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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」についてご報告と今後の予定
第 32 回「文学フリマ東京」は 2021 年 5 月 16 日（日）に開催され、出店者 717 名、一般来
場者 1516 名の参加でした。しかしながら、今回、協会として出店は次の通りの理由で見合わ
せました。（既報）
①緊急事態宣言の延長下では出店者、来場者の安全・安心が十分確保されるとは思えません。
②東京都の方針とされた都民や周辺住民のコロナ感染防止の決め手である「人流」を止めるこ
とに矛盾します。
③協会としては、全国の会員の方から文フリ出店に期待が寄せられており、コロナ禍後の開催
には継続して参加する方針に変わりはありません。より安全・安心な環境の下での開催を強く
希望しています。
今回の出店にご協力いただいた会員や各結社の皆さまに心からお礼を申し上げると共に、お
預かりしている作品・資料は次回に活用させていただきたいと存じますので、よろしくご了承
ください。
今後の出店については、秋は諸行事が重なるため春１回を原則とし、次回は来年春（2022 年
5 月）を予定しています。
（白松いちろう）

若手ミニ句集「てのひら句集(一)」できました!
協会のオンデマンド冊子プロジェクトとして、「文学フリマ東京」への出展を目指して制作
を進めてきた若手作家ミニ句集は「てのひら句集 (一)」としてまとめました。残念ながら、コ
ロナ禍による「文学フリマ東京」の中止・参加見送りで、いまだ出展は果たせていませんが、
次回参加の文フリに改めて出展の予定です。先に参加者にのみ送付していた見本を、このたび
協会員の皆さまにも１部お届けします（ニュースレターに同梱）。乞御高覧！
この句集は、Word でデータを作成してプリンターで印刷し、二つ折りにしてホチキスで中綴
じにした冊子で、広報目的の配布を考えての軽装版ですが、同様の手作り句集でも文学フリマ
への出展は可能です。紙を少し厚めにするだけでも、かなり印象が変わります。
「てのひら句集」のご感想、オンデマンド冊子についてのご意見もぜひお寄せください。
（寺田和可）
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自由律俳句協会総会についてお知らせ
第 3 回自由律俳句協会総会は、2021 年 11 月 28 日（日）

東京の芭蕉記念館にてを予定し、

会場の仮予約を済ませております。しかし、その後、東京の新型コロナの感染状況は悪化し、
8 月 17 日には緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象地域の拡大、期間の 9 月 12 日まで
の延長も決まりました。残念ながら、現在、総会開催を確定できる状況にありません。
ついては、今後の状況により、書面での決議となることも想定したうえで、会員の皆さまの
声を集める方法を検討しています。議案の承認などは、昨年同様に返信用ハガキを利用するこ
とになりますが、書ききれない声もあろうかと思います。今後の活動についてのご意見など、
別途、メールや封書などでも、ぜひお寄せください。
（中塚唯人・白松いちろう）

◆総会記念イベント

企画中です！

協会では現在、総会開催予定の 11 月 28 日(日)に合わせてイベントを企画中です。
コロナの感染状況によっては、リアルでの総会開催が難しくなる可能性がありますが、Zoom
等オンラインツールを駆使してイベントを開催したいと考えています。
企画が具体化してきましたら追ってお知らせいたします。引き続きよろしくお願いいたしま
す。
（さいとうこう）

第 3 回｢自由律俳句協会奨励賞｣候補者推薦のお願い
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。会員の皆様か
ら推薦された個人・団体より選定されます。最終的に選定委員の多数意見により、自由律俳句協
会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ばかりではなく、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ください。
候補者の推薦は 2021 年 9 月末日までにお願いします。
●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
●第２回自由律俳句協会奨励賞受賞
団体の部 本田孝義（映画「ずぶぬれて犬ころ」監督）
個人の部 ちばつゆこ氏
（佐瀬広隆）

2

｢自由律の泉賞｣<第 1 回>互選結果発表
「自由律の泉賞」
（第 1 回）は、参加 28 名の投句者全員の互選により、以下の句が上位に選ば
れました。おめでとうございます。
＜第 1 位＞ 月日が語り出すひなたぼっこの丸い背中

久光良一（13 点）

＜第 2 位＞ 空の青さが降ってくるひとりぼっちのベンチ
＜第 3 位＞ 君が見ていない景色を君に見てゐる
妖精がきっといる今日の月夜

金澤ひろあき（11 点）

柳泉洞（9 点）

部屋慈音（9 点）

＜第 5 位＞ 宴げのあと淋しさが隣りに座る

原さつき（8 点）

ただ会いたいふる里の空はソーダ水

佐川智英実（8 点）

小さないのち運ばれていく春の地面

富永順子（8 点）

なお、投句作品と参加者による鑑賞文は、機関誌「自由律の風」第 3 号に掲載の予定です。
（平岡久美子・寺田和可）

自由律俳句関連のお知らせ・ご案内
◆第 27 回自由律俳句フォーラムのお知らせ
今回は投句２句による句会を開催します。コロナ渦の情勢下につき、当日の句会の開催は流動
的ですが、開催可否にかかわらず投句と参加者の互選は行い、賞を決定し些少ながら賞金を贈呈
します。投句のみも可で、どなたでも参加いただけます。
１ 開催日

11 月 23 日(祝) 午後１時半より

２ 場 所

東京「江東区芭蕉記念館」分館会議室

３ 投 句

自由題２句（未発表のもの）

４ 投句料

１０００円 下記までお振り込みください。
「ゆうちょ銀行 １０１８０―５４１６２２７１」中塚唯人口座宛

５ 応募要項 申込用紙に①～⑤まで必ずご記入の上で郵送下さい。（ハガキ・メール･Fax も可）
①氏名（所属会名） ②〒住所・電話番号、メールアドレス（極力こちらを使用下さい）
③投句 2 句

④当日の 出・欠

⑤懇親会、出・欠 （後日選句の際に変更可能）

※懇親会を会の終了後、引き続き同所で行う予定です。
（費用 1500 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 メールは tadato8008@nifty.com まで

８ 締 切

令和 3 年９月 30 日（期限厳守でお願いします）

９ 主 催

東京自由律俳句会、プロデュース「海紅」

◆「世界俳句 2021 第 17 号」刊行 (世界俳句協会 夏石番矢編/吟遊社発行 2021 年 4 月)
日本、欧米諸国、アジア、南米、アフリカなど 45 か国の詩人・俳人 165 名の 482 の俳句作品が、
日本語、英語および、各母国語で掲載されている。
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また、特集は、新型コロナウィルス。世界中に広がる新型コロナウイルスを表現した俳句作品
12 か国 15 人、俳画作品 11 か国 13 人 14 作品、他に、エッセイも掲載。
世界俳句協会 http://www.worldhaiku.net/index-jp/

訃 報

（野谷真治）

髙村昌慶氏が、2021 年 4 月 20 日ご逝去されました。

髙村氏は、
「山頭火ふるさと会」
「群妙」会員、
「新墾」
「青穂」同人として活動され、自由律俳句
協会にも設立準備会から積極的に参加され、ご支援をいただいてまいりました。
心よりご冥福をお祈りいたします。

自由律俳句協会からのご報告・お知らせ
◆協会の公式ツイッター・メール担当から
フォロワー数は 580 まで増加しました（2021 年 8 月 14 日現在）。
Twitter ではなく協会メールになりますが、協会アドレス宛に非会員の方から「自由律の風」
第二号の購入希望がありました。また、自由律を始めたばかりの方から「句会を体験してみたい
ので近所の句会を紹介してほしい」旨のリクエストもいただきました。少しずつではあります
が、自由律に興味をもった方からのお問い合わせをいただいております。
（さいとうこう）

◆会費納入のお願い
今年度の会費が未納の方に、振込用紙を同封させていただきます。協会運営のため、納入よろ
しくお願いいたします。

（会計：平岡久美子）

年会費： 個人会員 3,000 円／結社・グループ会員 3,000 円
＜会費納入先＞……振込用紙以外の振込み方法も可能です
郵便振替口座 口座記号番号 00180-9-417884 加入者名「自由律俳句協会」
ゆうちょ銀行 記号１００５０ 番号０３９６３１２１ 自由律俳句協会
他行より振込の場合、支店名：〇〇八（ゼロゼロハチ） 種類：普通 口座番号：０３９６３１２
口座名義：自由律俳句協会

◆年会費についてのご相談
年会費 3,000 円について、現行のままですと、機関誌年 2 回発行の活動状況など考慮します
と運営上厳しくなることが考えられます。機関誌の発行ばかりでなく協会の活動全般について、
会員の皆さまの忌憚のないご意見をお聞きし今後の活動に反映したいと存じます。
つきましては、別添のアンケートにご返信下さるようお願い申し上げます。
（中塚唯人・白松いちろう）

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

