
ＨＩＡ第 19 回講演と俳句大会

HIA Calls for HAIKU

日 時 平成29年12月 1 日（金） 午前10時半より
会 場 アルカディア市ヶ谷（私学会館） 電話（03）3261‒9921

東京都千代田区九段北4－2－25
会 費 1,500円 懇親会 8,500円
講演者 ヴィオレル・イスティチョアイア・ブドゥラ氏（駐日ＥＵ大使）

英語で講演（日本語解説付き）
演題：欧州と日本の知られざる文化交流（仮題）

入選句発表 大会当日及び〔ＨＩ〕誌上、講評・賞品授与
募集句 当季雑詠二句一組＜未発表に限る＞
応募料 1,000円（定額小為替又は現金書留にて同封・切手不可）
応募方法 〔ＨＩ〕折り込み応募用紙＜コピー可＞
締め切り 平成29年 9 月22日（金）＜消印有効＞
応募先 〒162‒0843 東京都新宿区市ヶ谷田町2‒7 東ビル7F

国際俳句交流協会 大会係 電話（03）5228‒9004
選 者 稲畑汀子・鷹羽狩行・宮坂静生・有馬朗人・星野恒彦

大久保白村・安西篤・永田龍太郎・今瀬剛一・大輪靖宏
加藤耕子・大高霧海／
（外国語）木内徹・木村聡雄

後 援 日本経済新聞社 ジャパンタイムズ社

The 19th Lecture Meeting and the Haiku Contest
Date: Friday, 1st December, 2017, at 10:30 a.m.
venue: "Arcadia Ichigaya" 

4-2-25 Kudankita Chiyoda-ku, Tokyo Tel:03-3261-9921
Lecturer: Viorel ISTICIOAIA BUDURA（EU Ambassador to Japan）
Haiku Contest:
Announcement of the winning works: Friday, 1st December, 2017

The judges will comment on the winning works in the Award Ceremony.
The winning works will also appear in the HI journal.

Up to Two （2） haiku per entrant can be accepted for the entry
Note:Works already published elsewhere are not accepted.

Entry Forms: Please use the Application form which is inserted in HI journals.
Photocopied Application form can be accepted
Please PRINT haiku clearly. Closing date: 22nd September, 2017

judges: KIUCHI T ru, KIMURA Toshio
Entry forms should be sent to:

The Haiku International Association （HIA）
7th Floor Azuma Building
2-7 Ichigaya-Tamachi, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0843 Japan
TEL: 03（5228）9004 FAX: 03（5228）-9007

Supporters: Nihon Keizai Shimbun, The Japan Times

for

o

国際俳句交流協会様 スウェーデン－日本俳句交流の旅2018

月日（曜） 都市名 現地時間 交通機関 摘 要 食
事

1 6 月24日
（日）

東京（成田）� 発
コペンハーゲン� 着
コペンハーゲン� 発
ストックホルム
（アーランダ）� 着

11：10
15：30
17：05

18：15

SK984

SK1408

専用車

スカンジナビア航空にてコペンハーゲン経
由、ストックホルムへ

（ストックホルム泊）

機
－
－

2 6 月25日
（月）

ストックホルム

（71km）
ウプサラ

（71km）
ストックホルム

専用車 午前、ストックホルム市内にて吟行
ノーベル賞授賞式晩餐会の行われる市庁
舎、中世の面影が残るガムラスタン（旧市
街）訪問
午後、学園都市ウプサラ訪問
スウェーデンの博物学者リンネの博物館、
第 2代国連総長ハマーショルドの墓（又は
ウプサラ大聖堂ハマーショルド記念碑）等
を訪ねます。
ご夕食：グランドホテル（案）にて夕食会

（ストックホルム泊）

朝

昼

夕

3 6 月26日
（火）

ストックホルム 専用車 東洋博物館にて俳句シンポジウム
有馬会長基調講演、俳句朗読会
ご夕食：シンポジウム懇親会

（ストックホルム泊）

朝
昼
夕

4 6 月27日
（水）

ストックホルム
（40km）
ヴァレンツナ
（40km）
ストックホルム

専用車 専用車にてヴァイキング時代の中心地
ヴァレンツナへ（市内ミニ見学）
文化センターにて句会・俳句展覧会
子供の俳句コンテスト応募作品紹介

（ストックホルム泊）

朝

昼

－
5 6 月28日
（木）

ストックホルム 専用車
フェリー

フェリーにてユールゴールデン島へ
ローゼンタール庭園（農園）及び野外博物
館スカンセンにて吟行、句会

（ストックホルム泊）

朝
昼
－

6 6 月29日
（金）

ストックホルム
（アーランダ）� 発
コペンハーゲン� 着
コペンハーゲン� 発

12：45
13：55
15：45

専用車
SK405

SK983

専用車にて空港へ
スカンジナビア航空にてコペンハーゲン経
由、帰国の途へ

（機中泊）

朝
－

機
7 6 月30日
（土）

東京（成田）� 着 09：35

＊�上記日程は航空会社の事情による利用航空便の変更、または現地事情により日程が変更になる場合があります。

〈2017年同時期の旅行代金お見積り（ 2名部屋を 2名様でご利用の場合の 1名様あたり旅行代金）〉
ご参加者数

※基本旅程参加者
予定 ホテル：ラディソン・ブリュ・ロイヤル・バイキング（又は同等
ホテル）

20～24名様の場合 465,000円＋空港税＆燃油料約22,000円
25～29名様の場合 452,000円＋空港税＆燃油料約22,000円
30～34名様の場合 440,000円＋空港税＆燃油料約22,000円

添乗員付き、毎朝食、昼食 4回、夕食 2回（うち 1回はグランドホテルでの懇親会参加費としております。）
懇親会想定：グランドホテルでのバンケットルームで、40名着席としております。現地参加の方の費用は上記旅行代金に含ま
れておりません。
ビジネスクラス追加料金：約37万円 1人部屋追加代金：105,000円

〈問合わせ／申し込み先〉
㈱阪急阪神ビジネストラベル（担当 内山）
TEL：03-6745-7387 FAX：03-6745-7682
E-Mail：uchiyama@hhbt.co.jp


