
Objective: To promote and develop the traditional Japanese culture (martial art) of Kyudo internationally. 

Sponsor: International Kyudo Federation (IKYF)

Co-sponsor: All Nippon Kyudo Federation (ANKF)

Supervisor: Aichi Prefecture Kyudo Federation

Venue: Nippongaishi Sports Plaza Kyudojo

(Address) 5-1-5 Higashi Matabee-chō, Minami-ku, Nagoya, Aichi 457-0833, Japan              Tel: +81-52-614-6211

5-minute walk from Kasadera Station (JR Line) via the connecting pedestrian bridge.

Or 15-minute walk from Motokasadera Station or  Ōe Station (Meitetsu Line).

Period: Thursday, April 7, 2016 to Tuesday, April 19, 2016

Dates: (1)  A Seminar: From April 7 (Thu) 9:00 to April 9 (Sat) 16:00

   For: Mudan, Shodan and Nidan from Taiwan, Hong-Kong and China

※Special Shinsa (2)  B Seminar: From April 12 (Tue) 9:00 to April 14 (Thu) 16:00

     (for information)    For: Members from Asia-Oceania excluding those stated in (1)

    (3)  C Seminar: From April 17 (Sun) 9:00 to April 19 (Tue) 16:00

   For: Members from Europe and America

Eligibility

Number of 120 participants/session

Participants: If applications exceed the maximum number allotted, the IKYF will make adjustments. 

Participation Fee JPY20,000 per person (including tuition fee and other charges)

Application

Process:

Accommodations: The following accommodations can be arranged.

※ The dividing up and allocation of rooms will be done by the IKYF.

Application Deadline:Wednesday, February 10, 2016

Address for application forms (or inquiries):

International Kyudo Federation office, e-mail: ikyf@kyudo.jp

Re: the 5th Asia-Oceania Seminar

Kishi Memorial Hall, Room 507, 1-1-1 Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo 150-8050, Japan 

Others:

Association.

following:

     Magazine.

5th IKYF Asia-Oceania Seminar

 ※ A Shinsa:   April 10

 ※ B Shinsa:   April 15

 ※ C Shinsa:   April 20

1. Active practitioners in the Asia Oceania Region (excluding Japan).

2. Foreign Residents in Japan affiliated with a Local Federation of the All Nippon Kyudo Federation.

3. Members of countries affiliated with the International Kyudo Federation. For those who do not fall under 1 or 2 and 

    who are not from an affiliate country of IKYF, consultation is required.

    * Application to the Provisional Chuo Shinsa will require a shinsa examination fee to be paid separately from above.

  ** All transportation costs to the venue (including plane tickets), accommodations during the duration of the seminar,

      and all meals are the responsibility of the participant.

*** Cancellations will only be accepted if IKYF office is imformed by February 10 (Wed).

       Fees will not be refunded after February 10 (Wed).

Each member should apply to his own affiliated Kyudo Federation / Association (Local Federation for Japan).

The Secretariat of each Kyudo federation should fill out the necessary information on the standard applicaton form

In case of additional information regarding the seminar, e-mails will be sent to each respective Federation /

Regarding the purpose of use of personal information, applicants agree that information provided will be used in the

(1) Name, Age, Affiliation, Dan, Shogo and date acquired, etc. will be used in documents related to the seminar.

(2) Name, Affiliation, Dan or Shogo obtained will be used in  the Seminar Report published in the monthly Kyudo

(Excel file) and submit it to the address below by e-mail.

Participants who wish to stay at the arranged accommodation, please note the dates of stay on the seminar application

form and submit it via your affiliated Federation / Association.

                    1) Nippon Gaishi Sports Plaza Kenshū-tō: 60 spaces available (Please refer to the annex)

                    2) Paloma Mizuho Dormitory : 70 spaces available (Please refer to the annex)

Cost: JPY2,000 per night and per person (including JPY1,600 accommodation fee and JPY400 facility management fee)



目　　的

主　　催 国際弓道連盟（IKYF）

共　　催 公益財団法人 全日本弓道連盟

主　　管 一般社団法人　愛知県弓道連盟

会　　場

（住所） 愛知県 名古屋市 南区 東又兵ヱ町 5-1-5　　　TEL　052-614-6211

開催期間 2016年4月7日（木）～4月19日（火）まで

期　　日 （1）Ａセミナー　4月 7日(木) 9:00 ～ 9日(土) 16:00

　　 対象：台湾・香港・中国、無段・初段・弐段の会員

※参考 （2）Ｂセミナー　4月12日(火) 9:00 ～14日(木) 16:00

【特別審査】 　　 対象：アジアオセアニア地域国、（1）国、参段以上の会員

（3）Ｃセミナー　4月17日(日) 9:00 ～19日(火) 16:00

　 　対象：欧州・米国地域国の会員

参加資格 (1) アジアオセアニア地域（日本除く）で活動している者。

(2) 在日の外国人で、全日本弓道連盟（地連）に所属する会員。

(3) 国際弓道連盟加盟国、または上記(1)～(2)によらない国際弓道連盟未加盟国については要相談。

参加人員 期日(1)～(3) 各120名。　※参加人員を上回る場合は、国際弓道連盟で調整する。

費　　用 １名 ２０,０００円（受講料、その他諸費　※宿泊費除く）

　* 審査を受審する場合は、別途、審査料が必要。

 ** 会場までの交通費(往復航空券手配)、期間中の宿泊費、食事代(朝･昼･夕)は各自負担。

*** 申込締切、2月10日（水）以降は、いかなる理由であってもキャンセルによる費用の返金はいたしません。

申込方法 各国会員は、所属する各国弓道連盟（日本国：所属地連）に申込むこと。

各国弓道連盟事務局は所定の様式(ｴｸｾﾙﾌｧｲﾙ)に必要事項を入力の上、下記、国際弓道連盟事務局宛へ

電子メールで送信すること。

宿　　舎 下記、宿舎を斡旋する。

斡旋宿舎を利用する場合は、セミナー申込書に宿泊希望日を入力し、所属国または所属地連を経由して

参加申込と同様に申込むこと。※斡旋宿舎の振分けならびに部屋割りは国際弓道連盟にて行う。

費用１人１泊2,000円（宿泊費　1,600円、その他管理費　400円）

申込締切 2016年2月10日（水）

申込み先 国際弓道連盟事務局　E-mail：ikyf@kyudo.jp

(問合せ先) 〒150-8050　　東京都 渋谷区 神南１丁目１番１号　 岸記念体育会館内507号

　　　　　　　「第５回アジア･オセアニアセミナー係」宛

その他 セミナーに関する追加事項があった場合は、電子メールにて各国へ連絡する。

個人情報の利用目的について

セミナー受講申込みにより、以後の関係資料について下記取扱いの旨、承諾を得たものとする。

(1) セミナー名簿ほか関係資料への記載(氏名、所属国・年齢、既得の称号者

　　及び授与年月、既得の段位及び認許年月、その他特記事項

(2) セミナー報告に係わる本連盟刊行物への記載(氏名、所属国、既得の称号・段位）

　　　　　　　　　斡旋宿舎…『日本ガイシスポーツプラザ研修棟：定員60名』（別紙参照）

　　　　　　　　　斡旋宿舎…『パロマ瑞穂宿泊研修室：定員70名』（別紙参照）　　　　　　

日本の伝統文化（武道）である｢弓道｣の国際的な普及・発展を図る。

第５回　国際弓道連盟【アジアオセアニアセミナー】

日本ガイシスポーツプラザ弓道場

または名古屋鉄道｢本笠寺｣駅、または｢大江｣駅、徒歩約１５分。

ＪＲ｢笠寺｣駅、連絡橋を利用し、徒歩約５分。

 ※Ａ審査 4月10日

 ※Ｂ審査 4月15日

 ※Ｃ審査 4月20日


