
≪収入≫

項目 決算額 備考

前年度繰越金 81,939

助成金 383,300 地域づくり後援会

雑収入 2 貯金利息

合計 465,241

≪支出≫

項目 決算額 備考

報酬 60,000 会長　副会長

交際費 48,200 祝儀等

需用費 12,700 印刷、切手代

活動費 93,742 広報紙、研修費等

負担金 31,000 市自治連、防犯対策会議

振替金 130,000 特別会計

合計 375,642

     　465,241    -    375,642    =    89,599

令和元年度収支決算書

  　　(収入決算額）　　　(支出決算額）　　　(残額)

≪収入≫

項目 節 決算額 備考

繰越金 前年度繰越金 343,438

会費 後援会費 2,602,700 1700円×1531戸

雑収入 貯金利息 6

合計 2,946,144

≪支出≫

項目 節 決算額 備考

2,530,800

小鯖自治会連合会 383,300

小鯖自治会婦人部 46,100

地区青少協健全育成協議会 119,700

地区人権学習推進協議会 46,100

小鯖豊寿連合会 65,100

ボランティアおさばゆかりの会 28,500

小鯖体育協会 354,400

地区子ども会育成連絡協議会 225,600

小鯖夏まつり実行委員会 100,000

小鯖ふるさとまつり実行委員会 60,000

コミュニティタクシー推進協議会 50,000

小鯖地区消防後援会 306,200 200円×1531戸

小鯖地区社会福祉協議会 745,800

70,430

活動費 430 総会資料印刷代

会長・副会長報酬 70,000 協議会役員

予備費 予備費 0

合計 2,601,230

2,946,144　　－　　2,601,230　＝　　344,914　

　　　　　　（収入決算額）　　　　　（支出決算額）　　　　　（残額）

令和元年度収支決算書

助成金計

運営費計

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域広報紙 おさば  第 42 号  令和 2 年 6 月１日 

 

●流浪の月／凪良 ゆう 

●ライオンのおやつ／小川 糸 

●線は、僕を描く／砥上 裕將 

●医者、用水路を拓く／中村 哲 

●syunkon カフェごはん めんどくさくない献立

／山本 ゆり 

●おしりたんてい いせきからのＳＯＳ 

／トロル 

 

                 

 

               

 

地域の皆さまには日頃より大変お世話に

なっております。本年度より自治会連合会長 

に就任することとなりました。会長というには未熟な点がまだま

だ多々あると思いますが、大役を仰せつかったからには精一杯

頑張りたいと思います。 

自治会役員をはじめとして、地域にお住いの皆さまのお力添

えをいただきながら、これまでのように暮らしやすい街づくりを進

めてまいります。 

どうぞ、ご理解とご協力をいただきますよう心よりお願い申し

上げます。 

 

新任 

重宗雅彦 

～会長就任のごあいさつ～ 

地域づくり後援会とは・・・ 

地域の皆さまから後援会費（1 世帯あたり年間 1,700 円）を

納めていただき、集まった会費を地域で活動する団体に助成金

としてお渡しする会計の組織です。     

古 屋 元 明

村 田 勝 彦
副会長会 長 重 宗 雅 彦

監 事 和 西 伸 男 松 永 光 弘

山内 則男 大賀 清美 山下 義明

間野 信行 重宗 雅彦 末村 祥一

竹永十三生 古屋 元明 村田 勝彦

理　　事



 

【５月】第４週 【６月】第１・３・５週 

【７月】第１・３・５週 【８月】第１・３週 

11：25～ 

11：40 

【５月】第３・５週 【６月】第２・４週 

【７月】第２・４週 【８月】第２週 

15：45～ 

16：00 
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●日 時 ６月１５日（月）13：30～15：30 

２２日（月）13：30～15：30 

●場 所 小鯖地域交流センター研修室 

●参加費 無料 

●申込み 不要 

 

           

●日 時 ６月 1５日（月）、２２日（月） 

10：00～12：00 

●場 所 小鯖地域交流センター研修室 

●講 師 藤本義明さん 

●内 容 はじめてのパソコン(ワードでの入力練

習など、パソコンの基本を学習します) 

     ※5 月に中止した講座の内容 

●定 員 １５名 

●参加費 ６００円（３回分） 

●その他 パソコン貸出し可（先着２名） 

●申込先 小鯖地域交流センター 

☎083-927－0021 

           

萩往環の草刈り作業を実施します。 

お手伝いいただける方は、6/11(木)までに、

地域づくり協議会事務局☎083-927-2263ま

でご連絡いただけると助かります。 

 

 ●実 施 日 6 月 13 日(土) 7：45 集合 

●集合場所 鯖山トンネル手前の駐車場 

※荒天の場合は、6/14(日)に実施予定 

 

 
【主催：地域づくり協議会 生活環境部会】 

●日 時 令和２年６月～１２月(全５回)９時～１３時 
      《必須３回》６/26(金)・7/30(木)・12/11(金) 
     《選択２回》７月・９月・１１月 
●場 所 山口市保健センター他 
●内 容 健康的な食生活や食中毒予防などを学び、栄養

バランスのよい食事を作って試食します★ 
●対象者 養成講座受講後に食生活改善推進員としてボラ

ンティア活動ができる方 
●参加費 無料 
●申込み 市保健センター（健康増進課） 

☎083-921-2666 FAX083-925-2214 
 

食生活改善推進員の養成講座が開講！ 

        

食育や健康づくりに関するボランティア活動をしませんか？        

お知らせ 

とさせて 

いただきます。 

新型コロナウイルス感染拡大防

止のため… 

何卒ご理解、ご了承の程よろしくお願い

いたします。 

・小鯖体育大会（6/21開催予定） 

・小鯖夏まつり（8/8開催予定）は… 

新型コロナウイルス感染症の拡大等によって、外
出の機会が減っている高齢者の方に向けて、「やまぐ
ち元気アップ体操」の放送を毎日行います。 

 

体を動かして体力＆免疫力アップ！ 

        

●放送期間 令和２年５/１１(月)～８/１６(日)  
期間中、毎日放送します。 

●放送時間  
 
 
 
 
  
●放送局 山口ケーブルテレビ 
●問合せ 山口市高齢福祉課  
         ☎083-934-2758 FAX083-934-2647 
 

ワードやエクセルの操作方法で分からないこ

とがありましたら、パソコンサークルあゆみの皆

さんが教えてくれます。         


