
様式第５号

サロン団体名（　○△○△サロン　　　　　　）
　　　　　　　　

講師等人数　　　2　名

　 社協の方に来ていただき、みなさんでクイズや歌を歌いました。　　　　　　　　　名
欠席訪問者△（　　5　）名 　お昼をみんなでお弁当を食べました。

　ビンゴゲームもして楽しかったです。 サロン参加総合計数
（当日+訪問+講師等の総数）

講師等人数　　　　名
　　　　　　　　　名

欠席訪問者△（　　　　）名
サロン参加総合計数

（当日+訪問+講師等の総数）

講師等人数　　　　名
　　　　　　　　　名

欠席訪問者△（　　　　）名
サロン参加総合計数

（当日+訪問+講師等の総数）

講師等人数　　　　名
　　　　　　　　　名

欠席訪問者△（　　　　）名
サロン参加総合計数

（当日+訪問+講師等の総数）

講師等人数　　　　名
　　　　　　　　　名

欠席訪問者△（　　　　）名
サロン参加総合計数

（当日+訪問+講師等の総数）

サロン事業実施報告書

実  施  日 参加者名簿の○印△印 サロンの実施内容など 備 考

平成　27年4月12日（日）
当日参加者○（　　25　）名

実施場所 ※会員名簿（様式２）に参加者は○印
※欠席者への訪問対応は△印
※名簿以外の人数は備考欄に記入

(       32    )名

　　年　　月　　日（　　）
当日参加者○（　　　　）名

場 所 ※会員名簿（様式２）に参加者は○印
※欠席者への訪問対応は△印
※名簿以外の人数は備考欄に記入

(           )名

　　年　　月　　日（　　）
当日参加者○（　　　　）名

当日参加者○（　　　　）名

場 所 ※会員名簿（様式２）に参加者は○印
※欠席者への訪問対応は△印
※名簿以外の人数は備考欄に記入

(           )名

　　年　　月　　日（　　）
当日参加者○（　　　　）名

場 所 ※会員名簿（様式２）に参加者は○印
※欠席者への訪問対応は△印
※名簿以外の人数は備考欄に記入

(           )名
サロンを行った時は、参加者の総合計数をお電話でお知らせください。社協・本所　地域福祉係　☎２６－１１２２

場 所 ※会員名簿（様式２）に参加者は○印
※欠席者への訪問対応は△印
※名簿以外の人数は備考欄に記入

(           )名

　　年　　月　　日（　　）

簡単で良いので、実施内容を記入下さい

当日参加者○ ( 25 )名＋欠席訪問者△（ 5 ）名＋講師等人数 ２名＝３２名

※参加者は子供でもＯＫ
※欠席訪問者△はサロン欠席者で
も訪問をすれば総数にカウントする

※講師他お呼びした方名簿以外の方の数

O



様式第５号

サロン団体名（　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　

講師等人数　　　　名
　　　　　　　　　名

欠席訪問者△（　　　　）名
サロン参加総合計数

（当日+訪問+講師等の総数）

講師等人数　　　　名
　　　　　　　　　名

欠席訪問者△（　　　　）名
サロン参加総合計数

（当日+訪問+講師等の総数）

講師等人数　　　　名
　　　　　　　　　名

欠席訪問者△（　　　　）名
サロン参加総合計数

（当日+訪問+講師等の総数）

講師等人数　　　　名
　　　　　　　　　名

欠席訪問者△（　　　　）名
サロン参加総合計数

（当日+訪問+講師等の総数）

講師等人数　　　　名
　　　　　　　　　名

欠席訪問者△（　　　　）名
サロン参加総合計数

（当日+訪問+講師等の総数）

実施場所

　　年　　月　　日（　　）

当日参加者○（　　　　）名
　　年　　月　　日（　　）

サロン事業実施報告書

当日参加者○（　　　　）名

サロンの実施内容など参加者名簿の○印△印実  施  日

　　年　　月　　日（　　）

備 考

場 所

場 所

　　年　　月　　日（　　）

場 所

　　年　　月　　日（　　）

※会員名簿（様式２）に参加者は○印
※欠席者への訪問対応は△印
※名簿以外の人数は備考欄に記入

(           )名

※会員名簿（様式２）に参加者は○印
※欠席者への訪問対応は△印
※名簿以外の人数は備考欄に記入

※会員名簿（様式２）に参加者は○印
※欠席者への訪問対応は△印
※名簿以外の人数は備考欄に記入

(           )名

当日参加者○（　　　　）名

サロンを行った時は、参加者の総合計数をお電話でお知らせください。社協・本所　地域福祉係　☎２６－１１２２

(           )名

(           )名

(           )名

当日参加者○（　　　　）名

※会員名簿（様式２）に参加者は○印
※欠席者への訪問対応は△印
※名簿以外の人数は備考欄に記入

※会員名簿（様式２）に参加者は○印
※欠席者への訪問対応は△印
※名簿以外の人数は備考欄に記入

当日参加者○（　　　　）名

場 所



収入・支出先 内容 収入金額 支出金額 差引金額

4/5 ○自治会 活動助成金 15,000 15,000

4/10 社協 助成金（参加予定240名・年間12回） 66,000 81,000

4/11 ◎保険会社 平成２３年度活動保険料 6,000 75,000

4/13 ショップ　Ｂ店 節句の飾り代 2,000 73,000

4/15 参加者20名 節句の飾り代　20名×100円 2,000 75,000

4/15 スーパー　○○店 昼食弁当　20名×498円 9,960 65,040

5/19 スーパー　△△店 お茶・お菓子代 2,000 63,040

7/15 スーパー　○○店 お茶・お菓子代 1,324 61,716

8/19 スーパー　△△店 スカッドボール　景品代 6,000 55,716

8/20 参加者25名 スカッドボール　参加費25名×500円 12,500 68,216

8/20 仕出し屋　Ａ店 スカッドボール　お昼代25名×500円 12,500 55,716

10/20 ショップ　Ｂ店 室内ゲーム景品代 2,000 53,716

11/18 参加者１５名 紅葉狩り参加費　１５名×500円 7,500 61,216

11/18 スーパー　○○店 紅葉狩りおやつ・飲物代 3,000 58,216

11/18 翼山温泉 紅葉狩りお昼代　１５名×５００円 7,500 50,716

12/15 ショップ　Ｂ店 お正月飾り代 3,200 47,516

12/16 スーパー　△△店 お茶・お菓子代 5,497 42,019

12/16 スーパー　○○店 昼食弁当　20名×500円 10,000 32,019

1/18 ショップ　Ｂ店 室内ゲーム景品代 2,000 30,019

2/15 ショップ　Ｂ店 節句の飾り代 1,500 28,519

2/17 参加者15名 節句の飾り代　15名×100円 1,500 30,019

3/17 スーパー　△△店 グランドゴルフ　景品代 6,000 24,019

3/18 参加者24名 グランドゴルフ　参加費24名×500円 12,000 36,019

3/18 仕出し屋　Ａ店 スカッドボール　お昼代24名×500円 12,000 24,019

3/18 ＧＳ　　△店 マイクロバス燃料代 983 23,036

3/20 日本総合サービス マイクロバス運転代（6時間） 10,830 12,206

3/26 社協 助成金返還（実績210名・年間12回） 4,500 7,706

3/31 次年度繰越金 7,706 0

0

東　か　が　わ　サ　ロ　ン    　　　　　 記入例

日付
平成　２7　年度出納簿（収支）

小計


