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日本スコットランド交流協会 ■入会申込書
J_■▲ APPLICAT10N FOR lvIEMBERSHIP IN THE JAPAN SCOTLAND ASSOCIATICN    お EF)△ み El IDate

1/こ希望の会員タイプ Membership Type(該 当欄に`ヾ印を入れて下さい)Please tlck one

三 個人会員 Annuallndlvidual Member E家 族会員 Annual Famlly Member工 学生会員 A∩ ∩ual Student Member

E終 身会員 Llfe Member 匡 終身家族 Family Life Member

匡 法人会員 【 口I Annual Corporate Membe「 〔  unit(s)】

2/お 名前 ∩ame
(フ リガナ) (フ リガナ )

名

(Last name)

!t
(Family name)

国籍 : □ 日本 Japanese □ 英国 B「 itish □ その他 Other(
*Webで こ入会の方は

この QRコ ー ドより

こ入会ください

家族会員の場合

(フ リガナ)

t+
(Family name)

こ家族のお名前 For famlly members,name(s)of relatlves

(フ リガナ)

i
(Last name)

3/こ 自宅住所 (フ リガナ)addreSS

一Ｔ

丁el Fax 携帯電話 mob‖ e

e - mail @

家 族 会 員 の 場 合

こ家 族 の E― mall @

勤務先 PIace of work

5/申 込み方法および会費のお支払方法 Application for membership and method of payment
この用紙にこ記入の上、本部へ「郵送」「Fax」 「メール添付」のいずれかでこ送付願います。会費は、下記口座にお振込ください。

年会費は、4月 1日 ～3月 31日 までの 1年分です。なお、会費のお振込を持つて会員お申込みの完了とさせていただきます。
*恐 れ入りますが、振込手数料はこ負担をお願いいたします *こ 記入いただいた個人情報は日本スコットランド交流協会の活動以外に使用しヽたしません

PleaSe fill out this foriTl and send it to JSA TokyO headq∪ arterS by pOSt fax.0「 emall.and「 e nnit

the memberShlp fee to the account below Annual rnennberships are for the flnanclal year(Ap「 |lto March)i
Please∩ ote that your membershlp is not complete untll we「 eceive payment
F)leaSe kindly bear any bank tra∩ Sfer or「 emitta∩ ce cha「 lge s  ・YOur perSOnal infOrnnatiOn p「 Ovided here い′||l be used excluslvely for JSA activities

6/会 員タイプと会費 Membership Fee 単位 :円 Yen

振 込 先 :三 井住 友 銀 行 日自支 店 (677)普 通 6921079 特 定 非 営利 活 動 法 人 日本 ス コットラン ド交 流協 会

Remltfee l MitSui Sumitomo Bank,ヽ 4 eil「 o Branch(#677)regular account 69210フ 9
NP(D Japan Scotland Association

|ヽ)()法人 |1本スコットランド交流協会 httpi〃 jtt n… scot,com どうぞお気軽にお問い合わせください
代 表 E― mall:infoOipn― scot.o o m Please feelfree to ask lf yO∪ have any questions about our actlvltles or the co∩ te∩ t of this fofm

東京本部 :〒 16卜 0033東京都新宿区下落合3-12-28-1401スティーブン ベーカー Tel/Fax:03-5988-8785
TOkyo Headquarteri Stephen Baker.3‐ 12‐ 28-1401 Shi「 no― ochlal.Shlniuku― ku.Tokyo.16]-0033 JAPAN
関西支部 :〒 560-0082大阪府豊中市新干里東町2-5-3-906香 川久生

KanSal BranCh l Hisao Kaga、 va. 2-5-3-906 Shl∩―se∩「|. Higashi‐ machi.Toyonaka―shl.Osaka.560-0082 JAPAN

九州支部 :〒 880‐ 0032宮 崎県宮崎市霧島 2-23-2前 原正人 Mobllei090-89]6-8770
Kyushu B「anch l Masato Maeha「 a.2-32-2 KI「 ls hirn a.Mlyazakl― shl.Miyazak1 880‐ 0032.JAPAN

東北支部 |〒 030-0196青 森県青森市合子沢出崎153‐ 4青森公立大学 香取 真理研究室内 香取 真理

TOhOku Branch i ルla「 I Katorl,P「 of Marl Kato「「S3「ICe,Aomcll publlc U日 lverslty,153_4 Yarnazaく ,GDshlzawa,Aorno「 |‐ shl.Aomor1 030‐ 0196.JAPAN

スコットランド支部 /SCOtla∩ d Bra∩ chI E「 I Matsubara.]2D「 yden Place.Edinburgh EH9 1 RP.UK E― malll Edinbu「 ghJSA@gmall com

個人会員 lndividu引 3.000

家族会員 Famlly 4.500

学生会員 Student ],500

族の どなたでも 2名 一人増える ことに +1.500円
|「 2 Deople Add 1 500 for each additional pe「 so∩

家
Fo

- tr One unit 10,000

40,000

Fa 60.000 家族の どなたでも 2名  一人増える ことに +20,000円

4/勤 務先 Occupation and work contacti

こ職業 Occupation i

不重突貫Type 会費金額 Fee 備考 Notes

年会費
Annual

Membershi0

法人会員 COrporate

個人終身会費
ヒre Membership


