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　公式訪問、大変お世話様になりありがとうございま
した。7月2日（日）の前橋北ロータリークラブに始まり、11
月13日（火）沼田ロータリークラブ迄、47クラブの会長、
幹事さんを筆頭に会員皆様に本当にお世話様になり
ました。どのクラブも公式訪問の意義を適確にとらえ、
素晴らしい運営をして頂き、只感謝申し上げるのみです。
そして、ガバナー補佐様にはその分区終了時点で合
同懇談会を開催して頂き、ありがとうございました。�
　本年のターゲットとして挙げさせて頂きました、地区
内の情報の共有が計れたのではないかと考えており
ます。同じ分区内におりましても日頃何かと交流がありませんので、このような機会を通じて人
的交流を計ることも、またロータリーの側面ではないかと思います。�
隣町のロータリアンと親しくなり、交流の輪を大いに広げて頂けたとしますれば、望外の喜びで
あります。本当にありがとうございました。感謝申し上げます。�
　家族月間（Family Month）1995－96年度ハーバード・ブラウン会長は、世界平和は地域・家
族から始まるとの考えを表明しました。そして、1995年11月のRI理事会に於いて2月の第2週を
｢家族週間｣と指定することになりましたが、2003年7月の同理事会に於いて、2003－04年度ジ
ョナサン・マジィアベ会長が家族の重要性を主眼にしたことを称え、12月を「家族月間」と指定し
ました。これに伴って「家族週間」は廃止されました。�
　本年ウィルフリッドＪ．ウィルキンソン会長はその主旨に添って、数年間ロータリーの最前線にお
かれた｢ロータリー家族｣との強調事項も引継いでいくつもりですと申しております。それは互
いを思いやり、助け合うことでロータリーが末永く存続し、意義ある活動を続けることが出来るか
らです。このニーズに取組む時には、どうかロータリーの真髄が｢愛｣であり、その発露が｢親切心｣
であることを思い起こして下さい。家族や仲間同志、地域社会、そして特に援助を受ける側の人々
と接する際には、どうか親切心を示して下さいと申しております。私たちを感動させるロータリー
の愛と親切心とは、理屈とはかけ離れたものです。それは公式や賃借対照表などでは表すこ
との出来ないものです。愛と親切心こそがロータリーを可能にしているのです。ロータリーは私
たちの手と心とが成し遂げる仕事を通じて示される愛ゆえに、素晴らしいと言えるのです。私た
ちはロータリアンとして、ただ口先で人類愛を語るだけではありません。ロータリアンで私たちは
その愛を実践し分かちあい、互いに助け合うのです。それは全てのロータリーに関係する人達
が「ロータリー家族」です。私たちメンバーの家族は元より、財団奨学生、GSE学友、青少年交
換学友、世界平和フェローシップ学友、米山奨学生学友等などです。�
皆さんで手をつなぎ、世界平和のため、ロータリー発展のため、共に歩んで行きましょう。�

国際ロータリー第2840地区�
2007－2008年度�
ガバナー　横山　公一�
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　去る11月29日、地区ガバナー指名委員会の矢野 亨委員長より伊勢崎ロータリークラブ会員、
牛久保哲男君が2009-2010年度、当地区ガバナー・ノミニーとして正式に指名されました。�
　指名委員会の指名通り決定したことを地区内全クラブに宣言致します。�

氏　　名　　牛久保　哲男�
�
生年月日　　昭和12年11月29日生�
�
住　　所　　伊勢崎市�
�
学　　歴　　昭和36年3月　　明治大学 政経学部 経済学科 卒業�
�
職　　歴　　昭和41年9月　　三共興産（株）設立　現在に至る�
　　　　　　昭和53年7月　　（株）ホンダカーズ高崎　設立　現在に至る�
　　　　　　平成６年4月　　ミツクラテックス（株）　設立　現在に至る�
　　　　　　平成11年4月　　サンワアルテック（株）　設立　現在に至る�
�
ロータリー歴　1975年3月　　　伊勢崎ロータリークラブ入会�
　　　　　　1994～95年　　  オン・ツー・ニース委員会委員　�
　　　　　　1997～98年　　  会長�
　　　　　　1998～99年　　  地区ガバナー分区代理　群馬第ニ分区代理�
　�
　　　　　　1984年11月　 　 ポールハリスフェロー�
　　　　　　2007年11月　　  第４回米山功労者�
�

うしくぼ� てつお�
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　第２分区Ａへの横山ガバナー公式訪問は桐生ロータリークラブから始まった。�
　まず吉野パストガバナーから桐生倶楽部１号室に案内され、１号室入り口に飾られてある額
について説明があった。それは、下記の文書が掘られている額であった。�

桐生ロータリークラブ�

発祥の部屋�
1953年3月9日　仮発会式をこの部屋（１号室）で行う�
　　　　　　   会長　大沢菊太郎以下20名��
同年  3月17日　国際ロータリークラブに加盟承認（日本で97番目）��
同年11月24日　同上認証状伝達式（チャーターナイト）を桐生織物会館で行う��
ここから群馬のロータリークラブの歴史が始まった。��
　長い歴史を持ちながら次々に新しい事にチャレンジしている桐生ロータリークラブ、若い力を
生かし改革に邁進している桐生南ロータリークラブ、積極的にボランティア活動を展開している
桐生西ロータリークラブ、若さに溢れる行動力で甲子園にも出場した桐生赤城ロータリークラブ、
第2840地区で初めての女性会長及び女性アシスタントガバナーを出した、女性を大事にして
いる桐生中央ロータリークラブ、このように色々な特徴を持ったクラブが集まった第２分区Aを横
山ガバナーに理解していただき、各クラブも地区の理解が深まった公式訪問であった。��
　最後の合同ガバナー歓迎会は、横山ガバナーの旧知の方も多く、各クラブのメンバーの盛り
上げもあり、楽しい宴が行われ、危うく終了時間を忘れる所であった。�

国際ロータリー第2840地区�
第２分区Aガバナー補佐  笠原  康利�
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　　　　　　　　　　　　 補佐事前訪問　　  　      ガバナー公式訪問�
　みなかみＲＣ　　　　　８月22日（水）　　　　　10月17日（水）�
　草津ＲＣ　　　　　　　９月６日（木）　　　　　10月18日（木）�
　渋川みどりＲＣ　　　　９月11日（火）　　　　　10月23日（火）�
　沼田中央ＲＣ　　　　　９月19日（木）　　　　　10月25日（木）�
　渋川ＲＣ　　　　　　　10月４日（木）　　　　　11月１日（木）�
　中之条ＲＣ　　　　　　10月９日（火）　　　　　11月６日（火）�
　沼田ＲＣ　　　　　　　10月２日（火）　　　　　11月13日（火）�

　上記の日程により、みなかみクラブから始まった、ガバナー地元の第５分区の公式訪問は、11
月13日の横山ガバナーの所属する沼田クラブを最後に無事終了することが出来ました。�
　省みればガバナー補佐の力量不足から、ガバナー公式訪問に対する補佐の事前訪問が、
旨く相乗効果を上げる様な配慮に欠けていたことを、恥ずかしながら反省しておりますが、横
山ガバナーの剛毅でありながら熱意と繊細な気配りもあるお人柄と、各クラブの会長幹事をは
じめ、皆様の暖かなご支援等に助けられ終えることが出来ました。�
　公式訪問時の、例会での委員会報告や質問等を傾聴していると、出没する熊被害防止の
ため、全国から寄せられた大量のドングリや栗などを、もう1トン以上山に撒いたとか、小中学生
のサッカー教室や意見発表会、韓国や台湾の友好クラブが最近訪れた、或いは訪れることな
どが色々話されました。当該奉仕活動や行事が、今後も益々盛んでありますようご祈念いたし
ます。�
　沼田RCでの最後の公式訪問終了後、午後5時から市内のホテルベラヴィータで、100名を越
える第5分区北毛のロータリアンが集い、合同懇親会が開催されました。今回は横山ガバナー
の方針に添って、IM的、オベンキョウ的なことは一切行わず、ガバナーをはじめ各クラブの会長
が、1分程度の自由な挨拶を行ったあと、セレモニーとして、20数名の沼田女性合唱団が着物
姿で登場して、独唱2曲を含む昔懐かしい唱歌等を数曲歌ってくださり、これを鑑賞しから会
宴となりました。宴は盛り上がり、「手に手をつないで」を唱和のあと、前沼田市長で沼田RC会
長ノミニーの西田洽司氏の「閉会の辞」が終わるまで誰も帰らず、終了後に全員の散会となり
ました。沼田RCの皆様にお世話になりましたことを、厚く御礼申し上げます。�

第５分区ガバナー補佐�
新井　尚文（中之条RC）�
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　９月27日 　　藤岡ロータリークラブ   　　　　  藤岡商工会議所�
　９月28日 　　藤岡南ロータリークラブ  　　　   藤岡商工会議所�
　10月２日 　　藤岡北ロータリークラブ  　　　    新町商工会�
　10月３日 　　富岡ロータリークラブ   　　　       ホテルアミューズ富岡�
　10月４日 　　富岡中央ロータリークラブ  　　　ホテルアミューズ富岡�
　10月９日 　　富岡かぶらロータリークラブ  　　 ホテルアミューズ富岡�
　10月11日 　　碓氷安中ロータリークラブ  　        安中並木苑�
　10月30日 　　安中ロータリークラブ   　　　       ホテル磯部ガーデン�

10月30日　ホテル磯部ガーデン�
参加人数142人�
�
　以上の日程で横山ガバナー公式訪問及びガバナー歓迎合同懇親会を無事終了いたしまし
た。�
　各クラブのガバナー訪問はガバナーの意向により通常の例会スタイルで行いガバナーより３０
分程度の卓話をしていただきました。ロータリーの成り立ちと歴史・RIの現状と問題点・RI会長
のメッセージ・２８４０地区の現状等をパワーポイントを使用して大変わかりやすくお話しいただき
ました。その後の質疑応答の時間には各クラブより多くの意見・質問にお答えいただき楽しく
和やかなガバナー訪問を終えることができました。�
　ガバナー補佐事前訪問・ガバナー公式訪問・ガバナー歓迎合同懇親会と行事が続きましたが、
第６分区の会長・幹事さんをはじめ多くのメンバーにお心遣いをしていただき、その友情に感
激いたしました。�

第６分区�
ガバナー補佐　須永　勝�
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　11月1日（木）赤城国際カントリークラブに於いて「第42回前橋6RC親善ゴルフ大会」を秋空
のもと、73名の参加を頂き盛大に開催致しました。�
このゴルフ大会は、42年の長期に渡り開催されている大変伝統と歴史のあるゴルフ大会にな
っており、第一分区の会員相互の親睦にも寄与しています。�
大会運営は、6クラブ持ち回りで幹事クラブが担当し、各クラブからの代表者で実行委員会を
組織し、運営しています。今年度は前橋東RC（佐藤信一大会委員長）がホストを務め、開催
致しました。成績は次の通りです。�

団体戦　　優　勝　　前橋西　RC�
　　　　　準優勝　　前橋中央RC�
　　　　　３　位　　前橋東　RC

個人戦　　A組（昭和21年生まで）�
　　　　　優　勝　　町田昭一（前橋西ＲＣ）�
　　　　　B組（昭和21年生以降）�
　　　　　優　勝　　女屋恭治（前橋北ＲＣ）�
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　１１月４日(日)に桐生市境野球場において準決勝・決勝戦が行われました。決勝戦では、大
会３連覇を狙う伊勢崎南ＲＣと初優勝を狙う桐生ＲＣが激突。大接戦の末、同点で迎えた最
終回に桐生ＲＣの石島選手がサヨナラヒットを放ち、3－2の逆転サヨナラ勝ちで見事初優勝を
果たしました。今年度は、桐生ＲＣ野球部が群馬県代表チームとして、来年４月以降に阪神甲
子園球場にて開催される全国大会に出場が決定いたしました。�

幹事クラブ：桐生ＲＣ野球部�
　　　   主将　大島　武司�

決勝戦試合結果�

優勝  桐生RC

伊勢崎南RC

伊勢崎中央RC 桐生RC 高崎南RC 前橋北RC 前橋東RC 伊勢崎南RC 前橋RC 桐生赤城RC

一�

0

0 0 0 0 02 31 ×�

0 0 0 0 21 1

二� 三� 四� 五� 六� 七� 計�

桐　　生RC

優勝の桐生RC

準優勝の伊勢崎南RC

試合終了！�
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大会テーマ�

「スターに会いに行こう」�

1． 早期登録第1回目の締切日は、2007年12月15日です。�
　登録料は265ＵＳドルで済みます。4月からは345ＵＳドルになります。�
2． 大会前会議の1つである国際研究会昼食会には、すでに収容可能人数の半分以上の方が�
　申し込んでおります。�
3． 大会中の各種昼食会でのチケットは、それぞれ収容可能人数の約2割を越しております。�
4． ホスト組織主催行事チケット注文は、年内に予約することが確実です。�
5． 各参加者に応じた様々な楽しみ方が可能です。また、アメリカ第2の都市は観光都市でもあ�
　ります。お早めにプランを作って下さい。�
6． 全世界からの参加奨励のため、地区へのリベート制が復活しました。地区会員総数の2％を�
　越える成人登録者（ロータリアンでなくても良いです）に達すると、リベートが地区に還元され�
　ます。そのためには、なるべく早く準備を始めてください。�
7． 大会前行事の一つに、今大会初のロータリー学友の祝賀会があります。最近のロータリー財�
　団学友は割引料金でご参加できます。地区の学友委員会とご相談して下さい。�

1． FAXあるいは郵送。申込用紙は、クラブにあると思います。�
　また、下記RIウェブサイトから登録書式をダウンロードすることができます。�
　http://www.rotary.org/RIdocuments/ja_pdf/c08_registration_ja.pdf��
　登録書式は、RI日本事務局へお送り下さい。�
　登録料は、下記銀行口座へご送金ください。�
　振込先：三井住友銀行　新宿通支店　普通預金6733244�
　名義：国際ロータリー日本事務局　事務局長　大島　四郎�
2． 会員アクセスページからオンラインで登録　https://riweb.rotaryintl.org/ja/�
3． 地元の旅行会社を通して。�

1．「ロータリーの友」　2007年10月号　28～30,42ページ�
2． RIホームページ（日本語）：LA国際大会案内�
　文責：2008年ロサンゼルス国際大会推進委員会委員　黒田　正宏（八戸南）�
TEL.0178-45-7777　FAX.0178-47-8583

2008年ロサンゼルスRI国際大会�
2008年6月15日～18日　会場：ロサンゼルス　コンベンション・センター�
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　今期がスタートして5カ月が経ちました。7月に2840地区全体のアクト会員数43名（過去最低数）
でのスタートを切りましたが、11月1日に会員数を101名まで増やすことが出来ました。�
　提唱RCの皆様のお力添えを頂き、復活した高崎北RACや、会員の友人を積極的に入会さ
せた太田RACの会員増強を中心として、各クラブともに平均1～3名の増強ができています。�
　後期は、新しく入った会員の指導育成に重点を置き、ローターアクトの安定を図りたいと考え
ておりますので、今後ともローターアクトに対するご理解・ご協力、そして関心を持って頂きます
ようお願い申し上げます。�
　後期は、地区3大事業〈海外研修（1月12～14日：グアム）・地区年次大会（4月27日：高崎
ビューホテル）・地区指導者研修会（6月18日）〉が実施されます。2840地区のアクター全員で
力を合わせて頑張って参りますので、ご指導・ご鞭撻の程、重ねてお願い申し上げます。  

　10月29日に中毛分区合同公式訪問を中央経理専門学校にて行いました。�
　ガバナー横山公一様を始め、提唱RCであります前橋RC・前橋南RC・伊勢崎RCの会長幹
事様、新世代奉仕委員、ローターアクト委員の方々にご出席を頂きました。�
ディスカッションではアクト運営について様々な意見交換ができ、横山ガバナーからのアドバイス
も頂くことができました。話し合ったことを今後のクラブ運営につなげ、よりよいクラブ作りに活か
していきたいと思っています。�
　ご出席頂いたロータリアンの皆様に心から感謝申し上げます。�

国際ロータリー第２８４０地区�
地区ローターアクト代表　小林 朱里�

●ローターアクトに関するご意見・ご質問・会員紹介・卓話依頼などは…�
　地区ローターアクト代表　小林朱里までお願いします→E-mail　syuri_onepiece@ybb.ne.j　�

（10月29日実施）�
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　10月までの寄付金は、前年同期に比べて3.3％減、約1千8百万円の減少でしたが、先月（4.6％減）に比
べて減少幅が小さくなりました。普通寄付金が2.7％減、特別寄付金が3.8％減です。�

　2008学年度の米山奨学金（学部・修士・博士課程奨学金、地区奨励奨学金）には、全国344校から
1,378名の応募がありました。�
　申込者を国・地域別にみると、中国が58.3％（前年度比▲2.1％）、韓国11.7％（▲2.1％）、台湾6.0％（▲
0.7％）、その他23.9％（＋4.8％）で、「その他」国籍出身者の申込み割合が増加しています。指定校にな
ったにもかかわらず、推薦者0名の指定校が毎年発生します。�
　今年は64校（前年度68校）でした。事前の情報収集など、留学生在籍状況の確認をお願いいたします。
これから地区選考委員会による書類選考・面接試験が実施され、2月中旬には新規採用者595名（2007年
11月現在）が決定します。�

2007年11月12日発行�

　（社）中華民国扶輪米山会（台湾米山学友会）の阮允恭理事長（1971－74／神戸大学大学院／神戸
ＲＣ）は、9月の理事会で中越沖地震への義援金送付を提案し、全会一致で承認。呼びかけを始めると多
くの学友から手があがり、1週間で目標額30万円に達しました。�

　母国ネパールで、縫製や刺繍の技術を教えて貧困女性の自立を支援する職業訓練施設「ルーザー・ト
レーニングセンター」を設立した米山学友のアルチャナ・シュレスタ・ジョシさん（2001-02／鈴鹿国際大学／
鈴鹿西ＲＣ）が10月26日、米山奨学会事務局を訪問してくれました。�
　懸命な努力で授業料免除プログラムを継続するアルチャナさんの姿に、世話クラブの頃からのアドバイ
ザーでもある松本裕夫さん（現：芦屋ＲＣ会員）はじめ、多くのロータリアンが共感し、支援の輪が広がってい
ます。（松本さんは、「ルーザー支援の会」を立ち上げています。�
　関心のある方はmatsumoto.ah@gmail.comまで）�

　アメリカのベンチャー企業で新薬の開発・研究をしている米山学友、張虞安（チョウ・イゥアン）さん（中国
／1998-2000／近畿大学大学院）が、世話クラブの交野ＲＣ（第2660地区）を通じて、アメリカから米山奨
学会へ1,000ドル（日本円に換算後、11万2,030円）を寄付してくれました。�

（抜粋）�
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2008－2009年度　地区主要行事予定表（松倉年度）�

　新旧地区役員連絡会議� 　前橋マーキュリーホテル�

 ４月27日（日）�

 ５月10日（土）�

 ６月８日（日）�

　ローターアクト年次大会�

　次年度地区協議会�

　ロータリー財団奨学生オリエンテーション・壮行会�

 ２月23日（土）� 　米山奨学生終了式　奨学生歓送迎会� 　前橋ホテル�

 ４月19日（土）� 　米山カウンセラーセミナー　米山奨学生オリエンテーション�　前橋ホテル�

　群馬音楽センター�

　生涯学習センター（富岡市）�

 １月26日（土）� 　地区財団補助金審査会�

2008年�

 12月９日（日）�

 １月６日（日） 

　米山奨学学友会クリスマス会�

　第３回ガバナー諮問委員会　ＧＥ壮行会�

　前橋ホテル�

　前橋マーキュリーホテル�

 12月１日（土）� 　地区指導者育成セミナー （深川純一先生）� 　前橋マーキュリーホテル�2007年�

開催日� 項目� 場所�

 ６月７日（土）� 　米山奨学会学友会総会� 　前橋ホテル�

 １月20日（日）�

 １月13日（日）～20日（日）�

 ６月15日（日）～18日（水）�

 ６月21日（土）�

 ６月21日（土）　　�

　米山奨学生審査会�

　国際協議会�

　国際大会�

　第４回ガバナー諮問委員会�

　�

　前橋ホテル�

　サンディエゴ�

�

　ロサンゼルス�

　前橋マーキュリーホテル�

2008年�

2008年�

富　岡� 　富岡製糸場（ブリューナ館）�

　太田ナウリゾートホテル�

　ツインプラザ（吾妻郡学習センター）�

　高崎ビューホテル�

　レストランジョイハウス�

　並木苑�

年度�

2008年�

2008年�

2008年�

2008年�

クラブ名�

中之条�

高崎北�

館　林�

碓氷安中�

国際ロータリー第2840地区　2007－2008年度　周年行事予定クラブ�

周年�

45

30

40

40

50

10

開催場所�予定日�

 2月23日（土）�

  ４月  5日（土）�

  ４月12日（土）�

  ４月16日（水）�

  ４月26日（土）�

  3月16日（日）�

太田南�

 ５月12日（月）�

 ６月14日（土）～19日（木）�

 ６月下旬～7月初旬�

　全国青少年交換委員会委員長会議�

　国際大会�

　夏季受入交換学生　来日�

 ４月15日（土）� 　青少年交換委員会　第1回準備委員会� 　前橋マーキュリーホテル�

 ５月10日（土）� 　国際ロータリー第2840地区協議会� 　富岡市生涯学習センター�

　�

　ロサンゼルス�

 ３月９日（日）� 　会長エレクト・次期幹事研修セミナー（PETS）�

2008年� １月６日（日） 

 １月12日（土）～22日（火） 

　第3回ガバナー諮問委員会・GE壮行会（横山年度主催）�

　国際協議会�

　前橋マーキュリーホテル�

　サンディエゴ�

 12月８日（土）� 　第1回ガバナー補佐会議� 　ホテル  アミューズ富岡�2007年�

開催日� 項目� 場所�

 ６月21日（土）� 　第4回ガバナー諮問委員会・新旧役員連絡会議（横山年度）�　前橋マーキュリーホテル�

　成田空港　出迎え�

 ２月２日（土）�

 ３月８日（土）�

　地区チーム研修セミナー�

　会長エレクト・次期幹事研修セミナー（PETS）�

　�

　ホテル  アミューズ富岡�

　�

�
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野村　治�
沼田中央RC

入 会 日／2007年11月1日�
職業分類／中華料理店�
勤 務 先／（有）中華料理　馬鹿旨�
役　　職／取締役　会長�
推 薦 者／柳　信男�

深沢  直十郎�
桐生西RC

入 会 日／2007年10月12日�
職業分類／旅館�
勤 務 先／（株）梨木館�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／根本正則�

須川　郁夫�
高崎東RC

入 会 日／2007年7月5日�
職業分類／不動産仲介�
勤 務 先／（有）フロムナウ�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／松本裕文�

川島　正治�
大泉RC

入 会 日／2007年11月7日�
職業分類／土木建築�
勤 務 先／川島工業（株）�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／諏訪輝男�

佐藤　匡哉�
渋川RC

入 会 日／2007年11月8日�
職業分類／山林業�
勤 務 先／（株）佐藤林業�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／町田久�

丸山　忍�
安中RC

入 会 日／2007年11月6日�
職業分類／精密機械製造�
勤 務 先／（有）丸山製作所�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／杉田頴紀�

市川　研二�
安中RC

入 会 日／2007年11月6日�
職業分類／新聞販売�
勤 務 先／関東新聞販売（株）�
役　　職／取締役総括部長�
推 薦 者／寺田武夫�
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「ロータリー文庫」は日本ロータリー50周年記念事業の一つとして1970年に創立された皆様の
資料室です。�
ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料（貸出可）など、1万9千余点を収集・整備し、皆様
のご利用に備えております。閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご
紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承ります。�
文献資料の電子化を進めており、資料PDF閲覧の項目を追加しました。文庫通信もPDFで閲
覧できます。PDFにアクセスしていただきますと、文献資料をパソコン画面に取り出すことがで
きます。�

ロータリー文庫�
〒105-0011東京都港区芝公園2-6-3　ａｂｃ会館７階   TEL(03)3433-6456・FAX(03)3459-7506�
開館＝午前10時～午後5時　休館＝土・日・祝祭日�
http://www.rotary-bunko.gr.jp

（貸借対照表）�

（収支計算書）�

現　　金� 62,317 8,833

243,754

252,587

11,140,285

11,392,872

1,841,298

2,747,769

9,426,989

16,207,628

30,223,684

11,140,285

△122,429

0

3,911,755

7,000,000

418,800

11,392,872

11,392,872

29,653,050

448,205

30,101,255

11,262,714

41,363,969

資　　産�

収　　入�

負　　債�

支　　出�

正味財産�

普通預金�

定期預金�

会費収入�

現預金合計�

収入合計�

当期合計�

前期繰越収支差額�

合　　計�

仮  払  金�

雑  収  入�

雇用保険料預り金�

社会保険料預り金�

負債合計�

次期繰越剰余金�

合　　計�

委員会費�

業  務  費�

賃貸管理費�

人  件  費�

予  備  費�

当期合計�

当期収支差額�

次期繰越収支差額�
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