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「八潮市民名誉市民 故 藤波彰 前市長をしのぶ会」及び記帳所設置のご案内

お知らせ・募集 >お知らせ >「八潮市民名誉市民 故 藤波彰 前市長をしのぶ会」及び記帳所設

八潮市名誉市民・前市長 藤波彰氏が3月 26日 、逝去されたことにより、市は、「八潮市名誉λ′
故 藤波彰 前市長をしのぶ会」を執り行います。
藤波彰氏は、平成元年7月 に八潮市長に就任され、平成 13年 7月 に退任されるまでの3期 12■a

永きにわたり八潮市長としてご活躍されました。

「

ηJ卜F芳墜埋}√覗:招寒劣ξttfテ喫瓦厨漏爵」譜き√彗随
習によるまちづく明 を政策彗 ゑに移

日程は下記のとおりです。                   
´

式 典  平成20年 6月 29日 (日 )午 前 10時から午前 11時
場 所  やしお生涯楽習館展示コーナー

出席者  ご遺族ほか、故人との親交のあった市内を中心とした関係者の方等に案内状を
発送いたしました。

なお、多くの市民の皆様にお越しいただき、故人を偲び記帳をしていただけますよう、記帳所屯
'2の

のとおり設置いたします。

設置期間

平成20年 6月 29日 (日 )正 午から午後9時
平成20年6月 30日 (月 )午 前9時から午後9時
平成20年7月 1日 (火 )午 前9時から午後5時

場 所  やしお生涯楽習館展示コーナー

―お問い合わせ―

総務部 総務人事課 人権推進・庶務担当

回 直通048-9962361(内 線230・ 231)

回 048-995-7367

トップベージヘ

お問い合わせ サイトポリシー 個人情報 著作権 リンクについて

トップベージ >
内
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1 1  =名 程彗 寸 Ffミ イトヨ葬 事藝二業

1   1  〒早早ョ用 費

予算 27,000円 1補正  +27,000円 ) 支出済額 26,460円   不用額 540円

(前年度 予算 0円  支出済額 0円  不用額 0円 )

※補正の内訳 5月 補正+32,000円  9月 補正▲5,000円

01消耗品費

予算 6,000円 1補正 +6,000円) 支出済額 5,540円  不用額 460円

(前年度 予算 0円  支出済額 0円  不用額 0円 )

※補正の理由 公葬を行 うに必要なため十H,000円 (5月 )

―

のた1う

“

,000円 0羽)

内訳 :公 葬記帳用消耗品

芳名録 4,500円

筆ペン、サインペン 1,040円

03食糧費

予算 21,000円 〔補正 +21,000円 〕 支出済額 20,920円   不用額 80円

ス前年度 予算 0南  支出済額こQ円 l・■ネ用装■1「3>

※補正の理由 公葬を行うに必要なため +21,000円 (5月 )

内訳 :ア トラクション参加者茶菓子代

焼き菓子詰合せ  760円 ×25セ ット=19,000円

ジュース他             1,920円

■ 2役 務 費

予算 17,000円 1補正 +17,000円 〕 支出済額 16,605円   不用額 395円

(前年度 予算 0円  支出済額 0円■,F不用額 0́日 )

※補正の内訳 5月 臨時+26,000円  9月 ▲9,000円

01通信運搬費

予算 17,000円 (補正 +17,000円 ) 支出済額 16,605円   不用額 395円

(前年度 予算 0円  支出済額 0円  不用額 0円 )

※補正の理由 公葬を行うに必要なため。 +26,000円 (5月 臨時)

事業費確定のため。▲9,000円 (9月 )

内訳 :名 誉市民公葬用郵送料



郵便計器料金   7,865円

切手・ ハガキ代  8,740円

1 3ヨ 姜 言モ 米斗

予算 386,000円 1補正  +386,000円) 支出済額 385,707円   不用額 293円

(前年度 予算・ 0円  支出済額 0円   不用額 0円 )

※補正の内訳 5月 補正 +726,000円  9月 補正▲340,000円

01公葬委託料                       、

予算 386,000円
`補

正  +386,000円} 支出済額 385,707円   不用額 293円
|(前年度■予算,p円li 支出済額0口 ‐|(1不用額 0円ト

※補正の理由 公葬を行 うに必要なため+726,000円 (5月 )

事業費確定のため▲340,000円 (9月 )

内訳 :名 誉市民公葬事業業務委託

名称 :名 誉市民故藤波彰前市長 をしのぶ会

日時 :平成 20年 6月 29日 C日 )

場所 :楽習館展示室 …出席 121人

記帳所 :同 6月 29日 (日 )午後～ 7月 1日 (火) … 533人
契約先 :帥福祉葬祭  さいたま市浦和区領家 7-5-3

代表取締役 武笠 文吉

*5社 見積 もり

伸福祉葬祭      328,000円  その後に変更契約  +57,707円

曰八潮葬祭社     506,900円
lalグ リー ン企画    700,000円

0ラ イ フ リコール葬祭 648,070円

仰セ レモニー藤波   辞退


