エリア 8局 四国エリア 1局 九州 1 局

東北エリア 1局

合計 20局のご参加でした。

抜けてる方がいましたらお知らせください。

関心を持ってのご協力有難う御座いました。

次回のWebRCは7月 14日 受付時間は6 時～21時です。

以上

de JH3DMQ 水谷


