
活動分野 事業名 内　 　 　 　 容 開催日 場　 　 所

フ ラ ワーアレ ンジメ ント ・ 書道・ ヨ ガ教室・

ジュ ニアダンスの開催

イ ベント （ 区民フ ェ ステバル・ 区民文化祭・

ふれあい夏祭り ） 等への参加協力

矢田中はぐ く みキャ ンプの実施

矢田４ 小スポーツ交流会の実施

「 子ども 見守り 隊」 の実施

情報誌「 矢田中通信」 の発行

ふれあい喫茶の開催

ネッ ト ワーク 委員による友愛訪問の実施

情報交換及びスキルアッ プのための研修会・

定例会の開催

親子サロンの開催

保健師・ 助産師の相談会の開催

街頭犯罪抑止のため青色パト ロールカ ーによる

地域内の巡回

街路防犯灯等の設置及び管理

防犯カ メ ラ の設置及び管理

防災リ ーダー向け防災講習会の開催

女性防火ク ラ ブの研修会を 開催

放火や犯罪の撲滅のため、 各町会を 範囲と し て

歳末夜警を 実施

矢田中地域秋祭り

各種屋台を 設置

矢田中地域敬老大会

長寿・ 金婚夫婦の表彰、 演芸大会、 抽選会

・ 役員会、 運営委員会を 随時開催

・ 東住吉区地域連携会議に会長出席

・ 区内関係団体の事業に参加協力

青少年育成・
生涯学習に　
関する活動

保健・ 福祉に
関する活動

防災・ 防犯に
関する活動

まちづく り 　
の推進に　 　
関する活動

通年
やたなか　 　
小中一貫校　

他

やたなか　 　
小中一貫校

通年生涯学習ルーム事業

はぐ く みネッ ト 事業

10/14/2018

9/16/2018

矢田中　 　 　
中央公園

やたなか　 　
小中一貫校

矢田中地域内
12月27日　 　

　 ～30日

通年
やたなか　 　
小中一貫校　

他

通年 矢田中地域内

通年 矢田中地域内

第2水曜　 　
第4水曜

ひまわり 会館

通年
矢田中地域内
ひまわり 会館

第1水曜　 　
第3日曜

ひまわり 会館

歳末夜警活動

矢田中地域秋祭り

矢田中地域敬老大会

平成30年度　 矢田中地域活動協議会　 事業報告書   

ふれあい喫茶事業

友愛訪問活動

親子サロン事業

青色防犯パト ロール

防犯活動

防災活動



収入の部 2,769,211 円

支出の部 2,769,211 円

差引残額 0 円 

（単位：円）

予 算 額 決 算 額 差異（△）

2,126,000 2,126,000 0

371,710 250,748 120,962

180,000 334,377 △ 154,377

101,890 58,086 43,804

0 0 0

2,779,600 2,769,211 10,389

（単位：円）

予 算 額 決 算 額 差異（△）

生涯学習ルーム 68,000 40,449 27,551

はぐくみネット 154,000 351,074 △ 197,074

ふれあい喫茶 284,750 212,077 72,673

友愛訪問活動 120,500 99,809 20,691

親子サロン 129,000 99,023 29,977

青色防犯パトロール 271,800 245,174 26,626

防犯活動 236,000 293,883 △ 57,883

防災活動 27,000 7,153 19,847

歳末夜警活動 57,000 91,166 △ 34,166

矢田中地域秋祭り 510,000 493,143 16,857

矢田中敬老大会 367,550 324,086 43,464

554,000 512,174 41,826

2,779,600 2,769,211 10,389

表① 事　業　名 金　　額 表② 事　業　名 金　　額
生涯学習ルーム 449 はぐくみネット 196,000
はぐくみネット 15,074 ふれあい喫茶 29,077
ふれあい喫茶 0 矢田中地域秋祭り 109,300

友愛訪問 12,809 合　　計 334,377
親子サロン 23

青色防犯パトロール 41,174
防犯活動 116,883
防災活動 153

歳末夜警活動 48,166
矢田中地域秋祭り 3,843

運営費 12,174
合　　計 250,748

平成３０年度　矢田中地域活動協議会　決算報告書
平成30年 4月  1日から

平成31年 3月31日まで

〔収入の部〕

費　　目 説　　　　    　　明

補助金

分担金 下表①を参照

事業収入 下表②を参照

寄付金 敬老大会寄付金

雑収入

合　　 計

〔支出の部〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

費　　目 説　　　　　    　明

活
動
費

消耗品費、旅費交通費、使用料及び賃借料

印刷製本費、消耗品費、食糧費、保険料、分担金、
通信運搬費、使用料及び賃借料

消耗品費、食糧費、旅費交通費、使用料及び賃借料

消耗品費、食糧費、報酬、使用料及び賃借料

消耗品費、食糧費、保険料、使用料及び賃借料

消耗品費、食糧費、燃料費、修繕料、保険料、公課
費、手数料、使用料及び賃借料

合　 　計

消耗品費、光熱水費、修繕料、保険料、使用料及び
賃借料

食糧費

消耗品費、使用料及び賃借料

消耗品費、食糧費、使用料及び賃借料

報償費、消耗品費、食糧費、通信運搬費、使用料及
び賃借料

運営費 報酬、消耗品費、光熱水費
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