
The objective of the seminar is to promote and develop Kyudo internationally as one of Japanese traditional

cultures (martial arts).

International Kyudo Federation (IKYF)

Public Interest Incorporated Foundation All Nippon Kyudo Federation (ANKF)

American Kyudo Renmei, Northern California Kyudo Federation

Venue: Sonoma State University

(Address) 1801 East Cotati Avenue, Rohnert Park, CA 94928 U.S.A.

TEL：+1　(707) 664-2426

Website：http://www.sonoma.edu/

Wednesday, July 19 to Friday, July 21, 2017

July 19 (Wed.)  Seminar from 9:00am

July 20 (Thu.)    Seminar from 9:00am Special Shinsa:

July 21 (Fri.)     Seminar from 9:00am              July 22 (Sat.) from 9:00am

Participation requirements:

This seminar is open to members of affiliate countries of the International Kyudo Federation.

Non affiliated Kyudo organizations should contact the secretariat of International Kyudo Federation for their

participation.

Maximum number of participants: 140

※ The IKYF may make adjustments if the participants exceed this number.

Seminar fee: USD650.00  (including participation fee, lunches, accommodation and other costs)

All fees (seminar fee, Shinsa fee) should be collected by each national Kyudo Federation and remitted in one

lump sum after the application deadline.

Remittance charge including bank receiving charge should be covered by the sender.

Cancellations will only be accepted if the IKYF office is informed by May 23 (Tue.).

Should a cancellation occur after this date, there shall be no refund regardless of the reason for cancellation.

Transportation from the airport:

Details will be informed by the American Kyudo Renmei.

Application procedure:

Members from each affiliate nation should apply to their own affiliated Kyudo Federation.

The secretariat of each Kyudo Federation should fill out the required information on the prescribed application

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

Application deadline: Tuesday, May 23, 2017

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

In case of additional information regarding the seminar, e-mails will be sent to each affiliated Kyudo

Federation.

Regarding the purpose of use of personal information:

By submitting the application form, applicants agree to the following uses of the information provided.

(1) The individual' s name, affiliation, age, Shogo and the date granted, Dan grade and the date  approved, etc. may

　 be used in the seminar participants' list and other related documents.

(2) The individual' s Name, affiliation, Shogo and Dan grade may be used in the seminar report  published in the 

　 monthly Kyudo Magazine.

Co-sponsor: 

Supervision:

Dates:

2017 International Kyudo Federation American Seminar (North America)

Schedule:

Others:

The participation fees should be remitted during May 24 (Wed.) to May 30 (Tue.).

Objective:

Sponsor:

(Inquiries)

Applications:



目　　的 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。

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 アメリカン弓道連盟　　　北カリフォルニア弓道連盟

会　　場 ソノマ州立大学体育館

（住所） 1801 East Cotati Avenue, Rohnert Park, CA 94928 U.S.A.

TEL：+1　(707) 664-2426

Website：http://www.sonoma.edu/

開催期間 2017年7月19日（水）～7月21日（金）まで

期　　日 7月19日（水） セミナー　　9：00～

7月20日（木） セミナー　　9：00～ 参考：特別審査会

7月21日（金） セミナー　　9：00～       7月22日（土）9：00～

参加資格 国際弓道連盟加盟国会員であること。

その他の活動国で参加希望がある場合には国際弓道連盟事務局へ問合せること。

参加人員 140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 650ドル（受講料、昼食代、宿泊料、その他諸費)　　　　　※宿泊費を含む

費用の送金は、各国弓道連盟が取り纏め（セミナー費用、審査料）、必ず締切後に一括して

送金すること。

参加費用は、5月24日（水）～5月30日（火）の間に送金すること。

銀行受取手数料を含む送金手数料は、各国弓道連盟が負担すること。

キャンセルする場合は、5月23日（火）までに必ず国際弓道連盟事務局に連絡すること。

5月24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。

送   迎 詳細はアメリカン弓道連盟からご案内いたします。

申込方法 各国会員は、所属する各国弓道連盟に申込むこと。

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。

申込締切 2017年5月23日（火）

申込み先 国際弓道連盟事務局　E-mail：ikyf@kyudo.jp

(問合せ先)

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）

2017年　国際弓道連盟 米国セミナー 【北米】


