
平成28年砺波連合室生会秋季許曲大会（第138回）理事会議事録

平成28年10月2日く日）

会場　小矢部市稔合会館

協擁

1平成29年年度　春季大会（139回）秋季大会く140回）について

当番支部 �開催日 �会場 � � �懇親会 �備考 � � 

春季大会（139回） �福光 �3月5日（日） �橿祉会 � � �みや川 �金井雄責 � �＿1 1 

秋季大会（140回刃 �鷹栖 �未　　定 ����� 

※上記のように当職支部より報告があり7来された。

2前回の福野大会議事録の付記事項についての検討

（福野大会農事録の付配事項）

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と

することにした。（蓼考稽野大会仕舞4、叩0円奥伝5、000円謝礼150・000円）

①奥伝、仕女の出演料は時代に合わせ、アップが必要でないか。

②謝礼は現状ではやむを得ないか。

※上記について協離し、次のように了承された。

①奥伝（謝礼）はこの後の大坪嘉義雄師のときから7，000円とする。

②仕舞（4、㈱円）、謝礼（†乳000円）については据え聾者とする。

3役員の確認（各支部の理事の異動の有無の確認）

※各菱餅二捜員の巣勤が軌、ことを確認した。（役員名簿練別紙添榔

暮雪記録（今大会懇親会の進行）

開会挨拶　　砺波蓮台壬生会会長
乾杯発声　　砺波遭含ま生食書与
懇談
万象発声
閉会挨拶

砺波蓮台壬生会顧問
当番支漸
次当番支部

（司会進行当番支部）

以上



平成28年砺波連合壬生会

秋季辞曲大会（第138回）収支決算報告

大会参加者数昼食申込み教∵懇親会参加者数

石動 34 34 21 �＿計 粥 70 ＿＿寧4 福光 �鷹栖 �井波 �福岡 �庄川 �城端 �出町 �福野 

大会 �6 �10 �＄ �6 �4 �7 �15 �8 

暴食 �6 �3 �6 �6 �4 �1 �4 �6 

＿＿＿＿＿懇 �親会 �8 �4 �5 �5 �4 �6 �8 �5 

収支決算書

（食糧単位：円）

収入の部 ���� �支出の部 ���摘草 2部 茶・コーヒー・養子等 雷覿蓼逢・ハガキ・切手零 

項月 ���金輯 �檎要 �項目 ��金額 

大 �会 芦 �犠責 �・45，∝氾 � �大 �番組印刷費 接待隻 遺償費 事務費 � 

5，的OX9支部 ���▼ 4，374 ＄β55 

4．142 �コピー・用薇・インク代等 　▼■∩一一｛一1一一一一■－一一一一一■■一一′－′ 

写真費 雑費 �1．824 �保存用■各支部用 
705 �ー 

－ � 

運営　小計 �45．000 � ��金運嘗　小計 �別脚叩 35，些 �幕の内弁当 

墨 ��食費 �35．∝旧 �500×70個 �暴 �昼食費 小計 �：粗000 � ��食　　小計 �35，0抑 320，000 �5．00咲オール込） 

懇 �懇 �親会費 �320．000 �5．000X糾名 平日悦春会長 �懇 �垂 

〟 ご芳志 ��5．000 

320，∝氾 A　　小 �325．∝氾 亜5．000 � ��小 �� 
コ■ 合　計 ���� �合　　計 ��亜5．000 � 



平成28年砺波連合宝生全　教季謡曲大会

平成28年10月2日（日）
小矢部市総合会館

く懇親会　ぽんば）

参加者名簿

福光 �鷹栖 �井波 � �福岡 � �庄川 �城端 �出町 �鶴野 �石 �動 �計 
大会参加者数 �6 �10 �6 � �6 � �4 �7 �15 �8 �34 � �粥l 

昼食申込み数 �6 �3 �6 � �6 � �4 �1 �4 �6 �3 �4 �70 

懇親会参加者数 �6 �4 �5 � �5 � �4 �6 �8 �5 �2 �1 �64 

田 正

八

鷹栖支部 、10名 �＝部俊昭 �喜田幹治 �上田日 �出易 �大谷幸毅 �竹田好一 
不破博人 �中村博億 �天野漬 �春 �斉藤書弘 �西嶋賢治 

玉 田

川

才 平

次下

石古 正

出町支部 15名 �大嶋義一 �金 �谷 島 中 �義夫 �金森志津子 �漬原漬 � �秀 �仲田 �美子＿＿＿ 
佐藤漬志 �中 ��鉄郎 �養田久松 �萩原慶 � �夫 �広安 �緻　＋ 
捻井都子 �村 ��手書 �山田有年 �栄前田 � �勇一 �西森 �昭男 

江次 子

大

石動支部 34名 �可西正親 �池田和之 �宮 �喜美子 �明石啓 � � � �泉　準子 
柏山知子 �多田芙美子 �多 �田弘美 �長岡千 � � �子 �宮嶋善子 
山代紀久代 �横川節子 �小 �西紀美代 �杉野霹 � �� �沼田キヌ子 
桧垣　勇 �平田悦春 �中 �山　津 �紺屋嶋 � ��夫 �橿井邦夫 
宮　美作 �中野進 �捻 �井眞作 �唐崎披 � �� �濃川井夫　＿ 
田中昭＝ �中塚　弘 �西 �野　茂 �井関正 � � � �坂下　昭 
構本治雄 �林　息史 �王 �畑好子 �五社谷 � ��子 � 


