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6月の行事予定 

4日 土 作詩教室 前期③ 熱田図書館 

4日 土 総本部総会  

5日 日 師範代・準師範競吟大会・師範大会 名古屋市港区役所 

12日 日 吟詠普及研修会・推薦師範講習会  

18日 土 総本部理事会  

25日 土 支部長会議・支部講師研修会・常任理事会 名古屋港湾会館 

25日 土 愛知県吟剣詩舞道総連盟 吟詠講習会 名古屋市教育センター 

26日 日 総本部昇格試験（地方） 賀城園 

7月の行事予定 

2日 土 作詩教室 前期④ 熱田図書館 

3日 日 本部昇格試験（師範） 大阪 

3日 日 VOX レコード中部大会 名古屋市教育センター 

9日 土 東明未来塾「東海コース」 名古屋港湾会館 

16日 土 本部理事会・白さぎ常任理事会会  

17日 日 本部昇格試験（準師範） 大阪 

17日 日 ビクターコンクール中部 津島市文化会館 

23日 土 常任理事会 名古屋港湾会館 

23日 土 東明未来塾（本部） 大阪 

24日 日 本部昇格試験（師範代） 大阪 

        

    

平成28年5月8日（日）18：00～20：35    名古屋港湾会館 第４会議室 

【協議事項】 

１．規約の一部見直しについて（小井理事長提案）                 （承認） 

２．役員改選の件（小井理事長提案）                       （了承） 

３．鷺伸吟詠会27年度決算及び28年度決算案（梶原財務理事）            （承認） 

４．鷺伸吟詠会28年度事業計画（梶原常務部長）                  （承認） 

５．その他 

【報告事項】 

１．本部理事会報告（平成28年4月23日分）（末松本部理事） 

  ①第５回 総会議案書の件  ②平成28年度事業計画  ③平成28年度予算 

  ④平成28年度 公認会の認定  ⑤平成28年度期首人数の確認   

  ⑥東明未来塾 今年度の進捗状況  ⑦平成28年熊本地震義捐金について 

２．各部（７部）決算報告・事業計画（各部部長） 

３．各部（青年部・女性部・華頂部）決算報告・事業計画（各部部長） 

４．東海地区連合会25周年記念行事の件（小井理事長） 

  ・日程：平成29年3月5日（日）  会場：サイプレスガーデンホテル（金山） 

平成28年度 公認 鷺伸吟詠会 第2回常任理事会 



５．東明未来塾「東海コース」の件 

  ・平成28年「東明未来塾 東海コース」の開催要項及び受講者募集案内（5月末締切） 

６．中京支部分会講師交代：すみれ分会 （退任） 石黒瀴伸⇒（新任）山口瀴醇 

【事業報告】 

5／ 1 東明未来塾 東海コース委員会（キックオフ）（名古屋港湾会館） 

5／ 7 作詩教室 前期②（熱田図書館） 

5／ 7 総本部婦人部80周年大会（ホテルニューオオタニ大阪） 

5／ 7 吟剣詩舞全国吟詠コンクール愛知大会（江南市民会館） 

5／ 8 鷺伸吟詠会常任理事会（名古屋港湾会館） 

5／14 総本部元老・相談役・参与会議、白さぎ総会・常任理事会 

5／15 総本部研修会（新教本研修） 

5／21 女性部幹事総会（イーブルなごや） 

5／22 鷺伸吟詠会 理事総会・全指導者研修会（東海市しあわせ村） 

5／28 総本部理事会・本部東明未来塾 

5／29 愛国詩吟総連盟中部大会（一宮スポーツセンター） 

 

 

 

 

日時：平成28年5月22日（日）10：00～12:00    会場：東海市しあわせ村 

【議 題】 

 第1号議案 平成27年度事業報告       第2号議案 平成27年度決算報告 

 第3号議案 平成27年度会計監査報告     第4号議案 平成28年度事業計画（案） 

 第5号議案 平成28年度予算（案）       第6号議案 規約一部改正 

 第7号議案 役員改選 

【議 事】 

 第1号議案から第5号議案まで慎重に審議を重ねて、全て原案どおり承認されました。 

 第6号議案、規約の一部改正についても承認されました。（別記） 

 第7号議案、役員改選については、各支部から推薦を受けた理事96人が承認され、役員選出につい 

ては、先ず選考委員会を選定、常任理事会構成員24人の選考が行われ承認されました。引き続い

て第1回常任委員会により役職を決定、原案どおり（別記掲載）承認され、会主から議会役員・

常任相談役・常任理事に委嘱状の授与があり、平成28年、29年度は28人体制で鷺伸吟詠会の運営

にあたることとなりました。 

   会員皆さまの絶大なるご支援ご協力をお願い致します。 

 

 愛国詩吟総連盟 吟士権競吟大会 結果報告 

開催日：平成28年5月29日（日）    会場：一宮スポーツ文化センター 

【ジュニアの部】準優勝  牧 紅葉（中京支部）全国大会出場、7月31日（日） 

【一般の部】  優 勝  沢田千鶴香（房詠）（東尾張支部）全国大会出場、9月18日（日） 

        入 選  森  民夫（穣山）（東尾張支部）全国大会出場、9月18日（日） 

        入 選  中村 雅典（纓照）（名古屋支部）全国大会出場、9月18日（日） 

【指導者の部】 入 選  髙木 昭子（炎伸）（名古屋支部）全国大会出場、10月2日（日） 

        入 選  片山 温子（纓伸）（名古屋支部）全国大会出場、10月2日（日） 

        入 選  金城 好英（琢伸）（名古屋城北支部）全国大会出場、10月2日（日） 

        優秀賞  舟橋 末光（廉伸）（知多半島支部） 

【シニアの部】 優秀賞  杉田 隆利    （名古屋西支部） 

※全国大会は、ジュニアの部7／31（日）一般の部9／18（日）指導者の部10／2（日） 

        会場はいずれも尼崎総合文化センターで開催されます。 

公益社団法人 関西吟詩文化協会 公認 鷺伸吟詠会（第9回） 

平成28年 定例理事会 



 

 

次のとおり承認されました。公認公認公認公認    鷺伸吟詠会規約鷺伸吟詠会規約鷺伸吟詠会規約鷺伸吟詠会規約に挿入・追加・修正をお願いします。 

改 正 前 改 正 後 

第５章 役 員 

（役員の設置） 

第12条 吟詠会に次の役員を置く。 

会主・会長1名 副会長若干名 理事長1名 

副理事長若干名 常務理事１名 事務局長1名 

常任理事15名以内 会計監査2名 

理事 第9章 第26条2項の定めによる定数と

する。 

 

 

（役員及び役員の任務） 

第14条 役員及び役員の支部との係わり 

会主・会長  1名 

 吟詠会を統轄し、親師範として指導者及び 

 会員の指導育成にあたる。 

第５章 役 員 

（役員の設置） 

第12条 吟詠会に次の役員を置く。 

会主1名 会長１名 副会長若干名 

理事長1名 副理事長若干名 常務理事1名 

事務局長1名 常任理事25名以内  

会計監査2名 

理事 第9章 第26条2項の定めによる定数

とする。 

 

（役員及び役員の任務） 

第14条 役員及び役員の任務 

会主  1名 

   会の創設者として会の発展にあたる。 

会長  1名 

   吟詠会を統轄し、会を代表する。 

 

 

平成28年5月22日～平成30年3月31日  一期２年間 よろしくお願い致します。 

役職名 定数 氏  名 

会  主 1名 伊東鷺伸 

会  長 1名 小井鶴伸 

副 会 長 若干名 岩月恵伸・黒川幸伸・末松恒伸 

常任相談役 若干名 吉水玉伸・山田扇伸・渡邉燕伸 

責任講師 1名 岩月恵伸（兼） 

理 事 長 1名 久田老伸 

副理事長 若干名 西窪誠道・木村虹伸・舟橋廉伸・森川源伸・片山纓伸 

常務理事 1名 梶原悠伸 

事務局長 1名 森 穣山 

常任理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

若干名 

(12名) 

 

 

 

 

 

 

 

【財務部長】安達菫伸        【指導部長】舟橋廉伸（兼） 

【渉外・統括】森川源伸（兼） 【渉外部長】片山纓伸（兼） 

【組織部長】木村虹伸（兼）会員増強推進チーム 

【事業部長】桑野楠伸・ボランティア活動チーム 

【広報部長】権田啼伸・ホームページ編集チーム 

【四部担当】西窪誠道（兼） 

≪渉外リーダー≫ ①高木炎伸・②石井磊伸 

【常任理事】四方田瓏伸・高木栄伸・高桑潤伸・加納瑁伸・村松秦伸 

吉田詔伸・二村伶伸  ＜以上常任理事会構成員28名＞  

相 談 役 

会計監査 

議  長 

副 議 長 

書  記 

各部部長 

3名 

2名 

1名 

2名 

2名 

 

狭間渓道・佐伯柏泉（北九州）室谷鷺瑛（加美） 

伊藤凱伸・金城卓伸 

伊藤理伸 

平野行伸・原山正山 

桐生暄伸・沢田房詠 

女性部：須田向伸   華頂部：中馬蓉伸   青年部：河野 文 

平成28年 定例理事会 第６号議案 

規約一部改正について 

公認 鷺伸吟詠会 新役員紹介 



 

平成28年5月22日～平成30年3月31日 一期2年間 

◎支部講師  ○支部長  ☆常任理事・常任相談役  ※新任 

名古屋支部 

15名 

☆小井鶴伸 ◎☆末松恒伸 ○☆片山纓伸 ☆梶原悠伸 中馬蓉伸  

☆四方田瓏伸 ☆髙木炎伸 ☆権田啼伸 山田岳瑞 山本岳耀 成田遉伸  

加藤湟伸 四方田琥伸 内藤学伸 ※藤岡袋伸 

名古屋城北支部 

8名 

◎☆岩月恵伸 ○☆村松秦伸 田口広伸 加藤薔伸 平松沙伸 金城卓伸 

  金城琢伸 飯見鯱伸 

知多半島支部 

14名 

◎☆舟橋廉伸 ○☆桑野楠伸 熊谷啓伸 久保俊伸 加藤凛伸 舟橋淵伸 

  須田向伸 平野行伸 磯部笳伸 小島遼伸 澤田樓伸 田邊聲善 

  神谷了伸 ※竹内聲希 

名古屋中川支部 

6名 
◎☆木村虹伸 ○☆高木栄伸 ☆山田扇伸 桐生暄伸 森 僚伸 ※野村枋伸 

東尾張支部 

9名 

◎☆久田老伸 ○☆加納瑁伸 ☆森 穣山 伊藤理伸 菊地沃伸 三島推伸 

埴崎葵伸 高須芦韶 ※沢田房詠 

中京支部 

8名 

◎☆黒川幸伸 ○☆吉田詔伸 伊藤凱伸 ☆安達菫伸 高清守伸 中島石源 

※内田北伸 ※山口瀴醇 

名古屋南支部 

12名 

◎☆渡邉燕伸 ○☆高桑潤伸 ☆吉水玉伸 榊原容堂 中谷逕伸 後藤如伸 

  木下斎伸 安東煉伸 原山正山 熊澤赫伸 城所桶伸 野田邦心 

名古屋西支部 

11名 

◎☆西窪誠道 ○☆石井磊伸 伊藤心伸 大西操伸 佐藤律伸 山田錐伸 

  松岡皎伸 平林霞伸 石嶌肯伸 鬼頭恵津伸 古川鋒伸 

愛知やわらぎ支部 

6名 
◎☆森川源伸 ○☆二村伶伸 渡邊太伸 山根瞭伸 服部澧伸 松波篝伸 

大阪伸友支部 

◎☆伊東鷺伸  ○山本翔伸 

北九州支部 

◎※佐伯柏泉  ○※岩本柏崇 

加美支部 

◎室谷鷺瑛  ○西村晶瑛 

 

平成28年度 公認鷺伸吟詠会 全講師研修会 

日時：平成28年5月22日（日）13：00～15：45    会場：東海市しあわせ村 

≪研修内容≫ 

①新詩 A66号-1 『辞世』吉田松陰 A66-2『獄中作』武市半平太 A66-3『詠楠公』日柳燕石 

②吟法・読み方の変更になった箇所の確認及び復習 

  ご指導：伊東鷺伸会主、岩月恵伸責任講師、末松恒伸副会長、久田老伸理事長  各先生 

 

理事長新任に当たって   新任理事長 久田老伸 

晴天の霹靂！ 

定例理事会２日前の5月20日、正副会長会議で新理事長に私を推薦する旨の内示がありました。 

元より浅学菲才の私です、そのような大役が務まるのか大変不安を感じましたので、ご辞退をしま

したが再度の要請があり、役員の若返りを図り次世代にバトンタッチをしていかなければこの危機を

乗り越えられないとの理由で口説かれました。 

5月22日の平成28年度定例理事会と第1回常任理事会で28・29年度役員改選が行われ、不肖私が理事

長と言う大役の任命を受けました。 

前任の小井鶴伸新会長が今まで立派な執行をされてきましたので、比較されるのが大変辛いものが

ありますが、会主、会長、副会長のご指導を頂きながら進めていけば間違いないと思っています。 

まだ引継ぎを受けていないため先ずは定例理事会で可決された諸行事を確実に遂行していかなけれ

ばなりません。 

任期２年間、中継ぎとして全力で職責を全うして行きますので、どうぞ皆様の温かいお力添えをよ

ろしくお願い申し上げます。 

（※小井新会長のご挨拶は次号に掲載いたします） 

公認 鷺伸吟詠会 新理事紹介 


