
＜　2019年度　飲食費領収書（一部）　＞＜　2019年度　飲食費領収書（一部）　＞＜　2019年度　飲食費領収書（一部）　＞＜　2019年度　飲食費領収書（一部）　＞年 月日 金額 摘　　　　要 備　　考2019 03月16日 ¥3,876 カフェミル新橋店（18時34分） 不明2019 03月20日 ¥4,020 ジュピター水戸店 水戸（ラジオ番組収録）2019 03月25日 ¥6,318 だんまや水産 不明2019 03月22日 ¥13,872 銀座ライオン新青山ビルディング店 不明2019 03月29日 ¥9,180 赤ひげ 不明小計小計小計小計 ¥37,2662019 04月03日 ¥3,324 だんまや水産 不明2019 04月04日 ¥16,310 だんまや水産 不明2019 04月05日 ¥3,620 日高屋 不明2019 04月07日04月07日04月07日04月07日 ¥16,115¥16,115¥16,115¥16,115 だんまや水産だんまや水産だんまや水産だんまや水産2019 04月07日04月07日04月07日04月07日 ¥5,243¥5,243¥5,243¥5,243 てんがな大塚店串カツてんがな大塚店串カツてんがな大塚店串カツてんがな大塚店串カツ2019 04月09日 ¥15,687 ビヤケラー札幌開拓使 北海道2019 04月12日 ¥4,924 ホテルベルクラシック東京　日本料理みまつ2019 04月12日 ¥6,100 五反田ハイボールバー　サニーサイド19232019 04月15日 ¥9,021 串カツの田中 不明2019 04月16日04月16日04月16日04月16日 ¥15,367¥15,367¥15,367¥15,367 だんまや水産だんまや水産だんまや水産だんまや水産 会員増強組織強化委員会（委員長：高尾氏）会員増強組織強化委員会（委員長：高尾氏）会員増強組織強化委員会（委員長：高尾氏）会員増強組織強化委員会（委員長：高尾氏）2019 04月18日 ¥2,484 キッチン　オリジン 不明2019 04月22日 ¥25,056 やきとり・天ぷら・季節料理　与志万2019 04月22日 ¥10,020 山藤2019 04月23日 ¥16,246 燈庵2019 04月23日 ¥7,931 天狗2019 04月25日 ¥1,560 （有）能登 不明2019 04月26日 ¥22,834 ホテルベルクラシック東京　日本料理みまつ2019 04月26日 ¥2,368 でんがな大塚店　串カツ　時間16時25分たぶん時間待ち2019 04月26日 ¥11,119 だんまや水産2019 04月26日 ¥1,803 寿し　常会本館2019 04月28日 ¥5,875 はなの舞 不明小計小計小計小計 ¥203,0072019 05月04日 ¥6,825 ジュピター水戸店 水戸（ラジオ番組収録）2019 05月04日 ¥12,639 忍家　水戸 水戸（ラジオ番組収録）2019 05月05日 ¥5,130 キッチン　オリジン2019 05月05日 ¥4,320 福文酒家2019 05月05日 ¥19,857 だんまや水産2019 05月09日 ¥6,524 ホテルベルクラシック東京　日本料理みまつ 不明2019 05月10日 ¥2,010 日高屋 不明2019 05月13日 ¥10,496 素材屋　串カツ 不明2019 05月15日 ¥10,400 芝片門前　海山 不明2019 05月17日 ¥7,680 日高屋　時間21時01分2019 05月17日 ¥3,080 日高屋　時間23時52分2019 05月18日05月18日05月18日05月18日 ¥5,030¥5,030¥5,030¥5,030 大衆割烹　大塚　鳥忠大衆割烹　大塚　鳥忠大衆割烹　大塚　鳥忠大衆割烹　大塚　鳥忠 第44回理事会（一部の理事のみ）第44回理事会（一部の理事のみ）第44回理事会（一部の理事のみ）第44回理事会（一部の理事のみ）2019 05月20日 ¥9,164 居酒屋　楽々 不明2019 05月22日 ¥2,200 鳥松　焼鳥・釜めし・一品料理2019 05月22日 ¥14,609 だんまや水産2019 05月25日 ¥18,181 だんまや水産2019 05月25日 ¥4,500 山水園2019 05月26日 ¥37,200 ホルテR&B宿泊2019 05月26日 ¥12,503 居酒家　？？大塚店　ロゴが読めない2019 05月29日 ¥4,339 とら　21時11分　2名　ハイボール等 不明2019 05月31日 ¥5,300 ホテルR&B宿泊 不明小計小計小計小計 ¥201,9872019 06月18日 ¥1,660 ラヤンラヤン 不明2019 06月19日 ¥8,300 ホテルR&B宿泊 不明2019 06月23日06月23日06月23日06月23日 ¥85,129¥85,129¥85,129¥85,129 銀座ライオン　15名20時13分銀座ライオン　15名20時13分銀座ライオン　15名20時13分銀座ライオン　15名20時13分 第45回理事会当日だが、正常化PJ理事は参第45回理事会当日だが、正常化PJ理事は参第45回理事会当日だが、正常化PJ理事は参第45回理事会当日だが、正常化PJ理事は参加していない。加していない。加していない。加していない。2019 06月21日 ¥16,545 うおや一丁大塚

電子QSL委員会電子QSL委員会電子QSL委員会電子QSL委員会「演歌歌手のJI1BTB水田かおりさんを激励に，新曲のPV撮影現場にお邪魔しました．」（高尾氏のブログより）不明（同日）不明（同日）不明（同日）「こどもの日の南極昭和基地「8J1RL」との交信イベント」関係か？不明（同日）不明（同日）不明（同日）不明（同日）



2019 06月21日 ¥12,750 山水園2019 06月21日 ¥2,280 タリーズコーヒー小計小計小計小計 ¥126,664 6月18日　\55,460　定期券2019年 07月16日 ¥2,592 レストラン　ラコンテ 会員増強組織強化委員会（委員長：高尾氏）07月17日 ¥1,980 タリーズコーヒー大塚店 不明07月24日 ¥1,200 フードコート＆ビア　イートイット 不明07月25日 ¥8,651 中華料理　香港市場 アマチュア無線フェスティバル実行委員会07月29日 ¥3,888 レストランオリジン大塚 「アマチュア無線の日．JARL中央局「ＪＡ１ＲＬ」QRV」小計小計小計小計 ¥18,3112019年 08月21日08月21日08月21日08月21日 ¥3,480¥3,480¥3,480¥3,480 天平食堂天平食堂天平食堂天平食堂 アマチュア無線フェスティバル実行委員会アマチュア無線フェスティバル実行委員会アマチュア無線フェスティバル実行委員会アマチュア無線フェスティバル実行委員会08月23日08月23日08月23日08月23日 ¥9,655¥9,655¥9,655¥9,655 金襴03-3946-6198金襴03-3946-6198金襴03-3946-6198金襴03-3946-6198 電子QSL委員会（宛名／摘要未記入）電子QSL委員会（宛名／摘要未記入）電子QSL委員会（宛名／摘要未記入）電子QSL委員会（宛名／摘要未記入）08月29日08月29日08月29日08月29日 ¥163,160¥163,160¥163,160¥163,160 （株）ニュートーキョー？（株）ニュートーキョー？（株）ニュートーキョー？（株）ニュートーキョー？08月29日08月29日08月29日08月29日 ¥9,460¥9,460¥9,460¥9,460 ミューヘンミューヘンミューヘンミューヘン08月30日08月30日08月30日08月30日 ¥56,180¥56,180¥56,180¥56,180 和食ダイニング　田久井和食ダイニング　田久井和食ダイニング　田久井和食ダイニング　田久井 ハムフェア前日ハムフェア前日ハムフェア前日ハムフェア前日08月31日08月31日08月31日08月31日 ¥12,258¥12,258¥12,258¥12,258 アジア＆フレンチアジア＆フレンチアジア＆フレンチアジア＆フレンチ ハムフェア1日目ハムフェア1日目ハムフェア1日目ハムフェア1日目小計小計小計小計 ¥254,1932019年 09月01日 ¥21,120 焼き鳥屋　？　21時41分　3名 不明09月03日 ¥10,435 天狗 不明09月04日 ¥17,103 銀座ライオン霞が関コモンゲート店09月04日 ¥3,410 炉端　武蔵　新橋09月04日 ¥43,410 ？？？09月06日 ¥31,161 くいもん屋　わん　大塚店 不明09月12日 ¥99,000 美味縁　CHINA GARDEN 不明09月13日09月13日09月13日09月13日 ¥16,912¥16,912¥16,912¥16,912 だんまや水産だんまや水産だんまや水産だんまや水産 会員増強組織強化委員会（委員長：高尾氏）会員増強組織強化委員会（委員長：高尾氏）会員増強組織強化委員会（委員長：高尾氏）会員増強組織強化委員会（委員長：高尾氏）09月20日 ¥13,602 ビヤケラー札幌開拓使 北海道09月22日 ¥20,042 ビヤケラー札幌開拓使 北海道09月24日 ¥11,780 銀座ライオン 不明09月28日09月28日09月28日09月28日 ¥29,160¥29,160¥29,160¥29,160 ホテルベルクラシック東京（飲食）ホテルベルクラシック東京（飲食）ホテルベルクラシック東京（飲食）ホテルベルクラシック東京（飲食）09月29日09月29日09月29日09月29日 ¥14,000¥14,000¥14,000¥14,000 美味縁美味縁美味縁美味縁09月29日 ¥49,000 美味縁　CHINA GARDEN小計小計小計小計 ¥380,1352019年 10月01日 ¥21,800 紫城スナック宝塚劇団女優経営10月01日 ¥26,477 麻鳥（釜めしや）10月01日 ¥2,890 雷門　三定　特上丼10月03日 ¥3,730 日高屋（飲食） 不明10月05日 ¥9,474 つぼ八（2名） 2019全日本ARDF競技大会（千歳市）に高橋理事と参加（高尾氏ブログに写真あり）。10月07日 ¥11,880 四分屋　大塚店 不明10月14日 ¥7,865 和処ダイニング鶏屋（2名） 不明10月15日 ¥9,124 だんまや水産大塚南口店 不明10月17日 ¥17,292 ホテルベルクラシック東京（飲食）日本料理みまつ 不明10月20日 ¥79,503 鶏居酒 WAKAMONO(飲食）10月22日 ¥14,300 唐揚げのお店　三吉 不明10月23日 ¥5,600 ホテルベルクラシック東京（飲食）10月23日 ¥11,226 だんまや水産大塚南口店10月29日10月29日10月29日10月29日 ¥17,899¥17,899¥17,899¥17,899 だんまや水産だんまや水産だんまや水産だんまや水産10月29日10月29日10月29日10月29日 ¥12,639¥12,639¥12,639¥12,639 すし三崎丸すし三崎丸すし三崎丸すし三崎丸10月30日 ¥18,865 だんまや水産大塚南口店10月30日 ¥5,200 ホテルサンダーガス大塚店（宿泊）小計小計小計小計 ¥275,7642019年 11月01日11月01日11月01日11月01日 ¥5,450¥5,450¥5,450¥5,450 釜めし　鳥松釜めし　鳥松釜めし　鳥松釜めし　鳥松11月01日11月01日11月01日11月01日 ¥12,870¥12,870¥12,870¥12,870 だんまや水産だんまや水産だんまや水産だんまや水産11月07日 ¥17,776 DOMA DOMA11月07日 ¥8,500 R&Bホテル（宿泊）11月06日 ¥17,138 銀座ライオン（飲食） 不明11月08日 ¥3,820 晩杯屋（立ち飲み居酒屋） 不明（渡部まいこコンサート）11月13日 ¥9,856 四十八漁場　五反田店 不明11月15日 ¥8,861 串カツ田中　五反田店 不明

不明（同日）
ハムフェア前々日（同日）ハムフェア前々日（同日）ハムフェア前々日（同日）ハムフェア前々日（同日）不明（同日）第47回理事会第47回理事会第47回理事会第47回理事会不明（同日）
不明（同日）アマチュア無線フェスティバル実行委員会アマチュア無線フェスティバル実行委員会アマチュア無線フェスティバル実行委員会アマチュア無線フェスティバル実行委員会不明（同日）。飲んだ後の宿泊か？会員増強組織強化委員会（委員長：高尾氏）会員増強組織強化委員会（委員長：高尾氏）会員増強組織強化委員会（委員長：高尾氏）会員増強組織強化委員会（委員長：高尾氏）不明（同日）。飲んだ後の宿泊か？



11月21日 ¥19,167 うおや一丁大塚店 不明11月21日 ¥6,400 やきとり　たつや 不明日付無し ¥56,700 美味縁 不明11月25日 ¥14,000 みまつ（5名） 不明日付無し ¥12,600 みまつ　GARDEN 不明日付無し ¥14,751 となりのしまだ水戸店 水戸（ラジオ番組収録）11月30日 ¥12,910 上州酒場　赤鬼（前橋市） 不明小計小計小計小計 ¥220,7992019年 12月05日12月05日12月05日12月05日 ¥34,210¥34,210¥34,210¥34,210 ホテル　ルポール麹町（飲食）ホテル　ルポール麹町（飲食）ホテル　ルポール麹町（飲食）ホテル　ルポール麹町（飲食）12月05日12月05日12月05日12月05日 ¥22,590¥22,590¥22,590¥22,590 小田急　さがみ　（個室があるお店）小田急　さがみ　（個室があるお店）小田急　さがみ　（個室があるお店）小田急　さがみ　（個室があるお店）12月07日 ¥11,011 中華料理　幸福楼　（蒲田） 不明12月11日 ¥9,482 だんまや水産 不明12月21日 ¥11,140 とり勘や　焼き鳥屋　福岡県行橋市福岡県行橋市福岡県行橋市福岡県行橋市 不明12月22日 ¥40,000 マルガリータ　渡辺洋子　福岡県行橋市福岡県行橋市福岡県行橋市福岡県行橋市 不明12月22日 ¥5,349 串カツ　田中　五反田店五反田店五反田店五反田店 不明（同日）12月23日 ¥14,000 日本料理みまつ（5名） 不明（同日に10,800円のお菓子代）12月26日 ¥7,469 居酒屋　てんまさ　水戸 水戸（ラジオ番組収録）12月27日 ¥3,604 ピザーラ12月27日 ¥43,200 美見縁12月？日 ¥16,677 赤ひげ 不明12月？日 ¥16,677 あすか新町店（青森市） 不明小計小計小計小計 ¥235,409 12月3日　\67,853　お菓子代2020年 01月03日 ¥7,360 日高屋 不明01月06日 ¥11,200 日本料理みまつ01月06日 ¥9,920 酒ぐら　こたん田01月08日 ¥5,052 すかいらーく三浦海岸店　18時　4名 三浦電波監視センター訪問01月09日 ¥7,200 日本料理みまつ 不明01月14日 ¥12,147 だんまや水産 不明01月17日 ¥125,102 （株）ニュートーキョー　東急さがみ諸懇談　12名 記者懇談会01月19日 ¥4,116 NEW DAYS ND横浜中央　10時19分 不明01月20日 ¥7,040 いろり？　上野店 不明01月22日 ¥11,213 はなの舞　新宿西口パレット店01月22日 ¥2,160 銀座コージーコーナー花小金井店01月22日 ¥5,500 カジュアルレストラン九州ミートｋ01月23日 ¥4,080 赤ひげ（水戸市） 不明01月24日 ¥7,975 ホテルベルクラシック東京　RESTAURNT RACOMTER不明01月25日 ¥5,400 メリーチョコレートウイング高輪EAST店 不明01月28日 ¥7,200 日本料理みまつ 不明01月29日 ¥21,549 だんまや水産 不明01月31日 ¥2,990 鳥ぎん　新橋新橋新橋新橋01月31日 ¥6,215 世界の山ちゃん　名古屋市名古屋市名古屋市名古屋市1月？日 ¥10,076 読めない 不明小計小計小計小計 ¥273,495 1月7日　10,428円　ビール券2020年 02月04日 ¥17,094 SFPダイニング（株）02月04日 ¥5,560 ＹＡＫＩＮＩＫＵ９（焼肉）02月06日 ¥14,459 喰処飲処　てんまさ　水戸市 水戸（ラジオ番組収録）02月08日02月08日02月08日02月08日 ¥15,453¥15,453¥15,453¥15,453 だんまや水産だんまや水産だんまや水産だんまや水産 アマチュア無線フェスティバル実行委員会アマチュア無線フェスティバル実行委員会アマチュア無線フェスティバル実行委員会アマチュア無線フェスティバル実行委員会02月10日02月10日02月10日02月10日 ¥10,780¥10,780¥10,780¥10,780 DOMA DOMA大塚店DOMA DOMA大塚店DOMA DOMA大塚店DOMA DOMA大塚店 会員増強組織強化委員会（委員長：高尾氏）会員増強組織強化委員会（委員長：高尾氏）会員増強組織強化委員会（委員長：高尾氏）会員増強組織強化委員会（委員長：高尾氏）02月15日 ¥3,142 すかいらーく　武蔵野店武蔵野店武蔵野店武蔵野店 不明02月15日 ¥25,135 串酒場　伝助　千葉県千葉県千葉県千葉県 水戸（ラジオ番組収録）02月20日 ¥20,323 炭火焼　鳥ひろ 不明02月26日 ¥11,606 目利きの銀次　武蔵野店 不明02月26日 ¥2,000 中華おはら　調布市 不明小計小計小計小計 ¥125,5522020年 03月03日 ¥10,350 鳥竹？ 不明03月05日 ¥16,313 だんまや水産 不明（日中は「永田町でお打ち合せ」）03月08日 ¥8,580 世界の山ちゃん 不明03月09日 ¥4,616 串カツ屋　？？ 不明03月12日 ¥6,007 としいりず花小金井店
不明（同日）
不明（同日）

アイボールミーティングアイボールミーティングアイボールミーティングアイボールミーティング事務局の仕事納め日不明（同日）不明（同日）不明（同日）



03月12日 ¥1,890 グランチ？？03月17日 ¥6,897 あおやぎ亭03月17日 ¥2,140 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮　みんみん03月27日 ¥10,444 日本料理みまつ（13時37分） 不明03月20日 ¥8,400 日本料理みまつ 不明3月？日 ¥14,607 水戸駅北口店 水戸（ラジオ番組収録）小計小計小計小計 ¥90,244¥2,442,826¥2,442,826¥2,442,826¥2,442,826 件数　164件件数　164件件数　164件件数　164件 不明（同日）不明（同日）合　計合　計合　計合　計


