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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） 

 

   2021年度自由律俳句協会総会についてお知らせ    

 

 現状の社会情勢から紙上開催も視野に入れ検討してきましたが、コロナ緊急事態宣言が解除と

なり、久々に直接参加による開催を決定しました。協会員の皆さまには、議題など別紙としてお

届けします。 

 急なご案内となりましたが、遠方の方もあり、ご自身の判断でご出席のほどよろしくお願いい

たします。 

 

  ◆開催日：2021年 11 月 28日（日） 14：00～16：00 （受付開始：13：30） 

  ◆会 場：東京・江東区芭蕉記念館・本館 

           東京都江東区常磐１-６-３  TEL 03-3631-1448 

  ◆内 容：① 2020年度事業報告・会計報告 

       ② 規約改定 

       ③ 2021年度事業計画・予算案 

       ④ 役員体制 

       ⑤ その他 

       ＊本年度の自由律俳句協会奨励賞は「いき」代表の伊藤哲英氏に贈ります。 

        伊藤氏は、新俳句連盟京都支部の俳句通信「いき」の発行を担われ、「原爆忌全国俳句 

大会」の事務局を 15 年にわたって務めてこられました。 

   ▶総会後に、今後の協会についての意見交換会を開きます（17：30 終了予定） 

         懇親会については、会場の都合もあり未定です。 

 

※会場施設利用の決まりに則り、感染拡大防止対策をとって開催します。 

    参加される皆さまにも、当日の検温（37.5℃以上の発熱、体調不良などがあれば参加を 

    控える）、会場でのマスク着用、入館時の手指消毒など、ご協力をお願いいたします。 

※総会記念イベントは、今回、オンライン開催としました。 

    次ページ「第 2 回 きょうかいの句会 in Zoom」をご覧ください。 

 

 ★協会員の皆さまには出欠・ご意見用のハガキを同封しましたので、折り返しご返信をお待ちして 

  います。 締め切り：2021 年 11 月 21 日（日） 必着 

（佐瀬風井悟・中塚唯人） 
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 第 2 回 きょうかいの句会 in Zoom 開催のお知らせ    
 

 本年 2月に開催し好評いただいた「きょうかいの句会 in Zoom」が帰ってきます。 

 オンラインの利点は住む場所に関係なく句会ができること。全国の自由律俳人の皆様、Zoom

を使って自宅にいながら句会を楽しみましょう！ 

 今回は特別イベントとして句会後に平岡久美子氏によるお話がございます。 

 

■開催日：2021 年 12 月 4 日（土）午後 1 時から 

■定員：10名程度 

■参加費：無料 

■参加申込：締切 11 月 12 日（金）午後 5時まで 

      参加希望の方は、俳号（ない場合はお名前）をご記載の上、 

      協会アドレス＜jiyurituhaiku@gmail.com＞までご連絡ください。 

 

■句会後に、60年以上の句歴をお持ちの平岡久美子氏に「口語俳句における師弟」をテーマに 

 お話しいただきます。 

 

■備考 

・応募者多数の場合は、申し訳ございませんが抽選とさせていただきます。 

 （非会員の皆様にもお知らせいたしますが、会員の皆様限定の枠を設けております） 

・参加者の方には追って詳細（参加方法、投句締切、句数など）をご連絡いたします。 

・句会 2時間程度、お話など 1時間程度、合計 3時間程度の予定です。 

 

■その他 

・Zoom とは？ 

 Zoom は、パソコンやスマートフォンを使ってミーティング等をオンラインで開催するため

に開発されたツールです（今流行のオンライン飲み会でも活用されています）。 

 参加者は主催者（協会）から招待 URL またはミーティング IDを受け取ります。指定の時間

に、その招待 URL をクリックするか、ミーティング IDを入力するだけで、Zoom に参加できま

す。 

・Zoom 句会参加に必要なもの 

➢ デバイス（カメラのついたパソコン、タブレット、スマートフォンなど） 

➢ インターネット環境 

➢ ミーティングの URL、ID（協会からお知らせいたします） 

※参加者の方は無料で Zoom をお使いいただけます。 

（さいとうこう） 
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   年会費に関するアンケートの結果について    

 

 機関誌の発行に伴う諸経費増の対策として、年会費の値上げを含めた提案に対する会員皆さ

まへのアンケートを実施しました。多くの返信、提案や励ましのご意見などをいただき誠に有

難うございました。 

《アンケートの結果》 回答者個人：４０、団体：２， 合計：４２ 

  ①会費 2千円アップ・機関誌年 2回発行：賛成１６、 

  ②会費千円アップ・機関誌年 1回発行：賛成１２、 

  ③現状維持：賛成４、 

  ④その他：賛成１０、でした。 

 さらに③と④の賛成回答１４を分析しますと、協会一任３，千円値上げで 1 回発行６，据え

置き５を考慮した結果、「千円値上げ・年 1回発行」１８となり、協会一任３を加えれば過半

数の２１と判断できます。 

 これを基にＺＯＯＭ役員会議を 10 月 9日に実施しました。アンケートのご意見欄には、機

関誌の続行のご要望が強く、会員の発表の場としても大いに期待されていました。そのための

値上げはやむを得ないとの声も多くありました。経費節減のためには、紙質や紙ベースの再検

討などの提案もあり、さらに検討を続けて行きます。 

《ＺＯＯＭ役員会議の結果》 

 当日、役員 8名参加、約 2 時間に亘り熱心な討議が行われた結果、会費については「個人会

員千円値上げ、団体・学生は据え置き」とし、総会議案で規約第 5 条の改正を諮ることとしま

した。機関誌は年 1回の発行とします。会議では、総会の実施方法、新役員体制案、次年度活

動計画、予算関係など詳細な論議が行われました。 

（白松いちろう） 

 

   自由律俳句関連のお知らせ・ご案内     

 

◆第 33 回文学フリマ東京 開催のお知らせ 

・日時：2021年 11月 23 日（火・祝日）12：00〜17：00 

・会場：東京流通センター 第一展示場   入場無料 

    〒143-0006 東京都大田区平和島 6-1-1（東京モノレール「流通センター」駅下車すぐ） 

   ※感染症対策のため、来場者にも検温・マスク・手指消毒などのほか、接触確認アプリ COCOA の 

    インストールまたは連絡先の提出や、入場証シールを貼るなど、通常とは異なる協力が求め 

    られている（10 月 23 日現在）ので、詳しい内容は事前に公式サイトで確認してください。 

★自由律俳句関係では、協会グループ会員のサザンカさんが出店されます！ 

  出店名「サザンカネット句会」 ブース：セ-11 

  出品：ネット句会メンバー17 人の合同句集『Knot 結び目』、参加作家の個人句集など 

★自由律俳句協会としての出店は、年１回（春季のみ）の方向です。 
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◆第 5 回尾崎放哉賞募集 

募集規定：投句料 ２句１組で 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） 

応 募 先：〒861-2402 熊本県阿蘇郡西原村小森 3357-10 高木 架京 宛 

応募締切：2021年 11 月 30日（火） 必着 

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 4 回山頭火ふるさと館自由律俳句大会作品募集 

投句作品：自由律俳句 1 人 3句まで   ※未発表で自作の作品に限る。 投句料は無料 

部門：①子どもの部（中学生以下）  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 

投句の様式：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。書式は自由。 

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）、中村浩典（山頭火ふるさと館館長） 

応募締切：令和 3 年 12 月 1 日（水） 必着 

提 出 先：〒747-0032 山口県防府市宮市町 5番 13 号  Email info@hofu-santoka.jp 

山頭火ふるさと館「自由律俳句大会」係  

 

  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担当から 

 フォロワー数は５８５まで増加しました（2021 年 10月 20日現在）。  （さいとうこう） 

◆オンデマンド冊子担当から 

 ミニ句集の第 2 弾を計画中。今度は若手に限らず広く会員の皆さまの参加を募り、来春の文学

フリマ出展を目指したいと思います。その後、句集を PDF 化して協会ホームページの電子書棚

に収めることも検討しています。詳しいご案内は総会後のニュースレターにて。  （寺田和可） 

 

★会員の皆さまは、今後の活動についてのご意見・ご提案も総会の返信ハガキを活用してお寄せください。 

 

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  TEL＆FAX 0476‐80‐9177 

ホームページ：https://www.自由律.com/ ツイッター：自由律俳句協会＠jihaikyo 


