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【速報】知多半島支部支部講師舟橋廉伸先生 ビクター全国大会優賞！ 

 去る10月25日（日）岸和田市浪切ホールにて開催されたビクター吟友会吟剣詩舞コンクール全国決

勝大会に出場された舟橋廉伸先生は、漢詩の部一般三部（66歳から75歳）において「山行示同志」を

熱吟の結果、見事優勝されました。発声、情感ともすばらしい吟詠だったとのことです。「いつまでも

チャレンジする気持ちを忘れないように、今度は和歌に挑戦だ！（本人談）」と意気軒昂な先生でし

た。また、同じく田邊聲善先生も８位入賞されました。輝かしい快挙に心よりお祝い申し上げます。 

 

11月の行事予定 

１日 日 北九州支部創立35周年記念吟詠大会 北九州市このみクラブ 

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 

５日 木 本部・代議員・代表者会議 名古屋港湾会館 

７日 土 作詩教室 後期② イーブルなごや 

14日 土 本部競吟大会参加者特訓会（師範代･準師範･師範） 名古屋港湾会館 

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 名古屋港湾会館 

28日 土 常任理事会 名古屋港湾会館 

12月の行事予定 

５日 土 作詩教室 後期③  

５日 土 地区連合会代表者会議  

６日 日 白さぎ交流会 天理市 

12日 土 本部理事会  

13日 日 全国師範代・準師範・吟士権者大会 高槻市現代劇場 

19日 土 支部講師研修会  

19日 土 常任理事会  

 

 

 

日時：平成27年10月24日（土）18：00～20：10    会場：名古屋港湾会館 

【協議事項】 

１．会員増強キャンペーンの件（木村組織部長）                    承認 

平成27年度 公認 鷺伸吟詠会 第６回 常任理事会 



 ①実施提案書が提出され内容を協議し承認、新年理事会において最終議案事項とする。 

 ②会員増強の手引書が提示され、更に内容を精査して後日分会講師へ配布を希望する。 

 ③会員カード及びポスター配布済み、11月増強委員会を開き状況を把握し次回報告する。 

２．平成28年度事業計画（梶原常務部長） 

 ・28年度事業計画(案)の一部が提示され、支部行事（会の講演を得る行事）についても11月15日ま

でに事務局へ提出を請う。 

【報告事項】 

１．華頂部大会決算報告（西窪四部担当部長） 

 ・華頂部大会盛会裡に終了できたことに対し謝辞を述べられ、決算報告がありました。 

２．白さぎ50周年大会正副長会議報告（小井理事長） 

 ①第3回白さぎ交流会：平成27年12月6日（日）会場：奈良県天理市 

 ・各支部最低1名以上の参加要請（１支部6千円の補助あり）、内容：研修会（A65） 締切り11月3日 

 ②白さぎ50周年大会について 

・開催日：平成29年10月29日（日）第一候補 平成29年9月24日（日）第二候補 

・会場：大阪国際会議場を候補に挙げている。祝賀会形式。 準備委員会を設け進行中。 

３．鷺伸吟詠会創立10周年記念大会の件（小井理事長） 

 ・準備委員会の進捗状況報告：大会テーマを募集中。 

４．吟詠普及事業の件（小井理事長・末松統括）（別記） 

５．その他 

 ・女性部大会10月31日（土）開催、参加要請（高木女性部長） 

 ・事業部委員会11月7日（土）開催（舟橋事業部長） 

 ・全国新人中間層競吟大会、引率は木村虹伸副理事長。 

【事業報告】 

 10／ 1  華頂部吟詠大会（賀城園） 

 10／ 3  作詩教室 後期①（イーブルなごや） 

 10／ 4  愛国詩吟総連盟第二部全国大会（尼崎市アルカイックホール）別記 

  10／10  白鷺正副会長会議 

  10／11  吟詠普及推進チャリティ（大東市立総合文化センター） 

  10／17  後期第二回 新指導者育成講座（名古屋港湾会館） 

  10／18  連吟競吟大会（知多市青少年会館）別記 

  10／24  本部競吟参加者特訓会（師範代・準師範・師範） 

  10／24  常任理事会（名古屋港湾会館） 

  10／25  ビクターコンクール全国大会（岸和田市） 

  10／31  女性部大会（イーブルなごや） 

 

公益社団法人 関西吟詩文化協会 

吟詠普及推進事業 愛知・三重地区研修会 概要報告 

 

開催日： 平成28年2月21日（日） 

会 場： 名古屋市北文化小劇場  開演時間： 午前11時（開場：10時30分） 

参加会： 正洲会・千種吟詠会・翠豊吟詠会・黎明会・鷺伸吟詠会 

募集人数： 200名～250名 

研修会内容 ≪詩吟・和歌・発声の基本・講演≫ 



第一部：愛知・三重地区会員吟詠 鷺伸吟詠会・正洲会・千種吟詠会・翠豊吟詠会・黎明吟詠会 

第二部：和歌の朗詠 ＊千はやぶる ＊いにしへの ＊花の色は 

          指導 総本部教養指導部長 松尾佳恵 先生 

第三部：発声の基本・・・・ 講演 総本部会長 山口華雋 先生 

第四部：初めて詩吟に接する人のために・・・・ 講演 総本部教養指導部長 中島菖豊 先生 

第五部：吟詠実技指導・・ 指導 総本部会長 山口華雋先生 教養指導部長 松尾佳恵 先生 

第六部：秀詠グループ吟詠 漢詩『示姪孫湘』 新体詩『小景異情』 浅図鳳仙 先生 

             漢詩『春 望』  新体詩『山のあなた』岸本快伸 先生 

 

第1回三公認会交歓吟詠大会開催 

開催日：平成27年9月21日（月・祝）   会場：金山サイプレスガーデンホテル 

 かねて個別に交流していた三公認会が一堂に会しての交歓吟詠大会が上記のとおり開催されました。

哲菖会・八木菖台会長、攝友会・芳野歩孝会長、鷺伸吟詠会・伊東鷺伸会長を始めとして参加者総数

198名の盛大な大会でした。 

 第一部の吟詠大会では、合吟、独吟、和歌朗詠、古詩連合吟、更に交歓剣詩舞を交えて全員が思う

存分声を出しました。 

 詩吟で乾いたのどをビールで潤す第二部の懇親会は、大見得を切っての白浪三人男（三会長）の口

上で幕を開け、名古屋甚句を皮切りに、カラオケ大会も大盛り上がり、楽しいときはあっという間に

過ぎ、今後、定期的に開催しましょうと固く約束して散会しました。大成功裏に終わった縁の下で、

お骨折りいただきました幹事、役員の皆様には心より感謝申し上げます。 

 

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10月4日（日）  会場：尼崎市総合文化センターアルカイックホール 

【指導者の部】入 賞 髙木昭子（炎伸）名古屋支部   金城好英（琢伸）名古屋城北支部 

 

平成27年度 鷺伸吟詠会連吟競吟大会 結果報告 

 

開催日：平成27年10月18日（日） 会場：知多青少年会館  ※入賞はプロ番号順 

＜優勝＞ 林 みどり（纓鳳）（名古屋支部） ＜準優勝＞ 中村 雅典（名古屋支部） 

     河野  文    （名古屋支部）       藤原 幹大（名古屋支部） 

＜３位＞ 髙木 昭子（炎伸）（名古屋支部）  ＜４位＞ 芝田千鶴子（知多半島支部） 

     松井 千征（炎征）（名古屋支部）       島田三枝子（協萌）（知多半島支部） 

＜５位＞ 丹羽 久枝（鶺伸）（中京支部）   ＜入賞＞ 権田 秀人（啼伸）（名古屋支部） 

     牧  紅葉    （中京支部）        岡野 宗夫    （名古屋支部） 

＜入賞＞ 磯部くまの（藝伸）（知多半島支部） ＜入賞＞ 野村 孝子（枋伸）（名古屋中川支部） 

     深谷しげ子（呻伸）（知多半島支部）        寺尾寿美子（綵伸）（名古屋中川支部） 

＜入賞＞ 吉野 昌子（嶋伸）（知多半島支部） ＜入賞＞ 須田 輝美（向伸）（知多半島支部） 

     中川 孝子（呂伸）（知多半島支部）      津村 典子（漸伸）（知多半島支部） 

＜入賞＞ 横山田鶴子（綯伸）（東尾張支部）  ＜入賞＞ 森  増雄（僚伸）（名古屋中川支部） 

     菊地 洋子（沃伸）（東尾張支部）       桐生 輝久（暄伸）（名古屋中川支部） 

＜入賞＞ 三島 英輝（推伸）（東尾張支部）  ＜入賞＞ 金城 好英（琢伸）（名古屋城北支部） 

     森  民夫（穣山）（東尾張支部）       柴田 幸子（広幸）（名古屋城北支部） 



大阪伸友支部 秋の吟行会で京都へ 

 

＜開催日＞ 平成２７年１０月３日（土） 

＜行き先＞ 京都市内 ① 洛北の詩仙堂 ② 千本閻魔堂（真言宗） 

    ③ 北野天満宮 ④ 本能寺 

＜参加者＞ 伊東鷺伸支部講師、山本翔伸支部長、他大阪伸友支部会員合計２１名 

＜現地吟詠＞ ①「富士山」石川丈山  ②「後夜聞佛法僧鳥」空海 

  ③「九月十日」菅原道真 ④「本能寺」賴山陽 

朗詠 「北山の 花ももみじも 色映えて 昔を語る 詩仙堂かな」伊東鷺伸 作・作譜 

＜感 想＞  京都の歴史と伝統の地を訪れ、その場所にふさわしい吟詠をすることによって、自

分自身の感性を養い、清らかで豊かな余韻を楽しむことができた「素敵な吟行会」だ

ったと思いました。            （吟行会幹事 中野翠伸・中川鷺秀） 

 

 

「楓橋夜泊」吟法変更について その２ 

 

下記のとおり、吟法並びに読みのうち、起句の「霜」の音程が三六から二三に変更の記載漏れがあ

りましたので追記します。 

 ただし、平成２８年３月末日までは、どちらで吟じてもよい。 

 平成２８年３月末日までは、コンクールなどの減点は行わない。 

（吟詩日本より） 

Ａ5-3「楓橋夜泊」 張 繼 

 変更前              変更後 

三六 七六  三’三       二三 七六   三’三 

しも てんに み つ       しも てんに  み つ 

霜  天に  満 つ       霜  天に   満 つ 

 

平成28年 春季昇段試験課題詩 

 

初段 
A11－1 九月十三夜（上杉謙信）       A12－3  富士山     （石川丈山） 

A14－1 芳野懷古 （梁川星巖）       A16－3 花朝下澱江   （藤井竹外） 

２段 
A17―3 月照墓前作（西郷南洲）        A21－2 遊洞庭湖    （李 白） 

A24－2 偶 成（其の二）（宮崎東明）     A29－1 靜夜思     （李 白） 

３段 
B 2－2 雨後春郊  （藤沢黄坡）            B 5－1 奈良懐古   （太宰春臺） 

B 6―2 近江八景  （大江敬香）       B11－2 失 題    （橋本左内） 

４・５段 
B 5－3 秋思詩   （菅原道眞）      B12－3 飛 梅    （吉嗣鼓山） 

B14－3 磯原客舎  （吉田松陰）      B16－3 山中月    （眞山民） 

６・７段 
C 6－1 宿山寺   （宮崎東明）       B16－1 送母路上短歌 （頼山陽） 

C20－1 明智左馬介渡琵琶湖（釋五岳） 

８段 
C1    代悲白頭翁  （劉廷芝）      C8－1 嗚呼忠臣楠氏墓（生田鐵石） 

C24－2 客中逢春寄子規（夏目漱石） 

※６，７，８段は、８句と和歌一題の組み合わせになります。 

  和歌 D3－1 天の海に 柿本人麻呂、D3－2 枝にもる 京極為兼、D3－3  秋來ぬと 藤原敏行 

 ※９段～１０段の受験者は、８段吟詠課題詩の教本を持参して、面接を受けてください。 


