横浜詩人会のホームページ

〒 220-0054 横浜市西区境之谷 30-19
電話 ０４５（５１６）３１８２

http://yokohamasijinkai.web.fc2.com/
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詩人会創立
通信創刊
会員数

日

１９５８年 月

エッセイ集『バラードの時間』
特集番組に出演、朗読とトーク
佐相憲一
◎第 回 小熊秀雄賞受賞
中島悦子詩集
「藁の服」（思潮社）
◎第 回 伊藤静雄 奨励賞受賞
いわたとしこ
【住所／電話番号変更】
・菅野眞砂
旧・神奈川区六角橋２― ―６
新・神奈川区六角橋２― ―
・坂井信夫
０４５（８７５）１８９８
【退会】
・伊藤裕子
【編集後記】
今号は現代詩セミナーのイベント
記事掲載のため、いつもより発行を
遅らせてしまいました。ご了承いた
だければ、幸いです。
（光冨）
【お願い】
＊会費のお支払は、こちらの口座
にお願いします。
郵便振替
００２３０―０―５５７４
ヨコハマシジンカイ

詳細は油本達夫理事長または方喰担当理事まで。

通信担当から
http://yokohamasijinkai.web.
fc2.com/
メールアドレス
yokohamasijinkai@gmail.com

横浜詩人会に入会ご希望の方・ご紹介の方はご連絡を。

会員募集中！

理事長より

15

30

日

日）

6
7

に紹介ができるようになりま
す。ただし、何らかの事情によ
り掲載を承認できない場合に
は、 そ の 旨 を 連 絡 い た だ け れ
ば、速やかに本や詩誌の情報を
削除致します。
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【ホームページで
通信
（会報）を閲覧できます】
２９３号・２９４号の通信の
内容を閲覧することができます。

【横浜詩人会のホームページを
ご活用ください】
ホームページではイベント記
事を掲載しています。これから
行う会員のイベント活動の告知
などにもご活用ください。
掲載希望の方は横浜詩人会の
ホームページ担当・光冨までご
連絡ください。
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http://yokohamasijinkai.web.
fc2.com/tsusin.html
ホームページは会員以外の方
も見ていただけるものです。個
人情報の関係で、事務局と発行
者以外の会員の住所や電話番号
などは伏せますが、ほぼ会報を
印刷所で刷るそのままの状態
で、見ることができます。今後
はホームページでも会報をお楽
しみください。
【ホームページで詩書や詩誌を
掲載する手順について】
詩書や詩誌の掲載について
は、いままでは作者に掲載の承
諾を先にいただいていました
が、これからは、ホームページ
掲載後に、作者に連絡をとるよ
うにします。このことにより、
作業の簡略化となり、時間と手
間が少なくなり、よりスムーズ

中村純
【その他】
◎港の詩人座 座長
第 回２月 うめだけんさく
第 回３月 宗 美津子
第 回５月 平林敏彦
杉田町・画廊喫茶ラパンアジル
◎第５回詩の虚言朗読会
４月 日 下川敬明
カフェ・ギャラリー・シャイン
◎日本の詩祭 ２０１５
６月７日 飯田橋・ホテル
メトロポリタン エドモンド
司会 下川敬明
懇親会司会 服部 剛
現代詩人賞受賞詩集の紹介
中上哲夫
朗読隊 服部 剛 光冨郁埜
（日本現代詩人会主催）
◎ポエムサロン ４月１日～ 日
野毛地区サンター ロビー壁面
浅野章子 小沢千恵 森口祥子
保高一夫 林柚維 方喰あい子
関中子 新井知次 植木肖太郎
菅野眞砂 梅津弘子 洲史
うめだけんさく 田村くみこ
（横浜詩誌交流会）
◎講演「詩の心、 世紀」佐相憲一
４月 日大島博光記念館（長野）
５月 日 ＦＭ湘南にて
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ホームページで入会申込書をダウンロードができます。
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【横浜詩人会通信では
＊会報に締切や紙面の関係で載
情報をお待ちしています】
せられなかった
会員消息にて詩書、詩誌、イ
ベント等活動の紹介を致しま
す。掲載希望の方は、掲載希望
と記して情報を油本理事長また
は担当・光冨までお寄せくださ
い。郵便、メール等にて承りま
す。もし掲載漏れや遅延等あれ
ば、再度ご連絡くだされば、次
号に掲載できるように致します。

□第３回理事会。４月 日㈯午
後３時～ にぎわい座地下制作室。
①現代詩セミナーの打ち合わせ。
②「楽」詩画展について。
③夏の朗読会の希望者募集の件。
④神奈川新聞連載詩の執筆者の
確認。⑤次号通信について。⑥
入会希望者の承認。
□第４回理事会。５月 日㈯午
後３時～ 野毛地区センター。
①現代詩セミナーの最終打合せ。
②詩画展の進捗状況。オープニ
ングについて。③横浜詩人会賞
の選考委員について確認と承認。
④朗読会の進捗状況の確認。⑤
神奈川新聞連鎖詩の執筆者の確
認。⑥通信の発行が、セミナー
の内容を反映させるために遅れ
ることを了承。
□６月７日㈰ 日本現代詩人会
の詩祭への横浜からの出席、多
数。セミナーのチラシ等配布。
□６月 日㈰午後２時～
「第 回現代詩公開セミナー」
於「野毛ＨＡＮＡＨＡＮＡ」。
盛会であった。

「左庭」 号 伊藤悠子
」１１４号 絹川早苗
「 WHO'S
「るなりあ」 号
荻悦子 鈴木正枝
「潮流詩派」２４１号
植木肖太郎 山本聖子
「地下水」２１５号 疋田 澄
石原妙子 関 中子 林 柚維
方喰あい子
「じゅげむ」 号 宗田とも子
「馬車」 号 馬場晴世
「詩と思想」４月号 原田もも代
佐伯多美子 弓田弓子
「狼」 号 浅野言朗 荒船健次
坂井信夫 佐相憲一 鈴木正枝
」１５７号 関 中子
「 PO
「パーマネントプレス」９号
坂井信夫 福原恒雄
「花」 号 下川敬明 田村雅之
「現代詩手帖」６月号 広瀬 弓
「別冊 詩の発見 第 号」
広瀬 弓
「日本未来派」２１９号
植木肖太郎 細野豊
「詩霊」２号 坂多瑩子 宗美津子
」６号 今鹿仙
「 Down Beat
金井雄二 徳広康代 中島悦子
「詩と思想」５月号 佐川亜紀
今泉協子
「モンスーン」創刊号 佐相憲一
82

メールアドレス ：t.a._beat@kni.biglobe.ne.jp
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会員消息 順不同・敬称略
【詩書】
『 狼 ア ン ソ ロ ジ ー ２ ０ １ ５』
版）
（ Amazon kindle
大鹿理恵 坂多瑩子 服部 剛
光冨郁埜（狼編集室）
２０１５年４月１日刊
『 世紀のアジアにおける日韓詩
人の役割』（日本現代詩人会）
佐川亜紀 中村純
【会員編集・発行の詩誌】
「索通信」 号
編集発行・坂井信夫
」 １１４号
「 WHO'S
編集発行・中村不二夫
「地下水」２１５号
編集発行・保高一夫
「じゅげむ」 号
編集発行・田村くみ子
「狼」 号 編集発行・光冨郁埜
「ドルフィン」２号 編集発行・
広瀬 弓
「アル」 号 発行・西村富枝
「コールサック」 号 編集発行・
佐相憲一
」６号 発行者代表・
「 Down Beat
柴田千晶
【会員の作品発表誌】
「索通信」 号 福原恒雄
「回游」 号 関中子 原田もも代
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Yokohama Poets’ Association
Yokohama Poets’ Association

Yokohama Poets’ Association

詩画展
7 月 13 日㈪〜 19 日㈰

光

テーマ

詩と絵画のコラボレーション
オープニング・パーティ 13 日 16 : 30 〜
画家たちと
横浜詩人会会員の有志

画廊 楽
・JR 関内駅南口より徒歩 3 分
（京浜東北線・根岸線）
・市営地下鉄関内駅
（出口１）
より徒歩 5 分
〒231-0028 横浜市中区翁町１−3 小原ビル
TEL・FAX：045-681-7255
http://www.artstage-raku.com/

横浜詩人会
事務局

〒220-0054

横浜市西区境之谷 30-19

油本達夫方

http://yokohamasijinkai.web.fc2.com/
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