
Ｎｏ，Ｎｏ，Ｎｏ，Ｎｏ，１１１１中間会計報告書中間会計報告書中間会計報告書中間会計報告書

平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年１２１２１２１２月月月月１０１０１０１０日以降平成日以降平成日以降平成日以降平成１７１７１７１７年年年年３３３３月月月月２２２２日迄日迄日迄日迄のののの会計報告会計報告会計報告会計報告ですですですです。。。。
ごごごご査証査証査証査証くださいくださいくださいください。。。。

協力金合計協力金合計協力金合計協力金合計 ３３３３月月月月２２２２日 現在日 現在日 現在日 現在 ￥￥￥￥１１１１，，，，６１０６１０６１０６１０，，，，００００００００００００
協力金使途内訳

事務連絡費事務連絡費事務連絡費事務連絡費
郵送代 3/2現在 ３１，０９０
カラー用コピー紙 ３，８７０
コピー用普通紙 ２，５７０
荷造り用ダンボール ３，６５４
印刷トナー ５５，２００
インク ５，３５０
郵便為替支払い手数料(平成１７年３月２日現在) ２，７４０

事務連絡費 小 計事務連絡費 小 計事務連絡費 小 計事務連絡費 小 計 ① １０４① １０４① １０４① １０４，，，，４７４４７４４７４４７４

贈呈関係（机、椅子、寺子屋修復、文房具 等）
鉛筆 消しゴム付き ＠４２×２５０ １０，５００
鉛筆 ＠２７×４００ １０，８００
鉛筆削り ２０台 ＠８４０×２０ １６，８００
ノート １００冊 ６，２００
国語ノート １００冊 ４，１０５
算数ノート １００冊 ４，１０５
クリヤーケース ８０枚 １４，３０３
教材用コピ－用紙 ２，５７０
寺子屋２箇所 現地調達、ノート鉛筆 １，０００名分 ＄３２５

2/7 対＄交換レート ＄１＝￥１０８．４９ ３５，２５９
寺子屋２箇所 現地調達、黒板、机、椅子 ＄２，０００

2/7 対＄交換レート ＄１＝￥１０８．４９ ２１６，９８０
寺子屋修復現地持ち込み＄１，５００

2/9 対＄交換レート ＄１＝￥１０８．７０ １６２，７３５
贈呈関係 小 計贈呈関係 小 計贈呈関係 小 計贈呈関係 小 計 ② ４８４② ４８４② ４８４② ４８４，，，，３５７３５７３５７３５７

総合計総合計総合計総合計 ①①①①＋＋＋＋② ５８８② ５８８② ５８８② ５８８，，，，８３１８３１８３１８３１
３３３３月月月月２２２２日現在日現在日現在日現在 ￥￥￥￥１１１１，，，，６１０６１０６１０６１０，，，，００００００００００００ 協力金残協力金残協力金残協力金残 １１１１，，，，０２１０２１０２１０２１，，，，１６９１６９１６９１６９

Ｎｏ，Ｎｏ，Ｎｏ，Ｎｏ，２２２２中間会計報告書中間会計報告書中間会計報告書中間会計報告書

平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年３３３３月月月月２２２２日以降日以降日以降日以降５５５５月月月月３０３０３０３０日迄日迄日迄日迄のののの会計報告会計報告会計報告会計報告ですですですです。。。。ごごごご査証査証査証査証くださいくださいくださいください。。。。

３３３３月月月月２２２２日現在協力金合計日現在協力金合計日現在協力金合計日現在協力金合計 ￥￥￥￥１１１１，，，，６１０６１０６１０６１０，，，，００００００００００００
３３３３月月月月３３３３日日日日～～～～５５５５月月月月３１３１３１３１日迄日迄日迄日迄のののの協力金合計協力金合計協力金合計協力金合計 ￥￥￥￥４１１４１１４１１４１１，，，，００００００００００００
３３３３月月月月２２２２日日日日～～～～５５５５月月月月３１３１３１３１日現在協力金総合計日現在協力金総合計日現在協力金総合計日現在協力金総合計 ￥￥￥￥２２２２，，，，０２１０２１０２１０２１，，，，００００００００００００
３３３３月月月月２２２２日迄日迄日迄日迄のののの費用総合計費用総合計費用総合計費用総合計 （（（（前頁記載前頁記載前頁記載前頁記載） －￥） －￥） －￥） －￥５８８５８８５８８５８８，，，，８３１８３１８３１８３１
３３３３月月月月３３３３日日日日～～～～５５５５月月月月３１３１３１３１日迄日迄日迄日迄のののの費用内訳費用内訳費用内訳費用内訳
03/03 資料写真代 １２，６５４
03/10 角２封筒500枚 ５，０００
03/26 ホッチキス ２７，９００
03/26 カラー用コピー紙 ３，８７０
04/11 長3封筒1,000枚 ３，５７０
03 03～5 31 郵送代 １７，６７０/ /
03 03～5 31 郵便為替支払い手数料 ４７０/ /

３３３３月月月月３３３３日日日日～～～～５５５５月月月月３１３１３１３１日迄日迄日迄日迄のののの費用内訳合計費用内訳合計費用内訳合計費用内訳合計 ￥￥￥￥７１７１７１７１，，，，１３４１３４１３４１３４－
５５５５月月月月３１３１３１３１日現在協力金残高日現在協力金残高日現在協力金残高日現在協力金残高 ￥￥￥￥１１１１，，，，３６１３６１３６１３６１，，，，０３５０３５０３５０３５



Ｎｏ，Ｎｏ，Ｎｏ，Ｎｏ，３３３３中間会計報告書中間会計報告書中間会計報告書中間会計報告書

平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年５５５５月月月月３０３０３０３０日以降日以降日以降日以降７７７７月月月月３１３１３１３１日迄日迄日迄日迄のののの会計報告会計報告会計報告会計報告ですですですです。。。。ごごごご査証査証査証査証くださいくださいくださいください。。。。
６６６６月月月月１１１１日日日日～～～～７７７７月月月月３１３１３１３１日迄日迄日迄日迄のののの協力金合計協力金合計協力金合計協力金合計 ￥￥￥￥１３５１３５１３５１３５，，，，５００５００５００５００
３３３３月月月月２２２２日日日日～～～～７７７７月月月月３１３１３１３１日現在協力金総合計日現在協力金総合計日現在協力金総合計日現在協力金総合計 ￥￥￥￥２２２２，，，，１５６１５６１５６１５６，，，，５００５００５００５００
３３３３月月月月２２２２日日日日～～～～５５５５月月月月３１３１３１３１日迄日迄日迄日迄のののの費用合計費用合計費用合計費用合計 －￥－￥－￥－￥６５９６５９６５９６５９，，，，９６５９６５９６５９６５

協力金残高協力金残高協力金残高協力金残高 ￥￥￥￥１１１１，，，，４９６４９６４９６４９６，，，，５３５５３５５３５５３５
６６６６月月月月１１１１日日日日～～～～７７７７月月月月３１３１３１３１日迄日迄日迄日迄のののの費用内訳費用内訳費用内訳費用内訳
06/06 カラー用コピー紙 ３，８７０
07/01 トンテ小学校建設費用 １，１７３，４４３

予算９，７２５，０００チャット（＄換算＄１０，３４６）
交換ﾚ-ﾄ ＄１＝９４０ﾁｬｯﾄ ＄対￥交換ﾚｰﾄ＝￥１１３．４２

07/01 机、椅子購入代金 ＄654 （ドル交換ﾚｰﾄ @\113.42） ７４，１７７
07/01 金澤氏現地取材経費 ＄400（ドル交換ﾚｰﾄ @\113.42） ４５，３６８
06/01～07/31 郵送代 １４，１５０
06/01～07/31 郵便為替支払い手数料 ８９０

６６６６月月月月１１１１日日日日～～～～７７７７月月月月３１３１３１３１日迄日迄日迄日迄のののの費用合計費用合計費用合計費用合計 －￥－￥－￥－￥１１１１，，，，３１１３１１３１１３１１，，，，８９８８９８８９８８９８
７７７７月月月月３１３１３１３１日迄日迄日迄日迄のののの協力金残高協力金残高協力金残高協力金残高 ￥￥￥￥１８４１８４１８４１８４，，，，６３７６３７６３７６３７

Ｎｏ，Ｎｏ，Ｎｏ，Ｎｏ，４４４４中間会計報告書中間会計報告書中間会計報告書中間会計報告書

平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年８８８８月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降９９９９月月月月３０３０３０３０日迄日迄日迄日迄のののの会計報告会計報告会計報告会計報告ですですですです。。。。ごごごご査証査証査証査証くださいくださいくださいください。。。。
８８８８月月月月１１１１日日日日～～～～９９９９月月月月３０３０３０３０日迄日迄日迄日迄のののの協力金合計協力金合計協力金合計協力金合計 ￥￥￥￥２５９２５９２５９２５９，，，，１８０１８０１８０１８０
３３３３月月月月２２２２日日日日～～～～９９９９月月月月３０３０３０３０日現在協力金総合計日現在協力金総合計日現在協力金総合計日現在協力金総合計 ￥￥￥￥２２２２，，，，４１５４１５４１５４１５，，，，６８０６８０６８０６８０
３３３３月月月月２２２２日日日日～～～～７７７７月月月月３１３１３１３１日迄日迄日迄日迄のののの費用合計費用合計費用合計費用合計 －￥－￥－￥－￥１１１１，，，，９７１９７１９７１９７１，，，，８６３８６３８６３８６３

協力金残高協力金残高協力金残高協力金残高 ￥￥￥￥４４３４４３４４３４４３，，，，８１７８１７８１７８１７
８８８８月月月月１１１１日日日日～～～～９９９９月月月月３０３０３０３０日迄日迄日迄日迄のののの費用内訳費用内訳費用内訳費用内訳
08/16 角２封筒500枚 ５，０００
09/07 ｽﾃﾝ銘板 ６０，０００
09/07 銘板止めﾈｼﾞ ９４５
09/29 印刷トナー １４，４１０
09/29 印刷感光体 ２２，８００
08/01～09/30 郵送代 １８，６８０
08/01～09/30 郵便為替支払い手数料 １，５２０

８８８８月月月月１１１１日日日日～～～～９９９９月月月月３０３０３０３０日迄日迄日迄日迄のののの費用合計費用合計費用合計費用合計 ￥￥￥￥１２３１２３１２３１２３，，，，３５５３５５３５５３５５－
協力金残高協力金残高協力金残高協力金残高 ￥￥￥￥３２０３２０３２０３２０，，，，４６２４６２４６２４６２

平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年１０１０１０１０月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降２２２２月月月月１５１５１５１５日迄日迄日迄日迄のののの会計報告会計報告会計報告会計報告ですですですです。。。。ごごごご査証査証査証査証くださいくださいくださいください。。。。

１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日～～～～平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年２２２２月月月月１５１５１５１５日迄日迄日迄日迄のののの協力金合計協力金合計協力金合計協力金合計 ００００
３３３３月月月月２２２２日日日日～～～～平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年２２２２月月月月１５１５１５１５日現在協力金総合計日現在協力金総合計日現在協力金総合計日現在協力金総合計 ￥￥￥￥２２２２，，，，４１５４１５４１５４１５，，，，６８０６８０６８０６８０
３３３３月月月月２２２２日日日日～～～～９９９９月月月月３０３０３０３０日迄日迄日迄日迄のののの費用合計費用合計費用合計費用合計 －￥－￥－￥－￥２２２２，，，，０９５０９５０９５０９５，，，，２１８２１８２１８２１８

協力金残高協力金残高協力金残高協力金残高 ￥￥￥￥３２０３２０３２０３２０，，，，４６２４６２４６２４６２
１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日～～～～平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年２２２２月月月月１５１５１５１５日迄日迄日迄日迄のののの費用内訳費用内訳費用内訳費用内訳
10/04 郵送代 ８，８２０
11/09 国旗掲揚台 ＄３０ ３，６１２

（ 交換レート＄１＝￥１２０．４１）
18年02/15 郵送代 ９，６００

１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日～～～～平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年２２２２月月月月１５１５１５１５日迄日迄日迄日迄のののの費用合計費用合計費用合計費用合計 －￥－￥－￥－￥２２２２２２２２，，，，０３２０３２０３２０３２

越繰残高越繰残高越繰残高越繰残高 ￥￥￥￥２９８２９８２９８２９８，，，，４３０４３０４３０４３０



会 計 報 告 自 平成会 計 報 告 自 平成会 計 報 告 自 平成会 計 報 告 自 平成１６１６１６１６年年年年１２１２１２１２月月月月１０１０１０１０日日日日～～～～至 平成至 平成至 平成至 平成１８１８１８１８年年年年２２２２月月月月１５１５１５１５日日日日

収入収入収入収入のののの部 支出部 支出部 支出部 支出のののの部部部部
賛助協力金賛助協力金賛助協力金賛助協力金 ２２２２，，，，４１５４１５４１５４１５，，，，６８０６８０６８０６８０ 学校関係学校関係学校関係学校関係 １１１１，，，，２４７２４７２４７２４７，，，，６２０６２０６２０６２０

寺子屋関係寺子屋関係寺子屋関係寺子屋関係 ３７９３７９３７９３７９，，，，７１５７１５７１５７１５
贈呈文房具贈呈文房具贈呈文房具贈呈文房具 １０４１０４１０４１０４，，，，６４２６４２６４２６４２
現地取材費現地取材費現地取材費現地取材費 ４５４５４５４５，，，，３６８３６８３６８３６８
銘板作製費銘板作製費銘板作製費銘板作製費 ６０６０６０６０，，，，９４５９４５９４５９４５
国旗掲揚台国旗掲揚台国旗掲揚台国旗掲揚台 ３３３３，，，，６１２６１２６１２６１２
郵送費郵送費郵送費郵送費 １０５１０５１０５１０５，，，，６３０６３０６３０６３０
事務用消耗品費事務用消耗品費事務用消耗品費事務用消耗品費 １６９１６９１６９１６９，，，，７１８７１８７１８７１８

合 計合 計合 計合 計 ２２２２，，，，１１７１１７１１７１１７，，，，２５０２５０２５０２５０
繰越残高繰越残高繰越残高繰越残高 ２９８２９８２９８２９８，，，，４３０４３０４３０４３０

※郵送費には郵便為替支払い手数料も含めました。
※繰越金￥２９８，４３０は次回プロジェクトの基金にさせて戴きたいと思ってます。

Ｎｏ，Ｎｏ，Ｎｏ，Ｎｏ，５５５５中間会計報告書中間会計報告書中間会計報告書中間会計報告書
繰越残高繰越残高繰越残高繰越残高 ￥￥￥￥２９８２９８２９８２９８，，，，４３０４３０４３０４３０

平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年２２２２月月月月１６１６１６１６日日日日～～～～平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年６６６６月月月月３０３０３０３０日 協力金日 協力金日 協力金日 協力金 ￥￥￥￥１０１０１０１０，，，，００００００００００００
協力金合計協力金合計協力金合計協力金合計 ￥￥￥￥３０８３０８３０８３０８，，，，４３０４３０４３０４３０

平成１９年６月２２日 金澤氏支払い＄５５０ ￥６９，８８１
内訳6 22交換ﾚｰﾄ1,260 ＄１＝ 127.06/ Kyat=US ¥
贈呈文房具 81,000ﾁｬｯﾄ÷1,260ﾁｬｯﾄ＝＄64× 127.06＝ 8131.84¥ ¥
学校基金、寺子屋先生喜捨 各１０万チャット

200,000ﾁｬｯﾄ÷1,260ﾁｬｯﾄ＝＄158× 127.06＝ 20,075.48¥ ¥
取材費、翻訳費、通信交通費

＄550－＄64－＄158＝＄328× 127.06＝ 41,675.68¥ ¥
郵送代 @140×107 ￥１４，９８０

費用合計費用合計費用合計費用合計 ￥￥￥￥８４８４８４８４，，，，８６１８６１８６１８６１
協力金残協力金残協力金残協力金残 ￥￥￥￥２２３２２３２２３２２３，，，，５６９５６９５６９５６９

Ｎｏ，Ｎｏ，Ｎｏ，Ｎｏ，６６６６中間会計報告書中間会計報告書中間会計報告書中間会計報告書

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年６６６６月月月月３０３０３０３０日現在繰越残高日現在繰越残高日現在繰越残高日現在繰越残高 ￥￥￥￥223223223223,,,,569569569569
月日 適 用 入 金 出 金 残 高

08/11 受取利息 5 223,574
08/15 事務用消耗品費 ﾄﾅｰ代 17,430 206,144
08/27 郵送費@140×10 1,400 204,744
08/27 コピー用紙A4白 3,780 202,964
10/09 金澤氏仮払い＄1,000 120,360 80,604

(交換ﾚｰﾄ ＄1＝\120.36）
内訳 10/16 貧乏寺子屋給与賛助

＄500拠出＝\60,180 残＄500
11 08 郵送費＠140×150 21,000 59,604/
11 08 事務用消耗品費 角２封筒 500枚 4,190 55,414/
11 08 現金残高 55,414/



中間会計報告書中間会計報告書中間会計報告書中間会計報告書 Ｎｏ，Ｎｏ，Ｎｏ，Ｎｏ，７７７７

会計報告 自 平成会計報告 自 平成会計報告 自 平成会計報告 自 平成１６１６１６１６年年年年１２１２１２１２月月月月１０１０１０１０日日日日～～～～至 平成至 平成至 平成至 平成１９１９１９１９年年年年１１１１１１１１月月月月８８８８日日日日
収入収入収入収入のののの部 支出部 支出部 支出部 支出のののの部部部部

賛助協力金賛助協力金賛助協力金賛助協力金 ３３３３，，，，０１２０１２０１２０１２，，，，４５０４５０４５０４５０ 学校関係学校関係学校関係学校関係 １１１１，，，，３２３３２３３２３３２３，，，，１２１１２１１２１１２１
寺子屋関係寺子屋関係寺子屋関係寺子屋関係 ４４９４４９４４９４４９，，，，９３５９３５９３５９３５受取利息受取利息受取利息受取利息 ５５５５
贈呈文房具贈呈文房具贈呈文房具贈呈文房具 １１２１１２１１２１１２，，，，７７３７７３７７３７７３
現地取材費現地取材費現地取材費現地取材費 １０７１０７１０７１０７，，，，０６４０６４０６４０６４
銘板作製費銘板作製費銘板作製費銘板作製費 ６０６０６０６０，，，，９４５９４５９４５９４５
国旗掲揚台国旗掲揚台国旗掲揚台国旗掲揚台 ３３３３，，，，６１２６１２６１２６１２
郵送費郵送費郵送費郵送費 １５５１７００１５５１７００１５５１７００１５５１７００
事務用消耗品費事務用消耗品費事務用消耗品費事務用消耗品費 ２０５２０５２０５２０５，，，，８２８８２８８２８８２８
03 0503 0503 0503 05仮払金仮払金仮払金仮払金 ２１２２１２２１２２１２，，，，８６０８６０８６０８６０/

支 出 合 計支 出 合 計支 出 合 計支 出 合 計 ２２２２，，，，６３１６３１６３１６３１，，，，３０８３０８３０８３０８収 入 合 計収 入 合 計収 入 合 計収 入 合 計 ３３３３，，，，０１２０１２０１２０１２，，，，４５５４５５４５５４５５
繰越残高繰越残高繰越残高繰越残高 ３８１３８１３８１３８１，，，，１４７１４７１４７１４７

※郵送費には郵便為替支払い手数料も含めました。

平成１９年（2007）１０月９日金澤氏仮払い清算表
10/09 金澤氏渡し仮払い＄1,000 交換レート\120.36 120,360

内訳 10/16 貧乏寺子屋給与賛助＄500 60,180

11/26 学校ペンキ塗り ＄89 10,712

12/19 花壇Ａ＋Ｂ発注＄345 41,524

12/19 現地取材交通費＄66 7,944

支払い合計 120,360¥
平成１９年１１月９日～平成２０年（2008）５月３０日まで

月日 適 用 入 金 出 金 残 高
平成１９年１１月８日現在繰越残高 55,414
賛助協力金（19.11.8～平成20年5月30日迄） 586,770 642,184

11 13 事務用消耗品費 ﾄﾅｰ代 10,710 631,474/
11 15 郵送費 80切手×50 4,000 627,474/ @¥
01/08 郵送費（学校、寺子屋ｶﾚﾝﾀﾞｰ送付） 3,500 623,974
02/18 取材費（取材用ﾃﾞｼﾞｶﾒ） 9,662 614,312
02/29 取材費（ﾃﾞｼﾞｶﾒ用ﾒﾓﾘｰ） 2,415 611,897
03/05 金澤氏仮払い＄2,000(交換ﾚｰﾄ ＄1＝\106.43 212,860 399,037）

内訳 05/26 貧乏寺子屋 ＄500拠出
金澤氏会社見舞金＄500拠出

残＄1,000

04 15 学校関係（授業風景写真贈呈） 13,230 385,807/
05 25 郵送費（11 09～05 30口座徴収料金） 4,660 381,147/ / /

繰越残高 381,147



中間会計報告書中間会計報告書中間会計報告書中間会計報告書 Ｎｏ，Ｎｏ，Ｎｏ，Ｎｏ，８８８８
ＵＳ＄１は1,265チャット義捐金交換ﾚｰﾄは平成20年3月5日両替＄１＝ 106.43使用、¥

学校学校学校学校にににに関関関関するするするする支出明細支出明細支出明細支出明細
義捐金：学校修繕費 ２００万ﾁｬｯﾄ ＄１，５８１ ￥１６８，２６５
義捐金：先生方に見舞金 ２０万ﾁｬｯﾄ ＄１５８ ￥１６，８２６
義捐金：前村長に見舞金 １０万ﾁｬｯﾄ ＄７９ ￥８，４１３
贈呈文房具：生徒達へ ８万１千ﾁｬｯﾄ ＄６４ ￥６，８１４
輸送費： ３万ﾁｬｯﾄ ＄２４ ￥２，５２４
取材、通信、翻訳費： ５万ﾁｬｯﾄ ＄４０ ￥４，２０６

合計 ２４６万１千ﾁｬｯﾄ ＄１，９４６ ￥２０７，０４８

会計報告 自 平成会計報告 自 平成会計報告 自 平成会計報告 自 平成１６１６１６１６年年年年１２１２１２１２月月月月１０１０１０１０日日日日～～～～至 平成至 平成至 平成至 平成２０２０２０２０年年年年１１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日
収入収入収入収入のののの部 支出部 支出部 支出部 支出のののの部部部部

賛助協力金賛助協力金賛助協力金賛助協力金 ３３３３，，，，３０３３０３３０３３０３，，，，４５０４５０４５０４５０ 学校関係学校関係学校関係学校関係 １１１１，，，，３２３３２３３２３３２３，，，，１２１１２１１２１１２１
５５５５ 寺子屋関係寺子屋関係寺子屋関係寺子屋関係 ５０５５０５５０５５０５，，，，４１０４１０４１０４１０受取利息受取利息受取利息受取利息

贈呈文房具贈呈文房具贈呈文房具贈呈文房具 １１９１１９１１９１１９，，，，５８７５８７５８７５８７
現地取材費現地取材費現地取材費現地取材費 １１３１１３１１３１１３，，，，７９４７９４７９４７９４
銘板作製費銘板作製費銘板作製費銘板作製費 ６０６０６０６０，，，，９４５９４５９４５９４５
国旗掲揚台国旗掲揚台国旗掲揚台国旗掲揚台 ３３３３，，，，６１２６１２６１２６１２
郵送費郵送費郵送費郵送費 ２０１２０１２０１２０１，，，，３１０３１０３１０３１０
事務用消耗品費事務用消耗品費事務用消耗品費事務用消耗品費 ２５１２５１２５１２５１，，，，４２８４２８４２８４２８

２４８２４８２４８２４８，，，，９７９９７９９７９９７９サイクロンサイクロンサイクロンサイクロン義捐金義捐金義捐金義捐金
03030303////05050505、、、、06060606////13131313仮払金仮払金仮払金仮払金 ５５５５，，，，８１２８１２８１２８１２

支 出 合 計支 出 合 計支 出 合 計支 出 合 計 ２２２２，，，，８３３８３３８３３８３３，，，，９９８９９８９９８９９８収 入 合 計収 入 合 計収 入 合 計収 入 合 計 ３３３３，，，，３０３３０３３０３３０３，，，，４５５４５５４５５４５５
繰越残高繰越残高繰越残高繰越残高 ４６９４６９４６９４６９，，，，４５７４５７４５７４５７

※郵送費には郵便為替支払い手数料も含めました。

平成２０年（2008）３月５日、６月１３日金澤氏仮払い清算表
03/05 金澤氏渡し仮払い＄2,000 交換レーﾄ \106.43 212,860

06/13 金澤氏渡し仮払い＄1,000 交換レーﾄ \110.95 110,950

内訳 05/26 金澤氏会社ｻｲｸﾛﾝ見舞金 ＄500 55,475

08/18 寺子屋賛助金 ＄500 55,475

09/18 学校関係義捐金 ＄1,818 193,504

09/18 文具贈呈 ＄64 6,814

09/18 輸送費、取材費、翻訳費 ＄63 6,730

323,810 317,998計
5,812差引残高

平成２０年（2008）６月１日～平成２０年１１月３０日まで
月日 適 用 入 金 出 金 残 高

平成２０年５月３０日現在繰越残高 381,147
賛助協力金（20.06.01～１１月30日迄） 291,000 672,147

06/01 事務用消耗品費 ﾄﾅｰ代 14,332
06/01 事務用消耗品費 ｶﾗｰｺﾋﾟｰ用紙 3,968
06/03 郵送費 @200×114 @240×１ 23,040
06/13 郵送費 @\80切手×50 4,000
06/13 ﾄﾞﾙ買い 1,000 ﾚｰﾄ \110.95 110,950
08/01 事務用消耗品費 ﾄﾅｰ代 @13,650×2 27,300
08/05 郵送費 @140×112 @200×1 15,880

郵送費（06 01～10 30口座徴収料金） 3,220/ /
繰越残高 469.457



中間会計報告書中間会計報告書中間会計報告書中間会計報告書 Ｎｏ，Ｎｏ，Ｎｏ，Ｎｏ，9999

会計報告 自 平成会計報告 自 平成会計報告 自 平成会計報告 自 平成１６１６１６１６年年年年１２１２１２１２月月月月１０１０１０１０日日日日～～～～至 平成至 平成至 平成至 平成２１２１２１２１年年年年４４４４月月月月３０３０３０３０日日日日
収入収入収入収入のののの部 支出部 支出部 支出部 支出のののの部部部部

賛助協力金賛助協力金賛助協力金賛助協力金 ３３３３，，，，３２５３２５３２５３２５，，，，４５０４５０４５０４５０ 学校関係学校関係学校関係学校関係 １１１１，，，，３２３３２３３２３３２３，，，，１２１１２１１２１１２１
受取利息受取利息受取利息受取利息 ５５５５ 寺子屋関係寺子屋関係寺子屋関係寺子屋関係 ５０５５０５５０５５０５，，，，４１０４１０４１０４１０

贈呈文房具贈呈文房具贈呈文房具贈呈文房具 １１９１１９１１９１１９，，，，５８７５８７５８７５８７
現地取材費現地取材費現地取材費現地取材費 １１９１１９１１９１１９，，，，６０６６０６６０６６０６
銘板作製費銘板作製費銘板作製費銘板作製費 ６０６０６０６０，，，，９４５９４５９４５９４５
国旗掲揚台国旗掲揚台国旗掲揚台国旗掲揚台 ３３３３，，，，６１２６１２６１２６１２
郵送費郵送費郵送費郵送費 ２１６２１６２１６２１６，，，，２５０２５０２５０２５０
事務用消耗品費事務用消耗品費事務用消耗品費事務用消耗品費 ２８８２８８２８８２８８，，，，４６０４６０４６０４６０
サイクロンサイクロンサイクロンサイクロン義捐金義捐金義捐金義捐金 ２４８２４８２４８２４８，，，，９７９９７９９７９９７９

収 入 合 計収 入 合 計収 入 合 計収 入 合 計 ３３３３，，，，３２５３２５３２５３２５，，，，４５５４５５４５５４５５ 支 出 合 計支 出 合 計支 出 合 計支 出 合 計 ２２２２，，，，８８５８８５８８５８８５，，，，９７０９７０９７０９７０
繰越残高繰越残高繰越残高繰越残高 ４３９４３９４３９４３９，，，，４８５４８５４８５４８５

※郵送費には郵便為替支払い手数料も含めました。
※賛助協力金に関しましては、金額を公表しないで下さいとの希望もありお名前だけを記載させて

頂いてますが明細をご希望の方は事務局の方へご連絡下さい。資料を送付させて頂きます。

平成２０年（2008）３月５日、６月１３日金澤氏仮払い精算表
03/05 金澤氏渡し仮払い＄2,000 交換レーﾄ \106.43 212,860

06/13 金澤氏渡し仮払い＄1,000 交換レーﾄ \110.95 110,950

内訳 05/26 金澤氏会社ｻｲｸﾛﾝ見舞金 ＄500 55,475

08/18 寺子屋賛助金 ＄500 55,475

09/18 学校関係義捐金 ＄1,818 193,504

09/18 文具贈呈 ＄64 6,814

09/18 輸送費、取材費、翻訳費 ＄63 6,730

21/ 05/18 取材費 5,812

計 323,810 323,810

0差引残高

平成２０年（2008）１２月１日～平成２１年４月３０日 精算表
月日 適 用 入 金 出 金 残 高

平成２０年１１月３０日現在繰越残高 469,457
賛助協力金（20.12.01～21.03.31日迄） 22,000 491,457

12/10 事務用消耗品費 ﾄﾅｰ代 13,650
12/10 事務用消耗品費 ｶﾗｰｺﾋﾟｰ用紙 812
12/30 事務用消耗品費 ﾚｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ感光体ﾕﾆｯﾄ 22,570
01/06 郵送費 @140×105 14,700

郵送費（12 01～04 30口座徴収料金） 240/ /
繰越残高 491,457 51,972 439.485



中間会計報告書 特別号中間会計報告書 特別号中間会計報告書 特別号中間会計報告書 特別号

会計報告 自 平成会計報告 自 平成会計報告 自 平成会計報告 自 平成１６１６１６１６年年年年１２１２１２１２月月月月１０１０１０１０日日日日～～～～至 平成至 平成至 平成至 平成２１２１２１２１年年年年７７７７月月月月３１３１３１３１日日日日
収入収入収入収入のののの部 支出部 支出部 支出部 支出のののの部部部部

賛助協力金賛助協力金賛助協力金賛助協力金 ３３３３，，，，３２５３２５３２５３２５，，，，４５０４５０４５０４５０ 学校関係学校関係学校関係学校関係 １１１１，，，，３５１３５１３５１３５１，，，，６０１６０１６０１６０１
受取利息受取利息受取利息受取利息 １６１６１６１６ 寺子屋関係寺子屋関係寺子屋関係寺子屋関係 ５０５５０５５０５５０５，，，，４１０４１０４１０４１０

贈呈文房具贈呈文房具贈呈文房具贈呈文房具 １３４１３４１３４１３４，，，，２２１２２１２２１２２１
現地取材費現地取材費現地取材費現地取材費 ２０７２０７２０７２０７，，，，３３２３３２３３２３３２
銘板作製費銘板作製費銘板作製費銘板作製費 ６０６０６０６０，，，，９４５９４５９４５９４５
国旗掲揚台国旗掲揚台国旗掲揚台国旗掲揚台 ３３３３，，，，６１２６１２６１２６１２
郵送費郵送費郵送費郵送費 ２３０２３０２３０２３０，，，，７３０７３０７３０７３０
事務用消耗品費事務用消耗品費事務用消耗品費事務用消耗品費 ２９３２９３２９３２９３，，，，７２０７２０７２０７２０
サイクロンサイクロンサイクロンサイクロン義捐金義捐金義捐金義捐金 ２４８２４８２４８２４８，，，，９７９９７９９７９９７９

収 入 合 計収 入 合 計収 入 合 計収 入 合 計 ３３３３，，，，３２５３２５３２５３２５，，，，４６６４６６４６６４６６ 支 出 合 計支 出 合 計支 出 合 計支 出 合 計 ３３３３，，，，０３６０３６０３６０３６，，，，５５０５５０５５０５５０
繰越残高繰越残高繰越残高繰越残高 ２８８２８８２８８２８８，，，，９１６９１６９１６９１６

※郵送費には郵便為替支払い手数料も含めました。
※賛助協力金に関しましては、金額を公表しないで下さいとの希望もありお名前だけを記載させて 頂
いてますが明細をご希望の方は事務局の方へご連絡下さい。資料を送付させて頂きます。

平成２１年（2009）４月３０日～７月３１日 精算表
月日 適 用 入 金 出 金 残 高

平成２１年４月３０日現在繰越残高 439,485
05/26 事務用消耗品費 ｶﾗｰｺﾋﾟｰ用紙 3,780
06/01 事務用消耗品費 角2封筒 100枚 1,480
06/03 郵送費 @140×105 @200×1 14,480
06/29 ｲﾝﾚ湖ｼﾞｬﾄﾞ村小学校教育支援 ﾚｰﾄ US＄1=1,035ﾁｬｯﾄ=\98.21 150,840 268,905
内訳

贈呈文房具：ﾉｰﾄ@320ﾁｬｯﾄ×300冊＝96,00ﾁｬｯﾄ＝＄93＝\9,134
贈呈文房具：鉛筆 115ﾁｬｯﾄ×495本＝56,925ﾁｬｯﾄ＝＄55＝ 5,500@ ¥
学校関係：先生へ教育支援喜捨 5万ﾁｬｯﾄ×6名＝30万ﾁｬｯﾄ＝＄290＝ 28,480¥
取材費：取材班2名 4泊5日 宿泊、食事､ﾊﾞｽ､ﾎﾞｰﾄ代含む ＄780 76,604=¥
取材費：海外送金手数料 送金総額 119,718×10％＝ 11,971¥ ¥

取材費：金澤氏事務所代行料 19,151¥
07 06 受取利息 11/
07 06 取材費 取材班変更の為戻り 20,000/

繰 越 残 高 459,496 170,580 288,916

ミャンマーミャンマーミャンマーミャンマー教育推進教育推進教育推進教育推進プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト同志会同志会同志会同志会
お問い合せ先事務局 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-3-11 （株）新生装備 内
専用回線 ０３－５２１１－７６１２ ０３－３２６１－０８９４5 ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ

ｃｈｉｙｏｄａ＠ｓｈｉｎｓｅｉｓｏｂｉ．ｃｏ．ｊｐＥＥＥＥ-mail


