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受講料：会員　1,000円　非会員　2,000円

第45回城北ブロックセミナー

五代目吉田玉助氏による解説と実演　「文楽人形にせまる！」

入場料　6,000円　　観客動員数　2,147名

観客動員数　昼の部369名　夜の部382名

第7回ブロック長会議　平成30年11月26日　銀座ブロッサムで開催

第8回ブロック長会議　平成31年1月18日　銀座ブロッサムで開催

第6回委員会を7月9日開催 第7回委員会を9月10日開催

第8回委員会を12月26日開催 第9回委員会を3月19日開催

3、役員会及び総会
【東京支部】 東京支部　第7回定時会員総会

日　時：平成30年5月29日 (火)　11時より  場　所：帝国ホテル 本館3階　富士の間

　中央・城東・城西・城南・城北ブロック 東京支部と合同開催

役員会

【城東ブロック】総会は東京支部と合同開催

第4回ブロック長会議　平成30年5月7日　銀座ブロッサムで開催

第5回ブロック長会議・第9回Ｎ，Ｂ，Ｆ，Ｃ会議　平成30年7月26日　花伝舎で開催

第6回ブロック長会議・第10回Ｎ，Ｂ，Ｆ，Ｃ会議　平成30年9月12日　花伝舎で開催

【中央ブロック】総会は東京支部と合同開催

【城北ブロック】隔年開催につき休会

【城西ブロック】第48回「城西舞踊会」
日　時：平成30年9月30日（日）昼の部12時　夜の部16時（台風の為時間繰り上げ）　

場　所：練馬区文化センター小ホール　入場料　5,000円　

【城南ブロック】第36回　『城南ブロック舞踊会』
日　時：平成30年8月19日 (日)　場　所：　国立劇場大劇場

全20番組　入場料　一般6,000円　学生2,000円　　観客動員数　808名

委員会を6回開催（4/23・6/28・8/2・11/29・2/2・2/24）

総務会を1回開催（2/2）

【中央ブロック】特になし

日　時：平成30年7月30日 (月)　会場：浅草東本願寺　慈光殿ホール 

『第35回記念中央ブロック舞踊公演』

【城東ブロック】第46回「城東ブロック舞踊会」
日　時：平成30年9月9日（日）　午前11時より　場　所：浅草公会堂

全13番組　18名出演　　入場料5,000円　　観客動員数　1,149名

２、 日本舞踊公演等
【東京支部】 各ブロック参照

【城北ブロック】

日　時：平成30年12月9日（日）　18時15分～20時半

場　所：国立劇場伝統芸能情報館　3Ｆレクチャー室　会費:協会会員1,500円　非会員2,000円

日　時：平成30年4月15日 (日)　場　所：　国立劇場大劇場 

【中央ブロック】

平成30年度事業報告書

【城東ブロック】『女形の基本と美』　　講師：中村京蔵 丈

【城西ブロック】特になし

【城南ブロック】特になし

自　　平成30年4月 1日

至　　平成31年3月31日

１、 講習会等
【東京支部】 各ブロック参照
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委員長・副委員長会議を6回開催（5/29・7/23・8/23・9/28・11/20・2/28）　

委員会を1回開催（2/28）

第6回委員会を5月7日　19時～ 第7回委員会を7月20日　19時～

第8回委員会を10月1日　19時～ 第9回委員会を12月3日　19時～

第10回委員会を3月4日　19時～　　　いずれも品川区立総合区民会館「きゅりあん」にて開催

②改元にあたり記念ＣＤの作成中

主催：アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）　　助成・協力：東京都

城東ブロックと本部の共同制作で実施  　会場：浅草文化観光センター（６階ホール）

開催期間　平成30年4月～平成31年3月　日曜日（全41回 1日3回 各１時間）参加費：無料　

主催：新宿区教育委員会　企画制作：（公社）日本芸能実演家団体協議会

新宿区内小学校7校で実施　本部と城西ブロックとの共同制作

区内の小学校7校で実施

平成30年6月21日 西新宿小学校　9月29日 柏木小学校　10月26日 大久保小学校　

平成31年1月9日 花園小学校  1月11日 淀橋第四小学校  1月24日 四谷第六小学校

平成31年1月25日 四谷小学校

②『お茶の水女子大学附属中学校芸能鑑賞教室』　

平成30年10月13日（土）　10時～　お茶の水女子大学附属中学校　体育館

①『おどりの寺子屋』、8月19日開催の舞踊会へ出演の為全19回の稽古

②　日中平和友好条約締結40周年特別認定公演「2018中日舞蹈国際交流」

主催：城南ブロック・中国舞踏家協会　後援：外務省・文化庁

平成30年7月23日（月）日本橋劇場　　前日の7月22日（日）に品川区立日野学園にて

日中の子どもを対象に交流ワークショップを開催（講師協力：大和櫻笙師、藤舎呂裕師）

≪文京区≫

　⑴文化庁伝統文化親子教室事業　

　　文京区日本舞踊普及会平成30年度こども教室を開催　平成30年9月～平成31年2月の日曜日

　　場所：文京シビックセンター　協力：文京アカデミー推進部

　　成果発表会　平成31年1月27日　区民センター3Ｆ Ａ会議室

【城北ブロック】

【城北ブロック】総会は東京支部と合同開催

【城西ブロック】総会は東京支部と合同開催

【城南ブロック】総会は東京支部と合同開催

【城北ブロック】「城北だより」第40号　平成31年3月31日発行
第33回　城北ブロック舞踊公演をメインに、ブロック五つ柱であるプロジェクト（舞踊会・

【城東ブロック】特になし

【城西ブロック】「城西新聞」第17号　　平成31年１月発行

【城南ブロック】特になし

【城西ブロック】①『新宿区　伝統文化理解教育事業』　新宿区の小学校における伝統芸能体験プログラム

【城南ブロック】

【城東ブロック】①『外国人を対象にした伝統文化・芸能体験プログラム（東京トラディション）』

セミナー・普及会・新年会旅行会・新聞）の動向と、特集「走り出した普及への道」

5、その他の事業（関係団体への協力、国民文化祭への参加、ワークショップ等）
【東京支部】 ①「親子で楽しむ　舞踊・邦楽」平成30年7月7日（土）14時～ 国立小劇場 NBFCより講師派遣

【中央ブロック】特になし

4、 機関誌及び図書等の刊行
【東京支部】 各ブロック参照

【中央ブロック】特になし

第1回定例委員会・事業報告会　6月17日(日)13時半～　文京シビックセンター 　

第2回定例委員会　 8月1日(水)19時～　　 文京シビックセンター

第3回定例委員会　11月1日(木)19時～　　 文京シビックセンター

第4回定例委員会　 2月1日(金)19時～　   文京シビックセンター

　⑵「第62回文京区日本舞踊のつどい」に、こども教室の受講生と普及会会員も参加出演

①区毎に地域に密着した普及活動を行う。
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　　を各学校で開催

　平成31年 2月1日（金）文京区立駕籠町小学校

≪豊島区≫

成果発表会　平成30年11月10日（土）豊島区庁舎センタースクエアー「子どもスキップ祭り」

成果発表会　平成31年2月に開催

成果発表会　平成31年3月に開催

≪板橋区≫

　　⑴オリンピック・パラリンピックに向けて子どもたちに日本伝統芸能を伝える為の

教育推進事業に参加　平成30年8月28日（火）　場所：板橋区立新河岸幼稚園

　　⑵六区合同こども教室成果発表会

　　「第2回　キッズおどりのつどい」を開催　平成31年2月24日（日）　13時半開演

　　　場所：あうるすぽっと（東池袋）　主催：城北ブロック普及会プロジェクト

　　⑶新年会・旅行会　会員の親睦を目的として開催

　　　平成31年1月27日（日）　椿山荘

≪荒川区≫

　　　場所：小学生　町屋文化センター　中学生　山吹ふれあい館

　　⑵荒川区主催「あらかわ子ども文化体験フェスタ・日本舞踊」に　

子ども講座の受講生全員が参加　平成30年7月29日（日）サンパール荒川小ホール

　　⑶「荒川区文化祭・日本舞踊の会」に子ども講座の受講生全員が参加

　　　平成30年10月14日（日）　サンパール荒川大ホール

　　⑷「みんなで楽しくおどりましょう」に子ども講座の受講生全員が参加　

　　　平成30年12月9日（日）　ゆいの森あらかわ　ゆいの森ホール

　　⑸「荒川区邦楽・邦舞の鑑賞教室」　主催　荒川区　対象　区内中学生

　　　平成31年3月8日（金）　10時半/14時2回公演　サンパール荒川大ホール

　⑴「としまく放課後こども教室」を開催　主催：豊島区教育委員会　

　　日時：平成31年2月10日（日）10時半開演　場所：文京シビックセンター　2階小ホール

　　　日時：平成30年4月～12月　小学生16時～18時　中学生19時～20時半　全16回

　　⑴文化庁伝統文化親子教室事業「荒川区子どものための日本舞踊」を開催 主催：荒川区

　　　

　　平成30年9月～平成31年2月　火曜日放課後　場所：豊島区立第三小学校　

　　平成30年5月～平成31年3月　火曜日放課後　場所：豊島区立要小学校　

　　平成30年5月～平成31年2月　火曜日放課後　場所：豊島区立富士見台小学校　

　平成30年10月9日（火）文京区立駒本小学校　平成30年12月6日(木）文京区立指ヶ谷小学校

　⑶日本の「伝統文化授業」及び「生涯学習講座」に出前公演を¨みんなで見ようか踊ろう会¨
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平成30年度　処務概要

イ

会員数 1,771名
会員数 361名
会員数 268名
会員数 481名
会員数 419名
会員数 242名

ロ

場　　所：銀座ブロッサム（中央区立中央会館）7階　会議室「ミモザ」

場　　所：新宿　花伝舎

日　　時：平成30年11月26日　10時～
場　　所：銀座ブロッサム（中央区立中央会館）7階　会議室「ミモザ」

【第8回ブロック長会議】
日　　時：平成31年1月18日　10時～
場　　所：銀座ブロッサム（中央区立中央会館）7階　会議室「ミモザ」

【第7回ブロック長会議】

【第6回ブロック長会議】
日　　時：平成30年9月12日　10時～
場　　所：新宿　花伝舎

【第4回ブロック長会議】
日　　時：平成30年5月7日　10時～

【第5回ブロック長会議】
日　　時：平成30年7月26日　10時～

481 △ 16
城南ブロック 441 419 △ 22

ブロック長会議

中央ブロック 368 361 △ 7
城東ブロック 268 268 0

城北ブロック 252 242 △ 10

2.　役員会及びその会合に関する事項

城西ブロック 497

東京支部 1,826 1,771 △ 55

【城西ブロック】
【城南ブロック】
【城北ブロック】

会員移動状況明細

支　部 平成29年度末会員数 平成30年度末会員数 増　減

【城東ブロック】

平成30年4月１日から平成31年3月31日に至る処務概要は次の通り。

1. 会員に関する事項
平成31年3月31日現在における会員総数

【東京支部】
【中央ブロック】
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科　　　　目 総計 東京支部 中央ブロック

１．事業活動収入
　①基本財産運用収入

　②会費収入

　③入会金収入

　④事業収入 46,788,680 18,734,000

　⑤補助金収入

　⑥その他の収入 33,187 30,000

　⑦他会計からの繰入金収入 1,431,400 1,091,400

事業活動収入計 48,253,267 1,091,400 18,764,000

 

２．事業活動支出

　①事業費 47,036,529 320,917 19,015,240

　　各事業 46,157,022 42,880 18,945,040

　　広報活動費

　　支部活動費

　　顕彰費

　　福利厚生費 198,600 16,200 70,200

　　旅費交通費 70,000

　　通信運搬費 69,628

　　調査・資料費

　　負担金

　　印刷製本費 541,279 261,837

　　雑支出

　②管理費支出 2,790,989 975,040 198,564

　　給料手当

　　法定福利費

　　福利厚生費 528,244 55,232

　　顧問料

　　消耗什器備品費

　　消耗品費 204,146 5,875 18,432

　　共益費

　　光熱水料費

　　通信運搬費 741,972 248,054 94,974

　　旅費交通費 297,680 119,000

　　手数料 11,830 1,728 726

　　交際接待費 20,000

　　会議費 347,936 82,928 13,200

　　総会費 517,455 517,455

　　租税公課

    修繕費

　　賃借料

　　火災保険料

　　委託費

　　雑支出 121,726 16,000

　③他会計への繰出金支出

　　事業活動支出計 49,827,518 1,295,957 19,213,804

事業活動収支差額 ▲ 1,574,251 ▲ 204,557 ▲ 449,804

Ⅱ．予備費支出

　　予備費支出

　当　期　支　出　計 49,827,518 1,295,957 19,213,804

  当 期 収 支 差 額 ▲ 1,574,251 ▲ 204,557 ▲ 449,804

　前期繰越収支差額 50,510,386 7,040,174 7,305,128

　次期繰越収支差額 48,936,135 6,835,617 6,855,324
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平成30年4月1日 から 平成31年3月31日まで



科　　　　目

１．事業活動収入
　①基本財産運用収入

　②会費収入

　③入会金収入

　④事業収入

　⑤補助金収入

　⑥その他の収入

　⑦他会計からの繰入金収入

事業活動収入計

２．事業活動支出

　①事業費

　　各事業

　　広報活動費

　　支部活動費

　　顕彰費

　　福利厚生費

　　旅費交通費

　　通信運搬費

　　調査・資料費

　　負担金

　　印刷製本費

　　雑支出

　②管理費支出

　　給料手当

　　法定福利費

　　福利厚生費

　　顧問料

　　消耗什器備品費

　　消耗品費

　　共益費

　　光熱水料費

　　通信運搬費

　　旅費交通費

　　手数料

　　交際接待費

　　会議費

　　総会費

　　租税公課

    修繕費

　　賃借料

　　火災保険料

　　委託費

　　雑支出

　③他会計への繰出金支出

　　事業活動支出計

事業活動収支差額

Ⅱ．予備費支出

　　予備費支出

　当　期　支　出　計

  当 期 収 支 差 額

　前期繰越収支差額

　次期繰越収支差額

城東ブロック 城西ブロック 城南ブロック 城北ブロック

6,423,000 5,881,680 15,517,000 233,000

135 3,014 38

140,000 200,000

6,563,135 5,884,694 15,517,038 433,000

5,452,790 5,957,624 15,360,493 929,465

5,382,790 5,820,987 15,211,453 753,872

79,800 16,200 16,200

70,000

47,873 21,755

8,964 132,840 137,638

445,059 642,267 269,008 261,051

31,468 200,000 123,665 117,879

35,532 80,232 14,592 49,483

149,585 163,539 34,818 51,002

135,000 40,000 3,000 680

756 5,842 1,512 1,266

20,000

34,540 133,080 59,447 24,741

38,178 19,574 31,974 16,000

5,897,849 6,599,891 15,629,501 1,190,516

665,286 ▲ 715,197 ▲ 112,463 ▲ 757,516

5,897,849 6,599,891 15,629,501 1,190,516

665,286 ▲ 715,197 ▲ 112,463 ▲ 757,516

14,991,094 9,737,848 5,722,901 5,713,241

15,656,380 9,022,651 5,610,438 4,955,725
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(単位：円）

Ⅰ　資　産　の　部

１． 流　動　資　産

現　金　預　金 49,014,042

【東京支部】 手許有高 208,085

総合口座通帳　ゆうちょ銀行　通常貯金 3,773,768

総合口座通帳　ゆうちょ銀行　定期貯金 3,004,803

【中央ブロック】手許有高 0

普通預金　ゆうちょ銀行　No.8543267 6,867,192

【城東ブロック】手許有高 1,640,774
普通預金　三菱UFJ銀行　上野中央支店 No.0093984 571,234
普通預金 三菱UFJ銀行　上野中央支店  No.0093997 13,444,372

定期預金 三菱UFJ銀行　上野中央支店 0

【城西ブロック】手許有高 604,044

普通預金　ゆうちょ銀行　No.4661019 5,088,538

普通預金　ゆうちょ銀行　No.6425341 3,184,102

普通預金　三菱UFJ銀行　四谷支店　No.0186953 60,967

【城南ブロック】手許有高 42,727
普通預金　三菱UFJ銀行　目黒駅前支店　No.1462696 1,312,117

普通預金　三菱UFJ銀行　五反田支店　　No.637794 3,513,314

普通預金　ゆうちょ銀行　No.0291804 742,280

【城北ブロック】手許有高 120,394

普通預金　ゆうちょ銀行　No.6559947 4,835,331

未収入金 0

前払金 85,000

【城西ブロック】平成31年度第49回城西舞踊会会場費他 85,000

仮払金 0

49,099,042 

49,099,042 

Ⅱ　負　債　の　部

１． 流　動　負　債

未払金 160,868

【東京支部】 Ｈ30年度ブロック長会議交通費未精算分 116,000

Ｈ30年度NBFC会議交通費未精算分 33,000

【中央ブロック】 Ｈ30年度経費未精算分 11,868

仮受金 2,039

【東京支部】 平成30年度経費立替金 2,039

【中央ブロック】

162,907 

162,907 

48,936,135 

流　動　負　債　合　計

負     債     合     計

正     味     財     産

公益社団法人日本舞踊協会 東京支部５ブロック
財　産　目　録　総　括　表
平成31年3月31日現在

流　動　資　産　合　計

資     産     合     計
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 平成31年度（令和元年度）事業計画書

受講料：　会員　2,000円　非会員　2,500円

第46回城北ブロックセミナー
講　師：春風亭小朝　師匠　「江戸文学を学ぶ」

        中央・城東・城西・城南・城北ブロック 東京支部と合同開催

特になし

特になし【城南ブロック】
【城北ブロック】 「第41号城北だより」発行

総　会　　東京支部と合同開催

総　会　　東京支部と合同開催

【城西ブロック】 「城西新聞」　年1回発行

【城北ブロック】 事業報告会を年1回開催
定例委員会を年4回開催

４． 機関紙及び図書の刊行
【東京支部】 特になし
【中央ブロック】 特になし
【城東ブロック】

総　会　　東京支部と合同開催
【城南ブロック】 城南ブロック委員会を年5回開催

委員会　必要に応じて臨時委員会を開催

総務会　  年に3回程度開催
総　会　　東京支部と合同開催

【城西ブロック】 委員長・副委員長会議　随時開催予定

総　会　　東京支部と合同開催
【城東ブロック】 委員会　  2ヶ月に1回の割合で開催

３． 役員会及び総会
【東京支部】 役員会　ブロック長会議を年4回開催　（5・7・10・1月）場所：銀座ブロッサム

第8回東京支部総会
日　時：2019年5月28日 (火)　11時より
場　所：帝国ホテル 　本館3階「富士の間」 

【城西ブロック】 第49回　『城西舞踊会』
日　時：2019年8月12日（月）　場所：日本橋劇場　入場料5,000円

【中央ブロック】 委員会　　年4〜5回開催予定

【城南ブロック】 開催なし
【城北ブロック】 開催なし

【城東ブロック】 開催なし

２． 日本舞踊公演
【東京支部】 各ブロック参照
【中央ブロック】 開催なし

日　時：2019年11月下旬から12月中旬の土日を予定　　
場　所：文京シビックセンター内を予定

【城東ブロック】 『所作の型と美』　　講師：中村京蔵 丈　　市川新十郎　丈

【城西ブロック】 開催なし

【中央ブロック】 開催なし

【城南ブロック】 開催なし
【城北ブロック】

日　時：　2019年8月18日（日）5時より　会場：浅草東本願寺　慈光殿ホール 

自　2019年4月 1日
至　2020年3月31日

１． 講習会
【東京支部】 各ブロック参照
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【東京支部】 ①東京都江戸東京博物館（大小ホールの改修を受け）継続型公演、
　　ワークショップなどを企画
②改元にあたり記念ＣＤの作成
特になし

主催：アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）助成・協力：東京都
城東ブロックと本部の共同制作で実施 会場：浅草文化観光センター（6階ホール）
開催期間：　2019年4月～2020年3月の日曜日（11時 13時 15時 全41週　1日3回 
　　　　　各1時間）　参加費　無料

「新宿区伝統文化理解教育事業」新宿区の小学校における伝統文化体験プログラム
本部と城西ブロックとの共同制作。　　7校実施予定
主催　新宿区教育委員会　企画　（公社）日本芸能実演家団体協議会

城南ブロック自主事業「おどりの寺子屋」を卒業した小中学生を対象 参加費無料

区毎に教育団体や区に働きかけ普及活動を実施、日本舞踊の普及に努める。
《文京区》
①伝統文化親子教室事業「文京区日本舞踊普及会こども教室」　
　日　時：2019年9月～2020年1月の日曜日　最終日に成果発表会を予定　
　場　所：文京シビックセンター   協　力：　文京アカデミー推進部
②日本の「伝統文化授業」及び「生涯学習講座」に、出前公演「みんなで
　見ようか踊ろう会」を各学校で実施予定　主催及び場所：小学校・中学校
③「第63回文京区日本舞踊のつどい」に、こども教室の受講生全員と普及会会員
   も参加
　日　時:2020年2月16日（土）　場　所：文京シビックセンター　2階小ホール
　普及会員及びこども教室の受講生も参加出演の予定
《豊島区》
としまく放課後こども教室（日本舞踊教室）を開催　主　催：豊島区教育委員会
　日　時：2019年4月～2020年2月　豊島区立富士見台小学校　要小学校　
        池袋第三小学校
《荒川区》
①荒川区子どものための日本舞踊教室を開催　2019年4月～12月　全16回
　場　所：小学生　町屋文化センター16時～18時　中学生　山吹ふれあい館19時～20時半
　　　主催：荒川区　　　　　　　　
②荒川区主催「あらかわ子ども文化体験フェスタ・日本舞踊」にこども教室の
      受講生全員参加

　 　日　時：2019年7月28日（日）　時間未定　場所：サンパール荒川小ホール
③成果発表会　

「あらかわ子ども文化体験フェスタ日本舞踊」
　2019年6月30日（日）　場所：サンパール荒川小ホール
「荒川区文化祭・日本舞踊の会」
　2019年10月20日（日）　場所：サンパール荒川大ホール
「みんなで楽しく踊りましょう」
　2019年12月8日（日）　場所：ゆいの森あらかわ　ゆいの森ホール

④ＡＣＣ（公財）荒川区芸術文化振興財団主催
「日本の伝統文化指導者派遣事業」に登録

【城北ブロック】

５． その他の事業（国民文化祭等）

【城南ブロック】 2019年11月3日（日）「おどりの寺子屋ワークショップ」を開催予定

【城西ブロック】

【中央ブロック】

【城東ブロック】 『外国人を対象にした伝統文化・芸能体験プログラム（東京トラディション）』
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平成31年（令和元年）度　東京支部・5ブロック　収支予算書

科　　　　目 総計 東京支部 中央ブロック

１．事業活動収入

　①基本財産運用収入

　②会費収入

　③入会金収入

　④事業収入 4,430,000

　⑤補助金収入

　⑥その他の収入 24

　⑦他会計からの繰入金収入 1,681,400 1,091,400

事業活動収入計 6,111,424 1,091,400

２．事業活動支出

　①事業費 9,555,832 2,650,000 560,000

　　各事業 8,202,832 2,550,000

　　広報活動費

　　支部活動費

　　顕彰費

　　福利厚生費 261,000 50,000

　　旅費交通費 50,000

　　通信運搬費 50,000

　　調査・資料費

　　負担金

　　印刷製本費 980,000 100,000 500,000

　　雑支出 12,000 10,000

　②管理費支出 4,663,240 ▲ 305,000 1,200,000

　　給料手当

　　法定福利費

　　福利厚生費 750,000 300,000

　　顧問料

　　消耗什器備品費

　　消耗品費 470,000 30,000 150,000

　　共益費

　　光熱水料費

　　通信運搬費 1,097,000 300,000 250,000

　　旅費交通費 841,000 300,000

　　手数料 15,240 5,000

　　交際接待費 150,000 50,000

　　会議費 640,000 100,000 150,000

　　総会費 560,000 450,000

　　租税公課

    修繕費

　　賃借料

　　火災保険料

　　委託費

　　雑支出 140,000 10,000

　③他会計への繰出金支出 ▲ 1,500,000 300,000

　　事業活動支出計 14,219,072 2,345,000 1,760,000

事業活動収支差額 ▲ 8,107,648 ▲ 1,253,600 ▲ 1,760,000

Ⅱ．予備費支出

　　予備費支出

　当　期　支　出　計 14,219,072 2,345,000 1,760,000

  当 期 収 支 差 額 ▲ 8,107,648 ▲ 1,253,600 ▲ 1,760,000

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
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科　　　　目

１．事業活動収入

　①基本財産運用収入

　②会費収入

　③入会金収入

　④事業収入

　⑤補助金収入

　⑥その他の収入

　⑦他会計からの繰入金収入

事業活動収入計

２．事業活動支出

　①事業費

　　各事業

　　広報活動費

　　支部活動費

　　顕彰費

　　福利厚生費

　　旅費交通費

　　通信運搬費

　　調査・資料費

　　負担金

　　印刷製本費

　　雑支出

　②管理費支出

　　給料手当

　　法定福利費

　　福利厚生費

　　顧問料

　　消耗什器備品費

　　消耗品費

　　共益費

　　光熱水料費

　　通信運搬費

　　旅費交通費

　　手数料

　　交際接待費

　　会議費

　　総会費

　　租税公課

    修繕費

　　賃借料

　　火災保険料

　　委託費

　　雑支出

　③他会計への繰出金支出

　　事業活動支出計

事業活動収支差額

Ⅱ．予備費支出

　　予備費支出

　当　期　支　出　計

  当 期 収 支 差 額

城東ブロック 城西ブロック 城南ブロック 城北ブロック

125,000 4,200,000 105,000

24

190,000 200,000 200,000

315,000 4,200,024 200,000 305,000

406,370 4,685,350 500,000 754,112

306,370 4,552,350 300,000 494,112

30,000 81,000 50,000 50,000

50,000

20,000 30,000

50,000 150,000 180,000

2,000

1,700,000 966,240 512,000 590,000

50,000 200,000 50,000 150,000

200,000 30,000 30,000 30,000

255,000 172,000 40,000 80,000

450,000 91,000

5,000 3,240 2,000

100,000

240,000 50,000 70,000 30,000

110,000

100,000 10,000 20,000

300,000 300,000 300,000 300,000

2,106,370 5,651,590 1,012,000 1,344,112

▲ 1,791,370 ▲ 1,451,566 ▲ 812,000 ▲ 1,039,112

2,106,370 5,651,590 1,012,000 1,344,112

▲ 1,791,370 ▲ 1,451,566 ▲ 812,000 ▲ 1,039,112
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       平成31年（令和元年）度　東京支部・5ブロック　収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで


