
 

平成２８年度女性会員（公認二段以上）対象 

 技術講習会の開催要項 
 

１．日   時：○技術講習会：平成２９年１月７日（土） 

               ９：３０：受付 １０：００～１６：００：終 了 

              ※１７：００から同会館で懇親会を行います。（会費制） 

 

        ○審判講習会：平成２９年１月８日（日） 

               ９：３０：受付 １０：００～１６：００：終 了 

 

２．場  所：日本空手道会館 

       所在地：〒135-8538 東京都江東区辰巳 1-1-20 ℡：03-5534-1951 

       交通案内：東京メトロ有楽町線「辰巳駅」下車 1番出口より徒歩５分 

 

３．講  師：女性委員会委員 

  

４．講習内容：○技術講習会  平成２９年１月７日（土）１０時受付開始 

        １０：００～１０：３０ 受付 

       １０：３０～１２：００ 基本形①（剛柔流）      

        １２：００～１２：５０ ランチ休憩 

 １２：５０～１４：２０ 基本形②（和道流） 

 １４：３０～１６：００ 基本形③（糸東流） 

 １６：１０～１７：４０ 基本形④（松濤館） 

 １７：４０～１７：５０ 講評・閉講式 

 １８：３０～２０：００ 懇親会（会費 3,000円 ※受付時に徴収） 

                           

○審判講習会  平成２９年１月８日（日）９時受付開始 

         ９：００～ ９：３０ 受付 

        ９：３０～１０：３０ ルールに関しての講習と質疑応答       

        １０：４０～１２：００ 組手の基本、ジェスチャー講習 

        １２：００～１３：３０ ランチ＆ランチ・ミーティング 

 １３：４０～１５：５０ 審判実技講習 

            （経験、資格に併せてグループ分け講習）   

 １６：００：講評・閉講式 

 

５．受講対象者：全空連女性会員の公認二段以上取得者 

 

６．受 講 料：技術講習会・審判講習会 各５，０００円（保険料込） 

       両日とも参加の場合は、 １０，０００円 

        

７．申込手続 

  ・e-mailで申込の場合： 

      「参加申込書」に必要事項を記入して添付ファイルで送信いただくか、以下の項

目をメールに記載し、各自が直接、全空連事務局にお申込みください。 

       

      「参加申込書」の EXCELファイルは、全空連のウェブサイトから、 

      ダウンロードできます。 

      なお、受講料は下記へお振込み願います。（受講料の振込金受取書は、 

      PDFファイルか画像ファイルにして、参加申込時にメールに添付くださ 

      い。尚、懇親会の会費は当日のお支払となります。） 



 

・郵送・ＦＡＸで申込の場合： 

同封の申込書に必要事項を記入し、各自が直接全空連事務局にお申込みくださ

い。 

 

なお、受講料は下記へお振込み願います。(受講料の振込金受取書の写しを添付してください。

尚、懇親会の会費は当日のお支払となります。） 

      ①氏名 

      ②住所 

      ③生年月日 

      ④e-mail 

      ⑤連絡先（自宅及び携帯） 

      ⑥流派名 

      ⑦所属都道府県または競技団体 

      ⑧全空連会員番号 

      ⑨受講料振込日 

 ⑩懇親会の参加・不参加 

        （※参加費は当日お支払ください） 

       

申込先 〒135-8538 東京都江東区辰巳 1-1-20 日本空手道会館 

         公益財団法人 全日本空手道連盟 指導普及課宛 

         ＦＡＸ：０３－５５３４－１９５２ 

         E-MAIL：okazaki-k-karatedo@japan-sports.or.jp 

  

振込先 みずほ銀行 虎ノ門支店 

        普通預金：１８４７７４９ 

        口 座 名：ザイ）ゼンニホンカラテドウレンメイ 

         ★受講料の振込受領書の写しを添付願います。 

         ★一旦納入した受講料は返却しません。 

 

８．申込期限：平成２８年１２月１６日（金） 必着  

 

９．持 参 品：（技術講習会）空手衣、筆記用具、健康保険証 

 

11．服  装：（審判講習会）空手衣、防具（拳サポーター等） 

 

10.宿泊・飲食施設について 

日本空手道会館付近には、宿泊施設及び多人数が利用できる飲食施設がありません。 

同封の「宿泊・お弁当申込書」で各自ご手配することをお勧めいたします。 

 

 

 

本件担当：指導普及課 岡 﨑 紀 創  

ＴＥＬ：０３－５５３４－１９５１ 

ＦＡＸ：０３－５５３４－１９５２ 

Ｅ－mail：okazaki-k-karatedo@japan-sports.or.jp 
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平成　　　年　　　　　月　　　　　日

フリガナ 性　別

西暦 年

〒

自宅

携帯

e-mail

流派名

公益財団法人 全日本空手道連盟

申込み区分

平成２８年度

1.技術講習（１/７）のみ

懇親会（1/7） 参加を希望する 参加を希望しない

２．審判講習（１/８）のみ ３．両日（１/７～８）

（又は、会員申請証明書写し、貼付）

全空連　女性技術・審判講習会参加申込書

全空連会員証写し

生　年　月　日　（満）

電話番号

女

（上記のいずれかに○印）

所   属
都道府県

 昭和   年   　月   日  　　歳

貼　付

氏　名

住　所



平成２８年 １0月吉日 

≪パールホテルズ・特別宿泊料金設定のご案内≫ 

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

パールホテルズは東京の中心地に位置し、全国から武道・スポーツ団体をはじめ、 

各種団体のご宿泊にご利用を頂いております。この度、全日本空手道連盟様主催の、 

女性会員対象技術講習会ご出席の皆様へ、下記の宿泊特別料金を設定致しましたので、ご

案内させて頂きます。ご宿泊のご予定がございましたらご利用頂けますようお願いを申し

上げます。 

○お申し込みは、別紙のホテル申込書にて承ります。 

 

記 

 

1 泊朝食付き ￥７，７００（税込） 
＊客室タイプ；シングルルーム 

＊講習期間中の昼食お弁当の手配も別紙、ホテル申込書にて承ります。   

 

＜パールホテル茅場町＞ 

〒104-0033 東京都中央区新川 1-2-5 TEL03-3553-8080 FAX03-3555-1849 

＊ ホテルより日本空手道会館まで朝の送迎バス付き（片送りのみ） 

 

【お問い合わせ TEL03-3634-8081 FAX03-3632-6666】 

パールホテルズ 営業課      担当：近藤 

 〒130-0015 東京都墨田区横網 1-2-24（パールホテル両国内）      

＊インターネット・旅行代理店を通じてのお申し込みの場合、この料金、サービスは適用できませ

んのであらかじめご了承ください。 

 



個 個

○ホテル領収書を希望する、　領収書宛名

○ご宿泊料金は、チェックイン時の前金制でお願いしておりますが、チェックインが集中
  した場合、お待ち頂く場合もございます、予めご了承下さいませ。

※インターネット・旅行代理店などを通しての場合、上記料金、サービスとは異なりますので予めご了承下さい。

宿泊お申し込みは、本書ＦＡＸにて承ります

パールホテルズ営業課　　　担当：近藤　

フリガナ

住所

ＴＥＬ
ＦＡＸ

　　　　　 －　　　　　 － 　　　　　　

宿
泊
名
簿

お名前

シングルルーム 名分

昼
食

＊禁煙ルーム満室の場合は、各ホテルとも消臭対応とさせて頂きます。

(〇で囲んで下さい)(〇で囲んで下さい)1月6日(金) 1月7日(土)

名分シングルルーム 部屋

喫煙ルーム希望

禁煙ルーム希望
名

禁煙ルーム希望

申
込
人
数

部屋

日月年申込日宿泊施設 　パールホテル茅場町

フリガナ

申込者

　　　　　 －　　　　　 － 　　　　　　
　　　　　 －　　　　　 － 　　　　　　

携帯電話
e-mail

喫煙ルーム希望

名

平成２８年度女性会員技術講習会
 宿泊申込書

【ホテル特別宿泊料金表】

部屋タイプ※２ホテル共通料金（税込み）

シングルルーム

宿泊お申し込み締め切り　１２月１２日（月）まで
ＦＡＸ０３－３６３２－６６６６

ＴＥＬ ０３-３６３４－８０８１　　ＦＡＸ０３－３６３２－６６６６

お問合せ ･ お申込先

様

〒130-0015  東京都墨田区両国2-17-3　両国高橋ビル2F

一泊朝食・送迎バス付き

７，７００円

お名前

＊宿泊代金の領収書が必要な場合、領収書の宛名をご記入下さい。

名分
ホテル送迎バス利用人数

（ホテル→会館　朝の片送り）

弁当・お茶

　パールホテル茅場町

1月7日(土) 1月8日(日)

お一人様￥１，０００(税込み）

○ご希望のホテルでお申し込みが集中した場合、こちらで配宿をさせて頂く場合もございますので、予めご了承下さいませ。



※　当日現金にて集金となりますので、おつりの無いようご準備願います。
※　弁当ゴミは、当社にて回収いたします。

平成２８年度女性会員技術講習会 お弁当申込書

フリガナ

申込日  年　 　月 　　日 (　　 )
申込者名

〒130-0026  東京都墨田区両国2-17-3　両国高橋ビル2F

担当：近藤ＴＥＬ０３-３６３４－８０８１・ＦＡＸ０３-３６３２－６６６６

幕の内弁当

お茶付き

個 個

必ずＦＡＸにてお申し込み下さい｡ 　 　締切：２０１６年１２月１２日（月）

ＦＡＸ

お問合せ ･ お申込先 パールホテルズ営業課

1月7日(土) 1月8日(日)

ＴＥＬ




