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【アジサイ】 

学 名：Hydrangea spp. 

分 類：アジサイ科 アジサイ属 

別 名：七変化 手毬花 花言葉：移り気 

原産地：日 本 当園の栽培本数：約3,000株 

 

伊豆四季の花公園では、2017 年 5 月 27 日（土）から 8月 31 日（木）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 2017」の優秀作品が決定いたしました。 

当俳句大会では、投句総数 459 句の中から特選 3句、秀逸 10 句、特別賞 7句及び入選 30句、子供部門 10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 2018 年 1 月 9日（火）から同月 15 日（月）まで、伊東市役所にて 2018 年 2 月 14 日（水）から

同月 20 日（火）まで展示いたします。 

 

NEWS RELEASE 

「伊豆シャボテン動物公園グループ俳句大会 2017」 

俳句優秀作品決定および優秀作品展開催 

お問い合わせ先：株式会社伊豆シャボテン公園 企画広報部 
TEL：0557-51-1115（代）MAIL：kouho@shaboten.jp 

 URL：http://shaboten.co.jp/ 
〒413-0231 静岡県伊東市富戸 1085-4 
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平成 29 年度 「第十一回あじさいまつり俳句大会」入選 

特選（3） 
伊東市文化協会会長賞 

沖の雲 ひくゝ四葩の うすみどり  藤木 惠子  
伊東市俳句連盟会長賞 

あじさいを 映して雨の 暮れ残る  野口 清美    
伊豆シャボテングループ総支配人賞 

紫陽花の 彩を変へたる 伊豆の雨  阿部 まりあ  
 

特別（7） 
選者賞  額あじさい 昔の名残り 繋がりぬ  古澤 由美 
選者賞  たそがれは 人恋しくて 額の花  野口 清美 
選者賞  潮騒を 母とし生きる 濃紫陽花  田辺 明子 

伊豆シャボテン動物公園園長賞 
   じっと待つ ハシビロコウに 暑さかな 山本 洋吉   
伊豆ぐらんぱる公園支配人賞 
   うたた寝の 先は子供の 水遊び  朝長 嘉盛   
伊豆四季の花公園支配人賞 

あぢさゐ苑 潮の匂ひの まり弾む   谷口 千代美  
グランイルミ支配人賞 

  ぐらんイルミの虜となりて夏惜しむ  鈴木智恵子  
 

秀逸（10） 
  白紫陽花 沙汰なき子ほど 愛しさが    木部 すみ    
  潮騒に 育ち四葩の 蒼深む    島田 千重子  
  お互いに 手話分ち合い 四葩咲く   古澤 由美   
  海は藍 山も青きや 四葩咲く   鈴木 悦子   
  曇りなく 白紫陽花の 心とく   細谷 美津和  
  崖っ淵に 色を限りの 濃紫陽花   佐藤 亜紀   
  四葩坂 老いの尺度を 計りつつ   倉沢 ひとみ 
  羞ひや 山あぢさゐの 花の紅   菅沼 尭男   
  七変化 死ぬまで女と 言い放つ   堀 政枝 
  潮風に 重ねし彩や 濃紫陽花   瀬川 安佐己  
  
入選（30） 
  衣手の 雨に触れつつ 白紫陽花   古澤 由美   
  ざはめきは 三千株の 四葩かな   鳴戸 まり子  
  明日よりも 今美しきかな 額の花   五十嵐 梢   

潮騒を 聞いてダリアの 色濃ゆし   三好 信子   
あじさいの 小路をぬけて 海望む   髙橋 喜美子  
介護カーに 笑顔の並ぶ 濃あじさい   佐藤 住子  
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あじさいと 子の顔比べ ほほゆるむ   原 光咲   
法難の 海へ紫陽花 色深め    古川 すみ子 
相知らぬ人と 愛で合ふ 紫陽花園   武藤 怜子   
山風が 客よ一人の 夜の秋    武藤 怜子   
苑巡る 訛様々 七変化    宮澤 次男   
雨脚に 色を深めて 濃紫陽花   島田 千重子  
濃紫陽花 雫残して 雨上る    鈴木 富子   
溶岩の地の 岩を抱きたる 額の花   三橋 大吉  
逢いに行くねと 髪切って 濃紫陽花   髙橋 久子   
七変化 相槌も又 勇気なり    堀 政枝 
紫陽花や 道過ぐ猫の 座り込む   佐藤 秀子   
海鳴りや 車返しの 濃紫陽花   岡田 和子   
紫陽花園藍染め似合う人に会う   中村 靖子   
咲き初めは初恋の色がくの花    小野 由美   
イルミネーション瞬く先の笑顔かな   豊田菜穂子  
サボテンの 花や泣かせる 恋ありし   古川 すみ子 
はるや春 孔雀が愛の 羽根拡ぐ   古川 すみ子 
夏空を 掴む尻尾や 尾巻猿    三橋 大吉   
メキシコに 行けたらいいな いづの夏  原口 コウ   
サボテンに 負けず年経て 五十年   木村 忠信   
山笑う だけど笑わぬ ハシビロコウ   島立 隆男   
フラミンゴ ダンス忘るる 溽暑かな   宮澤 次男   
蝉時雨カピバラの面禅僧に    山﨑 とも子  
シャボテンのとげの大きさまごととる   鈴木  京香   

   
子供部門（10） 

カピバラは ゆったりしてる 温泉で   小野 葉月   
あじさいは 青いダイヤに にているよ  岡田 昊大   
いろがすき しろあおむらさき あじさいは  たばたかずき  
あじさいは あーふしぎだな しちへんげ  おかだふうた  
あじさいに なかよくあそぶ かたつむり  武田 獅穏   
きがつけば あじさいのはな いろがわり  武富 晃輝   
きれいだな あじさい見てる ママとパパ  和田 栞奈   
あじさいは むしといっしょに あそんでる  髙橋 夏和   
あじさいは あめにぬれても げんきだね  松井 飛鳥   

  ジップライン風になりきり空を飛ぶ   松村 結   
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