
〜映画制作と上映に向けて〜  

「皆様のご支援・ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます！」  

■任意の額によるご寄付のご協力  

ドキュメンタリー映画『かけはし』制作＆上映に向けて、任意の額による皆様からのご寄付のご協力を呼びか
けています。ご寄付をいただいた皆様のお名前を、当サイトのホームページと映画のエンドロールにSpecial 
Thanksとして掲載させていただきます。皆様のご支援・ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。 
  

◎ドキュメンタリー映画「かけはし」寄付の申込方法  

 ご連絡先を明記の上、ミューズの里「かけはし」事務局までお送りいただき、指定口座にお振込みください。 
【連絡先：ミューズの里】〒195-0062 東京都町田市大蔵町2929-6 ドキュメンタリー映画「かけはし」事務局 
 E-mail: info@musevoic.com または、E-mail:crosscultureplaza@yahoo.co.jp 
 FAX: 046-283-5161 または FAX: 042-734-3758 TEL: 070-6511-7275／TEL: 070-5568-8204 
 
～ご寄付のお振込先～ 
◉ 三菱東京UFJ銀行（鶴川支店）【口座名】株式会社ミューズの里【口座番号】（普）００４３４４２ 
◉ ゆうちょ銀行【記号】10130【番号】７１９４５２８１ 
                【口座名】株式会社ミューズの里（ カ）ミューズノサト） 
※郵便局以外の金融機関から「ゆうちょ銀行」にお振込みをされる場合の口座情報は下記となります。 
 【銀行名】ゆうちょ銀行 【店名】〇一八（読み ゼロイチハチ） 【店番】０１８ 【預金種目】普通預金 
 【口座番号】７１９４５２８【カナ氏名】（受取人名）上記と同じ 
  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝      切り取り線      ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

  

        ドキュメンタリー  映画  『かけはし』  制作支援金のお申し込み     
  
	 	 送付先：ミューズの里「かけはし」事務局行   FAX:  046-283-5161   または、  E-mail:  info@musevoice.com	 

	 	 ドキュメンタリー映画「かけはし」制作支援募金として、下記を申し込みます。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 記入日： 	 	  年  	  月   	 日 
●	 企業・団体・個人名：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

※企業・団体の場合は、ご担当者名をご記入ください（ご担当者様：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

	 

●ご連絡先	 TEL:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 FAX:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 E-mail:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 住所	 〒	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

●	 支援金（ご寄付）：￥	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 �【ご入金日：	 	 	 	 年	 	 	 月	 	 日】	 
	 

●	 領収書の送付について： ⬜ ︎必要  ⬜ ︎不必要 
●	 エンドロール＆「かけはし」公式HPへのお名前の掲載について： ⬜ ︎掲載OK  ⬜ ︎匿名を希望 
 
◎	 備考欄                                             
                                                                   
                                                         
                                                            
                                                  
                                                  
～ ※当サイトのホームページと映画のエンドロールに Special Thanks として掲載させていただきます ～  


