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NAF ATSUGI PARENT/GUARDIAN CONSENT FORM － 同意書 
Parent/Guardian’s Information － 親・保護者情報  

Last Name 苗字 First Name 名前 MI 洗礼名 

ATSUGI Taro  
 

Parent’s Address 現住所 Parent’s Phone Number 電話番号 
#101 Mezonsakura , 1-2-3 , Sakura-cho , Ayase-shi , 

Kanagawa-ken 
046-123-4567 

 
Parents Signature (Hanko Stamp Optional) 承認サインと捺印 

ATSUGI Taro                             ○印   
 
I have given the sponsor identified on this form permission to escort my child on NAF Atsugi 
Year/Date/Time: from ____________ to ____________, for the purpose of  Atsugi Base Tour .  
私は本状で指名されているスポンサーが、＿＿＿＿年＿＿月＿＿日＿＿＿時から 
(＿＿月＿＿日)＿＿＿時迄、(用件・イベント)  Atsugi Base Tour のため、子供を厚木基地内にエ
スコートすることを了解します。 
 
My child will be on the installation in the care of the sponsor by my permission and with the understanding 
that NAF Atsugi and the United States Government are in no way responsible for this personal agreement. 
私の了解のもと、上記スポンサーが私の子供を厚木基地内でエスコートするにあたり、それにつ
いて厚木基地や合衆国政府は何らの責任を負わないことを理解します。 
 
I understand that my child’s presence on the installation in no way grants me access on to the installation. 
私は、私の子供が厚木基地内にいるという事により、私が厚木基地内への立ち入りを許されるこ
とは無いことを理解いたします。 
 
The sponsor and I take full responsibility for my child’s health and welfare and any costs or incidents that 
occur in association with this visit or during the period covered on this consent form. 
私と上記スポンサーは、本件同意書が指定する期間にあって、私の子供が厚木基地内に滞在する
間の安全や行為、さらには不法行為や損害が発生した場合には全面的な責任を負うことを理解し
ます。 

Child’s Information － 子供情報  
Last Name 苗字 First Name 名前 MI 洗礼名 

ATSUGI Hanako  

 
Age 年齢 Eye Color 目の色 Hair Color 髪の色 Gender 性別 Ht/Wt lbs 身長体重 

16 Black Black F 158 cm / 50 kg 

 
Sponsor’s Information － スポンサー情報  

Last Name 苗字 First Name 名前 MI 洗礼名 
   

 
Sponsor’s Address スポンサー住所 Sponsor’s Phone Number スポンサー電話番号 

  

 
I understand that I am responsible for the child identified on this form from the time I enter the installation 
until I return them to the parent/guardian identified on this form, and that I will at no time leave them 
unsupervised. 
私（スポンサー）は、本件同意書で指定された子供を、本件同意書で指定された期間の間に厚木
基地内でエスコートするにあたり、その子供をその保護者に戻すまで、常に私が責任をもって監
督しなければならないことを理解します。 

Sponsor’s Signatureスポンサーのサイン 
 

 
NAF Atsugi Form 5512/11 

記入例 
保護者氏名：厚木 太郎（あつぎ たろう） 
住 所：神奈川県綾瀬市さくら町１－２－３ メゾンさくら１０１号室 
電 話：０４６－１２３－４５６７ 
 
子供氏名：厚木 花子（あつぎ はなこ） 
年 齢：１６歳 
目の色：黒 
髪の色：黒 
性 別：女性 
 

注意事項 
⚫ 記入は全てローマ字（ヘボン式）でお願いします。 
⚫ 親権者のサイン（直筆）と捺印は必須です。 
⚫ 洗礼名があれば記入してください。 
⚫ 性別は、男性：ＭＡＬＥ→Ｍ、女性：ＦＥＭＡＬＥ→Ｆ で記入してください。 
⚫ 身長の単位はｃｍ、体重の単位はｋｇで記入してください。 こ

の
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、
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上
自
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し
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す
。 


