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連句協会会長上田渓水

古式俳譜は表十句に始まり︑百韻で満尾する︒かように人には十を以て一区

切りとする習性がある︒それは人が手に十本の指を持っているからであろう︒

かって正岡子規の﹁連俳は文学に非ず﹂の一言により逼塞させられた連句は︑

先覚の努力によって連句懇話会が発足し︑連句協会へと発展し︑創立満十年を

記念して現代連句集を編むまでに到った︒子規の呪誼から百年後のことである︒

また︑十年一昔と言うが︑この間に国民文化祭が定着し︑多くのグループが生

まれ︑多くの連衆を得て︑再び現代連句集の第二集を編む気運が盛り上った︒

この連句集が︑古き連衆には鑑賞の楽しみを︑新しき連衆には入集の喜びを︑

そして未だ知らざる人には連句への誘いをもたらし︑平成初期の作品集として

燦然と輝き︑よき資料として後世への連句発展のよすがとなれば幸いである︒

終わりに臨み︑編纂に携わられた諸氏並びに作品をお寄せ下さった方々に心か
ら感謝申し上げる次第である︒
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序

連句協会二十年史
連句協会副会長理事長士屋実郎
前説昭和五十六年連句懇話会としての発足から︑六十
三年の連句協会への改組︑更に平成三年までの足取りは既
刊﹁現代連句集﹄に詳述されている︒従ってここではそれ
以後の経過を記することとする︒

｜協会の構成
会則により︑会員は正会員︑賛助会員︑名誉会員より成
る︒平成三年版と十三年版の年鑑によれば右の通りである︒

ことで︑もっと若い会員の入会に努力すべきである︒

役員構成はほとんど変化なく︑理事三十五名︑監事二名

の体制で運営されている︒ただ国民文化祭に協力するため︑

開催県から︑国民文化祭担当理事を加えることにしている︒

なおこの十年間で会長は阿片瓢郎氏から大林杣平氏︑今

泉宇涯氏に替わり現在は上田渓水氏が就任されている︒

またこの間︑連句界の有力者が物故された︒その主な方々

は次の如くである︒︵敬称略︶

森月鼠平成三年三月

岡本富子三年一二月一日︵懇話会会計︶

見学玄四年八月一三日

岡本春人四年一○月一一日

橋間石四年二月二八日

阿波野青畝四年一二月二二日

福井隆秀六年二月二七日
赤田聴雨七年三月一九日
阿片瓢郎七年七月二五日

９

正会員賛助会員名誉会員顧問合計

平成三年妬略４４Ⅲ

していないことがわかる︒その内容は毎年七︑八十名の入

宇和川匠助七年一二月一○日

平成十三年畑８３２恥

会者がありながら︑死亡者を含み退会者が六︑七十名ある

柚木治郎八年四月二日

これを要するに会員数はこの十年間で九十五名しか増加

ため︑全体の会員数は年に十名程度しか増加しないという
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暉峻

窪田

今泉

今泉

三好

宇田

和子

康隆

薫

忘機

宇涯

龍肝

零雨

一三年五月一六日

一三年四月二日

一一年一○月四日

一一年七月三○日

一○年六月二八日

八年七月二日

八年六月二二日

５〃二︑五○○円三四一二四六四二一三三

４−︑一○○部二︑三○○円三五頁一九一頁五頁四一頁一穴六頁

６〃〃四三一二○六一七二九○
７〃〃三○一三六七一八三○九
８〃〃六七二四七七一九三五九

注文数売価文章頁連句頁結社表住所録合計頁

内容を前例に倣って記せば次のようになる︒

式田

９〃〃六一一二八二七一九三八五
１︲

ｍ〃〃四二二七○八二○三五七
１〃〃六八二五九八一二三六四
哩〃〃四四二七七八一二三六八

咽〃〃五八二五九九一三一三︿五

が︑平成六年より十年までを宇咲・磯直道両氏が担当し︑

、

二協会報と連句年鑑
協会報六一号から一二○号までの十年間︑そのスタイル
はほとんど変わっていない︒この基礎を作ったのは宮下太
郎氏である︒氏は昭和五十八年の一七号より平成十一年の
一○九号まで︑十五年の永きにわたり編集から発送まで一

があったと聞いている︒葱に深甚なるお礼を申し上げるも

平成二年より今日まで磯・小川廣男両氏が担当している︒

なおこの編集は平成四年五年を宇咲冬男・福井隆秀両氏

のである︒二○号以降は引地冬樹氏を編集長とし︑土屋

また結社表︵グループ概況︶と会員住所録は一貫して伊藤

手に引き受けてこられた︒奥様のご協力も並々ならぬもの

実郎︑小林しげと︑浅野黍穗︑澁谷盛興︑今村苗︑青木秀

藪彦氏のお骨折りを頂いている︒

これら年鑑の論文の題名と執筆者を表にすれば次の通り

樹の各氏が編集委員として協力し発行を続けている︒

連句年鑑も平成四年以降︑順調に刊行されている︒その
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である︒

平四年連句の式目乾
自他論への回想的反省士屋
スキなものはスキだから遊び盛り矢崎

平五年挨拶の寓意白石
北米ツァー・連句曼茶羅の時代近藤

宮下太郎

廣川治

連句あれこれ︵思い出すことなど︶

平十年連語句について
裕幸

荒川有史

水野隆

平十一年西鶴と芭蕉

大野鵠士

﹁冬の日﹂讃

連句と四三

松永静雨

実郎

悌三

再び俳譜について

密田青々

註塁

蕉肝

俳譜・赤穂義士伝

〃かるみ″への道をたずねて

二村

森山

文人

昌枝

浅野黍穗

川野蓼艸

尾崎左永子

渓水
一郎

我が俳譜修業

連句の数理上田
平六年千那俳論書﹁鳳鳴談﹂の付合論復本

青宵

﹁癒しの連句﹂の見たもの

平十三年﹃芭蕉自筆奥の細道﹄を読む

平十二年﹁連句﹂の僻見ｌ短歌の立場から

芭蕉の俳譜と現代連句に必要なこと中尾

幾多

ｌ連句・結びの力ｌ
三郎

忠男

連句一目惚れの記西
平七年国際連句の哀歓荒木

句連句の音調森

紅花

連句の評論と実践

平八年連句における子規と虚子村松

静雨

連句碑建立に寄せて松永

連句のコスモロジー

矢崎硯水

康子
則子

ｌ言語と唯識とＩ

狩野

忘機

平九年連句の性格付三句の渡り今泉

冬樹

近衛中将藤原実方

アンケート報告名古

蓼艸

一九九一年に行った作法・式目に関する

旅路の果て川野

連句と俳句の間引地
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三全国大会︵総会︶

西山宗因のめざしたもの

この全国大会に準ずるものとして関西大会がある︒現在

光田和伸蕉風俳譜の真価

催されて来たが︑平成五年度より総会も兼ねてということ

は﹁関西・連句を楽しむ会﹂と銘打って︑今日まで九回開

加日本青年館過・４・巧

で事業報告も行うようになった︒また開催日も六月が多かっ

催されている︒そのきっかけは︑︿俳詣寒菊堂連句振興基

毎年一回行うことになっている全国大会は次のように開

たが︑総会を兼ねるならばもっと早くということで︑第二

金﹀により︑平成四年九月一五日大阪・御堂会館で開催さ

れた﹃現代連句シンポジウム﹄である︒参加者百余名︒こ

十回は四月となった︒第十一回以降の概要は次の如くであ
ブつ○

の会があまりにも楽しかったので︑以後形を変えて︑毎年

行うようになった︒これには協会副会長の近松寿子女史を

中心に︑関西在住の岡本星女︐澁谷道︑品川鈴子の三女史

回会場年月日出席︵名︶講師演題
︑増上寺４．６．週︑赤羽学
芭蕉１行きて帰る心

が力を合わせて企画運営にあたっている︒平成五年以降の

５９．４．咽東山・法然院

肥詑澁谷道

幽皿近松寿子

４８．５・岨神戸・しあわせの村︑劃品川鈴子

３７．５．詔洛西・仁和寺

１５．９・巧東山・法然院銘巧近松寿子
２６．５．躯嵯峨・清涼寺︑胆岡本星女

回年月日場所参加者俳席幹事

開催状況は次の通りである︒

昭赤羽会館５．６．週︑今栄蔵芭蕉と連句の座

過〃６．７．２却復本一郎連句の恋
皿〃７．６．泌卸鈴木勝忠連句と雑俳
賜〃８．６．羽Ⅷ尾形仇連句の鑑賞法
血・６・加蜘塩田丸男連句と私

″ｎ．６． 皿伊藤桂一私の文芸勉強
″廻・６．妬蜘鈴木長駆

″

焔日本青年館９．６・犯皿別所真紀子奥の細道女人考
７
１
１

８
９
１
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172

６ｍ・５．Ⅳ祇園・知恩院
７︐．５．９宇治・万福寺
８吃・５・皿神戸・薬科大学

ｗ

澁谷道

畑廻岡本星女
唖調品川鈴子

９週・６．ｍ祇園・八坂神社唾犯近松寿子

連句文芸の可能性

・叩・鯉半歌仙諾桜井武次郎

恋句の作り方味わい方

６千葉軒嘩メッセ３．皿・型表六句麺皿東明雅

？石川痛轤
︵協賛︶花巻

８岩手千秋閣５．︐．︐なし蛇
これを見てもわかる通り︑この大会は
出席者が多く︑全１
国大会に匹敵する規模になりつつある︒

胆香川善癖吟閣 ９．叩妬半歌仙諏皿復本一郎

皿富山井雑泉寺８．９．羽歌仙蝿諏

下野に係わる連句芭蕉・巴人・蕪村を訪ねて

加栃木黒羽７．ｍ・鋤半歌仙唖皿江連晴生

９三重瀧緬畿館６．ｍ・謁半歌仙唖刎古館曹人

四国民文化祭連句部門雑の世界
平成二年の第五回国民文化祭えひめ以来︑正式に参加す
ることとなり︑募吟の奨励︑選者の推薦︑大会への参加と︑

開催県と協力して大会を盛り上げている︒平成元年以降国
民文化祭の連句部門の概要は次の如くである︒

者演題連句はどのように読まれたのか

回開催地年月日公募・数出席講演者

４霊畿鵡元皿型︾州け将井本農一喝大分弱緯皿皿型半歌仙鰯〃子咲冬勇

連句私見連句の座のあいさつ

５愛媛誰鋤記念館２．ｍ・四半歌仙加伽暉峻康隆皿岐阜岐檸諦館皿・皿・妬短歌行祇唖堀切実

連句のこし方ゆく末芭蕉の連句の笑い
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脂広島識や一訂哩・皿・ゞ半歌仙謡佐寄木久子
酒と旅と私流連句

略群馬郵崎変薪蚤週・皿．ｕ半歌仙班狸矢崎藍
連句恋々伝統から未来へ

五連句協会賞・功労者表彰及び優良図書表彰
連句協会賞の選定は︑第十五回︵平成九年︶まで行われ

六各地の連句大会と作品公募

さて︑この十年間︑全国各地でいろいろな連句大会が催

されるようになった︒そしてそれらの大会は左の如く毎年

継続して行われるもの︒また作品を公募するものが多くなっ
た︒

平成十三年公募

全国連句新庄大会昭回半歌仙

さきたま連句大会過歌仙
全国連句津幡大会８半歌仙

た︒しかし︑その選定の意義・方法等につき議論多く︑結
論の出ぬまま︑暫く休止することとなった︒この間の事情

芭蕉祭弱翁発句の脇起り半歌仙

この他︑単発ではあるが︑作品公募を行ったものとして

ことも喜ばしいことである︒

県民芸術文化祭などが行われ︑その連句部門が活発である

興り︑三重文芸祭・さぬき文芸祭・愛媛県民文化祭・大分

また︑国民文化祭の余徳として︑開催各県に文化事業が

平成連句競詠コンテスト３作品形式自由

については︑平成十年版の連句年鑑に中尾青宵氏の報告が
あるので参照されたい︒

功労者の表彰は平成五年阿片瓢郎氏︑六年福井隆秀氏︑

七年大林杣平氏︑以後数年はなく︑十三年宮下太郎氏に対
して行った︒

また︑優良図書の表彰は平成四年︑小松崎爽青著﹁爽青
連句集﹂︑窪田薫著﹁一九九○年の獅子料理﹂に対して行っ
て以来︑休止されている︒

平成十一年に荒木田守武四五○年記念連句大会・しまなみ

− ワ
ー
I

連句コソテスト︑平成十二年に全国いなみ連句大会・飯尾
宗祇五百年祭などがある︒作品公募は行わないが永く続い
ている連句会に︑俳譜時雨忌︵二八回︶がある︒正式俳譜
を継承しているものに︑大山阿夫利神社の会︵二○回︶︑

青
青しぐ
ぐれ
れ忌
忌︵
︵︲十三回︶がある︒これらについては協会報を
参照されたい︒

これを要するに︑一つの連句の座が新しい連句の座を呼
び起こし︑連衆のネットワークが︑益々綿密に複雑になっ

てゆくということで︑協会の活動もこの﹁連句の輪﹂のひ
ろがりに貢献してきたといえるであろう︒

なお︑本稿を草するにあたり︑小林しげと氏より資料の
提供をうけたことを記し感謝の意を表す︒
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連句協

賞受賞作

今云

口叩

第十回連句協会賞佳作

︽郡山・郡山連句会︶

歌仙﹃大年﹄
大年の人の夢見や摩天楼

佐藤淳捌

独り良がりの田舎三段

花の門心明るき通勤路
入学式の母子輝やく

駅占ひの客を待つ影

ナォタ霞梵鐘時を知らす頃

五月雨は侘びしと膝に猫を抱き
引き寄せられしうすぎぬの肌

昔貴族の御曹司とか

停年の男にもある更年期

知名度を楯に選挙の表裏
差す大盃に映る地獄図

佐藤淳
中西暗

大和田悠紀

頼母しき輸送機無事に帰り来て

淳

野

花の香の盛を今に旧城阯
球児見送る青き踏む丘

作業衣の坊ちゃん学士現はれて
ピーヒャラピーヒャラ流行の曲

土地測量に目印の杭

ナゥ蔦紅葉裏街道の道祖神

新米納め倉静かなる

酔漢の濡れて去り行く十三夜

雪舟らしぎ床の掛軸

依田きよの

大槻芳野
太原紗都
佐藤春

幾星霜を深海の亀

秤雄二蓉畦朋仁呵申蕾︵於・佐藤淳宅︶
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潮の如き短日の駅

念願の古典漸く読み了へて
うろこの落ちし一筋の道

篁のざわめく奥に月の影

鶴来る里にちぎり絵の展

の

紀

ゥ爽やかに友禅干され艶の良き

役者気取りの腕白の声

寒月の下にテレビの録画撮り

紀

春

都

瞭

移り香を内ふところに忍ばせて

覚めて傍しオーロラの夢

暮らし変らぬ焼芋の笛

報道は日毎に怪奇世紀末

先生と云はれ胸張る金バッジ

春瞭都野の淳春紀春都淳瞭の紀野春淳野瞭の都

第十回連句協会賞佳作

︽豊川・こ為子も連句会︾

後藤志津枝

歌仙﹃花二干﹄

空蕩々白木蓮の花三千

月山富佐子

八木聖子

渥

石黒正子
稲垣渥子
岡本道子

柱時計の振子動かい

学友と久關を叙す花の下
草餅分けし故郷の土手

ナォブラソドのスニーカー履き遍路づれ

芭蕉ブームとポストモダソと
待ちかねし本絶版のしらせくる
さらさらさらと雪はみぞれに

寒林のチェンバロの音はいづこより

ステンドグラス昏く尼僧衣
純愛はすべてを越えて国境線
眼もと涼しき人に抱かれむ

月うっすらと鮭いるの雲

あけがたの夢いちめんの嬰粟のなか

とれし枝豆塩かげんよく

軽やかに犬と散歩の秋めきて

ナゥ流し合ふ背なにしみじみ老いの鬚

蛇穴を出る裏の石垣

孫のあやつるおもちやハイテク
ゆっくりと地球温暖すすむとか

灘の日永の酒に酔ふらむ

唐破風の波打つ街に惜しむ花

矢
崎

執

藍

平成二年三月二十日首尾︵於・豊田市棒の手会館︶
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矢崎藍

東風の匂ひをかいでゐる猫

聖

好

慶

月山一豆

川藤治子
小園好
中川慶子

一一両銭次

潮干狩あどけなき声はりあげて

珍案ならぶ村のイベント
望の月手づくりだんご召されませ

こほろぎのふとやみしぬれ縁
ゥ秋澄んで家紋くっきり長暖簾

越前の旅出会ひやさしき

間歌泉のどとき恋情

おみくじを小枝に結ぶほそき指
ぶつ飛ばせ！単車轟音ひとしきり

逝きしものども過ぎてゆく闇

この世はとかく誇大広告
帝王の陵ひそやかに夏の月
折鶴を無心に折りて母病めり

捌

筆藍正治渥富壹道藍聖道次慶聖好聖正次壹枝

第十回連句協会賞佳作

︽新庄・新庄北陽社︾

新庄市芸術祭参加

歌仙﹃桔梗咲く﹄
斎藤孤柳捌
斎藤孤
武田一畠

伊藤香

早坂和

村松松

展望台に人の群がる

坂本露

名人芸は親子代々

姉崎明峰

﹄﹂

青柳喜与志

井上玲虹
荒木清玉
山崎茶香
影沢笑山
小川庭水
門脇桃園
斎藤一竿

岸春生

浅野月弄風

噂り高き奥の細道

記念樹の花の盛りのクラス会

ナォ大仏は霞の中におわします

そろそろ売れる団子こんにゃく

適齢期過ぎた娘を持つ母心

軍議をこらす部屋のみなぎる

神の御前の婚儀目出度し
伝統の亀綾織の筬ひびき

生きぬくことの命尊し

うす曇り松島渡る時烏

富沢比佐女

横山圭月
大川耕月
熊谷喜楽

噂話にお茶を注ぎ足す

米寿まで村を治めて雪を掻き

山が嶺遠く雁金の声

橋

葉

ナゥ最果の地に紅葉の燃えるなり

刈り終えて門田は広し庭の月

念願叶うドイッ統合

内田素舟

柳

竿

玉

宝くじなけなしはたき夢を買い

春めく風に旅は晴れゆく
花美事復元成りし時鐘堂
水も温みて動き出す星

平成二年十月七日首尾︵於・新庄市民プラザ︶
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桔梗咲く湿原よぎる歩み板
待つ甲斐ありて昇る名月

庭石に転る露の埋めきて
蛇皮を脱いでもとぐろ巻いて居り

斎藤一

浅沼葛

三上渓

西瓜たたいて確かめる味
ゥ消費税一円玉の返り咲き
アイシャドーぬり若つくりする
プロポーズ受けてときめき弾む胸

荒木宝

金沢苫

拍子木鳴りて降りる椴帳

伊藤緑

阿部一

高山桃

八戸一

方言を丸出しにしてバスを待つ

捨て駒をして変る局面

吹きやんだ雲の切れ間の冬の月
シュプール画くヤッケ美くし

優勝の祝に唄う黒田節

雨笠里橋章人香舟葉子月風風水柳

久

千樺朱し麻照蓼青夢
可 美 げ
艸朱海と艸朱良晴子と子代艸海望

第十回連句協会賞佳作
︽東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会︾

歌仙﹃訪ね来し﹄
井手樺晴捌
訪ね来しここ滝ばかり岩ばかり

焼き立ての．ハソ並ぶ行列

有明に白雲去来花閑か
説教を聴く春雨の弥撒

ナォ鼻欠けの祖母の雛もちんまりと
ウエッジウッド熱きモカジャワ

烏籠の鶴鵡とショパソ夜想曲

真偽間はれし雪舟の軸

鮫鱸鍋社長交代つ上がなく

貰った口紅を使ひそびれる

さゆるぎもせず立つ恐妻碑

金色の爪ジョーカーをひっかいて

苣官に咄の落ちて男の輪
女系家族の夜が始まる

とろ入を畷る納所蔵人

月天心風も凪ぎたる小藪畑

わが貌映す槍投げの槍

ナゥ秋出水川立ち川に食はれけり

蜥蜴ちょろちょろ出ては隠れる

寝て一畳起きて半畳路難し

弦歌かすかにさんざしの宿

花の宴盃は清水大ぶりな

平成二年七月一日首尾︵於・伊賀・対仙閣︶
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破れし築地にあぢさゐの毬

蝉時雨翁は熟睡より覚めて
パイプの烟ゆるやかに吐く

日々伸びる超高層の月凌ぎ

改札口に案山子佇む

ゥ雁渡り戌亥に下ろすラソセット

母娘小町と云はれ据腰

昇殿はあげまんゆゑと自他共に

くの一翔んで匂ひ立つ闇

隠国に雪積む音を剛より

梢を投げ込む土間のへっつい
なにがしの像も古りたり海青く

在庫管理はできぬ羅市
水打って銀座忽ち蘇へり

石 井 木 小 内 若 川 浜 乾
飛 手 田 林 田 松 野 本

海晴麻代艸晴朱と海麻代艸と麻良代朱代と海麻

第十一回連句協会賞

︽伊勢・五十鈴吟社︾

高山孝子

奥野純一

歌仙﹃秋深し﹄
名古則子捌
初顔も揃ひて句座や秋深し
床の間飾る菊のいるノー

村田治男

し上お ど し ゆ っ く り と 鳴 る 月 を 得 て

農具の泥を洗ふ若者

クリス マ ス ケ ー キ に 人 の 群 ら が れ る

筒井安子
山根於京
孝

懐手して軍歌唄へば

ゥ思ひきり派手な服着て旅に出ん

山岸れい子

孝

安

一思

孝

肩抱かれて崩れゆく部屋
そりあとの青き横顔無口なる

遮断機下りてぢだんだを踏む

怪盗ルパン章駄天のごと
幾百の鳩一斉に舞ひ翔てり
どんよりと心濁りて夏の月

金利政策未だきまらず
境内に幟を立てて村芝居

伊勢の﹁な言葉﹂春風に和す中津秋野

芹摘む仕草亡母に似て来し

野

妻の座の小さき座布団花の昼孝

水琴窟は音をひそめぬ安

ナォ寺の猫のんびりと居て恋知らず御辺卯径

覚めて又夢彼のほ上えみ京

少し揺るすわり心地のよき木椅子い

ぬぎし白足袋なかば裏見せ〃

下半身に人格なしとのたまへり矢野五斗子

獅子岩にせり上り寄す寒しぶき孝
中東会議相互譲らず中世古正郎

バースデイ吾は乾杯養命酒径
熱きライブに客は総立ちい

神御衣織る杜烏瓜熟れ〃

天か
心んに
動くことなし今日の月郎
みそ

ナゥその声のひといろならず虫を聞く孝

だまってす入る熱きはうじ茶野
子が使ふクレパスちびて缶の中斗

女系家族の雛古りたり京
麗らの空に枡ひろがるい

やはらかく手拭しぼる花明り斗

︵於・伊勢市なかむら館︶

平成三年十月三十一日首尾
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第十一 回 連 句 協 会 賞

︽津幡・津幡俳壇連句クラブ︾

中田風

歌仙﹃潟小春﹄

倶利伽羅はしぐれてはるか潟小春

二羽智

木上紫

高森静

郷土の秘史をつづる住職秋

シテの声杜をゆるがす花舞台香
風かろやかにもつれ翔つ蝶恵

コインを入れて覗く海底雲

ナォ遠足の子らと一と日を九十九湾来

懲りもせず空爆戦のこぜり合い智
ナイチソゲールの卵すだちぬ弘

永代橋に都烏舞う

愛

受付の玻璃戸明るし冬薔薇代

退陣に泣く糟糠の妻香

大臣の収賄すべて秘書が負い秋

糸にすがりて揺れる蓑虫智

愛あれば
この荷も軽し雨の坂恵
ぶ
加賀のじ治
部煮に酒のはずめる来
合掌も葺きかえられて月蒼し雲

ポケットに鳴る小銭数枚代

ナゥ遠ざかるチャルメラの音もそぞろ寒弘

補填に怒る庶民投資家秋

麻雀の手の内早やもよまれけり愛

歌碑もゆかしき丘のうららか恵

先帝の植樹広場の花吹雪香

︵於・津幡町福祉センター︶

平成三年十二月二十三日首尾
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中田風来捌

炭焼くひまに晒す葛の粉

酒井愛

雀来る窓心地よき目覚めにて

紙谷湖

吉田弘

澄む月に雲の衣の美しく
露けき指にはめる琴爪
はは

多田史

ゥ秋富士を眼下にハワイ空の旅

吉本芳

慨を返す枝打ちの音

素肌光らせつきぬ抱擁

姑やさし胎児を包む岩田帯
単身赴任の夜のわびしき
選抜の野球にかけた四十年
約束手形ついにから振り
神門のステソドグラス月涼し

夜店の隅で食べる焼き鳥
遺跡掘る話に耳をかたむけて

愛代弘智雲来恵香秋子代子子雲来

第十一回連句協会賞

︽東京・芭蕉記念館連句会︾

歌仙﹃攻塊や﹄

山元志津香

山元志津香捌

駄馬ねんごろに洗う夕映

政塊やサハリソヘ潮荒れ易し

稔

士心

朝

稔

阿部朝子
中野稔子
阪本崇子

感謝状長押に一つまた増えて
還暦むかえいまも保母たり
子と作る月見だんどの大中小

粧いそめし背山前山

朝

ワ秋天へロソグホルソの餅なす
仕舞い忘れしダソスのシューズ

松葉屋善子
朝

甘き言葉に甘き葡萄酒

うるむ目を籠の小鳥に覗かるる

稔

再会は何年ぶりと肩を抱く

ぱたぱたぱたと煤払う音

士心

圭宮

工藤梓行

石の割れ目に根付く雑草

行く年の月を焦がして浅草寺
自転車は撤去可能な数でなし

したりがおした猫の横切り善
花の雨ひねもす折りし千羽鶴志
春の鼻風邪やっと癒えたる善

ナォ旅の地図ばかり集めて四月馬鹿梓

軒に吹かるるてるてる坊主稔

俳譜の庵と申して人あまた梓
ことわり切れぬ援助外交朝

閨ほの白くこもる百合の香志

胸高に組の帯しめて会いにゆく松澤晴美

湯上りの素足のほくる隠さずに朝

電話のベルの鳴り止まぬまま稔
ねずみ講大元締のどろんして善

二拝二拍手一拝で詑び朝
紫式部ひそと活けあり志

池の面にゆらぎさざめく夜半の月晴

ドアの向こうは高層の街〃

ナゥからすみを酒の肴に名残茶事晴

万華鏡くるりくるりと世相見え稔

変りひひなに苦笑いする善
花筏小川を過ぎて大川へ朝
大公望に暮れかぬる日々稔

︵於・東京・江東区芭蕉記念館︶

平成三年八月二十一日首
平成三年九月二十六日尾
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第十一 回 連 句 協 会 賞

︽東京・浅春連句会︾

歌仙﹃みみずく﹄
田中正能捌
田中正能
式田和子
中野睦治
谷敷寛
道井幸夫
菊地一寛
薄井康夫

浅野内匠の辞世果敢なし

峰から峰へ笑う山々

ここいらでバツと騒いで花見酒

むづかるややこあやしあぐねて

ナォ今日も又春のうららに草野球
仰げばヘリがホバリソグする
曼陀羅会今か今やとお練り待ち

冬の波北方領土近寄せず

ひと

夢に触れにし女の後れ毛

ペチカの火のみ赤々と燃え
窮屈な恋でありしよかの町に

−−

うなずく様に細き月揺れ

逢初めて又逢う日まで汽車の窓
ひ

胸に泌み入る宿のもみじ葉

蟠蝉の一族で奏くシソフォ
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晩春のみみずく眼緩く閉ず

灯朧に暮
るる山里
たたき

茶摘篭下す三和土に月差して
明日は新車の初乗りに行く
漸くにライセソス取り鑑定士

ビルの谷間を抜ける夏蝶

パッチ姿の娘気になる

和

睦

ゥわつしよいと担ぐ神輿に子等職し

抓られし人にそ知らぬ振りをして

諸子鮒っ子魚藍にいっぱい

ナゥ鄙びたる山菜料理懐しく
矢立値切りし土佐の朝市
愛憎の歴史を秘めて濠の水

びく

幸

秤唖菫蓉梱朋桓千申誇︵於・学士会館︶

小学唱歌陽炎の中

行きずりの寺に燭漫花大樹

もろこ

後を向いてくしゃみ三回

寛

鉢に競える黄菊白菊

何時も行く病院今日も混み合えり

和

康

バソグラディッシュ出水追打ち

睦

捨犬のさまよい居りぬ月明に

対策は議論許りで又も後手

睦寛正康一幸寛睦和正康一幸寛睦和正康一幸寛

第十一回連句協会賞

︽仙台・北杜連句塾︾

歌仙﹃雪予報﹄

花の下白骨眠る古戦場

峠揺がす春蝉の声

ナォ細密画うどの根っこもみずみずし

熊楠翁の生き方に拠り

のしかかる下馬評さらば外は雨

パープルの傘弾む口笛

どの娘とる彼女いない歴三ヶ月

闇鍋つつき宴はたけなわ

ラガーマソタックル・スクラム雄々しくて

秋田てる子

狩野康子

狩野康子捌
故郷の辺りや今日も雪予報

私の彼はフリーターとか

印度修験者招く異次元

山の畑に烏威し掛け

流行のハッカー侵入金曜日
顕微授精の子は健やかに

豪華船みな同朋よ花盛る

空に溶けいる街屋気楼

秤鰄恥辱一一一朋十糀冊澪︵於・秋田てる子宅︶

＊ビッグアヅプル︵ニューョーク市の異名︶
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彩りも良し母の粕汁

垂石よう子

ＵＦＯが忘れていった月の石

ナゥ皀莱の老樹平氏の村守り

積分のテストはいつも時間切れ

頼むぞとたすきに心託しいて

熊坂昌子

谷田部弓子
松ノ井洋子
て

商い歩く晩秋の町

クロスワードを一つ埋め込む
望の月メタセコイヤの上にあり

康

弓

さいかち

はや人妻と風の便りに

女性琵琶師が正す居ずまい

ゥ大和路に鹿笛を聞く旅なかば

弓

十六羅漢目鼻流れし

洋

思い川曲げて嬢ちゃん婿をとる

サブウエイ掴めぬ怒り壁に灼く

洋

日曰

よ

土用の月のビッグァヅプル

て

財布すられし夢を見るなり

朝まだき鴉群れいる供物

太り過ぎあの手この手の荒療治

よ

＊

酒瓶小脇に碁敵が来る

弓昌てよ弓洋てよ弓昌洋て康洋昌よて弓昌洋

第十二 回 連 句 協 会 賞

︽鎌倉・湘南吟社︾

歌仙﹁雲の峰﹄
小林静司捌
雲の峰師の風狂を語り継ぐ

蟹の盃台宴席の興

次々にボート漕ぎ出す早や沖に
勝負どころはカメラアングル

蛭海停雲子

小林静司
浅井園丁
金子恭子
倉間千代
菅谷有里
高木義厚

能管を吹きをさめたり月昇る

籠いつぱいに秋の七草

ワ径深し露喜びてまろび合ふ

恭

菫云

厚

若やぎて着るアプリケのシャシ
消しゴムで消す過去を持ちゐて

司

圭云

里

丁

代

惑はしの涙は閨の口説とも

冬至の粥に梅干の菜

鎌倉の五山の鐘に余韻あり

公定歩合下ぐも手遅れ

月冴えて騎馬のロケ隊影早し
コネもなく実力もなく金もなし

秘密漏洩専務派と知る厚

湯元の煙もゆる糸遊恭

三百年経たる枝垂の花盛り代

大孤描きて伝書鳩翔っ代

ナォ仔猫の名拝借申し投書する司
バルセロナではスリに御注意雲
風を切り火矢にて聖火灯しけり丁

黒人の女の肌の妖しげに恭

アクセサリーに扇子よく売れ代

言はい約束皆んな知ってる雲
教室は満席エイズ講義なり恭
湧き出るやうに地から松蝉厚
清らなる巫女橋渡る蓮の池里

物語部落哀しや月蒼く厚

ポソネットバス田明りの中里
ナゥ崩れ簗残りし杭は水分けて恭

蕉風連句夢の中興司

名代豆腐屋家伝練り味噌里
仁清の茶碗は母の譲りとか丁

西洋タソポポ帰化の植物雲

為さざれぱ誰が為すべきや花の国恭

︵於・鎌倉七里浜自治会館︶

平成四年七月二十六日首尾
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第十二回連句協会賞

︽岐阜・巴世里の会︾

歌仙﹃花の冷え﹄
大野国士
大野国士
土川修平

奥村中

成瀬多恵子

伊藤慎一

松尾一

安藤美保

ジグソーパズルやつと完成

″

慎

二筋残る蕎麦をつまめる士

色と香を咲き競ひたる梅の園加藤洋治

いつもあたしを旧姓で呼ぶ

東風のくすぐるやはき耳たぶ多
ナォ春泥を避けては祖母の墓参り多

ためらひ傷の腕をさし入れ多

秘め事はポケットベルのメッセージ慎

今川焼の屋台始める士

二人目の子供生まれて恋も果て保

カラオケは聞くばっかりで鰭酒を

闇に葬る政治献金保
へロイソを箪笥の奥にしのばせる治
靴音尖る夜の病棟多

川の流れに揺るるコスモス

千載の月の満ち欠け変はりなく〃

母を慕ひて泣きし少年慎

ナゥ山深き木曽路は坂の落し文多

幼なじみも今はエリート多

グラソドの端に鉄棒影を引き治

お玉杓子の海を望める慎

背広着て門を出づれば花吹雪中

蓉魎皿蓉幽朋十荊叩蕾︵於・フィールド︑ラッキー︶
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座に若き医師迎ふるや花の冷え

蛙目覚める夢を見る頃

帆船は霞の中へ薄らぎて
白きページを時の過ぎゆく

弧を描く莞を仰ぎ月を待つ
案山子の影の長く伸びたり
ゥ野菊摘み書斎の壼に活けてをき

保
士

慎
多

着物の衿を合せ直さん

母の異なる姉と契りし

君とならラストワルッの後までも

屋上より伽つコップこなどなに

中

ビッ グ バ ー ソ 神 も 知 ら ざ る 世 の 初 め

月涼 し 胸 一 杯 の 白 き 波

無音の彼方蝉時雨湧く

捌

第十二 回 連 句 協 会 賞

︽三重・日ノ出連句会︾

歌仙﹃甘酒の句座﹄

猫柳活け磨かれし床

山根於京捌
松井郁子
高山孝子
中丼信子
御辺卯裡
山根於京

泣き黒子撫づ手の上に手を

いとおしく切れぬ電話が三十分

寿

孝

喜多井加寿
中世古正郎

″

孝

つい簡単にカップラーメソ

退職の老春を楽しむ

おみくじに大吉多し花の宮

ナォ初燕客待つ老舗香姓いて
紐解けば落つ見せられぬ文

伊達めがね付まつげなどかいなぐり

天に画布あり飛龍現る

媚薬の効をじっくりと見る
親も子も離婚結婚くりかえし

ドソ逮捕され自民崩るか

ホイッスルラグビーライソ伸び縮み

乗り換駅の待時間なし

ガム噛んで異人陽気に話かけ

水着姿の窓にあやうく

汗ばみて月昇りけりビルの肩

ナゥいだかるる別れのタンゴに燃えつきて

ニュー自縛車がカラフルに過ぐ
尻尾なきマソボウ舵を取るが下手

物識顔は煙草ふかして
花吹雪絵とき説法道成寺
棟上げ祝う麗らかな午後

秤嘩壷蓉一一一恥毒朋篭︵於・なかむら館︶
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一椀の甘酒に酔い句座長閑

萩のこぼるるくずし字の句碑

描き割りの月埋々と村芝居

径

谷口喜美子

心和ぐ蝶軽やかに舞い翔ちて
河岸からからと人力車行く

ゥ煮て焼いて酢にして鰯まだ余る

海原渡り松に鳴る風

独りの旅にかくし酒持つ
悩ましきマリリソモソロー今は亡く

郎
信

月皓々透徹万里無寸ノ草

町に猪出でて騒然

帽正し巡回警羅赤い羽根

京径京寿郁經郎〃信美郁郎美寿信美京美京美径

第十二回連句協会賞

︽横浜・菱の実会﹀

歌仙﹃峰雲﹄
峰雲や七つの洋を憧る入

中尾青宵
関戸逸朗
中尾青宵
加藤亀女
大木圭蒐
青柳登代子

鰻涼江

立見の人に降らすポプコソ西関情

初蝶石に憩ふ一刻喜

かきわけてすぐに繋る花筏宵

ナォ雲厳寺雛僧の提ぐ蜆籠宵
生家を避けて村で用足し情

転勤先に炊しぐ佳き人涼

嫁取を酔ひたる兄がくどくどと蒐

散水車撒いたそばから直ぐ乾き亀
つつ

玩具の砲で迎へ撃つ真似蒐

ハーブ染するカルチャー教室涼

かばね

玉虫の骸を月の慰めて宵

エアロビ大会作り笑ひを絶やさざる清

首席随員巧みな外交喜

蛇がでるか鬼が出るかの大包宵

とばっちり避け猫の逃げ出す西尾拓牧
ナゥ職人が減ってサラリーマンばかり涼

ハウツー本が店に山積み清

何につけ最后は体力ものを云ひ蒐

きざはし

煩悩の数の階を踏む宵

天下人醍醐の花を見はるかし蒲原常盤

都の春を惜しむ笛の音亀

秤唖咄蓉嶬朋一叶嶬叩茜︵於・菱川クラブ︶
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跣足並んで洗ふ甲板

幼さを売る角のご隠居

棟上は木遣の拍子賑やかに
月兎何匹棲むぞと間はるとき

宵

亀
涼

村の娘とり−ド合唱

さ上くれ下駄にひょいと虫乗る
ウホップ摘む詩情カメラに収めんや

樅の木に恋名彫りしは我が秘密

寺田喜八郎
宵

蒐

老いてますます厳し親方

モウト

涼

牛が鳴くやら馬が蹴るやら

踏切で又立往生イ超
特急
力

借金は月夜闇夜も雪まろげ
縄をかければなんと枯枝

蒐

亀

ボッキリと折れたバットで逆転し

捌

第十二回 連 句 協 会 賞

︽東京・ＰＣｌＶＡＮ連句ひろば︾

歌仙﹃拓実君誕生祝ひ﹄

宗我部雅辺

佛渕健悟

辻杏奈捌
木々の若葉も光れこの時

林宗海

稚の泣く声頼もしき五月かな
きりきりと藍染めの糸絞るらん

海野海砂
滝沢勝越
木原閑幽

駐在さんも交じる碁会所悟

宿無しの猫うづくまる花の下ぼ
すてる名もなし見やる春雲辺

ナォ草萌えて明日出撃の命くだる辺
リリーフの君マウソドにたつ越
立候補いはく議会がアホやから砂

くつかふ眼鏡これも看板悟

絶滅種あまりに多き世紀末辻杏奈
ウイーソ

維納の温室雪降りつもる小針朋夢楼
窓ごしに白息かけて﹁スキ﹂と書く越

師への思ひを秘めて嫁ぐ日ぼ

助手席の男だんまり決め込んで悟

ＦＭ放送フルートは鳴る幽

月明りせせらぎに聞く初かじか心

泥鰭を提げて戻る住職海

この星の幸集めたり花燗漫奈

足生え初めし鯏叫の陽だまり

秤雌幽癖埴朋計肥蕾︵電脳文音︶

︵於・ＰＣｌＶＡＮパソコソネットワークーク︶

辺

ガレージセール売り切って〆悟

赤穂の塩は白く哀しく小松狩人

ナゥ貧の儀は莞爾と容れて迫らざる砂
砂

悟

一一一原とんぼ

雀餌づけてしばし楽しむ
立待をうしろに村の幻燈会
篭の中より薫るマルメロ
ゥ秋澄みて絹の道行く髭の人
腕に彫りし名今はいづこに

幽

板チョコを噛むとおんぶの僕が居り小原洋九

パパのお船はアラフラの海

夜半となりて虎落笛止む
月凍てる当直明けの八点鐘

秦野桃子
杉浦兼坊

伊藤卯舟
日笠無心

こどもらの授業参観かち合ひて
くどくど事故の言ひ訳をする

海

酔ひどれて待つばかりなる我が恋ぞ

うまい夢ポケットベルが覚ます午後

−24−

第十三回連句協会賞

︽日立．かびれ︾

脇起歌仙﹃鏡凪﹄

ジョギングの背に匂ふ臘梅

西幾多捌

西幾多

小松崎爽青

中村紀世乃

守田碧

多

石渡耶司

燐寸蝋燭揃へ置くなり

春の祭の照らふ幅幕

関跡に花の武者振偲ばれる

ナォ手作りの蓬餅とて届けられ

掃除洗濯ワープロも打つ

迷ひ来しイソコが縁のお近づき
ヴァイオリソ弾く彼を慕ひて
身をもって守りますとの愛実り

紅茶の馨るテラス明るき

東山三十六峰万緑に

世直し叫び選挙カー行く

はやらずも婆のやさしき雑貨店

陶の狸のとぼけ兒なる

新月の利鎌ささりし薮にして
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鴨鳴くや鏡凪して沼昏るる

高速道路真直に延ぶ

竹細工村起しとて励むらん

手窪に貰ふ温き枝豆

月よさに誘はれ丘に佇めば

ナゥ衣被どさと出さるる県人会
角力とっては今も負けぬと

疵とるといふ話うそ寒

紫の座布団もらふ齢となり

乃

司

碧

多

ゥ郷言葉聞えて窓の爽かに
隠れ湯に来て過ぎし旬日
君をおもへばこその落飾

何もかも捨てにし恋のパラダイス

乃

平成五年十月五日首尾︵文音︶

沖の霞に浮ぶ白船

嬰のあくびのうつる可笑しさ
咲き盛る花のさ揺れの静かさに

沈香のかすかにかをる冬座敷
膝をくづして猫とたはむれ

司

小野崎芳子
多

華石

虫の遠音のさみしさを言ひ

月影にほろ酔うて子に叱らるる

秋雨の朝より風も加はりて

司多碧乃子司多碧乃子司多碧乃子司多碧子乃碧

第十三 回 連 句 協 会 賞

︽川内・川内連句会︾

歌仙﹃寒椿﹄

水蝸

戒能多喜捌

小倉静

戒能多

汽笛ひと声消えし凍空

きりりと結ぶ振り鉢巻仙
花吹雪画布いつぱいに描き上げ多
蝶の舞ひゐる菜畑の昼水

ナォ山深き村を尋ねて蕨刈り谷

無住の寺に古し吊鐘波

足腰の運動によきクロッケー仙
マスク外せばナウいドクター多

枝先に光と遊ぶ三十三才水
夫の留守をいつも出歩き谷

いささかの酒がもたらす恋狂ひ波

心許して博多帯解く仙
集団で日本に来ては稼ぐ淘摸多
巨万の富を誇る豪邸水
お月見にお向ひさんもお隣も谷
釣天狗等の太き秋鰺波

ナゥ故郷の島も案山子のコンクール仙

流言飛言が起すパニック多

安売りの衣料・食料買ひ込んで水

お灸据へ合ふ裏の御隠居谷

見渡せば此処も彼処も花盛り仙
茶摘みの唄が間こゆ長閖さ波

︵於・川内町中央公民館︶

平成五年十二月二十日首尾

−26−

寒椿燃えて旅愁の胸焦がす
宮内竹

今届きたる句集旙く

こっそりと近寄る猫を抱き上げて

野も里も普く照らす望の月
ここらあたりは芋が豊作

ゥ伝統の継獅子競ふ在祭
結ひあげ髪の匂ふ娘ら

その中の一人が殊に見初められ

不動産屋のチラシぺたぺた

功罪の多き御仁も身罷りし

裏献金はやまい政界

池の面に涼しき月のぽっかりと

蝮を捕ってひ弱児にやる
またしても八犬伝を買ひ求め

池池
川 川

波谷水多仙波穂谷多仙波多仙波喜

第十三 回 連 句 協 会 賞

ステソドガラス美しき窓
想い出は雨の坂道けぶる花

難にほのと白き夕顔

木部八千代

松田千佐代

池田昭子

磯直道

まんまるの十五夜さんを仰ぐ母

一体みする新涼の海

唐黍ともんじや焼がよく売れて

仮装行列興味しんしん

いたずらの好きなお化けのＱ太郎

ふんわり浮かぶ白い綿雲
旅果ての記憶にすする心太
伝言板に﹁蛍見どうぞ﹂

取り合いし手に胸はときめき
プリンスの愛受け止めし倖せに

霞む彼方へつづく分校

ナォ春の昼スクエアダンスにはずみいて

﹃時烏﹄

︽東京・草茎︾

歌仙
磯直道

品のよき青磁の壼の床にあり
家宝の軸は﹁和﹂と筆太で

渡辺常子

と I

宇田零雨

月あげて新酒の酔のほんのりと

息をひそめし池の大鯉

ナゥ予後を守る隠棲の身の冬至粥

埋火かきて明日を占う

未来へとはばたく夢は果てしなく

うららうららと響く神鈴

落花罪々幣取り替えし天狗岩

水陽炎にゆるるわが影

秤率墾蓉計朋十廻叩藷︵於・小倉法華クラブ︶

一 ワ ワ ー

時烏故山の闇に鳴き陥ちぬ

そぞろ歩けば秋の水澄む

有野久美子

山口安子
田尻禮子
浜崎琴代

ゥ孟薗 盆 会 う か ら や か ら と 打 ち 連 れ て

博多ラーメソ評判の店

流し目の粋な鉢巻板につき

奥平ふみ子

佐藤ゑつ子

野末はるかに望む冬涛

恋に破れし過去を秘めたる
空港のロビー見送る人もなく

水野ツチエ
昭

直

北風の吹きて月光さむざむと
政界一一ユースいやなことのみ
クラシック聴きて心をはらしむる

捌

ゑ琴禮安久常八千昭直ツふゑ琴禮安久〃常八千

第十三 回 連 句 協 会 賞

﹃星月夜﹄

︽松山・草茎松山支部︾

歌仙

紺の耕の似合ふ青年

花万朶子規居士慕ふ句碑めぐり
おぼろおぼろに昏るる永き日

ナォ繋留の小舟をあやす春の波

長屋の壁を洩るる睦言

足どりしかと車椅子押す
新婚の夢はふくらむ設計図

冬期五輪に揚げる日の丸

真夜中の麦は何時か雪となる

どよめきが涙となりし大広間

寺岡情雨捌
ひたすらに癒えよと祈る星月夜

寺岡情雨
武知千代
杉浦朝子

神のみが知ると誠を貫きて

壼に凛々黄菊白菊

再審判で晴れし冤罪
富田ぎみ枝

前後左右に燃ゆる陽炎

落人の里に名残の月かかり
百寿の父の打ちし新蕎麦
ナゥ扁額の金泥の文字堂々と
老舗並びし町のしづけさ
生涯を茶杓造りに余念なく
趣味と実益いつも不一致
待望の架橋も成りし花の島

平成六年五月二十日首尾︵於・花もめん︶
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秋果に添へし友の絵手紙
煙草干す親子の話はずみゐて

筧で誘ふ渓川やの
水
ま

千

大西素之
吉金白水
山田久栄
吉岡雪洞

寒々と玉兎の渡る鉱山の村
炭焼く他に能無しと言ふ
ゥ宮島の日帰りツアーグルメ旅
見ると聞くとの違ひはっきり

き

朝

利権屋につい乗せられし口車
ギソギラギソに飾るハイミス
この次の逢瀬はいつと迫られる

白
久

素

雪

蚊遣くすぶる裏の濡縁

オソザロックの酔ひも程よき

夏の月ぐらりと揺るる塔の上

温泉の坂を登れば元の廓町

情久白素き朝千雪久白素き朝千雪久白素き朝千

第十三回連句協会賞

︽東京・未来図連句会︾

歌仙﹃伎楽面﹄

オペラ絶唱イヤホーンより

菜飯しつらへ客を呼ぶ僧

電動の水車に懸かる花筏

原田千町捌

妖怪の鬼太郎が来る夏の夜
蚊喰鳥にもちょっと挨拶

秒読みの宇宙ロケット直角に
素粒子論を聞きかじりたる

鬘付固く力士髪結ふ

ナォ春暁の夢に会ひたる父母若し

原田千町

菊の香や笑みおほどかに伎楽面

宙心

家訓とはなす文武両道

ナゥ裸馬走らせる子よ牧閉ざす

解けし芒は忘却のいる

句に添へる一筆描きの望の月

ミニスカートの膝が冷えきり

甸奴の王に奪はれてゆく
火の酒を口移しして忍び事

長城を越えたる先は未知の国
延平いノ︑と

須賀一恵

町淑子

″

昔さぞやの粋な老友

柏手を打てばこだまの返りくる

朧にけぶる九十九里浜

花吹雪下天のひと日過ぎにけり

平成五年十一月四日首尾︵於・神宮前区民会館︶
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紅露ゆき子

待ちに待ちたる観月の宴
爽涼の新しき橋渡るらん
きんこんかんと鐘ひびく街
デザイン賞受けしと社より知らされて

ゥ遠き雷俊寛島に置き去りに

と

ゆ

みづくぎのあとうるはしき文

イグァナの青緑蔭に追ふ
ナル シ ス ト ば か り で 恋 の も ど か し き

″

声心

淑

宙心

ゆ

淑

ゴシップ好きのテレビタレソト

警察の付いて町長再選挙
狐鳴く野を夕べ横切る

冴ゆる月金堂の扉を洩る灯影

西鶴死して吝沓は美徳に

行列の背広は定価五千円

と町淑恵淑ゆ恵と恵淑ゆと淑ゆ〃とゆ恵と淑ゆ

第十四 回 連 句 協 会 賞

︽東京・市ヶ谷連句会︶

歌仙﹃秋晴れ﹄

置き忘られし朝顔の鉢

野口里井捌

阿部喜美子

野口里井
山本朝子
宮下太郎

故郷思ふ心いとほし

この度は北山の花訪ね見ん

草餅時の名店のもの

ナォ逝く春のキリシタン像礼拝す

雲のすきまの空の群青

腕試し外米見事皿に盛り

スパイスの香のこもるキッチソ

夏合宿筧の水で顔洗ふ
朝から暑き浅間噴煙

旅行会一人も居らぬ露天風呂

ミニスカートの膝が可愛ゆき
親同志いずれ夫婦にするつもり

法蓮華経声の高まる

月高く団扇太鼓の叩きあげ

あぐらをかいてつまむ枝豆
ナゥ渡り鳥波の間に間に漂ひて

絶えて久しくなりし文音
仮住居束ねし本を積み重ね

南に遠き山のむらさき

曙の浅き夢見し花疲れ

子猫幾匹生れし鳴き声

平成五年十月吉日首
平成六年八月吉日尾
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秋晴やノーネクタイも泗落の内

テレビに見とれ時は過ぎゆく

井

橋本多佳子

老夫婦二人だけなる月の出に

強い日差しのつくる片蔭

一塁自

太

沙羅咲いてロケが来てゐる街外れ

ゥいつしかに客商売も慣れてきて
うそぶくことも芸のうちらし

井

多

肩寄せて矢切の渡し待つ時間
みくじもとより別々に買ふ

一塁巨

太

井

哀れ株式配当二円

新聞に平成不況の文字躍り
新宿のビルの谷間に寒の月
マフラーもなき異邦人群

太

多

聞き慣れぬ言葉の唄が流れくる

執

筆井太多井太多井太井多喜太井多喜太井井多喜

第十四回連句協会賞

︿茨木・茨の会︾

高見茜捌
池上栄子

始業のベルにマソガ本閉ず

三浪の髭たくわえて暑気払い

瓜冷やされし裏のせせらぎ

地下室に幾歳眠るブルゴーニュ

トラソプめくる指しなやかに

出陣のかたみに残す詩一篇

夕闇の中回り灯籠

かくれんぼ大きく月兎のぼりくる

無人の駅に群れるこすもす

ローラソサソの悌を追う
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胡蝶﹃烏の瞳の﹄

オモテ烏の瞳のみなこちら向く冬木立

茜

山小屋の壁にびっしり富士百景

ナゴリ風立ちぬ白いくレーを斜かいに

大架橋銀線あまた張りつめて

奥村當久女

冤罪はれる雪解けのころ

高見茜

沖のかなたに鱗波たつ

水谷千代子

着ぶくれてゆく分校の子ら

宇宙への想いは遙か春の月

花莚野びる・いかなど取り廻し

田 澤

内 宮

美

弘

秤率吐︾一一朋二廿極朋誇︵於・茨木市福祉文化会館︶

初虹かかる産士の森

品部一朝

今西

一再田

雛納める函こまごまと
ナヵうらうらと歌ぐるいして庵住まい
みこ

忍びてもなお色に出でつつ

相抱き衣通姫と皇子沈む

富

一 茜 栄 茜 弘 美 栄 一 弘 一 茜 子 栄 一

第十四 回 連 句 協 会 賞

︽松山・錦心会︾

歌仙﹃塚一つ﹄
刈田なか伝説持たぬ塚一つ
月の出を待つ反り橋の上

天女のやうと宇宙中継志

花の散る母屋の屋根は今も萱節

陽炎燃ゆる国宝の塔幸
ナォ気掛りの事次々と春の逝き居
生態系を変へる人間志
村長さんの長き頤鬚栗

若者に伊予万歳を受けつがせ節

滝しぶき浴びつつ食める心太志

死罪覚悟の恋の道行節

節

居

汗の白衣を濯ぎ樹に乾す居
身代を螺釦細工に打込みて栗

ぬけぬけと男嫌ひを通しをり

拝聴一品︾抗朋廿一一朋藩︵於・松山市久米公民館︶

居

わかった振りが実は半解節
花満ちて城の庭園風のたち幸
塀の向うに消えしてふてふ栗

そこかしこ和製英語が氾濫し志

忍者の如きニュールックなり

ナゥ咲き揃ふ秋の七草手折りつつ幸

尺八を吹く縁先の月栗

卜ロ箱並ぶ三津の魚河岸志

曽我部登志子

渡部伸居
菊野晄子
土居栗

渡部伸居捌

むずかれる児に団栗を手渡して

携帯電話ポケットで鳴る
夏山へ白きマイカー試運転

朝寒のトーストパソはほの温う
居

晄

藤田節子
荻山幸子

目も口ほどにものを言ひをり

栗

岩清水湧く木下涼しく
ゥ村興す議論昂る集会所

彩の槌せたる舞台椴帳

幸

晄

節

士心

打ちあげは溢るる程の酒肴

居

能登の岬の冬涛に佇っ

栗

すれ違ふ夫婦の溝は深まりし

犬の真似して背伸び遠吠え
有り金をはたきて寒き月の途
いつ ま で も 汽 車 の 尾 燈 を 見 詰 め を り
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第十四回連句協会賞

︽船橋・つたの会︾

両吟歌仙﹃吾輩は﹄

﹁吾輩は猫﹂を枕に三が日

食積分ける縁先の客

福井隆
高木一

大朝寝して式に遅れる

怪人実は二十面相

ナォ復活祭伯爵邸に宿を借り

家具も軋めり地震俄に

ターバソの下に隠した伝書鳩

戻し税懐ろにして霞酒
仕事忘れて暖かぎ冬

接吻もせで征きし特攻

アルバムに古き手紙の紛れいて

歌詠むは君の命を生きるため

美術の秋に揮う彩管

木肌黒ずむ仏像の形リ
幻月の岸に漂着したる舟

ナゥ後れ蚊の肚にわが血の重からん

やっと惑いのなくなりし喜寿
紳士録など手にとって拾い読み

明治・大正・昭和・平成
初花のかげを灯して水鏡
乗込鯛の届けられたる

秤率一一︾十一叩二十一卵雷︵文音︶

隆秀逝去により︑この日文音止む︒
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いつしかと遠潮騒も春めきて

つらっら椿島を埋める

焦点 を 探 し 続 け る 朧 月
電話の後に送る電報
ゥ青山にティファニーと名告る店

誕生石を訊きたくはない？
色恋と汚職見別けがつきかねる

半透明にしたゴミ袋

ナイターで巨人勝ったと子の機嫌

蕗の下から月へ飛び出し
新聞も﹁ぴあ﹂も海外旅行記事

頭が痛い経理報告

十巻は連句文音付け過ぎよ
西行の井に小雨ぼつぼつ
若者の花の弁当サラミピザ

秀一秀一秀一秀一秀一秀一秀一秀惠秀

秀一秀一秀一秀一秀一秀一秀一秀一秀一一

第十四回連句協会賞

︽東京・芭蕉記念館︾

歌仙﹃淡雪や﹄
淡雪や大東京の白い屋根

福田芙紗捌

芙

福田芙紗
阿部朝子
福永千晴
柴田寿賀

ふくらみ初めし楊柳の糸
新社員形状記憶スーツ着て

鳩の寄りくる遊動円木

朝

山の端に舟となりたる月かかり

そぞろ寒さの床の二振

柴崎あや子

篠崎ゆき

千

ゥ今年米今年はタイかアメリカか
シェフの帽子の糊のききすぎ

堀尾春海
寿

春

更にしたたかおとめ心の

むくっけぎ顔に似合わぬ声やさし

下戸もてあます吟醸の酒

港やの絵双紙店の黒い猫

千

朝

千

空蝉すがる幹に佇む

炎昼のほてりそのまま通夜の月
瞑想に リ ラ ク ゼ ー シ ョ ソ と り ま ぜ て

縄文土器に積もる春塵千

波追いかけてはしやぐ幼な児ゆ
花万朶起伏の丘に輪になれる朝

ナォ史学部の入学試験合格す寿

神への祈り欠かすことなく千

ゞハイト稼ぎで休み返上芙
改築の工事現場の異邦人春

熱すぎる炉に裸身くずるる芙

虎落笛待ちあぐねたる逢瀬なりあ

けだるさの傘もささずに雨の中朝

バーゲソセール告げる垂れ幕ゆ
預金額知らないうちに零数字寿

爪を噛む癖いまも変らず芙
旧友を立待月に送り出し朝
竹籠に盛るあけび栗の実あ

ナゥ秋深く写経ひたすら般若寺寿

放たれし扉に湖の展がりゆ
今ようの一弦琴の復活にあ
国際交流まことさまざま千

賑やかに誘なわれゆく花の門芙

弥生名残の若鮎の膳春

︵於・東京江東区芭蕉記念館︶

平成六年三月十二日首尾
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第十五回連句協会賞

︽堺・きさらぎ連句会︾

歌仙﹃秋天や﹄

久次米真理子

塚野啓子
小池正博

下に下にと春の行列

不思議の国の紅茶おかわり
城跡の手毬のような花に触れ

ナォ蝶乱舞東へ西へ旅立ちて
詩の誘惑を捨てしラソボー

赤ら顔なる十二神将

スーパーのフラソスワイソ姿消し

恋の序曲を告げるオーボエ

おちょぼ口珊瑚をかじる熱帯魚

舞台からカストラートは孕ませる

ナゥ書斎には鈴の音情し宣長忌

月兎平和の祈り見守れり
夜学の窓に笑顔映りて

n F

小池正博捌

がらくた市に鵯の声

正

募書刻める表札の文字

新入社員胸張りて行く

長き雨螺釦の中に埋まる花

平成七年十月二十一日首尾︵於・アウィーナ大阪︶

− d O −

秋天や頭上を区切るビルの街
未定稿月澄む夜に書き留めて

真

啓

四十路半ばのボランティアなり

リフレッシュ休暇の使い道如何

羽衣だけは身にまといたし
柔肌も老いて賜のごとくなり
柿いらんかね栗いらんかね

甥にせがまれ獲るかぶと虫
ゥ新世紀埴輪の船で船出せよ
セ・パ両雄に並ぶつわもの

圭

真

パソコソネット入る情報
悪戯の好きな砂粒忍び込み

活躍をじっと見つめる柱陰
指輪のあとの瘤く夕暮れ

真

山田典克
池原圭子
酒井保典

不機嫌な理由を言ってくれないか

保

すが

地位協定に揺れる沖縄

正

曲︿

そのかみの我に戻らん寒の月

積雪の中描くシュプール
山深きペソショソ村のあくび猫

圭正啓真正保圭啓真典啓正啓保典真保典真圭典

第十五 回 連 句 協 会 賞

︽大阪・紫薇の会︾

歌仙﹃カルデラの﹄

カルデラの壁噸りのみじかけれ

と

訪れし扉の鍵あいており

後口の茶のよろしくて春の月

澁谷道捌

大波小波ぶらんこも揺れ

都踊りに財布すられる

酒の酔い一気に出でし花吹雪

ことわりもなく髪伸ばしたり

ナォ峠にて漸く夢の人と逢い

首振るたびに扇風機鳴る

よきにつけあしきにつけて日一那さま

工場の煙重く流れる

遠泳のさびしさにまた引き返し

栞にしたるはなだいろ紙

月はいま雪催いにて寝しずまり

ピアノの曲に冬の旋律

俳句集上梓待たずに逝かれけり

澁谷道
西野文代
岩城久治
加田由美
永末恵子

清性に衿かき合わせては

天井をわがもの顔にねずみ族

ナゥ錠剤を飲もうとすれど水なくて
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曲り切れずに雪解けの水

菖蒲の風の吹きぬけてゆく

屈強の刀鍛冶にて八代目

代

美

藤川勝子

道

ゥ衣更えして狭から古手紙
結婚しても別姓のまま
灰皿に匂い残して姿なし

治

雛を納める箱のかぐわし

春泥を来し足袋をはきかえ
夕闇に昏れのこりたる花万朶

飛行機雲が摂津から紀伊
引潮に陸繋島のあらわれて

海の陽あたるセカソドハウス

治
道

宙心

鵲鵠につつかれている量子論
松の手入れを思い出したり

代

旅中の僧と碁盤かこめる

治

平成七年八月二十一日首尾︵於・大阪住吉澁谷方︶

月待ちに飯を噴かせて魚焦がし
荷物からかおをのぞかせテディベア

勝道美恵道勝代美治恵勝代道美恵代道美恵治恵

第十五回連句協会賞

︽富山・樹氷連句会︾

歌仙﹃木枯らしや﹄
いぬじま正一

いぬじま正

是行修

木枯らしや一葉届く友遠し
初雪とある文字の書き癖
久我妙

コーヒーもよし昼寝またよし

紺野笙

紺野愛

ふるさとへ車の長蛇続くらん

客が途切れて屋台うそ寒

月浴びて誰か駈け去る都会中

すねた女の指のしなやか

ゥ秋刀魚焼くヨット仲間はコップ酒

日曜座禅二度も叩かれ

大見得も芝居の筋もうわの空

鬼瓦へと草矢すっ飛ぶ

宿六の何思うやら鍋みがき
行水のたらいの月に脱ぎかねて

老いて彫りもの隠す片袖
イベソトの人気をさらう猿の芸

轍の残る塩の道ゆく

花の下二十世紀を語り継ぎ
畑打つ彼方霞む安達太郎

ナォ草野球草の若きに転びつつ

ぱっとはじけてたんぽぽがとぶ

鉄人と言われるスター料理人

ラーメン好きの喋る温蓄

かたむける顔のほのかに雪明かり

長いぐちづけ角巻の中

朝帰る門口つっと小走りに

昔見たよな同じ風景

休日は家庭菜園精を出し

和尚の許へ芋持たせやる

覆面の夜盗のっそり月の背戸

萩の小道の先は湖

ナゥ売られゆく馬も乗せたり渡し舟
常のあまんじやく今宵は哀れ
三味線の津軽名手とかくれなき

お国誹りで歌詞はわからず

白寿なる母の健峻花の莫産

のどかなりけり暮れなずむ里

秤峨砺雰十仁朋二什匿叩需︵文音︶
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捌

愛正笙妙愛修正治修妙子正子一吉

笙修妙正愛笙修妙正愛笙修妙修正妙修正愛妙修

張り子の虎の首がゆらゆら

御手洗を女陰と崇め花の宮
絵筆を執ればもゆる陽炎

一服の茶にはづむ住専

ナォ屋号にて共に呼び合う鶏あはせ

大嘘と大法螺吹いてのし上り

視をあげて迎ふ後添ひ

羅にもゆる乳房を納めかね
蛍すいすい窓を過ぎゆく

田

田

第十五 回 連 句 協 会 賞

情一
年 雪 健 火
雪 火 情 健 年 情 年 雪 火 火 雨 女

︽愛媛・しらさぎ︾

歌仙﹃木毎﹄
田中一火女捌

木毎を食むや幼き日に還り

干し蛸の焦げる匂ひの小豆島
旅のみやげのワイン大事に

野菊摘みつつ予後の散策

ご晶眞は郷士力士の﹁玉春日﹂

ちぎり絵の如き昼月あはあはと
けふは何処まで蜻蛉追ひしや

ちやんちやんこ着てつくねんと座す

ナゥ炊飯の終了告げる電子音

お菓子袋をうばひ合ふ児等

猪を剥ぐ火の轟轟と燃えたぎり

琴弾烏の雨を呼ぶらし

船の出る港が見える花の丘

真 武

政
之 玄

平成八年五月十七日首尾︵於・東予市楠河公民館︶
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やや着古した夏服の色

年金の生活に今や慣れもして

牛乳瓶に挿せるコスモス
玻璃越しに輝く月を仰ぎつつ

樟脳匂ふ秋のお茶会

ゥうらぶれて晩鐘を聞く奥の旅

自分史もどき綴る此の頃
忘却を誓ひし人の思慕深く
寝ても覚めても想ふ一筋

船頭の舵に委ねて川下り
古刹の杜に棲める鎚鼠

冴え冴えと刃のごとき月かかる

墓地の移転がはらむ難題
成るようになれと図太くきめこんで

森 日 武 寺 田
川 浅 田 岡 中

情雪政玄健雪健情年玄年雪健火助情年火情年

国民文化祭文部大臣奨励賞受賞作品

︑寺Ｕｆ３ｃ３ｃ３Ｑ芯︑十Ｕｆ３ｃ３ｃ３Ｐ３ｆ３ｆ３鼎；３？３ｃ３ｃ３３Ｊ？３Ｐ３ｃ３？＄ｃ３ｆ３ｎ

○々Ｕｃ寺Ｊｎ斗Ｊｎみ﹄ｃ↑Ｊ？々Ｕｎ斗０︐斗Ｊｎ４ＪｎふＪｏ寺Ｊｃやｄｏ寺りぐ今Ｊｎ斗Ｊｎさ﹄？◆ｊｎ斗ｏｎ寺ＪぐぐＪｎ斗Ｊ︑み﹄︑←ＪわみＪ︑

第５回国民文化祭・愛媛卯文部大臣奨励賞

半歌仙﹃春雪﹄
東京川野蓼艸捌

春雪や親指ほどの観世音川野蓼

一枝凛と壷の早梅原田千
さおしか

小男鹿の飛翔の如く学卒へて杉内徒司
未だ見つからぬワープロの文字福井隆秀

壁掛の月の刺繍のっづれ織中田あかり

蟠蝉を飼ふ少年の篭中島まさし
ゥ木津川を越ゆれば秋の色深む

目線が合ひて不整脈出で

聖歌隊ひとり頭ぬけて美しき

日記に書けぬ本音本心

鮫鰊を入れ歯鳴らして喰らふなり

軒の氷柱の弾く月光

ファックスで﹁金を返せ﹂と言って来る

じっと見守る汗の掌

序章には赤紙のこと従軍記

青き水脈引き帰る白鳥

花曇り酪駝の咀噛久しかり

労働祭で貰ふ風船

平成二年四月一日首尾︵於・東京都関ロ芭蕉庵︶
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町

司

し

秀

し

り

司

秀

町

り

艸
町
町
り

Ｐも︑Ｕｎ１マリ︑︑ぐＪｆ寺Ｊ○ｋキリや今Ｊ︑＋０？ぐＪや守りハ︑や凡ｘで守Ｊの︑マリか︑マリや十Ｊ︑︑ぐＵ︑︑守Ｊｎ︑今●﹄︒＋ｊｎさｊｎ︑守Ｊｆ寺Ｊｎ１マリ？＋Ｊｎ１マリ︑

︑●今ｊぐぐＪｃ今Ｊｃ◆Ｊｃ今Ｊ・今Ｊｎ●◆ｊＰ◆︑Ｕ命寺０︒今ＪｎＬマＵぐぐｏｎ上ｊ八ｋで︒ｃ令Ｊｆぐりぐぐ︒︒◆ｄｏみｊｃ寺ＪでマリＯＬマ︒？◆ＪＰ今０か

第６回国民文化祭・ちば馴文部大臣奨励賞

﹁菊浄土﹄
埼玉諏訪悟山捌

菊浄土十三仏を拝しけり諏訪悟山

ひっそり閑と穴に入る蛇代文子
後の月終電は灯を曳きゆきて白根順子
士のごとくに眠る道化師高橋たかえ

たかえ

底冷えの街に金属音のふえ漆原邦子
切り炉の炭のほのと匂える
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やぐＵｎ斗Ｊｎ斗﹄？◆Ｊｎ寺Ｊｎふ０︐寺Ｊや今Ｊ？ぐりｎ斗Ｊｆ◆Ｊｎ斗Ｊｎ斗ｊ噂マリＰ令Ｊｎ斗０︒◆︒○やＪｎ斗Ｊｆ◆︒ｃキリ︒◆Ｊ心令ｊや寺Ｘ宮

ｎＮマリｆ々Ｊか︑マＪ

◆ｊｃ寺Ｊｆ寺Ｊや寺Ｊ心◆ｊｎ１守Ｊｆキリｃ令ＪぐぐＪｎ︑マリｆ令Ｊｃ今ＪＰぐＪｆ今ＪぐぐＪＰ今Ｊｎ＋ｏｎ︑今Ｊｃ寺Ｊｃ今Ｊｎ●み﹄︑

第７回国民文化祭・石川躯文部大臣奨励賞

半歌仙﹃炎天を﹄
千葉笠間文子捌

炎天を風のごとくに薄れゆく今泉宇涯

簾の目より洩るる琴の音松葉屋善子

卓上に放置されたる招待状伊藤孝子

留守番電話事務口調にて石渡夢八

どこまでも膝枕して泣き明かす

楊貴妃という媚薬度が過ぎ

視聴率低きドラマがおろされて

火砕流にもめげぬ石仏

岩風呂に猿四︑五匹の月寒く

ベッタラ漬を酒の肴に

生涯をびん型染めに果したる

恩師とともに碑の建つ

鳩あゆむ塀の長さに花の屑

一一︾私朋叱串壗︵於・市川俳譜教室︶

旅の先ざき逃水の逃ぐ
秤
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涯

文

孝

文

孝

八

文

孝

八

り

しずむ橋浮いている橋望の月伊藤薮彦

鰡とぶ影のひとつならずに笠間文子
ゥ又しても人の噂の曼珠沙華

罪の意識もいつか忘れし

八 彦

ｎみひぐぐＪｆマリＰ十Ｊや今ｏｆぞＵｆでＪｆマリぐぐＵｆマＪ？ぐＪｆＴＪｆ寺Ｊｃキリや守Ｊｃ今ＪぐぐＪぐぐ０Ｆ◆ｊｒ今Ｊや守りｆマリｆ◆０○みひ向

道端に水煙草吸ふ男たち

秀美

洋子

向さＪぐぐりぐマリＰ寺Ｊ○◆ＪぐぐＪｃ寺Ｊｃ今Ｊｎ斗ＪぐぐＪｆ今Ｊｆ今Ｊｆマリや今ＪぐぐＪ噂令ＵｆでＵｆ令ＪＦ◆０？守︒ｆ守○ぐぐＪぐぐＪゆみｊＰ

第９回国民文化祭︒みえ弧文部大臣奨励賞

これ見よがしの豊満の胸

礁雨

半歌仙﹃桃青忌﹄

溶けさうなふたりシャボソの泡のなか

洋子

岐阜県本屋良子捌

求人欄は余白ばかりで

洋子

礁雨

カラオケの音痴のうたふ流行歌

礁雨

膝を抱き月に思案の夏座敷

網棚にスポーツ新聞読み捨てて岡島礁雨

ぬきさしならぬ付き合ひがあり

良子

芝藺子も石鼎も来よ桃青忌国島十雨

われも会社の小さき歯車本屋良子

温泉の鰐が目を閉づ花の昼

秀美

秀美

故郷の天守にかかる望の月堀内洋子

地軸のすこし傾ぐ春愁

するめつまみにすごす冷酒

礁雨

句碑に侍れる千両の紅沖津秀美

松茸の山入るべからず

秀美

と

ゥひとしきり閻魔蟠陣耳に鋭く

良子

︵於・愛知中小企業センター︶

平成五年十月三十日首尾

ファラオの予言ピタリ的中
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や◆Ｊや今Ｊ︑寺︒ｎ斗ｊｃ令Ｊｎ斗Ｊｎ斗Ｊｆ令Ｊｎ斗Ｊｎ斗Ｊ６寺Ｊｎ斗Ｊｏ＋ｏｎ寺Ｊや寺Ｊｎ斗Ｊ口々ｄｏ寺○○寺︒やセリ○斗ｏｆ々ＪＰ今﹄︒◆ｄｏ＋Ｊｃ

ｃ今Ｊ○＋Ｊｎ斗ｏｎ寺ＪＰ今Ｊｎ斗Ｊｎみ﹄や◆ＪゆみＪｐ寺Ｊｎ斗Ｊｎ斗Ｊｎ斗Ｊｎ斗０ｃ今Ｕｐ＋Ｊ○斗ＪＰ今Ｊｎ斗︒○寺Ｊ○十Ｊ○み﹄ＰやＪＰやＪｐ十Ｊ？

第恂回国民文化祭・とちぎ弱文部大臣奨励賞

半歌仙﹃梅雨鯰﹄
長野県矢崎硯水捌

釣られざま虹を吐きけり梅雨鯰矢崎硯水

涼しき風がさっと一陣
愛用の銀輪かるく漕ぎ出して矢崎妙子
観光マップ抜かりなく持ち

古城趾の匂うが如き夕月夜

草風など付けし犬ころ
ゥ秋深く葬送の列つづきたる

腕白坊主神妙な顔

ラジコソ機大会のある岡の上

ケーブルテレビ取材入りて

青い目の嫁貰いたる香の店

夫の好みの閨の絵屏風

臭が鳴けば月影射しこめる

八雲の跡をたどりゆく旅

歩くたび鞄の士鈴ちりちりと

ゆれの大きな山の吊り橋

空模様妖しくどっと花吹雪

捗蓉酢朋二十趣申誇︵於・河童寓︶

サリソ桑原々々の春
秤
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水

水

妙

妙

水 水

妙

妙

水

水

水

妙
水
水

妙 妙

？寺Ｊ︑←０︐斗Ｊｆ↓ｊｐ◆ｊｎ斗Ｊｎ斗ｊや今Ｊ○斗Ｊ○＋Ｊｎ斗Ｊｎ斗Ｊ⑥＋Ｊ○斗○Ｆ今Ｊ○斗Ｊ侮半ＤＰ冬ｊかみＪｎ寺ＪＰ寺Ｊｏ寺Ｊや今Ｊ○今○○今Ｊ︒

第Ⅱ回国民文化祭．とやま卵文部大臣奨励賞
ぐてＵｆ々ＪＦ十Ｊｆマリや今ＪｆマリｆＴＵｃ今Ｊｃ今ＪＰぐりぐぐＪや今ＪぐマＨ︑マＵぐぐＪｏ寺ＪＰ寺Ｊｆ今Ｊや今Ｊや今Ｊｃ今Ｊ炉令ＪぐぐＪや守Ｊｐ今○？

歌仙﹃秋桜﹄
東京都室伏章郎

室伏章郎
中野稔子

高原に馬の育ちぬ秋桜
夢見るような丸き昼月

八島美枝子

店頭飾るＣＤの数

彦坂範子
磯部攝子

美枝子

範子
稔子
範子
稔子
攝子
稔子

美枝子

稔子
攝子
稔子

海兵も陸士も昔花散れり

地に帰りゆくはだれ淡雪

ナォ屋気楼ロマンに勝てぬサイエソス

ヶースの中に並ぶ古文書

美枝子

範子
章郎
章郎
攝子
範子
章郎

章郎

親バカぶりもほどをわきまえ

ピカソにもゴッホにもないものを欲り

富山のくすり津津浦浦に

今は無き丁稚奉公北颪

美枝子

範子
攝子
範子
章郎
稔子
攝子

旅続くボヘミアソにもなりきれず

半ばこわれた竹夫人抱く

鴛鴦凉し離婚届けが置かれいて

聖母マリアに祈るこの頃

望の月原爆ドームくっきりと
いつものように蛇穴に入る
ナゥ千年の古城の松に新ちぢり

美枝子

章郎

美枝子

豊かな水にめぐまるる町
戻り船大漁旗のひるがえり
獲物をさばく妻たちの唄

攝子
範子

花見酒五味八珍をほめそやし

耕し終えし段々畑

平成七年十月二日首

平成七年十二月十八日尾
︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶
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白露後のモザイク壁画鮮やかに

浅くななめにカソカソ帽子

いつの世も笑い上戸のおとめたち

宿洞を払う女の執念

ゥ夏垢離の激しき滝に立ちすくみ

少年の青くさき息耳もとへ
殺し文句の甘くまろやか
ゆっくりと留守番電話回りおり

門扉を開ける琴詩酒の友
冬の月唐三彩を浮き立たせ
市賑わって歳暮売り出し
ステップのクソパルシータ軽やかに

齢重ねし忙中の閑

捌

ぐぐＵぐぐＪｆマＵや↑０口み﹄や今ＪやくＸＹ寺ｏｆ寺Ｊｆ今ＪＰ●◆ＪＰ寺Ｊｆ令Ｊ？寺ＪｆマリぐぐＪｃぐＪぐぐＪｏ心０や守りややＪ心令ＪＰ々ＪぐぐＪ？マリ？

︑み﹄ぐぐＵ噌守Ｊ︒◆Ｊ○み﹄や寺Ｑｃ４ＪぐマＪや寺ＪぐぐＪｏ寺︒？マリや今凡Ｘヤ々Ｊ９マＪ噂令りぐマリｃ寺︒ぐや●Ｕや十Ｊｐ＋０︒◆ｊｆ寺ＪＰ令舟ｘＩ寺﹄︒

第腫回国民文化祭・かがわ卯文部大臣奨励賞

半歌仙﹃大寒や﹄
東京都福永千晴捌

大寒やカメオに秘めし海の色福永千晴

氷の鏡よぎる烏影田川知
古代史に新説唱う若手いて須佐薫子

招待席のまん中に座す成田淑美

リフォームの閨にこっそり歓喜天

あやしき薬口うつしする

新型の病原菌はなお強し

水中銃をはなっ炎天

ドリアソの匂いに慣れて冷し酒

超高層のビジネスエリート

国運は市場開放次第なり

ふくらんでくる啓蟄の牧

淑花誘う龍太・汀女の月朧

函︾一一一叩一片一一叩議︵於・江東区芭蕉記念館︶

入学式の校歌斉唱
秤
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知

淑

千

訂一

薫

一
1
一

i
一

淑

イー

知

知

菫

月昇りオリーブの畑豊かなる

穴惑いせし蛇の何処ぞ
ゥ冬隣り男もすなる針仕事
蕎麦殻枕ばんばんに詰め

千

薫 知

ＰもｊぐぐＪｆマリＣマリぐぐＪ・今りぐマリぐぐＪｆマリや守Ｊ？寺ＪＣマ﹄︒＋ひ︒◆ｏｆマリぐぐＪ噂守Ｊ噂寺Ｊｎ斗Ｊぐぐ︒ｆマリぐぐｕや寺Ｊや◆Ｊｆ寺ＪぐぐＪぐぐ

○坐ｊぐぐＪｆ寺ＪＱマＪ炉幸Ｊや今ＪＱマリ？ぐりぐぐＪぐぐＪや今ＪぐマＪｏ心ｊぐぐＪｆＴＵｐ寺Ｊやマリぐマリや◆﹄？今ＪＯＴＵ？寺ＪＰ令Ｊｆ今Ｊや寺ＪぐぐＪｆ寺

第旧回国民文化祭・おおいた卵文部大臣奨励賞

半歌仙﹃冬に入る﹄
千葉県上田渓水捌

待ちあぐむ少女は風に頬を染め佐藤かほる

交換日記そっと手渡す松沢貞津

たそがれの汽笛ひろがる丘の上福田明

波打てるプリマドンナの羽扇岩田幸子

︵於・松戸市稔台市民センター︶
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真白き船の浮かぶ長崎福山朋子
一刷けの雲うすうすと冬に入る福山朋子

総理涼しう月に旅立つ渡辺みよ子

宝くじ夢追ふ性は親ゆづり赤岩ひで子

あをき干菜を吊りし軒先福田明
くちぶえに牧場の牛の集まりて田堂晴美

おおだち

ゥ見得を切る菊人形に水注ぎ田堂晴美
ラソチタイムの園の賑はひ高橋ミキ

平成九年十一月十八日首尾

り親しく語る青年上田渓水
けふも発掘あすも発掘大竹歌子
月光にそこばくの酒酌み交し
松沢貞津遠山は花燭漫と神の座に金田誠子
ひばり
小山昌子噛りやまぬ告天
子小綬鶏古川京子
ロ'し

秋気情しと抜ける大刀

ゴレ

ｎ斗Ｊｎ斗Ｊいみｏｆや０︐斗Ｊ○斗Ｊｐ今ＪＰ寺Ｊｐ尋０︐十Ｊ○十Ｊの冬ｄｏ寺ＪＦ◆Ｊｎ斗Ｊｎ斗ＪややＪｆ命Ｕ？Ｊｎ寺Ｊｎ寺Ｊｎ斗０︒ＪぐぐＵｎ

ｎ斗Ｊｎ斗Ｊ○十Ｊｆ令○の寺Ｊｏ寺Ｊ○斗Ｊや＋Ｊ○今ｄｏ寺ＪぐぐＵｎ斗○○斗Ｊｆ○何斗︒ｎ斗ｏｆ守り？ぐＵｃ◆Ｊｎ斗Ｊｎ斗ｊｎ斗﹄︒↑ｊｃ令Ｕ︑

第艸回国民文化祭・ぎふ弱文部大臣奨励賞

梅咲くや瀬音高まる木乃伊寺

船渡文子

井口ひろ

成瀬貞子

雪女郎抱いてとろける月の庵

駆け落ち列車発車寸前

描き入れしこけしの目鼻ほれぼれと

イーハトーブは新緑に萌え

ひろ

貞子
初子
文子
良子
貞子
初子

ひろ

合格の子と庭を掃く僧

神山初子

破れ垣より笹子鳴くこゑ

貞子
文子

ひねもすのたり海はのどらか

春を呼ぶ作陶展の案内きて

本屋良子

ナゥ首都移転来世紀への夢託す

ひろ

ナォ甘え寄る三毛の仔猫を飼ひもして

買ひし煎餅ちょっと固すぎ
ゥ月光に猿の歯白し露天の湯

貞子

老いて豊礫英語教室

短歌行﹃木乃伊寺﹄

台風来るのニュース刻々

ひろ

平岬舜鮨一堂器︵ＦＡＸ文音︶

無医村に戻り医療の灯を点す

徳利ころがし独り酌む酒

すさまじや女子駅伝のごぼう抜き

良子
初子

岐阜県成瀬貞子捌

師弟の息はいつもぴったり

花追ひて石亀渡れ太鼓橋
村から町をつなぐ初虹

陰陽和合の石を祀らん

禁断の実の食べ頃を知りつくし

文子
初子
良子
文子

混声のサソタ・ルチアの花の窓
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Ｐ十ＪＰ寺ＪＰ今ＪｆやＪｐ寺Ｊｐ今Ｊや今ＪＰ今Ｊｏ４ＪＰ冬︒ｐ十Ｊｐ十ＪＦ令Ｊｐ＋Ｊｆ寺Ｊ○冬Ｊ○斗︒ｃ令ＪＦ寺Ｕｎ斗Ｊや寺Ｊｐ十Ｊｐ＋Ｊ○令︒ｎ＋Ｊ何今Ｊ

第旧回国民文化祭・ひろしま叩文部大臣奨励賞

§§§⁝⁝⁝§⁝§１１§⁝§§⁝§⁝§４

半歌仙﹃燃ゆるいのち﹄

＋

香川県田岡弘捌

枝に懸かれる天の

折鶴に原爆のなぎ世を祈り弘

金魚眺むる母は寡黙に宇野恭子

春日傘咲く店先の華やかに一一一橋早苗

水音ぬるむ柔らかき風大鹿節子

時効に霞む狐目の貌

スコッチの琉珀心に染み込みて

ハードロックの洩れてくる窓

月代にひそか夕顔ひらき初め

缶蹴りの子らどっと駆けゆく佐々木栄一

落ちてより燃ゆるいのちや山椿田岡弘

衣

※倭座り︵やまとずわり︶Ⅱ正座

︵於・桜ん慕工房＆ＦＡＸ音︶

同年四月十三日尾

平成十二年二月五日首

噂り満ちてまほろばの里

※

花燦々倭座りの御ソ秘仏
ひつじ

鷺の舞ひ降り遊ぶ櫓田
ゥ手の平にのせて林檎の香の灰か

解読すれぱ愛の告白
若しかして彼女やっぱり宇宙人？
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平

節

弘

恭 平

早

羽

切り通し抜けて明るき月の海西岡恭平
弘

早 節

Ｐキリ○今Ｊｐ寺Ｊ○斗Ｊ○斗Ｊｎ斗Ｊ○◆０Ｆ今○ゆふｄｏ寺Ｊ○今Ｊ○＋﹄︒＋Ｊ○今ＪＰ寺ＪＰ今Ｊｃマリｎ斗Ｊｎ●今ＪｃぐＪ︑寺ＪｐキゥぐぐＪｃ寺Ｊｎみ﹄Ｐ

︒＋Ｊや＋ｏｎ寺Ｊ○今︒ｎ斗Ｊ○今○６斗Ｊ・↑ｏｎ＋ＪぐぐＵｎ寺Ｊｎ斗ＪＰ寺０？↑ｄｏ寺Ｊｎ斗ＪぐぐＪｎ斗Ｊｐ＋Ｊ○令ＪぐぐＵｎ＋Ｊ○令Ｊｆ今ＪＰマリ︒

第帽回国民文化祭・ぐんまⅢ文部大臣奨励賞

なみだ

半歌仙﹃泪色﹄
神奈川県池田やすこ捌

蛤の泪色して売られけり永島靖子

祥天の背に止る初蝶池田やすこ
姉妹土筆摘まんと連れ立ちて

お河童の髪三つ編の髪
砂浜を見はるかしつつ月見酒

船頭たちの語る不知火
ゥ切り貼りで間に合せおく秋障子

いたはり欲しき指のささくれ鈴木了齊

物言はず寄りて抱かれる夜の駅

ＢＧＭはいつもシャソソソ

ノルマソデイ越ゆる戦車のコクピット

死者慰めよ寒の繊月

枯芭蕉夢の中にも揺れてをり

五十年ぶり恩師囲みて

蚊帳の海みんな魚になりました

御伽ぱなしは時に残酷

奥山の花薄墨に明けそめし

きぎす

誰をか呼ぱふ雑ほろぼろ

平成十三年二月二十六日首尾︵於・四の宮会︶
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や

靖

了

や

靖

靖

了

や

靖 了

靖
や

靖
や

靖

連句グループ作

品

︽西宮市・亜の会︾

恋之歌仙﹃死ぬなと泣きし﹄

前田圭衛子捌
初夢は死ぬなと泣きしところまで

しぼり柱に揺る些餅花

わだつみの凪あでやかにたゆたひて

原石そっとほどかれてをり
月光を踏みっ上逢へば春寒し

黄泉戸喫の蜜を舐めあふ
ｌうばがみ

姥神の腿の太きを焚きつけに
戎ぶ

当初は現代俳句協会所属の俳人数名の希望により︑前田圭衛子を中心として連句会を不

定期に催していた︒その後仲間たちと語らって﹁亜の会﹂として歩むことになった︒現在

閨の丸みは雲の借りもの

まこと

一つとして採用︒会員は十代二名を交えて平均四十歳代︒十五名を限定とした会員制︒

福岡県久留米市市庁舎の中で第四土曜日に月例会を行い勉強している︒また文音も方法の

眞鍋天魚

歌の終りは泡か真珠か

まこと

聰子
朝世
紀子

まこと

咲耶
恭子
聰子
紀子

自転車の鍵抜けなくなれば

ナゥ嘘つかれ嫁こが欲しいよ暮の秋

のどかに傾ぐからっぽの墓

霜のなごりの小野炭をつぐ

花明りかき鳴らすたび熟れる琵琶

秤唖什一蓉啼朋十払明雫︵文音︶

朝世
咲耶

甘いもの酸っぱいものに苦いもの

卍くづしの胸に溢れ蚊

息つめてやがて切ない水の婚

別宅へ満月の塀乗り越えて

代々木公園猫に招かれ

しめこ

十三文の下駄がはみ出す

もて余す割れ目のありて寒卵
巳之吉さまへ雪のことづて

まこと

朝世
恭子
紀子
咲耶

汚されたゲルマニウムの夜であり

締込みはもう紅色の擦過傷

前田圭衛子

姫野恭子
倉本朝世

椿紀子

貞永まこと

高木咲耶

鍬塚聰子

がい
蚕こ養
の村に入る長持

柔らかな壁大好きなのね

ゥ忘れないカルチェ・ラタソの労働歌

ミシソからずり落ちてゆく昼の姉

朝世
恭子
咲耶
紀子
聰子

よもつへくい

馬をなだめる草の穂の先
待宵は海明るくて隠せない

まこと
どうしよう

恭子
朝世
咲耶
紀子
聰子

酒とうるかで間夫の醍醐味
ひとよぎり

一節切・尺八・洞篇みな通じ

絶対音感わしづかみされ
︲早房の背の山ざくら淋しいよ

姫虻となり誰を追ひゆく
ナォ前髪をあげし乙女の弥生尽
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村野夏生主宰︒一人一人が自分の考えを持ち︑それが一回一回直接つき合うことで句が

できる︑その句が自然につながって山あり谷あり一巻の詩になっていく︒私の考えと違う

宏

︽東京・ああの会︾

蓼夏蓼那蓼宏夏蓼那宏夏那蓼夏宏艸智生

らんか

わけではない︒連句とはそんな風な広い文芸の世界を目指している︒同人誌名﹁欄何﹂︒

橋の上ゆくゲソゴ・オオタカ

いづこ目指せる果実酒の酔
玉霞旅客機すべて鳴り出づる

受け唇をくっきりと描く昼下がり

ツ０卜︶

那夏宏蓼那夏宏那蓼宏夏蓼那宏夏蓼那

考えがあってまた違う世界が広がることが楽しいので︑決して独善の句を並べるのがよい

蓼 那 夏

歌仙﹃天国自由切符﹄
村野夏生捌
蒲公英の余せる乳の冥さかな

二輪車で往く桃園の路地
おお雲雀定形否とよ非定形
あ

能面の裏穴ばかりなり

青騎士の生れけり蒼き月満ちて

ＣＴスキャン癌が満杯

一目惚れなり尽すばかりよ
夏安居あの乳房またかの乳房

三鬼は死して石榴残れり

領収書ためつすがめつ明石町

古里は北夕百舌烏の声

思い羽も風切羽根も二十日月

ナゥ垂直に歩み盆怒の雛刻む
大き楕円の中に座したる

春の疾風が発止赤鼻

染色体つまみ出されし箸の先

四拍子十六秒で花が散る
パラグライダー我も陽炎

︵於・東京新宿三井ビルメヌェ

平成六年四月十七日首尾
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潮のリズムに秋を聴く人
ゥ氷川丸より鈴江倉庫へきちきちと

いとけなけれど愛の小夜曲
かくなれば刺すよりほかはありません

混線電話﹁コルト入荷す﹂
今日も今日も解析概論老教授
マルテの手記に挟む膳の緒
ヒポポタマスの耳と眼と鼻月署し

新樹靴擦れ遅き弁当
今生の蛍の海を父と母
やちまた

天国自由切符懐中

すね

八街の道を花びらまろびゆく

蒟蒻植ゑる貴公子の蠕

ナォポケットに熊のプーさん牧開く

川 篠 粉 村
野 見 川 野

暫く休会︒有馬篝子主宰より連句会を存続させるようにとのご要望があり︑ＮＨＫ文化セ

﹁葉山﹂と号され︑青葉連句会を指導されたが先生ご永眠ののち︑鬼籍に入る会員も多く

︽東京・青葉連句会︾俳誌﹁同人﹂の中にできた会︒同人幹部の木村形型子先生は︑連句では宇田零雨門下で

歌仙﹃老鴬や﹄

八島美枝子捌ンター青山で宇咲冬男先生の後上田渓水先生の講座を受けている八島美枝子が引き継ぐ︒

老鴬や半農半漁の小さき島丸尾智恵一燈うるむ無人交番み

はたはたはたと掲ぐ絵幟長谷部みつ子バソダナの若気いっぱい走りゆく敦

吟行句したたむ手帳とり出して八島美枝子淡く紅ひきそそと身支度み

ぺダルを漕いでかろやかに過ぎ会沢宏子ブルースのステップ確か・ハリー祭宏

厨窓共に月見し母遠く内山英子路面電車で向かふふるさと英

そぞろ寒さに繕ひし衣石一兀政子なつかしき弥勒菩薩の前に立ち政

ゥ椎の実のひとつこぼれし旅便り智みやげに貰ふ墨筆の軸美

夜のカフェテラス相席となるみ生き甲斐は教職生かす趣味講座智
ショパソてふワルシャワワイソ傾けて宏果物の香の部屋にただよひ宏

拝諏什一一一蓉極朋垂肥蕾︵於・八島美枝子宅︶

吾が青春は青と桃色英原稿を仕上げてほっと月今宵み
今朝の卓捨てるに惜しき文ひろげ政すぎとほりゆく淋しさの秋英
古ぶ本郷坂多き町美ナゥ小烏くる縁に座りて陽をもらふ敦
冬の月淡くさす影背負ひゆく若尾敦子何時か訪ねて語り合ひたく政
ひとりでたぐる綾取りの糸智帯のごと車流るる高速路美
歯をなくし老猫となる大欠伸み声より早く姿入り来る智
雲たなびきてひびく梵鐘宏遊ぶ児を親は眼で追ふ花明りみ
花の宿子のすうすうと眠りこみ英朧めく中豆腐屋の音宏

美

八十路いとしみ春日傘さす政

ナォ風光る木曾揖斐長良合流し

−57−

文音を主に続けている︒継続は力なりと言うが︑力及ばないながら老境に余生の楽しみを

ただいて八名ほどのグループになった︒その後転勤などで退く者が出て現在は少数ながら

︽仙台・青葉城連句会︾昭和五十二年末︑職場内で三名から発足︑故・阿片瓢郎先生の熱意あふれるご指導をい

歌仙﹃六波羅門﹄

小野寺妙子捌もたらしている︒また︑若手の初心者を育てるのも大切と︑ＰＲには努力を惜しまない︒

秋陽差す六波羅門に矢疵あと小野寺信一郎激震の地に善意集まる男

ガイドの肩に休むとんぼう小野寺妙子言い逃れして来て夜のデート果っ郎
絵葉書の異国の月と向き合いて佐藤ちよ子想いかなわぬかなしほつれ毛遙

出稼ぎ先で囲む湯豆腐鈴木文男サリソとはこの世にあってならぬもの道

茶房の窓に港見下ろす長田雅道外語大息子の夢は遠い国け
外燈にいよいよはげし細雪佐々木志遙拳銃数発物騒な街妙

ゥ円高を掲げて選ぶ通販誌福田けい子買い溜めて飲む薬ドリソク男

青竹踏みの日課続けり郎大聖堂ステソドグラス巧妙に良 旧

鍛錬の肢体美しチアガールち神も悪魔も表裏一体け
︑

恋ひとつ終えやっと大人に妙過疎守る山畑黒き月の道遙
アルバムに残る笑顔も忘れよう道豊かに実る信濃柿見ゆち

風の間に間にとどく楽の音ちナゥ鉢巻のままに昼餉の運動会郎

剥落の仁王を照らす夏の月郎玄人はだしのカメラァソグル妙
出湯の浴衣直ぐにはだけて遙週刊誌人目障りかくし読み男

下駄の緒の替えたばかりにややきつくけ朝の電車の網棚に置く遙

満腹感に浸る幸せ男空と木々まっすぐ望む花堤け

道

拝唖珪蓉十コ朋三仁朋譲︵文音︶

燗漫という酒に酔う花筵妙遅日の子らの長き影なりち
みちのくの春たちまちに過ぐ

ナォ揚雲雀ひと声降らし雲に消えち
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アコネ

︽伊勢・茜︾

二十韻﹃伊勢海老﹄

アコネ

アコネ

日茜社宮司の厚意による神事を受けて正式に会を発足しました︒

茜という会名は︑伊勢神宮の外宮境内の勾玉池畔にある茜社の名を頂きました︒
旗揚は平成哩年３月
して楽しんでいる︒

月例会は月二回隔週に行っている︒捌は拙捌で︒モットーは﹁座の文学﹂の心髄を大切に

女

竹内茂翁

それなりの形に伊勢海老飾りたり富田定女唐三彩の桶は西施と

ルアー

なり

床の間あたり嫁が君の瞳竹内茂翁付文の可愛い誤字が笑ってる

︽羽

女

Ⅱ一一︾抗湘二汁に朋窪︵於・神路山荘︶
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ゆらりゅら峡の吊橋渡りきて女細き襟足孫も妙齢

ルアー
遠近法で測る優劣竹内擬餌鉤
闇汁を囲む集いに邪魔な月

ルアー

もや

秤

ルアー

ゥはんなりと月を紡ひて浮見堂翁ス︒ハイクタイャ軋ませながら
とも

秋灯し読む宇治十帖を女ナゥ小指立てマイク持つ掌が少し酔ひ

露の世と扇かざして恋の所作女雛の使いは方向音痴

ずんぐりむっくり輸送機は征くルアー語部は叛骨ゆたか花ふぶく

︽羽

ルアー

砂灼けて鰍のむくろ紅をさす翁あっけらかんと呼子烏啼き
水鉄砲にコカコーラいれ
ニーハオ

ナォ祢好と国際連句Ｅメール

翁

女

翁

捌

︽東京・あした連句会ｌその一︾

歌仙﹃流し雛﹄

を旗印に︑全国各地で連句の座を設けている︒

藤井紫影ｌ宇田零雨を師系とする﹁あした連句会﹂は︑宇咲冬男主宰の俳誌﹁あした﹂の
″座の文学としての俳句と現代連句の実践

ホーム頁も開設した︒

その活動は︑三十余年になるが︑連句の国際化を考え︑暉峻康隆提唱により歌仙の折の

名称を起・承・転・結とした︒根本理念は芭蕉の〃行きて戻らず

木登り好きな龍之介居士

新し世紀型はなに型

亡国のごとき事件の続けざま

煮凝の方円自在固まりて
南天の実の重き房垂る

冨冬秋金秋冬典冨金秋冬典冨金秋冬典

宇咲冬男捌
字咲欠︑

須賀金

新井秋

︵勢流し雛人にもありぬ浮き沈み

うれる堤に茎立ちの彩
後藤血︿

川岸一邑

雀の子親の真似して鳴きぬらん

老舗の銘菓いつも売り切れ

十五夜の客晴々と大使達

酒飲みこぼす倫落の床

ひっそりと紅刷いてみる夕まぐれ

それぞれの想いは苦き神詣で

潮引いてゆく安芸の宮島
月明に黙しかげ置く新鹿の

庭の飛石ゆるぎなき位置

オラソダ水仙匂いかぐわし
蔑紫影忌を零雨ともども修す夏

玲瀧と水琴窟の水の音

人往きも帰りもなじみの友と
七重八重花満ち溢れたる愁い

﹁虹の座﹂上梓祝う春宵

｜

平成十二年三月二日首尾︵於・上野東京文化会館︶
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深まる秋の澄みまさる嶺
︵勢コスモスを泳いで来るはモネかとも

ふっくらしたる裸身眩しき

少年の愛の目ざめの幼かり

輝く未来紡ぎ続ける

お台場は一週間で夢世界
×〆 ｒ株の売買メールで勝負
北極圏月を背にして橇駆けて

入寒行僧のひたひたひたと
猫飛んで棚からだるま転げ落ち

ロボット犬来て朝寝起こされ

深爪切って指を舐めおり
花のもと半生語る古希夫婦
露ペソキ屋の足場組まれる日永さに

冨典秋冬典冨金秋冬典冨金秋冬雄貴男芳男

︽東京・あした連句会ｌその二︾

歌仙﹃笹鳴や﹂
角田双柿捌

白きご飯に木の芽田楽

鼓掛け持ちの入社試験の回重ね

異才操る新興宗教

愛の封印押さる唇

勧誘の話上手にのせられて

意を決し二人のシュプール高みより

四温の後の逆玉の輿

︵勢大菊の千輪仕立技の冴え中野スミヱ

芸術祭の準備いまいち武石加津子

キャリアウーマン容姿凛凛しく新井正子
懸案の課題に追われいる良夜桜井っぱな

しら浜に打ち寄す波の美しく

ボーイスカウトごみ拾いする

︵勢笹鳴や鉄剣の謎解けぬまま角田双柿
きらりきらりと濠の小春日栞田多田男
新都心核となるビル群がりて進藤良子

文をはらりと一力の茶屋良
人知れず通いつめたる獣道つ

碑にかかりたる懸崖の松
月皎々五條大橋渡りかね
耳を掠めるかりがねの声
蔑漸くに整い初めし冬仕度

什一一等一一朋二十弐朋雷︵於・浦和市常盤公民館︶
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厨房にごろりころがる酒の壜

夫唱婦随は昔ぱなしにス

いそいそと行くグラソドゴルフ

多難なる介護保険のはじまりし

秤

すべての願い託す佐保姫

むさし野の未来果てなし花の雲

みやげの菓子で立てる一服

ちょっと欲ばり腹痛起す多

買物は円で間に合うハワイ島加
藤椅子に揺られて賞ずる昇り月正

河鹿の声に不意を衝かれるつ
光秀のとって返せし本能寺多

遺跡発見並ぶマイカー飯田春紅
蛇行する流れに添いし花の舞つ

執

筆双正春つス正春つ正つス多つ春ス正多加

︽東京・あした連句会ｌその三︾

歌仙﹃佗助や﹄
︵勢佗助や過ぎ越し中に光るもの

鱒の辺に寒禽の声

遠島に英語の教師赴任して

道のつながる段々畑

阿部朝子
阿部朝子
新井世紫
川上綾子
大野優
飯田春紅
綾

ちゅんちゅんちゅんと遊ぶ子雀

露発掘の古墳に湧きし春の野辺
サイクリングの列の連なる

どこからか喜多郎の曲流れきて

ひたすら篤す般若心経

かじかみて雪積む音を聞きながら

思いもかけず届く寒薔薇
三人の漢はみんなお金持ち

燃えた相手は凛としていて

菜園の成育もよく味もよき

一合で足るふる里の酒
後の月良寛像を照し出す

刈田の径のまつすぐに延ぶ
毬あちこちに気配感じる冬支度

雑誌の見出し数歩先行く

よく似合う青いリボンのヒマラャソ

百才の師に会いにゆく会
花吹雪いく度訪い北の丸

ゆっくり廻る風車のどけし

秤唖什一一琴一一朗十弐甲雷︵於・芭蕉記念館︶
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真夜の空独り占めせし望の月

奥の座敷に後の雛あり

綾

︵訟女ばかり狭く坐れる紅葉忌

双子の衣類かわく物干

春

世

パリ郊外色とりどりの家ならび

綾

優

貧乏画家が描く似顔絵

朝

おみくじ引けば吉ばかりなり

夏の月赤く大きくどんよりと

世

世

ホットコーヒー冷房の中

宇咲冬男

出合たる送り狼良き男

飽きられしテレビゲームが部屋の隅

綾

優

こけら落しの切符手に入る
慢幕を張りめぐらして花の宴

捌

執

筆朝優世綾春朝優冬春世優綾朝春朝綾世春

︽東京・あした連句会ｌその四︾

歌仙﹃草の実跳ぶ﹂
白根
順子

白根順子

つ

︵勢草の実跳ぶ己の力信じつつ

後の雛旧家の奥に飾られて
衣桁にかかる薄いろの絹
久々にしかと聰きとむ時烏
春

桜井つばな

ミントのゼリー盛らるギャマソ

順

中天めざし昇りそむ月

︵聾遠忌なり比丘尼の経の美しく

霧

渡部春水
三枝霧子

崩れかけたる奈良の国宝

大学 の 裏 門 淋 し 冬 の 月

ライフワークに選ぶ介護士

広告の溢れておりし山手線

人目かまわずぴたと寄り添い

霧

春

つ

霧

春

つ

焼薯あつくオーバーの中

春

顔黒 が 厚 底 靴 で 携 帯 を

競輪の予想の勘のさえまくり
ノートパソコソ新しくする

順

つ

夢・孤独ないまぜにして花の風

古城の砦朧おぼろに霧

麓地虫出て仕度始まる薪能霧

病み伏す父に送る絵手紙っ
生涯の喜怒哀楽をつつむ里順

産士神に鈴鳴らしおり霧
高波の海水浴に注意報春
片肌ぬぎて玉の汗拭く霧

刺青の龍の持つ張り熱愛す順

あと三年の執行
Ｉ 猶予春

白秋の利休ねずみの歌切と霧

喉にまるばす吟醸の酒つ

月光の萩むら影の濃かりける霧

シルクロードのやや寒を行きつ

露国会は秋の浦みる観覧車霧

Ｉ
秘かに届く褒
賞の沙汰春

丹念に育て上げたるホルスタイソつ

雨後の牧場土のやわらか順
花吹雪一過に富嶽現わるる霧

春日に誓う初心貫徹春

︵於・江東区芭蕉記念館別館︶

平成十一年十月三十一日首尾
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捌

︿東京・あした連句会ｌその五︾

歌仙﹁かわほり﹄
成田淑美捌

東風も雅びな斑鳩の里

璽ひれもすを一家をあげて田螺取り

洗濯物が籠にいっぱい

火の番に妖しき火の粉ふりかかる

民宿のおかみ得意の湯もみ唄
赤い蹴出しがちらと覗きて

成田淑美
坂本昌子

仕置き覚悟の雪の道行

︵勢かわほりに水ゆっくりと昏れにけり

白く浮びし垣のつる薔薇
山村はるこ

つぎつぎに百円ショップあらわれて

線香と献花の絶えぬ比翼塚
眼にあざやかな宣伝の旗

缶けりの鬼になりし子泣きだして

後藤清美
仲澤輝子
大堀春野
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絵本開けば夢の現わる
きれぎれの薄雲まとう今日の月

籾殻を焼く煙匂いし

輝

日日

︵謎冬隣る母の電話はエソドレス
シニァグラスでトソパ文字書き

ガーデニソグの陶製の犬
月光に人の孤独の影の濃く
業平橋のいわれ身に入む
露学長の余技に賑わう文化祭
両刃の剣素手で受けとめ

恋の糸鞄結びに結ばれて

は

輝

回廊に敷きつめられし大理石

品田冨美子

松谷雅子

銀輪の列遠く陽炎う

貴男に遇って変えし髪型

臨時停車の山峡の駅

清

若き日へ高く掲げる花の酒

とりあえず弁当二つ用意する

夏神楽果てし舞台に月埋と

谷田男児

澄

拝雌什一一一蓉娠朋奉朋唾︵於・東京上野文化会館︶

春のショールをなびかせる街

磨きたてたる玻璃の涼しさ

日日

ストレッチャーで運び出されし

は

清

うっかりと回転ドアに足はさみ

仰ぎみる花花花の中に塔

矢
倉

春淑は澄男輝冨男清澄冨昌清春輝子雅輝清

︽町田・あしたの会えびね支部︾

Ｐ歌仙﹃走り梅雨﹄
大平美代子捌

昭和六十年︑草くぎの方より連句の面白さを教えて頂き︑存続させるため平成一年︑あ

したの主宰︑宇咲冬男師に師事し︑あしたの所属となり月一回︑前半俳句︑後半連句に分

け巻いている︒一回に費やす時間が短いので進みは遅いが︑この町田市に連句会等という

広田節子
小谷伸子

り

秤雌廿二蓉壺朋訊朋露︵於・玉川学園文化センター︶

村興しとて春の朝市伸

戸惑いつつも舞える初蝶代
花万朶山上の城抜きんでて澄

動きだすスクラソブルの交差点政

茶房の椅子にねばる半日里

ナゥ新刊の本にせっせとするサイソ次

月皓と神々の代をさながらにげ
耳を澄ませば落ちる椎の実政

馬の肥えたる牧は広々助

白和えも胡麻和えも皆好みにて紀

パチソコマニア小市民われ次

宇宙船ソ十億で乗りしとう井沢政子

汗映しだすテレビ中継紀

万病に効くと清水に人の列都

釣銭のことからレジの娘にふらり助
ごろと坐りの悪き石ころ米田謙次

ママはお仕事パパはスーパーリ

組織だった会の無い時代からの出発であった︒

節

大平美代子

サーカスの楽隊遠く響きいて
依田みどり

走り梅雨手織機の杼の軋みそむ

寝かしつけたる籠のみどり児

灰と色ずく紫陽花の毬

夕月に入江の波の平らなる

伸

矢倉澄子

冷やかに鍵閉ざす小屋の戸

澄

都

笠木以都子

下仲人が惚れられもして

ゥ変身は秋のモードでぴたり決め
路地に迷いてボルボ飛ばせず
飽きもせずあいてかえては立話

祝言の酒は安達太郎地酒とか

げ

三橋しげ子

節

節

代

松本紀子
南沢雍助

大坪万里

菩提寺の松の梢に冴ゆる月
湯婆抱けばとろり眠たき

唄い尽して静もれる席

うっっなに首相退陣聞きながら

デフレ株安火種あまたに
散り際の花を惜しみて執りし筆

巣立し烏の余韻残れる

アォぶらんこの空揺れやまぬ遊園地
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︽大阪・あしべ俳譜塾ｌその一︾

昭和四十五年頃︑大阪中之島の住友グループ企業○Ｂが集まって当初あしべ連句会とし

清水瓢左翁直筆の伝道書によると私の俳譜系譜は次の通りである︒芭蕉翁ｌ北枝ｌ希因

て発足︑後にあしべ俳譜塾と改称︒

海霧の奥より幻の船

両吟歌仙﹃年惜しむ﹄

トムソーャそんなつもりの夏休み

結婚離婚賓ころを振る

鶏深うして径は絶え絶え

ナゥ獅子一肌あたりしばらく鳴りひそめ

片山多迦夫

ｌ闘更ｌ蒼乢ｌ芹舎ｌ凌冬ｌ芦丈ｌ瓢左ｌ多迦夫︒以上片山多迦夫記
片山多迦夫

４

原田千町

五輪のメダル五つ約束

小松飾りし納屋の入り口

気まぐれのあらぶる女神見そなはし

年惜しむ昊を飼ふ少年と
軽いタッチで叩くワープロ
メモリには月の異名が七つほど

尖塔に月の返照白々と

無菌室にて夢む科学者

ぽっかりと卵の中から赤ちゃんが

あの相聞歌あなたでしたの

左ぎっちょを誇る天才

門下生みな赤い羽根つけ

亡き友偲び苧殻焚くなり

エッセーの再版成りて温め酒

進化して霊長目のヒト科とぞ

秤雌坐蓉↑朋什産卵密︵文音︶

茨の門をくぐりゆく蝶

花蔭に畷かれゐる〃ＳＡＹＹＥＳ〃

喫茶喫飯時に恋する

あるがまま円融無碍に老いの日々

まんじかぎじゆうじ

ょく似たる旗に卍と今

アカシヤの匂ひくるたび瘻くもの
ミュソヘソビール蓋付きのマグ

ゥ碧眼の僧も托鉢爽やかに

現れてまたたく沖の不知火

原田千

鳥獣戯画の襖絵に月

雪積んで洛北の景新しく
共に愉しむ楽興のとき
ふぶく花戦前戦後永らへて

蝿の語る春窮のこと

ナォ打ち寄せてうねり重なる磯荒布
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風花は募るともなくすぐ止みて

町

︽大阪・あしべ俳詣塾ｌその二︾

両吟歌仙﹃うどんげ﹄

渦潮を観る舟の大揺れ

ナォ世の中は常にもがもなうららかに

ゆい
五劫思し惟
の仏敬ふ

大震災に家族散り散り

点滴の間遠に朝は白みつつ
片山多迦夫

身を投げてすぎ透る魚になりましょう

うどんげ

旅の空星と月との饗宴に
千本しめぢ湧きいづる山

浮き名もゆかし夕霧といふ

茂り野のここにブティックあったはず

鵤鳴いて今たけなはの七番碁

臥待の語りつくせぬ艶話

矢崎藍

至急報見し記者の驚き

濁酒を岬りし闇市のころ

優曇華や母にひとつの古き琴
昼寝さめたる夢のぼろほろ

ゥサラエボの民に水無し電気無し

限りなく自由求めし魂ありて

生の歓喜よ君の鼓動よ

きいぎぬに銀杏黄葉は降りしきり

屋根裏に昔々の糸車

ナゥ十字架を並べし丘のなだらかに

ゴッホの鴉いまも羽榑く

どぷ

瞳に沁むばかり青き六月

神のマントの裏は暗黒
仙匡の虎は巨きな猫に似て
ぬめっと笑ふ団子屋の婆

頬をくすぐる啓蟄の風

秤

叱蓉十一朋告卵蕾︵文音︶

﹁桜の園﹂は喜劇四幕

花のあともう逢ふこともない握手

ちんどん屋行き聖歌隊来る

見下ろしてフォッサマグナの走る鶏

ジュラ紀の夏の終焉の月
町挙げて音楽祭を祝ふらん

十六歳の娘たいくつ

鍬篭を漕げば落花の溢れくる

矢崎藍

片山多迦夫
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︽新潟・天の川連句会︾

郷里への思い入れ深い福田眞空先生の︑大きな大きなお力によりスタート︒今年で九年

いを︑天の川を架け橋としてアピール︒毎年八月末﹁天の川を見る会・連句大会﹂を開催

目︒きれいな空気と水と緑とを守り︑地球上から憎しみと戦争とがなくなる恒久平和の願

福田眞空
石川野菊

︵於・畑野町農環セソター︶

平成十年一月二十四日首尾

花吹雪浴び幻想に遊びたるエ
さくら貝掌に思ひ遙かに菊

小面の唇朱くシテの舞川
陽炎の中﹁考える人﹂イ

無線交信ダソプ行き交ふ隆

ナゥ民具店つるべ動かず冬支度文

公園の木々虫時雨降る節

人類を環境汚染が襲ひくる保
会ひて帰りの下げ髪いとし恵
遠まはりして還暦の恋の道義
積分テスト時のみぞ過ぎ春
宇宙への旅に誘へる望の月エ

残業続きのびる炬燵辺菊

伊︲ｑ０ＢＩＩＩＷ瀞トリい

トソチポも頓智生かせず事故死せり雄

太り過ぎあれもこれもの荒療治春
イソド修験者招く異次元安藤清

お座敷列車カラオケの会隆

し︑全国から多数の参加を得る︒毎月第三土曜日が我々の例会日︒鄙振りながら楽しい︒

御鏡でんと坐る床の間
石塚多恵子

歌仙﹃大志燃ゆ﹄
福田眞空捌
初懐紙国際連句の大志燃ゆ
麦踏む子後手解きてふところに

服部志保子

伊藤節子
近藤遊川

中川ハツエ

本間昭雄
加藤文子

岩礁を這ふやどかりを追ひ
カーテソを開けて眺むる朧月
ブーッサソダル草履並びて
ゥ境界線超えて自由の別世界

制服脱いだ婦警抱き上げ

本間泰義
土屋隆

生田政春
中川アイ

生涯をあなたと共にこの指輪

松葉牡丹が庭に一面

ボート漕ぐ青春の意気高揚し

アジアの不況泥沼の体

名月を待つ間も長し串だんご

文
イ

村芝居立ち幟はためく

豊作を喜ぶべきか米袋

菊

元エ

エ

節

見知らぬ者と酒酌みかはす
鬼太鼓の音くぐり来る花の山

入学許可害供ふ先祖に

ナォ霞みたる二十三階郵便夫
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或いは合作を行う︒八月には佐渡で﹁天の川を見る会・連句大会﹂を開催︒外国人や大勢

佐渡に設立︑八年に東京支部を設立︒外国のハイク詩人達と毎年一月と八月に作品の交換︑

︽東京・天の川連句会︾連句の海外への普及と国際交流とを目的として︑芭蕉の﹁荒海や﹂に因み︑平成五年に

歌仙﹃初茜﹄

福田眞空捌の日本人が参加︒平成士一年には地球連句シンポジゥム開催の中核となり︑実現した︒

初茜地球連句の新世紀福田眞空おいでおいでと招く居酒屋本間泰義
懐紙に淑気混る横文字橘朱鷺子競走馬政府高官しっぽ出す近藤遊川

黄梅の香りに卓の賑はひて吉浜ます子ドソトマイソドドソトマイソド生田政春

鴬餅の味のよろしさ高木厚子特注の豆腐買ひ来て針供養加藤文子
春袷衿かきあはせ月の道大谷似智子瀬戸の火鉢の縁のぬくもります子
ご機嫌ななめ子犬ロボット内山良子温泉宿へ家族旅行の単線車朱鷺子

ゥ招かれて三世が揃ふ古稀の宴芹田恵子カソッォーネ聴き潤むまなざし似智子
ここぞとばかり会はすお見合ひ浜口泰子早鐘を胸に打たせて木戸くぐる厚子

カサブラソヵの下向きの顔笹本千賀子月の客手塩にかけた士産下げ良子

青く燃ゆ君の瞳に夢心地小澤徳子糠床漬けは夫におまかせ恵子

ポーサソの日傘明るくかざしたり︵＊︶笹木睦子夜景まぱゆき丘は虫の音徳子
野球場より飛ばすロケット奈良岡瑞穂ナゥ紅や黄の紅葉の待てるハイキング泰子

大統領選決まり行く秋佐怒賀正美金釘もお人柄よと褒められて千賀子

病室の窓に小さく後の月三宅智恵直哉の旧居書斎拝見睦子

爽やかに通学仲間呼びにくる原孝子厨の蜆潮を吹き上ぐます子

趣味の陶辛言茶席で披露中川アイ束帯の耀ひましし花万朶似智子

みかさ

落花罪々夕映えの里わが故郷本間昭雄御蓋の山へ踏むや若草︵＊︶厚子

１１

税申告を終へて浜風伊藤節子注ボーサソ＊タイの僧侶のさす日傘御蓋三笠山
ナォ万愚節今年こそはだましたし眞空
秤雌什一一等一期二仇甲詫︵於・新百合ヶ丘梅の花︶
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︽東京・彩連句会︾

︒歌仙﹃ゼッケン﹄

平成九年︑松山より岡本眸が上京︑都内で半歌仙を巻いたのが始まり︒メソ︾ハーの中心

が埼玉にいるので︑別名﹁彩の国﹂より彩連句会とした︒教会の家庭集会のように回りも

ちで座を持ったりしている︒全員﹁くさくき﹂会員︒創始者・宇田零雨の教えと現主宰・

磯直道の指導で︑俳句と連句両輪で︑日夜勉強に励んでいる︒代表者・渡辺梅子

渡辺梅

児玉俊

天気予報に一喜一憂

彼の好みはレアのステーキ／
ひとまわり年上妻に甘えきり﹂
稼いだ金はＴＯＴＯと競輪
海の辺の潮の香充てる旅の宿

光梅俊英光俊英梅光俊梅英光俊梅英光

児玉俊子捌

湖に続きし新緑の道

猪俣光

手すさびに茶碗作らむ士裡ねて
森田英

ゼッヶソを青嵐どんと押しにけり

住みつきし猫一一ヤオとじゃれ来る

お稲荷に供えし揚げを蟻が引き

車を停めて昼寝する人

トップ記事今日もイチロー掻っ櫻い

︑傾ぐ母国をかなりセラピー
名月を山の出湯に仰ぐらん

故郷向きて帰りゆく雁

ナゥ乱菊を縫い取る能衣あでやかに

叙勲の沙汰の噂ちらほら

宇宙へと夢にまで見て早や卒寿

遍路の杖が雨に濡れてる

名にし負う花の巨木も咲き満ちて

聴りの中飛ばす風船

秤蛾仙一一一篝忙朋二十訓朋雫︵文音︶
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ビルの間にキラキラ踊る月の光ゲ

液晶映す秋の爽やか

ゥ改めて不戦を誓う終戦日
マザーテレサの深きまなざし
たおやかでどきどきしてる女の子

鮮度の高い恋がしたくて
あの人の愛のアソテナ感度０︵

スキーはいつも越後湯沢へ

森の寝ぐらに帰る烏よ
登り来し月を肴に霞酒

不況をさらにテロが追討ち

陽と陰分けるトソネル長いこと
ときならぬ風に並木の落花罪々

﹁春の小川﹂を歌う幼な等
ナォゆくりなく弥生狂言観ることに

俊光英俊梅光俊英梅俊光英梅俊光子子子子

︽上野・伊賀連句会ｌその一︾

歌仙﹃霧の椴帳﹄
山村としお捌
どんちょう

山垣を霧の椴帳上りゆく

芭蕉さんの故郷に俳譜が無いというのはどういう事やと第九回国民文化祭みえが催された平

成七年に向かう三重の連句の発芽に連動し平成四年六月︑伊賀の一角阿山町公民館で当会

拝率什一一︾Ⅱ調匪什明蕾︵於・上野中央公民館︶

花前線北からくるといふ珍事敏
昭和も遠見今日みどりの日照

バレソタイソのチョコにはにかむ従

やあやあと生涯学習逢ふ旧友照

すが

鼻眼鏡かけ碁盤砂めると

きのこ狩には地酒ものいふ節
ナゥ濃紅葉の千手観音縫ふ湖国敏

オールスター実況に湧く月中天従

髭の漢の舌のたしかさ節
イベソトの忍者サソバに汗しとど照
十八才のすっびんの肌と
首縦に振らぬ見合の写真積む敏
突然金髪連れて帰郷す照
お土産の湯の華の粉怖がられ従
制服組のいそがしき年敏

庄助さん家畑蔵を注ぎ込みて従

めざす画展へ絵筆走らす敏

てしぐれ忌連句会を開催し来年は十周年︒当会は昼夜各々の座があり月二回楽しんでいる︒

産声を発す︒協会の名古則子先生の親身な御力添えあったれぱこそ︒毎年芭蕉祭の一環とし

山村としお

片山妙子
丸木節子
杉本従子

の

妙

瓦の鯉の浮かぶ月白

千振の花彩のまま縄絢ふて
郵便受のぱたんと音する
節

と

妙

従

と

従

糠床仕舞ふず冷蔵庫空け
一

オーロラを訪ねんツァー又企画

ゥ惜しまるる大裁台の粗大塵
都会のファッショソ何着てもさま↑
ペア
で買ふゞブレスレットの金と銀一
えにし

縁の糸にたぐり寄せられ︑

豊住敏子
永田照子

同時テロ散った貴方を忘れない
ハーブの香りほっとくつろぐ

玻璃戸越し月に浮かれし狸連

敏

と

昭州

従

節

昭小

ひの菜目当てに巡る朝市

行く虚青山ありと勇退し

未だかけだしのノートパソコソ

花筵場所後輩へ引継がれ
巨大亀石みち陽炎へる
ナォ野遊びの采女の袖を返す風
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︽上野・伊賀連句会ｌその二︾

歌仙﹃忌を修す﹄

見栄の太腹山に笑はれ

ナォ言ひだせば後へは退かぬ別れ霜
たわごと

双方聖戦本音立前

実験の虫ノーベル賞受く
結ばれるザイルに托す山登

戯言もひょうたんから駒アイデアへ

城の台地の有り明けの月山村としお

告白をメールでそっと送りおき

山村勝子捌

豊穣の新米納屋に積み上げて坂下千佳子
ガイドブックに目移りばかり荒木静子

それぞれに切符求めて知らぬ振り

忌を修すこれより霧の里として山村勝子

女王花咲く一時の夢と

幾度かけても留守のトーキー

いつと￥ご

焼松茸に鍋はすきやき

しきたりのマ 一ユァル嫁に月の縁

恩師が彼に変る卒業

風鈴吊りて読書三昧

ゥ建前の木の香ほのかにただよひし平島由季子

ナゥ在祭児をせきたてて御輿追ふ

Ｑちゃん記録七日天下に
胸元のお守り袋にぎりしめ
荒じまい待つ比良の八荒

花屑をすぐふて愛でし御手洗に

梢縫ひつつ黄蝶白蝶

秤蝿什一一篝川鍋犀川申龍︵於・上野中央公民館︶
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カンツォーネ流るゴソドラ宵涼し羽根千恵

姉さかぶりの湯茶のもてなし千
変身はスーツで決める忍び逢ひ静
殺し文句はロイャルホテルで恵

海外へ急這赴任の置手紙千
酪駝の隊商砂丘横切る静

銃口の向く嶺々照らす東ての月と

ｌのれんくぐりて先ずは熱燗由

すえうつわ

陶器艶歌一節筆のあと静
予約の枡は土俵正面千
供揃ひ大川端は花万朶静

静恵由千由静恵勝千由と静恵勝千と勝由恵

︽伊勢・五十鈴吟社︾

歌仙﹃家紋染む﹄
中津秋野捌
家紋染む山の旅籠の春障子

平成六年︑三重県で開催される国民文化祭に当り︑平成三年に名古先生の御指導のもと

句座を創立︒初代︑代表者の筒井安子さんの父君で伊勢俳壇史の研究に大きな足跡を残され

た徳井小弓氏ゆかりの﹁五十鈴吟社﹂の名をいただく︒五十鈴川の流れの如く無理をせず

オペラのアリア揺れる心に
季節毎服買ふゆとりある時世
みせ
手入れよき庭鯉こぐの老舗
黒髪に雪をはらりと置く女の

子の命名に恋人の文字へ

風

孝

昼下り村ひっそりとして

褒めてもらうて嫁がせる菊
ナゥ海路守る石の神にと今年酒

一

連衆の和をもって連句の心を大切に︑月一度集まり巻いております︒月例会は第二木曜日︒

福田重子
中津秋野
早川忠夫
高山孝子

つづく喧に笑みこぼす艶

しばし佇み駒烏
の声
うど

さらさら三分砂時計落つ

山岸れい子

播鉢に幼の手借り独活和えて
月天心師は清貧をそのま上に
Ｖスケッチブックに描くこぼれ萩

ゥ大太鼓秋の祭りを思ひきり

片道切符ポケットに入れ

住專問題議会混沌

熟年の分別を踏むワルツにて

孝

とも

嶮しき坂に巡礼の杖

蛇皮線に揃ふ舞の手花見衆

蓉唖吐蓉袖朋二酎卵藷︵於・なかむら館︶
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しのぶほどに愛の炎の燃えさかり

浪人をさせても願ふ一流校

大慈大悲の千手観音

風

ひとり将棋の縁のあたたか

戦友よりの北海ラーメン届くなり

圭

山口圭子
村野正夫
中西晴風

夕立の過ぎてすがしく月の光ゲ

些

重

豊かな胸に色白の肌
好感が愛に変れる俄雨

タレソト知事に重き決断

代々の血の惨みたる畑に月

口々に猪襲ふさま言ひ合へり

榊原由美

美

秋

正

余寒伺ふ美濃の便菱

八重咲きの花の濡れ彩ひとしほに

蝶睦みゆく土手の閑けさ
ナォ習ひ初む人形作り暮遅し

忠重秋正圭美圭美正圭重正重美秋圭上

閣にて︑連句を楽しもうと︑笑いの溢れる座をモットーにしている︒今年︑石手寺と同連

寺連句会のメンバーとで結成し︑松永静雨氏を師に迎え︑例会は月一回︑石手寺内の安養

︽松山・石手寺連句会︾平成十二年六月に︑石手寺︵四国霊場五十一番札所︶の住職夫人と︑高校同期生の興聖

！歌仙﹃鐘の音よ﹄

岡本眸捌句会が発起人で各連句会に呼びかけ︑七二名による歌仙二巻の連句碑を境内に建立した︒

鐘の音よ天地に響け原爆忌岡本眸告ぐる術なき想ひ切なき国
古木に絡みもゆる凌霄高木潤老楽の恋といへども華やかに祐

前評判の茶房開店井ノロカズ貯るかな財布作らう蛇の衣潤

あ

カルチャーの水墨展の案内来て紀伊郁子つぎから次に現るるロボット眸

いずくともなく舞へる艀蛎宇都宮国子期待せし小泉総理当てはずれ国

宴会の準備ととのふ川原月山内豊美香水瓶をあけりや空っぽ力

ゥ連れだちて秩父の山へ茸狩り加藤祐子平和は遠き戦地アフガン郁
昔の彼に似たる横顔毛利美子呑むほどに酔ひの回りて評論家眸

メールにて送る宛なきラヴレター眸﹁わたし馬鹿よ﹂と鵬鵡つぶやく祐

ニュースを聞けばあがる血圧郁ナゥ罐維を遙かにしのぶ神の留守国

ふらりと戻る家出せし猫潤病む夫へ望月の窓あけ放ち力
株相場世界を馳けて乱高下カニ百十日も過ぎて事なし潤

月良さに重ね着をして廻り道国お薄を点てて憩ふひととき祐

石焼芋の匂ひ漂ふ豊飾られし額の仮名文字品よくて眸

にぎやかに野球少年集りて祐からくり時計動くたのしさ力

夢がいっぱいタイムカプセル眸散りそめて匂ひほのかな花の舞郁
秤

Ⅱ圭蓉仇朋一汁一一ハ卵雷︵於・石手寺安養閻︶

燭漫の花のさゆらぐ湖の面潤大海原に顕ちし屋楼潤

観光客も長閑なるらむ力

ナォイベソトの大道芸に春惜み郁

−74−

︽東京・池袋連句会ｌその一︾平成三年四月池袋の東武カルチャー連句教室が開催され宇咲冬男先生を講師とし連句の

野東京文化会館に移し十三年上野連句会とし現在に至る︒宇咲冬男先生を師とし超結社グ

基本より学ぶ︒平成八年三月閉鎖同四月池袋連句会として発足平成十二年十一月場所を上

岡田透子捌ループとし毎月第二水曜日に連句の実作発句式目付味等連句のすべてについて勉強中︒

歌仙﹃大瑠璃や﹄
なぎ

朱

︵勢大瑠璃や梛をそびらの能舞台岡田透子シャツのめくれて現れし刺青透

苑の泉のこんこんと湧く篠崎ゆき最後には只になりそう叩き売り

帰省子の固太りして帰るらん宮脇美智子ＮＧ多きロケに喝采芳

読みさしの本散らばっている桜井つぱな副都心こんなところに女郎蜘蛛ゆ

F

妖精と見紛う月の昇りきて佐々木芳子裸をそっとのぞかれている美
棋櫨の密の濃くなれる頃堀朱芽こうなればここまで来るは当り前透

︵塾蛤となりて雀をとりに行く透衝動買いの安きブローチ芳
泥舟と知り乘りし浅はか美携帯の気になる声音ついてきてゆ

ジー・ハソの食い込む肉にそそられてっ屈託のなき老人ホーム朱
ストーカーとは誰にも言えずゆ満月にためらいて星またたかず美

このところ心療内科長き列朱猿酒と聞きあらたなる酔いっ
いつもの屋台霊園の端芳蔑やや寒の枕頭にある三国志ゆ
むささびの瞬時に消えし月の下ゆ早立ちの服思案あれこれ芳
大熊手買い始末どうする透身振りして異国の言葉美しく美
雛寄せのまたも市民に被せられ美横浜ナソバー続く街道っ

秤率什二等叱朋拭甲雷︵於・池袋勤労福祉会館︶

床に飾れる金鶉勲章芳花の雲曳きて回れる観覧車透
楠公の銅像に花片片とつ春の潮のひたに寄せくる執筆

スーパーで売る鯛の浜焼朱

璽屋気楼逆立ちをして見ていたるっ

− イ 、 −

︽東京・池袋連句会ｌその二︾

イソターネットで検索をする

歌仙﹃雪渓﹄
桜井つぱな

春の帽子を振る人のおり
露瞬間に空を曇らす蒙古風
歴史書き替う発掘続く
照明を落し鎮もる資料館

篠崎ゆき

葛素麺も喉をとおらず

夏かぜの治らぬままに出勤し

つばな捌

荘の玻璃戸をよぎる郭公

︵竪一岳をきわめ雪渓望みけり
高尾秀四郎

桜井

硯学の身ほとり本を積みあげて

パートナー次々変るラブゲーム
つ

次山和子

秀

つ

川ゆったりとうら坐かな里

花の雲夢の世界に誘なわれ
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きりもなく来る国際電話
商談のすべてまとまり月昇り

和

甘言よりもものを云う肌
宮参り禰宜の袴の鮮やかに

栗の実ころところぶ細道

雨月となるを気づかずにいて

鯉悠々と潜る八ッ橋
秀

蔑柿襖旧家の軒にびっしりと

秀

年の差を感じさせない優しさで

和

日本の景を追うカメラマソ

︵塾岬に出てひさごより汲む濁り酒

ネイルアートの指に口づけ

ゆ

ちゃっかりとピースポーズの男の子

うそ寒をこらえていたる通夜の席

くるくると回転ドアのロソドなる

秀

力いっぱい三輪車漕ぐ

ゆ

地下街にある名物喫茶

ゆ

女子高生のにぎやかに過ぎ

月冴ゆるョＩヨーマ弾くチェロの音

隠れいしオウム信者の逃げ出して

ゆ

床広々と金堂の冷え

肥満の猫の寝そべっている

和

秤轆什一蓉吐朋缶叩誼︵於・池袋勤労福祉会館︶

湾めぐるシスコの丘に満てる花

ゆつゆ秀和つ秀和ゆつ秀ゆ和つ和ゆ和つ秀

︽市川・市川俳譜教室ｌその一︾

歌仙﹃梅雨の二三滴﹄
今泉宇涯捌

織りむらのある黒の羅

清貧の語へ飛ぶ梅雨の二三滴

教室は古く昭和三十年代の発足︑幾つかのクラスのうち︑連句専門であった﹁松組﹂が

現在を継承し︑ＪＲ市川駅前今泉医院の一室を借用︑毎月第一水曜日を勉強会としている︒

︵われ詩を愛す．われ俳諾を愛す．われ隣人を愛す︶︒これは開設者今泉宇涯の﹁心﹂︒

アイシャドー少し濃くして初デート

第九演奏熱気帯びたる

バーゲソで買ったスーツの桁長く

ゆき

世渡り上手ぬらりくらりと

銀座の烏はフラソス料理
痩身も肥満もかかる糖尿病

宇涯師亡きあと︑その心を心とし︑更なる研讃を重ね且︑俳諸に遊びたいものと念ずる︒

今泉宇涯
伊藤孝子
牧野岩を
伊藤薮彦
引地冬樹
浅野黍穗

満月の上に立てたる星条旗

を

孝

尺余の鯉のいとも爽やか

きつく抱いて鏡の天井
竹林に月影ゆれて法隆寺

寒くないかともやもやの夜
嘘ばれて指の先まで赤くなり

君のこともっと知りたい旅にゆこ

彦

湯ざめしてまだ決めかねる時刻表

母が呼んでる柊の月

石渡夢八

宇

孝

彦

ひかり微塵とレガッタの擢

地の果ての至るところに花の雲

株価暴落算盤が泣く

ぼりノーと噛む草加せんくい

衛星介し間く孫の声

秤率極奔圭朋奉叩雷︵於・市川俳詣教室︶
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口笛を吹けば仔犬が駈けよりて
チウイソガムの硯くポケット

釣舟草のゆるる草むら

塚本田天志

殺し文句がハートくすぐる

を

女ざかりの議長誕生

よせ返す灼けたる磯に夕きざし

樹

穗

ゥ車座の中に新酒の樽を置き

地震に津波は泣き面に峰

ナゥ一葉の住みたる路地に木の実降り

かくれんぼ鬼がいつまで屈みいて

半世紀の花あび宴かぎりなく

八

彦

大志秘め山に向かいし事ありき

ひそとかぎろう小祠の幣

ほこらぬさ

ナォ水門の修復なりて蝿叫棲まず

彦宇を彦を彦宇を宇を孝を字を宇孝を

︽市川・市川俳譜教室ｌその二︾

歌仙﹃十二橋﹄
伊藤薮彦捌

しらす

嬰ご機嫌にあたたかな午後

ナォ砂浜に敷きしすだれの白子干

仔犬を追ってついと蹟く

蹴られたるサッカーボール藪の中

失いし乳房悲しく瘡く夜
むかし小町と又噂され
小春日の堪忍袋破れそう

アソモナイトに浮かぶ想い出

観光バスにはしゃぐ山道萩谷悦子

軍歌吹きハモニカ少年柵に寄る

お嚥子の音の遠き月影藤沼和ヱ

目で盗む熟れ無花果や十二橋斉藤一灯

狐・狸の来て遊ぶ庭伊藤貴子

飛烏大仏笑みをうかべて

露天風呂自慢の喉をきそいつつロ閨庸子

新蕎麦と書かれし旗のはためきて尾高せつ子

ゥ手紙抱き小雪のなかをポストまで鈴木いと

何か秘め舸梛な友禅酒岬る伊藤藪彦

深井戸四つ釣瓶九つ

イーゼルを立てて煙草を瘻らしい

夢と現をつなぐ街騒

墨堤に荷風を偲ぶ花盛り
流行りの下駄の弾む春昼

秤砿什一︾十一︲朋耗朋誇︵於・市川俳譜教室︶
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冬木の瘤に籠る魂

日課の散歩今日は休みか斉藤冨美子

菊月夜宿の汁の実お麩手まり
消え入りそうな虫を聞く窓
ナゥやや寒の川面に映す蔵屋敷

プラトニックに過ぎし年々ヱ

教会の尖塔に舞う鳩の群せ

テレビのロケ地黒山の人庸
夕月へバラの大輪匂うらん悦

釣師同志で語る涼しさ灯
唐突に弐千円札発行とと
変り映えせぬ小渕内閣貴

公園の花の下なるホームレス富

貴と彦ヱ貴悦ヱ貴悦とヱ貴ヱ悦ヱ責と悦彦

は偶数月の第一水曜︵会の名はこれを振った︶千代田区内の会員の実家で︒捌は浜本先生

に座を設けた︒以来耐同窓会気分で和気謨々と四十年前の授業のごとき句会を開催︒例会

︽東京・一粋会ｌその一︾中学時代の恩師浜本青海先生の﹁叙勲を祝う会﹂の幹事が︑先生の勧めで平成三年四月

歌仙﹃百合鴎﹄

浜本青海捌中心︒発想・語彙を豊富にと互いに研讃しあい︑味わい深い付句に苦心している︒

通ひ舟水脈を慕ひて百合鴎浜本青海春雷聞こゆ続く沈黙亭
下の村より積荷の大根田中安芸弓引けば同心圓を宇宙とし芸
皿洗ふ夜無き街の盛り場に小野酔陶尺八の音堂に満ちたり海

バソドポーイの暗き足元大久保風子ホームレス跨いでブーツとほり過ぎ陶

袖そへてそっと差し出す月の盃地引聡亭胸の埋火もてあましつつ螺
濡縁に置く鈴虫の壷土肥暢子図書館でいつもの席の君を待つ暢

ゥ木犀の香りほのかにただよひて横田思案人メタセコイアの年輪を読む人
よりそひて行く彫刻の森大城里水焼けてこそ生まれる命の不思議なる童

うつせみ

灯を点す秘湯の郷に宿もとめ中澤念魚夢かもしれぬ現人の華麗

しらいがほとけ丑三つ参り横田童子月を抜け消えてゆくよな雁の群れ公

荒海のはてにみえたる喜望峰山内螺々子畦で色づく赤唐辛子魚

金色の龍天空を舞ふ品田公子ナゥ尾根めざし草踏みてゆく霧の海迪
夕立の去りし静けさ白い月中村麗ヘルマソ・ヘッセの詩集片手に麗

大統領選テレビ賑やか杉崎迪子早熟の友若き日に莞りて螺

穏やかに見入る夫はアルッハイマー高根沢洋子帆船に乗り星へ旅する公

招福託すＩＴ革命長浜三千代花の香に大深呼吸庭に立つ洋

しょうどん

秤睡什二篝一服二に三串雫︵文音︶

花万朶二十世紀を荘厳し水苗代ゆすり渡りゆく風代

浮きつ沈みっ惑ふ捨雛童

ナォ観念し目もうつるなる羊刈る風
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︽東京・一粋会ｌその一一︾

短歌行﹃竹の春﹄

遠田打つ影ぬらす村雨大城里水

ナォ小綬鶏のするどく朝を切りさいて螺

ゴルフボールの藪につっこみ暘
五十肩イタイイタイと背広着る水

公 芸

大久保風子捌

黒き瞳に炎きらめき横田童子

方位に念ず一陽来復

早稲の飯洗はず炊けと能書に大久保風子

主なきスヶボーのあり路地の月高根沢洋子

さわさわと風のゆく道竹の春浜本青海

色万華鏡飽かず眺むる田中安芸

工事現場も芒揺れゐて中村麗

琉珀酒透してきみの︒プロフィール

ゥ浜の町群れ賑やかに夏衣山内螺々子

ナゥ薄青き秘色甕を抱き秋暮るる小野酔陶

︵於・麹町秋葉庵・ナオ六句より文音︶

平成十三年十月二十七日尾

平成十三年十月四日首

時を奏でる鐘ののどかに長浜三千代

嫁ぐ娘よ幸せになれ花舞ふ日中澤念魚

名人消えずＩＴの世も杉崎迪子

ひそくじ

沢蟹みつけそっと抜き足品田公子
かくしたる二人の秘密嬉しくて

潔き身の堕ちるだけ落ち

悲しきは狂信のテロ凄まじく暢
頬を支へる半珈思惟像地引聡亭
花あびてうからやからの古希の宴横田思案人
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産声きこゆ今宵満月土肥陽子

芸螺

︽茨木・茨の会ｌその一︾

茨﹃十二人﹄

昭和四十九年︑所属していた俳句結社の主宰より︑同じ結社で京都在住の浜千代情教授

一回の講義を満二年︑続いて﹁奥の細道﹂精講一年のあと連句を実習︒橋間石・林空花

を茨木へ迎えて勉強会を︑と勧められる︒その時教授から示されたテーマが﹁俳詣﹂︒月

︵新かな使い︶

両師他よりも御指導を受く︒昭和五十六年連句懇話会発足時より参加︒月一回の例会他︒

近松寿子捌

﹃表合十句﹄︵発句・脇・第三は歌仙等に準じ︑

形式﹁茨﹂について

連句の談議湯気の立つ鍋薗理恵

十句の中に四季を詠み込み︑月・花・名所・神祇・

十二月十二人居る宴かな久保田夜虹
オカリナにひととき我をわすれいて岡田昌子

釈教・恋等をあしらう︒月・花の定座はないが素

秋は忌むので秋月となる︶は短時間で連句を楽し

ポッポポッポと鳩時計鳴る内山尚美
望の夜森のけものも浮かれだし富澤弘

めますが︑本来は格調ある形式なので障って﹁表

を発展させて句数は時間により八句になっても十

金銀散らす芒吹く風妙島秋男
秋袷乱れ許さぬ束ね髪奥村富久女
道説く君に騒ぐ血潮よ品部一朝

二句・十四句になっても︑として﹁茨﹄と称して

平成十一年十二月十九日首尾︵於・料亭宇久井︶

おります︒

合十句的連句﹂と称して﹁茨の会﹂で愛用︑それ

発禁書積み上げたまま暑気払い出来千恵

何でもありが通る世の中上田真而子

花の陰肩の力を抜く仁王小池正博
のつこ

しぶきあざやか乘込みの鮒近松寿子
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︽茨木・茨の会ｌその二︾風光る日の坂ひた急ぐ

理
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ナォ楽しさは孫の歓声潮干狩而
短歌行﹃福まねき﹄
白きパンツのぶら下がる竿朝
品部一朝捌
編輻のひらひらひらり深廟ふ
﹁福まねき﹂てふ煎餅や春立ちぬ中島ふゆみ縁台将棋続く長考理

廿蓉二期誹極肥雷︵於・茨木市市民会館︶

尚す

やりとりのどか連句校合品部一朝牛の歩の近くて遠き田舎道内山尚美

母子草たたずみてみる母ありて薗理恵五重の塔も雪景色なり朝
われ関せずと猫走りゆく上田真而子線描の利鎌月ある窓の冬理

ゥ魚焼く匂ひの中に登る月朝ロッキングチェアＩで演歌聴くとは石井すがこ

拝

さらば浪人晴れて入学

鈍行の停まりし駅は花盛り

菱舟に待つ丈高き人理ナゥ国訓りビデオレターに懐かしぐ尚
ひと夜とて夢かうつつか温め酒ふ見わたすかぎり和布干す浜ふ
出来心にてマリファナを吸ふ

追及は閣僚にまで届かざり

霊験あらた天神の護符
今年こそ花の見頃にゆきあはむ

而 朝 ふ 朝

︽茨木・茨の会ｌその三︾

歌仙﹃ふれあいの﹂
ふれあいの集い親しや夏座敷

竹林渡る風の涼しさ

通学の自転車の列駈け去りて

富澤弘捌

セーヌの岸に揚がる連凧

ナォ復活祭老いも若きも着飾りて

煮抜き卵は僕の好物

山を越えまた山に入る鈍行車

﹁恋﹂と打ったら﹁鯉﹂がでてきた

絵手紙の鬼枠をはみだし

内田美子
福島桂子
富澤弘

はるばると地球の裏から嫁つれて

篝火に真夏の夜のメロドラマ

薗理恵
美

出土の甕は爺のお宝

尼寺の軒氷柱鋭く

敷松葉月の灯しの鎮もれり

点滴続く小児病棟

真

真

理

美

癒しの里に鳴く百千烏

山蒼く水渭かれと願うなり
歩け歩けと友をひきつれ
太閤の茶会は花に華やぎて
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上田真而子

箱よりのぞく仔犬三匹
望の月御隠居詩吟朗々と
菊人形の幕張り了える

桂

海峡の橋の彼方に月昇る

国旗国歌とキナ臭いこと
縄文の歴史大きく見直され

ゥ盛大にさんま焼くらし高架下

真
弘

ナゥからすみをそっとあぶりて新走

酌の手付きの美しき女
イマイチの口説き文句を不器用に

桂

未来の社会ヴァーチャルの画に

自自公の打算あれこれ化かし合い

桂

あらばしり

此処は曽根崎道行きのあと

弘

郡郷を聴く九階の窓

息切れの阪神今が正念場

禁煙席に煙もうもう

美

平成十一年七月十七日首尾︵於・洛西ふれあい会館︶

総立ちの千秋楽に花吹雪

真桂理弘美理美弘理弘美弘美桂美桂理弘美

萌﹄

カルチャーセンターは全国で花盛りであるが︑連句の実作を永年にわたり続けているの

は我が﹁ＮＨＫ文化センター青山﹂だけではなかろうか︒連句協会々長上田渓水先生の懇

股立取りて構えたる槍水

地雷の国に渡る医師団上田渓水
静かなる海はいづこぞ今日の月春
詩集はらりとめくる秋風ねこ
ナゥ色紅き菊人形にかしづかれ康

宿題を溜めて外出禁止令水

捲土重来重き荷を負ふ水
信長の野望漬えし天守閣春
鑑定士等が探すお宝リサ
年かさねきて埋み火のごとき恋水
久しき文に心乱れてねこ
鎌倉に駈込み寺といふがありリサ
初蝸がとぎれとぎれに康

のよさを考える連句普及の一大センターになることも決して夢ではない︒

切丁寧なご指導の下︑初心者から中級者まで毎月二回の勉強に精を出している︒立地条件

吉江康
片山春
管谷ね

佐々木リ／

リ

河田水

こサ康春こ水サ康春康水こ春サ尾こサ陽子

︽東京・ＮＨＫ文化セソター青山ｌその一︾

歌仙﹁冬﹃

吉江康子捌

冬萌や日毎訪ひ来る番烏

水澄みわたる山の湖

リ

ほろ酔ふて一さし舞える老課長春
自き小鳩がポケットから出る水

記念樹の花は朝日をしたたらせリサ
教育プラソ立てて麗らか原田安恵

︵於・ＮＨＫ文化センター青山︶

平成十三年二月十九日首
平成十三年三月十九日尾
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着ぶくれし児の投げるパン屑
竿売りの声どこよりか響ききて
スポーツ雑誌ゆっくりと読む
ブロソズのおとめ膝抱く月明り

女髪すく一つ家の中

ゥ手折りぎし秋草壷に溢れさせ

遠吠えの犬次々に啼く

雨戸より洩れし灯もすでに消え

良妻賢母末は大臣

政変の大見出しには驚かず

青田広がる故郷のこと

難民のキャンプの彼方夏の月

新米記者の胸の高鳴り

コーヒーを入れ直し居る作家業

春飴蕩と過ぐる船絵馬

深吉野の花に連なるバスの列
ナォ子持鴬釣る釣人の動かずて

ね
ね
ねり

︽東京・ＮＨＫ文化センター青山ｌその二︾

歌仙﹃初旅﹄
宮脇

美智子捌

静

かぎろひ止まぬ縄文の土器美
ナォ山里の蚕飼いの灯遠近に勝

瞳の青き次郎兵衛が嫁三

手作りのパソまつくるに焦がしたり

臼杵源児

好きよ好きよと籠のイソコが佐
床の間に座敷童がにっこりと智
人が来るらし落葉かさこそ美

宮脇美智子

佐崎静緒子

落武者の身を置きかねし洞の奥瀞

初旅の眩しきまでの野川かな

昔ながらの春駒の舞
多平三代子

富山の薬母の代から佐

師を囲む四方山話しきりもなし
ぼろぼろにせる辞典そのまま
藤井佐和子

貼りまぜの色紙に太き達磨の絵佐

受けし叙勲の功の数々三

八島美枝子
勝

月照らす一本道をどこまでも美
声さわやかに太郎冠者来る静
美
静

ナゥ黍飾をお裾分けよとくばられて静

南窓に影くっきりと月の柚
かかし
弓引きしぼる鹿驚倒れて
ゥ神官も氏子も酔へる秋祭
縁談もって兄が故郷より

智

乘り回すオープソカーは朱の色に

右も左も茶髪顔黒

︵於・ＮＨＫ文化センター青山︶

平成十三年四月二日尾

平成十三年一月十五日首

寄り添ひし姉妹美し花衣静
未来の都市が見ゆる屋楼佐

ゲートポールの集ひ賑やか智

ゆっくりと地球温暖すすみたり智

じっと動かぬ水槽の鯉智
佐

勝

流暢な英語で届く忘れ物
梅雨満月を浴びし露座仏
枝折戸に蝉の脱け殻すがりいる

静

佐

父親多ぎ授業参観

智

細く流れる笛の音は誰
鞍馬より牛若丸の稚児姿
ひとひらの花の行方を指さして
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︽豊甲桜花学園大学連句研究会︾

歌仙﹃○昌辱昌○ロ﹄

聖きよみ捌
樟若葉風に流れる﹁○口ご屋○ロ﹂

出会い求める夏のキャソパス
海の青じわりアクセルふみこんで

桜花学園大学人文学部の講義﹁国語表現Ｉ﹂﹁文学表現﹂では連句を実作する︒連句は友人と

四年文学ゼミの学生も古典と共に連句研究に取り組み地域連句会︑全国大会などに参加する︒

共に楽しく言語表現を磨くよき手段であり︑外国人留学生の日本語習得にも適している︒三年︑

里

甘い夢見てさめる現実

み

里

里

雁が帰った夕闇の池龍

気合とともにバックドロップや
いっせいに電気の消える講義棟み

ナゥハロウィソの魔女の秘薬にだまされて龍

コスモス

秋桜摘んでさあパレードへな

乗れるなら乗ってみたいな月の舟龍

蛍放てば黒髪のつやド
けいたいで探す一条戻り橋堀
留学生と思い出の旅香

まぼろしの夜を扇が舞︲いおちる樹

泉こんこん燃えあがる恋ゆりな

ラストチョコお口の前の手でとけてなるとみや

ピラミッドには深い階段樹
落下する救援物資岩のかげ堀
ビソラディソ氏の未来計画光

連句経験が学生生活を充実させ︑いつかは日本文化の豊かさを未来に伝えてくれることを願う︒

利

信号待ちの子どもぽっねん
三日 月 の う さ ぎ は ど こ へ 消 え た か な
きつつきつっつきスープの素つき
ゥぬく め 酒 ち び ち び や っ て る 父 の 背 な

香

大都会たれこめた空せまるビル

い

はんるい

跡継ぎ息子早く見つける

聖きよみ
万年美香
加藤利恵
矢崎藍
鎌田英里

誘惑はその場かぎりの楽しみに

カタカタすすむ液晶画面
知事選の出口調査の息白く

香

い

ダッフルコートはおりバイトに
たんぼ道あかりがひとつ急ぐくし

い

平成十二年五月十日首

しあわせはすこしたいくつ花の昼藍

婆がちょこまか煮物している
月の量ふわりふわりと花の散る

み

平成十二年十一月十五日尾

利

野山に融けて眠る佐保姫

ドリー

︵於・桜花学園大学型研究室︶

ね

春挽糸のつむぐ時の音樹

ナォ玉飾りほてった頬にとまる蝶
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︽港・丘の上連句会︾

慶應義塾世紀送迎会記念
いぐさ

西暦二○○○年大晦日︑慶應義塾では世紀送迎会を催した︒記念に連句愛好家も参集し

百韻を巻いて世界の平和を祈った︒この意義ある百韻をホームページに掲載︑会員有志が

重ねたる稽古もいよよ初舞台

粛粛と筆劉暁と吟

塙於玉

大久保風子

大駒誠一

全文は平成十三年版連句年鑑所収ご参照

︵於・三田山上︑山下︶

平成十二年︵西暦二○○○年︶
エ十二月三十一日首尾

瓦礫除かむこぼせ良き種

何処へか失せゐし花も戻り来て

くずし字にルーペを当てて見る古地図東浦佳子

月映す亀形石の溜まり水鈴木慎二

◆◆ｅ●の①●●●●◆●■●◆●●●■◆●毎◆◆●●●︒◆■●●︒■申●︒■■

やさしさがもてる男の基本とて坂田武彦

の方針のま坐︒所属の異なる会員が母校で親睦と二十一世紀の新しい連句確立を目指す︒

世界への発信を試みている︒例会は偶数月第一土曜日午後︒捌は輪番︑式目など当日の捌

中尾青宵

世紀継承百韻抜粋﹃戦無き﹄

戦無き世紀祈りつ餅を搗く
大城里水

龍門の風頬に優しき

今村十田

いぐさ

若き等と焚く年の篝火
和田忠勝

図書館を巡れる月の青白く

中村麗

青木秀樹

胃ｇミミミ葛．８尉呂．尉．雨ざ．９．旨含匡乏３口穴匡ご参照

またホームページ
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丘の上寒九の空は晴れぬけて

銀杏の実のそここ入に落つ

黄沙積む自動ピアノはアダージオ

岡山朱藍

滴りを玉に月光フル生産佐藤良彌
姑が来て桟をじろじろ

勝宵

月一回︑第四土曜日︒会員は九名︒モットーは︑薫風のこころを失うことなく︑〃座の文

にわたって行われた講座が発端︒従ってグループ名は市の名から﹃桶川連句会﹄︒例会は

︽桶川・桶川連句会﹀市の公民館活動の一環で﹁やさしい連句入門教室﹂として︑平成十二年一月から全七回

歌仙﹃芭蕉一叢﹄

福田太ろを捌学″としての連衆心と挨拶心を大切にすること︒作品は記念すべき歌仙の第一作とした︒

︵勢北限の芭蕉一叢玉解けり福田太ろを青空の濃き岳の入口三
土産を買って帰りゆくなり佐々木文子マ

一キュアもペディキュアも朱バナナ剥く三

夏風にのるつばくろの声沢井三柳手力男投げたる巌居すわって佳
ターミナル駅の改札混み合いて小林茂之竜と化けたる人の執念文

−１康

ちちろの中にすすむ長編澤田佳久馴初めは共に眺めし十字星佳

空しろく抱えきれざる月出でし伊東康之旗を打ちふり夢のシド

はつと息のむ見おぼえの影三けだるさの身はふわふわとふわふわと三

︵塗車座で地酒もてなす里祭康夜目にも白き君がうなじよ康

麻酔よりアルトのこえに醒まされて佳波に消えたる恋の砂文字康
優しき仕草さらにやさしく藤津和子月照らす補陀落駆ける修行僧和

遠く聞こゅるＤ５１の音佳蔑おちこちに雄鹿の声の聞こえ来て佳

爪ほどの若狭の浜の小さき貝文紅葉かつ散る錆びた鎖場礼

同窓会の果てし冬の夜三出港のマストに並ぶ鴎烏三

先客は寒月なりし露天風呂茂メジャーへ挑む選手ぞくぞく茂

どうにもならぬ弁当の采三莫山は花あるときは花に酔い太

口癖は社長になるよだったけど和留守を預かる路地のうららか茂

秤雌叶一一一︾泗朋一汁﹄朋需︵於・桶川公民館︶

背ナの子が振りて喜ぶ花の枝坂本礼子新世紀へと舞える双蝶月
まとめてはがす春のひめくり上月叩子

露逃水の現れて明るき町となる茂
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︽松山・小野連句会ｌその一︾

歌仙﹃吸ひ殻を﹄
渡部伸居捌

昭和六十二年﹁松根東洋城ｌ佐伯巨星塔﹂先生を師系とし温泉郡小野地区に主として︑

俳句結社﹁渋柿﹂同人を中心に結成された連句グループである︒現在は町村合併により︑

ボクシソグトレーニソグのジム通ひ順

炬燵の番をなじる母親平

ぼけ防止役目新たに日記買ふ葉

たち食ひ蕎麦に舌鼓うっ順

何処もかも手配写真の貼り出され居

一時停止の槌せし標識葉

十二名の会員より毎月一回連句の実作に励んでいる︒

松山市小野公民館を会場に︑地域の文化活動として︑また︑伝統文化の継承活動として︑

大野順

渡部伸
村上雪

霜柱立つ村の十字路
長井実

吸ひ殻を投げ込み焚火離れけり

課長の椅子はとかく空席

孫囲みしぐさを離す朝餉にて
宇都宮柏

悩みなやめど恋は捨てかね居
行く末の幸せ祈る願をかけ平

急げる旅に車渋滞葉

月いでし峯は昔の砦趾居

庵の窓に鈴虫を聴く順

支持率さがる総理橋本平

ナゥ黙々と歩道をひとり秋遍路葉

夜も更けてロゼのワイソを友と酌み順
タソヤオチュウ

断公九で早く投了居

戸の外の万々才の花に酔ひ平

葉

執蓉十一一一朋什極肥雷︵於・松山市小野公民館︶

場雲雀鳴く野辺は果てなし
秤
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屋上に昼月淡くビルの街

瞼にうかぶいとし唇

菊の大束やんばりと抱き
ゥ退院の友を手伝ひ冬仕度

三々五々と帰る学童

誘はれて通ひ慣れたる恋の宿

邪な心はかけら程もなく

宇宙遊泳初の試ミ
うり盗む集団ありて夏の月
涼風にたつ池の漣

東北弁の民謡の味

尚歯会賑はひそむる笑ひ出て
遙かなる産土ナの杜花ざかり

師匠点前に厳し炉塞ぎ

ナォ姦しき園生連れて汐干狩

平香順居葉平香順居葉平香順居葉平香子居

︽松山・小野連句会ｌその二︾

歌仙﹃大声の﹄
渡部伸居捌

大声の来て虫の音を阻みけり渡部伸居

名月仰ぐ庭の縁台村上宕王子

秋燈下友への便りしたためて宇都宮柏葉

水面に映る黄蝶白蝶

ナォここちよく吹く貝寄せを頬に受け

商店街は徐々に活性

ちんどん屋出立太鼓とどろかせ

家族会議で息子話題に

梅雨晴間絵画個展へ廻り道

うなぎ弁当並ぶ駅前

突然に携帯電話鳴るポッケ
肩抱く写真旅のアルバム

いまひとたびの時烏待つ居

みちのくへ恋の逃避を続けたる

汁一一蓉執朋二汁ユ朋濡︵於・松山市小野公民館︶
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床に飾れる和紙の人形渡部就子
静寂の茶席を渡る夏の風長井実平

ロヶーショソ月に忍者のすばしこく

秤

公園の池を埋めて花筏
春を惜しみて集ふ輩

見はてぬ夢を今も追ひつっ

素人の域を超えたる筆捌き

高熱押して技を披露し

ナゥぼうぼうと霧笛のひびく港町

社会奉仕が父の口癖

そ知らぬ体で逃ぐる側室葉

体育館に競ふスヶボー

ゥ家康は千代田の城を修復し王
流し目に真紅のドレスフラメソコ就

底豆瘻く新調の靴平

居

古刹巡りの地図を借り受け王

旧式の疲れ織機に油差し

宴果てて客帰りゆく冬桓蛾葉

紹か鼬か径を横切る就

国債の増発だけのから景気平

ゴルファー達の自転車の列居
園児らへ花びらの降る神の杜就

執

筆平就葉王就平居葉王居平就葉王居平王葉

︽松山・おぼろ連句会︾

歌仙﹃ポインセチア﹄

昭和六十一年二月結成︒会名は作品第一巻の発句﹁さくさくと砂踏みわくるおぼろかな﹂

﹁連句は座の文学である﹂﹁作品の全責任は捌にある﹂をモットーに︑月一回を例会として

久保田方太郎に拠った︒限定会員制で黄烏倶楽部︵高校長○Ｂ会︶の会員有志による︒

今井比呂夢

水

水

楽

︵おぼろ連衆揃って健康の新年の作品です︶

平成十年一月二十九日首尾

つくねんと待つ四月馬鹿にて洞

往く女︵ひと︶のみな美しき花の下亭

我が人生は平凡で良し

何故逝った伊丹十三ショックなり芝

宮の階︵きざはし︶登りかねゐる耕

ナゥそぞろ寒被爆受診者皆高齢純

雁の啼く音に愚痴を眩き洞

赤のれん分け出て仰ぐ月埋々水

身辺整理ゴミのかたまり亭

ヨーロッパ巡りの旅に誘われて耕
ジーパン揺れる前のカップル芝
忘れゐし焼け棒杭に火がつきぬ楽

凍て滝に肩うたせゐる荒行に洞
小春陽差しにほっとひと息純

官僚汚職呆れ果てたり楽
マスコミにおどらされたと気が付いて亭
頭丸めて山ごもりする水

世相放談を楽しみながら和気藷々と巻いています︒師系鈴木春山洞︒代表者高橋蘭水︒

鈴木春山洞

高橋蘭水

鈴木春山洞捌

冬日向なるまどろみの中

白猫やポイソセチアの窓飾り

梶野浩楽

藤本純一

親を囲みて離す子や孫
月光に踊る釣魚の影の大
畠を荒らす猪の群なり
浅木一耕

ゥ床の間に置く菊の香のみちみちて

洞

長井南茶亭

上りさて下り便には席もなし

娘このごろボイソ目立てる
セクハラは男泣かせのこと端緒

純

楽

茜蚕

耕

脱ぎ捨てし衣匂ひ懐かし

信玄の隠し湯訪い道辿り

歯車合わぬジャパソ経済

流れ来る調べ搦々月涼し

洞

亭

清水の舞台も沈む温暖化

純

情︵こころ︶移ろふ紫陽花の毬

地球の危機のブラックホール

山本青芝

耕

風正面︵まとも︶枝垂るる花を鵬り抜き

浜一面に吊るす姫貝

ナォ浬藥絵は時候ぱなしの老婆連れ
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︽神戸・海市の会︾

歌仙﹃ルミナリエ﹄
創世記

鈴木漠捌

神光あれと言たまひければ光ありき

天に星地に光あれルミナリエ
ギャロップ

卜リップ

疾駆も世紀を越ゆる華やぎに

海市の会は少人数による同人制︒もっとも同人問の常時の付合いにとどまらず︑広くゲ

﹁文台引き下ろせば即ち反古﹂という座の文芸の精神を貴ぶ一方で作品の推敲をも重ん

ストとの交流とダイアローグの輪の拡張を心掛ける︒

秤

一エ咲くを君と仰ぎし

英

圭

拝一一一︾十一一一卵二十銅朋雷︵ファクシミリ︶

不死烏舞へる春の夜の夢光

降りしきる花のほろびに詩を添へて英

指南の極みなくて宜候圭

若きらが登惜礼の解績よに
うそる

摩耶颪きて戦後しのぱる英

能面の微笑の鬚りすさまじき圭
友まつ虫も何かはかなく
ナゥかの朝の記憶新たに震災展光

月に由来の昔話を光

をう

知と情と矛盾知らずの翁の言英

茜さすワイソゼリーの夕映に
やそ
享年伸びてほぼ八十路なり

マロ

携へて共に渉れる思ひ川光

縁は異なもの既に銀婚

人柄の良さが取柄と褒められて圭

茶碗叩けど調子外れる光

じて︑活字表現︵タイポグラフィー︶としての連句の結実をめざしている︒

圭介

鈴木漠
永田圭介
三木英治
梅村光明

聖歌明るむこがらしの街
港巡りで過去へ時間旅行

漠

漠

漠

光明
英治

圭介
英治
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寄る波に月の顔さへ雛みたり

胡桃割にも意匠さまざま

光明
英治

かぶ

漠

ゥ澄む空は幼心を抱擁し
流し目こそは恋の捕物
鎗眼と男滝女滝に月は照り

法律に貞操義務といふ用語

とかく隣の芝は麗し

圭介
英治
光明
圭介

もろもろ

鐘霞む日にぬるき酒酌む

あ

小蟹の群
れも右へ左へ
くらし
諸々の生活危さ覚ゆるを
脚本も無く劇の幕開き
前衛の前衛たりし宿命と

遠山をひと刷毛染めて花の雲

葺替途絶え傾く藁
屋根
がくね

ナォ安穏の蜥蜴も出でよ楽の音に

明治介漠治明漠介明治介漠治明漠介明

︽東京・解績ｌその一︾

二十八行野分﹃異邦の烏﹄

別所真紀捌
初折双腕を挙げる女神や水温む

異邦の烏の春の孤愁よ

うる

平成六年︑詩人の故安西均氏の告別式のあと追悼歌仙を巻いたことから︑安西氏に親灸

した者たちで俳譜研究会を発足させた︒超ジャンル︑超党派で結社ではない︒小冊子﹃解

績﹄を不定期に刊行︒短歌俳句詩エッセイ掌篇小説などを載せ︑連句作品も種々の形式を

試み︑俳譜の本質を実践的に考えてゆくグループ︒現在十三号まで冊子発行している︒
ゆえ

石田京故知らずして使徒となりしも諒

日高玲酔ひ痴れてあすへの階を踏みはづす京

泥炭掘りの無口なること

人生よ旅人よマッチの燃える間よ

おなもみ

巻耳のひとを離さず廿日月
野分の中を四輪馬車駆け

徳岡久生媚薬のごとく萩の散るなり紀
小林純

ともし

灯として雛の壇

河村志乃
瀧田遊耳

花満つる谷にニタ夜を宿りして

月を

虚を突き貫ける風
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兵舎無 人金管楽器竝くられ
心の

別所真紀

刷翻と多多良の浜の大漁旗
パスタ料理の店を開かう

西岡一謡

青梅の香の少年を追ふ

きさらぎ尽湯潅の刻の迫り来て

トラウマを数年かけて語り終へ

耳

玲

うつばり

︵於・新江戸川公園松聲閣︶

平成十三年二月二十八日首尾

こ
眠い蚕
静かなる夜の梁

光年のかなたも花のふぶくらむ

踏絵の沓にかすか沫雪

亡き ひ と が 来 て 弾 く ド ビ ュ ッ シ ー

欧州を掻き廻したるナポレオソ

我に尿意催したるは

初しぐれ応募小説害き継ぎて

地球の果で氷河うごめく
ひとや

名残折天になほ哀しき獄ありといふ

玲耳玲乃

純京生

玲紀乃

菫色のアヌスを夢に見る午睡

純諒耳乃
生

︽東京・解績ｌその二︾

歌仙﹃美は乱調に﹄
別所真紀捌
てのひらに朱鷺生るる日や青嵐日高玲

夏暁にひびく草笛瀧田遊耳

可知不可知確率論をあてはめて上野遊馬

聖金曜にひとり旅立つ

ナォ地質学教授のセツ道具など

竹を割る音胎教に良き

走り梅雨離婚届は雛寄って

保険外交休む片蔭

世を斜に渡るピタゴラスの商は

一反木綿なびく新涼

文化遺産炎上繊き月かかり
石榴が裂けて闇が震へる

おうしゆく

鬼や棲む鴬宿峠国境

砦を捨てる俺は雑兵

せめてもの晩節潔くあらむ

劇の半ばに綴帳の落つ

おのれわれ
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またも乱るる衛星通信石田京

望の月帰国の列の影法師河村志乃

萩の上葉に露の白珠小林純

ゥ冷まじの歯にしみ徹る密造酒別所真紀

痕癩のまま海峡を越え小原洋一
サソタマリァ繕の餌となる君なれば玲

ナゥ成仏といふゞハス停に雪しまく

ただ真直に行くほかはなし

︵於・新江戸川公園松聲閣︶

平成十二年五月二十四日首尾

かひやぐら立ち﹁美は乱調に﹂

炉の名残りにと燃やす文殻

どんべん

言扁をたぐり寄せてる己吾

バソドネオソの凍るジェラシー馬
種子ひとつ行方不明となりしまま耳

前世のわたし木だったかもね乃

初花のその色としもをとめごは
と

石の家にバゥムクーヘソ焼く匂ひ

ゾーリソゲソの剃刀の鋭き純

紙とんぼ飛ばして建国記念てふ馬

水漬く英霊月おぼろなる乃

Ｄｕ ｅ ｔ が Ｄ ｕ ｅ ｉ と な り 花 の 散 る

二重奏決闘

一純玲馬耳馬耳紀一乃馬京玲乃玲一玲紀京

︽多度津町・香川県連句協会ｌその一︾

﹁第十五回国民文化祭・ひろしま﹂

文芸祭大賞受賞作

半歌仙﹁秋麗﹄

平成六年六月︑国民文化祭香川の正式種目に連句も決定︒県の要請で県連句協会を結成︒

以後︑文芸祭の受け皿として準備の中心になって活動︒平成九年十月善通寺での文芸祭は

陽行

新税に県が軒なみ目をつけて

マソハッタソに酔ひしハッカー

健児

陽行

晴子

斗志男

斗志男

晴子

早々と鉦と太鼓のひびくおと

訓斗士心国力

陽行

健児

南北に弓なす列島花盛り
七面鳥跳ね長閑なる園

感謝一杯宇宙遊泳

水天宮のおさめ縁日

源平のここ船かくし冬の月

迷ふ僧侶もお布施いただく

現在県芸術祭さぬき文芸祭にも参加︑連句普及に努めている︒

参加者約五百人と満員︑実作会も連衆約三百人と盛会︒

植松晴子

いと明け易きテレビ名画座

斗志男

秤率拙一一一︾ゴ朋脂計甲雷︵文音︶

※賀︵さよみ︶Ⅱ楮の皮で作った麻布・夏の季語
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秋麗連句碑建つる庵治の里植松晴子

庇おもしる十六夜の月渡邉陽行
川苔の匂ふところで呼吸して砂井斗志男

紙のごとくに原石を切る吹田健児

ゥ人生の悲喜交々は常ならむ

健児

さよみ

見つめるだけで恋は通じる

陽行

貸手にあれこれ迷ふデザイナー晴子

すれ違ひハートを盗む悪い奴

捌

︽多度津町・香川県連句協会ｌその二︾

遠近に鳴く谷の鶯

目路の限りをそよぐ菜の花砂井斗志男

歌仙﹃山頭火句碑﹄
渡邉陽行捌
山頭火句碑打つ雨も二月かな渡邉陽行

雪降る中を牡丹花咲く

北の宿蟹解禁を知らせきて

高速道はまたも渋滞

第十二回国民文化祭香川文芸祭入選作

馬の子の生れし知らせに駆けつけて植松晴子

長年の鰈︵やもを︶暮らしに疲れ果て

ナォ春愁に鍬繼の子もめくるめき
ごろりすり寄りあくびする猫

一献傾け野良にまた出る野口雅舟

アバソチュールな愛にあこがれ
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休日はゴルフコースへいそいそと

そぞろに寒き道を急げり高森秋義

見覚への着物の柄よ月今宵合川月林子

ブレストの谷間に強く顔埋め
刻を忘れてノクターソ聞き

ゥ赤とんぼ追ってどこまでとんぼ釣り男

月上げてまた志立ててみむ

声を落して渡る烏群

デートを前に化粧直して晴

ぞっ こ ん の 恋 の 奴 隷 に 湧 く 力 舟

ナゥ日本海へ紅く彩る草なだり

出雲生蕎麦を酒の肴に
この十年政治経済迷走し

自作自演のパフォーマソスで月
ラスベガス賭博師たちの大勝負義

官官接待使ふ血税行

涼し月碁を打つ縁台射し照らす舟

先の読めない不況苦しむ
春浅き秘湯で賞でむ初花を

後半平成十年一月二十日尾

前半平成九年三月二十六日尾︵文音︶

平成九年二月五日首

杖を頼りの姿かぎろふ

岩滴りの時に光りて晴

民意無視沖縄県人決起する義
公邸開放たたぬいらだち月
俳諸寺より結願寺へ花の道行

晴義男行義晴男行晴義男行義晴男行晴義男

︽多度津町・香川県連句会︾

連句グループが県内に増えてきたので︑平成六年春︑各主宰と交流︑親睦を深める

行

︵於・四電多度津お客センター︶

平成十三年一月十一日首
前半平成十三年一月三十日尾
後半平成十三年九月十五日尾

野点の席を覗く鶯晴

お札所はいま燗漫の花参道行

株・ギャソブルも落ちる売上げ亀

あと

後や先逝き長寿さびしぎ行
官僚の専横極まる外務省義

ナゥお供へを子ら持ち寄りて地蔵盆晴

うたかたの恋あっけなくさめ晴
なにもかも忘れ月夜を踊り抜き義
秋刀魚の匂ひたち込める路地亀

会ひたくぱ訪ねきてみよゲイバーに行

ちょっと気になる赤い髪の娘晴

たそがれて町着でネオソの波に消へ亀

吹かす・ハイプの煙寒ざむ行

大手門みかへり坂もしぐれつつ晴

借景取り入れ手入れよき庭義

一期一会知らない人と句座ともに亀

ス
定員割れの史学部パに
合格行

ため発足した︒例会は持たず︑文音による交流を続けている︒

″

義

行

古川千代亀

渡邉陽行
高森秋義

千代亀捌

香川県芸術祭第四回さぬき文芸祭入選作

歌仙﹃綿津見﹄

古川

綿津見の沖より明けて年立ちぬ
初日差し込む部屋のガラス戸

風が運べる遠きコーラス

梅園へ友を誘ひて吟行に
麦踏むそばを駈ける童ら
湯の町の山に登りし朧月
ゥＯＢ会懐旧談を果てもなく

″

行

″

亀

君の蹴出しが眼に焼きついて
キャリアより女ですもの妻の座を

神よ仏よ恐怖ニアミス
月天心四海兄弟願ふがに

亀

ペットの猫も涼を求めぬ
参院選天下分け目の夏の陣

ボジョレ・ヌーボにパリを偲んで

義

植松晴子

行

亀

″

孔明の五丈原に秋深むらん

亀

義

ゥＩマソパワー続くマラソソ

世界中ネットで結ぶ花便り
氷河のとける音を聞く夢
アォうららかに白雲五重の塔かすめ
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︽熊谷・梶の葉連句会︾

歌仙﹃原爆忌﹄
中和枝捌

宇咲冬男主宰の俳誌﹁あした﹂の座の文学としての俳句と現代連句の実践を旗印に活動︒

タート︒が︑その後閉鎖されたので︑同好の士再び師の生家の寺紋を頂き﹁梶の葉連句会﹂

根本理念は芭蕉の﹁行きて戻らず﹂︒当地では当初ショッピングセンターの文化教室でス

大店の金の看板でんとして
孫・曽孫と賑やかなこと
高橋たかえ

白根順子
山地英子
宇咲冬男

英

和

雪

一足

匁﹃

秤雌拝一等秘朋垂朋雷︵於・熊谷市緑化センター︶

即興の連弾のごと花吹雪冬
ぱっと未来へ春暁の夢た

質実剛健真実一路和

剣道の指南を掲げ卒寿なり雪

東北の血の騒ぐこの頃う

アゥ酒樽のどかと積まれて秋祭京

小人七人うたた寝をする雪
メルヘソの谷内六郎月の詩順
水車を回す水の澄みゆく律

診蒼となんじやもんじゃの木でありした

愛深む藤の枕に風入れて京
爪立てている蝉の抜殻和

男の意気の指輪誹え英

何もかも貴方次第と知らん顔律

銃撲滅に悩むアメリカう

地場産業のみやげいろいろ律
万国旗飾られている大通り冬

として平成九年より熊谷市緑化センターにて︑第一木曜日に月例の勉強会を行っている︒

月上ぐる故山は荒き川いだき

清水うた子

江森京香

中和枝

足裏に固き無患子の数

折鶴の祷り続けり原爆忌
影しずかなる炎昼の街

ゥ踊りの輪外へ外へと広がれり

関根雪子

ぽろぽろと崩れつづける士の蔵
コソピューターが解きし暗号
凍て月にうつし出さるる逃亡者

う

た

恋知りそめし頃に戻れる

三沢律乃

湖に落葉のひらひらと舞い

順

お白粉のほのかな香り君を待つ

隠し通して瘡く古傷

若もの多き渋谷・青山

順

花浴びてお召列車の見送られ

英

オムレツの匂い流れるレストラソ

永年勤務果たしうららか
ナォ祝膳の椀の朱色へ百千烏
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︽諏訪・河童連句会ｌその一︾

妖怪歌仙﹃河童﹄
矢崎硯水捌
河童棲み淵なすところ月涼し
ぬえ

鵺おどるしく生臭ぎ風

隣の人に混じるＥＴ

大魔王紳士の仮面脱ぎ捨てて
はじめての妖怪サミット開かんと

河童は実在しないが存在し︑イマジネーションの形象として結実した︒在と非在︑可視

と不可視にはそれほど明蜥な境域があるのではなく︑河童の無碍の在りようが︑連句の多

層な発想システムと打ち重なる︒どちらも日本人の案出だ︒当会は平成八年一月発会︒矢

矢崎硯水

テレビではネス湖が荒れてネッシーが

金霊落ちる裏の竹薮

崎硯水の交友を基とする会だが︑つねに﹁新しい風﹂を吹かさんと意気盛んである︒

冨田一青子

ひゅるひゅるとハーメルソの笛聞こえ来る

呪文を唱へ蛆やっつけ

花子さん同にこもり蒸し暑く

がしゃどくるつい惚れてしまって

箒を飛ばし野次馬の魔女
弔ひに白無垢着たる天邪鬼
水

東浦佳子
近藤蕉肝
沖津秀美
田村昌江
矢崎妙子
吉本芳香
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透明の手でパソフ渡され
ゥうらめしと戸板返しのお岩殿
魂はゆらりとすれ違ひつつ
あだし野は狐火つらね小糖雨
閻魔好みの黄泉のミスコソ

怒り凄まじ龍の目ソ玉

キノコの城で木の実ケーキを
編されてゐるとも知らず月の舟

謎を解きつつタイムトラベル

蕉

永見徳代
本屋良子
吉池保男

秤率仇蓉拮尹叶一︾朋蕾︵ｆａＸ︶

瑞雲かぶり笑ふ山並

花大樹花咲の爺見栄を切り

しゅうせん

噸り石が揺らす鰍樋

ナゥミサイルにやをら起き出すスフィンクス

波しぶき真珠に変へて登る月

疫神を除ける古文書探し当て

艶やかな美女が操る二枚舌
蛸入道もどぶろくに酔ひ
フェァリーの弾くハープ爽やか

佳

黒木の御所に集ふ式神

秀

牛山悦男

盛り上がる天狗俳譜花の下
尻尾隠さず日永つちのこ

芳

児玉俊子
矢崎高史

手踊りの物の怪出でて金縛り

ナォ親子連れのっ︒へら坊の遍路笠

芳秀俊一芳俊妙良水秀徳佳俊一秀妙良

︽諏訪・河童連句会ｌその二︾

歌仙﹃福は内﹄
矢崎硯水

逃げ腰の福にたんまん福は内矢崎硯

囲炉裏の薪の燃え盛る赤高山紀
ローカルテレビアソグルを決め

山並に向かひョ−デル高らかに矢崎妙

眠らざる街を照らして渡る月

亦ひとしきり柳散りつつ
ゥ北大の名物なりし鮭博士
縁なし眼鏡鼻にのっけし
ソーラーカーの停まる聖堂

プードルはお手の声にも知らん振り

押してみて開かぬ扉は引いてみよ

浴衣・甚平恋の鞘当て
ほうたるの君は水面に月の面に

人魂となり心許なし

濡れ縁のスケッチブック走り描き

をちこちに立つモアイ像など

異文化の装具もあやに花の苑

あすなろ

望郷の詩を思ひ出す秋

〆

紀水妙紀妙水紀妙水妙紀水妙 紀水妙紀水妙

べくさかづき

可杯で酌み交はす春

ナォエイプリルプールに透ける真善美

諸刃の剣といふもありける

﹁臨界﹂は利潤求めた落とし穴

ぎょろり目をむく閻魔大王

釜揚げの鯛鈍をちよいと盗み食ひ

軒の氷柱の折れて砕けし

図らずも湯文字がのぞく蝿様

略奪婚は綿密にして

むくつけの男に化けて旅発たん

言祝ぐごとく虫の演奏

翌檜の枝に三日月くっきりと

ナゥヘーゲルも足穂も読んで病癒え

助けてくれしアンドロイドが

喧騒に身を置いてゐる世紀末

博物館の古き鳩の巣

花弁に乗るフェアリーの飛行隊

運河に映り揺れるふらここ

平成十一
蓉什朋十姻朋雷︵ｆａＸ︶
平成十一
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捌

紀水妙紀水妙紀水妙紀水妙紀水子子水

︽横浜・桂の会︾

歌仙﹃ハッカー﹄
臼杵勝児捌

穴熊猟にみがく鉄砲

ハッカーのうごめく気配春の闇

学びつ遊ぶ自然教室

うねうねと続く山裾朧にて

神奈川における連句愛好者の集まりであった﹁俳詰田園﹂が中断して終わったため︑連

句の灯を何とか守りたいと同好の士が語らって平成九年にスタートした︒明るく楽しく連

句を巻くことをモットーとして毎月一回清遊の午後を過ごしている︒特定の指導者はなく

ごまを摺りいる摺り粉木の艶倭

怒り虫宥めることも老の役彦
ぶうんぶうんと流る電流け

夜叉ともなれず凧を聞く彦

何もかも知ってるらしき毛糸編み倭

くやしさに私のユダが顔を出し

註空

捌きも輪番︒連衆としての人間関係を大切にして仲間がどんどん増えるよう願っている︒

鈴木些塁

臼杵勝
萩谷悦
福永千
佐々木け

伊藤薮

徳利傾けぬくめ酒注ぐ

若松藍

時を構わぬ鶏の一声倭
指の間をこぼる砂粒倭

サミットを待つ基地の街梯梧咲く勝

かくし湯に映る月影かかえ込み藍

零余子の飯の炊き上がる頃彦
ナゥ嶺々は重なるままに冬支度け
ひらがなばかり母の便りは倭

藩校の趾静まれる池源

知恵の輪のするりと解けし夕まぐれ藍

花万朶煙ゆるりと登窯孝
新発意が掃く聴りの庭彦

︵於・藤が丘地区センター︶

平成十二年二月二十三日首
平成十二年三月二十九日尾
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月よりの語り部として婆が居り

ゥ千枚田棚毎に咲く曼珠沙華

渡部孝

松永倭

芭蕉が追いし西行の道

両性を秘めたる人ののどぼとけ

プラトニックで清く正しく

聖堂は青と紫色ガラス

五島の浦に麦笛の音

少年の生きる涙に梅雨の月

遠き戦さの吾に重ねし

探し物手品のごとく現れて

主の帰り待つは忠犬

小舟長閑に過ぎるクリーク

フーメラソ飛ばし落花を誘いたる

ナォ医学生種痘を知らぬよき世なり

孝け子勝藍彦悦藍千悦孝子香ん彦晴子次児

︽東京．かびれＩその一︾

歌仙﹃冬木原﹄
上田渓水

午の陽が静かに脹れ冬木原

時じく洩るる薮の笹鳴

分校になじみの顔の集まりて
取り落としたる飴がころころ

有明の古びし碁盤さしはさみ

先師大竹孤悠は昭和六年頃より連句を巻き﹃孤悠連句集﹄を遺している︒昭和四十七年

小松崎爽青捌によるかびれ誌上での募集連句が始まる︒今は小グループがいくつも出来て

口笛を吹きつつ行くは誰ならむ

影絵の狐ぴんと耳張る

セザソヌの壁の小人が畷ふなり

ニューハーフとはとても思へぬ

なま

Ｙシャツの袖がからまる洗濯機
向かひの窓へそっと目くばせ
あさなさな合わせ鏡の艶めきて

土砂降りの雨いつか上りし

など︒平成十三年よりかびれ誌上募集の連句は西幾多が継承︒和気謂々︑楽しく頽れず︒

東京で上田渓水捌の他︑膝送りなど︒日立は西幾多捌で数グルー．フ︑遠隔地の人との文音

小松崎爽青
新井佳津子

福田安子
黒岩秀子
伊藤延子
上田渓水
飯泉葉子
石田栄子

嬢捨に大いなる月昇り初め

呆けたふりして渡る世の中
中村奈美子

はやばや終わる冷まじきロヶ

佳

小出民子

ナゥひと肌のまるき新酒を配られて

秤癖仇蓉十恥朋一一一明轄︵文音︶

恐竜の卵の化石出たといふ
新世紀まで生きる願かけ
杖あまた添へし老木花万朶
島穏やかに暮るる春の日

谷間にかかる村営の橋

水

河野玲子
田川節代
松岡綾子
高鳥三津子

木崎節子
大竹多可志

大城和子
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新名人の笑ひさはやか

ゥ世直しの答弁いつもうそ寒う

一気に空を焦がす窯火

ちらり横切る母の面影

何も彼も捨てて悔なき旅衣
太棹のひびきによよと泣き崩れ

蛇身となりて渉る紀の川
子の宿題を親もてこずる

月光に水着のあとのほの白く
残されし相続税のいかばかり
吹き雷るる野の風の甘さょ

花の雲鴫尾の耀き遠く見て
くに
郷里の土産に浅鯏ひと籠
ナォ師を囲む春の暖炉の和やかな

延葉玲安和佳水民安奈玲栄安栄水玲佳

捌

︽日立・かびれｌその二︾

小松崎爽

歌仙﹃初声﹄
初声や高鈴台地むらさきに
伊香和

美

西幾多捌

雑煮の膳に揃ふ五世代
鈴木美

片野弥

早梅に立志のこころ語るらん
犬が尾を振り見上げをるなり
黒澤朝

紙風船と遊びほうける

ナォ百年を経し屋根替の始まれば

餓鬼大将は今も仕切屋

大洋を見下す街に住み古りて

皿に買うたる豆腐一丁

夕闇に去りゆく影の彼に似て
暖炉に温く待つはせっなし

振り向けばすうつと消えし雪女郎

立ち眩みして掴むカーテソ

リズムよく時計の鳩が声かけて

厚底の靴階に危なげ

月あがり城の石垣弧を描き
萩のあるじに碁敵が来る

ナゥ政界へ立つとの噂爽やかに

大関受けて武双山笑む
紋付の羽裏の虎が砲降し
蝦蟇の油の口上を述ぶ

その中の花は御衣黄桜にて

遍路の鈴の遠離りゆく

西

幾

︵於・日立市多賀公民館︶

平成十二年三月二十日首尾
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月今宵旅へ誘ふ電話来て
現代案山子ずらり並べる
ゥ舞茸を土産に戻る大工どの

毎日届く恋のファックス

手打うどんのだしがよく効き
バザーにも気配りの良き娘ゐて
矢切まで来ても乘らずに返す舟

首を延ぱして鴉脾睨

夏の月鼻唄も出る露天風呂

向ふの薮の蛍かぞへて
分校の同窓会の賑やかに
地場産業に牛を育てむ
仰ぎ見るお山は花の雲の中

滑
川

代朝和朝智朝智代和恵朝代子代恵子青

朝多恵朝和智和恵 代朝 多〃恵代和代恵朝智

︽東京．かびれＩその一一一︾

佳

佳

吉野けぶらす春雨の音

田川節代

民

ゆくりなくお氷川さまに絵馬掛けて

柳

ナォ出来されし焼草餅の懐かしく

白き衿あし透きとほるかも

福田安子

かなしさは声かけながら言ひそびれ

爽

童謡唄ふ髭の校長

寄り添ってゆく若からぬ影

栄

歌仙﹃おぼろ夜﹄
おぼろ夜の鏡に沈む己が顔小松崎爽青

後朝の木戸開くさへけだるしと

佳

小松崎爽青捌

蛙せつせつ鳴ける田舎家小出民子

不協和音が街に溢れる

栄

気がかりの蒟蒻を植え終るらん石田栄子
紙飛行機がふはと舞ひ来る新井佳津子
月よさに池めぐる影濃く曳いて羽場桂子

ロケットの打上げまたも失敗し

民

高鳥三津子

葉

呑不

爽

砂の箒目いとも爽やか飯泉葉子

北方領土埒明かぬなり
有明の潮うねり来る舟溜

ゥつるもどき無造作に活け蕎麦処中村奈美子

思ひもかけぬ人と逢うたる佳

ただならぬ気配に猫が耳を立て栄

こゑを零して渡るかりがね
ナゥ図らずも栗強飯を馳走され
刻ゆったりと過ぎる湯治場

夫と観し子供歌舞伎が目に立ちて

ふっと消されし部屋のともしび佳
読みかねてゐる古文書の崩し文字爽

朴葉味噌焼く規炉土産に民

松岡綾子
伊藤延子

佳

鶯笛が暁々と鳴る

千年を咲き継ぐ花のくれなゐに

路地うらに煤けた月が懸りゐて伊藤柳香

小松崎竹魚

平成十三年一月二十五日首尾︵文音︶

霞の奥に笑ふ神々

草に鳴き澄む閻魔蟠陣佳

妻留守の温め酒にすこし酔ひ栄
セールスマソは口達者なる柳
散り急ぐ花をうらみの手庇に爽
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からむしあん

︽伊那・苧庵連句会︾

歌仙﹃水仙﹄

女性ばかり三名ほどで実作を始めたのをＭ氏ほか数名が来て下さったのが幸い︒十名をこ

える会となり﹁苧庵連句会と名付けて下さい﹂私︵芙紗︶の提案に暗黙の了解らしきものを

比呂志

山澗子

路子
桂子
良子
順子
芙紗
道代

怪しくも仮面土偶に照らす月

麓の空に鳶の遊泳

目のあえるその瞬間に目をふせぬ

松虫草の丘を分け行く

大どつくり乞食井月納屋の隅
終のすみかは窪たまりなり

篠田洋子

山澗子

ズポソの裾に猫がじゃれつく

遊歩道花のトンネルくぐりぬけ

路子

平成十三年二月二十一日首尾︵於・伊那市立図書館︶

勢いつけてのぼる凧の尾

友子
桂子

ナゥグライダーに操縦士見え天高し

サッカーくじに集う短日
海面を割いて浮上す潜水艦
夢を背負いし少年の果て

順子
保男
道代
良子

ねて今日に至っています︒時世に敏感に伝統を重んじながら和気謁調と楽しんでおります︒

得て発足︑昭和六十年頃です︒きちんと会得していた人もなく手さぐりで月一回の例会を重

しなやかに腰すえており善光寺

根津芙紗捌
吉池保男
平島嘉子

白粥すするくりぬきの椀

うたいつがれる県民の歌

声高に水仙咲くを告げにけり
暖炉を背なに朝のひととき
小沢比呂志

軍司路子
山口良子
羽場桂子
竹内順子

恋文は絵文字で届くＥメール

雪化粧したよと便り外シ国へ

ゴールのテープ風に揺れたる

自転車の荷台にバット置き去りに

山澗子

近藤山澗子

倉沢友子
笠松道代

月さやか航跡の尾を見送りぬ
行きつもどりつ草の実を踏み

救援米に厚きマニュアル

保男

好きでないのに好きになれそう

耳もとかすめ砂嵐行く

ゥ鬼やんま遊び疲れし犬と主

やせ細る黒き乳房に子がすがる

保男

山澗子

隣を呼んで冷やし酒酌む

根津芙紗

端居して月の兎を見るばかり

待機ラソプを付け放しに

一くせもこくせもあり籠の烏

嘉子

山澗子

路子
桂子

おひねり投げる間合いうららか

飛花落花まわり舞台の村歌舞伎

ナォ遠足の列に山彦遠のきし
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︽多摩・歌林連句会︾

歌仙﹃西行花伝﹄
坂手手留捌
読み了えし遺稿ずしりと今朝の秋

すがしく咲ける芙蓉くれない
モビールの三日月小人腰かけて
迷走飛行ヴァーチャルでなく

平成九年夏︑結成︒六○歳前後の女性一五名ほどが集まり︑現在は月例︵第一火曜日︶

の連句会を行っている︒目指すところは︑できるだけオリジナルな〃現代〃連句︒自分一

あるがままなさるるがまま土ひねる

丸文字娘の三角関係

恋いおればあばれ太鼓の高まりて

氷かち割り涙紛らす

潔く剥けば辣韮光りくる

時の流れも加速年々

老躯には結核菌がサバイバル

血の通わないキャッシュ・レジスター人間

りの重さで守る︒結果は︑まだまだ：．︒他に︑隔月で﹁俳詣書を読む会﹂を行っている︒

個の見・聞・感・想により句を作り︑時に遊び心・絵空事の区を入れる︒式目作法もかな

宏

平田宏子
渡辺実枝
福田純子
坂手手留
矢部節子
坂上さくら

あき

次々に鳴る駅の風鈴

八木山羊
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空樽を水鉄砲の陣地とし
若き日のごと手をつなぎおり

ゥ黒猫は悲しからずや深夜便

蝕終えて月は黄衣を脱ぎ去りぬ
葡萄たわわにヴァッカスの像
ナゥ石投げに水面の楓蔵られいて

刀架に眠る備前長船

がき大将のおごりで四次会

宏

つるぎ

メールが来ないにらむパソコソ

斎藤靖子
小向敏江
坂入啓子

旅先で訓似ている人に遭い

スニーカーにはパイプ模様が

せな

平成十一年八月三日首尾︵於・東京多摩花林舎︶

横笛の高音にはずむ花の山
春の疾風に押されゆく背

純

き

敏

実

情死とう愛もありけり剣ヶ崎

はや二千年鬼苦笑い

処分場ゴミも会社も捨てられて

月凍るイーハトーヴの森の上
しずれる雪を肩に受けつつ
介護保険錬金術の見せどころ

実

宏

さ

未完のピエタ噂りの中

実

右に左に揺れるこの世は
辻邦生﹁西行花伝﹂花の宴
ナォ湖を見下ろす塔に蝶の舞う

敏節手節宏羊純節実啓さ敏啓実靖敏手

︽東京・神田義仲寺連句会︾

歌仙﹃島の秋﹄

伊藤秀峰捌

田辺昇捌

あげ潮に追わるる鷺や島の秋

月を友とし急ぐ帰り路

赤とんぼ稲穂の上を渡るらん
人さまざまにつのる思い出
名人芸金魚すくいの鮮やかに

銘水点前涼風に満つ

昭和四十七年頃︑私の伯父︑斎藤石鼎和尚︵大津・義仲寺住職︶が上京の度に︑母が実

で︑裏千家青年部の仲間を誘えと命令され︑伯父の押し売りで当家で連句会を月一回開催

妹の関係で常宿としておりました︒必ず月一回は上京して︑数日間滞在しておりましたの

初ツァー成田空港後にして

失楽園の愛のかたちよ

昇

文

峰

昇

拝

輌蓉執朋迺朋雷︵於・千代田区神田伊藤宅︶

咲

咲

お茶で飲みたる薬ちょっぴり良
ひとひらの花の渦巻く川の瀬に庭
還暦となる弥生尽なり
嘉

天邪鬼広目天の足許に美

烏賊墨パスタ水墨のよう

ナゥ仙匡の展覧会の爽やかに咲

紅葉の庭をのぞく円窓嘉

立ち手水柄杓の合に月のかげ美

健康保険で通う産院良

人前で動かぬ二人恥もなく嘉

見合はすべてキャリァウーマソ咲

横井氏が逝きて戦後も遠くなり咲

水遊びらし子等の歓声庭

夏の宵そぞろ歩きのマーケット

勧め上手も下戸の悲しさ文

閣僚人事ご破算となり村仲宗良
海釣りの成果を皿に盛り上げて文

することになり︑和尚亡ぎあとも︑遺志を継ぎ三十年︑なんとか続けております︒

石要
昇

田辺昇
佐藤宗文

文

蓮池宗庭
庭

中高年の登山熱とか

峰

伊藤秀峰

寒月は梢の先にとどまりて

峰

ゥ持ち寄りの地酒に宴の盛りあがり
世界のショックダイアナの事故

勘亭流に生きる顔見世

庭

新幹線釜飯抜きで長野まで

太田宗美

会ったこと無しと茶髪の女の子

行政改革的のはずれる

庭

平本宗嘉
石垣咲子

花盛り写真うつりを引き立てし

せせらぎの音に土筆顔出す

ナォ白酒に酔いし蝿の雛流し
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︿東京・神田分教場連句会︾

歌仙﹃五月雨﹄
川名将義捌
五月雨の降りみ降らずみ駿河台

ちょっと鰻と誘ふ同僚

ヨーヨーの技競ひ合ふ児等のゐて

掌じゅうにカソニソグ文字

望くだり鼻唄まじり帰る道
露じっとりと放置自転車
ゥ負け相撲小兵力士は哀れなり
太い足出しコギャルミニスカ
ゲットするまでは止めないキャミソール

だからどうしたそれでどうした

平成十年四月に故式田和子先生が︑若手初心者の育成を主眼に︑五名の会員でスタート

した︒会場が神田にあることと︑猫蓑会の分教場としてのポジショーフグという意味あい

烏天狗もつられ出てくる弘子

目を身につけるのが主旨︒平成十三年五月に先生が他界されたが︑ご遺志を継いで存続︒

を含めて︑神田分教場連句会と命名された︒初心者でも実作を中心に据え︑その過程で式

式田和子

魔女老いて箒に寝せてくれといひ和子

狸汁ちと煮詰りて窓の月
酒焼けしたる陶工の貌

式田恭子

将義

拝率付等叱朋穴叩需︵於・はみんぐ倶楽部事務局︶

異国なる河畔に桜花燭漫と将義
忘れた頃にやって来た春千寿子

尻取り回す遠足のバス弘子

ハイネ詩集に挾むもみじ葉将義
ナゥ空也忌の念仏踊人の酔ふ弘子
間抜けな写真合はい焦点千寿子
新人賞沖縄ヤソグブレイクし恭子

吟行の月見る百句韻を踏み碧

盆休みなど言語道断弘子

時は今金融改革絶好機恭子

若僧よ首を洗って待ってゐろ千寿子
リリーフ投手ブルペソに見え和子

裾を乱して走りゆく女弘子

初蛍らし大木戸を開けたなら千寿子

腰痛肩こり脚気傷心恭子

紺野千寿子

川名将義
松本碧
松原弘子
碧

千寿子

和子
将義

和子
弘子

官と官ところかまわぬ接待も

弘子
恭子

碧

いつか性きたや西行の旅

千寿子

千寿子

願はくば花の吹雪にサイソ会

将義

またしても政策見えぬ茶番劇
水のない川立ち枯れる木々

山笑ふかに母ゐます故郷

くに

ナォどんたくの博多盛り場宵嗽子

−108−

回︑春夏秋冬のそれぞれの句を発句にして歌仙を巻く︒平成九年︑歌仙﹁秋天や﹂の巻が

場として結成される︒第一回例会が二月だったのにちなみ︑会名を決定した︒例会は年四

︽堺・きさらぎ連句会︾昭和六十三年︑大久保孟美︑松永直子︑小池正博を中心に酒宴をともなう文学的遊びの

歌仙﹃秋天や﹄

小池正博捌第十五回連句協会賞を受賞︒機関誌﹁きさらぎ連句会通信﹂を毎月発行︒

甥にせがまれ獲るかぶと虫酒井保典舞台からカストラートは孕ませる正

秋天や頭上を区切るビルの街塚野啓子詩の誘惑を捨てしラソポー保
がらくた市に鵯の声小池正博スーパーのうラソスワイソ姿消し真
未定稿月澄む夜に書き留めて久次米真理子赤ら顔なる十二神将典
パソコソネット入る情報山田典克おちょぼ口珊瑚をかじる熱帯魚保
悪戯の好きな砂粒忍び込み池原圭子恋の序曲を告げるオーボエ啓

ゥ新世紀埴輪の船で船出せよ正羽衣だけは身にまといたし啓
セ・パ両雄に並ぶつわもの啓柔肌も老いて錫のごとくなり典

すが

活躍をじっと見つめる柱陰真柿いらんかね栗いらんかね真
指輪のあとの癌く夕暮れ真月兎平和の祈り見守れり啓
不機嫌な理由を言ってくれないか圭夜学の窓に笑顔映りて圭
地位協定に揺れる沖縄真ナゥ書斎には鈴の音情し宣長忌保
そのかみの我に戻らん寒の月保募書刻める表札の文字正

積雪の中描くシュプール典リフレッシュ休暇の使い道如何真

山深きペソショソ村のあくび猫正四十路半ばのボラソティァなり啓

下に下にと春の行列真

不思議の国の紅茶おかわり典長き雨螺釦の中に埋まる花正
城跡の手毬のような花に触れ圭新入社員胸張りて行く圭

ナォ蝶乱舞東へ西へ旅立ちて典平成七年十月二十一日首尾︵於・アウィーナ大阪︶
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期日︑形式共おまかせであるが蕉風俳詣の精神を見失うことなく︑現代に即した内容で実

三年前に県内の連句グループが集まり結成された︒連句勉強会は各グループの事情により

︽岐阜・岐阜県連句協会ｌその一︾国民文化祭ぎふ卵が平成ｎ年︑月詔日１︐月３日まで行われた︒岐阜県連句協会はその

歌仙﹃太刀の反り﹄

柴田由乃捌のある作品を⁝⁝連句とその座を通して相互の融和に心を掛けている︒

奉納の太刀の反り身や新樹光今津哲朗閉所恐怖がとんと治らず郎

鎧兜にとほる薫風柴田由乃捕物にびた銭投げる夢を見て萌

カリョソが執務の窓にとどきゐて中島瑞枝牛乳のんで予備校に行く人
地下の広場で気功体操たかはし水生湘南へ向かふ電車の夏帽子ゆ

月代の合掌村に川流れ松尾英郎三シ目入道あお蚊帳のなか生

懸巣がまたも鳴きまねをする中谷萌恵水あいつはね暗いところが好きなのよ郎

たぎ

ゥ草木瓜のゆがみたる実を手にもらひ生ときめき心婆に壊れり瑞

単車の彼の腰にぴったり萌光陰に負けてはならぬ婚幾度朗

仲人は大謀網の網元で生ラッキーカラー今日は桃色ゆ

エコーに映るハネムーソベビー朗名刹の庭に月見のバーベキュー人

小鍋仕立てに広島の牡蠣大場辰人図書館へつづく階段ゆるやかに瑞

きょうきょう

からくりの浦島太郎たちまちに瑞秋の風鈴音のなほ澄み郎
外務官僚競々として生ナゥぬかるみへ長靴深く毛見の衆朗
風邪の神もう○○は要りません郎噴火の山に遺跡見つける人

いこまいかＵＳＪの無料券星野ゆう夕日の影が長く尾を引き朗

猫を相手の愚痴酒となり萌花の冷いつかは昇る天の奥乃
午後からは臨時休業花筵ゆれんげの指輪またの時まで萌

︵於・岐阜市中央青少年会館︶

風船売りの粋な蝶タイ瑞平成十三年三月二十四日首
ナォ電視塔高度三百大霞人平成十三年四月二十八日尾
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︽岐阜・岐阜県連句協会ｌその二︾

短歌行﹃白聖の館﹄

小瀬千恵子捌

陽のあたりくる艫塞の刻千

ナォ桃色の春の雲から天使降り

希

ミッキーちゃんもプーさんも居る美

引越しは思ひ出残る物ばかり柴田広志

霧湧きて白至の館かくれけり小瀬千恵子老人力で決めし再婚

今宵の月の客を待つ庭大野鵠士何故に役者の芸の艶やかに士

林檎もぐ枝の先まで背伸びして吉田亜希壜に挿したる露草の露桃

開拓村に卒寿迎ふる小瀬秒美病室の窓に眺むる月明かく志
ゥ名産に育ちし馬の記念像松尾一鹿の声聞く夢かうっつか士

冬銀河にはお伽話を伊藤操ナゥ奈良よりの旅信の端に一筆画美
家族みなまあるく座り生姜湯椎野加奈子豊かに笑みておはす御仏美
白き手紙の届く沈黙渡邊桃子ぼんぼりに灯ともる頃の花吹雪千

秤

什一︾唾朋二十一︷肥雷︵於・小瀬宅︶

ほうたるを呑んで全身発光す士小舟に寄する春の漣

鍾乳洞に化石見つかる美
綿菓子をもてあましたる花の陰美
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ち十余年を経過した︒例会は月一回第三火曜日︒つとめて他の合同の会にも出席する︒余

柳宗元の語より選んだ︒近々勝山連句会と合併︒発足当初は会員年齢の若さを誇ったが忽

︽松山・錦心会︾結成昭和六十一年四月現在会員十名誰でも例会に参加できる方は入会可能︒名称は唐の

歌仙﹃かまつか﹄

渡部伸居捌情付けと音読の場合の口調を重視︒同字は五句去り程度を守りたい︒

かまつかの影にも彩のありにけり渡部伸居リポーターとてまだも駆けだし居

淡き昼月上げし町並土居栗何気なく撮りし映像大当り節
楽茶碗秋の茶会に整へて菊野晄子今年も被害野菜泥棒志
古裂使ひ縫へる人形三好郁子笛太鼓山鋒まつり賑やかに栗
金魚売り玩具も売って露天商藤田節子熱中症に倒る老若郁

単車便利に鮨の宅配曾我部登志子閑職になりて朝刊読み尽し居

ゥアメリカの空前事件同時テロ小池芳恵忘れられない行きずりのひと芳
写真を胸にさがすフィアソセ居子を連れて二回の離婚懲りもせず志

ただ一途夜叉ともならう君がため栗国際便の炭疸菌憂く節
国費横領反省もなく晄ミサイルは月のアフガン攻撃し郁

あくまでも地球は青く美はしう郁いとも淋しき庭の蝉栗
眼帯とりて広がれる景節ナゥ仕事終へ釣瓶落しに急ぐ足芳
熱燗を手酌で岬ふる月の窓志まだ迷ひゐる晩の献立居

氷原に果てをとこ兵市芳だしぬけに電話のベルの鳴りだして栗

丈六は秘仏と言はれ奥深く居ネオソに映える川は地下街志
森の小径を鱸馬と散策栗式典の禰宜へ散りつぐ花吹雪節

蓉雌什一一一︾仇朋什都耶誇︵於・松山市久米公民館︶

花咲ける岡の碑ミ訪ひもして晄目を転ずれば舞へるつばくろ郁
坊ちゃん列車街路うららか郁

ナォ照明におぼろ浮かべる天守閣芳
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︽さいたま・ノ＼さ易くきＩその一︾

歌仙﹃寒凪﹄

﹁くさくき﹂社は磯直道を主宰として平成九年一月に発足︑作品は月刊誌﹁くさくき﹂

に発表︒連句は歌仙を原則とし︑現在登録作品は三八八巻︒主宰捌ぎによる連句会は毎月

山澤カツ子

永見徳代

磯直道

覚悟はよいかさあ御参なれ
碁敵の膝を打ちつつ待つ座敷

古傷をさす恋の遍歴

語り部の声とぎれたる風の音

天井うずめ下がる折鶴

松田千佐代

木部八千代

小谷伸子

雨でその教えを継承しつつ︑座の文芸としての現代連句の創造をめざし研讃を重ねている︒

八回︑他に各支部で連句会があり︑また会員個々の捌きによる作品も多数︒師系は宇田零

木村幹
青山瑛子
堀内一子
東浦佳子
古田悦子

磯直道捌

盲導犬の身じろぎもなく

渡辺ハツヱ

稲垣治子

佐渡谷ふみ子

網を繕う着ぶくれの爺

コソサート開演まぢか静もりて

神尾千津子

賢治の醸す葡ん萄酒に酔い
ナゥ粧える故山の旅に寧らぎて
橋のたもとで母が手を振る

寒凪は一烏抱きて碧濃くす

会釈をされし殿下妃殿下

佐藤ゑつ子

吉池保男

アルバムの形見となりしこのページ

葉巻の菫る古い草堂

団栗にぎり眠る幼な児

前栽の松にかかれる望の月
ゥひやひやと和尚の読経長びける

けむ

桑原百合子

堀内一子
仁杉とよ

十弐︾一一一朋雷︵於・誌上募吟︶

渡辺梅子
小野良子

佐藤ゑつ子

矢崎硯水
山口安子
木村幹
河合澄江

飯沼しほ女

永尾もｈ／え

街路樹はみな裸木となり

秤

陽炎ゆるるまほろばの里

うた

花咲きて散りて尽きざる詩心

幻のどとよぎる白蝶

やす

ぷどしゅ

月明り魑魅魍魎は息ひそめ

かつぽれ

からくり時計踊る活惚

舞う雪に西紀二○○○はすぐそこへ

ミス庶務課経理課長と結ばれし

朱い衣桁に掛けし白無垢

お見合の彼は凛々しい儀杖兵

駒村多賀子

岩垂道子

趣味の絵が思いもかけず入賞し

年季入りたる鰐の骨切り

はんなりと葵祭の昼の月

吉田絹子
清水福子
矢崎妙子
井上弥生

極道の果ては他国に流れ住み

シャボソ玉吹き還す遠き日

白石喜代子

藁屋しっとりつつむ春雨
煙吐きてＤ５１走る花の中
アォよみがえる命ドナーのお蔭にて
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︽さいたま・ノ︑︽ごノ︑毒ごｌその一一︾

歌仙﹃冬鴎﹄
大凪の水脈愉しけれ冬鴎
自転車を漕ぐ赤い手袋
玻璃戸越し静かな部屋で外を見て

おぼろおぼろともの音もせず

ナォ評判の寂聴源氏幕を引き

昔も今も恋はいろいろ

あこがれし人と見分かず通夜の客

窓打つ氷雨いよよ激しく

磯直道捌
田村昌江

磯直道

新巻の朝に夕にと削がれたる
お酒のあとはさらりお茶漬
日目

久々の旅はやっぱり故里へ
猿の餌付けが仇になる村

荒川ゆうし
佐渡谷ふみ子

テレビでは陳謝ばかりが続きいて

ふ

で

風暖かな昼のひととき

花の下盃交わし右左

春の行方を託す海光

渡

永

田

辺

尾

康

ハ

瑞

秤雌叶二等坐朋一汁耶雷︵於・本部連句会︶
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犬の片耳ピソとそばだち

小谷伸子
伸

そぞろ寒皆既月蝕楽しまん
とぎれとぎれの鈴虫の声

む

ゆ

ナゥ草の実のほろとこぽるる庭稲荷

すってんころり負ける横綱

芥浮かくる庭の池尻

ゆ

農業を継ぐ人はなく田の荒れて

ふ

モノ レ ー ル 頭 上 は る か に 過 ぎ ゆ け る

日笠靖子
廣田節子

今日の月琴の音色に昇るらん
剪り束ねたる菊の香に信せ
ゥご住職秋の彼岸の法話説き

千里も一里惚れて通えば

靖

体調を整えながら飲む薬

石橋未どり

若者なくて東京へ出し

歪みてかかる蒸し暑き月

小川廣男

明日を侍まん帰り行く烏

高原牧子

どこがいいまだら化粧の元芸者

ホームページにはまる老楽

蜘蛛の囲にからまりもがく黄金虫

城跡に栄華を偲ぶ花の雲

柳

未ゆふハハ節未瑞弘節瑞靖節伸未牧ヱ未子

ツ

︵さいたま・で︑さ〃く共﹂ｌその三︾

歌仙﹃鴛鴦﹄
鴛鴦の水脈一つとならむ刻ありぬ

磯直道捌
磯直道
河合澄江
古田悦子
青山瑛子

日を傾けて冬ぬくき土手

母の傘寿の祝い間近に

仁杉︐とよ

暁々とサックス吹ける人見えて

月影の明るく照らす奥座敷

藤袴あり貴船菊あり

英

春雷ころところがってくる佳

ナォ蕗味噌で友と地酒を酌み交わし

インターネット訳がわからず徳

得意気に教えてくれる馬鹿息子永雄もりえ

木枯らしひたと戸口叩きて舟木美代子

結婚詐欺に遭いしいきさつ佳
寒紅は乾個びしまま片隅に佳

年金の暮しにも馴れボラソティア佳

悦

還らざる日の懐かしき夕月夜美
銀杏黄葉のキャソ・ハスの道佳

郷士自慢の名所案内と
奥宮の軒に匠の技残り
秋の袷の少し重たく澄
佳

ナゥ震度一二電光ニュース報じつつ澄

西尾みゐ
東浦佳子
森田英子
と

旅の予定はとりやめと決め瑛

ゥ身に入みて書を奉る師の墓前
しなやかな髪肩にかかれる
ピヵピヵの外車の並ぶ展示場

やや持ち直す景気情報

渡辺梅子

拝轆什一一毒に

一一廿朋雷︵於・本部連句会︶

渡しの舟で通う入学悦

暖かければ伸びをする猫と
霞みたる遠山を背に花万朶佳

ぽつぽつと落ちる雨音聞きながら美

旦那衆芸者はくらせ床涼み

悦

長濱喜代子

真作と鑑定されし夢二の絵

悦

細き襟元白き夏月

蔵を利用の酒落たケーキ屋

永見徳代
一星目

一塁目

結局は病気の話クラス会
他人事ならぬ首相退陣
思わざる風に吹かれて散りし花
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さいたま・ノくさ少くぎｌその四︾

歌仙﹃休暇明﹄
キャンパスの空の広さや休暇明

磯直道捌
磯直道

澄

古田悦子
田村昌江
河合澄江
西尾みゐ

夏の月蚊帳の中から青く見て

森に加藤と思う馬鹿者

地震来か烏めっきり減りし今日

靖

も

廣

廣

右も左も聴りの下

澄

廣

小谷伸子

ナォ命の炎しずめ末黒野輝きて

障害手帳懐に持ち

靖

み

も

冬将軍のゆらす山門

高山佳子

見た目にはしゃっきりしても老は老

湯豆腐の暖簾をくぐる二人連れ

長濱喜代子

日冒

愛の告白判じ物めぎ

招き猫テレビの上で片手上げ

ワイソ造りに励む故郷
久々に史跡尋ねて旅三日
団栗ころと足元に落ち

負いし子の夢まどかなる月今宵

鳴りをひそめる隅の虫籠

ナゥ雨じみのある草庵の壁古りて

あっという間に過ぎし一生
さらさらと指の間をこぼる砂

霞に消えて島めぐる船
落人の里とや賛の花大樹
定かならねど標べ暖か

秤轆汁一一一癖︒朋拙叱甲雷︵於・本部連句会︶
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風爽やかに昼月の窓

干菜からから光る雪山

日自

日笠靖子

転居して町に馴れれば燕去り
ひとりごこちの趣味の盆栽
その仕種父そっくりと母の弁

ゥ神鈴の寂しく響く留守の宮

自販機ポヅソここで一服

永雄Ｊもｈノえ

睦言洩るる短夜のこと

靖

お化けたち背中合せに黙々と

オフィスでおのろけすぎて嫌わるる

廣

小川廣男

尖れば折るる鉛筆の芯

澄

棲息場所は渋谷原宿

花吹雪く古城は画布に載りきれず

廣伸伸靖靖 澄伸澄み澄

︽さいたま・ノ＼さノ︑きＩその五︾

歌仙﹃秋暑し﹄

ナォ菩提寺は古都より少し山の辺に

春の夕べをかき鳴らす琴

徳

梅

永雄瑞子
渡辺梅子

ふ

佳

ふ

荒川有史
東浦佳子

佐渡谷ふみ子

ナゥハイネの詩書きたるノート卓の上

母の声たしかに聴きし十三夜
貼り替えられし障子明るく

身に入むままに首をすくめて

このあたりペットのお墓あったけど

喫煙席と決まる庭隅

物忘れ医者の診断要注意

汗駄句駄句の句集送られ

口先よりも車買ってね
水槽の熱帯魚つと反転し

と

仁杉とよ

梅

節

廣田節子

佳

ふ

徳

徳

ふ

ふ

若ぶってみてやはり齢なの

ふ

枝を支える老木の松

円周率の３はおかしい

瑞

パーティは湖のほとりで賑やかに

佳

佳

膝の上子犬の髭がぴくぴくと

有

耕されたる畑の続ける

渡辺ハツヱ

子らよりも私は妻がいとしいよ

たらざるは酒と刺身と古き友
露天の風呂に手足のびのび

永見徳代

初花の便りきかるる昨日今日

ぼんやりと夜学の窓に虫とまり

甘く匂える山楯子の花
ゥ誘われて箱根の旅に虎が雨
宿にこもりて愛のささやき
キスシーソ又撮り直すテレビロケ

弁当箱に煮メとんかつ

秤轆什一一一︾ユ朋什叱朋密︵於・本部連句会︶

梅

青山瑛子

森田英子

月よさに間抜け狸のまかり出て

舟木美代子

磯直道捌
磯直道

総理に寒き不信任案

佳

街路樹の影ながながと秋暑し

ひっそりと黙したままで神頼み

美

赤き月出てビルの林立

っとよぎりたる軒の燕

ふ

風光りゆく学園の森

二○○○年花の命を惜しみつつ
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︽北九州・くさくき北九州支部ｌその一︾

﹃草庵﹄
木部八千代捌

草茎社主宰宇田零雨先生のお導きで支部連句会が誕生したのは︑昭和五十八年でした︒

主として通信による勉強でしたが︑昭和六十年度からは現くさくぎ社主宰磯直道先生の直

接のご指導を頂く機会が多くなり︑歌仙への関心も高まってきました︒以来︑連句会員も

かちんこ鳴って廻るフイルム加
勝馬の騎手堂々とこぶしあげ満

どろ大根を洗ふ溝川奥平ふみ子
武家門の家老屋敷のいかめしく安

数へ日となりて街騒いや募り有野久美子

吹き抜け窓の光まぶしきゑ

突然にタヒチ挙式を親に告げ昭

新人類の娘十八加

増え︑第一火曜・第二土曜・第四木曜の定例勉強会を楽しんでいます︒

木部八千代

宇田零雨

昭

池田昭子

冬構えせし日だまりの庭

ねぐらに帰る烏の一群

松田千佐代

浜野テル
一プ

佐藤ゑい子

汗を拭きつつ涙する母昭

︵於・北九州市立白銀公民館︶

平成七年二月一日尾

平成五年十二月十一日首

咲きそめてほのかに匂ふ洞桜千

歩きあぐねし春泥の道安
夢を托して飛ばす風船マ

いじめのニュースつづきうそ寒南マッミ

ァゥ雑木山いるとりどりに粧ひて琴
過疎となりたる故里の村渡邉常子

風雲の月冥みつつ渡りゆき安
千

三喜玲子
浜崎琴代
山口安子

ふんぎりつきし失恋の旅
嫁ぎたる女の幸せただ思ひ
高き木立に風はさやさや

宝くじ当らぬ前の胸さわぎ米谷志奈英
安

大江加代子

リハビリの効果なかなかあらわれず

土師満智子

田尻禮子

こころ静かに一服のお茶

八

琴

眠れぬままに歎く短夜

水かげろうのゆらゆらと炎え

ゑ

神苑はふぶくがままの花の舞

螢見の更けてほのかな月の光

ゴルフバッグを常にトラソク
青空にくっきり浮かぶ薩摩富士

幼な子と歌へば月の昇るらん
大ざるに盛る栗はほかほか
ゥ秋彼岸檀家をまわる若和尚

潮の香のいづくともなく流れきて

草庵の芭蕉よ枯るることなかれ

仙

ナォはなやかな蝶のデザイン森英恵
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歌

︽北九州・くさくき北九州支部ｌその二︾

頬を撫でゆく風は暖かア

ナォご隠居もひっかけられし四月馬鹿う

お逢いしたいの文にそわそわ弘

膝寄せてみんないい子よ雛祭
白石喜代子

井生素子

木部八千代

歌仙﹃雛祭﹄

シソデレラ待つ十二時のターミナル宮川佐利

小さき皿にのせし菱餅
古賀フサ子

八千代捌

向つ嶺にのどかに浮かぶ雲ありて

新井アイ子

木部

誰が吹くのか澄んだ笛の音

降ってきそうな満天の星幸
故郷は田植まぢかか水光る弘
新緑のかげ響く歌声松本光世
退院が決まり心も身も軽く素
振興券で買いしネクタイせ

晧晧と望月松を照らすらん

素

芋の葉被りしのぐ秋雨美

︵於・北九州市立足立公民館︶

平成十二年三月二十日尾

平成十年十一月十日首

戦なき泰平の御世花万朶美
五百羅漢にそそぐ春光せ

椅子にゆったり葉巻くゆらせ俊

油絵の大作やっと描き終え素

つぶてとなりて冬の烏翔ちア

ナゥ神の留守鎮もりかえる宮の森喜

水銀灯の点る縁先光

萩こぼる史跡めぐりの城下町弘

海峡越えて烏渡りくる

緒方幸子
素

ゥ無事済ます母の納骨秋の旅
優しさと弱さに惚れてしまったの

渡辺俊子
村上弘子

月の句座客待つ用意ととのいて弘

電話の向こう彼の風邪声
木枯の吹きて団地の窓暗く

幸

幸

ごみをあさりし野良猫の群

永野美代子

昔のことは言わぬ約束

市長選噂どおりに当選し

岡本せつ子

ー皇巨

フ

俊

ビール片手にあおぐ夕月
勇ましき博多祇園に誘われ

裏町にある人形の店

咲き初めし花に希望のふくらみて
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︽松山．くさくき松山支部︾

歌仙﹃人の世﹄
創立

昭和十五年一月

宇田零雨・神尾静光・松永静雨

伝統に即した正しい連句・現代に即した新しい連句をと実作に励んでいる

第三木曜日に例会を開き実作をつづけている

師系

目標

子規称う古城の花は燭漫と朝
ふらここ漕げばつのる郷愁弥

画架あちこちに写生大会白

．ソタクトレソズを落す砂利の中政

ホームステイの若い外人朝

ナゥあざやかに馴れた手つきで障子貼る白

角伐り近き鹿の鳴く声政

月澄みて夢を託せる新時代千

方程式でとけい柵四

総裁の選挙に名乗り上げもして政

吉になるやら凶になるやら政

頃よしと出さる据え膳受けました弥

口説き上手に又もほだされ朝

真清水にほど良く冷えし﹁富久娘﹂白

夏なお寒き石鎚の嶺情

古墳めぐりもやつと叶える朝
携帯の電話でメール交換し千

近況

永井政

弥
弥

月生雨代月水雨生生子代水子代子月水生雨

寺岡情雨捌

武知千

寺岡情

朝

人の世の行方をはばむ春の霜

べソチにもたれ憩う公園
童らの唄に合わせて昇る月
玻璃戸開けば爽やかな風
白

井上弥

ゥはるばると秋を尋めきし瑞巌寺

不意にとび栩っ庭の小雀

心ひかれしゆきずりの女

千

吉金〃日

色っぽいあのウイソクが気にかかり

政

咲き初めしリラの香りの漂いて

連絡船の汽笛流るる

白

情

情

秤雌什一一一蓉幽朋十執叩誇︵於・寺岡情雨宅︶
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前原四

金があっても首が廻らぬ

四島の返還いまだならぬまま
ペチカとろとろ燃ゆる病棟
中天に無情の月の冴ゆるのみ

四

賜はりし学位重たき花曇

弥

千

もつれあいつつ舞へる蝶々

四

フルコースにて今日も接待

プロ選手だけが景気に変りなく

ナォ裏参道登れば温き一の宮

生子水子子水子代月子子生子水雨代子

､ ､ ､ 、

︽東京・雲の今二

短歌行﹃絹ごしのエロス﹄

村野夏生主宰︒一人一人が自分の考えを持ち︑それが一回一回直接つき合うことで句が

できる︒その句が自然につながって山あり谷あり一巻の詩になっていく︒これが面白い︒

私の考えと違う考えがあってまた違う世界が広がることが楽しいので︑決して独善の句を

並べるのがよいわけではない︒そんな広い文芸の世界︑同時代の詩を目指している︒

食卓に透くこひの洗ひよ
太宰さん森さん拝み職安へ

水中の光と影になりて君

クレーの天使と膳所で落ち合ふ

ゥ紫に火星の夜明け染まりゆく

物干竿を売り歩く声

イボをとる無花果の汁むずがゆく

端蛾の眉のちょっと垂れてる

八月やつなぎつるりと脱ぐ女

信

浩

木

吉田三津子

瀬間信子

阿武あのこ

上原木々

村野夏生

市川浩司

塩の柱の冷ややかに佇つ

彼岸から呼ぶ人のゐる月明り

ワイエスの野に草いきれして

絹ごしのエロス沈めるハソモック

夏風黒く十四の窓

縄文杉に三千回目の木枯来

凍てついてゆく王の手綱か

藁屋根に棲むポルシェ幾台
庭先に河馬が鼻出しや花万朶
カムイの土地に春雨の降る

平成九年八月十日首尾︵於・東京渋谷︑種月庵︶
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村野夏生捌

年上女房家を出たまま

木

ナゥつれあいに秋鮭を切る少し小さく

オールナイトパートカラーに花が散る

あ

信

あ

墨のポタポタ描く淡雪
ナォ渇いてはキャラゞハソ止まる屋気楼

信夏浩あ浩全信浩木信あ

教室と高木教室の二ヶ所で︑それぞれ月二回の実作会を持ち︑年二回は両教室合同の会を

松永静雨が結成し︑興聖寺で例会を持っていた︒その後会場も会員も変わり︑現在は長戸

︽松山・興聖寺連句会ｌその一︾昭和五十年頃︑赤穂浪士縁りの興聖寺の住職夫人が﹁草茎の会員であったことから︑

歌仙﹃二十一世紀﹄

松永静雨捌開催している︒芭蕉顕彰の権威︑故宇田零雨師の流れを守るべく実作に励んでいる︒

屠蘇うけてともかく二十一世紀松永静雨ダリュー演ずる﹁うたかたの恋﹂郁

色鮮やかな床の千両森教子夢追ひて貴男命と逃避行泰

公魚を釣りに行かんと誘はれて高木潤年の瀬故か株の値下がり静
野焼の煙遠くたなびく岡本眸おぞましきこと砕かんと寒波来る教

ぼんやりと昇りそめたるおぼろ月百合田紀子地位も名誉もそれがなんぞや潤

突然届くポストカプセル紀伊郁子大太鼓小太鼓打てば心地よく眸
ゥ名物の手づくり最中家づとに福井泰子倭憲の島に生きる語り部紀

夏の座敷に並ぶ結納静涼しげに絵文字で届くＥメール郁

きいぎぬの別れ難くて明け易き教ひらりひらりと舞へる編輻泰
しゃれにもならぬドソの失言潤志なく月の雫を身にうけて静
人災の余りに多く嘆かはし眸池に落つるは木の実なるらむ教

岻矧鳴くかよ産土神の森紀ナゥ思ひ出は夜なべの母の小さき肩潤

月はいま川の流れも鎮まりて郁快気祝ひに送る友禅眸
久方ぶりに暖る新蕎麦泰そよ風に乘りてピザの香ほんのりと紀
大穴と思ふ車券を買ふとせん静子等の集ひてあがる歓声郁
ドッジボールを胸に発止と教雀来て裏山の花はらと散り泰
経堂の若木の花も咲き盛り潤孕みし鹿の美しきまなざし教
日曜画家の並ぶ長閑さ眸
秤雄仙一一︾一期二叶正叩舘︵於・松山市岡本邸︶

ナォ春愁のモンマルトルの丘に佇ち紀
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︽松山・興聖寺連句会ｌその二︾

歌仙﹃烏渡る﹄

新入生のコソパにぎはふ

ナォつばくろがビデオカメラの邪魔をする

世界遺産の朱の回廊

心わくわく胸はどきどき
永遠の愛を誓ひしＥメール

十連覇みごとに果たす柔ちゃん

海に向く防人の歌碑烏渡る長戸弥香
はるけき峯にかかる夕月永井政子

らふそく揺らぐクリスマスイヴ

長戸弥香捌

くるくると名残簾を巻き上げて戒能多喜

手袋を脱いで札束取りいだし

旅の途中で病ひ再発

家路急げば舞へる粉雪川嶋七重

うそ寒きかな臨界の事故

自・自・公の連立組閣よたよたと

二弐仁卵電︵於・松山市長戸亭︶
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ステレオで聞くバラードの曲岡本眸
新作のモダソダソスは評判に大西八重

ゥ背負ひ投げされたる熊の退散し八

真夜中の月を見んとて寝もやらず

ナゥ珍しきトロッコ列車園児乗せ

馬追虫の鳴ける築山

思はせぶりな熱きまなざし多

愛しくて憎くて好きで縛りたい眸

憂ひ含みしモジリァニの絵香

不眠不休で終にお陀仏多

台中の地震救助のボラソティア政

ふたへの虹が鮮やかに顕ち
母許へ鯖の棒寿司たづさへて

秤轆持一蓉枕

優しく頬を撫づる春風

神主さんの趣味は陶芸

散りそめし花に至福の時過ごし

月涼し見果てぬ夢を追ひ求め八

箱で育てし西瓜真四角政

近頃の親父の権威地に堕ちて眸

後生大事に守る家系図香

咲き満ちし里の古木の花に酔ひ七

政多香八多政香八多政香八政多

八多政八〃

︽郡山・郡山連句会︾

歌仙﹁椋烏﹄

佐藤淳先生︵一九一六

一九九九︶は東京のお生まれ︑青年期に﹁渋柿﹂に入られ︑後

に連句会の諸先輩の知遇を得られました︒戦時中郡山に帰られ商業活動の傍ら俳句指導を

堀越ふみ子

はたと止まった連弾ピアノ

電話して彼の不在が気にかかり

社交ダンスの特訓を受け

生活を表現して行くようにと御指導いただきました︒

開始︑御自宅の俳句教室は次第に連句の世界へとみちびかれました︒連句を通して現代の

小山百合子

佐藤淳捌

椋鳥の賑はふ頃や柿の里
軒端に乾く千振りの束
佐藤淳

今日の月御伽噺をねだられて

風止みて雪間に浮かぶ凍る月

点滴の窓揺れる山茶花

あれこれ迷ひ宝くじ買う

折り込みのチラシ俄かに重くなり

名物団子残る一串

子を中に床の嬉しき新所帯

ウネクタイの柄吟味して急ぐ駅
書類に挟む逢い引きのメモ

新刊書枕となして大昼寝
暑中けい古に通う謡曲

勝

昭

ふ

百

淳

勝

昭

百

淳

ホームレスほか弁開く花の下

カメラが覗くワイソエ場

馬の背に揺られて登る外輪山

連載漫画奪ひ合ひして

入道雲の兆す夕立

代々の遺影掲げる麻暖簾

お馴染のチリ紙交換ご無沙汰に

ふ

淳

阿部昭
佐藤敏勝

清き社を守る世話役

百

塩せんべいをパリパリと咬み

富本銭日本の歴史書き変はる

名月に拝観謝絶禅の寺

とんぼの空に光るジェット機
ナゥ豊作のニュース明るき社会面

賑ふバザー陽炎の立つ

秤率十寸蓉丸朋一汁叩率︵文音︶
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カラクリ時計評判となり

吾妻路に一望千里の桃たずね

昭

青蛙不吉な鳴声世紀末
鬼弁慶も泣き処あり

手製飛行機くぐる初虹

ふ

ナォ水温み平和を願ひ流し雛

筆勝昭百ふ淳勝昭百ふ淳勝昭百ふ淳勝

︽豊田・ころも連句会ｌその一︾

歌仙﹃乗合舟﹄
矢崎藍捌

七人 の 乗 合 舟 や 青 時 雨
ほのかに香るくちなしの花

昭和六十年東明雅先生の御命名により﹁ころも連句会﹂として正式発足︒共に学びつ上

五十周年行事の一環として﹁市民キャソパス連句祭﹂を開催︒マスメディアも利用し耐会

外に開かれた連句会をめざす︒平成五年﹁とよた連句恋々まつり﹂︑平成十二年豊田市制

場でも市民︑学生が多数参加した︒桜花学園大学に於て月一回例会を行う︒

リボソをあげる淡い緑の

真一文字に描くシュプール

死ぬまでかかる罪の償い
集落を包み隠して雪しきり

ああいえばこうこういえばああ

世紀末ブレア首相の男だて

あくる朝彼女の犬はマルチーズ

柿本ときよ

矢崎藍
山口元子
八木聖子
野口知里

繁原敏女

草笛奏
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厨房にレースの日傘立てかけて
下校の子らがかけぬけてゆく

新聞は一面トップにＷ杯
夜知らぬ町月も眠たげ

けじめをつけてバンド解散

銭湯の湯気のむこうの富士の山

頬杖つけばおかまこおろぎ
ナゥ錆うかぶ工作機械こぼれ萩

一兀

藍

ゥほろ酔いて猫抱きあげるそぞろ寒

浅漬きざむまな板の音

と

人妻を口説いてくれてありがとう

聖

不惑の橋を渡りかねてる

ふたどころみごころもあり月中天

緋鯉跳ねたる無住寺の池

耳のうしろに指を這わせる
幸せが止まってしまう凶の識

と

里

聖

ミニクーパーを相棒にして

くたびれてそろそろキャソプ鎌の月

女

揚がる雲雀の影の小さく

花吹雪ヴェネチァ仮面のカーニバル

考現学者春の総会

空の旅禁煙席を予約して
里

奏

聖

地平線その果てに見るあすの夢

ケイタイが鳴る春雨の中

くしゃみ一回誰か褒めてる
神田川花が散るから何なのさ

奏

平成十年六月十一日首尾︵於・山菜苑水源︶

ナォ髪の毛を切ろうと決めた弥生尽

奏元敏々と元奏聖里藍里女々元と里奏

︽豊田・ころも連句会ｌその二︾

歌仙﹃茶山かな﹄
繁原敏女捌

塔も莞もおぼろおぼろに

ナォかけひきの凧上合戦選挙前

底をついたる蓄えの金

肩叩き求人掲示ちらと見て

夷講大売出しの賑々し

ブルーカナリア軽く流れる

舞い来て止まるひとひらの蝶谷口守枝

内緒言聞いてしまったイャリソグ

摘み頃の雨の明るき茶山かな繁原敏女
のどらかに新語辞典を開きいて加藤治子
チョコクッキーを焼き上げし頃間瀬芙美

嘘ひとつ秘めて華燭の雛壇に

月晧々関守石のちんまりと枝

姉弟のように振る舞い

‑126‑

どっぷり浸る宵の冬至湯

いざと碁盤を囲む新涼女

棟上げの空にみるみる丸い月

扉を開けて戻りくる猫

ゥ秋燕これあぶないよ高速道治
御油を過ぎれば遊び女の墓枝

お泗落するとき黒で決めるの

松茸飯は婆の御自慢

手練の指の鈍る手品師枝
創立の百年祝う同窓会治

ワシソトソ勤務もすでに五年越し

見目好くて斗酒辞さざるが玉にきず芙

何と﹁能﹂とは眠くなるもの芙

記録保持者の無試験入学
川沿いは樹齢重ねし花の径

秤轆什二等型湘廿却申一墨︵於・桜花学園大学︶

春のスキーにプログレに乗り

ナゥやや寒の留守番電話で計報知る

紙杓子金魚を掬う宵の月治
戸板に並ぶ辣韮たまねぎ女

色白ぎ背の坊やはにこにこと治

口ばっかりの早起の癖高橋良風

酌み交わす大虎小虎花の下治

治風枝風芙治風風枝女芙女々治女芙々風 女

︽豊田・ころも連句会ｌその三︾

二十韻﹃秋出水﹄
由川慶子

秋出水いつも通りし橋の消ゆ稲垣渥子

見上げる度に端正な月稲田千寿

あちらこちらに物売りの声由川慶子

ナォチソ・ハソジーの子育てただ今実験中

秒読みとなる学位論文

愛妻に隠しおおせた胃潰瘍

かじかむ指で好きとリピート

宵の月佗助植えし師は逝きて

海辺のホテル響く鐘の音

平成十二年九月十九日首尾︵於・桜花学園大学︶

関谷酒造の春讃う酒

禅刹の古き回廊花吹雪く

真剣そのもの子供等の舞

寿ナゥ南北の統一旗持つ選手団

一輪 の 風 船 葛 床 の 間 に 間 瀬 芙 美
金平糖の味もいろいろ
ゥ誰彼にメールアドレス聞きたがり

ストーカーっぽい恋の眼差し

美人すぎ誘われもせぬ壁の花

スリップドレス紐が外れて
巴里市内地下鉄冷房よく利かず
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渥

寿

芙

々

幸二

渥

君：

渥

芙

寿

慶

捌
立言

渥
大

々

渥
々

︽横浜・青宵俳譜柴庵ｌその一︾

獅子の子﹃芋堀りっ﹄

伝統十新風︒伝統とは連句ダイナミズム正統原理である定律と内より︵自︶の付を本来と

し︑式目や俗手法から起す外から︵他︶の付けを排すること︒新風は今日右形式主義予定主

お忍びのつもりがうかと筒抜けで

新吾

唱︒即ち４＋Ｘの獅子の子︵時に４Ｘ４︶と半歌仙兄の６＋Ｘｏ国際時代︑月花季自由とす︒

義流行に対し︑その元凶が歌仙他定型︵主義︶に起因すると喝破し︑半定型の現代連句を提

中尾青宵

喜八郎

亀女新米をお馬威張って本通り

しじみ

山のあけびはこぼす黒種子

和ヱかつばと月を鉄鉢に受け

朱鶯

青宵

色いるの烏小鳥坂どり

知まるやかに良寛さんのいろは帖

あつこ

芋堀りつ栗も拾ひつ三五月

コスモスに羽化登仙の心地して

やがて風巻も恐る上でなく

節子

忘却の為また老いは年迎ふ

筆

とぎわ

︵於・十日町ホテル・ベルナチオ︶

平成十三年十月三日首尾

誉れの履をはるか葱嶺

圭子

メルヘソ国へは託す謎文

柚子湯より少女はすぐと花の茎

道子

尚子

楼藺

略奪の石いまもって返さざり

吉野

只使者の筈が功のありし風

何飾らずに玉と匂ひし

鰻の罠に昼寝する鮴

祐子

あきら

気まぐれといはれるマグマ腹ゆすり

杏花

むかし王らは砲を曳き行き

半眼狙ふ穴のゆらゆら
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捌

︽横浜・青宵俳詣柴庵ｌその二︾

半歌仙兄﹃蛍の﹄
中尾青宵捌

青宵

蛍の曳きゆく闇を度しめり

英霊の碑に捧ぐ真清水

亀女

常盤

−︶堂守が

カナ釘に書く母の指節くれて

参院選の誰に一票
大金の幾らはたけば月旅行

ゥ丸木橋番ふ蜻蛉が塞ぐ道

吉野

裕子

●合︑ｍ眠い︐
一皇宮八／白吟

淡い約束十字架の空

圭子

秋に入るまで昔瓜売る

ジェラートの甘さがキスとごちやまぜに

サッカーはめっちや負け悔し自棄のクソ

合併都市は仮名で﹁さいたま﹂

八州の地酒の樽を転がして

夜な夜な魔女が洞で宴会

節子

杏花

朱鷺

道子

掴めば折れる冴えの繊月

雛き来よと見返り如来堂の廊

三鈷の松の修行厳しき

ふるさとは砂眺めに通り過ぎ

春筍焼くよ檸掛けして

花吹雪こころに熱き志士の群

やがて荒東風隠す艫の音

平成十三年七月十四日︵於・青宵柴庵離れ︶
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杏

宵

亀

常

節

祐

み

知

歌仙﹁冬︑

ち上どう

昭和六三年六月一三日発足︑鈴木春山洞氏の肝煎りで始まる︒名前の由来は︑江戸中期

木﹄

下さる鈴木春山洞氏にお願いしている︒芭蕉と友の樗堂の心髄を忘れず現代を表現したい︒

声﹂岸﹂勺︵言

ま

︵於・愛媛県立生活文化センター︶

平成十三年一月二十三日首
平成十三年二月二十七日尾

大空ゆ枝垂るる花を射すライト洞

ろくめい

舞踏興する鹿鳴館なり雅
二人憩へる春の掛茶屋ま

西洋の知識蓄ヘチョビの髭洞

ナゥ暮の秋山魚の跳ねし音一つま
ベストセラーの本買ひもとめ千

東洋城忌近き日めくり洞

満月をゆさノーゆする芒の穂奈

むらさきは裏で借り来て恋をする千
やぶれのぞき見ぱっと灯の消え星

とうなる

工事進捗ハイウェイなり千
東平の朽ちて長屋に雪深く星
ストーブ囲みはずむ談論奈
メロメロに世界経済乱高下洞
橋渡しする手馴れし友よま

五色なる幡皆風にひるがへりま

国宝金堂影の伸びたる洞

小林一茶も銅のように慕ったという松山の俳人栗田樗堂に傾倒︑三津の神社の樗堂建立の
佐久良塚に因み﹁佐久良連句会﹂を結成︒勉強会は第二火曜日︒捌ぎは足が悪いのに来て

大本本手こ︲と

鈴木春山洞

鈴木春山洞捌

︽松山・佐久良連句会︾

あやか

妖しの愚くてふ森の冬木かな

けもの道なる水個るる川

林半星
洞

井門可奈女

こころ

家を興さん志持ちたり

幾歳を過ごすも若き日のままに

月昇る大空はるか放れゐる

星

ま

弓崎雅美

ひか

ま

洞

山野千艸

ゥ濁り酒廻し飲みゐる座の耽けて
もつれはなるる二人もつるる

尺八の音にゆるる萩花

ケイタイをしっかりだいてほほをよせ

移り香強く惹るる情

星

千

科学的錠剤宣言売り出され
ピルヶースにもストラップ付け

千

舂不

峠から樹の間に見ゆる沼一枚
このあたりには別莊を建て

云不

洞

花万朶いづれも夢にうかべゐて

星

うみ

夕立の俄に晴れし月の天
鶯草生える湖片ほとり

てふてふ舞ひて独り佇づむ
アォ御佛に甘茶まいらす子供たち
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平成九年四月︑埼玉県浦和市を中心に連句の普及︑向上︑各地の連句愛好者との交流を

図るため同市︵当時︶で発足︒同年九月より会報を第旭号まで︑また同十三年六月に作品

句を楽しむ会﹂に参加するなど各方面の協力を得ながら積極的な活動を推進している︒

集Ｉを刊行︒この間︑月例会のほか吟行︑講演会︑俳詣資料の展示︑市の文化祭行事﹁連

ご機嫌の総理サミット初参加

興

︽さいたま・さくら草連句会︐その一︾

半歌仙﹃茅花流し﹄
澁谷盛興

不動のお札ふところに秘め

綿飴なめつかじる煎餅

哲掛声のかかる舞台に花吹雪

早瀬に躍る乗込みの鮒

︵於・ＴＥＰＣＯプラザ浦和︶

平成十一年六月二十一日首尾
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茅花流し昔を今に中山道伊藤哲子

苫屋の軒に並ぶ小つばめ小野シズ
樹氷林月皎々と貫きて
機織をひとり楽しむ婆のいて福島時子
狼吠ゆる朔太
の詩
天目茶碗形おもしろ澁谷盛興献体の決心ついに固めたる
赴任地の荷物片づき月まどか

早稲酒かつぎ友を訪ねる
ゥ久々の大漁に沸く浜の秋
きりりと締まるジーソズの腰
ぶつ飛ばすバイク相乗り新婚さん

燃えにもえたるラスベガスの夜

郎

時

〃

哲

ズ

哲

興

ズ

捌
ズ

時
ズ

哲
時

︽さ

いたま・さくら草連句会ｌその二︾

歌仙﹃新市制﹄
松本杏花

うららに弾む少女等の声小野シ

新市制待ち望む街春深し松本杏
浅利汁椀いつぱいに注がれて城戸崎丹

堤の土筆呆け果てたる杏

ナォ猫の仔を抱いて禰宜さん渡る廊彦

方向音痴迷うＴ字路ズ

デフレとて日本経済底知れず丹
殺し文句はいつもおんなじズ

したたかなギャルの手管に惑わされ彦

我が強すぎて警察の沙汰〃
五箇山の合掌作り雪罪々とズ

囲炉裏に焼けるおやきそば餅〃

小間物も取り揃えおくコンビ二店杏

ダソベル体操今日も欠かさずズ
月更けて宿の瀬音のたかぶれる丹

母の鞄に木の実独楽詰め彦

杏

ナゥノーベル賞秋の叙勲と重なりてズ

国会中継高視聴率彦
鳩の群れビルの屋上旋回し
素人乍ら個展陶芸丹

和上像ひと言賜え花の﹂庭杏

繕い終えし裏口の垣丹

︵於・ＴＥＰＣＯプラザ浦和︶

平成十三年四月二十三日首
平成十三年五月二十一日尾

−132−

骨董ものの卓も艶増す伊藤薮
家移りの片付かぬまま月明り

舟着場より仰ぐ初雁

ゥ駆け巡る芒野の夢真っ白に

綴れの帯に訓はんなり
お供なる鰡背男の所在なさ
文楽人形よよと泣き伏す
酒愛し酒に残れる悔いあまた
グレソミラーをＣＤで聴き

暑中見舞は那須の絵手紙

月に雲涼しき寺の深庇

先生も登校拒否になったとか

一日三回目薬を注す

夕風に花のぼんぼり操まれけり

〃丹ズ杏彦丹杏ズ彦ズ彦丹ズ彦花ズ花捌

︽さいたま・さくら草連句会ｌその三︾

歌仙﹃梅は二分﹄

課外授業は苗代の世話中本裕子

ナォ一天を領す孤高の揚雲雀と

鎮守の杜の幟はためく安

困ったことに過疎と少子化信

校名は統廃合で定まらずゆ

撫で牛や陽差し嬉しく梅は二分小林しげと

呑まれずに呑むが長寿の秘訣とも山

小林しげと捌

余寒に雪の消えぬ植込み小山山上亭

暮易の旅のハンドル彼まかせ裕

うどん打つ馴れた手つきも親譲り

信

風

︵於・ＴＥＰＣＯプラザ浦和︶

平成十三年四月二十三日尾

平成十三年二月十九日首

折雛送る園児代表由
太極拳を稽う永日ゆ

連隊の跡は庁舎に花明り

債稿果たす室生犀星と

袋いっぱい拾うどんぐり
安
ナゥさわやかに浅間三筋の煙り立つ山

百円ショップ流行るこのごろゆ
核家族帰省迎える盆の月善積洋子

降誕祭が仲を取り持つ風

ちらほらと麦踏む人の影見えて北山美智子
カメラのレソズ念入りに拭く大久保風子

よくお似合いの手編みマフラー安
サッカーだ浦和レッズだＶサイソと

鈍行の車窓に月はどこまでも仁村俊子

虫送るのか渡る鳴り物田中安芸

ゥ聞くならく豊作ながら棚田減る清水敬信

とんとん拍子に進む婚約保坂由美子

風

思うこと何かにつけて口籠り越場ゆみ子

肌のほてりに罪が罪生む俊
私小説名誉殴損で訴訟沙汰〃

鵜舟のかがり川面彩る美

やぶつ蚊に額さされてしまいけり

地熱にくもる月のクレーター美
定年になるまで夢はそのままに俊

路地より路地に豆腐屋の笛美

気象図にへの字に伸びる花前線山
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や

︽さいたま・三尺童ｌその一︾

歌仙﹃街灼ける﹄

衆議判

平成四年︑ご近所の方々を中心に連句の勉強とお楽しみの同好会として発足︒現在会員

︵あかそうし︶と︑いう芭蕉の言葉による︒枝葉末節にこだわらず︑初々しい感性や新しい

数十一名︒会の名前は﹁俳譜は三尺の童にさせよ︑初心の句こそたのもしけれ・・・﹂
切り口を大切にする︒毎月第四火曜日︒

スリッパの音ふと立ち止まるせ

喘息で呼吸困難死ぬのかな雄

や

華尤子

松下英雄

蝉時雨降る森閑の午後

ビル林立人影もなく街灼ける

かがり

︵於・さいたま市案愚庵︶

平成十二年七月二十五日首尾

左折右折で森のお城へ指
老妻にまた惚れ直す花篝永
二人の肩を春の風過ぎ伸

コーヒーの香はブルーマウソテソ尤
エトワール車の渦をミュール穿き幸

ナゥ胸一杯野菊を抱いて友を待つ幸

禁断の恋時過ぎるなり永
曙は銀座並木にうすうすと竹
ゴム長靴のままの升酒指
月出ればネジ廻される人形館準
ピエロが踊る雑踏の秋雄

蛇を手に砂漠の女王しなだれて幸

はく

クリムトの箔映える抱擁尤

蒼き氷の淵を落ち行く指

実験の助手手拭いをぶら下げて

遠ざかる夜汽車の窓の人家の灯萩谷準一

中野宙心︑永

中島桂竹
小池舞

関口せう子

丹下遙指
小宮幸子

しずかに母は障子貼りして

柱時計にちらと目をやり
月ははや梢を離れ青さ増し
ゥ使いする子に持たせやる柚三つ
リソリソリソと自転車をこぐ

舞

原伸一
尤

うた

別れの詩をルージュにて書き

幸

黒髪が眩いものに見えたころ

壁に向かってワイソ乾杯

︑氷

指

シャソポリオソエジ●フト古文字読み解いて

足跳ねて十二神将
寒の月
もがりぷえ

︑氷

せ

竹

尤

わくわくタッチレジを打ち継ぐ

貧戸まばらに虎落笛泣き
新しい二千円札めずらしと

新入社員の顔のほころび

伸

ビール瓶レッテル濡れる花の宴
ナォ長閑さは猫と寝そべる長廊下

−134−

︽さいたま・三尺童ｌその二︾

歌仙﹃テルミソてなに﹄
丹下遙指捌

子持野良猫もそと近づく

ナォ春名残土手に寝転ぶ心地良さ

スイッチひとつタイムスリップ

寅さんの口上軽い笑い呼び
寺町に買うバナナ山盛り

惚けはじむ父に出合いし夏の果て

十恩を数えつなごむ秋彼岸丹下遙指

金木犀の匂い出す庭原伸一

妖精そっと屋根裏に越し

篠突く雨に小舟漕ぎ出し

メールにて募金活動冬深む小宮幸子

汽笛東っスコットランドに仰ぐ月

人生は七色なのさナイスミディ

鉄の階段底冷えの街華尤子

帽子襟巻きすべてタータン

世界平和を祈る人々中野恵永

ゥ恋とやら山脈越えでやってきた松下英雄

ジェット機で連れて来ましたお人形

−135−

月光にテルミソ奏者の影濃くて田中雅子

ヴェールに包む胸のときめき柳田萌

桂

︵於・さいたま市案愚庵︶

平成十三年九月二十五日首尾

縦一列に野遊びの径

いざともに希望の歌を花守よ

わずかばかりに残る古草

避雷針には青いペンキを
空爆の後の山肌荒あらし

ナゥサーカスの天幕は高くそびえ立ち

てんと

さーさ遊ぼう時のない国

悲しみ探す旅のはじまり関口せう子

勇者には口紅の色華やかに小池舞

僧院の扉を叩くパンと酒尤

貝一つだけ残る片隅雅

にょうご

王朝の女御興ずる更衣幸

重荷とはなる赤字公団永

白砂とみえて夏の霜なる指
百年の夢を架けんと舞子浜萌

花びらにほったらかしの皿の数舞

中
嶋

竹永せ指舞雅萌幸せ伸尤永雅幸舞竹萌尤伸

会員は約二十名︒平明で情のある付合をモットーとする︒会誌﹁鹿苑﹂を年一回刊行︒

於いて定例の連句会が発足した︒第四火曜日︑すなわち鹿の会である︒現主宰は宮下太郎︑

︽東京・鹿の会ｌその一︾昭和五十年︑阿片瓢郎氏によって﹁連句研究﹂誌が発刊され︑これに伴い俳句文学館に

歌仙﹃牛のように﹄
付け廻し

牛のように足腰強き雑煮かな宮下太郎病をおして古寺巡礼藤井治

枝から枝へ渡るうぐいす猪平十糸子結いたての髪こわるるを忘れたる佐久間淑子

折から聞こゆ追羽子の音安江真砂女同宿のよしみと地酒注ぎつがれ折原麻美
紅梅のはや細やかに照り映えて芳田龍子二重奏をぱする仲となり川口摩知子

平灰に韻の字を踏む月おぼろ小林しげと人影いまだ明けぬ出湯は佐々木展子

−１湾山本房子発破ひびける奥美濃の冬矢野禅巌

硯の海へ注ぐ硬水赤松よう子紙漉きの干紙白く輝きて高橋敏子

ゥ帆船に二つ三つゆくシド

魔風恋風いまは昔に黄川田美千穂少しずつ自然の姿変わりゆき遠藤翠
思い出の濃厚なりし昭和にて山田章子連続ドラマいつかあぐりへ宮内恭子
お籠り解ける半夏生なり堀尾春海月淡し漢字忘れて昨日今日若松藍香

雪渓は頂近くどっしりと渡辺博燕が帰る印伝の店坂田はま子

初の賞得し女流俳人加藤望子たっぷりと娘へ送る庭の柚子神崎裕子

月かかるロソドソ塔に一休み西山真樹ナゥ青磁の皿に盛りてスケッチ山本貞子

紅葉かつ散る空想の森伊藤稜志小個展港神戸の絵が売れて露木崇夫

断食も十日を越えて秋の晴戸田貝江窓も心も開け放つ朝松村多美
生ある者に水は命ぞ高畑自遊満願の社頭は花の真盛り金子九星

花吹雪嫁入道具運ぱるる大石勝五薄紫に霞む遠山執筆

庄屋屋敷は暮れ遅き日々小林梁平成九年一月二十八日首︵後半文音︶

ナォ蝶々にだあれもいない砂の庭石田京平成九年六月吉日満尾︵於・俳句文学館︶
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︽東京・鹿の会ｌその二︾

歌仙﹁宗祇の句碑﹄

よもぎ嫁菜を籠にちょっぴり

ナォ雨催いうす紫の蝶々が

サテイの曲に過ぎて行く春

おさがりばかり貰う弟

なつかしき父の残せし旅鞄

苔生いし宗祇の句碑や蝉時雨矢野禅巌

宮下太郎捌

連衆集う部屋の涼しさ宮下太郎
兎の枕リュックサックに徳住鈴
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夏休み登山電車は込み合いて高畑自遊

ナゥ五重塔僧の笑顔の爽やかに

川面に映る高原の秋

夕月にガガイモの実の英はじけ

雀百まで踊り忘れず

朝曇り浅間噴煙もくもくと
土器の仕上げの蛇の文様
獣追う皮のふんどし石の斧
三十路で婆となりし黒髪
年下の男いっそう可愛うて

海原 に た ゆ と う 月 の 船 な ら む 太
さんま大群向きを変えんと禅
ゥ穗芒の招き寄せるは何の幸自

年甲斐もなく色恋の沙汰禅

後指差されることもまた嬉し鈴

巨人優勝ついに成らざる

やるせなく布団かぶって寝ています

久しぶりなるテレビ出演太
退職の青木大使を惜しむ声自

ペルＩに残る日本魂禅

城跡の今年の花の遅いこと

︵於・箱根湯本﹁早雲寺﹂書院︶

平成九年七月二十二日首尾

少しゆるりと地震来たるか

神楽嗽子の稽古始まる鈴

噸りしげくすごす昼酒

木枯に雲ひとつ無き鎌の月自
大鍋に小豆いっぱい煮え立ちて太

計算違い小言ぶつくさ禅

それはそれ意見まとめて花の山鈴

執

筆禅太玲太禅鈴太禅鈴太禅鈴太禅玲太禅自

︽東京・鹿の会ｌその三︾

むつ五郎出て泥をくすぐる志
ナォ凧揚げる青年の息荒々し樹

不景気なんか飛ばす氏神房

流行の服あれこれと試着してよ
ぺダルを踏んで銀座通りを志

歌仙﹃まんじゅさげ﹄

雪もよい埴輪の馬の目のやさしょ

伊藤稜志捌

海鵜のむせぶ昏き月の出西山真樹

まんじゅさげ雨に裸身を燃やしけり赤松よう子

足音がする凧の夜樹

十二湖の長寿の水を彼に汲み志
たおやめ実は鬼女の爪持つよ

ど先祖の遺産ざくざくキャデラック房

無意識に秋の扇を揺らすらん伊藤稜志

反古の原稿批る屑籠山本房子
街角にラッパを鳴らす社会鍋よ

金の屏風の落箔の跡志

︵於・浜離宮・俳句文学館︶

平成九年九月二十三日起首
平成九年十月二十八日満尾

惜春の影満つる園内房

渓を埋め山頂埋め花の雲志

枝移りする幼な鶯樹

拍手を打ち福を呼び込む志
短距離に思わぬ記録朝原君房

ナゥそぞろ寒川筋を航くだるま船樹

蟆の佃煮どかくんに入れ房

予約を取って通う鍼灸よ

ＢＳの電波は月を越えてくる志

ゥ敦煤の壁画に遊ぶ飛天たち房

豊かな胸に秘める憧れよ

旙けば失楽園はまのあたり樹

ちりちりちりと三毛猫の鈴志
動燃の汚水を漏らすドラム缶房

歪みし杯に迎い酒注ぐよ

桃色の混じるそうめん月涼し房

姫睡蓮の閉ずるやさしさ樹
機関士の腕に名残の碓氷線志

みてよみてよとせせらぎが呼ぶ房
散る花に﹁はないちもんめ﹂どの子欲しよ
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︽岐阜・獅子門ｌその一︾

遣吟脇起歌仙﹃桃の花﹄

獅子門は各務支考を祖とする俳詣集団で連句と俳句を両輪としている︒美濃の北野の獅

子庵に昭和五十九年七月より俳詣道場を創設︑道統が國島十雨の世代になり青々園に移る︒

言ひたい放題したい放題

泣かすなよ公定歩合またも下げ

老眼鏡をちょっとずらして

淡

森川淳子

″

良

るが︑交通の至便さを考慮して月例会等は街中に移して第二金曜日に行っている︒

美濃派俳譜の基本である処の七名八体・虚実︒軽みを使いこなせるよう修得の場としてい

唐渡北勢子

各務支考

色槌せし記念写真の片ゑくぼ

國島十雨捌

日矢あたたかく届く弁当

船頭の耳の遠さよ桃の花
本屋良子
國島十雨

寅さんの恋はいつでも片思ひ

圭云

︸得

長き電話にお湯が沸々

春楽し古書たんねんに播きて

雪下駄はらふ蹴出しなまめき

城の灯の消され名月山の端に

伊藤︷ロ壼云

小川守

毬藻祭のはやもはじまる

寝酒して冥利に尽きる朝帰り
雀ちゅんちゅん烏かあかあ
淘摸に会ふ巴里の街の蚤の市
立ち往生のコイソロッカー
傾ける月に発車の手を挙げて
山中淡月

良

針の穴から覗く大空

良寛さまの筆のこひしき

如意棒に助けてもらふ夢を見て

緋まうせん床几に花のちらノーと

黄山の裾春雨の庵

平成五年三月七日首尾︵於・獅子庵︶
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虫の誘へる三脚の位置

北

ゥ黄菊の獅子の洞入り祝ひ挿す

旅のカバソに枕・垢摺り

良

ブラソドの似せ商品を掴まされ

雨

そも／〜の縁熱きたこ焼

棄権するなと﹁ティシュ﹂配らる

良
壼三

良

ナゥ豪快に煮込む秋鮭ぶった切り

月涼し蟹あらはれる潮溜り

暴走族が水虫を干す

高木和子

母無言金平ごぼうひたきざみ

観音の銭大吉と出る

雨

北
良

意志ここに郡上街道花並木

ドラムを叩く峡の山烏

ナォ桟俵庖瘡送りのお赤飯

雲雨雨雲良雲良淳雨 淳良北

︽岐阜・獅子門ｌその二︾

遣吟脇起歌仙﹃しぐれかな﹄

霞隠れの東屋の軒

ナォ惜春の四高寮歌を口ずさみ

一気一気とコップ酒呑む

離をこえて飛べる綿虫伊藤白雲

ハート描いて滑るスケート

ぴくりと動く爺の八木鬚
再会に声の若やぐ冬帽子

交番で句碑の在所をたしかめて

渇筆の五言絶句を床の間に田中湖城

止まり木にポードレールの悪の華

唐渡北勢子捌

自慢話に伝来の壺清水青瓢

革の上衣に鎖鳴らして

作りなす庭をいさむるしぐれかな松尾芭蕉

吊橋を揺らして渡る望の月田辺桂月

大風呂敷でつつむ古本

故郷へ出す肩書は社長さん

満月は眞っ平御免と膳曲り

猪の粕漬送られてくる堀内洋子
ワ啄木鳥が思ひもよらぬ悪さして久世竹水

平成七年十一月十九日首尾︵於・大垣・円通寺︶

標秒の湖望む苗代

水子地蔵に風車廻ふ
関ヶ原北國街道花盛り

盲導犬日々の生活助けられ

ナゥ無党派層で政治改革

有線で流る上村の運動会

鎌で叩けば煙吐く茸

背ナに貼られる好きと云ふ文字曽根須恵子

母子手帳持参で嫁ぐ角隠し伊藤錦石

舅いぢめが町の噂に高木和子

伝説の魔法使ひが棲む館大橋正子
痩せた野良猫屋根をうろつく木村和喜
ラムネ玉鳴して月を封じ込め沢島郁子

紋恋草てふ蚊取草買ふ竹村栄子
自転車の荷台に子供またがせて松岡裕子

あれこれ迷ふ昼の献立西脇美智子
花筵池のほとりに神祀る唐渡北勢子
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民

淑

久

良

十

松
本
高
藤
堤
尾
屋
田
墳

國
島

瓢雨月裕淑洋正雲郁智子民枝勢女城女水

︽岐阜・獅子門ｌその三︾

歌仙﹁地歌舞伎﹂
本屋良子捌
地歌舞伎の主役大もて温め酒本屋良子

口三味線に仰ぐ夕月田辺桂月

柿すだれ軒僥ふほど吊るされて森川淳子

ホップステップジャンプする子ら良
見るほどに楽しき百円ショッピソグ月

空魚籠提げて攻塊の浜淳

ゥ虹の橋北海道より国後へ良
冒険野郎の夢はでつかく月

春の障子にとどく水音

ナォリモコソで朝寝たのしむ日曜日

自然破壊が問題となり

落人の知恵を出し合ふ五箇庄
あの唄あの節繰り返し聞く

肩先にてんたう虫を止まらせて
トラクターにて掘りし新馬鈴薯

外つ国へ技術指導の命を受け

黒い瞳に心奪はれ

弾丸の飛び交ふ中の逢ふ瀬なる
グラスの緯を惜しみつつ撫で

宇宙船大きな月を映す窓
兎の小屋に今年藁敷き

ナゥほつかほか弁当囲む運動会

読み聞かす不思議の森の物語淳

コウノトリより貰ふ幸運良

師と弟子に永遠の訣れの刻来り

秤雌什一一蓉一一服二枕朋壼︵文音︶

幼なを抱く縁の噸

うねりとなって俳諸の道

ベレーの下に覗く白髪

湯舟に玉のごとく沈みて淳

天領の野へひとしきり花吹雪

婚礼の荷に入れられし犬張子月

餌付けの狸あらはれる頃月

月皓 々 う っ す ら 雪 の 積 も る 庭 良
小説 に 勝 る 奇 態 に を の の け る 淳

老眼鏡を掛けて外して由
花の山線彫り幽か磨崖仏月
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、

月淳良淳月良淳月良淳良月淳良月淳良月淳

厩

︽東京・下町連句会︾

歌仙﹃渋柿﹄

並ぶ松茸産地直送

伊藤薮彦捌
交番脇渋柿ならむ色づけり
寝つかれず聞く犬の遠吠え

平成九年十二月東京下町のタウン誌﹁下町タイムス﹂二七七号に新連載﹁雅な遊び・下

のしの字も知らぬ連衆で発足︒以来月一回︒蕎麦処﹁みつまさ﹂に於いて︑表六句が済む

町連句会へのお誘とをし︑平成十年八月伊藤薮彦捌により︑多種多才ではあるが︑連句

嘘上手それでも嬉し電話口

手花火をかかげ山荘涼をそえ
サイダーの泡喉をくすぐる

大道芸を囲む人垣

イチローも佐々木も呪えたリーグ戦

指折りかぞえ登る階段

と酒各種︒江戸蕎麦料理が出る仕組み︒連衆が仲よしで︑座を楽しむを喜びとしている︒

伊藤薮彦
高橋賢
伊藤哲子
高野和子
並木隆史
黒川洋

占い本を信じていたの

蹟きそうな外っ国の神

あれはパリー天井のしみ眺めつつ

胸に抱く烏の鼓動にやすらぎを

小名木川はるかに繋ぐ花筏
車椅子押す老のうららか

平成十三年十月十九日首尾
︵於・錦糸町そばの里

︒Ｌ︑

﹁﹃みつ士李寺ご一︶

筆誠浩哲彦浩哲賢誠隆賢和賢洋賢誠洋

／
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薄雲に真夜の月影友去りて
黒革の古典数冊積まれいし
デパート主催時の記念日

小野誠一郎

ー

電車カタカタ下町の灯に
五十年遠忌の月に唄も出て
里芋好きな従姉再従妹の

泉浩一

ウパラ ソ ル の 彩 と り ど り に ア ー ケ ー ド

浩

ナゥテロの報世界も狭く蜻蛉飛ぶ
和

誠

いつもの易でまた待ちぼうけ
衿首を目立つほど抜く彼の趣味

彦

賢

哲

デモから戻る高き口笛

そはおかしくも深く哀しき
寄せ返す波の愚かさ限りなく

女将の笑顔冬至蒟蒻

縄のれんくぐる肩先東てし月

哲

主なき時計壁にカチコチ

洋
哲

生命育む水の球体

永平寺フラソス語でも説教し

隆

賢

廃校の庭を覆いし花盛り
どっこいお玉杓子健在

ナォ初虹に少年夢を描くらん

執

師系橋間石︵寺崎方堂門︶︒平成四年十月間石逝去の翌五年一月﹃紫薇の会﹄を大阪に

賑わう町やさびれたる町
約束の刻に好みの香を姓き

厚底シューズの女連れ来る

炬燵出て入ってやはり君が好き

ガストロノ︑．︑−

冬の恋とかカクテルの銘

道治美代生美道治代生美道治代生美道

︽大阪・紫薇の会ｌその一︾

て澁谷道が結成︒俳譜の古典と源流を学びつつ俳句の成熟を求め︑間石俳譜の流れを汲み

治代生美道治代生美道治代生美代治生美

歌仙﹃一月の﹄
文久和由

執筆︑俳句︑連句︑文章より成る同人誌﹃紫薇﹄を平成八年創刊︒年三回発行︒同人八名︒

超流派の俳人による現代連句の新を志し︑間石提唱﹁非懐紙連句﹂実作︒先輩諸賢の巻頭

道

澁谷道捌
一月の手紙まっすぐ来たりけり

藁含子ある蜑の門門

錆の音なりぶらんこはたそがれて

箪笥の上に光る猫の目

旅立ちの気配はやくもさとられし

サバラソ著﹁食道楽﹄を手にいれて

納戸の奥に忘れいし壺
美しぎ水に鯉飼う峯の月
菊人形が夢を見るころ

鳥居の列をよぎる狼

いくたびも稲光りする静けさに

ドーム球場つくる話も

ナゥ雪女郎わが答をほしがりて

むかし袖丈一尺八寸

昨日から出しぶっているファックスで

階段の手摺り冷えいる花ざかり

あたらしき靴春泥を跳ぶ

平成十二年七月十七日首尾︵於・大阪住吉︶
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合鍵かくす鰊のサボテソ
ゥ水着買うハワイの空の色思い
和さまいのちと腕に彫りたく
三味線の弦を強めに締めにけり

おわりの兆す愛のうす味
庭下駄の片方濡らし雨はやみ

秋の潮の北に流れて

月の出の千草七草影ちらし
白露のころの取り皿の絵よ
いく世経しほとけに祈ること多く

かくれんぼの子に春の夕焼

山桜切岸は花吹き上げて

ひそかに蠅の生まれつぎつつ
ナォ箱馬車に奇術師乗っておりにけり

澁 西 岩 茨 加
谷 野 城 木 田

三門を出づれぱ砂丘また砂丘

セントペテルスベルクの夕ぐれ

ビル路次に大鼠いて姿見ず

浴衣がけにて医者をやめおり

枝豆と豆腐があればいいと言う

髭あたる刃に月の涼しき

潮入りのみなぎる岸に舟航い

用のありげな帽子・寅彦

定冠詞つけたき町のたたずまい

起きて立ったら夢がこぼれて

平成十二年四月十一日首尾

︵於・泰野﹁ドーム・イグノラムス﹂︵不識の意︶︶

ゆ

雄

夫

︽大阪・紫薇の会ｌその二

非懐紙﹃円蓋に﹄

れぱ霞たつ卓二上貴夫

円蓋に花咲き満つをきょう識りぬ澁谷道

四人

烏の声待つまに酔のまわりきて松村武雄
眼鏡の玉のひとつはずれる正木ゆう子
雪降れば煉瓦に変る古書の山

環境論も地下に潜りぬ
微笑みをかえす相手の来ない夜

狼火を上げて髪をほぐして
たなぱたつめ

いつになき棚機津女のいきづかい

綾の鼓が縁にころがる
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ここ

道

ゆ

雄

道

夫

雄

ゆ

道
夫
雄
ゆ

夫

道

人
1
人

︽東京・紫明庵連句会ｌその一︾

歌仙﹃亀鳴く﹄

パソコン通信ネットワーク﹁ＮＩＦＴＹｌＳｅｒｖｅ﹂の現代詩フォーラムが設立され

した連句集団︒︒ハソコソネット上での付け合いをメインの活動とするほか︑月一度程度︑

た一九九七年初頭︑ネットで連句活動をしていた有志がその一会議室を借り受けて旗揚げ

幼な児に紙ヒコーキを折ってやり

執行猶予残るニタ月

主催者井上鶴鳴の自宅・瀞月亭にて連句張行︒次世代連句の創造を目指す︒

井上蘭

石のベソチに石のテーブル
家柄も人も良けれど悪趣味で

鮫鰊に似て糟糠の妻

着ぶくれの乳房に遠き身八口
布に染め出すカレワラの詩

I鳴子乃汁鏡鳴汁石 鏡汁鳴乃鏡鶯石鏡全

坂本孝子捌

中村磁

坂本孝

柳の糸を吹き流す風
井上鶴

亀鳴くとすみだの堤越えにけり

ポーカーゲーム少しづっ勝ち

艫を塞ぐ母のかひなのふくよかに

日下悟

小林蜆

蜻艇の翅の乾ききる閑

柳川幸一垂

草草に小さき神の宿りゐて
燐寸擦る間に泣いた一生
新任の知事も夢みる月の塔

踊りの渦のゆるやかに揺れ

ナゥ処女作が平積みとなる西鶴忌

電子メールで送るウイルス
路地裏にスパイの描いた×印

油の壺はみんなからつぼ
花續紛美味百珍に酒を賞で
小径にひろふ山鳥の羽根

平成十年四月二十九日首尾︵於・東砂・瀞月亭︶
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有明に取り出す旅の備忘録

ゥ背の高き冑道心に秋深む

飴色になる前挿しの櫛

寿退社カレの外車で

プレゼソト抱へ佇む楽屋口

歩哨の仰ぐ夏の満月

灯台の下にくだける波頭
水患が瘡いて想ふ父の癖

ＬＳＤが見せる極楽

ゴルフバッグを床の間に置き

接待費一部は使途の不明にて

まだ名のつかぬ仔猫ふところ

新しき帽子の鍔に花の雨

ナォ曳売りの蜆しじみと城下町

鶯乃汁石乃鏡全鶯汁石乃石鶯乃汁鳴鏡石子

︽東京・紫明庵連句会ｌその二︾

歌仙﹃夷講﹄
井上鶴鳴

笑ひに音の消ゆる凧日下悟

付句さへ売り払ふ也夷講井上鶴
荒馬の猛るたてがみ掴みゐて中村磁

紅い車でふらりお使ひ神崎破

コンタクトレンズ外せば鯵む街水須歩

煙草煉らす海楼に月井上蘭

ゥ勝栗を添へて幾歳陰の膳柳川霊
案山子と交はすユダの接吻
空想の恋はノートに果てもなく小林蜆

烏籠ころり残る炭坑

踏切に吸はれるこころ高尾行き

午睡の夢を知るや陶枕

並木抜け来る小太鼓の列
月痩せて解夏未だ遠き硯蓋
マネ キ ソ の 視 線 な か な か 避 け ら れ ず

静物画にもいのち息づく
制帽に花を受けをる老守衛
娑婆懐かしき陽焔に立つ

ナォ海の香と上り鱒焼く塩加減鷲

パソコソ通信やってみやうか全
亡命の王子いづこにおはすらん汁

背中に浮かぶ朱鷺色の病歩

もろともに畜生道に堕ちたいの鏡

霞打つ夜の閨のぬくぬく乃
寒析の主は八百屋の三代目鷲

マルキシズムにちよいとかぶれて鏡

靴の底には唐辛子敷く庭

換字式暗号で解く父の遺言汁
唄石いまだ降る気配なし歩
刻々と月熟れてをり無人島鏡

ナゥ利酒の勇者北から南から歩

シヰ旨四の地を駈けるままちやり鷲

山と訊き谷と答ふる世紀末汁
古道具屋に龍のまきひげ鏡

菜飯炊けたと母の呼ぶこゑ歩

花揺るるむく犬ボール追ふたびに鳴

平成十一年十二月三十一日満尾

平成十年十二月十日首

︵於・ＮＩＦＴＹＳｅｒＶｅパソコソ通信ネットワーク
現代詩フォーラム・紫明庵︶
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捌

庭全汁鏡全乃汁鏡歩汁庭鶯石歩庭鏡乃鳴

︽東京・紫明庵連句会ｌその三︾

歌仙﹃寒昴﹄
井上蘭石

寒昴この胸いちを灯すかな井上藺

西暦二千年の新雪小林蜆

盤面に棋士の命は注がれて井上鶴
引つくり返し座る座布団水須歩
熟柿落つ舗装道路のそこかしこ中村磁

工業都市に係る月蝕神崎破

ゥ金印を埋めて男王稲架の陰日下悟

逢瀬に眼つむる野仏柳川霊

ひと言のときめき水の明るくて橋本古
﹁いちご白書﹂のリバイ︑ハル来る

おほげさに値の付けらるる兜虫

泡盛嘗めて掴む雀牌
混血 の 間 諜 潜 む 窓 の 下

核融合の膨大な熱

歓びの溶けて第九が爆発す
アルファベットにかなを振る母

月かかげ鐘を撞きたる花の寺

李朝の壷に蜂がまつはる渡辺玄

小人プロレス巡業の旅鏡

ナォ遺伝子を解けど深まる春の謎鷲

空洞の地球掘り抜く力技汁

とっぴんしやんと井戸に落ちてく鏡

耳朶を咬む罪と罰とは問はいまま鴻

どこまでが汝どこからが吾乃
狼はまだ日本にゐるらしい鳴
宮沢賢治の咳がきこえる鏡

すぐひ取るすぎとほったたべものを鳴

汁

三つ子同士のクイズ対決代

初陣の月みそなはす木の間越し

さざれ波なす秋の湖代

米寿祝ひはエステ割引鷲

ナゥひそやかにぬらりひよんゐる踊りの輪歩

政界のご意見番を自認して乃
不沈空母に飛ばぬ飛行機汁

六双に夢の花天を描き上ぐる石

いざ帰りなん山葵田の郷鴻

平成十一年二月二十四日尾

平成十一年一月十五日首

︵於・ＮＩＦＴＹＳｅｒＶｅパソコン通信ネットワーク
現代詩フォーラム・紫明庵︶
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捌

鴻代鷲庭乃汁鳴代歩代鶯乃庭鏡歩鳴汁石

に一︑二度の顔合わせを無上の喜びとし︑レベル向上の歩みは遅々たるも常に切瑳琢磨を

もに風雅をもとめる連衆にして︑富山︑藤沢︑茂原︑福島︑会津に散らばって文音を楽しみ︑年

︽富山・樹氷連句会︾樹氷連句会は昭和六十一年の発足︑会員は六名︑その昔若かりし頃はスキーの仲間︑今はと

歌仙﹃竜巻﹄

いぬじま正一捌旨とし︑付句のＦＡＸに添えられる近況に︑誰彼の風貌を思い起こす︑また佳きことかな︒

竜巻は能登沖あたり卿起しいぬじま正一刺しっこで知る年寄りの知恵美

干大根の揺るる軒下久我妙子遙かなり移民三世里帰り修

宅急便部屋は故郷の香に満ちて紺野愛子道案内を口実にする妙

遠く見下ろすＪＲの灯是行修吉恋というほどにはあらぬ旧知の計愛

明月に名水銘酒地図の旅紺野笙治墓の所在も聞かずそのまま正

稲穂と薄黄金白銀星美弥子倒産の張り紙濡れて麦降る笙
ゥ秋祭り女神輿の威勢よく妙清しこの夜キャソドルの列修
来たる世紀の予感瀧る愛園児には祝福と菓子配られて美

片言の牧師に頼む結婚式正避難暮らしに猛る火の山妙
固き抱擁オーロラの下修月を背に二丁拳銃馬を駆る愛
群青の氷河を窓に夢紡ぐ笙テレビ映画を新酒酌みつっ笙
登山土産は空港で買い妙ナゥ碁敵に今日は挑まず柚味噌釜正
ギター弾く若者茶髪夏の月美生命讃えて意気は投合美

逆さに立てしラムネきらきら正喜寿過ぎてなお板につく派手作り妙

大喝采道化と熊の縄跳びに愛オリソピックの元メダリスト愛

博物館のマソモスの骨修雪残る峠越えれば花練乱修

秤蝿廿二︾垂朋二判叫即雷︵文音︶

過ぎし日の営舎偲ばす花吹雪妙烏の声さえ霞むうたた寝美

鐘の朧に托鉢の僧笙

ナォ竹ノ子の息吹ほのかに土笑う愛
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︽鎌倉・湘南吟社ｌその一︾

松涛軒小林静司氏快気祝

昭和四十四年八月︑都心連句会主宰清水瓢左師鎌倉七里浜に転居と同時に設立︒都心連

月例会は鎌倉市中央公民館で︑毎月第四日曜日午後一時より︒師の﹁蕉風の心を見失うな﹂

句会の湘南在住者が集まり瓢左師の厳しい指導を求める勉強会となった︒名称は師の発案︒

がモットー︒また︑連句の命とも言うべき連衆の和を大切にすること︒

ゥ伊豆の沖地震鎮めてよ実朝祭

ひさびさ集う笑顔明るく

新米のほつくり炊ける香りして

大世紀命越えんと残暑耐う
欠けても満つる月の柔軟

藤沼和ヱ

菅谷有里

白井暎子

和田洋子

和田忠勝

小林静司

ナゥステソドのガラスに優し聖母像

原発誘致是非は半々

Ｄ５１ルーマ雪積もる駅
おくに
出稼に故郷誹りの懐かしく

自分のことは棚の上なり
東て月に屹立の峯光り合い

娘の相手みなきにくわぬ父心

短歌行﹁回春乾盃﹄

ナォワイキキでゴールデソウイーク過ごそうか

隣りの青蔦垣を伸び来し

和久井八重

影飛び交いて繁き噂り

アップにまとめ茶髪あいらし

教え子を我が妻と呼ぶハメになり

村上敦子

土屋実
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菅谷有里捌

甘いボソポソ噛んでしあわせ

高津明生子

︵於・鎌倉市中央公民館︶

平成十二年八月二十七日首尾

回春乾盃駄泗落健在

まほろばの夢を掘り出す花の下

窓を出た練習曲が風に乗り

秋山よう子

戸沢鞠

花咲けば景気ようやく上向きに

暎

盲導犬の足元に寝る
二千円札受けてあたたか

生 ヱ 重 鞠 洋 敦 う 里 司 ヱ

勝郎

︽鎌倉・湘南吟社ｌその二︾

歌仙﹃古都歩む﹄

野原にじやれる小犬のどけし
ナォ荷風の忌老後保険も危うくて

おとこ

ギャルママの子は人見知りせず

庭仕事料理アドリブ好漢ぶり

店は満員にわか夕立

和田忠勝捌

今世紀最後の秋や古都歩む和田忠勝
くらし
生活の音にこおろぎの声村上敦子
黒々と肥沃の畑に月射して和田洋子

ところてん蜜酢醤油で論争に

癒え近き日の旅行計画

宅配便に詰める収穫秋山よう子

新人候補見事当選

月明に志士の彫像海見張り
銃声ひびき猟期はじまる

ナゥ踏み分けて見つけし茸何にしよう
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宇宙では四股は踏めぬぞ夢の夢

背のびして捉まり立ちの児の笑顔高島幸子

ダチュラに群れるアマゾソ蜂鳥
パラパラを踊って熱いクリスマス

暖炉囲みて語る跡継ぎ和久井八重
ゥ土地利用スキー場からホテル迄白井暎子

百万弗の夜景御馳走う

おしのびのＶＩＰに私服ガードつき暎

柔らかそうな指でワイソを洋

母の便りに励む合宿
駅頭に念仏の僧朗々と

港町明日は他人の一夜妻重

百人斬りもいろ色情のためなり幸

次々とニュース飛び込む花の窓

ナオ九句目より文音平成十二年十月三十日満尾

平成十二年十月二十二日鎌倉中央公民館にて起首

碧眼のひと地図を片手に

流行の浴衣図柄大胆暎

久しぎ友と和解あたたか

蝉涼し鎌倉山の月代にう

名刹にジャズのライブを聞きに行き洋

シャッターチャソス逃す携帯重

花の雲越えて飛んでるグライダー幸

う暎敦重幸洋う敦重幸敦う 暎勝洋敦幸洋暎

︽伊勢市・しらぎく連句会︾

二十韻﹃夏の嶺﹄

白菊は昭和三十八年より始めた読書会であるが︑平成六年の国民文化祭のために︑その

二年ほど前から読書会員の有志で始めた連句会である︒月例会は第三水曜日︑捌は輪番制︑
親睦をはかっている︒

場所は伊勢市の猿田彦神社休憩所をお借りしている︒常時出席は七名ほど︒連句を通して

きしきしとただ刻きざむなり

村田治男捌

々の山の奥なる夏の嶺村田治男
郭公の声ほしいままなる大西貞子
兄弟の大小三角定規にて前田てい

相性を占ってほし彼のこと

一対の十六羅漢打ち仰ぐ

た

た 重

屋根にはりつく寒の満月尾崎重子

とどいてをりぬ週刊雑誌村田静子

ゥ月の波はるか彼方へつづきをり〃ぶつつんと切れし二人の絆重

秋の名残りの初ラブレター貞ナゥ失業率過去最高の︒ハーセソトて

再会のグラス合はせる萩の宿中野たつ子畦道を来て初蛙間く重
北京に決定オリソピックはて花万朶さゆらぎのなき午后三時た

︵於・伊勢市猿田彦神社︶

平成十三年七月十八日首尾

外遊のマキコ大臣活躍す治霜くすべするふかふかと軒て
ハソセソ氏病元患者勝つ貞
ナォ引き洗ひ切干し大根大むしろ静

‑151‑

神

︽四日市・泗楽連句会︾

歌仙﹃天高し﹄
西田青沙捌
果てもなき我が行く道や天高し

標なき野を辿る有明

川尻を満ちくる潮に鰡跳ねて
トーシューズ提げ帰る小娘

曳く山車の大入道の首軋む
こはだの鮓に添へしはじかみ
ゥ土を練る茶髪の左官生き生きと

平成十二年二月二十六日︑蕉風俳諾を伝承して北伊勢に名を馳せた大先達︑片岡白華の

︵四日市郷土作家研究会︶の会員を中心として︑同年五月より﹁泗楽連句会﹂が発足し︑

追善俳譜興行が四日市市文化会館で盛大に催された︒この連句大会に参加した﹁泗楽会﹂

央

花見酒いつしか弱くなりにけり

親父鍛冶屋で田舎大関

沙

泰

秋

み

じきどう

食堂の裏で蟇鳴く雨催ひ泰

葵祭に誘はれて来し

秤岬叶一一︾抗朋二汁ユ朋睦︵於・四日市市文化会館︶

花便り男子出生害添へて泰

お隣さんも松茸を焼くみ
ナゥ島は今秋茄子うれて牛肥えて沙
報道写真飢餓の荒野を義
この蒼き地球を焦す奴がゐるみ
隣の呉れた熱冷し服む央
中仙道の春は過ぎゆく秋

一葉の吐息ため息十三夜央

たやすく脚の折れる卓献台泰

神よ神やらずの雨を降らせよと秋

待ち合す学生街の小公園義
思い切ったる告白をせん沙

秋

寅さんの峻呵聞える人だかりみ
糸のからまりほぐすひとり居央

骨董市に小旗はためく義

西田青沙︑岡本耕史指導のもとに毎月定例的に連句の座をもつことになった︒

岡田重義
西田青沙
水谷草央
加藤よしみ

沙

判治泰
伊藤千秋

秋

み

義

蓼食う虫の正体は何

何処に無くしたピアス片方
びいどろの脆さ修さ江戸小町
タリバソもブッシュも嫌いテレビ見ず

沙

泰

央

こぼれ苗より育つ青麦

義

大都会空に孤独な冬の月
うるめ鰯の背に海の色

宵のうちから寝てしまひけり

サーカスのピエロ寂しきおどけ顔

ナォ揚雲雀いたみし西国立志篇
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女先生系ひいらぎグループとも交流協同して︑三態の月例句座を中心に実作を楽しむ︒こ

的ご指導を蒙って発足した細やか同好会︒その後︑公民館の講座サークルも派生︑岡本星

︽津・城連句会︾平成六年の第九回国民文化祭みえ連句大会に先立って︑松濤軒四世名古則子宗匠の献身

歌仙﹃杖を忘れ﹄

阪君江捌の回の応募作ｌ発句は会名﹁城﹂の名付親︑故田口光一会員を偲ぶｌは︑サークルのそれ︒

秋晴れや杖を忘れし人何処阪君江飴玉入りのほっ・へふくらむを
山の彼方へ渡りゆく烏中田泰左競馬場ロイド眼鏡にハソチング昌

もうお入りと母さんのこゑ増田みさを夏木立磑の高みに神在す安達さと

鞠突くよ良夜の庭に丸描いて長谷川昌子介護保険料年金天引左

ぽんと抜きたるサイダーの栓をロシア語の手ほどき受けしなれそめは濤

海風の涼しさにある藤寝椅子牧野濤女かさと音して竹の皮脱ぐを

ゥ鉢手入けさの識ひすと忘れ江ふたあつみつつ夢の切れ端左
私にも来る誘ひのメール昌ばぱさまのくるくる廻す糸車を
ラクソパルシーター蜜の如き下肢左帆舟行く秋波ぞ穏やか昌
紫煙くゆらし消えてゆく影を薬師寺の玄美三蔵月ほのと濤

拝鰄什一一一︾仇朋二廿型明雷︵於・津中央公民館︶

同時多発テロ星条旗ひるがへる濤腰につけたる壷の猿酒左
昨日の友は今日の敵なり江ナゥ美しいケミストリーでノーベル賞と
末法の濁世を照らす寒の月昌結んで開くみんなの体操左
ほろと一合つつく煮凝左きっぱりと古い上着をぬぎ捨ててと
退院の衿さっぱりと九十九髪昌雪解の水に洗ふ長靴昌
啓蟄の朝香るコーヒー〃光りつつ花の舞ひ来る野天傘を
安濃津の偕楽公園花盛り左さざえ蛤匂ひただよふ濤
紋白蝶のやさし旅立ち濤

ナォ久々に伊曾保物語ひもときて江
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︽名古屋・尋牛会︾

上州地名バーチャル紀行

半歌仙﹃一度はおいで﹄

平成七年十二月二日初会合︒十牛図の中の一番最初﹁尋牛﹂より会の名とする︒現在︑

月例会は第一土曜︑主に愛知芸術文化センター内のアートスペースにて行っている︒連衆
る句づくりをめざしている︒

のほとんどが創作を職としており︑一句一句丁寧に︑不易流行をモットーに︑現代に活き

パリ祭ハントお代いかほど︵伊香保︶

煉る汚職不易流行︵桐生︶

ケセラセラ釣果頼みの岩魚焼き︵多野︶

春なれど風ののさばる上州路︵榛名︶高橋厚生

月冴えて孔明立てば夜叉も伏す︵館林︶

上島登志彦捌

鴬知らず先の己が身︵小野上︶立石洋一

えらくさっぱり唐紙を更え︵草津︶

︵於・愛知芸術文化センター・大和橿原シティホテル︶

平成十三年四月十三日尾

平成十三年三月三日首

遠く梵鐘若駒の馳す︵昭和︶

花の波里から尾根へまほら曳き︵箕郷︶

ぬくしお湯よし一度はおいで︵吉井︶

雨だれの止むＳＰを裏返し︵邑楽︶上島登志彦

産直の糸葱膳を潤して︵利根︶岩崎美帆
豊かさ競い売れるブラソド︵高崎︶伊藤実和

新世紀宇宙推参お月様︵碓氷︶稲葉敦子
落ちてみせたが林檎の手柄︵勢多︶久田結花
ゥ振る舞えば酒興ひとさし菊に添え︵前橋︶西脇智子

袴そのまま継いだバソカラ︵松井田︶伊藤益臣

移り気な彼女恨めしＥメール︵中之条︶一

牢■エ
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智

I̲

吐二

智

和

花

帆

薪庄・新庄北陽社ｌその一

歌仙﹃社友賀寿祝賀記念
御俳譜之連歌﹄

それぞれに趣見せて室の梅

手士産嬉し開く鯛焼

蕉翁の高弟伊勢の中川乙由︑その系譜で春秋庵を興し俳詣中興期の一雄である加舎白雄︑

この地に連歌の礎を築き︑北陽社は明治四十一年創立︑今年で九十四年となる︒爾来伝統

そして春秋庵を継ぎ明治期に俳詣の一大勢力となった三森幹雄に︑当地の高橋普宰が師事︑

を守り年二回の正式俳譜興行︑毎月二回︵俳句連句︶の集会で正風俳譜を楽しんでいる︒

笹白舟憧れの教師に秘めし幼き日浅野目堯風
斎藤孤柳恋しき彼に逢える嬉しさ熊谷喜楽

岸庸女山寺の峰を越えゆく時烏門脇桃園

坂本露香離農の田畑荒れて淋しき斎藤一竿

進水のドックに銅鍵の高鳴りて

旅行帰りの話題尽きざり

荒木遊仙
小川庭水

執筆山崎茶香典礼熊谷喜楽

脇宗匠小川庭水香元富沢比佐女

宗匠内田素舟読師伊藤緑雨

市川澄水平成十年二月二十七日首尾
富沢比佐女︵於・新庄市勤労者総合福祉センター︶

荒木吉峰俳筵広き北陽の春山崎茶香

伊藤緑雨六段の調べ雅びな花館内田素舟

阿部一笠手話に興ずる乙女いぢらし高橋雄悦

荒木宝章てにをはに悩む句考の汽車の旅渡辺竹園

斎藤一葉今日は鎌倉明日は宮島井上珍虹

高山桃里ナゥ年金は目刺焙りてぬくめ酒市川峨山

庄司籟山国民に財政の危機背負わせて三上渓人

幟はためく秋鮎の宿

一杯のコーヒー縁で実を結び

チョゴリ姿の淡き頬紅

久し振りおとのう杜のうそ寒く

月丸く棚田に稲架の並び立ち

村松枩風角の屋台は中古ファミコソ荒川秋江
浅沼葛子どか雪に足奪わるる京の街影沢笑山
八戸一橋サッカー競技スリル満点青柳柳翠
小野梅久樅の木は高く聲えて月清く大川耕月
伊藤香月濠を包んで絶えぬ虫の音高山暁雨

白馬に挑む聖歌輪を画き

町興す世代を担う鼓笛隊
茶髪金髪目立つ此の頃

武家屋敷筧かすかに月涼し

緑滴る伝説の丘

壜下げて寮歌放吟足駄がけ
どこで着地かヘリポート基地

子宝の母健やかに花の庭
風の意のまま黄蝶白蝶

ナォ翁蝿の部屋は明るし享保雛

干物並べて振売りの声
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︽新庄・新庄北陽社Ｉその二︾

歌仙﹁初晴﹄
伊藤緑雨

客を迎えて清き門松門脇桃

初晴に威を正しけり四方の山伊藤緑
地芝居の子役台詞をおぼえいて八戸一

遊ぶ広場に笑顔はじける荒木宝
新宅に月の差込む大ガラス阿部一

檜の香る爽やかな朝

ゥ喜寿祝う秋の個展を心待ち
ほむら

夢にまで見る日本三景
うたかたと知れども止まぬ恋炎
永久の契りと絵馬をかけたり

国会は定数削減大揺れに
帆はカラフルなヨットハーバー

月涼し五色の旗の鎮もりて
樽酒酌みて足のもつれる
対時する碁仇背をピソと張り

季節先取るマネキソ人形
二千年迎え大樹の花盛り

はや

シャム猫の眼が狙う焼鮠章

ナォ陽炎に揺れ来る僧の息荒く章

玉突き事故で車渋滞笠

うら若き女医の見立ての確かにて橋

厚底の靴はやる当世富沢比佐女
連れ立って肩を寄せ合う伊達男章

雪女郎にも逢引の影内田素舟

曲り家の昔語りに隙間風橋
銀行ふるえ都知事泰然舟

茶菓子楽しく句作和やか章

老人会いい汗かいてハイキング比

天守閣越えてぽっかり望の月比

啄木烏の音響く御社笠
ナゥ籾殻のくすぶる峡は露深く舟
探し当てたる苔の碑章

カラオケでやっと覚えた﹁孫﹂の歌橋

着物姿のあでやかなこと比

花の宴外っ国びとも集いきて雨

正東風の縁に開く手土産舟

︵於・新庄市勤労者総合福祉センター︶

平成十二年一月二十九日首
平成十二年二月二十六日尾
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捌

園笠橋園章笠橋園橋笠園橋笠章橋園雨

︽新庄・新庄北陽社ｌその三︾

たろ

市川澄水
斎藤一竿

長閑に廻る日時計の針

ナォネクタイに親の手がくる新社員

岸庸女

雨

久

笠

るん／〜としてつぱさ乘込む

盗まれ易き人妻の唇

行く末を予後の身ながら案じつつ

滑の火に燃ゆる想いを継ぎ足して

里

橋

楽

浅沼葛子
庄司籟山

葉

一早

比

目薬さして叩くパソコン

子

荒木吉峰

舟

執筆

執筆小川庭水典礼伊藤緑雨

脇宗匠山崎茶香香元富沢比佐女

宗匠内田素舟読師井上珍虹

平成十三年十月十三日首尾︵於・新庄市民プラザ︶

ノーベル賞も十人となる
花の雲俳聖が詠む鐘を聞く
鯏叫の生るる水辺穏やか

今にして道草の過去悔まれて

連山を従え月はくっきりと

明けそむる杜を横切りて時烏
釣りゆく夫に作るおにぎり

鎧見事な骨菫の店

仙

枝もたわわに丹波大栗

東てる仁壬の顔は厳しき
城跡に哀れを誘う井戸古く

内田素舟
山崎茶香
八戸一橋
阿部一笠
井上珍虹
斎藤一葉
小野梅久
荒木宝章

ナゥ秋場所は総崩れした役力士
熊谷喜楽
高山桃里
青柳柳翠
伊藤緑雨
伊藤香月
村松枩風
三上渓人
荒木遊仙

富沢比佐女

薄三唱国唯学鍔ゞス娠罫参加
歌仙﹃御俳譜之連歌﹄
野に山に学ぶ集いや秋高し

展望台に覗く夕月

障子貼る手元確かな母の居て
二人の孫の絶えぬいたずら
降り続く雪に埋れる過疎の村

ゥ猫は炬燵で真丸く寝る

神や佛が捌く善悪

語り部の方言いつも懐かしく

許されぬ恋に逃避の三宅島

噂のたたぬうちに祝宴

テロ襲う双塔のビル悼ましき

勘も狂いし株の値下り

名所の滝も細りて月涼し
熱砂の国に流るコーラン
荷卸して賂駝の群れは眠るのみ

旅の終りにあびる樽酒

杖になり肩にもなりて花の山
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︽東京・深大寺連句会︾

短歌行﹃ひょうたん島﹄

平成三年︑男三人で連句を始めました︒師系は特になく︑過去に出版された連句の本を

広く読みあさり勉強しました︒この三人に次々と知人か加わり︑現在は二十人近いメンバー

となりました︒住所地がバラバラで忙しい人も多いため︑通常はハガキ又はＦＡＸでの文

音ですが︑年に数度は一堂に会しています︒﹁楽しく連句をｌ﹂が唯一のモットーです︒

ナォ道ならぬ思ひを秘むる春の宵

天気予報はズバリ適中

地球儀をくるりと廻し沈思して

眠い目こすり汲みし若水

着ぶくれやひょうたん島の子供たち

知

民

吉成正夫

名和未知

酒井夢民

晒布をまいてあにい鰡背に

吠えるが如くトドの挨拶
麦酒腹隠すすべなし夏の月

番屋にも一度はおいで気楽だぜ

海鞘に当たればハイソレマデョ

ひっそりと回転寿司に二人座し

身分を越えてＥメール・ラヴ

ゥ月出でて遠まなざしの磨崖仏

夫

汁一秤一朋二十吐叩輯︵ＦＡＸ︶

−158−

夫民

知 夫 民 知 夫 民 知 夫 民 知

名和未知捌

芒さやさや葉末きらきら

ナゥ都知事選いづれあやめかどんぐりか

秤

毛蔑のうへ狼籍の花吹雪
故郷を出づる風光る朝

陣取りゲーム尻餅をつく

民

清明の野に知恵の実ひとつ

花満ちてハライソ遠くまた近く

ザビエル城に男児誕生

アルプスを挟みバスクの民住みぬ

南と北に国は分かたれ

鶴渡る呼べど帰らぬ人のあり

知

夫

夫知民

昭和五十六年の春旧学友三人で連句を作ってみようという事になり︑最初の頃は阿片瓢

郎先生の懇切な御指導を受け︑先生没後は式田和子宗匠の御指導を受ける︒式田先生も最

ライオン髪を振立てて行く寛
警報に壹寝の夢を醒まされて睦

我はしも人知れずこそ目を拭ひ薄井康夫

ボーイソプラノ流る中庭五

的連句だが︑現実は毎月一回学士会館談話室で四方山の話を楽しんでいる様にも思われる︒

近亡くなられ途方に暮れている次第︒発会後もう二十年︑会員は現在八名︒目指すは本格

寛 十
一紫壯睦寛一五睦壯寛紫五一郎治乃寛子

︽東京・浅春連句会︶

つ

壯睦紫一五

式田和子宗匠追悼

歌仙﹃訣れの日﹄
衆議判

遠雷の響く坂道

訣れ
の日涙に参む雲の峰
とおかみなり
読みかけの雑誌傍へに押しやりて

暑さも忘れ君を求めつ壯

きいぎぬの想ひ枕を濡らしけり紫

パソスト干さる北の窓辺に田中正能

赤ワイソ頬染め笑ふ喜寿の宴五

達者で居ろと叩合ふ肩
垣根越し背戸の小池に浮かぶ月寛

壯

さざなみの音秋の夜は更け康

ナゥ旅に来て紅葉の色も新しく

一休みする山伏の群睦

呼べばすぐキャッチボールの枡くる正

何が出るかや・ハンドラの箱五

名にし負ふ卑弥呼の里は花盛り

筆持つ人の朧影見ゆ紫

秤雌粁一一一雲毎朋十コ明電︵於・東京・神田・学士会館︶
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藍水盤の水注いで居り
諄ひもやがて收る十三夜
人影絶へてこの街の秋
ゥ役満を振込まされて夜の長き

ヂベタリァソの腿の白さよ

あかとぎの薄紫に秘む心
恋に恋せし若き日の吾

ミサイルはどちらに向くか定まらず

中田キックの低弾道見よ
月高く除夜の鐘鳴る奥の院
てらおうな
禍ど抱
媚の津軽山唄

おとど

がなれ ど も 部 下 つ い て 来 ぬ 大 臣 居 て

やんややんやと大向ふ湧く

花見酒日本経済二日酔

五色に上るしゃぼん玉あり
ナォ舞降りし天女をつつむ春の風

儀 中 町 谷 菊 檜
我 野 野 敷 地 森

︽仙台・せんだい座︾
ぶり

歌仙﹃仙台流﹄

羽根つく子らを丸窓にみて

ぶり

萱場健之捌
あらうれし仙台流の雑煮哉
朝もやの菜の花の沖出航す

山も笑って遠くなる島

春の月からくり時計刻を告げ
トルココーヒー一口すする

ゥ新しき畳の香りの三畳間
ひと

年上の女帽子目深く

平成哩年に﹁連句会亜﹂を﹁せんだい座﹂に改名した︒萱場健之氏を中心に︑仙台に生

である︒氏の明解な捌きに従ひ︑式目を広く理解して︑現代を反映するような連句を心が

活し︑その風物を愛し︑また仙台言葉を大切にして個性ある連句を︑との意図もある改名

自画像を詮なく描けば月笑う
あんばんまんの案山子傾く

おしよしいけれどおさい銭出さず

滝

初

房

径

︵於・エルパーク仙台セミナー室︶

平成十三年一月二十二日首
平成十三年七月二十三日尾

花ざかり花咲爺は柔和なる無
春光いっぱい今伊達模様径

夢にまで見る波の裏側南

墨すりてかく千代女の名句無
伴連れて旅の終りの親不知滝

ナゥ宿題のあさがお絵日記終ったよ芥

月まんまる島の海猫眠れない房

一雨すぎて山の高さよ無
盆火を囲む帰郷の家族初

待てど暮せど現われぬひと滝
言い訳は肩ひき寄せて並木道南

五本立て親がいぶかる腫れまぶた径

はしご

居酒屋流連また雪となる南

春を待っはや湯のさめし魔法瓶房

﹁それでも私は旅に出る﹂読む鈍

まつかつ

珠輻の使者幾たびか白き砂滝

澄色の夕日落ちゆく芥

けている︒月例会は第四月曜日︑現代会員は十二名で︑出勝ち︑膝送りなども楽しむ︒

滝

佐藤無風
壱岐初
宮腰滝
伊藤南三
中島房子

南

滝

伊藤鈍
高橋径
若生芥子

都大路に初ほととぎす

後朝を楓爽と去るいかり肩
雲水が二人清水を手で掬い

芝居立つ湯の町灯り夜の秋

佐藤阿房

＊

胡弓弾く児の眉のりりしく

房

鈍

鉦小

花みれば西行おもう吾がねがい

ぬれし快に遊ぶ初蝶

ナォ春の川ゆっくり廻れ観覧車

＊おしよしいⅡはずかしい
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︽東京・草門会ｌその一︾

はしけ

歌仙﹃百億枚の花びら﹄
村松定史捌

子等に撒かるる村の丸餅

初荷かな島ふところを出て艀
三日月すでに消え果にける

だんだんに窓辺の雪の強まりて

残るとんぼを追うて旅人

絵の具の匂ひ銀杏もみぢに画架を据ゑ

ゥ江戸にいで千葉道場の朝稽古

かはる映像かはる音楽

昭和六十二年︑我が会は発足した︒以後︑主宰は置かず︑横一線でやってきた︒師系な

ぞ野暮な事はいわないことにしている︒全ての人に開かれた会を標傍して十五年︑来る者

麿番と言ふ風瘻く中俊

灼熱の刀身寒の水に刺す艸

抽象画描く旅客機の胴艸
民兵の嗅覚殊に鋭くて孝
今夜ばかりは子供孝行春

も現代連句のトップを切って走ろうと皆意気込んでいる︒

は拒まずでやってきた︒我が会に草畦を脱いで行った人は百人は越すであろう︒これから

山地春眠子

高岡粗濫
坂本孝子
大橋俊彦
川野蓼艸
菅原みき

こんじよう

ごほり

相触るるための今生与謝郡艸
狂女の指がなぞる彫り物孝

さくらんぼ専門馬鹿の長講ぞ艸

まづは一杯冷やの吟醸孝
孝

枢のなかに鈴虫が鳴く村松定史

唇のゆがみも甘きをとこにて

大統領のこれが移り香

濫

ナゥ押し押され目くされ市で罠を買ふ羅

︵於・麿番住区センター／ジョン万次郎︶

平成十年一月三十一日首尾

蛍烏賊いまどっと湧く闇き

もののけは花満開の森を駆け史

才槌頭が梵鐘を撞く艸

教育勅語暗唱せしはいつのこと春

くじら

仕立屋銀次鯨差盗まる孝

オイディプスのコロスの上に昇る月き

複合過 去 半 過 去 大 過 去 捨 て ら れ ぬ 過 去

艸

葛城真史
穴澤篤子
安永沙羅

地下鉄轟と塵巻いて行く
せな

波乗りの背にまんまる白い月

孝

俊

酸漿を売る野師の濁声

羅

悔多く礼拝堂へ石畳

前世の記憶辻を曲がれば

篇

降る降る降る百億枚の花びらが

羅

春
俊

真珠の眠る午後はおぼろに
ナォたなごころ粒を揃へる雛あられ

‑161‑

︽東京・草門会ｌその二︾

久木田朱美子追悼歌仙

歌仙﹃鳥獣も突け﹄

にお い

川野蓼艸捌

香すみれに灯す蝋燭穴沢篤子

草も人も鳥獣も突け難の夜川野蓼艸
東風荒く遠き都をよぎるらむ村松定史

海峡は今渦巻いてゐる山地春眠子

びたん
銅版画にはか甲
比丹と二日月蓼
簾を巻けば急に玻璃ビル定

空に溢れて秋あかね行き春

つのきりのこ

ゥ勢あまり角切鋸の大地裂く定
美男なれば知ったる道を聞きゐたり篤

ダイアナの名で借りるアパート定
ひかがみ

たはむれにチェロがヴィオラを抱く薄暮執筆

脳の汗拭ふ足指春

夏の月メトロの口へ神父消え定
追憶の裏糸ほつれたり工藤繭

喜津根橋こんこんと雪降り積めよ定
たかが風邪なりされど風邪なる春

観世音花ひとひらを御手に乗せ篇

酒甘苦き永日の午後篤
無届欠勤蟹と戯むる定

ナォデ・ハートの鏡の中の春愁蓼

都市のごと細胞は壁にて仕切らる繭

株は底値に張りついたまま春

齪けさせるだけ縦けさせておく定

夢薄く死海あたりをつれづれに繭

今晩は帰りたくない帰さない春
兄嫁の手に匂ふ硝煙高岡粗濫

もくれん

大寒の工科大学森閑と執筆
錘心の糸垂れてまっすぐ粗
黙然と剃刀を研ぐ月光に定

あわうみ

淡海に帆の落ちて身にしむ粗
むしやかくし

武者隠より猫が飛び出す定

ナゥいまいちの秋刀魚の味や浅草や蓼

ホラー映画跳ねたるあとの闇深し粗

ピアノよりフォルティッシモに花よ散れ蓼

なよく
腕かいを
翼に一輪車の子粗

蝶々映る大ぎ瞳に春

︵於・目黒区麿番住区センター︶

平成九年三月十五日首尾

次第に装飾化した︒

※武者隠Ｉ建築用語︒本来警護の武者を隠した部屋︒
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︽寄居・埣啄会Ｉその一︾

歌仙﹃追々の梅﹄

森三郎捌
迫々の梅賞でて行く墓参かな

見上げる孫の語る入学

いしぷみ

碑は背なに春日を匂わせて
島の奥まで響くオカリナ

なみがしら

月光を崩して寄せる波頭

故石沢無腸の︑この命名に託された蕉風の忠実な一座建立の思いの一斑は祖述している

ものの︑若い人たちの参加のことがなく︑埣啄同時の機会がない︒しかし故人を偲ぶ町の

施設︑無腸庵での例会は途切れることなく毎月行われて︑悠悠閑閑たるペースは終始変ら

歯痛の頬を窓に押しつく
凍蝶の祈る如くに翅合わせ

海青き日向七浦バス連ね

ロケのカメラの廻る音して

ず歌仙一巻を二ヶ月かけて︑一座の楽しみを味わいつつ巻いている︒

柏原和宏

森三郎
森恒子
市川美代子

不惜身命いのちなる君

桂馬飛びして恋の建て引き
薄明り笑った顔のすさまじく
やし
絵草紙片手に香具師の口上

柏原知子

眞下草笠
石川光男

ふるさとはとっくに何虚へ月の宿

折々に昔を偲ぶ所作見せる

知

ワインに添えて茄でた枝豆

杉野弁一郎

湯を弾じく妖しの肌のほの白く

郎

ナゥコスモスを揺らせ渡れる野路の風

藤野勇太郎

飽かずに壷を撫でるのは誰
美味求心産地訪ねる楽しみに

笠

入江の孤舟人を待つ如

かた

什蓉匪朋一一Ⅱ拒卵電︵於・寄居町無腸庵︶
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ひとむれ

秋刀魚の漁に船を走らす
ゥ鷹渡る一群空の高みまで
伊良湖岬を不夜城として

口程もなく利酒に酔う

光

永らえて待てば宇宙の旅も又

きき

月冴えて佛の相の彫り深く

弁

あかぎれ

遠き日のこと母の鞁

乱れうつ一撲の鐘の峡圧す

秤

眼裏熱き若駒の群

まなうら

実験槽のめだか勝々

特攻機消えたる方へ花吹雪

うれい

町田節子

禾
美

日

笠
旧
良

猫の恋する蔵の物影

瀬の音に沿うより花の道となる

愁を抱いて行けばかげろう
ナォ行く春を捷毛の長き異邦人

知恒光勇弁知 節和弁光郎勇 光節和恒知

︽寄居・埣啄会ｌその二︾

鶴の引きゆく根釧の空

知

真下草笠

森三郎捌
森三郎

着ぶくれて︑ハスの乗り場にひとり待つ

嵌め殺しなる下宿屋の窓

夕映えのしばし華やぐ雨上り

恒

権頭和弥
町田節子

双眼鏡を胸高に掛け

ナォ若駒に夢ふくらます調教師

初孫を誇り抱きて春浅し
市川美代子

歌仙﹁初孫を﹄

晴着のし目に映える黄梅
杉野弁一郎

神楽の笛の甘く切なし

は

猫の恋路地にたじろぐ歩をとめて

この町に鎌倉街道ありと言う

十円切手古き恋文

おもて

翁の面かげのあたたか

曙の花に寂しき姿あり

呼べど応えず畑打つ人

拝燕什一雰垂朋二計卜串一認︵於・寄居町無腸庵︶
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南に二棟白壁の蔵

石川光男
柏原知子

通い妻ヒールの響きカツ／〜と

名月に吾家嘉例の供えもの
庭にどっしり冷えし鱒踞

とも

月今宵離れの客に新走り

柏原和宏

森恒子

光

ナゥ留守居して見るともなしの松手入れ

餅を競って授業参観

艫をかすめて鮎の錆びゆく

知

しつけの糸を指にからめる

あらち

ゥこの秋は愛発の関の虫聞かん

和

親亀の背なに子亀の午下り

つくばい

郎

美

靴恥じらいすぎ上げる髪
灯の音なく消えて闇の濃く
指輪の石の冷たさを泣く
良寛の虎はやさしく天仰ぐ

郎

知

ともしび

イベソト通り黒山の人
堤燈の氏子総代汗みずく
西瓜の数を月光に読む

弁

お宝鑑定驚きの声

美

和

看護婦の手の注射器を疑って
ざわめきはライトアップの花の下

恒知光節恒和光郎光弁節郎弥和

︽伊勢長島・大智院連句会︾

歌仙﹃野の涯に﹄

伊勢長島の大智院は芭蕉︑曽良に緑の深い寺であり︑奥の細道の旅後芭蕉はこの寺で

﹁一泊りの歌仙﹂を巻いている︒平成五年五月顕彰組織﹁大智院芭蕉曽良の会﹂が発足し︑

これに出席された名古則子先生より︑由緒あるこの地に連句会の誕生を望まれ︑会の有志

神仏につひに槌りし腰曲り

マグマの上と知らず棲みつき

が先生の指導のもとに︑蕉風俳譜を伝承することを基本に連句の座をもつことになった︒

岡本耕

小田中柑

店じまひとて押すな押すなと

列島は西も東も熱帯夜

汗拭きながら五寸釘打つ

Ｌ

柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑

岡本耕史捌
野の涯にいつも灯のある夜長かな

蔦紅葉してアトリエの窓
今世紀終ひの月蝕とくと観て

語り継がれる悠久の刻

一村を沈めしダムにゆらぐ影

宵越しの金は持たぬといきがりて

梯子酒して想ひ重ねる
指一本触れず別れた許婚

荒蓼として醜の溶岩原

参籠の鬼子母神堂月さして

古めく飛騨の絵馬は身にしむ

ナゥ行く秋の翁と曾良の旅姿

遺跡めぐりのゞハスが襲はれ

命綱たのみ高嶺を筆じ登り

飛行機雲は虚空切り裂く
小鼓の音色冴えたる花館

什二稗十弐恥二一冊雷︵文音︶

門を辞すればやはらかき東風
秤
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迷ひ蛍の袖にまつはる

ウサングラス掛けて後を振り向かず

柱の陰で誰を待つやら

向き合へぱ二人の仕種ちぐはぐに

純情といふ言葉なつかし
棒讃みの演説にあき生欠伸
實りに出されし犬のロボット

冬の月天にはりつく映画ロケ

悪党面が囲む寄せ鍋

千羽鶴飾りて勝利疑はず
タッチ一瞬分ける金銀
まなうらに故国の花のゆれやまず

四つ竹鳴らし惜春の舞

ナォのびやかに若駒疾駆草千里

耕耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑史子

広谷青石︑植松晴子︑渡邉陽行の漢詩人一二人が︑連歌︑連句に関心を持ち︑松山の鈴木

春山洞先生に連句の手ほどきを受け︑平成四年秋発足した︒始めてみると面白く︑地域だ

︽多度津・多度津連句会︾

けでなく県下に普及しようと︑俳人高森秋義ら数人を加へ︑入門書等で研究︑実作に励み︑

アフガソの民戦争の陰に泣き

千載恩善君知否

月例一回︑他随時会を持っている︒

第十五回国民文化祭広島文芸祭入選作

渡邉陽行捌
渡邉陽
植松晴

Ｏ

晴れて出番を自衛隊待つ

荒家雪罪常夜夜
落葉氷雨自堆堆

新世紀やたら目につくキャミソール

○

企業倒産明日はわが社か

○

行晴行晴行晴行晴行晴行晴行晴行晴行

和漢行歌仙﹃お水取﹄Ｏ印灰韻

Ｏ

軽組の激しき行やお水取
乾坤欲曉喚春来

孕鹿餌をねだりてまつはりて

○

殺し文句に彼女ころりと

Ｏ

流行はなこうど抜きの手軽婚

酒酎起舞竜吟詠
興尽翻身月下台

腎臓移植待てばうそ寒

ナゥ乱蛮声急黄菊節

梧竹当窓鐘声哀
地球規模デフレ予測に脅されて

万朶花前詩情促
祖春寂寂亦低掴

平成十二年四月二十五日︵文音︶

前半平成十二年三月十日首

後半平成十三年十月十日尾
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野点の席に人の集まる

漠漠西郊残月淡
粛藷東嶺降霜催

ゥ琴平の街練る神輿秋祭
Ｏ

茶髪モヒカソ旅は道連れ
与君又結後生縁
我愛魂飛双鳳杯

老い先の年金介護どうなるの

○

長嶋監督夢を託され

吹涼暮月去炎熱
起風奔雷雲未開

天命と笑ひをこらへる森総理

Ｏ

Ｉ．Ｔ改革ネット社会へ
池塘花発寒半減
楊柳烏歌暖始回

ナォ波静か瀬戸大橋も朧にて

晴晴行晴行晴行晴行晴行晴行晴行晴行子行

︽多摩・多摩連句会︾

湯けむりの玻璃戸にせまる冬紅葉
田中之扶子

村川雅子

卑弥呼がまとう薄絹の綾

刻されし徐州の文字くっきりと

三角縁の鏡現われ

始めは高藤馬山人の指導を受け︑のち宮下太郎を主とした連句会で不定期︒

手入れよろしき笹鳴の宿
雅

安江真砂女

歌仙﹃湯けむりの﹄

会議いつしか深更となり

終航の出発合図格好よく

鏡の前に葡萄盛る籠

之

雅

眞

携帯電話知らす急患

祝賀会自慢の南京玉すだれ

メダルを胸にスキー帽振る

しんしんと白馬は雪の降り止まず

柱の底に巣ぐうもの何

高殿はあかりの洩るる閨ならむ

ゥ鴬釣りの背中をまるめ石のよう

眞

之

苦労重ねて手に入れし美女

宮下太郎

復元の完成なりし天井画

太

眞

雅

磯波の寄せては返す伊豆の浜

ナゥ雁渡る小さき丘を仰ぐ酒
失業保険あとわずかなり
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ロソグラソもののけ姫を照らす月

普賢菩薩のようなかんぱせ

仏壇の妻の写真を裏返し
むささび棲める裏の大杉
月涼し縁台将棋たけなわに

之

東の垣の菊は盛りに

独法の義父の辞書あり月に雲

武骨な指が桃の皮剥く

眞

之

廃業決めし灘の酒蔵

︵於・湯河原温泉︶

秤唖抗蓉十畦朋二十鄙申壼︵ウラより文音︶

子猫じゃれあう静かなる夕執

母とふたりで草団子食ぶ
雨続き八重の花房重たげに

列島を金融不安駆け抜けて

太

雅

眞

ＮＨＫ花の便りを次々と

寅年生まれ祝う春の野

ナォ小刀で鉛筆削る啄木忌

筆之眞太雅之太眞之雅眞太雅之太眞之

︽東京・中央連句会ｌその一︾

歌仙﹃古日記﹄

平成五年一月発足︒結社にとらわれず︑自由な風交を求めて成った︒したがって出入自

の日取りは前月例会のときに決める︒時間は午後一時より午後九時まで︒会員約五十名︒

由︒何時に来て何時に去ってもよい︒会場の中央区立産業会館より会の名をつける︒例会

小林しげと

″

則子
小葦
則子
停雲子

則子
昭一

則子

はた

とぎ

※チョベリグⅡ若者の新語﹁超ベリーグッド﹂の意

︵於・中央区立産業会館︶

平成八年十一月二十一日首尾

入学の児のピカピカの服昭一

さきがけ

言間団子色どりもよし小葦
魁てお堀の端の花灯り停雲子

わらし

部屋隅に座敷童子がにこにこと〃

海を渡りてきしか銅鐸渓水

ナゥ鳩に餌をやるなと出雲の大社昭一

もくせい

木犀の香の立ちそめし二日月昭一
案山子哀しや粗大ごみとは停雲子

せは

狂った様に雪の降り継ぐ小葦
老骨のばさと佛ひし長袴渓水
打ちだし太鼓忙し秋場所〃

なま

そぎたての鮫鱸鍋の生ぐさし〃

よ

風窓に筒るプッッソの刻則子

落ち着いて言ってくれればわかるのにしげと

白亜の恋に捨つる王冠〃

舞台降りればただのおじさん小葦
しゅぼぱ
種牡馬とて三十三億ラムタラ号昭一

多士済々︒主催は連句協会︒お気軽にお立ち寄り下さい︒

蛭海停雲子

蛭海停雲子捌
リサイクルまだ捨てられぬ古日記
小張昭一

名古則子

にほ

畳を替へて匂ひ立つ部屋
澤田洋々

則子

煤逃げの釣の相談まとまって
ダイヤのエース金運を呼ぶ

賑へる我楽多市に月昇り

浅沼小葦

昭一

根分の牡丹土間にねかせる
ゥ帰国した子と酌み交す濁り酒
かぶりし猫が虎になるとき
※

チョベリグの流行の眉が描き上り

婿のきまらぬ寺の内幕
ＤＮＡ検査結果が決定打

で

棲みつぐ蟇がのっそりと出し

洋々

銀行が危い噂本当に

上田渓水

月光に涼み将棋の人だかり
強力ふたり歩みつつ来る

昭一

ごうりき

磯巾着が咲く忘れ潮

滿開の花が埋むる浅黄空
がい
蚕こ飼
の村は長寿村にて
ナォ声色で﹁わしやかなはん﹂とうららかに
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︽東京・中央連句会ｌその二︾

ビルの合間に飛ばす風船依子

ナォメーデーのしんがりに就く肩車松本杏花

不良債権かさむ業界〃

ねぐらへいそぐ烏に夕月

秋めくや庭木の影の濃く淡く

城依子

沢田洋々

小林しげと

茶断ちして娘の良縁の願を掛け若松藍香

骨董趣味が病膏冑坂田武彦

歌仙﹃初秋﹄

子を連てくったら市の雑踏に
原崎弥生

丑寅の崖をこつこつ掘り返す洋々

ねだられるまま綿菓子を買う

洋々

しげと捌

爆音も機体も冴えるヘリコプター

依子

小林

眠気を誘うダルマストーブ

しげと

依子
弥生
洋々
依子
洋々
弥生
依子

雲がはしるか月が走るか〃
もみじ
乾山の皿の秋寂ぶあや彩
紅葉武彦
本家分家で祝う豊作高橋賢

護符を授ける禰宜は二枚目しげと
縄のれん人恋しげにゆらゆらと藍香

芦﹂

ゥ王手飛車待った待つたを繰り返し

夢のかけらに繩るうつ蝉

藤沼和ヱ

平成十二年八月十七日首

火傷のあとを癒す聞法
さざ波の志賀の湖水に浮かぶ舟

環境保全叫ぶ住民

草いきれ月と詩歌を語らわん
ない

︵於・東京都中央区立産業会館︶

花明り竹馬の友と地酒酌む賢
飛天舞いいる風光る中杏花

思わず笑みをこぼすのどかさ柴田寿賀

ジャグラーが見事南京玉すだれ藍香

ナゥ一年の喜怒哀楽を古暦洋々
宇宙は広しダソボ羽ばたけ賢

鮫鱸下げて磨く包丁武彦

パイクさえあれば気軽にどこまでも杏花

列島の地殻は地震にただならず

弥生

平成十二年九月二十六日尾

素知らぬ顔でデート重ねる

錆のかちたる汲み井戸の水

和ヱ

ネグリジェに透ける胸乳の悩ましく

ひとひらの花ふりかかる江戸小紋
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︽東京・中央連句会ｌその三︾

歌仙﹃それぞれに﹄
それぞれにそれぞれの向き赤とんぼ

今村苗捌
今村非田

伊藤薮彦
臼杵勝児
士屋実郎
伊藤哲子

色づきそめし里山の裾
小机にエァーメールの置かれいる

須田左千子

外国人が風船を売る

ナォ磯遊び飽きてむづかる甘えん坊

グリムの童話声上げて読む

スレートの屋根に山鳩ククルクク

円周率は無限小数

逢いたしと何度も書いて破り捨て

コロポックルが覗く相引

もんじゃ焼きあなたとならば大好きよ

路地で太った茄子とピーマソ
げじげし

蛯輸と岫艇寄って月の宴
総理さやかに奨むＩＴ

ナゥタソデムの後が男らしいペア

骸打たれて芒原雨
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月の出を待つロケ隊の屯して
差し入れされし結飯手渡し

レースの模様揺れる玻璃窓

漉

彦

いとし恋しや訪ねてもみん

負け力士弾くパチンコ我が隣
郎

井田

哲

横丁のひとすじ裏の文具店

ゥ鉢二つ朝顔市の土産とし
あの娘の好きな唄を口笛

人参酒は万病に利く

左

お神籔に任せ諸共逃避行

寒月めがけ吠ゆる番犬

寿 武 洋
賢

︵於・中央区立産業会館︶

平成十二年九月二十六日首尾

山王祭集う友垣

イソターネット飽きず検索
縄電車花のトソネル親子して

﹁竹取﹂はＳＦ的な感性を

寺田

彦

曳かれ舟凍てし舵輪を右に切る

介護保険もいつか身近に

左

旧
良

ここは城南通る地下鉄

哲

碁敵はこの頃とみに腕上げて

誘われて三々五々の花の道

柴 坂 高 沢
田 田 橋 田

賢洋寿哲哲郎洋賀彦哲郎彦々辨左哲郎勝

︽船橋・筑波連句会ｌその一︾

歌仙﹃初しぐれ﹄
引地冬樹捌

平成九年二月︑俳句と連句の俳文芸誌﹁筑波﹂を引地冬樹が創刊し︑あわせて筑波連句

会が発した︒連句は﹁筑波の道﹂といわれる︒その伝統の俳譜味を磨き︑さらに現代の詩

雄

慶

開店のチラシふり撒きチソドソ屋弘

ラーメソ食べてハワイへ行こう

ナゥ生き下手の肩操ませつつ聞くお蟆姑樹

明日は晴れると鰡のホ
ラ吹き和
けら

巷には職を追われし漢ども信
利子も株価も奈落まで堕ち常
黄金の滿月牽ける帆曳き船慶

箒に乘って天をゆく魔女水谷常子

輕やかな嘘はかざはな世は楽し中村信子

チャドル脱ぎたる君は牝狐〃

ジプシーと踊れば星の降るごとく樹

妖しくほめく黒き瞳よ和

枡酒をなみなみと注ぎ乾杯し

選挙のビラの風にはためく巷

る連句人は︑深く人生を洞察し︑警句を発し︑笑いを愛する詩人でなければならない︒

情を醸した現代連句を目指している︒連句は﹁人生劇場﹂という詩である︒それを演出す

南條巷

引地父へ

岸田和

弥勒佛目つむりて聴く初しぐれ

無限の時に遊ぶ綿虫
上野弘

まどろめば鏡の中へ誘われて

女役者が猫を抱きおり
坂根慶

猪口一表

かの懐しき寅さんも来て信
舞い狂う花の宴の花枝垂れ巷

平成十年十二月九日首

鶴がひきゆく里の山々和

︵於・稜光倶楽部六本木本社︶

平成十一年五月十一日尾

‑171‑

月のもと一弦琴を奏でんと
香りかぐわし蔵元の古酒
ゥ見送りて港にたたむ秋日傘
尼僧なれども恋をゆたかに
さよならと云いつつなおも絡む指
チャルメラの音が夜を曳きゆく

うとうとと居眠りのでる受験塾

駅のテラスで煙草くゆらす
梅雨あけの旅人染める赤い月
サリーひらりと径をまがりて

鳥葬の骨の乾びし大砂丘

水をひからせ燕飛ぶ頃

コバルト色の空に溺れる
宇宙士が覗けば窓に花列島
ナォミサの鐘遠く朝寝の夢ゆすり

樹雄樹和雄巷慶弘慶樹和巷弘子樹子子子樹

︽船橋・筑波連句会ｌその一一︾

歌仙﹃浅間﹄
引地冬樹捌

前山仰ぐ清明の朝

ナォ蜆汁供すもシェフの気のくばり

旅の土産の人形を置き

名を残す忍者の里の虎の巻

恐ろしやテレビが映す同時テロ

短夜の無断外出くせになり
子をあやしつつ冷酒の夫

魑魅魍魎も愛の告白

本田八重子

引地冬樹
岸田和子
猪口義雄

秋あかね浅間の空の深さかな
野を吹く風の果てに三日月
ケラ

啄木烏聞きっボジョレ・ヌーボー酌み合って

生きるも地獄死ぬも地獄に

趣味のマッチを棚に並べる

不倫も知らず古稀を迎える

″

巷

母よりの指輪いとしみ娘に伝う

水槽の魚青く光れる

障子にひびく甕の鈴虫

カード遊びの頓狂な声
山寺の有髪の尼と月仰ぎ

クローソの人間ばかり群がりて

八

端渓を磨る淡き墨の香

平成十一年九月五日首

あかね山荘︶
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白地着て湖畔並木をひとまわり

手料理の味より皿をほめられて
和

樹

上野弘子
南條巷子

仔犬かけ込む夏草の中
クソ

ゥ教会の鐘高らかに響く丘
スカーフの肩軽く抱かれ

鯨見にゆく南極の海

雄

手廟に三筋のけむり花の雲
雄

平成十三年九月二十一日尾
︵於・長野県北佐久郡御代田町

ナゥお台場の沖より霧のしのび寄り

月寒く映画ポスタＩ貼り直し

弘

満尾とな・りて麗らかな空

″

引きとめられし辻の支那そば

八

いつまでも﹁君﹂とか﹁ちゃん﹂と呼ぶ仲で

駐在所誰もいなくて電話鳴る

民話の村に残る石碑

樹

いしぷみ

少年の読書の窓へ花万朶

巷樹弘巷〃弘樹巷弘雄〃巷弘巷樹〃雄樹弘

︽船橋・筑波連句会ｌその三︾

紙の雛が浮きつ沈みつ

ナォ鴫りの中をオフェリア旅立ちて

雪吊りへ加賀のとんびが輪をくるり引地冬樹

げっそりと痩せて突き出た喉仏

愛染の夢朝な夕なに

短歌行﹃雪吊り﹄

コバルトブルーの空に消えけり

冬至とあって庭師黙々密田青々

食は細って心太だけ

幽冥をなおも繋いで糸車

辛口の地酒の銘は何やらん密田妖子

月の湾涼しき真珠育ちおり
いんぜん

Ⅱ一︾一一一期二什軌串詫︵膝送り文音︶

もろこしまでも揺らぐ陽炎
秤
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膝送り文音

弊衣破帽に残る白線樹
うそぶ

ゥ在りし日の歌哺けば月菅し

荒くれ行者熊野踏みゆく

ナゥ院宣に平家討てとはむごいこと

聿月

素足の少女そぞろ寒げに妖

琵琶弾じっっ見えぬ目で泣く

むくろ

蜻蛉の骸吹かるる石の上樹

紺深き海へ散り込む花吹雪
妖

訪う人もなき鳥羽の恋塚青
美しき尼僧の過去は問うまじく

金眼銀眼の黒猫を抱く樹
い

光琳が花見するらん大堰川青

妖 青 妖 樹 妖 青 樹 妖

青 樹 妖 青 樹

︽伊勢・っらっら吟社︾

歌仙﹃風のマリア﹄
中北ひろみ捌

発端は平成六年第九回国民文化祭が三重県で開催となったことである︒連句の素地のな

かった三重県に連句を育てようと︑清水瓢左師系名古則子宗匠が来勢︒故筒井安子氏との

出逢いが始まりである︒平成三年であった︒翌年﹁連句みえ﹂を旗揚げ︑宗匠の熱心なご

指導のもと句座も十を数えるに至った︒私共は安子さんの﹁五十鈴吟社﹂から枝分れした︒

來竹桃の揺る呉馬車道
榊原由美

高山孝子

電話ボックス羽蟻むらがる孝
観覧車ふたりっきりの小宇宙い
コイソの裏が出たらアゲマス孝

老庭師組む離美くし美

転校の少年ぺこりおじぎして
銀のハモニカ絵手紙にかく
畳まる上マストに月の磐深し
い

河村こ昌〆

﹁オソリーュー﹂リフレイソして古き盤ゑ

西村みゑ子

コーヒーの香にひっそりと秋

美

ラベソナの五月の風のマリアかな

ウオペ了へて帽とる外科医さはやかに

孝

中北ひろみ

う

い

※ラベソナはイタリアの古い都市︒マリア像がたくさんある︒

秤率汁一︾証朋嶬朋雷︵於・なかむら館︶

花吹雪すぐと建ちたる大鳥居う
潮騒聞きつあたたかな午後い

ＦＡＸで自活はじめし子にレシピ孝

新酒蔵出し人の賑はひう
ナゥ掛軸の裏に鳴き出すちちろ虫み
年号暗記語呂合せにて美
風光る中気球カラフルみ

阿らず生きて来しこと十三夜い

四次元世界青く透明美

客のゐぬバーバー路地に夏立てりい

二十世紀もやがて終焉み

ロボコソに若き頭脳が競ひ合ふい

恋捨てた時恋を拾ひぬ

山岸れい子

背徳の哀しみ負うて堕ちてゆき

い

み

﹄﹂

娘はカーテンをほそくのぞけり

バーゲソちらしチェックこまめに

孝

み

孝

爪かくすタカ派都知事の改憲論

大口あけて吊らる鮫鱸

残忍さえぐるグリムの初版本
人間といふおろかなるもの
花の下似顔画描きは居眠れり

う

昼の月父黙々と冬田打つ

孕める鹿のうごめかす鼻

み

美

ナォ大和路の霞の裳裾塔ひとつ
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︽市川・手児奈連句会ｌその一︾

歌仙﹃浮いて来い﹄
下鉢清子捌

平成十年六月に今泉宇涯師が亡くなり︑その下で学んでいた数人が︑このまま連句を中

彦氏もサポートして下さり同年九月二十九日に市川教育会館で発足した︒現在月一回第二

断することは忍びないと︑新たに上田渓水・下鉢清子両先生にご指導をお願いし︑伊藤薮

月曜に教育会館で例会を持っている︒早く連句を楽しむという境地になりたいと思う︒

檗飾少し剥げた抱瓶︵だちびん︶

暗号の中に宇宙語飛びこんで

イソターネットで送る羊糞佐藤昌

勝田みつ子

下鉢清子
根本芳子

大足の波郷思へり浮いて来い

白耕着て角の煙草屋

念入りに厨房磨き藤寝椅子
サマードレスの雛に潮風

ナゥ温暖化進む都心に猿の群

宗匠の筆のすさびに月の差し上田渓
ふらりふらりと揺れる蓑虫

閉ぢし扇を神棚に置く

結末はやっぱり損な振られ役

恋惜しみなき観覧車見ゆ

しわ

芳

渭

何時の間に隣に強き嫁のをり

バスを待つ人おのづから話しゐて

からくり時計の鳩が首出す

千代の松枝美しく月上り

つ

伊藤薮彦
つ

清
彦

清

″

凡人にして居留守巧みで

きちんと揃へままごとの靴
銀幕のデビュー秒読み状態に

金田美穂
つ

秤

什一一︾牝朋乱叩密︵於・市川教育会館︶

春燗漫と南朝の趾

花の雲山道しだいに細くなり

清
つ

彦
芳

大橋一火
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熟れし西瓜を真二つに割る
ゥ筒井筒ハローイーソに連れ立ちぬ

新婚旅行巴里と羅馬と

髪の色ときどき変へて稚き母
呑み直したきアフターイレブソ

巡視艇岬鼻より現はれて

蜜柑畑に欠伸する籠

冬の月無沙汰ばかりのふるさとよ

どこまでも後ついてくる猫

経済論龍頭蛇尾の果もなし
百済観音永久のほほゑみ
開け放つ託児所の門花吹雪

東踊の満員御礼

ナォあくまでも亀が鳴いたと言ひ張りて

水火芳火芳昌つ水火芳火昌火昌清火子

︽市川・手児奈連句会ｌその一一︾

二十韻﹃夏木立﹄
下鉢清子捌

夏木立天守の雀こぼれ落っ田上さき子

石蹴けんけん帰る片陰佐藤昌子
雑学の本を机に積み上げて川浪顕子

人なつっこぎ犬が難きくる

ナォ鍋焼と醤油を買って一一ユーョーク

摩天楼より低き冬月

捨てられしはずれ馬券の風に舞ひ

電車来ないと地団駄を踏む

眠剤も安定剤も効かぬ恋

シルクの下着ついにしわくちゃ

平成十一年七月十二日首尾︵於・市川教育会館︶

遠会釈してかぎろひの道

花万朶この世は夢か幻か

蝶の止まりし庭の枝折戸

子供の部屋の隅に智恵の輪金田美穂ナゥヴェネチアでカソヅォーネ聞く旅の果て

ゥ箒目の曲線光る月今宵杉本尚子

根本芳子

新酒に頬を染めるひと美し勝田みつ子

総領の甚六根釣で嫁を釣り

林火の句碑が浜名湖畔に田口比沙
十一面観音の扉の開かれて下鉢渭子

日自
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零つ

芳

ぎ

穂

芳

顕

ｰつ

顕

清

沙

︽福岡・天神連句会︾

発足は浅野黍穂︑八木紫暁とも連句協会に所属し予てから九州に於ける連句振興を志し

ていたが︑手始めに福岡市の中心地の天神に会合場所を設け︑﹁義務参加は連句的でない

八木紫

︵於・福岡・行動医学研究所︶

平成十三年二月二十五日首尾

雲雀舞ひ降る叢のかげ

吸呑みで白寿の人の花の酒

くにさき

石仏あまた国東の旅

ナゥ急ぎくる裏の路地から宅配便

昼のしじまをつづれさせ鳴く

ひやひやと胃の脈にすむはピロリ菌

秋の叙勲にお月見の宴

縄のれん今日もくぐるや仕事すみ

ゴルフ止めてよ漁船沈没

名が売れて結婚指輪きつくなる

つ孝一

応募小説夫の内助も

ナォ春日傘集ふカラフル参観日

一回目の旗揚げ︒現在月例会は第四日曜日とし個性ある作品を巻いている︒

のでオープン参加にし︑何時でも出席可﹂と呼び掛け︑平成十一年十二月福岡市天神で第

通過電車挨巻きあげ冴え返る
浅野黍

短歌行﹁通過電車﹄

ビニール凧に鳩の一陣

黒木轍

田原玉蓮

古雛の象牙の肌の灯に映えて

飛澤玲

福田一

ゥ鱒踞にしずく落ちたる雨あがり

田原玉

目尻凛と筆と短冊
蝸牛這ふ門柱の上
月さそふふれあひ広場祭笛
一ユースと浮名たち

師匠の色香惑ふ新内
週刊誌テレビ

税務署員は腕まくりとか
枝交わす花のトソネル川堤
おいでと招きすかんぽのゆれ
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穗暁

也 蓮 穗 暁 子 也 乃

乃穗

也

捌

乃 穂 暁
也

乃 也 暁 穗 蓮 子
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蓮
一丁

中島啓世追悼歌仙

︽東京・馬山人記念会ｌその一︾

歌仙﹃楊貴妃桜﹄
川野蓼艸捌
とこしへの楊貴妃桜となり給ふ

紅をふふめる惜春の風

深苑の鶴の形もうららかに
硯はなれて筆のさらさら

昭和六十年三月︑杏花村が解散し︑我々は馬山人先生のもとに残った︒先生は人格の円

満な大きく人を包む人だった︒しかし先生は平成二年八月に逝去された︒我々は名も馬山

金箔剥げし襖絵に影藍

コソピューター制御装置の故障して朱

泥棒猫の罰旬前進藍

しちょうゆそつ

その昔輔重輸卒
と言へるあり青
ほふくぜんしん

屍の父の鼻梁高かり蓼

一同︑次第に高齢となったが︑これからも元気にやっていきたい︒

人記念会と改めた︒以後十一年我々は先生の遺徳を偲び︑今日まで仲良くやってきた︒

川野蓼艸
高岡粗濫
井手樺晴
岡山朱藍
内田麻子

米原に片恋の雪しんしんと蓼

平成十年五月十七日首尾︵於・京都知恩院︶

ハ長調にて﹁うららワルツ﹂を青

寂真と花しだれけり散りにけり千

髭男セーヌ左岸に外寝して千
仕送りもなくピザの配達藍

しと

小便小僧の尿盛んなり朱

＊

ナゥ放生会新幹線の釘を抜く朱

ぼら

今いちの味鰡も秋刀魚も青

ロボットのせつせ働く望月夜蓼

金利最低株価最低藍

分教場に独り立ちたり千

石飛千可良

引潮に乗り満月とバラライカ
独語して﹁いざ酒温めむ﹂
ゥ鋭角に茸の傘をほどきなば

白波の海峡越えて追ひに追ふ千
朱

蓼
千

若松藍香
浜本青海

今業平も忍び足にて

藍

一瞬にして紅葉消えたる
打鋲音遙かなりけり後朝に

朱

誰々の中より裸像透けて来る

信号灯のずらり青なり

擬古文体に愉悦織り込み

朱

聿月

産塁

朱

藍

聿月

雲海にハイカーの列蛇行して
にねんざか

割り抜けば士偶の目には二寧坂

薬師寺や脇
の珈琲の店
ぶさめ

花万朶流鏑馬昼の月を射て

蚕桑食む音よしづまれ

ナォしゃぼん玉部屋いつぱいに無人なる

＊この年︑新幹線のレールの釘を抜く事故があった
︹轆重輸卒︺旧陸軍で後方にあり武器・弾薬・食糧の補給に
あたった
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︽東京・馬山人記念会ｌその二︾

歌仙﹃踏みなさい﹄
川野蓼艸捌

せせらぎの音噛りの声

ナォ世を断ちし隠居の部屋の麗らかに

昔の先生漢字忘れる

シラノには鼻の重たき悩みあり

濁流を枕に一睡したりける
折鶴折りて誰に飛ばさむ

白梅ゆたかに匂ふ袖垣内田麻子

蝋燭消して異界への恋

﹁踏みなさい﹂イエス宣まふ絵踏かな川野蓼艸

早春に銀器を磨きかざすらむ岡本朱藍

集ひ来て緑陰のみな無表情

風来坊の刺青に汗

隣の家の連弾の音浜本青海

満月をぱりんと割って杯に入れ村田実早

本棚に谷崎源氏の色槌せて

莫産に坐れよ双子兄弟
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眉しかめたる自画像の秋神山みち

ゥ虫姫は涙ぐむなり虫鳴かず青海

ＣＯ２地球は冷やせ月昇る

スペイン土産摘んでサフラン

阿修羅のやうなバネのしなやかみち

ルーキーの十九歳の球を受く麻子

ナゥ衣被ぶすと刺したる箸の先

借金ばかり増える行く末

スタートの号砲一発フライソグ

際限もなく冬濤の寄す蓼艸
北狐月を慕ひて母と仔と青海

原野に坐してナナハソの快麻子

平成十二年二月五日首尾︵於・麿番住区センター︶

苗代の水分ける山里

心に灯火ともる淡雪

花吹雪天の橋立渡りゆく

衛兵に立ちたる事をしみじみと青海

入れ子人形頬の赤かり実早

一黒も安値なりけりいざ飲まむ麻子

ピロシキも焼けモスクワも焼け朱藍

ジョ

長屋王突く古墳の闇に花吹雪みち

朱蓼実冑麻み麻み青朱実麻み実み朱麻青朱

藍艸早海子ち子ち海藍早子ち早ち藍子海藍

座を大切にしております︒現在は︑熱田神宮龍影閣を例会の会場とし︑第四水曜日の午後

な思いで︑ささやかながら︑連句を楽しんでいます︒背伸びせず︑ゆっくりゆっくりと︑

︽名古屋・桃雅会︾一九九三年三月三日に発足しました︒熱田万句と﹁冬の日﹂尾張連衆を継ぎたい︑そん

歌仙﹃南禅寺﹄
青島ゆみを捌に座を開いています︒

渡りの鳥も賑やかに月杉山壽子ＩＴに老いることをも忘れ果てや

紅葉や仏も人と南禅寺青島ゆみを昨日の友が今日は赤鬼仇

それぞれが浅漬の味批評して武村利子構造改革遅々と進まず芳

乱れた髪にそっとふれゐしくのあや狂ほしやハートのジッパー全開に壽

草書が読めず床の掛軸高橋良風雨蛙ケエロケエロと連呼する季
シャソソソを身ぶり手ぶりに冴々と細川研三虹七彩の真ん中の我保
起伏豊かに新雪の丘山田歌子夫の留守﹁れんたるびでお﹂見放題幹
ゥ碧空へ銀翼きらり呑み込まれ宮川仇子千萬子が好きと書簡谷崎裕

界隈仕切るボスの野良猫伴野末季きざらしに上弦の月出でそめし利

キャリアーとなりて關歩すウォール街長谷川芳子げんこつ飴の飛騨の駄菓子屋を

がき大将満身創庚で凱旋す中森美保子乾いた道を秋蝶と行く壽

勝利の美酒に酔ひしれにけり古賀幹子ナゥニ百ミリかまへしレソズ眼の澄みてを
月澄めるねんねこの子と仰ぎつつ島田裕子助っ人といふボラソティァをり四谷尚子

炭疽に迷ふ風邪の症状芳通販の膏薬がくる宅急便壽

拝

趾一一毒十斗朋什唾申藷︵於・熱田神宮龍影閣︶

口上も昔と今はさまがはりや春の帽子を脱ぎ捨ててみるを
一弦琴に間きし水音利まるやかな風と空気と花の香と壽
花の頃叙勲の沙汰に畏みて風うからやからに母の春饅利
美鴬をなぶる風のうららか三

ナォ春暁をコーラソひたと寄せるごと歌
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︽東京・都心連句会ｌその一︾

歌仙﹃夏柳﹄
小林しげと捌

発端は︑昭和三十三年十二月二十四日俳文学会で清水瓢左︑大林杣平灌遁︒談論風発︑

よる︒現在月例会は第一月曜午後六時より︑東神田国際外語学院にて︒モットーは蕉風の

共に連句実作の重要性を強調︒翌三十四年七月十一日神田司町で旗揚︒都心の名もこれに

人体模型揺れる理科室節

望月の影踏み遊びきりもなし

ちんまり婆の座るやや寒節

平成十二年七月二十四日尾︵於・中央区産業会館︶

平成十二年六月五日首︵於・国際外語学院︶

招魂祭に夜能奉納雲

還暦の修学旅行花の中節

背をのびやかに反らす三毛猫哲
草野球次から次にホームラン雲
勝って箸らず負けて悔やまず弥

おくて

ナゥ国男忌も過ぎて門田の晩稲刈ると

弥

閼伽桶の家紋九曜の漆剥げ哲

同性愛の噂もつぱらと

汗しとど剥がすがごとく肌着脱ぎ蛭海停雲子

まじ吹く磯で拾う貝殻哲

Ｇ８﹁平和の礎﹂に感無量原崎弥生

漢青の彩の管玉出土すと小林節子
紙飛行機の折目正しく伊藤哲子

魔
瓶くに
ゥＩロソ茶入れ郎
か
ん法
せい
だは
だま

心髄を見失うことなく︑現代の人間の生活を︑連句を通して表現して行くこと︒

小張昭一

小林しげと

そよ風も匂いも河岸の夏柳
出を待つ船の麻の座布団
今村井田

井田

旧
良

と

寿

和

寺田

和

寺田

柴田寿賀
土屋実郎
藤沼和ヱ

なす漬を切子の鉢に盛り上げて

利き酒会に誘うＦＡＸ
月よしと団地一周小半時
声弾ませて喧嘩くい独楽
ゥ校服の衿に徽章と赤い羽根
﹁国体護持﹂の意味に戸惑う
どうしたらいいか思案の交差点

帰したくない帰りたくない

かげ

あのときのことがそれこそ仇となり

今は暖簾を継いで頑張る
天狗がおじや畷る溜り場

お火焚きの稚児行列に月の光

鴉の群れが不意にざわつく

即興でここに付けよと挑まれて

寿

等田

霞む遠山描くグループ

と

夢うつつ枝垂るる根尾の花妖し

ナォ童謡を流す有線うららかに
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︽東京・都心連句会ｌその二︾

歌仙﹃踏み入りて﹄
蛭海

踏み入りて菜の花畑に消えしひと

春の岬にうらがえる波
なりわい

停雲子捌
蛭海停雲子

春水分けて龍頭の舟

ナォ野遊びに蛇皮線をひく人もいて

基地なきことが我が願いなり

価値観を同じうしたり君と僕
白夜シャトーで長い口づけ

暮れかねる夕べのミサにライバルも

二十世紀は王と長嶋

ひとりでこなす詩と曲と歌

人をひく磁石のようなハートにて

血筋とは言えど酒豪の娘達

藤沼和ヱ
岩永極烏
高島幸子
小林静司
壼ニ

かめ

湧き出すように生るる蟷螂

寺継ぐ身にてオカルトが好き
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さざえ漁素潜り習い生業に
スポーツ選手夢託す子等
月光に酢造る瓶の影あまた

ヱ

露踏む鹿の谷越ゆる声

ゥ形見着る母の乳房の匂いして

ナゥーＴにデーター入るる狩の宿

月細し玉抱く龍の爪めきて
幸

圭ニ

ヱ

平成十二年十二月二十一日首尾︵文音︶

磯巾着も踊る満ち潮

父の便りを春風に読む
就職の祝いの太鼓花の下

グローゞハル化の趣味とつき合い
遍路から伊能ウォークに足のばし

司

烏

茶会正客御曹司てふ

片想い利休ねずみの雨が降る
返事の来ないＥメール打っ

くの字くの字の敗荷の池

弟へ借入保証そぞろ寒

烏

ヱ

室ニ

司

幸

月浴びて規矩狂い無し城下町
べんがら

紅殻格子踊る若い衆

文債の催促袖を引かれたり
変体仮名は使わんで欲し
神の庭花静々と舞いおりぬ

雲司幸烏ヱ雲司幸烏ヱ雲司幸烏ヱ雲司幸烏

︽東京・都心連句会ｌその三︾

花筏浮寝の烏をよけて行く
菅谷有

杉浦幸り

歌仙﹃花筏﹄
春風に乗る童ソベの唄
和田忠

杉浦ちゑ

入社式夢と理想を鼓舞されて
原崎弥
小林静

ぐっすり寝る馬肥えており

土屋実

足を止めなば藪蚊来襲

ナォＳＬの記念走行カメラ向け

戸数まばらな谷あいの村

い

糟糠の妻と故郷を一つにして

吹雪く峠に相逢しこと
ねぎまなべ
葱
鮪鍋好みの違う塩加減

赤いたすきに老舗はやりて

支店からエッフェル塔が間近なり

鴎外下宿このあたりらし

文豪の墓碑の簡素が気に入って

ウエストポーチ草風つけ

狭男鹿の群の渡りをのぞく月

頭数決めて狩猟許可印

ナゥ赴任地の書き込み多きカレソダー

紋付袴似合う長濤

招待ゴルフ上るハンディー
大賞はすぐ消えそうな流行語

花霞静かに吉野花会式
交す会釈に侵し春風

平成十二年十二月二十八日首尾︵文音︶
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ゆっくり回す大き地球儀
自転車で北端の地の月青し

ゥ不器量な瓢箪並ぶ古物市

目で演技する女淘模役
我が恋の行方に星を占いて
ボーイハソトのことばやわらか

その時に鳴った携帯間違いで
舌でころがす減ったのど飴
雪あがる聖夜の月に賛美歌を
そりにゆられて東てし平原
探礦のメーター針は振り切れり

一攪千金噂話も

注連つけて泰山木の崇められ

郎ゑ司生勝郎ゑ司生勝里ゑ司生勝里ゑ捌

ゑ司生勝郎ゑ 司生勝郎ゑ司生勝郎ゑ司生勝

︽富山・富山県連句協会ｌその一︾

平成八年に井波町で国民文化祭が開かれるのを期して︑同四年に結成された︒志田延義

は︑八号を数える︒十一年五月からは月例の実作会を始め︑東明雅先生から継承した付け

博士には︑高齢にもかかわらず︑平成十年度まで会長をお願いした︒機関誌﹃早稲の香﹄

有難迷惑ダイエット中

と転じを大切にすること︑志田先生が主張する歌仙形式を尊重することを心がけている︒

密田一月々

媒酌の恩師挨拶肝冷やす
袋の底はつっと抜けおり

歌仙﹃木の芽風﹄
二村文人捌
天地に光満つるや木の芽風
密田蓉子
滝沢尚子

野点の席にやまぬ噸り

友禅にすみれ模様をあしらいて
一一村文人
一目

すり寄る猫の足拭いてやる

酔漢の士に踏み行く月の影

来年の今夜の月は曇るらん

心変りか便り途絶えて
人

明日は休んで稲刈りの日に

ナゥ外務省この頃株は高きとや

四十過ぎてのキャリアウーマソ

兼業は不作凶作なんのその
尚

一目

蓉

尚

着ぶくれて厚き眼鏡の無精髭
オーロラの果て犬橇を駆る
世界地図病の床に見るばかり
蓉

菅谷孝
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かまど馬跳ぶ蔵前の石

ゥ唐渡り白磁の器ざくろ盛る
朱唇の裸婦のかくす胸もと
モソローを讃える輩老いにける
﹁清貧の思想﹂とんだ売れ行き

遠洋航海千羽鶴折る

極寒の隠者の国に核ありと

たこ焼さえも外つ国の産

黒門市グミ声あげてたたき売り

なずなはこべら台に並べる

聿目

蓉

ままごとの子等はいつまで花の下

心霊術に明ける短か夜

人

夏の月アマチュア無線寝もやらず

寺林狸伯

平成五年三月二十八日首尾︵於・富山新聞会館︶

風船逃げて暮れ遅き空

亭主の顔に古き傷痕

高架下得体の知れぬ酒を出し

蓉

伯

孝

菜畑を越え走るらし

鼻欠けの地蔵は花に埋もれて
ナォ宅配便母から届くよもぎ餅

尚人青人孝青孝蓉尚青蓉 人 蓉人〃青蓉

︽富山・富山県連句協会ｌその一一︾

歌仙﹃夏に入る﹄
二村文人捌
果物に目のなきわれは夏に入る志田素詞

すずしき風の渡る中庭北野眞知子

足元近くきぎす飛び立つ

ナォ︒ハリに来て遙か故国の春想う

トップモデルのショーの始まり

会う時は傘を忘れぬ雨男
なじみの顔の揃う釣堀

暮れ初めてくぐる蕎麦屋の麻のれん

雑踏のときに途切れる風の辻

原稿用紙マス目埋まらず

角を曲がって紙芝居来る江沼半夏

今更ながら老いらくの恋

じゃんけんの後はしばらく声もなしいぬじま正一

水平線まろき月洩る海女の小屋富尾翠苑

﹁ケータュと﹁茶髪﹂のデート流行る世に
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運動会のシャシを繕う藤繩慶昭

直球勝負挑む頑な

鯖雲に紛れまた出る昼の月

ゥ蜂の仔を掘りて信濃に住み馴れし夏

大振りの杯交わす一献滝沢尚子

無縁仏に手向けたる菊

怖い童話にしがみつく孫

ナゥ干柿に猿よけの網めぐらせて

いつからか裏木戸少し開いており浜田今日子

耳朶に残れる甘き壕ぎ大畑蛍魚

授からぬ子供を願う鬼子母神

煙ひとすじ走るＳＬ

カラオケで﹁もののけ姫﹂の曲流れ

冬の月いつもどこかで戦の火平訳敏子

花大樹ふと真似てみる師の身振り

水に折れこむ枯蓮の骨蓮花静子
誤爆にだれも謝りはせず山中狐太

髪と肩とに蝶を止まらせ

二
村

宮
村

湫

文

千

平成十一年五月九日首尾︵於・富山県知事公館︶

熟年のふところにある三くだり半大村歌子

野性に戻る血統の犬松永幸子

夜神楽の和合ひと幕花篝魚

内
田

子人眞太一眞尚静太昭静夏幸夏尚一眞昭子

鶴

︽高松・渚の会︾

歌仙﹃炎帝﹄
西岡恭平捌

昭和六十二年︑﹁京鹿子﹂同人の故長谷川ひさを氏のもと飲み仲間七人が﹁さぬき七蜆﹂

と称し連句を愉しもうと会を持ったのがはじまりで︑平成六年︑香川県連句協会に参加し

遊駅へ三重麺麹を頬張りて

も
しや空音か玻璃の風鈴早
プレステサソドヰツチ

サーファー

波乗りは巧みに浪をもてあそび節

整理ポストへ株も紙屑弘

ぽ
新前のち淘
摸はお見事から財布平

金比羅歌舞伎お練り賑ひ

ンスとユーモアを大切に︑究極のことば遊びに磨きをかけたいと願っている次第です︒

平成九年の国民文化祭かがわを経て︑現在に至る︒蕉風の伝統に則りながら︑現代的なセ

西岡恭平
佐々木栄一

採れたての果実に一句添へられて

かみきり

誘ふ樹液に目覚む天牛

音たてて炎帝海にはじかるる

当節ぱやり簡易包装

大鹿節子
三橋早苗
田岡弘

露地に盛り塩桶に七草

Ｖのサイソで渡るかりがね

ニソフ

アイポ
セツト
初り期
化されし
人造犬悲しく平
御佛に槌るほかなき尼の寺弘
行かしゃんすなと後朝の閨節
月の舟妖精の唄に海はなれ早

畏友ははるか以心伝心弘

アゥ魯山人らしき織部に里の芋平

有平糖で独り晩酌早

ーモアペーソス
諸ユ誰
に哀愁ひそむ便りあり節

豹柄に迷彩もゐる花のもと

平成十三年九月十五日首

ぐゐと見得切る弥生狂言執筆

︵於・桜ん慕工房＆ＦＡＸ音︶

平成十三年十月三十一日尾
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野も山も隠れなきまま望の月

Ｐ﹂〃屯︑

ゥ常磐津の声の洩れくるそぞろ寒
黒糯子の帯すこしおきゃんに
告白られてはや逃げ腰の男の子

給食当番きりりエプロン
世の中をテロの脅威が駆け巡り
ほそ

星条旗のもと深き黙祷

暮れなづむ天に凍てつく月繊し
ホームに小さき聖樹またたく
ゴスペルと古きワイソにはなやぎて

想ひは遠き若き日のころ

薄墨に花また花の峡の村
雀の雛の軒のさざめき

ナォ春眠のうつるローカル電車内

早節弘平一早節平弘一早節弘平

の講義を受け︑適時勉強会を持ち会員数も一時は十数名︒その後捌きより文音巻きが多く

古川砂洲男︑鴇田秋甫︑鈴木富江の四名︒四十年頃より個々に︑俳句文学館に於ける連句

︽八千代・習志野連句会︾本会は昭和四十二年発足︒会の名付親は阿片瓢郎先生︒当初のメン︒ハーは︑小川茶村︑

脇起歌仙﹃安堵﹄

衆判なり︑現在六名︒最近相互の呼びかけで月例会を定期的に持つ気運が出︑実施の運び︒

古き家並にかかる昼月四十九院科峰いつ還る北方領土気にしつつ丘

殿風のそれし安堵や雨戸繰り鴇田秋甫碁盤持ち出す広き縁側峰

白萩の咲き乱るれば形もなし下野桂誰訓話す訓なつかし峰
職退けば只の人間大野利丘ケセラセラ座敷童子の出る噂丘

はらからと祝ひに集ふ夏座敷藤代羽都江三代経たる雛飾る部屋峰
ポケットベルの音の涼しく塚越朝子茶髪の子やさしき瞳親に似て丘

ゥ湧き水の流れにそふて螢狩桂手古奈のやうな想ひに悩む峰
袖触れ合ひて恋の芽生える丘後朝の明けいくたびの失楽園丘

ワープロで打ちたる文字の味気なさ峰穴に入る蛇見届けてやる峰

掛け違ひたる一つの釦丘酒提げて莫逆の友月今宵丘
初氷張る院の鱒丘ナゥ鑑定に出す物もなく金もなし丘

チャルメラの響き木枯撰ひゆき峰﹁雨ニモマヶ﹂ぬ賢治の忌日峰

鮫鰊鍋囲む巡業照らす月峰行政不信広まるばかり峰

株の罫線今日もまた下げ峰花の下茶席の客の長き列峰

大堕してホームレスゆく丘車椅子バリァフリーを声高に丘
多発テロ報復テロの続きゐて丘青芝映えるメーデー会場峰

秤雌什一一一︾什朋一絆声明雷︵於・朝子・利丘邸︶

千年を薄墨の花満開に丘水平線を雁別れゆく丘

お遍路さんの杖の軽やか峰

ナォ首拾げ亀鳴く声のほのぎこゆ丘
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︽東京・猫蓑会ｌその一︾

半歌仙﹃木犀の香﹄

朝日カルチャーセンター﹁連句入門﹂受講生の連句実作の場として昭和五十七年四月に

発足︒会の名称は東明雅主宰の連句集﹁猫蓑﹂にちなむ︒現在会員数は百六十名︒会の

平成十三年十月七日首尾︵於・江東区芭蕉記念館︶

絹の衾に流れゆく刻

抱かれしとぎ寒月の真向に

稽古に励む町の和太鼓

古里に残るは爺と婆と猫

貿易黒字今は幻

雛の酒ほろぼろと酔ふ下戸であり

マラソソ尚子駈けぬける春

奈良七重落慶式は花盛

る︒蕉風の伝統を根津芦丈師より受け継ぎながら︑多様な人材を擁して活動は幅広い︒

定例会は年に四回だが︑結社内のグループ活動が盛んで︑年間作品数は五百巻を軽く上回

原田千町捌
木犀の香や白髻のめでたかり原田千町

玉兎の影のしたたれる庭東明雅
一Ｉカー履き武井雅子

美術展サイクリソグと誘ひ来て遠藤央子
ブラソド物のス

風紋の砂丘昇れば海遙か加藤Ｋ

蛇籠編みをり兄と弟
ゥ年毎にきびしさ募る油照り

宛名間違へとんだ恋文
しのび込む部屋にはすでに二人居て

阿修羅の眸何を見つめる
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明

雅

央

K

明

雅

央

K

央

雅
K

］
田
明

︽東京・猫蓑会ｌその二︾

ナォ木母寺に梅若偲ぶ涙雨

石鹸玉吹く夢の嵩ほど

のっぺらが久閼を叙すこはいかに

スプリンクラー今故障中

つの

歌仙﹃Ｊのなき鬼﹄
式田和子捌

天井桟敷いすの寒々

つの

Ｊのなき鬼に詣るや盆の入り式田和子

はちぎんと知ってもぞっこん子沢山

博打のかたに未通女攪ひぬ

おぼこ

願ひほどほど月白の空勇たけんのすけ

年守る藍壺深く色秘めて

整髪の店主の話爽やかに近藤守男
掘出し物の根付けゆれゐる佛渕健悟

節水ゴマを入れる水栓

ウイルスに強いメロソをお土産に

菊雛流る背戸の黄昏

月賞づるばかりぞ古今新古今
叩きかねたる腕のおくれ蚊
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練習をまた繰返す喜遊曲高橋豊美
サッカーファソあぐる歓声峯田政志
ゥ鋭き眼持つ彼は狼野に放て古賀一郎
失恋てふ語吾が辞書に無し今宮水壺
傷つくがいやで半端な抱き合ひ島村暁巳

お岩木山のぢっさまに間け
螺子まけば時計時々動き出し

ナゥこんなときどうする百のおばあさま

宅配で送るクラブと双眼鏡悟
縮ステテコいつも離さぬ男

幸福駅の切符完売郎

香港市場株価低迷け

血吸蛭漢方店に弦の月巳

躍らせて打つ若鮎の串

棋譜を読みさす陽炎の縁
注連内におはす木花開耶姫

平成十年八月十一日首尾︵於・雑司ヶ谷﹁大倉﹂︶

雀荘でツキ始めたら酒頼み鈴木慎二

ホモサピェソス手拍子を打つ壷
あかときの湖に散り来る花燦々悟

美子男巳郎二郎壺美こけ志悟二志壺巳美け

︽東京・猫蓑会ｌその三︾

歌仙﹃誕生日﹄

ネーブルのへそ形さまざま
ナォ復活祭準備やうやく整はん
ごみの袋をならべ﹁芸術﹂

拾ひたるテレフォソカード百度なる

遠き故郷少し引き寄せ

秋元正江捌

亥中の月へ開くカーテソ倉本路子

野分あまた越えし病舎や誕生日秋元正江
文化祭ジャムセッションの満員に篠原達子

甘き香りの煙草くゆらせ浅賀淑代

甘橿の丘雷の里

失神の女横抱き奪ひ婚

崩れたる長き土塀に望の月

焼松茸に酸橘しぼりぬ

ナゥ秋深き湖沼会議にお供して

箒目立てる眉白き僧

おるろんぱいと眠らせる嬰

裏庭の孔雀は碧き羽ひろげ

幻の吾が訪ひし花の旅

厨の隈で浅鯏つぶやく

平成七年十月二十三日首尾︵於・鶴巻温泉病院︶
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燕の子軒端に小さき噴揃へ
開店スーパー氷菓配らる
出身はウランバートル大髻
毛深き胸をつたふ馬乳酒

空蝉を載せしてのひら凹ませる眞田光子

葛素麺の揺るる大鉢橘文子

ゥ筆太の遊の一字のかすれをり村田冨美

智恵子恋せし安達太良の山光
綿雲がゆくわと腕さし入れて代
デイトスポットけふの天気図達
曲芸を終へし仔象の欠伸する代

ぎゃんきゃんうるさい母は戌年達
除夜の月抜けない釘を打ってをり達

占ひ信じ襟巻を巻く美

なまこ壁蔵の二階の喫茶店光

単線電車同好の友文

バス停の句会はじまる花の宵光

美江路 代路達路美光代達路達文文代文路代

︽東京・猫蓑会ｌその四︾

脇起二十韻﹃けふばかり﹄

市野沢弘子捌

損害保険掛け捨てがよし本田弥生

ナォしゃりしゃりと夏大根を摺りおろす島村暁巳

蟷蛾搦めし軒の蜘蛛の巣松本碧

灯り揺れ佳境に入りぬ妖怪謹八代搦

後朝の枕に残る長き髪桑原美津

下戸の口説きは酔うた振りして山口美恵

咲きてかそけき垣の茶の花東明雅

列車の響き遠く去り行く鈴木慎二

けふばかり人も年よれ初時雨

色刷りの百科辞典を愉しみて中田あかり

ウカトマソズ稜線離る月の舟久保田庸子

堀割にひねもす花の散りかかり市野沢弘子

穴を這ひ出し蟇に蹟き倉本路子

三世同堂厨賑やか原田千町ナゥ全校生待ちに待ちたる優勝旗吉村ゑみこ

径にこぼるるライマビーソズ田村満子

春の息吹きに開け放つ倉梅田利子

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成十年十月二十一日首尾

駆落 の 少 年 少 女 西 鶴 忌 上 月 淳 子
愛はあっても腹は減るなり高橋豊美

ミサイルの迷ひ迷ひて海の中橘文子
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翁

︽東京・猫蓑会ｌその五︾

銀行預金溜る楽しみ豊田好敏

ナォ錫の鉢世界の珍味盛り合はせ鈴木智惠子

ヨーガのポーズ決めて虫の音小池啓子

一千韻﹃風狂の﹄

唇触れて起す吊床佐古英子

風狂の身を祓はれて藤祭東明雅

月蝕に妖精踊る黒い森近藤守男

をしみなく愛は奪ひて奪はれて登坂かりん

神酒うららけく染むる土器原田千町

ずっしり重い初猟の銃橋野代々子

上月淳子捌

春暮るる巨船次々桟橋に島村暁巳

憶良の歌を口ずさむ母秋山志世子

振り返りつつ坂を往く人田村満子ナゥ過ぎてきしあれやこれやをたぐり寄せ日高玲

ゥかまくらの童に月も客となり梅田利子

平成十三年四月二十五日首尾︵於・亀戸天神社︶

猫の子抱いてのぞくコソビニ青木秀樹

呼んでゐるのはたご蛙らし山口美恵花匂ふ遠の朝廷の石畳上月淳子
指切りのこと思ひ出す厨裏椿紀子
ぷりんぷりんとジーソズの腰中野昌子
遠くよりトランペットの響き来る東郁子
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語るべき名跡も由緒もない︒一介の俳譜好きの掲げたのが上記表札︒決まった連衆もな

ければ定例会もない︑素規という亭主独り︒来る人を拒まず︑去る人を追わず︒相見の場

き

執

︽所沢・俳諸工房︾

とと規規とと規規と規と規と規と規と女規

の活写︑平語が付合によって生々と甦るその微妙︒宜しかったら一度お誘い下さい︒

宿のお内儀がそっと茶を入れ

雲の湧き立つ空の眩しさ

張込の辛抱っづく不精髭

ゲバラヘ捧ぐボリビアの酒

銃剣は錆てケルソに刺されいし

筆とと規規とと規規とと規規とと規規

を一期一会として共に風流を楽しむ︒拠る所は徹底して蕉風︒目指すのは現代の世態人情

と素

歌仙﹃馬あらぬ﹄
窪田素規捌

馬あらぬ曲屋静か烏帰る

昔を今に咲きし紅梅

振りあぐる鍬先に風光りいて

兄が走れば妹が追い

夕月の横丁はみな小家がち

つい取り落す駅の釣銭

ヴェールの女の指の美しく

使い古した一本のペソ

リストラに私物を包むさりながら

島の漁師の唄を秋風

板張りの診療室に月さして

ナゥ観光の網引く浜に雁渡る
力士笑えば細目かわゆき

仔猫も生れて一戸建です

從兄からめでたさ祝うＥメール

江戸へ十里の道標に蝶

スーパーの帰り遠まわり花堤

平成十三年三月十日首尾︵於・北野壺中庵︶
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人にも分ける甕の鈴虫

ゥやや寒のきょうも地蔵の水を替う

キャビソの窓にしぶき折おり

サラリーマソの急ぐ明け方
こ綺麗なコーヒー付のパソ卵
平手打遣らずの雨と思いしに
ちんまり坐る神経科の椅子

誰ぞ綱振る鰐口の音

冬月の影を落とせる廊長く

門の構えの由緒正しさ

初孫を身ごもってからいたわられ

見渡す先に弥生遠富士

古酒一壺花一枝をそえし膳
ナォ行く春に残生という旅があり

村窪
井田

︽大阪・俳譜接心Ｉその一︾

れねきち

出花﹃懸想文﹄

うしほ

昭和十五年︵一九四○︶連句に造詣の深かった阿波野青畝の意を体し︑その主宰誌﹁か

つらぎ﹂に連句の頁を新設した岡本春人︵前主宰平成四年没︶の志を継ぎ連句の発展に力

をそそいでいる︒芭蕉の不易流行を旨とし︑青畝の言﹁伝統は守るものでなく活かすもの﹂

落椿ひとつふたつと拾いつつ

ソャッターチャソスを待てる山焼

生前葬生命保険ももらいたき

夜店の占い四柱推命

バリもここら裏町オムレツ匂いきて

がモットーである︒連句例会月二回︑研究会一回︑随時他の地の連句会に参加︒

岡本星女

岡本星女捌
懸想文有志穂さままいる子々吉より

そ１つと吹けばぽっぺんぽっぺん星野厳
おおやまと

大倭ジェット気流がけさがけに葦生はてぉ

今年はどこへ旅をしようか林道子
しずしずと千年杉に月のぼる民岡照子

エー・フリルフールだましだまされ

執筆

ある晴れた日に花嫁の白無垢を清水一

れん

フェニックスには金の萱おかん

平成九年一月五日首尾︵於・岡本星女居︶
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照 道

由

博

え

星

與

つり橋ほとりしげき虫の音林由子
到来のシソビジュームの名﹁あんみつ姫﹂田伏博子

清水焼のイャリソグ重そう若林りえこ
阿弥陀寺の唐門に雪ひとしきり
酔えば耳鳴カソコソカソコソ

お 縦

︽大阪・俳譜接心︐その二︾

俳譜寒菊堂連句碑建立記念

歌仙﹃今あらば﹄

ナォ逝く春の頼政まつりゆゆしくも

日本のへそといふ地のどやか

林由子

気の向くままに降りてみる駅

ひとりでしまる庭の枝折戸

若林ｈ／えこ

林道子

岡本星女
田伏博子

岡本春人居士

ふつふつ石榴の実噛むジェラシー

オフェリァ月の光にただよひて

丹精の臨画虫魚百態

魑魅魍魎のまつはりつく夢
浴室の鏡に老いのありありと

おしくら子燕巣より落つなよ
行きつ戻りつ河原に蒻翠探す汗

押田たつを

二上貴夫

葦生はてお

堀井寿郎
田島竹四

時計屋の時計みな十時十分を

雀チュッチュッ有明月のしらみつっ

民岡照子

持株は底値知らずに秋深む

岡本松濱居士

どんぐり独楽のよくまはること
ゥしづしづと奉納相撲の土俵入り

奥山とみ子

ナゥ空っ風何やら飛んでゆくらしき

今あらぱ着てましもの入紙衣かな

歌川山黛
星野録
奥村勘甫
杉本一夫
小林樹巴

畑も作り御塩田も守る

岡田陽邨
山根於京

電話の話つい長くなる

雪女郎となりよりそはんきみがもと

かき均したる埋火の灰

居酒屋は単身赴任の溜り場に
ふと目が合って忘られぬ人

村田はるお

岩橋史郎
藤田美根
清水幾湖
高本時子
二塚元子

寄ってくる孕鹿人なつかしげ

山路そこここ蕨閾けたり

民岡あ姜旨ｂ

什稗岫湘二粁証朋誇︵付廻し︶

筑波に縁る道ひとすぢに
秤

永井一子

ぬぱたまの夜目にもしるき花妖し

辻静穂

大胆にそれからのことひそひそと

ひと夏の終りを月の見てをりて

秘仏は十一面観世音也
九十翁に肩お貸しする石畳

隣合はせの地獄と極楽

泣いて笑うて未練たっぷり

岡本耕治
福井翠
岡本道子
由川慶子
岡田麗
近松寿子

母ゆづりなる笑顔うつくし
連句碑へ盛りの花を鬚さばや
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︽大阪・俳詣接心ｌその三︾

歌仙﹃梁山泊﹄
岡本星女捌

遠い親戚行き来なくても

お

美

一昆

方﹂

ナォ築二百年我が家アメリカより古し

高値に驚くビソテージもの︵稀少価値の古物︶

肩こりのもと胃カメラで調べましょう

代

華蔵寺は五三の桐の紋瓦︵吉良義央の墓あり︶

永井一

お

稲垣渥子

星

にがみばしった定斎売り来
井戸替の底より昼の星が見え

厳

殼譽褒賤をよそに吉良さん

岡本星女
福井翠
山根於京
星野録

アルゼソチソタソゴセクシー

けぞうじ

葱坊主思案の首を片かしぎ
方向音痴は生れつきなる
村田はるお

赤道を越えてはるばる一人旅

たれかれや梁山泊の春といわん

月は望今年の酒の香に立ちて

若林りえこ

夜な夜なうかれまわる野良猫

野菊のごとぎ君は十七
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降り暗みつっ啓蟄の雨

障子洗うは男の仕事と

林道子

織

鉄瓶しゅんしゅん鳴りて湯気立つ

秋袷解く思出ももるともに
博

平成十一年三月七日首尾︵於・三河・吉良温泉東宴︶

道

偏奇館忌の今日は仏滅︵永井荷風忌︶

ナゥエソタティナーなれよ社会科教師なら

花の能果てて舞台に月残り
間瀬芙美
由川慶子
田伏博子

ユーロマネーがとみに堅調

ワ荒塩を打てば秋鯖青光り
恋路が浜は人でいっぱい
説もとれてマイフェァレディ

黒木美代子

鳩時計星の契りの刻を告ぐ

念のためスローメールでプロポーズ︵普通の手紙︶

蛙岩ほんとうの名は烏帽子岩

吉井愛子
一︵ドシラソファミレ︶

最後にやおら真打登場
水番が水盗むとは月に雲
発声練習ハロイトヘホ

翠

慶

ペットボトルからフリースのコート

鎌の絵馬納めて病魔退散を
餅花にかくれてごまめっまみ喰い

美一愛京渥鈑 星子代翠

︽横浜・俳譜田園︾

表合せ風二十句﹃朝顔の﹄

協会主催にて超結社の中央連句会を提案発足させたが︑開催場所と手法に偏りがあった

のでバランス上当会も発足せしめた︒五十回の様々な実験と勉強会を実に有意義にこなし

たので祝賀会を開催し一日一休止することとした︒参集した連衆は︑この会から︑現代と未

弾撃たれるに米贈るとは里佳尚子

来について何がしかの思索を得たものと確信する︒︵宵︶

中尾青宵捌

失せし靴下マザーッリーに同
月を賦す聖夜は雪に輝ける烏

エーリァソ・・ハートⅡ観て寝や不足架

このごろは稲田に案山子立てもせず中尾青宵

大き足跡誰だったのか薬

朝顔の紺に始まる万歩計岩永極烏
のろり台風過ぎて昼月大島柳薬
パソ焼く香り隣り駅まで内田美子

トレビの池はほんにご利益尚

初めてのテレビクイズを勝ち抜いて美

友情買って恋の探索同

懸命に亀上ぐ首へ花の雨加藤亀女

ハチ公に知り人もゐてっと隠る福永千晴

カーナビの教へるなもなも土地靴宵

大庇より春のトレモロ同

平成十年九月四日首尾︵於・藤が丘地区センター︶

︵この会最後の作品︶

嶋ら溶けこむ空はゆふぐれ美

沖膳桟橋に酌む父と子と同
戻らぬ兄の墓は異国に宵
半世紀経てなほ戦後尾を引ける烏
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︽東京・芭蕉記念館連句会ｌその一︾

歌仙﹃桐咲くや﹄
中野稔子捌
︵竪桐咲くや紫けむる母の郷

江東区芭蕉記念館開館初期より現在に至るまで宇咲冬男指導のもと第四水曜日に月例会

を開催︒俳句の各結社を問わずの会なので︑結社の重鎮を交えての会は︑和気鶉藷で﹁座

成田淑美

金
金

稔

淑
香

香

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成十一年五月二十六日首尾

風船あまた空に放たる香
輪唱の声高々と花吹雪金
佐保姫統くる森羅万象淑

宗祇自筆の雅びなる句碑稔
いつの間に幹線道路完成し世

露晩秋の富士を遙かに望みいて世

胃痛に効くはやはり千振淑

こっそりと月見団子を盗み取り

金銀の糸で編まれし飾り紐淑
床に架けらる黒塗りの太刀瀞

輿に揺られて河渡りゆく香

産士の神のお告げに身籠れる稔

日焼けの肌と肌が結ばれ辨

お茶を一杯飲んで行こうか淑
どこからか漂う匂い栗のふさ世

地下室に古き石臼眠りいる勝

チャリティ︑ハザー続く模擬店世

の文学としての俳句と現代連句の実践﹂を主張﹁立句﹂を重視し午前中は俳句の指導あり︒

の文学・和の文学﹂に相応しい現代連句の真髄を発揮している︒捌は輪番制︒特長は﹁座

中野稔子

香

沼尻香寿子

世

蔵の紋より顕れし夏蝶

新作披露準備ととのう
野外能小鼓照らす望の月
そぞろに寒く遠き潮騒

新井世紫

︵識早稲酒汲む遺影の友は若きまま

稔

ひらひ ら と 帽 子 の リ ボ ソ な び か せ て

愛染堂にならび立つ旗

須加金男

稔

さりげなくエーゲの旅に誘いたる

何を買うのも二人でひとつ
親からの譲りの宝みつけたり

香

世

暖房強く布団つくろう

稔

ペットの犬は血統書つき
東て月に軋み響かう終電車
異国語で童話・民話の語られて

臼杵勝児

金

老年パワーフルェソトリー
爆心に生きるよろこび花の彩

明るく軽き春の装い

露薄霞鳶が大きく輪を描き
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︽東京・芭蕉記念館連句会ｌその二︾

歌仙﹁初鴉﹄
松澤晴美捌

新入生のただいまの声

建一陣の風に黄砂の舞い上る
回転木馬こわれたるまま

メル友の本性見たりストーカー

しんしんと津軽に熱き雪の降り

お地蔵さまは泰然自若

飛石に敷く福藁の霜三枝霧子

まるびては起き盲目の恋

︵勢初鴉夜明けの闇を翔けゆきい松澤晴美

太筆の墨たっぷりと惨みいて渡辺ゆり子

谷崎の佐助のよにはなれません

出されたる薄茶ほどよく泡立ちて

千客万来商売繁盛

ロビー個展に若ものの群沼尻香寿子

連なりて動く歩道に月皎々晴

霧
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秋の気配をまとうロボット

︑ハイクの音の遠ざかる路地

月光を浴びて城趾に自刃の碑

︵謎蝉丸の逆髪祭むくつけき平北はじむ

にがみばしった民俗学者ゆ

そぞろ寒さに瘻く古傷

秤率叶二蓉一一服二廿竜卵壼︵於・江東区芭蕉記念館︶

右も左も耕しの人

・ハイプの煙輪になって浮く
八重の花房にふくみしよべの雨

床の間に和顔愛語の軸かかり

海の幸受け長寿天国

蔑新酒盛りアサドャュソタ踊り出す

論文を見てほしいとは思慕なりし宇咲冬男

シソグルママとなりて悔なく晴
健気なる朝のドラマの主人公香

古里しのぶＣＤの曲霧

野の川の自由に流れ夏の月は
冷そうめんの喉ごしの良さゆ
旅土産座敷いっぱいひろげられ成田淑美

眠ったふりでチラチラと猫ゆ

留守番の膝暖かき花の昼淑

執

筆霧香晴は香ゆ香は晴淑霧淑冬ゆ晴は霧香

︽岐阜・巴世里連句会ｌその一︾

短歌行﹃梅雨明ける﹄

昭和六十二年のクリスマスに︑そもそも言葉の勉強会として発足︒会名﹁巴世里﹂は

﹁・ハセリ﹂︑芭蕉の表記﹁はせを﹂の発音を恋意的に変幻させた結果の仮称︒一会の心を

アクセルに海への期待加速して

山を抜かんと立てる夏雲

大関のかひな力や梅雨明ける

各務恵子

久代宮子

藤塚晶子

大野鵠士

地を掃くほどに長き顎鬚

したたかに弱い私と言ひ続け

貢ぎ尽してやつと手に入れ

白無垢に隠しきれざる子連れ婚

祝詞唱ふる声の朗々

︵大︶恵

希

宮

大竹恵子

中瀬和子

清水貴久彦

にゆたかに身を委ねたいと念じつつ︑月一度︑老若男女が生身もて寄り集っている︒

忘れることなく︑古きになずまず新しきに溺れず︑連句を巻くことそれ自体を愛し︑風雅

弾むハミソグなびくスカーフ

大坪洋子

有馬の湯湯気にまぎるる冬の月

大野鵠士捌

ゥ秋桜余白ゆたかに写生帳

士

︵各︶宝心

あめっち宿す露の一粒

柚の香を残り香として

彦

松尾一

ナゥ百年の暖簾をたたむ老夫婦

希

城跡を囲むネオソに月上る
年を欺くしなにほだされ

抹茶一杯ゆるゆると飲む
友禅の柄ほんのりと花明り
︵各︶宙心

宮

またたき合へる春の星たち

凶と出し恋占ひを気にしつつ
あしたがあると思ふこのごろ

洋

︵各︶宙心

今生は花咲き花の散る間とも

︵於・岐阜・西柳ヶ瀬羽酒︶

平成十三年八月二十六日尾

平成十三年七月二十日首

堀部ひろみ

乾真希

大山椒魚あぶくひとつを
ナォせせらぎに始まる流れ苗代へ
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︽岐阜・巴世里連句会ｌその二︾

二十韻﹃冬の旅﹄

ナォ清貧は苦しき故の言ひ逃れ松尾一

代理監督当る采配

古茶出せば新茶ですねと客が褒め

化け猫になるとも傍に侍らむと

︵大︶恵

青か白かと夏の月見る大竹恵子

燗をぬるめに待てる小座敷大野鵠士

死ぬ真似をして死なす罪深

越中は雨美濃も雨冬の旅二村文人

試歩の孫伝ひ歩きに手を貸して村瀬仁子

︵於・岐阜・西柳ケ瀬羽酒︶

平成九年十一月二十九日首尾

春潮運ぶ魚のきときと

帆船を埠頭に迎へ花の冷え

朝寝の夢にピザの匂へる

案内板の上下さかさま藤塚晶子ナゥ落書にギリシア文字あるコロセウム

ゥ池映す五重の塔も満月も安藤美保
色なき風にプリクラを撮る林浩義
運動会﹁好き﹂の眩き消すマーチ大坪洋子

兄は 軍 医 で 父 は 少 将 清 水 貴 久 彦
島々に今日も太陽燦々と渡辺美紀
オゾンホールが拡大の危機各務恵子
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彦

洋

彦

仁

土

仁

︽松本・花野連句会︾

二十韻﹃花の枝﹄

東明雅先生の信大連句会から徐々に芽生え︑先生が上京遊ばされて︑仕方なくこの連

句会が生まれた︒命名は︑明雅先生ときよみとの一巻﹁花野﹂からとられ︑連衆の上条絹
二十数年続けている︒

子さんがつけて下さった︒以来︑〃連句を愉しむ″と愉しんで︑月一回の連句会を連綿と

戸田遊太郎捌

身も世もなく風に身を榛む花の枝小出きよみマスク外せば整形の顔

春の．ハノラマ雪のアルプス戸田遊太郎年下が女のキャリア狂わせて
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駆けてくる牧の仔馬に手をのべて上條絹子新酒で誓ふ神様の前

食事当番男女平等那須陽子灯を消しぬ今宵満月香を姓き

ゥ月涼し役者二役村芝居金森智子鰍の里の弓なりの橋

彼の汗拭くタオル洗はず小出由利子ナゥ病人の夢は一歩を歩くこと

携帯に別れの言葉さようなら陽出開張あり幟立てをり

智 智 絹 智 陽 由

遊 み

絹

日本の政治上を下へと智桃咲くと変なをぢさんになりさうで

︵於・長野ソーマ会議室︶

平成十三年四月十五日首尾

妖怪の昼も出てくる此の頃はみ村に一山朝の噂
煮豆の鍋のまたも黒焦げ
ナォ烏の影しぐるる窓をよぎりゆき

み

絹

︽大野原・燧連句会︾

短歌行﹃夏蝶﹄

平成五年燧連句会を渡邉陽行氏と共に発足させた︒俳詣の祖山崎宗鑑の一夜庵のある観

音寺に隣りし︑伝統俳譜の復興と現代センスの接点をさぐり︑連句の研究実作を通して連

夏蝶の触るると見えて疾く離る
渡辺陽

植松晴

ゥ高灯籠真上に清き月の光ゲ

秋

陽

切れる少年その数の増え

能登の浜冬濤に佇ち故事偲ぶ

ひたに妹恋ふ哀れ家持
思へただ世は空蝉の唐衣

紫いるのビニタイル張り
酒の宴満月の夜あかあかと

現金輪送内部犯行

ナゥ温泉のブームで鯰大あばれ

晴子
陽行
陽行
晴子
晴子
秋義
陽行
秋義
陽行
陽行
晴子

と共に小冊子を発刊し︑他県の国民文化祭にも作品を応募し出席する事としている︒

衆のえにしを大切に仲良く楽しんでいる︒七年に町の文化協会に入会し年に一度他の文芸

繁る青葉をひたす渓流
高森秋

植松晴子捌

ビデオ撮る画面に猫の走り来て

チューベローズの香る歌会

晴

晴

山頭火句碑を尋ねて秋野ゆく

秋

円空仏に深く帰依して

いざ訪はん大原の里花万朶

二人静のひそと咲く道

平成十年五月首尾︵文音︶
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義 行 子
子

子 義 子 行 行 義 子 義 行

波長整へ街を散歩す

接待の豆受ける両の手

陽

陽

一万スカッショソかさねるうちにねんごろに

かたみ

鄙には稀な茶髪マドンナ
花筐舞ひし小袖の軽けれど

不況春闘こころ重たし
ナォ虚空没天没地没の刻迫る

晴
晴秋

︽大津・廣野連句会Ｉその一︾

歌仙﹃光る春雨﹄
村木佐紀夫捌

枝々に雫の光る春の雨
老舗の窓に飾られる雛

烏帰る祝の束をそのままに
皆それぞれに同じ想いを

おもて

月明かり池の面に物の音

発端は昭和六十二年一月二十八日﹁白燕﹂主宰・橋間石に俳句連句の指導を受けていた

村木佐紀夫が大津市桜野町に連句会結成︒俳句会﹁砿野﹂有志に始まり廣野の名は曠野の

る︒捌は特定せず衆議︒モットーは蕉風の真髄と橋間石連句の現代性俳譜を追求すること︒

蒲生野印象から︒現在月例会は第二土曜︒勉強会は曠野・佐々奈美・辻句会後に行ってい

影武者も世に晒される世相とは

切れた電球取り替えてみる

永井一子
南上朱人
南上敦子

暖房の嬉しい夜汽車ひた走り

寡婦となりても好む鴇色

言葉には出せぬ恋情持てあまし

かの冬浪に流離ただよう

ぽんぽん入れのチャイナマーブル

村木佐紀夫
中島ふゆみ
人

つくぱい

夜の机に耕衣一冊

花山河うしろに髪の抜けて落ち

猫の親子に春は過ぎゆく

秤燕獅蓉廻朋一冊準︵於・南上朱人・居︶
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赤とんぼ殖えしこのごろ
ゥ秋の風智恵の文殊に願を掛け

寝椅子にしばし時を忘れん
雨ならぬ葉擦れの音に月三更

手習いの筆に代われるパソコンを

ナゥ懇ろに仏具磨くも身に沁みて

夫
ふ

相続対策延ばし延ばしに

敦

抜きつ抜かれつボルセ一○○キロ

人

訪えば雅道閑居のたたずまい

いな

膨らみきった旅鞄抱く

敦

ふっくら結ぶ胸の下げ髪

この度は鮎の甘露煮間に合いて

夫

好き嫌いさらり去すその手管

夏弦月も鱒の景

ふ

夫

敦

天下無双のわが秋の暮

やまなみをあとへノーと流れ雲

人

交響曲﹁運命﹂タクトいま振られ

日がないちにち垣を繕う
花びらの浮く杯洗を膝元へ
ひと夜眠れば明日は虚子の忌
ことば

ナォ国民は春の詩人と四季詞

ふ夫敦人一ふ夫敦人一ふ夫敦人ふふ夫

︽大津・廣野連句会ｌその二︾

歌仙﹃ボタソを押せば﹄
村木佐紀夫捌

堤に揺れる陽炎の歌

ナォ山おぼろ家並みもおぼろ暮れなずみ

出し忘れたる文を投函

記憶に残る愛の傷痕

巡回の医師をつ堂けてはや二年

鉢植えの松の枝ぶりたおやかに

くらし

春愁やポタソを押せば足る生活小菅信一
家を取り巻く大いぬふぐり村木佐紀夫

瓜もそろそろ冷える頃合い

深閑と音の静まる昼下がり

青き踏む万葉の歌碑苔むして林茂樹

土地開発に変わる山容

変事の気配急に深まる

蘆の葉擦れのささやきを聞く樹

ゥ落鮎も程よく焼けて温め酒

森林浴に誘われてみる

汁二審忘朋二十垂甲雷︵文音︶

蝶を侍みて舟の艫を漕ぐ
秤
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月代に月覗くまで刻流れ夫

流木の忘れられたる河中州
四季が消えゆく空の噴煙
城山の月に思案の西郷どん

妊って知る愛の深さを夫

絡み合い浮き世憂き世の白い指樹

野分の後に缶のころがる
ナゥ袖通す秋の袷の無地紬

石橋に隠れる魚の影見えて

家督譲って孫の守など

嘘も方便刑務所の中
釈迦すでに唯我独尊誤れば夫
初心貫徹の四文字のこと樹

薄墨の桜の花も開く頃

月渡りペソジの想い年の暮

氷の厚さ池の底まで夫

アドバルソゆらりゆらりと風に乘り樹

催し物は盛況のまま
花筵ふしぎな花の精も来て夫

夫一樹夫一樹夫一樹夫一樹夫一樹夫一樹夫

︽仙台・北杜連句塾Ｉその一︾

歌仙﹃冬の家﹄

かさね

狩野康子先生指導の北杜塾には︑昭和六十一年六月に始まったグループと︑六十三年七

月に始めた﹁襲﹂のグループがあります︒俳句などの経験が全くない︑女性だけのグルー

の指導をたよりに︑これからも大事にしていきたいと思っています︒

プです︒月例会はそれぞれ月二回です︒生活のうるおいとなり楽しみの連句は︑狩野先生

トラベルミソをポシェットにいれ

谷田部弓子

熊坂昌子

おしろい箱にけさらんぱさらん

僥う強さを知ったあの時
雪しまく募る恋情舞に秘め

みどり児のように扱う絹豆腐

燧道の先光溢れる

解読す二十一番染色体

松ノ井洋子

セブソティーソ心は晴れたり曇ったり

垂石よう子

狩野康子

初氷だまし絵本に魅せられて

よ

上がり権にどんと鮭鰊

狩野康子捌
老松の猛々しくなる冬の家

結び直した首のバソダナ

弓

貸農園の人気上々

悔恨すこし南洲忌なり

語らえば幻想のごと花の降り
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秋田てる子

無垢なハートを君にあげよう

更待月カーナビと行く宅配車
備蓄米からいとど跳び出す
ゥ招き塩白々としてそぞろ寒

ナゥ満月を配して宇宙の地図作る

モデルチェソジを他社にさきがけ
て

エスペラソトはいつかたち消え

パドックに鹿毛も葦毛も勇む秋
よ

流木でドラム缶風呂沸かそうよ

洋

大望はるか旧るぶ寄せ書き

て

めぐり逢いうすき耳たぶそのままに

涼しき月に玉乗りの影

て

よ

日日

介護保険はまだ俎に

洋

歌うかに子等の洗濯はためいて
古る梅酒ゼリーの酸味ほどの良き
雑踏をキックボーダー縫っていく

秤雌什一蓉垂即諦甲譲︵於・双葉西集会所︶

巣立烏らしめざせ青空
弓
弓

日自

悪夢違える観音の慈悲
淡く濃く雪舟が筆花の雲

入学の日の母の装い

ナォ大掃除怪獣潜む箪笥裏

て昌よ弓昌康弓よ弓昌洋て康よ昌洋て

︽仙台・北杜連句塾ｌその二︾

歌仙﹃原爆忌﹄
狩野康子捌

春塵を乗せ大観覧車

ナォめざし焼き深層水の酒を酌む

柔道着まで青くなりたる

学び舎の鐘渡る豆畑山田史子

長者が松は早や雪囲い

内弁慶薄き口ひげお手入れし
パソコソ持ち込み検査入院
冬の田を貫きバイパス開通す

香匂う大和座りの阿弥陀仏

眠り継ぐ腕のみどりご原爆忌狩野康子
望の月小島離るる船ならん佐藤千枝子
はき慣れぬ靴かたわらに置き佐々木嘉宇

やすらぎは女上位の世に生きて
なきがら

いつも気になるあの人の運真

似顔絵描きの身の上を問う

ナゥすがれ虫かの教団の跡もなし
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ピアスを付けた男振り向く

窯守のつれづれ猫と戯れる高橋玻斗子
赤み増したり濡れ藪柑子木田真智子

あなたの亡骸抱きしめる夢

社長以下まずカフェオレから始まりぬ枝

日本語に残しておきたい鼻濁音

人肌で醸す納豆三日月
岩木山麓芒散りゆく

極楽鳥が鼻煙壺に住む玻

西の空から晴れ間広がる

ゥ神の旅八方開けし史料館史
モソロードレス闇を誘惑真
枕辺に恋の温もり捜しつつ玻

月涼しガーデニソグをお墓にも史

花嫁の笑みはすみれのはなのよう

秤率什一︾十斗朋二Ⅱ一一一甲誇︵於・佐々木宅︶

膳に整うはまぐりの椀

袋小路にはまる帰省子宇

踏ま れ 上 手 難 し い こ と 考 え ず 玻
セピアにできる写真機を買う史

花盛る騎馬の政宗海を見て真

宇玻枝枝真枝玻宇康史宇枝真宇枝枝史宇康

︽伊勢・勾玉の会ｌその一︾

恋之歌仙﹃刷毛になっても﹄

平成九年四月︑伊勢市生涯学習センターの新設に伴い︑﹁初めての連句﹂講座が開講さ

れ︑四ヶ月の研修を了えた受験生のうち︑有志の者で新しく結成したのが勾玉の会である︒

恵美

秤率什一等抗朋十捧即濡︵於・いせトピァ︶

フォルテッシモはあの場雲雀さかえ

花々の壁ひらかれよけふの風澄子

こころ模様を雪に晒せる手巻

脱ぐほどに玉葱は身のおそるしくよし子

プラハの橋とともに死したり恵美

ナゥ内戦の地逃れ来ていまヌーポー静子

いっぼんづつが泣く糸芒澄子

ルシアソティの津を舐めあふ幸子
舞ひ終へしシテの放心十三夜しげ子

づめご
爺さまの抱くい飯
詰籠も古り手巻
火曜から月曜まではＥメール静子

よぢれねぢれて蜥蜴となりぬしげ子
鬼の子は赤ふんどしのジソジロー恵美

刷毛になってもわたし黒髪さかえ
早桃のひとすじの窪恥づかしぐ澄子

身近にあるは空気入れのみ澄子
浅沓の漆黒男祢宜女祢宜は朱恵美

に勉強会を行っている︒目標とするのは︑蕉風伊勢派の伝統を守る仲間入りをすること︒

命名の由来は伊勢神宮外宮の勾玉池に因む︒喜多さかえ先生ご指導の下︑月一回第一金曜

藤岡よし子

埜口恵美
西村幸子

喜多さかえ捌
秋汐に挑むや魔除けの星の紋
月を染めゆく貝のむらさき

杉本しげ子

小西澄子
杉本静子
山口手巻

蓑虫のちよよと忍び鳴くならむ

探るもろこし今や熟れどき
立像のをとこ暗瞼を好みては
﹁アルデベルチェ﹂空港は雨

喜多さかえ

よし子

静子

高額保険は悦楽に似て

ゥ汁碗に十全補湯とかし込み
煮詰めるほどに緑濃くなる
きみとゐる夢の片側顔麟飼ひ
ゑひもせず酔はされもせず伽羅峠

しげ子

手巻
澄子
幸子

幼い記憶のなかの昼火事
凍て月にうら若き母奔りたる
エスプレッソはやがて香らぬ

縊らるる鶏の声沁みる里

よし子

しげ子

静子
手巻

罠やさしげな草たちの婚
屋根葺き替へて鍵を確かめ

フォッサマグナ吸はるる花の限りなし

ナォ存念を捨てにし背中目刺し焼く
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︽伊勢・勾玉の会ｌその二︾

歌仙﹃死んだ振りして﹄

気球にゆらり若草の丘

ナォ春休み何とかできた逆あがり
厚いステーキ今日バースデー

喜多さかえ

荒梅雨の雨脚ふいに太くなる

死んだ振りして間をやり過ごす

下戸の酒沙漠の夢を探しかね

千の穂に追憶揺れる麦あらし
小西澄子

喜多さかえ捌

とぎれとぎれに便追の声

よし子

静子
和子
幸子
澄子
恵美

よし子

白塗りのパックペろんと剥がしたり

山口手巻

″

さかえ

これから先の見えぬシナリオ

拠りしろは月に眠れる神路山

川の底ひに石伏の影

ナゥ文化祭紙とテープの屑ばかり

例の先輩幅を利かせる

世の流れ変はり来るたび身をかはし

真赤な鼻の春の道化師

花の枝のゆたけき嵩のただ閑か
さ

見放くる限り清明の空

蓉雌付三等壺朋泗朋率︵於・いせトピア︶

よし子

澄子
静子
手巻

よし子

和子
幸子
静子
恵美

角ふり立てて急ぐでで虫
塩壺の塩の攝き聴き溜めて
愛撫のときは曲線が好き

藤岡よし子

木綿前掛け・あめごむの靴

幸子
恵美
静子

よし子

和子
恵美
澄子

よし子

幸子
静子

杉本静子
西村幸子
埜口恵美
西山和子

週末のガレージセール開かれて

月まどか宇宙旅客の大笑顔
新聞記事を読み比べて秋
ゥ菱を採る舟の棹差すこともなし
待ちわびる身は水泡にも似つ
ペアのリソグはティファニーと決め

羽つけて愛降ってくる着信音

銀行に保護預りの父母の印

小さな村の議決堂々

猫シイコ座布団回せば月の出て

寒九の水に鳴る華甲釜
朱雀門寧良の都の極まれり
ロボット手術鬼も切られむ

花万朶いづれの国も歌と旗
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︽松山・松山連句協会︾

歌仙﹃四温晴﹄
青野竜斗捌

銀嶺の煙く朝や四温晴
北山颪吹きつける里

昭和四十三年有志により相互の研修と次代の捌手の養成をねらいとし﹁松山連句会﹂と

して結成された︒爾来︑現在愛媛で活躍中のあまたの連句人を育ててきた︒平成元年﹁愛

村上宕王子

か

記念写真の色は槌せたり
ビル街の天心わたる月の舟

手を取りて逃げたあの夜が懐かしく

つき

十月十日の愛の結晶

燗冷めもまた風味あり同期会

行く末の不安募りし摸枕
広島牡蠣は安芸の名産

預金利息はゼロに等しき

ても言はん足萎押して寺巡り

襲名披露仁左衛門へと

を開催している︒異なった師系の集まりであるが︑十数年和気藷々の運営を続けている︒

媛連句連盟﹂の結成に伴い﹁松山連句協会﹂と改名︒会の趣旨を引き継ぎ毎月一回実作会

荻山玲幸

青野竜斗
池川蝸谷
井上和久

古書を緒く老の徒然

ドリップのコーヒー滝れて窓際に

梢より机上に射せる望の月

︷石

和
玲

領土問題振り出しとなる

あき地に鳴けるちろろちんちろ
ナゥ駈け込めば烏も追はれて初時雨

うち上げのロケット又も失敗に
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一屯

谷

鹿笛遠く峡に錫す

ゥ忙しげに棚経僧の走る道
贈るかんざしおウマさんかや
ファックスで恋文おくる大年増

介護保険の是非を問はるる

幸堪

和

︷石

玲

住民が裁決下す可動堰
はつぴ姿の粋な若衆

飲みし麦酒は自販機のもの

月光ゲに数ふ旅路の植田跡

平成十二年二月十三日首尾︵於・松山市友輪荘︶

遙かな沖に屋気楼立つ

花満ちし水族館に遊ぶ子等

点描絵画ずらり並べて
和

一電

︷石

垂屯

神も仏も頼る術なき

玲

とつくにで贋金造り横行し

淡き紅差し春を装ふ

蒻々と家族揃ひて花の下
ナォ落武者の部落に残る斑雪

竜和宕玲竜和玲宕竜和玲宕和竜玲宕和

︽松山・松山連句教室︾

歌仙﹃お元日﹄
井上弥生捌
天守閣のある倖せやお元日

ほのかに匂う庭の早梅

評判のチーズケーキを買いにきて

久方ぶりに友と再会

一︑近況

一︑師系

創立以来毎月第一・第三土曜日休むことなく例会を開いております︒

宇田零雨松永静雨一︑創立昭和五十四年一月

夜鳴きうどんの笛が近づく

緋袴の樺がけなるかるた会

負けるものかと恋のさや当て

シルバーの趣味のコーラスいきいきと

眼下遙かに見ゆる原発

く勉強をつづけております︒

古来よりの伝統を守り正しく現代色豊かな和の文学としての連句を目指し楽し

松永静雨
永井政子
長戸弥香
高田テル
河野夏彦

方向音痴迷うばっかり

改革は失業者のみ創り出し

根釣りの竿のしなり良好
童らの歌に愚かれて昇る月
窓にくっきり干し柿の影

伊達由紀子

多

武知貴美
井上弥生
戒能多喜
小倉静波

やっと決まりしカメラアソグル

ナゥマジシャソの手より飛び翔つ白い鳩

秀吉の夢を追いたる物語り
有為転変は世の慣いなる
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月出でて山の端蒼き静けさに
すだける虫に耳を澄ませる

婿百人の候補総嘗め

波

ゥ松茸に地酒嗜む加賀の宿

報復が報復を呼ぶテロ騒ぎ

多
駒

拝聴汁一一一蓉叶叩三十一一ハ朋需︵於・井上弥生宅︶

試歩の杖ひく春の長堤

罪々と舞う花うちかぶる花衣

政

波

波

形見分け先に貰ろうた貧乏籔

田畑を荒らす猿の群団

波

美意延年と書ける条幅

汗を拭きつつ漕げるママチャリ

湖に涼しき月の身動ろがず

彦

縁談は親の話を先づは聞き

急患を告げる携帯忙しく
ぱらぱらと出す硬貨数枚
里山の花は三段五段にて

蜷はひたすら我が道をゆき
ナォ職仲間誘い合はせて遍路旅

多弥彦波弥多〃政弥〃波彦弥多彦政多

︽東京・窓連句会︾

短歌行﹃かたかどの花﹄

名古則子捌
うっぶきてかたかどの花風集ふ

平成四年四月︑名古則子氏により︑母校東京女子大学同窓会で﹁実作による連句の楽し

めに︑皆が輪番で捌をつとめることにしている︒月一回の座ではあるが︑集う人それぞれ︒

み﹂という講座が開かれた︒そのま上引続き句座を持つことになった︒いまでは勉強のた

チャールストソは﹁三匹の仔豚﹂

ミラボールくるノ〜若い影くるくる

さりげなくとも愛のこもれり

オスの三毛がニャーと甘える昼の夢

鈴木アヤ

深井玲

何が起こるのかわからない︑わく／︑するような︑女性ばかりの楽しい一座である︒

白濱節子
小林和恵
名古則子

﹄﹂

嫁ぐ日近き娘と春の宿
焼鱒の尾の飾り塩めであひて

節

いる

杉浦喜久代

飾花に跡継生れぬ福々と

内田さち子

モーグル選手雪空に舞へ

みがき抜かれし正月の床

︵於・東京女子大学同窓会館︶

平成十年二月 一 十 一 日 首
平成十年三月 十四日尾

−212−

敏

則

節

玲 代 敏 恵 代

広告マツチ彩の面白
ゥグラフィックめく街の影月蒼し

代

冷酒一杯休肝日なし

やり放題の受託請託

やや寒の指からめたるま上

小林みち子

ナゥ地蔵に手願いごとなどなけれども

みち

かげ踏みの子がおひつめて夏の月

無花果の乳したたるは嫌といふ

高月三世子

紋白蝶は蓮壕を飛ぶ
花の雲岬の果に海光る
父懐しみ揚げる連凧

野口敏子

神ありやなしや戦のあるまじく

アォロケットの宇宙旅行に応募せん

みち

チャドルの奥の瞳深かり

則

世

︽神戸・摩耶連句会︾

橋間石他界の翌年の平成五年三月︑門下佐野千遊が中心となり連句同好の十人ほどが集ま

る︒以来毎月二回例会を開催し︑古典俳諾俳文学の勉強と連句の実作を続けて今日に至る︒

郊に足をのばして吟行連句を楽しむ︒また年末に作品集﹃摩耶連句﹄を編集頒布している︒

実作は歌仙などの伝統懐紙形式によるほか︑間石提唱の非懐紙連句も巻き︑春と秋には近

盆栽の鉢嫁にゆかせる

脇起歌仙﹃鶯草に﹄
佐野千遊捌

橋間石

目くばせをしてそっと立ちゆく
薔薇白くミサは終りに近づきて
ゴールデソウイークの駅の雑踏

鶯草に物音たてぬ暮らしかな
佐野千遊
岩井秀子
岩井魚水
藤原繁子

デッキに出れば鯨潮吹く

朝飲みし胃薬少しきいてきて

木の香ゆかしぎ村の分校

白き峰々烏渡りゆく

出迎えの子等の打ち振る万国旗

たましいをふるわせピアノコンチェルト

河原喜美子

素足の裾を濡らす打水

月に向く銀河鉄道いま発たん

野崎昭子
秀

ナゥ捨案山子はやりの服を着せられて

ンター︶
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出土せし甕の周りに人寄りて

ウー弦の琴の余韻に秋深み

流れ藻拾う長き渚に

昭

繁

貴船の宮の石の黒々

片恋の思いはつのるばかりにて

公民館のダソスレッスソ

いつ刺されたる鴫の早贄

グラスのワイン揺らし乾杯
窓鳴らすほどの風出て三日月
昭

街並のぽつりぽつりと灯りだし

一皇宮

繁

秀

京の野菜の旬を酢のもの

たちまちにして宅地造成

たっぷりと由来の長き老舗そば

咳やまぬ子の背ナさすりやる

山道に狐啼く夜の月の量

花流す疎水に添うて寺に入り

︵於・神戸市男女共同参画セ

平成十二年四月二十七日尾

平成十二年三月九日首

春の障子に謡い納める

昭

秀

一呈巨

秀

繁

まづ一杯飲んで名水瓶に詰め
ひょんな出合で旅の道づれ
白河の古関のあたり花ぐもり
母の形見の春のショールよ
ナォ厨より蕗味噌の香のたちこめて

秀千魚昭繁繁昭繁魚秀喜秀魚喜昭繁喜

︽伊勢・三重県連句協会︾

三重県連句協会は︑一九九二年一月十三日設立された︒協会および全国各座のご支援の

もと︑第九回国民文化祭一九九四を成功させることができた︒蕉風伊勢派の伝統に新しい

時代を生きる人間の息吹きを伝える方向で︑現在昭句座が活動を続けている︒毎秋の県民

弥京治左え弥治え左京え治弥左京え弥治

村田治男理事長の平成文化賞受賞を祝して

新車を駆って旅に出やうか

ナォ企業戦士たりしも遙か春惜しむ

カザルスのチェンバロいよいよ高鳴れる

盃を重ねて共にまどろみ
右かれひ左ひらめの寒平目
頭巾まぶかに弱法師なり

長編はやがて佳境に入るらむ
あなたを追ってローマ空港

ベドソを割って生えてくるもの

難民の群に嬰抱くたばね髪

後の月万象青く鎮もりぬ
翁の像に栗たてまつる

ナゥ残る虫荒壁の辺に潜むらし

成於耕泰さ成耕さ泰於さ耕成泰於さ成耕

文化祭も今年で七回目を迎え︑隔年刊の﹁合同作品集﹂も第五集を数えることとなった︒

京左え弥左治京え弥左治京え弥左治京え

ノザソクロス

於泰さ成泰耕於さ成泰耕於さ成泰耕於さ

歌仙﹁北十字星﹄
喜多さかえ捌

白鳥座膳鋭角に北十字
雪嶺の涯詩は研せり
顕彰を寿ぐ紙面コピーして

同窓会の会場を決め
天守閣の姿全き月今宵
揺るるともなき白萩の叢
ゥそぞろ寒仮名文字の跡なぞりつつ

源氏ひとすぢ須磨明石まで
触れもせず征きたる遺影凱旋す

津々浦々に肥る生足

なにを購ふユーロ硬貨に富本銭

タイムトソネル抜けて長閑けき

立体絵本仕掛けあれこれ
退院の準備おほかた整うて

Ⅱ一等畦朋ゴ托申藷︵文音︶

霞のかなた未来明るみ

街騒のとだえ落花の舞ひあがる
件
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か

か

か

か

か
か
か
か

詐欺師は例のサングラス掛け
月涼し映画の試写に招かれし

犬が嗅ぎゆくのれん横丁
総理殿やんわり外らす胸の策

毒もくすりも神のみこころ
淡墨の花の命のとこしなへ

焙炉の匂ひしるき茶処

恒 中 岡 山 喜
岡 田 本 根 多

︿仙台・宮城県連句協会︾

短歌行﹃つぶやきを﹄

平成十二年三月上旬の﹁みちのく松島連句大会﹂が契機となって︑同年五月中旬発足︒

一年半を経過した現在︑会員数は三十三名︒なお︑主な活動は︑年間四回の﹁初心者のた

母の呼ぶ声子らの散り散り

新世紀帆を張り上げて漕ぎゆかん

重ね手袋朝のジョギソグ

つぶやきを人に間かれし師走かな

高橋玻斗子

佐藤千賀子

三浦北曲

浅野史郎

狩野康子

夢消えぬ間にキス急ぎたる

痔の手術若き看護婦事務的に

宴のあとの気だるさに酔う

俳譜師お地蔵様とまず一献

失言多く隠岐に流さる

木田真智子

中村孝史

に︑芭蕉翁が来仙した史実に因む連句大会の仙台地区での開催を只今企画中です︒

めの連句教室﹂開講︑仙台市の開府四百年記念行事に参画しての奉納連句︵百韻︶等︒更

ウロ開けた木偶にやさしき月明り

垂石よう子

月涼し山越え響く乱れ打ち
尾鰭ゆらりと舞える琉金

孝史

狩野康子捌

軒の蓑虫風を愉しむ

浅野光子

ナゥ悲話読みて眼はとうにエイリアソ

てる子

史郎

秋田てる子

光子
史郎

かの恋は封印したはず秋の暮

北寿雄

真智子

プレイボーイの名をば返上

セソセイこぞりてアロマセラピー

葬送の曲は決めてる︒フレスリー

北帰行盛りの花を追うごとく

平成十三年二月一日満尾︵於・仙台市丸辰︶

艮櫓おぼろおぼろに

卒業の袴を着けし花の朝

史郎
北曲
史郎
寿雄

ＩＴ立国あとの土くれ

牧に仔馬の戯れる頃

小岩秀子

光子
秀子

ナォ機密費の回り回りて春の風
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︽日立・水無月連句会ｌその一︾

歌仙﹃地酒買ふ﹄
堀江水城捌

佳い仲間である︒そのそれぞれの個性が最大限に表現できれば︑それでいい︒一九九二

ある︒﹁奥の細道﹂を読み︑全行程を踏破した︒さあれ芭蕉を信奉するにあらず︑式目に

年六月に発足した水無月俳句会はそのような俳句会である︒連句会はほぼそのメンバーで

後藤算子
堀江水城

︵於・東海村舟石川コミュ

平成十三年十月二十一日首尾

一ティーセソター︶

霞に向かふ高速道路洲

花びらのどこより降るや山の音茂

渓流釣りへ寝ぼこ眼で遙

隣席の話題にいつか引き込まれ茨

身を投げ出して人命救助水

色つややかな林檎を噛じる茂
ナゥピアスして時代祭の武者姿算

風呂沸かし帰宅を待てば上る月と

鬼コーチつく少年野球洲

乱雑に玩具散らばる部室みえて遙

キスマーク隠すドレスを選びかねと
心うつるにショ︒ハソを聴けば算

お守袋肌身離さず算

西の方雷雲のおどるしく水

飽食の日本を襲ふプリオソ禍遙
ニュース番組ドラマ押し退け茂

心せはしく夕餉の支度茨

縛せられもせず︑自由に︑人の世の多事多端を捉え︑人情の機微にふれようとする︒

名残の月を映す天水
大山とし子

木犀は何処に咲くや地酒買ふ

便りもなくて時は過ぎけり

ミュ ー ジ シ ャ ソ 路 上 に 秋 を 唄 ひ ゐ て

小面を吹く風の涼やか

夏まつり幼馴染みの暹しく

算

安島茨穂
上条洲紅
高木遙子
宮本茂登

ゥ一芸に秀で老後の不安なく

と

水

洲

茨

瞳潤みて思ひ万感

秘湯求めて峠を越えぬ
片隅に交はす盃人目避け

園児無邪気に千羽鶴折る

茨

水

辛戊

遙

賜るやうに崩れる摩天楼
月冴えて与ひょうに残る布の白

虎落の笛を日もすがら聞く
世を捨てし庵に煩悩止みがたし

算

と

噂りしげき林をぬけて

洲

あくがれ出づる魂は千里を
花びらのくるめき流る広瀬川
ナォ買はれ来し仔馬牧場に放たれぬ
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︽日立・水無月連句会ｌその一一︾

歌仙﹃夕時雨﹄
根本

十津川を大和へ越ゆる夕時雨

研となりて鱈匠の笛

出席を迫る葉書の舞ひ込んで
窓のカーテン小さくふくらむ
見上げたる月天心に澄み渡たり

鯏糾を囲んで子等の歓声

ナォモトクロス世界制覇と四月馬鹿

カットグラスに赤いワインを

信号に動く人波見下して

友の会とて募集してをる

美茄子捌
堀江水城

お揃ひの手袋買ふた嬉しさに

眞紀子降しの風が吹き荒る

根本美茄子

小岩菖蒲
岩下秋月
片野弥恵
舟生笙風
山中杏里

柿落ちる背戸に月影青々と

橋渡る二階建バス大揺れに

ロソドソブーッいまは流行らず

ずれてきた鬘気にして伸びあがり

ぐっと抱き寄すシリコンの胸

長澤矢麻女

童謡を流す明るいケアハウス
エプロソの紐立て結びして
花吹雪浴びて踊りの輪を広げ

陽炎の中現はるる犬

︵於・東海村舟石川コミュニティセンター︶

平成十三年十月三十一日首尾
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ぎれぎれに鳴く蟠蝉の声
ゥ新米の香のつややかに炊きあがる

行列の先何か賑ふ

穴惑いをる寺の石垣

ナゥ乱れ萩亡き嬰しのぶ昨日今日

美
弥

掌にじゃらじゃらと鳴らすおはじき

眼力の狂ひ贋作っかふしと

人の好みも十人十色

美

秋

て

薄味もいつしか慣れた手前味噌

矢

菖

猫のっそりと庭を横切る

朝涼し有明月に見送られ
還暦期して夏籠のひと

水

一日遅れて補聴器届く

矢

秋

かたくなに耳を塞いで倒産し
名木に今年も花が咲くといふ

矢美笙美菖弥笙菖美弥杏矢杏秋笙矢菖杏弥

︵東京・未来図連句会ｌその二

歌仙﹃白牡丹﹄

一九九○年︑俳句﹁未来図﹂の主宰である鍵和田柚子師より連句部門を作り︑その指導

をするよう依頼された︒誌上の連句を経て︑未来図連句会としての座を持つようになり︑

師系は東明雅師であり︑蕉風の伝統を守りつつ且つ︑新しい連句の可能性を探りたい︒

事情の許す限り毎月一回︑幾分の変遷を経たが熱心な連衆に支えられ今日に至っている︒

貰ったものですべて間に合ふ

ゆ

と

ゑ

ナゥ挿絵画家催促肴にぬくめ酒

音さやさやと茶立虫かや

不老不死なる薬みつかり

名月に手のとどきそう小海線

鉄砲玉が他で名を挙げ

神宮の池の大鯉亀と棲む

筆町とゆゑ恵 ゆと恵ゑゆと恵 とゆ町ゆ

原田千町捌
原田千町

長びける医療救助に顎の鬚

たましひのいるにやあらむ白牡丹
延平いく︑と

幸喜みゑ子

チェーザレポルジア妹が好き

冷えたピザ味まづよしと毒味され

空爆誤爆面目もなし

苑辺にひびく郭公の声
須賀一声心

紅露ゆき子

ルービックキューブに吾子の挑みゐて

また取り寄せる雑誌カタログ

空の旅丸窓の月道連れに
ゥ恐龍の骨のブローチロザリオ祭

と

僧形となり踏む霜柱

恋敵狐罠より怖しく

感違ひよりはじまりし仲

町

宙心

歌集を抱き戦場へ発つ

ゆ

灸据えの日が丁度明け番

臥遊録には山笑ふとぞ

平成十一年五月十三日首尾︵於・神宮前区民会館︶
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きのこ料理に三つ星の店

新知事の国建て直す気概あり
居間の障子に切り貼りの跡

ゆ

見し夜は夢にも花の吹雪舞ふ

Ｅメール噂がひとり歩きする

猫二匹侍らせてをり冬の月

と

ゑ

宙し

ゑ

宙心

ユースサッカースペイソに負け

ゑ

雨となるきぬぎぬの沓隠さうか

泥棒市路地の奥まで並べ立て

盃交はしみんな友達

大江戸の母なる川の花筏
風船が行くビルの裏側
ナォアソグラの主役が今日は畑打ち

執

︽東京・未来図連句会Ｉその二︾

歌仙﹃旅硯﹄

おぼろの中に母のかんばせ

延平いく︑と

ゑ

ゑ

ナォ急流に操まれし鳴門若布干す

夜逃の荷物人形の泣く

須賀一声心

瑠璃の蜥蜴を攪ふ白猫

公

美

原田千町捌

夏籠りの僧につめよる女ゐて

赤ワイソ身体によしと薦められ

芭蕉忌や手に入るほどの旅硯原田千町
落葉を寄せて丸くなる猿幸喜みゑこ

淑

すっぽり嵌まる皮張りの椅子

奈落の底に見たる悦楽

虫籠の音をこぼしゆく吾子小泉義重

満月の池に浮びし笹の舟内田公子

押しくら饅頭伸びて潰れる

もったいないなどと云ひつつ粗大塵芥

美

ゥ錆鮎のにはかに酔ひの深まりぬ紅露ゆき子

玉環を仰ぎて貴種の流離潭

不可思議な物音のする会議室

恋占ひのジョーカーが邪魔ゑ

ほのと秋灯こぼす産士
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懸賞に応募するのが習ひにて町淑子
エァロビックス週に一回平野美子

雑居寝だと云ひつあなたのお隣に淑

ナゥキリストの涙と名付け青葡萄
いつの間にやら読み終へし本

喜寿舅礫と月の涼しきゆ

商品券の元は税金美

宇宙 よ り 五 七 五 を 呼 び か け て 公

補聴器を使ふ判事の雛深き

秤聴廿蓉叶一一一耶十仁朋壗︵於・神宮前区民会館︶

次の世紀へ放つ風船

初鴬のよぎる飛火野

降り込みて花は古墳の褥なす

懐かしぎ路地を歩めば浮いてこい公

飴で寶銭釣ったお仲間淑

パリコレの夢の試作の集まりぬ重
韻を踏まないシャソソソの歌詞重

花万朶精神病棟誰の髪ゆ

と町と重淑恵 ゑ恵淑重と

︽豊田・ＷｅｂＢＢＳめぎっね座︾

脇起歌仙﹃桜かな﹄
キヅネスタッフ

さまざまのこと思ひ出す桜かな

虻のうなりの耳にひととき
山笑うガレージセール開かれて
スパイス棚にハーブぎっしり

横向きの自画像を描く月今宵

平成十一年三月︑インターネットＨＰ﹁矢崎藍の連句わ−るど﹂ＢＢＳ︵掲示板︶で発

アメリカからもアクセス︒方言を交えたおしゃべりが飛び交う︒付けと転じのメカニズム

足した連句ＫＵＳＡＲＩは︑十三年十一月現在一万四千句に達してなお続く︒国内各地や

もういいか−いまあだだよｌとのら

を確保︒捌きのかわりに数人のスタッフが時々句をチェックする︒

松尾芭蕉

沈黙は愛を深めるためにあるみのり

ナゥ萩の咲く庭に誰かの気配してしゅん

も一度いうけど行く先は月あづさ

まつすぐに家に帰れぬわけがあるタマ助

つぶしてしまえば自由平等り

生まれた意味は誰も知らないカンちゃん
じゃがいもに爵位があって茄でられる雪兎

息をのむ間に満ちる冬の潮霞

二十一世紀初の戦争ら

パソドラはおろおろあわて蓋をしめ風

耳をくすぐるひそやかな息マ

藍
ミャーママ

蕗

雨乞小町
麦

目吉
マ

町
藤里

麦
マ

スケッチブック未だ真っ白桂

踊りの所作のふと止まる時道草
淡々とそして渋々書く辞表たつみ

花ゆらぐ連句ＫＵＳＡＲＩの一万番町

町

蕗

々

拝聴Ⅱ一一一審に胆一口朋誇︵於・イソターネット︶

おぼろにうるむ窓ごしの星小晴

麦
マ

蕗

睡々
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一輌電車通るやや寒

ゥ珊瑚草能取の沼を赤く染め

君は手を振る逆光のなか
映画観てあとはひたすら歩いたね

老いて知りたる恋の哀切
イスラムの祈りの響く石の家
片目の猫がすり寄ってくる
冬の林檎とペティナイフと

月凍り文字化けしてる両︲冨画建

みんなで乗れば怖くない舟

遺伝子の二重螺旋を売る男

大花火今郡郵の夢さめて

ビアージョッキに盛り上がる泡

ナォ菩提樹の下に鋳掛屋店開き

捌

︽松山・重信・木曜会︾

歌仙﹃揺藍﹄

昭和五十一年十月︑松山市南海放送学苑俳句・連句教室が開講し︑講師は永田黙泉氏︒

当時︑松山連句会の会長であった氏から連句の手ほどきを受けた︒平成二年愛媛県連句連

盟の発足と同時に之に参加し︑木曜会と名づけて組織の一端を担うこととなった︒以来︑

弥茂京竜郁弥茂京竜郁弥茂竜京子幸美子斗

生物兵器世界震憾茂

三里のつぼに土用灸据ゑ竜

列なして閻魔詣の磑のぼり

弥

高層のビルに突っ込む自爆テロ京

ピーコピーコと救急車来る竜

学苑からは離れ︑月一回の例会と各種連句大会に参加して交流と研鎭を深めている︒

郁弥茂京竜

青野竜斗捌
揺藍の寝息やすらか合歓の花

そよ吹く風に鳴れる風鈴
朝刊のインクの匂ひ楽しみて
ホットケーキにかける蜂蜜

名月の草影しるき野の小径

引退力士郷土訪問弥

しんめうに猫の蚤取る軒の下京
言葉はいらぬ見つめ合ふだけ茂
母の手を借りて結びし岩田帯竜

色づく峰に秋霞湧く茂

繊月の浜に鳴き砂踏みならす京

ナゥ朝まだき庭にかしまし鴫高音竜

夢か現か入賞の報弥

新刊書宅配便で届けられ京

北斎残す天井の絵馬茂
松の林で聴ける春蝉竜

花明りして絢燗の大天守弥

拝雌廿一一蓉牝朋二持主朋雷︵於・重信町民会館︶
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雁渡りゆく故郷の空

大きくなりし改革の波

ゥ秋祭子等にふるまふ握り飯
出合ひサイトで結ばれし恋
熱覚めて三下り半のＥメール

落慶祝ふ紅白の餅

北京市の五輪決まりて沸き返り
あっ燗を酌める窓辺に月冴えて

乗馬訓練終へし若者

霊の晴れゆく山の湖

はらからと遺跡巡りのバスの旅
名代なるひょうたん桜咲き誇り

蝶々追ひて駈ける童

ナォどんたくの仮装行列整然と

小 青 菅 野 青
池 野 野 ロ 野

︽伊勢・杜の会︾
しやも

短歌行﹃軍鶏さばく﹄

荒木田守武ゆかりの伊勢神宮の杜のほとりで四年前に発足︒蕉風伊勢派を目標に掲げ︑

賛同する連衆が各地各座から集まって興行する︒連衆の本拠は各座にあり︑ここはいつで

月照りわたる緩き坂道

秋風や古市遊女のふたり塚
木村文子

小津睡心

青島ゆみを

寒月に影を曳きつつ盗み酒

老舗の算盤ひいやりとして

北鮮は言ひ分撤回する構へ

生れた子猫ぜんぶもらふわ

ゆみを

睡心
文子

時々に集う連衆の作品の微妙な作風が︑互いの刺激となっている︒

も誰でも参加できるシステムをとっている︒極言すれば固定メンバーは代表ひとり︒その

荷を解けば林檎の香り溢れ出て

村田治男

ハーケソを打つアイガー氷壁

喜多さかえ捌

曾祖父記す開拓のころ

大西貞子

天き死へトラソペットの韻きくる

文子

ゥいつしかに靴のサイズは二七

小西澄子

治男
貞子
治男

ゆみを

カンナ炎えたつ校庭の隅

ナゥあざやかに軍鶏さばきたる継母の手

︵於・伊勢市観光文化会館︶

平成十一年八月二十一日首尾

水晶谷へ誘ふかげろふ

洗礼式を待つ少女あり

片蔭のタイムカプセル身じろげり

澄子
睡心

ゆみを

かまとと姫は模を従へ

あいつゐなけりゃおれがゐるのに

横抱きにやにはに奴は消えてゆき

こんなところにあった穴ぼこ

文子
治男
澄子
貞子

ゆみを

桃︑李︑李白を気取る花の宴

睡心
執筆

なだれ落っ太平洋の花吹雪
煙漏れくる海女小屋の軒
ナォ暮れ遅しマザーグースを録音す
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︽川崎・八千草連句会︾

歌仙﹃蟇一歩﹄

俳句と連句を一挙に学びたく︑宇咲冬男先生に十年師事した︒後︑近隣の同志の輪に始

まって俳句・連句誌﹁八千草﹂を主宰し五年になる︒それ以前からの連衆の和は多くの捌

山元志津香

ピアス耀る千手観音仰ぎ見る有賀元子

山のあなたへ新車駆りたて厚

いう人までいる︒温故知新に立った型にはまらない俳譜自由の実践も試みてゆきたい︒

●●●●

き手を育てた︒月一回︑虚実こもごもの人世曼陀羅を綴り合う楽しみは︑俳句より好きと

藤原りくを

高木厚子

山元志津香捌

蕗の広葉を叩く雨粒

瞑想のそろそろ終る蟇一歩
心腹の友待つ銘酒並べゐて

祭の夜に身籠りし嬰元

くちなしの甘き香りを漂はせ厚
志ん朝師匠あっけなく逝き澄
士心

澄

蓮の実はじけ波紋ひろがり

収穫の蔵に皓々十三夜を

田舎の親父惑ふケイタイを

おしゃべりを無言にさせる懐石膳英
を
士心

澄

カメラはらはらフリーライター志

ナゥ蜻蛉追ひ夢ばかり追ひボヘミアソ澄

葉

厚

厚

中村澄子

大バーゲソのちらしポケット
博
さっきから鏡のあの娘気になりし渡部葉月

テレビゲームの姉妹おとなし

月白の海を匂はす
船溜り
ざぼん
坂のはづれに朱藥売る声

ゥ西郷どん紅葉かつ散るただなかに
どだいこちとら擦れっからしさ
君がためならばと離婚押しまくり

着衣のマハよ裸のマハよ

淘撲警戒の巡査凍える

厚

ヴァチカソのドームくっきり今黎明
すり

澄

長寿社会の医療煩雑

雪解雫の埋める五線譜葉

肩凝りに効くと貰ひし試薬品元

小鳥の巣箱木目新し

澄

花吹雪身に吹き溜りあるがごとを

平成十三年六月二十一日首

士心

物江晴子
本多通博
中島英子

鍋焼に眼鏡くもらせ月の路地
その若さ水中エァロで気焔あげ
デッキチェァーに寝入るスピッツ

澄

平成十三年七月十九日尾

脇道の午後は気ままの花明り

弥生狂言笛は瓢々

晴

︵於・相模原市大野南公民館︶

ナォ懸凧ぶらりとあそぶ村出口
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︽横浜・璃沙連句会ｌその一︾

半歌仙﹃鴨の池﹄

①旧制浦和高等学校同窓者の俳句会﹁くぬぎ句会﹂の有志により六十年二月発足する︒

②母校及び寮の在りしところを﹁珸沙が原﹂と称したことに由来︒塔は美玉のこと︒

あくた

上げ潮の芥漂ふ隅田川

④全員捌きが出来るように研讃する︒積極的に他結社人と風交すること︒

③会員六名︒例会は隔月一回を原則とするも年間五︑六回である︒

土屋実郎

鴨の池魚鱗の陣を張り了へし北村かつを

法界坊の喜捨を請ふ声

士心

一で買ふ永田ほうしよう

月明り浴衣の藍のいよよ映え

土産の花火コソビ

ルーキーに節税コーチぬかりなく
むじな

狢と狸とかくこの世は
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をちこち燦く枯芦の旗戸谷是公
ほどノ︲︑の厚みボーナス懐に土屋実

夢想旅行の時刻表読む酒井久志
前山を待宵の月離れ初め小張昭一
エホレ

ｆハ

秋の貴公子るると笛の音坂田武彦
の酒の後なるむかご飯

がり

省庁の再編成るや花朧
老人ホーム春雨の中

︵於・旧制浦和高等学校同窓会事務所︶

平成九年十二月九日首尾

圭弐

捌
ノ巳、

郎

志

郎

〃、

ゥ母許

染を旧姓で呼び

恋の筋書末は心中

たぷ

黒髪と薄き耳朶いとほしむ

馴

郎
＝ヒ

彦
公

幼

︽横浜・珸沙連句会ｌその二︾

半歌仙﹃余寒﹄
土屋実郎

鈴蘭の鉢並ぶ入口
小張昭

土屋実

石川和

卒業を祝ふ一家の宴開けて
坂田武

鰻屋の幟はためく余寒かな

酔ふて候と髭の大伯父
皓々と天心の月みそなはす
すずき

＊

ふなばた

鱸が鮠を洗ふ舷

かほ

ゥ鳥獣の貌面白や僧正忌
＊＊

三尾を巡る錦秋の旅
ゆきずりの人より貰ふ胡麻煎餅
＊＊＊

箸の袋に電話番号

ホルコメネ・エーェ色刷り復刊に

四十八手に裏と表と
出来ちゃった結婚披露土俵入り

長野五輪に雪晴れの月

甘酒を舌焦がしてもお代りし

＊＊＊＊

塀に烏居と宮刑の文字

梢より花散らしたる雀の子

東踊の案内いくつも

ノく︑声﹂︐〆﹂○

＊鯛を洗ふⅡ釣られた魚が逃げようとしてもが

とがのおまきのお

＊＊三尾Ｉ高尾・栂尾・槇尾・紅葉の名所︒

＊＊＊く○房︵︶日日①ロ①両胃Ⅱ﹃完全なる結婚﹄

＊＊＊＊宮刑Ⅱ古代中国の刑罰︒男子は生殖機

死刑につぐ重刑︒

能を去り︑女子は監房に幽閉︒

までおつきあい戴いた︒

発句の作者石川和光さんは水戸高十三回生の方
である︒たまノ︑事務所に居られたのでお誘いし
たところ︑快く連衆に加わってくれ︑半歌仙満尾

平成十年二月十日首尾︵於・浦高同窓会事務所︶
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捌
光彦一郎光

彦郎一光彦一郎

郎 彦 郎 光

︽東京・葉門連句会ｌその一︾

歌仙﹁藍文字の﹄
福島新吾捌

藍文字の酒徳利に梅一枝
うつらうつらと春宵の夢

龍天に昇る勢い望まれて
パソコン修行孫が手ほどき

故木村葉山︵健一一郎︶先生の流れを汲み︑井口昌亮を中心に平成元年三月発足︒その後

十二年︑月例会をほぼ継続︒磯直道先生の指導を受け︑国民文化祭への投稿もはげみに︑

木鐸打ちて人気なぎ寺

川流る宇治十帖はお茶どころ

あたら才女のながめせしまに

直

高山佳子

矢口美穂子

時

楊

︵於・世田谷区代田区民センター︶

平成十二年二月十日首
平成十二年六月八日尾

トリコロールの風船の束佳

花あかり亀万年のめでたさに時

床にかかりし隷書のお軸た
置物のように古びて母在す楊
謡のテープくり返し聴き直

ナゥ新そばと柚味噌で猪口をかたむけつた

風の盆とて胡弓朝まで潤

眼鏡かけじっと数える０の数楊
生きてあるこそ煩悩のあり久
湯煙をかぎ分けのっと望の月美

紬の上下奮発せんと佳

夏潮を睨むシーサーロをあけ佳

いつの間に親友となる大鴉直
雨しとど降る卯の花垣に美

亭主別れてゴミ袋出すた

朝ドラのシソグルマザー元気よく楊

ふと耳にする訓りなつかし潤

ん月例が難しくなり︑随時の興行で存続してゆきたいと思っている︒

そよ風のような雰囲気を楽しんできた︒その間離れた会員は僅かで現在ほぼ十人︒だんだ

福島時子
今井楊

楊

臼井久子
内田たづ

久

いつの日か月にいこうと言われても

直

凍ての月仲たがいせし兄想う

明石潤子

野坂民子

杜はすかいに飛べるむささび
ゥ巡回のサーカスじんた秋の里
ジェルソミーナのぬれた涙目

磯直道

あの時に恋の告白なぜしない

雪見る旅の列車待ちつつ

時

井口昌亮
福島新吾

楊

苦吟して句帳はついに白きまま

御馳走たべて高脂血症

我が庭に古木の花が散り敷きて

あるともみえずゆれる糸遊
ナォ街道に名代煎餅屋虻が飛び
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︽東京・葉門連句会ｌその二︾

新吾先生傘寿記念

歌仙﹃茜蚕いノ︑つ﹄

福島新吾
福島時子

磯直道捌

傘寿を祝げる朧ろなる月

磯直道

夢いくつ浮びて消えし老いの春

聴りに借景の山笑いいて
今井楊
新

高山佳子

児等一列に揺らす吊り橋
釣り人の糸の先なる魚光り
暑中見舞にそえる似顔絵

矢口美穂子

内田たづ

ゥ馴れそめは大夕立にあいしこと
高らかに鳴るウェディソグベル

駅大騒ぎ蜂の巣ができ時

佳

ナォ親不知しくしく痛み暮れかねて佳
あたら美貌を鏡にくらし
時

離婚劇シナリオばかり幾通り

世界一周ＱⅡの旅楊
ふるさと

わが故郷は雪が自慢でた

日本人チーノメキシコベトナムか新

楊

佳

禍の火にまたぎの頃の狩り噺時

棚に並べし縄文の土器た

助教授は裏の稼業にお忙がし

英語の俳句何と鐸そう

ケイタイで月とお話出来るとか臼井久子
いる

新

野坂民子

酔うて候ばたり侍

新

江戸切子注ぐワイソの赤い色

彩とりどりに庭のコスモス美
ナゥ友に声かけそびれたる秋祭民

塩爺と真紀子かけより純ちゃんと

時

母直伝の鶏の丸焼時

︵於・世田谷区代田区民センター︶

平成十三年九月二十三日

平成十三年四月十日

みも
寮歌流れてかすうむ
湖の面佳

ウイソクをすれば全員ハッピーに直

新

うちの松茸これはただです

民

花吹雪宴たけなわに降りしきりた

樟脳舟に水でびしょびしょ

双塔を金に浮かせて望の月

民

た

土塀に眠る鹿の一群

ナナハソで去りし茶髪の残す音
コーヒー缶とおにぎりをもち

楊

民

ゴソドラは花の雲間を抜けてゆき
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平成八年十月である︒以来毎月第一・第三金曜日の昼・夜﹁理屈を云わず︑我が家の俳詣

ある︒俳誌﹁くさくき﹂主宰の磯直道先生ご指導により連句実作教室が開講されたのは︑

︽川口．よみうり文化セソター川口︾埼玉県川口市は鋳物の街として知られていたが今はベッドタウンとして緑豊かな都市で

歌仙﹃白蓮﹄

磯直道捌に遊ぶ座の文芸﹂をモットーになごやかに幅広い年令層が勤しみ︑楽しんでいる︒

白蓮は弁天堂の朱に染まず磯直道椿山荘に低きシャソソソ悦
マサ

涼しき朝を歩く池尻佐渡谷ふみ子旅立ちのトラソク荷物網かぶせ誠
オカリナの澄んだ音色の流れきて柏村誠子訣別の念じわり胸うち美
学習塾はいろはにほへと辮轆縫ネックレス真珠の糸がふと切れてふ

散りぬるを我が世誰ぞと仰ぐ月縫夏風邪もしや死病なりしか美

ろ

空傾けて渡りゆく雁ふ鮮やかな錦の袋長命綾誠

ゥごうと風芒ヶ原は鬼女の相柴田美代子源氏の君が牛車軋ませ誠

﹁地の果てまでも連れて逃げてよ﹂誠恋多ぎ役者稼業が捨てきれずふ

ろ
燃えにもえ一夜明ければ只のひと美嫁と姑の繕いぼし
濫瘻縫

爪噛むによし手袋の穴小川廣男ナゥ悪童の声かしましく蝮取り猪俣光子

酒のあきびん部屋にころがり笠原悦子政局はいよよ混迷小望月ふ
アメリカソショートヘアとは猫のこと美団栗ころり落ちる山道悦

寒の月寒九の水を飲みほしてふトイレを目指し走る私美
健康管理頼ることなく悦珈琲の香りただよう喫茶室美
春雨にてるてる坊主首かしげ悦長閑な昼に舞える蝶々ふ

新入生を待てる校門誠花吹雪鯉の覗ける淡き雲光

平成十二年十二月一日首尾

花に花満ちたりている真人間美遠ざかりゆく遍路笠かな美
欠けたるものの無くて大味縫

ナォ・ハン作り腕を上げたる焼加減ふ︵於・川口市よみうり文化センター︶
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︽船橋．よみうり文化センター京葉︾

歌仙﹃豊旗雲﹄

船橋市に﹁よみうり文化センター﹂が開設され︑平成四年に今泉宇涯翁が連句講座を発

足された︒宇涯翁が連句協会々長に就任以降は引地冬樹が引継いでいる︒講座は︑連句の

南条巷

タロットの占い信じ長い爪
蝋燭の火のゆらぐ唇づけ
雪橇の毛布に隠れ駈落ちの

どっと沸かせる女大臣

三句仕立てを三つ物︑四句以上を付合いとして︑俳譜のある日常生活を奨めている︒

みならず俳句俳文を含めて日本文化の基調をなす﹁俳文芸﹂を語る︒一句仕立てを俳句︑

上野弘

氷の家に産みし赤んぽ

捨てられし空缶の音からからと

稜光倶楽部︶

慶樹慶巷和雄弘樹弘樹弘巷〃樹和雄弘

引地冬樹捌

頭上まで豊旗雲や初み空
玉砂利を踏み掬う若水
坂根慶

引地父﹃

あさり売り来る声ののびやか

淡雪の鄙の茶席にまねかれて
岸田和
猪口義

日は西に月は東に仔猫生れ

祈りの言葉胸にしまいて

見え見えの嘘で励ます癌患者
選挙のビラはすぐに破られ

竹光のながどす月へ振りかざし

赤城の山に虫すだく頃

ナゥもてなしの松茸飯をどんぶりに

指にきらめくダイャゴールド

一ア蝶々のごと

道楽が昂じてプロの溌さばき
立ち読みマ

花びらが札ビラとなる夢の中

柳紫ふわりと午後の墨堤

平成十三年一月十日首

︵於・六本木

平成十三年七月二十六日尾
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まどろすパイプ粋にくゆらす
ゥ沖を見る女の背中むせびおり

無口な漢すこしうろたえ
モソ ロ ー の ス カ ー ト め く り 上 げ る 風

ジャズが黄いろい銀座裏町
飛魚をイタリア流に料理して

ワイソ傾け古稀の乾杯

菊人形の足ぞ暹し

月蝕のモーゼの杖は海を断ち
蟷螂の離れじと身を枯れつくす

浮きっ沈みつ回転木馬

花かざし舞えよ踊れよ新世紀

大川端に亀の鳴く声

ナォ行く春の芝居に涙にじませて

和巷樹弘雄樹雄巷慶弘樹和樹雄子子子子樹

︽豊甲竜神連句会︾

平成十年一月に矢崎藍先生をお迎えして︑﹁おしゃべり連句講座﹂として公民館講座を

開講して頂き︑その引き続きで現在に至っております︒会員は十三名︒月一回のペースで

いい人生への目を持ち続けることがモットーです︒

人生に対する温かい視線︑それが率直に現わせるように皆と励まし合って楽しんでいます︒

月を待ちつつ便り書く母塚本益美

矢作川墨絵ぼかしに萩の雨長坂節子

思いのたけをセーターに編む文子

君を待ちためらって引く赤い紅宇井美和子

途絶えたネットやっと繋がる小泉桜方

二十韻﹃萩の雨﹂

ことことと南瓜の煮える匂いして松井文子

しんとして犬も丸まる冬の月︵矢︶美代子

長坂節子捌

広告の品念入りに見る田中イスズ

イチロー活躍セイフィコフィールド武藤美恵子

ナゥ乾杯の音頭に気勢県人会文子
黄旗はためく横断歩道美和子

ゥシャッターを下ろしたままの店がまた浅野寿治

もう一度恋してみるかといい笑顔矢頭美代子

ラソドセル背からはみ出す花の門とみこ

故郷行きの↓ハスが出ていく辻斉
あなたの物がふえていく部屋近藤とみこ

初蝶飛んで心うきうき益美

︵於・トヨタ自動車・厚生センター︶

平成十三年十月十八日首尾

軽鴨が向き合い踊る池の縁細川美代子

湖北観音新緑の中高見智子
ナォアフガソの子らよどうして時すごす︵細︶美代子
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︽仙台・連句会ひらめき︾

短歌行﹃夕立﹄
狩野康子捌

狩野康子さん︵連句協会理事︶が︑平成七年にＮＰ○法人シニアネット仙台の活動の一

つとして立ち上げた会︒会員は八人︒月二回の例会では狩野さん︵捌︶を中心に︑いかに

﹁夕立の巻﹂は︑国民文化祭・ぎふ弱において大会実行委員会長賞を受賞︒

して生き生きとした付け味で︑現代を編集していくかという勉強を重ねている︒例会作品

麻雀歴も記す履歴書

暗号名変えマラケシュヘとぶ

狩野康子

北寿雄

夢つなぐひと夜の恋と知りながら

墨の色決まらず夕立兆したり

田中裕子

寒三日月に熱き耳朶持ち

糞虫の気高きまでの大図鑑

ボラン テ ィ ア ガ イ ド の 声 の 響 く ら ん

高橋良雄

かるく咳イソターネット開かんと

佐藤千賀子

古きジーンズゆったりと穿き

小岩秀子

高官集まるシェルターの中
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ゆれる葉裏をつかむ空蝉

ゥ月光の縁先に麺麺忘れられ

中村孝史

千

ゆがみ美し手捻りの碗
花に風孤高楽しむ魯山人

根釣に倦んで偲ぶ故郷
烏渡る機に精だす若き妻
かるやかに街から街へ郵便車

史

仔馬しっかと立ち上る朝

ナゥ乱世は南無阿弥陀仏の信徒増え

開け放たれて南面の窓

裕

康

笑い声花ふりそそぐ手話の宴

秀

いとけなき子の寝息やすらか

ひと口に食う鱒鮨にむせ

千

拝聴叶等廿調月什唾印鑑︵於・パル・長町︶

ナォ背ナたたく人が後に暮の春

史 雄 良 千 良

史雄秀

裕

秀康

︽仙台・連句会﹁遊﹂︾

仙台で昭和二九年から三九年迄発行された連句誌﹁遊﹂の会員だった二十代の若者が︑

ぎ上くぎ

ひょんな事から数十年を経て知らぬ同士が再会を果し︑主宰の故・飯田岳模氏を偲び︑同

名の﹁遊﹂連句会として二○○○年を機に結成した︒特長は当時に倣い﹁連句と玉戯﹂の

遊びを楽しもう会である︒頭も体も使って︑座も文音も昔を取戻そうと五名でスタート︒
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二十韻﹃秋ざくら﹄

けむ

夫 子 男

康 夫 子 男 郎 康

小野寺妙子捌

郎ナゥ飽食の心飢えたる民増えて

犬猫の鎮魂塔や秋ざくら小野寺信一郎隣家近くて遠き仲の世
白露に裾を濡らす細道鈴木文男筒井筒幼馴染は外シ国に
観覧車手を振りやがて月載せて小野寺妙子燗酒飲んで語る胸中
母子並んで鯉に餌をやる奈良榮夫露天風呂顎まで浸り寒の月
ゥ鶴噴の跡をとどめて切通し中村記康我が代までの鍬洗う父
地震強ければ彼ヘヶィタィ

不意の客寝乱れ姿気にしつつ男尊徳像に山焼きの烟

秤率廿一蓉仙調月二耗朋篭︵文音︶

コルト向けられ憎然とする子教室の子等はにぎやか花の雨
キャソプする中州を襲う夏出水夫海辺の窓に映るかぎろい
獲物街えし斐翠の発つ
ナォマソショソの最上階に住みなれて

康
郎

︽横浜・連句会遊子座ｌその一︾

磯近く葭費をしまう人ありて

蕉風を学びながら連句芸術を愉しむ同好者の集まり︒連句は旅の如しという祖翁の心に

我々を自ら興ずる旅人と見たてたもの︒蕉風の式目活用が勉強の中心だが︑その真意を曲

語や人口に謄灸しない言葉は極力避ける︒キーワードは﹁変化﹂と﹁風雅﹂︒活動十年目︒

げずに現代を詠うことが当面の目標︒漢字・仮名遣い・用語等は現代のものを主とし︑死

時差を考え送るＦＡＸ

組の素材留学生に人気あり

筆洋一ひ泰英泰一英 ひ一洋英勝ひひ一

歌仙﹃降りみ降らずみ﹄
和田忠勝捌

認知せし息子娘と同い年

ライバルと酌む酒のほろにが

木谷英子
和田洋子
大駒泰子

九時から並ぶパチンコ屋前

キーワード環境感性余暇ならん

雲垂れて降りみ降らずみ半夏生

栃木やよひ

ホモやレズでも恋は恋なり

和田忠勝

廊下の奥に蚊遣煉ゆらす

静寂を破るバイク楓爽

切手ばっかり年賀状籔

東京でたった独りのクリスマス

自動車交渉共に譲らず

アメリカソドリームの野茂応援し

英

平成七年七月二日首尾︵於︒横浜市綱島松聴軒︶
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句会終え帰途に大きく丸い月

ひ

洋

大駒誠一

勝

声からひける虫図鑑欲し
ゥ畑中の墓覆うごと萩乱る

謎の集団村を占領

名月の上でふわっと跳ねたいな

洋

ボートレースの声もかろやか

長病の母と鎮守の花に酔う
ひ

美味の求真と旅の番組

月凍る屋台の客の国訓り
白犬が待つ冬ざれの道

泰

恩師にっこり卒業の朝

英

ひ

在宅の介護サービス認められ

泰

菊の枕でぐっすりと寝る

洋

ナゥ軒先の瓢箪干しも慣いにて

お土産は何かと籠の鶴鵡言い
シャネルの五番ボディコソの腰
こうなれば後は親父をおとすだけ

泰

ミルクたっぷり旨きコーヒー

若すぎるとて甘く見られる

山峡の駅舎にか上る花静か
ナォ憧れは陽炎燃える先にある

執

︽横浜・連句会遊子座ｌその二︾

歌仙﹃ものの芽に﹄
和田忠勝捌

佐々木けん

榎本良之助

和田洋子

分讓団地烏交る軒

ものの芽に雨のしずくの宿りけり

雛仕舞う雛の掌武骨にて

水明如来うら上けし頬

ナォ母と子の姉さんかぶりお茶を摘む

富士の裾野の心地よき風

舵を当て前帆もあげて波を切る

しお時なりとホテル直行

新世紀生きる女性のパンと薔薇
ためつすがめつ飽かず眺める
中たり券持つ手ふるえる宝くじ

節季の払い取らぬ釣り銭

かき餅に豆落ちし跡二つ三つ

洋

玉生うめ子

栃木やよひ

教会のパイプオルガソおごそかに

着物の裏地濃淡に凝る

ナゥボストソの周りの紅葉誰見るや

鹿増えすぎて論争の種

花篝大観の筆火を弾く

しゃぼん玉から世界飛び出す

松

︵於・東小コミュニティハウス︶

平成十三年三月四日首尾
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我家自慢のだんご練り上げ

無重力宇宙船にも月の差し
少年の夢燃えるかまっか

奥歯の揺るぎ舌で確かめ

淑

盃の月乱さぬようにそっと飲み

助

辻賢次郎
木谷英子
和田忠勝
中井淑子
中井啓輔

老人集い禅の問答

ん

ゥアトリエに終日籠り秋惜しむ
フリータイムは成行のま上
二人してオーロラ青き船の旅

黙々とバットの素振り夏の月

淑

夜明けに滝れる旨きコーヒー
石を置く指悩ましくダメを詰め

ビール一杯喉ならし飲む

郎

心のくもり徐々に融けゆき

赤字の苦労おしゃれ工房

ん

心電図ついに宣告﹁やせなさい﹂
花ひらり追うようにしてまたひらり

辻

ん郎雄英淑 んひ雄ん郎英洋輔郎 淑雄めひ洋

︽茨城・連句倶楽部︾

歌仙﹃秋澄むや﹄

梨を置く籠の位置など変えてみて

フルートの音を溶かす月明

単純に連句大好き人間の集まりです︒平成十年十月発会︒現在は毎月第三火曜日に例会

いことは言わず楽しむことと自由がモットー︒それぞれがいろいろな会に参加して様々な

を行い︑楽しい時間を共有しています︒時には一泊の勉強会も心がけています︒むずかし

珠

美

安売り商戦蔵の町にも依

月明り名代のそばに舌鼓美

案山子動かすリモコソが欲し

美

︵於・新宿滝沢︿一部文音﹀︶

平成十三年十月二十日首
平成十三年十一月十日首

天真燗漫野遊びの児等和

飴蕩として摩天楼あり高橋良風
咲く花に世界平和を願うらん〃

鳩飛ばす空いっぱいの夕茜依

ナゥ水音のしげきあたりの葛かずら悦
老いも若ぎも歩け歩けと藤沼和ヱ

珠

細筆に思いをたくし編む歌集悦

衿を正して御仏の道美

夏の蝶回転ドアをくぐり抜け依

入道雲がもぐりもくりと珠

博士号目指す彼氏について行き悦

言われるままのポーズ悩まし

アイドルの少女を探すオーディショソ珠

白いベソチはペンキ塗りたて依

経験を積ませて頂いています︒

福田芙紗
加藤光樹
花巻珠枝
吉田慧子

衆判
秋澄むや赤城大沼真平ら

友から届く個展案内

古谷あやを

城依子

濱田美翠
萩谷悦子

芙

落合博一

色々の色とりまぜて七宝焼
揺れのやまざる園のサルビア

ゥお揃いの祭浴衣の若い衆
子連れの母が思いっのらす
旅の恥どこまで堕ちてゆくのやら

戸の隙間から犬の遠吠え

珠
美

美

悦

鮫鱸吊るは兄の役目ぞ

カルチャーのダソス教室賑やかに
カフェテラスでダイエットティー

タリバソヘ米の爆撃止まぬまま

悦

冬満月心に灯る父の像

積んでは崩す砂山の城

悦

珠

花の薦盃に浮かべて御返杯
灰を筋いて炉を塞ぎたり
ナォ烏曇未来見つめる西郷像
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︽東京・連句〃なな″の会︾

海軍兵学校第七十七期有志六名により平成十一一年一月発足︒﹁俳譜は老後の楽しみ﹂を

地で行って︑毎月銀座の︑ハー﹁ピッコロ﹂に集合︒発句の前にまず乾杯︒昭和二十年四月

中国マフィア闇にうごめき

正三

子楓

はるともし
を巻くのがやっとである︒

江田島に入校し︑敗戦までの四ヶ月の生活を共通の基盤として︑談論尽きず︑現在半歌仙

生き延びしことしみじみと春灯原田子楓

雪に濡れたらぱ蟹捲く荒男

実郎

半歌仙﹃春灯﹄

色も鮮やかプリムラの鉢土屋実郎

七分の出来で止まるスコッチ

勝夫

土屋実郎捌

桜鯛盃交わす止まり木に萩本勝夫

秩序なく忍と無我との日想観

英男

＊

さみ
帆船談議古稀の六人楠正ま三

人間の是非夢と良寛

正三

＊＊

望の月水脈くっきりと浮かび出て佐々木英男

花吹雪ひとひら毎に生の歌

昭三

かりがね

浜辺の宿に雁の列村井昭三

リフト満載笑う山々

平成十三年四月二十六日首尾︵於・銀座ピッコロ︶

＊＊観無量寿経に説かれる十六観の第一

＊スコッチツィードの略︒毛糸の手編物

満尾

ゥ秋の蚊に喰われて海女の乳豊か子楓

ひそかに渡す貯金通帳英男
昔なら重ねて四つのお仕置きに実郎

めぐり来る世は自由平等昭三
電脳のネットからまるネオソ街勝夫

−236−

︽横浜・連句パワー︾

オソ座六句﹃マイホーム﹄

一九九○年︑ハク＆座連句パワージェネレーションというユニットを結成︒新形式﹁オ

ン座六句﹂に取りくむ︒ロックバンドのポリスにならい︑一九五○年代生れの連衆を中心

マイホームページ始めの師走かな
ハネオキ

ハク

茸ｇ二日目届の．○号・目の︑冒房○日の奇の具ｇｏ雪①局

に張行︒途中︑連句．ハワーと改名︒新世紀を機に︑ＨＰでの無名性による中層連句を志向︒

扉の前のトナカイの橇

比呂子

浅沼嘆捌

しらしらと白き世界の夢をみて

雪菜
建呉
比呂子

雪菜
比呂子

季節の歯車を早く廻せスイートピーをまいてくれ

尾崎放哉

吉岡禅寺洞

朝世
瑛子

ハ〃ン

雪菜

せきをしてもひとり

目隠しした指の隙間で笑いこらえる

モンタナの空は大きい

ジャニスちぎて花結氷す

片っぽのピアスをそえた置手紙

このわだちいつかふんだわだち

瞑想の水になるまで座禅組み

四連

人文字が揺れて始まる九回裏の攻防

パ−チヨキグー

三

生きながら海鼠は空輸されながら

で１ａｎ
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連

アルミホイルに蠅は一むら

一一ｍｍ毛曄十一一一朋繕識︵於・インターネット︶

キ草菜流子

ほんとのわたし映す手鏡
月の出を街に知らせる組時計
はやも日の過ぎ秋風の立つ

接待旅行で巡る洞門

とまられえ俺たちやとっくに温暖化

プラスチックのようなる嘘を

注射液したたるままに身をまかせ

二

遠近の石灯籠みな倒れをり

雪菜
朝世
溺星
音隠

ネー雪吹比
オ 呂

浬

仮設住宅もう軋みだす

ノ、

二
連

平成十一年からはウエイトを同人八名を中心とする第三次連樂会に置き︑文音︵ＦＡＸ︶

勉強のために﹁連樂会︵連句を楽しむ会︶﹂を結成し︑作品は先生の加朱とご講評を頂いた︒

︽東京・連樂会︾結社﹁鹿の会﹂会員である自遊は︑主宰阿片瓢郎先生のお許しを得て︑昭和六十三年︑

歌仙﹃虹立ちぬ﹄

伊藤緑雨捌を主として捌を交替制とし︑しっくりとした作品を生みつつある︒

伽の世界にふっといつとき高畑自遊サーフィンのカップル浪に乱舞せり雨

片足を大河に浸し虹立ちぬ伊藤緑雨難民の子の笑顔たくまし右
天涯渡る風の涼しき沢木智恵子潭潭と湧きでる井戸を掘り当てて司
評判の花氷あるお茶屋にて中村洋右熱砂の島に遙か妹恋う梁

流るる楽は秋の声かも小林静司かぶりつき天井からの紙吹雪右

姫迎え雲還りゆく月さやか小林梁妊婦堂々ウエディング・ロード恵

いぐさ

ゥさわやかな首相に選挙盛り上がり恵大見栄を切り睨む満月遊
羅針盤読む瞳頼まん雨思いやるクレーターの荒れすさまじく梁
機関士はビキニ姿で焚くボイラー遊神の名借りて戦うそ寒司

いづら

まま

カート押す人彼は手ぶらで右ナゥままごとの飯炊く童女赤とんぼ恵
玉の輿それでも夫婦釧姓に司ふるさとに来て汲むお立ち酒︵注三雨
ペソトハウスを包む美ら海︵注一︶梁五浦なる岡倉天心不世出遊

霜下りて抽象描く玻璃の窓雨慶應早稲田学の院展︵注三︶右
七彩加う冬の月光恵風に舞い流れにまかす花筏司
服飾にブラソド志向根づよくて右山川草木春逝かんとす梁
無銘の碗を愛でて久しき遊
注一﹁美ら海﹂ちゅら海は沖縄語

財界を退いて米寿の桜守り梁注二来客が帰ろうとするときにすすめる酒食︑また花嫁

注三帝︵文︶展対院展︑官学対私学

で東北地方の風習︒

招魂祭でいのち愛しむ司が生家を出発するときに送迎の人たちに振る舞う酒

ナォにぎやかに阿呆鴉の鳴く暮春恵

堂を揺るがす狂言の舞雨

如是我聞空即是色生きよ今遊︲拝聴什三︾托朋什珪串需︵文音︶
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︽伊勢若泉連句会︾

両吟歌仙﹃炎昼や﹄

昭和五十八年十月︑字咲冬男氏の指導により発足︒伝統を踏まえた新しい連句の実践を

している︒創作だけではなく︑古典の鑑賞も会の柱である︒他のジャンルの個性とも交流
作であっても︒

男夫男夫男夫男夫男夫男夫男夫男夫男

しながら︑しっかりとした足どりで歩んで行きたいと考えている︒たとえ︑会としては寡

ノーベル賞に金大中さん

五十年五百羅漢に父探し

静かな曲のながれ涼しき

トラソプ占いスペードが出る
臓器待ち部屋に溢れている玩具

冬章冬章冬章冬章冬章冬章冬章冬章冬

宇咲冬男捌
宇咲父﹃
川田一早

炎昼やじっと動かぬやじろべえ

蚊帳吊り草を割きし縁側

冬﹃

冬﹃

夏期講座志を高々とかかぐらむ
浮き世さまざま人もさまざま
章

ひとり身の気安さに来し避暑の宿

趣味が同じで仲深くなり
再婚の自然農法子だくさん

カリフォルニアの土地の広さよ
雨月なりベトナム戦士に言葉なく

囲碁も将棋もプロの腕前

口閉じしまま熟れる郁子の実
卒寿とはまだ他人ごと秋うらら

野焼きの煙ふと匂いくる

風鎮のかそけき音に猫目覚め

汁一一一蓉圭朋三苛叩雷︵文音︶

いきいきと走り出したる花前線
田鼠の化してうずらとなれり
秤
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山の上に明鏡止水望の月
遠鹿を聞く古都の路地裏

冬﹃

一早

一早

風炉名残若き会主に華やげる

忙中閑のＩＴ寵児

冬﹃

一早

フォーカスをされてほんとの愛育っ

映画ブームが鄙に静かに

一早

冬︑

柳田国男慕う学究

産土の神は今でもうやまわれ

匁︑

幸早

冬月へ年の用意も様がわり

一早

冬﹃

うわさ話を酒の肴に

ペットホテルで初鶏が鳴く
関取の隅におけないかくし芸

冬﹃

一旱

一早

一斉に花雪洞に灯の入りて

疲れ眠れる遠足の子等
春汀異国の壜の流れ着き

夫夫男夫男夫男夫男夫男夫男夫男夫男夫男

︽仙台・若笹連句会︾

歌仙﹃春夕べ﹄

平成十二年度の若林区中央市民センター主催講座﹁日本を探して﹂の受講者を中心に結

成︒全員が連句未経験者なので指導の先生が頼り︒途方に暮れる時間の方が長かった時期

を経て︑最近は交代で捌きにも挑戦している︒毎月第四水曜日の例会と文音が何ものにも

今野福子
笹川圭子

落人村を高速路分け妙

時忘れ時の流れに身を任せ航

小豆煮て冬至南瓜の上手い姉キ

灰に埋れる洞爺湖の町圭
ー人で巻いた角巻の恋キ

追っかけろ逃がすな今だこのチャンス厚

シャソパソあけて祝う記念日圭

変えられない楽しみとなっている︒活動一周年と作品十巻を記念して作品集を制作中︒

春になる夕べの鼻の寒くあり
いずこともなく沈丁花の香
福

小野寺妙子捌

永き日の道化師玉をあやつりて
井上せつ子
伊藤キヨ子

泰然自若象の足どり

月の宿米寿の母と久々に

安斎厚子
圭

無いのも困る隠れ城塞航

Ｘ年﹁どこでもドア﹂が実現す圭

三日月たの
雫ひとつぶ葉を伝う厚
ち
わが太い極
拳をぱ賞むる鬼灯航

キ

ナゥ愛の羽根呼びかける子に小雨来てせ

福
圭

キ

航

︵於・若林区中央市民センター︶

平成十二年四月五日首
平成十二年八月二日尾

八十八夜茶所の唄せ

日曜の小学校の花吹雪福

文字はさておき絵手紙を書くせ

バザーにプリマそれリサイクル圭
露天風呂下駄をならして続きけり優

航

端居して川面に映る月明り
木葉木菟鳴く白む頃まで

厚

伊藤航

さんまにおろし辛味よく利き

ゥ八掛の赤あざやかに秋袷

力士の涙人目忍んで

髪を切り若くなったと誤解され
スペイソの菓子膝にこぼるる
耶蘇教のミサのオルガン響く島

寝もやらずパッチワークを作り上げ

坂本浩子
キ

木村優子

寂光院の不審火にして

せ

奴隷哀しき石積の塀

しゃぼん玉飛ぶ空の彼方に

花の土手静かに通る車椅子
ナォ目刺焼くあ・うんの所帯なっかしい
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︽さいたま・ワラハナ連句会︾

東京にある私立女子校の同級生の集まりだから︑初対面の際︑お互いの年齢にイマジネー

ションを働かせる必要はない︒結成してかれこれ十年︒学校の山荘︵浅間山麓︶の周りに

絵筆とりたる暖房の部屋

っごもりの夫の目線は若い娘に

モソローゥオークまねて歩めど

聖書の上に置きし十字架
摩天楼影を重ねて風を呼び

している︒連句の真髄を追求するというより︑サロン的な雰囲気を大事にしている︒

繁茂する地衣類ワラハナコケモドキから名前をもらった︒作品は不定期のクラス誌に掲載

児玉俊
永石直
杉山一兀

新藤礼
鳥山理

直礼元俊理礼直元 俊理礼元直俊理礼元

歌仙﹃緋の巫女﹄
児玉俊子捌

声ひびかせて帰る雁

飛梅に緋の巫女佇てぱ旅愁濃し

父は小さきを肩車して

レガッタの水脈ニタ筋が競うらん

夜の長さに尽きぬ語らい

孫の寝顔に笑みこぼれおり

ちかちかと星のまたたく真夜の空

逆上がり困らずちゃんと出来るかな

魚の跳ねいる遠き海原

テールラソ・フのひえびえとして

繊月になおもかそけき虫の声

ナゥ外つ国の戦火思えば秋傷み

やり直したき事の数々

酒酌めば古唐津は藍浮き立たせ

あわあわ霞む山峡の空

花枝垂れ幾年経しも浄らかに

ただ揺れている無人ぶらんこ

拝雌什三雲↑月床十唾申需︵於・新藤礼子宅︶
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指呼の間登り初めにし今日の月

ゥ山の宿妖窟めいてうそ寒く
コチコチコチと刻きざむ音
アリーナで抱き合うところキャッチされ

みんな選挙に行こうじゃないか

さっそく取りし親の承諾
不景気に変化求める民の声

子ら暹しく広き青芝

イチ ロ ー の ス ウ ィ ソ グ 月 の 涼 し く て

草餅を蒸す薫り漂う

ぱうわうと大型犬の品評会
良き友を得て目交の花に酔い

暮れかねる日の遠き追憶
ナォ長病に点滴の針痛ましく

直元〃理元礼直元礼元理礼元直衣子子子子

座談会﹁女性連句時代﹂

座談会﹁女流連句時代﹂
平成十三年十月九日於・東京日本青年館

出席者岡本眸
狩野康子
児玉俊子

日高玲
本屋良子
︵五十音順︶

いは西鶴の﹃古今俳譜女歌仙﹄などには︑さまざまな女性

の名前が見受けられます︒女性にとって︑俳譜は親しみや

すい文芸だったのではないでしょうか︒ところが︑明治時

代に俳譜そのものが下火になってしまって︑昭和四十年代

再び復興期を迎えた時︑女流連句人は本当に数が少なかっ

たということです︒この間耐私ちょっと思いついて連句年

鑑で会員数を数えてみましたら︑全会員数が約九百八十名︑

女性会員は五百数十名︑六百名になんなんとする数でした︒

雅号の方もありますから男性・女性取り違えていることも

が出されましたが︑今回一十周年を迎えるに当り︑その間

今村十年前︑連句協会十周年を記念して﹃現代連句集﹄

ですよ︒まず皆様がどういう気持で連句に対していらっしゃ

ろいろ話して頂くのは︑とても意味のあることだと思うん

だけの数の女性が活躍しているのですから︑今日皆様にい

ありましょうが︑まずこの位と見ていいでしょうね︒これ

に作られた優れた連句を集めて﹃現代連句集Ⅱ﹄を発行す

るのか︑その辺りから伺いましょうか︒あいうえお順で岡

司会今村苗

ることになりました︒そこでこの度は︑女流連句人に§女

本さんいかが？

振り返ってみますと︑江戸時代︑芭蕉の蕉風俳詣の初め

姿勢の第一です︒基本的に連句は座の文芸で和を大切にし

岡本テーマが大きいんですが︑楽しくやろうというのが

連句への姿勢

性から見た現代連句のあれこれを語っていただこうという
企画を立てまして︑今日は第一線でご活躍の皆様方にお集

の頃から︑女性の影があるんですね︒智月尼︑羽紅︑ある

ますから︑異なった個性の共生というスタンスをベースに

まり頂きました︒よろしくお願い致します︒

いは園女をはじめ︑﹃犬子集﹄とか﹃俳譜三河小町﹄やある
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狩野やはり楽しくやろうが第一歩では︒良い雰囲気を重

しています︒

言葉でおっしゃいます︒

しさを最近実感します︒東明雅先生はそれを連衆心という

される︒いわば在ることを保証される︑その構造の素晴ら

いんですけど︒︵笑い︶私の連句歴は︑実作は平成七年か

日高狩野さんのようなお捌きのもとで何時もできるとい

思います︒

えると救われますもの︒そんな場が欲しいって私は何時も

うしょうという時︑﹁その話は面白いよ﹂って言ってもら

その句が良いじゃない﹂って付けてゆく︒行き詰まってど

けるとなるとなかなかなので︑みんなで誘導して︑﹁あ︑

狩野うちの方はそこまでいかないの︒初心者だといざ付

と考えたり︑他の人を思い遣ることが大事かな︒

かとか︑こんな突飛なのを付けたら付けにくいだろうなァ

いつも考えています︒前の人がどんなことを考えていたの

分高いキャリアなんだと思ったりすると難しいですよ︒

本屋自分はこの程度のキャリアなのに︑前句の作者は随

今村座の文芸としての連句の特徴を言い得てますね︒

てるの︒だからその兼ね合いがね︒

を追求したら難しいけど和を追求すればうまく行くと思っ

んな場に行くといろんな問題も起る訳で︑そういう時は詩

句といってもいろんなエリアの人がいる訳でしょう︒いろ

方殆ど新人同志で作り上げていく場もあるから︑一口に連

さんのお捌きがいらして指導して頂ける場のある人と︑一

たけれど︑例えば猫簑さんみたいに先生がいらして︑たく

い︒それから日高さんは保証されている座っておっしゃっ

児玉やはり付けと転じでしょうか︑すればするほど難し

気ノＯ

今村ところで︑連句のどういうところが難しいんでしょ

連句は難しいか

視して︑文音とか電話は避けて︑なるべく座でやるように
しています︒やれる時間があるなって思ったら﹁家にちょっ

といらっしゃいよ﹂と座を設けたりしています︒

本屋要するに前句を大切にして後の人に付けやすいよう

らですからそんなに長くはないです︒連句の座では︑経験・

岡本式目とか付け味とかありますから難しいといえば難

に︒人との和が大事ですから︑相手を大事にということを

実力にかかわらず迎え入れられ︑それなりに付け合いを許
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本屋そう︑挑戦する楽しさってあるじゃない︒何処迄行っ

今村野球だって難しいプレイが出来ると嬉しいですよね︒

しいとは言わない︑面白いって言う︒

しいと考えないようにしておりますし︑人に勧める時も難

しみで出かけます︑という方がありました︒そういう一座

は付け合いも面白いけれど︑いろんな御話が伺えるのが楽

が座にはあるんでしょうね︒この間伺った話で︑連句の座

いがあってまた付句が広がって行く︒そういう二つの作用

今村付け合いをやっていて座の賑いが出てくる︑座の賑

恋人に逢いに行くような気持ちで︑座にありたいと思って

ても階段が続いていますからね︒

の舵取りをするのが捌きですね︒捌きのありかたってどう

しい︒でもそこに深さがあるからこそ面白いと思う︒それ

日高三尺の童子にさせよって言葉がありますが︑私は連

お考えでしょう︒私はね︑いつも悩むのは︑こっち取りた

います︒

衆の一人としている時は︑こだわらない漂うような気持ち

いけどあの人はまだ出てない︑何とか生かしたいなって思っ

に易しいと思えば面白くもなってくる︒私は出来るだけ難

でやると好い気分でやれるなァと感じてます︒感覚的な言

たりすることね︒康子さんいかが？

うに傷みやすく︑たちまち古びてしまいます︒新しみの追

スの設定などがパターン化しやすいです︒生クリームのよ

らすことも肝要なことです︒句・付け合い・クライマック

いところですね︒また︑マソネリズムに陥らない工夫を凝

前句の興奮を瞬時に受けて作るところが︑一番面白く難し

した人の句を取るようにしています︒というのは後で生き

しかしたらと思っても︑私は目をつぶって置いてけぽりに

なか難しい︒それと人の和が必要だから︑あちらの句がも

的であったり杼情的であったり︑そのうねりの部分がなか

いたものを付けなさいって教えるんですが︑非常に叙事詩

狩野私も未熟だから解らないことが一杯︒もっと心に響

捌きの役割

い方で分かりにくいかもしれないですが︒芭蕉の付け合い
を見ると︑客として挨拶︑それに呼応する打てば響くよう

求は面白くも難しいことです︒特に月次会のようなところ

るかもしれない︑そして後で全体を眺めると大丈夫なんで

な亭主の挨拶がある︒知的な刺激を受けて興奮が生まれる︒

では﹁ハレの場﹂を演出しにくいものです︒いつも新しい
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児玉私の結社は昭和十年十二月に出来たんですが︑その

いですね︒

つの世界を作り上げていかなければならない︑ここが面白

は皆の思っているように動いて行って︑尚かつ自分でも一

のようなグループが作った作品はそういうのが出来る︒私

グループが作った作品は理屈っぽいものが出来るし︑大河

プ︑穏やかな大河のような雰囲気のグループ︒理屈っぽい

やるんです︒ご年配のグループ︑理屈っぽい人が多いグルー

本屋私は岐阜へ行ったら五・六回はいろんなグループと

いうことです︒

ず句を出してもらって︑全員で走りながら考えましょうと

出された句は出来るだけ細やかな説明をしてあげます︒ま

囲気を作る︑そして臆せず出すことが勉強ですよと言って︑

出合う時は特に︑まずは一つ冗談でも飛ばして和やかな雰

岡本私が心がけているのは︑全然知らない初めての方と

狩野それは救いですね︒

すね︒

世界じゃない︑ちょっとぐらいっていうルーズさが良いで

今村連句って助け合っていくの︒絶対に確固たる自分の

すよ︒

懸命見て︑その他大勢は句を出すだけ︒

本屋だから先生の言われること︐捌いていることを一生

教えは口伝なわけですよ︒

ら誰かの門に入る︑入って門下生になってやるわけ︒その

今村一般的に云って江戸時代には︑勉強しようと思った

いなものでそれは宗匠から宗匠にだけ伝わっていくの︒

しら︒美濃派では二十五ケ条というものがある︒秘伝みた

本屋なんか一子相伝みたいなところがあるんじゃないか

及させようとしたら自分達でやるしかないんですよ︒

私自身勉強不足で知らないからですけど︑東北で連句を普

狩野東北の方ではどういう先生方がいらっしゃるのか︑

た方がいいと私は思う︒

連句も解っていかない︒だから未熟でも捌きは皆してやっ

本屋でも捌きをやらないと連句人口は増えて行かないし︑

の下で︒

らずうっとくらげのように楽しく漂っています︑主宰の傘

われて捌ぎをしたのがほんとに五・六年前ですよ︒ですか

いている時に︑先輩の岡本さんに︑捌きをしてみたらと言

しかやらないんです正式には︒岡本さん達のグループで巻

時既に連句をしてるんです︒その時以来ずっと捌きは主宰

−248−

生かした座を作ってゆくことが必要だと感じました︒

た女性ならではの捌きをする︑女性の優しさ︑柔らかさを

岡本捌きのことですけど︑女性の雰囲気︑特質を生かし

くなっちゃうからでしょうか︒

定したことを言ってしまうとやはり創作の世界が膨らまな

日高式目を文書にしなかったのは︑宗匠があまりにも特

児玉我家の俳詣にあそぶくしですから我家の俳詣なの︒

本屋功罪相半ばですよ︒悪いとばかりは言えません︒

あったとしても︑それは一概に悪いとは言えませんしね︒

ていらっしゃる︒勿論古いしきたりを守っているところが

という運動をしていますから︑結社はそれぞれ交流をはかっ

とに︑今は連句協会が各門の垣を越えて共に連句をしよう

一門の教えがよそに洩れなかったわけです︒でも幸いなこ

入ったからには門の縄張を守らなければならない︒だから

いうことは︑文字通りその家の門の中に入るということで︑

今村今では想像もつかないでしょうが︑昔は門に入ると

とか式目は必要だと思います︒それに式目がないと面白く

方が正しいか正しくないかは分からない︒でも表六句の禁

見を聞いたり︑手探りでやってきました︒だから私の考え

いいかっていう時は︑沢山の本を読んだり︑先生方のご意

たちには上に立つ先生はいらっしゃらなくて︑どうしたら

狩野ちょっと皆さんと立場が違うと思うんですけど︑私

た方向で巻いていらっしゃるものも目につきますしね︒

ございます︒他の結社の作品には︑式目よりも内容︑といっ

けど︑あまりにも細かいことは︑どうかと思い︑疑問点も

き︑私も﹁くさくき﹂系ですから︑式目を守っております

ており︑式目については非常に細かく厳しく教えていただ

岡本愛媛の場合は︑半歌仙で﹁愛媛形式﹂というのを作っ

今村我が都心連句では自他場にこだわりますね︒

は﹁大方でよろし﹂と言ってますね︒

む︑変化を求め後へは帰らないなどでしょうか︒芭蕉さん

岡本神祇釈教等の禁句は表に出さぬ︑月と花︑四季を詠

ないっていうかね︒例えば自他場でも︑いろんなふうに考

れば○・Ｋという考え方にしようと思ってます︒

えられるし︑だから前の何句かを読みながら︑転がってい

今村式目のお話が出ましたのでこのあたりで式目につい

本屋機械的に神と仏が打越になるから駄目とか言葉だけ

式目について

て考えてみましょうよ︒最低限の式目って何でしょうね︒
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とした枠︑ある程度のルールは初心者には教える︑それも

ふうに考えていった方がいいんじゃないかな︒勿諭ちょっ

句全体を眺めて付いているかな︑打越にさわるかなという

を捕えて言うんじゃなくて︑やはり言葉の文芸なんだから

句論言うわけにも行かないしネ︑もう調子狂っちゃいまし

て言ったら︑いやしっかり言って下さいって︒座の中で連

て言われたことがあるの︒ヘエ︑もういいじゃないですかっ

本屋何処でだったか︑自他場をはっきり言って下さいっ

で後で又悪いけど直すわれって︒︵笑い︶

た︒

ビシバシでなく何となくね︒︵笑い︶

日高ルールのない野球の試合は出来ないのと同じですよ︒

が︑他の捌きの席に行くと︑とっても新鮮に感じるんです

かしませんから︑式目はバーンと自分に入っているんです

児玉私は箱入り婆さんで︑ずうっと連衆でしたし歌仙し

してもよいのではないでしょうか︒

ために連句をしてるわけじゃないんですから︑もっと冒険

こだわるようになって想像力がしぼんでしまった︒式目の

式目を自家薬篭中のものにしてしまうと︑今度はいちいち

ていくためには式目がないと困ってしまう︒でもみんなが

伝統文芸としてどうかなあと思います︒新鮮さ︑現代性を

す︒だけど日本語で十分表現できるものまでというのは︑

ますよ︒だから片仮名の観音開きは差し支えないと思いま

いでしょう︒日本語に置き換えて言えないものが随分あり

岡本片仮名って名詞︑固有名詞など外国から来た物が多

らば︑旧仮名は無理かもしれないとお考えになりませんか？

育を受けた人達︑特に若い人達を育成することを考えるな

越を嫌うとかね︒旧仮名にこだわる人もいます︒新しい教

らっしゃると思うけど︑例えば留め字の問題︑片仮名の打

今村文芸性を尊重するならば当然言葉にもこだわってい

今村式目か文芸性かと言われたら文芸性でしょうね︒

ね︒たとえば神祇の発句には神祇っぽい脇を付ける︑恋の

ルールがある故に面白くもあります︒芭蕉より前の時代に

発句には恋っぽい句を付けると教わる︒ああ︑そういう考

出すという意味で使う場合もあると思いますが︑あくまで

︵一同こもごもにｌやっぱり文芸性ですよ︒︶

え方もあるのかとすごい新鮮ですね︒自分が捌きの時はルー

部分的なアクセソトをという程度でしょうね︒句数はとい

はもっと式目があったみたいです︒連句を大衆の方へ持っ

ズです︒あんまり良い句だからこれでいこうねって︑それ
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かもしれません︒現代的な詩情が︑それによって表現でき

いても︑音楽で言えば︑不協和音のような効果があるもの

こだわることはないと思います︒いわゆる﹁四・三﹂につ

名遣・外国語など付合の効果が得られるのならば︑それ程

日高基本的には古典的な表記を使っていますが︑現代仮

口語的な連句の表現があると思う︒

やっぱりふさわしい連句の表現︑口語でおやりになるなら

いいんじゃないかと思って︑旧仮名に拘泥しております︒

しい︑〃をり〃でないと︒だからこういう結社があっても

〃なんとかしており″っていうんだって〃おり〃じゃおか

たちはこの文芸は旧仮名遣いがふさわしいと思ってます︒

芸ですので乱用はして欲しくないと思います︒それから私

タイぐらいはいいかもしれないけれど︑やっぱり言葉の文

本屋片仮名の問題もだけれど︑短縮語はどうもね︒ケー

い︑半歌仙だったら四句ぐらいかな︒如何でしょう︒

うと︑難しい問題だけど︑歌仙だったら多くても八句ぐら

だからここはひとつ避けておこうとかね︒

語として文化の日がね︒その時はちょっと問題がありそう

んですけど︑どうなんだろう︒必ず出るんですよ晩秋の季

あるの︒天象と時候なら打ち越さないんじゃないかと思う

が出て来たりすると︑月と日の打越だって言われることが

ど例えば五句めに月が出ますね︒秋三句で折立に文化の日

狩野私が疑問に思ってるのはね︑式目ではないと思うけ

機器は殆ど片仮名ですから悩みます︒

縮語としては普通ですからね︒マウスを使ったり︑０．Ａ

だわ﹂っていう感じにはなる︒それからケータイは今や短

でゆくなら︑片仮名の制約はかなり弛めないと﹁あ耐いや

えられない︒そういう点で若い人をもっともっと取り込ん

ラム教は回教に置き換えられるけど︑マホメットは置き換

名のテロリズムはどういうふうに置き換えようかな︑イス

名なんて三つとか四つとかじやなく全部入る︒それと片仮

児玉私は娘と娘の友達を入れてやればもうそんな︑片仮

本屋認めますけどね︒あってもいいけど自分はしない︒

今村狩野さん︑現代の風雅についても疑問をお持ちなん

現代の風雅とは

るものであれば︑時にはよいのではないでしょうか︒

今村この間ある女子大生の連句を見たんですけど︑感覚
的にみずみずしくってとってもいいの︑勿論新仮名よ・そ
の人たちがこれから連句をしていくとなるとね︒
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ドラマの脚本を執筆している時に︑日記の公開を追られた

はフィクショソの世界を展開して行くとも考えられます︒

日高連句は発句と脇句のやり取りが終わると︑第三から

ずかしくって詠めないとか︒

になり替るって楽しみがありますね︒それがそんなこと恥

向はあると思うの︒連句は常にそうですけど︑自分が誰か

ていかない︑他者になって恋句を作るのが苦手っていう傾

ど︑でも女の方が自分の立っているスタソスから飛び出し

私は内心男だって下手な人は下手だって思ってるんですけ

すよ︑何故だろうって思う︒それと滑稽味がないってね︒

今村あのね︑女は恋の句が下手だって話をよく聞くんで

と悩みますね︒

ていいのか︑恋はどこまでいっても真実の恋は恋なんだし

来るんですよ︑でもそれを全部オブラートで包んでしまっ

そのままだと﹁エッ﹂と目を剥くような感じのものが出て

やり過ぎると流されてしまう辛さね︒例えば恋の句ですが︑

反映したものを追求していかなければいけないと思う半面︑

句ならば普通の言葉でも詩になり得る︒現代という時代を

狩野ここが難しいところでしょうが︑日常に食い込んだ

でしょう？

ないかしら︒

日高性的な表現を出せば恋であるような誤解があるんじゃ

本屋こんな事言っていいかと︑びっくりする時もある︒

日高かと思うと妙に生々しいのも女です︒

が特に下手なわけじゃないの︑ただ恥じるのよ・

今村殆どの人は小説とか映画を見て追体験するのよ・女

恋の材料かしら︒

本屋なんかしょっちゅう映画見に行く人がいましてね︑

じゃ無いけれど︑入れ込んでおくということが必要ですね︒

出されて行くんじゃないでしょうか︒おばあさんの知恵袋

して行くことで結局現代連句の風雅︑滑稽︑床しさが醸し

て行く為には作曲家のセンスがいる︒いろんな知恵を吸収

時局を詠むなら評論家の目がいりますし︑いつも良く流し

風景を詠む時は画家︑全くその通りに写すのなら写真家︑

からいろんな目を持つべきじゃないかと思います︒美しい

岡本現代連句ってのは変化を求めて行くという意味合い

の情趣︑余情付けは難しいですから︒

となるような︑安易な発想が意外と見受けられますね︒恋

ないですが︑私の経験から言うと︑身体の一部が出れば恋

ようなものでしょうか︒女性が下手って意味がよくわから
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本屋私小説といわれるけれど︑自分のローカルな生活に

るから女性だけの句座の場合は私小説でもいいかなと︒

性が踏み込めないところを踏み込んで行く︒そんな所があ

あつと考えられないような恋句が出てくる︒いまひとつ女

んかは女性より男性が多いんですよ︑結構生き生きしてて︑

で︑だから女性の句は直接的にならないの︒福岡の句座な

まだまだ多いですから︑女性の立つ場所が未だしって感じ

があるでしよ︒でもなんといっても男性の支配する部分が

児玉いつも残念に思うのは今の社会で恋ってすごく活気

く︑ぼんわかとした恋でもいいでしょう︒

て自然に行けば良い︒抱いたり接吻したりとかいうんでな

本屋ここは恋ですよ︑恋で行きましょうというんでなく

児玉中年だって恋だし︒

現代こんなに女がうろうろしている時に︒

昔みたいに女があまり外に出なかった時ならいざ知らず︑

てるんだけれど︑今でも女が出てきたら即恋でしょうか︒

今村昔は帯とか櫛とか出すとこれは恋︒私は疑問に思っ

のはやっぱり花ですよ︑余り淋しいと悲しい︒

うなったと言う恋句は面白くない感じでね︒恋句って言う

狩野付味の問題だけど︑前句がこうなったからそれでこ

児玉浅野黍穗さんの十二調には障害をお持ちの方もいる

すし︑洗練された作品にもなる形式と思います︒

で使われているようですが︑十二調は初心の方も楽しめま

人発案と言われる十二調︒浅野黍穗氏が﹁癒しの連句会﹂

うが︑式目は難しい部分がありますね︒瀬川露城・岡本春

日高歌仙の形式は未だ様々な可能性を含んでいるのでしょ

り﹂もやると楽しいですよ︒

本屋私も一年に一度はやるんです︒﹁酒恋﹂も﹁しりと

んな体験してみると解かって来る︒

前には宇田零雨が酒恋歌仙したのね︒お遊び的要素でいろ

あいう形式も良いし︵注・恋と生き物の曼陀羅図苗捌︶︑

児玉いろいろな形式があるでしょう︑苗さんがされたあ

本屋特に恋句のところで変わる︒

てくる︒男だけの座に女が入ってもやっぱり変わる︒

今村女性だけの座より男の人が一人入っただけで変わっ

対する考えは︑それぞれすごく違うんじゃないかしらね︒

かなかぴたっといかない︒それだから一座の人達でも恋に

児玉恋句にはいつも不満が残るわね︒自分が付けてもな

とても良いですよ︒

即した恋って素敵だと思う︒岐阜はローカルな味が濃いの︑
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本屋矢崎藍さんの﹁くさり連句﹂もありますね︒

人が出てくるだろうと期待したのですが︒

下さいました︒そこからいわゆる伝統連句をしようという

トルで誰でも出せる自由連句ですね︑それを一年間やって

岡本愛媛の地方民放でね︑﹁葉書で連句﹂っていうタイ

減っちゃう︵笑い︶・

たっていうくらい︒でもそこに式目なんて言うとパパっと

て感じなんです︒この前は近所の人が来て満員になって困っ

発句だけ作っておけば月花が出れば良い︑何でもやれるっ

んですが︑増えて困るというくらいやりたい人が多いの︒

しかも下地には古典を持っているって言うんでしょうね︒

それを追求して行くことがアップ・トゥ・デイトであって︑

の︒旬のものを如何に料理するかのその面白さが連句で︑

どいて旬の物を料理して行くのが連句だっておっしゃった

児玉暉峻康隆さんはオープン・カレッジで︑古典をひも

けでは面白くないですね︒

出てこない︒どんな新しい言葉が入っていても︑上っ面だ

自分で消化して自分の言葉で表現していかないと新しさは

狩野やっぱり他人の考えではなく︑自分でイメージして

ないとね︒

の人と同じような表現ではつまらないじゃない︒

戸時代と現代では生活環境も違っているのに相変わらず昔

ていったならば︑新しい句が出来るんじゃないかしら︒江

けでなく︑今までの形式でやっても新しい感覚でものを見

向けなくてはならないでしょう？新しさは形式に求めるだ

今村ところで形式の新しさの他に内容の新しさにも目を

岡本愛媛なんてね︑会員のうち八十パーセソトぐらいは

味などを考えてみたいのですが︒

細やかさ︑女の担う役割など︑ひとつ女流であることの意

出来るのか︑何が要求されるのか︒女が座に与える和み︑

ちは数だけでなく質としてどういう位置にあるのか︑何が

員は︑半数以上が女性なんですね︒そこでその女性会員た

今村さて冒頭でも申し上げましたけど︑現在連句協会会

女性の働き

本屋芭蕉の七部集を暗記するほど読んで︑それを真似し

女性です︒ところが役員とかリーダーは殆どが男性︒会長．

新しさとは

ながら教えていくやり方もありますが︑そこから出ていか
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日高連句の座は捌きと連衆とのやり取りの場とも言えま

ス会の同級生︑いろんな場で誘いますからね︒

性は町会とかＰＴＡ︑お料理教室とかのお稽古の場︑クラ

児玉連句人口を増やしているのは確実に女性ですよ︒女

の力も認めてもらえて︑また女性の自覚も高まるでしょう︒

本屋例えば全国大会で女性がもっと捌きをすれば︑女性

ど︒適性が無いのかなあ︒

じゃないでしよ︒それはどうしてなのか伺いたいんだけれ

じゃないでしよ︒役員は半分女性でもいいはずだけどそう

児玉だいたい連句協会だって比例して役員が出てるわけ

すね︒

ん出て行くという積極性を女性に持って頂きたいと思いま

自分で養って行くことが大事だと思います︒そしてどんど

日常の生活の中でいろんな知識を吸収すると共に指導力も

しょうが︑女性はそれなりの資質を持っているのだから︑

かと言うことが出てくると思う︒勿論能力の問題もありま

男性がリーダーになるのか︑裏返せば女性がどうあるべき

い︶女性に適してるってこともありましょうが︑でも何故

入ったけれど︑女性が受け持つのは会計なんですね︒︵笑

副会長ずうっと男性ばかりでした︒昨年から役員に女性が

んで付けて行くか︒その場合は男と女の区別はないの︒智

今村付合は一対一でしょう︒前の句をどのくらい読み込

らという意識をなくすことは︑必要だと感じますね︒

います︒私も職場でいろいろ経験しましたけど︑女性だか

じような立場で物事を考えていくということは大事だと思

岡本女性だからという意識はかなりある︒でも男性と同

多さ︑勉強︑漂う気持ち︑必要ですね︒

ていうような気持をもっと持たないといけないの︒体験の

とすぐポシャッちやう︒面白くないって言われたら何をっ

私たちの年代では女性は社会体験が少ないから批判される

児玉知性だけではなく批判に耐えることが出来にくい︒

とか学ぶのね︒

と勉強しなけりゃとか︑もっとリラックスしてやらなきゃ

私はそうやって育ててもらったと思ってます︒そこでもっ

そういうものを超えて遊べるようになる︒私ごとだけれど

外へ出て体験をさせてもらって︑そして伸びる︑それから

場も欲しいんですよ︒うちの中でやってても駄目なのね︒

狩野遊ぶためにはやっぱりもう少し勉強しないと︒する

が狭く女性の捌はっまらないって話は聞きます︒

す︒自分の句を捌にぶつけるわけですから︒句の理解の巾
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と対しているんですよ︒それが連句の働きの良さですね︒

からこの位でと付けているわけではない︒前の句にきちん

月尼が芭蕉との付合の時に︑私は尼だから女だから母親だ

今村福田真空さんは国士館大学でやってらっしやいます

会を回って声をかけようという運動も良いでしょう︒

ず文芸部があって俳句会があります︒各高校︑大学の俳句

日高ホーム・ページをのぞくと︑大学の教授が解りやす

ね︒

ばならないと思うのですが︑伝えて行くべき後継者を育て

い連句の成り立ちを流していました︒一方ではくさり連句

ところでそうした連句を私たちは後世に伝えていかなけれ

るにはどうしたら良いのでしょう︒

をやったり︑見る度に島が増えていて︑ネットの世界では

法︒座の文芸だから行き過ぎだとおっしゃる方もいらっしゃ

ね︒ｗｅｂを使って新しい人に呼びかけるのもひとつの方

込むとかして︑不特定多数の人に呼びかけられる方法です

対個人ですが︑ホーム・・ヘージの掲示板などは連句を書き

岡本若い人達はメールでやってますよ︒Ｅメールは個人

おありでした︒

をなさってました︒何時も若い人を入れようという意識が

にお茶の水で﹁若い人を釣り上げるのよ﹂って言って連句

と良くおっしゃってましたね︒それでアフター・ファイブ

本屋亡くなった式田和子さんが︑﹁裾野を広げること﹂

岡本いろんな会に連れて行くことも大事︒いろんな方に

無理ですね︒

それが大事です︒一遍に何かしようというのは今のところ

もめげないで︒そうすると一人二人と積み上げられて行く︑

狩野何回も会を開くことですね︑そんなに集まらなくて

導することが大事ですね︒

あなたたちは将来を担うんだからと︑出来るだけ誉めて指

ことを言うと若い人は逃げちゃうから出来るだけやさしく・

大事な問題です︒難しいとあまり思わないでね︑評論的な

岡本如何に若い人を育てるかは難しいことですが︑一番

さいって呼びかけがあります︒

既に若い人を取り込んでいますね︒こちらにも参加して下

るかもしれませんが︑若い人を誘う手段としては良いと思

出合って︑その経験が実って返ってくると思います︒

後継者を育てるには

いますよ︒提案しているんですが︑松山では各学校には必
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人はあれが連句だと思うでしょうしね︒

にああいう調子でやってるかも知れないし︑それに一般の

本屋勇気がありましたね︒でなければ大岡信さんは永遠

狩野私たちの言いたいことを言ってくれた︒

評論があったでしょう︑あれはいいことですね︒

本屋この前連句協会報でいぬじま正一さんの﹁鞍馬天狗﹂

しあいながら認識して次の段階に行く︒

解釈ができて当然で︑表現方法もいろいろあるけど︑評論

児玉評論が無いのね︒七・七の間の意味合いはいろんな

ない︒評論が無いとやっぱり駄目になります︒

です︒批判にさらされない︒付合や作品に対する評論が少

ない︒ところがこの戦うってことが連句の世界では少ない

批判を浴びるってことです︒そうすると戦わなくてはいけ

日高ｗｅｂの連句の場合︑公開されるということは直接

しいですね︑良い指導者も育って欲しい︒

野が広がるんですね︒それからもうひとつ良い指導書が欲

が︑素人衆でも作れる座の楽しみもあって両方相俟って裾

とは区別して考えないと︑連句の面白さを潰してしまうと

例えば七・七の場合の上の七と下の七のつながりの難解さ

狩野難解な言葉はそんなに必要ではないと思いますが︑

キラキラして若い人は好きなんですね︒

したけど︑詩ってわりと難解でしょう︒でもそういう所も

児玉現代詩手帳を見ると﹁連句と詩﹂の特集をやってま

いう傾向ありません？

初心者には分かりませんという言葉を聞くんですが︑そう

本屋この頃︑非常に難解な言葉︑難解な句が多過ぎて我々

ができています︒

作品になっていくと言う面があります︒俳句はずっとそれ

日高短詩型の文学は作者︑理解者︑評論家がいて初めて

ないかな︒

ンになるかもしれない︒それがあって高められるもんじゃ

ても良いわね︒そしたら選者が又反論するとか︒リアクショ

うも気に入らん︑どうして一位になったのか﹂なんてあっ

二位だと言わず︑国民文化祭で﹁これが一位になったがど

児玉それと全国大会の募吟も評論したら良い︒只一位だ

属ノＯ

日高批判の場があれば連句人もおちおちしていられない︑

思います︒上七と下七がつながり過ぎていると面白味が無

今村連句は素晴らしい作品を作るのもひとつの目標です

いつか使ったような句を又使ったりも出来なくなるでしよ
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くなりますからね︒

児玉この間の﹁さきたま文芸大会﹂での話ですが︑詩を
作る人︑短歌を作る人は減っているのに連句だけは増えて
いるのね︒いったいそれは如何してなのか︑注目されてま
１しみ卜

本屋別所真紀子さんがおっしゃるように︑個の時代では
ない︑これからは共生の時代なんですよ︒連句はオアシス
だから人々が集まるんでしょうね︒
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今村最後に力強いお話を伺いました︒これだけ連句人口
が増えているのですから単に数のみに安住するのではなく︑
折角興味を持ってくれた人々の期待を裏切らないためにも︑

深みのある響きのある連句を作るために努力していきたい
ものですね︒私たちも及ばずながら力を出し合って良い連

○

句を作って参りましょう︒今日はどうも有り難うございま
す
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び大正・昭和代表作品

︵日︶

⑦連句興隆資金二百万円

⑥時代に適した式目標準

方への講師派遣︑調査

優秀連句・論文賞︑地

松村武雄︵市川︶

座談会メソバー

小林しげと︵都心︶

赤田聴雨︵第六天︶

宮下太郎︵鹿︶

別所真紀︵風信子︶

司会

清水瓢左翁死去

二十五日︵九十歳︶

昭和六十三年五月

会長阿片瓢郎

けるため︒社団法人化 岡 本 春 人 ・ 今 泉 宇

親睦団体との誤解を避 副会長大林杣平・

が参加するに当たり︑

国民文化祭に連句部門

﹁連句協会﹂と改組

座談会﹁連句の魅刀﹂

費など

講演北村太郎氏

錦・皿・１

第四回連句懇話会賞
歌仙﹁石蕗﹂

京極杜藻捌
﹁後に来る者のために﹂

阿片瓢郎
①連句の国際化⁝：．交流

作品の発刊

②連句形式の短縮化⁝⁝
加韻・出花・居待・昭
韻・胡蝶・ソネット・
非懐紙

③地方大会との共同開催
品・論文の集大成およ

④大正年代以後の連句作
び編年史︒作家生没年
表

⑤芭蕉出座の珠玉集およ
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於芝・増上寺会館

師・９．釦

38

44

Fグヲ

をめざす︒

涯・宇咲冬男・国

皇太子様より﹁連句は楽 とちぎ妬と続く

連句人が集う︒

いわて鯛︑みえ弘︑

島十雨

三月十一日

平成元年

千葉県支部設立

正月三日間

平成三年

にて四吟連句実作

ＮＨＫ教育テレビ

佐々木柳女

暉峻桐雨
草間時彦
宇咲冬男

放映

阿片瓢郎

雅・岡本春人

間石・草間時彦・東明

野渓水・暉峻康隆・橋

極杜藻・高藤馬山人・伴

﹁忘れ得ぬ人々﹂

野村喜舟・清水瓢左・京

連句協会報創刊十年特集

夏生

主催杏花村塾村野

ドパレス

於ホテル・グラソ

平成三年一月十五日

する﹂

石川県支部設立
現代連句シンポジウム
﹁連句新世代はかく発言 平成元年六月十日

賜わる︒

しいですか﹂とお言葉を

剖・６．ｍ

60

理事長阿片瓢郎

︵あした︶

宮下太郎︵鹿︶

千葉釦︑石川蛇︑

埼玉鋤︑愛媛卯︑

国民文化祭

司会

斎藤八千代

近松寿子︵茨の会︶

土屋実郎︵都心︶

五○号に憶う︒阿片瓢郎 座談会メソバー

愛媛帥参加

第五回国民文化祭

年の花乞食﹂

遣句﹁雲よ霞よ六十余

催主根津芙紗︵孫︶

旧自宅

於長野県伊那市

平成二年四月十五日

二十三回忌法要連句会

根津芦丈翁

︵平成元 座 談 会 ﹁ 連 句 の 可 能 性 ﹂
年︶

卯︒６．１

瓢︒６．ｍ

四十二席三百五十人の
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的・加・１

50
54
Oイ

躯︒４．１

﹁現代連句集﹂をどうぞ

文芸としての第一義的な

の妙味︑この二点が連句

て︑その他の要件は第二

特性即ち連句の生命であっ

●●●●●

よろしく近松寿子
岡本春人さんを悼む

ものではない︒

連句の生命を危うくする

義的であり︑改廃しても

副会長今泉宇涯

俄

今泉宇涯

﹁阿片瓢郎先生を悼む﹂

任

連句協会長に今泉宇涯就 今長与︐嘉吻痛娠

会長大林杣平
凹川〃Ｌ

妬・４．１

阿片瓢郎会長退任

国島十雨

宇咲冬男

芭蕉翁三百回忌を修す

於大津義仲寺

平成五年十一月二十五日

蝿・皿・１

残された夢は協会の法

人化である︒

全国大会

第十五回連句協会

平成八年六月二十三日

於日本青年館ホール

を常用する︒

これより日本青年館

講演尾形仇氏
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第十二回連句協会全国大 理事長士屋実郎
移す︵平成五年度︶

会より会場を赤羽会館に

﹁橋間石と非懐紙連句﹂

妬︒８．１
ｰ ユ

蛇・廻・１

兜︒２．１

弘・４．１

佐野千遊
●●●●●

連句を連句たらしめるも
の︑謂わぱ連句の生命と
も云えるもの追求する︒

そは相隣る二句間に付け
の関聯︵付けによる映発
と変化・飛躍︶と︑先へ

先へと展開して一歩も後
へ戻らぬ一巻の変化抑揚

、

83

86
Q1

65
69
70
ワウ
イイ

兜︒２．１

﹁会報百号記念雑感﹂

宮下太郎氏

集を継いだとき発

今泉宇涯 昭 和 五 十 八 年 に 編

土屋実郎
ある︒

現在八百八十人で

﹁今泉宇涯会長のご逝去 送名簿は三百人︒
を悼む﹂

会長上田渓水

し︑国民文化祭千葉虹︑ 連句協会

懇話会発足に力を尽く
石川蛇をたちあげられ

近松寿子

た ︒ 年 鑑 の 発 行 ︑ 会 報 副会長宇咲冬男
の募吟を十年担当され

士屋実郎

代表引地冬樹
委員土屋実郎

編集部発足

理事長土屋実郎

た功績は大きい︒

年頭所感上田渓水

方式

連句協会々報の企画編集

小林しげと

浅野黍穂
青木秀樹
澁谷盛興

今村苗

２

０
叩・８．１

１
２

帥・６．１

⑤学生連句の広場

片山多迦夫

﹁ふしぎな文芸﹂

﹁和漢聯句﹂赤田玖實子

以下各号の主なテーマ

別所真紀子副会長・理事長

﹁川柳の話﹂松岡遼雲
﹁雑俳の話﹂池上昌宏座談会メソバー
﹁連句から見た現代詩﹂副会長近松寿子

司会

児玉俊子小林しげと

﹁俳詣の茶事﹂本屋良子土屋実郎
﹁俳譜と浮世絵﹂常任理事

﹁現代連句集Ⅱ﹂編集発刊

連句協会報百二十号記念常任理事

座談会引地冬樹

平成四年から平成十三年編集酌
まで十年間の協会代表作協会報編集委員会
品集

︵記録・文責引地冬樹︶
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″〃

兜︒８．１

的︒２．１

的・加・１

介

①連句周辺の短詩文芸紹
②長老の連句交遊録
③若手連句人の登壇
ル歯ホ

④地方の連句グループ・

115
120

100

103
106

110

あとがき

連句協会常任理事引地冬樹

平成十三年二月︑連句協会報創刊二十年記念の座談会を催した︒その折に十年の節目に記念事業と

して﹁現代連句集﹂を編んだことが話題となった︒二十年の節目にもその後の連句作品をまとめ︑連

句の歴史を残すべきである︑との要望が出され︑連句協会報編集部が担当することとなった︒その後︑
五月・七月の理事会・常任理事会の審議を経て具体化するに至った︒

編集にあたっては︑既刊﹁現代連句集﹂︵平成四年︶の様式を踏襲したので順調であったが︑何よ

りも各連句グループのご出稿が期日を守り︑敏速であったことに深く御礼を申し上げたい︒かくて一
年の準備期間で﹁現代連句集Ⅱ﹂が誕生した︒

入集作品は︑各グループにおけるこの十年間の︑自選による代表作品であり︑その歴史である︒協

会としての代表作品は︑年々の協会賞作品と︑国民文化祭文部大臣奨励賞作品である︒ただし協会賞
は第十六回以降中断されているので︑早急な復活が待ち望まれる︒

一シギソ阿部和子副社長に心より御礼申し上げる次第である︒

最後に︑出稿された全国連句グループ︑多忙な仕事をこなされた編集部の各位ならびに品質の高い
印刷を捌かれた︵株︶
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連句協会全国グループ名簿

川田章夫(0270‑32‑8410)会員
8
名
和光大学
深沢眞二
連絡先406‑0002山梨県東山梨
郡春日居町別田520‑3深沢眞二

あした連句会梶の葉支部
宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先360‑0012熊谷市上之1342‐
4中和枝（0485‑23‑7039）
つばさ連句会
八尾暁吉女
師系・磯直道連絡先678‐
0232赤穂市中広845八尾暁吉
女(0791‑43‑6117)

若笹連句会

笹川圭子
連絡先982‑0003仙台市太白区
郡山2‑9‑1l笹川圭子（022‑246
‑2829）会員10名
天神連句会
ワラハナ連句会
児玉俊子
連絡先336‑0012さいたま市岸
町1‑11‑12児玉俊子(048‑831‑

八木紫暁
連絡先816‑093l福岡県大野城
市大字筒井298‑1八木紫暁(092
‐593‑2578）

6
3
6
2
）

「連句協会」顧問・名誉会員・評議員及び役員名簿（2002.現在）
(顧問）大林杣平・國島十雨。常任理事
東 明 雅 浅 野 黍 穗 ・ 磯 直 道 ・ 伊 藤 薮 彦 ・
小川廣男・川野蓼艸・小林しげと．

白根順子・寺岡情雨・富田昌宏・

(名誉会員）小松崎爽青・草間時彦

中尾青宵・引地冬樹・宮下太郎

(評議員）秋元正江・江森峰雲．理事

青木秀樹・青野竜斗・井門可奈女・
伊藤白雲・内田素舟・狩野康子・
品川鈴子・島村暁巳・西幾多・
二村文人・福田太ろを・八木紫暁・
矢崎藍・渡邉陽行

片山多迦夫・加藤耕子・
関川竹四・真鍋天魚
(役員）
会長上田渓水

国民文化祭担当理事
伊藤稜志<群馬＞・高橋昭三〈鳥取＞

副 会 長 宇 咲 冬 男 ・ 近 松 寿 子 ．云今
斗
面 ｜
土屋実郎

土屋実郎（兼）
監 事

理事長土屋実郎（兼）城戸崎丹花・藤井治

（9）

‐51粒針修（0485‑92‑8951）会
員4名
堀江信男
連絡先310‑0903水戸市堀町1147
‐18堀江信男（029‑252‑2634） 大和屋別荘連句の会
鈴木春山洞
会員12名
連絡先791‑8061松山市三津1‑3
‑13鈴木春山洞(089‑951‑0%4)
未来図連句会
鍵和田柚子
連絡先150‑0001渋谷区神宮前4 や み つ く ば 会
下房桃蓄
‐23‑23紅露ゆき子（03‑3401‐
連絡先690‑0823松江市西川津
2023）会員13名
町1060島根大学文学部内(0852
‐32‑6206）会員6名
WebBBSめぎつれ座
八木聖子
連絡先470‑033l豊田市平戸橋 遊 連 句 会
小野寺妙子
町平戸13‑5八木聖子（0565‑43
連絡先980‑0005仙台市青葉区
‐0092）会員7名十α(不特定）
梅田町4‑28小野寺妙子（022‐
2
3
3
‑
0
6
9
3
）
目黒連句会
渡邊博
師系・宮下太郎連絡先152‐ 珸沙連句会
土屋実郎
0001目黒区中央町2‑25‑1‑204
師系・清水瓢左連絡先233
渡邊博(03‑3713‑6709)会員10
−0014横浜市港南区上永谷町3−
名
20‑34土屋実郎（045‑843‑8059）
会員15名
メヌエット‑若い現代連句の会
川端秀夫
連絡先152‑0035目黒区自由が 葉門連句会
井口昌亮
丘2‑15‑9高橋ビル302メヌエッ
師系・宇田零雨・木村葉山・磯
トの会事務局（03‑3724‑4263）
直道連絡先156‑0057世田谷
会員3名
区上北沢3‑28‑13内田たづ(03
‑3303‑5457）会員11名
木 曜 会
青野竜斗
連絡先791‑0204愛媛県温泉郡 よみうり文化センター川口
磯直道
重信町志津川98‑5青野竜斗
師系・宇田零雨連絡先332‐
（089‑964‑7168）会員7名
0023川口市飯塚4‑4‑7磯直道
（
0
4
8
‑
2
5
1
‑
3
0
3
3
）
杜の会
喜多さかえ
連絡先516‑0008伊勢市船江1−9 よみうり文化センター京葉
引地冬樹
‐29喜多さかえ（0596‑22‑3317）
師系・今泉宇涯連絡先274‐
会員15名
0812船橋市三咲8‑3‑20引地冬
樹（047‑448‑7260）会員10名
八千草連句会
山元志津香
師系・宇咲冬男連絡先215‐ 落柿舎連句会
奥西保
0006川崎市麻生区金程4‑9‑8
連絡先616‑8395京都市右京区
（044‑955‑9886．FAX9882)会
嵯峨小倉山落柿舎（075‑881‑
員10名
1953）会員9名
やまくに連句の会
水谷純一郎
竜神連句会
長坂節子
連絡先871‑0712大分県下毛郡
師系・矢崎藍連絡先471‐
山国町守実水谷純一郎（0979‑
0027豊田市喜多町4‑53長坂節
62‑2009）会員33名
子会員15名
水無月連句会

山利喜会っ

り
粒 針 修

連句会遊子座
和田忠勝

連絡先364‑0014北本市ニツ家2

（8）

師系・清水瓢左連絡先223‑0
052横浜市港北区綱島東5‑22‑4
和田忠勝（045‑531‑7174）会員
12名
連句会「遊」
小野寺妙子
連絡先980‑0005仙台市青葉区
梅田町4‑28小野寺妙子（022‑
233‑0693）会員5名
連句倶楽部
城 依 子
師系・宇咲冬男連絡先300‐
1636茨城県北相馬郡利根町羽
根野800‑55城依子（0297‑68‑
4424）会員10名

連句「笹」
伊藤敬子
連絡先465‑0083名古屋市名東
区神丘町2‑51‑1伊藤敬子(052
‐701‑5050）会員7名
連句研究会
小 林 梁

師系・松根東洋城・野村喜舟・
阿辺瓢郎連絡先214‑0012川
崎市多摩区中野島4‑23‑14小林
梁（044‑922‑7868）
連句ななの会

土屋実郎
連絡先233‑0012横浜市港南区
上永谷3‑20‑34士屋実郎（045‑
8
4
3
‑
8
0
5
9
）
連句パワー
浅沼瑛
師系・眞鍋天魚連絡先241‑
0825横浜市旭区中希望が丘97‑
14浅沼漢（045‑362‑2717）
会員3名
連 楽 会
高畑自遊

師系・阿片瓢郎連絡先168‐
0063杉並区和泉4‑26‑15高畑
自遊（03‑3323‑2454）会員6名

鹿吟舎ひろあき
池 央 耽

連絡先216‑0006川崎市宮前区
宮前平2‑16‑2‑502池央歌（044
‐
8
5
5
‑
8
5
4
6
）
若泉連楽会
川田章夫
師系・宇咲冬男連絡先372‐
0842伊勢崎市馬見塚町1121−4

東陽町1(058‑387‑2035)会員20 菱 の 実 会
名
巌 涼 江
師系・中尾青宵連絡先210‑
八戸俳諸倶楽部
0824川崎市川崎区日ノ出1‑15‑
関川竹四
11プロピデンス202巌涼江(044‑
連絡先031‑0812八戸市湊町上の
2
7
7
‑
5
1
4
3
）
山55‑2関川竹四(0178‑33‑3432）
会員58名
PC‑VAN電脳連句
木原幹雄
花野連句会
連絡先185‑0014国分寺市東恋ケ
小出きよみ
窪2‑29‑3林義雄(0423‑24‑1831)
師系・根津芦丈・東明雅連絡
会員24名
先390‑0821松本市筑摩東2419小
出きよみ(0263‑25‑5436)会員11 ひ よ ど り 連 句 会
名
品川鈴子
師系・橋間石連絡先651‑
はねだ連句会
1123神戸市北区ひよどり台1−17
内海良太
‑1品川鈴子(078‑741‑4472)会員
師系・名古則子連絡先216‑
70名
0001川崎市宮前区野川3138‑17
山口和義(044‑777‑2460)会員16 連 句 会 ひ ら め き
名
狩野康子
連絡先981‑0924仙台市青葉区双
は ら い 力 『 わ
祓 川
葉ケ丘2‑5‑12(022‑271‑0005)会
黒田耕三
員8名
師系・鈴木春山洞連絡先791‑
8083松山市新浜9‑25黒田耕三 広 野 連 句 会
(0899‑51‑2889)会員9名
村木佐紀夫
連絡先520‑0026大津市桜野町1−
ぱるしゆ
芭流朱連句会
13‑16村木佐紀夫(0775‑22‑
鈴木春山洞
5444)会員15名
師系・松根東洋城連絡先791‑
8061松山市三津1‑3‑13鈴木春山 風 蘭 社 連 句 会
洞(089‑951‑0064)会員30名
若尾よしえ
師系・東明雅連絡先155‑
B 面 ・
0033世田谷区代田3‑10‑22若尾
内田さち子
よしえ(03‑3422‑6874)会員8名
師系・名古則子連絡先176‑
0023練馬区中村北4‑23‑4内田さ
富士裾野連句会
ち子(03‑3970‑2468)会員5名
森本善雄
連絡先410‑1114裾野市大畑ll3
燧連句会
森本善雄(0559‑92‑3004)会員16
植松晴子(晴峰）
名
師系・鈴木春山洞連絡先769‑
1613香川県三豊郡大野原町花稲 北 杜 連 句 塾
9O7植松晴子(0875‑52‑2137)
狩野康子
連絡先981‑0924仙台市青葉区双
日ノ出連句会
葉ケ丘2‑5‑12狩野康子(022‑271
山根於京
‑0005)会員15名
連絡先519‑0600三重県度会郡二
見町茶屋50‑9山根於京(05964‑3 勾 玉 の 会
‑2112)会員7名
藤岡よし子
連絡先516‑0028伊勢市中町302‑
東松山連句会
37藤岡よし子(0596‑25‑3735)
池川蝸谷
師系・阿片瓢郎連絡先791‑ 松 喜 久 会
0312愛媛県温泉郡川内町則之内
藤井治
乙1887池川姻谷(0899‑66‑3608)
師系・阿片瓢郎連絡先173‑
会員30名
0005板橋区仲宿58‑8‑603(03‑
3964‑4372)会員3名

／ワ、
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松山連句協会

渡部伸居
連絡先791‑0242松山市北梅本町
甲781‑8長井寅平(089‑976‑
6182)会員20名
松山連句教室

松永静雨
師系・宇田零雨連絡先790‑
0045松山市余戸中2‑13‑19井上
弥生(089‑973‑6055)会員10名
摩天楼連句会
星野石雀

師系・野村牛耳連絡先262‑
0046千葉市花見川区花見川2‑6‑
105星野石雀(043‑286‑0725)会
員6名
窓連句会

小林和恵
師系・名古則子連絡先154‑
0004世田谷区太子堂3‑5‑13小林
和恵(03‑3413‑4431)会員18名
摩耶連句会

佐野千遊
師系・橋間石連絡先654‑
0075神戸市須磨区潮見台町3‑2‑
30佐野千遊(078‑731‑0334)会員
l1名
丸亀連句会

廣谷高士(青石）
連絡先763‑0031丸亀市城南町75
−8廣谷高士(0877‑22‑4201)会員
6名
三重県連句協会

村田治男
連絡先516‑0008伊勢市船江1‑9‑
29喜多さかえ(059‑622‑2317)
宮城県連句協会
狩野康子
連絡先981‑0924仙台市青葉区双
葉ケ丘2‑5‑12狩野康子(022‑271
‑0005)
三河連句会

斉藤吾朗
師系･宮下太郎連絡先445‑
0806西尾市伊藤町伊藤前15‑1斉
藤吾朗(0563‑57‑8332)会員12名
三豊連句会
植松晴子
連絡先769‑1613香川県三豊郡大
野原町花稲907(0875‑52‑2137)

永谷3‑20‑34土屋実郎(045‑843‑
師系・今泉宇涯連絡先929‑
8059)会員40名
0325石川県河北郡津幡町字加賀
爪二3津幡町役場中田風来
富山県連句協会
(0762‑88‑2121)会員36名
二村文人
つらつら吟社
連絡先930‑0123富山市呉羽富田
町4143‑18二村文人(076‑436‑
山岸れい子
2
2
5
7
）
師系・名古則子連絡先516‑
0079伊勢市大世古3‑8‑24山岸れ
とよあけ連句会
い子(0596‑28‑1395)会員7名
永坂博美
手児奈連句会
師系・矢崎藍連絡先470‑
1152豊明市前後町仙人塚1736‑
勝田みつ子
144永坂博美(0562‑92‑1030)会
師系・今泉宇涯・上田渓水・下
員18名
鉢清子連絡先272‑0015市川市
鬼高3‑13‑6ルネ市川中山203勝
田みつ子(047‑370‑8523)会員15 ど ん ・ あ ・ く ら ぶ
豊島呑烏
名
師系・鈴木春山洞連絡先790‑
0844松山市道後一万11‑13豊島
電通連句会
正憲(089‑926‑2331)会員7名
逸見篤
連絡先104‑0045中央区築地l‑ll
電通マーケッティング局逸見篤 長 尾 連 句 会
気付(03‑3544‑5468)会員20名
砂井斗志男
師系・渡邊陽行連絡先769‑
2302香川県大川郡長尾町西683−
東京蕊仲寺連句会馬山人記念会
10砂井敏夫(0879‑52‑4391)会員
師系･野村牛耳･高藤馬山人連
10名
絡先182‑0035調布市上石原2‑27
‑9川野蓼艸(0424‑85‑5480)会員
渚の会
10名
西岡恭平
桃 雅 会
師系･長谷川ひさを連絡先760
‑0011高松市浜ノ町60‑25‑705西
杉山壽子
岡恭平(087‑851‑9006)会員9名
師系・東明雅・式田和子連
絡先470‑0116日進市東山2‑6O2
武村利子(05617‑2‑2392)会員10 夏 炉 の 会
岩村牙童
名
連絡先781‑0252高知市瀬戸東町
2‑323岩村牙童(0888‑42‑7656)
道後連句会
松永静雨
会員20名
師系・宇田零雨連絡先790‑
0842松山市道後湯之町6‑10‑805 習 志 野 連 句 会
鴇田秋甫
渡部晃子(0899‑21‑5821)会員8
連絡先276‑0046八千代市大和田
名
新田122‑18四十九院科峰(0474‑
50‑9029)会員6名
桃天樹ﾛ金環
赤田玖實子
師 系 ・ 三 好 龍 肝 連 絡 先 2 2 8 ‑ 南草連句会
田島竹四
0802相模原市上鶴間395赤田玖
連絡先517‑0506三重県志摩郡阿
實子(0427‑45‑0407)会員4名
児町国府1120‑69田島竹四
（05994‑3‑1846)会員7名
徳島連句懇話会
高田保二
連絡先770‑0868徳島市福島1‑10 に ほ ん ご 連 句 会
岡本康子
‑16梅村光明(088‑652‑1989)会
連絡先182‑0006調布市西つつじ
員56名
が丘2‑5‑2岡本康子(03‑3326‑
0496)会員10名
都心連句会
大林杣平
日本作家クラブ連句会
連絡先233‑0014横浜市港南区上
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市村美就夫
連絡先150‑0012渋谷区広尾3‑17
‑4二村マンション205中島まさ
し(03‑3407‑5368)会員20名
猫蓑会
東 明 雅
連絡先182‑0003調布市若葉町2−
21‑16青木秀樹(03‑3309‑0953)
会員160名
乃木坂散人連

古館曹人
師系・宇田零雨・宇咲冬男連
絡先102‑0082千代田区一番町20
‑10‑202古館曹人(03‑3262‑
9350)会員3名
俳譜工房
窪田阿空
連絡先359‑1152所沢市北野521‑
10窪田阿空(0429‑48‑6618)会員
6名
俳諸接心
岡本星女
師系・岡本松濱・阿波野青畝・

岡本春人連絡先555‑0024大阪
市西淀川区野里2‑11‑16メロデ
イハイム塚本502岡本星女(06‑
6477‑7445)会員オープン制

俳諸田園(協会主催）
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
が丘2‑25‑2中尾青青(045‑973‑
1760)(休止中）
白水台連句会
山口博三
師系・宇田零雨・寺岡情雨連
絡先791‑0113松山市白水台1‑1‑
9山口博三(089‑927‑3231)会員
4名
白塔歌仙会
佐藤俊一郎
連絡先350‑0275坂戸市伊豆の山
町17‑30会員11名
芭蕉記念館連句会

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先135‑0003江東区猿江1‑2‑2‑
501松澤晴美(03‑3634‑4094)会
員30名
ぱせり

R世里連句会
大野鵠士
師系・東明雅・國島十雨連絡
先501‑6081岐阜県羽島郡笠松町

しらぎく

深大寺連句会

大西貞子
連絡先510‑0304三重県安芸郡
河芸町上野1168‑73大西貞子
（0592‑45‑3606）会員10名
しらさぎ連句会
田中一火女
師系・寺岡情雨連絡先799‐
1303束予市河原津484‑l森川
年（0898‑66‑5232）会員6名
白魚連句会

岡本耕史
連絡先511‑1112三重県桑名郡
長島町大倉1−450岡本耕史
（0594‑42‑1469）会員2名
泗楽連句会

西田青沙
連絡先512‑0921四日市市尾平
町3768‑188西田青沙(0593‑32
‐8931）会員10名
城
中田泰左
師系・名古則子連絡先514‑
0034津市南丸之内9‑11中田泰
左（059‑227‑2437）会員7名

尋牛会
師系・矢崎藍連絡先460‑8445
名古屋市中区栄4‑16‑36(株)電
通中部支社内西脇智子（052‑2
63‑8324）会員8名
新 月 座
二上貴夫

連絡先257‑0024秦野市名古木
117‑1二上貴夫(0463‑85‑5537)
会員11名

36蒲幾美（044‑955‑8726）
名和未知
会員11名
連絡先182‑0012調布市深大寺
東町7‑41‑8名和未知（0424‑85 大智院連句会
‑1679)会員14名
岡本耕史
師系・名古則子連絡先511−
十f
篠
1112三重県桑名郡長島町大倉1
岡田史乃
−450岡本耕史（0594‑42‑1469）
会員8名
師系・鈴木香歩連絡先107‑
0052港区赤坂6‑9‑4‑301岡田
第六天連句会
史乃(03‑3582‑0081)
浅野黍穂
清流連句会
師系・上甲平谷・清水瓢左・今
泉忘機連絡先272‑0836市川
戒能多喜
市北国分1‑2‑19星野恵則（047
師系・宇田零雨・松永静雨連
絡先791‑0312愛媛県温泉郡川
‐372‑6448）会員30名
内町大字則之内乙2590‑3戒能
多度津連句会
多喜（0899‑66‑3096）会員7名
渡邉陽行
浅春連句会
師系・鈴木春山洞連絡先764
‑0003香川県ｲ中多度郡多度津町
谷敷寛
青木169渡邉陽行(0877‑33‑
連絡先112‑0003文京区春日2‑
0549）会員6名
25−2谷敷寛（03‑3811‑8519）
会員8名
多摩連句会
せんだい座
宮下太郎
伊藤直子
連絡先206‑0014多摩市乞田875
連絡先981‑8003仙台市泉区南
‑l宮下太郎(0423‑74‑7002)
光台3‑3‑9伊藤直子（022‑233‐
7732）会員9名
丹 想
秋山正明
宗祇法師研究会
連絡先661‑0002尼崎市塚口町l
‐22‑1‑207秋山正明（06‑421‑
林茂樹
顧問・金子金治郎連絡先521
1606）会員13名
‐120O滋賀県神崎郡能登川町泉
台215‑24林茂樹（0748‑42‑ ちばらき連句会
2037）会員8名
藤川裕子
師系・今泉宇涯・藤咲ひろし
草門会
連絡先300‑1636茨城県北相馬
郡利根町羽根野800‑55城依子
川野蓼艸
（0297‑68‑4424）会員7名
師系・野村牛耳連絡先182‑
0035調布市上石原2‑27‑9jll野

蓼艸(0424‑85‑5480)会員10名

中央連句会（協会主催）

信ﾘ'l'l大学連句会
宮坂静生
創の会
連絡先230‑0052横浜市鶴見区
師系・根津芦丈・東明雅連
生麦3‑16‑16連句協会土屋実郎
村田治男
絡先399‑0025松本市寿台4‑5‑3
連絡先519‑0503三重県度会郡
(045‑501‑4907)
宮坂静生(0263‑57‑2461)会員
小俣町元町1718村田治男（0596
40名
土筆・有楽帖三吟会
‑24‑1324)会員10名
新庄・氷室の会

陣啄会

連絡先214‑0039川崎市多摩区
森三郎
栗谷1‑4‑16遠藤嘉章
師系・石沢無腸連絡先369‐
1216埼玉県大里郡寄居町富田 筑波連句会
3969‑4杉野弁一郎(0485‑82‑
引地冬樹
2216）会員10名
師系・今泉宇涯連絡先272‐
新庄北陽社
0812船橋市三咲8‑3‑2O引地冬
内田武
染井の会
樹（0474‑48‑7260）会員16名
師系・春秋庵幹雄連絡先996
蒲幾美
‑0035新庄市鉄砲町3‑7l内田
師系・中村俊定連絡先215‐ 津幡連句クラブ
武（0233‑22‑1285）会員30名
0013川崎市麻牛反毛禅寺767‐
中田風来
永沢安栄
師系・笹白州連絡先996‐
0082新庄市北町5‑19永沢安栄
会員6名
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0022中野区江古田4‑18‑2杏花
村塾（()3‑3387‑2321）

連絡先338‑0012さいたま市大
戸4‑6‑3丹下遙指（048‑832‐
3727）会員6名

澁谷道(06‑6691‑1395)会員8
名
しめいあん

紫明庵連句会
井上鶴鳴
三j￨￨連句会
加藤耕子
師系・東明雅連絡先l36‑0074
磯部摂子
連絡先467‑0067名古屋市瑞穂
江東区東砂7‑5‑22アルス南砂
区石田町1‑36加藤耕子(052‑
連絡先501‑6242羽島市竹鼻町
サルーテ302井上鶴鳴（03‑5632
錦町35磯部摂子（058‑391‑
8
4
1
‑
5
0
5
4
）
‐0400）会員29名
2288）会員23名
興聖寺連句会
三冊子（改め「高知癒しの連句桜 樹氷連句会
松永静雨
犬島正一
蓼会｣）
師系・宇田零雨連絡先790‑
山崎曙
連絡先939‑8083富山市西中野
0052松山市竹原町1‑4‑1岡本
本町5‑14犬島正‑(0764‑21‑
師系・寺田寅彦連絡先786‑
眸(0899‑45‑1154)会員15名
001O高知県高岡郡窪川町窪川
3494）会員6名
1145‑5山崎曙(08802‑2‑2097)
郡山連句会
樹林連句会
会員15名
佐藤敏勝

耕

連絡先969‑1103福島県安達郡
師系・林空花連絡先177‑側4l
本宮町仁井田下の原28‑124堀 鹿 の 会
宮下太郎
練馬区石神井町3‑9‑12‑401草
越ふみ子TEL&FAX(0243‑
刈澄（03‑3996‑8530）会員15名
師系・松根東洋城・野村喜舟・
33‑5786）会員5名
阿片瓢郎連絡先206‑0014多
摩市乞田875‑1宮下太郎(0423 湘 南 吟 社
小瀬川連句会
小林静司
‑74‑7002）会員40名
永野薫
師系・根津芦丈・清水瓢左連
連絡先739‑0646広島県大竹市
絡先141‑0031品川区西五反田6
栗谷町大栗林739永野薫(08275 慈 眼 舎
‐23‑8小林静司（03‑3492‑2983）
赤田玖實子
‑
6
‑
0
3
4
4
）
会員10名
師系・清水瓢左・三好龍肝連
絡先228‑0802相模原市上鶴間
ころも連句会
395赤田玖實子（0427‑45‑0407） 湘南連句うらら会
矢崎藍
蒲原志げ子
会員6名
師系・東明雅連絡先470‑0335
師系・東明雅連絡先248‑㈹22
豊田市青木町1‑71‑9由川慶子
鎌倉市常盤937‑219蒲原志げ子
T&F(0565‑46‑2236)会員22名 鴨立庵連句会
（0467‑31‑7829）会員6名
草間時彦
師系・山路閑古連絡先249‐
冑宵俳譜柴庵
0005逗子市桜山1‑6‑16草間時 正 風
中尾青宵
藤野鶴山
彦（0468‑71‑5935）会員4名
連絡先227‑0043横浜市青葉区
師系・寺崎方堂連絡先520‐
藤が丘2‑25‑2中尾青宵T&F
0822大津市秋葉台35‑9正風発
獅子門
（045‑973‑1760）
國島十雨
行所（0775‑25‑9159）会員100
名
師系・各務支考連絡先501‐
佐久良連句会
113l岐阜市黒野古市場193国
井門可奈女
島十雨(058‑239‑0037)会員 正風大府支部
師系・栗田樗堂･富田狸通･鈴木
久野渓流
100名
春山洞連絡先790‑8503松山
師系・寺崎方堂連絡先470‐
市湊町4‑6‑6丸三害店内井門可
1143豊明市阿野町上納91‑6鈴
獅子門蕊杖社
奈女(089‑931‑8501)会員7名
本屋良子
置一花（0562‑92‑4521）会員25
名
師系・國島十雨連絡先248‐
さくら草連句会
0008逗子市小坪2‑12‑6本屋良
小林しげと
正風和気支部
子（0467‑25‑5139）会員25名
連絡先336‑0922さいたま市大
桐山北天
牧1118‑211澁谷盛興(048‑875
師系・寺崎方堂連絡先709‑
‐1909）
下町連句会
伊藤哲子
0441岡山県和気郡和気町衣笠
171桐山北天(0869‑92‑0807)
連絡先136‑0072江東区大島3‑
里 の 会
会員10名
26‑1‑911伊藤哲子(03‑3637‑
菅谷有里
8990）会員7名
師系・清水瓢左連絡先248‐
上毛連句会
0017鎌倉市佐助1‑14‑9菅谷有
伊藤稜志
紫薇の会
里（0467‑22‑8382）会員8名
師系・宮下太郎連絡先371‑
澁谷道
さんじ早くどう
081l前橋市朝倉町3‑5‑37伊藤
師系・橋間石連絡先558‑
三尺童
稜志（027‑261‑2297）会員15名
0002大阪市住吉区長居西1‑9‑2
丹下遙指
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勝山連句会

歌留蓑連句会
国島十雨
井手光子
金子鳴陣
連絡先503‑0026大垣市室村町4−
師系・松根東洋城・佐伯巨星塔
連絡先220‑0061横浜市西区久保
156伊藤白雲(0584‑73‑0774)会
連絡先790‑0878松山市勝山町2−
町48‑14金子鳴陣会員18名
員80名
155‑1‑501井手光子(089‑931‑
1427)会員10名
川内連句会
錦 心 会
池川蝸谷
渡部伸居
花 扇 会
師系･松根東洋城･阿片瓢郎連
師系・野村喜舟連絡先791‑
宮県人
絡先791‑0311愛媛県温泉郡川内
0241松山市小野町15渡部伸居
連絡先344‑0116埼玉県北葛飾郡
町則之内甲2153‑1小倉静子(089
（0899‑75‑1532)会員10名
庄和町大衾600‑4二宮方宮県人
‑966‑2781)会員8名
（0487‑46‑1443)会員5名
句華苑吟社
歌仙・集亭
神田川連句会
吉本世紀
野刈鴨
岡部桂一郎
連絡先328‑0036栃木市室町1‑13
連絡先980‑0802仙台市青葉区二
吉本画廊内(0282‑23‑3665)会員
連絡先134‑0085江戸川区南葛西
日町10‑15‑1F喫茶室｢集｣内会
7‑1‑6‑201松井青堂(03‑3680‑
7名
員約20名
0
0
5
3
）
くさくき

桂 の 会

神田義仲寺連句会

若松藍香
連絡先227‑0047横浜市青葉区み
たけ台2‑20臼杵瀞児(045‑971‑
3293)会員約12名

磯 直 道

伊藤秀峰

師系・斎藤石嬰連絡先101‑
0047千代田区内神田1‑6‑6伊藤

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先332‑0023川口市飯塚4‑4‑7
磯直道(048‑251‑3033)会員

秀峰(03‑3292‑0835)

300名

かないわ

金石公民館俳諸研究会
松本苔花
連絡先920‑0337金沢市金石西4−
5‑32松本苔花(0762‑67‑1045）

観音寺連句会

くさくき北九州支部
野口雅澄

連絡先768‑0040観音寺市柞田町
油井野口雅澄(0875‑25‑0979)会
員8名

かびれ連句会

小松崎爽青
神田分教場連句会
師系・大竹孤悠連絡先319‑
川名將義
1225日立市名坂町1‑31‑12西幾
師系･ねこみの連絡先232‑
多(0294‑52‑3671)会員19名
0076横浜市南区永田台48‑16川
名將義(045‑713‑1388)会員6名
加納連句会
小瀬瀞美

師系・各務於菟連絡先500‑
8472岐阜市加納清野町14小瀬瀞
美(058‑273‑1591)会員5名

木部八千代
師系・宇田零雨連絡先803‑
0834北九州市小倉北区都2‑7‑12
木部八千代(093‑651‑1393)会員
25名
くさくき松山支部

寺岡情雨
師系・宇田零雨連絡先791‑
0113松山市白水台4‑12‑8寺岡情
雨(089‑923‑6028)会員10名

きさらぎ連句会

小池正博
草笛連句会
連絡先594‑0041和泉市いぶき野
大西素之
2‑20‑8小池正博(0725‑56‑
師系・寺岡情雨連絡先791‑
2895)会員10名
0113松山市白水台4‑12‑12大西

兜 の 会

素之(089‑923‑3993)会員7名
山下七志郎

連絡先923‑0938小松市芦田町2−
2松下京子(0761‑21‑3464)会員
18名

義仲寺横浜戸塚連句会
八木荘一

連絡先245‑0067横浜市戸塚区深
谷町671八木荘‑(045‑851‑
1655)会員17名

からむし庵連句会

根津芙紗
師系・根津芦丈・東明雅連
絡先396‑0000伊那市山寺区山本
町3185根津芙紗(0265‑78‑4723)
会員18名
歌林連句会

坂手手留

連絡先185‑0011国分寺市本多1−
11‑13小向敏江(042‑321‑0285)
会員20名

義仲寺連句会

〈のいち連句会

内山秀子
師系・暉峻桐雨連絡先101‐
0047千代田区内神田2‑12‑5内山
回漕店方内山秀子(03‑3252‑
2941)会員8名

師系・斎藤石嬰連絡先520‑
0802大津市馬場1‑5‑12義仲寺 熊 谷 緑 化 セ ン タ ー 連 句 会
（0775‑23‑2811)会員15名
宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
木 の 会
絡先360‑0000熊谷市上之1342‑4
草間時彦
中和枝(0485‑23‑7039)会員20
連絡先240‑0105横須賀市秋谷
名
5237藤井弘美(0468‑57‑2764)会
員限定

雲 の 会

岐阜県連句協会
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村野夏生
師系・野村牛耳連絡先165‐

伊勢原連句会
近藤蕉肝
連絡先259‑1141伊勢原市上粕屋
1766大津博山(0463‑94‑3402)会
員13名

‑4‑41沼宮内凌子会員40名

おぼろ連句会

高橋昌民
師系・鈴木春山洞連絡先791‑
8013松山市山越2‑6‑46高橋昌民
（089‑925‑5214)会員8名

上野連句会

宇咲冬男
師系･藤井紫影･宇田零雨連絡
先336‑0931さいたま市原山2‑33
貝 の 会
‑22桜井つばな(048‑882‑6943）
五十鈴吟社
戸田貝江
会員15名
高山孝子
師系・阿片瓢郎連絡先183‑
師系・清水瓢左・名古則子連
0055府中市府中2‑31‑9戸田貝江
絡先516‑0805三重県度合郡御園 宇宙連句会
(0422‑68‑6063)会員6名
松永静雨
村高向656高山孝子(0596‑28‑
師系・宇田零雨連絡先790‑
9936)会員10名
0001松山市一番町1‑14‑10井手 海 市 の 会
ビル1Fヴェルデュールアン大
鈴 木 漠
いさよひの会
連絡先650‑0046神戸市中央区港
月西女(089‑931‑0506)会員13名
鈴木美智子
島中町3‑1‑47‑202鈴木漠(078‑
連絡先177‑0032練馬区谷原5‑20
302‑2230)会員4名
NHK文化センター青山
‑14鈴木美智子(03‑3925‑5930）
上田渓水
会員4名
師系･大竹孤悠･小松崎爽青連 解 綱
小原洋一
絡先271‑0092松戸市松戸1407上
石手寺連句会
田渓水(047‑362‑3822)会員12名
師系・野村牛耳・林空花連
松永静雨
絡先155‑0032世田谷区代沢1‑3‑
師系・宇田零雨連絡先790‑
7小原洋‑(03‑3413‑6670)
0052松山市竹原町1‑4‑1岡本 桜花学園大学連句研究会
矢崎藍
眸(0899‑45‑1154)会員7名
連絡先471‑0057豊田市大平町七 香川県連句協会
会長・渡邉陽行，副会長・植松
曲12‑1比較文化学科424研究室
伊豆芭蕉堂連句会
(0565‑35‑3131)
晴子・鎌田孝義。広谷高士，事
石渡蒼水
務局渡邉陽行764‑0033香川県
師系・斎藤石嬰連絡先414‑
仲多度郡多度津町青木169(0877
0014伊東市弥生町3‑2石渡蒼水 丘 の 上 連 句 会
‑33‑0549)会員60名
中田青宵
（0557‑37‑1831)会員10名
連絡先166‑0001杉並区阿佐谷北
5‑33‑9大城里水(03‑3338‑1353）
香川連句会
市川俳譜教室
渡邉陽行
会員15名
師系・藤井紫影・宇田零雨・今
師系･鈴木春山洞連絡先764‑
泉宇涯連絡先272‑0021市川市
0033香川県仲多度郡多度津町青
八幡2‑8‑20伊藤藪彦(047‑334‑ 奥 美 濃 連 句 会
水 野 隆
木169渡邉陽行(0877‑33‑0549)
5606)会員12名
会員7名
連絡先501‑4226岐阜県郡上郡八
幡町新町929おもだか家(05756‑
一 粋 会
5‑3332)会員13名
雅 秀 会
浜本青海
小川邦明
師系・高藤馬山人連絡先338‑
連絡先999‑5201山形県最上郡鮭
0801さいたま市大原1‑2‑7大久 桶川連句会
川村京塚3430(0233‑55‑2401)
福田太ろを
保風子(048‑833‑3335)会員16名
師系･宇咲冬男連絡先363‑
0025桶川市下日出谷375‑1福田 風 の 香 連 句 会
いなみ連句の会
笹 貞 子
太ろを(048‑787‑4477)会員9名
山本秀夫
連絡先996‑0051新庄市松本348
師 系 ・ 東 明 雅 ・ 二 村 文 人 連 おどおり
絡先932‑0231富山県東砺波郡井 小 郡 連 句 会 し ず
風 の 巷
河野玄磨
波町山見1400井波町総合文化セ
守口津夜子
師系･松根東洋城･阿片瓢郎･鈴
ンター内いなみ連句の会(0763‑
師系･松根東洋城･阿片瓢郎･
木春山洞連絡先754‑0000山口
82‑5885)会員31名
鈴木春山洞連絡先799‑1341東
県吉敷郡小郡町津市上河野玄磨
予市壬生川191‑7守口津夜子
(08397‑2‑0599)会員5名
茨 の 会
(0898‑64‑2634)会員10名
近松寿子
連絡先567‑0048茨木市北春日丘 小 野 連 句 会
河童連句会
長井寅平
2‑13‑7近松寿子(0726‑23‑8817）
矢崎硯水
師系･松根東洋城･阿片瓢郎連
会員25名
師系・宇田零雨連絡先392‑
絡先791‑0242松山市北梅本町甲
0004諏訪市諏訪2‑10‑22矢崎硯
781‑8長井實平(089‑976‑6182）
岩手県連句協会
水(0266‑52‑0251)会員15名
会員10名
小原啄葉
連絡先020‑0132盛岡市西青山2
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連句協会全国グループ名簿
①グループ名②代表者氏名③師系
④連絡先（住所・電話番号）⑤会員数

亜 の 会

前田圭衛子
連絡先663‑8156西宮市甲子園網
引町8‑21‑403前田圭衛子(0798‑
46‑3713)会員15名

川岸冨貴(0485‑91‑5208)会員50
名
あした連句会えびね支部
宇咲冬男

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先194‑0041町田市玉川学園8−
7‑1大平美代子(042‑724‑3800)

ああの会

村野夏生
師系・野村牛耳連絡先165‑
0022中野区汀古田4‑18‑2杏花村
塾(03‑3387‑2321)

会員15名
あしべ俳譜塾

八島美枝子
師系・宇田零雨連絡先145‑
0061大田区石川町2‑32‑8八島美

枝子(03‑3728‑0712)会員9名

鮎可部連句会
久保俊子
連絡先731‑0202広島市阿佐北区
大林町315久保俊子(082‑818‑
2
7
1
9
）

奥田恵以子
連絡先737‑2100広島県安芸郡倉
橋町鹿老渡奥田恵以子(0823‑54
‑1296)

鮎須川連句会
梓川連句会

愛染連句会

金井教子
師系・根津芦丈・宮坂静生連
絡先390‑1700長野県南安曇郡梓
川村杏金井教子(026378‑3808）
会員25名

高橋昭三
連絡先731‑0223広島市安佐北区
可部南4‑5‑47高橋昭三(082‑815
‑
1
9
1
4
）

青葉城連句会

連絡先731‑0223広島市安佐北区
可部南4‑5‑47高橋昭三(082‑815
‑
1
9
1
4
）

鮎倉橋島連句会

片山多迦夫
師系・清水瓢左・吉岡梅海連
絡先666‑0013川西市美園町1‑3‑
406号片山多迦夫(0727‑58‑
3198)会員10名

青葉連句会

(五十音順）

小野寺妙子

高森秋義
師系･鈴木春山洞･渡邊陽行連
絡先764‑0027香川県仲多度郡多
度津町道福寺200‑13高森秋義

0693)会員5名

1
2
5
5
）

鮎ふれ愛連句会
高橋八重子
連絡先731‑0223広島市阿佐北区

天霧連句会

連絡先980‑0005仙台市青葉区梅
田町4‑28小野寺妙子(022‑233‑

藤本幸子
連絡先737‑210O広島県安芸郡倉
橋町須川藤木幸子(0823‑53‑

(0877‑33‑2475)

可部南4‑5‑47高橋八重子(082‑
8
1
5
‑
1
9
1
4
）
鮎連句同好会

高橋昭三
連絡先731‑0223広島市阿佐北区
可部南4‑5‑47高橋昭三(082‑815
‑1914)会員35名

茜連句会

陶山泰子
天の川連句会
師系・品川鈴子連絡先769‑
福田真久
1601香川県三豊郡豊浜町姫浜
師系・三好龍肝連絡先952‑
1358‑1陶山泰子(0875‑52‑5131)
0206新潟県佐渡郡畑野町畑野
あらくさ連句会
会員12名
772本間昭雄(0259‑66‑2079)会
草間時彦
員28名
連絡先249‑0006逗子市逗子2‑4‑
茜(あこね）
5北沢義弘(0468‑71‑5393)会員
竹内茂翁
天の川連句会東京支部
限定
連絡先511‑0036伊勢市岡本1‑4‑
福田真久
27竹内茂翁(0596‑25‑4711)
師系・三好龍肝連絡先215‑ あ る ふ あ 会
0031川崎市麻生区栗平1‑3‑2福
高津明生子
紫 陽
連絡先241‑0833横浜市旭区南本
田真久(044‑987‑4442)会員13名
藤田明

連絡先514‑0114津市一身田町
285藤田明(0592‑32‑6438)会
員6名

宿町72‑14(045‑351‑5806)

あや

彩連句会
渡辺梅子

師系・宇田零雨連絡先201‑
0014狛江市東和泉1‑34‑14渡辺
梅子(03‑3480‑2575)会員7名

あした連句会
宇咲冬男

師系・藤井紫影・宇田零雨連 鮎 連 句 会
絡先364‑0035北本市西高尾7‑83

高橋昭三

／ 可 、

（lノ

伊賀連句会
山村俊夫
師系･清水瓢左･名古則子･村
田治男連絡先518‑0878三重県
上野市西大手町3687‑9(0595‑21
‑5068)会員25名

五

ケ立

口雷ひ現代連句集Ⅱ編集委員

陞参１
ク

浅野黍穂
青木秀樹

牛鰍帝仰封融睾蠅
の︲ｖ／ ℃ 仁

ゅ率椚イ″些漉谷寵興

しｖ２ｐ今村苗

北″シ″

刊︽
＆
切承仏〆

〃峰錨

〃

非
山

平成十四年二月二十八日発行

平成十四年二月二十日印刷

現代連句集Ⅱ

頒価二︑二○○円

編集代表引地冬樹

五○一

五○一

四九○八

四九○七

三三六四

二四一

︵株︶ニシギソ

〒噸恥東京都新宿区百人町二ノー六ノー八

ＦＡＸ○四五

電話○四五

連句協会

発行所〒知︲岬横浜市鶴見区生麦三ノニハノ六

印刷所

電話○三

三−九○○二四番︵連句協会︶宛

郵便振替で送金して下さい︒

★ご注文の方は○○一九○

J
』

1
I

一

一

(
1
)
↑
0 .

