
鷺伸吟詠会ニュース 

２０１５年１０月１０日（第69号） 

発行：公益社団法人 関西吟詩文化協会 公認 鷺伸吟詠会 広報部 

（事務局）名古屋市中区丸の内三丁目20番5号 

（オアシス日向404号） 

TEL:052-951-8276  FAX:052-953-8732 

 

 

10月の行事予定 

１日 木 華頂部吟詠大会 賀城園 

３日 土 作詩教室 後期① イーブルなごや 

４日 日 愛国詩吟総連盟第二部全国大会 尼崎市 

11日 日 吟詠普及推進チャリティ 大東市立総合文化センター 

17日 土 後期第二回 新指導者育成講座 名古屋港湾会館 

18日 日 連吟競吟大会 知多市青少年会館 

24日 土 本部競吟参加者特訓会（師範代・準師範・師範） イーブルなごや 

24日 土 常任理事会 名古屋港湾会館 

25日 日 ビクターコンクール全国大会 岸和田市 

31日 土 女性部大会 イーブルなごや 

11月の行事予定 

１日 日 ＶＯＸ音楽吟詠名流大会（名古屋城北支部担当） 熱田神宮会館 

３日 火・祝 日総連中部地区吟詩舞道大会（名古屋西支部担当） 大府市勤労文化センター 

７日 土 作詩教室 後期②  

14日 土 本部競吟参加者特訓会（師範代・準師範・師範）  

14日 土 本部理事会・白さぎ常任理事会  

15日 日 全国新人中間層競吟大会 尼崎市エーリック 

21日 土 後期第三回 新指導者育成講座 名古屋港湾会館 

22日 日 本部研修会 交野市ゆうゆうセンター 

23日 月・祝 白さぎ女性部大会 大阪市太閤園 

28日 土 支部講師研修会  

28日 土 常任理事会  

 

 

平成27年9月26日（土）18：00～20：40  名古屋港湾会館 第4会議室 

【協議事項】 

１．創立10周年記念大会について（小井理事長） 

２．吟詠普及事業（愛知・三重地区）について（小井理事長・末松統括） 

 ・平成28年2月21日 会場：名古屋市北文化小劇場 吟詠研修会を開催します。 

 ・内容の企画（案）、役員（案）予算（案）を実行委員会にて検討中です。 

３．会員増強キャンペーンの件（木村組織部長、梶原常務部長） 

 ・会員カード、チラシについては各支部希望枚数を配布済み、配布の協力依頼。 

 ・会員増員キャンペーン実施提案書提出（次回継続審議） 

５．各事業の募集の件（石井支部長）：各種事業案内を開催3か月前には頂きたい。 

６．女性部大会の件（高木女性部長）：10月31日（土）開催の協力要請。 

平成27年度 公認 鷺伸吟詠会 第5回 常任理事会 



【報告事項】 

１．9月末時点での本部会員の推移（小井理事長）別記 

２．白鷺連合会常任理事会報告（小井理事長） 

 ・第55回白鷺吟詠の集い競吟大会：平成28年4月10日（日）会場：尼崎市エーリック 

 ・第3回白さぎ交流会の件：平成27年12月6日（日）会場：奈良市天理教旭日大協会 

  各支部から1名の参加要請。 

 ・第48回青年部大会：平成27年9月27日、第19回女性部大会：平成27年11月23日 

  新年互礼会：平成28年1月9日 会場：大阪リバーサイドホテル 

３．総本部・審査員・大会役員の件（小井理事長） 

４．本部理事会報告（末松本部理事） 

５．三公認会 交歓吟詠会の件（片山渉外部長） 

６．事業部会議報告（舟橋事業部長）：9月27日昇段試験 審査員・役員協力要請。 

７．広報部会議報告（議事録添付）（権田広報部長）：機関誌「吟好」平成28年4月1日発行に伴い各

支部へ投稿の依頼。 

【事業報告】 

9／ 5  作詩教室 上期⑤（イーブルなごや） 

9／ 6  昇段試験 名古屋中川支部・愛知やわらぎ支部 

9／ 6  本部研修会 

9／12  本部理事会・白さぎ常任理事会 

9／13  東明碑前祭 

9／13  昇段試験 名古屋西支部・中京支部・名古屋城北支部・名古屋南支部 

9／19  後期第一回 新指導者育成講座（名古屋港湾会館） 

9／20  昇段試験 知多半島支部・東尾張支部 

9／20  ＶＯＸレコード全国大会（名古屋市教育センター） 

9／21  哲菖会・攝友会・鷺伸吟詠会 交歓会（サイプレスガーデンホテル） 

9／21  熱田神宮奉賛剣詩舞道大会（東尾張支部担当） 

9／26  支部講師研修会・常任理事会（名古屋港湾会館） 

9／27  秋季昇段試験（4～10段）・支部講師懇談会・10周年準備員会（知多市青少年会館） 

9／27  白さぎ青年部大会 

 愛国詩吟総連盟吟士権者決定詩吟大会 結果報告 

文部科学大臣賞 第70回記念 

開催日：平成27年9月20日（日）     会場：尼崎市アルカイックホール 

【第一部・一般の部】 

 第四位  沢田千鶴香（房詠）東尾張支部   入 賞  河野 文 名古屋支部 

 

ヴォックス音楽吟詠会 コンクール 全国決勝大会 結果報告 

開催日：平成27年9月20日（日）   会場：名古屋市教育センター 

【第二部】（17歳～40歳まで）   

入 賞  石川 茉紘  名古屋城北支部 

【第四部】（61歳～70歳まで） 

 入 賞  田邊 邦善（聲善）知多半島支部  敢闘賞  磯部くまの（藝伸） 

【第五部】（71歳以上） 

 第四位  平野 眞一（行伸）知多半島支部  入 賞  小島 久代（遼伸） 

 入 賞  木村 正 （堅伸）知多半島支部 



平成27年度 吟功章授章者 

 

平成27年度 指導者昇格試験合格者 

受験日：平成27年 6月28日（日） 会場：賀城園 取得年月日：平成27年9月1日 

【師 範】四方田 実（琥伸）名古屋・名城    竹内 希彦（聲希）知多半島・宮津 

     田邊 邦善（聲善）知多半島・宮津   寺東 弘之（有岑）東尾張・みどりが丘 

     古川  晃（峰伸）名古屋西・弥冨   上田 君子（召伸）名古屋西・正色 

     武藤 正行（侯伸）名古屋・高見    鬼頭恵津子（恵津伸）名古屋西・正色明徳 

【準師範】勅使川原米子（粳伸）東尾張・富部戸部 森  民夫（穣山）東尾張・錦 

     高橋 清浩（瑁謳）東尾張・高森    石原みや子（都伸）中京・猪子石 

     平林 久江（霞江）名古屋西・正色東起 加藤 喜子（霞喜）名古屋西・正色東起 

     伊藤 明子（心優）名古屋西・すずらん佐屋 磯部くまの（藝伸）太多半島・東海若葉 

     犬飼 竹子（霞千）名古屋西・正色東起 安田 早苗（霞彩）名古屋西・正色東起 

【師範代】深谷しげ子（呻伸）知多半島・東海若葉 畠間 淑子（老寿）知多半島・やまもも 

     山口  醇（瀴醇）中京・すみれ       足立 一子（炎翔）名古屋・高見 

 

 

総師範 江田花都子（房伸）東尾張支部     森  澄子（石伸）中京支部 

    桑野九十郎（楠伸）知多半島支部    二村嘉代子（伶伸）愛知やわらぎ支部 

    大西  操（操伸）名古屋西支部  

高師範 大矢登美子（焉伸）中京支部      高桑 順次（潤伸）名古屋南支部 

    安東 忠義（煉伸）名古屋南支部 

上師範 森川 幸子（水伸）愛知やわらぎ支部  久保 俊男（俊伸）知多半島支部 

    加納 善枝（瑁伸）東尾張支部     波多野寅英（全伸）東尾張支部 

    須田 輝美（向伸）知多半島支部    佐藤 博子（凛伸）知多半島支部 

    平松ひろ子（沙伸）名古屋城北支部   伊藤 義次（理伸）東尾張支部 

    平野 眞一（行伸）知多半島支部    石黒喜代子（瀴伸）中京支部 

    森  増雄（僚伸）名古屋中川支部   菊地 洋子（沃伸）東尾張支部 

    山根由利子（瞭伸）愛知やわらぎ支部 

 

平成27年度 敬老祝い（前期）授章者 

【古 稀】山本 康子（岳耀）名古屋支部    木村 純司（虹伸）名古屋中川支部 

【喜 寿】熊谷  啓（啓伸）知多半島支部   山田 勇雄（源雄）愛知やわらぎ支部 

【杖 朝】桑原  義（鋼伸）知多半島支部   高橋 清浩（瑁謳）東尾張支部 

     稲垣喜美子    中京支部     大杉 光子（翡伸）中京支部 

     竹下 善子（誠虹）名古屋西支部    

【米 寿】山口 えつ（謁伸）名古屋南支部 

 

平成27年度 全国新人中間層競吟大会 出場者紹介 

開催日：平成27年11月15日（日）  会場：尼崎市エーリック 

【新人の部】（3名） 

佐藤みゆき（名古屋・瑞穂青松） 岡野宗男（名古屋・五色園） 山本満子（名古屋・すばる） 

【初級の部】（3名） 

河野 文（名古屋・すばる） 廣津浪子（知多半島・吉川） 武藤正彦（愛知やわらぎ・朱雀） 

【上級の部】（4名） 

松井千征（炎征）（名古屋・高見） 林みどり（纓鳳）（名古屋・すばる） 

  伊藤利博（鶴鈴）（名古屋・名城） 立川両一（楠兩）（知多半島・大府） 

 

平成27年度 全国師範代・準師範・指導者級吟士権大会 出場者紹介 

開催日：平成27年12月13日（日）   会場：高槻市現代劇場 

 



【師範代の部】（4名） 

中村雅典     （名古屋支部）    八木きみ子（誠蘭）（名古屋西支部） 

   磯部とよ子（応伸）（知多半島支部）   木村  正（堅伸）（知多半島支部） 

【準師範の部】（6名） 

   沢田千鶴香（房詠）（東尾張支部）   田邊邦善（聲善）（知多半島支部） 

   北澤艶子 （嬰伸）（知多半島支部）  鎌滝弘信（流伸）（名古屋南支部） 

   二位関朱美（焱伸）（知多半島支部）  佐々江慶子（磊音）（名古屋西支部） 

【吟士権の部】（5名） 

   片山温子（纓伸）（名古屋支部）    髙木昭子（炎伸）（名古屋支部） 

   金城好英（琢伸）（名古屋城北支部）  舟橋末光（廉伸）（知多半島支部） 

   渡邊雅子（太伸）（愛知やわらぎ支部） 

 

公認 鷺伸吟詠会 本部登録会員数推移 

平成27年9月30日現在 

支部名 
H26年 

4/1現在 

H27年 

4/1現在 

H27年 

9/3現在 

4月～9月 

増減 

増減の 

割合 

目標値 

(11%増) 

名古屋支部  93  88 90 2 2.2％  104 

名古屋城北支部  69  63 63 0 0.0％   77 

知多半島支部 135 120 126 6 4.4％   150 

名古屋中川支部  44  44 41 △3 △6.8％    49 

東尾張支部  56  54 58 4 7.1％    63 

中京支部  61  54 61 7 11.5％    68 

名古屋南支部  94  90 89 △1 △1.1％   105 

名古屋西支部  92  91 93 2 2.2％   103 

愛知やわらぎ支部  43  49 49 0 0.0％    48 

名古屋地区合計 687 653 670 17 2.5％   767 

北九州支部  36  31 31  0.0％    40 

加美支部  13  12 12  0.0％    15 

大阪伸友支部  57  52 52  0.0％    64 

名古屋地区外合計 106  95 95  0.0％   119 

総合計 793 748 765 17 2.1％ 886 

 

★訃 報 

 9月 8日 谷川晃子（（光伸）様（名誉会員・総師範）ご逝去（香典・弔電） 

  謹んでお悔やみ申し上げ、心からご冥福をお祈り申し上げます。  合掌 

 

★訂正とお詫び 

先月発行の鷺伸吟詠会ニュース第68号の指導部だよりの記事中、吟法の変更に関して「31の吟法を 

31-2に変更｣とすべきところを「32の吟法を･･･」としてしまいました。久田老伸指導部長の原稿に間

違いはなく、編集の際に誤記いたしました。ここに訂正の上、ご迷惑をお掛けいたしました皆様にお

詫び申し上げます。 

また、なんだ⇒なみだに変更する箇所として、「Ｃ９－１ 楠帶刀之歌（元田永孚）９行目」を追加

していただきますよう久田老伸指導部長より訂正の申し出がございましたので、併せてよろしくお願

いいたします。(広報部長 権田啼伸) 


