平成 年５月 日（日） 時から青森市文化
会 館４階 中会議室 にお いて開 催し ました 。
お陰様でこれまでで最多の１６５名の投句者
があり 盛会に 終了 するこ とがで きまし た。
来年は第 回目という節目の大会になります
ので、会員の皆様には本人はもちろんですが、
知人、友人をもお誘い合わせのうえ、ご参加く
ださ るよう お願い します 。
大会の結果は次のとおりです。なお、入選句
については、例年のとおり年鑑に掲載します。
①浜田しげる、②泉風信子、③草野力丸、④高
野万津江、⑤齊藤泥雪、⑥中村しおん、⑦新山
魏一、⑧川村英幸、⑨木村秋湖、⑩畑中月穂、
⑪対馬智恵子、⑫澤野禾穎、⑬桜庭恵、⑭田村
正義、⑮ 金田 一一子 、竹村 俊郎
兼 題賞： 櫻井麻 古人、 席題 賞：澤 野禾穎

第 ９回青 い森県 民俳 句大会 のあら まし

（平成28～30年度）
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青森県 現代俳 句協会
泉 風信 子

協 会 の発 展と 活性 化 のた めに 、 会員 の増 加
が 不可 欠 にな り ます 。友 人や 知 人で まだ 本協
会に 未 加 入の 方が あり ま した ら、 お 誘い くだ
さ い 。 入会 申 込は 事務 局ま で 連絡 くだ さ い。
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役員名簿

会員 への お 願い ！

10

平成 年度青森県現代俳句協会総会の
あらまし
10

現代俳句東北大会準備金
128,870 円

15

28年度収支予算（案）
収入
408,020 円
支出
408,020 円

27

28

27

369,333 円
次年度繰越金
66,770 円

青森県現代俳句協会会報

支出

28

28

436,103 円

本会の総会は平成 年５月 日（日） 時か
ら青 森市文 化会館 におい て開 催しま した。
開催に当たり田村会長からあいさつがあり、
引き続き会長が議長となって会議を進行しまし
た。
第１号議案は 年度の事業報告として、役員
会、総会、第８回青い森県民俳句大会、年鑑発
行、現 代俳 句東北 大会（ 盛岡市 ）、秋の吟 行互 選
俳句大会について齊藤事務局長から説明があっ
た 。引き 続き、
第２号議案 年度収支決算ついて事務局長か
ら説明があった。次いで議長から監査報告が求
められ、監事から適正であることの報告があっ
た。このあと、１号議案と２号議案について質
問 がなく 了承さ れた。
第３号議案は現代俳句東北大会準備金につい
て報 告が事 務局長 からあ った。
第４号議案 年度事業計画（案）と第５号議
案 年度収支予算（案）は関連があることから
引き続いて説明があった。このあと質問もなく
了承 され た。最後 に、
第６ 号議案 役員改 選に ついては かっ たとこ ろ 、
事務局案の提示を求められ、別紙案を配布して
了承され た。

27年度収支決算

平成28年9月10日発行

毎年５月に発行している
会長あいさつ
「青森県 現代 俳句年 鑑 」は 、
会員自選句集と共に前年の
協会の活動を中心に、青い
森県民俳句大会や現代俳句
東北 大会入 賞作品 など収 録 。
また秋の吟行互選俳句大会
の様子にも触れている。し
かし年一回のペースは、情
報のスペード化の時代とし
ては、会員にご不便を多分にかこっている面が
あるよう に思 われる 。
そこで事務局は、年鑑発行とは別に経費を節
減しながら会報発行が出来ないかと考えた。そ
の結果の第１号をお届けする。年に何回か会員
にお知らせする事項があることから、不定期な
がらその 都度 会報の 形を取 ること になっ た。
小さな紙面ながら会員のご協力を得て内容を
充実、成長させて行きたいものと考えている。
何卒 よろし くお願 い申し 上げた い。
時：平成28年10月29日（土）
10:00～15:00
２ 場 所：黒石市内・中町こみせ
通り、金平成園など
３ 集合場所：黒石市役所駐車場
４ 参加費：千円／人（昼食費含む）
５ 申込期限：10月20日（木）
６ 参加申込：事務局まで
千葉（☎080-6027-3825）
（FAX017-741-9296）
大瀬（☎090-3645-1510）
（FAX0172-39-2226）
１ 日

顧問：沖 曻、新谷ひろし
竹鼻瑠璃男、田村正義
後藤岑生
会長：泉 風信子
副会長：牧ひろし、齊藤泥
雪、対馬智恵子
事務局長：千葉芳醇
事務局次長：大瀬響史
幹事：橘川まもる、浅利康
衞、関 礼子、松宮梗子、
南 美智 子 、鳴 海 顔回 、
山谷文子、坂本幽弦、
中村しおん
監事：田中三桃、川村英幸
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収入

第１号

秋の吟行互選俳句大会のご案内
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