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5月の行事予定 

1日 日 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 

7日 土 作詩教室 前期② 熱田図書館 

7日 土 総本部婦人部80周年大会 ホテルﾆｭｰｵｰﾀﾆ大阪 

7日 土 吟剣詩舞全国吟詠コンクール愛知大会 江南市市民会館 

8日 日 鷺伸吟詠会 常任理事会 名古屋港湾会館 

14日 土 総本部元老･相談役･参与会議,白さぎ総会･常任理事会  

15日 日 総本部研修会（新教本研修）  

21日 土 女性部総会 イーブルなごや 

22日 日 鷺伸吟詠会 理事総会・全指導者研修会 東海市しあわせ村 

28日 土 総本部理事会・本部東明未来塾  

29日 日 愛国詩吟総連盟中部大会 一宮スポーツセンター 

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  

25日 土 愛知県吟剣詩舞道連盟 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 

  

 

日時：平成28年4月23日（土）18：00～20：50   名古屋港湾会館 第4会議室 

※会議に先立ち 

会主・会長伊東鷺伸先生の御令室 伊東知代恵（鈴伸）様におかれましては、去る4月13日にご逝

去されました。ここに謹んで哀悼の意を表して黙祷を捧げました。 

【協議事項】 

１．鷺伸吟詠会創立10周年記念大会「テーマ」の決定（小井理事長）      承認 

 ・大会テーマ『吟 游 心』 大会内容については今後実行委員会で協議し推進する。 

 ・一部 吟詠大会日程 平成29年10月1日（日）決定 

  二部 祝賀会日程  平成29年11月5日（日）決定 

 ＊鷺伸吟詠会ニュース4月号には祝賀会日程を11月12日と掲載しましたが、その後、総本部事業日

程と調整の結果変更となりました。 

２．総本部主催「28年度吟詠普及研修事業」の件（小井理事長）            承認 

 ・開催日：平成29年3月12日（日）  会場：名古屋市北文化小劇場 

 ・統括：木村虹伸先生 （承認）   内容：今後実行委員会を構成し協議のうえ推進する。 

３．東明未来塾の件（小井理事長）                          承認 

４．昇段試験の件（小井理事長） 

５．決算・予算案について（梶原財務理事） 

 ・平成27年度決算について報告書を確認 

 ・平成28年度予算案について議案書を確認 

平成28年度 公認 鷺伸吟詠会 第１回常任理事会 



６．総会役員の件（梶原常務理事）                          承認 

７．第31回国民文化祭・あいち2016の件（久田指導部長） 

 ・開催期間：平成28年10月29日（土）～12月3日（土）応援事業の募集案内 

 ・募集期間：平成27年9月1日（火）～平成28年10月31日（月） 

 ・募集要項・参加申請書はダウンロードで取り寄せできます。（各支部で参加自由） 

  E-mail：kokubunsai2016@pref.aichi.lg.jp 

８．役員改選の件（小井理事長） 

９．その他 

【報告事項】 

１．本部理事会報告（末松本部理事） 

①平成28年度師範昇格試験吟詠審査範囲  

②全国新人中間層競吟大会出場資格及び人数割り当て 

③昇格試験役員（東海地区役員） 

２．白さぎ理事会報告（小井理事長） 

①白鷺連合会総会 5月14日（土） 

②第4回白鷺交流会日程変更 平成28年12月13日⇒28年11月23日 

３．役員改選の件 

【事業報告】 

4／ 2  作詩教室 前期① （熱田図書館） 

4／2・3 吟剣詩舞全国吟詠コンクール 名古屋地区大会（予選）（中川区役所ホール）（別記） 

4／ 9  本部理事会・白さぎ常任理事会 

4／ 9  愛知県吟剣詩舞道総会（ウインクあいち） 

4／10  白さぎ吟詠の集い競吟大会（尼崎エーリック）（別記） 

4／16  白さぎ女性部総会（東三国センター） 

4／17  伊勢神宮奉納大会（愛知やわらぎ支部担当）（伊勢神宮） 

4／17  日総連中部地区競吟大会（江南市民文化会館）（別記） 

4／23  本部理事会 

4／23  常任理事会（名古屋港湾会館） 

4／28  華頂部 総会（賀城園） 

4／29  大河ドラマ 真田丸の舞台を訪ねて（大阪方面） 

4／29  名古屋西支部・詩吟マラソン（美木・佐織分会）（美和情報ふれあいセンター） 

 

 

 

【一般三部】   開催日：平成28年4月2日（土） 会場：中川区役所 講堂 

入 賞  杉田隆利 （名古屋西支部） 愛知県大会出場 

      入 賞  桑原 義 （知多半島支部） 愛知県大会出場 

      入 賞  森 増雄 （名古屋中川支部）愛知県大会出場 

      優秀賞  安達 菫 （中京支部） 

      優秀賞  髙木昭子 （名古屋支部） 

      奨励賞  山田政子 （名古屋中川支部） 

【一般二部】   開催日：平成28年4月3日（日） 会場：中川区役所 講堂 

入 賞  石井 孝 （名古屋西支部） 愛知県大会出場 

      入 賞  森 民夫 （東尾張支部）  愛知県大会出場 

      入 賞  片山温子 （名古屋支部）  愛知県大会出場辞退 

      優秀賞  鎌瀧弘信 （名古屋南支部） 名古屋南支部 

       ※愛知県大会は5月7日（土）江南市市民会館にて開催されます。 

 

財団公認 愛知県吟剣詩舞道総連盟 

全国コンクール名古屋地区大会 結果報告 



 

 

開催日：平成28年4月10日（日）   会場：尼崎エーリック 

【年少の部】 優 勝 牧 紅葉（中京支部） 

【新人の部】 三 位 服部幸子（名古屋中川支部）  入 賞 水谷正子（中京支部） 

       四 位 牧栄理子（中京支部）     入 賞 松浦文子（名古屋中川支部） 

【初段の部】 準優勝 鬼頭知里（名古屋中川支部）  入 賞 桑山祥博（知多半島支部） 

       三 位 井谷圭子（大阪伸友支部） 

【二段の部】 優 勝 河野 文（名古屋支部）    三 位 廣津浪子（知多半島支部） 

【上級の部】 優 勝 田邊邦善（知多半島支部）    

【最上級の部】四 位 舟橋末光（知多半島支部） 

【壮年①の部】準優勝 杉田隆利（名古屋西支部） 

【壮年②の部】四 位 山本 進（大阪伸友支部）   入 賞 奥川 昇（知多半島支部） 

       入 賞 中島 巖（中京支部） 

【壮年③の部】優 勝 石井 孝（名古屋西支部）   三 位 蟹江貞男（中京支部） 

【和歌の部】 優 勝 八木きみ子（名古屋西支部）  三 位 安達 菫（中京支部） 

【連吟の部】 三 位 丹羽久枝・吉田詔子（中京支部） 

【合吟の部】準優勝（知多半島支部）池田寿子・齋藤ヨキ子・田所安子・相川ソヨ子・須田輝美 

                 高津幸子・磯部くまの・石川玲子・吹附節子・小島久代 

 

 

 

開催日：平成28年4月17日（日）     会場：江南市民文化会館 

【第一部】 優秀賞  尾関 仁（東尾張支部） 

【第二部】 三 位  舟橋末光（廉伸）（知多半島支部）全国大会出場 

      入 賞  髙木昭子（炎伸）（名古屋支部） 

      優秀賞  石井 孝（磊伸）（名古屋西支部） 

【短歌の部】入 賞  舟橋末光（廉伸）（知多半島支部） 

※全国大会は、10月10日（月・祝）刈谷市総合文化センターにて開催されます。 

 

     

名古屋支部（2名）   小播節子 長沼信行 

名古屋城北支部（1名） 山田孝春 

知多半島支部（5名）  成田美津枝 成田一春 瀬戸川忍 高市夏輝 池内義治 

名古屋中川支部（2名） 野元典子 濱田典子 

東尾張支部（6名）   佐藤礼治 田舎片嘉男 鈴木八資 澤田さか江 細野あや子 林利枝子 

中京支部（5名）    牧栄理子 浅井和子 小坂愛子 市橋富貴子 成田澄江 

名古屋南支部（2名）  田中百合子 永田則俊  

名古屋西支部（1名）  新岡則芳 

愛知やわらぎ支部（2名）武藤丈流 武藤蒼波  

 

平成28年5月1日 平成28年度 東海地区連合会 東明未来塾「東海コース」の開講に当って、東海地

区推進委員会（推進委員長 小井鶴伸）を開催、下記のとおり決定いたしましたので、その概要をお

知らせします。 

東明未来塾 東海コース 開講のご案内 

日本吟詠総連盟 第49回全国吟詠コンクール中部地区予選会 

 成績結果報告 

第55回 白さぎ吟詠の集い競吟大会 成績結果報告 

新入会員のご紹介 平成27年4月～平成28年3月 



追って詳細な日程・時間帯・学習科目・講師・学習概要等は、会各支部を通してお知らせしますの

で、参加について各支部を通してよろしくお願いいたします。 

記 

1. 回 数  28年度中全3回 

  第1回・平成28年7月9日（土）、第2回・平成28年10月15日(土)、第3回・平成29年2月18日（土） 

2. 会 場  三回とも名古屋港湾会館 3階 

3. 参加費  1回 3,000円（3回 9,000円、申し込み時に支部を通してお納めください。 

       弁当 1食 500円（一部本部補助）お茶は自己負担。 

4. 申し込み締切日 

   平成28年5月 1日 募集開始 

   平成28年5月31日 締切 

5. 申し込み先 各支部で取りまとめの上、鷺伸吟詠会事務局（東海未来塾・東海コース）宛お送り

下さい。 

6. 28年度 東明未来塾｢東海コース｣、「開催実施要領」及び「受講者募集案内」は別途支部を通して

配布します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【訃報】 

会主・会長伊東鷺伸先生の御令室 伊東知代恵（鈴伸）様におかれましては、去る4月13日にご逝

去されました。ここに謹んで哀悼の意を表します。葬儀は故人のご遺志により家族葬で行われました

ので、鷺伸吟詠会を代表して小井鶴伸理事長のみご出席されました（香典、供花、弔電）。 

『東明未来塾』東海推進協議会

※科目区分　　　Ａ、一般教養課程　　　Ｂ、実務課程　　　Ｃ、実践課程　　D:基礎講座　

回 月　日 時　間 分 学習科目 区分 講　師

10:00～10:30 30 開講式

10:30～11:30 60 一般教養-1　　　 A 伊東鷺伸元老

11:40～12:40 60 歴史講座-1 B 稲田菖胤塾長

12:40～13:10 30 （昼食休憩）

13:10～14:30 80 吟詠実技講習-1 C 山口華雋 会長

14:40～15:40 60 吟詠実技講習-2 C 池田菖黎 委員

15:40～16:40 60 基礎講座‐１ D 木村虹伸東海運営委員

10:00～10:10 10 開式

10:10～11:10 60 漢詩・漢文講座-1　　　 B 安藤寿真 副会長

11:20～12:20 60 指導要項-1　　　　　 C 山内邦照 副会長

12:20～12:50 30 （昼食休憩）

12:50～13:50 60 吟詠実技講習-3 C 小坂永舟・中谷淞苑 委員

14:00～15:00 60 吟詠実技講習-4 C 小坂永舟・中谷淞苑 委員

15:10～16:10 60 漢詩・漢文講座-2 B 東海・伊藤宗明先生

16:10～16:40 30 閉式・質疑応答 中村正瀛東海運営委員

10:00～10:10 10 開式

10:10～11:10 60 指導要項-2 C 小井鶴伸委員長

11:20～12:20 60 歴史講座-2 B 室屋鷺幽副塾長

12:20～12:50 30 （昼食休憩） 　 　

12;50～14:10 80 吟詠実技講習-5 C 中島菖豊 委員

14:20～15:20 60 一般教養‐2　　　 A 吉田鷺航連合会長

15:20～16:20 60 基礎講座‐2 D 飯田報鷲東海運営委員

16:20～16:50 30 閉講式

平成28年度 東明未来塾『東海コース』 学習実施日程表　

第３回

第１回
７月９日
（土）

第２回
10月15日

（土）

平成29年
2月18日

（土）


