
人

館　長 主　査 受　付

平成　　　年　　　月　　　日

予約システム利用（　新規・　変更）登録申込書（　団体・　個人）

くにたち郷土文化館 殿
次のとおり施設予約システムの利用登録を申請いたします。

ふ り が な

団　体　名

利用者ID ００００ （新規登録者は記入不要）

構成員数

利用種別
※□に✔をつける

　　1.陶芸 　　２.絵画 　　３.ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ
　　４.俳句 　　５.太鼓練習 　　６.楽器練習
　　７.歌の練習 　　８.ダンス 　　９.研修

ふ　り　が　な

代表者氏名

住　　　　　所

　　１１.その他(              　　　　     　　           )

【メモ】

連絡者氏名

住　　　　　所

電　話　番　号

電　話　番　号
携　帯　電　話

※以下、代表者と連絡者が同じ場合は記入不要。

ふ　り　が　な

※変更申請の場合は変更箇所のみご記入ください。

携　帯　電　話

ご提出いただいた個人情報は郷土文化館の
管理運営以外には使用いたしません。

利用者カード引渡日　平成　　　年　　　月　　　日

〒 ― 

― ― 
― ― 

〒 ― 

― ― 
― ― 

（※□に✔をつける） （※□に✔をつける） 



Ｎｏ 構成員氏名 年齢 住所（在勤・在学者は在勤・在学先住所） 会社名・学校名
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団体名

施設予約システム利用団体登録名簿
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