
会 員 登 録 申 請 書 
全日本清心会空手古武道連盟道場会員/ＮＰＯ法人全日本清心会賛助会員

新規入会・初年度登録費(連盟･共済基金)入会金7.000円

(データ入力)

□郵貯引落　　　□UFJ/銀行引落　　□チケット

□カルチャー文化教室等　　□地方自主管理支部

□加盟道場　　　□職域・学校 　　□現金・振込

回収
方法

月

会

費

支　部　長　記　入　欄

直轄支部/準本部支部/加盟団体　使用欄

清

心

流

兵

法

[家族割]

□2人目3,500円

□3人目1,750円

□4人目1,000円

□3,300円(胸刺繍)　　

□1,650円(ワッペン大) □550円(ワッペン小)

□330円×______字(ネーム刺繍) 

(持病、アレルギー等、写真、名前の広報等(SNS含)への使用不可はここへ記載下さい。
 使用不可記入のない場合は承諾となりますので御注意ください)

(市内近郊)

□4,800円  □5,500円　□5,800円　□6,500円

(チケット会員)　　

□1,500円(月固定引落)

　4枚 4,500円(6,500円)、8枚8,500円(12,500円)

 16枚16,900円(20,500円)※カッコ内は一般部

(直轄地方支部)

□4,300円　□3,800円　□3,200円　□2,800円　□2,500円

□2,300円

(職域クラブ/学校部活)

□120円(会報代×登録数)＋年度会費(保険含)/年

20230201

※一般銀行引落と現金会員は、最初に３か月分(前払い制)となり会費に手数料＋300円が加算した
金額となります。現金会員は翌月より月初に入金となります。

□少年部 4,800円　□一般部 5,800円

□6,000円※ネットスクール登録費

FAX

300-0094
(011)

_______年______月より

フリカナ

会員氏名 印鑑又はサイン

(サイン)
Name

記入日(申込日)
Filling in day

Birthday

女男

(郵便番号         -　              )

e-mail @

自宅住所
Address

枝番、号室まで記載下さい

自宅電話
FAX

携　帯

親権者
(会員が未
成年の場合)

印 勤労者会員
(保護者)
勤務先名称

連絡
TEL

年　　　　月　　　　日

年　　　月　　　　日( 　        才)

勤務会社
在学校名

入門動機 1.新聞　　2.チラシ　　3.ポスター　　4.雑誌　　5.ラジオ・TV　　6.紹介　　7.インターネット　　8.家族　　9.再入門 紹介者名

就学生
及園児

連絡
TEL

入門理由

記　　録
身長　　　　　cm  体重　　　　　　kg

空手経験 流派名

武道名　　　　　　(    　　年　　　ヶ月修行)   　　　級 ・ 段　取得

特記事項

Telephone number Cellular phone

Nationality
国　籍

(Office/on the register school name)

(Introductory reason)

Height Weight

Age

man woman

生年月日(西暦)

清心流拳法空手道

道場規約･注意事項等を承諾し入会を申請します

※入会後、1 年以内で退会の場合、入会時におけるサービス等の条件は無効となります。漏れなく御記入ください。

English

1. 健康　2. 体力増強　3. 精神強化　4. 心身鍛錬　5. 護身　6. あこがれ　7. 単なる習い事として　8. その他

所属道場番号 入　会　年　度 登録月 登録会員番号 所属支部道場･教室名

ローマ字

他武道経験

希望者は本部講習により清心流準級
準段免状を交付します (有料 )
( 空手、居合、合気柔術 )

⇒
支
部
長
記
入

枠
内
は
す
べ
て
記
入
し
て
下
さ
い

2  0

都・道・府・県

市・郡　　　　　町　　　　　　村

▲

空手衣□必要 □なし

サイズ　　号 (       cm)

円

LINE-ID

サイン

配
偶
者
等

有　　無 ( 子供　　　人 )

区分　□正会員 ( 固定会費 )　□準会員 / チケット制会員 )  □提携教室 ( カルチャー等 )　□他

[手続月]
12月(3月末迄)   □3,800円　□4,800円
1～2月(3月末迄) □2,400円　□2,900円
3月(当月末迄) 　□1,200円　□1,500円

円
[ 年度更新費 ]

円

[月会費] [引落開始月]

家族会員 NO

空手衣 10,000 円～サイズ、タイプにより変動

持込の際は刺繍又はワッペン必須

( クラス名       　　　　   )

受付者

□園児　□小学　□中学　□高校

□大学・他 年在学
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