
 6週間前まで  2023度

●団体様情報

野外学習ご担当者様名

●ご宿泊人数

●使用バンガロー ※定員6名/1棟　※生徒様ご宿泊分のみご記入下さい。

使用炊事場 (炉の数)

101 102 103 104 105 107 108 □ 炊－1 （12）

201 202 203 204 205 207 208 □ 炊－2 （10）

301 302 303 304 305 307 □ 炊－3 （7）

401 402 403 404 502 503 □ 炊－4 （14）

601 602 603 604 605 607 608 610 □ 炊－5 （8）

701 702 703 704 705 707 708 710 711 712 □ 炊－6 （6）

801 802 803 805 806 808 809 □ 炊－7 （5）

901 902 903 904 905 □ 炊－8 （9）

●生徒宿泊バンガロー棟数の合計 棟　□内追加利用あり　　　　棟（\6,000/棟） □ （6）

●使用本部
□ □ どんぐり山荘（4名)：宿泊生徒数81名以上で使用可

□ □ 朴の根山荘  (4名)：宿泊生徒数61名以上で使用可

●お支払い方法 ●交通手段
□ 直接：指定口座にお振込み

□ 斡旋業者通し

□ その他

炊－9

250名以上の団体様：3棟
300名以上の団体様：4棟

●生徒宿泊以外の利用　↑のバンガロー棟数の合計には入れないで下さい。

栗の木山荘（12名）

朴の木山荘（10名）

保護者が宿泊する場合、バンガロー番号（ ）※別途減免申請書をご提出下さい

宿泊基本台帳
ご出発日

学校名

TEL

※各エリア山荘1棟つき。（　）内は定員人数。どんぐり・朴の根山荘は宿泊生徒数、または追加料金でご利用可。

クラス

706

予定人数を下記の式に記入し、計算で出たバンガロー棟数を目安にバンガローの選択をお願いいたします。
※バンガロー追加利用は、別途有料6,000円/棟（要相談）

501

609606

504

宿泊数　　　　泊　　　　□通常　□アーリー　□レイト

804

209

● 規定棟数＝予定生徒数 人÷4.3＝　　　棟まで（四捨五入）

906

709

807

106 ※手書きの場合
使用バンガローNoを
〇で囲ってください

　　例）　101

306

206

お名前

教員

利用学年 学年 クラス数

追加利用希望あり（  　   山荘）
※生徒数が条件に満たない場合など1棟6,000円にて追加利用も可能
（要相談） □

予定

1泊目

2泊目

写真屋看護師生徒

業者名【　　　 】

担当名【 　　】 【 】

□ バス 台

　　月　　　日（ 　　　） 　　月　　　日（ 　　　）ご利用日

バンガローを保健室として使う場合（無料）バンガロー番号（ ）
写真屋が宿泊する場合（宿泊費無料）　　　バンガロー番号（ ）

校長名

メール（ご担当者様）

緊急連絡先（当日）

保護者

宿泊料金での
ご使用可能
バンガロー

棟数

メール(学校）

FAX
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