2020 年度サッカー4 級審判員認定

Web 講習について

2020 年 8 月 13 日

問い合わせ先：（公財）愛知県サッカー協会 審判事務局
メール 愛知県サッカー協会ＨＰ 審判 （http://www.aifa.jp/referee/）
ＴＥＬ（０５２）８４６－２３２０
システムに関してのお問い合わせ：ＪＦＡ登録サービスデスク
http://www.JFA.or.jp/info/inquiry/kickoff/2015/10/post-106.html
ＴＥＬ ０５０－２０１８－１９９０ 音声ガイダンス 【１】
申込みから資格取得までの流れ
⓪

受講可能かどうか接続環境を確認する。
・インターネット環境がある。Web カメラ・マイクが PC に搭載されている。
→受講中、カメラは常に ON にしてください。
・オンライン会議システム｢Zoom｣を使用します。
http://zoom.us/test から受講時と同じ環境でテストしアクセスできることを確認してく
ださい。
→アプリが無い場合はダウンロードする。

＊PC 環境が多様なため個別のサポートは致しかねます。ご自身で操作が難しい方は会場受講を
ご検討ください。
①

申込みをする。（次ページ〔申込み方法〕参照）
・ＪＦＡのＨＰより申込みをする。
・費用を期限内に支払う。
一 般：5,600 円
（内訳:講習会費 550 円 登録料 3,950 円 競技規則（ルールブック）代)1,100 円）
ユース：1,525 円（内訳:講習会費 550 円 登録料 975 円） ※システム利用料がかかります
【注意】※支払い期限後の支払いはできません。
※講習会のキャンセルを希望される方は愛知県サッカー協会ＨＰ〔審判〕にありま
す『４級認定講習会キャンセル申請書』を提出してください。
講習会費は返金いたしません。登録費のみ（振込手数料は差し引く）返金いたしま
す。

②

事前学習課題(任意)をする。
・講習 URL･ミーティング ID･パスワードを記載した｢受講申込み完了メール｣をお送りします。
・｢受講申込み完了メール｣に事前学習課題を添付します。各自実施したうえで、講習に参加
されることを推奨します。
・競技規則は https://www.JFA.jp/laws/ を参照してください。
＊資格認定後、競技規則（ルールブック）冊子を送付します。

③

受講する。
（申込み済みの講習 URL にて）
・競技規則を印刷しなくても受講できます。

・履修確認のため講義途中に数回テストを出題し講義終了後にＷＥＢで回答をしていただきま
す。 テスト出題都度、回答をメモしておいてください。
【注意】
・申込み済みの講習 URL のみ受講可能です。
・他の講習 URL・会場への振替は一切できません。
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・講習会１週間前に｢受講申込み完了メール｣、２日前に「講習 URL･ミーティング ID･
パスワード等の情報メール」を送信します。
④

ワッペン・レフェリーノート・競技規則（ルールブック）がＪＦＡより発送される。
・講習会終了後約１ヶ月後にＪＦＡより登録されている住所に発送されます。
【注意】講習会終了後２ヶ月を経過してもお手元に届かない場合は JFA ID ログイン後、
マイページの支払い・配送一覧でご確認ください。

申込み方法

ＪＦＡのＨＰ（http://www.JFA.jp）⇒【ＪＦＡへの登録】⇒【KICKOFF】⇒

【JFA ID の取得】⇒【ログイン】⇒【審判】⇒【講習会･研修会】⇒【講習会･研修会申込み】
＊１申込みにつきお一人様での参加をお願いいたします。１申込みに複数の方のご参加および
資格付与はできません。
注意事項
・期限内に申込ならびに受講費の支払を完了していただきませんと受講することはできません。
・申込を完了した講習 URL のみ受講可能となります。他の講習 URL・会場への振替は
一切できません。
・今回の受講に関わる通信料は全て自己負担でお願いいたします。＊目安として 2GB 程度
・途中退出や接続不能などで全課程を受講できなかった場合、資格認定できかねますので
予めご了承ください。
・充電切れによるトラブル回避のため、端末を電源に接続した状態で受講してください。
★現在、講習会開催が確定しているものです。
№

資格

開催日

会場

15

ｻｯｶｰ

8 月 9 日(日)

Web

16

ｻｯｶｰ

8 月 16 日(日)

Web

17

ｻｯｶｰ

8 月 22 日(土)

Web

18

ｻｯｶｰ

8 月 23 日(日)

Web

19

ｻｯｶｰ

8 月 30 日(日)

Web

20

ｻｯｶｰ

9 月 13 日(日)

Web

21

ｻｯｶｰ

9 月 19 日(土)

Web

22

ｻｯｶｰ

9 月 20 日(日)

Web

23

ｻｯｶｰ

9 月 27 日(日)

Web

申込期間
7 月 10 日(金)～7 月 27 日(月)
終了しました
7 月 10 日(金)～7 月 27 日(月)
終了しました
7 月 10 日(金)～7 月 27 日(月)
終了しました
7 月 10 日(金)～7 月 27 日(月)
終了しました
7 月 10 日(金)～7 月 27 日(月)
終了しました
8 月 14 日(金)～8 月 31 日(月)
締め切りました
8 月 14 日(金)～8 月 31 日(月)
締め切りました
8 月 14 日(金)～8 月 31 日(月)
締め切りました
8 月 14 日(金)～8 月 31 日(月)
締め切りました
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入室可･講習時間
14:00～14:30
14:30～17:00
18:00～18:30
18:30～21:00
14:00～14:30
14:30～17:00
18:00～18:30
18:30～21:00
18:00～18:30
18:30～21:00
18:00～18:30
18:30～21:00
14:00～14:30
14:30～17:00
18:00～18:30
18:30～21:00
18:00～18:30
18:30～21:00

入室可
講習
入室可
講習
入室可
講習
入室可
講習
入室可
講習
入室可
講習
入室可
講習
入室可
講習
入室可
講習

定員
90
90
90
90
90
90
90
90
90

