
内　　容 場　所 備 考

1 令和元年 5月9日 令和元度定期総会 禅林院

2 5月15日 第19回 寺GO飯 功徳院

3 6月5日 月初会議 功徳院

4 6月17日～19日 沖縄戦没者供養 沖縄県

5 6月26日 第20回 寺GO飯 功徳院

6 6月28日 ゆくすえ茶話会 富士吉田市民会館

7 7月9日 月初会議 功徳院

8 7月17日 第21回 寺GO飯 功徳院

9 8月20日
SOCIAL TEMPLE月初会議

寺GO飯実行員会合同会議
功徳院

10 8月25日 寺GO飯夏祭り 功徳院

11 8月30日 ゆくすえ茶話会 若草生涯学習センター

12 9月3日 月初会議 禅林院

13 9月11日 第23回 寺GO飯 功徳院

14 10月2日 月初会議 禅林院

15 10月16日 第24回 寺GO飯 功徳院

16 10月30日 坊主道、マニュアルズ集合写真撮影 善光寺

17 11月1日 月初会議 本妙寺

18 11月15日 ゆくすえ茶話会
東京エレクトローン

韮崎文化ホール

19 11月18日 坊主道と行く　法然展 県立博物館

20 11月20日 第25回 寺GO飯 功徳院

21 11月22日 ゆくすえ茶話会 道の駅富士川

22 12月4日 月初会議・忘年会
竜王中部公園セミナー

ハウス

23 12月18日 第26回 寺GO飯 功徳院

日　付
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24 令和2年 1月15日 第27回 寺GO飯 功徳院 YBS取材

25 1月16日 月初会議 功徳院 YBS取材

26 2月4日 月初会議 禅林院

27 2月14日 YBSワイドニュース放送

28 2月19日 第28回 寺GO飯 功徳院

29 2月29日 月初会議 功徳院

30 3月11日 寺GO飯 中止



収入の部 1,991,114

支出の部 581,767

合計 1,409,347

収入の部

科目 決算額

会費 66,000

坊主道から

の繰入金
66,000

寄付 633,000

ライフフォーラム

寄付
440,000

助成金 100,000

雑収入 2,505

繰越金 683,609

合計 1,991,114

支出の部

科目 決算額

事業費 255,913

運営費 321,942

事務通信費 1,088

雑費 2,824

予備費 0

合計 581,767

収入の部 606,231

支出の部 578,791

差引残高 27,440

収入の部

科目 決算額

会費 161,000

寺GO飯寄付金 265,231

補助金 180,000

合計 606,231

支出の部

科目 決算額

食材費 181,214

保険 22,020

事務通信費 184,020

備品 161,537

雑費 30,000

合計 578,791

上記の通りご報告いたします

　　令和２年３月３１日

　　　一般社団法人ＳＯＣＩＡＬ ＴＥＭＰＬＥ     会計　　酒井　玄暁

チラシ代、チラシ作成代

容器、はし、スプーン、ブルーシート、電気釜、子どもおもちゃ等

夏祭りダブルダッチ謝礼

※差引残高　27,440円はSOCIAL TEMPLE会計に繰入れ

Socialtemple本会計より

備考

3月中止

2,880円×4、1,500円×7　3月中止

寺GO飯（平成31(令和元)年４月〜令和2年3月）決算書

単位:円

備考

500円×184名(一般参加者)、1,000円×23名(一般参加者・ 夏祭り)

46,000円×46名(坊主道会員)  3月中止

浅川様19,000円  (株)マニュアルズ30,000円  妙性寺50,000円

アンサーノックス7,000円　山岸久美3,000円　杉山さとみ11,000円

ニーサ・バルカット5,000円  水口純一3,000円　匿名2,231円

夏祭り　妙性寺20,000円　功徳院20,000円　敬泉寺10,000円

法源寺20,000円　禅林院10,000円　西源寺10,000円　妙秀寺15,000円

香積寺10,000円　今井小百合10,000円　東京幻堂10,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略・順不同）

平成31・令和元年度　social temple決算書

SOCIAL TEMPLE正会員会費@6,000×11名

妙性寺 近藤玄純 100,000円   功徳院 渡辺光順 100,000円

禅林院 山田哲岳 13,000円   観音寺 藤岡宗順 10,000円

妙秀寺 浅野文俊 30,000円  本妙寺 坪井俊裕 20,000円

敬泉寺 酒井玄暁 20,000円　西源寺 若月和道 30,000円

法源寺 横山瑞法 50,000円　清和佛具株式会社30,000円

愛鷹教会 30,000円　㈲ホットマーク 200,000円

                                 　　　　　（敬称略・順不同）

本会計繰越656,169円　寺GO飯繰入金27,440円

利子等

坊主道会員会費@6,000×11名

日蓮宗山梨第一部宗務所30,000円　日蓮宗山梨第二部宗務所30,000円

日蓮宗山梨第三部宗務所30,000円  日蓮宗山梨第四部宗務所50,000円

善光寺30,000円  (株)小野石材店30,000円 (株)丸井紙店30,000円

(有)総合葬祭河野30,000円　(株)山田石材店30,000円

(株)マニュアルズ30,000円  こくや神仏具店20,000円

(株)朱宮神仏具店10,000円　(有)さかの珠宝製作所10,000円

西源寺護持会10,000円　　　祥雲寺護持会10,000円

（株）きあら30,000円　　（株）長谷川法衣・仏具店30,000円

（敬称略・順不同）

日蓮宗宗務院

自  　平成31年　4月　1日

至    令和 2年  3月 31日

御礼状送付

備考

寺GO飯補助金、お寺のじかん記事執筆代、ゆくすえサポート経費等

プリントパック、ドメインサーバ、ロリポップサーバ、名刺代等

振込手数料
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