
(社)日本詩人クラブ例会・イベント　2011年１月

2011 平成23年 １月　新年会
日時　平成23年１月８日(土)　午後3時より
会場　東京大学駒場キャンパス　ファカルティハウス　セミナールーム
　　　　（正門から入って左奥の建物）
　　　　　渋谷駅より京王井の頭線・駒場東大前東口下車　徒歩２分
　　　　〒153-8902　東京都目黒区駒場3-8-1　Tel:03-5790-5931
　＊93名の皆さまにお集まりいただきました。



(社)日本詩人クラブ例会・イベント　2011年２月

2011 平成23年 ２月　例会
日　時　平成23年２月12日（土）午後２時より
会　場　東京大学駒場Ⅰキャンパス　ファカルティハウス・セミナールーム
　　　　（正門から入って左奥の建物）
　　　　　渋谷駅より京王井の頭線・駒場東大前東口下車　徒歩２分
　　　　〒153-8902　東京都目黒区駒場3-8-1　Tel:03-5790-5931
小講演「文学の装置・詩のたくらみ」　千木　貢氏
講　演「堀口大學の訓(おし)え」　　　長谷川郁夫氏
朗　読　石川厚志・井上朝之各氏
参加費　会員・会友　無料／会員外　500円
　＊62名の皆さまにお集まりいただきました。



(社)日本詩人クラブ例会・イベント　2011年３月

2011 平成23年 ３月　例会
日時　2011年３月12日(土)14時～17時　会員・会友無料　一般500円
会場　東京大学駒場キャンパス　ファカルティハウス・セミナールーム　Tel 03-5790-5931
内容　朗　読　田中裕子氏　　三田麻里氏
　　　小講演　雲をとらえようとすること、正直であろうとすること　講師・伊与部恭子氏
　　　講　演　磨く人ボルヘス　　　　講師、・野谷文昭〈のやふみあき）氏
■講師プロフィール　1948年、神奈川県に生まれる。東京外国語大学卒業、同大学院修了。立教
大学教授、早稲田大学教授を経て、現在、東京大学大学院人文社会系研究科・文学部（現代文
芸論専修過程）教授。スペイン語圏の文学文化、とりわけラテンアメリカ文学の研究・紹介に
努めてきた。著書に『越境するラテンアメリカ』（1989）、『ラテンにキスせよ』（1994）、
『マジカル・ラテン・ミステリー・ツアー』（2003）など。訳書にポルヘス『七つの夜』
（1997）、オクタピオ・パス『鷲か太陽か？』（2003）、ネルーダ『マチュピチュの頂』
（2004）、ガルシア＝マルケス　『予告された殺人の記録』（1983）、プイグ『蜘蛛女のキ
ス』（1983）、バルガス＝リョサ　『フリアとシナリオライター』（2004）、コルタサル『愛
しのグレンダ』（2008）など。受賞に、ネルーダ生誕百周年記念リカルド・ラゴス・チリ大統
領賞（2004）、会田由翻訳賞（2010）がある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例会担当理事　原田道子
　＊地震により中止しました。

2011 平成23年 ３月　第６回現代詩研究会　　テーマ　小児科医詩人が診る時代の病
日時　2011年３月26日(土)14時～16時30分　会員・会友無料　一般500円
会場　東京大学駒場キャンパス18号館４Ｆ　コラボレーションルーム１

　異様な事件の頻発する昨今、その時代の病根に対峙し危機感に駆られながら、真摯にたち向
かい続けている詩人・大塚欽一氏。医療現場で子どもたちの生と死を見つめ続ける小児科医で
もある氏は、特に少年犯罪、幼児・児童虐待の横行する時代の病根に注視し、その背景を追究
し読み手に提起する、詩集『これから生きる人々に』、『春雷』などを巡り、変容する人間存
在、医師の倫理などを問う。私たちはいまどこにいるのか、詩に何ができるかなど、ともに考
えていきたい。

　　　諦め　　大塚欽一

　　眠っている
　　とばかり思っていたら



　　うす目をあけて
　　こっちを見ている
　　泣きはらした顔に
　　さみしい諦め
　　　　　　　　　　　　　　　　　「病棟小景」より
　　
大塚欽一氏プロフィール
　1943年水戸市生まれ。元筑波大学臨床系小児科医講師。詩集として「存在のはるかな深処
で」思潮社、「ハンモックに微睡みながら」土曜美術社出版販売、「妻を恋ふる詩」碧天舎、
「これから生きる人々に」風樹舎、「春雷」泊船堂など多数。同人誌『風樹』主宰。「孔雀
船」「岩礁」同人。詩人クラブ会員

　　　　　　　詩界・研究会担当　三田　洋　　専門委員　岡田喜代子　木場とし子　中村洋
子

　＊地震により中止しました。

2010年度　詩の学校「詩を学び、作法を考える」　　　　　　　終了しました。
　　どなたでもご自由に。一緒に学ぶ機会に参加しませんか（先着25名）
●会　期：2010年10月～2011年３月
　　　　　毎月第３木曜日　18：00～20：00
●会　場：一般社団法人日本詩人クラブ事務所
　　　　　〒162－0808　新宿区天神町71　宇野ビル４階
　　　　　＊地下鉄東西線「神楽坂」駅　矢来口（２番出口）徒歩５分
　　　　　＊入口に二宮金次郎像があります
●参加費：前期（３回）6,000円、後期（３回）6,000円　全講受講　10,000円（学生半額）
●受講料：お振込：三井住友銀行　元住吉支店（店番号890）（普）0914372
　　　　　　　　　〈口座名〉日本詩人クラブ　中村千歳（センサイ）
　　　　　　※当日持参も可

　　　日　程 　 　講師 　内　容
前期 10月21日(木) 開校式、山田直校長ほか 武子和幸 鑑賞：実作
　 11月18日(木) 　 石川逸子 講義：詩の方法
　 12月16日(木) 　 北岡淳子 詩作：受講者の作品
後期 １月20日(木) 　 坂井信夫 鑑賞：実作
　 ２月17日(木) 　 前原正治 講義：詩の方法



　 ３月17日(木) 閉校式、山田直校長ほか 清岳こう 詩作：受講者の作品

●申込先：中村吾郎　浅見洋子　宇津木愛子　方喰あい子

主催：一般社団法人日本詩人クラブ・詩の学校運営委員会
　　　　〒162－0808　新宿区天神町71　宇野ビル４階　03－6413－7245



(社)日本詩人クラブ例会・イベント　2011年４月

2011 平成23年 ４月　３賞贈呈式
日時　４月９日(土)　午後２時より
会場　日本出版クラブ会館
　　　　東京都新宿区袋町６　Tel:03-3267-6111
　　　　都営大江戸線「牛込神楽坂駅」Ａ-２出口より.徒歩約２分
　　　　ＪＲ　　　　　　「飯田橋駅」西口より　　　徒歩約８分
　　　　地下鉄有楽町線　「飯田橋駅」Ｂ３出口より　徒歩約７分
　　　　地下鉄南北線　　「飯田橋駅」Ｂ３出口より　徒歩約７分
　　　　地下鉄東西線　　「神楽坂駅」神楽坂口より　徒歩約７分
内容　第44回日本詩人クラブ賞　　　　北岡　淳子　詩集『鳥まばたけば』（土曜美術社出版
販売刊）
　　　第21回日本詩人クラブ新人賞　　渡辺めぐみ　詩集『内在地』（思潮社刊）
　　　第11回日本詩人クラブ詩界賞　　呉　　世宗　著『リズムと抒情の詩学』（生活書院
刊）

＊130名近い方がお祝いに駆けつけてくれ、懇親会も100名以上がご参加くださいました。



(社)日本詩人クラブ例会・イベント　2011年５月

2011 平成23年 ５月　茨城大会2011
　日本詩人クラブ茨城大会が、歴史と文化の町水戸にて開催されることとなりました。2009年
の岡山大会や昨年の関西大会などを模範とさせていただきながら、準備に努力してまいりまし
た。
　現代詩を通じて一人ひとりが心豊かになり、意義ある大会になりますことを期待しつつ皆様
のご来県をお待ちしております。現代詩に興味をお待ちの方は、どなたでもご参加いただけま
す。
　なお、翌15日（日）は、水戸市内の史跡、詩情あふれる大洗への旅を計画しております。お
誘い合わせの上、是非ご参加くださいますようご案内申しあげます。　　茨城大会実行委員長
　及川 馥

■日　時　2011年５月14日（土）受付12時30分　開会１時30分
■会　場　三の丸ホテル　〒310-0011 水戸市三の丸2-1-1 Tel:029-221-3011
　　　　　　　地図は http://www.sannomaru-hotel.co.jp/access/index.html をご参照ください
　　　　　　大会会場（葛城の間３階）／懇親会会場（金剛の間４階）
■参加費　会員・会友500円、一般1,000円、懇親会7,000円
■宿　泊　三の丸ホテル
　　　　　　４月10日までに返信ハガキにてご予約いただき、お支払いはフロントにてお願い
します。料金は返信ハガキにあります。
第一部　開会行事・朗読・講演（13:30～15:05）　　司会：大塚欽一／内藤紀久枝
開会の言葉　日本詩人クラブ茨城大会実行委員長：及川　馥
挨拶　日本詩人クラブ会長：比留間一成
祝辞　茨城県知事：橋本　昌、茨城文化団体連合会長：人見実徳
理事長報告・役員紹介　日本詩人クラブ理事長：細野　豊
詩の朗読　日本詩人クラブ賞受賞者の詩の朗読、日本詩人クラブ新人賞受賞者の詩の朗読
講演　一色真理氏「現代詩の希望学」　講師紹介：黒羽由紀子
（休憩15:05～15:20）

第二部　小講演・朗読（15:20～17:05）　司会：内藤紀久枝／大塚欽一
小講演　橋浦洋志氏「相剋の詩学－近代日本の水脈－」　講師紹介：五島節子
茨城先達詩人の紹介と作品朗読　紹介：武子和幸
　櫻井琢巳（櫻井聖巳ほか２名）、星野　徹（鈴木有美子）、森田勝寿（宇野雅詮）、寺門　
仁（海野庄一）
自作詩朗読　進行：米川　征
　上田由美子（広島）　平野秀哉（群馬）　神山暁美（栃木）　堀江沙オリ（秋田）　斎藤　
貢（福島）　名古きよえ（京都）

http://www.sannomaru-hotel.co.jp/access/index.html


第三部　アトラクションなど（17:15～18:00）　司会：大塚欽一／内藤紀久枝
「筝と詩のコラボレーション～暮鳥詩に寄せて～他」　大須賀佳緒里氏
　演奏者紹介ならびに詩朗読：硲　杏子

翌日の観光案内　塚本敏雄
次期大会アピールなど　秋田県：佐々木久春
閉会の言葉　実行副委員長：武子和幸

懇親会　金剛の間（18:15～20:15）　司会：塚本敏雄／関　和代
開会の言葉　地方大会担当理事：諫川正臣
挨拶　茨城文芸協会会長：後藤卓三
　　　日本詩人クラブ　九州・四国・関西などからの会員
乾杯　実行委員会顧問：山本十四尾
スピーチ
アトラクション　ジャズ演奏　ジャズポーカリスト：星野由美子
閉会の言葉　茨城県詩人協会副会長：海野庄一

主催　一般社団法人　日本詩人クラブ
共催　茨城県詩人協会
　　　日本詩人クラブ茨城大会
　　　　実行委員長　及川　馥
　　　　副委員長　武子和幸　大塚欽一　硲　杏子
　　　　事務局長　高山利三郎
　　　　実行委員　海野庄一　大島邦行　内藤紀久枝　藤村隆史　米川 征　我妻信夫　黒羽由
紀子　宇野雅詮　真崎 節　塚本敏雄　三次 茂　三宅武治　國安 暁　関 和代　五島節子　橋浦
洋志　海老沢静夫　鈴木有美子　浦島智子　宮本敏子　広澤恵美子　森井香衣　草間真一　近
藤由紀子　宮崎博子　粟屋トク　尾形ゆき江　柴原利継　山中和江　松美仙魚　森川 治　久須
見泰正　藤枝正昭　生駒正朗　福田恒昭　酒木裕次郎
　　　　顧問　粕谷栄市　山本十四尾
後援　茨城県　水戸市　茨城文化団体連合　茨城文芸協会　暮鳥会　茨城新聞　茨城放送　Ｎ
ＨＫ水戸放送局
事務局　高山利三郎

観光　参加費　5,000円（昼食・お茶・バス代含む）
５月15日（日）三の丸ホテル集合８時45分　出発９時
徒歩で→弘道館　バスで→偕楽園・好文亭観光→大洗・大洗磯前神社・山村暮鳥碑→大洗シー
サイドホテル（昼食）→那珂湊（土産物）→水戸駅着　３時30分　解散

2011 平成23年 ５月　茨城大会2011
　日本詩人クラブ茨城大会が、歴史と文化の町水戸にて開催されることとなりました。2009年
の岡山大会や昨年の関西大会などを模範とさせていただきながら、準備に努力してまいりまし



た。
　現代詩を通じて一人ひとりが心豊かになり、意義ある大会になりますことを期待しつつ皆様
のご来県をお待ちしております。現代詩に興味をお待ちの方は、どなたでもご参加いただけま
す。
　なお、翌15日（日）は、水戸市内の史跡、詩情あふれる大洗への旅を計画しております。お
誘い合わせの上、是非ご参加くださいますようご案内申しあげます。　　茨城大会実行委員長
　及川 馥

■日　時　2011年５月14日（土）受付12時30分　開会１時30分
■会　場　三の丸ホテル　〒310-0011 水戸市三の丸2-1-1 Tel:029-221-3011
　　　　　　　地図は http://www.sannomaru-hotel.co.jp/access/index.html をご参照ください
　　　　　　大会会場（葛城の間３階）／懇親会会場（金剛の間４階）
■参加費　会員・会友500円、一般1,000円、懇親会7,000円
■宿　泊　三の丸ホテル
　　　　　　４月10日までに返信ハガキにてご予約いただき、お支払いはフロントにてお願い
します。料金は返信ハガキにあります。
第一部　開会行事・朗読・講演（13:30～15:05）　　司会：大塚欽一／内藤紀久枝
開会の言葉　日本詩人クラブ茨城大会実行委員長：及川　馥
挨拶　日本詩人クラブ会長：比留間一成
祝辞　茨城県知事：橋本　昌、茨城文化団体連合会長：人見実徳
理事長報告・役員紹介　日本詩人クラブ理事長：細野　豊
詩の朗読　日本詩人クラブ賞受賞者の詩の朗読、日本詩人クラブ新人賞受賞者の詩の朗読
講演　一色真理氏「現代詩の希望学」　講師紹介：黒羽由紀子
（休憩15:05～15:20）

第二部　小講演・朗読（15:20～17:05）　司会：内藤紀久枝／大塚欽一
小講演　橋浦洋志氏「相剋の詩学－近代日本の水脈－」　講師紹介：五島節子
茨城先達詩人の紹介と作品朗読　紹介：武子和幸
　櫻井琢巳（櫻井聖巳ほか２名）、星野　徹（鈴木有美子）、森田勝寿（宇野雅詮）、寺門　
仁（海野庄一）
自作詩朗読　進行：米川　征
　上田由美子（広島）　平野秀哉（群馬）　神山暁美（栃木）　堀江沙オリ（秋田）　斎藤　
貢（福島）　名古きよえ（京都）

第三部　アトラクションなど（17:15～18:00）　司会：大塚欽一／内藤紀久枝
「筝と詩のコラボレーション～暮鳥詩に寄せて～他」　大須賀佳緒里氏
　演奏者紹介ならびに詩朗読：硲　杏子

翌日の観光案内　塚本敏雄
次期大会アピールなど　秋田県：佐々木久春
閉会の言葉　実行副委員長：武子和幸

http://www.sannomaru-hotel.co.jp/access/index.html


懇親会　金剛の間（18:15～20:15）　司会：塚本敏雄／関　和代
開会の言葉　地方大会担当理事：諫川正臣
挨拶　茨城文芸協会会長：後藤卓三
　　　日本詩人クラブ　九州・四国・関西などからの会員
乾杯　実行委員会顧問：山本十四尾
スピーチ
アトラクション　ジャズ演奏　ジャズポーカリスト：星野由美子
閉会の言葉　茨城県詩人協会副会長：海野庄一

主催　一般社団法人　日本詩人クラブ
共催　茨城県詩人協会
　　　日本詩人クラブ茨城大会
　　　　実行委員長　及川　馥
　　　　副委員長　武子和幸　大塚欽一　硲　杏子
　　　　事務局長　高山利三郎
　　　　実行委員　海野庄一　大島邦行　内藤紀久枝　藤村隆史　米川 征　我妻信夫　黒羽由
紀子　宇野雅詮　真崎 節　塚本敏雄　三次 茂　三宅武治　國安 暁　関 和代　五島節子　橋浦
洋志　海老沢静夫　鈴木有美子　浦島智子　宮本敏子　広澤恵美子　森井香衣　草間真一　近
藤由紀子　宮崎博子　粟屋トク　尾形ゆき江　柴原利継　山中和江　松美仙魚　森川 治　久須
見泰正　藤枝正昭　生駒正朗　福田恒昭　酒木裕次郎
　　　　顧問　粕谷栄市　山本十四尾
後援　茨城県　水戸市　茨城文化団体連合　茨城文芸協会　暮鳥会　茨城新聞　茨城放送　Ｎ
ＨＫ水戸放送局
事務局　高山利三郎

観光　参加費　5,000円（昼食・お茶・バス代含む）
５月15日（日）三の丸ホテル集合８時45分　出発９時
徒歩で→弘道館　バスで→偕楽園・好文亭観光→大洗・大洗磯前神社・山村暮鳥碑→大洗シー
サイドホテル（昼食）→那珂湊（土産物）→水戸駅着　３時30分　解散



(社)日本詩人クラブ例会・イベント　2011年６月

2011 平成23年 ６月　総会
日時　2011年６月11日（土）午後２時～
場所　東京大学駒場Ⅰキャンパス



(社)日本詩人クラブ例会・イベント　2011年 9月

2011年9月　例会
日　時　2011年9月10日（土）14時～17時
場　所　東京大学駒場Ｉキャンパス　ファカルティハウス・セミナールーム
　　　　京王井の頭線「駒場東大駅前」東口下車歩1分　TEL:03-5790-5931
会費　会員・会友無料　一般500円　（事前の参加申込は不要です）
内容
朗読　後藤基宗子氏（郡山市）、内藤紀久枝氏（水戸市）
小講演　雲をとらえようとすること、正直であろうとすること
講師・伊与部恭子氏
講演　「《生きる哀しみ》を生きて」―現代詩における予見詩の役割
講師・大塚欽一氏
（例会担当理事・鈴木豊志夫）

2011年9月現代詩研究会
日　時　2011年9月24日（土）14時～17時
場　所 東京大学駒場Ｉｷｬﾝﾊﾟｽ 18号館4Fコラボレーションルーム1
講師・朝吹亮二氏



(社)日本詩人クラブ例会・イベント　2011年 10月

国際交流韓国2011―友愛の架け橋を。
金南祚・金后蘭氏を迎えて
日　時　2011年10月9日（日）本会議―午後2時～5時、記念パーティー5時半～7時半
場　所　シーサイドホテル　芝・弥生会館2F「あかつき」の間
講演・金南祚（キﾑナﾑジョ）氏/金后蘭（キﾑフラン）氏/講演・佐川亜紀氏。
韓国参加詩人と日本詩人の朗読コラボなど。

<



(社)日本詩人クラブ例会・イベント　2011年 11月

2011年11月例会
日　時　2011年11月12日（土）14時～17時
場　所　東京大学駒場Ｉｷｬﾝﾊﾟｽ ファカルティハウス・セミナールーム
朗読・田中裕子氏、三田麻里氏。小講演・齊藤貢氏「いわき便り―日常化する非日常・分断さ
れた教室」。
講演・荒賀憲雄氏「路地の奥の小さな宇宙―天野忠の世界」
2011年11月現代詩研究会
日　時　2011年11月26日（土）14時～17時
場　所　東京大学駒場Ｉｷｬﾝﾊﾟｽ 18号館4Fコラボレーションルーム1
講師・野村喜和夫氏　テーマ「現代詩のルネサンスのために」



(社)日本詩人クラブ例会・イベント　2011年 12月

2011年12月例会・忘年会
日　時　2011年12月3日（土）14時より。
場　所　東京大学駒場Ｉｷｬﾝﾊﾟｽ ファカルティハウス・セミナールーム
例会講演「金時鐘の詩と済州島四・三事件」講師・呉世宗氏。
新入会員による詩の朗読。小島昭男、酒木裕次郎、小樅のりこ。なべくらますみ、藍川外内
美、高橋絹代ほか。（敬称略）
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