
 

 

 

 

Invitation to the 7th Asia-Oceania Kyudo Seminar (Taiwan) 

 

The International Kyudo Federation will be holding the 7th Asia-Oceania Kyudo Seminar in 

Taiwan as per the following programme, in order to promote and develop Kyudo overseas. 

In addition, an exchange Shakai and a reception will be held to deepen friendship with 

Kyudoka of the Asia-Oceania region. Please find the details in this invitation. 

 

 

Dates: Tuesday 2 - Tuesday 9 April 2019 

 

Venue: Taipei Gymnasium 

 No. 10, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshang Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) 

https://english.sports.gov.taipei/News_Content.aspx?n=B09B79721D81F7C4&sms=B09B79721D81F7C4&s=E2993A44F24E7BDB 

 

Schedule: Tuesday 2 - Thursday 4 April 2019  Seminar (I) 

 Friday 5 April 2019 Shinsa (I) 

 Saturday 6 April 2019 Exchange Shakai and Reception 

 Sunday 7 - Tuesday 9 April 2019 Seminar (II) 

 Wednesday 10 April 2019 Shinsa (II) 

 

Participation fees: ・Seminar: JPY 30,000 

 ・Exchange Shakai: JPY 7,000 

 ・Reception: JPY 5,000 

 

Accommodation: No accommodation will be arranged by the sponsor of the seminar. 

 

Seminar: (1) Eligibility: 

① This seminar is open to members of organisations affiliated to the 

International Kyudo Federation (excluding Japan). 

② For members of organisations which are not affiliated to the 

International Kyudo Federation, please contact the IKYF. 

 

 

 

 



 

 

 

(2) Group categories: 

On the basis of the participation survey conducted in August, 

organisations participating in the seminar will be divided into seminar I 

and II as follows. 

 

 Seminar (I) : Taiwan, Hong Kong, Gorinkan, Thailand, Indonesia, 

Philippines, Vietnam, Singapore, Malaysia. 

 Seminar (II) : Taiwan, New Zealand, South Africa, Australia, 

Seikokukai. 

※ Members of affiliate organisations from the 

American and European regions. 

 

Exchange Shakai: (1) Eligibility: 

① This Shakai is open to members of organisations affiliated to the 

International Kyudo Federation (including members of Japanese 

local federations affiliated to the All Nippon Kyudo Federation). 

② For members of organisations which are not affiliated to the 

International Kyudo Federation, please contact the IKYF. 

(2) Format: Each archer will shoot one set of four arrows (Yotsuya). 

(3) Awards: Participants who achieve Kaichu will be given 

commemorative gifts. 

 

Reception: (1) Participation will be limited to 150 persons. 

 (2) A maximum of 10 persons from each member country or organisation 

participating either in the seminar or in the Exchange Shakai will be 

allowed to attend the reception. 

For the All Nippon Kyudo Federation and Taiwan Kyudo Association, 

conditions will be informed separately. 

 (3) Member countries and organisations attending the reception will be 

informed of the venue and other details after the deadline for application. 

 

Application: Please fill out the necessary information on the prescribed application form 

(excel file) and submit it by e-mail to the IKYF via your affiliated Federation. 

 

Application deadline: Friday 1 February 2019 

 ※ Once applications closed, there will be no refund for any reason. 

 



 

 

 

 

第 7 回アジア・オセアニア弓道セミナー〔台湾〕のご案内 

 

国際弓道連盟では、海外における弓道の普及振興を図るために、第７回アジア・オセアニア

弓道セミナーを台湾に於いて下記のとおり開催いたします。 

また、アジア・オセアニア地域で活動する弓道家の交流を深めるために、交流射会と懇親会

の開催を予定しておりますので、詳細は本案内をご覧くださるようお願いいたします。 

 

 

記 

 

期  日  2019 年 4 月 2 日（火）～10 日（水） 

 

場  所  台北体育館（ 10553 台北市松山区南京東路四段 10 号） 

https://english.sports.gov.taipei/News_Content.aspx?n=B09B79721D81F7C4&sms=B09B79721D81F7C4&s=E2993A44F24E7BDB 

 

日  程  2019 年 4 月 2 日（火）～4 日（木） セミナー（Ⅰ） 

      2019 年 4 月 5 日（金） 審査（Ⅰ） 

      2019 年 4 月 6 日（土） 交流射会・懇親会 

      2019 年 4 月 7 日（日）～9 日（火） セミナー（Ⅱ） 

      2019 年 4 月 10 日（水） 審査（Ⅱ） 

 

参 加 費  ・セミナー 1 名…３０,０００円 

      ・交流射会 1 名…７,０００円 

      ・懇親会  1 名…５,０００円 

 

宿  泊  宿泊等の斡旋はしない。 

 

セミナー  (1) 参加資格 

① 国際弓道連盟加盟国（日本を除く）に所属する会員。 

② 国際弓道連盟未加盟国に所属する会員については、国際弓道連盟宛に 

お問合せください。 



 

 

 

      (2) 参加区分 

参加意向調査(本年 8 月実施)に基づき、セミナーの（Ⅰ）（Ⅱ）について 

次のように参加団体を区分します。 

 

        〇セミナー（Ⅰ）…台湾、香港、五輪館、タイ、インドネシア、 

フィリピン、ベトナム、シンガポール、 

マレーシア。 

 

        〇セミナー（Ⅱ）…台湾、ニュージーランド、南アフリカ、 

オーストラリア、正鵠会。 

※欧州地域ならびに米国地域の加盟団体に 

所属する会員。 

交流射会  (1) 参加資格 

① 国際弓道連盟加盟国の会員。 

（全日本弓道連盟の加盟団体〈地連〉に所属する会員を含みます） 

② 国際弓道連盟未加盟国の会員については、国際弓道連盟にお問合せくだ 

さい。 

      (2) 行射方法…各自四ツ矢 1 回とします。 

 

      (3) 表  彰…皆中者へ記念品を授与します。 

 

懇 親 会  (1) 出席者数は、150 名を定員とします。 

 

      (2) 出席については、セミナー或いは交流射会に参加する各加盟国ならびに 

団体から各 10 名以内とします。 

但し、全日本弓道連盟と台湾弓道協会については、別途、案内をします。 

 

(3) 懇親会の会場等は、申込み締切後、出席をする加盟国ならびに団体宛に 

連絡をします。 

 

参加申込  所定の申込書（エクセルファイル）に必要事項を入力し、所属国を経由して 

国際弓道連盟へ電子メールで申し込んでください。 

 

申込締切  2019 年 2 月 1 日（金） 

      ※申込み締切日以降、いかなる理由があっても費用の返金はいたしません。 


