
７６件 \355,500 2012/4/1～2012/6/30

年　月　日 行　　事　　名 金　額

1 2012/4/1 平成２４年度朝霞市商工会青年部懇親会 \5,000

2 2012/4/1 ＪＡあさか野朝霞支店岡支部総会・懇親会 \3,000

3 2012/4/5 髙木家通夜 \10,000

4 2012/4/5 あさか野農業協同組合朝霞支店東南部支部総会兼新旧役員歓送迎会 \3,000

5 2012/4/6 大沢家通夜 \10,000

6 2012/4/6 須田家通夜 \10,000

7 2012/4/7 第６回黒目川花まつり開会式 \3,000

8 2012/4/7 朝霞准看護学校第４６回入学式 \3,000

9 2012/4/8 旭通り町内会春まつり \3,000

10 2012/4/8 髙橋家通夜 \10,000

11 2012/4/8 岡町内会さくら祭り \3,000

12 2012/4/9 朝霞ライオンズクラブ第１９回チャリティゴルフ大会表彰式 \5,000

13 2012/4/13 朝霞市老人クラブ連合会定期総会 \3,000

14 2012/4/18 議員OB会懇親会 \5,000

15 2012/4/19 朝霞市農産物直売組合懇親会 \5,000

16 2012/4/22 東南部町内会定期総会・懇親会 \3,000

17 2012/4/22 平成２４年度向山自治会定期総会・懇親会 \3,000

18 2012/4/23 東出荷組合反省会 \5,000

19 2012/4/24 平成２４年度朝霞市商工会女性部懇親会 \5,000

20 2012/4/24 朝霞市農業青年クラブ懇親会 \3,000

21 2012/4/27 朝霞地区医師会朝霞支部定例支部会 \5,000

22 2012/4/28 平成２４年度本町霞台町内会定期総会 \3,000

23 2012/4/28 溝沼第三町内会平成２４年度総会・懇親会 \5,000

24 2012/4/29 岡町内会定期総会・懇親会 \3,000

25 2012/4/29 旭通り町内会平成２４年度定期総会 \3,000

26 2012/5/3 厚川家通夜 \10,000

27 2012/5/8 平成２４年度若菜会定期総会 \3,000

28 2012/5/10 西山家通夜 \10,000

29 2012/5/11 富士見クラブ第４０回定期総会 \3,000

30 2012/5/12 あさか市民活動ネットワーク平成２４年度定期総会 \3,000

31 2012/5/13 三原町内会平成２４年度定期総会・懇親会 \3,000

32 2012/5/13 富士見町内会第６０回懇親会 \3,000

33 2012/5/13 平成２４年度膝折宿町内会総会・懇親会 \3,000

34 2012/5/13 上の原町内会定期総会・懇親会 \3,000

35 2012/5/16 平成２４年度朝霞市商工会第５２回総代会・懇親会 \5,000

36 2012/5/16 消防団役員歓送迎会 \10,000

37 2012/5/16 自衛隊体育学校後援会平成２４年度総会 \3,000

38 2012/5/18 朝霞市ＰＴＡ連合会平成２４年度歓送迎会 \3,500
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39 2012/5/19 朝霞小売酒販組合朝霞支部第２４回通常総会・懇親会 \5,000

40 2012/5/20 広沢町内会定期総会・懇親会 \3,000

41 2012/5/20 朝霞駅前商店会平成２４年度定例総会 \5,000

42 2012/5/20 平成２４年度仲町町内会定期総会・懇親会 \3,000

43 2012/5/20 朝霞市音楽協会２０周年記念コンサート \3,000

44 2012/5/20 ＮＰＯ法人なかよしねっと平成２４年度通常総会 \3,000

45 2012/5/20 あさか環境市民会議定期総会 \3,000

46 2012/5/21 北朝霞商業振興会総会 \5,000

47 2012/5/21 第４１回東水利組合通常総会 \3,000

48 2012/5/21 朝霞本町商店会平成２４年度定期総会・懇親会 \3,000

49 2012/5/23 朝霞市自治会連合会役員懇親会 \6,000

50 2012/5/24 NPO法人朝霞市つばさ会第７回定期総会 \3,000

51 2012/5/24 朝霞市心身障害児・者を守る会定期総会 \3,000

52 2012/5/24 平成２４年度朝市出店者協議会定期総会 \3,000

53 2012/5/27 社団法人朝霞青年会議所創立４０周年記念式典 \3,000

54 2012/5/27 朝霞市一夜塚古跡保存会慰霊祭・定期総会・懇親会 \3,000

55 2012/5/27 栄町町内会平成２４年度定期総代会・懇親会 \3,000

56 2012/5/31 朝霞市納税貯蓄組合連合会懇親会 \5,000

57 2012/6/1 朝霞警察署管内建設業関係暴力等排除対策協議会平成２４年度懇親会 \5,000

58 2012/6/2 関八州よさこいフェスタ参加チーム懇親会 \3,000

59 2012/6/2 塩野家通夜 \10,000

60 2012/6/7 朝霞地区事業所防犯協力会平成２４年度懇親会 \5,000

61 2012/6/8 朝霞地区交通安全協会懇親会 \5,000

62 2012/6/8 朝霞市危険物防火安全協会平成２４年度第４４回懇親会 \5,000

63 2012/6/12 白百合園園児様 \2,000

64 2012/6/13 第８回溝沼連合町内会親睦ゴルフ大会懇親会 \5,000

65 2012/6/16 すまいるエフエム５周年記念パーティ \5,000

66 2012/6/17 埼玉県隊友会平成２４年度総会・懇親会 \5,000

67 2012/6/19 小寺家通夜 \10,000

68 2012/6/23 元朝霞市農業委員会会長相澤晴長様旭日単光章受章お祝い会 \3,000

69 2012/6/23 認定ＮＰＯ法人メイあさかセンター平成２４年度定期総会 \3,000

70 2012/6/24 社会福祉法人滝の根会朝霞しらこばと保育園竣工式 \3,000

71 2012/6/26 平成２４年度朝霞市商工会青年部ＯＢ会懇親会 \5,000

72 2012/6/26 塩味家花輪代 \10,000

73 2012/6/27 塩味家告別式 \10,000

74 2012/6/27 朝霞市食品衛生協会第５１回定期総会・懇親会 \5,000

75 2012/6/28 朝霞地区交通安全協会朝霞支部懇親会 \5,000

76 2012/6/30 埼玉県レスリング協会平成２４年度懇親会 \5,000
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	公開用


公開用

		７６件 ケン		355,500		2012/4/1～2012/6/30

				年　月　日		行　　事　　名		金　額

		1		4/1/12		平成２４年度朝霞市商工会青年部懇親会		5,000

		2		4/1/12		ＪＡあさか野朝霞支店岡支部総会・懇親会		3,000

		3		4/5/12		髙木家通夜 ケ		10,000

		4		4/5/12		あさか野農業協同組合朝霞支店東南部支部総会兼新旧役員歓送迎会		3,000

		5		4/6/12		大沢家通夜 イエ		10,000

		6		4/6/12		須田家通夜 イエ		10,000

		7		4/7/12		第６回黒目川花まつり開会式		3,000

		8		4/7/12		朝霞准看護学校第４６回入学式		3,000

		9		4/8/12		旭通り町内会春まつり		3,000

		10		4/8/12		髙橋家通夜 イエ		10,000

		11		4/8/12		岡町内会さくら祭り		3,000

		12		4/9/12		朝霞ライオンズクラブ第１９回チャリティゴルフ大会表彰式		5,000

		13		4/13/12		朝霞市老人クラブ連合会定期総会		3,000

		14		4/18/12		議員OB会懇親会		5,000

		15		4/19/12		朝霞市農産物直売組合懇親会		5,000

		16		4/22/12		東南部町内会定期総会・懇親会		3,000

		17		4/22/12		平成２４年度向山自治会定期総会・懇親会		3,000

		18		4/23/12		東出荷組合反省会		5,000

		19		4/24/12		平成２４年度朝霞市商工会女性部懇親会		5,000

		20		4/24/12		朝霞市農業青年クラブ懇親会		3,000

		21		4/27/12		朝霞地区医師会朝霞支部定例支部会		5,000

		22		4/28/12		平成２４年度本町霞台町内会定期総会		3,000

		23		4/28/12		溝沼第三町内会平成２４年度総会・懇親会		5,000

		24		4/29/12		岡町内会定期総会・懇親会		3,000

		25		4/29/12		旭通り町内会平成２４年度定期総会		3,000

		26		5/3/12		厚川家通夜 イエ		10,000

		27		5/8/12		平成２４年度若菜会定期総会		3,000

		28		5/10/12		西山家通夜 イエ		10,000

		29		5/11/12		富士見クラブ第４０回定期総会		3,000

		30		5/12/12		あさか市民活動ネットワーク平成２４年度定期総会		3,000

		31		5/13/12		三原町内会平成２４年度定期総会・懇親会		3,000

		32		5/13/12		富士見町内会第６０回懇親会		3,000

		33		5/13/12		平成２４年度膝折宿町内会総会・懇親会		3,000

		34		5/13/12		上の原町内会定期総会・懇親会		3,000

		35		5/16/12		平成２４年度朝霞市商工会第５２回総代会・懇親会		5,000

		36		5/16/12		消防団役員歓送迎会		10,000

		37		5/16/12		自衛隊体育学校後援会平成２４年度総会		3,000

		38		5/18/12		朝霞市ＰＴＡ連合会平成２４年度歓送迎会		3,500

		39		5/19/12		朝霞小売酒販組合朝霞支部第２４回通常総会・懇親会		5,000

		40		5/20/12		広沢町内会定期総会・懇親会		3,000

		41		5/20/12		朝霞駅前商店会平成２４年度定例総会		5,000

		42		5/20/12		平成２４年度仲町町内会定期総会・懇親会		3,000

		43		5/20/12		朝霞市音楽協会２０周年記念コンサート		3,000

		44		5/20/12		ＮＰＯ法人なかよしねっと平成２４年度通常総会		3,000

		45		5/20/12		あさか環境市民会議定期総会		3,000

		46		5/21/12		北朝霞商業振興会総会		5,000

		47		5/21/12		第４１回東水利組合通常総会		3,000

		48		5/21/12		朝霞本町商店会平成２４年度定期総会・懇親会		3,000

		49		5/23/12		朝霞市自治会連合会役員懇親会		6,000

		50		5/24/12		NPO法人朝霞市つばさ会第７回定期総会		3,000

		51		5/24/12		朝霞市心身障害児・者を守る会定期総会		3,000

		52		5/24/12		平成２４年度朝市出店者協議会定期総会		3,000

		53		5/27/12		社団法人朝霞青年会議所創立４０周年記念式典		3,000

		54		5/27/12		朝霞市一夜塚古跡保存会慰霊祭・定期総会・懇親会		3,000

		55		5/27/12		栄町町内会平成２４年度定期総代会・懇親会		3,000

		56		5/31/12		朝霞市納税貯蓄組合連合会懇親会		5,000

		57		6/1/12		朝霞警察署管内建設業関係暴力等排除対策協議会平成２４年度懇親会		5,000

		58		6/2/12		関八州よさこいフェスタ参加チーム懇親会		3,000

		59		6/2/12		塩野家通夜 ケ		10,000

		60		6/7/12		朝霞地区事業所防犯協力会平成２４年度懇親会		5,000

		61		6/8/12		朝霞地区交通安全協会懇親会		5,000

		62		6/8/12		朝霞市危険物防火安全協会平成２４年度第４４回懇親会		5,000

		63		6/12/12		白百合園園児様		2,000

		64		6/13/12		第８回溝沼連合町内会親睦ゴルフ大会懇親会		5,000

		65		6/16/12		すまいるエフエム５周年記念パーティ		5,000

		66		6/17/12		埼玉県隊友会平成２４年度総会・懇親会		5,000

		67		6/19/12		小寺家通夜 ケ		10,000

		68		6/23/12		元朝霞市農業委員会会長相澤晴長様旭日単光章受章お祝い会		3,000

		69		6/23/12		認定ＮＰＯ法人メイあさかセンター平成２４年度定期総会		3,000

		70		6/24/12		社会福祉法人滝の根会朝霞しらこばと保育園竣工式		3,000

		71		6/26/12		平成２４年度朝霞市商工会青年部ＯＢ会懇親会		5,000

		72		6/26/12		塩味家花輪代 イエハナワダイ		10,000

		73		6/27/12		塩味家告別式 イエコクベツシキ		10,000

		74		6/27/12		朝霞市食品衛生協会第５１回定期総会・懇親会		5,000

		75		6/28/12		朝霞地区交通安全協会朝霞支部懇親会		5,000

		76		6/30/12		埼玉県レスリング協会平成２４年度懇親会		5,000
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