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開　会

会長挨拶

来賓祝辞

議長選出　議長挨拶

議案審議

議案第1号　　平成24年度事業報告

議案第2号　平成24年度収支決算報告

監査報告

議案第3号

議案第4号

閉　会

平成25年度事業計画（案）

平成25年度収支予算（案）



議案第1号

1．事業の実施状況

平成24年度事業報告書

事　業　名 佇�������?｢�内　　　　　　　　　　　　容 

設立30周年記念事業 ①記念式典 ���ﾈ�9?ｨ�偬ｨ�｢�t�冰X7ｨ�ｸ8ｲ�感謝状贈呈（川島恵子氏、小山豊氏う、（招待者15名） 

②祝賀会 ��凉�Xﾚｨ,ﾈ截�出席者33名（内招待者8名） 

③記念誌発行 （第45回 ��(ﾈ��Y?｢�記念誌「三十年の歩み」発行　全官仰部 

【配付内訳】招待者24部、会員4別離、学校関係165部、 

文化少年団45部、‡勤鳩5部 

11月3日（祝） 兀�ｩ*ﾉOﾈ��ﾞﾈ徂ｺh檍��Y�ｩ*ﾉ��Y��ﾘx檍��Y�ｩ*ﾈ*(*�Hｺh檍���

福岡町文化条） �8凅��X7ｨ�ｸ8ｲ�草木染友の会、ニット教室、古儀茶道蔽内流竹風会、 

④芸術祭 ⑤芸能祭 剳ｶ化少年団、福岡高校書同部・絵南部（8団体） 

11月3日（祝） 兀�ｩ_9�h檍��Eﾆｶ踟x檍��Y�ｨｵ�Yx檍��ﾉYYh檍��nﾙ�hｾ��(檍���

⑤於　Uホール �8��X5(8��ｸ6x��4X48986�7H8�8��ｸ5���:�Y�檍��dﾈ閇�陞���$9jIzﾉ�x,ﾈ檍���

幸謡会、葉月、福岡豊実会、こぶしの会、星の会、なごみの会、 

やまぼうし会、いずみの会、可西魔物研究所、 

福岡中学校吹奏楽部、福岡高校吹奏楽部（21団体） 

第8回 ��(ﾈ�#9?ｨ�偬ｨ�｢�福岡ひばり固、福岡小学校音楽クラブ、福岡中学校吹奏楽部、 

ふくおか音楽条 �x��X7ｨ�ｸ8ｲ�指笛友の会、福岡高校吹奏楽部、ウインドフラワーズ（6団体） 

邦楽出前講座 ��佇�#Y?ｨ����｢�能楽　能know会　（指導者8名さ 

於　福岡高校 假8ﾗX�iY�ｨﾘ(ﾕｨﾇﾈ����乂��ｦﾉD��cSYkﾂ�

②10月2日（火） 倩ﾘｾ���Y�ｨｵ�Yx檍���倡y;��#)kﾈ�｢�

於福岡高校 倩ﾙY���ﾉYYh檍�倡y;��#�kﾈ�｢�

受講：福岡高校芸術（音楽）1年生55孝■ 

③11月13日（火） 仗X������,ﾈ檍��,�+(-ﾘ,ﾈ檍���呱)�逸#Ykﾈ�｢�

於福岡小学校 假8ﾗX�iY�ｨ抦ｧxﾕ｣YD��c�3Y�ﾂ�

④2月27日（木） 冕�x��ﾔｹwx檍�倡y;��#��kﾈ�｢�

於福岡中学校 假8ﾗX�iY�ｩ(hｧxﾕｨ������ﾂ�

文化少年団活動 ・平成24年度 修了の会 兌ﾙ�ﾃ#ID紿ﾈ����やさしいお琴（3名）（19回）、日本舞踊（4名）（11回）、 

平成25年3月 倩ﾘｾ����kﾈ�ｨ��#(���ｨ��4ｨ�Y�靉ｸ�僞ﾈｧ��ｨ��)kﾈ�ｨ��3X���ｨ���

町の民謡踊り（12名）（20回）、はじめてのお茶（12名）（18回）、 

ジュニア美術探検隊（11名）（11回） 

3月10日（日） 於Uホール 乖�:飩ﾙUﾈ,ﾈﾎ8���9{��茨iu�/�ﾗ8,�+ﾘ�"�

いけ花奉仕 櫨)Y�ｨ踊-i,ｩD��福岡町いけ花協会 

寺子屋碍動 ��任Hﾈ��)?ｨ�冦��｢�茶道古儀茶道薮内流竹風会 

②4月26日（木） �*(*�IY�ｩ*ﾈ*(*�Hｺh橙�

③9月　6日（木） �(9;侘8ｵi(9;倆I>�zﾉ'ﾉYx橙�

④9月20日（木） 冕����*ﾈ,ﾉj�yw�.��

⑤11月15日（木） �?ｩY���dﾈ閇�陞��

⑥11月22日（木） 　於さくら会館 僞ﾈｧ兀�ｩ_9�h橙�

Uホールへ寄贈 �8ﾈ�#�?ｨ�冦��｢�Uホール楽屋完成記念に椅子を寄贈した。 
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平成24年度事業報告書

2．会議の実施状況

会　　議　　名 佇�������?｢�内　　　　　　　　　容 偬�����B�

理事会 兌ﾙ�ﾃ#ID��Hﾈ�#y?ｨ�冦��｢�平成24年度事業計画、文化少年団等について ��Ykﾂ�

定期総会 店ﾈ���?ｨ�仞��｢�①平成23年度事業報告並びに収支決算報告について ②平成24年度事業計画案並びに収支予算案について 鉄�kﾂ�

第1回芸能委員会 店ﾈ���?ｨ�仞��｢�新年度計画について ��冖ﾂ�

第1回記念事業実行委員会 店ﾈ�#�?ｨ�佇��｢�業務分担と進め方について ���kﾂ�

第1回芸術委員会 店ﾈ�#�?ｨ�佇��｢�芸術祭、罰周年記念事業について ���kﾂ�

記念誌担当者会議 店ﾈ�3�?ｨ���X�｢�記念誌概要、今後の進め方について 的kﾂ�

記念誌担当者会議 塗ﾈ��9?ｨ�佇��｢�記念誌業者選定について 的kﾂ�

小・中・高校訪問 塗ﾈ�#i?ｨ����｢�邦楽出前講座等の打合せについて �9kﾂ�

記念誌担当者会諌 度ﾈ紵?ｨ�冦��｢�記念誌業者発注について 的kﾂ�

第2回芸能委員会 度ﾈ���?ｨ����｢�芸能奈、30周年記念事業について �#�kﾂ�

理事会 度ﾈ��9?ｨ�仞��｢�30周年記念事業進捗状況について ��Ykﾂ�

記念誌担当者会議 嶋ﾈ�#�?ｨ���X�｢�記念誌内容について 的kﾂ�

祝賀会担当者会議 嶋ﾈ�#�?ｨ���X�｢�祝賀会会場、業者選定について 的kﾂ�

第2回記念事業実行委員会 嶋ﾈ�#�?ｨ����｢�30周年記念事業進捗状況報告について ���kﾂ�

第2回芸術委員会 嶋ﾈ�3�?ｨ�冦��｢�芸術祭スケジュール等について ��9kﾂ�

記念誌担当者会議 祷ﾈ��)?ｨ���X�｢�記念誌内容について 的kﾂ�

第3回記念事業実行委員会 祷ﾈ��I?ｨ�仞��｢�30周年記念事業の内容、予算等について ���kﾂ�

記念誌担当者会議 祷ﾈ���?ｨ���X�｢�記念誌内容について 的kﾂ�

理事会 祷ﾈ�#�?ｨ�仞��｢�30周年記念事業概要、24年度事業について ��Ykﾂ�

第3回芸能委員会 ���ﾈ��Y?ｨ�佇��｢�芸能祭プログラム配付等、音楽祭について �#�kﾂ�

第4回記念事業実行委員会 ���ﾈ��?ｨ�冦��｢�最終確認について ���kﾂ�

記念誌担当者会議 ���ﾈ�#9?ｨ�仞��｢�記念誌内容校正について 的kﾂ�

記念誌担当者会議 ���ﾈ�#�?ｨ�冦��｢�記念誌内容校正について 的kﾂ�
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議案第2号

平成24年度収支決算書

自　平成24年4月1日　至平成25年3月31日

（収入の部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 

項　目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 儖X��������ﾖﾂ�

1．会　費 �#ス�3S���261，000 侘)�ﾈ���x��S��苓������3���ﾈ�������店�3���冷�

団体＠　2，000円　×　33団体＝　66，000円 

2．負担金 鉄���3����119，000 偬ｨ棹檍��逸(檠N��3���苓��#9�ﾈ�(�3�����)�ﾂ�

3．補助金 ���3�S��3����1，050，000 倡9^(�ｾ�����3���苓�ｸ�8ｴﾉD��(�ｾ�#S��3���冷�

4．雑収入 鉄c2�73，473 况�ｾ�y��x�X�棹檍�ｵi9��

5、繰入金 涛���3ャ��500，000 ��騷s3��D雍ﾉD�hｼi��xｾ�.h.��

6．繰越金 �#C(�3�Sr�242，057 ����7�.h.案ｨ里�

合　計 �(�3塔��3����2，245，530 ��

（支出の部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 

項　目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 儖X��������ﾖﾂ�

1．会議費 鼎X�3����11，522 ��ﾘ檍��yﾘ馼檍����ﾗ8効醜檍戊�9N��

2．事業費 �(�3c#X�3����1，922，705 ��

（1）行事費 ���3S���3����1，067，380 ��

①草木染展 �<��♂ ��

②いけ花展 �<��β ��

③美術展 �<��♂ ��

④芸術祭 �<�<�ｾ�<�<�<��．禦現軌 ��ﾙzs3��D雍ﾉD��cCX��Y�ｩ*ﾉ[h嶌ﾝR�

⑤芸能祭 �<��仞�<�<�<��麟離村 ��ﾙzs3��D雍ﾉD��cCX��Y�ｩ*ﾉ[h嶌ﾝR�

⑥音楽祭 畑ﾘX<�<�<��JJ規乃好 ��c亜�-8*ﾘ*�*�乂俤R�

⑦演劇祭 �<��♂ ��

（2）邦楽出前講座 ����3����0 ��

（3）文化少年団運営 都��3����72，815 兢ｸﾊ���XﾗX踪�9~x�X�9{俾霹��9��

（4）広報費 ���X�3����0 ��

（5）記念式典費 �����3����30，580 亢ﾉD��5Hﾆ���

（6）記念誌費 �#S��3����511，955 亢ﾉD�����

（7）祝賀会費 鉄���3����239，975 偬ｨ棹檍ﾆ���

3．運営費 �����3����22，670 倬ik�N���,ｩ�ﾙN�9��

4．記念事業積立金 ���0 ��

5．予備費 ��#��3����21，074 乂�闕h��ｯ����

合　計 �(�3塔��3����1，977，971 ��

収入の部　　　　　　　支出の部　　　　　差額

2，245，530　円　　1，977，971円　　　　267，559円（次年度繰越金）
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平成24年度特別会計

創立30周年記念事業積立金

自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日

（単位：円） 

収入の部 劔支出の部 

項　目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 儖Xﾖﾂ�項　目 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 儖Xﾖﾂ�

1．前年度繰越金 涛���3ャ��901，880 ��1．繰入金 涛���3ャ��500，000 �ｩLｨ檍ﾇh-b�

2．預金利息 ���128 ��2．次年度繰越金 ���402，008 ��

合　計 涛���3ャ��902，008 ��合　計 涛���3ャ��902，008 ��

■－■　■－■一－■　－　■l■－一－一　■■－　■　－■　■■■l■l■　■l■■lllll　■　－■■　－－1日－－　■　■－　■■■－　■－　●　■－I

附　財産目録（平成24年度末）

◇高岡信用金庫福岡支店　普通預金　266，703円
（福岡町芸術文化協会名義）

◇北陸銀行福岡支店　普通預金
（福岡町文化少年団名義）

◇北陸銀行福岡支店　普通預金
（福岡町芸術文化協会名義）

◇　計

856円

402，008円

669，567円

一般会計

267，559円

特別会計

LtL∴二」■LJ L一＿二」■LJ■＿＿＿」■二コ■＿‥　」　L」■二＿二＿l LJ■⊥“二＿」「tL＿…二　L：⊥　L　⊥　rl　二川＿Ⅷ」■⊥」…二　㌧］∴　L二　二二二二■LJ■∴＿二∵■しこ　⊥■■一　L∴∴　∴」L二二：コL二二二　」　L＿‥∴j■

監　査　報　告

平成24年度の決算書に基づき、諸帳簿、関係書類などを厳重に

監査した結果、収入、支出とも正確に経理されていることを認め、こ

こに報告いたします。

平成25年4月i‖ヨ

福岡町芸術文化協会

監事露俊魅雪、諸

監事声畑みち子㊨
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