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平成 十六年か ら︑週に 一回岩
村公民 館のお部 屋をお借 りして
おりま す︒長く 西山公民 館で練
習をし ていたの ですが︑ 縁あっ
て こ ち ら に 移 っ て ま い りまし
た︒そ してはや ︑四年目 を迎え
ました ︒詩吟は 大声を出 して吟
じます ので︑周 りには何 かとご
迷惑を おかけし ている事 もあろ
うかと 思います ︒公民館 をお借
りして いる仲間 としてお 許しを
頂き︑ 今後とも 宜しくお 願い致
します ︒
現在 は︑師範 の私を入 れて五
名で和 気藹藹と 練習して おりま
す︒し かし休む 方もおら れ︑な
かなか 五名が揃 いません ︒それ
でも︑ 長く続け ることが 上達に
つなが ります︒ お声を出 すこと
自体が 健康を保 つ上でも 有効で
あると 実感して います︒
お声 を出して おれば何 歳にな
っても 若々しい 声が保て ます︒
吟の仲 間には高 齢者も多 く︑元
気に舞 台で吟じ られてい ます︒
私達 は︑高知 県詩吟剣 舞連盟
に加盟 しており ︑連盟主 催の詩
吟剣詩 舞春季大 会や︑財 団法人
日本吟 剣詩舞振 興会主催 の全国
吟詠コ ンクール ︑コロン ビア︑
西山教室の仲間たち
翆峰流建依別吟詠会
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キング ︑ビクタ ー︑クラ ウン等
の各レ コード会 社主催の コンク
ール等 出場を希 望すれば 発表す
る機会 は沢山あ ります︒ 強制で
はあり ませんが ︑目標を 持てば
やる気 も出て︑ 元気にな る要素
でもあ ります︒ 広く仲間 を募っ
ていま すので︑ この紙面 をお借
りして お誘いさ せて頂き ます︒
年齢は 問いませ ん︒お子 さんの
情操教 育にもな ります︒ 又日本
古来の 文化でも あります ので︑
若い方 に伝承し て行きた いとも
思って います︒ お子さん ︑お孫
さんに も勧めて 頂ければ 嬉しい
です︒
毎週 水曜日︑ 午後七時 から練
習して います︒ 来聴は大 歓迎で
す︒是 非試しに 聴いてみ て下さ
い︒お 待ちして おります ︒
吟詠 会 西山 教室
副 会長 山 本翆浩さ ん寄稿
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♪朝 は鳥にな って〜あ なたを
目覚め させる〜 ︒

朝の 訪れと共 に部屋で 同居の

小鳥た ちの声が 一段とに ぎやか
になっ て来ます ︒
イン コのピー ちゃんが 何やら
﹁ごに ょごにょ ﹂と歌っ ている
ように さえずっ ています ︒
多彩 な声を出 すので言 葉を教
えたら きっとお しゃべり インコ
になっ たことで しょう︒
文鳥 のブンち ゃんは水 浴びが
大好き です︒
指を 入れると 怒ったよ うに噛
みつい てくるの で︑これ は手乗
り向き かもしれ ません︒
前に 飼ってい た手乗り インコ
を逃が して悲し い思いを したの
で︑も う手乗り にはしな いと決
めてい ますが︑ 小鳥を手 のひら
に包ん だときの 柔らかい ぬくも
りは忘 れられま せん︒
鳥か ごにそっ と顔を近 づける
と﹁ん ？﹂とい うふうに 首をか
しげま るい目を 向けて来 ます︒
つや つやの羽 毛︑美し い姿︑
翼を広 げたり片 足を上げ たりす
るしぐ さ︑眺め ているだ けで心
がふん わりして 来ます︒
﹁ピ ーちゃん おはよう ︑ブン
ちゃん おはよう ﹂と声を かけて
私の一 日が始ま ります︒
島崎 みよさん ︵金地︶ 寄稿

