
２０１８年９月２８日 

明石サッカー協会 関係各位 

サッカー４級審判員 各位 
明石サッカー協会 

審 判 委 員 会 

  委員長 神田 哲也 

 
 

「2020年度 サッカー４級審判資格更新について」のご案内 

 
 拝  啓 

秋冷の候、皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、審判活動にご尽力いただき、誠に有り難うございます。 

さて、2020年度も継続して審判活動を行なうためには資格更新が必要となりますが、今年度も兵
庫県下13都市協会、高体連一斉に10月1日より自宅で資格更新が行なえるweb講習[e-learning]（ｲｰ･

ﾗｰﾆﾝｸﾞ）]を開講いたします。 

つきましては、下記要項をご一読いただき、期間中に更新手続きされますようよろしくお願い申

し上げます。 
なお、講師と対話できる「実地講習会」については、現在開催日程・会場の選定を行なっている

ところであり、詳細が決まり次第追って連絡させていただきます。 

敬 具 

 
 

― 記 ― 

 

講習会名称： ＜明石協会＞ サッカー４級審判更新講習ＪＦＡラーニング 

講習会番号：028R10000954-001 

申込受付期間：2019年 10月 1 日～2020年 2月 14日 

料 金：一般=5,600円、U-15,U-18=500円（決済手数料除く） 

決済方法：クレジットカード、銀行振込、コンビニ払い、ATM払い 

※振込みの場合は、早めに入金され受講完了してください。 

受講完了締切日時：2020年 2月 29日 23:59:59 まで  

 

その他：①ＪＦＡラーニングをキャンセルして他講習会の受講をご希望される場合、 

下記問い合わせ先まで連絡し、キャンセルの処理が行われたのを確認して

から改めて申し込んでください。 

②インターネット環境がない方、パソコン操作が難しい方につきましては、 

個別対応させていただきますので、各種審判委員または下記問い合わせ先 

へ必ず申し出てください。 

③審判証を確実にお届けするため、受講後住所を変更された方は、kick off 

サイト内の個人情報画面にて新住所を必ず入力/修正して下さい。 

④その他、不明な点がありましたら下記連絡先へお問い合わせください。 

 
【e-learning受講手順について】 

①JFA-ID(日本サッカー協会総合管理サイト)https://jfaid.jfa.jpへアクセス 

②ログイン ID、パスワードを入力） 

③kick offページへ移行→ 左バナーにある「審判」を選択 

④「更新講習会の申込」→「講習会を選択する」→「明石協会 サッカー４級審判 

更新講習ＪＦＡラーニング」を選択。 

⑤画面の指示通り進み、入金決済が完了すれば受講できるようになります。 

⑥以降、2/29までに各章の受講と理解度確認テストを受ければ修了となります。 

 

[問い合わせ先]   明石サッカー協会 審判委員会 委員長  神田哲也 

 Mail:referee@kan-fe.net 
 

明石サッカー協会公式ホームページ（審判委員会） 

http://akashi-fa.com/?cat=9 

以上 
 

https://jfaid.jfa.jp/


 

２０１８年９月２８日 

明石サッカー協会 関係各位 
フットサル４級審判員 各位 

明石サッカー協会 

審 判 委 員 会 

委員長 神田 哲也 
 

 

「2020年度 フットサル４級審判資格更新について」のご案内 

 

 

 拝  啓 

秋冷の候、皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
平素は、審判活動にご尽力いただき、誠に有り難うございます。 

さて、「フットサル４級審判更新実地講習会」は、審判登録数が少ないことから今年度も明石協

会単独では開催いたしません。 

その代替講習としまして、昨年同様[e-learning]（ｲｰ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ）と呼ばれるパソコン上で講習会と
同等の内容が学習できるシステムを利用して、資格更新をお願いいたしたく存じます。 

つきましては、下記要項をご一読いただき、期間中に更新手続きされますようよろしくお願い申

し上げます。 

敬 具 
 

 

― 記 ― 

 

講習会名称： ＜明石協会＞ フットサル４級審判更新講習ＪＦＡラーニング 

講習会番号：028R10000955-001 

申込受付期間：2019年 10月 1 日～2020年 2月 14日 

料 金：一般=5,600円、U-15,U-18=500円（決済手数料除く） 

決済方法：クレジットカード、銀行振込、コンビニ払い、ATM払い 

※振込みの場合は、早めに入金され受講完了してください。 

受講完了締切日時： 2020年 2月 29日 23:59:59 まで  

その他：①ＪＦＡラーニングをキャンセルして他講習会の受講をご希望される場合、 

下記問い合わせ先まで連絡し、キャンセルの処理が行われたのを確認して

から改めて申し込んでください。 

②インターネット環境がない方、パソコン操作が難しい方につきましては、 

個別対応させていただきますので、各種審判委員または下記問い合わせ先 

へ必ず申し出てください。 

③審判証を確実にお届けするため、受講後住所を変更された方は、kick off 

サイト内の個人情報画面にて新住所を必ず入力/修正して下さい。 

④その他、不明な点がありましたら下記連絡先へお問い合わせください。 

 

【e-learning受講手順について】 

 

①JFA-ID(日本サッカー協会総合管理サイト)https://jfaid.jfa.jpへアクセス 

②ログイン ID、パスワードを入力 

③kick offページへ移行→ 左バナーにある「審判」を選択 

④「更新講習会の申込」→「講習会を選択する」→「明石協会 フットサル４級審判 

更新講習ＪＦＡラーニング」を選択。 

⑤画面の指示通り進み、入金決済が完了すれば受講できるようになります。 

⑥以降、2/29までに各章の受講と理解度確認テストを受ければ修了となります。 

 

[問い合わせ先]   明石サッカー協会 審判委員会 委員長  神田哲也 
 Mail:referee@kan-fe.net 

 

明石サッカー協会公式ホームページ（審判委員会） 

http://akashi-fa.com/?cat=9 
以上 

https://jfaid.jfa.jp/


２０１８年９月２８日 

明石サッカー協会 関係各位 

サッカー３級審判員 各位 
明石サッカー協会 

審 判 委 員 会 

  委員長 神田 哲也 

 
 

「2020年度 サッカー３級審判資格更新について」のご案内 

 
 拝  啓 

秋冷の候、皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、審判活動にご尽力いただき、誠に有り難うございます。 

さて、2020年度も継続して審判活動を行なうためには資格更新が必要となります。今年度より3級
も自宅で資格更新が行なえるweb講習[e-learning]（ｲｰ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ）]を開講することとなりました。 

つきましては、下記要項をご一読いただき、期間中に更新手続きされますようよろしくお願い申

し上げます。 

なお、講師と対面受講できる「実地講習会」については、12/7（神戸）、2/2（姫路）にて開催さ
れます。詳しくは県委員会のＨＰ「審判ルーム」をご参照ください。 

敬 具 

 

 
― 記 ― 

 

講習会名称： 【兵庫県】サッカー３級審判員更新講習ＪＦＡラーニング 

講習会番号：028R10000944-001 

申込受付期間：2019年 10月 1 日～2020年 3月 19日 

料 金：一般=6,650円、U-15,U-18=2,650円（決済手数料除く） 

決済方法：クレジットカード、銀行振込、コンビニ払い、ATM払い 

※振込みの場合は、早めに入金され受講完了してください。 

受講完了締切日時：2020年 3月 27日 23:59:59 まで  

 

その他：①ＪＦＡラーニングをキャンセルして他講習会の受講をご希望される場合、 

下記問い合わせ先まで連絡し、キャンセルの処理が行われたのを確認して

から改めて申し込んでください。 

②インターネット環境がない方、パソコン操作が難しい方につきましては、 

個別対応させていただきますので、各種審判委員または下記問い合わせ先 

へ必ず申し出てください。 

③審判証を確実にお届けするため、受講後住所を変更された方は、kick off 

サイト内の個人情報画面にて新住所を必ず入力/修正して下さい。 

④その他、不明な点がありましたら下記連絡先へお問い合わせください。 

 

【e-learning受講手順について】 

①JFA-ID(日本サッカー協会総合管理サイト)https://jfaid.jfa.jpへアクセス 

②ログイン ID、パスワードを入力） 

③kick offページへ移行→ 左バナーにある「審判」を選択 

④「更新講習会の申込」→「講習会を選択する」→「兵庫県 サッカー３級審判 

員更新講習ＪＦＡラーニング」を選択。 

⑤画面の指示通り進み、入金決済が完了すれば受講できるようになります。 

⑥以降、3/27までに各章の受講と理解度確認テストを受ければ修了となります。 

 

[問い合わせ先]   明石サッカー協会 審判委員会 委員長  神田哲也 

 Mail:referee@kan-fe.net 

 
兵庫県サッカー協会公式ホームページ（審判委員会） 

http://www.hyogo-fa.gr.jp/sinpan/index.html 

以上 

 
 

申込期限ならびに

受講期間、料金が 4

級とは違いますの

で、お気をつけく

ださい！！ 

https://jfaid.jfa.jp/


２０１８年９月２８日 

明石サッカー協会 関係各位 

フットサル３級審判員 各位 
明石サッカー協会 

審 判 委 員 会 

  委員長 神田 哲也 

 
 

「2020年度 フットサル3級審判資格更新について」のご案内 

 
 拝  啓 

秋冷の候、皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、審判活動にご尽力いただき、誠に有り難うございます。 

さて、2020年度も継続して審判活動を行なうためには資格更新が必要となりますが、今年度より3
級も自宅で資格更新が行なえるweb講習[e-learning]（ｲｰ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ）]を開講することとなりました。 

つきましては、下記要項をご一読いただき、期間中に更新手続きされますようよろしくお願い申

し上げます。 

なお、講師と対面受講できる「実地講習会」については、1/11（明石）、未定（姫路）にて開催
されますので、詳細が決定次第お知らせいたします。 

敬 具 

 

 
― 記 ― 

 

講習会名称： 【兵庫県】フットサル３級審判員更新講習ＪＦＡラーニング 

講習会番号：028R10000945-001 

申込受付期間：2019年 10月 1 日～2020年 3月 19日 

料 金：一般=6,650円、U-15,U-18=2,650円（決済手数料除く） 

決済方法：クレジットカード、銀行振込、コンビニ払い、ATM払い 

※振込みの場合は、早めに入金され受講完了してください。 

受講完了締切日時：2020年 3月 27日 23:59:59 まで  

 

その他：①ＪＦＡラーニングをキャンセルして他講習会の受講をご希望される場合、 

下記問い合わせ先まで連絡し、キャンセルの処理が行われたのを確認して

から改めて申し込んでください。 

②インターネット環境がない方、パソコン操作が難しい方につきましては、 

個別対応させていただきますので、各種審判委員または下記問い合わせ先 

へ必ず申し出てください。 

③審判証を確実にお届けするため、受講後住所を変更された方は、kick off 

サイト内の個人情報画面にて新住所を必ず入力/修正して下さい。 

④その他、不明な点がありましたら下記連絡先へお問い合わせください。 

 

【e-learning受講手順について】 

①JFA-ID(日本サッカー協会総合管理サイト)https://jfaid.jfa.jpへアクセス 

②ログイン ID、パスワードを入力） 

③kick offページへ移行→ 左バナーにある「審判」を選択 

④「更新講習会の申込」→「講習会を選択する」→「兵庫県 フットサル３級審判 

員更新講習ＪＦＡラーニング」を選択。 

⑤画面の指示通り進み、入金決済が完了すれば受講できるようになります。 

⑥以降、3/27までに各章の受講と理解度確認テストを受ければ修了となります。 

 

 
[問い合わせ先]   明石サッカー協会 審判委員会 委員長  神田哲也 

 Mail:referee@kan-fe.net 

 

以上 

 

申込期限ならびに

受講期間、料金が 4

級とは違いますの

で、お気をつけく

ださい！！ 

https://jfaid.jfa.jp/

