
石巻市救済プロジェクト ：支援金 【収支報告】  （2012年4月2日更新）

年月日 明細 支出 収支残高 備考

（（支援金収入合計）） ¥913,017

2011年4月24〜26日 ガソリン代 ¥27,931 ¥885,086 第1回：義援物資輸送

2011年4月24〜26日 高速代 ¥20,460 ¥864,626 第1回：義援物資輸送

2011年4月24日 支援物資購入費 ¥14,100 ¥850,526 煙草、他

2011年4月24日 宿泊お礼代 ¥12,835 ¥837,691

2011年5月24日 ガムテープ ¥598 ¥837,093

2011年5月24日 要請物資発送費（ヤマト運輸） ¥3,600 ¥833,493 第2回要請分：こどもくらぶVIVO

2011年5月25日 ガムテープ ¥350 ¥833,143

2011年5月25日 要請物資発送費（ヤマト運輸） ¥640 ¥832,503 第2回要請分：こどもくらぶVIVO

2011年6月1日 サーバー管理費 ¥9,800 ¥822,703 HP開設用（1年分）

2011年6月8日 要請物資発送費（ヤマト運輸） ¥320 ¥822,383 鈴木様

2011年6月10日 要請物資発送費（ヤマト運輸） ¥2,750 ¥819,633 第3回要請分：松田様

2011年6月10日 要請物資発送費（ヤマト運輸） ¥1,270 ¥818,363 藤原様

2011年6月10日 コピー代 ¥200 ¥818,163 チラシ、納品明細書

2011年5月22日 コピー代 ¥160 ¥818,003 口座開設用企画書

2011年6月9日 支援物資購入費 ¥10,499 ¥807,504 バスマット、他

2011年6月9日 支援物資購入費 ¥367 ¥807,137 ボディウォッシュタオル

2011年6月18日 コピー代 ¥1,610 ¥805,527 発送段ボール貼付け用

2011年6月18日 要請物資発送費（ヤマト運輸） ¥15,240 ¥790,287 第4回要請分：七幅デイサービス

2011年6月19日 コピー代 ¥630 ¥789,657 イベント用チラシ

2011年6月20日 要請物資発送費（ヤマト運輸） ¥2,550 ¥787,107 第4回要請分：七幅デイサービス

2011年6月21日 コピー代 ¥50 ¥787,057 チラシ

2011年6月22日 コピー代 ¥40 ¥787,017 納品明細書

2011年6月23日 要請物資発送費（西濃運輸） ¥1,260 ¥785,757 第4回：七幅デイサービス

2011年6月23日 要請物資発送費（西濃運輸） ¥1,050 ¥784,707 第5回要請分：阿部様

2011年6月23日 支援物資購入費 ¥842 ¥783,865 セロテープ

2011年6月24日 コピー代 ¥60 ¥783,805 納品明細書

2011年6月24日 コピー代 ¥40 ¥783,765 納品明細書

2011年6月24日 コピー代 ¥400 ¥783,365 発送段ボール貼付け用

2011年6月24日 要請物資発送費（西濃運輸） ¥1,260 ¥782,105 第5回要請分：高橋様

2011年6月24日 要請物資発送費（西濃運輸） ¥2,100 ¥780,005 第5回要請分：阿部様



2011年6月28日 コピー代 ¥40 ¥779,965 要請詳細

2011年6月28日 要請物資発送費（西濃運輸） ¥1,050 ¥778,915 第5回要請分：阿部様

2011年6月30日 コピー代 ¥160 ¥778,755 納品明細書

2011年6月30日 コピー代 ¥40 ¥778,715 チラシ

2011年6月30日 要請物資発送費（ヤマト運輸） ¥640 ¥778,075 第4回要請分：七幅デイサービス

2011年6月30日 要請物資発送費（西濃運輸） ¥1,260 ¥776,815 第7回要請分：山口様

2011年7月4日 コピー代 ¥40 ¥776,775 要請詳細

2011年7月4日 コピー代 ¥60 ¥776,715 チラシ

2011年7月4日 コピー代 ¥400 ¥776,315 発送段ボール貼付け用

2011年7月4日 要請物資発送費（西濃運輸） ¥2,520 ¥773,795 第8回要請分：及川様

2011年7月6日 コピー代 ¥40 ¥773,755 要請詳細

2011年7月8日 コピー代 ¥40 ¥773,715 要請詳細

2011年7月8日 コピー代 ¥100 ¥773,615 納品明細書

2011年7月8日 支援物資購入費 ¥716 ¥772,899 野菜ジュース

2011年7月8日 支援物資購入費 ¥1,794 ¥771,105 かゆみ止め

2011年7月8日 支援物資購入費 ¥13,332 ¥757,773 虫除け、修正液

2011年7月8日 要請物資発送費（西濃運輸） ¥1,050 ¥756,723 第7回要請分：山口様

2011年7月8日 要請物資発送費（西濃運輸） ¥1,260 ¥755,463 第9回要請分：高橋様

2011年7月8日 要請物資発送費（西濃運輸） ¥1,260 ¥754,203 第10回要請分：佐藤様

2011年7月14日 要請物資発送費（ヤマト運輸） ¥850 ¥753,353 第10回要請分：佐藤様

2011年7月15日 コピー代 ¥1,300 ¥752,053 チラシ

2011年7月18日 要請物資代替え引き取り ¥1,270 ¥750,783 第10回要請分：佐藤様

2011年7月22日 要請物資発送費（ヤマト運輸） ¥600 ¥750,183 第11回要請分：高橋様

2011年7月22日 要請物資発送費（ヤマト運輸） ¥600 ¥749,583 第8回要請分：及川様

2011年7月22日 要請物資発送費（ヤマト運輸） ¥600 ¥748,983 第5回要請分：高橋様

2011年7月22日 ネームストラップ代 ¥952 ¥748,031 7/31バザー用

2011年7月24日 クリアケース ¥210 ¥747,821 事務用

2011年7月26日 7/31バザー用義援物資発送費（ヤマト運輸） ¥7,800 ¥740,021 チーム仙台への発送×13箱

2011年7月28日 段ボールなど ¥5,546 ¥734,475 7/31バザー用資材

2011年7月29〜8月1日 高速代 ¥13,900 ¥720,575 第2回：義援物資輸送

2011年7月29〜8月1日 ガソリン代 ¥29,478 ¥691,097 第2回：義援物資輸送

2011年7月29〜8月1日 その他移動交通費 ¥7,970 ¥683,127 第2回：義援物資輸送

2011年7月29〜8月1日 ライブ＆イベント参加費 ¥20,600 ¥662,527 第2回：義援物資輸送

2011年7月29〜8月1日 宿泊代およびお礼 ¥72,079 ¥590,448 第2回：義援物資輸送



2011年8月1日 ISHINOMAKI 2.0,STAND UP WEEK 参加費 （Ｔシャツ6人分） ¥15,000 ¥575,448 第1回：義援物資バザー

2011年8月1日 バザー看板・物資輸送車用プレート製作費 ¥4,835 ¥570,613 第1回：義援物資バザー

2011年8月1日 蚊取り線香 （バザー時、虫除け用） ¥1,172 ¥569,441 第1回：義援物資バザー

2011年8月1日 第1回：義援物資バザー収益寄付金 ¥20,499 ¥548,942 第1回：義援物資バザー

2011年8月8日 支援物資購入費 ¥780 ¥548,162 サンダル

2011年8月16日 コピー代 ¥300 ¥547,862 発送段ボール貼付け用

2011年8月17日 要請物資発送費（ヤマト運輸） ¥3,000 ¥544,862 第13回要請分：佐々様

2011年8月17日 要請物資発送費（ヤマト運輸） ¥1,200 ¥543,662 第6回要請分：阿部様

2011年8月28日 コピー代 ¥1,000 ¥542,662 越谷サンシティホール用チラシ

2011年8月30日 コピー代 ¥300 ¥542,362 発送段ボール貼付け用

2011年8月31日 要請物資発送費（ヤマト運輸） ¥1,060 ¥541,302 第12回：佐藤様

2011年9月23日 ISHINOMAKI 2.0への寄付金 ¥30,000 ¥511,302

2011年9月23日 振込手数料 ¥420 ¥510,882 口座間移動の為

2011年9月25日 要請物資発送費（ヤマト運輸） ¥600 ¥510,282 第12回：高橋様

2011年9月25日 要請物資発送費（ヤマト運輸） ¥600 ¥509,682 第13回：佐藤様

2011年10月6日 振込手数料 ¥420 ¥509,262 口座間移動の為

2011年10月17日 資料発送費 ¥80 ¥509,182 2011.11.12.石巻セッション音源

2011年10月24日 要請物資発送費（ヤマト運輸） ¥850 ¥508,332 第12回：佐藤様

2011年11月10日〜13日 ガソリン代 ¥28,318 ¥480,014 ROCK'N ROLL!! SAVE MIYAGI TOUR Vol.01

2011年11月10日〜13日 駐車場代 ¥8,300 ¥471,714 ROCK'N ROLL!! SAVE MIYAGI TOUR Vol.01

2011年11月10日〜13日 タクシー代 ¥3,340 ¥468,374 ROCK'N ROLL!! SAVE MIYAGI TOUR Vol.01

2011年11月10日〜13日 打ち上げ代 ¥161,000 ¥307,374 ROCK'N ROLL!! SAVE MIYAGI TOUR Vol.01

2011年11月10日〜13日 その他イベント費用 ¥23,449 ¥283,925 ROCK'N ROLL!! SAVE MIYAGI TOUR Vol.01

2011年11月15日 DVDメディア代 ¥1,490 ¥282,435 イベントDVD作成代として

2011年11月15日 ペーパースリーブ代 ¥5,340 ¥277,095 イベントDVD作成代として

2011年11月15日 インクジェット代 ¥8,510 ¥268,585 イベントDVD作成代として

2011年12月10日 データ用保存ケース ¥3,559 ¥265,026

2011年12月19日 クリスマスプレゼント発送費（ヤマト運輸） ¥10,200 ¥254,826 クリスマスプレゼント企画

ラッピング紙代 ¥1,548 ¥253,278 クリスマスプレゼント企画

コピー代 ¥1,300 ¥251,978 クリスマスプレゼント企画

¥661,039 ¥251,978

石巻市救済プロジェクト （運営事務局）



〒111-0035　東京都台東区西浅草3-26-6-307　OLD HOUSE PLANT内

TEL&FAX：03-3841-6868

代表：藤原Gisuke

E-mail：gisuke@m7.gyao.ne.jp

URL：http://web.mac.com/ohp1969/ishinomaki_m/top.html


