
「きもの文化検定」 
合格者表彰式並びに記念ﾊﾟｰﾃｨｰ・工房見学会・ｾﾐﾅｰ講師懇親会

のご案内 
 

来る令和 5年 2月 23日（木・祝）に「きもの文化検定 合格者表彰式並びに記念パーティー」を開催

します。毎年、皆様の合格を祝して、また年に一度、合格者の皆様が京都に集い、互いに懇親を深めて

いただく場として開催していますが、「第 15回」・「第 16回」試験で合格されているにもかかわらず、新

型コロナウイルス感染症のため、ご出席が叶わなかった皆様にもご参加いただけるように致しました。

同様に、昨年度から実施しています CBT方式試験で合格された皆様にもご参加いただけます。 

また、｢きもの文化検定合格者表彰式並びに記念パーティー｣の開催に合わせて、工房見学会と合格対

策セミナー講師との懇親会を開催いたします。工房見学会は、多彩で卓越した染織技術に触れていただ

き、きものへの理解を更に深めていただくことを目的としています。今回は、京友禅の製作工程の現場

を訪れます。セミナー講師懇親会は、合格対策セミナーの講師と食事しながら、講義では聞けなかった

こと、勉強方法だけでなく、きものにまつわることなど、きもの談義に花を咲かせて下さい。 

是非、ご出席いただき、きもの姿で楽しいひと時をお過ごし下さいますようご案内申し上げます。 

  

合格者表彰式並びに記念パーティー 

【日 に ち】 令和 5年 2月 23日（木・祝） 12時～15時（予定） 

【スケジュール】 10時～    表彰式リハーサル・写真撮影（1級合格者対象） 

 11時～    受付 

 12時～    合格者表彰式並びに記念パーティー 

 合格者表彰式 

  祝辞 

  表彰状授与（1級のみ） 

  特別講演  華道家元池坊次期家元 池坊専好様 

 記念パーティー 

  お祝いの言葉 

  トークショー 美しいキモノ 元編集長 棚町敦子様 

（15時過ぎ終了予定） 

【参 加 費】 合格者ご本人 13,500円 / 同伴者 15,500円 

 ※追って請求させていただきます。 

【会 場】 ホテルオークラ京都（京都市中京区河原町御池） 

【定 員】 250名（先着順） 

【ドレスコード】 きもの（お着替えのお部屋をご用意しております） 

【申 込 資 格】 ｢第 17回きもの文化検定｣合格者とその同伴者 

｢第 15回｣・｢第 16回｣試験合格者で、令和 4年 2月 23日開催の合格者表彰式並びに

記念パーティーにご参加頂いていない皆様とその同伴者 

 CBT 方式試験の合格者で、令和 4 年 2 月 23 日開催の合格者表彰式並びに記念パーテ

ィーにご参加頂いていない皆様とその同伴者 

工 房 見 学 会 

【日 時】 令和 5年 2月 22日（水） 13時 30分～17時 

【見 学 先】 手描友禅・蒸し・水元・乾燥 

 ※見学内容は変更になる場合があります。 



【参 加 費】 合格者ご本人 4,000円 / 同伴者 5,000円 

 ※パーティーの参加費と共に請求させていただきます。 

【集 合 場 所】 京都市営地下鉄 丸太町駅（予定） 

【定 員】 45名（先着順） 

【申 込 資 格】 ｢きもの文化検定合格者表彰式並びに記念パーティー」参加者 

※｢合格者表彰式並びに記念パーティー｣ご参加の方のみお申し込みいただけます。 

セミナー講師懇親会 

【日 時】 令和 5年 2月 22日（水）18時～20時（予定） 

※時間が変更になる場合があります。 

【会場・集合場所】 四条烏丸周辺（追って連絡します） 

【参加予定講師】 加納荘五郎・齊藤雅彦 ・酒井貞治・髙田啓史・橋村彰太（敬称略） 

【参 加 費】 7,000円 

※パーティーの参加費と共に請求させていただきます。 

【定 員】 25名程度（先着順） 

【申 込 資 格】 ｢きもの文化検定合格者表彰式並びに記念パーティー」にご参加の｢第 15 回～第 17

回きもの文化検定｣合格対策セミナー申込者 

※｢第 15回～第 17回きもの文化検定｣合格対策セミナーの申し込みが確認できない 

場合は参加をお断りします。 

【申 込 方 法】 ・同封の参加申込書でお申込み下さい。 

 ・Ｅメールでお申込みの場合は、参加申込書の記載事項をご記入ください。 

 ・先着順となっております。申込み定員を超えた場合は参加をお断りする場合が 

   ございます。予めご了承下さい。 

【申 込 期 間】 令和 5年 1月 5日～1月 31日（必着） 

【お問合せ先】 きもの文化検定事務センター 

 〒600-8009 

  京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78 京都経済センター６階 

                  (一社)全日本きもの振興会内 

  ℡：075-353-1102（土・日・祝日を除く 10時～16 時） 

 

 

 

 

 

 

 

※新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、感染防止対策を講じたうえで、開催致します。 

今後の状況によっては、急遽内容の変更や中止とさせていただくこともございますので、お含みおき 

ください。 



ウエルカムラウンジのご案内 

ご宿泊のお客様を対象にホテルへの手荷物のお預かりやホテルオークラ京都

への送迎シャトルが運行されています。 

営業時間 10:30～17:00 

所 在 地 京都市下京区東洞院通塩小路下ル東塩小路町 849番地 

     セレマビル１階 

★手荷物お預かりサービス（有料） 

◎ウエルカムラウンジ 

（10：30～14：00までのお預け） 

 ↓ 

◎ホテルオークラ京都 

（ホテルにてお渡し） 

★送迎シャトルのご案内（無料） 

◎ウエルカムラウンジ発 

 10：30～17：00 毎時 00・30分発 

 ※12：30・15：00発は運行なし 

詳しくは、ホテルオークラ京都にお問い合わせください。 

｢きもの文化検定合格者表彰式並びに記念パーティー」 

特別宿泊プランのご案内 

｢きもの文化検定合格者表彰式並びに記念パーティー」にご参加の皆様向けに、会場である

ホテルオークラ京都にお値打ちでお泊まりいただけますよう、特別価格の宿泊プランを設

定いたしました。ご参加の際に是非ご利用下さい。 

【ホ テ ル】 

ホテルオークラ京都(京都市中京区河原町御池) 

地下鉄東西線「京都市役所前駅」3番出口(ホテル地下 2階と直結) 

【料 金】 

2月 22日（水）・23日（木） 

シングル  19,400円(一泊朝食付)  

  16,400円(一泊朝食なし)  

ツイン  26,900円(一泊朝食付)御 1人様分 

(1名様利用) 23,900円(一泊朝食なし)御 1人様分 

ツイン  14,900円(一泊朝食付)御 1人様分 

(2名様利用) 11,900円(一泊朝食なし)御 1人様分 

※全てサービス料・消費税・宿泊税込 

【予約方法】 

ご予約の際に「きもの文化検定記念パーティー出席」の旨をお申し出ください。 

TEL：075-223-2333 宿泊予約センター（9：00～21：00） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
「きもの文化検定」合格者表彰式並びに記念パーティー 

参加申込書 

ＦＡＸ・郵送・Ｅメールのいずれかでお申込み下さい 
(申込期間 令和 5年 1月 5日(木)～31日(火)（必着）) 

郵送：〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78 京都経済センター6階 
ＦＡＸ：075-353-1103 / Ｅメール：info@kimono-kentei.com 
※申込期間前のお申込は、令和 5 年 1 月 10 日に到着したものとみなします。 

◆令和 5年 2月 23日(木・祝)開催の「きもの文化検定合格者表彰式並びに記念パーティー」に 

 参加を申し込みます。 

合格者氏名  合格認定番号 № 

電話番号  携帯電話番号  

ＦＡＸ番号  メールアドレス  

お申込み内容の確認等で、ご連絡をさせて頂く場合がございます。確実にご連絡させて頂くため、日中に連絡を取りやすい電話

番号、FAX 番号またはメールアドレスを、必ず複数ご記入下さい。 

Ｅメールでお申し込みの際は、上記の事項を必ずご記載下さい。 

●2月 22日（水）開催の「工房見学会」・「セミナー講師懇親会」へ参加を希望される方は○印を 

ご記入下さい。 

※セミナー講師懇親会は｢第 17 回きもの文化検定｣合格対策セミナーの申し込みが確認できない場合は参加をお断りします。 

工房見学会 セミナー講師懇親会 

(  )参加を申し込みます (  )参加を申し込みます 

◆同伴者お名前 
合格者表彰式並びに記念パーティーのテーブルは合格者様と同じになります。 

未成年の方がいらっしゃる場合は、必ず年齢をご記入下さい。 

工房見学会・セミナー講師懇親会に参加ご希望の場合は右欄に○印を併せてご記入下さい。 

セミナー講師懇親会は｢第 17回きもの文化検定｣合格対策セミナーの申し込みが確認できない場合は参加をお断りします。 

お名前 年齢 工房見学会 セミナー講師懇親会 

 歳 (  )参加を申し込みます (  )参加を申し込みます 

 歳 (  )参加を申し込みます (  )参加を申し込みます 

 歳 (  )参加を申し込みます (  )参加を申し込みます 

 通信欄 
 

 

 
 
お食事について食物アレルギー等の留意事項がございましたら、通信欄にお書き下さい。 

申込み定員を超えた場合は参加をお断りする場合がございますので、予めご了承下さい。 

新型コロナウイルス感染拡大防止の各種ガイドラインに基づき、ソーシャルディスタンスを維持し、演出なども対策を行い、皆

様に安心してご参加いただけるよう、感染予防のための取り組みを行っております。 

マスクの着用や検温、アルコール消毒、大声での会話を控えるなどのご協力をお願いします。 

体調がすぐれない場合、参加はお控え下さい。 

お酌、グラス等の回し飲みを避けるため、ドリンクサーブは基本スタッフのみで実施します。 

今後の感染拡大状況並びに政府及び自治体等の対応方針によっては、内容の変更や中止とさせていただくことがあります。 

申込期間前のお申込は、1 月 10 日に到着したものとみなします。ご了承下さい。 

申込状況は公式ホームページに掲載します。ご確認のうえ、お申込下さい。 

きもの文化検定事務センター宛 

mailto:info@kimono-kentei.com

