
２０２０ 年    月分  部屋予約申込書  （第１回抽選記入シート１） 

 (申込期間    月 11 日 ～  月 10 日) 

     大正地区センター   ☎ 045-852-4111 Fax 045-852-1541 

申込日 2019 年    月    日（    ） コピー済  受付者  

団体情報 

ID 番号 団体名称 

  

申込者氏名 様 電話番号 
 

申込① 

  日 

曜日 

希望部屋名 時間帯 

余暇 ・ 第１会議室 ・ 第２会議室 

和室(舞台) ・和室（水屋） 

音楽室 ・ 料理室 

体育室（ｽﾃｰｼ）・体育室（中央）・体育室（ﾛｸﾎﾞｸ） 

一般 午前 午後① 午後② 夜間 

料理 

午前① 午前② 

午後① 午後②   

夜間① 夜間② 

申込② 

  日 

曜日 

希望部屋名 時間帯 

余暇 ・ 第１会議室 ・ 第２会議室 

和室(舞台) ・和室（水屋） 

音楽室 ・ 料理室 

体育室（ｽﾃｰｼ）・体育室（中央）・体育室（ﾛｸﾎﾞｸ） 

一般 午前 午後① 午後② 夜間 

料理 

午前① 午前② 

午後① 午後②   

夜間① 夜間② 

申込③ 

  日 

曜日 

希望部屋名 時間帯 

余暇 ・ 第１会議室 ・ 第２会議室 

和室(舞台) ・和室（水屋） 

音楽室 ・ 料理室 

体育室（ｽﾃｰｼ）・体育室（中央）・体育室（ﾛｸﾎﾞｸ） 

一般 午前 午後① 午後② 夜間 

料理 

午前① 午前② 

午後① 午後②   

夜間① 夜間② 

申込④ 

  日 

曜日 

希望部屋名 時間帯 

余暇 ・ 第１会議室 ・ 第２会議室 

和室(舞台) ・和室（水屋） 

音楽室 ・ 料理室 

体育室（ｽﾃｰｼ）・体育室（中央）・体育室（ﾛｸﾎﾞｸ） 

一般 午前 午後① 午後② 夜間 

料理 

午前① 午前② 

午後① 午後②   

夜間① 夜間② 

申込⑤ 

  日 

曜日 

希望部屋名 時間帯 

余暇 ・ 第１会議室 ・ 第２会議室 

和室(舞台) ・和室（水屋） 

音楽室 ・ 料理室 

体育室（ｽﾃｰｼ）・体育室（中央）・体育室（ﾛｸﾎﾞｸ） 

一般 午前 午後① 午後② 夜間 

料理 

午前① 午前② 

午後① 午後②   

夜間① 夜間② 

   

                                                            
同一日・同一時間帯で複数の部屋を抽選予約されている場合、優先度の高い部屋が

当選した際は優先度の低い案件は抽選から外すことに同意される方は下記の□に✔

をお付けください。 
□  同意します 

FAX 



 

２０２０ 年    月分  部屋予約申込書  （第２回抽選記入シート２） 

(申込期間    月 11 日 ～  月 10 日) 

   大正地区センター  （団体名 ：                      ） 

 

 

申込⑥ 

  日 

曜日 

希望部屋名 時間帯 

余暇 ・ 第１会議室 ・ 第２会議室 

和室(舞台) ・和室（水屋） 

音楽室 ・ 料理室 

体育室（ｽﾃｰｼ）・体育室（中央）・体育室（ﾛｸﾎﾞｸ） 

一般 午前 午後① 午後② 夜間 

料理 

午前① 午前② 

午後① 午後②   

夜間① 夜間② 

申込⑦ 

  日 

曜日 

希望部屋名 時間帯 

余暇 ・ 第１会議室 ・ 第２会議室 

和室(舞台) ・和室（水屋） 

音楽室 ・ 料理室 

体育室（ｽﾃｰｼ）・体育室（中央）・体育室（ﾛｸﾎﾞｸ） 

一般 午前 午後① 午後② 夜間 

料理 

午前① 午前② 

午後① 午後②   

夜間① 夜間② 

申込⑧ 

  日 

曜日 

希望部屋名 時間帯 

余暇 ・ 第１会議室 ・ 第２会議室 

和室(舞台) ・和室（水屋） 

音楽室 ・ 料理室 

体育室（ｽﾃｰｼ）・体育室（中央）・体育室（ﾛｸﾎﾞｸ） 

一般 午前 午後① 午後② 夜間 

料理 

午前① 午前② 

午後① 午後②   

夜間① 夜間② 

申込⑨ 

  日 

曜日 

希望部屋名 時間帯 

余暇 ・ 第１会議室 ・ 第２会議室 

和室(舞台) ・和室（水屋） 

音楽室 ・ 料理室 

体育室（ｽﾃｰｼ）・体育室（中央）・体育室（ﾛｸﾎﾞｸ） 

一般 午前 午後① 午後② 夜間 

料理 

午前① 午前② 

午後① 午後②   

夜間① 夜間② 

申込⑩ 

  日 

曜日 

希望部屋名 時間帯 

余暇 ・ 第１会議室 ・ 第２会議室 

和室(舞台) ・和室（水屋） 

音楽室 ・ 料理室 

体育室（ｽﾃｰｼ）・体育室（中央）・体育室（ﾛｸﾎﾞｸ） 

一般 午前 午後① 午後② 夜間 

料理 

午前① 午前② 

午後① 午後②   

夜間① 夜間② 

①予約内容の変更：予約申込期間内であれば予約内容を変更できます。変更する場合は、受付までお申出ください。 

ホームページの「抽選前の予約申込状況メニュー」で部屋の予約状況を確認できます。 

②抽選：各月１０日で予約申込を締め切った後、１５日に、インターネットで申し込まれた方と一緒に抽選を行います。 

②抽選結果公開：ホームページの「施設予約サービス」で抽選結果を確認してください。また、１６日午前９時から、来館 

にて当落の確認ができます。 

【注意】  記入ｼｰﾄ 1 の申込①から順に抽選を行います。こちらの記入シート 2 の申込⑥からは、

ご希望の部屋が空いている場合のみ抽選をおこないます。 

 

FAX 


