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8月の行事予定 

１日 土 秋季課題詩作詩研修会 イーブルなごや 

２日 日 東海地区指導者級競吟大会 名古屋市北文化小劇場 

８日 土 本部理事会  

22日 土 名古屋支部秋季昇段試験 名古屋市東生涯学習センター 

29日 土 本部競吟参加者特訓会 (師範代・準師範・師範) イーブルなごや 

30日 日 幼少年・新人・初級・上級・壮年の部競吟大会 東海市しあわせ村 

9月の行事予定 

５日 土 作詩教室 上期⑤ イーブルなごや 

６日 日 昇段試験 (名古屋中川支部･愛知やわらぎ支部)  

６日 日 本部研修会  

12日 土 本部理事会・白さぎ常任理事会  

13日 日 東明碑前祭  

13日 日 昇段試験（名古屋西支部・中京支部）  

13日 日 昇段試験（名古屋城北支部・名古屋南支部）  

19日 土 後期第一回 新指導者育成講座 名古屋港湾会館 

20日 日 昇段試験（知多半島支部・東尾張支部）  

20日 日 ＶＯＸレコード全国大会 名古屋市教育センター 

20日 日 愛国詩吟総連盟 一般の部全国大会 尼崎総合文化センター 

21日 月･祝 哲菖会・攝友会・鷺伸吟詠会 交歓会 サイプレスガーデンホテル 

21日 月･祝 熱田神宮奉賛剣詩舞道大会（東尾張支部担当） 熱田神宮文化殿 

26日 土 支部講師研修会・常任理事会 名古屋港湾会館 

27日 日 秋季昇段試験（4～10段）・支部講師懇談会 知多市青少年会館 

27日 日 白さぎ青年部大会  

        

    

平成27年7月25日（土）18：00～20：00 名古屋港湾会館 第4会議室 

【協議事項】 

１．平成27年度第一四半期仮決算報告（梶原財務部長）   決算報告書どおり  （承認） 

【報告事項】 

１．吟詠普及推進事業 平成28年2月21日（日）開催の件（小井理事長・末松統括） 

 ・吟詠普及推進事業 愛知・三重地区研修会の企画案・予算案を提示 進捗状況の報告。 

 ・第四部の「初めて詩吟に接する人のために」の講座では、100名程度の集客を各支部へ協力の要

請。 

２．総本部理事会報告（末松本部理事）（別記） 

３．昇段試験（3段以下）の報告書の件（岩月責任講師） 

・実施後1週間以内に結果報告書を事務局宛て送付のこと。（用紙・事務局より近日発送） 

４．三公認会予算案（片山渉外部長） 

 ・参加予定 哲菖会50名  攝友会56名 鷺伸吟詠会94名と大盛況に感謝。 

５．吟法並びに読みの変更について（岩月責任講師） 

・平成27年「吟詩日本」夏号20頁 変更内容について（別記） 

平成27年度 公認 鷺伸吟詠会 第４回 常任理事会 



６．ビクターコンクールの件（石井渉外担当） 

７．中京支部理事交代の件（黒川中京支部講師） 

 ・理事吉田雅子（懐伸）退任 ⇒ (新)理事推薦 内田一誠（北伸）（春日野分会） 

８．各部の部員の変更・確認・追加（別記） 

９．その他 

 ① 10周年準備委員会の報告 

◎大会は全員参加を基本とする。 ◎大会は二部構成とする。 

  ＊一部 吟詠大会：費用をかけ立派な大会をする必要はなく会員中心の吟詠大会。 

場所：交通の便利な会場を考慮中。 

   内容：10周年「大会テーマ」を作る。各支部か、三つの構成にするか、検討中。 

  ＊二部 招待者及び会員有志による祝賀会とする。 会場考慮中。 

  ＊記念誌作成：プロと記念誌は別々に作成する。 

 ② 東海地区連合会総会について（小井理事長） 

 ③ ＶＯＸ関連報告：全国大会優勝者 安達菫伸さん（中京支部）に対し、ＶＯＸ音楽吟詠会専属

会員の要請あり、本人の承諾を得て登録。会員として活動する。 

 ④ 会員増強キャンペーン（木村組織部長） 

  ＊ポイント制、期間、予算等 次回常任理事会で正式提案協議する。 

 ⑤ 事業部報告（舟橋事業部長）：8月30日 会競吟大会予算説明、役員の協力要請。 

  ＊出場予定数（215名）審査員・役員70名 

①幼少年 15名 ②新人の部 25名 ③初級の部 35名 ④上級の部 30名 

⑤壮年一部 15名 ⑥壮年二部 50名 ⑦壮年三部 25名 

⑥ 白鷺理事会報告（小井理事長） 

  ・白鷺交流会 天理市にて12月6日（日）予定 

⑦ 分会担当講師交代について 

  ・名古屋城北支部 小牧分会講師 （現）山本三雄（瀏伸）⇒（新）飯見 守（鯱伸） 

【事業報告】 

7／ 4  作詩教室 上期④（熱田図書館） 

7／ 5  総本部昇格試験 

7／ 5  ＶＯＸレコード中部大会（名古屋市教育センター）別記 

7／11  総本部理事会・白さぎ常任理事会 

7／12  名古屋南支部競吟大会 

7／19  総本部昇格試験（準師範） 

7／19  知多半島支部競吟大会（知多市青少年会館） 

7／20  名古屋城北支部競吟大会 

7／20  吟剣詩舞全国吟詠コンクール中部地区大会（刈谷市総合文化センター） 

7／25  会・常任理事会（名古屋港湾会館） 

7／26  総本部昇格試験（師範代） 

7／26  ビクターコンクール中部大会（津島市文化会館）別記 

 

 総本部理事会報告      総本部理事 末松恒伸 

１．教本について 

 ・絶句20題を掲載した新教本が7月末に第１刷完成予定。名称を他との混同を避けるため 

『新Ａその１ 絶句篇』とする。価格は税込み1,500円とする。今後３０題掲載の教本が順次発

行されるが、これについては今後の審議の結果決定する。 



２．財政問題に関する件：本部会費の改定（来年度から実施希望のため各地区代議員会を開催） 

３．27年度全国競吟大会東海地区出場割当て（東海地区関係） 

  ☆新人の部 平成２６年４月～平成２７年３月末までの入会者 

  ☆初級の部 ８名 ☆上級の部 １０名 ☆師範代の部 １０名 ☆準師範の部 １３名 

  ☆吟士権 １０名 

４．平成２７年・２８年度総本部部会・委員会構成 「吟詩日本」秋号に掲載。 

  ＊鷺伸吟詠会は次の方々が選任されました。 

  ☆顧問 小井鶴伸 ☆広報部長 末松恒伸 ☆企画事業部 木村虹伸・片山纓伸 

 ☆青年部 河野 文 

 

 吟法並びに読みの変更について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成26･27年度 各部部員の変更(追加･修正) 

（鷺伸吟詠会ニュース56号未掲載分含む） 

渉外部渉外部渉外部渉外部：山田扇伸（名古屋中川） 

事業部事業部事業部事業部：副部長 高木栄伸（名古屋中川） 

（事業部員兼ボランティア（事業部員兼ボランティア（事業部員兼ボランティア（事業部員兼ボランティア委員委員委員委員））））副部長 吉田詔伸（中京）金城卓伸（名古屋城北） 

桐生暄伸（名古屋中川）三島推伸（東尾張）安東煉伸（名古屋南）岡田杪伸（愛知やわらぎ） 

広報部広報部広報部広報部：野田恒朝（名古屋）       青年部青年部青年部青年部：部長 河野 文 



ヴォックス音楽吟詠会 

全国吟詠コンクール中部地区大会結果 

開催日：平成27年7月5日（日）   会場：名古屋市教育センター 

【第1部】（16歳まで）出場3名 

 敢闘賞 石川 美羽 名古屋城北支部     敢闘賞 石川 優美 名古屋城北支部 

【第2部】（17歳から40歳まで）出場2名 

 敢闘賞 石川 茉紘 名古屋城北支部（全国大会出場） 

【第3部】（41歳から60歳まで）出場3名 

 敢闘賞 田中 晴美 名古屋城北支部 

【第4部】（61歳から70歳まで） 出場38名 入賞6名 敢闘賞6名 

 優 勝 森  民夫 東尾張 （全国大会出場）   

 準優勝 田邊 邦善 知多半島（全国大会出場） 

 第３位 磯部くまの 知多半島（全国大会出場）  

入 賞 石井  孝 名古屋西（全国大会出場） 

 入 賞 廣津 浪子 知多半島（全国大会出場）    敢闘賞 桑山 祥博 知多半島 

【第5部】（71歳以上） 出場67名 入賞12名 敢闘賞12名 

優 勝 深谷しげ子 知多半島（全国大会出場） 

第３位 木村  正 知多半島（全国大会出場） 

入 賞 小島 久代 知多半島（全国大会出場） 

入 賞 平野 眞一 知多半島（全国大会出場） 

入 賞 高村  茂 中京  （全国大会出場）    敢闘賞 安東 忠義 名古屋南 

入 賞 市原冨美子 名古屋城北（全国大会出場）   敢闘賞 蟹江 貞男 中京 

入 賞 祖父江キミ子 名古屋西（全国大会出場）   敢闘賞 鈴木 照子 中京 

【第6部】（合吟の部）（五人組） 出場3組 

 敢闘賞 名古屋西支部 平林 久江・犬飼 竹子・森 はる子・大田 清子・加藤 喜子 

※ 全国大会は9月20日（日）名古屋市教育センターで開催されます。 

 

ビクター吟友会 

平成27年度 全国吟剣詩舞コンクール中部地区決勝大会 結果報告 

開催日：平成27年7月26日（日） 会場：津島市文化会館 

【漢詩の部】一般二部（56歳～69歳） 

出場62名（15名で決勝）全国大会出場（1位～5位）優秀賞10名 入賞6名 

 優 勝 伊藤 利博（鶴鈴）（名古屋支部）全国大会出場   

優秀賞 山根由利子（瞭伸）（愛知やわらぎ）     入賞 須田 輝美（向伸）（知多半島） 

 優秀賞 森  民夫（穣山）（東尾張）      入賞 尾関  仁    （東尾張） 

優秀賞 廣津 浪子（知多半島）        入賞 石井  孝（磊伸）（名古屋西） 

【漢詩の部】一般三部（70歳以上） 

      出場111名（15名で決勝）全国大会出場（1位～7位）優秀賞8名 入賞42名 

 第３位 田邊 邦善（聲善）（知多半島）全国大会出場  入賞 蟹江 貞男（湛伸）（中京） 

第４位 舟橋 末光（廉伸）（知多半島）全国大会出場  入賞 榊原 幹夫（容道）（名古屋南） 

第７位 伊藤 義次（理伸）（東尾張） 全国大会出場  入賞 杉田 隆利    （名古屋西） 

優秀賞 北澤 艶子（嬰伸）（知多半島）        入賞 近藤 敬夫（極伸）（名古屋西） 

優秀賞 佐藤 秀幸（銀伸）（知多半島）      入賞 松波 信子（篝伸）（愛知やわらぎ） 

優秀賞 奥川  昇（廉曻）（知多半島）      入賞 武藤 正彦    （愛知やわらぎ） 



【短歌の部】一般一部（16歳以上）出場25名  全国大会出場（1位～3位） 入賞3名 

 入 賞 舟橋恵美子（淵伸）（知多半島） 

  ☆全国大会は10月25日（日）大阪府岸和田市で開催されます。 

 

平成27年 公認 鷺伸吟詠会 春季昇段試験 合格者 

                                                                                                                                                平成27年7月1日 

初初初初    段段段段    34343434名名名名        推薦１名推薦１名推薦１名推薦１名    

山本満子（名古屋・すばる）瓜生 晋（名古屋・芙蓉）大野憲博（名古屋・名城） 

梅村幹雄（名古屋・名城）中村美枝子（名古屋・名城）仁張和幸（名古屋・五色園） 

原 宏（名古屋・瑞穂青雲）木村律子（知多半島・清水）桑山祥博（知多半島・清水） 

丸山瑚奈（知多半島・白鳥）丸山大輝（知多半島・白鳥）竹内春陽（知多半島・白鳥） 

横山乃亜（知多半島・白鳥）小山昌子（知多半島・大府）矢野幸子（名古屋中川・中島清祥） 

菊地 桜（名古屋中川・中島清祥）増田道子（名古屋中川・中島茜）廣瀬克子（名古屋中川・中島

茜）鬼頭知里（名古屋中川・中川水仙）加藤正典（名古屋中川・中川竹）村井 潔（東尾張・高蔵

寺）水野恭子（中京・三郷）水野正春（中京・三郷）西岡幸子（中京・香坂） 

小林千砂子（名古屋西・美和）辻 博（名古屋西・美和）伊藤美保子（名古屋西・美和） 

山田とめ子（名古屋西・大音寺）水野直次（愛知やわらぎ・あつた六番）各務文治（愛知やわら

ぎ・朱雀）鷲尾基充（愛知やわらぎ・朱雀）服部貞香（愛知やわらぎ・和）浅井康希（愛知やわら

ぎ・和）浅井栄美（愛知やわらぎ・和）森小夜子（中京・さくらんぼ） 

二二二二    段段段段    17171717名名名名    

    今村源一（名古屋・名東）籏 辰男（名古屋・名東）早川道郎（名古屋・名東）神田露子（名古

屋・瑞穂青松）伊藤健一（名古屋・蒼天）河野 文（名古屋・すばる）横井紀久子（名古屋城北・

清明）竹村静江（知多半島・清心）後藤 孝（知多半島・清心）鈴木 栄（知多半島・清心） 

中山初美（知多半島・清心）川口美智子（名古屋中川・中島茜）大矢朋慧（中京・上ノ山） 

野崎一正（名古屋西・美和）石原昌子（名古屋西・美和）津田あや子（名古屋南・緑） 

 吉沢征洋（名古屋南・南部Ｃ） 

三三三三    段段段段    14141414名名名名    

 石垣峯子（名古屋・曙城）伊藤利博（名古屋・名城）志村房江（名古屋・瑞穂青松） 

後藤慶子（瑞穂青松）稲熊眞弓（名古屋・すばる）林みどり（名古屋・すばる）白山聖子（知多半

島・翔輝）森敏枝（名古屋中川・中島茜）中村晴重（名古屋中川・中川竹）早川茂一（名古屋中

川・中川竹）大森 茂（名古屋中川・中川竹）小笠原ヒロ子（名古屋中川・中川竹）高木二四美 

 （中京・香坂）中島 巖（中京・香坂） 

四四四四    段段段段    7777名名名名        推薦４名推薦４名推薦４名推薦４名    

    野田朝子（名古屋・瑞穂青松）増田千恵子（知多半島・清心）磯部登志恵（知多半島・東海若葉）

立川両一（知多半島・大府）加藤雪夫（東尾張・春日井）野瀧 清（名古屋南・緑） 

 横山弘暉（知多半島・清空）佐藤訓子（名古屋城北・ひかり玉川）畠山千恵子（東尾張・高森） 

 西尾光政（中京・三郷）加藤 釥（東尾張・錦） 

五五五五    段段段段    5555名名名名        推薦３名推薦３名推薦３名推薦３名    

    三浦八重（知多半島・宮津）柳下 隆（名古屋南・桃山）寺井千恵子（名古屋南・桃山） 

 若杉鉞子（名古屋南・大磯）八塩 博（知多半島・吉川）長縄鉄男（東尾張・錦） 

梶浦 求（名古屋西・佐織）日比野光子（名古屋西・正色明徳） 

六六六六    段段段段    5555名名名名            

    高津幸子（知多半島・清海）森 民夫（東尾張・錦）名知博毅（東尾張・高森） 

丹羽久枝（中京・猪子石）佐々江慶子（名古屋西・佐織） 



七七七七    段段段段        推薦１名推薦１名推薦１名推薦１名    

 祖父江キミ子（名古屋西・佐織） 

八八八八    段段段段        3333名名名名        推薦２名推薦２名推薦２名推薦２名    

    木村 正（知多半島・宮津）阪野久仁子（名古屋南・緑翔）藤本靖子（名古屋南・緑翔） 

鬼頭恵津子（名古屋西・正色明徳）桐生輝久（名古屋中川・中島清祥） 

九九九九    段段段段        6666名名名名    

    須田輝美（知多半島・清空）平松ひろ子（名古屋城北・ひかり玉川）野田耕司（名古屋城北・小牧

Ａ）森 増雄（名古屋中川・中川茜）伊藤義次（東尾張・和光）菊地洋子（東尾張・高蔵寺） 

十十十十    段段段段        3333名名名名    

 磯部雅美（知多半島・東海富田）伊藤 隆（中京・三郷）片山温子（名古屋・すばる） 

  

 

名古屋支部名古屋支部名古屋支部名古屋支部    

№ 分 会 氏 名 雅 号 フリカナ 講 師 雅号№ 

１ 名城 伊藤 利博 鶴鈴 カクレイ 小井 鶴伸 鶴４ 

２ 瑞穂青松 志村 房江 恒栄 コウエイ 末松 恒伸 恒11 

３ 瑞穂青松 後藤 慶子 恒慶 コウケイ 末松 恒伸 恒12 

４ すばる 稲熊 眞弓 纓花 エイカ 片山 纓伸 纓２ 

５ すばる 林 みどり 纓鳳 エイホウ 片山 纓伸 纓３ 

６ 芙蓉 石垣 峯子 蓉峯 ヨウホウ 中馬 蓉伸 蓉５ 

知多半島支部知多半島支部知多半島支部知多半島支部    

№ 分 会 氏 名 雅 号 フリカナ 講 師 雅号№ 

１ 翔輝 白山 聖子 向聖 コウセイ 須田 向伸 向10 

名古屋中川支部名古屋中川支部名古屋中川支部名古屋中川支部    

№ 分 会 氏 名 雅 号 フリカナ 講 師 雅号№ 

１ 中川竹 中村 晴重 虹晴 コウセイ 木村 虹伸 虹３ 

２ 中川竹 早川 茂一 虹志 コウシ 木村 虹伸 虹４ 

３ 中川竹 大森  茂 虹蔵 コウゾウ 木村 虹伸 虹５ 

４ 中川竹 小笠原ヒロ子 虹妃 コウヒ 木村 虹伸 虹６ 

５ 中島茜 森  敏枝 僚枝 リョウシ 森 僚伸 僚２ 

中京支部中京支部中京支部中京支部    

№ 分 会 氏 名 雅 号 フリカナ 講 師 雅号№ 

１ 香坂 中島  巖 石源 セキゲン 森 石伸 石９ 

２ 香坂 髙木二四美 石美 セキビ 森 石伸 石10 

 

第25回東海地区指導者級競吟大会 

兼 平成27年度 総本部指導者級吟士権大会出場者選考会 結果報告 

開催日：平成27年8月2日（日）  会場：名古屋市北文化小劇場 

  出吟70名 欠席0名 入賞21名（1位～9位まで吟士権全国大会出場）入賞プロ順 

優優優優    勝勝勝勝    金城好英（琢伸）吟士権大会出場  第二位第二位第二位第二位    舟橋末光（廉伸）吟士権大会出場 

第三位第三位第三位第三位    渡邊雅子（太伸）吟士権大会出場  第四位第四位第四位第四位    片山温子（纓伸）吟士権大会出場 

第八位第八位第八位第八位    髙木昭子（炎伸）吟士権大会出場 

入入入入    賞賞賞賞    兼田 育（趙伸）   入入入入    賞賞賞賞    権田秀人（啼伸）     入入入入    賞賞賞賞    高須 典（芦韶） 

入入入入    賞賞賞賞    菊地洋子（沃伸）    入入入入    賞賞賞賞    四方田美由紀（瓏伸） 

    ☆全国師範代・準師範・吟士権大会は12月13日（日）です。 

平成２７年度春季雅号一覧表 

（平成２７年７月１０日付発行） 


