
祭　礼　　決　算　書
自　平成25年9月13日
至　平成25年9月15日

摘要 金額 摘要 金額
１．奉納金
　　（93件） 734,000    

１．神社関係
　（氏子会費130,000. 他） 221,000 

２．助成金
　　（町会より） 300,000    

２．設営関係
　 （相田鳶300,000. 他） 377,866 

３．繰越金
　　（平成24年より） 390,344    

３．渡御関係
　（子ども菓子他） 105,276 

４．利子
58 

４．神酒所関係
　（食事代他） 112,781 

５．雑収入
　　（神社戻り金、他） 13,000 

５．謝礼
9,000         

６．事務会議費
　 （コピー代他） 12,983       
７．雑費

68,806       

小計 907,712 
繰越金
　　（平成26年度へ） 529,690 

合計 1,437,402 合計 1,437,402   

祭礼委員長　 小 川　幸 雄

実行委員長　 伊 達　忠 伸

会　　　計　 伊 達　忠 伸

石津　洋一郎

会計監査　 藤根井　敏夫

収入の部 支出の部



奉納一覧 平成２５年　祭礼　（9月14日～15日）
奉納金　件数 94 寄贈品一覧

金額合計 ¥1,034,000
番号 氏　名 金　額 番号 氏　名 金　額 番号 氏　名 金　額 番号 氏　名 寄贈品

1 駒込二丁目親和会　 ¥300,000 41 六興ビル㈱　 ¥5,000 81 濱田　充秀　 ¥5,000 1 三河屋酒店 清酒　2本、缶ビール　2ダース

2 原口　時夫　 ¥30,000 42 川崎　重和　 ¥5,000 82 加藤　秀子　 ¥5,000 2 土佐の高知 清酒　1本
3 ㈲三幸建物　　小川　幸雄 ¥30,000 43 ハモンド　 ¥5,000 83 相原　国司　 ¥5,000 3 高野　好昭 清酒　1本
4 都営住宅自治会　 ¥20,000 44 平山　たつゑ　 ¥5,000 84 高橋　朗義　 ¥5,000 4 野口・伊地知 清酒　2本
5 ㈱丸光商店　　伊達　忠伸 ¥20,000 45 新井　健次　 ¥5,000 85 髙野　幸一　 ¥5,000 5 桜井本店 打ち菓子、清酒2本
6 藤根井　敏夫　 ¥20,000 46 荒木　明子　 ¥5,000 86 駒込デンタルオフィス　 ¥5,000 6 シスター 缶ビール　2ダース
7 戸丸　千代子　 ¥20,000 47 加藤　岱子　 ¥5,000 87 小松　克次　 ¥5,000 7 CｏCｏ壱番屋 カレー　30食
8 駒込駅前通り商店会　奉賛会　 ¥10,000 48 宮下　茂　 ¥5,000 88 中村　英雄　 ¥5,000 8 フランスヤ お茶　144缶
9 駒込駅前通り商店街（振）　 ¥10,000 49 居酒屋　くまちゃん　 ¥5,000 89 喫茶　びる　 ¥5,000 9 林　来 清酒　2本

10 浅井　一郎　 ¥10,000 50 妙義坂　　相田　 ¥5,000 90 石川　恵三　 ¥5,000 10 妙技神社 清酒　2本
11 巣鴨信用金庫　　駒込支店 ¥10,000 51 山口　秀樹　 ¥5,000 91 皆川　 ¥5,000 11 村島 ビール券　6本分
12 加　賀　屋　 ¥10,000 52 高取　英次　 ¥5,000 92 上野　初江　 ¥3,000 12 日枝神社 清酒　2本
13 菊地　和子　 ¥10,000 53 山本　節子　 ¥5,000 93 石川　 ¥3,000 13 小堀 ビール券　6本分
14 守屋　まさ　 ¥10,000 54 半田　敏雄　 ¥5,000 94 駒込地域文化創造館　亀山　隆敏 ¥3,000 14 どうたっち 塩黒糖　20袋
15 前澤　貞蔵　 ¥10,000 55 淀川　 ¥5,000 95 　 15
16 吉村　明　 ¥10,000 56 井上　雄二　 ¥5,000 96 　 16
17 中村　妙子　 ¥10,000 57 鈴井　悦子　 ¥5,000 97 　
18 伊藤　浩二　 ¥10,000 58 倉澤　景晴　 ¥5,000 98 　
19 カラオケスタジオ　ぴーぷる ¥10,000 59 丸角せんべい　土屋　正利 ¥5,000 99 　
20 駒込銀座商店街振興組合　 ¥10,000 60 髙岡　冨久子　 ¥5,000 100 　
21 森田　祥路　 ¥10,000 61 小谷　 ¥5,000 　
22 平尾　章祐　 ¥10,000 62 町頭　　松木　義勝　 ¥5,000 　
23 篠崎　翠　 ¥10,000 63 和泉　美保子　 ¥5,000 　
24 橋詰　廣道　 ¥10,000 64 理容　セキグチ　 ¥5,000 　
25 阿部　哲夫　 ¥10,000 65 岡田式典　 ¥5,000 　
26 そめの近江 駒込店　 ¥10,000 66 若林　信広　 ¥5,000 　
27 高野クリーニング店　 ¥10,000 67 斎藤　敏夫　 ¥5,000 　
28 仲井　由宣　 ¥10,000 68 末木　崇　 ¥5,000 　
29 アルプス洋菓子店　 ¥10,000 69 樋浦　絹江　 ¥5,000 　
30 パチンコ　スポスポ ¥10,000 70 長野　京子　 ¥5,000 　
31 石津　洋一郎　 ¥10,000 71 工藤　美香子　 ¥5,000 　
32 サンエトワール　 ¥10,000 72 中里　 ¥5,000 　
33 森田　よし江　 ¥10,000 73 田村　文夫　 ¥5,000 　
34 稲山　美智子　 ¥10,000 74 高橋　かおり　 ¥5,000 　
35 比米　はるみ　 ¥10,000 75 矢嶋　安　 ¥5,000 　
36 ㈱東京やきとり亭　 ¥10,000 76 村上　繁　 ¥5,000 　
37 岩むら　 ¥10,000 77 新井　紀代子　 ¥5,000 　
38 佐藤　伝三郎　 ¥10,000 78 増田　勝彦　 ¥5,000 　
39 古川　生業　 ¥10,000 79 大越　映徳　 ¥5,000 　
40 千葉　信子　 ¥10,000 80 喫茶店　ばんぶう　 ¥5,000 　


