
円
協賛金 -             
寄付金 400,450    
事業収入 -             
雑収入 -             

円
事業費 -             
事務広報費 -             
旅費交通費 -             
雑費 -             

円

各種イベント開催など車いすテニス振興事業に活用させていただきます。
今後も当基金運営委員会の活動を見守りくださいますようお願いいたします。

No. 日付 科目 金額 項目 入金先 詳細

1 2018/05/05 寄付金 10,000                トイレづくりプロジェクト ヒラノトクヒロ 当基金に全額寄付

2 2018/05/05 寄付金 10,000                トイレづくりプロジェクト ヒラノキミコ 一部返金

3 2018/05/05 寄付金 10,000                トイレづくりプロジェクト ヒラノヨシエ 一部返金

4 2018/05/05 寄付金 10,000                トイレづくりプロジェクト ホリアヤ 全額返金

5 2018/05/07 寄付金 20,000                トイレづくりプロジェクト (株)ヒロコーポレーション 当基金に全額寄付

6 2018/05/09 寄付金 20,000                トイレづくりプロジェクト シラドマコ ジュニア育成基金に全額寄付

7 2018/05/10 寄付金 5,000                  トイレづくりプロジェクト (株)オーガスタ 当基金に全額寄付

8 2018/05/10 寄付金 30,000                トイレづくりプロジェクト タナカヒデコ 当基金に全額寄付

9 2018/05/14 寄付金 20,000                トイレづくりプロジェクト オリバーボディビル＆フィットネス 全額返金

10 2018/05/14 寄付金 20,000                トイレづくりプロジェクト イナガキヨウ 一部ジュニア育成基金に寄付、残額返金

11 2018/05/14 寄付金 100,000               トイレづくりプロジェクト ミナト防災通信工業(株) 当基金に全額寄付

12 2018/05/18 寄付金 5,000                  トイレづくりプロジェクト ワダヨシキ 一部当基金に寄付、残額Ｊｒ育成基金に寄付

13 2018/05/18 寄付金 5,000                  トイレづくりプロジェクト シノザキジュン 当基金に全額寄付

14 2018/05/22 寄付金 10,000                トイレづくりプロジェクト ウラカワヨウイチ 当基金に全額寄付

15 2018/05/25 寄付金 30,000                トイレづくりプロジェクト (株)アメザワ 当基金に全額寄付

16 2018/05/25 寄付金 30,000                トイレづくりプロジェクト コタキタツオ 一部ジュニア育成基金に寄付、残額返金

17 2018/06/05 寄付金 50,000                トイレづくりプロジェクト ニシムラトシキ ジュニア育成基金に全額寄付

18 2018/06/07 寄付金 10,000                トイレづくりプロジェクト ヤマグチケンイチロウ 当基金に全額寄付

19 2018/06/07 寄付金 10,000                トイレづくりプロジェクト ギュンツェル・ホルスト 当基金に全額寄付

20 2018/06/16 寄付金 10,000                トイレづくりプロジェクト イノウエタカシ 当基金に全額寄付

21 2018/06/18 寄付金 50,000                トイレづくりプロジェクト イノウエテルマサ ※

22 2018/06/18 寄付金 10,000                トイレづくりプロジェクト ドウモリカナコ 当基金に全額寄付

23 2018/07/19 寄付金 10,000                トイレづくりプロジェクト 皆川整形外科医院 当基金に全額寄付

24 2018/07/25 寄付金 100,000               トイレづくりプロジェクト トオミネサトコ 全額返金

25 2018/07/27 寄付金 10,000                トイレづくりプロジェクト KKK 当基金に全額寄付

26 2018/07/30 寄付金 10,000                トイレづくりプロジェクト カケフダイワオ 全額返金

27 2018/08/01 寄付金 5,000                  トイレづくりプロジェクト アイザワタクミ 全額返金

28 2018/08/03 寄付金 50,000                トイレづくりプロジェクト カナザワトモ 全額返金

29 2018/08/17 寄付金 5,000                  トイレづくりプロジェクト コバヤシエイコ 当基金に全額寄付

30 2018/08/20 寄付金 5,000                  トイレづくりプロジェクト タケイアキヒコ ジュニア育成基金に全額寄付

31 2018/08/20 寄付金 5,000                  トイレづくりプロジェクト カイトウショウタ ジュニア育成基金に全額寄付

32 2018/08/20 寄付金 5,000                  トイレづくりプロジェクト カイトウマサト ジュニア育成基金に全額寄付

33 2018/09/06 寄付金 100,000               トイレづくりプロジェクト (株)関プレス ジュニア育成基金に全額寄付

34 2018/09/18 寄付金 10,000                トイレづくりプロジェクト クリハラユタカ ジュニア育成基金に全額寄付

35 2018/10/03 寄付金 10,000                トイレづくりプロジェクト キクチモトキ 当基金に全額寄付

36 2018/10/16 寄付金 52,450                トイレづくりプロジェクト ボランティア有志 バザー 7/18～10/16 売上金

37 2018/11/18 寄付金 -20,000               返金・転用 シラドマコ 全額をジュニア育成基金への寄付に変更

38 2018/11/19 寄付金 -10,000               返金・転用 ホリアヤ 全額返金

39 2018/11/18 寄付金 -20,000               返金・転用 オリバーボディビル＆フィットネス 全額返金

40 2018/11/21 寄付金 -50,000               返金・転用 カナザワトモ 全額返金

41 2018/11/27 寄付金 -5,000                返金・転用 タケイアキヒコ 全額をジュニア育成基金への寄付に変更

42 2018/11/28 寄付金 -2,000                返金・転用 ワダヨシキ 一部をジュニア育成基金への寄付に変更

43 2018/11/29 寄付金 -10,000               返金・転用 クリハラユタカ 全額をジュニア育成基金への寄付に変更

44 2018/12/01 寄付金 -5,000                返金・転用 ヒラノキミコ 一部返金

45 2018/12/01 寄付金 -5,000                返金・転用 ヒラノヨシエ 一部返金

46 2018/12/01 寄付金 -20,000               返金・転用 コタキタツオ 一部返金

47 2018/12/01 寄付金 -10,000               返金・転用 コタキタツオ 一部をジュニア育成基金への寄付に変更

48 2018/12/11 寄付金 -5,000                返金・転用 カイトウショウタ 全額をジュニア育成基金への寄付に変更

49 2018/12/11 寄付金 -5,000                返金・転用 カイトウマサト 全額をジュニア育成基金への寄付に変更

50 2018/12/13 寄付金 -10,000               返金・転用 カケフダイワオ 全額返金

51 2018/12/14 寄付金 -100,000             返金・転用 (株)関プレス 全額をジュニア育成基金への寄付に変更

52 2018/12/16 寄付金 -10,000               返金・転用 イナガキヨウ 一部返金

53 2018/12/16 寄付金 -10,000               返金・転用 イナガキヨウ 一部をジュニア育成基金への寄付に変更

54 2018/12/24 寄付金 -5,000                返金・転用 アイザワタクミ 全額返金

55 2019/01/03 寄付金 -50,000               返金・転用 ニシムラトシキ 全額をジュニア育成基金への寄付に変更

56 2019/01/03 寄付金 -100,000             返金・転用 トオミネサトコ 全額返金

400,450               

2018年度　大洗町車いすテニス環境整備基金　会計報告書
（期間：2018/04/01～2019/03/31）

　寄付金の入出金明細

合計

支出の部 -                       

差引残高 400,450              

皆様の当プロジェクトへのご厚情に深く感謝申し上げます。
引き続きお預かりさせていただくことになりました寄付金につきましては、

事業名：トイレづくりプロジェクト

会計責任者：平野徳浩   報告日：2019/04/10

収入の部 400,450              

入金合計：852,450円 － 返金：235,000円 － ジュニア育成基金へ変更：217,000円


