The Japan-America Society
Of Washington DC

おはなし会
見学申込書兼同意書
私は、以下の注意事項を読み、その内容に同意します。
記
1. 見学回以降のおはなし会へご参加の場合は、当協会の会員へご加入頂きますようお願い致します。
2. お子様用の靴下の持参をお願い致します。おはなし会のお部屋には、プレイマットを敷いています。お子様に
は、マットの上では靴下をはいて頂くようお願いしております。
3. 建物内では、近隣への迷惑や事故などに繋がらないよう、お子様から目を離さないようにお願い致します。尚、
建物内での怪我や事故に対して、おはなし会及び日米協会は責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
4. 近隣の迷惑になりますので、おはなし会開始前後の廊下での立ち話はご遠慮下さい。
5. おはなし会見学日当日、悪天候により、開催がキャンセルとなる場合には、協会よりＥメールにてご連絡しま
す。状況によっては、当日にキャンセルが決定する場合もございますので、予めご了承ください。
6. 季節のイベントの日におはなし会を見学される場合、ワシントン DC 日米協会のウェブサイト、Facebook ペー
ジ、またＤＣエリアの地域新聞(さくら新聞等)などに、ワシントン DC 日米協会おはなし会の活動の様子を、写
真や映像等で掲載させていただく場合があります。その際、該当するものをチェックしてください。
□ ワシントン DC 日米協会のウェブサイト、Facebook ページ、ワシントン DC 地域の新聞に、私、また私の子供の写
真や映像を掲載することに同意します。
□ ワシントン DC 日米協会のウェブサイト、Facebook ページ、ワシントン DC 地域の新聞に、私、また私の子供の写
真や映像の掲載することに同意しません。
以上

記入日＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日
ふりがな
保護者氏名
ふりがな

お子様の誕生年月および現在の年齢

お子様氏名

TEL

年

（

）

－

月生まれ (

E メール

見学希望日

頂いた個人情報は、ワシントン DC 日米協会おはなし会以外の目的で転用することはありません。
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The Japan-America Society
Of Washington DC

Ohanashikai
Trial Session Request Form/Participation Agreement
In order to conduct Ohanashikai smoothly and safely, the Japan-America Society of Washington DC
(JASWDC) would like all children and parents/guardians to follow the rules below:
1. Please note that after the trial session, in order for your child(ren) to participate in Ohanashikai, the
parent/guardian has to be a member of the Japan-America Society of Washington DC (JASWDC).
2. When sitting on the play mat, please make sure to wear socks for sanitary purposes. Please have your
children wear socks during Ohanashikai as well.
3. Ohanashikai takes place in an office building; in order to avoid creating too much noise and to prevent
any type of accident, please always make sure to watch your child(ren). Ohanashikai or JASWDC will
not be responsible for any accidents or injuries caused by the parent/guardian’s negligence.
4. Please refrain from chatting in the hallway as the JASWDC office is located at the end of the hallway.
5. Should Ohanashikai be cancelled due to inclement weather, JASWDC will inform you of the
cancellation via e-mail. Please note that the cancellation might be announced the morning before
Ohanashikai.
6. If you are attending a trial session on the day of an event, you and your child(ren) may be photographed
or videotaped during the Ohanashikai activities, and all such materials may be used on JASWDC’s
website, Facebook page, and other publications (e.g., Sakura Shimbun) in the DC area. Please check
one:
□ I give permission for myself and my child(ren) to be photographed and/or videotaped during the
Ohanashikai activities, and understand that all such materials may be used on JASWDC’s website,
Facebook page, and other publications (e.g., Sakura Shimbun) in the DC area.
□ I would like myself and my child(ren) to be opted out of any photography or videos that may be taken
during the Ohanashikai activities.
Please sign below to indicate that you have read and understand the above rules set by JASWDC.
Guardian’s Name: __________________________ Child(ren)’s Name: ___________________________
Child(ren)’s Birth Year, Month and current age: _(Year)___________(Month)_________(Age)_________

Phone: ___________________________________ E-mail: _____________________________________
Signature: _________________________________ Date: ___________/___________/___________
Trial Request Date: ___________/___________/___________
The personal information you provide on this form will solely be used for Ohanashikai purposes.

