
日付 イベント名 会場 参加人数 収入 支出 備考１ 備考２

2015/04/19 第14回CoderDojoさいたま 大宮7F 9 ¥9,500 保護者寄付

2015/04/19 第14回CoderDojoさいたま ¥4,500 ７F会場費(子ども９名分の15時〜17時ドロップイン代）

2015/05/10 第15回CoderDojoさいたま 大宮7F 10 ¥3,500 保護者寄付

2015/05/10 第15回CoderDojoさいたま ¥3,500 ７F会場費(子ども7名分の15時〜17時ドロップイン代）

今回のみ、受付前に子ども３名分
（１世帯）を事前にドロップイン代を
保護者が7Fに支払っていたため
Dojoからの支払いは７名分となっ
た。

2015/06/28 第16回CoderDojoさいたま 大宮7F 10 ¥5,500 保護者寄付

2015/06/28 第16回CoderDojoさいたま ¥5,000 ７F会場費(子ども10名分の15時〜17時ドロップイン代）

2015/07/12 第17回CoderDojoさいたま 大宮7F 10 ¥7,500 保護者寄付

2015/07/12 第17回CoderDojoさいたま ¥5,000 ７F会場費(子ども10名分の15時〜17時ドロップイン代）

2015/08/02 第18回CoderDojoさいたま 大宮7F 10 ¥7,000 保護者寄付

2015/08/02 第18回CoderDojoさいたま ¥5,000 ７F会場費(子ども10名分の15時〜17時ドロップイン代）

2015/08/29 第19回CoderDojoさいたま 大宮7F 10 ¥6,000 保護者寄付

2015/08/29 第19回CoderDojoさいたま ¥5,000 ７F会場費(子ども10名分の15時〜17時ドロップイン代）

2015/09/27 第20回CoderDojoさいたま 大宮7F 10 ¥8,000 保護者、見学者寄付

2015/09/27 第20回CoderDojoさいたま ¥5,000 ７F会場費(子ども10名分の15時〜17時ドロップイン代）

2015/10/25 第21回CoderDojoさいたま 大宮7F 10 ¥5,500 保護者、見学者寄付

2015/10/25 第21回CoderDojoさいたま ¥5,000 ７F会場費(子ども10名分の15時〜17時ドロップイン代）

2015/11/15 第22回CoderDojoさいたま 大宮7F 10 ¥8,000 保護者、見学者寄付

2015/11/15 第22回CoderDojoさいたま ¥5,000 ７F会場費(子ども10名分の15時〜17時ドロップイン代）

2016/01/16 第23回CoderDojoさいたま 大宮7F 10 ¥6,500 保護者寄付

2016/01/16 第23回CoderDojoさいたま ¥5,000 ７F会場費(子ども10名分の15時〜17時ドロップイン代）

2016/02/28 第24回CoderDojoさいたま 大宮7F 9 ¥8,000 保護者寄付

2016/02/28 第24回CoderDojoさいたま ¥4,500 ７F会場費(子ども9名分の15時〜17時ドロップイン代）

2016/03/27 第25回CoderDojoさいたま 大宮6F 15 ¥10,500 保護者寄付

2016/03/27 第25回CoderDojoさいたま ¥7,500 6F会場費(子ども15名分の15時〜17時ドロップイン代）

2016/03/29 ー ¥2,336 元CoderDojo飯能道場主の川鍋さんよりご寄付

2016/04/21 ー ¥3,000 メンターの飯沢さんよりご寄付

2016/04/29 第26回CoderDojoさいたま 大宮6F 14 ¥10,500 保護者寄付

2016/04/29 第26回CoderDojoさいたま ¥7,000 6F会場費(子ども14名分の15時〜17時ドロップイン代）

2016/05/14 ScratchDay in さいたま 2016 大宮6F 30 ¥18,000 保護者寄付(発表６名＋一般２４名)
2016/05/14 ScratchDay in さいたま 2016 ¥15,000 6F会場費(子ども30名分の15時〜17時ドロップイン代）

2016/06/15 ー ¥43,784 子どもゆめ基金　H27年度助成金

2016/06/26 第28回CoderDojoさいたま 大宮6F 12 ¥7,500 保護者寄付

2016/06/26 第28回CoderDojoさいたま ¥6,000 6F会場費(子ども12名分の15時〜17時ドロップイン代）

2016/07/23 第29回CoderDojoさいたま午前午後 大宮6F 28 ¥22,500 保護者寄付

2016/07/23 第29回CoderDojoさいたま午前午後 ¥14,000 6F会場費(子ども28名分の2時間ドロップイン代）

2016/08/13 第30回CoderDojoさいたま午前午後 大宮6F 21 ¥16,500 保護者寄付

2016/08/13 第30回CoderDojoさいたま午前午後 ¥10,500 6F会場費(子ども21名分の2時間ドロップイン代）

2016/08/16 H27年度子ども大学さいたま 埼玉大学 ¥16,784 講師、サポーターの謝金・交通費　橋爪立て替え分返済

2016/09/18 第31回CoderDojoさいたま 大宮6F 14 ¥11,500 保護者,見学者寄付

2016/09/18 第31回CoderDojoさいたま ¥7,000 6F会場費(子ども14名分の2時間ドロップイン代）
メモ 10/24 : 4,000円預金、
11/29:500円預金

2016/10/22 第32回CoderDojoさいたま 大宮6F 19 ¥14,500 保護者,見学者寄付

2016/10/22 第32回CoderDojoさいたま ¥9,500 6F会場費(子ども19名分の2時間ドロップイン代）

2016/11/13 第33回CoderDojoさいたま 大宮6F 19 ¥13,000
2016/11/13 第33回CoderDojoさいたま ¥9,500 6F会場費(子ども19名分の2時間ドロップイン代）

2016/11/25 ＭＳ＆ＡＤゆにぞんスマイルクラブ ¥100,000 ＭＳ＆ＡＤゆにぞんスマイルクラブ様からのご支援

2016/12/24 第35回CoderDojoさいたま 大宮6F 10 ¥5,500
2016/12/24 第35回CoderDojoさいたま ¥5,000 6F会場費(子ども10名分の2時間ドロップイン代）

2017/01/07 第36回CoderDojoさいたま 大宮6F 15 ¥7,000 保護者寄付

2017/01/07 第36回CoderDojoさいたま ¥7,500 6F会場費(子ども15名分の2時間ドロップイン代）

2017/02/12 第37回CoderDojoさいたま 大宮6F 14 ¥10,500 保護者寄付

2017/02/12 第37回CoderDojoさいたま ¥7,000 6F会場費(子ども14名分の2時間ドロップイン代）

2017/03/26 第38回CoderDojosさいたま 大宮6F 15 ¥11,810 保護者寄付

2017/03/26 第38回CoderDojosさいたま ¥7,500 6F会場費(子ども15名分の2時間ドロップイン代）

2017/04/23 第39回CoderDojosさいたま 大宮6F 15 ¥11,000 保護者寄付

2017/04/23 第39回CoderDojosさいたま ¥7,500 6F会場費(子ども15名分の2時間ドロップイン代）

2017/05/12 CoderDojo文房具備品 ¥738 スケッチブック、ScratchDayの子供たちへのお菓子 岡嶋さん立て替え分

2017/05/13 第40回Coderdojoさいたま午前 大宮6Ｆ 10 ¥7,000 保護者寄付

2017/05/13 第40回Coderdojoさいたま午前 ¥5,000 6F会場費(子ども10名分の2時間ドロップイン代）

2017/05/13 第40回Coderdojoさいたま午後 大宮6Ｆ 7 ¥4,600 保護者寄付

2017/05/13 第40回Coderdojoさいたま午後 ¥3,500 6F会場費(子ども7名分の2時間ドロップイン代）

2017/06/25 第41回CoderDojoさいたま午前 大宮6F 10 ¥6,500 保護者寄付

2017/06/25 第41回CoderDojoさいたま午前 ¥5,000 6F会場費(子ども10名分の2時間ドロップイン代）

2017/06/25 第41回CoderDojoさいたま午後 大宮6F 10 ¥5,000 保護者寄付

2017/06/25 第41回CoderDojoさいたま午後 ¥5,000 6F会場費(子ども10名分の2時間ドロップイン代）

2017/07/21 第42回CoderDojoさいたま 大宮6F 9 ¥5,000 保護者寄付

2017/07/21 第42回CoderDojoさいたま ¥4,500 6F会場費(子ども9名分の2時間ドロップイン代)
2017/08/20 第43回CoderDojoさいたま 大宮6F 12 ¥11,000 保護者寄付

2017/08/20 第43回CoderDojoさいたま ¥6,000 6F会場費(子ども12名分の2時間ドロップイン代)
2017/09/01 ねこボード購入 ¥18,252 ねこボード関連６セット分スイッチサイエンス

2017/09/22 第44回Coderdojoさいたま 大宮8F 5 ¥4,000 保護者寄付

2017/09/22 第44回Coderdojoさいたま ¥2,500 8F会場費（子ども5名分の2時間ドロップイン代）

2017/09/24 第45回Coderdojoさいたま 大宮6F 8 ¥8,000 保護者寄付

2017/09/24 第45回Coderdojoさいたま ¥4,000 6F会場費（子ども8名分の2時間ドロップイン代）

2017/10/22 第46回Coderdojoさいたま 大宮6F 8 ¥5,800 保護者寄付



2017/10/22 第46回Coderdojoさいたま ¥4,000 6F会場費（子ども8名分の2時間ドロップイン代）

2017/10/23 第47回Coderdojoさいたま WithYouさいたま和室10 ¥8,500 保護者寄付

2017/10/23 第47回Coderdojoさいたま ¥3,340 WithYouさいたま和室会場費

2017/11/17 第48回Coderdojoさいたま 大宮6F 5 ¥5,000 保護者寄付

2017/11/17 第48回Coderdojoさいたま ¥2,500 6F会場費（子ども5名分の2時間ドロップイン代)
2017/11/26 第49回Coderdojoさいたま 大宮6F 14 ¥9,500 保護者寄付

2017/11/26 第49回Coderdojoさいたま ¥7,000 6F会場費（子ども14名分の2時間ドロップイン代)
2017/12/08 CoderDojo文房具備品 ¥432 マニュアル用クリアファイル、ネームペン等 橋爪立て替え分

2017/12/25 IchigoJamセット、書籍購入 ¥44,214
（ichigojamセット、モニター、ACアダプタ5V1A ）
５セット分　ichigoJam用の書籍2冊 岡嶋さん立て替え分

2017/12/25 第50回イベント用お菓子購入 ¥2,494 6F会場費（子ども14名分の2時間ドロップイン代) 橋爪立て替え分

2017/12/25 第50回イベント講師謝礼等 ¥5,780 8x9Craft 寺園先生への謝礼(@5000)、交通費(@780)
2017/12/25 第50回Coderdojoさいたま（午前・午後） 大宮6F 21 ¥20,000 保護者寄付

2017/12/25 第50回Coderdojoさいたま（午前・午後） ¥10,500
6F会場費（午前中：子ども7名分の2時間ドロップイン代 
¥3,500)（午後：子ども14名分の2時間ドロップイン代 ¥7,000)

2018/02/25 第51回Coderdojoさいたま 大宮6F 10 ¥6,500 保護者寄付

2018/02/25 第51回Coderdojoさいたま ¥5,000 6F会場費（子ども10名分の2時間ドロップイン代)
2018/02/25 第51回お菓子購入 ¥535 お菓子

2018/03/31 第52回Coderdojoさいたま 大宮6F 13 ¥9,500 保護者寄付

2018/03/31 第52回Coderdojoさいたま ¥6,500 6F会場費（子ども13名分の2時間ドロップイン代)
2018/03/31 第52回お菓子,備品購入 ¥491 お菓子、mbot用単三電池４本

2018/04/23 第53回Coderdojoさいたま 大宮8F 4 ¥3,000 保護者寄付

2018/04/23 第53回Coderdojoさいたま ¥2,000 8F会場費（子ども4名分の2時間ドロップイン代）

2018/04/29 第54回Coderdojoさいたま 大宮6F 14 ¥9,500 保護者寄付

2018/04/29 第54回Coderdojoさいたま ¥7,000 6F会場費（子ども14名分の2時間ドロップイン代)
2018/05/20 第55回Coderdojoさいたま 大宮6F ¥8,500 保護者寄付

2018/05/20 第55回Coderdojoさいたま ¥7,000 6F会場費（子ども14名分の2時間ドロップイン代)
2018/05/21 第56回Coderdojoさいたま 大宮8F 4 ¥3,000 保護者寄付

2018/05/21 第56回Coderdojoさいたま ¥2,300
8F会場費（子ども4名分の2時間ドロップイン代）PCレンタル代
300円

2018/06/23 micro:bit関連購入 ¥48,684
micro:bit, USB-microB, ワニ口クリップとスピーカー 
各16セット 橋爪立て替え分

2018/06/24 第57回Coderdojoさいたま 大宮6F 13 ¥7,500 保護者寄付

2018/06/24 第57回Coderdojoさいたま ¥6,500 6F会場費（子ども13名分の2時間ドロップイン代)
2018/06/26 micro:bit関連購入 ¥2,376 USB充電ACアダプタ　11個 岡嶋さん立て替え分

2018/07/22 でかドージョーin東京 サイボウズ ー ¥2,400 でかドージョー保護者寄付の分配金

2018/08/11 第58回Coderdojoさいたま 大宮6F 11 ¥8,000 保護者寄付

2018/08/11 第58回Coderdojoさいたま ¥5,500 6F会場費（子ども11名分の2時間ドロップイン代)
2018/08/11 第58回お菓子購入 ¥289 アメ、ラムネ 岡嶋さん立て替え分

2018/09/24 第59回Coderdojoさいたま 大宮6F 12 ¥8,500 保護者寄付

2018/09/24 第59回Coderdojoさいたま ¥6,000 6F会場費（子ども12名分の2時間ドロップイン代)
2018/10/15 第60回Coderdojoさいたま 大宮8F 2 ¥2,000 保護者寄付

2018/10/15 第60回Coderdojoさいたま ¥1,000 8F会場費（子ども2名分の2時間ドロップイン代)
2018/10/20 第61回Coderdojoさいたま 大宮6F 8 ¥5,000 保護者寄付

2018/10/20 第61回Coderdojoさいたま ¥4,000 6F会場費（子ども8名分の2時間ドロップイン代)
2018/11/23 第62回Coderdojoさいたま 大宮6F 8 ¥8,000 保護者寄付

2018/11/23 第62回Coderdojoさいたま ¥5,000 6F会場費（子ども10名分の2時間ドロップイン代)
2018/12/24 第63回Coderdojoさいたま 大宮6F 10 ¥4,800 保護者寄付

2018/12/24 第63回Coderdojoさいたま ¥5,000 6F会場費（子ども10名分の2時間ドロップイン代) ¥200岡嶋立替

2018/12/24 第63回Coderdojoさいたま ¥664 お菓子代 岡嶋立て替え

2018/12/29 第64回Coderdojoさいたま 大宮8F 4 ¥2,000 保護者寄付

2018/12/29 第64回Coderdojoさいたま ¥2,000 8F会場費（子ども4名分の2時間ドロップイン代)

合計 ¥582,530 -¥442,373

残高 ¥140,157

のべ参加者 591


