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2016 年 12 月 1 日 
各   位 

株式会社伊豆シャボテン公園 
企画広報部 TEL：0557-51-1115 

 

「伊豆シャボテン動物公園グループ俳句大会 2016」 

俳句優秀作品決定および優秀作品展開催 
 

この度、2016 年 5 月 28 日（土）から 8 月 31 日（水）まで開催しておりました「伊豆シャボテン動

物公園グループ俳句大会 2016」の優秀作品が決定いたしました。これに伴い、伊東市内のショッピン

グセンターおよび伊豆四季の花公園内無料休憩所において、同俳句大会の優秀作品の展示をいたしま

す。 
当俳句大会では、投句総数 393 句の中から特選 3 句、秀逸 10 句、特別賞 7 句及び入選 40 句の計 60

句の優秀作品を決定しました。これらの優秀作品は、地元静岡県伊東市の伊東ショッピングセンターデ

ュオにて 2016 年 12 月 12 日（月）から同月 18 日（日）まで、伊豆四季の花公園内無料休憩所にて 2016
年 12 月 23 日（金）から 2017 年 1 月 9 日（月）まで展示いたします。 

今後も伊豆シャボテン動物公園グループでは、お客様に自然を楽しんでいただけるようなイベントを

積極的に開催してまいります。 
 

伊豆シャボテン動物公園グループ俳句大会 2016 優秀作品展 
【日 付】 ■伊東ショッピングプラザデュオ 

2016 年 12 月 12 日（月） 
～12 月 18 日（日） 

■伊豆四季の花公園無料休憩所 
2016 年 12 月 23 日（金） 
～2017 年 1 月 9 日（月） 

 

【展示数】 特選 3 句、秀逸 10 句、特別賞７句、 
入選 30 句、入選（子供部門）10 句、 
計 60 句 

【主 催】 伊豆シャボテン動物公園グループ 

【後 援】 伊東市文化協会 
【入賞者】 別  紙 

 

 

 
伊豆シャボテン動物公園グループ 

 
 伊豆シャボテン動物公園 検索 
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第十回俳句大会入選作 

      選者 伊東市文化協会会長     遠藤 一夫 

         伊東市俳句連盟会長     平綿 春潮 

         伊豆シャボテン動物公園グループ 塩地 政彦 

特 選 伊東市文化協会会長賞 岬鼻に 波あらぬ朝 四葩咲く 古澤 由美 伊東市 

伊東市俳句連盟会長賞 海からの 風あじさいの 色深め 野口 清美 伊東市 

伊豆シャボテン動物公園グループ
総支配人賞 

古稀むかえ 来し方想う 紫陽花に 鳥居 誠一 伊東市 

秀 逸  潮騒の 届く海辺の 七変化 渡邉 晴夫 
山梨県 
中巨摩郡 

万緑が 酸素ボンベを 軽くする 鈴木美智子 
千葉県 
美浜区 

深めゆく 海の蒼さか 額の花 五十嵐 梢 伊東市 

万緑の なかの古刹に 夫婦句碑 佐藤ゆきえ 伊東市 

天城背に 伊豆を彩る 七変化 倉沢ひとみ 伊東市 

紫陽花の 彩に誘われ 女坂 木部 すみ 伊東市 

日蓮の 遠流の岬 四葩咲く 三橋 大吉 伊東市 

七島を 指呼に紫陽花 日和かな 小松 昭子 伊東市 

ハシビロコウ 微動だにせず エコな夏 太田 温子 
愛知県 
新庄市 

グランパルへ 跳びはねてゆく 夏帽子 古川すみ子 伊東市 

特別賞 選者賞 額の花 似合ふ小径の 溶岩岬 三好 信子 伊東市 

選者賞 火の島を 正面に据え 四葩燃ゆ 吉永すみれ 伊東市 

選者賞 もみじの手 ばんざいの児ら 手毬花 高橋 久子 
賀茂郡 
松崎町 

伊豆四季の花公園支配人賞 紫陽花や ダイヤのしずく 零しけり  佐藤 弘子 伊東市 

伊豆シャボテン動物公園園長賞 仙人掌の花 愛でる心に 潜む棘 古川 嘉子 伊東市 

伊豆ぐらんぱる公園支配人賞 爽やかや 海一望の 旅の駅 島田千重子 伊東市 

グランイルミ支配人賞 電飾の 苑は楽園 星月夜 宮澤 次男 伊東市 

入 選 

 

 

 

 

 

 

花の名に 頷いて見る 七変化 渡邉 晴夫 
山梨県 
中巨摩郡 

難しき 事はすて置き 四葩祭 吉永すみれ 伊東市 

手のひらに 淡い色魅す 四葩かな 古澤 由美 伊東市 

ふるさとの 原種あぢさゐ 蘇る 古澤 由美 伊東市 

あじさいの 彩深めては 華やげり 野口 清美 伊東市 

紫陽花が 揺るる微風 心地良し 兵頭 義裕 伊東市 

七色に 競う紫陽花 雨上がり 平原 絹子 伊東市 

銭湯に 切りあじさいの 濃紫 山本 洋三 伊東市 

紫陽花の 色見ぬつぼみ 先を待つ 福増 好子 
三重県 
伊賀市 
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潮騒や 父母恋ふ故郷の 手毬花 高橋 久子 
賀茂郡 
松崎町 

吊り橋へ 急ぐ夏 鶯の森 南野和歌子 
横浜市 
青葉区 

原種咲く 墨田の花火の 名も有りて 堀  政枝 伊東市 

大輪の 紫陽花人を 寄せ上手 田辺 明子 伊東市 

雨上り 四葩に宿る 月赤し 宮澤 滋子 伊東市 

花の名を 聞いて忘れて 野路の秋 武藤 怜子 伊東市 

紫陽花や 募る慕情に もの言わぬ 加藤 淑子 
神奈川県 
厚木市 

濃紫陽花 咲ききったるも 余力あり 瀬川安佐巳 伊東市 

夏休み 四十のおやじ 親こうこう 深沢久美子 
神奈川県 
川崎市 

雨上り あぢさゐ苑の 浄土めく 鈴木智恵子 伊東市 

雨の中 四葩の毬が 弾むなり 濱田 由紀 伊東市 

傘の色 重ね紫陽花 城ヶ崎 中村 靖子 伊東市 

溶岩台地 今は四葩に 憩ひけり 牛島 和代 伊東市 

波被る 俎岩や 額の花 三橋 大吉 伊東市 

雨上り 紫陽花のまり 彈みをり 谷口千代美 伊東市 

荒波へ 紫陽花の紺 深まりぬ 下田 恭子 伊東市 

紫陽花や 少しおくれて 歩きけり 小松ひろし 伊東市 

濃紫陽花 語る二人に 潮の香も 磯 うた子 伊東市 

誉められて 照れる子眩し 七変化 佐々木雅子 伊東市 

七変化 移り気といふ 少女達 豊田菜穂子 伊東市 

あじさい苑 歩き疲れて 甘茶かな 豊田菜穂子 伊東市 

入 選（子供部門） あじさいは 校庭に咲き 大玉に 鈴木 愛菜 伊東市 

いろいろな 色にかわるよ あじさいは 鬼頭  亨 伊東市 

あじさいは しゃべるように さいている 峯田真比呂 伊東市 

あじさいが そらにうかんで いろかわる 瀬戸 心陽 伊東市 

あじさいと でんでんむしは おともだち 高橋 夏和 伊東市 

あじさいは うみのいろして さいている 大川 蒼翔 伊東市 

あじさいの まつりはなびら かたつむり 真柴ひまり 伊東市 

おぼえてる パパママとみた あじさいえん 村上 惺澄 伊東市 

あじさいは はなびらひらり ひかるつゆ 森田ひなの 伊東市 

シャボテンの どうぶつみんな げんきだな 佐藤 陽茉 伊東市 

 


