1

三井住友トラスト・カード

2023
JANUARY

vol.

64

俳句
今月のピックアップ

新規入会＆Apple Payの
Visaのタッチ決済で
最大1万円が当たる！
プラチナ・ゴールドカード
ご利用で 10万円が
150名様に当たる！

vol.

64
身近な製品や業界、新技術などの しくみ に迫る
「世の中のしくみ」
シリー

俳句

ズ。第64回は
「俳句」
です。俳句といえば、古風なイメージがありますが、

介して、俳句の魅力に迫ります。

俳句の起源は、室町時代に行われていた連歌だと言われている。連歌
とは複数人で
「五・七・五」
と
「七・七」
の句を1句ずつ順々に繋げる遊び
のことで、季節の情景や恋の句などを詠んでいた。その魅力は七五調
のリズムだけでなく、他者の句から新たな発見があること。貴族だけ
でなく武士も、連歌を詠んで戦で疲れた心の慰めにしていたという。
※諸説あります。

基本

がなくても
応用 「季語」
俳句になる!？
実は俳句には、季語を使わない場合もあり、そのような俳句を
「無季俳句」
と呼ぶ。季語を使わず情景や情緒を表現するという手

俳句の三本柱！

の 17音をベースとすること。２つ目は、
「季語」
を入れること。そし
季定型が出来上がる。この三本柱は絶対ではなく、
「五・七・五」
にと
の可能性が拓かれている。基本をマスターしたら挑戦してみよう。

季俳句

季語もしくは季節感がな
い俳句。季語の代わりに
一句の核となる主題があ
ると良い。

Column

季語は日々進化 する！
？
切れ字
感嘆や詠嘆を表す言葉で、
「 や・かな・けり」などが 代
表 的。切れ字で言 葉を区
切ることで、聞き手に一段
と強く情景を想像させる効
果がある。

るだろう。

めてみよう。魅力的な俳句を作るコツは、
季語が輝くかを中心に考えること。食べ

詠みたい 情景を
一
想像 する

ら情景を想像するのもおすすめだ。例えばレモン

時代の移り変わりとともに、
季語も日々アッ
プデートされている。例えば
「バレンタイ
ンデー」
は、比較的最近歳時記に加わった
新しい季語だ。また
「氷菓子」
の一種である
「ジェラート」
のように、
元々あった季語から
派生し、
季語になることも。

物が キッチン に置いてある情景はすぐ
に想像できるが、食べ物が 草原 にある
となれば、聞き手は理解するためにその
情景を想像する。日常から少し飛躍した
情景の発見は、俳句の面白さであり醍醐
味の１つ。ぜひそんな俳句を目指してみ
よう。

を季語に選ぶなら、 酸っぱい という点に着目す
るのか、それとも 黄色い色 に着目するのかで思
い浮かぶ情景は異なる。その中から一番詠みたい
情景を選べば、句のテーマを決めやすい。

神野紗希

神野紗希

上の句

五

古池や
蛙飛び込む
水の音 松尾芭蕉

季 節を表す言葉。現 代で
は数 千 の 季 語があるとさ
れる。季語選びには、それ
らを集めて分 類した
「歳時
記」
を活用するのも良いだ
ろう。

中の句

下の句

季 語

ば、本格的な俳句作りをすることができ

或る星の
末期の光
来つつあり

季語を使用し季節感もあ
る俳句。さらに、五・七・五
の形も守っている句は、
「有季定型」
と呼ばれる。

無

にまとめる

書き出した文章を基に、五・七・五にまと

と想像しやすい。先に季語を選んで、その特徴か

季俳句

三 文章を五・七・五

を用意しよう。さらに歳時記を用意すれ

いつもより青い」
など、日頃の発見をメモしておく

らわれず自由な韻律で表現する
「自由律俳句」
など、さまざまな俳句

七

書くものは、紙とペンでも、パソコンやス
マートフォンでも、自分が書きやすいもの

との違いを見てみよう。

ひきだしに
海を映さぬ
サングラス

て３つ目は、
「切れ」
をどこかに作ること。この３つを守ると俳句の有

まずは道具を準備する

自分が詠みたい情景を想像しよう。
「今日の空は

有

俳 句 に は、基 本 と な る 三 本 柱 が あ る。１つ 目は、
「 五・七・五 」

俳句作りに大切なのは、
日常から興味深い情景を切り取る
「発見力」
。
作ることこそ俳句の醍醐味。今すぐチャレンジしてみよう！

法で、松尾芭蕉の時代から使われている。季語を持つ
「有季俳句」

これさえ守れば誰でも俳人！
？

五

俳句作りの
すゝめ

現代でも多くの人を魅了しており、
日常生活で俳句と接する機会も増えて
います。今回は、俳句の基本的なルールと簡単に俳句を作れるコツをご紹

俳句のなりたち

？
！
武 士の心も慰めた

今すぐ
できる

四

最後は誰かと

分かち合おう

俳句が出来上がったら、人に披露してみ

文章におこしてみる

よう。家族など近しい人に聞いてもらう

詠 み た い 情 景 を、自 分 の 言 葉 で 文 章 に す る。

するのもおすすめだ。自分の俳句の批評

二

「レモンが酸っぱくて口をすぼめた」
のような文章
で、情景にまつわる思いついたものをランダムに
書き出してみよう。俳句にする際に基となる文章
なので、この段階では自由に書くのがポイント。

のももちろん良いが、新聞やSNSへ投句
がもらえるだけでなく、他の人の俳句に気
軽に触れられるため、スキルアップできる
だろう。

監修／神野紗希 愛媛県松山市生まれ。高校時代に放送部の取材で
「俳句甲子園」
と出会い、俳句を始める。お茶の水女子大学大学院で近・現代俳句を研究後、各地で講演や
ワークショップも多く開催。著書に
『俳句部、はじめました』
（岩波書店）
、
『もう泣かない電気毛布は裏切らない』
（日本経済新聞出版社）
など。

VJA
主催

入会するなら
今がチャンス！

Visaカード個人会員限定

条件①

新規入会＆ Apple Pay の Visa のタッチ決済で
2023年1月5日～3月31日
要エントリー
最大1万円が当たる！
2023年1月5日～5月31日
実施期間

最大で

カードご入会

カードご利用

10,000 円 キャッシュバック！

期間中にご入会のうえ、合計1万円以上（税込）
カードを利用された方の中から抽選で

500名様に 5,000円を

条件②

外れた方も、
当選された方も

キャッシュバック！

W チャンス

W

Apple Payを設定し、Visaのタッチ決済を
利用された方の中から抽選で

500名様に 5,000円を

チャンス
賞

キャッシュバック！
※条件②は回数、金額は問いません。

※[条件①]の利用は「iD( Google Pay™ 、Apple Pay)」の利用は対象。
※[条件②]の利用は「iD( Google Pay™ 、Apple Pay)」の利用は対象外、新規入会カードとApple Payの紐づけが対象。

エントリー・
詳細は▶

https://www3.vpass.ne.jp/cp.jsp

お手持ちのカードの発行会社を選択 ▶
《Visa限定》新規入会＆Apple PayのVisaのタッチ決済で
最大1万円が当たる！

当選発表 2023年7月のご利用代金WEB明細書に表示いたします。(予定)
［ご注意］●Mastercard、銀聯カード、コーポレートカード、一部の提携カード、デビットカード、プリペイドカード等は本キャンペーンの対象となりません。 ●買物利用には、リボ払い・分割払い利用分が含まれます。
● Google Pay は Google LLC の商標です。●Apple PayはApple Inc.の商標です。●「iD」は株式会社NTTドコモの商標です。
主催：VJA
➡必ず下記の

VJA
主催

プラチナ・ゴールドカードご利用で
10 万円が 150 名様に当たる！

期間中、カードご利用金額合計 10 万円（税込）を 1 口として抽選。

！ キャンペーン共通のご注意

もご確認ください。

Visaカード個人会員限定
実施期間

2023年1月5日～3月31日

要エントリー

※プラチナカード会員は抽選口数が 2倍となります。

150名様 に10万円をキャッシュバック！
エントリー・
詳細は▶

https://www3.vpass.ne.jp/cp.jsp

お手持ちのカードの発行会社を選択 ▶
《Visa限定》
プラチナ・ゴールドカードご利用で
10万円が 150名様に当たる！

当選発表 2023年5月のご利用代金WEB明細書に表示いたします。(予定)
［ご注意］●Mastercard、ビジネスカード、銀聯カード、コーポレートカード、一部の提携カード、デビットカード、プリペイドカード等は本キャンペーンの対象となりません。●買物利用には、リボ払い・分割払い利用分、iD（含む
Apple Pay、Google Pay™ ）利用分が含まれます。● Google Pay は Google LLC の商標です。●Apple PayはApple Inc.の商標です。●「iD」は株式会社NTTドコモの商標です。
主催：VJA

！ キャンペーン共通のご注意

➡必ず下記の

！ キャンペーン共通のご注意

もご確認ください。

●抽選および特典付与時点で当方カードを退会あるいは会員資格が停止された場合は、キャンペーンの対象となりません。●当方が同時期に実施する他のキャンペーンに同時にエ
ントリーされた場合、法令上の規制その他の事由によりキャンペーンの特典を重複して付与できない場合があります。●金額には消費税等が含まれます。●家族カードの利用分も本会員利用分と合算します。●年会費、
キャッシングリボ、海外キャッシュサービス、その他ローンサービス、リボ払い・分割払い手数料、当方情報誌定期購読料、一部の保険料等は対象となりません。●加盟店から当方あて売上伝票の到着が遅れた場合、キャン
ペーンの対象とならない場合があります。●エントリーに関わる情報は当方で管理し、本キャンペーンの抽選に限り利用します。●当選人数はVJAグループ（除く三井住友カード㈱）全体の人数となります。●当方社員お
よびその関係者は本キャンペーンの対象となりません。

開催日

プラチナカード・ゴールドカード会員の皆様へ

VJゴルフコンペ

2023年

～茨木カンツリー倶楽部 西コース（大阪府）～

茨木カンツリー倶楽部 西コース

3月 9日（木）

8：32 スタート（予定）

大阪府茨木市大字中穂積25

名匠井上誠一氏設計。2011年米国屈指のゴルフコースデザイナー Rees Jones 氏の手により、
世界基準に適した戦略性の高いコースへ改造された名門コース。
倶楽部創立100周年を迎える 2023年にメジャー大会日本オープンゴルフ選手権が開催されます。
■募集人員：60名様 ※抽選受付。
■参加資格：VJA グループのプラチナカード・ゴールドカード会員とその同伴者
※対象のグループカードについては、VJAホームページをご確認ください。

■参加費用：プレー費およびコンペ参加費等（税込） ※1名様からお申し込みいただけます。
上記カードの会員ご本人とその配偶者

左記以外の方

32,800円

35,000円

茨木カンツリー倶楽部 西コース
（大阪府）

■競技方法：18ホールストロークプレー（新ぺリア方式）※キャディ付、乗用カートでのプレーになります。

■お申し込み方法：下記ホームページの「VJゴルフコンペ参加申込書」
「宛名用紙」をプリントアウト。ご記入のうえ、
「宛名用紙」を封書に貼り、お申し込みください。
■お申し込み締切日：2023年1月26日（木）※当選案内：2023年2月2日（木）発送予定。 ■キャンセル料：2023年2月16日（木）より、お1人につき6,600円（税込）発生します。
詳細は

http://www.vja.gr.jp/rd/nv/index.html
インフォメーション ▶ 2022年度「VJ ゴルフコンペ」のご案内

［ご注意］
●お申し込みは4名までとなります。●参加費用のお支払いは、VJAグループのクレジットカードより通常のカードご利用代金と同様に自動引き落としとなります。なお、VJAグループのクレジットカードをお持
ちでない方は、会員ご本人のカードに合算いたします。●飲食代等の代金は、当日ゴルフ場にて各自実費精算となります。●プレー後のパーティー等はありません。成績表は後日発送いたします。●参加申込書にご記入い
ただいた個人情報は、VJAおよび
（株）
エスシー・カードビジネス、
（株）
リロクラブ、
（株）
スコアネットが管理し、本コンペの運営に関するご連絡
（お申し込み内容の確認、開催内容のご案内、当日の運営等）
および次回以降の
開催のお知らせに利用いたします。また、ゴルフコンペに必要な範囲内でゴルフ場へお客様の個人情報を提供いたします。●本コンペにお申し込みいただいた時点で、前述の個人情報の利用および提供について同意いただ
いたものと見なします。●本コンペは新型コロナウイルス感染拡大などの不可抗力により、中止となる場合があります。
主催：VJA 運営：（株）エスシー・カードビジネス、
（株）リロクラブ、
（株）スコアネット

Vpass & WEB 明細書サービス登録キャンペーン 2022
WEB明細書への切り替えは今がチャンスです！

実施
期間

第2弾

第2弾

10月1日～2023年3月31日

要エントリー

期間中に合計5,000円（税込）以上カードをご利用になり、下記条件を満たした方の中から抽選で

4,000名様に 2,000円をキャッシュバック！
！
応募条件

❶「Vpass」
に新規でご登録 ➡

1口

❷「カードご利用代金WEB明細書サービス」
に新規でご登録 ➡
※①と②両方の条件を満たすと 2口として抽選します。

エントリー・
詳細は▶

https://www3.vpass.ne.jp/cp.jsp

当選発表 2023年5月～ 6月にご利用代金WEB明細書に表示いたします。(予定)

1口
※第１弾は終了しています。

お手持ちのカードの発行会社を選択 ▶
Vpass & WEB明細書サービス登録キャンペーン 2022
主催：VJA

［ご注意］●銀聯カード、コーポレートカード、一部の提携カード、デビットカード、プリペイドカード等は本キャンペーンの対象となりません。●エントリー前に利用されたキャンペーン期間中のご利用分も対象とな
ります。
➡必ず左記の ！ キャンペーン共通のご注意
もご確認ください。

年末年始にともなうお知らせ
お問い合わせ窓口について
弊社は 2022年12月30日(金)から 2023年1月3日(火)まで休日のため、お問い合わせ対応をお休みさせていただきます。
恐れ入りますが、お問い合わせ・ご相談などにつきましてはお早めにご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。ま
た、年始は 2023年1月4日(水)から営業開始となりますが、当日はお電話が集中し、繋がりにくい場合がございます。そ
の際は、別の時間に改めてお掛け直しいただきますよう、お願い申し上げます。なお、各種照会・お手続きはインターネッ
トサービス
「Vpass
（ブイパス）」
もご活用ください。

2023年1月10日（火）お支払い分の
「あとからリボ」
・
「あとから分割」のお受付について
年末年始で何かと出費のかさむシーズン。
「あとからリボ」・
「あとから分割」もぜひご活用ください。
お支払い口座

お手続き期限

三井住友信託銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・
りそな銀行・埼玉りそな銀行・千葉銀行・ゆうちょ銀行
上記以外の金融機関

2022年12月29日(木)まで
締め切らせていただきました

●各種お手続きはインターネットサービス「Vpass」もご利用いただけます。ご意見・ご要望はお客様相談室をご指定ください。
関東財務局長（13）第 00529 号
日本貸金業協会会員第 000346 号

〒 105-8574 東京都港区芝 3-33-1

03-6737-0800〈9：00～17：00（土・日・祝日および 12/30～ 1/3休）〉

●プラチナカード・ゴールドカード会員の方はプラチナデスク・ゴールドデスクをご利用ください。
プラチナデスク

https://www.smtcard.jp/

カ ー ド の 紛 失 ・ 盗 難 は

TEL :

……………

（通話料無料）

0120-492245 ゴールドデスク 0120-492268〈9：00～17：00（土・日・祝日および 12/30～ 1/3休）〉

【弊社営業時間内】9：00～17：00 【弊社営業時間外】
上記までご連絡ください。
VJ 紛失・盗難受付デスク 0120-919456（通話料無料）24時間・年中無休

〈クレジットはあなたの信用です。ご利用は無理なく計画的に。〉

