
鷺伸吟詠会ニュース 
平成２８年４月１０日（第75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 

 

 

4月の行事予定 

2日 土 作詩教室 前期① 熱田図書館 

2・3日 土・日 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 

9日 土 本部理事会・白さぎ常任理事会  

9日 土 愛知県吟剣詩舞道総会 ウインクあいち 

10日 日 白さぎ吟詠の集い競吟大会 尼崎市・エーリック 

16日 土 白鷺女性部総会 東三国センター 

16～21 土～木 海外移動教室 中国 

17日 日 伊勢神宮奉納大会（愛知やわらぎ支部担当） 伊勢神宮 

17日 日 日総連中部地区大会 江南市民会館 

23日 土 本部理事会  

23日 土 鷺伸吟詠会常任理事会 名古屋港湾会館 

28日 木 華頂部 総会 賀城園 

28日 木 大河ドラマ 真田丸の舞台大阪を訪ねて 大阪方面 

29日 金・祝 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Ｃ 

5月の行事予定 

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 

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）  

15日 日 日総連全国大会 福山市 

21日 土 女性部総会 イーブル名古屋 

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 

        

    

日時：平成28年3月26日（土）18:00～20：30 名古屋港湾会館 

【協議事項】 

１．28年度昇段試験の件（小井理事長提案）                      （承認） 

 ・諸般の事情により提案撤回、4月の常任理事会に再提案する。 

２．東明未来塾東海コースの件（小井理事長提案）                   （承認） 

平成27年度 公認 鷺伸吟詠会 第10回常任理事会 



 ・開催回数 28年度３回 

 ・開催日 7月30日（土）、10月8日（土） 

29年2月18日（土）はダブルブッキングの為日程変更予定。 

 ・時間 10時00分～16時30分 

 ・会場 名古屋港湾会館 

 ・募集人数 30名～35名 

 ・受講料 9,000円（年間） 

【報告事項】 

１．次年度本部吟道大学の出席者の件（岩月責任講師） 

   四方田瓏伸、吉田詔伸の２名とする。 

２．平成28年度吟詠普及事業の件（小井理事長） 

  ・平成28年度吟詠普及推進事業東海地区研修会（名古屋） 

開催日：平成29年3月12日（日）  場所：名古屋市北文化小劇場（予定） 

３．総本部理事会報告（末松本部理事）（別記) 

４．白さぎ連合会報告（小井理事長）（別記） 

５．組織部より会員増強の件（木村組織部部長） 

  ・会員増強に関する規約改正の案、４月に提案予定 

６．名古屋中川支部長交代の件（梶原常務理事） 

 ・（現支部長）山田政子（扇伸）⇒（新任支部長）高木倖郎（栄伸）4月1日より交代 

７．会員推移の件 

８．事業部活動報告（舟橋事業部長） 

 ・師範大会・準師範・師範代競吟大会申込みの件：申込み案内の配布。 

９．各支部28年度理事を事務局に報告のこと（梶原常務理事） 

10．中京支部事業「花とお楽しみ芸能まつり」の件（吉田支部長） 

 ・日時：平成28年4月17日（日）13時～14時30分 会場：鶴舞公園 普選記念壇 

【事業報告】 

3／ 5  作詩教室 後期⑤ 

3／ 6  名古屋中川支部・中京支部 春季昇段試験（初段～3段） 

3／12  本部理事会、白さぎ常任理事会 

3／13  名古屋支部・知多半島支部 春季昇段試験（初段～3段） 

3／13  名古屋城北支部・名古屋南支部・名古屋西支部 春季昇段試験（初段～3段） 

3／16,17 VOX 総会（長野市） 

3／21  会・春季昇段試験（4段～10段）（東海市 しあわせ村） 

3／21  正副会長会議、吟道大学報告会、支部講師懇談会（東海市 しあわせ村） 

3／26  常任理事会（名古屋港湾会館） 

3／27  ビクター定期発表会（津島文化会館） 

3／27  東尾張支部 春季昇段試験（初段～3段） 



 

                                                                                                            総本部理事総本部理事総本部理事総本部理事    末松恒伸末松恒伸末松恒伸末松恒伸    

１．新人中間層競吟大会 （28年度から和歌の部を実施します） 

  ① 場 所 尼崎エーリック 

  ② 開催日 平成28年11月20日（日）午前9時30分 開会 

  ③ 吟 題 本会発行4行詩より選択。 

  ④ 出吟料 3,100円（昼食付） 

  ⑤ 出吟資格 本会会員であって、全国から推薦また選抜された者。 

   ＊新人の部：（平成27年4月1日より平成28年3月31日入会者） 

   ＊初級の部：無段から2段の者。 

   ＊上級の部：3段以上の者、但し師範代以上の有資格者を除く。 

   ア、段位・資格は平成28年4月1日現在を基準とする。 

   イ、幼年・小中学生は除く。 

   ウ、伴奏はいずれも新人の部はコンダクター、その他の部は CD 伴奏とする。 

     初級・上級の部は「燦燦」（かがやき）、「皓皓」（きらめき）を使用。 

     和歌は本会発行の和歌伴奏集（4月より販売）、あるいは「皓皓」（きらめき）使用。 

   エ、和歌の部吟題（平成28年度分、指導者級も同じ） 

      D5―3  しらしらと 

      D13号  3題  四万十に・海恋し・幾山河 

      D14号  3題  ひさかたの・春過ぎて・銀も 

      D15号  3題  わが胸の・たわむれに・親思ふ 

      以上10題（全て本部発行 CD・和漢名詩選五に収録） 

  ⑥東海地区出吟割り当て 

   新人の部：6名   初級の部：8名   上級の部：11名   和歌の部：7名 

   師範代の部：10名   準師範の部：13名   吟士権：10名  和歌の部：7名 

２．和歌伴奏曲集作成頒布：水2本～4本を1枚、5本～9本を1枚、2枚入りをセット頒布。 

   2枚セット価格＠2,500円   10セット以上まとめた場合＠2,000円 

３．再入会促進事業の展開。 

４．平成28年度『東明未来塾』第2期本部コースと『地方コース』の立ち上げ。 

 

 

承認承認承認承認    白鷺連合会白鷺連合会白鷺連合会白鷺連合会    副会長副会長副会長副会長    小井鶴伸小井鶴伸小井鶴伸小井鶴伸    

 去る3月12日（土）大阪市海老江西コミュニティセンターにおいて第７回常任理事会が開催されま

したので報告致します。 

１．第55回白さぎ吟詠の集い競吟大会の件 

 ・参加者 624名 プログラム配布済み 

 ・決勝吟詠のみテープ録音 

総本部理事会報告 

白鷺連合会 常任理事会報告 



２．平成27年度決算及び28年度予算案の件 

３．役員改選の件 

４．創立55周年記念吟詠大会の件 

 ・伊豆丸鷺洲先生 生誕130年に鑑み、伊豆丸先生「和と奉仕の精神」を前面に出し、白鷺の原点と 

明日への指針を打ち出す構成とする。 

  ①準備委員長：山根鋒孝  委員：山根鋒孝・美濃鷺廣・森口雪孝・小平秋紅 

  ②開催日程：平成29年10月29日（日） 

  ③場 所：高槻現代劇場 

  ④来賓：70名～80名の予定 

  ⑤企画・構成：特別番組「かい まりばさみ」（脚本・高見鷺播氏）を中心に、ジュニア・青年

部・女性部・各地区より全員参加型とする。 

  ⑥公益事業の一環とし、一般来聴を広く呼びかける。 

５．白さぎ吟行会岡山大会：11月12・13日（岡山後楽園） 

  ※近日中に参加者の募集を致します。ご協力お願いします。 

 

 

                                                                                                                        理事長理事長理事長理事長    小井鶴伸小井鶴伸小井鶴伸小井鶴伸    

 会員の皆様!! 鷺伸吟詠会は平成29年度に創立10周年を迎える事になります。その記念大会を開催

するに当り準備委員会を設置、昨年は委員会を４回開き日程・内容等について協議をしてきました。

その結果下記の日程と会場を定め実施の運びとなりました。 

記 

「大会内容」概要「大会内容」概要「大会内容」概要「大会内容」概要    詳細は今後実行委員会で協議する。 

  ＊大会は「吟詠大会」と「祝賀会」の二部制とする。 

  ＊一部：吟詠大会 

 日 程 平成29年10月1日（日） 

   会 場 ウインクあいち（名古屋駅前 徒歩5分） 

   内 容（案） ①支部別グランプリ争奪戦 

②各支部構成による演目 約20分 

  ＊二部：祝賀会 

  日 程 平成29年11月12日（日） 

   会 場 名鉄グランドホテル（名古屋駅前 徒歩5分） 

   内 容 招待者70名を含め300名とする。 

 

☆訂正とお詫び 

平成28年2月10日発行の鷺伸吟詠会ニュース第73号の記事中におきまして、「本部敬老祝授章者」と

いたしましたが、「本部敬老祝受章者」が正しいとのご指摘を受けましたので、ここに訂正してお詫

び申し上げます。 

公認 鷺伸吟詠会創立10周年記念事業 


