2018.10.21 Webロールコール 参加局時系列報告書

JH3DMQ #001 水谷 大阪府柏原市 JCC-2525
訓練 訓練 08：35 #情報
本日はWebロールコールの日です。06 時～21 時まで受け付けています。
平成 30 年度の日程表＆Team7043 推薦電文公式を書いてＰＤＦファイルURLを
貼り付けておきます。
＃ハッシュタグは大阪府危機管理室災害対策課の方にご指導を頂いたのを
使っています。
http://team7043.web.fc2.com/webrc/h30_webrc_1.pdf
Webロールコールに受付時間終了後に時系列参加局リストを作成して
Team7043ブログに公開しています。
関心のあるアマチュア無線局はご協力宜しくお願い致します。
以上 終わり
FB

ＤＥＪＥ３ＰＡＶ＃２５９上田 大阪府羽曳野市ＪＣＣ２５２６
訓練 訓練 08:30 #情報
羽曳野市は震度６です。以上終わり
携帯メール

JE1IUN #328 宮川 横浜市都筑区 JCC#110118
GL:PM95TN
訓練・訓練 08:55 #報告
神奈川北部は雲ひとつない快晴、絶好の行楽日和です。以上終わり
ＦＢ
JR7JPM/7 #118 沼崎 岩手県宮古市 JCC0303 PM09XP
訓練 訓練 09:01 #情報 11/18 岩手県腎不全研究会で、岩手透析ネットのミ
ー
ティングも併せて実施予定 以上 終わり
Mail
JP3NGM #340 佐藤 京都府京都市北区 JCC-220101
訓練 訓練 09:35 #報告 天気は晴れ。気温 14 度。
お天気がいいせいでしょうか、朝から交通量多目です。
以上、終わり
ＬＩＮＥ
渡邉#１７６大阪府柏原市
訓練・訓練１０時 ＃情報
本日、晴天以上、終わり
公益社団法人大阪府柔道整復師会所属
渡辺鍼灸整骨院
渡邉清市
ＬＩＮＥ
JN3ANO #105 南 奈良県桜井市 JCC-2406 PM74WM
訓練 訓練 10:20 ＃情報
朝夕の急な冷え込みや一日の温度差で風邪をひく方が多いようです。体調管理
に気をつけましょう。以上、終わり
Ｍａｉｌ
JP7RTJ #334 阿部 岩手県紫波郡紫波町 JCG-03008
訓練 訓練 12：00 #情報
本日の岩手県紫波郡紫波町のWXはベリーファイン。これ以上ない秋晴れとな
っております。各局、FBにお過ごしください。
ＦＢ

JJ1ASU #323 加藤 千葉県木更津市
JCC#1206 GL:PM95XJ 訓練 訓練 13:22
#情報 WX 快晴 現在、木更津市ではアクアマラソン2018が行われてます。自宅
の付近もマラソンコースになっているので、終わるまで交通規制でどこにも行
けません。以上 終わり
ＦＢ
JR3ASX #061 上農 兵庫県宝塚市 PM74QT #2715 訓練訓練 13:35
#情報 みごとな秋晴れ。大阪市内方面のみやや視界低下しているが、周辺は見通し
良好。以上おわり。
ＦＢ

JA1TLP #142 野口
JCC 110117 神奈川県横浜市青葉区
川崎市高津区移動
訓練・訓練 15:25 ＃情報
9/2 横浜市立 谷本(やもと)中学校
「災害時地域診療拠点 訓練」に参加

学校、自治会、区役所総務課、区役所福祉保健課の皆さんと共に、無線ボラ
ンティアも医師会をサボートさせて頂きました
発災時の混乱を想像し、平時の訓練参加での顔合わせの重要性を再確認した
次第 7043メンバー各局皆様、宜しくお願いします
当地は晴れで日中はあたたか 以上 終わり
ML

JL3WXS #327 前田 兵庫県西宮市 JCC#2705
訓練・訓練 15:33 #情報
雲一つない秋空を楽しんでいます。
以上、終わり
Mail

JO3LVG #038 桂 京都福知山市 JCC#2202 PM75NG
訓練・訓練 15:54
#情報
天気、晴れ 気温、22 度 今年は荒れた天気が多く被害も続出でしたが、久
しぶりに少年野球の歓声が聞こえる穏やかな休日です。以上、終わり
ＦＢ

JA1MUY #271 仙石 東京都福生市 JCC-1019
訓練、訓練 16:03 #情報 WX 晴れ、本日 福生市総合防災訓練に参加しまし
た。
以上、終わり
ＬＩＮＥ
JQ1QBR #271 熊澤 千葉県松戸市 JCC1207 PM95MT
訓練 訓練 16:17 ＃情報
特異な動向はなし 以上 終わり
ＬＩＮＥ
JK1PHL/5 #103 上野 北海道札幌市 JCC-0101
訓練訓練 17:10 ＃情報

今日は札幌です。快晴の穏やかな一日でした。
写真は地下鉄東豊線 新道東駅近くのイオンに見られた液状化の痕跡と砂の
写真です。近くの電柱は何本か傾いているものがありました。
以上 終り

ＦＢ
JH1QEK #317 古田 東京都小金井市 JCC#1011
訓練・訓練 17:55 #情報
本日は西東京市総合防災訓練にて、エフエム西東京のブースに行ってまいり
ました。
エフエム西東京はJ-DINS 日本災害情報サポートネットワークの協力の元、会場
上空の赤十字飛行隊群馬支隊防災ヘリとのアマチュア無線での交信訓練を実施
致し、特番で生中継しました。以上、終わり。
ＦＢ
柏原市議会議員 #083 岸野友美子 大阪 柏原
訓練・訓練 18：40 分 #情報
現在の柏原 晴れ 19 度 湿度 54
以上 終わり
ＦＢ
JH4JAE/3 #175 西本 京都市左京区 JCC#220103
訓練・訓練 18:50
#情報
本日は疲れからか半日寝ておりました。
天候は暖かく室内温度は28℃あります。 以上、終わり
ＦＢ

JR2UYG #361 藁科 静岡県静岡市葵区 JCC-180101
訓練 訓練 18：56 ＃情報
雲ひとつない富士山で快晴でした。 以上 終わり

ＦＢ
JO1EUJ #261 高橋 東京都練馬区 JCC-100120 GL-PM95TR
訓練 訓練 19：12 #報告 今日は「第 41 回 ねりままつり」で
練馬区が所有する臨時災害時 FM 放送機材を使った
「ねりままつりイベントエフエム JOYZ3AJ-FM」に従事しました。
屋外なので顔が日焼けしています。 以上 終わり
ＦＢ
JA1 7 人 JA2 1 人 JA3 10 人 JA5 1 人 JA7 2 人 合計 21 人 ご参加
Webロールコールにご参加頂きまた写真もＵｐして頂き有難う御座いました。
来月は、11 月 18 日(日）受付時間は6 時～21 時です。
初参加大歓迎 関心のあるお方は是非ご参加ください。
以上

※重複局
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1 局あり修正致しました。

