2017 年 8 月吉日
各位

ICU Judge
Judges Education Course
ICU Rules Comprehension Course
開催
開催のご案内
のご案内
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は当連盟の
平素は当連盟の活動に対し、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
活動に対し、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
この度
この度日本スポーツチア＆ダンス連盟
日本スポーツチア＆ダンス連盟
日本スポーツチア＆ダンス連盟（Cheer
Cheer Japan）は、
Japan は、日本における
日本における ICU ルールの
認知を広め
認知を広め、多くの方に正しい知識を
多くの方に正しい知識をご理解
多くの方に正しい知識をご理解頂くため
頂くため、ICU Judge
udge Education Course 及び
ICU Rules Comprehension Course を開催
開催する運びとなりました
する運びとなりました。
する運びとなりました
チア
チアは日本初となる
は日本初となるセーフティルールを学ぶ
セーフティルールを学ぶ
セーフティルールを学ぶコース
コースを開催
開催。ダンスは昨年に引き続き
ダンスは昨年に引き続き
ICU ルールに則った審査方法
則った審査方法や競技内容を
則った審査方法や競技内容を学ぶコースとなります。
コースとなります。
現在ジャッジの皆様や今後国内の大会や国際大会で
現在ジャッジの皆様や今後国内の大会や国際大会でジャッジを
国内の大会や国際大会でジャッジを目指す方、またジャッジ
目指す方、またジャッジ
の視点を知り今後の演技構成に役立てたい指導者の方など、沢山の方のご参加をお待ち申
し上げます。
敬具

【問い合わせ先】

一般社団法人 日本スポーツチア＆ダンス連盟（略称：チアジャパン）
ホームページ:
ホームページ http://www.jfscheer.org

メール:

judgetraining
judgetraining@jfscheer.org
@jfscheer.org
TEL
TEL：03-6447-1340

ICU Judge Education Course Phase1
Phase1）
ダンス ジャッジコース
コース フェーズ 1 （ICU
◆日時
日時：

2017 年 10 月 23 日（月）
日（
9：30
30 受付 10：00
00 開始 17：00
00 終了予定（お昼休憩あり）
（お昼休憩あり）

◆会場
会場： 国立オリンピック記念青少年総合センター

センター棟 106

◆参加費
参加費： 21,6
600 円（税込）
◆受講資格： どなたでも受講可能
◆内容：

ICU ジャッジﾞに関する基礎説明、各
ジャッジﾞに関する基礎説明、各
ﾞに関する基礎説明、各カテゴリー
カテゴリーの説明、筆記
の説明、筆記テスト
テスト

◆持ち物： 筆記用具、計算機、
筆記用具、計算機 （昼食）
、インター
、インターネット接続可な
ネット接続可な PC やスマートフォン等
スマートフォン等
◆講師：

リズ・ラフィーノ ICU ダンスカリキュラムディレクター）
リズ・ラフィーノ（ICU

ICU Judge Education Course Phase2
Phase2）
ダンス ジャッジコース
コース フェーズ 2 （ICU
◆日時
日時：

2017
7 年 10 月 24 日（火） 9：30
30 受付 10：00 開始 17：
：00 終了予定（お昼休憩あり）

◆会場
会場：

国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 403

◆参加費
参加費： 32,400
32,4 円（税込）
◆受講資格： フェーズ１資格取得者
フェーズ１資格取得者 （23 日に
日にフェーズ１講義を受けた方も受講可能）
１講義を受けた方も受講可能）
◆内容： 映像ジャッジテスト
ジャッジテスト
◆持ち物： 筆記用具、計算機、
筆記用具、計算機 （昼食）
、
、インターネット接続可な
ネット接続可な PC やスマートフォン等
スマートフォン等
◆講師：

リズ・ラフィーノ ICU ダンスカリキュラムディレクター）
リズ・ラフィーノ（ICU
Phase 1・2 両コース受講の方は、割引価格 48,,600 円で受講できます。
で受講できます。

ICU Rules Comprehension Course）
Course
チア セーフティジャッジコース （ICU
◆日時
日時：

2017 年 10 月 23 日（月）
日（
9：30
30 受付 10：00
00 開始 17：00
00 終了予定（お昼休憩あり）

◆会場
会場： 国立オリンピック記念青少年総合センター

センター棟 108

◆参加費
参加費： 21,600 円（税込）
（税込）
◆受講資格： どなたでも受講可能
◆内容：

ICU セーフティルール・用語集に関する講義
セーフティルール・用語集に関する講義

◆持ち物： 筆記用具、（昼食）
、ICU セーフティ
セーフティルール
ルールのコピー
ー
◆講師
◆講師：マーティン・トゥーズ（
マーティン・トゥーズ（ICU テクニカルコミッティ）

お申込
申込の流れ
①チアジャパン
チアジャパンHP
HPの申込フォーム
申込フォーム「Judge
Judge Course
Course」より
」よりそれぞれ
それぞれお申込み下さい。
お申込み下さい。
②自動返信にて申込みの仮受付確認のメールが届きます。
自動返信にて申込みの仮受付確認のメールが届きます。（まだ確定ではありません）
③10/6(
10/6(金)の申込み締切以降、
の申込み締切以降、10/12(木)までに申込み確定のメールが届きます。
の申込み締切以降、
までに申込み確定のメールが届きます。
④確定メールの内容に沿って、講習開催日までに
④確定メールの内容に沿って、講習開催日までに受講料の
受講料のお振込み
お振込みをお願い致します。
をお願い致します。
⑤入金確認後、お申込み完了となります。
※申込多数の場合、先着順になります。
申込多数の場合、先着順になります。（定員 20 名）
※申込み人数によっては
申込み人数によっては中止になることがございます
申込み人数によっては中止になることがございます
中止になることがございますので
ので予めご了承ください。
予めご了承ください。

