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全ｍ研懲３１４号　ご

令和２年８月 ５日

兵庫県南あわ じ市議会議長様

Ｑａ財団１宍人を ＤＳＩ市 １１１１　１・，

１：ｌ市ＩＪでｇＩＳ又ｆヒａｌ’・
学長 藤原ａ市麗

・ＳＩほの決まに ついて

先にお申 しｉ！みいただき ました貴所属議員の４ｉＪｆ・受講につ いて、まのとおり 決定 しま
たので、 お知 らせいた し。ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尚
つき ましては、ＪＭ下の享ＪＪｉに ご留ｊｌのう え、 所要の事務手続き等にづいてよ ろし くお
ｌい します。

ｌ

し
　
Ｓ

１

’・　　　　　こ

Ｒ１・いい働エノ

氏名
’、．　　ｌ

原口 育大

コースも 令加 ２年度市ｌれ議会議員ｉｆき［３日 間コース］「ｔ力ほ」４のための
政策法務～政策実現のための条例提案に ＩＳＪけて～」

研：修期間

研修受講に要する経費の納入について

下Ｅ金額を指定斯ｍｌ 内に指定口座へ振 りミａんでく ださ い。
なお、本決定ｉｌタｌ］を もっ て請求書 にｆｔえ させていただき、 Ｓり途請求書Ｗ＝らませー

ん。

（１）が１入金額 ：７，９ ００ ＦＩ　〈１メＳＩ訳〉

（２）指定期間： 令和２年８万 ７日

ｉｆ４費 （６ １， ３００）　ＵＯＯ　Ｐい／
食費　　　　　　　４， ０００Ｆ９

（金）～８Ｊ１１ ８日 （大）

（３）鶚定口座：

ｊ
３

１
２

注
さ

Ｓｉ！依頼書の「ご依頼人氏も欄」 は、 必ず貴回体名を・入してく ださ い。
甎団体か らの振ｉＡＲタｌ］ｌの送Ｎはぶ要です。



暴ド Ｌ： 膕ま 研究 鴦，

抑席そ： 万口 鵞大
一一

ゆづ るは クラブ

ゆづるはクラ ブ　様

領　　収　　書

余類 ＿＿ ９， １１０　 Ｐモ］

ただ Ｘゾ碌修受講（８／１９．２０．２１） 高速ｊｉ行料　西淡Ｅ原４＝１京都東

【ｔＳ】市乳ｒ村国際ま化ＩＦ究所往復路） として

上記の金：額を領ないたしました

令和 ２年 １０　Ｊ１　５　日

南あわ乙市わ１か ４・Ｊ
Ｘ

偸ｙ＝八

Ｒ２ ．８ ．１９～ ８． ２１
一

一



ＥＴｃｉｊ用照会サービス

ご注意ください
‾‾　 ・－ ’－

・ご利Ｊｉ目ｔ額が確定するまで、 備考榻に「確認４」」の表示がされま

・借き顴が「確認 ｑコ 」か ら「確吏」になるまで最長約３週間かか りま～

す。

・「確定」の表示に変わる際、 ご利ｉ金額等が変１１される・合が
Ｓ

あります。

癆、ごｉｊＪ１時 の条件に よっ て、 ご手Ｉ回 金額が本来の 料金 に上力
修ｉＥとなる ｔａきがあります 。詳しく はこちら。

・ｌｉ；Ｓ適・お金は、ご吏ｆｉの ｌ！ 日夕 刻な降に表示されます。
・ｌｉｊ ｌ証ＩＵ、利ＪｉｌＳＳＰＤＦの参照／目］刷にはＡｄｏｂｅ　Ａｃｒｏｂａｔ
Ｒｅａｄｅｒ （Ａｄｏｂｅ　Ｒｅａｄｅｒ）が必要です。

一本サービス はｉｌｊ ｌｉｌｌｌｌむＳ行、 ｊＭ ｌｉｌ明細ＰＤＦ出力 、ｌｊｉ ｌ細
ＣＳＶ・、力を行うものです。 証明むの印刷にはお客様にてプリンタ。
をご・意願います。　　　　　　。

・「き頁選択」を選択すると、 「１９１１明宕・ｆｉ 」、 「ｉｌ」 １１１細ＰＤＦ
ｉカ 」、 「利 Ｊｌ ｌｌ細ＣＳｖｉ力 」を ｆｉう際に、 ｌ細期間のをてが表
示されます。

・ｒｉｊｌ：選択」を選択した後。 「ｊｉｌ Ｓ択」、 「頁選択」を選択しても、
「１ １１１１ １Ｒ」は解除されず、 「Ｊｉｉ ■択 」、 「ｌｉＳ択」 の内容は表示
されません。 「全解除」を選んだ後に。 「ＪＥＩ 選択」、 「頁選択」を選
ＩＲしてください。

・新規または追加でＥＴＣカードをご登録いただいた後、 当該ＥＴＣ
カードの利１１１ １細が表示されるまでに４１考 間ｊｌまを・します（ｊｌｌｌ
Ｊｌｌ明細データを作成するため）ので、あらかじめご了承ください。

回細選択

明細期間 ２０２０年０８Ｓ ０１ 日～ ２０２０年０８ｊｌ３１日

サ］
２０ １９

年 工ｍレ牡ズｏ

合計金額

２／３ページ

選択されたｊｉｌ

支払い総額 Ｖ１ ０， ３３０

叭訳
還ｉ；額追・金額 ＶＩ ，２２０

’後ＭｉｊＪｉｉｌ・額 Ｖ９，１ １０

＼亘じ錆靼齟牡いｔ」
ＸＪｉｌ は「利」ヨｎ ｌ纖検索・・」の Ｊｉｌの Ｓちｙ］ り日 で選択したとおりに表示されます。
ｌ： ２０ 日■ ＩＪ りで５Ｊｉｌ を選択した場合。 ４ＪＥ１ ２１ 日～ ５Ｊ１２０日 までを５ ｊｉ として表示

上記期間のへ件目 ～６件目 ／全６件

回 ンン次

検索条件を変更す１ 利用証明書発行 利用明細ＰＤＦｉ力 利用明細ＣＳｖｉ力

・ｌｊｍ規１§１ （プライバシーポリシー

通１１データは、 ＳＳＬにより暗ｇ ４ヒされております。

Ｃｏｐｙｒｉ ｇｈｔ（Ｃ） ２０ １１

ツプヘ

ｈｔｔｐ ｓ：／／ｗｗｗ２，ｅｔｃ－ｍｅｉｓａｉ．ｊｔ）／ｅｔｃ／Ｒｊ　ｓｅｓｓｉｏｎｉｄ＝０００１ ６ｔＭＲｊｈＴＡ…　 ２０２０／０９／２９



ＥｔＣ利用照会サービス

ｆ
’

ｔ
。

一二 ｒ’ ．．ｊに／（　ＥＴＣ年｜ＪＭａ会サービス トップページ

やＪ ｍ明細の表示　　検索条件のｍ定　　ユー一ザー喙報ｔ登　　か・ ・ドの追加そ録ノＷ良
サービスのご解約　　ログアウト

［丱１＿一一一＿－＿……＿………

・・－－・

前頁 回 力次
－

Ｊ引ｌｌ択Ｇ・頁選ＩＲい 全頁選択口全解除Ｇ
一一一

１／３ページ

ご寰問

対象の走行をチェックして 、［発行］／ ［出 力］ボタンを肖ｌ してください。

２０２０年０８ＪＥ１分

二こ２０年０８ｊ ０１ 日～ ２０２０年０８ｓ ３１日
レｔＪで 八ｒｊ［ｊしい「四

検索瓠件を旋回するＧ

憐几ｍ白ｍ仏賍ぐまし］
※Ｊｉｌ は「 ｌミｌ」 Ｊｉｉｌ 明細検索画・ 」の Ｊｌ の■ぢり り日 で選択したとおりに表示されます。
例： ２０ 日・ち１１り で５ ＪＩ を選択した場合、 ４ｊｌ２ １日 ～５ Ｊ１ ２０ 日までを５ＪＩとして表示

・上記期間の －１ タト目～ ６件目／ 全６件

発行／自力　ａｌｌむＰＤＦＤ 明細ＰＤ Ｆｏ 明細ＣＳｖｃ
一一
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Ｓ
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１０：０６　　　 １１ ：０６
ｉき　　 京都東 ２，０６０

０

２，０６０

４

＊

確定

ふ

確定

－

確定

Ｍ

２０／０８／２１　 ２０／０８／２！
１２：３４　　　 １４：４０

京加東ネ４１ Ｆｉｉ本線 ３，０００

０

’ａ ，０００

図

２０／０８／２１
１４：４０

神Ｆ ｉｉ本線　　　洲本 ２， １３０

０

２， １３０

ｉ

一一

Ｊｌ ｌ．択ご・Ｒ ５１ ｍｅ」を 頁選択ロ き解除む
Ｓ

ｈｔｔｐＳ： ／／ｗｗｗ２，ｅｔｃ－ｍｅｉｓａｉｊｐ／ｅｔｃ／Ｒｊ　Ｓｅｓｓｉｏｎｉｄ＝０００１ ６ｔＭＲｈＴＡ…　２０２０／０ ９／２９



科目 ：戮 査研 究費，
－

ゆづるはクラブ

けｊ席者 Ｊロ 育大
一一

ゆづるはクラブ　様

領　　収 書

金額　１２，０６２　Ｆ９

ただし研ま受講（８／ １９ ．２ ０． ２１）車借り 上げ料１６３ ×２ ＝３２６　ｋ　ｍ　 ０３７・

（を国市ｌｎＴｒ村ｍ際文化ｉＦ究所往復路）と して

上記の金額を領収いた しま した

令和 ２年 １０　ｊ１　５　日

南あわじ市キ ４ふ．４
ｔ ・ヽχ



科　 目： 研　修費

包席考： 大觜康矢

ご依頼日 回し］年し］言月

す。 お受取ｊ、名はカナ文字により送訛１・ ます．
遅延することがありますのでご了承ぐださい．
がありまｊのでご了承ください．
その 払戻 しができ ない．と きは振込 はて きま ｌｊ んの でこ ・ｊｌｉ くだ ｉ！い
あり ます ｉｙＥ： でご了承 くだ さい．
おき ください．ａ　　　　　　 ｉｔ　 Ｓ・ ｉ・ニＱ ｉｔ　ｌ箭にけｎ昌けび背７゛ 白｀’１ ’　 お　 ４・ ：Ｉ １．シ．気

ご四万白ド］
・・ ・＝・・・・一一・＝・－－・ ・・・・・－－一一＝一一一一

、　 Ｖ金融麪関名 （・７・ 左づか先ぼからフズ宇治ご２Ｅ…… くだ さ犬．万

Ｖ皿六白こ

ゆづ るは クラブ

Ｕ

Ｖ店鈿も （漢字・ をＩ づめｙ先碩から９ズｊ．ｌ ｙ！こ記．入 くださｙ・・４

皿て二二二二二二
店（瀝り

子］［］］目［八［］］［］］目回し］回目臼［‾九［几［玉］臼に］に
１． カタカナ ・ｔづめ）濁点・ ￥濁逎ｔｌ９字としてご記入くださ い。

７舸二

い］［ブ］囲工］［］九：Ｈ玉］［ｙ］
話　 ｉ・ ずご記入 くだ さい。

いつもＪＡバンクをご利１１１ いただきありがと うございます。

この 振２ ・や１儒 ｛兼 手１９４ 受ＩＩ又 ｌｌ ｝は 、Ｓ２が でき ない 場合 など にあ ・と なり ます ので 、ご依頼 人が 大なｊに 保管 して くだ さい。

陬ｊ，ｖｙ
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－２，８，１２
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ら貯 １ぞ 払い戻し
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ますので



兵庫県南あわ じ市議会議長様

全国ｉＦ第２８８号

令和２年７万 ！５日

公益財団法人全国市
全ｍ市町村国際文化

学長　藤　原　通

滋賀Ｓ大津市唐崎二丁

研修受講の決定について

先にお申 し；とみいただき ました貴所属議ｊｌｌ のｉｌ修受講につ いて、次のと おり 決定 しま
した（？）で、参加らすとか七生ｔＵ・ｅ・１之 －．ｚ，ｚ　 －こ・Ｓ　ｒｒ、’Ｓ ｉ`ｋ＝１こ１ヵａ・Ｓ！ｌμｎｈ－ｒ＿ｉ－ ス１ ．ど １ｌ／こ Ｖノ １ごへ　 ４Ｊ ７４Ｕワ Ｃ　ｖ・ ／ｕ し／ ｄ． ７・

つき ましては、以下の事項にご留意のう え、 所要の事務手続き等についてよ ろし くお
願いします。

１

へ

られバＷ匯

氏名

ｊ　　 ・回

太Ｅ日康文

コース名

ｌ　　　　　　　　 ｊ　　　　　　　　・

令和 ２年度市ぢ村議会議員研修 ［２ 日間コース］ 「自 治体予算を考え
る」 ｌ

研修期間 や和２年回２ｊ日 （万）～ ．８ 万２５日 （火）

研修受講 に要する 経費 の納入について

下記金額を指定期間内 に指定口 座へ振り 込んでく ださ い。
なお、本決定通知をも って請求書に代えさせていただき、 別途請求書は発行しませ

ん。

（Ｉ）嶌入金額： ５， ２５ ０Ｆ９　 〈内訳〉 ｉｆ修費 （ｇ １， ３００）　 ２，
食費　　　　　　　２，

１

（２）指定期間： 令和２年８タミ１ １３ 日（木） ～　 ８万 １９ 日（水）

（３）

日
日

０
０

指定 口座：Ｗ　Ｆ
ヤ゛ ン］なシチョりリンコクサイア ンカケンシュウショ

い
お

往
往

－　 ＳＳ

ゼン］クシチョウソン］クサイアンカケンシュウ
（む財） をｍ市回Ｔ村研修財団
全国市町村国際文化研修所

振込依頼書の 「ご依頼人氏名欄」は、必ず貴団体名を記入 して ください
貴回体か らの 振ｊとｌｌカ］書の送付は不要です。

≒

通

に丁



科　 目： 調ｔ 孫究費

ゆづるはクラブ

出席者： 太日ＥＩ 康太
一

ゆづ るは クラ ブ　様

領　　収　　書

余類 １０，９００　ＦＩ］．

ただ しるＥＩＦ修受講（８／２４．２５）高速ａ行料　西淡ミ原ぐ＝１京都東
（を国市ＩＴｒ村国際大化Ｗ究所往復路）と して

上記の金額を領１４又いた しま した

令和 ２年 １０　１５日
南あわじ市藻い呂いトｙ

八阻 参天■｀「



ごＷ ｒｊ あり かと らご ざい ます、

利　用　証　明　書

ｊ／ぴ本回高・

れな けＴ （幀　　　　 褐本

翳傚八Ｖ愾）　 搾が ぎ本線

２０ 年　 ８ｒ！　２　４目

９６ ３０Ｑ

ご加 ｍあ りが とう ございま私

利　用　証　９　書

ノがＴ］ｙ７ ＮＥｘｃｏ
，． ・Ｐ

ぺ　 ９日水

れ余所（ 白）　 ネ中 がき本線

料奈所（ｙ）　　　 京都南

２０ 年　 ８Ｆ１２ ４［１

１０ 時３ ５分

ご４ＥＩＪｍ あり がと うご ざい ま七

利　用　証　明　書
ｆ

●／万万ｙ　ＮＥＸＣＯ
｀． ‘・ ｆ・ ＆・

ず　ｉ日本

犒な所（ 自）　　 」戉南宮ｊヒ

料阪所（ ‾唖）　 鴨Ｊ Ｉ＼西本線

２０ 年　 ８ｎ ２４ロ

四） 時４ １分

ごＭｍあ りが とう ございます、

利　用　証　明　書

４ほ神ｌｓａ
・Ｗ

料金所（ 自）　 ぎ宮 ＪＣ Ｔ人

料金所（ 至） 京橋 （ぎ 行）鴇

２０ 年・　 ８ｎ ２５ロ

１５ 時３ ５分

’傴行鵯攷　　　 ｙ２ ，ｘ　ｌｘ ０－

Ｗ。Ｔいに二ぐ

巾鳩　　　１

靫扱 唇遐八２７００　８－ ２４ ４１ １０－４ ８７ ４２７④
り－ ・が げ」 いいＭＮｇぞ．ｘ ｙ ａ`へ匁．です．
そり４１ロ「にりｌｌ ７は Ｔ７ ＴＣ ｉ・ １ｌ ｍ町会」 －ヒ
スユ｜り・す ｊげづ， のご‥ォ，

通行料氛　　　 ｙ２ 、６ ８０－

（ＥＴＣ ヶレ シ……ト）

巾で 種　　　１

こ只乙ども４ ４３４８－２９７７２１⑥
や１が１１・１な はボ １・ ｆｇ ギＩ Ｏ‘Ｘヽ ｔ！ 象で ナ．

づ回臂詐に膵９９－１ニ

通行料金　　　　　　 Ｙ３ ６０　－

（ＥＴＣＭシ ヘ｜・）

市瑰　　　１

旬、扱偕そ
Ａ２ ７００８ －２４４ ３４ ９－ ９７ ５４２４④

ぞぞ ｕｔ ｌな は稍 ｎ・ 税キ けげ４１ 象で す．
をれ利ｍ ａ．明袤はＥ Ｔｃ 利ｍ照会并－ビ

スで印字 さｊ ・ｌ たす ，の です，

通行料金　　　 Ｙ　２， ０６ ０　－

（ＥＴＣ クレ シｙ ト）

車種　　　１

句、扱所 ５・
Ａ３ １００８－２ ５０ へ０ ０－２４ ５８３１⑥

をａ ｕ才 こゆ はめ かｆＱ， 弔１ （りｕｌ や． です．
ぞ水素Ｉ ｌｍ Ｍ． 明言はＥ ＴＣ 利ｍ ！９ た丱 一一じ

スで印才 さわ だ１ 、の です。

通行料金　　　　　　 ｙ８ ００－

（Ｅ ＴＣ クレ シヘ ・・ ト）

市種　　　１

回≒０へ００－２４６９３８り４ｔ）
を．廁魁・料 をは ７ｒｊか 税ネ １０ ’’ 。ｔ ［象 です，

ザ回臂晉に憐ヅごぺ＝

ごＷ．ＮＸｌおり がと うご ざい 曳ベニ

利　 用　 証　 明　書

岨ほネ中高き
－〃 －か

籵奈 所（ 巾　　　 京橋西行

翳敗所（ 蜃） 神バ繚（泰線）范

２０ 年　 ８り ２５日

１８ 時１ ３分

ご利 ｍあ りが とう ござ いま す．

利　 用　 Ｅ　 ９　書

，・／いザＮＥＸＣＯ
崕西 日ｉ

料倣薦Ｘ（自 ）　　 墳基参線

料金所（ ラ回）　 垂水 ＪＣＴ

２０ 年　 ８り ２５目

ｊ８ 時２ ５分

ご利 けｊ あり がと うご ざい 髦す。

利　 八丿　 証　 明　書

Ｓ７ 本回 高１１

Ｉ料を所 （自 ）　　 垂水第：三

料金 所（ ｙ）　　 西淡 Ξ．原

２（へに万口

丁い（レレ
１　１

１

水ゾこ
ｌ　 ｊア

レン ドきてド

ぬ行料金　　　　　　 ｙ５ ６０　－

（ＦＴいい≒・ハ

串ｌ 曄　　　１

む扱壽そ
Ａ３ １０ ０８ －２ ｓ０ ４０ ０－ ２４ ７９ ３６ （簑）

・ｌりｌ ｆ： な凵 消背秡４　１　０’・，，ぷ 兔ご す．
そり、利 １１ ，１ ，日 】１ １汞 はＥ Ｔ（ ’リ，Ｉ Ｆｊ ！６ ：ご ４’・－ヒ

ャコ丱す され たいハで才．

首ご乙　　 Ｙ１ ６０－
か．．種　　　１

回回し００－ ２１ ８６３７⑥
几言言て犬子匹

ｊＤ 行料 金　　　 Ｙ２ 、１ ５０－

（ＥＴいＶｙ 八）

車種　　　１

な扱番そ
Ａ３ １００８－２５０４００－ ２４ ９１ ３０　④

そ・ ｉが ，れたはめ費税４：四げはｊ匆 です
※豕ぷ１１ｍ ふ１１明 ・苓はＥ，Ｔ （Ｔ ４・ ｜Ｊ ｒｎ 照会４ト ー１ご

スで ＦＩＪ字 され たｉ、の でそ．



れ　 目： 調ま Ｍモた費，
一一一

ゆづるはクラブ

出席者： 太ＩＥＢ 康‘攵
－＝－＝

ゆづるはクラブ　様

領　 収　書

金額　 １２ ，３ ５８　Ｆミｊ
－－ ．．　　　　　　　　　Ｉ

ただしｇ修受講（８／２４．２ ５） 車借 り上げ料　１６７× ２＝ ３３４ｋ　ｍ　 ＠３７・

［をｍ市回］‘村国際大化’琢究所往復路） として

上Ｅの金額を；領ｌｌ又いたしました

令和 ２年 １０　１　５日
南あわｕ市力 １１ Ｕロ隘トｙ

才・ （１



娯　 目： 研ま 費，
－＝

鴇席者： 太日ＥＩ 康文

字により送ｆｊ， しま り・，
ので こ・７５くＺ－さ い，
ださ い．
さは 踟ぷｊ　ｌｒ ｉ！ まｔｇん のｌ．こ ．ｊ ｒ． くた ７・　，　≒
さい、

レ

ゆづ るは クラブ

白レ
”－－・・・

一一””’

氷］肛工］回
万’ｌｊ で，．こ　ｙ薗Ｒ回呆
子じレヅド゛

‘枦，｛ ｔ．４ｊ ，・ ’・’に１１ １！ べ　 に・’ぎ・．９１ ・２ （ ・`；？Ｇ ＪＩ

士牡］（斜ぶよい侫）に弔］目

ＬｖｉｌＭｌｌｇ ｛１ｉ＝ ・をつ’め！ りＭヽら７又７ポ４ｉひ、 （だ おヽ、こｉｙａリｍｌニｊｔ’ヨ〔：匹　　マｇｌｌ ほｉ・でい蓊 Ｍｉｓか ら９ヌ？ｊｉ こｉ己入 くｒさい。㎜〕八＿丁ぬ　　　 ㎜ニレ］レ］レ］レ］レ］
先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｇｇ Ｓ｝

二盲 皿‾ｊｉｅ‾１‾Ｔぷ 二万‾－－－‾　 ’　　 ドー ・‾ ‾ｙＴ４レ辷‾ぶ八‾ｊ

年§ ｌｊ白白ｙ］つ　 ニドＯ①〕－９１１皿－ Ｕ－ ．－－Ｊ　ＩＪ　－－ －－－－　－－　一　　　　　　　　　　　回　 ９ａ 回・・－’－－八　兄］］犬］［入］に］目白回目目口回目目匸］「八」目白に］懣（
ナ　 ｆ力 夕力 づ＾ ・ど つめ ）Ｓａき．－ ・ｌｉ点 も１ ヌ． ７と して ご；Ｒ７・． くｔ・さ い．．Ｊ ．‥　 －－ －－ －． －．　 －一 一， －－ －　 ＳＩ 回Ｓ ＳＳ ”” ・” 回’ 回－ ”” 回回 ”’　　　　　　　　 〃～

む（゛ＭヤＩＴＱギヌニｊｘＦい゛岬わぶ　　匹
ユニじ辿ム謳えご）六十…エ

心－ ・一一一 一一一

「”・． ㎡．Ｓ．〃－－〃～〃ふ～〃・〃←－－〃〃－－・　 一一一・－・一一一一●－ ・．．－．－，づ 土ｍ臼に」工」工言［千匸［］目口七言圭子］［］示し］
：，；・ ナ　 ｖｈり翦－ｉ ・ｔ－つも ．`ｌ　ｉ，Ｑ・ ｙＳ点も １文字と Ｌ． てご１ど人く だ・ さい，　　　　　　　　　　　　　　　　　リｉ　必ずご£７， くでさい．，ｙｊ　 Ｊ　　 ｄ　　　　　　　 ・　 回Ｓ ９　　 ‾” ’｜　　 ’７　 ’．　　　 －９ ＪＩ 皿” ”　　　 回皿 ｊ・ －－　－ｒ　 －ａ ｊ　 回ｒ ａ　 －・ ａ　 ｌｌｌ” ａｊ ’ｒ ’・ ｊ’ Ｓｒ　’　　　　　　　－

し千 万ヤブケ八白ノ氷 レゾ１、エムム……ニＸ
．・ ●－ｌ四 Ｓ・ ●ｊ』＝ Ｓｙ －・ｑ’ Ｓ４〃・一一●ｊ －９ ・－Ｆｆ ・・－　 ゜″ミ〃 ・゜ｊ←－亠 ～－－ミ－Ｗ一一一－一一一一－〃 一一 ＝＝ Ｗ－ ミー

いつもＪＡバンク をご１Ｊｍいただきありがとう ございます。
このＳＲ９かｊ僣 ｛兼手む１１ 受ｅ ｉ｝ は、 Ｓｉ２Ｓがで きな いＷ合な どに ｉヽ■と なり ｊＪ ので 、ご９頼人が大Ｗこ保管し てく ださ い。

ｎ縦４

にｎ
．ノ

Ｑ７ヽぶ’り ｒｌ りち 、ｊ．Ｍ ｒｌ が飼あボ１・
ち誰、、４彑（・、・ づ ９`シヽ ｇ－、

の拝ふ蚪ダ・抖、

．７ ～Ｒ３． １．８

千万

・ヽ ２， １２ ，２５

示

千　も

のは る’ｊ

まｙ ので

短し
貼込
るこ

り・すので；
きく ださ い。



兵庫県南あわ じ市議会議Ｒ様

全国研第 ４７６号

令和２年１１ 月３０日

公益財団法人全ｍ 市回］
を国市り４ｌＳヌ：イヒｊ

ｌ

学長　藤　原　 ミｉ

ｌｌＭ大Ｓ市き崎二‾Ｊで

研修受講の決定について

先にお申 し込みいただきま した貴所属議員の研修受講について、次のとおり決定しま
したので、お知ら せいたし ますｊ　　　　　　　ス
つきましては．ｊＪ、下の事項にご留・のう え、 。所要の事務手続き等についてよろ しくお

願いします。

１

ロハいぢ 癲ｉ

氏名 太ｍ 康文

コース名 令ね ２年度市Ｆぢ議会議員研修 ［２ 日間コース］ 第２回「防災 と議員
の役割」

Ｒ：修期間 令和 ３年 １肖 ７日 （木）～　ｉ万 ８日 （金）

研修受講に・する経費の納入について

下記金額 を指定期
なお、本決定Ｒ知

内
も

間
を

ん。

（１）納入金額： ７， ５５ ０Ｐミｊ

に指定口座へ振り ｉきんでください。
つて請求書に代えさせていただき、 別途請求書は発行しませ

１　・

く｜ちｌ ｉＲン　 ｉｆ修費 （９ １， ３００）　 ２， ６００ＦＩ　／
食費　　　　　　　２， ６５０Ｒ
研修生活動費　　 ２， ３００ＦＩ　／

（２）指定期ｍｌ ：令和２年１ ２Ｊ１２３日 （水）～　Ｕ１ ４日 （ＪＩ）

（３）指定口 座：

注１ ）ｊｉｊとき類書の「 ご依頼人Ｒ名 ｜」 は、 必ず貴回体ぞ１を 記入 して ください
注２ ）貴回体から の振込通知書の送付は不要です。

通



緊　日： 調を ＭＲ費
一一

ゆづ るは クラブ

搾Ｆ西本線

西淡ミ原

ｉ席ぎ： 太日ヨ車ズ
ー・

ゆづるはクラ ブ　様

領　　収 書

を　　 ＩＱ，７８０　Ｆ９‥ｔ ＿　 一一一㎜ ㎜㎜ ㎜一

ただし　 ｉＨぎ受ほ（１／７．８） 高速ｉｉｌ了料　西淡Ｅ』京台京都東

（全国市ｉｒ村国際ま化研究所）往復路　 として

上Ｅの金額を領収いた しま した。

南あわ乙市蔘縦いＷ牡す
令和 ３年　 ２Ｊ１　 ８　日

ノパヨ水入●

Ｊｌｌあ りが とう ござ いま †。

用　証　明　書

か本回高 ｀氈

ｉ（ 自）　　 万淡 ミ原

圦至 ）　 神鈩返本線

２１ 年　 Ｌ９　 ７ロ
９時 ３５分

ざ ご利用あ りが とう ございます。

利　用　証　明　書

２ブペ　 ｊ　 ＮＥＸ匚○

へｊ’　　西日本

料を所（ 自）　　 京都東

れ会所ぼ）　 聊‾Ｆ西本琳

２１ ゛ｊ ぷｊｊ

俯４．　　　 Ｖ２ ，３ ９０－

／う ト）

１

？７）７ ９９ ２９－７２１ ９３３⑥
をは 消９税舉 １０ ｓ対象で す。
ａｌｙｊ畧はＥＴＣ利ｉ照きサービ
すされた ものです。

通行料金　　　 ｙ３ ，０ ００－

ぐＥＴＣクレ ンｊ ｝）

車種　　　ｌ

な扱番号Ａ４９１ ０１ －０ ７９９２９一７２３４３４④
Ｍｉ 行か｝金 はｍ ダを Ｑ舉 １０ Ｓ対象で す。
Ｘ本利用江明香はＥＴ Ｃ利用照会サ－－ビ

スて印字されたものです．

逎．行料を　　　 ｙ３ ，０ ００－
（ＥＴＣクレジッ ト）

車種　　　Ｉ

な扱番そＡ５ ０１ ０卜０８ ３７ １５－２ ７６ ７３８⑥
※丿社料金は挧１税率 １０ Ｓ対象ですご
奈本利ｍｌｌｇは ＥＴ Ｃ利Ｓ照会サービ

スで印字されたものです。

ご利Ｊｌｌあ りが とう ござ いま †。

利　用　証　明　書

止めｙ本回高 ｀氈

料金所（ 自）

料金所（ 至）

２１年

・行料４。　　　 Ｖ２ ，３ ９０－

（ＥＴＣタレシう ト）

な扱番号Ａ４９１ ０１ －０ ７９９２９－７２ １９３３　⑥
Ｓ１行糾をは 消９税舉 １０ Ｓ対象で す。
奈本利用ほｌｙｊ畧はＥＴＣ利ｉ照きサービ

ご利 用あ りが とう ございま す。

利　用　 証　明　書

ム偉 本回幽■

加奈 所（ 自）

料金所（ ｙ）

２１ 年　 ＩＪＪ　 ８日

１７ 時４ １分

通行料金　　　 ｙ２ ，３ ９０－
（Ｅ了Ｃ クレ ジッ ト）

獻種　　　１

旬、扱番ぢ

Ａ５０１ ０１ 一〇８３７１ ５－２７８４３７⑥
を通行料金は 消費税乖 １０ Ｓ４象です。
※本 ｊｌ り万］蔭 り」 客は ＥＴ Ｃ利 用部 会サ ービ

ヌで印字されたものです。

一
　

く
　
　

１
Ｍ

…
…



鵯　目： 調ま ＦＩ費
一一一

比底煮： 太日ヨ康ズ

ゆづ るは クラブ
ｋ

ゆづるは クラ ブ　様

領　　収 書

食餌　 １２，３５８　Ｐｊ

ただ し’ 研修受講 （１／７ ．８）車借り 上げ料　 １６７× ２＝３３４ｋ　ｍ　 ９３７－

（を国市ぢ村国際 ニｔ化ｉＦＲ所） 往復Ｓ　 として

上奏の金額を領収いた しま した。

令和 ３年　２Ｊ１　 ８　日
南あわじ市あ紅ヤ億八粫し牛

仁箇 ズ万

Ｌ７ ～Ｒ３、 １．８


