
　　　　平成22年度　湖風会　滋賀支部決算書（案）
　　　　　　　　　（平成22年4月１日～平成23年3月31日）

収入の部 （単位；円）

科　　　目 決　　算 備　　　　　　　考

本部助成金 140,000

利息 6

合　　　計 140,006

支出の部 （単位；円）

科　　　目 決　　算 備　　　　　　　考

総会費 78,280 会場費、案内状費、看板代

懇親会補助 5,830 総会懇親会

役員会費 14,981 会場費、コピー代、お茶代　　注）１

通信費 1,400 はがき代

事務用品費 14,630 湖風会滋賀支部長印代、出納帳代

交通費補助 23,600

小計 138,721

次年度繰越金 1,285

合　　　計 140,006

　　　　　注）１　：　４回開催



　　　　平成22年度　湖風会　滋賀支部決算書（案）
　　　　　　　　　（平成22年4月１日～平成23年3月31日）

収入の部 （単位；円）

科　　　目 決　　算 備　　　　　　　考

本部助成金 140,000

利息 6

総会懇親会費 109,000 3,000円×33名、寄付10,000円

合　　　計 249,006

支出の部 （単位；円）

科　　　目 決　　算 備　　　　　　　考

総会費 193,110
会場費10,140、案内状費60,540、看板代6,800、
懇親会費114,830、マイク代800

役員会費 14,981 会場費、コピー代、お茶代　　注）１

通信費 1,400 はがき代

事務用品費 14,630 湖風会滋賀支部長印代、出納帳代

交通費補助 23,600

次年度繰越金 1,285

合　　　計 249,006

　　　　　注）１　：　3回開催

　　　　　　　参考　未提出



　　　　平成２３年度　湖風会　滋賀支部決算書
　　　　　　　　　（平成23年4月１日～平成24年3月31日）

収入の部 （単位；円）

科　　　目 金額 備　　　　　　　考

前年度繰越金 1,285

本部助成金 100,000

利息 9

合　　　計 101,294

支出の部 （単位；円）

科　　　目 金額 備　　　　　　　考

役員会費 17,354 会場費、コピー代、お茶代　　注）１

通信費 35,500 はがき代

小計 52,854

次年度繰越金 48,440 預金通帳残高\43,744、手許金\4,696

合　　　計 101,294

　　注）１　：　５回開催　（５月１４日、７月２日、８月６日、１０月１８日、１月２１日）



2010年度
名前 卒業年 住所 金額 5/15 7/24 10/23 2/19 合計額

松下　恭明 S40C 栗東 1000 ○ ○ ○ ○ 4,000
児玉　悦雄 S40M 米原 1000 ○ ○ 2,000
大森　晢夫 S41M 彦根 300 ○ ○ ○ 900
馬場　初代 S45 彦根 300 ○ ○ ○ 900
大西　友子 S45 彦根 300 ○ ○ 600
田口　圭子 S48 彦根 300 ○ ○ ○ 900
中村　久郎 S29 草津 1000 ○ 1,000
藤本　健一 S33 東近江 1000 ○ ○ ○ ○ 4,000
松林　憲一 S33 彦根 300 ○ ○ 600
五坪　千恵子S53 長浜 1000 ○ ○ ○ ○ 4,000
横田　峰子 S59 彦根 300 ○ ○ 600
安寺　久美子S49 彦根 300 ○ ○ 600
坂本　裕子 H1 彦根 300 ○ ○ 600
小林　匡哉 H17 守山 1000
丸山　麻美 H21 彦根 300 ○ ○ ○ 900

監査 小菅　建次 S41C 犬上 1000 ○ 1,000 大学
議長 岡田　定一 S34 近江八幡 1000 ○ 1,000

合計額 23,600

役員会出席簿
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2011年度 未精算
名前 住所 金額 5/14 7/2 8/6 10/8 1/21

松下　恭明 栗東 1000 ○ ○ ○ ○ ○ 5,000
児玉　悦雄 米原 1000 ○ ○ ○ 3,000
大森　晢夫 彦根 300 ○ ○ ○ ○ ○ 1,500
大塚　　勝 長浜 1000 ○ ○ ○ ○ 4,000
岸部　輝弥 守山 1000 ○ 1,000
馬場初代 彦根 300 ○ ○ ○ 900
大西友子 彦根 300 ○ ○ 600
田口佳子 彦根 300 ○ ○ ○ ○ 1,200

田邊　愛子 近江八幡 1000 ○ 1,000
若松　治代 彦根 300 ○ ○ 600
中村久郎 草津 1000 ○ 1,000
藤本健一 東近江 1000 ○ ○ 2,000

安寺　久美子 彦根 300 ○ ○ 600
五坪　千恵子 長浜 1000 ○ ○ ○ 3,000

坂本裕子 彦根 300 ○ ○ ○ 900
井上　慎也 草津 1000 ○ 1,000

合計額 27,300

合計額
役員会出席簿



　　　　平成２４年度　湖風会　滋賀支部決算書　

　　　　　　　　　（平成24年4月１日～平成25年3月31日）

平成25年3月31日

湖風会　滋賀支部

支部長　松下恭明　　　　　㊞

収入の部 （単位；円）

科　　　目 予算 決算 備　　　　　　　考

　前年度繰越金 48,440 48,440

　本部助成金 181,000 181,000

　利息 0 20

合　　　計 229,440 229,460

支出の部 （単位；円）

科　　　目 予算 決算 備　　　　　　　考

　役員会費 40,000 6,039 会場費、コピー代、お茶代　      　注）

　活動委員会費 24,000 0

　部会・分会活動助成費 15,000 0

　評議員アンケート調査費 96,000 86,720 郵送費、返信用切手代、コピー代、他

　記念クラス会促進活動費 6,000 0

はがき代、手許金台帳代

評議員就任依頼はがき代、切手代

合　　　計 181,000 124,506

　　　（差引残額の保管内訳：預金通帳残額104,764円、手許金190円）

　　注）　：　役員会/４回開催　（５月１９日、８月２５日、１１月２４日、２月２３日）

　収入決算合計額229,460円ー支出決算合計額124,506円＝差引残額（次年度繰越金）104,954円

　通信費、その他 0 31,747



Ｈ２３年度予算申請内容

活　動　内　容 単価 金額 備　　　考

役員会費 年5回 8,000 40,000 会場費、通信費、湯茶　ほか

活動委員会費 年３回 8,000 24,000 会場費、通信費、湯茶　ほか

部会・分会活動助成、補助 年３回 5,000 15,000 会場費、通信費、湯茶　ほか

評議員アンケート調査費 160 96,000 評議委員アンケート調査　６００名

記念クラス会促進活動費 100 6,000 案内はがき代　６０学級

合　　　計 181,000



　　　　平成２５年度　湖風会　滋賀支部決算書　（案）

平成26年3月31日

湖風会　滋賀支部

支部長　松下恭明　　　　　㊞

収入の部 （単位；円）

科　　　目 予算 決算 備　　　　　　　考

　前年度繰越金 104,954 104,954

　本部助成金 9,046 10,000

　利息 0 8

合　　　計 114,000 114,962

支出の部 （単位；円）

科　　　目 予算 決算 備　　　　　　　考

支部総会開催費 80,000 52,800 案内状（500通）・資料郵送費

役員会費 4,000 0 湖風会館にて4回開催

　分会活動補助費 15,000 0

記念クラス会案内状・郵送費7,200円

ハガキ代1,950円

合　　　計 114,000 61,950

　　　（差引残額の保管内訳：預金通帳残額34,772円、手許金18,240円）

　　注）　：　役員会/４回開催　（４月６日、７月２０日、１１月１６日、２月２２日）

別途会計（総会懇親会費） （単位；円）

科　　　目 収入 支出 備　　　　　　考

懇親会参加費 114,000 3,000円×38名

懇親会費支払 114,000 看護棟ナシェリア宛支払

合　　計 114,000 114,000

　収入決算合計額114,962円ー支出決算合計額61,950円＝差引残額（次年度繰越金）53,012円

　通信費、その他 15,000 9,150



Ｈ２５年度予算申請内容 （単位；円）

活　動　内　容 金額 備　　　考

支部総会開催費 80000  案内状、各種準備費

役員会費 4,000  1,000×4回　通信費、湯茶　ほか

分会活動補助 15,000  5,000×3回　会場費、通信費、湯茶　ほか

合　　　計 114,000

15,000  ハガキ代、コピー代など通信費・その他



　　　　平成２６年度　湖風会　滋賀支部決算書　（案）

平成27年3月31日

湖風会　滋賀支部

支部長　松下恭明　　　　　㊞

収入の部 （単位；円）

科　　　目 予算 決算 備　　　　　　　考

　前年度繰越金 53,012 53,012

　本部助成金 60,988 70,000

　利息 0 5

合　　　計 114,000 123,017

支出の部 （単位；円）

科　　　目 予算 決算 備　　　　　　　考

 支部総会開催費 60,000 60,756 案内状（評議委員、役員宛）

 役員会費 4,000 0 湖風会館にて3回開催

 分会活動補助費 15,000 0

 評議員補充就任依頼費 20,000 12,883

 記念クラス会促進活動費 10,000 7,509

 通信費、他 5,000 1,271 はがき代、他

合　　　計 114,000 82,419

　　　（差引残額の保管内訳：預金通帳残額14,777円、手許金25,821円）

別途会計（総会懇親会費） （単位；円）

科　　　目 収入 支出 備　　　　　　考

 懇親会参加費 99,000 3,000円×33名

 寄付金 6,000

 懇親会費支払 105,000 看護棟ナシェリア宛支払

合　　計 105,000 105,000

　収入決算合計額123,017円ー支出決算合計額82,419円＝差引残額（次年度繰越金）40,598円


