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自由律俳句協会ニュースレター
◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍ ◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍

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）

2020 年度総会の開催についてお知らせ
昨日も今日もコロナ禍のニュースが続き、そして明日も続くことでしょう。
皆さま、残暑対応と共に賢明なる対応で凌いでおられることと存じます。
今年度の自由律俳句協会の総会については、前号ニュースレターにて第１報として 11 月 22
日(日)に東京・江東区芭蕉記念館での開催予定をご案内しておりましたが、今、新型コロナウ
イルスの感染防止を最優先にせざるを得ない状況から、東京会場での開催は中止と決定いたし
ました。代わりに、通信による実施に変更します。
今年度は、予定していたイベントの中止が相次ぎ、打合せや作業に集まることも困難な状況
が続いて、ニュースレターや「自由律の泉」の発行以外、活動計画の多くが残念ながら出来て
おりませんが、機関誌の創刊やツイッターでのオンラインイベントなどの新しい動きもあり、
このような状況下で可能な活動の形も検討中です。
後日、今年度の活動報告・会計報告、次年度の活動計画・予算案などの総会議案・資料は書
面にて送付し、皆さまの承認を得たいと準備を進めています。今後の活動へのご意見・ご提案
などもお待ちしています。ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
（事務局 白松いちろう）

機関誌の誌名・創刊号の発行について
会員の皆さまにもご提案をお願いしていた機関誌の誌名が決まりました。
寄せられた候補をもとに、編集委員から次のように提案し、役員の承認を得て、決定いたし
ました。
「自由律俳句協会機関誌

自由律の風」

協会ツイッターやニュースレターで使用している「自由律」のロゴ（富永鳩山氏の揮毫によ
る）は、機関誌でも共通して使用の予定です。
なお、機関誌創刊号は総会時に会場にお越しいただいた方には直接お渡しし、それ以外の会
員には当日発送の予定でしたが、総会の会場開催が中止になったため、11 月末頃に発行して全
員に郵送でお届けする予定です。今しばらくお待ちください。
（機関誌編集委員
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中塚唯人）

第 2 回自由律俳句協会奨励賞の選定について
コロナの最中ですが、今年度も自由律俳句協会奨励賞の実施を予定しています。９月末まで
に推薦された個人・団体から決めたいと考えています。最終的に５人の選定委員の多数意見に
より、自由律俳句協会 7 奨励賞候補として挙げ、役員会の決定を経て受賞の決定をします。
奨励賞は、過去の実績や団体の大小にかかわらず、地道な活動を通して自由律俳句に寄与、
努力していると判断される団体・個人に光りを当てるための賞です。より良い賞とするために
会員の皆様からの御意見をお寄せ下さい。
＜第１回 自由律俳句協会奨励賞受賞＞
団体の部

木村緑平顕彰会

個人の部

棚橋麗未氏・富永鳩山氏

（佐瀬広隆）

★候補者の推薦は、所定の推薦書にご記入のうえ、９月末日までに事務局へご提出ください。

自由律俳句関連のご案内
◆「第 25 回 自由律俳句フォーラム」開催のお知らせ
今回は自由題 2 句と併せて「短律句と長律句」をテーマに勉強会を開きます。ただし、コロナ
渦の現況下においては、当日の芭蕉記念館にての句会はまだ見通しが立ちません。よって、選句
の際までに、句会開催を決定し、改めて出欠を確認したいと思います。中止の場合は、前回同様
に投句と全員の互選により最優秀句を決め、1 位から 5 位までの方に些少ですがクオカードを贈
呈いたします。また得点結果を記載した詠草集と会の模様を記載した小誌も後日お送りします。
（中止の場合には小誌は作成しません）
1. 日時

令和 2 年 11 月 22 日(日) 午後１時半より 5 時まで

2. 会場

東京都「江東区芭蕉記念館」本館会議室

3. 投句料 1,000 円 2 句 1 組 未発表のもの
（大会当日まで他所での発表はお慎みください）
右記までお振り込み下さい。
「ゆうちょ銀行 10180－54162271」中塚唯人口座宛
4. 応募要項 申込用紙に①～⑤まで必ずご記入の上ご送付下さい。
（ハガキ・メール･FAX でも可） メールは tadato8008@nifty.com まで
①氏名（所属会名）②〒住所 ③電話番号 ④メールアドレス（極力こちらを
使用下さい） ⑤自由題投句 2 句
5. 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（電話は、通常登録のない方は迷惑電話になっておりますので、
メッセージが流れた後でお名前を録音いただければ、折り返しかけ直します）
６. 締切 令和２年 10 月 10 日（期限厳守）
７. 主催 東京自由律俳句会、プロデュース「海紅」
（自由律俳句フォーラム事務局
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中塚唯人）

◆「木村緑平句碑祭」「木村緑平顕彰会総会」のお知らせ
木村緑平句碑祭と木村緑平顕彰会総会は例年通り本年も行われます。
期日 令和２年１０月２２日（木）
句碑祭 柳川市坂本町 柳城児童公園句碑前
総

会 同町

柳川婦人会館

なお、本年はコロナの為「木村緑平ジュニア賞」は中止と決まりました。
（佐瀬広隆）

◆第 4 回「尾崎放哉賞」募集案内
締

切：2020 年 11 月 30 日（土） 必着

募集規定：２句１組 2,000 円（何組でも可） ※未発表のものに限る
郵便小為替・現金書留または右記口座へ ゆうちょ 01740-9-150523 高木和子
《高校生の部》は無料（ただし 2 句まで）
応募用紙または原稿用紙にて（郵便番号・住所・氏名・電話番号を記入のこと）
送 付 先：〒825-0005 福岡県 田川市 糒 1908-6 高木 架京 宛
主

催：自由律俳句結社「青穂」

選

者：自由律俳句結社「青穂」役員

問 合 せ：尾崎放哉賞 事務局 メールアドレス: support@hosai-seiho.net
ホームページ http://www.hosai-seiho.net/ 投句用紙のダウンロードもできます。

◆第 3 回「山頭火ふるさと館自由律俳句大会」募集案内
投句作品：自由律俳句

一人三句まで

部門：①子どもの部（中学生以下）

※未発表で自作の作品に限る。
②一般の部

投句の方法：①投句用紙に記入の上、防府市内に設置の投句箱へ

②当館宛てのメール、郵送

③ふるさと納税返礼品に同封する投句用はがき
投句料：無料（ただし、郵送料や通信料等は応募者の負担）
投句の様式：・書式は自由。
・部門、郵便番号、住所、電話番号、氏名（雅号・俳号の場合は本名も記入）、
ふりがな、年齢、学年（学生のみ）を明記。
※なお、学校単位で投句する場合は、学校専用の応募用紙を添付する。

審 査 員：一般の部

富永鳩山（群妙主宰）、久光良一（俳人）

子どもの部 門田美和子（自由律俳句講師） 、西田稔（山頭火ふるさと館館長）
応募締切：令和２年 11 月 30 日（月）【当日消印有効】
提 出 先：〒747-0032 山口県防府市宮市町５番１３号
山頭火ふるさと館「自由律俳句大会」係
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Email info@hofu-santoka.jp

◆自由律俳句の句集・関連書籍の発行
今年はコロナ禍により句会やイベントなどの開催が難しい状況が続いていますが、自由律関
連の出版は活況を見せています。若手の句集から入手困難になっている先人の句集まで、電子
書籍の担う役割は確実に大きくなっているようです。
●句集「男という孤島」久光良一

文学の森 発行（紙書籍版）

●海紅文庫「碧梧桐句集」河東碧梧桐 著、中塚唯人・上崎洋一 編（電子版）
●「吉岡禅寺洞俳句全集（暁光堂俳句文庫）」吉岡禅寺洞 著、暁光堂 編、生駒大祐 序論、
（電子版）
●句集「蕎麦湯が来ない」せきしろ×又吉直樹 著

マガジンハウス（紙書籍版・電子版）

全国学校図書館協議会選定図書
●句集「見えない傷」北大路翼、著春陽堂書店・刊（紙書籍版、電子版）
●句集「まだしりとりは続いていた」すなだん！・紅井りんご・富豪閣 著（電子版）
●「アネモネ自由律俳句集」将吾・寺林凌・馬場勇至・蓮謙 著

the moto3s 社(電子版)

そのほか、詩歌交流サイト「詩客」にさいとうこう氏の自由律俳句が掲載されました。
http://shiika.sakura.ne.jp/works/haiku-works/2020-06-13-20825.html

訃 報
窪田耕二氏（山口県、享年 82 歳） 永年、山頭火の顕彰や自由律俳句の普及に尽力されてきま
したが、本年 8 月体調を崩され急逝されました。心からご冥福をお祈りします。元・山頭火ふる
さと会会長、現・山頭火顕彰会会長。

自由律俳句協会からのお知らせ
◆ニュースレターのメール送信について
ニュースレターは、プリント版の郵送のほか、ＰＤＦ版のメール送信も行っています。ＰＤＦ
は、家庭用の A4 判プリンターで印刷も可能です。メール送信への切り替えをご希望の方はご連
絡ください。
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。

◆協会の公式ツイッターについて
フォロワー数は 404 まで増加しました（9 月 16 日現在）。

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

