
令和元年度 女性会員（公認二段以上）対象 

技術・審判講習会の開催要項 

  

１．日   時：○技術講習会：令和２年１月１１日（土）  

               ９：３０：受付 １０：００～１７：００：終 了  

             ※今年度は諸事情により懇親会を中止いたします。  

  

○審判講習会：令和２年１月１２日（日）  

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

            ※２日目は開始時間が30分早くなりますので、ご注意ください。  

  

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：女性委員会委員他  

   

４．講習内容：  

○技術講習会  令和２年１月１１日（土）９時３０分受付開始  

９：３０～１０：００ 受付  

１０：００～１０：３０ 開講式（集合写真）  

１０：３０～１１：３０ 講義：「身体と心、両面からのサポート」  

                                講師：三村 由紀氏  

                  （防衛大学校 総合教育学群 体育学教育室 講師）  

１１：３０～１２：３０ ランチ休憩   

形講習は、２流派同時に行いますので、希望する流派を選んで受講ください。   

１２：３０～１４：３０ 第２指定形形（松濤館流）エンピ  

                          または 第２指定形（剛柔流）クルルンファ  

１４：３０～１４：４５ 休憩  

１４：４５～１６：４５ 第２指定形（和道流）クーシャンクー   

または 第２指定形（糸東流）ニーパイポ  

１６：４５～１７：００ 講評・閉講式  

   

○審判講習会  令和２年１月１２日（日）９時受付開始  

９：００～ ９：３０ 受付  

９：３０～１０：００ 体ほぐし  

１０：００～１１：００ 組手の指導法  

１１：００～１１：１５ 休憩  

１１：１５～１２：００ ルールの説明・注意点（座学）        



１２：００～１３：００ ランチ休憩  

１３：００～１５：００ 審判実技講習  

                        （資格に併せてグループ分け講習）    

１５：００～１５：３０ 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  

・webからの申込の場合：  

全空連ホームページ掲載の講習会情報から本研修会の申込フォームにアクセ  

スし、申し込みを行ってください。  

全空連HP→大会・講習会のご案内→女性会員対象技術講習会・審判講習会  

→「申込はこちら」をクリック  

☆Webからお申込みいただきました方は、次年度以降本連盟から直接ご案内させていただきます。  

  

・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。  

        

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  

  

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  

         ★振込人名義を参加者の氏名にし、お振込みください。  

         ★一旦納入した受講料は返却しません。  

  

８．申込期限：令和元年１２月２３日（月） 必着   

  

９．持 参 品：（技術講習会）空手衣、筆記用具、空手道手帳、健康保険証  

  

10．服  装：（審判講習会）空手衣、防具（拳サポーター等）、笛、ルールブック  

※審判講習会は、全員空手衣を着用して行います。選手の要請はしておりませんので、  

    参加者が審判と組手、それぞれの役割を担って実施いたします。  

  



 11. 宿泊施設について  

日本空手道会館付近には、宿泊施設ありません。  

同封の「宿泊申込書」にて各自ご手配することをお勧めいたします。  

なお、宿泊をご希望の方は宿泊施設へ直接お申し込みください。  

 

12. 託児サービスについて  

お子様がいらっしゃる方も参加しやすい環境を整えるため、託児室を開設いたします。  

※株式会社 ポピンズに業務委託いたします。  

※お子様の人数先着10名とさせていただきます。(対象年齢:0～5歳)  

ご希望の方は参加お申込み用紙の該当欄にお子様の人数、年齢等をご記入ください。  

お申込み〆切日：12月17日(火) 定員人数になり次第締切させていただきます。  

ご利用料金 1日5,000円  

ご利用決定者には後日、本連盟よりご案内をお送りいたします。  

  

 

 

 

   

本件担当：指導普及課 大 井 悠 矢   

ＴＥＬ：０３－５５３４－１９５１  

ＦＡＸ：０３－５５３４－１９５２  

Ｅ－mail： y-ohi@chic.ocn.ne.jp  



令和　　年　　　　　月　　　　　日

フリガナ

西暦

　　　　年 月 日

〒

自宅

携帯

e-mail

流派名

人数:　　人　年齢: 　　  　歳

男児：　　名　女児:　　名

公益財団法人 全日本空手道連盟

（　　　　　歳）

組手審判資格（なし・都道府県・地区・全国）

上記のいずれかに〇印

希望する・希望しない

所   属
都道府県

託児サービス

希望日:  1/11  ・　1/12

（又は、会員申請証明書写し、貼付）

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

貼　付

氏　名

住　所

令和元年度

審判講習（１/１２）のみ参加 両日参加

（上記のいずれかに○印）

技術講習（１/１１）のみ参加

松濤館 or 剛柔

糸東 or 和道

申込み区分



令和元年 12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講習会ご

参加の皆様へ、下記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。ご予定

がございましたら是時ともご利用頂けますようお願い申し上げます。 

○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、会館までの無料送迎サービス付 

 ￥８，８００（税込） 
＊客室タイプ；シングルルーム  

★送迎スケジュール★ 

1月 11日（土） 朝  8：50ホテル発→会館  

1月 12日（日） 朝  8：20ホテル発→会館  

 

＜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（辰巳）まで電車利用の場合､乗車約２０分／ 

東京メトロ日比谷線・茅場町駅（進行方向から見て最後方車両にご乗車ください） 

→築地→新富町駅まで徒歩 2分→新富町駅(東京ﾒﾄﾛ有楽町線)→辰巳駅下車 

 

【お問い合わせ TEL03-3634-8081 FAX03-3622-6666】 

パールホテルズ 営業課      担当：近藤 

 〒130-0026 東京都墨田区両国 2-17-3 両国高橋ビル 2F      

＊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、サービスは適用出来ま     

せんので予めご了承下さい。 

 



令和元年 11 月 20 日 

 

公益社団法人 全日本空手道連盟様 

  

                                  ユアサ・フナショク株式会社 

                                     パールホテルズ営業課 

                                        担当 近藤 誠 

 

 

宿泊価格改定のご案内 
 

拝啓  

 貴殿におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

さて、消費税の増税や電気料金をはじめとする公共料金の値上げ、バス輸送代金の法律改正による価格高騰、原

油価格や食材価格の高騰もあり、弊社運営に関わるタオルやシーツなどのリネン代、客室アメニティ代、バス運

賃に関しても値上げが続いております。 

弊社におきましても諸経費の削減などで価格の維持につとめてまいりましたが、弊社単独での努力では抗し難い

状況となってきております。 

 

つきましては、まことに不本意ではございますが、下記の通り宿泊価格を改定させていただきます。 

 

今後とも皆様に快適におくつろぎいただけるよう施設、サービス向上に努力する所存でございます。 

何卒 諸事情をご賢察の上、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

●朝食付きシングルルーム  ¥８，８００(サービス料、税込) 

 

 

 

価格改定の実施時期   

   令和２年１月 1 日（水）宿泊分より 

 

                                  

敬具 

                        

                                         



名 名 名 名 名 名

○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となっております。

※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。

禁煙ルーム希望

喫煙ルーム希望

禁煙ルーム希望

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

　　　　　 －　　　　　 － 　　　　　　

宿
泊
名
簿

お名前

シングルルーム 名分

＊禁煙ルーム満室の場合は、消臭対応とさせて頂きます。

名分シングルルーム 部屋

計男 女 計 女

(〇で囲んで下さい)(〇で囲んで下さい)1月10日(金) 1月11日(土)

喫煙ルーム希望
男

宿泊施設 　パールホテル茅場町

フリガナ

申込者

　　　　　 －　　　　　 － 　　　　　　 e-mail
ＴＥＬ
ＦＡＸ

〒130-0026　東京都墨田区両国２-１７-３　両国高橋ビル2F

一泊朝食・無料送迎付き

８，８００円

申
込
人
数

部屋

令和元年度女性会員（公認二段以上）対象
　技術・審判講習会 宿泊申込書

日月年申込日

【ホテル特別宿泊料金表】

部屋タイプ※ご料金（税込み）

シングルルーム

宿泊申し込み締め切り　１２月２０日（金）まで　ＦＡＸ０３－３６３２－６６６６

ＴＥＬ ０３-３６３４-８０８１　　ＦＡＸ０３－３６３２-６６６６

お問合せ ･ お申込先

様

ホテル送迎バス利用人数
（会館⇔ホテル　往路・復路各一便）

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

　パールホテル茅場町

ホテル送迎バス利用人数
（会館⇔ホテル　往路・復路各一便）

名




