
平成24年8月 
各	 位 
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    	  長野県剣道連盟 
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     	 会長	 小坂憲次 
                                                                   	 	 	 	 	 	 
〔公印省略〕 
 

平成24年度長野県剣道連盟	 第一回剣道四・五段受審者講習会要項 
 

 
１	 目	 	 的	 長野県剣道連盟の剣道段位審査会（四・五段）を受審する者の資質の向上を

目的として実施する。 
 
２	 期	 	 日	 平成２４年９月１６日（日） 
 
３	 会	 	 場	 長野市立篠ノ井西中学校体育館	 

	 	 	 	 	 	 	 	 長野市篠ノ井布施五明380	  ℡	 026-292-0244 
 
４	 主	 	 催	 長野県剣道連盟 
 
５	 受講資格	 ①長野県剣道連盟登録会員であること。 
	 	 	 	 	 	 	 ②１０月２８日（日）開催の第2回剣道四・五段審査会で受審予定の者。 
 
６	 講	 	 師   長野県剣道連盟段位審査会登録審査員 
 
７	 講習内容 
（１）講義（学科講習含む） 
（２）実技・日本剣道形講習 
（３）模擬審査 
	 	 	 	  
８	 日	 	 程	 

受	 	 	 付	 	 	 	 	 ８：３０～	 	 ９：００ 
開	 講	 式      ９：００	 	  
講	 	 	 義     ９：１０～	 ９：３０ 
実技講習   	 ９：３０～１０：３０	 
模擬審査Ⅰ	 １０：３０～１２：００ 
昼	 	 	 食   １２：００～１３：００ 
模擬審査Ⅱ	 １３：００～１４：３０ 
合同稽古   １４：３０～１５：１５ 
閉	 講	 式	  １５：１５ 
終	 	 	 了   １５：３０	   

                   	 ＊日程の詳細については当日配布します。 
 
	 

	 

	 



９	 受講者申し込み 
	 	 ・受講希望者は平成２４年９月２日（日）までに、参加申込用紙にて各支部・加盟	 	 

	 	 	 	 	 団体事務局に申し込むこと。 
	 	 ・各支部・加盟団体事務局は参加者をとりまとめ、講習会参加者名簿（H24年度版)	 	 
	 	 	 	 	 を作成（FDまたはCDに保存)し、９月９日（日）までに下記宛に送付すること 
       ＊欠席者の記載は「種別」欄に「欠席」と入力し、名簿の最後尾に付けて下さい。 
   	 	 	 	 	 	 〒380-0844	 長野市諏訪町503 
                   長野県剣道連盟事務局    電話026-237-8939・ FAX 026-235-8266 
 
10	 四・五段受審者留意事項 
	 	 	 ・第２回剣道四・五段審査会〔１０月２８日(日)〕を受審する者は、本講習会を受講す

ることを原則とする。但し、都合により受講できない場合は、９月２日(日)までに各
支部・加盟団体へ必ず申し出をすること。 

     ・各支部・加盟団体事務局は、欠席者をとりまとめ、同じく９月９日(日)までに県連
事務局に報告すること。 

 
11	 講習費用 
      一人２，０００円（講習料・保険料） 
 
12	 受講者の持ち物 
   	 昼食（持参）、剣道用具一式、木刀（大小）、筆記用具、 剣道講習会資料 
 
13	 安全対策 
	 	 ・受講者は健康管理に留意して講習会に参加すること。主催者は講習実施中の受講者 
	 	 	 の事故に対し障害保険に加入する。 
	 	 ・受講者は健康保険証を持参のこと。 
 
14	 個人情報保護法への対応 
	 	 	 申し込みに記述される個人情報（所属支部・加盟団体名、称号・段位、漢字氏名、	 

	 	 	 年齢、住所、電話番号等）は長野県剣道連盟が実施する本講習会運営のために利用す	 

	 	 	 ることがあります。 
 
15	 その他 
（１）本講習会を完全に受講した者には、修了証を授与する。 
（２）貴重品の管理は各自で行うこと。 
 
 

 	  長野県剣道連盟 
 	 担当	 加瀬浩明(理事長) 
	 	  長野市諏訪町５０３ 
	 	  電話	 026(237)8939 

 



長野県剣道連盟

平成２４年度　第１回剣道四・五段受審者講習会

参加申込書

平成　　 年 月 日

長野県剣道連盟会長殿

標記講習会の参加をお願いいたします。

所属支部
加盟団体

フリガナ 性別 男 女

氏　名 印

生年月日 　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　　　日 年齢

住　所

緊急連絡先

職　業

現在の段位 段
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