
早稲田大学競技スポーツセンター 御中 NO. 

２０１８年度 「高石記念プール・個人利用」 

利用者登録申請書 兼 同意書 

承認印 

 □＿親権者署名印 

所属学部名 学 籍 番 号  記入日 

         －  ２０   年 月 日 

カナ氏名  

氏    名  

生年月日        年   月   日生          満     歳 

本人連絡先 〒 

℡        －           － 

国内緊急 

連絡先  

（本人以外） 

 氏名： 

〒 

℡         －          － 

私は、高石記念プールを利用するにあたり、『２０１８年度「高石記念プール・個人利用」実施要項』を受

領のうえ、理解しました。以下の事項に同意のうえ、利用者登録を申請します。 

１．利用にあたっては健康状態の自己管理に十分注意し、利用中の事故については貴大学に責任を問いません。 

２．利用中、自らの責任で第三者に与えた損害については、貴大学に責任を問いません。 

３．実施要項に違反した場合、いかなる措置をとられても、不服を申し立てません。 

申請者署名                      ㊞ 

【※申請者が未成年者の場合のみ】 

 申請者が上記事項に同意したうえで「２０１８年度高石記念プール・個人利用」に申請することに同意します。 

 

                                               親権者署名                      ㊞ 

個人情報の収集と利用目的について： 本書類にて収集した個人情報は、「高石記念プール・個人利用」おける業務にのみ

使用し、これ以外には使用いたしません。早稲田大学「個人情報の保護に関する規則」並びに「早稲田大学情報セキュリテ

ィポリシー」に基づき、当該個人情報の漏洩・流出・不正利用がないよう、必要かつ適切な管理を行います。 

早稲田大学競技スポーツセンター 
Office Use: □高石記念プール利用者登録証の再発行  

 

 



Waseda University Athletic Centre NO. 

AY 2018 Takaishi Memorial Swimming Pool:  

Individual Use User Registration Application  

and Letter of Intent 

Approval stamp 

□＿Guardian’s 

 signature and seal 

Department Student Number Date 

         –   

Katakana  

Name  

Date of birth  Age  

Contact  
address 

 

 Tel – – 

Emergency 
contact  
address 

in Japan 

Name: 

 

Tel – – 

I received the 2018 Takaishi Memorial Swimming Pool: Individual Use Guide and fully  
understand it. I agree to the following and register. 

1. I shall be responsible for my health when using the pool, and I will not claim damages  
from the University for accidents during use. 

2. I will not claim damages from the University for any damage I cause to others during my 
 use of the pool. 

3. I will not file any claim for compensation resulting from a violation of the conditions listed  
in this guide. 

Signature (Seal) 

[* Please provide the following signature if the applicant is a minor] 
I agree to the above conditions and consent to the applicant’s registrations described at “AY2018  
Takaishi Memorial Swimming Pool: individual Use Guide”. 

Guardian’s signature (Seal) 
Collection and Use of Personal Information: The personal information obtained from this document will be used for the operation of the 
Takaishi Memorial Swimming Pool and will not be used for any other reason. To prevent leakage, loss, and improper use of this personal in-
formation, the information will be properly managed in accordance with the Waseda University Law Regarding the Protection of Private Infor-
mation and Waseda University Personal Information Security Rules.                     Waseda University Athletic Centre 

Office Use: □高石記念プール利用者登録証  

 


