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2021年度サッカー２級審判資格更新講習会のお知らせ 

 

一般社団法人 神奈川県サッカー協会 審判部会 

 

2021 年度サッカー２級審判員更新講習会は、新型コロナウイルスの影響により、すでに HP でお示しし

ているとおり、Zoomを使用したオンライン講習会を中心として開始いたします。 

また、併せて、通信環境が整わない方を対象として、受付が先着順となりますが、実地/集合型講習会

を開催いたします。 

受講を希望する皆様は、以下記載事項を確認の上、お申し込み下さい。 

 

１ システム等の確認 

事前に動画視聴をしたうえで、当日の Zoom ミーティングに参加していただきます。 

Zoom で受講をする上でのシステム要件等は以下の通りです。 

■システム要件  

 インターネット接続 – ブロードバンド有線またはワイヤレス（4G/LTE を推奨） 

 スピーカーとマイク – 内蔵または USB プラグインまたはワイヤレス Bluetooth 

 Web カメラまたは HD ウェブカメラ - 内蔵または USB プラグイン 

■サポートされているオペレーティングシステム 

 macOS X と macOS 10.9 以降 � Windows 10 

 Windows 8 または 8.1  

 Windows 7 など  

■サポートされているタブレットとモバイルデバイス 

 Win 8.1 以降を実行している Surface PRO 2 以降  

 iOS と Android デバイス など  

■サポートされているブラウザ  

 Windows：IE 11+、Edge 12+、Firefox 27+、Chrome 30+  

 Mac：Safari 7+、Firefox 27+、Chrome 30+ など  

■テストミーティングに参加するには 

 Zoom のテストミーティングに参加して Zoom に慣れ、ミーティングに参加する前にマイク/スピーカ

ーをテストしておきましょう。以下よりテストミーティングに参加できます。 

http://zoom.us/test 

詳しくは Zoom のヘルプセンターからご確認ください。 

 

２ Zoom オンライン講習における通信環境の確認 

（１）通信環境が整った場所での受講をお願いいたします。 

（２）周辺での電気機器（電子レンジ等）を使用や、マンションでは、EV 等の近辺で受信すると、影

響をきたす事例が報告されていますので、通信環境を受講の際、今一度ご確認下さい。 

 

（次頁に続く） 
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３ 講習日時 

講習時間は概ね 1 時間２０分を予定しています。 

No 講習会開催日 
Zoom 

入室開始 

講習会 

開始時刻 

資料事前 

配布の有無 
定員 募集開始 募集終了 

１ 
１月 23日

（土） 
16:00～ 16:30～ 調整中 40 12月 21日 １月６日 

２ 
１月 23日

（土） 
18:30～ 19:00～ 調整中 40 12月 21日 １月６日 

３ 
１月 31日

（日） 
16:00～ 16:30～ 調整中 40 12月 21日 １月 13日 

４ 
１月 31日

（日） 
18:30～ 19:00～ 調整中 40 12月 21日 １月 13日 

５ 

※ 

２月６日（土） 

実地研修 

受付開始 18:00～ 
調整中 

100 

12月 21日 １月 22日 

17:30～ 

 

 

４ 受講申込方法 

（公財）日本サッカー協会 JFA ID（KICKOFF）より、講習会・研修会を選択し、更新講習よりお申込み

ください。 

募集期間内であっても定員に達すると受講できなくなります。 

 

５ 更新にかかる費用 

17,150円 （受講料 1,650 円 JFA5,000円 関東 6,000円 FAKJ4,500円） 

 

６ 申し込み時の注意点 

（１）講習会は、受講料（登録費を含む）の支払いが完了された方のみが受講可能となります。 

（２）申込の手続きが完了されていない場合、申込日より 1 週間後に自動的にキャンセルとなります。 

以上の点にご注意の上、お申込み下さるようお願いいたします。 

 

７ 講習会受講までに 

（１）資料については現在調整中ですが、事前に送信する資料がある場合は、入金を確認後、受講日の

概ね５日前までに資料を送信させていただく予定としております。HP にてお知らせをいたしま

【2021 年度神奈川県サッカー協会審判登録料の改定について】 

本協会は、お陰様で全国第２位の審判登録者数と、年間 200 を超える事業を実施する団体へと成長してまいりまし

た。 

それに伴い、事業規模が拡大するとともに事務量も膨大な量となり、それにかかわる事務経費等が増大してまいり

ました。加えて、二度の消費税の値上げによる諸経費の増加に加え、JFA の補助金制度の変更があり、協会運営が

年々厳しい状況となっておりました。 

本協会におきましては、経費削減等の取り組みにより、登録料の現状維持に努めてまいりましたが、今まで以上の

健全な協会運営と充実した事業運営を目指す観点から、審判登録料を 500 円値上げさせていただくことになりまし

た。皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

（次頁に続く） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します。Zoom 講習を受講してください。 
中 止 
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すのでご覧ください。 

（２）Ｚｏｏｍオンライン講習会参加者には、当日のＵＲＬ，ＩＤ及びパスコードは、受講日２日前を

目途にメールで送ります。 

 

８ 受講当日 

（１）Zoomオンライン講習会を受講される方 

ア Zoom 講習会当日、受付時間以降に入室してください。その後、席を外していただいて構いませ

ん。開始５分前には着席し、ビデオを ONにしてください。 

イ 出・欠席の確認をするため、Zoom 画面上では、ご本人様のお名前表記でご参加いただくことに

なりますので、ご協力をお願いいたします。 

また、受講時は、講師が意見を求めたり、スタッフが受講状況の確認させていただきますので、

ビデオは随時 ONの状態で、本人と確認できる映像を映し出しておいてください。 

ウ Zoom オンライン講習会の模様は、録画させて頂きますのでご了承ください。 

 

（２）実地/集合型講習会を受講される方  

ア 次頁に添付した「事前にお読みください」に記載された事項を確認の上、受講届をお持ちいただ

き、会場にお越しください。 

なお、お持ちいただけない方は受講できないことがありますので、ご注意ください。 

イ 実地講習会会場では、以下の事項についてご遠慮ください。 

・ 大声をだすこと 

・ 会場やロビーにおいて、知人等と必要以上の会話 

・ スタッフの指示に従わない行為、行動 

 

９ キャンセル及び欠席について 

（１）講習会の申請をされても受講料未払いの場合は、「ＫＩＣＫＯＦＦ」審判ログイン画面の「申込

者の状況確認はこちら」から申請を取り消すことができます。 

（２）支払後の講習会日程変更はできません。ご検討の上、お申込みください。 

（３）受講料支払い後のキャンセル及び講習会当日に欠席された場合、次年度の講習会になりますの

で、2021年 7月末頃に手数料（６００円）を差し引いた金額（１６,５５０円）を郵便為替にて

ご返金いたします。 

 

10 本件問い合わせ先 

下記担当までメールにてお願いいたします。 

 

 

一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

審判部会 資格認定担当 羽柴 和彦 

E-Mail: hashiba@orion.ocn.ne.jp 
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参加される皆様へ 

 

この度は、サッカー２級審判得講習会へご参加いただき、誠にありがとうございます。 

講習会の開催にあたり、（一社）神奈川県サッカー協会より、ご参加される皆様には、新

型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の一環として、次の注意事項等について、ご理解・

ご協力をお願いいたします。 

 

 

【講習会開催前、当日の注意事項】 

１．受講当日１４日前から健康状態を確認し、起床時体温を測定するなど、健康管理に努

めてください。 

２．当日は、「受講届」に受講者の情報、健康状態チェックシートに必要な事項をご記入

いただき、ご持参くださるようお願いします。 

３．発熱症状等がある場合は、参加はお控えください。 

なお、受講当日の検温で３７．５℃以上の方は受講できません。 

４．ご来場の際は、マスクの着用をお願いします。 

５．会場入口で、手指の消毒をお願いします。また、手洗いや咳等のエチケットの徹底を

お願いします。 

６．換気を十分に行うため、冷房効果が弱まることについてはご理解ください。 

７．講習会では大声で話すことや隣同士の会話はご遠慮ください。 

８．講習会終了後は、事務担当の指示に従い、間隔を空けてお帰りください。 

 

 

【講習会終了後】 

１．ご参加された方が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、各自治体の保健所等か

ら連絡がありますので、その際には、質問や要請事項について、ご協力をお願いしま

す。 

２．新型コロナウイルス感染症に関する一般的なご相談は、神奈川県新型コロナウイルス

感染症コールセンターにお問い合わせください。 

 

（連絡先）神奈川県新型コロナウイルス感染症コールセンター 

℡045（285）0536（9：00～21：00全日） 

 

 

（一社）神奈川県サッカー協会  

審判部会 資格認定部 

事前にお読みください 
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（一般社団法人）神奈川県サッカー協会                   

 
サッカー２級審判資格取得講習会        ２０２１年   月   日 

受 講 届 
 
 本受講届は、一般社団法人神奈川県サッカー協会が主催する各講習会において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止

対策をするため、受講者の情報及び健康状態を確認する目的としています。 

 受講届欄でお答えいただいた情報等の個人情報について、本協会は厳正なる管理のもとに保管し、受講者の健康状態の把

握、来場の可否の判断及び必要なご連絡のためのみに利用します。また、個人情報保護法等の法令において認められている

場合を除き、ご本人の同意を得ずに第三者へ提供はいたしません。なお、講習会終了後、感染症患者またはその疑いのある

方が発見された場合に、必要な範囲で保健所等に提供することがありますので、ご理解・ご協力お願いいたします。 

 

 
  

（ふりかな） 

氏  名 

（             ） 

 

生年月日 

（西暦） 
    年   月   日 

住  所  

連絡先 －      － メールアドレス  

※昼間に連絡が取れる連絡先のご記入をお願いします。 

 

 

 

 

１．講習会当日の健康状態をお答えください  

● 今朝、発熱、息苦しさなどの症状はありますか？・・・・・・・・・   □ 症状はない    □ 症状がある 

２．講習会当日から１４日以内の健康状態をお答えください 

健康状態の項目 チェック欄 

① 平熱を超える発熱がない。 はい いいえ 

② 咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状がない。 はい いいえ 

③ 倦怠感（だるさ）、呼吸困難（息苦しさ）がない はい いいえ 

④ 嗅覚や味覚の異常がない。 はい いいえ 

⑤ 体が重く感じる、疲れやすい等がない。 はい いいえ 

⑥ 新型コロナウイルス感染症の陽性とされた者との濃厚接触がない。 はい いいえ 

⑦ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない。 はい いいえ 

⑧ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とされてい

る国、地域等への渡航又は当該在住者との接触がない 
はい いいえ 

⑨その他、気になることがあれば記載してください（任意） 

受講者が未成年（ユース）の方は、保護者の確認が必要です。必ずご記入ください。 

保護者氏名                    連絡先                            

メールアドレス                        

※当日、会場受付で回収いたします。事前にご記入の上、忘れずにご持参ください。 

（一社）神奈川県サッカー協会 審判部会 資格認定部 

健康状態チェックシート                          ※すべての項目にお答えください。 

整理番号     


