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こもろ日盛俳句祭
ー俳句ざんまいの３日間ー
いよいよ本日から開催される「こもろ・日盛俳
句祭」。そもそも、ここ小諸と俳句との関係はど
こにあるのでしょうか。そのキーワードとなるの
がかの有名な近代俳句の巨匠、高濱虚子なのです。
昭和１９年９月、太平洋戦争の戦火を避けて小
諸に疎開してきたのが、俳人・高濱虚子でした。
高濱虚子は小諸で足掛け４年間を過ごし、自然豊
かなこの地と暖かい人情を気に入り、「小諸雑記」
にその様子をまとめました。また「小諸百句」も
写真・北国街道与良館にて この地で生んだと言われています。小諸には、今
もなお当時の面影を残す場所が数多くあり、私達
を高濱虚子が過ごした時代へと連れて行ってくれ
記念募集投句用紙販売
ます。
有名な先生に、俳句を選
私達が滞在させていただく「北国街道与良館」
んでいただくチャンスで
も、当時は「松屋」という商家で、高濱虚子が買
す。記念募集句投句用紙
い物に訪れていた場所だそうです。そんな小諸の
受付にて絶賛販売中です。 地で俳句祭に参加される皆さんがぜひ高濱虚子に
（１枚２句１０００円）
なったつもりで町を歩き、素敵な句が街にあふれ
ることを願っています。

写真

ごあいさつ
本日 8 月 1 日に創刊したこの「小諸の“ ちから ”」
は、こもろ日盛俳句祭の様子や情報をお伝えする瓦
版です。俳句祭開催期間中の 8 月１日〜3 日までの
3 日間に 5 号までを発刊する予定になっています。
この瓦版を製作しているのは、慶應義塾大学湘南
藤沢キャンパス加藤文俊研究室の学生 7 人です。瓦
版製作以外に、受付などでも参加者の皆さんと接す
る機会があると思います。
この「小諸の“ ちから ”」は、「小諸の地から」
(from Komoro) と俳句を通じて地域を盛り上げよ
うとしている「小諸の力」(power of Komoro) の
両方の意味を込めて名づけました。5 号まで楽しく
読んで頂けたら幸いです。

写真

おすすめ
スポット
第１回
海応院

たくさんの木々の間を通ると、小諸市の天然
記念物である「潜竜の松」を見つけることがで
きます。この松は樹齢３７０年を越え、その存
在感は訪れる者を圧倒させます。高濱虛子もこ
の松を見て、一句詠まれたことでしょう。ぜひ
足をお運びになってはいかがでしょうか。
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初日始まるー
ー風鈴の音を合図にー
本日 13 時半より小諸市内において、小諸日盛
俳句祭・俳句会が開催されました。初日となった
今日、参加者のみなさんは地元小諸市の高校生の
受付を済ませた後、午前中に定期便のジャンボタ
クシー等を使用しおのおののペースで市内を吟
行。その後、小諸市民会館内に４箇所、小諸市コ
ミュニティセンター内に１箇所、計５つの会場に
分かれ、
「風鈴」を兼題に、各自５つの句を持ちよっ
て、部屋ごとの品評会を行いました。
吟行の際には天気予報を見事に裏切り、私たちに
晴れ間を見せてくれていた小諸の空でしたが、俳
句会のために室内はいると一転、上空は灰色の雲
に覆われてしまいました。会場内では、みなさん
真剣な面持ちで互いの俳句を鑑賞しており、雨脚
が強くなる窓の外とは対照的に、笑い声の飛び交
う室内には、外の沈みがちな雨空をも感じさせな
い、すがすがしさがありました。

写真：俳句会場 B にて

自ら選出した他の方の句について、個々に感想
を述べてゆく部屋、選出句を先生が詠み上げ、制
作者が名乗り出る部屋など、部屋毎に異なる色を
感じました。明日はジャンボタクシーの運行ルー
トも増え、市内観光のより遠い場所にゆくことが
可能になることでしょう。
また 18 時半に締め切りました記念募集句の審
査ですが、本日分は結社・鷹主宰の小川軽舟 ( お
がわ・けいしゅう ) 先生が行い、明日の 10 時に
市民会館にて賞を発表いたしますので、どうぞお
楽しみに。

おすすめ
スポット
写真

名前：瀧澤宏司（スタッフ）
第2回
出身：長野小諸市 俳句歴：５０年
マンズワイン
俳句を始めたきっかけ：高校時代に俳句の先生から
話を聞き、それから一人で俳句を書き始めている。
小諸駅からタクシーでおよそ 10 分の所にある
俳句には助けてもらっている。
「小諸マンズワイナリー」では、美しい景色と共
印象：今回の、こもろ・日盛俳句祭を計画している
にワインの試飲も楽しむことができます。また、
スタッフとして、たくさんの方々が参加することは
ありがたい。俳句をやっている人はすぐ親しくなる。 ワイナリー内には「万酔園」という庭園もあり、
ゆったりとした時間の中で俳句を作ることもで
最後に一言：このようなイベントは初めての試みな
きます。俳句祭ではワイナリーを含むツアーも
ので、またみなさんの希望で続けられる事を願って
あるので、是非１度訪れてみて下さい。
いる。俳句を通して、人々につながってほしい。
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高橋睦朗先生講演会
１日から始まった「こもろ日盛俳句祭」。夕方からは
高橋睦朗先生による講演会が行われました。高橋先生
のお話を聞くために京都から来たという人がいる程、
先生は大人気。多くの方が後援会に足を運ばれました。
様々な詩人の人生を語りながら、その詩について解
説される先生に、最後は会場から熱心な質問が行き交
いました。話の中で先生はＴ・Ｓエリオットさんの『３
つの真の詩人の条件』を挙げられました。その１つに「２
５歳を越しても詩をやっていたらその人は真の詩人で
ある証拠の１つを持っている」というものがあります。
実は高橋先生も俳句の世界に入ることになるのは学校
の授業で作られた俳句がきっかけだそうです。
それからというもの、毎日中学生新聞の投稿欄を見

今回はこもろ・日盛俳句祭事務局長であり高濱虚
子記念館館長の相場洋威さんに高濱虚子との出会い
やこの俳句祭の経緯とその意義についてインタ
ビューをした。
相場さんは長野県長野市で生まれ、小諸市に在住。
中学校での教職を退職後、高濱虚子記念館の館長に
就任し、「虚子研究」にのめり込んだ。虚子が３年１
か月もの間を過ごした「小諸時代」での生活を日々
研究した。高濱虚子に関する書物を読みあさり、関
わりのある人を辿り、できる限り調べつくした。虚
子の小諸市での生活にある背景に迫ることで虚子俳
句の理解につながると考えているという。
「こもろ・日盛俳句祭」の開催は今年が初めてとな
るが、今年は高濱虚子記念館の１０周年であること、
さらに俳句の町である小諸市を違った形で全国に発

句句絶唱
―いきいきハイクするために―

て詩も短歌も俳句も作文も全部投稿するよう
になったのだとか。
今回の講演会を通して先生は「俳句を通し
て本当にイキイキと生きてほしい。」という
メッセージを送られました。ぼんやり生きて
いた日々の中にも、一瞬一瞬がとても感動的
だということ、それを俳句を通して深めても
らえたら嬉しいと先生は語られました。
残り２日間も皆さんが素敵な俳句をお作り
になられるのを楽しみにしています。

写真：講演会にて

信したいという願いから新たな試みとしてこの日
盛り祭が３年間越しに実現し、開催された。この
イベントを通して、これまで記念館を支えてくれ
た人々へ恩返しをし、より多くの人々に俳句の楽
しさや面白さを改めて実感してほしいという。そ
してこの 3 日間は所属する結社に縛られることな
く、共通した楽しみである俳句を通して誰もが笑
顔で互いに俳句の技術を高め合うことで、自分の
俳句を見つめる」−それがこの祭りの新しさであ
る。
この３日間で多くの人々に新しい出会いができ
ることを期待していますと目を輝かせて話した。
※今号は、「おすすめスポット」の連載をお休みさせていただきます。
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小諸の地で結ぶ、縁の糸
ー山内洋行さんとの出会いー
今回、私たちは茨城県からいらっしゃった山内さんと A（布引
観音）コースをご一緒させていただき、お話を伺いました。山内
さんは、俳句歴は５年目ながらも今回の俳句祭りへの申し込みを
一番に完了させた方であり、受付登録も３日間連続参加者のうち
で一番に済ませた、俳句に対する愛情をとても感じさせるお方で
した。大学卒業後３８年間、英語の教師をなさっていたそうです。
教師という仕事柄、本を読む機会は多かったものの、実際に自然
を見る機会が少なかったとのこと。俳句を始めて、季語は意識す
るようになったことにより、何気なく見過ごしていた自然の素晴
らしさに気づくことができたことが、俳句を通じて得ることので
きた、己の大きな変化とのことです。今回の俳句祭のイベントで
は、講演会を最も楽しみにしていたという山内さん、昨日の講演
会でのお話がとても感動できるものだったとお話して下さりまし
た。また、俳句会の先生方が若いということが魅力的であるとい
う事も、にこやかにおっしゃられていました。
本日の午前中はあいにくの曇天でしたが、そのもやもやとした
気持ちを晴らしてくださるような、柔らかい笑顔と共に、俳句の
素晴らしさを知ることができました。

第３回
愛宕山公園
おすすめ
心地よい風が吹き、青々とした植
スポット
物や木々に囲まれた場所に愛宕山公園
があります。標高が高いため、小諸市
を展望することができ、天気が良い日
には浅間山や他の火山を眺めることも
できます。自然の恵みを目で見て、肌
で感じながら、一句詠んではいかがでしょうか。

第４回
小諸病院
俳句祭の受付がある市民会館の目と鼻の
先に、レトロで洋館風な建物があります。
実はこの建物、現在も小諸市民の方々に
利用されている病院なのです。かつては
映画「男はつらいよ」の舞台となったこ
ともあり、その見た目は小諸に多くある
旧家とは一味違った雰囲気を醸し出して
います。
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宇多喜代子先生講演会

―水の時間―

「こもろ日盛俳句祭」も２日目。午後４時から、 とが出来る。俳句を通して、水の大切さを知って
１７０名近い参加者で賑わうベルウィンこもろ
にて、宇多喜代子先生による講演会が行われま
した。
講演会は、「水の時間」と題され、季語に頻

欲しい。」と締めくくられました。
「目で見る、手で触る、行って確かめる」を信条
とされている先生のお話は、ご自身の経験をもと
に話されているだけあって、臨場感に溢れ、ご自

出の、そして、人々の生活に欠かせない「水」

身の田んぼに実る赤い穂が風に揺られる様子など、

をキーワードに、水文学の見地から、近年の水

歳時記から次々と引かれる水にまつわる季語と一

を取り巻く環境の変化、そして、水の大切さに

緒に、目の前に

ついて説かれ、先生の軽妙洒脱な語り口に、多

お話されている

くの参加者が聴き入っていました。

光景が広がって

「今の雨水は、地面に染み込んで、湧き水と

くるようでした。

なって、１００年後の子供たちの飲み水になる。
そういった『水の時間』を意識して欲しい。」
「言葉と生きることとが密接に結びついている
俳人こそが、身の回りの環境の変化に気づくこ

写真：
講演会にて

おすすめ
スポット
本井英さんへインタビューに伺いました。
インタビューの中で本井さんは、俳句を「自分を
育ててくれた最大の教育者」と表現されました。俳
句を詠むことによって、物事の考え方、世の中のあ
り様、精神的な立場や見方などを学び、そして自分
の性格や存在が作られていったそうです。
こもろ・日盛祭についての感想を伺うと、忙しい
中多くの俳人の方々に参加して頂いてありがたい気
持ちでいると同時にどなたも笑顔を見せていて良
かったと話し、更に参加者だけでなく、裏方でこの
祭を支えているスタッフの方々も楽しまれている様
子なので、大変満足していると満面の笑みを浮かべ
ました。

第5回
虚子庵
小諸高濱虚子記念館の隣にひっそりとたたずむ
「虚子庵」は、現在公開されている唯一の虚子旧
宅で、今も当時のままの姿で保存されています。
風鈴の音がかすかに聞こえる落ち着いた虚子庵に
一歩足を踏み入れると、縁側散歩を楽しんでいた
高濱虚子になった気分で句を作ることが出来るか
もしれません。
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日焼けした あの人の手に 俳句手帳

編集後記

小諸俳人の俳句手帳を集めてみました。

８月１日・２日と雨模様だった小諸の空も、最終日の今日は晴れ渡った夏空です。「こもろ日
盛俳句祭」の３日間の全日程もまもなく終わりを迎えようとしています。
私達、慶應大学湘南藤沢キャンパス加藤文俊研究室の学生は３日間に渡り俳句祭の様子や情報
を伝える瓦版を発刊してきました。取材や撮影を通して触れ合った、多くの参加者の方々やスタッ
フのみなさんは誰もがイキイキと輝いていました。参加者のみなさんが真剣に俳句を詠んでいる
姿を見て、忙しい日常の中でも季節を感じる大切さ、楽しさを学ぶことができました。
つたない文章で読みにくいこともあったかもしれませんが、たくさんの方が暖かい声をかけて
下さり、とても励みになりました。ありがとうございました。
これからも皆さんが小諸の地で、また、日本各地で素晴らしい句を多く詠まれることを願って
います。

掲載内容訂正と
お詫び

第３号記事内で、高橋先生のお名前が「高橋睦朗」と表記されていました。
正しくは「高橋睦郎」先生です。訂正してお詫び申し上げます。

