
別記第１号様式（第３条関係） 

しろい生涯学習人財バンク登録申込書（個人登録用） 
※ この申込書で取得した個人情報（黒地白抜き文字の項目）は、本目的以外には使用いたしません。 

ふりがな しろい まなぶ 性別 生年（昭和・平成・令和） 

氏 名 白井 学 男・女 ４９年生まれ 

住 所 
〒270-1492 

 白井市復１１２３ 

電話番号 047-492-1111 ＦＡＸ番号 047-492-6377 

Ｅメールアドレス  

 

 

具体的な指導内容 

○ 健康づくりのための運動指導 

 ・ 家庭で手軽にできる筋力トレーニング 

 ・ 体力や健康状態にあわせた効果的な運動 

○ ストレッチングの指導 

 ・ タオルを使った誰でもできるストレッチ 

指導形態 実演     講義・講話     実技・技術指導 

指導の経験・実績 平成２０年から令和２年まで、民間のスポーツクラブで指導経験あり 

指導に関する 

免許・資格 
健康運動指導士（平成１１年取得） 

自己ＰＲ 

（１００文字以内） 

 これからの高齢社会は、体の健康づくりが第一です。ほどよく体を動かし

て、体にいいことはじめてみませんか？ 

 元気な体づくりを、運動指導でお手伝いいたします。 

指導可能日 

平日 

指導可能 

時間帯 

午前   午後   夜   その他（     ）

土曜 午前   午後   夜   その他（     ）

日曜 午前   午後   夜   その他（月２回程度）

指導対象 
特定しない   幼児   小学生   中・高生   成人 

高齢者   その他（                 ） 

費用 無料     有料（     円） 

 私は、下記項目に同意したうえで、しろい生涯学習人財バンクへ登録を申込みます。 
１．私が登録申込みをした情報（個人情報は除く）が、しろい生涯学習人財バンク登録リストに掲載され、事務局（教育
部生涯学習課）から書面及び市ホームページで市民に提供されること 

２．利用者から事務局へ利用申込みがあった場合に、事務局が私の個人情報を利用者が私と交渉するために提供すること 
３．私の登録情報に変更があった場合に、事務局へ速やかに変更事項を報告すること 
４．私が学習支援者として不適格な行為を行った場合に、事務局が私の事前承諾なしに登録を取消すこと 
 

（あて先）白井市教育委員会 

 

令和○○年××月△△日 

 

氏 名： 

記入例

実演…見せる   講義・講話…話す   実技・技術指導…教える

該当箇所に○をつけてください。

有料の場合は、具体的な金額を記入してください。

記入日の記入及び署名を忘れずに！ 

該当箇所に○をつけてください。 



別記第１号様式（第３条関係） 

しろい生涯学習人財バンク登録申込書（個人登録用） 
※ この申込書で取得した個人情報（黒地白抜き文字の項目）は、本目的以外には使用いたしません。 

ふりがな  性別 生年（昭和・平成・令和） 

氏 名  男・女      年生まれ 

住 所 
 

 

電話番号  ＦＡＸ番号  

Ｅメールアドレス  

具体的な指導内容 

 

 

 

 

 

指導形態 実演     講義・講話     実技・技術指導 

指導の経験・実績  

指導に関する 

免許・資格 
 

自己ＰＲ 

（１００文字以内） 

 

 

 

指導可能日 

平日 

指導可能 

時間帯 

午前   午後   夜   その他（     ）

土曜 午前   午後   夜   その他（     ）

日曜 午前   午後   夜   その他（     ）

指導対象 
特定しない   幼児   小学生   中・高生   成人 

高齢者   その他（                 ） 

費用 無料     有料（     円） 

 私は、下記項目に同意したうえで、しろい生涯学習人財バンクへ登録を申込みます。 
１．私が登録申込みをした情報（個人情報は除く）が、しろい生涯学習人財バンク登録リストに掲載され、事務局（教育
部生涯学習課）から書面及び市ホームページで市民に提供されること 

２．利用者から事務局へ利用申込みがあった場合に、事務局が私の個人情報を利用者が私と交渉するために提供すること 
３．私の登録情報に変更があった場合に、事務局へ速やかに変更事項を報告すること 
４．私が学習支援者として不適格な行為を行った場合に、事務局が私の事前承諾なしに登録を取消すこと 
 

（あて先）白井市教育委員会 

 

  年  月  日 

 

氏 名： 



別記第１号様式（第３条関係） 

しろい生涯学習人財バンク登録申込書（団体登録用） 
※ この申込書で取得した個人情報（黒地白抜き文字の項目）は、本目的以外には使用いたしません。 

ふりがな しろいとものかい ふりがな しろい たろう 

団体名 しろい友の会 代表者名 白井 太郎 

代表者住所 
〒270-1492 

 白井市復１１２３ 

代表者電話番号 047-492-1111 
代表者 

ＦＡＸ番号 
047-492-6377 

Ｅメールアドレス  

 

 

具体的な指導内容 

○ 健康づくりのための運動指導 

 ・ 家庭で手軽にできる筋力トレーニング 

 ・ 体力や健康状態にあわせた効果的な運動 

○ ストレッチングの指導 

 ・ タオルを使った誰でもできるストレッチ 

指導形態 実演     講義・講話     実技・技術指導 

指導の経験・実績 
平成１７年度市主催高齢者スポーツ講座で講師として指導 

自主事業として中高年を対象に「地域スポーツ講座」を開催 

指導に関する 

免許・資格 
特になし 

団体ＰＲ 

（１００文字以内） 

 ほどよく体を動かして、体にいいことはじめてみませんか？元気な体づく

りを、運動指導でお手伝いいたします。 

指導可能日 

平日 

指導可能 

時間帯 

午前   午後   夜   その他（     ）

土曜 午前   午後   夜   その他（     ）

日曜 午前   午後   夜   その他（     ）

指導対象 
特定しない   幼児   小学生   中・高生   成人 

高齢者   その他（                 ） 

費用 無料     有料（     円） 
 私たちは、下記項目に同意したうえで、しろい生涯学習人財バンクへ登録を申込みます。 
１．私たちが登録申込みをした情報（個人情報は除く）が、しろい生涯学習人財バンク登録リストに掲載され、事務局（教
育部生涯学習課）から書面及び市ホームページで市民に提供されること 

２．利用者から事務局へ利用申込みがあった場合に、事務局が私たちの個人情報を利用者が私たちと交渉するために提供
すること 

３．私たちの登録情報に変更があった場合に、事務局へ速やかに変更事項を報告すること 
４．私たちが学習支援者として不適格な行為を行った場合に、事務局が私の事前承諾なしに登録を取消すこと 
 

（あて先）白井市教育委員会 

 

令和○○年××月△△日 

 

団体名：しろい友の会  代表者氏名：白井 太郎 

記入例

実演…見せる   講義・講話…話す   実技・技術指導…教える

該当箇所に○をつけてください。

有料の場合は、具体的な金額を記入してください。

記入日の記入及び団体名・代表者の署名を忘れずに！



別記第１号様式（第３条関係） 

しろい生涯学習人財バンク登録申込書（団体登録用） 
※ この申込書で取得した個人情報（黒地白抜き文字の項目）は、本目的以外には使用いたしません。 

ふりがな  ふりがな  

団体名  代表者名  

代表者住所 
 

 

代表者電話番号  
代表者 

ＦＡＸ番号 
 

Ｅメールアドレス  

具体的な指導内容 

 

 

 

 

 

指導形態 実演     講義・講話     実技・技術指導 

指導の経験・実績 
 

 

指導に関する 

免許・資格 
 

団体ＰＲ 

（１００文字以内） 

 

 

指導可能日 

平日 

指導可能 

時間帯 

午前   午後   夜   その他（     ）

土曜 午前   午後   夜   その他（     ）

日曜 午前   午後   夜   その他（     ）

指導対象 
特定しない   幼児   小学生   中・高生   成人 

高齢者   その他（                 ） 

費用 無料     有料（     円） 

 私たちは、下記項目に同意したうえで、しろい生涯学習人財バンクへ登録を申込みます。 
１．私たちが登録申込みをした情報（個人情報は除く）が、しろい生涯学習人財バンク登録リストに掲載され、事務局（教
育部生涯学習課）から書面及び市ホームページで市民に提供されること 

２．利用者から事務局へ利用申込みがあった場合に、事務局が私たちの個人情報を利用者が私たちと交渉するために提供
すること 

３．私たちの登録情報に変更があった場合に、事務局へ速やかに変更事項を報告すること 
４．私たちが学習支援者として不適格な行為を行った場合に、事務局が私の事前承諾なしに登録を取消すこと 
 

（あて先）白井市教育委員会 

 

  年  月  日 

 

団体名：       代表者氏名：      


