◆対 象：当協会主催「初級コース」修了生、または手話を学習して１年程度の方（高校生以上とします）
◆日 程：２０１１年 ５月 １４日～ ２０１２年 ２月 ２５日 【土曜日 全 ３０回】
◆時 間：１４ : ００ ～ １６ : ００
◆講 師：勝野 香識氏 (ろう者/特定非営利活動法人 手話教師ｾﾝﾀｰ専属講師)
◆受講料：３６〃０００円 （賛助会員 ３５〃０００円）
※受講申込と同時に賛助会員を希望される方は、会費として別途 2,000 円が必要です。
※賛助会員の方は、会報誌『通研江戸公』進呈・当会主催の学習会、行事等への参加が出来ます。

◆会 場：グリーンパレス他
◆定 員：２０名 （申し込みが定員を超えた場合は、選考させていただきます）
◆締切日：４月 ２８日（木） ※この日までに受講料のお振込みをお願いします

【申込方法】
①申込書をＦＡＸにて送信するか、またはメールにてお申込下さい。
送信及び問い合わせ先： 特定非営利活動法人 江戸川手話通訳者協会
ＴＥＬ：０３－５８７９－３５６４
FAX：０５０－３４８８－４１６３
メールアドレス kouza@easli.net （当講座専用アドレス）
② ①の申込終了後、締切日までに下記口座にお振込み下さい。（振込手数料はご負担願います）
※賛助会員をご希望の方は下記申込書に○印を付け、
中級コース受講料￥３５，０００＋賛助会員会費￥２，０００＝￥３７，０００をお振込み下さい。

三菱東京 UFJ 銀行 小松川支店 普通口座 ００３２７４９
特定非営利活動法人 江戸川手話通訳者協会 理事長

安保理一

※注意：払込者氏名欄には、氏名の前に「２－」を明記して下さい。
例）２－エドガワ ハナコ
（銀行により、入力ができない場合がありますが、その場合はなくても結構です）
③ 正式受講決定 ①と②が確認できましたら、受講決定をご連絡致します。
※①の申込書だけでは受講決定とはなりませんので、申込書送信後、速やかにお振込み下さい。
お振込後１０日経っても決定通知が届かない場合は、お手数ですが上記問合せ先へご連絡願います。
また、受講決定後のキャンセルはお受けできませんのでご了承下さい。

中級コース申込書
氏名：

（カタカナ：

）

住所：〒
電話：

―

―

携帯電話：

ＦＡＸ：

―

―

パソコンアドレス：

賛助会員申し込み：

する

・

―

―

しない

＊選考の場合の参考にさせて頂きますので、下記の質問に必ずお答え下さい。
①区主催の登録手話通訳者養成講座に通う予定が
②手話学習歴

年

ある

（

クラス）

・

ない

◆対 象：当協会主催「中級コース」修了生、または手話を学習して２年～３年程度の方（高校生以上とします）
◆日 程：２０１１年 ５月 １４日～ ２０１２年 ２月 ２５日 【土曜日 全 ３０回】
◆時 間：１４ : ００ ～ １６ : ００
◆講 師：お問合せください (ろう者/特定非営利活動法人 手話教師ｾﾝﾀｰ専属講師)
◆受講料：３６〃０００円 （賛助会員 ３５〃０００円）
※受講申込と同時に賛助会員を希望される方は、会費として別途 2,000 円が必要です。
※賛助会員の方は、会報誌『通研江戸公』進呈・当会主催の学習会、行事等への参加が出来ます。

◆会 場：グリーンパレス他
◆定 員：２０名 （申し込みが定員を超えた場合は、選考させていただきます）
◆締切日：４月 ２８日（木） ※この日までに受講料のお振込みをお願いします

【申込方法】
①申込書をＦＡＸにて送信するか、またはメールにてお申込下さい。
送信及び問い合わせ先： 特定非営利活動法人 江戸川手話通訳者協会
ＴＥＬ：０３－５８７９－３５６４
FAX：０５０－３４８８－４１６３
メールアドレス kouza@easli.net （当講座専用アドレス）
② ①の申込終了後、締切日までに下記口座にお振込み下さい。（振込手数料はご負担願います）
※賛助会員をご希望の方は下記申込書に○印を付け、
中級コース受講料￥３５，０００＋賛助会員会費￥２，０００＝￥３７，０００をお振込み下さい。

三菱東京 UFJ 銀行 小松川支店 普通口座 ００３２７４９
特定非営利活動法人 江戸川手話通訳者協会 理事長

安保理一

※注意：払込者氏名欄には、氏名の前に「３ －」を明記して下さい。
例）３－エドガワ ハナコ
（銀行により、入力ができない場合がありますが、その場合はなくても結構です）
③ 正式受講決定 ①と②が確認できましたら、受講決定をご連絡致します。
※①の申込書だけでは受講決定とはなりませんので、申込書送信後、速やかにお振込み下さい。
お振込後１０日経っても決定通知が届かない場合は、お手数ですが上記問合せ先へご連絡願います。
また、受講決定後のキャンセルはお受けできませんのでご了承下さい。

上級コース申込書
氏名：

（カタカナ：

）

住所：〒
電話：

―

―

携帯電話：

ＦＡＸ：

―

―

パソコンアドレス：

賛助会員申し込み：

する

・

―

―

しない

＊選考の場合の参考にさせて頂きますので、下記の質問に必ずお答え下さい。
①区主催の登録手話通訳者養成講座に通う予定が
②手話学習歴

年

ある

（

クラス）

・

ない

◆対 象：当協会主催「上級コース」修了生、または登録手話通訳者を目指している方（高校生以上とします）
◆日 程：２０１１年 ５月 ２８日～ ２０１２年 １月 ２８日 【土曜日 全 ２０回】
◆時 間：１４ : ００ ～ １６ : ００
◆講 師：越川 かおる氏 (聴者/特定非営利活動法人 江戸川手話通訳者協会所属 手話通訳士) ほか
◆受講料：３０〃０００円 （賛助会員 ２９〃０００円）
※受講申込と同時に賛助会員を希望される方は、会費として別途 2,000 円が必要です。
※賛助会員の方は、会報誌『通研江戸公』進呈・当会主催の学習会、行事等への参加が出来ます。

◆会 場：グリーンパレス他
◆定 員：１０名 （申し込みが定員を超えた場合は、選考させていただきます）
◆締切日：４月 ２８日（木） ※この日までに受講料のお振込みをお願いします

【申込方法】
①申込書をＦＡＸにて送信するか、またはメールにてお申込下さい。
送信及び問い合わせ先： 特定非営利活動法人 江戸川手話通訳者協会
ＴＥＬ：０３－５８７９－３５６４
FAX：０５０－３４８８－４１６３
メールアドレス kouza@easli.net （当講座専用アドレス）
② ①の申込終了後、締切日までに下記口座にお振込み下さい。（振込手数料はご負担願います）
※賛助会員をご希望の方は下記申込書に○印を付け、
中級コース受講料￥２９，０００＋賛助会員会費￥２，０００＝￥３１，０００をお振込み下さい。

三菱東京 UFJ 銀行 小松川支店 普通口座 ００３２７４９
特定非営利活動法人 江戸川手話通訳者協会 理事長

安保理一

※注意：払込者氏名欄には、氏名の前に「４ －」を明記して下さい。
例）４－エドガワ ハナコ
（銀行により、入力ができない場合がありますが、その場合はなくても結構です）
③ 正式受講決定 ①と②が確認できましたら、受講決定をご連絡致します。
※①の申込書だけでは受講決定とはなりませんので、申込書送信後、速やかにお振込み下さい。
お振込後１０日経っても決定通知が届かない場合は、お手数ですが上記問合せ先へご連絡願います。
また、受講決定後のキャンセルはお受けできませんのでご了承下さい。

育成コース申込書
氏名：

（カタカナ：

）

住所：〒
電話：

―

―

携帯電話：

ＦＡＸ：

―

―

パソコンアドレス：

賛助会員申し込み：

する

・

―

―

しない

＊選考の場合の参考にさせて頂きますので、下記の質問に必ずお答え下さい。
①区主催の登録手話通訳者養成講座に通う予定が
②手話学習歴

年

ある

（

クラス）

・

ない

