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巻 頭 

から原稿を寄せていただき、誠にありがとう

ございました。

 従って、今回は発刊

和 45 年に創刊して以来、

役員や歴代広報部長・部員の努力のお陰であ

ると改めて感謝する次第です。

 さて、現在、鷺伸吟詠会には「吟好」（年刊）

の他に「鷺伸吟詠会ニュース」（月刊）や「鷺

伸吟詠会ホームページ」（常設）があります。

詩吟を通じて人と人の「和」ができたことや、

漢詩や和歌などを

気」が湧いてきたことや、支部と支部・会と

会との交流交歓会によって多くの「吟友」が

できたこと等「詩吟活動から得た得（徳）」は

枚挙にいとまはないでしょう。

 趣味も持たない、友人も持たない、情報に

も触れない人にこれらの得（徳）はありませ

28282828 年度に寄せて年度に寄せて年度に寄せて年度に寄せて
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機関誌「吟好」発刊 101

「歳はとっても 気は若く！」
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ん。歳をとって精神も身体も自然に老化して

いくだけのことです。

 私たちには「詩歌吟詠」から得た徳があり

ます。自らを活性化させるためには大いに「吟

好」などを読み、「詩歌」を詠い、そこから多

くのものを学んでいるはずです。自分の精神

を活性化させるために他人の情報

たり、詩歌から詩人の心を学んだり、自分自

身に刺激を与えるのです。私たちには「歳は

とっても気は若く」する秘訣がここにありま

す。

 例えば中国の詩人「李白」は西暦

没していますので今から

ますが、千年以上たっていても李白の遺した

詩から私たちは素晴らしい景色や詩情が学べ

ます。詩歌に込められた詩人の魂は不朽なの

です。

 鷺伸吟詠会の指導者・役員・会員の各位に

は、詩歌吟詠を通じて自分自身を活性化し、

地域社会に奉仕することによって「仲良く・

楽しく・前向きに」生きて、「歳はとっても気

は若く」いつまでも健康な人生を送られます

ようお祈りいたしまして巻頭の言葉といたし

ます。
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を図る。具体的には①会の組織的運営 ②

マンネリ化防止と「更に一歩踏み出す」 

③中長期計画を検証しながら推進を図る

(三チームの活動) ④予算の改革(役員に

対する補助・受益者負担の確立) ⑤事務

局の活動強化 

2. 会員の増強活動 

3. 公認 鷺伸吟詠会 10 周年記念事業の準備 

4. 三公認会（哲菖会・攝友会・鷺伸吟詠会）

交歓会の実施 

5. 外部団体との適切な付き合い 

この実績評価は会員各位にお任せするとし

て、実施した事業、実施半ばの事業、今後に

繋がる道筋が明らかになった事業等、一定の

成果は現れていると思います。 

 さて、28 年度は早々に役員改選があり、新

たな人による斬新な考えで各施策の構築・実

施を図り、更なる飛躍を遂げなければなりま

せん。具体的には 

①会員増強の具体的な取り組み  

②創立 10 周年記念事業の具体的取り組み及

び実行計画の確立 

③財政健全化のための考察  

④効率的会の運営（事務局文化を創る） 

⑤規約等の整備  

⑥総本部事業の取り組み（吟詠普及推進事業、

東明未来塾の組織的取り組み）  

何れの課題も全員の意識的合意の上に立っ

て推進を図らねばなりません。役員の意識は

当然として、会員各位の絶大なる支援と協力

が無ければ成就しません。その意味から「事

務局文化を創る」を提唱したいと思います。 

私はかねがね鷺伸吟詠会の円滑な運営は、

事務局を基軸として進めることを提唱してい

ます。従って事務局の役割は大きく、関係者

のご努力に対し敬意と感謝を申し上げますが、

規律ある厳しくも笑みのある信頼される事務

局です。 

事務局文化については追々お話をさせて頂

きますが、こんな思いが夢物語でないよう努

力し、発展に繋げて行きたいと思いますが如

何でしょうか。 

 

 

続々続々続々続々・白鷺連合会に愛着を・白鷺連合会に愛着を・白鷺連合会に愛着を・白鷺連合会に愛着を！！！！！！！！    

承認 白鷺連合会 副会長 小井 鶴伸 

 白鷺連合会は言うまでもなく伊豆丸鷺州先

生の教義である「和と奉仕の精神」を継承し、

多くの会員が集う会組織であります。会主・

会長の伊東鷺伸先生は機会ある毎にその徳を

偲び教えを啓蒙され、私たち鷺伸吟詠会の会

員は少なからず崇敬の念を抱いています。幸

い白鷺連合会では平成 29年度に、創立 55 周

年記念吟詠大会の開催を企画し、併せて伊豆

丸鷺州先生の生誕 130 周年に当るとして実行

委員会を立上げ企画に取り掛かっています。

この機会を得て今一度その原点に触れ、白鷺

連合会の意義と役割を謙虚に受け止めてみて

はと考えます。 

 今、公認 鷺伸吟詠会の現状をみるとき、時の

経過と共に伊豆丸鷺州先生を知る会員は年々減

少し、先生に対する思いは残念ながら遠く彼方

に飛んで行っているのではと心配します。 

 白鷺連合会行事は、恒例の「白さぎ吟詠の集

い競吟大会」をメイン事業として、4月 10日の

大会は 55回を重ねる大事業であります。その外

に白鷺の仲間が全国から集う「白鷺交流会」、1

泊で各地で開催する「白さぎ吟行会」、及び青年

部大会、女性部大会が毎年開催されており、鷺

伸吟詠会からは何れも多くの会員が参加し楽し

く交流を図っています。しかし何れの事業も参

加者の減少は否めなく、白鷺連合会として打開

策を真剣に協議し一定の結論を得ていますが、

完璧に解決出来る決定打とはなっていません。 

 鷺伸吟詠会では、何れの行事に対しても誰で

も自由に参加出来る仕組みにはなっていますが、

特に「白さぎ吟詠の集い競吟大会」は、白鷺原

点の行事であります。どうか各支部役員の先生
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方の理解と協力を得て、会員各位に白鷺につい

て語り啓蒙をして頂ければと願うものでありま

す。 

 白鷺連合会 28 年度行事は次の通りです。各位

のご支援ご協力をお願い致します。  

1. 白鷺創立 55 周年記念吟詠大会 

  ～親鷺伊豆丸鷺州先生 生誕 130 年～ 

開催日：平成 29年 10月 29 日（日） 

 場所：高槻現代劇場  

2. 第 55回白さぎ吟詠の集い競吟大会 

 開催日：平成 28 年 4月 10日（日） 

 場所：尼崎エーリック 

3. 第 17 回白さぎ吟好会岡山大会 

 開催日：平成 28 年 11月 12日（土） 

～13日（日） 

 場所：岡山後楽園の能舞台で吟詠発表 

4. 第 4回白鷺交流会 

 開催日：平成 28 年 12月 4日（日） 

 場所：未定 

    

平成平成平成平成 28282828 年度の関西吟詩年度の関西吟詩年度の関西吟詩年度の関西吟詩    

                総本部 理事 公認 鷺伸吟詠会 副会長 末松 恒伸 

  関西吟詩文化協会は、

今年創立以来８３年目、

「公益社団法人」として

内閣総理大臣の認定を受

けてから５年目の節目の

年を迎えます。では、会

としてどのようなことに

取り組んで行こうとしているのでしょうか。

総本部理事会の結論を追ってレポートして参

りたいと思います。 

 

最重点目標 

１．会員増員対策 

① 新入会 目標 1,600 人（現状を維持す 

るために要する人数）  

  ② 1 支部 1教場の開設 

２．指導者養成講座(東明未来塾)の全国展開 

３．青年部員の活性化 

重点課題 

１．人材の育成 

本会は全国に 7,000 人の指導資格保持者を

擁している。この人たちが、たとえたった一

人でも会員を勧誘し教場を開いてくれたなら

ば、会員数の倍増も可能であるという試算が

成り立つ。10 年後を視野に入れた再生活動、

特に人材育成に総力を挙げて取り組む。 

（１）新指導者養成講座（東明未来塾）の地

方講座（広島・東海・九州）の開設。 

  本部は平成 27 年度に続き継続して講座の

継続を致します。これは原則として奇数月の

最終土曜日に実施、年６回行われます。 

  これに加えて平成 28 年度は地方講座（広

島・東海・九州の３地区）を開設致します。

原則偶数月の中から３回にまとめて実施致し

ます。実施日は各地区連合会の都合に合わせ

て決定されます。    

（２）青年部活動の強力な推進（将来の幹部 

養成） 

２．地方活性化と地区連合会組織の確立・ 

連携強化 

（１）地区連合会と総本部との連携強化 

（２）地区連合会における指導者養成講座の 

開設 

（３）地区青年部組織の確立と活動活性化の 

推進 

３．その他の課題への取り組み 

（１）教本改定活動の継続実施 

  ア．戦争を賛美するような吟題の廃止。 

イ．同じ作者のものの重複を出来るだけ避 

ける。 

  ウ．現在制作中の「Ａその２」「Ａその３」 

（４句詩６０題掲載）の完成を急ぐ 

  エ．縮刷版４句詩編は「教本Ａその４」が 

発行される前、平成 29年後半頃には発行 
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される予定。 

（２）吟詠普及事業の継続実施 （不特定多数 

の人への吟詠普及活動の展開） 

  ① 吟詠普及推進事業の継続展開 

  ア．吟詠発表会場への誘い 

  イ．研修事業への参加 

  ウ．体験教室等の継続展開 

  ② メディア活用と吟界への働きかけ 

４．その他吟詠普及活動 

  ①  青少年及び教育関係等に対する講師の 

派遣 

  ② 福祉施設・地域公民館活動における吟 

詠普及活動 

  ③ 学校・図書館などへの吟詠資料提供 

  ④ 他の文化団体とのコラボレーション 

５．「和歌の部競吟」の新設実施 

  毎年行われる本部主催の競吟大会に和歌の

部を新設し実施する。 

  ① 11月 20日(日) 全国新人中間層競吟大 

会の新人の部参加者を人数制限し、 指導 

資格を持たない人が参加可能となる。 

  ② 12月 11日（日）全国準師範・師範代・ 

指導者級吟士権大会 において指導資格 

を持つ人が参加できる。 

    参加人数は ① ② ともに地区連合会 

への割り当てとする。 

以上 

 

 

 

 

☆新しくできた３教室をご紹介します 

中京支部 

猪子石原分会猪子石原分会猪子石原分会猪子石原分会    中京支部 広報委員 西尾凱光

名古屋市の東部に位置する猪子石原に、中

京支部の新分会教室が開校しました。 

教室名  猪子石原分会 

設立月日 平成 27年 4月 1日 

開催日・時間 毎週金曜日 13;30～15;30 

 分会講師 安達菫伸（菫）師範 8段 

 会 員  2名 

11月 6日、教室に訪問して取材しました。 

＝若い教室だから、元気よく・明るくやって

ゆきたい。基本指導は、発声とアクセントを

重視。間違った吟法であれば修正を繰り返す。

明瞭な発声と詩意が伝わる吟詠をすることを

心掛けさせ、他教室の先輩に少しでも追いつ

ける様、努力精進する事が一番の目標です。

（分会講師談） 

＝入会して日も浅いですが、明るい雰囲気の

教室で、先生の厳しい指導を受け、その教訓

を糧にして、一吟会・競吟大会で、成果の程

を披露したい。（会員談） 

感想・・・発声練習・会歌合吟・課題吟は「九

月十日」のレッスンでした。 

いずれも、関西吟詩の吟法に沿った指導に、

新任講師としての意気込みと情熱強さを感じ

ました。 

先生を囲んで 

左 水谷正子さん 右 牧栄理子さん 
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東尾張支部 

扶桑分会扶桑分会扶桑分会扶桑分会    

分会名： 東尾張支部 扶桑分会 

設 立： 平成 27年 5月 20日 

講師名： 沢田千鶴香（房詠）６段 準師範 

    （犬山白帝分会講師兼務） 

教室住所：丹羽郡扶桑町高雄福塚４３０番地 

    『扶桑町老人憩の家』 

会員紹介：鈴木八資、佐藤礼治、澤田さか江 

    （3名） 

設立経緯：（故）鈴木鶏伸先生は、ご生前 20

数年前から扶桑町老人クラブ連合会文化部に

てボランティアで詩吟の指導をしてこられま

した。その指導のお蔭で 3名の方々は毎年秋

に開催される扶桑町文化祭に扶老連詩吟クラ

ブとして“構成吟”を立派に発表できるほど

の吟歴 10数年のベテラン揃いです。犬山白帝

分会に在籍されていた鈴木先生の遺言により、

後を託された沢田房詠分会講師は指導に当た

る条件として、皆さんに関西吟詩文化協会へ

入会をお勧めし即、ご快諾を得て分会を設立

することができました。 

沢田分会講師コメント：鈴木鶏伸先生のカラ

ーを大切に守りながら再スタート、教本Ａそ

の一から始め、併行して律詩、俳句、和歌と

幅広く指導して行きたい。ちなみに 27年扶桑

町文化祭には、構成吟「牛若丸」を出演、会

場から大きな拍手喝采を頂けたたことは何よ

りの励みとなりました。『仲良く、楽しく、前

向きに』をモットーとして詩吟を長く楽しん

で頂きたい。 

分会員コメント：詩吟は健康への近道、楽し

く続けて行けたらと思っています。 

 

知多半島支部 

巽が丘分会巽が丘分会巽が丘分会巽が丘分会

分会名   巽が丘分会 

設  立   平成 27年 6 月 1日 

講師名   竹内聲希先生(7段 師範) 

教室住所 知多市西巽が丘２丁目１－2 

（西巽が丘集会所） 

会員数   6名（男性 3名,女性 3名） 

練習日時 月曜日 13:30～15:30 

先生の紹介  昭和 43 年から昭和 57年まで敷

島分会で学んでいた。数年ブランク期間があ

り、他流派で 2 年を経て東が丘分会に再入会

しました。 

  重面先生の後任で指導者となりましたが教

室の世話役で頑張ってこられた及川さんの急

死後やめられる方が多く教室を閉じる事にな

りました。 

  昨年の６月１日より設立された分会で前回

の反省を踏まえ、基本を十分に、足りない部

分は補う程度に会員の皆さんに吟を楽しんで

貰うこと念頭にやっていきたいと思っていま

す。 
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＊入会の動機（今泉勇二{廉斎}様コメント） 

  病を克服するのに”何かを始めたい”と思

っていた時に知多塾の募集が有り「元気にな

る初心者の朗詠」のキャッチフレーズに惹か

れて入塾しました。 

  最初は声が思う様に出なかったですが、先

生の熱心なご指導と仲間の皆さんに励まされ

たお蔭で続ける事ができ、３年程経て鷺伸吟

詠会に入会しました。 

  この度、家の近くで巽が丘分会が開設され

竹内先生のもとで楽しく学んでいます。 

 

☆部活動レポート 

華頂部だより 

華頂華頂華頂華頂部吟詠大会に初参加して部吟詠大会に初参加して部吟詠大会に初参加して部吟詠大会に初参加して    名古屋南支部 高桑潤伸                   

 今回の華頂部吟詠大会は、部員の情熱と綿

密な企画が伊東先生と鷺伸吟詠会会員の心を

動かし、多くの共感者を得て成功裏に終わっ

た大会ではないだろうか。 

 中馬華頂部長から 6 月中頃に大会案内を頂

き、7 月の支部研修会に中谷逕伸先生から詳

細について説明を受けた。今まで華頂部の行

事に参加者を募集しても数名だったので今回

も不安であった。しかし、華頂部の心意気に、

24 名の参加者と構成吟「終わりよければ…」

（木下斎伸作）で応えることになった。その

内容は、第二次世界大戦後から平和な今日ま

でを「童謡…カモメの水兵さん・お山の杉の

子」「詩吟…凱旋・可意」などで配し、懐古調

のナレーション、詩吟を詠うことの

できる喜びと楽しみで結んでいる。 

 平成 27年 10月 1日「華頂部吟詠

大会」は、小雨の賀城園で 147名の

多くの参加者によって開始された。

セレモニー、支部合吟と続き、各支

部 20分の持ち時間の演出になった。 

 各支部の演目は、構成吟を含め、詩吟

が多く詠われたように感じた。そんな中、

愛知やわらぎ支部の金子みすずの詩をシ

ンセサイザーの伴奏でさわやかに詠うの

が印象に残った。 

 私たちも全員練習は一度だけであった

が、出演者が各自練習してきたのでまず

まずの出来であったのではないだろうか（自

己満足？）。 

 伊東先生も大変お忙しい中、大会にご出席、

ご挨拶、支部代表者と連合吟「送母路上短歌

（賴山陽作）」で花を添えていただきました。

苦難の状況にもかかわらず師弟の義を尽くす

先生に感謝の念が沸き上がりました。懇親会

も多数参加され、大会の成功と互いの親睦を

深め楽しい一日でした。 

 今後は、現在の鷺伸吟詠会会員の高齢化・

役員の負担軽減・経費節約などを考慮して、

時には青年部・華頂部・女性部の三部統一の

大会も良いのではないでしょうか。 
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女性部だより 
女性部大会を終えて女性部大会を終えて女性部大会を終えて女性部大会を終えて    女性部副部長 吉田詔伸    

 平成 27年 10月 31日（土）イーブル名古屋

（旧女性会館）において、第８回女性部大会

が開催されました。 

 昨年に続き、中

島菖豊先生にご講

演いただき、「ワン

ランク上に行くた

めの吟法テクニッ

ク」と題し、大山

２５番、助詞の運

び、３２、３３番

の吟法など、時に

は会場全員が声を出して復習したり、先生に

質問もできて、大変勉強になったと思います。 

 昨年のワンポイントレッスンでは時間が少

なかったので、今回は一人 15分間指導時間を

設けました。４名がまず吟詠し、それぞれ中

島先生からのご指導を受けた後、ふたたび吟

詠されると最初の吟より格段に良くなってい

るのが我々にもわかりました。先生からのご

指導を受けられた人たちには、一生忘れられ

ない思い出になったことでしょう。 

 また、中島先生のご範吟の素晴らしかった

こと、会場の皆さんからは感嘆のため息が漏

れました。この日の講演は、収穫多い記念日

となった会員さんが大勢おいでかと…私もそ

の中の一人です。 

 後日、我が分会の会員さんに「大会に出席

してすごく良かったぁ～！」と言っていただ

き、この企画が好評だったと実感いたしまし

た。 

 中島菖豊先生、鷺伸吟詠会役員の先生、各

分会講師の先生、会場設営などの準備をお手

伝い下さいました役員の皆様、そして各支部

会員の皆様、ご来場ありがとうございました。 

 

青年部だより 
青年部のこと青年部のこと青年部のこと青年部のこと    第 19 代青年部長 河野 文 

 私が青年部部長を引き継いてから早いもの

で一年が経ちました。初めてのことばかりで、

未だにしっかりと部長職を全うできているか

は心配が残るところですが、西窪先生を始め、

皆様に支えられながらなんとか一年を無事過

ごすことができました。お力添えをいただい

た先生方、現在中心となって活動している青

年部部員の皆様、本当にありがとうございま

す。 

 昨年度は十月のチャリティー大会やＴⅤＣ

Ｍ放送撮影など、今までに経験したことない

新しいことにメンバーと挑戦・参加しました。

チャリティー大会では青年部大会の構成吟の

ミニバージョンを行いました。遠方に住んで

いるメンバーが多いため、リハーサルの時間

も十分にあったとは言えませんが、大阪・奈

良など普段なかなか会えない青年部員の皆様

と一つの目標に向かって協力する機会が増え

てきたことは名古屋メンバーの吟力向上にも

一役買っているのではないかと感じています。

ＴＶＣＭは全くの新しい経験だったため、言

われたことをこなすだけであっという間に収

録時間が終わっていました。完成したＣＭは

ｙｏｕ ｔｕｂｅで確認しましたが、詩吟の素晴ら

しさが伝わってくれるといいなと感じました。

あのＣＭを見て、ひとりでも多くの方が詩吟

に興味を持って初めてみよう！と思っていた

だけると嬉しいなと思います。 

 どの催し物も全員が参加できたわけではな

く、名古屋からは一人の参加だったこともあ

りますが、今後は一緒に参加できるメンバー

を増やしていきたいです。 

そのため、今後の青年部の活動についてで

すが、昨年度の目標でもあった青年部員増員

に力を注ぎたいと思います。青年部員層では

あるものの、自分が青年部の一員であること
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を実はご存じでない方もいらっしゃるかもし

れません。既存の青年部員が周りに声を掛け

合って、より気軽に参加できる解放された雰

囲気づくりを心掛けたいと思います。青年部

活動に参加されたことのない方との繋がりを

広げつつ、本部の催し物や、他の青年部大会

の出席などで他の会の青年部員とも交流を広

げながら、鷺伸吟詠会の青年部活動をさらに

活発に行っていきたいと考えています。 

なかなか全員の予定が合わずまだ実現でき

ていない大垣への吟行研修会も、暖かくなる

時期までに開催決行を計画中です。後日別途

ご案内させていただきますが、ご興味のある

方は是非ご参加いただきたいと思います。 

今まで先輩の先生方が青年部として活発に

活動されてきたからこそ、現在の青年部があ

ります。これからを担う私たちが成すべきこ

とは何かをしっかり考え、未来に繋がる活動

をしていきたいと思います。 

 

☆支部活動レポート 

名古屋支部 
名古屋支部名古屋支部名古屋支部名古屋支部    吟詠普及推進事業吟詠普及推進事業吟詠普及推進事業吟詠普及推進事業    報告報告報告報告    副支部長 髙木炎伸 

暑さ厳しい平成 27年 7 月 19 日（日）、西区

菊井町において「なんじゃもんじゃ体験会」

が開催されました。「プロカメラマンによる写

真撮影体験」と併せて、名古屋支部主催によ

る吟詠普及推進事業として「詩吟体験会」を

開きました。 

当日は、猛暑の昼下がり、何人の人にお集

まりいただけるかと心配しましたが、主催者

の心づくしのミストや打ち水などの家庭的な

心配りのもと、会場はほぼ満席となりました。 

 講習は「川中島」と「春望」です。末松恒

伸支部講師によるていねいな解説で、詩の内

容が大変よくわかりました。その後、吟法、

発声と講義は進み、最後は全員での合吟。そ

れに合わせて、剣舞と詩舞も披露いたしまし

た。一般参加者の方々には、詩の解説が特に

興味深かったようで、好評をいただきました。 

 続いて平成 27年 10月 24日（土）、千種生

涯学習センターにおいて第 2回目の吟詠普及

推進事業を開催しました。 

 今回は、構成吟の形をとり、先生役と詩吟

を始めたばかりの新人役の人が進行役を努め、

詩の講義や、俳句、和歌、新体詩など、詩吟

はいろいろな形で楽しめるということを楽し

く表現しました。また「本能寺」に合わせて

フラメンコで表現する新しい試みにも挑戦し

ました。会場の皆様には楽しんでいただけま

したが、残念ながら未だ会員増強にはつなが

っていません。ただ、昔習っていた人が「ま

たやってみたくなりました」とか、「詩吟の奥
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深さに感銘を受けました」とのご意見もうか

がっていますので、根気よく普及事業を続け

ていこうと思っています。 

    

子供たちに助けられ子供たちに助けられ子供たちに助けられ子供たちに助けられ    曙城分会講師 中馬蓉伸    

 毎年 11月 3日（文化の日）恒例の地域の永

寿会主催「秋季講演会と演芸大会」が、今年

も開催されました。 

 毎年出演の要請があり、温かなお言葉にお

応えすべく出演させて頂いております。 

 今年は、日ごろなじみの少ない俳句、和歌、

新体詩、歌謡吟に挑戦しました。 

 月一回、トワイライトスクールで講座を担

当させて頂いているご縁で、一昨年よりトワ

イライトスクールの子供たちに参加を呼びか

け出てもらっております。今年は、「偶成（朱

熹）」を吟じました。子供たちの参加のおかげ

で客席は一杯です。しかも終えた後は拍手喝

采です。今後も子供たちには参加を望みたい

ものです。 

でも、子供たちに助けられるのではなく、

私たち自身が更なる向上を願って、より一層

の努力を誓い合ったことでした。 

 

 
名古屋城北支部 
介護施設を訪問し介護施設を訪問し介護施設を訪問し介護施設を訪問してててて                                                                        清里分会 渡辺ちゑ子     

風薫る晴天に恵まれた 5月 15日（金）、西

区平田豊生苑『介護施設兼保育園』に清里分

会八名が「詩吟・踊り」を披露して来ました。

こちらの苑には今回 2回目の訪問です。 

毎週土曜日教室で詩吟の練習前に 1時間ほ

ど市原さんの指導で踊りの練習をして来まし

た。その成果を苑の皆様に見て頂き、楽しく

愉快なひと時をご一緒に過ごせたらとの思い

から私達八名が張り切ってやって来ました。 

苑には大勢のお年寄り、園児、スタッフの

方々が大歓喜で迎えて下さり、感無量でした。 

踊り三曲「カッポレ」「祭り」「泥鰌すくい」、

最初はカッポレその時、お年寄り・園児・ス

タッフの全員がカッポレ！カッポレ！と口ず

さみ手拍子で盛り上がり、また一曲一曲終わ

るごとにアンコール！！アンコール！！と共

に手拍子で声援があり、益々盛り上がりまし

た。踊り二曲が終り、金城先生と菅原さんの

連吟、続いて私達一人ずつ自分の持吟を詠い

ました。 

 最後の「泥鰌すくい」は踊りの師匠市原さ

ん、芸達者な菅原さん、柴田さん名コンビの

三名の出番です。顔面に泥を塗ったように、

また鼻の頭を赤く化粧をして、頭には蓑笠を

かぶり剽軽ないでたちで出てきました。苑全

体の大爆笑で迎えられ大盛況でした。楽しい

事は「アッ！」いう間に終り「次に来苑する

時は、また色々趣向を考えて来ます」と伝え

苑の皆様に温かく見送られて帰りました。 

 これからも清里分会一致団結で、詩吟その

他諸々の事に頑張って行きたいと思いました。
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知多半島支部 
平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度「まちの先生講座」先生の依頼を受けて「まちの先生講座」先生の依頼を受けて「まちの先生講座」先生の依頼を受けて「まちの先生講座」先生の依頼を受けて                支部講師 舟橋廉伸    

私は知多市の市民大学「ちた塾」の吟詠に

関係する講座を担当している教員です。教員

セミナーを一部紹介しますと、 

狙い：よりよい講座の企画と運営を考える。

講座イメージの共有～自分たちで創る理想の

講座。 

教員の視線で見て    

①「魅力ある講座」とは、教員の人間的魅力、

情熱・優しさが感じられる講座・楽しさが味

わえる講座・趣味と教養のスキルＵＰが図ら

れ、達成感のある講座 

②「つまらない講座」とは、準備不足・学生

対応で教員への不満がある講座 

③講座の内容やレベルが合わない講座・教室

の雰囲気が楽しくない講座です。 

平成 27年にＡ高校から「まちの先生大募集

の申込」がありました。私が担当している講

座名：げんきになる朗詠教室 講座内容は 

1)美しい声の出し方の練習 

2)国語の教科書に載っている漢詩朗詠の紹介 

3)石川啄木の短歌・杜甫の漢詩等の朗詠をし

ます。人数は 20名～50名ぐらいを目安とし

ました。 

平成 27年度「まちの先生講座」の開講決定

について、学校からの内容は練習回数は 10

回（プレゼン・発表準備含む）の条件で対象

は 3 年生、都合が悪い日時がある場合は早め

に連絡をすれば本校の教諭が別内容を実施す

る。中止の決定に関しては、担当教諭と連絡

をとり決定する。 

講座時間は 50分×10回で実施する事にな

りました。さて生徒の応募者数ですが、男子

5名と女子 2名で、他の講座(15)と比較して

極めて少人数でありました。 

 さて、講座の一日目に初めて会う生徒はど

んな子だろうなと胸をわくわくする想いで教

諭から紹介されました。挨拶として、この講

座を選んだ理由と将来の夢を聞きました。楽

しそうだから・おばあちゃんがカラオケをし

ているから・おじいちゃんが仏教の本を読ん

で面白そうだから・自動車整備・料理人・英

語の資格取り国際関係へ・大学等の夢を聞き

ました。1日目～5日目までの練習は、最初の

計画から外れ、音の取り方が難しく男女共に

思うほど声が出なく、戦のような練習で有り

ました。残る 6 日目から 10日目は発表の為の

合吟練習(川中島・春暁)となりプレゼンによ

る発表(3 年生徒数 250名)15 組の発表があり
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ました。教諭達は生徒の周りに立ち姿で生徒

の発表を熱心に聞いていました。吟の出来は

不満足でしたが、担任女教諭が練習する過程

で朗詠に興味持たれ知多教室に見学来られる

のが救いです。また来年も同様の企画を期待

しております。 

 

知多の梅林公園で野外教室知多の梅林公園で野外教室知多の梅林公園で野外教室知多の梅林公園で野外教室    吉川分会 宮下春代  

 何時もの練習場所の使用が、急に使用

出来なくなり思いたったのが、野外練習

でした。 

昨年は知多市新舞子の海岸で海に向か

って「鈴鹿の峰に届け」と自然の中で練

習したのと同様、かって伊勢湾台風後、

壊滅状態だった梅の木が徐々に植え足さ

れて、いまでは毎年二月に多くの観光客

が訪れる様になった梅の花で有名な佐布里池

を、先生は今回練習場所に選ばれた。 

詩吟を愛する仲間たち二十名程で「タイム

トライ」の練習をする事になり、一吟の目標

タイムを決め４回吟じて加算又は減点と云う

ゲーム感覚の練習を楽しみました。 

この日私は幸運にも一位になれ、皆さまよ

り練習不足なのに申し訳ないと思う反面嬉し

かったです。 

さてさて!その後「大府市の健康の森」なる

場所へ移動して。食事・温泉・カラオケ等、

お楽しみが盛り沢山、日頃詩吟で鍛えた皆さ

んの声に聞き惚れたり、教室では見なれない

表情がみられた楽しい時間が、あっと云う間

に過ぎてしまいました。 

思えばこんな楽しい一日も詩吟に出会えた

お蔭です。 

「私の生き方は楽しく」をモットーとし、こ

れからも良き指導者と教室の仲間達と大いに

楽しみながら練習に励みたいと思います。 

 

 梅林公園にて朗詠教室での感想を短歌に 

清心分会 加藤律子 

梅林の 隅に建ちたる 東屋に 

        仲間集いて 朗詠励む 

 

青き空 樹々の薫りに つつまれて 

        皆の詠ずる 吟 清清し 

 

ボランティア活動に参加してボランティア活動に参加してボランティア活動に参加してボランティア活動に参加して    知多清海分会 相川ソヨ子  

 私は詩吟を習い始めて十余年となりました。 

詩吟は難しく、中々上手くなりませんが今

日まで続けられましたのも熱心な先生方と同

志の皆様のお陰だと感謝致して居ります。 

白紙状態で有った私がまさか詩吟をやらせ

てもらうことになろうとは夢にも思っていま

せんでした。 

月日の流れと共に高尚で奥深い詩吟の世界

に少しづつですけど馴染んで参りました。 

詩吟の行事・活動の一環としてのボランテ

ィア活動にも時々参加致して居ります。 

地域近隣の老人ホームを訪ねボランティア

参加の皆さんが各々「吟詠・和歌・歌謡曲・

舞踊・ダンス」等々を御披露致します。 

ホームの方々は、微笑ましくも一緒に歌っ

たり、踊り出したりされる事も有ります。 
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私達のボランティア活動によりホームの皆

様が少しでも気分転換なされ、お元気になら

れる事、私達もそういう憩いの一時をお届け

出来たらと願いつつ元気でこの様な活動をさ

せて戴いている立場の我が身を少々幸せに感

じています。 

ボランティアとは無縁の私でしたが詩吟と

出会って活動始めると共に次回へ期待されて

いる事など考えるようになり大した事は出来

ませんが今後も許される限り協力させて戴き

たいと思っています。 

 

ボランティア活動 2015 年度実績 

               グループ円 代表 須田輝美 

友遊苑デイサービス  知多市  毎月１回 

（年間 12回） 

ふれあいの里 特養  知多市  偶数月１回 

（年間 6回） 

いこいデイサービス   東海市   年間 4回 

サザンモーリアデイサービス知多市年間 2回 

粕谷台デイサービス      知多市 年間 2回 

  ＊全施設 １時間公演 

  ＊参加人員 10～15名程度 

  ＊詩吟以外の地域の団体も参加 

 
「第「第「第「第 54545454 回回回回    白鷺吟詠の集い競吟大会」に参加して白鷺吟詠の集い競吟大会」に参加して白鷺吟詠の集い競吟大会」に参加して白鷺吟詠の集い競吟大会」に参加して    東海富田分会講師 磯部笳伸  

 白鷺吟詠の集いに出吟出来る事が決まった

のは、一月末の鷺伸吟詠会「和歌・合吟大会」

でまさかの合吟で優勝を戴いた時に始まり、

二月から東海三分会（名和・若葉・富田）{こ

の分会は熊谷先生の指導の下で今日に至って

います。}合同での練習も始まりました。 

 練習は思うように進まず音程が下がる時、

吟法、吟調、アクセント、詩の理解、過多の

緊張感等難問ばかりでしたが練習を重ねる事

で皆の気持ちが一つになり楽しく吟ずる様に

なって来ました。 

 当日は名和駅の一番電車に乗り、金山

橋からバスに乗り換え会場の尼崎エーリ

ックへと向かいました。 

 午前中は他の出吟者の吟をゆっくりと

聞く事が出来、発声の良さ、特に大山・

中山の揺りの良さ、吟の間の取り方、そ

のレベルの高さに 只、只 感心するばか

りでした。 

 舞台に立ってみると、アッという間の

二分間でしたが、今まで練習を重ねてきた成

果を全て出しきった達成感で喜びの瞬間でも

有りました。 

 成績の方は今一歩及びませんでしたが、こ

の大会に参加した事で分会の絆はより強くな

ったし、詩吟を続ける事は人生へのエネルギ

ーの源とし、やっていきたいと思います。 

 帰りのバスでは緊張から開放され、楽しさ

いっぱいの気分と、お世話戴いた先生方に感

謝、家族の支えにも感謝の気持ちで帰路に着

きました。

名古屋中川支部 
吟詠と健康について吟詠と健康について吟詠と健康について吟詠と健康について                                        会員増強委員長 支部講師 木村 虹伸    

はじめにはじめにはじめにはじめに    

以前より吟詠は健康にいいと言われていま

したが、何がどのように健康にいいのでしょ

うか？ 

現在の吟界には以前に比べ高齢者の割合が

高くなっております。しかし、一般社会の高

齢者と比較しても元気で健康的な人が多いと

思います。それはひとえに吟詠のおかげのよ
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うな気がします。 

本当に吟詠は健康にいいのでは？吟詠は健

康寿命を伸ばしているのでは？ 

そうであるなら高齢になったからといって

退会するのではなく、高齢であるからこそ吟

詠を続けていく必要があり、高齢であっても

入会して吟詠を練習する必要があるのです。

吟詠は健康にいいのですから！吟詠は健康寿

命をのばすのですから！また、健康は年代に

関わらず現代社会の一番の関心事です。吟詠

という趣味を楽しみながら健康になる、現代

人なら見逃すはずはありません。私達はもっ

と吟詠と健康についての知識を深め、世の

人々に伝える必要と義務があります。今まで

の吟詠に対するイメージ「古い、硬い、年寄

りのするもの」を払拭して、「人生を豊かにす

るもの、健康に役立つもの」という新たなイ

メージを作る必要があります。 

本当に吟詠は健康にいいのか？その答えを出

すために広く、深く吟詠と健康について考え

てみたいと思います。 

まず「吟詠と健康」について考える時、精まず「吟詠と健康」について考える時、精まず「吟詠と健康」について考える時、精まず「吟詠と健康」について考える時、精

神面と身体面の両面から考えていく神面と身体面の両面から考えていく神面と身体面の両面から考えていく神面と身体面の両面から考えていく....必要が必要が必要が必要が

あります。あります。あります。あります。    

◎◎◎◎精神面精神面精神面精神面    

○吟詠の詩歌のもつ文学性哲学性により、人

生の豊かさ深さを学び、体感します。また、

多くの人々との出会い、触れ合いに人生の喜

びを実感します。もって人格の陶冶、情操の

涵養を図り豊かな精神状態を保つことができ

ます。 

◎身体面◎身体面◎身体面◎身体面    

○吟詠の発声･呼吸法により健康の増進に役

立ちます。 

ⅠⅠⅠⅠ....血液を浄化します。血液を浄化します。血液を浄化します。血液を浄化します。        

①生命活動に必要な十分な酸素を取り入れま

す。  

 人の脳細胞が十分な活動をするためには多

量の酸素が必要です。酸素が十分無いと脳細

部の活動が鈍り体全体の活動も鈍ります。吟

詠時に多量の酸素を取り入れ、身体を活性化

します。 

②ガス(酸素と二酸化炭素)交換を容易にしま

す。 

 呼吸による酸素と二酸化炭素の交換がｽﾑｰｽ

にいかないと、体内に二酸化炭素が残り水と

反応して炭酸ソーダとなります。炭酸は血液

を弱酸性にして不健康な体にします。吟詠時

に多量の酸素を取り入れ、血液を弱アルカリ

にして健康体の身体にします。 

ⅡⅡⅡⅡ....内臓を強化します。内臓を強化します。内臓を強化します。内臓を強化します。    

①胃腸をはじめとする内臓の新陳代謝を活発

化します。 

 吸気の時、横隔膜が下がって内臓を圧迫し

ます。そのとき内臓の血液が押し出され、呼

気の時に新鮮な血液が内臓諸器官に流入して

内臓諸器官の新陳代謝を促進します。 

②腸を動かすことにより腸の調子を整え、腸

内細菌のバランスをよくします。 

 発声・呼吸時、横隔膜を頻繁に動かすこと

により、腸を動かします。 

 腸が動けば老廃物の排出を促し、腸内の状

態を健全に保ち、免疫力を高めます。 

③横隔膜の働きで静脈血を心臓に帰る手助け

をして心臓の負担を軽減します。同時に心臓

自体のマッサージも行い冠血流を活発にしま

す。 

ⅢⅢⅢⅢ....自立神経の交感神経と副交感神経のバラ自立神経の交感神経と副交感神経のバラ自立神経の交感神経と副交感神経のバラ自立神経の交感神経と副交感神経のバラ

ンスを良好にし、ストレスを軽減します。ンスを良好にし、ストレスを軽減します。ンスを良好にし、ストレスを軽減します。ンスを良好にし、ストレスを軽減します。    

①ストレス等により優位になった交感神経を

抑え、副交感神経の働きを高め、そのバラン

スを良くします。 

 自立神経のバランスが崩れると、すなわち

交感神経が優位になるとリンパ球が減り、人

の免疫力が低下すると言われています (新潟

大名誉教授 安保 徹) 。それはがんをはじ

めとするさまざまな疾患に罹りやすくなりま

す。横隔膜呼吸により横隔膜に密集している

自立神経を刺激し副交感神経を優位にします。

よってリンパ球を増やして免疫力を高めます。 



 

②加齢により副交感神経の活動が鈍り、交感

神経が優位になりがちですが、横隔膜呼吸を

することにより、副交感神経が優位になりま

す。そのため免疫力を高め加齢に伴う「イラ

イラ」「短気」を解消して安定した精神状態を

保ちます。

あとがきあとがきあとがきあとがき

吟詠と健康について考察してみますと、精

神面、身体面についてさまざまな効用が期待

できます。

それは無意識の場合がほとんどですが、意

識するともっと効果的な効用が期待出来ると
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い秋晴れの中、

戸･姫路方面への

を実施しました。

第 1 日目の目的地は楠木正成公の墓の

ある神戸『湊川神社』です。バスの中で

は支部講師作成の詳細な資料を元に、鎌

倉幕府の滅亡･南北朝の時代を舞台にした『太

平記』の勉強をした後、構成吟『大楠公』『後

醍醐天皇』を独吟、連吟、合唱などを交えな

がら行いました。学生の頃日本史で習った『建

武の中興』の背景には、こんなドラマがあっ

たのかと、あの頃は事柄と年代を暗記するだ

けだったことを反省しつつ歴史

ました。

バスが神戸に入ると間もなくお楽しみの昼

食です。料亭『酒心館』は酒蔵でもあり、併

設するお土産店では酒豪の会員の方々は日本

酒の吟味に余念がありませんでした。そして

一路『湊川神社』へ。「今日まで健康に過ごせ

たことのお礼と、これからも元気で皆様とご

一緒に吟詠を続けられ、またお仲間が増えま

すように！」とお参りしました。宮司様に説

明をお聞きした後、水戸藩主徳川光圀公が建

立された『嗚呼忠臣楠
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酒の吟味に余念がありませんでした。そして

一路『湊川神社』へ。「今日まで健康に過ごせ

たことのお礼と、これからも元気で皆様とご

一緒に吟詠を続けられ、またお仲間が増えま

すように！」とお参りしました。宮司様に説

明をお聞きした後、水戸藩主徳川光圀公が建

立された『嗚呼忠臣楠氏之墓』と自ら書かれ
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醍醐天皇』を独吟、連吟、合唱などを交えな

がら行いました。学生の頃日本史で習った『建

武の中興』の背景には、こんなドラマがあっ

たのかと、あの頃は事柄と年代を暗記するだ

けだったことを反省しつつ歴史の勉強ができ

バスが神戸に入ると間もなくお楽しみの昼

食です。料亭『酒心館』は酒蔵でもあり、併

設するお土産店では酒豪の会員の方々は日本

酒の吟味に余念がありませんでした。そして

一路『湊川神社』へ。「今日まで健康に過ごせ

たことのお礼と、これからも元気で皆様とご

一緒に吟詠を続けられ、またお仲間が増えま

すように！」とお参りしました。宮司様に説

明をお聞きした後、水戸藩主徳川光圀公が建
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②加齢により副交感神経の活動が鈍り、交感

神経が優位になりがちですが、横隔膜呼吸を

することにより、副交感神経が優位になりま

す。そのため免疫力を高め加齢に伴う「イラ

イラ」「短気」を解消して安定した精神状態を

吟詠と健康について考察してみますと、精

神面、身体面についてさまざまな効用が期待

それは無意識の場合がほとんどですが、意

識するともっと効果的な効用が期待出来ると

思います。

積極的に会の行事に参加して、多くの人々

とふれ合い、語りあうことで心の豊かさを深

めることができます。ま

吸、特に臍下丹田呼吸による吟詠発声を行う

ことによって健康になると同時に、吟詠も上

達します。日常の練習に臍下丹田呼吸発声法

を取り入れ、ひいては会員各自が日常生活に

おいてこの呼吸法を実践することによって、

健康で心豊かな人生を送ることが出来ると確

信いたします

                                                    

倉幕府の滅亡･南北朝の時代を舞台にした『太

平記』の勉強をした後、構成吟『大楠公』『後

醍醐天皇』を独吟、連吟、合唱などを交えな

がら行いました。学生の頃日本史で習った『建

武の中興』の背景には、こんなドラマがあっ

たのかと、あの頃は事柄と年代を暗記するだ

の勉強ができ

バスが神戸に入ると間もなくお楽しみの昼
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設するお土産店では酒豪の会員の方々は日本

酒の吟味に余念がありませんでした。そして
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たことのお礼と、これからも元気で皆様とご

一緒に吟詠を続けられ、またお仲間が増えま
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明をお聞きした後、水戸藩主徳川光圀公が建

之墓』と自ら書かれ

た正成公の墓前で『大楠公』を全員で合吟し

て正成公の御遺徳を偲びました。

宿泊先は明石海峡大

泉『夢海游』です。三熊山の麓の目の前に大

浜海岸の広がる景色の素晴らしい

た。

18

やカラオケ大会の始まりです。皆様、さすが

に吟で鍛えた喉で演歌を熱唱。瞬く間に楽し

い時間は過ぎ、最後は全員で輪になり『星影

のワルツ』を合唱して終宴となりました。こ

のお宿では大浴場の他に離れにある『海音の

森』というスパがあり潮騒を聴きながら露天

風呂を満喫することもできました。

第

城』です。今日も晴れ男の力が発揮され日本

晴れです。

思います。 

積極的に会の行事に参加して、多くの人々

とふれ合い、語りあうことで心の豊かさを深

めることができます。ま

吸、特に臍下丹田呼吸による吟詠発声を行う

ことによって健康になると同時に、吟詠も上

達します。日常の練習に臍下丹田呼吸発声法

を取り入れ、ひいては会員各自が日常生活に

おいてこの呼吸法を実践することによって、

健康で心豊かな人生を送ることが出来ると確

信いたします。

                                                        

た正成公の墓前で『大楠公』を全員で合吟し

て正成公の御遺徳を偲びました。

宿泊先は明石海峡大

泉『夢海游』です。三熊山の麓の目の前に大

浜海岸の広がる景色の素晴らしい

た。 

18 時半からの宴会では、乾杯が終わるや否

やカラオケ大会の始まりです。皆様、さすが

に吟で鍛えた喉で演歌を熱唱。瞬く間に楽し

い時間は過ぎ、最後は全員で輪になり『星影

のワルツ』を合唱して終宴となりました。こ

のお宿では大浴場の他に離れにある『海音の

森』というスパがあり潮騒を聴きながら露天

風呂を満喫することもできました。

第 2 日目の目的地は世界遺産･国宝の『姫路

城』です。今日も晴れ男の力が発揮され日本

晴れです。 

積極的に会の行事に参加して、多くの人々

とふれ合い、語りあうことで心の豊かさを深

めることができます。また、意識して腹式呼

吸、特に臍下丹田呼吸による吟詠発声を行う

ことによって健康になると同時に、吟詠も上

達します。日常の練習に臍下丹田呼吸発声法

を取り入れ、ひいては会員各自が日常生活に

おいてこの呼吸法を実践することによって、

健康で心豊かな人生を送ることが出来ると確
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鬼頭知里    

た正成公の墓前で『大楠公』を全員で合吟し

橋を渡り淡路島洲本温

泉『夢海游』です。三熊山の麓の目の前に大

ホテルでし

時半からの宴会では、乾杯が終わるや否

やカラオケ大会の始まりです。皆様、さすが

に吟で鍛えた喉で演歌を熱唱。瞬く間に楽し

い時間は過ぎ、最後は全員で輪になり『星影

のワルツ』を合唱して終宴となりました。こ

のお宿では大浴場の他に離れにある『海音の

森』というスパがあり潮騒を聴きながら露天

 

日目の目的地は世界遺産･国宝の『姫路

城』です。今日も晴れ男の力が発揮され日本
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城に近づくにつれ車窓からも平成の改修を

終えた真っ白な『姫路城』が見られ心踊りま

した。 

「ちょっと白過ぎん？」「真っ白ケだがね」な

んて言う声もちらほら。柔道の井上康生似の

搭乗員さんの提案で天守閣に登る方、城下を

散策する方に分かれて行動することになりま

した。青い空に威風堂々と聳え、白く輝く『姫

路城』の姿は本当に美しく圧巻でした。 

 

「私も登れるかね～」と迷われていた華頂部

の方々もいざ入城口へ。平日というのにさす

が世界遺産。人人人で大渋滞。複雑に入り組

んだ門をいくつもくぐり、流れに流され上上

へと押されて行きました。 

途中東の大柱が築城当初のままの樅材である

との説明に感心しながら最上階へと登りつめ

ました。 

しかしここでも大混雑で上から景色を眺め

る間もなく、今度は下へ下へと。バスの集合

時間を気にしつつ駐車場に向かいました。「登

れてよかったね～いい記念になったわ」と姫

路城を後にしました。 

帰路のバスの中ではビール片手に豪華景品

付きのビンゴゲームを 2回も。リーチの後な

かなかビンゴにならないことに爆笑して大盛

り上がりでした。 

初参加の研修旅行でしたが、歴史の勉強、

大合吟、カラオケに温泉と楽しい旅でした。

最後になりましたが企画運営された幹事の

方々、詳細な資料を作成して下さった支部講

師の先生、ご同行の皆様に御礼感謝申し上げ

ます。有難うございました。 

また機会があれば是非とも参加させていた

だきたいと思います。 

 

大阪伸友支部 
大阪伸友支部平成大阪伸友支部平成大阪伸友支部平成大阪伸友支部平成 27272727 年度事業実施報告年度事業実施報告年度事業実施報告年度事業実施報告    事務局長 齊藤鷺鉄  

 平成９年９月、大阪府下狭山ニュータウン

の一隅で“産声”をあげた小さな詩吟教室が

その後も一歩一歩力強く着実な前進を続け、

平成１５年１１月には関西吟詩文化協会総本

部から「大阪伸友支部」として正式に承認さ

れ、「鷺伸吟詠会大阪伸友支部」として新たな

る第１歩を踏み出しました。 

 爾来十有余年が経過し、平成 25 年には「大

阪伸友支部創立 10 周年」を迎え“記念大会の

開催”や“記念誌発刊”等の記念事業を実施

できるまでに成長いたしました。 

因みに平成 27年４月時点での《本部登録会

員数》は 55名。まだまだ満足できる状況では

ありませんが「鷺伸吟詠会」の一翼を担える

支部としての“形態”を整えつつある現況で

ございます。 

 こんな「大阪伸友支部」が創立以来例年実

施している会員相互の交流増進と研鑽の為の

事業は、次の３件が中心です。 

 【吟詠研修会】：例年７月～８月開催 

 【吟行会】  ：10月開催 

 【初吟会】  ：１月開催 

これらの“事業”の企画・進行は会員全体

の分業であり、現在活動中の８教室を“３グ

ループ”に編成し、３年周期で全ての“事業”

を体験できるよう配慮しております。 

以下平成 27年度の「３事業実施報告」をい

たします。 

Ⅰ．【吟詠研修会】開催 

 開催日：平成 27年 8月 22日（土） 
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 会 場：関西吟詩文化協会総本部会議室 

 参加者：伊東支部講師及び会員 30名 

 ご来賓：関西吟詩総本部 室屋鷺幽副会長 

 午前中は、会員各位の日頃の吟詠研鑽の結

果発表の場としての《会員吟詠（独吟）》と、

関西吟詩関連“合吟競吟大会”出場を目指し

新たに編成された男女合吟チームの《律詩合

吟》披露を中心として展開。午後からは、ご

来賓の室屋鷺幽副会長の「関吟あれこれ」と

題した講演と、伊東支部講師の「“李白”詩と

酒と旅について」の講義を拝聴。有意義な一

時を共有いたしました。 

Ⅱ．【京都吟行会】の実施 

 開催日：平成 27年 10月 3日（土） 

 目的地：京都市内散策 

 大阪伸友支部の「吟行会」も昨年で第１２

回目の開催となりました。第１回の「富士山

１泊吟行会」に始まり１泊吟行会を４回、日

帰り吟行会も７回開催してきました。 

『何処へ行く？』との協議の場で、今や世界

で最も関心の高い観光地は？と話題になる“

京都散策”が急浮上。一番近くで意外と候

補地に上がらなかったのが不思議なくらい

の超穴場！実施検討の中で直面した問題は

当日の移動手段の確保・・・。世界一の観

光地であり訪問先の立地も交通量や意外と

狭い道路事情等バス等の大型車両の接近を

許さないところも多くその対策に苦慮。解

決策は担当幹事の“足”での調査から“タ

クシー”の活用案が浮上。結果として予期

以上にスムーズな移動が出来、好天にも恵

まれ素晴らしい吟行会となりました。 

 洛北の石川丈山所縁の“詩仙堂”を皮切り

に（「富士山」吟詠）“千本ゑんま堂”（「後夜

聞佛法僧鳥」吟詠）“北野天満宮”（「九月十日

」吟詠）“本能寺”（「本能寺」吟詠）と順次南

下して行きました。昼食は京都五花街の一角

“上七軒”の“くろすけ”で豆腐と湯葉料理

に舌鼓を打ちました。 

Ⅲ．【第１１回新年初吟会】開催 

 開催日：平成 28 年 1月 23日（土） 

 会 場：ザ・グランドティアラ大阪 

      ６階“マグノリアの間” 

 参加者：支部講師及び会員 39名 

     ご来賓  ３名  計 42名 

 ご来賓：関西吟詩総本部副会長・常務理事 

             安藤寿真先生 

     淞苑会会長   中谷淞苑先生 

     哲菖会副会長  中島菖豊先生 

 年が明け全国的に厳しい寒さが続く中、安

藤先生は初めてのご出席、中島先生は昨年に

引き続いてのご参加、中谷先生に至っては第

１回以来の連続ご参加！ 只々感謝！感謝！

の極みです。 

 こんな先生方の温かい励ましを受け、参加

会員も開会 30 分前には全員集合という力の

入りよう！ 山本翔伸支部長の“開会の言葉

に引き続き“会員吟詠”の熱吟が始まりまし

た。そんな中で今回初吟会の目玉の一つにな

ったのが“書道吟”の復活でした。 

昨年４月“日本習字協会教授”の肩書を持
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つ大坂翠峰さんが南茨木教室に入会されたの

がきっかけとなりました。９月に開催された

地元公民館文化祭に「杜牧作 山行」を“掛

け軸”として出展されていたのを拝見した筆

者との間で“書道吟”の話題に進展。大坂教

授の関心も高まり今回実現したものです。 

じっくり構想を練り書き上げる“書”の世

界から、約２分間の時間内に仕上げる必要の

ある“書道吟”への切り替えに苦労されたよ

うですが、この経験を生かして今後も大阪伸

友支部初吟会の名物“書道吟”として育てて

いけたら良いなと思った次第であります。 

大会は会員各位の“独吟発表”とご来賓先

生方の“絶句と律詩のご範吟”をお聞かせい

ただき、昼食後は会員・ご来賓入り乱れての

“懇親会”。 中でも中谷淞苑先生先導での“

河内音頭”の演舞と伊東先生とご来賓先生方

との“カラオケ合戦”でヒートアップ！ ア

ッと言う間に“閉宴”を迎えました。 

これからも伊東先生のご指導の下“仲良く

楽しく伸び伸びと”との大阪伸友支部精神を

堅持して一層の精進を重ねよう！そんな意欲

が湧き出るような初吟会となりました。 

以上 

    

 

北九州支部 

創立創立創立創立 35353535 周年記念大会及び偲ぶ会を終えて周年記念大会及び偲ぶ会を終えて周年記念大会及び偲ぶ会を終えて周年記念大会及び偲ぶ会を終えて    北九州支部 支部長 岩本柏崇 

 平成 27年 11月 1日（日）北九州市小倉北

区許斐クラブにおいて、鷺伸吟詠会会主会長、

伊東鷺伸先生をお迎えして、鷺伸吟詠会北九

州支部創立 35 周年記念大会及び恩師松尾伯

伸先生を偲ぶ会を開催いたしました。 

 記念大会に先立ち、5月 29 日逝去されまし

た北九州支部講師、松尾柏伸先生を「偲ぶ会」

を開催、生花に囲まれた遺影に佐伯柏泉支部

講師、鷺伸吟詠会会主会長伊東鷺伸先生より

弔辞を頂き、続いて恩師松尾柏伸先生のご長

男松尾博文様よりお礼の言葉を賜りました。 

引き続き支部会員の献花となり、最後に恩

師松尾柏伸先生がよく詠われた「聞荒城月夜

曲」を全員で合吟して偲ぶ会を終了しました。

きっと恩師松尾柏伸先生も泉下で喜んでいた

だけたことと思います。支部会員の心の奥に

いつまでも恩師松尾柏伸先生は生き続けるこ

とと思っています。 

 会場設営後、大会テーマ「未来へ継承」と

題して、鷺伸吟詠会北九州支部創立 35 周年記

念大会を開催しました。大会は、佐伯柏泉支

部講師挨拶に始まり、続いて鷺伸吟詠会会主

会長伊東鷺伸先生より未来へ向かっての励ま

しのお言葉を頂きました。恩師松尾柏伸先生

の遺志を引き継ぎ吟詩道の普及と発展に努め、

次世代へ継承してゆかねばならないと考え、

テーマを「未来へ継承」としました。 

 会員吟詠は、人生の教訓詩 11 題をミニ構成

吟として、合吟及び独吟の形で進行しました。

会主会長伊東鷺伸先生のご範吟を頂き、最後

に恩師松尾柏伸先生がこよなく愛された松口

月城作「母」を北九州支部理事の合吟でミニ

講師吟を締めくくりました。 

 大会も順調に終了し、続いて祝賀会となり

ました。しばらく歓談の後、カラオケも始ま

り大変盛り上がりました。宴たけなわで会話

も弾むなか、「ふるさとは今も変わらず」を全

員で合唱となり、祝賀会もお開きとなりまし

た。詩吟という趣味を共有する各教室の仲間

と語り合い、また酒を酌み交わしながら楽し
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い有意義な時間を過ごすことができました。 

 鷺伸吟詠会北九州支部会員は、恩師松尾柏

伸先生が灯した「詩吟の灯火」を受け継ぎ、

これからも未来へ向かって灯し続けます。 

 「未来へ継承」 感謝 

    

東尾張支部 
中京支部交歓会に参加して中京支部交歓会に参加して中京支部交歓会に参加して中京支部交歓会に参加して                副支部長 伊藤理伸 

 晴天に恵まれた平成 27年 5月 31日（日）

に東尾張支部・中京支部交歓会が名古屋中区

アパ・ホテル錦会場で総勢 71名の参加のもと

盛大に開催されました。楽しみに待ったこの

日は、定刻通り全員集合し、和やかな雰囲気

の中、午前 10時に式典が始まりました。 

開会のことばは東尾張支部長の加納先生の

元気溌剌とした発声により「本日は大安吉日

のたいへん縁起の良い日で、交歓会は大成功

を収めるでしょう‼」との力強い宣言に会場は

一気に盛り上がり活気づきました。続けて、

国歌斉唱・黙祷・会歌合吟等々、順調に進み

ました。 

 そして交歓吟詠の第一部は、決められた吟

題の絶句 6題を、両支部混合で「本数」別に

分かれ合吟しその吟声は熱気があふれ、会場

内に響き渡り、強い感銘を受けました。 

 続いて、第二部は連合吟、やはり決められ

た律詩を新人からベテランまで両支部混合で、

2名または 3名の構成で熱吟しました。最初

は、互いに知らぬ間柄でも、吟を通じての短

時間の打ち合わせで、見事な吟詠を成し遂げ

た満足感は良き想い出となると思いました。

中でも高齢にもかかわらず、凛とした態度、

吟声で吟じられた方々に会場一同感動した場

面もありました。また、日常の健康の賜物と

自分自身に感謝できることと言えましょう。 

 「締め」として、東尾張支部講師久田老伸

先生・中京支部講師黒川幸伸先生に「ご範吟」

をいただき、一同感激のうちに終幕しました。 

 そして、休憩後は楽しい懇親会となり、中

京支部、小通綾伸先生の元気な「乾杯」の音

頭で始まりました。両支部会員同士の話題も

弾み、酒席も一段と活気を増したところで、

伴吟・東尾張支部高須芦韶先生、詩舞・中京

支部安達菫伸先生の、李白作「蘇臺覽古」の

華やかで絶妙な舞台にうっとり、静寂の後、

大きな拍手で宴席も大いに盛り上がり、続い

て会員お得意の「カラオケ」三昧では、のど

自慢の披露が続き、時間の経過も忘れるほど

で、楽しさを満喫した良い一日でありました。 

名残のつきない中、両支部の発展と末永く

固く結ばれる「絆」を大切に・・・を約束し、

再開を期待し閉会としました。 

 最後に、早期から行事の企画・立案に尽力

された両支部の実行委員・役員並びに支部講

師の先生、会員の皆さまのご協力、ご支援に

心から感謝いたします。有難うございました。 

 

熱田神宮奉賛会に参加して熱田神宮奉賛会に参加して熱田神宮奉賛会に参加して熱田神宮奉賛会に参加して           みどりが丘分会講師 寺東有岑 

9 月 21日熱田神宮文化殿において、神宮奉

納詩吟剣舞大会が開催されました。主催は熱

田神宮奉賛吟剣詩舞道連盟（連盟会長は熱田

神宮権宮司 宮田理博様）で、昭和 36年発足

以来半世紀余り続けられてきた由緒ある大会

です。また本連盟は元旦御垣内奉納吟詠を正
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式行事として毎年執り行なっています。 

 本日の大会は9会派約80名参加のもとに盛

大に挙行されました。私たち関西吟詩文化協

会は受付係として8時30分より業務につきま

した。9 時 30分より当日参加者全員垣内参拝

の後、［連盟詩］を大合吟しました。 

 さあ～10時より奉納大会の開始、私たちの

出番は 2番目です。一瞬緊張が走ります。 

「晩秋弄晴」を伊藤理伸先生の指揮で男性 5

人の合吟です。壇上では皆落ち着いた様子で

す。 

新都山流大師範中山先生の尺八伴奏で始ま

りました。////////熱田の杜に響け熱田の杜に響け熱田の杜に響け熱田の杜に響け    この吟声この吟声この吟声この吟声////////    

一所懸命に吟じました。終わると拍手の中、

お互いに安堵の気持ちと満足感に浸って降壇

しました。式典の後、午後の部に加納瑁伸先

生が、熱田神宮御神詠「桜花散りなん後の形

見には 松にかかれる藤をたのまん」を美声

で朗々と吟じられました。大会終了後、抽選

会があり、夫々賞品を手に 3時半ごろ解散し

ました。1900 年の神宮神域で詩吟を奉納させ

て頂いたことに深い感銘を受けました。感謝

感謝です。 

 
加美支部 

私たちの活動私たちの活動私たちの活動私たちの活動    あかねが丘学園詩吟クラブ 稲村鷺鷹

私たち「あかねが丘学園」支部最大のイベ

ントは、秋に開催される『学園祭』における

実践活動発表である。今年は我々が各種施設

に行き、ボランティアとして発表できるもの

を作成してみた。 

今年の大河ドラマ『花燃ゆ』は「吉田松陰」

そのものではなく、妹「杉文」の目を通して、

兄「寅次郎」の生き様や時代背景をドラマに

したもので、この壮大なドラマを１５分に纏

められる筈もなく、『吉田松陰』その人に焦点

を当て、構成吟風にまとめ、舞台発表としま

した。 

 「さて、「吉田寅次郎」は、『萩藩』に居て

も聞こえてくる世の中の動きやうねりを感じ

ておりました。『黒船』の来航や隣国の『清』

が一部とはいえ『英国』に侵食統治されたこ

となど・・・日本の危機を感じた『寅次郎』

は『江戸』に行き、『佐久間象山』に出会いま

す。そして、『神田』『お玉が池』にあった『象

山書院』の門下生となり、学びました。『佐久

間象山』の詩に『漫述』と言う詩があります。

その詩で『象山』は「私を非難する人も嘲り

笑う者も皆様方の意にお任せします。天が私

を知ってくれています。他人に理解してもら

おうと思っていません。」と詠んでいます」と

のナレーションで『佐久間象山』の『漫述』

を合吟致しました。続いて、ナレーションを

入れます。「『松陰』が藩の許可なく日本国中

を旅行したり、黒船に密航を企てた為、投獄

されたこと。許されて出獄し、『松下村塾』を
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開いたこと」など、そして『松陰』の心の一

端をしるした詩として『楠公墓前作』、二十行

詩の前八行を連合吟で続けました。 

 「日本に国難が迫っているとき、国を憂い

て忠節に散った『正成』の精神にうたれ、墓

を立ち去りがたいと詠み、また、『楠公』の精

神は今も生き続けていると詠っている。」とナ

レーションを入れております。 

 最後に、『松陰』は、『井伊大老』が暗殺さ

れた『安政の大獄』に連座し、『小塚原』で処

刑され一生を終えますが、私たちの発表も『松

陰・辞世の歌』の和歌を女性二人に前詠と後

詠を担当していただき、発表を終わらせて頂

きました。 

 

『身はたとひ 武蔵野野辺に 朽つるとも 

    とどめ置かまし 大和魂』   完 

 

中京支部 
一泊吟行会に参加して一泊吟行会に参加して一泊吟行会に参加して一泊吟行会に参加して    香坂分会 高垣幸男    

私は、コミニティセンターで詩吟教室が開か

れていることを知り、平成 26年 12月に鷺伸吟

詠会・中京支部の香坂分会に入会しました。 

 10月 25日～26 日の一泊吟行会に、初めて参

加させて頂きました。 

 新幹線名古屋駅西口よりシャトルバスで、２

５名、目的地の南信州・昼神温泉郷「伊那華」

に向けて出発しました。車中、和やかな雰囲気

のなかで話も弾みました。途中の景色は、紅葉

前の黄色でした。ホテル「伊那華」は中日ドラ

ゴンズの定宿となっており、歴代の写真や絵画

が展示されていました。宴会までの間、黒川幸

伸先生の色々なお話を聞くことができました。

宴が始まり、食べきれない料理とお酒で大変満

足致しました。宴もたけなわの中でカラオケも

始まり、それぞれ得意な歌を披露していました。

楽しい宴会もお開きとなり二次会は別室で、黒

川幸伸講師による講義と談話があり、皆さんが

熱心に耳を傾け、質問をしたりして有意義な一

刻を過ごしました。 

翌朝、土産の買い物やカラクリ時計前での記

念撮影をしたりしました。 

朝食を済ませ、「人形劇のまち」と言われて

いる信州飯田に向けて出発。 

人形美術館に入場して、三国志や平家物語の

人形を見て、その素晴らしさに感動しました。

楽しみの昼食は、ソバ処「あずさ」にて名物料

理を食し堪能。あと帰路につき名古屋に無事帰

着して散会となりました。 

入会間もない私は、皆さんと話をする機会も

少なくて、今回の一泊吟行会に参加して大変有

り難く、また参加したいと思っています。 

 
香流コミセン祭り香流コミセン祭り香流コミセン祭り香流コミセン祭り                                                                        香坂分会 中島 巌 

香流分会の詩吟教室は、名東区のコミュニ

ティセンターにて毎週開催していますが、使

用会場としてお世話になっているこのコミセ

ンにて、設立 10 周年記念としての地域イベン

ト「コミセン祭り」が平成27年4月 26日（日）

に開催されることになりました。 

香坂分会にも出演の依頼がありましたので

参加させていただくこととしました。 

出演するからにはということで、教室では

一人一吟ということで、吟題を決め（ＣＤ伴

奏もつけて）しっかりと練習をしました。又、

当日は、安達先生に詩舞での応援参加いただ

けることとなりました。 

開催当日は晴天に恵まれ、沢山の人が来館
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されました。私達の出番は午後１時から 30

分程でしたが会場に用意された席は一杯で立

って聞いてくださる方もありました。 

香坂分会の教室には入会されて間のない会

員さんもいて、人前で吟をするのは初めてと 

いう方もいましたが、プログラム通り、日頃

の練習の成果をだせたミニ発表会のような進

行となりました。 

 今回、参加出演して良かったと思える事は、

参加会員各自が一人一吟ということで、繰り

返ししっかりと練習をすることにより、それ

が各自の吟力向上にもつながり、人前でも落

ち着いた吟をするための良い練習道場となっ

たのかとおもいます。 

 入会間のない会員さんも、すっかり自信を

つけることが出来たようです。又、これが詩

吟の案内広報にもなって、後日教室へ新規入

会希望として訪ねてくださる方があると、更

に嬉しいのですがなどと思っています。 

 
名古屋西支部 
名古屋西支部「吟行会」名古屋西支部「吟行会」名古屋西支部「吟行会」名古屋西支部「吟行会」    副支部長 伊藤心伸 

平成27年10月 19日（月）～10月 20日（火）、

名古屋西支部第 2回目の「研修吟行会」。 

西窪先生の企画をにより、「2000 年の昔か

ら神様が鎮座される」という 5月にサミット

が行われる地「富久湖」の宿へ 1泊 2日でま

いりました。 

 名駅、10時出発。「バロー戸田店」11時合

流。ハプニングもあり少し遅れましたが、無

事出発。 

車中では、支部講師・支部長のご挨拶をい

ただき、西窪先生、石井先生の差し入れの飲

み物・おつまみ、皆さんからの差し入れと・・・

和やかなひと時。 

鳥羽水族館に到着。観光と昼食、そして目

的地「富久湖」の宿に。各部屋に荷物を置き、

早速広間にて研修会。Ａ１号より頭出しをみ

んなで合吟。声を出しお腹も空いたところで

待ちに待った懇親会。支部講師・支部長のご

挨拶後、まず乾杯。美酒と美味しい料理をい

ただき、美女４名によるフラダンス。すずら

ん分会の皆さんによるとっても可愛い「おて

もやん」。カラオケと宴たけなわ、時間の流れ

の早い事。それぞれの部屋に戻って、気の合

った人たちとのおしゃべり、親睦を計り明日

の予定を楽しみにおやすみなさい・・・。 

２日目は「富久湖」の宿を後に、（人気のパ

ワースポット）「相差・海人資料館」と「石神

神社」参拝。夫婦岩見学。ショッピングセン

ター「二見プラザ」。伊勢神宮内宮参拝。皆様

のご健勝と吟道の益々の発展を祈念。あなた

と私の健康は家族の宝。自己管理（進んで検

診）。心身共に健康であるからこそ吟道にも精

進することができる。 

「おかげ横丁」を散策。「手こね茶屋」にて

昼食。帰りの車中では、先生方の差し入れの

品物で「ビンゴゲーム」。あっと言う間に「バ
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ロー戸田店」、名駅に無事到着。 

 皆さまの温かいご協力により、吟行会も無

事終わることができました。天に恵まれ、人

に恵まれ家族に恵まれ、人に役立ち・・・吟

の道、健康に感謝。２日間ありがとうござい

ました。 

 すずらん分会  筒井 渡支代（心珠） 

  ・沸々と 志摩の潮噴く 牡蠣を食む 

  ・小春凪 うつつうつらの 夫婦岩 

  ・朝市の姿 トロ箱にうるめ干し 

 

「第「第「第「第六六六六回あま市文化祭・芸能発表会」回あま市文化祭・芸能発表会」回あま市文化祭・芸能発表会」回あま市文化祭・芸能発表会」    美和分会 熊原資伸 

 平成 27年 11月 8日（日）「第六回あま市文

化祭・芸能発表会」が、あま市美和文化会館

大ホールにて開催されました。美和詩吟クラ

ブとして、美和分会・美木分会・佐織分会、

揃って参加致しました。38回連続の参加とな

ります。 

 今年の構成吟は、「日本三景」に決定。石井

磊伸名古屋西支部長の演出指導のもと、夜間

二回の合同練習とリハーサルを行い本番に備

えました。 

  

美木分会 古里磊貴さんのナレーションでス

タート。 

① 厳島「海亀の背中に似たる厳島 

    たなびく雲が楼台つつむ」 

女性合吟 前口上は中島玫伸さん 

② 天の橋立「青々と輝く海に松六里 

      天橋立天下の景勝」 

男性合吟 前口上は田中磊遊さん 

③ 松島「松島の海は瑠璃色平らかに 

 浮かぶ島々青いほら貝」 

男女全員合吟 前口上は橋本磊海さん 

最後は、古里 磊貴さんの「一同、礼‼」で

締めました。 

終了後、会場を「とんかつ・みわ」に移し

て、反省会と一吟懇親会。全員が一吟づつ、

楽しい充実した時を過ごせました。詩吟に、

「感謝」「感謝」です。ありがとうございまし

た。 

 
合同誕生会・忘年会合同誕生会・忘年会合同誕生会・忘年会合同誕生会・忘年会                       すずらん佐屋分会 井後愛子 

  

 12月 18日、「すずらん」分会と「すずらん

佐屋」分会合同の誕生会・忘年会がありまし

た。 

二つの分会が交互に会場を探し、今回は「す

ずらん」分会の担当。電車を利用できるよう

にと、ＪＲ「春田」駅近くに用意されました。 

初めは一吟会として、年三回行っている誕

生会です。今回は、9 月から 12月生まれの人

たちです。いつも先生からのプレゼントがと

っても楽しみです。 

全員が揃って元気に、吟あり  歌あり

♪・・・で楽しく吟納めができたことに感謝

です。 
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名古屋南支部 
親睦吟行会は吉良へ親睦吟行会は吉良へ親睦吟行会は吉良へ親睦吟行会は吉良へ                  緑分会講師 城所桶伸    

11 月 8 日（日）名古屋南支部第２回目の吟

行会が開催され、三河吉良温泉行となりまし

た。 

天気は昨年同様雨降りでしたが、40 名と多

くの方に参加して頂き、バスは補助席も満員

状態となるほどの熱気溢れる吟行会でした。 

年末恒例になっている赤穂義士討ち入り

時期を前にして、悪者役の吉良上野介義央を

テーマにした吟行会の為、バスが発車すると

早速講師による取次が始まり、吟題は吉良上

野介義央作の和歌をご指導して頂きました。 

「雨雲の 今宵の空に かかれども  

晴れ行くままに 出ずる月影」 

そして観光地は吉良家ゆかりの黄金堤、華

蔵寺、花岳寺であり、黄金堤では幹事さんの

勉強した知識を十分に披露してくれました。

また、華蔵寺では住職さんから吉良上野介義

央にまつわるお話を聞くことが出来ました。 

宴会場「吉良かん」に着くと、すぐお酒が

入り土地柄「人生劇場」「刃傷松の廊下」から

始まり、「星影のワルツ」までアッという間に

楽しいひと時を過ごすことが出来ました。 

帰りは「一色魚広場」に寄り、お土産や自

分の酒の魚を買い求めて、帰路につきました。 

残念だったのはアルコールが入っている

のと時間が少なかった為、折角の温泉に入れ

なかったことでした。また今回はテーマが「吉

良上野介義央」で一貫していたことで判りや

すく楽しい吟行会になりました。 

参加した会員さんからの感想を紹介しま

す。 

「バスに乗り込む  エッ ? まさかの補助席 

びっくりぽんや！ 最初の立寄り地、吉良公

の一夜で造ったと言われる黄金堤 ここで一

詩閃く」 

    

～豊田分会この頃～～豊田分会この頃～～豊田分会この頃～～豊田分会この頃～    豊田分会講師 原山正山 

●「学んで時にこれを習う。亦、喜ばしから

ずや。友あり、遠方より来る。亦、楽しから

ずや。人をしてうらみず。亦、君子ならずや。」

論語－。 

●「下戸上戸ゐて鮟鱇(あんこう)の鍋滾(た

ぎ)る」島津余史衣 

●多くの人・書物から学んだが、身に付いた

ものは自ら工夫したものだけ。 

趣味を同じくする者、遠近より集いて習う。

楽しいではないか。上手下手を競うな。自分

が気付いて自分の課題に挑戦する。 

豊田分会はそんな雰囲気？。 

①最近は、老人会・老人ホーム慰問・地区の

催し物・結婚式などで、律詩を吟ずる機会が

増えています。４分のドラマを作り上げたい。 

②「ミ・ファ・ラ・シ・ド」の和音階は日本

人の心に響きます。正しい音階を注意深く練

習しています。 

③気分を変えて、今年は、頼山陽の「日本楽

府」を輪読しています。３年位、かかるかな。 
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愛知やわらぎ支部 
紅葉、温泉、地酒に酔う紅葉、温泉、地酒に酔う紅葉、温泉、地酒に酔う紅葉、温泉、地酒に酔う～～～～心も身体もホッ心も身体もホッ心も身体もホッ心も身体もホッ    和分会 浅井和子 

楽しみにしていた吟行会 10月 12～13日 

当日は素晴らしい秋晴れの下、奥飛騨温泉

郷へ名古屋 7 時出発。 

紅葉のため 41号線を北上。窓中からの景色

は色とりどりのコスモスが風にゆらゆら心地

良さそう、色づいた柿の実がいっぱい、食欲

の秋、花が咲き・・・もう岐阜県白川村へ。 

ここはお茶で有名な白川茶。お茶の香りに

誘われてお店へ。ほんのり香る甘く暖かいお

茶を一杯いただき、つい美味しかったので皆

が買い物。 

ここを後にして、ブナの原生林。見渡す限

り、赤、黄、だいだい色の中にあららぎ湖。 

川底からキラキラ煌めき、木々も負けじと

葉の色濃く染める大自然の中での昼食。先生

の手作り混ぜご飯、温かい具沢山の味噌汁、

つけものなど美味しくお代わりしごちそうに

なりました。吐く息も白く寒かったので熱い

熱いコーヒーも最高。湖畔から山に向かって

「富士山」合吟。周りの方から「大きな声で

健康にいいわね」と声を掛けて頂き、また高

校クロスカントリー部の学生と体力作りに来

ていた先生も拍手パチパチして下さったので

「ありがとう」とお礼を・・・「スキー頑張っ

てね」と言ったら「ありがとう」とのこと。

山の中で素敵な出会いが・・・「これも詩吟の

お陰。気持ちいいねー良かったねー」と車中

での会話。 

だんだん奥飛騨の山が迫って来る。ここも

紅葉がすごい赤、黄のもこもこジュ―タンを

敷きつめたようで・・・「わーすごい！わーき

れい！」と感動の連続。その紅葉トンネルを

抜けると今日のお宿。 

こんこんと湧き出る湯にゆったり。日頃の

疲れ、心も身体もホッと解きほぐす湯でした。

ゆっくりした後はいよいよ一吟会、巻頭言、

会歌合吟、自分の好きな吟を・・・教室と違

って前で吟ずるとドキドキ緊張感がありまし

たがたのしい一吟会でした。楽しみにしてい

た料理の香りが漂ってきました。飛騨牛、ピ

ンピン尾が動いているイワナのさしみ、熱々

鍋物、山菜など。先生の挨拶、服部さんの音

頭で乾杯、乾杯。運転さんお疲れ様、また乾

杯。ここまで来ていただく料理美味しく最高。

だんだん地酒でいい気分に・・・今まで行っ

た旅先などの話はつきる事もなく夜はふけ

て・・・おやすみ。 

朝食の時、御主人が「昨夜はにぎやかで楽

しそうでいい仲間の会ですね。今からでも吟

じて下さい」と言って下さったので出発前に

「山行」を合吟。 

家族皆なで聞いて下さり良いおもてなしの

お宿でした。お宿を後にしノーベル街道、神

岡道の駅に 1000 メートル地下にニュートリ

ノ光電子増倍管、一万個の中の一個がここに

展示し、ゆっくり見学することが出来ました。

難しいことは分かりませんでした。雄大な大

自然と共に紅葉、温泉、地酒に酔う。楽しい

思い出の吟行会でした。 

これも詩吟、先生、良い仲間のお蔭と感謝

し事故もなく名古屋へ。人の輪を大切にして

いる和分会です。これからも宜しくお願いし

ます。 
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編集後記                             広報部長 権田 啼伸 

皆様、吟好第 101号をお届けします。 

今回は、我が広報部員の活躍により、ほとんどの原稿が締切りの１月末には集まっておりました。

それなのに、ああそれなのに、また例年のごとくぎりぎり、と言うよりもタイムリミットを過ぎて

もまだ印刷に回せません。今、この吟好を皆様が読んでくださっているということは、無事発行さ

れたということです。でも、これを書いている今は、まだ終わらずに焦りまくってパニックになり

そうです。 

それはさておき、皆様、毎月の鷺伸吟詠会ニュースは読んでいただいていますよね。 

伊東鷺伸会主･会長先生も巻頭言で触れていただいておりますが、毎月の鷺伸吟詠会ニュース、年

１回発行のこの吟好、それからホームページと、これらはみな、私たち広報部が発信しています。 

鷺伸吟詠会ニュースには、毎月の、皆様にぜひ知っていただきたいニュースが満載です。この吟

好には、１年間の各部、各支部の活動報告などが写真入りでぎっしり載っています。今回は紙面の

都合で載せられませんでしたが、俳句、短歌、漢詩、写真や絵画などの皆様の作品も以前のように

載せたいと思っています。写真がきれいなので予算が許せば全ページカラーにしたいんですけどね。 

ところで、そのニュース、吟好に比べて、ホームページについては、まだまだ活用されていると

は言い難い状況だと思っています。鷺伸吟詠会ホームページは、すでに一昨年の 10月に開設され、

少しずつ進化を遂げて来てはおりますが、訪問者数はいまだ 1万 6千人程度です。見ている方は何

度も見ておられるでしょうから、いつも見ていただいている方は、百人もいないのではないでしょ

うか。 

皆様、今からでも遅くありません。パソコンを買ってホームページを見てください。つい最近、

関西吟詩のＣＭ動画も見られるようになりました。伊東先生の吟詠も聞くことができます。撮った

写真はどんどんアップしていくようにします。鷺伸吟詠会の会員のすべてがホームページを見るよ

うになれば、紙のニュースや吟好は要らなくなります。実際、そんなことにはならないと思います

が、多くの皆様にホームページを活用していただきたいと思っています。ご意見、ご要望をお待ち

しております。 

 

（表紙写真撮影：寺東有岑「平安神宮 神苑の櫻」） 
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宇佐美扇蓉・西尾凱光・寺東有岑・石嶌肯伸・野田恒朝・松波篝伸 

 平成 24 年、関西吟詩文化協会は、念願の公益社団法人の認可を受け、さらに新たなステ

ージへと踏み出しました。また、鷺伸吟詠会も、鷺伸吟詠会 5 周年・名古屋支部 50 周年と

いう節目の年を経て、名古屋地区 9 支部、大阪地区 2 支部、九州地区 1 支部の 12 支部とな

っています。 

 昨年、機関誌「吟好」は 100 号記念号を発行し、今年は第 101 号として、心新たに、新し

い世紀を迎えました。 

私たちが詩吟を学ぶ目的は、ただ詩吟がうまくなるためだけではありません。詩吟の修練

を通じて心胆を練り、己を磨いてより良い人生を作り出すことにこそあります。 

また、私たちは公益社団法人の一員として、詩歌吟詠の普及をとおして、社会に貢献する

ため、思いを同じくする人を求めて多くの方々の入会をお待ちしています。 

あなたも詩吟をはじめてみませんか？ 
 下記の発行元へお問い合わせください。100 余箇所の練習所で「すてきな仲間」の笑顔が

あなたを待っています。あなたの歌声が聞きたいと！ 


