
平成２５年度　事業及び会務報告書

自　平成25年 4月 1日

至　平成26年 3月31日

駒込二丁目親和会



平成 25年度収支決算書

自平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

科 目 摘 要

平成24年度繰越 l現金山6円，普通預金山， 838円
町会費 ：正也会員、賛助会員、都住正会員
助成金 ！ 域防災組織、防災訓練、他

補助金 コミュニティー事業 （敬老会） 、他

預り金
十一

共同募金充当金

報奨金 資源けイクlレ推進 他

雑収入 祝金、他

受取利息、

その他 ー斗ー各部各行事費戻り金
行事費 花見会 7万円， 7γォ体操 3万円，

盆踊り 7万円，祭礼 30万円，敬老会 10万円
」グっき 10万円，新年会他

会議費
下 ア会，理乾役員会他

事務費 回覧掲示コヒ。一代， 他

交際費 弔慰金 35,000円，他
」

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）

防犯費 街路灯電気料（2基）

保険料 傷害保険（町会行事に対して）

防災部費 防災訓練，歳末警戒，部会他

渉外部費 1 母の会他町会活動支援

女性部費 町会活動支援

青年部 町会活動支援

募金寄付 日赤共同募金，赤い羽根，歳末助け合いへ

積立金 備品改修、特別出費準備のため

雑費 備品購入代、他

小計越 ｜現
平成26年度へ繰 金 27,010円，普通預金 2,508,817円
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平成２６年度　予　算（案）

自　平成26年4月 1日

至　平成27年3月31日 駒込二丁目親和会
科　　目 　　　　　　　　摘　　　　要 収　入 支　出

平成25年度繰越 現　金 27,010円，普通預金 2,508,817円 2,535,827 

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 300,000 

報奨金 資源ﾘｻｲｸﾙ推進　他 200,000 

雑収入 行事寄付金 50,000 

受取利息 800 
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 900,000 

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 100,000 

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） 20,000 

保険料 傷害保険（町会行事に対して） 80,000 

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 300,000 

積立金 備品改修，特別出費準備のため 200,000 

雑費 備品購入代、他 300,000 

小計 2,750,000 

平成27年度へ繰越 2,136,627 

　合計 4,886,627 4,886,627 

定期預金　2,200,000円



　平 成 ２５ 年 度　　事 業 及 び 会 務 報 告　

自　平成25年 4月 1日

至　 〃 26年 3月31日 駒込二丁目親和会　

年 月 日 摘　　　　　　　　要

　25・ 4・ 7 「染井よしのさくら祭」に参加・協力

9 理事会を開催、町会運営について協議を行う。

17 監査会及び予算委員会を行う。

　  11～20  6～15 春の全国交通安全運動に協力。

5・ 7 役員会を開催、通常総会等について協議を行う。

14
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。

30 ゴミ０デー、駒込駅周辺にて実施。

6・ 21 理事会を開催、夏期行事について協議を行う。

22 町内親睦会を開催、屋形船から夜景を観ながら会食

7・ 9 役員会を開催、夏期行事について協議を行う。

21 「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・ 7 区民ひろばと共催で「子ども映画会」を実施。

9 理事会を開催、秋期行事について協議を行う。

23～25 「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・ 6 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。

7 駒込小学校地域盆踊りに協力

9 駒込小学校地域パトロールに協力

14(15)
天祖神社祭礼を２日間に亘り実施予定でしたが、
二日目は荒天のため中止。

　  11～20  21～30 秋の全国交通安全運動に協力。

10・ 2 駒込小学校地域パトロールに協力

12 「区民ひろば祭」に協力。

15 理事会を開催、後期事業について協議を行う。

11・ 2 敬老行事を区民ひろば駒込において実施。

6 駒込小学校地域パトロールに協力

8 役員会を開催、歳末警戒・新年懇親会等の協議を行う。

10 染井よしの桜の里協議会「秋祭り」に協力

22 町会・駒込銀座商店街合同防犯パトロールを実施。



年 月 日 摘　　　　　　　　要

11 26 路上喫煙・ポイ捨て防止キャンペーンを行う。

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。

8 「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。

26・ 1・ 18 区民ひろば駒込において新年懇親会を行う。

2・ 7
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。

22 防災活動の一環として、池袋防災センターにおいて防災訓練を実施。

26 駒込小学校地域パトロールに協力

3・ 7
役員会を開催、「町内お花見」及び26年度活動予定について協議を
行う。

14 町会・駒込銀座商店街合同防犯パトロールを実施。

17 駒込小学校　安全パトロールに協力。

30 「町内お花見」を計画、準備をしたが雨天のため中止。

【物故者御尊名】

・ 4班　　保手濱純二　　59歳

・11班　　加藤忠男　　　81歳

・ 6班　　藤岡定一　　　87歳

・都住　　神田道子　　　

・都住　　若杉敏子　　　90歳

・都住　　長谷川富子　　66歳

・ 5班　　若林信弘　　　63歳




