
平成２３年度　事業及び会務報告書

　　　　自　平成23年 4月 1日

　　　　至　平成24年 3月31日

　　駒込二丁目親和会



平成23年度－盟三一些算書

自平成23年4月 i日

至平成24年3月31日

駒込二丁目親和会

科 摘 要 収入
． 

支出目

平成22年度繰越 現金 208,506円，普通預金 1,467,402円 1,675,908 

町会費 正会員、賛助会員、都住正会員 1,498,000 

助成金 地域防災組織、防災訓練、他 149,076 

補助金 コミュニティ E 事業 （敬老会） 、他 144,210 

預り金 共同募金充当金（都住51,000円を含む） 356,400 

報奨金 資源リサイクル推進 他 230, 000 

雑収入 祝金、他 73,200 

受取利息 799 

その他 各部各行事費戻り金 224,939 

｜行事費 花見会 7万円，ラシ・ォ体操 3万円，
盆踊り 7万円，祭礼 30万円，敬老会 10万円
餅っき 10万円， Tーキャン，.8万円，新年会 他 846l256 

会議費 総会，理事会，役員会他 64,040 

｜事務費 回覧掲示コピー代，他 67, 772 

交際費 弔慰金 55,000円，他 85,000 

会費 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、他

（各5千～1万円） 140,900 
防犯費 街路灯電気料（2基） 12, 470 

保険料 傷害保険（町会行事に対して） 67, 130 

防災部費 防災訓練，歳末警戒，部会他 150,000 

渉外部費 母の会他町会活動支援 150,000 

女性部費 町会活動支援 170,000 

青年部 町会活動支援 30,000 

募金寄付 日赤共同募金，赤い羽根，歳末助け合いへ 356,400 

積立金 備品改修、特別出費準備のため 200,000 

花と緑の会 花の種，備品他 20,000 

雑費 備品購入代、他 127,427 

平成24年度へ 現金 93,355円，普通預金 1,771, 782円 l, 865, 137 

合計 4,352,532 4,352,532 

定期預金 2,200,000円
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平成２４年度　予　算（案）

自　平成24年4月 1日 駒込二丁目親和会

至　平成25年3月31日

科　　目 　　　　　　　　摘　　　　要 収　入 支　出

平成23年度繰越 現　金 93,355円，普通預金 1,771,782円 1,865,137 

町会費 正会員，賛助会員，都住正会員 1,500,000 

助成金 地域防災組織，防災訓練 150,000   

補助金 ｺﾐｭﾆﾃｨｰ事業（敬老会、他） 150,000   

預り金 共同募金充当金（都住51,000円を含む） 350,000   

報奨金 資源ﾘｻｲｸﾙ推進　他 150,000   

雑収入 行事寄付金 50,000    

預金取崩 600,000   
行事費 花見会 7万円，ﾗｼﾞｵ体操 3万円，

盆踊り 7万円，祭礼 30万円，敬老会 10万円
餅つき 10万円，ﾃﾞｰｷｬﾝﾌﾟ 8万円、新年会、他 850,000   

会議費 総会，理事会，役員会　他 100,000   

事務費 回覧掲示ｺﾋﾟｰ代　他 80,000    

交際費 町会連合会、弔慰金、他 100,000   

　

会　費 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、他
　　（各5千～1万円） 150,000   

防犯費 街路灯電気料（2基） 13,000    

保険料 傷害保険（町会行事に対して） 70,000    

防災部費 防災訓練，歳末警戒，部会　他 150,000   

渉外部費 母の会，防火女性の会，他　町会活動支援 150,000   

女性部費 町会活動支援 170,000   

青年部 町会活動支援 30,000    

募金寄付 日赤共同募金，赤い羽根，歳末助け合いへ 350,000   

積立金 備品改修，特別出費準備のため 200,000   

神幸祭 600,000   

雑費 備品購入代、他 200,000   

平成25年度へ繰越 1,602,137 

　合計 4,815,137 4,815,137 

定期預金　1,800,000円



　平 成 ２３ 年 度　　事 業 及 び 会 務 報 告　

自　平成23年 4月 1日

至　 〃 24年 3月31日 駒込二丁目親和会　

年　月　日 摘　　　　　　　　要

　23・ 4・    15 　監査会及び予算委員会を行う。

 　    5・     6 役員会を開催、通常総会等について協議を行う。

　        11～20 春の全国交通安全運動に協力。

　　　　　    17 通常総会を開催、当会に於いて事業報告及び決算報告等の承認を受く。
引き続き懇親会を行う。

　　　 6・　　17 理事会を開催、夏期行事について協議を行う。

　　　 7・　　12 役員会を開催、夏期行事について協議を行う。

　　　  　　　17 「社会を明るくする運動」地区大会に参加・協力。

　　　  　21～27 夏期行事の一環として「ラジオ体操」を行う。

　　　 8・　　 9 理事会を開催、夏期行事細部に亘り協議を行う。尚当会において
天祖神社祭礼の実行委員会を発足する。

　　　  　20～22 「盆踊り大会」を染井吉野桜記念公園において３日間に亘り実施。

　　　 9・　　 3 役員会を開催、天祖神社祭礼について細部に亘り協議を行う。

               9 有志により宮出しを行う。

　　　　　10～11 天祖神社祭礼を２日間に亘り実施。

　　　10・　　 2 デーキャンプ及び防災訓練を駒込公園において実施。

　　　    　　11 理事会を開催、後期事業について協議を行う。

　　　11・　　 5 敬老行事を区民ひろば駒込において実施。

　　　    　　11 役員会を開催、歳末警戒・新年懇親会等の協議を行う。

　　　　　　　29 禁煙マナーキャンペーンに参加。

　　　12・　　 6 理事会を開催、当会において新年懇親会実施について協議・承諾を受く。

　　　　　　　11 第14回「町内餅つき大会」を実施。

　　　 　 28～29 歳末警戒夜回りを町内全域に亘り実施。

　24・ 1・　　17 松柏軒において新年懇親会を行う。

　　　 2・　　11 防災活動の一環として、池袋防災館において防災訓練を実施。

　　　     　 14 理事会を開催、当会において新入学児童祝品について協議し承認を受く。

　　　 3・　　 6 役員会を開催、「町内お花見」及び24年度活動予定について協議を行う。



【物故者御尊名】

・ 7班　　　大島妙子　　　　77歳

・都住　　　坂東安子　　　　89歳

・ 9班　　　比米良　　　　　69歳

・ 1班　　　増田定子　　　　78歳

・ 2班　　　鈴井新　　　　 100歳

・都住　　　升谷艶子　　　　70歳

・都住　　　鈴木孝雄　　　　73歳

・ 4班　　　古川久江　　　　93歳

・都住　　　斉藤久子　　　　75歳

・ 5班　　　下原たか子　

・ 9班　　　森田英義　　　　76歳


