
）

　　★事務処理欄（ここには記入しないでください）
受取日 内容確認 入力日 内容照合 完了通知 訂正 訂正

登録番号　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　

中野区生涯学習サークル・指導者紹介サイト　登録申請書　【指導者用】

◆公開することを前提にご記入ください。◆太枠内は必須記入項目です。（太枠内に記入もれがある場合登録できません）

  個人名 （ふりがな）

 住　 所 〒

連 サイト上に公開　する　しない

絡  電話番号（１） サイト上に公開　する　しない

先  電話番号（２） サイト上に公開　する　しない

 FAX番号 サイト上に公開　する　しない

 eメール サイト上に公開　する　しない

　ホームページＵＲＬ

　指導分野 （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）別紙１－１から番号を３つ以内選択

　生涯学習ボランティア※ （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）別紙１－２から番号を３つ以内選択

　指導開始年 （　　　　　　　　　　　年）

　指導対象者（複数選択可） 　全般　　子ども　　青少年　　成人　　高齢者　　障害児・者

　男性　　女性　　外国人　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　指導対象区域（複数選択可 （　　　　）（　　　　）（　　　　）別紙１－３から番号を３つ以内選択

　指導可能日 定期 毎週　　第１週　　第２週　　第３週　　第４週　　第５週の

月　　火　　水　　木　　金　　土　　日　　祝日

不定期 （ ）

　指導時間帯 定期 （　　　　）時から（　　　　）時までの間で（　　　　）時間

不定期 （ ）

　指導料 　（１回　　　　　　　　　　円）　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）　

　問合せ方法 　電話　　　eメール　　　生涯学習活動・支援コーナーへ

　指導目的、指導内容

（80字以内）

　指導実績、指導条件、

　生涯学習ボランティア（※）

　内容、資格等（100字以内）

　備　 考 ご紹介する際参考にさせていただきます。サイト上は公開いたしません。

生年　（　　　　　　　　　　　　　年）　　　　　性別　（　女性　　男性　）

「中野区生涯学習サークル・指導者紹介サイト登録規約」【別紙２】を承認し、登録を申請します。

（　　　　　　　）年（　　　　　）月（　　　　　）日　 　署名



【別紙1-1】活動分野（カテゴリー） 【指導者用】

中分類名 番号 中分類名 番号

美術・工芸
111 絵画

 スポーツ・レク
リエーション

（体操）

211 軽体操・健康体操

112 絵手紙 212 ヨガ・気功・太極拳

113 漫画・アニメ 219 その他体操

114 書道
 スポーツ・ レ
クリエーション

 （球技）

221 バスケットボール

115 版画・彫刻 222 バレーボール

116 陶芸・七宝 223 サッカー

117 写真・映画 224 テニス（硬式･ソフト・パドル）

119 その他美術・工芸 225 バドミントン

音楽
121 演奏（洋楽） 226 卓球

122 演奏（邦楽） 227 野球・ソフトボール

123 合唱 229 その他球技

124 歌（合唱以外）
 スポーツ・ レ
クリエーション
 （その他）

231 陸上競技

129 その他音楽 232 スキー・スケート

舞台芸術
・芸能

131 バレエ 233 水泳・水中運動

132 演劇・芝居 234 登山・ハイキング・旅行

133 日舞・民舞 235 剣道・なぎなた

134 大衆演芸（落語など） 236 柔道・空手・合気道

139 その他舞台芸術・芸能 237 ダンス

語学・学習
141 語学 239 その他スポーツ・レクリエーション

143 自然科学（天文・科学など）
アーティスト

411 美術・工芸

144 読書・朗読 412 音楽

145 短歌・俳句・川柳 413 舞台芸術・芸能

146 パソコン 414 文化

149 その他学習 アスリート 421 アスリート

暮らし・
文化

151 子ども・暮らし･健康
子ども育成

431 文化

152 着付け・服飾 432 スポーツ

153 和裁・洋裁 439 その他子ども育成

154 手芸・料理
サポーター

441 子育てサポーター

155 園芸・ガーデニング・日曜大工 442 生涯学習サポーター

161 茶道 443 健康づくりサポーター

162 香道・アロマテラピー 444 ＩＴサポーター

163 華道・フラワーアレンジメント 445 地域環境サポーター

164 囲碁・将棋 446 緊急保育サポーター

169 その他暮らし・文化

区内コミュニ
ティ・環境

171 郷土・歴史

172 経済・福祉・社会

173 環境・リサイクル

174 国際交流

175 地域活動

179 その他社会・コミュニティ

　　　　　　（裏面があります）



【指導者用】
【別紙1-2】生涯学習ボランティア分類

中分類名 番号

生涯学習
 ボランティ

ア

311 ボランティア（美術・工芸）

312 ボランティア（音楽）

313 ボランティア（舞台芸術・芸能）

314 ボランティア（語学･学習）

315 ボランティア（暮らし･生活）

316 ボランティア（文化）

317 ボランティア（社会・コミュニティ）

321 ボランティア（スポーツ：体操）

322 ボランティア（スポーツ：球技）

323 ボランティア（スポーツ:その他）

399 ボランティア（その他）

※生涯学習ボランティア
　さまざまな生活の中で培った豊かな経験・知識・技能な
どを、ボランティアの精神で区民の学習活動支援に役立て
たいと考えている方。
　謝礼は原則無料と考えています。（場所によっては交通
費程度は依頼者に負担をお願いします。）

【サークル･指導者共用】

【別紙1-3】　活動区域分類

番号    区　 域 番号    区 　域

１ 中野区全域 ９ 上高田区民活動センター区域

２ 南中野区民活動センター区域 １０ 新井区民活動センター区域

３ 弥生区民活動センター区域 １１ 江古田区民活動センター区域

４ 東部区民活動センター区域 １２ 沼袋区民活動センター区域

５ 鍋横区民活動センター区域 １３ 野方区民活動センター区域

６ 桃園区民活動センター区域 １４ 大和区民活動センター区域

７ 昭和区民活動センター区域 １５ 鷺宮区民活動センター区域

８ 東中野区民活動センター区域 １６ 上鷺宮区民活動センター区域
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