(公財)日本バドミントン協会公認審判員資格検定会実施要項

１　主　　催　(公財)日本バドミントン協会(北海道バドミントン協会)
２　主　　管　北海道バドミントン協会(札幌地区バドミントン協会）
３　開催日時　平成26年7月21日（月）
４　会　　場　講習・筆記試験：中島体育センター　多目的室
              実技試験
５　検定級種　３級
６　日　　程　講習会・筆記試験　7月21日（月）13：30受付　14:00～17:00
　　　　　　　実技試験　　　　　
７　申請料等　下記表参照
８　携行品　　最新の競技規則書（赤本）、印鑑、筆記用具、上履き
              競技規則書は当日購入もできます
　　　　　　　更新:審判手帳の写し(A4版)（経験した大会名の記載とレフェリーの押印を忘れずに）
              ※実技時、審判員としてふさわしい服装でお願いします。
９　申込み先　札幌市立厚別南中学校　中川　憲昭
　　　締切　平成26年7月17日（木）　　　
10　その他　(1)審判手帳に記載の有効期限が昨年度の方は、現在お持ちの級による　　　　　　　　　　　　　　更新手続と更新料の納入が別途必要です。（今回一緒に手続きできます。）
              (2)資格更新、新規(昇級時)のいずれも、今年度の協会会員登録が必要です。
　　　　　　　　申請書に記載しますので各地区協会で登録を済ませ、登録番号を控えてき　　　　　　　　　　　て下さい。
新審判員資格審査会費用（平成26年４月１日より）
北海道バドミントン協会審判委員会

新規
１　級
２　級
３　級
準３級
申請料（税込）
４，３２０
３，２４０
２，１６０
１，０８０
日本協会資格
登録料（税込）
１６，２００
８，１００
５，４００
　　　　０
北海道協会
事務手数料
２，０００
２，０００
２，０００
　　　　０
合　　計
２２，５２０
１３，３４０
９，５６０
１，０８０
現有資格
更新料税込み
１８，２００
１０，１００
７，４００
－
有効年度
（取得年度から）
５年
３年
３年
満１８歳まで
単位円
＊新規資格登録は申請料が必要になり、更新資格登録は申請料がかかりません


file_0.xls
要項（地区配布用）

		（公財）日本バドミントン協会公認審判員　　　　 コウザイニホンキョウカイコウニンシンパンイン

		資　格　取　得　検　定　会　開　催　要　項 シカクトリトクケンサダムカイカイモヨオヨウコウ

		室蘭地区バドミントン協会審判委員長 ムロランチクキョウカイシンパンイインチョウ																		村　田　弘　志 ムラタヒロココロザシ

		１．		主催 シュサイ		：		北海道バドミントン協会審判委員会 ホッカイドウキョウカイシンパンイインカイ

		２．		主管 シュカン		：		室蘭地区バドミントン協会審判委員会 ムロランチクキョウカイシンパンイインカイ

		３．		実施種別 ジッシシュベツ		：		講習会および検定会（２級・３級・準３級）　［注：　講習会のみも可］ コウシュウカイケンテイカイキュウキュウジュンキュウチュウコウシュウカイカ

		４．		対象者 タイショウモノ		：		平成２３年度室蘭地区バドミントン協会登録会員　[注：当日登録も可] ヘイセイネンドムロランチクキョウカイトウロクカイインチュウトウジツトウロクカ

		５．		講師 コウシ		：		（財）日本バドミントン協会公認審判員資格審査認定委員 ザイニホンキョウカイコウニンシンパンインシカクシンサニンテイイイン												江 刺 家 大 介 エトゲイエダイスケ

		６．		日時 ニチジ		：		平成２３年９月１０日（土） ヘイセイネンガツニチド						reserved-01x2				受付 ウケツケ

														reserved-01x2				講習会・検定会開始 コウシュウカイケンテイカイカイシ

														reserved-01x2				終了予定 シュウリョウヨテイ

						９／１0		受  付 ウケヅケ		講　　習　　会 コウナライカイ				学科・実技
検　定　会 ガッカジツギケンサダムカイ				実   技　　　　講習会 ジツワザコウシュウカイ		更  新　　　　手続き サラシンテツヅ

										１２０分 フン				４０分 フン				３０分 フン		１０分 フン

								[※希望者は審判　実技研修会としての参加が可能です] キボウシャシンパンジツギケンシュウカイサンカカノウ

								室蘭地区選手権大会（登別市総合体育館） ムロランチクセンシュケンタイカイノボリベツシソウゴウタイイクカン										平成２３年１０月１日（土） ヘイセイネンガツニチド

																		reserved-00x2		受付 ウケツケ

																		reserved-00x2		実技研修　開始 ジツギケンシュウカイシ

		８．		会場 カイジョウ		：		講習会・検定会　室蘭市立翔陽中学校（講習会・検定会） コウシュウカイケンテイカイムロランシリツショウヨウチュウガッコウコウシュウカイケンテイカイ

								　　　　　　　　　　 室蘭市東町5丁目11番1号　　℡ 0143-41-0701 ムロランシ

		９．		持ち物 モモノ		：		①筆記用具（参加者全員） ヒッキヨウグサンカシャゼンイン

								②上靴（参加者全員） ウワグツサンカシャゼンイン

								③下記申請費用（検定受検者のみ） カキシンセイヒヨウケンテイジュケンシャ

								④印鑑（検定受験者のみ） インカンケンテイジュケンシャ

								⑤日本バドミントン協会会員証検定（検定受検者のみ） ニホンキョウカイカイインショウケンテイケンテイジュケンシャ

								⑥ルールブック代金１，０００円（希望者のみ購入） ダイキンエンキボウシャコウニュウ

								⑦準３級 公認審判員 資格検定会・講習会 ルール教本代金５００円（希望者のみ購入） ジュンキュウコウニンシンパンインシカクケンテイカイコウシュウカイキョウホンダイキンエンキボウシャコウニュウ

		１０．		受講 ジュコウ		：		①講習会の受講は、無料です。 コウシュウカイジュコウムリョウ

				および				②資格申請については下記の費用がかかります。 シカクシンセイカキヒヨウ

				申請費用 シンセイヒヨウ

								２　級  キュウ		１４，１７５円 エン				※２　（３，６７５円　自己負担） エンジコフタン

										内訳 ウチワケ		申請料 シンセイリョウ		３，０００円 エン		日本協会登録料 ニホンキョウカイトウロクリョウ		７，５００円 エン

												道協会登録料 ドウキョウカイトウロクリョウ		３，０００円		消費税 ショウヒゼイ		６７５円 エン

								３　級 キュウ		９，４５０円 エン				※２　（２，４５０円　自己負担） エンジコフタン

										内訳 ウチワケ		申請料 シンセイリョウ		２，０００円 エン		日本協会登録料 ニホンキョウカイトウロクリョウ		５，０００円 エン

												道協会登録料 ドウキョウカイトウロクリョウ		２，０００円 エン		消費税 ショウヒゼイ		４５０円 エン

								準３級 ジュンキュウ		１，０５０円 エン

										内訳 ウチワケ		申請料 シンセイリョウ		１，０００円 エン		日本協会登録料 ニホンキョウカイトウロクリョウ		０円 エン

												道協会登録料 ドウキョウカイトウロクリョウ		０円 エン		消費税 ショウヒゼイ		５０円 エン

								※１　検定受検料については、釣り銭がないように用意してください。 ケンテイジュケンリョウツセンヨウイ

								　　（各学校・団体単位で一括して納入をお願いいたします。） カクガッコウダンタイタンイイッカツノウニュウネガ

								※２　室蘭地区で開催される各種全道大会で主審のご協力をいただける ムロランチクカイサイカクシュゼンドウタイカイシュシンキョウリョク

								　方につきましては、３級（7000円）。２級（11500円）を室蘭地区協会 カタキュウエンキュウエンムロランチクキョウカイ

								　から（日本協会登録料、道協会登録料）を補助します。 ニホンキョウカイトウロクリョウミチキョウカイトウロクリョウホジョ

								※３　室蘭地区で開催される各種全道大会で主審のご協力をいただける ムロランチクカイサイカクシュゼンドウタイカイシュシンキョウリョク

								　方につきましては、更新手数料を室蘭地区協会で補助します。 カタコウシンテスウリョウムロランチクキョウカイホジョ

		１１．		申込み モウコ		：		受講希望者（講習会のみの参加希望者を含む）は別紙の申込書に記入の上、 ジュコウキボウシャコウシュウカイサンカキボウシャフクベッシモウシコミショキニュウウエ

				および				郵送またはFAX、e-mailにて下記に申し込むこと。 ユウソウカキモウコ

				問い合せ				　※e-mailでご連絡いただければ、申込書を添付して返信いたします。 レンラクモウシコショテンプヘンシン

								郵送先： ユウソウサキ		〒０５０－００７２				室蘭市高砂町４丁目９番１号 ムロランシタカサゴチョウチョウメバンゴウ

										室蘭市立東明中学校内　　棟　方　伸　吾　宛 ムロランシリツトウメイチュウガッコウナイムネカタシンワレアテ

								e-mail		mt.munekata.shingo@mail.iburi.ed.jp

								F　A　X　：		０１４３－４４－０５１３（室蘭市立東明中学校） ムロランシリツトウメイチュウガッコウ

								携帯電話： ケイタイデンワ		０９０－５９５１－５５７８

		１２．		締め切り日 シキビ		：		平成２３年９月５日必着 ヘイセイネンガツニチヒッチャク

		１３．		その他 タ		：		受講記録と押印を希望する方は、公認審判員手帳をご持参ください。 ジュコウキロクオウインキボウカタコウニンシンパンインテチョウジサン



mt.munekata.shingo@mail.iburi.ed.jp



要項（道協提出用）

		（財）日本バドミントン協会公認審判員　　　　 ザイニホンキョウカイコウニンシンパンイン

		資　格　取　得　検　定　会　開　催　要　項 シカクトリトクケンサダムカイカイモヨオヨウコウ

		室蘭地区バドミントン協会審判委員長 ムロランチクキョウカイシンパンイインチョウ																		村　田　弘　志 ムラタヒロココロザシ

		１．		主催 シュサイ		：		北海道バドミントン協会審判委員会 ホッカイドウキョウカイシンパンイインカイ

		２．		主管 シュカン		：		室蘭地区バドミントン協会審判委員会 ムロランチクキョウカイシンパンイインカイ

		３．		実施種別 ジッシシュベツ		：		講習会および検定会（２級・３級・準３級）　［注：　講習会のみも可］ コウシュウカイケンテイカイキュウキュウジュンキュウチュウコウシュウカイカ

		４．		対象者 タイショウモノ		：		平成２３年度室蘭地区バドミントン協会登録会員[注：当日登録も可] ヘイセイネンドムロランチクキョウカイトウロクカイインチュウトウジツトウロクカ

		５．		講師 コウシ		：		（財）日本バドミントン協会公認審判員資格審査認定委員 ザイニホンキョウカイコウニンシンパンインシカクシンサニンテイイイン												江 刺 家 大 介 エトゲイエダイスケ

		６．		日時 ニチジ		：		平成２３年９月１０日（土） ヘイセイネンガツニチド						reserved-01x2				受付 ウケツケ

														reserved-01x2				講習会・検定会開始 コウシュウカイケンテイカイカイシ

														reserved-01x2				終了予定 シュウリョウヨテイ

						９／１0		受  付 ウケヅケ		講　　習　　会 コウナライカイ				検　定　会
[ 学 科 ] ケンサダムカイガクカ				実   技　　　　講習会 ジツワザコウシュウカイ		更  新　　　　手続き サラシンテツヅ

										１２０分 フン				４０分 フン				３０分 フン		１０分 フン

								[実技試験] ジツギシケン

								室蘭地区選手権大会（登別市総合体育館） ムロランチクセンシュケンタイカイノボリベツシソウゴウタイイクカン										平成２３年１０月１日（土） ヘイセイネンガツニチド

																		reserved-00x2		受付 ウケツケ

																		reserved-00x2		実技試験開始 ジツギシケンカイシ

		８．		会場 カイジョウ		：		講習会・検定会　室蘭市立翔陽中学校（講習会・検定会） コウシュウカイケンテイカイムロランシリツショウヨウチュウガッコウコウシュウカイケンテイカイ

								　　　　　　　　　　 室蘭市東町5丁目11番1号　　℡ 0143-41-0701 ムロランシ

								実技試験　　　　　室蘭市体育館 ジツギシケンムロランシタイイクカン

								　　　　　　　　　　　室蘭市宮の森町４－１－４３　℡０１４３－４４－７５２１ ムロランシミヤモリチョウ

		９．		持ち物 モモノ		：		①下記申請費用（検定受検者のみ） カキシンセイヒヨウケンテイジュケンシャ

								②印鑑（検定受験者のみ） インカンケンテイジュケンシャ

								③ルールブック代金１，０００円（２０１０．４発行：希望者のみ購入） ダイキンエンハッコウキボウシャコウニュウ

								④準３級 公認審判員 資格検定会・講習会 ルール教本代金５００円（希望者のみ購入） ジュンキュウコウニンシンパンインシカクケンテイカイコウシュウカイキョウホンダイキンエンキボウシャコウニュウ

								⑤筆記用具（参加者全員） ヒッキヨウグサンカシャゼンイン

								⑥上靴（参加者全員） ウワグツサンカシャゼンイン

		１０．		受講 ジュコウ		：		①講習会の受講は、無料です。 コウシュウカイジュコウムリョウ

				および				②資格申請については下記の費用がかかります。 シカクシンセイカキヒヨウ

				申請費用 シンセイヒヨウ

								２　級  キュウ		１４，１７５円 エン

										内訳 ウチワケ		申請料 シンセイリョウ		３，０００円 エン		登録料 トウロクリョウ		７，５００円 エン

												道協会登録料 ドウキョウカイトウロクリョウ		３，０００円		消費税 ショウヒゼイ		６７５円 エン

								３　級 キュウ		９，４５０円 エン

										内訳 ウチワケ		申請料 シンセイリョウ		２，０００円 エン		登録料 トウロクリョウ		５，０００円 エン

												道協会登録料 ドウキョウカイトウロクリョウ		２，０００円 エン		消費税 ショウヒゼイ		４５０円 エン

								準３級 ジュンキュウ		１，０５０円 エン

										内訳 ウチワケ		申請料 シンセイリョウ		１，０００円 エン		登録料 トウロクリョウ		０円 エン

												道協会登録料 ドウキョウカイトウロクリョウ		０円 エン		消費税 ショウヒゼイ		５０円 エン

								※釣り銭がないように用意してください。 ツセンヨウイ

								　（各学校・団体単位で一括して納入をお願いいたします。） カクガッコウダンタイタンイイッカツノウニュウネガ

		１１．		申込み モウコ		：		受講希望者（講習会のみの参加希望者を含む）は別紙の申込書に記入の上、 ジュコウキボウシャコウシュウカイサンカキボウシャフクベッシモウシコミショキニュウウエ

				および				郵送またはFAX、e-mailにて下記に申し込むこと。 ユウソウカキモウコ

								　※e-mailでご連絡いただければ、申込書を添付して返信いたします。 レンラクモウシコショテンプヘンシン

				問い合せ				郵送先： ユウソウサキ		〒０５０－００７２				室蘭市高砂町４丁目９番１号 ムロランシタカサゴチョウチョウメバンゴウ

										室蘭市立東明中学校内　　棟　方　伸　吾　宛 ムロランシリツトウメイチュウガッコウナイムネカタシンワレアテ

								e-mail		mt.munekata.shingo@mail.iburi.ed.jp

								F　A　X　：		０１４３－４４－０５１３

								携帯電話： ケイタイデンワ		０９０－５９５１－５５７８

		１２．		締め切り日 シキビ		：		平成２３年９月５日（月）必着 ヘイセイネンガツニチゲツヒッチャク

		１３．		その他 タ		：		受講記録と押印を希望する方は、公認審判員手帳をご持参ください。 ジュコウキロクオウインキボウカタコウニンシンパンインテチョウジサン



mt.munekata.shingo@mail.iburi.ed.jp



申込書（　●所属●）

		（公財）日本バドミントン協会公認審判員　　　　 コウザイニホンキョウカイコウニンシンパンイン

		資　格　取　得　検　定　会　開　催　要　項 シカクトリトクケンサダムカイカイモヨオヨウコウ

		受　　講　　参　　加　　申　　込　　書 ウケコウサンカサルコミショ

		No.				（　フ　リ　ガ　ナ）																住　　　　　　所 ジュウショ																		資格取得検定 シカクシュトクケンテイ								赤本 アカホン				ルール教本 キョウホン

						氏　　　　名 シメイ																電　話　番　号 デンハナシバンゴウ																		２級 キュウ		３級 キュウ		準３級 ジュンキュウ		講習 コウシュウ		購入希望 コウニュウキボウ				購入希望 コウニュウキボウ
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		23																				　〒

																						　℡






thumbnail_0.emf
２級３級

準３級

講習

11



　〒





　℡







　℡



10



　〒



9



　〒





　℡







　℡



8



　〒



7



　〒





　℡







　℡



6



　〒



5



　〒





　℡







　℡



4



　〒



3



　〒





　℡







　℡

2



　〒



1

　℡



購入希望

ルール教本

購入希望



　〒





（公財）日本バドミントン協会公認審判員

資　格　取　得　検　定　会　開　催　要　項

受　　講　　参　　加　　申　　込　　書

No.

（　フ　リ　ガ　ナ）

氏　　　　名

住　　　　　　所

電　話　番　号

資格取得検定赤本
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資　格　取　得　検　定　会　開　催　要　項

受　　講　　参　　加　　申　　込　　書

No.

（　フ　リ　ガ　ナ）

氏　　　　名

住　　　　　　所

電　話　番　号

資格取得検定

赤本



※上記申込書に必要事項を記入の上、下記までFAXで申し込んでください。
　申込先　札幌市立厚別南中学校　中川　憲昭
　　　　　電話011-894-7311    FAX 011-894-1785


