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Charter Payments | 設立認可納付金
Submitted by | 提出者__________________________________________________________________________________

Club number | クラブ番号__________

Toastmasters club of | 次に所在する Toastmasters クラブ____________________________________________________

District | ディストリクト___________

CLUB NAME | クラブ名

CITY & STATE/PROVINCE | 市区町村・州都道府県

COUNTRY | 国

Toastmasters International の付則条項に基づき、署名したクラブ会長および書記である私たちは 本日をもって、本クラブのメンバーシップが下記の通
りであること、および下記項目7に示された金額を Toastmasters International に納入することをここに誓約します。
注： 設立認可交付の最低要件は、20名の会員です（そのうち17名は、重複メンバーシップが前提条件となる上級クラブの場合を除き、別のクラブに
所属することはできません）。
1.

Charter fee of US$125 | 125ドルの設立認可手数料（未納の場合）

2.

Total number of new members | 総新規会員数

___________
___________ @ 20ドル

___________

Total number of dual members | 総重複会員数

___________

___________

Total number of reinstated members | 総復帰会員数

___________

___________

Total number of transfer members | 総移籍会員数

___________

___________

（移籍会員は、既存クラブにおいて活動会員であることが移籍会員とみなされる必須条件となります)
If applicable: | 該当する場合:
a. California clubs add 7.75% sales tax: Line 1 x .07756 | a. カリフォルニア州のクラブは7.75%の売上税を加算します：行1ｘ0.7756
b. Colorado clubs add 2.9% sales tax: Line 1 x .029 | b. コロラド州のクラブは2.9%の売上税を加算します：行1ｘ0.29

___________

4.

Total dollar amount for lines 1-2 | 1行～2行の合計金額

___________

5.

Total number of members paid | 総有料会員数 ___________

3.

6.

@ 45ドル

___________

Membership dues for charter members are not prorated. |
クラブ設立会員の会費は按分されません。
別のクラブで会費納入済みの移籍会員の納付金は含めないでください。

___________

Renewals (optional) | 更新（任意）

___________

Total amount enclosed: Total of lines 3, 4, 5 and 6 | 総納入額： 行3、4、5、6の合計

___________

あなたは、Toastmasters International の付則に基づき、クラブ設立認可時に6ヶ月分の会費を納入しますが、Toastmasters クラブでは、4月と10月に半期ごとの会費を納めることが義務付けられて
います。3月または9月に設立認可されるクラブは、各会員から2ヶ月間に2回会費を徴収する必要のないように、更新会費を認可時に提出することも可能です。10月から3月までの間にクラブの設
立が認可された場合、次回の会費更新は4月1日となります。4月から9月までの間にクラブの設立が認可された場合、次の会費更新は10月1日となります。更新会費金額はクラブの設立認可日に応
じて異なります。正確な金額については、「クラブ設立会員加入申請書」を参照してください。

7.

各設立会員の記入済み設立会員会員申請書は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。申請書には、新規会員の署名およびクラブ役員の署名が含まれています。ク
ラブは、要請に応じて会員申請書のコピーを Toastmasters International に提供する責任を負います。申請書への署名によって、新規会員は『会員同意書・誓約書』および『Toastmaster の誓い』を承諾し
たことを証明することになります。新規会員申請書への署名によって、クラブ役員は本会員がクラブに入会し、適切なオリエンテーションおよび指導を受けることを証明することになります。

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature. |
私は、本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。
Signed | 署名____________________________________________________

Signed | 署名____________________________________________________

Date | 日付______________________________________________________

Date | 日付______________________________________________________

PRESIDENT | 会長

SECRETARY | 秘書役

Method of Payment | お支払い方法

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。
Check / Postal money order (U.S. funds drawn on a U.S. bank, payable to Toastmasters International)
電子小切手/郵便為替（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 US$ | 金額（ドル） ______
Credit card | クレジットカード     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_________________________________________________________________________
PLEASE PRINT | 活字体で記入してください

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。
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