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行 事 名 2013 ぎふ・関 全国子ども俳句コンクール 表彰式 

主催者名 関市子ども文化事業実行委員会 

代表者名 
大会長   関市長 尾関 健治 

実行委員長     石原 ミチオ 
担当者 

子ども文化事業実行委員会 

俳句部門事務局 文化課 中島 

事務局 教育総務課 遠藤 

連 絡 先 
子ども文化事業実行委員会事務局（教育総務課内） 電話 0575-23-7718 

俳句部門事務局（文化課内）           電話 0575-24-6455 

日  時  平成 25年 12月 1日（日）午前 11時  

場 所 関市文化会館小ホール（関市桜本町 2丁目 30-1） 

内 
 
 
 
 
 
 
 

容 

 

平成 13年から隔年開催の関市子ども文化事業、平成 25年度は俳句コンクールを開催します。 

※平成 13年・平成 15年・平成 17年・平成 19年（俳句作品・木の造形作品の 2部門同時開催） 

 平成 21年から俳句作品の部、木の造形作品の部を交互に毎年開催に変更 

※平成 21年（俳句作品）・平成 22年（木の造形作品） 

・平成 23年（俳句作品）・平成 24年（木の造形作品） 

 俳句作品コンクールとしては、第 7回目の開催。 

今年度は、全国から ２３，７０３句の応募がありました。 

全国各地から自由な発想と個性あふれる作品をたくさん応募いただきました。 

※受賞者及び受賞作品（奨励賞以上）は、別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

日 
 
 
 

程 

開催要項などがありましたら、ＦＡＸしていただいても結構です。 

別紙のとおり 

 

 

 

 

ＰＲできる点

など 

俳句審査員 小澤 實（俳詩「澤」主宰）、 櫂 未知子（「銀化」同人） 

      正木ゆう子（「紫薇」同人）、 清水青風（「白露」同人） 

 

特別審査員 高橋尚子（飛騨・美濃観光大使） 

 



2013 ぎふ・関  

全国子ども俳句コンクール 表彰式 

平成２５年１２月１日（日）午前１１時 

関市文化会館 小ホール 

 

      式 次 第 

 

１ 琴演奏による出迎え      演奏者：塚原  百香（関市桜ヶ丘中学校 3年） 

山口  侑華（聖マリア女学院高等学校 1年） 

曲目：ＯＫＯＴＯ（作曲 沢井比可流） 

 

２ 大会長あいさつ       関市長        尾関 健治 

  

３ 実行委員長あいさつ                石原 ミチオ 

 

４ 表彰            小学生の部・中学生の部・高校生の部 

                学校奨励賞 

 

５ 来賓祝辞          関市議会議長     太田 博勝 

                 岐阜県議会議員    林   幸広 

岐阜県議会議員    酒向  薫 

 

６ 来賓紹介 

 

７ 特別審査員高橋尚子さんからのメッセージ紹介 

 

８ 講評            俳句運営委員長    清水 青風 

 

９ 閉式の言葉         関市子ども文化事業実行委員会 

                副実行委員長 教育長 吉田 康雄 

 

 

※ロビーにて関市立緑ヶ丘中学校茶道部による野点（有料）を正午過ぎまで開催 



平成25年度全国子ども俳句コンクール (敬称略)

【惟然大賞】
りすがいるりすはうごくよりすがにげる

岐阜県関市立富岡小学校 一年 つちだやまと

花火待つ見知らぬ人と話しつつ
大阪府関西創価中学校 三年 江頭和哉

学校の便座のかたさ夏終わる
長野県飯田女子高等学校 三年 佐藤久美

【高橋尚子特別賞】

父さんのシャツ引っぱって蛍狩り
岐阜県加茂郡八百津町立潮見小学校 六年 柘植千佳

だいこんのめがでてきたよにぎやかに
岐阜県関市立博愛小学校 二年 鷲見瑠夏

ザリガニが一ぴきふえたぬけがらだ
岐阜県関市立倉知小学校 二年 長濱幸太郎

梅雨の中鉄棒がまた年老いて
岐阜県関市立下有知中学校 三年 熊澤　優

審判がアウトをつげて夏終わる
岐阜県関市立旭ヶ丘中学校 三年 中島　翼

カブトムシ見つけた瞬間顔ほてる
岐阜県関市立桜ヶ丘中学校 三年 河合拓朗

夏の空炭酸ごしに仰ぎ見る
岐阜県済美高等学校 三年 岡崎有希

窮屈な湯船の手足朧月
長野県飯田女子高等学校 三年 片桐知佳

【優秀賞(小学校の部)】

いもうとよ！わたしがさきにうまれたの！
岐阜県関市立瀬尻小学校 一年 長谷部理子

包丁の長さ足りない大西瓜
岐阜県関市立倉知小学校 三年 立木結子

流れ星いつもぼくだけおこられる
岐阜県関市立武芸小学校 三年 河合聡太朗

ドウドウと耳いっぱいのたきの音
岐阜県関市立安桜小学校 三年 武井真里

こすもすがきれいにさくとかぜがふく
岐阜県関市立金竜小学校 一年 青木菜々美

私はねさくらが好きな１２さい
岐阜県関市立金竜小学校 六年 山下桜聖



送り火をたいた夜空に宇宙ステーション
愛知県丹羽郡扶桑町立扶桑東小学校 五年 青山哲也

ナスキュウリトマトにゴーヤ夜ごはん
岐阜県関市立下有知小学校 五年 中村颯真

いってきますいきなりカメムシふんづけた
岐阜県関市立倉知小学校 五年 工藤皓

【優秀賞(中学校の部)】

ぶちあたる母と私の暑い夏
愛知県愛知教育大学附属岡崎中学校 一年 藤田百音

三人でひとつの傘に夏の雨
愛知県愛知教育大学附属岡崎中学校 三年 八野田響

穴掘って眠る兎や夏の昼
山梨県駿台甲府中学校 三年 柴田直輝

夏深し二階で本を読みにけり
岐阜県立長良特別支援学校 三年 村松　葵

夏の夜ムササビないた飛ぶときだ
岐阜県岐阜市立梅林中学校 二年 西脇稜真

放課後の校庭に君夏が来る
岐阜県関市立桜ヶ丘中学校 三年 田口瑞菜

春風のように優しくなれたなら
岐阜県美濃加茂市立西中学校 三年 土屋もえり

初時雨鏡の中の嘘の空
埼玉県川越市立福原中学校 二年 高久あい

長い髪切るか結ぶか夏が来る
岐阜県関市立緑ヶ丘中学校 三年 横井まりな

【優秀賞(高校の部)】

淋しいと言ってくれない水中花
岐阜県立関有知高等学校 一年 遠藤　岬

あと一人ミットめがけて投げる夏
岐阜県関市立関商工高等学校 二年 高木　渓

いきなりの夕立ち情緒不安定
岐阜県関市立関商工高等学校 二年 近藤祐希

噛み合わぬ進路話や葛の花　
長野県飯田女子高等学校 三年 松島恵美

読みかけの本ロッカーに秋の風
岡山県山陽女子高等学校 二年 川崎友梨香

溶接の火花に腰のひける夏
鹿児島県立鹿児島工業高等学校 三年 永田陵真



梨食べてすぐに過ぎ去る青い空
岐阜県立関高等学校 一年 加藤麻友

監督に怒られ続けて夏終わる
鹿児島県立鹿児島工業高等学校 二年 西村　翔

鼻の下伸ばして日焼け止め塗りぬ
長野県飯田女子高等学校 三年 牧島綾子

花水木遺影の祖母から見える場所
岐阜県鶯谷高等学校 三年 西松芽以

炎昼やノートの文字がにごりだす
鹿児島県立鹿児島工業高等学校 三年 中竹厚太

【学校奨励賞】

伊豆市立天城小学校 静岡県

岐阜市立三輪北小学校 岐阜県

大垣市立東小学校 岐阜県

関市立金竜小学校 関市

関市立下有知小学校 関市

栗東市立栗東西中学校 滋賀県

駿台甲府中学校 山梨県

愛知教育大学附属岡崎中学校 愛知県

可児市立西可児中学校 岐阜県

関市立緑ヶ丘中学校 関市

鹿児島県立市来農芸高等学校 鹿児島県

飯田女子高等学校 長野県

済美高等学校 岐阜県

関市立関商工高等学校 関市

岐阜県立関有知高等学校 関市


