
令和　３年度　事業及び会務報告書

自　令和 3年 4月 1日

至　令和 4年 3月31日

駒込二丁目親和会



令和 3年度収支決算書

自 令千日 31r,1JJ i u 

至令平日 4{F3月31日 駒込一二丁目親和会

科 日 摘 要 収入 支出

令和2年度繰越 現金 78,506円，普通預金 2,333,561円 2,412,070 

町会t1i 正会員、賛助会貝、都住正会員 1,349,600 

助成金 防災訓練，コミュニティ事業 526,400 

補助金 防犯灯電気料補助 7,704円、他 25,704 

預り金 共同募金充当金 225,300 

報奨金 ごみ減量推進 109,320円、他 131,150 

雑収入 HP広告代、他 42,290 

受取利息 普通預金、定期l預金 利息 70 

その他 各自｜；反り金 231,53t1 

行事y1j ラシ’オ体操一、盆踊り

祭礼 20万l'l、倣苦会一、 200,000 

mtっき大会一、新年会他－

会議ttt 役目会，他 19 544 

事務費 回覧掲示コピー代ー他 86,323 

交際ri 弔慰金 60,000円，他 90,000 

会費 町会連什会、 1：~ 出 rvj火｜的災協会、

（呆必観察協会、巣鴨防犯協会 37,200 

（コロナ禍において会議等11111：により減少）

防犯tr 街路灯電気料（1草） 13,503 

保険料 傷害保険（町会行事に対して） 72,830 

防災部資 防災訓練、 1＇.＆末瞥 7氏、部会、他 80,000 

i歩外部費 母の会、他 mr会活動文民 80,000 

k'l"l：古！｛費 町会活動支援 100,000 

古年部 町会活動支綬 30,000 

募金寄付 日亦共同非企，亦い羽似，歳末助け合いへ 225,300 

積立金 備品改修、特別j出費準備のため 100,000 

雑貨 お併・非常川食品等町会n配布品 317,282円、他 417,382 

小三十 1,552,082 

令和 4年度へ繰越 現金 287,799[11、普通預金 3,104,237llJ 3,392,036 

吾司： 4,944,118 4,944,118 

定期預金 2,000,000[11 

会長 小）11 幸雄＠
監fE 藤根井敏夫

会計 伊達忠伸

会計 石津洋一郎：



令和　４年度　予　算（案）
自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日 駒込二丁目親和会

　　　　　　　　摘　　　　要 収　入 支　出
現金 287,799円、普通預金 3,104,237円 3,392,036     
正会員、賛助会員、都住正会員 1,270,000     
防災訓練、コミュニティ事業 250,000        
防犯灯電気料補助(7.704円)、他 20,000          
共同募金充当金 230,000        
資源ﾘｻｲｸﾙ推進、他 130,000        
行事寄付金、他 70,000          

70                 

ﾗｼﾞｵ体操 2万円、祭礼又は盆踊 70万円、
敬老会 10万円、餅つき 17万円、
新年会10万円、その他

1,100,000     

理事会、役員会、他 60,000          
回覧掲示ｺﾋﾟｰ代、他 90,000          
弔慰金、他 100,000        

　

第10地区区政連絡会、豊島防火防災協会、
保護観察協会,巣鴨防犯協会、町会連合会、
社明推進委員会、消防団、他（各5千～1万円）

150,000        

街路灯電気料（1基） 14,000          
傷害保険（町会行事に対して） 80,000          
防災訓練、歳末警戒、部会、他 80,000          
母の会、防火女性の会、他　町会活動支援 80,000          
町会活動支援 100,000        
町会活動支援 30,000          
日赤共同募金、赤い羽根、歳末助け合いへ 230,000        
備品改修、特別出費準備のため 100,000        
備品購入代、他 100,000        

2,314,000     
3,048,106     

5,362,106     5,362,106     

定期預金　2,100,000円

翌年度へ繰越
　合計

小計

交際費

会　費

防犯費
保険料
防災部費
渉外部費
女性部費
青年部
募金寄付
積立金
雑費

事務費

科　　目
令和 3年度繰越
町会費
助成金
補助金
預り金
報奨金
雑収入
受取利息

行事費

会議費
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　令和　３年度　事業 及び 会務報告　

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日 駒込二丁目親和会

年 月 日

3・ 4・ （「染井吉野さくら祭」　中止）
6～15 「春の交通安全運動」　協力

5・ 11 「役員会」を開催、今後の活動について協議を行う。

（「ゴミ０運動」　中止）

6・ 18 「役員会」を開催、夏期行事について協議を行う。

7・ （「社会を明るくする運動」地区大会　中止）
（「ラジオ体操」　中止）

8・ （「盆踊り大会」　中止）

9・
（「秋の全国交通安全運動」　中止）

10・ 8 「役員会」を開催
29 「ふれあいポリス」参加協力

11・ 9 「役員会」を開催、歳末警戒等の協議を行う。
9 （「ごみゼロウイーク清掃活動」　中止）

（「敬老行事」　中止）

12・ 8 「役員会」を開催、今後の活動について協議を行う。
町会会員に餅・防災食等配布（餅つき大会は中止）

27～28 「歳末警戒」夜回りを役員のみで町内全域を巡回実施。

摘　　　　　　　　要

（「天祖神社祭礼」　中止）

（本年度も新型コロナウイルス感染拡大防止のため多くの行事が中止となりました。）

「通常総会」中止、文書により代替
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年 月 日

4・ 1・ （「新年懇親会」　中止）

3・ 11 「役員会」を開催、今後の活動について協議を行う。
新入学児童祝い品進呈。
（「町内お花見」　中止）

　　　　　【物故者御尊名】

・11班　　　  林　信子

・都住　　　　田中敏治　　　 

・11班　　　　戸塚祐子　　　 

・都住　　　　西島ちよ子　　　 

・都住　　　　入江久子

・ 1班　　　　中村栄子　　　

・都住　　　　平山　孝

・都住　　　　千葉　博

・都住　　　　大倉文枝

・都住　　　　加藤瑛子

・都住　　　　蒲原久恵

・12班　　　  原口時夫

摘　　　　　　　　要
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