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綿毛の会３６年の歩み
１９８０・５・２０

講師に渡辺和尾氏を迎え、第１回綿毛の会を矢田小

学校市民教養ルームで開催

手書き謄写版で月刊誌『わたげ』発刊 毎月第２火

曜日午前を勉強会とする 代表・佐藤桃子

１９８０・１１・９～１１

第１回作品展 矢田小学校市民教養ルーム

１９８１・１１・９～１０

第２回作品展 矢田小学校市民教養ルーム

１９８２・３・２３

わたげの歌 『おおぞらと私』発表

１９８２・９・７

第１回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

１９８２・１１・８～９

第３回作品展 矢田小学校市民教養ルーム

１９８３・６・６

綿毛の会三周年記念合同句集『わたげ』発刊記念の

集い 矢田側パークハウスにて

１９８３・９・６

第２回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

１９８３・１１・６～８

第４回作品展 矢田小学校市民教養ルーム

１９８４・９・４

第３回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

１９８５・５・１４

わたげの会五周年記念の集い 大曽根平安閣

【堀　恭子】
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１９８５・７・１０

佐藤桃子川柳作品集『花あかり』発刊〔みどり選書〕

１９８５・９・３

第４回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

１９８５・１１・１８～２０

第６回作品展 矢田小学校市民教養ルーム

１９８６・３・６

中村俊子川柳作品集『花の雨』発刊〔みどり選書〕

１９８６・６・６

内田順子川柳作品集『走れサブロー虫博士』発刊

〔みどり選書〕

１９８６・８・２５

第５回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

１９８７・５・１２

綿毛の会七周年記念合同句集『わたげ』第２集発刊

記念の集い 東ふれあい広場

１９８７・８・４

東山教室誕生 名古屋ユースホステル

会誌『わたげ』８８号からワープロ導入

１９８７・８・２７

第６回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

１９８７・９・１４～１９

現代川柳３２人展 丸栄スカイル１０Ｆ

朝日ギャラリー 主催・川柳みどり会

１９８８・５・１０

綿毛の会８周年記念の集い 県婦人文化会館

１９８８・５・２４
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葵教室誕生 東図書館

１９８８・８・２

東山教室１周年記念の集い

レストラン・ブルーパイン

１９８８・８・３０

第７回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

１９８８・１１・１５

『綿毛』１００号記念ミニ句集『蒼穹一号』

発刊記念の集い 名古屋ユースホステル

１９８８・１２・１

長田さやか川柳作品集『私のドナウ』発刊

〔みどり選書〕

１９８９・４・２５

葵教室１周年記念の集い 徳川園会館

１９８９・８・１

雀地真弓川柳作品集『明るい午後』発刊

〔みどり選書〕

１９８９・８・３０

第８回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

１９８９・９・９

渡辺和尾川柳作品集『うたともだち』『風の旅』

〔みどり選書〕

１９８９・１１・２４

センリュウ・フォーラム・グリーンフューチャー・

イン・ナゴヤ 電気文化会館 主催・川柳みどり会

１９９０・２・１

わたげの会事務局開設 留守番電話・ファクス設置
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１９９０・５・８

綿毛の会１０周年記念と奥村ゆう川柳作品集『銀の

花器』〔みどり選書〕発刊記念の集い 徳川園会館

１９９０・８・３０

第９回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

１９９０・９・２０

吉田三千子川柳作品集『字幕スーパー』発刊

〔みどり選書〕

１９９０・１２・２５

第１回わたげ事務局まつり

１９９１・５・１４

綿毛の会１１周年記念合同句集第３集

『Give me Water』発刊
川柳かるた『愛知つれづれ』発表

１９９１・８・３０

第１０回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

１９９１・９・２１

山部牧子川柳作品集『夢の花籠』発刊〔みどり選書

１９９１・１１・１９

綿毛の会 京都吟行会

１９９１・１２・２４

第２回わたげ事務局まつり

１９９２・３・７

第１回朝日中部川柳大会 朝日ホールにて

１９９２・８・４

東山教室５周年記念勉強会 名古屋ユースホステル

１９９２・８・２５

第１１回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催
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１９９２・１１・２２

第１回センリュウ トーク 朝日ホールにて

主催・川柳みどり会

１９９３・１・１２

綿毛の会合同句集第４集『ＷＨＹ』発刊

発刊記念の集いを大曽根平安閣にて

１９９３・３・２０

第２回朝日中部川柳大会 朝日ホールにて

春日井五月川柳作品集『春の天気図』発刊

〔みどり選書〕

１９９３・５・１１

葵教室５周年記念勉強会 名古屋市東図書館

１９９３・８・３１

第１２回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

１９９３・１１・２０

第２回センリュウ トーク 朝日ホール

主催・川柳みどり会

１９９４・２・１０

綿毛の会合同句集第５集『紫銀河』発刊

１９９４・３・１９

第３回朝日中部川柳大会 朝日ホールにて

１９９４・６・６

渡辺和尾川柳作品集『まみどりに』発刊

〔みどり選書〕

１９９４・８・３０

第１３回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

１９９４・１０・８

第３回センリュウ トーク 朝日ホールにて
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主催・川柳みどり会

１９９４・１２・２３

第５回わたげ事務局まつり

１９９５・２・１５

綿毛の会合同句集第６集『悠友』発刊

１９９５・３・２５

第４回朝日中部川柳大会 朝日ホールにて

１９９５・５・９

綿毛の会１５周年記念の集い 名古屋平安閣

代表に堀恭子 綿毛事務局を徳川町２５０５移す

１９９５・８・２９

第１４回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

１９９５・１０・３

綿毛の会吟行会 東尋坊

１９９５・１０・１４

第４回センリュウ トーク 朝日ホールにて

主催・川柳みどり会

東川和子川柳作品集『心靡かせ』発刊〔みどり選書〕

１９９５・１０・24

渡辺和尾先生倒れられる

１９９５・１１・７

東山教室第１００回記念勉強会

名古屋ユースホステル

１９９５・１２・１９

第６回綿毛まつり 綿毛事務局にて

１９９６・２・１５

綿毛の会合同句集第７集『朝日の海』発刊
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１９９６・３・１６

第５回朝日中部川柳大会 朝日ホールにて

１９９６・５・１４

綿毛の会『朝日の海』発刊記念の集い 大府・みかど

渡辺和尾先生驚異的な回復をされ出席に

１９９６・８・３０

第１５回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

１９９６・９・２５

《水脈の会》発足 渡辺和尾ぐるーぷが集まる

１９９６・１０・１

渡辺和尾川柳作品集『おはよう』発刊〔みどり選書〕

１９９６・１０・２６

第５回センリュウ トーク 朝日ホールにて

主催・川柳みどり会

１９９６・１１・２６

綿毛の会吟行会 南知多

１９９６・１２・１０

矢田教室２００回記念勉強会 守山図書館にて

１９９６・１２・１７

第７回綿毛まつり

１９９７・１・１４

綿毛の会合同句集第８集『風に歌う』発刊記念の集

い ウィルあいちにて

月刊誌『わたげ』２００号を記念して『Winter Da
nce』を発刊 ２０１号から表紙絵を石黒鏘二氏に

依頼 『わたげ』から『綿毛』となる

１９９７・３・２２

第６回朝日中部川柳大会 朝日ホールにて



- 8 -

１９９７・５・１３

綿毛の会吟行会 定光寺

１９９７・８・５

東山教室１０周年記念勉強会 名古屋ユースホステ

１９９７・８・３０

第１６回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

１９９７・１０・２５

第６回センリュウ トーク 朝日ホールにて

吉田三千子川柳作品集『哀愁劇場』発刊

〔みどり選書〕

１９９７・１２・２

綿毛の会吟行会 伊勢古市

１９９７・１２・１５

綿毛の会合同句集第９集『冬の星座』発刊

１９９７・１２・１６

第８回綿毛まつり

１９９８・１・１３

『冬の星座』発刊記念の集い 作家・山下智恵子氏の

句集鑑賞 ウィルあいち

１９９８・３・１５

堀恭子川柳作品集『掌の檸檬』発刊〔みどり選書〕

１９９８・３・２８

第７回朝日中部川柳大会 朝日ホール

１９９８・５・１２

綿毛の会吟行会 あいち健康の森

１９９８・５・２８

葵教室１０周年記念勉強会 名古屋市東図書館
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１９９８・８・２６

第１７回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

１９９８・１０・１７

第７回センリュウ トーク 朝日ホール

主催・川柳みどり会

渡辺和尾川柳作品集『短日』発刊〔みどり選書〕

１９９８・１１・２０

名古屋女性会館イーブネットフェスティバル 98に
参加 現代川柳コンピュータグラフィック展開催

１９９８・１２・１５

綿毛の会合同句集第１０集『飛翔せよ』発刊

１９９９・１・１２

綿毛の会合同句集第１０集『飛翔せよ』発刊記念の

集い 童話作家・鬼頭隆氏のお話 ウィルあいち

１９９９・３・６

第８回朝日中部川柳大会 朝日ホール

１９９９・５・１１

綿毛の会吟行会 東海市大池公園

１９９９・５

スタジオ・ルンデの鈴木詢氏のご厚意でルンデのホ

ームページに綿毛のホームページ掲載

１９９９・8・25

第１８回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

１９９９・１０・2

第８回センリュウ トーク 朝日ホール

主催・川柳みどり会

１９９９・１１・2８

名古屋女性会館イーブネットフェスティバル 99に参
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加 現代川柳コンピュータグラフィック展開催

１９９９・１１・30～１２・６

現代川柳コンピュータグラフィック展

名古屋女性会館情報センターギャラリーで開催

１９９９・１２・１５

綿毛の会合同句集第１１集『夢の雫に』発刊

１９９９・１２・２１

第１０回綿毛まつり

２０００・１・１１

綿毛の会合同句集第１１集『夢の雫に』発刊記念の

集い シンガーソングライター鬼頭瑞希さんを招く

ウィルあいち

２０００・３・２５

第９回朝日中部川柳大会 朝日ホール

２０００・５・９

綿毛の会２０周年記念の集い 渡辺和尾先生のお話

ウィルあいち 新しい綿毛の歌『丘に登ろう』発表

２０００・８・３０

第１９回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

２０００・１０・１

『綿毛』１０月号（２４５号）から石黒鏘二氏の表紙

絵が新しくなる

２０００・１０・２８

第９回センリュウ トーク 朝日ホール

主催・川柳みどり会

２０００・１１・１４

綿毛の会吟行会 定光寺

２０００・１１・１５
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綿毛の会合同句集第１２集『過去たちよ』 発刊

２０００・１１・２６～１２・１２

現代川柳コンピュータグラフィック展

名古屋女性会館・ギャラリーで開催

２０００・１２・１９

第１１回綿毛まつり

２００１・１・９

綿毛の会合同句集第１２集『過去たちよ』発刊記念

の集い 渡辺和尾氏による『過去たちよ』鑑賞

『過去たちよ』リレー感想文集『冬湖再顧』を刊行

２００１・３・３１

第１０回朝日中部川柳大会 朝日ホール

２００１・５・８

綿毛の会吟行会 花フェスタ記念公園

２００１・８・２９

第２０回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

２００１・９

ネットでの川柳作品募集〔ピッポ DE センリュウ〕

２００１・９・２９

第１０回センリュウ トーク 朝日ホール

主催・川柳みどり会

２００１・１０・７～１３

あいち短文芸 《ちひさなちひさな世界 渡辺和尾ぐ

るーぷ７０人展)》水脈の会主催 名古屋市栄朝日ギ

ャラリーにて

２００１・１０・２３

綿毛の会吟行会 名古屋港ポートビル・水族館
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２００１・１１・２５

綿毛の会合同句集第１３集『風景に生きる』発刊

２００１・１２・８

第１２回綿毛まつり

２００２・１・８

綿毛の会合同句集第１３集『風景に生きる』発刊記

念の集い 『みんあが選んだ一句抄』発刊

ウィルあいちにて

２００２・１・８

東川和子さんが三重県の第１回県文化賞文化新人賞

を受賞

２００２・３・１２

渡辺和尾氏愛知県芸術文化選奨文化賞を受賞

２００２・３

内田順子さんの川柳作品集『走れサブロー虫博士』

から８句が教育出版社発行平成１５年度高等学校一

年生用教科書『国語表現１』に搭載

２００２・３・３０

第１１回朝日中部川柳大会 朝日ホール

２００２・５・１４

綿毛の会吟行会センリュウ・オリエンテーリング・

イン小幡緑地

２００２・８・２８

第２１回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

２００２・９・２８

第１１回センリュウ トーク 朝日ホール

主催・川柳みどり会

２００２・１１・１２

綿毛の会吟行会 日本大正村
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２００２・１１・２５

綿毛の会合同句集第１４集『四季燦然』発刊

２００２・１２・１７

第１２回綿毛まつり 大府みかどにて

２００３・１・１４

綿毛の会合同句集第１４集『四季燦然』発刊記念の

集い 名古屋ユースホステルにて

２００３・３・２９

第１２回朝日中部川柳大会 朝日ホール

渡辺和尾川柳作品集『回帰』発刊

内田順子川柳作品集『柿の木』エッセイ集『私のヤ

ケアトロジー』発刊

２００３・５・１３

綿毛の会吟行会 八竜湿原散策

２００３・６・１

渡辺和尾主宰の愛知県芸術文化選奨受賞と川柳作品

集『回帰』発刊記念の集い ＫＫＲホテル名古屋

２００３・８・２７

第２２回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

２００３・９・２７

第１２回センリュウ トーク 朝日ホール

主催・川柳みどり会

２００３・１１・２５

綿毛の会合同句集第１５集『山鳩通信』発刊

綿毛の会吟行会 犬山城

２００３・１１・２９

内田順子川柳作品集『柿の木』とエッセイ集『私の

ヤケアトロジー』発刊を祝う会 ＫＫＲホテルにて
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２００３・１２・１６

第１３回綿毛まつり 事務局にて

２００４・１・１３

綿毛の会合同句集第１５集『山鳩通信』発刊記念の

集い 名古屋ユースホステルにて

２００４・３・２

東山教室２００回記念

２００４・３・１３

第１３回朝日中部川柳大会 朝日ホール

恒川和左子川柳作品集『湖の月』発刊

２００４・４・２７

恒川和左子川柳作品集『湖の月』発刊記念の集い

木曽路・錦店にて

２００４・５・１１

綿毛の会吟行会 名古屋港ワイルドフラワーガーデ

ン・ブルーボネットにて

２００４・８・２５

第２３回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

２００４・９・２５

第１３回センリュウ トーク 朝日ホール

主催・川柳みどり会

２００４・１１・２

綿毛の会秋の吟行会 日本昭和村（美濃加茂市）

２００４・１２・０５

綿毛の会合同句集第１６集『冬の花』発刊

２００４・１２・１４

第１４回綿毛まつり 事務局にて

２００５・１・１１
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綿毛の会合同句集第１６集『冬の花』発刊記念の集

い 名古屋ユースホステルにて

２００５・３・２６

第１４回朝日中部川柳大会 朝日ホール

２００５・５・１０

綿毛の会創立２５周年記念と月刊誌『綿毛』３００

号記念の集い 石黒鏘二氏を迎え 講演《アートは現

在（いま）》を開催

２５周年を記念して２５人による新作２５句集『２

５の初夏』を発刊 ２００５年６月号より表紙一新

２００５・８・２４

第２４回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

２００５・９・２４

第１４回センリュウ トーク 朝日ホール

主催・川柳みどり会

２００５・１１・８

綿毛の会秋の吟行会 大垣・水門川周辺

２００５・１２・１５

綿毛の会合同句集第１７集『心並べ』発刊

２００６・１・１０

綿毛の会合同句集第１７集『心並べ』発刊記念の集

い 東桜会館にて

２００６・３・２５

第１５回朝日中部川柳大会 朝日ホール

２００６・４・４

東山教室の午後 愛知牧場へ

２００６・５・９
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綿毛の会５月吟行会 浜名湖ガーデンパーク

２００６・６・６

渡辺和尾先生６６歳のお祝い 生協会館にて

２００６年６月６日６６歳の誕生日に６６個

のサクランボと帽子を贈る

２００６・８・３０

第２５回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

２００６・９・２５

堀恭子川柳作品集『白いノート』発刊

２００６・９・３０

第１５回センリュウ トーク 朝日ホール

主催・川柳みどり会

２００６・１０・３０

堀恭子川柳作品集『白いノート』発刊記念の集い

全日空ホテルグランコート名古屋・花梨にて

２００６・１１・１４

綿毛の会秋の吟行会 名古屋白鳥公園にて

２００６・１２・１５

綿毛の会合同句集第１８集『透明な硝子』発刊

２００６・１２・１９

第１６回綿毛まつり 事務局にて

２００７・１・９

綿毛の会合同句集第１８集『透明な硝子』発刊記念

集い 東桜会館にて 恒川和左子句集鑑賞

２００７・３・２４

第１６回朝日中部川柳大会 朝日ホール

２００７・５・８

綿毛の会５月吟行会 桑名市・六華苑



- 17 -

２００７・６

月刊誌『綿毛』の石黒鏘二氏の表紙絵を新しくする

２００７・８・２９

第２６回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

２００７・９・２９

第１６回センリュウ トーク 朝日ホール

主催・川柳みどり会

２００７・１１・６

綿毛の会秋の吟行会 愛・地球博記念公園

２００７・１２・１８

第１７回綿毛まつり 事務局にて

２００７・１２・２０

綿毛の会合同句集第１９集『日溜まりにて』発刊

２００８・１・８

綿毛の会合同句集第１９集『日溜まりにて』発刊記

念の集い 鑑賞・水野亜希子 東桜会館第２会議室

２００８・４・１２

第１７回朝日中部川柳大会 朝日ホール

２００８・５・１３

綿毛の会５月吟行会 名古屋城にて

２００８・８・２７

第２７回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

２００８・１０・４

第１７回センリュウ トーク 朝日ホール

主催・川柳みどり会

２００８・１０・１４
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綿毛の会秋の吟行会 博物館明治村

２００８・１２・２０

綿毛の会合同句集第２０集『街は鈍色』発刊

２００９・１・１３

綿毛の会合同句集第２０集『街は鈍色』発刊記念の

集い リレー式一句鑑賞 東桜会館

２００９・４・１５

渡辺 和尾川柳作品集『前略』発刊

２００９・４・１８

第１８回朝日中部川柳大会 朝日ホール

２００９・５・１２

綿毛の会５月吟行会 色金歴史公園と長久手古戦場

２００９・８・２６

第２８回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

２００９・１０・１７

第１８回センリュウ トーク 朝日ホール

主催・川柳みどり会

２００９・１０・２７

綿毛の会秋の吟行会 ノリタケの森

２００９・１２・２０

綿毛の会３０周年記念合同句集第２１集『遠い日か

ら』発刊

２０１０・１・１２

綿毛の会３０周年記念合同句集第２１集『遠い日か

ら』発刊記念の集い 東桜会館にて

２０１０・４・２４

第１９回朝日中部川柳大会 朝日ホール
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２０１０・５・１１

綿毛の会３０周年記念５月吟行会 三河三谷と蒲郡

２０１０・８・２５

第２９回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

２０１０・１１・０２

綿毛の会秋の吟行会 木曽三川公園にて

２０１０・１１・２１

第１９回センリュウ トーク 朝日ホール

２０１０・１２・２０

綿毛の会合同句集第２２集『白亜の壁』発刊

２０１１・１・１８

綿毛の会合同句集第２２集『白亜の壁』発刊記念の

集い 東桜会館第１会議室

２０１１・４・２３

第２０回朝日中部川柳大会 朝日ホール

２０１１・５・１０

綿毛の会５月吟行会 金華山岐阜公園にて

２０１１・８・２４

第３０回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

２０１１・１０・２２

第２０回センリュウ トーク 朝日ホール

２０１１・１１・８

綿毛の会秋の吟行会 半田市蔵の街周辺

２０１１・１２・２０

綿毛の会合同句集第２３集『真冬の月』発刊

２０１２・１・１０
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綿毛の会合同句集第２３集『真冬の月』発刊記念の

集い 句集鑑賞・尾崎志津子 東桜会館第１会議室

２０１２・４・

葵教室は以後矢田教室に吸収合併

２０１２・４・２１

第２１回朝日中部川柳大会 朝日ホール

２０１２・５・８

綿毛の会５月吟行会 有松絞り会館と町並み散策

２０１２・８・２８

第３１回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

２０１２・１０・２７

第２１回センリュウ トーク 朝日ホール

２０１２・１０・３０

香田裕子川柳作品集『芽を出せば』発刊 １１／２８

ホテルグランコート名古屋花梨にて発刊記念の集い

綿毛の会合同句集第２４集『新春 新芽』発刊

２０１２・１１・１３

綿毛の会秋の吟行会 ヤマザキマザック美術館

２０１３・１・８

綿毛の会合同句集第２４集『新春 新芽』発刊記念の

集い 東桜会館第１会議室

２０１３・４・２７

第２２回朝日中部川柳大会 朝日ホール

２０１３・５・１４

『綿毛』４００号と綿毛の会創立３３周年記念の食

事会 ホテルグランコート名古屋・花梨にて

２０１３・8・27

第３２回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催
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２０１３・１０・１

綿毛の会秋の吟行会 東山植物園にて

２０１３・１０・2６

第２２回センリュウ トーク 朝日ホール

主催・川柳みどり会

２０１３・１２・１９

石黒 鏘二氏逝去

２０１３・１２・３０

綿毛の会合同句集第２５集『25』発刊

２０１４・１・２１

綿毛の会合同句集第２５集『25』発刊記念の集い
東桜会館第１会議室 句集鑑賞・内田順子

２０１４・４・２６

第２３回朝日中部川柳大会 朝日ホール

２０１４・８・２７

第３３回ぶどう狩り吟行会 東浦町石田農園で開催

２０１４・１０・２５

第２３回センリュウ トーク 朝日ホール

主催・川柳みどり会

２０１５・１・１

綿毛の会合同句集を『綿毛』４１７号・増刊号とし

て発刊 一人３６句 『綿毛』２０１５年１月号よ

り（４１６号）表紙絵を竹中正道氏に依頼

２０１５・１・１３

綿毛の会合同句集発刊記念の集いと新年会

東桜会館第１会議室

綿毛の会は２０１５年６月より、東山教室と矢田

教室を合併し、金山の名古屋都市センター第６会

議室にて、毎月第１火曜日に例会を開催する



- 22 -

２０１５・５・１２

綿毛の会創立３５周年記念例会と記念の集い

ウィルあいち第１会議室

鈴木 詢氏、竹中正道氏のご出席をえて開催

２０１６・１・１

綿毛の会合同句集を『綿毛』４３０号・増刊号とし

て発刊 一人３６句

２０１６・５・１０

綿毛の会創立３６周年記念例会と記念の集い

名古屋都市センター第６会議室

会食をして、今後の綿毛の会について話し合う。

２０１６年６月７日（火）の例会を以て、綿毛の会を

閉じることに。

２０１６・６・７

現代川柳綿毛の会閉会




