
会員加入申請書及び  
支払情報

クラブ会員になるには、以下の手順に従ってください。
1. 会員加入申請書にすべての必要事項を記入し、署名します。
2. 書類「支払情報」（3ページ）にすべての必要事項を記入し、署名します。
3. 記入して署名した書類を両方クラブ役員に提出します。
4. スクリーンリーダーなどの支援技術を使って教材を閲覧する場合は、ここに    チェックマークを付けてください。
ご不明な点は、membership@toastmasters.org 宛てにメールでのご連絡をお願いいたします。

Club Information | クラブ情報 
このセクションはクラブ役員が記入してください。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Club number | クラブ番号  Club name | クラブ名 Club city | クラブ所在地

Applicant Information | 申請者情報
このセクションは、申込者が記入してください。   Male | 男性   Female | 女性   Other | その他

_________________________________________________________________________________________
Last name/Surname | 氏名（姓） First name | 氏名（名） Middle name | 氏名（ミドルネーム）

月刊トーストマスターマガジンは以下の住所に送付されます。

_________________________________________________________________________________________
Organization/In care of | 組織

_________________________________________________________________________________________
Address line 1 | 住所 1（35字以内）

_________________________________________________________________________________________
Address line 2 | 住所 2（35字以内）

_________________________________________________________________________________________
City | 市区町村 State or province | 都道府県

_________________________________________________________________________________________
Country | 国 Postal code | 郵便番号

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Home phone number | 自宅電話番号  Mobile phone number | 携帯電話番号  Email address | 電子メールアドレス

Membership Type | 会員の種類
このセクションはクラブ役員が記入してくださ
い。

  New | 新規
  Dual | 重複
   Transfer | 異動（別のク
ラブからの移動の場合
は、下の3項目を記入し
てください。）

   Reinstated (break in  
membership) | 復帰 

（会員休止期間後の） 

   Renewing (no break in 
membership) | 更新 

（会員休止期間なし）

_______________________________________
Previous club name | 前所属クラブ名 

_______________________________________
Previous club number | 前所属クラブ番号 

_______________________________________
Member number | 会員番号

MEMBERSHIP APPLICATION | 会員加入申請書
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Toastmasters International Dues and Fees | Toastmasters International の会費および諸費用
このセクションは、申請者がクラブ役員と協力して記入してください。クラブ会費および手数料のお支払いは前払い制です。また、返金もしくは他会員への譲渡は
できません。
1. New member fee (US$20)｜入会費（20ドル）  ______ ドル
新会員の方のみにお支払いいただくものです。なお、入会費は、 
初回の「Education Path」、「The Navigator」（オンライン版）、 
および処理手続きの費用に充てられます
2. Membership dues | 会費  ______ ドル
年に2回、全会員にお支払いいただくものです。 
会費は、ご入会月から月割りで計算します。

3. Total payment to Toastmasters International |  
Toastmasters International へのお支払い総額  ___________ ドル
1+2の合計。

MEMBERSHIP APPLICATION &  
PAYMENT INFORMATION

 October | 10月
 November | 11月
 December | 12月
 January | 1月
 February | 2月
 March | 3月

または  April | 4月
または  May | 5月
または  June | 6月
または  July | 7月
または  August | 8月
または  September | 9月

 45.00 _________  ドル
 37.50 _________
 30.00 _________
 22.50 _________
 15.00 _________
 7.50 _________

Club Dues and Fees Worksheet |  
会費および諸費用ワークシート
会費はクラブに直接支払わなければなりません。国際本部では、クレ
ジットカードによるクラブ会費のお支払いはお取り扱いできません。
International Fees and Dues | 国際手数料+会費  __________ ドル 
(上記3行目の金額)
Club new member fee | 入会費 __________

Club dues | 会費 __________

Total payment to club | クラブへのお支払い総額 __________

I want my membership to begin | 入会希望年月： _______________________________
 Month | 月  Year | 年



Sponsor of New, Reinstated or Dual Member | 新規会員/復帰会員/重複会員のスポンサー 
このセクションはクラブ役員が記入してください。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Sponsor’s last name/surname | Sponsor’s first name | Sponsor’s member number | Sponsor’s club number |  
氏名（姓） スポンサーの氏名（名） スポンサーの会員番号 スポンサーのクラブ番号

Member’s Agreement and Release | 会員同意書と誓約書
私は、自らの行動に責任を持ちたいという信念に基づき、個人およびトーストマスターズクラブの会員として、「トーストマスターの誓い」および「Toastmasters 
International 総則」に定められている原則、ならびに所属クラブの原則を遵守することに同意します。私は、あらゆる形態の差別、ハラスメント、いじめ、軽
蔑的な行為、違法な行為または非道徳的な行為を行わず、また、当該行為を行った場合、自らの行為により生じたあらゆる損害、損失または費用に対し
て、Toastmasters International、所属クラブもしくは他のクラブ、またはトーストマスターズに関与する個人に補償することに同意していることを理解しています。
私は、トーストマスターズのプログラムが Toastmasters International またはそのクラブが効率的に審査または監督することができないボランティアにより行わ
れていることを理解し、所属クラブまたは他のクラブの任意の会員または役員、あるいは Toastmasters International の任意の役員による故意または過失の行
為または不作為に対し、Toastmasters International、そのクラブ、運営組織、役員、従業員、代理人、代表者を一切の責任から解放し、免責します。私は、何らかの
紛争が生じた場合、Protocol 3.0: Ethics and Conduct （プロトコル3.0：倫理と行動）に従ってトーストマスターズ、ディストリクト、クラブおよびトーストマスターズ会
員に関連するあらゆる紛争、申し立ておよび費用を解決することに明示的に同意します。
私は、この申請書を提出することによって、明示的に下記事項に同意します。

 ¡ 組織運営、会費の支払い、ならびにトーストマスターズの会員および従業員に配布される会員名簿への連絡先の掲載を目的として行われる、私がこの会員加
入申請書においてトーストマスターズに提供する個人情報の収集、使用および処理。トーストマスターズのウェブサイトおよび電子的コミュニケーション経由
で Toastmasters International により収集された私の個人情報の収集、使用および処理。

 ¡ 私の情報は、トーストマスターズ、その従業員および代理人、ディストリクト役員およびクラブ役員がアクセスし、使用することがあります。
 ¡ Toastmasters International のウェブサイト（www.toastmasters.org/login）上に存在する私の個人情報の更新後における個人連絡先情報の正確性および

最新性の保証を目的とした私の個人連絡先情報への変更事項の保持。私は、この申請書において要求されたデータ情報の大部分が管理目的および企画目
的に必要であることを理解しています。

時折、サービスの詳細、教育目的の更新情報、および組織の最新情報についてご連絡します。この目的で私たちがあなたに連絡することに同意する場合は、郵送、
電子メール、電話のうち、許可する連絡方法のボックスにチェックマークを付けてください。 郵送   電子メール   電話 

必要ではない連絡を受け取りたくない場合は、ここをチェックしてください

トーストマスターズのプライバシーポリシーについては、www.toastmasters.org/footer/privacy-policy をご覧ください。

A Toastmaster’s Promise |  
トーストマスターの誓い
Toastmasters International およびそのクラブの会員と
して、私は次のことを誓います。

 �クラブの例会に定期的に出席すること。

 �すべてのプロジェクトの準備に対し、トーストマスタ
ーズの教育プログラムに基づき、自らの最善を尽く
して取り組む

 �ミーティングの役割分担の準備をし、それを遂行す
る

 �他の会員に役立つ建設的な論評を提供する

 �すべてのメンバーが学び成長しやすくするために、
クラブが積極的かつ友好的な環境を維持できるよ
うに支援する

 �要請された場合には所属クラブの役員を務める

 �クラブの他の会員やゲストに敬意と礼儀をもって
接する

 �ゲストを集会に招待し、トーストマスターズのメンバ
ーシップの利点を理解してもらう

 �トーストマスターズの教育プログラムおよび認定プ
ログラムのガイドラインとルールを順守する

 �トーストマスターズのすべての活動において、「高
潔」、「尊敬」、「奉仕」、「卓越」というトーストマスター
ズの基本的な価値観をもって行動する

Verification of Applicant | 申請者の証明
By my signature below, I agree to the terms of A Toastmaster’s Promise and the Member’s Agreement 
and Release stated above and certify that I am 18 years of age or older, in compliance with the 
Toastmasters Club Constitution for Member Clubs of Toastmasters International.

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten 
signature.

私は、下記に署名の上、上記の「トーストマスターの誓い」および「会員同意書と誓約書」
に定められた規約に同意し、「Toastmasters Club Constitution for Member Clubs of 
Toastmasters International」に規定の通り、私が18歳以上であることを誓います。
私は、本申請書に付した私の電子署名が私の手書きの署名と法的に同等の効力を持つ
ことを認めます。

Verification of Club Officer | クラブ役員の証明
I confirm that a complete membership application, including both the signature of the new member and 
that of a club officer, is on file with the club and will be retained by the club.

By my signature below, I certify that this individual has joined the Toastmasters club identified. As a club, we 
will ensure that this member receives proper orientation and mentoring.

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten 
signature. 

私は、新規会員およびクラブ役員両者が署名した記入済みの会員加入申請書がクラブに
保管されており、今後もクラブに保存されることをここに確認します。
以下に署名することにより、当該会員が本申請書に記載されるトーストマスターズクラブ
に入会したことをここに証明します。クラブでは、当該会員のために適切なオリエンテーシ
ョンおよび指導を行うことを保証します。
私は、本申請書に付した私の電子署名が私の手書きの署名と法的に同等の効力を持つ
ことを認めます。

_________________________________________________________________________
Club officer’s signature | クラブ役員の署名 Date | 日付
本申請書は両者の署名があって初めて効力を生じます。
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_________________________________________________________________________
Applicant’s signature | 申込者の署名 Date | 日付
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PAYMENT INFORMATION | 支払情報

クラブ役員は、会員加入申請書および支払情報の書類を受領した時点において、以下の指示に従う必要があります。
1. 会員加入申請書に署名し、日付を記入してください
2.  会員加入申請書および支払情報の書類をオンラインで提出してください（www.toastmasters.org/clubcentralにログイン）。

また、書類は、「Membership, Toastmasters International, 9127 S. Jamaica St., Suite 400, Englewood, CO 80112, U.S.A.」
宛てに郵送することも、FAX（+1 303-799-7753）で送付することもできます。重複を避けるため、いずれか1つの方法のみをご
使用ください。

3.  Toastmasters International により会員加入申請書および支払情報が受理され処理が終了した後において、クラブ役員には
以下の事項が義務付けられます。

    a. 申請者の会員加入申請書をその他のクラブ書類と一緒に保管する。
    b. クラブまたはクラブ役員が保持する申請者の支払情報（3ページ）を、すべての電子コピーを含め即座に破棄する。

Payment Method to Toastmasters International | Toastmasters International へのお支払い方法
このセクションは、申請者が記入してください。世界本部への支払いのみが対象です（1ページの3行目に記載された 
金額）。世界本部はクラブ会費を徴収しません。

  MasterCard

  Visa

  AMEX

  Discover

 
Amount | 金額 

 
Card number | カード番号

 
Expiration date | 有効期限

 
Name on Card | カードに記載された氏名

 
Signature | 署名

   Check or money order | 小切手または郵便為替
小切手または郵便為替は、米国の銀行に振り出される米
ドル建てのものでなければなりません。

 
Amount | 金額

 
Check or money order number | 小切手または郵便為替番号

  Other | その他

 
Other | その他

ドル

ドル


