1令 和 3年 3月

22日

各学校長様

各支部長様

市川市剣道連盟
会長 三井令 二

一級審査会 のお知 らせ
下記の通 リー級審査会を開催いたしますので、お知 らせ 申し上げます。
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令和 3年 5月 2日

:
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00分
9時 30分

午前 9時

受付
開始
ス なお、受審者数 ,こ ょ り、 入館時間 ・受付 時間が変更 となる
場合があ ります。変更 となる場 合は、メール ・ホームヘー
ジで連絡 いた します。
(日

国府台体育館 剣道場

申込方法

(1)申 込期限
(2)申 込 先
(3)申 込方法

4月 14日 (水 )厳守
以降 は受け付 けません。
〒272‐ 0815
市川市北方 2‑8‑3
■L047‐ 332‐ 1936
春 日一郎 宛
別添 申込書 に記入 の上 、上記宛 に送付 して くだ さい。
※申込書 には各注意事項 に従 って記入 し、間違 いがない よ う確認す
ること。 (学校単位 で 申込 の場合は、「性別」や 「生年月 日」「年齢」
顧 間 の先 生が必ず確
な ど誤記や記入漏れ がないか 、お手数 です カ｀
認 して くだ さい。)

(4)審 査 料

3,000円

※ 4月 26日 (月 )か ら 30日 (金 )の 間 に、郵便振込み にて納 入 し
て くだ さい.
・ 振込用紙 の通信欄に、「1級 審査会」「団体名」「受審者数」「審査
料 と入会金 の内訳 (審 査料○名 分、入会金○名分)」 を必ず記入 し
て くだ さい。
※現金では受け付 けません。
※一度振 り込 んだ審査料は一 切返金致 しません。
:く

(5)受 審資格

①市川市剣道連盟の会員であることe
※市川市剣道連盟の会員でない者は、入会金 1,000円 と年会費
6,000円 (中 高生は2,000円 )を 審査料に添えて納入すること。
ただし、市内に在学・在住の中高生は年会費を免除する。
小学生に関 しては、必ず 2級 受有者であること。
※申込書の『 ⑫ 2級 取得 日』欄 に 2級 取得年月 日を記入 して くだ
さい。 (中 学生以上は記入不要)

(6)登

録 料

: 2, 000円

(合 格者 は 、 当 日納 入 して くだ さい )

( 7)審 査方法

3

実技審査をはじめに行い、合格者のみ木刀による剣道基本技稽古
法の基本 1〜 基本 9の 審査を実施する。
基本技稽古法の審査でも不合格者が出ることがある。
※ 平成 26年 7月 千剣連第 75号 通達による。
)
(受 審 しない場合は、実技合格は取 り消 しとなります。
基本技稽古法の不合格者 には、1年 以内の再受審を認 める。
)
(再審料は 500円 とします。
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そ の 忙
目然災害等 ￨こ ついて
,自 然災害等に より中止 とす る場合は、開催前 日 19時 までに各支部・学校代表
者に一斉メール を配信致 します。会員へ の連絡 を宣 しくお願 い致 します。
また、■1車 ホー ムヘ ージで もご案 内致 しま丁ので、各 ロ ゴ確認 くだ さい。
く―ジでの ご案内は致 しません。
・ 開催す る場合 はメール配信ゃ ホー ム′
参加 に際 しては、地 1或 によ り実情 が異なる事 が予想 されます ので、各 自安全
を優先 して ご判断 くだ さい̲
コ
② 新型 ロナ ウィルス感染症対策 について
。 2週 間以内に 37度 を超 える発熱や 風邪 の症状 がある場合 は、受審 を控 えて
くだ さい。
・ 別添『 連絡事項 (審 査における新型 コ ロナ ウィル ス感染症対策 について)』 に
必ず従 って くだ さい。
・ 受審者 は もちろん 、付 き添 いの方 も『 体調確認等及 び連絡先確認 シー ト』 に
必要事項 を記入 の上、当 日持参 し、入館時 に提 出 して くだ さい。
③ 各 自、必ずⅥ際 を持参 して くだ さい。
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進学等で所属が変わる場合、受審者は必ず受審する旨を所属団体の責任者
先生等)に 中し出てください。

(顧 間の

中学校・ 高等学校 顧間の先 生にお願 い

申込期間と審査会の 日程が年度をまたぐことになります。 よって、新年度顧間が代わる場
合は、必ず審査会要項・受審者・受審料などの申し送 りをお願い します。

