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1. 基本情報

申込者（学校の先生でお願しております。参加に関する各種連絡先とさせていただきます） 
ふりがな 
氏名 

学校名 

連絡先 E メール 
連絡先電話番号 
郵便番号 
住所 

参加者（各自の詳細については2.及び 3.へご記入をお願いします） 
参加生徒数  名 
引率者     あり   （   名）       なし 

下記1.～3.の各項目についてご記入の上、Eメールへの添付あるいはFAXにてお申込みください。

国際メンタリングワークショップ Joshikai in Fukushima 
参加登録用紙 

【対象︓全国の女子中高生と引率者】
◇ お申込みは学校の先生からお願いいたします。また、お申込み後の記載不備事項に係る問い合わせや、ワーク
ショップ開催中の不慮の事故に際しての学校側の窓口をお願いいたします。

◇ 引率は必須ではありません。
◇ 参加は2日間通しての参加とさせていただいております。1日のみの参加はできません。
◇ 参加生徒は、参加費・自宅―郡山間の往復の交通費・宿泊費はすべて無料です。
同行する引率者・保護者については、参加費は無料ですが交通費・宿泊費はご負担いただきます。

◇ 宿泊は8/1(木)の前泊および8/2(金)の2泊となります。(郡山ビューホテル予定)
ツインルーム2名1部屋となりますが、人数の都合で同じ学校以外の人と同室になる可能性があります。

◇ 参加生徒数が5名以上の場合は、3ページ目をコピーの上ご使用ください。
◇ お申込みに際しては必ず「個人情報の使用について」をお読みの上、個人情報の取り扱いについて諾否をお知らせくださ
い。

◇ 会期中撮影した写真・映像は記録映像及び資料として公開される他、プレス取材が入る可能性があるため報道発表等関係
各所の資料等に使用される可能性があります。写真・映像の使用について諾否をお知らせください。

◇ ご希望によりコミュタン福島展示室見学も可能です。(日時︓8/3(土)14:00～15:00)
福島県環境創造センター交流棟（愛称：コミュタン福島）は、ふくしまの現状や放射線、環境問題について、体験型の展
示や全球型ドームシアターなどで身近な視点から理解し、環境の回復と創造への意識を深めていただくための施設です。

◇ 引率者・保護者の方は、8/2(金)午後に福島県環境創造センター研究棟(JAEA研究棟)の見学が出来ます。ご希望の方は、登
録用紙にてお申込みください。
見学では、福島第一原子力発電所の事故後、各機関が環境回復・創造に向けた取り組みとして福島県内でどのような研究
を行っているか、また実際に研究で使用している装置をご覧いただくことができます。

◇ 希望される方は8/4(日)に開催される「第4回福島第一廃炉国際フォーラム」へ参加いただけます。
フォーラム公式サイト︓https://ndf-forum.com/

https://ndf-forum.com/
https://ndf-forum.com/
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ふりがな 
氏名 
学年（年齢） 年生 （    歳） 
自宅最寄り駅     線       駅 
緊急連絡先 氏名：        続柄： 

連絡先： 
アレルギーの有無 無 有 （    ） 
既往症 無 有 （          ） 
宿泊（郡山ビューホテル(予定)）       要       不要 
（本人）個人情報の使用について 同意します   同意しません 
（保護者）個人情報の使用について 同意します   同意しません 
（本人）写真・映像の使用について 同意します   同意しません 
（保護者）写真・映像の使用について 同意します   同意しません 

参加します   参加しません 

ふりがな 
氏名 
学年（年齢） 年生 （    歳） 
自宅最寄り駅    線       駅 
緊急連絡先 氏名：        続柄： 

連絡先： 
アレルギーの有無 無    有 （    ） 
既往症    無    有 （          ） 
宿泊（郡山ビューホテル(予定)）       要       不要 
（本人）個人情報の使用について 同意します   同意しません 
（保護者）個人情報の使用について 同意します   同意しません 
（本人）写真・映像の使用について 同意します   同意しません 
（保護者）写真・映像の使用について 同意します   同意しません 

参加します   参加しません 

2.　参加生徒情報

8月4日(日)
第4回福島第一廃炉国際フォーラムに

8月3日(土)
コミュタン福島見学に

参加します 参加しません

8 3 ( )

8 4 ( )
4 参加します 参加しません
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ふりがな 
氏名 
学年（年齢） 年生 （    歳） 
自宅最寄り駅     線       駅 
緊急連絡先 氏名：        続柄： 

連絡先： 
アレルギーの有無 無 有 （    ） 
既往症 無 有 （          ） 
宿泊（郡山ビューホテル(予定)）       要       不要 
（本人）個人情報の使用について 同意します   同意しません 
（保護者）個人情報の使用について 同意します   同意しません 
（本人）写真・映像の使用について 同意します   同意しません 
（保護者）写真・映像の使用について 同意します   同意しません 

参加します   参加しません 

ふりがな 
氏名 
学年（年齢） 年生 （    歳） 
自宅最寄り駅    線       駅 
緊急連絡先 氏名：        続柄： 

連絡先： 
アレルギーの有無 無    有 （    ） 
既往症    無    有 （          ） 
宿泊（郡山ビューホテル(予定)）       要       不要 
（本人）個人情報の使用について 同意します   同意しません 
（保護者）個人情報の使用について 同意します   同意しません 
（本人）写真・映像の使用について 同意します   同意しません 
（保護者）写真・映像の使用について 同意します   同意しません 

参加します   参加しません 

8月3日(土)
コミュタン福島見学に
8月4日(日)
第4回福島第一廃炉国際フォーラムに

8月3日(土)
コミュタン福島見学に
8月4日(日)
第4回福島第一廃炉国際フォーラムに

参加します 参加しません

参加します 参加しません
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3. 引率者情報

ふりがな 
氏名 
アレルギーの有無 無    有 （    ） 
既往症    無    有 （          ） 
宿泊（郡山ビューホテル(予定)）       要       不要 
（本人）個人情報の使用ついて 同意します   同意しません 
（本人）写真・映像の使用について 同意します   同意しません 

参加します   参加しません 

ふりがな 
氏名 
アレルギーの有無 無    有 （    ） 
既往症    無    有 （          ） 
宿泊（郡山ビューホテル(予定)）       要       不要 
（本人）個人情報の使用について 同意します   同意しません 
（本人）写真・映像の使用について 同意します   同意しません 

参加します   参加しません 

お申込み・お問い合わせ先 
国際メンタリングワークショップ Joshikai in Fukushima 運営事務局
（東武トップツアーズ（株）東京国際事業部 第2営業部内）
担当︓斉藤健一朗　福山加菜子
TEL 03-5348-3500／FAX 03-5348-3799
E メール︓joshikai@tobutoptours.co.jp 

8月3日(土)
コミュタン福島見学に

8月3日(土)
コミュタン福島見学に

8月4日(日)
第4回福島第一廃炉国際フォーラムに

8月4日(日)
第4回福島第一廃炉国際フォーラムに

参加します   参加しません 

参加します   参加しません 

8月2日(金)午後
福島県環境創造センター研究棟(JAEA
研究棟)見学に

参加します 参加しません

8月2日(金)午後
福島県環境創造センター研究棟(JAEA研
究棟)見学に

参加します 参加しません

ご登録に際して不明な点や、登録内容に変更が生じた場合は、下記「国際メンタリングワークショップ Joshikai in　  
Fukushima運営事務局」担当者までご連絡ください。
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