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４回目のワクチン接種が始まります

４回目接種　予約までの流れ

申請が必要

現時点では接種対象外

～岩見沢市からのお知らせ～

３回目の接種日から５か月以上経過し、
次のいずれかに該当（年齢は接種日時点）
・60歳以上の方
・18歳以上60歳未満で、基礎疾患を有する、
　または重症化リスクが高いと医師が認める方

１． 60歳以上の方
２． 18歳以上60歳未満の方
①障がい者手帳を持っている、または１・２回目
　接種の際に基礎疾患申請をしている場合

②基礎疾患を有する、または
　重症化リスクが高いと医師が認める場合

③上記のどれにも該当しない

接種の予約
について

3回目の接種も引き続き実施しています、早めの予約を！

問合先：新型コロナウイルスワクチン接種対策本部　4西3　であえーる岩見沢4階　TEL:35-7515

・岩見沢市ワクチン接種インターネット予約 ➡ 24時間受け付け
・岩見沢市ワクチン接種コールセンター　 ➡ 0120-770-048（午前8時～午後8時まで）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土・日曜日、祝日も受け付けしています

接
種
対
象
者

申請は不要

医療従事者や高齢者
施設入所者などで
接種対象となる方
から順次開始

接種開始時期
5月下旬

発行所／岩見沢商工会議所
1西1  Tel22-3445  Fax22-3441

・岩見沢市より各種検診のお知らせ

【No.484】

・会員事業所News「そば岩」
・中小企業のための法律講座・雇用協岩見沢支部より雇用と入会のお願い  

岩見沢商工会議所だより
Iwamizawa Chamber of Commerce and Industry
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無料法律相談会岩見沢商工会議所
会　員　限　定

令和４年６月22日水
13:00〜15:00開催日時

弁護士法人PLAZA総合法律事務所
弁護士　馬 場 　 聡
P6に「誤振り込みをめぐる法的問題」

相談員

～ささいなことでも
　　　　　お気軽に～
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健康経営コーナー

・週２回以上筋トレをしている人は全死因における死亡リスクが23％、
　がんによる死亡リスクが31％低い。（シドニー大学）
・65歳以上の場合筋トレを行っている人は、行っていない人より死亡リスクは31.6％低い。
　（ペンシルバニア大学）
・筋トレは認知機能（注意力、推理力、記憶力等）を向上させる。（アラバマ大学）
　➡プランニングやフォームへの集中力を要する筋トレには高い認知能力が求められる
・WHOが推奨している18歳～ 64歳までの運動ガイドラインによると
　➡１週間当たり150分以上の有酸素運動と週２回以上の筋トレを推奨している。

～未来の安心のために、健診を受けましょう！～

R4年度 健診

すこやか健診・バスツアー健診すこやか健診・バスツアー健診

電話予約、インターネット予約受付中！

★特定健診・後期高齢者健診・がん検診を一度に受診したいという方におススメ！

な で し こ 健 診な で し こ 健 診
★女性の方におススメ！すこやか健診とレディース健診を加えた総合健診です！

レディース健診・市民健康センター健診レディース健診・市民健康センター健診
★乳がん・子宮がん健診・骨粗しょう症検査

会場の札幌がん検診センターまで
無料送迎バスがでます（ ）

札幌がん検診センターの健診札幌がん検診センターの健診
★健診日を自由に選びたいという方におススメ！

会場の札幌がん検診センターまで
ご自分で行って頂きます（ ）

健康福祉部健康づくり推進課健康づくりグループ　岩見沢保健センター
岩見沢市４条西３丁目　であえーる岩見沢３階　　　TEL 0126（25）5540

ネット予約は
こちらから

特定健康診査・後期高齢者健診・がん検診のお知らせです特定健康診査・後期高齢者健診・がん検診のお知らせです

※検診は必ず申し込みが必要となります

申込・
問合先

「筋力トレーニングとウォーキング」で糖尿病と認知症を防ごう！！
「貯筋」を!!

ちょ きん

● ● ● ● ● ●

★筋トレでうれしい効果：「貯
ちょ

筋
きん

」➡筋肉が血管にある糖を貯めてくれる
★筋トレは、腹筋や腕立て伏せ、スクワットなどの家庭や公園でできる
　エクササイズでも、ジムと同等の健康効果が期待できる。
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新規会員のご紹介をお待ちしています!!

事業所名 代表者 住　所 業　種

㈱プランニングアイ 奈良　真志 4条西2丁目2-3 その他サービス業

幌向健康治療院 田嶋　　宏 幌向北1条西3丁目576-64 マッサージ

遊・誘北海道㈱ 野村　留美 上幌向南1条1丁目1205-5 小売業

㈱RYUTEC 柴田　隆次 栗山町松風4丁目73-3 建設業

㈱丸中三伸建設 中垣美喜夫 東山町322 土木工事業

㈲サン工芸 田中　富男 7条西5丁目8-5 看板作成

新入会員紹介新入会員紹介 ̶ご入会ありがとうございます̶̶ご入会ありがとうございます̶ （敬称略）

会員事業所NEWS

令和３年10月１日より、新しい店舗に移転しました！
（以前の店舗の道路挟んでお向かいです）
一番人気は「カレー南そば」！暑い夏でも、不動の人気です！やっぱ
り冷たいおそばが食べたい方には、「冷やしたぬきそば」や「冷やし納
豆そば」もおすすめですよ！
いろいろな種類のおそばがあるので、ぜひ「お気に入り」を見つけて
みてくださいね。

御品書き（一部）

暑い夏こそ！人気の「カレー南そば」はいかがですか？

【所在地】岩見沢市３条西２丁目11
　　　　  　　　　第３ポルタビル１階

【営業時間】19:00 ～２:00
【定休日】日曜日・祝日のみ
 ※閉店は場合によって早まることがあります

そば岩

■温かいおそば
・かけそば　　・たぬきそば
・月見そば　　・とじそば
・かしわそば　・山かけそば
・親子そば　　・鴨南そば

■冷たいおそば
・もりそば　　・とろろそば
・ざるそば　　・磯おろしそば
・山菜そば　　・鴨せいろそば

第2回 World Baseball of Children【NORTH FIGHT】2022  開催決定
～協賛企業募集～

当所が後援している「第２回World Baseball of Children【NORTH　FIGHT】2022」が９月23日～25日に岩見沢市

営球場他で開催されます。少子化で野球人口が減少する中、野球大会を通じて少年の健全なる心身の成長を促すこと

を目的にしており、海外チームを含む16チームが岩見沢市に集結する予定となっています。

実行委員会（内田茂伸実行委員長）では、協賛金を募っており１口5,000円からとなっています。振込みのほか商工会議

所窓口でも受付けていますのでご支援をお願いいたします。

【お振込先】 　空知信用金庫　本店　（普）1050357　
　　　　　 　口座名：ノースファイトジッコウイインカイ

【問合せ】 　ノースファイト実行委員会
　　　　　 TEL 080-6092-6602（内田）

〜飲み会後の
　　締めそばにぜひ〜
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６月１日㈬　プレミアム建設券第２回申込受付開始

　　　　　　　　受付締切は６月10日㈮

　　12日㈰　第161回日商簿記検定試験

　　15日㈬　プレミアム建設券第２回抽選日

　　22日㈬　会員向け無料法律相談

６月26日㈰　第225回日商珠算検定試験

　　27日㈪　第161回日商簿記検定試験

　　　　　　　２・３級合格発表

７月１日㈮　第225回日商珠算検定試験　合格発表

　　25日㈪　会員向け無料法律相談

商工会議所で予定されている講習会、相談会、検定日程等の行事をお知らせします！ (６月10日現在)
なおホームページでは、新情報を随時更新しています。　https://www.iwamizawacci.or.jp/

〜６月、７月の会議所行事予定〜

〒０６０－８５２４
札幌市北区北７条西４丁目３－１ 新北海道ビル４階
ＴＥＬ（011）726-0352（代表）https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

年に一度は健康診断を受けましょう

❶労働安全衛生法上の定期健康診断に代えることができます！
❷がん検診（大腸・胃・肺・乳・子宮頸がん）が含まれています！
❸健診費用の一部を協会けんぽが補助！
❹健診結果に応じて「健康サポート」を無料で受けられます！

健康診断はご自身の健康状態を把握し、適切な健康管理を行うために重要な役割を担っています。また、
健康診断は生活習慣病の早期発見、早期治療に非常に有効です。年に一度は健康診断を受けましょう！

従業員（被保険者）さま
（35歳～74歳）対象

協会けんぽの健診をご利用ください！

生活習慣病予防健診のおすすめポイント

生活習慣病予防健診

❶健診費用の一部を協会けんぽが補助！
❷「無料集団健診」「特定健診プラス」など、
選べる受診方法！

❸健診結果に応じて「健康サポート」も受けられます！

ご家族（被扶養者）さま
（40歳～74歳）対象

特定健診のおすすめポイント

特定健診

メタボリックシンドロームは、内臓脂肪の蓄積により高血圧・高血糖・脂質異常症などが重複した状態のことです。自覚症状はほとんどなく、放って
おくと心臓病や脳卒中などを引き起こす危険性があります。健診結果に基づいて生活習慣を改善することにより、予防・改善する
ことができます。するため、生活習慣病の発症リスクの高い方を対象に、保健師や管理栄養士による、生活習慣の改善をお手伝いする健康サポート（特定
保健指導）を実施していますので、ぜひご利用ください。

健診は受診後の振り返りが重要です！

令和４年８月26日

エムズゴルフクラブ

会員親睦ゴルフ大会
開催決定！

自衛隊退職者雇用協議会岩見沢支部は、自衛隊退職者

（概ね55歳）の雇用と岩見沢地域内定住の促進を図ると

ともに、優秀な人材の地元活用により地域に貢献するこ

とを目的として活動しています。

自衛隊退職者の特徴として、第一に、「常に規律心・

使命感を維持し、旺盛な責任感により職務を遂行する能

力がある。」第二に、「多種多様の資格保有者が多く、即

戦力として勤務が可能である。」などです。

今後、退職自衛官の雇用を検討されている企業等担当

者の方は、お気軽にご連絡・相談下さい。連絡は札幌地

域援護センター岩見沢分室（電話22−1001内線376又

は377岩見沢駐屯地内）までお願い致します。

なお、本年度（７月以降）の定年退職者数 は９名と

なっており、この他、令和５年３月には、20歳代の任

期制隊員が４名退職予定です。

また、当支部では、雇用促進ＰＲ活動として、岩見沢

駐屯地広報紙「いわみざわ」を年４回、その他自衛隊広

報紙「あかしや」「とけいだい」「防衛北海道」等を配布し

ております。

今後も自衛隊退職者が岩見沢地域企業に就職して活

躍できるよう、皆様のご支援・ご協力を頂きますととも

に、岩見沢支部にご入会頂きますよう重ねてお願い申し

上げます。

連絡先：岩見沢商工会議所内（22−3445）雇用協議会

事務局担当者までお願い致します。

北海道自衛隊退職者雇用協議会岩見沢支部から
雇用と入会のお願い
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　日商ＬＯＢＯ調査（早期景気観測）

【４月調査結果のポイント】

　４月の全産業合計の業況DIは、▲25.7（前月比+7.0ポ

イント）。日常生活の回復が進み、再開した春のイベント

や県民割等の需要喚起策で客足が戻りつつある外食・宿

泊関連のサービス業や、堅調な電子部品や飲食品関連等

に下支えされた製造業で業況が改善した。一方、資材の

供給不足や設備機器の納期遅れで工期が長期化する建設

業で業況が悪化した。また、業種を問わず、対露制裁や

円安の急伸により、原油等の資源価格や原材料価格等の

高騰が加速化したことが、収益の圧迫要因となっている。

加えて、価格転嫁の遅れも収益回復の足かせとなってお

り、中小企業の景況は２ヵ月連続で改善しているものの、

まん延防止等重点措置が出ていた昨年４月と同水準の回

復に止まっている。

　先行き見通しDIは、▲28.0（今月比▲2.3ポイント）コロ

ナの沈静化による活動回復に加え、大型連休での消費拡

大に期待感が高まる一方、感染再拡大を恐れて、観光やイ

ベント参加を控える動きを懸念する声が寄せられている。

　また、ウクライナ危機の長期化、原材料・資源価格等

の高騰や円安が今後も進行することへの不安感は拭えず、

さらなるコスト増の警戒感は強く、先行きは厳しい見方

が続く。 産業別にみると、今月の業況ＤＩは前月に比べ

製造業、卸売業、小売業、サービス業で改善、建設業で

悪化となった。各業種から寄せられた特徴的なコメント

は以下のとおり。

【建設業】

「石油関連製品やアスファルト資材、燃料等の価格高騰のスピードが速く、価格転嫁が追い付いていない。見積りから

施工の間に資材の単価が上昇するため、安易に仕事を請け負えない状況」（建設工事業）

「サプライチェーンの停滞によって、製品や原材料の不足・高騰が続いている。受注に至った工事の工期遅れや採算割

れが危惧される」（管工事業）

【製造業】

「小麦等の原材料や資材などすべての仕入れにおいて値上げが続いているものの、４月から受注が伸びてきている」（パ

ン・菓子製造業）

「新規得意先確保努力によって売上高は前年並みに近づいてきたが、原材料価格等の高騰が収益を悪化させている。商

品価格に転嫁しているが、希望価格までの転嫁は行えていない」（水産食料品製造業）

【卸売業】

「主力製品の受注数は伸びているが、売上比率の低い製品の回復が遅れている。主力製品の需要減少に備え、新市場へ

の拡大を検討している」（繊維品卸売業）

「販売価格は上がっているが、物資や燃料費の値上げなどのコストを吸収しきれていない。働き方改革への対応にも追

われている」（穀物類卸売業）

【小売業】

「水道光熱費の高騰、価格転嫁対策の影響は大きいものの、売上・業況は好転。店舗の計画的なリモデルオープンも奏

効した」（百貨店）

「ゴールデンウィークでの帰省や行楽客の増加による好転を見込んでいるが、原油等の資源価格や仕入コスト増による

収益悪化を懸念する」（総合スーパー）

【サービス業】

「感染拡大前の水準に戻るには、まだ時間はかかるが、需要喚起策等もあり客足は回復基調。会議や懇親会もまん延防

止等重点措置の解除に伴い、わずかだが上向き傾向にある」（宿泊業）

「年度変わりで人の流れもやや活発になっており、売上が回復傾向。引き続き感染対策の徹底を継続していく」（飲食店）

業況DI（前年同月比）の推移
21年
11月 12月

22年
１月 ２月 ３月 ４月

先行き見通し
５月〜７月

全 産 業 ▲ 21.1 ▲ 15.8 ▲ 18.2 ▲ 33.9 ▲ 32.7 ▲ 25.7 ▲ 28.0
建 設 ▲ 18.2 ▲ 16.3 ▲ 21.5 ▲ 22.9 ▲ 23.6 ▲ 27.0 ▲ 26.1

製 造 ▲ 13.7 ▲ 9.3 ▲ 6.9 ▲ 21.1 ▲ 25.0 ▲ 17.0 ▲ 26.3

卸 売 ▲ 20.8 ▲ 11.6 ▲ 18.1 ▲ 38.2 ▲ 33.3 ▲ 28.3 ▲ 29.5

小 売 ▲ 35.2 ▲ 30.0 ▲ 26.7 ▲ 43.8 ▲ 40.9 ▲ 39.5 ▲ 38.1
サービス ▲ 18.9 ▲ 12.5 ▲ 20.4 ▲ 43.2 ▲ 39.0 ▲ 21.1 ▲ 22.1

 ※「先行き見通し」は当月に比べた向こう３カ月の先行き見通しＤＩ
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誤振り込みをめぐる法的問題について

山口県阿武町において、町が新型コロナ給付金463

人分の4630万円を誤ってたった一人の町民に誤振り

込みした問題が全国で波紋を呼んでいます。実は誤振

り込みをめぐる法的問題は民事・刑事ともに比較的古

くから議論がなされている分野でもあります。先日、あ

るフォーラムに登壇した際にこの問題について少しお

話ししましたところ、興味を持たれている方が多いよ

うですのでこの場でもコメントしたいと思います。

まず、誤振り込みを受けた人が、金融機関の店頭に

行き、窓口で払戻を受けた場合について、最高裁判所

は、詐欺罪が成立すると判断しています。その理由は、

誤振り込みを受けた人は、組戻し（誤振り込みを正す金

融機関の処理）の措置を講じさせるために、誤振り込み

であることを告げる義務があり、それを窓口の職員に

隠して払戻を受けることは詐欺にあたるとしています

（最高裁　平成15年３月12日判決）。

次に、誤振り込みを受けた人がATMで預金を引き出

した場合はどうでしょうか。これについて、東京高裁

は、窃盗罪が成立すると判断しています。（その理由

は、誤振り込みを受けた人は正当な払戻権限はないか

ら、ATM中の預金の占有はなお金融機関にあり、これ

をATMから持ち出すことで現金を窃取したといえる

というものです）（東京高裁　平成６年９月12日判決）。

今回の事件ではオンラインで決済代行業者に振り込

み支払いを行なったようですが、窓口での払戻でもな

く、ATMから現金を受け取ったものでもない、金額が

数字として移動したようなケースではどうでしょうか。

このようなケースを真正面から取り上げた裁判例は見

当たりません。今回適用された電子計算機詐欺罪は電

子計算機に虚偽の情報もしくは不正な指令を与えて財

産上不法の利得を得た場合に成立します（刑法246条の

２）。金融機関には組戻しの利益があり、誤振り込みを

申告する義務や誤振り込みを受けた人は正当な払戻権

限はないという従来の裁判例の流れからすれば、正当な

払戻権限があるという情報は「虚偽の情報」にあたると

いう解釈が成り立ちそうですし、刑法の権威ある教科書

においても同罪の成立を認めるものもありこちらの見

解が多数のようにも思います。

しかし、この問題は根深く、最高裁は別の民事事件

において誤振り込みであっても金融機関に対する預金

債権は有効に成立していると判断しており（最高裁平

成８年４月26日判決）、預金として有効なのに、オン

ラインで振り込みの情報を打つことが「虚偽の情報」に

あたるかどうかは解釈の余地がありそうです。そもそ

も誤振り込み事案において犯罪が成立することについ

て否定的な見解も有力です。法律実務家のコメントで

も電子計算機詐欺罪で起訴するのは無理筋で無罪にな

る可能性があるといった見解なども見受けられ、今後

の展開に注目が集まっています。

誤振り込みという原因は同一ですが、誤振り込みを

受けた人のその後の行動によって適用される犯罪が異

なるということからもして、この問題の法的処理の難

しさを表している一例のように思われます。

組戻しには振り込んだ先の相手方の同意が必要であ

り、同意がなければ戻すことは出来ません。今回の

ケースでも相手方は組戻しを拒否しました。したがっ

て誤振り込みした金員の回収は容易ではありません。

今回は「税の徴収」のスキームという国、公共団体し

か行えないウ

ルトラＣを採

用して大半を

回収したよう

ですが、民間

ではそうはい

きませんので、

高額な振り込

みの際は注意

を重ねる必要

があります。

記事協力 　弁護士法人　ＰＬＡＺＡ総合法律事務所

　　　　　　弁護士　馬場　　聡

法律講座
中小企業のための



の お 知 ら せ 

岩見沢商工会議所 TEL 22-3445 

無料法律相談開催！ 令和4年6月22日(水) 

架空請求 

◎弁護士への相談はハードルが高くはあり 
  ません。お気軽に相談を！！ 

◎特別な資料等の用意も必要ありません。 
◎早い段階での対処が解決への近道です。 

開催日 

家族問題 

相続贈与 
従業員との 
トラブル 

相談事例 

① 

令和4年6月8日現在 

② ③ 

③ ② 

いわみざわ百餅祭り提灯スポンサー募集！ 
広告イメージ 

(

株)

○
○
商
店 

18年ぶりの百餅櫓提灯入替に伴い 
提灯スポンサーを募集いたします 

【 スポンサー料】  
●既存スポンサー 35,000円(税込) 
●新規スポンサー 40,000円(税込) 
※5年間設置(2027年に更新予定) 
【募集締切】 令和4年6月15日(水) 

 

２０２２いわみざわ彩花まつり開催 

2021フラワーフォトコンテスト 
最優秀賞 市長賞 

いわみざわ彩花まつり花火大会も、あります！！ 
※花火の観覧には、別途グリーンランドの入園料が必要になります。 

フラワーフォトコンテスト 
～市内に咲く花の写真を募集～ 
募集期間：6月27日～7月21日 

駅前バラライトアップ 
～岩見沢駅の夜バラを照らす～ 

点灯期間：7月4日～18日 

筝曲演奏：7月17日 

盆栽展：7月16日～17日 
～バラ園にて開催～ 

あやめ株：7月12日～18日 

あやめ団子：7月15日～16日 
～あやめ公園にて限定販売～ 

好評！毎月1～3名の相談申込が来ています 

 ②、③に関する詳細、お申込みは岩見沢市観光協会まで 
 ＴＥＬ：22-3470 ＭＡＩＬ：miyajima@i-kankou.jp （担当：宮嶋、吉川） 

 岩見沢市観光協会  
 ホームページはこちら 



弁護士による

開催日時

令和4年6月22日(水)
13：00～15:00 毎月1回の開催を予定

■対 象 岩見沢商工会議所会員事業所（中小企業者）

■相談時間 13:00～15:00（1相談30分程度）

■会 場 岩見沢商工会議所（岩見沢市1条西1丁目）

■相 談 員 弁護士法人PLAZA総合法律事務所
馬場 聡 弁護士（予定）

■申込方法 裏面の申込書に必要事項を記入の上、
岩見沢商工会議所までお申し込みください。

岩見沢商工会議所では、当所会員を対象に「弁護士による
無料相談」を行っています。お気軽にご相談下さい。

～ささいなことでも
お気軽に～

・取引契約
・金銭貸借
・債権回収
・損害賠償
・相続贈与

など

《申込・問合先》岩見沢商工会議所運営課 岩見沢市1条西1丁目
TEL 22-3445 FAX 22-3441
E-mail info@iwamizawacci.or.jp



岩見沢商工会議所
会員向け法律相談 申込書

下記のとおり法律相談を申し込みます。
令和 年 月 日

事業所名
代表者名

住 所
電話番号

相談者名
役職・氏名

相 談 日
令和４年6月２2日(水) 希望時間（ ： ）
※時間はお申し込み後調整させていただきます

相談の内容等

相 手 方 の 名 称

相 手 方 の 住 所

その他の関係者の名称

その他の関係者の住所

相談の内容

■内容によってはご相談を受けられない場合があります。
■ご記入いただいた個人情報は、法律相談事業における利用目的の範囲内（ご本人
様の確認、法律相談への参加者数等の集計、法律相談担当弁護士への連絡）で利
用します。

岩見沢商工会議所
岩見沢市1条西1丁目
TEL 22-3445 FAX 22-3441



 

事業所名 氏名 生年月日 携帯電話等 
ハンディ 

ｵﾌｨｼｬﾙ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ 

  
S ・ Ｈ   年   月   日 

   

  
S ・ Ｈ   年   月   日 

   

  
S ・ Ｈ   年   月   日 

   

  
S ・ Ｈ   年   月   日 

   

岩見沢商工会議所では、会員相互の交流と健康増進を図ることを目的としてゴルフ大会を開催します。

多数参加いただきますようご案内致します。 

令和４年８月２６日（金）雨天決行  スタート ８：００ 

（事前送付の組合せ表のスタート時間３０分前までに受付願います。） 

エムズゴルフクラブ（岩見沢市栗沢町加茂川 184 ☎0126-45-4747） 

プレー終了後、表彰式をコンペルームで開催します。 

会員事業所の事業主、役員、従業員 

参加申込書を６月３０日（木）までにＦＡＸまたは当所窓口へお申込みください。 

定員６４名（申込順） 

ダブルペリア方式（ダブルパーカット）、１８ホールストロークプレー 

同ネットの場合は年齢順とします。 

日本ゴルフ協会のルール及びエムズゴルフクラブのローカルルールによります。 

女性の方はレディースティ・70 歳以上の方はシルバーティの使用も可とします。 

組合せ、スタート順は、実行委員会に一任願います。 

優勝、準優勝、ニアピン賞、ドラコン賞、その他各賞をご用意しています。 

１人３,０００円（昼食代込 当日又は当所窓口にてお願いします） 

各自ご負担願います。（ビジター料金は８，２００円です） 

その他の事項につきましては実行委員会の定めるところによります。 

例年行っていた開会式は行いませんので、事前送付の組合せ表のスタート時間３０分前 

までに受付願います。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、表彰式・昼食会を中止する場合がございます。 

不明な点は、当所 総務課（TEL22-3445）までお問合せください。 

 

ＦＡＸ送信先 ２２－３４４１  

同パーティ希望の方がおりましたら、氏名をご記入ください。 
 
同パーティ希望者氏名 

ご記入いただいた個人情報は会員親睦
ゴルフ大会に関する事項のみに使用し
ます。 

申し込みいただいた方には８月２３日（火）に事務局より組合せをご連絡いたします。連絡が届かない方がいら

っしゃいましたら必ず事務局までご連絡いただきますようお願い申し上げます。 
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