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関西詩人協会会報

第29回関西詩人協会総会プログラム
大川

北浜東郵便局

土佐堀通

京阪
天満橋駅

ＯＭＭビル

エル・おおさか

大阪キャッスルホテル

谷町筋

時：2022年 11月 23日
（水・祝日）
13時開場 13時30分開始
場
所：大阪キャッスルホテル
地下鉄谷町線・京阪電車「天満橋駅」
の上にあります。12番出口
〒540‐0032 大阪市中央区天満橋京町1‐1
℡06(694)2401
参 加 費：会員無料 会員外500円
懇親会は今回は行いません。

日

北大江公園

開会挨拶
物故者への黙祷
代表挨拶 左子真由美
議長選出

１．議事

① 運営事業報告 ② 会報発行報告 ③ インターネット・ホームページ報告
④ 会計決算報告 ⑤ 会計監査報告 ⑥ 議案採決 ⑦ 次年度事業計画案
⑧ 次年度予算案 ⑨ 規約改正について ⑩ 議案採決

編集委員から挨拶

４．新入会員の紹介

（お願い 新入会会員の方は極力ご出席下さい。
）

５．本年度会員が出版した詩書紹介

（お願い 本年度詩書を出版された方は、その詩書をご持参下さい。
）

閉会挨拶
【告知】10月委員会の後、11月初めに昨年のような総会資料をお送りします。その時に「総
会出欠と、欠席の場合の委任状」及び住所変更などを記載して頂くハガキを同封致しま
す。その資料は総会当日にお持ち下さい。開封と葉書の返送を、よろしくお願いします。
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⑤ 新入会員の紹介／会員募集／編集後記

３．自選 詩 集 第1 0 集出版記念会

⑥ 入退会／会員の活動／会員の詩書／寸評
会員発行の詩誌／団体の会報・図書
（敬称略）

プロフィール
岡山県生まれ。総合詩誌「ＰＯ」発行人、詩誌「イリヤ」所属。
出版社竹林館代表。
詩集『愛の手帖』
『Mon Dico ＊愛の動詞』
『RINKAKU（輪郭）
』他。
写真集『パリ,あの夏』
。左子真由美の詩による歌曲集『カテドラル』
（作曲：大澤弘之）
。1994年、西日本の詩界の発展のため、有志とと
もに関西詩人協会を立ち上げる。第11回「新・波の会」
（社団法人
日本歌曲振興会主催・1996年）において優秀賞、同12回、最優秀
賞受賞（1998年）
。

① 第 回関西詩人協会総会プログラム

プレヴェールは「枯葉」などのシャンソンの作詞家であり、また「天井桟敷の人々」をは
じめとする数々の映画の名脚本家であり詩人である。彼の詩は、現代詩特有の難解さと
は無縁、平易な言葉で書かれている。1946年（43歳）
、最初の詩集『パロール』
（Paroles）
を出版。詩集は発売後数週間で15万部売れ、サルトルの『存在と無』と並んで当時最
も読まれた本であった。今改めてプレヴェールを読むことによって、詩の原点である詩のよ
ろこび、詩の力について考えてみたい。

② 文学散歩報告

２．講演 左子真由美氏
「詩のよろこび、詩の力―ジャック・プレヴェールの詩とともに」

③ 詩で開こうこころと未来を２
自選詩集参加の皆様へ

休憩 10分

④ 運営委員会の模様／今後の予定

議長退任

第107号 2022.10.1
発行者・左子真由美

「愛の渇き」を歩く

16

17

文学散歩レポート 吉川悦子
文学散歩に参加するのは、前回の「泥の河」に続き２
回目だが、朗読に参加するのは初めてなので緊張した。
声が出るかしら、きちんと発音できるかなと心配した
が、皆さんと練習を重ね無事に終えることができた。終
わった瞬間、程よい充実感を感じた。
文学散歩は最初に峠三吉の石碑が図書館の前にあると
の事で、急遽見学に行った。峠三吉は広島出身と思って
いたが出生地は岡町であるということを初めて知った。
駅から続く商店街を少し行くと原田神社がある。そこで
記念写真。しばらく歩くと熊野田公園に着いた。ここは
悦子が住んでいた広い屋敷と農園があった場所、実際見
てみると広大な土地だ。今は広いグランドを持つ公園
と。高層アパートがたちならんでいる。天竺川に沿って
しばらく歩いて、三郎が祭に参加した八坂神社に着い
た。大鳥居が随分離れたところに建っていて昔は広い境
内であったことが窺えた。長い階段を上り切ると拝殿が
ある。祭りの写真が掲示してあり当時の賑わいが伝わっ
てきた。三郎の興奮、悦子の狂おしい思いがここで交差
したのだ。

帰りはバス。雨が出かける前から降り出していたが、
熱気を洗い流してくれてちょうど良い文学散歩日和にな
った。
文学散歩レポート 河合真規子
前回『泥の河』の文学散歩に参加したのは、その作品
が私の若き頃からの愛読書だったからだ。
今回の文学散歩は、まず原作を読むことから始まっ
た。私はこれまでに『潮騒』や『金閣寺』はかじってい
ても、三島由紀夫文学とまともに向き合ったことがなか
ったのだ。
なかなか読み進めることができない…終わりのない文
章（文体）を行ったり来たりしながら読んでいるうちに、
三島文学の沼にはまったようだった。
朗読練習から当日の朗読会へ…私の担当箇所に、難解
な部分があった。しかしどうだろう！ 声を張り上げて読
んでいると悦子が私にのりうつった。
「声に出して初めて
わかることがある、朗読を聞いて初めてわかることがあ
る」と、朗読会の意義を実感する。
いよいよ文学散歩…どんなお天気でも歩くぞと決めて
いて、歩きやすい靴と日傘で参加（その布製の日傘は雨
にも役立った）
。
作品が書かれた当時と今の様子が随分違っている…と
いうことで、はじめはあまり期待していなかったのだが
…昭和の雰囲気漂う商店街を通り、原田神社の広い境内
に着くと、当時の縁日の賑やかな様子が蘇ってきて、そ
れからは屋敷のあった熊野田公園までの同じ道のりを悦
子の気持ちと一緒に歩いた。
三島が取材したという桜塚高校を通り、下町の団地を
伏し目がち足早やに通り過ぎた。橋を渡るとホッと一息
ついて「あと少し」…樹々の間を抜け、ようやく屋敷に
到着した。
「あぁ やっと戻ったわ」悦子のつぶやきが聞
こえた。熊野田公園…広大な土地以外に何の面影もない
のに…屋敷とそれを取り巻き広がる畑が私には見えた…。
昔の人はよく歩いたのだなぁ。さぁ いよいよ最後の地
八坂神社まで頑張るぞ！

川沿いの道を歩く、明るい住宅街だ、少しも鬱蒼とし
てこない…ほんとにあるのと思う頃、鳥居が見えた！
やや急ぎ足…何ということ、そこだけ時代が遡ったよう
なこんもりとした森の中にその神社はあった。
篝火が、大きなかけ声が、ひしめく人々…その中に 悦
子が、三郎が…いた。今はそっと声を殺し、姿を潜めて、
ずっといるように感じた。
帰り道、
「一万歩以上歩いたよ」誰かが教えてくれた。
バスに乗り豊中駅に着いた。心残り…「あぁ 商店街の
あのおはぎ、お土産に買うといたらよかった」と思った
時、私は三島由紀夫文学の沼から抜け出していた。

〈参加者の声〉

三島由紀夫の作品は「金閣寺」と「仮面の告白」
、
「近
代能楽集」を読んでいましたが、今回、若い三島の文章
がおもしろかったです。才能がきらきらしている感じで。
まとめる作業も大変だったと思います。 （来羅ゆら）

永井さんの詳しい解説と、的確な朗読台本のお陰で多
くを学ばせて頂きました。皆さまありがとうございました。
（高丸もと子）

朗々と三島を解説下
さる永井さんに、また、
朗読される人たちの真
摯な姿に感動いたしま
した。小説の要約もと
ても適切で巧みでした
よね。途 中で帰ってし
まいはしましたが、私な
りに学ばせて頂いた事
が沢山にあって、出席し
てよかったと、嬉しく思
っています。
（橋爪さち子）
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６月 日午後、豊中市岡町にあった三島由紀夫の叔母
の嫁ぎ先であった広大な敷地跡（今は住宅団地と熊野田
公園となっている）を総勢 名で訪ねた。
それに先だって朗読希望者は６月７日に国労会館で練
習をし、当日は午前から集まって練習をした。テキスト
を読む事はテーマへの理解を深める事につながる。今回
は沢山の朗読参加者を得て心強かった。朗読参加者は市
原礼子、内部恵子、大西久代、河合真規子、高丸もと
子、田島廣子、永井ますみ、にしもとめぐみ、安森ソノ
子、吉川悦子、
一般参加者は北口汀子、島 秀生、中西母ねこ、橋爪さち
子、藤原功一、来羅ゆら、石橋みき（会員外）総勢 名
（文責 永井ますみ）

関西詩人協会会 報 第107号（202 2 .10.1）

詩で開こうこころと未来を２

自選詩集参加の皆様へ

関西詩人協会自選詩集第

「自選詩集第

集は、 月上旬

月実施で企画中で

集を読んで、良かったなと思う

合評会とは別に、今回この運動を推進します。

② 『５人の仲間に声かけ運動』

べたい方はどうぞ、ご参加ください。

の掲載作にご意見が欲しい方、またご意見を述

す。ご案内を本に同封いたしますので、ご自分

ております。２０２３年

作品ご参加の方で合評会を実施したいと考え

① 合評会

内させていただきます。

に発行予定です。本の発行にあたり、２点ご案

11

ましょう。感じたことをほんのちょっとでもいい

んです。声をかけてあげることが、お互いに詩

を書いていく励みとなります。
」

これは、お家にいてできることです。メール

やご住所については『関西詩人協会会員名簿』

をご覧になってください。参加の皆さんは、ぜ

ひこの運動にご協力をお願いいたします。
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57

10

1

人５人に、メールなり葉書なりを、送ってあげ

10

会・兵庫県現代詩協会から語られた。１「ＰＯ」
／左子真
由美 ２「多島海」「鶺鴒」
／江口節 ３「詩ぐ魔」
／和比
古 ４「ターミナル」
／神田さよ ５「別嬢」
／高谷和幸・
担当関西詩人協会：永井ますみ・島秀生・船曳秀隆
大西隆志 ６「プラタナス」
／玉川侑香 ７「風の音」
／
兵庫県現代詩協会：神田さよ・山本眞弓・福永祥子
猪谷美知子 ８「汽水湖」
／福永祥子 ９「木想」
／山下
（報告 永井ますみ） 寛、についてであった。詩誌の名前の由来や作られる期
間や経過などで各々の違いがあり興味を持ってきいてい
第２回の兵庫県現代詩協会と関西詩人協会のコラボレ た。知らなかった事がたくさんあったが聞けて良かった。
ーションは２０２２年７月 日 時～ 時まで西宮市民 時里二郎兵庫県現代詩協会会長の閉会挨拶があり、最
会館で開かれた。参加者は兵庫県現代詩協会 名関西 後に参加者で記念撮影を撮った。
詩人協会 名、両方に所属している人７名、合計 名の
心の扉が広がっていき詩の未来を感じた時であった。
参加で行われた。
当日、垂れ幕は作らず船曳委員によるプロジェクター
投影によった。紹介の多くはプロジェクターを使用した。
コロナ禍が収まらない状態であったため、今回は詩書の
販売はせず、懇親会も計画しなかった。休憩時間を比較
的多めにとって各自の交流に任せた。アンケートの結果
計 通を戴いたが、概ね好評だったので関係委員はほっ
としている。

交流会 集合写真

17

28

18

13

17

レポート 村野由樹
夏晴れの日に会館の庭の花々が揺れ、会場の人を見た
時には感慨深かった。
第一部は左子真由美関西詩人協会代表の開会挨拶で
始まった。詩の朗読が兵庫県現代詩協会（高橋冨美子・
森田美千代・高木敏克）関西詩人協会（村野由樹・寺
井裕子・北村真）
、詩誌から詩壇の歴史を巡るで関西詩
人協会（リビエール／正岡洋夫、現代京都詩話会／根来
眞知子、軸／榊次郎）
、兵庫県現代詩協会（時刻表／た
かとう匡子、ア・テンポ／玉井洋子、現代詩神戸／永井
ますみ）であった。歴史や背景に支えられて現代詩へ繋
がっていると知って感謝した。休憩で詩誌や詩集の展示
を見て、懇談をしていると直ぐに時間が経ってしまった。
第二部は兵庫県現代詩協会の山下輝代ヘルマンハー
ブ、関西詩人協会の中尾彰秀ピアノ演奏によって様々に
思いが広がっていった。詩誌グループ紹介が関西詩人協
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２０２ 年度
第 回 関西詩人協会運営委員会 議事録
日
時：２０２ 年 月 日
（日） 時 分～ 時
場
所：ＺＯＯＭ会議（ホスト永井）
出 席 者： 名
議事進行：島

月に入稿

講演 四元康祐氏 演奏ピアノ 松尾泰伸氏
会員による５行詩の朗読
⑩ 国際交流 『言葉の花火』
冊販売
⑪ 関西詩人協会自選詩集
参加者８月７日現在１１１名
月の総会時までに発行予定
⑫ 兵庫県現代詩人協会との交流会の報告
７月 日於 西宮市民会館 参加者 名
２、その他

今後 の予定

詩の実作講座
作品をもってぜひご参加ください。
・ 月 日（土）午後 時～ 時
第４７１回 実作 その場で詩を作ります。
・ 月 日（土）午後 時～ 時
第４７２回 左子真由美の詩集『紙ヒコーキ』を中心に
講師 高丸もと子
・ 月 日（土）午後 時～ 時

第４７３回 宮沢賢治『雨ニモマケズ』と「虔十公園林」

5

詩を朗読する詩人の会「風」
・ 月 日（日）第５２５回 ゲスト 彼末れい子さん
・ 月 日（日）第５２６回 ゲスト 橋爪さち子さん
時間：午後２時 分から５時まで
場所：「円山珈琲倶楽部」 ℡ ０６‐６３５１‐０５９９
〒大阪市北区天神橋２北１ ７地下鉄「南森町」
、東西線「大阪天満宮」駅下車
③番出口上がる徒歩 分
参加費：１０００円
連絡先：榊 次郎（０６‐６５７４‐１０８５）
以上の予定ですが、いずれもコロナの感染状況により
延期する場合があります。

30

１、 各担当の２０２２年度計画及び当面の取り組み。

5

ichiharatr@hotmail.co.jp

4

① 入退会報告
入会者１名 退会者２名 ご逝去１名
永年会員申請１名 現在会員数２２８名

5

講師 木澤 豊
場所：あべのベルタ 階
大阪市民学習センター会議室
（大阪市営地下鉄 谷町線「あべの」駅下車すぐ）
参加費：１０００円

■

朗読表現・ぽえむの森
第 回朗読会「中原中也の愛」
２０２２年 月 日（火）午後 時 分～ 時 分
場所：あべのハルカス近鉄本店 階／街ステーション
（最寄り駅／メトロ・ 天王寺駅）
出演者：秋野光子・阿部由子・市原礼子・内部恵子
大西久代・嵯峨京子・田島廣子
永井ますみ・福田ケイ・船曳秀隆・都圭晴
安森ソノ子・吉田定一
定員： 名 「愛」をテーマの自作詩募集
連絡先：市原 ０９０（８４４８）５３７３

30

JR

10

➀ 第 回関西詩人協会総会について
月 日（祝）大阪キャッスルホテル
講演講師 左子真由美氏 親睦会はなし

2

3

50

11

➁ 自選詩集アンソロジーの合評会を行う
（書記 高丸）

2

1

② 会計報告
会計報告の承認 永年会員申請の締め切りは９月末

2

1

月１日発行の閉め切り８月末

8

30

③ 会報

5

7

④ホームページ
アクセス数２１３件６月 日より
会員の詩８月１日より 猪谷美和子 大倉元 近藤
摩耶
会員のエッセイ にしもとめぐみ（８月）畑 章夫（９
月）いしだひでこ（ 月）志田 恵（ 月）

10

11

⑤ 詩のひろば
次号 月発行 阪南委員の体調不良のため代理で永
井、島委員が担当
次回担当者がいなければ休刊

時 分～ １階

10

18 16

16

⑥ 文学散歩報告
６月 日三島由紀夫「
『愛の渇き』を辿る」朗読者９名
全コース参加者 名
⑦ 詩画展
展示作品集作成予定
⑧ 詩話会
活動・報告なし
⑨ 詩のイベント予定
９月 日（土）ドーンセンター

11

10
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ZOOM会議の様子。
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11
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8
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12
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書くこと

都 圭晴

空がきゅうくつだったから
ペンを一本買った
なんだろうね
僕も空も同じ気持ちだった
空を見たら、そう思った
ふふふ、ささやいた
最初に聞くのは
君でなくてはならない
世界をひっくり返してやるんだ
詩を書いた
僕のなかの空
まわった
空のなかの僕
まわった
ここは広いからだと思う
孤独とは、友だちになれた

都 圭晴（みやこ よしはる）
詩を書くことは、言葉を紡
ぐことは呪いだと思う。も
う 書かずにはいられなく、
も う一人の僕 が 所 望 す る。
いい詩が欲しい、味わいた
いと。僕は詩を書く。彼は
詩をたのしむ。彼はもっといい詩が欲しいと言う。僕
は、彼にこたえることができるのだろうか。

優しい時間

阿部由子

時を知らせる鐘が鳴る
内なる声から外へ
帰り道を忘れた彼方の空から
呼び掛ける声のありかを問うために
歩きだしてみる 再び
哀しみに向かって
時を分け 愛を語らず
いまだ視えない街角で
シグナルが点滅する
時が止まる
立ちすくんだまま
視線がそれていく
かつてあなたの頬に浮かんだ
優しい時間
それをただ取り戻したくて
駆け出していく
片手にはわらび餅を持っていこう
あの時間に再び重なることができるなら
綿菓子もぜひ持っていこう

阿部由子（あべ ゆうこ）
第一詩集『水先案内人』を
上梓しましてから十四年が
過ぎました。第二詩集を出
版すべく準備中です。最近
いろいろな方とのおつきあ
いを通じて自分の世界が広
がる思いです。
今度関西詩人協会に入会させていただ
きまして、皆様とのお出会いを楽しみにしています。
これから、気負わず、たゆまず、詩の世界を楽しみ、
皆様と共に、より高みに進んで行く所存です。

会 員 を募 集 していま す。

関西詩人協会は、関西在住の方、または関西
にある詩誌に関係があればどこの住所の方でも
受け入れています。
お友達に、詩に興味のある方がおありでした
ら、入会をお勧めください。会員の推薦者が一
人必要ですが、お近くにいなければ事務局にご
相談ください。

【関西詩人協会事務局】〒６５１‐１２１３ 神戸
石井方 永井ますみ
市北区広陵町１‐
ＴＥＬ／ＦＡＸ（０７８‐５８１‐９５８２）

〈編 集 後 記〉

最近、はじめて麻婆豆腐を作りました。昔は

それなりに実家やお店で食べていたような記憶

があるのですが、いつのまにやら食べたい物リ

ストから外れていたようで、お店のメニューに麻

婆豆腐があっても注文することはなくなってい

ました。嗜好の変化なのか何なのか分かりませ

んが、自分の中ではもう過去の料理として認識

されていたようです。それが先日、料理番組を

見ていたところ、鍋の中に食材を無造作に入れ

ていとも簡単に麻婆豆腐を作っていたので、そ

んなに簡単にできるならと、みようみまねで作

ってみたら、それなりの麻婆豆腐ができあがり

思っていても、案外簡単にできることもあるも

ました。作業するまではめんどくさそうだなと

ので、とりあえずやってみることは大事なこと

なのだなと思いました。

（会報担当 森下）
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入会

会員発行の詩誌

会員の詩書

井上直樹 〒６７４‐００７１
・橋爪さち子詩集 新・日本現代詩文庫１６０（土曜美
明石市魚住町金ヶ崎１２２３‐２５
術社出版販売）
： nekonaoki19820608@icloud.com
E-mail
・笠原仙一詩集 『愛の夢』（竹林館）

退会

杉原 翔・溝川辰夫・船越貴穂（６月 日逝去）

住所
都 圭晴

〒５３４‐００１１
大阪市都島区高倉町１‐３‐１４

： nbyyo90073@yahoo.co.jp
E-mail
阿部由子 〒６６２‐０９６４
西宮市弓場町９‐３０‐８０２

北原千代詩集 『よしろう、かつき、なみ、うらら』（思潮社）
おもにドイツでの音楽（特にヴァイオリン）体験を描い
た１章と、父母の晩年を看取った２章から成る計 篇。
散文詩も含めて、全体に音楽的なリズム、メロディ、イ
メージ、それに味覚嗅覚まで味わわせてくれる作品だ。
父母への鎮魂歌は美しい。

寸評 山田兼士

・川本説子詩集 『花のような言葉』（私家版）

・山田兼士詩集 『ヒル・トップ・ホスピタル』（山響堂）

アリゼ第 ２０９・２１０号 以倉紘平
苺余果 ７１～１７３号 藤の樹々（藤本数博）
異郷 号 村上久雄
イリヤ 号 尾崎まこと
ＫＡＩＧＡ １２０号 原口健次
銀河詩手帖 ３１３号 近藤摩耶
軸 １４４号 榊次郎
指名手配第 ５号 佐相憲一
新燎原 号 小林尹夫
ちいさな森 号 関中子
手仕事 ４号 山川茂
鉾 号 呉屋比呂志
びーぐる 号 松村信人
ふうらたより 畑中章夫
ふくろう通信 第７・ 号 加納由将
ＰＯ １８６号 左子真由美
Messier 号 香山雅代
リヴィエール １８３号 正岡洋夫

団体の会報・図書
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： yuazon 0108@gmail.com
E-mail
（※再掲載・郵便番号が間違っていました）
吉田定一 〒２０３‐００４３
東京都東久留米市下里７‐８‐２‐３０８

会員の活動

内部恵子・永井ますみ ５月 日（鳥取県）大山町公

佐相憲一詩集 『サスペンス』（文化企画アオサギ）
１９６８年横浜生まれの詩人による第 詩集 篇。社
会の矛盾や悪に対するルサンチマンを主要モチーフとし
つつ、個人的情感や詩的生活に光を見出そうとする詩人
の自己像が鮮やかに浮かぶ。都市生活の哀感も悦楽も
神話的サスペンスなのだ。詩こそがサスペンスだ。
種村宏詩集 『命のカレンダー』〈澪標）
１９４２年生まれの著者第一詩集。食道癌を患ったこと
をきっかけに自身の人生を見つめ直し、幼年期や青少年
期の記憶をたどり、生の残り時間に思いを馳せる現在の
心境を、ひたすら丁寧に淡々と描き出した。病棟からの
情景も美しいが巻末「命のリズム」は秀逸な散文詩。

33

59

秋田県現代詩人協会会報 号
いしかわ詩人 号
いちご通信（大分県詩人連盟会報）第 号
大分県詩人協会会報 １６３号
岡山県詩人協会だより 号
高知詩の会通信 号
徳島県２０２２年刊詩集
静岡県詩人会会報 １４６号
千葉県詩人クラブ会報 ２５８号
長野県詩人協会会報 １５０号
日本現代詩人会会報 １６７
日本詩人クラブ 詩界通信 号
広島県詩集第 集（２０２２年版）
福井県詩人懇話会会報 １０８号
福岡県詩人会会報 １８３号
兵庫県現代詩協会会報 号
兵庫県現代詩協会会報 バックナンバー①
三重県詩人集 号
横浜詩人会 ３２３号

26

民館で「令和新緑彩宴」という催しを、内部恵子・絵す

がた女房（物部一郎氏作曲、古箏演奏による）永井ます

み・山上憶良に関する詩と朗読（独り語り）を実施し

た。会員の方も来て下さり、 名余の盛会であった。

永井ますみ ７月 日三宮「いつ葉」にて『アンソロジ

ー詩と色えんぴつ』の出版会を開催した。
白川 淑 七月三十日、奈良・アトリエアルティカで、八
月七日、京都文化博物館別館ホールで、拙詩数編が歌
曲として歌われました。作曲はロンドン在住の唐木亮輔
氏です。

外村文象 『花筏通り』（竹林館）
１９３４年生まれの詩人による 篇。老境を意識した詩
人の穏やかな中にも鋭敏な精神を率直に描き出した一
冊。生まれ故郷の近江を中心に、旅行先の土地なども含
め、土地の名と人生の一コマが素直に心地よく溶け合っ
て、絵のないスケッチ帳のようだ。更に次を期待する。
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西田 純 以前に土曜美術社出版販売で発行されていた
詩集『石笛』
『楽器のように』が、ディスカヴァー・ト
ゥエンティワンから電子書籍になりました。

関西詩人協会会報 第１０７号 発行者 左子真由美
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関西詩人協会事務局 〒６５１‐１２１３ 神戸市北区広陵町１‐ 石井方 永井ますみ
Tel.Fax 078 - 581- 9582
※次号原稿締め切り 月末日です。 会報担当 森下和真 Email
： togeuo @ gmail.com
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