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﹁残暑﹂

藍の華連句会
青葉連句会

﹁祝婚歌﹂
青葉城連句会
﹁いたちぐさ﹂

あした連句会
﹁紅葉明り﹂

﹁立秋の﹂
﹁烏渡る﹂
﹁春の水﹂

﹁更衣﹂
あしべ俳話塾
﹁銀杏散る﹂

﹁初蛙﹂
﹁春浅し﹂

梓川連句会

﹁雪国﹂
あらくさ連句会
﹁つゆ明け﹂

﹁鯉の池﹂
市ヶ谷連句会

﹁冷奴﹂
﹁曼珠沙華﹂

市川俳譜教室
﹁きさらぎ﹂

﹁蟇春﹂・・：．⁝．
﹁十六夜﹂・⁝⁝・・

﹁おぼろ﹂⁝⁝⁝
﹁光陰や﹂⁝・・・⁝
伊豆芭蕉堂連句会

﹁梅ヶ香﹂⁝⁝⁝
一次の︽工

﹁澄む水﹂⁝・・・・．．

﹁子規山脈﹂．．；⁝：

ＮＨＫ文化センター東京
﹁哲学の道﹂⁝・・・・．．

﹁鬼灯市﹂⁝⁝⁝
ＮＨＫ文化センター

﹁秋海巣﹂⁝・・⁝．

松山教室の会

﹁水無月の﹂⁝⁝⁝

黄鐘連句会

﹁水烏﹂・・・⁝⁝

奥美濃連句会
小野連句会

﹁桜葉に﹂⁝．．⁝：
﹁藷翠に﹂⁝⁝・・：

おぼろ連句会

海市の会
﹁幸三﹂・・・・・・・・・﹂

﹁天の河﹂⁝⁝⁝．

香保里会
﹁夏鶯﹂⁝・⁝．．．

卵一

かすみ会
﹁爽やかに﹂⁝．︑

風の巷

﹁梅雨入﹂⁝︒．

花扇会

﹁茶の芽﹂・・⁝

かつらぎ
﹁弓始﹂︐．⁝
﹁鮫鱸の﹂：⁝
かびれ連句会

﹁飛ぶ雲﹂・・・・

﹁切株﹂・⁝：
﹁鮎落ちて﹂：．．：

﹁鉦叩﹂・⁝・・
﹁みどりさす﹂・・・・．．

歌留蓑連句會

義仲寺婦人連句会

﹁日本の年﹂⁝⁝
義仲寺横浜戸塚連句会
﹁山茶花﹂・・・⁝
﹁長い桟橋﹂⁝・・・

﹁冬座敷﹂⁝・・・

木の会

岐阜高校連句会
﹁逃げ水﹂・・⁝．

錦心会

﹁干竿﹂⁝⁝
句華苑吟社

﹁史書の世に﹂：

草茎

﹁義士茶会﹂︒．

﹁落葉宿﹂：

﹁寒雁﹂・・

草茎松山支部

﹁風邪の鬼﹂・・

﹁与謝の海﹂：

﹁鬼灯﹂：

くのいち連句会

﹁凧﹂：

﹁冬山の﹂．︑

圭連句会

輿聖寺連句会

﹁野火猛れ﹂・§

﹁静光忌﹂；

．枚﹂；・

郡山連句会

﹁海霞﹂．：

小松連句研究会

﹁虚空﹂⁝

ころも連句会

﹁夏蕨﹂：︑

佐久良連句会

﹁日盛りの﹂：︑

札幌かつらぎ連句会

﹁白牡丹﹂・・．

三如会
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﹁山笑ふ神﹂⁝⁝

湘南吟社

﹁蜆汁﹂：⁝．

﹁秋霧﹂⁝⁝

﹁紅梅や﹂・・⁝⁝・⁝︒：⁝〃

三冊子研究会

﹁敦盛﹂⁝・・・・・・・・⁝・⁝鮒

﹁秋晴の﹂・⁝．︑

﹁津和野の水﹂・⁝：

﹁舗装道﹂︒：︒．

﹁雷雨の後﹂・⁝．

﹁貴妃が夢﹂：．．．

﹁地下鉄を﹂⁝．︒

第六天連句会

﹁水明﹂⁝：

﹁
場
羽
﹂
：
⁝
染
井
の
会
﹁枯菊﹂・⁝：

﹁媚﹂・⁝︒．
﹁野菊﹂・⁝：

埣啄会

草門会

﹁エイプリルフール﹂

すみれ連句会

﹁紅葉山﹂・・・⁝

﹁蝉の声﹂⁝⁝

新庄北陽社

﹁調査士﹂⁝・・・

正風和気支部

﹁秋風﹂・・・⁝

正風大府支部

﹁目つむれば﹂⁝・・⁝・⁝⁝⁝鮒

﹁花田植﹂⁝⁝：・・・⁝・⁝川

柴門連句会
﹁祝婚歌﹂その一・：︒⁝・⁝・・・・３

﹁祝婚歌﹂その二⁝：⁝・⁝⁝〃

﹁秋深し﹂．．⁝⁝・・⁝・⁝・冊

鹿の会
﹁水漢や﹂・・・・．．⁝⁝⁝⁝冊

﹁山藍を﹂⁝⁝・⁝・⁝⁝・別
﹁木の実﹂⁝⁝⁝・・・⁝⁝冊

﹁いくたびも﹂・⁝⁝：．．・・・・⁝別

子規記念博物館友の会連句教室

﹁黄落﹂⁝・・・・・⁝⁝・⁝咄

慈眼舎
﹁紅梅﹂⁝⁝⁝・・・⁝⁝刈

獅子門
﹁年明くる﹂︒：．：⁝：⁝・⁝４

﹁春雨や﹂⁝⁝：⁝・⁝⁝川
﹁かくれ家や﹂・⁝・⁝・⁝⁝⁝岨
﹁旅のこころや﹂：⁝・⁝⁝：．鮒

﹁蝸﹂⁝・⁝⁝・・・・：：判

秋紅雅友連
樹氷連句会
﹁冬の虹﹂・・⁝・・・・．．⁝・⁝燗

樹林連句会

﹁野遊び﹂．．⁝⁝・⁝︒：

多摩連句会

﹁雛﹂⁝⁝⁝︒：⁝

出合川

﹁葛の菓子﹂：⁝⁝・・：⁝

電通連句会

東京義仲寺連句会芭蕉庵の会
﹁三井寺の門﹂⁝⁝⁝・・・⁝
﹁歳暮るる﹂⁝・・・・⁝⁝．︑

東京義仲寺連句会水分の会
﹁風花﹂⁝．．⁝：⁝・・
都心連句会
﹁ゆく春﹂⁝⁝．：・・⁝．

﹁木蓮の芽﹂・・⁝．：．⁝⁝

﹁神の留守﹂．：．．⁝：⁝．．

﹁手賀沼好日﹂・⁝⁝・・⁝．：

﹁秋水﹂⁝⁝⁝⁝⁝

﹁初硯﹂⁝．．⁝⁝：：

習志野連句会

﹁酸橘の香﹂・⁝・⁝⁝：⁝

南海放送学苑連句教室

﹁爽籟や﹂．．⁝⁝⁝⁝

猫蓑会

﹁秋しぐれ﹂⁝・・・⁝⁝・⁝

﹁とうがらし﹂・・⁝⁝⁝⁝

﹁ゆく春﹂⁝︲．⁝⁝⁝
﹁走り梅雨﹂：⁝・・・⁝：︒

乃木坂散人連

165

166

167

﹁蟇出でて﹂⁝

俳話寺芭蕉舎

﹁梅一輪﹂⁝
﹁鴛鴦﹂︒：

﹁赤米田﹂⁝

白桃連句会

﹁色里﹂︒：

白塔歌仙会

芭蕉記念館連句会

﹁葉桜や﹂⁝
﹁大寒の﹂⁝
﹁風痕の﹂⁝

﹁冬麗﹂．：

巴世里の会

八戸俳話倶楽部

﹁帰る雁﹂⁝
﹁永日や﹂⁝

﹁造花の薔薇﹂：．

花野連句会

﹁うすものや﹂⁝

祓川

﹁山茶花の﹂︒：

芭流朱連句会

﹁春雪崩﹂．．．

﹁石蕗咲く﹂︒：

﹁アイスハーケン﹂

﹁柿若葉﹂⁝

東松山連句会
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﹁滝かしら一
﹁さかしまに﹂

﹁潮の悶へ﹂

﹁具足煮﹂

白燕連句会

﹁伸びるもの﹂

﹁老鴬﹂
ひよどり連句会

﹁鈴成り﹂
﹁富士山﹂
﹁川風や﹂

広野連句会

﹁白九火ひとつ﹂

風信子の会

連句協会規約

︒●︒

﹁龍の髭﹂

﹁故郷﹂

北杜連句塾

﹁紅干潟﹂

松喜久会

﹁鏡中の人﹂

松山連句会

﹁産土神﹂

﹁西日﹂
摩天楼連句会

﹁冬寵り﹂

夢茶の会
﹁望の潮﹂
瑠沙連句会

●●●ロロ●Ｕ甲■︒■■●■■■

全国連句グループ概況

連句協会・顧問︑名誉会員︑評議員及び役員名簿

’

﹁早春﹂
﹁宗因忌﹂

連句愛好会
﹁宍道湖に﹂

﹁朝顔の﹂
﹁獅子頭﹂
連句会﹁Ｚａ﹂
﹁はしり梅雨﹂

﹁風流﹂
﹁虫鳴くや﹂

連句かつらぎ
﹁年の夜の﹂

﹁万力の﹂
﹁紅萩の﹂

●●■■■■■Ｂ●︒や■■ｂ●甲
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﹁木偶芝居﹂

﹁師走雨﹂

連句研究会

﹁初霞﹂
﹁物指﹂

﹁さぐらんぼ﹂

﹁二つ三つ﹂

﹁郭公や﹂

連楽会

﹁夏草﹂

鹿吟舎

■●昏

５
４

や１Ⅱ壬

︒●由●①
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鐸耀鱸
錘j詮碁:｡ 1:鋼

連句協会発足
披露パーティー開かる

昭和五十六年十一月に創設された﹁連句懇
話会﹂が七周年を迎えるに当って︑新たなる
連句文芸の興隆と連句人のより一層の交流を

﹁連句協会﹂として発足した︒

願って︑ここに昭和六十三年十月一日を以て︑

語られた︒

そこで︑この新発足を祝って︑十一月十日
午後六時より︑東京都新宿区大久保のホテル
東京海洋会館に於て︑俳人協会︑現代俳句協
会︑俳文学界︑関係出版社など各界の代表者
を招き︑盛大な披露パーティーが開催された︒
まず︑阿片瓢郎協会々長が挨拶に立ち︑続
いて協会の現況︑今後の活動方針やら抱負が
紹介されたあと︑各界よりの絶大な協力を要
請された︒ついで︑協会顧問暉峻康隆氏の音
頭により乾杯︒懇談に移った︒
なごやかな談笑が暫らく続くうち︑来賓の
井本農一︑藤田湘子︑有馬篝子︑暉峻康隆︑
東明雅︑草間時彦各氏のスピーチがあって︑
新協会に対する注文やら期待やらが熱っぽく

ができた︒

いつまでも名残がつきなかったが︑午後八
時︑協会役員のお見送りのうち来賓各位も退
場されて︑めでたく発会式は幕を閉じること
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評論

蕉門連句の注釈

上野洋三

必要があって七部集の注釈書を心がけて見ている︒江戸期のものから最近の注釈まで︑ひととおり並べ

てみるよう心がけているが︑そうはいっても︑かの七部集といえども︑芭蕉が参加していない巻について︑

となると︑途端に注釈が少なくなる︒芭蕉七部集注釈と書名を冠しながらも︑芭蕉が参加したもの数巻を

とりあげただけのものもあるほどで︑そのようなものは︑ほとんど誇大広告だと思うが︑それほど蛮勇の

ない著者は︑芭蕉連句何々と書名をつけて︑あらかじめ︑芭蕉にしか関心がありません︑と宣言している︒

それで芭蕉参加の連句についてのみ︑いたずらに諸注一覧に手まどり︑そうでないものについては︑無人
の荒野にため息をつくことになる︒

ひかりもの

ふりものそぴきものさんるいすいへんきよしよ

中世連歌研究の友人に連歌の注釈について意見をきくと︑懐中から一枚の紙をとり出した︒それは百韻
うえもの

じんりんうごきもの

一巻を記入すべき用紙で︑各句の下欄に︑季から始まって︑光物．夜昼・降物・聲物・山類・水辺・居所．

衣類・植物︵木・草︶・人倫・動物︵獣・鳥︶・恋・旅・述懐など︑チェックすべき欄があって︑自分たち

は︑これで連歌を読んでいる︑という︒連歌百韻を読むには︑まず自ら百句を上欄に書き写し︑それから
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発句より挙句まで一句一句について︑右の各項目をチェックしつつ読み進める︒解釈や鑑賞はその次ぎだ︑
という︒俳譜の注釈もそうではないのですか︑という︒

残念ながら七部集を含めて︑俳譜の注釈にそのような方法を用いた例を知らない︒﹃七部集連句早見実嘉

永元年奥書︑刊︒俳譜文庫・付合作法集に所載︒︶という便利なものがあって知られているが︑これは七部

集の歌仙について四季・恋と月花の座を記し︑若干の差合を注記するばかりで︑とても右の友人の反問に

答えられるようなものではない︒その他には七名八体以下︑おそろしく煩雑な付合の解説はあるが︑それ

らの基礎となったはずの︑連歌以来の式目・作法に基づいて厳密に︑綿密に解説・注解を施したものは︑
管見に入らない︒

だ
︑こ
これ
れはは︑︑まことに不思議なことではなかろうか︒芭蕉は︑式目に拘泥しなかった︑といい︑時宜
だが
が︑

にかなうことが第一といったというが︑それこそその場その場の時宜にかなえての発言のはずで︑一方で

﹃俳譜無言抄﹄︵延宝二年刊︶を推薦しても居る︒基礎知識として作法・式目をわきまえていることが大前

提なのであり︑作法・式目にはずれていないことは︑あまりにも当然なことだったので︑とりたてて論議

の姐板に載せられなかっただけであろう︒そして︑その論議の俎板に載せられない次元において︑その次

元にとどめるために払われた努力にも︑実は︑一巻の連句が出来上るために重要な意味があるのではなか

ろうか︒式目に違反しないという目的のために︑努力を払った結果が︑残っている連句の質を大台におい
て規制しているということがあるのではなかろうか︒

ざり

可

試みに︑﹃冬の日﹄巻頭の歌仙について︑右のような検討を加えた一覧表を出しておく︒︵別表︶

例えば︑脇句の﹁山茶花﹂に対して︑五句目の﹁ほそりすシき﹂は︑異植物︵木・草︶二句去の原則に
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有明の主水に酒屋つくらせて
かしらの露をふるふあかむま
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『

名一九のり物に簾透顔おぼろなる
二○いまぞ恨の矢をはなつ声
二一いす人の記念の松の吹おれて

二二しばし宗祇の名を付し水
二三笠ぬぎて無理にもぬる塾北時雨

二四冬がれわけてひとり唐苣
二五しらか︑と砕けしは人の骨か何
二六烏賊はゑびすの国のうらかた
二七あはれさの謎にもとけじ郭公
二八秋水一斗もりつくす夜ぞ
二九日東の李白が坊に月を見て

三○巾に木橦をはさむ琵琶打
ウ三一うしの跡とぶらふ草の夕ぐれに
三二箕に鰹の魚をいたヌき
三三わがいのりあけがたの星孕むべく
三四けふはいもとのまゆかきにゆき
三五綾ひとへ居湯に志賀の花漉て

三六廊下は藤のかげったふ也

I I

従っているし︑佳続けて六句目に﹁米﹂を出して︑七句目は草木の類を出さないのは︑植物二句まで︑の原
則に従っている︒

同様に一八句目﹁むぐら﹂に対して︑二一句目﹁松﹂︑さらに二四句目﹁唐苣﹂もまた︑異植物二句去の

原則をクリャァしているのであり︑三○句目﹁木橦﹂と三一句目﹁草﹂を植物二句を続けて三二句目﹁鰐
うごきもの

の魚﹂に転じている所もまた︑植物二句までの原則に従っているのである︒

動物についても︑四句目﹁あかむま﹂に対して七句目﹁鶯﹂は︑異生類二句去の原則にギリギリ従って

からいへ

いるし︑二六句目﹁烏賊﹂と二七句目﹁郭公﹂の動物二句︑三一句目﹁うし﹂と三二句目﹁鰐の魚﹂の動
物二句の連続も︑通常の原則に従って︑二句で捨てている︒

居所については︑三句目﹁酒屋﹂と七句目﹁いほ・やど﹂が︑居所三句去の原則通り︒一二句目﹁虚家﹂

と一六句目﹁隣﹂も同じ︒そして一六句目﹁隣﹂に対して一九句目﹁簾﹂は︑二句を隔てるのみであるか

ら違反のように見えるが︑一句を見ればこれは﹁のり物﹂の﹁簾﹂であるから︑居所とは別の扱いになっ

たのであろう︒連歌作法書﹁産衣﹂によれば︑﹁簾﹂は居所の﹁用﹂に属するもので︑一座一句ものではあ

るが︑
︑﹁
﹁折
折﹂
﹂を
をか
かえ
えれれ
ばば﹁車の簾﹂としてなら出してもよい︑とある︒それから類推すれば︑この捌きは順
当なものであったろう︒

ところで︑この一巻には﹁人倫﹂の句の多いことが注意される︒それは一巻全体の印象を決定するもの

とも思われるが︑ここでは︑それらの句が︑以上のような式目・作法にかなっているか︑ということが問

題である︒﹁人倫﹂は︑句数二句まで︑二句去が原則であるが︑それらは︑どのようになっているか︒

問題のないものについていえば︑七句目﹁わが﹂と八句目﹁身﹂の二句︒一四句﹁人﹂と一七句目﹁尼﹂
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との二句去︒一二句目﹁いす人﹂と一三句目﹁宗祇﹂の二句︒﹁宗祇﹂と二五句目﹁人﹂との二句去︒二九

句﹁李白﹂と三○句目﹁琵琶打﹂の二句︒﹁琵琶打﹂と三三句目﹁わが﹂との二句去︒﹁わが﹂と三四句目
﹁いもと﹂との二句︒これらは︑いずれも︑式目どおりに従っている︒

でおんな

ところが︑一二句目﹁あるじ﹂︑一三句目﹁こまん﹂︑一四句目﹁人﹂の三句は︑あきらかに違反である︒
うえもの

﹁あるじ﹂﹁人﹂の二句は︑動かしようもなく人倫に属する︒その問に挿まれる﹁こまん﹂は︑出女の通り

名︒もしも︑これを﹁こまんが柳﹂としてひとくくりにして︑植物の中に含ませるとすれば︑﹁あるじ﹂と

﹁人﹂とが︑中に一句を隔てるのみで︑二句去の原則に違反し︑﹁こまん﹂として人倫の扱いにするならば︑

人倫が三句続いて︑やはり違反となってしまうのである︒

右のような初折ウラの反則の他に︑もうひとつ問題となるところがある︒それは︑発句から第三に至る

三句の︑人倫の扱いのことである︒これは︑発句の﹁身・竹斎﹂が人倫の扱いとなるが︑続く脇句の﹁た

︵誰︶そや﹂は︑どうであろうか︑﹁誰﹂は﹃連歌新式﹄以来︑人倫ということになっている︒また﹃誹譜

新式﹄には﹁たそかれ︵黄昏・日暮時匡に対して﹁人倫︑打こしきらふくし﹂という注意があるほどであ

るから﹁たそ﹂には︑やはり人倫の気味が強くあるのであろう︒すなわち︑発句・脇句は︑人倫二句の続
き︑というわけである︒そこで第三の﹁有明の主水﹂が問題になる︒

これは古来諸説あるところであるが︑おおよそは︑人名︵仮名・ニックネーム︶としている︒﹁有明の主

水﹂と人に呼ばれた男に︑﹁酒屋﹂を造らせるというのが︑その大要である︒そして人倫三句の難をのがれ

るために︑﹁主水﹂という名は元来が官名であるから︑非人倫となり︑﹁噂﹂として処理する︵七部婆心録︶

というような解説がある︒しかしながら︑これはやはり︑苦しい言いわけであり︑そのような理屈を重ね
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れば重ねるほど︑解説はどこか強引でウサン臭いものに感じられる︒

ここは︑﹃冬の日﹄五歌仙の巻頭の歌仙であり︑その初折表の第三なのである︒しかも先に見たように︑

初折裏にもまた︑これは確実な式目違反が存在する︒裏の違反を︑どう解釈するかは︑これも諸説あり得

るであろうが︑一折の表裏に重ねて同様の違反を犯すということは︑いかがであろうか︒かれこれ︑考え

れば︑表の第三句は︑なんとか人倫の扱いを考えない方向で処理できないものであろうか︒

すばる

ここに想起されるのが︑﹁主水﹂を星の名とする旧注の存在である︵車蓋﹃冬の日︵注解鬘天明五年序

写本・閾更﹃冬の日句解﹄寛政六年刊本︶︒閾更は︑﹁九曜の中の水曜星は︑暁︑昂星の脇に出る星なり︒

ロ

是を主水司に准ふとぞ﹂と解している︒車蓋は﹁有明に主水星といふほしの出る事と一説﹂があると紹介
している︒

水曜星︵辰星・水星・マァキュリイ︶に主水星の異称があることを確認していないが︑これを﹁主水司

に准﹂えて︑この際称呼とすることは︑しばしば虚構をかまえる﹃冬の日﹄の連句ならば充分にあり得る

ことである︒しかも︑これと別に︑貞享暦の編者として名高い保井春海が︑万治三年︑中国の星座命名に

漏れている星六十一座︑三○八星に和名をつけたとき︑天の赤道から北の星座の中に﹁主水﹂の名が見ら
れる︵野尻抱影﹃日本の星﹄︶︒

繰り返すが︑この句における﹁主水﹂が右の二例のいずれかに合致しなくても︑それもまた﹃冬の日﹄
の作句法としては充分あり得ることなのである︒

﹁スバルの山入り︑麦蒔きのしゅん﹂などと︑古来農耕・漁業などの自然相手の生産社会は︑星辰の運行

を目安とすることがしばしばであった︒この第三は︑有明の月の時刻に︑﹁主水ボシ﹂のある方角を見て︑
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そろそろ新酒を仕込む時節となったと判断して︑酒造りのための建物の仕度にとりかかった︑という意味

さかやくら

なのではなかろうか︒それは特定の地域を暗示するものではなく︑有名な酒の産地というものでもないで

たて

あろうが︑﹁日本山海名産図会﹄によれば︑摂津伊丹では︑陰暦七月二十四日の愛宕祭の日に︑﹁酒家の蔵
立等の大なるを見んとて四方より群衆す﹂とある︒

﹄巻
巻頭
頭の
の歌
歌仙
仙は
は︑
︑右
右に見たように︑ほぼ式目に従っている︒すでに諸註で検討ずみの四季・恋な
﹃冬の日﹄

どはもち
ちろ
ろん
ん︑
︑た
ただ
だひ
ひと
とつ
つ初初
距折裏の人倫三句の連続を除けば︑全体はおだやかに作法通りである︒ここに

山
の付
付句
句が
が一
一句
句も
も見
見ら
られ
れなな
山類
類の
唯いのは︑人倫の句の多さと好対照をなすが︑ともども人事の傾向の強い﹃冬
の日﹂の特徴をつくっている︒

七部集の連句の︑このような式目との厳密な対応も︑いまいちど検討されてよいことのように思われる︒

そこから︑従来未解決の注解の問題点にも︑別の見方が開かれるかもしれないのである︒

︵大阪女子大学教授︶
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評論

ｌ
Ｉ
ドイツ語連句管見

ンによる俳句コンテストの際であり︑またクルッの短連歌

集︵一九七九︶に求められ出品した︒私の短連歌の相手は︑

ドイツ語ではドヴォレッキーとベアード︑英語ではペーア

とフォーチューンである︒窪田薫の﹁世界俳句選集﹂祁刊

の日本的模範により︑応答︵付け︶の微妙さと︑また作句

には視覚的なものより聴覚的なものに注意すべきことを学

一ァ︶により一九七○年以来知っていたが︑俳句を

文︶から抄訳して見よう︒﹁俳句と短歌のことはモック︵カ

巻の序文﹁ドイツ語連句の最初の試み﹄︵一九八三・三月︑独

している︒女史が連句を始めた経緯を歌仙﹁サーカス﹄の

歌仙を巻き︑また薫捌の数巻の日米・日米独歌仙にも参加

は窪田薫氏の文音による強力な指導のもとに︑米人連衆と

巻か巻いたが︑やりたいのは実は連歌であるらしい︒後者

五○年アメリカへ移住︶であろう︒前者は日本人と連句を何

フィッッェル女史︵一九二六年ドイツ・ハンノーヴァーに生れ︑

西独のクルッ氏︵一九二○年生︶とアメリカのプラハト・

今日ドイツ語の連句作家として最も知られているのは︑

ドヴォレッキーは英訳の際いくつかの重出を見つけた︒私

の喜びは大きかった・三月には訂正が出来たばかりでなく︑

感であったが︑﹁曲芸﹂民屋易厨昌呉古くは﹁芸術作品﹂の意︶

の極意を全く知らなかったのだから﹂という感想に私も同

りは愉快ではないが︑予期しなかったでもない︒私は歌仙

した︒ドヴォレッキーの八一年二月の書信﹁日本からの便

し︑誤を指摘︑作例を挙げて︑訂正するよう励ましてよこ

書して来た︒一九八○年末に出来た原案を薫は細々と注意

たのが一九七九・一二月︒彼は賛成したが︑難しいとも返

よこしたので︑ドヴォレッキーを歌仙﹃サーカス﹂に誘っ

来るのかを知らない︒そこで薫がこの予備知識を知らせて

んだ︒両書により驚嘆しつつ連句も読んだが︑どうして出

リフォル

達はもう一度歌仙分析をやったが︑実はやはり何か一筋

赤田聴雨

初めて書いたのは︑一九七六年西独の彫刻家・詩人ウルバ
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テーマ

主題が通っていなければ︑と誤って考えていた︒私達の西
洋的思考には︑脈絡のない詩作は全く気に入らなかったの
であるが︑主題執心が直った時始めて個々の句を自由に見
得て︑それを囲んでいる﹁間﹂︵冨巴を感得するようになっ
た︒しかし再案にも誤りがあり︑又も師匠の綿密な教を受
けたが︑その一因は季節の捉え方が日本と相違することで︑
七八月に聞こえる蝉はここでは夏の季語であるが︑日本で
は秋の季語である︒秋は西洋ではようやく九月に始まる︒
テーマ

こうして八一年六月﹁サーカス﹄の第三稿が出来た︒﹂と苦
心談を記し︑なお主題に関連して︑歌仙などの一巻の表題
は何なのかと問うている︒それはテーマ的ではないから西
洋的表題とは異なる．発句にのみ関係するようなので︑い
リート

わば﹁歌曲の始め﹂であろうか︑と︒

サーカスの少女くしゃみや枯草熱

イルゼ・プラハトフィッッェル

エドワード・ドヴォレッキー

夏きりぎりす今日冴えぬ声
しみ

コーヒーの汚点ある卓布に飲む気なしＥ

嚢中嗅ぐ才恵まれし男Ｉ

椋梠林の朝謂に没る銀の月バーンハード

ハロウィン妖婆林檎ムシャムシャ−

Ⅳチューリップ踏んで鶏鵡がむしる花Ｅ
肥彼女の春の眼差し彼を立ち直らしむＩ

岨そよ風に始まる朝の大地にてＥ

別平和な家を泥棒自在Ｉ

ッの連歌とは対照的である︒内容的には離れた句が多く︑

るほかは︑すべて・で止めてあるのが︑後に紹介するクル

ハードが参加し三句入集している︒四句目がＩで終ってい

の一つに花がある︒プラハトフィッッェルは︑季語の彼我

れる︒月の句はよく同感出来る︒風物人情の相違から難問

正直なところ概して落ちついた味わいに乏しいように思わ

教授︵東京外語大．ドイツ語︶に訊ねて頭ではわかったが︑

原句は何箇処か意味がよくわからず︑シュタインベルグ

どうつくのかしばしば考えさせられる︒紙数の都合でホン

相違の一例として蝉を挙げているが︑蝉は日本でも法師蝉

歌仙﹃サーカス﹄の巻には︑右文中の両名のほかバーン

の一部のみ抄出する︒
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1

2

3

4

5

6

︵の１房︶の声の区別がつかず︑混同していた︒プラハト

は知らないが︑ウィーンのフッスィは蝉︵国富号︶と蟠蝉

の秋︑春蝉のほか大部分夏である︒アメリカのことは筆者

アメリカで今後どこまで根付くか︑注目に値する︒

人の連衆のみで﹃サーカス﹄は出来た︒このような連句が

薫の文音による指導・参加作品は数篇に上るが︑アメリカ

ドヴォレッキーの脇句には﹁夏きりぎりす﹂︵〆呉亘邑が

とである︵プールシャーパー著﹃ドイツの短詩︵日本の伝統詩

が︑連歌を導入したのはクルッで︑それは一九七八年のこ

ヨーロッパと言っても︑今のところドイツだけであろう

出ている︒作者達が混同していなければ幸いである︒薫和

型によるこ︶・その際クルッは︑自分なりの工夫を加味した︒

フィッッェルの文章では蝉︵国弄且巴に言及しているが︑

訳には季語合わせの苦心が窺われる︒季語にまつわるもう

その一例︵右著一六六頁︶

いと深き闇を滅壼するは愚者︑クルッ

一つの難問は︑俳句では季節が一般人の感覚より一ヶ月以
上も早いことである︒日本人の場合は俳句ではこうだ︑と

洞見あたら逃がすべければ︒エンゲルケ

クルッのやり方によれば︑前句の作者は・か︲かをつけ

自己欺硫

言うとそうかで済むが︑欧米人にはもう少しわかるように
説明しなければならない︒しかし何れにしても四季は或る

いを区切るのは人為であるから︑その理由は説明出来るで

ない︒次の作者がつけ工合によりきめる︒右の場合︑前句

日突然︑例えば夏から秋へ変るものではなく︑自然の移る

あろう︒これに対し風物の相違は如何ともし難く︑例えば

は或る主張を出して︑それは何故か？と相手に問いかけて

がって前句を︐で結ぶ︒︵筆者注︒常に言昌で受けるとは限

白鳥は夏をドイツで過し︑秋南方へ帰るので夏の季語とせ

主題の一貫性への志向は︑西洋的思考の重要な習性であ

らないが︑これは如何にもドイツ的であり︑日常の会話で

いる︒付句は君邑︵何故ならば︶で受けざるを得ない︒した

るが︑作者達はこれを克服しつつ﹁サーカス﹂を巻き上げ

も﹁私はこう思う︑何故なら・：﹂という風によく用いる︒︶

ざるを得ない︒

た︒他のアメリカ・日本の作者達︑西独のクルッをも交え︑
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年から始めた三つ物では︑打越を嫌って発句と第三が無関

読点と標題の二点がクルッの工夫であるが︑彼が一九八二

けた符号を？やＩに改めることもある︵一六五頁︶︒以上句

体を締めくくる︒完成後に両者は話し合って︑先に一応つ

付句の作者は︑両句に通じる意味を汲んで標題をつけ︑全

が︑文法的に調べて見ると僅か二三の主文章から成る︒表

な継ぎ方を示しつつ長いところでは十句程も繋がっている

百韻が到来した︒句を必ずしも・で止めず︑︐や．︐で緊密

いた︒そこへ八七年秋︑クルッ︑ブールシャーパーの両吟

与った︵一九八五八六︶が︑チラリと覗いただけで忘れて

間の捌いた歌仙に文音で参加︑その三巻を筆者もお裾分に

あった︒その少し後購入した前記ブールシャーパー著﹁ド

係になり︑三句の共通点が取り出せないので標題をつけな

ここで筆者所属の第六天の経験を少し挿入すると︑クル

イツの短詩﹂を読むと︑と言っても本稿のため始めて読ん

現形態に相応して内容もべた付や輪廻が多いが︑情感の流

ッ︑クーナートと忘機︑参木︑聴雨は︑クルッのポプラ亭

だのであるが︑クルッらの連歌︵単に連歌と言えば︑短連歌．

い︵同一三二︑一六九頁︶︒三つ物開始の前年︑窪田薫捌の日

で半歌仙﹃夜寒﹄を巻いた︒忘機捌で二人のドイツ人は捌

三つ物を指す︶・歌仙・百韻の作り方がよくわかる︒件の百韻

露が感じられ︑その意味ではわかり易い︒しかしわれわれ

の要望をよく理解し︑作句も速かった︒少々通訳の苦労は

は︑世界各地の詩人の集い﹁プレッセ朗読会﹂︵城の名に因

米独歌仙にドイツからはクルッが一人参加した︒大抵文音

あったが︑日本人だけの連衆と巻く時とあまり変らない気

む︶八七年九月︵毎年第三週末︶の会で発表された︒日本へ

と一座しての半歌仙︑春樹との文音百韻・歌仙︑また薫と

分で巻き得た︵八一・八・一八︶が︑先方の感想は聞かなかっ

は藤田︑小谷︑窪田︑馬嶋︑坂西︵会員︶の諸氏と筆者宛

で進み︑出来た後ドイツ語にも翻訳されて︑数巻が八三 八

た︒参木はその後も文通を続け︑その斡旋によりクルッ六

発送された︒添状に︑﹁これまで馬嶋春樹とカール・ハイン

の文音歌仙のことなど思えば︑今度の百韻は全く意外で

十五才の記念詩集には︑第六天から立句クルッの半歌仙﹁北

ッ・クルッが独英日語で両吟百韻をやったが︑ドイツ人同

五年に出版された︵一六九頁︶︒

風﹄の巻を献じた︵八五︶︒参木はまたクルッ或いはその仲
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士の百韻はこれが最初である﹂と前置し﹁春夏秋冬︑雑︑
恋︑月花の規定に従う︒６１通ｌ肥句をそれぞれ一単位と
し︑最後は加句︵妬句を二回やり︑最後は６１皿１ｍⅡ羽

４雑岩の狭間に響く瀬の唄︐

５秋月明月にそは映されて歓喜の声︐

６秋木の葉を撞ひ暗みゆく秋．

︵句と句の繋がりを示す為︑原文の句読点を残した︒︶

れどころかそこここで一単位全体すら一つのテーマで貫か

しつつ︑数句を内容的関連のもとに並べようと試みた︒そ

鯛雑華麗なる色声もなく日に注ぎ︐

駆雑吾も楽しや花を見る毎︲

団恋うまし香に蜂ならずとも歓喜して︐

クルツ

卯春シャガールの天使垂るる祝福︒

発句は．︐で緊密に脇に繋がる︒；は﹁そこで﹂﹁そして﹂

KB

句一回︶・日本では各句が内容的な︑或いは詞の縁からの関

れている︒それにも拘らず多様性を失わないのは︑付句作

拠雑大画家達の描きし数々︐

門雑畦道のにわとこ花序の皿形を︐

者が前句を自分なりに理解し︑自分なりのテーマ連関性を

妬冬月人間の営み忙し冬の月︐

連がなく並べられる・八各句はすべて新鮮でなければなら

持ち込むので︑作句は常に予見し得ない転回を見るからで

師冬はた花束を色なき時に︐

帥恋女人の友の卓に飾れば︐

ある︒日本的共同詩作︵連歌︶に際してのこのようなドイ

師雑かくてただ速く萎るるもの守り︐

せせらぎの音高き夜歌ふわれ；

ブールシャーパー
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ないｖ︵窪田︶︒これに対して吾々は連歌一般の規定を採用

ツ的感覚について︑クルッは既に数年前東京の大学新聞で

銘雑そを美術館にて見入る人々：

星々はきらめき応へ花と舞ひ
冬の壁蘇へる朝来るらん

開花この十年ノルデの芥子の花光り

述べ︑その後も再三指摘して来た︵要旨︶﹂とある︒

1
2
3

百韻﹁ポプラ若葉﹄︵抄訳︶
春春春

思念符ｌで余韻を残したものもある︒︶駒には原句に月の語

点がない︒︵なお歌仙には︑発句を？で次に問いかけたり︑

副詞句で主文章２の完全な一部であり︑従って２には句読

という感じ︒しかし・で止めて味わうことも出来る︒３は

の眼から見れば珍奇なこの百韻である︑ということになる

イツ語の体質的な性格に支えられて出来たのが︑われわれ

た文法構造は日本語にはない︒テーマの一貫性追及が︑ド

動詞の変化や︑副文章における定形後置など︑がっちりし

となって睨みを利かせているという工合である︒日本語で

画家達﹂は副詞句の一部であるが︑妬１Ｗの副文章の主語

かけて少し見た︒魂は主文章邸別はその副文章で︑別の﹁大

冨目国岸騨︶の相違と関連する︒その一端を発句から第三に

の文法構造の相違であり︑これはまた思考法︵考え方︒

これはドイツの自然に適合している︒最大の問題点は彼我

訳には出さなかったが︑師句目の蟠蝉は夏季とされており︑

るので︑月花の座は普通の百韻の定座からずれている︒抄

如く６句或いはその倍数を単位︵最後のみ皿句︶としてい

廻を介意せずグンー〆︑詠み進んだものと思われる︒既述の

られたのは的だけである︒大体こんな調子で︑べた付︑輪

駆妬鋤は何れも或る種の花を詠んでいるが︑花の座と認め

ば両様式折衷の︑その意味で興味ある作品である︒考えて

とそこここにクルッの短連歌手法が加味されている︒いわ

めたとのこと︒日本の普通のやり方であるが︑独文を見る

会の友﹄を巻いた︵﹁杏花村﹂昭帥・２︶︒クルッの要望で始

参木は八四年六月独り欧州へ旅した折︑クルッと歌仙﹃再

式がどの様な歩みを辿るか︑興味深い︒ところで第六天の

に生かした百韻を巻いた︒今後それぞれの地で︑この二様

をしたが︑ドイツ人相手に自分達の言葉と思考習性を存分

手法の歌仙を巻いた︒後者は日本人とは現代連句の付合い

二人︵出身地不詳︶と現代アメリカ文明を詠み込んだ日本的

同様である︒前者はドイツ系アメリカ人であり︑その連衆

連句は出来ない点では︑プラハトフィッッェルもクルッも

西洋的思考習性を抑制し︑これに反抗しない限り日本的

ァっＯ

も万葉の長歌や祝詞に︑畳み重ねた歌い方はあるが︑ドイ

見れば連句では次句が来ることを念頭に置き︑動詞︑形容

がないのにＷ／Ｍの略語で冬月と記入されている︒逆に門

ツ語のように名詞の性・数・格と︑これに関連する形容詞．
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詞を終止形でピシャリと止めないことが多い︒これを欧米
語で言えば︑・で止めず︐；：ｌなどで次句に繋ぐやり方
に相応するであろう︒この類似によって日欧の相違はやや
薄らぐとしても︑残る相違はやはり大きい︒シュタインベ

窪田薫編﹁世界俳句選集棚﹂プラハトフィッッェル・ドヴォレ

ッキー短連歌二篇︑俳譜寺芭蕉舎︑札幌一九七九

同編﹃世界俳句選集刊﹄歌仙二巻︵薫・万里子︶独訳プラハト

フィッッェル英訳ドヴォレッキー︑両米人の短連歌二篇︑同出
版社一九八○

窪田薫﹃蝦夷二十歌仙Ⅵ﹂は歌仙Ｄ﹃月光を﹂Ｇ﹁黄金の日々﹂

など日独米文音八巻を収む︒南方社︑豊中一九八二︵Ｄは﹁杏

ルグ教授は俳句に少し興味があり︑第六天の国際連句に一
度参加したこともあるが︑日本の連句を日本画とすれば︑

花村﹂一九八一・二︑Ｇは同誌八二・二にも︶

巻︑歌仙一巻を発表した︵一九八五

八九︶︒

一○

数と﹁立正大学教養部論集ロータス﹂に半歌仙四巻︑世吉桐二

その他参木は﹁杏花村﹂にクルッ・ハインリッヒ等との短連歌多

歌仙﹁再会の友﹄クルッ・参木﹁杏花村﹂一九八五・二

文音歌仙﹁金竜祭﹂同二名︑同誌六一年版︑一九八六

文音百韻﹃月光﹄春樹・クルッ﹁連句年鑑六○年版﹂一九八五

五句﹃秋の蚊﹄フッスィ・第六天︑同誌一九八二・九

半歌仙﹁夜寒﹄クルッ・クーナート・第六天︑同誌一九八二・三

半歌仙︵裏文音︶﹁ホイリゲ﹄フッスィ・第六天︑同誌一九八二・

文音八句﹁戻る道﹄カスドルフ・第六天﹁杏花村﹂一九八一・八

クルッの連歌は油絵の如きものだと指摘した︒ここから更
に他の分野における対比へと︑想像が広がってゆくが︑根
本は体質︑性格の差異であろう︒

文献
窪田薫︑イルゼ・プラハトフィッッェル﹃ドイツ語連句の最初の
試み﹂︵独文︶東海大学札幌教養部彙報一号︵一九八三︶
○頭・尿日Ｎ陣冨．︑亘①﹃的呂呂の同国里①の弔四ｇの房宮耳冒国⑦の︲

若葉﹄を収む︶

器庁豐眉の己艀冒．邑電︵﹁プレッセ朗読会々報﹂百韻﹁ポプラ

口四のＱ①匡厨ｏゴの肉匡§ぬ①ｓｏ三冒口①門

ロ尉困画き①１国○ぬ①︒−両①号①︾⑦詳盆ごい①国

画匡の劇︒面鼬己閏．三四個司里

司ＲｍＱ冨○ご両己幽己のｏ彦①Ｈ⑦①ｓｏ冒さ﹃園︺①︒︵四四房匡ゞｍの国昌匡︺

三日瞥里国匡①﹃の呂眉閂︵国門猪．︶函函呂昌ａｓの合口雨房蔚ｚ肖言
﹄心的③

弓四ご天四・両①己函巴︾ぐ①ユ︑館⑦田口三戸匡冒ｐＨ︑三○ｏ戸⑦α詳言ｍ①ロ

尼電︵﹁日本の伝統によるドイツの短詩﹄︶
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二目四耳哩讐﹈旦旦田．困煙巳胃の黙．喧酌司

たら︑連歌発生初期の鎖連歌や︑其角の即興的な構成﹁湯桁﹂

詞①旨の且律岸のい︶

両吋邑

︵第六天連句会︶

など思われる︑との御感想を承った︒

︵以上歌仙三巻︶

︵函厨い︶釦の四ユ因①冒圃︻一員Ｎ︾ロ曽詩巨邑Ｑ

盟
印耐
のぬ
ぬ舅
ぎ国画
己己
氏氏
匡口
匡昌
口一
四号︵國刷い︶白の毒﹈曾勗９５冒昌のｚ画の茸①己雪

ごく
①門
①吋
二自
ロゴ
里一
閏
ロ口閂
冨
閏画号
里
冒

国⑦
⑦切
切言
言ご
ご巨戸
口日
ぬｍ
い凶
匡﹈の①日①目毎回⑦①ウロ風の国唄の閂画口三︸巳ヨ︶⑦α詳言︲

鴨ご岳駅舎クルッ六十五歳記念集﹄︶

後記
﹁サーカス﹂の巻の窪田薫訳所収の﹁連句研究﹂妬号を阿片

園

瓢郎先生から拝借して読んだが︑職場で室換えの時迂闇にも書

迫ったので止むを得ず︑記憶を便りに︑しかし略の句は直訳し
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写

類の山の中に見失ってしまい︑なかノ︑出て来ない︒締切が

夏ネッカー川︑初秋ハンブルグの小川で白鳥を見た経験か

て記した︒末尾ながら両氏に深くお詫び申しあげます︒

ら︑白鳥は夏と無造作に書いたが︑手許の小百科辞典く巳爾︲

も数種あり︑多くは渡り鳥で︑渡り鳥と云えば例えば燕・こう

胃○鳥冨吊と﹁ヨーロッパの動植物﹂ａ弓︶を見ると︑白鳥に

のとり・鶴のように︑秋冬にかけて南へ去り︑春また帰来する
ものを言う︑と︒小型の二言を見ただけであるが︑ドイツの白

もあれば︑水鳥のように逆のものもある︒

鳥は春の季語とすべきか︒とにかく燕の如く日本と同様の渡り

今泉忘機宗匠にクルッの百韻の作法︑構成のことを少し話し

、

．

お
塞箒き
寿；遥麓婆;毒‐

ぷ〉＝

新治筑波を過ぎて
Ｉ酒折宮碑文Ｉ

手水舎の傍に︑今では右肩の崩れかけた大きな石碑がある︒

それがまさしく﹁酒折祠碑﹂で︑文字の配置まで同じであ

るところを見ると︑どうやらこれが我家の碑文のオリジナ

ルであるらしい︒石碑の拓本を元に︑祖父が板に彫らせた

やま

ものでもあろうか︒というのも︑日本武尊の文勲武徳をた
がただいにまささだ

たえて︑宝暦十二年︵一七六二︶に撰文をかかげている山

甲州の田舎の家に︑碑文を刻んだ一枚の板がある︒縦一

は︑享保十年︵一七二五︶︑現山梨県中巨摩郡竜王町に生れ

傾倒称揚してやまなかった大学者であるからである︒大弐

県大弐︵昌貞︶こそ︑祖父が明治・大正・昭和にかけて︑

五二センチ︑横七六センチ︑黒褐色の板面に︑本文一七一

た江戸中期の尊皇論者．儒学・仏教・医事・兵学に通じ︑

村松定史
字が︑十行に彫られている︒文字は緑青色で︑すべて漢字︒

著書は︑音韻学から天文暦法・軍学・琴学と広きにわたる︒

﹁日本武尊︑既に東夷を平げ︑還りて甲斐国酒折宮に次す︒

た歴史的記念物の一つであるらしい︒冒頭を訓みくだすと︑

史家・漢詩人として白寿を全うしたが︑これも祖父が残し

る︒祖父志孝は︑山梨で村松家累代の居を守りつつ︑郷土

力のこもった肖像画が︑晩年に至るまで祖父の書斎の床の

し︑その神社創建にも奔走している︒額が広く眉秀で︑胆

に富んだ生涯を︑祖父は伝記に書き︑山梨初の映画に製作

和四年︵一七六七︶処刑に果てている︒この勤皇家の波乱

﹁柳子新論﹂で尊皇と放伐を唱え︑明和事件に連座して︑明

りゆうししんろん

板の上部には︑右から横に大きな蒙書で﹁酒折祠碑﹂とあ

此を其の旧祉となす︒﹂云々とあり︑日付は﹁宝暦十二年壬

の日付の本居宣長による﹁酒折宮寿詞﹂の碑がある︒建立

ところで︑酒折宮には︑もう一つ︑寛政三年︵一七九一︶

間にあったことを今も憶えている︒
やまとたけるのみこと

午夏四月﹂︑銘は﹁山県昌貞謹撰加藤翼拝書﹂とある︒
さかおりのみや

酒折宮は︑甲府市の東︑酒折三丁目に現存し︑日本武尊

を祭神とする古社である︒この神社の参道を入って左手︑

−24−

百字に及ぶ長文で︑倭建命が旅の仮りの宮となさった地

べられたという曰くも伝えられているもの︒撰文は漢字四

の際︑逆徒山県大弐の碑と並ぶのを樟って二年ほど繰り延

一望のもとに見渡せ︑遙かアルプスの連峰がかすんで見え

のない横穴のような史蹟がある︒岩上に立つと甲府盆地が

を試みたものであろうが︑大きな石で．の字に囲った屋根

そこに﹁連歌発祥の地﹂と立札があって︑いずれ近年再現

やまとたけるのみこと

点であることが︑さらに詳しく述べられている︒概略は

る︒山下から流れ来る馥郁たる梅の香に酔って︑やがて石

えみし

Ｉ景行天皇の御代︑父の命で転戦した倭建命が︑東国の

ひたかみのくにかへひつじさるのかたひたち

室にうずくまると︑古代への夢に遠く誘われる思いだ︒

にひばりつくはす

いくよね

﹁・・⁝蝦夷既に平けて︑日高見國より還りて︑西南︑常陸を
ときひともみをし
へかひのくにいたさかをりみやま
歴て︑甲斐國に至りて︑酒折宮に居します︒時に學燭して進食
こよるみうたもさぷらひひととのたま
す︒是の夜︑歌を以て侍者に問ひて日はく︑

すでむ

蝦夷らを平定して大和へ帰る途次︑常陸の国を過ぎて信濃
にいばりつくぱ

の国へ向う折に︑ここに逗留なさり︑片歌に続いて歌を詠
むという事の初めとして尊まれている﹁新治筑波の御製﹂

を詠まれた︑その貴い宮所の遺跡である︑云々ｌという

ひともせるものあみこみうたすゑ

新治筑波を過ぎて幾夜か寝つる
もろもろさぷらひひとこたまう

諸の侍者︑え答へ言さず︒時に乗燭者有り︒王の歌の末に

次第で︑我家に残されていた一枚の碑文をたどるうち︑は
からずも連歌発祥の原点にたどりつくに至ったわけで︑春

っづうたよみまう
續けて︑歌して日さく︑

あつたまひもの

山中にあり︑後年移されたと伝承されている︒社の右手を

酒折から発していた︒そして︑古社地は今の神社より北の

の古蹟の地であり︑上古には隣国に通じる道路九條がみな

れをなぶる風とを避けて祠に座した時に︑供の者たちに問

武尊も︑こんな具合に︑石組を取り巻く莊々たる枯草とこ

常陸の地をあとに︑はるばるここ甲斐の国に至った日本

二日本書紀﹄巻第七︶

即ち茉燭人の聰を美めたまひて︑敦く賞す︒⁝⁝﹂

すなはひともしさとりほ

よここのよひとをか
かがな
日日並べて夜には九夜日には十日を

浅い午後︑神木の陰を祐裡うてみた︒
今では︑酒折宮の正面には中央本線の踏切があり︑社も

まわって背後の山を少し登り︑現在は不老園と称する無盧

い掛けたのではなかったろうかｌ﹁新治の︑筑波を出て︑

人家や学校に囲まれているが︑元来このあたりは上代府治

三千本の梅林の間の急坂を抜けると︑丘陵の中腹に出る︒
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一

幾夜寝たろう﹂﹁日を重ね︑夜は九晩︑昼は十日を﹂︒

答えたのは︑灯火のたきび番である︒日本武尊は︑その

すめらみこと

の

に在りき︒爾に大久米命︑其の伊須氣余理比寶を見て︑歌を以
ちて天皇に白しけらく︑

やまとたかさじのななゆをとめ
たれま
倭の高佐士野を七行く媛女ども誰をし枕かむ

こた

をとめどもさき

さとしさをほめ︑褒美をつかわすのだが︑ここのところ﹃古
みひたきおきな

とまをしき・爾に伊須氣余理比實は︑其の媛女等の前に立てり

あづまくにのみやつこ

事記﹂では︑歌い継いだのは﹁御火焼の老人﹂で︑これを

き︒乃ち天皇︑其の媛女等を見したまひて︑御心に伊須氣余理
いやさき

﹁東の国造﹂に任じたとしている︒いずれにしても︑日本

比實の最前に立てるを知らして︑歌を以ちて答日へたまひし
︑

武尊の問い歌に︑供の者が歌で答え︑合わせて一首の歌が

え

く

︵﹃古事記﹄中巻︶

かつがっもいや先立てる兄をし枕かむ﹂

さきだ

成ったことから︑連歌の起源と目されたことはすでによく
知られている通りである︒中世以来︑連歌の精進を﹁筑波
の道﹂と呼び︑連歌関係の書物が︑しばしば﹁筑波：︐⁝﹂

始登仰那流⁝⁝﹂と右の歌をたたえている一方で︑この碑

﹁酒折宮寿訶﹂の中で本居宣長は︑﹁⁝⁝片歌之続歌之事之

ところが︑連歌の起源には諸説があって︑たとえば先の

神武天皇のくだりの方が︑景行天皇のくだりよりむろん先

う︑片歌形式の典型である︒そして︑同じ﹃古事記﹂でも︑

れも歌に独立性がないかわりに唱和や問答歌の部分を担

実はこの後にも︑片歌による問答が一組続いている︒いず

この問答の後の方が︑五・七・五の三句よりなる片歌で︑

の六年後︑一七九八年に完成した﹁古事記伝﹄の中では︑﹁抑

行しているから︑初出ということになれば宣長の指摘も無

と題されてきたのもうなずけるわけである︒

三句の歌を以て問上答えたる例は︑既に神武ノ御殿にもある

視できない︒しかしながら︑意味はどうであろうか︒﹁大和

ソレ

かたうたのつづきうたのことの

を︑彼を取らずして︑此を取るは︑書紀のみを知りて︑此／

の︑たかさじ野を︑七人で行く︑少女たち︑誰と共寝しま

はじめとあほぐなる

記の歌をば知らざるにや﹂と述べている︒神武天皇の段よ

すか﹂﹁とりあえず︑先頭の︑年上の娘と寝ようか﹂大久米

いすけよりひめなか

命が尋ねた問いに︑神武天皇が答えたものだが︑この答唱

り引用しよう︒
ここななをとめたかさじのあそ

﹁是に七媛女︑高佐士野に遊行くるに︑伊須氣余理比實其の中
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掛け合い︒同語反復による歌謡的な色彩が強い︒いみじく

これに続く一対の片歌も︑付け合いというよりは︑歌垣の

たのではあるまいか︑という議論も出てくるわけである︒

かしいわけで︑これが元来は一人物が詠った一つの歌だっ

いて寝よう﹂の意だから︑天皇にそんなことを訊くのもお

には不自然な匂いがある︒﹁枕かむ﹂は︑あくまで﹁手に抱

しているのである︒良基は︑紀貫之の﹁古今集﹄仮名序を

いことであったと︑次に同じ台詞を男神から先に唱えなお

しかも︑最初に女神の方が先にいってしまったのは良くな

あって︑対句でこそあれ︑付句とはたしていえるかどうか︒

は国の柱を左右から廻って男女が相遇って唱えた言葉で

るは︑疑ひなき連歌⁝⁝﹂と説明している︒しかし︑これ

句・脇句にあらずや︒此の句︑三十一字にもあらず短く侍

ま

も︑宣長自身が付け加えていっている通り︑﹁日本書記﹄に

ならって︑すなわち和歌の初めとしているのを引いたわけ

みこみうたすゑっづ

﹁王の歌の末に続けて．⁝：﹂とある以上︑﹁連歌﹂としての

だが︑初めて出会った前句にその場で当意即妙に付けると
かいり

初めは︑やはり酒折の歌でよいのではあるまいか︒

また︑良基のあげるもう一つの例は︑﹁萬葉集﹂巻第八の

いう連歌の心からは乖離しているもののょうに思える︒

条良基による十四世紀の歌論の一つだが︑その中では﹁新

大伴家持と尼との連歌であるが︑良基は作者を入れ違えて

だが︑議論はこれに尽きない︒﹁筑波問答﹄といえば︑二

治筑波．︒⁝・﹂の歌のほかに︑二種の原点があげられている︒
いざなきのみこといざなみのみこと

こころつく

いるし︑引用も不完全なので︑﹃萬葉集﹂から引こう︒

くにう

かへ

﹁或る人の尼に贈る歌二首

その一つは︑﹁日本書紀﹂巻第一の︑伊弊諾尊と伊弊脅尊の

国生みのくだりで唱和する︑いわゆる﹁天の浮橋のゑびす

ひきたは

手もすまに植ゑし萩にや却りては見れども飽かず情壼さむ
ころもでみしぷ

歌﹂である︒﹁古事記﹄上巻にもむろん同じ内容の記述はあ

衣手に水澁つくまで植ゑし田を引板わが延へ守れる苦し

尼の︑頭句を作り︑大伴宿禰家持の︑尼に誹へらえて末句

あとら

るが︑表現は異なっている︒良基は男神と女神の句をそれ

ぞれこう記しているＩ﹁あなうれしゑやうましをとめに

を續ぎて和ふる歌一首

つこた

あひぬ﹂﹁あなうれしゑやうましをとこにあひぬ﹂︒そして︑

﹁歌を二人していふを連歌とは申す也︒二はしらの神の発
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、

せ

佐保川の水を塞き上げて植ゑし田を乖作刈る黙鋼は濁りなる

くし密琶︵﹃萬葉集﹂巻第八︶
まず︑ある者が尼に贈った二首から見ると︑萩や稲を苦
労して手ずから植えたけれど︑植えてからも心にかかって
辛いことだ︑というのである︒そして︑おそらくは︑この
歌を受けた尼が︑その者に答えるべく上の句を作り︑家持
が下の句を完成させたものだろう︒奈良の春日山から流れ
来る佐保川の水をせきとめて作った田︑そこで刈り取る早
稲の飯は一人で食すのでしょう︑といった意だが︑﹁或る人﹂

さかうえのいら

も﹁尼﹂も誰であるか確定できないため︑解釈は諸説紛紛︒

その中の一つに︑尼に歌を贈った者を︑家持の叔母坂上郎
つめ

おおいらつめ

女とする説がある︒そうすると手塩にかけているのは︑そ
の娘︑大嬢と想像され︑しかも︑大嬢は家持に嫁しており︑

贈り手が郎女なら︑尼は彼女の心に沿って上の句を詠み︑

家持は婿としてこれに応える気持ちをこめたかもしれな
い︒さらに︑家持は他に女性を作り︑子までもうけたこと
があったが︑それがこの歌の時期と重なっていたとしたら︑

これらの贈答には︑さらに小説的な面白さも加味されると

いうものである︒こうした比嗽や寓意をこの歌に求めるの

を全く否定する人もいるが︑﹁秋相間﹂の最後に置かれてい

ることが︑人情の解釈に引きずられる所以でもある︒ここ

には︑長句と短句を別々の人が作った文献上最初の歌とい

うのみならず︑上の句と下の句が拮抗しせめぎ合う︑一種

俳譜味さえ感じられるのだが︒

思いは再び酒折宮の旧跡︑あの風よけの石の祠へと戻っ
て行く⁝⁝︒

﹁新治筑波を過ぎて幾夜か寝つる

日日並べて夜には九夜日には十日を﹂
いはけなわらは

日本武尊の歌に付けたのは︑二条良基がいうような﹁火

をともす稚き童﹂などでは決してなく︑﹁古事記﹄にある通

り﹁翁﹂であったに違いない︒日本武尊が﹁幾夜か寝つる﹂

くまそ

と問うた意味は︑単に旅の日数を尋ねたかっただけではな

いと思うからだ︒ここに至り着くまでには︑西国に熊曽を

討ち︑旅の疲れも癒えぬうちに東国征伐の命を受け︑途中

はしりみず

伊勢にいる叔母には︑父である天皇が自分を疎んじている

と男泣きに泣いて訴えている︒また︑走水の海では荒波を
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である︒たしかに︑日本武尊の心底には︑あまりに遠く故

思い︑﹁吾嬬はや﹂と亡妻への激しい追慕の嘆声をもらすの

や荒々しい神々を平定して後︑日本武尊は峠に立って后を

しずめるために︑后の弟橘比売命が自ら波に沈んだ・蝦夷

と親愛の表われと見てよろしいのではないか︒

られていたのだろう︒これは俳譜でいう挨拶の精神︑敬意

れる御身は︑いとおしい限りです．⁝：﹂そんな心情がこめ

えますに︑九泊十日︑長い旅の上にもまた仮り寝を重ねら

の心が感激を呼び起こしたのである︒﹁そうです︑指折り数

に思えるが︑日数を正確に答えたそのことより︑いたわり

おとたちばなひめのみことえみし

里を離れて来たこと︑その遠征のために后を失ったこと︑

の国へと討伐に赴こうとしている︒寂蓼の念はいかばかり

澳悩が渦巻いていたに違いない︒これからなお︑信濃や越

吐露されているくだりといえよう︒

キロの移動空間がこの一句に凝縮され︑昂る濃密な感慨が

日本武尊の心思を映し出した絶唱︑常陸より甲斐への三百

﹁新治筑波：⁝・﹂は︑付け合いの発祥というのみならず︑

あづま

また危険から危険へと向わせる父天皇への不信︑そうした

か︒熊曽を討った折は︑少女に変装できたほどの美少年で

治に墓所ありと聞くからである︒

︵草門会︶

首は︑篤厚な門弟によってひそかに筑波山下に運ばれ︑新

をさらに湖るためばかりではない︒山県大弐の刎ねられた

うだ︒次の春には︑常陸へ足をのばしてみよう︒歌の淵源

梅の香も草もなぶられ︑遠い思いも中空に吹かれて行くよ

祠から身を起こし︑また岩上に立つ︒強くなった風に︑

あった︒それから十数年が流れているとはいえ︑まだ三十
路になるかならずかである︒一国の命運を切り開く旅とは
いえ︑その心はあまりに孤独ではなかったろうか︒
本居宣長は︑﹃古事記伝﹄で妻をなくした地である東国を
老人に与えたという命の老人への親しみと︑その返歌の出
来映えの良さに感じ入った点を指摘しているが︑むしろ︑
老翁が命の辛い心中を察知してくれたことに心動かされた
のではあるまいか︒ふと発した問い掛けに︑即座に優しく
支えるように答えてくれたその行為に︑感謝したのではな
かったか︒旅先に褒美を取らせるにはあまりに他愛ない歌

29−

主要参考文献

山懸神社誌山山県
県 神社奉讃会
甲州叢話顕光閣
古事記・祝
詞詞岩 波書店
日本書紀岩岩波
波書
書店
萬葉集岩波書店
岩波書店

−3o−

連歌論集・俳論集

古事記河出書房
古事記小学館
萬葉集小学館
萬葉集私注筑
筑摩
摩 書房
本居宣長全集筑
筑摩書房

園

評論

ｌ
Ｉ
二つの﹁山中三吟﹂

は進まないのである︒その上︑國文学の素養などまったく

乏しいときているから﹁おくのほそ道﹂の文中︑わからな

い箇所が多く︑ちょっと読んでは脚注︑補注を読み︑そし

て本文に戻り︑また脚注︑補注を︒：．という具合いだから

ハカのゆかぬこと移しいのである︒恥ずかしながら全文を

二度や三度読み返しても全体の印象がぼんやりとして貧し

とが運ばないもので︑折角晴読雨読の環境なのに︑まあ朝

思ったのである︒しかし︑世の中なんでも思うようにはこ

そ道﹂をポケットに入れて出社し毎日これに親しもうと

ので︑しばらく本棚に眠っていた岩波本文庫版﹁おくのほ

ばならなかったが︑幸いわりと静かな部屋をあてがわれた

する︒閑職とはいえ給料を貰う関係上︑毎日通勤しなけれ

ほど前︑いいあんばいに勤め先で閑職になったのを契機と

を︑まじめに読んでみようと思いたったのは︑今から八年

それまで斜かいにしか読んでいなかった﹁おくのほそ道﹂

天才が精魂こめて彫琢した︑この﹁おくのほそ道﹂を脚注

なりのいい分もある︒だいたい芭蕉のような博覧強記の大

が︑この点については負け惜しみの弁になるのを承知で私

注のご厄介を免れるまでには︑もちろん至っていないのだ

かぐらいは目に浮かぶようになった︒ただ︑例の脚注︑補

る一句を見れば︑それがどのような情況の中で詠まれたの

情景の中にあるのか︑また文中の芭蕉︵または曾良︶の或

ごろは本文の或る一行を見れば︑それがどの節のどういう

あろう︒数をこなすということは恐しいもので︑やっと近

読んだことだろう︒大雑把にいって四︑五十回にはなるで

それから八年︒これまでに一体何回﹁おくのほそ道﹂を

い頭脳にはなかなか定着しないのであった︒

から夕方まで会社の先輩︑後輩がヒマの私を慰める好意か

や補注なしで︑その紙背に徹する読みかたができるなど︑

武雄

らか︑しょっちゅう部屋のドアを叩いては雑談に時間を消

松

費するものだから︑はじめ望んでいたようには勉強︵？︶
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村

たって引用した書目を掲げているのだが︑これがすごいの

その名著﹁奥細道菅菰抄﹂の末尾でこの注釈を書くのにあ

のほそ道﹂の︑江戸中期のすぐれた研究者簑笠庵梨一は︑

ごく一部の専門家以外に何人もいないのではないか︒﹁おく

つわる歴史の悲劇への興味などがそれである︒しかし︑そ

主としてみちのくの歌枕への憧慢︑さらには義経伝説にま

︵たまたま元禄二年が西行五百年忌にあたっていたのだが︶

てくれる・松島や象潟をはじめとする各地の風光との接触︑

﹁おくのほそ道﹂の旅の中で芭蕉が残した連句は百韻︑五

れだけではなく行く先ざきでの旧知︑未知の俳譜仲間との

は梨一も偉かったが芭蕉はもっとすごかったということに

十句︑世吉に始まって発句︑脇の二句ものまで多岐にわた

である︒その数何と百二十三部で老子経︑詩経︑易経から

なるが︑いずれにせよ百二十三冊もの引用書のうちわずか

るが︑その数三十四︒このうち歌仙に絞ってみると︑四月

連句づくり︑また座そのものも︑この旅の大きな眼目であっ

二十冊そこそこぐらいしか読んでいない私ごときが脚注︑

十四日︵推定︶奈須余瀬翠桃宅での﹁秣おふ﹂から九月四

始まって徒然草︑古今著聞集︑和漢三才図絵に至る和漢の

補注なしで﹁おくのほそ道﹂を深く理解するなど︑はじめっ

日大垣左柳亭での﹁はやう咲﹂まで計十五巻ある︒ただし

たにちがいない︒

からできっこないのである︒こうなれば﹁おくのほそ道﹂

六月十三日酒田滞在時の﹁忘なよ﹂は満尾がなんと三年後

詩文︑思想︑仏教関係等の書が列挙してあるのだ︒つまり

の時空を私の方法で遊そするよりしかたがないと考え︑一

の元禄五年であること︑また七月七日︵推定︶直江津元仙

キロの困難な旅の目的を芭蕉はどこに置いたのであろう

ところで﹁おくのほそ道﹂という百五十六日︑二千四百

みると後者で巻かれた歌仙の数が圧倒的に多く十三巻中十

る︒また﹁おくのほそ道﹂を太平洋側と日本海側に分けて

くと︑旅中満尾して現存する歌仙は十三巻ということにな

わする

か︒この点については芭蕉書簡のいくつかが手がかりを与

巻である︵連句全体でも︑この傾向は同じである︶︒これは

まぐさ

回約三十分かかるが︑これを声を出して朗読しているこの

宅での﹁星今宵﹂は十句の欠損があることからこれらを除

さけ

ごろである︒

えてくれるし︑俳文学界の諸説もあれこれねんごろに教え
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だいたい芭蕉という稀代の俳譜師はじっに用意周到であっ

地に旧知︑未知の連衆が多くにいたことによるのであろう︒

とくに仔細あってのことではなく尾花沢から大垣に至る各

な雰囲気を実感することができるのである︒発句は北枝で︑

は三百年前のその時その座での芭蕉の鋭い捌きやなごやか

である︒この北枝の書留が短文簡潔でじつによく︑私たち

まなかしう﹂にあるのがそれで︑いわゆる﹁翁直しの一巻﹂

︑︑︑︑

花野みだるる山のまがりめ

と付ける︒が︑早速芭蕉は傍点の箇所を直し︑

花野に高き岩のまがりめ

脇は曽良が︑

馬かりて燕追行わかれかな

ゆく

たから︑この旅立ちに際して太平洋側では歌枕に親しみ︑
また義経を中心とした歴史の幻を追い︑日本海側では連句

を楽しむＩといったスケジュールはあらかじめ十分に念
頭にあったはずである︒

さて︑この十三巻に及ぶ歌仙︑それぞれおもしろい出来
で﹁猿蓑﹂直前の作品としていろいろ興味深いのであるが︑

月はる鴬角力に袴踏ぬぎて

とする︒第三の月の座はむろん芭蕉で︑はじめは︑

の一巻に指を折りたい︒誰でも知っているようにこの歌仙

としたが傍点の箇所を考え直し︑

その中でもし一つを挙げるとすれば︑私はまず﹁馬かりて﹂

は七月下旬から八月上旬にかけて加賀の山中温泉で︑同行

月よしと角力に袴踏ぬぎて

と決める︒まったく見事な斧鍼であり推敲である︒つぎの

の曽良が腹を病んだため芭蕉より先に伊勢長島に行くこと
になった︑その賎けとして芭蕉︑曽良︑北枝が巻いたもの

四句目︑北枝が︑
︑︑

で﹁山中三吟﹂として有名である︒︵ただし曽良は途中で旅

鞘ばしりを友のとめけり

としたが芭蕉は﹁友の﹂に目をとめ﹁ともの字おもしとて

立ったので名残表三句目からは芭蕉︑北枝の両吟︶︒うれし
いことにこの歌仙については芭蕉の︵全句ではないが︶句

やがてと直る︵北枝書留︶﹂ということで︑

鞘ばしりしをやがてとめけり

ごとの斧鍼や推敲︑さらに座の雰囲気を伝える北枝の書留
がある︒天保十年︑金沢の俳人可大によって板行された﹁や
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定の句と初案の句︵カッコ内︶とを併記してみよう︒ここ

し端折って先へすすむ︒初折裏二句目から恋になるが︑治

これで四句目らしい軽さが出たというべきであろう︒すこ

を﹁重い﹂と感取した芭蕉のセンスには脱帽してしまう︒

とした︒このあたりがまことに微妙な点で﹁友の﹂の措辞

けりＶ八手まくらに軒の玉水詠め佗Ｖと試みるのだが︑そ

がうつりがよい﹂として自ら八手枕におもふ事なき身なり

焼曽良Ｖについて芭蕉は﹁この前句に対しては〃手枕″

であって︑たとえば名残表二句目の八銀の小鍋にいだす芹

し︑このようななごやかさに終始しているわけではないの

あり︑この時の芭蕉が上機嫌だったことが思われる︒しか

︵挨︶

くらに竹吹わたる夕間暮Ｖと二案を示す︒結局は芭蕉自身

あり︑北枝は八手枕もよだれつたうてめざめぬるＶ八てま

れだけでなく北枝に向って﹁汝も案ずべし︵北枝書留︶﹂と

ながわび

にも芭蕉の綴密な捌きが見られる︒

遊女四五人田舎わたらひ曽良
︵役者四五人田舎わたらひ︶

落書に恋しき君が名もありて芭蕉

に対し北枝は﹁我︑此句ハ秀一なりと申けれ︵︑各にも劣

に芭蕉が八秋風ハものいはい子もなミだにてＶと付けたの

また︑初折裏八句目の曽良句八露まづはらふ猟の弓竹Ｖ

ればならない︑このことは式目以前の問題だと固く信じて

れど︑私は何を措いても一句一句がきびしい吟味を経なけ

く窺うことができる︒連句の価値判断はなかなか難しいけ

ている様子がわかり︑なごやかな座の中でのきびしさをよ

が︑芭蕉が一句の治定にあたって精神を集中し吟味を尽し

の八手まくらにしとねのほこり打払ひＶを治定するのだ

らぬ句有︑と挨拶し玉ふ﹂と書き留めている︒つまり︑芭

いるものだが︑考えてみればこんなことはあたりまえのこ

︵こしはりに恋しき君が名もありて︶

蕉句を北枝がほめたのだが︑芭蕉は﹁いやいや君たちにも

かり

これに劣らないよい句があるよ﹂と返しているわけで︑ほ

とで︑あえて山中三吟に限らず︑蕉風の連句はすべてそう

︵逸︶おのおの

のぼのとした座の空気がよくわかって微笑ましい︒このほ

なのである︒

芭蕉たちの﹁山中三吟﹂から三百年後の昨年秋︑十月十

か北枝の書留には﹁かかる句は巻ごとにあるものなりと笑
ひ玉ふ﹂﹁此句も一巻のかざりなりと笑ひたまふ﹂などとも
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二日から十三日にかけて︑所も同じ山中温泉で丸谷玩亭︵才
一︶︑大岡信︑井上ひさしという︑当代文壇の俊秀三氏によ

る﹁おくのほそ道﹂三百年記念と銘打った三吟歌仙が興行

花びらをのせて暮れゆく鬼瓦信

岩海苔で飲む還暦の酒ひ

や︑名残表七句目から九句目までの︑

そのむかし相撲出したが自慢にて玩

年ごとに減る踊り手を泣く信
出来秋に鉄鉢みがく青あたまひ

された︒いわば現代版﹁山中三吟﹂である︒この詳細は﹁文

掲載されているが大変におもしろく読めた︒まず発句︵﹁細

など︑それぞれ見事な三句の渡りである︒三人のうちひさ

学界﹂昭和六十四年新年特別号に四十四ページにわたって

道の旅に菊はたをらぬ湯の匂と吟じたまひしのち三百年そ

し氏だけが二回目の連句ということで︑この新人︵？︶を

筆かっこの企ての仕掛人高橋治氏の﹁執筆岡目八目﹂の

の山中にて﹂との前書がある︶から第三までの冒頭の運び

翁よりみな年かさや菊のやど玩亭

記事から察せられ愉快である︒第一日目の初折裏八句目に

玩亭︑信両氏がだいぶしごいている様子が︑座談会や︑執

また湧き出でし枝の椋鳥信

至ってひさし氏はどうしても付けることができず午前二時

温泉の豊かな湯をダブらせているのがわかる︒第三は一気

をイメージしている︒脇の﹁湧き出でし﹂はもちろん山中

思わざるをえないいくつかの箇所が目につくのもまた事実

ちが作っている連句の常識からすると︑どうしてもオャと

﹁菊のやど﹂はユニークでおもしろい一巻であるが︑私た

J。

がよい︒

名月に道具の月を塗り足してひさし

に場面を転換して地方まわりの劇団の或る日の情景でひさ

である︒第一に表六句が秋の一季しかないこと︒蕉風連句

にダウンしてしまった︒

し氏らしい付句である︒このほか一巻には感心させられる

にも︑あの﹁猿蓑﹂の﹁夏の月﹂の巻のほか表六句一季の

発句﹁菊のやど﹂が挨拶であり﹁年かさ﹂が旅の﹁笠﹂

箇所が多く︑たとえば初折裏十句目から十三句目までの︑

例はよくあるが︑やはりその数は少ない︒しかし︑これは

ドサ

宗達ゑがく松の島々玩
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残表の八そのむかし相撲出したが自慢にて玩Ｖ以下の三

句連続するのがどうにも引っかかる︒第三に前に記した名

のだが︑何しろ﹁天の川﹂﹁月﹂﹁宇宙﹂といわば天相が三

とあるのだが︑そしてこれはこれで一見わるくない運びな

なっかしや宇宙にうかぶ露ひとつひ

月に遊ばば我も李白ぞ信

ラテン語の辞書質に置け天の川玩

ないかとも思う︒第二に初折裏七句目から九句目までに︑

運びの具合というものがあるから強いて言あげするに及ば

上った歌仙である︒

も︑この三吟は極めて寛大で︑要するに麿揚な進行で巻き

る︒そのほか自他場の扱いや打越との差合いなどについて

﹁花﹂の座を上げたりして調整しているのは普通のことであ

然であるが︑蕉風俳譜ではこのようなことを避けるため

れば脇を務めた人に﹁花﹂の座が二度まわってくるのが当

三吟は付順を変えずに﹁花﹂の座の位置をそのままに進め

五に信氏が一人で﹁花﹂の座を独占している点が気になる︒

連句としては余りにも古きに泥みすぎていはしまいか︒第

とあるが︑いかにも江戸中期の趣がつづき少なくとも現代

だが︑しかし︑何もかも熟知している玩亭︑信両氏のリー

句︑この秋のくだりに﹁月﹂が出てこないのだ︒つまり素
秋でこれは頂けない︒もしかしたら﹁素秋の事︑せぬ方先

ドによる一巻なのだから︑いま述べた諸点は十分に考えら

よる

宜し・するに習ひなし︒時に依くし﹂︵三冊子︶とあるから

れてのこと︑というより悠々たるイメージの流れに乗って

︵市川俳譜教室︶

行われていて︑そのきびしさは大変にさわやかであった︒

どころなのかも知れぬ︒なお︑一句一句の吟味は徹底して

いる︑或いは気息の呼応にまかしているのがこの歌仙の見

﹁時に依﹂ったのだろうか︒第四に名残裏の六句︑

豪傑にこの寒月をめでさせて玩

をわいぶね

莨輪に吹く太平の江戸信
葛飾は肥桶舟さへ歌枕ひ

蝶の黄色のめでたかりける玩
大和にも楊貴妃の名の花咲いて信

峠をのぼる背にも春風ひ
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第七回連句協会賞発表

第七回連句協会賞の選考について

選考委員長阿片瓢郎

性の他呆け句が点綴されたらと望まれた︒居所句の差障り

は少かつた︒又余情深い佳句もあり全般的に質的向上は看
取された︒

○予選作品中各結社グループの主宰が捌いた作品は﹁苛薬

の﹂﹁いかに見よと﹂二篇のみで︑他は凡て対象とならず︑

新旧鑑賞眼の相違が明瞭に反映されたものとして考えさせ

一○名九篇︑二

出程度も吟味し︑地名︑人名の適切さ︑体言留とやかな切

製作と遜色は見られなかった︒

し得ない︒又文音作品が三篇あったが︑内容的には座での

う旬

られた︒又連衆数は五名以下六篇︑六

字も検討した︒片仮名の数︵一篇に十九句のもあり︶と不

○ともあれ一七五篇の作品から予選委員が刻明に点検して

名以上五篇となっているが︑連衆問の時に激しい程せり合

可欠性も精査した︒恋句は二句以上連続の付具合を詳細に

選出して頂いた御労苦に対し深甚の謝意を表すると共に︑

○表六句の禁忌︑表六句と名裏六句の関係を見直し︑春秋

見直したが︑淡過ぎ又は情緒不熟のものを発見した︒

最終選考委員会で忌憧のない常務理事の意見も参考にし︑

いの見られるのは五名見当で︑十数名の作品には個性の発

○現代世相の反映の諸句を点検したが︑全く投入なきもの

各副会長との詳密な討論を重ね︑和気謂々の裡に決定した

五句に他季をまじえぬかを確かめた︒花二句と月三句

又単語のみで前後付味不明のものあり︑特に外国語使用の

ことは倖である︒唯それぞれの作品に若干の難点あり最優

三

ものには難解のものが散見された︒

秀作を推挙し得なかったので佳作一篇を追加した次第であ

揮も薄れ妙味が減り︑余程優れた捌きでないと光彩を発揮

○人事句と景句は程よく配分され変化展開を計るべきなの

る︒即ち﹁夜の雪﹂﹁雪の奥﹂﹁錐の声﹂﹁いかに見よと﹂﹁大

に同趣や同一人の重復有無を調べ︑素材としての動物の多

に︑全般的に景句少く︑人事句の連続が多く︑逃句や意外

･ノ

暑﹂である︒

○尚今回の予選委員は常務理事赤田聴雨︑秋元正江︑磯直
道︑小林しげと︑鈴木春山洞︑近松寿子︑福井隆秀︑松村
武雄︑宮下太郎︑理事唐渡北勢子︑窪田薫︑式田和子︑柴
崎正寿郎︑名古則子︑森三郎︑八木荘一︑山田章子︑柚木
治郎の各氏で常務理事土屋実郎︑理事大野国士︑川野蓼艸︑

山地春眠子の四氏は病気その他の理由で参加されなかっ
た︒又五月六日の最終選考会には赤田︑磯︑小林︑近松︑
福井︑松村︑宮下の各常務理事のほか︑阿片会長︑大林︑
今泉︑国島各副会長︵宇咲副会長は詳細な選考事情を別途
提出して欠席︶が出席して協議決定した︒︵即ち予選句五点
入票一篇︑四点入票二篇︑三点入票四篇︑二点入票一三篇
計二○篇が対象となったのである︒︶
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連句詩型の基本的見直しを

選考委員宇咲冬男

平句化している時︑現代に連句を復興させる意義の中に︑

発句の見直しと︑季句と雑の句の配分と季語の重視を最大

の眼目としたい︒すなわち︑発句は︑丈高く︑姿正しく絶

対に平句に劣ってはならない作品を成すべきだと考える︒

と考える︒極端な言い方かも知れないが︑連句を捨てて成

次に季の句と雑の句の配分を重視することによって︑現代

そして︑予選通過作品二十篇を総見し︑高得点順に審査

立した俳句が︑現代において切字や季語の軽量化によって

連句協会賞選考も七回を数えたところで︑もう一度︑自

した︒それは︑予選委員の努力と見識を重んじたからであ

平句化しているのを逆手にとって︑連句人は今こそ︑発句

俳句が軽視しがちになっている季語の存立が明確化される

る︒結論から先に述べると︑私の推した協会賞候補作品は

と季句︵季語︶を重視した連句作品を作ることを心がける

分自身初心に帰って︑連句作品の優劣の判定基準を考えさ

▽井手樺晴捌の歌仙﹁水澄むや﹄と▽東明雅捌の歌仙﹃弓

べきと思う︒そして︑式目は最小限にとどめ〃序破急〃と︑

ことになり︑そこに現代連句の存立の意義を見出すべきだ

薬の﹂の二篇であった︒作品の現代性と展開︑変化などで

﹁月﹂﹁花﹂の座と恋句の変化︑そして去嫌いと差合をチェッ

せてもらった︒

は﹃苛薬の﹂の作品が秀れていたが︑連句の最大の留意点︑

慮すればよいのではないか︒論が選考作品から少しはずれ

クポイントにしておき︑あとは︑連句結社の座の主張を考

明雅捌の﹁苛薬の﹂はナオ折立の〃雁〃とナオ三句目〃猫″

てしまったが︑今まで書いてきたことを基準にして選をし

″観音開き〃と立句の優秀度から﹃水澄むや﹂を推した︒

が動物であった︒私は連句の唯一絶対なるものは〃前へ進

▽佳作としては︑矢崎藍捌の歌仙﹁峡の館﹄を挙げた︒

た結果が﹃水澄むや﹄に集約されていると思う︒

渡り〃で︑そのチェックポイントは︑観音開きだと考える︒

この作品も協会賞候補にしてもよいと考えたが︑ナウ三句

む事″であり︑どんな連句形式でも最大の基本は〃三句の

それと︑発句ｌ立句の重視である︒現代俳句が︑どんどん
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合とした︒

抽いたが︑一巻の中で医者が二回出ていたので︑それを差

と考えている︒次いで▽小松崎爽青捌の歌仙﹁雪の奥﹄を

目の句が字余りであった︒連句の発句以外の字余りもキズ

称略︶

名や漢字の五句以上連続使用もさけるべきと思う︒︵文中敬

佳品ながら︑それがキズで落とした歌仙がある︒留字の仮

語のあつかいを連句の中で重視する所以で︑予選の作品中︑

さて︑二十篇中︑五点もの票を集めた▽宮下太郎捌の歌
仙﹃錐の声﹂は︑受賞にあたいする作品の一つにはちがい
なく︑捌が詩人だけに私が重視する一句一句の措辞の完成

度と云い一巻の流れと云い申し分がなかったが︑発句が
〃雄〃の句であるのに︑一巻中︑動物が六句出され︑しかも︑

雁︑雀︑鶯と発句の錐と同類の烏であるのは発句の季語の
重視不足で惜しまれる︒それと︑ナウ折立が八雁やＶと付
けられていること︒七部集中にも平句での﹁や﹂﹁かな﹂の
用例あると指摘されたが︑私は︑連句の命は〃非連続の連
続″ということだが平句に切字を許してしまったら︑発句
の存立と三句の渡りが死んでしまうと考え︑小社の連句で
は絶対に認めて来なかった︒大いに議論してほしい︒紙幅
がなくなったが︑もう一点︑重要な問題提起をしておく︒
春︑秋の句は二・三句続けるべきで︑その中に雑の句や冬︑

夏の季句は絶対入れるべきではないと考えている︒私が季
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旅の袖︵７０︶︑あせびの香︵６７︶↓

○大暑の巻

の指導方針も少しづっずれがある︒これは現在巳むを得な

連句グループ・結社はそれぞれ師系もちがい︑主宰者

但し惜しむらくはナオｕの﹁や﹂の切字不可︒ナオｕとナ

た︒リズムもよく︑時代性も相当濃密で佳い作品でした︒

花の定座を引き上げ月の座と交替させた工夫も新鮮でし

の恋を雄蝶雌蝶の恋に前進させた面白さ︑この春の余勢で

選考経過

先ず立句の貫禄は立派でした︒しかも挙句の﹁核全廃﹂

が立句にひびいて一層この巻を引き上げた功績は大きかっ

いことではあるが︑要は一つの現代連句作品として︑後世

選考委員今泉宇涯

に遺しても恥ずかしくない程度の充実したものであるかと

ウ２の﹁日﹂の同字︑ナウ３と５の同想は暇理でした︒

た︒ウ４の夏の句を一句で打切り︑季移りによりベランダ

いうことに重点を置いて検討した︒たとえ︑細部的には暇

○山林に自由の巻

月・花の定座も貫禄あり︒二の折の恋句新鮮︒時代性もほ

立句に覇気あり︒表六句︑それぞれに苦心の跡が見える︒

理はあろうとも全体的の価値に影響の小さいものは許容す
ることもあった︒

私の選考基準としては①式目②余情③時代性④音韻⑤全

に堪えると思う︒但し︑細理を挙げれば﹁高﹂字多発︑皿︑

どほどに出ており︑一句一句の余情もよく練ってあり佳作

については表六句︑月・花の定座︑恋の場の良否等に特に

略︑Ⅳ︑虹にして近過ぎたのは気にかかる︒

体の流れ︑起伏︑おもしろさの五項目とした︒そして式目

注目した︒その結果︑特に突出した作品に出会わず︑大体

○夜の雪の巻

連句作品の読み方に三通りあり︒細瑳を気にかけず︑全

同列の佳作とした左の五篇を推薦します︒
大暑︵２１０︶︑山林に自由︵１５７︶︑夜の雪︵４６︶︑
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体を通読する︒式目の要所要所に神径を使いつつ読む︒第
三はその中間として細部にも気を配りつつ通読する︒本作
品は音韻的によく練れているので︑全体の流れに従って快
く通読できた︒立句の厳しさは表六句を支配した︒枝折の
花面白し︒時代性もあり︑大理なく佳作とした︒
○旅の袖の巻
前書に宗祇水神祭奉納とあり︒十七名の多くの連衆が︑
宗祇水神祭のために参入しただけあって︑気息よく合い︑
一読新鮮な付多く︑よく捌きよくまとめたものと思う︒連
句興行には立派な目的を以て張行するのが本来の意義ある
ものにて︑本作品の如き︑丁々発止と巻き進む時︑細理な

字﹂Ｏ

ど云々する必要はないと思う︒立句︑花の句等立派であっ
一Ｊ〃

○あせびの香の巻
私の選考基準に照らし式目︑リズム︑流れはまあまあ︑
余情︑時代性に於いて梢物足りなかった︒
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選のことば
選考委員国島十雨

が︑の発言あり︑それには全員賛成した︒

既に六回も選が行われて来たので︑一度選に入ったとこ

ろは︑捌きの作品は︑入選からはずしては︑の取決めはな

く︑示唆もなかったが︑賞であれば︑何回も回し組︑同一

人の捌きが受けてよいものではなかろう︑と思考する︒﹁俳

なく︑﹁連句年鑑﹂の中の作品より選出するのがよく︑年鑑

句﹂や﹁短歌﹂賞のように︑その為に特別に募集するので
第七回連句協会賞は︑予選に於て二点以上の点数が入っ

の作品が︑協会賞を目的として掲出するのではないから︑

﹃唯の声﹄は高野山の関西大会の作品だ︒

変化のある付けが目立った︒序破急もよかった︒

田瓜坊︵猪︶などがそれである︒裏の恋が軽くてよかった︒

作品だった︒中でも︑生類がよかった︒３尾のある人︵猿︶︑

目︑去嫌・句数等は破綻なく︑軽味︑俳譜味十分で嬉しい

での当日作品で︑捌きはベテランの馬山人さんである︒式

さて︑私が推した歌仙﹃いかに見よと﹄は︑関口芭蕉庵

年間賞の佳作の推薦に当って︑神経をつかう必要はあろう︒

グループに依り掲出の作品の数が相当の差があるから︑

思考する︒

協会賞該当作品なし︑ということは一向さしつかえないと

た二十篇の中から︑最終選考を五名に依って行ったのであ
ブ︵︺Ｏ

私は順序として︑①﹁いかに見よと﹂高藤馬山人捌・②
﹁山林に自由﹂内田麻子捌・③﹁錐の声﹂宮下太郎捌を挙げ
た︒

合議の結果は︑今年度も協会賞なし︑との決定となった︒
尚︑佳作として五篇が決った︒
﹁いかに見よと﹂﹁錐の声﹂﹁夜の雪﹂﹁大暑﹂﹁雪の奥﹂そ

れぞれ歌仙である︒

さて阿片さんより︑どうしたことかベテランと言われる
人の捌き︑グループの作品が予選から︑ほとんど洩れてい
る︒それはそれとして︑協会賞に該当する作品なしと思う
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芭蕉の句を発句とし︑脇も高野槇と淡雪に預けて巧み︑
年鑑に提出するに当り︑欠点のところ二ヶ所修正して出さ
れていてよかった︒名残の表訓犯羽は古語が出たり︑中国
の人が出て来たりで︑なかなかのもの︑素人というと言葉
が悪いが︑年期の入った人達ではない連衆と見た︒ナオに

打越の欠陥がいくつも出たが︑それをカバーする中味が
あった︒

﹁大暑﹂は季の理解が十分でなかった︒冬男さんもそれを

指摘していた︒藁屋ふきかへ︵春︶を脇に出されてがっか
りした︒裏の薔薇︵夏︶から春に季移りも気になった︒ナ
オの恋は新しく︑なかなかの味だった︒
﹁雪の奥﹂連衆が十六名の作品︑式目的にも無難であるの

いわく

は︑捌き小松崎タクトの賜ものか？よるし︒
師の日三冊子﹁：⁝・文臺下ろせば則ち反故也﹂ではない

が︑連句の作品を選出することはなかなかむずかしいこと
で↑のブ旬０

一開佃帖多﹀必荒シん馴︲７べゆＸＬ１︐診︑︐恥〃しＬ︲い

︲●了う
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I

審査所感
選考委員大林杣平

蕉風俳譜の髄とも云われる山中問答を︑捌きの出場から
要的して整理すれば次のような要領になる︒
ご巻の変化を第一として︑滞らず︑新しみを心掛くくし︒
妙句の古きよりは︑悪しき句の新しきを俳譜の第一とす﹄
これは昨夏急逝された清水瓢左翁が生前示しておられた
指針である︒この賞の審査にも︑これを念頭において行う
ことにした︒

変化につながっている．またこれが三句目の変化となって

くる︒その点からみて﹁大暑﹂の変化の妙を挙げたい︒典

型を破っており︑しかも花︑月の内容も変えてある︒また

発句と脇の扱いも無難︒次に第三は二章体にせよと云われ

るが︑この巻では少し難もある︒さらに発句が﹁かな﹂止

めならば第三の止めを工夫せよと教わっているが︑これも

一工夫をすべきであり︑二︑三の差合と共に注意すべき点
と考えられる︒

変化の妙ということの序ながら触れておきたいのは︑年

鑑の作品中﹁季移り﹂︑﹁正花﹂の実例が殆んど見られない

のはまことに残念である︒もっと勉強されることを希求す
ブ︵︾○

次は妙句の古きよりは︑悪しき句の新しきを俳譜の第一

過ぎていて妙味がない︒花︑月︑恋句の殆んどが定座に据

この年鑑をはじめ現代の連句作品の殆んどが型に嵌まり

品の中には片仮名文字を随時不断に使われているのが目に

代即応であれということに解釈したい︒けれども年鑑の作

芭蕉は別に﹃不易流行﹂を説いている︒流行すなわち時

とす︒

えられていて興が湧かない︒内容も変化に乏しい︒人間誰

つく︒外国語Ⅱ片仮名は一般用語になりきって始めて使わ

第一が変化の妙があること︒

もが個性を持っている︒連衆からの出句を作者の個性を生

れるべきではあるまいか︒もっと不易に思いを致す必要が

ふんだん

かしながら調整するのが捌きの妙手となる︒これが内容の
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↑のス％

次は滞らず滑らかに運べ︒

その意味において﹁雄の声﹂は無難である︒記録では昨
春の高野山大会での作らしい︒あのときは短時間で内容や
表現を吟味している余裕はなかった︒そのことが却って滞
らず円滑に進め得たのかも知れない︒内容的には不十分な
ところもあり︑差合も若干あるが︑まあ無難と云うべきで
あろう︒

その意味において文音の作品にあっては︑とかく凝り過
ぎて
て︑
︑内
内容
容や
や作作
同品の流れ︑変化が粘り勝ちになり易いから
心すべきである︒
︵原稿到着順︶
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第七回連句協会賞佳作
八東京・あした連句会ｖ

歌仙﹃夜の雪﹄
宇咲冬男捌

秘湯めぐりの勧誘の来て英

ナォ日溜りの縁に影置く目借時田

足袋のこはぜをおずと外せる英

ものごしの良さに絆されついその気う

冬燈時計の針の速きこと千

ドアの開閉日がないちにち雪
断食も不眠も越えて大阿闇梨〃

宇咲冬男
山司英子

秋扇流してしまい月見船田

田

︵於・熊谷ニットーモール文化教室︶

昭和六十二年四月九日尾

昭和六十二年一月十五日首

屋上に望遠鏡をのぞきみて林
小雀どちが砂を浴びている千
散り敷きて花よりも濃き桜藤冬
連れ立ちて行く今日の野遊林

誕生会のかずかずの品田

崖深く紅葉且つ散る冨

耳をすませば蟆姑の鳴く声林

寒鯉ねむる庭の一隅

清水うた子

ナゥ画用紙に子のクレヨンのおどるらし〃

地価高騰は押えられずに川岸冨貴
名苑といわれて石の錆びいたり冬

久びさに竹馬の友の訪ね来て

加藤田鶴子

関根雪子
蓮見林

夜の雪の激しさを掌に受けきれず

秋草の実のこぼれつづけし

岩上千枝子

出世街道まつしぐらなり
猩々と影ひとつなき月の浜
ゥ黄泉の旅きのうは新酒くみし父

林
英

英

めったに逢わぬうから巻族
お下げ髪女盛りとなりていて

慰謝料めあて株屋言い寄り

千

英

千

ア︵︐〆

幸ヨ

片桐百合子
千

編された振りして裏をよまれいし

湯島の神の右往左往と

気がつけばひとりぽっちに夏の月

うなずくごとく風鈴の鳴り
税々と新聞テレビあきもせず
無いの出ないの大騒ぎする

鶯餅がのどにつかえし

素人の奇術の種のばれて花
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第七回連句協会賞佳作
八日立・かびれ連句会ｖ

秒々と吹く埴の玉笛

ナォ耳成も畝傍も昼を霞むなり

悌の醒めては消ゆる停さよ
一夜の夫は征きて還らず
人ごゑも足音も基徒空耳に

渓

節代

幾

佳津子

爽

吉兆としも鳩が翔つなり

佳津子

歌仙﹁雪の奥﹄

巫女舞に冴えて妖しき鈴の音

小畑恵子
伊藤延子

頬をすり寄せ啼ける仔羊

冬﹃

腕の時計がちりちりと鳴る

渓

幾

羽場桂子
小出民子

渓

佳津子

咲き満ちて静もる花の明るさに

昭和六十二年三月満尾文音

鞍を置かれし木曽の春駒

ざわざわと野外保育の列くづれ

″

新人類といふならば言へ

冬﹃

小松崎爽胄捌

果てしなき夢に開きし世界地図

爽

手術の医師の白き群像

小松崎爽青

逆立ちの家建ち月を笑はせる

田川節代

雪の奥雪降り雀昏るるなり

西幾多

ナゥ吹き晴れて山並の朝爽かに

実に毒茸は笠の紅きよ

ぐらりぐらりと揺らぐ湯豆腐
兄弟のよく似し癖のをかしくて

木崎節子
井上佳子
引地冬樹

答案なれどまんが文字書く

月光に濡れて家路を千鳥足
案山子と交はす軽き挨拶

節代

″

移り香こもる文を抱くなり

ゥ仲のよき医者と坊主が菊くらべ

渡辺芳子

滑川美智子

上田渓水

新井佳津子

幾

うらみ言猫に聞かせるあはれさよ

経を調しつつ居眠れる婆

とろとろと煮つまってきし鍋のもの

男世帯に子供三人

幾

久代好子
松崎五美

宿題をもてあましゐる夏の月
向日葵の絵が紙をはみだす
狂ひしと噂いつしか広まりて

安達太良の天今日も晴れをる

佳津子

冬﹃

幾世を此処に亀の鳴くらん

花守は白髪めでたき滝桜
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第七回連句協会賞佳作
八東京・鹿の会ｖ

脇起歌仙﹃雄の声﹄
父母のしきりに恋し雄の声

い

咋鷺煽哩孤一１毛元や州いい

へ〃〃１１必下ｌ４ｊ

声
宮下太郎捌

黄川田美千穂

松尾芭蕉
芳田龍子

春炬燵田楽味噌の味は濃く

畑村春子
山田章子

淡雪とけて伝ふ槇の木

月明に屋根行く猫は立止り

美

加藤美智恵

祝電打ちし連句大会

不意に消さるる秋のともしび

龍

一早

ゥ落し湯のシャボンの香り鉦叩き

人の噂に耳聡くなる

宮下太郎

修行僧恋を知らずに清らかに

赤い小石と青い小石と

春
冒
肯

月の精月下美人に降りたまふ

ジャンケンの声呼びかはす帰り路

お化け出さうな崖の洞穴

美
春

龍

一早

太

宙心

水胞眼は口をぱくぱく
朝早く窓に流るる売上税
潮じめりせる三陸の浜

花曇り大吟醸を携へて
草に座れば孕鹿来る

え赤目の逝勵天小１１１急楠ｑ︑拷令戸へ

ナォ風船は糸つけしまま青空に

笠雲かかる富士の頂き

〆

ときじくの香具の木の実を探さんと

一早

美

太

音

〃和製湧晴︾が旨ご

初夢は見しが忘れてしまひけり美

Ｉ徐福の墓 は今もあるらし

手焼煎餅届く松過ぎ恵
半襟箱は母の手造り美

嫁ぐ娘の色まさりゆく日数にて春

身の程を知らぬわけではないわいな太
女
心の苅萱の堂章

夕月に精進料理早も出て春

関所の跡に記念撮影︑︑美

瓜くれなゐに種はじきそむ恵
ナゥ雁や轍に減りし石だたみ龍

雀にまじりうぐひすの鳴く春

何やかや手捌きのよき浪速っ子太

夜あたたかき風が吹くなり章

花篝温舞ひ出づ神の庭恵

︵於・高野山普賢院︶

昭和六十二年三月二十九日首尾
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ワク７ン珂

︑可部

典

第七回連句協会賞佳作
八東京・東京義仲寺連句会芭蕉庵の会ｖ

歌仙﹃いかに見よと﹄

万両垂るる古池の橋

九十歳が自転車に乗り

ナォ瓜坊の縞くっきりと春たけて

このあたり実朝の墓虚子の墓

風狂を天明調にまぎらはし

死しての後も恋の道づれ
横櫛に役者模様のしどけ帯
鳶が輪を書く夏場所の空
局藤馬山人捌

﹁外郎﹂が菓子の名となる世の中に

侭包ナゥひよどりが鳴けば平次の銭が飛ぶ

くったら市で財布すられた

大屋根を伝ふ黒猫月に吠え

ハイテク野菜季節かまはず

呉れると云へど返す勲章

高藤馬山人
久木田朱美子

中島啓世
若松照代

︵ちやんの帰りの遅き夕暮

石飛千可良
中島まさし

処津軽訓りに愛橋を見せ

︵於・

関口芭蕉庵︶
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いかに見よと雪積む庭の芭蕉庵

紙干場尾のある人の覗きゐて

白髪の婆の背中曲れる
雑踏に号外を売る昼の月

川野蓼艸
内田麻子

昭和六十二年十二月三日首尾

明けてそのま塾風光る宮

花篝鬼剣舞は奥の舞

侭お下りの巫女が持て来る貰ひ酒

待たせたいのにまた待たされる

鶯も秋刀魚も皿に盛られて
ゥ錦をば抜けて四条を秋蝶と

小林しげと

あっけらかんと手を握る君

ま

蓼
麻

昭小

馬
朱
千

浜本青海
宮下太郎

あれこれと思案の挙句嘘も出て

飛行機が次つぎ通
這る
る山
ｕの
の嶺
崔
青木ヶ原は野 ざらしの月

ポージョレー・ヌーボー載せてひた走る

駅者の帽子につるむ蟷螂

今ひとたびの出番あらなむ

禅・俳句・宰相やめてくつろげる

若鮎はねて水清らなり

橋脚を一銭蒸気花の雨

太馬麻千朱青ま照啓馬麻し蓼朱馬蓼太啓

抄

第七回連句協会賞佳作
八横浜・瑠沙連句会ｖ

歌仙﹁大
土屋実郎捌

センス抜群青山の店士

ナォ零余子飯舌にえぐさの残り居て郎

ルージュ拭きとる逢引の後代

陽を吸って虹と輝くイヤリング澄

知らぬ間に企業の秘密流れいで郎

外人力士ねらふ横綱羊
甲羅酒せよと蟹提げ友来るし
塒は皇居怖ぢぬ白鳥澄

ひとしきり虎落笛鳴る寒の月し
ファン沸き立ち歌心マドンナ羊

萬年青の根蟇棲みつける大暑かな土屋実郎

藁屋ふきかへ涼し茶道会保坂木羊

ナゥゆったりと鯉泳ぎゐるびいどろ亭し

虫も交りて細き琴の音土屋真澄

夏羽織五つこはぜの足袋はき趨罫ゞ石井瓢士

趣味を同じく旅は楽しき梅村ただし
すすき原連る果てに月昇る栗田年代

三姉妹嫁ぎて手持無沙汰なり代

コアラ見んとて孫の伴するし

米

谷根千といふタウン誌に人気出て郎

薔薇からませしベランダの恋士

耳無し地蔵春泥に立つ澄

ひらひらと雄蝶をじらし雌蝶舞ふし

宗匠の説く芭蕉直参士

花筏児等と競ひて流れ行く代

録釧砕ぶゆ︒︵今可沁

し鋤却却州︲へり︺

︵於・横浜びいどろ亭︶

昭和六十二年七月二十六日首尾

＊谷中・根津・千駄木からとる

同期会夫婦同伴花吹雪羊
核全廃を翼ふ春し

納め忘れし眉長き雛士

半印かけて詰まぬ王将郎

よきものはよし手造りの家具郎

Ｏ

若き日の遠き想や巴里祭士

ゥ台風の予報外れて暇生じ羊

L＝＝

昨Ｉｈｊ〃川岬枠淘桟沁八
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暑

苦吟して暫く忘る神経痛し
地価高騰に悲喜はこもごも羊
停電に月光さやか兎小屋代
推薦きまりギター弾く秋澄
︑

八川恥 小し脈０
？《

入ｌ迫︑寄鄙鹸

昌認言ご汽証貯庁

冒理Ｉ渇呵汁

急渦版琶Ｆ

﹄己南山計きが

﹈露叫料Ｓ
﹄圏關覇副
﹄弓謀Ｓ刑

こい凪

拙寸回﹁侭画藷恥珂﹄訓鯛訴細ｌ岬州︵臨雌聖︶

育爵,胸苛科 ￨ E験氣殆覇肖営、↓濁討謀今↓

玉州
えＩ蝿︑寄鄙鹸

認瓶蕪荊硫甜

霊咄Ｓ湛

堂青蔚
烏計四

局↑叫盟強劃く

観︑ラ則塞

入ｌ蝋︑寺即鹸

函届柑蜘がが

曽四田

胃認ｓ寸丙細貯代

函ヨ洲Ｓ三

﹄︒ｍ↑しひ

画つつ工

ｇ︵︸皿

巴一汁

隠寧雌

﹄胃つ

冒雪Ｅ詳丙皿田

旨﹁いくいく庁菫
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堂皆蔚

匡つ︑向い叱叫

狐

叶

￨岬￨苗

﹄弓溝Ｓ研

勗司匡許汽皿田

胃認端Ｓ異

︺詔煎論Ｓ
﹈弓蕪ＳⅧ
﹈ｓ鷺Ｓ識
﹄圏雰舞寺
﹄露叫臘ｓ
弓﹄共瞭角さ
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B表

第七回『連句協会賞」予選通過作品一覧表
作品名

所属グループ

作品名

所属グループ

117

錐の声

鹿の会

2

66

栗呉れし

伊育苗蕉堂

4

158

いかに見よと

東義芭蕉庵

2

67

あせびの香

茨の会

4

210

大

珸沙連句会

70

旅の袖

奥美濃連句会

3

154

一夜官女

丹

86

雪の奥

かびれ連句会

3

157

山林に自由

東義芭蕉庵

109

峡の館

ころも俳譜

3

193

白

鳥

白燕連句会

143

プラタンの実

草門会

3

200

月蝕領

風信子の会

168

苛薬の

猫蓑会

44

紅

青葉連句会

171

水澄むや

ﾉノ

46

夜の雪

あした連句会

199

詩神託卵

風信子の会

59

紅牡丹

市ヶ谷連句会

' 207
207

天の川

松山連句教室

得点

ページ

5

想

ページ

２

暑

得点

2
２

2
２

２

梅

2
２

２

２

２
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第七回連句協会賞選考経緯

句続いているのもある︒一句ずつの着想は結構面白いのだ

が結局は︑はじめの話の続き︑つまり足踏みをしているの

だ︒また短詩の競演に終っているものもある︒いわゆる空

僥の付の成功は作者は満足でも全部がそれになってしまう

連句協会賞事務担当

◆予選は協会常任理事︑理事計二十二名に対し﹁対象作品

とバランスが取りにくくなる﹂︵則子︶

．句一句の付の質の良否を選出の根本とした・式目や詩

は昭和六十三年版連句年鑑所載一七二篇としその中から五
篇選出﹂を依頼︒十八名から回答を得たがその一覧がＡ表

催の常任理事会の席上︑会長︑副会長五名︵但し宇咲副会

性以前の問題だからである︒独創性の全くないお座なりの

﹁作品が一日で成ったものを第一として選考した・二日以

長は病気のため予め選考関係文書を提出︶を選考委員とし

である︒このＡ表に基づき二点以上の作品を予選通過とし

上とか中には何ヵ月にわたるものもあったがこれらには作

て行なわれ︑常任理事も同席した︒まずＢ表による各選考

付句がじっに多い﹂︵武雄︶

品のリズム︑気息にズレが感じられ採れなかった﹂︵荘一︶

委員選出の結果は﹁雄の声﹂﹁夜の雪﹂が各三点﹁大暑﹂﹁雪

その一覧がＢ表である︒予選各委員には別に予選所感を添

﹁月花の句に粗い句が多く丁寧さに欠ける︒恋句は見せ場

の奥﹂﹁峡の舘﹂が各二点と票が分かれた︒そこでこれら五

◆最終選考は平成元年五月六日︑東京都北区赤羽会館で開

なのに形式的に通過している︒文音が三分の二もあり︑こ

篇を含めＢ表の一篇ずつにつき細部にわたって白熱した論

付してもらったが︑そのうち一部を抄記する︒

のことは連句を質的に変えるのではないかと心配﹂︵正寿

議を交わし︑上記五篇のうち﹁峡の舘﹂と﹁いかに見よと﹂

た︒

を入れ替え︑これらを佳作とし協会賞該当作なしと決まっ

郎︶

﹁月花が賞美の対象として詠まれていない傾向が強い︒恋
とはいえぬ下卑た表現の恋句が散見された﹂︵寿子︶

﹁全作品を自他場に分けてみたが中には自の句ばかり六
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回顧

Ｉ
昭和六十三年の連句界

宇咲冬男
六十三年の連句界の一番大きな出来事といえば︑連句懇
話会が﹁連句協会﹂として発展的改組されたことであろう︒

会長ｌ阿片瓢郎︵理事長兼務︶︒副会長ｌ大林杣平︑今泉

宇涯︑国島十雨︑宇咲冬男︒常任理事ｌ赤田聴雨︑秋元正

江︑磯直道︑小林しげと︑鈴木春山洞︑近松寿子︑土屋実

郎︑福井隆秀︑松村武雄︑宮下太郎︒理事ｌ大野国士︑岡

本星女︑川野蓼艸︑唐渡北勢子︑窪田薫︑式田和子︑名古

則子︑柴崎正寿郎︑森三郎︑八木荘一︑山田章子︑山地春

眠子︑柚木治郎︒監事ｌ城戸崎丹花︑小林梁︒顧問ｌ阿波

野冑畝︑宇田零雨︑暉峻康隆︑東明雅︒その他︑名誉会員︑
評議員が選任された︒

以来七年を経過し組織も拡大し︑事業も軌道に乗ったこと

人の親睦と作品の向上︑連句人の拡大などが図られてきた︒

連句興行大会︑優秀作品の表彰などを通じて︑全国の連句

ンソロジー﹃連句年鑑﹂の発行︑東京と関西での年二回の

十一日︑東京・芝増上寺会館に約一五○人が参加して開催︒

浄書されて天満宮に奉納された︒また︑全国大会は︑六月

れた︒この日の作品は︑参加者による宗因忌献句と合わせ︑

の講演会︑続いて九○人の参加により一二席で連句が巻か

巡りのあと︑園田女子大坪内稔典講師による﹁連句の行方﹂

連句懇話会は︑四月二十三日︑関西支部主催により宗因

と︑文部省主催による国民文化祭への参加などが考慮され︑

東明雅信州大学名誉教授の﹁連句の一手法﹂の講演︑年度

連句懇話会は昭和五十六年十一月に連句の現代復興を願う

より全国組織化を目途として︑去る六月の総会で十月一日

賞の授賞ののち二三俳席に分かれて連句が巻かれた︒六十

祭を兼ねて大阪は北区天満宮で関西大会を興行︒大阪俳蹟

を期しての﹁連句協会﹂発足が決まり︑九月に新役員が以

二年度賞は六十二年度版﹁連句年鑑﹂の八一グループ︑一

有志により結成され︑会報の発行をはじめ︑現代連句のア

下のように選任された︒
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﹁石川淳における連句とは﹂︑品川鈴子﹁女流俳譜江戸中期

雄編集︶の連句作品と清水瓢左﹁近頃思ふこと﹂︑福井隆秀

組の関係で十月に︑全国九二グループ︑一七二篇︵松村武

の巻が受賞した︒また六十三年度版﹃連句年鑑﹂は協会改

が︑また特別作品として八かつらぎＶ歌仙﹁四季それぞれ﹂

同八鹿の会Ｖ歌仙﹁ルノァール﹂の巻︵二︶Ⅱ阿片瓢郎校合

同八あらくさ連句会Ｖ歌仙﹁山茶花﹂の巻Ⅱ草間時彦捌▽

捌▽同八猫蓑会Ｖ脇起歌仙﹁葱白く﹂の巻Ⅱ秋元正江捌▽

佳作として八埣啄会Ｖの脇起歌仙﹁初句会﹂の巻Ⅱ森三郎

五九篇を対象に審査が行われた結果︑懇話会賞は見送られ︑

人が参会した︒二月二十一日︑あした連句会では創立二十

東明雅信大名誉教授の勲三等叙勲祝賀会が催され︑一八○

句の連句興行もあった︒三月二十日︑一シ橋学士会館では︑

鎌倉ホテルで催され︑暉峻康隆などの来賓も交え︑表合十

日︑清水瓢左著﹃蕉風連句の髄﹄出版祝賀会が︑鎌倉市の

が歌仙画をかき︑丸の内画廊で一週間展示された︒二月七

スが催され︑東明雅︑高藤馬山人捌の連句に斉藤吾朗画伯

新春丸の内連句会では連句実作と歌仙画制作パフォーマン

が行われ︑伊藤白雲雅が第十世宗匠となった︒一月十五日︑

十五日︑大垣市文化会館では美濃派の﹁麗水社﹂の立机式

載され発刊された︒さらに連句懇話会報︵宮下太郎編集︶

ラーフィクム書店から米国のイルゼ・プラハト氏らと一四

連句に関した出版も盛んで六十二年十月︑西ドイツのク

周年記念同人連句会を江東区芭蕉記念館で興行した︒

は九月までに四三号を数え︑全国各地からの作品やエッセ

人の連衆で巻いた国際的連句集﹃西も東も﹄が窪田薫訳・

そのこ︑磯直道﹁連句とおさかな﹂の論文︑エッセイが掲

イ︑連句界の出来事を詳報して好評であった︒なお平成二

編で上梓︒同年十二月﹁芭蕉連句古注集猿蓑篇﹂が雲英

瓢左著﹃蕉風連句の髄﹄を出版︑氏の生涯の大著となった︒

年秋に開催の〃第五回国民文化祭愛媛卯〃では連句が文芸

行事では六十二年十月十日︑東京義仲寺連句会主催で︑

﹁連句研究﹂主宰阿片瓢郎著﹃連句歳時記﹂は〃連句案内″

末雄著で汲古書院から刊︒同年十二月都心連句会では清水

俳譜時雨忌が江東区芭蕉記念館で開催され︑連句興行と加

を付して再版︑好評︒連句愛好会主宰柴崎正寿郎著﹃文音

部門の中で独立開催が確定した︒

藤三七子︑山田みづえの講演が行われた︒六十二年十一月
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連句のすすめ﹂は十一月刊︒重松冬楊主宰東松山連句会は
連句集﹃松のみどり﹄を十二月刊︒水野隆主宰奥美濃連句
会は連句集﹃満天星﹄を刊行︒阿片瓢郎主宰鹿の会では連
句集﹃鹿苑﹄第三号を四月刊︒窪田薫﹃テクストの疾走﹄
五月刊︒高藤馬山人捌﹃花あんず﹂七月刊︒石川淳︑丸谷
ぱ

才一︑杉本秀太郎︑大岡信による連句集﹃浅酌歌仙﹂集英

るしゆ

社から八月刊︒松山市の鈴木春山洞は八月に季刊連句誌﹃芭

流朱﹄を創刊︒岡本春人は﹁俳句研究﹂九月号に﹁写生連
句論﹂を発表した︒六十二年十月から六十三年九月までの
おもな物
物故
故者
者は
は︑
︑都
都川
川一
一止止
︑︑
一石川淳︑戸塚黒猫子︑清水瓢
左︑岡村米子︑坂木巽︒深悼︒
Ⅱ﹃俳句研究年鑑﹄一九八九年版より転載Ⅱ

一目7Jノ

作

ロ叩

ｌ連句グループ五十音順

八松山・藍の華連句会ｖ

古桐﹃残暑﹄
鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

洞

畳目の一つ一つの残暑かな

筍

秋

月待ちて咲きゐる白き夕顔よ奈
酒倉の杜氏の唄の鄙びたる秋
このごろ流行る炭をつぎさし奈

同級会の回を重ぬる筍

花の枝見上げ温泉にひたる昼洞
ゅらゆらゆらと海市現わる奈

︵於・松山市久万ノ台松久庵︶

昭和六十三年八月二十七日首尾

6o一

米櫃の中さし覗く月

神域の絵馬堂巡り虫間きて
煙草殼撒く待ち呆け喰ひ

秋

筍

洞

春日山焼き人だかりする

洞

『

白方筍子
丸木一秋

思ひつくまま遁げ出せば愛

どうしようどうしよう気を操みて恋

洞

秋

筍

懇く笹鳴を寺詣りする
伝統の餅花飾り奥ゆかし
牛の草蛙を新しくして

筍

実朝の詠ひし荒磯濤をあげ

ウラングーン学生暴動真っ盛り
弥生軸艶めかしうも掛け替へて

井門可奈女
筍

姫蜂飛ぶと抱きつかれたり

秋

カルピスにストローニ本燃ゆ瞳

藍染め緋スタイルのよき

洞

旅先で病気になりし画家死んで

落し文ある散歩の径

Q

八東京・青葉連句会ｖ

歌仙﹃祝婚歌﹄

冬あたたかき夫の故里

祝婚歌洩れ来て柊花こぼす

白い船水平線に現れて
画展支度のビルの七階

木村葉山捌

木村葉山
小田暘子
暘

有馬篝子
峰尾北兎

兎

鯉はねて名月砕く池の面

篝

伊原美代子

酒断ちしより幾年を経し
玉に傷糖尿病になやまされ

峯岸ちか子

木村芳子

オリンピックのテレビ楽しみ

兎

秋の炉焚きて翁くつろぐ

代理ではすまぬ電話のかかりきて

暘

ゥ訪ね来し西ベルリンの古き友

金にしようか株にしようか

ち

篝

川風にのれんの泳ぐ夏の月

梅干ばかりたべて息災

枝

八島美枝子

兎

篝

誘はれて豪農館観るツァー
肥満の猫のうづくまる庭

お日うらうらと信玄の里

ゆさゆさと万朶の花の揺れ交はし

共稼ぎにて築く身代芳

ナォ田螺鳴き煎餅を焼く老の業代

いく度の別れ纂祀も思ひ出に篝
癌を知らずに息を引き取る兎
おもむろに蝿動きそむ白障子枝

路地が吸ひ込む町の北風ち
若者の流す音楽騒がしく代

占ひ師住む暗きともし灯篝
倉壁に拳銃打ちし跡ありて兎

けもののごとく揺るる穗芒篝
綿々と無月の雨の降りしきり〃
黙向き向きにはげむ夜仕事枝

行きずりに聞くポストへの道代

ナゥ単線の旗一本を踏切にち

鶯笛を吹ける幼な等暘

金色に飛天の舞へる太子堂篝

おぼろに見ゆる遠き峯々芳

散りいそぐ花にホテルの暮れなずみ兎

蹄輌誌壮一窪走朋壼︵於・神田・信交会︶
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苗

ハ仙台・青葉城連句会ｖ

歌仙﹁いたちぐさ﹄

・７１１１■■■■■且■■画

／いたちぐさ多き横丁暮れ残る

／笛札ばかり棚の鉢植

小野寺妙子
佐々木志遙

鈴木文男

月かげに心洗わる無一物

福田けい子

長田雅道

佐藤ちよ子

ひよどりじようご手折り来る子ら

妙

新社員靴も 背広も祝われて
天気予報の今日もあたらず

ワ久々のふるさとに聞く落し水

十九の恋の黒髪を柿く

男

遙

書院を圧す襖絵の松

訪問着親の自慢が見えかくれ

庭が導く和敬清寂

け

ち

道

男

遙

妙

け

ち

道

一

緑増す百年の苔雨はれて
月に愛ず呑み口の佳き夏茶怨
円座二つの位置はそのまま
盤上はさながら修羅の名人戦
中 原 誠 ポーカーフェイス
旅の山史実伝説こもごもに

春を惜しんで翁と嘔

臆病犬に急に吠えられ男

ナォ踏音の夫唱婦随や五十年遙
稽古帰りを見染めらるとか妙
稜々と琴冴ゆる宵佐助佇っち

凍つる道ぬくみなっかし屋台鍋け
酔う父のあとおろおろ行きき道

工事車の出入り深夜をはばからず遙

三陸の海巡る観光妙

師の墓前ぬかずく者も老いはじめち

つれづれに織る民芸紬男
萩挿してベランダ越しに月探すけ
松茸飯の香りただよう道

ナゥ神域を歩めば虫の声果てぬ妙

突風過ぎてひと掃きの雲ち

中空にジェット機の音反響し道
見上げる稚児に笑みかける母け

本堂の開け放たれて花の寺遙
飛びおりはずむいま巣立烏男

蹄諏誌迂一牽十型朋二↑甲霊︵文音︶
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八東京・あした連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁紅葉明り﹄
宇咲冬男捌

桜沢マサ枝

宇咲冬男
三沢律乃

峡深く紅葉明りのっつぬけに

月見の習い残る杣が家

すずき

遊学の子より鱸の送られて

律

清水千代子

川岸冨貴子

船出けわしき冬の波止場ょ

無敗を誇る卓球チーム
親善を双肩にして外交官

マ

律

千

言田

冬﹃

マ

ジ

ワ何のかの言いて捨てたる古日記

要ると決めておのれ見直す

門に立ち長持唄の朗々と
木地師の里に最上流るる
瞼とじ少年武士の面影を

御仏さまに盛る柏餅

盲田

千

平穏を祈る思いの梅雨の月
ビルの屋上社旗のはためき

律

言田

千

マ

大事故の陰に救わる小悪党

ああ世は夢か幻なるか

ふらここ軋む児童公園

しがらみを抜けて花散る夕まぐれ

律

ナォ初虹の七色欠けていたりける冬

窓を開けよと野烏訪なう

黒岩選手カルガリに笑む冨

何よりも噂ぱなしが好きな人マ

高原の玉菜畑は広大に千

不安感ずる幸せな時冨

行けども暑き石ころの道律
弁当の五目ご飯に母の味マ

予備校生手編襟巻贈らるる千

キャンセル待ちの式場さがし律
埋々とひと間に月のさし入りてマ

新酒商う角の雑貨屋冨
行き先迷う海外旅行律

心

ナゥそぞろ寒貯金通帳ならべたり千

さっそうとモダンルックも神だのみマ

おたまじゃくしの沼に群れいる冨

昭和六十二年十一月二十五日首

選遁を心にぬくめ花の影冬
巣箱かけたる県民の杜千

︵於・熊谷市・ニットーモール文化教室︶

昭和六十三年三月十九日尾
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八東京・あした連句会ｌその二Ｖ

宇咲冬﹃

歌仙﹁立秋の﹄

柴崎絢

宇咲冬男捌

聴えてくるは竹を伐る音

立秋の目に立ちて殖ゆものの鬚
月見茶屋小さき床几置かれいて
中和
小久保以
西原四石

新仮名遣い足を引っ張る以

ナォ万智ちゃんの短歌きいてる啄木忌和

明治の親は端然と坐す絢

出る釘は頭打たれる慣いあり岩

窓辺に寄ればかかる朝虹以

くださいと畳に額すりつけて和

ペンションの点々とあり森若葉岩

粁余曲折の水の流れる絢
順逆の妹の命奪われし冬

飲めない酒を一息に呑む和

謡う声透きとうりたる夜半の月以

糸瓜の液の壜に溜まりて岩

ナゥ遠出せし冷えをまといて戻りたる絢

束縛のない淋しさもあり和

野性化の鷆寄にわかにふえし街以

お濠の水の深く鎮みし岩
弥生の空の日毎明るく和

玉垣に彩も綾なる八重の花冬

︵於・熊谷市・ニットーモール文化教室︶

昭和六十二年八月八日首
昭和六十三年二月九日尾
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何時か世に出る古き品々
芸事の段の進みし子の根気
カーネーションの大き花束

ゥ店中が鰻の匂い開店す

緋の似合う看板娘

筬音を合図に夜毎忍びきて
やっちゃ場迄を寝ずに飛び出る

廟も菫く冬の禅寺

靴下の片一方は裏返し

円高の世に続く倒産

月凍てて石童丸のすすり泣き

思いもかけぬかくし芸持つ

年寄りのどっと繰りだすョ−ロッパ

仔猫を抱いて無肌顔せし

お花見に雨の俄かに降り出して

岩絢以和絢岩以和絢岩以和絢子久枝子男

のｎ・荊側

八東京・あした連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃烏渡る﹄
絞り晶Ｉく画ｌ滝川卜か〃ｊ＃
Xイユ

宇咲冬男捌

宇咲冬男
樋田初子
大豆生田伴子

代文子
菅谷ユキエ

白根順子
初

来し方のみなやさしくて冬

ワ繭玉のずっしり重き太柱

冬﹃

含
件
文

ユ

順
伴

ユ

順

初

本堂に武者隠しある由緒寺
田楽焼の味噌したたらせ

初

文

花五分の谷間の邑のあわあわと

﹁独眼竜﹂の撮影の汗

磯馴れ松涼しと月の光ゲもるる

手鏡のくもりを拭う息をかけ
しろじろ生まる沖のさざ波

若づくりする年上の妻

約束の品はラケット秘め持ちて

刻まれいたるＷとＭと

港町語り継がれし物語

篭にある竜胆そそと匂うらん
人形の瞳のわけてつぶらに

渡る水の蘇州の水と昏れ
胡弓を聴きっ待てる名月

うゐ鉱水Ｊ１１１

鳥小なっ

古老佗びしと蛙聞きおり

今日も昼から辻占師文

ナォ刑務所の塀に自転車激突し伴

からびし石の灼けただれたる冬

イスラムの金の十字架錆びて行き順

雷が大きな胸に落ちたがり１

男の下駄の鼻緒太くて初
薬を飲めば愛の曼陀羅冬

信じきる思いを深く旅の果伴

めくるめく時間ぴたりと静止する文

日の丸あがる雪のカルガリ初
夢に舞うお伽の国の小人達１
月の醸せるぶどう酒の樽順

ナゥ裏富士の清浄とある蛇笏の忌伴

くるがねいるの深秋の土文
熊谷に埼玉博の開かれて順

ひとの流れの何時か変れり１

ひとつまたまたひとつ消ゆ花篝冬

昭和六十二年十月八日首

絆をかたくあゆむ春の野伴

昭和六十三年三月二十四日尾
︵於・熊谷市・ニットーモール文化教室︶

−65−

渓堂
攪を

伽ら々く１

9②

八東京・あした連句会その四Ｖ

歌仙﹃春の水﹄
宇咲冬男
柚木治郎

宇咲冬男捌

獺魚祭る日日は玲瀧

春の水ひかりとなりて海に出づ

青柳よし宏

斉藤八千代

誘いさそわれ博覧会へ
何処から声中天に月埋々

平本三保子

岩城順子

角田双柿

風︑船葛絶え間なく揺れ

目貼剥ぎカメラ片手に歩むａ〃

ゥ綬畔弓りて酒となりたる御命講

白根順子

田星

万

冬へ

ユ

治

白順子

木暮万里子

菅谷ユキエ

加藤光樹

午前様なる亭主待ちつつ

紫の女へ妬心ただならず
しんと静もる壁の能面

電池が切れて魔人倒れる
花冷えを気象衛星映し出し
痩せて戻りし鴫のひと群

祝ぎ唄の遠くきこえる雪月夜
どんな夢みて熊は眠八剤〃
くつこ飴五円で買いし紙芝居

出湯の里はきょうも満員

若者になぜか人気のレトロ店

るみ

、

ナォ祈りても聖木曜の寧からず八

オランダ坂に夕の鐘聞くょ

異次元へころがってゆく赤い毬岩順

鉄錠のある病棟のうち双

ひまわりが胸に灼きつく旅の果白順

身もだえに噴く汗の幾条治

だましてるつもりが男だまされる八

戸籍というは面倒なもの光

鼈宏︲死に絶えし一族の墓累々と治
Ｉ

ｌ

ｒ

︑

１

１

誰月今宵 塩 で 浄 め た 綱 を 曳 き

１

仏怨霊を裁ち櫓復元岩順

ナゥ秋澄めりたとえば玻璃を研ぐように

︐紅葉且散る安芸の宮島

眉目情しき夏剛・田星

なぜなぜなぜと問いつ問われっ
漢訳の﹁おくのほそ道﹂槁成りて

天地帯なす東風に遣る舟夏剛

再会の句座燗漫の花ぬくし

︵於・東京・江東区芭蕉記念館︶

昭和六十三年二月二十一日首尾

冬光万三双よユ
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八東京・あした連句会その五Ｖ

歌仙﹃更衣﹄
宇咲冬男
蓮見林
山司英子

宇咲冬男捌

関根雪子

１戸︑

ｌｘ丹精の盆栽ならべかえられて

加藤田鶴子

ｊｖ東衣すなわち襟を正しけり

ぐ夏座敷

人の気配に猫がよぎれる
影を濃くして搦々と昇る月

岩上千枝子

鏡を一つ貴

棹さし行けば水の澄みたり

尹つ

英

林

久﹃

清水うた子

ゥ爽やかに漢の唄うカンツオーネ

瞳うるます髪長きひと

割烹着真白く新居つつましく

机に飾るふたりの写真

伊豆半島群発地震つづきたる

圭三

幸三

千

千

田

英

林

何か知らねど銭の世の中

きようも賜わる海山の幸

西鶴も二の句がつげぬ冬の月
火鉢かこんで酒を酌み合う
神棚にもろもろの神祀られて

散歩の足をのばす永き日

晴れ晴れと眩しきほどの花の彩

ナォ松蝉の小径もいつか街と化し田

新人類の店長となるう

バーゲンにどっと集まる女達林

失神をして救急車呼ぶ英

子育ても漫画で学ぶ核家族う
にわかな雨に濡らす乾物雪

︵甚篝這鞘罎羅や蕊筆

ｖ

頼まれて町内会のお世話役千

うそ寒に顎深く埋めるう

ようやく橋のひとつ増えたり林
時待たず西にかたぶく望の月英

営業用の笑みのしみつく田

ナゥ深しじま蟆姑鳴く胸の底の底雪

ファミコンの操作指導は本まかせ千

北窓開き写経三昧林

あしたの道へ溢る春光英

予報より早やばや城に花満てり冬

昭和六十三年六月十九日首

︵於・熊谷市・ニットーモール文化教室︶

昭和六十三年八月九日尾
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Mnけ雌斗 厄のゾゾ

八大阪・あしべ俳譜塾ｌその一Ｖ

歌仙﹃銀杏散る﹄
片山多迦夫捌

片山多迦夫

郷三四朗
大堀鶴侶

上の画廊明るし銀杏散る

空に麿の渡りの相次ぎて

迦

鶴

迦

鶴

一一一

迦

鶴

通勤靴に消ゆる初霜

海を見晴らす腰掛の岩
食の気安さがよき月の宴

蚕飼ふ家代々に似たる顔

白青を吹く風も爽か
焼けぼっくいの煽り止まざる
潤にもマル秘の文を盗まれて
繊指にはさむドライマティーニ

芳しき黒髪肩にすべらしい
桜桃忌など知る人もなし

鵺

ふるさとを沈めしダムの夏の月

迦

一一一

迦

鶴

ボートレースのカヌー転覆

夜空を染めて怒る御神火
兜町金が勝手に踊るなり
大学出れば噺家になる
今は昔長屋の花見賑かに

ナォ雛流す淡島さまに詣でけり鶴

恋の終りの心しみじみ三

マンションに飼はれて猫も諺病に迦

子の勉強に部屋一つ割き鶴
ひと口に食むには大き冬毎三
あたれば死ぬる河豚と鉄砲迦
関門も関釜もありし連絡船鶴

鶴

風の伝てにも槌る明け暮れ三
幾歳か仕事いちづに月も見ず迦

松茸飯の冷一えしｌ断︲﹂一鈩累５

一門を挙りて罷る文化祭月︲く

金縁眼鏡葉巻くゆらし迦

救急車来る音のせはしさ三

ナヴパソコンを習ふにおそき齢となり鶴

赤い灯を振って深夜のガスエ事迦

とっくに過ぎし寮の門限鶴

酌み交す鼎座に落花ひとしきり三

瀬戸大橋の耀へる春迦

蹄諏誌什三蓉叫朋什串窪︵文音︶
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ハ大阪・あしべ俳譜塾その二Ｖ

歌仙﹃初蛙﹄
この巻を謹みて梅瀞翁霊前に捧げる

かへりみる背に朧満月吉岡梅瀞

迦

沈む日も宿も遠しや初蛙片山多迦夫

そこらを掃いて帰る老僕瀞

萬愚節電話してくる人もなし

ナォ槍下の笠掛釘も西行忌瀞

ふところ深く鎮魂の歌迦
風しまきくる雪女かも迦

夢ならばさめよと己が頬打って瀞

はるばると越の里から餅搗きに瀞

聞けばきりなき愚痴の数々迦

鰔鉾を照らして夕陽あかノ︑と瀞
ジェット機よぎる玉兎うすノ︑迦

旧庵の芭蕉も破る壁頃ならん瀞

添水の音に耳澄ます路次迦

醗輌誌迂一毒梱朋一申蕾対吟︵於・賀雀庵︶

又一海を渡るのどけさ迦

かぐはしき青海苔焙る朝餉して瀞

黄塵の下人の出盛る迦

孔子廟ありて湯島の月と花瀞

これはまた止まって居りし腕時計瀞

木深さにありて涼しき登り窯迦
せいふ︒．ｊ

胄轟ザらばる敷瓦踏む瀞

佛法僧のたまさかに啼く瀞

心リブ形ゥ左顧きびし右晒やさしき飛鳥佛迦
坐Ｉ︽い牝けｑｌ可

星霜いつか戦さ忘られ迦
ナゥ何事ぞ聴き返る濫の虎瀞
六経の書は腹中にあり迦

入港の笛出芦ゆ銅鑛鳴りて
式司心浄礫核︾︾︾畳掛粋や︾鍛梱皇︾︾岬ま小ｒ脚１し鋤

待ち兼ねし瀬戸大橋を渡る秋迦

１．メ可訓剖却割棲む金毘羅の奥瀞

相逢ふて息のむ程の美しさ迦

衣桁にかけし振袖の紅瀞

砒に残る治聾酒の酔瀞

散る花に五人男と嗽しけり迦
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ハ長野県・梓川連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃春浅し﹄
宮坂静生
柳沢和子

宮坂静生捌

田々村みす茸

たま

蕾ぎっしり紅梅の枝

ぴんと鳴る湯殿の電球や春浅し
かげろへる日は海原をバラ色に

Ｋｒトセ

ナォ艶やかに煮えたる眼張藍皿にみ

産近き牛ブラジャーをして代

恋人は胴裏赤き紬着る和

︲フ夜這ひでできた子と言はれけり〃
ｉ
そうそくで照らす金毘羅大歌舞伎み
何かの紫が宙に飛びゐて翠
最終の連絡船に酒をくみ教
百尋の蛇夢に出てくる幾

パワーシャベルの月に開く口和

尼寺の紫式部白式部フ

本間美翠
金井教子

鏡に向ひ笑ひ出す貌

月を追ひテレビゲームに熱中し

藁しべを蜻蛉の尾にむかしむかし翠

︵於・杏集落センター︶

昭和六十三年二月二十六日首尾

春愁ふかし雌猫の髭幾

菅公の花のさかりに身をかくし生

千年の眠りさませる泪壺フ
妻現はれて顔の和めるみ

売れて売れて笑ひ止まらぬ代

ナゥサボテンてふ店はメキシコ科理にてみ

大正ロマンのリボン流行和

曽根原幾子

吉沢今代

圏圃の光るさはやかな太刀

落人村は山深き谷

和

教

ゥ高砂の爺よりも婆秋祭
ガラス隔てて唇を吸ひ合ふ

裸婦像を飾りガソリンスタンドは

代

教

幾

ョ−グルト好きミルクプリンも

井口フミ子

今宵こそ鴛鴦の契と無垢を着て

中国の土産の扇子月凍てて

み

︐

明治生れの消えてゆく日々

幾

殺人犯も美容整形

フ

み

う

相場師の手のにらひらと年取らず
咲き初めも散りぎはもよし花の山

うろたへ橋も噂の中
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ハ長野県・梓川連句会その二Ｖ

歌仙﹃雪国﹂
鉄橋の影つぎつぎと雪国へ

炎自在に煉炭の穴

母の折る姉様人形歌ふらん

宮坂静生捌

宮坂静生
曽根原幾子

小林貴子
竹内正子
市川葉
金井教子

舶来の靴棚に飾りて

白樺の梢にかかりて銀の月
夜長の犬の寝そびれし貌

本間美翠

財布の中はカードぱかりよ和

ナォふるさとの創生論に雲雀鳴き教

み

和

かろうじて仕立上りし貝儒神︶正

︐霊濯群曙耀建誇喫貴

湯殿にかけて自惚れ鏡Ｔ巴

本物の刀も知らず殺陣を組むブ
リ社のリストに漏るる政治家幾

カナダより輸入の妊婦服を買ひトャフ

豚の乳房の一つ足らざり葉
酒の名の幻にして月昇るみ

トラックと集乳缶と吹かれゐて責

ｆ新種トンボに曽根原の姓幾
ナゥ秋草の祠に千羽鶴つまり代
たれかれとなく尊厳死恋ひ教
幾

︵於・杏集落センター︶

昭和六十三年十二月二十三日首尾

水温みたり橋の竣工翠

パラグライダー色の鮮か和

花びらをあび寄居虫の重なれる生

翠

教

皇貝

葉

幾

井口フミ子

柳沢和子
三沢今代

田々井みすヌ

一員

通せん坊の辻の笑顔よ

ワ六道の閻魔詣りに出かけたる

くちづけ

タレントの浮気の噂大げさに
接吻さなかポケットのベル

松蝉に半島端の喫茶店

タウンバックの水玉の柄
生涯に寒紅ひとつ月冴えて

筧の氷尾長啄ばむ

研修の過ぎてすぐなる当直医
共通入試不平じゃんじゃん

春の乞食に恵む白米

枯華微笑花ひらひらと舞ひにけり

71−
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ハ逗子．あらくさ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃つゆ明け﹄

１１

つゅ明けの雷ぞと間きて暫しかな

ノノ疵をこめて匂ふくちなし

竹林の似合ふ洋館傾きて
主人いさ参か癖強き人

刷毛ではくごと鰯雲行く

草間時彦捌

″

草間時彦
笠井まを
柳田尚宏
北澤葭
鈴木雪王
内田英夫
尚
″
幸三

ま

葭

ナォ春愁の迷ひてはたと諄の槁

り

向きむきに立つ筆立ての筆

１１４１

葬送のマＩチに手拍子打つ子あ
と

涙の分析塩一パーセント８９

鮒釣り堀りで恋をしてゐる

はざ

紫を絞る娘の脛見えて

ドーバー・カレー海底の道

口説きつったヌひたすらに汗光る

頬杖突いて何を思案ぞ

加混器は豐かさの息あげるなり

折しも届く籠の松茸

皎々と窓を塵すなる今日の月

０■１．ＩＩｌｌｌＢ１００１Ｉｊ１ｌＩＩ０ｌＩｌＩｌｌ■Ｉｌｊｊｌｌ０︑Ｉ負１

行雲流水瞬過愁到

ナゥ蕉翁の墓を色どるな蚤かまど

酒盛りに揺れも楽しき河の上
手紙出したり貯金出したり

昭和六十三年六月十九日首尾︵於・内田邸︶

花の名に鯵金紅鶴富士霞
向ふ横丁に春の日傘が

ノー

柚子刻む手のほの白き宵の月
ゥ蝮はね少年の日のよみがへり

愛体文字のラブレター来し
老ひていよノ︑心はやれる

とんかつの場がるを待てる差向ひ

凍ると見えし禅寺の月

しん︲〆︑といつのまに置く今朝の霜

ま

英

何かと言へば昔よかった

″

サーカスで使へいものにカバがある
白南風にうっぽかずらのおちょぼ口

エ回

一段

まみ

換へ蓋に〆して古釜生きたり

聿ヨ

１
／

葛を買ひ花見えずの吉野行
雲雀のすみか年毎にへり

一ワつ−

ま

尚ま英雪ま雪ま ノノ葭〃英〃雪葭英尚〃

八逗子．あらくさ連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃鯉の池﹂
鯉の池若葉の冷ゆる日なりけり

久々に見る庭の苛薬

必久碧眼の友文樂が好みにて

草間時彦捌
草間時

笠井幸︽

北澤

柳田叩向

内田英

ほうじ茶一の香にた残む雨傘

月天心豐かな實り卓にあり
けら

鈴木幸三

ナォ頑として動かぬチャックひとところま

そこをじっくり説き落すなり葭

英

くすぐったいわいやよいやなのま

宵酒を瞼妖しく狂ひだす雪

しばらくありて遠き雷ま

終電の騨に火取蛾白く舞ひ雪

ゾ

乗鞍を背にしお城のシルエット

南京町に冬の朝粥尚

凍て強し地上げは人のことならずま

×せいては事を仕損ずるとか葭
孟蘭盆の精霊舟に月散りし雪

八海また海の旅そぞろ寒尚

ナゥ秋深きコーラスの名はしわくちゃず英

悔多かりし昭和ひとけたま
魂Ｉ
と身禮それぞれ別に死に葭

スープカップに二つある耳ま
寅さんも見たりやこシの花霞尚

昭和六十三年五月七日首尾︵於・北澤宅︶

春一番で再起一番英
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jv

夜なべ更けたり蟆姑の鳴きゐる

ゥ梢上に秋晴告げる鵤居りて

女ばかりの隣り家に客

焼きたての煎餅頬張る懲はじめ

ぬかるみ道につまづく二人
満ちたりし想ひで絵馬に礼を書き

︑１１１霜を育てる繊き月影

１
〃嗣
北雪原に７免の跡のジグザグと

落第通りラテン
区の中
Ｘ〃Ｘ

教へ子とカラオケの席恥さらし

浅利蛤榮螺常節

川なりに花の堤はうねりゆき
出るの出ぬのと春闘のバス

1

ま雪ノノ尚葭翁夫宏を葭彦
ま葭雪英〃葭〃

(珍帖
ユ'

7

陸．

0

八東京・市ヶ谷連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃冷奴﹂
かたくなに日本酒を守り冷奴

ガラスエ芸夏にきらめく
大輪の泰山木が咲きだして

伴野渓水捌

阿部喜美子

野口里井

橋本多佳子

伴野渓水
山本朝子
家室翠雨
岩崎泉渓

多

ナォ山焼の煙は屋根に流れゆき雨

０６
下町情
緒むすぶ鉢巻泉

ｌ
地
の人の坂道難儀すぐそこに朝

シルバーパスはいつもふところ多
デパートの冷房あまり強すぎて井

鯆も鉋もまだ生きて居り太
ともかくも瀬戸大橋の初渡水

新婚夫婦溢る空港喜

懸崖の菊縁にならべて喜

姿よきパリー女に気をとられ雨
ななめのベレー目立つ白髪朝
さそり座の淡く渦巻く十日月水

ナゥ銀杏の箸を逃げたる茶碗蒸太

衣食が足りて胄薬を飲み雨
絵筆持つ旧友集ふ画廊なり泉

のどくるくると鳩のうら蛍か多
花の道種類かぞえて通りすぎ喜
土筆みつけて摘んだうれしさ水

醍諏誌迂一毒十圭朋一汁型申率︵於・市谷渓水宅︶
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廻り道して区役所にゆき
恒例の我楽多市に上る月
古き江戸図に鳴ける虫の音

雨

朝

水

宣ロ

井

ゥ秋の風二匹の鹿の寄り添へる

初夜をすごせし雅びたる宿
思ひ出の日々なつかしき旅なれば

封印つきし開かずの扉

生八ッ橋は長保ちがせず
旧き家の絵巻にひそむ物語

井

泉

金網かけた大火鉢据え

宮下太郎

凍る月仰ぎながらに寺訪ね
︵その頃の疏開児童はいま五十

一旦口

水

〆米のむすびに涙うかべる

花吹雪櫻田門へジョギング
世はうきうきと春風の中

4.イ

い

八東京・市ヶ谷連句会ｌその二Ｖ

歌仙言曼珠沙華﹄
︽既曼珠沙華オリンピックのたけなはに

国旗はためく秋晴の空
過疏の月大学分校招致して
陶榊唾唯慢於葬鋤輪ふ馴蠣

兄弟力士競ふ夏場所
ゥ吉凶に小型ラジオを手放せず

１︑うれしき文に心ときめく

菫き鞄の車ひきづり

伴野渓水捌

寺と区役所隣り合ふ街多

ナォ新入生机に向ふ肩広く雨

つぎつぎに馴染みのバーが消えてゆき泉

行方わからぬリクルート株水
その昔友とむつみし名なし草朝
揃ひの浴衣やっと縫ひあげ喜

雨

宮下太郎

蹄緬誌せ−︾十コ朋二什唾串窪︵於・市谷渓水宅︶

都の春を牛車練りゆく朝

芽吹きそめたる門の菩提樹多
花の宿源氏絵巻は古からず水

はいるに難き奈良の奥山泉
珈琲は駅裏側の小店にて喜

仮の家に住みつづけたり雨の月朝
通草が熟れて三つに裂け居るた
ナゥ糞のこし鹿の逃げたる獣道雨

勾︵︵纈峨埼噸痙舗鵡踊謡︾

寶かきあげる指の細さよ

喜の字てふちょっとくずした型絵染太
妥

阿部喜美子

橋本多佳子

伴野渓水
山本朝子
野口里井

宣酉

家室翠雨
水
太

多

朝

雨

太

朝

宣目

岩崎泉渓

鯉惑謹潔

水

紺碧を白波くだくエーゲ海

︑好︵色睦靴萄噸圭一詑師諏癖蓉唖唾

く︑

忘れた頃に付句返信

花筏夕べの風に渦を巻き
一寸法師夢むのどけさ
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妙征

ハ市川・市川俳譜教室ｌその一Ｖ

松村武雄句集﹁冬の臥﹂出版記念

膝送歌仙﹃きさらぎ﹄
きさらぎの含みて釘にある甘さ
東風にのりくるうぐいすの声

入学の兄弟同じ徽章にて

今泉宇涯捌

晴

松村武雄
今泉宇涯
藤井晴子
毛塚静枝

都筑智子

クレオンにおう二十四色

爽涼として定年のあと
ゥ校正の朱筆が正す烏頭

静

武

猫のリボンに鈴をつけやる

武

湯かげんのほどよ謡蓋を閉ず良夜

逢坂山の雨雲れそめし

とぎれとぎれの過去の思い出鈴木良戈

ナォ人間の数奇な運命に亀鳴ける宇

オルゴールゅるみて眠きブランデー智

︑︑︑︑︑

雪となりいし年越の窓晴
斗乙句を恋うる久女がいつか師を慕い静
り唇にかぶさる泥鰭髭なり宇
仏壇の父母の位牌の色鎮み智
懇意な医師に頼む一服晴
溢れ蚊を払いて明日は起きんとす静
株の暴落冷まじくして宇

狼の影絵のごとく月に砲え智
さびしきときは独り酒汲む静

ナゥ選考に洩れて了いし私小説宇
宇

智

静

醍銅誌仕一毒誌朋三栖申率︵於・市川俳譜教室︶

﹃︶

・壷Ｊ

智

あちらこちらに殖ゆる苗代上谷昌憲

懐石に海雲ながしの蓋小鉢静
ゴム風船のすぐに凋んで良
花守の横顔唖ふと老を見し武

鏡台掛に絹糸の房智

懐中の写真に笑みをこぼす顔

静

︷子

見聞をひろめるための旅に出て

結納の日は父に任せん
波の消す蟹の交り月の量

武

産土神に参る朝夕

武

宇

最高裁は逃げ水のなか

汗かくわりに儲けすぐなき
遺言を書く必要にせまられて
花掃けば花きらきらと光り合う

76−

ハ市川歌仙・市川俳譜教室ｌその二Ｖ

膝送歌仙﹃蟇春﹄
ししししし

燭の灯に暮春の夜の酔えりけり今泉宇

立ちさりしまま揺るる鍬篭鈴木良
烏の巣のせわしき出入見上げ居て松村武

昨日と同じ話し聞きおり藤井晴
弓張りの月なり男児出生す毛塚静

ナォ車椅子にて公園の椎の下晴
為すべき仕事頭に去来して宇
突然の卒寿の翁の計なんけり静
ネクタイ替えて次のお座敷晴

〆彼らしき背中に胸のとどろきぬ宇
くしゃみ出るまで路地の暗がり静

赫々と梢燃え陶器つくる村晴

静

智

莫高窟に飛天舞うなり宇
入りくる船の目安ののろし山静
ハ節々太き指が稲干す良

力蟻か蕊鰕熊騨磯嘩︲

月代にだらりと垂るる烏瓜宇

識

駅のホームにひびく放送良

最高裁は壕端に立つ智

特ダネの週刊誌すぐ売り切れし宇

この眼蛙にしばし貸さんか晴

花ふぶき今年も沙汰のなき叙勲武

蹄諏誌迂一辱理朋二モョ申率︵於・市川俳譜教室︶

ワヲノノ

秋澄む窓のカーテンを開け都筑智
ゥ何となく遠まわりして紅葉冷

六十才の後家の抵抗

待合せ場所は奥村土牛庵侭呼
禁煙の札あちらこちらに
爆薬に飛行機の屋根吹飛んで

池の面をよぎる蝿娼

曽祖父母涼しき月に訪ねんと

急ぎ爪切る夕食のあと
韓国の政局とみに逼迫し
彼岸過ぎたる硝子戸の中

ゆるき瀬にあまたつらなり花筏

／ひらりひらりと蝶のわたりぬ

静良晴宇晴智良静宇武晴武子枝子雄戈涯

／

ノー︵

伽

ト

八市川・市川俳譜教室ｌその三Ｖ

時雨忌記念作品

脇起歌仙﹃十六夜﹄

今回だけは神も許さむ

今泉宇涯捌
翁

今泉宇涯
島根岳堂
石渡夢八
藤井晴子
伊藤藪彦
伊藤孝子

ナォ不得意の国語・算数・理科・社会夢

点字打ちつつ手話にはげみて岳

外人にやっと通じた道案内田
途中にありし化けそうな寺藪

電話一本ひいてトンネル会社とか晴
／ｉ闇笥女は箒にまたがって跳ぶ孝
おくれ毛のはらりと琴の糸が切れ藪

酒の力を借りて唇づけ夢

留学は熱き思いを断たむため晴

かすかに揺るるコスモスの影孝

ざぶりとかぶる水垢離の桶田
韓国の五輪に出でし望の月晴

ナゥ爽やかな回向の部屋のシャンデリア藪

﹁遊は悠なり﹂講師説き去る岳

塚本田天志
晴

須佐たけしげ

︵於・東京グリーンホテル︶

昭和六十三年十月二十三日首尾

裏山芽ぐむ清談の窓藪

天皇の快癒を祈り花鎮む宇

粗大のゴミと人は言えるも夢

マージャンも究まれば又芸のうち田
田

夢
孝
岳

宇

晴

雨の日に湧く鯏糾の円陣

た

ダムに落す旅路の果ての花筏

歪んでみえる水中の棒
︲０老眼鏡作り直して月涼し
／Ｊ
簾越しなる北斎の富士
／も合憲か違憲か記帳続きおり
／ハ

大臣の椅子をゆさぶるリクルート

ｌイゥ約束の迎えの弟子が声をかけ
手をつなぎ見るルノアール展
１７︲青になる愛の入口突きぬけて

窓下過ぐる雪下駄の音

ハ鱈ちりの煮つまっている長火鉢

万︑１
−匹足りぬ捨て猫の数

十六夜はわづかに闇の初哉
売か０秋加減︾獅彫陶蜘伽吋いい準

、

夢

蜂の巣退治の子等の満悦
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、

夕宅レ

ハ市川・市川俳譜教室その四Ｖ

歌仙﹁おぼろ﹄

肩身にふるる巨き青月

今泉宇涯捌

尾高せつ子

今泉宇涯
湯橋喜美
小倉とし

一壷との出合もとめておぼろ来し

セーラー服の壁にかかれる

石渡夢八
梅田七緒
富樫泰子

入学の祝の席のにぎやかに
造成地成りて地下鉄くる噂
はるかな嶺にひかる初雪
ヴ耳うちの石仏の辺に木の葉舞い

せ

同

宣宮

婚約の済みし指輪をとり出して

小田夫佐恵

人づてに聞く彼の消息

ハワイの海に燃ゆる太陽

伴和子

泰

宣自

少女の絵かかる教室はなやげば

１
過剰情報過
剰１
冗舌

月の出をしばし止めし夕立雲
葉ずれかすかに蟇の退きゆく

と

七

夢

宇

肉親の争いつづく遺産分け
通勤の道につもりし花の屑

マネーゲームの賑やかにして

お茶受けに出る春の洋菓子

自由許さぬあの日あの頃夫

ナォお遍路の身の上ぱなし聞きほれる喜

遮二無二に友の夫を盗みたり七

落ち合う先は成田空港せ

永遠に変らぬ波のおとずれて夢

鯨の潮はうつくしきかな宇

新聞をにぎわす汚職神の留守泰

ナンシー夫人占いに凝る和
うす味に西も東も京弁当七

虫の後より妬矧鳴くなり七

土産にとどく源氏一巻久礼ちえ子
白萩の露のきらめく望の月牛尾清子

長寿をねがう晩酌の膳和

ナゥ地芝居の息の乱れに病得て喜

水泳もカメラも共に銀賞級と
彼岸にたわむ瀬戸の大橋和

烏も噂り魚も吻く清

昂然と空に沖して花篝宇

醗諏誌赴一毒一一朋十垢印鑑︵於・市川俳譜教室︶
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ハ市川・市川俳譜教室ｌその五Ｖ

歌仙﹃光陰や﹄
今泉宇涯捌

同胞つどう春風の庭伊藤藪彦

光陰や紅梅の芽のひしめきて今泉宇涯

ナォ海峡に終航の銅鍵河刷司引割引列澄

腹にこたえる津軽三味線大柿春野

道問えば方言多き婆二人夢

辞書の細字は孫が読むもの田
自由化の交渉厚き壁に入りみ

なんじゃもんじゃと狭き地球に起

老人の性おそるしやまむし酒田

真打ちがさらりと落す艶咄夢
別の世に酔う腕に抱かれ孝

塗り替えられし園内縮図梅田七緒

開通のタウンライナーかぎるえる伊藤孝子

満塁の延長戦に昇る月孝

ゥ熟れ柿に群がる鳥の姦しく塚本田天志

刻々移る台風の報み

棚にそろいし萩の七化け〃

兄と弟相撲とるなり松葉屋善子

ナゥ冷まじくどの関節も痛み出し宇

夕月の異国にありしこと忘れ藤川澄子

誘いに傾ぐせせらぎの音孝

心中と間違られしハネムーン郷みや

芭蕉翁歩みし道はとこしえに起

外れ馬券が中空に舞う藪
兎の耳のＶサインめくみ

流人の墓に貝殼の散る藪

火の山の胎動つづく伊豆の島石渡夢八

花篝めらめら燃えて大鳥居宇
下杉山起誉女

醍輌誌せ−毒冠朋泗串窪︵於・市川俳譜教室︶

牛安産に春醸を酌むた

再選果し村長の椅子須佐たけしげ

凍豆腐吊せる軒の二日月み

柚子香る湯に独りひたりて牧野巌

仏手の上の天︑増︑天

マル優の廃止財テク如何にせん善

脱ぎすてしまま美しき花衣藪
雪間明りに草の見えきてた
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八伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｖ

歌仙﹃梅ケ香﹄

動く栄螺に纒ふ潮騒

梅ケ香に堆書を楯と安らけし
永くるるくる鳩舎過同じ春が来て

舞ひを讃へてぽんと秋扇

石渡蒼水捌
斉藤石
石渡蒼
小出文
山老成
却山山風

自宅の電話はたと忘れる文

ナォサイレンは黄砂の巷鳴りやまず成

北方の領土に触れぬゴルバチョフ嵐

︵海嘩鮭窯ふい廼瀧轆
網を繕ふ老の短日水

刻を打つ時計の中のオルゴール文

膝を揃へたしなやかな指嵐

胎動を認め神前結婚式水

うろたへてゐる小屋のにわとり嵐

月光の町並灘の酒どころ文
友と疲れを解す虫の音水

ナゥ東海道いまを盛りの稲架襖嵐

泥手のままで受ける宅配水

清掃の記念恩賜のたばこ吸ふ文

明治の写真たった一枚水
波が育むやどかりの夢文

ゆきもどり賑ふ史跡花吹雪嵐

蹄緬誌拝一一垂十一一一朋什把申雷︵文音︶
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空の碧さを飽かず見てゐる
遮断機が上りし先にまるい月

ゥ思ひきり毒茸を蹴る反抗期
耳朶にある小さきはにかみ
嫁入りは村のしきたり馬に乗る

青函トンネル成る日眩しく
堀りつづく土竜一族引越して

四千年の積る貝塚

身の疲れ月に散らして夕涼み

月下美人に喧せて眠れず
ドリンクを飲んだ飲まぬに壽ひて

覚れる椅子の風の情しさ
咲き初めの花がくすぐる露天風呂

海胆を肴にさしつさされっ

水文嵐水文成文水嵐水嵐成文人子子水嬰

〜
一

、

ハ茨木・茨の会ｌその一Ｖ

子規研究家坪内氏と一座

歌仙﹃子規山脈﹄
東風はる趣蓉津規山脈鋸り吹きにけり

ふわふわふわとまろぶ猫の仔
１１・

４４．も︲︑ｂ１ｋｌエーゲ

つっかけ下駄の鼻緒のきつさ

蕨餅隣へわける気になって

近松寿子捌

近松寿子
坪内稔典
出来千恵
横山康子

稔

天野律子

潮騒の遠ざかりゆく月の浜
睡むる茸の夢のはじまる
ゥ秋冷の仮宿で読む鏡花伝

康

寿
千

理

律
稔

雪の深さに愛埋もれず

郵便受けの昨日の夕刊

狂いたる時計をはめて父出奔
にこやかな詐欺師を照らす夏の月

康

寿
きい

酒あふれさす献杯作法

理

律

千

異人街さまざまな衣ゆき交う製

托鉢の頬まだ柔らかな
暁の闇のまつわる残り花

径畔をぬい響く噂

ナォぶらんこの軋み心の軋みとも寿
フリル揺らしてとんと跳ぶ溝千

ふところにあるはあなたの文ばかり康

っと口ずさみ﹁黒髪し
﹂ぴの姿媚理
耳奥にとどまり短まい声ふとし律

縁切り願い鳴らす神鈴寿
丈高き草絡み合う河川敷千
民兵たちは銃を構える康
砂あらし蝿の寝ぐらの在り処理
微熱がつづく淋巴腺炎律
孤り居もよし此の月をひとりじめ寿
宇野重吉は柿の木の上千

ナゥおおらかに翼ひろげて鶴きたれ康

道具屋の灯りの隅にかがまりぬ律

︑薩摩出水の手がき地図帖理

／元禄の香と明治の匂い寿

もゞ一

若鮎のぼるせせらぎの音康

緋毛既ゆたかに延べて花点前千

︵於・大阪天満神宮︶

昭和六十三年四月二十四日首尾
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薗理恵

〃叶う″とでるまで恋を占い

ｌｊＬＧ宮︶

長電話十円玉もあとわずか

1玄#券

一禄
毎

､

ハ茨木・茨の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃澄む水﹄
伊藤妙
辻岡久子
林善代子
小倉泰子

澄む水に別れては会い旧街道
村外れまでつづくコスモス
かたじけなくも受くる師の杯

妙

名月に謡の声の身にしみて
椅子の上に皮ジャンパーのまるめられ

久
圭皇宮

あたたか過ぎる今日のぼろ市
ゥぴったりと背に眠りたる子の重さ

泰
妙

それも忘れて孝夫はいいわ

久

ごめ

海猫飛ぶ浜を船は乗り出す

一皇宮

作業着のつなぎたちまち板につき

帰省待つ老い父母に逢わすべく

泰
久

妙

泰

心焦れどバスはおんぼろ
横たわる万里の長城冬の月

関出づる時きらめく涙

妙

いななきて馬の列わく地平線

サザーｆ１ｆｌＩ１︲ＩＩＪ︑■Ｉ１ＩｊＩ

楽の音未だ耳に残れる

久

一豆冒

童話書くペンもて指して飛花落花

春の紙凧遠く動かい

ナォ村中に噂広まる茶摘時喜

昭和からさらりと平成元年へ妙

寸幻秘書のせいには出来ぬいろごと泰

テレビ見ながら叩く七草久
懐手人を顎にて使うくせ喜
松葉散らしのご祝儀袋泰

ようやく起きて朝のシャンプー久

庭園の中に寄り添う陶の鶴妙

刻告ぐる鐘今に聞き止む泰

秋暑く﹁奥の細道﹂読み通し喜

キッスで殺す刺客もあるぞ久

それとなく密議をころす月の宴妙

要らぬ買物またもや増やし泰

ナゥかにかくに病をかくせる薄化粧喜

乗客のぽつりぽつりと降りる駅妙

おき忘れられ栄螺つぶやく喜

づと

山苞も取りそろえてや花床几久
行き交う影もいつかおぼろに泰

報銅六忌三辱卦朋津︵文音︶
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八東京・ＮＨＫ文化センター東京ｌその一Ｖ

歌仙暴口堂当の道﹄

確瞬ナォ雛納めあわてて通夜の用意なり〃

あけたて毎にきしむ蔵の戸た
内乱の南アを訪いし法皇の和

今泉字涯捌異国の言葉胸にせまりてと

思い出の写真にそっと口づけしせ

梅田七緒月明に老松の影くっきりとせ

哲学の道踏みしめて晩夏かな 今泉宇涯衣を透して姿態あらわに夫
伴和子金メダルソールの空に輝やけばと
ぴたりと止みし夕蝉の声
つぎつぎに脚高膳のはこばれて 須佐たけしげ暮色にひびく閉会の鐘六
老舗を守る女三代 久礼ちえ子打ち寄せる波がつくりし洲潟にて夫
伊藤孝子︲兵焦点合いし初鴨の群和
十六夜の絹織りあげて華やかに

秋深き雲細く流るる

″

ナゥ涙してさんまの苦き春夫の詩〃

猪瀬六郎恩師かこみて今年酒酌むち

七献血を求め駅前しらゆり号夫

ゥ奥久慈の山脈うつす崩れ簗

じっと見詰める相愛の仲
旅枕傍の人をしかと抱き
さまよいて泣く猫が一匹

小田夫佐恵ずたずたに裂かれし古き花の枝宇

︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶

昭和六十三年十月十七日尾

和昭和六十三年八月一日首

六堂塔高き青麦の果た

た心ゆたかに陶芸展へ〃

孝大正生れ遊び下手にて豊島満子

ドームに残る余韻搦々

荒神を海におさめて祭り果っ
かそけく爆ぜて燃えつづく梢

寒月を杜にしずめて村ねむる

尾高せつ子
夫

小倉とし
︑

せがまれて昔話をくり返し
むし歯の痛み少し忘るる

浦までひびく鶯の声

ち

降りしきる花びらを掌に受けともて
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八東蝋・ＮＨＫ文化センター東京ｌその一一Ｖ

歌仙﹃鬼灯市﹄

雨にけむりし風鈴の音

継橋のほとりに鬼灯市立ちぬ

今泉宇涯捌

沢口てる子

今泉宇涯
鈴木いと
吉岡三重子

夏休み子等はそれぞれ夢もちて
ブルートレイン地図の端まで

爪びく琴に虫もかそけく

山の温泉のあふれるばかり今日の月

玉置美乃
古山春生
笠間文子

飯田信子

文学論で炎ゆる君の瞳

〃旅にして馬篭の宿のそぞろ寒
夜を徹し二人の世界ひろがりて
固く手を組みロンドンへ発つ

水谷寿美

美

″

て

美

い

かさみゆく国際電話の請求書

大量輸入の新鮮野菜

森閑と門柱照らす冬の月

遙かの峰に臭の鳴く

文

締切の迫りし稿に追われいて
コンピューターのトラブル多き

い

上役がすわれば上座花むしろ

赤き風船胄空をゆく

ナォ閉園のベル鳴りわたる日永道寿
マナーの悪しきドライバー居て美

ビルマ国内紛デモの大群衆い
はるかになびく飛機の航跡信

眼ナ裏に描く愛の設計て

夏痩の鏡の貌の子めき文

ほとばしる熱き思いに枕ぬれ信

愚痴る話を猫に聞かせて寿

晴れし露地チリ紙交換声高く三

川より低き佃煮の町文

繊月のいつしか消えて深闇に信
木の実の落つる音のみ間ゆい

ナゥ出稼ぎのあるじ偲べば秋時雨て

箒目すがし朝の参道春

万歩計付けて又会う顔馴染寿

父の背中でねむる幼子て

春の雲過ぐ国原の奥三

千初の谷の向うの花霞宇

昭和六十三年八月一日首

昭和六十三年十月十七日尾
︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶
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鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

"か

ナゥまのあたり咲くすべりひゆめで山内てる女

昭和六十三年九月七日首
昭和六十三年九月八日尾
︵於・松山市二番町明治生命ビル６Ｆ︶

霞の中へ赤き自転車て

薄墨の花の枝垂るる里輪なり洞

ｊ０１ノ−

いつも小脇にミノルタ７００美
停年の旅にまとへるアノラック火
世事にはうとく生きながらへて夜

月瀝きし納涼船に楽起り貴

I

八松山・ＮＨＫ文化センター松山教室の会ｖ

夕些う７ユュ→鄙ｌ御﹃秋海業﹄

踏みゆけば秋海菓の庭なりけり
石丸律子
白方筍子
古川任子
芥川良美

尼住みたまふ月光の庵

鈴虫
のすがるる声の鎌倉に
こぎれ
古裂っなぎて君の衣縫ふ
鮓圧して愛染様に恋たのみ

守口津夜子

お

ゥしとしとと雨の降り続きゐる

森風女

散歩は同じコースとりけり

リクルート事件展開新場面

田中一火女

藤村責美

輔祭の酒ふるまはれ

夜

皇宮︿

鈴木朱庵

うすき日を浴びて仰げば帰り奄

一便のバス通り過ぎたり

アォ野球拳女サまじへて面白く

武田玄女

寝乱れの朧は肌に柔らかく

霞

火

遙々と見る逃水の美しき
人妻なりし蒲公英の紫

一朱
美

︑

顔洗ふ猫濡れ縁にゐる

茶柱を噛み引揚げの回顧談
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︑や背

遜遂
気

“

私にもサラダ記念日私なりに章

八高砂・黄鐘連句会ｖナォ舂服のマネキン並ぶ飾窓生
衛兵交替丁度はじまる代
歌仙﹃水無月の﹄
／釣書の家系学歴不足なし
加藤三七子捌多鼻の詩人の恋物語皆

水無月の遍路に海は傾けり加藤三七子２妖婦と言はれ蜂の一刺ズ

身をほそうして飛ぶ夏つばめ岡本星女遠慮など無用とジョッキ重ねつつ葉

青東風の夕べとなればおさまりて岡本春入明日の予報は曇のち晴み
下駄つっかけて庭一巡す岡本章子鹿の声聞かんとひとり旅枕七

月光の流るるピアノピアニッシモ山田八重椿柚味噌ちょっぴりつけしお握り皆

１は１
名取り披露
文化の日なり永井一子交番の巡査っと出て月仰ぐ葉

ウカトレアに大きなリボンカード添へ岩井双葉女末公開株めぐるいきさつ生

︲小町に通ふ九十九夜を木下ローズナゥ豊礫として仁左衛門顔見世に星
夕愛称を呼び合ひ偕老同穴と冨田弥生おませのしぐさ母にそっくり椿
アロエ一鉢医者いらずなり下田喜代お土産の博多人形おちょぼ口ど
教室にスロークイック踏むダンス井上皆子雛の菓子の舌にとろける皆
朝早くより鳰鳴く中島ふゆみとめどなく花散りふぶく夢なりし七

︵於・寒菊堂文庫︶

枯芝に月の光のさやさやと竹山みどり絵葉書に巴里しのぶ春愁

ロ秒ンの作の考へる人星昭和六十三年八月十九日首尾
マイク向けられ無常の涙せき合へず岩尾美智子

復活祭は雨となりにしど

Ｙ

歩行者天国エープリルフールよ智

富士晴れて花燗漫の鹿島立ち椿
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K、

ハ郡上八幡・奥美濃連句会ｖ

歌仙﹃水烏﹄

てのひらに享く山茶花の紅

水を出て水鳥濡れしとも見えず

ｘ飛行機冬麗の空わたり来て
疎にして時に洩らす天網

手﹂具ノ

水野隆・捌

服部一放
別所眞紀
加藤三七子

水野隆

川野蓼艸
松村武雄

銀盃の中ぷ
海海騒
騒ぐ
ぐ秋
秋

描きかけの月を残して珈珈齢の香

子

工藤繭

か ん い う Ｉ き ︲ｌ咄発勾／

ゥ支那椴子帯に ゑらぴぬ西鶴忌
閖遊亀遊一の 記憶はろけく

ナォ篭の刻嵯峨のあたりの鉦叩く
ち

凄まじきもの無財の七施

うたびとの禿びし筆先かがよへり

還暦の日に適ふＧパン

ひく少女の掴の唾じざ

また

青葉木菟父の轌生全けきや
眠儀式薔薇をむしり

内佛もま一た観世
﹁

ＩｌＩＪ

うみの砂の園痕芦の
−壷みな躍る豊年の

名張より海柘榴市までの十三夜
キリコの騨のベルが鳴る鳴る

ナゥ革命をコオトの衿を立てて言ひ

手袋はめて鼠とる猫

老獺のゆっくりあける雛の酒

紀

松村あや

つか

耳輪鳴り出づ闇重たかり

星の軌道の楕圓うららか
″

文学盤のアラビア数字逃げだして

あひ

彼岸此岸の間のすずしさ

雄

艸

み

昭和六十三年十一月二十五日首尾

躬を染めて過ぐ蒼弩の春

笛紫惚音につ

たま

杉の秀を触れて散るなり花の魂

雄

くるぶしに翼あるごと少年は

弓
み

まほろばの墳のほとりの草いきれ

二次元の象四次元の犀

隆

艸

はこぶね

泥眼の面打ち抜けば蝶

紀

方舟の夢に浮くべき軽さなる
月蝕へ花果てしなく零れゐて

紀

せいめい

透明雅魚の孵る清明

k

？Ｉ１

︵於・原宿︶
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五づ胎を就

隆子紀雄繭隆ノノ艸放や子雄隆紀放雄繭艸

八松山・小野連句会ｖ

歌仙﹃桜葉に﹂

へず
︑１１冷泉を焚けるけぶりや桜葉に
山畑遠く鳴ける郭公

重松冬楊捌
重松冬﹃

佐伯飛

中須賀畦

倉本隆
渡部伸

野中史

ナォ浪人の今春眠を堪能す介

歯科の予約をとんと忘れし奥村百合子

そのま畠の洗濯物は乾きをり居

Ｉ

﹁猫が入るから戸を閉め﹂とある楊

梅雨明けを青沖縄へ出で発ちて介

将棋すましてよりの夕食百

悪口の言へる同士の仲の良さ居
つひほださる愛押しの強さよ楊

抱きよせダイャの指ぞっと噛む百

ｌ

燈籠流し準備整ふ居

旧師の一語のこる心底介
与力松天に昇りて清き月楊

中国弧児の里帰りして介

ナゥ汐騒に耳のとらる與雁渡し百

経済の成長なりに飢餓援助楊

皿の煮豆が垣根越しくる居
曲水の宴開かる畠花の下百
音を残して霞む飛行機介

︵於・松山市小野公民館︶

昭和六十三年五月二十三日首
昭和六十三年六月二十七日尾
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いつの間にはぐれし友の帰りゐて

あっけらかんと家で独酌
港湾を見下ろす景の宵の月

車ゆき交ふ道のや皇寒

ゥ足とむる高石垣の穴まどひ
痩せしと言はれ嬉し悲しも
カップルは喫茶の席に手を握り
カーテン引いてひそと寄り添ふ

舌出してゐてもわからぬ電話口

米ソ色わけしたる地球儀
杜の空星屑散らし東つる月
ジョギングの列すさぶ木枯
中年もエアロビクスに精を出し

自然野菜を買ひにわれ先
落剥の堂の裏側花のひえ
日永をまれに鶏の歌ひて

楊居香介烏月楊居香介烏月楊居介烏月楊

八松山・おぼろ連句会ｖ

脇起歌仙﹃蒻翠に﹄

蒻翠に梅雨月ひかりはじめけり

鈴木春山洞捌

飯田竜太
鈴木春山洞
米田ゆたか

高橋乱水

水の間こゆる紫陽花の毬
夏だより北の国から訪れて

歌仙連衆三々伍々に

長井南茶亭

原爆の日を語る語り部

有明の窓には木々の影見ゆる

ゆ

ゆ

洞

一宮苧

洞
水

自転車踏んで往きし悌ゲ

水

ひと

ゥ掃苔の女に会釈をおくりたり
震筒井筒ｉなるあなたとわたし
唇と唇恥らふ肩をそっと抱き

カルメン踊るジプシーの群し

根なし草明日は東かはた西か

洞

洞

吉宇

ゆ︑

水一

一自手

投げ遣りにストーブ燃やす小屋の月

餓え狼の遠吠えを聴く
新型の間接税に政治ゆれ
ひと

他人は他人にて我は我な〃︲
付けさげの派手と思ひつ花衣

蒲公英の紫飛べる畦道

ナォふるさとの温泉の郷卜の丘霞むゆ

酒酌み交はす赤のれんなり水

鳥居建てお袖狸を祭神に亭

しあはせ

息子案じて祈る幸福ゆ

サングラス外して覗く掲示板山本修
ビール傾けハワイアン聞く浅木巨牛
遊園地いつか立ち去る昼下り今井弘

むかし馴染みと寄り添ひて行く梶野浩楽

あの時のあの喜びを取り戻し洞

写真の色もセピアと変り亭

七夕竹に結ぶ短冊ゆ

咲き初めし芒の先にかかる月水

弘

古きポスター引き裂かれたり牛

ナゥ熟年となりし男のそぞろ寒ム修

富士山を横なぐりゆくブリザード

猫の和毛に吹く春の風亭

大なる仕事成せし嬉しさ楽
戦争をに知
らざる世代花盛り洞
こげ

︵於・松山市大街道・夢茶︶

昭和六十三年五月二十八日首
昭和六十三年六月二十九日尾
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ハ神戸・海市の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃天の河﹄
天の河星への道を間はれたり
ン
有明ちかく匂ふ麺パ麹
種

鈴木漠捌

永田圭介
鈴木漠
三木英治
圭
漠
英

笛を手に秋祭待つ風情にて
声の去り行くゆるき山坂
聖なる火捧げて走者伴走者

濤の愁ひに夏風あをし

鏡の奥に虫すだくなり

漠

英

漠

英

圭

漠

英

圭

Ｉ

ゥ麦酒あふりなほ渇きたるものありゃ

エーゲ海ゆけ恋こがれ人
貞節は深き潮の香に出でて

語り伝へよ夕映の雲

名優のかのおもかげは白露の
かねの音ひびき乱れ駒うつ

圭

椅子に本置かれて久し月皎々

束石めくや瀬戸の嶋々

漠

英

圭

みをつくし八百八橋橋尽し
不惑越ゆると噛む蕗のたう

浮きしづみ霞む花べにほろ苦く

ナォかげろふにいづれか生の道しるべ圭

草原はるか民の興亡漠

ロマ︑ネスク

浪漫的なる歴史学教授あり英

幽玄三昧凝り性に泣く英

炉の火の精と憩ふひととき圭
陶房ははや風花の舞ひ初めて漠

耳朶透るいとあえかなる歌声に圭

日々に移ろふ人の世の恋漠
アンドロギュヌス
原宿に両
性具有者懐任す英

柘榴にひそむき紅き世界苦〃
月負ひて鉄路鋭く闇を突く圭

穂波の中に出会ふ野仏漠

ナゥ酔ひて笑む桃源郷に友はゐて英

謡ふがごとく電話帳読み圭
魚河岸の入日に犬の影長く漠

蕩児の帰館まづは祝着英
調へし髪に花散る冠木門圭
袴凛々しき今朝の卒業漠

醍諏誌せ−蓉壮朋霊︵文首︶
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ハ神戸・海市の会ｌその二Ｖ

歌仙二言﹄

おほあした

雪は天の愉悦地の富大且
化粧仕上げは初茜なり
微笑する春の女神も艶めいて
われか胡蝶か夢に舞ひ居る

あらは

鈴木漠捌

鈴木漠
永田圭介
漠

一一一木英治
１

頸なるものみな潜む朧Ｉ影

英

圭

をさ

漠

おこ

千鳥あし踏む長たちのこゑ
をんごく
ゥ遠国に革命勃りつつあるを

天馬翔びかふ星月千里

いまだ見ぬ異郷の空を懐しみ

胸奥にてもさはぐ裸木

圭

漠

英

圭

漠

圭

草の架吹かれて行方定めなし

漠

︒獄に遺れる志士の恋文

猫も身震ふ秋徽雨なり

英

英

しのぶ宴や夢の盗人

圭

息白しやけっぱちなる道行に

私淑せる詩人旧居の枝折戸に

漠

つい︑ゴ

土管を洩るる水ののどけさ

霞着て万朶の花に枕する

人声絶ゆる高みなるらん圭

サポン

ナォ石鹸玉家並みうつして笑ひけり英

夏の悲劇の幕切れは凛英

踏み迷ふけものみちかと思はれて漠

あさ

英

百合二輪吐息のごとく香り立つ圭
玻璃戸隔ててくちびるに触れ漠

ひてう

恋ひしさに文結ぶ姫昧爽の垣

ハンガン

とほ

漢江かなし飛烏の旅路〃
語り部の語りをへたる荘き眼に圭
月の鏡は隅なきものを漠

名曲に古酒の味はひ深沈と英

舞ひくるめきてまた一葉逝く圭
ナゥ垂直に生きて父とは弧独なり漠

髭慨然たる哲学の杖英

幾年を思ひ形而下のみにあり圭

わがふるさとは海市なるべし圭

霊と肉との和む絵草子漠
噴水に時踊るなり花の庭英

蹄輌誌拝一垂十弐朋澤︵文音︶
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八東京・香保里会ｖ

中村一輪子

歌仙﹁夏鶯﹄
夏鶯昨日は別れの声なりしか

輪

伊藤襄
野口里井

野口里井捌

ら−めんに具をたっぷりと盛り

輪

井

襄

麦刈りしあと晴れ間つづける
新歌仙巻きはじめんと誘はれて

月の家漸く更けし戸を鎖せり

電話のベルに秋の完し

ワ鶯船にひきもきらずに客の声

井

襄

井

襄

中年才女天婦羅を食ひ

莫連者の末は泣き出す

手を握る時の二人の嘘まこと
ＪＲも赤電話までカードなり

井

井

襄

襄

癖字の葉書出して背の冷え

襄

ボタンを押せば金がじゃらじゃら

旅すこし無理がたたりし不調音

寒月に新刊辞典購ふて提げ

昼日中より変な夢見し

襄

井

花の山朝潮関を見かけたり
厚きビフテキ食ぶる春宵

ナォ卒業といへど大学待って居り井

もう痩せ脛のかじる余地なく〃
政治家は濡れ手で粟の大儲け襄

辞職で責任とれと陣笠井
ある日ふと浴衣の肩に老い見ゆる襄
百日紅の幹のつややか井

俳句集送られてきて持てあまし襄

天上天下唯我独尊井

借金取りに隠れ場所なし井

スカートを短くつめてラブソング襄
さっぱり来ない待ち兼ねの縁井
親たちにそつぼ向かれて月仰ぐ襄
おほらかに鳴くえんまこほろぎ井
ナゥ地芝居に熱海の浜の絵の遠見襄

足早にバス停までは来りしが襄
いつもの犬に萌えそめし草井
短冊に一枝の花の添へてあり襄
旧派もどきのうららかなほ句井

蹄榊誌廿一一︾十弐躯一汁誌甲誇︵文音︶
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八京都・かすみ会ｖ

歌仙﹃爽やかに﹂

森島香代子

隅田啓子

す

爽やかに湖見えて来し山路かな

雲走る空眉引の月にして
姉妹揃って童話集読む

啓

西村すみ子

渓の音炉辺の仲間遠慮なく

香

憩へぱ寄りて群る赤とんぼ

更けゆくままに楕火くづるる

太る鯉泳げる池に舟浮かべ
枝ぶりのよき松の景添ふ

遺産相続とまどふ姪に
結婚に反対されし話など
むかしは昔友の恋沙汰

す

香

す

長江澄

ゥ変多き世に永らふる幸不幸

喜寿ほぎて比叡の良夜を賜はりし

啓

す

啓

澄

澄

啓

澄

孫より受くる菊の盃

香

愛とふれ合ひ京都国体

園児たち赤い羽根挿し胸張りて

春風頬に鳥語やさしく

車椅子に老妻のせて花の寺

家に帰るやキーたたきづめ香

ナォパソコンに凝る息一人うららなり澄

車窓より浅問はすでに雪を被てす

半年かけて成りし縁談啓
女となりて夏の朝起く澄

結ばれてみつめあふ瞳の輝ける香

赤飯に祝はることも恥かしぐ啓

御病状とて日に三度聞くす

御平癒を祈り記帳へ砂利の道澄

無心の月はただ僅々と香

秋草の千曲川原に石拾ふす

濁り酒待つ岸近き宿啓
ナゥロついて出る方言のなっかしや香
親睦会に博士の講演澄

難聴の我は睡魔におそはるる啓

明治に生れ四代を生くす

わが庵の見上ぐ大樹は花盛り澄
新サラリーマン溌渕として香

蹄輌誌什一蓉十ユ朋二什乱串澤︵文音︶
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八東予・風の巷ｖ

歌仙﹃梅雨入﹄
鈴木春山洞捌

藤村責美

鈴木春山洞

檗なす渓間懸る滝水
田中一火女

桜三里桜枝垂るる梅雨入かな

青簾茶屋に乱鶯聞こゅらん

芥川良美

森風女

洞

剥げちよろ椀に煮染め出さるる
そのままに月光ゲに覚るひとりなり

芒の瓶の薄模様佳き

遅れ毛のほつるる衿の艶めきて
掻きまぜてみる風呂の湯加減
退社時は新車中古車さまざまに

淡き紅さす女卜と往き交ひ

風

火

武田玄女

守口津夜子

真赤な屋根のコーヒーショップ
東て月をあぐるリンクに滑り初め

夜

ワ攝待寺山門不幸立札に

すこし厚手の毛糸羽織りて

洞

玄

火

貴

美

一員

洞

囚はれし人整形の貌を持ち
た

フラッシュ焚かるタラップを降り

年金溜めて買ひし春服

満開の花のトンネル潜る群し

呼びにくき名の大統領候補風

ナォ抱卵の烏の巣箱が気にかかり美

まだ咲いてゐるアートフラワー玄

勝ち越ししフットボールのなほ続き夜

とどろきわたる遠雷のおと貴

動物園炮曄の獅子鴎外忌洞

ひそやかに逢ふ宿の軒灯美

幻の辻が花恋ふ情濃く火

放窓なる愛の小説読み伏せて風

かっと昂る胸乳かき抱き夜

月の道この世のがるる旅を北玄

秋の愁ひに身を沈めゆく洞

ナゥ散る柳まきあげてゐるつむじかぜ貴

﹁知っていますか︑このはなことば﹂火

うま酒の勢上かりて本音吐き美

嘱り高き夕漂ミ風

瀬戸吊橋に渦潮を観る玄

荒削る円空仏に花吹雪夜

︵於・東予市壬生川桐瑠庵︶

昭和六十三年六月八日首尾
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八春日部・花扇会ｖ

歌仙﹁茶の芽﹂

海風とどく丘の初蝉

もう誰も摘まぬ茶の芽の揃ひけり

親の意見ははや聞かぬ齢

天夫
良

里良拓県良歩拓良米里県程歩人拓

山
木
田

倉庫よりロックンロール流れ出て
大川の月下にシャドーボクシング

霧広がりて汐の上げくる
ゥ釣りし鶯一尾一尾の違ふ貌
てんぷら箸り口説く中年
お医者さんごっこの果てに医者となり

税の優遇またも目こぼし
投票日近づくほどに混沌と

握手で別れすでに十年
寒の月遠し旧友また遠し

湯豆腐つつき恋の勝利者
料理下手掃除嫌ひのえせグルメ

給料日には駅に出迎へ

西郷の像いきん出て花の雲
つくし煮つけてふるさとの酒

カゥチポテトで旅行番組県

ナォ春雨の音しみじみと露天風呂米

上役がすすめる任地けっとばし里

万年こうでけつこうけつこう歩
これはこの河岸の老舗の初鰹里

眼鏡屋の︑王のまたも大あくび県

？醤油の野田のしんと日盛り良

タンクトップで原宿を行く里
子の結婚許す気のない生返事拓

寅さんが出て事態紛糾県

明月の波止に船待つ客ひとり里

一島一村秋の大祭良

坂東太郎越える白鷺米

ナゥ用ずみの案山子抱かれて畦を来る拓

棟梁のいつぼん締めのよく揃ひ良

瀬戸大橋に春の鳶舞ふ里

情がからんでつまづく夕べ歩
土手下は屋台が稼ぐ花盛り拓

蹄諏誌迂一蓉嶬朋十斗申蕾︵於・庄和町正風館︶
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拓米
県
里

柾来外
岬増宮

毎唱

ハ西宮・かつらぎｌその一Ｖ

五吟歌仙﹁弓始﹂
７

Ｉ

目じろがぬ二つの鋭目ぞ弓始灼阿波野青

初東風わたる磯の松原草間時

春の火桶の柾目古りけり〜阿片瓢
梅が枝をはづれし月ののぼりつつ岡本春

ウォール街より兜町荒れく

好きな役者の減りし衣更着〆
ゥこの頃は太棹習ふ暇もなく
滴りのほとりの道の濡れ通し

ナォ槍奉行三百石を頂きてＩ
学習塾の落ちこぼれなり傑

新茶を滝れて虎屋羊雲

着のみ着のままにてお越しあれかしと

神の愛説く碧眼の人

大川はいま上げ汐の梅雨の雨１

テレビにて早も離婚の噂され

︒煙草止めれば灰皿もなし︲

散らし書する秋の七草

今年絹部屋いつぱいに取りひろげ

横顔に月の光のかぐはしくゞ

露いちめんの葛城の神・

ナゥ又落葉踏めば音してしづかなり
婆死んでより引きこもり勝ち
二時間のローカル線の旅は憂し

すらりと脚の伸びし若駒
富士と花見事よ忍野八海に
一病持ちてうららかな老

醍諏蒜杜一毒峠朋二十乱串雷︵文音︶
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〃・︲・小綬鶏の人を忙しく呼び立てて︑．東明

〃Ⅱｊ

万太郎忌の鮨食べに寄り
筆を執る指がいささか痒れたる

ほのめくものは友禅の紅
火４ペンションに月降る夜の忍び逢ひ
忘れ扇のびゃくだんの香を

長恨歌大盃を又重ねけり１

＝

この白文を如何に詠まんか

天井の桟歩く冬蠅

一餅花の揺るるほどなる地震ならん

入

0

雅郎畝人郎雅彦畝郎彦人雅畝人郎雅彦畝

郎畝雅人彦郎畝彦人雅畝郎雅彦人畝人彦

別

ハ西宮・かつらぎＩその二Ｖ

対吟歌仙﹁鮫鰊の﹂

鮫鰊のとも和えに年忘れけり
窓に飛びつく雪のほつほっ

更けゆきて森羅万象寂寛と
ＱＩ０１ｇＩｌｌ９Ｉ宮９ＪＩⅡＩＪ６

ゥよく跳ねる竈馬に地虫鳴きやまず

岡本春人加朱
岡本春
岡本星

ナォ烏雲に入る比良の嶺はかがやける

千日回峯これが三度目

生ゆぱの噛みしめるほど味はひが

″刀︑︑ノ

点滴と間くさへもいやなり

松園の団扇のをんな湯治宿

衣紋竹よりすくる羅

織部灯籠のぽっと灯りし

錦鯉狙うていたち来るらしき

袖をぬらせる秋の村雨

なきがらにおん供申し義仲寺へ

頬ゆがませてひょんの実を吹く

宵月に雲のゆききのただならず

儲け話に声をひそめて

ナゥ木偶芝居氏神様の広庭に

上の御殿に燕巣づくる

付合のこころの通ふ豆腐汁

霜くすべして八十八夜

即興の歌たてまつる花の宴

昭和六十二年十二月八日首

昭和六十三年十月十日尾
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あさきゆめみしゑひもせすん
みづうみに有明月のかたぶきて

ｏ初生り瓢箪尻ぶくらなり

宵庚申の蒟蒻の串

︑

普賢菩薩を仰ぎ西行

ここといふ女の度胸おそるしく

湯呑の底の渦巻の藍

くらわんか舟の言ひたい放題に

夏の月酔歩に犬の吠え立てて
げんのしょうこに尿ながなが

人間文化財の春愁

目もちょっとうとく入歯も五六本

ｘ花衣払ひ昔のむかしのことよ
流れに消ゆる柳緊なり吹祁幻

人星人星人星人〃星人星人星人星人女人

星人星人星人星ノノ人星人星人星人星人星

パー〆 </f,
才
一
／、

八日立・かびれ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁切株﹄
切株の年輪密に鳥帰る
風が光らす炭焼の里
影曳いて遠足の列側叫びるらん
荷物がどっとよるづ屋に着く

萩ほろほると渋き唄ごゑ

ひとつき

月の座に一杯の酒くばられて

水を掬くる妹がわかやぎ

ゥ唐桟の袖爽やかにたくし上げ

裏口のぞく憎からぬ人

古里に幼な馴染といふがあり

エレキギターを我武者羅に弾く

筍の勢ひに寺領うばはれて
赤提灯出でていびつな十三夜

ｌレイー

参

ナォふはふはと蒲公英の紫風に乗せ安
色やはらかきお茶受の菓子矢島艶子

人影のひそと丸窓灯りそめ〃

小松崎爽冑捌ゑやらずの雨は音もせで降る佳

炉開きに灰掻きならす静どころ飯泉葉子

小松崎爽青白磁の壺のややゆがみたり中村奈美子

のりとどと

引地冬樹禰宜殿がとぼけ顔なる祝詞言冬

小出民子黒潮丸はペンキ塗りたて渓

福田安子大まかな料理うけるも縄暖簾安

上田渓水あすは何処の旅に出るらん佳

新井佳津子十六夜の三笠の山を振り仰ぎ冬
安栗きんとんが舌にまろやか石田栄子
渓ナゥ亜麻色に秋の袷を縫ひ上げて民

松川五十五古里の花に錦を飾るらん爽

″

紙人形の胸のうすきよ艶
冬僅々と看護婦寮に灯が点り渓
青山好子苦労重ねし指のふしくれ葉

渓

佳昭和六十二年十月四日首尾︵於・俳句文学館︶

冬袖に快に蝶が纒はる冬

木崎節子
冬︑

田川節代

衣被つるりと膝にとり落し
はたと解けたる孫の算術

陶の狸のうそ寒き貝

初花を見つけしことを告げに来て

新／入生の光る学帽
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八日立・かびれ連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃飛ぶ雲﹄
飛ぶ雲に矢をなす雨の今年竹

Ｉ

代掻いて来し馬の荒息

いそいそと俳句の旅に出づるらん

車の玻璃をみがき抜きたる

走りゆく月の砂浜親子連れ
峰はろばろと雁渡るなり
ゥ栗飯を手皿に貰ふよき日和
見合ひ写真をいつも鞄に

ナォ父親がまんまとかかる四月馬鹿美代

潮の香に肩を並べて影を曳き〃
へささやきに似し相間歌なり美代

涙にじませ遺言を書く美智

西幾多捌

石に乗りたる亀の動かず朝

相談を受けて日暮れし地主さま美代

〆後宮の欄間の彫りの細々と西幾多

小松崎爽青

沢田冨美
鈴木かつ
伊藤延子
黒沢朝子

選挙に出ると噂ちらほら朝
運動を兼ねて社の庭を掃く延
留守番役の犬に吠えられ美智
月影の冴ゆる門辺に人送り冨
朱の哀しきマフラーの裏美智
滑川美智子

鈴木美代

ナゥこの頃はミニスカートが流行り出しか

昭和六十三年四月十九日首尾︵於・日立公民館︶

はじまりし風流物に花が散り幾
伸びきる象の鼻の長閑けき美智

お手玉をとる手付あざやか延

よく売れている自然食品小畑恵子
鶴のごと痩せて顔色つややかに美代

延

一邑

朝

美智

娘はすでにデート重ねてをるらしく

越冬隊に選ばれしてふ

いっよりか髭濃きことを自慢して

美代

言田

か

美智
美代

朝

延

看板描きの筆の早さょ
月餅で祝ふ異国の月の宴

はずめる声の背戸に爽やか
垣根に沿へる流れちょろちょろ

秋晴れに児の手をひきて小買物

そよ風に乗せしゃぼん玉吹く

城跡の眺望展け花万朶

−IOO−

音なく崩る尉の白さょ田川節代
あらお手打の身を永らへて睦みをり冬

八日立・かびれ連句会その三Ｖナォうらうらと一猪口ながら利いて来て小畑恵子

歌仙﹃鮎落ちて﹄

小松崎爽胄捌心こめたる写経千枚佳

忍従といふ歳々を生きし母爽

鮎
落に
ちて
の錆
ゆ杣
く水
色小
崎田
爽青
月
た風だ
よびふ
のの口
笛松上
溪水濡緋嚥輸て鯲識吐瞬え鮮塞轄

新走りあふれるほどに注ぐらｌ″羽場桂子馴染の客の淡き掛香溪

床へ掛けたる大観の軸松川五十五さりげなき言葉に心ときめきて五
寒山と拾得何を高笑ふ引地冬樹シェープァップに励むこの頃伊藤延子

魚籠を逃れし鯰一匹新井佳津子新宿は月より高きビルの群冬

ゥ髭張って鬼らちもなき赤ら貌爽望郷の唄霧に吸はるる節

大津絵節は声の艶やか西幾多ナゥからすみがそろそろ届く季となり中村奈美子

冬部屋いつぱいに小切拡げる小平裕子

存仮初ごとにあらいきいぎぬ爽雨樋の今日も朝よりひびきたち幾

︑百円の恋占ひが吉と出て佳頬杖ついてひねる付け合ひ溪

かしこまり遅参の背を丸めをり

お膳の陰へ猫控へたる幾うからどち倶して花見のお大尽幾
月の夜の夫を待つ間の盗み酒石渡耶司高舞ふ鳶の長閑なる笛奈
とうね

目がすわりをる蟷螂の斧冬昭和六十三年十一月三日首尾

明日売らむ当年の駒のうそ寒う飯泉葉子
こけし
小芥子の首を秋かすつれづれ林乃婦子

網の蛤つぶやいてゐる葉

旅の夜の花のふぶきにぬれるらん溪
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八日立・かびれ連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃鉦叩﹄
指に来て鳴くはかなしも鉦叩

眉目のよしあし雀にもあり

軒端を洩るるあをき月影
柿熟す借家住ひの気楽さに
はやばやと麻のスーツを身にまとひ

漣光る河口広きよ
ゥ爪弾きのトレモロ風に運ばれて

害をかき上ぐ仕種いとしき
葛飾に真間の手児奈の噺旧り

念仏講の大きぼた餅

新井佳津子

小松崎爽青

節代

石田栄子
小出民子
木崎節子
田川節代
引地冬樹
飯泉葉子
上田溪水
矢島艶子
佳

中村奈美子

鼻眼鏡ずり落ちさうな居眠りに

家鴨の列が尻振って行く

葉

冬﹃

藁屋根にまどかな月の昇り来て

種瓠下げ天下論ずる

溪

福田安子

蛇穴に入るを忘れしうかつさよ

首を洗うて辞令待つなり

節代

降りしきる花に埋もるる小盃
ゆや

熊野がなさけの春や惜しけれ

ナォおぼろ夜の濡れてまたたく一つ灯に佳

髭もなどみて幼な顔なる冬

猫の餌の魚の骨をとりのぞき栄

０

−口減らす寺の御寄進民

割られたる西瓜真赤に飛び散りて節代

宵越しの銭持たぬ江戸シ子安
二つ目の枕割言葉をまた違へ溪

天井向いて口笛を吹く冬

よれよれのネクタイをして往診医渡辺芳子

素知らぬ貝の老いし番犬佳

菊人形はお染久松葉

月あげて軒が触れ合ふ下町に安

ナゥうそ寒う唐桟の衿かき合はせ艶

Ｖ若
ｖい美容師青山倫子
世渡りうまき
地上げ屋はしわがれ声の猪首にて冬

雪霞してたたなはる山爽

口あたりよきお茶うけの菓子佳
古里の花にも名残り惜しまるる〃

昭和六十三年四月三日首尾︵於・俳句文学館︶
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八横濱・歌留蓑連句會ｖ

歌仙﹁みどりさす﹄

氣に入って烏くる枝やみどりさす

角野恭子
大島紫摩
金子鳴陣
池田佳
阿部美也

靴みがき猶黙§と此の道に
︐壁のぼりゆく蝋石の汽車

騨嵐鐸春の湖に突出し

ナォ酒くさく二階の隅を濁り住み

時限爆弾詞Ｉ閥Ｉ間ぢか
霜柱猿の叫びの木霊する

行きずり人とぬる湯浸らん

鬼の兒は誰を捜してかくれんぽ

背比べする夏草の丈

太盟と碑ミの文字彫られゐて

ためらひつ易も結ぶおみくじ
ＪＪ
あこがれの上司を誘ふ不倫かな

裏取引のはやるこのごろ

天井にねずみ走りし月の量

地芝居の旗はためきてをり
ナゥ柿の實の切り方でもめ嫁姑

丸めては捨っ折紙の型

ネパァル面で足首に鈴

ｖ

何となく愛身したいと眩けり

山河にけぶるたんぽシの架

寶石をちりばめし劔花の雲

︵齢・榊誇利儒緬檜一轤巍菅館︶

一Io3−

よびとめて買ふ茄子苗の籠

だきかシへ寝かせつければ窓の月

江里口華蓉
渡過佐加江

中山虫づち

雑用すませ宵のひや豊か
ゥ僧祷る姿に秋も深まりて

遙か運ばる乳香没藥

佳

土屋ふじ

狙ひの的へ引しぼる弓

ち

也

壜詰の手紙を浪がもてあそぶ

懲如何に両性なればわらぢ塁

江

Ｉ

リバアシプルのコオトが欲しい

新世界・金浜歳が指揮を振る

子

摩
ｙ

じ

陣
子

一九八八年五月上涜首
一九八八年九月中涜尾

城たぅなづく古都の公園
大鍋の煮え繰りかへる謝肉祭

麺麹屑散らす残雪の上
片翼に月を招いて花の旅

風鐸春の湖に突出し

蓉佳也じち也江摩じ佳子陣也蓉子ちじ摩

ハ浦和・義仲寺婦人連句会ｖ

歌仙﹃日本の年﹂
秘跡荘詳捌

斎藤石実

芸能欄を真先に読む

豪邸も犬小舎も同じ月ならむ

秋海案の咲きはじめたり

娘は夢つめる大きな袋

ゥ冷えてくる厨に漢方煎じられ

伝言板名前のなくて待ち呆け

好
美

あれこれと死後の手続うけもって

八木荘一

荘

ナォ噂りとお百度を踏む僧にｌ遇浄微

筆太に行書一念三千ひ

山腹の大きな目玉何睨む和

刻々停まることなく暮れる甫

わが一歩裸木の芯に近づけり

新巻の鮭おろす手捌きひ

もの見の塔母を相手に長話佐
柏木さんが好きと言ふなり微

青い眠りを揺らす冬波
藤井佐和女

ナゥ節水の札貼られある櫨紅葉荘
どこまで蒔きしコスモスの種微
大臣の責任負はされる秘書官香

燈火秘めて日本の年を越す舟か

在間甫
中村香重
吉江和香
石井美雪
中島好江
塚本稲子
高橋微代

真諭の壺絵の童子踊り出て

清水寺の風鐸を聞く

和

噴き上げる間歌泉に夏の月

好

稲

昭和六十三年十二月一日首尾︵於・三田︶

放されし鳩春天に舞ふ佐

隅田川の流れにまかす花曇り甫

何度かけても話し中なり稲

ｌ︲

鬼灯いけて予備校生徒好

葛城の神の蓋じ吃︲峰怡伴液臓肋に和

初恋の旧師の著書を愛蔵しひ
鉈彫不動にっこりと立つ微

向いに坐る黒子装束

メロンの香り口にのこれる

好

永山ひろ

美

笑ひの輪手真似で交すお国ぶり

外反栂指にコルセットして

花屑の間を鯉の尾鰭ゆく

焦点合はす春昼の庭
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八横浜・義仲寺横浜戸塚連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁山茶花﹂

ナォクレョンの赤で仔馬が描き足され浩

雛嬰粟ばかり投げ入れにする魚

にじり口男草履も並びゐてじ

先立てば数限りなき落葉踏む荘
海へ出るとき名を変へる川魚

悌のこる僧の短冊浩

﹁君の名﹂を問ひたる橋の今はなしい

八木荘一捌

八木十壮一

斎藤石望

昭和六十三年十一月二十七日首尾

︵於・函嶺山荘︶

港未来図烏雲に入る浩

別れるも逢ふもまぼろし花万朶魚

ひとり息子を南極にやる徳

餡ばんを持つ手に止まる風の塵荘

終点のなき銀河鉄道ぃ

ナゥ筧落つる水音を聞く秋の山葉

月光に秒針のなき腕時計浩
木の実拾へる思惟仏の前じ

五十四連勝に土つくじ

コーヒーに眠り薬を少し入れ浩

老いらくの前急ぎゐる恋荘

︑

山茶花の掃くよりこぼれあとは掃かず

魚

浩

徳

じ

荘

沖津葉子

徳

じ

魚

荘

徳

海野金魚
八木浩子

村田じゆん

小美野いづほ

斎藤徳治

階段のぼり見る冬の富士
大埠頭戦車吐き出す船ならん

て眠らずる

玻璃戸距てて虚実の世界
戻り橋渡る渡らぬ十三夜
秋刀魚に塩をｕ

ゥ稲雀遊ぶ首塚沈みゆく
敷藁に座し文を書く人
乳牛に見守られつつする接吻

Ｉ甘くて辛くて恐くて臭い
少年の無限の夢と貝の数

私恨十年白球の天

夜もすがら月を掲げて踊りの輪

生と死を繰へ返す噴水

千切雲杖にかかりて太りたり

橿泥としたる蔵相の貌
花吹雪箱根旧道歩かされ
春の光の入るポケット
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ハ横浜・義仲寺横浜戸塚連句会Ｉその二Ｖ

ナォ笑ふ山旅する日日の窓におき

八木荘一捌

紫陽花に藍こぼしたる天の井戸
昭和ながすぎ病むほかはなし

鯉の洗ひはそっくり残し

何も映ってゐないフィルム
往生極楽聖観世音に掌を合す

八木荘一

暫くは縄跳の子の声がして

文音三吟歌仙﹃長い桟橋﹄

別所真紀子

×蛇の目の傘に光り降る

︑１１逢ふ日の爪にうすき紅塗
運命へひと足歩みよるごと

海野金魚
荘

長い桟橋私にこない夏休
愛しきものに蝉の抜殼

家族四人で弁当を摂る

紀

濫にいま駝鳥は留守の日は射して
ふるさとの訓いつしか失せつらむ

きゅうじうきゅうり

九十九里きて疲れたり

曽良本のみちのく辿る望の
荘

瑠璃釉の壷月光を飼ふ

いざな

ナゥ荒年のじっくり水木紅葉する

｜Ｉ徳利倒して老の鄙

しろが

紀
色小
一壮

標高千の出で湯濁れり

ｒｌマニキュアの爪を今度は銀
魚

紀

紀

ね

蹄諏誌拝一一毒十弐朋二汁酷甲霊︵文音︶
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魚

Ｉ

ゥ風音は誘ふごとし地蔵盆
無花果頽るるときの絢燗

こっそり渡る夕方の川

牛肉を食べて君待つ気力とす

鬼百匹したがへてくる雪女
懐中汁粉 あ ら れ を 浮 ｌ 湖 ア

魚

海市の塔へすべる帆船

花びらが花びらをうっ花ふぶき

ふとなつかしき母の前掛

荘

荘

飛行機着陸できる国道

来月は火曜日ごとに休みです
オリンピック開会のソウル空蒼し

魚

紀

コンマ

春のオーバー羽織りて軽き

いちにちの︐うⅥ畔し︲き花の駅

叩凹

魚荘魚紀荘魚紀荘魚紀荘魚紀荘魚紀荘

ネコ

る

月雨く

に唄

錫
多

ハ逗子・木の会ｖ

歌仙﹁冬座敷﹄
草間時彦捌

泰西の旅を果しぬ冬座敷⁝北沢葭
／︑雨もあがりし南天の紅／草間時彦

︲強霜の朝一血圧を計られて歩笠井まを

世間話でまづは一服ｎ小野寺健
ましらの声をのせる秋風

本井鱈

月射して長き汀のどこまでも〆小池恵美子

・鑪蕊這泳緋婚譲獅箭甕
一ひげ濃くて色も黒くてでもいいのｒⅢ火弘

梅雨の晴間の青き月影︲弘

〆奈落の底にともに落ちなむ〃芽ｌ﹂健
五百年経ちたる山河悠々とｋ
鱈

輝

夏痩せて箸より逃ぐる胡麻豆腐︲リ恵

昨日出てゐる筈の年金４

誘ひあふお寺参りはたのしくて＃弘
子とろ子とろと子の帰りゆく咲恵
ピルの影染めてお濠の花吹雪ｒま
匙

燕見てゐる陸橋の上︲９−弘

︑

一

ナォ讃岐路の霞を吉備に頒ちけるパゞま

こぁの名物草団子にて？恵

健

亭主づかひの荒くなりたる妃︵プノま

茶会より句会へ廻るいそがしさＩ〃

万物にその時ありと古書は説きｆ・

予報の晴が昼からの雪︲ま
典薬の今も下らぬ御本丸峠〃

昔大奥いまはテレクラ健

月の空から来たやうな人にま

Ｉ

タクシーで飛んで行かうよ君の元！弘

恵

ゑのころのドライフラワーブティックにが弘

珈琲の香の冬近き街へま

ナゥ襟高き神父の服の裾長に火

曝くことを考へてをりｊ健
・ベ一年は八千七百六十時冠鱈

パスポート無くせし夢を花の宿Ｉ健

一齢をとるほど加速度がつき︲葭

うっらうっらと朝寝大切９鱒

昭和六十三年十一月二十四日首尾
︵於・葉山・関東学院セミナーハウス︶
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ハ岐阜・岐阜高校連句会ｖ

歌仙﹃逃げ水﹂

鳩を陽陰に隠す春風

逃げ水やふと我を知るビルの街

出漁の蟹工船の笛吹きて
荷に紛れたる文庫一冊

大野国士捌
名畑日日

佐口修
大野国

士昌修士昌修士昌修士昌修士昌修士昌修

う生︑

再審請求爺が旗持ち

ナォ一枚の切符の果てのかいやぐら

蓬髪の女の夢にうなさるる

Ｉ

六条わたり忍ぶこの頃

教科書を九尾の鞭に持ちかへて

さらさらと小川の水のきりもなく

Ｆ１ガラスのハート木端微塵に

太鼓打ち出す新興の町

︲ｌ

ふるさとは月の兎の跳ねるとこ
ちぎりし菊もやがてすがるる
船を待つ無人の宿にて火の恋し

託の声微かなる花の奥

五絶まとまり流す盃

昭和六十三年四月二十二日尾

昭和六十三年四月十四日首

一Io8−

寝待月ひそひその声途絶え勝ち

栗の落ちたる音はまことか
ゥ幼な児の背を見て走る運動会

父はフランス母はスペイン
日葵の庭のまぶしく文学碑
ナゥ向

蟻の運べる羽のやはらか
寝せむ厚き図鑑を枕とし
うつつのうちに見ゆる幻

昼

ゲームソフトをお土産にする
宇宙語の規則のやっと定まって

熱き想ひは掌に書き

床入りのシーツの抜けるほど白く

仏を造り失せし魂

月天心丸き団子のめでたかり
新酒の樽をからっぽにする

ｌ

菊人形腰の刀の長すぎて
弁慶橋も屋台ゆるゆる

遅日の空へ鐘の消えゆく

雑踏を避けてお山の花がすみ

士修昌士修昌士修昌 士修昌 士修昌士一一

一

八松山・錦心会ｖ

歌仙﹃干竿﹄
渡部伸居捌

ナォ島巡る観光船のうらシかさ

昔噺を問はず語りに

夢の橋現実となり早久し

︒ランドサットに捉ふ地の荒れ

水泳教室終へし子供等

押し合ひの胴体で混む夏電車

たなごころ記念硬貨を弄び

巽諏群評獣評酔舘躰暗

︑１︑Ｌ
に︑し
て太き松茸

の希ひ叶ひし京の月

水を欲
臥し
しが
がる
る鉢
鉢植
植ゑ
ゑの
のもの

到来

↑老父母

噂と

なりし歌の公害

ナゥ病室の 夜の長さをもてあまし

＝

干竿に切口はあり雨蛙︽渡部伸居

一︑

田舎に及ぶ地価の暴騰

目印の垂れ幕下げしアドバルン

花守の居てこそ千年桜なる

昭和六十三年七月十九日首

遍路の鈴の続く細径

︵於・松山市久米公民館︶

昭和六十三年九月二十二日尾
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手焼煎餅軽き歯ごたへⅢ三好郁子

希望価格といふ掛け値なり命

ペテン師をペテンに掛くる歯切れ良さ叩︲生田美

玻璃戸越しいびつに見ゅる冬の月Ｉ

縄なふ祖父の指の節くれ暎
羅生門読み返すたび深む味りら
イラク・イランは真の和平かｊ
弥陀の裾囲みて花の散り布けり吋

半白老婆ひさぐ草餅峡

居美幸郁り登居高幸 郁り登居

グラジオラスの伸びし草丈曽我部登志子
客去にし部屋に香水灰かにて肥土居りっ子
0

山頂に鱈けそめし月眺めやり小荻山幸子
反り身す ら り と 秋 袷 な る 硬 冬
ゥ新涼の朝 の吟詠朗々と︲Ｉ︶
必一ひとまは り程違ふつれあひに卜
〆村うちに遺 産目あてと攝かれ々し
エレジーもるシ古き居酒屋Ｉ

一

り郁居り登居登郁り居郁登り居郁幸登り

八栃木・句華苑吟社ｖ

歌仙﹃史書の世に﹄

史書の世に現身遊ぶ遅日かな
うつとうしさを払ふ強東風

１
戸鑛露嚢購

ナォ愛憎のかんぱせ虻のユーターン

鋭き瞳残して女去りにし

燗も巧みに聞き上手なり

今思ふ心変りは花柘榴

ふところの手で銭を数へる

この寒さ何処の誰れと酌むならめ

鴎されて雨のそしりを聞く夜かな

沼尾虹
新村正一

朝が来てゐる窓に過ぎゆく人の声

夢と現を通ふセコンド

石川白路
桑原民人

絶え絶えに鳴くちちろいとほし

肌のほてりも未ださめぬまま
世に倦みて寝待の月を硝子越し

−110−

早乙女房吉

妻帰りくる秋森の暮れ

吉本三蔓

一夜の妻と朝の味噌汁

手をひろげ花片うけて佇みぬ

鶯餅にしみる烏声

昭和六十三年四月十八日首
昭和六十三年五月二十日尾

︵於・吉本画廊︶

寝酒かもみづくきの跡にじみをり

赤きポストに愛の証を

ナゥ秋の風たもとをなでるやさしさよ

鳥海順之亮

ナップザックに結ぶ風船

人

路

虹

吉元

蔓

士ロ

人

路

虹

ゥ青空の見えて出で立つ菊日和
ひょっとして逢うやも知れぬ径降る

ｌ
汝がふる手は近づき匂ふ
課ひし友今は亡き山の墓
花いつぱいに御影石映ゆ

ｌ

チヵチヵと物みな光る夏の月

︵〃﹂臆面もなく明かす奥の手

河原の風に宵待草咲く
︑塾凡能で煩悩去らぬ女癖

ｆ別れぎは散る花にさへある心
君は淋しと云ひしをだまき

路路蔓吉人路一虹亮蔓吉人路一虹亮蔓吉

ウ
ー

八東京・草茎ｌその一Ｖ

世のすみに生きて悔いなし落葉宿

磯直

木村葉

宇田零

歌仙﹁落葉宿﹂

喉を鳴らして寄るかまど猫

宇田零雨捌

汐の香のあまりに強く窓閉めて

籠に活けたる深山竜胆

寝待月平灰無視の詩をつくり
うっちゃっておく秋の風鈴

ゥ逆縁の不幸をみたる口惜しさょ

この頃つづく飛行機の事故
汗拭ふいとまもあらず記者暮し

梅雨茸そだつ古寺の庭

老妻をつれて津軽を巡る旅
孫の婚約きまるやすらぎ

椎の実は昼も降りくる月の夜も

蛆矧に鳴かれ移りゆく刻
秋祭済みて静もる過疎の村

西行の碑は半ば崩れて

麗ら麗らと万愚節なる

らんまんの花のもとにて舞ふ狂女

ナォ噂りに取り巻かれたる港町雨

人魚の像を背に写真撮り山

ほの甘きワインいささか飲みすぎし道

ＰＴＡの二次会といふ雨

ひとくさり夫君の自慢椀曲に山
手袋とればダイヤきらりと道

サフランの香のあふれたる祈祷室雨

船の汽笛が悲しげに鳴る雨

またたきもせぬ昼のともし火山
高熱の身に幻覚のさめやらず道

芒乱れて開かぬ裏木戸道

あの人もかの人も来ぬ月の宴山

クルス隠せしパテレンの墓山

ナゥ木洩れ日をさがしていたる穴まどひ雨

ひっそりと豆腐料理の旗古りて道

山より寄する暖かき風道

百鴫りにとりまかれたる雨
花吹雪鍛冶町と呼ぶ一区劃山

畷輌誌竝一一︾十呼出一汁礒肥窪︵文音︶
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八東京・草茎ｌその二Ｖ

歌仙﹃義士茶会﹄
義士茶会雪蹴散らして集りぬ

一声高く寒鴫の声

﹁１裏木戸を押せば潮の香匂ひきて

一参︑遙かたなびく島の噴煙

ｒ最終の連絡船で仰ぐ月
やや寒の襟かき合はせつつ
ゥかなかなの鳴く境内は荒れしまま

人目しのんで逢引をする
おくれ毛をかき上げる手のかぼそくて

ひたすらに隠しとほせし未婚妻

髪のリボンのゆれるそよ風

ナォぴかぴかの新入生は手をつなぎ

福

つ

糸

佳

下村てつ男

宇田零雨

避暑地に過す連休の日日

株買へと誘ふ電話のうるさくて

神経痛がまた痛み出し

佳

福

佳

渡辺志計子

岸本花子

差向ひなる鰭酒の宵

鈴木つとむ

アルプスの頂きにある夏の雲

窓越しにいまだ残れる冬紅葉

稲垣治子

一烏白く視野をよこぎる

宇田零雨捌

治

新涼のクルスにかかる昼の月

て

上野好子

一化

益田きみ江

稲架の向ふは天草の海

福

つ

猫っどひくる路地の黄昏

て

き

旅を続けて惜しむ逝く春

風に舞ふ花うつくしき奥の宮

加藤えう子

八

福

ゆらりゆらりと上る陽炎

マンションの陰に旧家のひっそりと
佳

ナゥ秋刀魚焼く暮らし重ねて差なく

糸

山尾糸江
清水福子
東浦佳子

久々に訪ふ母のふるさと

糸

縁に出されし古き藤椅子
動かねば石とまがへる蟇
お月見の用意さまざま忙しく

︵於・草茎社︶

田坂八重子

昭和六十三年六月十九日尾

昭和六十三年二月二十一日首

焼松茸の匂ひただよふ

八
つ

ゅらゅらと盆提灯のともり居て

糸

八

遠き戦さは夢か幻
影伴ひて黄蝶白蝶

咲き満てる花の命をいとほしみ

−1 12−

八東京・草茎ｌその三Ｖ

歌仙﹃寒雁﹂

鑓§ナォ故里の雲を追ひつっ垣結へる靖

木の実降りつぐ小社の屋根治

蹄輌誌廿一垂一↑閉一汁泥肥謹︵於・草茎社︶

視野のかぎりを渡る春虹直

侭四方に噂りあふれくるなり筧
１つつがなく生きて幸せ花万朶節

尽日米の貿易摩擦はてしなく直

︲テレビカメうがはや廻りそめ都

へ似ナゥなかなかに拍手の合はい踊の輪も

／

ゞ︲寝覚めても虫の音ばかり雨の月広

巾出湯の宿に過ごす週末ハ

御神火をまなかひに見てコップ酒筧

に海の男の日焼け暹し広

仁無雑作に並べおかれる初松魚治

な銀峪非難冠轤以語司啄轤韮

〆々冬霧に別れし女をふと思ひ直
愛の誓ひの暖炉燃えつつ都

︵︽連絡船がきえて淋しきハ
宇田零雨捌

宇田零雨

と

丼上きよ

佐野とし子

渡辺ハッヱ

〆寒雁の声かさなりて湖に消ゅ
吹かるるままに揺るる枯芦
日笠靖子

〃野中の径にたどる思ひ出

い尋ね来し句碑は小さく昏れ残り

﹀〃吾が影を踏みつつ仰ぐ月今宵

Ｉ秋汐の香のほのと漂ふ

節

広田節子

Ｉゥ爽かに退院の窓開け放ち
奴サイクリングの楽しげな列

水野治夫
木村筧水

靖

ｌ立ちのぼる浅間の煙遠く見て

磯直道

︲１草笛鳴らす失恋の旅

Ｉこんもりまるき産土神の杜

︲真清水を汲みて匂はす髪黒く

小川広男
節

永雄もりえ

一・月代にすだまとなりしむささびか

火かくれんぼ見つからぬまま芒原

宇田都子

ハ

筧

／
Ｉお化けのような藁塚の影

︲１耳をすませばせせらぎの音
花過ぎて静けさもどる吉野山
／

︵御仏の慈悲暖かき春

八J

ム

Tつ−

−T

山山寺宇
知原岡浦

本田岡田

き

千初冬朝

八松山・草茎松山支部その一Ｖ

武野・寺杉

田

附勝歌仙﹁与謝の海﹂
寺岡情雨捌

栄雨雨
千保冬千久枝保千冬代子煽子保

︐小島の松にかかる月光ゲ
保
み

吋新涼や蕪村好みの与謝の海
︑白壁の土蔵にちちろ籠りゐて
〆元気いっぱい駆けて行く子等
店の名を染めし手拭首にかけ

〃斯水銀柱は上るいつぱう

応ゥ鎌倉の大仏様の天炎えて
Ⅵポストに入れる旅のつれづれ

︐好きとひとこと云へぬ後悔

ｈ色槌せしＧパンの膝気にしつつ

／←寝ては夢覚めては現くり返し

Ｘ脈身を切る風に閉ざす裏木戸
〆Ｍ雪鋤嘩緯嶽岬︾︾ぎぇ侭桐蜘雌

ｈ忽然と闇にうごめくものの影
一汁ほのぼのと湯の香たちこむ花の宿

︑作犬神よけのお札ひらひら
〆小鈴鳴らせて逃げる猫の子

止みそうもなく降り続く雨朝

ナォ咳入りて出るに出られぬ春炬燵千

棟上げの期間は明日に迫りゐて千

新婚さんの嬉しげな顔朝
肩組んでうっとりと見る冬の虹千
川面を離る水鳥の群れ久

かたことと郊外電車走りすぎ初

地価高騰の此処に及くり冬

停年となりても住ひ定まらず吉金白水

からすみに酌むｑなかａの酒朝

即興の詩口ずさむ月今宵千

真垣の萩の咲きこぼれつつき

ナゥマンションの建ち並びたる片隅に白

かすかに間ゆ風鈴の音久

父の日に贈る品物ととのへて久

力いっぱい自転車を踏むき
夢の如風に吹雪ける牧の花朝
昼過ぎしより黄砂降るなり情

蹄輌誌升一一一奪叫朋二廿一叩雷︵於・武知邸︶
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久情零

富

八松山・草茎松山支部ｌその二Ｖ

歌仙﹃風邪の鬼﹄

霞たばしる敷石の道

豆撒けば逃げゆくらしや風邪の鬼

棟上げの槌音高くひ戎かいて
厄日も無事に過ぎし安らぎ
帰り来る少年の背に月まるく

寺岡情雨捌

朝

宇田零雨
寺岡情雨
吉金白水
杉浦朝子
山本保
保

保

冬﹃

寺岡冬煽

思ひ叶へと口笛を吹き

保

ナォぶらんこを替りばんこに讓り合ひ武知千代

どこからみても出来すぎた仲千
主婦の座を捨てて悔なき逃避行保

蔵王の峯に積る新雪朝

火の番の拍子木遠く離りゆき白

痩せ細りたる母の臨終千

改築の漸く成りし奥座敷千

見たこともないこけざるの壷久
埒もなき噂つぎつぎ伝はりて冬
木の実の落ちる音に怯ゆる保
雲間洩る月の明りを侍みとし白

緑に透きし薄翅艀蛎朝

ナゥお百度の満願近き階に千

森林浴のはやるこの頃保
湧き出でし清水の味を忘れ兼ね朝
石ころ多き渓添ひの道保

暮るるともなき春の黄昏情

自転車の行く手に花の咲き揃ひ久

蠅押詰什一一寒匡朋十秘印雷︵於・東雲公民館︶

ツ

入江の街に深みゆく秋

ゥ傷心のひとりの旅のはてしれず

惚老人と人に言はるる

イニシャルを河原の砂に書きつけて

白

朝

お電話をおくれとひそと攝けば

梅雨上りたるっっぬけの空

冬︑

保

冬﹃

保

冬︑

城山の松にかかりし夏の月

石垣を詠む草田男の句碑
車椅子自由自在に操れば
犬小走りに従いて来るなり

花幾度その歳々の花渭く
土手より高く飛ばぬ蝶々
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縫いあげたちょっと派手めの藍浴衣眸

１誉︑簿暉峻桐雨捌まだ張りうせぬ胸乳いとおし桐

別れると泣いてさわいだ日ははるか吉

墨絵描きつぐ離れ屋の縁鶴

八東京・くのいち連句会ｌその一Ｖナォよちよちと若草ふんでベビー靴紫

歌仙﹃鬼灯﹂
哉乞・別へ歩匂峨
ＤＩＩ汀ｂｌⅡ８．勺︑﹄︑﹁︒︑︐︐恥鐸引︐￥︑︲︑涙Ｊ１︶

鬼灯をかごとがましく鳴らしおり暉峻桐雨梅雨あけちかし遠き雷司

かつぐ芒の売れのこる月矢島眸抜け目なくゴルフコンペに申し込み霞
風落ちて道いっぱいの赤とんぼ内山司花︒互いにひらでバーのとまり木紫

自転車の子ら追いっ追われっ鳥沢霞先輩の昭和ひとけたもろく逝き鶴
樹の根より吹きだす泉に顔ひたし伊藤紫苑しだいに高き瀬戸の潮騒吉
郭公しきりに呼びかわす朝仙波鶴女豆よりも栗を欲しがる十三夜桐

ゥそれぞれのプランを胸に分譲地吉田吉女くにの地酒をあたためている眸

カフェテラスで行きずりの恋司喜寿もおり米寿もたまかおみならは紫

お婆の好きな五平餅買う桐ナゥお店ではもうそろわない秋の草司
野良犬のふりかえるたび近づいて眸あすの茶会に掛けかえる軸霞

香港みやげ持ちきれぬほど紫ブランコのなお揺れやまぬ花ぐもり吉

片ほうの耳輪をさがす昼さがり霞同じ話に相槌を打っ鶴
いんしん

にぢどり

人まばらなる神宮の森眸

醍輌誌什二奪十丸朋ユ甲牽︵於・四谷︶

底冷えの町に三日月ひっかかる鶴ぽつりぽつりと春のともし灯桐

あらぬ所に浮かぶ鳰吉

ひょっこりと音信不通の友に逢い桐

霞の中を飛行船ゆく霞

ビルの角まがればぱっと花吹雪司
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八東京・くのいち連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃凧﹂

大鼓の音の冴ゅる暁

芒にかわる泡立の土手

縄のれん出てから気づく月今宵

得意まわりもはや二十年

坂道を魚荷背おってすたすたと

おおかわ

暉峻桐雨捌

暉峻桐雨
吉田吉女
矢島眸
伊藤紫苑
烏沢霞
内山司花
仙波鶴女

凧にもろ肌ぬいで冬木立つ

ゥのり上げし舟そのままに烏渡る

桐
士ロ

無事を知らせる片便りつく
逢えばすぐ幼馴染みの口げんか

眸
ゆか

見合いなれして今日もことわり

紫

しきせ

上品にたいらげてある川床料理

司

雫屋

鶴
司
湘

お仕着ぬいでショッピングする

いざよいを庭に遊ぱせ眠る寺

ひとり静かに秋の夜の酒

圭口

紫

眸

とつときのからすみあぶり聴くショパン

この春場所で三役となり

ぽつりぽつりと池の雨の輪
手をふって母を迎える花の駅

ナォ四シ橋を四つ渡れば風光る霞

むかしの廓しのぶ黄昏司

恋多き女といわれ紅をひく鶴

ポーカーフェイスでパパをぬかせる眸

受話器のなかのハスキーな声桐
合宿のゲレンデの雪まだ浅し吉

のっそり猫が通る踏切鶴

どこからも口のかからぬ停年後紫
サンダルはいて消えたうおの目霞
許された朝の散歩の距離がのび司

単身赴任の風呂の身にしむ吉

呼びかけるまなく別れた後の月桐

ナゥ新蕎麦の空のどんぶり転がって眸

無愛想で売る評判の味紫
出足をくじく春泥の道司

ブランドの情報たがいに流しあい霞

この里に泊れば花がちらほらと鶴

霞の幕をあけて東西桐

醍姉誌什三雲汁一一一朋二十梱甲壼︵於・四谷︶
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八大阪・圭連句会ｖ

歌仙﹁冬山の﹄
岡本春人捌

岡本春

増見咲

岡本星

がさりがさりと朴落葉積む
藤野八

冬山の崩場︵がれば︶を飛くり雲の影

シャム猫計るヘルスメーター

つとめてのジョギングの距離のばしつつ

コスモスそよぐ無人駅なり

鼠の穴へ詰める蒟蒻

ナォハイジャック犯さりげなくアパートに

写経の硯すぐ乾きつつ

﹁うどんげの華見て下さい﹂札かかり

黄菊白菊枢いっぱい

文の名のなかなか思ひ出されずに
売り出し歌手の秘めし生ひ立ち
モナリザのごとき微笑口閉ざし

凶作に苦しみしこと忘られて
月見団子のケーキめきたり

ばたと落せし金の答

ウイグルの旋舞の指のしなやかに

ナゥ低迷のままに大納会とはなりし

津のたまりし日めくりの帯

むかしむかし爺さまと婆さまがあったげな

仮寝のままに春の夢路を

朝の陽に舞ひ上りつつふぶく花

右に左にっぱめすいすい

蹄禰詩什一毒に卵一一叩霊︵文音︶
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蛍光灯めき中空の霧の月
ドラゴンクエス卜買ひそこねたる

ゥ丼池の誓文払はやばやと

千人の垢流す悲願を

発掘の木簡思ひもよらぬ文字

マタニティドレス昼寝気ままに

豊頬の切長の目の観世音
月赤し薔薇の香りのなやましく
ガーデンプールにかるき疲れを

北斎の富士を機窓に帰任せり

絹糸よりも細き春雨

国賓の雅楽に興じ花の宴

蛙の目借り時の供待

人咲人重咲星重人星咲星重咲人重女人子

人重咲星人重星咲重人星咲星重咲人重星

八松山・興聖寺連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃静光忌﹄

ジョギング続く長き砂浜

枯るるもの枯れ極りて静光忌
いつしか句碑につもる白雪
園児等の明るき声が流れきて

ナォ宍道湖の茶店ですする蜆汁美

ちらちら覗く私服警官四

記帳する老いも若きも謹みて甘上弥生

天幕叩く大粒の雨高須賀久江
校庭に竹馬置きしままとなり四

東テひびかせて消えし足音金子好子

松永静雨捌

松永静雨

ながかりし昭和も終り平成と新開千冨美

芙

平成元年一月二十一日首尾

︵於・松山市民会館︶

南国の故里なれば花すでに江
ぱらりぱらりと種を蒔く人悦

お薄いただく山荘の午後林悦子

リクルート秘書がやったですまされず千

おんなじ事を何度でも言ふ静

ナゥ子規堂の白萩袖にほろほると芙

みみず鳴くかと耳をすませて安野哲也

あぶな絵に四十八手の裏表弥
団体客の群れるフロント次
門川に砕けつづける月の影光

呆け防止には恋が一番葉

二神芙久子
高智美智恵

前原四月
高智晶子
白石葉子
桑原光子

ペンションのベランダに酌む宵の月

素焼の鉢にあふる蘭の香
ゥ結納のお使者迎へる秋祭

美
四

赤いリボンは少し派手かも
いつまでも学生気分ぬけきらず

美

日申

ファミコンに夢中の孫を叱りつけ

静

天変地異のつづく此の頃
エアロビクスに通ふ愚かさ

安野次子

芙

静

光

葉

畷かれ鳴く月の青さの青葉木兎

爽竹桃に毒ありと言ふ
喘息の一病もちて志なく

春の眠りを誘ふ三味線

散歩せがみて甘え啼く犬
花守は煙草の煙輪に吹いて
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八松山・興聖寺連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃野火猛れ﹄
野火猛れわが少年の日の色に

松永静雨捌

二神芙久子

松永静雨
白石葉子

遊び疲れし春泥の靴

金網の下に杉葉の群らがりて

高須賀久江

林悦子

迎へくるまでは待てぬ空腹

ナォずっしりと潮干の得物両の手に

村で一番もてる婆さん

シルバーにスポーツ熱の盛り上り

はでな服大きな耳輪ゆらしつつ

汗ばむ程にききし暖房

白鳥の翔び立つ湖面風もなく
絵から現はるドガの踊り子
消費税平和の世とは思はれず

声をからして野党連合

薬湯にしたしみつつも月を待ち

障子にすがる薄翅艀蛎

ナゥ笛の音のゆるく流るる在祭
襲ふ睡魔に踏みしブレーキ
子葉こと源吾ゆかりの興聖寺

霞棚引く天守小天守

柴犬の仔が足にもつれる
親善の外交団に花満ちて

平成元年三月十日首尾

︵於・奥道後︶
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ピアノ洩れくる白きカーテン

肩くみて仰ぐ古城の十三夜

新開千富美

田中淑子
高智晶子
安野次子
金子好子

木犀の香を含む汐の香

彼女と共にめぐる温泉

安野哲也

ゥうそ寒く脛に傷持つリクルート

頬そめて嫌よ嫌よと言ひつつも

昼なほ暗き水神の森

曰申

久

立候補するもしないも金次第

汗を流して素振り百回

ほんのりと月が出ました夏の月

好

静

淑

大橋を渡れば讃岐池多く
紅茶にたらす洋酒一滴

哲

死に急ぐとは愚かならずや

未来の夢へつづく噂り

次

お花見に行かう行かうと誘はれて

悦久淑静千晶静葉芙久悦葉千悦千晶哲芙

八郡山・郡山連句会ｖ

歌仙豆
片陰歩む丈高き人

一枚の風の軽さや更衣
開店を祝ふマーチの賑ひて
古き町の名残る土地なり

遅き月静かに映す堀の水
ペン走らせて松茸の礼

佐藤淳捌
佐藤一写

依田きよの

鈴木静江
大和田悠紀

佐藤春
大原紗都
一得

古き暖簾も今はしもたや

ナォ春の日の奥まで届く蔵座敷

Ｅ電の時差通勤も身に馴染み

ほのかに匂ふ衿の香水

納涼の芝居の恋がほんものに

鐘の音響く夕暮の刻

消費税勝手口まで迫りつつ

ビックリ函は何が出るやら

産土の社を拝む子供達

テレビ番組急ぎ行く家

天空に鏡の如き十三夜
リンゴ豊作宅配の山

ナゥ敬老日吾が手習が金賞に

趣味が昂じし果ての入院

の

紀

盛場のネオン漸く落ち着きて

君思ひ午后はルージュを少し濃く

の

春

長く正しく耕せる畝

再会を約す友あり花の道

筆太の額残る名園

口コミ悲し独り飲む酒

都
淳

紀
春

白鳥遊ぶ湖は清らか

紀
一写

仕手戦敗れうたかたのゆめ

このところ流行る時計の使ひ捨て

肝据ゑ兼ぬる誇る豊かさ
赤坂の料亭の灯よ氷る月

江

連日の事故を示せる社会面

職場明るく交はす挨拶

ゥ碁敵とすれ違ひたる霧の駅

L＝＝

初心者の運転マーク花吹雪

四肢美しき牧の若駒
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枚

筆の淳江の舂都江紀都淳江都江の春都紀

ハ愛媛県・小松連句研究会ｖ

二十韻﹃海霞﹄
鈴木春山洞捌

石丸信義

鈴木春山洞

春の陽射しを返す島山
十亀まさ彦

潮の目をさだかに海の霞みけり
卒業を間近力に児等の賑やかに

日野悦蔵
洞

手作り弁当草原に食べ

薩摩乙女に恋の病葉

悦

義

色同じリボンのチョコの交換に

ま

ゥ噴煙をはるかに昇る月涼し

転勤送るホームのベルよ

義

洞

右顧左胴する博覧会場

悦

八つ折りに小さくたたんでお小遣

枯芒よぶ月のきらめき

義

洞

″

ま

思ひつきり膝つき合はせ息熱く

ま

ナォ襟巻の尾のふさふさに撫でられて

口移しにもなりし早稲酒
枝折戸を押す音月の清らかに

履脱ぎ石の虫はたとやみ

洞

ナゥ未公開株の話題も乏しくて悦

無住の寺に這入り込んだり

この花は十日も早く咲き乱れ義
空をみつめて四月あぢはふ悦

︵於・愛媛県周桑郡小松町立中央公民館︶

昭和六十三年三月二十四日首尾
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ハ豊田・ころも連句会ｖ

歌仙﹃虚空﹄
かなかなや棒の手一閃せし虚空

事故の示談のこじれたるまま代

ナォいささかの小銭で買ひし蓬餅聖

化粧する胸の奥なるやじるべゑ枝

病棟に放尿の音響かせて聖
梁にキの字の守宮はりつく藍
薪能次期家元の若きシテ都
いろ
もったり熱き
情婦の唇代

後藤志津枝

矢崎藍

名月を異国の夫の今は朝治

聖

昭和六十三年八月二十四日首尾

︵於・棒の手会館︶

ほらゆれている白いぶらんこ治

酒を湛へてぐい飲みの肌枝
幹叩き樹の精呼ばん花吹雪都

とき

語るべき刻失ひつ老いの悔い聖

円空仏のまるやかな笑み都

ナゥ初鴨の渡りと聞けど沖の点治

酸漿市の雑踏をゆく正

つま

チーズケーキにトラジャコーヒー正

信号待ち学習塾をはしごの子枝

遣言状で稼ぐ銀行治

石黒正子
柿本時代
八木聖子
加藤治子

満月を切り山の稜線

厨裏青き林檎の荷を開けて
トランプ遊び声高くなり
砂まみれ汐の匂ひの夏帽子
はさみかざして脚長の蟹

聖

藍

阿部都美子

代

奈落めいたるま昼間の夢
つれこみ宿の外は本降り

変心のふりもかけひきＤＯｎＪｕａｎ

聖

ゥ入稿の分秒せまり案も尽き

多弁なる仕事いのちの女たち

いつか野性に帰りたる猫

３
割

正

枝

どうどうと黄河濁りて漁夫の小屋

代

テレフォンショップで神棚を買ふ
灯を消せばカーテン透かし冴ゅる月

辺境の地より届く絵葉書

治

正

句会に佳人装へる春

とは
陶壁の薄墨桜花永遠
に

、
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八松山・佐久良連句会ｖ

脇起歌仙﹃夏蕨﹄
鈴木春山洞捌

井門可奈女

イラン・イラクは戦争停止筍

ナォ農具市朝から拡声ナッメロに洞

老人の副業素麺流しなり奈

早寝早起病気知らずにま
鮎を焼く火をおこしゐる妻にして筍
窓の彼方に夏富士聟え洞

珈琲の匂ひ渦巻く珈琲店ま

くったり添ひしベンチのふたり奈

正岡子規

愛深きディープ・キッスの顎だるく洞

お憩みどころ葭賛張る茶屋
大本まこと

白方筍子

烏鳴いて谷静かなり夏蕨
我が家へ共に帰り来たりぬ

筍

室示

ま

洞
律
奉不

筍

︵於・愛媛県生活文化センター︶

昭和六十三年八月二十三日尾

昭和六十三年七月十九日首

瓢を腰に長閑なりけり

そそ

からからからと空缶転げ奈
城壁に落花濃げる濃く淡くま

ジョギングの吐く息白き登り坂ま

旅の日記に一首書き留め洞

ナゥ鶏頭の赤を絵絹にうつしたり筍

新酒の宴に友を誘ひぬま

月跳り金波銀波の揺れ動き奈

石鎚山頂信者群がる筍

跣足にて走り出し子を抱き上げて

鈴木春山洞

石丸律子

次第次第に恋に雲るる

洞

岑示

親心知らざる娘じれったく
雨垂れ石に落つる雨垂れ

律

昇る月仰ぎて俳句作りけり
休暇明けなる宿の静かさ
ワ香りよき松茸飯を仏前に

﹁大観﹂を見し昂りにさめやらず

筍

ま

ドッヂボールの球を追ふ目よ
薪たばをきれいに積んで冬の月

懐手して父を待っ門

ペレストロイカてふ言葉きく

つくにぴと
法潜る外と国
人を船に乗せ

ひょっとことおかめの舞へる花の下

薄紫の蝶を詠へる

／
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八札幌・札幌かつらぎ連句会ｖ

高らかに寮歌合唱月更けし

濁りの見えし瓶の蛇酒

籠いっぱいのジュース空缶

日盛りのもの音絶えし漁港かな

遠藤智恵子

安西須枝子

佐々木裸木

小川里風
高野弘子
小池次陶

久保田一九

歌仙﹃日盛りの﹄

紅葉かざしてシテのすり足

久保田一九捌
岡本春人加朱

ゥ秋天に富士をさへぎる雲もなく

九

ナォ草笛で消燈ラッパのメロデーを

父ほど年のちがふ恋人

夜の波止場うなだれついて行く女

打上げ花火開くどよめき

ビールエ場に喉を鳴らして
源はニセコなるらん鮎掛くる

不入りっダきで終るイベント

サーカスのアクロバットの一機燃ゅ

粗大ゴミよと蔭で言はれて

釣竿を暇あれば磨くなり

童心に拾ふどんぐり

月しろに鴉の群れの湧き翔てる

枯野佛に入日輝やく

ナゥ鮭まれにインデアン水車よく廻り

人文字のいるノ︑変り今﹁平和﹂

鬚のアイヌの丸木舟彫る
御手洗の杓に落花の二三片
雲まで伸びよ凧糸を繰る

昭和六十三年七月一日首
昭和六十三年九月二日尾
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ＣＭの新商品におどろきて

嫁ぎたる娘の部屋そのまぁに

裸

次

西戸さつき

智

叶はざる恋の絵馬とはなりにけり

日本語知らぬ二世三世

″

詰将棋サクラらしきが交りゐて

頭ふりノ︑月忌僧来る

九

智

裸

和田嚥風

智

有明に古潭百戸の凍れたる
狐の足あとこぁにとぎれし
ど忘れを思ひ出したる戻り道
孫に教えてもらふパソコン

ふざけ過ぎたる四月馬鹿の日

校長の上機嫌たり花莚

九智裸須次里智里須九次裸智次〃裸次風

八松山・三如会ｖ

歌仙﹁白牡丹﹄
中須賀畦月捌
生田美

東勝

百の檗百の譜あり白牡丹

黄色い声に子燕の口
中須賀畦

茶笑も軽く点てしお薄茶

宗匠の捌く連句にうなづきて

すだく蝉休むとてなく

乃万易

猫と話のできる淋しさ易

ナォ遅き日をひとり碁にをる粗大ごみ武智仲志

いつに消えたる空の浮雲志

隣よりぽたもちの重届けられ月

整理せはしき片蔭のバス月

羽榑きのさまの涼しき斜張橋易

すぐ前の人の黒子が気にかかり志

負けてばかりの恋の鞘当て易
天国といふ紅燈にまかりもし月
切ったはったの末のバーテン志

流木の辿りつきたる月の浜易
そよぐがままに遊ぶ穂芒勝

ナゥ喉の寂自慢に聞かす芋煮会月
オリンピックに揚げる日の丸美

掛け替へる軸は定家の歌とせん稲垣杜駆子

忍者の里へ道くねりつつ易
野仏の花にまみれし御姿勝

昭和六十三年五月十七日首

旅の疲れを癒す春昼月

︵於・松山市久米公民館︶

昭和六十三年九月二十二日尾
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まるうどの帰りし後の二日月

女房殿は深窓の君

ゥ籾摺を終へたる納屋をかたづけぬ

思ひ出のワルツ踊れば若がへり
オーストラリアにできし楽園
泣くもあり笑まふもありて羅漢像

保母の前掛よごれがちなる

猪鍋をつつく独酌月照らし

土間に坐りし沢庵の桶

アンテナも折れんばかりに旋風

赤信号に待たされてをり
花見客どっと繰り出す吉野山

寺も社も霞みわたれる

月易勝月易月勝易勝月子勝月勝美月子高

石原涼捌

涼

紫

ハ高知・三冊子研究会その一Ｖ

歌仙﹃紅梅や﹄
紅梅や連歌の恋の一句得し
乃
乃乃涼乃涼乃涼乃涼乃涼乃涼乃涼乃

大宮人に蟇るる春の日

春潮のしぶきあげつつ渚にて

ひじき

はや朝市の売り手買ひ手も乃

ナォ鹿尾菜刈る蛋の苫屋の海に向き涼

若妻の伊予がすりとや赤たすき涼

写生会場よきモデル像乃

ブルースの女王と言はるひとの過去涼

喰ひ入るように読む週刊誌乃

浮寝鳥あつと言ふ間につるみけり涼
自転車の彼もリコール派なるか乃
むかしから犬と猿とは合はいもの涼

小学唱歌なつかしみつつ乃

かちつと割りし甘栗の殼乃

ふりあふぐその夜の月の青かりし涼

無気力生徒学校菜園乃

ナゥ執勘に侭きてはなれぬ妬矧鳴き涼

はなれて浮ぶひとひらの雲乃

ワープロに目をかがやかす身障者涼

春眠さむることのあるまじ乃

開け放つ書斎に花の散り入りて涼

輻輌六十走雲一一朋一叩窪︵於・宇和川匠助邸︶
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観光客もはや来はじめし
湯けむりの温泉の町の白き月

秋風に乗り寮歌流るる

ウオペラ見し昂りにあり照紅葉

百羽の鶴を描く椴帳

弟子ひとり持たず候目も見えず

一向一摸採配を振る

なが髪をすこし濡らして通り雨
ふし目がちなる目もと艶なり

藤椅子に刻を気ままの月細し
梅酒いささか所望してみむ
狐狸庵と呼ばれ庵主ははげあたま

今売り出しの中堅作家

高楼に花見の宴のサイン攻め

北国のまだ春浅き旅

石徳
原岡

ハ高知・三冊子研究会ｌその二Ｖ

歌仙﹃目っむれば﹄

目っむればそこに母あり夜長びと

くりやの壁に揺るる白菊
舞を忘れて飲み過しけり

臥待の月の明かるくさし入りて

夏潮の岩に砕くる見て飽かず
ひまはり空へ笑ふごと立つ

ジーパン似あふ長き脚なり

ゥ日曜日何かよいことありさうな

よそ目には孫娘とも見れば見よ

夜ごと夜ごとの長電話して
蛇を見に動物園に行くといふ
掌にぬくもりの卵のせみる

宴果てし天窓仰ぐ夏の月

林間学校出した子のこと
教へあふ虫と星の名夫婦して
英語辞典をひもどいてみる
老いやすき少年の日の花に暮れ

藤村詩集春衣ふところ

石原涼捌
石原一線

坂本喜代子

一豆巨

︸源

一皇宮

︸混

一皇宮

﹂源

一皇宮

．︸源

一皇宮

︸源

小松富枝
一掘
壹自

一況

富

豈宮

紬大島黒じゅすの帯涼

ナォ紋瓦ぬらす家並の春時雨富

洗髪垂らせしままに君を待つ喜

川霧深く櫓音漕ぎゆく喜

微笑む眸ぐるぐると濡れ富
清姫の肌やはらかに閨の闇涼

つくしめぐりの日数かさなる涼

白壁の並ぶ土蔵の岸みえて富

新陳代謝世の常のこと涼

惜しまるる王監督の背番号富

かくれしも月の在り処のおのづから喜

琵琶弾きたまふ秋の夜長ぞ富

ナゥうそ寒の壇の浦なる旅の宿涼
チーズと言ひてとらるる笑顔喜

名苑の噴水高く七彩に富
疲れた足を横坐りする涼

花筏ゆっくりすすむ川遊び富

野のひろびろと雲雀鳴き澄む喜

羅輌六十一垂辱叫朋一朋壼︵文音︶
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ハ高知・三冊子研究会ｌその三Ｖ

歌仙﹃敦盛﹄
石原涼捌

池の小池に遊ぶ亀の子

孝

中西季雄
岩村東陽

渡辺富美子

石原一源

放送塔の聟えたちたる

東

敦盛の笛ある寺の新樹かな

荒域の曲をききつつ月仰ぐ
ほかのかに匂ふ木犀の花

孝

拓本の文字に思ひ出鮮やかに

ゥ鈴虫の声乱さじとたちどまる

富
東

富

母娘して読む純愛小説

道すがらふと気にかかる今日の文

木枯の月を背にして帰る道

来

富

孝

東

富

のこり香淡く忘られぬひと

足袋白く裾紫の舞稽古

アメリカ土産ミンクの毛皮

富

今日することはすべて終りし

時差呆けにすしやののれん紺の香よ

東

孝

昨日けふあめ茶の芽閾けなん

ちょこんと坐る招き猫あり
紀三井寺海へなだれて花の段

ナォ永きひもいつしか暮れて灯のともり孝

歌舞伎芝居の幕開きの音富

単身赴任防人の妻東

我に添ふ影の短かく夜ぞ更けし東
ともに歩みし嵯峨野のあたり孝
旅にある人を想へば寝ねがてに富

世界に誇る石油王国富

湾岸を埋め乱立ビルの数孝

豊かさにかかはりのなき庶民にて東

隣の主婦に株勧めらる孝
奥土佐山の紅葉色濃き東

裏木戸を開けて一望月の浜富

ナゥ復員の峠の風に野菊咲き孝

小学校は鉄筋となる富
旧友の幼き時のままの癖東
一呼吸おく国際電話孝

待ちわびし孫の土産の花栞東
んど
春の四しま万
十川海へ海へと富

輻輌六十一垂蓉聿亜一一什申率︵於・宇和川匠助邸︶
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ハ高知・三冊子研究会ｌその四Ｖ

歌仙﹃花田植﹂

ナォごたごたと負ける負けぬの市の昼涼

帽子目深に目付するどしと
間牒の暗躍しきり国ざかひ涼

石原一源

オロナミンＣの瓶などごろごろと涼

古女房のずしりと坐ると

隠れたつもりスカートの裾と
筒井筒のびにけらしな妹が髪涼

山脇とも子

石原涼捌

草にすがりて啼く雨蛙

花田植土佐のまほろばすでになし

認輌六十一仁蓉酩朋↑肥霊︵於・宇和川匠助邸︶

鐘を聞きつつつまむ草餅涼

鳶が輪をかく空のキャンパス涼
きらきらと花の雫に顔上げてと

ひょうひょうと尺八吹きて米寿なりと

脳をやられし傷瘻軍人涼

ナゥ案山子にも最敬礼をして通りと

からおけの観光バスは月見客と
今年酒らししたたかに酔ひ涼

根引峠を夜越えするなり涼

お城下へせり荷おさおさ怠らずと

雪にちらほらけもの道らしと
と

と

一源

吟行の俳人グループ降りたちて
もの腰どこか老いのきざせる

些掘

それと知らるるむささき式部

一源

と
一湶

一源

と

一源

と

︸源

と

と

し︸

一線

V

山の端に没るまで月を夜もすがら
ワ秋刀魚焼く煙の絶えま絶えまより

エプロン姿まだおぼこなる
目のくまに少し疲れの旅帰り
薄目あけたるキスの興醒め

一喝の色即是空空座禅堂
きりりと結ぶ向ふ鉢巻

寒月に竹槍部隊一列に

大きなくしやみ威儀の崩るる
新作のオペラの稽古はじまりて

吾作と知れる馬の脚なり

親しき仲の春の蠅なり

流れ者いつか住みつき花の村
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八東京・柴門連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃祝婚歌﹄その一

木村形型子

木村葉山捌

祝婚歌洩れ来て柊花こぼす
末富明子
臼井久子

テレビショップで買ふ羽根布団

悠々と猫の横切る昼の庭
柴田純子

金木犀の香りただよひ

地価高騰にわくこのあたり明

十才逝く春の墳の真闇に石の棺伊原正江

よりを戻したとかいふ噂紀

マンションを売りて離縁のかたがつき正

枯葉舞ひゆく高原の路三原千寿代

ホスピスの讃詠ひびく曇り空〃

サーカスの旅また続く虎落笛新
亡命求め主役不在に橋川じゅん

精進料理酒も添へたる明

祖谷山に萱を集めて四年半正

琴の音は門跡寺の月の宴純
破れ築地にゆる蚤白萩〃

窓拭きのゴンドラの影降りてきて正

試験管にはコバルトの青〃

ナゥ笈を負ふ秋のいでたち切火打ち新
大島紀伊子

福島新吾
明石潤子

明

″

明

消えか塾りたる塀の落書
静まれる校舎の上の望の月

天朝様と大害する額

ゥつぐみ味噌ひそやかに出す飛騨の宿

ふところ寂し外人の客

与太郎がやっと開きし骨董屋

はるかにかすむ関東平野〃

空缶に一枝下宿の桜狩岩熊睦美

輻輌六十一巫蓉十一朋斗恒叩窪︵於・大岡山三楽舎︶

純

吉岡保子

明

最終便で行方くらます

質草に形見の指輪そっと抜き
雲海に思ひがけなく月のぼり
影踏みをする浴衣着た子ら

″

惜春の盃さりげなく置く松島祐子

ぼけの来し老女は笑まふ夢の中

純

高山佳子

″

継ぐ人のなき丹後藤織

″

山桜咲くふるさとの家を捨て
風のまにまに飛ぶしゃぼん玉
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八東京・柴門連句会ｌその二Ｖ

木村形型子

木村葉山捌

歌仙﹃祝婚歌﹄その二
祝婚歌洩れ来て柊花こぼす
今井楊

楊

″

鈴木美恵子

よりそふ影に小雪舞ひつっ
上野好子

残業の灯り次々かき消えて

都心にのこる大棒径

福島時子

月上げて淡々と雲走るらん
新酒を愛でて友と夜明かし

宙心

″

ワ草千里阿蘇の秋駒つややかに

母ひとり住むふるさとの家

″

はりきってテレビで習ふ英会話

すべて見通す猫は皮肉屋

楊

内田たづ

急病といひくるめたる出社拒否

夏草茂るけもの道行く

野坂民子

好

日白

恵

矢口美恵子

井口昌亮

風ひょうひょうと吹きすぎてゆき

激し瀬に岩魚きらめく月あかり
はるかに間ゆ津軽じょんがら
やせ犬の繋がれしまま替女の宿

瞳うるみて寄る春の鹿

世におくれ九重桜盛りなる

ナォその中に幼な顔なる遍路の子好

瀬戸の大橋やっと開通丸山敬子

老夫婦新婚の地に感無量楊

禁煙せよと妻の談判時

はりきりすぎて寝正月する平佐愛子

特売を買ひて腕節強くなり民

忘れがち孫にせがまる毬唄恵

動かぬことが倹約の道民

自分史まとめ慣れぬワープロ穂
神童といはれし人も粗大ゴミ楊

床に生けたる龍胆の濃く敬

十三夜黙りこくって通夜の客愛

沖に巨船のゆっくり進み敬

ナゥ潮騒の急に間ゆる秋の窓楊

陽はさんさんと山は笑ひて恵

只今は連句三昧あしからず和田水

平成と共に歩まん桜道菊地梨枝子

昭和六十二年十一月十三日首

︵於・大岡山三楽舎︶

白馬去りしあとの湖齢田南雄

平成元年一月二十日尾
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八東京・鹿の会その一Ｖ

短歌行﹃秋深し﹄

未だ帰らぬ人を待ち居る

十三夜薄墨の雲流れ来て

安江眞砂女

徳永佐和女

宮内恭子
戸田貝江
黒坂綾子

阿片瓢郎捌

憂さばらし角の酒屋で独り酔ひ

敏

高橋敏子

大磯のプールで泳ぎ月仰ぐ眞

裏取引のばれてあげられ佐

リクルートとは黒きまひなひ瓢
反動と右翼朝日をきめつける敏

︵於・俳句文学館︶

早起きをして朝顔を蒔く恭

オートバイ花盗人の声うしろ貝

昭和六十三年十月二十五日首尾
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膝深く座す古机秋深し
大壷にさす黄菊白菊

ブロック塀にうづくまる猫

貝

一県

西王母豊に咲きて冬陽ざし

横顔に人間本来無一物
散歩の道は不動前迄

恭

阿片瓢郎

綾

花粉症きまり始まる花の雨

障子の穴の古りて気になり

仔馬ひょろひょろ親馬につく
しゃぼん玉宇宙をうつし無責任

もっての外の夢を見しなり
妃殿下と云はれあわてて逃げもどる

杉山寧の小物手に入る

女優の墓に青揚羽舞ふ

食べ切れぬ程実のなりて杏子酒

綾佐眞貝綾

八東京・鹿の会Ｉその二Ｖ

短歌行﹃山藍を﹄
山藍を見つけてうれし秋の谷

鰯雲にもしのぶ摺り染

赤児生まると噂聞こゆる

十三夜すたすた坊主角に消え

宮下太郎捌

宮下太郎
小林梁
松村多美
畑村春子
山田章子

志甫江美子

佐々木展子

冬構そよりともせぬ荻の声
帯締きつく笹鳴きのして

展

ひとりにはひとりの生活長電話
アトピー性のアレルギーとか

会ふまじと誓ひて折りしお六櫛

梁

多

淋しいときは一気飲みする

江

多
梁

春

水掛不動にあがる灯明

来年はダムの底なる花満開
立ち話して去りがたき春
鯏糾生る球団身売り次々と
乗り継ぎて五十階なるレストラン

た

章

春

多

ヘリコプターが下を飛ぶなり

二番子の燕が十字切り交す

黒の水着の張れる胸線

露草のしとどに濡れて若夫婦展

縄文土器の出づる豊川太

あたり矢一本だけの夕月章
銀杏散る社に狐よく育ち江

︵於・俳句文学館︶

かつがれし貴人の棺花吹雪梁
胄きを踏みて雨となりゆく春

昭和六十三年十月二十五日首尾
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八東京・鹿の会ｌその三Ｖ

短歌行﹃水漢や﹄
水漢や鼻の先だけ暮れ残る

小林しげと捌
芥川竜之介

宮内恭子
芳田龍子
加藤望子
鴇田秋甫

た
遠会釈して北き風
の街角

芒桔梗を壷とに
投げ入れ
うみ
稲をこく挨唐箕に月明り

小林しげと

魚籠軽く上り榧に腰かけて

嫁にやるなら雁渡るころ

龍

平和の鈴いくつ鳴らして花ざかり

虫穴を出づ八坂清水

と

甫

龍

恭

望

と

どことなく覚束なげな片笑窪
パンを残してミルク飲む猫

水の温める渡し場に佇っ

減量のしすぎよろめく石だたみ

ビデオ撮り終るカメラの重たくて

龍

恭

と

望

なくてはならぬ鉄の値上り
東西の交流しきりオペラ来る

三浦環は忘れじの人

恭

成程と尾鰭をつけし噂など
団扇くるくる廻しごまかす

予報によれば明日は快晴甫

月射してこんなところに蟻地獄望

晩年はゲートポールに打ち興じ龍

海市にゆれる幻の城恭

西行の花に加へて杜甫が酒と

水琴窟に嗽りの妙甫

蹄輌誌針一一︾汁一一一朋仁幟串崖︵於・俳句文学館︶
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畑村春子捌

春

み瓢
淑章
眞子
づ
翠梁砂
子梁翠眞みゑ郎淑翠章梁眞子子
女規

八東京・鹿の会ｌその四Ｖ

脇起歌仙﹃
木 の実﹄
二つ三つ木の実の落つる音さびし

まぎれこみたりまたも秋の蚊

句の友の集ふ良夜の新居にて
ラストエンペラー誘はれて観る

ナォ春惜しむ雨に風さへ加はりぬ章

細き格子の銘酒屋の路地瓢

横ずわりしてギター爪びく淑

ふところをまさぐらせつつ嘘八百眞

美しき森美しき河み

憧れのウィーンへ飛び下宿する章

朝寝の枕離るるも憂し梁

この年も嗽り高く淡き雲翠

一椀に目刺を焼いてすましけり瓢

角を横切る真黒の猫眞
砧の音を空耳にきく淑

峰火台点々として月の天春

礎石ばかりが残る城祉梁

ナゥ人しれず有髪の得度露の奥章
ほほゑみ語る捨てられしことみ
武蔵野は風と光とせせらぎと翠

花吹雪雀を飼へることの贄瓢
蒲公英の紫ふかぶかと埋め章

蹄輌誌赴一唾私朋二粁匡甲雷︵於・俳句文学館︶
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鋭角にハンドル切って炎天下

白きョツトの悠々と浮き
ゥ水際に蒲の穂高くゆれてをり

馴染まぬ靴の痛みこらえる

十年の女心にほろりとし

任地へ向ふ旅立の朝

寒天造る軒に月あり

なかなかに八つ手の花の風情にて

願ふこと何もなくて初天神

依伯地に被る中折の帽

まつすぐに帰るつもりが赤提灯

また送り来し鯛の浜焼

雀来い来いパン屑を撒く
柔かき孫の手引きて花の下

佐
久山遠小安正
問田藤林江岡
山阿
口片
畑
村

八松山・子規記念博物館友の会連句教室ｖ

脇起歌仙﹃いくたびも﹄

いくたびも雪の深さをたづねけり

窓一卜枠の白きもの冬

は

短日の手織緋の美しくして

鈴木春山洞捌

正岡子規
鈴木春山洞

田中一火女

白方筍子
芥川良美

筍

前垂れを取り収めたりけり
もとめたる豪華詩集に月の光

竪琴の音に身を委ぬ秋
ゥ築城の人柱弔ふ踊なり

美
火

守口津夜子

胸に巣くへる恋を吐き出し
待ち待ちし甲斐もなかりし遣る瀬なさ

夜

鳴呼悲し龍馬の壮図空しうて

夫の忌を赤き夏月昇りそめ
ふと目の端にとむる病葉

夜

美

火

筍

美

鰹節買ふ駅の売店

美

筍

夜

花トンネル造幣局の通り抜け

てるてる坊主雨に濡れたる
遣い込み挙句の果ての逃亡に
根太のゆるみし屋台骨なり

鯖会にして酒酌み交はし

血止薬の野草噛みあて夜

ナォ春の富士置いたる土堤に寝そべりっ火

グランドの真っ只中を走り過ぎ筍
アドバルンただふらふらと浮く美

顔見世と南座界隈賑ひて火
鴨の声する河原忘るる夜
小厘に秘めし文の数々筍

紫の被布よく似合ふ老夫人美

学校の往きと帰りに逢ひしのみ夜

旅を重ねて二百十日よ筍

街路樹にある四季の変り目火
吊橋の平家部落に月を愛で美

ナゥ菊枕作る小菊にまみれ刀自夜

東の堂に技芸天あり火

散策に慣れたる車椅子を押し美

峠の景にしばし憩ひぬ筍
湯泉の宿の枝垂るる花をうち仰ぎ洞
戯るる仔猫の首の銀鈴夜

昭和六十三年十二月十五日首尾
︵於・松山市立子規記念博物館︶
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八束京・慈眼舎その一Ｖ

安江真砂女捌

砂

歌仙﹃黄落﹄
黄落の道は三筋や駅の前
恭史砂肝雲恭史砂紅雲恭子砂紅子子肝女
雲

昼月遠く鵯の群

艶種だけは厳に戒しめ紅

ナォダサクとも時と処でいら恰好雲

百水は旱紘なれど枯れもせず砂

ずらりと並ぶ有田大皿成毛能利栄

掌で失せた縫針さぐりあて恭

疲れほぐれる按摩上下雲
明治村大正村に妻籠宿肝

放送記者の左遷きまりぬ砂

新蕎麦の香り楽しみ畷りこむ栄
風にやさしくゆれるコスモス恭

落る鮎渓声夜半の月ひくし

神代文字実は諺文紅

ナゥゅうたりと禁煙席で旅を行く砂

逸品会を開くのどけさ雲

壼云

砂

暦をめくり迫るバースデー栄
あの眼付強情ぶりも親ゆづり恭

おぼろノ︑に熊野の足留栄

たそがれて花の大樹は白かりき

昭和六十三年十月十一日首尾︵於・三好龍肝居︶

-138-

薄き新著の深き学殖

志停恭龍真
史

久潤を叙した破顔は爽やかに

船蛭金三安
本海子好江
木
田

釣堀に動かぬ浮の波模様
起てば目立ちぬ麻服の離
ゥ栄えの式耳輪をゆらすスンダの子

自動車の中は治外法権

曲球をがっちりと捕るマスク越し

雪岱の絵に新内を聞く

各国の金のメダルを数へあげ

底の小石がきらめく西湖
十夜婆月に念仏鉦はチン
寒い野分のっヌくこの頃
むく犬に脚をかまれて烏渡る

田打畑打能登の山間

春の愁かまたもうつむき

盃に淀ぶ花びら桜色

唐

八東京・慈眼舎ｌその二Ｖ

十三佛行﹃紅梅﹄
三好龍肝捌

赤田玖実子

安江真砂女

二一好龍肝

﹁麹車﹄刊行記念の会

置き換えてみる銀の文鎮

おぼろ月無理は承知と惚れもして

船本志紅

蛭海停雲子

金子恭子

虫の音のはたとやみたるその静寂

正客は停雲子なり紅の梅
髪もゆるシか春の雪洞

ゥ犬がたはむれ落ちる熟し柿

唐木田史子

平成の御代に四つ子のめでたけれ

緋の袴すこし崩した琴の爪
くどい口説に吹けよ涼風

恭

史

砂

玖

紅

税を増やして民を苦しめ

壺云

かぐや姫泣くノー︑月に昇りゆき
クリープ抜きのコーヒーを飲む

白昼夢﹁麹車﹂抱えむ花の闇

︵於・新高輪プリンスホテル﹁清水﹂︶

昭和六十三年十二月二十五日首尾
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ハ岐阜・獅子門その一Ｖ

脇起歌仙﹃春雨や﹄

春雨や枕崩るシ謡ひ本
よごれやつれて帰る恋猫
母子草古き土蔵の並びゐて
いい話だけつける補聴器
終車までまだ時間ある十三夜

新酒入荷とさげる木の札
ゥ眼鏡かけ秋袷縫ふ賃仕事

國島十雨捌

看住

各務支考
國島十雨
松澤光津
尾藤静風
佐藤鉾子

開かぬ窓にあらぬ憶測守

ナォ耳遠き婆々の大声昼うら皇高木和子

あれやこれ噂に噂尾ひれつき伊藤白雲

恋に焦がしぬ河豚の提灯相宮華宵

ボタンひとつをかけ違ひたる梅田双十
デュエット唄ふは昭和枯す易き恩田静村

五百倍にも増える徽菌本屋良子

足入れの今に残れる女護ヶ島唐渡北勢子

ドスを利かせて審議中断雀

又しても群発地震揺れ始め小澤卯村

仲秋の月をテレビのなかにかな後藤富美子

山東竜に聞かす虫の音悟
森川淳子
小川守

春日井朱雀

近藤寿仙
平光美泉

昭和六十三年三月六日首尾︵於・獅子庵︶

つれしゆう

霞の中に睦む連衆執筆

木偶の警官たてる街道田中湖城

ナゥ銀杏のこぼれ壼くまで掃かぬ庭大野古久志

髪あげしうなじが匂ふ綾と呼ぶ

岸一悟

ょたノ︑と太りし犬を引張って良
御前句といひ下七が出ず高橋啓秋

杉野ちえ子

別れを惜しむきぬぎぬの川

相宮緑峰

遠くにも近くにも花咲き満ちて澤田蘆月

たまゆらと言ふ銘菓紐とく
坊ちゃんの出湯の国が近くなり

武仲登志春

鰺のたたきできゆっと一杯

霊場めぐりバスを連ねて
夏の月勝牛ひいて戻りくる
ビル屋上へうつるお稲荷

下町へズームインするリポーター

堀野恒範

雨

川島四郎

減りゆく農地雲に入る鳥

誘はれて﹁花の生涯﹂の花を見に
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八岐阜・獅子門ｌその二Ｖ

初懐紙歌仙﹃年明くる﹄

一天に雲なく読か年明くる

活力秘めし初鶏の声

移り行く世を超然と句に生きて

ナォ天井守入れ竹の子のアクを抜き雨
まぼろしの酒﹁越の寒梅﹂岸一悟

帰へる道筋交番で聞く北

あやしげな夫婦狸を置き床に悟

國島十雨捌

恋の唄雨あめ降れと男呼ぶ北
胸に抱かれて刻を忘れし雲

和

森川淳子
近藤寿仙
小川守

︵於・岐阜市黒野上ノ切公民館・
岐阜市京町公民館︶

昭和六十三年六月二十六日尾

昭和六十三年一月十日首

大穴が出て逸る若駒北

膀の緒を納めて踊る花堤雨

未来博近づき道路掘り返し北
進入規制の地図が貼られる雲

地震避難に鳴らす警報雨

ナゥ死せば佛暴走族に菊たむけ園部しげ

秋惜みつ鼻千羽鶴折る佐々木久子

手をかざし影絵に遊ぶ月明り淳

チンノ︑電車廃止反対和

さりげなく余情おさえて紅をひき守

勝負ごと嫌ひで通す木の葉髪仙
マスクをかけし眼が物を言ひ雨

國島十雨
澤田蘆月
尾藤静風
伊藤︷ロ垂云

高木和子
梅村五月
松澤光津

雨

蛤の舌を出したる桶の月
窓閉ざしても匂ふ沈丁

西脇美智子

春のお灸でほぐす肩こり

ゥみ佛の細き御目の優しかり

奈良の旅終え沖繩の旅

ふところに小銭を貯めて後家通す

望の月二十世紀を昇りつめ

唐渡北勢子

清水みよ子

油気のなき秋刀魚出される

雨

噂にのぼる若づくりして
累々と石をころがす夏の川

大入りで名残狂言始まりぬ

守

交通緩和にできしトンネル

ついで詣りはどこにしようか

仙

何本か支柱侍くらす花古木
つばくろ

壁土盗み燕巣作る
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ハ岐阜・獅子門ｌその三Ｖ

脇起歌仙﹁かくれ家や﹄
國島十雨捌

山東竜が引越してくる恵

ナォすっぽりと黄沙に山が隠されて峰

正午には忙しくなる出前持ち代
化粧丹念猫の出迎へ小林美苑

キラノ︑光る木曽の三川裕

絡めし足の白い屏風絵小林久月

吉と出た神蕊見せ合ふ神の留守旧井功
青々園十雨

駆引きであってはならぬ消費税堀内洋子

かくれ家や月と菊とに田三反

刈りあげ祝ふ裾分けの餅
伊藤向﹈雲

鐸無武Ｌ

︵於・大垣文化会館︶

昭和六十三年十一月二十日首尾

別れの像に夫婦てふてふ啓

ざいがう道歩けノ︑と花盛り

光り噴き上ぐ駅前の塔

看板はみな名物を売り文句苑

ころがって行く高騰の地価浅野繁子

アゥ秋競馬鼻先に舞ふ負け馬券峰一

さる

猴酒てふをぬすみ飲むなり木村和喜竿

丘にのぼりてオカリナを吹く郁
ぐづる子に月の兎のわらし唄城一

ほつれ毛を直す鏡に朝の地震田辺啓子

蚊の姥を平手で打てど逃げられて

曽根須恵子

松澤光津

松尾芭蕉

朽ち舟なほす老いし棟梁

松岡裕子
工藤星峰
田中湖城

子安美代子

武山照子
沢島郁子

返へしくる概説って冬ぬくし

むしろ一ぱい乾く割干

ゥ坐禅堂襲ふ睡魔に堪へかねて
いや

礼深くして受ける警策

肉付の面を土産に買ひこんで
背ナに﹁の﹂の字を書いて別れる

益軒の﹁養生訓﹂を持ち出され

奉一云

部田舂子
高田久枝

ドライビールに月が涼しい
廻り道廻り道してそれでよし

大河ドラマは武田信玄

西脇美智子

提民女

よそ者と言はれながらも住みついて

男三人女三人

渡辺きん

唐渡北勢子

繩の輪を花車電車として遊び
水を替へては田螺鳴かせる

ハ岐阜・獅子門ｌその四Ｖ

脇起歌仙﹃旅のこころや﹂

住みつかぬ旅のこころゃ置炬燵

山の麓に動く狐火

客待ちに太りし鶏のほどかれて
はじめチョロノ︑後はドンノ︑
こぽ

ホームラン逆転月のまん丸く
っまぐろの実はひとり零れる

ゥ吊されし軒に虫籠針仕事

妻問ひ婚ののこる島々

國島十雨捌

松尾芭蕉
國島十雨
近藤寿仙
伊藤︷口壼云

小川守
梅村卓矢
高木和子
三島志き代

梅田双十
大野嵐山
川島四郎

高砂を謡ひ納めて船出せん
カメラ片手に拾ひゅく景
十字架の塔より鐘の聞こえ来て

守

尾藤静風

岸一悟

唐渡北勢子

可知知右
本屋良子
村瀬頼霊

ひなびし郷の出湯楽しく
風見の矢向きをくるりと夏の月
ドライビールの流行る世の中

残業の続きて頭痛くなり
カイワレ族に今は変身
そら

争って陣取りをする花の土手
うなりし虻に宙がよごれる

ナォー里飴口に老人遠足会松澤光津

入歯を洗ふ弘法の水常川和光

赤々とあかあかと伊吹焼け川島支川

消しても消えぬ塀の落書和

すっぼん鍋で箸をからめる悟

こそこそと内緒話に日向ぽこ春日井朱雀

匂ひ袋を快より出す森川淳子

財布には四十八手のうらおもて工藤星峰

男言葉で寮母応対田辺啓子

野菜入りピザ配達のバイク来て良

皿叩きたたき慕情の月を待つ風
近年になく秋刀魚豊漁堀野恒範

吸ひ殻ばかり溜る灰吹き仙

ナゥ温め酒北方領土談義かな雲

からくりの糸引いてゐるなり光

秘書といふまこと不思議な隠れ蓑北

淡墨の花へと届くレールバス雨
風光り継ぐ一筋の川執筆嵐山

︵於・岐阜市忠節公民館︶

昭和六十三年十二月四日首尾
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八安城・秋紅雅友連ｖ

歌仙﹃媚﹄

媚に五重の塔を仰ぎけり
同窓ありて待てる夕月
金風の海上はまだ穏やかに

清水瓢
大野秋

只いたづらに時は過ぎゆく左

ナォ孤児たちに戦后終らず露の世や紅

頼りにもならぬ薬に飽きあきて紅

子規は忘られず鳴雪の酒左
苛薬は散りて硯の海乾き紅

バイベスの工事は遅々と捗らず紅

夕暮迫り牛蛙鳴く左

霧雨のあとにつづく地震荒れ左
タレントの再婚齢は親子ほど紅

Uロ

着馴れしセルの肌さわりよき

春の夜更にもるる睦言左
大利根に一舟浮かぶ朧月紅
猟期終りて戻り鴫きし左
ナゥ雛人形どれも静かな貌をして紅
わずか日本に残る唐楽左

虫食ひの走りて読めぬ秘法の書紅

邪魔にされつつ伝ふ腰機左
帰り花影なく白し青空に紅
雪の便りも聞かぬ小春日左

蹄諏誌辻一一︾牙朋十岳申牽︵文音︶
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舷すれすれに鴎追ひ来る
梅雨中木耳美事出揃ひて
ゥ山寺へ風炉釜仲間寄集め

若き噂の女事業家

比頃は西鶴物に魅せられて

遊楽三昧世の中は夢

何時の間に海豚は芸を仕込まれし

最前線で狙ふシャッター
誕生日迎えたる子を花に抱き

孕み雀の縁側に来る

霜くすべ入らぬ八十八夜過ぎ

燭に浮き出づ弥勒彫刻

月将に昇らむとして雲流れ

一棹の雁鳴き交しつつ

紅左紅左紅左紅左紅左紅左紅左紅左紅左

八富山・樹氷連句会ｖ

歌仙﹃冬の虹﹄
蕎麦打ちて友を待つ問の冬の虹
柚子湯の馳走さらにあたたか

峠の茶屋で栃餅を食う

紺野昭治捌

犬島正

紺野昭

是行修
紺野愛

久我妙

十ォ太き指春を織りこみ網かがる愛

港々のメッチェンの声修

狂王のロマンの城も色あせて昭
買収せよと打つテレックス正

名を出さず荒るる国会リクルート妙

尻目に飾る千両の鉢愛

雪吊りの日暮れ庭師の若夫婦正

さても見飽きぬおらがあぶな絵昭

美少女の演技に点差つけ難く妙

陛下重体世界を駆ける修

地蔵の御手に飾る穂の草正

ほれ見よと位牌振り向く盆の月昭

春一番に帽子翔んでく愛

ナゥ箒目にアクセント付けこぼれ萩妙
昭
鬼住む里を今ハイウェイ
手に汲めば川の汚れは見えざるも正

田水に騒ぐ泥鮠．鮒っ．正

携えて愛でに行きたし北の花妙

醍輌誌廿三等十一朋二什一↑申雷︵文音︶
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七曲り昔日の影踏みしめて
五六騎の馳せるさま見る月明り

沖の小島に秋風渡る

ワ憂悶の実朝が行く花野道
舟引き揚げて戻る夕映え
ひとときを燃える如くに烏の群れ

自信たっぷり素足投げ見す
さそわれて妙に涼しき白がすり

改修されし土手は真直ぐ
さまよいし魚の目にしむ今日の月

赤い羽根つけ置き去りの子は
パトカーで婦警さんといっしょ星迎え

玉と散りゆくスペースシャトル

疎開地の花盛りこそ偲ばれて
遍路の胸に閉ざされし過去

昭正愛修昭愛正昭子愛正修昭正子吉一治

八東京・樹林連句会ｖ

胡蝶﹁山笑ふ神﹂

林空花

拝唾声確捌

俳譜の功徳を今日の文化の日

ナカ人間は遺伝子を運ぶ船といふ

揺れるともなく揺れる河骨

ナミダデズオロオロアルキの夏でした

陸から見えぬ鼻の灯台

柚子味噌添へし満月大根
饒舌の椋にも負けぬ雀ゐて
服部倫子
木庭房代
千田千佳
小倉流花
草苅澄
高柳幸子
新井恭平

仕手株に追はれてあとは乞食の座

磁石に生えし砂鉄の紋様

﹁帰ったわ﹂と襖を閉めて後手に

流

牧野火中

倫

恭

助手席の膝たへず気になり

犬に怯へる獅子舞の獅子

後明民子
田代興三

飛蚊症悩みてつむる寺のまえ

部屋住まひにて雨多き夏

林清隆
澄

民

先生はなんでもよいと申されて

清

石棺の中二遺体のあり

たよりに読みしヘルマンヘッセ

ととのへし庭木に月の遍ねかり

ナゴリ秋深く普請の音の響きをり房

頃はうしみつ長さは五寸幸
大菩薩峠いよいよ近づきぬ恭
めざし肴に酒をくみかふ房

えせ隠者は今日も花見に昼起きて空

昭和六十三年十一月三日首尾︵於・関口芭蕉庵︶

とめても踊る山笑ふ神興
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ハ鎌倉・湘南吟社その一Ｖ

歌仙﹃秋霧﹄
伊東桃庵捌
小林静
名古則

倉間千

土屋実

老人会に流行るけん玉

雨多き秋ぞ昭和の永かれと
晴る蚤を待ちて物供ふ月
網元の渋五樽を搗き貯めて
伊東桃

茶の花一枝挿せる鶴首

ナォ縁あって老舗に嫁ぎ遠蛙則

鏡台掛けに匂ふ紅型高木義厚
奇習なり愛の証しに炎すゑて庵

フロンガス地球滅ぶと危ぶまれ代

天地貫く強き産声厚

粉石けんで済ます洗濯則

早乙女の笠の揃ひて午近し庵

芭蕉隠密説のまたも出杉浦智恵
リクルート政財界を総なめに庵

靴がきちんと並ぶ玄関則

願ぎ事のありてひそかに月を待つ恵

菊人形に話しかく婆厚

ナゥとりたての庭の零余子でもてなされ則

雑踏に佇つ友は肩広庵

社交ダンスも健康のため恵
受賞して契約更新格上がり厚

万物育っ春の日輪恵

靖国に花前線のと蛍きける庵

蠅輌誌廿一奪執朋一弄伍肥籠︵於・七里ヶ浜清水家︶
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冬の星空の円きにまたたけり

夕餉手早く出来るカレーに

ゥ予選落ち続く五輪のテレビ切る
さりげなき夫ののろけ聞かされて

セーヌ河畔に多きカップル

浮世絵の影響受けて印象派
煙草吸ふにも伺ひをたて

猿山の猿も仰がん盆の月
西へ西へと法師蝉鳴く

温め酒して憂きことの多かりき

脚下照顧も頭上注意も

花篝ありて紀伊路のおぼろなる

美声長閑に連れの馬子唄

代ノノ郎則庵代郎則庵司則司代庵代郎子司

八鎌倉・湘南吟社ｌその二Ｖ

名古則

小林静

歌仙﹃蜆汁﹄
清水瓢左捌

寝過ごせし朝こそよけれ蜆汁
人
話題うれしき生れし馬の仔
清水瓢

行く人の通草の花を賞づるらん

ナォ春旱訪れ早き浬藥西左

山に突然温泉の湧き則

建売は見掛倒しと購ふを止め司

夫十七妻は十六左

夏掛に緋の長糯絆乱れゐて則

子等の遊びは氏神の森則

気味悪き蛾に灯を消して追ふ司
かしましき竹棹売りの日毎来る左

白亜紀の地層より出しモニュメント司

荒磯に馴れし色替えぬ松司

文字を識るは苦の始めとぞ左
月の下李杜に学ばん酒の美味則

さからふやうに煙草止めざる則

ナゥ保護せられ鈴羊も殖ゑ鹿も殖ゑ左

せめぎ合ふ流永を見にオホーツク司

あつといふ間に彼岸過ぎたり左
咲き誇る花に江戸シ子総出して則

取材セスナ機旋回の空司

︵於・七里ケ浜松涛軒︶

昭和六十三年四月十七日首尾
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月出づるまでゴルフ続きて
新涼に名画競られしオークション

帰る燕の無事を祈りぬ

ゥ五十年先をにらみて街造り

鉄使用量文明度読む

そもさんの声に問答宙に飛び

老母手沢のちゃんちゃんこ着る

窓外の竹さやさやと鳴る
炉開きの灰整へし昼下り
縁遠と攝かれてもまだ志字
恋ははしかと見向だにせず

領内の治に長けし利家

健康は三度正しき食事より
月花に志賀の都のしのばるる
手すきの網に諸子とるなり

則司左則司左則司則司則司則司左子司左

八大府・正風大府支部ｖ

脇起歌仙﹃秋風﹄
久野渓流捌

松尾芭蕉
相木登美枝

下山田夏子

もの言へば唇さむし秋の風

狭庭にか公る上弦の月
浜島まさゑ

灰かにも民の葉草の薫り来て

鈴置しげる

夏

深谷きたを

農機展示の準備と易のふ

眺むる山は皆笑ひおり

大学を卒業しての身の振りに

シ霞む鐘人の心へ鳴り渡り

鈴置あきの

橋本ひこや

錦星

中村マスミ

久野錦星
鈴置一葉
岡部冑蓬

奥の細道再現の旅

壁へだて遊び女と一つ家に
拾った恋は捨てる外なく
水のごと風のごとくに定め置き

松千本に宝暦の悲話

茅の輪くダリに宮の賑ふ

枝

浜島君恵

作業衣を絞浴衣に替る月
都落して過疎の地に住む

鈴置一寺化

の

何あさる雀五六羽来ては去り

陽は暖かし羽織ぬぐ程

時もよし喜寿の祝に花も咲き

ナォなんとなくぶらんこ漕いで見たくなりを

物欲しそうな猿の顔つき星

後ろ髪引かる思ひに訣れ来てミ

星影のワルツ流れなやまし枝
青山は至る処にあるならん夏

雪をかむりし落人の里加藤香人
しし撃った話に更ける囲炉裡端ゑ

鳴音とりどり叢の虫恵

希望は捨てず時と取り組むる
再建の立派に出来た開山忌花
何はなくとも先ずは一献を
晃々と石を突きさす月の剣や

雑念分けて瞑想に入る曽父江茂子

ナゥ能面の喜怒哀楽も冷やかにミ

光陰矢より早きことわざ枝

行く雲の流る鼻水に影落としや

花吹雪浴びて醒めたる酒の酔久野溪流
憩ひし蝶のまたも舞ひ出す鈴置りきを

蹄輌誌什一一雲私朋十一一一叩霊︵於・神田公民館︶
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八岡山・正風和気支部ｖ

歌仙﹁調査士﹄
調査士を辞めて泌々春炬燵

庭の古木に啼かぬ鶯

桐山北
桐山和

ナォ手を使ひ足を使ひて貝を掘り美

誰にも云はぬあの夜のこと天

指切りげんまん約す日曜天
近頃は口紅濃ゆく装ひて美

行商女無人の駅で銭数へ美

閑古烏聴く宿坊の朝天

宇野重一座どさ廻りゆく天
旅連れは明治大正生れなる美

とりどりの日傘の続く菖蒲園美

老舗の親爺連句たしなむ天
はやばやと硯も用意月の亭美

一升瓶に詰める柿渋天

アゥ案内来し敬老会に派手を着て美

瀬戸大橋を渡るマラソン天
本陣の跡とや塀も崩れたる美
肥後の守など孫は使へぬ天

俳聖のたどりし道を花の旅美
まだみちのくに残る雪あり天

蹄耐誌辻一毒唾距一十コ印霊対吟︵於・北天居︶
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家政科を卒業する娘和服にて

親の背丈けを越ゆる身長

落香魚を磧に焙る月今宵
静けき庵に秋雨を聴く

触るればほのか碑の肌

ゥ素人のどやらかうやら松手入れ
育ちより氏を気にする祖父と祖母

口説き上手な社長さんなり
右左袖ちぐはぐのちんどん屋

保守革新の論議紛々
鈍行の窓に寒月皎々と

のっぺい汁に囲炉裡取巻く

女ばかりで参る金刀比羅

﹁英霊の家﹂の標札とり兼ねて

堤に揺れる長き陽炎

ゆるやかな磑の続きて花の寺

美天美天美天美天美天美天美天美天美天

八新庄・新庄北陽社ｌその一Ｖ

新庄市立図書館新築記念

歌仙一蝉の

図書館のテープカットや蝉の声

見渡せば山脈遠く連りて
風さわやかな窓を開きぬ

笹白舟捌

笹白舟
斉藤一竿
荒木清玉
斉藤孤柳
伊藤香月
金沢苫舟
渡辺竹園

萩は静かに直盛る庭

月天心一つかけらの雲もなし

ゥ喜捨により嘉作稲荷は甦り

岸春生

テレビドラマときめく胸の恥かしぐ

小雨の中を相合の傘

国会の行方を阻むリクルート

龍の彫刻残す名匠

竹

富沢比佐女

村松松風
坂本露香
大川耕月
内田素舟

鏡の道を押すや炭橇

リゾ−卜開発今が酌

野立の席をなぶる軟東風

井上玲虹
早坂和風
伊藤緑雨

賑やかに方言交りに譲り合い

冬の雁五重の塔に月薄し

玉

オリンピックのメダル尊し

榧の古木の造る緑蔭

巴

記念樹の花は見事に咲き揃い

もくぞうやま
ナォ
杢蔵山裾を取巻く夕霞横山稲園
心のつかえ晴らす晩酌阿部一笠

紋服の龍馬がはいた革の靴玲

旅の土産に碁石すすむる熊谷喜楽
豊満な肌に金髪なびかせて武田富水

国際婚を息子実践苫

時鳥夜明けの峠越えてゆく玉
遠しと思う舟泊り道浅沼葛子

広縁に丹精の菊飾りおき耕

柵をめぐりて金山の牛一一一上渓人

連勝記録伸す秋場所加藤清流
月情し笑みを浮べる仏たち緑

ナゥ飛行機は一直線に空を行き和

陛下のご平癒祈る民草玲
灯火は温く明るし雪の宮喜
威勢よき声はづむ競市露

花に酔い人に酔うたり旧城吐白
文化最上にのぼる陽炎海藤一瓢

︵於・新庄市民文化会館︶

昭和六十三年十月九日首尾
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÷

ハ新庄・新庄北陽社ｌその二Ｖ

北陽社創立満八十年記念

歌仙﹁紅葉
文化の佳き日祝う俳莚

ふり返る路ははるかに紅葉山

父が得意の小謡も出る

和やかに円かな月に酒汲みて

研ぎも鋭き鎌の切れ味

涼しさを求め単衣の散歩道
青葉を縫って走る自動車
ゥ遍路笠並ぶ札所に辿りつき
野はうららかに花嫁の馬
頼母しや新妻姿五加木摘み

悠々と下る舟唄最上川

貰った土産あげ底の菓子
移りゆく世に僅々と冬の月

むささび狩りの槙の跡

リクルート税の改革阻むなり
ぽつりぽつりとぼろが出てくる

満開の花も驚く大軒

笹白舟捌

笹白舟

ナォ朴葉飯子供の頃がなっかしぐ鎌田実与子

世相グルメの経済の国八戸一橋
短か夜の暁破る本能寺山崎松風

雲の切
れ間を時烏飛ぶ瓢
おみさか

そっと刷いたる薄い爪紅香

老杉の御神坂長く奥の宮横山稲園

寝乱れの髪恥かしき朝鏡金沢苫舟
押売りめがけ吠える番犬坂本露香

句碑の移転に募る浄財竿

ボーナスの軽きふところ雪の道浅沼葛子

豊作を祝う踊りに月高く渡辺竹園
千輪咲きの菊見事なり加藤清流
富沢比佐女

早坂和風

ナゥ威勢よく鮭上りくる母の川小川庭水

伊藤香月
大川耕月
斉藤一竿
海藤一瓢

浅野目弄風

北陽の傘寿芽出たし花の宴白
希望溢るる三元の春武田富水

︵於・新庄南部公民館︶

昭和六十三年十一月五日首尾

古代のロマン語る木簡斉藤孤柳
映画館時の流れに逆えず影沢笑山
芭蕉イベント競う町村井上玲虹
熊谷喜楽
山崎茶香
荒木清玉
村松松風
内田素舟

岸春生
渡辺黙咲
三上渓人
阿部一笠
伊藤緑雨

TFへ

山

鰊ねらって野良猫の寄る

−』．至一

2＝＝

八三田・すみれ連句会ｌその一Ｖ

庖丁を研ぐ指の危ふく

ナォ日の氷きラジオニュースも聞きあきぬ歌川山

ローン完済気分晴れか︑

かしぐ様の墓に断酒の願かけて

行水のわが妻の背な見直して

恋のきっかけ不意の夕立

海女たちの納涼芝居にぎやかに
岡田水都子

スピッツ３．シャム猫２匹・人一人

潮遡り来る河の牡蠣船

歌神の鳥居に筒りて月を待つ

綿繍なせる借景の山

今朝のグラタン焦げ加減よし

小林樹巴
民岡照子

岡本春人

岡田水都子捌

歌仙﹃エイプリルフール﹂

エイプリルフールに生れ俊才よ

文台びらき春日燦々

烏影の光りて水の温むらん

竹山美代子

永井一子
山崎綾子

ナゥ寒ぬくし昭和改元平成と
右往左往のマスコミの記者宮本藻
高架線開かずの踏切解消す
虹うららかに伴天連の島

孫の入学祝ふさかづき

花衣片流し結びよく似合ひ

昭和六十三年四月二十九日首

平成元年二月二十日尾
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スケッチブックうしろ手に持ち

武家屋敷門の残りて今日の月
静寂破りて木の実落ちたり

林由子
都

関本正緒

綿菓子に目を輝かす児等

ワ湯の町のはづれのあの灯地蔵盆

﹁アイラブュー﹂と鷆鵡返しに

代

綾

峯友昭舟
田島竹四
松宮弘枝

山田八重椿

中島ふゆみ

草仮名のお手本なぞる行成流
失恋の記録となりし日記果っ

旅すがらなる余呉の寒月
灯のアーチ高速道路谷渡る

花蕃椒畝にちらほら

税制国会審議延々

蝉しぐれある時近くまた遠く

ボートレースのくぐる銀橋

大手麹小手麹ざくら吹雪きゐて

四照巴緒屑代黛綾舟一み四由椿緒都巴黛

八三田・すみれ連句会ｌその二Ｖ

居待﹃秋晴の﹄
紘庶Ⅱ︑和妖︵農汽鋤吋欠シ岡田水都子捌

ｌ

秋晴の呉春の里に一会かな田島竹四

猫はあるじの膝でねむれり林由子

棹さす流れ澄みに澄みたる岡田水都子
月待ちっ銘菓望月いただきて中島ふゆみ

九十翁日課としたる草を引く四
山のかなたは夕立するらし都

曲変り心に秘めしひとと組む岡田丁珠

鳥のしぐさが恋の手ほどき都

宅急便文こまか︑と添へもして水井一子

夫婦花碗は祥瑞うつしを山田八重椿

潮騒の英虞の新居に冬の蝶由

痛む足ひきずりつつもお百度を

月皎々と牡蠣殼の道四

ビルマ情勢ニュスしきりに竹山美代子
酔ふほどにカラオケエコーよく効きて由

三人官女の緋袴の艶椿
霞とともに赴任出立み

花ふぶき児等は輪投げにぶらんこに代

︵於・池田市駅前南会館︶

昭和六十三年九月十二日首尾
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八東京・草門会ｖ

歌仙﹁津和野の水﹄

水を見て杉玉を見て夏始
鯉ひとはねのあとの涼しき
ほろ

一﹂

母衣蚊帳の嬰も漸くに寝覚むらむ

﹁塵紙交換毎度おなじみ﹂

よめなのはなのあはきむらさき

川野蓼艸捌
山地春眠子

繭

悦

繭

箸とり落す五十肩なり悦

ナォ烏びっしり電線重くたわみをり史

河童橋下皿が流れる史

白骨の湯まで一里の道程を繭

亡命のニュースけたたましき夜半悦

ビールの泡のやうな清談繭

棲む鬼を飼ひ馴らしては単帯江

渡る車道に蜥蜴反りをり眠
引退の父中国語アラビア語朱

日がな一日洗濯機鳴る恵

月の沼ひとの世みんな呑みこんで江

寝ねて稲妻呼んでみるなり繭

ナゥ法師蝉つくつくつくと児を手繰る〃

長島ジュニア抜く左中間恵
半眼の雛をしまふ城下町朱
胄墨うらら千年の樹々江

新車見にゆく暖かな午後悦

絵踏み終へし童女花びら舞ひあげっ艸

昭和六十三年六月十八日首尾
︵於・東京グリーンホテル・水道橋︶

ゾマ

中空に白い半月雨待ちて

村松定史
秋元正江
川野蓼艸
石田恵子
小川悦子
工藤繭

うなじにはあるかなきかの指のあと

江

久木田朱美子

能登の廓に魚の干されて

朱

雑司ヶ谷ゆく芒木菟

ワ山粧ふ時の帝の哀しみに

洙儒は今暁の廃市に迷ひ込み

史

芽吹き便りを書いて織り上げ

ひまひま

﹁赤旗﹂を埠頭に立ちて歌ふなり

いお

蕎麦湯をすする銀砂月明

江

史

あけ

子等の石蹴り隣村まで

浴びて行く官庁街の花吹雪

朱

宙心

良寛の文字の隙々風が入り
ブラスバンドに蝶がまつはる

−1局同一

ハ寄居・埣啄会Ｉその一Ｖ

歌仙﹃媚﹄

鯛に急き立てられて窯に火を
ほつほっ並ぶ庭のかまっか

郵便ポスト影長く曳く

月育つ過疎となり行く村ならん

盆のグラスにゼリーとりどり

森三郎捌

森三郎
小沢竜波
真下草笠

森恒子
圭電

郎

笠

ナォ初宮に連れ立った社頭神さびて郎

白き孔雀の緩き足どり竜

アンターレスは今し南中恒

月下香咲くとてうから呼び集め笠

恥じらひ乍ら明り細める竜

華清池の如くしっらふ露天風呂郎

乱れ髪結ぶリボンもそそくさと〃

水引草の足にまつはる知

百円玉でジュースことりと恒
義賢の無念の館趾土しめり宏

オリンピックを見れど冷まじ竜

玉体を案ず民くさ月のには郎

ナゥワープロを打つ音のみの夜の更けて美

急須に添へる繊き指先笠

羽衣の霧しの扇朱の映へて恒
霞の上に生るる富士の嶺知
燗漫の花に慢幕めぐらして宏
東風吹くなかを名句朗々正

蹄諏誌汁一壼払朋弐申雷︵於・三郎居︶

写

貫録の胡座大きく白耕

笠

市川美代子
恒

胸に秘めてる約束の刻

郎

ヴ改まる声に戸惑ふ電話口
石の地蔵の新らな前垂れ

うるむ眼にテールランプの遠ざかる

恒

垂弓

グランドキャニオン覗く団体

福島正人

﹁セツの子﹂口すさみつつ旅の空

寒月に心も凍ることばかり
酢牡蠣肴の酒の度が過ぐ

美

笠

郎

美

零一っ間尺に合はい書画の価値

春のコートの襟が寂しい
紅含む蕾の花に弾みゐて
吾児の目覚めにしきる噺り

−1吋6−

ハ寄居・埣啄会ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃野菊﹄
枯れ急ぐ野菊にダムの水碧し

鴛鴦の番ひの憩ふ山影

森三郎捌
石沢鉦伸
木杯一二

功成り名遂げ枯る蚤筆先

ナォ内見会ホール余興の利茶席

山河閑かにたたずまふ町

神宮の浄衣すがしく句碑除幕

火鉢の煥をすこし崩して

呼び鈴に息をのみつ壁襟合せ

思ふこと言葉にならぬ者どうし

鳥獣戯画の猿は金欄

家中のハムの免許が評判に

千里を馳けて天馬噺く
雲海は果なし月は皓々と

美
代

森恒
真下草

川

正

停留所手ふり身ぶりの果てもなし

柏原知

島

︵於・三郎居︶

−157−

柏原和

段畑の畝より淡き月育つ

頬被りの案山子傾く

ナゥ石たぁむ茂田井の宿の新走り

稽古事にも車お迎へ

前山はパワーシャベルに削られて

子供の手から逃げる風船

按摩のほしき野遊びのはて

風の息のま壁に吹雪きて花の寺

昭和六十三年十二月十一日尾

昭和六十三年十一月六日首

市

福

登校の列をみだすいたづら

とまる蜻蛉に手を伸べてみる

ワ望遠鏡視野一杯に紅葉谷

土器投げは恋の占ひ

相性を気にする母に楯ついて
三月は過ぎぬ﹁手鍋さげても﹂

退き口を案じ喧嘩は生煮へに

菓子の包装趣向さまざま

納涼の句会は月の屋形船
揃ひの浴衣藍の匂へる

秘書の一人も持てぬ身はさて

赤い狐青い狸のリクルート
うらら︐Ｉ︑と蟇るる春の日

初孫の名を誇らかに花見酒

知宏笠郎恒知郎宏知恒知郎子笠宏子郎腸

郎知美人宏郎笠恒笠子恒宏郎ノノ笠郎笠郎

ハ寄居・埣啄会ｌその一一一Ｖ

歌仙﹃場羽﹄

露も涼しき駒つなぎ石

神杉の陽の箭揚羽を捕へけり

古城を望む川は東に

柏原和

森三

柏原知

森恒
佐伯茂

ナォ一せいにカタカゴ傾ぐ風のみち

忍びの影は伊賀か甲賀か

さだかには知らずで済ます御方便
ゴルフ場にもグリーンキーパー

広告のビールの泡に唾をのむ

郊外電車冷房の過ぎ

香糞の返しに句集添へられる

逝きにし人は片恋の人

淋しさに合せ鏡を手入れして

葡萄の種子をぶつとほき出す

李朝の壷の竜が見てゐる
月明の流砂の道はどこ迄も

本屋のっけは催促がなし

ナゥ老いてなほ昔のなごり秋蚕飼ふ

浮雲に乗り雲雀さえずる

馬子の居ぬ浅間の煙りゆっくりと

血統書つけ猫の子を賜ぶ

昏るるまでボート賑ふ花の湖

昭和六十三年八月十六日尾

昭和六十三年七月十日首

︵文音︶
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久々に親子碁盤に対座して
月を踏む袖かき合す戻り道
菊人形に似たるせんせい
ウベッタラの声突き抜けるビルの街

用立つ小銭恋のはじまり
拾はれるより拾ひたき結び文

郵便受に厚き札束

紳士録あごひげ長き祖父の像

虎造節をカセットで聴く
美酒に酔ふて出づれば月冴ゆる

雪の達磨に敬礼の人

番組の小さな旅にふる里が

柱の傷がいまは自慢に

初孫の寝顔見飽きぬ花の午
触れても見たき土の青踏む

宏恒茂郎恒知郎宏知茂宏恒郎子子子宏郎

茂茂恒知郎宏知茂宏恒茂郎恒知郎宏知茂

ハ川崎・染井の会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃枯菊﹂
枯菊の香にたち燃ゆる楕火かな

障子明るく和む隠居所

蒲幾美捌
中村菜圃
菊谷由起子

夕餉の仕度心急ぐなり

久保田富子

蒲幾美

眠り深まる椋鳥の杜

由

湯川道子
大江秋光
片倉綾子

児童らの午後の音楽賑やかに

ワ神域に競ひ建つ句碑そぞろ寒

ウオッカ飲みしあとは滕朧亜

ナォ考へるロダンの像に春の雪た

位置を替えたる渋谷ハチ公〃

朝日射しカーテン開けるはじらひに道

小雨となりて咳こぼしつつ秋

歳晩の深夜スーパーあかあかとシ

万民の心に帝の御病幾
式部籠りし石山の寺由

丸文字つづる族の絵葉書秋

夕映えの湖北やま並むらさきに綾

なじみたるベレー帽のせ十三夜亜

禅寺丸柿木に熟れしまま富
綾

富

自転車をつらねてゆくや花の土堤由

横文字ばかり幅きかす街綾

銭湯のほてりを覚ます今日の月

お座敷かかり急ぐ駒下駄
逢ふまではいつも他人のふりをして

道

ナゥゆく秋の踏切警報かん高くシ
はづれ馬券をちぎり飛ばせる秋
列なして買ふや小店のお惣菜富

リクルート疑惑四方にひろがる

綾

醗輌蒜什三︾十斗卵二十畦叩奉︵於・柿生会館︶

春の河口に跳ねる魚影富

風騒ぎにわかに変はる空模様

鴫津亜希

田中ツル
山口たま子

遊び疲れて寝顔愛らし

闇に涼しき堰の水落っ

た

蚊いぶしを腰に月夜の畦巡る

連れだちて婆名炎の門前に

亜

ツ

夢をのせつつしゃぼん玉吹く

飴屋かたかた調子はづめり
飛行船のどかに浮かび花の界
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ハ川崎・染井の会その二Ｖ

くひな叩きて揺るる桟橋
旧道に本陣跡の普請して

水明に真菰のささる天深し

久保田富子

湯川道子
田中ツル

蒲幾美

歌仙﹃水明﹄

寄木細工の土産買ひたり

ツ

嶋津亜希

蒲幾美捌

古稀祝ふ月見の宴に招かれぬ
玻璃戸いつしかぬらす秋雨

英語で綴るあつき胸うち

片倉綾子

亜

菊谷由起子

ウハーブ茶の香りただよふ夜長なる

寄り添はれ人目はばかる管理職

ツ

山口たま子

亜

あぢさゐ崖を埋めつくせり

単線の旅の車中の濁り酒

道
由

泪岬と伝ふあはれさ

鬼瓦目ん玉涼し朝の月

飛行雲行く原子炉の上

ツ

綾

た

由

早逝の子の年を数へり

元祖・本家と競ふ草餅

停戦をいひつっ互い爆撃す
花の下縫ふて吉野の花会式

ナォ春昼のビルの窓拭く命綱富

海外登山の貯金ふやして幾

後楽園ドームに熱気たちこめてシ

さりげなく手を肩に廻しぬ綾

着板が飛ぶ強き北風由

寒き夜の浴室ふたりの湯が溢れ〃

テレビの前で発作起きたり大江秋光

釣り船が沈み潜水艦が浮き道

ふなどの神はほほえみてます富

故里は煙る浅問の裾の村〃

掌に胡桃を鳴らし十三夜た

金木犀の匂ひくるなり秋
噂話のあれやこれやと秋

ナゥいなぴかり都心空地の増えてゆく富

カルチュアーの帰りいつもの喫茶店た

谷戸のげんげに遊ぶ人々道

地震ぐらりと予報などなし冨
花うらら秋舎の牛の長鳴けり亜

醍岬誌社一一毒此朋二十垂叩霊︵於・大塚社教会館︶
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八東京・第六連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃地下鉄を﹄

綻び初めし匂ふ沈丁

地下鉄を出でて吹かる塾都風

品川秀夫捌
品川秀
赤田聰

今泉亡心

田口猛

ナォ子遍路の足の縫れっ急な坂康

楠の一木で森成す社機

ひと

故郷のかの日見染めし女何処雨

いぐさ

願狂院に妻を訪ふ医師夫
櫛いくつあっても使はい男なり機
不知火の海刺さる流星康
舟の上弓一本の戦にて夫

市太郎や−い叫びし老婆雨

泥淳にラガー等背中の数消えて康

肩車には菫き六歳機

ビル蔭に見失ひたる夏の月雨
ビールで流す今日の労働夫

孕み猫ゐる通りやかまし康

ナゥ部屋広し妻は芝居のひとり留守機

ポケットの木の実植ゑたる日曜日夫
ブラックコーヒー窓辺のうら愛雨

残る寒さに急ぐ帰り路康

花の雨橋の上にて見て足りぬ機

︵於・東京女子医大小会議室︶

昭和六十三年二月十四日首尾
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磯開き浜に降り立ち靴ぬぎて
黄色のバケツに黄色の帽子
とのゐ

群雲をかい潜り行く月速く
裾廻の虫を頼もしく聴き
ゆか

ゥ碁敵を招んで夜長の宿直部屋
ラブロマンスを語って飽きず
恋しうて縁りのマッチ取り出して

我れにもあらぬ声出る電話

北鮮の近くて遠い怪情報

アリナレ河の月の冴えゐる
白磑々遙かなる野のスキー行

ワイン飲む程筆の滑りて
驚きは母校の寮歌を隣客
映画で観た様なシーン再現

花吹雪右に左に前後ロ

雀交りて落っ砂挨

雨夫康機夫雨機康雨夫康機夫雨機康雨夫

八東京・第六天連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃貴妃が夢﹂

尾崎淑子
田村宏
馬場彬風
浅野黍穂

尾崎淑子捌

淑

鶯や池廻り来て貴妃が夢
木目の美しき積木つみ上げ

星野恵則

残る寒さの遠き山々

石製の月の濡れたる秋時雨
夜なべ仕事の揺るる電灯

待ち兼ねし沈丁一つ綻びて

ワ青蜜柑むかれず香る卓のうへ

風
宏

穂

宏

カチューシャ被りの娘可愛ゆき
くぐ

人目忍んで潜る混浴

スケートはペアで楽しき軽井沢

穂

則

淑

苔の地蔵は笑み満面に

宏

自転車を乗り捨てにする者ありて

九十九折峠の月の涼しさよ
ビール談義はドライ推奨

則

淑

風

うはのそらドラクエⅢの解けぬ謎

風

つづら

実家でつまむ草餅の味

スリー

ひたすら走る夜間トラック
さと
故郷の花古き映画の如く降り

ナォ眼鏡かへ点画つばら人丸忌穂
だいこ

くれなゐ

自費出版の準備万端宏
山村に名水ありと伝へられ淑
大根干しゐる頬の紅則

共に寝し蒲団のぬくみ恥かしぐ風

土日で帰るグァムの道行穂
店先の盲導犬は耳を立て宏

予算委何と七日空転風

ねぢり鉢巻バナナ売る声淑
前歴は種々様々に菊バッヂ則

識別難し百草の虫宏

月かげの煉瓦の駅舎保存せよ穗

ナゥ御社の茎だけのびて曼珠沙華淑

己レの墓を海望む丘則
河岸生れビルの都会は大嫌ひ風
鰻のたれの甕の星霜穂
初孫祝ふ凛々し立雛宏

通り抜け花のトンネル賑やかに淑

︵於・東京女子医大小会議室︶

昭和六十三年二月十四日首尾
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八東京・第六天連句会ｌその一一一Ｖ

世吉桐﹃雷雨の後﹄

赤田聴雨
今泉忘機
田村宏
品川秀夫

赤田聴雨捌

水の流れを久々嗅げる

機

入日に帰る烏の二つ

鮎釣に誘はれし日は早や起きて

いつか消えたる蚊遣の煙
詩を吟ず空の青さに山遠く

雨

時の間の雷雨の後の夜の静か

天窓に小さき月の出し秋
南瓜の切口色よきを賞で

機

富士山の麓に生る︑王てふ

宏

夫

宏

宏

夫

ゥありがたし今年も庭に赤とんぼ

救急車ピーポー鳴れる暁
硬派とて壜を枕に討死し

機

田口猛康

漆喰塗りの仕事一筋

片想ひにて夢を追ひつっ

雨

康

夫

雨

米をとぐ寶のほつれをそのま蚤に

終へし生涯インドの奥地
娯楽なる映画は王様歌に舞
核の傘被てわれらが平和

柵越えて降る東てし月光宏

知者曰く人類は是破滅へ向ふ機

三番四番花籠に山盛り康

チェロに乗り搦々として茶の曲雨

︵於・東京女子医大小会議室︶

昭和六十三年五月八日首尾
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八東京・第六天連句会その四Ｖ

世吉桐﹃舗装道﹄
舗装道毛虫の渡る残暑かな

気心知れる友達同志

まだやはらかき青栗のいが
月三更橋のたもとに酒酌みて

是と定める床の掛軸

星野恵則捌

星野宙心

近藤信

浅野黍

品川秀

蒟蒻の油いために芹茶漬義
春の夢から醒まされし朝夫

蝶も乗り込む遠足のバス則

花筵いの一番の日曜日穂

︵於・東京女子医大小会議室︶

昭和六十三年八月十四日首尾
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珍らしき蹴まりに似たる藤のまり

とき

此ノ本にこの冬紅葉はさみたる

霜降り置くや鶏鳴の関

ゥ錺色に兵舎の屋根の続きゐて

ハルピンに買ふ豪隷の筆

女手の線くっきりとエアメール

想出の先尼僧院なる

ありがたき別れとなりしブランディー
うるは

巨船泊まれる壁の如くに
雷光に今宵の月の美しき
北方領土ねばり勝ちせん

論理完全ラスコーリニコフ
ッア１
金貨なる皇帝の首筋噛む金歯

穂則義夫則穂夫義穂則義夫則穂夫義穗則

八東京・多摩連句会ｖ

歌仙﹃野遊び﹄
野遊びや自然学なる事始め

大吟醸をこぽす草萠

新築の軒に燕の巣の出来て
この一年のお目出たきこと

ひとところ赤米実る夕月夜
ノギ

斎藤五口

宮下太

ナォ蒲公英を次々食らふ兎にて太

漂着民に学ぶ農耕吾

どんどんと銅鐸の音響くらん太

悪霊払ふ入墨をせり吾

のぼり龍太く短く五十年太

汗とほこりのホームスチール吾
大美人手は届かぬと思ひつ愛太

望遠鏡で覗く女子寮吾

ともかくも安定剤はあとわづか太

鴉の耳に勝どきを聴き吾
や鼻寒なれば僧の縄跳吾

十三夜あかき火星を従へて太

考現学でゴミの分類吾

ナゥこの秋はあたふたとして過ぎゆくも太

猿面冠者と酌める白酒吾

リクルートそれにつけても意味不明太

花の雲もくもくとして桃色に太
鳥居くぐりて飛びてゆく蝶吾

蹄榊誌せ｜一雲十型朋需︵文音︶
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絵を描く髭を芒がくすぐる
ゥ瓦礫にて埋めたてられし鴬の海

どこの車も三河ナンバー
待ち合わす深夜喫茶の飾窓
おぼこ娘はおもてむきなり
雑踏に刑事の尾行振り切って

上海帰りの歌流れくる

かまくらの中のラジオの青ランプ

冬あたたかきお袋の腹

温泉に毎日つかる日々を得て
金たっぷりと使ひこみたる

宵の祭に吹くや春風

月の出にうこんの花の散りぬるか

太吾太吾太吾太吾太吾太吾太吾太吾郎朗

八松山・出合川ｖ

脇起二十韻﹃雛﹄
鈴木春山洞捌

白酒酌める女の小部屋
麻生禎子

中川久子

米田双葉子

菜の黄色さっと描けば明るくて

中川貴好

地震にあらず雛の理路又揺るる

老船頭は水馴竿持ち

鈴木春山洞

たみ
母の遺か品
の箪笥抽斗

そのままに昂りの愛たしかめて

二人肩寄せ見る遠花火

好

久

洞

禎

なみ

ゥ月光のきらめく漣の涼しさに

西へ行く雲に己の姿みる

洞

ぴく

魚籠を提げたる影瓢々と

禎

鞍鱸鍋の煮ゆる一刻キ

久

禎

久

″

好

ナォ思ひ出に浸り毛糸を編める女
後ろ髪ひかるる想ひ捨て切れず

身に入むほどに変悶えけり
文殼を燃やして月を曇らせて

お宮の松にある秋の色

ナゥダイエットなんどはとんと打ち忘れ洞

緋鯉の群るる寺のうららか禎

カピタン玻璃の杯挙ぐる好
長崎の出島の花に海碧く久

︵於・松山市余戸南・中川邸︶

昭和六十三年六月三日首尾
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八東京・電通連句会ｖ

二十韻﹃葛の菓子﹂
秋元正江捌

平山昭

青木秀

山口美

螢蔓を飾る小座敷
佐古英

葛の菓子すこし涼夜をはこびけり

綱に曳かれて犬とお散歩

吉田憲

ナゥこの近く地上げ暗躍とりこみ中昭

啓蟄の虫出るに出られず樹

淡墨の花ふりかかる眉の辺に秋元正江

︵於・電通築地南寮︶

鼓を打って春ぞ隔たる昭

昭和六十三年五月十九日首尾
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信号を待つ間もテープ聴きいって

ヴ風邪熱の友を見舞ひて酒を呑み

凍空照らす納沙布の月
中也には中也の描く想ひあり
世間許さぬキャスターの恋

軽鳧は母子揃って池に入る

眠りを覚ます教会の鐘
ナォ吸血鬼伝説にふと身震ひて

山奥ふかく独り棲みなす
新月に忘れゆきたる住所録
茄子の馬に似た顔が好き
ハロウイン仮装のままで唇重ね

老人ホームで瞥沢な夢

英恵樹英昭恵助樹助樹恵助子子樹恵

小林しげと

︽羽

川野蓼艸捌

八東京・東京義仲寺連句会芭蕉庵の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃三井寺の門﹂

食後の梨に舌鼓打つ

三井寺の門叩かばや今日の月
若松照代
内田麻子

秋冷の画廊の主にこやかに

由緒正しき猫は長椅子

良

朱

と

麻

海

昭州

石飛千可良

浜本青海

久喜田朱美子

水泳記録またも縮まる

クリスタル時計は三時十五分
緑蔭に乞食どちのくつろぎて
ひと

新税制は他人のことなり
ワシントンへ娘の出産に飛んで行く

紅毛碧眼はばからぬキス

つくづくと変る世の中さうだなあ

天守閣にはつむじ風巻く
磑のぼるせむし男に冬の月

麻

川野蓼艸
朱

さいころの目に視線集まる
海峡に石油を積んで抜ける船

衛星通信ふるさとへ向け

良
と

百烏に花はまだかと夢のなか

陽炎割って走る流鏑馬

ナォ春祭毛脛あらわに法被着て海
いつの間にやら伸びし子の丈照

紅殼格子京の町の灯照

乗り継ぎて東海道を西国へ良

雨女間男すれば降って来る艸

ホテルの竜神センサーで鳴き朱

しとどに濡れて濡鼠なり麻
高原の蛍袋のうつむいて照

息子の遺品届く留守宅良

銀行の支店次長の最敬礼〃

ひとまづ夜は新酒酌みたしと

月細く横須賀沖の波静か海

名作劇場ぷっつりと消す照

二百十日無事に済ませて爺と婆麻

円高ドル安ちょっと鎮静良

艸

地震過ぎる棚より鍋と釜落ちて海

花の宴金泥の地に仮名散らし

霞隠れの越天楽聞く朱

︵於・大津市打出の浜さざ波荘︶

昭和六十三年九月十日首尾
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井出樺晴捌

八東京・東京義仲寺連句会芭蕉庵の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃歳暮るる﹄

高き梢に猛き冬鵤
中島まさし

井出樺晴
川野蓼艸
若松照代
内田麻子
濱本青海

手筋がよいと賞められてゐる

ナォいづこより燕仰ぐ城下町

雪女泣く次の世も亦

それぞれの人生映す羅漢像

今宵はここで終りにしたい

﹁右側の乳房を吸って﹂冬銀河

ドル安も大統額の選でやみ

西へ行く友東へ行く友
百十二歳放送大は一年生

のらくろ伍長濱返しをり

押並ぶ騨前銀輪月細く

紅の舟夢にちらちら

︵於・

展望台爪先上がり花の径
越の遠野に消ゅる切凧

昭和六十三年十二月十一日首尾

關口芭蕉庵︶
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刻々と昭和過ぎつつ歳暮るる

藍染師藍甕に藍の相を観て
ちよいと一服片手園ひに
風紋を踏み月明の砂丘越ゅ

鴬に鱸のまじる川口

名優は二つの國に籍をもち

ストリップのビラあふる秋風
ナゥ鈴塁の愛態どれも馴れっこに
朱

晴

艸

久木田朱美子

海

ゥ爽凉のオリエント急行放たれし

天網恢々雨がだだ漏り

艸

カーテンレクチュア切れることなく

リクルート操る奴の影を追ひ

代

妾馬の行きつく先は裏長屋
コンコンコンと玉突の玉

朱

バーボン好みグラス取出す

信濃路は終のふるさと一茶の碑

青磁の壺が夏月を抱く

麻

し

艸

代

箱眼鏡出てきて覗く蟹の穴

海の狭間に源氏訪ねて

蝋涙しるき春の燈火

花冷えの夜の金屏に琵琶のうた

海晴し代麻し艸麻朱海麻代海朱艸代晴朱

Ａ東京・東京義仲寺連句会水分の会ｖ

胡蝶﹃風花﹄
戊辰極月十五日︑山口青邨他界︑享年九十六

眞鍋天魚捌

風花の増墹へ御魂帰りゆく真鍋天魚
緋裏のマントいまも鮮やか万波鮎
一行の日記に干支を書きこんで滝田遊耳

どこからが海どこからが川草苅澄
月の出を床の中から聞いてゐる山内加代

明日のバイトは秋のバーゲン澄
ワ男坂飯桐の実の美しく吉田梨江
てらてら光るサンプルの海老藤原千惠
はんなりとすすめ上手や京薄暑鈴木喜久

約束だけは忘れないでね原口一草

断崖のガラの記憶に固執する魚
ボルサリーノにのこる弾痕梨

ばけ

ナォ七変化といふ銘柄の酒を飲み耳

穴場さがしの相対性理論草

春楡の深き眠りを出でんとし鮎
吹けば飛ぶよなどんずいの髭千

いかならんと問へば横向くひとでなし加

朱雀門にて東つる月光鮎

ナゥあんこうの肝の太きを喰らひける草

時計回りが反対になり喜

このしじま学徒の息吹聴かんとす加

春の袷のしつけ糸抜く鮎

花咲いて非常階段のぼりゆき千

槙蘭の町かげろふのなか澄

注ウラ五句目のガラはダリ夫人

︵於・関口芭蕉庵︶

昭和六十三年十二月二十三日首尾
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八東京・都心連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃ゆく春﹂
小林しげと捌

保坂リ／エ

名古則子

小林しげと

朝顔蒔きて一服の贄

エ

岩永極烏

蛭海停雲子

見学玄

＃隣医館町に誕生藤咲きて

ｆ弘釧＆汁ゆく春や反故には惜しき小短冊

ｌ

ＩＴｆ

酒を温めて旅を楽しむ

砲︾ん人／卜わらしの群れる壁に落圭目
稜線のなだらかなるに月仰ぎ
ゥ鬼灯を鳴らしっそれを責る少女

玄

パチパチはじく算盤の玉

傘を忘れし争ひのすゑ
貿易の包括法案通過せり

玄

と

烏

則

エ

麦飯を炊きて﹁日暮硯﹂操り

山口良子

弘化丙午と読みし道標

則

″

エ

壼云

蠣幅翅を月に拡げる

押し隠しをる胸のときめき
椅子席を譲られ彼の戸惑ひて

境内の素人歌舞伎賑はうて
かすかな風に揺るるふらここ

花守の豐礫として鶴のごと

どこまでつづく長城の天玄

ナォ四月馬鹿発毛剤をっかまされ則

メガホンのうしろいきなり撮影班と

受身の稽古膳を噛めとょ良

白衿の清らに紺のうつりよく則

冷えたる恋にふれぬいたはり小林静司

冬ざれの縁切榎注連はられ則

一の鳥居は町並の端玄
地下安の分だけ高き交通費司
傷害保険受ける災難烏

光陰は矢に明月の同期会司

もと来た道へ戻す飛石烏

澄むせせらぎに萩のこぽるるエ
ナゥ親王を偲ぶ御座所に虫しげし良

裏表流派の呼び名異にして玄

口にふくめる蕨餅美味司
花前線近づき城の絶頂にと
三つっ五つと石鹸玉舞ひ雲

︵於・日本鋼管高輪クラブ︶

昭和六十三年五月二日首尾
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八東京・都心連句会ｌその二Ｖ

十八公﹃神の留守﹄

留守のまにあれたる神の落葉哉

三好龍肝捌

公羽

金子恭子

一一一好龍肝

大鍋に味噌雑炊のただよふて

森三郎

木枯に研ぐ新発意の声

身ぶり手ぶりで事はこまかに

水引草の赤きほつほっ

かまきりの雌の強さに気を呑まれ

蛭海停雲子

保坂木羊
菅谷有里
伊東桃庵

半額券は二枚ならロハ

１４ラブホテル月に恨みはなけれども

恭

庵

羊

持てぬ男の歯ぎしりを間け

シーザーも顔負けのするリクルート

川のかはせみ空でまじはる

その時ぞがくり倒れるビール瓶

里

庵

千年を唐三彩の駒は噺き
昔を探すロヶハンの旅

ぼけもせぬ老いたる姉が眼の配り

羊

恭

幸一云

バカにつけるの薬売り出す
おぼろぼろ燈しに見せむ花衣
小雪まがひの柳紫飛ぶらし

︵於・日本鋼管高輪クラブ︶

昭和六十三年十一月七日首尾
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、

八東京・都心連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃木蓮の芽﹄
木蓮の芽に紫の走りけり
噂しきり今朝の軟東風
島遙か桜貝など採りもして

大吊橋を渡る巡業

土屋実郎捌

土屋実郎

森三郎
岩永極鳥
小林靜司
見学玄
蛭海停雲子

月光にぬれたる荷物大行李

蒔絵の丈筥描く虫篭

池田みち女
一一一

ゥ想ひ出の朱の糸吐くか曼珠沙華

停

実

ひしと抱けばピアスきらめく
さま入Ｉ︑の猫の媚態が日めくりに
おどし

″

女

玄

停

司

烏

今は落目のプールバーとて
地上げ屋の恐喝はねつけあとこはき

底なき闇に神杉の鳴る
東雲の僅かに動き月包む

コード曳きづる電気スウェーター

申告期医療控除をポスターに
何処よりも先雲雀揚がりて

花なれや花の都のだらり帯
塩味のみの天婦羅やよし

玩具の兵を甲虫引く司

テォ余り物残さず包み帰る癖玄

集ひては散る人の世の常名古則子

タクシーの運賃も載す時刻表停

権敷二更に札金胴に落ちず実
さかさ徳利を耳元で振り三
女房の声が今夜は艶めきて則
浮気の相手探るあれこれ烏

伊藤みどりのワルツ爽やか玄

宴会に配るマッチのスマートな司

山車の上ひょっとこ昼の月仰ぐ雲

ゆっくり飛行船の秋空則

ナゥヘリウムは化合を拒む元素にて司

偽学生は出席のよき雲
カルガリのメダル掲げて帰国せる女
耕はじむ土くれの黒則

うすずみの花の根方に酒くれて烏

結婚披露春は酌実

︵於・日本鋼管高輪クラブ︶

昭和六十三年三月七日首尾
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八東京・都心連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃秋水﹄
一二滴矢立に落とす秋の水

虫聞く園に丸い行燈

月球儀海に学者の名もありて

地下鉄の駅迷路そのもの

金子恭子捌

小張昭一

金子恭子
土屋実郎
三好龍肝

鬼灯市に叩くおしろい恭

ナォ京扇子伽羅の香りと手のすさび良

それそれさなんのかんのとすぐにできと

今さらながら無理な三従郎

朝からのエレキギターに四肢五官恭
旅の役者が跳ねる六法蛭海停雲子

コスモスが新七草に選ばる蚤肝

移動八百屋の右に満月保坂木羊
鵤に似る九州弁の強訓り高木義厚

間伐材でっくる割箸肝

前掛に醸造元の名が入りと

熟れ頃のマスクメロンが馳走なり
鵲
才

ナゥ精出して金剛石をみがかずぱと

合気道とは愛が目標

郎

肝

山口良子

︵於・日本鋼管高輪クラブ︶

昭和六十三年十二月五日首尾

世界平和に命さ易げん庵

大名の本家の窟が花の宴恭

白魚群るる広き川尻羊

山らしき雨に恵まれ山わらふと

ヒンズー教徒おがむリンガー赤田玖実子

子育終りはげむカルチャー伊東桃庵
肝

郎

半巾帯の起居涼しき

まだまとまらぬ金の算段

断腸亭に髄をうか式ひ

ゥ間男は隣の鳩も射程圏
赤いのと白がからんで縫れた絵

″

小林しげと

郎

屋根替をする開帳の留守

恋猫に尾ツポを立てて吠ゆる犬

郎

石油の備蓄国の政策

肝

月昇り花の盛りを浮かれ出て
喉をうるほすオロナミンＣ
長考に碁打の膝はちとゆるる
轟々と卿起こし来る船だより
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八東京・都心連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃手賀沼好日﹄

孕鮒沼へ戻せば頬に風
天気図変り海業の紅
決算は黒字ときまりあた易かに
いぶみ

除幕いきノ︑祝ふ碑

取りたての枝豆盆に山と盛り

月の岬に視界玲瀧

ゥ給油所の夜勤は客と虫を賞で

キセルの切符残るポケット

ナォ目の入りて千代紙の雛笑みかくる司

笏家コックピットに掛けるエンジン鳥
いさぎょし初冠雪の峯見えて〃

小林靜司捌甘露の法雨他力本願司

雑魚ばかり捕えて不満税の網郎

小林靜司よしかき氏を継ぎし仕合せと
名古則子柿すだれ父母縁談を進め居り司
小張昭一障子貼る手の落ちつかぬさま烏
岩永極烏月細し残留孤児の二陣着く〃
さ買えの殼で新走り呑むと

土屋実郎江の島に海豚は芸のラッパ吹き郎

司長幼序あり寒稽古にもと

郎ＪＲ線めぐり来る春鳥

則花吹雪花吹雪して日の蟇るる則

忍者屋敷も市の予算にて

俳譜は特に変化の尊ばれ

郎モルモン教の聖書買はされ郎

則ナゥ縄で結ふ酢茎を漬ける重き石

小林しげとと

蛸焼の原料なくて輸入品

孫ほどの娘にころりまゐりて

スキャンダル盗み撮られし木下闇

噴水高くほうほうと鳩

半眼のゴリラ鯵々冑を病みて

︵於・日本鋼管高輪クラブ︶

烏昭和六十三年四月四日首尾
と

郎

円高差益豪邸が建つ

花を惜しみてはじく甘栗

烏

中国へ育毛ツアー流行るとか
一艇身エイトが抜ける昼の月

棹を保ちて帰る雁
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ハ習志野・習志野連句会ｖ

成田政男
鴇田秋甫

歌仙﹃初硯﹄
初硯父の遺愛の蒔絵筥
礼帳に書く水茎の跡
西和風
中島浮生

見はるかす渚のどかに弧を描きて

田中万茂留

叫や加蹴科峰

古里は雲の少なく春の月

政

雛段飾る蜑の家々

かき餅焼いて老婆すこやか

秋

万

見合い写真を褒めて帰りぬ

政

ゥ猪口伏せて子連れの客は箸まめに

後髪あげて見つめる池の鯉
名札添えあり続く菖蒲田
小雨中潮来おどりの遠太鼓
最終列車の汽笛消え行き

万

秋

浮

科

和

別れ惜し良夜の女うるわしく

遠く想ひて鹿水屋守焚く
山賊の名残あご髭霜の色

科

和

花見客奴踊りの始まりし

浮

とかく浮き世は夢のまた夢

のどかを破る竿売りの声

ナォ春眠を好きな木椅子によりかかり秋

頬撫する風日毎やさしく政

チァガールピチピチ脚のまぶしくて科

真紅の旗に涙あふるる和

暖炉燃え昔を語る優勝杯万

電光石火田楽を刺す浮

腹掛け姿よき時代なり政

升酒の角に盛られし塩の山秋

棟梁の再度のすすめ頬を染め万
やわ肌あつき思い秘めつつ科

石につまづき星流れけり浮

月更けてせせらぎの音高くなる和

ナゥ木橦咲くソウル五輪に望かけ科

背を叩かれて勝ち力士行く政
物陰に喰って寝るだけ油虫浮
見捨てられても大宇宙あり和

あけぼのの空化粧ふ佐保姫万

淡墨の花は千年の社なり秋

昭和六十三年一月十四日首

昭和六十三年八月五日尾
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八松山・南海放送学苑連句教室ｖ

香
歌仙﹃酸橘の﹄
永田黙泉捌

早田順子
永田黙泉
長戸弥香
小西芳江

すだち

越智しげる

湖にひれ振る鯉のさわやかに

月の鏡にひびく舟歌

人形抱き遠き友来ぬ

黒田きよ子

賜はりて夕餉ゆたかに酸橘の香

曝す蔵書の古印なっかし

夕暮れてバラに水やる共稼ぎ

夫待ちっ寒月光に照らさる公

夢のようなる電話掛り来

ころがして飴の行方をさがす児等

江

泉

香

順

藤惠理子
日野泰仙
岩城ゆき
新海左人
木村仁美

ゥ来年はエリザベス号到来す

床深閑と坐す姫達磨

この日佳き記念の庭に花満つる

近づく火星雨空憎し

理

よ

る

早立ち出づる有明の宿

君去りてゆく愛ははかなく
時折はあの人のこと偲ぶ日も

生れ出でし二人目の孫名は未だ

蝶を追ふ犬くるくるはねて

ナォ道祖神吹きぬける風あたシかく仙

カレーの匂ふ路地のたそがれき
金メダル三日天下のドーピング美

単身赴任大の字が好きん
食卓の墓に砂糖たっぷりと順
狂ひつ蛍けし夏の天候泉

声ゆかし伊予路めぐりのバスガール香

酔ふたまぎれに口舌千貢る

有難く受けた振りして君を見る江

道路清掃忘れ恐縮よ

名月のダムにくっきり松の影理

ちちろ鳴く夜に父母のまぼろし仙
ナゥ自由化の騒ぎもよそに青蜜柑き

二才駒駈く春光の野を香

すめらみことの弥栄祈り泉
場所終へし力士も記帳奉る美
師の句碑建ちて一年迎へ順
花吹雪谷間をたどる心意気人

︵於・南海放送本町会館︶

昭和六十三年九月二十九日首尾
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八東京・猫蓑会ｌその一Ｖ

歌仙﹃爽籟や﹂
隅田川

爽籟や水澄むとにはあらねども

夕づく路地に白粉の花

挽きたてをすぐ出す珈琲

月の出の窓に姉妹の並びゐて

遠くに光る雪の山脈

草間時

東明
平井昭恥

沈める寺の鐘が鳴りつつ彦

ナォ湧き上る春の青空みづみづし敏

サンマルコ広場の鳩とたはむれて雅

ガラス細工のほそく触れ合ふ敏
葡萄酒のよく冷えたるを夏館彦

来

ささやきぬ﹁ドマニ・エ・トロポ・タルディ﹂と敏

捜にして同じ齢なり雅

目立ぬうちに堕す算段彦

大阿蘇に月見て暮らす草泊り雅

盗人萩も山萩も咲く敏

つきつぎに年寄が死に秋深き彦

既に過ぎたる六十の厄雅

ナゥ冬の野に目ざめ明るき杖を曳く敏

フルートの音に愚きて子供が彦

雨の神絹の糸めく雨降らせ雅
日が射してゐる啓蟄の土〃
花々の下を花嫁炎のごとく敏

緊﹁明日では遅すぎる﹂

春鮒釣って帰る新婚彦

昭和六十三年八月七日首尾︵於・俳句文学館︶
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トースターことんと跳ねて冬ごもり

喧嘩はするが亭主大好き

ゥ細道を辿る旅路もふたりづれ

この黒猫の重さ十キロ

よく食べてよく笑ひ泣く女傑なり

清掃車には竹帯木積む

生ゴミを出すのは午前八時まで

夏風邪の永びいてゐる湯治客

庚申塚に月の涼しき

馬のわらぢ人のわらぢの祭られて

猟の名残を惜しむ若者

花衣着て大学の謝恩会

しゃぼん玉吹く夢のごとくに

敏彦雅敏彦雅敏彦雅敏彦雅敏彦雅敏彦雅

八東京・猫蓑会その二Ｖ

歌仙﹃秋しぐれ﹄

ナォ孕鹿やはらかき土歩むなり淳

おっとどっこいこの線のうち和

質屋を知らぬいまの学生敏
廃兵の縁のほつれし巻脚絆司

今は亡きはらからと酌む温め酒小林千雪

媚の鳴く背戸のうら山恵

秋元正江捌

梅田利子
八角澄子
杉江杉亭
瀧川雅代
原田千町

離婚結婚たしか四五回澄

湯豆腐にいつしか笑みのしどけなく下坂元子

金久保淑子

秋しぐれ駅に角川文庫買ふ
ことしまだ見ぬ十月の月

炬燵囲みし子等のなぞなぞ

バザー用サロン前掛縫うてをり

中田あかり

雑種ながらも耳立てる犬

仰ぎみて馬篭奈良井の夏の月

豊田好敏

副島久美子

杉内徒司
下鉢清子

羅輌六十一仁毒牙朋十に叩霊︵於・ＡＣＣ教室︶

縄で作りし低きぶらんこ市野沢弘子

篝守灯しそめたる花の下江

返した傘をまた借りてゆく蒲原志げ子
診察券どこへ忘れて来たのやら東明雅
理髪屋のどかすべるバリカン小川弥生

ナゥはたはたと平成の絵馬風に揺れ美

無位無冠なり前衛の書家篠原達子

短銃を入れたる鞄月を浴びり

台湾へとぶ話煮つまる中島啓世

鈍感の雑魚ばかり釣るこの辺り山崎一恵

ゥ雪下しすみたる屋根の黒々と

若尾よしえ

式田和子
秋元正江

両の手を合はせ鳩吹く猟師ゐて

アシュレの他は振りむかぬ女

紅さし指にぽっちりと鰊
ＡとＢ恋の秤のさだまらず
貸しビデオ値引き合戦たけなはに

字の薄れたる万葉の歌碑

代

代議士は名刺ひときは大きくし

上月淳子

捕へし蝮壜に漬けこむ

ラジコン飛行機自由自在よ
鉄鉢に御喜捨の米と花びらと

坂田濱

淑

杭にかたまる蜷二つ三つ
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八東京・猫蓑会ｌその三Ｖ

脇起歌仙﹁とうがらし﹂

月待つばかり整へし膳
草間時

福井隆

秋元正

蕪

初猟の銃の手入れもねんごろに
原田千

うつくしや野分のあとのとうがらし

畳の上にソファー竝べて

ナォ抱卵期雨戸を閉めることならず秀

国際電話圃なかばに彦

ドウピングして無にしたる金メダル町

古代の恋は木簡にあり江

湖も山も越えなむひたぶるに秀

夜這ひうれしや待ってゐたのょ彦

いたこ巫女なにゆえ父の里訓町

齢重ねてそぞろ寒しや彦

洋服ネクタイすでに喪の色江
粛々と雨の日続き月も出ぬ秀

八雲旧居に松江大橋江

奉書焼き鱸こんがり箸を取り町

ナゥ戦友と久潤を叙し別るるも秀

論語素読の声の高らか彦
頬杖をつきさそふ春眠江

下駄と靴片し片しで坊や佇っ町

−−ハイツ︶

花巡り都踊りの桟敷にて秀
昼も開けつつ霞濃くなる彦

︵於・熱海サ

昭和六十三年九月二十九日首尾

−I8o−

チンリンと大名時計刻を告げ

坂の途中で漫画取り換ヘ
ゥ学校を終へて直ぐさま通ふ塾

卍巴と降りしきる雪

風邪召すな酒すぎますとふはり掛け

玉の井の女ちょっと受け口

紳士録五つさばよむ年の欄
草いきれして葎荒れたり
月のもと蝉の寝言もときにもれ

刺繍をする糸の溢れる

またしてもじやれつく猫を叱りつけ

つちぐもりして駈けぬける子等

大町小町千町さまざま
現し世は是生滅法花吹雪

江町彦秀江町彦秀江町彦秀江町彦秀江村

八東京・猫蓑会その四Ｖ

二十韻﹃ゆく春﹄
かがひ

ナゥ東西の壁もいつしか崩れきてＫ

猫車押し卵売る人八

秋元正江捌

昭和六十三年四月十日首尾
︵於・筑波大学人文社会研究科棟八階︶

水面たたきはねる若鮎庸

招かれてお重ひろげる花の下郁
秋元正江
加藤Ｋ

ゆく春の奥踏みゆくや擢歌の地

杣みちの石憩ふ双蝶
楠見八重子

東郁子

厚目に切りし抹茶カステラ
ゥ大橋にのっと顔出す夏の月

久保田庸子

キャンパスの句会開きののどらかに

酸漿市へつづくどぶ板

江

庸

Ｋ

海老原久奈

年下の少年つかのま美しき

待望の新築祝ふ金粉酒

八

苦労して読む﹁ベネッィァに死す﹂

盲の犬も欠伸して立つ
ナォ冬霞旗を飾りて遊覧船

郁

Ｋ

逆さ富士さし子等の呼ぶ声

東明雅
郁

宗祇忌の箱根の出湯に身をひたし

待人遅し漸寒の恋

同

琴不

残月に驍し鴎され畷り泣く
ところかまはず禁煙の札
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八東京・猫簑会その五Ｖ

歩道狭めて垂るる葉桜

町の名の変りし里や走り梅雨
大窪瑞

京崎伸

式田和

二十韻﹃走り梅雨﹄

マドレーヌ貝の形に焼き上げて

新聞紙を折りて遊ぶ児

ナゥ拍手のくぐもり響く過疎の村伸

同窓会に行けぬ春風邪和

文机の式部の日記花の散る枝

箒目のたつ庭に蝶々伸

︵於・四宮区民集会所︶

昭和六十三年五月二十三日首尾
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ゥ前置きの長き話の月見酒

身元調べの縁のやや寒
雁金に托さん文のあてもなし
かばかりの土ベランダに買ひ
シルクロード奈良に移して博覧会

南無三宝と老の迷ひ子

狐が肩に細き夕月

ナォ革羽織せかせかと来て座りたる

すっびんの櫛巻誘ふ小暗闇
とんだところにつけられた紅

宇宙船宙を泳いで乗り替えて
クレイターやがて湖となり

和枝伸和枝伸和枝伸和枝伸和枝子子

八東京・乃木坂散人連ｖ

宇咲冬︑

歌仙﹃蟇出でて﹄

古舘茜日

宇咲冬男捌

旧居の庭に湧ける眞清水
有馬朗

蟇出でて天下にものを申さばや

眼鏡の奥に詩情たたえて

ナォあきもせぬ主の好きな蜆汁曹

宵越の金持たぬ江戸っ子朗

朗

明治逝くコウ子・健吉惜しまれて冬

とにもかくにも実が大切曹

ただ暑し戦さはどこもマホメット

四人の妻に愛の碓執冬

門高く母屋離屋かたまって曹

松を立てたる盆景に雪朗

曲芸をしている猿のはしゃぎ声冬

輪をなす者は見る阿呆なり曹
桂男のかくせるものは禿頭朗
笑いこらえて織女・彦星冬

みちのくの森みちのくの川朗

ナゥ色烏のこつと一枝をすべりたる曹

さびしさをひたにみつめて永らえし冬

２︐Ｋに親子三人曹

大いなる花雪洞を夢にして朗
さてうららかに嚇す相の手冬

︵於・東京・乃木坂・古舘曹人事務所︶

昭和六十三年七月十七日首尾
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中伝の太極拳を悠然と
月の山雲だんだんにきれぎれに

釣舟草は岩陰に咲き
温泉に心身癒し深む秋
枕代りに俳句歳時記
衣ずれの裾を押えて来る女
炭火の香もて気を昂らす
寒梅の床几の上の小座布団
秘書に買わせてリクルート株

風塵の中に雨月のただならず
初潮鳴りのごうと寄せくる
父が忌のどぶろく膝にあやまてり

急に笑まえる籠のみどり児
さんさんとしきりにこぼれ花の影

本屋の軒につばくらが増え

朗曹冬朗曹冬朗曹冬朗曹冬朗曹冬人人男

八札幌・俳譜寺芭蕉舎ｌその一Ｖ

艀蛎﹁梅一輪﹂

ナォお利口な犬は此所掘れワンワンワン

旅ゆく神を不意に驚かす
宅急便どっと届ける霜の朝

籔逃れする炊事當番

万

家柳速雄

窪田薫捌

夫花の下茶も澤庵も櫻にて
駒を繋ぎて壬生念佛を

薫

近藤です︑新選組です︑春の雨

窪田薫
小林しげと

梅一輪二輪三寒四温かな
小林静司

雅

五勺の酒に飴蕩の酔

沖田總司よ︑起きて︑掃除だノ．

悔をけむりにのせる蚊遣火

ナゥ短夜をよもよもすがら抱き合ひ

四方万里子

薫

明石雅子

携雷の翁に花の波寄る
バスの窓あけ入れる薫風

蹄輌誌杜一蓉一↑朋叱申霊︵文音札幌ｔ関東︶

黙釣りあげて仰ぐ雁万

３薄墨を町に流して月澄めり雄

薄紅葉する村の端から菫

いつまでも若くはあらず厚化粧

角笛の街は長し遠き山

ウサングラスそばを離れぬ片時も

裸婦のモデルは私よと言ふ
心得たラフなタッチでもてる書一家

嫉妬めらめらもえ毒茸

穴惑ひ隣りの穴がよくみえる

寺の麓で威銃打っ

３誘拐魔月に向って去るポルシェ

馬鹿な奴にはやるぜ贋札

‑184

司と薫雅

司と薫

磯遊び煮焚き樂しむ友呼びて

雅万司と

万司と薫

八札幌・俳譜寺芭蕉舎ｌその二Ｖ

艀蛎﹃鴦鴦﹄
窪田薫捌

馬場雅

家柳速

冨岡和

霊棚の魂閻魔裁けず

ナォ内視鏡に鬼と神とが心中してゐる

智惠の實をかじるエバの歯白き秋

龍田の川をくくる紅き葉

僚

明石雅子

蹄緬誌什三斡什一一一朋什圭肥霊︵文音札幌・函館・岩内︶

也

チルチルミチル絲遊に揺れ万

龍飲ん兵衛は花散るまでとやはり酒雄

嵌めるつもりが嵌められ破滅薫

ハーメルンルンルンとして死に急ぐ

四方万里子

Ｄ細い月たったひとりの反乱に
ジョイナーの爪には骸いた

鴛鴦の翅のめでたき受勲かな

感しＴＥＬ？占ひ電話は謎だらけ▽

咳と漢水八十三歳

窪田薫
窪田ヨミ
窪田眞理

公

薫

夢見ごこちを鶴の一聲

３まだ若い十三七つ月冴えて

トントンだとは輝迦も知るめえ

ナゥ鳴かず跳ばず韮は浮木に枯蓮

郭公狡し警戒をせよ

薫
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薫美雄秀

美雄薫

ＳＦ︑ホラー書いてをります

薫

窪田ユミ
窪田僚

ホー結構とほめる鶯

印東道

ゥ咲き初めて二人静の清々し

苦勢せず愉しく海峡わたる蝶

共櫻は花に主は九郎とか

佐藤榮

飛脚往來傾城の文

森公一

朝嶢けの太陽つかみをり乳房

キー合はせ雨は偉大な指揮者なり

テントの幕の降りる鍵靱

庄司一

ＵＦＯの情報蒜なく入手

一子薫也

ハ西尾・白桃連句会ｖ
あか

歌仙﹃赤
のぎ

まいだ

米田﹄

赤米田芒高々と風はらむ
よき人よきをり集う夕月
熱釣りの舟の航跡ゆるやかに

思はい演歌口ずさんでる
露店にてレトロの味のアイスクリン

矢崎藍捌

ナォこぎ競ふふらここ影もひらひらり治

夫婦それぞれ仕事人間美
癌検診体力テスト繁盛し治
甘藷焼酎のグラス倒るる慶

楯子の八重の奥なるめくるめき藍

原発騒ぎ町は眠れずる

やんごとなきは餅肌にして太
婚約の横綱っとに負けがこみ吾
言葉をしゃべる黒い自動車る

おふくろがいるかもしれない月の海吾

昭和六十三年九月二十九日尾
︵安城鈴木ちほ宅にて半歌仙残る半歌仙は文音︶

昭和六十三年九月二日首

夢はるかなり霞む山並み治

花の日も素足に土の踏み心地ほ

阿畔の猿の守る御社美

暖簾かきわけ孫がお迎え美
伝来の志野の茶碗に緑映え治

ナゥ獲れたてのいくらつぎつぎ喰らふらん太

雁よ列なれ般若波羅蜜多慶

推敲の跡なく記者のワープロ稿三

阿部都美子

宮下太郎
鈴木ちほ
斎藤吾朗
由川慶子
加藤治子
水野かほる

藍

湯山周三

浴衣さらりと糊をきかせて
ワ煤けたる縄文土器を運ぶ女

ゆらめく炎視線はづされ

太

かにかくも恋は苦しき身の渇き

閉じこめられし權の中なり

五ロ

五口

虻凍りつく月明の岩

恐竜の妻問ふ声の夜通しに

慶

問題は湯々婆のふた探すこと

八十億円敦埠宛てじゃと

藍

る

姉と妹ちょっとはにかみ

太

オカリナにうつす砂漠の砂の音

やがて始まる猫の初産

独り立っ黄金堤は花嵐
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八東京・白塔歌仙会ｖ

歌仙﹃色里﹄
色里の秋や故郷の物語り
蒔絵の椀に紅茶ひとひら

西川名丸捌

山本やよい

上村以和於

加地美知子

坂口玲子
西川名丸
荒井道三

浮かれ狸の嫁取りの宴

夜半の月遠き山端にかかりゐて

団扇片手に螢狩する

や

木本ひでよ

蝉時雨ほのぼの近き多摩の丘

面差似たる人に出会ひぬ

ゥそのかみの間道を行く曇り空

若さ薫れる初陣の眉美

ナォ陽炎にけぶり江ノ島模糊とせる道

でかい面して威張る先輩道

明日から共通一次神頼みや

帰省客来て母夏の痩せ美

いもうとを忘れて居りぬ水遊びひ

ボディコンとシャネルの好きな女子大生や

一途な想ひ重荷になるの玲

汝が夢にそっと愚痴言ふこともあり名

脇で舌出す知らぬが仏以
雑念の中に夜明けの月仰ぐや
眠れぬ宵に剥く衣被ぎひ
ナゥシャム猫の髭の先なる虫の声美
浮世の憂さを闇に拠っ以
玲

雲雀嘱り江戸の薄雲玲

以

はっとする赤信号のあちら側
幼な子の手の芯のぬくもり

美

物見の松に熊坂が小手かざし名

地価高騰誰も住まないビルの街

花持ちていともあえかに出で給ふ道
ひ

以

名

昭和六十三年十一月五日首尾

︵於・神田・竹むら︶

吟遊詩人うたふ春の野や

道

冬薔薇匂ふ女人残影

尻をからげて逃げる盗賊
月凍てて鏡の中のおどけ顔
あのママは昔オスカル役だとさ

玲

名

かな

鼬笛吹き猿掻い舞で

ひ

花散ると涙なくして語られず

麗かなる日還り来ぬ波
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八東京・芭蕉記念館連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃葉桜や﹄
宇咲冬男捌

宇咲冬男

いたずら書きのへのへのもへじ八

ナォ突っ立って目も鼻もなき種案山子萩谷悦子

大磯に藤村の卓古りしまま篤
深きこころの語りつがれて朝

きょうの色閉じてあしたの日日草悦

灼ける舗道にマネキンの首正

あわて者一一○番の釦押しゆ
犬も喰わない喧嘩の続く朝

葉桜やきのうは奥の旅にいし
松沢晴美

風呂の中けろりと背ナを流し合い篤

安藤正一

琴の音に温習会の近づきて

小磯ハル子

そぞろ寒さはよそごととして松葉屋善子

樟脳匂うセルの着心地

結いめぐらせる四つ目垣なり

阿部朝子

掛け持ちの通夜となりたり下弦月正
冬へ

八

正

橘高弘子

晴

岩松光子

ゆ

福井篤子

ゆ

晴
晴
光

︵於・東京・江東区芭蕉記念館︶

昭和六十三年五月二十五日首
昭和六十三年七月二十七日尾

おぼろににじむ春の灯し火光

払えども払えども花散りかかり冬

あれこれと注文多き婿選び善
川の流れを受けとどめいて朝

新種を作る遺伝工学光

ナゥ六本木カイワレ族のたむろする弘

銀杏黄葉の音立てて散り八

渡辺ゆり子

自分の過去はかくし通せし

海少し見えて静もる望の月
父乞虫のついと垂れくる
ゥ秋愁い戻りし娘説き諫め

なに見そなわす寒の大仏

キャスターの不倫つぎつぎあばかれて

水仙の香りただよい来るあたり
すゃすやすやと眠るみどり児

どっさりと新米届く十三夜

庭先に鳴く椋鳥の群れ

冷まじやアル中女史を送り来て
みんな夢よとうそぶいており

緋絨の若武者凛々し花の山
紋白蝶のまつわりて舞う
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八東京・芭蕉記念館連句会その二Ｖ

歌仙﹃大寒の﹄
宇咲冬男捌

宇咲冬男
成田淑美
平本三保子

大寒の夜に極まる炎色かな
岩城順子

雪の深さに刀打つ音

さらさらさらと砂のこぼるる

一一一

子ら騒ぐ分教場は丘の上
手に余る月見の莫蓮のたたまれて

匁﹃

順
一一一

匁︑

ナォ屋根つきの球場春の空も消え志
こんがらかって五彩のテープ順
帽子振る別れの曲を聴きながら三

旅果てに買う大津絵の鬼志

夕時雨煮つまってゆく牡丹鍋淑

どうにもならぬくしゃみ水湊順
再々婚ドレスの背中あきすぎて志
男むしゃむしゃ喰らい太りし順
去る者は追わず淋しさひた隠す三

冬を隣に機糸を繰る冬

ときどき裏を見せる葛の葉淑
風落ちし一撲の村の後の月順

ご辞退できぬ米寿となりし三

ナゥ老犬のなおも甘えて膝もとに淑

ああそうかなるほどねえとうわのそら志

不意に切れ字のごとき春雷順
弥生尽憶いの消ゆる花埋み冬
みなが待ちいし北の解氷三

昭和六十三年一月二十七日首
昭和六十三年四月二十七日尾
︵於・東京・江東区芭蕉記念館︶

′

冷えをまといてまろぶ徳利
ゥ英字紙を読む浮浪者へ地虫鳴く

神も仏もそっぽ向くなり

淑

山元志津香

幻覚のひしめいている麻薬術

村上龍と胸合わせたる

冬﹃

淑

士心

淑

士心

士心

順

青春の創の痛みをなつかしみ

父母なき郷のはったいにむせ

小箱に眠る白い貝殼
夏月の漣遠く遠くより

健康講座・生きがい講座

方言を直しきれざるアナウンサー

留守がちな家並びいる花の昼

忘れられたる清明の節

−I8Q−

八東京・芭蕉記念館連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃風痕の﹄
宇咲冬男捌

宇咲冬男
藤沼亜緋子

風痕のひとつに木守柿ありぬ

井水やせ水底に影正すらん

福田太ろを

山崎一示豈目

記念写真のシャッターの音

島川寅一

月宮殿の階の白々

あちらこちらで煤払いする

ありありと欄間に彫らる昇り竜

福山昭へ

大野花子

ナォ恋猫の恋に破れて戻りくる豊

交通ルールがんじがらめに亜

平等の叶う日祈る南阿国寅
湖も大河も神のものなり冬

むらさきの布袋葵のびっしりと照

夏帽ぬげば瞳濡れいし寅

ふたり湯の溢るる音の静まりて太

鶚鵡返しに名を呼ぶ鷆鵡冬

寒ぬくく任地の窓の開きいし宗

原生林のはるか広がる豊

と見るまに高々上る望の月照
唄うたいつつ新蕎麦を打つ宗
安藤正一

佳き名をもちて裾曳ける嶽

アゥ売店を連ねるばかり文化祭亜

巣箱の雛の声の洩れくる亜

空うららかに屋根の葺替太

年たれる幹のぬくもり花の甥冬

昭和六十二年十一月二十五日首

︵於・東京・江東区芭蕉記念館︶

昭和六十三年二月二十四日尾

〆

ゥ一条の白雲消えし大旦

松沢晴美
秋場豊

坂道はゆっくり歩き行くものと寅

賞総なめの利根川博士花

深窓に育ちし女の潟たけし
家庭教師の域踏みはずす

富安英子

士心

太

山元志津香

一示

太

菫呈

冬︑

水さしの水のこぼれしままにあり
テレビニュースの告げる震度五

原爆忌月赫々と照らしいて

蟻地獄より思い湧き立つ
温泉は関八州に多かりき
なまぐさ話し無きと集まり
海よりも花の雅びにひたる人

朧に並べ志野や唐津や

IqO−

ハ岐阜・巴世里の会ｖ

歌仙﹃冬﹃

ォ冬麗の帆柱ゆるる舟溜り

遠方よりの客に口切

紫煙たつ百科事典の開かれて

窓辺を白き猫のよぎりし

大野国士捌

講堂の影落ちるグランド

ナォ碧空に赤き風船ふはふはと

朝シャンの香に恋の始まり

写真切り定期の中にしのばせて

町の灯遠く川千烏啼く

近松の道ゆきとなる第三場

堅い机でうたた寝をする

熱燗の加減似て来し親と子の

成瀬多恵子

大野国士

波の白きに宵待ちの月

地下室にコカインを打つ５ＣＣ

伊藤慎一

筆津虫筆の先から歌ひ出し

狗尾草の山道を行く

一田村圭造

ナゥ夢十夜一夜契りし涙あと

塚本真博
加藤洋治

博

昭和六十三年十一月二十六日首
昭和六十三年十二月二十七日尾

鯏糾育ちゆく故郷の川

新しき制帽に花吹雪かせて

リクルート疑惑深まる株贈与
子供帰りて揺るるふらここ

御簾を透して動く人影

多
士

多

多
博
士

多
博

原宿の駅舎に夏の月かかる
ミサイル発射続く秒読み

多

陽炎を追ふ夢は曼陀羅

シャンパングラス泡のはじける

人類のたそがれ笑ふサイボーグ

ハンカチの隅糸のイニシャル

震へる指は金のうぶ毛に
青草に仔馬がはねる昼下り

初夜といふ大切な夜のこれからを

枕許まで響くサイレン

ゥ鶴渡る村に葬りの列長く

男三十路の道の濃紅葉

眠る子に下弦の月の差しこめる

崖

神殿に両家そるひて花の雨
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ノノ治

ノノ多士ノノ

〃造一治博一博士一多一〃

麗

八八戸・八戸俳譜倶楽部その一Ｖ

関川竹四

歌仙﹃帰る雁﹄
帰る雁振り返りたきことあらん
高橋白晶女

佐々木ツタ子

関川竹四捌

ものの芽の吹く紙漉きの村

下校の児らの声透るなり

掲示板に﹁告﹂の一宇の薄れゐて

星野佑美
山下節子

小池美千子

石に腰かけ虫の音を聞く

流鏑馬の的を照らして月のぼり

大橋たつを

ナォ春雨に新調の靴汚しけり敏

消防車来る南部旧邸す

横丁に曲りて消ゅる二人づれ古

窓より洩るるあまき恋唄房
時刻表開き旅路に思ひはせ佑
船の窓打つ雪しきりなりた
うすずみの津軽海峡冬景色凡

うっかりと吸ふ禁煙車輌敏

シベリヤからの風の冷たさ古
駅長が駅長ラーメン畷りをりた

ほのかなる香の匂ひの薄月夜節
木の実の落つる音のひびきて美
小林凡石
菊池敏子

ブティックの女の生活いきいきと晶

テレビの裏に挨溜めをりシ

斜めに貼りし千社札あり

ワ萩咲いて誰もゐぬらし古格子

苫米地古北

ナゥ書を読んで膝を正しい秋灯下す

文箱に出さぬ恋文の束

片恋のときめく胸の鼓動鳴り

高橋すず江

河原木房子

昭和六十三年四月十六日首尾

︵於・長者公民館︶

長者の森に蝶の舞ひ見む竹

明日のバザーの賑はひ思ふ藤井泊陽
花吹雪足かろやかに磑上り池田風信子

コーヒーの香にボレロ流れて

若者の一気に飲みしコンパ酒

美

日申

秋の七草彩溢れをり

ツ

月のせて青き屋根見ゆ養護園
農鍛治の火花の散れる秋日かな

節
凡

佑

影ゆらゆらと水の上ゆく

参道に開きそめたる朝桜
春風のなか並ぶ陶椅子
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八八戸・八戸俳譜倶楽部その二Ｖ

脇起歌仙﹃永日や﹄
永日や花に障らぬ鐘の音
ネオン灯りし春の町角

関川竹四捌
五梅庵畔李

藤井泊陽
藤木倶子
大橋たつを
佐々木ツタ子

星野佑美

道の辺に山菜ひさぐ生計にて
三パーセントの消費税なり
月出でて机上にひかる貝細工

秋風のなか楽の流るる

倶

菊池敏子

苫米地古北

池田風信子

つまづいてをる石畳かな

ワ神域の草の実踏みてみくじ結ふ

老人大学恋の芽生えて

泊

高橋白晶女

さりげなく手をさしのべてくれし人

夢の中にてちちははに逢ふ

白

川

風

敏

た

佑

終束の電話来ぬまま夜の明けて

残月に犬の遠吠え聞えきて

逃げ足早き西瓜泥棒

秋灯に茶柱の立つ茶をすする
轆轤の茶碗いつもいびつに

上の座も下の座もなく花篇
野辺の諸烏鳴き交しけり

ナォ烏曇り反原発の声大き古

恋に恋して年頃となるた

金のバッヂの汚れ代議士関川竹四
引き出しに古き手紙を仕舞ひけり佑

ティルーム女性ばかりが喫煙し敏

窓いつぱいに仰ぐ初富士泊
雪原の下も卑弥乎の柵の跡竹
船出のドラを散らす雨風倶

シルクロード馬を酪駝に乗りかへて古

パオの中にてひとり酒汲む風
月さやか遠ざかるもの美しく白

秋祭にて八幡馬買ふ川

ナゥ境内にしげくなりゆく虫の声佑

肉焼く匂ひ路地に流れてた

よい知恵も浮かばぬままに寝入りたる古

朧の庭に迷ひ鶏来て泊

夜桜に老年夫婦杖とどめ風

長者の杜の春の星見る竹

︵於・八戸市公会堂︶

昭和六十三年四月二十三日首尾
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人松本・花野連句会ｖ

歌仙﹃造花の薔薇﹄
小出まこと捌
小出きよみ
小出まこと

暖房や造花の薔薇と置時計

机の上の蜜柑むきかけ

よ

木村よしみ

川口栄子

植木屋の脚立の向ふ書の月
トンボの空を雲流れゆく

万

問屋街にて選ぶお土産

群なかに鴉のやうな鳩を見て

ゥ子を連れておにぎり持ちて栗ひろひ

栄

よ

み

橋爪万津

大学生が高級車駆り

交通事故死艘は雨に濡れそぽち
寡黙な石とおしゃべりな木々

懲りない面々窓に寒月
山寺の観音堂に炭をつぎ

万

み

よ

万

株券を讓る受くるもみな悪人

お百度玉のかくは磨り減り

花びらの息の継ぎ穂も散りやまず

宅配便の人尋ね来る

栄

み

よ

み

首を垂れしをしをとゅく馬のゐて

風車買ひ綿飴を買ひ

ナォ石段を重ね奥宮つばくらめょ

ゴルバチョフさんのおでこの黒いものみ

成層圏に危険信号万

三味の音色のかなしくもあり万

囲われし歳月軒の釣しのぶみ
水着のあとの白き人にて栄
魚より魚屋の声活きがいい万

ゴトゴトゴトン自販機の鳴るみ
夕日落ち眠れる海に風すこしょ

嬢捨山に婆坐る秋み

高速走る月をうしろに〃
産着干す小菊の赤と紫と栄

塀の上ゆく猫のすり足万

へリコプター頭上を廻り消え去りてょ

程よく効かすスパイスの味栄

人魂のふはりふはりと迷ひゐてみ

︵於・きよみ居︶

花見酒鼻の頭も花に染めと
川面に浮かぶ淡き春灯ょ

昭和六十三年十一月二十三日首尾
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八松山・祓川ｖ

脇起古桐﹃うすものや﹄
鈴木春山洞捌
松根東洋城
鈴木春山洞

うすものや薄くれなゐの下車ね

四畳半にも入りし冷房
丸木一秋

秋

洞

蔵

輪

奈

秋

洞

寺田作蔵

井門可奈女

賑はひし祇園祭のつきはてて

森法輪

笹舟浮かべ児等ゆげ戯る

振り仰ぐ下弦の月の光蒼く
ゥ古歌に詠まれし烏渡りゆき

恋托す草の穂紫の一筋に
寝乱れ髪の乱れ流るる

島々を瀬戸の大橋架け連ね
仏画売買キャラバンの旅
病人へ日溜まり淡く帰り花
北庭あたり虫の項れゐる

呑示

輪

ナォ浜田市は河川氾濫水浸し
てんやわんやの家の子郎党
目を窃み手に手をとりて離れ屋へ

洞

蔵

奉示

秋

健るるふたり玻璃にうつれる

空海像を射す月涼し

こつこつと靴の量音遠ざかり
赤と黄と金玉糖を盛り付けに

ナゥ友と集ひし師を囲む宴ン輪
鼻唄にナッメロの曲口調み蔵

卒業式に母涙する奈
朝風の中匂ふ壷焼秋

花の山松籟を聴く坐禅石洞

︵於・松山市三津・朱庵︶

昭和六十三年八月二十日首尾
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八松山・芭流朱連句会その一Ｖ

脇起歌仙﹃山茶花の﹄

ナォ喜んでくれる親なく卒業し筍

浮世絵といふ世界の絵画奈

けんちん

どてら

剥げ椀の巻繊汁をすすりあひ洞
老いそめし歯の痛みまされる星

ゆ

紙造型色とりどりに彩どりて星
温泉宿の客は綿抱ひっかけ筍

寂びまさる時計の捻子を捲き忘れ奈

鈴木春山洞捌

鈴木春山洞

正岡子規

脚さし入れて来る闇の中洞

ひとり静かにゐる冬籠
白方筍子

山茶花の咲くを書斎と定めたり
﹁またかな﹂と声し灰猫掻き出して

あまりにも惨たらしきにこれが恋筍

星

さ示

︵於・松山市三津・朱庵︶

昭和六十三年十一月二十二日首尾

八十八夜の茶摘み唄聞く奈

をちこちの花の便りに旅重ね筍

明日という日もあると言ひあひ星

着物を質に柾げて来し妻洞
座敷飼ふ犬専用のくぐり窓奈

ナッ気がねして米とぐ気配秋深く星

澪標ある川の水澄む筍

はすかひに月よぎりゆく鳥群れて洞

またも遭ひたる夢のまた夢星
井門可奈女
筍

九十味輕拓星

洞

厨ごとなる音のかたかた

鳴き収まれる群稲雀

なごやかに進む連句も望下り
ゥ寺の田に落穂拾ひのちらほらと

洞

奉示

玉章はあれやこれやと思案して

筍

花嫁姿父に見せたく
すた

おろし磨り溜む胄墨の艶

筍

星

奉示

ブッシュ氏が大統領は美国なり

ガラス器にビー玉を盛る

大苗打ちは男一人で

洞

夏の月夜風に吹かれ川に落ち
橋声のふざけかかれる店を脱け

洞

星

しどろもどろの足の運びよ
りアス式入江に臨む鳥羽の花
春ショールするひとを伴ふ
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八松山・芭流朱連句会ｌその・ｖ

二十韻﹃石蕗咲く﹄

石蕗咲くや海蝕の洞抜くる舟
冬日のぬくみ受けゆく背中
味噌汁の香り漂ふ部屋にして
ふるさとからの荷物届きい

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞
長井南茶亭

高橋乱水
梶野浩楽
洞

古手

出し忘れたるラブレター秋

楽

ゥ月中天ブルートレインひた走る

合図めく菊を窓辺に置きならべ

水

森法輪

楽

水

吉亨

楽

水

吉手

洞

秘書の仕業は逃げ台詞なり

長々と続く轍チの曲折に
瀬戸内よぎる大橋の景
ナォ兜虫見つけし子等の喜びに

浴衣娘と月を仰ぎぬ

歌ひつつ居酒屋暖簾くぐりそめ

紅二のつきたる盃の艶ン
夜通しのことに及びて疲れ切り

ねじり鉢巻受験勉強

ナゥ白砂を撒きゐる寺の庭広く輪

角落したる飛火野の鹿水

帯解し間より花のこぼれけり亭

漱石去りし西霞む山楽

昭和六十三年愛媛県民芸術祭参加作品

︵於・愛媛県生活文化センター︶

昭和六十三年十一月二十六日首尾
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八松山・芭流朱連句会ｌその三Ｖ

カタカナ歌仙﹃春雪崩﹂
鈴木春山洞捌

ゲートボールを老打ち興じ美

ナォデパートにみちのく秘仏御開帳貴

高らかにビヤガーデンの歌はづむ夜

時を告げたるデジタル時計貴
半ドンに三寒四温ひっかかり美

セッター連れて狩に出でたる洞
オープンに家族ぐるみで交際し美

守口津夜子

ナイーヴを愛し玉脂を洗ひたる夜
パッシブといふ護りあるらん洞

鈴木春山洞

谷の朧を吹くホルンの音
芥川良美
藤村責美

木の梢しにシルエットとも月の烏美

アルプスに春雪崩きく旅寝かな
一鉢のアネモネを抱き訪ね来て
メモに言伝テしたためて置き

夜

洞

︵於・東予市壬生川桐瑠庵︶

昭和六十三年二月二十日首尾

ボートレースの応援の波美

リコールの噂広がる花見なり洞

ゴム風船は手より離るる貴

ナゥ在祭小銭重たくポケットに責
目のっけ加減淘摸のセミプロ洞
お土産と父に貰ひしペンダント夜

アラヴ模様の秋袷着る夜

ムードに酔ひて混浴の風呂貴

月港白きフェリーの横付けに

洞
一員

パークに虫のりんりんと鳴く
ゥ爽やかにスケッチブック描き続け

洞

美
夜

懐かしき香のヘリオトロープ

壁の落書ピカソ調ゥにて

美

薦たけし幼馴染にプロポーズ
東て道のスロープ街へ歩きそめ

夜

夜

一員

ビーチコートの乙女来たりぬ

ロッカーの鍵掛け忘れたり
銀の匙メロンに添へて月の卓
北の国ローカル線の思ひ出よ

美

貴
洞

安売り卵パック積み上げ
モラルの低下歎く永き日

サービスの弁当に花散りかかり
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八松山・芭流朱連句会その四Ｖ

船橋しづ

脇起二十韻﹃柿若葉﹄

鈴木春山洞

鈴木春山洞捌

崖の清水を受くる掌ラ

ひらと來し鵜の子らし柿若葉
丸木一秋
井出重陽子

欄マに天女乱舞の部屋にゐて

馥郁の香の中に漂ふ

白方筍子
丼門可奈女
洞

秋

ゥ竹生島浮べる湖に月登る
芒の径によりそふふたり
甘口の新酒をそっと口移し

石垣の海見る青珊瑚

筍

月の凍てつく夜半の掻巻
雪まつり賑はふ増渦札幌市

陽

秋

奉示

陽

日曜はごろ寝ですごす老となり
牛肉オレンジ自由化どうする

公園の隅石ベンチある

筍

洞

恋文に﹁裏をかへせ﹂と玄人めき

秋

ナォオリンピック選手つぎつぎ決まりゆき

長き接吻しばしの別れ

筍

ナゥ山門に利休おきたる寺ありて奈

春の北斗に史書の悲しさ洞
薄墨の花の盛りを通り過ぎ陽

ただ一筋に場ぐ雲雀なり

︵於・松山市久万台松久庵︶

昭和六十三年四月三十日首尾
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八松山・芭流朱連句会その五Ｖ

原井川酔

黒田耕三

鈴木春山洞

鈴木春山洞捌

カタカナ半歌仙﹃アイスハーケン﹄

アイスハーヶン抜きつつ進む難路かな

氷壁に張るザイル緋の色
エンジンふかす気配戸外に

無造作に革ジャンパーを脱ぎ捨てて

井門可奈女

児玉凡松

酔

烏

洞

寺子

烏

奉示

凡

酔

高橋春芋
豊島呑烏

洞

月仰ぎキープのボトル取り出し
ドレッシングをかけしオクラよ

ウキーの香の手中に残る秋野原
こす

痛む腰押しサロンパス貼る
ワイシャツに濃きルージュを擦りつけ

口笛吹いてゆくベレー帽
停戦の国連軍が乗るタンク
プールの外に芝生広がり
夏々の音ハイヒールなる

オペラ果て三々伍々に月涼し
終電車バルザック読み耽りけり

あ

キャビンマイルド聖灰祭
大川もロマンに曇る花の雨
仔猫六匹生れエピローグ

︵於・松山市三津朱庵︶

昭和六十三年十二月二日首尾
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八松山・東松山連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁滝かしら﹄
をどりあがる光と影や滝かしら

重松冬楊捌

高智美智恵

重松冬楊

奥村百合子

中須賀畦月

鉛にこだまを返す老鶯

糊利ける緋浴衣に着替して

亡き友を偲びっをれぱそゴろ寒

月

美

楊

野口慶恵

付句ひねれる時のたのしく

観月の趣向凝らして空曇る
朝シャンすませフィアンセ待つ

百

舞の座席へほのと木犀

目印の赤きリボンの蝶結び

美

慶

月

河川敷には公園出来て

手帖に読める旅の行程

百

楊

高千穂の岩戸神楽に月すごく

慶

そのむかし藩責負ひし顕功碑

つぶやきながら木の葉散り積む

月

美

楊

塗り盆に焼菓子盛れる茶会にて

幅の達磨の射ける眼光
還暦の同期の集ひ祝ふ花
ほ蛍けしま参に噂を聞く

新居の部屋の匂ふシャルマン慶

ナォ街並の彼方かすみて伊豫小富士百

哀歓の男一匹立ちゐたり楊

不倫と知れど恋に陥る美

この橋を渡れとばかり虹かけて月

鉾杉の朝初蝉の鳴き百

砦趾史蹟めぐりの夢通ふ慶

コップ酒して顔の金時楊
激動の昭和を語る戦中派美
転べるま壁の力石なり月

井手筋のしるがねと照る望の月百

母の片見は秋の大島慶

町民館のつくりあたらし美

ナゥ燈親しく村方帳を辿り読む楊

冬ぬく豊琴三味線のしげノ︑と月
湯ぼてりのま畠化粧たしなむ百

野山彩る遠近の春慶

下りゆく遊覧船を見越す花楊

羅郷六十一猩辱ユ朋粁至叩窪︵文音︶

−201

八松山・東松山連句会ｌその一一Ｖ

歌仙﹃さかしまに﹄

さかしまに森揺れ鳰の潜りけり

洗ひ上がりし太き白葱

中須賀畦月捌

白方筍

中須賀畦

渡部伸
佐伯飛
池川媚

ナォ団藥の座を驚かす春の雷飛

香煙をまとひ五色の幕張られ月

白と緑と赤と紫谷

若き織子は早昼餉とる筍

さまざまな事件にもまれ去ぬる年居

世捨て人とて日がな炬燵で飛

刈り込まぬままに伸びゐる杉の垣谷
ほほえみかけし八重歯かはゆう月
逢ひざまに想ひくづるる姫を抱き筍

取り落したる鍵束の音・居

山の端の月に心を澄ませつつ飛
歩幅ゆるりと紅葉愛づるか谷

叔母に見せたき免許皆伝筍

ナゥ神鹿によする白波打ち砕け月

広き牧場は遠霞して飛

気短かが出世の道を阻みをり居

叩窪︵文音︶

なぞへの畦に摘草の子等月

花筵はらひし跡のくっきりと谷

輻輌六十一毛︾ユ朋二十
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煤けたる力の梁を仰ぎ見て
人形つくる趣味は楽しく
星一つ連れて明るき望の月
添水の音のひびく閑けさ
ゥ寺男ちぎり行きける唐辛子
来もせぬくせにまた来ると言ひ
てがはれてゐるとも知らず長電話

硬貨きらめく地下街の水
テレビニュースにぴたと釘づけ

プリペイドカード会社がつぶれたら

夜振するとて誘ひ寄る月の窓

よろけしひとに匂ふ干草
おいでおいでと招き猫ゐる

何時の世も贈収賄の絶えぬこと

蝶の出て舞ふ碑を読む

大原の花の吹雪に杖とめて

居筍月谷飛居筍月谷飛居筍月谷鳥居子月

八松山・東松山連句会その三Ｖ

野間予

森本蛍

池川蝿

歌仙﹃潮の悶へ﹄

うららかにして輪を描く鳶

春潮の悶へ岩礁沈めけり
山内窓

池川媚谷捌

学園祭へ親子連れなる

奥村一泉

ナォ山峡の人等は早き苗代田谷

舞台の袖で出番待ちをり予

化けの皮剥がれ居直る國の長雪

坊ちゃん団子一口に食ふ蛍

追いつけぬ多忙の中の年用意谷

懐手して莨ぷかぷか予

迂闇にもまだ沸き切らぬ風呂に入り雪

妖しくくれるやわらかき肌蛍
悠々と夫婦気取りで歩く町谷

補聴器買ひに入る眼鏡屋雪
上弦の白き三日月西空に蛍
時なし鐘をつく秋遍路予

ナゥ虫の声聞いて世間と離れをり雪

古美術商へ軸物を売る雪

知らぬ存ぜぬそれで政治家谷
焙烙で煎れば黒豆はじけ飛び予

上加茂の社家の径へ花吹雪蛍
沖にさまざま立っ唇気楼予

辨銅六十走辱酎朋一一什串蕾︵文音︶
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大朝寝チャイムの音に起されて

厨事終へし布巾を月に干す
次から次へ熟れる無花果
さりげなき語に秘めし情熱

ワ絵葉書は秋のスイスの山と湖
朝々に目の合ふ駅のホーム越し

天皇陛下長の療養

古墳より出でし鏡の全きに

ピント外れし記念撮影
外周納屋の横なり夏の月
名越しの祓受ける氏神

飼ひ犬にかまれし指の痛みゐて

格式ばりて女中居つかず
藁屋根が好きと娘は花に佇ち
ふわりふわふわ飛ぶ石鹸玉

蛍雪予蛍谷雪予蛍谷雪予蛍谷子雪志子谷

ハ神戸・白燕連句会その一Ｖ

歌仙﹃具足煮﹄
うつばり

道

明遊道明遊道明遊道明遊道明遊道明遊

具足煮に梁ひくくしぐれけり

そっと障子を閉める灯

深々と潮騒の闇ひろがりて
笛吹く人の影を見透かす

胸に重たきよべの悪酔明

ナォ裏口の春の芥が気になりて道

いつも瞠く裸キューピー道

窓際に坐りますます痩せる身は遊

愛の矢の手元くるいて外れたり明

思春の泉野辺に溢れる遊

真昼間の蟻に地獄のあるしじま道
弥撒はじまりしパイプオルガン明

天草の汀見下す墓地白く遊

勾配ゅるき月の坂道道
秋鰺の味はたたきに極まりて明
心さわがす管物の艶遊

ナゥ角帯を鳴らしてしめる青畳道

名人芸に声のかかれる明
暮れ残る四条河原の都鳥遊
世紀末にも春風は吹く道
本を枕にうたたれの蝶遊

大脳の檗染まりゆく花の下明

︵於・芦屋市民会館︶

昭和六十三年三月二十一日首尾
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二三行月見の誘い追い書きし

そぞろに寒くなりし朝夕
〃白萩に早も紅萩散りまじり

村の少女に似たる観音

山宿のあるじは年増盛りにて
趣味の版画に賞が舞い込む

何ともつかぬ顔の黒猫

業平とあだ名で呼ばれ振り返り

荘々と辣韮畑の朝の月

一夜のうちに出来し風紋

石室の壁の落書謎めきて
痛みはじめる砿のまめ

川面をかすめ燕飛び交う

花に来て花散り果てし紀伊の国

秋佐渋
山野谷

正千

八神戸・白燕連句会その・ｖ

非懐紙﹃老鶯﹄

二枚つづきて匂う苗代

老鶯や手足をのばす昼下り
白河の古関の神の鈴鳴らし

倉

佐野イＴ

大林信

陽炎にもぐらの道の途絶えけり爾

皮はぐごとく病癒えゆく遊

醍輌詰汁一一雲冠朋三粒串舘︵文音︶
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しばらく四方の風を断つなり
花文字ではじまるイソップ物語

争いはじむ二羽のおんどり
穂芒の波にかくれしおとめ塚
腰をおろせば石の冷ややか
抜け出してコンパの酔をさます月

河童の皿も乾きたるらん

狂気たしかに受けついでおり
赤松もやまももの木も立枯れて

筆摺いてより募りくる虎落笛

恋占いのカードひらけず
出会いある旅の話は聞くばかり

浮雲宿す鱒踞の水

忌明けの膳片づける花の冷え

昨日の土筆今日は杉菜に

遊爾遊爾遊爾遊ノノ爾遊爾遊爾遊爾遊爾遊

八神戸・白燕連句会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃伸びるもの﹄

伸びるものひたぶる春の風の中

旗ひるがえる丘はうららか
戸惑いっ軒にいつもの燕来て
触れ合う瓶のかすかなる音

吉田不可止

止

大林和子
山口裕司

止

司

子

残業っづく下町の秋

このところあげて月見ることもなく

ゥ蕎麦すするそぞろに寒き顔寄せて

子

止

子

記憶の径に香る白百合

司

夏草に壕の入口おおわれて

司

思いがけない便り舞い込む

三々五々にめぐる境内

司

初恋の湖は変らず雲ひとつ

木の股にはさまり冬の月かかり
炬燵のそばにねこの寄り来る

司
止

止

止

新しき柄の暖簾に掛け替えて
酒汲み交わすほろ酔いの唄

子

声をかけたき春の夕ぐれ

花びらの吹きよせられし向う岸

昭和六十三年四月十日首

昭和六十三年八月十四日尾

︵於・垂水年金会館︶
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ハ神戸・ひよどり連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃鈴成り﹄
鈴成りの柿そのままに無人駅

一筋道にすだく蟠蝉

有明の窯に薪を投げ入れて

はるか彼方に雲の峯たつ

品川鈴子捌

佐藤テル
大越稠子
品川鈴子
金田美恵子
一プ

松田淑子

テ

″

鈴

淑

テ

鈴

稠

淑

朝田美恵子

朝美
金美
朝美

ナォ揚雲雀声の限りを披露してテ

手を振って子を呼び戻す夕まぐれ稠

貸農園で過す連休鈴

商売繁盛照るに曇るに淑

何処からとなくひびく鐘の音鈴

束帯の裾を擦りつつ海開き鈴
幽霊ぱなし蚊帳の裡にて金美
新聞の広告欄はつぶさに見稠
コンピューターへ婚の條件テ
婿殿の荷物まとめは小半日稠

ジプシーの軒より月の射し込んで〃

オリーブの実が篭にこぼれるテ
ナゥ三脚を立てて岬に虞待てば稠
置き去りバイク錆の兆して金美
貿易の収支少しもよくならず鈴
もてはやされるシルクの肌着テ

もつれながらによぎる蝶々金美

満開の桜のために琴を弾く鈴

畷緬誌仕一罹什一朋十皿明霊︵於・六香庵︶

｡

いびつな壷の地酒あれこれ
男らの背ナたくましき船遊び

ゥ流行の水玉模様旅支度
消えて惨なき十代の恋
靴音を聞きわけてゐる古時計
開戦の日も病めるすめらぎ
ひれ伏して見えざる神に祈りたり

曲り角より匂ふ珈琲

観劇の果てて仰ぐや寒の月

偉い学者もときに水漢
本棚に一冊挾むマンガ本
檜の湯槽溢れんばかり
喉糸ねんごろに抜き花衣
自動ドアーが開く春風
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るど

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその一・Ｖ

てみ展てみ展てみ展てみ展てみ展子り子

品川鈴子加朱

てみ展

半歌仙室呈士山﹄

身軽になって帰る強力

媛在す富士山紅く夕焼くる
眠けざましの演歌あれこれ

高速路トラック便の往き交ひて

葉かげに葛の匂ひ初めたる

駝岬誌杜一一︾一一一邸一汁一申澤︵文音︶
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兎ゐる月を信じて遠まはり

ゥ秋袷母の形見の黄八丈
海に向かひて君の名を呼ぶ
水掛けの不動に恋の願かけて
冑にずっしりと夫婦ぜんざい
子取りかと恐れられたる薬売り

行脚重ねし深き網笠

蛾眉の月粉雪いつか止みゐたり

祇園にひびく寒析の音

会釈して別るる路次の曲り角
金釘文字で﹁貸間あります﹂
酒無くて花にぞ浮かるひもすがら

絵巻ひもとく春の灯

土小乾
橋原

八大津・広野連句会ｖ

歌仙﹃川風や﹄
村木佐紀夫捌
小菅信一
村木佐紀夫

川風や送り火映す闇の色

父の遺せし秋扇は今
夫

ビルの谷しばしの月を愉しみて

画廊の中は人影もなし

夫

夏空に高校野球の旗が揺れ

夫

入道雲も崩れそめけり

男四十でまだ乳臭し

ワものの化の話し間きたる母の膝

慈悲の心か雑草を活け
警策の音のみ走る朝の堂
寒鵤の裂く天の広さょ

夫

夫

夫

夕凪の淡海に浮かぶ三夜月
直す気の無い癖の幾つか

夫

くびき

牛売らる範の痕の消えぬまま

迷いは深き恩愛の業

夫

シテ・ワキの息も一つに能舞台

皿に残りし木の芽田楽

花守の去りたるあとの星明り

十才風車上り権で廻り出し夫

柴垣越えに掛取りの声
犬さえも吠えぬ間の仲となり夫
吉日選び岩田帯巻く

奇妙なりあの器量にて行き遅くれ夫
ダンスの中で水着色槌せ

叱るにも叱られるにも合う呼吸夫
高座で語る小言幸兵衛
塞翁が馬のたとえも有ればこそ夫
中国野菜の増えし店先

独りの夜長グラス傾け

病弱な子を持ち仰ぐ後の月夫

ナゥ鈴虫の鳴く音に過去を断ち切れば夫
雲も晴れゆく四方の山々

肩叩く幼と共に起き臥して夫

バター・チーズは未だ馴染めず

花三分されど朝は春たけなわ夫
香焚き祝う釈迦の生誕

蹄輌誌升三舜十訓朋硫朋率︵文音︶
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八東京・風信子の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃白尤火ひとつ﹂
村野夏生捌

いたづらに造りしあぶく未だ月

畳んで仕舞ふブリキの男

日常といふローラーに均らされて

冥き化石の壁に悴む

滝田遊

神山み

川端秀

小倉流

別所真

村野夏

川野蓼

水行く上の青き蜻蛉

村田実

をけらぴ

ゥゑのころ草苦き記憶に触れにけり

蛸斜生るる日の池の生ぐさち

ナォ死にもせで道化に戻る弥生尽耳

オペ室をロボットの行くメロディーょ花
キャスリーン・バルトの唄が大好き耳

凍てたる胸を風の劫掠紀

足袋脱いでウオッシュストーンのジーンズ穿く花

白鳥の眠らぬ夜の湖騒ぎ早

おとこ

丁よ半よと叫ぶ漢ら艸
ムー大陸に月の幾万紀

曇天に静かに沈む台東区〃

虫愛づる姫よ﹁私は何の虫？﹂夫

虫の寝言を聴きに行くわさ花

うぷげ

ナゥ櫓田のごとき産毛の生えてきて耳

フィネガンスウェイクバスを仕立てる松平博之

夏立つと百済観音出でたまへ紀
掌にとれば色失せてゆくものち

暁の花ひとひらは音のみの生
枡酒わたるうららさざなみ艸

︵於・東京・文京・関口芭蕉庵︶

昭和六十三年十二月二十四日首尾
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六波羅へ白尤火ひとつ曲りけり

山峡の町に魔女と呼ばれて

激安といふ贋の歌麿

アメリカン・ショートヘアしなやかに去る
かひな

さし伸くる白い腕は届かない
もろ声あげる家捨てしひと

骨拾ふため酒田入り夏の月
印度洋へとさまよへる蛇

幻術使ひは挿木しただけ

ジュラ紀のガラスを吹きし緑の壜

ぐわらぐわらと迷ふ春雷

花の雨目鼻の溶けてしまひたる

早紀夫花紀艸耳生艸紀早耳ち夫花紀生艸

八東京・風信子の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃龍の髭﹄

記憶の奥拠叩く寒蕾

去年今年龍の髭珠を抱きしまま

別所真紀捌
別所真
滝田遊

村田実

川端秀

神山み

川野蓼

月に触れて飛行士の顔まんまるに

小倉流

ナォ魚島のざわめく光耳に享け生

ホーン岬の信天翁恋ふ耳

平行線交はるあたりわが故郷夫
ウソをぬぐったナプキンの白耳

足袋脱がせくれたる指の冷たくて花

鋲打つ音のとよむ霜の夜艸

羽根生えたバイクが朝の天駆ける夫

トーテムポールの化けし煙突早
団簗にうつすり笑っている檸檬紀
プッシュホーンで椋鳥を呼び夫

ほの薔薇色に月と教会生

弓状火山列島秋の影落ちて梅田智江

いとけなき日の歯の痛みなどち

ナゥ籾殼にまみれし手つき母のごと花

弧旋舞続く沙漠あたたかち

神楽坂淡雪夏目写真館艸

電気炊飯器のたてる陽炎生

花ひらく傷そのものとして絢燗紀

︵於・東京・文京・関口芭蕉庵︶

昭和六十三年一月二十三日首尾
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渡殿を十能の煥なびかせて
自由自在に話題あやつる
ビルのまとへるたおやかな霧

村野夏

ゥ枯露柿の村トロッコのとことこと
﹁きれいなピンクの心臓売ります﹂

幸福な後追ひ自殺のお婆ちゃん

地震雲ふとし東京の空

きん

初夏の瀬田ノ唐橋瓜提げて
オーボエの吹く黄金の噴水
アカシアの直線上のＺＯＯに月

紫式部てふラブホテル

﹁叔母﹂と書く獄中書簡ねんごろに

種子袋より叫び声して

長押にかしぐ舂怨の面

悲しみの家あかあかと花の奥

艸ち花ち早花紀艸生夫紀花早夫ち艸耳紀

ハ仙台・北杜連句塾ｖ

歌仙﹃故郷﹄
狩野康子捌

舟岡富子
佐藤千枝子

佐々木一昂︷子

セーターのぬくもり感ず故郷かな

大根洗う老母の背中

一邑

山田史子
渡辺寿子
大沼節子

一昂

雨あがり濁る川面の水速く

ＯＬの傘ステッキ替り

にわとり細る赤い羽根の日

負けまいとネオンの上に月笑う

知らぬふりして街角に立つ

目の見えぬ夫の手取りて紅葉狩

史

高橋初子

節

商才長けた生ぐさ坊主

木田真智子

スピーカーの音にぎやかな名掛丁

家路に急ぐ人々の群

千

水筒にたっぷり満たす名清水
夏の月廃屋のかまどに影さして

真

連勝止めた横綱の意地

史

千

帝即

大気を切って竹の皮脱ぐ
嫁姑分わきまえて座を保ち
愛子の里胸ときめいて滝の花

節

めご

古雛流し児の身がわりに

酒さえあればなんとかなるさ寿

ナォ主の留守食卓軽く鰊焼く真

還付金嬉しサラリーマン嘉

リクルートいもづる式にぞろぞろと富

神楽宿の灯遠くにゆれて千

やせ牛に雪積らせて引く農奴初

わたしやあんたの籠の鳥なの史

睦まじいおかめひょっとこ夫婦連れ寿

平成となり平静望む節

鍵一つポケットの中でにぎりしめ初

一キュァの娘居り真

さっぱりと垢を落して月高し史
っかの間を生き虫いのち濃く初

ナゥぶどう粒手にマ

音楽会で暇もてあまし史

田舎バスどこだりかこだり停留所千

和服姿にブレーキを踏む富

ゆったりと日本列島花が咲く嘉

しわも素敵よ春の集いは寿

輻輌六士一一等十一一一題一十程申壗︵於・大沼宅渡辺宅︶
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八束宗・松喜久会ｖ

歌仙﹃紅干潟﹂
露む朝紅まさりゆく干潟かな

日永の卓の名所案内

うららかにリゾートマンションならびゐて

砂場の子等を見つつパソコン
まど

えにし

十才踊りゆく旅藝人に春深し禰

バンクーバーに住みつける友溪
海峡にボート浮かべて鮭を釣り郊

隔雲閣の厨小火出し郊

真打までは寝転んで聞く禰
暖冬が後になる程寒くなり溪

江戸人の纒半纒そのままに禰
老舗ひきつぐ娘たくまし溪

手をとってネパールまでも何のその郊

河の向ふは夢に見た国禰
月代に大雁パ塔
の浮び出で溪
イカル
鶉さかなに白
乾兒をくむ郊

地鎮祭にて偲ぶ古銀座溪

十〃こぼれ話いとほし秋の灯をともす禰

この頃は異相の家の矢鱈建ち郊

恐慌脅し稼ぐ理論家禰

花咲けり独り留守居の庵にも郊

のどかに響く園の歌声溪

醍榊誌辻一唾唾朋琿叩誇︵於・交訶社︶

へT向

月圓か小庭の中もあかあかと

ホームステイの夜長団藥

魂きはる命の鬚や鰯雲
波潤を越えて今睦じく

偕老の病めばせかるる縁なり
いまさら辿る昭和史のわれ
お馴染の四十年のバーが消え

和光の時計今も変らず

地上げにて取残されし夏の月

グリセードして降る雪溪

村には多き外国の嫁

漸くにソウル五輪の目途がつき

惚の芽白き山間の道

花の頃英語の旧師尋ねばや

J

一塁

粉中
咄崎原
''1

櫟泉刀

郊溪禰郊溪禰郊溪禰郊溪禰郊溪禰郊溪禰

八松山・松山連句会その一Ｖ

銘縣民総合文化祭第一回愛媛連句大会

歌仙﹁鏡中の人﹄
嶌し見る鏡中の人吾寒し
綿抱姿のま鼻に鬚剃り
鴎飛んで来ては又去る渚にて

引き上げられし小舟一隻
月光のはしれる道をまつしぐら

秋思の詩篇声高らかに

永田黙泉捌

正岡子規
永田黙泉
池川媚谷
宮内竹仙
白方筍子
谷

泉
仙
筍
谷

泉

ゥ芒野のた戎広がれる父祖の里
ほのかに清き想ひつのらせ
落書きにする若き日の述懐を

阿畔の獅子の問を行く猫

石丸律子

仙

リクルート株の在り所はまだ不明

財を投げ出し謝罪ひたすら

夏の月暴走族に微さる塾

谷

筍

仙

廃坑趾に筒烏は鳴き

ごたく並べて安売の店

律

泉

孫膝に乗り春眠深く

粛然とインスピレーション待つのみで

花守りは心配りの酒を吊り

ナォ山峡の霞の中のひとつ家筍

石童子立つ永久のほ淫ゑみ泉
定年は五年も伸びてお達者で谷

据置といふ恩給の沙汰仙
減塩の梅干なめて冬籠る律
寒さに負けず手織緋を筍

女盛りまだこれからと気負たち泉

好きになったら人の妻でも谷

ともかくも心中などは止めにしやう仙

陛下の御不予案ずこの頃律
中天の月に眞向ひたヌ祈る泉

風はなくともコスモスの揺れ筍
ナゥ歯並よき口が誓れる青林檎谷

滴る雫甘露々々よ仙

日本一真珠生まれし宇和の海律

温泉宿の客ら笑ひころげっ筍
夕暮の花にたシずみ尉独り谷
蝶求めゆくあこがれの空泉

︵於・愛媛県生活文化センター︶

昭和六十三年十一月二十六日首尾
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Ａ松山・松山連句会ｌその一・Ｖ

歌仙﹃産土神﹄
産土神に奉る碑や初桜
静かに移る春潮の渦
噌りの軸掛け替へて賑やかに

松永静雨捌

松永静雨
渡部伸居
白方筍子

小才釣倫の縫れを解きて麗かに居

昨日に続き株は順調筍

弁当にか夢る挨を気にもせず葉

落人村の水車古りける律
猪狩りの犬も勢子等も殺気立ち雨
農婦総出でつくる芋粥居
箪笥の下にかくす恋文葉

鼻ひくき可愛ゆき児なり貰ひ児に筍

鈴木春山洞

借景の灯台にある宵の月居
胸にしみ入る鈴虫の声筍

雨もよひして消えし噴煙律

岬に残る根上りの松雨

沓脱石を碧く据ゑたり

雨

白石葉子
石丸律子

ナゥ描き上げし案山子の服はニュールック葉

嫁ぐ荷に父の片見の尺八を律

焼松茸で酒を酌交ふ

居
筍

中空を見えかくれゆく望の月

広島の思ひ出深く秋たけて
指がおぼえし彼のダイヤル
かたノ︑の下駄つっかけてそ蚤くさと

撞木なき撞かずの鐘のひっそりと雨

︵於・久万台萬景山成願寺︶

昭和六十三年四月十日首尾

古巣たづねて舞へる燕葉

をちこちの花の便りを聞きもして筍

ぼけぬ為には庭いじりする居

洞

雨

律

葉

久万の台なる緋会館

後ろから抱く乳房の重さよ
固まらぬ団子作りの秘伝とは
待ちかねし月のでしほの涼しさに

居

雨

筍
葉

運転台へ青柚どっさり

人形の頭を今に天狗久
骨薫品を漁るこの頃

律

風に乗り来る卒業の歌

成願寺かこめる花の咲き盛り
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八松山・松山連句会ｌその一一一Ｖ

歌仙﹃西
汐照りの上を走れり橋西日

重松冬楊捌

重松冬楊
鈴木春山洞

洞

宮内竹仙
渡部伸居
楊
居
仙

杜の細道たどり戻りぬ

仙

洞

楊

井戸のある辻の地蔵の鼻椀げて

居

居

洞

楊

布団かむりて寝まる三畳

楊

仙

あすこそはゲートボールの予選会

雪柳なる枝垂れ微塵と

洞

ほろ酔の足許漣れ冬の月

子の絵日記に描ける父なり

踊り巧みのひと思ひよる
その辺で契り話の早くつき

窓の秋して打てるワープロ
ゥ貰ひ来し虫籠の虫まだ鳴かず

月光のさしこむビルの谷間にて

警笛響み躰かはしぬ

行きちがふ香水のよき追風に

飛魚のとぶ波の穂の白

日

染め上りたるゼッケンの色
群れてゐる花見小袖の鮮かに

ナォ烏雲に入って了ひし佐田岬仙

鐘の止みたる後の静けさ居

手習ひの古歌に心を奪はれて洞

鴨居に頭当たる背丈よ楊

末の子は帰省の兄に難きまとひ居

蝉を取ったり魚を釣ったり仙

つひノ︑とネオンの街に迷ひ込む楊
ロリコン趣味を満たすボックス洞

軒灯消えぬ宿屋一軒洞

すシリ泣く不倫のつのりどこまでに仙

熔岩の山まだ熱をもち赫き月居

過去あるらしき研師住みつき居

藻にわれからのつきて漂ふ楊
ナゥ霊祭亡き子の齢数へっ塾洞

鉛の小川の水温みをり居

建ち古りし八幡造仰ぎみる楊

枝交はし光渦巻く朝の花楊

︵於・道後悔之家︶

かげろひの野をすシみゆく人仙

昭和六十三年六月二十六日首尾
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＝

八東京・摩天楼連句会ｖ

脇起歌仙﹃冬華龍り﹄

冬籠りまたよりそはん此はしら

風吹かぬ日は落葉焚きこそ
粗壁の塀に笛の音染みるらん

みづうみ蒼く山の影濃く
帽子のやうに浮かぶ昼月指さして

いしのひと

菊人形が笑ったと言ふ
ゥ秋苑に取残されし石像
小川になびくオフェリャの髪

星野石雀捌

松尾芭蕉
星野石雀
神山みち
桜岡素子
″

堀口みゆき

木村駿

き

村田実早
斉藤徳治
治

風景は終り夜汽車の逃避行
心太ほどうまいものなく
血疾のごとき金魚を釣りあげて

駿

寺化

治

子

寺化

き

小倉流花

長唄なども絶えし路地裏
月凍り自縄自縛のくらがりに
ショールのミンク何か眩く
抱いてゆく光の束が尾を曳いて

転がるやうに田螺・小坊主

たんぽぽの架王の眼鏡に

凱旋の隊列憎む花の窓

イメージ違ふ人に誘はれき

ナォ新しき布断つ時はときめきて早

地上げに揺らぐ月光の街ち

二人の夜ペプシコーラで冑洗浄花

親方は脳出血で秋深み子

誤解とけずに毬栗を踏む早
大霊界あると断定する男駿

子

カーテンを身に巻いて隠れる治
母の匂ひを消したい父は酒浸り花

つんつん氷柱殴って行かう

子

飼猫の知恵をふやして寒い晩治

ひっそり合はす政治家のキィ

ナゥ束の間の夢ひと振りの金の斧花

骨を埋める高遠の土早
ＯＮの昭和も古りて天子病む駿
不覚の涙山葵漬にも子

雀隠れにリクルート株子

けざやかに晶子曼陀羅花の乱早

︵於・グリーンホテル水道橋︶

昭和六十三年十月二十三日首尾
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八松山・夢茶の会ｖ

歌仙﹃望の潮﹄
伊予と宇和わかつ岬や望の潮

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

艸栞

深山細道旅の笠ゆく

飛沫あげたる舳霧襖↓︑
待宵の松鬚濃く人見えて
井門可奈女

倉本淑女
中出夢女

溢れ出る温泉に沈み四肢のばし

餌付されたる狸の群よ

栞

洞

酔

原井川酔

満員の客構内狭き

淑

垂示

夢

淑

栞

洞

黒田耕三

ガラス皿盛りあげ毎いただきぬ
派手派手赤きアロハシャツ着る

ゥ童顔で編し掛香五十歳
おちょぼ口吸ふ喜びにをり
撫で肩に乱るる髪を掻き揃へ
イミテーションの指輪郷げ酒

砂時計なる砂のさらさら

リーゼントスタイルにして胸を張り

ちらほらと花片傘に散りかかり

夢

隠れ家へ踏み跡つづく雪月夜

母の着飾る観桜の朝

ナォ若者のボートレースを声援す奈

外れ馬券が風に煽られ三
主婦業は月月火水木金金夢
哺乳瓶での子育て止めろ洞

縞蛭泳ぎ日射しきらめく淑

ハィレグでプールサイドを伸し歩き栞

美辞麗句世辞ありったけ並べたて夢

夢二の女瞼夕に描き奈
﹁痩せたね﹂とぐいと引き寄す太き腕三
浮雲眺む異郷なる街酔
釣舟をのみし浦賀の月祭る奈
古城石垣蔦に被はれ酔

ナヴ渡り鳥しきり北から沼に来ぬ淑

卵塔場なる胆試しなり三

新幹線で離京と定め酔

このごろは変化はげしき寒暖計栞

目に残る名残りの花の花盛り洞
ふらここを漕ぎ歌ってゐる娘奈

昭和六十三年八月八日午後六時首
昭和六十三年八月九日午前一時尾
︵於・愛媛県三崎町正野民宿大岩︶
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八横浜・瑠沙連句会ｖ

歌仙﹃早春﹄
土屋実郎捌

土屋実

保坂木

栗田年

市原真

戸谷日疋

安藤孝

早春や押し黙りたる桑畑
東風渡り来て騒ぐ川の面
白魚舟篝を孫に語りゐて
松の肥培に仕事おろそか
小張昭

峡の村々葡萄豊年

ナォ近隣にリハウス多き古団地飯塚麓子

ハイ勝ちましたと金成らせて石井瓢士
震度３炬燵に肩の触る蛍とき

忌中の札に生かす手の筋郎

雨もよひ四シ谷笹寺四丁目士
半歳住みし路の曲折

ケセラセラ連句は反射神経よ五十嵐荘司
横鎮仕込みひょっと役立ち

ＯＬの大正ロマン紗のリボン司

翠帳のかげ枕並べて羊

尺八吹けば露のあまねき士

吟行に月の雛きくる芋畑

ナゥ赤い羽根貿易摩擦きりもなく羊

マッカーサーの帽子鍔広

検疫所より河馬の抜け出す郎
中華街人さまざまに装ひて士

ボートレースに昏れし日曜郎

異国に花の名所奪はる壁羊

︵於・浦高同窓会事務所︶

昭和六十三年二月十九日首尾

−219−

裳裾ひく嬬蛾の眉の澄みわたり

︑ゥ新蕎麦に思はず過す大徳利

︒︵魯山人とて凡作も多々

むきだしの恋をシネマの看板に
はは

こがれこがれて思ひ骨まで
灰に文字書きて悟らす姑の智恵

五百羅漢の赤き前垂れ

川越に時鐘の櫓夏の月

泥棒橋に警官の笛

株高下儲けは元の木阿彌に

’

傘とりどりの菜種梅雨あけ

柏手を花に向ひて打つ翁

血統猫に三っ仔誕生

羊庭代公一郎羊庭代公庭羊代一郎庭公三

ハ横浜・連句愛好会その一Ｖ

歌仙﹃宗因忌﹄
宗因追悼

訪ふ人もなく梅散りし後

舞ひまどふ墓苑の蝶や宗因忌
巣立烏一片の雲にはばたきて

海外進出任地はるけく

おもひ

草も木も情念もぬれて月明り

枯
山水に放っ郡郭
はざなり

柴崎正寿郎捌

柴崎正寿郎

太公望の父と子と母果

ナォ城おぼろ濠に漂よふ破小舟芳

中国に旅立つ朝のせわしくて信

ゆっくり上る熱気球なり喜
冬茜富士山頂の西染める香

ダウンジャケット色々の彩美
この肌と許さむ人を思ひつっ香

道説く君に乱れ髪柿く桂

聞きとれぬ声細々と目のゆくへ昌

ぬか

子を捨てし夜の今もありあり正
マリヤ像仰げば額に月の光ゲ果

なまり懐し駅の待合ル

郷矢恵美子

中島果寿
由利香住
安田芳苑
河野美風
福島桂子

中野ルツコ

長尾信子

ゥ稲架の形それぞれ異ふお国振

猫好きもあり犬好きもあり

独りしみじみ萩に茶をたて芳
ナゥ不忍の池を巡りて雁渡る恵

マニキュアの爪でひらきし返し文

河村喜久子

昭和六十三年四月二十四日首尾

︵於・大阪天満宮︶

日がな一日光る川風桂

よそお

白衣の天使も春の装ひ昌

パチンコ屋軍歌流して混み合へる風
中野桐風
岡田昌子
桑原美津

夏の月スピード違反の車ゆく

信

どんぐりまなこの人形の看板

でく

抱きよせてキス絵馬堂の裏
またの折を相合橋で指ちぎり

﹁通り抜け﹂絢燗きそふ花の精正

土用うなぎの煙もうもう

風
桂

宙心

美

胃を病みて控へ目にする酒の席
おはこ
十八番の歌をさきにうたはれ
おたまじゃくしもいつか蛙に

散る花に遂に幕とず勘三郎
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ハ横浜・連句愛好会︵爽睦会︶ｌその二Ｖ

歌仙俳画︵画略︶

宍道湖にちりめんじわや春めきぬ
守谷加智子

歌仙﹃宍道湖に﹄
青菜ゆたかに盛れる朝市

房

岩佐文子
石田操
種田栄子
中村房枝
栗原富子
岡本睦緒
西野愛子
柳楽鶴丸
目次美里

岡本睦緒捌

夕映の中背を向けて佇っ

去りがたく阿修羅の憂いふかければ

香りいつものあの人のもの
寝そびれて思いは遠く夏の月
づく
山ふところに青葉木菟鳴く

愛

操

文

睦

花束に軽いジョークを入れておき

読み人知れぬ句碑にたたずむ

地下鉄出口またも間違え
新月は楡の小枝に宿りいる
虫の音しきり燈籠のかげ
ワ秋灯下遺品となりて筆硯

進級の子等映画館にたむろして

片恋のウクレレは弦きれしまま

ひねもす痛む親指の傷

美

一邑

加

遠近に花ある里の日暮どき
おぼろおぼろに嫁が島浮く

ナォ東風を行く裳裾の色をこぼしつつ栄

真由美という名のテロしおらしく愛
目鼻だち変えてもみたり主のため加
エリーゼ弾いてゴルフウイドー文

新婚の切符に磁石当ててみる鶴

粉雪まとい来る杣のひと房

くさめして咽に居座るはやり風邪睦

反核の手で部品をつくる鶴

イランイラク首都の撃ちあいもうやめて美

はぎ

自由化の波かざる食卓愛

お帰りなさいと秋刀魚の煙鶴

昼の月かかげて稲架の並びおり操

ナゥ旅了えて両手に重し梨の籠富
鈴を鳴らしてじやれる三毛猫房

人の心に深く生き継ぐ睦

荒海にかけ声ひびく船神事操

火男のほほ黄砂降りくる加

大道芸置きたる旅に花の散る栄

︵於・松江︑アーバンホテル︶

昭和六十三年三月十四日首尾

＊この作品には句と共に作者が即席俳画も付けていま
す︒
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ハ横浜・連句愛好会︵爽睦会︶ｌその三Ｖ

歌仙俳画︵画略︶

歌仙一朝顔の﹂
朝顔の伸びゆく蔓は隣まで

打水涼し縁台将棋

操子

捌

操子文房長操房文長操文房操長江子二

文

房文長
愛

空き部屋のかすかに古きにほひして

西

長き歳月人よせつけず

月かげる湖面に浮ぶ魚のあり

人智の語り多発する事故房

ナォ春めきて畦ゆく足に蛙とぶ長

勝負かまはずデート重ねる愛

日の中はうっっドームに通ひつめ文

愛を結んだ沖の漁火長

より添ひて花火の妙に胸こがし操

核のせて地球は宙をさまよふか房
ツタンヵーメン永遠のほほゑみ文

変貌の故郷は今ダムの底愛

大山のぞむ宿に集ひて操

灯消し茶席に招く十三夜房
ひわの八掛色はんなりと文

ナゥ行く道をさわがせよぎる野分あり長

自由を求めてブーニンの夢愛

どこまでも慕ひくる犬追ひかねて操

︵於・宍道湖畔対仙閣︶

誰が捨てたか姉様人形房
松明に散る花はぜて薪能文
鼓のひびき春の闇裂く愛

昭和六十三年七月十日首尾

す︒

＊この作品には句と共に作者が即席俳画を付けていま

一クヮウー

ーー

細くなりたるかなかなの声
ゥ瀬の音にまじりて間ゆ祭笛
同行ふたり手をつなぎゆく
彼の人のしぐさ思ひつ厨ごと

うつらうつらと忍ぶ恋風
目覚しは戦闘開始のラッパなり

待遇改善そろふ足並

凍る月白鳥の群うずくまり
肌寒くなり滑をくくつっ
電話器の愚痴切れ切れに耳つんぼ

友とゆく旅老いの生き甲斐

遠き山々霞たなびく

幻の寺花吹雪く奈良の里

＃鴬原畠雇
野

山

ハ横浜・横浜連句愛好会ｌその四Ｖ

歌仙俳画︵画略︶

歌仙﹃獅子頭﹄
珍らしや団地街ゆく獅子頭

初空高く日の丸の旗

もどり船卒業式に問にあひて
シャッターをきる春風の中

ナォ烏帰る遠来の客出迎へに

残留孤児の笑みにひそむ苦
古傷を水着の下にかくしきて
百科事典にはさむへそくり

火あそびが本ものになりこの始末

霜夜の町をゆきっ戻りっ
風花に大橋小橋並びゐて
変りばえせぬ閣僚の顔
狂言師野村万蔵喜寿の宴

芸に年なし今日も床ふむ

新藁の香もたかき曲屋

夕月にねむれぬ馬の背ナをなで

ナゥ天の川いさり火遠く日本海
神やすらけく浜にまします

盆栽自慢垣をへだてて

長病みの癒えてゆっくり万歩計

祝婚のコーラス流れ花ふぶき
更けてひそかに春の雨ふる

昭和六十三年四月二十二日尾

昭和六十三年一月十日首

︵文音︶

文美文美文美文美文美文美文美文美文美

＊この文音は葉書に句と画を同時にかき︑読むと共に観

る作品にしてあります︒
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酔もよしおぼろ月夜のふところ手

ころばぬさきの杖をうっかり
ゥ宝生寺の塔にひかれてひとり旅

全く読めぬ床の掛軸

かきつばた生けしは末の娘らし

見合ひの席の手順よろしく
肩よせてモロッコをみし遠き日よ

稜線はるか湖ぞひのみち
淡水化議論柿むく手をとめて

堂々めぐり出でし遅月

虫の声しきり果報は寝てまたむ
名もなき島にはや三とせごし
せめてもと花びら入れしエアメール

春のツアーは聖地巡礼

美文
恵

柴岩

崎佐

美文美文美文美文美文美文美文美文子子

ハ仙台・連句会﹁酌﹂ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃はしり梅雨﹄
萱場健之捌

林翔
蓬田まるき

佐藤無風
宮腰滝

めがねずらせば遠雷きこえ

書架の書の一つ逆しまはしり梅雨

カードの枚数増えて行くなり

滝

ナォ漢文は落第点で卒業し無

ただひと筋にマラソンにかけ芥
定年は私も欲しいとせがむ妻ま

小雨模様が大雨となり無

筍があっここにあるあそこにも秋

リクルート社の涼しい顔よま

ビル風をまともに受ける清掃夫芥

今朝も目が合う窓越しの女秋

出たがりのヒッチコックの描く恋芥

客はうんざりマイク放さず秋
月に待つ茂ヶ崎荘前バスの中芥
ぬれにぞぬれし露の野良犬ま

隣は何をする人かしら芥

ナゥ秋深きまたぎの里にロケーション滝

黒い手帖のすり切れている滝

我が家と似ない夫婦がおるように鈴木圭子

春の虹たつひとときの幸芥

押しばなに拾った花の飛ばされるま

昭和六十三年六月二十七日首

︵於・皿ビルセミナーホール︶

昭和六十三年十一月二十八日尾

ロ

大型のアンテイックカメラ肩にして

手の内は猪鹿蝶と秋の月

鉦小

三上秋桜
若生芥子

高橋径

彫った背中に冷まじ風が
ワ豊年を祝う祭りの笛太鼓
誘いたい娘はお目あてありそう

フルネーム叫んでいたし一人旅

径

鉦州

ラ・メール調子はずれの子守唄

滝

終着駅に匂う磯の香

ミニ・スカートに挑むこのごろ

芥

秋

決めかねて店から出れば冬の月
鴨よちよちと葱しよってくる

″

″

ま

改正の証取法もなんのその
お湯がぬるくてお茶が出かねる

滝

極楽へ招ばれる夢を花の下

飛天導く長安の春
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ハ仙台・連句会﹁酌﹂ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃風流﹂
風流の初めや奥の田植歌
道行く人の絶えぬ夏の日
若きらのフォーラス前に群がって

芭蕉の辻まで歩いて五分
﹁おばんです月もいがす﹂ともつれゆく

萱場健之捌

公羽

宇咲冬男
宮腰滝
伊藤南三
高橋径
南

一一一上秋桜

径

青宵
讓二
裕
径

幽幻

デォ仙チョンは蜆さかなに酒を干せ秋

モーニングコールは薬師堂の鐘佐藤無風

ウルスラの制服少し大きすぎ芥

井上ひさし原稿おくれ無
作並の岩風呂で汗流す夜芥
夏座敷には乾馬の徳利無

宮城沖地震を無事に過ごし来て芥
鹿落ち駆け落ち揺らぐこころに南

高山書店素通り出来ず無

﹁涙痕﹂の歌集を胸にしのばせて芥

アーケード月の満ち欠けかかわらず蓬田まるき

荻筆作り七代続く秋

売られて消えた市電敷石ま

アゥ秋あかね伊達一門の墓にとび井口あさ

全国一のマンモス議会吉田緑

かさむ赤字琵琶首丁もまわりかね滝

秋保の里の春宵の夢

四年目の榴ヶ岡の花の宴南

︵於・三越イベントホールⅢビルセミナーホール︶

昭和六十三年三月十四日首
昭和六十三年六月十八日尾

ヘヘー

寮歌祭終え高下駄をぬぐ
ゥ﹁瞑想の松﹂も目立たぬ秋の色

笛ひびきいる誰が住まいぞ
川添いに通い慣れたる道のあり

青葉山より星くず集め

幼子に夜景はゴジラの宝石箱
寝ても思うゆくしと駄菓子

古城の月も凍えるヘイの中

″

仁

″

母はこたつでどんぶくを縫う

地下鉄延長実現早くと

径

若生芥子

都忘れは七北田に咲き

二市二町合併しても街遠し
八乙女の恥らい見せて花の中

ー多盗コ

八西宮・連句かつらぎその一Ｖ

岡本松濱五十回忌追善連句興行

脇起箙﹃虫鳴くや﹄
虫鳴くやいまだ安住の地をしらず

岡本春人捌

松濱居士
岡本春人
岡本星女

露の野末の門下幾許

後の月雲間を縫へるとき迅く

竹山みどり

安藤ぬい

岩井双葉女

岡田ふさの

左海延子

林由子

辻本義一

松内絹女
藤野八重
増地正恵
永井一子
増見咲子
奥村勘甫
二塚元子
歌川山黛

松ヶ枝の影黒く伸びゐる
お茶室のにじり口よりしとやかに

さめ小紋とも江戸小紋とも

行水の肩少しやせたり

ゥ風蘭の香りほのかにただよひて

喜寿と傘寿の眼鏡貸し合ひ

ルージュ濃く今宵もタンゴ踊ろうよ

頓証菩提木魚ぽくぼく

煙るごと枝の先なる帰り花
ナォ鶏が樹に登って明日は天気らし

大統領選結果如何にと
信玄の風林火山の幟立つ

蜂の子肴温め酒よし

文人の集ひ閑かに今日の月

恋の通ひ路雪に閉され

サバンナの宿バッファロー出る竹山美代子

ナッ執念の少将九十九夜さを岩尾美智子

回峯径の太き早蕨森田蓉子

藤の木古墳錦宝石続々と山川真智子

大淀の長柄堤は花盛り岡田水都子
耕し了へて夕日をろがむ清水幾湖

︵於・大阪・真田山・慶傅寺︶

昭和六十三年十月二十九日首尾
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舂た

つ

八西宮・連句かつらぎｌその↓ｖ

歌仙﹃年の夜の﹄
岡本舂人捌

藁人形に怨念の釘

ナォ鼻つままれてもわからぬほどの春の闇

忽ちに車軸を流す大雨が

エアロビックスリズム軽快

フローラルなサイドカットの水着なり

私の夜の香水はこれ

一億のマンションすぐに売切れて

青空市場八の日に立つ

旬の味求めての旅みちのくに
案山子の面のなんと田吾作

互に払ひ合ふ牛膝

里人と十六夜月に踊りつつ

先師しのびて酌むぼたん鍋

ナゥ名水と世にたたへられ車井戸

九日半であげしお遍路

なぐり書き原稿用紙はみ出して

夕べの露立ちこめにけり

散る花を追ふて狂へる老女はも

昭和六十三年一月八日首
昭和六十三年九月三日尾

︵文音︶
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年の夜のもの音もなし港町
牡丹の菰にうっすらと霜
蒙刻の心に叶ふ出来栄えに
自ら点てる薄茶しみじみ
終バスはたった三人峯の月
竿崩したるかりがねの声
〃稲扱きの疲れ長湯にほぐしつつ

明日の頼母子落す算段

神棚の愛橋顔の招き猫

おでんの湯気に交す毒舌
きっぷよく小股の切れ上りたる女将

金釘流の文に真実

ふるさとを捨ててこのかた二十年

行水盟子沢山なり

上絃の月中天に風死んで

高速道路事故で渋滞

ゴールデンウイーク残花たづねつつ

過疎村の沼亀鳴くといふ

岡押
本田

を人を人を人を〃人を人を人を人を人を

人を人を人 を人をを人を人を人を人を人

八西官・連句かつらぎｌその三Ｖ

歌仙﹃万力の﹂
万力の吐き出す渋の匂ひかな

庇の下に白き新月

矼豆飯音ほっほっと煮あがりて

朝と夕べに卵生む鶏

岡本春人加朱

岡本春

小西須

かさこう−もりがさ修繕麻

ナォ横町は明治のさまの連子窓人

ツレ弾きの野崎詣りにうきうきと人

湖尻の宿に寒雁を聞く麻

夫婦ぜんざい分かち合ふ仲麻
甲斐性なしの器用貧乏子沢山人

先住の形見の胴着玉子酒人
ＮＴＴ株とんと騰がらず麻

それはそれものは言ひ様で角が立つ人

円空仏に地虫鳴くなり麻

電羅樹の幹ほそぼそと月に濡れ〃

姜そへし新豆腐よし人

ナゥァロハ着て小綿関の里帰り麻

百万年間燃えつづく山人

相伝の技畏みて面を打つ麻
いでゅの里は朝霞して人
曽我五郎十郎の墓花の雨麻

猩々袴あたり一面人

醍輌誌什一一一蓉十迄朋十乳肥率︵文音︶
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晴耕雨読二間十三畳の庵
この頃とみに難のふえたり
ゥむつかしき仲人役を頼まれて
フルムーンパスの旅の海山

一卜言に水論治めたる女

梢鴉に西日あかあか

剣が峰異形の石を神となし
オンマキャソワカとなへ寒垢離

うごめいてゐる狸罠月凍てし

脳梗塞のあとのリハビリ

矢印の夜昼灯る非常口

いざ大試験眼鏡拭ひて
濠たたへ城趾公園花盛り
田楽待つ間俳句作らん

麻人麻人麻人麻〃人麻人麻人麻人麻人麻

竹奥

岡

岡

山

山村

本

本林野

八西官・連句かつらぎｌその四Ｖ

岡本星女捌

屋
竹

居待﹃紅萩の﹄

関守石に立待ちの月

紅萩のうつるひゆきて秋深む

サラリーマン辞め地酒つくらん

落鮎の鮓やうやうとなれごろに

〃

おらが村サヘ嫁コ来てくれ

昭和六十三年十月九日首尾︵於・寒菊堂文庫︶
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新聞に私の俳句のりました
木の葉髪とはわが身すさまじ

小町寺ほとりの藪に雪女郎
ガラガラガラと降すシャッター

壇上に口角泡の怪気焔

放たれしドーベルマンの赤き舌

ＳＰ付の避暑ホテルなり
夏の月怒涛と草の茂りたる

葛城の神在はす歌垣

千四百年ぶり石棺の開かれて
カーネル小父さん遊ぶ子雀

鹿鳴館の趣向こらせる花会
ボートレースに春の風邪ひく

美
み勘
舂
星由か
代
ど
の
甫由甫代甫子のり甫由星人の人の女子子

ハ西宮・連句かつらぎその五Ｖ

出花﹃木偶芝居﹄
岡本春人捌

増地正恵
楠本玉江
左海延子
下田喜代

丸篭はいやつぶし島田で

山川真智子

岡本星女

今雲をはなるる月に拍手して

伸びちぢみして蓑虫の糸

直衣の袖のしをる三更

辻本義一

木偶芝居秋潮の岬越えて来し

水掛不動どうぞ添はせておくれやす

ピストルの女子警官に銀メダル

夜もすがらむづかる仔犬ふところに

下ごしらへも味のうちなり

木下闇かがまりて掃く何やかな

浅井緋沙子

代

松内絹女

江

安藤ぬい

宙心

ユングフラウの雪の輝き

飛び飛びにある庭の石菖

南無大師遍照金剛干菜汁

智

絹

岡本春人

延

句集出すべく古稀をめざして

弾初の京言葉なる手毬唄

ほろ酔ひ機嫌の月形半平太
いわれ

師の五十年忌に参ず花の旅
磐余の里の錐たたせたり

昭和六十三年九月二十日首尾︵於・寒菊堂文庫︶
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ハ新座・連句研究会ｌその一Ｖ

歌仙﹃師走雨﹄

ナォ新社員赤いネクタイひらめかし
ワープロ打つもいとぎこちなく

珈琲のＢＧＭも慰まず

逢ひ見ぬ事のつらき日々なり

冬の蠅襖をよぢることをせず

阿片瓢郎捌

阿片瓢郎
武田玄女

傷病年金手つかずに置く

もひとりの私が悶ふ閨の闇
冴え冴えとあり白き能面

田中一火女

竹藪をめぐらす荘や師走雨
守口津夜子

丁寧に形身の着物縫ひかへて

つくばいに来て啼ける黄ひたき
新刊書ひたすら読みし目を上げて

玄

さくさくさくと厨より音

幻聴に覚めれば燈のしばたきぬ

合せ鏡に面やつれして

火

玄

瓢

夜

石庭に座し帆の影を視る

駒下駄で禅に原かれしていたらく

ナゥ庄屋跡民芸館になってゐし
すれちがひたる青い瞳の人

人秋扇の絵柄惜しめる
菊膳貧しさになれ月の友
鹿笛の音谷へひびけり

頒たれしマスクメロンの香を放ち

瓢

夜

風船の数映ゆる中空

昭和六十二年十二月三十日首

昭和六十三年六月三十日尾

し

瓢

蜆売り古びし声を朝の月
堰板から・ぷげんげん

火

月に濡れゐる端居人たち

玄

231−

そっと欠伸を掌に包みけり

ゥ足重く引ける遍路に宿遠き

山門に禁董酒とあり参じけり

火

地に還る一刻花の舞ひ散りて

地獄の絵図の紅蓮恐し

玄

瓢

夜

新聞社狙ひしテロは晦ませて

迷路に似たる東京の街
外濠にいくつ見付や花曇
春闘の列騒がしく行く

火夜玄瓢火夜玄瓢火夜玄瓢火夜玄瓢火夜

ハ新座・連句研究会その二Ｖ

歌仙﹃初霞﹂
阿片瓢郎捌

重松欠︑

阿片瓢

渡部伸

築地がくれを美しく突く羽子
森本蛍

遠き視を奈良に訪ねん初霞
釣釜に湯のたぎりをりたる

活けられし梅そこはかと匂ひ来て

そぞろ歩けば健る沖ころ

鍵のかかりし抽出の中居

ナォ入学を明日に控へてはしやぐ子の蛍

先の先まで決まりゐる閏年楊
慕情といへる映画見に行く郎

握手して別れし彼のぬくもりを蛍
永久の契りと絵馬にかけたる楊

山の風軒の氷柱を吹き歪め居
いろりを切らぬ水仙の白郎

酌み交はすうまき地酒に酔ひそびれ蛍

目をこすり見る輪違ひの月居

遠耳へ頓珍漢な雁の声楊
晨事暦を繰りて秋の夜郎

乞はるるままに一詩したたむ居

ナゥ旅支度草蛙の紐をしかと結ひ蛍

噴煙の俄にはげし海の碧郎
西郷どんは薩摩武士にて蛍

既に陽炎ゆらぐ塔居

朝早き紺の杼音匂ふ花楊

醍諏誌迂一蓉峠朋十垂申壼︵文音︶
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友禅を震きて幾年朧月
ゥ運動に行くと言ふのは表向き

うしろよりそと肩を叩かれ

箸紙に電話番号わたしけり
ふかきつばたを唄ふ伊予節
たのまれのはがき快に入りしまま

お地蔵様へラムネ供へて
ダムの水やたらに減りしとりかぶと

人到れども月はむかしに
百までは死にそうもない長寿園

基盤へ石をばちりぱちりと
神の手の散る花を縫ふ雨の糸
ロッヂの唄ふ春のアダージョ

楊郎蛍居楊郎蛍居楊郎蛍居楊郎子居楊郎

指﹄

阿片瓢郎捌

し美瓢
ほ千

ハ新座・連句研究会ｌそ２−Ｖ

歌仙一﹁物

バケツでとどく豊漁の蝦姑

物指の竹の色なる薄暑かな

酒蔵つづく古き街なり

ナォ咳こぼし老尼掃きをり丹念に郎

逝きしを知らず送る宅便穂

應えなき三和土に並ぶ靴二足女

﹁夢﹂と色紙のそのままにあり郎
愛猫の出入り上手に蚊帳くぐる穂

耳環涼しく残る文机女

まきわらへ弓絃の音きこえ来て郎

お妃選びまたもたち消え穗
雨の夜の箒木の巻品さだめ女

−つうつ−

小港の舟溜りにも汐さして

忘れ扇の白檀の香に郎
鏡に映ゆる後の名月女

漢方の調合待てりそぞろ寒穗

伏せたる鉢の隠し鍵錆び穂

ナゥ幾年を鎌倉彫に通ひつっ郎

こうるさく果け烏のひとしきり女

壁塗りかえの柱組まるる郎
孟に花びらうかべ友は佳し女

杉玉めきし雀蜂の巣穗

畔輌誌杜一一雲十王朋什極申壼︵文音︶

壬JJ

夕月に木の標札のかすれ文字
石にはらりと落つる桐の葉
灯籠に物の怪のっくさまにして

百度詣りはお岩稲荷に
初日から大入袋景気よく

書割に似た河岸をさまょふ
富山より紺風呂敷の売子なり

悪阻になやむ若妻を訪ひ
枕橋荷風わたりし月おぼろ
和紙に大きく草餅とあり
絵馬堂の吹抜け高く燕の巣

急な坂道下りてバス停

冬うららかに暮れなずみつつ

燭のごと揺ぎて白き返り花

黄
飯川阿
沼田片

女穂郎女穂郎女穂郎女穗郎女穗郎女穗郎

宮下太郎捌

黄

江
竜綾美多太子
美
千
子綾竜多美太竜綾多美太綾子子穂美郎規

ハ新座・連句研究会ｌその四Ｖ

脇起歌仙﹃二つ三つ﹄

二つ三つ木の実の落つる音淋し

よきライバルは生涯の友綾

ナォ吟行会筍煙の焚きあがり美

漱石は下駄履き替えて無縁坂多

塀をったひて猫登りくる太
初鰹買はず中おち貰ひ来し美

甚平ひとつ凌ぐ三畳童
窓越しにパントマイムでしめしあふ江
紅い灯の玉の井の宿綾
湯の町に老いてなまめく人のゐて多
松喰虫で枯れし赤松太

メダル爽やか若者の胸綾

有明の月を眞横に富士の山竜

ナゥ秋霧に長寿の陛下病み給ふ美

米の出来はとお尋ねのあり江
満願の縛られ地蔵縄とけて多
スケッチブック置ける草萌〃

薄紫のしじみ蝶とぶ太

花筵とりどりのものおかもちに美

醍諏詰辻一一蓉秘朋二叶峠明窪︵於・俳句文学館︶
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ステンドグラス光る朝露
月早く練習船の帆をあげて

鴎の声は仲間呼び合ふ
噴煙の島の泊りの置炬燵

北風のなか藪椿あり

ワレンガ道珈琲の香の流れくる

初めて買ひし口紅をつけ
帝劇に山田五十鈴の業を見ん

役者冥利の恋のあけくれ
晴れ女房居て守らるる旅の空
みちのくの酒試めし飲みする

雪の中倒るは蝦夷か老人か

トドが牙むく凍月の浜

足なげ出して遠足の子等

蛇篭の目岸に雫をしたたらせ

くるくる廻す春の絵日傘

千姫の化粧櫓の花盛り

芳黒川松宮正
田坂田村下岡
志
甫

ハ新陥・連句研究会ｌその瓦ｖ

黄川冊美千穂

高浜虚子

脇起歌仙﹃さ︲くらんぽ﹄

茎右往左往菓子器のさぐらんぼ

加藤望子捌

まともに受けて痛き冷房

ベネチャみやげのネックレス掛け

ナォ春日傘母の歩みの遅れがち

風なき雨のふりそめし窓

オセローを英和辞典で首っ引

線香花火も輸入品とか

出航のドラのくぐもりダリヤ咲く

ことはれもせずずるずると原宿へ

それから先は闇の睦言

宮内恭子
小林梁

点薬と胄薬かかさず雁渡し
信濃路の旅ふと思ひたつ

気がついてさっと煙草の火を落し

迷路にまよふ夜の地下街

下冷えまさる受験勉強

鳩時計三時を鳴きて鎌の月

舗道静かに夕迫りつつ

穗

志甫江美子

ナゥそばきりをつるりと口にすべらせて

威勢よきサーフィンの群遠く見て

まわり廊下にえんまこほろぎ

昇りくる月にさざなみ湧きいづる

恭

加藤望子
梁

ラストダンスはワルツがいいわ

シ水色の八掛が好き秋袷

恭

レトロ風なる家具のよろしき

汽笛鳴らしてＳＬが行く

穗

人知れずわたさるる手の鍵硬く

木喰の里の畑は石積に

たんぽぽの紫風にふんわり

初孫の誕生近き花の頃

昭和六十三年七月三十日尾

昭和六十三年六月二十八日首

江

江

梁
小林しげと

傷をなほしに浸るかくし湯

極道の下駄音高く月寒く
信心話はづむ囲炉裏辺

梁

これはまたぶっきら棒のうけこたへ

破り捨てたる指定席券

江

と

酔眼にかすむ花また花の石
仔猫さし上げますと貼紙
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と江と恭と恭梁

江恭望と梁恭梁江恭梁ノノ

八東京・連楽会ｖ︐

歌仙﹃郭公や﹄

夕やけ限る黒き山波

郭公や農夫小さく昏れかかり

高畑自遊捌
山崎田鶴子

遊

田

田

小野すみれ

酒少々は医者に許されす

ナォ噂りに耳よりさめし旅の宿光

単身赴任また目礼し遊

宵の路地煮物焼物匂ひ満つ田

関越の渋滞延々合歓のはな光

夜更けの風鈴近所迷惑す
三角四角の經れ縁あり田

我が願ひ観音様に打ち明けて遊

校門を出れば師弟の垣がとれす

同じ質問同じ返事を光
松で見し月を今宵は椰子に見る田
雁に嘆きて島の俊寛遊

高畑自遊
大崎光枝
遊

ナゥひょっとこの晴れ舞台なり秋祭田

ささやかな食卓縁に持出して

す

光

遠く近くで虫の合唱

喉をならして猫のご帰館
嫁ぎたる娘の電話月白と

光

空即是色カンラカラカラ

目覚むればただ移り香と空財布

遊

光

田

醍輌詰辻一毒托賄い申誇︵於・三宝庵・自遊宅︶

先づ突出しに蛸の酢のもの光
回送の車ばかりが過ぎてゆき光
借りたる晴着持ち重りして田
花蔭を縫ひて雪洞灯したるす
明ければ朧ろ川のせせらぎ遊

ゥ饒舌の女三人星ながる
夢にさへ見ぬ情薄き人

武力抗争収りゆくか

す

海原は入日の映えて閻浮檀金

大枯野サイロ残して月育つ

田

平社員上司の真似を特技とし
明日待ってゐる難題の処理

す

谷あひの出湯花びら舞ひ入りて

遊

ちり鍋囲む顔揃ひたり

社を降りて桜貝取る

−236

ハ川崎・鹿吟舎ｖ

歌仙﹃夏草﹄
吉原涕鶯捌

茶房とな りし白壁 の蔵

アォ有郁無郁の関 越えにけり揚 雲雀

ル ー ペ で 覗く昆虫 の肢

こわもての 昔を残す面 構え

穴一の銭の行き処や風立ちぬ

落ちて艶めく笹の短冊

遠 雷 の 雨 に も な ら で 去 り に けり
運転席に マスコシｈｒ 揺れ
イニシアルの一つ増えけり恋日記

占原涕鶯
瀧波信子

朱牟田恵洲

池鬚唯

メビウスの輪をめぐる秋の蛾
切り火打つ音を背にして初月夜

鉄条のただ夏草を囲うかな

砂落ちきったまま砂時計

白井風人
坂口暗吾

花火の音の見えぬ夕風
白耕去年の折目開きいて
明り一つは鮭の番小屋

陸橋の上の人影月高し

鈴木撫藺亭

書き留めておく電話番号

堆

中岡幸子
黒崎桃離

昭和六十三年八月六日首尾

︵於・川崎市民プラザ︶

乙女子ひとり笑う春空

清兵衛が瓢箪磨き暮れてゆく
今日も声よし小綬鶏が来る
この裡に住むは誰やら花の門

小節きかせて鳴らす口笛

ナヴ紫の爪マネキンの片手だけ

白粉花の香りほのかに

ゥ秋場所の番付ばかり新しく
ここまで寄せて足りぬ持駒

洲

離

信

推

藺

五口

人

洲

寒析の遠くなりゆくばかりにて
風の中の羽根と知りつつ惚れている

縁やや堅き昔かすてら

これら良き月と手を打つ座頭いて

さてと期限の金の催促

左義長の煙も辰の閏年

三世代目も女子が生まれ
京言葉にてねぎらわる花疲れ

道に迷うも野遊びのうち
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鴬洲藺吾雄信幸離人吾信洲離推人離信藺

（理事会）
第20条理事会は原則として年3回会長が招集
する。理事会の議長は会長とする。理事会の
運営については別に定めるところによる。

2． 特別会計
（経常会計）

第27条経常会計の収入は会費、協力金その他
とし、 これによってこの会の経常的運営の支

（常任理事会）

出にあてる。

第21条常任理事会は原則として隔月に会長が
招集する。常任理事会の運営については別に
定めるところによる。
（総会）

第22条総会は毎年1回会長が招集する。 また
必要と認めたとき会長は臨時に総会を招集す
ることができる。

（総会の議長）
第23条総会の議長は会長がこれを務める。
（総会の議決事項）
第24条総会は次の事項を議決する。

ことができる。

1．

事業計画および収支予算についての事項

2．

事業報告および収支決算についての事項

3．

4．
5．

（特別会計）
第28条特別会計の収入は連句グループ､会員、
関係団体等よりの寄付金とし、 これを基金と
して積み立てるものとする。
（経常会計の剰余金）
第29条経常会計に剰余金があるときは、理事
会の議決および総会の承認を経て、その一部
もしくは全部を特別会計の基金へ繰り入れる

役員の選任

名誉会長の推戴
その他この会の業務に関する重要事項で
理事会において必要と認めた事項

（総会の議決方法）

（会計年度）
第30条この会の会計年度は、毎年1月1日に
始まり12月31日に終わる。
第8章規約の変更
（規約の変更）
第31条この規約は理事会において理事現在数
の4分の3以上の議決を経、かつ総会におい
て出席者の4分の3以上の議決を経なければ
変更することができない。

第25条総会の議事は会員である出席者の過半
数をもって決し、可否同数のときは議長の決
するところによる。
第7章会

散

第32条この会の解散については前条に定める
手続きを準用する。
この規約の制定、施行は昭和63年10月1日と

計

（会計の種別）
第26条この会の会計は次のとおりとする。
1.

第9章解
（解散）

する。

経常会計

『連句協会」顧問・名誉会員・評議員及び役員名簿
(顧

問）

阿波野青畝･宇田零雨･暉峻桐雨・
東明雅

(名誉会員）

橋間石・草間時彦・伴野渓水・
高藤馬山人・岡本春人

(評議員）

(役
会

今泉忘機・宇和川匠助・片山多迦
夫・加藤三七子・見学玄・小松
崎爽青・重松冬楊・品川鈴子・関
川竹四・永田黙泉・水野隆・宮
坂静生・森月鼠

副会長・大林杣平・今泉宇涯・宇咲冬男・
国島十雨
理事長阿片瓢郎（兼務）
常任理事赤田聴雨・秋元正江・磯直道・小
林しげと・鈴木春山洞・近松寿子・
土屋実郎・福井隆秀・松村武雄・宮
下太郎

理

事大野国士・唐渡北勢子・川野蓼艸・
窪田薫・式田和子・柴崎正寿郎・
名古則子・森三郎・八木荘一・山

監

事城戸崎丹花・小林梁

員）
長阿片瓢郎

田章子・山地春眠子・柚木治郎
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『連句協会」規約
第1章総

則

第4章役

（名称）

第1条この会は連句協会という。
（事務所）
第2条この会の事務所は会長の指定する場所
に置く。
（支部）
第3条この会は理事会の議決を経て必要の地
に支部を置くことができる。
第2章目的および事業
（目的）

第4条この会は連句文芸の創造的発展とその
普及ならびに連句実作者、連句愛好者の交流
を図り、連句文芸の興隆に寄与することを目
的とする。
（事業）
第5条この会は前条の目的を達成するために
次の事業を行う。
1． 全国大会および地方大会の開催
2． 会報（隔月）の発行
3． 連句年鑑の出版
4． 連句協会賞の選定
5． 国民文化祭への参加
6− その他前条の目的を達成するために必要
な事業
第3章会

員

（種別）

第6条この会の会員は次のとおりとする。

1． 正会員
2．
3．

第11条この会には次の役員を置く。
1． 理事30名以内（うち会長1名、副会長
5名以内、理事長1名、常任理事若干名）
2． 監事2名
（役員の選任）
第12条理事および監事は会員のなかから総会
でこれを選任する。会長、副会長、理事長お
よび常任理事の互選でこれを定める。
（理事の職務）
第13条
1. 会長はこの会の業務を総理しこの会を代
表する。
2． 副会長は会長を補佐し会長に事故あると
きは、あらかじめ会長が指名した順序でそ
の職務を代行する。
3． 理事長は会長、副会長を補佐してこの会
の業務を掌理する。
4． 常任理事は会長、副会長および理事長を
補佐し理事会の議決に基づき業務に従事す
る。

5． 理事は理事会を組織して業務を行う。
（監事の職務）
第14条監事は会の会計を監査する。
（役員の任期）
第15条この会の役員の任期は2年とする。た
だし再任を妨げない。
第5章名誉会長、顧問、名誉会員、評議員
（名誉会長）

賛助会員
名誉会員

第16条この会に名誉会長を置くことができ
る。名誉会長は総会の議決を経て推戴する。

（入会）

第7条正会員または賛助会員になろうとする
者は所定の会費を納入することにより入会で
きるものとする。

（会費）

（顧問）

第17条この会に顧問を置くことができる。顧
問は理事会の議決を経て会長が委嘱する。顧
問はこの会の業務について意見を述べ、 また

第8条この会の会費は次のとおりとする。
1. 正会員
年額2千円

会長の諮問に応じる。
（名誉会員）

2賛助会員年額1万円以上

名誉会員は会費を納めることを要しない。
（資格の喪失）
第9条会員は次の事由によってその資格を喪
失する。
1．

第18条この会に名誉会員を置くことができ
る。名誉会員は理事会の議決を経て、会員の
中から会長が委嘱する。名誉会員はこの会の
業務について意見を述べ、 また会長の諮問に
応じる。
（評議員）

退会したとき

2．

員

（種別）

理由なくして会費を1年以上滞納したと
き

第19条この会に評議員を置くことができる。
評議員は理事会の議決を経て、会員の中から

（退会）

会長が委嘱する。評議員は理事会の諮問に応

第10条会員が退会しようとするときは退会届
を会長に提出しなければならない。
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じる。

第6章会

議

ぴやくえん

師師系･宇田零雨･宇咲冬男連
絡先102千代田区一番町20‑10‑
202古館曹人(032629350)会員
3名

名

白燕連句会

橋
間石
師系･寺崎方堂連絡先654神戸
市須磨区潮見台3‑2‑3O佐野千遊
(078‑731‑0334)会員20名

俳證寺芭蕉舎

窪田

薫

ひよどり連句会

師系・橋間石連絡先651‑1l

会員45名

神戸市北区ひよどり台1‑17‑1品

品川鈴子

川鈴子(078743‑2221)会員19名
白桃連句会

村木佐紀夫
連絡先520大津市桜野町l‑l3‑
16村木佐紀夫(0775‑22‑5444)会

ぱせ

大野国士

陽町1(05838‑7‑2035)会員6名

師系･野村牛耳連絡先165中野
区江古田4‑182杏花村塾(03‑

重松冬楊
連絡先791‑02松山市平井町1508
重松冬楊(0899‑75‑1461)会員5
名

2関川竹四(017833‑3432)会員
58名

連絡先98l仙台市双葉ケ丘2‑5‑
12狩野康子(022‑271‑0005)会員

かわ

祓

川

黒田耕三
師系･鈴木春山洞連絡先791松

山市新浜925黒田耕三(089951
‑2889)会員9名
ぱるしゆ

岩崎利一

師系･阿片瓢郎連絡先104中央
区銀座6‑9‑4山崎利‑(03‑571‑
0319)会員4名
松山連句会

永田黙泉

師系・星加帯木・富田狸通連
絡先791‑01松山市溝辺町1009永
田黙泉(0899‑77‑0015)会員15名

芭流朱連句会
鈴木春山洞
師系･松根東洋城連絡先791松
山市三津1‑313鈴木春山洞
(0899510064)会員68名

重松冬楊
師系・阿片瓢郎・永田黙泉連
絡先79102松山市平井町1508重
松冬楊(0899‑75 1461)会員15名

岡本春人
師系･岡本松浜･阿波野青畝連
絡先663西宮市二見町14‑231岡
本春人(0793‑67‑6051)会員300

連句研究会
阿片瓢郎

上

連楽会

高畑自遊
師系･阿片瓢郎連絡先168杉並
区和泉4‑26‑15(03‑323‑2454)会
員6名

鹿吟舎

連絡先213川崎市宮前区土橋6‑
15‑1A214池央歌(044 855‑

摩天楼連句会

8546）

星野石雀

師系･野村牛耳連絡先124葛飾
区東四つ木2‑11‑5秀和レジデン
ス306星野石雀(03‑691‑0912)会

東松山連句会

連句かつらぎ

師系･松根東洋城･野村喜舟連
絡先352新座市石神1‑5‑9阿片瓢
郎(0424‑73‑8714)会員300名以

松喜久会

師系・根津芦丈・東明雅連絡

はらも』

萱場健之

連絡先98O仙台市桜ケ岡公園4‑1
‑1116萱場健之会員9名

狩野康子

花野連句会

先390松本市筑摩東2419小出き
よみ(0263‑25‑5136)会員11名

連句会「Za」

名

北杜連句塾

8名
小出きよみ

柴崎正寿郎

鳳松園連句会

八戸俳話倶楽部

関川竹四
連絡先031八戸市湊町上の山55

連句愛好会

村野夏生

巴世里の会

師系・東明雅・国島十雨連絡
先501‑61岐阜県羽島郡笠松町東

保

会員30名

風信子の会

387‑2331)会員12名

り

奥西

連絡先616京都市右京区嵯峨小
倉山落柿舎(075‑881‑1953)会員

連絡先241横浜市旭区若葉台4‑7
‑704柴崎正寿郎(045922‑2851)

芭蕉記念館連句会

641‑2529)会員20名

落柿舎連句会

9名

広野連句会

員15名

松本
健
師系･宇咲殆男連絡先135江束
区白河1‑7‑18‑206松木健(03‑

土屋実郎

師系･清水瓢左連絡先233横浜
市港南区上永谷3‑20‑34土屋実
郎(045‑843‑8059)会員15名

連絡先060札幌市中央区北6条
西23丁目窪田薫(Oll‑631‑4009)

斎藤吾朗
師系・宮下太郎連絡先444‑03
西尾市上矢田町郷後28斎藤吾朗
(0563‑59‑9311)会員8名

珸沙連句会

員6名

若泉連句会
川田章夫
師系･宇咲冬男連絡先372伊勢

崎市中町15‑2川田章夫(0270‑32
‑8410)会員8名

夢茶の会

中出絢女
師系･鈴木春山洞連絡先790松
山市大街道2‑2‑7香和ビル3F
中出絢子(0899‑32‑0105)会員6
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蛇も蚊も連句会

小枝秀穂女
師系･中村俊定連絡先230横浜
市鶴見区岸谷4‑25‑25岸谷ハイ
ツ418小枝秀穗女(045‑583‑
4080)会員10名

師系･春秋庵幹雄連絡先996新
庄市宮内町7‑10笹喜四郎(0233

鈴木春山洞連絡先790松山市
余戸南4 14‑24(0899‑710486)

22‑2086)会員38名

会員5名

すず

電通連句会

篠

岡田史乃
師系･鈴木香歩連絡先107港区
赤坂6‑9‑4‑301岡田史乃(03‑582

秋紅雅友連

大野秋紅
連絡先446安城市里町荒井31大
野秋紅(0566‑97‑8083)会員9名

‑0081)
すみれ連句会

岡田水郡子
樹氷連句会

犬島正一

師系･野村牛耳連絡先182調布
市上石原2‑27‑9川野蓼艸(0424‑

（07956‑2‑4110)会員16名

85‑5480)会員10名
み〈まり

東京義仲寺連句会水分の会

浅春連句会

樹林連句会

師系･林空花連絡先177練馬区
研神井3‑9‑12‑401(03‑996‑8530)
草刈澄会員15名

谷敷
寛
連絡先112文京区春日2‑25‑2谷
敷寛会員5名

名古則子

師系･根津芦丈･清水瓢左連絡
先281千葉市幕張町6‑80‑14名古
則子(0472‑72‑5172)会員10名

師系･野村牛耳連絡先164中野
区弥生町1‑15‑20‑108工藤真理
子(03‑375‑0569)会員10名

三郎

師系・石沢無腸連絡先369‑l2
埼玉県大里郡寄居町寄居982森
三郎(0485‑810077)会員10名

美濃豊月

師系･寺崎方堂連絡先520大津

宮崎明月女
師系・太白堂桃隣・太白堂桃旭
連絡先17l豊島区池袋2‑1066今
村ゆき(03984‑7906)会員40名
都心連句会

大林杣平

連絡先167杉並区南荻窪319‑9
大林杣平(03‑3334880)会員40
名

染井の会
蒲

正風大府支部

幾美

師系･中村俊定連絡先215川崎
市麻生区王禅寺76736蒲幾美
（045‑955‑8726)会員11名

久野溪流

師系・寺崎方堂連絡先470‑02
豊明市阿野町上納91‑6鈴置一花
(0562‑92‑4511)会員25名

桃林会

ﾛ卒啄会

風

市秋葉台35‑9正風発行所(0775‐
25‑9159)会員100名

真鍋天魚(03‑997‑2548)会員7

草門会

森
正

眞鍋天魚
連絡先l77練馬区南田中520‑2
名

工藤真理子
湘南吟社

東京義仲寺連句会芭蕉庵の会
高藤馬山人

師系・岡本春人連絡先669‑13
三田市中町739岡田水都子

連絡先939富山市西中野本町5‑
14犬島正‑(0764‑213494)会員
5名

平山昭子

連絡先101中央区築地1‑ll電通
マーケッティング局平山昭子気
付(03‑5445468)会員20名

習志野連句会

鴇田秋甫
連絡先275習志野市実籾町2‑80
鴇田秋甫(0474‑726720)会員5
名

第六天連句会

今泉忘機
師系・上甲平谷・清水瓢左連

正風和気支部

桐山北天

絡先272市川市平田3‑23‑14浅野
黍穗(0473‑768196)会員24名

師系・寺崎方堂連絡先709‑04
岡山県和気郡和気町衣笠171桐
山北天(0869‑92‑0807)会員10名

南海放送学苑連句教室
永田黙泉

師系・星加帯木・富田狸通連
絡先791‑01松山市溝辺町1009永
田黙泉(0899‑770015)会員40名

多摩連句会
宮下太郎

白塔歌仙会

師系･小笠原樹々連絡先206多
摩市一ノ宮250‑17宮下太郎

上村以和鯵

連絡先166杉並区阿佐ケ谷北5−
24‑12上村以和(03337‑7942)会

(042374‑7002)

員1l名
丹

馬場宏一(東夷）
連絡先143大田区中央2‑129馬
場宏一(東夷) (03‑771‑9409)会
員6名

想
秋山正明

信州大学連句会

宮坂静生
師系･根津芦丈･東明雅連
絡先399‑65松本市寿台4‑53宮
坂静生(0263‑57‑2461)会員40名

虹の会

猫蓑会

連絡先661尼崎市塚口町1‑22‑1‑
207秋山正明(06‑421‑1606)会員
12名

東

明雅

連絡先215川崎市麻生区高石l‑7
‑5杉内徒司(044‑9546052)会員
55名

出合川

新庄北陽社

笹喜四郎

中川久子
師系･松根東洋城･米田双葉子．
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乃木坂散人連

古館曹人

かびれ連句会

吉本三蔓
連絡先328栃木市室町1‑13吉本
画廊内(0282‑23‑3665)会員7名

小松崎爽青
師系･大竹孤悠連絡先317日立

井門可奈女
師系・栗田樗堂・富田狸通・鈴
木春山洞連絡先790松山市湊

市本宮町2の7の25かびれ社
(029421‑1341)会員19名

町4‑6‑6丸三書店内(0899‑31‑
草

8501)会員7名

茎
宇田零雨

歌留蓑連句会

金子鳴陣
連絡先220横浜市西区久保町29‑
9金子鳴陣会員11名

師系･藤井紫影連絡先156世田
谷区代田4‑6‑14宇田零雨(03‑

札幌かつらぎ連句会

久保田一九

321‑0420)会員300名

師系･岡本春人連絡先001札幌
市北区新川3条2‑3‑22久保田一

草茎松山支部
夏炉の会

高橋柿花
連絡先780高知市曙町128‑35高
橋歯科内(0888‑44‑0409)会員20

九(011‑644‑5420)会員6名

寺岡情雨
師系・宇田零雨連絡先791‑01
松山市白水台4‑12‑8寺岡情雨
(0899‑23‑6028)会員10名

三如会

中須賀畦月

連絡先790松山市久米窪田町982
中須賀畦月(0899‑75‑4809)会員

名
〈のいち連句会

義仲寺婦人連句会

6名
暉峻桐雨

高橋微代
師系･斎藤石嬰連絡先336浦和
市大谷口981‑6高橋微代(0488

連絡先101千代田区内神田2‑12‑
5内山回漕店方(03‑252‑2941)会

三冊子研究会

宇和川匠助

員8名

師系･寺田寅彦連絡先78O高知
市福井東町23‑1l宇和川匠助
(088‑72‑7081)会員15名

85‑1668)会員10名
圭連句会

義仲寺横浜戸塚連句会
八木荘一
連絡先245横浜市戸塚区深谷町
671八木荘‑(045‑851‑1655)会
員17名

藤野弥生

師系･岡本春人連絡先550大阪
市西区西本町1‑13‑5津和田ビル
303藤野弥生(06‑533‑2505)会員

阿片瓢郎
師系･松根東洋城･野村喜舟連
絡先352新座市石神1‑5‑9阿片瓢
郎(0424‑73‑8714)会員40名

10名

義仲寺連句会
師系･斎藤石嬰連絡先520大津
市馬場1‑5‑12義仲寺(0775‑23‑
2811)会員15名

興聖寺連句会

木の会

郡山連句会

草間時彦
師系なし連絡先249逗子市桜
山8‑5‑28本井英(0468‑73‑0320)
会員限定

松永静雨
連絡先790松山市北藤原町6‑6松
永静雨(0899‑43‑8496)会員6名

佐藤

子規記念博物館友の会連句教室

鈴木春山洞
連絡先790松山市道後公園1‑30
松山市立子規記念博物館事務室
内(0899‑31‑5566)会員30名

淳

連絡先963‑01郡山市三穗田町川
田字東2佐藤淳(0349‑45‑0218)
会員5名

鴫立庵連句会
草間時彦

師系･山路閖古連絡先249逗子
市桜山1‑6‑16草間時彦(0468‑71
‑5935)会員4名

小松連句研究会

きび連句会
小寺古鏡

師系･三好龍肝･片山多迦夫連
絡先711倉敷市児島阿津2‑11‑31
小寺古鏡(0864‑73‑0723)会員7
名
岐阜高校連句会

石丸信義
師系・松根東洋城・阿片瓢郎・

慈眼舎

鈴木春山洞連絡先799‑11愛媛

三好龍肝

県周桑郡小松町駅前2丁目(0898
‑72‑2616)会員7名

師系･清水瓢左連絡先154世田
谷区下馬5‑35‑3‑101三好龍肝
(03‑424‑8841)会員12名

ころも連句会

佐口修一

師系･各務舩菟連絡先500岐阜
市元住町20佐口修‑(0582‑62‑
8462)会員8名
錦心会

矢崎藍・由川慶子
師系･東明雅連絡先470‑03豊
田市平戸橋町平戸135八木聖子
(0565‑44‑0692)会員15名

獅子門

国島十雨
師系・各務支考連絡先501‑1l
岐阜市黒野古市場193国島十雨
(058239‑0037)会員100名

柴門連句会

渡部伸居

師系･野村喜舟連絡先791‑02
松山市小野町15渡部伸居(0899‑
75‑1532)会員10名

鹿の会

柴田南雄
師系･宇田零雨連絡先152目黒

区大岡山1‑30‑10柴田南雄(03‑
723‑6889)会員30名

渋

柿

徳永山冬子
師系･松根東洋城･野村喜舟連
絡先16O新宿区高田馬場4‑32‑21

松岡六花女(03‑368‑0935）
句華苑吟社

佐久良連句会
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鎚綴織鶚讓罰名⑤2蕊
今泉宇涯

藍の華連句会

白方筍子
師系・松根東洋城・野口里井・
鈴木春山洞連絡先791松山市

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先272市川市市川1‑8‑l今泉ビ
ル(0473‑224214)会員25名

久万ノ台1165白方アキ(0899‑22

（五十音順）

海市の会

鈴木
漠
連絡先65O神戸市中央区港島中
町3‑1‑47‑202鈴木漠(078‑302
‑2230)会員2名

伊豆芭蕉堂連句会

‑0111)会員6名

石渡蒼水
青葉連句会

木村葉山
師系･宇田零雨連絡先107港区
赤坂4‑8‑15紅仙ピル同人社(03‑
402‑4121)会員11名

師系･斎藤石翌連絡先414伊東
市弥生町3‑2石渡蒼水(0557‑37‑
1831)会員10名

小野寺妙子

連絡先98O仙台市梅田町4‑28小
野寺妙子(0222‑33‑0693)会員7

連絡先567茨木市北春日丘213‑
7近松寿子(0726‑23‑8817)会員
13名
NHK文化センター東京
今泉宇涯

名
あした連句会

宇咲冬男

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先114北区豊島4‑16‑34王子ビ
ューハイツ403号(03‑927‑1022)

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先272市川市市川1‑8‑1今泉宇
涯(0473‑22‑4214)会員18名
NHK文化センター松山教室の会
鈴木春山洞

会員50名

連絡先791松山市三津13‑13鈴
木春山洞(0899‑51‑0064)

あしべ俳話塾

片山多迦夫
師系・清水瓢左連絡先666‑01

川西市御園町1‑3‑406号片山多
迦夫(0727‑58‑3198)会員6名

おうじき

黄鐘連句会

金井教子

師系・根津芦丈・宮坂静生連
絡先390‑17長野県南安曇郡梓川

佳菊会
森

会員30名

かすみ会

森島香代子
連絡先616京都市右京区竜安寺
衣笠下町l森島香代子(075‑463
‑1534)会員6名
風の巷

守口津夜子
師系・松根東洋城・阿片瓢郎・
鈴木春山洞連絡先799‑13東予
市壬生川191‑7守口津夜子
（08986‑42634)会員10名
花扇会

宮

奥美濃連句会

水野

隆

かつらぎ

連絡先501‑42岐阜県郡上郡八幡
町新町929おもだかや(05756‑5‑

3332)会員13名

あらくさ連句会

草間時彦
師系なし連絡先249逗子市逗
子2‑4‑5北沢義弘(0468‑71‑

目5‑6かつらぎ発行所(0798‑41

小野連句会

渡部伸居

伸居(089975‑1532)会員10名

市ケ谷連句会
伴野溪水

師系・松根東洋城・小笠原樹々
連絡先612新宿区市ケ谷加賀町2

阿波野青畝

連絡先663西宮市上甲子園1丁
0837）

師系･松根東洋城･阿片瓢郎連
絡先791‑02松山市小野町15渡部

5393)会員限定

県人

連絡先344‑0l埼玉県北葛飾郡庄
和町大衾600‑4二宮方(0487‑46‑
1443)会員5名

村杏金井教子(0263783808)

会員25名

月鼠

連絡先431‑31浜松市半田町68森
月鼠(0534‑34‑3711)会員40名

加藤三七子
師系･阿波野青畝･岡本春人連

絡先676高砂市高砂町北本町
1189加藤三七子(07944‑2‑3908)

梓川連句会

野口里井

師系･野村喜舟連絡先203東久
留米市ひばりが丘団地28‑1金田
禾白(0424‑61‑0603)会員5名

茨の会

近松寿子
膏葉城連句会

香保里会

金石公民館俳話研究会

清水九璋
連絡先920‑03金沢市金石北1‑7‑
21清水九璋(0762‑67‑0619)会員
29名

おぼろ連句会

‑5‑23伴野溪水(03‑260‑6750)会

長井南茶亭
師系･鈴木春山洞連絡先790松

員10名

山市余戸中6‑3‑28長井良策
（0899‑71‑6386)会員6名

市川俳話教室
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金沢連句会
山本千佳

師系･岡本春人連絡先92O金沢
市本多町12‑33山本千佳会員
40名

全国連句グループ概況

口編集後記ロ
＊ここに連句年鑑酌年版を世に送ります︒昭和が去り平成の代になり︑連句懇
おかけした今泉宇涯︑松村武雄両氏の名コンビから︑小生と福井隆秀︑秋元正

話会も連句協会と発展しました︒そして七年間︑この年鑑の編集︑発行の労を

この年鑑の編集のレールを敷かれた松村武雄氏のご苦労がいかに大変だったか

江の両氏に︑編集の実務がゆだねられました︒いざ︑作業を進めてみますと︑
が痛感されました︒あらためて︑今泉︑松村両氏に敬意を表します︒
＊会員からは︑編集者が変ったのだから内容も一新をノ．というご期待をいただ

は前任者からの要請でもありました︒今回は︑とにかく協会になったら〃束縛

きましたが︑結果は定期発行と参加グループ増に終りました︒マンネリの打破

した︒それが精一杯でした︒尚︑集まった作品は︑一七八編︵昭和六十三年版

がふえた〃と︑言われないよう︑会の設立の精神を汲みつつ編集作業を致しま
一七二編︶︑参加結社は九六グループ︵昭和六十三年版九二グループ︶です︒

＊小生が第四回国民文化祭籾さいたま協賛連句大会実行の責任者になったた
め︑編集︑校正の実務は福井隆秀︑秋元正江両氏に一切をおまかせしました︒

両氏のご苦労にも謝意を表します︒八宇咲冬男Ｖ
＊連句年鑑の巻頭を上野先生の評論で飾らせていただきました︒先生は︑目下
注釈を担当されておられますが︑お忙しいなか稿を寄せてくださいました︒

岩波書店から刊行されている﹁新日本古典文学大系﹂のうちの芭蕉七部集の
＊さて︑編集︑校正には至って不慣れな者ですが︑まず全国各グループの生原
ノ〜とか︑塗とかの記号に出会って懐しさを覚えました︒当然︑歴史的仮名遣と

稿を拝見して︑なかに戦前の小学校のとき以来絶えてお目にかからなかった

の使用になさるのか迷いました︒仮名遣についてはご自由ですが︑旧かなでし

読み進んでいるうち︑いてとか︑笑うなどの表記もしきりに出てきて︑どちら
たら︑勘音︑促音はきや︑とか︑やっぱりと書くべきと思いますが︑いまの新
ましたが大部分は原槁通りにさせて頂きました︒また︑正字の霞とか凱︑罐が

聞︑雑誌はきや︑やっぱりとなっているので︑殆んどがこの式で︑一部は直し
あるかと思うと︑同じ巻に桜︑恋の常用漢字もあり︑不統一もどうかと思い︑

正字にさせて貰いました︒なお校正ミスについては︑皆様のご寛恕を乞う次第

です︒八福井隆秀Ｖ
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