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自由律俳句協会ニュースレター
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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）

自由律俳句協会・機関誌発刊へ向けて
自由律俳句協会としての新たな足跡として、機関誌発刊に向けてスタートしました。会員
の皆さまの作品を発表する場として、また作品を通じてお互いの切磋琢磨の場として、大い
に活用していただければ幸いです。さらに、全国各地の結社・句会の紹介も併せて掲載して
参ります。ニュースレターに掲載していた「自由律俳句への窓」も、機関誌に移します。
また、自由律俳句に関するトピックニュースや新刊書の紹介なども予定しています。会員
の皆さまの声を集め、拡げて参りたいと思います。
機関誌の記事についてご要望があればお寄せください。

◆自由律俳句協会・機関誌 第１号

作品募集 ==========================

<募集規定> １ 会員ひとり 5 句
２

近句

３

別添の投句用紙またはコピーを使用

４

投句料

無料

<送付先> 〒154-0012 東京都世田谷区駒沢 2－28－14 中塚唯人 宛
電話・ファックス番号 03－3422－6962
郵便あるいはファックスにて送付ください。
なお、メール送付は tadato8008@nifty.com 中塚唯人 宛 お送りください。
（メールのある方はできるだけメールでの送付にご協力ください）
<締め切り> 2020 年 4 月 30 日（木）必着

◆結社・句会の紹介文

募集 =====================================

1 人で作句している方に各地における句会および結社を紹介し、1 人でも多くの方に
自由律俳句に出会う場を提供するためにも、その内容等をお寄せください。
① 代表者・主宰者名、 ②設立年、創刊年
⑤活動内容、

⑥ホームページなど

※送付先、締め切りは作品募集に準じます。
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③師系、

④主張・方針、

<文学フリマ東京 2020>開催のお知らせ～作品出展のお願い
「文学フリマ」は全国各地で開催され、文学作品の紹介の場として注目され、特に若い人
の参加が多く、話題となっています。協会としては、昨年初めて東京会場に出店しました。
昨年に引き続き、協会としての出店は東京会場・年 1 回（5 月）を予定しています。
文学フリマを会員の作品発表の一つの場と位置付け、自由律俳句の理解者の開拓・拡大、
さらには協会への参加を訴える場としたいのです。
皆さまの作品を奮って出展してください。今回は、原則すべての作品を 100 円で販売の予
定です。また昨年同様、関連資料を会場にて配布し、自由律俳句の啓蒙を図りますので、お
手持ちの資料の提供をよろしくお願いします。当日の配布資料など作成のため、出展される
方、資料提供される方は、３月末までに事務局宛てご連絡よろしくお願いします。
（白松いちろう）
***************************************************************************

第 30 回 文学フリマ東京
開催日時：2020 年 5 月 6 日（水）11 時から 17 時

入場無料

会場：東京流通センター・第一展示場（東京モノレール、流通センター駅前）
***************************************************************************
―ご参考、文学フリマでの協会紹介文―
「自由律俳句協会は創立 2 周年目を迎えました。自由律俳句とは私の人生そのもの、私にと
ってウソのないホントウの句、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？

若手作家ミニ句集を文学フリマに出展します
前号のニュースレターでご案内したように、協会のオンデマンド冊子プロジェクトの第 1 弾
として、5 月開催の「文学フリマ東京」への出展を目指し、若手自由律作家の作品を紹介する
小冊子の制作を進めています。
まずは参加者を募ったところ、1 月までに 19 名の方からエントリーいただきました。協会の
個人会員 9 名のほか、団体会員「海紅」と、新たに協会に団体会員として入会された「サザン
カ」の両グループの所属メンバーから 10 名が加わっています。現在、参加される皆さんに原
稿作成をお願いしつつ、レイアウトや造本のプランを進めています。見開きにひとり 10 句ず
つの作品を掲載します。原稿が集まってくるのが楽しみです。
今回のミニ句集は、広報用の配布も考え、
「ローコストで句集をつくる」ことにも挑戦していま
す。Ｂ６判、手のひら大で、ホチキス留め・中綴じの小冊子にする予定です。冊子作りも試行錯
誤ながら、会員の皆さんの句集づくりにも役立つ情報を集めていけたらと考えています。
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●個人で、グループで、手作り句集でのフリマ出展も可能です。
「句集」の出展というと、ハードカバーの上製本を考えた方も多いかもしれませんが、文学フリ
マでは数百円程度で販売される冊子が主流で、パソコンが使える方は手作り本でも参加できます。
家族や友人にパソコンユーザーがいれば、協力してもらうという手もあるでしょう。
パソコンのワープロソフトで原稿を作れば、家庭用のプリンターで印刷して冊子にすることも
できます。たとえば A4 判の用紙に 2 ページ分ずつ両面印刷し、二つ折にしてホチキスで綴じれ
ば A5 判の中綴じ冊子が作れます。中綴じ用ホチキスが便利です。フリマでは、短冊状の紙を紐で
束ねた一行詩の詩集なども見かけました。手作りなら、好きな紙を使えるのも面白いところです。
印刷は、コンビニなどにある複合機を利用する方法もあります。あるいは、近隣にキンコーズ
などのプリントセンターがあれば、データを持ち込んで印刷・製本することもできます。また、
プリントパックなど印刷通販を利用すれば、全国どこからでも冊子印刷を頼めます。最近は、個
人や団体が自ら制作した少部数発行の出版物を「リトルプレス」などと呼んで、ひそかなブーム
なのだそうで、調べると結構さまざまな道具やサービスがあるようです。
協会のオンデマンド冊子プロジェクトでも、今後、個人やグループの句集づくりのお手伝い
を計画しています。経験された方はノウハウや情報もぜひご協力ください。

（寺田和可）

自由律俳句関連のご案内
◆第 24 回 自由律俳句フォーラム
今回は、自由題と題詠句「さくら」の合わせて 2 句を募集します。後日、投句者全員の互選に
より、それぞれの最高得点句を大賞として 5.000 円、2 位に 4.000 円、3 位に 3000 円、その他上
位２名に 2.000 円のクオカードを贈呈。得点結果と会の模様を記載した小誌も後日送付します。
・日時 令和 2 年 5 月 30 日（日）午後１時半～５時
・会場 江東区芭蕉記念館・分館会議室（東京都江東区常盤 1-1-3）
・投句料 1.000 円（2 句 1 組で未発表のもの、当日までの発表はお慎みください）
・参加費 1.000 円（当日の資料代含む） 投句者は参加無料
※投句のみの方は「ゆうちょ銀行 00180-54162271 中塚唯人」口座宛 ご送金ください。
当日参加者は会場での支払い可。
・応募要項 次の①～⑤を下記あてお送りください。申込用紙のほか、葉書・FAX・メールで可。
④ 氏名（所属会名） ②〒住所 電話番号・メールアドレス ③投句２句
④当日の出・欠

⑤懇親会 出・欠 （後日変更も可能）

※懇親会は会の終了後、引き続き同所で行います。
（費用 1.500 円）
・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
・投句締切

2020 年４月 10 日（期限厳守）
（主催
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東京自由律俳句会、プロデュース「海紅」）

◆出版案内
「走り雨

久光良一句集」Kindle（キンドル）版 500 円／発刊元：21 世紀アート

久光良一さんがアマゾンから電子書籍を出版されました。インターネットへの接続は必要で
すが、Kindle 専用端末を持っていなくても、パソコンでも、スマホでも、タブレットでも、無
料のアプリをダウンロードすれば、読むことができます。
★句集・句論など、自由律俳句関連の本を出版された方は、ぜひ情報をお寄せください。

◆訃報
すでにご存じの方もあると思いますが、「草原」主宰の北田傀子氏が 2019 年 9 月に逝去され
ました。ここに、長年にわたる自由律俳句へのご功績に敬意を表するとともに、ご冥福をお祈り
いたします。
北田氏の追悼は、改めて機関誌での企画を予定しています。

自由律俳句協会からのお知らせ
◆役員の新たな役割分担について」
役員の仕事の事情などを考慮し、当面、役割分担を一部変更させていただくことになりました。
① 機関誌…中塚唯人
② 年鑑…佐瀬広隆、そねだゆ（当面、内容を機関誌に盛り込む形で準備を進める）
③ 文学フリマ…白松いちろう、そねだゆ、野谷真治
④ 情報収集…新山賢治
⑤ ニュースレター…寺田和可、野谷真治、吉本知裕
⑥ 自由律の泉…平岡久美子
⑦ オンデマンド冊子ライブラリー…寺田和可、梶原由紀
⑧ 電子ツールの活用： ホームページ関連…吉本知裕、さいとうこう
電子書籍化…梶原由紀 ／ Twitter 関連…さいとうこう

◆会費納入についてのご案内……ゆうちょ銀行以外からの振込みも可能です
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
※ゆうちょ銀行口座から振り替える場合は振込料が無料になります（回数制限あり）

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
※ただし、振込手数料はご利用の銀行や契約条件により異なるのでご注意ください。

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/

TEL＆FAX 0476‐80‐9177

ツイッター：自由律俳句協会＠jihaikyo
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