
美しい里「小倉の里会」

第1回定時会員総会

平成21年8月14日（金）

軽井沢風越公園 スカップ軽井沢2Ｆ会議室
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［ 本 日 の 議 案 ］

＜報告事項＞

第1号報告 平成20年度事業報告
第2号報告 平成21年度事業計画の報告

＜決議事項＞

第1号議案 小倉の里会会則改定の件
第2号議案 役員を選任する件

＜その他 ＞
・小倉の里会ホームページの開設について
・最近のニュース
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第1号報告 平成20年度事業報告

1 小倉の里会の活動再開
・平成20年9月13日小倉の里会再開準備委員会を開催しま
した。会則の改定、役員の選任、事務局の設置などを議
決し、小倉の里会の活動を再開いたしました。
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会会会会 長長長長 川上川上川上川上 岳岳岳岳 A49（定住）（定住）（定住）（定住）

副会長 岡田 明信 A119（定住） 事務局長

副会長 木下 康男 C93（別荘）

幹 事 今城 治子 B60（定住） 広報担当

幹 事 宇佐見福男 B30（別荘）

幹 事 宮本和幸 A5（別荘）

幹 事 松原弘 A125（別荘）

会計監査 新庄和彦 A46（別荘）



2 . 小倉の里会再開後の活動
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3.平成20年度会計報告

（平成20年9月13日から平成21年3月31日）
費費費費 目目目目 金額金額金額金額（（（（円円円円）））） 備備備備 考考考考

収 入

会費収入 98,000 入会98戸

小倉の里会繰越金 160,533

交流・親睦会残金 11,394

定住の会 1,158

利子収入 10

収入合計収入合計収入合計収入合計 271,095

支 出

印刷費 8,400 入会案内、地図

郵送費 6,090 入会案内の郵送代

事務用品費 19,496 会長・会の印鑑、バインダー等

備品・材料費 9,660 掲示板材料費

諸手数料 1,550 振替用紙、ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ

支出合計 45,196

差引収支差引収支差引収支差引収支 225,899
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■貸借貸借貸借貸借対対対対照表照表照表照表（平成21年3月31日現在）
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［負債の部］［負債の部］［負債の部］［負債の部］

流動負債 0

固定負債 0

負債の合計 0

［正味財産の部］［正味財産の部］［正味財産の部］［正味財産の部］

正味財産 225,899

次期繰越金 55,899

積立金 170,000

負債・正味財産合計負債・正味財産合計負債・正味財産合計負債・正味財産合計 225,899

■財産目録財産目録財産目録財産目録

現現現現 金金金金 7,856円円円円

預 金 八十二銀行（普） 32,010円 郵貯（当） 186,033円



監査報告書
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私は、小倉の里会の平成21年3月期の会計に

ついて監査した。
監査の結果、当会は適法かつ正確に処理され

ていることを認めた。
平成21年6月28日

小 倉 の 里 会 会 計 監 査

新庄和彦税理士事務所

税理士 新 庄 和 彦



第2号報告
平成21年度事業計画および予算の報告
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1、平成21年度事業計画



＜参考資料：1＞事務局のご紹介
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＜参考資料：2＞アンケート
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ゴミ置き場ゴミ置き場ゴミ置き場ゴミ置き場
（（（（3件）件）件）件）

・夏季限定でも、ゴミ置き場を設置してほしい・夏季限定でも、ゴミ置き場を設置してほしい・夏季限定でも、ゴミ置き場を設置してほしい・夏季限定でも、ゴミ置き場を設置してほしい
・ゴミを出す場所がほしい・ゴミを出す場所がほしい・ゴミを出す場所がほしい・ゴミを出す場所がほしい

道路関連
（3件）

・道路のやり直しはできないか
・道路を補修してほしい
・道路をきれいにできないか

側溝関連
（1件）

・側溝が詰まり、大雨が降ると別荘地に流れ込む。
自分のところは掃除しているが、他のところまでは手がまわらない。
皆でやるなど方法はないか

別荘案内看板
（1件）

・案内看板が古くなって取れそう、取り替えるにはどうしたらいい

交通関連
（2件）

・スピードを出す車が多い、散歩の時チョット怖い
・避暑地です。もう少しゆったりとした気持ちがほしい

趣味、同好会
（1件）

・「刺繍の会」があったらいいのですが。
どなたか教えてくれる方をご存じでしょうか

＊赤字は、追加コメント



12



2 平成21年度予算

（平成21年4月1日から平成22年3月31日）

費目費目費目費目
H20年度年度年度年度

実績実績実績実績

H21年度年度年度年度

予算予算予算予算
備考備考備考備考

収収収収 入入入入

前期繰越金 0 55,899

会費収入
98,000 120,000

入会120戸

目標

その他収入
173,085 0

利息収入 10 100

収入合計収入合計収入合計収入合計 271,095 175,999
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費費費費 目目目目 ＨＨＨＨ20年度年度年度年度 ＨＨＨＨ21年度年度年度年度

支出

印刷費 8,400 13,000 たより、総会資料

郵送費 6,090 24,000 たより、総会通知

通信費 0 12,000 Ｗｅｂサイト

会議費 0 10,000 総会会場費

光熱費 0 15,000 街灯3基分電気代

事務用品費 19,496 10,000 封筒、コピー紙

賃貸借料 0 1,200 掲示板町道地代

管理費 0 15,000 倒木処理等

備品・材料費 9,660 2,000 掲示板材料費

諸手数料 1,550 2,000 郵便振替用紙

その他、予備費 0 70,000 地図メンテ、懇親会

支出合計支出合計支出合計支出合計 45,196 175,200

差引収支差引収支差引収支差引収支 225,899 799
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第1号議案

小倉の里会 会則改定の件
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第2号議案 役員を選任する件
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最近のニュース
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