長崎書道会通信購読システム（定期購読）のご案内
長崎書道会発行の書道誌「書道の歩み」へのお問い合わせをいただきありがとうございます。
当会は昭和９年、長崎新聞社の前身である長崎日日新聞の社会的還元事業として書道を通じて地域文化の向上、なら
びに子供たちへの幅広い教育をとの目的で設立され、今日まで半世紀を超える歴史を刻み現在に継承されています。
～「書道の歩み」を使った学習方法について～
1.教室で直接先生の指導を受ける。
（最寄りの書道教室をご紹介いたしますので、お問い合わせください）
2.販売店で書道誌を購入し独学で練習する。
（最寄りの販売店をご紹介いたしますので、お問い合わせください）
3.半年分（１年分）の誌代＋送料を前払いし（個人購読または通信購読）書道誌を郵送にて受け取り独学で練習する。
上記３通りがあります。今回は③の通信購読システムについて案内申し上げます。ご検討いただいてご入会を希望され
る場合は、同封の振替用紙をご利用下さい。お申し込みをお待ちしております。

❶通信購読は下記のⒶ～Ⓔ５種類の中からお選びください。半年分の前納制です。
Ⓐ「書道の歩み・半紙」 ６ヵ月分 １１，２２０円 （１ヵ月 1,870 円×6 ヵ月）
・「書道の歩み」

毎月 1 冊（掲載課題：漢字半紙、かな半紙、条幅、隷書他）

・漢字半紙手本コピー1 枚＋かな半紙手本コピー1 枚
・漢字半紙、かな半紙２科目の添削指導料（月 1 回・月例課題に限る）

Ⓑ「ペンと小字」 ６ヵ月分

１１，２２０円（１ヵ月 1,870 円×6 ヵ月）

・「ペンと小字」

毎月 1 冊（掲載課題：小字、ペン字、ボールペン字）

・手本は掲載課題が実物大なので手本コピーはありません。
・小字、ペン字、ボールペン字３科目の添削指導料（月 1 回・月例課題に限る）

©「Ⓐ書道の歩み」＋「Ⓑペンと小字」６ヵ月分 １５，７２０円（１ヵ月 2,620 円×6 ヵ月）
・「書道の歩み」「ペンと小字」 毎月各 1 冊
・漢字半紙手本コピー1 枚＋かな半紙手本コピー1 枚（ペンと小字部の手本はありません）
・漢字半紙、かな半紙、小字、ペン字、ボールペン字５科目の添削指導料（月 1 回）

Ⓓ「学生版・書道のあゆみ」６ヵ月分 ８，８２０円（１ヵ月 1,470 円×6 ヵ月）
・「学生書道の歩み」 毎月 1 冊（掲載課題：幼児から中学生までの毛筆と硬筆他）
・毛筆手本コピー（硬筆は掲載課題が実物大なので手本コピーはありません）
・毛筆、硬筆の添削指導料（月 1 回・月例課題に限る）

Ⓔ「書道の歩み・ミニ条幅」

６ヵ月分

・「書道の歩み」

７，６２０円 （１ヵ月 1,270 円×6 ヵ月）

毎月 1 冊（掲載課題：漢字半紙、かな半紙、条幅、隷書他）

・漢字またはかなのミニ条幅手本コピーどちらか１枚（優１級まで）
・漢字またはかなのミニ条幅手本コピーどちらか１科目の添削指導料
（月 1 回・月例課題に限る）

※条幅部門は 1 種類の金額になりますので、両方されたい場合は 1 ヵ月 2,400 円となります。
※上記金額は１冊分の金額です。複数お申込みの場合は合計金額をご送金ください。
（例）Ⓐ＋Ⓓの場合 11,220 円＋8,820 円＝20,040 円となります。

❷ご希望の書道誌の購読代金を確認の上、郵便局の「払込取扱票」にてお振り込みください。
現金でのご入金は、長崎新聞社１階「文化ホール総合案内」にて承っております。
＊選択いただいた科目の取得段級を必ず明記してお申込みください。
（学生と条幅以外のお手本は段級によって手本の種類がことなります。初めての方は新級）
＊学生は「学年」を記入してください。

❸お申し込み受付（ご入金確認）後、初回書道誌とお手本をお届けいたします。
添削方法等の詳細は別紙をご覧ください。
書道誌の発行は毎月 13 日です。（1 月・5 月、また 13 日が日祝にあたる場合は変動いたします）

❹お届けした書道誌の最終ページに印刷してある出品券を貼って、清書作品を毎月 25 日までに当会
へお届けください。（25 日が日祝の場合は 24 日・郵送または持参でも可）
ただし、4 月と 12 月は 20 日が締め切り日となります。（20 日が日祝の場合は 19 日）

用紙の販売について
「ペンと小字」部の課題提出には書道会指定の用紙が必要です。
下記の通り販売しておりますので、ご利用ください。
初 級 用 小字４行（100 枚：1,350 円）・ペン字４行（100 枚：300 円）
中・上級用 小字５行（100 枚：1,350 円）・ペン字５行（100 枚：300 円）
ペン字７行（50 枚： 600 円）
学 生 用 学生昇段級試験用硬筆用紙（ 20 枚：110 円）学年により用紙が異なります。

＊お買い求め方法
■長崎新聞社１階「文化ホール総合案内」にて直接購入する。
■郵送にて購入する。
ご希望の品名と数をメモにご記入のうえ料金を添えてお申込みください。
送料は郵便料金を算定基礎としているためご希望の品名・数によって異なりますが目安として
初級用、小字 4 行用紙 1 冊とペン字 4 行用紙 2 冊までは 370 円の送料でお送りできます。
＊学生硬筆をご注文の際は、学年を明記してください。

通信教育 添削の受け方
☆自分の級を確認しましょう

１３日
「書道の歩み」発売

お手元に冊子が届きましたら、まずご自分の級を
確認してください。初めて出品される場合は新級と記入。
進級されてお手本（半紙部門）の変更がございましたら事務局へ
ご連絡ください。新しいお手本をお送りします。

１３日

～

☆添削を受けましょう

翌月の初めぐらいまで

お送りください。（昇段級課題の添削をご希望の場合は別途添削料
が必要です。詳しくは下記をご覧ください。）
添削を受ける作品には、切手を貼った返信用封筒(ご自分の住所・
氏名を記入する)を必ず同封してください。

～

翌月の初めぐらい

月例課題を練習した作品（１科目につき１作品）を事務局へ

中旬ごろ

☆添削済みの作品が戻ってきます
当会の審査員が添削後、作品を返送いたします。

～

中旬ごろ
締め切りまで

☆再度 練習を！
添削を受けた作品を参考にしながら、練習をして
清書作品を仕上げましょう。

☆清書作品締切日 （郵送の場合は締切日必着で）

２５日

清書作品には出品券を必ず貼り付けてください。
作品に段級・氏名などを忘れずに。
（初めて出品する時は、
「新級」と書いてください）

※２５日が日・祝の場合、２４日が締切になります（４月と１２月は２０日です）
～昇段級課題の添削について～
昇段級試験の課題の添削は、１点につき５００円別途添削料が必要です。ご希望の際は、昇段級課題作
品と一緒に小為替（500 円×作品数）と返信用封筒（切手貼付）を同封のうえお申し込みください。
1 作品とは…楷書で 1 点、行書で 1 点、小字臨書で 1 点、小字現代文で 1 点などとなります。
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＊当会よりお渡しした払込取扱票で下記をご参考の上必要事項を記入しご入金ください。
払込手数料は当会が負担いたします。
＊郵便局のみのお取り扱いです。コンビニではご利用できません。
＊郵便局に備え付けの払込取扱票でもお振込み可能ですが、払込手数料はお客様ご負担となり
ますのでご了承ください。
【口座番号 01870-3-22001 長崎新聞文化ホール】

払込取扱票の記入例
※楷書で分かりやすくご記入ください！電話番号も忘れずに！
※ご入金後、当会で確認するまでに４～5 日程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

■通信誌代…書道誌郵送＋原寸大手本コピー郵送（半紙のみ）＋添削指導（月１回） 付き
の購読方法
【記入例】

科目数

月数

一般誌のみ

２科目

ペンと小字のみ
上記両方

金 額

漢字

かな

６ ヵ月

１１，２２０円 新級

５級

３科目

６ ヵ月

１１，２２０円

４科目

６ ヵ月

１５，７２０円 新級

学生

６ ヵ月

８，８２０円 小・中学

５級
５

小字

ペン字

新級

５級

新級

５級

年

漢・かな条幅

希望する科目に現在
の段級を記入。
初めての方は「新」
学生は学年を記入。

ご入金いただく合計金額をご記入ください

希
望
購
読
方
法
を
〇
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い

「〇月号～半年分」
（または１年分）
とご記入ください。

☆用紙の注文がありましたら、メモ欄にご記入ください。
代金は誌代とあわせてご入金いただいでも結構ですが、種類や冊数を忘れずにお書きください。
用紙の種類や金額または送料等につきましては、別紙の案内をご覧ください。

