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10月の行事予定 

４日 土 作詩教室 下期① イーブル名古屋 第一研修室 

５日 日 大阪伸友支部 伊東会長吟道60年祝賀会 ザ・グランドティアラ大阪 

５日 日 熱田神宮奉賛吟詩舞道大会（愛知やわらぎ支部） 熱田神宮 

12日 日 VOX レコード全国大会 名古屋市教育センター 

13日 月･祝 47回白鷺連合会青年部吟詠大会  

18日 土 吟詠特別講座④  名古屋港湾会館 

19日 日 会・連吟競吟大会 知多市青少年会館 

25日 土 支部講師研修会・常任理事会 名古屋港湾会館第２会議室 

26日 日 大日本正義流・昴支部五周年大会 名古屋市北文化小劇場 

29･30 水･木 華頂部吟行会 横谷温泉（長野・蓼科） 

11月の行事予定 

１日 土 作詩教室 下期② 熱田図書館 

３日 月･祝 日総連中部地区吟詩舞道大会（知多半島支部担当） 大府市勤労文化会館む 

９日 日 全国新人中間層競吟大会 尼崎市エーリック 

15･16 土･日 白さぎ吟行会豊岡大会 豊岡市城崎温泉・西村屋 

22日 土 吟詠特別講座⑤ 名古屋港湾会館 

22日 土 常任理事会  

23日 日 師範代・準師範・師範吟士権研修会（指導部担当） イーブル名古屋 

29日 土 総本部理事会  

29日 土 女性部大会 イーブル名古屋 

    

    平成26年度 公認 鷺伸吟詠会 第5回 常任理事会 

日時：平成26年9月27日（土）18：00～20：20    名古屋港湾会館第5会議室 

【議 題】 

１．吟道60年 会主・会長伊東鷺伸先生の研修会の件（伊東会長）                     （承認） 

 ・平成27年2月11日（祝）開催   会場は検討中。 

２．東海地区代議員会開催（10/10）に伴う鷺伸吟詠会代議員会議の件（理事長）    （承認） 

３．中長期対策・３推進チームからの提案及び報告（常務理事・理事長） 

 ・ホームページ推進チーム権田委員長提案：ホームページ開設にかかる予算について （承認） 

 ・会員増強推進チーム木村委員長報告：次回報告。 

 ・ボランティア活動推進チーム舟橋委員長報告：各支部ボランティア委員の確認を行い、活動を開

始する。    

４．3公認会交歓会の件（渉外部長・理事長） 

 ・日程：平成27年9月21日（月・祝） 会場：サイプレスガーデン（予定） 

・内容については実行委員長を選出のうえ進める。                 （承認） 

５．白鷺吟行会実施に伴う補助金について（財務部長）               （承認） 



 ・参加募集40名のところ20名バス利用にて参加、実施に伴う交通費の補助金の件。 

６．総本部・白鷺等関係機関への出張時の交通費補助の件（理事長）         （承認） 

７．平成27年度事業計画策定とスケジュールについて（理事長）          （了承） 

８．名誉会員推薦の件                              （承認） 

 ・中京支部 春日野分会講師 総師範 杉山一男（唐伸）氏 名誉会員推薦。 

【報告事項】 

１．本部理事会報告（末松本部理事）：昇段・昇格認定基準改定についての報告 

２．白鷺関係（小井理事長） 

 ①白鷺吟行会（豊岡）の件：鷺伸吟詠会から参加者は20名。 

 ②白さぎ交流会の件：12月13日（土）開催 場所：大阪区民ホール 1支部1名の参加要請。 

 ③平成27年度白鷺吟詠の集い競吟大会 開催日程：平成27年4月12日（日） 

３．会員増加表彰： 鷺伸吟詠会は本部研修会（平成27年9月14日）の場所で表彰されました。 

４．各支部昇段試験の結果報告（岩月責任講師） 

５．総本部主催・各種全国競吟大会について（梶原常務理事） 

 ①代表参加者名（別記）  

 ②特別練習会について（久田指導部長）11月23日（祝）イーブル名古屋（旧女性会館） 

師範代・準師範・吟士権出吟者特別練習会を開催する。詳細は後日連絡する。尚予定されていた

講師研修会は中止となります。 

６．女性部大会開催について（高木女性部長） 

 ・開催日：平成26年11月29日（土）午後12時30分開始  

 ・秀詠グループ中島菖豊先生ご指導 「吟詠講習会」1支部1名のモニターの要請。案内後日。 

 ・1支部1団体の賛助吟詠「合吟」 出吟の要請。後日案内あり。 

７．大日本正義流剣舞術「昴支部五周年記念発表会」のご案内。（後援 公認鷺伸吟詠会） 

日時：平成26年10月26日（日）午前11時30分開場 ところ：名古屋市北文化小劇場 

【事業報告】【事業報告】【事業報告】【事業報告】    

9／ 6  作詩教室 上期⑤（名古屋市熱田図書館） 

9／ 6  名古屋支部百吟会（名古屋港湾会館） 

9／ 7 名古屋中川支部・愛知やわらぎ支部 昇段試験 

9／ 7 本部研修会 H27年昇格課題詩講習会（尼崎市エーリック） 

9／13  本部理事会 

9／14 名古屋西・名古屋南・名古屋城北支部 昇段試験 

9／14 東明碑前祭・研修会 

9／15 中京支部 昇段試験 

9／21 秋季昇段試験（4段～10段）・支部講師 懇談会・正副会議（知多青少年会館） 

9／27 支部講師研修会・常任理事会（名古屋港湾会館） 

9／28 東尾張・知多半島支部 昇段試験 

9／28 浜松鷺長会50周年大会（ホテルクラウンパレス浜松） 

 

公認 鷺伸吟詠会 

本部登録会員数推移本部登録会員数推移本部登録会員数推移本部登録会員数推移    報告報告報告報告 

平成26年9月30日現在 

本部登録会員数 
   支部名 

H26.4.1 6月末 9月末 4月－9月増減 増減率 11％目標値 

名古屋支部  ９３  ８８  ９１ △２ －2.2％  １０４ 

名古屋城北支部  ６９  ６７  ６６ △３ －4.3％   ７７ 

知多半島支部 １３５ １３０ １２６ △９ －6.7％  １５０ 

名古屋中川支部  ４４  ４４  ４２ △２ －4.5％   ４９ 



東尾張支部  ５６  ５６  ５６ ±０ ±0.0％   ６３ 

中京支部  ６１  ６０  ５９ △２ －3.3％   ６８ 

名古屋南支部  ９４  ９１  ９０ △４ －4.3％  １０５ 

名古屋西支部  ９２  ９１  ９１ △１ －1.1％  １０３ 

愛知やわらぎ支部  ４３  ５０  ５０  ＋７ ＋16.3％   ４８ 

名古屋地区合計 ６８７ ６７７ ６７１ △１６ －2.3%  ７６７ 

北九州地区  ３６       ４０ 

加美支部  １３       １５ 

大阪伸友支部  ５７       ６４ 

総 合 計 ７９３      ８８６ 

※目標に向かって更に取り組みを工夫し、維持・増強に努めましょう。 

 

平成26年度 吟功章授章者 

宗宗宗宗    範範範範 小井 清和（鶴伸）名古屋支部      宗宗宗宗    範範範範    渡邉  明（燕伸）名古屋南支部 

総師範総師範総師範総師範 石井  孝 （磊伸）名古屋西支部     総師範総師範総師範総師範 伊藤   琴（心伸）名古屋西支部 

高師範高師範高師範高師範 森川 正和（源伸）愛知やわらぎ支部    高師範高師範高師範高師範  吉田 詔子（詔伸）中京支部 

上師範上師範上師範上師範    五島 良樹（叡伸）名古屋支部 

    

平成26年度 敬老祝（前期）授章者 

【古【古【古【古    稀】稀】稀】稀】髙木 倖郎（栄伸）名古屋中川支部     久田 秀雄（老伸）東尾張支部    

奥原ユリ子（鑾伸）名古屋城北支部 

【喜【喜【喜【喜    寿】寿】寿】寿】小井 清和（鶴伸）名古屋支部       藤谷 健一（叟伸）名古屋支部    

村松喜八郎（秦伸）名古屋城北支部     横山田鶴子（綯伸）東尾張支部 

藤谷寿栄美（恒凛）名古屋支部       野村 孝子（枋伸）名古屋中川支部 

熊原 貴志（資伸）名古屋西支部 

【杖【杖【杖【杖    朝】朝】朝】朝】岩谷 光夫（舜千）名古屋城北支部     丹羽とく子（簫伸）名古屋支部    

服部せつ子（澧伸）愛知やわらぎ支部    大西  操 （操伸）名古屋西支部 

加納 悦子（蕑伸）愛知やわらぎ支部    大島美佐江（美伸）名古屋城北支部 

【米【米【米【米    寿】寿】寿】寿】佐藤 正一（皜伸）名古屋西支部      豊島 貞一（飄伸）名古屋支部    

柏原 一美（薇伸）名古屋西支部      福島 栄吉（島伸）名古屋南支部 

 

平成26年度 指導者昇格試験合格者 

受験日：平成26年6月29日（日） 会場：賀城園  取得年月日：平成26年9月1日 

【師 範】受験者12名／推薦0名 

 山本 三雄（瀏伸）名古屋城北・小牧Ａ     桐生 輝久（喧伸）名古屋中川・中島清祥 

 真田 隆三（窿伸）東尾張・星ヶ丘       谷田 健一（暹伸）東尾張・高森 

 林  通孝（羅伸）東尾張・高森        山本 武男（積伸）東尾張・高蔵寺 

 高清 孝子（守伸）中京・守山         中村 吉延（命伸）中京・猪子石 

 安達  菫 （菫伸）中京・猪子石        曽根原岱智（岱伸）名古屋西・すすらん 

 大邉 愛子（璨伸）愛知やわらぎ・あつた神野   松波 信子（篝伸）愛知やわらぎ・和 

【準師範】受験者9名／推薦4名 

 石井 陽子（曈陽）名古屋・瑞穂青松      玉置 絋司（八伸）名古屋城北・小牧 A 

 沢田千鶴香（房詠）東尾張・犬山白帝      藤  委子（瑁伸）東尾張・高森 

 名知 博毅（瑁翔）東尾張・高森        川原 高喜（瑁春）東尾張・高森 

 丹羽 久枝（鶺伸）中京・猪子石        家田   郁 （誠鵬）名古屋西・国府宮 

 佐々江慶子（磊音）名古屋西・佐織      

 望月 郁江（萋伸）名古屋・瑞穂瑞雲      藤谷寿栄美（恒凛）名古屋・瑞穂青松 



松本 恒夫（證伸）名古屋南・太子       野田あい子（邦芯）名古屋南・太子     

【師範代】受験者5名／推薦3名 

 浜崎美津枝（鯱紫）名古屋城北・小牧Ｂ     本多 崇泰（穣崇）東尾張・錦 

 栁下  隆 （燕栁）名古屋南・桃山       寺井千恵子（燕璋）名古屋南・桃山 

 八木きみ子（誠蘭）名古屋西・千代田 

 増田 直三（謡青）名古屋瑞穂青雲       高藤 豊子（恒翠）名古屋・瑞穂瑞雲 

 平家美那子（謡雲）名古屋・瑞穂瑞雲 

 

第69回 愛国詩吟総連盟吟士権者決定詩吟大会 結果報告 

開催日：平成26年9月21日（日）   会場：尼崎市総合文化センター 

【一般 第一部】 入 賞 沢田千鶴香（房詠）東尾張支部・犬山白帝分会 

 

平成26年度 全国新人中間層競吟大会 出場者紹介 

開催日：平成26年11月9日（日）  会場：尼崎市エーリック 

【新人の部】【新人の部】【新人の部】【新人の部】（3名）鬼頭知里（名古屋中川・水仙） 西岡幸子（中京・香坂）  

 梅村幹雄（名古屋・名城） 桑山祥博（知多半島・清心） 

【初級の部】【初級の部】【初級の部】【初級の部】（4名）林みどり（名古屋・すばる） 河野 文（名古屋・すばる） 

 伊藤利博（名古屋・名城）中島 巖（中京・香坂） 

【上級の部】【上級の部】【上級の部】【上級の部】（4名）八木きみ子（誠蘭）（名古屋西・千代田） 寺井千恵子（燕璋）（名古屋南・桃

山）山根加奈子（瞭星）（愛知やわらぎ・朱雀） 野瀧 清（容将）（名古屋南・緑） 

    

平成26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26年12月14日（日）    会場： 

【師範代の部】【師範代の部】【師範代の部】【師範代の部】（4名）丹羽久枝（鶺伸）（中京） 木村 正（堅伸）（知多半島） 

 森 民夫（穣山）（東尾張） 伊藤明子（心優）（名古屋西・すずらん）   

【準師範の部】【準師範の部】【準師範の部】【準師範の部】（6名）安達 菫（菫伸）（中京） 田邉邦善（聲善）（知多半島） 

 四方田 実（琥伸）（名古屋） 田中晴美（鼕伸）（名古屋城北） 吉田京子（祈伸）（中京） 

 宮崎美惠子（囀伸）（名古屋城北） 

【吟士権者の部】【吟士権者の部】【吟士権者の部】【吟士権者の部】（6名）高木昭子（炎伸）（名古屋） 舟橋末光（廉伸）（知多半島） 

 金城好英（琢伸）（名古屋城北） 権田秀人（啼伸）（名古屋） 高須 典（芦韶）（東尾張） 

吉田詔子（詔伸）（中京） 

 

鷺伸吟詠会ホームページ開設のお知らせ 

 鷺伸吟詠会は中長期計画の一環として、本年度、鷺伸吟詠会広報部内にホームページ委員会を設置

し、ホームページの開設についてかねてより協議を重ねてまいりましたが、このたび基本的な形態が

整い、皆様にお披露目することができる段階に至りました。 

 まだ生まれたばかりで不十分なところも多いと認識しておりますが、皆様のご意見を伺いながら、

より良いものにしていきたいと思っておりますので、各分会、支部、会のためにお役立ていただけれ

ば幸いに存じます。 

 アドレスは、roshin.jpと非常に簡潔です。ぜひお立ち寄りください。 

 なお、各支部の行事をホームページでご紹介するには、「様式集」の中に「支部行事ホームページ掲

載願い」という書式がありますので、ご記入の上、下記までご連絡ください。 

 詳しくは、各支部の広報委員にお尋ねください。 

 

記 

ご連絡先 広報部長 権田啼伸 

住 所：〒470-0105 日進市五色園３－１１１２ 

ＦＡＸ：０５２－３０８－５５０８ Mail：gonda@wh.commufa.jp 


