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はじめに

臼杵勝児

昭和五十六年十一月の連句懇話会発足から三十年が経過しました︒過去二回十年毎に﹁現代連

句集﹂を発行して来ましたので︑今回も三十周年記念﹁現代連句集Ⅲ﹂を刊行する運びとなりま

した︒つまり三十歳の誕生祝に︑この十年間の活動記録をまとめたのがこの冊子であります︒

よい機会ですので一言所感を申し述べます︒さてこの三十年間連句協会は順調に発展を続けて

来たのでしょうか︒必ずしも然りとは言えないのが現実です︒協会の会員数ひとつとってみても

残念ながら漸減傾向です︒これから一層進む高齢化︑更にはかつて経験したことのない人口の絶
対減に直面したらどうなるか︒正にむつかしい局面を迎えています︒

しかしよく考えてみますと明治の後半から大正そして昭和の中頃まで百年近くの間︑連句界は

低迷暗黒の時代だったのです︒むしろ絶滅危倶種に近かったのです︒ただこの間にあって連句を

守らればという固い信念を持たれたほんの一部の識者や先達の方々の大変な努力により漸く日の

目を見ることになり︑何とか形がまとまったのが三十年前の連句懇話会発足だったのです︒従っ

てそれから一気呵成に発展する程甘くはない筈です︒まだまだ揺藍期ですし︑すべてはこれから
の努力次第ではないでしょうか︒

幸い連句界には素晴らしい人材が沢山居られます︒直面している問題についてオープンな議論
を重ね︑出来ることから実行することこそが肝要と思います︒

三十周年を契機に連句協会が一段と活性化することを切望するものです︒

尚末尾ですが︑本書の編集に携わられた皆様と作品を寄せられた方々に心から感謝申し上げる
次第です︒
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連句協会三十年の歩み

ノ

連句協会三十年の歩み
連句協会副会長青木秀樹
連句協会は平成二十三年十一月に創設三十周年を迎え
た︒創設当時から今日まで多くの連句人のご努力の結果と

載されている︒この三十年間に連句協会会員が大幅に入れ

替わっており︑またこれら出版物のバックナンバーの入手

が困難なため︑これらの記録を統合・再録する形で連句協

会の﹁三十年の歩み﹂として概略を取りまとめることにし
た︒

昭和五十六年︵１９８１︶〜平成三年︵１９９１︶の連

連句協会の前身﹁連句懇話会﹂の設立総会が開催された

つの組織を作ること︑そして新しく連句を普及し連句実作

れに活動していた連句結社・グループを取りまとめてひと

句協会創立からの十年間は草創期と言える︒全国でそれぞ

のは︑昭和五十六年︵１９８１︶十一月三日に俳句文学館

者を育てることにより︑連句文芸の再生・拡大を図ること

して真に喜ばしいことである︒

︵東京都新宿区︶が会場であった︒その後︑昭和六十三年

に先人たちが情熱を傾けられた時代であった︒

の上に連句人の交流を広げると同時に︑連句という文芸を

その後の十年間︵１９９２〜２００１︶は︑草創期の礎

︵１９８８︶十月一日に法人格のない﹁連句協会﹂に改組
して今日に及んでいる︒

三十年という歳月は長く︑連句懇話会創設当時の会員の

および連句協会二十周年記念﹁現代連句集Ⅱ﹂︵平成十四

記念として刊行された﹃現代連句集﹄︵平成四年五月発行︶

して︑当時を知る方は少なくなっている︒連句協会十周年

不幸なことが重なったが︑この十年間は停滞期と呼ばざる

て平成二十三年には約九百人になっている︒その間様々な

くその規模を維持したが︑平成十六年頃から次第に減少し

平成十三年に約千人に達した連句協会の会員数はしばら

広める普及活動を積極化した成長期であった︒

年二月発行︶には︑阿片瓢郎氏︑土屋実郎氏執筆による十

を得ない︒

多くが他界されたり︑連句協会の活動から身を引かれたり

年史︑二十年史のタイトルで︑それぞれ十年間の記録が記
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伴野渓水︑土屋実郎︑松村武雄︑宮下太郎︑山地春眠子の

各氏︒それぞれの役割は﹁総務・会計﹂阿片瓢郎︑城戸崎

丹花︑岡本富子︑松村武雄︑﹁会報﹂わだとしお︑宮下太

一連句懇話会の創設と連句協会への改組
昭和四十五年︵１９７０︶頃から始まった連句復興の機

昭和五十八年十二月役員改選にあたり常任幹事︑会計幹

郎︑大畑健治︑﹁全国大会﹂大林杣平︑土屋実郎︑﹁年鑑﹂

初の打ち合わせでは懇話会の活動として①式目の大衆化・

事︑監事のほか名誉会員を推すことになり阿波野青畝︑京

運の高まりの中︑昭和五十六年︵１９８１︶三月に阿片瓢

簡易化︑②捌きの養成︑③初心者啓蒙のための定期的講習

極杜藻︑清水瓢左の三氏を決定した︒その後︑連句協会へ

今泉宇涯︑松村武雄︑﹁懇話会賞﹂岡本春人の各氏が分担

会︑④各地に実地指導貝の派遣︑⑤適当な参考文献の複

の改組に際して顧問に阿波野青畝︑宇田零雨︑暉峻桐雨︑

郎︑岡本春人︑大林杣平の三氏が会合し︑連句懇話会︵仮

写・頒布︑など連句普及に重点が置かれたが︑検討を重ね

東明雅の三氏︑名誉会員に橋間石︑高藤馬山人︑草間

して担当された︒

た結果︑十一月設立総会時には懇話会の目的を﹁連句実作

時彦︑伴野渓水︑木村葉山の各氏が就任された︒

称︶の設立を目標として詳細な打ち合わせを行なった︒当

者及び愛好者の連絡を緊密にし連句の興隆を計る﹂とし︑

ループの優秀作品をまとめ年間連句集を発行する︑となっ

で懇親会を開催する︑②会報を随時発行するとともに各グ

立法人となることが必要と判断して︑連句懇話会を連句協

門としての参加が検討され︑参加を容易にするためには独

昭和六十三年︵１９８８︶五月︑国民文化祭への独立部

事業として①会員の連絡強化を計るため年二回関東・関西

た︒

会長・顧問は置かないことにして︑代表幹事を阿片瓢郎︑

を受けるためには常時基金︵預金および国債で五千万円︶

て法人格を得ることも検討されたが︑当時文部省から認可

会に改組・改称することが決定した︒併せて社団法人とし

岡本春人︑大林杣平︑今泉宇涯︑わだとしおの各氏が務め

を保証する条件を満たすことが困難であり︑かつ社団法人

組織については︑創立当時には事業が軌道に乗るまでは

た︒幹事は宇咲冬男︑城戸崎丹花︑国島十雨︑見学玄︑
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ものの特別の恩典がないため︑社団法人化を断念した経緯

としては役員体制の改変︑事業計画の提出等が求められる

中部二十八名︒結社・グループ別では連句研究会九十名︑

る︒内訳は関東百五十名︑関西七十四名︑四国三十六名︑

時には連句懇話会の会員は三百五名と会報に記載されてい

連句会︑信大連句会︑小布施連句会︑正風社︑白寿社︑南

連句研究会︑花扇会︑あしたの会︑市川俳譜教室︑かびれ

久会︑多摩連句会︑湘南吟社︑戸塚連句会︑鴫立庵連句会︑

句会︑北区連句会︑くのいち連句会︑市ヶ谷連句会︑松喜

句結社やグループに所属している人をその当時できる限り

千七百四十五名が載っている︒この連句人名簿は全国の連

は連句協会会員六百四十六名を含めて全国の連句人として

年鑑﹂には﹁全国連句人名簿﹂が掲載されており︑そこに

連句協会に改組した昭和六十三年︵１９８８︶の﹁連句

を賛助会員とすることを定めていた︒

通会員の年会費は二千円︑一万円の賛助会費を納入した人

連句懇話会設立当時︑連句懇話会の入会金は取らず︑普

その他二十二名となっている︒

市川俳譜教室二十名︑東京義仲寺二十名︑獅子門十三名︑

連句かつらぎ九十名︑あした三十名︑都心連句会二十名︑

がある︒

連句協会の設立披露は六十三年十一月十日新宿海洋ホテ
ルで多数の俳壇関係者を招待して挙行された︒

二連句協会の規模の推移
連句懇話会の発足に際して発起人となった連句結社・グ
ループは︑俳譜芭蕉舎︑青葉城連句会︑草茎社︑都心連句

美濃連句会︑獅子門社︑義仲寺︑落柿舎︑白燕連句会︑か

集めたものである︒

会︑杏花村塾︑慈眼舎︑鹿の会︑第六天連句会︑麿尼絵連

つらぎ連句会︑丹想社︑あしべ連句会︑東松山連句会の三

設立時にはこれらの結社・グループのメンバーを中心に

助会員・名誉会員・顧問の合計︶であったが︑平成十三年

︵１９９１︶の連句協会の会員数は九百一名︵正会員・賛

﹁連句協会二十年史﹂︵土屋実郎氏︶によると︑平成三年

スタートした︒正確な記録は残っていないが︑昭和五十七

︵２００１︶には九百九十六名に増大している︒この十年

十五グループであった︒

年︵１９８２︶六月に比叡山で開催した第一回全国大会の
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会する会員もある︒いずれにせよ高齢化の大きな波が押し

連句グループ数の推移をみると︑昭和五十六年

間に毎年八十名ほどの入会者があり︑死亡者を含む退会者

とどまっていると記されている︒﹁もう少しで会員千人﹂

︵１９８１︶連句懇話会発起人三十五グループが平成三年

寄せていることが会員減少に反映している︒

として連句普及の声が盛り上がったのはこの頃であった︒

︵１９９１︶には九十三グループに︑平成十三年︵２００１︶

が七十名になるため全体の会員数は年に十名ほどの増加に

連句協会の会員数は常に入会・退会があり変動してい

には二百三十五グループへと増大している︒さらに平成二

連句懇話会創設時の連句グループ︑あるいは十年前に活

る︒﹁連句年鑑﹂の巻末に記載されている﹁連句協会会員

字︵いずれも十一月末︶は平成十四年九七八名︑十五年

動していたグループのいくつかは会の主導者の死亡などの

十三年には会員数減少の中で二百五十一グループに増大し

九八四名︑十六年九四五名︑十七年九三四名︑十八年

理由で解散あるいは活動停止の状態になる一方︑新しい連

名簿﹂が会員数の基準になるが︑これはおおむね期中の七

九四二名︑十九年九一五名︑二十年九一一名︑二十一

句グループが生まれていることになる︒それら新グループ

ている︒

年八九○名︑二十二年九○○名︑二十三年八八九名

メンバーが直ちに連句協会入会に結びつかないところに問

月末現在のものである︒理事会等で報告された年度末の数

と推移している︒この間︑会計担当は会費未納者に対して

題がある︒

出不能︑病気入院︑家族の看病・介護︑連句グループ指導

少として現れている︒会費未納の方々には高齢化による外

から選任される︒実質的には会長・理事長が中心になって

されている︒会長・副会長・理事長・常任理事は理事の巾

連句協会は規約により理事︵三十五名以内︶により運営

三連句協会の運営

会費納入の催促状を発送するなど未納分の集金に努め︑毎
年四○口程度の集金の効果を挙げている︒その上で長期未

者の病気・死亡による会の解散あるいは活動停止等︑それ

協会活動の方向付けをしている︒重要事項は年に三回開催

納者を会員名簿から削除する措置をとったことが会員数減

ぞれの理由がある︒会費納入を督促されたことを契機に退
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される理事会で決定されることになっており︑年に六回開

土屋実郎理事長土屋実郎︵兼︶

会長上田渓水副会長宇咲冬男近松寿子

○平成十三年︵２００１︶

課題についてどう分担し︑どう進めるかが話し合われる︒

士屋実郎理事長土屋実郎︵兼︶

催される常任理事会では問題点についての論議︑具体的な

役員は任期二年︑隔年に改選されることになっている︒

○平成十五年︵２００３︶

会長上田渓水副会長近松寿子磯直道

連句懇話会が連句協会に改組・改称した以降の正副会
長・理事長の変遷を以下に示す︒

中尾青宵引地冬樹理事長小林しげと

会長臼杵勝児副会長青木秀樹伊藤稜志

○平成二十三年︵２０１１︶

青宵副理事長に和田忠勝︑副会長に伊藤稜志が就任︶

︵平成二十二年宮下理事長の退任により︑理事長に中尾

臼杵勝児理事長宮下太郎

会長磯直道副会長中尾青宵品川鈴子

○平成二十一年︵２００９︶

品川鈴子理事長宮下太郎

会長磯直道副会長中尾青宵引地冬樹

○平成十九年︵２００７︶

引地冬樹理事長宮下太郎

会長磯直道副会長近松寿子中尾青宵

○平成十七年︵２００５︶

○昭和六十三年︵１９８８︶

会長阿片瓢郎副会長大林杣平岡本春人
今泉宇涯宇咲冬男国島十雨理事長阿片瓢郎︵兼︶
○平成五年︵１９９３︶

会長大林杣平副会長今泉宇涯宇咲冬男
国島十雨理事長土屋実郎
○平成七年︵１９９５︶

会長今泉宇涯副会長宇咲冬男上田渓水
国島十雨近松寿子理事長土屋実郎
○平成九年︵１９９７︶

会長今泉宇涯副会長宇咲冬男上田渓水
国島十雨近松寿子理事長土屋実郎
○平成十一年︵１９９９︶

会長上田渓水副会長宇咲冬男近松寿子
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初めから現状維持を求めるということは︑時間の要素を

代目会長を中心に︑草創期の礎の上に連句協会としての事

進もうとした時期であった︒その次の成長期は二代目・三

に情熱を傾けられた時代であり︑言わば攻めの姿勢で前に

分担して︑連句人を結集することと連句文芸の普及・拡大

た阿片瓢郎氏のリーダーシップにより多くの役員が役割を

連句懇話会創設から十年の草創期は会長兼理事長を務め

二の創業精神を発揮することではないだろうか︒この十年

戻るということは︑創設当時の攻めの精神を取り戻し︑第

プの活動を制約することは有り得ない︒連句懇話会精神に

動をしている︒連句協会はこれまでもこれからも各グルー

ループはそれぞれ独立した集団であり︑それぞれ独自の活

り連句文芸の質的向上を図る﹂ことである︒連句結社・グ

の精神は﹁連句文芸の普及・発展﹂と﹁連句人の交流を図

品川鈴子中尾青宵理事長和田忠勝

業を充実させる方向で︑役員がそれぞれ分担して業務を推

をあえて衰退期としないのは︑連句協会にはまだ拡大のエ

入れると衰退を招く︒十年経てば人は十歳年を取る︒創設

進した時期であり︑着実に成果をあげた時期であった︒

論﹂さらに﹁入会金廃止・年会費値下げ論﹂等々の論議に

運営の中で︑﹁連句の国民文化祭参加不要論﹂﹁選賞中止

協会にとっての不幸であった︒安定志向型︑協調型の協会

連句協会の主導的立場の方々が執行部を離れられたことが

からも宮下理事長が任期途中で病気のため退任するなど︑

長︑宇咲副会長がリタイア︑さらに磯会長の体制になって

役を失い︑平成十四年の任期満了を機に土屋副会長兼理事

支援を得ながら︑連句協会創立四十周年を笑って迎えられ

力を高めるための施策を実行しなければならない︒会員の

となく︑連句協会の存在意義を確かめ合い︑連句協会の魅

が求められる時であろう︒いたずらに論議に時間を費すこ

につくことが必要である︒連句の世界の言葉でいう連衆心

策を立案して実行することが重要である︒小異を捨て大同

状況の悪化は活動を不活発にする︒停滞の原因の解明と対

連句協会にとって現在の急務は会勢の川復である︒財務

ネルギーがあると信じるからである︒

時間を費やし︑消極的活動姿勢を助長したことも連句協会

るようにするのが協会の運営に携わる者の責務であろう︒

そしてこの十年︑上田会長の病気・長期入院により船長

にとって不幸なことであった︒
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四連句協会総会および全国大会
連句懇話会設立総会は昭和五十六年︵１９８２︶十一月
三日に俳句文学館に於いて挙行された︒出席は七十三名︒

暉峻桐雨氏の﹁芭蕉の妄執﹂と題する講演の後懇親会が行
なわれた︒

その後規約に定めた通り︑関東と関西で連句大会を開催
するほか︑全国の連句愛好者の交流と連句の普及を目指し
て︑岐阜・松山でも連句大会を催した︒連句懇話会が主催
した創設から十年間の開催状況は次の通り︒毎回講師を招
き連句関連の講演が行なわれた︒連句懇話会創設の熱意と
当時の幹部の方々のご努力が偲ばれる︒

その後十年間の記録は﹃現代連句集Ⅱ﹂を元に記載す
る︒平成五年度︵１９９３︶より全国大会は総会を兼ねる
ことになり概ね六月に開催されてきた︒しかし年度総会を
六月開催では遅いとの意見が出され︑第二十回から四月開

催になった︒第十一回以降の開催記録は以下の通りであ
ブ︵︾○

伊賀上野
観光ホテル

増上寺

かんぽ−る京都

増上寺

比叡山

回会場

四四

岐阜臨川クラブ

36266和時

㈹．６．９

帥．９．１

6059595857昭日

阿波野青畝

講師

連句について

演題

有明月物語

私の連句観

櫻井武次郎

連歌の視座から

大岡信

金子金次郎

山本茂貴郷士の芭蕉

哩外山滋比古晦衛唖嘩鐸と

妬鈴木勝忠江戸座俳譜

239251112出
席

８増上寺

元・６．Ｆ

平成

帥森寛紹鎬噸酬栖文学

髄︵関西連句のつどい︶

師坪内稔典連句の行方

手法
７ 増 上 寺 侭 ・ ６ ． 皿 唖束明雅連句の
ｌ自他伝

豐大阪天満宮鈴・４．型

鯉舵・９．加

６増上寺他．６．Ｍ 皿金子兜太連句雑感

鶚高野山普賢院舵・３．羽

淵子規記念館皿・３・路 刎宇和川匠助寅彦の俳詰
５増上寺ａ．６．Ｍ 恥北村太郎連句私観

４増上寺

E
1
．
1

671506613170者

森川昭奥の細道と連句

145
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1

3淵2

音
I
蚤

1523
191018

増上 寺

増上 寺

日本青年館

日本青年館

日本青年館

躯日本 青 年 館 賜 ・ ４ ．

別日本 青 年 館 陞 ・ ４ ・ 別

加日本 青 年 館 旧 ・ ４ ． 嘔

旧日本 青 年 館 吃 ・ ６ ． 羽

略日本 青 年 館 Ⅱ ・ ６ ．

Ⅳ日本 青 年 館 皿 ・ ６ ． 加

陥日本 青 年 館 ９ ． ６ ． 配

賜赤羽会館８．６．認

ｕ赤羽会館７．６．妬

昭赤羽会館６．７．２

吃赤羽会館５．６．昭

Ⅱ増上寺４．６．昭

6 6
3 4 4

有馬朗人漱石と連句
村松友次心敬と連句

塩田丸男連句と私

別所真紀子奥の細道女人考

尾形仇連句の鑑賞法

今栄蔵芭蕉と連句の座
復本一郎連句の恋
鈴木勝忠連句と雑俳

赤羽学礎準側行きて

172180134130140140120130130120120153

６

日本青年館四・３．妬皿

噸

日本青年館別．４．６２１

日本青年館即３

日本青年館犯・３．Ｍ頤

日本青年館認・３．

︵三〃十一日の東日本大震災のために中止︶

連句協会の決算期は十二月であるので︑開催日を次第に

早め︑近年は三月開催としている︒会場は参加者の収容力

から九年から東京の日本青年館国際ホールを毎年利用して

鈴木長駆麺山岸地恥ね

年︶から明らかな参加者減少がみられる︒第二十三回︵平

総会・全国大会の推移をみると︑第二十四回︵平成１７

いる︒

光田和伸蕉風俳諮の真髄

成十六年︶から講演は行なわれていない︒なお経費削減の

岡昌子上菊舎ｌ薦一

枚のさび

荒川有史緋訓轆鐸鰔に
講師病気のため講演なし
以後講演なし

中止とし︑決算報告および予算案︑協会役員改選について

第三十回総会・全国大会は東日本大震災発生のため急遼

る︒

するなど縮み志向の企画・運営が反映しているようにみえ

ため総会・全国大会の吊り下げ看板も第二十四回から廃止

雲遊の尼・田

伊藤桂一私の文芸勉強

3029282726

は会員各位に書面を郵送することで総会に代えた︒
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3 2
181716

180

128135150144

109
252423

連句協会主催の全国連句大会と同列に並ぶものとして関
西大会があったが平成元年から休止していた︒その後﹁俳
譜寒菊堂連句振興基金﹂の主催で平成四年九月十五日に大

鴫．６．７大津・近江神宮

陥・９．５神戸・シーパル須磨

連句懇話会会報の第１号は昭和五十六年十二月二十三日

五連句協会会報の発行

っかけになり︑連句協会関西支部主催で﹁関西連句を楽し

の発行︒１ページ３段組み︑１段３０行︑１行２０字詰の

阪・御堂会館で開催された﹁現代連句シンポジウム﹂がき

む会﹂として復活した︒幹事を近松寿子︑岡本星女︑澁谷

８ページでスタート︒その後各号によりページ数の変動は

作品︑随筆︑小論文を掲載した︒﹁現代連句を語る﹂座談

だ︒連句懇話会創設当初の会報の内容は︑主要連句結社の

号までは阿片瓢郎氏が担当︑その後を宮下太郎氏が引継い

年月日

会︑全国大会の記︑関西連句大会の記︑講演内容の抄録な

宮下太郎氏は昭和五十八年︵１９８３︶の第１７号から

宇涯の揮毫による︒

し個性を発揮された︒第１７号から題字は三代目会長今泉

場としての募吟の講評は今泉宇涯︑宇咲冬男氏などが担当

どは大会不参加の会員を意識して重視された︒新人練成の

後巻頭は主として会長︑副会長が執筆︑各グループの連句

師系︑連衆︑方針等沿革の紹介にページを割いたが︑その

神戸・しあわせの村皿

会場出席者

あるが︑やがて２０ページ立てが定着した︒１号から１６

道︑品川鈴子の四氏が持ち回りで担当された︒しかし︑

8570

平成十一年︵１９９０︶の１０９号までの長きにわたり編

1旬

1211

平成５．９・喝 東山・法然院錦
６．５．泥 嵯峨・清涼寺ｎ
８
７ ． ５ ． 躯 洛西・仁和寺皿
８．５．四

大阪・大阪天満宮︵笠置俳諸︶

祇園・八坂神社鴫８

８
９．４・胆 束山・法然院１
１
７
ｊ
Ⅱ
．
５
．
Ｗ
祇
園
・
知
恩
院
３
１
８
Ⅱ ． ５ ． ９ 宇治・万福寺Ⅱ
神戸薬科大学昭３
吃．５．Ｍ

喝・６．ｍ
腔・５．吃

− 1 ノ ー

この会も平成十六年の大会を最後に休止している︒

10987654321回

青木秀樹氏が四代目の編集長につき︑土屋実郎︑澁谷盛興︑

り︑協会会報第１２５号︵平成十四年四月一日発行︶から

行に尽力された引地冬樹氏が病気・入院されたことによ

なり協力して発行する体制になった︒﹁現代連句集Ⅱ﹂刊

黍穂︑澁谷盛興︑今村苗︑青木秀樹の各氏が編集委員と

は引地冬樹氏を編集長として土屋実郎︑小林しげと︑浅野

便局まで運んだという逸話が残っている︒第１１０号から

けを受けながら︑発送作業はリヤカーを引いて最寄りの郵

集から発送までを一手に引き受けてこられた︒奥様の手助

歌行﹂に変わった︒

当︑第１８０号︵平成二十三年六月︶から東條士郎氏の﹁短

人氏の﹁二十韻﹂となり︑平成二十三年四月発行号まで担

た︒その後は第１５９号︵平成十九年十二月︶から二村文

句﹂をくり返し平成十九年十月発行まで三年八ヶ月続い

の﹁表六句﹂に変わり︑その後﹁裏六句﹂﹁表六句﹂﹁裏六

発行︶まで浅野黍穂氏が担当︑第１３７号から宮下太郎氏

とつの募吟欄﹁新前句付﹂は第１３６号︵平成十六年二月

発行号から狩野康子氏に交代し今日に及んでいる︒もうひ

六月発行分まで長らく近松寿子氏が担当︑平成十七年十月

氏の執筆で長く続いたが︑第１４２号︵平成十七年二月︶

また最終ページの﹁新刊・近着誌紹介﹂欄は小林しげと

今村苗各氏を編集委員とする体制になった︒その後︑澁
谷氏が退任し大久保風子氏がその後任になった︒現在ま

で終了︑第１４３号から﹁俳海往来﹂と改称し連句界の動

で︑年６回発行を守っている︒

紙面は２０ページ立てを守り︑二月発行号には会長の新

なお︑﹃現代連句集Ⅱ﹄に掲載された引地冬樹氏の労作

向を伝える内容に変え︑宮下太郎氏の協力を得ながら編集

事全員に執筆範囲を広げた︒紙面の大半は会員からの小論

﹁連句協会会報二十年の歩み﹂は連句懇話会創設以来ので

年所感を載せることとし︑それ以外の号の巻頭は会長・副

文・エッセイなどの文章︑全国大会や各地の連句作品︑各

き事を知る手引きとなるので︑それに続ける形で三十年の

部が担当し現在に至っている︒

地での連句関連行事や募吟の案内︑連句協会からのお知ら

歩みを作成して︑本稿文末に別項を立て独立させた︒

会長に限らず新任理事の顔見世や役職が替った役員など理

せに費やしている︒

新人育成を目指した募吟欄は﹁新三つ物﹂を平成十七年
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六連句年鑑の刊行
連句懇話会結成の翌年︑昭和五十七年に第一回の連句年
鑑を阿片瓢郎氏が作成した︒次年度からは今泉宇涯︑松村
武雄両氏が中心となり︑五十八年から六十三年版を編集︑

平成元年版から福井隆秀氏が編集を担当した︒平成四年・

売価︵円︶

2元6362616059
1514131211109876543

五年は福井隆秀︑宇咲冬男両氏︑平成六年から平成十年は

宇咲・磯直道氏が担当︑平成十一年から磯・小川廣男氏

作品ページ

一四○○

二九○

二八三

二八二

二六九

二五一

二七九

ニ四四

一二四

一九一

一八七

一九一

一九一

一九一

一七一

ー七七

一一ハー

一五一

二五○○

二五○○

二三○○

二三○○

二三○○

二○○○

二○○○

一五○○

一五○○

一五○○

一五○○
一二二一ハ

二八六

二一四
二九○

三六八

三六四

三五七

三八五

三五九

二五九

二七七

二五九

二七○

二八二

ニ四七

二五○○

二五○○

二五○○

二五○○

二五○○

二五○○

二五○○

二五○○

三六五

二五六

二五○○

一二二一ハ

三五七

二五七

三○九

三三九
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が担当︑十七年版からは今村苗氏に︑さらに二十一年版
から大久保風子氏に編集担当が交代している︒なお︑会員
名簿は平成十六年版まで伊藤薮彦氏︑十七年版は福田太ろ
を氏が担当︑十八年版から協会会員名簿担当和田忠勝氏に

担当が代わっている︒購入申込・発送は小川廣男氏︑会
計・送金先は福田太ろを氏が平成十六年版以降続けて担当
している︒

一三七

一五○○

﹁連句年鑑﹂の推移

昭和師年一七四

一四六

総ページ

二二○

８
５

平
成

年

三一八
二六○

二三八

二五○○

二五○○

﹁第三﹂の難しさ

連句に於ける私性

山地春眠子

藤井晴子

二二八

二四三

二五○○

二五○○

二五○○

二五○○

現代連句の形式

共生の文学

現代の連句に思うこと

月は東に

別所眞紀子

蕉門俳譜本質への回帰

堀切実

平井照敏
鈴木香歩
馬嶋春樹
小倉星女

仇年支考と美濃派についての断想

帥年三合の俳譜論

二○九

二五○○

私はなぜ連句を作るのか

一九七

二五○○

近松寿子
大畑健治
国島十雨

三五七
三二九
三三九
一二一一ハ

ニ九三

二八六

佐野千遊
名古則子
柚木治郎

連句協会の会員数増大を背景として平成七年ころから収

四方万里子

西独の連歌

俳詰師のオモテ︑ウラ

子規と連句

録作品数が増大したが︑平成十六年ころから掲載作品数が

開かれた楽しみ

柴崎正寿郎

現代性先取りの連句

連句見直しの一視点

浅野黍穂

﹁羽州新庄﹂のこと

今昔霞漫歩

銘年近頃思ふこと

清水瓢左

小林しげと

澁谷道

他年忘れられた﹁体・用﹂

減少傾向に転じている︒

連句年鑑に掲載した評論︑エッセイは以下の通り︒

昭和詔 年 連 句 何 故 衰 退 し た の か

高藤武馬
宇咲冬男
三好龍肝

連句の伝承を考える
俳詣の基本

沢井山帰来

今泉宇涯
伴野渓水

連句文芸とその周辺
付合の歴史的変遷

弱年連句の様式
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2322212019181716

福井隆秀
品川鈴子

連句一目惚れの記

芭蕉の俳諮と現代連句に必要なこと

千那俳論耆﹁鳳鳴談﹂の付合論

西

中尾

復本

幾多

青宵

一郎

連句碑建立に寄せて

連句における子規と虚子

句連句の音調

国際連句の哀歓

松永

村松

森

荒木

静雨

紅花

三郎

忠男

８年

上野洋三
赤田聰雨
村松定史
松村武雄

名古則子

連句の性格︵付︶三句の渡り

式目に関するアンケート報告

一九九一年の連句作法・
９年

旅路の果て

廣川治

連句と俳句の間

連語句について

宮下太郎

今泉忘機
川野蓼艸
引地冬樹

宇和川匠助

７年

６年

女流俳諮︵江戸中期︶

磯直道

石川淳に於ける連句とは

連句とおさかな

元年蕉門連句の注釈
ドイツ語連句管見
新治筑波を過ぎて
二つの﹁山中三吟﹂

２年寺田寅彦の連句実作とその理論

今泉忘機
大林杣平

︑年

連句あれこれ

水野隆

荒川有史
大野鵠士
松永静雨

﹁冬の日﹂讃

再び俳譜について

密田青々

西鶴と芭蕉

俳譜・赤穂義士伝

尾崎左永子

連句と四三

﹁連句﹂の僻見ｌ短歌の立場から
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回顧と将来
俳譜と茶の湯

尾形仇
古館曹人

３年連句の周辺
連句初学八章

池溺錐
石橋筑紫男

八九間雨柳
連句寸感

年
I

乾裕幸
土屋実郎

11

年

４年連句の式目
自他場への回想的反省

矢崎藍
白石悌三
近藤蕉肝
上田渓水

スキなものはスキだから遊び盛り

５年挨拶の寓意
北米ツアー・連句曼茶羅
連句の数理

12

我が俳譜修業
﹁癒しの連句﹂の見たものｌ連句・結びの力ｌ

川野蓼艸
浅野黍穂

森山昌枝
三村文人
狩野康子

昭年︹地準絹筆へ唖麺釧鑓誰樺読む

近衛中将藤原実方

矢崎藍

連句の評論と実践

連句のコスモロジーｌ言語と唯識と１

Ｍ年私が出会った外国の連句
俳人凡兆と加州・金沢の切支丹

四シ谷龍
密川青々
小池正博
福島新吾
村松定史
八木紫暁
伊藤藪彦
小川廣男

堀本吟
岡本耕史
臼杵勝児

肥年

岨年

加年

別年

躯年

オムニバス風身辺連句雑記

﹁市中﹂歌仙名残の表考

連歌会席・俳席における行儀

﹁菜窓菜英草﹂とその周辺

芭蕉最後の心境﹁青松葉﹂
おくのほそ道から終焉まで

小林しげと

廣木一人
宮脇真彦

福田太ろを

福田眞久

大野鵲士

石寒太

文芸作品に見る美濃派
ｌ島崎藤村﹁夜明け前﹂の場合

山村俊夫

芭蕉の旅の転換ｌ甲州谷村での四ヶ月

紅花幻想

永田英理

ｌ﹁執中の法﹂と﹁空僥﹂を中心に

支考の付合理論に学ぶ

蕪村連句のおもしろさ

連句パフォーマンス︵序︶

野島清治

小池正博
近藤蕉肝
母利司朗

くろべ四十八が瀬を渡らなかった
芭蕉ｌ曽良の随行日記の謎

久良木憲

江戸連句のおもしろさＩ評点という方法

執筆のことｌ人麻呂まねび

奥野純一

鍬脾匡立

に丘

荒木田守武翁の連歌と俳譜

ット連句

付け句コミュニケーションの原点
からｌ付け句コラムとインターネ

‐77‐

連句と川柳
連句やぶにらみ

鴫年武田晴信﹁倭漢聯句﹂のこと
芭蕉﹁九州紀行の夢﹂を追って
﹁人の出会いと別れと﹂

詩趣と科学と雑感と

陥年はじまりとしての連句
私と連句

神野昭

﹁曽良旅日記﹂覚書〜その流出から発見まで

Ⅳ年連句愛好者子規

矢
崎

団塊世代のロマン自転車で行く
﹁奥の細道﹂逆まわり

泌年季語と歳時記
暉峻康隆・桐雨宗匠に導かれて
辞世

七連句協会賞

大竹多加志
隆

杏子
誠一

連句懇話会規約に定められた﹁各グループからの優秀作
品をまとめ年間作品集を刊行する﹂ことから派生し︑翌年
から前年の連句年鑑に掲載された作品の中から優秀作品を
選賞することになった︒岡本春人氏が座長を務めて昭和五

在り方﹂﹁社会現象の織込み方﹂﹁自他場の扱い方﹂﹁季語

の充実感﹂﹁カタカナ・数字等の濫用を避ける﹂﹁哀れさと

面白さの均衡﹂など審査に当たって様々な意見が出たこと

を﹁連句協会十年史﹂に阿片瓢郎氏が記述されている︒

第一回連句懇話会賞水野隆捌﹁満天星﹂

佳作字咲冬男捌﹁群青や﹂︑片山多迦夫捌﹁梅雨

明﹂︑名古則子捌﹁古雛﹂

第二回連句懇話会賞今泉字涯捌﹁さくら咲き﹂

佳作宮坂静生捌﹁立春﹂︑窪田薫捌﹁天行や﹂

第三回連句懇話会賞佐野千遊捌司十鴉﹂

佳作脈峻棡雨捌﹁名月や﹂︑国島十雨捌﹁Ｈは天

に﹂︑岡本春人捌﹁水を射て﹂

十七年度連句年鑑から第一回連句懇話会賞が選ばれた︒

懇話会に参加する連句グループが拡大する中で︑選賞の

第四回連句懇話会賞京極杜藻捌﹁石蕗﹂

第六回連句懇話会賞該当なし

ゐ﹂︑渡辺正昭他﹁望の月﹂

佳作今泉字涯捌﹁花の神﹂︑水野隆捌﹁あぢさ

第五回連句懇話会賞伴野渓水捌﹁団扇持つ﹂

団々﹂︑鈴木春山洞他﹁春山の﹂

佳作近松寿子捌﹁神の貌﹂︑高藤馬山人捌﹁露

仕方について様々な意見が出されたが︑連句懇話会・連句
協会の理事・常任理事が予選委員を務め︑そこで選ばれた
優秀作品について正副会長が審査して最終決定をする方式
になった︒

予選委員は所属するグループが違い︑かつ作品鑑賞の態
度も個人で異なるので︑それぞれの評価結果は多様であっ
た︒﹁序破急の置き方﹂﹁表六句禁忌への配慮﹂﹁月花恋の
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大黒三
駒田浦

佳作森三三
郎郎捌﹁初句会﹂︑秋元正江捌﹁葱白
く ﹂ ︑草
草間
間時彦捌﹁山茶花﹂︑阿片瓢郎校合﹁ル
ノアール﹂

特別作品岡本春人捌﹁四季それぞれ﹂

年版に中尾青宵氏の報告があるので参照されたい︒

八国民文化祭

文化庁が主管する国民文化祭は昭和六十一年

府県持ち回りで毎年秋に開催される国民的事業である︒第

︵１９８６︶にスタートした︒国民体育大会と同様に都道

佳作宇咲冬男捌﹁夜の雪﹂︑小松崎爽青捌﹁雪の

一回は東京都︑第二回は熊本県︑第三回は兵庫県で開催さ

第七回連句協会賞該当なし
奥﹂︑宮下太郎捌﹁錐の声﹂︑高藤馬山人捌﹁い

れた︒連句懇話会は国民文化祭のことを昭和六十三年に知

あった︒それから様々な手段で働きを強めて協賛参加にこ

働きかけたものの︑すでに開催種目・予算等は決定済みで

り︑平成元年の第四回が埼玉県開催と判明し︑急邉参加を

かに見よと﹂︑土屋実郎捌﹁大暑﹂

第八回連句協会賞小林しげと捌﹁ゆく春﹂
佳作近松寿子捌﹁子規山脈﹂︑真鍋天魚捌﹁風花﹂︑

別所真紀捌﹁龍の髭﹂

式種目として参加することになった︒連句部門は国民文化

ぎつけた︒その翌年の愛媛県大会で連句部門はようやく正

佳作松永静雨捌﹁野火猛れ﹂︑鈴木漠捌﹁合歓﹂︑

祭会場での連句大会のみならず︑あらかじめ募吟を行い大

第九回連句協会賞国島十雨捌﹁春の雪﹂
阿片瓢郎捌﹁素麺﹂︑内田麻子捌﹁畑霞む﹂︑

会を盛り上げることがおおむね定例化して実施された︒国

回年度開催地募吟形式応募数

ブ︵︾○

民文化祭の開催地︑募吟の形式・応募数は以下の通りであ

森三郎捌﹁鰯雲﹂︑品川鈴子捌﹁夏の川﹂

その後︑連句協会賞の選定は平成九年︵１９９７︶の第

について議論が多く︑結論が出ぬまましばらく休止するこ

第四回平成元年埼玉県＊前句付七三七

十五回まで行なわれたが︑その選定の意義︑選定の方法等

とになった︒この間の事情については﹁連句年鑑﹂平成十
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五

三年

石川県

千葉県

なし

半歌仙

表六句
五二五

八五一

七三九

四年
岩手県＊

半歌仙

半歌仙

五年

三重県

半歌仙

愛媛県

セ

六年

栃木県

二年

Ｌ

七年

一ハ

九

︑ド

二十二

二十一

二十

十九

十八

十七

十六

十五

十四

十三

十二

十一

二十年

十九年

十八年

十七年

十六年

十五年

十四年

十三年

十二年

十一年

十年

九年

ノｆ

静岡県

茨城県

徳島県

山口県＊

福井県

福岡県

山形県

鳥取県

群馬県

広島県

岐阜県

大分県

香川県

半歌仙

半歌仙

歌仙

半歌仙

歌仙

半歌仙

半歌仙

半歌仙

半歌仙

半歌仙

短歌行

半歌仙

半歌仙

歌仙

ノ

十

二十三

二十一年

二十五
ｌｌｒ寺ｌユノ

一一一一︑

二一一一三

一一一一一ｆ

二十三年

岡山県＊なし

京都府歌仙五二二

︵＊は協賛事業・公募事業︶

連句人にとって国民文化祭連句大会に参加し︑全国の連

句人と交流することは楽しみになっている︒国民文化祭の

連句大会には毎回二百人を超す参加者があり︑平成二十三

年の京都・連句の祭典は地元の方を含めて三百人を超える

参加者があった︒大会の性格が異なるとは言え︑連句協会

総会・全国大会の参加者数とくらべると国民文化祭の大会

参加︑募吟への応募は連句人に活力を与えている︒

このように述べると︑すべてが順調に推移したように見

えるが︑開催に至るまでの関係者のご苦労は相当のもので

ある︒開催県に受けⅢとなる地元の連句組織がなければ開

催種目となることができず︑地元の連句協会作りは開催県

の連句人にとって大きな負担となった．地元にほとんど連

句人がいない場合は︑隣接地域から出張して連句の手ほど

きから始め地元に連句組織を作る地ならしに︑大変なエネ

ルギーを注ぎ込む必要があった︒三重県大会のために都心

連句会の名古則子氏が連句指導︑連句普及に精力を傾けら
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富山県

二十四

七八五六五七七七八六七七八六六四
二七八四三六九三○五二○四三三八
二○三四四○四五八五六四七三九三

めに尽力された方々がいる︒

に八木紫暁氏が足しげく通われたことなど︑大会開催のた

山から毎月福井県武生市まで通ったこと︑山口県大会開催

い︒新しいところでは福井県大会のために二村文人氏が富

の渡邉陽行︑植松晴子両氏が通われたことも忘れられな

今も語られている︒また︑鳥取県大会開催のために香川県

が連句の指導︑大会運営の指導をされたことが逸話として

って支援したこと︑また香川県大会のために同じく鈴木氏

れたこと︑栃木県大会のために愛媛から鈴木春山洞氏が通

県では救済策の公募事業としての開催にようやく漕ぎ付け

し予算規模を縮小して開催した︒連句部門は山口県・岡山

とであった︒山口県・岡山県などは正式種目を大幅に減ら

七年に開催したばかりの徳島県に決定したことは異例のこ

地がなかなか決まらず︑開催前年になってようやく平成十

尻込みする傾向が顕著になっている︒平成二十四年の開催

国民文化祭を引き受けることに地方自治体︵県レベル︶が

行きが明るいとは言えない︒このところ財政切迫のために

国民文化祭は文化庁の事業としては定着しているが︑先

を整えるために地元の方々が大いにエネルギーを使ってい

町村の実行委員会との関係強化により連句大会開催の準備

ない県や極めて少数しかいない県である︒二十五年開催予

句過疎地になることである︒県内に連句協会会員の全くい

また︑連句協会側の問題点として国民文化祭開催地が連

ることができた︒

ることを︑連句人は理解し感謝しなければならない︒特

定の山梨県︑二十六年開催予定の秋田県には連句大会を開

開催地に決まると先ず県レベルとの交渉︑そして開催市

に︑募吟が伴う場合は地元実行委員会︵市町村レベル︶で

催する受け皿がなく︑このままでは連句大会開催には相当

合わせるという時間勝負でもある︒

育成するには多大の努力がいる︒開催種目決定までに間に

の困難が予想される︒地元に受けⅢを作るまでに連句人を

は大いに手間を要するので︑その労にも感謝すべきであ
る︒

国民文化祭が連句文芸の全国的な普及・発展に寄与した
るる
︒︒
Ｌ大会終了後連句組織が消
ことは間
間違
違い
いの
のな
ない
い事
事実
実で
でああ

減した地
地地
域域
一では県民文化祭に参加す
滅
地域
域も
もあ
ある
るが
が︑
︑多
多く
くのの
るなど連句の火は燃え続けている︒
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卜している︒いずれも連歌・俳諸の大先達に関わる伝統が

あった︒また埼玉県連句協会主催の﹁さきたま連句大会﹂

句全国大会﹂がスタートしたのは平成元年︵１９８９︶で

ゆかりの山形県新庄市であった︒市長が率先して﹁新庄連

を開催しようという動きがはじまった︒そのはしりは芭蕉

連句がある程度全国に普及したことで︑各地で連句大会

詠ｌ連句文芸賞﹂の名で形式自由の作品募集が開始された

皮しようとしている︒異色の連句行事として﹁平成連句競

る︒募吟選者に県外選者を起用するなど真の全国大会に脱

後﹁えひめ俵口連句全国大会﹂と名称を変えて続いてい

記念連句大会﹂は松永静雨氏の主導した連句大会で︑その

平成九年に開始された松山市の﹁愛媛昭和連句草創の碑

契機になったものである︒

も同じ年に始まっている︒連句協会千葉県支部連句大会は

のが平成十一年である︒

九そ の 他 の 連 句 大 会 等

その翌年平成二年に始まり︑﹁全国連句津幡大会﹂は平成

芭蕉生誕の地・伊賀市の芭蕉翁顕彰会が主催する﹁芭蕉

長く続いている連句関連行事として先ずあげられるのは

よたキャンパス連句まつり﹂の一環としてスタートしてい

コンクール﹂が桜花学園大学・矢崎藍氏を中心とする﹁と

普及を意図したものであった︒十五年には﹁高校生付け句

平成十四年以後にスタートした連句大会として︑宮城県

祭﹂である︒昭和二十一年︵１９４６︶にはじまり平成二

る︒十六年には群馬県の﹁花袋連句会﹂が館林連句会の主

五年から始まっている︒その後も三重県︑富山県︑香川

十三年には第六十六回となった︒続いて草門会が事務局を

催ではじまっている︒十九年には﹁浪速の芭蕉祭﹂︑﹁宗祇

連句協会主催の﹁あやめ草連句大会﹂がある︒外部から連

務め東京で開催される﹁俳譜時雨忌連句会﹂は昭和五十年

白河紀行連句賞﹂︑﹁山口県総合芸術文化祭・連句大会﹂が

県︑大分県︑岐阜県などでは県民文化祭あるいは県連句協

︵１９７５︶に始まっている︒また郡上八幡で開催される

始まっている︒これらのほか︑徳島県︑愛媛県などでは小

句人を迎えることで地元連句人の質的向上と地元での連句

﹁宗祇水連句フェスタ﹂は昭和五十七年開始︑伊賀上野で

学生を対象とした連句講座が継続して開催されている︒

会の行事として連句大会が開催されるようになった︒

開催される﹁伊賀上野しぐれ忌連句会﹂は平成五年スター
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に引き継がれている︒

なお︑神戸市の前田圭衛子氏編集による季刊連句誌﹁れ

その他の行事としては﹁全国連句いなみ大会﹂が平成十
七年七月と二十一年九月に開催された︒主催者によると几一

ぎおん﹂は平成二十三年一月発行の冬号で７６号を迎え

年九月に開催された︒平成二十二年六月田中雅子氏が中心

躍された方︑連句界の指導的な立場の方で亡くなられた

連句懇話会創設時から連句の普及︑連句協会の発展に活

十亡くなられた方々

た︒

年ごとに開催することを目指しているとのこと︒小池正博
氏のご尽力により﹁連句シンポジウム・大阪﹂︵アウィー

ナ大阪︶が平成十六年六月︑続いて﹁連句講座ｌ連句の

となって﹁猪苗代兼載五○○年記念連句会﹂が会津の地で

方々を次に記す︒これまでの業績に敬意を表し︑衷心から

風・関西から発信﹂︵アウィーナ大阪・柿衛文庫︶が十九

開催された︒二十三年九月には岡山連句協会主催で﹁現代

ご冥福をお祈りする︒︵敬称略︶

宮城県の﹁あやめ草連句大会﹂は平成十八年の第五回ま
でで修了した︒これまでの外部刺激を生かして県内の足元

った︒﹁平成連句競詠ｌ連句文芸賞﹂は二十一年の十一回

六十三年十二月三十日

六十三年十月十二日

六十三年五月二十五日

五十九年八月十九日
六十年十一月七日
六十二年十二月九日

五十九年二Ｈ二十八日

昭和五十七年十二月五Ｈ
五十八年一月十二日

連歌１曲水の宴﹂が岡山市後楽園で開催された︒国民文化

斉藤石鼎
野村喜舟
各務於菟
中村俊定
京極杜藻

祭翌年の行事で今後もイベントを続けたいとの意向があ

を固めるとの理由であった︒募吟を伴った連句大会のはし

戸塚黒猫子

る︒

りであった﹁全国連句新庄大会﹂が平成二十年の第二十回

この十年間に中止された大会等は次の通りである︒

目で終了した︒新庄市の財務状況悪化が主な中止理由であ

清水瓢左
木村葉山
吉岡梅淋

で終了︒自由律を含めた形式自由の募吟は﹁浪速の芭蕉祭﹂
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高藤馬山人平成
伴野渓水
平成

二年八月二十日
二年十二月一日
︵以上﹁現代連句集﹂より︶

三年三月
三年十二月一日
四年八月十三日
四年十月十一日

森月鼠
岡本春人
四年十一月二十八日

式田

高烏南方子

四年十二月二十二日

野口里井
松村武雄
松永静雨
草間時彦
渡邉陽行
村野夏生
大林杣平

林空花

七年三月十九日

小松崎爽青

見学玄

阿波野青畝

七年七月二十五日

岡本富子

橋聞石
福井隆秀
赤田聰雨
阿片瓢郎

七年十二月十日

密田青々
秋元正江
福田真空
八年六月二十二日

八年七月二日

森三郎
十一年十月四日
十三年四月二日

鈴木春山洞

国島十雨
佐野千遊

十年六月二十八日

八年四月二日

六年十一月二十七日

宇和川匠助

十一年七月三十日

東明雅

柚木治郎
字田零雨
三好龍肝
今泉宇涯
今泉忘機

窪田薫
暉峻桐雨

十三年五月十六日

︵以上﹁現代連句集Ⅱ﹂より︶

平成十三年八月十Ⅱ
十三年九月四日

十三年十月十八日

十三年十二月十七Ｈ

十三年十二月二十八日

十四年五州二十六Ⅱ

十四年七月六日

十四年十一月二十六Ⅱ

十四年十二月三十一日

十五年一月十日

十五年十月二十日

十五年十一月二十二日

十六年六月二十三Ｈ

十七年十月二十五日

十八年六月二十八Ｈ

十九年六月一日

十九年七月

二十年六月七日
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和

子

片山多迦夫

水野隆
寺岡情雨
引地冬樹
鈴木長駆
近松寿子
伊藤藪彦

二十一年五月三十一Ⅱ

二十一年六月十三日

二十一年十月七日
二十二年二月十一日
二十二年三月二十九日

二十二年十月十日
二十三年十二月二十三日

−30−

関係者

連句協会会報三十年のあゆみ
行日日主
主な
な記
記事
事
号発発行

１別・吃・聡連句懇話会創立総会
﹁芭蕉の妄執﹂

講演暉峻康隆氏

２２０

８．１．２

日新聞等で報道される︒

獅子門十三名

東京義仲寺二十名

市川俳譜教室

ＮＨＫ・関西テレビ・朝 都 心 連 句 会 二 十 名

連句年鑑編集

二十名

連句グループ五十五

住所録一千名

会報第八号より

阿 片 瓢 郎 ﹁三つ物﹂募吟

﹁連句研究﹂の道

野村喜舟は﹁連句の面
白味はその付味に負う所
が多大である﹂といわれ
る︒その面白味は一巻全
体の見通しから油然と湧
く味と融然と湧く匂いを

ある︒

感じる所に帰する︒読了
巻を措いて︑あとあと迄
も余韻が消えやらぬので

い親切な気の利く女性美

長句の音調は品よく落
ち着きを見せ︑従容迫ら
ざる男性美に職えるなら
ば︑短句は思いやりの深
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代表幹事
阿片瓢郎・今泉宇
涯・岡本春人・大
林杣平・わだとし

お
２肥・２．妬座談会
幹事
﹁現代連句を語る﹂
﹁俳句と連句はモノロー 宇咲冬男・城戸崎
グ︵独白︶とダイァロー 丹花・國島十雨・

グ︵対話︶の違いです︒ 見学玄・伴野渓
進行するにつれての作 水・土屋実郎・永
用︑反作用が面白い︒﹂
田黙泉・松村武

山地春眠子氏 雄・宮下太郎・山
地春眠子

５馳・ ８ ． 賜 第 一 回 全 国 大 会
連句懇話会入会者
三○五名
昭和五十七年六月十二日

於京都延暦寺会館望湖 連 句 研 究 九 十 名
連句かつらぎ
の間
九十名
講演阿波野青畝氏
別名出席 あ し た 三 十 名

8

鰡・７・妬

別・４．妬

拠・７．妬

て来る調子︒

である︒長句は山を登っ
て行く調子︒短句は降り

参加俳人
草間時彦氏
高柳重信氏

六月十一日︵土︶ 山田みづえ氏

第二回連句懇話会
全国大会
昭和五十八年

於芝・増上寺会館

蹄・７．鋤

ｊ
弱・９．別

部・７・訓

六月九日︵土︶

第四回大会百五十
名参加

於芝・増上寺会館
講演金子金治郎氏

全国大会

第四回連句懇話会

﹁連句懇話会﹂の

六 月 九 日 ︵ 日 ︶ 旗を制定︒

昭和六十年

第三回連句懇話会賞

於芝・増上寺会館
講演外山滋比古氏

佐野千遊捌

歌仙﹁十鴉﹂

﹁現代連句ブームの中に

巻頭言今泉宇涯氏
思︑っ﹂

真・深・新をこそ︒

型式の変革より内容の

第五回連句懇話会
全国大会

六月八日︵日︶

昭和六十一年
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講演大岡信氏
第一回連句懇話会賞
会報十六号より
宮下太郎氏編集
最優秀賞
歌仙﹁満天星の春を﹂ 会報十七号より
今泉宇涯氏題字

水野隆捌

連句懇談会主催京都大会
昭和五十九年
二月二十五日

於かんぽ−る京都
講演桜井武次郎氏
第三回連句懇話会
全国大会
昭和五十九年

25

27

31

12
17
19

師・３・訓

36

師・９．釦

優秀連句・論文
地方への講師派
､

､

遣賞円

座談会メンバー

小林しげと︵都心︶

松村武雄︵市川︶

赤田聰雨︵第六天︶

別所真紀︵風信子︶

宮下太郎︵鹿︶

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

理事長阿片瓢郎

五○号に憶う︒阿片瓢郎 座談会メンバー

す︒

団体との誤解を避けるた 泉宇涯・宇咲冬
め︒社団法人化をめざ 男・国島十雨

国民文化祭に連句部門が 副会長大林杣
参加するに当たり︑親睦 平・岡本春人・今

﹁連句協会﹂と改組

座談会﹁連句の魅力﹂

調査費など

､

於芝・増上寺会館
講演北村太郎氏
第四回連句懇話会賞
京極杜藻捌

歌仙﹁石蕗﹂

阿片瓢郎

﹁後に来る者のために﹂

銘・叩・１

鋤・皿・１
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①連句の国際化：⁝・交流

作品の発刊
②連句形式の短縮化⁝⁝
二十韻・出花・居待・
十八韻・胡蝶・ソネッ
ト・非懐紙
③地方大会との共同開催
④大正年代以後の連句作
品・論文の集大成およ
び編年史︒作家生没年
表

⑤芭蕉出座の珠玉集およ
び大正・昭和代表作品
集の編纂
⑥時代に適した式目標準

⑦連句興隆資金二百万

38

14

50

座談会﹁連句の可能性﹂

根津芦丈翁
二十三回忌法要連句会
平成二年四月十五日

於長野県伊那市

の花乞食﹂

旧自宅
催主根津芙紗︵孫︶
遺句﹁雲よ霞よ六十余年

三月十一日
現代連句シンポジウム
﹁連句新世代はかく発言 石川県支部設立

平成三年
正月三日間
ＮＨＫ教育テレビ
にて四吟連句実作

平成元年六月十日
千葉県支部設立

近松寿子︵茨の会︶

土屋実郎︵都心︶

﹁忘れ得ぬ人々﹂

暉峻桐雨
草間時彦
宇咲冬男

阿片瓢郎

野村喜舟・清水瓢左・京

佐々木柳女

岡本春人さんを悼む

近松寿子

﹁現代連句集﹂をどうぞ
よろしく

雅・岡本春人

野渓水・暉峻康隆・橋
間石・草間時彦・東明

極杜藻・高藤馬山人・伴

連句協会報創刊十年特集 放映

村野夏生

主催杏花村塾

レス

於ホテル・グランドパ

平成三年一月十五日

する﹂

︵あした︶

斎藤八千代
司会
宮下太郎︵鹿︶

Ⅶ・６．岨

蛇．４．１

蛇・岨・１
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︵平成元年︶

卯．６．１

例・６．ｍ

いわて兜︑みえ

第五回国民文化祭
国民文化祭
愛媛卯参加
埼玉鋤︑愛媛帥︑
四十二席三百五十人の連 千 葉 例 ︑ 石 川 蛇 ︑
句人が集う︒

賜わる︒

皇太子様より﹁連句は楽
︑とちぎ妬と続
しいですか﹂とお言葉を く
平成元年

60

65

69

54
57

兜．２．１

叫・４．１

会長大林杣平
阿片瓢郎会長退任
芭蕉翁三百回忌を修す 副 会 長 今 泉 宇 涯
宇咲冬男
平成五年十一月二十五日
国島十雨
於大津義仲寺
第十二回連句協会全国大 理 事 長 土 屋 実 郎
会より会場を赤羽会館に
移す︵平成五年度︶

﹁橋間石と非懐紙連句﹂
佐野千遊
連句を連句たらしめるも
の︑謂わば連句の生命と
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
の妙味︑この二点が連句
文芸としての第一義的な
特性即ち連句の生命であ
って︑その他の要件は第
二義的であり︑改廃して
も連句の生命を危うくす

妬．４．１

1O

■

髄．８．１

95

るものではない︒

任

連句協会長に今泉宇涯就

今泉宇涯

﹁阿片瓢郎先生を悼む﹂

残された夢は協会の法人

化である︒

第十五回連句協会
全国大会
平成八年六月二十三日

これより日本青年館

於日本青年館ホール

を常用する︒

講演尾形仇氏

土屋実郎

宮下太郎氏

ある︒

現在八百八十人で

今泉宇涯 昭和五十八年に編
集を継いだとき発
﹁今泉宇涯会長のご逝去 送 名 簿 は 三 百 人 ︒

兜．２．１ ﹁会報百号記念雑感﹂

兜・８．１

を悼む﹂
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1

83
86
91

1
O
O

1
0
3

70
ワワ
イノ

2
0
0
0
8

﹁雑俳の話﹂池上昌宏 座談会メンバー

副会長近松寿子

司会

常任理事
小林しげと

﹁連句から見た現代詩﹂

会長上田渓水

﹁俳譜と浮世絵﹂

︵記録・文責引地冬樹︶

品集

蕉風俳詰の真価
光田和伸氏

︵十三年度総会の識演︶

十三年六月十日

一三八名

実作参加者

平成四年から平成十三年 協会報編集委員会
まで十年間の協会代表作

﹁現代連句集Ⅱ﹂編集発刊 編集︾

連句協会報百二十号記念 常任理事
引地冬樹
座談会

児玉俊子

し︑国民文化祭千葉例︑

理事長土屋実郎

近松寿子
士屋実郎

績は大きい︒

編集部発足

た︒年鑑の発刊︑会報の
募吟を十年担当された功

年頭所感上田渓水

代表引地冬樹

喝・帥・１

1

関西連句を楽しむ会

於京都・八坂神社
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懇話会発足に力を尽く 連句協会

6

別所真紀子 副会長・理事長
土屋実郎
﹁俳諾の茶事﹂本屋良子

2
0
0
1

石 川 蛇 を た ち あ げ ら れ 副会長宇咲冬男

1
2
0
1
2
2

的．２．１

的・岨・１

今村苗

浅野黍穂
青木秀樹
澁谷盛興

連句協会会報の企画編集 委員土屋実郎
小林しげと
方式
①連句周辺の短詩文芸紹
介

ルポ

②長老の連句交遊録
③若手連句人の登壇
④地方の連句グループ・
⑤学生連句の広場
﹁ふしぎな文芸﹂

片山多迦夫

﹁川柳の話﹂松岡遼雲

以下各号の主なテーマ
﹁和漢聯句﹂赤田玖實子

1

1
0
6
1
1
0
1
1
5

雲遊の尼・田上菊舎ｌ
薦一枚のさび

岡昌子氏
︵十四年度総会の講演︶

関西連句を楽しむ会
十四年五月十二日

於大阪天満宮

七十名

笠着俳諾四席を興
行︒八十余名が参
加

実作参加者

峪・４．１

陥・８．１

略・川・１

略・旭・１

Ⅳ・６．１

ソネット俳譜事始

磯直道

鈴木漢氏

連句協会の役割分担変更 総括
十六年度総会での役員 会員
改選による
会計
年鑑

青木秀樹

中尾吉宵
臼杵勝児

小林しげと

会報

連句シンポジウム大阪を パネリスト

終えて小池正博氏 小池正博・浅沼

実作参加者
八十五名

由紀子・彦坂美喜
子・堀本吟

﹁ 短 詩 型 文 学 に お け る 連 蕊・鈴木漠・樋口

十六年六月六日開催

句の位置﹂

十六年九月五日

関西連句を楽しむ会

於シーパル須磨

会長磯直道

第二十四回連句協会総会
十七年四月十日
理事長宮下太郎

の新体制に

愛知万博記念﹁熱田神宮
Ⅳ．８．１

句 弓

凶．８．１

略・４．１

芥川龍之介にみる芭蕉像
ｌ宗師と大山師の間ｌ
荒川有史氏
十五年四月二十七日

北陽社の伝統と俳譜

於近江神宮

関西連句を楽しむ会
十五年六月七日

近藤蕉肝氏

︵十五年度総会の講演︶

心敬忌の復活

旧・８．１

旧・旧・１

陥・２．１

内田素舟氏

1
4
4

一 コ ／ −

LUJ

1
3
7
1qO

1
4
0

1
4
1

1
4
5

ユ臼I

1
3
1

1ﾜ7

1
3
3
1
3
4
1
3
6

一日﹃︲Ｕ

︿川ⅡⅧｖ

ｌ

奉納平成万句興行﹂始末

記和田忠勝氏

連句協会会員名簿の一元 ﹁ 連 句 年 鑑 ﹂ 掲 載

評議員を廃止

・名誉会長︑名誉会員︑

連句協会規約一部改正
・連句協会賞の削除

ープン伊藤稜志氏

連句協会公式サイト・オ

までの推移を整理

国民文化祭と連句
平成元年から二十一年

近松寿子氏から狩野康
子に交代

募吟〃新三つ物〃

鈴木漠氏

芭蕉の連句・蕪村の連句

Ⅳ．ｍ・１ ︿対話する詩・連句﹀

略・８．２

略・皿・１

略．６．１

侶・８．１

略・皿・１

旧・２．１

岨・胆・１

別．４．１

化

名簿の剛嬬の元と

︵担当を和田常任理事に なった協会名簿担
当との連携強化の
ため名簿の一元化
変更︶

連句が国民文化祭の正式
種目に認定された経緯
宇咲冬男氏

第五回国民文化祭愛媛大
会 第一回大会の俳諾的

意義鈴木春山洞氏

国際連句の普及
近藤蕉肝氏

募吟﹁二十韻﹂スタート
ニ村文人氏

総括宮下太郎
会計臼杵腓児
名簿和田忠勝
年鑑小川贋男

役割分担
会員名簿
個人情報保護の観点か

ら連句年鑑掲載名簿へ
の情報秘匿希望を問う
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上リム

1
5
4

1
5
9

1
6
7

1
4
6
1
4
8
1
4
9
1
5
1

全国連句新庄大会の中止

会報青木秀樹
且Ｐ伊藤稜志
躯・皿・１

澁谷道氏

関係性の文学

小池正博氏

近松寿子氏ご逝去
連句は世界の文化遺産
︵十月十日︶
近藤蕉肝氏
詔・２．１

お・４．１

鴎．６．１

会員に郵送︒

会長臼杵淋児

決算報告︑人事案等は 理 事 長 和 田 忠 勝
副会長青木秀樹

東日本大震災のため︒

三月十一日に発生した 役員改選

中止

連句協会総会・全国大会

国際連句体験記
鈴木了斎氏

現代連句の課題
大野鵠士氏

︵協会運営への提言︶

十年一昔十年一日
臼杵勝児氏

躯・吃・１

1
7
6

1
7
7

が決定

芦丈・瓢左の故郷信州紀

猪苗代兼載田中雅子氏

室町時代の天才連歌師・

行利川忠勝氏

創・８．１

皿．︑・１

ではない名古則子氏
間石の雲繧紅抄︵抜革︶
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二十二年六月に﹁猪苗
代兼載五○○年記念連
句会﹂が猪苗代湖畔で
開催された︒

近代雑俳あれこれ
小池正博氏

別・皿・１

翠・４．１

中央連句会︵連句協会直
営︶二百回記念初懐紙
土屋実郎氏

犯・６．１

漫筆・文台下しても反古

1
7
2

1
7
8

1
7
9

1
8
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1
6
9
1
7
0

1
7
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7
4

伊藤稜志
品川鈴子
中尾青宵
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募吟﹁短歌行﹂開始
東條士郎氏
︵記録・文責青木秀樹︶

〃 〃 〃

座

談
︿云

座談会﹁現代連句の現状と
二十一世紀の方向性﹂
平成二十二年五月十四日於・西宮文化会館

をよろしくお願い致します︒本日は皆様敬称・肩書を略し

て﹁〜さん﹂と申し上げますので︑お許し下さいませ︒

靜司会進行をさせていただきます︒よろしくお願いいた

します︒今回の大きなテーマを﹁現状の問題点﹂﹁連句の

すそ野を広げる為には﹂﹁連句協会の役割﹂と三方向から

り扱い︑捉え方をどのよう考えておられるかその辺りから

出席者︵五十音順︶

小川廣男
杉山壽子
中本七水
二村文人
密田妖子
品川鈴子

伺わせて頂きたいと思います︒よろしくお願いいたしま

ておられる問題点︑或いはその中の式目︑決まりなどの取

靜まず日頃の連句活動の中で︑それぞれのお立場で感じ

現状の問題点

お話を伺っていきたいと思います︒

司会進行・靜寿美子

会の大きなテーマとしまして︑﹁現代連句の現状と二十一

もいろいろな方面からご出席を頂いております︒この座談

お集まりいただきました︒本日は地域的にも︑お立場的に

も東京で行われておるようですが︑今回は関西の片田舎へ

の座談会を開催させていただきました︒こういう会はいつ

品川連句協会三十周年の記念誌発行にあたりまして︑こ

或いは俳譜そのものが︑我が庭に遊ぶということからしま

協会のお墨付きがあれば︑という意見が来ます︒この連句︑

きに式目というものが決まっているとやり易い︑特に連句

連句協会というか会長のところに︑地方で連句を広めると

しっかりと整理することが必要だと思うんです︒それで︑

っていくためには︑現状でどういう問題があるか︑それを

小川﹁二十一世紀の方向性﹂という最終的なところへ持

す︒五十音順で小川さんからお願いいたします︒

世紀の方向性﹂とさせて頂きました︒皆様忌悼なきご意見
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まり書かなくなって︑言き言葉と話し言葉の区別が殆どな

ろがこれから若い人に勧めるに当たっては︑今は手紙をあ

定形というのが多分基本になっていると思うんです︒とこ

か︑そういう問題があろうかと思います︒もう一つ文語で

るもので同じ効果があるものを何か考え出す必要があるの

で︑それをどのように実現させるのか︑或いはこれに代わ

座建立を︑二十一世紀にインターネットが発達した世の中

ウェブで︑電子媒体でどんどんやっていますけど︑この一

とも思っています︒次に一座建立ということですね︒最近

目じゃなくても見解と言うか︑それが連句協会には必要か

方もいらっしゃったりしましてね︑ある程度統一的な︑式

共はやっていますけど︑その時に︑捌き方もかなり極端な

ね︒そこで︑まあ︑捌きの方に従いなさいということで私

様が全国大会に出てきた時にかなり混乱しているんです

ちなところとがありますね︒その辺りのところで会員の皆

式月になりがちな場合と︑声の大きい先生の式目になりが

すとね︑式目で違いをつけていいかどうか︒大きな結社の

らも問題有りかと思われますが︒杉山さん︑如何でしょう

反対に口語体でも何でも有り︑全て自由というのも︑どち

ど︒式目や規則があるからとそれにこだわり過ぎるのも︑

れが必ずしも式目で﹁縛る﹂ということではありませんけ

がいらっしゃると思います︒私自身も何回かあります︒そ

いることと︑全く違ったりして戸惑った経験をお持ちの方

言われることが違ったり︑普段自分たちの周りで言われて

国民文化祭などに参加したとき︑その捌きの先生によって

います︒確かに式目の捉え方というのは︑私たちが実際に

靜それではまず式目の取り扱いの問題から入りたいと思

んのお知恵をいただければと思います︒

ちもあります︒その辺をどう整理したらいいのか︑みなさ

れでもやはり古来のもの︑伝統は守りたいな︑という気持

ていいのかなあ︑という疑問が私自身にもありますね︒そ

表現の面白さと言うんですかね︑そういうものを型にはめ

ますしゞ五音︑七音はもう無視して付けていく︑いわゆる

トでの付け句を見ていると︑口語体でもどんどん付けてい

ということすら危なくなってきている︒あのインターネッ

杉山いまおっしゃられた国民文化祭のようなところで戸

か︒

くなってきている︑そういう時代に︑取り敢えず基礎を勉
強させてそれからしっかりやりなさい︑という教え方がか
なり難しくなってきています︒文語で定形︑いわゆる定形
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うかというと︑いろいろな考えをお持ちの方達が集まって

惑ってしまうということですけれども︑なぜ戸惑ってしま

とになるんです︒でも私たちにはその紋所がないのです

と言う人たちに︑﹁この紋所が見えないのか！﹂というこ

いんじゃないかと思います︒それはやはり式目を元にして

ふうにしましょう﹂という連句協会側の何かを作ったらい

にやってこられた方が︑応用というか自由にするというこ

ということもありますね︒実際式目などを頭に入れて十分

靜式目が絶対ということではありませんし︑人それぞれ

ト生○

ね︒それは転じていくという事に対して︑非常に大事なこ

とと︑始めたばかりの方など知らないままに自由にしてい

いるからですね︒そういう時は連句協会で一つ﹁こういう

とだと思いますから︑式目はやはり守っていきたいです

んですよね︒国民文化祭とかに顔を出し始めたら︑そこの

口の連句は︑初心者が沢山いて︑式目もそれ程分からない

関してはその時々の捌きの方に一任しています︒私たち山

きているから︑ネットも活用していますが︑式目なんかに

の醍醐味で︑それしかないと思ってます︒時代が変わって

中本ネットは限界があります︒座で巻くというのが連句

うなことはいかがですか︒

をなさっていて違いがあると思いますが︑いまの式目のよ

と︑ネット上で掲示板とかでやってらっしやるのと︑両方

靜中本さんは︑実際に座でお顔を合わせて巻かれる場合

んに指導していただき︑随分お世話になりました︒その後

ね︒私たちは連句を始めた最初は︑連句協会の八木紫暁さ

がして︑やはり古典に返れば発見や気付きがあるんです

んが︑言ったのは︑それなりの理由があるな﹂という感じ

とか︑自分なりに読んでいたら︑﹁ああ︑あの時の捌きさ

と︒その時はもう古典に帰るしかなかったんです︒七部集

釈教・恋・無常以下︑酒や旅もダメ︑と言われて﹁何故？﹂

中本私もそういう時期があって︑式目の表六句に神祇・

難しいのかなと思いますが︒

たりしてしまうという面もありますね︑その辺のところが

厳しいことを言ってしまっても面倒がられたり︑怖がられ

るのとでは違いますね︒対する方も︑初心者の方にあまり

捌きの先生に言われたことを元に︑定例会の時に﹁これは

定例会を立ち上げ︑今は午前中読書会︑午後は実作会をや

ね︒

おかしい﹂ということになるんです︒﹁そう言っても⁝﹂
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の会で紹介する︑それでいいのかなあと︒ちょっと証拠主

その中で納得出来るものの中で新しいものがあれば︑自分

で﹁そういう付け方もあるんだ﹂というのを学んできて︑

小川私は全国大会のような時には︑捌きに任せて︑それ

なことがあったらどうかという︒

靜式目を作るというか︑捌き方のある程度の統一みたい

小川でも協会で式目を作るっていうのはあまり︒

程度協会が関わって︒

は︑また違う形があっても良いかとも思われますが︑ある

て下さったように︑全体が集まる国民文化祭のような場合

はないかと思いますが︑ただ先ほど杉山さんがおっしゃっ

とした勉強会というのになると︑捉え方は違っていいので

も︒身近な人達と楽しくやろうという会と︑本当にきちん

が関わっている結社というかそのグループの大きさなど

靜場所による違いはあるかなと思いますね︒それと自分

き次第と思うんです︒

とか︑ここまで理解していたらこの位で︑とか︑やはり捌

時は捌きが︑連衆を見て︑式目は全然やらないでおこう︑

人達もいるから︑かなり差があると思うんです︒そういう

っていますが︑連句を楽しむのにそこまで出来ないという

は歌仙式目と書いてあるんですよ・今︑連句協会とすれば︑

めない﹂という今のところの方針ですので︒しかしここに

てないです︒だから勿論連句協会でも︑会長も﹁式目は定

性で︑結局全部読んでいっても︑式目については何も書い

で構成されているとか︑どこで月・花を出すかなどの可能

と書いてあるのね︒それが︑式目じゃなくて︑どういう折

歌仙だとか︑五十韻とか︑半歌仙だとか源氏だとか︑ざっ

どあります︒﹂そしてその三十種類でずっと出ているのが︑

に︑いくつかの約束事ができましたし︑形式も三十種類ほ

す︒この問答風の文芸は六百年も前から伝わっていくうち

すると﹁そして︑何人かで︑長句と短句を繰り返すわけで

下に︑歌仙式目と書いてあります︒そこをかい摘んで紹介

ですね︑﹃連句とは？﹂というところがありますが︑その

いた人に式目は皆目分からない︒連句協会の本家本元でも

とですかね︒だから連句を知りたくてウィキペディアを引

書いてあるんです︒つまり皆さん︑触れたくないというこ

かけですので誰か書いて下さい﹂となっていて︑他は沢山

検索してみたら︑式目のところ︑何も書いてない︒﹁書き

ーネットのウィキペディアってやつで︑そこで﹁連句﹂で

義じゃないですけども︑最近学生がバツと引くのはインタ
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か︑ということときっと関わってくるんだと思いますね︒

て︑その上にある連句協会というものをどう位置づける

り結社とは言わないでしょうけど︑グループが沢山あっ

ものをどういうふうに位置づけるか︑つまり連句の︑あま

てしまったと思いますけど︒それは多分︑連句協会という

ね︒でも多くの方がそれには消極的で結局そのままになっ

会なりの式目を定めたらどうかという提案がありましたよ

二村随分前に︑連句協会理事会で︑緩やかでいいから協

うことですかね︑この辺は二村さんの⁝︒

あと︑この問題はそれぞれのグループが責任をもってとい

てしまう︑そうすると多分︑芸術・文芸じゃないだろうな

はり︑ひとつ定めてしまうと︑それを印篭変わりに使われ

れはそれなりの理由があるんだと思います︒その理由はや

世の中に向けて︑式目について何の発言もしていない︑そ

からどうかすると捌きが非常に独断に陥ってしまったりす

巻いてそれっきり︑ということが多いんじゃないかと︒だ

いうことが︑やっぱり︑欠けているんじゃないか︑連句を

今は少ないんじゃないかな︒つまり︑相互に批評するって

れども︒その捌きの責任が問われるというようなことが︑

ろ︑批判されるにしろ︑その捌きの責任になるわけですけ

の捌きが全責任を負う︑と︒その代わり︑褒められるにし

ことだろうと思うんですね︒実際に連句を巻くときにはそ

は︑やはり良い捌き︑いってみれば指導者が必要︑という

ったんですけど︑連句の裾野を広げることの前提として

いと︒どうしたら増やせるかということでだいぶ議論があ

の理事会があって︑やはり会員がどうしても千人に届かな

責任は非常に大きいと思います︒ちょうど先週︑連句協会

しやったことに考え方は近いですけれども︑やはり捌きの

小川今のご意見大事ですよね︒

ることがあるんじゃないか︑と︒そんなふうに感じていま

る形で︑強い指導力を発揮する存在になることだろうと思

杉山そう︑そうですね︑今二村さんがおっしゃった︑そ

だからもし︑協会なりの式目を定めるということは︑協会

うんですね︒で︑今のところは︑そういう役割までは担っ

の連句と批評っていうのは︑両輪ですよね︒連句があって︑

す︒

ていないんだろうと︒そのことときっと関わってくるんじ

批評があって︑それが成り立っていかないとうまく連句っ

がそれぞれのグループに対して︑その上にはっきり乗つか

ゃないかと思います︒ですから︑私もいま小川さんがおっ
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めにはそういうものも必要ですよ︑ということは認めない

んだけども︑それは批評されるんじゃなくて︑進歩するた

小川批評されるくらいならやりませんって方が出てくる

る︑そういうのも大事なことじゃないかなと思いますね︒

だから批評家をどう育てるか︑その作品をみんなで批評す

て進んでいかない︒それこそ捌きのやりっぱなしになる︒

方向へ行くということはありますね︒

靜座で顔を合わせていろいろ言い合っているうちに良い

すけれど︒

だと思います︒気楽に批評し合える雰囲気を心掛けていま

多いのです︒互いの一句一句の批評の積み重ねがあるから

合っていると句が出てくるから文音より楽しいと言う人が

なっていくような気がします︒仲間の間でもあれこれ言い

裾野を広げるには

といけないね︒

靜そういう批評する︑される場所はどういうところにあ
るんでしょうか︒

静では︑今まで話し合われたことを含めて伺いたいので

貰うことに心掛けて︑あまり最初から式目にこだわり過ぎ

私が新しい人たちと巻くときには︑まずは楽しいと思って

そのふたつを流用しました︒夫が亡くなりまして︑今度は

枝や各務支考を紐解きましてね︑七名八体とかいうのを︒

れから式目を知って︑それと同時に夫が︑昔からの立花北

密田私は︑最初は夫と闇雲にただ繋げていたんです︒そ

靜密田さん如何ですか？

合わせがあると﹁貴方のお近くではこういう処があります

小川これはＨＰ担当の伊藤稜志さんの所にメールで問い

所や機会等を提供出来るような方法はあるんでしょうか︒

入ってもらえるか︑というその辺りのことを︒指導者や場

いう人達を︑どのように拾い上げるか︑この世界に一緒に

ょっと連句興味あるんだけれど︑どうしたらいいの﹂とか

も︒指導者というか︑﹁どこで教えて貰えるの﹂とか﹁ち

ゃないかと︑二村さんもおっしゃっておられましたけれど

すが︑これからは裾野を広げるということが大事なことじ

ないようにしました︒座であれこれ言っていると何となく

よ﹂ということはお答えしてますけどね︒ただこれが責任

︑ｒ︽Ｏ

二村句会なら当然でしょう︑批評受けるのは︒やります

句も出てきて︑捌きもその人達に融合されて良い雰囲気に
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小川協会はまだそこまでいっていませんね︒

法は何か考えられるんでしょうか︒

か︒そういう人たちがまずは気楽に連句に触れるような方

いという部分がありますよね︒それらの存在も知らないと

けの人には︑既存の結社やグループなどには入っていき難

靜全く初めてとか︑連句もちょっといいなあと思っただ

ね︒全部たとえば猫簑さん紹介するわけにもいかないし︒

任せのところはあります︒それは遠慮があるわけですよ

ますので︑そこを見て判断してもらう︒だからまだあなた

だからその辺りのところは協会のＨＰにそういうのが出て

もってここにしなさいというようなことは言えませんよ︒

でもね︑作りましようってことになっているんですけど

ラシしかないんですよね︒協会には︵笑い︶︒で︑理事会

小川ただそのチラシが古くてですね︑７年前位からのチ

ことはできると思いますけどね︒

て︑こういう会がありますから︑参加しませんかっていう

るグループがあれば︑そういうところにいって案内をし

ないだろうと思いますけど︑もし既に何らかの活動してい

連句を始めて下さいって言ってもなかなか直ぐには実現し

りましたね︒ですからいきなり︑じゃあ生涯学習の講座で

ものにも興味があり︑実際に数人その会にみえるようにな

うぞと︒源氏物語の講座の人たちですから︑多少そういう

会に出ている人が︑たまたま生涯学習の源氏物語の講座に

きて︑ずっと今も続いているんですけども︑そこでは連句

えば︑福井県の武生で国民文化祭があった時に連句会がで

二村いま︑生涯学習の活動はどこでも盛んですよね︒例

提供する広報活動のようなものは何かあるんでしょうか︒

それぞれ地域で活動なさっていて︑そういうなかで情報を

うしてお花とコラボしたんです︒そしたら連句も言葉の表

が︑次にお弟子さんが詠み︑花で連句を巻いたんです︒そ

で姉がまず発句を詠んで発句のような花を活け︑脇を私

たちがちょっと変わったお花が活けたいというので︑それ

とですがお茶︑お花をしていた姉が︑展示会に出品する人

ようとしてやった訳ではないですけど︑もう何年も前のこ

杉山今︑裾野を広げるということですが︑積極的に広げ

ね︒

も参加していて︑そこに簡単なチラシを作って持って行っ

現ですし︑お花も表現ですよね︒前の花から次の花へと変

靜協会ということだけではなくても︑こうして皆さんが

て︑実はこういうのをやってますけど︑関心のある方はど
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なんだっていうところで裾野を広げていったらいいのか︑

て︑寺田寅彦が言うように︑音楽だって映像だって︑連句

ろうか？って︒連句を文芸のところで捉えるだけではなく

んだ！﹂って怒られたんです︒それから本当に文芸なんだ

かったら寺に行ってでもやれ！﹂﹁あくまで連句は文芸な

ですね︑捌きの方に︒そしたら﹁そんなに連句で修行した

句を殺しているとか理屈っぽいことを言ったことがあるん

いますね︒私が連句をやり始めたころに︑この付け句は前

ろな分野の人に関わっていくというのも大切なことだと思

んです︒だから︑いま壽子さんが言われたように︑いろい

を物理学者なんかは敏感に感じ取っていたような気がする

とは連句の抱えるダイナミズムと生活の中の連句性なんか

ですか︒寺田寅彦とか岡潔とか︑そういう人が︒というこ

学者や数学者が連句を評価したという歴史があるじゃない

中本連句が下火になった時代︑その理工系というか物理

裾野が広がっていくかな︑という気がしますけどね︒

どね︒違う分野の人たちとも関わりをもってやっていくと

もっと積極的に持っていったらいいかなって気がしますけ

コラボしてましたよね︒言葉だけではなく他との関わりを

化することを非常に面白がっていました︒山口では音楽と

で︑夏休みに彼の友だちを交えて桃雅会に来て貰ってやつ

なりまして﹁連句をやってみようかな﹂と言ってくれたの

時から私と連句で遊んでいました孫が︑今年大学一年生に

杉山私︑今こんな試みを持っているんですけど︒小さい

す︒そういうことも裾野を広げているのかあと思って︒

とアニメーションを繋げる試みもしていらっしゃるようで

は金沢市の高校生を集めて︑連句をしたり︑卒論には連句

した︒この間先生がおっしゃっていたんですが︑十二月に

ション科の人が︑アニメーションにして︑見せて下さいま

というか美術的というか︑私たちの巻いた連句をアニメー

んなで歌仙を巻くんです︒そのひとつの試みとして芸術的

げは指導なさった文学部の先生方も学生と一緒に入ってみ

鑑賞など一回ずつ講座が変わるんですけど︑最後の打ち上

んですけども︑学生相手ですから︑短詩のことから歌仙の

す︒それに二村先生も連句の付け方を教えに来て下さった

の入れる﹁連句：座の文芸と芸術﹂という講座があるんで

密田金沢で︑金沢学院大学の公開講座で︑学生と︑市民

か考えることがあります︒

のか︑その辺どうなんだろうかって︑ちょっと悩むという

やっぱり私たちは文芸っていうところに焦点を絞るべきな
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うしたら取り込めるかなどの試みにある大学の学生たちと

靜そうですね︒私も若い人たちとやってみたいとか︑ど

ないですかね︒

ないかな︑と思うんですよね︒だから幼稚園でもいいじゃ

からそういう座を沢山︑若い子たちに作ることが大事じゃ

き生きと聞くほうが︑面白いと彼も言っていましたし︑だ

いる方達だからそれで良いんですけど︑やはり座にきて生

ットでもやりますけど︑それはインターネットでは知って

て︒人間が好きだから︑座でやった方が良い︒インターネ

て何に興味をも持つかというと︑人間が好きなんだよれっ

ら楽しいと言うようなことを話したんです︒で︑若い子っ

たことはないけれども自分の中でイメージが湧いてくるか

出てくる︑だから面白いねって︑この歳日一帳を読むと会っ

すけど︑彼が私の三つ物を読んで︑それぞれその人の姿が

かっていうと︑ここにある︑歳旦帳です︒これは去年ので

ないんじゃないかと思います︒で︑彼が何で興味を持った

にやってみたいと思わせる︑そういうことをしないといけ

桃雅会に来て貰おうかなと︒彼や友だち︑そういう若い子

ない︑こうでもない﹂と耳学問でしないと面白くないので︑

てみようかと考えています︒それはやはり座で﹁ああでも

旦何でも良いですよってなると︑途中から厳しくするのは

ろだと︒つまり若い人達に何でもいいですよ︑と言う︑一

んけど︑さっきの式目の話に関わりますけど︑難しいとこ

｜｜村その人数を増やすことには繋がらないかも知れませ

ですけど︒

いう若者をどうしたら取り込んでいけるのかって考えたん

続けているのですが︑︑人数は減ってしまいました︒こう

阪から東京へ転居になってしまいましたので︑今は文音で

活動につなげていきたいと考えていましたが︑私が急に大

たい﹂︑﹁続けたい﹂と言っていました︒このままサークル

り興味を持って︑半分以上の学生が面白がって﹁やってみ

た︒何も知らなかった学生達が二巻目終わった頃にはかな

と説明も加えながら進めて何回かで数巻︑巻いてみまし

されてくる句に対して︑所々で﹁でも一応こうなんだよ﹂

うとか︑並びがどうとか︑そういうものは全然関係なく出

人のグループで︒で︑それこそ口語体だったり︑前後がど

って︑連想ゲームみたいな感覚でやってみようと︑三︑四

生達でした︒最初に完成作品を見せて︑ちょっと面白いよ

位︑学部もいろいろで︑連句のことは全く何も知らない学

巻いたことがあります︒都合二十人くらいの︑男女比で半々
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に表現が変わるのかっていう︑それは非常に若い人にとっ

ものになると︒するとほんの一言入れ替えるだけでこんな

ことを言っているのに︑ちょっと直すことで式目に沿った

に口で言ってみるととっても滑らかになってるとか︑同じ

こう直したらどうですか︑って直してあげる︒すると実際

きますよね︒でそれを直してあげる︑式目に反するものを

げるってことですよね︒二・五︑四・三なんかも当然でて

のはやはり︑さっきの捌きの話になりますけど︑直してあ

初から︑うるさいことを言ってしまうんですけど︑大事な

これもまた難しいんですよね︒で︑私なんかはある程度最

るという︑まず来ていただければ各グループとも対応でき

教えてあげたりね︑一緒にやって醍醐味を味合わせてあげ

小川各グループでそういう人たちがくれば︑今みたいに

か︑そういうことは？

的に働きかけるとか︑逆に興味のある人達を受け入れると

すけど︒そういう裾野を広げるということについて︑積極

ね︒それはまあ単に個人的に関わった学生に過ぎないので

に使えるよな﹂というふうに発想をしていた人もいました

若い人なりの世界があって︑﹁何何とか︵合宿など︶の時

とを学生さんたちが言っていましたね︒そういう若い人は

で式目にも合っていた︑と︒やっているときに私の中には

とか自然に進めていって︑最終的にできたら非常に滑らか

があるからとかではなくて︑滑りが良いとか︑語呂が良い

みたらどうかしら？という感じで︑それは式目というもの

たほうが面白いんじゃない？とか︑この言葉と取り替えて

口語体で出てきたのをちょっと直したり︑これを反対にし

靜その辺がやはり一番興味を持ったことのようでした︒

て︑で︑見てみると﹁面白いことをやってるね﹂という感

すけど︑アクセスして︑そして家の方に遊びに来て下さっ

セスしてくる人がいて︑その中で実際に高等学校の先生で

杉山私どもはいまＨＰを作ったんです︒そうするとアク

すね︒

思いますが︑その組織︑システムがまだ十分できてないで

小川そういう窓口は︑協会がやらなければいけないとは

静協会にそういう窓口はあるんですか？

る︒

式目はあるわけで︑終わってから一応ルールはあるんだと

覚なんですね︒それで山口県とはリンクさせていただいて

ては驚きですね︒

いうことは話します︒﹁あ︑だから面白いんだ﹂というこ
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静県に連句協会があるところがありますよね︒

ない理由かなあ︑なんて私は思ってるんです︵笑い︶︒

把握できませんから︒だからその辺りが︑あまり整備され

すね︒パッとリンクされて飛んでいっちゃうと︑協会じゃ

きたいというのがあるんですよ︒連絡先が欲しいとか︑で

い︶協会は会員を増やしたいので︑まず動向を把握してお

行ってしまうと︑協会の会員になってもらえないから︵笑

小川そう︑そうですね︒ただリンク先からダイレクトに

下さったりするともう少し広がるのでは︒

静協会でＨＰを持っているグループをリンクで表示して

小川うん︑だから︑それは協会がサボってるんだね︒

靜協会のＨＰには十二個くらいですよね︒

ころに桃雅会のアドレスが入ってればね︒

のＨＰが一番上に出てきます︒その時に︑リンクというと

少ないと思うんですよ︒まず﹁連句﹂と入れると連句協会

小川︵ネット上で︶いきなり﹁桃雅会﹂って入れる人は

入ってはこなかったりで︒

て言うと︑見てはくれるんですけど﹁面白かった﹂だけで︑

いますけどね︒今若者に︑一度桃雅会にリンクしてみてっ

う機会︑例えば東京でも〃くさくき

古典も読んでみたいっていうこともあるだろうし︒そうい

ら実作にいく人もいるだろうし︑実作だけやってた人が︑

両方やってらっしやるというのを聞いて︑作品を読む方か

う進め方も︑︵どっちが先かですね︶︒それでさっき山口が

と︑じゃあ︑ちょっと実作やってみましょうかと︑そうい

校の国語の先生だった方などがそういう輪読会などをする

二村そう︒そういう作品を読むグループが︑例えば元高

小川実作じゃなくて︑勉強したいっていうね︒

ゃないかなと︒

読んでみたいなという︑そういう人も潜在的にはいるんじ

れば﹁七部集﹂なんか読んでみたいなとか︑古典のものを

は︑午前中作品を読む会をなさっている︒だから機会があ

はちょっと﹂っていう人もいるんじゃないかなと︒山口で

うと︑勿論︑乗ってくる人もいるでしょうけど︑﹁作るの

過ぎるのかあって︒誘う時にね︑連句作りませんかって言

二村思ったんですけど︑連句実作しましようって︑言い

れるようならね︒

域の各グループにどんどんリンクして︑簡単に連句を見ら

てくれればいいんですけど︑なかなかね︒だから自分の地

とか大きな結社で

小川そういうところは強いですね︒そこも全部ＨＰ持つ
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二村実作ばっかりですよね︒で︑七部集を読むなんて会

小川小さいところは実作です︒

は案外ない︒

は両方しているところはあるでしょうけども︑それ以外に

ですよ︵笑い︶︒

すけど︒それでも勉強会には先生がいないと︑になるわけ

て︑後を読んだらやっぱりそうだった︑みたいになるんで

て︑いろいろ意見が出てきたら納得できる答えが出てき

と言う人もいて︑いや︑こうじゃない？ああじやない？っ

すね︒

はあまり無いのかなあ︑という気がしたんですけどね︒

小川一応結社に関係ない中央連句っていうのがあるんで

二村だから連句協会としたらそういう機会をつくる働き

中本それなんです︑山口では︑読書会には先生がいると

すけどね︒これは連句協会の役割にも関係してくるんです

密田そうですね︒実作が主ですよね︒その実作のなかに

思ってみんな来るんです︑ところがいないんですよ︒とに

かけはしていいかも知れません︒全国は無理でしょうが︑

かく輪読︑読みながら︑皆で引っかかったところを話し合

が︑今までのお話の中で︑やりたいと思う人が出てきたら

出てくるひとつの言葉で﹁冬の日﹂ではここをこんなふう

う︑自主協同学習みたいな感じでやってるんですよ︒でも

しめたものですが︑それをどうキャッチするか︑というの

例えば首都圏なり京阪神なりで︑月例のそういう勉強会を

﹁やはり先生がいないと⁝﹂になってくるんです︒先生が

がシステムの問題として今後課題が残ると思います︒それ

に表現してるねって︑その時の付け句によって古典の話が

いたらいろんなこと教えて貰える︑スピードが早い︑と︒

以前に︑何故やりたいと思ったかのきっかけですよね︒で︑

誰かにお願いして︒

でも自分で分からないところを調べていくのが︑時間が掛

大げさに言えば国民が連句というものに触れるチャンスは

出てくることがありますよね︒捌きっていろんなことを知

かるけど納得できるじゃないですか︒例えば芭蕉の﹁山中

いつかといえば︑例えば新年の特集のなかで︑大岡信さん

靜誰でも参加できる勉強会のようなものが在ると良いで

三吟﹂ですかね︒読んで︑何でこっちの方がいいのに︑芭

や丸谷才一さん︑井上ひさしさん等が︑年頭の連句を巻い

っていないと︒

蕉はこんなに変えたの︑絶対私は芭蕉がおかしいと思う︑
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かでまた実作をする先生もでてくる︒きっかけが無いと先

中の出なんだよ︑ということをきちんと教えていると何処

るのであれば︑そこで歌仙が難しかったとしても︑俳譜の

しょ︑で終わってしまう︒だから小中で芭蕉の発句を教え

ぶチャンスがないために︑連句は俳句よりマイナーなんで

大きくなって俳句でも川柳でもそうです︒本来の歴史を学

は連句から全部でています︒連句からできていったものが

もあります俳句︑川柳もありますとやっていますが︑本来

諾といえば連句ですよね︒ところが今は俳詰というと連句

るべきなのです︒高校古典のところで必ずやる︒つまり俳

れないのですけれども︑やはりこれは小中の教科書に載せ

る︒それでもう持論を展開しても協会はなかなか動いてく

ます︒連句をどこで知るのかというチャンスが少なすぎ

す︒そのチャンスを広げないと︑裾野も広がらないと思い

られていますし︑そのチャンスが少ないんだと思うんで

化祭やっても全国版には載らなくてその県だけで取り上げ

う︑とか︑それ以外に︑連句に触れるのは︑地方で国民文

たものが紙上掲載される︑その解説を読んで面白いと思

という問題以前に︑国民文化祭が優先で︑そういうことが

要だ︑ということは申し上げています︒ただ誰が行くんだ

小川それは︑私に聞かれても困るけど︵笑い︶︑是非必

う方向は︑今後はあるんでしょうか︒

わけですから︑協会としてそういう働きかけなどするとい

会が︑実際に足を運ぶ方はいつも同じでなくても櫛わない

靜それは個人的なことではないと思いますので︑連句協

く何回も足を運ばないと︒

っているうちに︑文科省というのは日参ですから︑とにか

先生が文科省に何度も行っていただいて︑何度も何度もや

ないかなあと思います︒そういうときに︑大学のご専門の

のようですが︑それも並行してやらないといけないのでは

るのが連句協会だろうと思うのです︒国民文化祭で手一杯

科省に伝えて教科害に入れてもらう︑そういうことができ

なるような長い話ですけども︑そういうことをきちんと文

ことがないから︑捌き手にはなれないし︒だから気が遠く

れを指導する先生が国文科を出ていても自分が実作やった

し興味を示した生徒さんたちを入れてくれるけれども︑そ

で︑教育委員会も生涯教育および関連のということで︑少

大事だという認識までは協会のなかでは至っていないよう

生も実作をしないのですよね︑そういうことが必要です︒

国民文化祭の時に︑若い人も入れましょうということ
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ら子どもに教えるにしても︑先生に教えないことには︑子

生に連句の心得がないので︑全然ダメだったんです︒だか

で連句を伝えませんか︑と少しやったんですけれども︑先

ときに︑ご一緒にその学校に行って︑こういう碑もあるの

そういう物があるので︑土屋実郎先生が名古屋にいらした

記念に立てた﹁なんとはなしに菫草﹂の碑があるんですね︒

ですが︑その白鳥山にある白鳥小学校の校庭に︑卒業生が

後に推敲して﹁山路来てなにやらゆかし菫草﹂となったん

なにやらゆかし菫草﹂これは﹁皷筥物語﹂にあって︑その

が︑芭蕉がよく来ていて︑巻いた歌仙に﹁なんとはなしに

が︑熱田神宮のすぐ裏に白鳥山という山が昔あったのです

杉山私たちは熱田神宮を母体にして連句をやっています

と︒そういう方面の発言が足らないと思います︒

ないし︒大学に対しては︑受験問題で出して欲しい︵笑い︶

扱いにとどまっています︒発展的なものは受験にも出てこ

小川ただ指導要領にないものですから︑発展的なという

教科言を見せていただいたことがあります︒

っては連句が載っています︒以前の山口大学の教授にその

中本高校の国語の教科書は三・四年前から︑教科書によ

で︑できればいいね︑という段階ですね︒

協会を作って︑連衆を集めて貰って︑事前教育をして︑そ

ろに︑受け皿がないと認められませんので︑そういう連句

のですから︑国民文化祭は︑結局県の連句協会がないとこ

ら県に作る︒何で必要かというと国民文化祭のために作る

小川それは話題にもなっていません︒要するに必要だか

ょうか？

ミッドみたいな形で置くというような考えはどうなんでし

あります︒裾野を広げるために︑協会として各県に︑ピラ

束ねがありまして︑各県には連句協会のある県とない県が

さっている方にかかってきますよね？いま連句協会という

も良いと思いますが︑その辺りの事はやはりその地域でな

はどんな方法が良いだろうかとか︑そこから考えていって

何かに働きかけをするにはどうしたらよいかとか︑それに

行くまでの︑その前段階として地域活動とか生涯学習など

にどうこう出来ることではありませんので︑そこへ持って

靜教科書に載るのも勿論大切なことですが︑それは直ぐ

うに教科書に載せたいということにもなりますけれども︒

も︒そうすると教科書︑今小川さんがおっしゃっているよ

ば︑そういうところからかな︑という感じがしますけれど

どもたちには届かないです︒連句協会で何かやるとすれ
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科書を先に︑と思います︵笑い︶︒

山口もそうでしたね︒私は各県の協会をつくるよりは︑教

いって︑一人もいないところは︑作るところから始まる︒

ずテコ入れして︑まず︑協会の会員名簿から掘り起こして

んから︑どうするかというと︑川柳をやっているひとをま

急に作れといわれても︑山梨では連句協会の会員がいませ

かなりな努力をしないと大変ですよね︒ピラミッドで全部

がいらっしゃれば山口のように続いているんですけれど︑

国民文化祭を意識して作られています︒その中で熱心な方

発生的にできたところもありますが︑そうでないところは

しているような状況なんですよね︒伝統的なところは自然

れで大会に臨んで︑終わってやれやれで︑そこでストップ

もうフォローができないとうことなんですね︒鳥取も生涯

て︒ところがそういう方々がみなさん︑ご高齢になって︑

当力を入れて下さり︑広島も頑張って応援してくださっ

まうという︒例えば鳥取関金町の場合には香川などが︑相

結局掘り起こしがない限りは︑いつの間にか無くなってし

て下さっているんですね︒で若い人が育っていないので︑

やって下さった方々は︑みなさん︑ご高齢のかたが頑張っ

になってしまう可能性が高い︒それから︑そういうことを

ので︑今後はフォローしていかないことには︑元の木阿弥

よね︒だからどうしてもフォローしていくのが抜けている

たりするのでそちらの方の仕事が優先されてしまうんです

にするというか︑次の国民文化祭に向けて︑協会がなかっ

ォローしないといけないですが︒そのところが︑先を大事

で文献でしか知らなかったものが︑こんなに人が集まっ

中本残っている人達は︑連句を面白いと思った人達で︑

小川山口の場合も二年目はどうなるかと思ったら︑前に

て︑連句ってこんな凄いんだって︑というようなことで︑

学習のなかに入っているようですけども︑維持が難しいと

も増して大きくして続けて頂いて︒協会はできたけれど

この機会に見直してなんとか続けて行きたいと︑若い人た

まあやめないですよね︒連句の虜になって︑人数は多くな

も︑そんなに続かないと︒続かないからお終いにするんじ

ち︑学生さんにやってもらって︑繋げようとしてますよね︒

なって︒今期待しているのは︑裾野市ですけどね︒いまま

ゃなくて︑連句協会の仕事も県の協会をつくって︑国民文

だけど連句協会のほうは︑そのフォローを忘れているとい

いですが︒

化祭をやり遂げるのを見届けるだけじゃなくてその後もフ
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うのではないけれど足りないのですよね︒

連句協会の役割

けど︑これは私はついていかれないわ︑と言ってそれっき

りになってしまう方も少なからずいるんではないかと思い

ます︒だから︑さっきの話に戻りますけれども捌きの責任

いですけど動員されてきたような方もいるわけです︒する

は地元で少し俳句をしているというような方で︑言葉は悪

ひとつの席の半分位は初めての方︑それに近い方︑あるい

っていけるのが捌きの方だろうと思う︒誤解を恐れずに言

作ったら良いわけではなく︑その時に連句的な繋がりを作

があると思います︒俳句の座ではないのだから良い俳句を

中本連句の座でも関わり方が非常に俳句的だということ

が重いですし︑ちゃんと捌きを育てるということは協会の

と︑その人たちをどう引き止めるか︑それが一番手近なこ

うと︑俳句︑詩︑短歌などは︑やはり個の文芸で︑個を追

二村国民文化祭はいつまで続くかわかりませんけど︑私

とだと思います︒そこで丁寧に連句の面白さを伝えること

求してそれを具現化する文芸だと思うのです︒連句は社会

一つの使命であるかなと思います︒

でしょう︒例えば私は︑出来る限り出された句に︑これは

性を探索して実践して具現する場だという認識が私にはあ

は貴重な啓発普及の場だと思います︒私も参加すると大抵

一句としては面白いですが︑ちょっと付いていませんよ︑

小川これはすごく大事なことです︒まず捌きの仕事は何

ります︒そういう認識で連句を捌きさんがやっていれば︑

ですか︒捌くだけではなく︑捌く為には今日の連衆の皆さ

転じていませんよとか︑なるべく言うようにしています︒

って︑パチパチ手を叩いて他の席を覗いたりしている席も

んはどういう人達か︑それをじっと見ていても分からない

時間が終わって捌きさんがいなくなるということはないの

あるんですね︒で︑言っちゃ悪いですけど︑そういう席の

ので︑始まる前に雑談しているときに︑初めての方がいれ

すると時間いっぱいかかります︒ところが︑ちょっと差し

捌きの方は︑初心の方が半分くらいいる席で︑予定の時間

ばどんな感じなのかなと探って︑この人を楽しくさせてあ

では︒

の半分で終わってしまうなんて︑いったいどういう捌きの

障りがあるかもしれませんけど︑席によっては早々と終わ

仕方をしているのか︑と思うんです︒で︑中には来てみた
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というのはし難い時代じゃないかなと︒連句自体がいまの

こっちにしておこうか︑というそういう言うところの作業

を受け止めるとすると︑自分の感情︑言いたいことよりも

ちがあったんだろうって一生懸命考えて︑洞察して︑それ

ですよ︑というくらいなんですね︒前の人にどういう気持

よね︒他との繋がりで何かということは︑読んだ人の解釈

文にしても︑自分自身で完結して行くことが出来るんです

とは入っていけるのか︒例えば詩にしても俳句にしても散

皆と繋がりを持つのが楽しいんですよ︑という世界にさっ

くると︑そういうところで育てられて生活してききた人は

そんな感じがむしろ大事にされているような時代になって

にやるのではなくて︑あなたの個性がとか︑個人主義とか︑

ど︑今みたいな個性を大事にし過ぎる時代では︑皆と一緒

はそれを楽しんでいるから面白いし大事だと思っているけ

が云々の話は別にして・連句或いは一座というものを︑我々

がもうひとつあって︑何故裾野が広がらないのか︑文科省

方もいないことはないと思いますね︒それから今大事な事

けど︑その場で終わらせることが捌きの腕だと思っている

てやろうかな︑というような段取りが最初にある筈です︒

げるには︑ベテランの方がいればベテランの方をどう使っ

どこで出来るの？やりたいけど学校で教えてくれないし︑

すけど︑何回かやってみて最終的に面白しろがって︑で︑

大学生たちも︑聞いたことも見たこともなかった人たちで

靜若い人は連句を知らないのですね︒先ほど話しました

ないのはそんなとこかな︒

時代は連句はやりにくいと思います︒人がいっぱい集まら

ちんと理解してもらう作業が必要だと思うんですよ︒今の

詰の連歌って言うんでしょう？というところまで戻ってき

ったの？さらに俳譜のもとはなんだったの︑じゃあ何故俳

だからこそ俳句のもとはなんだったの︑川柳のもとは何だ

を席巻しているのではないか︑と︒もうすこし古典に戻り︑

て︑どうも西洋の文芸というものがあまりにも日本の文芸

四行のソネットみたいな形式論になってくると︑やってい

詩だとか散文だとか俳句にしても︑三行に分けて書けば十

うのは︑大事な存在だと思うんです︒ただ︑時代を見ると︑

いったところが必要とされている時代に︑やはり連句とい

いうところの︑むしろ今欠けていると言われている︑そう

が前におっしゃって実際にやっていましたけれど︑癒しと

いる︑皆の気持ちをひとつにしていくとか︑浅野秀穂先生

時代に合わないというのは言い過ぎですが︑連句の持って
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刊誌を出してますけども︑小さなグループでも︒連句では

例えば月刊誌なんかも出せないですよね︒俳句の結社は月

二村何でしょうね︒ただ例えば連句だけのグループでは

小川それは分からない︵笑い︶︒何ででしょうね︒

靜何でプロが出なかったんでしょうか？

で︑なかなか市民権が得られないのかなと︒

思っているんですが︑世間からみるとおかしな連中だと︒

よね︒プロが居ないこと自体︑我々は素晴らしいことだと

それで食べていってるプロが︒連句はプロって居ないです

他は居ますよね︑詩人にしても歌人にしても俳人にしても

ロっていないですよね︑多分︑それもひとつの原因かなと︒

﹁食べていけるのか﹂とね︒それで考えてみると連句のプ

れで︑はたと思ってね︒この連中︑何でもかんでも最後は

いけるんですか？﹂と質問されたことがありましてね︒そ

ですよ︒それで﹁本業なんですか？﹂﹁職業として食べて

なんか検索してね︑そしたら連句の方で名前が出てきたん

小川私は理系なんですが︑今インターネットで僕の名前

一評斗Ｏ
す
力

ろあれば結構若い人も興味をもつのではないかと思われま

クラブ活動はないし︑と︒だからなにか働きかけがいろい

いるのかなあと思います︒ですからチャンスをあげても消

人が集まりますね︒その辺の振り分けは自然にそうなって

良いと︑みんなでやると楽しい︑というそういうタイプの

は類は類を呼ぶというか︑どう変えられても納得できたら

のは嫌だ︑というタイプもいるんです︒ですから︑連句に

分が作った句を︑こうしたらどう？なんて簡単に言われる

突き詰めていって人の意見は聞かないという性格︑折角自

随分あるんではないかと思うんです︒俳句のように自己を

密田私は︑連句をする人としない人には性格的な違いも

とは少し性格が違うのではないでしょうかね︒

言っちゃいけないけど︵笑い︶︒つまりそこは俳句の結社

力なリーダー︑或いは魅力あるリーダーが少ない︑なんて

二村う〜ん︑江戸時代︒現代については︑それだけ︑強

小川江戸時代だったらいますよね︒

のとちょっと違うんじゃないでしょうかね︑連句は︒

力な同人とかそういう人に憧れてみなが参加する︑という

結社みたいに強いリーダーシップを発揮する主宰とか︑有

二村人が集まらない︒人の集まり方がね︑例えば俳句の

靜それはどうしてでしょうか︑現実的に︒

なかなかできないですよね︒
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をこのまま次の代に伝えていかなければならないと︒で︑

のご主人が︑これは先祖からの預かりものなんです︑これ

屋敷ですけど︑今そこを受け継いでいる京都の呉服屋さん

のですが︑要するに昔の実業家なんかが持っていた凄いお

レビで︑京都東山の別荘群にカメラが入って紹介していた

は叱られるかも知れませんけど︑たまたま昨夜ＮＨＫのテ

二村私も協会の役員に名を連ねていてこんなこというの

ら︵笑い︶︒

れを待っていると全部回るのに三十〜四十年かかりますか

小川国民文化祭もひとつのきっかけなんですが︑ただそ

に付い て は ど う な ん で し ょ う か ？

らよいのか︑して欲しいのか︑そういう役割みたいなもの

協会というものがあるわけですから︑協会がどの様にした

すが︒それは個人的に出来ることとは別に︑組織的に連句

撒くかということも大事なことなんじゃないかと思われま

ければ多いほど︑残る人も多くなりますよね︒いかに種を

靜全員残るわけではないですが︑最初に触れる機会が多

すからね︒

小川同じ環境にしても残る人と残らない人がいるわけで

えていく人はあまり合わない人かなと︒

ね︑だから︑守るべき物は守っていきたいと思います︒

の心得︑マナーは捨てがたい物を持っていると思うんです

の時代多くなってしまっていますが︑やはり日本人として

生きる︑責任だと思います︒古い物なんて︑という人がこ

ていくような感覚で︑やっていかなければ︒それは人間の

のでなくて︑過去からあって大事な預かり物はお墓を守っ

という形で神宮に納めています︒そういう俄に出てきたも

これ︵出版物︶なんかは名古屋の先人たちからの預かり物

杉山私もそれが大事だと思います︒私たちが出している

思いましたけどね︒

れども︑一方でそういう姿勢は大事なんじゃないかなとも

うことと︑時には裏腹になることになるかもしれませんけ

とは言って︑で︑それは裾野を広げる︑会員を増やすとい

ればいけないことは守り︑厳しく言わなければならないこ

そうすると最初に話題にでた式目もそうですし︑守らなけ

かなければいけないんだろうと思うんですよね︒だから︑

と思うんですよね︑きちんとした形で次の世代へ伝えてい

ちだけが楽しければそれで良いというものではないだろう

思ったんですけれどもやはり連句というものも︑今の私た

それには大変に手が掛かるわけですよね︒それを見ていて
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二村私はね︑捌きを含めた︑実作した場での合評ですよ

してい た だ け る の か し ら ？

密田そうなんですよね︒じゃあ︑捌きはどうやって教育

とか指導者がいらっしゃるところは幸せですよね︒

う︑そういう振り分けをして︑使い分けができる捌きの方

者にはこう︑ある程度重なってきている方にはこの位とい

靜相手がどういう方かということも考えて︑全くの初心

育てることですね︒

るようでなければいけないと思いますね︒そういう捌きを

じるというのはこういうことだと考える︑ときちんと言え

必要と思います︒私は付くというのはこういうことだ︑転

よって意見が違っていいですから︑しっかり考えることが

はどういう事か︑転じるというのはどういうことか︑人に

めるのは難しいことですので︑捌きの人が︑付くというの

杉山そこで先程の話にあったように︑統一した式目を定

ということですね︒

そこで捌きなり︑リーダーなりの存在が大切になってくる

がありそのルールをどう扱うかが問題になってきますね︒

覚も必要ということですね︒それとどんなことにもルール

靜引き継ぎ伝えていくという大切な役割を担うという自

と﹁貞門﹂も﹁談林﹂も﹁蕉門﹂もきちんとしています︒

のか？先程︑譲れないところは必ずある︑と︒それでみる

てはいるけれども︑そこで何を私たちは守ろうとしている

我々が言っている連句というもの︑芭蕉さんを中心に据え

にしても︑長い間あるようでその問は停滞しているし︒今

それは新しいところを打ち出したからですよね︒﹁蕉門﹂

も︑歴史のなかでは確固たる﹁談林﹂というものがある︒

ってますよね︒そのくらい短い期間しかなかったけれど

だとか︑﹁談林﹂だって十年そこそこで﹁蕉門﹂の方に移

には協会なんかなかった︵笑い︶︒﹁貞門﹂だとか﹁談林﹂

小川まあ協会ができたのはごく最近のことで︑江戸時代

り立つと思います︒

杉山そう︒実作と批評︒それがあって連句はきちんと成

で︑それが今欠けているのではないでしょうか︒

と批評を書く︑そういうお互いに批評しあうことが大事

選者が責任を持って︑二︑三行の褒め言葉でなく︑きちん

んだけれどここには傷がある︑といったことをそれぞれの

こと︒どうして自分はこれを選んだか︒あるいは賞には選

です︒それからコンクールでは選者がきちんと選評をする

ね︑巻いた後にお互いに批評し合うことが大事ということ
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芸術というふうになっていくわけで︒我々︑連句の強みは︑

言っても︑そちらが頑張れば︑そちらが連句を継いだ文芸︑

んではいけないと思うのです︒﹁それは連句じゃない﹂と

うが歴史に残るわけです︵笑い︶︒だから新しいものを拒

どちらの勢力が世の中に受け入れられるか︑生き残ったほ

れはもう連句とは呼べません︑と言うことが必要です︒で︑

ほうが大切でしょう︒それと違ったものが出てきたら︑そ

ても歴史的に守るべきものは変わっていないという認識の

が良いのではないか︑と︒むしろいろいろ変わってきてい

とですから︑式目に関しては協会はあまり手をつけない方

ろで︑反論は多くても賛成は少ないでしょう︒そういうこ

から︑協会が式目を作ってこれが標準です︑といったとこ

のではない︑とかね︒確かに今までは協会はなかったんだ

だとかいう意見が出てくるんですよね︒協会はそういうも

がそれに対していろいろなグループがあって︑それは駄目

いるんだ︑というところを出して貰いたいですね︒ところ

碇破りに対する歯止めを掛ける為に︑協会が見識を持って

か︑連詩には捌き手はいらない︑だとかですね︒そういう

っていうのが出てくるわけ︒例えば連詩の方が面白いだと

ところが︑今の時代の怖いのは︑それをも破っちゃおう︑

すら︑国民文化祭のなかの一部門︒連句協会︑じゃないで

が話題になることはないですものね︒国民文化祭のときで

うのか残しているのはそういった人たちだ︑と︒連句協会

あるんですよね︒だから︑むしろ︑連句を守っているとい

小川なんか詩人の方々のお遊びと思われているところが

れば︒

連句の楽しさや連句協会の存在をアピールすることができ

人たちに知ってもらうということが大事ですね︒積極的に

れば︑地域でも学校でもいいのですが︑とにかく知らない

みて頂くという機会を何処かに作る︒出来るだけ沢山︒あ

靜やはり多くの方に取り敢えず知って頂く︑一回やって

句のほうでもね︒

期待したんですけどね︒むしろ彼は破調の方ですから︒俳

いと︒︵笑い︶︒前に有馬さんが文部科学大臣になった時は

小川これは難しい︒文部科学大臣に頑張っていただかな

杉山・密田・中本教科書ですね︒

ジャーにしていく夢というのは我々にはあります︒

ので︑メジャーにはなれないのですが︑そこのところをメ

句ですよ︑ということですが︑そこの教育がなっていない

川柳にしても俳句にしても︑みなそこから出ている源の連
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名ですよね︑ハンドルネームを使って︑自分が誰かを明か

たんですけど︑インターネットでやっている人たちは︑匿

ァクスになり︑いまもうメールになり︑で︑たまたま知っ

で︑私が知っている限りでもハガキでしていた文音が︑フ

態がどんどん出てきていますよね︒たとえば︑つい最近ま

ゃったように︑今まであまり想定していなかったような事

様々だと思うんですね︒さらに︑さっき小川さんがおっし

論がないと思うんですけど︒それ以外のところはかなり

それから︑それが私たちは好きである︑と︒そこはまあ異

は︑連句というものが︑まあ︑意味のあるものだろう︑と︒

度のことを会員は共有できるのか︑最小限分かっているの

きるのかどうか︑に関わると思いますが︑じゃあ︑どの程

それは最初に話がでた︑協会として式目を定めることがで

協会の会員が共有できる価値観は何なのか︑ということ︒

二村ひとつは︑協会がちょうど三十周年ですので︑連句

方の参考になるような︑ご提案とかございますか︒

の目に触れると思います︒活動方法や広報活動など読んだ

静この座談会の記録は活字になりますので︑いろんな方

いですね︒

すね︒だから協会にはもっと頑張ってもらわないといけな

身分を明かさないなんて江戸時代にもあったし︑この人は

小川ただ︑ひとつひとつね︑こう考えていくと例えば︑

自由に何でも︑というのが沢山ありますよね︒

靜確かにネット上では自分の本名を出していないので︑

じゃないかな︑と︒

お互いに批評しあうっていう議論の場がやっぱり大事なん

るじゃないなかという気がしますけどね︒そういうことを

でも詩の表現だ︑というところがついおろそかにされてい

いう面白さとか︑目新しさばっかりが求められて︑あくま

させよう︑とかね︒笑わせてやろうとか︑っていう︒そう

ね︒面白ければ良いとか︑あるいは読んだ連衆をびっくり

近︑忘れられがちなんじゃないかなとちょっと思います

ても︑とにかく連句は詩の表現だっていう︑そのことは晶

んなに今まで想定していない変わったものが出て来たにし

な︑と思うんですね︒もうひとつだけ言わせて頂くと︑ど

ういう議論を会員の間でしていかなければいけないだろう

ういう事に対して︑私たちはどうするのか︑っていう︑そ

だそういうものも︑やっぱり否定はできないですから︑そ

ちが知ってる連句からは︑離れたものだと思うんです︒た

さずに連句をやっている︑と︒これはもう︑ちょっと私た
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るし︑また古臭いと言われるところでもある︒古臭くても

ネットでできないのが︑座なんですよね︒これは強みであ

守りじゃなくて広める︑という方ですね︒で︑そうすると

が良いんだ︑ということをむしろ広めていくことですね︒

テクト︵守勢に回る︶するんじゃなくて︑自分たちはこれ

すような勢力が出てくるかも知れない︒それに対してプロ

のだから︒この近世︑現代の︒で︑それをまたひっくり返

守っていく責任がある︑と︒自分たちの時代に作られたも

からの連句の特徴だと思うんですね︒だから今度はそれを

わゆる現代というか︑近代というか︑我々の時代になって

た︒だからむしろ︑詩を大事にするんだ︑というのは︑い

たりが︑この詩情というものをかなり強く意識させてき

そうですね︶だから芭蕉さん以降︑とくに高浜虚子さんあ

以前は詩ということはあまり考えてないですよね︒︵まあ

が︑詩を大事にする︑というのがあったけども︑﹁蕉門﹂

トを使ってはダメだとは言えないし︑それから二村さん

くるから︑それも可能だし︑そういうことを考えるとネッ

てやるにしても︑変化は可能だし︑当意即妙もいま瞬時に

置連句でもそういうことはあるし︑それからネットを使っ

お武家様ですなんてわざわざ明かさないで︒あるいは︑笠

い︑そういうものなので︑出来るだけ多くの情報を撒く場

靜出会いがないと始まらない︑知る機会がないと出来な

か？みたいな形でね︑呼びかけてみるといいでしょうね︒

知ってもらわないといけないので︒連句でお話しません

杉山座って楽しいですよね︒座は楽しいよって︑ことを

わけです︒あとはやる気ですよね︒

額にしたって江戸時代からすればそれほどの金額じゃない

で︵笑い︶︒だから︑座を持つという努力というのは︑金

って︑今朝こっちに来て︑夜もう帰ろうと思っているわけ

小川今の時代ですから︑距離じゃないですよね︒ここだ

てましたね︒

り回復されなければならないんだろう︑ということを言っ

いう︑そのことが前提にあったわけですよね︒それはやは

になっていると︒やっぱり連句は当座性︑その場にいると

所為で︑特に発句と脇で交わされる筈の挨拶も非常に希薄

ですね︒つまり︑最近の連句は︑とくに文音が多くなった

演をしたときに︑当座性の欠如︑ということを言われたん

二村岐阜の大野鵲士さんが︑松山の俵口の連句大会で講

ちに受け入れられるような理屈を︑座に持たせたい︒

守るべきものは︑座なんだ︑このところをもっと若い人た
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る投句を︑一句だけ選んでどう捌こうか︑ということが︑

を私が引き継いでいるのですけど︑そこで︑皆さんからく

いう創刊号からずっと続いているものがありまして︑それ

という俳誌のほんの小さな一頁ですけど︑連句ミニ教室と

密田引地冬樹先生がお亡くなりになってから︑〃つくば

があると良いですね︒

日そういう需要がわかったんですから︵笑い︶︑これから

いうことを企てたことはいままではないよね︒だから︑今

の現れだとは思うんですけれど︑協会として組織的にそう

ります︒だから︑それは捌き手を作る︑育てるという意識

みようよ︑というようなことはそれぞれ役員から推薦はあ

人はちょっとやらせてみようよ︑とか︑チャンスを与えて

たいとか︑そういうことを教えていただけるような︑勉強

ろだけじゃなくて︑他のところでどうしているのかを学び

とでなくても︑どうしたらいいのか迷ったり︑自分のとこ

っしゃるのではないかと︒教育とかいうような大げさなこ

方ですから︒ただそういうお考えをお持ちの方も沢山いら

靜そうですね︑勿論︑ここにご出席の方々はベテランの

小川皆さんもう十分に⁝︒

靜そういうものが連句協会のほうであるんでしょうか︒

しが申し込みたいと思います︵笑い︶︵わたしも〜︶・

きの教育をしてくださるところがあれば︑一番先に︑わた

生かして︑嫌にならないように続けて頂けるか︑とか︒捌

しなきゃいけない︵笑い︶︒

こったか︵笑い︶︑協会の仕事はなんだろう︑って︒行脚

小川三十年目にしてようやく︵笑い︶そういう現象が起

かれば︑お尋ねしやすいとか︑そういうことはありますね︒

か︑どういうところがあるのか︑ということがある程度わ

靜勿論自分が門を叩くんですけど︑どこを叩いていいの

があれば︑すごい助かりますよね︒地方の者としてはね︒

ねて行くとか︑兎に角自分がどうするかですが︑でもそれ

り︑自分次第で︑とにかく自分がお金をかけても誰かを訪

中本それがあれば良いに越したことはないけど︑やは

うところがあると︒

密田迷ったときにねえ︑簡単にちょっと聞ける︑そうい

ね︒

の場所なり機会なり︑そういったことは︑協会のほうには？

二村行脚しなきゃいけない︒芭蕉は行脚して育てていつ

私にとっては大問題なんですけど︒新しい方の句を︑どう

小川今まではないですけれども︑全国大会の時に︑この
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たんですよね︑各地方︑地方にね︒そこに戻ると︒それが

︵品川鈴子担当理事より閉会の挨拶があり散会となる︒そ

日はありがとうございました︒

の後出席者で半歌仙を巻き上げる︶

︵文責靜寿美子︶

国民文化祭だとすれば︑ちょっと時間がかかりすぎです
ね︒

靜いま国民文化祭というひとつの大きな行事があります
が︑それとは別に︑何かそういう関われるような︑勉強す
る機会が得られるようなものが必要な気がしますが︒なる
べくなら気楽に参加できるような形で︒

小川全国大会は意外に多いんですね︒毎月︑毎月どこか
でやってるんですね︒そういったところを利用すれば︑そ
の地域︑地域で︑そのつもりになれば連句を勉強できるチ
ヤンスはありますよね︒

靜いろいろなご意見が出ましたが︑連句は楽しいもの︒
インターネットの時代になってもやはり対面で行う﹁座﹂

が連句の命であるということ︒連句協会の役割として︑式
目等は統一することはできないけれども︑だからこそ︑捌
きが何よりも重要であり︑優れた捌き手を育てることが協
会として重要な役割の一つであろうこと︒また︑連句人口
の拡大︑裾野を広げるために︑より初心者が門戸をたたき
やすいような窓口を整備していく必要性がありそうだ︑と
いうことである程度一致をみたような気がいたします︒本
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国民文化祭文部科学大臣賞・奨励賞受賞作品

I

○

『

第配回国民文化祭・いばらき鵬

第躯回国民文化祭・とくしまＷ

第創回国民文化祭・やまぐち帖

第加回国民文化祭・ふくい脆

第四回国民文化祭・ふくおか

第肥回国民文化祭・やまがた鯛

第ｒ回国民文化祭・とっとり屹

文部科学大臣賞

文部科学大臣賞

文部科学大臣賞

文部科学大臣奨励賞

文部科学大臣奨励賞

文部科学大臣奨励賞

文部科学大臣奨励賞

文部科学大臣奨励賞

﹃雁渡し﹄

﹃春兆す﹄

﹃冬木の芽﹄

﹁蝶の風信一

﹃千代も見し﹄

﹃佐保姫の﹄

﹃白蓮﹄

﹃源氏香﹄

﹃湖のいはれ﹄

︿愛媛県

︿茨城県

︿富山県

︿東京都

︿徳島県

︿東京都

︿香川県

︿富山県

︿香川県

名本敦子捌﹀：︒：・帥

高木遥子捌﹀：⁝・刃

瀧澤尚子捌﹀．：⁝８
７

渡辺裕子捌﹀・⁝：万

西條裕子捌﹀⁝⁝祁

岡部七兵衛捌﹀⁝だ

田岡弘捌﹀⁝：⁝・４
７

瀧澤尚子捌﹀⁝：・門

田岡弘捌﹀︒：：⁝・泥

国民文化祭文部科学大臣賞・奨励賞受賞作品

第別回国民文化祭・しずおか的

文部科学大臣賞

うみ

第恥回国民文化祭・きょうと皿
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文部科学大臣奨励賞

小林しげと秀逸

青野竜斗特選

魔女だって恋の涙は流します

ブルカに隠す忍従の時

顔見世の楽屋裏まで華やかに

織機の音のひびく横町

心太掬ひて月の揺らめけば

思はず足を止めるくちなは

札付きのワルもすっかり好々爺

古刹めぐりは友に従ひ

燗漫の伯耆大山花の客
蒼弩はるか光る春潮

平成十四年一月二十六日首

︵於・桜ん慕工房＆ＦＡＸ︶

平成十四年三月十日尾

土屋実郎特選
上田渓水入選

弘

第〃回国民文化祭・とっとり蛇
うみ

︑

田岡訓弘

香川県田岡弘

半歌仙﹃湖のいはれ﹄

噂や湖のいはれは

鯉の背色の透ける薄氷三橋早苗
しゃぼん玉幼き夢のふくらみて佐々木栄一

語る抱負に瞳かがやく西岡恭平
月の夜のバンドネオンは佳境へと

ロゼのワインの酔ひの爽やか

ゥ直木賞作家を囲む文化の日

三十五歳いまだ独身

− 7 つ −

一

に

一 苗

〃

十千一

弘

田

弘

捌
苗

弘
平

碑
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第旧回国民文化祭・やまがた明文部科学大臣奨励賞

半歌仙﹃源氏香﹄
富山県瀧澤尚子

浅野
宮下
土屋

黍穂
太郎
実郎

特選
特選
秀逸

せっかちとおっとり巧くかみ合って

小林しげと特選

澁谷道秀逸

恭子

内濠をうずめて将を射止めんと

尚子

恭子

赤い糸から太き手綱へ

ガラスの部屋にアリスどぎまぎ

恭子

恭子

弓 句

ペガサスに乗って飛び越せ夏の月

川下ｈソして涼をたのしむ

蝶ネクタイはちょっとはすかけ

尚子

投銭の帽子置かるる大道芸

新しき門出ことほぎ花燦と

恭子

秤鰄廿錘蓉一一朋十丑叩雷︵ＦＡＸ︶

一 ／ コ ー

子

子

尚

尚

神の鈴振る巫女のうららか

〃

源氏香聞くしんしんと外は雪瀧澤尚子

尉となりたる炭の美し宇野恭子
叩向↓十

マ

風紋の織りなす起伏続くらん

尚子

捌
､マ

メール交換西へ東へ
旨酒は桂男と酌まんとて
またたび醤り猫はご機嫌
ゥは じ め て の 牡 丹 の 根 分 け し て 安 堵

優しき声に教えられつつ

〃

子
寸一

子

恭
恭
尚

７．︐︐︐．６１．９１０︲９︲

１１︐︐．９︲８︐６︲０︲Ｉｉ︐

９０︒？・１．Ｔ・◆．・守り・９．９．？・︑４︲０Ｖ９︐９９．

文部科学大臣奨励賞
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１０１．９︐１︲︐︲９︲６︲９︲令︐．？．ｐＩＴ．？．９．．．．９４．や．

青木秀樹特選
土屋実郎秀逸

永遠の愛を紡いでゆく二人

終り気になる推理小説

懸案の拉致の解決ままならず

玄海はるか浮かぶ島々

月冴えて御仏の顔おだやかに

上田渓水秀逸
八木紫暁秀逸
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遼

第旧回国民文化祭・ふくおか

弘

〃

弘

半歌仙﹃白蓮﹄

田岡

の偉業しのぶ襖絵

秤雌什亜斡此亜一汁五肥龍︵ＦＡＸ︶

朝寝の夢にふるさとの母

うたかたの今生なれば花に酔ひ

浮かれし猫のよぎる裏町

客席にカーテンコールいつまでも

師

香川県田岡弘捌

白蓮のそよぐや戦なくならず

波紋のこして消ゆる蒻翠多村遼
胸中に秘策をひとつ温めて
ハッターボックス包む歓声
野も山も月のしづくに埋けば

新酒の香りことのほか良し
ゥ移るひの秋を異国に惜しみつつ

触れる手と手にはしる衝撃

恩

〃

遼

ク

弘

遼

弘

遼

弘
遼
弘
〃

弘 遼

第加回国民文化祭・ふくい略文部科学大臣奨励賞

﹃佐保姫の﹄
東京都岡部七兵衛

佐保姫の土踏む音や雑木山
時空を超えてふわと初蝶

城依子

岡部七兵衛

螺釧の筥に仕舞う琴爪

雛の客ひねもす窓の華やぎて

小山百合子

遼

しじみ
百合子
七兵衛

しじみ
百合子

遼

依子
小町

小町

七兵衛

依子

雨乞小町
多村遼

注がれし徳利ましら酒とか
ゥ進退を賭け秋場所にのぞむらん

風もやさしい蒙古高原

あなたへと紙飛行機はゆれながら

ジェラシーという恋の妙薬
朗々と新進女優のオペレッタ

茶房の隅に尉と姥あり

露店市西瓜をどさと買いこんで

避暑地を目指し月の国道

うつらうっらと転寝の夢

誘拐をされし気弱なエイリアン

ビルの谷間を労働歌ゆく

淀川しじみ

月影をくだきて大河とこしなえ

仙

たっぷりと花そそぎませ義士の墓

大野鵲士特選
引地冬樹秀逸

箪笥預金をまた移し変え

ナォ陽炎の罠にはまって物忘れ

願い事なら無病息災

羽二重の着物はむろん福井産

豊礫と雪けむり蹴り斜滑降

手を取り合って狐火を見に
好きですの小さな声は闇の中

矢崎
宮下

特選
秀逸

遼

百合子

しじみ

喜寿の親爺は杜氏一筋

しじみ

遼

七兵衛

依子

巣箱賑わう中庭の景

百合子

小町

そぞろ歩きの暖かき宵

ちかごろは趣味の画才も認められ

ナゥ新米の炊ける香りが嬉しくて

湯加減いかがとちちろ窺う

千の綱垂れ走る帆船

依子
小町

しじみ
百合子
七兵衛

小町

遼

七兵衛

依子

太

たちまちに雲の切れたる月まどか

ルパンに心盗まれており
黄金比いと美しき数値にて

郎藍

花の中サンピエトロに鐘の鳴る

秤雌什吐稗唾朋二弐肥密︵インターネット︶
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第四回国民文化祭・やまぐち肥
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文部科学大臣奨励賞

半歌仙﹃千代も見し﹄
徳島県西條裕子

中本七水

千代も見し空の青さや土佐水木西條裕子

路面電車に燕一

レガッター河端へ入どっと出て竹山美代子

ねぢり鉢巻屋台にぎはふ文野好子
高階の窓にいつしか月更ける

棋櫨デッサンＢの鉛筆
ワ眉寄せてやや寒に立つ阿修羅像

恋女房もいつか変身

品川
宮下

鈴子
太郎

秀逸

特選八木紫暁特選

入れ揚げしホストの声は息子に似

心うつつに若水を汲む

虎の絵の優しくなりて古襖

ｍｒン

１−ジョンアップ新規パソコン
ノ

月涼し先ず成約を首領に告げ

茅の輪くぐれば並ぶ四斗樽

原発の誘致に村の揺れに揺れ
９℃耗坐

垣根の黙を猫の越え来る

花衣脱ぎてソファーに寛がん

︵文音︶

春闘の刻惜しむ宿

︵於・高知さんご荘︶

平成十八年三月四日首
平成十八年四月九日尾
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七

好

裕

七

好

美

上

裕

七

美

捌

美
好
美
裕

閃
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■・１．０口６

ｆ１ｑＤ▲９１．◆▲■７１全

文部科学大臣賞

梅村
鈴木

特選
秀逸

論語の素読習ふ団塊

ナォ虻容れて耳そば立てる紙袋

西蔵に緑の薔薇があるといふ

品川鈴子特選

矢崎藍秀逸

筆乃り紀乃りわ祐紀り祐りわ紀乃り紀乃

第塑回 国 民 文 化 祭 ・ と く し ま ｍ

歌仙﹃蝶の風信﹄

夜をこめて一言主に逢ひにゆく

中島みどｈノ

汗まで美しき閨の楊貴妃

十四歳の羽化の始まる

東京都渡辺祐子捌

杯に充つ致死量の愛飲み干して

春昼や大海刻を留めたる
渡辺祐子
別所真紀

窓辺に届く蝶の風信

弥生尽落着の茶をまづ点てて

ほほゑみたまふ露坐のみほとけ
針の目をくぐるラクダか盗つ人か

ノノ

横山わこ
河村志乃

健忘症のまま卒寿とか

バラライカ爪弾く月の辻楽士

嬰のよだれは金銀の糸

丸いポストにうそ寒の犬
ナゥ烏瓜最後の万歳誰にする

毬ほどの地球儀廻すからからと
人の輪ふくらむ宙のふくらむ

灰の水曜鐘霞む邑

花筏鯏叫の卵胞飾りをり

※﹁私の罪﹂Ⅱ香水マイ・シン

︵於・セシオン杉並︶

平成十九年三月十五日首尾

ワワ

細面なる遠来の客

わ

たましひが少し先行く二十日月

物の音澄みし哲学の道

り

紀
乃

鏡の国に美少女の発つ

ゥ陶片のアラビア呪文実山椒

紀

※

手放しの猫好きがゐて恋すてふ

わ

祐

﹁私の罪﹂をほのと匂はせ

ツアーコンダクターどっと疲れる

きぬぎぬの改札通る右左

わ

り

祐

突貫工事凍月の鱸

生牡蛎にレモン絞ってシャブリ白

クラスター爆弾持ちて平和説き
このごろ増える無党派無糖派

わ

り

紀

簿きスカーフ選ぶうららか

花の舞ひ花のあそべるされかうべ

執

光
漠明
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第四回 国 民 文 化 祭 ・ い ば ら き 明 文 部 科 学 大 臣 賞

半歌仙﹃冬木の芽﹄
冨山県瀧澤尚子

こわくてき

怒ったり揃れてみせたり曇惑的

甘い蜜月夢よ覚めるな

叩向↓十

恭子

乱れもしらず蟻の行列

恭子

叩向子

有明に早や戸を開く登山宿

タレントの知事の采配如何ならん

尚子
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くれなゐを命の色に冬木の芽瀧澤尚子

引っ張りだこの有識者たち

老酒の年代物が持ち出され

恭子

恭子

子

〃

〃

雪投げ遊びあがる歓声密旧妖子
百年の手焼煎餅なりはひに宇野恭子

黄砂払って腰掛ける椅子

の町はさながら花筐

秤雄二什嘩一期十一垂申噛︵ＦＡＸ︶

尚

咋向ヱ﹄

妖子

水

広がる牧に仔馬かろやか

郷

数ある魚拓壁に誇らか
タワービル月は右から左へと

恭子

妖子

叩向↓十

爽やかに着て通る改札
ゥま な う ら に 見 返 り 阿 弥 陀 炉 火 恋 し

やっと調ふシナリオの筋

捌

堰堤はるか走りゆく野火岩下秋月
ランドセル新入生の弾む背に黒澤かすみ

鏡の前に立ちてにっこり宮本茂登

早瀬をひたに鮎の落ちゆく

秋月

遥子

笛の音のいよよ澄みたる月今宵片野弥恵

ゥおつまみが自慢の宿で今年酒

かすみ

小林
和田
引地

特選
特選
入選

ジェラシーの矛先うまくかはされて

円高なればパリで豪遊

人の世を涼しくせんと弥撒の鐘

ゆるり流れる悠久の川

はやぱやと第一陣の鶴来る

奥の夜話月も聞きほれ

端座して足の陣れに悩まされ

やうやく解けし微分積分

るんるんと自転車連ね花めぐり

次男
廣
太郎

茂登

下藤澤

宮内宮

秋月

特選
秀逸
入選

かすみ

茂登

拝唾研一蓉三岨卦牝肥壗︵インターネット︶

かすみ

秋月

遥子

鴻刈宙心

子 恵

冬忠静
樹勝司

御空にふはと佐保姫の衣

遥 弥

第劉回 国 民 文 化 祭 ・ し ず お か 明 文 部 科 学 大 臣 賞

半歌仙
L＝＝

茨城県高木遥子

す

たたなはる峰々のあを春兆す高木遥子

兆

甘え上手で嘘もそこそこ
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多喜特選
忠勝特選
康子入選

愛媛県名本敦子捌

越後ちぢみの胸のふくよか

獲れたての岩魚肴に酌み交はし

鉄錆の媒染の技受け継ぎて

椛澤尚子秀逸

矢崎藍特選

筆素西豚由〃〃豚伊素望〃由素敦伊西由

第記回 国 民 文 化 祭 ・ き ょ う と 川 文 部 科 学 大 臣 賞

名本敦子

しなだるることの嬉しき四畳半

トーテムポール色のあざやか

ナォ山よりも高く揚がりてゲリラ凧

岡田伊勢子

あてにできない年金の多寡

歌仙﹁雁渡し﹂
寺町を分かつ国道雁渡し
松ヶ枝越しに白き夕月
向井由利子

大月西女

なかなか溶けぬチャイナマーブル

捨てる神ばかりで拾ふ神在さず

糖尿病は長き道連れ

つかまり立ちの嬰は得意気

西

大西素之

ぶらりと下がる長き瓢箪

宮沢賢治読み返す日々

ナゥやや寒の置き忘られし猫車

ナップザックにポッケいっぱい

アイウエオ順に並んで整然と

踏青の丘に明るき花の雨
ふる里の母炉を塞ぐ頃

︵於・道後白水亭︶
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たっぷりの出しで秋茄子煮含めて

ビーチバレーの汗も拭はず

西

月光を浴びてピアノの弾き語り

歓声に片目を開けし眠り猫

伊

敦

ワ電柱にお化け屋敷のビラ貼られ

アルカイックに笑ふ麗人

敦

由

素

民主党やつと与党になれたけど

気苦労続く逆玉の輿

二人羽織の動作ぎくしやく

素

平成二十二年九月三日首

平成二十二年九月十七日尾

豚

執

一滴の血も流さずにハート射て

寒の月通天閣にからみつつ

由

〃

素

″

伊

どこに棲まふや臭の声
清貧に甘んじ夢は小説家

歯間ブむラ
シを肌身離さず
かう

花の旅無何有の郷に行き惑ひ
急かずたゆまず畑打ちの人

杉
1
1

狩和戒
野IH能

連句グ

−プ作
ル

口叩

岡

会津の会

ロ叩

歌仙﹁木の葉降り﹂⁝⁝
赤のままの会

短歌行﹁湧く力﹂・⁝：
歌仙組曲

あした連句会

その一﹁白菊の﹂
その二﹁けふばかり﹂⁝⁝

その三﹁月見する﹂⁝⁝
その四﹁すずしさを﹂・・・⁝

その五﹁いろいろの﹂⁝⁝
あした梶の葉連句会

歌仙﹁海くれて﹂⁝⁝
歌仙﹁空豆の﹂・・⁝．

あした芭蕉記念館連句会

歌仙﹁あなむざんやな﹂

あした日比谷連句会
天の川連句会

歌仙﹁永遠の石﹂・⁝：
歌仙﹁仁王の阿畔﹂：⁝・

松山石手寺連句会

﹁初釜や﹂・・⁝．

五十鈴吟社

伊豆芭蕉堂連句会
歌仙﹁日焼け少年﹂．．⁝．

伊勢原連句会

百韻﹁隅田川﹂・・・
河童連句会

﹁禅問答﹂

スワンスワン

桂の会

歌仙﹁年玉や﹂・・・
神楽坂連句会

歌仙﹁神楽坂﹂⁝
歌仙﹁電子音﹂⁝

かびれ連句会

歌林連句会
短歌行﹁段落一センチ﹂
カルテット

歌仙﹁オリオン﹂⁝
本宝塚﹁内裏雛﹂：．

神田分教場連句会
願成寺歌仙の会
歌仙﹁大仏の螺髪﹂：．
きさらぎ連句会

歌仙﹁冬の烏﹂：・

歌仙﹁厚物咲﹂⁝

其角座連句会

くさくき
百韻﹁筑波二峰﹂：
くさくき川口支部
歌仙﹁絹のドレス﹂・・．

歌仙﹁百千鳥﹂；．

くさくき北九州支部

1，戸

半歌仙﹁母恋へば﹂⁝⁝⁝Ⅱ
市川俳話教室

歌仙﹁端午﹂・⁝・⁝・０
｜粋会

百韻﹁白木蓮﹂⁝・・・・・・Ⅱ

いなみ連句の会
歌仙﹁早稲の香﹂︒：・・・・・・川

ＷＥＢめぎつれ座
ＫＵＳＡＲＩ﹁十万番記念百番﹂
︵﹁音楽﹂詠込︶

二十韻﹁冬紅葉﹂⁝

桜花学園大学連句研究会
大倉山連句会

歌仙﹁犬の服﹂⁝
二十韻﹁師の走り﹂⁝

丘の上連句会

百韻﹁秋蝶の﹂：・

桶川連句会
おたくさの会

世吉﹁馬車を駆る夢﹂
小野連句会

歌仙﹁小督の墓へ﹂⁝

歌仙﹁草餅﹂⁝

おぼろ連句会

海市の会

百韻﹁白烏﹂⁝

解續

歌仙﹁句の神﹂．：

くさくき堺支部

歌仙﹁道後の湯﹂⁝

くさくき松山支部

歌仙﹁唐棹の﹂⁝

草笛連句会

百韻﹁諸国付廻百韻﹂

兼載忌記念連句会

歌仙﹁寒の鯉﹂⁝

源心庵の会

歌仙﹁向日葵﹂・・．

松山興聖寺連句会

百韻﹁旅はるか﹂⁝

ころも連句会

歌仙﹁雪の伊吹﹂⁝

栄連句サロン

歌仙﹁花祭﹂⁝

佐久良連句会

世吉﹁イカロスの夢﹂

さくら草連句会

さつき会

歌仙﹁穂薄﹂⁝
里の会

歌仙﹁雲の峰﹂⁝

歌仙﹁夜鷹鳴く﹂⁝

清の会

清の会なでしこ

叩︑︺
Ｐヘリ
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﹁害奇﹂

祝吟米字

四宮会
歌仙﹁家捨つる﹂・・
子規博連句教室

歌仙﹁砂丘の涯﹂・・

短歌吟﹁夏冨士や﹂⁝⁝⁝万
清流連句会

歌仙﹁一族﹂⁝⁝⁝冊
歌仙﹁春の雨﹂⁝⁝．：両

せんだい座

百韻﹁僕は未来へ﹂⁝・・・⁝畑

草門会
歌仙﹁曼珠沙華﹂・・・・：⁝８

埣啄会
歌仙﹁牡丹落つる朝﹂・・・⁝脱

館林連句会

﹁流灯会﹂⁝⁝⁝脱

武生連句の会

歌仙﹁秋の寺﹂．．⁝⁝・別

伊勢長島大智院連句会

歌仙﹁白山を﹂・・・・⁝・・開

筑波津幡連句会

歌仙﹁風の門﹂・・・：・・・・恥

筑波東京連句会

七十二候

中央連句会
﹁二百回記念海内付岡七卜一一峡﹂

百韻﹁ほととぎす﹂

遅刻坂連句会

千代の会
歌仙﹁千代の座や﹂
つばさ連句会

Ｗスワンスワン
﹁おつちら﹂
つらつら吟社

歌仙﹁この秋は﹂．
天神連句会

歌仙﹁珈琲と﹂・

桃雅会
百韻﹁尾張万歳﹂・
道後連句会

歌仙﹁石手寺︸
稲門連句会﹁西北の風﹂

世吉﹁月光に﹂・
徳島県連句協会

お四国﹁蛍﹂・
徳島連句懇話会

歌仙﹁泡沫﹂・
都心連句会

歌仙﹁俳譜連歌﹂・
栃木県連句協会﹁涼の会﹂

半歌仙﹁太古の気﹂・
富山県連句協会

歌仙﹁春月に﹂・
土良の会
二十韻﹁葉牡丹の渦﹂・

枯華連句会

二十韻﹁風も紅﹂・
歌仙﹁天草日和﹂︑

南草連句会

−３

ｌＱＪ

4JJ

獅子門
百韻﹁湧き継げる﹂・・

獅子門友楽座

短歌行﹁人々を﹂・⁝
獅子門蕊杖社
遺吟脇起
﹁葛の葉の﹂

静岡県連句協会

歌仙﹁十脚の賑わい﹂
樹氷連句会

歌仙﹁香水﹂：．
湘南吟社
歌仙﹁湘南吟社縁起﹂
上毛連句会

歌仙﹁山眠る﹂・・
泗楽連句会
歌仙﹁師の筆あと﹂：︑

﹁百舌鳴くや﹂⁝

歌仙﹁実石榴や﹂︒：

信州大学連句会
鈴峰連句会
成城連句会

歌仙﹁大いなる山﹂⁝⁝⁝畑

猫蓑会

曼茶羅﹁鎖梅の﹂・⁝．．⁝加

俳諸文芸考察会柴庵

俳譜文芸考察会蛙の会

﹁あら悔し﹂２

揚げ花火或いはパオパオ８

連詞﹁あれからも﹂：⁝・⁝測

俳話文芸考究会

﹁会の後年の作品等から︵拾道﹂

俳譜田園

﹁眉美しき一

白水台連句会

二十八宿

半歌仙﹁雲の峰﹂

巴世里連句会

短歌行﹁黒潮や﹂

はっこゑ連句会

長歌行﹁卯の花や﹂

花音連句会

歌仙﹁花あやめ﹂

羽曳野連句会

歌仙﹁空想工房﹂

浜風

歌仙﹁栗焼いて﹂

日立かびれ

Ｂ面
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歌仙﹁初厨﹂
ひよどり連句会柿衛

二十韻﹁旅三日﹂
ひよどり連句会ＫＣＣ

百韻﹁凧悠々﹂
ひよどり連句会産経

百韻﹁まどろめば﹂
ひよどり連句鈴の会

歌仙﹁風薫る﹂
ひよどり連句会東京

歌仙﹁風光る﹂
ひよどり連句会標

半歌仙﹁かよひ径﹂
ひよどり連句会毎日

歌仙﹁一番咲き﹂
ひよんの会

﹁枯蓮﹂

テルヅァ・リーマ
風狂連句会

歌仙﹁うららかや﹂

歌仙﹁翁の意気﹂

美晴連句会
水無月連句会

歌仙﹁菜の花を﹂⁝⁝⁝妬

深川連句会

葡萄連句会

宮城県連句協会

歌仙﹁久良岐野﹂

横浜ベイサイド連句会

二十韻﹁鼓笛隊﹂

横浜アヴァンの会

歌仙﹁うそ寒や﹂

ヨーク連句会

歌仙﹁初電話﹂

瑠沙連句会

歌仙﹁木の実落っ﹂

悠の会

歌仙﹁陶の里﹂

やまぐち連句会

短歌行﹁白扇﹂

メロウ連句塾

歌仙﹁白河以北﹂

歌仙﹁四人の句会﹂

歌仙﹁千枚田﹂⁝⁝⁝郡
ほほほ蓮

歌仙﹁鯉幟﹂⁝⁝⁝加

﹁秋麗﹂・・・：︒：・加

歌仙﹁丹川に﹂⁝⁝⁝湖

北杜連句塾

北陽社

歌仙﹁土の春﹂⁝・・・・・剃

ほれぼれ座

歌仙﹁神通る﹂︲⁝⁝：踊

勾玉連句会

窓連句会
歌仙﹁夕風に﹂⁝⁝⁝〃

半歌仙﹁万緑﹂⁝⁝⁝鋼

丸亀連句会

歌仙﹁鶏頭花﹂⁝⁝⁝乳２

一一一川連句会

角ｆｆｌ

■﹃Ｕ
ｎ／＆

歌仙﹁第九合唱﹂・・・

よみうり文化センター川口

歌仙﹁大小中中大﹂：・

ラピロス連句会

歌仙﹁花万朶﹂・・・

竜神連句会

歌仙﹁芽吹き﹂⁝

津連句会﹁城﹂

歌仙﹁紫陽花や﹂⁝

連句ななの会

源心﹁地獄図﹂：・

連句会ひらめき

歌仙﹁ポルカ﹂⁝

連句会﹁遊﹂

歌仙﹁瑠璃色の地球﹂

連句会遊子座

歌仙﹁新ちぢり﹂：．

若笹連句会

−85−

2
6
5

nF巧

2
6
（

ムⅣ

2
6
8

2
6
9

2
7
0

とiP

2
7
1

孵り

2
7
3

2
5
5

n戸F

とリム

曲J淀
ムリI

四,0

2
5
8

ワ
RQ
とUJ

2
6
0

2
6
1

2
6
2

2
6
3

2
6
4

ﾂ

ﾜ
qq
臼JU
9，1

7

2
3
9

2
4
0
1
2
4
2
噸

2
4
4

八川口︑会津の会ｖ

歌仙﹃木の葉降り﹄
付廻し

川中雅

大内釜ロ

渡部春

山崎捷

木の葉降り湖の暗さをふやしけり

香ばしく石釜ピザを焼き上げて

水尾一筋に離る水鳥

かまどの煙ゆらりゆらりと

磯直

引地久﹁

ひときわしげき虫の声々

ナォ暖かき息吹感じる池の中

帽子横ちよに小便小僧

通勤のサラリーマンは振り向かず

茶髪ピアスがしかと抱きあい
お互いの離婚歴には触れもせで

大雪隠す地震の傷跡

再会の女性杜氏の寒仕込み

産土神のお守りを掛け

十日市干支あかべこに手をあわし

世界同時の不況恐ろし

しがみつくいたずらピエロ細き月

賢治の里に蕎麦の花咲き

ナゥ落鮎を狙う釣人瀬にあまた

噂聞きつけテレビ取材に

ホームでは介護ロボット頼りとし

春の炬燵でうつらうつらと

雪解けは桜の花の開くため

厩出したる馬の噺き

秤唾一汁乱忰弐地二益一即雷︵文音︶
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満月の鏡に映す母の顔

鈴木光

春

ゥ菩提寺の本堂の寄付やや寒く

礼状の筆遅々と進まず

月の光をよぎる蛎輻

光

直

田村日日

久﹃

捷

圭口

招かざる祝いの席に議員来て
十八番は﹁嫁にこないか﹂

雅

高齢化年の差なんて関係ねえ！
﹁大丈夫なの愛があるから﹂

民宿の土間に置かれし石の臼

春

滝の音世界遺産を押し上げる

故郷自慢し合う詰襟

雅

釜口

蝸糾漆黒の体揺らして

里子つれ皇居靖国花めぐり

子一水枝道江樹子子一水枝道樹子子一水

冬捷雅善春光直昌冬捷雅善春光直昌冬捷

樹子子一水枝道江樹子子一水枝道江樹子

ハ逗子・赤のままの会ｖ

内藤秀

短歌行﹃湧く力﹂

牛

服部秋扇捌

筍や憶良の子らに湧く力
木の間隠れに光る矢車
新築に角樽の酒祝はれて
墨いる淡く静寂と書く
坂倉照

青山牛

勝又丘

高澤貴

黒瀬琢

サンドウィッチに辛子利かせる

ナォ若者は日永のタンデム追ひ越して

古川直司

噂話の種を蒔く人

党首選屋根で烏の右顧左踊

秀穂
未鬼
琢葉
未鬼

丘女

貴々

乙黒初音

月浴びて影は結界越えんとす

夜長にじやれる君は柔猫
源氏絵の枕屏風もそぞろ寒
カイロは内緒薄着自慢し

筑紫澪

明けゆく空の雲はむらさき

ナゥ病む母を見舞ふ高速バスの旅

琢葉
照よ
秀穂

二什一蓉亜朗三十一訶朋津︵文音・メール︶

土器の蛙に笑まふ田の神

花の下やはらに四股を踏む大地

秤
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服部秋

高きに登る俺のクローン

ゥ羊とて月に吠えたき夜もある

送る手紙に香を菫きしめ

箱根路の関屋にこぼる秋丁子

赤坂南

永禮未

花嫁のせて進む川船

焦がれ出す魂の行方は何処にか

牛

琢

斜め四十五度の春風

夕桜捨てて来しもの数多く

蟹葉天鬼葉女よ蟹穂々蟹扇

才

ハ埼玉・あした連句会ｖ

第三起
歌仙組曲・その一

１膳永き日をスカイッリーの伸びに伸び
ナオ

ー湾岸越しにそぴゆ富士山
客船の地球一周懐かしぐ
バンクーバーで競う兵

越智みよ子

山司英子

冴子

切れそうで切れず結ばる赤い糸

二村十專
町田範子
戸田徳子
江森京香
関根雪子
野島一枝
岸田芳雄
田口晶子
古閑純子

しみじみと後の月観て湧く詩情

昔と今を行ったり来たり

山姥の秘曲の舞はしずしずと

出雲大社の千木の眩しさ

寒鮒の苞そっと差し出す

国ぶりの燗熱くしてうさ晴し

数珠玉掬う音の懐かし

いノ︑こ

五十嵐昌代

夢のつづきを降れる淡雪

和子

石井季康
宇咲冬男

秤鰄一汁一一等一一一岨一十栖叩龍︵文音︶

万目の花のかんばせみやびやか

ナウ

田を打ち返しねがう豊穣

祝わるる平城遷都千余年

芭蕉
その女

︑鳩床の間の軸の愛らし秋開ける

竹本い〃くこ

高尾秀四郎

ウ

ー軒の暖簾がたおやかに揺れ

再会に結ばれそうな点と線
逢えぬ辛さを埋め合う閨

折紙を教え孤独を振り払い
雨のち晴れの続くお天気

浜田天瑠子

宇咲冬男
白根順子
角旧双柿
川岸冨貴
次山和子
松澤晴美
中野稔子

宇咲冬男捌

﹃白菊の﹄

狸白菊の眼に立てて見る塵もなし

く紅葉に水を流すあさ月
賜高音街騒を押し戻すらん
マップ片手に探す古裂屋
坂道の上に巨匠の句碑のあり

炉火赤々とはずむ談笑

啄銅鏡の謎が謎呼び山眠る

ー生誕百年売れる清張

引越しのトラックの荷の少なくて

苦くて甘いベルギーのチョコ

矢倉澄子
宮本艶子
大木冴子
小西淑子
森川敬三
後藤典雄

夏の霜犬の足跡ふっと消え

飛花落花酔える羅漢に泣く羅漢

佐々木彩女

音なく溢る庭の真清水

むすび頬張る遠足の子等
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ハ埼玉・あした連句会ｖ

﹃けふばかり﹄
白根順子
捌

晶雅晶順雅晶順雅晶順雅晶順子子子六蕉

第三起
歌仙組曲・その二

狸けふばかり人も年よれ初時雨
オ

ｉ野は仕付たる麦のあら土
ファンファーレハイブリッド車飾られて

情潔感の白に極まり

ウ

抽斗に私を縛るラブレター

朧椿餅よるしかったら召し上がれ

しっとりと纏うシルクのワンピース

ナオ

ーたこ唐草の古伊万里のⅢ

ほろほるとくるカクテルの酔

羽根布団愛を確め合うローマ
まさぐりて知る冷え深き肌

ソユーズで武士道の術野口さん

地球を覆う海の青さよ

病巣となりし中東すさまじく

祈りて送る小包の数

月耽々富士の新雪かがやかす
葦の穂紫はひっそりと飛び

１膳焼きりんご子らのおやつに用意して

一陣の風に万象爽立てり

ナウ

ー森の妖怪みんな集まれ

きらりきらりと穴を出る蛇

花吹雪産土の池埋めつくし

朧おぼろに高殿の千木

︵於・上野・東京文化会館︶

平成二十二年一月二十四日首尾
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カーテンを開けて月光ぞんぶんに

郡叫を聞く宴に招かれ

砿参道に萩の乱るる朱印寺
ー契りしままに逝きし彼のひと

素直に抱かれ沈黙のチェロ
乗り過ごし慌てて降りて骨折し

あるじ見紛う愛犬のジョン
記念樹の梢をぬけゆく夏の月

掛香の香のほのと漂い

山積みの論文の束そのままに
あすの天気をイヤホンで聰く
散りかかる花に遅速のありもして

民族館の軒に烏の巣

松111白
谷11根

雅晶順許芭

晶順雅順晶雅晶順雅順晶雅順雅品順雅順

ハ埼玉・あした連句会ｖ

第三起
歌仙組曲・その三

﹁月見する﹄

Ｉ庭の柿の葉みの虫になれ
佐々水彩女

芭蕉
尚白

高尾秀四郎捌

秋閾ける入うきうきと着飾りて
ビンゴで当たるお目当ての品
今まさに跳ね橋上がる昼下がり

秀

ウ

才

青き芒の真っ直ぐに伸び

い

堤月見する座にうつくしき顔もなし

朧相い揃い祭浴衣を粋に着る

い

秀

竹本いくこ

ナオ

ーいじりいじられ猫も群易

臆吉野雛匠の命壽籠と

酒を岬りて道草をする

ゲームではバイオレンスが横行し

離れる辛さ知りし夏の夜

羅の陰のほくるにそそられて

テープ切る出航の銅鍛昂然と

カクラチャクラで語るチベット
いつからか東洋医学身ほとりに

地歌舞伎守る峡の里山

書斎でめくる経世の図書
菊の香を月と抱きて終の家

ｉ鳩下り簗魚の鱗のきらきらす
ナウ

気の置けぬ友と歩めば合う歩幅

アラ還という年頃になり

彩

ー遠く聞こゆる物売りの声

はんなりと琵琶の音色と花篭
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高尾秀四郎

密会の場所パソコンで告げ

く何かと世間うとましき事
新しき職場の上司女性にて

秀

一十二年一Ⅱ二十四Ⅲ首尾
上野・東京文化会館︶

晋山式に集う村民

彩

い

閨の間赤いレースのほのと見ゆ

ニュースポストに残る新聞
駅頭に木枯らしの吹き月上る

い

秀

秀

彩

彩

マンハッタンは憧れの土地

年越しそばにつける熱燗
近頃はおひとり様の流行し

春の時雨に濡れる縁石

高層の窓越しに見る花の雲

"､
平

於
成

秀い彩い秀彩い彩秀〃彩い秀彩い秀彩い

八埼服・あした連句会ｖ

第三起
歌仙組Ⅲ．その四

﹁すずしさを﹄
松澤晴美

芭蕉
清風

オ

つれのかやりに草の葉を焼

狸す ず し さ を 我 や ど に し て ね ま る 也
松澤晴美

陶器のⅢの並ぶ店先

荷谷ユキエ

豚の子のお目々ぱっちり可愛いくて

晴

ユ

晴

︑嶮春の駒みどりの丘をかけ下りて

裏金の出処かしまし幹事長

ナオ

ー仏具手入れは寺の方丈

火のない所煙の立たず

夏の夜の千夜一夜の物語り

キャンプファイヤー燃え上がる情

年の差も立場も越えて逃避行

キリマンジャロにハイエナの群

がん告知世界を覇する名指揮者

広き平野を季の移ろう

無人駅すっぽり包む望の月
ナウ

引けば寄り来る枯烏瓜
︑鵬古の時代祭へ今平成

ー缶チューハイで地べたりあんに
流行もの何はともあれ大好きで

ヒップホップとベリーダンスと

電飾の上野公園花万朶
弥生の空の霞見送る

︵於・上野・東京文化会館︶

平成二十二年一月二十四日首尾
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川上綾子

綾

ユ

１畳の部屋に解く旅衣

ユ

晴

ウ

コーヒーの香に生れる初恋

海荘漠と見はるかす道

綾

喜々としてハイブリッド車駆け抜けり

蔵にしんしん寒造酒

ユ

綾

晴

晴

メトロノームの止むことのなく

目借時なるたばこぷかぷか

中庭の花は庭師の自慢なり

ゆりかごは母のふところ子守唄

雪嶺に東てたる月の動かざる

綾

中年のひとりに淋し雨の音

月あかり池の波動のゆっくりと
早稲田の色のはやも黄金に
峨落柿舎の門開かれて去来の忌

捌

綾晴ユ綾晴ユ綾晴ユli肖綾ユII肯綾ユll青綾ユ

ハ埼玉・あした連句会ｖ

﹃いろいろの﹄
捌

碩

冴雪英和冴英雪和冴雪英和子子子子

第三起
歌仙組曲・その五

次山和子

珍
冴雪英和

腱いろいろの名もむつかしや春の草
オ

ーうたれて蝶の夢はさめぬる
レガッタのオール水面を切り行きて

肩を組みつつ校歌熱唱

そぞろ寒さに足踏みをする

ナオ

１樒山笑いカットの声にロケ進む

ー飼い主とペアわんちゃんの服

ふと恩わるるふるさとのこと

夕食のあとはショパンにくつろいで

戻橋とて戻られぬ仲

柔肌の君の黒子のなつかしく

咳ひびくコンクリートのビル壁に

なんとはなしに石けりをして

就活きびし冬ざるる中
力こめ鰐口を打つ奥社

デスクに活けるコスモスの束

ジョギングは皇居一周月の下

ー手作りまんじゅうおすそわけする

ナウ

１蛉初猟の銃を磨きておどる胸

益子焼気楽に使う皿小鉢

うららの中に笑まう母子像

ちょろちょろ動く蝸叫のひと群
花昏れず立ち去りがたく語らえば

︵於・上野・東京文化会館︶

平成二十二年一月二十四日首尾
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山城に永久に変わらぬ月のぼり

ウ

豚二科展に新美術館人の列
ー綾なす色にこころ遊ばせ
戦い済んでぽろぽろになる

誘われて揺るるも拒み淑女なり
倒産しいろはにほへと散り散りに

軸装にする般若心経

月の海人魚かすめる夏燕

白靴で行く北欧の街

ちょっと気取って写真撮影

直木賞決まり身辺忙しく

高塚に浸む清明の雨

花の雲郷士自慢の銘酒あり

大関11i次
木根司11｜

牙可
公

英和雪冴雪英和冴英和冴英雪利冴雪和英

八埼玉・あした梶の葉連句会ｖ

唯嘔﹃海くれて﹄
川岸冨貴捌

︑朧別れ霜ビルの谷間にうっすらと

男気の小林繁計のニュース

ナオ

ーネットは踊る二十四時間

握りし手より砂のこぼれて

ふたり引く吉と凶との初詣

いつか炬燵は怯惚の渦

猫の過ぎりし斜陽の館

時止まりワインのコルク乾くまま

切れぎれにチェンバロの音聞こえきて

芭蕉
桐葉
山田他美子

川岸冨貴

才

狸海くれて鴨の聲ほのかに白し

く串に鯨をあぶる盃
床の間に野草たっぷり投げ入れて

一口田

若きに訪いしロマン街道

下冷えのする庭の飛石

１膳今様の案山子たんぼに勢揃い

月埠と怪しく騎士の剣に照る
はじけてあけび呵呵と大笑

渡部春水

ウ

也
１
春

ナウ

趣味に生き趣味に絆の深まれり

春風そよぐ悠久の郷

︵於・上野・東京文化会館︶
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活字疲れの眼鏡拭く祖母
小謡を月に向いてくり返す
犀釉薬の秘伝継ぐ家の柿熟るる

く国に帰えればもてる角刈り

ーフェルメール展今日も行列
他

卒業式に父母は連れ立ち

言田

踏みつぶされた折紙の鶴

咲き満ちて宙の果てまで花の色

おさな妻口をぬぐいてしおらしく

他

春

空しく響く唐の梵鐘

春

言田

議事堂は与党野党の入れ替わり

つぶやくようにサイダーの泡

平成の鴫尾の揚げたる夏の月

春

一邑

箪笥預金を一寸積み増し

エコライフオンとオフとの忙しなく

言田

他

孕み鹿出て昼も眠たげ

花の山ピエロのみせるジャグリング

春冨他春他春冨他春冨春他冨春他冨他春

八束京・あした芭蕉記念館連句会ｖ

罐一嘔兎エ豆の﹄
中野稔子

Ｉ昼の水鶏のはしる溝川
戸川徳

中野稔

芭

孤

カメラマン自慢の腕を揮うらん
河本艶

堤空豆の花さきにけり麦の縁

どかと据えある蒸気機関車

オ

望の月光り普く四方の山

夜長の閑に絵巻総く

ウ

鰍駅頭に声を張り上げ赤い羽根

ーふっと足止む喫茶店前

目の合いしあの娘の笑顔忘れかね

エレベーターで思わぬキッス
いっの間にアートの部屋が愛の巣に

携帯電話転がりし儘

雲流れ冬三日月の鎌のぞき

旅の社殿で籔酒酌む

所せましと趣味の品々

教科書の歴史を変える欠け瓦

羽音を残し虻の飛び立つ

咲き満てる楊貴妃桜影を濃く

Ｉ雌杉木立見え隠れする遍路笠

ナオ

ー皿に盛られし三色団子

法に逆らうことは快感

保護猿の横行ぶりに手を焼きし

魔女めきし朱唇のあやしサングラス

若いつばめは夏やつれして
傷心の眼うつるに海に入る
凡夫は嫌うひたすらの加護
一瞬の悪夢でありし大地震

パントマイムに冬隣る頃

廃嘘の中にあがる産声
満天の星を従え月蒼し

脇体育祭うれしげなるは万国旗
ナウ

ー世界平和を願う人びと

せつせつと吐くおかいこの糸

どうしても解けぬパズルがひとつあり

手紙託して放つ風船

花吹雪奥千本へ花錦

︵於・上野・東京文化会館︶
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捌

稔艶徳稔艶徳稔艶徳稔艶徳稔子子子蕉屋

艶稔徳艶稔徳艶稔徳稔艶徳稔艶徳稔艶徳

八束京・あしたＨ比谷連句会ｖ

雌榧﹃あなむざんやな﹄
渡部春水

亨子

公羽

くちからも枯し霜の秋草
渡部春水
次山和子

︑肱黄砂背に罪障まとうつもりなく

売れ続く水木しげるの漫画本

ナオ

ーお化け地蔵の数を数えて

幻となるホールインワン
歳末のどう転んでも土の上
ままよと届け冬薔薇の束

何もかも忘れるほどの炎となりし

ガタンゴトンと遠退ける貨車

ボルドーのヴィンテージもの買い漁り

電子辞書にて五ケ国語引き
湧き出し湖面に月の影揺らす
名残りの蚊帳の槌せぬ草色

１膳裏山のリスは木の実を集めいる

大吉を凡夫は二度もひき当てて

ナウ

ーおもちゃ箱にはアニメ人形

春の小川の音もさらさら
花の海過去も未来も莊々と
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オ

ジーンズ粋にステップを踏み

ジャズバンド月見の会を盛上げて

春

山眠りたる墨
ひ色
ろの
ひ景
な

ウ

春

三枝正子
和

竹本いくこ

穀雨にけぶる天領の里

︵於・日比谷・日本記者クラブラウンジ︶

平成二十一年十二月九日首
平成二十二年一月十三日尾

他
道
美
筆冬彩徳和い正彩子徳利春い正彩子徳和

執

狸あなむざんやな冑の下のきりぎりす

ぼろ市の掘出物を床に据え

佐々水彩女

古城の宿で鍵の交換

戸川徳子
宇咲冬男

藤命名の一番人気大翔と陽菜
ｌべそかく子らも今やリーダー
女医団の旅に男のまぎれ込み
渦を巻きまた解けゆく川の面
画布にさらりと絵筆遊ばせ

山崎一不一号

徳

身をさすようにほととぎす鳴く

月光を滝壺に浴び加護願い

正

彩

正

い

ブランド時計午後三時指す

宙天深く凧点となり

人々の思いを集め花大樹

スイーッもお酒も趣味のミニセレブ

捌

l I I 鎖
川
賀

I
F
T
j

八大和・天の川連句会ｖ

﹃永遠の石﹄
大谷似智子
福田眞空仏

尚木厚子
福田公子

青松葉散る影とずむ永遠の石
ボランティアバードウオッチング楽しみて

橘朱鷺子

大谷似智子

戸部よしみ

クロワッサンの置かるリビング

美術展には長い行列

清川みゆき

酒匂道代
篠原正行

ゥ童心に戻って遊ぶ海扇廻し

猫は薄情ついと横向き

べらんめえ口調君の恋しく

奈良岡瑞穂

厚
朱
似

指導力とは間はる宰相

道

奈良岡尊仁

黙々と雪薮進む帰り道
街騒を背に寒舗の月

媒は﹁木遣﹂で粋に披露宴
よこはま一望観覧車にて

お役所の経費削減ままならず

内山良子
芹田恵子
浜口泰子

茶房にて人待ち顔のシガレット

大学生月の異名を数へ上げ

渭和の天を仰ぐ諸共

仙

同窓会果てし余韻の花の山
風光る中励むジョギング

ナォ夢ごこち朝寝のうまし白む窓

蒻翠の龍の鎮座する床
浅草寺参道うめる中国語

そっと渡さる香水の瓶

小判で買った古い切絵図
電線に二羽三羽増え雀たち

ひと夜の契り俄悔今更

夏帯の紺鳴りしつつほどかれて

皿にいっぱい焼栗の殻

月の下ぽっつんぼつんと打つメール

あやつり芝居巴里公演

故郷の佐渡の新酒を先づ手向け

誰より早く薬屋へ飛び

ナゥ両大陸フェーズ６パンデミック

指に乗る小さき鶴折る祈り込め

湖穏やかに水温む頃
花万朶武者銅像も蘇り
歓声あげる遠足の児等

平成二十一
奪証朋信廿叩函︵文音︶
平成二十一

光

本間泰

初沢弘

ⅡI
lI

本間昭
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歌

捌

雄義道よ恵泰朱恵よ文道朱似子泰良み行

八松山・石手寺連句会ｖ

﹃仁王の阿畔﹄

岡本眸捌

ナォ馬鹿貝と名付けしは誰あんまりな

失言ポロリ辞せる大臣
足湯して心の底を温める
天主堂より軽き鐘の音

ばば様はＧＰＳを持たされて

旅装重たきあぢさゐの雨

香水にひとしほ募る愛ほしさ

若者の仲間言葉は不可解な
一反木綿ひらりひらりと

手にしたいのはベビーだけなの

いもたきは月の古城で振舞はれ

岡本眸
紀伊郁子
大月西女

西

加藤祐子

ナゥカルダンの帽に挿そうか赤い羽根

同期会昔心地ではなやげる

挨拶かはし並ぶバス停

︵於・石手寺︶

平成二十三年八月
平成二十三年九月

三十日首
十二日尾

福舞ひ込みし春昼の夢

掘割に映えて直白き花並木

からくり時計街の名物

力

〜

祐

道満光子

力

西

牟
Ｉ

府
西

西

丼ノロカ子

Ｉ
有
眸

ワピーナッを差し出す酌婦京誰

能の舞余韻にひたる望の月
ほんのり甘く香り立つ蘭

政治の裏にや何時も黒幕

祐

老老介護できる幸せ

襟巻に生きてるやうな狐の目

細月刺さる高き雪嶺

太極拳は三段の腕

キャンバスに油絵具こってりと

霞敷たる瀬戸の島々

菊人形とふっと目が合ひ

義援金どこで迷ってゐるのやら
メールアドレスそっと教へる
青春の恋はセピアでなつかしく

電車の座席足は様々

園児等は揃ひの鞄斜に掛けて

塔に降りつぐ蝉の鳴き声

炎暑なり仁王の阿畔乱れがち

仙

花の下行き交ふ人も華やかに
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歌

祐西光郁眸西祐光郁眸〃光西力祐郁眸西

八三血・五十鈴吟社ｖ

歌仙﹃初釜や﹄

中北ひろみ

山口圭子

山口圭子

淑気満ちたり庭のたたずみ

初釜や正客として迎へられ

サンドイッチに添へるピクルス
ゥぽ つ ぽ つ ぽ も の う き 午 後 の 鳩 時 計

図書室の窓より眺む月ぬくし

園児手に手に赤き風船

岡川美代子

美

山岸れい子

榊原由美
高山孝子

美

ナォ真新しスーツきりりと風光る

携帯電話ワンセグに換へ

効くのかなサプリメントの試供品

ただより高くつくものはなし

雪だるま泣きっ面して町の角
利尻昆布を敷きて風呂吹き

介護士を目指す子の肩たくましく
ボディシャンプーまつ白な泡
マドロスの寝物語も途絶えたり

セピア色した写真と青春
六日月尼寺門をかたく閉ぢ
葡萄農家はまだ声のして

ナゥ沢沿ひの鹿の足跡追うてゆき

いつしか後期高齢者なり

アフリカで技術指導のボランティア

足踏みミシン今も健在

花万朶祢宜の歩みの厳かに

銀の空蝶の舞ひ立つ

︵於・大豊和紙工業︶

平成二十一年一月十六日首
平成二十一年五月二十日尾
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町騒のなんとはなしに春めきて

ミニスカートが似合ふよと彼

圭

明日は終る夏の合宿

み

キューピッド今がチャンスと矢を放つ

み

圭

孝

足跡は果てなし灼けし砂浜
カメラ構へてタウン誌の記者
月浴びし大観覧車ゆっくりと

山川嘉代子

孝

代

寝地蔵のちり払ひ拝む

胡桃抱く栗鼠つぶらなる眼を
秋惜しむ父の残せしブランデー

み

嘉

芳ぱしき香は豆腐田楽

花吹雪動くともなし屋台船

捌

代み孝美圭み美孝圭み美孝圭み美孝圭代

ハ伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｖ

歌仙﹃日焼け少年﹂

川中てつ

宮沢次男
澗渡蒼水

宮沢次男

小舟漕ぎ出す日焼け少年

風鈴の音色潮風右ひだり
おもむろに漢和辞典を紐解きて

広告塔のはげむ秋涼

て

次

水

渡辺日出子

ゥしなやかに揺れてコスモスいま盛り

て

日

心経唱え托僧の行く

ナォごろ寝して夢に美人が万愚節

ちぎり絵の額吊すアトリエ

座るにもよいこらしょつと声かけて

化石に眠るクワガタの影

祭鮨婆の持ち味楽しみに

無重力での交わす抱擁

宇宙へと終のスペースシャトル発つ

ねじり鉢巻三シ星の店

浩々と織部を語る濃きルージュ

陸奥の世界遺産を照らす月

和服着こなす碧い目の女

千生り瓢箪ぶらりぶらりと
ナゥ狂言の果て方丈に新酒酌む

しんがりと言うくじを引き当て

招待の席順探す大広間

郷里より届く水雲絶品

花の旅みやげの箸は家紋入り

十四日尾

平成二十三年六月一 一 十 三 ｎ 首
︵於・宮沢庵︶

平成二十三年七月
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宅配便に膝を立つ猫

想いを馳せる遠来の彼

月代に街は俄に活気づき

ときめきてここは勝負のイャリング

日

次

て

アナログテレビいよよおしまい

中根明美

金めざし撫子ジャパン血の涙

志功の鑿の躍動に満つ

て

日

冬の月主家に伝わる軸を売り

漁師は鋤を提げて現る

″

セシウムの数値に一喜一憂し
﹁ごくろうさま﹂と九官鳥が

日

次

嵐山花の賛歌でひもすがら

耕転機止め莨いつぷく

て次日て次日て美日〃次て日て次日て

｢

捌

ハ伊勢原・伊勢原連句会ｖ

半歌仙﹃母恋へば﹄

木陰涼しき庭の西側

母恋へばともしび色に枇杷熟るる

近藤蕉肝

水川士ロ

池川佳

佐藤洋

士口

洋

士口

佳

捺即

圭口

排即

飯田捨即

交差点超クールビズぶつかって
あたふたとして外すイヤホン
佳

秋の夜長に集う悪友

客待ちの人力車夫に上る月

格子戸続く古都の街並み

ウハロウイン籠一杯に飴を盛り

尼となっても源氏翻案

名を浮きし女と言はるる口惜しさ

放射能から逃げる外国

我や先人や先との定めなく

儘即

士口

節

佳

洋

崔︽

崩れたる砂場の城に月冴える

神のお告げがそよ風に降る

白鼻心とて夢はほろにが
断食で腸ととのへる手術前
しばしまどろむ陽炎の中
名人は寝癖のままで花の本

︵於・伊勢原シティプラザ︶

平成二十三年六月二十六日首尾
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捌

肝文子子子子文子文子子文子子子子文子

八千葉・市川俳譜教室ｖ

歌仙﹃端午﹄
端午の風に太郎鯉次郎鯉

伊藤貴子

種川とみ子

伊藤貴子
佐藤万里
木葬佳右
相良知子

菖蒲刀を振りかざす子ら
恐竜展化石の卵玻璃越しに
何かなんだか聞こえてきそう

帰り際メルシーボーク握手して

駅舎の壁に破れポスター

ゥ蝶ヶ岳常念岳の粧える

静

世

貴

と

大矢静江

″

静

″

わい
その汚お械
舟説く米寿翁

ナォ畑打って鍬に当りし泥めんこ

テレビ占い智恵を絞れと

見事なる魚拓長押に飾られて

いらいらと爪噛んで待つ蟻地獄

抽象絵画ポンピドウ立ち

鋼の胸に汗を合わせる
疑いは鑑定によるＤＮＡ

傑刑の神に額づく低き丘
カリオン響く織物の町

紅葉黄葉の下り酒酌む

十六夜の月見櫓のおぱしまに

曳き売りリヤカー光るもの積み

ナゥ湯巡りのスタンプラリー野分あと

先行き案ずストレスは癌

搾り乳捨てしセシウム高からん

強く育てと蒔く糸瓜種

飛花落花天地人災みちのく路

平成二十三年五月十二日首

︵於・千葉市若松公民館︶

平成二十三年七月二十二日尾

斉藤一
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月更けて残る蛍を解き放ち

熱き思いをカクテルにせん

松間世喜女

大き窓開けば揺るる水明り

と

観光バスの林檎狩りツアー

チター・ビオラのミニコンサート

佳

世

粥畷る四の五の言うて寒き月
雪降り出して猫まつわり来
お願いは打出の小槌銭欲しい
つきにつきたる国士無双で

と

譽策のうっつに戻す花の昼

琴弾き鳥の聡りの中

捌

佳灯佳と貴世知〃静〃と知〃と〃〃貴知

八東求・一粋会ｖ

百韻﹃白木蓮﹄
二の折

初折
三の折

名残折

焼松茸に旨き酒添ヘ

月面のショットはけだし流れ星

ゥ三和土には策にかもりし竈馬

勤めに出ない頭脳集団

肩を寄せ腕からませるいけめんが

川を背に林間学校肝試し

笑ひが刻む縁一文字

大久保風子

横田思案人

アルファーロメオ飛ばす東名
咲く花を追ひ求めつ魁ぶらり旅

ピンボケの写真コラージュ暗室に

だまされまいぞオレノ︑の声

相伝は猿にはじまり狐まで
大城里水
田中安芸

日永居眠り庫裏の老猫

チャイムなり近道の先教師立ち

誰招こうか雛の節句に

一一ォ名物の草餅を盛る志野の川
横川思案人

浜本青海

金山廃りうなる海鳴り

神剣よイラクの地をもなぎたまへ

豊作嬉し村の直会
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初折

白木蓮百千の鵺舞ひあがる
漫ろ歩きのうら慰かな径

離別死別と男運悪し

黄色いリボン首に巻いてる
核実験ネバダ砂漠に夕陽落つ

国産の朱鷺のキンさん大往生

商根沢洋子

帰りみち影長く伸び三五夜月

磯遊び手柄ぱなしに微笑みて
こ図らで一服茶を摘む乙女

山内蝶々子

品田白玉
中村麗
土肥暢子
小野酔陶

ひとつ残りし柿の皮むく

南の空に臥せるサソリ座
長き髪さらりと払ひ夏暖簾
川中安芸
中澤念魚
杉崎華
横川童子

一一ゥ釣りあげしくれる太刀魚キラノ︑リ

双曲線を描くスタンド

知らぬ振りして携帯チェック

大城里水

人久保風子

綴ぢ糸のゆるみし字引捨てかれつ

鮎さかのぼる清き多摩川

出来ちゃったそりや不可解だ怪しいぞ

地 握
り｜浜

聡美
千

魚麗華洋童芸水風海暢螺人玉暢人螺童暢芸風水亭代

平家落人身を隠しつ閲
庄屋の子鄙には稀なよき娘なる

父の目盗み夜毎ノ︑に

手あぶりのスルメくるりと香ばしく

遺作の盃に熱き老酒

きりもなく談論風発まだ若い
早起きをしてスコーンを焼き
セコイヤの木もて造りし丸太小屋

遺伝子の操作血眼研究者
無病多産の稲の花咲き

つぎノ︑灯る古都の送り火

月の霜風搦々と巧舞台

白磁の肌に淡く色さし

一二ゥ友きたる珍味からすみ酒は灘

切れる子供の秘めし母恋

年増とも遊んでみないと誘はれて

この水のいつ流れ着く地中海
城郭都市はもやにつ猫まれ

羽生マジックは奇想天外

雛逝かず馳逝かざると泣きし人

微塵の雪に量にじむ月

埋火をいじりコサイン・タンジェント

荒海を超え今抱き合ひ

祈りこめ折りたるツルを摘む夫に

鎮守の杜に卿時雨ふる

花氷触られ痩せる夏祭

筆の震へた巻紙もあり

ナォなつかしき十年むかしの師を偲び

織々口説きつ︑衣かきわけ

御簾奥に長き黒髪隠れゐて

高層に明けの明星真横なる
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道を尋ねる変り行く街

見てたもれ獺の祭の茶の道具

春月光る山あひの川

岩のごと苔むす幹に花淡く

快気祝ひに揚げる大凧

ニォかはたれに爺となりしと知らせきて

新幹線の右窓に富士

ごみ箱はテロ対策と蓋を閉ぢ
紅き口あけほと︑ぎす啼く
行かないで羅はだけ駈けだして
出しそびれたるラブレター焼き

ゆらノ︑と入浜けぶる藻塩の火

ボーナスカット定年はすぐ
象刻に天与の才を見つけたり

出来たつもりの失敗の山

童人風芸暢玉童人芸水水螺洋芸華麗魚童陶玉人暢螺

E水螺風芸代魚洋華麗亭蝶洋魚麗華陶螺海暢玉水風

ロックの鼻歌豆腐屋の坊ン
ねんねこに預かる嬰を前うしろ

聖樹の電飾競ふ家々

竹に弦かけ一矢放たん

ホームレス山手線に熟睡し
連日のメダルラッシュに目も腫れて

米寿の瓢箪ぶらりノ︑と

海凪て良寛の山月遅く
薄の陰に名残の手毬
筋肉マンの人力車駆け

平成十六年二月四日首

︵於・麹町秋葉庵及びメール文音︶

平成十六年十一月八日尾
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ナゥ衣被粗塩添へて箸休め
判け難し仮装行列誰がだれ

再生停止また巻き戻し

中国語学ぴて行かんゴビの地へ

有機の里の鍬の田起

今年また想ひ出つもり花仰ぐ

春の夢見て甲羅干す亀

人暢代陶洋麗華魚童亭海人王水螺風芸

ハ井波町・いなみ連句の会ｖ

歌仙﹃早稲の香﹄

有明の早稲の香殊に濃かりけり

残る燕がとまる電線

冬支度たった一間にてこずりて

杉本聰

″

杉本聰
宇野恭子

三谷貴志夫

二村文人
長谷豊子
川井城子

スパゲッティに舌鼓打ち

貴志夫

朋子

豊子
恭子
豐子

吉藤一郎

ナォ春闘けて演技のびやか太郎冠者

卿叺に合はせ犬の遠吠

ディズニーシー老人たちの弾む旅

夏風邪に籠りて開く漫画本
簗守の影夜雨にうっすら

臘

山本秀夫

一郎

秀夫

色の槌せたるあぶな絵を見せ

羅をゆらりと纒ふ大年増

スマートフォンに潜むウイルス

湧き上がる研究室の高笑ひ

朱の盃に菊の酒酌む

一郎

秀夫
恭子

片肘を机に突いて十三夜

秀夫

貴志夫

禰宜が広げる長き巻紙

万年床を母が蹴飛ばす

ナゥ水切を競ひし岸に岻州鳴く

方言の混じる漫才ラジオから

豊子
朋子
恭子

しろつめぐさで作る冠

花人となりて浮き立つ花の園

平成二十三年九月十六日首

︵於・南砺市井波総合文化センター︶

平成二十三年九月二十三日尾
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眠け催すコーヒーの湯気

憎まれ口に悴んでをり

文人

大烏朋子

ランチ皿寄り目になった目玉焼

ゥ身の丈に余る剣振る寒稽古

パッチワークは耕模様に

いぬじま正一

シチュー鍋初めて彼を迎へる日

酒を忘れたどぢなあたくし
亡き父の下駄玄関にさりげなく

城子
文人
恭子
正一

郵便局は二つ目の角

桜桃忌我が生きざまを月に問ふ
ふはりと顔にかかる蜘蛛の囲

正一

豊子
貴志夫

聰

竹割箸の鰊にご注意

大臣が次々と去る言葉狩
風につれ花散りいそぐ摩崖仏

交わす挨拶畑を打ちつつ

捌

八蝋川・乏両顕めぎつれ座ｖ

ＫＵＳＡＲＩ﹃十万番記念百番﹄

鶇

美句志

ひわ

フラダンスからお稽古をすることに

チケットぴあの場所うえの階

美句志

ひわ

やっとこさ失業保険給付され

食べましょパンとブイヤベースを
鍋を借りなんでも作る俄かシェフ

ゴロ

不用之助

︵﹁音楽﹂詠込︶

︵己９９紡ぐＫＵＳＡＲＩに十万の詩ザリ︶

貸部屋が有り雨は漏れるが

蕗

ネットにて募集漫画の新キャラを

あずき

興味しんしんバルーン大会桂

ボルト最高ラストスパート

１深呼吸して今ぞ聞くファンファーレ藍

肩いだく友達の輪の只中に

かよれこ

連句が好きよ素人だけど唯

そのあつかんベー好きと言うこと

ゴロ

競争はしとらんペットが相手では蕗

二学期は元気な君の隣席でザリ

バーにおるガンマン狙うは命がけ

兎

不用之助

僕は照れてるみんな冷やかすカンちゃん

都市機能しっかり発揮せにゃあかん

鶇

のら

小町

兎

ばらずし

あずき

氷心

唯

︽ロ

ばらずし

美しいチェリストに会う昼下り
恋に落ちそなタイトスカート

イエスかノンか神のみぞ知る

身に付けた鎧兜はニヒリズム氷心
噂を呼んでくしゃみ千回ぼくる

京都の鰐にかなわないけど

素寒貧クレディットカード紛失し

モンタージュぴた犯人は君あずき

このことは誰にも秘密げんまんよかよねこ

留守だいったん午後に参ろう彗

逃避行ラスベガスまで来たけれどあづさ

にゅつとＵＦＯ雲の陰から

リアルと夢の間で生きてぱらずし

アラフォー連日励む女活
よう出ると噂の宝籔売り場

深酒と肌荒れグロッキーな夜

拙速すぎた店舗展開

何もかもおぼろディンクスだったころ

もう一度トライ！アングル変えてみるかよねこ

甘鯛食って酒に酔いしれぱらずし

秋色に合掌造りの里染まりザリ

ああユートピアのんびりしたいザリ

木金と原稿仕事缶詰に道草
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20

10

どら息子また遊び歩いて
ゴロ

政治学冊に落ちぬこと多すぎる

あづさ

蕗

ザリ

唯

不用之助

織は塩沢青磁の壺抱き

あの全学連団塊となり

虫の声日々やや温度低くなり

花々が豊かな四季を知らせ咲く

ふらっと旅に出てみませんか

唯

兎

桂

琵琶湖にはゲンゴロウブナ住むという

かよれこ

藍

スキンヘッドホンダ飛ばして帰り来る

公園下のロックガーデン

さてグッパイをりんごの頬に
会えば嗅ぐラブへの兆し犬二匹

キリマンジャロ

みのり

彗

氷心
雪
サ
リ

口だけじゃずるい女と言われそう

ぼんやりしてて指され動揺

自慢の腕ささらに絵具を
蕗

川はもう暮れ連翅の黄が灯る
にこにこと新車並んだカーポート

氷心

氷心

ＡとＢとが罪なすりあい

三振に良い子が真青トボトボと

出世競争局外となり

かよれこ

ゴロ

本日のおすすめ棚に山と盛り

煙を残し汽車遠ざかる

フォンデュ大鉢たっぷり注ぐ
円窓にざわめく木々の影が揺れ

甲羅すっかり脱がされた亀

バスも増え変わる月日よロンドンも

咳コンコンさ−と生姜湯飲みましょう

兎

ザリ

柳雪
天球
ｆ
Ｊ
Ｊ︲−
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ウルトラ寒波狙う荒ら屋

桂

ぼくる

キリマンジャロ

奮発の喜捨ぽっぽ空っぽ
天思の所為か流れる水温く
効果てきめん伸びる足腰

唯

あずき

兎

雪が降る砂糖多めにミルクティー

ばらずし

通り過ぎター引返す気に

鶇

ニーテェロンリーミーハープアー

蕗

あの話ごめんいったんご破算に

バックシャンそんなにいいかしら
ありあふれショウウインドーの秋桜

マイウェイ婆さん算数やり直し

桂

防火林罵声浴びても守りぬく

兎

小町
氷心
薩皿

キリマンジャロ

白石
藍

ばらずし

天球
ひわ

間伐の除去くらい任せて
よ−いドン序盤にちょっとフライング

帥保護者席からヤンママの徴
増えてゆく苦情に教師困り果て
ワゴンに乗せてケーキ安売り

わが国は地震密集ベルト地帯
まあい−だろうと建てた原発

8
(
）

新しき帽子かぶれば春うらら
ブラックバスを水槽に飼う
ばらずし

天球
ゴロ
ザり

取説読めぬまったく老眼
シービービー採るずつと前若かった
和

ばらずし

へｐ

誰にも燃える炎消せない
免許手に新バルーンをあげる空
みのり
かよれこ

揮発濃い霧前途多難で
新米のＭＣ修行今日支局
リュックサックすてきに背負う
まんまるいおむすび割れば明太子

氷心
美句志

氷心
ザリ︶

平成二十三年九月四日二十二時十五分より

︵於・矢崎藍の連句わ−るど総合ＢＢＳ︶

平成二十三年九月六日二時十九分まで引抜
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︽ロ

後引く辛さ弓困で癒して

足袋で隠した寺務のペディキュア
︵己ｇ白ゆっくりと流れる雲は形変え

よきご縁鏡の前の花衣
100

ナゥ迷子なう孫のフォロワーおじいちゃん

私はここよ雲雀呼んでる

花吹雪タタタと階段かけのぼる

春の夢見る暁の丘

彩ド桃彩

ハ豊川・桜花学園大学連句研究会ｖ

洸ド千彩千桃藍千ド彩桃I里夢藍火

衆議判

ド桃千彩

二十韻更︑紅葉﹄
同窓のつどう机や冬紅葉
ひゅっと凧みんな仲よし
ぐつぐつとトマトも入れるおでん鍋

残業帰りコンビニに寄る

︵於・豊田市視聴覚ライブラリー︶

平成二十二年十一月六日首尾
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ゥ園庭に遊ぶ黒猫丸い月
君の笑顔はいつも爽やか

鈴虫の声と地蔵の結ぶ縁
持ち歩いてる恋のお守り
ボーナスでひとつ買おうか宝鍍
オーレルニコレ金のフルート

ナォミルで挽く珈琲香る夏館
波乗りをするリゾ−卜の月
遠距離の寂しさ埋める写真立て

一呼吸置く二人の合図

はにかんでリングのサイズきいてみる

ステンドグラス夕陽輝く

り

ハ横浜・大倉山連句会ｖ

鄭加常酔やあ
碧 津 す
碧こ山こ碧和碧山義枝こ和枝義山こや

中林あや捌

生

歌仙﹃犬の服﹄
梅雨入りや窮屈さうな犬の服

挨拶交すあぢさゐの道

トントンとうどん切る音軽やかに

太き腕持つ男三十

ナォ高楼の聟ゆと見れば蟹気楼

ネット上には国境のなく

ゼミ仲間化石群集掘り当てて

あたらしくって硬い抱籠

呑んでしまえばすべて忘れる
腰痛もいっしょに起きる旅の床

カサノーバよりもつと強引

ムームーはほんに便利よ恋のとき

通し燕は当然の顔

原発をまた作らうと画策し

有明が庵の小窓を灰と染め
父の残せし棋櫨たわわに

さうもゆかない人の世の中

ナゥ卓上をすぱっと整理の爽やかさ

もと網元はがにまたのまま

色黒の唄ふ甚句も鍬ヶ沢

春の夢には未来描かれ

たまゆらに神あらはるる花の日々

︵於・大倉山記念館︶

平成二十三年六月十二日首尾
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今宵また最上階から月眺め

椋烏帰る先は里山

ゥ秋彼岸経木流しの天王寺
しびれた足を隠すスカート
一瞬のふとした仕種に胸キュンし

盗塁王もわたくしのもの
稼ぐたび払ふ多額の義援金

日本列島改革が要

大年の空にゆっくり月かかり
マスクを取れば口裂けの人

先生の仇名代々引き継がれ
弁当持って碁会所へ行く
墨堤は花のトンネル縄電車
雲へまっすぐふらここを漕ぎ

松 高 村 川 吉 池 中
本IllIllトI田川林

枝やこ111和義和山や義碧義や山枝山枝義

八束京・丘の上連句会ｖ

巍樅雑句﹃師の走り﹄

師の走り足らずや金融危機に暮れ

銀
杏落葉に掬はれる足
みぞゆう

時雨が浦雨弄る骨董

未曾有と読んでマスコミ大騒ぎ

中尾青宵

中尾圭同

火汕佳

川川朱

坂田武

大駒誠

墹於

和川中巳

福烏圭亜

大久保風

不善と言きて門に貼り出す

こは

壁穴へ暇だ暇だと嘆くもの

柿簾くぐり色もつ秋の風
西へ東へホヵロンと杖
歌枕花の盛りに間に合はず
さつむえ

畳鰯の眼だに怖

慰め呉れる貧し越し方

ぼんぽこと竹小筒の酒の鳴きもして

青月光に浴衣濡れ髪

息止めて両手を回す我の腰
サイタサイタのサンスウは丙

菊絵Ⅲ数確めてたしかめて
かたびら

帷同士粋を競へる

団塊は三途の川も割引に

ぶら下がり健康器にはシャシ干さん

釦せはしく突付く啄木鳥

アフガンやテロの訓練夜昼に

覆面剥げば少女なりける

映画にて知ったばかりの投げキッス

たぶ

しみじみ間くは柵の香とぞ

ノーベル賞思ひがけずも受賞して

噂によれば偉さうな人
故郷の雲は山河を悠久に

夢覚めてふと唇に露営歌

垂乳根の炊きくれし粥有り難き

振り込め詐欺に耳は遠かり

︵於・慶應三田キャンパス会議室︶

平成二十年十二月六日首尾
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捌

宵

宵玉佳藍彦藍宵佳玉勝春子一玉藍彦ヨ

勝玉春勝一彦佳勝宵佳風玉

八柵川・桶川連句会ｖ

百韻﹃秋蝶の﹄
秋蝶の河わたりくるＨ和かな

福田太ろを捌
福川太ろを

マスコミで今を時めく売っ子で

三年目には総理の噂

万歩計つけ聰くは笹啼き

地蔵尊すましつむりに返り花

田圃ばかりが飛び去って行く

一ォ神鈴の千木にひびきてバスの旅

雲かかる建築中の塔の先

イーリヤンサンスー人民元で

ガス灯の街抜けて港に

まどろむ上にかかる昼月
茸狩る膝の図鑑を確かめて

星の棲む君の瞳に口づけし

しゅうまいに鰭鰭スープ焼きぎょうざ
佳

夜会の卓の青いカクテル
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佳三彦眞佳三佳康三眞

佳〃三佳三康太三佳山康眞

尚橘眞次
澤出佳久
沢川三柳
伊東康之

庭園のバージンロード晴ればれと

眼鏡にうつる入内雀

満々と水を湛える山の湖
けもの道には雪の足跡

康

やれ黒だいや灰色と不起訴にて

貯金はたいて結納の品

松ヶ枝越しに煙一筋

鴉降り来てカンラカラカラ

見得をきる役者の落とす紙カイロ

ゥ泰然と富士は裾野をどこまでも

﹄県

佳

朝寝朝酒うなる浪Ⅲ

佳

水の温みて蛙産卵

昔だったら問答無用

あたしでもあなたの弟子になれますか

康

武蔵野の草より昇るおぼろ月

ねえお前さんいつかしんみり
何やかや国籍やっと取得して

佳境に入る八雲研究

一ゥ親が駆け子が駆けまわす風車
おふる沸いたよ母さんが呼ぶ

渡されしメモ紙にあるキスマーク

芸が身を助けるバイトピアノ弾く
佳

一県

佳

医者探す車内放送夏の月

康

宍道湖の空をふわりとこうのとり
トンネルを出て直ぐにトンネル

あっけらかんと家路涼しく

描
水

山

未練たっぷり後生大事に
なけなしの失業保険とうに切れ

月冴え冴えと照らす１Ｋ
冬林檎僕のクレョン十二色

犯罪ですよだめよ万引

にんまりと読んで笑って草双紙

満貝電車鞄抱えて

天と地とこころに開く大花火

揃いの帯に揃いの浴衣

羽衣無くし天女寄りくる

三ゥ湯巡りの潮湯に浸るぼんのくぼ

雲の上愛確かめる観覧車

※

鎮守の森へ烏飛びゆく

見てらっしやい九尺五寸の大板血

沈黙は金雄弁は銅

長屋住まいが今は億ション
国乱れまかり通るは自己主張

ジャンク水切り揚子江ゆく

久々に論語講座が満席で

鹿笛吹いてこれで一息

ケイタイの真ん中月を置いて撮る

柄杓のかたち北斗七星

匂うかに花灯籠の闇に撞く

ナォ着流しで犬筑波集懐に

一六銀行旗のなびきて

拾った財布ネコババを決め
歩道橋日暮れに早い午後三時

趾界と結ぶ羽田空港

パトカーに続くサイレン何だろう

クリムトの絵に皆が見とれる

パリソウル北京ロンドンニューヨーク

みち連れの肌の匂いにむせながら
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ォ畳なわる山並はるか晴れわたり

ここで散骨すると腹決め
ロバの背に揺られて来るゴビ砂漠

青い地球の笑窪で眠る

初太鼓どんどんどどんどんどどん

寒波いとわず空手道場

漫画家のペン先お化けつぎつぎと

水木しげるのブーム再来
同窓会有楽町で逢いましょう

社長掃除夫刑事弁護士

ネット裏声を嗅らして応援し

噴水高く月を洗える

ひいらりと蛎輻の影ひいらりと

へのへのもへじ残る砂浜

111康三佳眞三眞佳三眞三〃佳康三佳三康眞佳眞佳三

三佳康山三佳三眞佳康三佳三眞佳眞康三康佳眞佳太

姓は別でも仲はあつあつ

馬籠の宿の石の坂路

ジーンズの膝は大きな口を開け

相好崩す山の毬栗

僅々と玉兎の跳ねる鬼瓦

文武両道めざす兄弟

ナゥ今年また運動会の主役にて

野良猫の勝手知ったる塀の穴
古びたボール転がっている

拡声器から吐かれ陽炎

平成二十二年一月十九日首

︵於・さいたま文学館︶

平成二十二年五月八Ｈ尾
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サーカスの広場のテント風にゆれ

古里めざしのぼる若鮎

彼岸まで花の堤の限りなく

※板血Ⅱ板に血を流した物を﹁鼬﹂と称する見世物小屋での興行︒

三太三眞伸三山康〃三〃佳眞

ハ神戸・おたノ＼さの会ｖ

世吉﹃馬車を駆る夢﹄

馬車を駆る夢見て醒めし入梅かな

誰を迎へん蔓薔蔽の門

お

子守唄低く優しく流れ来て
写生帖措きごろり野原に
赤蜻蛉ついと止りし肩の先

ひをどし

菊人形の鎧緋絨

二の丸に弓張月を仰ぎをり
尾根を巡れば近道のあり

鈴木漠捌

佐問洋子
鈴木漠
三神あすか
安丸てつじ

山瑞才
松本昌子
森本多衣
正野進

たいりよ

大呂の旅の大気凛凛

ワ灌木と水個るる沢踏み分けて

あすか

香山雅代

漠

才

洋子
昌子

たちやく

劇団の座長は若き立役に

故紙類回収今日はごみの日

秋波とらへてシャッターを押す
週刊誌ゴシップ欄にでかでかと

雅代

漠

てつじ

てつじ

雅代
洋子
多衣

こけらぶき

明易き卯建の家並み柿葺
郷里の友に新茶贈らる
早口の東京弁で礼を述べ
三浪を経て遂げた目的

あすか

色即是空霞む晩鐘

うだつ

傍らを部活部員らランニング
月へ届けとぶらんこを揺り
花満てる有為の奥山どの辺り
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才

昌子
洋子
多衣
進

てつじ

い○も

夕づつ光り炊ける藷粥

ナゥ手に馴染む編み棒をもて毛糸編む

スキーヤー稜線からの一直線

しるべ

かがよ

魚島どきの港にぎはひ

と

オリンピアなる神話耀ふ
舵を操る雲の行方を標とし

しやぼん

鬼瓦まで飛ぶ石鹸玉

市場へも舞ひ降りしきるさくら花

才 進 す
衣 子 子 代 か 衣

薄った

ナォ白酒の酔もまはって転た寝す

壺中の天に遊ぶ楽しさ

永遠は須典の時間に潜むとか
ソフトクリーム溶けて涙に
遺品なる薩摩上布で夜も涼し

﹄っなじ

漠

雅代
あすか

復刻版の歌集革装

端渓の硯洗ふも懇ろに
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をみなせな
女
は背で物を言ふらん
乱れ髪なまめく項笠の内

釣瓶落しに帰路を急がる
対岸に灯も露けかり後の月

漠

てつじ

才

洋子
昌子

掛軸替へて葡萄小鳥図

銀婚なれば何か記念を

名にし負ふ丁稚羊葵妻と分け

︵於・ＮＨＫ神戸文化センター︶

平成二十年七ⅡＨ首尾

多 昌 洋 雅 あ 多

八松山・小野連句会ｖ

歌仙﹃小督の墓へ﹄

コゴウ

姿見せねど啼ける頬白

竹秋や小督の墓へ道しるべ

宅急便に捜す印鑑

宇都宮柏葉

波部尤京

丹生谷百合

白石加賀里

宇都宮柏葉

葉

王

ナォ黄帽子に手を揚げ渡る新入児

課外授業に夜の鯉麟舎

喝采を浴びて帰還のエンデバー

夢ふくらます多士は済々

話題尽き炬燵に籠り読む雑誌

外はしんノ︑豆腐凍りて

暁天の典座教訓首べ垂れ

愚痴をこぼさぬ糟糠の妻

浮気などもっての他とそつぼ向き

カダフィー大佐行方くらます
月さやか軒場に掛かる和布刈鎌

流る酋唄に秋気澄みたる

ナゥ試合終へ仲良く囲む芋煮鍋

復興目ざす老いも若きも

オプションの付きしツァーに参加して

浅草の街過ぎる新宿

舟人の見上げる岸の花万朶

カーニバルにて踊る乙女等

T 1 弓

村上宕王子

里

尤

尤

︵於・松山巾小野公民館︶

平成二十三年七月二十四日首
平成二十二年九月二十七日尾

− 1 1 ／ −

陽炎の公園に児ら球蹴りて

策に盛りたる柿の色艶

友垣とクリージングの月愛づる

ゥ神南備の熊野古道に秋深く
ペットが縁で恋の芽生える

尤

王

善意の募金世界中より

祝砲を揚げてロイャルウェーディング

王

葉

ョガを習ひて癒す腰痛

僻地へは介護ヘルパー足遠く

里

尤

小切子節に偲ぶふるさと

木彫の技に暑さ忘れる
寛ぎて秘蔵の美酒に舌鼓

Ｅ

葉

霞さゆらぎ一陣の風

寝静まる月の山小屋涼気満ち

さいはての竜飛岬に花満ちて

捌

里葉王里尤葉王里尤王葉里尤王葉尤里葉

梶野浩楽捌
比 十 純 浩
呂

八松山・おぼろ連句会ｖ

歌仙﹃草餅﹄
いえづと

家苞の草餅ひとつ供へけり
こだま

旅の話も楽し春宵

山笑ふ子どもらの声研して
背戸の小川はゆたかに流る
そそり立つビルにかかれる望の月
紅葉たづねてハイウェイをゆく
たにあい

ゥ谷間の棚田稲刈る老農夫
ひと風呂浴びて酌み交はす酒

新家庭人目忍んで路地裏に

紅い裸の似合ふ若妻

皆既食砂漠ひととき暗闇に

辿りしあとを自伝に綴る

ナォ足湯へと歩き遍路の杖引きて

チルドレンたち去就そはそは

任期わづか改革案を矢継ぎ早

登校の姉妹揃ひのセーターで

はぎ

き
浪寄す磯に牡か蠣
打つ媚

思はず肩を抱きよせたる

蹴出しから真白い脛を覗かせて

台風一過胸なでおろす

忍ぶ音の漏るるしじまの薄明かり
カウントダウンワールドカップ
ベルリンで眺むる月は如何ならむ

並ぶ屋台にひやかしの客

ナゥ豊の秋祭り太鼓の聞こえきて

定期検診何事も無く

酔ふほどに昔語りをくり返し

遠く霞める石鎚の嶺

古里の峠につづく花の道

︵於・松山市総合福祉センター︶

平成十八年二月二十三日首
平成十八年六月二十九Ⅲ尾
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夢留一楽留夢楽一

楽留楽夢

一楽留

田

次の総理に望みを託す

はんざき

窓開けて月を眺むる熱帯夜

やごと戯れはねる大山椒魚
ゲートボール興ずる声の賑やかに

ベンチに憩ひ仰ぐ青空
若者に幸多かれと花吹雪

旅立つ朝を祝ふ初虹

ヘ
‐ノ

寺 腱 梶
野
本
坂
＃

夢留一楽留夢楽一夢留一楽留一楽留一楽

ハ神戸・海市の会ｖ

百韻﹃白烏﹄
我が胸の哀しみのごと白鳥来

寒茜する裏町の空

ただ潜る蓮根掘りの賃を得て
あだ

ね

めう

かしづ

鈴木漠
鈴木漠
水川圭介
澁谷道
三水英治
梅村光明
道

圭介
漠

英治
道

漠

とり

北緯東経龍の網の目

囚はれし便りを月に託すのみ

僅かづつ地軸狂へど花は満ち

ほしがれひ

うたげ楽しぶ弥生嬉しや

ニォ出番ぞと反り返りたる干鰈
灰うちたたく付けの巧みさ

庵とする古家の漏りにうんざりし
ほど

消えたる蛇のまなこ涼やか
綾取りを解くわらんべ晩夏光
指からませてほの字伝へる
しとれ

た

先行き何ぞ慶き事やある

よ

褥蹴りそそくさと発つ憎らしさ

沿線も薄紅葉して京近し

月に誘はれ続く放吟

と

きりぎりす

のどよへぱ誰も聰かざり粂斯
犬儒派となり葛を採りをり

逢魔が刻の土挨たつ

迷ひ子に慌てふためく乳母が駆け

イギユア
氷フの
舞にやまい喝采

一一ゥ踏まれてもなほ起き直る霜柱
しののめ

淑気馥郁味も香りも

年明くる東雲映えてシャンパンは

弾き初めの琴姫に添ふ眠り猫

漠

英治

道

道

光明
圭介

光明
英治

漠

英治

道

漠

圭介
英治
光明
圭介

道

光明

漠

英治

道

圭介
英治

−119−

屋台の酒で世智を培ふ
呼び交す津名の妙に感じ入り

逆引辞典春を列ねる

度忘れに壺中の天も月おぼろ

晄惚として山笑ふなり

初ゥうっっ夢野崎参りの船あそび

太棹の音のなつかしきこと

美しき女師匠に傅きし

道

光明
た

廃く素振りの手管臆たけ
ぬぎすてて蚊耕の蚊を翔たしめむ

簾透き抜く風の通ひ路

圭介
光明
英治
圭介

絶品のトマトジュースは無農薬
その人を知らずと使徒の声冷えて

漠

がま

汚れなき鶏暁に鳴く

いづかたへ飛ぶ蒲の穂緊ぞ

捌

ふもうき﹂

力

漫画下描き貧に甘んじ
俗輩に富貴極まり月かすむ
揚がれば墜ちる肌の宿命

錦の重荷たへがたき恋

畢寛は花の清らに魅せられて
もてあそ

ひたむきの思慕弄ぶこと勿れ
閨怨ありてまんじりとせず
あふ

漠

光明
圭介
道

光明
漠

英治
道

おぞま

拉致てふ加虐なんと桿し

ォ烏賊釣の漁火揺れる闇の奥

なづながゆ

一ニゥ巽にて結ばれけさの茜粥

おもちゃ

愛のかたみの遺児に淡雪

やどかりを動く玩具と信じ切り

すいけんぎ
水＊圏
戯てふ語感宜しき

リストラをエスポワールの茶で癒す

奈落の底も心爽やか

蓑虫に自らを擬す青二才

月の砂漠に桂求めん

からく

なら

住み馴れし都の花も盛り過ぎ

デーサーヴィス迎へ待ち兼ね

老棟は誇るに足らず毛糸編む

咳にも演技凝らす脇役

由緒あるシネマの館廃業し

圭介
英治
光明
圭介

鴬笛に倣ふうぐひす

扇ぎて乱す瀬戸の夕凪

との曇りなれども瓜をサクと噛み

翼得て還れよ時も止まれかし

光明

ナォ絡繰りの狭き工房大掃除

いざりび

親の祈りを見そなはせ神
こはめし
強飯にたっぷり用ふ新小豆

道

じふめん

鬼面渋面造るこうと
なく
だつ
瓦葺続く街並卯
建
上げ
うけ

芭蕉布を着る有卦の一族

わ

うやらう
虹の環を吉と占ふ遊い冶
郎

鉾立嚇すざわめきを聞き

とりあへず群につかざる癖ありて

七つの顔を持てる探偵

完壁な化粧の術に惑はされ
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いか

輪島の椀を磨く秋なり

漠

うるは

英治

漠

麗しき良夜の里に轆轤挽く

金木犀を散らす琵琶歌

かじか

賢者の石に代る温石

電飾の垣に燦めく降誕祭

漠

道

追憶までも共に悴み

幹くらく記念樹として佇める

圭介
英治
光明
圭介

昔日にまねぶ暮しも草臥れて
騎馬始とてフィアンセと駆け

光 圭 英 圭 光 英 圭 光 圭 光 英 光 英 光 英
漠 道 道 漠 漠 漠 漠 道
明 介 治 介 明 治 介 明 介 明 治 明 治 明 治

峻呵めきたる口説鋭く
圭介

わたし

英治
圭介

道

光明

漠

道

圭介

道

圭介

漠

道

けら

加梛なるは槌せはて月へのがれたし

英治

モンロー逝きて頻り鳴く蟆岾

帰らざる河は私を置き去りか

塵まみれなるＬＰの棚

ナゥぬくもりを今なほ残すジャケットに

紫煙くゆらし炉辺に語らふ

雲走る連峰の檗照りかげり
おは

たらちね在す場所が恵方ぞ

長寿こそ願うて贈る屠蘇袋
庭の鴫り居間のさへづり
花筏政争の修羅惜しむくし

定めなき身に纒ふ陽炎

＊水圏戯Ⅱ石鹸玉遊びの意︒

平成十六年四月首尾︵ファク︑ンミリ︶
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八束京・解續ｖ

百韻﹃隅田

どの橋も秋風渡す隅田川
後の月射す異次元の街
一寸の虫も久閼楽しんで
漆の盃に古酒満たしたる
オーボエのラ音まづ鳴る音合せ

踊るに小さき銀の革靴

本当のやうな話に尾鰭生え

空蝉ひとつ残る梢よ

ゥ掛香の匂ふかはたれ誰待つと

扇に添へし薄様の文

騨雨くるラヴストーリーエンディング

きのふの我に削除キー押す

出廷の裁判員の口重く

ロフトの雀暉かしまし
メロンパン食べてさみしい冬の月

股に火鉢で般若心経

虚実皮膜にひそむ哲学

種袋いまざはめいている

液晶に並ぶひこにゃん・せんとくん

嫁が君善人なほもて往生す

祐子

遅日の楼に傾いて候

花吹雪ここにありけりエルドラド

真紀
千晴

別所

秋扇

渡辺
服部

福永

鎌倉殿へ急ぐロケ隊

二ォ怪盗の悔恨しるき受難節

力こめ男蕎麦打つ年の夜
野老飾りて祝ふ白寿ぞ

眼からぼろりとコンタクト落ち

知るものか鉢の木なんぞ知るものか

鈴木美奈子

河村志乃
渡辺祐子
沌川遊耳
横山わこ

陥穴には先客がゐて

無理無理と諭されながら尼僧迫ふ
中島みどり

服部秋扇

振り返らずに駅の雑踏

逢へぱすぐ体内時計が狂ひ出す

シンドバッドの薔薇は青くて

鎌の月少年馬を冷やしけり

慨永千晴
別所真紀
扇

安良居祭の由緒ゆかしき

一一ゥ水の闇より累々と蝸叫の紐

放つ矢のなき弓状列島

ヒエログリフ王妃の愁ひ解けぬまま

晴
み

祐
奉不

乃
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哲

雁

野

名三二初凹
残ノノ
折折折折

櫻
吉
D
I
l l l 岡 騰

哲紀乃祐奈耳老み哲晴紀羽扇わ奈晴奈わみわ子紀遊

すっぱい飴をとても舐めたい

梅東風にそろそろ櫻はれてもよいか

調々と昭和を語る笠智衆
御苑のベンチ父と娘と
袖囲ひされて黒猟可愛いやな

簗にかかりしあはれ錆鮎
幾山河越えて捧げん月に酒

呵川と笑ひぬ南瓜提灯

時計ぐにゃりと枝に垂れゐて

今年の嘘を数ふ年の湯

置き処なきアンフォラを立たせたい

海雲の汁を畷る雲納

三ゥふやけ切る烏合の衆へ初やいと

スィートピィのキュートなる唇

朧夜は﹁月の小面﹂息かよひ

子供手当を見込む退職

許されぬ快楽の底のささめどと

地球の涯がふいに近づく

ユニクロとニトリの家具がひとり勝ち

がっさりと墜ちた氷河に迷ひ熊

乱歩喫茶に灯りともして

埋火といふ郷愁の詩語
抽斗の奥に遺愛の稀襯本

茂の中の句のひと川

禁色のうすもの透かす花の兵

箱ォ洋の泡を巡りて魚の影

いろはにほへと冴返る鼻

ところどころに空の生れたる
方程式解けぬまま発つ旅かばん

海市の城に海賊を見た

黄沙降るモーッアルトのドーナツ盤
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回転ドア抜けてわたしは透明に

自動ピアノが軽快にジャズ

五千年石の棺に花凍る
雪に埋もれる開拓の塔
一二ォ﹁反対﹄の幟無邪気に振りながら

抱かれて見る姉の後れ毛
戻れない初恋ジェットコースター

飛んでしまへと上がる噴水

炎昼の二死満塁に汗しとど
サプリメントは鉄・カルシューム

棗の実父祖語り継ぐ爾霊山
カプリッチオのやうな月の出

馬の市懐重く足軽ろく

それでよいのだ債鬼蛸沈
天才は閃く軌跡キャンバスに

奈耳わ耳祐わ祐奈哲扇晴祐哲晴奈扇野紀乃扇奈耳乃

奈哲耳晴祐扇晴奈哲祐耳祐晴わ奈哲祐扇扇哲耳扇わ

護衛艦ショウ・ザ・フラッグ鮮やかに

不条理がまた不条理を呼び
売り切れのコンビニ弁当二百円

ウインクしてる狐襟巻

妻の指ときどき女の指となる
ご
痒い所に届く麻ま姑
の手

月宮殿かがやけ老いの自由席
かたみ

互に鴫らす里の酸漿

うれ

名ゥ鵲の尾の見え隠れ樹々の梢

︵於・セシオン杉並︶

平成二十一年九月十七日首
平成二十一年十月十六日尾
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蒔絵やさしき朱の煙草盆
この道の楽しくてまた淋しくて

起き上り小法師七転の夢
八丁味噌しにせの誇り樽に詰め

なまこ塀のみ残るなりはひ

今生の名残の花よ利休の忌

春の滴り受くる埴杯

耳扇祐わ晴耳哲祐耳晴晴耳晴耳晴哲

ハ諏訪・河童連句会ｖ

矢崎硯水

スワンスワン﹃禅問答﹄

壱面

ががんぼや禅問答のむむむのむ

散るも気味よき栴檀の花

大江加代子

矢崎硯水
山口安子
吉本芳香
渡避常子

参面

ふさ子

依子

妙子

あすか

殻割って出る不死烏の雛

宮殿の夢を叶へる鏡の間
微分積分いい気分なり

執筆

朋友とタイムトラベル試みん

巨象に似たる朧夜の影

暁吉女

薦被りどっかと据ゑて花一枝

拝鰄一汁二辱魅朋十ユ肥龍︵インターネット︶

★形式スワンスワンについて︒
アラビア数字躯︵句数︶を二羽の白鳥︵スワン︶に兇立てる︒春

定座︶︒三つの面による序破急︒

秋二句から三句︒夏冬一句から二句︒二月一花一烏︵烏は非
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イーゼルを組んで絵筆を走らせて

ヴィオラの調べ何処ともなく
明月の峰をはなれて匂ふらん

矢崎妙子

硯水

手聿凹

こもりぬ

隠沼ながら水の澄む頃

三神あすか

わかしゅ

若衆のんきに街へ楊枝で

常子
硯水

加代子

芳香
安子

佐藤ふさ子

八尾暁吉女

城依子

五右衛門が釜煎りさるる京・河原

貧乏神は北嬰笑むらし

流し目をして付馬を煙に巻き
地球掘りライフワークの考古学
スフィンクスより謎をかけられ

風紋の紋も妖しく冴ゆる月
軒の氷柱に当たりたん瘤
ｉｐｈＯｎｅ以てこなす裏技

危ふさは有耶と無耶との閲ぎ合ひ

捌

ハ横浜・桂の会ｖ

酒恋歌仙﹃年玉や﹂

年玉やみんなはたきし酔心地

手毬と猫と赤い裾裏

伊藤藪彦

伊雌薮彦
洩洲小葦
芳松藍香
臼杵瀞児
秋谷悦子
渡部葉月

琴の音の朧の月をただよはせ

春炬燵のぞかれしかと指解いて

佐々木けん

ナォコラーゲン・エストロゲンに女王蜂

小野小町のもの想ふなり

電子辞書にはないテクニック

はりかた

城跡に張形もある蚤の市

燗熱くとろりと溶かす寒卵
ロボット犬に託す冬薔薇

座持ちよきこと下戸も上戸も

付け暁毛ピエロかけ寄りホロと泣く

妓を呼べばパートタイムの異邦人

ひたと寄せくる破局初潮

ミラノ帰りは若きソムリエ
カンツオーネ月光窓を貫きて

ナゥ黄鵺楼訣れし雁をそのままに

マジックペンでつづる艶文

藍衣の少女竜にさらわれ
ナウシカの諾七色の声響き

耕す夫婦米寿超えたり

花の香よ追ふ悌も散り易く

︵於・藤ヶ岡地区センター︶

平成十二年一月二十一日首尾
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飼屋の隅に回し飲む酒

頬ぽっと染め竹取の姫

悦

平野三枝子

松永倭子

ゥ烏鷺の陣貴妃の妙手を肴にし

三面鏡の凝脂たわわに
でゆ

香

流し目も届かぬ距離か山の温泉

不倫の妻の白き夏足袋

ちみもうりょう

福永千晴

″

菫旱

寝て一畳起きて半畳青時雨
魑魅魍魎がやきもちを妬く

比丘と比丘尼がぬくめ酒酌む
まるまると馬も肥えたり閨の奥

干

葉

血刀をぬぐえば月の男坂

せっせと励み知命忘るる

悦

児

ミレニアムベビー御機嫌花の宴

亀に鳴かれし星の夜の夢

捌

児彦倭葉葦け千香悦児枝け葦葉彦香倭葉

八東京・神楽坂連句会ｖ

付
歌け
仙 回し﹃神楽坂﹄

残る燕と帰る燕と

神楽坂秋の祭も十五たび
手を振ってゐる合宿の子等

朝寒の月に肋を解くならん

山川美代子

倉本路子
島村暁巳
坂本孝子
三木俊子
山川政利

ナォ百千烏群がる石の四阿に

浮雲の如放浪を記し

吉方にこだはってゐる引っ越し魔

原油値上がり響く業界

揺り椅子に愚痴聞いてゐるペルシャ猫

鈴木了斎

笠坂かりん

棚町未悠
松原昭
練原達子
野川明子

生Ⅲ目常義

関川靖子

林鐵男

近づくなおれは危険な男だぜ
ポインセチアの鉢を並べて

千夜一夜の姫の妖しさ

がたごとと路面電車の行く軒端

走り負けたる缶蹴りの鬼
月の膳供へほほ笑む母米寿
ノーベル賞は古酒で乾杯

泥つき野菜添へる絵便り

ナゥひょんの実を愛でし先師の肥後なまり

前川曜子
峯川政志
根津忠史
青木泉子
武井敦子
井上睦子
椎八直子
ｔ月淳子

︵於・赤城生涯学習館︶

平成二十年九月二十ｎ首
平成二十年十月十三日尾

紅茶にクッキー読書三味

宝くじ噂の店の列につき

変はらぬ人情変はる町並

花吹雪折しも響く時の鐘

佐々木有子

秋山志世子

染谷佳の子

梅田実
川口フミ子

西川一枝
式田恭子
内川遊民
遠藤央子
名古屋富子

夢の字乗せて舞ひ上がる凧

横山わこ

歌声は山の向かうにとどきゐて

練炭火鉢ほっぺ赤い娘

ゥ入り来る列車の屋根に北の雪

真打昇進期待たがはず

落研のスターに惚れて家出して

音作り凝りに凝ったる三代目

都心回帰で商機到来

夏の陣攻めれば守る月の谷
蛇は草間に身を潜めたり

人に奨める名泉の水

世話好きで好みの酒は美少年

須賀敬子

鈴木美奈子

モネ色の風に抱かるる花の午後
ふはふはふはと春のスカーフ
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八東京・かびれ連句会ｖ

歌仙﹃電子音﹄
大竹多可志捌

うみ

リサ

とし子

耐へに耐へ居る被災地の民

ナォ清明の駅に黄門像でんと

民子

とし子

維紀子

たみ

多可志

維紀子

潮騒にサナトリウムは静まりて
トレモロ軽くケイタイが呼ぶ

鶏にせかされ別れ惜しみつつ
赤い暖簾をひとりくぐりぬ

千代子

大山とし子

西幾多

参道を有髪の僧が掃き浄め

胸きゅんとなる角巻の中

渡辺紗綾

裏木戸を開けて待ちます小夜時雨

寒波来る身の内めぐる電子音
スノータイヤに替へし休日

佐々木リサ

大竹多可志

一口ふふむ紅茶馥郁

もってのほかの酢物また良し

円かなる月に踊るは何の影

たみ
幾多

ゆうらりと湖に大きな月昇り

井上千代子

小出民子

窯出しの熱気に期待たかまりて

子とろことろに木の実降りつぐ

ボンボン船が島に到着

ゥ里祭ゲゲゲの面の売れる店

維紀子

千代子

リサ
民子

柱時計が十二時を打つ

幾多

ナゥ行く秋の炉火を囲んで聞く民話
多可志

寮舎越えゆく双つ蝶々

多可志

坂本たみ

家政婦に洗濯物が山なして

紗綾

挨拶するも何処の何方か

リサ

ピエロがつくる風船の犬

この村の道はどこまで花盛り

放牧の牛追ふ人の暹しく

幾多

とし子

そっと手渡すメールアドレス
抱かれて森の匂ひの濃くなりぬ

早田維紀子

︵於・墨堤庵︶

平成二十二年十二月十一日首
平成二十三年五月二十九日尾

橋のたもとを行きつ戻りつ

多可志

夏の月世界遺産に洸々と

竜舌間の痛い鰊々

言葉とはときに凶器になりもして

たみ
紗綾
たみ

千代子

隣の屋根に騒ぐ雀ら

団塊の世代が集ふ花見酒
春場所つひにお流れとなる
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八東京・歌林連句会ｖ

短歌行﹃段差一センチ﹂

節子

ナォつちふる日利譜号に特許申請

段差一センチ見事に転倒

恋の闇ストレイシープと眩いて

海老蔵再生安宅の関守

ひたすらに行者のあとを神官寺

渓百手節手左霞百〃良節左

坂手手留

今だから越後縮の貫頭衣
百

渓

手留

華麗

夕日を背なに馬冷やしおり
違和感を杖と頼んであちこちし

独り暮しは前から節電

炭坑の景記憶遺産に

支え合う影法師伸び月の庭

数珠玉遊び院内保育

ナゥ新蕎麦は寛政創業芝の店

家飲み第一イタリアワイン

暁の花の匂える川堤

春の帽子は鍔広を選る

︵於・茗荷谷・桜蔭会館︶

平成二十三年七月五日首尾
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ゥ災いと諄い満てる星に月

良子
佐痴
百

奉塵

スヵイプに映るシュミーズ﹁誰？今の﹂

手

スッパリ両断太刀魚ギラリ
草の実をお腹につけて猫帰る
バスストップに爪をかむ女
証拠の品は古いオルゴール

渓

奉瞬

小さな洞に蝶迷い込む

城跡に歓声あがる花篝

捌

八東眼・カルテットｖ

歌仙﹃オリオン﹄

オリオンの三つ星をまづ見つけたり

寺嶋倫子
寺嶋倫
佐々木有

永田士口

巾僑章

月の地平へ犬橇の列

ジャズを流してミルクティー飲む

自画像の若き瞳のまつすぐに

青蔦分けて子らの冒険

ひと息でパパはテントを開くらん

ゥ蝉時雨寄木細工の秘密箱
惚れても好きと言へぬほど好き

絆されて小さな愛の巣育んで

雲の形に同じものなし

山頂のレーダー北の国へ向き

水澄む里をいつか訪ねん
蹴轆轤を蹴ればゆらりと上る月

摺れた畳に交はすどぶろく
派遣切り負けずに会社起こす入

おかげさまにて猟は息災
花のもと勧進僧に言間ひて

朧おぼろに漂泊の夢

ナォ絶海の島に陸亀鳴くを聞く

ゴミ拾ひするボーイスカウト

何にでも役に立つのは新聞紙

やくざの胸に合はす照準

巡回のサンタクロース有段者
待っております冬薔薇の門

翠玉の飾り波打つ髪に留め

きのふはＹＥＳでもけふはＮＯ

政党の連立またも決裂し

金の延べ棒包む風呂敷

焚きしめる香のたゆたふ先の月
ゴルフ土産はパンプキンパイ

ナゥやうやくに放蕩息子墓参り

壁に槌せたる必勝の文字

シリコンのキッチン小物ブームとか

暗証番号ふっと忘るる

歯科医院窓一杯の花を賞で

をちこちに降る鶯の声

︵於・新宿消費生活センター︶

平成二十三年一月二十三日首尾
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捌
j‑‑1

有倫有吉倫章有吉有倫吉章倫有文予

吉章有倫章吉倫吉有章有倫章吉倫有吉章

ハ横浜・神田分教場連句会ｖ

本宝塚﹃内裏雛﹄
光陰を味方につけし内裏雛
毛既の緋の疲れほんのり

川名将義

弘佳
碧

ふみ
やすこ

将義

トレ﹄

出勤はアクセル踏んで手を振って

石舞台濡らせる花の雨ならん
！くっきりと立つ四方の山々

初浴衣白き咽ちらちらと

弘

義

み

誼石

空から落ちしとある仙人

ひかがみ

レントゲン写真に撮らる尾紙骨

み

義

愛妻弁当後部座席に

月の面のかくも痘痕に

弘

一﹂

弘

み

弘

麺石

月濁り酒大盃ぐひと飲み干して

紅葉の谷のいま盛りなり
烏の声当てっこしてる秋うらら

護美の袋をカラス争ひ

今生は天批孤独雪女

恋を夢見ていつも湯冷めに
腰に手を当てて慕情のポーズとり

労龍馬の像はみな海を向き
高層のビル伸び続く新都心

大渋滞の虹の架け橋

汗の月ふるさと遠くなるばかり

想ふだけでは何も実らぬ

結ばれし二人は神のおぼし召し

不死を願へば老老介護

服厨にはホットケーキの匂ひ満ち

町内会の子らにふるまふ

あたたかな人に遭ひたる日を春と

蝶も出て来よ星も出て来よ

︵於？大倉山記念館︶

平成二十二年三月二十Ⅱ首尾
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捌

こ義弘みこ〃み碧義み義

ハ会津・願成寺歌仙の会ｖ

歌仙﹁大仏の螺髪﹄

田中雅

田中雅子

塩見良
三制士一

琵琶の調べに座す十三夜
五十嵐郁

大仏の螺髪は固し草紅葉
母に寄り添ふリハビリの窓

得意気に戻り鰹を携へて
大野ふ

ま

良

五十嵐英

梁太き蔵のギャラリーキルト展

冬立つ朝の井戸の温もり
ゥ炎々と会津盆地の大焚火
若沖の絵に似たる犬行く

雅
英
Ⅱ
府
良

夢見る人の遠き眼差し

リード持つ手首にラピスラズリ揺れ

街騒に唯静けさのふたりだけ
﹁妻﹂と言かれし秋の宿帳

冊
有

ふ

ちちろきちきち古里の橋

英

まるやかな樹冠にかかる今日の月

祖母の煮物に映る昭和よ

ふ

声あげて一輪車漕ぐ子らのゐて

中年のロックバンドに花吹雪

雅

ま

駄酒落悪酒落聖木曜日

ナォ地震津波凌ぎふらここ立ちてあり

音なく香なく降るは線量

八腿烏道案内に遣はされ

腹掛けしたる嬰の微笑み

焼酎の飛沫の美しき江戸切子
梅干しの種ぶつととばさう

提灯にひとつ目小僧の下駄タップ

草食系の出逢ひばかりぞ

想定外強き口説にほだされて

小娘並みに骨密度増え

広州路高速鉄道なくもがな

蒼弩高く鶴渡りゆく

ナゥ暗がりに紙を漉く手の赤らんで

﹁あ﹂﹁うん﹂の呼吸弟子と師匠と

ゆくりなくチェンバロの音鳴りはじめ

拡大鏡で覗く未来図

とき

千年の花や水面に月の影

種蒔く時節をひたに待つ人

平成二十三年十月十日首尾
︵於・喜多方市願成寺︶
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捌

子うり子子う子子子子り子子う子り子子

英締良ふ良英ま英郁ま雅良郁ふ郁雅ふま

子譽子う子子り子子り子子子う子子うり

八堺・きさらぎ連句会ｖ

歌仙更﹃の烏﹄
冬の烏大阪弁の巾を飛ぶ

枯葦の辺に残る水の輪

次の子はもっと遠くへ石投げて

目印になる古い看板

小池正博

久保Ⅲ夜虹

馨

小池正博
内山尚美
杉川宏子
伊藤馨

秋のなごりを噛みしめている

鞄の底でわめく着うた

父の形見の体脂肪計

廣之

由紀子

安隆
廣之

ナォ燕来る造り酒屋の軒低く

かちかちと洗濯挟み風に揺れ

馨

神よファイナル・アンサーですか

馨

宏子
夜虹
宏子
直子
廣之
正博

由紀子

尚美
直子
廣之
正博
廣之

穴掘って地球の裏に語りかけ

ジンベエザメの愛は壮大

即断も即決もせず引き延ばす

支店移転の便り一通

観覧車回り終わってほしくない

真っ白な器に盛った十三夜
姉妹が遊ぶどんぐり細工

お茶碗割って叱られた朝

ナゥふと過去が瞼をよぎるもりあざみ

爪の形は四角三角

オルガンの伴奏低くコンサート

半島渡り春風の吹く

森閑と花の扉を開けてゆく

︵於・アウィーナ大阪︶

平成二十年一月十四日首尾
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柔らかな銘菓のごとく上る月

ゥ百選に洩れて棚田の晩稲刈

廣之
馨

渡辺廣之
松永直子

夜虹

審査員にはできぬ親友

バンソウコウの貼りにくい場所

年収を訊かれ片手を持て余す
商いも偽りばかりニセばかり

樋口由紀子

宏子

外山安隆
吉澤久良

うすばかげろう君に似ている

同時に開ける珈琲の缶

ダンスして帰りましょうか夏の月

ギヤマンに鈍色の悔い封じ込め

北斎画集栞はさんで

花の旅青春切符使い切り

宏子
安隆
夜虹

競漕の声響く瀬田川

捌

八東京・其角座連句会ｖ

丹精の厚物咲ぞ天下一
小林静

上雌実

歌仙﹃厚物咲﹄

豊礫と朝の体操月ありて
伊藤里貝

土屋実郎

袴を付けてお武家さまぶり

伽膝哲
二上貴

斉騰一

古茶釜湯音緤秒静識に

横山わ

臼杵勝

不細工ながら添える虫龍

難の向こうひろごれる雪
ワ吾が描く犬喜べる冬景色

登校急ぐ学生の列

小林一邑

人沖博

男と女理屈抜きにて

渡辺裕

偶然を装い駅に待ち伏せる
スカイッリーウエディングケーキも尚々と

東浦佳

源桃

別所真

哲学を語る守宮の真面目顔
楽隠居とはゆかぬ家計簿

前凪明

椣川野

中尾美

越後屋の衣さく音はどこからか

澁谷盛

丸い地球に降る夏の霜

雲の行方を春風に聞く
継承の燈りに集う花万朶
黄蝶白蝶縫れもつれて

こな力ら

ナォニ合半の酒莫逆の友と酌み

芭蕉庵そば大川に住み

聞えない見えない壁もなんのその

グリークラブの合わぬ輪唱

鈴木美奈子

藤沼和ヱ

竹村左京

人内釜ロー

山Ⅱ良子
安楽明郎
毎野月湖

暖房きかい仮設住宅

夜光る牡蛎の貝殻十三個

鈴つけて指人形にする軍手

葛迫一元エ

佐々木リサ

中根明美
丹刈武正

岩田木口

久我妙子
岡山英子
初澤弘文

今日行けぬなら絶交と言う

ツナマョのサンドイッチの味の君

祝う音Ⅲ﹁鶴亀﹂の舞
名刹の庭に明るき法の月
そぞろに寒き飛石の上

緩和ケアを説ける老医師

ナゥロ開く前の通草の蔓を引く

閼達な絵筆の線の伸びやかに

禍島壺春

さきわ

浦の苫屋にかかる初虹

宗匠
執筆

孫に囲まれ雛菓子を食ぶ

燗漢の花に幸へ窓の藍

平成二十三年十一月六Ｈ首尾

︵於・峅確蜂繼汁涯趣嘩鈍窪鐸鍔館︶
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捌

子司燈郎

興水老子子琳紀子子111児こ夫予

﹃筑波二峰﹄

八川ｎ・くさくきｖ

付廻し

百韻
初冬凪に筑波二峰由々しかり

霜柱踏む音は凛凛

鍬始め帰農の腰の定まりて
都会のノイズ受話器より聞き

珈琲のブレンドに凝る喫茶店

忘れ扇の主はどなたか

名月に餅搗く兎見しと言い

山海珍味メタボ気にしつ
亡き夫の碁撚置かれしままの部屋

磯直道

川鵬武子

きょうび

瀧ミサ

大道芸に拍手喝采

安藤君子
新相節子
岡村和可
服部早苗
柏村誠子
笠脈悦子

あの時のおしゃれな犬は今どこに

一一ォ七色に雪解雫は輝きて
卓におかれた壺焼きの鉢

山澤カツ子

駒村多賀子

花吹雪総身に浴び至福時
峰がぶんぶん古き山門

みんな知ってる恋の遍歴

藍染の小紋小粋に着こなして

遠藤久美

躰中ぬい子

岬突き出す白き灯台

八十路越えリズテイラーも神の元

桑原百合子

けん玉遊び世界一周

会釈で返す拝借の杖

子等の笑いに力振り

ニゥ炳癒え四肢を伸ばせる露天風呂

地震復興に高き槌音

毎日のトレーニングで脚鍛え

国中がやさしさ秘めて未来へと

巾山英子
成毛偕子
岩本朝二
人谷信恵
加薩貞子
河村弘子
北演祥子
佐膜允子
塩田清子
杉みつる
尚頬節子
川端幸子

磯の香を背にジョギングの親子連れ

名所の池に浮かぶ鴛鴦

賑わいがもとに戻った古都の昼
長演喜代子

デジカメの狙い定めて東てに佇ち

小川廣男
小谷伸子
岩垂道子
來汕佳子
永見徳代
佐滕澄江
水雄瑞子
舟木美代子

月冴えて洞れたる川を照らしたる

薄の原の銀のさざ波

梅飛と︐もえ

森川英子
仁杉とよ

初ゥ秋闘けて友と弥次喜多旅発ちて

見合いの席で一目ぼれせし

何か気になる年金のこと

テントの中でちびり熱燗

美しき誤解だったと知る今日日

むっつりと暑しと言わず耐えており

大内釜画一

佐渡谷ふみ子
みなも

朝顔育つ学校の窓

稲垣治子

漕ぎ進むオール水面の月崩し

淵む夕づつ故郷の風
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真伏晴美
中澤昌重
狄山玲幸

雨ニモマケズ案山子踏ん張る

爽やかな風ありやなしやに
戒能々夕一号

鰯ぴちぴち光る大漁
ほろほると萩の零るる月の路地

疲れ知らずに奉仕する女

三ゥ威銃峡の棚田にこだまして

プロフィール略奪婚は秘めしまま

一一一専玲子

山口安子
馬場美穂
南マツミ
井生素子

村上弘子
池田昭子
渡遜常子
守Ⅱ薫

春の袷を貰う小舅

短冊を吊るせし花は咲き誇り

縫れて舞える双シ蝶々

三ォ 陽 炎 の 揺 れ て サ ー カ ス や っ て く る

土師満智子

岡本せつ子

長政子

松が枝はるか渡りゆく鵺

うつつにも夜鳴蕎麦屋の笛聞こえ

大江加代子

柴山美恵子

半月の弦のこぼれて寒きこと
座敷わらしの譜におののく

廣渡雪路
秋吉富子

安眠枕寝ごこちのよき

肩書きもとれて成金三代目
うららうららと湖畔散策

アルバム整理ひがな一日
孫達に貰う卒寿の祝いこれ

尚水じゅん

井上雨道
武科紀美
鎌田清
岡本眸
紀伊郁子
大月西女
加藤裕子

浪曲入りの演歌聞こえて

気分ほんわか描きたる夢

花満ちて城の天守を押し上ぐる
ふらここ漕げば四囲の眩しく

偲ばれる笑顔の遺影掛け直し

宝くじ一等当たり目が覚めた

渡辺俊子
松本光世

庭の片隅今年竹ゆれ

愛の仕草に金魚泡吐き

幾度もねじ巻き返すオルゴール
術後かばいてはずすネクタイ

片想い秘めてビールは卓の上

刻々と時きざみおる古時計

米芥志奈英

村上孝枝

内川智子

母亡きあとの暮らし守りつ

干し梅の不揃いながら真っ赤なる

瀧麻里

渡辺美於

浦美亨︑湯え

安居潔斎日々の精進

墹残ォ熱心に原発学ぶ新社員
仔猫を膝に憩うひととき

廃坑の絵が記憶遺産に

楠若葉匂い立ちたる並木道

緒方幸子
梁艸和子
稲川節子
佐藤鈴子

まなうらに吾が郷愁のハイネの詩

松田千佐代

橋本美智子

手ほどきの茶笑捌きも鮮やかに

坂口千賀子

川の流れはいつも清らか

佐藤ゑつ子

城戸雅康
油崎琴代

集い来て妙見宮に句碑を建て

猿酒醸す封印の壺

樹々抜けて浮かれ出でたる月の影

迷い込みたる薄翅艀蛎
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ひたと添えたる細き指先
結ばれし縁の糸の身に入みて

酒井三佳
林川越子
伊野ロ仁一

佐野とし子

これほどの良夜は無しと杯重ね
宮崎宏一

女郎花良く撫子も良く

粧いし山どこかよそゆき

古き手紙を束ね収める

潴残ゥ兜虫そのなきがらを埋める子

飯沼しほ女

新堀亭樹
粕谷珠
大澤花蝶
石澤無涯

やっとこさ明るい先が見えてきて

師に賜りし床の間の軸

色の深さを保つ春潮

渡辺ハツヱ

古池保男
占川悦子

いみじくも旅のかおりの道明寺
宇宙へと記念樹の花ほころびて

再会を待つ雲に入る烏

秤唖一一廿一一蓉ル朋十伍叩露︵文音︶
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磯直道捌

つ〃裕佐節君昌治佐江裕佐君佐子裕〃佐

觜﹂

ナォ万愚節戯れ絵を描いて高笑い

節

落語ブームに市井明るく

昌

幼妻モンローはだでよくしゃべり

いつもより濃くつける口紅

不夜城のスタンドバーに美酒ずらり

棚に置かれし焼物の虎

意志かたく一日一句冬ごもり

三井佐恵

ピアノの響き世界絶讃

寒風の町背中丸めて

佐

ポコポコの点字ブロックたどりつつ

稲川久見子

安膿君子
鈴木裕子

古里の丘の真上に望の月

言葉少なく通夜の挨拶

小さき草の実ひそとこぼるる
ナゥ初雁の低く汐の香満ちてきて

天神様は学問の神

あの事もこの事もみなセピア色

悠々浮かぶ春の白雲

黒髪に花惜みなく散りかかり

平成二十年四月十九側首

︵於・川口西公民館︶

平成二十年十一月十九日尾

斬
州

八川川・くさくき川口支部ｖ

付勝歌仙﹃絹のドレス一

麗かや絹のドレスのしなやかに

リラより生れし妖精の舞
子雀の振り落とされてまた飛んで

いつも笑顔のママのお迎へ

阿部愛子
福田里ん

ささやかに里芋茄でて月を待ち
いつしかすだく縁のこおろぎ

ゥ野佛に誰が活けしか菊の花

佐

酒丼つね
つ

裕

北京の空に上がる日の丸
嬉しげに絵文字並びてＥメール
イケメンなれど背丈いまいち

治

佐藤治子
人堀春野
熊井文子

鈴木禮伊子

里

〃

端居して水割もよく仲も良く

夕立去りて煙と照る月

黒猫ののそりのそりと塀づたい
おどけた仕草チンドン屋行く
バスに乗り旅は道連れ友といて

のどごしのよき名物の蕎麦

満開の花にさそわれ車椅子

霞の中に浮かぶ山々
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田
村

八北九州・くさくき北九州支部ｖ

歌仙﹁百千鳥﹄
集い来ぬここ神苑の百千烏
樹々は芽吹きて展く海峡

遠山の嶺春光に輝いて
オペラ談義の熱き語らい
雨止みし雲間に月の肌くらん

母の手作り麦とろの味

ゥ爽やかに心は豊か古都巡り
そっと触れたる肩のたくまし

再婚の夫を労り共白髪

子供部屋には猫が七匹

画用紙をはみ出す程の筆遣い
縞のマフラーようやくに編み

磯直道捌
磯直道
佐藤ゑつ子

守同薫
川尻禮子
三轡玲子
白石喜代子

山口安子
緒方幸子
廣渡雪路
橋本美智子
ｔ師満智子

松川千佐代

佐藤玲子
松本光世

竹本吉栄
演崎琴代

影漂うて消えがての霞
日米の外交重視新政府
雅楽洋楽ともに流れて

枯枝にかかりて細く尖る月

はらはらと野点の席に花の舞

南マツミ

大江加代子

小倉のお城暖かく映え

古賀フサ子

坂︑千賀子

衰え知らず酒量底なし

ナォ朝寝して駅伝のこと夢うつつ

井生素子
木部菊次
西川智子
渡辺俊子
梁井和子

新井アイ子

木本光江
波遜常子
村ｋ孝枝
村上弘子

脚本せつ子

池川昭子

中本谷靜子

相思相愛忍ぶ隠れ家

運不運紙一重にてぱたと逢い

河童供養に胡瓜盛りあげ

夏風邪の薬持参で新任地

清張の本ポケットの中

廃船に暫し休憩深呼吸

思い出のドラマのシーンおののきて

米谷志奈英

高きに登り眺む故里

しっかとかける留守宅の鍵
望の月政令都市を染め上げし

半眼の能面傾ぐ尼の寺

小川廣男

後れ毛風になびかせる径

ナゥ赤蜻蛉大群となり通り過ぎ

蛙の声の高く響ける

柴山美恵子

和気あいあいと句座を囲みつ
花凛と千代に八千代に咲き続け

︵於・小倉厚生年金会館︶

平成二十一年七月十日首尾
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八堺・くさくき堺支部ｖ

歌仙﹃句の神﹄
句の神も見そなわすらん今日の月

秋灯のもと集う連衆

草雲雀鈴振るごとく呼ぶごとく

磯直道

磯直道

佐藤允子

ナォ春闘も大きな課題背負いこみ

二声三声競りの掛け声

町角のグルメ雑誌に載った店

マスターの髭いつもふさふさ
ロワールの河畔に歴史偲びつつ

透けて単衣の裾さばき良く

尾を残し踵を返す縞蜥蜴

気の向くままに突っ走るのみ

総選挙前に党首の交代し
新型ウイルス国は騒然

月光ゲに路傍の地蔵笑みたまい

供え物には大盛りの柿

ナゥ許されぬ二人であれど爽やかに

揃いの帽子街を閼歩し

未来にかけて心うららか

純喫茶エスプレッソはほろ苦く

かけ回る子等追いかける花吹雪

卿りわたる四方の山々

秤輌二に手癖十一垂朋一十皿叩鮪︵文音︶
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後期高齢歩け歩けと

どこからか悠久の風流れきて
青葉の下で歌うシャンソン

ゥ喧喋の世の中みてる蝸牛
平和を祈るコスモポリタン

耳鳴りの音低くなり雨近く
招き猫置く帳場ひっそり
湯の華の浮かぶ名湯老舗宿

肩疎めっつ仰ぐ寒月

大振りの彼のマントに身を寄せて

米寿の父と美し酒酌み

朝

直

岩本朝二
真伏晴美
田端幸子
中沢昌重
塩川清子
加藤貞子
河村弘子
杉みつる
内山尚美
岩井秀子
大谷信恵
北波祥子
高須節子

花万朶蕩けるような夕まぐれ

晴

幼な馴みはやっと結ばれ
故里の海は平らに凪わたり

耕し終えし黒き田の土

捌

貞清昌晴允直幸朝節祥信尚み弘貞情昌幸

八松山・くさくき松山支部ｖ

﹃道後の湯﹄
井上雨道

眸

井上雨道
岡本眸
水井政子
高木潤

さわやかに風渡りける道後の湯

スイングジャズの軽きメロディ

母の手しかと握りしめたり

研修医熱中症で運ばれる

日焼けの顔を共に指差し

潤

武智紀美

雨

政

当籔の海外旅行楽しみに

雨

紀伊郁子
鎌山清隆

月無常瓦礫の雪の白々と

中野かずえ

寒行僧の揃う声明

城山を目指す鴉の帰り道
古墳調査の一員となり
亡き王に手向けし花の色裡せず

阿部裕子
成能多喜

吉金白水
松永勝政
松永由紀

大臣の椅子座る間もなし

愛の絆で迎う金婚

格式の高き家柄苦にもせず

大壺に秋の七草活けもして
こだわりのコーヒーショップ評判に

路面電車に望む満月

仙

嘆くが如く海女の磯笛

まだまだ続く余震情報

種案山子おどけ顔して空仰ぐ

不景気で売るに売れない家屋敷

就いておいでと言うた片陰

人工衛星何処へ落ちたか
浴衣着て漫ろ歩きの隅田川

車渋滞つのるいらいら

申の刻ファッションホテル出でもして

久久に人だかりするロケ現場

庭の隅から響く虫の音

﹁釣果を調理します﹂てふ店
今年酒月を賞でつつ酌み交わし

晴れやかに文化勲章受章され
Ｂ級グルメあちらこちらに

夢と希望を語る若人

キャンパスに大看板のマップ立ち

鎮守の杜に鳴ける鶯

公園の憩うベンチに花の舞い

︵於・コムズ︶

平成二十三年八月十八Ｈ首
平成二十三年十月二十Ⅱ尾
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歌

捌

：
￨
ﾉ

｜I

ノ

力

紀郁白子か由紀郁裕政情政多清裕多政情

八松山・草笛連句会ｖ

﹃唐棹の﹄

唐棹の音の弾みて寒日和

立花千代満
立花千代満

山岡良春
平井繁樹
武卿紀美
松崎伸夫
名本敦子

若き妻など持つが誤り

気がつけば髪の匂ひの中にゐる

ゥ赤い羽根つけて押し売り訪れる
殺し文句は﹁あなただけです﹂

伸

千

伸

繁

Ⅲ川真由美

過去は過去未来のことはケセラセラ

敦
紀

卓椛台のうえ銚筐からつぼ

夢見たり小判掘りだすところまで

紀

敦

伸

良

みちのくのお花見列車がたごとと

良

背丈ほど休耕田の夏蓬
蟷螂の子の拝む夏月

無節操にも増やす国債

松の小枝で休む迷烏

晩学の言の葉重き望くだり

しみじみ仰ぐ天守三層

乳足れば嬰はまなぶた閉づるらん

冬菫咲く門川の岸

仙

じゃんけんぽんで貰ふ草餅

ナォ厳めしき中はなやぎも法然忌

蔵の挨が隠すお宝

ここだけの話を爺がすっぱぬき

また飲み忘れ朝の錠剤

電線に右往左往の寒鴉

愛の証はペアのマフラー

古傷に触るることなく共白髪
原発事故の目途立たぬまま

風吹けば怪しげなもの飛び散って

鞘は立派で刀なまくら

月の舟スカイッリーにぶら下がり

留学生と呑めるどぶろく
山神の在すぬた場に猪の影

日本の誇るアニメ芸術

そこが味噌だよ餡パンの膳

蒔かなけりや種は生えぬが道理にて

新調のスーツの肩に花吹雪

欠伸もらひてうつすのどけさ

︵於・松山市民会館︶

平成二十三年四月九Ｈ首尾
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歌

捌

敦繁千伸繁真繁干伸敦紀真紀伸繁伸敦千

八会津・兼載忌記念連句会ｖ

兼載五百年祭記念興行

百韻﹃諸国付廻百韻﹄

稲荷神社で踏みしお百度神奈川川崎

想定を超える不況に母強し東京板橋

磯直道

笠原悦子

躰中ぬい子

田村昌江
安藤君子
岡村和可
柏村誠子

咲きそむる枝垂桜がそと揺れし埼玉川口

孔雀の羽に蝶の舞くる東京杉並

ォさっそうと春のコートを装いて埼玉川口

町のどこかで茶摘唄なり埼玉川︑

阿久津法子

宇宙へとＨ２Ｂ乗る軌道東京

時代遅れの波にニュートン会津若松
日常のたわいないこと手紙にし猪苗代

林鐵男

猯前代兼載

関ｕせう子

川中雅子
丹下博之

美人姉妹と噂しきりに狛江

松島アンズ

断水秀樹

会津新鶴
さいたま

旗本の次男の探す聟の口東京洲布

猯苗代小平潟

埼玉大宮

柳田十朋

和算でできる微分積分松戸

芒種の山野渡り行く風
自慢の野菜持ち寄りてくる

きらきらと光る湖面へ窓開けて

さいたま

小常幸子

くしゃみして気まずい空気かき混ぜる東京国分寺

花もみじ夏こそ盛り庭の松

ちゃぶ台の傷に時代の惨み出し
埼玉浦和

松下英雄

華尤子

内田遊民
梅田實
横井士郎

日出山亜希子

ＳＰ盤が似合うシャンソン

埼玉蕨

さいたま

あだし世に怪傑ゾロの現れよ東京小金井

佐々木有子

街の活気と秋の灯火

両手に包む幼児の頬東京新宿

欄干にもたれて仰ぐ青い月

あの月に人住まう日の来るという東京新宿

竹伐る翁バック転して東京練馬

林達也

倉本路子
由井健

馬車の大使に残る面差し千菜油安

ジョギングは今日もあの娘を眼で探知千葉浦安

グラマーよりはスレンダーよし神奈川横浜

弁当がはけず安売り激化する世田谷

河村裕
大畑郁夫
島村暁巳
松原昭

一ゥ南瓜から生れたをのこの流離諏信州松本

ドラッグストアマスク山積み東京八王子
神奈川横浜

中島みどｈ／

波辺祐子
柚山わこ
川名将義
伊藤哲子
河村志乃
服部秋扇
別所真紀
福永千晴

腺伸一
東京九段

埼玉浦和

のの字のの字に並ぶ新蕎麦

神奈川川崎

ゥ蟠蝉も一際高く鳴きはじめ

せむし男はセーヌ見下ろし

ミシュランは覆面調査きりげなく

東京渋谷

東京小平

東京杉並

千葉

東京江東

神奈川横浜

熱き口づけ浄き煉獄

結界も異界もなくて濡れ場なり

雑巾絞る指の悴み

玲瀧のグラスの形の水を飲む

声なき声の緋する諾

望郷の騏麟は淋し月凍てて
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入間

武井敦子

拾う恋捨てる恋あり思案橋

目抜き通りは今日もホコテン

三ゥ買い物を地元で済ます郷土愛

徳島板野

徳島麻植

徳島

天気ばかりはずっとぴいかん
東京保谷

鈴木千惠子

徳島

パラソルを透かして見上ぐ昼の月

行くも帰るも桜桃の里

寅さんは夢を鞄に旅立ちて
東京小金井

遠藤央子
武田恭子

徳島

栃木

東京青山

大野穰一

梅村光明
西條裕子
三輪和
濱本紫陽
早見敏子
二橋満璃

宇宙基地にて妻を気遣う

徳島

大臣は浮世ばなれのお大尽

徳島

秋山志価子

マンモス象は蚤の心臓

徳島

東京世田谷

何しても隔靴掻痒ままならず

神戸

神奈川横浜

異国の旅にこころ爽やか

ソロバン塾の流行るこの頃

味自悩バウムクーヘン川の町

鳴門

徳島

鼠鳴きのせつなげなるに背ナを向け

企みて会う旧友の夫

外套も髭もじゃまなりｎ吸えば

野菜多めの牛鍋を食う

ぷかぷかとオノコロ島が移動する

鈴木漠
松田一美
赤坂恒子
岡本信子
東條士郎
竹内菊

加窩賢次郎

東京高輪

橘文子

三羽棲む鶏の小屋にもある虐め

棹名愛称つけ易い奴
珍らしき花よ雪積む中に問う
東京町田

鈴木了斎
若林文伸
原川千町

寒漉紙に銀の切箔

公衆電話ねむる椰邸

三ォ連綿と町屋の柱磨かれて

白虎隊吟ずる声の冷まじく

仙台青葉 谷川部弓子

松ノ井洋子

徳島国府

仙台青葉

徳島沖浜

オール電化に自在鉤錆び

徳島通町

熊坂昌子

燗漫の花は独りで看るものと

埼玉飯能

仙台青葉

旧き園庭残るふらここ

ハイテクもほどほどトリノの聖骸布

秋田てる子

ナォ燕来るほんのり潮の香の立つ︑

酒は手酌が父の美意識

筒井草平
水渕丹
仙台泉

仙台青葉

仙台青葉

涙もろくもなりて懐妊
手切れ歯切れの悪き箒間

鈴木美奈子

名古則子
小林静司

口中に思い出というらっきょう漬

仙台太白
仙台太白

会津喜多方

東京町田

会津山都町

三研まり
大野ふう
笠間敬子
佛渕雀羅
浅賀丁那
欠崎藍

東京佃

愛想よすぎる僧の托鉢

東京町田

東京五反田

木田眞智子

佐々木勝子

愛知豊旧

会津山都町

おもわぬ方に貝の生まれて

つ斗エ

月あかりコピーつづけるＤＮＡ

仙台太白

北村多喜男

中村孝史
小岩秀子
川中裕子
蔦とく子
狩野康子
仙台青葉

名取

仙台青葉

百分の二秒で決まる鳴呼刹那
仙台太白

仙台宮城野

虹の根方に無人駅有り
患いしより冴える詩心

屋根裏も明窓浄机とや言わん

踏み分け道に楪の赤

着物の児ひとおりふたり神隠

ベガルタ仙台Ｊ１昇格

若水に月を掬うもめでたしと
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伊勢原

今村苗
本屋良子
速山博文
大津博山
山崎捷子

さいたま

獅川一泉

Ⅱ尚玲
小池舞

長崎

相模大野

一丁ラ

紅葉彩る谷を渡らん

東京三川

会津若松

Ｈ高英二

茸の毒は細く糸引き

小さきことから出来ることから

デイスカバリＩ地球はきれいに見えますか

東京梅が丘

逗子

ナゥ整形医メタボの腹をゆすり上げ
東京梅が丘

日蓮忌団扇太鼓を叩くたたく民

山河に隠す蜜を探らん
放下に操まれこきりこの竹
横浜
東京中野
大阪
いづみ市

臼杵勝児
近藤蕉肝
岡本星女
小池正博

しなやかに姉さ被りのひと踊り

習い伝える鶯の声

漏刻の刻み続けし五○○年

霞の杜に奉納の剣

絢燗と今年の花の咲き満てり

︵於・松山市民会飢︶

平成二十一年七月二十八日首
平成二十二年五月二十五日尾
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八東京・源心庵の会ｖ

歌仙﹃寒の鯉﹄
副島久美子

小池啓子

染行佳之子

副烏久美子

蝋梅香る苑の四阿
森明子

水底の色となりけり寒の鯉
アエイウエオアオ習ふ活舌

ボランティアガイドに応募するならん

啓

峯田政志

従兄親しく草泊りする

〃

明

ナォＵターン団扇作りの家業継ぐ

土橋が今は鉄筋の橋

菓子は芸術パティシエの技

ほろ酔ひの銀座に明かり点る頃

︑一１
丁こ
セーブルを纒ひオリエント急１

うなじに垂らす媚薬観面

閨の中加虐被虐のＤＮＡ

鳴きだしてゐる雀二三羽
坂の道婆を支へて休みをり

道祖神にも缶のジュースを

紺碧の空にくっきり昼の月

秋風を切り的射抜く弓

ナゥ下校の子ふうせんかづらに触れて行く

進歩めざまし知能ロボット

アーカイブス昭和の名画楽しみて

琴ねんごろに音合せする
咲き続く花は裾より実験林

之

啓

士心

明

ついと飛び立つ羽化の蝶々

︵於・東京青山ウィメンズプラザ︶

平成二十年一月三十日首尾

政口

之

士心

啓

士心

之
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月面を過ぎる機影の尾を引きて

ゥ新絹を姑行きつけのあの店で
気に入らぬのは蕎麦の食べ方
賞味期限切れても結婚あきらめず

心敬偲ぶ寺の僧正

ちらりと見せし腿の刺青
温泉は秦野・鵺川・豊島園

日焼比べで貰ふ景品

天牛を掴めば月に向かひ突く
選挙戦全米地図を塗り分けて
株は長期に据え置くがよし

肩組む同士仰ぐ初虹

花浴びて明け四歳馬かがやける

捌

志久之啓志之啓明啓明〃久之啓久明〃之

岡本眸捌

七西郁

眸

八松山・興聖寺連句会ｖ

歌仙﹃向日葵﹄

最高峰へ登山計画

向日葵に佇てば命の液りぬ

玄関飾る犬の置物

茶を滝れる心通へる友のゐて

アニメに夢中更ける長き夜

ナォ横たへる枢に春の蚊が止まり

蝶番取れ軋む裏木戸

政策は民の為だと囎いて

雀の涙ほどの年金

クリスチャン情く正しく欲も無く

煩悩押へきれぬ羅

花氷解けてゆくよな愛の宿
音も立てずに過る物の怪

読み進むスリラーものは今佳境
噛めば噛むほど味のある烏賊

望の月仰ぎて祈る子の未来

車窓に風の抜けてさやけし

ナゥ予後の身を紅葉かつ散る湯治場に

山の祠に供ふ饅頭

烏鳴くトーンそれぞれ意味ありげ

占ひ通り快晴となり

うた

花屑の寄り添ひ川を︑返り行く

夢は果てなく惜春の詩

︵於・川嶋邸︶

平成二十三年八月十二Ⅲ首
平成二十三年九月十三日尾
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万象は月の雫に濡れるかに

一言多きことが災ひ

ワ韓国の礼儀正しき墓参
破談かもコップの酒を浴せかけ

太っ腹なる彼にぞっこん
古希迎ふ病知らずの柔術家

何より恐き原発の事故

ザワザワと竹薮揺らす北颪
猫の毛を硫く数え日の月

エキストラしていとも長閑けき

夢二の絵贋作だって櫛はない
掛けし小袖は祖母のお好み
きらめける川を真中に花の町

川 大 紀 岡
11ル月伊本

眸郁七眸〃西郁七眸七〃西眸郁重女子

執

筆西郁眸七郁西七眸郁西七西眸郁七〃西

八繋川・ころも連句会ｖ

板倉へロ

Ⅲ瀬芙美

百韻﹃旅はるか﹂
矢崎藍

旅はるか白桃熟す里に入る
雲のすきまに浮かぶ昼月
矢崎誰皿

キッチンの鉄瓶鳴れば爽やかに

くるくる動く掃除ロボット

稲垣渥子
長坂節子
獅川桃里
伊藤良重
近膿とみ子

石川葵
草笛奏
樹旧八穂
小野芳梅

焼跡に荘と佇みおりしこと
塩梅のよき母のおむすび

栗毛の仔馬小首かしげる

逆上がり見上げる空に花ふわり

アールグレイのブレンドのお茶

一一ォ虻の飛ぶコクリコ坂を駆けおりて

英国の皇子結婚されました

パソコン秘かに閉じる秘書官
目には目を世に報復のある限り

積乱雲のきょうもむくむく

ロッキングチェアの揺れる夏館

逢瀬ひととき仙人掌の花

﹁何人め﹂問えばくちづけ与えられ

侍てお預けに従順な犬

線量計の針がぴくりと

未来都市砂場に作る園児たち

月光に行くも戻るも道半ば

右肩下げて案山子お出まし

一一ゥ蛇穴に入るころ首相誰ならん

−148−

少年は貝の釦をはめ直し
きらめく海の見える図書館

粉砂糖まぶして脳も夏休み

幹にぞろりと卿の脱殻

鏡見て背筋を伸ばしまだ若い
時を惜しんでパックする妻

武藤美恵子

ゥ朗々と心経を読むバイト僧

新幹線窓ごしの恋届かずに

徳永あき子

喜怒哀楽を包むそよ風

妄想暴走ふぶく胸中

一升瓶から濁酒とくとく

天性の音痴でござる太郎冠者

目次なき手書きの句集冬の月

儘即

谷本守枝

曼茶縦かかる古寺の本堂

豆を選る仕草がいつか姑に似て

今口

繁原敏女

炉端にかわす故郷の酒
産士の神に大根お供えし

志功疎開と記す碑

捌

重恵節芙藍枝奏渥葵とあ穂芙と枝節桃重渥あと葵藍

ひとり遊びの好きな凧

送電線の垂れし鉄塔

生きていることの切なき日向ぼこ

目の鱗落としてくれる大夕立
還俗決意してのマニキュア

夢かうつつか青き蝶々

スペインの鎗惑は君の抱き心地

病むひと癒す月朧なる

舷窓にジャズピアノ漏る花明り

監視カメラは至るところに

ニゥ涼しさに各務支考の発句集

近況添えて小包を出す

ほと

ＬＰ盤スローバラード流すらん
ミューズの声の天にあふれる

学園の乙女の裸像清き陰

時代求めし学徒動員

ヒトが来て大地が燃えて森が消え

どこから話そう積もる話を

青蜜柑ころがる先の月明り

ドア叩いてるハロウィンの客

そぞろ寒ちいさな靴屋に小人棲み

自転車に乗る蟷螂の斧

花婿は眼鏡の似合う細マッチョ
ニ脚歩行のティラノザウルス

ナォ断崖のもと奔流の大黄河
マッサージ師の誰る挨拶

あこがれのシティーマラソン完走し

くしゃみ可愛い年下のひと

振袖に惚れ直してる初詣

猫の写真ももって宇宙へ
３１１津波の町にある墓標

側頭葉のしんと鎮まる

フェルメールコンパス使う地理学者
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三ォ一袋の小女子千の目のありて

引越稼業継ぐ若社長

地下街にブランドショップ競いおり

安全神話ついに崩壊

Ａ版の茶封筒もつ酔っぱらい

葱雑炊を囲む食卓

原発はこの世の中にいりません
ぬいぬいと写楽も出たり酉の市
見覚えのある背なか見つけて
ぽろぽろ落とすポテトチップス

八十路にて女難というもいとをかし

鵜飼の舟の舳先揃えて

草蛍ねんねんころりと月渡る

巾
川

慶

恵節と女奏女渥〃恵合重と恵枝慶節枝節子女芳渥葵

明

深
漱

渥葵芳葵重あ芳重子渥桃芳重奏芙あ〃奏枝奏葵芙慶

何でも包む木綿風呂敷
山里は今も雨戸の十三夜
焼き柿とやらそろそろと食べ

検索し鹿の角伐り見に行かん

定年すぎて電話鳴らない
ナゥていねいにごま塩髭を整えて

鯉呼吸する水槽の中

︵於・豊田市﹁つどいの丘﹂︶

平成二十三年八月二十四日首
平成二十三年八月二十五日尾
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クローンナンバー川の憂篭
転生を繰返したらまた逢える
開店の準備しているレストラン
春の匂いのするミルフィーユ

花よ降れ言霊遊びはてもなく
風船を手に駆けてゆく子ら

桃藍恵節渥奏重芙藍と合枝女

八名古屋・栄連句サロンｖ

歌仙﹃雪の伊吹﹄
間瀬芙美

巾村防湖
間瀬芙美

手を振れば雪の伊吹の応えけり

寒鯉の影湖は鈍色
山内多美子

この月に宅配便は疾走し

芙

田中絢子
矢崎藍

ジグソーパズル足りぬ一片
案山子の笑う声が聞こえる

防

絢

多

多

塁染めの衣もいつか色槌せて
一服のお茶に余暇を愉しむ

芙

嘩垂

〃

橋あまた渡って京の花灯り
ぞろぞろ増える仔猫孫猫

金振り込めと電話オレから

ナォ春炬燵いつも老妻座る席

高層の街柿然と洞

カテーテルＭＲＩもＣＴも

こんな女にだれがしたのさ

北枕という名の河豚の横たわり

アルハンブラの城はひっそり

カスタネット打ちカルメンは火と燃えて

夢乗せて大空をゆく宇宙船

足元にある青い満月

威嚇しているひよどりのこえ

束の間の兵士の眠り薄原

ナゥ鴨居から見下ろしている父の髭

コンビニ土産にドーナツの箱

気まぐれにジョギングコース変えてみる

軽き音たて割れる薄氷

窓開け放つひらと蝶々

待ち受けのブログ動画は落花罪々

平成二十三年一月十一日首

︵於・桜花学園大学本部︵名古屋︶︶

平成二十三年二月八日尾
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読み出したベストセラーは謎めいて

ゥ濁り酒むかしの話はさておいて

藍

多

母も娘も恋はそれぞれ

豪華客船ぽ−とひと鳴き
列島の景気回復いつのこと
新聞記事を斜め読みする

絢

つけ朧ぱさり瞬く甘い罠

ねぐらに帰る編幅の群

坊

ギザギザの月は屋上ビアホール

″

捌

執

筆芙坊多芙藍芙藍イカ〃約イ方藍多藍芙防絢

井門可奈女
捌

千可
奈
奈千奈千奈千奈千奈〃千奈千奈千奈艸女

八松山・佐久良連句会ｖ

歌仙琴化錘蓬

喜寿の歓びヴィデオレターなり

ナォロベリアの垣根の主は老いにけり

兄弟別かれ一人なる我

もがりぶえ

深夜便うつら／︑と聞き流す
今日は打ち留め名店の菓子

山里の宿に沁み入る虎落笛
うすらい

薄氷割りつ学校へ行き

つか

日暮ても部活に勵む頼もしさ
疲れた彼にそっとよりそう
熱きキスもとめ合つつ時過す

川の流れのさざ波の音

酔ざまし窓も明ければ蒼き耳

村芝居見る背丸き老母

ナゥ粟飯の香り立つ路地通りすぎ

松山行の列車出発

盲目の世界一なるピアニスト

新閣僚に二人の女傑

花万朶一面包む小さき町

色とりか１の春日傘舞う

平成二十二年四月十三日首

︵於・生活文化センター︶

平成二十二年六月八日尾
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白象を牽く稚児列や花祭
黄砂流れて霞むビル街
行春を堀割続く夕べにて
能舞台謡に合わせ覗く月
〃１ン
秋冷の中葡ワ萄
酒に集ふ

水割五杯放歌訪言

ゥ樽柿を四斗樽数個作りおき
あの彼いずこたえかねる胸

ひとめ惚れあの娘見たさに遠廻り

ひと

思ひ出はセピア色なり老ひの日々

富士詣でする長き行列

朝な夕なのジョギングの男女
ぶらノ︑と枝にうつ蝉月を受け

三匹の小犬にひかれ朝散歩

あちこちにある円空佛

流鏑馬走る風光る道

濃淡に染めてあふれる花古木

山井
野門

千奈千奈千奈〃千奈千奈千奈千奈千奈千

ハさいたま・さノ︑ら草連句宴会ｖ

澁谷盛興

小林しげと

澁谷盛興
城戸崎丹花

横山わこ
小野シズ
Ⅲ中安芸
篠原達子
松澤龍一

ゥ今年酒ありと吊した杉林
誕生餅を嬰に背負わせて

木之下みなみ

大久保風子

伊藤哲子
青山満子
Ｈ杵勝児

萩谷準一

土屋実郎

あのお方いつになったら来てくれる

恋の病いの下駄の鬼太郎

小糠雨境港の隠れ宿

古きメロディーむせび流れて

盛興

今村十田

予備校の名物教師觜自慢

酉の市では熊手買わされ

生田目常義

河野貴勝
沢田洋々
松本杏花

越場由美子

籠界にチップをはずむ雪月夜

檸掛けして走る候補者
風遊ぶ老舗の窓の細格子

われと遊ぶか雀降り立つ
花誘う秩父の札所めぐる旅

斑雪山のこる足跡
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付回し世吉﹃イカロスの夢﹄

イカロスの夢拡げたる四砲かな

上り下りの径の薫風

画仙紙に座右の銘を大害して

公民館に集う人ぴと
久々の郷土料理に舌鼓

長き廊下を糠で拭きあげ
月明の裾野を越えて夜行バス

駅に売られる籠の蟠蝉

捌

掌の飯粒を口でなめとり

ナォ種馬の毛並み光れる牧の朝

準一

風子
達子

みなみ

祁川忠勝

着こなしはゆるやかにして崩れなく

サル山のボスの交代すんなりと
どんなことにも持たぬこだわり

ナゥ秋収いつしか政治談義にて
ここは隠し湯なるに露天湯

仕上げには轆轤一蹴り刷毛の跡

跡継ぎパリで修行中とか

二の矢はいらぬ春興の的

散り初むる花にゆうべの息づかい

篝火ゆれて白魚の網

シズ

安芸

コ千Ｊ↑しし
ｒ十ノずん︐

ソプラノの声立てて泣く黙阿弥忌

廓の文はなくてかな文字

汗滴らせゴルフ三昧

解いては乳房のわきの黒子より

︵文音︶

橘朱鷺子
川名将義
仁村俊子

貴勝

浅淵小葦
加藤亀女
澁谷道
小林静司
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満子
哲子

'
二
1
日

後から効いた親の説教

尾首

炎昼に途切れめもなく救急車

松原折口

澁児

警策をいただき座禅組み直す

本屋良子

しげと

弾痕に目を落とすやや寒

背紋を見せて鯉の回遊
内濠の月静かなり大手門

平成二十二年六月
平成二十二年六Ⅱ

十十
七六

八別府・さつき会ｖ

﹃穂薄﹄

穂薄のはらりと開く朝かな

南雲玉江
坪根キミエ

近藤真以
中森順和
川野信江
南雲玉江

キ

真
信

溝野智寿子

雨にぽつんと庭の自転車

水色のダウンコートの翻り
暖炉の香り撫の燃えたつ

お隣りのイケメンなんとイクメンで

順

智

キ

玉

国宝展を知らすポスター

なでしこの祝勝会の盛りあがり

玉

信

順

首堯

捌
知日

咲き満てる奥千本の花に酔ひ

串にさされし鰺の塩焼き

松並木影の遠くに月涼し

出航まじか豪華客船

荘厳な大聖堂に膝まづく

欲ばりすぎる恋多き日々

ゥ放映の枇界遺産の釘付けに

塾の帰りを急ぐ近道

望の月名曲聴きつ眺めゐて

簾名残りのかかる窓々

仙

青空高く揚雲雀鳴く

ナォ折り紙の幼き子らと風車
手作りおやつ皿に大盛り

村上三枝

佐々木洋

洋

玉

信

稲川スミ子

禿降子

雪降りやまず白の世界へ

この辺り龍の眠る噂あり

智

赤きバイクの郵便屋さん

道祖神畦の傍ら傾きて

ラストダンスの影の重なり

信

隆

ーーー

ス

案内の片言ガイド八頭身

株価値下がり血の気引く

大慌て心臓発作ＡＥＤ

十六夜に祈りささげてまわす酒
あつといふ間に終わる稲刈り

隆

智

信

洋

玉

竹馬の友と語り明かして

ナゥ古里の豊後の富士も山粧ふ
清き流れをせきとむるダム
横笛を持ちたる少年すれ違ふ

春風にのせ夢を届ける

花筏朝の光を集めをり

平成二十三年八月二十二Ｈ首

︵於・大分市菊屋本店︶

平成二十三年十月十八日尾
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歌

ハ鎌倉・里の会ｖ

菅谷有里
内川光子

歌仙﹃雪の峰﹄
雲の峰高き槌音地震跡に
若つばくろの揃ふ電線
田仲眞喜子

菅谷有里

冷奴網のレンゲも添えられて

久末久子
小山富美子

菅井てい
山本孔子
松本朝子
里

孔

崎山恵子
林恵津子
斉藤零子
美

朝

ナォ茶柱の立ったときめき受験生

箱型ＴＶ替わる薄型

愛の巣をひっそり持った裏二階
マニキュア指でこれる陶土チ

宝くじ当るを夢にへそくって

自販ビールの並ぶ円卓

玉の汗ナデシコジャパン栄誉賞

祭り卿子に少年の笛

マネー展姉を待つ駅行違い

縞の背広はパリー仕込みで

党首選またもののけのちらついて

椀．新そば幾つ重ねる

ナゥ月の宮宗祇ゆかりの噴井汲み

筑波は遠くつづく櫓田

ロケ進む悲史の石碑古戦場

白杖の君肩に蝶々

花堤越えて伸びゆくスカイッリー

師恩は深し清明の天ン

津

︵於・鎌倉学習センター︶

平成二十三年八月一日首
平成二十三年九月十日尾

一塁巨

い
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淡墨匂ふ掛軸の仮名

道間ふも一会の縁月あかり
こけしみやげに紅萩の宿
ワさわやかにかつて疎開の山里は

寺の住職今は村長

突然に嫁来る噂ひろまって

毎朝万歩顔はつやつや

うぬぼれて鏡のシワに老を知り

寒月早番予防マスクで

省エネで炬燵代りにネコ五匹
駆けだし記者の走る特ダネ
健康の為の値上げかタバコ税
甘味はここで丁度よろしく

金の斧出そうな水面花の舞
日永の遊びメルヘンの間

捌

孔い黍喜里津美久津里い孔喜朝恵光久季

八柏・情の会ｖ

歌仙﹃夜鳫鳴く﹂

電子辞書開きて文字を確めて

下鉢清子捌

ナォ雛祭官女顔した嬰を抱き

節電生活絆深まり

あさき夢見つこの世渡りぬ
解説者皮肉たっぷり時事語る

小学唱歌響くオルガン

外面如畜薩心守銭奴

ポルカ・ドットのすててこを穿く

乙女子は熱き血潮を持て余し

實育の誘ひ誘はれ岩魚釣

ド鉢清子
三宅桂
飯塚國光

﹁二十四の瞳﹂の島へ定期船

赤城嶺の紺の大空夜勝鳴く

東郁子

久保田庸子

マスクメロンを切り分くる人

勿体ないと包装紙溜め

庸

清

来し方憶ひめくるアルバム

清

免許取り立て孫の運転

田螺眩く故郷の沼

花守の手塩にかけし瀧桜

︵於・柏市増尾ふるさと会館︶

平成二十三年七月十Ⅲ首尾
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水平線今宵の月の出で初めし
ゥどびろくを飲まんとくぐる縄暖簾
ちょっかいかけて後はそのまま

国芳は戯れ絵に江戸を画き遣す

柏踊りの輪の中に入る

マンションに自治会開く月さやか

七転び八起きの果の玉の輿

雅

光

光

桂

小犬の散歩わづか十分

郁

武井雅子

ウィンブルドン伊達の活躍めざましく

桂

そろそろ葭戸蔵ふ頃なり

友と漫遊応援を兼ね

神を迎へる里の同胞

ナゥ旅の宿舌に滑らか新豆腐

寒月下かんころかんと下駄の音

玩具箱あけると面子ガラス玉

雅

庸

はらから

限定味噌パンすぐに売り切れ

郁

花吹雪無人の駅に惜しみなく

少年野球のうららかな原

雅清郁庸光雅桂庸郁光清桂雅郁光庸桂清

いのちなが

八柏・情の会なでしこｖ

祝吟米字﹃一壽﹄
松島アンズ

万年筆の永字八法

豆飯炊けばみんな喜ぶ

島島の間を縫うて舟行けり

日のおだやかに山頂の椅子

小画廊貝母の花の清らかに
新入社員スーシまぶしく
卿りはわが背を叩く応援歌

友の米の賀斎ふ初春

金山征以子

占村ゑみこ

松島アンズ

関︑玉枝

吉藤とり子

久保川庸子

武艸雅子
飯塚國光
悔川利子

束郁子

下鉢清子

お待ちしてますと一言職かれ

上Ｈ淳子

いのちなが

京都の夜の忍び逢ひなる

秋山志世子

のき

山口佐喜子

山川美代子

林静堂

小野川征彦

何につけても乾杯の国

マラソンランナー皇居外周
自転車で笑顔ふりまき選挙戦

川波に乗りてひろがる花筏
仔猫が遊ぶ里ののどらか

杖秋生

小林しげと

及崎利代
内藤廣

山︑冨美子

内田麻子

中川あかり

二才春帽子ちょっと斜めに旅に出る
クロワッサンとカフェオレの朝

千蕊喬子

女系三代婿が美男で

大好きと窓の鵬鵡の繰り返し

納得できぬ介護認定

人竹多可志

現枇は不倫の恋が隠し味

北風避けて歩く東京

鈴木千恵子

小林子雀
大関靖博
坂本孝子

ロンドンで買った時計をお宝に

グラス全てに酒ゆきわたる

雪吊の縄一本も弛みなく

万妖祭に愛の告白

胸に入む端峨の影のやさしくて

矢崎藍

副島久美子

淵洲芋俵
川又和子

加膿慶二

一一ゥキスすれば篭の檸檬のころころと

栫照子

土地の旦那は骨董が趣味

師と肩組んで紐ふ﹁高徳﹂
筑波嶺の里に埴輪の歴史あり

夕立止んで淀ぶ半月

昼寝覚まだ龍宮にゐるごとし
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表あらたまの満月仰ぎ壽

雲割りて月恥づかしぐ顔見せて

丹野義子

山川喜美枝

ふらりと揺るる鱈の蓑虫

初ゥ走り茶の色と香りを楽しみて

黄葉の銀杏並木に画架を据ゑ

捌

草原駈ける幼らの声

巣穴出てミーアキャットの勢揃ひ

紋白蝶のとまる鱒

つ〃くぱい

大海かほる

寵妃とはなりてサロンにときめける

レースに包む豊かなる胸

莞行く幌深き馬車

島崎妙子
小俣たか子
吉藤とり子

三界へ脳の回路の混沌と
掬ってみたき池の春月

絵手紙に添へる大きな有難う

言あげのさらさらなくて花古木

倉本路子
脱川千町

上谷日日害心

橘文子

祢川利子
浅野黍穂

松島アンズ

門杵淋児

鈴木美奈子

久保川庸子

飛花落花仏足石の花模様
みなしご

吃り発する凧のいきほひ

佐占英子
伊雌哲子
島崎妙子
淵洲芋俵

樹々の突く史実秘めたる上り坂

海のかなたに浮かぶ白船
宇宙での科学実験お土産に

一刀流で扱く門弟

名ォ北総の大地母神よ強東風よ

遍路の鈴の連れ立ちてゆく

庭の雀をこぼす朝風

ニォけふからは孤児一茶子の親に

俺流の体操をする海の前
政界退くは表向きだけ

加藤巽了くら

佛渕催悟
浅償丁那
荒川有史
関Ⅱ玉枝
壱岐幸子

川又利子
川藤耕子
伊藤貴子

箏の六段紅葉まつりに

一一一ゥ御前の階にゐる拝み太郎
はしふ

頬を寄せ合ふ城吐公園

大海かほる

服川のり子

賂駝の背にて写真撮影

林静堂

翁忌の月に時彦明雅の座

税の上る商人の家

姿良く皿鉢料理を盛り付けて

小俣たか子

巾野沢弘子

釜場うどん葱と油揚

広川芙美

寒ざらへする謡﹁百萬﹂

講話の隙に時烏また

名ゥこの頃はどんなことにも感激し

金川征以子

丹野義子

大仰な見出し躍れる週刊誌

蛍狩相性占ひ大当り

木暮淑子
小坂博子
占慨寛哉
古賀幹子
二村文人
伊滕祐子
杉山壽子

巻頭言に未来展望

小町娘の帰宅待ちかね

槙秋生

たたなはる遠き山脈濃く淡く

斑尾のスキーレヅスンアルバイト

宮本武蔵沈思黙考

篠脈達子

小野Ⅲ征彦

岡惚れは草食系のきざな奴
電車の窓に映るナルシス
十三夜日毎に替はる習ひ事

色紙乞はれてさらり戯歌

五十嵐讓介

名人は端歩を突いて意表突く
小流れをおはぐろ蜻蛉ひらひらと
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封﹂シ︶

山口佐喜子

下鉢清子

栫照子

宿坊の名のある柄杓地酒酌み

故郷の夢見る水温む頃
吉村ゑみこ

ゆるやかに刻着こなして根尾の花

遊行の靴に野面うららか

秤

一什二粋一一叩十菫即甑︵文音︶
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ハ杉並・四宮会ｖ

永島靖

﹃家捨つる﹄

家捨つるこころをわれも西行忌
式田恭

鈴木了

歌仙

春風の尾を追うてひねもす

鈴木了斎

岩陰に若鮎跳ぬる音のして

大蕊ひそと土間の片隅
稿了る月天心にあそぶ頃

留学生の鞄ひややか

ワ蓑虫の母よ母よと鳴くもあれ

男運ごと継いだ鏡台

あすは発つ傭兵の背にすがりつき

沙漠の星はわが祈る星

避暑村にさらさらさらとそそぐ月

ハンモックから落つるむく犬
晩年はかなしゴッホもゴーギャンも

渡った人は帰らない橋

万国博なぜかすいてる日曜日
皿をはみ出すステーキを焼く

花待の寝ねられぬまま独り酒

かぐろき水に牡丹雪消ゆ

東京人に負けぬ酒落者

ナォ新幹線延びくる里の山笑ふ

一株だけの株主になる

蒐めたる昭和の切手宝とし

樹氷林より鴉飛び立ち

パソコンは二十四時間接続巾

いくつもの女の嘘を打つ霞
燃やせばただの灰の恋文

油の彦むアンチョビの瓶

基督は娼婦マリアを容れたまふ

回る踊の輪はゆっくりと

月光に墨絵のごとき島あまた

地平線へと走らせる馬

ナゥ秋場所は幕内になる同級生

箒と叩き押入にあり

ゆふぐれの籠に眠らす赤ん坊

粗壁に沿うて花片まるぴ落つ
流せし雛のゆくへ知らずも

平成十七年三月二十九日首

︵於・四谷ルノアール︶

平成十七年四月十二日尾
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捌

斎恭靖恭斎靖恭斎靖恭斎靖恭斎靖子斎子

執

筆斎恭靖斎恭斎靖恭靖斎恭靖斎恭靖斎恭

八松山・子規脚連句教室ｖ

﹃砂丘の涯﹄

ナォ世渡りは阿呆を粧う放哉忌

公園将棋優勝は誰

戒能多喜捌

エコカーのハイブリットが超人気

海亀の産卵場所を整備して
浜昼顔をケータイで撮る

一躍四国脚光を浴び

後れ馳せながらと主ジかしこまり

白石かが里

桂

定

︵於・松山市立子規記念博物館︶

平成二十二年一月二十三Ｈ首尾

書きあぐねたる修士論文
街騒を鎮めて花の咲き揃ひ
鱸焼く火の加減よろしく

ナゥ秋深く古刹の床の湿りがち
応挙の絵とてどこか謎めく
わらんべの野辺に戯る四温晴

遥か遠くに見ゆる小牡鹿

船上にふたり寄り添ひ愛づる月

定年を迎へて妻はうきうきと
きゅと鳴らして結ぶお太鼓

外食ばかり続く昨今

成能多喜

中野かずえ

膿川節子
武制紀美
荻山玲幸
細田桂子
大沢定子
︷疋

桂

々夕

か

か

あばら家の窓より望む月寒く
許されるミス許されぬミス

玲

焚火を囲む猪狩りの衆

抱き古したる市松人形

鴉鳴きゐる里は麗らか

″

玲

裁判貝制度ちっともわからへん

押し通す自縄自縛のマニフェスト

保守が野党に替わる世の中

湯上がりの濡れ髪の香のいとほしく

振り向いて見る懐かしき声

ウコンチキチ祇園聯に駆け出す児

会館の柿落としを盛大に
切子のグラス掲げ乾杯

地産地消を市長提唱

新豆腐作る過程を楽しみて

銀漢や砂丘の涯の日本海
月の出潮をネット検索

仙

飛花落花とどまる花にある風情
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歌

玲多里玲多節か玲里か節多か里玲定節多

ハ岐阜・獅子門ｖ

百韻﹃獅守鄙鎮端織姻詩雁鍬机式俳譜﹂

湧き継げる流れ尊し豊の秋
伊藤百雲
大野鵲士
大畑健治
清水青瓢
瀬尾千草
八木紫暁
今津大天
商水利子

姿正して粧へるⅡ

丹頂鵺を探す中空

楓爽と長きマントを翻し

床の磨かれ響く靴音

横文字の大部なる耆の並びゐて

心眼の的を射抜かむ月明に
いよいよ決まる城の復元

ゥ門口に獅子舞の来て賑はへり

銀座裏卯波てふ店小さくて

チェックのベスト犬とお揃ひ
枝垂れたる花房髪に触るるほど

海老名登水

古武章治
滴水玲子
尚木正弘
新町恵子
渡辺正昭

荷物の多き海外の旅

玻璃のグラスに透ける紫雲英酒
一ォ行く春の大津絵の鬼振り向きぬ

日比野安平

親の同意は要らぬ年にと

大野美穂
蕊浦琢翁

堀部比呂美

伊藤哲子
占田幸子

消水みよ子

佐︑正昭
馬淵智美

天を衝く十字架見つめ心決め

裏庭にともに選んだ果樹を植ゑ

朝な夕なに烏の訪れ

だんだんと時計の振り子ゆっくりに

天気予報は霜降るといふ
口切の茶壺を床に飾り終へ

足袋のこはぜの堅さ気になり
その筋の住める方には三味の音

残業のいつまで続く寝待月

上川謙一

可知喜代子

清水貴久彦

東京タワー夜霧流るる

ニューオーリンズ銃の暴発

柵林杏雨子

束の間の居場所さへ突き止められず

耐川美佐子

大山功

船橋義明
水野光哉

吸殻だけが君の痕跡

赤い林檎を丸蓄りする

宮本輝子
端元凉子
青木久美
神山初子
渡辺靖子
武藤清吾
野呂鎭子
薮下浩

牙を剥き罵言雑音を愛人へ

一ゥウイリアム・テルの戯曲をハロウィンに

旧井堅太郎

辻房子

辺りにひたと迫る夕闇

恋の微熱に心けだるく

夢二描く少女に似たる細き腰
スポーツカー次々換へる浮気性

渚の道に香る潮風

リュックの脇に結ぶかなぶん

堅笛を競ひ吹きつつ下校する
竹皮を脱ぎたる薮に月の射す

母の煮染の味のふっくら
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うだつ上がらぬ人の部下にて

塀の向かうへ逃げる黒猫
伊藤英司

小笠原加津

大澤秀生

ぶうぶうとラッパを鳴らすサポーター

ワールドカップ試合中継

一一一ゥ拘杷飯の薬膳料理看板に

五十川直靖

久世竹水

ただうっとりと見てる横顔

矢怖初美
福永常子
戸川華笙
加藤渓草

お転婆もいよいよ恋を知りたるか

所山花
波辺美里
志押慈朗
杉野ちゑ子

外つ国の話に弾む夢の数

岡本耕史
河合勝子
商松正水
後薩嶺子
石井隆司
井口ひろ
竹中定男

老妻のちょっと可愛い勘ねつぶり

紋白蝶のもつれつつ飛ぶ

花ふぶきクイーン手を振るオープンカー

姉に教はり千代紙を折る

ナォうらうらと野にあることの嬉しさに

鮎貝たけ子

早野さと子

道理無縁に押し通す無理

村岡美智江

交番に空き巣の入りて警迩中

手詰りの将棋を覗く冬の月

汽笛遠くに千烏近くに

尼僧住む小さき庵海に向く

庭箒逆さに立つる勝手口
ちり鍋吹きて匂ひ漂ふ

広江正明
伊藤正朗
中村京阿
松岡裕子

時の至ればぴょんとピノキオ

携帯電話ポケットに鳴る

天野磐穂
塚本賀恵

羅を着ても本心表はさず
忘れ形見の総理候補に

岡本満智子

西脇一聿月

松野弘子
沢木美子

難題は年金︑福祉︑少子化も

墨痕の著き梵字の記号めく
素足になじむ柾の桐下駄

石田一邑宙心

東西の塔競ふ薬師寺

冬の月くまなく照らす宿場町

時間通りに郵便の来る

水野由紀子

路上駐車の列に春塵

苦のあればこそ楽もまたあれ
レンタルのカラオケセット花莚

ルージュ引く小指の傷が気にかかり

僻地の暮らし三年が経つ

ォ新しき靴で駆け出す入園児
離婚の過去は秘すか秘さぬか
カーペット模様を変へて彼迎へ

入道雲の形さまざま

つちのこに似た生き物と新聞に

金魚玉吊り路地に住み馴れ

まざまざとあの日を思ふ原爆忌

本屋良子
中村栄造

河合はつ江

松尾一歩
宇野久恵
伊藤久之
内堀信男
横川宏
藤塚晶子
田辺桂月
村瀬仁子

静かに老ゆる樫の大木

霊神の在す御社百度石

哲学書より亀鳴くを聞く

首人形月のおぼろに取り出して
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木枯しいつか雪と変はれる
千両のしだるる枝に実の赤く

歩幅広めに飛石を踏む

あるやうな月の裏側ないやうな

定めを知れる錆鮎の錆

ナゥ一切の映り澄みたる秋の水

大日如来薄目してをり

幼児のかごめかごめに黄昏るる

ＩＱ高き仮想現実

理科室にアンモナイトの化石置き

ゆっくり回る青き地球よ
この国に生まれて花に恵まれて

巣立ち寿ぎ着せむ羽衣

大島ちふみ

吉岡保
辻恵美子
桐林照古
杉山壽子
船渡文子
各務恵子
岩越昊代
水烏和美
小塩卓哉
土川修平
青木秀樹
執筆瀬尾千草

︵於・ホテルクランヴェール岐山︶

平成十八年十一月四日首尾
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八人加・獅子門友楽社ｖ

短歌行

遺吟脇起﹃人

々浄壜
矢橋初美

公羽

矢橋初美
巾怖みち
河合勝子
渡辺修

術田美佐子

早野さと子

煮つころがしの芋の美味さよ

人々をしぐれよ宿は寒くとも
ほつほつ咲ける庭の山茶花
登校児の声賑やかに響きゐて

芒ゆらして風の過ぎゆく

野村芳古

ストレス数値グラフ凸凹

清水みよ子

村岡美智江

高木初枝
山川治郎

芳古
勝子

ウォ嵐山十三詣に加はりて

医師会で発表すると髭を剃り

朝の乱れに鴫るは風鈴

英語でしゃべる電子辞書買ふ
あの娘にはあれこれ迷ひ抱き枕

美智江

国子

杉野ちゑ子

みち

高速道路千円とあり

古里の窓より仰ぐ月涼し

テレビアメダス晴れのマークで

ナゥ行列は下に下にと町を練る

伊藤百雲

執筆

滑り台花の大樹をひと回り
紙ふうせんに膨らます夢

︵於・中山道赤坂宿港会館︶

平成二十二年十一月八Ⅲ首尾
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ゥ僅々と背山を照らす望の月
ひそかなノック許されぬ恋

障子貼る母の手さばき思ひ出し

一柳国子

寺川淑子

さと子

宵本輝子

アメリカへ飛んで神父に結ばれる

海市見てゐる突堤の先

出店祝ひチンドン屋来る
雨晴れて衣桁に掛かる花衣

捌

ハ岐阜・獅子門蕊杖社ｖ

歌仙

ナォ行く春のピエロの頬に涙粒
舞曲奏づるヴィオロンの絃

友愛をいふ首相登場

貞

雄

生

佐

人橘龍字
宇野久恵

うるめ炎りて偲ぶ古里

新しき皮の袋に葡萄酒を

星空をニート眺むる年の暮れ

激つ瀬のやがて大河に飲み込まれ

初

遙

公羽

瀬尾千草捌

遺吟脇起﹃獅子門蕊杖社翁忌追善俳譜﹄

葛の葉の面見せけり今朝の霜

見渡す限りつづく平原

啓

昭

いつの日か月への切符子に買はむ

後藤キヌエ

君を奪ふと殺し文句を

瀬尾千草
竹内昭子
船渡文子
松尾博雄
端元凉子

破れジーンズゐのこづち付け

森川淳子

止まり木の女の胸の豊かにて

岡本満智子

ナゥ仙家にべんけい吊りて秋の炉火

昭

色あざやかな東て蝶の翅

忘れた頃に猪おどし鳴る
ゥ晋山の僧の衣に秋惜しむ

青木久美

どんと晴れにて終るお噺

蛾の上にかかれる月円か

棒高跳びの助走伸びやか

少年のシャッターチャンス窺ひて

バックパックの外つ国の人

河合はつ江

嶺

ノルウェーの森くちずさむ物憂げに

遙

白寿の人の穏し悌

一早

文

︵於・岐阜鋳物会館︶

平成二十一年十一月二十日首尾

花盈つる大樹に花神宿りけり

執飛満智子

好物はざらめのついたカステーラ

うら若き軽自動車の弁当屋

電光板の流す広告

畦道巡るのどかなる昼

揃川美佐子

わたしと夫の夢は別々

砂時計逆さに置かれ時こぼす

伊藤弥生
後藤嶺子
成瀬貞子
蒼井遙
田中啓子
神山初子
本膝良子

削氷溶けて生ぬるき水
月光に影忙しなき蚊食烏

迷ひ犬もしやと探す花の宵

江

ジョギングシューズおっと蹟く

赤きふうせん手より離るる
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ハ静岡・静岡県連句協会ｖ

﹃十脚の賑わい﹄

久保田静男捌
中根明美
石渡蒼水
飯川紫苑
宮沢次男

おやこの絆生まる鼓虫

池の面に映るビル街

公園の樹々に名札の付けられて

ナォ渡し船船頭の節のどらかに

男はつらい土手の寅さん

アンフォルメル・アブストラクト点と線

魑魅魍魎が銭を欲しがる

バザールで買った王妃の涙壺

匂う柔肌要らぬ香水
羅の帯を鏡の前で結い

ロマンチストも時にアニマル

定まらぬ政治混沌どこにゆく

南無阿弥陀仏お百度参り

望の月文台に朱墨藍墨と

遊ぴ疲れて膝に爆睡

田中てつ

久保川静男

宅配解けば秋の漬物

コンビニヘ家計を託す老夫婦

背戸の刈田に藁を焼く烟
日

静かな厨浅鯏潮吹く

ナゥポケットに溢れる夢とどんぐりと
苑

ひらがなの七日遅れの花だより

美

箱根越え隣の席に粋なひと

男

美

ワ褒められて始めた切り絵稲雀
捨てぽっくりに暮れる路地裏
落としてみせるわたしカルメン
目はふたつ一つは君を見詰める目

水

︵於・三島市北上公民館︶

平成二十三年六月二十五日首
平成二十三年七月二十三日尾

都踊りを誘う雪洞
て

男

苑

苑

かばってくれと喘息の犬
うからやからで逃げる震災

邑の逸品届く草餅

日

地球儀を回る勢い放射能

丁か半かと振ったさいころ
凍月も呼んでやりたい屋体酒

渡辺日出子

途切れなき高速道に月淡く

風青し椅子十脚の賑わいに

仙

花の舞う母校は急な坂の上
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歌

〆一、

文

ユエ

、一〆

曰

静水男て日苑て美日水て男静苑〃美男苑

紺 紺 久 姥 じ
野 野 我 行 ま

い
ぬ

八冨川・樹氷連句会ｖ

﹃香水﹄
いぬじま正一

遠火事と見定めてより月仰ぐ

城山の天守高々花の雲

針納めには陀羅尼謝しつつ

今日もまた昨日の暮らし味噌の汁

晴れて音なく放射線降る

新名所スカイッリーはおらが町

狸の親子閼歩する庭

さよならを酒の力で切り出して
風呂場の棚にイヤリング載せ

落ち合ふところ産土の杜

ワ村芝居見得にやんやの仮設小屋

特産こけし店にずらりと
薄野にひと筆描きの昼の月
肌触り良き新絹のシャッ

連休は世界遺産を訪れて

卯の花抜けて小走りの君

香水に喜寿の男気さわぎけり

仙

投句箱置くうらら四阿

ナォ体育は野遊びとする若教師
ちらと過ぎしは座敷童子か

あの頃は歩きながらも本を読み

野宿の浜に語り明かして

通院は一病息災保つため

素足に風をまとふひととき

良夜の辻に塞の神様

醍醐味はビールに豆腐だだちや豆
レシピに加へ妻のアイディア
いつからか夢見る部屋も別々に

身辺の整理やうやく菊薫る

運動会に転ぴ泣く孫

ナゥ肩たたき少し強めに叩かせて

通信途絶え濁流の村

地デジ化は世間概ねスムーズに

雄蝶雌蝶の永久の盃

真つ当に生き金と縁なく
嫁入りの舟に寄り添ふ花筏

秤唖一汁三斡唖胆一什皿印鑑︵文音︶
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捌

妙修正愛笙妙修正愛笙妙修正治子吉一

歌

愛

笙妙修正

修笙愛妙修正愛笙妙修正愛笙妙修正愛笙

八束攻

湘南吟社ｖ

歌仙﹃湘南吟社縁起﹄

小林静司
土屋実郎
山Ⅱ良子
池田紅魚

小林静司

小林しげと

平成はや二十三年風薫る

白寿を祝い集う一族

蛙海停雲子

大山蓮華床に端然

竹美しき山をかりがね

ナォベクレルは嗅茶だけでは知れぬもの

名探偵の推理あざやか

﹁浮雲﹂のふわりふんわり身の軽さ

横山わこ
鈴木善春
尚水桜子

速藤尹希子

春Ⅱ久子

赤川玖實子

落合博一

かぶりついたる岩魚塩焼

言文一致四迷さきがけ
龍神の池は浅間の伏流水

蚊遣火の煙なつかし古き茶屋

津波あと観光客のまばらにて

澁谷八千代

没沼小葦
佐朧喜仙

筋肉質の車夫の二の腕

ソーラーパネル行儀よるしき

司

廠峪龍哉
松川臺明
紀本直幸
鈴木すず
鈴木万里
松村野慧

玉杯の緑酒にやどる月の光ゲ

間近に見ゆる東風の江ノ島

池Ⅲ笑子

黄鶴楼に虫の声聴く

俳譜中興先師あたたか

いつまでも若い気でいるクラス会

あれこれそれで会話成り立つ

ナゥ足湯して眺むる山は粧える

花に聞く湘南吟社縁起とや

平成二十三年十月十八口首尾︵文音︶
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野まわりをして旬のもの献立に
即興のヴィオラを月に弾くは誰

近藤蕉肝
和田忠勝

ゥ国籍の不詳松茸香りなし
ジャズ聞きながら灘の吟醸

利川ひろ子

秋山よう子

今村十田

キャスターのスーツの中はグラマラス

若いツバメをオフは侍らせ
いつの間に嫉妬地獄にもがきいて

白井暎子
高島幸子
大津博山

笑う門には福来たるとか

和久井八重

月冴えて小学生の夢宇宙
ドラエモンとて大き雪像

原崎弥生
藤淵和ヱ
坂田武彦

完成が間近に迫るスカイッリー

関八州へ電波くまなく

花万朶戦後の苦難忘れまじ

憲法記念日守れ安寧

捌

八群脇・上毛連句会ｖ

歌仙﹃山眠る﹄
阿部しづ江

ナォ伝説のデータラボッチの田打歌

曠繰りはたき旅は海外

盛況は農産物の直売所
政治献金政党の危機

登校の子等の鳴かせる霜柱

鍋焼うどん鰄さ控えめ

目を細めアクション起す指の先
受胎告知はダヴィンチの絵に

阿部しづ江

加藤陽子

ブランド品アウトレットのバーゲンで

山眠る寝息の如く噴く浅間

自転車馳せる凧の道
笠原圭亜中︲

しづ江

しづ江

陽子

〆︑ブ言Ｌ

夕ケ
窓月
タケ
稜志

１ＬをザＬ

壺中
陽子

窓月
タケ
陽子
窓月
壺中

しづ江

夕ケ

辻占いに頼るこの頃

︵於・館林市文化会館︶

平成二十一年十二月十三日首尾

水車の回る惜春の里

燦々と花の吹雪も神の思惟

袋の中に玩具いっぱい

名湯にうまい酒あり機嫌良く

流木集め木工細工

ナゥボロまとい畦に横たう捨かがし

壺中

川部井窓月

一櫻千金宝くじ買う

鈴木タケ
伊藤稜志

しづ江

陽子
タケ
陽子
窓月
壺中
稜志
陽子
壺中
陽子
夕ケ
稜志

街の灯に誘われ昇る望の月
編隊組んで渡るかりがね

ＩＴの企業研修参加して

木犀香る庭の片隅

部屋中を覗き見してる居待月
ワハローウイン思い思いの被り物
ワインの酔いにスマートな嘘
合鍵で出入り気ままな夫の留守
ジャズを原語で口ずさみつつ

普天間で右か左か立ち往生
松井選手はひたすらに待つ

月涼し寄せては返す白き波
著莪におぼれて笑まう野仏
フラダンス痴呆症など他人事

燃える燃えない塵の分別
馬のたわむる長閑なる牧

初花を仰ぎて越える切り通し
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捌

八四日市・洲楽連句会ｖ

歌仙﹃師の筆あと﹂

春陰に笑む壁の小面

白梅や師の筆あとの美しき
元気よく凧揚げの児ら駈けゆきて

西田青沙捌

西田主目

岡本耕

水谷今早
伊藤イ十

何故か朝から機嫌よき友

ナォニの丸の庭に句碑建つ若みどり

沙

市川雄二

松平菩提子

秋

史

相槌を打てば話のきりもなく
開演告げるブザー鳴りだす

左棲とる恋はかりそめ

史

秋

沙

子

野暮天と思はれながら艶福家

子

着膨れの襟からのばす細かい頸
昨日河豚ちり今日はすつぼん
はんなりと石塀小路の店明かり

猿に注意と立て札にあり

秋

史

子

秋

″

売りものは田毎の月に露天風呂

新酒できたと杉玉を釣る

ナゥ萩刈って径あらはれし客設け

上り枢は太い樺の木

さいづち頭尼は振り立て

御詠歌をうたひ舟こぐ善女たち

味噌田楽の焦げて香ぱし

光より闇あえかなる花篝

平成二十一年三月十三日首

︵於・四日市市文化会館︶

平成二十一年四月十日尾
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珈琲を注ぐ愛用のマグ

雁の塒へ帰るひとつら

コロシアム湧く歓声に月昇り

片想ひして短足に泣く

ウジーンズの裾に連鎖の草風
才媛のビオラ奏でる忍び音に

見越しの松の古き枝ぶり
拭きこみし旭新地の橘子窓
お預け徳利ちびりちびりと
月出でて風の涼しき土手帰る

甚平似合ふ髭の先生

轆轤師をオンコ師と呼ぶ萬古町

祠の鳥居痩せて傾き

南国の海に沿ひゆく花の旅
人見知りせぬ仔猫戯れつく

沙秋沙央〃秋史沙史央沙央沙史秋央沙史

ハ松本・信州大学連句会ｖ

歌仙﹃実石榴や﹄

月眼閉づれぱ浮かぶ半月

斡根原幾子

折井眞琴
樋上照男
柳澤和子

二村文人
小林貴子

二村文人

道の駅土産抱へる人の群
蒲の穂を摘む湧水の縁

実石榴や百竹亭に雨を聞く

ゥ胸高に締めたる帯に扇差し

貴

有賀ふく江

琴

和

幾

和

和綴の本に記す来し方

ナォ山仰ぎ仰ぎ耕す姥ひとり

貴婦人の抱く金色の猫

地下鉄の路線図網の目の如く

揮れて抜くに抜けぬ手枕

撫でられて眠りに落つる森の中

肥後焼酎を岬る止まり木

十匹のめだかいつしか一匹に

ラジオつけ地震速報確かめる

川渡りョ−来
る古寺の鐘
ドチンキ

心の隙間銀杏散り込む

月月の客沃度丁幾の字を云々

サンドイッチの残るテーブル

ナゥ襟立てて学生街に秋惜む

往き交ふ魔女の箒薙刀

青き空ドクターヘリの出動す

都大路を望む永き日

花先生も先輩も居る花の下

︵於・松本市・池上百竹亭︶

平成二十三年九月二十一日首尾
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一志貴美子

チケット二枚買ってしまひぬ

独裁政治いつか崩壊

雁の列後に鴉の付きをりて
沖はるかまで海のまつ白

彼曰く不倫の恋は華やかに
雛伸ばしテープペタペタ貼りつける

美

江

冷たき床を踏んで同へ
月冬月を旧帝国の都へ来
硬貨ばかりの財布重たく

江

男

花花見酒朝より筵敷いて待つ

和

堂いつぱいにコーランの声
碓鳩は屋根より広場好むらし

頬赤き子にやさし春風

捌

沖 堤

裕 保

美人江子人徳男琴〃和幾琴江美貴人美幾

ハ鈴鹿・鈴峰連句会ｖ

﹃百舌鳴くや﹄

ケータイ電話持たぬ主義なり

ナォ席替えの子らの口論ねぎ坊︑王

イチローはイチロー記録ならずとも

沖のョツトは高く帆を張り

倫

平川喜久
滝川史子

大泉美千代

橘本倫子
山中悦子
北川英昭

ナゥ棉の実の爆ぜて公民館広場
﹁金﹂買ひますと大き貼紙

紅葉明りの道ふもとまで

仲麻呂を偲び見放ける山の月

白無垢にやや膨らみし身を包み

思ひきり遠くへとばす紙礫

衆議判

ゥ帰省子を上座に据えてまづ乾杯

昭

悦

学問の楽しさを知る定年後

おやすみタイム金魚うとうと

賞めてやらねば人は育たぬ
言ひ逃ればかりしてゐる心天

土産はいつも雷おこし

代

百舌鳴くや鈴鹿連峰晴れわたる

就活へ彼女の助言とり入れて

久

誰も読めない床の掛軸

大観覧車動くともなし

代

倫

島あげて挨拶運動よき笑顔

寒月に照らされてゐる地震のあと

久

悦

″

史

存分に寝て戻る活力

柚子湯をたてて招く被災者
円高に知恵出しつくす町工場

産土のお獅子出揃ふ花の舞

倫

︵於・白子コミュニティセンター︶

平成二十三年九月二十五日首
平成二十三年十月二十五日尾

春の帽子を選ぶ店先

のどを鳴らして猫の寄りくる
なみなみと地酒みたして花の宴

貫録ともに七人の母

手なぐさみとは言えぬ出来栄え

ワルツにのって踊りあかそう

風炉名残一絃琴に興ずらむ

倖せな夢はネパール・ハネムーン

野良より帰る夕月の道

仙

縄張り宣言頬白のこえ

−174−

歌

久史代悦史代〃英悦倫史代久倫英久英悦

ちゅ

筆容慈道竹茂子子恵竹慈道

八束京・成城連句会ｖ

ナォ胡砂来る天立堂へと石畳

伴天連の味カステラを喰ぶ
逢ひに行く娘の靴音の軽々と

﹁君の名﹂に似て擦れ違ふ仲

停年を待ちに待つたる離縁状

筆始には夢の一文字

初芝居果てし街並み月淋し

自稲泥鱸の総理大臣

水底に波の縞見ゆ美らの海

戦場の跡雨の激しさ

香姓きて薫りそめたる花の袖

IIlIlIIl

短歌行﹃夏富士や﹄

荒井華心

叶山茂樹
臼杵瀞児

和

竹

出自正しき猫の仔を抱く

坂 割 原

臼杵勝児

大荷物背に歩む強力

夏富士や紫紺の衣をまとひつつ
抱き上げし赤子に觜の顔寄せて

茂

艮Ⅲ竹風
大森道生
佐烏和人

文庫本にて三国志読む

茂
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に
壁の写真は故く郷
の風景

ゥ夕月をかざす校舎の時計塔

家苞にする秋の七草
とじ

新走り見目麗しき女杜氏

先を箏ひ遡る若鮎

慈

道

花万朶おくのほそ道咲きつぎて

平成二十三年八月一日首

︵於・成城クラブ︶

平成二十三年八月三十一日尾

典容安

執

恋の手管もなかなかのもの
人生の賭けに破れてひとり旅

ご ク ザ ザ

洲

八松山清流連句会ｖ

歌仙亘
一族の仲睦まじく年迎ふ
玻璃戸に映ゆる蓬莱の影

山吹の垣底く刈り込み

戒能多喜
捌

戒能々夕壹口

石丸静月

ｎ石かが里

永井政子
雌原十重
石丸信子

十

多

赤い毛糸の帽子お似合い

政

十

里

月

多

政

里

政

月

信

顔も知らずにメール付きあい

月を頭上に配る朝刊

鉄砲町に懸巣来て鳴く

神牛の像を撫でやる秋の宮

家業継ぐその気にさせる親の背な

介護施設の若きヘルパー
時の日の記念の時計正確に
過疎となりたる天草の島

お相手は三つ下よと披露され

ゥ住職は異国好みの変わり者

紙雛のひっそり並ぶ月の宵
心にしみるオカリナの曲

ちゆんちゆんと親子雀が呼び合うて

L＝＝

ちらちらと絵付けの窓に六つの花

ナォ手をつなぎ堀端めぐる老夫婦

パンダの人気やはり抜群

朝はパン昼はら−めん夜はパスタ

この携帯は家族専用

旅先でちょっと豪華な水着買ひ

重なりつつも湧ける峰雲
天山の古戦城趾で彼を待ち

好きと言はれて五十年過ぐ

肩組んで校歌を歌う同期会

酔ひたる魔女がそっと畷く

立待ちの明るき月に父母のこと

夢路へ誘ふ穂薄の揺れ

ナゥあき店舗新蕎麦打ちの道場に

救助求める外国の地震

内ゲバの菅政権が危ぶまれ
盟の中のメダカ緋メダカ

花吹雪花嫁祝す人力車

丈を鴬ぐ湯町のどけし

︵於・松山市・清流庵︶

平成二十三年二月二十二日首尾
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族

信政月多十政多月十多政月十信十月多信

ハ仙台・せんだい座ｖ

春の雨
歌伽﹃﹄
不精さやかきおこされし春の雨

庭の山吹ほろほると散る
騎馬武者のうしろ姿のかげろひて

観客目当てのおにぎりを売る

萱場双魚尾捌

呆けてしまへぱいいことづくめ

ナォあいうえお春のぬかるみべそかいて

道頓堀にネオン煙き

三枝作文枝が語る新落語

一褒められと雪下ろす兄

力強き今朝のくさめのおほきかな

研究一途まだ恋知らず

オール甲優等生の末娘

古米広げる縁側の莫産

お見合ひと知らずゾウムシ愛語る

ハイドンの一楽章を聰く良夜
ヴィオロンかかへ寺町の秋

ばっさりと切る髪短めに

ナゥ木犀の香に誘はれて遠まはり

晩酌はぬるめの地酒ほろ酔ひて
いつもいつもの夜汽車の響き

廃校に残されしまま花盛り
時は流れる春のあけぼの

平成二十三年五月二十三日首

︵於・エルパーク仙台・文音︶

平成二十三年九月六日尾
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星屑をつき従へて望の月

ああ面白や虫の合唱

ゥ秋 の 風 な ゐ 震 る 日 々 の 身 で 生 き る

いのちふたつの漆黒の闇
忍び逢ひ形見の写真色槌せて

その時私十三七つ

若いのにまかせませうと大家いひ

長屋総出でさあ満渡ひ

遠山の端から暮れて月涼し
道のかたはらさくらんぼ摘む

天童で将棋の駒もお土産に
吹けば飛ぶよな占ひ稼業

新品のくつ遠足の列

あの雲はいつか見た雲花の降る

双 秋 阿 南 芥 双 無 阿 秋 芥 南 無 双 翁
魚 鈍 房 魚 房 鈍 街
尾 桜 房 三 子 尾 風 房 桜 子 三 風 尾

南芥双無秋阿南芥双無阿秋芥南無

三子尾風桜房三子尾風房桜子三風

魚 鈍 魚 房 鈍

八東爪・草門会ｖ

百韻﹃僕は未来へ﹄

涼しきシャシに雲波の柄

梅雨明けの大玻璃に鮫迫るかな

川野蓼艸

川野蓼艸
村松定史
間岡粗濫
篠原詠美
坂根慶子
小池舞

大橋俊彦

パスネット京王小田急都営地下

ヴォリュームあげてシューベルト聴く

慶子

とこ
俊彦

四シ谷龍

銀行に刺客の来たる花の昼

ロールシャッハの蝶が飛び出す

俊彦
定史

ニォすらすらと描いて見せぬ染卵

風船売が宙に浮きたり

コンコンと今日も枢を作る音

龍

詠美

舞

足首のくぴれ具合が自慢なの

慶子

ふく
荊ほ旬
で入る迷彩の闇

ポップアップで出るエロサイト

禽舎獣舎を抜けて酒房へ

春眠子

粗濫

″

舞

君ならば機内持込できるかも

行き交ふ人の皆無表情

掻くべからざる葦麻疹出でにけり

粗濫
定史

ククルククー賢者の如く鳩語る

薬箱には風神のゐる

名月を大盃で呑みほして

舞

和子

″

二ゥ笑茸食べられるのと子に間かれ

慶子

かね

矩勾配を登る蟷螂

アルバトロスに託す絵手紙

詠美

舞

胸元のラピスラズリがそそのかす

愛の涙は拭はぬがよい

デカメロンそれは大きいメロンです
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ででむしの名付親をば引き受けて
書き込みひとつ祖父のテキスト
セロ弾きは午後の紅茶を楽しむか

穴澤し﹂こ

越川和子

手作りパンはいつも歪だ
月明り湖底の村の浮き上る

昇給の日は酸漿を買ひ

山地春眠子

金網越しに結ぶ指切

と

ゥ疾くと来よ踊櫓を組み立てに

和子
定史
慶子
和子
粗濫
詠美

春眠子

慶子

理屈屋にして黒子雀斑

香水と毒薬持って嫁ぎ行き
表札を勘亭流でオーダーし
連絡通路黄泉へつながる
ハードディスクに埋まる本能

遺伝子を組み替ヘノッペラボーとなる

どこからとなく雪の舞ひくる

冬の月海割るモーゼの背を見たり

捌

夏目漱石冑弱衰弱
ピアノを弾いた音も立てずに

信念を冷凍にして保存する

梅咲き続く道成寺まで

天井桟敷蜘蛛の巣の張る

ああげにも銭勘定の恋なりき

職業病の記憶喪失

味噌蔵の中でぶつぶつ独り言

方違へなりや月下のハイウェイ

篁に風叢に虫

浅葱の幕の落ちて肌寒

不条理の兎ころげる木の根っこ

パブロ・ピカソがぎろり目を剥き

花吹雪負ひ逆光を抜けて行く

レガッタ応援飛行船より

ナォやうやくに田鼠鶉と化する頃

すとんと眠る本も閉ぢずに

包丁と俎干して群集裡

真み定和定和春慶俊み定粗真実な蓼蕩
〃 玲 眠 舞 玲 繭 玲
史ち史子史子子子彦ち史濫史早ほ艸人

くちなは

運命は逆らふ者を曳いて行く

三ゥ眠の蛇のどと妻のゐて
父の乳吸へ暮は早いぞ

龍

慶子
俊彦
詠美
蓼艸

龍

定史

板戸絵は剥落の果て春の月
セメダインにて嘘をつくるふ

粗濫
詠美

春眠子

粗濫

潮干狩言ひにくいもの掘り出して

しづしづと花火の開く草の門
掴みに行かうあの虹の根を
にき

壊れミシンと狂ひコンパス

舞

慶子
俊彦
詠美
龍

けどろも

ロ中にチョコと愛とが溶け合ひて
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ォ﹃かげろふの日記遺文﹄あり虫干す
ほこら

尋ね来よ竜棲む祠尋ね来ょ
女神の衣ダリの手が剥ぐ
不埒な風が呼んでゐるから

逢ふために重い鎖を切ってゐる

土管に籠り哲学をする

高跳のバーは５センチ上げられて
とんす

遊行の声の地の底に満ち
姿にひしと包まれ家を出る

ポストが嫌と受け取らないの

龍

定史
和子

白亜紀の鬼を琉珀に封じ込め

血の汚れたる牡牛一頭

大寺の東司の修理間に合はず

龍

粗濫
俊彦
慶子

火事場に残るプラチナリング

漕ぎ出でてひとり占めする佐渡の月

陪審員に選ばれて泣き秋刀魚焼く
案山子よそこに立つてゐなさい

霧をまとひてテロリストたち

# ' ￨
工 葛 村 西 粉 I ］
1 1 藤 城 H 1 川 川 高

かぶしま

実験室の今は
がらんと
ごめ

蕪島に上がりて海猫に睨まるる

夏月めがけ宇宙葬せよ

背にぶらりぶらり質札燕尾服

叩きそこねて曲る古釘

ナゥ初暦私は今日は躁である
ざっくりと割る白菜の白
キャラメルの色した夢を見たと言ふ

ムーアの彫刻ごろり寝てゐる

ワイン蔵盗み飲みする修道士
あ

上り椎に佐保姫の現れ

百の訶に燦と万朶の花明り

雲雀は空へ僕は未来へ

なほ
蕩人
実早
慶子
舞

春眠子

粗濫
なほ
定史
慶子
俊彦
粗濫
真史

平成十六年七月十七円首

︵於・東京文化会館︶

平成十六年七月三十一日尾
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ハ寄居・畔啄会ｖ

歌仙﹃曼珠沙華﹄

柏原知子
飼下草笠
柏原和宏
八巻隆昭

石川光男

川の瀬音が足にからまる

市川美代子

幼な子の枢野面の曼珠沙華

読み聞かせ語りやさしき母の声

杉野辨一郎

季節違えず渡り来る烏

傾むいている書架の一冊

和

まないた
ナォ
俎板に包丁光る桜鯛

威儀を正して結納の使者

夢に夢追い睦み合う夜

ひと

二歩引いて半歩遅れし女が好き

運天賦ホールインワン小躍りし

やつかみ雑じる打上げの会

テレビの顔が闇とつながる

あぶ

炉に炎る老いし両手の節くれて

空港の長き通路に疲れ果て
ぼくり

土産なつかし赤福の餅

くさむら

露の重さにたわむま

権禰宜の木履の音を月照らす

木造舟で脱北の人

ナゥ鳶の舞う漁場の昼の鰯雲

気兼ねなく生家に手足伸ばす幸

自転車漕いで奥の細道

峡の畑に耕しの影

ヒワつ

現し世は一期一会と花散りぬ

平成二十三年八月三十一日首

︵於・よりい会館︶

平成二十三年九Ⅱ十五日尾
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満月のあまねく四方を照らすらん

ゥ冬薔薇を活けて入院拒みおり

石川光男
美

知

軒の氷柱を竿でへし折る
朝帰り見えすえた嘘亭主殿
伽羅の香りが指の先まで

光

赤坂信夫
知

弁

辛早

心の疵が瘤く旅空

美

草引き終えし庭の広々
本丸の跡より昇る月凉し

菩薩像泣けるが如く微笑める

かお

辻説法倦まず続けて総理の座

鳥獣戯画の動物の貌

町田節子
隆

山里の風か余震か花の揺れ

春のひと日を酔うて候

捌

光和弁節美和節弁知節草節和知美信草節

ハ館林・館林連句会ｖ

歌仙﹃牡丹落つる朝⑮

幟元気に泳ぐ青空

牡丹のはらりと落つる朝かな

笠原壺中

尚島千代子

山中佐津喜

笠原壺中
三艸静怡
蒋林規夫

本文よりも長き追伸

おふくろの手づくり味噌の届くらん

州沢弥生

箭内敏枝
篠田隅子

ナォ天帝に何告げやらん揚雲雀

アウトバーンはナチスの遺産

間に合いしランチタイムのレストラン

目をこすりつつ古文書を読む

渋団扇エコ対策で売れに売れ
肝冷やさんとお化け屋敷に

誘われる甘き罠とはつゆ知らず
スタンダールは恋の手ほどき

はからずもネットで見つけ稀瀕本

ニトロ錠剤肌身離さぬ
月今宵洛中屏風を飾る店

猪おどし鳴る庭の鱒踞

ナゥ紅葉狩唐織映える能舞台

ジャポネスクとて流行る浮世絵

定年後趣味の蕎麦打ち実益に

番茶注げば茶柱の立つ

大屋根を覆い尽くして花吹雪

歴史の街にかかる初虹

︵於・館林巾文化会館︶

平成二十三年五月二十二日首尾
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聞香のしぐさ雅に月の客
浅茅生踏みて築地辿りぬ
ゥ勇壮に鞍馬火祭邪気払う

弥

規

静

敏

隅

規

圭亜

千

ファジー・暖昧世渡りのコツ

あてにはできぬ電気供給
財源は国債出すか税値上げ

千

ラジオの流すラビアンローズ
乱れ髪あなただけよと身を任せ

厳頭に立ちし狼月に吠え
氷柱の下がる別荘の軒

静

地酒銘酒と酒蔵の技

戦国のロマン訪ねる一人旅

分校に残りし老樹花の舞
乗込鮒の水面飛び跳ね

捌

佐壺敏弥干静隅規佐千弥静壺規敏隅佐弥

八福艸・武生連句の会ｖ

﹃流灯会﹄
一村文人捌
山︑由紀子

き

斎藤越二
三木蓮糸
水上潤子
橋本枯野
犬谷自閑
石本志明
橘本成雪
中野ゆき
前田高宏

測Ⅲてる子

打服淳子
清水季扇
二村文人

連れは来ず第一幕の始まりぬ

結城紬の合わす襟もと

明

それぞれにそれぞれの宙花筵

道行く男みんな早足

縁側の板目に沿って猫の伸び

許婚者ピアスタトゥで現れる

胸熱くする君が言の葉

ゥ晩学の実りて受けし賞を掌に

厨には新蕎麦の香の広がりて
テニスラリーの音の軽やか
矢車草自転車の籠あふれさせ

人の足らぬは介護現場も

潤

夏座布団に独り囲む碁

大徳利でぐびり燗酒

〃

冬帽子見上げる杜に月の舟

ふるさとの山を背ナとし流灯会
子ら手をつなぎ月を待ちいる

仙

時を忘れてすごす野遊び

扇

て

一存

隣の家は昼もカラオケ

宏

ナォ蛤を浸けたる桶に小さき泡

微妙にずれて向かう狛犬

新入りのおまわりさんは元ホスト

宏

潤

扇

き

糸

一二三四五六七恋の行末

ガウディの大聖堂は天を突き

糸

塩飴ひとつ耐える炎熱

夕焼けて幼な子の影長く伸び

深呼吸する閨事の前

酒井泉

閑

人

野

き

明

向岫ひろ子

定期券彼の家まで買ってあり

月明り射して離れの石畳
南円堂にうずくまる鹿

宿の娘の誰りやさしき

ナゥ武者人形命の水を注ぐ菊師

今日はネクタイ締めないでおく

雨音と着信音に目を覚まし

唇楼浮かぶ海の穏やか

花の下心通える一刹那

平成二十三年八月二十日首

︵於・越前市生涯学習センター︶

平成二十三年十月二十二日尾
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歌

ハ伊勢長島・大智院連句会ｖ

脇起歌仙﹃秋の寺﹄

うき我をさぴしがらせよ秋の寺

川風たちて萩の零れる
月明に狸嚇子の賑はひて
平和な世界夢に描きし

岡本耕史捌
公羽

岡本耕史
小川中柑子

ナォ長閖やかに飛行船浮く地球博

動きさまざま人気ロボット
あるじ

主より先に出迎へ座敷犬

前略とのみとりあへず書く

裏町の鈴蘭灯に雪しまき
炬燵嫌ひを押し通す父

かにかくも昭和ひとけた古希を過ぎ

顔には出さず片思ひ秘め
さだめ
薄幸の壽貞の運命切なくて

ナゥ数珠玉に輪中の里の草さやぎ

澄む月に素謡ゆかし見越松
鮭を手土産恩師とぶらふ

赤楽茶碗渋き色艶
小原みどｈ／

福井栄一

西Ⅲ青沙

句碑を囲みて記念撮影
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上田忠秀
伊藤文夫

今も心にひびく一言

人気者なりしともどち便りなく

自然には人智及ばぬこと多く
忍者のごとく走るあめんぼ
ゥ掛香に尼来し方をふりかへり

耕

續粉と風にまかせて花は舞ひ

未知の国へと友好の船

柑
まな

文

中﹄

悶々と眠れぬ夜のひとり酒

舌焦したる朴葉焼みそ

アルプスの嶺々展け眼さきに

熊野古道の春を追ひゆく

秤雌什仕辱一垂朋一垂肥雷︵文音︶

栄
み

構想を練る映画シナリオ
悲しみの現場に仰ぐ冬の月

洗濯せよと臭の鳴く

耕

中﹂

聿目

聖者の道を辿る修行者

柑

軒先で傑刑にあふつなぎ服
晩学の炎かきたて花を見ん

秘めし大志を語る春宴

青み栄文忠柑耕青み栄文忠柑耕青み栄文

八石川・筑波津幡連句会ｖ

歌仙﹃白山を﹄
白山を遠くに拝し畦を塗る
ときおり響く唯の啼く声

吉本芳香

山本比佐子

吉本芳香
藤江紫虹
二羽智子
田川利公
谷本綾子
加納俊子
永多澄枝
村上町子

松茸飯を巧く炊き上げ

永久の月地球の揺れにもたじろがす

俊

多川史代

ナォ友人と摘草篭に盛りあげて

腕をふるいてホームパーティ

すっかり腰を据えし総裁

楽焼をたのしむ筆をとり揃え

隙間風鳴る小さき草庵

古写真しみじみと見る冬龍り

苦労覚悟で所帯持つなり

穏やかに親鶯さまは道を説き

子宝に恵まれ夫婦共白髪
自然に感謝おくる毎日

七十周年祝う秋澄む

なだらかな山並染めて上る月

ナゥやや寒むの亭に詩吟の朗朗と

宅急便で届く名水

悠々自適家督ゆずりて
衰えぬ老人力を誇りとし

せ−一睡此胆一汁副肥舘︵文音︶

苫舟浮かぶ潟のうららか

花に酔い花を詠みつつ花行脚

平成一
平成一
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マネキンが春の流行先取りて
パステルカラー増えるこの頃

ゥ大壺に秋草活けし峡の宿
朝の散歩で出合う釣り人

虹

芳

振り向いたやさし笑顔にひとめ惚れ

あれから五年かかあ天下に

神棚に挨まみれの宝くじ

甚平の膝占める黒猫

利

智

完全に地上デジタル移行さる

綾

選りどり見どり店じまい市
月今宵ほろりと酔いし生麦酒

なにが何やら文明開化

澄
町

ふるさとの学びの窓の花万朶

皆健やかに放つ風船

捌

比史俊綾利智比芳町澄俊綾史利智虹芳比

ハ筑波・筑波東京連句会ｖ

﹃風の門﹄

ナォ伝説の人にはなれず市井の身

女とみればすぐに粉かけ

満漢全席世界最高

式場で見事に丸い嫁の腹

納戸の奥にしまう洋服

お互いに意地を張り合う土用灸
赤田玖實子

住職が母を悼みて枕経

赤田玖實子捌

三棚康子
安楽明亭
澤田知子

不知火消ゆるあかときの沖

青月の清に照りたる城趾に

再会の酒時は過ぎゆく

獲物追いかけ猟犬ダッシュ

これからは眠れる資源ほりおこし

林茂夫

三月といえども寒き風の門
話のきりにお茶と和菓子を

鈴木壽子

ナゥおどけてるマリオネットにばったんこ

知

穴を出てくる蛇のときめき

陣取りの児が領土拡張
暗証の番号忘れ我は誰

ゥ秋の野路五重の塔の遠く在り

玖

彗志

康

康

同棲に食の好みもいつか似る
安心の果てするり逃げられ
気おくれを整えている深呼吸

茂

朝命和子

古宇

玖

臺可

茂
室毒

︵於・ハイライフプラザいたぱし︶

平成二十三年三月十Ｈ首
平成二十三年五月五日尾

春は果てなむ一炊の夢

花吹雪まといて夫婦輝きぬ

今も続ける掛け捨て保険

餅花のゆたかに揺れる百姓家

神のみぞ知る明日の吉凶

浮き世にはかかる憂きめもあるそうな

頂天眼を愛づる好きもの

鞘走る居合の剣士夏の月

紅緒の草履里の乙女子

玉兎の影を仰ぐ荒磯

笑う山噴煙かすか昇りいて
かなかなの声に誘われ灯をともす

貴き香を籠め沈丁の庭

仙

歌舞伎役者が年豆を撒く
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歌

鵜
飼

佐
知
亭和〃佐亭和康和茂壽子亭〃壽和茂玖康

八束京・中央連句会ｖ

二百回記念

七十二候﹃海内付回七十二候﹄

久良木圭忠

洲地冬樹
名古則子

磯直道

鈴木美奈子

今村苗

付けも案ぜず海鼠噛む客

句座そっと覗いていたり寒雀

忘れ湫紗の下がる店先

鈴木美奈子

浅野黍穂
束汕佳子
中尾青宵
小川廣男
村松定史
本歴良子
鈴木了斎
式Ⅲ恭子
永見徳代
松本杏花
篠服達子
宮下太郎

アンモナイトの逆さ渦巻
大酒のあとの夢にも酒樽が
根っこ下ろした深草の里
車から花に目を遣る忙しさ

旅芸人が連れる拙の子

二ォ独尊のふぐり小さき甘茶仏
ギプスのとれし昼の潮の香

カルチャーのゴルフレッスン申し込み

泗落の極みか継ぎはぎの服
はじめての固き乳房と膝小僧

横山わこ

大久保風子

小林しげと

澁谷盛與

伐沼小葦
川名将義
斉藤一燈
伊藤貴子

Ⅲ中安芸
大津博山
近雌蕉肝

赤川玖實子

死を覗く闇路にからむ蜘蛛の糸

秋山よう子

澪暑に妖し魔女の虜ぞ

パリ世紀末アールヌーボー

生川Ⅱ常義

澁谷八千代

伊藤則子

高烏幸子

早熟の天才詩人放浪す
求め続ける母の粕汁

長持の脇に黒ずむ蔵梯子
和琴の面は柾目床しく
日本の宇宙飛行士月祀る

宇咲冬男
吉川酔山
別所真紀

はるか彼方に眺む不知火

ニゥ世の中は何の糸瓜と酔いどれて

小長谷敦子

藤井弘美
池円笑子

くったら市の屋台ひやかし

青面も死人も太鼓秋の果

河童棲むらしここな深淵
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埋火をおこせばほっと灰立ちて

小学生の得意気な声

一輪車すいすいすいと競うらん

鰡上り来る街の裏川

月干々に砕けば木々は金の鈴

急がば回れ作戦のコツ

ワ鰊線に野猪の腹毛を見つけたり

恋の美醜の紙一重なる

好色本あちらこちらに丸印

保留となりし辞任要求

電話口かすかな息の音がして

心頭滅却炮烙の炎

議事堂の鳩は右往も左往もす
夏の月タイムスリップしておりぬ

捌

ごしゃがれてまんずは家さ出たのしや

悪友を連れ駅へ行く道

半玉にからかわれてる半平太
まつさらな雪積もるきぬぎぬ

有明に悴む指をからませて
マルクト広場よぎる聖霊
市人の声をかき消す塔の鐘

村の碇は丸く収める

引退の花道毫も悔いはなく

登坂かｈ／ん

藤沼和ヱ

柏元章

青山満子
二上貴夫
福永千晴
青木秀樹
渡部葉月
坂本孝子
櫻田野老
臼杵瀞児
服部秋扇
佛渕雀羅

何傅うとて時烏鳴く

駿馬ねぎらうシャンパンの音
ナォやくそくを肯うゆやけ雲の海
動画撮るパパと呼んだか愛子様

女好き男狂いもええやんか

速藤尹希子

前田明水
伊藤航

入り婿むかえ家業隆盛

風がそよると抜ける舟小屋

真珠とる暇に縮く創世記

山本ゆ︑っ

上田真而子

吉田安芸

浅賀丁那
伊藤哲子

冬のウィルス感染るパソコン

パイプの煙ふっと吐き出し

ご祈祷も膝に手炉では効き目なし

岡山朱藍
川野蓼艸

二番底見えてここぞと買いを入れ

豆腐の角で糠に釘打つ
陸封の魚の動かぬ十三夜

鹿のこえして山のふくよか
ナゥ釉薬の縮れ楽しむ風炉名残

和田ひろ子

高岡粗濫
和川忠勝

蛭海停雲子

小張昭一

小林静司
坂川武彦

辞すれば主婦の急ぐ近道
観覧車ゆっくり回る遊園地
童話の中の烏になり切る

来し方語るうから閑けし

土屋実郎
今村苗

古物のギター弾きつつうっとりと

俳譜の花は変化のうちにこそ
佐保姫とゆかん筑波への道

平成二十二年三月吉日首尾︵文音︶
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八東京・遅刻坂連句会ｖ

百韻﹃ほととぎす﹄
前田圭衛子

岩ばしる早瀬越えけりほととぎす
前田圭衛子
山内蝶々子

山中直子

今富千辺

いかづち遠き八つの連山
飛び石踏んで来たる人あり

緑陰にテーブルと椅子ととのへて

塙於玉
横川思案人

半田有杜
仲本お池
高井辛六

川の畔の風ののどらか

事故遅延東京メトロよけふもまた

耳をすませば春の足音

まみえたり花の在所に花の精

安芸

武井蛙女
大城里水

山中主水

有杜
安芸

家族総出で羊の毛刈る

風子

一一ォ畑返す土に青空鋤き込んで

このところ西ばかり向く信天翁

思案人

安芸
辛六

明りのもれる紅殻おん格
子
な

水晶に逆しまにある処女なり
まぶしきものを面影といふ

一塁ロー

蝶々子

堪忍どつせ声も凍りて

君に告ぐ青女となりて消えるなよ

螺々子

主水
有杜
お池
辛六
透舟
風子
千辺
於玉

姫御前のほてる御足に雪袴
沖をめざして船出する刻

島に一つの内科小児科

ジオラマの町走る自転車

思案人

主水

合歓の紅葉は音もたてずに
ニゥいづくより高く低くに鉦叩

くさぱ
戦い場
の月荒蓼と兵鎮め

パゴダに映ゆるとんぼうの群れ

茜さす眼下に見ゆる日本海溝

張り紙にクロネコ五匹あげますと

切れぎれに口笛を吹き風を連れ
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焼き締めの家伝の壺を飾るらん

学びの庭に桐一葉落つ

望の月匠の里の大太鼓
ゥ笹だちし野分の音に身もすくみ

小林一昌一

色さえざえと茄子の秋色
井戸の釣瓶と共に沈むも
手品師がハートを切って種あかし

田中安芸
青柳祥風
新田透舟

稲葉和平

二十五時まで巴里のビストロ

随筆は万年筆で書くものぞ
竜も眠るか池のさざなみ
樹氷いま雨上りこそ輝きぬ

於玉
有杜
和平

大久保風子

ブログの日記暦還りて

丸い眼鏡の奥は玄冬
寒々と円空仏の肌に月

捌

芝居がかったハングルニュース

女丈夫と言はれし人のＦカップ

螺々子

直子
主水
於玉
お池
有杜
安芸

山女ひらりと月は煙めき

三ゥ霜枯れの野の草踏みつ余呉の湖
酒にからめるうるかちょっぴり

ＣＴスキャンに恋の虫棲み

ふるさとのふところ涼し杣の谷

安芸
有杜
お池
主水
千辺

怨むまじ信太狐に三日の月

初の神鍍は凶なるも良し
来レ朋まずは勧める大福茶

上り舟下りの舟に寒晒し

空いちまいを借りて雪降る

国盗りの若武者駆ける男振り
朧毛ふるはせ赫きくちびる

捕虫灯バンといっては蛾を落す
婆を相手にしゃべるロボット
螺々子

一塁ロー

千辺
辛六

父母偲ぶ木瓜の枝ぶり

思案人

田螺鳴くなり亀も鳴くなり

ふたたびを約す宴の花篝

思案人

一皇宮一

安芸

思案人

和平
安芸
風子
有杜
お池

流れ着くもの語る春愁

ナォ初虹は太平洋を宿にせむ

ドイツ帰りの仕込むララバイ

螺々子

バラ科さくらに染まる里山

和平
主水
蛙女

全方位地球システム監視して
比良八荒のやがておさまる
花を待つ言の葉まろし国孔り

薬振り売る弥生尽くころ

一一一ォ岬までいつぽんの道匿気楼

数珠掛鳩の赤き脚見ゆ

鼻欠けの五百羅漢のひっそりと

横川童子

安芸
風子
安芸
蛙女
主水

白玉の白の哀しさ食みがたし

等高線の数をかぞへる

美肌にも良きコラーゲンなり

風の騒すれちがひしはそのかみの

ヰタ・セクスアリスしばし目を閉づ

砂糖・塩・愛隠し味手料理を

安芸

五線紙にペンを走らすミュージシャン

逢魔が刻は蟻地獄なり

若葉と競ふつややかな髪
蝉時雨君の背中の遠きこと

箪笥の奥に抱き人形も

風子
お池
和平
有杜

見渡せばあとのまつりのあともなく

有杜

思案人

虫干しのとりどりの恋契りきて

富士見坂頑固親父も早鬼籍

蝶々子

千辺
みのむしゆらりリズムとりたる

一塁目一

鐘きこゆ研究室の裏に月
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笛吹村に残るほうたる

遙かな川の曲りゆるやか
殻を打つ三連水車廻るごと

お池
一塁ロー

思案人

主水
有杜
祥風

ジョギングシューズ銀杏を踏み

紅葉かつ散る乾坤の詩

良夜には萩をこぼして新走り
ナゥ施設より帰る道なき果ての秋

祥風

老舗の扁額名人の筆

千辺
安芸
祥風
執筆

思案人

一塁百一

隠国の社の跡に石ならび

飯蛸の足美保の松原

ありがとうはいと元気に朗らかに

東に西に春飛魚の海

天空の千尋に余る花万朶

︵於・八ヶ岳燦土里庵︶

平成二十一年八月七日首
平成二十一年八月八日尾
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八京都・千代の会ｖ

奥村冨久女

歌仙﹃千代の座や﹄
奥村富久女

千代の座や鴨川踊かかる中
風の交はりつづく涼しさ
商岡裕子

古里はいつしか他郷さながらに

上川真而子

北原春屏
品部三酔
長尾信子
出来千惠
一目国

一口田

而

ナォ竜天へまつはる雲雀伴って

有象無象はわが道をゆく

ガウディを語りて熱き漢なる

石には石の魂がある

三千年海底生活住み倦きた

真珠の首環解けてとび散る

タップ踏む動き激しく憂ひ秘め

玻璃戸の外に降り積もる雪
櫛の歯に捉へて細き木の葉髪

茶飲み友達繁く通へる

逢ふたぴに想ひを深め十三夜

あはや悲秋となるを得恋

ナゥ水澄んで寄りつ離れつ魚の群

流れ塞き止め野菜浮かべる
住み渡り昔の伝へ聞くことも
嶬穴を出で明日の待たるる

花の雲文化大国夢見つつ

連れ立ちゆかむ陽炎の中

︵於・京新山︶

平成二十三年五月七日首
平成二十三年六月四日尾
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木造駅舎消えて久しき

月出でて海に出来たる金の道
權の調べのさはやかに過ぐ
ゥ友も老い瓢ゆらして会ひにくる

うれしかなしも露の世のこと

たてまつる愛染明王念持仏
たつき
けふも生計の夕化粧して
手料理に惚れ薬入れほくそ笑む

千

而

酔

ゐもりの死骸なぶる黒猫
夏の月占ひの池照らしつつ

信
千

鎮まり給へ原子炉の災

昏迷の国の行末如何ならむ

而

一目田

屏

ロイヤルキスでテレビ釘付け

初花に御座舟屋根を葺き急ぐ
卒寿の賀とて円居あたたか

捌

信富而裕千屏冨屏千屏信裕富酔屏千而屏

ハ赤穂・つばさ連句会ｖ

八尾暁吉女

八尾暁吉女

Ｗスワンスワン﹃おつちら﹄

三折﹄

壱面

北斎の富士へおつちら登らんか

飯淵三千古

誰でもが夢ふくらます秘密基地

箒の魔女の空を飛ぶ森

参面

笛の音に風さわさわと吹き抜けて

行者宿とて昼も小暗く

句帳ひろげて数句したため

酒なくも﹁伏流水﹂があればよい

燗漫の花の下なる能舞台

橋掛かりへと蝶の消えゆき

桂

七兵衛

暁吉女

三千古

硯水
妙子
依子
恭子

七兵術

桂

‑193‑

研をかえす老鶯の声

﹃二折﹄

壱面

三千古

怒る火を鎮めて﹃女神﹄ひと休み

柳眉の愁いことに妖艶

妙子
硯水

暁吉女

相聞の歌たからかに狙いあげ

エンゼルフィッシュ泳ぐ宝石
月丸くレースカーテン開け放ち

ちょっと怪訶な張り込みの刑事

子子

新装のペンションしゃれた窓ありて

矢崎硯水
矢崎妙子
宇野恭子

タペストリーは母の手作り

月中天熱気溢るる立稽古

城依子

岡部七兵衛

松茸飯の差し入れを受け
弐面

重箱の底にずしりと五十両

齋藤桂
三千古

善人の顔悪人の顔

傑僧の深き慈愛のある眼

暁吉女
弐面

憂国というも笑顔の選挙戦

龍馬気取りで渡る海峡

和太鼓はなにより勝るセラピスト

依恭

語り継がれる初恋のこと
鬼をはらえば現われる月

妙子
硯水
依子
恭子

桂

気の添わぬ夫婦も今は戦友に
﹃雪嶺﹄を仰ぎシャッターチャンス待ち

チュウインガムは残り一枚

捌

いと厳かに踊りだす猿
七兵衛

硯水

三千古

この玉響は次のたまゆら

﹃河口湖﹄四季それぞれを写しいて

硯水

七兵衛

三千古

恭子

七兵衛

暁吉女

桂

裏表してゆれる葛の葉

良夜とて烏鷺の争い続けつつ

妙子
依子
恭子

アンティークショップを閉じてＵターン

体耕田に俄か百姓
参面

預金通帳残りすぐなく

文音︶

水割りにほどよく酔うて呆けしらず

西行忌とて野点楽しみ

威厳持ち﹃霊山﹄今も誉え立ち

雀八羽の遊ぶ麗日

幾重にも花散りやまぬ緋毛蔑

平成二十二年六月十日首

︵於・ＦＡＸ・インターネット

平成二十二年七月十五Ｈ尾

★連衆の富士のイメージを各面に詠み込み﹃﹂で表示

形式Ｗスワンスワンは矢崎硯水考案︒詳細は河童連句会の挽川
参照︒四月二花二烏で雑句が多く自在さがメリット︒
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ハ伊勢・つらつら吟社ｖ

ナォ逃げ水を追ひかけてゆく高速路

ＢＧＭに流る︵ラード

新緑の野山渡れる風を受く

思ふたまゆら涙溢れつ
末曽有の東北激震大津波
夢と希望と胸に刻みて

ままごとの中の幸せ現実に

奥野純一

木造校舎包む蝉声

歌仙﹃この秋は﹄

榊原由美

外食に迷った末のうどん店

岨野直子捌

鹿威し鳴る庭の丹精
巾北ひろみ

この秋は何ゆゑはやき日の薄れ

西山嘉代子

ふみ

到来の林檎のかをりたちこめて

月昇るヒッチハイクの若者ら

ジャケットの衿赤い羽根付け
山口圭子

岡Ⅲ美代子

夏座敷には珍しき友

美

晩稲の実る里の静けさ
はらから
ナゥ同胞と産土神に参詣し
鴨並び揺る池を廻りぬ

頬ゆるめ一人酌みをり雪見酒

ノートパソコン小型軽量
満開の花にも触れて入社式

胡蝶舞ふ空夢の広がる

秤雄一辻一一癖十歩朋十価叩壗︵文音︶
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久々の手紙若やいでをり
湖にボートたゆたふ月の宵
ワ茶柱の立ちし湯呑をのぞきこみ

代

西山嘉代子

み

炎のやうな言葉を持ちて

読者モデルのオーディション受け
すぐひたる残り香そっとかくしおく

−暴

み

圭

純

驍が見ゆる玄関の靴

厭はずに鄙の長路をたどる女
春を待ちつつ服えらび居て

天平の菩薩ほほえむ寒月夜

美

代

傾斜均等伝票の文字

格好よく世渡りをする部下多し

純

圭

遠目には今は盛りの花の寺
潮干の海に子らは声挙ぐ

岨
野

直

純圭美代子み美嘉代圭代純美圭代嘉み美

ハ福岡・天神連句会ｖ

膝送り

紫 黍 光 紫 黍 光 紫 黍 光 紫 黍
遊 洋
洋暁穂遊風洋暁穂遊風洋暁穂風暁穂

歌仙﹁珈琲と﹄
珈琲とサンドイッチと都市の梅雨

緋鯉の泳ぐ庭の大池

習ひたて練習曲をよく吹いて
ボールを抱いて蹴球を観る

実り田の波神渡ります

ナォッーイッイ鵲鵠渭き河原を

ご利益は唐津高島宝鍍

クラシックカー勢揃ひする
もめた後土俵の力士頑張りて
をんなしたたか広報に生き

悩みも多し才色兼備

売れっこの︑王夫も多忙の日を送り

カンカン帽がステッキを突き

やってくる蚊蜻蛉に似たプロペラ機

友は月休み休みの山登り
撤退といふはやき決断

しばし鎮まる夜神楽のあと

ナゥ湿原に鶴の一声響きたり

モノクロのローマの歴史辿りつつ
ギリシャかぶれもときに危ふく

川の中では鮒の巣離れ

花やさしお地蔵様に散りかかる

︵於・福岡・行動医学研究所︶

平成二十二年六月二十日首
平成二十二年七月十八日尾
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歩き初め児の見上げたる窓の月

一輪挿しの檀実となり
ゥ火祭りの涙の火の粉焦がす肌

水際立ちてあこがれの君

手鏡で口紅直し自動車へ
折りて賜ぴますハナイカダ持ち

御室焼棚うらうらと花やかに

子猫を膝に里の童謡

忠敬作る図面壮大

旅立ちへ一本松が道しるべ

酒どころとて古き街並

汀ゆく歩幅きっちり足跡の

ぐっすり眠る後の薮入り

涼月光はねて静もれる

本 福 河 八 浅
肌 武 端 木 野

光 黍 光 黍 光 黍 光 黍 光 黍 光

風洋穂洋風洋穂風洋穂風洋穂風洋穂遊風

八名古屋・桃雅会ｖ

百韻﹃尾張万歳﹄
初折
二の折

三の折

青島ゆみを

大口元通
松尾博雄
古賀寛哉

長谷川芳子

青島ゆみを

大ｎ元通
杉山壽子
細川研三
武村利子
古賀幹子
くのあや
宮川尚子

名残折

初ォにぎやかに尾張万歳めでたけれ

お戸口で舞ふ元旦の福

新しきネクタイの柄気にいりて

猫がそばへる紙の切れ端
空き箱にたまるばかりの瓶のふた

小さきむすぴ茸佃煮

街の角にも聞こゆ爽籟

こんなにも月を浴びたい草に寝ん

初ゥ拝み太郎ＡＴＭに仁王立ち

体重計に片足で乗る

中森美保子

足立徳子
川中初子
島川裕子

おしゃべりは前頭葉の活性化
マスコットキャラ携帯につけ

松尾博雄
古侭寛哉

老嬢もときめいているダルピッシュ

若いをのこを両にはくらせ
客寄せはおまけできまる駄菓子店

幹

西山情子
宮川代子

似ても焼いても食へぬ出目金

えたいのしれぬ誘ひことわる

裕

小沖鉦小三

月明かり群れつ不安な肝試し

卒業アルバム本棚の中

骨董は編されてこそ勉強と

保

末季

雄

輪唱おこる野遊びの丘

ニォ公園によちよち歩く稚児うらら

清

花の下画布はみ出さん花ばかり

ベンチに残る春のスカーフ

胱

徳

を

鉦秘

闇取引に太る行商

季

発掘の兵馬桶坑ビデオにと

まんまと嵌まる甘い畷き

御利益をたんと欲しいと千社札

保

や

地図に挿んだエーデルワイス

裕

沢登るふたりの汗を信じつつ

楽団のウインナワルッはなやかに

芳

哉

米寿へ繧々と貯めるへそくり

森に懐かし過去の遊び場
額入りの表彰状は居間の壁

初

臺毒

尚

幹

南京豆の皮の効用

十五夜の月愛でる会開かれて

露霜踏んで親子寄りそふ

ニゥ猪首にて新絹の服似合はない
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絶え間なくハングライダー空滑る

岬に鳶の描く曲線

妄想の女神が増えるお年頃

八百八町われ恋に燃え

不倫して家も会社も全て無く

師走の風を正面にうけ

果てしなき嵯峨の古道に東てる月

同胞と酒酌めど尽きぬや
さっきからむずむずしてる鼻の奥

息子の呉れた新豆腐さげ
月見とて銘酒選びに迷ふ夫
遠慮深げに止まる哀れ蚊

一一一ゥ行く秋に古い日記を読み返す

檸檬求めた寺町の店

連行の被疑者見やれば美少年

ならぬ恋だと時鳥鳴く

血を吐いてまだ追ひかける夏の果
マドロス街へリヴァプールにて

街中は鰻の干物焼く匂ひ
六道参り鬼女も現はれ

盗ぴとの足元照らす月今宵

木の実降るまま立ちすくみをり

高笑ひしては後をふりむけば
陽の差すあたりゆるむ薄氷

馥郁と花の苑あり鎮もりて
かげろふゆれる磯べ道遥

東踊の宴イタリアン

墹ォ永き日を遠目のビルの競ふなり

住宅街に猿が現れ

祝ひとて爺の欠かせぬ木遣歌

新幹線にめくぱせて乗り

とりあへずわかったふりをしたい癖
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自在しづかに揺れる釣釜

借景に彩り添へて花筏

故郷偲び仰ぐ初虹

二一ォ助手席の気になる人よ山笑ふ
いぴきガォーッとうららうららと
なつかしきフイルム映すハイビジョン

客座布団の並ぶ縁側

万歩計いつも忘れず腰につけ

愛犬自慢話長くて

風邪声にぐっときたぞとメール来る

室咲き薔薇に刺はあるもの

口紅と同じ真紅の爪の色

書類審査に先づは合格

ポスターを右に左に帰り道

通裕幹を保季イ光芳や壽哉芳保や尚季裕胱徳無清雄通

初尚哉清無を通芳幹を保徳胱季や壽哉無清尚徳初雄

お揃ひの宿の浴衣に恥じらふも

寝覚めの連れは夏夢のうち
なんでもありの今のファッション

巻紙の文のとどくも草書体

鴫に倣って口笛を吹く

束縛があるから自由欲しいのよ

わいわいと郷土料理で月見膳

転がってゐる青蜜柑あり
〃ゥくい独楽の趣味を生かしてボランティア

平成二十一年十一月

平成二十一年十月

十八日首
三十Ｈ尾
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要にしかと螺旋を巻きつつ
思ひ出の﹁冒印房葺匡に見いる人

ベストセラーになった小説
丘の上にいつとはなしに立った像

見渡す先に凧上げる子ら
飛花落花昔を今に重ねつつ

村おこしする春の菅笠

利を哉清壽や芳胱季無保幹裕通雄徳

ハ愛媛・道後連句会ｖ

歌仙﹃石手寺﹄
井上雨道捌

財政危機になやむ国連

ナォ団扇貼る仕事もオートメイション化

大向うより屋号ひとこえ

マータイは﹁もったいない﹂で名を残し

ビルの谷間に座る手相見

君影草の香る公園

弁当に欠かせぬ物よ卵焼

井上雨道
川嶋七重
大月西女
宮島正
宮森輝

宇宙では地球に沈む月となり

平謝りに嵯りを戻して

東電のやらせ会議に怒りつつ

採る人も無く窄む松茸

単色の季朝の壺の置かれいて

三里に灸を据える長旅

ナゥ木の実降る墓へ供えるカップ酒
七

赤い栞を挟む小説

桐下駄に白き素足の色気増し

七

連句碑囲み鳴ける蝸

西

石手寺に秋の憂いを祓いけり

学生は吊革に身を委ねたる

鎌田清隆
正

︵於・日浦ふるさと館︶

平成二十三年十月一日尾

平成二十三年八月二十日首

宴果てて掃うに惜しき花の屑
追いつ追われつ子等は野遊

山の仕事を守る産土神

のらりくらりとどじょう内閣
晃
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実柘榴の月の雫に割れ初めて

絡ませる手に震え伝わり

錆びた鉄扉に揺れる蜘蛛の網
ゥどろどろと怪談芝居幕を開け

晃〃西晃七正子〃

十年の同棲を経てゴールイン

遮るものを拒む東月

不審船領海域へ流れつき
夢は大きく目差すインテル

煩悩を引ずりつつも除夜詣
うちの猫帽子被りて駅長に

何処ともなく間こゆ推笛

雨が降ったり風が吹いたり
枝垂れたる花の奥なる庄屋跡

渡
部

中
村

通

正清雨仙清晃西七雨正清晃西〃七正雨清

カルメンの色香に迷う木偶坊

難読漢字予習復習

太川武志
松原邦博
中村哲三

平宗星

渡部春水
渡辺祐子
赤澤水魚
櫻田野老

ゥ趣味高じ駈け出しながら鑑定士

空に伸びゆく対岸の塔

ブリキの猿の笑うシンバル
初舞台脈打つ音も聴こえ来て

口にくわえる薔薇になりたい
ゆらゆらと風に吹かれる川下り

口石一有
大城里水
中村信

八田眞子

折ロ

小太刀昌雄

濃淡の妙はばれんのかけ具合
ルーペ片手に蔵にひねもす
夏の霜静かな路地に降り始む

草摘むひとのしなやかな指

猫の親子は従容として
恋文を畳みて思案花明り
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八東京・稲門連句会﹁西北の風﹂ｖ

吉﹃月光に﹄
佛渕雀羅捌

山地春眠子

松澤龍一

佛渕雀羅

安楽明郎
野中山水
伊藤哲子
渋谷盛興

鈴木ちかひ

鉄路にそよぐ赤ままの風

ペーチカぬくきアトリエの中

雪催い少女酒瓶抱えもち

怜州な馬と覗く用水

群烏が木々を飛び交う夕間暮

致仕の男の料理手習い

衣被は︑らからの掌に配られて

月光に我が影は酸し昭和遠し

泄

囲︿

ひ

高山英子

ナォ鰍羅が風もないのに揺れている

セシウム検査いまだ及ばず

一ｊｌ〜Ⅱ

郎

折口

︑艸刈Ⅱ型画珂エホ︲

擶江昭旦

賜飼佐知子

老

手放せぬヒアルロン酸ドライァイ

長寿社会を粋に生きたい

高僧の説法続く大広間
節電の床尻に冷たく
みすみこう

綿虫のふうわり通う午後の陽に
ゆかりの坂をロバの麺建屋が

ナゥ海伝う旅に持たせる新走り

一の乾分と思う代参

恋しうてお百度石をいだく日も

相生橋に残る疵痕

還暦を過ぎてョツトのスクールへ

万年鯰我もなりたや

神代の花と南アと対塒する
への字への字で笑う山々
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日本晴れＡ列車にて三角港

羅

春
老

ご指名のあり即興の芸

忘れた頃に浮かぶあらちゃん

旦

乙女らは催眠術に泳ぎだし
下町のビルを横切る月の舟
お召しに見える蜻蛉の翅

平成二十三年九月二十八Ⅱ首
平成二十三年十一月十四日尾

一於・︾耐謝郷老癖韓唯哩罷声﹂・文音一

縦

青

春11l老春郎哲和有

お四国錦句
四
折四花六月﹃蛍﹄

八徳烏・徳島県連句会ｖ

阿波才

短夜の夢結ぶ大杉

梅村光明

蝋燭を点し玉兎とクリスマス
ふっと現るモラエスの背ナ

区画整理の協議進まず

次次と移転廃業する老舗

美し草餅お茶に添へられ

花びらの測量技師に降りしきり

化佐オ

岬巡りに迷ひ消え失せ

気紛れに自分史綴るめかり時

宇宙への旅果たし微笑む

灯台は愛別離苦を照らすなり
焼け棒杭にふたたびの思慕
肩寄せて辿りし庭を傭倣せん

″

裕子
裕子
清幸

〃

恒子

光明

ケ

裕子

″

清幸

禾

Ⅱ

士 菊 光
和 〃 〃 〃 漠
郎 世 明

発心の行方定めぬ蛍かな
水門の戸をいっせいに押し開けて

亦坂吟但↓十

鈴木漠
竹内菊世
東條士郎
三輪和
佐藤清幸
西條裕子
梅村光明

仏法僧の黙すくちばし

さらさらと月光滝にながれ落ち

携帯のメール飛ぴ交ふ講座室

会社を起こす学生もゐて

上佐ウ

とは

永久の誓ひはダイビング婚

世の中をあつと言はせる奇策練り

かひな

明日も目覚める君の腕に

お魚になりラブシーン終らない
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煩悩祓ふ如来在りせば
整然と平和を願ふ長き列
螺釧風附音色澄みたる

捌
I
M

〃〃和〃漠〃
郎

あはき記憶に揺れる瓢箪
臥待の月に誘はれ憩ふらん

一'一

阿波ウ

機織りの娘に注ぐ眼差

杖捨てて閼歩の足も軽軽と
評判は嫁に欲しいのトップにて

作務衣姿の藍染に惚れ

海に溺れるやうな深酒

伝統の古きしがらみ堪へ難く

楽譜持ちたる子らのしはぶき

地下鉄を出づれば木の葉散る街路

菊
一L

燗漫の花に勝りし天井絵
娑婆を引き摺り参る御影供

崖に建つ国民宿舎棚かすみ
伊予オ

菜飯の味に舌鼓打つ

守護神を欺くまでの詐欺師にて

書初入れるタイムカプセル

鬼瓦にも化粧ほどこし

雨樋にふくら雀が五羽六羽

親の憂ひを余所に同穴

角隠し脱げばおてんばそのままに
すい

逢引といふも粋なり銭湯へ

泉の由来高札にあり

再訪を願ひコインを投ぐローマ

宮殿埋める彫刻の列

窓を開け隣と交す月談義
は

寒露に濡れて美しきトラック
ハイウェイ菊の束載せひた走る

伊予ウ

歌に望みを託す老いらく

やや

嬰の写真に貰ふ活力
水軍の末喬なりし恋敵

光明
〃

陪旧プ丁

恒子
″

〃

光明

ドレミなど読めぬ無知をも顧みず

づりひ
匙もて崩すⅢの削け氷

月涼し悪戯つ児も健やかに

鎖に紐り登る岩組み

カンダタを助けるべきかはた否か

釈迦おはします午後の極楽

堰を越え海まで辿る花筏

赤い風船ふはりふはりと

遠足は世界遺産の古里へ
讃岐オ

お馬に揺られ嬉しうはなり
つくづくと男冥利を夕どころ

清幸
裕子

光明

″

小さくも胸のバッジの重たさよ

恒子

苦節十年議員当選

寸暇惜しんで励むサッカー
着脹れて骨折の身を手に余す

菊世

ほおづき

″

″

焚火の匂ひ満ちる町内
今もなほ母の懐深かりき

ひそひそばなし耳をくすぐる

消し忘れ伝言板に月優し

喝采まばら鳴らす酸漿

シャンパンのグラスあふれて床に冷ゆ
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清 士 菊
〃 和 〃 〃 〃 漠
幸 郎 世

和〃漠

清 裕 士 菊
恒
〃 〃 〃 〃 和 〃 漠 〃
幸 子 郎 世 子

〃

恒子

″

裕子

″

渭幸

〃

菊世
光明

郎

君の告白唐突にして
口づけを別れの電車出る間際
ＤＥＡＤｌＥＮＤと頭抱える

讃仰岐
ウはね
向けに熊蝉翅を震はせて
歩道に跳ねる大粒の電

源平の合戦まさに始まらん
屋島に調経絶えることなく

語り部を囲む集ひの催され

太き柱にかかる能面

黒髪に花しのばせて舞ひ納め

興趣満ちたる連の麗らか

︵於・ＦＡＸ︑文韻徳島県連句協会︶

平成十七年九月七日首尾

★﹁お四国﹂について

ず一句は所縁の句を入れること︒︵梅村光明考案︶

四国八十八か所巡りに因み八十八句をもって一巻とする︒阿
波・土佐・伊予・讃岐の国をそれぞれ表と裏に分け︑森羅万
象を四折に詠み込んでいく︒︵四花六〃︶阿波表から神祇・釈
教・無情・述懐を嫌わない︒また︑各阿の表裏それぞれに必
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士

八仙烏・徳島連句懇話会ｖ

鈴木漠捌

ｌ高田保二追悼
発句にその名を賦して敬弔

歌仙﹃泡沫﹄

まだらとんぼ

ひつしぼくけん
窓の月筆
紙墨肌卓上に〃

てら

ナォ大川は競漕開始待つばかり士郎

橋それぞれに来歴を持ち〃

たけ

しやくとり

草の丈など測る尺蟆〃

古記録のアーチエ法読み解いて漠

かざ

礼名はパウロ︒

＊保二氏Ⅱ尚Ⅲ保二︒ジャーナリスト︒元徳脇新聞社文化部
長︒前徳島連句懇制会会長︒二○○九年五Ⅱ一三Ⅱ没︒洗

たかたやすじ

島県委員︒徳島連句懇話会顧問︒二○○三年八月一二日没︒

注＊文明氏Ⅱ阿部文明︒元高教組委員長︑数学教師︒共産党徳

あべふみあき

平成二十一年五月首尾︵ファクシミリ︶

風ぐるま鳴るからからと鳴る士郎

かれ

花我にかつまた渠に降りかかり尚田保二

ドア

天への扉を飾る紋章〃

くさめ

不思議曉は移りゆくもの〃
ルーペには雪の結晶美しき漠

パイ

ナゥ無理数の兀の行方は果て知らず士郎

錬金のため使ふレトルト漠

カボチャ

借り菜園で南瓜収穫漠

青い小鳥を烏籠に飼ひ〃

ていきん

庭訓を忘れ出奔したること漠

この峠午睡の夢にありしよな士郎
道ひとすぢの恋ゆゑに耐ふ〃

うなじを垂るる群落の百合束條士郎

唇に錫器の匙の冷やかに士郎

うたかたすじやうたの
泡
沫や衆生が侍む岩清水鈴木漢

伯父貴遺愛の太きステッキ漠

満月を箒の魔女がすいと飛ぶ紀野恵

珈琲の色と香りを嗜みて〃

羽根透き通る斑蜻蛉よ士郎

ゥ銀杏散るボーイソプラノ聖歌隊〃
＊

洗礼名は好きな
町家の名漢
かいひ
求婚の熱き便りは
海彼より〃
舞姫の背ナ細くいぢらし士郎
十字路に弓張月の凍えたる〃

寒卵もていのち養ふ漠

奇を街ふ奇術倶楽部のポスターに〃

シルクハットと汚れどた靴士郎

言ふよりも言はざることの奥深く〃
とじ
蕗味噌づくり
刀自の秘伝で漠

ぶんめい＊やすじ
文＊明
氏保二氏いまに花見酒耐朧梅子

ひばりが占める空の真ん中漠
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八東京・都心連句会ｖ

第二十一側青時雨忌追善正式俳諮興行

歌仙﹃俳譜連歌﹄
和田忠勝

祁川ひろ子

和川忠勝
小林静司
土屋実郎

都心五十年師の跡追いて青葉旅

勝ち碁の棋譜を順に並べる

薫れる風をたたみ込む池
白耕着て白溝をなびかせて

棚田の稲穂翌は刈り時

久良木害心

藤井弘美

和久井八重

神の会話か小波の音か

赤川玖實子

池円紅魚
原崎弥生

ナォ蝸叫はみな蛙に助手は叱られる

指揮棒のかすかに動くセレナーデ

速藤尹希子

蛭海停雲子

横山わこ

浅沼小葦
坂川武彦
今村苗

夢見心地の両腕の中

思い出し笑いに頬を赤らめて
座敷童子のじっとみつめる

祭の差配老いの一徹

山峡にひとしきり鳴くほととぎす

紋服と袴はいつも借り物で

抱朧庵忠勝

宗匠
執筆

引地冬樹
伊藤哲子
川野蓼艸
東條士郎
悔村光明
桝下太郎

伊藤八千代

執配宗

出店綿飴甘さ上品

円かなる月に言祝ぐいのちなが

猿の群長猿酒を酌む

ナゥ夢の間に来し方行く方そぞろ寒

熊谷陣屋大当りなり

源平の御代に心を走らせて

土ぬらしゆく雨のあたたか

咲き継ぎて盛り上がりたる花大樹

歌仙巻き終えのどやかな席

︵於・浅草伝法院大耆院︶

高島幸子
久良木憲
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春日久子

戒壇院で会釈した人

パラボラのアンテナ越えて月渡り
ゥは る か ま で 鹿 の 角 切 り 聞 こ え 来 て

大津博山
山Ⅱ良子
鈴木善春
向島幸子

小説のフィナーレはこの断崖で

拉致をするなら是非に私を

焚き火を囲むスキーヤー達

小林しげと

近藤蕉肝
白井暎子

跳ね題目を団扇太鼓に

高金利定期預金のお誘いが

藤沼和ヱ

老長松演亭実郎花司和久井八重
香元春日久子脇宗匠松梼軒静司

知司鈴木善春配硯和Ⅲひろ子

筆硯匠

目線電話恋は国際共通語

宇宙船凍れる月の下を行き
眼鏡を替えて但し書き読む

小張昭一

平成十九年六月二十一日首尾

伊那谷の花見に往かん杖曳いて

声明関口真流座配坂田武彦

春膠旨し諸子つくだ煮

三枝樹元子

捌

ハ栃木・栃木県連句協会ｖ

半歌仙﹃太古の気﹄

新涼や琉珀に籠もる太古の気

いざよう月のとどく縁側
芸術祭またも落選通知にて
土地の靴にゐるが楽しき
扇風機切って町内会果つる

鬼灯市へ皆と連れ立ち

笹川伊之助
笹川伊之助

静

三井静い

日日

富田昌宏
若色道子
Ⅲ浪富布

夏

日日

静

大蛇となりて叩る火の酒
終電車着く頃合いに冬の月
手尺で計る孫のセーター

伊

道

石倉夏生

別々の夜を持ち寄る小部屋にて
じゅぶじゆぶ沈む角砂糖なり

からくりの裏で糸引く古狸
厚き化粧で鎧うハイミス
雲隠れしたるカダフィー杳として

天神へお願いごとをやたら下げ

静

ー自国

伏木ケイ

道

一自国

めかぶとろろのお酢が効き過ぎ

椴帳は金糸銀糸の花筏

鐘撞きてより弾む春空

︵於・栃木カントリークラブ・会議室︶

平成二十三年八月三十一日首尾
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捌

八富山・富山県連句協会ｖ

歌仙﹃春月に﹄
春月に君を映せと讃へけり
盆梅の香に文を書き終へ

山本秀夫

山本秀夫
藤繩慶昭
大村歌子
野島一枝
大西紀夫
広瀬みき子

ラインの古城お薄ひと碗

ナォ連句の座濁逸語交へ草の餅

歌子

恭一

慶昭

三谷貴志夫

一枝

みき子

闇深くドラキュラ夢に現れて
灯を点けて我児を掻き抱く

ふんはり雪の積るかさ松

文音︶

歌子
泰子

みき子

藤沢有一

恭一
一枝

竹部慧美子

慶昭
紀夫

宇野恭子
杉本聰
沖川泰子

裏山で箱橇滑る声高し

秘めし慕情がどっと洩れだす

脈を取る若き主治医はイケメンで

巫女の装束脱ぎて幾年

禁断の恋も一度は許される

じょんがら節にはたと虫の音

今宵また月照り渡る陸奥の空

ナゥ盆踊り引く手差手もかろやかに

﹁杉原﹂を漉く郷の老若

墨彩の百職絵巻祐佛と
代替りして老舗健在

長楼浮かぶ沖に吉兆

注連を巻く岩戸の奥の花大樹

平成二十三年四月二十三日首
平成二十三年五月二十二日尾
︵於・富山市富山県教育文化会館
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網元の当主鯛網蔵開けて
旅に太字の屋号黒ぐろ

萩野恭一

雁見れば茜は天地蔽ふらん

茱萸酒交す遠来の友

紀夫

一枝

秀夫
慶昭

みき子

慶昭

一枝
恭一

歌子
慶昭
紀夫

ゥ芋虫の有機野菜にひそみをり

寺町あたり法要の鐘

犀星の記念館訪ふ今日の晴れ

携帯電話胸の振動

待ち人のオープンカフェにそそくさと

ボランティア行く震災の街
久し振り浴衣がけして月仰ぐ

庭の片辺に遊ぶ鷺草

デジカメを手にわらんべは右左

散歩ねだって子犬尾を振る

竜笛の律に始まる花の宴
野は遠近に霞たなびく

捌

實健昭

豊後水道初雨の頃

ナゥプラモデル戦艦ヤマト組み上げて

小さく分けて食べる草餅

平成の今を寿ぐ花衣

美健巳美

八東京・土良の会ｖ

實健巳美敦健美敦巳實美巳子

松原昭捌

豊暁敦

二十韻﹃葉牡丹の渦﹄

葉牡丹の渦の中より飛ばぬ虫

空っ風吹く風の子の声

駅伝は旧街道を駆け抜けて

︵於・新宿区角筈区民センター︶

平成二十三年一月二十二日首尾
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スポーツ新聞見出し大きく
ゥ望の月スカイッリーの先端に

くったら市を覗く寄り道
後れ蚊に刺された痕もいとほしく

かしてごらんとメンソレの缶
鞄にはＰＡＤ入れパリに立つ

屋根裏部屋で描く肖像

ナォ夕立の小便小僧濡らし去る

初燗の鳴き出して月
講談帥塚原卜伝十八番

すけこましには口下手もゐて

菩薩顔法悦の声夜な夜なに
酒好きなれど週休もあり

i断脇武梅
'1松
橘村井田j￨：ルK

八東京・拍華連句会ｖ
くれない

二十韻﹃風も紅﹄

何やらん若き警官辻々に

狩野びんや

林ジョウ

中島好江
近藤蕉肝
柳川實

横山わこ

カードもなしに煙草購う

くれないでいご
海へ向く風も紅
花梯姑

ゥ細き目を曇らせて見る月の眉

峯田政志
横山わこ

蕉肝
好江

釈迦の掌に遊ぶ心よ月冴えて

︾ンヨ台／

ナゥ大阪のおかんのど飴持ち歩き

春のコートは孫の豹柄
花車錦織りなす広き帯

揚雲雀消ゆ天の高みに

︵於・九段生涯学習館︶

平成二十年七月四日首尾

びんや

政志
蕉肝
わこ
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正覚坊も酔うて候

まね・こ
熟う寝
児の頬笑まう豊年
今年酒芳醇なりと幟立て

政志

實

テーブルの下愛のシグナル

びんや

お出でなさいと匂う衿元

たった二兆で星を操り

實

くノーを秘密クラブにもぐらせる

冬将軍の遅き到着

雰ンヨ肯塗

ワンゲルは歌うたいつ蘭丘を越え

好江

ナォ異国語の渦に呑まれて迷う街

万能細胞人の皮膚から

捌

ハ志摩・南草連句会ｖ

歌仙﹃天草日和﹄

港ぢゅう薫れる天草日和かな

田島竹四

木村ふ︾っ

川島竹四
Ⅲ烏もり
吉藤一郎

黒沼葵邸

さり気なく云ふ億の財産

ナォ春風に海まで飛ばすホームラン

白馬の騎士を夢に描いて

銀行も投資会社も放つとけず

みほ
波青
竹四
もり

ふ﹄っ

一郎

美代女

葵邸

郭公の声の言祝ぐ新世帯
筧を伝ふ水のきらめき

サンタに出会ふ北欧の旅

ミョ子

一占ヘ

笑み交はすデイサービスの迎ヘバス

お泗落で頑固総理大臣

教へられ本場蒸し風呂体験す

辺り一面紅葉敷きつめ

月祀る供物の甘藷みづみづし

ナゥ新人の入会うれし風炉名残
役者あいつとわかる地芝居

美代女

一郎

波青
みほ
もり
竹四
ふう

葵邸

野焼きの煙縁の下まで

留守かしら電話りんりん鳴り続け

突堤ずらり釣ののどけさ

ひたすらに我引き止むる飛花落花

拝雌什仕蓉諦朋二汁弘明津︵メール音︶
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朝顔の苗植うる海女小屋
大声で挨拶するは誰ならん

印鑑探す抽出の中

広波青

耆に倦みて濃き珈琲に月円か

山本みほ

西岡美代女

かげ口は淀君さまと言はれゐて

もり
竹四

川口一占袖

わがままさへもチャームポイント

ー郎

木の実細工の傾ぐ馬たち

とらはれて石の上にも三年目
深雪の下にワイン寝かせる

美代女

ゥ赤蜻蛉父の記憶の肩車

黒々と月に凍てつく原生林
手を取り合って集ふ妖精

坂本ミヨ子

それぞれの民族衣装着て踊る

葵邸

嫁ぎ行く娘に持たす糠床

傘寿過ぎてもパワー横溢

ミヨ子
一占抽

ふ﹄フ

咲き満ちて花に埋もるる城下町

お遍路の来て道の白々

捌

八東京・猫蓑会ｖ

猫蓑庵明雅先生追悼

歌仙﹃大いなる山﹄

栗名月に添へる盃

青木秀樹

青木秀樹
八代搦
橘朱鷺子
坂本孝子

錦秋の大いなる山暮れにけり

駅のホームに復習ふステップ

ちちろ鳴きブルース低く聞こえ来て

朱

中Ⅲあかり

″

孝

︑リ

朱

ナォファンファーレ陽炎崩す駿馬達

三五十五と割り切れぬ世に

立役は馴れた台訶で出端の見得

うまい具合に嬰児の泣く

鳩よ飛んで伝へよ我の哀しみを
ホテルの壁に偽のシャガール
悪党もここまでくれば可愛くて

門跡様の香しき汗

摩訶不思議こんぺい糖の角の謎

ブリキ自動車高い値で競り

潮騒に人声まじる月の浜

小津作品に想ふうそ寒

ナゥ障子貼り広々となる奥座敷

孫の点前に目を細めをり

ローカル線たった一輌遠景に

丸いポストが消ゆる街角

公園の花守笑まふ花の下

黄金週間予約満杯

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成十五年十一月二日首尾

−213−

釣糸を垂れて岩場に地図拡げ

蓮の跡の教会の地下

麦桿帽の色の槌せたる
ゥ移民には移民の徒油照
指輪をはづす時のときめき

髪を切り男姿で逢ひにくる

搦

孝
孝

七つ屋の物言ひばかり柔らかく
ちよこなんとして坐るお多福

若狭から京へ月夜の雪の道

搦

朱

孝

朱

搦

二眼レフよりはやる写メール

根深たっぷり入れて素鯛鈍
漆塗る職人の手のたくましく
かの国のかの花今も忘られず

春の微熱に浅き夢見て

捌

り樹り〃孝り鰯り搦朱孝搦孝樹孝朱り孝

八枇浜柴庵ｖ

連句曼茶羅﹃臘梅の﹂
中尾青宵捌

︵非定型・無式日・非定律・口語体︶
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︵連句曼茶羅の概念図︶

ソ丑

年が明けたよ

臘梅の一輪に

︵一の光芒︶

ああ初刷の匂い

何かよい変化は？

葦芽の細い鋭さ

天地創造が重なるＩ

青宵
禾甫

亀女

在郷より大根積んで来ただよ

蕪らも山のよう雪のよう

私の横大八車の轍の音

自慢の髪を刈られた︸

想い出すのは
疎開っ子が

Ｉ朝は四本だった

そしておばけ煙突

と

r

玄関を開けるといきなり

今日は妻よ﹂

﹁お帰りなさい

哲子
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甫 女

圭

一↑一

み

圭

千住の舟岸

宵
宿仔手十

乾イタ傘ノ雫絞ルカ

︑？︒︑？・

止まり木で箸られる酒

尚

翁は此処から発った

然り千住草加
そして日光の名が実は大事で
魚烏の祝福嬉しい
ゆく春

圭子
八千代

粋なルンペン

公園六区の

子

ー

袖

府浜吟

喜八郎

い

行かせる春
追いつく春
一緒に行く春

中東の和平は
ガザの瓦礫に向き合い

J,､､

艮
1
J

しじみ

貝
ロ

柚

郎

女

いや春を越える

未来への旅人私Ｉ

里

柚
烏八一

○

子

ハードネゴシエーション

突然ロレンスが笑った

その地図の色分け

ああ

平成二十一年一月二十五日

ざ凶

︵ 二 の 光 芒﹂
︶ ︶詩集が匂い皆と初読み

○臘梅のの一輪に年が明けたよ
ａ護衛艦はイルカの群を従え

５みよちやんはお嫁に行きたいのに

６朝から凝ったシチューに夢中

７郵政は︵四︶分割を今の更

８江戸の名残のたぬき塚だな
︵あと略︶

ｂ循環のバスは海坂登り来て

■△ユー

森川淳子
鈴木圭子

淀川しじみ

︵連衆︶中尾青宵加加
一藤 亀 女
寺川喜八郎小 小 林 節 子

︵於・柴庵︶

B 』

渡辺杣

水野禾甫鵜鵜沢八千代
伊藤哲子
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7呈

宵
代

杣節圭代 宵甫亀淳

武枝幸子
黒住尚子武叫

○この光芒以下十の光芒まであるも略

｜

４ヨーソロョーソロ岩礁の波

3111113

唾

W+EEd

四ｍ四四画す

記尋詩烏卦ぐ向ｘ斗卑﹃針い蚕匡

八雲溝・露Ｓ恥ｖ

ｇｓ檎画亜壁一川一︵章・悲罰︶

正三Ｆ︵

画︑ウウ四四

●壺動八津再

寓蝉Ｓ串叶

四ｍすず四︑
画印す座四の

哨洲八小芦行

四ｍウ四四四

叫で辿訓ぐ一〃

函切四○四四画︑聾○四ワ

課甫琲ｓ

ザ卓ｌｉｐ

億Ｆ

詞が国シ鏥輔壽皿至Ｆ︵画耕剖母叫 帷需

針ｓ零再

拝や国警鈩奔汁報ｓ

ｌ車中ｂ

一︑︑︑︑︑

Ｎ
恥 三蝋鐺堆今吠叫鴬

計十一︶司舜

N
1
*

貯膵珊代燕弓

、

註畔畔露嘩墨辱計雪許Ｓ論ｓ
味岬拙Ｓ望
望註
蹴勺

蕊ハ藍
が芦
尉寸（（

細剥マ寺牝Ｉ頁

いい四の

図いず煙

いいすずいいす○函四ヶ・

臨勢八判るが篝Ｓ喜隷Ｓ爵首ｓ奉拝寒号舜師ｓ琳胃・如意戸

皿殼寒汁蝉Ｓ彗吾謡︑／誰壜汽昇弐酬が再

︵冷晋ｓ舜乞ご再兵虐丙鹸暴酔引寺︶

ラヨ鋪閉奄一︶山捧需璽南洋南Ⅲ︒川︒序詞罪腓酢癖

画いす

卸津Ｓ層僻

推津汽叫が亘

巴墨市一︑小昇一九唾︑潟与叫が詠索Ｆ︵頚
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J

S八舜

画一ヶ・煙
函今一︺窪四画辛口一︺四函↑すの四
函令四画すい令四ウ四いい四︐四
和
舜吋︵宗︶瓶苦汁州
声声
ＳＳ甫斗謹再唐洲宕滑舜言ヨ虐号行蛍吾誌引宮＃簿侭
雷雲
雲さ３
毎舟舞勢
頭頭
︐︐言馬震洲エニ︑蛍声壽一定号璃 簔庁訓シ庁鶴見ｘ師涛ご妻︿︒醐

一︺

詳洲︵閉

彗嘆再
牛寺ＥＳ殻×

ｰ

罰岸曄諒ｓ

いい四

』
卜

J‐

四今回四四

．
帝
唾

M俳戸

三認Ｓくツい口︑

《
′

八「や

藷芦︵室嘩誰

へ

僻蒄彗韻
行漕刊E思
"CJSg

ヨ誤Ｓ謡ｊ言弔Ｓ１玲寺虫１
番１斗厄獣齢濤苦熱庁齢雲今

酪序閉
・亘類閉需亘閉亘酬軍需

常制Ｓ韮︵ｊｑ︶ｓ汁〆Ｆ腓蛍鵲

計圏蜥パョィひ咽Ｓ訴叫計が

升篝翻︿蔑む罫がヨ許
璃滞矧Ｓ剛号芦が雪辱鞠
峠蒋Ｓ僻註冷Ｓ温片ニ

荊戸悪い︑副詳瞳

キー斗海︿察辱汁司詮Ｓ雲

雰掛蝿﹁鯉Ｓ葦詞﹂︶

雰心捕畔山スミ肝湾Ⅱ国捕︶
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斗１口刈再川国行Ｉ岡登零Ｆ︵
︿Ｆを勢Ｓ善ｓ細畔善吠ノが

十発で斗ミィ︒八粥が柵Ｓ侭肱号

誇慈酬再圓Ｓ齢訪客器

熟、一

斗湖Ｓ詐畔酬誰醗価Ｊ

ハ鵜

ヨ虐縣酬嘩司拙嘩口芦が苗叫二

･沙
汁一H
汀 雪

義南勢覇丙目認印ｓ諜
迂卦Ｓ壷丙汁罰糾弾吋
諦溺拝驫計︒Ｓ州齢ｓ

爵Ｓ淵沙弔ｓ把孵再叫芙
針い盲Ｆ入︒計が跡Ｓ田与三鵲

器 美

剛
准皿I掌亘需

柾Ⅱ発句ｌから付句を上へ読み上げ一見︑場花火の様でもあり又南洋高本の
バオバオ︵バオバブ︶の様でもある剛︒句材や︑上部の広がりは自由︒

滞窯
罰勗
￨叩｜朝

N
I
キ

噸鵡卜H十↓一N

〈o弓巨届屋匡屈畠弓届こぎ
吟。､c，ヘ］
トーr､，

ハ横浜・柴庵ｖ

連訶﹃あれからも﹄

銃口に花を挿せと言ったのに

あれからもテロがたくさん起こった

木の葉から洩れる日が岩をすべり
山椒魚は必死にもがき

そして１００歳の美しい脳を患い
アフリカよ

アフガニスタンよいま
若者たちが熱心に井戸を掘る
そうだ

Ｉどこかで楽しい催し

鬼太郎にブブセラを吹かせよう

で娘らには何を？
Ⅱ本の現代の娘らは

中尾青宵

中尾青宵
加藤亀女
森Ⅲ浮

小林砂即

水野禾

鵜沢八千代

福島和子

淀川しじみ

鈴木圭子

武枝幸子

ああ電車の中で鏡を覗く

渡辺柚

桜井めだか

関歳恵子

々／ツ

格好の化粧室Ｉ

小島緋

人混みに於ける孤独な営み

でも寂しくはない彼女ら
々／ツ

帽子を投げ上げる

天の穴は節穴と誰が言った
吟遊詩人はだから

﹁︑ついろう﹂も買ったし

その婆ちゃんが或る時眩いた
もしもあの時

わつちが居ったら
白村江で勝ったかもしれん

そんなこったあ

やあやあ

虎の独り言にもなりやしねえＩ
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淳

宵

亀

幸

柚代

節幸宵

捌

子甫子

挫折が悲しいのか

ひょっとして

自尊心が許さぬのか

人を食っていればいい

お前はただ山の中で

そのうち何時かはな
俺に見せられる詩を作れるだろう

でも一番暗い訳じゃない

夜明け前は暗い

しかも短い
やがて茶の烟が立つ
薮の先
畑の先

平成二十二年六月二十二日・三十日
︵於・エクシヴ箱根柴庵︶

連訶についてⅡ連訶は現代連句の延長にて︑連句詩とも名付く︒
現代連句は︑総句数もブロック内句数も自由︑式目一切なし︒
韻律は︑口語︑文語︑洋漢︑混合自由︒独立句も片句も自在︒
よって自巾律︒但し︑連句の連句たる短小句による触発︑応
酬を守る︒真の漂泊︒︵前句無関係に己の詩想を長く言うをも
許したり或いは結語︑結論へ導く為の前段など予定︑彫琢す

る所謂︑詩︑連詩ではない︶︒よって連詞︵Ⅱ連句詩︶は詩に近
いが連句部である︒
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1
寸
一

耕圭
ｳ童

節和
仁宵み
亀

甫
代

ハ横浜・俳諮田園ｖ

︵捌者省略︶

捨遺﹃会の後年の作品等から﹄

︻連句一

巾尾青宵
内川美子

秋の蛍の迷ふ蚊帳裡加藤亀女

︵九・十一鎌倉葛原岡神社奉納︶

宇宙船遊泳大陸爽やぎゐる荒井節子

早々と聖樹かかげし幼稚園土膝実郎
歳暮の賀とて吟醸の酒蛭抑停雲子

グラデーション母へのセーター編み上げて加藤亀女

︵九・十二・五︶

山元志津香

岩永極鳥

どうでも今年はしたい楽

歳を重ねりや楽あり苦あり︽とらどし︾

おひとつふたあつ婆の羽子つき

貧厨の客とし迫はず嫁が君

ヘ ヘ ヘ

サルビアの青涼花を買いました

出雲にて未だ酒召すや此の神は

葛原の岡ほどく山茶花

生命線は遺伝子のまま

浅淵小葦
禰永千晴
彦坂範子
若松藍香

遠眼鏡近未来など手の内に

連山の影をあらはに月昇る
ふっくら出来し栗飯の膳

赤松よう子

︵九・九・五﹁発句裾空き﹂︶

風炉なごり主の好みの古瀬戸にて

毬﹂き

中尾青宵
松脇鏡
大島柳架

磁気帯た瞳に吸はれ行く身は

イエスタデイ流る江の電二人して

お宝拝見レノンのサイン

親子連れ昼餉は地図をナプキンに

小島作Ⅲ

滕沼和恵
大島柳紫
湘腺常雛

谷︑麗

ー ム 筌 筌 −

浅寝の母と語る夜の秋

︵九・八・一﹁口語俳譜﹂︶

中尾青宵
加藤亀女

二葦

ふと雁が鋭く鳴いた気がしたよ松本杏花

和らげる残暑も口に出すときは

パン焼くほどにどっと鯛

●

ちらと確かむ万歩計なり
うたた寝の逸楽の裏覗く月

天瓜粉嫌だ／１１と薮雀寺田喜八郎

千
＃

中尾一目

内川美

乳母がそっと袖で

めのと

暗闇に抱いた女は

二

︵十・二・六︶

すだ佐千子

加藤亀

田を耕すはされど蠕の毛

1ﾉ又

やんちゃ酒浴びて男の春祭加藤亀女

りを入れる

桑解きを聖火ランナー横に見て

をとこみなあらぬ世なれど雛の市

十

女宵子

人のプランの旅も乙なり

女人街とよ薬膳の卓

一 L

ヱ

l

・加内｜'1

四：塁菩

︵十・六・五︶

内川美子
中尾青宵
福永千晴
Ⅲ中正能

すだ佐千子

＝二

すだ左千子

柵烏時子
田中正能
中尾青宵

︵十・七・三︶

肖

二女予

万愚節蝿さることもなく過ぎて

刻みゐしモザイク拾ふ月明り

更衣白から白へみなをかし

夏のてふてふ渡るせせらぎ
誰やらん竹割る音の高澄みて
おとぎ話の生まる明かとき

残る月豚に捧げん銀のめし

あの絵のやふに飛ぶよ夏掛

Ｗ杯一点を追ひ明け易し

少年はイルカの言葉聞き分けて

婚三日早や峻々とふくらはぎ

住み良いといふ香港へ行ってみる
若松藍香
岩永極鳥

恋知らず肥担ぎ生き来し

きびきび

︵十・四・三︶

干
暑
＃
｜
柳杏
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の

花三分長堤はるか橋いぐ
さはさは寄せる春の逆

中大

大松
脇本

子能烏

席
むで

潮つ

烏ぶ

美正極

俳

か長

貌転

鼻
I
I
I
1
はま

内IⅡ岩
111 '1永

;
I
＃

落椿昨日の風の
頬を黄色にあ

れま

四宵紫
紫花

雁

アスファルトみみず干個らぶ暑さかな

若松藍香

寺田喜八郎

︵十・七・三︶

サーフボードをかつぐ若者

宵

中尾青宵
若松藍香

かなノ︑に又一年の過ぎにけり

秋の落暉ぞ窓に張り付く

︵十・八・七︶

Ⅲ中正能

掛りゐし絵に風欲しく取り替へて

小品の詩を寄せる友あり

﹇散文一題のみ再録

連句寸感⁝滝川昌子︒紅粉の花：・照代︒しなやかに外丹功⁝
亀女︒半世紀前の田園⁝柴崎正寿郎︒カキクヶ精神と俳請⁝
志津香︒小さなお祭⁝長崎和代︒連俳テニス論⁝青宵︒九州
城巡り：．停雲子︒文学少年の頃⁝正寿郎︒砂漠の旅．：大平美
代子︒鎌倉ところどころ⁝臼杵瀞児︒長江三峡・三国志の旅
：・美子︒はてなの茶碗⁝小葦︒観月⁝照代︒敗戦の花⁝蒲原
常盤︒終戦五十周年／私の八月十五日⁝青宵︒停雲子︒勝児︒

迎えた終戦．：美子︒︵あと略︶

飽女照代︒美代子︒正寿郎︒長崎森乃︒彦坂範子︒中国で
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八松山・白水台連句会ｖ

大西素之捌
由西伊敦素
利 勢
敦由〃西伊敦素素伊由西〃敦子女子子之

少将はつれなき小町慕ひつつ

包み泣きする底冷えの閨
値安なる電力株に月も東て

てい
異い体
の服は放射能除け

預言の書読めば未来の怖ろしく
試掘せよとてポチの鳴きたる

足るを知る暮しに慣れて奈良茶粥

臥遊をすればすでに仙人

任果てて故山の花に気は逸り
やりほぐ
破反古に日の当たる長閑さ

伊西〃

伊素西敦〃曲

尻取二十八宿﹃眉美しき﹄

新涼の眉美しき阿修羅像
象嵌されしごとき蟠蝉
生え際にまで塗れるドーラン

路銀にと差し出す刀月に映え

愛でる冷酒宴も酌

︵於・道後白水亭︶

平成二十三年六月十七日首尾
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欄外に拙き俳句書き留めて

照る日曇る日恋は突然

なはやけき山鉾に街沸き立てる

尾灯吸ひ込む高原の闇

前科あること告げて去る想ひ人

へず

剥る予算は民に雛寄せ

病みてなほ憂国の情衰へず

私鉄沿線蛙合戦

余生とは思はじ花を友として

緩みきったる授業風景

鮮明に立ちて初虹すぐ消ゆる

サスペンスなり人の一生

慧眼は埋もれし才を見逃さず

向 大 岡 塙 大
井月U1本西

ハ岐阜・巴世里連句会ｖ

半歌仙﹃雲の峰﹄

雲の峰崩れぬままに暮れゆけり

各務恵紅

各務恵紅
大野鵠士
大山功

光り初めたる三伏の月

士

功

客船のキャビンに今日もくつろぎて

紅のかくも静かな冬薔薇
北しぶきたる頃の裏山

堀部比呂美

狐罠仕掛け掛かるは狸のみ

紅

奥山ゆい

胸算用に五選目論む

あの世の夢と現世の夢

い

美

功

平成二十三年八月六日首

︵於・Ⅱ本海庄や︶

平成二十三年十月十五日尾
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ワルツに似合ふドレス選ばむ

アナログのテレビ不要となる明日

い

功

マチュピチュの廃嘘に高く望の月

功

紅

恨むが如き虫の音を聞く

美
紅

紅

うそ寒に持病の腰が痛みだし
ショーウインドー影の濃淡

佐保姫笑ふ空の穏やか

花見へとスカイッリーを目印に

分け合ひて飲めば楽しき缶ビール

出会ひの場所はネットカフェなど

捌

八束京・はつこゑ連句会ｖ

短歌行﹃黒潮や﹄

雲の峰湧く海上の道

黒潮や正覚坊のウォッチング

鳥の子紙に絵てがみを描く

澁谷盛興

平野敏

澁谷盛

山口洋

米川士ロ

荷渡孝

阿国歌舞伎に身代を注ぎ

ナォロ々にええじゃないかと伊勢参り

ソルティードッグで我に還らん

櫛の歯をこぼれる髪の香に迷い

病室で観る相撲中継

崇り目の人気頼みはそのまんま

マイケルはムーンウォークで闇に消え

真一文字に渡る雁

洋書はさんで友と語らう

ナゥ方丈に坐して戴く胡麻豆腐

追いつ追われつ乗込の鮒

キャンパスの活力花の精を摂り
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午下りひとり静かに茶を点てて

遠野の里に雪女生れ

ゥひ ょ う と 鳴 る 虎 落 の 笛 に 揺 れ る 月

紅差し直す君が横顔

高原の隠沼の辺で待ち合わせ
来し方を二で割ってみる別れ際
財布にミケのシール貼り付け

羽衣をふわりと掛けし花大樹
しゃぼん玉吹く庭先の児ら

︵於・渋谷区立干駄ヶ谷区民会館︶

平成二十一年六月二十八Ⅱ首尾

孝洋孝政興宏洋宏〃政興政

捌

洋孝興政宏子洋政興子政興

八吉野川・花音連句会ｖ

長歌行﹃卯の花や﹄
東條士郎捌
西條裕子
関真由子
東條士郎
早見敏子
三輪和
大杉幸
中東栄子
一砺満璃
竹内菊

すね

乾久恵

卯の花や忌部の里の雨けぶり
かたりかたりと上布織る音
帰省子の脛は驚くほど伸びて

千振引くは家のならはし

ワ黒葡萄臓器欠く身に食しをり

パレットに二十四色しぼり出し

おなご先生自転車に乗る
団藥の声のはじける月の窓
馬面貌で覗くすいっちよ

何を指さす皮の手袋

凍空に円かな月の澄みわたる

科学万能主義は終りか

毒・薬すべては神のなせる業

クレソンを摘む篭いつぱいに

静かなる古都の川くり花衣

平成二十三年六月十二日起首

未了
︵於・障害者交流プラザ・文音︶
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山の彼方へ夢はふくらむ

マンションは娘のための持参金

真由子

佐藤清幸
足立麻美

イケメン

美男好きはママ譲りなの
露座なれど大仏様はゆるく笑み
軋む櫓を漕ぐつつがなき日々

晩酌に酢の物少しあればよし

裕子
敏子
士郎
和

幸

リビアの街に銃声は鳴る

冬木の芽にものぞくくれなゐ

洞窟の奥に隠れた塩の池

久正清満智
菊
恵幸幸璃子

I ̲
小
下 1 1 1

ぼんかん

尋化あやめ﹄

血は十秒で総身を回り

西田舟人捌
藤 阿 西 和 西
本部lIIHIlll

八大版羽曳野・羽曳野連句会ｖ

︲も︑う

早乙女並ぶ笠紅だすき

老いて毫これぞ天命花あやめ

メールで届く旅のお話し

何もかもレシピ−通りに行かなくて

月浮かべ体浮かべて露天風呂

番の鳩は口を寄せ合ひ

芋虫のごと皆ごろごろと
ワ陵の白砂を踏めば秋の声

君の妖しい白き指先

幾松の愛にも負けじ賀茂の道

想はれて夢もうつつも悌に

人は人なり我は我なり

冬山のヒマラヤ杉が月を刺す

樋柑の香のほのかに流れ
酒も駄目煙草も悪い救命士

翻り行く春のスカーフ

ナォ石專汁椀の中より朝が来る

歯の治療後に甘党喫茶

め

尾鰭つき太る噂や女の集ひ

しがらみ

あるかなしかに惑ふ柵

昼下がりどこかで蝉の声しきり

藍の浴衣にハート射貫かれ

抱擁し消えゆく先は奥座敷

恋のつらさはワインで晴らす
しめ

夫婦岩〆で結ばれいつまでも

カチンときたら腹式呼吸
名月や真珠の筏揺れうごき

蝋涙果つる暮秋送り火

ナゥタ空に舞ひ遊びけり赤トンボ

﹁はやぶさ﹂運ぶ金星の砂

八十路ゆく母の強かり手も口も

雨煙る山犬の遠吠え

養花天ライトアップの大阪城
︲シ﹂石︶

床の美人画ゆらす春風

︵於・大阪狭山市金剛︶

平成二十二年六月十日首
平成二十二年七月八日尾
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仙

楼門を閉ぢる尼僧に花吹雪

子花子花子子花子人
子子花子
子子人

〃
〃

則秀澄秀則愛秀澄舟
愛則秀澄

愛澄舟

歌

秀愛澄則澄愛澄秀則秀愛澄則愛秀澄則秀

花子子子子子子花子花子子子子花子子花

ハ横浜 浜風連句会ｖ

歌仙﹃空想工房﹄

風の坐れる猿の腰掛

山中に空想工房持ちて月

歩いた数を刻む携帯

今年酒ビル地下街を賑ははせ
出航の水脈消ゆるまで立ち尽くし

皇子やつして通ふ苫の屋

三つ編の子に止まるてんたう
ゥ芭蕉碑を隠しブタ草茂れるか

攝きの少しかすれて甘やかに
深傷負ひたる雄のライオン

裁判員になった正夢

うやむやにしないで欲しい平和賞

寒月をこぼして一輌電車往き
里の神楽の果ては素菱鳴尊

小さくなった独り居の母

泣き顔がたちまち笑ふオムライス

啄みて烏が配りし花の房
風船売りの叩は小粋に

加藤亀女

城命士口

加滕亀

水野禾
鈴木圭
士口

圭

士ロ

亀

士口

禾

圭

亀

士口

禾
士口

禾
圭

亀

ナォ春風にボンジュールてふパン屋開く

ゴッホの耳は売っていますか

走り根を踏み外したる青天狗
けふもけふとて無頼無頼と

カンランは四角に切られ旅盛に

お花炭などつくる講習

蘇のやうに蜜のやうなるわが想ひ

水仕の音のときに乱れて

軋ませつ﹁いとかわ﹂の沙浜の沙

習ひ始めのサックスを吹く

ボクサーの殴りかかりし窓の月

頬杖をつく蟷螂の影

ナゥ少年よ今年の棗でつかいぞ
五祖寺まで行く尼と道連れ

探し当っ経緯度原点触れもして

衣桁に掛かる古き大鳥

花の野にそっと展げる旅箪笥

泥靴はいて睦五郎出る

︵於・神奈川県民サポートセンター︶

平成二十二年十月二十七日首
平成ニトニ年十一月十七日尾
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捌

女子甫野甫野子女野甫野女子野子甫野女

小H1
林川

亀 禾 節 亀 節 禾 節 禾 節 亀 節 亀 禾

知
知女甫子女知子知甫子甫〃子女子女甫

ハ日立・日立かびれｖ

歌仙﹃栗焼いて﹄

大竹多可志

大竹多可志

栗焼いて囲炉裏の話し興に乗る

多

うからやからと秋惜しむ宿
名月が遡上の鮭を照らしゐて
伊喬渚
鶴岡育枝
加藤秀子
桐井斐子

妹即

執

筆節頼シ弥秀渚斐育多秀多渚育頼多頼秀

かぐは

ナォ耕せば土の匂ひの芳しく

出荷待ちたる樽の漬けもの

﹁だいこん﹂と言はれ十年晴れ舞台

声裏返るパンジージャンプ

栓抜けば泡が吹きだすラムネ瓶

浜昼顔は今が盛りと

観覧車少し揺れるも嬉しくて

ファーストキッス何んと強烈
はしか

エジプトの砂漠の熱い熱い旅

麻疹でぐずる幼寝かせる

いちじくを甘く煮る鍋また焦がす

貧乏神が仰ぐ満月

ナゥきりぎりす鳴けばちちろも鳴きだして

背筋を伸ばす長考の棋士
大正も昭和も杳く酒を酌み
うねび
霞たなびく畝傍・香具山

しきりなる落花の中を歩むらん

風を切りたる若駒の群れ

平成二十二年十月十八日首

︵於・大久保交流センター︶

平成二十三年二月二十一日尾
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メール開けば大賞の報

ネクタイはピンクと決めて街に出る

沢畠シシ子

秀

片野弥恵
深谷節子

手を振りながら登る坂道

噴水の秀のきらりきらりと
ワ縁側に南部風鈴鳴り出して

老いらくの恋灰になるまで

多

奉月

自転車の彼の背中にしがみつき

政権利権ふところにする

三毛猫は名前呼んでも知らんぷり

︑ン

大内頼子
弥

街中を練り歩きたる鉢叩
凍て月細く天心にあり

ゴンドラの船頭唄ふカンッォーネ

斐

渚

ジェームズボンドお得意の技
盛りあがる花の宴は女子ばかり

ひばりの空に一塊の雲

捌

八東京・Ｂ面ｖ

﹁初厨﹄

悪人なほもて往生をする

善い人の囲りはみんな下向いて

空気が読めない略してＫＹ

陸橋に月が見えたと嘘涼し

万華鏡無限拡散異次元界
米基地問題ざらと粗塩

着て行くあてもない着物買ふ

いづれ皆おひとり様よ今狂へ

居酒屋知らぬ女憐れむ

ワぐい飲みの底絵揺らして新走り

雁竿になれ透きとほる声

月の浜誰かが何か燃やしてる

ぱたりと閉づる推理小説

レジデンス高層雲ン片ン身近にて

初厨ガスの炎の青さかな
結び三葉の載る雑煮椀

仙

笠上げて花浴びてゐる僧のさま
日永ひだるしせんかたもなし

ナォステーキに高苣をかぶせて喰はむかな

食と水との安保切実

孫引はならぬと言はれ師ははるか

継承したのは皮肉辛口
鰭酒の一人贄沢許されよ
根雪となるか早も白々
御徒士町縄手西堀天主閣

路面電車の揺れも楽しや

度の合はい遠近両用眼鏡して

嫌はれてゐるわけがわからず

頬伝ふ涙冷して癒し月
医科大学の廊下やや寒

ナゥ標本のラベル露けし羅語独語

命冥加に藍綬褒章

神棚も無いので困る置き処
中品の中みんなおんなじ

千年の花ある里の軒低し

声ふつつかに鴬の龍

秤唾一汁群一Ｆ朋卦に叩蹄︵文音︶
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吟
ち

両
｜ﾉ1鈴
lll木

歌

さア

ヤちヤちヤち〃ヤちヤちヤちヤちや子ヤ

ちヤちヤちヤちヤ〃ちヤちヤちヤちヤち

力きもり

三日﹄
品川鈴子

西海和子

捌

ハ神戸・ひよどり連句会柿衞ｖ

鋤諦翁二十韻宴

旅三日日毎にかわる夏衣
鯉のぼりさえなびく酒蔵
あれこれの大きな賞に選ばれて

たわわに生りし甘き台柿
ゥ妹山の影置く背山月明り

忘れ扇の匂ひほのかに

そぞろ寒ダイヤモンドに傾きて

緒方喜代子

小原みどり

岡旧柿衞
品川鈴子
北島明子
石神芳枝
寺杣啓子
岡川禎子
森田蓉子
大倉正也

王義之の書を石摺にして

高橋照葉

新型ウィルス世界ゆるがす
ふくよかな吉祥天の紅うすれ
ナォ冬の月らでんの碧き釘隠し
鳥篭さげて行くあてもなし

藏本博美
鍛冶繁子

山本一宙心

藤田かもめ

受話器置く心つないだままなれど

千人針に秘めし想ひを

被写体のいと愛しきやし幼な妻
ジグソーパズルどちやまぜにして

ナゥ連衆のこぞり追善興行す

胸
像も向く白砂の庭
こや

昆陽池につらなる花の見頃にて

はるかに霞む摂津連山

平成十五年五月十一日正式俳譜興行

谷泰子

野口喜久子

弓場赤松
岡川麗
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辰

ハ神戸・ひよどり連句会ＫＣＣｖ

熱田神官奉納

百韻﹃凧悠々﹄

やるせなきまでひとり君恋ふ

おしゃれして料理嫌ひの幼妻

考へられぬ惨事つぎつぎ

ゥ文化祭謡の稽古きりもなく

隣近所に頼む稲刈り

誰も居ぬ観月台を照らすのみ

拭ふ茶杓の作はおのづと

なめらかに雅ぴことばをあやつれば

留学生をまたも引受け

噛りへ嬰を双手に抱き上げて

桂き間合にて芽吹く牡丹

倭

洋

八

廣

悦

芳

師岡洋子

森倭子

内膿廣

悦

三鵬八千穂

須賀悦子
岡川芳子

品川鈴子

木の根っこいくつもありて待ちぽうけ

芳

廣

悦

芳

徒然草の英訳をして

八

栞にと紙人形をつくり溜め

聯隊のありにし城の花万朶

古林田鶴子

倭

畦に堰かれて蜷のたむろし

占井公代

一一ォあづかりし羊の毛刈るひもすがら

蒼き愁ひを胸に秘めつつ

八

芳

婿養子今度こそはと旅に出て

公爵夫人の如き宝石

倭

廣

しどけなく衣桁にかかる長糯祥

漢方薬の効き目あらたか

肉丼の追加大盛り

小服みどり

岡本幸枝
河村泰子

谷泰子

木村郁代
竹下昭子
森川容子

逆転の満塁ホーマー唖然とし

雲間より月の光の惜しみなく

時代まつりは奴おどけて

威銃鳴ればぎくりと猫は跳ね
パソコン麻雀又もポロ負け

迷彩服で寒さ耐へかね

山︑杏子

イラクなほ嫌ひになれず生還す

一一ゥ下戸揃ひ甘みたっぷり卵酒

中田寿子

容

Ⅲ巾千代子

もう妊らぬ齢かくして

野川喜久子

ねぢり鉢巻口ほどもなし
想ひ遂げ寝息やはらか羽枕

小肥りが好きと言はれて有頂天
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糸切れし凧悠々と飛びゆけり

ピザ五等分するはむづかし

倭

廣

︑

碑は南向き熊野万緑

にこやかに座席ゆづられ目礼す

汀にはさざ波よせて月涼し

洋

ノ

太極拳の手足よく伸び

捌

泰子

小枝恵美子

宗匠の献紗は誰に譲るやら

七十五日蟄居ひたすら

倭

泰

イエーッの詩を諸ずるまで

容

か

正

路面電車に派手な広告
洲Ⅲ登美子

法楽のアダルトビデオ妻の留守

一一一ゥ吾もまたうごめく衆か蝸糾の紐

蚊帳の裡まで月のさやけく

どこもかも案内板はハングルで
み

光秀の塚ひそと藪蔭

参道の水からくりに振り向かせ

はぎれ財布に硬貨じゃらじゃら

泰

幸

昭

匿気楼には賂駝列なす

ナォ採りたてのアスパラガスは甘くして

語るごと頷きあひて枝垂梅
雛の宴を覗くファントム

ォ奥入瀬の巌をくすぐる若鮎ら

卯Ⅲ美智子

み

倭

容

郁

東の月かすかな殺気壬生屯所
ちゃんこ鍋には采配をとり
芳

ゆくりなくタラップを踏む家族連れ

泰

府神芳枝
品川鈴子

寿

ちぎれんばかり尻尾ふる犬
結願に仰ぐ伊吹のくっきりと

昭

這ひだす栄螺まづは絵にして

大倉正也
藏本博美

二胡のしらべは風のまにまに

ひらけゴマ何があるとも慌てずに

職Ⅲかもめ

緒方喜代子

一塁口

もうこりごりの株の取引き

矧場赤松

そよ風を仲乗りさんに花筏

その気あれども教養が邪魔

試し乗るハングライダー宙吊りに

若作り似合はい服を買ひあさり
鬼子母神なら食べてしまはん

水野範子
荒木治代
細野恵久

中川なが子

勝野薫

平川幹子

初田隆一

優谷川鮎

初恋のロビーに鏡ロココ調
忘れられないあの片笑窪

上原ロチヱ

空廻り廃園迫る観覧車

こんせん

見はるかす根釧原野ただ黄菅
釣りたての鰺磯でさばきて

双子授かりどさりカタログ

朝の厨にひびき合ふⅢ

枕紙まるめ鼻血の栓として

み

泰

高橋照葉
が杣啓子

山本一宙心

一塁口

北側明子
岡肌禎子
かわ

夏潮へパナマ客船進水し
伸び放題の草原を刈り

﹁乱歩﹂てふ茶房に鰈す大夕立

勤務中にも化粧直して
肝心の話とぎれし長電話
永らへる程恥を重ねて

通夜の客送りしあとの月朧
去りゆく鶴は声を残しつ
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ミュージカルめく軽き足どり

梶の葉飾るらせん階段

ダイエットあれやこれやの知恵しぼり

浮世小路に鴫の猛りて

月光に部屋明け渡し隠れ酒

塾の帰りは鞄重たげ

ナゥ蛇入りし穴をほじくりこちよこちよと

選挙とて応援電話きりもなく
いつなんどきも莨くゆらせ

占ひ長閑椅子に正座し

新社員スーツぴしりと着こなして
ひもと

奥伝
の巻を旙く花明り
きんとうん
勅
斗雲つと雛る春山

中尾廣美
中川節子
佐川昭子
岸はじめ
岡川章子
安川とし子

一一一輪慶子

中川芳子
市橋章子
彦坂範子
森川子月
鈴

木下秀男

平成十六年三月十五日首

平成十七年四月に奉納

平成十六年八月三日尾

︵文音︶
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野ｕ喜久子

陶山泰子
岡川麗
藤川鴎山

あて処なく降りしスイスの川の駅

棚田美智子

Ⅲ中千代子

一ォ洋館の和室を飾る雛人形

藏本博美

八大阪梅田・ひよどり連句会産経ｖ

大阪天満宮奉納︵千百年祭︶

母のミシンの音の軽やか

百韻﹃まどろめば﹄

州川鈴子
内藤廣

初田隆一

足利鐸子
足利徹

商橘三千子

うわのそらにてつ︑く猪鍋

鈴木昭美
牛尾曜子
細野恵久
水野範子
西海和子
岡田禎子
弓場公淑

森倭子

岡田芳子
中肪節子
森田蓉子

小腺みどり

気の滅入る一一ユース相次ぎ近松忌

雑用を名指しで頼む年の暮

半生を経し艀ぐらしに

年金の目減り天引きばかりにて

池のほとりの亀は長閑に
読みかけの徒然草に花吹雪
ばらもん凧もなびく青空

前半五十吟品川鈴子

登龍門をくぐる蝶々

まどろめば一人天下の春炬燵
山Ⅱ武津雄

風追ふ子らの浜のざわめき

岩田登美子

入江和子
狐例悦子

恋の紙維をそっと結びて

片えくぼすぐ探されるかくれんぼ

寝言の名前間ひただしたる

月涼し生家の紋の桐箪笥

百の棚田にとんぼ生れて
べた凪の赤道越えし証明書

晶眉の筋をどっと増やせど
一ゥ相撲湧く徳利投げの荒技に

学園祭に刻を忘れて

鰯雲ムンク叫びし北の果

遥かな村を月照らしつ︑

うっすらと二人の影に紅い糸
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満天星の鈴光りつ︑こぼるらん

砂漠を酪駝長く連なり

遺伝子は次の世紀に如何なるや

未野孝
岡本明子
木村郁代
八木健

月の客とて穏やかに膝行し

すでにふっくら新妻の腹

野に放ちたる瓶の鈴虫
ワ豊の秋川田錦は蔵元へ

長谷川鮎

ホセも顔負け日替りの恋

坂Ⅱ三保子

勝野薫
大井邦子
竹下昭子
永原貞子
中田寿子
山口杏子

せっかちの君とはぐれてルミナリエ

港神戸に荷役人形

十字架の鴉とびたつ鐘なりて

月をゆさぶりながら行水

ガス灯の倒れしままに夏の潮

どこに隠れし二千円札

おしゃれしてテラスで語る安楽椅子

捌

暴君のゴルフショットに老を見る

仔犬のやうな貴女の瞳
石神芳枝

緒方喜代子

山形京子

右近忠子
北畠明子
早川周三
汁木良子
木下秀男

山本一志心

旅人が名を寄進瓦に

首相来ず大震災の七回忌
ダイオキシンで何も燃やせず

知るや知らずや白酒の酔

霞立つ戦跡の丘仰ぎみて

風を鳴らして走る若駒

神代より大宇陀の花咲きみだれ

平成十二年十二月十七日首

︵於・産経学園︶

平成十三年二Ｈ十九日尾
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八関の樹・ひよどり連句鈴の会ｖ

仙川鈴子
森川蓉子

脇起歌仙﹃風薫る﹂

藤田かもめ

衆議判

風薫る七部集より稿起し
片方の角あげるでで虫
り珊赤松

ナォもてなしに蓬の餅を二つづつ

誓子好みの紺の額ぶち

海峡に漁る舟の行き交はす

連句広めに喜望峰まで
浴衣舞ひ粋な幼の奴さん
涼み台にて猫自慢聞く

スペードのエース引き当てラッキーと

割り込んで来る腰がむっちり
すれ連ふ香りで器量はかり居て

盟の月を掻き回す婆

何はともあれ塩のおにぎり

爽やかに少年ゴルファー誕生し

デジタル化器械も暮しも薄型に

小服みどり

円空仏に垂れる稲の穂

野川喜久子

ナゥひよどりの研は武庫の山々へ

ははそ紅葉の壺に挿されて

谷泰子

天心の月は円かにビルの谷
銭湯までも手に手つないで

動き滑らかはじくそろばん
まばたきをする間の十年祝酒

ゥ運動会やや不揃ひなマスゲーム

大倉まさや

岡田禎子
鍜沿繁子

由緒正しきパグの血統

子宝を授かりしことほのめかす

ヴァチカンの大使も誉めし京の花

︵於・夙川カトリック教会︶

平成十九年四月二十八日首
平成十九年六月二十一日尾

輪になり遊べ寿の春

糊をきかせたワイシャツの衿
山口杏子
小川寿子

見残して故宮博物院を出る
らんまの透かし⑳の彫りもの

角谷美恵子

河村泰子
大井邦子

産土神へ冬至南瓜

洲川登美子

Ⅲ中千代子

歌膝の小町の筆に冴ゆる月

自動車形の雲はうごかず

靜寿美子

こつぽりでスキップ鈴をひびかせて

庭いっぱいにしやぼん玉とぶ

花ふぶき突如激しく渦となり

岡本幸枝
吉川光子
森早和世
古艸公代

木津左耶子

木村美猫
竹下昭子
細野恵久
勝野薫

馬越幸子
荒木治代
尚橋花子
水野範子

長谷川鮎

平川倫子
中烏節子
釧倒悦子
川田麗
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八束京・ひよどり連句会東京ｖ

﹃風光る﹄
靜寿美子捌

ナォ隠居所を訪ぬる客は雀の子

健康食に工夫こらして

与党内意見あれこれまとまらず
ティッシュ配りに駅前に立ち

静寿美子
三輪慶子
北舟明子
岡田章子

巽酒には手びねりの猪口

大根ぬく穴ぽっかりと畑乾き

大口を開け鯉の寄りきて

慶

下駄音立てて赤とんぼ追ふ

月の宿電気自動車充電中

慶

海外の留学生の母となり

全快祝ふ細やかな宴

張り切ってバランスボール転げ落ち

疲れ隠しにサングラスかけ

一気呵成に自伝書き上げ
宵宮の雌子賑やか月も出て

寿

章

慶

寿

︵於・青山ウイメンズプラザ︶

平成二十三年二月二十八日首
平成二十三年四月二十五日尾

誘ふごとき春の潮駁

名城は満開の花侍らせて

量り売りする地元産米

寿

ナゥ去来忌に句帖カバーを取りかへる

応募小説またも落選

馴れ初めの頃の約束違へずに

新婚夫婦寺の跡継ぎ

電子機器変はる速さにとまどふも

月今宵宇宙の果てを見極めに

明

寿

東屋にうぐひす餅を供すらん

蚊帳の名残に子等と戯れ
いつのまにやら噂ひろまり
涙して恋のかけひき芝居じみ

隅田堤で強く抱かれて

一早

睨みをきかす剥製の虎

明

明

花ふぶき火の輪くるりと大道芸

慶

なめてみて下戸にもわかる味の良さ

章

ワ地下鉄を乗り継いで行く紅葉狩

生命をテーマのオブジェ風光る
ふんわりかけて春のスカーフ

仙

黄金週間めぐる温泉

市橋垂早

打
１
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歌

章子慶寿明慶寿明慶寿慶明寿章明慶章寿

八岡山・ひよどり連句会標ｖ

花房八映

房 森 藤 村

半歌仙﹃かよひ径﹄

かよひ径今一面の曼珠沙華
月に照らされ公園の椅子
マジシャンの種見えかくれする

︵於・

標編集室︶

平成 一十三年十一月一日首
平成 一十三年十一月三Ｈ尾
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客を待つ秋の暖簾を巻き上げて

桟橋を飛ばされてゆく夏帽子
蝉の鳴く樹はふた抱へほど
お手をどうぞとラストダンスに

ワ触れてみる古城の姫の衣裳箱

まとめ買ひする高野陀羅尼助

釜鳴りを信じたばかり子沢山
らくだの糞をさけて通らん

これっきりもうこれっきり山手線

初冠雪の報じられつつ

寒凪の沖に女王のやうな船
校正に朱筆すすまず冬の月
陶のたぬきの村に迷ひて

水車を回す水も温みて

花を撮るのみにカメラのずっしりと

花 火 佐 木

捌

信美か信八か八美八か美信美八信美か
〃 り り り り
子卵ん子映ん映卵映ん卵子卵映子卵ん

八大阪梅田・ひよどり連句会毎日ｖ

ご番咲き﹄

月の光に夢を見る猟

品川鈴子
小服みどり

山川杏子
靜寿美子
刈谷美恵子

甲虫とてオークションにも

み

靜

美

木口

捌

呼び戻されて時差惚けのまま

靜

み

木口

だぼだぼの作務衣で小僧磑を掃く

杏

美

み

靜

美

駅の地下街ぶらり寄り道

少女の耳朶にふれる淡雪

木口

靜

心まで整体治療和らぎて

北極の氷ソファーに白き月
露天の風呂ですすむ熱燗

行き先知らず船に乗せられ

ファド愛でし夫先立ちてよりロック

告白すれば続く沈黙

ゥ付け髭の横浜育ち好々爺

料理自慢は塩にこだはり
恐がりて線香花火の肘直角

山粧ふ写真仲間と連れ立ちて

話かく一番咲きの朝顔に

仙

堀割の鯉を隠して花筏

新の釣瓶に満たす名水

ナォ建売のおまけの巣箱烏ゐつく

表通りに並ぶ張りぼて

金メダルバトンタッチで取り逃す

扇子に踊る阿国歌舞伎絵

好奇心あふる口元サングラス

そばかすの浮く手の反りは鰯やかに

携帯電話彼女専用

蒟蒻づくしカロリーはオフ

焦れ死にしそうな日々に終止符を

放生会には辛寿集ひて

月の剣ぐさりと刺さる嶋尾の腹

漢字パズルを旅の枕に

ナゥ秋うらら﹁樋口一葉﹂読み耽る

財産の目録またも書き直し

趣味の焼物所狭しと

園のふらここ長き行列

花の枝を文学散歩の旗として

︵於・毎Ⅲ連句教室︶

平成二十年七月二十四日首
平成二十年八月二十八日尾
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中
'

田
『 I ！

歌

千
寿
代
寿子靜杏美靜杏寿美靜杏寿靜美寿杏美子

八神戸・ひょんの会ｖ

脇起テルッァ・リーマ﹃枯
蓮﹄

山東三鬼
宮崎鬼持
鈴木漠

鈴木漠捌
鳰が水脈曳くこれの河跡湖
美しき自然褒めんと探す語句
松本昌子

すき

治介明

源をもつ脚韻定型詩︒三の倍数行プラス一行で構成される︒
十四世紀初頭のダンテ﹁神曲房皀三ｚンの○三三国冒崖はそ

★テルッァ・リーマ︵三韻詩︶︒︑房﹈閑昌含冨は中世イタリアに起

執筆

英圭光

あやだすき

仇討の月下の姉妹綾襟

も

夜寒の壁を泣き声は洩り

飛車角を捨てて攻め入る敵の隙

恵方を向いて回る

守
＃

平成二十一年四月首尾︵ファクシミリ︶

風脅

の代表作︒﹁地獄篇﹂﹁煉獄篇﹂﹁天堂篇﹂の一○○曲すべてがこ
の形式で書かれている︒
押韻形式は吾ミ胃ご員言ご角く命帝獣
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枯蓮のうごく時きてみなうごく
にほみを

名残 の 雪 を 乗 せ る 兵 器 庫

梅村光明

鬼

三水英

永旧圭

服部恵美子

天気図 の不連続線花を待ち
弥生 狂言励む歌舞伎子
えんがまち

土産の冷酒に鯵を散ずる

いくとせ

幾年を磨き
抜かれた縁枢
ひや

片陰り旅の客なき宿場町

漠

昌子

恋を嵌め込むジグソー・パズル

珈琲はブラックと言ふ君が好き

恵美子

てこず

刈田へ連れし犬に挺摺る

持治介

八富山・風狂連句会ｖ

歌仙﹃うららかや﹄

ナォパステルの写生のぴやか山笑ふ
オープンカフェに並ぶ木の椅子

正

尚

一県

尚

現代を変へた頭脳の人が逝き

﹈興

貧富格差の反旗世界へ

小鉤銀色天鴦絨の足袋

二村文人捌

不幸せ帳尻の合ふ幸もあり

弥

桃澤尚子

寒卿の超一級を競り落とす
いぬじま正一

正

こはごはつかむ猫の子の耳

大村歌子

うららかやひとり遊びの幼ぶり

ちょっぴり嘘をついた後朝
ゆで卵妻の分まで剥いてやる

広瀬みさ子

千

マンドリンの音風にやさしく

北野眞知子

屋根裏の木目際立つ月明り

三村文人
奥野美友紀

ローカル線のかたき背もたれ

村戸弥生

若布干す白砂の浜は弓形に
乾ききったるゆくしほほばる

英単語スペル唱へる望月夜

ナゥ教会のバザー盛況秋深む

苔桃を煮る砿郡の鍋

八木孝子
朝木敏子
平林香織
宮村千鵺子

歌

執筆

文

美

千

読み止しのまま伏せてある本

片原真幾子
正

いつかどこかで会った気がする

美

︵於・富山市星井町公民館︶

平成二十三年十月十六Ｈ首尾

望遠鏡に浮かぶ昼楼

城下町路面電車の旅心地
大道芸にはづむ投げ銭
花筵而立の時を言祝げり

ワ鬼やんま女神輿の後につき

新人記者が特ダネを取り

一県

美

千

尚

弥

正

一呉

弥

シェーカーを振りつつ客の艶話
ぼんやりと煙草を吹かす非常口
松葉ばかりの掛かる蜘蛛の囲

住職の撞く正六つの鐘

夏の霜影富士を置く山中湖
ストレッチ続け八十路を息災に
ガーデニングは和風テイスト

浅き眠りを破る聴

開け放つ窓に花から贈り物
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八束京・深川連句会ｖ

東明雅
捌

明 暁 文 た
藍 つ
子〃藍子み藍子み巳子〃藍巳雅巳子み

歌仙﹃菜の花を一

菜の花を噛めばほろほる遠い夢

せせらぎを聞く春惜しむ頃

ナォ声に出し読む日本語の麗らかに

きっちりと磨ぐ策の糯米

彗星の尾を引きたりし百年史

白き蛇棲む古き家柄

ひっつかみアダム連れ込む暗き閨

愛しと憎しうらとおもてに

駒不足構造改革行きづまり

コンピューターも狂ふ酷寒

亡き父の貧乏ゆすり受け継いで

鹿の角切腰が痛いよ
菅公の墨痕淋滴月の下
不登校児と拾ふ銀杏

ナゥコントラバス弾かせて貰ふ癒し系

長の逗留放浪の画家

大都会ふとふり返る地震すこし

敷石濡らし穀雨去りゆく

廃校の池に残りし花筏

お手塩に受くる道明寺餅

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成十四年四月七日首尾
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蜂の巣の構造力学論争に
ブリキカップの苦い珈琲
山国は出たとこ勝負小望月
草泊りにも春を持ち込み
ワ留学生ですと爽やかチマ・チョゴリ

風が櫻った恋は幾つ目

終着駅赤き線路を辿り行き

曲馬団にもありし名門

裏方で暮らす男のひとりごと

倫敦の月石畳凍て

酒をもて天板に焼くカンパーニュ

簗から届く新しい鮎

不景気だって売れるブランド

湧き起る六甲おろし大団扇
神様が逃げたか現世花の昼

少年の目の澄みて暖か

東 矢 鳥 橘 山
崎 村 寺

執

筆み雅藍子巳み〃巳藍子巳藍〃み藍巳子

八東京・葡萄連句会ｖ

歌仙﹃千枚因
鰯雲海へなだるる千枚田
グラス揺らしてワインの香り

内藤芳生

和田や垣

森Ⅲ桂水
川上涙女
内藤芳生

松本幸西

Ⅱ黒梓朴

ナォ桜鯛鳴門は渦をそだてけり

心やすらぐ行きつけの宿

さし迫る原稿期限寝もやらず

担当記者はとびきり美人

ガス灯の光に浮かぶ影ふたつ

ドラコン賞を女に取られ

未知数の宰相なれど血筋よき

身構へをする立冬の朝
家々の軒に吊され干大根

一刀彫の飛騨の高山

赤子抱き出湯に浸る月明り

白萩みだる無住寺の庭

ナゥタ映えの山渡りゆく雁の列

子にねだられて綿菓子を買ふ

野の道の石を蹴りつつ童うた

客待つ部屋に入相の鐘

花の雲京の誰の隠れ里
若菜摘みゐる翁と淵

︵於・あんさんぶる荻窪︶

平成十八年九月五日首
平成十八年十Ｈ三日尾
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蜻蛉すいと向きをかへたり
楼閣に集ひてをれば月さして
冬帽子斜めにかむり葉巻吸ふ
囲炉裏かこみてシネマの話

太公望の何を釣るらむ

ゥ山住みの浮世はなれて思ふまま

村の小町の花嫁姿

羽衣のあるやも知れず浦の松
パリコレのモデルとなりし孫娘

満月仰ぐ加茂の川床

舞妓ひきつれ楽屋を見舞ふ
馬の背の鈴の鳴るなり夏野原
雪舟の軸をかかげて香を蕪く
おぼろおぼろの瀬戸内の旅

銀座通りを朴歯鳴らして
花吹雪あびて老犬歩みをり

捌

梓茜遥芳涙桂梓茜芳遥桂涙

芳遥桂茜涙芳遥桂茜涙芳遥桂茜涙芳遥桂

八東蝋・ほほほ連ｌその一Ｖ

森脇甘蘭

歌仙﹃鯉職﹄

大久保風子

和田忠勝

茄子に胡瓜と苗売りの声

山里や沢渡りたる鯉幟
頃合いをみて季節お干菓子

鈴木山波

和Ⅲひろ子

竹崎梨野
岡村糸子

宮澤うか

野

ろ

波

ナォほこらしく緑の羽を胸元に

議員バッチは麻薬妙薬

この歳で空中遊泳試したし

十国見える山寺の坊

時烏聞けば未練の努龍と

ポワゾンの香に狂う短夜

未来より今が大事の二人ゆえ

売りそこなった株の暴落

耳立てて餌を待つ犬の腹時計
勾玉模様しゃれたバンダナ

有明に見つけた毬を︑指で突き

満天星紅葉参道で描き
ナゥ秋扇要の少し黒きこと
天下り先辞退身に入む

墹暁と風鳴る丘に独り立ち

鰊来たりて浜は銀色

散りて尚掃き寄せられて花は花

鬼籍の友の笑顔あたたか

秤雌叶い拝唾朋坐や肥噸︵文音︶
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縢寝椅子ふと目を覚ます翁いて

いつか来た道すすき野の風

月の茶事茶杓の銘の面影に

伊東あさぢ

平良木遊虹

岡村取

想いは千々に他人の女房

夢ばかり追いかける彼忘れ得ず

大城里水
和田忠勝

サッカーくじに出来る行列

ワ爽やかにエステサロンのリニューアル

地球の丸さ実感として

蘭

シドニーの師走の月を背負うサンタ

波ついて湾を出てゆく大帆船

雪化粧した塔の煙突

糸

到来物のワイン片付け

風

千羽鶴ひたすら平癒祈りつつ

新入学児ピカピカの朝

花満ちし集落夢の如くにて

捌

執

筆か虹水欣ぢ波野糸ろ風閏水勝か虹ぢ歌

ハ仙台・北杜連句塾ｖ

歌仙﹃丹
に﹄

丹田にみどりの山河生きめやも

虹へ向いて一歩前進

狩野康子

狩野康子
熊坂昌子
谷川部弓子
秋川てる子

松ノ井洋子

鈴木良子

佐藤千枝子

佐々木嘉字

まだ熱々は晩婚のゆえ

ふるさとの匂い忘れず蝉鳴いて
ジオラマなれど懐かしく見る
月まるし被災の友とひとつ家に
せんぶり干したと話す留守電
ゥ脱サラの父の打ちたる走り蕎麦

高橋玻斗子

てる子

康子
昌子
弓子

玄関にポストンバッグある怖さ

時計ひそかに狂いはじめる

広漠の何処におわす救世主
武者震いとも東てぶるいとも

共にと記すＴシャツの背に
杜氏来る早瀬を渡る氷魚と月

洋子
嘉宇
良子

国挙げてなでしこジャパン祝うらん

厨に粥の加減ほど良く

康子

玻斗子

養花天影もろともに世捨人
紙風船は落ちいまに打て

針の穴から直す綻び

てる子

昌子

弓子
良子
洋子
康子

ナォ真っ昼間蛙合戦果て知らず

玻斗子

魯迅との縁が結ぶ姉妹都市
玉砂利を行く巫女の緋袴

別れの予感蛍飛び交う

弓子

君と僕アイスクリーム頭痛あり

ゴリアテの首持つダビデ像

そこはかとしやぼんの香り洗い髪

嘉字

てる子

東へと巡礼の道直に伸び
仮想に遊ぶ現代っ子は

千枝子

夜寒にみがく動体視力

後の月逆転サョナラホームラン

千枝子

昌子
康子
洋子
弓子

命の水を酒と言わんや

ナゥ切り岸に色烏集め遭難碑

チワワ顔出す春コートから

てる子

良子

満杯となりし傘寿の知恵袋

新天地にて実るネーブル

燈登る散りしく花を踏まぬよう

平成二十三年七月二十五日首

︵於・北仙台コニュニティセンター︶

平成二十三年八月七日尾
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田

捌

ハ新庄・北陽社ｖ
麗﹄

井上玲虹
捌

風舟悦笠竿悦水風笠舟竿悦竿舟笠悦竿凹

御俳詰の連歌﹃秋

機宜としてひかる山河や秋麗
窓いつぱいにまんまるの月
虫の音に至福の時を過すらん

両手はみ出し笑の零る遥

すっきりと立つ夏の水仙

ナォ旅程表添へて誘はる雛巡り
やまガールやら歴女現わる

シルクロードは酪駝の背上

義経も芭蕉も通る最上川

汗光る厚き胸板ひとめ惚れ
炎ゆる想いに失せた食欲

借金をしてまで競馬止められず

座敷童子の出るといふ部屋

遊覧船に鴎供する

正義感巨悪に向ふ筈くるい

ロゼワイングラスの中に揺れる月

口三味線で踊るかっぽれ
ナゥふる里は風情棚田に柿簾

千手観音深きほ蘭えみ

掘り出した木簡に見る暮仕振

太陽にキス南米のチリ

今年も燕軒を賑わす

自画自賛絵筆走らす花の下

平成二十二年十月二十三日首尾

宗匠玲虹脇宗匠庭水

読師雄悦香元紅舟
座配和風会幹一竿

︵於・新庄市民プラザ︶

執筆
典礼
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涼しさにひと息ついて庭を掃く

ウキナ臭き尖閣諸島してやられ

我慢すること出来ぬ若者
たまさかのみどりの黒髪美しく

うっとりとするあの娘の姿
佛前に頭たれたる日のいづこ

株の上下に一喜一憂

らんらんと寒月睨む鬼瓦
狸汁食ひヘボ将棋指す
願ひ事神に託して絵馬を画く
ゴンドラ揺れるベネチアの街

鴬の来てひがな鳴きゐる

ほろ酔ひのほ︑に吹く風花むしろ

筆虹舟竿子舟悦枝風子枝竿虹水子枝舟竿

竿笠

和

美

執

玲
紅一雄
庭和

知

永渕丹捌

丹

ハ仙台．ほれぼれ座ｖ

﹃土の春﹂

種案山子にはかるく敬礼

土の春背筋伸ばして一里ほど

大人のためのぬり絵描いたと

黒々とのっこみ鮒の泡立ちて

売家の札にからむ野葡萄

月の出をただ黙念と仰ぎ見ん

殺風景と総理評され

ゥ堆肥から掘り起こしたる濁り酒

ひと匙の嘘と愛とを攪絆し
アンクレットの細き足首

風の織りなす砂の文様

ハワイの夜喧嘩もなしにフルムーン

銅に打つ月と白烏

川個れに添うて託宣受けに行く

尻尾を振って雅楽聞く犬

今日のｎも十年日記こともなし

柳の枝の触れる冠

ナォあご出しに芹を落としてお澄ましに

完壁主義者首を傾げる

すぐばれる狂言強盗ひと騒ぎ

風評という煙たなびく

日傘差す真砂女も通る銀座裏

粋に茄子紺着流しのまま

豊かなる裸婦像ぽんと競り落とす

後部座席に魚龍と釣竿

鴬の字は画数多し忌々し

位牌はしかと吾の懐

名月を盆に浮かべて笹の船

人の象に太る長薯

ナゥ秋の暮山脈淡く裾引けり
烏鶯の技とてとみに上達

建替えのオール電化にまごついて

煽てもつこに乗ってみようか

花の宴村ごと花に寝堕ちたる

粘霊ならんふわと淡雪

︵於・

仙台市文学館︶

平成 一十三年二月十八日首
平成 一十三年十月二十七Ｈ尾
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仙

這い這いの御所人形の花の笑

達 康 達 康 草 達 康 草 康 記 草 康 勝

康

康

記康淋

嚇康

草淋康記

執

佐
！'』永筒狩々
' 1 村 渕 井 野 木
I
l
d
】

歌

雄子〃丹雄子丹平雄子丹平子康平子子

筆丹平子子康丹子子丹康子子丹子丹子丹

ハ伊勢・勾玉連句会ｖ

歌仙﹃神還る﹄
海神は沖を還るか水脈光る
かんぬき掛かる冬の蜑小屋

藤岡よし子捌
藤間よし子

退職金は妻に半分

ナォ吾も又団塊世代春惜しむ

初心者マーク掠めゆく烏

アルプスの谷渡り来るホルンの音

寒中見舞電話親しき

紙漉きの技ようやくに賞を得て

哲学オタクついて行けない

慕い来し昔の彼氏いま白紙

格好つけて舐めるウォッカ

コンサート果てて余韻にひたりおり

渡辺紘男
小西澄子
山側龍一

古文書の手解き祖父は髭なでて

小林静司

秤雌什皿砕十コ皿一汁冠叩噛︵文音︶

古仏まします野辺の麗か

横に見てまた縦に見て花は花

ピカソ展へと春雨の傘

懐かしきサイン︑コサイン︑タンゼント

幼き頃の唱歌口にす

ナゥメモ一つ残して母も稲刈に

広告の画に爽やかな夢

ホームラン外野の月に消え去りぬ

紫壇の机念入れて拭く

よ

かまきりは棒立ちのまま月に飛び

男
登

焼もろこしの匂う庭先

出湯潭々少し恥かし

よ

司

ゥ山澄めりさあと手を取る若夫婦

鞄持たせて往診に出る

も郡４−

江見

口γイⅡ

家柄は明治維新の志士の喬

男

この土地に住めば説もいつか身に

吊しのぶより青き滴り

月の夜の息子に着せる白耕

︑恥ＪｆＯ

丞邸

よ

も００日ｊ

両

未修科目で授業上乗せ

宗教の戦世界史彩りて

男

流れゆたかに悠久の川

石段の尽きて頂花の城

馬耕の田圃カメラ放列
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澄男よ司一

よ司一澄男よ司一澄男よ司

八東京・窓連句会ｖ

歌仙﹃夕風に﹄

め
山脈遠く海ご猫
渡る空

夕風に袖なぶらせて芝を焼く
雛の客小さき草履も散らかりて
鼻をそろへてこくこくと飲む

楯子の実の赫き色づき

月椅子ひとつ出して良夜に身をまかせ

ナォ中華街蛎柤の祭のにぎにぎし

五つ玉なる古りし算盤

友だちのひとり暮しに目途がつき

冬麗太陽発電たのもしや
研究棟に灯の消えぬ凍

有機野菜を買って帰らう

眼の澄みて笑顔やさしく縁遠き

高月三世子捌
内川さち子

淑

深井玲
陽

さち
さち
杉浦喜久代

澄

アヤ
アヤ

玲

陽

アヤ
さち
さち
三世

一塁口

さち

佐藤和子

アヤ
三世

澄

野口敏子

淑

何も決まらず老いに漸寒

アヤ

花落花しきり千鳥ヶ渕に魂鎮め

二年九月一日尾

︵於・東京女子大学同窓会館︶

平成二

平成二十二年三月十三日首

霞の果に浮かぶ故里

折り紙で組む箱のいろいろ

足音に鯉の集まる太鼓橋

ナゥ聞き上手さりげなく来て零余子飯

悪童たちの声も幻

マザーテレサに初めての恋
人波に逆らって行く渋谷駅
ホテルの地下に能楽堂出来
〃月僅々高速道路どこまでも

中非淑子

さち

高月三世子

菅野陽子
鈴木アヤ
淑

さち

倉橋澄子

くじ運悪く相手きめられ
クフ王墓壁画の女王十八歳
思ひもよらぬ濃厚なキス

ゥ今年酒さげてひょっこり碁敵が

経済指標横ぱひのまま

ポタージュをぽったりこぼす銀の匙

アヤ
アヤ
三世

夜釣帰りの浜からの道

Ⅱクレーンの止まった先の月暑し

仔犬来るのは土曜日の午後

父と子の同時にものを言ひかけて

花花の雲眠りの中に満ちてくる
そぞろ歩きは蝶といっしょに
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八徳烏・丸亀連句会ｖ

河野素人

広谷聿目

河野素

捌

人仁石映石人仁石映人映仁人仁石仁石人

半歌仙﹃万緑﹄
万緑や白亜の天主胸張りぬ
泳ぐ緋鯉は濠にはためく

︵於・望城書屋︶

平成二十三年六月二十八日首尾
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鎌出耕

水

糊を利かせし枕すもめる
とき

−7

大の字に寝たる男児や風もなし

故郷はいま豊穣の季

−
1
+
・
ブ
l
‐

松枝を抜けしばかりの月今宵

未曾有の大難誰が救わん

赤蜻蛉群れ飛ぶ空に茜雲
遙かに偲ぶ浅井三姉妹
江が得し秀忠天下一の婿
今にしてムンクの叫び耳朶にあり

よ

無理な原発無理な節電
雪女月を過ぎつた白い影
兎の歳も着膨れて果つ

延年の舞父が納めて

眼の傷は跡を留めず勧進帳
虚子の句碑あり蝶のまつわる

花に酔い人に酔いたる城の道

今回

ハ岐阜・三川連句会ｖ

﹃鶏頭花﹄

月の兎の覗く生垣

磯部摂子捌

ナォ伊吹嶺を仰ぐ堤の草を焼く

裕

成瀬富美子

矢野品子
水谷芳枝
渡辺俊秀

膳に並ぶはおふくろの味

埠頭離るる豪華客船

引きづられ一度が二度と逢ふ羽目に

縁まで熱い屋台のお蕎麦

岡川須美子

汁艸英子
柴田幸子
揃川幸子

瀞常明

旅靴カメラに句帳・電子辞書

体温のあがる地球の暮れ早し

締め括る仕舞は平家物語

問冊保雄

丈ほど茂る葭のひと叢

歳

永井千代子

赤面したりロマンスグレー

時計の針の休むことなし

ナゥ豊年を祝ふ太鼓のとどろきて

一柳悠香子

太田巴静
磯部摂子
飯Ⅲ千歳

月煤と湖のさざ波きらめかせ

横井恒子
山川蕗子
明石曜子

渡辺きい

産土の社をつつむ花の雲

送電線を越えるつばくろ

唐突に高速道路出現し

摂

洩野好子
尾関香初
大野和子
野川千平

小見山美代子

曜子

芝居の幕のおりて真っ暗
山田久子

恒

巡る温泉切符ジパング

平成二十年二月十九日首尾︵文音︶

光あまねく清明の候
清水裕子

川︑江美子

中島初子
浅野峰子

悠

霞の空にあがるバルーンよ

吉川久美子

美しき国作りとや誰がせむ
消えぬ戦火を照らす夏月

ゥゆりかごで握る未来へ小さな手
ぽつかり浮かぶ雲はいづこへ
若き日の映画の世界なつかしき
真砂女の声をふっと欲しがり
ほろ酔ひの夜景みる肩強く抱き

耳を掠める笹子鳴くはも

露地をまはれば麺浬やく匂ひ
よき水を汲みて里山冬うらら

姉いもと美術の秋へ連れだちて

塔も夕暮もなし鶏頭花

仙

大伽藍境内覆ふ蝉しぐれ
旗を振る人満面の笑み
白梅と紅梅活けて店開き
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歌

ハ横浜・美晴連句会ｖ

歌仙﹃翁の意気﹂

山本ゆ

吉川安

伊藤則

土屋実

生川Ⅱ管︑

生田目常義

くさくさ

栗名月に供ふ種々

空澄むや翁の意気はいよよ壮

厨の隅に銘酒一本

秋鰺の押し鮨の型ととのへて
なだ

棚田裾海へ傾れて潮けぶる

出して拡げる紹襟夏帯

細き足首龍の彫り物

ワ不景気で新内流し声低く

何に効くのか冬至蒟蒻

予定表小さき丸は逢瀬の日
メイク落した素顔大好き
音もなく水流れ行く森の中
ねずみもち

月煙と女貞の実手に取りて
配給談義あれもこれもと
待ちかねたラジオドラマに一家皆

シャボン玉売る公園の隅

銭湯のれんそそくさと分け
みちのくの二泊三日の花疲れ

ナォ春祭り路地裏までも賑はひて
１しべ

藁稽長者語り継がるる

祖母ちゃんの添寝の夜はうれしいな

成田不動のお札大形

ビタミン愛ミックスジュース胃にやさし

出来ることなら夫唱婦随で

倦怠期子猫見習ひじゃれついて

電気炬燵はスイッチを切

震災の被害どこまで及ぶやら
尻尾も食べよ海老の天ぷら
こねりがき

論じゐるダムの行方よ二十日月

木練柿待つ烏は吾が身ぞ

ナゥ冬支度子のおさがりはたんとあり

スマホ新型次々と出る
食卓に小鉢並べて迷ひ箸

今日のコンペでホールインワン

花吹雪ひとひらふたひら坪の庭

横横道路速き逃げ水

︵於・横浜美晴台実郎居︶

平成二十三年十月二十八日首
平成二十三年十月二十八日尾
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捌

則郎義う芸則郎義う芸則郎義う芸子郎義

義う芸則郎義う芸則郎義う芸則郎義う芸

八日立・水無月連句会ｖ

﹃四人の句会﹄

宮本茂登
堀江水城
間木遥子

宮本茂登

石焼薯のしゃがれ売り声
開港の埠頭に船の入り来て
大山とし子

名勝の古城に仰ぐ昼の月

幟はためく産直の店

ゥ紅葉の峪にゴンドラすれ違う
削除出来ないメールアドレス
あれこれの恋占みんな吉とでる

常磐線も復旧なるか
巡礼の母子佇む小公園

ポケットにあるガムとキャンデー

シャム猫はのびのび月の夏座敷

調子はずれの酔いどれの笛

宗次郎段々畑に涙する
恐竜人気横目に睨み

捌
や蓮

と

茂

後藤算子
安島茨穂
筒井香

黒澤かすみ

上条州紅

長澤矢麻女

根本美茄子

片野弥恵
小岩菖蒲
雨宮文江
岩下秋月

ゆるキャラブームついにここまで

揃うても四人の句会冬ぬくし

仙

満開の花の根元に春の神
翁笑えば山もにっこり

ナォ春渚ハワイで踊るフラダンス
ネールアートを楽しみながら
地上波の画像ますます鮮やかに

浄土庭園世界遺産に

しんしんと雪降るなかを市女笠

鵠となりて逢いに行く黄泉

戻ろうかいや戻れない好きなんだ

すっかり変る店のしつらい

被災地に半年通うボランティア

いつの間にやら肥満解消
松の月金色夜叉の宮顕ちて

忘れ扇の忍の一文字

ナゥ綱取の夢を叶えて爽やかに
好きこそ物の上手なれとか

気がつけばアニメソングを大声で

動物園へ遠足の列

三千本異国の首都を染める花

ふるさとに向け吹くしゃぼん玉

平成二十三年八月二十五日首

︵於・インターネット︶

平成二十三年十月二十日尾
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歌

秋水茂と矢遥算茨文菖か弥香美茨算洲矢

ハ仙台・宮城県連句協会ｖ

歌仙﹃白河以北﹄
狩野康子捌

ナォ鴫は天上よりの贈り物

列に付きつつ逃げる準備を

御座船に袖を濡らせる後鳥羽院

川村紀子
浜田則子
菅原泰子

北村多喜男

笹川圭子
伊藤航
鈴木文男

荒川由美子

久保田千代

山田史子
山崎博司
巾村記康

佐佐木らん

阿部堅市

豹柄水着ジープ降りくる
愛しては鋭き疎も楽しみて

伎楽の面の眼金色

ヒエログリフをあやつりて文

土用干し箪笥の節に旋風
松ノ井洋子

六尺の病床これが我が世界

狩野康子

一山百文隠れなき月
秋田てる子

神々の紅葉ずる白河以北なり

熊坂昌子

柱の暇と天井の染み

いたずら猫を横抱きにする

谷Ⅲ部弓子

アロマオイルは檸檬選んで
ナゥ括られし路地の残菊匂う艶

今年絹つややかなるが畳まれて

園庭に順番を待つすべり台

川巾裕子
中村孝史
小岩秀子

国宝修理元の輝き

小野寺妙子

執筆

全 ジ '

ふるさとへ都会の月を写メールし

後姿の父に似ていし

水桶に浮くラムネサイダー
ゥ満載の海霧の中行く定期船

佐藤千枝子

木田真智子

垂石よう子

素顔のわたし貴方だけには

高山達雄

恋やつれ受け止む波はレスキュウ隊

旅の果て手汲み古井戸鐘櫓
雲よりふわと友の微笑む

平成二十二年三月八日首尾︵文音︶

響く拍子木弥生狂言

花片を集めて書きし花の文字
佐々木嘉宇

商橘玻斗子

筒井草平
水渕丹

鈴木良子

凍鶴に月光洛中洛外図

佐々木源子

過去と未来を結ぶ漏刻

マーラーのシンフォニー聴く夜更けまで

九十にして規矩に従い

横川浜江
蔦とく子

口開く牡蠣に恥を知れとて
厄詣埒明けず屋のけつまずき

アスパラガスの伸びる速さよ

今日ぐらい今日ぐらいとて花見酒

一 う ぐ 7 −

ハ横浜・メロウ連句塾ｖ

短歌行﹃白扇﹄
筌民伸
岡本遊凪
新谷十音

筌民

断腸すかんぽ

白扇でひらりとかはす噂かな
紙魚のつきたる古き歳時記
あたふた探すベビーシッター

新井樽
凪

伸

樽

ぽ

立日

捌
仙叩

凪

ナォ信心の列ぞろぞろと御開帳
岐阜提灯の美濃和紙が好き

通り雨相合傘のはづかしぐ

出会ひサイトで知りあひし仲

道三と光秀酒の肴にし
暖房止めてすこし節電

柵抱着て月を眺むる湖の宿

由緒を聞けば轆靭の商

ナゥ老健を山津波にて流されて

霊前祭に招かざる客

勝ち馬に夢のやうなる花吹雪

風車持ち孫と駆けっこ

−258−

奨学金授与のしらせが舞ひ込みて

ゥ水清き飛騨高山に月上り

藤村忌とて記念館まで

手をとりて林檎畠の細い径
華燭の宴で父を泣かせる
早朝のラジオ体操休まずに
ぎっくり腰は魔女の一撃
花の香を添えて戴く平手前
椿餅とて今日のお茶受け

忰唖存一軒此胆一十捗叩噸︵文音︶

ぽ樽音凪樽ぽ音伸凪樽ぽ音

伸

八川川・やまぐち連句会ｖ

歌仙﹃陶の里﹄
中本七水
物部武重

中本七水

休む唐臼薪を割る音

煙立つ山粧いて陶の里
物部希代子

枇杷木徹也

語り部の長老盃を傍に

宮内浩一朗

蒼水

ナォ風光る今日の船出はいかばかり

跡取り息子期待かけられ

故里に国際電話母の声

馬駆け巡るモンゴルの丘

大銀河南半球斜交いに

夏の夜空に送る投げキス

はずかしいのの字ばかりを膝に書く

歌寿
七水
育子
歌寿

囎川圭子
諏訪欣二

欣二
俊正
徹也

衞永敦子

部屋の明かりが早々と消え
復興を阻む無策に立ち向かう

一人一人が伸ばせ仙骨

敦子
圭子

擬おきて爪弾く琵琶に居待月

栄華を偲び秋深む庭

ナゥいちじくのじっくり鍋で煮詰められ

希代子

藤本斗まこと

執筆

万川やす子

武重
欣二

友のメールに顔のほころび

早起きは元気印の証です

生きているぞと叫びたい我

西行が庵訪ねん花の道

細き流れの春のせせらぎ

平成二十三年十月十一日首

ンター・文音︶

平成二十三年十月二十三日尾
︵於・萩市市民活動センター・周南巾市民交流セ
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まいら戸を月に誘われ引き開けて
膝うえの三毛猫ちよいと尻尾振り

七水

中村則子
山巾克美
中本蒼水

氏神様にお百度を踏む

短くなりぬセーターの袖
ゥ切炬燵勉学励む孫の笑み
スナップ写真槌せてきた色

許されぬ折は駆け落ち燃える恋

ももとせ

遍路行脚の笠が家宝と

Ⅲ中靖士
奥服英郎
明洞歌寿
北村育子
堺谷俊正

克美
蒼水
則子

Ｄ別は汽笛響かせ谷を縫い

開けた弁当旬のお魚
竹床几四方山話夕の月
待宵草の開く頃合い
国体の民泊の町忙しく

烏が帰る黄昏の空

百歳を祝うがごとき花吹雪

捌

外来種らし子猫うろつき

和田容子捌
和 若 小 花 片
田松森輪111

葆芳瑛容歌葆芳瑛容歌葆芳瑛容歌葆芳瑛

八東京・悠の会ｖ

﹃木の実落つ﹄

木の実落つまだあどけなき掌に

ゥ春 場 所 の 中 止 と 決 ま り が つ か り よ

ぶらりとさがる棚の千生り

蔵出しの味は絶品今年酒

大草原に浮かぶ満月

米国へ家族揃って留学す

ゴールインまで迷ふことなし

急な夕立にみんなずぶ濡れ
連弾の彼氏との息ぴったりと

かがやける南房総卯波立つ

観音詣で日日の習ひに

しゃぼん玉吹く手品師の技

お互ひの料理持ち寄り雛まつり

月天心眠れる町を照らしゐて
カーテンゆらす心地よき風

川霧晴れてたどる道道

仙

新調のよき花衣叙勲式

小さな虫に顔がひきつり

ナォうららけし母と娘のわらひ声

地震が開けしパンドラの箱

救急車凍てつくなかを行き来する

後朝惜しむあさがおの垣

君となら踊り明かさう夜あけまで

五輪への夢捨てず精進

月仰ぐ完成間近かなるタワー

山路はるかにほととぎす鳴く

ゆずられし桐箱入りの錦帯

釣りの成果を自慢した父

なんのその腰痛押して避暑地へと

ナゥさっそうと馬登場の野外劇

太陽発電ならぶ屋並に

流行の水着きたくてダイエット

まるで宝石熱帯魚たち

学窓を明るくしたる花吹雪

村人集ふ岸辺青めり

︵於・和田容子宅︶

平成二十三年六月二十五日首尾
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歌

子子子子子子子子子子子子子子子子子子

歌容芳葆芳瑛容歌葆芳瑛容歌葆芳瑛容歌

子子子子子子子子子子子子子子子子子子

八東京珸沙連句会ｖ

歌仙﹃初電話﹄
よ

初電話受話器の綾りを戻しつつ

小さき七草寄せ植ゑの鉢
臥竜梅昇る満月待ちわびて

土屋実郎捌

小張志げ
山川武雄

小強昭一

土屋実郎
今村苗
坂Ⅲ武彦

快勝のあと惜敗の馬

ユビキタス三次元へと目が回り

四十八手をググル若妻

郎

げ

雄

彦

ナォ父上は穀雨のあの日逝き給ふ

せきてん

衣冠束帯修す釈葵

銭湯で歌ふカラオケ神田川
痴話喧嘩させ逃げる仲裁

戦国の武将に烈女思慕を寄せ

相合傘でしっぽりと濡れ

道風を諭し疲れし青蛙

土用灸据え腸も冑も切る

こっそりと埋蔵金で煙草買ふ

豪華ランチは妻の専売
月皓皓新築ビルの最上階

ビルの谷間で愛づる虫の音
ナゥ今生の別れと言はん照紅葉

割れたる鏡もどす術なし

成田屋の名を海老蔵がぶつこはし

備前の皿にのせる公魚

花盛
り八幡宮に人の波
ほくる

黒子のピエロひさぐ風船

︵於・東京アインスリバーサイド別Ｆ︶

平成二十三年一月十一日首尾

−261−

やや

春の焚火に背を向けて立つ
うららかに主役の嬰の大欠伸

郎

怒濤ひびきて天にひろがる

苗

弁田

熱燗つけて人を待つ宵

ゥ禅 寺 の 庫 裡 に テ レ ビ の 秘 め や か に

団扇かざして仰ぐ夕月

旦那来ぬ日なりと知らす寒椿

獲れ過ぎて値段のつかぬ梅雨鯰

彦

姉三六角わらべ唄聞く

雄

げ

長考の手持無沙汰に捻る顎

春の城趾を巡る旅人

花吹雪空は太初の青さにて

げ雄彦一郎苗雄一げ彦苗郎げ雄彦一郎苗

ハ横浜・ヨーク連句会ｖ

歌仙﹃うそ寒や﹄
土屋実郎

土朧実郎
増井士勺瑳えこ

唯ⅢⅡ常義

うそ寒や意地張り合って呆け夫婦

秋の時雨のけむる坪庭

価艸文子
杉浦芳子
枇怖利夫

久良木垂忠

大沖博山
吉川酔山
鈴木桃子
尚川鄭和

栗拾ふ子供の声の賑やかに

今日好日と仰ぐ望月

芝蹴って首振り勇む競走馬
河豚ちりセット箱にぎっしり
ともし

ゥ遠く見ゆ釜山の灯冬座敷

音信不通すでに百日

面影を追ひて夢路に迷ひ入る

絵文字に托す恋の恥らひ

青不動吉野の山を一睨み

柴犬の尾の揺れるしきりに

瓜盗人の詞旬前進

路地の街迷へば淡き夏の霜

酔山
常義
桃子
文子
圭忠

ＡＰＥＣ誰飛び交ふ警備陣

啄木の歌碑駅に古びて

常義

ちえこ

わが弁当は鯖照り焼

花の風図書館の窓たたきそめ

坊主頭は創痩満身

ナォ豪快なタッチダウンに土匂ふ

最高裁が不倫定義か

キャスターの芸能取材埒もなく

この日のために絹のネグリジェ

婚外の恋は地獄の一里塚

蝉の羽化背中の割れて薄みどり

古ごえこ

酔山

博山
鄭和
桃子
博山
常義
鄭和

圭忠

文子

ち這えこ

藤井弘美

中古のポルシェ探すネットで

仕事終へしか藻刈舟ゆく
めつむ
頼母子の錨に目頃る二男坊

月影の人の気配が気にかかり

へこ卦ご

文子
執筆

ちえこ

鄭和
博山
弘美

もののけ姫が濁り酒酌む

兄弟瞭一嘩母が原因

ナゥ波動砲発射やむなき放屈虫

春の泥つけ戻る剛ひ猫

ひとり居て静かに雨の音をきき

一十三年一月二十二日尾
上永谷ヨークカルチャーセンター︶

一十二年十月九日首

は

薄墨の花満開の夕まぐれ
一Ⅲさぐる子鮎食み跡

︵於・

平成一
平成一
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捌

八枇浜・横浜アヴァンの会ｖ

青木秀樹

背木秀樹
島村暁巳

ナォパリ凍てて二重スパイの大喧

阿修羅の憤怒止まぬ北風
角々で散歩の犬の足上げて

鵲鵠の尾のせはし上げ下げ

俺のスケにはコマシかけるな
拘置所の月光で詠むラブレター

ナゥ銅壺から取って確かむ温め酒

四百四病を知らず老いたる

耕楽昭楽鄭耕巳樹鄭巳

二十韻﹃鼓笛隊﹄
鼓笛隊残る寒さの街をゆく

ビルの窓にも繁き噸

それぞれに卒業証書受取りて

連藤耕太郎
︒満
ＪⅡ
１関
１１
．
和

巳

蟹工船団今日も豊漁

含蓋の道に花あり石ありて

︵於・横浜市立吉田中学校コミュニティハウス︶

平成二十三年二月二十日首尾
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松原昭

白もつの串かぢる立呑み
ウタ涼み負け将棋には円き月

佐々木先楽

旅の土産はみんな上げ底

耕

視線が舐める羅の凸

またしてもふうてんの寅戻るらし

昭

鄭

シャラポワを真似て彼女の付け乳首

地図の記号はどれが何やら

捌

ハ横浜・横浜ベイサイド連句会ｖ

歌仙﹃久良岐野﹄
生田目常義

秋山よう子

生田Ⅱ常義

藤淵和ヱ

大局洋子

久良岐野の山滴りに濡るる袖
小手をかざせば白南風の海
子午線通過めぐり来る日々

土屋実郎
商岨幸子

ナォ茶摘唄聞かせるでなく聞くでなく

賛否渦巻く原発の村

雲流れ丸山ワクチン効く人も

シルクロードを鱸馬で行くなり

観音の思し召しとや泉湧く

沖の島から遠泳の列

偽りの涙で脅すテクニック

二人ひっそり隠れ棲む路地

ほくろにて見破られたる天一坊

コーヒーならばパウリスタにて
赤き月踊るサンバのメロディーに

燕帰りて残る泥の巣

ナゥプランタの田圃で穫れし籾五升

自転車で行く琵琶湖一周
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地球儀の回転軸は傾きて

雁来紅の目にしみる頃

気が合って俄芝居の月見酒

郎

町内会長篤き人望

旅の夜のふと目覚めたる花明り

奉加帳寄付金すぐに集まりて
ヱ

︵於・磯子杉田劇場︶

平成二十三年七月十七日首尾

堆朱のⅡに母子餅盛る

郎

幸

洋

ヱ

陣取り合戦競ふ子供ら

ワあの峡は父の故里雪迎へ
天敵は想定外の美女であり
まつ白な歯よ笑顔愛しく
抑留は遠き昔のことながら

ヱ

︑つ

洋

︑つ

王の眠りを誰が醒ますか

トランペットの冴える月の夜
酉の市熊手が売れて手締めして
馴染みの店でかるくいっぱい
何故かしら地震禍あるも円高に

幸
洋

花の下ケアサービスのにこやかに

八朔柑の甘なつかしぐ

捌

ヱ義幸う洋郎う洋義〃幸ヱ郎洋ヱ義う郎

八川口．よみうり文化センター川口ｖ

歌仙﹃第九合唱﹂

二人の秘密まもりましょうね

鳩山さんはソフトクリーム
看護師にお腹の回り計られて

ナォ初蝶が野点の上をひらひらと

治

早

拍村誠子

君

ホテルではやらずの雨かシグナルに

君

手帳には日程表が書き込まれ
幾何の原理をやっと見極め

君

ふ

儘即

御前崎灯台白く遠千烏

早

笠原悦子捌

ふ

笠原悦子
化膿治子

シーラカンスの泳ぐ海溝

冬霧の朝散歩楓爽

歳末や第九合唱高らかに
寒さを飛ばす広い公剛
佐渡谷ふみ子

群立のビルの街並み月明り
友どち集い零余子飯食ぶ

政界論議事業仕分けし

ふ

治

片岡必

ぜＴＪ

大打寿美

ナゥ身に入みて高鉄棒にぶらさがる

青空に雲悠々とゆきかいて

岡村和可

新杣節子
安藤君子
服部早苗

何気なく愛犬抱いて通り過ぎ

学校帰り子等は朗らか

松が枝に手元明るき今日の月

ごろんと置かる冬瓜の艶

ふ

治

桜庭康夫
君

入学式はママと一緒に

砧即

女房のバチ恐ろしきこと

早

ふ

ゥ虫の音をじっと聰き入る寺の緑
酒を持ち寄りいささかの酔い
婚活で射止めた彼はイケメンで
えいえいと地を掘るしぐさ地鎮祭

治

望郷深く淡き夏月

早

しゃぼん玉吹く春風の中

燗漫の花は華やぎ香をこぼし

︵於・よみうり川口文化センター︶

平成二十一年十二月十八日首尾

ふ

節
治
早

川村昌江

遙か連なる遠き山々
速達の封きる窓辺花衣

ふ

缶ジュース父の見舞いを片陰で
泊まりとなりしみちのくの宿
そのままに開かれしまま文庫本

のどかにすぎる昼の静けさ
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八逗子・ラピロス連句会ｖ

﹃大小中中大﹄
本屋良子

間川明日伽

本屋良子
服部秋扇
横山わこ
小泉桂
乙黒初音
水烏董玉
徳住玲
高怖賢
古川直司
浅沼小葦

冬館発つ二頭立馬車

玉

賢

桂

ウハロウィーン仮面に児らの泣き笑ひ

山肌に刺さるが如き寒の月
若さ自慢の年寄りが増え

捌

入社式には青い背広で

棚のこけしの眉のおだやか

賢

桂

玲

一﹂

股挟みして栓を抜く貴腐ワイン

すり傷に塗る唾は妙薬

雲間より玉兎の耳のはみだして
名残の茄子をみんな椀ぎとり

家刀自の葛切り冷やすほどよさに

寄宿舎に恋文とどく金曜日
禁じられたる遊び愉しく

眠りを誘ふ遠き潮騒

めくるめくワルツにアンナ・カレーニナ

水無月や大小中中大と銅燃
野牡丹散らす露地の夕風

仙

初花に育ち盛りのスヵイッリー

終り良ければすべて幸せ

ナォ凧作り龍の勢ひに跳ねる墨

舌三寸で人を丸める

庄助の朝湯朝酒つぎは何

座敷童ペントハウスに居候
最後じゃんけん遺産相続

日焼の手入れ彼に頼まむ

はんざきに似た奴どこか愛らしく

息を継ぐ間もないほどのディープキス

どくきのこでも死なぬ政敵

王侯貴族の気分ハーレム
迷宮の行方を照らす後の月

エコの暮しも板に付きたる

ナゥ哲学書物の音澄みし頃に読み

ゆんべのことを恩ひ出せずに

あた棒とくらんめえとで爺になり

春たけなはの独り行く旅

わが夢は蒼弩にあり飛花落花

︵於・京橋区民館︶

平成二十二年七月九日首尾
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歌

玲良桂賢音こ玉賢玉桂賢玲こ扇音玉音扇

八豐出・竜神連句会ｖ

歌仙﹃花万朶﹄
乳あます赤子の口や花万朶
おしあいへしあい川の若鮎
公園のぶらんこ揺れて風もなし

情報処理の左脳反応

薄野原残る山裾

夜行バス月を追いかけ高速道

長坂節子捌
長坂節子
近藤富子
塚本益美

ナォ春障子開ければ雨の予感して

文

を
古

一宮田

文

一目田

早く来い来い友を待つ部屋

元気かと丸いくせ字の文を読む

親の背を見て強く育つ子

北ならい遺跡より出し埴輪像

イ

宙必

くしゃみしながら急ぐバス停

Ｂ型の男が好きと言い寄られ

宙必

儘即

文

燐即

揺即

よわい

きしむベッドにしどけなき肌
まずまずの齢重ねて見えしもの

郷里の棚田に月のとどまる

一口田

住職は弓の達人にごり酒

觜﹂し︶

武藤美恵子

松井文子

松茸飯をほんの少々

耶

矢崎藍

ナゥ手作りの唐子人形やわらかし
ガラスへだてて黄瀬戸の茶碗
熟年のオープンカレッジ受講生

文

ワ小鳥くる彼女の便りひらりくる

文

肩にふわりと胡蝶ふれゆく

一ロ国

宇井希

森川美耶子

益

路上のキスはかなりドキドキ
ハネムーン十回払いの地中海

益

田中イスズ

乳がんの検診予約金曜日

耶

世界不況の出口見えない

連続ドラマゲゲゲの女房

花満ちて野点の席の緋毛既
ー自国

藍

︵於・豊田市水源クラブ︶

平成二十二年四月一日尾

平成二十二年三月三十一日首

おさげがはねて上がる連凧

イ

湖の露台のゆめのあとさき

草蛍ゆらり点滅月の光ゲ

益

イ

益

一口国

ぎしぎしと錆びた鎖は音を立て

たまには吠えるうちの番犬
ほの白く桃のつぼみはほどけ行く

島の朝市小女子の湯気
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八津・津連句会﹁城﹂ｖ

歌仙﹃芽吹き﹄
中田泰左

温む泉水あたま出す亀
後藤彰

中田泰

松井幸

遠足のざわざわざわと近づきて
石橘佳

後藤秋

木々芽吹き市庁の空は澄みゐたり

モビール作りひと休みせむ

瀬野章ロ

淵浅重

ナォ樹木医の自転車性けり百千烏

エンプティネストシンドローム

裏木戸あたり小糠ばらまく
今晩のおかずは何と訊く亭主

八目鰻故郷の川を覚えゐて

幼なじみに出合うゲレンデ
豊満とほめた心算が叱られる
目がものを言ふ宴会のあと

既成政党犬も横向く

可惜夜を無為に過さずめでたけれ

己が身照らす銀杏もみじ葉

闇探し笛の音高し月見能

夜行列車は無人駅過ぐ

ナゥミステリー買ひてもどりぬ秋小寒

安楽椅子のゆるやかな揺れ

きれぎれのあやとりあそび夢の中

旧師お元気堤あたたか

いざ酌まん花の卒寿となられたり

平成二十三年四月二十一Ⅲ首

︵於・津中央公民館︶

平成二十三年五月十九日尾

フタバスズキ竜Ⅱ白加紀の水牛の化石
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月出でてヴィオロンの楽洩るる窓

壺に挿したる南蛮ぎせる
ゥ拙待の絵手紙貰ふ風炉名残

遊女を置きて芭蕉旅立ち

後朝に交はせし誓紙懐に
注

原発避難また会ふ日まで
少年はフタバスズキ竜見つけたり

時の記念日もの干してゐる
青葉木菟月のおもてを滑りゆく

傾ける杯ゆれる灯火

山は今中高年と山ガール

水琴窟に注ぐ春水

真っ赤な上着靴も揃へて
碧きより天降りて白き花朧

I
1

捌

好千彰佳好千彰代左幸佳千代代千子左ヲ

左代好彰千代佳〃好千佳千彰佳左千彰千

ハ横浜・連句ななの会ｖ

歌仙﹃紫陽花や﹄

しな

土屋実郎
原川子

遠見の科にかざす絵扇
士屋実

紫陽花や老いてもたまに宝塚
萩本勝

村井昭

佐々木英

世は進み早乙女を見ることもなし

海原青く車雑踏
出航のフェリー甲板月照らす

友と語らひ濁り酒酌む

ゥネクタイのごと留まりたる秋の蝶

原始の世界化石復元

カトレアを咲かす路地裏ひと恋し

不倫あばくと女探偵

流行語孫から聞いて古語教へ

老の一徹源氏読了

冬麗余生満喫気合入れ
スカイッリーに月冴ゆる街
カツ？ター

みか
宿無しの棲す処
は隅田川堤
誉をかけて短艇を漕ぐ

投げ入れの花玄関を引き立てて

靖国祭期友昇殿

黄金文化世界遺産に

ナォ風光る何かよきことありそうな

このごろいつも妻が先立ち

改めて平和かみしめ前進を

こま

草食の男を叱唯エスコート
喧嘩のあとの愛は濃やか

くじ
家内安全初神み蕊
ひく

手作りの正月飾り褒められて

わが余生太く短く行くもよし

白き渚に続く松原

︲も基﹄

月を浴び合宿の猛者走り抜け

しまおくそく

秋の七草子規庵を訪ふ

口を拭って証拠隠滅

ナゥそぞろ寒猯摩臆測の放射能

菅内閣知らぬふりしていつまでも

巣立ちの烏のこもごもに翔ぶ

国の行方をいかに定めん
人の花世界は一つ手を繋げ

︵於・枇浜柳川ビルクリニック︶

平成二十三年六月二十三日首
平成二十三年七月二十八日尾
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捌

郎英三郎勝三英勝郎英三郎勝三夫夫郎楓

勝三英郎勝三英郎勝三郎勝三郎勝三楓

ハ仙台・連句会ひらめきｖ

三月十一日大震災に寄せて

﹃地獄図﹄

狩野康子
中村孝史
川中裕子
横山浜江

狩野康子

木川眞智子

紋白蝶見なれし街を捜すらむ
無事を知らせるメッセージ貼り

豆飯炊いてただ君を待つ
避難せずじじとばばとて気兼ねなく

泥に汚れた写真ほほ笑む

銭湯の整理券待ち三時間
ビル屋上の船を眺める
豊饒の仙台平野塩っぽく
代々続く酒屋閉じたり
津波碑にひと枝捧ぐ冬桜

雪を喜ぶ転校の子等

ナォ針振り切るホットスポットかもしれぬ

店頭占める節電の機器

邦夫
孝史
康子
秀子
裕子

眞智子

康子
孝史
裕子
秀子

小器秀子
菅沼邦夫

ゥ汗ばみし防護服脱ぐ月の下

地獄図に花咲く力思ふくし

も

支援部隊は強東風の中

，
し

﹁こんにちは﹂みすぎの詩のコマーシャル

蝿取りリボンに触るほっぺた

黙祷の陛下の背ナに新樹光
ラリーが続くことの幸せ

また余震我より夫心配し

語りかけつつ墓を洗ひぬ

荒れし海いま月光の海となり

あちらこちらで迷子銀鮭

ナゥこの頃は写経教室賑はひて

復興兆す羅売りの声

寄り添ひし仮設に花の便り来る

家出の猫も戻りたる春

平成二十三年五月二十三日首

︵於・狩野宅︶

平成二十三年七月十四日尾

邦夫

眞智子

眞智子

浜江
孝史
康子
裕子
邦夫
浜江

孝史
邦夫
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源

捌

ハ仙台・連句会﹁遊﹂ｖ

小野寺妙

中村記

歌仙﹃ポ

奈良栄

中村記康捌

辻のカフェに蔦からむ窓

秋麗いちょう並木に湧くポルカ

小野寺信

鈴水文

種播き兎浮ぶ山肌

蚊の鳴く声に蚤の心臓

内緒よと言いてはそっとまた洩らし

知らぬ同士が酒に陶然

待つほどにムード昂まるのど自慢

門前町に名物の飴

かの指輪人妻ならん眩ゆきに
すれ違いぎわ余香ほんのり
ぬかずけば衆生皆々功徳生れ

宿から借りた下駄の焼印

ゥ装束をカメラに捉えイオマンテ

斑の帽子のせる暖房

先輩もゲートボールでやる気見せ

手持無沙汰の村のコンビニ

力

月今宵あしたは雨意の予報にて

u＝＝

にわたずみ落花あまたの寄り所

ナォ足裏の泥こそばゆく畔を塗る

宅地造成糧の危うき

迂回路抜けて上げるスピード

白内障手術控えて鎮守様

アロハシャツ風に座かせ椰子の浜

一間占めたる趣味の覇王樹

絵画展入賞作に息を呑み

ふくらみふたつまるくふくよか

灯が揺れて貴妃の媚術に帝失神
シルクロードのオアシスの街

児の帰国までの日数う小望月

舞茸飯に母の洞もり

ナゥそぞろ寒蒼弩はるか鳶の笛

葬列まばら咽ぶ集落

聞いてやるだけが情けの長でんわ

殊勝な口上鶯ぐ骨董

現し世の摩擦砂めに花疲れ

吐き出す紫煙霞む稜線

平成二十二年九月二十八日首

︵於・秋保温泉岩沼屋ほか︶

平成二十二年十二月二十六日尾
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ル

夫子康男郎夫子康男郎夫子康男郎夫子康

執

筆男郎夫子康男郎夫子康男郎夫子康男郎

ハ横浜・連句会遊子座ｖ

脇起歌仙﹃瑠璃色の地球﹄

かげろうの中シャトルお帰り

瑠璃色の地球も花も宇宙の子
久良木害心

辻松雄

山崎直子

辻松雄

鴬の間近の声に嬉しくて

佐藤たまき

松本力ヨ

中井淑子
宮坂和之
中井啓輔
和Ⅲ忠勝
大駒誠一

ナォ旅の宿めぱる料理に舌鼓
銀細工には技のこだわり

盲目のピアノが挑む画の世界

雨だれの音いつか早まり

日米の開戦知りし冬の朝

父の生還どてら縫いかえ

ミサの席懐かしき顔ちらほらと

万里を隔つ初恋の渕

嫁迎え幅を利かせるカタカナ語

ハーブ育てて庭もにぎやか
月はおき膳から褒める味な客

秋麗にて駅伝が往く

ナゥせもたれに梵れぬままに村芝居

井上ひさし残る暎笑

飴と鞭とであやす駄々っ児

大国も核廃絶の夢芽生え

茶操みの香りもれる垣越し

花霞昇格祝う家族会

執

筆勝輔雄憲ヨ博一晶和ろ幸淑瑠弥き雄枝

初句は宇宙飛行士山崎施子さんが︑宇柵で詠んだ俳句です︒

秤雌二壮一斡皿朋信叶即噸︵文音︶

−272−

変りないかと友の絵手紙
屋敷町山ふところは月清し
一風呂浴びてぬくめ酒酌む
ワ勢いで立てた公約そぞろ寒

閻魔の喝が欠かせない今
また来るとそっと抜き取る腕枕
見合いをしても君はいいかい
ギリシャ危機ＥＵの支援必然に

病名告げる医師の口元
空蝉を枝に戻して月の道
肝試しとや化け物は俺

人気だけ資質二の次候補者に

和川ひろ子

注

内海鉄弥
下川幸枝
辻賢次郎
尚島幸子
下川博
佐藤玻璃

夕桜枢小さき犬の葬

和川晶子

わかってるさと爺の眩き

貝を蹴飛ばす春荒れの浜

捌

ハ仙台・若笹連句会ｖ

釈教歌仙﹃新ちぢり﹄

復元の御廟の綺羅や新ちぢり
笹川圭子
今野福子
安斎厚子

小野寺妙子

笹川圭子捌

言葉優しき碩学の入

読経洩れ聞く秋寒の中
少年僧父母慕う月をみて
よきならい座禅縄跳び腹八分

ナォ逆縁の子に供えたり蓬餅

パワーストーン数珠に変身

良寛が自閉症とは研究者

力を抜いて破戒貫く

揚羽蝶閻魔の牙に休みいる

すててこ着替え檀家まわりに
因果だが自棄のやんばち勘当だ

梵鐘合図丸木橋まで

初々し慣れぬ厨を仕切る声
不断の香も流れたおやか

杯を月に捧げて鬼となる
釣瓶落しに急ぐお遍路

ナゥ立札に山門不幸露時雨
行脚の跡の石碑そちこち
董酒度度菩提寺に入りたる
如来の指に水掻きのあり
妙

駒犬の鼻に花片夕間暮れ

圭

福

圭

厚

せ

福

野仏拝む摘草の果

︵於・松島円通院・雲外及び仙台市内市民センター︶

平成二十一年十一月六日首
平成二十二年五月十四日尾
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〃上せつ子

比翼の塚でやっと夫婦に

猫つまみ出す夏篭の夜
ゥお絞りを広げ極楽極楽と
旅の生徒に束司清める
恋心袈裟で隠してお明日

円通院にロ−マ庭園

五十肩癒す實頭盧さま撫でて

息白く立てる乞食月昇る

妙

伊藤航

般若波羅蜜多凍つる筆先

航

せ

厚
航

特売日には比丘もチャリンコ

木魚響きて雛雀寄る

睡後の茶なおざり悟道気付かされ

花吹雪菩薩の衣に紛れ込み

福厚せ福圭妙せ圭航厚妙厚妙せ厚航せ妙

連句グループの紹介

1−ブロック番号

①一都道府県番号

≦

1‑グループ五十音順番号
I

北海道・東北：

①北海道．②青森．③岩手．

ⅡⅢ

D福島
④宮城．⑤秋田．⑥山形・@
③群馬
北関東：①茨城．②栃木．③群
③東京
首都圏：①埼玉．②千葉．③貝

④神奈川
Ⅳ

3)新潟
甲信越：①山梨．②長野．③粥

V東海・北陸：①岐阜．②静岡．③愛知．④三重．
⑤富山。⑥石川．⑦福井
Ⅵ近縦：①滋賀．②京都．③大阪．④兵庫．⑤奈良．⑥和歌山
Ⅶ中国・四国：①鳥取。②島根．③岡111･④広島。⑤山口．
⑥徳島．⑦香川．⑧愛媛．⑨高知

Ⅷ九州・沖縄：①福岡．②佐賀．③長崎．④熊本。
⑤大分．⑥宮崎．⑦鹿児島．③沖縄

− う 7 7 −
全 ノ '

ブロック番号

都道府県番号
グループ五十音順番号

Ｉ︒④．ｌせんだい座代表伊藤直子
連絡先〒④蟹ｌｇｓ仙台市泉区南光台３１３１９

︵０２２．２３３．７７３２︶伊藤直子
昭和六十二年四月︑萱場健之氏を指導者に設立した︒
毎月第三月曜日を例会に︑Ｌ連句の創作︑２連句年鑑へ
の作品発表︑＆芭蕉の俳諮を現代につなぎ︑現代の言葉
で森羅万象を詠みあげることを目ざしている︒例会では
﹁奥の細道﹂をていねいに読み︑氏の解説をうかがい︑

そのあとで連句会となり連中で投句し︑選句し︑治定に
いたる中味の濃い三時間を過す︒一同元気でこの楽しい
時を共有出来るよう願っている︒

Ｉ︒④・２北杜連句塾代表狩野康子

︵０２２．２７１．０００５︶狩野康子

連絡先一玉曽１８瞳仙台市青葉区双葉ケ丘２１５１１２

北杜連句塾は︑昭和六十一年開始の第一グループと六

十三年開始の第二グループから成っています︒通常活動
は北杜が第二︑四火曜日︒襲は第三火曜日︒今回は久し
ぶりの合同連句会で楽しい時間を過ごしました︒以前連

句集﹁虹の吹流し﹂と﹁襲﹂を出していますが︑その後
の作品も多数で抜粋編集する時期になりました︒振り返
ると連句を通じて三十年に及ぶ交流は︑共に人生の一部

となり掛け替えのないものとなっています︒
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/

1

Ｉ．④・３ほれぼれ座代表永渕丹
︵０２２．２７８．７３８７︶永渕丹

連絡先〒麗子ｓ圏仙台市青葉区中山７１４１１４

ほれぼれ座は現在︑宮城県連句協会の狩野康子会長︑

Ｉ︒④・４宮城県連句協会代表狩野康子

︵０２２．２７１．０００５︶狩野康子

連絡先〒④望１９瞳仙台市青葉区双葉ケ丘２１５１１２

宮城県連句協会は︑平成十三年﹁みちのく松島連句大
会﹂を契機に設立されました︒その後外部との交流と連
句の視点の広がりを求めて平成十五年﹁あやめ草連句大
会﹂を開催︒十六︑七︑八年と四回に及ぶ大会で沢山の

中村記康︑高山達雄︑佐々木勝子︑筒井草平の各氏と私
の六名で座を囲んでいる︒
平素は仙台文学館を本拠地としているが︑春は花見︑

手も増え九グループが活発に活動しています︒

ため﹁宮城県連句大会﹂と規模を縮小し︑県内募吟︑招
聰選者による連句批評に取り組んでおります︒現在は捌

ものを頂きました︒平成十九年からは内部の充実を計る

秋は紅葉狩りと芋煮会を兼ね近郊へ繰り出す︒また温泉
巡りや友人の山荘を借りて泊まり込んでの句会もやる︒
こうした時は賦物で盛り上がる︒最も面白かったのが高
山氏︵宮城教育大学心理学教授︶の研究室にあった図書
の題名を借りての﹁題名賦物﹂である︒書籍の中から五
十冊ほどタイトルを抜き出し句の中にそれらを詠み込む
のであるが心理学だけに深淵なタイトルが多く︑初めこ
そしずしずと静かな進行であるが︑徐々に昂揚し︑大胆
になり︑修羅場あり︑どんでん返しありで連衆が予想し
わいわい賑やかに座を囲みしばし言葉遊びの場に身を

ない展開を見せ︑一句ごとに場面が転じるのである︒
置けることがこの上なく嬉しい︒
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Ｉ．④・５連句会﹁遊﹂代表小野寺妙子
連絡先〒腸？ｇ急仙台市青葉区梅田町４１２８

Ｉ．④・６連句会ひらめき代表狩野康子

︵０２２．２７１．０００５︶狩野康子

連絡先〒場７９塁仙台市青葉区双葉ヶ丘２１５１１２

連句会ひらめきは︑平成七年にＮＰＯ法人シニァネッ

︵０２２．２３３．０６９３︶小野寺妙子
昭和二九年から三九年にかけ二七号を発行した連句

したが︑現在女性五人︑男性二人の七人で活動していま
す︒

アネット仙台から独立し︑会員の顔ぶれも少し変わりま

ト仙台の活動の一つとして立ち上げました︒その後シニ

誌﹁遊﹂が仙台にあった︒主宰は﹁駒草﹂同人の飯田岳
楼氏︒没後三十余年を経て嘗て薫陶を受けた同士がひょ
んな事から出会った平成十二年︑兎も角も師の志を継ご

ちがひとつになって出来た作品です︒

三月十一日午後二時四十六分東北一帯は︑大震災と大
津波に襲われ︑筆舌に尽くし難い経験をしました︒記念
号に当って︑その記憶と思いを連句で残そうという気持

うと同名の連句会﹁遊﹂を発足した︒
師との関わりは区々で︑あるはご長女と同級の縁で俳

り︑あるは連俳の誼みが契りとなり師に媒酌の労を執ら

句・連句を教わりやがて夫君をも巻き添えにするもあ
せるもあり︑学生時代の畏友ご次男との縁で玉戯・俳
りといった塩梅︒

石・歌留多・佛法など俳譜以外のことのみ教わるものあ
かくなる五人も今や後期高齢︒綾々あって一堂に会す
るのは年一ペース︒しかし発足八年を経た平成二十年十

月﹁遊・連句作品集︵二﹂を発行︒歌仙七巻︑二十韻
一巻︑半歌仙十三巻に加え連句との縁や会の由来など会
員による感想文六篇を掲載︒Ａ４版二七頁︒目下﹁連句
作品集︵二︶﹂を目指し勤しむ︒
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連絡先〒邉平急急最上郡舟形町長沢３００１１

Ｉ．⑥・１北陽社代表井上玲虹

︵０２３３．３３．２６３１︶井上玲虹

Ｉ．④・７若笹連句会代表笹川圭子
︵０２２．２４６．２８９２︶笹川圭子

連絡先〒認Ｙｇｇ仙台市太白区郡山２１９１１１

平成Ⅱ年に結成し︑気付けばⅢ年以上が過ぎた︒初心
者ばかりで始めたが︑今は肩の力を抜いて︑時には︑ゆ
ったりと連句を楽しめるようになってきた︒とはいえ︑
難しさは相変わらず︒その難しさを共有する喜びが︑長
く続いている要因かとも思っている︒ここまで続けるこ
とができたのは︑あせらず丁寧に指導してくださってい
る先生のお蔭と感謝している︒毎月の例会で自分たちが

北陽社の今後の活動については︑会員の高齢化や会員

いる︒

また︑句集については︑第一集から第三集まで発刊して

誌︑それに平成二十二年に発刊した俳詣百年史がある︒

北陽社が正風俳諮結社として︑明治四十一年に設立︑
平成二十三年で創立満百三年となる︒北陽社は︑基本的
には年二回の正式俳諸興行や月例投句・月例句会におけ
る連句・運座の交互開催のほか画賛・吟行会など随時開
催している︒また︑平成元年より二十年まで︑新庄市と
の共催で全国連句新庄大会の開催や︑第十八回国民文化
祭﹁やまがた二○○三﹂では︑新庄市で開催された連句
大会で︑全国でも珍しい正式俳譜興行を披露している︒
記念誌の発行は︑二十周年誌．五十周年誌．八十周年

連句を楽しむばかりでなく︑解説付きの作品展示をして
たくさんの方に見てもらったりしている︒
３．Ⅱの大震災では︑幸い︑メンバーには人的被害は
なく︑会場が使えるようになるまでは文音で︑９月から
は通常通りの例会で活動している︒これからも︑自分た
加周年を目指していきたいと思っている︒

ちが楽しみながら︑連句を広めることも視野に入れて︑

である︒

の減少により︑従来の開催形式を踏襲するのが精一杯の
状況で︑発展的な社の方向について憂慮しているところ
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︵０２４２．７８．３２１２︶田中雅子

連絡先〒農？霞匡大沼郡会津美里町立石田上台神４５７

Ｉ．⑦・１願成寺歌仙の会代表田中雅子

︵０２４２．７８．３２１２︶田中雅子

連絡先〒９千置屋大沼郡会津美里町立石田上台神４５７

Ｉ．⑦・２兼載忌記念連句会代表田中雅子

①福島県喜多方市の﹁叶山三宝院願成寺﹂には国指定重
要文化財の阿弥陀三尊像があり︑﹃会津大仏﹄として広
く親しまれている︒二○○六年︑住職より十月の﹁御十
夜会﹂に歌仙の奉納の依頼があり︑地元の俳句経験者を

は百韻を奉納し記念連句会を開いた︒県外から別名の参
加者を得た大会に︑地元の連句への注目度が高まり協力
者も出てきた︒震災のため翌年の講演や行事は中止︒せ

が見つからず︑会津出身者や東京での連句仲間のサポー
トにより活動︒２０１０年６月６日の兼載５００年祭で

２００９年︑室町時代の連歌師︑猪苗代兼載の５００
回忌を行うために︑ひとりで発足︒会津での連句経験者

目指す︒

中心に結成した︒以降︑毎年奉納の歌仙のために研錯を
積む︒はじめは﹁連句入門﹂などの本を片手に模索しな
がらであったが︑連句経験者も加わり︑継続的な活動を
②願成寺境内にて随時活動︒雪に閉ざされる冬季には文
韻を行う︒また歌仙だけでなく︑さまざまな形式にも挑
戦している︒今後は﹁御十夜会﹂奉納を広く紹介し︑多

のが目標︒

めて連句会だけでもと︑兼載の出身地︑小平潟天満宮の
社務所にて開催︒鋤名が集った︒
２０１１年８月より猪苗代町体験交流館にて月１度の
連句の講座を開く︒初心者ばかりだが皆︑意欲満々であ
る︒早く式目を覚え︑衆議判で連句が巻けるようになる

くの参加者を得てにぎやかな行事にしていきたい︒また
他の連句会との交流も図り︑連衆と連句の楽しさを分か
ち合いたい︒現在︑会員７名︒

今後も兼載の顕彰を続けるとともに︑ゆかりの地を訪
ねたり︑心敬・宗祇を顕彰しているグループとの交流を
したりと活動の場を広げたい︒現在︑会員別名︒
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連絡先一弱ごｌ届鵠日立市石名坂町１１３１１９

Ⅱ．①・２水無月連句会代表根本美茄子

︵０２９４．５３．６６３５︶根本美茄子

連絡先〒望？ｇ篭日立市西成沢町３１８１２６

Ⅱ︒①・１日立かびれ代表大竹多可志
︵０２９４．３７．３１６４︶伊香渚

一九九二年発足の水無月俳句会と同心一体︒その余技
として連句を楽しむ︒式目に拘泥せず︑付合は自由︑融
通無碍︑楽しむの他の野心なし︒

京都大会と続けて入賞︒

品が︑国文祭茨城大会︑静岡大会︵文部科学大臣賞︶︑

す︒融通無碍の精神は骨髄に染み︑自由︑式目無視はや
まず︒が︑実力は確実に向上し︑会員の連衆となった作

二○○八年の国民文化祭茨城大会に向けて茨城県連句
協会が発足︑連句大会に向けて式目に則った連句を志

沿革

沿革
俳誌﹁かびれ﹂は昭和六年三月︑大竹孤悠が創刊︒昭
和三十三年﹁孤悠連句集﹄刊︒昭和六年からの歌仙三十
巻を収録︒連衆は落語家︑作家︑詩人︑かびれ会員と多

彩︒以後も歌仙を誌上に随時掲載︒平成三年﹃爽青連句
集﹄刊︒かびれ誌上での連句教室六巻︑爽青捌会員各グ
ループの歌仙四十二巻等を収録︒その後も各グループに
よる歌仙を誌上に発表︒

現主宰大竹多可志も伝統を守り︑各グループによる作
品を誌上に発表している︒

活動計画

会の性格は二○年の活動の中で形成されたものであ
り︑それを持続しながら︑自由︑師系なし︑の囚われな
いありようを重んじながら︑独善に陥らず︑言葉の芸
術︑すなわち文学としての連句を志す︒月例会︑ネット
などでの実作を中心に︑付けることの楽しみを損なわな

活動計画
現在︑日立かぴれ連句は﹁からたち連句会﹂として活

メンバーの加藤秀子が誌上にて︑連句入門講座﹁連句を

いように︑付句を通しての仲間のコミュニケーションを
大切にする活動を続ける︒近隣︑全国の結社と交流を持
ち︑募吟にも参加して行きたい︒

歌仙︑半歌仙を巻き上げ︑随時かぴれ誌上に発表︒又︑

て︑俳誌﹁かびれ﹂の大竹多可志主宰の元︑会員八名が

動︒毎月第三月曜日︑日立市大久保交流センターに於

やってみたい方へ﹂を担当し人気を博している︒今後は
更にメンバーを増やし︑沢山の作品を巻き上げて国民文
化祭︑その他へ数多く出稿出来る様︑活動したい︒
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Ⅱ．②・１栃木県連句協会代表中尾硫苦
２６６４︶富田昌宏

連絡先〒麓？食言下都賀郡大平町下皆川７２１

︵０２８２．４３
沿革
平成７年︑栃木県黒羽町を会場に﹁第皿回国民文化祭
とちぎ﹄の連句部門の開催推進の役割を︑県連句協会が
担った︒以来国民文化祭に応募を続けてきたが諸事情が
あり活動を一旦休止︒けれど躯年度より栃木市の連句グ
ループが中心となり︑只今︑再建の方向に進んでいる︒
さて︑その栃木市有志連句の会は誰がつけたか冬なお涼
しい﹁涼の会﹂︒年３回から５回︑７．８名が集まり美

味しい昼食を挟んで︑年齢男女の関係なく和気調々と座
を持っている︒捌きは概ね交代で︑時には〃酒と恋″で
巻き︑和やかな輪ができ上がっている︒
活動計画
芭蕉が〃奥の細道〃の奥州を前にし歌仙を巻いた栃木

きる限り広めたいと思っている︒

県黒羽余瀬の地には︑貴重な作品が残っており︑歴史的
背景充分な下野ノ国栃木に一粒でも多く連句の種を増や
したいと願っている︒幸い︑栃木市國學院大学の国文科
教授が連句セミナーを開校するとの朗報︒これを機にで

Ⅱ．③・１上毛連句会代表伊藤稜志

︵０２７２．６１．２２９７︶伊藤稜志

連絡先〒電〒易巨前橋市朝倉町３１５１３７
沿革

１９９５年前橋市にて設立
その後１９９８年国民文化祭ぐんま．２００１開催の

館林に決定した関係上基礎作りとして活動を重点的に

準備として連句協会群馬支部を設立する︒

２００１年館林市に於いて国民文化祭の連句大会が開

館林市に移す︒

催終了と共に館林連句会を創立︒
しばらくは継続事業として上毛連句会として連句大会

現在は館林連句会に全面的に移行する︒

を継続︒
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Ⅱ︒③・２館林連句会代表笠原壺中
︵０２７６．７３．５４９２︶笠原壺中

連絡先〒野命言司館林市北成島町８２５１１４７
沿革
国民文化祭が群馬県で開催されることを受けて︑連句
協会から伊藤稜志氏を招き連句講座や事前学習会及びプ

レ大会を開催し︑国民文化祭の連句大会開催に備えた︒
平成喝年︵２００１年︶Ⅱ月︑第陥回国民文化祭﹁連
句大会﹂が館林市を会場に開催︒全国から３００余名の
参加を得て盛会裡に終了した︒
大会終了後︑館林市における連句会の継続を決定︒平
成皿年１月﹁館林連句会﹂として発足︑会長を笠原壺中

活動状況

とする︒以後毎年各地国民文化祭への参加を継続︒
月１回の定例実作会を開催︒
平成Ｍ年会報﹁城沼﹂の創刊︑以後年１回継続発行︒
平成加年合同作品集﹁風韻﹂発行︒
第１回田山花袋没後布年忌連句大会を平成陥年開催︒
以後︑田山花袋忌連句大会として毎年継続︒第６回の平

成皿年より花袋連句大会と改名︑現在に至る︒
今後の課題
会員の増強︑特に若い層の会員を増やしていきたい︒

Ⅲ︒①・１会津の会代表磯直道

︵０４８．２５１．３０３３︶磯直道

連絡先〒路Ｙｇ路川口市飯塚４１４１７

活動状況
会津︵ならびに福島県︶にゆかりのある方々に呼びか
けてこの会を立ち上げた︒超結社の会であり︑付廻しで
歌仙を巻いている︒平成二十一年に有力メンバーの引地
であった︒

冬樹さん︵前連句協会副会長︶が逝去されたのは痛恨事

同じ形式で続ける予定である︒関係ある方々のご参加

今後の活動計画
をお待ちしている︒
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︵０４８．５９１．５２０８︶川岸冨貴

連絡先一王Ｒｌｇ誤北本市西高尾１１２１４

Ⅲ．①・２あした梶の葉連句会代表宇咲冬男

沿革

て連句を教えてくださり︑教室の和もぐっと広がってい

昭和四十七年︑熊谷市内のデパートの文化教室に俳句
講座が開かれた︒指導者は宇咲冬男先生︒二年ごとに新
会員を募集し︑第四期生までそのデパートでお世話いた
だいた︒その後︑会場は熊谷市内のショッピングセンタ
ーに移り︑第六期生まで誕生した︒先生は俳句と並行し
った︒

その頃には作品の発表の場として︑受講生のほとんど
が宇咲冬男主宰俳誌﹃あした﹂の会員となっており︑横
の繋がりも出来ていたが︑会場のショッピングセンター
の文化教室が閉鎖されることとなり︑平成九年同好の士

連絡先〒監甲８房桶川市下日出谷西２１６１４

Ⅲ．①・３桶川連句会代表福田太ろを

︵０４８．７８７．４４７７︶福田太ろを

ットーは︑〃座の文学″としての連衆心と挨拶心を大切

沿革
滅びてしまった精神文化の復活を希求して停年退職
後︑市の公民館で﹁連句入門教室﹂として︑行った講座
が切っ掛け︒グループ名は︑市名から﹁柵川連句会﹂と
命名︒実作会は︑月一〜二回のペースで原則火曜日︒モ

に︑たのしく巻くこと︒

活動状況及び今後の活動計画
私の住む桶川市は︑江戸時代から蕉風俳譜が盛んでし

た︒その風土と伝統を継承発展させるために︑地元の連

衆を中心に俳諸活動を積極的に行っております︒市制四
十周年を迎えた昨年は︑歌仙﹁桶川づくし﹂を巻き市に
寄贈︒また今年は︑三十六句からなる二十キロ余りの俳

額を芭蕉翁ゆかりの地元の鎮守社に奉納しました︒

今後とも︑地域に根ざした地道な俳譜活動を展開して

で結束したのが﹁梶の葉連句会﹂である︒﹁梶の葉﹂の
名称は主宰の生家の寺紋から頂いた︒当時は熊谷市緑化

ゆく所存です︒

を行っている︒

センターで︑現在は熊谷市障害福祉会館で︑芭蕉の﹁行
きて戻らず﹂を根本理念に︑第一木曜日に月例の勉強会
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Ⅲ︒①・４くさくき代表磯直道
︵０４８．２５１．３０３３︶磯直道

連絡先〒鬮乎ｇ圏川口市飯塚４１４１７

平成十四年以降の活動
昭和十年に宇田零雨先生が﹃杼情誌としての俳句﹄と
﹃現代連句の復興﹂を旗印に﹁草茎﹂を創刊した︒零雨
先生のご逝去後︑平成八年に磯直道が継承して現在に至
月刊の俳句・連句誌﹁くさくき﹂では連句関係の論文

っている︒

平成十五年より﹃くさくき連句シリーズ﹄を刊行し︑

や連句実習に力を入れており︑番号を付けた発表歌仙は
本年九月号で第一一三○番となった︒
現在まで﹁千鳥会連句集﹂﹁続々葉月会連句集﹂﹁亥の会
連句集﹂﹁城南会連句集﹂﹁竜の会連句集﹂﹁連句集・か
んだ﹂﹁初みくじ﹂﹁両吟歌仙集・想い草﹂﹁くさくき堺
連句集﹂を上梓した︒このシリーズは今後も継続予定で

また平成十九年に連句実作に配慮した﹁くさくき歳時

ある︒

各支部・各勉強会は定期的に連句会及び吟行を実施し

記﹂を上梓した︒
て研讃に励んでいる︒

連絡先一悪罵１９鵠川口市飯塚４１４１７

Ⅲ︒①・５くさくき川口支部代表磯直道

︵０４８．２５１．３０３３︶磯直道

本会は俳譜くさくき川口支部と称し︑事務所は一番の
功労者でいらっしゃる稲川久見子宅に置き︑月一回︑第
三土曜日に﹁川口西公民館﹂で句会があります︒主宰者
は磯直道講師︑俳句会の後次は連句会へと︑前月の宿題
の付句を出し︑捌きをしていただきます︒黒板に付いた
句を書き︑次の付句は十分位で短冊を集め︑先生の捌き
で選ばれた付句を黒板に書きご説明を頂きます︒月一回
二句ずつ進み次回まで付句が宿題となります︒満尾ま

で︑約一年かかり巻き上がりとなります︒
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連絡先〒誼？ｇ淫さいたま市緑区東浦和７１８１２１２１１

Ⅲ．①・６さくら草連句会代表小林しげと
︵０４８．８７５．１９０９︶澁谷盛興

連絡先〒患？届Ｓ大里郡寄居町寄居５３５

そったく

Ⅲ︒①・７埣啄会代表柏原和宏

︵０４８．５８１．５９４３︶石川光男

沿革
畔啄会は昭和四十八年に故石澤無腸翁の肝いりで発足
致しました︒無腸翁は茂木秋香・下平可都三宗匠の流れ
を汲む蕉風伊勢派の俳諮を継承致しております︒無腸翁
亡き後は森三郎氏を会長に︑森氏亡き後は柏原和宏が会

沿革

時︶で発足︒同年九月より会報を第十二号まで︑また同
十三年六月より作品集を第一集から第七集まで発行して

長を勤め現在に至っております︒

上︑各地の連句愛好者との交流等を図るため同市︵当

平成九年四月︑埼玉県浦和市を中心に連句の普及︑向

今日に至っている︒この間︑月例会のほか吟行︑講演会︑

学を通じての親交を目的に運営されております︒

活動状況および今後の活動予定

月例会を開催し︑一巻が絵巻物としての表現を持つ作
品を目指し研鑛致しております︒現在︑当会の悩みは後
継者の育成にあります︒﹁来る者は拒まず︑去る者は追
わず﹂をスタンスとしておりますが︑会員の高齢化を思

会則は無く︑連句を愛好する者達の会として︑座の文

俳譜資料の展示︑市の文化祭行事への参加など︑各方面
の協力を得ながら積極的に活動を行ってきた︒
浦和駅前の総合施設︑浦和コミュニティーセンターを
主たる会場として︑毎月例会を開いている︒本会は超結
社として門戸を広く開いていることもあり︑毎回多くの

うと会の将来に不安が湧いて参ります︒

今後は若いメンバーをも獲得して︑当初の目的を果た

参加者を得ている︒

すべく︑活動を続けていく予定である︒

ようと︑心を砕いております︒

門戸を開いて新しい血を求める努力は致しております
が︑仲々埒が明きません︒小さな町の小さな連句の会で
すが︑先人から受け継いだ連句の持つ魅力を啓発継承し
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︵０４２．９６３．３９０７︶武井敦子

連絡先〒韻干ＳＥ入間市鍵山３−５１１１

と雫ら

Ⅲ︒①・９土良の会代表島村暁巳

︵０４８．８８１．２７５６︶大久保風子

連絡先〒篭？ｇ閉さいたま市浦和区前地２１９１２１

Ⅲ．①・８遅刻坂連句会代表大久保風子

沿革
平成十五年︑高校時代の同期生を誘い合ってメール文

沿革
朝日カルチャーセンター﹁連句入門﹂講座︵東明雅先
生他の講師︶が水曜日から土曜日開講に変わり︑一般社
会人の受講生が増大したため平成五年に秋元正江先生の
発案でスタート︒平日に時間の取れない受講生のために

りに定年退職者が多いことによる︒

猫の酒落︒今は卒業生中心の運営になっている︒男性の
メンバーが多いのは連句の会では珍しいが︑設立目的通

連句実作の場を作ろうというものであった︒土良はドラ

員は配偶者も巻き込むようになり︑現在二十二名︒

き︑作品の発表の場も﹁れぎおん﹂誌上を借りている︒
会員所有の八ヶ岳ペンションを利用した二泊三日の夏合
宿では俳句・連句でカンヅメとなり︑六回を数えた︒会

音を開始︒会の名称には高校正門前の急坂の俗称を当て
た︒二年後に縁あって﹁れぎおん﹂主宰の前田圭術子氏
に座で指導を受け︑以来五年間︑月例会中心に連句を巻

活動状況・今後の活動予定
例会会場は︑新年会を会員田中安芸氏の実家を借りて
餅搗き連句会︒通常は九段生涯学習館が主である︒未だ
現役で働いている会員も多く︑その都度一人でも多く出
席可能な日を模索して座を成立させている︒二時間を俳
句会に︑四時間を連句会に当て︑即興ながらも余韻余情
のある句を創作できるように︑さらに︑会員全員が﹁捌

を踏むこと︑楽しむことを学んでいる︒

活動状況
設立当初から朝日カルチャーセンター﹁連句入門﹂講
座が開講される土曜日の午後一時から新宿区角筈区民セ
ンターを主会場として連句実作会を開催している︒土良
の会は第四土曜日︒第二土曜日には﹁土良発句の会﹂と
賦物で遊ぶ﹁玉の会﹂を隔月開催している︒
習うことはカルチャーセンターに任せ︑土良の会では
学んだことを連句実作に生かすことを主眼として︑場数

き﹂の出来る力を付けようと励んでいる︒
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Ⅲ．①・皿はっこゑ連句会代表澁谷盛興

Ⅲ︒①︒Ⅱほほほ連代表大久保風子

︵０４８．８８１．２７５６︶大久保風子

連絡先〒篭？ｇ認さいたま市浦和区前地２１９１２１

︵０４８．８７５．１９０９︶澁谷盛與

連絡先一玉患Ｉｓｇさいたま市緑区東浦和７１８１２１２１１

沿革
慶應義塾大学法学部中谷理子教授を囲んで勉強してき
た女性ばかりの同窓生が︑平成十四年三月︑趣味を紹介
しあう機会をもち︑和田忠勝先輩を招いて連句会が発
足︒メール文音が主でありながら︑那須塩原温泉に宿泊

沿革

連句会︑﹁座﹂のための﹁ホ︵補︶習﹂として忠勝先輩

慶應義塾大学文学部の平野敏政教授から︑通信教育課
程社会学ゼミの一環として連句を取り入れたいとの要望
があり︑平成十五年九月︑第一回の講義と実作を行った︒
き︑箱根や山形への吟行も行ったりしながら各種募吟に

講義は四回ぐらいで終わったが︑実作会はその後も続

宅に有志五〜六人が月例会として平成二十年までお世話

活動状況および今後の計画

旅行・ボランティア・勤務等に多忙なメンバーであるた

ホ習で付句の訓練を受けた仲間は夫君を誘い︑また手
芸のサークルを連句に誘うなど輪を広げた実績がある︒

活動状況・今後の活動予定

になった︒会員十一名︒メール文音で継続︒

も応募するまでになった︒平成二十一年に連句協会に登
録︑会合も月一回を原則として今日に到っている︒
都内の公共施設を利用して月例会を実施︑連句協会行
事にも積極的に参加するよう努力したい︒

﹁座﹂を設けたりもしている︒現在は文音中心であるが

めに︑パソコンを駆使してチャットルームで仮想の

母校を会場にするなど︑本物の﹁座﹂を楽しむ会に移行
したいという夢を持っている︒
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Ⅲ．①．⑫よみうり文化センター川口代表磯直道

︵０４８．２５１．３０３３︶磯直道

連絡先〒麓Ｙｇ鵲川口市飯塚４１４１７

目的は叙情詩としての俳句と現代連句の復興を目指し
て居ります︒毎月二回︑金曜日の夜六時三十分より八時
居ります︒

三十分迄︑よみうり文化センター川口教室に於て学んで

室に集まります︒

ＪＲ川口駅より歩いて三分位の文化センターは立地条
件もよく︑近隣都市から約十名前後連句愛好者が川口教
講師は磯直道︑付勝歌仙にて勉強中です︒どんなこと
でも質問出来る和やかな雰囲気の中歌仙の楽しさを味わ
っています︒今後の活動としては︑各地大会等に出席す
ることです︒

Ⅲ︒②・１市川俳譜教室代表伊藤貴子

︵０４３．２３３．３５５５︶伊藤貴子

連絡先一思量ｌｇ急千葉市若葉区小倉台１１１２１３

昭和四十六年千葉県市川市駅前今泉ビル六階に市川俳

主宰︑宇涯は宇田零雨に師事し俳句連句を学ぶ︒連句

譜教室を今泉宇涯が創設︒

協会副会長を経て協会会長を務める︒松組︑竹組︑梅
組︑温掌︑老人いこいの家︑読売文化センター京葉の教

室を持ち︑例年一月三日宇涯の雲遊亭で初懐紙︒平成六
年市川不動尊に連句碑を建立︒平成十年宇涯物故︒以後
も同場所にて平成二十三年に四十一年目を迎えた︒平成
十四年まで伊藤藪彦が主宰︒平成十五年より伊藤貴子が
代表を引き継ぐ︒市川連句教室は月一回第一水曜日に︑
平成十七年より会員増強︑新人育成を千葉市若松公民館
で月一Ｍ第二木曜日にまた随意に教室を開く︒平成十九

年徳島県文芸祭に入選︑新人連衆の励みとなる︒その他
の活動として協会千葉支部長に市川俳譜から故引地冬樹
より斉藤一灯に継がれてこれからも千葉県支部大会や支
推し進める︒

部実作会の行事開催の事務局を置き中心的役割をもって
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さや

Ⅲ．②・２清の会代表下鉢清子
︵０４．７１７２．７５４９︶下鉢清子

連絡先〒喝７９紹柏市増尾台２１１３１５

上げた後継者に譲る︒

平成八年一月に俳誌﹃繪硝子﹄を創刊︑編集と指導の
中心にあったが︑平成十八年十周年を一区切りとし育て

Ｓ紐Ｖ 一 副

平成十四年立机のことなどあり︑永年の念願であった
﹁俳句と連句の融合﹂を計る俳誌の発行に移り︑十八年
﹁清の會﹄を立ち上げ同年五月第一号︵夏号︶を以てス
タートをしたものである︒季刊である︒これによって柏
二ヶ所・我孫子・練馬の連句道場の連衆諸氏が作品発表
の場を得たことになった︒
俳句は季題の余韻・余情を生かしつつ構成され︑一旬
一章型︑二句一章型などと独立した詩であるが︑連句は
前句の持つ匂い・ひびき・移り・面影︒ほそみ・しおり

等の余情・余韻を把握し︑言い残されたことを付句とし
て生かしつつ進行し︑前句とは句との二章を以て一情景

としつつ前進する︒連句のこの連鎖的余韻余情の把握
が︑俳句の季語を生かす表現の深耕に貢献する︒俳句的

フ︵︾○

思考と連句的連鎖思考の融合を以て新らしい表現を計

さや

Ⅲ︒②・３清の会なでしこ代表松島アンズ

︵０４７．３６２．００８１︶松島アンズ

連絡先一孟国１９重松戸市上本郷２８１０１３
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Ⅲ．③・１赤のままの会代表本屋良子
︵０３．３３１４．０６５５︶服部秋扇

連絡先一匹雲１９急杉並区高円寺南５−２３１８

平成十六年︑今は亡き筑紫澪さんが最初の癌を克服さ
れたとき︑その友人の直司さんと良子の三人で立ち上げ
た︒最初に巻いた歌仙の発句の季語がそのまま会の名前
となった︒澪さんはその後五年の間いろんな分野であら
ん限りの力をもってたくましく生きられた︒彼女は岡山
の友人を次から次へと連句に誘ってくださった︒平成二
十二年の岡山での国民文化祭では︑﹁赤のままの会﹂の
連衆が大きな力を発揮したと聞いている︒岡山以外でも
東京︑裾野︑横浜などにも連衆の広がりがあり主にメー
ルで切碓琢磨している︒連衆の人数が増えてきたので秋
扇さんにも応援を仰ぎ︑今では二組に分かれてメール連
句に励んでいる︒始めは全員連句の素養がなかったが︑
今では会員の殆どが捌の練習に取り組むようになった︒

会が発展していくにつけ︑問題になるのは作品のマンネ
リ化である︒それを常に念頭に置いて会を進めていくこ
とが主宰の務めだと思っている︒

Ⅲ．③・２あした芭蕉記念館代表宇咲冬男

︵０３．３６３４．４０９４︶松澤明美

連絡先〒馬？９ｓ江東区猿江１１２１２１５０１

沿革
江東区芭蕉記念館は︑かつて深川芭蕉庵にあった庵を

模し小さな芭蕉庵を築山に︑傍に芭蕉句碑を建て︑芭蕉
株・遊行柳・池を配した庭園に建立されている︒眼前に
は隅田川が稻々と︒会館内は︑芭蕉関係の耆幅・短冊・
古文書などの貴重な資料も展示されている︒その会館初
期より︑あしたの会宇咲冬男主宰が現代連句の指導者と
して活躍︒現在に至っている︒結社を問わずの会なので

結社の重鎮の参加もあり熱気流るる連座の展開だった︒
月日の流れと共に連衆の加齢も伴い怪我や病などで参加

が不可能で欠席次々︒元気な有志は主宰の主張そのまま
に﹁座の文学﹂﹁和の文学﹂に和気蒻々と現代連句の真
髄を発揮している︒特長としては﹁座の文学としての俳

句と現代連句の実践﹂を主張しているので﹁立句重視﹂
を学ぶため︑午前中は俳句の指導もあり︑午後は連句と
なる︒月例会は毎月第四水曜日である︒若年層の参加歓
迎で膝を交えた楽しい連座を盛り上げてゆきたいもの︒
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連絡先一酉重１９毎中野区本町２１３４１４

Ⅲ．③・３あした連句会代表宇咲冬男
︵０３．３３７４．４８０８︶次山和子
﹁あした連句会﹂は︑昭和四十三年十月に宇咲冬男が
俳誌の前身﹃梨の芯﹂を創刊主宰したのが始まり︒旗印
の象徴俳句と現代連句の再興を掲げてスタート︒句会の
指導と連句の実作を心がけた︒﹁あした﹂が本格的な月
刊誌に脱皮したのを期に︑毎月連句作品を掲載︑連句協
会結成に参画︑俳句と共に連句の海外普及に乗り出す︒
国民文化祭に﹁連句﹂部門を加える運動を展開︑成功︒
平成二十一年に独立して冬男主宰﹁あした連句会﹂とし
機関誌﹃あしたの連句﹂を創刊︑二号迄刊行︒
冬男主宰は連句協会副会長として活動︑俳人協会評議
員として日中文化交流・日独交流・日独伊交流︑日米交

流シカゴ大会などに参加︑主に連句の実作指導に勤め
た︒ドイツのシユタインフルトにバラの句碑が建ち︑冬
男の立て句が刻まれた︒後にその地で全欧州俳句会議を
開催︑十三ヵ国代表が集まった︒冬男主宰は日本で只独

り主賓として招かれた︒そして前後し﹁国際芸術文化
賞﹂を受賞．会員はその海外交流の旅に同行︑あと押し
をした︒国文祭連句部門︑文部大臣賞を三人が受賞︒梶
の葉・芭蕉記念館・日比谷・本庄と四支部が活動︒冬男
の連句講座︑連句実作大会を年中行事にしている︒

︵０３．３３３８．１３５３︶大城里水

連絡先一画霊１９臼杉並区阿佐谷北５１３３１９

Ⅲ．③・４｜粋会代表大城里水
沿革

本会は平成三年四月︑当時馬山人会会員であった浜本
青海先生を主宰として︑発足した︒会員の大多数は青海
先生の教え子で︑東京都千代田区の中学を昭和三六年卒
業の同期生である︒発足当初は馬山人会会員の内田麻子
氏・川野蓼艸氏にもご指導賜った︒例会の会場は︑平成
六年前半期までは杉崎華氏御父上の番町一平庵︑それ以
降は田中安芸氏御母上の麹町秋葉庵が中心であった︒隔
月毎の例会は和気鶉々のクラス会的雰囲気であった︒
活動状況
平成一六年二月に青海先生が逝去された︒本連句集所
収の百韻﹁白木蓮﹂は︑平成一七年五月熱田神宮へ奉納
した一巻だが︑発句を生前の青海先生から頂戴し︑会員
が折別に捌いて満尾した︒青海先生ご逝去後の一粋会は
求心力が次第に低下し︑会としての活動は活発ではな
い︒しかし︑会員の多くは現在も連句に関わり︑それぞ

て︑一粋会は連句の原点であり︑故郷である︒

れの方法で俳詰を楽しんでいる︒そのような会員にとっ
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連絡先〒邑守言苣多摩市豊ケ丘１１４０１２１２０３

Ⅲ︒③・５丘の上連句会代表中尾青宵
︵０４２．３７５．２５４３︶塙純子
沿革
二○○○年十二月︑慶應義塾大学では二十世紀を送り
二十一世紀を迎える﹁世紀送迎会﹂を行うことになった︒

これに呼応し塾員から﹁世紀送迎連句百韻﹂を巻こうと
いうことになった︒その後︑これを機に連句会を定期的
に持とうという動きがあり︑﹁丘の上連句会﹂が発足し
た︒二○○一年二月三日︑第一回丘の上連句会が行われ
て以降︑偶数月の第一土曜を例会と決め︑現在に至って
いる︒

活動状況及び今後の活動計画
年六回︵偶数月の第一土曜︶の例会に於て︑連句の実
作を行っている︒

これからは︑会員を塾員に限定せず︑広く参加者を募
っていこうと思っている︒

︵０３．３３１４．０６５５︶服部秋扇

連絡先〒崖夢ＩＳＳ杉並区高円寺南５１２３１８

Ⅲ︒③・６解績代表別所真紀子
沿革

師系︑野村牛耳ｌ林空花︒水先案内人別所真紀︒事務
局代表服部秋扇︒編集人渡辺祐子︒﹃杏花村﹄から﹃風
信子﹄と細胞分裂して俳諾研究会解續の会創設︒詩人の

故安西均氏の連句を世に表わそうとして平成六年冊子第
一号発刊︒爾来二十五号を数える︒空花師の﹁連句によ

る文芸ルネッサンス﹂の志を継いで他ジャンル作品も掲
載︒故松村武雄氏の﹁兄北村太郎のこと﹂等︑一応の成
きな痛手であった︒

果を見た︒小原洋一︑徳岡久生︑河村志乃諸雅の死は大

連衆五名で出発した会であるが︑現在不特定十四︑五

状況と展望

名︒研究会であるので連衆の出目は問わず州入り自由︑

各々が自らの連句理論を確立する場であるよう努めてい

る︒連衆が増え全員が捌きを経験するため︑当初の他ジ
ャンル文芸掲載は出来なくなったが 留書にはそれぞれ

の個性を生かすべく制限はない︒会津へ移転された田中

雅子さんが︑兼載忌連句を企画︑その他の連衆も各地で
活躍︑連句形式を外に広めることを目指している︒
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Ⅲ．③・７神楽坂連句会代表倉本路子
︵０３．３９５３．８７９７︶倉本路子

連絡先一西宮１９篭新宿区下落合４１９１３４１３１３

沿革
神楽坂連句会は東明雅先生の説かれた連句道に従いか

つ文学の香り高い連句作品を作りたいと願って︑故秋元

正江先生が設立された連句実作の会︒﹁新人を集めて
ね﹂と言われ新宿区の広報紙の募集欄にも出したが当初
は応募なし︒知人に声をかけ平成五年九月にスタートし
た︒その後新人も参加︑現在会員は七十五名︒掲載した
作品﹁神楽坂﹂は十五周年記念日に集った三十六名で急
遼付廻した作品である︒

る︒

活動状況
定例会は月に一回︑第三土曜日午後一時より新宿区赤
城生涯学習館で開催している︒毎呵三十名前後が出席︒
宗匠方や実力充分なベテランの方々も居るが︑﹁連句っ
て何ですか﹂と入ってくる方もあり︑バラエティに富ん
でいる︒新人のためには新人の席も一つ設けているの
と︑明雅先生の御英断による初心者にも捌をさせること
が会の特徴︒人生が深まるとともに一層面白くなる連
句︑会員一同楽しみながら真剣に連句に取り組んでい

連絡先一画誤ｌｇ巨国分寺市本多１１１１１１３

Ⅲ．③・８歌林連句会代表坂手手留

︵０４２．３２１．０２８５︶小向敏江

歌林連句会は︑村野夏生さんたちの﹁風信子﹄に所属
していた手留と敏江が友人たちに呼びかけて︑平成九年
七月二十八日に第一回の句会を持ったのが始まりです︒
その時の参加者は︑私たちを入れて七名︒その後︑連衆

で︑歌仙はなかなか巻けませんでした︒平Ｈのこととて︑

も増えて十名前後が月一回の例会を続けてきました︒第
一火曜日の午前十時半から午後四時半ごろまで︑主に半
歌仙や短歌行を巻いてきました︒お喋りの時間が長いの

サラリーマンの人や学生さんの参加はありません︒男性
の方も︒六十代から七十代の女性ばかりが連衆です︒そ
の点が十五年もやってきて︑ちょっと不満ですが︑まあ

仕方がないと思っています︒

年夏まで行きたいと願っています︒

今後も︑この形で︑できるだけ続けていきたいと思っ
ていますが︑病む人や事情のある人も増えてきて︑いつ
まで持つかわかりません︒なんとか二十年︑平成二十九
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Ⅲ︒③・９カルテット

代表永田吉文

︵０４２．７２２．３８０９︶永田吉文

連絡先〒ら命ｇ鴎町田市原町田２１１１１２０

Ⅲ．③・皿源心庵の会代表篠原達子

︵０３．３９６１．５５５４︶篠原達子

連絡先〒弓年ｇ認板橋区清水町６８１４
沿革

ル﹂を催すなど︑源心形式の普及・定着に尽してきた︒

沿革

通常の月例会では猫蓑会メンバーを中心に連句実作を楽

活動年度は一月〜十二月︒原則休みなし︒初懐紙︑暑
気払い︑お月見︑明雅忌︑納めの会以外は通常例会︒

しんでいる︒二十周を迎えて会の変革を模索している︒
活動状況

平成四年一月西葛西行船公嗣内源心庵において発会︒
平成五年十一月例会に東明雅先生と郁子奥様がご来席︒
その場で新形式連句二十八韻が発表され﹁源心﹂と命名
された︒七年から九月のお月見連句が恒例となり︑九年
より年間作品を﹃行船集﹄として発行︒﹁源心コンクー

朝日カルチュァー新宿の連句入門講座︵講師︑市野沢
弘子先生・坂本孝子先生︶で︑平成二十一年三月に伝道
書を頂いた四人で発足︒同年七月︑新宿消費生活センタ
ーにて︑永田の捌きで初の座を持ち︑半歌仙﹁古き硯ば
こ﹂と短歌行﹁カルテット﹂を同時進行で巻いた︒会の
名称はこのカルテットからとり︑互いに刺激しあいなが
活動状況

ら︑技量の研錯に励んでいる︒

捌きは︑女性三人男性一人のメンバーが順送りに勤

いる︒一巻を満尾し終わった時は︑いつも心地よい疲れ

め︑三ヶ月に一度のペースで座を囲んでいる︒同期生と
いう気心の知れた仲間で︑何時も和気調調と︑切碓琢磨
しつつもなごやかな雰囲気で︑連句とお喋りを楽しんで
と満足感に満たされています︒

八日程と会場Ｖの案内は三ヶ月毎に出す︒通常の会場は
東京青山のウイメンズプラザ︒手間はかかるが捌を公平
に回す工夫をしている︒連衆は当日くじ引きで席を決め
る︒初心者には助言役をつけ育成を図っている︒二十年
も経つと高齢化がすすみ若い世代の取り込みが急務︒会

運営の変革を期している︒
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Ⅲ．③・皿四宮会代表式田恭子
連絡先一匹ＳＩｇｇ杉並区桃井２１１４−５

︵０３．３３９０．４４４６︶式田恭子
母式田和子は︑仕事をしている方にも連句の場をと考
え︑自宅の近くの公共の貸し教室に申し込み︑夕方から
の興行を始めました︒

昭和六十二年六月一日︑杉並区の四宮センターに︑東
明雅先生をお招きして二席で二十韻を巻いたのが始まり

です︒それから何年かして場所は桃井の家に移りまし
た︒平成十三年の五月に亡くなるまで︑毎月第三月曜日
の夕方は母の楽しい勉強の時間でした︒連句は勿論︑お
酒とお料理でおもてなしさせて頂くことは何よりの幸せ
でした︒母がいなくなった家でしばし呆然としていた私
に︑ご連衆の皆様から励ましと会の再開という応援を頂
きました︒その暖かいお言葉に︑微力ながら再び四宮会
を始めました︒そして︑あっという間に十年がたち︑若

輩ものですという言葉も似合わない歳になり︑しかし
日々勉強と奮闘努力︑皆様のご支援ご指導に槌りなが
ら︑今後も連句の勉強を続けていきたいと思っておりま
す︒皆様何卒よろしくお願いいたします︒

Ⅲ︒③・吃湘南吟社代表小林静司

︵０３．３４９２．２９８３︶小林静司

連絡先一画とｌｇ筐品川区西五反田６１２３１８

清水瓢左師が柴又から湘南の七里ヶ浜へ転居され︑昭

和四十四年に結成されたのが︑湘南吟社である︒以後師
のお宅を会場として月一回催されていたが︑泉下後もし
ばらく七里ヶ浜自治会館を借りての集まりであったが︑

今は鎌倉駅近くの生涯学習センターを会場とする︒
先師より継ぐ松涛軒を守り︑蕉風俳詰一途に精進して
いる︒伝統の正式俳諮は地元の伊勢原連句会と共催で大
山阿夫利神社は︵神式︶浅草の伝法院へ師の青時雨忌と

して︵仏式︶毎年興行している︒平成十七年には名古屋
の桃雅会の協力を得て熱田神宮へ万句奉納を果たした︒
ての事業であった︒

これは応︑水三十年以来五百余年ぶりの蕉門としては初め

びらかにした︒

又︑中興の祖と称される先師の行跡の詳細を別所真紀
子女史に依頼し﹁古松新濤﹂として昭和の俳譜史をつま

今後も蕉風俳譜の伝統を守り︑現代に通ずる作品を巻

き進めることを会是としている︒
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Ⅲ．③・Ｂ草門会代表川野蓼艸
︵０３．３９４３．６４９４︶村松定史

連絡先〒巨千９ｓ文京区小Ｈ向１１１１８１５０５
沿革

で村野夏生主宰の杏花村塾として俳譜雑誌﹁杏花村﹂を

昭和四十〜五十年代に野村牛耳の捌によって活動した
東京義仲寺連句会が母体である︒五十二年から六十年ま

Ⅲ︒③．Ⅲ筑波東京連句会代表朝倉和子

︵０３．３７５０．０６７１︶朝倉和子

連絡先〒匡干９浬大田区東嶺町３８−１０

筑波・東京連句会と筑波・津幡連句会の前身の筑波連

句会は平成九年二月に俳句と連句の文芸誌﹁筑波﹂を創
刊した引地冬樹により創設され︑東京地区と石川県津幡
町の各々で活動を開始した︒

東京地区の連句会を再開した︒ところが︑再開の半年後︑

︵高藤馬山人︶﹁水分会﹂︵真鍋天魚︶などに分かれる︒

津幡は現在に至るまでその活動を継続しているが︑東
京では諸般の事情から平成十四年から休止状態となっ

発行︒その後﹁風信子の会﹂︵村野夏生︶﹁芭蕉庵の会﹂
その一つが﹁草門会﹂である︒

その後︑平成二十年二月に引地冬樹に俳句の指導を受
けていた﹁筑波﹂会員有志の希望により︑新メンバーで

現在︑東京文化会館︵東京・上野︶を主な拠点として︑

活動計画

引地冬樹が病に倒れ︑平成二十一年二月に死去するとい
状況に見舞われ︑一時は解散も考えたが︑同年五月より

た︒

設立は昭和六十二年︒創設メンバーは川野蓼艸・工藤
繭・村松定史・山地春眠子︒平成六年に第一作品集﹃草
門帖・こを刊行︒

奇数月第三土曜︵原則として︶に例会を開催︒十〜二十

ブ︵︾０

筑波連句会は東京と津幡において引地冬樹の連句の灯
を点し続けようとした思いを継承して活動を続けてい

げることが出来た︒

筑波会員の赤田玖實子の指導のもとに毎月勉強会を立上

歌仙などの古典的な形式だけでなく︑ソネット・胡

名が参加︒

蝶・二十韻・丹後・枕草紙など︵こんな名など聞いたこ
ともない︑という方が多いでしょうが︶ヘンテコな前衛
作品集﹁草門帖﹄は四巻まで刊行︒現在︑第五巻を刊

的な形式にも挑戦している︒
行すべく準備中︒
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Ⅲ︒③・囮東京かびれ連句会代表大竹多可志
連絡先〒巨守ｇ屋荒川区西尾久８１３０１１１１４１６

︵０３．３８１９．１４５９︶大竹多可志
俳誌﹁かびれ﹂は昭和六年三月︑大竹孤悠が日立市で
創刊︒

昭和三十三年﹁孤悠連句集﹂刊．昭和六年からの歌仙
三十巻を収録︒連衆は落語家︑作家︑詩人︑かびれ会員
と多彩︒以後も歌仙を誌上に随時掲載︒
平成三年﹁爽青連句集﹂刊︒かびれ誌上での連句教室
六巻︒爽青捌会貝各グループの歌仙四十二巻等収録︒そ
の後も各グループによる歌仙を誌上に発表︒現主宰大竹
多可志も伝統を守り︑各グループによる作品を誌上に発
表している︒

平成二十年十月に︑東京を中心とした墨堤会が発足︒
隅田川の辺の大竹多可志主宰のマンションがその名の由

を続けている︒

来である︒後に集会場所は市川市の西幾多邸へと移り︑
月一回集り︑連句を楽しんでいる︒又︑大阪︑長野︑山
梨等の会員とは︑文音︑メール︑ＦＡＸで繋がっており︑
毎月誌上に作品を発表している︒国民文化祭等へも発表

Ⅲ．③．陥猫蓑会代表青木秀樹

︵０３．３３０９．０９５３︶青木秀樹

連絡先一重篭−９ｓ調布市若葉町２１２１１１６
沿革

朝日カルチャーセンター﹁連句入門﹂講座受講生の連
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︒会としては俳句
等はやらず連句に特化した集団︑会員数は約百六十名︒
平成十五年より青木秀樹が二代目会長︒結社内に多くの
連句実作グループがあり︑一座しての創作活動が活発で
ある︒蕉風俳譜を根津芦丈師︑東明雅師より受け継ぎ︑
世態人情弧交詩としての現代化をめざしている︒
活動状況
猫蓑会としての例会は年に四回︑猫蓑同人会の例会が
年一回︒例会の参加者は毎回おおよそ五十名になる︒回
数の少い分を結社内の連句グループの月例会が補い年間
五十回以上の座での連句実作機会がある︒直営の﹁深川
連句会﹂︵毎月第一日曜旦は会員に限らず新人や他門
の方々を迎え入れている︒毎年四月には亀戸天神社での

藤祭奉納︑十月には俳諾芭蕉忌の正式俳譜を興行︑俳譜
精神の維持に努めている︒立礼式正式俳譜を試行中︒
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Ⅲ．③．ｒ稲門連句会俳譜﹁西北の風﹂代表伊藤哲子

︵０３．３６３７．８９９０︶伊藤哲子

連絡先〒馬？ｇ圏江東区大島３１２６１１１９

俳諾の学術的研究では優れた成果を上げている早稲田
大学でも今までに連句の実作の会は不思議とありません
でした︒そんななか︑﹁早稲田で連句を﹂の伊藤哲子︵現
会長︶の呼びかけに参じた数名の早稲田のＯＢ︑ＯＧが
立ち上げたのが稲門連句会俳諮﹁西北の風﹂です︒立ち
上げを検討し始めたのが平成二十二年の明けて間もなく
の頃︑話がトントン拍子に進み︑早稲田大学校友会有志
稲門会に登録︑交友サロンを借りて︑設立総会を迎えた
のが平成二十二年四月二十二日︒早稲田での実作を中心
とした連句会の設立を高らかに宣言しました︒
毎月一回︵原則︑第四木曜日の午後三時から︶︑早稲
田大学交友サロンの会議室で連句の実作会を行い︑毎
月︑会報﹁西北の風﹂を発行しています︒当初わずか十
名足らずでスタートしたこの会も︑現在では会員数五十
名に達するまでになり︑日本各地︑及び海外からの会員
も増え続けております︒
学生を中心とした若年層への連句の普及︑メールによ
る海外を含めた遠隔地の方々との連句の実作︑年一度の
連句大会︵連句＠ワセダ︶の開催等々夢は広がるばかり
ですが︑一つずつ着実に実行をしていくつもりです︒伝
統ある連句界に︑﹁西北の風﹂と言うそよ風を吹かすこ
とができれば︑この会を作った意義ができそうです︒

Ⅲ︒③・略枯華連句会代表近藤蕉肝

へ０３．３２６１．４４２５︶横山わこ

連絡先一画Ｂｉｇ且千代田区九段南３１３１３

二○○○年十月︑神楽坂の毘沙門天前で﹁いきいき連
句講座﹂として発足︒そこから︑深川の芭蕉記念館︑関
口芭蕉庵︑人形町区民館と例会の場を移して︑現在の九
段生涯学習館に落ち着いた︒六人のメンバーで発足し
て︑現在は十三人︒二○二年七月に靖国神社で十周年

に記念集を刊行の予定︒

記念大会を開き︑七十余人の方にご参加を頂いた．近々
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Ⅲ︒③・岨Ｂ面代表内田さち子
︵０３．３９７０．２４６８︶内田さち子

連絡先〒弓？ｇ鴎練馬区中村北４１２３１４

一九七○年前後︑名古則子宗匠に誘っていたずいて連
句入門︑文音で一から教えを受ける︒師とは戦前の東京
女子大学の同級だったので︑師がその後勤めていらした
同大学の風雅な寮監室に伺うこともあって︑式目その

もその内の一人である︒

他︑校庭の花や樹の名まで何もかも教えていただいた︒
師が同大学を退職されてからは︑同好の人達と所沢の
師のお宅に集って一座の連句を楽しんだ︒鈴木アヤさん

その後母校の同窓会の一サークルとして連句の一座
﹁窓﹂が興された時私共も参加吸収された︒
そのうちその中のアヤとさち子が同時に双方から﹁文
音﹂やりませんかと声をかけ︑所沢以来絶えていた﹁Ｂ
面﹂の名を継ぎ︑お互いの発句で歌仙二巻を巻いて今日

お互い八十路︒話せる︑歩ける︑書ける︑読める幸せ

に至る︒

を満喫している︒

Ⅲ︒③・別ひよどり連句会東京代表靜寿美子

︵０２９．８７３．４８８８︶靜寿美子

連絡先〒忌守９ｓ杉並区高円寺南５１１５１８

沿革
平成七年一月︑品川鈴子主宰の俳句と連句の会が︑主

宰と同窓の人達を中心に催されました︒その十日後に︑
思いもかけない﹁阪神・淡路大震災﹂が発生︑交通機関
も分断された中を︑お住まいの神戸から上京され︑二回
目のご指導がありました︒この時の感動が︑会の原動力

となり︑今に至っております︒

活動状況
発足当時は︑主宰の上京日に合わせて︑隔月に︑俳句
と連句の会を同日にご指導頂いておりました︒後に︑自

主句会を交えての月例会を経て︑現在は句会とは別に月
一回の集まりもあり︑和気あいあいと仲間同士で言葉遊

びを楽しんでおります︒
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Ⅲ︒③・別深川連句会代表青木秀樹
連絡先〒乞干言忌町田市山崎町２１３０ｌ６ｌ２ｌｌＯ６５

︵０４２７．９２．５２５５︶橘文子
沿革
東明雅先生のご指導による﹁連句教室﹂は昭和五十六
年三月に第一回が開かれてより︑毎月一回の定例会を続
け︑平成十五年までに二百三十二回を数えた︒会場は文
京区関ｕ芭蕉庵であったが︑平成四年四月芭蕉庵の建替

のため江東区芭蕉記念館に移して続いている︒平成十五
年十月明雅先生ご逝去のため﹁連句教室﹂を﹁深川連句
会﹂と改称し猫蓑会直営となった︒新人や他門の方々に
も門戸をあけ連句実作を学び楽しむ場としている︒
活動状況
定例会は毎月第一日曜日︵一月と八月を除く︶︑江東
区芭蕉記念館で開催︒明雅先生を囲めばそこは単なる連

句実作の場ではなく︑捌きについて学ぶ場でもあり︑連

現代連句を楽しむ明雅連句の精神が生き続けている．

衆心を養う場でもあった︒楽しい座の中で俳諮の作法を
身につけ︑式目だけではない大切なものを学ぶ場でもあ
った︒翁以来︑芦丈︑明雅と受け継がれた連句の王道を
守りつつ︑新しさを取り込むことをためらわず︑生きた

Ⅲ．③・躯葡萄連句会代表内藤芳生

︵０４２．３８４．８６２６︶内藤芳生

連絡先一画望１９巨小金井市東町１１１０１１６

当会は平成九年二月旧来の俳句仲間五人で始まった︒
殆どの会員が連句については何の知識もなかったが︑中
に多少の知識と経験のある者がいたのでその人を中心に

いろいろの書物に頼りながら勉強を重ねて今年で十五年
になる︒師匠も居らず外部との交流もなく閉鎖的なグル
ープであったので井の中の畦のように独善的な所があっ
たに違いないが余り約束事に捉われず自由な考えで楽し

くやってきた︒平成十四年に一名加わり二十年には一名
死亡し現在は五名に戻った︒しかし会員は九十二才を筆
頭に皆後期高齢者となり体調を崩す者も多く連句の会も
めっきり減って来た︒それでも連句についての関心は根
強いものがあり今後更なる発展は望むべくもないが出来

る限り続けて連句を楽しんで行きたいと願っている︒
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Ⅲ︒③・銘窓連句会代表高月三世子
︵０３．３３９０．４５６７︶高月三世子

連絡先一画ＳＩＳと杉並区善福寺１１２１１２６

平成四年四月の︑東京女子大学同窓会主催﹁実作によ
る連句の楽しみ﹂という松涛軒四世名古則子氏による講
座から始まったグループです︒同窓会館の広い窓から四
す︒文音も回しています︒名古師匠のご指導も頂きなが

季の移り変わりを眺めつつ︑月一回十人ほどが集いま
ら交代で捌をつとめ︑毎回世界の拡がる喜びを味わいま
す︒女性だけの句座で︑おしゃべりも楽しい一日です︒

Ⅲ︒③・型悠の会代表花輪芳子

︵０３．３８１５．９７３７︶花輪芳子

連絡先〒巨甲乞駕文京区弥生２１４１１２

平成二十年秋︑南草連句会田島竹四様のお勧めを受け
て︑連句なるものに手を染めた新参のグループです︒
連衆それぞれに俳句の経歴は多少ありますが︑竹四様
御指導のもと︑﹁十七季﹂をひもときながら半歌仙を中

でおります︒

心に二十巻余りを巻くことができました︒
その間︑三重文化芸術祭二十二年度にて︑﹁豪華船﹂
が磯直道先生の優秀賞に入り︑ビギナーズラックと喜ん

芭蕉翁献詠句にも応募したり︑まだまだわからないこ
とが多いのですが︑楽しく勉強をつづけております︒

今後ともよろしく御指導くださいますようお願いいた
します︒
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Ⅲ︒④・１あした日比谷連句会代表宇咲冬男
︵０４５．９７１．７３１３︶宮脇美智子

連絡先〒隠甲ｇ暖横浜市青葉区市ケ尾町１１５４１２１８０８

﹁あした日比谷連句会﹂は平成元年︑宇咲冬男先生ご
指導の下﹁池袋連句会﹂として発足した︒当初は初心者
も多く︑実作の中で︑〃前句付″〃三つ物″で付け運びを
学び︑やがて歌仙の段階へと進み︑連衆として一巻を捲
き上げる喜びを知った︒常に実作の中で宇咲冬男先生の
イロハからのご指導︑連衆の切嵯琢磨により充実した会
へと成長していった︒その後会場を上野の東京文化会館
に移し﹁上野連句会﹂と名称を変更︑更に霞ヶ関の日本
記者クラブラウンジに会場を移したことに伴い︑現在の
﹁あした日比谷連句会﹂と改名活動を続けている︒
毎年の国民文化祭はもとより︑各連句大会に積極的に

る努力を続けている︒

参加し︑作品募集にも応募するよう努力している︒月一
回の定例会を中心に︑座の楽しさを満喫しつつ協調の中
で個性を発揮する面白さを味わい︑良き一巻を捲き上げ

Ⅲ︒④・２天の川連句会東京支部代表大谷似智子

︵０４６．２７４．３４２０︶大谷似智子

連絡先〒瞳甲９ｓ大和市下鵺間４２６６

花教授と連句会︒十八年十月連句集天の川︵二︶を発行︒

沿革
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︑平成五年に福田真久氏が佐渡に設
立︒八年に東京支部を設立︒外国のハイク詩人達を毎年
一月と八月に作品の交換︑或は合作を行なう︒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
大勢の日本人が参加︒平成十二年には地球連句シンポジ
ウム開催の中核となり実現した︒
平成十五年九月若狭小浜支部︑十七年五月に新宿西
塾︑湯島文化カレッジを開設︒
平成十七年十月二十五日︑主宰逝去︒
活動状況
平成十四年十二月より︑ブラジルの連邦大学ガウジオ
ーゾトモ子教授と文韻︒十四年八月佐渡天の川を見る会
︵九回目︶連句大会に﹁天の川平和宣言﹂を提唱朗読︒
十五年四月連句集天の川発行︒十五年七月清華大学王彦

とずむ永遠の石﹂を彫刻除幕式︒中央林間連合自治会館︑

二十一年五月福田家の墓誌に師の玉吟﹁青松葉散る影

参宮橋の代々木クラブに於て月例会を実施している︒
今後の活動計画
平成二十三年十月二十五日に先師の七回忌を迎えるに
当り連句集天の川︵三︶の発行にむけ準備中︒完成の折

月例会二回と文韻︵ＦＡＸ︶は今迄通り続け楽しい会

には墓前に捧げ師の意志を継ぎ守り続けていく決意と通
巻五百二巻である事も合せて報告をする︒
になる様心掛ける︒
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Ⅲ．④・３伊勢原連句会代表近藤蕉肝
︵０４６３．９４．３４０２︶大津博山

連絡先〒鴎？匡占伊勢原市上粕屋１７６６

伊勢原連句会は平成七年十一月に設立しました．発端
は室町時代の連歌師﹁心敬僧都﹂が応仁の乱を逃れ各地
を巡った後︑伊勢原市大山阿夫利山山麓石蔵の浄業寺跡
近くに晩年の四年間を過ごし終焉の地となったという史
実に出会ったことです︒以来毎年五月四日に当時交流の
あった太田道灌公の墳墓のある洞昌院にて﹁心敬忌﹂を

営み︑実作会で多くの連衆に楽しんでいただいていま
す︒平成二十三年度で十五回目となります︒現在二十五
名で近藤蕉肝師を主宰とし生涯学習の一環と位置づけ毎
月第三日曜日に定例句会を開催しています︒
また︑毎年五月最終日曜日に都心連句会と協賛で大山
阿夫利神社奉納正式俳譜興行を開催しています︒さらに
今後の事業予定として連句を生涯学習のカリキュラムと
して日本の伝統文化を次代に継承していくために伊勢原
連句教室なるものを立ち上げたいと計画しています︒

Ⅲ．④・４大倉山連句会代表松本碧

︵０４５．５４４．６７７０︶松本碧

連絡先〒隠甲ｇ亀横浜市港北区大倉山５１８１１−２０９

沿革

の志を受けつぎ︑座の文芸としての連句の裾野を拡げる

平成十二年︑東明雅先生の教えを受けた横浜市在住の
四人のメンバーが︑大倉山の坂の上にある記念館に集っ
た︒これが﹁大倉山連句会﹂のスタートとなった︒先生

ことを目指している︒一座してその時その時即興で句を
付けることを楽しんでおり︑文音はしないことにしてい
る︒発足当初︑仕事の現役の方も多かったので︑定例会
を日曜日とし今も続けている︒
活動状況
大倉山連句会の定例会は毎月第二日曜日︒午後一時か

ら夜まで時間をゆったり使って連句を巻いている︒会場
は大倉山記念館︵横浜市︶を借用︒定例会には毎回約十
名が出席︑二席に分かれることが多い︒遠方からの客人
を迎えることもある︒新人はいつでも歓迎している︒会
員が揃って狂言﹁連歌盗人﹂を観に行ったり︑連句・連

歌関連の催しには積極的に参加︒﹁座は楽しくあらねば
ならない﹂というのが会のモットーである︒
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連絡先〒侭７ｓ台横浜市青葉区みたけ台２１２２

Ⅲ．④・５桂の会代表臼杵勝児
︵０４５．９７１．３２９３︶臼杵瀞児
東京には﹁中央連句﹂が︑埼玉には﹁さくら草﹂が︑
そして横浜には﹁俳譜田園﹂が︑連句を志す人の自由な
受皿としてスタートした筈でした︒処が横浜の﹁俳請田
園﹂だけが平成十年の秋︑有耶無耶のうちに活動を停止
してしまったのです︒︵﹁現代連句集Ⅱ﹂に最後の作品が
掲減されています︶この事態を憂慮された地元の若松藍
香さんが再スタートを強く呼びかけられ︑翌平成十一年
にわが﹁桂の会﹂が生まれた次第です︒当然ながら結社
にとらわれず︑出入自由︑気楽に連句を楽しむのがこの
会の主義です︒爾来十余年︑来会されるメンバーには随
分変化がありましたが︑お蔭様で常連会員も次第に増加
し︑毎月一回︵最近は原則として月末頃︶の例会を続け
ています︒特筆すべきは横浜だけでなく広くいろいろな
方が応援して下さることで︑なかでも伊藤藪彦さんはス
タートから数年間︑なんと千葉県の八幡から毎回お見え
頂きご指導に預ったのでした︒本誌に掲載した酒恋歌仙
﹁年玉や﹂の巻は発足した翌年︑平成十二年のお正月に
その薮彦さんのお捌きで巻いたなつかしい作品です︒た
だこのメンバーの中でも創始者の藍香さんが故人になら
れたことは誠に残念ですが︑ご遺志を継ぎ︑横浜の北郊
に連句の灯をともし続けたいと考えています︒どなたで
も結構です︒お越しをお待ちしています︒

連絡先〒閨Ｙ９割横浜市南区永田台４８１１６

Ⅲ︒④・６神田分教場連句会代表川名将義

︵０４５．７１３．１３８８︶川名将義

本会は︑故式田和子先生が平成十年四月に︑猫蓑会の

下部勉強組織として設立︵連句協会へ加盟︶された︒勉
強会の会場が神田小川町にあったため︑会の名にあてら

会員は式田先生のご指導で研鐡を積み︑各種の賞を受

れた︒

賞できるまでに成長した︒式田先生の没後は︑拠点を横
浜に移し︑川名将義を代表として︑毎月第三水曜日に例

温故知新を基盤にしつつ︑常に新味のある連句作品を

会を開催している︒

でいる︒

目指して︑会員相互に意識を高めながら︑連句を楽しん

例会毎月第三土曜日午後一時〜

会場大倉山記念館︵横浜市港北区︶
東横線﹁大倉山駅﹂下車徒歩五分
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Ⅲ．④・７其角座代表士屋実郎
︵０４５．８４３．８０５９︶土屋実郎

連絡先〒鴎干ｇ馬横浜市港南区上永谷３１２０１３４

其角座は二上貴夫さんの熱烈な其角崇拝と小林静司さ
んの綿密な企画力によって平成十八年二月其角三百回忌

菅谷有里

Ⅲ︒④・８里の会代表菅谷有里

連絡先〒隠午ｇ弓鎌倉市佐助１１１４１９

外︑公の応募は殆どない︒

を機縁として誕生した︒この会はその後平成二十年十
月︑ＮＰＯ法人に改組して現在に至っている︒土屋実郎
は其角堂七世の永機ｌ菟好 六丁子ｌ嶌曙ｌ実郎と続く
俳縁により平成十八年十二月其角座再興十二世に推され

動に活躍している︒

又市内介護施設や︑中央郵便局に色紙掲示︑関東郵便局
長より窓口美化として褒賞されるなど主に地元の文化活

里の会はＳ蛇年夏︑俳画教室として発足︑当市をはじ
め東京高輪︑女子大カルチャー︑周辺市の教室で多くの
同好者を得︑十年毎に︑﹁俳画集谷戸の道﹂を出版︒Ｓ
弼年に抱虚庵清水瓢左に入門︑連句の発句に脇句の意を
絵で表現する連句画を創作した︒従って連句は年鑑以

た︒本年︵平成二十三年︶十一月︑斉藤一燈さんが︑同
じく永機ｌ顧十ｌ圭巌ｌ松風ｌ天響 一燈と続く俳縁に
より︑十三世を継ぐこととなった︒歌仙﹁厚物咲﹂の巻
はその襲号記念の準正式俳詣によって巻かれたものであ
る︒其角座に属している会員は約八十名︒毎月の連句会
の他に︑毎年︑其角の墓のある伊勢原の上行寺や︑有名

年︑高齢になっても親睦と老化防止︑

連句に色彩を添えるたのしみで毎月集り︑将来連句画集

を心に︑発会以来

瓢左師の﹁連句は連衆が楽しんで巻くもの﹂との教え

八幡宮のぼんぼり祭りに三つ物で献灯︑奉納歌仙興行︑

で︑市主催の教養講座には︑歌仙の講義と実作を︑毎年
の文化祭には作品を出展︑朗詠会には舞台で発表︑鶴岡

鎌倉市文化サークル登録で︑連句部門は当会が唯一

な其角の句︑﹁夕立や田をみめぐりの神ならば﹂の句碑
のある東京向島の三囲神社で連句会を開催し︑其角の遺
徳を偲んで居る︒

﹁谷戸の道総集編﹂の出版を目標に一同励んでいる︒
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︵０４５．８４３．８０５９︶土屋実郎

連絡先〒鴎千ｓ届横浜市港南区上永谷３１２０１３４

Ⅲ．④・皿中央連句会代表土屋実郎

︵０４５．９７１．３２９３︶臼杵勝児

連絡先一Ｔ腿７９ミ横浜市青葉区みたけ台２１２２

Ⅲ．④・９成城連句会代表臼杵勝児

東京の都心有楽町に﹁成城クラブ﹂という成城学園関
係者有志によるクラブがあります︒私が旧制成城高校の
ＯＢであるため何時からかここに﹁春燈﹂の会員を中心
にしたささやかな俳句の会が出来ました︒そして同じメ

二○一一年は︑二百回記念初懐紙パーティにはじま
り︑五月には作品総数一○一巻を収録して記念作品集を

展望

平均３０名︒作品は平均５巻︒精力的に活動している︒

夜９時まで︑出入り自由︒都心にあり交通至便︑会食に
より意思の疎通を図る︒既に２百回を超え１日の出席者

沿革
中央連句会は平成五年一月に発足︒連句協会役員会後
の有志の話し合いから生まれた︒連句協会主催の唯一の
勉強会である︒連句の普及を目指し︑﹁超結社﹂﹁出入り
自由﹂︑自由参加が大原則︑捌きに従う︑他の人の迷惑
にならないが次に来る︒開催日は月１回︑午後１時から

ンバーが更に連句もとはじめたのが﹁成城連句会﹂です︒

スタートは平成二十年ですからまだ幼稚園の域を出てい
ません︒しかし全員が俳句から入ったという特色を生か
して︑俳句と連句両方の実力を磨いてゆく︑そして将来
は双方に新境地を開いてゆくという夢を持っています︒
都心の極めて便利な処が会場です︒一度銀ブラを兼ね
てお遊びに来て下さい︒

刊行︒二○一二年の展望としては︑いまだ開発途上の状
態で連句会が成立しにくい地域に向けて応援の出張を計
凹している︒称して﹁連句キャラバン﹂︒すでに６月の
予約申込︵予定︶もあり滑り出し好調︒
月例会はこれまでの薬研堀・産業会館から新橋駅近く

の港区生涯学習センターに移動︑今後いっそうの活動を
期している︒
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Ⅲ︒④︒Ⅱ都心連句会

︵０４５．５３１．７１７４︶和田忠勝

連絡先〒闇千ｓ認横浜市港北区綱島東５１２２１４

発端は昭和三十三年︑俳文学会で清水瓢左︑大林杣平
に避遁︒談論風発︑共に連句実作の重要性を強調︒翌三
十四年七月神田司町で旗揚︒都心の名もこれによる︒
以来︑五十年を越える歳月が流れているが︑モットー
は蕉風の心髄を見失うことなく︑現代の人間の生活を︑
しょ雷っしき

連句を通して表現していくことである︒また︑伝統ある

正式俳譜を継続興行して後世に伝えることも重要行事
と考え︑湘南吟社とともに毎年神奈川県大山に於ける阿
夫利神社奉納興行と浅草伝法院での青時雨忌追善興行を
欠かさず行っている︒
平成二十一年︑創立五十周年をむかえ︑清水瓢左師︑
及びその師である根津芦丈師の故郷信州にルーツ探訪の
記念旅行を実施した︒

現在︑毎月第三土曜日午後︑新橋烏森の港区生涯学習
センターで定例の連句会を実施している︒

Ⅲ︒④・吃俳譜田園代表中尾青宵

︵０４５．９７３．１７６０︶中尾青宵

連絡先〒臆？ｇお横浜市青葉区藤が丘２１２５１２

沿革
協会主催の﹁中央連句会﹂︵在東京束端︶を分派し平
成六年七月に発足︵西南在︶︒当時︑流派自由交流の旗
印で折角発足した中央連句会が︑いつしか制作と捌きに
於いて或る式目の実行に偏り︑古来のオーソドックスな

或いは自由なドライブの制作が出来ない空気が席巻︒憂
慮の志らが協会承認を得て暫時別の座も併行運営するこ
ととした︒自由な創作︑交流の趣旨に関東・関西から熱
今後

心に参集︒平成十年十月︑五十回を記念に円満休会した︒

の充電を約した︶︒

休会中︒︵元々会は右の事情で永続を目的とはせず︒
芭蕉さん閉関の例にも習い︑以後連衆は自己責任で一層

会は連句作品のほか俳句︑俳諭︑散文︑講義︑座談︑
討論︑小旅行など広範朋な活動をし︑サロン的にも充実

し有意義だった︒今は亡き連衆参加の作品も薫り高く残
って居り︑時に紐解き︑当時のいわば連句界青春時代を
懐かしむことで会は心中に生きる︒なお自由な創作と交
流は埼玉で同趣旨の会の発足を促した︒
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Ⅲ．④・喝俳譜文芸考究会代表中尾青宵

Ⅲ．④・睦俳詣文芸考究会蛙の会代表中尾青宵

︵０４５．９７３．１７６０︶中尾青宵

連絡先〒圏？ｇお横浜市青葉区藤が丘２１２５１２

沿革
会は俳句︑連句の実作︑古典の学習の三本柱を熱心に
例会で行って来た︒古典の学習は芭蕉さんの遺語と支考
初期俳論など読み継ぎ︑俳句は有季定型および無季自由

︵０４５．９７３．１７６０︶中尾青宵

連絡先〒圏千ｓお横浜市青葉区藤が丘２１２５１２

型︑連句は無式目・非定型の現代連句︒古典の学習と現

沿革

を考究し︑実験する︒この目的と実行の為に︑母体は柴

み︑研究する︒２俳譜連句を愛好する輪を︑日本の若
者︑世界の文芸愛好者に広げる為に︑新しい形式と内容

上梓︒

化︒なお﹃青宵さん聞き書きｌ俳譜真髄︵六百頁︶﹂を

１俳詰の本質を探る為に︑優れた俳論の古典を読

庵だが︑数年来別意識で使い分ける︒
今後
右の実験はまだ緒に付いたばかりであるし︑現代と未
来を拓くものと確信しているから︑この路線を進め更に

︵Ⅱ連句詩手連詩︶と呼び︑無式目また独立句・片句を

代連句の結合は一見奇異ながら芭蕉さんらの俳譜の精神
が旧弊打破︑革新に在りと喝破するからで︑芭蕉さんが
今日生きていたらこういう連句をしただろうと︒蛙の進

多く製作する︒掲載作品の注の如く︑この形式は連訶
許容した自由律である︒

今後
右の考えと実践は﹁俳譜文芸考究会﹂の柴庵班と同じ
く︑よってその一つに位置付け︑今後も文芸理論の追求
と表現の耕しに努力する︒付け筋の探りと付け味の深
化・新化を求め︑かつ表現の琢磨を柱とする︒蛙の名は
初期の改革精神に帰るの意︒横浜市青葉区︵田園都市線
藤が丘駅︶の柴庵にて例会︒なお庵は庵主に事前連絡す

真髄﹂は残部僅少につき︑研究ご希望の向きにのみ頒布︒

れば俳譜の会なら利用開放︒﹃青宵さん聞き書きｌ俳諸
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Ⅲ．④．鴫俳譜文芸考究会柴庵代表中尾青宵

Ⅲ．④・略浜風代表城倉吉野

︵０４５．３９１．２３６２︶城倉吉野

連絡先一記とＩ︵轟畠横浜市旭区今宿町２６６６１１

︵０４５．９７３．１７６０︶中尾青宵
沿革

連絡先〒圏？ｇお横浜市青葉区藤が丘２１２５１２
沿革

柴庵は横浜田園都市線藤が丘に在する小庭小庵であ

連句会﹁浜風﹂は︑平成十六年四月︑中尾青宵師の﹁柴
庵連句会﹂会員有志による自主研修グループとして発足
し︑以来︑神奈川県民サポートセンターを拠点として︑
毎月一回欠かさず連句及び句会の座を設け︑互いに自由

る︒未だ世捨て人にはなれぬ主が庵主で同好の士︵最早
何人かは故人となった︶が︑東は千葉︑北は埼玉︑南は
逗子︑西は岐阜︑神戸から参集し︑作法・式目を脱した

るため︑捌き手︑付け順その他は毎回交代しながら︑こ

梓した︒

くしてゆきたい︒新入会はいつでも歓迎︒

れまでに数多くの作品を巻き上げ︑各種募吟に応募入選
も果たしている︒今後は新たに始まった句会の充実も含
めて︑﹁浜風﹂連句会の更なる発展のために皆で力を尽

な研鑛を重ねつつ現在に至っている︒
活動状況及び今後の活動計画
メンバー全員の楽しく平等な研錯向上を目標としてい

連句︵それは俳譜の根本精神の具現だが︶を志向し︑古
典学習と併せ切蹉琢磨して来た︒連句の旧式から脱する
過程︑日常存問の俳句および毎年の八月十五日を偲ぶ文
や小論などを収録し平成二十年﹁柴庵現代連句集﹄を上
今後
連句が文学の総合を発揮するものとの心得にて︑﹁俳
諸文芸考究会﹂の名の下︑俳句と散文の修練︑日常十小
旅を柱に︑時事もエロスも同時に解放的に論じる自由閼

達な精神を︑無式目の現代連句また連訶︵Ⅱ連句詩羊連
詩︶に託して今後も進めて行く︒連句界にも次第に賛同
者が増える兆し︒心を寄せる向きには今秋上梓の﹁現代
連句入門および俳譜新歳時記﹂を贈り︑現代〜未来の連
句を巻く助けとせん・毎月第三月曜日︑十時半から例会︒
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連絡先〒鵠千ｓ届横浜市港南区上永谷３１２０１３４

Ⅲ．④・町美晴連句会代表土屋実郎
︵０４５．８４３．８０５９︶土屋実郎
平成十八年五月︑土屋の近くに住んで居る大木佳さん
が友人を誘って連句を始めたいということで︑土屋宅に
集ったのが切っ掛けである︒土屋の住所のあたりを美晴
台というところから会の名前が出来た︒以来毎月︑土屋
宅に集り︑季節の食べ物を賞味しながら︑楽しく巻いて
いる︒当初は連衆四名であったが︑現在はベテランの生
最近は︑当季の俳句を出し合い︑連衆全員で互選をし

田目常義も加わってくれ︑八名となった︒
て︑その最高得点句を発句とし︑その作者を捌きとし︑
全員が捌きが出来るようにと研鐵している︒

連絡先〒瞳帝孟冒横浜市戸塚区品濃町５６４ｌ１ｌ６ｌ１２Ｏ５

Ⅲ．④・肥メロウ連句塾代表新井樽

︵０４５．８２４．３４４３︶新井みちを

インターネット上で円熟世代の積極的社会参加を支援

することを目的として作られたメロウ倶楽部という組織
があり︵前身はメロウフォーラム︶︑その中で俳句会が

りました︒

開かれています︒十年前の平成十三年九月にそのメンバ
ーだった筌民伸が同好者を募って連句を巻き始めまし
た︒筌民伸は明石在住︑連句協会会員で青麦連句会も催
してきましたが︑平成二十二年三月に死去しました︒当
初から順番で捌に当っていたので興行に支障はなく︑巻
き続けています︒平成二十三年十月現在一○七巻とな
り︑国民文化祭や伊賀の芭蕉祭などで入選するようにな
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Ⅲ．④︒⑲瑞沙連句会代表土屋実郎

Ⅲ︒④・加ョＩク連句会代表土屋実郎

この会は現在休講中である︒

てしまったのは残念であった︒ただ土屋が体調を崩し︑

た︒連衆は︑はじめ十二名であったが最後は六名に減っ

﹁ヨークカルチャーセンター上永谷﹂の連句講座が母
体である︒この講座は芭蕉の連句をしっかり学ぼうとい
うことで︑芭蕉七部集にある歌仙三十七巻のうち芭蕉が
出座している作品十九巻を読むことに集中した︒講義の
前半を作品解説︑後半を歌仙実作ということで一年間続
けた︒このことにより歌仙三巻を満尾することが出来

︵０４５．８４３．８０５９︶土屋実郎

連絡先一馬路１ｓ届横浜市港南区上永谷３１２０１３４

︵０４５．８４３．８０５９︶土屋実郎

連絡先〒鴎甲ｇ届横浜市港南区上永谷３１２０１３４

旧制浦和高等学校同窓の連句好きが集って︑昭和六十
二年二月に発足した・会の名前は母校の在りしところ﹁瑞
沙が原﹂に由来する︒珸は美玉のことである︒発足当初︑
十四名を数えた仲間も八十歳を越えて四名となってしま
った︒そこで今年から会員の奥様や︑今村苗さんの協力
を得て新しい若い方々を会員に加えることが出来︑現在
八名で毎月実作会を行っている︒会場は小張昭一さんの
住んで居られるマンションの最上階の集会所をお借りし
て楽しんで居る︒ここは東京のど真ん中︑隅田川畔の二
十四階で︑三百六十度の眺望が素晴らしい所である︒ス
カイッリーも指呼の間である︒
﹁全員捌きの出来るよう研錯し︑他結社の方とも積極
的に風交する﹂という方針には変りはない︒
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Ⅲ．④・別横浜アヴァンの会代表島村暁巳
︵０３．６３１３．６７９１︶島村暁巳

連絡先一疋曽１︵扇昌横浜市中区新山下３１１５１６１２０７

沿革

Ⅲ．④・犯横浜ベイサイド連句会代表生田目常義

当連句会は平成十七年六月十九日の第一回開催以来六
年余︑一度も休むことなくひたすら歌仙を主に興行して

︵０４５．８９１．３３６２︶生田目常義

連絡先〒鴎今ｇ韻横浜市港南区日野南５１５３１１５

住者でスタートし︑現在は都内からのメンバーも集ま

きた︒

沿革

り︑月に一回連句実作を楽しんでいる︒アヴァンはもち

土屋実郎翁の﹁横浜南部地区での連句振興を﹂との呼
びかけに久良木憲︵故人︶・大島洋子・生田目常義の三

﹁横浜アヴァンの会﹂は平成十五年六月に横浜市内在

ろんアヴァンギャルドで︑極力既成概念を排除して新し
い現代の連句をめざそうというものである︒しかしなが

名が集い︑始まった超結社の連句会である︒

い︒この壁を破ることがひとつの課題であり︑さらに新
しい連句人創成が次の課題である︒

連句不毛といってよい横浜南部地区に連句文化を根付
かせることが会の目標︒横浜市民は東京志向が強いこ
と︑また数少ない連句愛好者も意外に広い交流を望まな

目標

とに深く感謝したい︒

多くの域外の方々の支援参加により今日を得ているこ

会草創時から今まで︑いまだに参加登録者二十名のう

し残念︒

ら︑初心者を含めて︑連句の基本である﹁付け﹂と﹁転
じ﹂を意識すると︑そうは跳べないのが現状であり︑少

ち横浜市内在住は半数に満たない︒

活動状況
定例会は毎月一回︑第三日曜日を原則としているが︑
会員の都合で毎回調整している︒現役の映像作家や大学
准教授など社会人の現役の会員のスケジュールに配慮し
ているためやむを得ない︒四時間足らずの限られた時間
で二十韻をゆったりと巻いている︒主会場は吉田中学校
コミュニティハウス︒伊勢佐木町のすぐ近く︑二次会に
はうってつけの立地︒グルメと談論風発で愉快な会で
す︒新しいもの好きな方を歓迎します︒
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Ⅲ．④・甥ラピロス連句会代表本屋良子
連絡先〒隠干９房逗子市小坪２１１２１６

︵０４６７．２５．５１３９︶本屋良子
六本木交差点に岐阜県事務所のあるラピロスと言うビ
ルがあった︒その事務所のロビーをお借りして平成十四
年より月一回連句会を催していた︒今はその事務所がな
くなり︑京橋区民館が会場になっているが名前だけが残
った︒常時十数名が二卓で歌仙を巻いている︒
甲府や銚子から俳句の達人が参加して下さるので︑特
に長句に優れた句が多いのも特徴である︒五時に散会し

る︒発想自由の遊び半分の気分で作句するのが却って面

た後︑居酒屋で酒恋か沓冠二巻が同時膝送りで廻され
白い作品を生んでいる様に思える︒

初懐紙には外部から優れた捌き手を招いて歌仙一巻を
巻いている︒これが又会員の楽しみの一つでもある︒
定期刊行物も出版せず座で巻くことのみを大切にして
いるのが特徴であるので︑人と人との結びつきが特に密
な結社であると思う︒

Ⅲ︒④︑型連句ななの会代表土屋実郎

︵０４５．８４３．８０５９︶土屋実郎

連絡先一馬路１９局横浜市港南区上永谷３１２０１３４

海軍兵学校第七十七期の同期生によって︑平成十二年
一月に発足した︒会員は当初六名であったが︑現在は五
名である︒会場は初め︑銀座のバー﹁ピッコロ﹂で︑一
杯やりながら巻いていたが︑現在は横浜駅西口の期友の
会議室を借用して︑アルコールは抜きで毎月巻いてい
る︒ただ︑ここは時間的に制約があり︑二時間〜二時間
半のために作品は半歌仙が多くなっている︒全員八十
二︑三歳ながら気心の知れた永いつきあいの間柄なの
で︑﹁継続は力なり﹂を合言葉に︑最後の一兵になるま

で頑張ろうと言い合っている︒
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Ⅲ︒④・妬連句会遊子座代表和田忠勝
︵０４５．５３１．７１７４︶和田忠勝

連絡先〒隠干言紹横浜市港北区綱島東５１２２１４

Ⅳ・２．１河童連句会代表矢崎硯水

︵０２６６．５２．０２５１︶矢崎硯水

連絡先一玉罵ＩｇＥ諏訪市諏訪２１１０１２２

グループの沿革

河童とは何かについての考察は︑連句とは何かについ
ての考察の噴矢となる︒零落した水神である河童は︑﹁妖
界﹂と﹁神界﹂を往き来する︒可視と不可視の境界線を
フリーパスできる︒河童の無碍の在りようを考えること
が︑連句の多層化した言語の発想システムと打ち重な
る︒河童が即ち連句なのである︒当会は矢崎硯水が平成
八年一月発会︒平成十四年以降はホームページ﹃河童文

平成五年六月︑常設の月例句会を発足させ︑平成二十
二年十月に二百回突破記念句会を挙行︑座員三十四名︒
会名は連句は旅の如しという芭蕉翁の心に︑我々を自ら
興ずる旅人と見立てたもの︒蕉風の式目活用が勉強の中
心だが︑その真意を曲げずに現代を詠うことが当面の目
標であり︑連句を知らない方々に︑その楽しさを知って
貰うことにも意を注いでいる︒毎月第一日曜日の午後︑
東横線大倉山駅に近いヒルタウンの集会室で定例会を開

飛脚による文韻は稀有だったろうが︑文韻ひとつを取
っても多様化した︒時間・空間の壁を突き破るインター
ネットは侮れず︑従って付随して︑連句の形式に対して
も多様を欲求するようになる︒形式選択を含めた文芸観

活動状況・今後の活動計画

学館﹄のウェブで︑年間約二百五十巻を巻いている︒

漢字・仮名遣い・用語等は現代のものを主とし︑死語

催している︒

や人口に膳炎しない言葉は極力避けることにしている︒

座心和田忠勝は︑蕉風伊勢派の流れである抱虚庵九世

キーワードは﹁変化﹂と﹁風雅﹂︒

を継でいる一方︑連句協会現理事長でもある︒

ワン﹂という新形式を創案︒一部連句大会では成果が現

もひろがりを見せる時代になった︒当会でも﹁スワンス

れている︒近未来連句の手始めとして︑﹁付句と絵画﹂﹁付

句と音楽﹂などのコラボレーションを試行したい︒

−317−

Ⅳ︒②・２信州大学連句会代表三村文人

連絡先〒ｇ甲隠屋大垣市昼飯町３７７１１０１

Ｖ・①・１獅子門代表大野鵲士

活動状況
毎年十二月初旬には翁忌︵芭蕉忌︶︑三月下旬には梅

わたって連綿と俳諸系譜を伝えてきた︒

沿革
松尾芭蕉を祖師一世︑各務支考を始祖二世として︑十
八世紀初期に成立した︑おそらく日本最古の結社︒以後︑
一門を統率する歴代の道統が各地をめぐり︑獅子門の俳
譜が広域的に普及した︒第五世道統の段階で二派に分か
れたが︑昭和四十八年に合同した︒平成十八年に第四十
一世鴻々園大野鵲士宗匠が道統を継承︑三百年あまりに

︵０５８４．７１．０６５４︶堀内洋子

連絡先〒窓？房型松本市大手５１６１１３１９０３

︵０２６３．３６．８９３２︶小林貴子
信州大学連句会は長い歴史を持つ︒昭和三十六年︑信
州大学文理学部教授であった東明雅先生が伊那市の俳詰
師根津芦丈翁を迎えて連句会を発足︒それ以後毎月︑信
州大学教授︑俳人︑詩人︑書家等︑バラエティに富んだ
連衆により俳譜興行︒東先生が退官し松本市を去られて
以後は﹁岳﹂俳句会主宰の宮坂静生が捌き︑小出きよみ
さんに加えて︑信州大学の学生︑卒業生︑﹁岳﹂の俳人
たちへと連句の輪を広げ︑活発な活動を行ってきた︒

忌を行う︒

花忌︵支考忌︶を営み︑伝承の古式作法に則って正式俳
譜を興行している︒また十一月には︑支社においても翁

本部や支社において行っている︒特に本部においては︑
始祖支考創案の八体説を踏まえた制作ができるよう︑研

平成十四年頃からは︑安曇野市の無轍庵において毎月
歌仙を巻いてきたが︑宮坂主宰︑連衆ともに徐々に俳句
会活動に多忙を極めるようになり︑現在︑連句の興行は
間遠になっている︒時間的ゆとりができたらまた是非毎

讃に努めている︒

こうした儀式的な連句興行のほかに︑通常の連句会を

月興行したいと考える︒
今回の作品を巻くに際しては富山大学教授の二村文人
先輩に捌きをお願いし︑やくやく富山から松本へお運び
った︒

頂いたところ︑台風の進路にぶち当り︑劇的な一夜とな
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Ｖ・①・２獅子門友楽社代表矢橋初美
︵０５８４．７１．０２９８︶矢橋初美

連絡先〒ｇ干隠畠大垣市赤坂町２０７２１２

獅子門とは︑祖師松尾芭蕉・始祖各務支考以下六十一
人の道統が活躍してきました︒

各務支考の別号の獅子老人にちなむ呼称が獅子門で︑

美濃を本拠に活動し︑また歴代の道統宗匠に美濃在住者
が多く︑美濃派とも呼ばれました︒
三月には支考忌・十一月には芭蕉忌の正式俳諾を行な
います︒

道統を継がれる時は︑﹁立机式﹂と称する行事を行な
現在は︑第四十一世鴻々園大野鵲士宗匠が統治してい

います︒

ます︒

す︒

獅子門の地方結社﹁友楽社﹂が文台継承の形をとった
のは︑昭和十三年熊野対石訶宗を第一世とし現在第八世
翠月庵矢橋初美が文台を預かり日々研讃致して居りま

Ｖ・①・３獅子門蕊杖社代表瀬尾千草

︵０５８．２３１．２４００︶瀬尾千草

連絡先〒ｇＹ易司岐阜市正木１９７９１２５

獅子門では数ある地方結社の中︑文台を継承している
結社の代表を訶宗と呼んでいる︒平成七年から平成十八
年まで蕊杖社第六世を︑一紅庵本屋良子訶宗が務めた︒
毎月第三金曜日が連句会の日とされ︑現在でも同様に行

っている︒平成十五年には︑蕊杖社の連衆で巻いた翁忌
の歌仙﹁しぐれかな﹂の巻を扁額にして岐阜市の伊奈波

平成十八年四月︑良子訶宗から瀬尾千草が第七世の訶

神社に奉納し︑現在も本殿玄関脇に掲げられている︒

宗として蕊杖社の文台を継承した︒毎年十月︑翁忌のた
めに歌仙の下巻きをし︑十一月の第三金曜日には正式俳

譜の興行を行っている︒他の例会においては︑岐阜県や
岐阜市の文芸祭︑その他の催しの連句部門に作品を応募

たいと切に思っている︒

するため︑捌きを交代して歌仙や短歌行︑表合などを巻
く︒今後は若い方々にも新しく連衆に加わっていただき
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Ｖ・①・４巴世里連句会代表各務恵紅
連絡先〒９？麗亀岐阜市宇佐南１１２１５

Ｖ・②・１伊豆芭蕉堂連句会代表石渡蒼水

ことを大切に︑一堂に会して巻くのを基本としている︒
食事を共にし︑和気謂々とした中での活動である︒美濃
派獅子門の大野鵲士道統に教えを乞い︑各務支考の八体

風をもたらす︒平成十七年．十九年・二十年と国民文化
祭で入賞を果たす︒月に一回の会合は︑座の文学という

昭和六十二年に五名で生まれた巴世里連句会は︑十名
を超す会に成長する︒会員は教職関係が多い︒平成十四
年頃から二○代・三○代の若者が参加し︑会に若々しい

思います︒

どちらにしても難しいというイメージを払拭し楽しか
ったよと言う座をどの様にもっていくかをまず︑我々に
御指導を仰ぎたい︒是非きっかけ作りをお願いしたいと

われます︒

一回伊豆新聞に掲載されている︑付句でクイズ的な面白
味を含んだ方法も市民に連句の入口を指す方法かとも思

止めるには学園連句︑ネット連句等全国的に行われてい
る方法と︑地方の新聞ではありますが︑斉藤吾郎氏が月

昭和五十七年十二月斉藤石翌師他界され︑会の運営全
てを石渡蒼水氏に引継がれ今日に至ってますが︑会員数
の凸凹はありましたが現在は︑減少傾向にあり︑これを

︵０５５７．４５．２２４４︶宮澤次男

連絡先〒筐や９日伊東市吉田保代７８２１４

を参考に︑付筋をみきわめ︑前句に必ず付いていること
︵といってもべタ付けではない︶を重んじている︒今後
の課題はマンネリに陥らず︑如何に詩情豊かで変化に富

︵０５８．２７３．０５３９︶各務恵紅

んだ作品を生み出すかである︒

尚石渡蒼水氏病気療養中の為︑私の私見を書かせてい
ただきました︒
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Ｖ・②・２静岡県連句協会代表宮澤次男
連絡先〒と？房隠沼津市下香貫２８０１１

︵０５５．９３１．７２１９︶久保田静男
それは二○○六年初秋︑土屋実郎様の一通の封書より
始った︒

静岡県連句協会設立と第二十四回国文祭開催と言う寝
耳に水︑今迄聞いた事のないことばかり︑何とか県東部
より二十名程の参加をいただき︑ばたばたと設立と時を
同じくして国文祭開催地が宗祇法師ゆかりの裾野市に決
定し︑裾野市の会員の方々の骨折りで市民を対象に連句
実作会を重ね︑二○○九年国文祭を成功裡に終える事が
出来ましたが︑ここまでに到る間︑絶大なる協力をいた
だきました土屋実郎︑臼杵沸児︑和田忠勝︑宮下太郎︑

尚︑今後の県連句協会としても今は︑東部地区の会員

各氏をはじめ︑連句協会に感謝申し上げます︒

ばかりの所ですが︑県中部︑西部の︑連句愛好者の︑県
連句協会への参加を望み全県的な組織にしたいと思いま
すし︑若年層への浸透を計りたいが︑御指導よろしくお
願いいたします︒

Ｖ・③・１ＷＥＢめぎつれ座代表八木聖子

︵０５６５．２６．９３２４︶矢崎藍

連絡先〒令子昴隠豊田市水源町４１１１１６

平成十一年一月にＨＰ﹁矢崎藍の連句わ−るど﹂のＢ
ＢＳでの付け合いの一つから発生した一本の鎖連句ｌ名
付けて﹁連句ＫＵＳＡＲＩ﹂の参加者の座︒以後増殖し
て二十三年九月に十万番を越えて今も伸びています︒型

時間オープンでリアルタイムの即吟ながら︑数人のスタ
ッフの捌きによりルールは付けと転じの文体を確保し︑
ポピュラーな現代連句の形式として進化模索中︒連衆は

ハンドルネームで不特定ですが海外をふくめ全国各地か

ら︒オフ会や連句イベントでの現実の出会いにより︑連
句交流も実現︒今後も日々刻々を共に生きる仲間との表
現の場︑現代の記録でありたいと願っています︒平成十
四年﹁インターネット連句賞﹂︵俳譜寒菊堂︶受賞︒キ

目は﹁胡弓﹂︶です︒各句に何が隠れているかお楽しみ

リ番には︵ルールは崩さず︶尻取りや詠み込み百番を遊
びます︒今回作品は音楽関連語の詠み込み︵例えば一句

一二言︺零︑﹃ずＣ罠ヨの己湧ｍ①酌ヨーヰ雲の○戸︑国︑弓︺①四茸巨冒①

ノ︑ださい︒
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Ｖ・③・２桜花学園大学連句研究会代表矢崎藍
︵０５６５．３５．３１３１︶４２４研究室

連絡先〒ミ子ｇ弓豊田市太平町七曲１２１１

Ｖ・③・３ころも連句会代表矢崎藍

に︑連句Ｍ・半歌仙・歌仙など︒各形式のルールは守る
が︑あくまでも若者の﹁表現手段﹂として︑現代の感性

かれた連句会として新聞やメディア︑地域行事を通じて

１９７８年愛知県豊田市の連句を楽しむ仲間により︑
蕉風伊勢派東明雅先生を師に﹁ころも連句会﹂として発
足︒規制の厳しい伝統連句をベースにしつつ︑ビビッド
に〃今″にとり組む作品をめざしています︒連句が現代
の生活人の表現形式として発展することを願い︑外に開

︵０５６６．２１．６３１６︶稲垣渥子

連絡先一璽溌１房ｇ刈谷市野田町東屋敷１１２

を大切にし︑若者語も生かす︒於矢崎藍研究室︒学園祭

２０００年発足︒桜花学園大学矢崎藍ゼミおよび連句
愛好の現役生と卒業生による連句会︒作品は多人数授業
で各座に別れて巻く６句形式の連句罰ｏｎ〆をスタート

にはとょたキャンパス連句まつり運営︒２００１年より
現在までインターネット函も﹁矢崎藍の連句わ−るど﹂

豊田市と桜花学園大学共催で﹁とよた連句まつり﹂開催︒

よた連句恋々まつり﹂を初めに２００１年以降は毎年︑

うち０２年は﹁第二回日中連句研究会﹂︵国際連句協会
共催︶０３年は﹁すてきな三句﹂および﹁付け句﹂の全

連句情報を発信してきました︒１９９３年豊田市主催﹁と

の﹁学生おしゃべりコーナー﹂でメンバーが月替わりの

に期待している︒

前句付けを主宰している︒卒業しても﹁とにかく楽しい．
大好きな﹂連句のおかげでつながる若い仲間たちの成長

るど﹂関連著書﹁連句恋々﹂︵筑摩書房︶﹃おしゃべり連

国募吟︒翌年より﹁全国高校付け句コンクール﹂を開始
して今年九回め︒応募は一万数千句です︒月例会は毎月
第四火曜日︒於桜花学園大学︒函も﹁矢崎藍の連句わ−

句講座﹂︵ｚ国〆出版︶﹃付け句恋々﹄︵中日新聞︶等︒
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Ｖ・③・４栄連句サロン代表
︵０５６５．３１．５５５２︶

連絡先〒ミ７９ｇ豊田市栄町６１６１１０

間瀬芙美
間瀬芙美

２００２年１月桜花学園大学生涯学習研究センター講
座﹁連句を巻きましょう﹂︵矢崎藍︶の受講生により︑
同年五月に作られた自主グループです︒例会は毎月第二
火曜日午後︒会場は桜花学園大学名古屋栄キャンパスで
したが︑２０１０年４月から桜花学園本部ビル︵名古屋
市昭和区︶教室に移りました︒
一般市民が自由に座に参加して連句を巻ける名古屋で

数少ない拠点です︒中心会員は別人前後︒連句十四から
はじめ︑半歌仙︑二十韻︑歌仙ほか伝統連句を基礎にし
つつ︑楽しみながら着々と連句の実力をつけています︒
２００３年桜花学園１００周年記念連句まつりには全

国連句会を共催︒連句の重鎮をお招きして指導を受けま
﹁虚に居て実に遊ぶ﹂境地の連句を目標に日々共に歩

した︒

福井直子小野芳梅︒

んでいきたいと思っています︒指導矢崎藍間瀬芙美

連絡先〒望匡−ｓお羽島市竹鼻町錦町３５

さんせん

Ｖ・③・５三川連句会代表

︵０５８．３９１．２２８８︶

磯辺摂子

磯辺摂子

木曽・長良・揖斐の河川が街の東西を流れている事か

ら︑平成八年に﹁三川連句会﹂として発足した︒
当地︵羽島市竹鼻町︶は︑俳諮の歴史が大変古く︑明

暦二年︵一六五六︶には︑俳譜百韻﹁熱田万句﹂を奉納

するなど︑北村季吟門として盛んであった︒中でも横井
也有が師と仰ぐ太田巴静は竹鼻の出身であったなど︒

は月２回︶

平成二十年からは︑﹁羽島の俳譜顕彰会﹂のメンバー
として︑実作と俳譜史の両面から取り組んでいる︵句会
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連絡先〒ぢゃｇ篭名古屋市千種区猫洞通１１５１１１４０９

Ｖ・③・６桃雅会代表杉山壽子
︵０５２．７８２．３７５１︶杉山壽子
沿革
尾張の俳詰の噴矢は︑寛永八年寛永十三年︵一六三六︶

の熱田神宮俳譜万句奉納です︒その伝統が途切れ︑平成
元年︵一九八九︶に︑復活第一回の法楽俳譜が東明雅先
生のご指導の下奉納され︑尾張の伝統が復活しました︒

桃雅会はその核となる俳譜活動の組織です︒会の発足
は︑平成四年三月三日の桃径庵式田和子宗匠立机の祝賀
会をもってです︒爾来︑正式俳譜の奉納・歳旦帳奉納を
軸にして︑東明雅ならびに桃径庵から受け継いだ蕉風俳
譜に遊んでいます︒
活動状況
・定例会︵毎月第四水曜日︶
．近隣連句会との交流

・ホームページ公開︵サイト名﹁桃雅会﹂︶

・会報﹁桃雅懐紙﹂の季刊発行
・歳旦帳の発行と熱田神宮への奉納
・正式俳譜の奉納これまでに四回
・臨時発句・連句鍛練会
今後の活動計画
・従来の活動の継続
・連句普及の一環として︑学生との連句を楽しむ会の運
動の立ち上げ

Ｖ・③・７竜神連句会代表長坂節子

︵０５６５．３２．０８９０︶長坂節子

連絡先〒合了ｇ麓豊田市神明町１１４８

竜神連句会はおよそ十三年前に︑矢崎藍先生の公民館
講座からはじまりました︒その後自主グループ﹁竜神連
句会﹂をつくり︑現在に至って居ります︒最初は季語も

わからず︑右往左往していましたが︑今では季節の移る
い︑時の動きなどに目を向け︑地に足をつけた句を詠ん

す︒

でいます︒仕事を持っている方が多いので︑毎月第三木
曜日の午後一時半からの例会に全員そろうのは難しいで

ほぼ全員そろった時に巻いたものを国民文化祭などに
と思っています︒

応募しています︒これからも楽しく連句をしてゆきたい
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Ｖ・④・１五十鈴吟社代表山口圭子
︵０５９６．２２．２８７７︶山口圭子

連絡先一訊岳１９尾度会郡小俣町相合６０５

五十鈴吟社は伊勢で最初に生まれた句座︒国民文化祭
三重大会のために︑名古則子先生と故野村昭生先生が立
ち上げた︒平成三年のことである︒以降︑連句をする人
が増える毎に句座は分かれていく︒母体となった五十鈴
吟社は今も消えることなく受け継がれている︒それは名
古先生への恩返しと思っている次第である︒
現在︑っらつら吟社とともに句座を維持し︑なごやか
な雰囲気をそのままに残している︒監事は中北ひろみ︒

Ｖ・④・２泗楽連句会代表西田青沙

︵０５９３．３２．８９３１︶西田青沙

連絡先〒臼Ｙｓ国四日市市尾平町３７６８−１８８

私たち泗楽連句会の始まりは︑平成十二年に四日市で

開催された﹁片岡白華を偲ぶ連句会﹂だった︒白華は戦
前︑﹁雨舟会﹂という俳詰結社を主宰しこの地方で活躍
したが︑昭和十六年の没後︑長らく忘れ去られたままに
なっていたのだった︒それを︑数十年ぶりに発掘し︑顕

彰したのが右の連句会である︒

それを期に北勢連句教室が開講され︑やがてその四日
市地区の受講者が中心となって泗楽連句会が組織され

た︒発足当初の会員の多くは四日市郷土作家研究会﹁泗

楽会﹂のメンバーだったから︑命名もそれに因む︒
平成十四年からは四日市短詩型文学祭が開催されるこ

ととなり︑連句も第一回からこれに参加した︒以来十年︑

他の詩型に伍し︑短詩型文学の一ジャンルとしてようや
く認知されるようになったかな︑と思う昨今である︒
今後とも倦まず僥まず︑あらゆる機会をとらえて︑こ
の地方に一人でも多くの連句愛好者を増やしてゆけた
ら︑と願っている︒
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連絡先〒望帝麗弓津市安濃町前野２４

Ｖ︑④・３津連句会﹁城﹂代表瀬野喜代子
︵０５９．２６８．０２６７︶瀬野喜代子
県の国民文化祭を機に︑同好者集まり︑平成四年三月
に始まる︒名古則子先生にご指導を仰ぎ︑折にふれ先達
の各連句会諸兄姉より学ぶ︒句座の名は︑句筵︵津中央
公民館︶が安濃津城趾の近くにあるところから命名︒毎
月一度の例会︒県内連句会の催しに参加させていただく
のも楽しみ︒﹁花の下﹂興行︑文化祭の連句大会には︑
県内各座の方々のご参加があり︑公民館各サークルの発
表会には﹁連句﹂のコーナーで︑参観の人達に紹介等行

う︒なるべく多くの人達の目に触れて関心を持っていた
だき︑連衆を増やしていけたらと考えている︒

︵０５９４．４２．１４６９︶岡本耕史

連絡先一Ｔ臼子屋屋桑名郡長島町大倉１１４５０

Ｖ・④・４大智院連句会代表岡本耕史
沿革

伊勢長島の大智院は芭蕉︑曽良に縁の深い寺であり︑
奥の細道の旅後芭蕉はこの寺でコ泊りの歌仙﹂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︑会の有志が先生の指

導のもとに︑蕉風俳詰を伝承することを基本に連句の座
をもつことになった︒

活動状況
平成二十三年に結成十八年を迎えたが︑発足時とは連
衆の顔ぶれも変ってしまった︒平成十七年九月には︑芭
蕉が大智院に残した句を発句として記念歌仙﹁秋の寺﹂

を巻き︑扁額に仕立てて追善法要とともに奉納をした︒
曽良については平成二十一年五月に三百回忌追善興行
の記念百韻﹁ゆきゆきて﹂の巻を巻物にして大智院に奉
納をした︒
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Ｖ・④・５つらっら吟社代表榊原由美
︵０５９６．２８．２２８４︶榊原由美

連絡先〒臼千ｓ目伊勢市宮後１ｌｌＯｌｌ６

﹁つらっら吟社﹂は﹁五十鈴吟社﹂から分かれた句座
のひとつ︒平成四年の結成︒命名者は俳歴六十余年の故
野田翠楊氏︒たくさんの句座が自然消滅してゆく中で︑

﹁五十鈴吟社﹂と交流を深め細々と続いている︒名古則
子先生に育てられた句座のひとつである︒
現在︑のんびりとがモットーの座は︑会員も増え安泰
毎月︑第三木曜月例会︒監事は榊原由美︒

といったところ︒

Ｖ・④・６南草連句会代表田島竹四

︵０５９９．４３．１８４６︶田島竹四

連絡先〒臼７ｓｇ志摩郡阿児町国府１１２０１６９

して登録されている︒

平成五年同好の仲間を誘い南草連句会を設立︒三重県
連句協会に参加︒翌六年の国民文化祭みえ 連句大会に
代表田島竹四は一座の捌きを仰せつかった︒
以後︑第一金曜を月例会としたが︑会員数はなかなか
伸びず︑平成十五年に十五名となり年鑑二巻掲載︒同二
十年には関東の俳誌かつらぎメンバーが集まり支部がス
タート︑現在は連句協会に悠の会︵代表花輪芳子︶と

今後は会員の高齢化︵竹四は米寿︶に伴い文音が主と
なり︑座としての発展が期待し難いが︑平成二十二年根
岸の子規庵で図らずもギリシャで日本料理店を営む某氏

と出会い︑悠の会貝ともども半歌仙を巻いた︒これから
は若い仲間が︑このような︵国内のみならず国外へも︶

連句普及に努めて頂けることを︑希望しています︒

− ユジゥ
フ ー
全 〃

︵０５９．３７４．１７８４︶北川英昭

連絡先〒臼甲ｇに鈴鹿市石薬師町３５１１

Ｖ・④・８鈴峰連句会代表北川英昭

︵０５９６．２２．８８０１︶中村伊都夫

連絡先〒望？ｇｇ伊勢市船江１１２１４６１１２０３

Ｖ・④・７勾玉連句会代表中村伊都夫

平成九年四月︑伊勢市生涯学習センターの新設に伴

初からの会員に若干の出没を経て現在連衆は六名︑平均
年齢は高くとも連句年齢は青年であることを標傍してい
ます︒月一回の例会は発足以来一回も欠けたことがあり

十万都市の鈴鹿で唯一の連句座の旗を揚げています︒当

平成八年三月︑白子公民館で誕生した当連句会は喜田
さかえ・中田泰左両氏のご指導を受けました︒泰左氏に
は平成十五年までも永く面倒を見ていただきました︒二

い︑﹁初めての連句﹂講座が開諦された︒喜多さかえ講
師の指導にて︑四か月の研修を終えた受講生のうち︑有
志で勾玉連句会を結成した︒命名の由来は︑伊勢神宮外
宮の勾玉池に因む︒以後︑三重県連句協会の指導の下で
蕉風伊勢派の伝統を守ることを目標に︑毎月︑第二︑第
伊勢は俳祖荒木田守武の誕生の地であるとともに︑俳

四木曜の午後︑勉強会を行っている︒

聖松尾芭蕉門の岩川涼菟︑中川乙曲による蕉風伊勢俳譜
発祥の地である︒その後時代を経て︑平成の初め︑当地
は県内にさきがけて﹁連句﹂を復興し︑盛んに活動を続

祭は絵歌仙と銘打って作品を展示し︑また来会者も参加
の三つ物を巻いて遊びます︒連句の裾野を広げたい私た

ません︒現在は白子コミセンが牙城です︒前にうどんの
おいしい店があって折々われらの作品に登場します︒
また会員にパソコン上手がいて︑当句会の全作品を網
羅した句集をまとめ︑さらに増殖中です︒いつか本印刷
の句集ができればと思っています︒年一度の市の芸文協

結束と研鑛をもって今後も活動を続けていきたいと思っ

ちの精一ぱいの試みなのです︒

けるようになった︒私たちは︑そういう歴史に誇りを持
ち︑諸先輩の築き上げた業績を引き継いで︑連衆一同の
ている︒
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連絡先一王篭１ｓ弓南砺市本町１１５５

Ｖ・⑤︒ｌいなみ連句の会代表山本秀夫
︵０７６３．８２．０３６７︶杉本聰
富山県東蛎波郡井波町︵現・南蛎市井波︶は︑平成五
年に開町六百年を迎えた︒それを記念して実施された
数々のイベントに第一回全国連句いなみ大会が加えられ

られた遺徳を奉じてのことである︒この催しを期して︑

たのは︑名刹瑞泉寺の第十一代住職浪化上人が︑芭蕉最
晩年の門人として俳譜をよくされ︑この地にそれを広め

前年の平成四年に﹁いなみ連句の会﹂が立ち上げられ
た︒当時まだご存命であった東明雅先生のご推挙によっ
て︑富山大学教授二村文人先生を講師としてお迎えし︑
原則月に一度の例会を続けて今日に至った︒いわば﹁猫

Ｖ・⑤・２樹氷連句会代表いぬじま正一

連絡先〒葛？雪館富山市西中野本町５１１４
︵０７６．４２１．３４９４︶いぬじま正一

昭和六十一年︑全く何も知らない素人が連句に手を染

めた仲間が︑樹氷連句会と名乗ったのは︑昭和六十三年︑

今は亡き阿片瓢郎さんのお誘いがきっかけでした︒平成
九年︑第十五回最終回の連句協会賞を戴き︑これをもっ

て此道に励むべしという叱睦を頂戴してからは︑更に勉
強に努めて参りました︒しかしながら今のメンバーは五
人︑いずれも喜寿を越して取り敢えず元気ですが︑言葉
をあやつる遊芸にたずさわるにはいささか老菫の気配が
漂いはじめ︑かくてはならじと蟷螂の斧を振りかざして

います︒長年歌仙に拘ってこれを続けておりますが︑ま

だ飽きは来ず︑その奥行の深さ︑難しさ︑またおもしろ
さに︑相変わらずさ迷っております︒五人はそれぞれ住

む県が違い︑一座を囲む機会はほとんど無く︑文韻に頼
る活動ですが︑その都度の余白に記す近況が各自の友情

蓑﹂の末流である︒

を深めるよすがともなって楽しい交友を続けており︑こ

れも連句の余得とつくづく思う次第です︒

この間︑平成八年の国民文化祭を含め︑同十二年︑十
七年︑二十一年と︑都合五回の全国大会を開催してき
た︒今後もおよそ四年に一度の割合で続けたいと願って
連衆の高齢化が進み︑新進の育成が急がれるところで

はいるのだが⁝︒
ある︒
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Ｖ・⑤・３富山県連句協会代表山本秀夫
︵０７６．４３６．０６７７︶野島清治

連絡先〒麗？苣匡富山市茶屋町５９１６１
沿革

富山県連句協会︵会長︑山本秀夫︶は平成四年二月十
六日︑富山県教育会館に作家高橋治を講師に招いて設立
され︑初代会長に文学博士の志田延義︵富山市︶を選ん
だ︒俳句など各ジャンルを糾合︑富山新聞社の呼び掛け
で八十二人が出席した︒顧問は飛田秀一富山新聞社長ら
二人︒理事長は当時の同社代表の松村長︑事務局長は当
時の同報道局次長野島清治が担当︒理事は密田靖夫︑黒
田晩穂︑蔵巨水︑高松光代ら十二人で陣容を固めた︒
活動状況と計画

Ｖ・⑤・４風狂連句会代表瀧澤尚子

︵０７６．４２１．３４９４︶いぬじま正一

連絡先〒寵？曾駕富山市西中野本町５１１４

平成二十一年︑それまで富山県連句協会の連句実作部
門として活動していたグループが︑独立して風狂連句会
を結成︑会員数十八名で︑富山大学教授二村文人先生の
ご薫陶を戴きながら︑現在は瀧澤尚子さんを会の代表と

して連句の創作に邇進しています︒毎月の例会の他に文
韻も盛んに行われ︑県外の諸氏との交流作品も多く︑楽
しみながらも刻苦勉励して富山の連句レベルの向上に努
めているこの頃です︒幸い近年は四十代や五十代の新会

句実作を続けております︒そう遠くない将来に私どもの

平成五年七月三日︑浪化上人縁の井波別院瑞泉寺での
全国連句いなみ大会︑平成八年国文祭連句大会︑同十二
年同いなみ大会︑同十七年同大会︑同二十一年南蛎市い
なみ全国連句大会︑計五回の全国大会開催を推進︑全国

機関誌あるいは作品集を刊行したいのが夢のひとつで︑
具体的なプランはまだですが︑意気込みだけは旺盛でが
んばっているところです︒

員の参加もあり︑例会は活況を呈しております︒連句の
神髄は付けと転じにあり︑というのが二村先生の基本的
なご指導であり︑式目は故東明雅先生の直伝に従い厳し
くはありますが︑その中でも自由闇達な発想を大切に連

に俳詣連句の輪を広げた︒同五年から富山県芸術祭主催
事業富山県連句シンポジウムを毎年開催︑同六年機関誌
﹁早稲の香﹂創刊︑十八号を重ね︑ふるさとの俳諾古文
書解読と連句実作の月例会を続ける︒

−330−

Ｖ・⑥・１筑波津幡連句会代表二羽智子

Ｖ・⑦・１武生連句の会代表山口由紀子

沿革
私達の連句の会は︑第二十回国民文化祭連句大会の開

︵０７７８．４５．１２２６︶山口由紀子

連絡先〒旨？勗瞳南条郡南越前町湯尾１２５１８

︵０７６．２８９．３６５６︶二羽智子

連絡先〒縄？ｇお河北郡津幡町南中条トー５４１２

Ⅲ︒③．Ｍの筑波東京連句会の項を参照

催がきっかけとなり二○○三年九月に発足︑指導者二村
文人先生のもと︑国民文化祭プレ大会を二○○四年十月
に︑国文祭ふくい二○○五文芸祭連句大会を十月三十〜

三十一日に開催︒国文祭終了後も二村先生ご指導のもと

活動状況並びに今後の計画

勉強会活動を続け今日に到る︒

・例会毎月第三土曜日︵会員二十名︶

・国文祭への作品応募と大会参加︵毎年︶

・自主活動毎月第一木曜日希望者のみ

・他県との交流︵富山県・石川県︶

・出版物連句作品集﹁星の林﹂毎年発刊

私達の会はまだまだ連句の入口を紐解きはじめたとこ
ろです︒今後も連句に親しみながら交流の輪を広げ︑一
きます︒

人でも多くの愛好者が増えるようにＰＲ活動も続けてい
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Ⅵ︒②・１千代の会代表奥村富久女
︵０７５．７７１．０７６７︶奥村富久女

連絡先〒ｇ守震溺京都市左京区永観堂西町２０

大阪杭全神社での連歌の会が御縁となり︑浜千代先生
に京都で連句の会をしていただくことになりましたが︑
程もなく御逝去になり︑近松寿子先生主宰の﹁茨の会﹂
も御病気と云うことで出来なくなりました︒そうしたお

の会が出来ました︒

なじみの方々の中から︑有志の方が月一度︑鴨川畔に集
り︑京都在住の私がお世話をする形となり︑只今の千代
連句集︑﹁洛中六歌仙﹂その一︑その二︑その三と上
梓︒いつしか十年ばかりの月日がたちました︒心通う連
衆の間には茶道で云われる﹁和敬清寂﹂の和敬の思いが
自然に生れ︑すっかり心の帯紐を解いて歌の浄土に遊べ
る悦びは何物にも替え難く︑この世界に類の無い座の文
芸を︑実在の世が冷めば冷むほどに大切に心を洗う場と
して︑護ってゆきたいと思います︒﹁この世は元より︑
○

あの世でも巻きましょうね﹂などと話し合いながら．．．

Ⅵ．③．ｌきさらぎ連句会代表小池正博

︵０７２５．５６．２８９５︶小池正博

連絡先〒望やｇ造和泉市いぶき野２１２０−８

昭和六十三年︑大阪府堺市において︑大久保孟美・松

永直子・小池正博などによって酒宴をともなう文学的遊
びの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︑会名を決定する︒例会は当初︑年四回で春夏秋

冬のそれぞれの句を発句として歌仙を巻く︒平成九年︑

歌仙﹁秋天や﹂の巻が第十五回連句協会賞を受賞︒機関
誌﹁きさらぎ連句会通信﹂︵現在休刊中︶︒会員の著書
に︑小池正博著﹃蕩尽の文芸ｌ連句と川柳ｌ﹂︵まるう

子﹄︵双葉社︶などがある︒

ど社︶︑松永直子編﹃えんぴつ・筆ペンで詠う与謝野晶
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Ⅵ．③・２くさくき堺支部代表中澤昌重
︵０７２．２９２．２３８３︶中澤昌重

連絡先〒＄？ｓ畠堺市南区晴美台２１１−９
沿革

平成十五年一月地域のグループ活動の一つとして連句
会を発足︒初代々表高須節子︑現代表中澤昌重︒
平成十六年八月﹁くさくき﹂に所属し︑連句協会に加
入︑くさくき堺支部として現在に至る︒
活動状況
平成二十三年五月現在会員十二名
毎月第二火曜日午後連句会をもち︑全員が捌をしなが
ら学び合う︒

平成二十二年七月︑くさくき堺支部七周年記念連句集

Ⅵ．③・３羽曳野連句会代表西田舟人

︵０７２９．５６．３５７６︶西田舟人

連絡先一説路１房霞羽曳野市羽曳が丘３１１６１９

当羽曳野市は︑古市古墳群という日本武尊始め︑仲
哀︑応神から安閑に至る多くの陵墓があることや︑更

に︑隣の太子町にも︑敏達︑用命︑聖徳太子︑推古︑孝
徳︑小野妹子の陵墓のあることで有名である︒

莞じ︑白鳥となり︑﹁羽を曳き﹂つつ︑奈良御所を経て︑

﹁羽曳野﹂という名の由来は︑武尊が﹁連句﹂の魁で
ある﹁筑波片歌問答﹂をした東征の帰途︑三重能褒野で

当地へ辿り着いたという﹁記紀﹂の通り︑現に︑巨大な

当連句会は︑このような因縁から平成十年より始めら

﹁日本武尊白鳥陵﹂があることに基づく︒

活動の特色としては︑﹁連句﹂と﹁地発句︵俳句︶﹂両

れた︒

方のコーナーを設けている点である︒その理由は︑昔の

今後の活動計画

を上梓︒

俳句の勉強

会員の増強

俳諮と同じく︑文芸における集団性︵前者︶と個人性︵後
者︶とその相関性を尊重するためである︒
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Ⅵ．③・４ひよどり連句会柿衛代表品川鈴子
連絡先〒理？ｇ侭大阪市住吉区西今川４１３４１５

︵０６．６７０２．７８７５︶野口喜久子
兵庫県伊丹市にある柿衞文庫にて﹁かきもり文化カレ
ッジ連句コース﹂が平成七年五月に開講された︒講師は
品川鈴子が担当︑現在に至る︒当初から二十余名の連衆
が結社の垣根を超えて実作を続けている︒月一回年間十
回の受講で終了証を頂くが︑十枚以上の所持者もあり︑
新人も共に楽しんで巻いている︒
関西では︑先師橋間石が須磨寺で催した昭和二十九年
以来正式俳詣は途絶えていたが︑平成二年に品川鈴子が

鴫立庵での﹁大淀三千風追慕三五○年﹂興行で執筆を務
めたのをきっかけに復興を目指し︑十二年五月神戸薬科
大学にて老長品川鈴子︑執筆岡田麗で﹁祝二千年﹂を興
行︒十五年五月には柿衞翁没後二十年追善のため岡田家
酒蔵︵重要文化財︶にて︑前回同様岡田麗執筆で興行し︑
大勢の観衆の目を釘付けにした︒その後摩耶山天上寺の
興行も含め計四回の正式俳詣をひよどり連句会で催し︑
関西に正式俳譜の古式絵巻を折ふしに伝承している︒

Ⅵ︒③・５ひよどり連句会ＫＣＣ代表品川鈴子

︵０７２５．５６．３６０３︶竹下昭子

連絡先〒＄今匡匡和泉市光明台３−９１１

神戸新聞文化センター︵三宮ＫＣＣ︶の﹁連句入門〜
連想遊び〜思いやり文芸﹂の講座は︑平成十一年四月︑
神戸ハーバーランドの神戸新聞社ビル内に︑受講者二十
名で開講した︒阪神淡路大震災で全壊した三宮駅前の神
戸新聞会館が復興十年を契機に再建され︑平成十八年十

月︑新たに神戸新聞会館﹁ミント神戸﹂としてオープン
した時︑連句講座の教室もハーバーランドから︑三宮の

ミント神戸の十七階に移転し︑現在に至っている︒

その講座案内には︑連句の説明と﹁お互いが付けやす
いように連衆は助け合いながら︑智恵を集め︑力を合わ

せて繰り広げる楽しい文芸遊びです﹂という講師の品川
鈴子の言葉が紹介されている︒その言葉の通り︑受講生
は力を合わせて連句を巻くことを通してすぐに仲良くな
れ︑楽しい時間を過ごしている︒震災を乗り越え復興の
成った神戸の中心地の高層より︑港や山並みの美しい眺
望もまた楽しい︒
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Ⅵ︒③・６ひよどり連句会産経代表品川鈴子
︵０７２６．７５．４３０７︶岡本幸枝

連絡先〒段平９浬高槻市本町１５１５

昭和六十年より大阪産経学園の神戸連句教室で品川鈴
子指導で開講︒連句の基礎と芭蕉作品の解説講義に多く
の受講生が集まっていたが︑学園の改編により大阪梅田
に教室が移り︑平成七年に講座﹁名作にみる連句をよ

Ⅵ．③・７ひよどり連句会毎日代表品川鈴子

︵０７８．７４１．４４７２︶鮎川鈴子

連絡先〒霞〒匡鴎神戸市北区ひよどり台１１７１１

ひよどり連句会毎日は︑最初大阪梅田の阪急文化教室
の連句講座として平成六年十月に創設されたが︑その後

メンバーはそのままに十三年十月から毎日新聞文化セン

ター連句講座へ引き継がれた︒当初連句教室自体が珍し
く他派からも多くの参加者を交え︑品川鈴子指導のもと

平成十二年から二年かけて読み説いた﹁去来抄﹂の講
義録は﹁ぐろつけ﹂に連載後︑平成十六年に﹃去来抄と

った学生たちの指導も漸次文音で指導︑連句の輪を繋げ

作品を﹁ぐろつけ﹂誌に発表し︑卒業や転勤で遠方にな

入選するなど実績を残してきている︒

毎月二回の実作に熱心に取り組んできた︒﹁連想遊び﹂
を楽しみつつ︑毎年芭蕉祭や国民文化祭等の大会に多数

ともにｌ俳句と連句をよむ﹄と題し出版︒長年研究して
きた江戸期女流俳人の諸九尼を十四年から講義︑更に各

取り組んでいる︒

む﹂に生まれ変わった︒以来︑遊女寄川︑千代女︑蕪村︑
和辻哲郎︑寺田寅彦︑芭蕉など様々な作品鑑賞と実作に

自が追跡研究し︑二十一年﹁旅しづくｌ俳人諸九尼﹄に
まとめ︑いずれも産経学園叢書︒﹃旅しづく﹂は西日本
新聞に大きく報じられ︑地元福岡の諸九尼顕彰活動に影
響を与えた︒平成十九年からは﹁花屋日記﹂﹁芭蕉終焉
記﹂﹁俳諸問答﹂などを読み次ぎ︑蕉風俳詰についての

れ︑更に意欲を燃やしている︒

正式俳詰が催される度に︑全員が付句や主要な役割を
積極的に果たしている︒多くの見学者に囲まれ厳粛な雰
囲気の中︑緊張しながらも古式ゆかしぐ巻かれ︑これぞ
連句の醍醐味︒貴重な体験を通じて連句の奥深さに触

ている︒

メンバーの一人が関西大学の学生に実作指導し︑その

考察を深めている︒
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Ⅵ．④・２海市の会代表鈴木漠

︵０７８．３０２．２２３０︶鈴木漠

連絡先〒３？ｇ患神戸市中央区港島中町３１１１４７１２０２

Ⅵ︒④・１おたくさの会代表鈴木漠
︵０７８．３０２．２２３０︶鈴木漠

連絡先〒霞︵Ｔｇ患神戸市中央区港島中町３１１１４７１２０２

二○○○年一○月︑ＮＨＫ神戸文化センターに連句講
座が開設された後︑講師の詩人・鈴木漠と受講生達とで
制作される連句作品を活字表現として残しておきたいと
の要望から連句同人誌言国民の筐が創刊され︑ほぼ季
刊ペースで加号まで継続刊行︒ＮＨＫ神戸文化センター
連句講座が閉講された二○○九年一○月以降は︑拠点を
兵庫県私学会館に移し︑誌名も﹃おたくさ﹄と変更して
町道場の感覚で勉強会と同人誌発行を継続している︒

しゅ﹄？きん

詩人の鈴木漠とエッセイストの永田圭介の二人で連句
会を立ち上げ︑その後詩人の三木英治と梅村光明が加わ
り︑現在は同人４人で構成される︒二○○四年二月に
は︑二○周年記念会が盛大に催された︒海市の会の編集
になる連句集は︑一九八三年刊行の﹃壺中天﹂をはじめ
二○二年刊行の﹃鱸轆帖﹄まで九冊に及び︑会の理念
である活字表現︵タイポグラフィー︶としての連句を確
立するため︑活字のレイアウトや装訂にも心を砕いてい
る︒同人の文芸活動は広く連句以外にも及び︑鈴木漠は
ゆげろん
詩集﹁遊戯論﹂など二十数冊を上梓︑永田圭介は中国清
末の女性革命詩人秋理の評伝﹁競雄女侠伝﹄や同じく
げんふく
清末の啓蒙思想家厳復の評伝﹃厳復ｌ富国強兵に挑んだ

ての正岡子規﹂を執筆︑三木英治は詩集﹃正午︵まひる︶﹂

清末思想家﹄︑その他﹁アーチ伝来﹄更ツセイストとし

﹁おたくさ︑○自房〆のとは紫陽花の学名︒ドイツの医
師で博物学者のフィリップ・フランッ・フォン・シーボ
ルトによって学会に登録されたもの︒シーボルトが愛し
た長崎の女性楠本タキ︵お滝さん︶にちなんだ命名だが︑
会員が活動拠点とする神戸市の市花が紫陽花であるとこ

のほか長年のジャン・コクトー研究成果としての﹁２１

ろから会の名称と同人誌名に採用されている︒

世紀のオルフェージャン・コクトオ物語﹂を刊行した︒

それら文筆活動が同人間の連句創作にも絶大な相乗効果
をもたらしていることは疑いを挟まない︒
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Ⅵ︒④・３徳島連句懇話会代表鈴木漠
︵０７８．３０２．２２３０︶鈴木漠

連絡先〒雪？ｇ患神戸市中央区港島中町３１１１４７１２０２

詩人鈴木漠︑俳人斎藤梅子︑エッセイスト阿部文明︑
文芸評論家笹野儀一︑元徳島新聞文化部長でエッセイス
トの高田保二の５名が相集い︑当時連句不毛の地だった

徳島県に連句の種子を蒔きたいとして︑一九九七年に連
句集﹃青藍帖﹄を刊行︒
その後︑二○○一年に発足した現・徳島県連句協会に
合流したが︑阿部︑笹野︑高田保二と相継いで病没した︒

る︒

現在は︑徳島県連句協会傘下の別組織として高田夫人高
田芙美と鈴木漠の二人で活動を再開している︒発足当初
の理念や目論見は︑徳島県連句協会へ発展的に引き継が
れ︑毎月の連句実作会や︑二○○七年度国民文化祭連句
大会を成功させるなど︑確実に大輪の花を咲かせてい

化賞を贈られている︒

なお︑旧同人の高田保二が死の直前に執筆刊行した随
想集﹁江戸俳譜道遙﹄には︑平成２０年度徳島県出版文

Ⅵ．④・４ひよどり連句鈴の会代表木村美猫

︵０７９７．８６．１８７２︶木村美猫

連絡先〒霊？冨旨宝塚市小浜３１６１２３１６０２

品川鈴子のもとに超結社の俳人たちが集まり誕生した
﹁鈴の会﹂は︑平成五年七月より神戸で実作指導を開講
し︑芭蕉七部集の講釈などで︑連句の奥深さと面白さを

学んできた︒初期のメンバーには岡山や静岡など遠隔地
より新幹線で通ってきた熱心な者もいる︒

その後︑会場の西宮市民会館が阪神大震災で使用でき
なくなってからは︑鳴尾会館︑夙川カトリック教会︑夙
川公民館などを経て︑現在は西宮市の小原氏邸に集ま

り︑気の合う連衆でわいわい楽しく巻いた後︑細やかな
添削指導を頂いている︒ベテランも新人も対等に意見を
率直に言い合って︑座の文芸を実感しつつ研讃に励み︑

平成二十二年十月の摩耶山天上寺山口誓子句碑建立記念

ンバーの一人が神戸龍谷高校で連句指導を始め︑共に国

奉納の正式俳譜では︑老長品川鈴子︑執筆木村美猫他そ
れぞれが主要な役割を果たした︒また︑二十二年よりメ

民文化祭に参加するなど︑連句の輪が広がりつつある︒
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連絡先〒３︵Ｔｇ患神戸市中央区港島中町６１２１１１２１９１２

Ⅵ．④・５ひょんの会代表松本昌子
︵０７８．３０３．０７８０︶松本昌子
詩人富田砕花の評伝や﹁ひょうご歌ごよみ﹄など多数
の著書がある文芸評論家・随筆家にして希代のエンサイ
クロペディスト宮崎修二朗翁︵俳号は宮崎鬼持︶を中心
あき
に︑詩人の鈴木漠︑松本昌子︑服部恵美子の４名で結成
する連句勉強会︒たまたま集合した神戸ポートアイラン
ドのホテル近辺に︑イスノキの虫瘤・ひょんの実が多数
見受けられたことと︑ひょんなきっかけからグループが
と命名︒

誕生したことと相俟って︑グループ名を﹁ひょんの会﹂

同じ神戸の連句グループ海市の会やおたくさの会と連
携しながら︑連句創作に精励している︒

連絡先〒亀干皀紹赤穂市中広８４１

Ⅶ︒③・１つばさ連句会代表八尾暁吉女

︵０７９１．４３．６１１７︶八尾暁吉女
２００１年暮結成︒

沿革

﹁こよなく連句を愛し楽しむ﹂をモットーにメンバー
を固定せず︑一巻毎に連衆は出入り自由とした︒
活動

国文祭︑芭蕉祭等公募には適宜応募︒ＦＡＸ︑インタ

ーネットを活用︒時代に合わせ﹁座﹂を拡げた︒

グループの今後
更に﹁式目﹂と﹁文学性﹂の両方を重視し﹁連句﹂を

楽しむことを第一とする︒

国文祭や近隣で行われる会には適宜参加︒他流との交

応募はその時々で考える︒
流は積極的に歓迎︒

﹁っぱさ連句会﹂の﹁つばさ﹂は心も言葉もイメージ
も自由に羽ばたかせて連句の世界に遊ぶことを願って命
名した︒
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Ⅶ︒③・２ひよどり連句会標代表花房八映
︵０８６．２７７．７５１１︶花房八映

連絡先〒ごＹｇｇ岡山市藤崎７７

﹁ひよどり連句会標﹂は花房八映主宰で︑平成十一年
十月岡山に発足した︒会員十一名で月一回の例会は主に
半歌仙を巻いて︑神戸の品川先生に加朱の指導を頂いて
この絆は平成五年から十三年末まで花房が関西へ毎月

いる︒

通い︑品川鈴子の連句実作を学んだことによる︒
そのうち三十六歌仙を巻き︑〃虚に遊ばむ〃とする個
性豊かな連衆の楽しい集まりを岡山に広めたい︒

Ⅶ．⑤・１やまぐち連句会代表諏訪欣二

︵０８３４．６２．１４００︶中本蒼水

連絡先〒製？ｇ蹟周南市古市２１３１４３
沿革

２００５年﹁やまぐち連句会﹂発足
周南市に事務局を置く

岩国市記録集１

２００６年国民文化祭連句大会

防府市記録集２

２００７年山口県総合芸術祭連句大会

下関市記録集３

２００８年山口県総合芸術祭連句大会

山口市記録集４

２００９年山口県総合芸術祭連句大会

萩市記録集５

２０１０年山口県総合芸術祭連句大会

﹁萩水連句会﹂発足

周南市記録集６

２０１１年山口県総合芸術祭連句大会

活動状況及び今後の活動計画
国民文化祭をきっかけに﹁やまぐち連句会﹂が発足︒
定例会は周南市・第三日曜日︑萩市・第二火曜日に開
催︒連句という名前さえ通じなかった山口県で︑古人の
残した日本人の宝物である﹁連句﹂を知ってもらおうと
各市で毎年連句大会を開催してきた︒いま流の行脚であ
る︒あと一〜二市で全域網羅となる︒このイベントはあ
と一〜二年で終わり︑その後はしばらく個々がじっくり
と力をつけていける方向を模索したい︒
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︵０８８．６２２．３７４５︶東條士郎

連絡先〒弓？き望徳島市沖浜町東畑５８９１１

Ⅶ．⑥︒ｌ徳島県連句協会代表東條士郎
沿革

２００１年１月︑それまでに活動をしていた﹁徳島連
句懇話会﹂﹁花音﹂その他個別に活動していた連句詩人
たちが集まって︑２００７年の国民文化祭に備えるため
の連句組織を発足させた︒郷土出身の詩人鈴木漠氏の肝
いりであった︒初代会長高田保二︒会名﹁徳島連句懇話
△蚕﹂

念大会を開催︒連句集は﹁果樹園﹂﹁鏡奮帖﹂﹁花筐抄﹂

２００７年﹁徳島県連句協会﹂と改名︒二代会長東條
士郎︒皿月国民文化祭を実行︒２０１０年設立皿周年記
を上梓︒

①実作会﹁連句を楽しむ会﹂を毎月開催︒略称﹁連楽会﹂

活動状況及び今後の活動計画
②﹁子ども連句教室﹂の開催︒︵８月︶
③会報言−タス﹂の発行及び﹁ロータス通信﹂の発信︒

④各地連句大会参加及び募吟への応募を勧奨する︒
⑤徳島市文化協会会報﹃まゆやま﹂への作品掲載︒
開催︒

⑥２０１２年皿月徳島市において国民文化祭連句大会

︵０８８３．２４．２９９３︶西條裕子

連絡先〒弓？ｇ筐吉野川市鴨島町敷地１７８１４

Ⅶ．⑥・２花音連句会代表西條裕子
沿革

＊平成三年八月︑徳島県カウンセリング研究会が母体と

なり︑研修の一環として発足した︒会長︵代表世話人︶

出口逢人・会員１７名︒

＊平成七年六月︑連句集﹁花音﹂１集を発行︒歌仙３３

巻とエッセイを収録︵編集竹内菊世︶

話人となる︒﹁花音２集・出口先生追悼号﹂を発行︒

＊平成９年９月出口会長急逝のため︑竹内菊世が代表世

名︵当初からの会員は６名︶

＊平成２１年から西條裕子︵代表世話人︶︒会員数１７
活動状況

カウンセリング研究会の研修として発足した会なの
で︑その根幹にあるのは他を思いやる気持ちである︒平
成１５年より︑１９年開催の国民文化祭に備え︑本格的
に連句を学ぶ︒﹁花音４集﹂からは歌仙以外の形式を取
り入れる︒平成２３年１月に﹁６集﹂を発刊︒この号よ
り編集グループ﹁ねこじやらし﹂が誕生︑６名で編集を
担当する︒全国の募吟に積極的に応募し︑各地で好成績
たい︒

を得ている︒和やかな雰囲気を大切に研讃を深めていき
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Ⅶ︒⑦・１丸亀連句会代表今井水映

︵０８９．９４５．１１５４︶岡本眸

連絡先〒ろ？ｇ圏松山市竹原町１１４１１

Ⅶ︒③・１石手寺連句会代表岡本眸

︵０８７７．２３．１３００︶今井水映

連絡先一石＄１９器丸亀市土器町北ｌｌ１８平和写真印刷㈱気付

俳諮の一系に賀雀庵があり︑三世の吉岡梅瀧は当丸亀

語の投句もある︒これらを境内に掲示し︑披講し︑僧侶

愛媛連句連盟の有志による平和を詠み込む半歌仙を巻く
とともに︑参詣人に呼びかけて投句していただき︑毎年
百五十句以上が集まっている︒中には外国人による外国

年開催し︑今年で十周年になった︒大会は二日間実施し︑

境内に建立した︒﹁愛媛平成連句の碑﹂である︒その翌
月松永先生が逝去され︑岡本眸が後を引継ぎ︑毎月の例
会及び連句碑建立記念として﹁平和祈願連句大会﹂を毎

け︑七十二名による歌仙二巻を刻む巨大な連句碑を寺の

平成十二年に︑石手寺の故住職夫人と︑女学校同期生
数人で結成し︑故松永静雨先生を師に迎え︑月一回石手
寺安養閣で例会を開いていた︒翌十三年に︑石手寺と石
手寺連句会が発起人となり︑愛媛県連句連盟に呼び掛

市の住人である︒宝塚市の片山多迦夫氏は早く梅瀞師を
慕い︑遠路を厭わず︑丸亀市に通って梅勝師の直弟子で
あった︒昭和六十二年梅淋師の自選集出版記念会の開催
を機線として広谷青石︑鎌田耕仁︑松岡遼雲︑今井水映
等が﹁連句の会﹂を結成し︑同郷の渡辺陽行︑植松晴子
氏の手ほどきを受けその後︑賀雀庵四世を継いだ片山多
迦夫師に指導を受けた︒平成二十一年より河野素人が加
入した︒偶々平成九年第十二回国民文化祭が隣接の善通
寺で開催されるに及び︑連句部門に加盟︑その折︑東明
雅︑土屋実郎師の声援を受け︑以後他県の文芸祭にも参
加する等交流を深めている︒

と共にお祈りを捧げ奉納している︒また︑毎年一月には
興聖寺連句会と合同の新年会を行い親睦も深めている︒
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連絡先一再筐１尾全松山市平井町１３１９１１

Ⅶ．⑧・２小野連句会代表渡部仲居
︵０８９．９７５．８５６９︶渡辺就子
グループ名
グループの活動等

小野連句会宇都宮柏葉
小野連句会は松山連句協会に所属し︑昭和の末から活
発に連句の実作に励んできた︒しかし︑年齢の高齢化の
波には勝てず︑会員が減少し昔日の面影を失いつつ︑少
初代の会長であった渡部伸居氏も御高齢になられ︑体

数精鋭で何とか面目を保っているのが現状である︒

調を崩して退会され休養中である︒平成略年以降は宇都
宮柏葉が代理を任され会員と共に頑張っている︒会員は
小野公民館を主会場として︑半歌仙と取り組み毎月一

私も入れて男二女二の四名である︒
回切蹉琢磨している︒

連絡先〒己？ｇ総松山市南江戸５１２１２６

Ⅶ︒⑧・３おぼろ連句会代表藤本純一

︵０８９．９２５．８２７９︶藤本純一

昭和六十年二月︑鈴木春山洞先生主宰﹁芭流朱連句会﹂

グループの沿革

校長である︒

傘下の一グループとして発足︒
元高校長であった春山洞先生が︑退職高校長会に呼び
かけて結成したグループであるため︑会員はすべて元高

である︒

会名は︑第一回連句作品の発句﹁さくさくと砂踏みわ
くるおぼろかな久保田万太郎﹂から採取命名した︒
気心の知れた連衆で︑例会では︑作句のかたわら︑談
論風発︑四方山話に興ずる愉しい座を展開している︒退
職後︑第二の人生を歩む会員にとって︑頭脳を活性化さ
せ︑ストレスを解消し︑老化を防止する絶好の趣味の会

活動状況
月例会︒毎年の﹁連句年鑑﹂への出稿︑﹁国民文化祭﹂
への参加︑作品応募の継続︒その他︑各地の連句募集に
も︑つとめて応募している︒

今後の活動計画
会員の老齢化により︑春山洞先生のご逝去をはじめと
して︑他の会員も次々と鬼籍に入り︑数名が残るのみと
なった︒例会開催にも支障をきたす状況となってきた

が︑文音で補うなどして︑極力︑活動を存続し︑会員の
老化防止の一助にしたいと念願している︒
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Ⅶ︒⑧・４くさくき松山支部代表吉金白水
︵０８９．９７７．１７２２︶吉金白水

連絡先一巧筐ｌｓｓ松山市溝辺町７２０１１

昭和十年頃︑神尾静光氏松山市河中町で青年団に句の
指導を始める︒昭和三九年一月松山市の石手寺に草茎三
十周年記念で︑宇田零雨先生の句碑建立︒神尾氏旺盛な

三尾松山市白水台４１１２１１２

Ⅶ．⑧・５草笛連句会代表大西素之

︵０８９．９２３．３９９３︶大西素之

連絡先一石宮

沿革

平成六年七月句会立ち上げ代表大西素之

初心者のみの俳句会︑のち連句を併せ行う

平成十四年一月草笛句会代表大西素之

を辞す

俳句と連句の会を毎月一回定例実行中
平成十七年四月当会代表大西素之が愛媛県連句連盟会長

る活動で草茎歳時記の編纂等行う︒松永静雨氏は︑国民
文化祭愛媛大会からの連句正式種目への取組み等にも尽
力︒平成八年四月愛媛昭和連句草創の碑を建立︒俵口連
句会の発足︒以後毎年全国大会を開催︵現在は県連句連
盟との共催︶︒支部句会報は通巻九一八号を数え現在に

平成二十一年四月当句会の代表交替新代表名本敦子

︵愛媛県連句連盟副会長︶

となる
平成二十一年三月当会代表大西素之が愛媛連句連盟会長

至る︒

活動状況

一︑定例毎月第一土曜日午後一時から午後五時まで

於坤松山市民会館
二︑活動計画﹁初心者の集まり﹂の心を大切にして︑
誰でも参加できる会をモットーとしています︒

メンバーは会社員︑主婦︑公務員や退職年金組など

現在活動会員七名
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Ⅶ．⑧・６興聖寺連句会代表岡本眸
︵０８９．９４５．１１５４︶岡本眸

連絡先〒君？ｇ圏松山市竹原町１１４１１

昭和五十八年に故松永静雨先生が創立︒その後中断し
たが︑平成五年に再開したいとの事で依頼され︑職場の
友人等に呼び掛け︑以前とはメンバーも会場も変り月二
回の例会を開いていた︒平成十三年に先生が逝去され︑

なっている︒

後を引継ぎ︑実作に励んでいる︒〃二回の例会は︑捌の
育成に力を入れ︑自由に発言できる雰囲気で楽しい会と
一方で︑石手寺連句会の会員も共に月一回俳句会を開
催している︒結社に所属しない会で︑今年で三年過ぎ︑

発句に適した句作り︑原句を活かした添削等に重きを置
き︑全員が自由に意見を述べる︑賑やかで和やかな句会
である︒連句作品を各連句大会に応募し︑十五年以降の
国民文化祭で三巻入賞︑県民文化祭では十四年以降知事
賞三巻外入賞多数︑俵口大会でも県教育長賞をはじめ多
今後も捌の育成と会員増に努めたいと思う︒

数入賞の実績を収めている︒

Ⅶ︒③・７佐久良連句会代表井門可奈女

︵０８９．９０４．４０４０︶井門川奈女

連絡先〒己？易認松山市道後上市２１６−９１１０１
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Ⅶ︒⑧・８子規博連句教室代表戒能多喜
︵０８９．９６６．３０９６︶戒能多喜

連絡先一巧臼ｌｇ届東温市則之内乙２５９０１３

場所 松 山 市 道 後 公 園 一 三 ○
昭和五六年四月頃開設︵推定︶

指導者鈴木春山洞氏
平成一○年四月

指導者松永静雨氏
平成一五年一月より指導戒能多喜
平成 一 八 年 四 月 〜 現 在

平成一六年四月〜一八年三月連句入門講座

Ⅶ︒⑧・９清流連句会代表戒能多喜

︵０８９．９６６．３０９６︶戒能多喜

連絡先〒ご﹈ｌ富岳東温市則之内乙２５９０１３

場所松山市千舟町二 六 一○石丸律子宅

指導者松永静雨氏

平成一年四月〜平成一四年一二月

指導戒能多喜

平成一五年一月〜現在

﹁第五回国民文化祭えひめ﹂をきっかけに連句の熱が

昂まり︑俳句会の会場でもある石津律子宅で毎月第四火

松永静雨氏亡き後もしっかりと引き継いでいる︒午前
一○時〜午後二時の間︒昼食は会員の手づくり︒連句を
楽しむより会話や食事を楽しむことが多くなっている

曜日に開催している︒

う︒鈴木氏も松永氏も亡くなられ詳細は不明︒
平成二年に開かれた﹁第五回国民文化祭えひめ﹂から

大きな課題である︒

が︑和気あいあいの雰囲気︒年配者が多いことが今後の

松山子規記念博物館開設と同時に開かれたものと思

連句の熱が昂まり︑連句愛好者も増え随分と盛んな時も
現在は︑毎月第四土曜日の午後一時〜四時︒会員は七

あった︒

名だが︑いつも門戸を開いている︒
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連絡先一巧臼１ｓ届松山市白水台４１１２１１２

Ⅶ︒⑧︒Ⅱ白水台連句会代表大西素之

︵０８９．９２３．３９９３︶大西素之

連絡先一雪９１筐匡伊予市下吾川１７８３１４１

Ⅶ．⑧・皿道後連句会代表井上雨道
︵０８９．９８３．５４６８︶鎌田清隆

活動状況・活動計画

至る︒

沿革

平成九年︑寺岡情雨代表の呼びかけにより発足︒師系
宇田零雨︒平成十五年より大西素之代表となり︑現在に

た︒

道後連句会は２０００年５月１２日に誕生しました︒
指導者は松永静雨先生でした︒松永先生は︑宇田零雨先
生に昭和初期から師事され連句俳句ともに精進されまし

道後とは︑申すまでもなく道後温泉を指します︒温泉
の歴史は古く日本最古と言われ﹁古事記﹂に﹁伊豫の岩
湯﹂と記され聖徳太子の入浴も伝えられております︒江

仙・半歌仙が大部分を占めるが︑気分転換に他形式や尻

道後白水亭にて月二回の例会を開催し︑全員が捌きを
担当して連句を巻く︒汕断すると付句が山をなし︑また
脱線することも多いので捌きは気を抜けない︒作品は歌

戸時代には︑小林一茶も訪れており﹁寝ころんで蝶とま
らせる外湯かな﹂の句碑もあります︒

国民文化祭では平成十七年度より大賞部門の連続受賞
記録を更新中で︑本年度も文部科学大臣賞はじめ三巻が

受賞︒今が旬の完熟伊予柑？

取連句などにも挑戦︒

道後連句会は︑現在８名で月２回の定例会を開催して
おります︒特徴は女性よりも男性会員が多いことです︒
連句の本場愛媛を担っていきたいものと張り切っていま
す︒
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Ⅷ．①．ｌくさくき北九州支部代表守口薫

Ⅷ︒①・２天神連句会代表八木紫暁

発足は浅野黍穂︑八木紫暁とも連句協会に所属し︑予
てから九州における連句普及振興を志していたが︑先ず
手始めに福岡市の中心地の天神に会合の場所を設け︑九

︵０９２．５９３．２５７５︶八木紫暁

連絡先一Ｔ雷？急曾大野城市筒井３−１３１１２

当支部は︑昭和四十一年四月に﹁俳詰草茎社﹂主宰宇
田零雨先生の指導により︑俳句愛好の士が集い結成され
たものである︒その後昭和五十八年二月に連句会を発足

平成十一年十二月に第一回の旗揚げ︑現在月例会は毎月

州各地に﹁自由参加で楽しい連句の座﹂をと呼び掛け︑

︵０９７９．２３．３１４５︶守口薫

連絡先〒雪子易匡築上郡吉富町広津９１５

させ︑今年度支部創立四五周年を迎えている︒

第三日曜日とし個性ある作品を巻いている︒

現在くさくき北九州支部は︑﹁俳誌くさくき﹂磯直道
主宰のもとに三十二名の支部会員で運営され︑定例俳句

会を毎月一回市内の三ヶ所の市民センターで行ってい
る︒また同じく定例連句会を一回︑市内の市民センター
で行っている︒更に会員有志で﹁辰の会﹂を結成し︑月
一回自主的に連句の実作に励んでいる︒
平成二一年七月には︑支部創立四五周年記念事業とし
て北九州市小倉北区の妙見宮の宮地に︑連句碑﹁百千烏﹂

を会員が一丸となり建立した︒更に平成二三年六月に
は︑合同句集﹁百千鳥﹂を上梓し研錯に励んでいる︒
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Ⅷ．⑤．ｌさっき会代表中森順和
︵０９７７．２６．４４７６︶南雲玉江

連絡先〒雪命８尾別府市青山町８１７２

一九九八年︵平成九年︶十一月十六日の第Ｂ回国民文
化祭大分プレ文芸祭連句大会の時大分連句協会が発足し
ました︒その後︑大分では︑さつき会︑別府では湯けむ
り会︑なでしこ会︑中津では耶馬渓会とそれぞれ月一回
連句会を行なうようになりました︒

会を催します︒

六月に定期総会を行ない︑そのあと実作会を行ないま
す︒また９月かⅢ月には︑親睦を深めるため︑月見連句
三月には︑彼岸フェアーとして中津の耶馬渓で連句大
会を行います︒この時は福岡県連句協会会長の八木紫暁
先生に﹁連句について﹂お話しをしていただいています︒
平成十八年︑平成十九年には獅子門道統宗匠の大野鵲
士先生︑平成二十二年には連句協会常任理事の青木秀樹
先生に連句についての講演をしていただきました︒最近
は新しい方も増え︑楽しく連句ができるようにし︑会員
を増やしていきたいと思っています︒
今回は大分のさつき会と別府の湯けむり会で歌仙を巻
きました︒
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あとがき

口叩

鈴子

昭和五六年︵１９８１︶に発足した連句懇話会が︑後に連句協会と改まり今では千人近い会員

を擁するまでになりました︒当会では十年毎に記念誌﹁現代連句集﹂をまとめ活動を記録してい
ます︒

三十年を経て今回第Ⅲ集を編むにあたり︑第１︑Ⅱ集を参考にしつつ︑さらに内容を充実させ

ようと苦心し︑後進の方々にも役立てて頂けるように︑現在活躍中の全国の連句グループを地域

別に紹介いたしました︒連絡先や活動日時︑場所など詳細な情報を掲載しておりますので︑連句

を志す折の体験の場探しや︑またはすでに経験しておられる方が旅程に他派との垣根を越えた交

流を組み込んで頂くよすがなどにも使って頂ければと願っています︒各地域のグループは個性派

ぞろいで︑楽しい座を繰り広げそれぞれの風を守っておられます︒他派の風に触れることでまた

新しい風が生まれ育ち︑文芸の輪が広がっていってくれれば幸いです︒是非︑この現代連句集Ⅲ
を座右に置いて下さいますようお願い申し上げます︒

血の通った一期一会の連句を巻くことで俳譜本来の和の文芸になれるはずです︒昨今︑多くの

俳人が﹁個の文芸﹂の俳句のみに打ち込み︑連句を省みないのは惜しいことです︒世界で類例の

ない仲良し文芸に︑海外でも関心が高まっておりますので︑伝統的なこの優しい文芸をより一層
盛り上げていきたいものです︒

最後になりましたが︑御出稿下さった全国の連句グループ︑編集委員各位に御礼申し上げます︒

また︑原稿の纒めを受け持った関西と東京のひよどり連句会の皆様にも感謝いたします︒
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