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第 56回 白さぎ吟詠の集い競吟大会の結果

平成2９年4月９日（日）恒例の上記大会が開催されました。本年の会場は大阪府高槻現代劇場において、

延べ624名が参加し、日頃の精進の成果を発表するとともに、会員相互の交流を深めた一日となりました。

各部の成績は次の通りです。

最上級の部（鷺声杯） 上 級 の 部（鷺恵杯）

優 勝 中山 理恵（公認 鷺照吟詠会） 優 勝 藤原 博世（公認 鷺声吟詠会）

準優勝 中原 博司（公認 鷺伸吟詠会） 準優勝 宮﨑 節夫（認承 船場吟詠会）

第３位 池田 久志（公認 攝友会） 第３位 森 佳奈子（公認 攝友会）

第４位 細木 重秋（公認 攝友会） 第４位 田中 ますみ（公認 岳豊会日高）

第５位 野島 節子（公認 鷺声吟詠会） 第５位 安田 匡文（認承 やまと吟詠会）

第６位 増田 全弘（公認 天理吟詠会） 第６位 内座 由紀葉（公認 鷺照吟詠会）

新 人 の 部（鷺洲杯） 初 段 の 部（読売新聞大阪本社杯）

優 勝 植木 厚子（公認 青誠会） 優 勝 山田 恵美子（認承 春鷺声栄会）

準優勝 稲垣 芳雄（公認 岳豊会豊岡） 準優勝 上田 智祥（公認 攝友会）

第３位 米澤 昌彦（公認 攝友会） 第３位 井谷 圭子（公認 鷺伸大阪伸友）

第４位 土屋 章（公認 青誠会） 第４位 太田 雅代（公認 浜松鷺長会）

第５位 加藤 百代（公認 岳豊会出石但東） 第５位 牧 栄理子（公認 鷺伸吟詠会）

弐 段 の 部（大阪市長杯） 参 段 の 部（大阪府知事杯）

優 勝 松木 春香（公認 鷺伸吟詠会） 優 勝 小林 悠貴（公認 攝友会）

準優勝 宗盛 泰典（公認 攝友会） 準優勝 石飛 雄三（公認 広島鷺夕会）

第３位 松尾 昌昭（公認 青誠会） 第３位 田路 唯司（公認 青誠会）

第４位 吹野 忠司（公認 鷺声吟詠会） 第４位 和田 彩香（公認 攝友会）

第５位 菊川 泰博（認承 鷺舟会） 第５位 児島 太郎（公認 攝友会）

壮年①の部（佐藤鷺照杯） 壮年②の部（伊東鷺伸杯）

優 勝 石原 ヱミ子（公認 鷺照吟詠会） 優 勝 大倉 美恵子（公認 鷺照吟詠会）

準優勝 太田 俊六（公認 鷺照吟詠会） 準優勝 廣田 寿子（公認 鷺惠会）

第３位 香西 泰彦（公認 鷺伸吟詠会） 第３位 間嶋 節子（公認 鷺迪吟詠会）

第４位 岩城 洋子（認承 淞苑会） 第４位 田中 好子（公認 鷺照吟詠会）

第５位 松本 幸江（公認 鷺迪吟詠会） 第５位 山本 進（公認 鷺伸大阪伸友）
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壮年③の部（安田鷺迪杯） 和 歌 の 部（鷺孝杯）

優 勝 川角 範子（公認 青誠会） 優 勝 安達 菫（公認 鷺伸吟詠会）

準優勝 飯尾 大彦（公認 天理吟詠会） 準優勝 空 富美子（公認 鷺照吟詠会）

第３位 中野 清子（公認 攝友会） 第３位 内田 育子（認承 鷺照会）

第４位 島本 和子（公認 攝友会） 第４位 中川 敏子（公認 鷺惠会）

第５位 中尾 ヨシノ（公認 攝友会） 第５位 須田 輝美（公認 鷺伸吟詠会）

連 吟 の 部（鷺舟杯） 合 吟 の 部

優 勝 丹羽 久枝（公認 鷺伸吟詠会） 優 勝 田中 美恵子ほか（公認 岳豊会日高）

吉田 詔子 準優勝 飯田 美代子ほか（公認 浜松鷺長会）

準優勝 高木 昭子（公認 鷺伸吟詠会） 第３位 内田 順子ほか（公認 鷺照吟詠会）

松井 千征 第４位 佐田 靜子ほか（公認 攝友会）

第５位 西谷 和世ほか（認承 淞苑会）

団 体 の 部

優 勝 公認 攝友会A 年 少 の 部

準優勝 公認 岳豊会豊岡 優 勝 松好 映実（公認 天理吟詠会）

奨励賞 向田 陽菜（認承 澄峰会）

奨励賞 箕輪 しおり（公認 澄峰会
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※ ホームページアドレスは、http://www.shirasagi.club/ です。

＜検索方法＞

・只今、検索エンジンに登録中です。現在のところ、いち早く検索できる方法は次の通りです。

① Yahooや Google の検索サイトに「関西吟詩」と打込み、enter を押す。

② 関西吟詩のトップ画面ページにある右上の「メニュ」スイッチを押す。

③ その中にある「知る」をクリックします。

④ 最後の所に「リンク集」とありますので、それをクリックします。

⑤ リンク集のページにある「関西吟詩文化協会関連のサイト」 そこにある公式ページの欄の

トップに掲載の「白鷺連合会」をクリックします。

⑥ 上記のような 白鷺が羽ばたくトップページが現れます。（以後は、すぐにジャンプできるように

お気に入り・ブックマークなどに登録されておかれると良いでしょう☆）

⑦ 「メニュー」欄には、次のような項目がありますので、

閲覧したい項目をクリックしてご覧ください。（項目は今後、追加削除されることがあります）

・白鷺連合会の紹介 ・新着情報 ・活動報告 ・詩吟コーナー ・関連リンク集

・青年部だより ・ニューしらさぎだより ・「白さぎ」会報

※ 固定ページと運用ページの更新は、これからどんどんと最新記事をアップして参りますので

お楽しみください。特に、速報性を重視して、各種コンクール・大会の結果速報その他をアップ

するようにいたします。画像もふんだんに取り込めます。 「ニューしらさぎだより」は、今後

公式ホームページへの速報アップ一本化への方向性へ移行されますことをご理解ください。

※ このたびのサイトリニューアルは、先の白鷺連合会理事総会において承認され、実施されるもの

です。これまでのような個人ボランティア運営のものでなく、将来の白鷺連合会を見据えた形の

公式ホームページとしての展開となります。特に、スマホ対応で閲覧できるものとしての初期投資

及び今後の運用管理をレンタルサーバーに置くことで、年間の運用費を持って、管理の担当者が

代わっても引き継いでいける形を取っています。今後とも詩吟の普及活動に役立つ情報発信基地の

役割を果たすべく、邁進して参ります。

どうぞ、お気づきの点があれば、ご指導ご鞭撻宜しくお願いいたします。

広報部長・HP管理部長 塩路 澄誠


