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善光寺御開帳特別企画
一茶の詠んだ善光寺の俳句展

５月末までの御開帳期間中、
一茶館では特別企画を実施しています。

４月 14 日㈫〜５月 31 日㈰

善光寺御開帳に合わせ、須高地区の書道家や俳画クラブの皆様に
書いて頂き、「善光寺」や「開帳」の言葉が使われた一茶の俳句の書
や俳画作品約 30 点を展示しています。特別に善光寺大本願鷹司誓
玉上人様と善光寺大勧進小松玄澄貫主様にも揮毫をしていただきま
した。
また、須坂新聞主催の第 47 回須高書道大会入賞作品もあわせて
展示しています。

御開帳記念 池坊ミニ花展

５月３日㈰～５月 24 日㈰

一茶館内にて季節の生け花の展覧会を開催しています。生け花の根源池坊の北信地区の会員約 30 人が
３日ごとに生け替え、期間内に様々な生け花を楽しむことができます。

御開帳記念 吟行句会

５月 23 日㈯

午前中は、マイクロバスで一茶の足跡を訪ねながら高山村を巡り、午後は一茶館で句会を開催します。

６月以降の平成 27 年度一茶館の主な事業
６月 27 日㈯

デジカメご持参で、一茶館の写真を撮り、俳句を添える「フォト × 俳句」
教室です。参加費 300 円。定員親子８組。小学生親子対象。

７月５日㈰

一茶館の無料開放と、高山村の物品販売や音楽の野外ステージ発表などを
行います。高山村名物「タケノコ汁」を無料で提供します。

８月７日㈮ 〜 9 日㈰

小学生などの初心者向けの俳句教室です。昼は「流しソーメン」を楽しみ
ます。参加申し込みはいずれか１日。

フォト × 俳句教室
第９回 一茶ゆかりの里フェスタ

夏休み俳句教室

９月６日㈰

小中学生俳句大会表彰式

投句料無料。１人１句のみ。応募締切 7/26（当日消印有効）

一茶ゆかりの里俳句大会

投句料３句１組 1000 円。応募締切 8/23（当日消印有効）

10 月 18 日㈰

１月５日㈫〜１月 31 日㈰

高山村のお宝展

２月６日㈯・７日㈰

第10 回 一茶ゆかりの里フェスタ

２月 16 日㈫～３月 13 日㈰

一茶ゆかりの里俳画展
一茶の句俳画コンクール作品展

書画骨董、趣味のコレクション等、皆様からお借りした高山村の貴重なお
宝を展示します。
カルタ大会、ステージ発表、「ひんのべ汁」の提供
北信の俳画グループの作品とコンクールの作品を展示します。
コンクールの作品の締め切りは平成 28 年１月 13 日㈬
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あ津久さ ー茶と高井野の門人稲長の交遊句帖 ― 刊行
発行

平成 27 年 3 月 20 日

1080 円

「あ津久さ」（あつくさ）は、小林一茶の門人の一人で、高山村堀之内に住んでいた梨本稲長が自身
の俳句とともに一茶の俳句、一茶から聞いた話を書き留めた句帖です。一茶館にて展示中の「あ津久さ」
を翻刻しました。雑誌『科野』に発表された栗生純夫の解説も集録しました。

内容 Ｂ５判 76 ページ
監修 矢羽勝幸
一 「あつくさ」覆刻
二 「あつくさ」翻刻と注釈
三 「稲長句帖と収録された一茶の句」 栗生純夫
四 一茶と高山村の門人たち
1 最初の高山村訪問
2 高山村の門人たち
3 一茶に宛てた稲長の手紙
4 堀千天満宮俳額「朝詣」
5 歌仙「我のみか」
五 高山村への一茶来訪の年譜

平成 26 年度

高山村のお宝展
平成 27 年１月６日～２月１日

高山村の貴重な文化財や書画・骨董・趣味のコレ
クション等の様々なお宝を高山村の各ご家庭からお
借りして展示をさせていただきました。
掛け軸や短冊・書額の他、吉向焼や三俣焼、高山
村で作られた藤沢焼の茶碗といったお宝、真法寺か
らお借りした屏風、貴重な昔の村の写真、廃校になっ
た学校の校名札、昭和 20 年頃の三輪車、切手シート・
バイクや戦艦等のプラモデル・寺や小屋の模型・相
撲番付表等の幅広い貴重なお宝の数々が集まりまし
た。
ご好評につき、今年度も平成 28 年１月５日㈫よ
り高山村のお宝展を予定しております。
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第４回
大人の部

大

俳画コンクール

賞

特

選考結果

順不同、敬称略

選

応募数
作品

32

平野 辰美 様 （愛知県）
椋鳥と人に呼ばるる寒さかな

田村 洋子 様 （群馬県）
是がまあついの栖か雪五尺

伊藤 庚申子 様 （長野市）
土肥 徳子 様 （京都府）
痩蛙まけるな一茶是にあり
涼風の曲りくねって来たりけり

入
選
山田

正 様（長野市）

久保田 駿 様（神奈川県）

黒岩 周子 様（高山村）

剣 芙美子 様（新潟県）

児玉 さち子 様（上田市）

佳
作
横山 和利 様（長野市） 永井 淳夫 様（上田市） 武田 喜代子 様（神奈川県）

子どもの部
応募数 46 作品

特

入

三浦 君子 様（上田市） 福田 雄幸 様（長野市） 小松 信子 様（長野市）

佳

選

作

選
柴田 桃華 様（山王小）

小林 明璃 様（山王小）
宮入 瑠衣 様（山王小）

小林 玲菜 様（山王小）

荒川 和馬 様 （高山小）
うらぐちやすすきさんぼんかりふうふ

加々島 涼帆 様（山王小）

荒川 拓馬 様（高山小）
為永 幸音 様（山王小）

高瀬 陽向 様（山王小）

志村 紅千代 様（高山小）
もちのでるつちがほしさよとしのくれ

清水 未来 様（山王小）

志村 紫乃姫 様（たかやま保育園）
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山本 夏音 様（山王小）

平成二十六年度

選者
高山俳壇

一茶ゆかりの里 投句箱

（ 十・十 一・十 二 月 ）
嘉弘
先生

入選句

片桐

辰美

平野

一静

愛知県

清水

正次

母逝きて母の座のある炬燵かな

群馬県

一色

玲子

特選天

喜寿の秋飲み且つ眠りよく忘れ

須坂市

玉井

英弘

五十畑文男

高井野の秋色深き一茶館

長野市

柿沢

栃木県

耳遠くなるや一途に稲架を組む

山梨県

土屋はじめ

熱燗の独りの酔いに一茶の句

天高し外湯廻りの下駄の音

群馬県

特選地

選

特選人

入

虫の音のいつか時雨となりにけり

岡村妃呂子

福田喜美子

群馬県

松本市

有泉

夜鷹そば昔なつかし雪の町

奥信濃風もとんぼも透きとほる

山梨県

環

霜降りて草木のねむる一茶館

第８回

一茶ゆかりの里フェスタを実施しました
平成 27 年２月７日㈯、８日㈰

２月７日㈯のフェスタでは、カルタ大会と一茶のぬり絵を行い、参加者の子供たちは真剣な様子でカル
タやぬり絵を楽しんでいました。
２月８日㈰のコンサートでは、しのぶ＆みかさん、堀六平さん、佑那さん、童謡唱歌の会の皆さん、バ
ンドグループのＡＩ 169 さんに出演していただきました。一茶館で毎月第２土曜日に「おはなし音楽会＆
歌声喫茶」を開催しているシンガーソングライターの堀六平さんにも特別出演していただき、コンサート
中２階ホールは満員となるほどの賑わいとなりました。

一茶館で募集しています
第９回一茶ゆかりの里フェスタ出演者
………………………………… 期日７月５日㈰

一茶の句俳画コンクール
… 作品の募集締め切りは 2016 年１月 13 日

高山村のお宝展
……… 開催は 2016 年１月５日～１月 31 日

堀六平さんの
「おはなし音楽会＆歌声喫茶」
長野県安曇野市在住の
シンガーソングライター
堀六平さんによる「おは
なし音楽会＆歌声喫茶」
を１月を除く毎月第２土
曜日に開催しています。
午後１時 30 分から３時
30 分までの２時間をみ
んなで歌い続ける参加型
コンサートです。
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