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もしれない。
せっかくの機 会でも あるので、

句を紹介してその栄誉を
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本誌の人気コーナー 「商い川柳」が、今月号で 年目を迎えました。
平成８年 月号に連載が開始され、今回が２４０回となります。 年間、変わらず選者を続けていただいている
荒井宗明先生に、川柳の魅力や、川柳に取り組むきっかけについてなどをインタビューしました。
また 年を振り返るコラムと、 年間の優秀句も掲載いたします。

同じ 文字の詩に「俳句」 があります。
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それ以前は文学活動はされていな
—
かったのですか。
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何を詠み込んでもいいのが、川柳です。

川柳の魅力は何でしょうか。
—
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形は同じですが、俳句と川柳はまったく別
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平成

そうめい

荒井 宗明 ／あらい
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讃え、泉下の藤井会頭への報告とし
たい。

商い川柳 選者

大正 13 年生まれ。昭和 33 年に下野川柳会に入り、前田雀郎に師事。昭和 48 年に栃木県川柳協会の結成に参画し、
現在は同協会顧問。その他、 栃木県文芸家協会顧問、 栃木県文化協会参与、 宇都宮雀郎会顧問、 真岡文芸協
会顧問を務める。句集に『春秋の賦』などを執筆するほか『栃木県近代文学全集』『栃木の文学史』『栃木県近代
文学アルバム』などを分担執筆。昭和 52 年から宇都宮市広報柳壇選者、昭和 59 年から下野新聞文芸欄川柳選者、
平成 17 年からＮＨＫ文化センター宇都宮教室川柳講師を担当。平成 11 年度 「栃木県文化選奨」 受賞。
宇都宮商工会議所
会報 「天地人」
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という危惧のあったことは否めない事
実であった。
「作るだけでなく、選ぶ目を持つことが大切」と話す荒井先生
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