
○　案内書類

本書、下記①、②、③、⑤の資料は、全員に送付しています。

④の資料は、該当する評議員に送付しています。

○　書類提出方法

全ての書類の提出方法は、郵送・ＦＡＸ・Ｅ－Ｍａｉｌが可能です。

※スマホの写メによる提出は、受付いたしません。

○　通常時登録用書類

① 兵庫県空手道連盟　会員情報登録書 兼 会員順守事項承諾書　(新規登録用)

② 兵空連・(公財)全空連　会費入金報告書　 (継続会員用)

③ 兵空連・(公財)全空連　会費入金報告書　 (新規会員用)

⑤ 会員登録状況リスト　兼　退会者報告書

○　前年度登録用書類未提出者用　(新年度の継続申請用)

④ 兵庫県空手道連盟　会員情報登録書 兼 会員順守事項承諾書　(未提出者用)

○　第１回提出期限

現在の未提出者分を、お送りしています。到着分で会員継続中の方は評議員を含め全会員の提出

をお願いします。提出が無いままでは、大会等に参加できなくなりますので、ご了承ください。

【記載上の注意】

※訂正等は、各項目の間違いを、『＝』で消して、空白に記入して提出してください。

令和４年２月２８日(火)
※第１回提出期限までにご提出の場合、４月１日頃に登録・更新を行います。その後、半月毎に、〆

切を行い、順次登録・更新をいたします。

　　全ての書類・・・郵送・ＦＡＸ・E-Mailでの提出が可能です。

　　　　　但し、各書類のスマホの写メ等は、受け付けません。

送付書類・新年度の会員登録申請方法について

新規に入会し会員登録をしようとする時に、必ず提出していただく書類です。

この書類を提出しないと、大会・練習会等の連盟事業には参加できません。

【記載上の注意】

※③の会員番号を上から使用してください。そのままの番号で、大会等の申込書に使用できます。

※継続時、進学等での情報変更時は①の書類の再提出は不要です。

※進学・転居等の変更は、入金報告書の変更届欄、又は情報変更届に記載して情報変更をしてく

ださい。

※評議員の署名、高校生以下は父兄、その他は本人の署名が必要です。(印鑑不要)

継続会員の会費の支払い用の報告書です。新規には使用できません。

また同時に、会員情報内容の変更(学校名・住所等)の申請もできます。

新規会員の会費の支払い用の報告書です。更新には使用できません。

また同時に、①の書類の提出が必要です。

用紙には、あらかじめ会員番号が入力されていますので、上から詰めてご使用ください。

※用紙には、１２名分が記載出来ますが、不足する場合は、事務局へご連絡を頂くか、ＨＰの資格

部会より、白紙の用紙をＤＬ後、続きの番号をご記入頂き、ご利用ください。

令和４年１２月３１日時点での、会員のリストをお届けしています。

退会者が発生しているときは、左端の退会の欄に、「×」をお書き頂き、事務局へご報告をお願いい

たします。



兵庫県空手道連盟　資格部会長　殿 申請日

※ 会員番号は事務局へお問い合わせください。

会員番号

評議員
番号

※印鑑は、不要です。

フリガナ
生年月日

(西暦)

郵便番号 ＴＥＬ

住所

1.

2.

3.

4.

5.

※印鑑は、不要です。

※　
※事務局使用欄

受付 入力 チェック

※　

※　 継続等での再提出は不要です。

2.の兵庫県空手道連盟の事業(競技大会・練習会等)に参加する場合は、各事業の実施要項等に従
い、参加いたします。

この書類の提出がないと、兵空連の会員とし
て登録できません。空欄を、すべて記入して
提出してください。(＊職業欄は未記入可)

＜必須＞※小・中・高生は保護者名、それ以外は本人名で、署名。

会員が、小・中・高生の場合で、高校卒業年限以降も会員を継続する場合、会員本人が、この承諾事
項に同意したものとみなします。

―　　　　　　　　　　　　　―

ここに記載の個人情報は、兵庫県空手道連
盟の業務及び事業にのみ使用し、他の目的
では一切使用いたしません。

会員は、各道場でスポーツ安全保険に加入しています。
兵庫県空手道連盟の事業(競技大会・練習会等)にて発生したけが等に関しては、会員及びその保護
者が対応し、搬送を含め医師等の治療費については、初診料より会員本人が負担いたします。

上記会員本人(及び上記会員が小・中・高生の場合、保護者)である私は、下記記載の各項目を順守し、上記記
載の者が、会員として活動することを承諾いたします。

署名

この会員情報登録書 兼 会員順守事項承諾書を提出した日から、会員期間継続後も含め会員登録期
間中は、兵庫県空手道連盟の事業(競技大会・練習会等)への参加には、個人の参加申込書は提出せ
ず、評議員が提出する参加申込書にて参加をいたします。

兵庫県空手道連盟の規約・内規等に、今後の規約・内規等の変更を含み従います。

①兵庫県空手道連盟　会員順守事項承諾書

―

①兵庫県空手道連盟　会員情報登録書　(新規登録用)

     　　　　　　年　 　   　月　   　　日生

評議員
署名

-

　評議員である私は、下記記載の会員の情報登録をいたします。
申請にあたり、会員(及び保護者)が、下記会員順守事項承諾書の各項目に従い活動する事を、評議員である私

が保証いたします。

         年　   　月　    　日

男
・
女

学校(　　　年)

会員名
学校
又は

勤務先

＜必須＞評議員自筆署名。パソコンでの入力禁止。



郵便振替票コピー貼付欄

氏　　名 (※変更届欄は、変更時のみ記入)

兵空連No. 全空連No.

(※変更届欄は、変更時のみ記入)

　■登録料の振込先

(※変更届欄は、変更時のみ記入) 　　郵便振替　００９３０－７－２６５６７７

　　（会員登録専用口座です。）

(※変更届欄は、変更時のみ記入) 　　口座名義　兵庫県空手道連盟資格部会

　■送 付 先 ： 〒651-0056

(※変更届欄は、変更時のみ記入) 　　神戸市中央区熊内町5-9-19　ＫＩＣ内

　　　　兵庫県空手道連盟　事務局　宛

(※変更届欄は、変更時のみ記入)

(※変更届欄は、変更時のみ記入)

(※変更届欄は、変更時のみ記入)

(※変更届欄は、変更時のみ記入)

(※変更届欄は、変更時のみ記入)

(※変更届欄は、変更時のみ記入) 　＊ＦＡＸ・メールでも受付けます。

　　このファイルに記入し添付で送付。

(※変更届欄は、変更時のみ記入) 　　　Ｅ－Ｍａｉｌ ： entry＠hyokuren.jp

　　ＦＡＸ　：　０７８－２４２－０７０１　

(※変更届欄は、変更時のみ記入)

※事務局使用欄

受付 入力 チェック

　　※この報告書は、更新専用です。新規は、③の報告書を使用してください。

変更届欄

変更届欄

兵空連更新
1,000円×人数 人

貼付が無いと
受付不可

　令和　　年　　月　　日登録申請　

変更届欄

変更届欄

変更届欄

変更届欄

変更届欄

変更届欄

変更届欄

変更届欄 (住所・学校・会社・TEL・他)

②兵空連・全空連　会費入金報告書　 (継続会員用)

更新に「○」更新に「○」

評議員No.

全空連登録情報

変更届欄

変更届欄

変更届欄

兵空連登録情報

全空連更新
2,000円×人数 人

合計
金額　　　　　　　　　　　　　　　円

評議員名



郵便振替票コピー貼付欄

氏　　名 備　　考

兵空連No. 全空連No.

全空連登録 新規

No. 更新 　■登録料の振込先

全空連登録 新規 　　郵便振替　００９３０－７－２６５６７７

No. 更新 　　（会員登録専用口座です。）

全空連登録 新規 　　口座名義　兵庫県空手道連盟資格部会

No. 更新 　■送 付 先 ： 〒651-0056

全空連登録 新規 　　神戸市中央区熊内町5-9-19　ＫＩＣ内

No. 更新 　　　　兵庫県空手道連盟　事務局　宛

全空連登録 新規

No. 更新

全空連登録 新規

No. 更新

全空連登録 新規

No. 更新

全空連登録 新規

No. 更新

全空連登録 新規

No. 更新

全空連登録 新規

No. 更新 　＊ＦＡＸ・メールでも受付けます。

全空連登録 新規 　　このファイルに記入し添付で送付。

No. 更新 　　　Ｅ－Ｍａｉｌ ： entry＠hyokuren.jp

全空連登録 新規 　　ＦＡＸ　：　０７８－２４２－０７０１　

No. 更新

※事務局使用欄
受付 入力 チェック

　　※この報告書は、兵空連新規登録専用です。　※上から順に使用してください。　　※開始番号は、事務局へお問い合わせください。

　　※「①会員情報登録書」と同時に、提出してください。

新規

評議員No.

― 新規

―

③兵空連・全空連　会費入金報告書　(新規会員登録専用)(新規会員)

― 新規

― 新規

― 新規

―

― 新規

― 新規

― 新規

評議員名

兵空連登録情報 全空連登録情報

新規登録に「○」 登録に「○」 　※全空連の登録番号をお持ちの方は、No.の欄に番号をご記入ください。

― 新規

― 新規

― 新規

兵空連新規登録
1,000円×人数 人

全空連新規・更新
2,000円×人数 人

合計
金額　　　　　　　　　　　　　　　円

新規

　令和　　年　　月　　日登録申請　

貼付が無いと
受付不可


