
平成28年度（第137回）砺波連合宝生食泰阜藷曲大食映え決井瓢を書

1．日　時　　　平成28年3月6日（日）

2．湯所　　南砺市福野料亭「未虎」

3．支部別出東署・昼食・懇親会参加者

石動 �頼光 �鷹栖 �井波 �清岡 �庄川 �城端 �出町 �福野 �計 

出演者 �8 �7 �13 �7 �9 �4 �6 �10 �11 �75 

昼　食 �8 �1 �3 �7 �9 �4 �2 �7 �12 �53 

懇親会 �8 �5 �7 �7 �7 �4 �5 �3 �9 �55 

4．収支決算

収　入

項　目 �金額 �備考 

支部会費 �153，000 �17，㈱円×9真如 

会場費 �45，000 �5，000円X9支細 

仕舞出済料 �12，000 �4，㈱円×3番 

奥伝（隅田川） �5，000 �福野支部 

昼食費 �26，500 �500円×53名 

懇親会費 �275，000 �5，000円×55名 

ご芳志 �5，000 �玉井会長より 

支部負担金 �63，518 � 

計 �585，018 � 

項　目 �金額 �備考 

大坪先生糾し �150，000 �謝礼 12，000 �仕舞4，000円×3番 

5，000 �奥伝5，000円×1番 

会場費 �33，500 � 

昼食 �26，2劇 �5嶋 

懇親会 �298，000 �雄名 

番組印刷 �29，700 � 

賄い費 �7，416 � 

写真 �2，079 � 

事務通借費 �11，079 �郵送料・コピー・他 

予傭費 �10，000 �お車代 

料 �585，018 � 

5．今後の砺波連合宝生会謡曲大会について、次の通り決定いたしました。

平成28年度秋季大会く第138回） �平成29年度春季大会（第139回） 

当番支部 �右動支部 �福光支部 

開催日 �平成28年10月2日（日） �平成29年3月5日（日） 

場　所 �小矢部市給合会館 �未定 

懇親会 �ぽんば �みや川 

6．理事会議事録・新役員名簿・出演者名簿は別耗

以上



作成日平成28年3月7日

墾＿＿＿畢　塵

議　題　平成28年3月6日の砺波連合宝生会理事会

開催時　平成28年3月6日（日）正午より

出席者　玉井会長（井波）、蓑参与（福岡）、三部顧問（鷹栖）、平田副会長（石動）、可西

理事（石動）、廣川理事（福光）、吉田理事（鷹栖）、前川理事（井波）、山本理事

（庄川）、高澤理事（城端）、長田理事（出町）、中島理事代理（福野）

議　事

玉井紀一　会長が議長として下記事項を諮った。

報告事項

平成28年度秋季大会（第138回）を石動支部にお願いしたいとの発言があり、石動支部

では、開催日を平成28年10月2日（日）、場所を「小矢部市総合会館」、懇親会場を「ぽ

んば」で行いたいので報告をなされた。

1．平成29年度春季大会（第139回）を福光支部にお願いしたいとの発言があり、福光

支部では、開催日を平成29年3月5日（日）、場所は今のところ未定であるが、懇親

会場は「料亭　宮川」で行いたいとの報告がなされた0

2．なお、当大会のご指導を金井雄資師にお願いしているとの報告がなされた0

3．本日の砺波連合宝生会春季謡曲大会の会長挨拶を玉井紀一会長に、講評を大坪喜美雄

先生にお願いすることとすることで了解された。

決議事項

1．役員改選を提案され、採決の結果下記の通り決定した。

会長：平田悦春氏（石動支部）、副会長：山下明人氏（城端支部）、顧問：玉井紀一氏（井

波支部）、参与：蓑厚行氏（福岡支部、再任）で、三部俊昭氏（鷹栖支部）は退任され

た。

付記事項

1．大坪喜美雄師より謝礼について検討依頼があったので次回理事会で検討事項すること

にした。

（1）奥伝、仕舞の出演料は時代に合わせ、アップが必要でないか0

（2）謝礼は現状でやむを得ないか。

以上



平蔵2碑及（第137回）唾液連合宝生食春季謡曲大金出演者名書

支部名 �お　名　前 

石　動 �酉井元書 �宮　英作 �井関正博 �坂下昭 �平田悦春 �中塚弘 �小西紀美代 

8名 �可酉正親 � � � � � � 

福　光 �小山敏春 �堀文夫 �山田幹夫 �宮崎健治 �川合誠智 �天地由美子 �廣川幸八郎 

7名 � � � � � � � 

鷹栖 �三部俊昭 �吉田幹治 �竹田好一 �不破博人 �森治郎 �中村博倍 �早苗晋一 

14名 �田辺博之 �永田義則 �三井勝 �五十嵐かず子 �金子月子 �大谷幸毅 �斉藤吉弘 

井　波 �野守尚次 �玉井紀－ �三谷貴志夫 �太田　隆 �田中正則 �横山外患栄 �前川　諭 

7名 � � � � � � � 

福　岡 �蓑厚行 �高廣住子 �片山算 �橘美和子 �高田哲 �下保豊秋 �才木市郎 

9名 �萩野良一 �地崎悦子 � � � � � 

庄　川 �梅崎史郎 �川田義昭 �島田　徹 �山本磯明 � � � 

4名 � � � � � � � 

城　端 �古澤正義 �山下明人 �高桑長秀 �高沢　昇 �吉井忠雄 �石崎宣雄 � 

6名 � � � � � � � 

出　町 �飯田和夫 �飯田一丁 �金森志津子 �清原清秀 �作田美子 �砂田正俊 �長田久松 

11名 �萩原康夫 �松井都子 �横山敬一 �河原一三 � � � 

福　野 �車　仲代 �成瀬外喜子 �大窪敬三 �山田由美子 �鍛治栄一 �福江　明 �大谷康夫 

11名 �黒田晴行 �小松敬子 �平野隆子 �金谷秀一 � � � 

計 �77名 


