
1
平成27年4月11日

市川市女子フットベースボール平成
27年度総会後懇親会 5,000

市川市女子フット
ベースボール連盟

2
平成27年4月13日

鶴田一喜様（ライオンズマンション市
川本八幡自治会会長）ご逝去　香典 10,000

3
平成27年4月20日

髙﨑勝様（元市川市議会議員）ご逝
去　香典 10,000

4 平成27年5月22日
平成27年度市川市自治会連合協議
会定期総会後懇親会 5,000 市川市自治会連合協議会

5 平成27年5月26日
議員研修時の講師、正副議長茶菓
子代 540

6 平成27年5月29日
市川身体障がい者福祉会第64回定
期総会後懇談会 5,000 市川身体障がい者福祉会

7 平成27年6月1日
議員研修時の講師、正副議長茶菓
子代 582

8 平成27年6月2日
市川市塩浜協議会会員懇親会

10,000 市川市塩浜協議会

9 平成27年7月6日
前川潤様（妙典南自治会会長）ご逝
去　香典 10,000

10
平成27年7月21日 2015年原水爆禁止国民平和大行進

賛助金 5,000

原水爆禁止国民平和
大行進市川市実行委
員会

11
平成27年7月31日

メダン市青少年代表団市長・議長表
敬時記念品代 15,552

12
平成27年8月7日

メダン市派遣青少年送別会 5,000 市川市国際交流協会

13
平成27年8月21日

市川市清掃公社設立四十周年記念
式典 10,000

公益財団法人市川市
清掃公社

14
平成27年9月5日

第36回市川市少年野球夏季大会反
省会 10,000

市川市少年野球連盟

15
平成27年9月4日

森田貴久様（新田5丁目自治会会
長）ご逝去生花代 14,580

16
平成27年9月24日

遠藤良昭様（元市議会議員）ご逝去
香典 10,000

17
平成27年10月6日

遠藤良昭様（元市議会議員）ご逝去
生花代 14,580

18
平成27年10月7日

第65回千葉県民体育大会秋季大会
結団式並びに冬季夏季大会報告会 10,000 市川市体育協会

19
平成27年10月11日

西村敦様（市議会議員）ご母堂様ご
逝去香典 10,000

20
平成27年10月11日

西村敦様（市議会議員）ご母堂様ご
逝去生花代 14,580

21
平成27年10月20日

平成２７年度　市川市戦没者追悼式
生花代 29,160

平成27年度　議長交際費

(平成27年4月～平成28年３月分)
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22
平成27年10月27日

市 市 会館（市 市 振興
財団）設立30周年記念式典・祝賀の
会 6,000

公益財団法人　市川
市文化振興財団

23
平成27年11月5日

ローゼンハイム市公式代表団議長
表敬訪問記念品代 44,928

24
平成27年11月5日

ローゼンハイム市公式代表団歓迎
夕食会 6,000 市川市国際交流協会

25
平成27年11月19日

菱山喜一郎様（新浜自治会会長の
配偶者）ご逝去生花代 14,580

26
平成27年12月4日

大柏地区自治会連合会懇親会 5,000 大柏地区自治会連合会

27
平成27年12月15日

平成27年度歳末特別警戒出動式
意見交換会 4,000

28
平成27年12月18日

市川市自治会連合協議会役員懇親
会 5,000 市川市自治会連合協議会

29
平成27年12月19日

市川市少年野球連盟平成27年度納
会 10,000 市川市少年野球連盟

30
平成28年1月5日

新しい時代を開く千葉県民の集い
2016年新春賀詞交歓会 10,000 ㈱千葉日報社

31
平成28年1月5日

永田健様（元市川市助役）ご逝去香
典 10,000

32
平成28年1月7日 市川商工会議所会員事業所新年賀

詞祝賀パーティー 10,000 市川商工会議所

33

平成28年1月9日
市川市女子フットベースボール連
盟・市川市女子フットベースボール
愛好会合同新年会 10,000

市川市女子フットベー
スボール連盟・市川市
女子フットベースボー
ル愛好会

34
平成28年1月12日

永田健様（元市川市助役）ご逝去生
花代 19,440

35
平成28年1月13日 こうのとりクラブ・根本寿会合同新年

会 5,000
こうのとりクラブ・根本
寿会

36

平成28年1月16日
市川市子ども会育成会連絡協議会・
市川市青少年相談員連絡協議会新
年懇親会

5,000

市川市子ども会育成
会連絡協議会・市川
市青少年相談員連絡
協議会

37
平成28年1月17日

国分川鯉のぼりフェスティバル新年
懇親会 10,000

国分川鯉のぼり実行
委員会

38
平成28年1月17日 市川珠算振興会新年会

10,000
市川珠算振興会

39
平成28年1月18日 市川市商店会連合会新年会

10,000
市川市商店会連合会

40
平成28年1月20日 市川市農業委員会新年懇親会

10,000
市川市農業委員会

41
平成28年1月23日 市川市体育協会新年会

5,000
市川市体育協会

42
平成28年1月23日 市川市地方卸売市場協議会新年会

10,000
市川市地方卸売市場
協議会

43
平成28年1月24日 市川さくら草会新年会

5,000
市川さくら草会

44
平成28年1月24日 大野友愛会新年会

5,000
大野友愛会

45
平成28年1月25日 第15回福祉関係者新年のつどい

5,000
社会福祉法人市川市
社会福祉協議会



46
平成28年1月26日 市川浦安地区保護司会新年懇親会

10,000
市川浦安地区保護司
会

47
平成28年1月27日

市川市民生委員児童委員協議会新
年懇親会 6,000

市川市民生委員児童
委員協議会

48
平成28年1月29日 市川市市川防犯協会役員懇親会

10,000
市川市市川防犯協会

49
平成28年1月31日

市川市身体障がい者福祉会新年賀
詞交歓会 5,000

市川市身体障がい者
福祉会

50
平成28年1月31日 市川美術会新年懇親会

10,000
市川美術会

51
平成28年2月5日

越川雅史様（市議会議員）ご尊父様
ご逝去香典 10,000

52
平成28年2月12日

森川英子氏瑞宝単光章受章祝賀会 8,000
森川英子氏瑞宝単光
章受章祝賀会発起人

53
平成28年2月16日

越川雅史様（市議会議員）ご尊父様
ご逝去生花代 14,580

54
平成28年3月7日

小泉文人様（市議会議員）ご尊父様
ご逝去香典 10,000

55
平成28年3月17日

小泉文人様（市議会議員）ご尊父様
ご逝去生花代 14,580
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