
分類 誌名 号 刊行年月日 代表者 備考

俳句 若竹会誌 １号～１５号
大正5年11月21日
　　～大正7年7月

　山本勉彌 〈発行〉若竹会

分類 誌名 号 刊行年月日 代表者 備考

狂歌・俳句
黄鳥集
（歌集）

明治23年4月15日
〈編集〉
　 村上與介
　［阿武郡萩町大字土原馬場丁］

※山本勉彌文庫

分類 誌名 号 刊行年月日 代表者 備考

和歌
安新迺屋月波歌集
　　　（出詠集）

１号～３９号
明治27年9月15日
　　～明治30年11月3日

〈監修〉
　楢崎蘆翁
〈編集〉
　張安三郎
　［阿武郡椿郷東分村第１９４番屋敷］

〈発行〉響海館
　　　　　［阿武郡萩町第２２０７番屋敷］

※山本勉彌文庫

分類 誌名 号 刊行年月日 代表者 備考

短歌・短詩 人魚 創刊号・２号
大正9年11月15日（創刊号）
大正10年1月15日（２号）

　小方皓　［萩町江向八丁］ 〈発行〉人魚詩社

分類 誌名 号 刊行年月日 代表者 備考

萩川柳會詠草
　 （出詠集）

大正13年9月11日
　　～大正14年1月11日

〈発行〉萩川柳会

川柳萩 １号～３９９号
昭和46年4月27日
　　～平成16年8月27日

（１号～　　　 ） 　　　 中津江伊佐奈
（　　 ～９５号） 　　 　渋谷三休
（９６号～２７６号）　　松尾尚之
（２７７号～３５５号）  大庭政雄
（３５６号～３９９号）  萩原義夫

〈発行〉萩川柳会
昭和46年4月27日結成

分類 誌名 号 刊行年月日 代表者 備考

詩 季刊　碑 １号～１１号
昭和49年6月30日
　　～昭和55年11月1日

　田坂致和
　［萩市御許町９３番地］ 〈発行〉碑詩社

萩関係文芸同人誌萩関係文芸同人誌萩関係文芸同人誌萩関係文芸同人誌・・・・機関誌機関誌機関誌機関誌

川柳



分類 誌名 号 刊行年月日 代表者 備考

短歌 あらつち

創刊号
　　～４０巻１２月号

欠号
　１巻４月号
　２巻１月～４月号
　３巻３月・４月・６月・９月
　　　 １０月・１１月号
　４巻１月～７月
　　　 ９月～１２月号
　５巻１月～４月
　　　 ８月～１２月号
　６巻・７巻
　８巻１月～６月・８月・９月
　　　 １２月号
　９巻１月・６月・８月・１１月号
　１０巻６月・８月・１１月号
　１３巻２月・９月・１０月号
　２１巻１２月号
　２３巻６月～１２月号
　２４巻１月～３月・５月号
　２５巻２月～３９巻
　４１巻～５２巻６月号
休刊
　１９巻３月・４月・７月・８月号

昭和25年7月1日
　　～平成元年12月1日

（創刊号～４巻８月号）
　岩松文彌　［宇部市西區島岩松方］
（５巻５月号・６・７月合併号）
　伊藤文治郎
  ［山口県宇部局区内西下条］
（８巻７月号～９巻３月号）
　由井久次　［宇部市東区岬台］
（９巻４月号～１６巻６月号）
　竹内八郎　［萩市浜崎町］
（１６巻７月号～１９巻６月号）
　竹内八郎　［萩市浜崎町］
（１９巻９月号～２０巻１１月号）
　大田義一　［防府市上天神町5の13］
（２０巻１２月号～２４巻１２月号）
　竹内八郎　［萩市浜崎町］
（２５巻１月号）
　大田義一　［防府市上天神町5の13］
（４０巻５月号～７月号・９月号・１２月号）
　吉武寛人　［宇部市明神町1丁目1-2］

〈発行〉
（創刊号・２号）　あらつち発行所
（３号～）　　　 　 あらつち社
※昭和25年7月発足

黎明短歌

２２号・２３号
昭和５３年７月号
　～平成８年１１月号
欠号
　昭和５３年６月号以前
　　　　６１年６月号
　平成　７年４月号
　　　　　７年５月号
　　　　　７年８月号
　　　　　７年１２月号

昭和44年6月25日（２２号）
昭和44年8月  1日（２３号）

昭和53年7月22日
　　～平成8年11月15日

（昭和５３年７月号～昭和５９年３月号）
　小島経彦　［萩市土原３区］

（昭和５９年４月号～平成８年１１月号）
　岡清熊　［萩市後小畑］

〈発行〉黎明短歌会
※昭和42年2月5日発足、 平成８年１１月
　 解散

あらつち萩支部
　　　　　　歌会詠草
　　　（出詠集）

５回～５０回
欠号
　１回～４回
　６回～８回
　１１回～３３回
　３５回・３６回・３８回
　５１回～

昭和53年10月8日
　～昭和61年3月30日

井町正男 〈発行〉あらつち萩支部



分類 誌名 号 刊行年月日 代表者 備考

歌集　素描 第１～１７集
昭和57年
　　～平成2年3月16日

〈指導〉　大中一忠

〈発行〉
（第１～１４集）
　萩女子短期大学短歌会
　［萩市前小畑　萩女子短期大学
　　　　　　　　　　　国文科研究室内］
（第１５集）
　萩女子短期大学短歌クラブ
　［萩市前小畑　萩女子短期大学
　　　　　　　　　　　国文科研究室内］
（第１６・１７集）
　萩女子短期大学短歌クラブ
　［萩市椿東美萩台　萩女子短期大学
　　　　　　　　　　　　　　国文科研究室内］

指月短歌会作品集
　　　（出詠集）
（第１５回までは
　　堀内歌和会）

１回～１８０回
欠号
　１０３回・１１２回・１２５回

昭和59年4月24日
　　～平成15年2月9日

（１回～１３３回）　　  大中一忠
（１３４回～１８０回）　山本洋子
　　　　　　　　　　［平安古町西区の３］

〈発行〉指月短歌会

萩短歌会詠草
　　　　　（出詠集）

５１・５２回
欠号
　１回～５０回

４回～１４回
欠号
　1回～３回

昭和61年5月18日（51回）
昭和61年7月13日（52回）

昭和61年9月14日
　～昭和63年5月15日

岩倉律
〈発行〉萩短歌会
（15回以降は「かがり火短歌会作品集」とな
る）

かがり火短歌会
　　　　　　作品集
    　　　（出詠集）

１５号～１６３号
欠号
　８８回・１３１回

昭和63年7月17日
　～平成16年7月11日

（１号～１６０号）　野原ミドリ
　　　　　　　　　　　　［堀内２区の２］
（１６１号～１６３号）      中村泰子
　　　　　　　　　　　　［堀内１区の３］

〈発行〉かがり火短歌会
 ※昭和63年4月設立
（1回～14回は「萩短歌詠草」）

萩阿武合同
　　　短歌会だより

１号～１１号
平成6年12月4日
　～平成15年12月7日

大中一忠　（平成8年まで）
陽信孝　　 （平成9年～）

〈発行〉萩阿武合同短歌会
※昭和58年4月　萩合同短歌会結成
　 平成6年4月　萩阿武合同短歌会設立

短歌



分類 誌名 号 刊行年月日 代表者 備考

碧空

２号～１１号
３巻  ２月号・５月号
　　　 １２月号
４巻  ５月号・７月号

欠号
　１号・３号・その他不明

大正13年5月5日
　　～昭和2年7月15日

〈編集〉　柳原良助

〈発行〉碧空社
　　　　　（７号まで）
　　　　　　［阿武郡萩町大字平安古］
　　　　　（８号から）
　　　　　　［玖珂郡柳井町］

萩文化 １巻１号～８巻６号
昭和13年5月21日
　　～昭和19年6月14日

山本勉彌

〈発行〉萩文化研究会
　　　　　［萩市江向４２２番地］
※山本勉彌文庫
　久芳弧雲主宰の「明倫かなめ句会」
　（会員は女教師有志）の会員の句を発表

ながれ 創刊号～３号
昭和21年6月1日
　　～昭和21年10月1日

（創刊号）　村岡繁
（２号）　　　池田吉彌
（３号）　　　村岡繁

〈発行〉萩市役所内「ながれ」発行会
　　　　　［萩市大字江向４３３番地］

炎
２号
欠号
　１号・３号・４号

昭和25年4月10日 　縄田皆夫

〈発行〉萩文化集団

４号で廃刊
昭和26年11月に新日本文学会萩支部と改
称し「萩文学」を刊行

葦
１号・２号
欠号
　３号・４号

昭和25年7月31日
　　～昭和26年4月1日

　水城和夫
　［萩市御許町９５］

〈発行〉萩文学グループ　葦の会

昭和２７年４月「郡落」に改題

萩文学
創刊号～５号
欠号
　６号

昭和27年2月13日
　　～昭和29年8月1日

　繩田皆夫

〈編集〉　 角田和夫
　　　　　 ［萩市唐樋町］
〈指導〉 　諸井条次

〈発行〉新日本文学会萩支部
　　　　　［萩市唐樋町］

６号（昭和30年11月）で廃刊

飛ぶ火
１号～３号（復刊）
　（通巻７号～９号）

昭和28年1月15日
  ～昭和29年8月12日

〈編集〉　（１号・２号）
　　　　　　堀野元喜（凡亭）
　　　　　 （３号）飛ぶ火文芸同人

〈発行〉飛ぶ火文藝社
　　　　　［阿武郡彌富村］

防波堤 創刊号～８号
昭和30年10月1日
　　～昭和32年6月30日
（８号は発行日記載なし）

〈編集〉
（創刊号～４号）　永安俊昭
（５～７号）　　　　 大井政雄
（８号）　　　　　    編者の記載なし

〈発行〉
（１号～６号）　萩創作グループ
　　　　　　　　　［萩市東田町丸安家具店内］
（７号・８号）　萩創作グループ事務所
　　　　　　　　　［萩市北古萩４区　大井方］

文芸一般



分類 誌名 号 刊行年月日 代表者 備考

萩文化
（週刊新聞）

創刊号～１９号
昭和31年2月1日
　　～昭和31年6月20日

　田辺竹次郎

〈発行〉田辺竹次郎
　　　　　［萩市鶴江］
〈内容〉
　1.学校教育の紹介

　2.郷土史の紹介
　3.防長知名人氏の紹介
　4.社会教育諸団体、文化団体の紹介

　5.文芸作品の紹介　他

※昭和31年7月1日より萩時報として新発足

はぎ　（萩）
２号・３号
欠号
　１号

昭和31年8月1日
　　～昭和31年12月1日

　角田一夫

〈編集〉　口羽素行

〈発行〉蜂のグループ
　　　　　　［萩市唐樋町］

季刊　童心 創刊号・２号
昭和32年7月20日　 （１号）
昭和32年12月20日　（２号）

〈編集〉　萩童話研究会
〈発行〉萩童話研究会
        　 ［萩市江向  山口県立萩図書館内］
　※会の発足は昭和26年

さゞ波 創刊号～４号
昭和34年5月1日
　　～昭和34年10月1日

〈編集〉　小屋昭男/阿部次男
〈発行〉萩市役所内さゞ波同人
　　　　　　　　　　　［萩市江向］

波涛 創刊号～１１号
昭和37年4月5日
　　～昭和40年4月1日

　中原義之

〈編集〉　阿部次男/野村英士

〈発行〉
　萩市役所職員文芸部
　　　　　　　［萩市江向］

おとずれ
１７号
欠号
　１号～１６号

昭和40年4月15日
〈会長〉　森下正治
〈編集〉　全電通萩分会編集部

〈発行〉全電通萩分会

さえら 創刊号・２号
昭和42年6月20日　（１号）
昭和43年7月1日　　（２号）

〈編集〉
　（創刊号）　伊東学信
　（２号）　　　下瀬信雄
　　　　　　　　 枇杷木徹也
　　　　　　　 　山谷輝子
　　　　　　　 　吉光茂子

〈発行〉萩文芸同好会
　　　　　［山口県立萩工業高校内］

文集　くさぐさの記 １号～２４号
昭和54年12月
　　～平成16年6月

（１号～５号） 　　村上操
（６号～１１号） 　前田明子
（１２号～１９号） 村木美枝子
（２０号～２３号） 山本峰子

〈発行〉萩読書会
 ※会の発足は昭和48年

シエスタＨＡＧＩ 創刊号～７号
平成9年11月25日
　　～平成12年2月25日

　上里剛士
〈発行〉（１号～６号）アガリ文筆評論事務所
　　　　　                 ［萩市平安古町225-1］
　　　　　（７号）アガリ総合研究所

岬（文集）
創刊号～２巻１２号
欠号
　３号・５号～９号・１３号

不明 不明
〈発行〉萩市役所内岬同人会
　　　　　　　　　　　［萩市江向］

文芸一般



分類 誌名 号 刊行年月日 代表者 備考

校友会雑誌
（県立萩中学校）

１～３４号
欠号
　６号・９～１９号・２２～２４号
　２７～２８号・３５～４０号

明治34年4月15日
　　～昭和10年12月20日

〈編集〉
（１～３号）　　　　波多政義
　　　　　　　　　　　［長門國阿武郡
　　　　　　　　　　　　萩町第１５２８番屋敷］
（４～７号）　　　　品川精一
　　　　　　　　　　　［阿武郡萩町
　　　　　　　　　　　　　第１０５番屋敷］
（８号）　　　 　　　益成敏熊
　　　　　　　　　　　［阿武郡萩町］
（２０～２１号）　　三輪勗
　　　　　　　　　　　［阿武郡椿町］
（２５～２６号）　　三輪勗
　　　　　　　　　　　［阿武郡萩町］
（２９～３４号）　　須子五郎

〈発行〉萩中学校校友会
※昭和１６年まで発行
　
　萩中学校教師古森重馥、宮沢精一郎、藤
井百輔、安藤紀一、郡司厚等が和歌を、頓
野指月はじめ生徒有志が俳句や新体誌を
掲載した。後には金子乙助、中津江延彦も
掲載した。

南園会誌・南園会
報
（阿武郡立實科
　　　　高等女学校）

１３号～
欠号
　２～１２号・１６～２３号
　２６号

大正13年5月5日
　　～昭和13年3月22日

〈編集〉
（１号）　　　　　 南園會々報部
（１３～１５号）　不明
（２４～２５号）　木村武彦

〈発行〉山口県阿武郡立實科高等女学校
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　南園会々報部
　　　　 山口県立萩高等女学校南園会

　※第９号から生徒の和歌、俳句等を掲載し
　　 ている

緑光
（県立萩商工
　　　　　高等学校）

創刊号
欠号
　２号～

昭和31年9月20日 〈編集〉吉村武男/三浦信行/今江弥生
〈発行〉山口県立萩商工高等学校文芸部
　　　　　［萩市江向］

校友会誌


