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概要
■大特集 俳人のための文語文法攻略法―活用を極める
●総論 文語の効果と注意点 ……白濱一羊
付・文語文法

福岡ひびき信用金庫では、「ひびしん俳句大賞」を設け、広く皆様の俳句を募集しています。 俳句
は、日本の詩歌のひとつとして、日本人に愛 . 各 賞. ひびしん俳句大賞（１名） 楯・賞状・賞品. ひ
びしん理事長賞（４名） 賞状・賞品 . 応 募 期 間 平成２９年６月１９日（月）～ 平成 2９年９月
２９日（金）必着. ○ 受賞作品発表 平成２９年１１月１３日（月）.
2017年7月1日 . ページ, 内容. 表紙, ○チャレンジデー2017. 2～4ページ, ○町政ニュース▽高額療
養費の自己負担限度額が変わります▽出産予定の妊婦さんを病院へお送りします マタニティ・サ
ポート119 ▽第17回湯河原文学賞 俳句作品募集▽第17回湯河原文学賞 小説作品募集▽

長寿記念品をお贈りします▽資格の喪失日に注意して 健康.
締切 平成29年11月30日（木曜日）当日消印有効 発表 平成30年3月上旬【応募者全員に入
選作品集をお送りします】 表彰式 平成30年３月末予定 投句および問合せ先 〒708- . 平成4年
4月5日、 三鬼句碑が生誕の地、津山市南新座に建てられました。三鬼の . 平成 4年, 4月5日、
没後三十年、三鬼顕彰全国俳句大会を津山文化センターで開く。
3 明治29年当時の気象観測体制と気象観測結果. （1） 測候所の配置. （2） 台風の呼び名. （3）
観測結果. 4 災害の概況. （1） 全国の被害の概況. （2） 都道府県別，船舶，建物， .. 正岡子
規の俳句］. 大木の道に倒るゝ野分哉. 人がやがや土塀を起す野分哉. 塀こけて家あらはなる野分
哉. 大水の刈田は海の如くなり. 大水や屋根に栗干す野の小屋.
See Acknowledgts. kkhk =「滑稽俳句海鼠の舌」丘の蛙著國華堂本店大正六 kki =きふみ会?
(net) knkn =今日の句日記 2002/12/9 kobe = 2001 鷹4月号インターネット佳句抄轍郁摩抄出
kobs =「河」応募作品李花村 2002/07/21 net (geocities.co.jp/Bookend-Shikibu/8418/geodiary.

html) krt = http://www.pref.mie.jp/BUNKA/HP/HAIKU/.
兼題「目借時」__金曜俳句への投句一覧（４月２９日号掲載＝２０１６年３月31日締切）. 2016
年4月11日6:02PM｜カテゴリー：櫂未知子の金曜俳句｜admin. 櫂未知子の金曜俳句」投句一
覧です。 選句結果と選評は『週刊金曜日』２０１６年４月２９日号に掲載します。 どうぞ、選句を
お楽しみ下さり、櫂さんの選と比べてみてください。 『週刊金曜日』の.
2017.3.31: 平成29年4月1日に子規の誕生150年を記念して、常設展示室に新たな展示や映像
機器を導入し、リニューアルオープンします。 2017.3.20: 平成29年4月29日から平成29年5月29日
の間、3階特別展示室にて子規・漱石・極堂生誕150年記念第63回特別企画展子規・漱石・極
堂－俳句革新の地 松山－ を開催します。 2017.3.1: 改装.
2017年1月21日 . 平成28年度（第18回） NHK全国俳句大会結果. 平成29年1月22日
（日）NHKホール（東京渋谷）にて「NHK全国俳句大会」が実施されました。 当日は、全国から俳
句愛好者のみなさんがいらっしゃいました。 一昨年度新たに創設した「飯田龍太賞」も3回目を迎
えました。 飯田龍太氏は昭和56年4月から3年間、NHK教育テレビ「.
2017年5月8日 . 特集 平成29年度 下妻市の予算□ 新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（総合事業）が始まりました □ 空き家バンク制度が始まりました□ 副市長に野中周一氏を再任□ 下
妻市消防団第１分団第３部に消防ポンプ自動車が配備□ 宝くじ助成事業でコミュニティ活動を推
進 －松岡自治会－ □ 行政相談をご存知ですか 困ったら.
広報おうめ平成29年7月1日号. 平成29年7月1日号一括ダウンロード（別ウィンドウで開きます）
（PDF：7,406KB） . 4~5ページ／平成29年7月1日号（PDF：1,031KB）. 国民健康保険のしくみを .
子どもの心に届く！上手なほめ方・叱り方; 国際理解講座 公開講座 夏の特別体験教室; 夏の
子ども食育教室; 第14回おうめ子ども俳句コンテスト.
伊吹嶺ジュニア俳句 平成２９年１１月号. ☆特選☆ .. 土岐, 小四, 林 りな. つゆの道耳をすませ
ばかえる鳴く. 東京, 小五, 松井 詩織. 炎天下足こし曲げてソーランぶし. 岡崎, 小五, 戸松亜令
久. 葉桜の下に校訓どんと立つ. 土岐, 小二, 林 かんな. さくらんぼひかげでたべる長いひる. 福岡,
小二, いい田じんぺい. 学校でピーマンとれたうれしかった.
角川全国俳句大賞. 応募を締め切りました。 ただいま選考中！ 結果発表は、月刊総合誌『俳
句』2018年3月号（2月25日発売）、 および作品集『俳句生活2017年版』に掲載いたします。 【題
詠：題】. 「地」. 【募集期間】. 2017年（平成29年） 4月25日〜9月30日. 募集要項; 注意事項：
賞の取り消しについて; よくある質問.
平成29年5月号（NO.698）. 更新日： 2017年4月28日. お知らせ版. 広報698号表紙. 一括ダウン
ロードはこちら（PDF：16.2MB） · p1：表紙（PDF：393.1KB） . p6～7：平成28年度神奈川県消防
功労者表彰/「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰受賞/大磯町スポーツ表彰/スポーツ推進
委員を委嘱/第60回大磯西行祭献詠俳句・短歌入選作決定‼
俳句 29年5月号. ◇◇俳句 / ２０１８年１月号. 2400円（税込）以上で送料無料！ 登録情報 ２
０１８年１月号 発売日 : 2017/12/25 雑誌 : A5 出版社 : ＫＡＤＯＫＡＷＡ JANコード :
4910075010186 特集情報 ４週間で身につく！「切れ」入門 今日から使える挨拶句｜. 俳句 ２０

１８年１月号. 出版社：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 発行年月日：2017年12月25日 雑誌版.
2017年7月31日 . 平成29年8月号特集「災害から身を守るために」 . 4から7ページ (PDF: 4.5MB) .
原爆死没者・戦没者の慰霊と世界恒久平和を祈って黙とうを; 第5回緑のカーテンコンテスト; 第16
回ひだか市民文化祭に俳句や川柳を出展しませんか; コンサートの運営ボランティア・フリーマーケッ
ト等出店者を募集; 交通事故を減らすために！
2017年12月16日 . 俳句と写真のコラボレーション「俳写」を楽しんでみませんか？ 俳写倶楽部員
は現在15人で活動しています。（2009年５月創部） ◎活動拠点：大井中央公民館 ◎定例会毎
月：第１日曜日 13時～16時◎ウォーキング：年に３～4回、その内：年１回１泊２日／ウォーキング
◎作品展：年３回 ◎会費：月500円 俳写倶楽部ホームページ
募集期間 ／, 平成29年11月1日～平成30年１月31日 消印有効. ◇投句料／, 一組、二千
円。 郵便振込 01600-3-130892 滑稽俳句協会. ◇発 表 ／, 4月下旬、入賞者および会報、ホー
ムページ. ◇応募先 ／, 〒791-2103 愛媛県伊予郡砥部町高尾田1173-4. 滑稽俳句協会 大賞
募集係. メールアドレス kokkei@kokkeihaikukyoukai.net.
東京都俳句連盟へようこそ。 . 都俳連ニュース 平成29年2月28日号. 都俳連ニュース20170313 .
参加費：１，０００円 参加申し込み：４月４日（火）までに下記宛ご連絡ください。 連絡方法：お名
前・住所を明記の上、ハガキ、FAX、メールのいずれかでお願いします。資料をお送りします。電話
での連絡はご遠慮ください。 〒３５０－１３３３ 埼玉県狭山.
Amazonでの俳句 29年4月号。アマゾンならポイント還元本が多数。作品ほか、お急ぎ便対象商
品は当日お届けも可能。また俳句 29年4月号もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
2017年5月12日 . トピックス. Town Topics; 消防・中南県民局・仙台国税局; 警察・NHK; 建設
課・東北財務局青森財務事務所; 保健福祉課・全国保険協会青森支部; 企画観光課・大鰐
病院; 国税庁; 年金・行事予報・津軽広域連合・俳句箱. Information. 広報誌ダウンロード. 広
報おおわに４月号はこちら [1814KB pdfファイル]. 訂正とお詫び.
2017年10月31日 . ウェブサイト参照. 【芭蕉と歩く「平泉」修学旅行俳句コンテスト】 修学旅行・校
外学習で訪れた岩手の地にちなんだ俳句を募集します小・中・高等学校の児童、生徒さんが対象
です ▽応募期間 平成29年4月1日～10月31日 応募要項等は専用ウェブサイトのパンフレットより
ご覧ください.
2017年12月7日 . 俳句短歌ポスト設置場所 · 万葉集講座（平成28年4月から平成29年3月）（全
12回）(PDF:114KB) · 万葉歌碑めぐり（平成28年9月18日）(PDF:324.4KB) · 万葉歌碑マップなど
各種パンフレット. ポストに投函された作品を、年に4回（2月、5月、8月、11月）回収し、審査してい
ます。
松山句会 29年8月号: 宇和海 遊子水荷浦の段々畑. 松山句会 29年7月号: 松山市総合運動
公園. 坂の上の雲ミユ－ジアム. 松山句会 29年4月号: 松山城乾門. 松山句会 29年3月号: 秋
山好古像(梅津寺). 松山句会 29年2月号: 石鎚山. 松山句会 28年12月号: 漱石ゆかりの松山
中学校跡. 松山句会 28年6月号: 道後伊佐爾波神社. 松山句会 28.
2018年1月1日 . 【2016年４月～2017年３月】 【2015年４月～2016年３月】 【2014年４月〜2015
年３月】 【2013年４月〜2014年３月】 【2012年４月〜2013年３月】 【2011年５月〜2012年３月】.
2018年1月号 No.592【最新号】. 表紙・裏表紙・おお . 運用が始まります！ ８-９ページ ・平成29
年度大河原町表彰式 ・第19回子ども短歌・俳句・川柳 展
読者から寄せられたおたよりを紹介する読者参加型のページです。 平成３０年１月. 俳句. 平成２
９年１２月. 俳句. 平成２９年１１月. 俳句. 平成２９年１０月. 俳句. 平成２９年９月. 俳句. 平成
２９年８月. 俳句. 平成２９年６月. 俳句. 平成２９年５月. 俳句. 平成２９年４月. 俳句. 平成２９
年３月. 俳句. 平成２９年２月. 俳句. 平成２９年１月. 俳句. 平成２８年１２月.
26 Sep 2017 - 5 min - Uploaded by 熊本新地書道教室阿部啓峰日本習字10月号課題（赤手
本）から 課題説明と 俳句 の部分をまとめてみました。 【 あいさつを交 .
わかたけ 村上鬼城 筆. 俳句雑誌「若竹」の記事（一部）にリンクしています。 No.1028 平成29年
12月号 · No.1027 平成29年11月号 · No.1026 平成29年10月号 · No.1025 平成29年9月号.
No.1024 平成29年8月号 · No.1023 平成29年7月号 · No.1022 平成29年6月号 · No.1021 平

成29年5月号 · No.1020 平成29年4月号. No.1019.
2017年3月19日 . 平成29年4月1日～5月5日まで童話祭句会を開催、俳句を募集します。 童話
祭の２つの会場と道の駅「童話の里くす」に投句ポストを設置します。町内外を問わず誰でも投句
できます。（季節は春・夏、１人２句まで）. 優秀句は「広報くす８月号」にて発表します。家族みん
なで俳句づくりに挑戦. してみませんか。
平成29年, 2018年「NHK俳句」1月号, 平成30年1月13日, 佳作, 野球帽 どっと乗り込む 暑さか
な, 112. (2017年) . 平成28年度NHK全国俳句大会, 平成29年1月22日, 入選, 夕焼けより 子ら
降りてくる 滑り台, 100. 入選, 石鹸の 角の . 郡上市水とおどりの里俳句大会, 平成26年4月25日,
秀作, 蕗の薹 摘みたる五指の 重みかな, 72. 佳作, 本降りに.
俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進協議会規約. 第1条 名称. この協議会は、俳句ユネスコ無
形文化遺産登録推進協議会（以下「協議会」という。）と称する。 第2条 目的. 協議会は、俳句
のユネスコ無形文化遺産への登録推進事業の実施及び連携調整を目的とする。 第3条 組織.
協議会は、第2条の目的に賛同する俳句に関連する団体、自治体.
2017年4月15日 . 対象 ： 市内の小・中学生(保護者同伴可) ・とき ： 5月～平成30年1月 ＜全5
回＞ ・ところ ： 奥の細道むすびの地記念館、福井県敦賀市・内容 ： 俳句づくり講座、親子バス
吟行・定員 ： 20人(先着順) ・申込 ： 4月17日から、文化振興課(北庁舎3階、TEL 47-8067、
ファックス 81-0715)へ. ≫広報おおがき 平成29年4月15日号 目次.
2017年2月18日 . 毎年恒例の市民俳句春の大会ですが、平成29年度も開催いたします！！たく
さんのご応募お待ちしております。 日時 2017年(平成29年) 4月29日(土・祝) 13時から17時まで
会場 藤沢市民会館 第1展示集会ホール(藤沢市鵠沼東8番1号) JR藤沢駅、小田急江ノ島線
藤沢駅より徒歩約10分 講演 水内慶太.
2017年5月15日 . 広報いが市5月15日号. 広報いが市のPDF版・音声版をご覧いただけます。 平
成29年5月15日号. △全ページ一括ダウンロード※データが重く開かない場合は、各 . 俳句を、芭
蕉さんの生まれた伊賀から世界へ. 2～3ページ. ◇お知らせ拡大版. ・平成28年度下半期 市の財
政情報を報告します. 4～5ページ. ◇お知らせ拡大版.
yamayuri309P26-27(pdf 2,464kb), 東原児童館完成 保健センターだより （キッズジェネレーション
※）. yamayuri309P28-29(pdf 1,489kb), 短歌・俳句で綴る御代田の四季. Man Watching※ み
よたんにっき. Let's try English いい店みぃつけた Vol.46. yamayuri309P30-31(pdf 1,518kb), 町民
カレンダー 緊急医予定 戸籍の窓※ 編集後記.
2017年10月3日 . 市川は〈葛飾の真間の手児奈〉が万葉集に詠まれて以来、 そのむかしから多く
の文学作品の舞台となってきました。 文芸風土豊かな市川を詠んだ＜短歌・俳句・川柳・詩＞を
全国から募集します。 第18回市川手児奈文学賞 募集要項. 募集期間, ※平成29年度の募集
は終了しました 平成29年7月1日（土）～10月1日（日） 当日.
2017年4月1日 . 広報くさつ平成29年4月1日号 12、13ページ（PDF：401KB）. 12ページ：微小粒
子物質（PM2.5）にご注意、草津ハイキング、妊婦教室「妊婦ヨガ＆講話」、俳句ing＆ウオーキン
グ、社会体育施設を安く利用できます、市民参加型Facebookページ「写すんですくさつ」 13ペー
ジ：平成29年度スポーツ教室、ニュースポーツの備品を.
種田 山頭火（たねだ さんとうか、1882年（明治15年）12月3日 - 1940年（昭和15年）10月11日）
は、戦前日本の自由律俳句の俳人。よく山頭火と呼ばれる。「層雲」の荻原井泉水門下。1925
年に熊本市の曹洞宗報恩寺で出家得度して耕畝（こうほ）と改名。本名・種田正一（たねだ しょう
いち）。
新・氷華集鑑賞 尾 池 和 夫２０１７年（平成２９年）８月号 氷壺集. こめかみを押さへ卯の花腐
しかな 大口 彰子 旧暦四月は卯の花月、白く可憐な卯の花が盛りの季節でありながら、梅雨に先
駆けて長雨の降ることがあります。『万葉集』にも詠まれていて、 第一九巻に「霖雨の晴るる日作る
歌一首」大伴家持とあり「卯の花を腐す霖雨（ながめ）の始水（.
Amazonで角川文化振興財団の{ProductTitle}。アマゾンならポイント還元本が多数。一度購入
いただいた電子書籍は、KindleおよびFire端末、スマートフォンやタブレットなど、様々な端末でもお
楽しみいただけます。

2017年4月1日 . 広報すかがわ2017年4月号デジタルブック版. 本や雑誌を . 平成29年3月市議会
定例会報告. 平成29年度当初予算など原案どおり議決. 3月補正予算. 一般会計に3億6,075万
8千円を追加. 8～9ページ(611KB). 平成29年度市文化センター自主事業. 迫力の演奏 . 平成28
年度市俳句ポスト年間特選句・秀逸句・入選句の紹介.
テーマ; 応募部門・賞品; 応募方法; 注意事項; 審査員; 発表・賞品発送; お問い合わせ先. 第二
十九回の募集は、平成29年11月3日（文化の日）を予定しております。たくさんのご応募をお待ちし
ております。 テーマは自由です。自分で感じたこと、思ったことを季語や定型にこだわることなく、五・
七・五のリズムにのせてのびのびと表現してください。
2017年12月25日 . 広報多賀城平成29年12月号. お知らせ. 12月5日. 広報多賀城12月号13
ページ「年末年始のお知らせ」記事中、「市役所と各施設のお休み」について追記いたします。 水
曜日が定休日の施設(子育てサポートセンター・総合体育館・市民プール)は、表中に色が付いて
いませんが27日（水曜日）はお休みとなります。 11月30日.
2017年10月25日 . 当コンテストは「お～いお茶」を発売した1989年に約4万句の応募からスタートし
ました。これまでの累計応募総数が3,000万句を超える応募作品数日本一の俳句コンテストです。
応募テーマは自由。感じたことや思ったことを、季語や定型にこだわることなく、五・七・五のリズムに
のせてのびのびと表現していただき、どなたでも自由.
2016年5月3日 . 花万朶夜空の色の帯を解き浦川聡子眠りまで水位深めてゆくさくら対馬康子書
きかけの手紙を通る春の月同着弾地黄蝶唯今交尾中松井国央左足また左足雪女小西瞬夏み
ささぎを浮かべて青田風となる五島高資（仲寒蟬・感銘十句抄）「現代俳句」平成28年5月号.
雑誌『俳句』 俳句 ２９年６月号. 著者名：角川文化振興財団【編】; 価格 ¥723（本体¥670）; 角
川文化振興財団（2017/05発売）; 往く年 来る年 Kinoppy電子書籍・電子洋書 全点ポイント25
倍キャンペーン（～1/4）; ポイント 150pt （実際に付与されるポイントはお支払い画面でご確認下さ
い）.
2017年8月1日 . 協働事業提案 公開プレゼンテーション 8月29日（火曜日） 書類審査を経た団体
の提案を傍聴 現況届の手続きを忘れずに 児童扶養手当8月10日（木曜日）～18（金曜日） 特
別児童扶養手当8月31日（木曜日）まで. B型肝炎ワクチン接種の特例措置 8月31日（木曜日）
終了 平成28年4～7月生まれのお子さんが対象 江東区民健康.
四月号の深海集から. 菅野 孝夫選. 鯉濃に味噌を溶きをり寒四郎 あつ子. 鍵かけて一歩踏み出
す雪の中 千 代. 影といふ恐ろしきもの雪月夜 啓 介. シャンパンのコルクをぽんと明の春 ひ ろ. 湯た
んぽや夜更の不意の地震に覚め 裕 子. 幕の内弁当膝に初芝居 真砂雄. 一人の湯ラジオに遠き
除夜の鐘 芳 朗. 丸干の潤目鰯や冬ざれて 恭 子. 初凪や.
2017年4月27日 . 申込受付. 平成２９年４月１３日（木曜日）～平成２９年７月２１日（金曜日）;
ただし、高峰高原吟行句会は６月末日締切; 第9回こもろ・日盛俳句祭申込用紙[PDF：320KB]
申し込みの際、印刷をしてご利用下さい。
戦後70年の2015年1月1日から1日1句を朝刊1面に掲載してきた「平和の俳句」は、2017年12月
31日をもって、終了いたしました。
【句稿】 佐藤紅緑 「子規先生鉗鎚遺墨」 個人蔵【句帳】 中村泰山 「病中習作 第一」（大正
期） 個人蔵中村泰山 「病中習作 第二」（大正期） 個人蔵増田手古奈 「句帳」大正１２年～
昭和３年 個人蔵増田手古奈 「俳句日誌」昭和７年３月６日より 個人蔵【自筆句集】 大塚甲山
第一句集『村柏』（稿本・明治期） 弘前大学附属図書館蔵大塚甲山 第二句集『片.
にんげんの手を摑んだる砂遊び. 名月や背をなぞりゆく人の鼻. ひとさまに剃らるる顔や雲の峰. 焚き
火より手が出てをりぬ火に戻す. 口から出す要らない骨よ秋彼岸. 「俳句あるふぁ」平成29年4-5月
号.
2017年11月25日 . 俳句 ２９年１２月号 - 角川文化振興財団 - 楽天Koboなら漫画、小説、ビジ
ネス書、ラノベなど電子書籍がスマホ、タブレット、パソコン用無料アプリで今すぐ読める。
１７年４月から、隔月で発行しており、各ハウスで行なっている行事やレクリエーションの様子、入居
者さんの短歌、俳句、 絵画、書などを掲載しています。 どうぞ、ご覧になってください。 ２ ９ 年 度.
２９年４月号 · ２９年６月号 · ２９年８月号 · ２９年１０月号. ２ ８ 年 度. ２８年４月号 · ２８年６

月号 · ２８年８月号 · ２８年１０月号 · ２８年１２月号 · ２９年２月号.
2017年3月14日 . 今年度も最後の最後まで取材尽くし━━━━━━━━━━━━━ です！
来年度も静大TVは全力で走り続けますのでよろしくお願いいたします！ ◇◇◇
——————————————————————-◇◇◇ ☆ＳＵＣＣＥＳマンスリー☆
vol.67 2017年4月号. SUCCES : Shizuoka University Cloud Computing Eco System
全国俳句・川柳コンテストで. 応募総数1000句の中から、. 入選なされました！！ 月刊デイH30年
2月号に. 掲載されました！！ ♪ひまわりの どちら向いても 京の町♪ .. 花友じゅらくだいの利用者さ
んが. 全国介護川柳コンテストで. 入選に選ばれました！！ 月刊デイH29年4月号に. 掲載されまし
た！！ ♪新聞の 折目揃へる 夜長ぐせ♪.
2017年5月号. 特別作品. 抱字に納得の声揚雲雀 阿部 佑介. 牡丹のゆるびて妖気漂はす 池田
尚文. 変はるもの変はる淋しさ初鏡 井上 論天. 海鼠など食して前後がわからない 粥川 青猿. 見
えぬ色聞こえぬ音 . 現代俳句 目 次 平成29年5月号 通巻603号. Photo report 鳥取 . 表4／
『今、伝えたい俳句 残したい俳句』＝山本 敏倖. 協会だより 65.
区政Ｎｏｗ！(２８年１１月号). 「区政は区民を幸せにするシステムである」・・・西川太一郎. ご. あ.
い. さ. つ. 主. な. 事. 業. ○ あらかわリサイクルセンターがオープンしました. ◇ １０月１０日、 . 寄贈さ
れる俳句資料は、平成２９年３月２. ６日開館予定 . 今後も引き続き、待機児童解消に向け、２
９年４月には都立汐入公園内と西尾久三丁目、. 東日暮里三.
平成2９年3月30日更新 ○「辛夷」平成2９年４月号に更新しました。 ○「今月の課題句」 ４月の
課題 「黄砂・霾る」 藤 美紀 選 締切４月末日 ７月号掲載 ◯辛夷四賞受賞者紹介 今月号は
秀嶺賞受賞者 小澤美子氏 「俳句と暮し」 ◯主宰自註句集感銘句（三） 澄むためにひたすら水
にながるるや 中坪達哉 中村 玉水氏鑑賞 出張といふ旅を重ねて月も冬.
平成29年7月号（第935号 ページ1～8、25～32ページカラー、他2色刷り） . 準特集（第22回あじさ
いまつり、復興への架け橋、いながわ☆スターフードプロジェクト、のせでんアートライン2017 里山の
学校芸術祭、2017いながわ桜まつり写真コンテスト＆俳句大会入選作品決定、「世界の猪名川」
目指して～新名神高速道路を生かしたまちづくり～、.
（4月～6月）高浜虚子と平松措大 ～狭霧会と岡山の俳句～. 会期 平成29年4月15日（土）～6
月4日（日） 場所 2階視聴覚ホール前 展示コーナー 現在の岡山市東区瀬戸町などを拠点に句
会「狭霧会」（さぎりかい）を指導し、句集「さぎり」を発行したホトトギス派の俳人、平松措大（ひら
まつそだい）の遺族から、昨年度末に措大の師の高浜虚子が「.
NHK 俳句 2017年4月号のデジタル雑誌の購入やこの号の見出しの確認、無料で立ち読みができ
ます。 . 表紙目次巻頭名句くらしの暦俳句カレンダー旅を詠む今月からの「NHK俳句」のご案内／
表紙の一句と絵平成29年度「NHK俳句」選者紹介［放送講座］ 名句検証［放送講座］ 挑戦す
る俳句［放送講座］ 音で楽しむ季語［放送講座］ 俳句さく咲く.
8月号を壱百壱号出立号とし、6〜8日、京都にて出立式実施。 平成25年（2013）2月号から1
年、佐藤文香選句欄「ハイクラブ」を設ける。 平成27年（2015）4月号より発行所を尼崎市南武庫
之荘へ移転。 5月号より、中山奈々編集長・小鳥遊栄樹副編集長就任、仲寒蟬同人会長就
任。 平成29年（2017）2月 牙城・寒蟬と仲間たちの還暦を祝う集いを.
2016年12月28日 . 臨時職員（教育委員会）の募集; 人権擁護委員の紹介. 12ページから13ペー
ジ(469KB). 個人番号（マイナンバー）カードをつくりましょう; 平成29年4月から介護予防・日常生活
支援総合事業（総合事業）がスタート; 第29回黒羽芭蕉の里子ども俳句大会; 秋の叙勲; 清水
咲子選手スポーツ功労大賞. 14ページから15ページ(295KB).
2017年3月9日 . 新入団員◯28年4月1日入団第11部 大島 泰◯28年7月1日入団機動部 川？
敬史◯28年10月1日入団第10部 林 浩一◯29年1月1日入団第2部 大道 敏之第3部 中西 雅
博第3部 上田 剛士第4部 中谷 良昭第4部 綱島 健二第5部 井上 洋幸第6部 池上 尚輝. 早
島町消防団は、現在3分団11個部で構成され、154名の団員が「.
天穹俳句会では、自由闊達な作句姿勢のもと、新しい発想を心掛け、詩情豊かに句を詠み、より
感動の大きい句が生まれることを目指しています。これは祖師・松野自得の「古趣創生」の理念に
適うものです。

板橋区立グリーンホール 504会議室 2017年4月２９日（土、祝）午後3時30分～5時30分. コメン
テーターと出版物 Commentator and Publication. ○ 夏石番矢 Ban'ya Natsuishi 夏石番矢
『Flying Pope 空飛ぶ法王』（Agence de l'ORIENTAL, Morocco, 2016） 夏石番矢『30 Haiku
Poemes ３０俳句』（Agence de l'ORIENTAL, Morocco, 2016）
大特集は「彩り豊かに生きる！ ６０代からの俳句入門」。新たに俳句を始める人はもちろん、改め
て基礎を見直したい人にも役立つ実作のヒントが満載です。注目のシリーズ連載「俳句の『窓』か
ら」のゲストは料理研究家の山本道子さん。俳人協会各賞受賞作３０句抄・受賞のことば・受賞
第一作も必読。 ○特別作品５０句…茨木和生／特別作品２１句.
2018年1月10日 . Embed Tweet. 俳句 29年4月号 雑誌 雑誌『俳句』 角川文化振興財団 平成
俳壇応募専用はがき 5回俳句特派員 特別作品50句 坪内稔典さん 受賞作20句抄 文語文法
チャート 文語文法攻略法 岸本葉子角屋 特別作品21句 特別作品36句 井上康明*電子版 俳
人協会新人賞 http://dlvr.it/Q9l1JT pic.twitter.com/6W493VjUNL.
大特集 俳人のための文語文法攻略法―活用を極める○総論 文語の効果と注意点 ・・・・・・白
濱一羊 付・文語文法チャート○［動詞］［形容詞・形容動詞］［助動詞］活用の種類ごとに活用表
を付し、名句を解剖して文法を解説！□ 特別作品50句 高野ムツオ□ 特別作品36句 中原道夫□
特別作品21句 仁平 勝・藤本美和子□ シリーズ連載 宇多喜代子.
2017年10月25日 . 俳句 ２９年１１月号の電子書籍を読んで、mibonポイントやときめきポイントを
貯めよう。未来屋書店が運営する「mibon 電子書籍」は、俳句 ２９年１１月号（その他雑誌）な
ど、雑誌の電子書籍が購入できます。
狼の絵に出会って―」, 高野ムツオ先生, 平成29年4月22日. 第7回, 「俳句発見」, 小川 軽舟先
生, 平成25年4月7日. 第6回, 「若き出会い」, 豊田 都峰先生, 平成20年6月15日. 第5回, 「関
西の俳人たち」, 宇多喜代子先生, 平成19年6月24日. 第4回, 「俳句と私」, 花谷 和子先生, 平
成18年6月6日. 第3回, 「現代俳句協会と私」, 和田 悟朗先生, 平成17.
募集期間 平成２９年４月１６日から５月３０日 締切５月３０日（当日消印有効） ◇応募方法 所
定 . 応募宛先 〒１６９-８５２１ 東京都新宿区百人町３-２８-１０ 俳人協会「全国俳句大会・
ジュニアの部」係 電話０３（３３６７）６６２１ ◇選者 鈴木 . また、入賞作品を俳人協会発行の『俳
句文学館』（１１月号）紙上およびホームページで発表します。 ☆応募作品.
総合誌「俳句界」（文學の森）4月号の巻頭グラビア「俳句界ニュース」が、「炎環」平成29年新年
句会・懇親会（1月22日）について、カラー写真と記事を掲載しました。記事には、石寒太主宰の新
年のアピールとして、〈炎環の「炎」は新しい火種。炎環の「環」はみんなの輪、平和の和。炎環でし
かできない、新しい俳句仲間の雑誌に育てて行きたい〉という.
平成29年 4月／今月の法話と俳句／中風除け、かぼちゃ寺 ハズ観音妙善寺の公式ホームペー
ジです。住職自作の「俳句」や法話、「かぼちゃ音頭」のご紹介など.
2017年12月22日 . 広報おかがき平成29年12月25日号の紙面は、目次内のリンクまたは下の関連
ファイルからダウンロードできます。 目次. 特集 俳句が育てる岡垣（ふるさと）愛 2ページ. 町内のすべ
ての小学校で行われている俳句学習。18年間続くこの学習に、広報担当が密着しました。子ども
たちの作品や俳句の魅力を紹介します。 問い合わせ.
2017年5月2日 . 平成29年4月. 長溝学習(26日) ～ふるさとの偉人に学ぶ～. 5月11日の長溝遠
足にむけて、2年生が総合的な学習の時間で長溝について学びました。 講師は長溝水利組合の
岡村 . 各学級で俳句・学習委員の進行のもと、まず、個人での俳句づくりを行い、班での話合いを
経てクラスの一席を決めました。一席に選ばれた句はどれ.
広報とよはし」平成29年9月号（No.1486）. 「広報とよはし」をPDF形式でダウンロードすることができ
ます。 豊橋市HPトップページの「広報とよはしから探す」の入力ボックスに「広報とよはし」に記載され
ている「HP番号」を入力すると、該当するホームぺージをご覧いただけます。
平成29年3月1日から4月30日まで募集した募集句は、全国各地から 8,580句の応募がありまし
た。たくさんの御応募ありがとうございました。 審査の結果、入賞者、入選者が決定しましたのでお
知らせいたします。 来年度は、富山県黒部市での開催となりますので、ぜひまた御応募 ください。
ねんりんピック秋田2017「俳句交流大会」募集句入賞者・.

（2017年12月20日更新） 第3回内子町小・中学生俳句大会表彰式を行いました; （2017年4月8
日更新） 建設工事の低入札価格調査基準価格及び最低制限価格等について(平成2９年4月1
日改正）; （2017年2月14日更新） 平成29・30年度入札参加資格審査申請書定期受付終了と
随時受付について; （2018年1月16日更新） 平成30年1月 町長.
愛媛県松山市在住。８年間の中学校国語教諭の後、俳人へ転身。 「第８回俳壇賞」受賞。俳
句集団「いつき組」組長として創作活動＆指導に加え、俳句の授業. 〈句会ライブ〉の開催、全国
高等学校俳句選手権「俳句甲子園」の創設、「俳都松山宣言」起. 草にも携わるなど幅広く活
動中。平成２７年５月「俳都松山大使」に就任。平成２９年４月.
市報すいたが広報紙コンクールで最優秀賞を受賞. 市報すいた10月号表紙. 毎日新聞社・毎日
文化センター主催の近畿市町村広報紙コンクールにおいて、平成29年10月号が最優秀賞を受賞
しました。 平成29年10月号PDF版. 市報すいたの配布業者の変更について. 五月が丘東、出口
町、川園町の配布は、障がい者事業所が加盟する一般社団.
最新号の特集. ジパング俱楽部 2018年1月号 .gif . 今月の一句」は、お題に沿った俳句作品をお
一人様3句まで（お題ひとつにつき1回限り）ご応募ください。 採用者には、記念品を進呈します。
「今月の一句」のお題; ３月は「雛」です。（平成30年1月10日締切）; ４月は「春風」です。（平成30
年2月10日締切）; ＞＞読者投稿コーナーへの応募はこちら.
『NHK俳句』は、4人の俳人が俳句を楽しみながら上達するコツを伝授する俳句講座です。俳句の
エッセンスを味わいつつ、実作に役立つノウハウも習得できる情報をお届けします。
トップページ広報すえ広報すえ 平成29年4月号. 本文. 広報すえ 平成29年4月号. 印刷用ページ
を表示する 掲載日：2017年4月5日更新. 広報すえ４月号表紙. 表のサイズを切り替える . 役場か
らのインフォメーション（14-15）. 16-17 [PDFファイル／440KB], わくわくデイサロン 俳句・川柳（16）、
警察署だより 119 商工会だより（17）. 18-19 [PDF.
主宰 古賀しぐれの略歴 １９５０年滋賀県大津市に生まれる。 「しぐれ」は高浜虚子の命名。 １９
８７年ホトトギスと未央に投句を . 平成２２年４月に古賀しぐれ（こがしぐれ）が主宰となる. 俳句仲
間のページはこの虚子館 をクリックして下さい （ブログの . 主宰 五月号の近詠 及び他の選者の近
詠. あたたか 古賀しぐれ. 良弁の世へと誘ふ杉朧 一燭の闇.
2017年12月25日 . 平成29年6月号. ・平成29年5月号. ・平成29年4月号. 過去の広報ふちゅう
一覧（別ページへ移動します）. 【府中ふるさと新聞】. ・第5号・第4号・第3号・第2号・創刊号. 丸
と線の組合せ.png. 【イベント情報】. ・府中ひなまつり 平成30年2月17日（土）. ・初釜 平成３０年
１月１４日（日）. ・第８回まちづくり研修会 平成２９年１２.
昔から日本では、漁が忙しくなる前の春の一日を、海辺で遊んだり飲食をしたりするなどのならわし
がありました。これを磯遊びといい、潮干狩りは磯遊びのなごりと言われています。俳句では、アサリや
磯遊びは春の季語です。3～4月の潮干狩りシーズンには、5月の産卵を控えたアサリの身が肥えて
おいしくなります。
. 連雀（平成２９年１１月１日）; 2017/10/29 : 俳句 : 花暦句会報：東陽（平成２９年１０月２８
日）; 2017/10/25 : 俳句 : 花暦句会報：すみだ（平成２９年１０月２５日）; 2017/10/15 : 俳句 : 花
暦句会報：若草（平成２９年１０月１４日）; 2017/10/07 : 俳句 : 花暦句会報：連雀（平成２９年１
０月４日）; 2017/09/30 : 俳句 : 花暦句会報：すみだ（平成２９年９月２７日.
平成30年1月31日（水曜日）. 4, 献血, 平成29年4月7日（金曜日） ～平成29年12月7日（木曜
日）. 5, “すぐそこ新座”春まつり（音楽・ダンスステージ）, 平成29年4月8日（土曜日）、 平成29年4
月9日（日曜日）. 6, “すぐそこ新座”春まつり（お茶席）, 平成29年4月8日（土曜日）、 平成29年4
月9日（日曜日）. 7, “すぐそこ新座”春まつり（俳句をつくろう）.
日程, 春の部, 夏の部, 秋の部, 冬の部. 応募締切の期限, 平成28年4月29日（金）必着, 平成28
年6月24日（金）必着, 平成28年9月30日（金）必着, 平成28年12月30日（金）必着. 御題, 春,
夏, 秋・医療安全, 冬.
2017年3月29日 . 広報はくい 平成２９（２０１７）年４月号. 情報発信元秘書室 広報広聴係 庁
舎３F. ～平成２９年度スタート【予算のあらまし】～. 西北台小１年生と年長児が交流（西北台小
学校）. ◇予算のあらまし Ｐ２～７ ◇“はくい式自然栽培”を確立 Ｐ８ ◇妙成寺の調査結果を報

告 Ｐ９ ◇平成２９年第１回市議会定例会 Ｐ１０～１１ ◇まちかど探検隊.
広報とべ平成29年12月号表紙. 特集：秋の砥部焼まつり（1～3ページ） [PDFファイル／1.29MB] ·
愛顔(えがお)つなぐえひめ大会（4～5ページ） [PDFファイル／1.07MB] · 平成29年度まちの財政事
情（6～7ページ） . 大きくな～れ！／俳句・川柳他（18～21ページ） [PDFファイル／1.65MB] · 情
報あれこれ（22～24.
2017年8月30日 . 俳都松山」の名を高め、俳句のイメージアップにつなげるため、平成28年度の松
山市観光俳句ポスト入選句集を作成し、入選者や希望者に配布します。 松山城 . 開函と選句
2カ月に1回○投句期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日分収録 ＜第278回～第283回の
18句、入選120句、伊予灘ものがたり賞4句（JR四国）＞
投句期間：平成２９年４月３０日（日）〜７月２５日（火）. 表彰式：平成２９年９月３日（日）. 第
19回小中学生俳句大会の特選句結果をダウンロードする · 第18回小中学生俳句大会の特選
句結果をダウンロードする · 第20回小中学生里俳句大会（29年度） · 開催要項をダウンロードす
る. 平成29年度 第7回 一茶の句俳画コンクール一茶の句を題材にした.
2017年9月12日 . 市民文芸第12号（表紙）. 「静岡市民文芸」 . 自作の短歌や俳句を新聞（雑
誌）に掲載しないか」という電話があり、無料と思い承諾したところ、高額な掲載料を請求された等
の電話勧誘に関するトラブルが急増しています。 静岡市内 . 平成28年度「静岡市民文芸 第十
二号」（1冊 1,000円）は、平成29年4月1日から販売しています。
早春の大倉山尾根筋を巡る』 ※締切日：2月1日（木）必着. 大倉山の尾根筋を歩くと、春の息
吹がそこここに感じられます。記念館から梅林を抜け、お寺や神社、指定文化財などに立ち寄りな
がら、しばし日常の喧騒を離れて、ご当地の歴史と風土を探索します。どうぞ、お気軽にご参加くだ
さい。 定 員：60名(応募多数の場合は抽選となります)
2017年9月20日 . 人気俳人による放送講座と入選佳作句の紹介や添削指導、兼題解説など、
俳句を学び楽しむための情報が満載です。人気連載 . ＊4月号、10月号は別冊付録「俳句手
帖」付き！（※ 電子 . ※10/29（日）、11/1（水）は、「NHK俳句増刊号 ねこぶら 熱海・猫と俳句の
旅を放送します（本号に関連記事の掲載はありません）。 ◇NHK.
頁)市村家橘述 1 園部紫嬌記放情記二(ホ揷絵 1 点あり。^頁)加茂屋おちよ女著.むだ六補浪
華遊山(ホ揷絵 1 点あり。^頁)百橋逸人因果車(ホ揷絵 1 点あり。^頁)桐廼舎桂子小説修業一
月〜四月詞莛吾が春秋春廼辞そ.、ろ言詩壇和歌懸賞披露新体詩俳句〔「連珠会小集」ほか〕
狂詩狂歌〔「狂歌芸人づくし」ほか〕狂句雛端唄都々逸懸賞課題^ 8?
2017年4月1日 . 広報いなざわ平成29年4月号. No.1149. 15ページの「県警察官募集」の内容に
誤りがありました。 採用試験の受験案内などは、7月1日（土）から配布とあるのは、 正しくは、４月
１日（土）からです。訂正してお詫びします。 （ホームページに掲載しているPDFは修正後のもので
す）. 広報表紙.
栃木白魚火新春句会, 平成29年4月号掲載. 函館白魚火会新鋭賞受賞お祝会, 平成29年5月
号掲載. 高森町「松源寺」吟行句会句会報, 平成29年6月号掲載. 坑道句会その後, 平成29年
6月号掲載. 足利學校・鑁阿寺、お花見吟行会, 平成29年6月号掲載. 栃木県白魚火総会及
び祝賀会、俳句会, 平成29年7月号掲載. 浜松白魚火会第十九回総会.

