
様式B

月 日

月 日 曜日 月 日 曜日 月 日 曜日

区分 変更1 変更2
お茶
補給 種類 変更1 変更2

お茶
補給 種類 変更1 変更2

お茶
補給

朝食 一般食

一般食

弁当

野外
調理

一般食

野外
調理

かまど 変更1 変更2 かまど 変更1 変更2 かまど 変更1 変更2 かまど 変更1 変更2

101 201 301 401

102 202 302 402

103 203 303 403

104 204 304 404

105 205 305 405

106 206 306 406

107 207 307 407

108 208 408

109 209 409

110 210 410

計 0 0 計 0 0 計 0 0 計 0 0

合計

・入所日前日の17時以降におけるキャンセルのご連絡は対応いたしかねます。

施設記入欄 書類受理日 / 受理時間 : 受付者

・入所日3日前の17時より入所日前日の17時の間でキャンセルのご連絡の場合、全日程の各食事代の50％（10円以下の場合
ｱは切り上げ）のキャンセル料をいただきます。

0 0 0

0 0 0 0

《キャンセルポリシーについて》
・入所日3日前の17時までにキャンセルのご連絡の場合、キャンセル料は発生しません。

申込数 変更1 変更2

申込数 申込数 申込数 申込数

【C】一般食(200円おかず)

●野外調理　かまど別人数表  (かまどごとに食材を準備します。人数の目安･･･1かまどあたり6～8人）
第1炊飯場 第2炊飯場 第3炊飯場 第4炊飯場

米増量    30g×( )食

【B】一般食(100円おかず) 【E】おにぎり弁当 【G】豚汁 【I】ビーフシチュー
【K】《肉2倍》
バーベキュー

【A】一般食 【D】幕の内弁当 【F】チキンカレー 【H】ビーフカレー 【J】バーベキュー

昼食

※各食事の種類は、下のメニュー表を参考にして、記号を記入してください。
一　般　食 弁　当 野　外　調　理

夕食

水筒へ
の補給

が必要な
場合は
チェック

↓

種類 食事数 食事数 食事数

№1

変更

●食事種類・食事数申し込み(希望する食事種類の欄に、食事の種類と食事数を記入してください。)

日付
1　日　目 2　日　目 3　日　目

MAIL:mail-inquiry@sefuri.fukuoka-shizennoie.jp

団体名 記入日

食事申込書
(一般・家族用)

送信先:背振少年自然の家
利用日の20日前までに提出FAX:092-804-6772

背振少年自然の家(ver.20200401)



様式B

月 日

月 日 曜日 月 日 曜日 月 日 曜日

区分 変更1 変更2
お茶
補給 種類 変更1 変更2

お茶
補給 種類 変更1 変更2

お茶
補給

朝食 一般食

一般食

弁当

野外
調理

一般食

野外
調理

かまど 変更1 変更2 かまど 変更1 変更2 かまど 変更1 変更2 かまど 変更1 変更2

101 201 301 401

102 202 302 402

103 203 303 403

104 204 304 404

105 205 305 405

106 206 306 406

107 207 307 407

108 208 408

109 209 409

110 210 410

計 0 0 計 0 0 計 0 0 計 0 0

合計 0 0 0

《キャンセルポリシーについて》
・入所日3日前の17時までにキャンセルのご連絡の場合、キャンセル料は発生しません。

申込数 変更1 変更2

0 0 0 0

・入所日前日の17時以降におけるキャンセルのご連絡は対応いたしかねます。

施設記入欄 書類受理日 / 受理時間 : 受付者

・入所日3日前の17時より入所日前日の17時の間でキャンセルのご連絡の場合、全日程の各食事代の50％（10円以下の場合
-は切り上げ）のキャンセル料をいただきます。

申込数 申込数 申込数 申込数

●野外調理　かまど別人数表  (かまどごとに食材を準備します。人数の目安･･･1かまどあたり6～8人）
第1炊飯場 第2炊飯場 第3炊飯場 第4炊飯場

【C】一般食(200円おかず)

【B】一般食(100円おかず) 【E】おにぎり弁当 【G】豚汁 【I】ビーフシチュー
【K】《肉2倍》
バーベキュー

米増量    30g×( )食

【A】一般食 【D】幕の内弁当 【F】チキンカレー 【H】ビーフカレー 【J】バーベキュー

※各食事の種類は、下のメニュー表を参考にして、記号を記入してください。
一　般　食 弁　当 野　外　調　理

昼食

夕食

水筒へ
の補給

が必要な
場合は
チェック

↓

種類 食事数 食事数 食事数

●食事種類・食事数申し込み(希望する食事種類の欄に、食事の種類と食事数を記入してください。)

日付
4　日　目 5　日　目 6　日　目

団体名 記入日

食事申込書
(一般・家族用) №2

変更

背振少年自然の家(ver.20200401)


