
地区協 40 年史販売のご案内  
 

北信越地区空手道協議会は昭和 52 年の発足以来昨年度 40 周年を迎え、本年

この 10 年を振り返る記念誌を発行する運びとなりました。 

過去 30 周年の折に一度記念誌を発行しておりますが、10 年ひと昔その反省を

踏まえて後世に歴史を残すべく、10 年という期間での発行となりました。 

北信越地区主催によります各大会・講習会・審査会等の記事写真を満載に挿入

し編集しておりますので多くの方に読んでいただきたく購入案内をいたします。 

今回５県には 100 冊の無料配布をしておりますが、役員関係者様のみの配布

となり会員各自には行き渡らないと思いますのでよろしくお願いいたします。 

なお、この購入申込は北信越５県に限らず先着300冊で締め切りとなります。 

 

販売価格 １冊 １,０００円 (送料込み クロネコ DM 便) 

 

【購入申し込み方法】 

下記の郵便振替口座に〒番号・住所・氏名・連絡先電話番号を記載して振込む 

(振込手数料は郵便局 ATM からの振り込みは無料、払込取扱票からは１３０円かかります) 

 

00500-1-45438 北信越地区空手道協議会 

 

 

 

 

【本件問合せ先】 
北信越地空協 40 年史編集委員長 伊藤 仁 

      Tel 026-226-7821   Fax 026-226-8621 
ｹｲﾀｲ 090-3084-1380 
E ﾒｰﾙ jkf_nagano_jin@hotmail.co.jp 
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