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2月の行事予定 

1日～10日 代議員選挙候補者受付  

１日 日 本部理事会  

７日 土 作詩教室 下期④ 熱田図書館 

7～8日 土・日 吟道大学講座 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘｿﾞｰﾄ大阪 

８日 日 青年部大会 名古屋市北文化小劇場 

８日 日 愛総連吟剣詩舞道名古屋地区大会（中川支部担当） 名古屋市教育センター 

11日 水・祝 鷺伸塾「楽しく吟（うた）おう詩吟コーラス」 中川区役所講堂 

14日 土 名古屋支部・昇段試験 名古屋港湾会館 

15日 日 愛知やわらぎ支部・昇段試験  

15日 日 兵庫県連80周年大会 ホテルオークラ神戸 

21日 土 常任理事会 名古屋港湾会館 

22日 日 吟詠普及推進事業（浜松大会）  

3月の行事予定 

７日 土 作詩教室 下期⑤ 熱田図書館 

８日 日 名古屋西･名古屋城北･名古屋中川･中京支部昇段試験  

14日 土 本部理事会  

14日 土 白鷺常任理事会  

15日 日 名古屋南支部昇段試験 名古屋市教育センター 

15日 日 天理吟詠会60周年大会  

21日 土 春季昇段試験（4段～10段）・支部講師懇談会 知多市青少年会館 

22日 日 ビクター吟友会 定期発表会 津島市文化会館 

28日 土 常任理事会 名古屋港湾会館 

 29日 日 知多半島・東尾張支部昇段試験  

 

 

  

日時：平成27年1月18日（日）10：00～12：10          会場：東海市しあわせ村 

挨拶（要旨）：会主・会長 伊東鷺伸先生 

 ＊平成26年の事業に関して、役員・会員皆様のご支援ご協力に感謝の辞、更に平成27年の決意と希

望については、鷺伸吟詠会ニュースの1月号年頭所感をもう一度よく読んでくださいと述べられ

ました。 

 ＊総本部会長 山口華雋先生 年頭挨拶の要点 

 ・平成26年本部80周年記念大会の謝辞。 

 ・本部登録会員数は14,000人台から年々減少傾向にある。25年1,800人、26年1,600人を目標に努力

はしているものの現状は6割程度の達成率である。解決策の一つに指導者・人材の育成を真剣に考

える必要がある。鷺伸吟詠会も同様で、指導資格を有する人には教室を持っていただきたい。①本

人の決意 ②会・支部がバックアップする体制作りが必要である。 

平成27年 公認 鷺伸吟詠会 新年理事会 



挨拶（要旨）：理事長 小井鶴伸先生 

  26年の事業は関係各位の協力で大過なく実施できた。特に哲菖会、攝友会との交歓会、伊東会

主・会長の吟道60年祝賀会、総本部80周年大会への参加、白鷺の競吟大会・交流会・交歓会。外部

団体行事への参加に対するお礼。その後、27年の運営方針を強い決意で述べられました。 

＊基本的に伊東会長が年頭所感で示された四つの抱負を協議しながら実行して行く。具体的には  

①会員増強（増員）運動を継続的に行い本部目標を完遂すること ②指導者の育成(講座の開設)  

③中長期計画の検証と推進(三推進チームで活動) ④十周年記念大会の準備(実行委員会の設置)、

これらの実行に当っては「会の組織的運営」を図り、各部長が責任と自覚を持って協議の上企画

実行。「一歩踏み出す」気持ちで役員の総力を結集し、鷺伸吟詠会をリードして行って頂きたい。

即ち、マンネリ化の防止、中長期計画の検証、ボランティア活動の推進、予算の見直し、事務局の

役割（活動）を確固たるものにすることが、結果的には会員増員に繋がって行くので、引き続き会

の発展のためご支援ご協力をお願いします。 

【議 事】 

第1号議案 平成27年度事業計画の件（梶原常務理事提案）          承認 

・各支部行事（後援、協賛、外部団体含む）一部追加修正する 

第2号議案  平成26年度第三四半期決算（梶原財務理事提案）           承認 

      平成27年度予算作成について                    承認 

第3号議案 名誉会員推薦の件（理事長提案）                      承認 

・中京支部春日野分会講師 総師範 杉山一男氏 長年のご功績をたたえ名誉会員に推薦。 

≪報告事項≫ 

１．総本部元老・相談役・参与会議および白鷺常任理事会報告 

２．代議員選挙関係報告と協力 

３．三推進チーム活動報告（会員増強・ボランティア活動・ホームページ編集） 

４．各部状況報告（部長）：財務、指導、渉外、事業、広報、四部担当、青年、女性、華頂 

５．外部団体関係のＣＤ購入（ＶＯＸ）の協力 

その他 

○各種授与（詳細別記） 

◇平成26年秋季昇段免状授与 ◇平成26年後期本部敬老祝授与 ◇平成26年秋雅号免状授与 

鷺伸吟詠会 特別表彰 

☆ヴォックス音楽吟詠会コンクール全国大会優勝者２名に特別表彰が授与されました。 

 【第一部】優勝 牧 紅葉    中京支部 猪子石分会 

 【第四部】優勝 安達 菫（菫伸）中京支部 猪子石分会 

【事業報告】 

 1／ 1  垣内参拝（熱田神宮） 

 1／ 5  愛総連新春のつどい（名鉄ニューグランドホテル） 

 1／10  白鷺連合会 正副会長会議・常任理事会、新年互礼会（大阪リバーサイドホテル） 

 1／11  本部新年互礼会・顧問・相談役・参与会議（大阪太閤閣） 

   1／17  東海地区連合会新年理事会・互礼会（伊勢市） 

 1／18    新年理事会・全講師研修会・互礼会（東海市しあわせ村・懐仙） 

 1／25    合吟・和歌競吟大会（知多市地域文化センター）（別記） 

 1／25  ＶＯＸ新春の集い（名古屋クラウンホテル） 

 1／29  華頂部一吟会（賀城園） 

 1／31  作詩研修会（イーブルなごや） 

 

  

開催日：平成27年1月11日（日）   会場：大阪 太閤閣 

山口華雋総本部会長：挨拶要旨 

 ①公益を受けて4年公益の意味を考えて進む ②人材育成に努力する ③日本語・日本文化をグロ 

ーバルに発していく ④全国に吉田松陰をつくっていく 

総本部 元老・相談役・参与 会議報告 



１．平成27年度事業計画（案）についての説明 

 「平成27年度基本方針」 

＊スローガン「温故新生」継承への更なるチャレンジ 

 ＊最重点目標 ①会員増員対策の更なる展開 ②指導者育成講座の開設 

 ＊重点課題 6項目 22件（口頭説明） 

＊公益目的事業１ 関連事業のみ口頭説明9項目 

  吟詠普及推進吟詠研修大会 名古屋地区大会：平成28年○月○日（日）約300人参加予定 

  （内一般会員他100人）≪吟詠普及推進事業・記念大会≫ 

 ＊公益目的事業２ 6項目13件。 

 ＊収益事業 教材の頒布・段位認定及び資格認定・相互扶助・その他 

２．平成27年度 代議員選挙の件 7人（1/15公示）本部のスケジュールによる。 

３．平成27年度理事選出の件 地区枠候補、人材枠候補、東海関東地区は2人 

４．新指導者養成計画（案）についての説明 

 ＊人材育成を目的とし、総本部コース50名年6回、地方コース年3回30名、名古屋地区（三重を含む） 

単位制とする。 

５．地区連合会との連結決算の件（全国競吟大会各地区予選会：経費の本部計上） 

 公益法人体制維持の三要件（収支相償・公益目的事業比率50％以上・遊休財産額） 

６．「教本詳解」（星野哲史 編）頒布 

７．新教本改定・現状報告及び予定 副読本の内容を加味、難解文字は避ける。 

８．意見交換・その他 新入会員の推移一覧 鷺伸吟詠会38/83   26.12現在 

９．27年度総本部行事予定表の件 

 

 

開催日：平成27年1月10日（土）  会場：大阪リバーサイドホテル 

松尾佳恵会長新年挨拶 

１．しらさぎ吟行会豊岡大会総括 原田岳蓉 森口雪孝 

２．第2回白さぎ交流会収支報告 古賀戍孝 

３．平成27年度事業予定  事業企画部長 古賀戍孝 

４．第54回白さぎ吟詠の集い競吟大会経過報告（平成27年4月12日 午前9時30分開催） 

会場：尼崎エーリック   鷺伸吟詠会締切り27年１月15日（木） 

 

  

                           大阪伸友支部 幹事 遠野 敏雄 

 去る1月17日（土）、ザ・グランドティアラにて 大阪伸友支部恒例の新年初吟会が、三人の来賓、

中谷淞苑先生（淞苑会）中島菖豊先生（哲菖会）谷澤暁声先生（船場吟詠会）をお迎えして開催され

ました。 

 当日の発表内容は、春夏秋冬を四つの章に分割し教室講師および全会員を四つのグループに編成 

それぞれの章にふさわしいナレーション、唱歌、俳句、和歌、絶句、律詩等を網羅した構成で大変斬

新な企画でした。他にも、昇段免許状授与、新入会員紹介、特別編成チームによる長詩連合吟、ご来

賓の先生方の模範吟ご披露等々充実した内容でした。 

 その後の懇親会では、各教室毎の演芸や会員、教室講師、伊東鷺伸支部講師、ご来賓の先生方によ

るカラオケ披露やビンゴゲーム等々時間を忘れるほどの楽しいひと時を過ごし、最後には大阪伸友支

部恒例の出席者全員が大きな輪になって『花は咲く』などを歌い和気藹藹の内にお開きとなりました。 

 

  

大阪伸友支部 副支部長 中野 翠伸 

 去る１月２９日（木）に、支部講師 伊東鷺伸先生と山本翔伸支部長ら６名で近鉄四日市駅からバ

スで５０分乗り、鈴鹿山麓に鎮座する伊勢之国一宮「椿大神社」（祖伸は猿田彦大神）へ新年の参拝

をしました。今年で１１年目になります。 

平成26年度 白鷺連合会 第6回常任理事会報告 

大阪伸友支部 新年初吟会の報告 

鈴鹿市の椿大神社に参拝 



 底冷えする拝殿の中で、神官の朗々とした祝詞は「鷺伸吟詠会並びに大阪伸友支部の発展と会員の

吟詠力向上」を奏上され、深い感動を覚えました。 

 隣接する椿岸神社（祭神は芸能之神 天のうずめの命）の拝殿で「鷺伸吟詠会会歌」と「弘道館賞

梅花」「富士山」を合吟奉納いたしました。 

 参道の大絵馬には「彊（きょう）」という漢字が書かれていました。強い意志を持って今年一年を

過ごして行くことを心に留めて鳥居を後にしました。 

 

  

平成27年度 役員が下記のとおり決定致しました。 

指導体制  責任講師（１名） 松尾柏伸  支部講師（１名）佐伯柏泉  

副支部講師（２名）倉永柏悠、岩本柏崇 

運 営 面 支部長（１名）岩本柏崇  副支部長（１名）栁井柏辰 事務局（１名）倉永柏悠 

     会 計（１名）冨永聖一  会計監査（２名）尾崎允彦、白石シゲキ 

 

  

開催日：平成27年1月25日（日）  会場：知多市地域文化センター（入賞はプログラム順） 

【和歌の部】午前の部3名・午後の部3名上位入賞者選出のうえ決勝吟を行った。 

 優 勝 安達 菫（菫伸）中京・猪子石    準優勝 八木きみこ（誠蘭）名古屋西・千代田 

第３位  小島久代（遼伸）知多半島・東海若葉 第４位 菊地洋子（沃伸）東尾張・高蔵寺 

第５位 須田輝美（向伸）知多半島・清空   第６位 山口 醇（瀴醇）中京・すみれ 

 入 賞 芝田千鶴子   知多半島・荒磯    入 賞 森 民夫（穣山）東尾張・錦 

入 賞 今田一誠    東尾張・錦      入 賞 樋口文子（擁伸）知多半島・白鳥 

入 賞 高桑順次（潤伸）名古屋南・新桜    入 賞 横井まさ江（宮伸）知多半島・つつじ 

入 賞 池田寿子（柑伸）知多半島・知多    入 賞 増田千恵子   知多半島・清心 

入 賞 中村吉延（命伸）中京・猪子石     入 賞 今井明美（誠楓）名古屋西・千代田 

入 賞 森 増雄（僚伸）名古屋中川・茜    入 賞 野村孝子（枋伸）名古屋中川・中川竹 

入 賞 吉田詔子（詔伸）中京・猪子石     入 賞 四方田実（琥伸）名古屋・名城 

 入 賞 相川ソヨ子（向穂）知多半島・清海   入 賞 奥川 昇    知多半島・清心 

入 賞 松井 弘（酌伸）名古屋南・緑翔    入 賞 長谷裕子（穣愛）東尾張・星ヶ丘 

入 賞 深谷しげ子（呻伸）知多半島・東海若葉 入 賞 武藤正彦  愛知やわらぎ・朱雀 

入 賞 垂水美恵子（遼陽）知多半島・東海若葉  入 賞 牧 紅葉（幼少年部）中京・猪子石 

※入 賞 平野眞一（行伸）知多半島・新日鐵住金 ※入 賞 石原みや子（都伸）中京・猪子石 

※入 賞 村松喜八郎（秦伸）名古屋城北・光城松 

※印３名の皆様には大会当日、手違いにより未表彰となりましたこと深くお詫び致します。                                   

（事務局） 

【合吟の部】 

 優 勝 らんらん（知多半島）  深谷しげ子 小島久代 金川久美子 垂水美恵子 徳山敏子 

 準優勝 ハートフル菩提樹（東尾張）江田花都子 加納善枝 菊地洋子 高須 典 埴崎芳子 

 第３位 糸菊（名古屋西）  平林久江 大田清子 森はる子 犬飼竹子 加藤喜子 

 第４位 つつじ（知多半島）桑山祐子 横井まさ江 吉野昌子 中川孝子 鈴木正子 

 第５位 とんで とんで（知多半島）相川ソヨ子 須田輝美 横山敏子 津村典子 白山聖子 

☆合吟の部 優勝・準優勝チームは「白さぎ吟詠の集い競吟大会」へ鷺伸吟詠会代表として出場。 

 

  平成27年1月1日 

【初 段】 22名（推薦1名） 

西本 和子  名古屋城北  清明分会  安藤 公二  名古屋城北  清里Ａ分会 

安藤 照子  名古屋城北  清里Ｂ分会 榎本 茂彦  知多半島   清心分会 

鈴木 正子  知多半島   やまもも分会  城殿 由美  東尾張    高森分会 

舟木 玲子  東尾張    和光分会   尾関 仁   東尾張    高蔵寺分会 

北九州支部 臨時総会報告 

平成26年度 鷺伸吟詠会 合吟・和歌競吟大会結果 

平成26年度 秋季昇段試験 昇段免許状授与者 



宮地みや子  東尾張    犬山白帝分会  田中 洋子  名古屋西   正色分会 

大竹 秀長  名古屋西   国府宮分会 吉田さゆり  名古屋西   国府宮分会 

杉田 隆利  名古屋西   佐織分会   星野 和枝  名古屋南   緑分会 

牧  紅葉  中京     猪子石分会 牧  洋子  中京     猪子石分会 

武藤 正彦  愛知やわらぎ 朱雀分会  濱口美代子  愛知やわらぎ 朱雀分会 

井上万里子  愛知やわらぎ あゆち分会 渡辺八重子  愛知やわらぎ あゆち分会 

津田 繁子  愛知やわらぎ あゆち分会 藪下 芳子  愛知やわらぎ あゆち分会 

野田  清  東尾張    春日井分会 鬼頭 知里（中川水仙）合格済申請は次回 

【二 段】 7名（推薦0名） 

 水野 功子  名古屋城北  清里Ｂ分会 渡辺ちゑ子  名古屋城北  清里Ｂ分会 

 松井 勝安  東尾張    高森分会  大野きみ子  名古屋西   正色分会 

 阪野 信秀  名古屋南   天白南分会 堀 不二子  名古屋南   天白南分会 

 神保 清美  中京     猪子石分会 

【三 段】 4名（推薦2名） 

 今泉 勇二  知多半島   清心分会  奥川  昇  知多半島   清心分会 

 伊藤 敏江  東尾張    和光分会  渡邉佐智子  名古屋南   大磯分会 

 岩佐 利夫  名古屋    瑞穂青雲  三浦 彰久  知多半島   宮津分会 

【四 段】 4名（推薦1名） 

 伊藤 賢一  名古屋    名城分会  伊藤 都万  名古屋    名城分会 

 横山 弘暉  知多半島   清海分会  舟橋ふさえ  中京     寺崎分会 

 足立 一子  名古屋  高見分会 

【五 段】 10名（推薦9名） 

 磯部とよ子  知多半島   東海名和分会 吹附 節子  知多半島   東海名和分会 

 八塩  博  知多半島   吉川分会  相川ソヨ子  知多半島   清海分会 

 勅使河原米子 東尾張    富部戸部分会 山口 文子  中京     すみれ分会 

 宮本 俊司  名古屋西   すずらん佐屋分会 伊藤 明子  名古屋西  すずらん佐屋分会 

 加藤 喜子  名古屋西   正色東起分会 浅野  豊  名古屋西   佐織分会 

 鈴木 千昌  名古屋中川  中川水仙分会 宇佐美陽子  名古屋中川  中川水仙分会 

 増田 直三  名古屋    瑞穂青雲分会 小林 芳子  名古屋南   大磯分会 

 山田 節子  名古屋南   大磯分会  小川 浄子  名古屋西   正色明徳分会 

 眞田千恵子  名古屋西   正色明徳分会 柴田 幸子  名古屋城北  清里Ｂ分会 

 後藤 光代  名古屋城北  清里Ｂ分会 

【六 段】 7名（推薦5名） 

 市原冨美子  名古屋城北  清里Ｂ分会 佐野 尚子  知多半島   東海名和分会 

 野崎 典子  知多半島   舞子分会  吉田 雅子  中京     上ノ山分会 

 石原みや子  中京     猪子石分会 犬飼 竹子  名古屋西   正色東起分会 

 平林 久江  名古屋西   正色東起分会 沢田千鶴香  東尾張    犬山白帝分会 

 野田あい子  名古屋南   太子分会  森 はる子  名古屋西   正色東起分会 

 安田 早苗  名古屋西   正色東起分会 大田 清子  名古屋西   正色東起分会 

【七 段】 5名（推薦4名） 

 寺東 弘之  東尾張    みどりが丘分会 西村みつ子    名古屋南   天白南分会 

 鎌滝 弘信  名古屋南   南部Ｂ分会 上堀 早苗  名古屋南   桃山分会 

 奥田世根子  名古屋南   桃山分会  藤谷寿栄美  名古屋    瑞穂青松分会 

 服部  勇  中京     桜分会  今井由利子  名古屋南   桃山分会 

 石井 陽子  名古屋    瑞穂青松分会  

【八 段】 2名（推薦1名） 

 兼田  育  東尾張    星ヶ丘分会 安達  菫  中京     猪子石分会 

 牧原伸一郎  東尾張    錦分会 

 



【九 段】 5名（推薦0名） 

 四方田 実  名古屋    名城分会  波多野寅英  東尾張    ふじやま分会 

 加納 善枝  東尾張    高森分会  中村 吉延  中京     猪子石分会 

 上田 君子  名古屋西   正色分会 

【十 段】   3名（推薦0名） 

 大矢登美子  中京     上ノ山分会 曽根原岱智  名古屋西   すずらん分会 

 高桑 順次  名古屋南   新桜分会  ☆ご昇段 おめでとうございます。 

 

 

 

                    おめでとうございます 心よりお祝い申し上げます。 

【古 稀】70歳 

岡田 恭子（宣伸）知多半島・吉川分会    水野 紋子（苕伸）知多半島・東海名和分会 

 横井まさ江（宮伸）知多半島・つつじ分会   岡田 征子（杪伸）愛知やわらぎ・熱田六番 

【喜 寿】77歳 

 藤岡 達雄（袋伸）名古屋・五色園分会    松岡 歌子（皎伸）名古屋西・平和分会 

 伊藤 琴 （心伸）名古屋西・すずらん分会  林  豊 （飽伸）名古屋西・美和分会 

 服部 和秋（翎伸）愛知やわらぎ・和分会    

【杖 朝】80歳 

 河合 秀治（遥伸）名古屋・名東分会     木見尻芳子（蓉芳）名古屋・芙蓉分会 

 田中美代子（向諒）知多半島・清海分会    田所 安子（宴伸）知多半島・知多分会 

 風間 梅香（礫伸）名古屋城北・ひかりＡ   江田花都子（房伸）東尾張・春日井分会 

【米 寿】88歳 

 千葉とき子（集伸）知多半島・清水分会    矢部美津子（有稀）東尾張・高蔵寺分会 

 石田冨美子（楠冨）知多半島・舞子分会 

【卒 寿】90歳 

 浅井 久子（周伸）名古屋南・天白東分会 

 

 

  

                             平成27年1月10日付 

№ 分会名 氏名 雅号 フリカナ 分会講師 号№ 

名古屋支部 

1 瑞穂青雲 岩佐 利夫 遉利 テイリ 成田遉伸 遉２ 

知多半島支部 

1 清心 今泉 勇二 廉曻 レンショウ 舟橋廉伸 廉６ 

2 清心 奥川  昇 廉斎 レンサイ 舟橋廉伸 廉７ 

3 宮津 三浦 彰久 雅号のみ見送り 田邊聲善  

東尾張支部 

1 和光 伊藤 敏江 理江 リコウ 伊藤理伸 理１ 

名古屋南支部 

1 大磯 渡邉佐智子 如香 ジョコウ 後藤如伸 如５ 

 

≪お詫びと訂正≫ 鷺伸吟詠会ニュース60号3頁「新入会員紹介」下記の訂正をお願いします。 

名古屋中川支部＜再入会＞笠井ツルエ（中島茜・森僚伸）⇒（正）（中川水仙・山田扇伸） 

平成26年度 敬老祝（後期）授章者 

平成26年度 雅号授受者 


