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Application to Organize a Toastmasters Club |
Toastmasters クラブ設立申請書
記入済みのフォームと納付金の送り先：
9127 South Jamaica Street, Suite 400 • Englewood, CO 80112 • USA

電話: +1 720-439-5050 • ファックス: +1 303-799-7753 • 電子メール : newclubs@toastmasters.org
下記署名者による申請クラブは、Toastmasters International の Article III, Section 3, of the Articles of Incorporation and Bylaws に基づ
き、ここに Toastmasters International への入会を申請し、Toastmasters クラブを下記の住所および日付において設立するための許可を
要請します。City | 市区町村_______________________________________State/Province | 州都道府県___________________
Postal code | 郵便番号__________________ Country | 国_________________________ Date | 日付__________________ .
このグループには、付与された当該許可により、世界本部によって受理された日付から12ヶ月間、暫定クラブとして、
Toastmasters International の名称、手順書および資料を使用する権利が与えられることが了解されます。
Toastmasters の記章、Toastmaster または Toastmasters International という名称を使用する権利は、Toastmasters International によ
って付与された当該使用に対する許可を条件とし、設立認可が付与されない場合、あるいは申請クラブが Toastmasters International に
よる事由で将来において設立認可が付与されないよう求められた場合、当該使用は停止されるものとすることが同意されたものとし
ます。Toastmasters クラブは、Toastmasters クラブが所有者からの書面による明示的な許可なく、いかなる方法においてもその他の組
織の商標および著作権保護された資料を使用してはならないことに同意します。これには、クラブ名、クラブのドメイン名、その他
の資料、出版物が含まれますが、これらに限定されません。
設立認可の取得には、クラブは、最低20名の会員数を有する必要があり、そのうち17名は、別の Toastmasters クラブに所属するこ
とはできません*。
クラブ役員は、そのクラブおよび会員が OFAC の策定した方針を確実に遵守するために必要な対策を講じる必要があります。
すべての Toastmasters クラブは、次の最低要件を満たす必要があります。例会を1年に12回以上開催すること。会員がスピーチお
よび口頭による論評のやり取りを行うようにすること。会員にリーダーシップスキルを育み、磨く機会を与えること。
Toastmasters クラブにおけるメンバーシップは招待のみによるものとし、クラブ会員の投票が適用されます。いかなる人物も
Toastmasters クラブのメンバーシップから除外されないものとし、また、公式の Toastmasters プログラムの実施において、個人が自
力でプログラムに参加できる限り、いかなる会員も年齢（18歳未満の未成年を除く）、民族、人種、信条、性別、国籍もしくは出
自、または身体的もしくは精神的障害を理由として、意図的に差別されてはならないものとします。
設立認可およびメンバーシップが付与された場合、Toastmasters International は、Toastmasters クラブとして不適切な行為、
Toastmasters International における会員適格性の喪失、または申請クラブによる設立認可およびメンバーシップの放棄が含まれます
が、これらに限定されない事由により、それらを取り消すことができます。
As club coordinator and on behalf of the applicant club, I agree to the terms and conditions listed above.
私はクラブの連絡担当者および申請クラブ代理人として、上記の規約および条件に同意します。
I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature.
申請書にある私の電子署名が、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。
本フォームに記入されているクラブの所在地、電話番号、メールアドレスを、チャーター手続き中に Toastmasters International
の「クラブの検索」ウェブページに表示することを許可します。また、チャーター手続きの完了に必要であれば、Toastmasters
International に対して私に連絡を取ることを許可します。
Yes | はい
No | いいえ
Signed | 署名____________________________________________________________ Date | 日付___________________

Please type or print the following information | 以下の情報を印字または手書きで入力してください。
Coordinator or president’s name | コーディネーターまたは会長の氏名______________________________________________
Organization name (if applicable) | 組織・団体名（該当する場合）_________________________________________________
Address 1 | 住所1____________________________________________________________________________________
Address 2 | 住所2____________________________________________________________________________________
City | 市区町村__________ State/Province | 州都道府県________Country | 国______________ Postal code | 郵便番号__________
Tel | 電話_________________________________________________________________________________________
Email | 電子メール___________________________________________________________________________________
*付録 A、
「上級クラブ」セクションを参照してください
本フォームの写しを1部、世界本部まで郵送してください。
原本はあなたのクラブに永久保存してください。

ページ：1/2（申請書の処理には両ページが必要です）
TOASTMASTERS クラブ設立の手順   19

納付金：

設立認可手数料（125ドル）の返金または譲渡はできません。カリフォルニア州のクラブは、7.75%の売上税を含める必要があり、合計134.69ドルとな
ります。コロラド州のクラブは、2.9%の売上税を含める必要があり、合計128.62米ドルとなります。クラブは、記入済みの設立申請書および125米ドル
の設立認可手数料の受理後、設立認可キットを受領します。このキットには、クラブ運営資料および新規会員向けの教材*が含まれます
クラブ設立認可手数料ならびに会費および諸費用は、ディストリクトの資金またはディストリクトリーダーの個人資金から支払うことはできませ
ん。ただし、当該ディストリクトリーダーがクラブの会長、副会長または会計役員を兼任している場合は例外とします。別のクラブがクラブ設立認可
手数料を支払うこともできますが、会費および諸費用を支払うことはできません。
Mail check / postal money order | 電子小切手/郵便為替 (U.S. funds drawn on a U.S. bank, payable to Toastmasters International | Toastmasters International を受取先とする米
国の銀行宛てに振り出される米ドル建て)

Number | 番号 ________________      Amount | 金額（ドル）__________
Mail or fax credit card | クレジットカード情報を郵便または Fax で送付してください    

Visa   

MasterCard   

AMEX   

Discover

Card number | カード番号_______________________________________________________________________ Expiration date | 有効期限___________________________
Name as it appears on credit card | クレジットカードに記載された氏名____________________________________________________________________________________
Signature | 署名_______________________________________________________________________________________________________________________________________
I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature.
私は、本申請書に付した私の電子署名は、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 TYPE
クラブ分類 ー

Community | コミュニティ
Company | 会社
Government agency | 政府機関
Correctional institution | 矯正施設
College or university | 大学など教育施設
Religious organization | 宗教団体

C
 heck here if this is an
advanced club | 上級クラブの場合
はここにチェックマークを入れてく
ださい

LANGUAGE FOR OFFICER MANUALS
マニュアルの言語

English

العربية

简体中文
繁體中文
Français
Deutsch
日本語
Português
Español
Accessible PDF on CD for the
visually impaired (English only) |
視覚に障害のある方向けに CD で提供す
るアクセシブルシブルな PDF 文書（英語
版のみ）

Sponsoring Club (up to two) | スポンサークラブ（最大2クラブまで）：

このセクションは、申請クラブ設立の支援を行う既存の Toastmasters クラブ用セクションです。
Club number | クラブ番号_________________________         Club number | クラブ番号___________________________

Individual Toastmaster Sponsors, must be assigned within 60 days of charter (up to two) | 各トーストマスタースポンサー
を、チャーターから60日以内に任命しなければなりません（最大2名）：
トーストマスタースポンサーは、設立認可を受ける前に、クラブ設立に向けた支援を行います。

Name | 氏名_____________________________________________________________________________________ Member number | 会員番号__________________________
Name | 氏名______________________________________________________________________________________ Member number | 会員番号__________________________

Individual Toastmaster Mentors, must be assigned within 60 days of charter (up to two) | 各トーストマスターメンターを、
チャーターから60日以内に任命しなければなりません（最大2名）：
トーストマスターメンターは、設立認可を受けた後6か月以上にわたってクラブを支援します。

Name | 氏名_____________________________________________________________________________ Member number | 会員番号__________________________
Name | 氏名_____________________________________________________________________________________ Member number | 会員番号__________________________
New club alignment | 新規クラブアラインメント:** District | ディストリクト_________________________Division | ディビジョン____________________________
Area | エリア_________________________
**アラインメントが不明な場合は空白にしてください。
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Toastmasters International、Toastmaster および Toastmasters International の記章は、米国、カナダ、およびその他の諸国で登録された Toastmasters International の商標です。
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