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テロ時代の詩人の役割
中上哲夫会長

――再任の言葉

連日、テロのニュースがマスメ
ディアにあふれていて、心が暗く
な る。 テ ロ と い っ て も、「 イ ス ラ
ム国」ばかりでなく、局地的な戦
闘からギャングの抗争、喧嘩、ス
トーカー、家庭内暴力に至るまで、
まるで暴力がこの世界を支配して
いるかのようなのだ。
そんなニュースにふれるたびに、
ますます暗い気持になってわたし
は 行 き 暮 れ て し ま う の だ。「 行 き
暮れる」というのは、画家の野見
山暁治が３・１１のあと三陸海岸
を訪れたとき、瓦礫の山に漁船が
乗り上げているのを目にして思わ

新理事の抱負

ずもらした言葉。
事実、こんな時代に詩人になに
ができるかと考えると暗澹たる気
持ちになる。
記憶が定かでなくて申し訳ない
のだけど、確か南米のどこかの国
にこんな民話があった。
あるとき、ある森で火事が起こ
った。動物たちは、火を消すどこ
ろかわれ先に逃げ出した。そのと
き、一羽の鳥が飛んできて口にふ
くんだ水を燃える森の上に垂らし
た。それを見て、動物たちはみな
ばかにして笑った。そんなことを
してなんになるのかと。
しかし、鳥は遠くまで飛んでい
って口に水をふくんでくると燃え
盛る森の上に水滴を滴らしつづけ
た。いつまでもいつまでも。
この話は身につまされる。まる
で詩人のことをいっているみたい
ではないか。
南米つながりで、ブラジルとい
えば、かつて十八万人収容するサ
ッカー場もあったほどのサッカー
王国。十八万人なんて簡単にいう
けど、鳥取や松江などの県庁所在

地の人口が二十万人ほどである。
話が横道にそれてしまったけど、
ファンが煉瓦をひとつひとつ運ん
できてつくったという手造りのス
タジアムがブラジルにある。噂に
よると、煉瓦はどこかの工事現場
から黙って持ってきたものらしい
のだ。そのことはあんまり感心で
できる話ではないと思うけれど。
横浜詩人会は、会員ひとりひと
りが煉瓦を積んで造り上げるスタ
ジアムのようなものだと思う。塵
も積もれば山となる。千里の道も
一歩から。煉瓦をひとつひとつ積
んでいけば、横浜詩人会もいつの
日か巨大なスタジアムにならない
とだれにいえるだろうか。煉瓦を
盗んできてはいけないけれども。
ごぞんじのように、現代詩セミ
ナーと夏の朗読会と詩人会賞が、
横浜詩人会の三本柱。そして、主
役はむろん会員たち。理事たちが
いくら旗をふっても、会員たちの
理解と協力がえられなければ画餅。
絵に描いた餅だ。願わくば、どん
どん建設的な意見が出て、みなさ
んが詩人会のイベントに積極的に
参加したくなるような雰囲気をつ
くっていきたいと。どうぞよろし
く。

各理事の「新理事の抱負」は５頁へ

1

294
横浜詩人会事務局

№

2015.4.1

☆


Yokohama Poets’ Association

２０１５年度横浜詩人会
総会・新年会が開催される

２０１５年２月 日㈰午後１時
から桜木町駅近くのブリーズベイ
ホテルにて、恒例の横浜詩人会総
会・新年会が開催されました。
総会の司会は油本理事長が務め
ました。
挨拶で、中上会長は「悲惨な事
柄が多い昨今です。その一方、詩
人は夢を見ているようです。夢か
ら覚めたら詩をやめるのかな。詩
は非力ですね」と始めました。
「ブラジルではみなでレンガを積

にぎわう新年会

司会は前半が西村理事、後半は
植木理事が担当しました。
恒例の乾杯の音頭は平林敏彦さ
んのショートスピーチの後、行わ
れました。
「近頃はテロの問題があり、過去
阪神淡路大震災、３・１１などが
ありました。また最近はイスラム
国による人質事件がありました。
そういう時世で、詩が書きにくい
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み上げてサッカー場を作ったそう
です。横浜詩人会でも、皆で詩を
書いて、レンガを積み上げるよう
に会を作っていただきたい」と話
を結びました。
総会は 名が出席、 名の委任
状提出で、半数を超えました。
総会議長に藤森重紀さんが選出
されました。藤森議長の進行で、
２０１４年度の事業報告について
油本理事長が報告。
□２月：総会・新年会
□５月：現代詩公開セミナー
「現代詩と落語」講師・八木忠栄
落語一席・金原亭馬治
□７月：第５回「楽」詩画展
□７―８月：第 回横浜詩人会賞
選考
□８月：朗読会「夏のさかりの詩
と ジ ャ ズ 」（ ド ル フ ィ に て ） ピ
アノ・田中信正
□ 月：詩人会賞授賞式
受賞・阿部はるみ『幻の木の実』
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という話もありますが、それは嘘
ではないのか、と思えます。伝え
るために詩を書くとつらくなって
いきます。自分と向かいあうこと
が詩であるのではないでしょう
か」と平林さんは話されました。
続いて詩人会賞の一部出資もし
ていただいている神奈川新聞の丸
山孝文化部長から挨拶の言葉をい
ただきました。
「久しぶりに大学の文学部の友人
に会いました。彼は詩の専攻をし

□神奈川新聞への詩の連載
（月４回）テーマは「手紙」
□横浜詩人会通信の発行
（２９０～２９３号）
□横浜詩人会のホームページの運
営・更新
□第７次ネプチューンシリーズの
刊行（現在２冊）
２０１４年度決算を会計担当の
日野理事が報告しました。決算書
の説明、年会費の口座振込につい
て、ほとんどの会員にきちんと会
費をお支払いいただいたこと、横
浜詩人会基金の寄付のお願いなど
を話されました。
浅野章子会計監査が事情により
欠席のため、油本理事長の代読に
より、監査報告。
各理事の報告は会員の拍手を
もって承認されました。
引き続き、２０１５年度事業計
画が油本理事長から報告されまし
た。以下の内容となりました。

ていました。いまは不動産業をし
ていますが、まだ詩を書いている
とのこと。彼に詩人会の話をする
と「このような詩の会が存続して
い る こ と に 驚 い た。 さ す が 横 浜
だ」と言っていました。厳しい状
況でもありますが活動を続けて
いってほしい。またなかには創作
をしても他人の作品を読まないひ
ともいますが、多様性に関わるこ
とでもあるのでいかがでしょう

□２月：総会・新年会
□６月：現代詩公開セミナー
「教科書の詩」
（仮題）講師未定
□７月：第５回「楽」詩画展
□７―８月：第 回横浜詩人会賞
選考
□８月：朗読会「夏のさかりの詩
とジャズ」（ドルフィにて）
□ 月：詩人会賞授賞式
□第７次ネプチューンシリーズ刊
行（前年度に引き続き）
□神奈川新聞への詩の連載（月４
回）テーマは「手紙」
□横浜の詩史に関する調査・研究
（準備）
□横浜詩人会通信の発行（２９４
～２９７号）
□横浜詩人会のホームページの運
営・更新／会員詩書の紹介
□「横浜文芸懇話会」の構成団体
としての活動
□新会員の勧誘
□「楽」詩画展は、田澤氏逝去の
ため、今後の検討課題とする。
続けて２０１５年度予算案につ
いて、日野会計理事から報告があ
り、それに対して質疑応答があり
ました。総会は滞りなく進行し、
各報告は会員の拍手によって承認
となり、無事に閉会となりました。
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か」。
その後、新入会員の飛松裕太、
洲史、小桜ゆみ、佐相憲一、下川
敬明各会員の自己紹介と、新理事
の披露がありました。
広瀬弓、日野零、中上哲夫、油
本達夫、植木肖太郎、光冨郁埜、
西村富枝、小林妙子、方喰あい子
各理事と菅野眞砂会計監査の順で
ショートスピーチがありました。
今回初の理事になった広瀬理事
は「いつも皆さんにお世話になっ
ているので、今度はわたしがお手
伝いをしたい」とのことでした。
続いて、各テーブルの出席者全
員のスピーチがありました。
戦後詩の生き証人とも称される
平林さんの、戦後の詩誌・詩人の
話などもあり、会員の皆さんは興
味深く聞いていました。
植木肖太郎理事の話や歓談の時
間も挟み、なごやかな雰囲気のな
か、出席者の全員の話にみなが耳
を傾けながら、食事や美酒を楽し
みました。
新年会の閉会の言葉は日野理事。
また２次会はだんまや水産にて、
親睦を深めました。
（撮影・小桜／記事・光冨）
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会計報告中の日野理事
写真左から、新入会の飛松、洲、小桜、佐相、下川各氏

議事を進める藤森議長
挨拶をのべる丸山神奈川新聞文化部長
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総会の司会・油本理事長
挨拶をする中上会長
乾杯の音頭をとる平林敏彦氏
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