
受付№受付№受付№受付№ ‐ ‐ ‐ ‐ 

期限内に、郵送・FAXで当館へご提出ください。期限内に、郵送・FAXで当館へご提出ください。期限内に、郵送・FAXで当館へご提出ください。期限内に、郵送・FAXで当館へご提出ください。

小金井市民交流センター 　指定管理者 こがねいしてぃ共同事業体　御中

下記のとおり施設利用抽選会の参加を申し込みます。

▼太枠内太枠内太枠内太枠内をご記入ください。

※ 利用者登録手続き中の方は記入不要

登録している団体名をご記入ください

● 最大何枠予約を希望しますか。最大何枠予約を希望しますか。最大何枠予約を希望しますか。最大何枠予約を希望しますか。（1巡目で取れるのは、3枠です。4枠以上希望の場合は2巡目3巡目を行います）（1巡目で取れるのは、3枠です。4枠以上希望の場合は2巡目3巡目を行います）（1巡目で取れるのは、3枠です。4枠以上希望の場合は2巡目3巡目を行います）（1巡目で取れるのは、3枠です。4枠以上希望の場合は2巡目3巡目を行います）

● 同日、同時間帯でも複数の施設を利用しますか。同日、同時間帯でも複数の施設を利用しますか。同日、同時間帯でも複数の施設を利用しますか。同日、同時間帯でも複数の施設を利用しますか。

□□□□ 同日、同時間帯ならば1施設のみ利用したい。 □□□□ 同日、同時間帯でも希望している複数の施設を利用したい。

● 第9希望以降の希望日　　□無　　　□有第9希望以降の希望日　　□無　　　□有第9希望以降の希望日　　□無　　　□有第9希望以降の希望日　　□無　　　□有（第9希望以降希望日がある場合は、裏面に希望日を記入して提出してください）（第9希望以降希望日がある場合は、裏面に希望日を記入して提出してください）（第9希望以降希望日がある場合は、裏面に希望日を記入して提出してください）（第9希望以降希望日がある場合は、裏面に希望日を記入して提出してください）

予約に関して、ご希望があればご記入ください。(例)「水曜日」と「土曜日」を違う週で1日ずつ希望　　等

※ご記入いただいた個人情報は、施設利用に必要な手続きにのみ使用いたします。

１．受付 2．抽選日 3．抽選結果連絡

様

（支払い期限：　　　　月　　　　日）

2020.5

館長 照合

　　/

主催者

支配人 運営

担当 備考

　　/

　　/

備考備考備考備考

受付 システム入力 日時

<コメント欄><コメント欄><コメント欄><コメント欄>

【注意事項】

※次の事由に該当した場合には、施設の利用を承認しないことがありますのでご了承ください。

　　　①公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

　　　②施設又は附帯設備をき損するおそれがあると認めたとき。

　　　③管理上支障があると認めたとき。

　　　④その他、申請書の虚偽記載があったとき、申込者・主催者が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等に該当するときなど、指定管理者が不適当と

　　　　認めたとき。

また、利用承認後であっても、次の事由に該当した場合には、利用の承認を取り消すことがあります。

　　　①使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

　　　②小金井市民交流センター条例又は当該条例に基づく規則に違反したとき。

　　　③災害その他の事故により当館の使用ができなくなったとき。

　　　④その他、申請書の虚偽記載が判明したとき、申込者・主催者が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等に該当することが判明したときなど、

　　　　指定管理者が必要と認めたとき。

上記注意事項を確認のうえ、利用を申請します。

なお、利用に際しては、「利用案内」の記載事項を遵守いたします。

令和令和令和令和 2　2　2　2　年　年　年　年　5555　月　　月　　月　　月　20202020　日　日　日　日

署名：署名：署名：署名：

小金井小金井小金井小金井　　　　三郎三郎三郎三郎

人

12月　　日（　　）12月　　日（　　）12月　　日（　　）12月　　日（　　）

練習室2・3同時 練習室4 和室

第8希望日第8希望日第8希望日第8希望日

令和 2　年令和 2　年令和 2　年令和 2　年

午前 ・ 午後 ・ 夜間

練習室1 練習室2 練習室3

6666　　　　人 俳句教室俳句教室俳句教室俳句教室
12月　12月　12月　12月　▲▲▲▲ 日（  日（  日（  日（ ■ ■ ■ ■ ））））

練習室2・3同時 練習室4 和室

第7希望日第7希望日第7希望日第7希望日

令和 2　年令和 2　年令和 2　年令和 2　年

午前 ・ 午後 ・ 夜間

練習室1 練習室2 練習室3

6666　　　　人 俳句教室俳句教室俳句教室俳句教室
12月　12月　12月　12月　▲▲▲▲ 日（  日（  日（  日（ ■ ■ ■ ■ ））））

練習室2・3同時 練習室4 和室

第6希望日第6希望日第6希望日第6希望日

令和 2　年令和 2　年令和 2　年令和 2　年

午前 ・ 午後 ・ 夜間

練習室1 練習室2 練習室3

6666　　　　人 俳句教室俳句教室俳句教室俳句教室
12月　12月　12月　12月　▲▲▲▲ 日（  日（  日（  日（ ■ ■ ■ ■ ））））

練習室2・3同時 練習室4 和室

第5希望日第5希望日第5希望日第5希望日

令和 2　年令和 2　年令和 2　年令和 2　年

午前 ・ 午後 ・ 夜間

練習室1 練習室2 練習室3

6666　　　　人 俳句教室俳句教室俳句教室俳句教室
12月　12月　12月　12月　●●●● 日（  日（  日（  日（ ■ ■ ■ ■ ））））

練習室2・3同時 練習室4 和室

練習室2・3同時 練習室4 和室

第4希望日第4希望日第4希望日第4希望日

令和 2　年令和 2　年令和 2　年令和 2　年

午前 ・ 午後 ・ 夜間

練習室1 練習室2 練習室3

第3希望日第3希望日第3希望日第3希望日

令和 2　年令和 2　年令和 2　年令和 2　年

午前 ・ 午後 ・ 夜間

練習室1 練習室2 練習室3

6666　　　　人 俳句教室俳句教室俳句教室俳句教室
12月　12月　12月　12月　●●●● 日（  日（  日（  日（ ■ ■ ■ ■ ））））

6666　　　　人 俳句教室俳句教室俳句教室俳句教室
12月　12月　12月　12月　●●●● 日（  日（  日（  日（ ■ ■ ■ ■ ））））

練習室2・3同時 練習室4 和室

第2希望日第2希望日第2希望日第2希望日

令和 2　年令和 2　年令和 2　年令和 2　年

午前 ・ 午後 ・ 夜間

練習室1 練習室2 練習室3

　6666　人 俳句教室俳句教室俳句教室俳句教室
12月　12月　12月　12月　●●●● 日（  日（  日（  日（ ■ ■ ■ ■ ））））

練習室2・3同時 練習室4 和室

—　　　　　－

第１希望日第１希望日第１希望日第１希望日

令和 2　年令和 2　年令和 2　年令和 2　年

午前 ・ 午後 ・ 夜間

練習室1 練習室2 練習室3

希望順位 利用日 利用区分 利用施設 利用人数 利用内容

99■■

主

催

者

フリガナフリガナフリガナフリガナ 　　　　　　　　　　　　　　〇〇ハイクキョウシツ

団体名団体名団体名団体名

フリガナフリガナフリガナフリガナ

担当者名担当者名担当者名担当者名

※連絡先は、複数ご記入ください

（ＦＡＸ）

小金井　三郎小金井　三郎小金井　三郎小金井　三郎

令和2年6月1日実施令和2年6月1日実施令和2年6月1日実施令和2年6月1日実施

抽選会用抽選会用抽選会用抽選会用

小金井 宮地楽器ホール 施設利用申込書 【練習室・和室】小金井 宮地楽器ホール 施設利用申込書 【練習室・和室】小金井 宮地楽器ホール 施設利用申込書 【練習室・和室】小金井 宮地楽器ホール 施設利用申込書 【練習室・和室】

0601060106010601

くくくく

じじじじ

番番番番

号号号号

利用者ID利用者ID利用者ID利用者ID

市内　

ご提出日ご提出日ご提出日ご提出日 　  年　　　　　月　　　　 日

新規　・　利用実績有

○○俳句教室○○俳句教室○○俳句教室○○俳句教室

コガネイ　サブロウ

連連連連

絡絡絡絡

先先先先

（ＴＥＬ）日中連絡がつく番号

－　　　　　－

自宅・携帯・その他（　　　　　　）

（ＴＥＬ）

申込書の内容の確認、抽選結果に関するご連絡を

取らせていただきます。 自宅・携帯・その他（　　　　　　）

—　　　　　－

4  4  4  4  枠枠枠枠

042ー ●●● － ●●●●

042ー ●●● － ●●●●

090ー ●●●● － ●●●●

記入例


