
活動名

活動の趣旨・目的

活動の内容

入場料金等

開催場所 実　施
期　間

参　加
予定数

自　　　　年　　月　　日　　時から　　
至　　　　年　　月　　日　　時まで　　

共催・後援・
協賛者名と
その役割

団体名

連絡者の職名と氏名
住所・電話
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〒

責任者の
職名と氏名

住所・電話

主
催
（
申
請
者
）

下記活動を行いたいので、こどもの文化事業助成金の交付を申請します。

専務理事理事長 事務局
文
化
財
団

「こどもの文化事業助成」申し込みについてのお願い
１．助成事業の内容あるいは費用を大幅に変更する場合、または事業を廃止する場合は必要な書類を提出すること。
２．助成事業が期間内に終了しない場合、または、事業の遂行が困難になった場合は、速やかに連絡すること。
３．助成事業が廃止または変更され、助成金の全額または一部の額が不要となった場合は、速やかに返却すること。
４．事業が完了した日から起算して 30 日以内に指定書類を提出してください。（事業報告書、収支決算書、助成事業に係わる
　　領収書など）
５．承認通知は（可・否ともに）連絡者へ郵送します。
お問い合わせは、
　　　　　　　　　　　　　　〒030 ‒ 0180　青森市第二問屋町 3丁目 1番 89 号
　　　　　　　　　　　　　　東奥日報社 事業局内 東奥日報文化財団事務局
　　　　　　　　　　　　　　「こどもの文化事業助成制度申請係」　電話：017 ‒ 739 ‒ 7390　まで。

※この申請書のほかに、事業計画書と予算書を添付してください。

一般財団法人東奥日報文化財団 理事長　殿

こどもの文化事業助成申請書

承　認　　平成　　年　　月　　日
受　付　　平成　　年　　月　　日



項　　　目

合　計　額

差引余剰額

収　入　額 支　出　額 摘　　　　要

（こどもの文化事業助成申請用）

活動名：

予　算　書

平成　　年　　月　　日作成用見本作成用見本

（例）会場費 ○○会館大ホール８時間使用料

（例）第 10 回○○○○発表会

¥110000

　　 印刷費 パンフレット、ポスター、チケット等

パンフレット内の全３０箇所分

以上

¥50000

　　 雑費 ¥10000

　　 広告掲載費 ¥60000

¥110000

¥170000¥60000

…
… ～～ ～～ ～～

…
…

…
…

…
…

例文を参考に
ご記入願います



項　　　目

合　計　額

差引余剰額

収　入　額 支　出　額 摘　　　　要

（こどもの文化事業助成申請用）

活動名：

予　算　書

平成　　年　　月　　日



項　　　目 収　入　額 支　出　額 摘　　　　要

（こどもの文化事業助成申請用）

活動名：

予　算　書

平成　　年　　月　　日
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