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１．支部長挨拶

   支部員の皆様

　寒冷の候、支部員の皆様におかれましては、ますますご健勝にて

ご活躍のこととお慶び申し上げます。平素は当支部に何かとご協力を

いただき誠にありがとうございます。

　おかげさまで第39回定期演奏会も終了し、各事業を無事に終えることが

できました。特に定期演奏会では各係の方々には大変お世話になり、

ありがとうございました。演奏会の運営については多くの反省すべきところは

ありますが、次年度に生かしていきたいと思います。

　次年度は第４０回記念演奏会になり、会場は茨木市クリエイトセン

ターホールに移ります。支部員皆様のアイデアを結集し、聴きに来て

いただいたお客様に満足していただける演奏会にしたいと思います。

　幹事会・常任理事会の日にあわせて開催した支部主催本曲勉強会も

好評でした。ご指導をいただいた武田幻山技能担当幹事、大庭顧山顧

問、辻元心山顧問に感謝申し上げます。次年度も開催を予定していま

すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　支部長として２期目の半分が終わりました。支部員皆様のご協力に

心より感謝申し上げます。

定期演奏会のプログラムの表紙裏に掲載させていただきました流祖都山の

『和楽全』のお言葉のように、演奏においても、支部の活動において

も和を大切にしたいと思います。

　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

新都山流大阪府支部長　

藤 田 紫 山　
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２．第４４回（平成３１年度）通常総会開催について

　平成３１年度総会を下記の要領で行います。

　総会の成立は支部員の過半数の出席を必要としますので、当日やむを得ず

　欠席の方は同封ハガキの委任状に氏名をご記入・押印のうえ12月29日（土）

　までにご送付下さいますようお願い申し上げます。

　なお、通常総会にご出席の方は、本会報末尾に添付の「第４４回通常総会

　議案書」をご持参ください。

記

１.日時 平成３１年１月１４日（月・祝）

　【スケジュール】

　午後１時 役員総会　（全役員出席してください）

　午後２時 初吹き会 「八千代」「瀬戸の舟歌」「望郷の賦」

　午後３時 支部総会

　午後４時半 懇親会 あべのQ'モール４階 「たちばな」

２.場所 阿倍野市民学習センター　特別会議室

（電話） 06-6634-7951

（住所） 545-0052　大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300

あべのベルタ３階

３.議案

第１号議案 平成３０年度事業報告承認の件

第２号議案 平成３０年度会計収支決算報告承認の件

第３号議案 平成３０年度会計収支決算に関する監査報告

承認の件

第４号議案 平成３１年度事業計画案承認の件

第５号議案 平成３１年度会計収支予算案承認の件

第６号議案 その他

以上
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３．事業報告 (平成３０年１月～１２月)

　（1）大阪府支部役員総会

日　時 平成３０年１月８日（月・祝）

場　所 弁天町生涯学習センター

　（2）大阪府支部第４３回（平成３０年度）通常総会

日　時 平成３０年１月８日（月・祝）

場　所 弁天町生涯学習センター

　（3）とどけ和の響き・東日本大震災チャリティー演奏会参加

日　時 平成３０年３月１０日（土）

場　所 玉水会館 曲　目 若葉・御山獅子

出演者 １８名

　（4）会報１１９号発行

日　時 平成３０年３月１５日

内　容 大阪府支部第４３回通常総会報告ほか

　(5)支部主催第１回勉強会

日　時 平成３０年３月３１日（土）

講　師 武田幻山先生 曲　目 木枯・秋の野

場　所 弁天町生涯学習センター

参加者 ３２名

　(6)支部主催第2回勉強会

日　時 平成３０年４月１４日（土）

講　師 辻元心山先生 曲　目 朝の海・木枯

場　所 阿倍野市民学習センター

参加者 ２０名

　（7）当道友楽会定期演奏会参加

日　時 平成３０年５月19日（土）

場　所 国立文楽劇場 曲　目 御山獅子・難波獅子・菊の詩

出演者 １４名
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　(8)支部主催第3回勉強会

日　時 平成３０年５月２６日（土）

講　師 大庭顧山先生 曲　目 五孔三彩・秋の野

場　所 阿倍野市民学習センター

参加者 ２６名

　（9）京都検定試験

日　時 平成３０年６月３日（日）

場　所 京都国際交流会館

昇格者 師範３名 ※准師範受験者は無かった

　（10）大阪文化団体連合会演奏会

日　時 平成３０年６月１０日（日）

場　所 吹田メイシアター 曲　目 秋の野

出演者 ３２名（兵庫4京都4含む）

　（11）東京検定試験

日　時 平成３０年７月８日（日）

場　所 林野会館

昇格者 師範１名

　（12）支部主催尺八箏三曲合奏研究会

日　時 平成３０年７月２８日（土）

場　所 天満橋プチエル 曲　目 合奏曲ト短調・あけぼの

講　師 中村双葉先生・武田幻山師

参加者 ２９名

　(13)本部主催本曲講習会　(兵庫県支部担当)

日　時 平成３０年８月４日（土）

場　所 神戸文化ホール 曲　目 夜の懐・青海波・星月花

講　師 宗家及び大庭顧山師

参加者 当支部より１５名

　（14）支部主催第４回独奏会

日　時 平成３０年８月２５日（土）

場　所 観心寺（河内長野）

参加者 １９名
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　(15)支部主催本曲コンクール

日　時 平成３０年９月２日（日） 曲　目 木枯

場　所 阿倍野市民学習センター

参加者 ２７名

※副賞　 河野玉水氏　（尺八ケース太2、尺八袋2）

衛藤興山氏　（つゆ切り）

　・准師範の部　優勝 鷹尾心奏

　・師範の部　　 優勝 澤田淡山　準優勝 清原創山

　・大師範の部　優勝 浜平杞山　準優勝 砂川雪山

　　　　三位 藤田紫山・浦田冬山

※入賞(全国大会資格取得)

　・准師範の部　 三輪心正、西出韻昭

　・師範の部 　　 松本顧楓山、森岡煌雨山、稲田顧静山

　・大師範の部　 松藤倖雨山、吉村瞑山、高田琮山、古西輝山

　　　　井上裕以山

　(16)兵庫県支部定期演奏会参加

日　時 平成３０年９月２２日（土） 曲　目 紅葉

場　所 西宮市プレラホール 出演者 ９名

　(17)第３９回大阪府支部定期演奏会 リハーサル

日　時 平成３０年１０月７日（日）

場　所 門真市ルミエールホール小ホール

　(18)第３９回大阪府支部定期演奏会

日　時 平成３０年１０月２７日（土）

場　所 門真市ルミエールホール小ホール

出演者 尺八７９（兵庫・奈良・京都支部の１９名を含む）絃方６１

　(19)本部主催本曲コンクール

日　時 平成３０年１１月１７日（土） 曲　目 木枯

場　所 京都国際交流会館イベントホール

成　績 大師範の部 三位・砂川雪山　五位・浜平杞山

師範の部　　優勝・澤田淡山

―　5　―



　(20)朝日新聞「第６０回各派合同三曲演奏会」

日　時 平成３０年１１月２３日（金・祝）

場　所 フェスティバルホール 曲　目 寒砧

出演者 ５０名（兵庫9京都5奈良2を含む）

　(21)会報１２０号発行

日　時 平成３０年１２月１５日(土)

内　容 第４４回通常総会案内ほか

４．事業予告

　（1）大阪府支部役員総会

日　時 平成３１年１月１４日（月・祝）

場　所 阿倍野市民学習センター

　（2）大阪府支部第４４回（平成３１年度）通常総会

日　時 平成３１年１月１４日（月・祝）

場　所 阿倍野市民学習センター

　（3）とどけ和の響き・東日本大震災チャリティー演奏会参加

日　時 平成３１年３月９日（土）・１０日（日）

場　所 玉水会館 曲　目 瀬戸の舟歌・越後獅子

ﾘﾊｰｻﾙ ２/１７（日）１３:００　　・阿倍野市民学習センター

　（4）会報１２１号発行

日　時 平成３１年３月１５日

内　容 大阪府支部第４４回通常総会報告ほか

　(5)支部主催第１回勉強会

日　時 平成３１年３月３０日（土）

場　所 阿倍野市民学習センター

講　師 武田幻山先生 曲　目 岩清水・望郷の賦

　(6)支部主催第２回勉強会

日　時 平成３１年４月２７日（土）

場　所 阿倍野市民学習センター

講　師 辻元心山先生 曲　目 岩清水・秋桜（宗家作曲）

第３回勉強会は5/25大庭顧山先生による「海のしらべ」（長沢勝俊作曲）の

予定です。なお、５月以降の予定は会報１２１号に掲載します。
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５．会員の広場

　（１）平成２９年度本曲コンクール全国大会第４回支部主催独奏会の記

平成３０年８月２５日（土）に河内長野市の観心寺にて開催されました。
観心寺は流祖が「慷月調」を作曲されたところです。
午前中、地元の浦田冬山さんの案内で観心寺境内を散策、皇室や楠正成
とゆかりの深い寺で宝物館も見学しました。
昼食後、藤田紫山支部長の指揮で「八千代」を合奏し、その後大庭顧山
顧問の指揮で「慷月調」を合奏し、抽選順でそれぞれの曲を演奏しました。

 1. 藤田紫山 木　枯
 2. 金川康宇山 朝の海
 3. 古西輝山 木　枯
 4. 松本顧楓山・稲田顧静山・渥美顧華山 風の色
 5. 松永顧雨山 神仙調短章
 6. 浜平杞山 鶴の巣籠
 7. 熊本光雨山・岡田侊雨山 遍　路
 8. 松藤倖雨山 五丈原
 9. 高島峰山 つむぎ唄
10. 髙田琮山 深山ひぐらし
11. 砂川雪山 木　枯
12. 浦田冬山・福本峰山 紅　葉
13. 中川星伊山 木　枯
14. 大庭顧山・松永顧雨山（三絃） 明　鏡

コンクール課題曲の木枯も数人あり、それぞれが自分の個性ある曲の演奏
もあり、観心寺の拝殿の風が吹き渡る中で楽しく時間を過ごしました。
圧巻は松藤倖雨山さんの五丈原で、ご自身の尺八のテープをバックに『祁
山悲愁の風更けて・・・』の歌を朗々と歌われたことでありました。さすがに
詩吟の先生です。また松永顧雨山さんの三絃の演奏を初めてお聞きし、
杵屋正邦作曲の難しい曲を弾きこなしておられるのに感心しました。
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　（2）本曲コンクール全国大会

１１月１７日（土）京都市国際交流会館イベントホールにて行われ、次の３名
が入賞されました。
師範の部  大師範の部

（優勝） 澤田 淡山 （３位） 砂川 雪山
（５位） 浜平 杞山

澤田淡山氏よりいただいたコメントと共によろこびの写真を掲載します。

　今年も本曲コンクールへの出場が叶い、その上師範の部にて優勝を賜り
感謝と感激の思いに溢れております。
健康に留意し、今後ますます精進いたす所存でございます。 澤田淡山

　（3）支部行事へのお誘い

　支部会員の皆様、日々研鑽を重ねておられることと思います。

支部におきましても技能向上を目指し「勉強会」「合奏研究会」「独奏会」

「本曲コンクール」といった行事を企画しております。

 会報に行事予定を載せていますので積極的なご参加をお願いします。
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砂川雪山氏 浜平杞山氏 


	会報120号（会報）00.pdf
	会報120号（会報）01..pdf
	会報120号（会報）02..pdf
	会報120号（会報）03.pdf
	会報120号（会報）04.pdf
	会報120号（会報）05.pdf
	会報120号（会報）06.pdf
	会報120号（会報）07.pdf
	会報120号（会報）08.pdf
	会報120号（会報）09.pdf
	会報120号（会報）10.pdf
	会報120号（会報）11.pdf



