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財EE法人　北海道地雨過

1993年度

支普rS会計予算沓

自: 1993年4月　1日

至: 1994年3月31日

支書rS名　　音　更　支　部

■■臥の書rS

科目 涛)D�.i8ﾈ娯�93年度予算 �4Ywb��

支部運営助成金 ��∠=∠: �%B��

市町村補助金 價一2 冦�廢����u���

その他の助成金 �� 

参加焚収入 �� �ﾙlb�&幽5稲Y+r�

寄付金収入 �"陋8�､･�� ��

協力会還元金収入 ��____i___ ��

募金箱還元金収入 ��d∠2三石 ��

署名募金還元金収入 �� ��

販売事業収入 胞8�･�"�? �ﾘ����8�ﾋY�h�ｴﾅ���x,%�5��

その他の事業収入 �� 峰�E�仂��ｨ�T優ﾄ｣｢�

受取利息収入 �� ��

推収入 �� ��

積立金取崩収入 �� ��

tTu:地象勧銀肱L ㌫く加地_I 前期繰越金 �� ��

__ーJt_{__i_CjP_ /∠クくどJg,ク 奉)Ee�&ﾒ���｣ﾈ5�4纈� 
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Jq支出の普TS

科目 �92年度決井 涛9D�7疫ﾂ闔B�摘要. 

全紙突 ��タn/∠フ 鋳ﾆﾒ� 

支部役見合 ��8�5�｣ｩn��､ﾃ"� ��

本部会議焚 凵[HJ__LZ1_ ��

その他の会議井 ����

卒業焚 ��ク/,P'Vと: 梯�,8�ﾃw�� 

地区集会焚 �� ��

全道集会 俣ｦ壇､VeD6�2�ゴ之0.cm 峯�$｣"ﾙ|yEhｨ襁�ZX*h�5���ｵ��

琴標講演会 ��__"2m 

検診■相談会 ����

棟駆紙.琵賛 �2� 僵�8��+8+荀｣S｢�

所拷金 �� ���8俘XﾊH�ｸ�H-ﾈﾘﾒ�

合同レク �� ��

レク.交流金井 �� �Y?ｵ�ﾆ呈��5以ﾅ�����5����

地域部会珪助辞 �� 

tJ7談且補助 �� ��

活動宍 �� ��

負担金.分担金 �� ��
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維持運営費 ��/∠と,<タ}貞一 碇ｨ�ｪ&ﾒ� 

･事務局焚 盤����V�����ｸ�9Ee���(*h+������I__.i_.2m_ �5%�洞禎�*h�,ウ��()�u�%����

事務消耗品焚 

通信文 � ��
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①=寄付､､たた､･ききした

模倒解す像.
竜乳争絵トつの金魚

前野竹大鹿
勉承藍T勝久野鼠
医煮え工金車泉協金泉又幹楓
密度灸助楓
匿A棟

◎こ一骨虚　し､茨Tct･きました

音叉町線_魯果たん/5050の金風前ta旦射線-

伊藤-俸風穴､野終級人身はま楓
臥希え二線佐藤好色煉.膚やイ二を楓

吸野殖え楓菅各泉励後席本鈴子風

早田一息後藤田-教政　人下私車線

人旦番線　楓詩･電線棟_鳴一冬絶後

配線且射線　矛威Sulえ線此そ水かかり凍

親切孝3-線　噸経線　林後考風

●

迎審食鬼も亀か蜘｣L
者東泉_協鬼透舟風塵象内科風

脚私ライフ凍.青史役場楓/{ラL秀??き楓



/773年度　行奉書

ダ伺Zf白　斉田あノです｣　　と.んぐりの泉

5-Jq　9日　及　乱　　　　　す密教.公園

用Z3日　え%7総-金　　塚度セ>3-

7郎乱用/B麹系逢金嵐集金　札幌

●　関崎　断水ゑ履歴大灸　食埼未見
/0月東　嶺鍵制度欄すさ碑頒　保健旦>5-

/zR初　クりスミスノヾ-Tl-　イ泉鹿色ンター

●

金散華年子え　卑5-A

財政一題勧一協力金灸の政人

丸久-メノ締り･溶農舛り0-.･)>A級夜

不倒品ノヾ･ク"一の解/酸

鼻食施設置場町の畝大

著名題変わ- JFc/くET杏息巻-客観風砕協諌填)

の奥底錦/穐男名に取り組む

.相妻教護勧一　重毒嘉や轟Ppq亀した))

と-んぐりの唇.せき芸Ifl L～

一人(%073の亀義之承ちせ33ラ

甥カ　すう





竜泉町よりう0月円の動東金

娩冬に挽き.友野として竜東町へう0}5円の

手鼻着色級数し.6年度も壱見附息･町執ソ金､

閣僚為のカセo)こ-盈解五時うれまして.3明円

の助東金を傾ききしft, nLぐりの象の登曹衷

官金d).療病息の軌威ご詔勅K屑勧ド/咲_倒していき茨

●　し､L匙います.

trん/ぐりの象不倒品/ヾ7㌧-

ダ珂21∫a(a)乙-んぐりの象に～07斤同曲ノヾサk-を

櫛催し吾した-　丸橋鹿の大魚(ラフすうt/曹嫡フ～

し､7.雨降り)に乳まわれ.地味的kも.わかりす-ちL-喝

JqTにめ5 i,んぐりの永見の三一千線･のつか思い冴子皐7､,L

kがgo人位o)か二象2んか見てくれきした.泉クエr

●　瓜JZ,7JダZO周Z-'した.どんぐりの象の象姦し蚤蜜愛息ブ

くりが軌的Zーした07Z一､番､条件の平を=-協力丁顛きまL

久姥東07力士K尽くか九申し上ゲ･ます.



牙/田　舟兼乳覇イ象

印7B(日) 〟:の～/f緒旦′香え針のプく5急

っり各か沌蘇て.ヰ密教公園/=～舟泉乳を解像Lま

した.周東帝劇/､rり乞え0'う及暑気･ふうのL-,今義の食

Jても廟かけい麟食め3TU人のみ加があうました･

覆り憂Z仰泉く･各塵チ,沌勅Z段尊したり.こ孝

郎鯛射り射o如管2んlこご-星LZい-↓
いて何t,か.鼠色液こし〆ンキース行色倹ヾ勝の鼻こし

が九泉5_した.次K門アブのカンナヤユ一風うがい

そし～曹永久野良乾Z-｣膿袖久かやが草色丸こーと鹿

いZノヾ夕一息フLTZ像でてこえーも鼻要る庚流も桝

Td:が5和泉一､号へし,ltしく倹-歩し､Zいうし穴･

この白デンモス3千/7と3 ･アキア5,-ヱ碁I L)tjeガザ/錦

(きL,んでJ&ぺ尽くし.終り線(--はみん忍剰賂L

強風喪-し､7即いせ笑顔Jて衆Jt～帰りきしTl･

●
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G)　ゐ　金　Q　専　鞄　今　や　や　血　中　¢　&@

専第2　0回難病患者･障害者と家族の全道集会のご案内皇

○　○　d JF O　⑦　曲　●　b　魯　dt　@　@8

交　通　　音更支部独自で貸切バスを出します｡

帰り野幌森林公園に行きます｡

日　程　7月3 1日(土)

集合場所･時間　　　　6時40分　　音更町役場前

出発時間　　　　　　　　7時

畳　食　　　　　　　　各自持参バスの中で食べます｡

全道集会･祝賀会参加　全道集会会場から祝賀会会場

までは､別のバスに乗ります｡

宿　泊　　　　　　　　　グリーンホテル札幌

8月1 El (日)

9時　　　グリーンホテル出発

野幌森林公園､開拓の村､開拓記念館を散策､見学､

昼食､買物

畳食後に出発

1 8時頃迄に音更に帰る予定です｡

開拓記念館　一般　3　00円　団体(1 0人) 240円

開拓の村　　一般　600円　団体　　　　　　　500円

p　ボランティアの方もいます｡当E]は葉を忘れずに持参して

下きい｡　帽子も忘れないように




