支部長記入欄： 支部名

記入例

支部長名

日本サーバス会員票

会
員

富士

NAME（英文字）

FUJI

Home phone

0921-01-3435

Mobile phone

090-5367-0198

日確認

生年

[名 First name]

三太郎

1977
（西暦）

Santaro
Home fax

[男/女]

男

0921-01-3435

fuji_santa@yahoo.co.jp

E-mail
配
偶
者
（希
望
者
の
み
）

月

（黄色い事項は必ず記入をお願いします）

[姓 Family name]
氏名（日本語）

20 年

富士

氏名（日本語）

容子

FUJI

NAME（英文字）

Yoko

1979

女

Mobile phone

fuji-yoko@gmail.com

E-mail

〒 272-3367
千葉県松戸市霧島町１－２３－７８

住所（日本語）

Address(半角英数字)

1-23-78 Kirishima-cho, Matsudo-shi, Chiba-ken

ホストリスト（全て半角英数字で記入； 下記の情報がホストリスト（次ページに説明）に掲載されます）
第1列

第2列

第3列

[郵便番号]

[FAMILY NAME & first name] ([sex m/f] [Year of birth]) [職業]

[県/都/府/道 名]

2723367

FUJI Santaro (m 1977) Retired

CHIBA-ken

[Host/Day
host]

[電子メール]

Host

Em: fuji_santa@yahoo.co.jp

[受け入れ可能
人数]

[配偶者] [FAMILY NAME & first name] ([sex m/f] [Year of birth]) [職業]

[自宅の電話・ファックス番
号]

2p/1c

FUJI Yoko (f 1979) Housewife

H&F: 0921-01-3435

[連絡方法、予
告日数]

[配偶者] [電子メール]

em/p 7d

Em: fuji-yoko@gmail.com

その他の記

[ホスト宅までの案内（最寄りの駅、鉄道、バス路線、経路）]

FAM

> Tachibana stn, JR Tokaido line. Can pick up at stn.

その他の記

[興味、趣味]

JTW

Int: cooking, painting, cycling

[携帯番号]

[市/区/郡/町村 名]

Mb: 090-5367-0198

[携帯番号]

Mb:

Matudo-shi

[話す言語
（家族でまとめて）]

Lang: Eng.

[旅行した国名]

Tr: USA, Europe, Canada, Australia, Korea
[長期滞在国（滞在年数）][旅行した国名の後に記載してもよい]

Lv: Belgium (3y)
[ホストからのメッセージ]

* Nonsmoker only. In this neighborhood, there is the 8th century's ruin of great
Temple named "Kokubunji". We keep 2 doges and 2 cats.
[詳細な住所(連絡方法で例外的に手紙の利用を希望する場合のみ) :電子メール、FAX、電話等を利用する場合不要]

Add:
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会員票の作成手引き
日本サーバス
このたびは日本サーバスにご加入いただきありがとうございます。
ご加入に当たり別紙の会員票（Word 形式、Excel 形式のファイルをダウンロードできます）に必要事項を記
入いただき、支部長へご提出をお願い致します。
トップページに記入例を、また、記入に当たってのガイドラインをこのページの下部以降に示しております。
なお、ご提出は、会員票の部分を電子メールに添付していただくことを希望しますが、印刷したものでも構
いません。記載事項が多い場合２ページにわたっても差し支えありません。
この会員票の情報を基に「電子版ホストリスト」を作成します。日本サーバス会員の情報を記載したリストは国
際サーバスに送られ、外国からのトラベラーはその国の支部長からこのリストを手に入れ、記載情報を基に日
本会員ホストに連絡することになります。
電子版ホストリスト（pdf ファイル）は、世界各国が発行しており、トラベラーが迅速に情報を得て、ホストへの
連絡を電子メール、電話・FAX で行うことを想定しています。電子媒体故に個人情報の流失を懸念される会
員もおられることから、住所は原則として都道府県名、市区町村名などに留めております。しかしながら、イン
ターネットを利用していない方、あるいはホストリスト上にメールアドレスや電話番号を開示しない方針の方
は、例外的に詳細な住所を記載することによって、トラベラーからの連絡を郵便で受け取ることも可能としてお
ります。
１ページに会員票の記入例を示しております。黄色い部分の事項は必ずご記入ください。
記入するに当たって、記入欄の上段のカギカッコ１[ ]の説明に沿って記入することで会員票は完成しま
すが、説明を下記に示し、最後のページに出来上がり電子版ホストリストの例を示しておりますのでご覧くださ
い。
記入に当たっての補足説明
（１） 日本語は全角、数字は半角でお願いします。可能な人はフォント「ｍｓｐゴジック、10.5pt」でお願いしま
す。スペースが不足の場合には、フォントサイズを小さくしても構いません。
（２） ホストリスト（会員票の下半分）について ○印の部分（太字表示）には必ずご記入ください。
１） 第 1 列目
1 行目の[郵便番号]○：ハイフンなしで 7 ケタの数字
2 行目の[Host/Day Host]○：トラベラー宿泊の場合は"Host”、できない場合は"Day Host
"
3 行目の[受け入れ可能人数]○：p,c,f,m の文字の前に人数を数字で表す。例 2p/1c
p = person, c = couple, f = women, m = men
4 行目の[連絡方法、予告日数]○： 例 em/p/f 7d
em = E-mail, p = phone, f = fax, w = write, d = day, w = week, m = month
5 行目以降には次の省略文字を記入できる。
NPNR = No Prior Notice Required, WMT = Want More Travelers;
JTW = Japanese Travelers are Welcome
FAM = Travelers with child(ren) are acceptable for some longer stay than two nights. (Good
prior correspondence is required for the arrangements.)
Y = Prepared to make arrangements for the exchange of Hosts' child(ren) between 14 and 18
of age for extended stay.
２）第 2 列目
1 行目の[FAMILY NAME & First name (sex m/f Years of birth）○
職業]：
姓については大文字、名は小文字、男性はｆ、女性はｆ、生年は西暦（望まない人は
1970s のように 10 年ごとの表記ができます。
2 行目の[電子メール、携帯番号]○：3 列目の自宅電話＆ファックスのどちらかが必須
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3 行目、4 行目についての配偶者の情報記入は任意です。
5 行目以降 [ホスト宅までの案内]、[興味、趣味]、[旅行した国」、[滞在国]、[ホスト
からのメッセージ]の記入は任意です。
最終行 電子メールを利用していない会員、あるいはホストリスト上にメールアドレスや
電話番号を開示しない方針の会員は、例外的に詳細な住所を記載することによって、
トラベラーからの連絡を郵便で受け取ることも可能です。この場合は第 2 列目の最下
部の Add: の欄に 住所を記載し、1 列目 4 行目の[連絡方法]では"w"を記入してく
ださい。
３）第３列目
1 行目の[ 県/都/府/道名]： TOKYO-to, OSAKA-fu, KUMAMOTO-ken などと記入
2 行目の[ 市/区/郡/町村名]： Nerima-ku, Yokohama-shi などと記入
3 行目の[自宅の電話・ファックス]：2 列目の携帯電話のどちらかは必須
4 行目の[話す言語]: 家族でまとめて記入
例 Eng., Sp., Ger.
電子版ホストリスト
例
註： 第 1 列の 1 行目の郵便番号の次の（ ）内の数字は、会員票受理後に発行する会員番号です。
------------------------------------------------------------------------------------1330022(30012)
TUBI Hiro (f 1970) Freelance editor
TOKYO-to
Day Host
Em: kurooo@nifty.com
Bunkyo-ku
em/f 21d
> Sendagi stn, subway Chiyoda line and 10 m. walk
H&F:03-3822-7595
Higashi-omiya stn, JR Utsunomiya line and 20m. walk.
Lang: Eng., Ger.
Int: cycling, travel abroad, used books, walk
Tr: Argentina, Austria, France, Netherlands, Poland, Italy, Hungary, Chile, Denmark
* I am able to guide Sendagi and Ueno area. I am able to play and/or teach
Japanese instrument, Kyoto at my home in Omiya.
------------------------------------------------------------------------------------6198952(50003)
SHINOZU Takesi (m 1965) Retired buyer
KYOTO-fu
Host
Em: shu-525t@nifty.com
Nagao-shi
2p /1c
SHINOZU Takako (f 1967) Pharmacist
H: 075-777-4575
em/p 10d
> Nagao stn, R Kyoto line Can pick up at stn.
Lang: Eng.
Int: music, reading, gardening, camping
Tr: Thailand, Italy
* Weekends only. Absent from March to June.
------------------------------------------------------------------------------------8578305(70012)
OGURA Yoko (f 1945) Retired teacher
NAGASAKI-ken
Host
Em: yashii@yahoo.co.jp Mb: 090-1111-6971
Nagasaki-shi
4p/2c
OGURA Takeshi (m 1940s)
H&F:0978-64-2393
p/f/em 1w
> Sasebo stn, JR Sasebo line, or Yoshii stn,
Lang: Eng., Fr.
FAM
Matsuura line. Can pick up at stn.
WMT
Int: traveling, education, walking, dancing, cooking, keeping honey bees
Tr: Europe, Asia, Oceania, USA, UAE, Canada, S. Africa, Tunisia, Kenya
* Nonsmokers only. In this neighborhood, there is the 8th century's ruin of great
Temple named "Kokubunji". We keep 2 doges and 2 cats.
-------------------------------------------------------------------------------------
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