
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           昭和初期の櫓山荘
ろざんそう

   原画 東郷啓子氏（俳人 橋本多佳子の三女） 

 

 

 

ろざんそう 

櫓山荘公園には、櫓山荘という洋風の建物が建っていました。大正９(1920)年に小倉に住

んだ実業家橋本
はしもと

豊
とよ

次郎
じ ろ う

が建築したものです。当時の俳句界の中心人物であった高濱
たかはま

虚子
き ょ し

を招い

て櫓山荘で俳句の会が開かれました。小倉の俳人杉田久女
すぎたひさじょ

も出席しており、その会で豊次郎の

妻橋本
はしもと

多佳子
た か こ

は、俳句のすばらしさを知ることになります。後に、この二人は、俳句の世界に

おいて大きな業績を残し、近代女性俳句の源流と評価されています。 

櫓山荘はなくなりましたが、櫓山荘で出会い、俳句の世界に大きな足跡を残した杉田久女、

橋本多佳子を記念して「櫓山荘跡」の碑が、平成１５年秋に建設されました。櫓山荘やそこに

まつわる文化や歴史を知ってほしいとの想いから、平成１７年から始めたのが、櫓山荘子ども

俳句大会です。 



　　　表　彰　式　次   第

１　アトラクション 北九州市小倉少年少女合唱団

２　主催者あいさつ 櫓山荘子ども俳句大会実行委員会

会長　福本　弘明 (北九州俳句協会会長)

３　来賓あいさつ 小倉北区長　北里　勝利

４　表彰状授与
５　選評 福岡県俳句協会顧問　岸原　清行

６　記念撮影 　　　　　　

 

あざやかな紅葉にそまる渡月橋
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　早鞆中学校 ３年　　　岩崎　恋実

           横代小学校 ５年 小原　彩

　　　　　照曜館中学校 ３年 田中　美優

           折尾西小学校 ５年 松岡　美咲

　　　　　門司中学校 ２年 武村　将希

　　　　　岡垣中学校 ２年　　　　　梅尾　泰斗

　　　　　敬愛中学校 １年 藤井　大樹

　　　　　天籟寺小学校 ６年 長谷川　蒼空

　　　　　曽根東小学校 ６年 西田　聡一郎

　　　　  守恒小学校 ６年 西村　花音

　　　　

小学校の部　　　北九州市立守恒小学校
中学校の部　　　北九州市立大谷中学校

なりわたる海の波音これぞ夏

もみじがりいろとりどりのお弁当

真夏日もどこか涼しげ錦帯橋

満天に流れ星待つ平尾台

歩み出すひまわりの向く方向へ

流れ星願いをかなえにやってくる

汗涙泥にまみれたユニフォーム

盆踊り太鼓の音に胸はずむ

月下美人一回だけのシンデレラ

特別賞
大賞

北九州俳句協会会長賞

文学館館長賞

小倉北区長賞

教育委員会賞

小倉北区自治総連合会会長賞

杉田久女賞

橋本多佳子賞

公益財団法人芳賀文化財団賞

西日本新聞社賞

学校賞



泳ぎだせ雲なき夏空青海原 葛原小学校 ５年 市川　花道

ひまわりのとなりに立って決めポーズ 守恒小学校 ６年 白濱　杏春

エアコンもなまけてしまう秋の風 黒崎中央小学校 ６年 木下　ひなの

風ふいてすすきたちの音楽会 八児小学校 ５年 濱本　心愛

金閣寺水面に映る僕の顔 門司中学校 ３年 長尾　春哉

夏風邪や車窓にゆがむ朱い古都 田原中学校 ３年 下元　万葉

青空にわたしと向日葵凜と立つ 二島中学校 ３年 志賀　春美

かけ声で友情深まる登山道 熊西中学校 １年 𠮷水　彩海

おみそしる小国の夏がつまってる 熊西中学校 ２年 村山　叶華

海風に身をまかせればもう九月 大谷中学校 １年 平野　詠愛

幼き日ずっと見ていた水馬 大谷中学校 １年 新川　咲也

たくさんの思い出つまった蝉のから 岡垣東中学校 １年 田中　桃子

風鈴が風のメロディーかなでてる 曽根東小学校 ６年 富田　肇

せみたちの音楽祭はにぎやかだ 守恒小学校 ５年 斉藤　未来

風鈴は涼しさ連れたこもり歌 八幡小学校 ６年 小坪　正勝

松虫がトライアングルかなでてる 折尾西小学校 ５年 藤本　糧也

むらさきのドレスみたいなとけいそう 海老津小学校 ６年 森田　華

夏の海どこまでのびる水平線 足立中学校 ２年 武藤　来春

向日葵よぐんぐん伸びよ僕の背も 曽根中学校 ２年 有田　悠衣仁

夏休み母さんよりも背がのびた 洞北中学校 １年 大村　哲平

夕焼けに染まりたたずむ東大寺 熊西中学校 ３年 原田　大夢

ふうりんが静かに伝える風の声 大谷中学校 １年 岩尾　春香

父と見たあの日のままの天の川 大谷中学校 ２年 小島　未来

サンゴ礁小さい魚の大きな家 大谷中学校 ３年 道村　有留

かぶと虫どけどけどけと樹液のむ 葛原小学校 ５年 石川　陽樹

にぎやかによぞらの散歩ホタルかな 曽根東小学校 ６年 南　朱真

櫓山荘ひさじょたかこは俳句の母 守恒小学校 ５年 江口　桜

すずしいなクーラーみたいな松並木 黒崎中央小学校 ６年 大橋　昊空

交差点くらむ視界に蟬時雨 早鞆中学校 ３年 浅田　もも

制服の白さが目立つ日焼け肌 門司中学校 １年 岐部　虎太郎

滝の音ドバドバ響き水しぶき 白銀中学校 １年 平野　花鈴

夏祭りピカピカ光るりんごあめ 広徳中学校 ２年 吉村　千菜

廬遮那仏世界を照らす光のごとし 田原中学校 ３年 松田　創

白きコート暑い日ざしがつき刺さる 高須中学校 ２年 池田　遥

山笠の棒にしみいる汗のにおい 大谷中学校 ２年 中道　太陽

ビー玉の中に広がる夏の空 岡垣中学校 ２年 前田　愛心

福本 弘明 選

岸原 清行 選

坂井 愛子 選

秀作



応募していただいた学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

櫓山荘
ろざんそう

と杉田久女
ひさじょ

、橋本多佳子
た か こ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●杉田久女 
明治 23（1890）年～昭和 21（1946）年 

お茶の水高等女学校卒業後、明治 42年 

旧制小倉中学（現小倉高校）の図画教諭 

杉田宇内の妻として移り住む。大正５年 

兄の手ほどきで句作を始め、昭和６年には

日本新名勝俳句で全国１０万余句の中か

ら金賞を射止める天性の才能を発揮した。 

 
 

●橋本多佳子 
明治 32（1899）年～昭和 38（1963）年 

大正 6年橋本豊次郎と結婚、大正 9年櫓山

荘を新築し小倉に移り住む。 杉田久女に俳

句の手ほどきを受け、「ホトトギス」に投句。

昭和４年に大阪に移り、山口誓子に師事し

「馬酔木」同人となる。昭和 25年「七曜」

主宰となる。 

 

 

主催：櫓山荘子ども俳句大会実行委員会 
北九州俳句協会   北九州市立文学館 

北九州市教育委員会  北小倉自治連合会 

久女･多佳子の会     小倉北区役所総務企画課 

   協力：岡垣町教育委員会        

       公益財団法人芳賀文化財団 

   後援：西日本新聞社  

 

久女の句 

谺
こだま

して山ほととぎすほしいまま（日本新名勝俳句金賞句） 

花
はな

衣
ごろも

ぬぐや纏
まつ

わる紐
ひも

いろいろ 

多佳子の句 

乳母車
うばぐるま

夏の怒涛
ど と う

によこむきに 

いなびかり北よりすれば北を見る 

【門司区】小森江東小学校、早鞆中学校、松ヶ江中学校、門司中学校、敬愛中学校 

【小倉北区】足立中学校、白銀中学校、富野中学校、照曜館中学校 

【小倉南区】葛原小学校、曽根東小学校、守恒小学校、横代小学校 

広徳中学校、城南中学校、曽根中学校、田原中学校、南曽根中学校、吉田中学校 

【若松区】修多羅小学校、高須中学校、洞北中学校、二島中学校 

【八幡東区】八幡小学校、中央中学校 

【八幡西区】折尾西小学校、黒崎中央小学校、則松小学校、萩原小学校、八児小学校 

穴生中学校、熊西中学校、黒崎中学校 

【戸畑区】天籟寺小学校、大谷中学校 

【岡垣町】内浦小学校、海老津小学校、戸切小学校、山田小学校、吉木小学校、 

岡垣中学校、岡垣東中学校 

【苅田町】 片島小学校、馬場小学校 

【上毛町】 友枝小学校 

 今回、小学校２１校、中学校２４校の３，４６２名の児童生徒の皆さんから応募をいただきました。

どうもありがとうございました。 
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