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発行：自由律俳句協会
（このニュースレターでは自由律俳句協会の最新の活動状況をお伝えしていきます）

「文学フリマ東京」参加のお知らせ～作品出展のお願い
第 32 回文学フリマ東京は、コロナ禍に対応しながら次の通り予定通り開催される見通しと
なりました。
◍日時：2021 年 5 月 16 日（日） 12 時～17 時
◍会場：東京流通センター第一展示場
◍カテゴリー：詩歌/俳句・短歌・川柳（出店場所は未定。当日会場入り口に案内あり）
◍ブース（幅 90 ㎝）を２分し展示する予定です。
①個人コーナー（句集、評論集など）

②結社コーナー（機関誌、句誌など）

●出展物の受付を開始しました！
自作の句集、結社の機関誌、自由律俳句に関する資料など出展可能な作品、句誌、印刷物な
どの提供を募っています。前回の協会出店時も個人や共同出版の句集の提供、各結社の機関
誌、お手持ちの自由律俳句に関する資料などの協賛をいただき大いに自由律俳句のアッピール
ができ好評でした。
●出展物の協賛にご賛同いただける方は事務局宛てご一報ください。
出展物のお申し出は 4 月末まで、出展物の事務局宛て着荷は 5 月 9 日(日)までとします。
―自由律俳句協会の紹介文―
自由律俳句協会は創立 3 周年を迎えました。自由律俳句とは人生そのもの、私にとってウソ
でないホントウの句、私の大切な親友、心を自由にする時間です。心のつぶやきをつぶやくチ
ャンスを見詰めてみませんか？

最近、自由律俳句は面白いと若い人が増えています。
（白松いちろう）

初のオンライン句会を開催しました!
2 月 27 日(土)、「きょうかいの句会 in Zoom」を開催いたしました。
7 名の句座（投句は 8 名）となり、うち 3 名の方が句会初参加でした。句歴に関係なくどな
たからも積極的な意見交換がなされ、活気ある句会となりました。
コロナ禍で対面の句会が難しい中、Zoom を使って遠隔地の方と句座をともにできたことは大
きな収穫でした。句会の詳細は機関誌「自由律の風」vol.2 でレポートいたします。
（さいとうこう）
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｢自由律の泉賞｣への投句を募集します
毎号のニュースレターと一緒にお届けしている「自由律の泉」の拡大版ともいうような通信句
会「自由律の泉賞」を企画しました。コロナ禍の長引くなか、協会のイベントも“今できる形”を
さまざまに探っていきたいと思います。会員が誰でも参加できるイベントとするとともに、会員
外の参加も受け入れることで、広く自由律作品・作家との出会いの機会とすることを目指します。
郵送でもメールでも投句できます。これまで「自由律の泉」に投句されたことのない方も、こ
の機会にぜひご参加ください。
1) 投句： 1 人 1 句（自由題、未発表の句）
2) 応募資格：自由律俳句協会会員、会員外も参加歓迎
3) 選考方法：投句者全員による互選
各人３句選んでもらい、集計して上位５人ほどに賞（均一 2000 円）
4) 参加費：郵送による参加の場合：投句の際に 84 円切手 2 枚を同封
（選句用詠草集の送料・印刷代、返信用ハガキ代として）

メールによる参加の場合：無料（選句用詠草集も PDF で送付）
5) 応募要項：以下の必要事項を投句用紙または任意の原稿用紙等に記入してお送りください。
メールの場合は、同様の内容をメール本文に書いてください。
④ 投句１句

②作者名

③居住地の都道府県名

④連絡先：郵送参加の場合は、〒住所、宛名
メール参加の場合はメールアドレス（PDF を受け取れるもの）
6) 送付先：〒193−0832

八王子市散田町２−５８−４ 平岡久美子 宛て

メール kumiko801@wh-wing.net
7) 投句締切：2021 年 4 月末日
その後、選句用詠草集を作成して投句者全員にお送りし、選句を集計して受賞者を決めます。
投句作品・選考結果は機関誌第３号に掲載の予定です。
（平岡久美子・寺田和可）

協会ホームページ電子書棚

会員作品公開のお知らせ

ホームページ内の電子書棚コーナーでは、先人の句集や俳論などとともに、会員作品の公開
を始めました。このたび、下記の作品を公開致しましたので、ぜひ御覧ください。

▶藤澤雅幸『正宗

自由律俳句集

月の太鼓』選抜第一巻

電子書棚では、引き続き会員の方の作品（句集、俳論、作家研究など）を募集しておりま
す。協会までご気軽にご相談ください。

（梶原由紀）
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自由律俳句関連のお知らせ・ご案内
◆「第 26 回自由律俳句フォーラム」のお知らせ
投句は「自由題」および「テーマ句－恋」の 2 句を募集します。後日投句者全員で互選し、各
部門の最高得点句は大賞として 5.000 円、2 位の方には 3.000 円、3・4・5 位の方にもそれぞれ
2.000 円を贈呈。また得点結果を記載した詠草集と選句の結果、会の模様を記載した小誌も後日お
送りします（会が中止の場合は作成しません）。
１．日時 令和 3 年 5 月 30 日（日）午後１時半より５時まで
２．会場 江東区芭蕉記念館・分館会議室
地下鉄都営大江戸線森下駅 A1 出口より徒歩 10 分
東京メトロ半蔵門線清澄白河駅清澄通り改札 A１出口徒歩７分
３．投句料 1.000 円―２句 1 組で未発表のもの
（公平を期するために大会当日まで句会や他所での発表はお慎みください）

※投句料は「ゆうちょ銀行 記号 10180 54162271」または「みずほ銀行 普通預金 店番 544
口座番号 1873785」いずれも「中塚唯人」宛 へご送金ください。

４．当日会場参加費 500 円 （当日の資料代含む）
※会場に参加予定の方も会が中止の可能性もあるため、投句料は極力お振り込み願います。

５．応募要項 ①～⑤を記入してお送りください。郵送（ハガキも可)・メール･FAX も可。
①氏名（所属会名）
③投句二句

②〒住所 電話番号・メールアドレス

④当日の 出・欠

⑤懇親会 出・欠（後日変更可能）

※懇親会は会の終了後、引き続き同所で予定しています。
（費用 1.500 円）

６．送付先 〒154-0012

東京都世田谷区駒沢２－２８－１４ 「海紅社」中塚唯人宛

電話･FAX：03-3422-6962
７．投句締切

メール tadato8008@nifty.com

令和 3 年 4 月 10 日（期限厳守でお願いします）
（主催 自由律俳句フォーラム、プロデュース「海紅」）

◆新しい句会「百舌」が誕生しました！
令和３年１月、新しい句会が発足しました。その名も自由律俳句「百舌」
。
「来る者拒まず、去る者は良き思い出をもって」をモットーに主義主張に囚われることなく各人
の個性を活かした一句を目指していきます。
(詳しい紹介やメンバーの作品は機関誌に掲載予定です)
体験入会のご希望はこちらまで ＜mozu.jiyuritsu@gmail.com＞
（世話人 さいとうこう）
★自由律俳句のグループ結成や句会発足の情報、参加者募集など、どうぞお寄せください。
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◆「大正ロマン・熊本いにしえ展」で自由律俳句を募集
2021 年 3 月 20 日（土）
、21 日（日）熊本市・中心市街地で、
「熊本いにしえ展」が開催されま
す（協力：熊本市、くまもと文学・歴史館）。その中で「街ナカ文学賞―山頭火の世界―自由律俳
句コンテスト」として、自由律俳句の募集が予定されています（投句は全国から可。期限 6 月末）
。
自由律俳句協会として協力の方向で進行中。詳細の告知は、開催地の熊本市中心市街地での掲
示・チラシ配布のほか、各通りのホームページなどで。
（白松いちろう）

自由律俳句協会からのご報告・お知らせ
◆新規入会者の状況
2020 年 1 月から 2021 年 3 月までの新規会員は 13 名です。北は北海道から南は九州の広い範
囲から若き俳人たちが加わっていただきました。嬉しい限りです。
新会員の声をご紹介します。「多くの作品に触れ、投句の機会がほしい」「自由の尊重」
「皆さんにお会いしたい」「句会や全体会に参加したい」「10 代の頃から詩を書いているがも
っと短詩系を求めたい。山頭火に共感」「自由律俳句に魅かれ学びたい」など。
（白松いちろう）

◆協会の公式ツイッターから
フォロワー数は 534 まで増加しました(2021 年 3 月 6 日現在)。

◆機関誌「自由律の風」の購入について
創刊号は会員の方には無料でお送りしましたが、そのほかにご希望の方は 1 冊 500 円でお送り
しますので、下記の編集部までお申し込みください。
〒154-0012 東京都世田谷区駒沢 2－28－14
メール

中塚唯人 宛

tadato8008@nifty.com

◆ニュースレター&「自由律の泉」のメール送信について
ニュースレターと「自由律の泉」は、プリント版の郵送、あるいは PDF 版のメール送信により
お届けしています。PDF 版は、家庭用の A4 判プリンターで印刷も可能です。経費節減のため、
できるだけメール配信を優先にしていきたいと考えております。プリント版を受け取っている方
で、メール送信に切り替えてよいという方はご連絡いただければ幸いです。
バックナンバーの PDF は、自由律俳句協会のホームページでもご覧になれます。

自由律俳句協会 事務局

〒270-2329 千葉県印西市滝野 2-6-16 白松いちろう方
e-mail：siroo@mist.ocn.ne.jp

ホームページ：https://www.自由律.com/
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TEL＆FAX 0476‐80‐9177

ツイッター：自由律俳句協会＠jihaikyo

