
各郡市連 　　栃木県空手道連盟

理事・事務局長各位 　　企画部長　関川広満

　新年あけましておめでとうございます。

平素より栃木県空手道連盟の事業に対し、ご理解とご協力を賜りまして誠に

ありがとうございます。

　例年通りではありますが、今年度も登録の時期が参りましたのでご案内させて

頂きます。下記の日程において手続きを進めますのでご協力の程よろしく

お願いします。

注）全空連の登録に関しては平成31年よりWeb登録になりました（有効期限1年間）

　昨年登録された方は早めの更新登録をお願いします。（全空連HPを参照）

　Web登録以前に一括登録された会員はその有効期限内は有効となります。

　各自でご確認をお願いします。

（国体協力金について）

令和５年度から、国体協力金が無くなりますので、以前の会費（一般1,500円、

少年1,000円）に戻ります。会員皆様のご協力、大変ありがとうございました。

登録費ご入金の際は、お間違えの無いようご注意ください。

（栃空連会員登録手続きについて）

申請書は電子メールでの受付となります（郵送やFAXの受付は致しません）

年度初めの新規会員登録は、必ず各郡市連もしくは

団体（高体連・スポ少連合）を通して申請下さい。

年度初めの新規会員登録は、道場や団体単独での登録申請は受付できません。

年度途中での追加会員登録は、道場や団体単独での登録申請が可能です。

申込期間

令和5年 2月1日～2月28日まで

（追加申請は令和5年12月31日まで随時受付ます）

・4月　マスターズ県予選会

・5月　錬成大会・公認審査会・栃木県選手権　他

全日本空手道連盟及び栃木県空手道連盟の会員になりませんと、各種大会・行事

等に参加できません。ご理解を頂きまして会員登録にご協力をお願いします。

＊昨年度（令和4年度～）より、栃木県空手道連盟会員登録は企画部が担当する事

　になりました。

令和５年度 栃木県空手道連盟会員登録について



栃木県空手道連盟 
  企画部 会員登録担当 

君島 真一 
 

令和５年度 栃木県空手道連盟会員登録についてのお願い 

 
 

平素より、栃木県空手道連盟の事業にご理解とご協力をいただきまして誠に有り難うございます。 
栃木県空手道連盟の公式大会への参加および段位受審・審判資格取得のために栃木県空手道連盟の会員であ

ることが必要となります。 
すべての空手愛好者が会員登録をしていただけますよう、ご協力の程よろしくお願い致します。 
 
【 会員種別 】 

一般会員 1 年間 1,500 円（昨年度より金額変更になっています。） 
少年会員 1 年間 1,000 円（昨年度より金額変更になっています。） 

 
 
 
【申込の手順 】※詳細は栃空連会員登録の流れ 2023.01 版をご参照ください。 

① 栃木県空手道連盟のホームページより申請用紙をダウンロードしてご使用ください。 
栃空連 HP  https://www.tochikuren.org 

② 会費を各郡市連盟・団体でまとめてから指定の口座に振り込む。（年度初めの新規会員登録の場合） 
③ 振込明細証明書と会員登録申請書を電子メールにて送信する。（郵送は受付出来ません。振込明細証

明書控えを必ず添付してください） 
④ データ形式は下記の通りとする。 

振込明細証明書→PDF・JPEG・TIF のいずれか 
会員登録申請書→EXCEL（PDF・JPEG・TIF 等は不可） 

申請先 
担当者 君島 真一 
 
連絡先 Tel 090-2425-6818 

E-mail skmk401@yahoo.co.jp 
 

振込先 足利銀行 宝積寺支店 
    店番号 176 
    口座番号 5048265 

栃木県空手道連盟 会員登録 代表 君島真一 
 
【申込期間】 

令和 5 年 2 月 1 日～2 月 28 日まで（追加申請は令和 5 年 12 月 31 日まで随時受付けます） 
  ※追加申請は各団体単位でお申し込みください。 
 

【 注意事項 】 
 事前に会員登録および更新手続きを行い、登録漏れ、有効期限失効の無い様にお願い致します。 
 年度初めの会員登録申請については各郡市連盟・団体（高体連・スポ少連合）でまとめて申請くだ

さるようお願い致します。各郡市連盟・団体代表者以外の個人的な申請はできません。 
 年度途中での追加申請は各団体単位でお申し込みください。 
 会員証の発行まで一か月以上かかる場合もありますので早めの申請をお願い致します。 
 申請書類等のファックス、郵送（紙）での申請はできません。ご注意願います。 
 振り込み内容の確認を行いますので、申請者の名義でのお振り込みをお願い致します。 
 会員証の紛失の場合、成年会員の場合は再発行に 1,000 円の費用が掛かります。また、時間もかか

りますので、大切に保管をお願いします。 
 会員資格を失効した場合、失効期間の会費 + 新規会費で更新を行うことができます。 

失効の無い様に更新手続きをお願い致します。 

※年度途中の申し込みについても、上記の金額の徴収となります。 
尚、少年会員は高校卒業までとし、その年度、18 歳を迎える者は一般となります 



 
郡市連 加盟団体 各位 

栃木県空手道連盟 
企画部 会員登録担当 

君島 真一 
 
 
 
 
 
 
 
 

栃木県空手道連盟の会員証について 
 
 
 
最近、会員登録をしても自分の会員番号がわからない、登録されているのかわからない会員が増えております。 
会員証は県連盟会員としての意識を持たせる意味でも大切です、道場生に配布するさい会員番号を記入するよう

指示をしていただけます様にお願い致します。 
栃空連会員証 会員番号の表示は今までと同じです。以下の順に記入下さい。 

A 郡市連の登録番号－B 郡市連 加盟団体の登録番号－C 団体の個人番号 
 
 
 
 

A  各郡市連盟の登録番号 
 
宇都宮市 1 小山市 2 足利市 3 栃木市 4 真岡市 5 

日光市 6 鹿沼市 7 大田原市 8 矢板市 9 那須塩原市 10 

下野市 11 下都賀郡 12 塩谷郡 13 佐野市 14 河内郡 15 

芳賀郡 16 那須烏山市 17 高体連 18 少年団連合 19   

 
B  郡市連 加盟団体の登録番号 

各郡市連事務局で決められている道場の番号を付けてください。 
 

C  各団体の個人番号 
県連盟へ提出した会員登録申込書の名簿順番号を付けてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     会 員 証       
 

会員番号 
A － B － C            

 
氏名 栃木 空太郎     



団体名　

責任者　　 住所 ＴＥＬ

注）学年は令和○年４月時点

ＮＯ 氏　　名
男
・
女

種別 学年 ＮＯ 氏　　名
男
・
女

種別 学年

1 21

2 22

3 23

4 24

5 25

6 26

7 〇〇〇〇 男 小学生 ２年 27

8 28

9 29

10 30

11 31

12 32

13 〇〇〇〇 女 高校生 １年 33

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40

※申請は必ず各所属地区連盟・団体（高体連・スポ少連合）を通じて申請して下さい。

（記載例）　令和５年度   栃木県空手道連盟 会員登録申請書

地区連盟　　　　　　　　        　　　　　空手道連盟　　　　　　　　

〒

一般会員(18歳以上)　　　名
少年会員（高校生迄)　　  名

郡市連・高体連・

少年団連合名を記

載してください。

記載忘れの無

いようお願い

します。

責任者名・住所・電話番号は会

員証の発送先となります。

電話番号は、ご自宅、携帯どち

らでも結構ですが、差し支えな

ければ携帯番号をご入力くださ

い。

フルネームで

お願いします。
性別・種別・学年はセル内の

選択肢から選んでください。

追加者は新規会員登録時

のデータに続けて、赤文

字にてご入力ください。

Sheet名に各団体・道場

名を記載してください

団体責任者・代表

者の登録も忘れず

にお願い致します。



栃木県空手道連盟　会員登録手続きの流れ　2023.01版
（年度初め新規会員登録の場合）

・年度初め新規会員登録は、各郡市連・高体連・少年団連合単位で申請してください。

（各道場単位、個人での登録申請は受付け出来ません。）

・郵送やFAXでの登録申請は受付け出来ません。

・団体代表者や責任者の方の登録も忘れずにお願い致します。

手順番号 実施者

以上で会員登録の手続きは完了となります。

～　注意点　～

・メール不達等の早期発見の為、申請メールが届き次第、２～３日中には、届いた旨のメール返信を

致します。メールを送って１週間経っても返信メールがない場合は、お手数ですが、君島携帯まで

ご連絡ください。（090-2425-6818）

各道場から入金された金額の合計を一括して、栃空連会員登録用指定口座
にお振込みください。
指定口座　　足利銀行宝積寺支店　普通口座　店番号：１７６
口座番号：５０４８２６５　口座名：栃木県空手道連盟 会員登録 代表 君島真一

④でまとめた会員登録申請書（名簿・エクセルデータ）と⑤で一括入金した振
込明細票を、下記メールアドレスへお送りください。
skmk401@yahoo.co.jp　　担当：君島真一　090-2425-6818
※一括入金の振込明細書があれば、各道場単位の振込明細書は必要ありま
せん。

各道場・団体

各郡市連・高
体連・少年団
連合の事務

局

⑤

⑥

郡市連・高体連・少年団連合の事務局から登録手続きの連絡がきましたら、
会員登録申請書（名簿）を作成してください。
※データは栃空連ホームページからもダウンロードできます。

①で作成した会員登録申請書（名簿）の人数に応じた登録費を、各郡市連・高
体連・少年団連合の事務局へ振り込んでください。

①で作成した会員登録申請書（名簿）と②で入金した振込明細票を、各郡市
連・高体連・少年団連合の事務局へ、メールにてお送りください。
データ形式
会員登録申請書（名簿）　→　EXCEL（PDF、JPEG、TIF、PNG、BMP等は不
可）　　　　　　振込明細票　→　PDF、JPEG、TIF、PNG、BMPのいずれか

各道場・団体から届いた会員登録申請書（名簿・エクセルデータ）を下記の要
領でまとめてください。
各道場はExcel Sheet分けとし、１つのエクセルデータとしてください。また、
Sheet名に各道場名を入力してください。各道場単位の入金金額一覧などの
データがあれば、ご添付をお願い致します。

実施要領　・　注意点など

①

②

③

④



栃木県空手道連盟　会員登録手続きの流れ　2023.01版
（年度途中の追加会員登録の場合）

・追加会員登録は各道場単位で申請してください。

・郵送やFAXでの登録申請は受付け出来ません。

・団体代表者や責任者の方の登録も忘れずにお願い致します。

手順番号 実施者

以上で追加会員登録の手続きは完了となります。

～　注意点　～

・メール不達等の早期発見の為、申請メールが届き次第、２～３日中には、届いた旨のメール返信を

致します。メールを送って１週間経っても返信メールがない場合は、お手数ですが、君島携帯まで

ご連絡ください。（090-2425-6818）

①

②

各道場・団体

③

実施要領　・　注意点など

追加の会員登録申請書（名簿）を作成してください。
※新規会員登録時のデータに続けてご入力頂き、追加者名が分かるよう、赤
文字にてご入力をお願い致します。

①で作成した会員登録申請書（名簿）と②で入金した振込明細票を、下記メー
ルアドレスへお送りください。
skmk401@yahoo.co.jp　　担当：君島真一　090-2425-6818
データ形式
会員登録申請書（名簿）　→　EXCEL（PDF、JPEG、TIF、PNG、BMP等は不
可）　　　　　　振込明細票　→　PDF、JPEG、TIF、PNG、BMPのいずれか

①で作成した追加会員登録申請書（名簿）の人数に応じた登録費を、栃空連
会員登録用指定口座に直接お振込みください。
指定口座　　足利銀行宝積寺支店　普通口座　店番号：１７６
口座番号：５０４８２６５　口座名：栃木県空手道連盟 会員登録 代表 君島真一


