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﹁冬鴫﹂．．⁝⁝・⁝⁝・・・⁝淵

富山県連句協会

﹁雛の深ねむり﹂：．．：⁝⁝⁝

巴世里連句会

﹁葦すだれ﹂・・⁝⁝・⁝・・・⁝

﹁新涼﹂⁝．．：⁝．．⁝⁝

﹁花桐﹂⁝⁝・⁝⁝︒：・・

八戸俳譜倶楽部

花野連句会

５
２

．５

１

﹁水仙﹂．：．：：⁝・・：．．．

﹁ざとう鯨Ⅱ恋と酒づくし﹂

はねだ連句会

﹁渦潮﹂．．⁝：：．．：⁝：

祓川

﹁弱法師﹂・・・⁝⁝・⁝．．⁝

よろぽし

芭流朱連句会

﹁洗鯛﹂・・・・・⁝⁝⁝・・：

燧連句会

﹁足裏に﹂⁝・⁝：・・⁝：ゞ

東松山連句会

﹁遠霞﹂・⁝．．⁝：⁝⁝

﹁風鈴の﹂・⁝⁝⁝︲．．：・・

日の出連句会

菱の実会

﹁柿や郁子﹂・・・・⁝⁝⁝・⁝

﹁島の唄﹂︲・・・・⁝⁝⁝・・・

﹁春七湯﹂：⁝：⁝．：⁝．

ＰＣ︲ｌＶＡＮ電脳連句

﹁百敷の蟻﹂⁝・・・・⁝：：⁝

﹁夏至の禽﹂・・⁝⁝⁝：⁝．
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﹁老舗﹂⁝・⁝．．⁝⁝

﹁星祭﹂⁝⁝⁝・⁝：
﹁ほとぼり﹂⁝・・・・・⁝・・・．

勾玉の会
﹁柿若葉﹂
松山連句協会

﹁陽炎や﹂
﹁西法寺﹂
﹁芽麦伸ぶ﹂

﹁淑気満つ﹂

﹁落椿﹂

松山連句教室

窓

﹁秋の蝶﹂
﹁葉桜や﹂
摩耶連句会

﹁麓まで﹂
丸亀連句会

﹁喜寿﹂
三河連句会

﹁行く春﹂
三豊連句会
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﹁山百合﹂⁝⁝⁝⁝・・・

目黒連句会

本宮連句会
﹁懐を﹂・⁝⁝⁝・・・：

杜座

﹁伊勢の光﹂・・・・⁝⁝：⁝

やまくに連句会

﹁熱風﹂⁝：⁝・⁝⁝
﹁初湯﹂・⁝⁝・⁝．：

大和屋別荘連句会

﹁額の花﹂．．：⁝⁝⁝・・

璃沙連句会
﹁月ゆがむ﹂⁝⁝⁝⁝⁝
葉門連句会
﹁キャンパス﹂⁝・・・⁝・⁝︒．
﹁春の灯や﹂・⁝．．⁝・・・・：

﹁春時雨﹂⁝⁝・・・・⁝．．
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六月二十二日︿日﹀梅雨の中休みの一日︑代々木の日本

青年館・国際ホールに於て標記の会が開催され約百四十人
が参集した︒

第一部は十一時から小林しげと氏の司会で開始︒開会の

挨拶は宇咲冬男氏︑次いで今泉宇涯会長挨拶︒理事長土屋

実郎氏の事業報告の後︑本年度の連句協会賞の発表と表彰︒

次いで﹁国民文化祭かがわ﹂への参加要請が事務局より︒

連句実作会は二十五卓︑くじびきによる一期一会の連衆

は昼食弁当を広げつつ各席連句スタート︑締切時間が近付

くとあちらこちらで満尾の拍手が起こる︒

第一部のしめくくりは別所真紀子氏の講演・︿奥の細道

女人考︑諸九・菊舎・素月﹀︒三人はいずれも早くから俳譜

に親しみ︑夫に死別後剃髪して尼となる︒芭蕉の奥の細道

を辿り女ひとりの旅を実行した︒近世の俳譜史における女

人の活動について幅広く興味深い知見を披露された︒

第二部のパーティは引地冬樹氏の司会︒乾杯を待ち兼ね

会員相互の交歓が賑々しい︒名残は尽きぬままに七時近く

に散会となる︒日本青年館も連句大会会場として定着して

きた様子で喜ばしいことである︿太郎﹀
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第十六回連句協会全国大会の記

ヘ

第十二回国民文化祭かがわｗ連句大会
﹁みずみずしい詩歌を玉藻の国から﹂ｌをテーマに十月二
十六日︑弘法大師生誕地の善通寺を会場に標記の大会が開
かれた︒応募作品は実に半歌仙八四七巻︑大会参加連衆も
三○○人を越すといういずれも予想をはるかに上回る盛会
だった︒
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前日の﹁さぬきの散歩道﹂には一六○人が参加︑観光バ
ス三台で宮が尾古墳︑一夜庵などを半日ツァーし︑前夜祭
も二三○人の参加で盛り上がった︒大会当日︑会場の広い
遍照閣は超満員︑復本一郎神奈川大教授の熱弁に聞き入っ
ていた︒実作会は書院︑辰殿で三八席に分かれ膝つき合わ
せて楽しく巻き︑来年大分県山国町での再会を約して散会
した︒大会成功のため支えてくださった全国の皆様本当に

ありがとうございました︒︵陽行︶
¥:皇銑了辨箇¥1号

蝉

ニーロ

平
一覗

連語句について

はじめに

年六月十日に発行された︒

︑ツー

︑Ｉ
上に

﹃連語句を楽しむ﹄は︑﹇日本図書刊行会に原稿を提出し︑Ｂタイプに判定され︑近代文芸社から一九九六

ための用語である︒

表題の﹁連語句﹂ ︵本文の三〃連語句とは〃︑を参照︶は︑著者による造語で︑従来の連句と混同しない

川

この著書に関心を抱かれたのであろうか︑今回︑連句年鑑になにか寄稿して欲しいと︑連句協会の理事

の方から丁重な御手紙を頂きまことに恐縮いたし非力をも顧みず承諾した次第である︒
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廣

I

そこで︑﹃連語句を楽しむ﹄から抜粋した文章を編集し︑次の目次により﹁連語句について﹂述べてみた
○

一映画および文芸のモンタージュ

い

従 来 の 連 句 ︵歌仙の基本︶
連語句とは
連語句付合の分類︵従来の連歌・連句を包含︶

既存の語句・連語句の連結
他人作の語句のモンタージュ

連語句の韻律
文音連語句

｜映画および文芸のモンタージュ

映画のモンタージュ

映画のモンタージュは人によって多少意味が異なるが︑ここでは︑別々に撮影されたフィルム各断片

︵ショット︶を配列︑編集して統一ある作品に仕上げること︑としておく︒外国映画界で︑モンタージュ法

が進歩し始めたのは二十世紀に入る時代で︑このころは︑無声︑白黒の映画であった︒

ハンガリーの映画理論家ベラ・バラージュニ八八四〜一九四九︶は︑一九三○年︑刊行の﹁映画の精

神﹄の中で︑﹁モンタージュは映画だけにある方法ではなく︑どの芸術にもある︒﹂と述べている︒それで

は︑書き言葉で表現される文芸の分野でのモンタージュ法はどのような情況なのであろうか︒
文芸のモンタージュ︵付合︶
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七六五四三二
八

れんが

驚いたことに︑日本では︑十二世紀から十七世紀にわたって︑すでに連歌・連句の領域に︑文芸のモン
タージュ︵付合︶が︑見事な花を咲かせていたのである︒

次の二行連句は︑十七世紀後半二六八四︶芭蕉時代に選集された連句集﹃冬の日﹄﹁はっ雪の巻﹂︵歌
こぞ

かけい

仙形式︑三十六句︶から抜き出したものである︒
さぎ

ゆうまぐれとこく

ひとつの傘のした挙りさす荷今

蓮池に鷺の子遊ぶ夕間暮杜国

前句は叙事的人事的句で︑後句は叙景句である︒両句は独立しており︑論理的に結び付いていない︒前

句は不完結︑不充分で︑場所も時節も分からない︒ところが︑こうして二句がモンタージュされると︑さ

まざまなイメージが係わり合い︑結び付き新しいイメージが生まれ︑連想・想像を広げる︒

前句は︑にわか雨が降り注ぐ︑蓮池のほとりの情景に見えてくる︒蓮は夏の季語︒夏のにわか雨は夕立
を想像させる︒情景だけでなく︑人声︑雷鳴︑雨音なども感じられる︒

夕立だ︒広げた一つの傘に大勢の人が駆け込む︒この路上のざわめきが︑後句の蓮池に波及する︒水面

には無数の小さい波紋が広がりぶつかり合う︒傘にイメージの似た蓮の葉にも雨のしぶきが跳ね上がる︒

遊んでいた鷺の子も︑こぞって蓮の葉陰に駆け込む︒サギの脚は長い︒久保田万太郎の俳句﹁竹馬やいろ
はにほへとちりぢりに﹂の情景を浮かべる読者もあろうか︒

さて︑連歌・連句では︿付合﹀という語が用いられるが︑これは映画でのモンタージュに相当する用語

司

といえよう︒︿付合﹀とは︑連歌・連句で長句︵五七五音︶と短句︵七七音︶とを交互に付け合わせること
令乞い差つく
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ところで︑映画を鑑賞する場合は︑そのモンタージュが鮮明で︑進行が速く︑連想︑想像などの入り込

む余地がない︒ところが文芸のモンタージュでは︑付合を進める際も︑作品を鑑賞する場合にも︑分かち

書きにされた語句間に連想︑想像︑空想を働かせる時間がゆるされる︒これが映画と異なる特質の一つで︑
大きな魅力を感じさせる︒

また︑言葉は︑実物︑物事を文字で抽象︑表現したもので︑ことばを通して頭に再生するので︑直接︑

視覚︑聴覚など感覚器官で感受︑認識する映画に比べ不鮮明︑あいまい︑おぼろ︑かすかである︒

二従来の連句︵歌仙の基本︶

連歌・連句には︑句数が二句から三十六句︑百句︑千句など︑さまざまな形式がある︒芭蕉時代には﹁連

一と
とか
か﹁
﹁俳
俳譜譜
歌﹂
のの
連連
歌歌
﹂一
なな
滴どと呼ばれたが︑現代でも芭蕉時代とほぼ同様な形式で一般に﹁連句﹂と呼ば
れ︑普及し楽しまれている︒

連句は普通︑複数の人が一座に同席して付合を進める︒そこで一巻が散漫になりがちになるのでそれを
防ぐために規約︵式目︶が設けられるようになった︒

がって付合を進めてゆけば︑自然に変化もし︑あるていど統一された一巻が仕上が
式目は︑それにしたが
るように趣向されている︒

かせん

式目は︑鎌倉時代の十三世紀後半に創設され︑数回の改正を経て芭蕉時代にも改正された︒

ここでは芭蕉以来︑現代でも﹁連句﹂の名称でもっとも普及している﹁歌仙﹂の形式・規約︵式目︶の

−］3−

基本に触れてみたい︒

歌仙の基本︵従来の連句︶

ひらく

一長句︵五七五︶と短句︵七七︶との交互の付合で︑一巻は計三十六句から成る︒一巻の初め三句を

︿発句﹀︿脇﹀︿第三﹀︑最後の一句を︿挙句﹀と呼び︑とくに重要視され︑他は︿平句﹀と呼ばれる︒

二歌仙一巻は表︵六句︶︑裏︵十二句︶︑名残りの表︵十二句︶︑名残りの裏︵六句︶の四部形式である︒

各部の性格は︑例外もあるが︑ほぼ起・承・転・結に対応するといえよう︒

三行分けにされた隣り合う句には何らかの関連がある︒

室砦つ

四行分けにされた各句はある程度の独立性を持つが︑発句︵立句︶の他は不完結性︑非充足的である︒

五月・花の定座︑季題︑季語のある句と︑無季︵雑︶の句や恋の句などの位置︑数のバランスとか句
数には︑ゆるやかで大まかな規約のようなものがある︒

六相似た内容︵意味・情趣など︶とか︑同一のことばが前の句の間近に出現することを嫌い︑とくに

連結する三句︵Ａ・Ｂ．Ｃ︶のうち付句︵Ｃ︶が打越︵Ａ︶と似た点がある場合は︑観音開などと言っ

て非難される︒このように変化を重んじ︑前進して後に戻ることを嫌うので︑同じ句の繰り返しは許

されない︒このように項目五とともに︑式目は付合進行の変化に重点を置いている︒

七一巻を通じての主題や脈絡の筋︵ストーリー︶はない︒一方︑式目には︑項目二や五で述べたよう

に︑四部それぞれに︑やや異なる情調が感じられるように趣向されている︒
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三連語句とは

に
初 めて関心を持ったのは︑昭和十一年で高校の図書室で︑岩波書店出版﹃寺田寅彦全
筆 者 が ︿︿
連連
句句
﹀﹀
に
鞆

集 ・ 第 三 巻ご
﹄﹁
﹁映
映画
画芸術﹂で︑映画と連句との比較に関する見解を読んだときである︒

十年︑本職︵公務員︶を退くまで︑連句に関する本を入手して︑折りに触れ鑑賞した
それ以来へ
︑昭
昭和
和五︲

り︑短い連匡
句句
をを
作作
りり
︑ ︑独りで楽しんできた︒本職を退いてからは︑かなり余裕ができ︑以前よりも連句に
ついて知識を広げた︒

連句集会の一座に加わって︑連句二般に歌仙形式三十六の付合︶を仕上げ︵巻い︶たら︑面白いに違
いない︑と思いながらも︑つい実現できなかった︒その事情はこうである︒

一座で参加者︵連衆︶が連句一巻を巻くには︑かなり長時間を要するが︑その余裕もなく︑また付合の

間が長引くと︑一座の興が冷め︑付合の進行を妨げることになる︒私は頭の機能・回転が鈍く︑機知にも

乏しく機転もきかない︒さらに︑昭和六十年頃から耳が遠くなり︑一座に加わる機会を失った︒

しかし︑独りで作る連語句でも︑新しい発見︑連想︑想像︑空想などを通して︑モンタージュをした自

己の創作に対し︑たとえ︑その作品がささやかなものであっても︑大きな喜びを感じることができた︒

そして筆者の年齢七十歳︑平成年代二九八八︶頃から︑﹁連語句﹂の概念や構想が頭に浮かんできたの
で↑める︒

そこで︑読者が一座に加わって︑連語句を楽しめない状態でも︑特に独吟により︑独りで楽しむ方法に
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関心を持っていただけたら幸いであると思い︑﹃連語句を楽しむ﹄を出版してみようと思い立ったわけであ

︵ｂ︶和歌・俳句・川柳などの連作も包含することになり︑現代詩や﹁連詩﹂に接近する場合もあろう︒

ればよい︒もちろん︑歌仙の基本と同様に七項目に従ってもよい︒

んできた五音︑七音︑五七五調︑七七調などを放棄しようとするのではない︒むしろ積極的に活用す

式も︑分かち書きにより︑二行連結句︑三行連結句にもなる︒しかし︑古来︑日本人の心身に染み込

分かち書きにされた︑単語や名詞から成る連語句もあり︑短い語句との付合もある︒十七音の俳句形

︵ａ︶分かち書きにされた各語句の音数にも︑一巻︑一連の連語句数にも制限がない︒極端な場合には︑

四具体的に述べれば︑

ノー︑／︑ノミノ︑Ｊ〆︑Ｊｒ︑

を生むことになる︒

三制約を少数の基本的なものだけにしたので︑付け合わせる範囲が広がり︑自由で多彩な形式・表現

独立性と不完結性・非充足性を軽視してはならない︒

い場合があり︑さほど拘泥しなくても︑二語句の結び付きが感興を引き起こせばよい︒ただし︑句の

二第四項目に関連することであるが︑独立性の度合や完結・不完結の語句の区別はなかなかむずかし

から除外した︒

一﹁二従来の連句で︑歌仙の基本として挙げた七項目のうち︑第三︑第四の項目以外の制約を連語句

連語句と連句の違いを次に述べる︒

○

︵Ｃ︶主題のある連語句も生まれ︑一巻の形式︑構成︑展開法︑情調の律動︵リズム︶なども西欧の映画
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る

や音楽などと同様に多彩となろう︒

︵ｄ︶制約の単純化により︑式目︵規約︶に煩わされずに︑付合の初心者も︑多忙で時間的余裕のない方

どけ

や何かの支障で他人と同席しにくい方々も︑気楽に付合の独習を初め︑独作により︑言葉のモンター
ジュを楽しむことができよう︒
学校帰りのなつかしさ︵八・五︶
かけたり跳ねたり大はしゃぎ︵八・五︶
裏道堀端春の泥︵八・五︶

しかられ脱がされ泣いたよな︵八・五︶
明るくこぶしの咲く下で︵八・五︶

これは七五調の字余りともみられようが︑八五調の連語句︒﹁春の泥﹂は︿春のぬかるみで︑雪解・春雨

などのため土が泥になること・﹀五句目は︑脱がされた場でもあり︑思い出している人物の場でもある︒

四連語句付合の分類︵従来の連歌・連句を包含︶

文芸での結び付き方︵付合︶は当然︑映画などのモンタージュとは異なる点もあるが︑映画と同様なモ

ンタージュ法も多い︒これらの基本的な結び付き方を知ることによって︑連語句などのモンタージュ文芸

を︑より容易に理解することができるし︑発展させることもできよう︒そこで︑これから︑幾つかの基本

的な結び付き方を述べてみる︒古来の連句椰型郎吹郊鐘認や用語の分かりにくいところがあるので︑現代人に

1ヲ
−Lノ

も分かりやすいように︑できるだけ現代の用語で︑分類の観点を変えたりして︑連語句の基本を考えてみ

る︒映画のモンタージュや連句付合の分類などを勘案して分類を設定して解説してみる︒︵二具象化︑合

成︑付加︵三類似︵三︶暗示︑象徴︵四︶対象︵五︶想念︵六︶物付︵同付︶︵七︶応答・問答︵八︶ク

ローズアップとスポット︵十︶転じ︵十二四行連語句の各モンタージュ︵付合︶︒一般に分類はなかなか

難しく︑この分類も確立したものではなく︑付合を理解・独習するための一つの目安といえよう︒

五既存の語句・連語句の連結

独りで連語句を楽しむ場合には︑連語句が常に︑前句に次々と順序立って付け進められるとは限らない︒

︵ａ︶既存の一語句または連語句の前や後に語句や連語句を補充することがある︒︵ｂ︶未完成または既成

の複数の連語句を補修しながら︑それらの間に語句や連語句を差しはさんで︑それらを連結することもあ

る
Ｃ︶
︶あ
あるる
題雨
などに関連した語句を適当に書き集め︑取捨選択︑補修しながら︑順序立ててモ
今︒
︒︵
︵Ｃ
語語
句句
︑︑
主主
題な
ンタージュすることもある︒

人の前手もあてがわず大あくび
うつりにけりな妻のはじらい
この既成の二行連語句と︑これとは無関係に作った二行連語句︒

わが家こそ心やすまるところなり
障子にうつるコスモスの影
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とがあった︒これを直接︑結び付けようとしても︑手を結んでくれそうもない︒

前の二行連語句の付合の句意は︑〃小野小町ほど色香はなかったとしても︑若かりしころの妻のはじらい

も︑すっかり影をひとめてしまったもんだ〃と嘆息をもらすご主人︒では夫婦のいる場所はどこであろう

か︒﹁人の前﹂から︑休憩所︑待合室︑乗り物の中などが連想される︒﹁わが家こそ⁝⁝﹂の句とも考え合

わせると︑年輩の夫婦が旅行から帰る途中といった状況が浮かんでくる︒そこで︑よい結び付きの句とし

ては物足りないが︑﹁下車駅の間近に気づきおおわらわ﹂という句を前後の各二行連語句の仲介役として︑
次のごとく︑五行連語句をモンタージュしてみた︒

人の前手もあてがわず大あくび
うつりにけりな妻のはじらい
下車駅の間近に気づきおおわらわ
わが家こそ心やすまるところなり
障子にうつるコスモスの影

旅行から帰る途中といった状況が浮かんでくる︒そこで主人が気恥ずかしそうに嘆く前句が問題となる︒

前二句の情景から︑︿旅行帰り﹀の連想で︑この連語句の前に数句付け足してみたくなった︒

四日目の旅から帰途の秋日和
トコトコと他の団体のバスに乗る
時刻過ぎガイドあちこち駆け回る
すみません迷惑そうな客にわび
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列車の中では食べ散らす
この後に﹁人の前⁝﹂が続くことになる︒

︵Ｃ︶ある語句︑主題などに関連した語句の適当な収集︑取捨選択︑補修によるモンタージュ・

天高く気はすみにけり運動会
借り物競争うろつき回ってがま口ねだる
大金抜きとり笑顔でわたす
飴くわえプップー顔中粉化粧
ひばり

昭和初期に在学した中学も高校も松の防風林に隣接していた︒春ともなると︑海辺には︑かげろうが立

のぼ
ぼりり︑︑天空からは︑神秘的にさえ感じられる雲雀の声が︑まぶしい光とともに降りかかるように間こ
ちの
えてくる︒

仰げども雲雀の影は見えわかず空にひろこる声に聞き入る

この短歌は︑この学生時代の私の作品である︒﹁ひろこる﹂という語がここに用いられたいきさつはおぽ
ろである︒

思い出にふけっていると頭の中に︑︿のたりのたり﹀とおだやかな春の波が寄せてくる︒歳時記の〃春の
なぎさ

波″のページを開くと︑禾風呂の作品︑﹁春の波砂にひろごり消えにけり﹂が目に留まった︒この句からイ

メージが浮かび︑渚を這い上がるさざ波にもまれる砂に交じって︑淡紅色の小さい貝殻が覗いて隠れた︒

こうして︑五・七・五・七・七︑五・七・五︑七・七の三行連語句が生まれた︒

仰げども雲雀の影は見えわかず空にひろこる声に聞き入る
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春の波砂にひろごり消えにけりさくら貝らし見えてかくるる

六他人作の詩句のモンタージュ

連語句の基本は︑複数の語句の付合にある︒とくに独吟の場合には︑他人作の詩句または︑その一部を

選び集めてモンタージュしてもよいし︑それらの詩句と自作詩句とを︑連語句の原則にしたがって付け合
わせてもよい︒

要は︑その付合が︑新しい情景︑感興︑情趣などを誘発すればよいのだ︒独吟では︑個人の知識︑経験

が限られるので︑単調になりやすい︒他人の作品を取り入れることにより︑独吟の作品に広がりや深みが

増す︒単独ではとてもできない︑新鮮で変化に富む連語句が生まれる︒そればかりか︑一面識もない︑個

人や活躍中の作者と心の交流ができることにもなり︑われわれの心は広く豊かになる︒

たしかここだと天神様の横を曲がって小半町
たまには来てねの手紙はお世辞よせばよかったこの暑さ
たぶん相手も手元は不如意酔えぬ同士がこぼす愚痴

この三行連語句は︑昭和六十二年六月十四日﹁ＮＨＫラジオ放送へ﹁さわやか広場﹂文芸選評﹃折り込み

どどいこ中道風迅洞氏選評による入選作十二句中から三句を採り出してモンタージュしたもの︒なお︑

七・七・七・五音の句頭に四音のことばを折り込むことになっており︑当日の主題は︑﹁たてよこ﹂であっ

た︒七・七・七・五の音数律は︑軽妙な情味を表現するのに適しているようだ︒
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ところで︑この入選句の作者は︑住所が違っており︑顔見知りでもなく︑話したこともないに違いない︒

この方々の作品をこうしてモンタージュしてみると︑お互いに情が通い会って︑親しみが沸いてくるよう
とんぼ

な気がする︒

蜻蛉釣り今日はどこまで行ったやら
らん

子の姿なくおもちゃころがる
燗漫と今年も咲きぬ寺の花
はるか遠くに霞む島影

この四行連語句のうち︑後の三句は昭和三十五年ころの作である︒第一句は︑加賀千代の句で︑後の三

行連語句を作ってから二十年も後に付け加えたもので︑起承転結型の連語句と言えよう︒

けが

千代の内情を知らない人なら︑第一・二句の結び付きが生まれた句境を︑次のように感じ取るであろう︒

〃おもちゃをかたづけもせずに︑とんぼつりにどこまで行ったのかしら〃もしや怪我でも？と不安と喜びの
入り交じった愛情で︑親が元気な子の帰りを待っているのだ︒

第三句が付くと︑﹁寺﹂が前句に働きかけ︑﹁姿なく﹂と﹁おもちゃころがる﹂から亡き子の面影を浮か

び上がらせ︑﹁今年も咲き﹂誇る桜が華やかなだけに︑かえって悲しみをっのらせる︒第三句に第四句が付

き添うと︑前句を近景︑付句を遠景とする自然の風景となる︒前句の余情から押し寄せる思いに目がうる

み︑島が霞んで見える︒あれは浄土ヶ島で︑そこでわが子が遊んでいるとさえ思えてくる︒

実は︑第一句は千代が〃亡きわが子をしのぶ悲しみの句〃である︒これを知れば︑四行連語句全体がいっ
そう哀切な情調を醸し出すのだ︒

つう
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降る雪や明治は遠くなりにけり
大正も昭和もいってしまいたり
くさだお

ボイジャー号太陽系の外へ駆け行く

第一句は中村草田男の句で︑降りしきる雪に時を忘れ︑明治時代の気持ちで︑見入っていたが︑ふと現
実に立ち返ってみると︑明治はもう去っていたという心境︒

なお︑草田男の自句自解によると︑〃初句では︿雪は降り﹀であったらしいがゞ後日︑この句のように改

めた︒大学の修学過程にあった昭和五年ころである︒小学校四︑五年生の時代を過ごした小学校のある通

へつ

路へ踏み込むと︑その辺の様子や家のたたずまいが︑明治のころと全く変っていない︒自分が小学生のこ

界の女﹄を見たが︑現在でもその場面を思い起こすことがある︒

〃現代のものと外形の似たロケットに男性三名︑女性一名が乗り込んで地球を離陸し︑月面に軟着陸して

数日暮らす︒そのうちに︑女のことで男二人が暴れ︑タンクを破損し︑酸素︵？︶を漏らす︒その結果︑

酸素不足のため︑三人だけしか地球に戻れないことになる︒そこで︑暴れた二人のうちの一人を月に残し
てロケットは地球に向かって飛び立つ︒

失意にうちひしがれた男がふと振り返ると︑そこににこやかに女も立っており︑幕は閉じる︒このころ

−坐う

ろの気分になる︒折しも︑大きなぽた雪がちらつき︑次第に激しくなる︒突然︑校内から走り出た数人の

O

小学生の姿︒自分達のころの服装と違っているので現実に帰る︒思わず念頭に浮かんだのが︑この句であ
る

話はそれるが︑中学低学年︑昭和七年︵一九三二︶ころであったかと思う︒アメリカ︵？︶映画﹃月世

〃

は︑月面に人が降り立つなんて︑全くの夢であった︒

ところが︑昭和四十四年︵一九六九︶七月︑月着陸船アポロ二号︵三人乗り︶は月世界に軟着陸し︑

月の岩石を持ち帰った︒その岩石の中には︑地球の火山活動に噴出した火山岩に酷似するものがあったの
である︒

一九七七年︵昭和五十二年︶に地球を飛び立ったボイジャーニ号のロケットは︑約十数年間に木星︑土

星︑天王星︑海王星などの貴重な情報を地球に送り届けた︒昭和の去った一九九一年︵平成三年︶の現在
も︑太陽系の外へ果なき旅を続けているのだ︒

このような驚異的な探査機を創造した人類は︑まことに不思議な生き物である︒

七連語句と韻律

韻律には音韻なども含まれるが︑連語句の連歌・連句と異なる最も大きな特徴は︑自由開放的な音数律

を駆使操縦することにある︒音数律では一単位︵語句︶の切れ目や休止︵間︶の長さ︑語句の配列なども
関連する︒

音数律とは詩歌を音の数で組み立てるリズムで︑例えば七五調などである︒なお︑音は拍とも呼ばれ︑
ほぼ仮名一字に相当︒

奈良時代の﹃万
﹃葉
万生
葉 集 ﹄ などでは︑後世に盛行する流麗な七五調・初句切れ︑三句切れの歌は少なく︑短

歌 ・ 長 歌 と も ︑ 五五
七七毛
調︑ 二句切れ︑四句切れのものが多く︑どっしりとした︑力強い調べを持っていた︒
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短歌やそれから変生された旧来の連歌・連句では︑五・七・五と七・七が専用されたが︑民謡・どどい

つ︑端唄︑小唄などでは︑七・七・七・五の音数律が主流となった︒今日︑短歌・俳句などと区別されて

いる詩は︑明治の初め︑西洋の詩の形式を真似た新体詩として出発した︒それから四︑五十年間は︑だい

たい五音︑七音の音数律を基調とする歌詞が作られた︒とくに七・五調は明治以降︑詩歌の各分野に広
く親しまれ︑音数律の基調となっている︒

五音︑七音は単調なリズムであるが︑一︑二︑三︑四︑五音に分解され︑その合成︑配置︑順序の違い
により︑微妙なリズムの差が現れ︑多様な変化を生じる︒

相良守次著﹃芸術形象の心理ｌことばのリズムを中心としてｌ﹄︵昭二十八︶で︑音数律に関連して述べ
られていることは︑以下のごとく要約されよう︒

〃七・五および五・七がリズム的にもっとも優れているといえよう︒第一順位にある七・五の格調の音脚

は︑四・三︑二・三︒三・四︑二・三︒四・三︑三・二︒三・四︑三・二︒二・三・二︑三・二︒二・三・

二︑二・三︒の順位である︒七拍のリズムは四・三の文節に結成するのを自然の傾向としたが︑文節項が

上長下短の程よい均衡をとり︑連続的な四拍分節と三拍分節とが結成して︑全体のリズム形態はおっとり
とまとまる︒上品に調和し安定感の優ったリズムである︒〃

五拍のリズム形態は二・三に分節するか︑あるいは五拍全体一まとめのリズムとなり︑七拍に比べやや

安定感に欠ける︒落ち着かない趣をもつが︑リズムは生き生きとして弾みがある︒この両形式が合成され

た七・五の形態は上下の調和もとれ︑リズム的まとまりも緊密で︑上品優雅な律奏を持つといえよう︒五．

七の形態は上短下長のため︑リズム感はやや沈滞の味をもち︑落ち着きの趣はあるが︑重々しい調べが荘
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重に流れる感がある︒

このほか︑奇数・偶数の七六調︑八五調︑あるいは偶数形式同士の八八調︑八六調などがあり︑文節に

強弱の調子をつけるなど︑味わう読者の態度や主観によっては︑その基本的なリズムの特質は変容され︑

二に分節さ

︵新古今調︶

︵古今調︶

︵万葉調︶

新しいニュアンスを持って味読される︒以前にも作家や学者は︑五音を二・三あるいは三・二に区分し︑

七音を四・三あるいは三・四および二・三・二に分析して︑格調の特質を論じた︒
また︑短歌の格調を分析して︑次のごとく詩脚を一音︑二音に細分した︒

わが・ふる・袖・を︑妹・みつ・らむ・か
︵一一●一一●一一●一︑一一●一一●一一●一︶

吉・野の・やま・に︑ふれ・る・白・雪
︵一一●一一●一一●一︑一一●一●一一●一一︶

おき．まど．はせ・る︑白・菊・の・花
︵一一●一一●一一●一︑一一■一一●一●一一︶

しかし︑一音を特殊な分節項とみれば︑わが詩歌の音脚の最小単位は︑次のごとく四がこ
れるので︑二音または三音である︒

さまよひ・くれば︑あき・ぐさの
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︵四・
一一一︑一一●一一一︶

さま ・よひ・くれば︑ あき・ぐさの
一一●一一一︑一一●一一一︶

くつくさだのり

︵一一凸

な
お︑︑別宮貞徳著﹃日本語のリズム﹄︵昭和五二︶によれば︑﹃日本語の特徴として︑どの音︿音節﹀も
なお

ほぼ同じ長さ︵時間︶で発音される︒また︑二音節がいちばん発音しやすい単位で︑これを一単位の原理

と呼び︑意味とは無関係の二音節ずつ︑まとめてゆく原理を﹁音数分拍﹂︑意味にしたがった拍の分け方を

﹁意味分拍﹂と呼んでいる︒そして︑溌音︿はねる音︒﹁ん﹂﹀促音︿つめる音︑﹁っ﹂を小さく書いて示す﹀︑

句−

長音︿長く引く音﹀がみな一つの音として数えられる︒さらに︑この書によれば︑〃五七五七七は︑間︵休

止時間︶を考慮して︑時間的な長さを音符を使って記録すれば八八八八八となり︑また︑五音と七音を組
み合わせたものは︑音楽の四拍子のリズムⅡ律動がある︒〃

中島重厚著﹃日本の詩歌の韻律と旋律﹄︵昭六○︶に次のことが述べられている︒①日本語はニモーラ音

節とし︑それを単位に一拍を形成する︒②一モーラのみの音節は︑半拍休止拍を所有し︑次の音と︑ただ
ちに結合しない︒③およそ五七調の伝統詩歌は四拍子と見ることができる︒

八文音連語句
てるおかやすたか

文音連句を初めて知ったのは︑昭和六十年︑暉峻康隆・宇咲冬男著﹃連句の楽しみ﹄︵昭五九︶との出会
いで士めつ︑た０
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文音連句は︑郵便はがきや手紙のやりとりで連句の付合を進めてゆく方式であり︑数人で巻くこともあ

るが︑二人で付合を行うのがもっとも簡便である︒いろいろな事情で一座に参加できない人や︑遠く離れ
ている親しい人との間で︑この方法が用いられるようになったのであろう︒

現代では︑電話やファクシミリによる方法もあるが︑ここでは︑文通による文音連語句について話を進
めることにする︒

文音連語句では︑一巻の句数には制限がなく︑文音一巻を巻き上げる期限もない︒従って︑家に居なが
ら悠々と付合の進行を楽しむことができる︒

ここで︑文音連語句の付合と進行方向について簡単に説明しておきたい・文音連句に用いられた方式に︑

じじよ蓮っ

生先行者︵ａ︶は︑発句に対し付句を数句案じて︑相手︵ｂ︶に文通により示し︑ｂはその付
ほぼ
ぼ準
準じ
じた
た︒︒

句
︑もっとも適当と思われる一句を発句の付句として採用︵治定︶する︒ｂはその採用した句に
句の
の中
中か
から
ら︑︑

烏句を案じ︑文通でａに示す︒ａは︑ｂの提案した数句から一句を採用し︑付句数句を案じて
対し
し︑
︑付
付句
句数数
ｂに返信する︒

この方式では︑相手の提案した複数の付句を自分自身で鑑賞し︑捌き︑自己の句を創作することになる︒

七月十九日︑Ｆ氏への文音

ナオ４とぼけているのか嘘かまことか

５どんとゆけ秦山木は花得たり

６度胸で買った株が暴落
７Ａ心臓によくないこれはもうやめた
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Ｂ大荒れの夫婦げんかでさじを投げ
Ｃなるようにしかならないとしょげ返る

︐人の行く裏に道あり花の山

ナオ５の意味を私はこう受けとった︒〃高い香気を放ち︑純白︑大輪の花を︑天に向かって誇らかに咲か
せた秦山木を見よ︒清純な信念をもって力強く生きよ︒〃

ナオ６は前句に勇気づけられて︑決行したが︑ひどい結果となった︒

ひがしあきまさすぎうちとし

はなはだ勝手ですが︑これから短句を付けていただくために︑ナオ６を付け︑７を案じました︒なお︑

これから連句を始められる方には︑以前にお知らせしました﹃連句の楽しみ﹂と︑東明雅・杉内徒司・大
畑健治編﹃連句辞典﹄︵昭和六十二束京堂出版をおすすめします︒
八月一日︑Ｆ氏からの文音

早速に色々ありがとうございます︒﹃連句の楽しみ﹄を本屋に申し込みました︒

ナオ６度胸で買った株が暴落
７なるようにしかならないとしょげ返る
８Ａやぶを払えば宅地が増えて

Ｂ遠来の客来ぬ暑気払ひ
Ｃ滴りがおち岩をも穿つ
りここらで一献この夏料理
どうも七七は不慣れの感じです︒もっと軽くゆきたい感じなのに︒
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さて︑これまで述べた文音連語句で私達はとても楽しい日々を過ごすことができた︒相手が︑こちらで

案じた句のどれを選び︑どんな付句を案じたかなど︑興味深く︑返信が待ち遠しいものである︒また一人

ではとても思いつかないような︑相手の付合の発想・連想︑句の内容などに︑異常な感興を沸かしたり︑
驚いたりすることがある︒

あとがき

この寄稿文に関心を抱かれ︑これをきっかけにして︑気楽に︑自由に連語句を試み︑独創力︑創造力︑

連想を発揮して︑新しい着想で︑言葉のモンタージュを発展させていただき︑多くの方々︑特に色々の事

情で一座に加われない方々が︑独吟で楽しんでいただけたら︑さいわいである︒
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エッセイ

連句あれこれ︵思いだすことなど︶

宮下太郎

有名︶を頼って明治三十四年に上京︒最初は俳句でもやろ

うかと子規の門を叩くつもりでいたところが︑上京したと

たんに子規が亡くなった︒それで兄のやっている彫塑を

やってみようかということで東京美術学校専科へ入学した

そうだ︒その後頭角を現して近代日本の代表的な彫刻家と

なられ文化勲章ももらわれたのだが︑私が大学を卒業して

そんな訳で俳句は中学の頃よくやられたとかで﹁あたた

一年後に弟子入りした時︑先生はもう八十に近かった︒

内弟子ということで︑寄宿しながら彫刻を勉強をしていた︒

かや片手落として眠る猫﹂という若い頃の句を私どもに披

﹁ちょっと老成した感じで季重なりだが中々よろしい︑君

もう五十ほどということで猫を次々と集めては前年の秋あ

画されていた︒これまで五十匹くらい作っているからあと

句T

昭和三十七年の春から私は彫刻家朝倉文夫先生の書生兼

三十九年の正月︑当時の若手の弟子達五六人が集まった時

かと思う︒まあ︑猫と先生の話になると際限もなくなるが

露されたりした︒デッサンのしっかりしたいい句ではない

先生がおっしゃる︒大先生のお言葉だから否も応もない︒

当時お屋敷に隣接する弟子のアトリエに十数匹の猫が飼わ

﹁どうだい︑今からひとつ俳句会をやろうじゃないか﹂と

さっそくみな恐らくは初めての五七五をそれぞれ幾つか

れていて私がその飼育係でもあった︒というのも三十九年

は東京オリンピックの年にあたり外国からの客に日本彫刻

作って先生の選を待った︒

その時の特選になったのが何と弟子としては新米である

の句とはねえ﹂といやに誉められて困ったが内心はうれし

たりからぽつぽつ制作にかかられていたのであった︒その

のレベルの高さを見せようということで﹁猫百態展﹂を計

くてしょうがなかった︒先生は大分出身︵竹田の近く︶で

頃の夜は石炭ストーブを焚いて猫を膝にした先生からいろ

私の句﹁梅一枝かざして春を見たりけり﹂だった︒

兄の渡辺長男︵明治・大正の彫刻家で広瀬中佐の像などで
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衛や光太郎の話︑文展出品作を漱石に誉められた話︒蘭︑

凝った話︑新進作家の頃先輩連にいじめられた話︑荻原守

いろと貴重な話を聞くことができた︒少年時代に囲碁に

た︒先生は小笠原樹々という元渋柿同人で当時は﹁街騒﹂

などを思い出し東塔会という句会に顔を出すようになっ

とつどうですかといわれ︑朝倉先生の特選をもらったこと

の勉強を始めたのである︒ところが俳句の会もあるからひ

を添えた薄い雑誌だった︒そのうちに小笠原先生は私達に

鯉︑園芸などなど尽きることがなかったが︑そのうちにう

残念なことに先生は三十九年の四月急性骨髄性白血病で

俳句だけでなく連句という面白いものがある︒初歩から教

という雑誌を主宰されていた︒︿俳句と連句﹀と脇タイトル

急逝され猫展は実現しなかったが︑谷中にある﹁台東区立

えるからということで長い手書きの大きな一覧表を持参さ

に寄宿させていただき︑彫刻修業から次第に環境の計画等

朝倉先生が亡くなられてからも私は三年ほどこの彫塑館

だった︒当時は先生の他︑伴野渓水︑野口里井︑戸塚黒猫

様で開かれるようになった︒代沢は小笠原先生の家の近く

るようになり︑そのうちに連句会だけ独立して代沢の八幡

つう

とうと眠って仕舞われるのである︒

朝倉彫塑館﹂の中二階に猫の彫刻ばかり集めた部屋がある

れ講義がはじまる︒先生は渋柿の松根東洋城の弟子筋だが︑

句は東洋城︑寅彦︑豊隆︑或いは漱石といった流れをくむ

から猫好きならずとも一度訪ねてみられるとよい︒大アト

と驚くに違いない︒日本最初という屋上庭園には大きなオ

ということになろうか︒連句講座が谷中の天王寺で開催さ

昭和八年頃に脱会されている︒いろいろあったらしいが連

リーブの木があり︑見晴らしも素晴らしい︒ここで先生か

れたことなどなつかしく思い出す︒

リエの彫刻群のほかに先生の生き方を思わせる諸々にきっ

らトマトの鉢植えなど教わったものだ︒肥やしには池の鯉

の方面に転じていったのだが︑連句というものに初めて出

子他というメンバーで私はまだ二十代︑解らぬままいろい

やがて﹁街騒﹂の句会が白金の旧藤原銀次郎邸で行われ

会うのが昭和四十年のことである︒たまたまお隣りがお茶

ろと教えていただいたがそうこうしているうちに連句が

を用いたなど思い出すことはきりがない︒

とお花の教場で︑坂本さんという女の先生について茶と花

−う些一

考えつかれ︑私にその制作を依頼された︒どうやら寺田寅

され︑それに応じてスライドによる連句啓蒙という試みを

された頃︑四十二年だったか︑︿連句連盟﹀なるものを企画

山つけもあり︑丁度﹁連句というもの﹂を緑地社から出版

名の通り名門の出で貴族的なところもある反面︑多少の

が︑当時はこれという連句入門書はなかった︒先生はその

生を集めて講堂で上映したものだ︒ついでに先生が礼法の

割だった︒先生の関係で昭和女子大︑女子美大など女子大

を集めて映写会をやったのである︒私は映写技師という役

ては撮影したことを思い出す︒そしてこれを三回ぐらい人

の複写や︑また実際に松戸や浦安あたりまで出掛けていっ

タージュともいうべきものでなかなかむつかしい︒本から

連句のスライド化というのはいわばモンタージュのモン

句スライド自体もう行方不明となっている︒

彦の連句論の影響かとも思われるが︑三十六句からなる歌

講義と実演もされるのだが︑丁度小笠原島返還が話題の頃

段々と面白くなってきたのである︒文音などでも教わった

仙を文字と映像によって互い違いに次々と映写し︑その間

で︑その名にひっかけたのか礼法講義も時宜にかなってお

り面白いとり合わせではあった︒まあ連句スライドは添え

に言葉による解説をプラスして⁝というわけである︒
実際の作品は﹁松過ぎの巻﹂で野村喜舟︑小笠原樹々︑

連句連盟はその頃銀座の紙パルプ会館で発会パー

物であったといってもよいだろう︒

松過ぎや酒の気うせし漁師ばら喜舟

ティー︒三十人くらいの出席だったか︑荻原井泉水︑玉井

野口里井による三吟歌仙︒冒頭は︑

とどろとどろと響く冬濤樹々

古い﹁街騒﹂を調べればわかると思うが阿片瓢郎先生にさ

文字は先生の達筆の書をスライド化したものだ︒以下︑

たこともあり結局︿連盟﹀は空中分解してしまう︒あまり

三号で終わりまた﹁街騒﹂となった︒先生が体調を崩され

盟の機関誌として﹁街騒﹂を﹁連句﹂に改題︑これは結局

幸助氏なども出席︑そこでも連句スライドを上映︑連句連

し上げたので私の手元にはない︒ともかくも︑発句の場合

にも性急すぎたということであろうか︒連句など一体何？

であったか︒

は漁港風景だったか︑脇は冬の怒濤の絵だったか︑この連
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事をやっていた︒具体的には公園計画の調査やプランニン

いっても居候みたいな存在で︑国の仕事の下請けみたいな

でランデ環境芸術研究所なる看板をかかげていた︒とは

とを始め︑谷中の朝倉彫塑館から武蔵小金井へ転居︑共同

植物︑生態学︑環境調査など大学のやりなおしみたいなこ

二年頃は生き方の転機にさしかかっていて︑環境の勉強や

紹介記事が出たことは確かである︒私はといえばこの四十

ただ楠本健吉氏により新聞に連句連盟と連句スライドの

あった︒九十分もの監督はしんどいということで試験の始

の教室からあふれてしまった︿たしか彫刻科だった﹀組で

教室がだだっ広いのに受験生はたった九名︒というのも他

験はともかく学科目試験は作文だけだった︒題は﹁花﹂で

当時は大学紛争の火種がまだくすぶっていた頃で︑実技試

との出合いは昭和四十五年春︑入学試験の会場であった︒

している画人︑俳人斉藤吾朗君と出合った︒新米教師と彼

縁で結婚して阿佐ヶ谷に住んだ︒この頃に今は三河で活躍

り道していたものだがそれがよかったかも知れない︒猫の

口里井氏等を中心として市ヶ谷連句会が出来たが︑場所は

グが主だった︒四十三年に小金井から目白へ転居︑これも

まる前に﹁どうだい︑ひとつこの間に俳句でもひねってみ

という時代でもあった︒旧くからの伝統的結社がまだ結構

猫の縁でイラストレーターの佐伯義郎氏の居候だった︒氏

ないか﹂と入試助手をしていた吾郎君に言ったものだ︒彼

市ヶ谷渓水居︑白金の阿部邸と互い違いに変わった︒私も

は戦後まもなく宮沢賢治童話の挿絵などで活躍されたり︑

は当時院生だったが︑十句くらい句を作ってきた︒え︑やっ

残存していた時代であったようだが︑全国的に連句愛好者

広辞苑の挿絵も担当︑詩︑油絵︑版画にも足跡を残された

たことあるの︑と聞くと三河の﹁白桃﹂で少々というでは

美大に就職できて生活の基盤もようやく出来た︒結構まわ

方である︒那須辰造氏等と連句も試みたこともあるとか︑

ないか︒その後自由が丘へ行きビールでもといえば︑彼は

を集めての連句懇話会の発足の十年以上も前の話である︒

氏が四十四年に京都へ転居されてから五十四年に亡くなら

一滴も飲めないという︒大きな茄子焼きを前に私だけ飲み

ながら美術の話︑俳句の話から︑連句の話になり︑とうと

れるまで私との文音が続いた︒

小笠原先生が四十六年に亡くなられてから伴野渓水︑野
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当する﹁自然ゼミ﹂で懇意になった︒彼は在学中から面白

科に入学してきたのが中原道夫君で四年次になって私の担

でもと思っている︒その時の入試でグラフィックデザイン

人の文音も随分たまっているのでいずれ﹁太吾作連句集﹂

なり︑現在は赤の画家として国際的にも活躍している︒二

き真っ暗ということだった︒後年モナリザの模写で有名と

時フォービズム風の絵を画いていて︑進路についてはお先

う二人の間で連句のやりとりが始まったのである︒彼は当

さに俳譜の茶事でもあった︒

の茶室も近代茶室建築として有名で︑ここでの連句会はま

茶の裏千家の教場となっている由︒白金の旧藤原銀次郎邸

三十年の建築とか︑素晴らしい造りで渓水先生亡き後︑お

い酒で和気藷々たる雰囲気︒市ヶ谷加賀町のお屋敷は明治

くらい回す方式ですべて歌仙行︒いい場所︑いい料理︑い

はいつも伴野渓水先生︑連衆は六七名くらいで一席に三巻

よれば極楽連句会とも呼べる楽しい会ということで︑捌き

をしたという証拠プリントを最近見せてくれた︒よくとっ

が︑当時の学生であった古川冷実君によれば私が連句の話

なるとは思いもよらなかった︒彼とは連句はやらなかった

月に﹁連句研究﹂を発刊された︒これは連句専門の全国誌

氏を同人に︑顧問に野村喜舟という陣営で昭和五十年の六

て渓水・里井氏のほか︑松岡凡草︑野村親二︑佐伯巨星塔

席に雑誌創刊のことで相談に見えられたことがある︒そし

四十年代も終わり頃になって︑阿片瓢郎先生が連句復興

てあったものだ︒芭蕉の﹁鳶の羽﹂歌仙と小笠原先生と両

としては恐らく初めてのもので﹁渋柿﹂中心のメンバーが

い学生で私と同じ阿佐ヶ谷に住んでいて猫がうじゃうじゃ

吟﹁水鳥や﹂歌仙を手書きでコピーしたもの︑間違いなく

主ではあるが︑同時に雑誌を支える︿連句研究会﹀がっく

に情熱を燃やされるようになり︑市ヶ谷渓水居の連句会の

私の筆跡だ︒古川君とは五六年前から連句のやりとりをし

られ広く同好の士を募った︒私も阿片先生から創刊号に何

いる家に遊びにきたこともあった︒まさか彼が有名俳人に

ているが︑やはり多摩美卒で漫画家・五十嵐大介君との三

か一文をということで﹁連句評価の問題﹂と題するエッセ

イを掲載していただいたが︑まさかこの雑誌が昭和の世を

吟も続いている︒

さて市ヶ谷連句会は︿白金連句会と同じ﹀野口里井氏に

3う−

越えて百八号まで続くとは思わなかった︒阿片先生らしく
飾り気の全くない雑誌であった︒

市ヶ谷からお堀を越えて坂道をのぼる中腹の高烏邸での

連句会は実に面白く︑まだ三十代であった私には刺激的で

短句を付けられたことをよく覚えている︒氏は﹁連句研究﹂

気にめさなかったのか︿南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏﹀なる

こられた︒雪駄をはいた窪田薫氏で︑新米の私の捌きがお

捌きをおおせつかった時︑北海道から不思議な人物が出て

里井捌きであった︒一度私がピンチヒッターということで

われ私も何回か顔を出したが︑大体は三席︒瓢郎︑渓水︑

しさと楽しさはここで学んだようだ︒俳譜時雨忌に参加す

ぱら歌仙行が多かったと思う︒一度に歌仙に巻きあげる苦

がつくられたが今見返してみても面白い作品が多い︒もっ

の記録はとしお・春眠子の編集で﹁例会控﹂という小冊子

も女子大生を始めとし結構参加していたものだ︒当時の会

鈴木三余︑真鍋天魚氏等他そうそうたる顔触れ︑若い人達

わだとしおく村野夏生﹀︑山路春眠子︑八木荘一︑星野石雀︑

すらあった︒二年ばかりそこへ通っただろうか・杉内徒司︑

誌を北海道で既にご存じだったのである︒この連句会はそ

るようになったのもこの頃である︒

連句研究会の定例会はしばらく渋谷大橋の区民会館で行

の後俳句学館に場所を移し︑今は﹁鹿の会﹂として存続し

京都におられた佐伯義郎氏と一緒に大津の義仲寺へ出掛け

烏南方子邸での東京義仲寺連句会へお誘いをうけた︒当時

たが面白い連句の会があるからということで︑市ヶ谷の高

路春眠子氏が登場され︑そのあと新宿で痛飲︑文音も始め

五十一年春だったか︑目黒のそば屋での連句研究会に山

濃い風格のある俳諾雑誌であった︒当時のいわゆる全国大

イを連載させていただいたりしたが︑しゃれていて内容の

﹁杏花村﹂には私もしばらく﹁植物滑稽論﹂というエッセ

が︑ここでも斉藤石嬰︑水野隆︑別所真紀子氏等と出会う︒

で続く︒芭蕉庵では私は高藤馬山人捌きの席が好きだった

から﹁杏花村﹂という月刊雑誌を創刊︑これが実に百号ま

その後︑会場は関口芭蕉庵へと移りとしお氏は﹁例会控﹂

たりし︑そこで知った俳譜誌﹁義仲寺﹂を講読していたか

会というかオープンの連句会は先にも述べたく俳譜時雨忌﹀

ている︒

ら何となく芭蕉とのゆかりを感じたものだ︒
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のみで︑これの事務局は主として杉内︑わだ︑山路氏等が

も制定され全国大会も開催されるようになった︒第一回は

連句懇話会はその後﹁連句協会﹂となったが︑これには

比叡山で開催されたが︑この時の琵琶湖畔での写真を見る

か五十一年秋からではなかったかと思う︒会場は俳句文学

国民文化祭への参加という背景があった︒四国の鈴木春山

支えられていて会を重ねるごとに盛大になっていった︒私

館で実に楽しい大会でありまた多くの先達に出会える場で

洞氏等の努力により平成二年から連句は正式参加種目と

となつかしい顔触れがいっぱいである︒

もあった︒馬山人捌きの席に清水瓢左︑草間時彦︑阿片瓢

なった︒啓蒙という点ではそれなりの効果もあるようだが

つヨ

が出席するようになったのは何回目かはわからないが︑確

郎︑岡本春人︑斉藤石嬰氏等が連衆に連なっている図など

連句人口というのはそれほどは増えていないようである︒

募吟もまた数多い︒こうした動きは結構なことではあるけ

今でも思い出す︒暉峻康隆︑東明雅先生にもここでお目に

昭和五十四年頃から阿片瓢郎先生が中心となって︑それ

れども︑いい連衆︑いい場所で楽しく︿時にはつらいなが

連句関連の書籍やイベントも多くなり︑各所での全国的

までばらばらだった全国の連句グループを糾合して全国的

ら﹀付け合いをする︑そのひとときの面白さが原点ではな

かかった︒俳譜時雨忌の会は時代とともに場所やメンバー

な組織を作ろうとする動きが始まった︒大林杣平︑岡本春

いかと思う︒三十年以上も前の連句との出合いやそれ以後

オープンな連句会も多く行なわれるようになり連句作品の

人氏等が中心となり五十六年の秋に﹁連句懇話会﹂が発足︑

のあれこれを思い出すまま記してみた︒

も変わりつつあるが長く続けられているのは尊いことだ︒

機関誌﹁連句懇話会報﹂を発刊︑当初は阿片先生が編集と
事務局まで全部こなされていた︒代表幹事は阿片︑大林︑
岡本︑今泉宇涯︑わだとしおの諸氏であった︒﹁連句年鑑﹂
が創刊されたのが昭和五十七年で︑全国主要結社の大半の
作品がほぼ網羅されるようになり︑同時に﹁連句懇話会賞﹂
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一三口

平
季諦

﹁冬の日﹂といふ表題は︑収録の五巻の歌仙と追加の表六

句︑いづれも冬の句から始まって︑あるところから︑かく

付けられたのであらうが︑このタイトルはなかなかに興味

ぶかいものを秘めてゐるやうに︑私には思はれる︒すなは

普通思はれてゐる︶が︑じっは微妙な︑陰深い︑ある意味

﹁冬の日﹂讃

ち﹁冬﹂といふ季節は︑一見モノナトスな︑春・夏・秋な

﹁冬の日﹂は申すまでもなく︑いはゆるく芭蕉七部集﹀の

では激しい色彩を含む季節であって︑他の季が和歌的な華

んどがカラアなら︑モノクロ的なイメージを持ってゐる︵と

第一集である︒貞亨元年︵西暦一六八四年︶に編まれ︑編

やぎを持ってゐるとすれば︑冬は極めて俳譜的な光と影を

水野隆
者は荷今とされる︒芭蕉が尾張を訪ね︑五巻の歌仙を巻い

身いちに持ってゐる︒冬はいはば﹁わび﹂﹁さび﹂﹁からび﹂

とき

た︒連衆は︑野水・荷今・重王︑社國・羽笠・正平らで︑

の季であるが︑またその逆の︑裏の要素もいっぱい含んで

とき

以て﹁尾張五歌仙﹂と称される︒

ゐる︒自ら真新しく伐り出さうとした俳譜の樹々︑そのみ

旅人とわが名呼ばれん初時雨

時に芭蕉四十一歳︑荷今三十七歳︑野水二十七歳︑社國

に知られていたのは荷号ぐらゐで︑あとは年齢も若いいは

から鮭も空也の痩も寒の内

ごとな木目や匂ひは︑まさに﹁冬﹂の時にこそもっともふ

ば新人ばかりであったやうである︒﹁冬の日三巻にみなぎ

きみ火をたけよきもの見せむ雪まろげ

も二十余歳である︒当時の名古屋は俳譜の盛んなところで

る清新の氣は︑かくいふ連衆対芭蕉といふ組合せに︑大き

木枯や竹にかくれてしづまりぬ

さはしい︑さう芭蕉は思ったのではなからうか？

な要因があった︒既成俳譜といふものに染まってゐない

海暮れて鴨の聲ほのかに白し

あったらしいが︑この連衆の内では俳譜人として多少世間

人々が創りあげた集︑それが﹁冬の日﹂であった︒
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メージをかたちづくってゐる発句には︑冬の句が多々ある︒

私たちが芭蕉といふと想起する︑私たちの中の芭蕉のイ

としたのだといふ俗説もあるさうだが︶いづれにしても竹

実在してゐたかは定かでない︒︵引用の狂歌を以て﹁冬の日﹂

り﹀とは竹齋の詠とされたりしてゐるが︑竹齋なるものが

れる︒︿宮柱ふろ吹たべて酒飲めば冬の日ながら熱田なりけ

ここに挙げた六句をみても︑芭蕉の﹁冬﹂は︑掌に載るぐ

齋先生は︑巻頭の発句に登場したことで︑その名は日本文

旅に病で夢は枯野をかけ廻る

らゐの言葉の珠に︑まことにとりどりの光を與へてゐるの

学史上不朽のものになったといふべきか︒

にもめたり︒佗つくしたるわび人︒我さへあはれにお

笠は長途の雨にほころび︑帯衣はとまりノ︑のあらし

ゐることからも︑この説は諒承される︒野水の家には山茶

れたといふ説があり︑第一の歌仙に亭主として脇を付けて

つづく野水の山茶花の脇︒尾張五歌仙は野水の家で巻か

の

である︒

ぼえける︒むかし狂歌の才子︒此國にたどりし事も︑

花がいっぱい咲いてゐたらうと書いてゐる本もある︒︿これ

かみこ

不圖おもひ出で申し待る︒

を昼として観るべし︑これ亦おのづから明らかならん︑了々

として好き図なり﹀︵幸田露伴﹁評程芭蕉七部集﹂︶

狂句こがらしの身は竹齋に似たる哉芭蕉

たそやとばしる笠の山茶花野水

狂句とわざわざ断った句まで︑荒涼と木枯すさぶ響きが言

着いた芭蕉の風狂振りと自噺を籠めた一句で︑前書そして

尾張の連衆たちと付合せんものと︑冬の或る日にたどり

に句が付けられるごとに︑カチッと火花の散るやうな緊張

﹁冬の日﹂の詩語の位の高さ．：⁝その一種硬質な感触︑句

いふ単純なことをいはうとしてゐるわけではない︒しかし

高いからである︒﹁炭俵﹂は題材が俗だから俗だとか︑さう

私が﹁冬の日﹂が格別に好きなのは︑言葉の質が︑位が

葉のあひまを吹き抜けてくる︒この狂歌の才子︿竹齋﹀と

感は︑他の集にはあまり見られない︒激しい気合が感じら

この付合を以て﹁冬の日﹂は始まる︒

は︑伝・烏丸光廣作の假名草子﹁竹齋物語﹂の主人公で醤

れるやうに思はれる︒

くらゐ

師であったが放浪の旅に出た︑狂歌を詠む男として点出さ
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我が宿は鶯に宿かすあたりにて野水
髪生やす間をしのぶ身のほど芭蕉

よめり

野水

初花の世とや嫁のいかめしく社国

かぶろいくらの春ぞかはゆき

は嫁入の行列の中にゐるのであらうが︑限定する要もある

いつは

櫛箱に餅すゆる閨ほのかなる荷今
うぐひす起きよ紙燭とぽして芭蕉

﹁木枯の巻﹂初裏から︒︿鶯に宿かす﹀は古註によれば︿隠

まい︒つづく櫛箱で舞台を遊里に転じ︑灰かな灯揺らぐ情

︿初雪やことしも袴着てかへる﹀に始まる歌仙の︑初裏

しそく

偽りのつらしと乳をしぼりすて重五
消えぬ卒塔婆にすごすごと泣く荷今

Ｉ二の表︒花の座は︿とや﹀が巧み︒次句の︿かぶる︵禿︶﹀

者などの体也﹀といふことだが︑︿鶯﹀が女人的イメージを

景とした︒︿うぐひす起きよ﹀は絶妙の付で︑この三句の移

から

影法の暁寒く火をたきて芭蕉
あるじは貧にたえし虚家社国
持っており︑髪はやす間の︿感にてしのぶ句﹀の趣を呼び

りはまことに艶っぽい︒

まがき

佛喰ふたる魚解きけり

ほど

︸﹂

芭蕉

命婦の君より米なんど来す重五
難まで津波の水の崩れゆき荷今

忍ぶ間のわざとて雛をつくり居る野水

出す︒次句もその連想を押し進めたものだが︑小説的な佳
句︒︿消えぬ卒塔婆﹀は︑越人は︿死んで間もなき心文字消
えぬにて有り﹀と解してゐるが︑私は卒塔婆自体が消えぬ
といふ感じに思へる︒悲しみより凄味の句と読む︒つづく
︿影法の﹀も凄い句︒古註・近代の註とも現実のこととし

げ ん け 五 形 す み れ の 畠 六 段 社 國

あがた

縣ふる花見次郎と仰がれて重五

をたく人の影といふより︑霊的な存在としてみたはうが面

うれしげにさへづる雲雀ちりちりと芭蕉

て前句とのつづき具合を強調してゐるが︑この影法師は火

白いと思ふ︒でないと次の︿あるじは貧に﹀が付き過ぎの

くつシみかねて月とり落すしぐれかな﹀に始まる巻の初裏

七句目から︒雛つくる人に︑︿米なんど来す﹀とは物語的連

感じとなる︒この付合︑物語的展開の妙は驚くべきものが
あり︑当世の連句には見られぬ強烈な進行を感じる︒
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想の働いた巧みな付︒それをその方へ持ってゆかず︑︿籠ま

が︑なにげないやうで巧い句である︒

雪の狂呉の國の笠めづらしき

で﹀と水害の景で来た︒それはく佛喰ふたる﹀の名高い句
が付けられる︒佛とは水死人のことであらうが︑鮫の腹か

襟に高尾が片袖をとく

︾﹂

ら恵心僧都の作の佛像が出たという古註もあり︑一概に断

荷号

見次郎と︑面白くも人の取沙汰する﹀とし︑︿花の樹蔭に樽

地にては三とは下らず花見にだてを尽せる物を︑縣ふる花

れば︿縣ふるはふれ知らすることを恂るといふなり︒其土

起するのだが︒つづく花の座︿花見次郎﹀は︑露伴解にょ

その魚がまた魚を喰ってゐるブリューゲルの絵をなぜか想

名だが︑この方は故事があるわけでなく︑遊里の美女を代

によってゐるといふのが通説である︒高雄は名高い遊君の

も戴に見えんや︑と答へたといふ︒雪の狂の句はこの故事

かれて︑吾︑興に乗じて行き︑興尽きて還る︒何ぞ必ずし

て訪ね︑門の前まで行って帰って来た︑どうしたんだと訊

王子猷︑雪の深夜に一杯やって︑詩友戴安道を舟を操っ

芭蕉

のかがみを抜き︑大魚を担ぎこませ﹀たところ︑︿魚腹より

表して現れる︒雪夜の風狂の笠にとり合せるに︑あでやか

定することはあるまい・私は巨魚の腹から魚が沢山に出て︑

佛喰ひたるしるし現れて︑流石に悟然と面々相視はせたる

な太夫の片袖を以てした︒絢燦豪華︑芭蕉のロマンラィシ

ふ

さま﹀とある︒太田水穗の解は︑大魚の腹から佛像が出て

ズムの凝縮ともいふべく︑一巻の高潮となった︒
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まみ

来た︒︿人もろとも飲んだその持佛が︑年を経て魚腹から出

白燕濁らぬ水に羽を洗ひ

わらは

國水五号

て来たのである﹀とふ︵なぜさう決めたかわからぬ︶解説
があり︑︿その佛の冥加によって︑この者は縣ふる花見次郎

宣旨かしこく叙を鋳る

かんざしい

と仰がれるやうになったといふ︑佛の霊験﹀の物語で︑︿縣

八十年を三つ見る童母持ちて
ふ

ふるは縣経るである﹀となる︒両大人の御連想にはただ驚

なかたちそむる七夕の妻

おりたて

くほかはない︒げんげ畠を挿んで︑折立に︿雲雀﹀が来る

社野重荷

芭蕉ならばやりかねぬ手法で︑興味深い︒

折立からの六句︒白燕を見ると王女が誕生するといふ伝説

︿炭實のおのが妻こそ黒からめ﹀の発句の巻の︑二の裏

して句作り・表現がこれに応じてゐないことに起因するも

てのものも勿論多いのであるが︑素材・趣向の複雑さに比

偏挟と限界があった︒表現の奇矯さは︑その効果を計算し

羽笠

中國にあり︑それを祝ぐ勅命で叙を作ってゐる意か︒︿八十

のがあり︑これらが﹁冬の日﹂をことさらに難解にしてゐ

西南に桂の花のつぼむ時

﹁冬の日﹂の一般的受けとられかたは︑︿：．風雅を風狂の

年を三つ見る﹀は︑夏目成美の説で東国の語に︿七十三に

るやうである︒﹀これは﹁俳諾大辞典﹂︵明治書院︶の﹁冬

芭蕉

なれば八十とせを三つ見るとは云う也﹀とあるなど︑昔か

の日﹂項の文章であるが︑︵この文そのものがだいぶ難解だ

藺の油にしめ木打つ音

ら諸説ある句である︒︿七夕の恋﹀は︑中国に菫永といふ孝

が︶﹁冬の日﹂を難解とする固定観念がずっと存在したこと

面においてしかとらへ得なかったといふ点に﹁冬の日﹂の

行者がゐたが︑父を亡くして葬ひの費用がない︒突如永の

は︑わかる︒

あなたの孝心に感じてやって来たのだと言って︑天に昇る︒

債を支佛ふ︑永が感謝すると︑女は私は天上の織女である︒

特に難解だとは思ったことはない︒この文中に昔からの注

三百年前の古典だから︑ムッカシイには違ひないが︑私は

しかし﹁冬の日﹂は果して難解であろうか？そりゃあ

ことほ

前に美女あらはれ︑同棲する︒女は絹百足を織り︑永の負

この話を踏まへてゐると露伴註にある︒つづく月の座の付

解の類をしばしば引用したが︑それは面白いからやったの

いといふやうな考へ方は︑愉しんで読むべき連句を︑註釈

事やら何やら知らなければ︑﹁冬の日﹂の理解はおぼつかな

ば解るまいなどといふつもりはさらさら無い︒かうした故

で︑例へばく雪の狂﹀の句は︑王子猷の故事を知らなけれ

合は︑

西南に桂の花つぼむ時
蘭の油にしめ木打つ音
と対句を成してゐる︑とは樋口功の説だが︑この時代の
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が発見されたとしても︑今までの註釈屋さんたちはこの句

に何代目の高雄太夫が男に片袖をどうしたなんどといふ話

が︑現在故事など挙げてゐるを註は見てゐないけれど︑假

白く味はふことが出来ると思ふ︒それにつづく高雄の片袖

國の笠めづらしきは︑王子猷の話を知らなくても十分に面

的にしか読めぬといふコクブンガク的発想であって︑呉の

く︑言葉の宝石の連鎖である︒現代の連句は﹁冬の日﹂を

未聞の作品群であり︑日本の詩の歴史の上にきらきらと輝

ものの可能性に賭けて︑一氣に到達した前代未聞︑後世も

ものではない︒﹁冬の日﹂の詩的世界は︑芭蕉が連俳といふ

しかし天才といふものは︑段々に進歩するやうな生侵しい

ト﹂の世界にたどりついた﹀といふ調子になりがちである︒

初期︑中期を経て︑﹁第九交響曲﹂﹁ガリッイン・クワルテッ

うか︒

らの連句世界を新しくかたちづくって行くべきではなから

正しく認識し︑その詩精神から出発することによって︑自

が解ってゐなかった︒といふことになるか？まあ︑なる
土ふいＯ

﹁冬の日﹂は芭蕉一門が蕉風を後世に傅へる七部集の第一

に据えた作品集である︑私は現代の連句の最大の弱点は︑
﹁冬の日﹂を通過してゐないことではないか︑と思ふ︒江
戸末期の俳譜は︑﹁炭俵﹂の風などまねびっっ︑いつの間に
やら骨なしになってしまった︒﹁ひさご﹂も﹁猿蓑﹂も﹁炭
俵﹂も︑﹁冬の日﹂から出発し通過してはじめて行き着いた
世界である︒現代連句に折々見られる︑詩情の位の低さ︑
ぬるま湯的な付合︑乏しい飛躍︑緊張力の不足︒といった
徴
は︑︑いはば﹁冬の日﹂の正反対といふべき特色といへ
徴候
候は
ないか︒

飛び抜けてエライ人のことを記すとき︑︿ベートヴェンは
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い︒しかしそれは謙虚さを殺して出来るという意味で︑弊

も謙虚さが在ることの証しであろうと考える︒何が長所で

害を受け止め休止に至ったのは︑変な言い方だが︑協会に

﹁連句協会賞﹂の休止と将来について

提起は平成五年版の年鑑からである︒以来毎年の年鑑の記

あり︑何が短所弊害であるかは改めて記述しない︒問題の

中尾青宵

事︑特に昨︵平成九︶年度の小述をご参照願いたい︒

連句年鑑に報告された通り︑休止に至った︒ここ数年間︑

問題が問題だけに︑その後の経過についても報告して置く

年しか経っていない現在︵平成十年三月時点︶であるが︑

さて休止後の今日︑即ち制度的には二年︑実質的には一

改善策を模索し︑試行し︑議論し︑休止の方向で常任理事

義務があろうと考える︒

連句協会賞は発案実施以来十五回の運用を経て︑昨年度

会及び理事会にて手続き決定し︑年鑑も昨年度の登録応募
の段階から選奨しない様式で編集され︑今年度も踏襲され

役員のうち︑再開意見保持主張者からの要請︵これには︑

が困難になったということである︒世の中には弊害があっ

弊害が目立ち︑その改善模索の経過措置を置いても︑維持

休止になったということは︑維持する積極的意義より︑

過半数の回答があり︑期日以降の回答も含めての回答数を

開か︑再開の場合の具体論などのアンケートを実施した︒

年十二月に︑常任理事及び理事全員に対し︑休止継続か再

議論かとの誤認識もあるが︑今答めない︶により︑平成九

たのである︒

ても継続されることも多いし︑継続こそ力であるなどの論

百としての％表示の結果は左の通りであった︵注︑平成十

右の経過があるにも拘らず︑継続中とか次年度に中止する

もある︒本賞の運営も強引に続けてやってやれない事はな
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ａ︵直ちに再開︑年鑑の作品に授賞︶

一︑年鑑のみから運営するのはやむを得ない︒このよう

年一月の理事会報告より二名増加︒無回答は諸種の事情が
あろうが︑休止中の状態を結局は是認したと考えられる︒

五︑発展途上の連句界ゆえ協会は求心力を持ち存在感を

四︑地方在住者の励みに何らかの賞を︒

三︑別途応募させる︒

二︑全国大会の作品に賞を︒

などに賞を︒

一︑作品集︑出版物︑作品︑研究書︑新聞雑誌掲載論文

は作品以外への授賞再開︶

ｂ︵直ちに乃至比較的近い将来︑年鑑以外から作品︑また

五︑他の方法は事務処理に労力がかかるので年鑑から︒

意味でよい・

四︑協会賞の意義は漠然としていてよい︒当分奨励賞の

三︑制度の欠陥はあれ︑不要との確たる論拠は困難︒

応募作品や審査方法を改善して実施したい・

二︑国民文化祭や各地大会でも実施しているので必要︒

員に対して必要だ︒

な作品を良しとするとの協会の姿勢を示すことは協会

一

一

しかし左表では除いた︒含めれば二四％と七六％となる︶・

一ｂ他の方策により二四％一

再開する三八％一ａ年鑑のみから一四％一

六二％一．廃止する二四％一

休止続行一Ｃ暫時休む三八％一
ないし廃止

また︑付帯意見については次の通りである︒
ｂとＣについては︑年鑑以外︑作品以外での賞を模索す
る意見が相互にあるが︑比較的早く再開希望のニュアンス
の意見者はｂ︑休止とし時期明示のないものはＣに分類し
てある︒ａは直ちに再開論と見て良く︑ｄは作品の選奨へ
の否定が主であるが制度の廃止も含まれる︒
それぞれの意見者名やその個々の記述の公表は差し控え
るが︑右の数の結果と付帯意見の概要を記して置くことは︑

問題処理の透明性を会員へ示す必要と共に︑会員一般にも
考えてもらいたいという願いからである︒
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示す必要がある︒

六︑作品の向上につながる︒マスコミにアピール出来る︒
協会会員の拡大に必要︒

くされた人︑研究︑著書︵作品集も含む︶等を大賞に︑

新しい協会賞の在り方を検討すべき時が来た︒

十︑三年ほど休んで功罪を検討の後︑新たな発展を︒

十一︑紙に書いた作品を並べて相対評価するのは国民文

化祭や各地大会にまかせ︑協会は連句人の交流︑今後

かくあるべきものと新顔に教えるのではなく︑連句と

Ｃ︵暫時休止続行する︒その後再開するかどうか検討する︒

一︑形式や取組が多様化して一律に選考出来ない︒

は何か︑何がすばらしいのかを共に追求するべきでは

の発展に協力せんとする会で︑権威を持って連句とは

二︑今までは意義もあったが︑そろそろ役割は終わった︒

ないか︒そこで協会賞は暫く休む︒年鑑作品の批評の

再開するとしても年鑑からの作品の授賞は見直す︶

三︑入賞を競う個人や結社が出て来たのを懸念︒

場は必要なので︑ある人の選んだものを座談会し︑多

のか︑連句そのものをアピールするのか不明だ︒

三︑媒体にアピールするというが︑協会をアピールする

独自の俳譜観の作品は賞が与えられない傾向がある︒

二︑古い式目を推奨されているのか︑選者の不勉強か︑

れば良いこともある︒

一︑座の文芸として賞は不要︒座とは何か︑座だけ分か

ｄ︵再開せず︑廃止とする︶

様な意見︑文芸評論をし連句の未来を明るくしたい︒

四︑入賞の意味や選考雑感に興味もあるが︑若い人の足
を返って引っ張る︒

五︑あちこちで賞が出︑年鑑に良い作品が集まらない・
六︑国民文化祭や地方祭への募吟用の製作に追われて︑
大切な︑巻く楽しさを失った︒

七︑賞はあちこちの会で出せば良い︒良い案を得るまで
休止したらよい︒

八︑功労賞や優良図書の表彰は有ってもよいが︑作品の
選奨は当分休止せよ︒

九︑廃止ではなく︑連句ならびに連句協会発展に真を尽
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四︑国民文化祭や地方大会の賞は必要悪とか単にお祭り
の遊びと割り切ってもよいが︵夢々優秀作とうぬぼれ
ぬこと︶︑協会︵賞︶はその様に割り切れないから止め
るのがよろしい︒

五︑本気で権威ある賞をだすなら年度の全作品全著作に
目を通さなければならぬが不可能だ︒
六︑凡そ文芸の賞は暖昧で絶対ではないのが世の常だ︒
協会︵賞︶も世間並でいいというなら︑イージーで無

V』

0

また役員以外の会員諸兄諸姉からの手紙や電話などにて
筆者の許に寄せられた意見は︑全て現在の協会賞の存続や
その選考方法と結果を否とし︑休止ないし廃止に賛成の方

ばかりであったことを付記させて頂く︒

とまれ︑右の経緯で協会賞は休止されている︒もし再開

するとしても右の反省の上に︑実現可能な具体策をもって

具申され︑議論と賛同を得なければならない︒ことは︑単

に年鑑作品への授賞の問題の可否ではない︒連句とは︑連

句協会とは︑国民文化祭とは︑地方大会とは︑等に関わる

難しい問題である︒会員各位の更なるご議論をお願いした
い０
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責任であろう︒座の文芸としての個性や存在を︑賞を
出さないことで︑反って連句文芸や連句協会をアピー
ルするべきだ︒

七︑連句人は賞︵受賞︑授賞︑選者︶や売名行為などに

1，

荷担すべきでない︒協会がその後押しをするのは間違
ノニ

八︑芭蕉さんは協会を作ったり賞を出さなかった︒

ナダ

回顧

平成九年の連句界

土屋実郎
今年もまた協会報と手帳と句控えを繰りながらこの一文
を草すことになった︒やはり一覧表が判りやすいので左に
これを掲げます︒各行事も回を重ねて定着して来たとも言

書はいずれも豊富な実作経験をまとめられたもので︑実作

者にとって示唆に富んでいる︒

作品集としては︑﹃猫蓑作品集Ⅷ﹂︑﹃鹿苑十一号﹄︑鈴木

漠編﹁青藍帖﹂﹃風餐帖﹂が刊行された︒これらは着実にそ

の年輪を加えているものである︒

また連句雑誌としては﹁れぎおん﹂が岨・町・岨・聰号

と刊行され︑﹃獅子呪﹂﹃俳譜接心﹄﹁くさくき﹂﹃あした﹂

が月刊誌として活躍している︒季刊では﹃白燕﹂﹃解續﹄﹁紫

薇﹂﹁摩天楼﹄がユニークな視点から連句をのせている︒

また新たに引地冬樹が﹃筑波﹄を山元志津香が﹃八千草﹂

九年版の連句年鑑は前年と比べまた総三十頁の増頁とな

作及び作品集﹃双樹譜﹂を刊行︑三月十八日日本青年館で

最後に前会長で顧問の大林杣平氏が卒寿を迎えられ︑著

を創刊されたことは特筆すべきことである︒

り︑掲載作品数も二十二巻増え︑大冊の趣を呈して来たと

祝賀会が開催された︒

えます︒

いえましょう︒

出版物では一月に︑高橋順子﹁連句のたのしみ﹄︑高橋さ
んは詩人であり文人関係の方々に連衆の輪をひろげて居る
ようである︒こんな波紋が俗人の方に波及したら面白いと
思うものである︒また十月には今泉宇涯﹃現代連句のすす
め﹄と宇咲冬男﹃現代の連句﹄が出版された︒これらの二
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平成九年連句行事一覧表
月
1

｜

日

協会行事

n『ー

理事会（青年館）

乙0

諸行事
1/18,

19

香川県連句会
（善通寺・三豊）
２

1

1協会報(94号）

３

常任理事会（青年館）

1

4

3／16

3／9

第4回津幡大会

松江おもしる連句大会

協会報（95号）

I

4／5

五十嵐浜藻追善歌仙奉納
（町田市）

5

12

関西大会（法然院）

10

理事会（青年館）

4／25

4／27

亀戸天神藤祭正式

第11回心敬忌（伊勢原）
5／3

第9回青時雨忌
（浅草伝法院）
5／25

第17回大山阿夫利神社正
式

１魂

6

協会報（96号）
第16回全国大会(青年館）

７

常任理事会（青年館）

5

7／27

連句フェスタ宗祇水
（郡上八幡）

協会報（97号）

1

る

６鋤

9

千葉支部大会（市川）

8／2， 3， 4
第5回天の川をみる会

9／4，

9／14

8／30

（佐渡）

理事会（青年館）

5

第9回新庄大会
'97連句年鑑刊行

曽良を偲ぶ会（長島）

9／28

第2回岐阜連句フェス
ティバル
10

1

協会報（98号）

10/12

10/5

第51回伊賀上野芭蕉祭

第4回鶴岡八幡宮正式

10／25， 26
第12回国民文化祭かがわ

（善通寺市）
11

I

常任理事会（青年館）

1l/29

11／9

埼玉支部連句大会

しぐれ忌

（常光院）
11／14

11／no

大分プレ文化祭

愛媛県文化祭連句大会

』上／ム･〕

（コアやまくに）

12 1

1

1協会報(99号）
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作

ロ叩

ｌ連句グループ五十音順Ｉ

遊な

八東京．ああノ会ｌその一Ｖ

村野夏生捌

歌仙﹃ルージュの伝言あるいは﹄

速乾性ポンドと朱夏に乾杯
野川間口下野見上野

ナォ四国山脈の晩春の音を竹筒で聴く司

腐れ坊主に喰らはす鉄拳馬

はやり

幼児のとぎれとぎれの流行歌子

アパッチドールＴシャツに刷る司

おづおづと走る江の電夏祭馬

冷やし生醤油うどん百円司

月光に樹であることを思ひだす生

巡回映画の﹃夜と霧﹄くる馬

現にも夢にも見えて忍草智

絨椴を刺し抜くハイヒール艸

鏡にはルージュの伝言あるいは血子

なまぐさき舌からませたまま馬

ナゥロボットはせつせせっせと鋲を締める艸

どらえもんのヘリコプター欲し馬

天空を行くキリストの受難像子

包装されし窯変の壷司

︵於・東京中野如庵︶

いつしかに我れ在りて蘂智

生き死にを静かに思ふ花の下生

平成九年七月二十七日首尾

−う2−

炎天に傘並べたる家

え艸智天馬
艸馬智艸天遊え智子生司子

身の内外つたうて泉鳴る日かな

さ蓼那南遊
頁浩信

ショウトトンネルレフトトンネル

首都高に大きな月が降りてくる
萩の下よりいないいないばあ
ウミノ虫やスクールキルの通信文

青きヴィーナスそっと置く庭

午前二時身軽に女王の寝室へ
コキュ奏でるハーレムノクターン

天然素材無印良品の私です
回転体トシテノ母ノ縮小

木枯に月の兎は今不在

﹁五億年たったら戻って来い﹂

につとうひき
入
唐の蟇帰りたる村の寺

パラッパラッパーしなしな踊る

花の枝ひっかけやすき疑問符は

稚内でも蛇が顔出す

村市瀬川大川篠井上

南那信蓼夏手

米

遊宏

八東京．ああノ会ｌその二Ｖ

村野夏生捌

口川上見間野野手

歌仙﹃箱
箱男秋思を莫座の下に敷き

窓に吊せる紙の銀月

蘆刈りの鎌の音のみ聞こえゐて

つるり︑走って衣被ぎ逃げ

連弾ピアノ叩かずにゐる艸

ナォ蛍烏賊の眠れる海に舟を出す子
セント・ヘレナに波高くして天
地球儀の東西にあるグローブ座子

似合ふノ︑と唐桟を賞め艸

おも
かげの猫を探せる女声智
二アウニアウ

深夜二時身をひるがへす熱帯魚子

いつもうるさい蛸をペットに宏
南瓜食って出直し誓ふ男あり留

改寅だらけ﹁きけわだつみ﹂は艸

ルネ・ラリックの秋の直線生
月浴びて禅問答の虎と鱸馬天

ナゥ諸白に酔泣き無言の鯵玉と智
鍬形かぢるミクロコスモス天

釘の頭の芽吹く屋根裏艸

雨の降る日比谷・シャンテで﹁ソナチネ﹂を子

︵於・東京中野如庵︶

ゆららゆらゆらシャボン玉ゆら子

誘へる時の浄らに花暮るる生

平成九年九月二十八日首尾

箱男⁝ダンボールハウスに住むホームレスを箱男という︒

う3−

うから等に数奇者多く面かぶり

電話を耳に歩く美少女

コップの烏の首を振りノ︑
ゥ﹁靴が鳴る﹂唄声甘し麦の風

煙草は灰にアモレ・ミオ

まなじりはネガフィルムに青かりき

象の卵を暖めてゐる

場所まちがへてセクハラになる悲しさよ

寒満月己がままにぞ逝きたきを

恐怖政治の笑ふ元凶

帝いま馬内侍を召したまふ
ブロンテ姉妹の足細き春

天智子艸生留
遊留宏艸留智艸天智艸

ロー＝

花吹雪昔のモラルで生きてます

都庁の空の霞三角

川粉井篠瀬川村坂

男

ハ仙台・青葉城連句会﹀

歌仙﹃今朝の秋﹄

迷い蜻蛉の障子打つ音

小野寺妙子捌

遊山の疲れ朝寝楽しむ

ナォ雨はれし空にあかるき春の虹

九九諸んじる声響き来る
児童数減り続きいる商業区
後継者なき老舗閉ざされ
彗星も神秘を残し戻るのみ

人間はああ百年の生

免許とる女の増える教習所
要るは難し離婚するより

鈴木文男

タレントに野次馬の群れロケーション

小野寺妙子

長田雅道

小野寺信一郎
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畳踏む足裏に先ず今朝の秋
月明り舟倉傾ぎ朽ち古りて
最終のバスやや遅れ着く

高額納税二十代でも

病棟の灯の消えて月高し

佐藤ちよ子

佐々木志遙

ナゥ独り居の夜長退屈タマゴッチ

演歌流して林檎売り居る
妙

趣味が嵩じて家族困らせ

男

豊齢手帳無料拝観

みちのくの旅をめざして地図広ぐ

外套の衿立てし人千鳥足
鋲刺す火花冬の工事場
ワ執念の古刀復元老刀匠

道

曽良日記又読み返す窓

郎

頬杖ついて彼を待つ卓

惜別のいにしえの花眼前に

ふくよかに在わす仏の片手欠け

ち

秤鰄机辱弧朋二什二申雷︵文音︶

遍路一行遠ざかる道

男
妙

広告モデル笑顔ふりまく
ビヤホール月に乾杯して更けぬ

道

樹下に立つ少女のごとき妻がいて

白きカーテンゆれる涼しさ

男

妙

郎

旅の役者の五郎十郎

兄弟で上下のベッド取り合えり
日に十里花の便りが駆け抜けて

郎道妙ち男妙郎ち道男妙郎道ち男妙郎道ち

ハ神戸・茜連句会ｖ

泰佳泰苗洋月佳泰苗洋月佳子苗子子子

合川月林子捌

美泰早洋月鈴
林

半歌仙﹃新巻﹄
わが捌きたる新巻にためらひ傷

地球儀回し捜す彼の国

悴むことになれてゐたるも
潮騒を聴きに舟出す二人して

遠くに間こゆ虫たちの声

平成九年十二月十日首尾︵文音︶

−ﾗラー

ラーメンの屋台で見上ぐ望の月
ワ見覚えのあの娘がくれし赤い羽根

甲子園児の持ち帰る土

か細き指に触れてみたくも
電話待ちだけに一日費やして

角膜提供約し印押す

温暖化阻止に近くは徒歩で行く

騒音が一瞬止みて夏の月
不動明王滝にうたれて

鼻歌まじり朝の洗濯

思ふほどエステサロンで綺麗になれず

酒パック枕がわりに花の下
遠足の夢はるか来しこと

島陶三松合品
内山橋井川川

ノIし

ー

八東京・あした連句会ｌその一Ｖ
華

城
一

宇咲冬男捌

栗原英

宇咲冬﹃

福永千

起

若駒のいななき遠く響くらん

くチイチイ草に黄沙万丈
矢倉澄

有明を背負い監督堂々と
海苔粗朶挿さる湾の広がり
諦潭身の和太鼓に酔う秋の暮

く思いを秘めし紅の組紐

さりげなく枕絵置かれ閨の奥
時間ばかりが通り過ぎゆき

薬待つ患者の前に救急車
触るれば折れるごとき凍月

冬木立すつくと並ぶ神の道

水陽炎に揺れる橋脚

バッグも傘もキテイちゃん付け
偏差値に追い廻されるパパとママ

花びらにふっと浮かびし古今集

中尾硫

イチ︑ニッ︑サンとラジオ体操

封春荒城しんと井上靖亡き

‐

お内裏雛の姿うるわし

ナ率蚤の市それ以下がない安値つき硫

雨を豊かに山彩どられ硫

く生き来し方を変える人生澄
厨子の中普賢菩薩の顔尊と千

短夜なげくデレクター達英

筆を置き初ほととぎすいっ鳴かん澄

ベストテン︑ダンス︑音樂速すぎて千

街を眠らせ豪雪となる硫

ガーデニングに選ぶ大鉢硫

冬薔薇のからみつくもの鉄条網英

月の客酔いたるひとに深情け冬

鉛の錦にかこつ恥らい澄

くおのがさだめは知らぬ辻占冬

津鹿狩の宿に子宝授かりて千

拾いたるクジが当たって福を呼ぶ千
ディナーショウは父と連れ立ち英

︵於・江東区芭蕉記念館︶

朧に待たる三十周年執筆

東西のあまたの国へ花行脚硫

平成九年三月二十六日首
平成九年四月二十二日尾

註Ⅱ挙句の〃三十周年″は平成十年十月に迎える﹁あした﹂の創立
記念
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舂

英千冬硫澄千澄千英硫英澄千苦子晴甫男

八東京・あした連句会ｌその二Ｖ

﹁千曲川﹂
角田双柿捌

角田双柿

沢田乃芙子

栞田多田男

川岸一邑里貝

大豆生田伴子

阿部朝子

起

く門に添いたる萩の一枝
羽衣の月の都へ帰るらん
三沢律乃

減千曲川秋声しろきいくさ跡

芝居のはねる析の音外まで
詩の友と源氏螢を追いかけし

青田の道を渡りくる風

一邑

朝

律

アラスカの素朴な女に魅せられて

諏世紀末親はしつけを急がねば
くヒッチハイクで地球をめぐる

多

一邑

一巨田

十一面観音の裏可々大笑
高くつきたる駐車料金

律

雪掻をひとに頼みてすましおり

律

胸にしみいる誓いの言葉

塾窓深く射せる寒月

朝

朝

タマゴッチいつの間にやら超デブに

犬の散歩をおしつけられて

乃

花に酌み花をくぐりて花に酔う

山ふところに霞棚引く

くタイムカードがカタリと鳴れり

鋪舂惜しむ暇も与えず新幹線朝

伴

玻璃越に人の群見っティを飲む富
だれかに似てるやじるくい揺れ多
綾取りす幼なじみのなっかしぐ律

女体のぬくさ室咲きの落っ朝

自分史の中に書けないことのあり多

﹁癌め﹂と叫び江国逝きける富
七曜は趣味でうまりて忙しく律

湖に映れるビルの凸凹伴

青々と沈む村より妖気だち朝
月の灼くるを禽のさわげり富
結

く綿あめ菓子に夢のふくらむ律

跨夏祭金棒引きて女衆富

クラーク像君の行方をさししめし多

長閑に浮かぶＣＭ気球朝

殼をおおきく替える寄居虫富
灯台へ彩ゆっさりと花大樹伴

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成九年十一月十五日首尾
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八東京・あした連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃余呉の浦﹄

齢余呉の浦白砂を駆くる捕虫網

く沖路遙かに土用波立つ

福田太ろを捌
福田太ろを

改装の店舗に旗のひらめきて

稔

室伏章郎
中野稔子

桜井つばな

山崎浪江

インターホンは得意さんらし

土間にころがる猿の腰掛

相集い長寿を賞でる今日の月

樋田初子

小岩秀子

郎

を

ローカル線でアルプスを越え

ファッションのモデル同志で深い仲

蔀新薬も持病に効かずうす寒し
く飛び降り自殺しそこないしを

振り向かず彫師のふるう鑿のさき

を

江

郎

すね毛うすきは蒙古の血すじ

月冴ゅる戦のすみし雪の原

を

秀

稔

な

クルスを胸に聖誕祭へ
会社益国益よりも地球益

郎

胡蝶の遊ぶ古い碑

土井さん果たす宇宙開発
花の雲島回診のはだし医者

鍼先帝会落人の村ひっそりと初

イーゼルにキャンバス置いて一服す郎

く発破の響き路を渡りしな

手持ちぶさたの季節売店江

夕焼けて童話の王子現れる稔

真夏の夢の姫が変身秀

風甘く官能うずく露天風呂天野正三

床のきしみも耳に入らず江

芸人のかつらを取れば税務員郎

築山を背に粋な坪庭な

月見酒詩聖閑かに対酌す三

菩提樹の実の匂いほのかに初
津冬隣上野千駄木もの侘びてな

祖父母より守り継がれし盾燦と稔

く五つ星ねらい握る包丁江

垣を繕い開く北窓江

花筏大中小の鯏叫の群れを

︵於・江東区芭蕉記念館︶

鮮やかに淀く初虹の橋稔

平成十年二月八日首尾

−う8−

八東京・あした連句会その四Ｖ

歌仙﹃羽子板の﹄
白根順子捌

宮脇美智子

白根順子
柴崎絢子
関根雪子

龍

準羽子板の裏まぼろしの音はずむ

く初霞立っ遠き山脈
橋を渡れば新しき町

美

高橋たかえ

美

頂

ナ蓮早替えの足をはずして入院す順

禁煙のやっと三日を過ぎしのみ絢

くはやす鴉と笑う鳶と美

無馴なる身をエステクラブヘ雪
深む冬伏せし睦毛の震えつつた

産むと決めたる宿の熱燗順

奉納の玉垣にみる父祖の姓美
老いし河童の杜にいるらし絢

ときめいて聞きしは﹁遠野物語﹂た

自家農園に青菜いきいき順
旅客機の点滅淡き月白に美

草紅葉して土手のつづけり雪
部夜半の秋匂い袋は湿りもちた

雨煙る二世帯家族睦みつつ絢

く鍋島焼の絵付鮮明美

︵於・熊谷市緑化センター︶

鶯餅のやわらかき味た
花吹雪ひとひらごとに透ける日矢雪
凍のゆるみし樽の昼絢

平成九年一月十五日首
平成九年三月十六日尾

Z／

地図を手にマウンテンバイク漕ぎだして

ＪＡのとんがり屋根に望の月

幸ヨ

絢

幸三

耳を澄まして鈴虫を聰く

た

承

剣道を極めし兄の墓詣
く形見の上着少し長目で
初恋のいまも独りと語るひと
Ｖサインして並ぶプリクラ

順

美

大安という風の静けさ

た

絢

地味婚に流行る下町レストラン
夏の月負けて試合の果てにける

ＳＬで行く婆の郷里

絢

幸ヨ

氷じるこに気を立て直し
両岸の花のなだるる瀞の黙

貰いたる仔犬のしつけ難しく

うつらうつらと石ののどかに

−RO−

八東京・あした連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃冬深し﹄
密冬深し掌に眠らせる桜貝

成田淑美捌
成田淑
臼杵瀞

山司英

松澤晴

渡部孝

︑太さを競う軒の氷条
街騒にオルガンの音の混りいて
Ｓ・Ｌを模すカラフルなバス

鍼足が生え思わぬ我が身恥じる蛸斜瀞

く南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏淑
英訳の源平戦記そらんじて英

長野五輪の準備着々孝
村中に神出鬼没鎌鼬晴
金模でまたぎ雪踏む瀞

心病みシングルママが失跡し孝
可哀想とは惚れたってこと英

菊人形の裾に大輪淑

月光裡三々九度の杯重ね瀞

漠山の書にいのち躍動晴

馬肥えて長押の弓のそのままに瀞

く雨はちょっぴりお茶はたっぷり淑

識列島に炎帝座しておわします英

定年も名誉のうちと前祝い瀞
糸に連らなるくつかんこ凧孝

姫鏡台に春のお日和孝

花冷えの漆の匂う朱雀門淑

︵於・江東区芭蕉記念館別館︶

平成九年一月二十八日首尾
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山脈の袰を濃くして出ずる月

見渡すかぎり揺るる刈萱
諏若人にだらだら祭気に入られ

向き合えば波打つ胸のこぼれそう

⁝薬膳料理はやるこの頃

男冥利につきる小座敷

鯖読みし齢と干支とがちぐはぐで

行革っぶす官僚の汗

中天に喪あけの月の涼しすぎ

古代遺跡を尋ね旅立つ

アマゾンの流れ濁して丸木舟
自作自演のカメラ廻わせる

薄墨の花の精なる花の舞

霜くすくらし煙たなびく

淑晴英海孝英孝晴瀞晴英淑海子子美児美

八東京・あした連句会ｌその六Ｖ

﹃場花火﹄

翻揚花火夢の落差に遊びおり

福田芙紗捌
福田芙
萩谷悦
臼杵瀞

く観覧船に匂う夏潮
暹しき槌音高く響きいて
松沢晴
篠原弘

矢倉澄

く傍きものよ金と名声瀞

感政治家は変身上手化け上手悦

諸行無常の鐘の聞こゆる澄

まだら惚け夜の巷を俳個し芙

サマードレスをはらり瀞

扇風機夫人と共に譲り受け成田淑美

襄︵かわぶくる︶には手作りの酒海

オアシスにつづく並木の白い道田川知

子とろ子とろではしゃぐ子供ら知

究極の技で仕あげし天井画悦

忘れ扇を犬が持ち去る淑

誕生日祝うパーティー望の月悦

識山裾へ錦織りなす草紅葉晴

卒業証書重く尊く悦

く区画整理の旗のひらひら知
母国語を眩いている南方系澄

︵於・江東区芭蕉記念館︶

春のあしたの遠き鶯淑

傾きし端折︵つまおり︶傘に花しぐれ芙

平成九年六月二十五日
平成九年九月二十四日
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切株に掛け煙草一服

雲の衣を払いて月は天心に
拝み太郎が斧を振りあげ
評秋狂言けれんたっぷり猿之助

くからくり時計刻をたがえず

覗き込む宝飾店のショーウインド
くらし

婚前旅行親も承知で

ささやかにままごとめきし生活ぶり

雪の気配に冬薔薇散る

焼けるそばから売り切れるパン

月清し聖燭祭の列長く

槍を抱えし蜂の衛兵

中世の街そのままに石畳
スポーツカーで逃水を追う

デコ屋敷三春桜のうす墨に

弘晴満子悦瀞悦瀞晴弘悦晴瀞脩美児子紗

八熊谷・あした連句会ｌその七Ｖ

歌仙﹃裸木や﹄
中和枝捌

うっかりと過ごしいる間に十三夜

高速道のまた伸びてゆく

斗

英

木島斗川
山司英子
蓮見林

中和枝

そぞろ寒さを公園に踏む

沢田乃芙子

露裸木や己を曝すことできず
くぱちぱち爆ぜる暖炉深々

油町おこし運動会のもりあがる

斗

夏の月アンデルセンとイソップと

青竹売りの遠ざかりゆく

時くれば飛び出して鳴く鳩時計

所詮は子供産めぬ身と知り

ハスキーな声に溺れて貢ぎもす

斗

武井ユキ江

乃

林

英

乃

英

承

仔狐も仔熊も籠もり眠るらん

くオカマも混じる仮装行列

飴湯・白玉・ゼリー懐かし

林
英

ぽとりと落ちる養銭の音

林

病にはあらずエステが効きすぎて

曲がりくねって蜷の這いおり

花遍路海より風の吹き上ぐる

穂迷い出て忍者屋敷のかげろいし斗
く床几にかけてお茶をいただく乃

堺屋太一売れっ子となる芳賀惇

近ごろは腰低くなるお役人英

押し寄せてくる鱈の大群斗

皮ジャンパーびしりと決めて北欧へ林

料亭の女将はゴルフ達者にて英
キザな男のブランドずくめ乃

ほつほっ砂に残る足跡斗

ただいち途身を尽されて純となる１

借景の月に浮かびし千の嶺林
味わいのめぱ地酒身に入む和

望郷の横笛かなし秋祭り柴崎絢子

：古き写真を膝にひろげし斗

蝶の卵の守りつがれて英

合併で名は変われども新校舎惇

花満てり開花予想樹ずっしりと乃
春を舞いたるハングライダー林

平成九年十二月二日首

︵於・熊谷市緑化センター︶

平成九年十二月十六日尾
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起

川岸冨貴捌

和乃英冨
芙

八熊谷・あした連句会Ｉその八Ｖ

歌仙﹃夏茸や﹄
河夏茸やこれよりメルヘン地区に入る

：天道虫のリズムはサンバ
つば広の帽子を深くかぶりいて

嬬若駒の放たれうしろ振り向かず甫

伊良部・野茂・鈴木博美に伊達公子枝

く大草原を軽く越えゆく子

アメリカ人はガムが好きなり甫
悟り得む禅の修行に打ち込んで子

美男の教師言い寄ってくる枝
ゆらゆらと情の化身の熱帯魚甫

花火はじけし一瞬の闇子

誓いたる酒断ち切れず黄泉の旅枝

／つ

哲学の害の売れ行きのよし甫

荘の窓雨月の山の袰深み枝

ピッコロを上手に吹くは誰れでしょう子

笹りんどうは湖の色して子
鄙秋袷母に似て来し娘の立居甫
く箱根細工の模様さまざま枝

見知らぬ国へ誘う陽炎甫

三層の城にかかりし花の虹責

平成九年六月五日首

だらりの帯に春日傘さす子

︵於・熊谷市緑化センター︶

平成九年七月二十一日尾

−0フー

造形の美を競う公園

衛星のあまた飛ぶ中月僅々
淵にひそめる龍の冷まじ
識赤鬼の矢に射ぬかれし秋神楽

く飴玉売りの店の華やぎ

髪長き少女ほほ笑む片えくぼ
愛さえあれば傷を持つとも
感謝状ひそと掛けある居間の端

翔び立つごとき烏の剥製
月瓢と北風小僧の寒太郎
氷豆腐の仕上げよろしき
なまりある英語ガイドのケーブルカー

うららに浮きて影持たぬ舟

思いがけなく旧友に逢う
花筵寮歌をうたう肩を組む

中沢栗川
田原岸

枝子甫枝貴甫子枝子甫貴子甫子枝子甫貴

八東京・あした連句会ｌその九Ｖ

歌仙﹃さ︲くら草﹄
阿部朝子捌

中野稔

阿部朝

彦坂範

露遠き日の愛のいたみやさくら草

カルケット弦たおやかに暮れかねて
谷田男

：名残の霜を置きしブロンズ

建築の粋集めたる街

承

パソコンの文字鮮やかに飛び交いて

藍ピカソ展出て春昼のまぶしさに範
転

く再度就職看護婦となる範
どの村も福祉福祉と村おこし稔
予算けづられ自然回復男
北しぶきして多情佛心稔

白鳥のいちどに着いて湖満てり朝

髪を染め殿方くどく母がいて住田亮

どういう訳かいつもたりない朝

昼と夜とでジキルとハイド男
家計簿に表と裏の顔があり範

蒼々と影を写せる居待月稔

く大穴あたり吉四六を飲む朝

新卒塔婆にコスモスの揺れ男
議津軽野の遙かな牧に馬肥ゅる稔

ウィンドーに溢れるほどのインポート範

︵於・江東区芭蕉記念館︶

夏を隣りに衣を縫い上ぐ稔

不思議づくしの何が何やら亮
花の色鎮めてきょうも花の雨範

平成九年七月二十四日首

平成九年八月十日尾
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満月の窓辺に寄りて読む句集

また大地より生るる秋蝉
わあしゅら紀の木の実の堀られ冷まじく

くぎしぎしとなる会場の椅子

夫に一つの内緒事もつ

しんみりと誓いの言葉思いだし

借用証書反古になりたる
はやしつつ月の海行く祭舟
伊万里の皿に盛りし鰐鮨
留学の息子外国かぶれして
大地狭しとポルシェ走らす

贈られて贈りて深む花の友

種袋つけあがる風船

稔男男朝稔範男朝範稔範男稔児範子子子

八町田．あした連句会えびね支部ｖ

歌仙﹃夏座敷﹄
露夏座敷錆びておらざり平家武具

く眉の涼しき後継者の子

大平美代子捌

大平美代子

依田みどり

平野三枝子

宇咲冬男
小谷伸子
矢倉澄子

ほつりほつりと紫蘇の実を扱き

月代のやがて良夜となりぬらん

三橋しげ子

静まりかえる山の湖

時烏ひと声高く飛び立ちて

そぞろ寒む稽古半ばの謡本
承

くいっか気になるサークル仲間

笹森とし子

山田幸子
大坪万里

笠木以都子

進藤制子

のびのびとなる婚姻届

シニカルな貌に惹かれて会いに行く

かすかにとどく遠き街騒

枝

原田幸吉

売れ残る千葉のマンション値下げかも

道のしるべに雪達磨たつ

り

げ

月冴ゅる月より他に光りなき

おまわりさんはいっも忙し

圭ロ

代

少女らの明るき群れの後をつけ

舂の蚊にあう寺の裏庭

花びらを払っては売るさらし飴

畷落第の噂ひそひそささゃかれ枝
く社会人にはなりたくないの幸
妻稼ぎ夫は主夫に納まれる里

カーテン閉めて誘う濡れ髪し
終電のあと明け易く歌舞伎町幸

新聞記事が旱紘を告ぐげ

里

澄

株式が予測のつかぬきのうきよう伸

しくしく痛む神経胄炎都

毒をもて毒を制すと酒ぴたり
人間もどきゴリラ死にしと

音立ててしまる鉄扉に月の隈枝

飛石白き霜降の節都

纈舟入りに落鯛の汐さしてきて吉

制

下積みの異国ぐらしの長びけるり

く電子メールで旅の報告制

万禺節とてだまされており

揚貴妃と云う名の花に愁い抱き澄
林泉をめぐりて詠める惜舂執筆

︵於・玉川学園文化センター︶

秤燕秘稗誕朋十一一頭露小谷伸子閲

6ラー

ハ大阪・あしべ俳譜塾その一Ｖ
おうち

三吟歌仙﹃花樗﹄

噴井にゆらぐ夕月の鬚

片山多迦夫

迦

原田千町
矢崎藍

花樗わが幼な名を呼ぶ声す
ひげに口あり岬るウォッカ

球宴のフォークずばりと決まるらん

名ォめかりどき老いの光陰惜しめども

音信絶えし兄がぶらりと

自動車は発条仕掛けブリキ製
グリコのおまけ屑籠へポイ

茄子咲けばねたみ心もむらさきに

閨にただよふ香水はＪＯＹ

奔放さ一男一女相似たり

革命児とて今は盗賊

峡谷のあはひ抜けゆく風の歌
石器時代へタイムスリップ
月明のガラスのビルに残業し
藍

芸術祭賞地方誌が出す
藍

傷癒えし白鳥明日は放つべく
ほどよく酔うて蕗味噌の味
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町

連絡船は雪で欠航

名ゥ塵の世を大津絵の鬼睨む秋

年の市点景に犬描き入れて

町

迦

迦

夢殿の空に流れて消ゆる花

直衣の君のおはす外縁

ゥ三人は姦し五人は何と言ふ

町

色蝋燭の炎まつすぐ

蜘蛛手の森は殊に露けく

幣を取り舞へども神に背く恋

藍

ドリトル先生月へ出発

ログハウスブルーベリィジャム煮基のがり

秤鰔地奪嶬砠一十悟甲霊︵ＦＡＸ文音︶

コロラチューラのひびく野遊び
町

迦
藍

気絶せん海の惑星見おろして

底深々と縄文の壷

迦
町

新憲法に理想高らか

藍

あいまいにこの国びとは微笑する

こっそり動く水槽の雲丹

花の窓サインコサインタンジェント

町藍迦町藍迦町藍迦町藍迦町藍迦町藍迦

ハ大阪・あしべ俳譜塾その二Ｖ

一一一吟歌仙﹃紅葉狩﹄

凶器となりし銀のかんざし

名ォ数千匹いっせいに翔っ蝶の旅
ベッサメムーチョは青春の歌
あらがひて倒れし椅子と台本と

原田千町
矢崎藍

ドームいっぱい聖樹輝く

Ｖゴール決めしサッカー夢ならず

白菜漬の歯に沁みる朝

長屋中葬式代も無いといふ

三つも見える酔眼の月
町

片山多迦夫

ひょっとこの顔真うしろや紅葉狩

深々としてカーテンの袰

クワルテット山荘の秋惜しむらん

秤鰔皿韓什一一一朋十種叩蕗︵ＦＡＸ文音︶

宴果てたる初蛙聴く

花の上に光るは月と箒星

イーハトーヴが僕のふるさと

菫文指定受けし家並
同級の郵便局長定年に

名ゥびい玉の気泡のように三つ四つ

嬰児のねむり深き海底

きのこ雲今も瞳に立つ原爆忌

たぶらかされて踊る乱世
迦

ふっさりと尾を振り猫はいひました

焚火を囲む蜑の声高

町

町

町
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藍

ゥ網代輿止まる明石の小柴垣

迦

藍

牡蛎を剥く檸檬の汁をしたたらせ

髪を洗へば美しき蛇

町

鬼とても毒乱を病み恋もする

砂嵐過ぎ風紋の丘

迦

藍

右の窓ぐっと傾くデリー便
偽パスポート精巧な出来

月を背に修道僧の長衣

藍

藍

やや寒のぶらんこ試しすぐに止め
じゃんけんぽんの恨みっこなし

青松虫のすだく街路樹

花の雲綿あめにして売りに来て

迦

迦

年々地球温暖になる

藍迦町藍迦町藍迦町藍迦町藍迦町藍迦町

ハ畑野・天の川連句会ｖ

半歌仙﹃佐渡ヶ島﹄

佐渡ヶ島獅大漁に湧き上がる

頬かぶりして押せる荷車
愛らしき園児の歌の聞こえ来て

蔵出ししたる利き酒に酔ひ

新築の蓋照らして今日の月

紅葉屏風の峠賑ふ

ゥ爽やかに立てて人待つ九谷焼

福田眞空捌

福田眞空
伊藤節子
生田政春
近藤遊川
石川野菊
″

中川ハツエ

ヒトゲノムとふ遺伝子組替へ
ねんごろに産土神に掌を合はす

イ

本間昭雄

中川アイ

春

節

謎解きつづく卑弥呼邪馬台

ペアールックのグランドウエアー
にじりより離しませんとつれられる

揺れる月ダイヤは滝に砕け散り

川

田楽味噌の秘伝授ける

厚

大谷似智子

高木厚子

儘即

昼寝の夢に億万長者

裂織りの手元へしばし花の雪

智

やれやれと遁走の豚追ひこまれ

朧の里に民話伝承

平成九年十二月二十日首

︵於・畑野町農環センター︶

平成十年二月十六日尾
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祝佐渡長谷寺奉額

八東京・天の川連句会東京支部ｖ

歌仙﹃俳譜寺﹄

ナォ春雷は遠き戦を想はせるけ

頭かかへる解けぬ因数文
獄の窓外犬の吠えかく文

葛餅をのせて曇らす切子皿枝

総会屋脛に傷持つ大企業枝
福田眞空捌

バレリーナ恋の踊りはしなやかに雅

け

睦

︵於・国士館大学鶴川校舎︶

平成九年十月二十四日首尾

陽炎のなか笑める佐保姫似

花盛り現しの命さまざまに空

万愚節とて言葉おかしぐ登

ふるさとの山並み高くブーメラン郎

古きラベルのワイン横たへ龍

ナゥ文化勲章親授の誉れ幾千代も枝

温泉︵でゆ︶にとっぷり虫を聴きつつ厚

月の出に小波ひかる帰り舟登

稲荷を祀るビルの屋上け

乱れ髪にじむ口紅引き直し厚

揃ひの団扇野球応援睦
浅き夢覚め深き溜息枝

橘文子
大谷似智子

太田けんのすけ

若林雅子

バーガーショップ生徒あふれる

初沢甚四郎

天高し墨の香高し俳譜寺
宝珠を照らす晩菊の月
陶枕を出せば気持ちははや眠く

加藤伊久枝

高木厚子
芳田龍子
笹木睦子

赤い羽根笑みに思はず札入れて

連理の枝を仰ぎ契らん

岡本登美子

袖をたぐりて清水汲みあげ
ゥ静寂な小間の点前の隣り席
アムラーの旋風しばし産休す

砂浜の鳩足跡あいらし

似

福里県空

無手勝流で料る薬膳

行革を火だるまになりやり遂ぐか

氷結したる袋田の滝

雅

マンモスの姿そのまま現はれて

龍

張り終へる障子に月の影は冴ゆ

麦遷展の舞妓鑑賞

似

厚

鍔広の帽へしきりに花は散り
茶摘の唄に合はすハミング
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高橋昭三さんと

ハ広島・鮎ｖ

歌仙﹃牡蠣鍋や﹄

宇咲冬男
高橋昭三
藤本翠
小杉蔦男
吉村馬洗
久保俊子

起・承は宇咲冬男捌
転・結は高橋昭三捌

小春の舟にかわす友情

轡牡蠣鍋や一会の人と思ぇざり
べんがらの農家の庭に犬のいて

新幹線の高きとどろき
名月の窓に映れる老俳優
眩しみて見る錦木の紅

黒野伊久子

奥田恵以子
馬

評ハンチングはづみて歩ゆむ秋うらら

たそがれの出あいがしらに唇合わす

く橋向うから美少女のくる

宙心

蔦

高橋八重子

池田尚美
黒野国良

水泳帽の沖へ沖へと

学生街のしゃれたブテック
倒産のニュース続くも他人事

赤道祭汗もしとどに月の下

馬

長針動く魚群探知機

キャプテンクック宝ざくざく教会堂

俊
馬

翠

老いも消しつつ箒目ただす
色綾に花の吹雪の日もすがら
みちのくさして烏雲に入る

盛鍵穴に鍵をまさぐり目借り時昭
転星降る里の便り片手に三木啓子
空港のロビー灯りて人まばら国
うっらうつらにタンゴの調べ俊

あたためあおうペチカ果てても久保富美恵

寒灸においらくの夢咲かせたく五十嵐むね

あどけなき少女のやうな眼指よ伊

男泣きしてサッカーのカズ富
み仏の父母に広げて表彰状恵

村役人の集まりて来る国
寝むづかる背の幼子に月まどか寺本宣子
裏木戸押して籠の松茸翠

蒟田仕舞の盃かはす蟇ゆとり俊

むさしの方へかかる初虹昭

媚銀の手鏡ヴイトンに入れて生尾さだみ
ひとときを乗馬クラブに軽井沢林寄子
触れたる指に廻る地球儀森崎ちとせ
青い瞳の連衆待てる花だより渡辺鈴枝

︵於・並木パラスト可部公民館︶

平成九年十一月三十日首
平成十年五月三十一日尾

︿注﹀処女作品ながら転・結の一直は昭三氏にゆだねた︵冬男︶
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ハ上野・伊賀連句会ｌその一Ｖ

伊賀づくし

ナォおぼろ夜を老と盃重ねつつ豊国はつ

司馬遼行きし和銅街道角貞子

恒岡成弥捌

雁啼き渡るいずこともなく杉本従子
月細し蓑を欲しがる猿の影豊住敏子
砦に佇てば揺れる穗芒堂山つや子
ナゥゆかりある二見文台墨うすれ照
もくもくファーム家族みんなで幸

ツインドームが近くオープンき
おとめ
藍浴衣﹁名張
小女﹂の幸うすき啓

高垣の城史編蟇槁成りぬ山村としお

村田治男
村井克子
嘉積喜之
山口啓子
恒岡弘二
川本政子
細野幸助
奥出美子

歌仙﹃芭蕉生家﹄

山岡佐智子

野点の傘に主客などめり

すかく

ひき

ビードロの釉薬壷にいろ映えて
くみひも

組紐とんとんと糸瓜棚陰

新築の白鳳門の月今宵
ゥ訪れる廃寺の秘事も秋たける

﹁貝おほひ﹂てふ銘菓美味にて

上杉知栄
羽野きよ

水島三珪垣

宮田孝仙

平成九年五月十四日首

平成九年九月十日尾

︵於・上野市図書館︶

花守の里人誇り受け継ぎて知
春天神のまこと俳譜恒岡成弥

土鍋で炊ぐ茶粥ふつふつ奥田雅生

伊賀乱の焼失逃がる正月堂政

雨情の詩﹁上野小唄﹂はドッサイサイ小川禮子

君は僕僕は君ですクローンです治
風姿花伝の顕彰碑建つ山村勝子

そぞろ歩きの四十八滝と

風の如くに乱歩馳せたり

小山一枝

ォ柿若葉芭蕉生家のまぶしかり

今も昔も恋は変らじ

句を詠みたげに現るる蟇

まなびやに利一おかつのしのぶ愛

酔ひ痴れて寒月背負ひ戻り来る

東貞子

義賊かも石川村の話など

おかみの語る仇討ちのこと

永田照子

狸ひょっこり出でし寺町
市長選無投票なり静かなり

古琵琶湖ぬらし化石発掘

こう
兼けん好
の終の栖か花の下
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し

八上野・伊賀連句会ｌその二Ｖ

田本村村

山村としお捌

孝従と勝

歌仙﹃まだら幸三

ォ真向ひに聞きし名の嶺々まだら雪

畑より直ぐの水菜大株

入園の準備のミシンはづみいて

末は博士かプロゴルファー

米１

米２

地べたりあんのプリクラ交換従

ナォＪＲ舂のダイヤは混雑しと

情報の世界は更に擴大へ勝

家の蔵相財布引き締めと
午後の山荘滴りの音に勝

新茶摘み香り届けし親心孝

大型のミステリアスな車着きと
理由もなしにただ勘ねてみる孝
一言にころりと落ちる私なの従
ひむがし

幕引き走り顔見せ口上と
東は天主影絵に月のぼる勝

弓へ

ゆきゆけば里の戸毎に満つる月

なり

不器用なりに障子貼り替え従
ナゥ三本の矢束構えし菊人形孝
火星とどきし探査ロケットと
地に足を置ひて万博開催へ勝
ロングドレスを山笑ひおり従

︵於・伊賀上野山村宅︶

七彩放ち浮く石鹸玉従

カメラマン花前線を追ひかけて孝

平成九年三月四日首
平成九年九月末日尾

＊１最近の中・高生が尻を地につけてうづくまるさま︒
＊２プリントクラブのこと︒備付のカメラの前で写すと切手大
のものが数枚できるので記念に分け合ったりする︒

−／乙

りんご娘の駅頭に佇っ

ゥエルニーニョ手のつけられぬ簗崩れ

続続発覚不良債権

形茶髪意外に純情一筋に
空耳かしら﹁僕の太陽﹂
出湯郷秘書従えて入り浸り
次の異動のレイアウト成る
ブルーめく十勝平野の東の月

小さき頭布は寒施行の児
人質の救出作戦手づまりに

すべて忘れて将棋麻雀

花明り筵の宴のいつまでも
帰れとばかり潮まねき振る

宮杉山山

勝従孝勝と従孝従勝と孝勝従と仙子お子

八上野・伊賀連句会ｌその三Ｖ

豊住敏子

歌仙﹃芽吹き﹄
ォ芽吹き初む背山に日射しやはらかし
山岡佐智子

永田照子捌

いづこに行くや蝶々の群
ひといきに墨絵の蘭を描き上げて

永田照子
川本政子
敏

新入社員眉根きり蚤と

琴の音の澄みまさりゆく月の宴

昭仙

佐

ナォ浅鯏売り路地ゆく家の順のあり
二輪車相乘りポンテージズボン

世界遺産に安芸の宮島

温泉は過疎地に穴場多しとか

熱燗に保険勧誘してやられ

返す合鍵白い封筒

振り向きもせずマフラーを編む
朝帰りマンションドアーお静かに

ダンス預金に変へて安堵す

ダイアナのファッションチャリティ盛況に

月明り母の形見の日記帳
捨て猫二匹や易寒の門

︵於・上野市

外っ国の人交はりて花の下
庵の小池に亀鳴くを聞く

平成九年十一月十二日首

平成十年三月三十日尾

豊住宅︶
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グランドゴルフ優勝の秋
ゥ釣上げし落鮎そのまシ放ちやる

橋下暮しのホームレス増え

ナゥ塾戻り子供等通る刈田道
敏

佛心をともせり普賢菩薩像

政

留守電の吐息も間こゅ彼の声

佐

駐車違反に札の貼られて
逢はい覚悟がついぞ言ふま舅

政

敏

ふわりと窓へたんぽ塗の架

水番小屋に風はなく月

敏

昭小

官僚どうする政治経済

しなやかに絡みて蛇は草叢へ

無精髭伸ばす中学生大人びて

昭抽

政

めらめらと焔背負ひて不動王

佐

政

天神さんの寝牛のどけし

連衆和む噂の中

市庁舎は万朶の花に囲まれて

照敏佐政照佐政佐照政敏政佐照政敏政敏

八上野・伊賀連句会その四Ｖ

歌仙﹃小春﹄
冬霞せる四囲の山並

蓑かかる芭蕉生家の小春かな
墨匂ふ古希の手習ひこもるらん

北の果てより友訪ねきて
月に酌む甘辛しゃんといふ地酒

あちこちに鳴く虫の歌声

芳名帳に彼の名ありし

ゥ里古りて柿の木もたぬ家もなし

村井充子捌

恒岡成弥
豊住敏子
永田照子
村井充子
豊岡はつ
上杉知栄
小山一枝
羽野きよ
奥田雅生

登り窯焚きつぐ三晩月涼し

夏日射す縁猫走り過ぐ

き

恒岡弘こ

充

明日待つと電話の向こう艶めきて
恥じらい捨ててふところに入る

っくり笑顔のエリッィンさん

成

は

平成の大恐慌となるまじき

は

照子

ワープロを打つ忙しげな音

弘

独り身を立てる願ひの技芸天

花盛る古都の坂道人力車

は

つと

テレカード土産図柄うららか

廃品回収流るスピーカーは

ナォ春眠をむさぼることを許されず雅

あちこちに斜に貼りし貸家あり成
馬鹿売れといふ﹁失樂園﹂はき

別姓で住むむつまじき仲知

軟派とは昔のことよ粋な奴弘

神楽嚇子の舞ふ面白さ成

尼さんの己が来し方語りしもは

日記買ふ五年綴りを決めかねて雅

着ぶくれ亭主ややほうけたるき
スーパーの帰りを急ぐ冬の月照

アメリカ帰りの英語能弁充

新米どかっと庭に置かるる敏
ナゥ連衆の揃ひて遊ぶ翁の忌弘

沖縄の基地のいざこざ總理難成

︵於・上野市村井宅︶

行く春惜しむ羽化遂げし蝶充

約束の刻過ぎ万愚節雅
花万朶宴を彩る舞扇は

平成九年十月十二日首

平成九年十一月十二日尾
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八上野・伊賀連句会その五Ｖ

半歌仙﹃片時雨﹄

山村としお

川本政子

水島三造捌

片時雨上野ニノ町三ノ町
水島三珪垣

山口啓子

城下せましと歳の市たつ
フルートのバロック茶房に流れゐて

と

宴たけなはに話はづめる

と

政

啓

平成九年二月一日首尾

︵於・上野市図書館︶

ノノ

いつの間に月稜線を離れしか

若き男女ら村を捨て去る

かかさぬ散歩や蚤寒うなり
ワ農に生き俳に遊びて菊の主
傷心をいやすうつるな愛のことば

啓

と

と

政

神だのみでも運だのみでも

啓

水晶占ひ幻の影

公費浪費の海外研修

円安に輸出企業は息ついて

とめどなく広がる噂疑心暗鬼

政

月涼し豪華客船ダンスの輪

経を静かに読み続く僧

花の芽の競ひ出でたる苑の朝
句の出来ばえも水ぬるむ頃

マミ

八上野・伊賀連句会ｌその六Ｖ

正
式表合﹃菊日
十句

秋の一日伊賀の予野花垣の里に遊ぶ蕉翁句

恒岡成弥捌

︵於・上野市︑村井宅︶

寺／

に詠まれたる花守姓の人なを住まはれて︑翁

直筆の書を守られしよし︑めでたきことに

永田昭小

上杉知

村井充

名古則

て︒松濤軒四世
菊日和翁がゆかりを守る里
昇りはじめし月の涼しさ

女神輿の振舞ひの酒

議事成りて町長の弁爽やかに

豊岡は

平成九年七月二十六日首尾

−／0−

筐

ほんのりと残り香のある四畳半

弥勒菩薩の御手にすがらん

夜な夜な狸あらはる畠庭
ＣＯ２各国主張と参のはず
千年の誇り受継ぐ八重の花
主の滝るる新茶まろやか

充或照つ成知子栄子子

和

八東京・池袋連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃秋思かな﹄

唾本読まず圖書館にいる秋思かな

臼杵瀞児捌

室伏章郎

臼杵瀞児
篠崎ゆき

宮脇美智子

つ

垂早

紀

美

幸旱

ゆ

つ

美

浦

美

垂早

つ

高山紀子

桜井つばな

十六夜のためらいつつも昇るらん
コーラスの輪のハーモニー美し

く影落したる庭の残菊
小抽斗眠りしままの琴の爪
へっつい猫の急にとびだす
識蓑着けし人の気配に寒の雨
く郵便受けにエアーメールが
横文字に写真を添えしプロポーズ

情け変らぬ洋の東西
思出は胸深く秘め旅鞄

アジア経済急に息切れ

水濁る田の面にゆがむ夏の月

仏塔掠め蚊喰烏翻ぶ

錆びつきし戦車に注ぐ故郷の酒

血で購いし平和尊し

老大樹力をこめし花の艶
未来の夢にかかる初虹

蔑康成忌歌仙にもあるノーベル賞ゅ
転

く羽織袴で船に乘り込む海
その昔癩病棟のありし里章
誘い合はせて写生三昧美
手甲脚絆の早乙女の列ゅ

著莪浮かせ莊日射し込む森の道っ

夫婦揃って勵む内職章

武士も部屋住なれば気楽なり瀞

石の鳥居に降り月冴ゆ美

鍋僥の呼び売りの声尾を引きてゅ

ボランティアが拾う缶壜瀞

客少し始発電車が動き出しつ
にぴ

跨鈍色の京浜運河潮満てり

キャンパスは留学生が過半数っ

結

く莞の波に遠き山脈ゆ

平成九年十月一日首

凧合戦もお国振りなる紀
風を呼び風と戯る花吹雪瀞
雅びに舞える双っ蝶々美

︵於・豊島区立勤労福祉会館︶

平成九年十二月五日尾

一早
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八東京・池袋連句会Ｉその二Ｖ

歌仙﹃摩天楼﹄

一直線にあがる噴水

錘摩天楼木っ端微塵の西日かな

土用明け楽団の人集うらん

森林浴で村おこしする

ロケットに便りをのせて玉兎まで

学園祭のおえし肌寒

葬紅葉山ひきも切らずにバスの列

沢田洋々捌

宮脇美智子

沢田洋々

菫早

阿部朝子
室伏章郎
浅沼子葦
垂早

朝

はっとする小さき黒子に嵯り戻り

美

く湖畔の宿で隣り合わせに

洋

洋

効能書きは良いことづくめ

境内を僧都自ら案内して
砂丘にしるき数の風紋

美

葦

一早

美

一早

洋

寒獅を提げて来たりぬ月の道

美

とぎし

刀剣師の髭のしばれる

大国のバブルの傷のなお癒えず

迷信なりとだれが言うとも
門閉ざし文をひもとく花の雨

蜆の汁の香りくる朝

ナ材ファミングで植木の手入れ夏近し葦
転

く個展めざしてイーゼルを立て朝

社長のかつらみんな知ってる葦

旧友と四斗樽をぬき無攪講章

大夕嶢の中の産土神葦

牧場に老鴬の声しきりなり美

母娘してやむともなしのかくれんぽ朝
えん

秘密かかえてそっと家出し朝
冤罪の彼を丸ごと受けとめて葦

勝負の行方キャッチャーにあり洋

朧月ごとごとまわり居る水車朝

屋根替すんで藁片付ける章

鍼引鶴の別れの声を胸にとめ朝
く生とは何か死とは何ぞや美

瀬戸内に同時に三つ橋をかけ章

飛行機雲の流されてゆく章

淑気満ちたる蓬来の島

返り花家紋を誇る武家屋敷洋

平成九年七月八日首

︵於・豊島区立勤労福祉会館︶

平成九年八月二十六日尾
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洋古安風里安風海安里風里子陶芸子水海
比

風酔安洋里青

八東京・一粋会ｖ

和

浜本青海捌

久小田根大浜
保野中沢城本

歌仙﹁春立っ日﹄

春立つ日歌仙巻かんとマリオンヘ

余寒の空に浮かぶ片雲
高
大

あげは蝶うまれ大地の目覚めきて
ベランダ埋めるイングリッシュガーデン

すえ

ナォ朝ぼらけ乗込み鮒の賑はしく
舳先にたてるアプロディーテ

食後ゆったり葉巻煉らす

ガラス吹くヴァイキングの末商背高し

そっとさしだす形見の真珠

多英スゲェーやった−モーグルまさかの金

指輪はずし車窓に髪をととのへて
コーヒーの香の部屋にみなぎる

墨染めのしじまを破り鯉二匹

ほろりほろほる萩の散りたる

帰省の車あふれる街道
寂聴の語る源氏に月の弓

包丁売りは蟇の油か

ナゥぱい廻しひとり勝ちするにくらしさ

運鈍根ロン毛ピアスの宮大工
五十鈴川原にひと休みする

甘茶いただき仰ぎみる鴎尾

花堤雪洞続く人の波

︵於・朝日マリオン

平成十年二月四日首
平成十年五月六日尾

地
引

品
田

中
澤

聡

公

念

麹町秋葉庵︶

−70−
〃

月見膳杯重ねっシ待ちわびる

稲架に群らがる雀忙しく
ワ庭もみじ寅年の犬おほあくび

鬼の豆打つ声恥じらひて
幼年期あれは他人と男言ふ
並んで座る落ち着かぬ闇
釣書でくどかれている父母の前

﹁一期一会﹂と掛軸にあり

月涼し水干乾せる磯の岩

鳥居にひびくしづのをだまき
着せ替への次官大臣ゆづり合ひ

宇宙飛行士喜寿を迎へる
流鏑馬の白馬疾走花吹雪
大掃除終へ帰る子を待つ

横
田

魚海亭公安里里風安亭古里子風海陶安魚

八伊勢・五十鈴吟社ｌその一Ｖ

半歌仙﹃秋暑し﹄

村野正

福田重子捌

港練る大鯛みこし秋暑し
月傾きて明けそむる空
山口圭

早川忠

榊原︷国

福田車

萩こぽる陶窯ひたすら守りきて
ファックスで来る孫の絵手紙
中津秋

平成九年九月九日首
平成九年十月十日尾

︵於・伊勢市立図書館︶
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かしぎ

中元に喜ぶ顔を思ひつ易
応援団は汗拭きもせず
ゥ大するめ摸ひし猫はもてあまし

ひっかき傷の息子現はれ
この恋は透明にして不定形

指先見詰め話もどしぬ

今はもう女上位も気にかけず

天寿全う賑やかな通夜

西安の城に東て月見しことも

鶴涙を聞き浸かる露天湯
厳しくも日朝関係育てねば
つき
細き生た計
に針祀る寡婦

行き行きて壼くることなし花の山
ハミングしっ畠揺らすぶらんこ

秋美圭正重忠圭正秋美忠重野夫子美夫子

ハ伊勢・五十鈴吟社ｌその二Ｖ
ひび

歌仙﹃笈の波寄す﹄
中津秋野捌
村野正

早川忠

一望に摸の波寄す秋の浜
月光ゲ入る鼻旅籠静けし
椎拾ふ孫初歩きはにかみて
中津秋

榊原圭出

福田重

蔵の前弾みてやまず寒雀

山口圭

ナォスキップにはずむ園児の赤風船重

野点の席に犬もちんまり秋

第九もて平和祈らん大合唱重

同窓会を友せかせ来し正

的矢湾見下す店の牡蛎料理圭

酒落たストゥール似合ふ女立つ忠

あけ

さま

圭

炎えながら恥じらふ様に魅かれたり正
ひと

コキュよと他人に噺けられても

大蔵の蔵とは貢入れる意味正

屋台で地酒論議沸騰秋

月遅し東京に発つ夜行バス圭

暁の雲間にはぐれ雁消ゆ美

ナゥ宮相撲ョイショと氏子声揃へ畠

艀①冒し巨︑鴇ヨ五輪旗の下菫
予定表と年
齢も忘る塾ほど過密忠

舂の焚火も朝市の路地重

岩船寺鐘つく僧に花降りて秋

︵於・伊勢市立図書館︶

天に届けと高くぶらんこ圭

平成九年十一月三日首
平成九年十二月八日尾

81−

クロワッサンをふわり焼き上げ

ぴんと張られし雪吊りの綱

ワ総会屋叩き潰せと特捜班
パソコン画面休む暇なし
お守りにことよせあかす恋心
行きつくところ悔なしと思ふ
峡美しき車窓シャッター切りつダけ

落人部落月の涼しく

草刈女腰に蚊遣をさげながら

肩こりに効く中国の鍼

延長戦気塊のシュートパリー行き
ステンドグラスに映ゆる賛美歌

花明り文豪の碑は渕に建つ

蛙悠々自適なる貌

美圭秋忠圭重正秋美忠重正子野美夫子夫

八伊勢原・伊勢原連句会ｖ

半歌仙﹃快癒待２

子等も伴いビール差し入れ

俳友の快癒待つ座や梅雨晴れ間

不精髭さえ貫祗の人

濃く淡くあるいは白も紫陽花に

灼熱砂漠急に冷え込む

トップ切り四駆を駆ける月に向け

小林静司捌

博

明

小林静司
近藤栗子
西部周子
大津博山
前田明水
山岸雅
広田遊

ワープロ叩く妻の細腕

雅

ゥ探鉱のやぐら組まれて炉火恋ふる

歌詞を忘れしゴンドラの唄

すまい

博

明

周

栗

遊

栗

静

若き日の水着が多き写真帳
ゆさく
対局は秀し策
流に始まれる
岡山の湯は不況かこちて

地蔵のものか雪の足跡

ま鼻かりの酢漬け積まれて月寒し

生まれ曇ば乳が出てよと又詣る

次の世代に託す養老

蟇穴を出て聰きし太棹

ひきあな

花を追い旅が栖の一座にふて
とざお

︵於・伊勢原市シティ・プラザ︶

平成九年六月十七日首尾
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ハ東京・市ヶ谷連句会ｖ

歌仙﹃稲妻や﹄
稲妻や闇に沈める茜雲
二十世紀の梨が卓上
高窓にさし入る夜半の月にして

ナォ疲れたる遍路夫婦の遅泊り
独りっきりで浸る据え風呂

山裾は新幹線の振動が

携帯電話マナーとてなく

日焼けして唇白く塗りたくり
波乗るさまは腰をくれらせ

富士山がよく見えわたる上天気

踊り子が行く天城燧道

大いなるがさつな羊歯が群生し

昨日の雨にしっとりとせる
神前に盛りあげられし月見芋

紅葉のあひに波頭見ゆ

ナゥこの日頃夜寒朝寒身に入みて
プラス思考を語るキャスター

晩学の仏語辞書引く夜楽し

猫の仔連れが膝の上に乗る

不景気の風もおさまり八重の花

大吟醸を提げし野遊び

秤鰄抗癖乱朋壼叩雷︵文音︶
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長距離列車通過する音

熟れ麦を前に油絵描き続け
ビール一函すぐ空になり
ゥ毎日を欠かさずポストまでの路

いつも誰かに守られている

殿上の女談議に更けまさり

尼さん作家文化賞受け

思わざる不倫相手のしたたかさ
じゃないですかと怖い顔して

雪の月ただ真っすぐに歩む道

近江の湖に立てる枯葦

元勲の別邸なりしレストラン

文士仲間の寄り合ひの場所
連載をこき下ろされし花の冷え

たたみいわしを焙る春の夜

多太里
佳

橘宮野
本下口

多太井多太井多太井多太井多太井子郎井

筆太井多太井多太井太多井太多井太多井

執

八市川・市川俳譜教室ｖ

歌仙﹃雪の日﹄
雪の日の小さき親切小さからず
しもやけ指ですげる下駄の緒
うから寄る廣間毛既敷きのべて

引地冬樹捌

引地冬﹃

今泉宇

伊藤薮
伊藤孝

藤沼和

ナォ中東に核戦争か浬藥西風〃
チャドルの瞳怨むごとくに樹

妖しげな横丁にっと連れ込まれ孝

媚薬まがいを買えとしっこぐ薮
嬰のせて回転木馬の浮き沈み恵

天折画家のえがくスモッグ浅野黍穂

警笛を鳴らし三峡下る船樹
はるかに見ゆる伽藍の莞宇

くぐつ

槐偲師の眠りとろとろ埒もなく薮

何処に捨てよか原子炉の灰恵

ごきげんに月のあかりのアドバルン穗

松の手入れも了えて髭剃る薮

ナゥ甘え寄る猫を小脇に温め酒樹
病気の予後がかんばしからず宇
おやつには大学芋に胡麻ふって和

樹

母の里から届くファックス薮

花篝火の粉の果ての星となり

丹波に現るる錐のしたしさ穂

︵於・市川俳譜教室・ダ・バオラ店︶

平成十年二月四日首
平成十年四月一日尾
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置もののどとちまと老刀自
漸やくに西にかたむく望の月

夢の間にまに鈴虫の鳴く
ゥ黄落の久世街道に焼団子

話はずめば光る江戸川

注ぎ分けてペパーミントの甘き香に

ラストダンスは抱き合ったまま

新婚の貝殻骨をくすぐられ

澳々として時を忘るる
月あげて偕楽園の涼み台

鶏の笑いを湖にひびかせ
ロッカーの鍵ぶらぶらとひとり旅

円空佛を拝む寺々

流れゆく花筏また花いかだ
けだるそうなる春昼の象

恵宇樹彦恵孝宇孝樹ノノ彦孝樹宇子彦樹涯

八伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃春寒や﹄
石渡蒼水捌

福井敬

中根明

石渡蒼

古き旅館に咲く紅椿

春寒や流れの鯉は身じろがず

島へ行く船白き水尾曳き

背ナまろき轆轤の人に暮れかねて
中野和

朝昼晩と踊りの稽古敬

ナォ隠密の風車売り姿消す和

励んでる重油まみれのボランティア和

小春の寺苑何ごともなし蒼

抜き差しならぬ老の哀しき美
とあるとき瞳で経文ど忘れし敬

電線をするする渡る森のリス和

制服脱いで少女紅刷く蒼
指の先より思ひ伝はる和

敬

禁断のふたりの恋は鍵を掛け美

秋刀魚唖へてさすらひの猫蒼

月は満ち喜和子の海を照らしたり

ナゥ名を問へば美男蔓とぞ言へる美
コンビニで買ふほかほか弁当和

勤めも軽し財布も軽し敬

現世の雑踏さけて鄙の村蒼

︵於・伊東市中央公民館︶

トランペットに覚める春眠和

裸婦像に降る花吹雪ほしいま塾美

平成九年三月十六日首
平成九年四月二十日尾

−8ラー

月の夜の吾子の掌にある匂ひ石

茶碗の飯の栗だけつまむ
ゥ積ン読の書より跳び出すちんちろりん

深い絆となりし恋文

あなたのＤＮＡ私に合ひさう
クローンの記事が茶の間賑はす
このところ頭痛耳鳴りアレルギー

医局の奥に碁を崩す音

湯ぼてりを冷ます涼しき丘の月

守宮這はせてビールを岬る

拾ふ足乱し蹴上ぐる陶狸

表札見れば夫婦別姓

清水の鐘かすかなり花筵
巣箱に残るひとすぢの草

美敬蒼和美和敬美蒼敬蒼和敬美女行美水

八伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその二Ｖ

石渡蒼

歌仙﹁時烏﹄
石渡蒼水捌

東雲の空展げゆく時烏
新緑の中押す乳母車
中根明

中野和

芳ばしき焙じ茶口に飴入れて
宮沢次
福井敬

煙が上る朝の陶窯蒼

ナォ春の風道に片寄せねこぐるま美

わらしの首か校門の前蒼

決算期摺り手ではやす総会屋次

麦藁帽の媚庭掃く次

プルタづてひとり遊びの鴉の子美

譜諾を波止場にのこし船が出る蒼
濡れてゐるかにほのと襟あし美

くさやが焼けるふんぷんの味次

共学の中が結ばれ新居買ひ蒼

月に請ふ七難八苦鹿之助蒼
石の重さに鳴くちちろ虫美

心を沈め旅の始まり次

ナゥ草の実のたわわに川畔彩どりて蒼

薬味あれこれみんな是好美

ジョギングの一歩の歩巾まだ伸びず蒼

︵於・伊東市中央会館︶

お国説に日和麗らか美

伊那谷の花散りそめて降りかかる次

平成九年五月十八日首
平成九年六月十五日尾
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窓明け放ち梵る藤椅子

千年の古都に掲げし宵の月
山のふところふふむ秋水
ゥ村落と棚田をつなぐ曼珠沙華

行きずりの娘の刷きし口紅
畷り泣くやうな音する帯を解く

転り出した小銭数枚

とめどなく敷居傾く破れし家

湯豆腐つつく上戸か下戸か

負けてもなげるモンゴル角力
ぬれ落葉踏めばつるりと月の冴

一念発起億万の富

死神の相の古着屋莨吸ふ
花盛る並んで立たす異国人
かげろふ揺れる沖の七島

次敬蒼美和次美敬次和蒼和美行男美水女

八井波・いなみ連句の会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃郭公﹄
るべ
郭公や道し標
の石は爺きヶ
岳
いちご

山本秀夫捌

自慢げに見せ合う魚籠に月上る

机の上の小さきアルバム

慧

泰

夫

竹部慧美子

屋台の酒に秋も暮れゆく

泰

慧

山本秀夫
沖田泰子

ワ大臣もアイドル歌手も赤い羽根
あのポスターの前で逢いましょ

泰

二三歩先に熟れし懸鉤子

長崎の鐘もうっっにいだかれて

慧

装えば裾絵野の草ちらしにて

全地婦連の平和行進

泰

明治からひたすら轆轤けり続け

見はるかす海の湯心地声もなく

熊荒れの止んで新墾田月の弓
ござぷし
雪の達磨に着せる莫産帽子

泰

慧

夫

泰

夫

テニスコートにはしゃぐこどもら

慧

シャガール展出でて燗漫花の中

慧

座敷ぽっこがあ笑
う膏薬
らきだ

夢のかけ橋蝶のひらひら

平成九年十月十七日首
平成九年十月十九日尾

︵於・紫石庵︶
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八井波・いなみ連句の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃万緑﹂
万緑の山真向ひにペダル漕ぐ

麦笛競ふ兄と弟

栄転の祝ひの電話次々に
ぴったり合ひし仮縫の服
釣糸を垂れる川面に後の月
茱萸のたわわに採る人もなく
ゥ雑踏に踏みちぎられし赤い羽根

手鍋提げてと思ひはしたが
フルコース映画のシーン語りっ易

古代ロマンのあやし雰囲気

吉藤一郎捌

一一一谷貴志夫

中嶋昌子
二村文人
朝倉一緒
重松とみ
上田智章
大島朋子
杉本聰
長谷登世

貴志夫

昌子
朋子
昌子

たをやかな百済観音笑みももれ

屏風に描く笹竹の群

吉藤一郎

聰

登世
登世

聰

未だ覚めぬ看取りの窓の東てし月

野良犬吠えて後は音なし
しゃれた棚キープのボトル肩並べ

話の途中テレカ出できて
樹下独り佇み浴びる花吹雪

霞隠れのふるさとの町

津波警告触れる消防登世

おやこ

ナォ母子連れスカート濡らし磯遊び聰

世界の土産カタログで買ひ登世

宇宙から見ゆる地球は青といふ朋子

冷奴英語まじりで法螺をふく貴志夫

菖蒲刀の孫が大将朋子

ロン毛ふるはせ長き抱擁聰

ごじんじよだいこ

もてなしは御陣乗太鼓乱れ打ち昌子

ふと離れ婚約指輪そっと抜き登世

肪ひし舟の綱のゆらゆら一郎
窯出しの皿月明にかざす影登世
農夫は厄日無事を祈りて貴志夫

止まりがちなる遺言の筆聰

ナゥ溢蚊の終の一刺しとは言へど朋子

社交ダンスの軽きステップ朋子

唐突に﹁旅は道連れ﹂話しかけ貴志夫

西郷どんも春興の体一郎

レンタルのドレス気になる花の雨貴志夫

︵於・井波町総合文化センター︶

平成九年五月二十二日首
平成九年五月二十四日尾
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ハ茨木・茨の会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃秋乾く﹄
秋乾く隅々までに句座の声

木犀の香の流れくる窓

近松寿子捌

薗理恵
高見一西

上田真而子

加藤久
大田行雄

回り道真夜中の月友として
なにをみつめる猫のまなざし

理

久

一西

ふ

↑西

中島ふゆみ

新調のスーツの衿は小さめに

酒の燗にも好みいろいろ
ゥ雪しまくゲレンデの彩見えかくれ

いつしか胸に深くいる人
マストロヤンニすでに逝きたる

彼の名を日記に昨日今日明日
聖堂に淘摸の一味のたむろして

ふ

一西

理

爆音鳩みぬ月暑き村

大株となり浜木綿は煙やかに

久

ざしきわらし

左に向いて右にうなずく

久

ふ

理

留守の里座敷童子が寂しがり
クレョン画描くうららかな昼
花は五分夢は未知数なるがよし

春の雨待つ気に入りの傘

平成九年十月十九日首
平成九年十一月吉日尾

︵於・茨木市市民会館︶
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弘

ハ茨木・茨の会ｌその二Ｖ

越澤

富澤弘捌

孝

世吉﹃萬愚節﹄
冗談を眞に受けしまま萬愚節

首を傾げて追ひし逃水
観潮の船滿員の客乘せて
右も左も若づくりなり

村おこしとて開く温泉

ナォ解禁を待たず小鮎の試し釣り

農機具を題材にして個展持つ
高層ピルではやるギャラリー

華やかな傘の連り初時雨

書いてまた消す手渡しの文

おこそ頭巾がそっと眼くばせ
忍びつつ募る想ひはとどまらず

オランダ坂の先に教会

逢ひし時何を語ればよいのやら

つくつくぽうしに耳澄ましたり

暦見て残暑見舞と書換へる

西の方より鰯雲滿つ

蟷螂の鎌振りかざす書の月

憎まれ口もときに愛橋

ナゥ友來たり出湯で烏鷺を打ち續け

日焼けの肌でをどるゴーゴー

澁谷では跣足に下駄がはやりとか

空腹を抑へ飛び込む終電車
どこもかしこも禁煙の札

春虹うれし甘橿の丘

賑はひに押して押されて花曇

秤轆皿斡梱朋十至串澪︵文音︶
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一匹の猫に家庭もなどむらん

主人に似しか外面も良く
遠山の櫻紅葉に月のぼる

熟れる石榴の弾けるを待つ
ワ掌に載るやまがらのみせる藝
おみくじ目立つ秋の夕暮れ

赤鳥居かたへに灯る御神燈

ふたりの炎熱き昂り

そはそはと周園の視線避けながら

女性雑誌にあけすけな記事

ペンションの素敵な夏が訪れて

佛法僧鳴く細月の影

このあたり縄文遺跡眠るとか

古老から聞く縁のつながり

田螺の里のゆるきせせらぎ

太棹のじょんがらの音にうっとりと

淡墨の花も盛りの喜壽祝
子孫繁榮根分けする朝

堀冨

孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘一

弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝

ふ

行尚す一美

ゆ

が

ハ茨木・茨の会ｌその三Ｖ

衆議判

真

大内石品内富上
田
11 井部円澤田

半歌仙﹃おむすびの﹄

爽涼やおむすびの味友の味

乾杯の隙ねらう忘れ蚊

名山の月観る旅に誘われて

たゆたう雲の谷間の宿

手ぶくろを買いに仔ぎつね駆けて行く

日向ぼっこの祖母のおはなし

ゥ最澄と空海の会う寺宝展

愛憎秘めし文の数々

高々と髪を束ねて待つ夕べ
子連れやもめのとばすハイヤー

たまどっち引換券を握りしめ

入道雲のむくむくとたつ
驍雨去り水平線に浮かぶ月

難民テントに晩祷の鐘

カナリヤは幽かに喉をふるわせて

今日は終日いかなどを煮る

車椅子押し満開の花に酔う
新世紀までとどけふらここ

平成九年八月三十日首尾

︵於・六甲山ビラ︶
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子
美ふふ尚美尚弘朝すみ朝雄美子朝子

弘而

中
島

八茨木・茨の会その四Ｖ

半歌仙﹃冬﹃
椿﹄

小池正博捌

雪囲いする山裾の庵
久保田夜虹

薗理恵

奥村富久女

しみじみとハングルの文字文にして

たしなまぬ徳利に挿すや冬椿

秘伝のたれを受け継いでいる

深海魚未だ見ぬ月を尋ねたく

尚

千

夜

理

一巨田

出来千恵
内山尚美

冷まじきまで群青の闇

野趣の料理に舌鼓うち

ゥ秋遍路ひとりひとりの部屋を持つ

清流を古武士の貌で漕ぐカヌー
濡れた水着で抱きついて来い

一邑

小池正博
正

夜

実篤描く油絵の額

日焼けしてわがままもまた美しき

とぎれとぎれに椋鳥の夢

月下凛杖豐礫と米寿翁

正

一百田

尚

執筆

灯ともし頃の街のときめき

吹けば飛ぶ程の善意を赤い羽根

ゴム風船はそれぞれの手に

凱旋歌今年の花と擦れ違う

︵於・茨木市・宇久井︶

平成九年十二月二十一日首︵あと文音︶

−92−

八茨木・茨の会ｌその五Ｖ

茨﹃倒れゆく﹄
高見茜捌

石井すが子

高見一西

木枯や形なきもの倒れゆく
歳末セール値下はやばや

弦川八重
福島桂子
水谷千代子

平成九年十二月二十一日首

︵於・茨木市・宇久井︶

※一九九七年を象徴する語として﹁倒﹂が選出さる

﹃茨﹂と称しております︒︵近松寿子記︶

︵注︶形式﹁茨﹂について
﹃表合十句﹂︵発句・脇・第三は歌仙等に準じ︑十句の中に四季
を詠み込み︑月・花・名所・神祇・釈教・恋等をあしらう︒月・
花の定座はないが素秋は忌むので秋月に限る︶は短時間で連句
を楽しめますが︑本来は格調ある形式なので揮って﹁表合十句
的連句﹂と称して﹁茨の会﹂で愛用︑それを発展させて句数は
時間により八句になっても十二句・十四句になっても︑として

／ユ

※

つと動き出す置物の猫

束の間を画廊の会話たのしみて

月の駅目鼻ととのう茶髪の娘
ふたりの闇にすだく虫の音

大田行雄
加藤久
す

川の面に映るコスモス揺れやまず

応募幾度新人賞得し

久

行

桂

一西

八

住職は呑むほどに舌よく廻り
みたらし団子串が焦げてる

千

名優逝きて残す映像

チョモランマ踏破を果たす夏の夢

西行の跡たずねゆく花の旅
煙るがごとく春の雨降る

Oえ−

八松山・宇宙連句会ｖ

歌仙﹃春陰や﹄
春陰や式部ゆかりの源氏の間

机上に活けし椿一輪

小綬鶏の連呼に子らの集りて

辿りたどるも細き林道

中天にかかりし月の澄み渡り
そぞろ寒さに変るあいさつ
ゥ背負い籠に芋と栗とを堆く

公民館で民謡の会

松永静雨捌

茶道の正座限界を越し花

ナォそよ風に烏の巣箱のゆれもせず靖

目で追うてゆく足速き彼晃

耐えて待つ﹁高野参り﹂の妓の遅く隆

署中見舞に届く泡盛西

強き愛何も畏れずいつまでも和

世を勘ねて仰げば淡き月の量静
画布白きまま秋も更けゆく隆

ファックスで日毎夜毎のラブレター

砕氷船に乗りし彼の人

隆

静

西

和

平成九年十月十日首尾

︵於・松山市西女庵︶

水面に光る若公魚の群晃

気流に乗りて消え去るはなに西
神官の烏帽子に花の散りかかり和

海端に突きでし城は文化財和

朝鮮箪笥運ぶ男衆晃

家出の猫を探す公告西

クリントン株価で越えるスキャンダル和

ダイオキシンに恐れ戦く晃

っかの間に二重の虹も消え失せて隆

松永静雨
鎌田隆
大月西女
松未竹籟
渡部晃女
井上和久
加原東明

ナゥ恩師の喪明けてこれより冬仕度静

笑い袋のやがて空しき

籟

隆

大野花留化

月涼しければ老犬草に伏し

上田靖男

雛々の指にすぐすぐ爪伸びて

水争いは遠き思い出

晃

和

特急が停まらぬ駅の切符売り

史跡指定となりし古池

西

山門をくぐれば花の咲き満ちて

無人市場の独活をぶら下げ
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八松山・樗堂連句会ｖ

歌仙﹃月夜﹄
アズマヤ

ォ四阿の柱に免れば月夜かな

風のまにまに金木犀の香
お茶一服を点て出しにする

鶴首の小むらさきの実こぼれゐて

夏簾静かに客の待つ見ゅる
夕凪となる時刻なりけり
サト

ゥ知事選は宮城の郷に新しく

二人を中に世界は廻る

．ナカラ

ジヨウ

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞
大本まこと

林半星

洞

井門可奈女

倉本淑
星

奉示

ま

淑

市内にデープキッスも堂々と

余韻搦々酔いしれる恋

洞

特大号外アムロ入籍

星

徳利は二合半買ひにぶらぶらと

ま

淑

琴示

洞

ペチカの前でワインかたむけ

凍て月を踏んで石段お詣りに

厄年を無事にと念ず薬王寺

淑
ま

指傷つけし怪我のもとなり

海の彼方に立つ屋気楼

アルバムに三吉野の花広がれる

キサガダ

ナォ象潟も陸続きなる若緑洞

地震前兆か潮独りゐる洞

翁あゆみしあとなつかしき奈
国ご
とに呼び名も変る海異変ま
ナイ

のほほんと葵祭のにぎやかに奈
ひねもす葭寶たて掛けし店ま

黒髪長き乙女なりけり奈

紐買ひに来し老僧のあらわるる洞

ワンルームダブルベッドを押し込みてま

ルックス低う軟派の調べ洞

モテアソ

月光を潮弄ぶ椰子一つ奈

秋桜畑子を探す母ま

コウ

紅気焔挙げ婦人大会奈

ナゥ男気を捨っ生活のそぞろ寒洞

軒深
く越冬燕連なりぬ洞
ケンドジュウライ

捲土重来漢字検定ま

花筏つらなってゐる渕広く洞

風車舞ふ地蔵の背中奈

︵於・愛媛県生活文化センター︶

平成九年十月二十八日首
平成九年十一月十八日尾

−9ラー

八松山・小野連句会ｖ

身に入むや母の名うすれ鯨尺
長井實

大野順

渡部伸

歌仙﹃鯨尺﹄

留守居の窓に澄める半月

渡部伸居捌

早稲稔る里の朝夕は露おりて

愛犬既に振りっ待つ

伯夷叔斉常時空腹村上雪香

ナォ手折りたるあと新しき蕨狩り宇都宮柏葉

子等集ふ移動図書館街角に渡部就子

景気刺戟は道路掘ること居
炎熱へ冷水注ぐ策無きや平
なれた操作でテント設営葉
故郷を離れ野戦の夢淡く香
君に貰ひし産土神の護符就

﹁言っちゃ駄目﹂妻が片目のサイン出す居

猪垣造りまもる田畑葉

ハーブの薫り部屋中に満ち順
横笛に月誘はれて山の端に平

ゴルフッァーに社員一同就

ナゥ幽霊と見まがふ芒野に摩く香

素人の域を超えたるカメラアイ居

︵於・松山市小野公民館︶

四阿にまで運ぶ草餅葉

首脳会談なごやかに終へ順
借景に藁葺ありて花大樹平

平成十年四月二十日首尾
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荷物提げ汗をかきかき立ち話

日傘の模様ひまはりの大
ゥ事故跡に建ちし地蔵の旗なびき

残る手紙がまた涙呼ぶ

恋といふ傍きものへ恨み節
はせ
初瀬詣でとか輪袈裟新し

骨董の店何軒も並びゐて
水琴窟の音色賞でつつ

寒月の枯れ閑庭に客ひとり

備長炭の焔あかあか

ゆきひらに風邪の予防の玉子酒

学年試験終へて安心

お社の花とめどなく散り続き

春潮香る海沿ひの邑

平順居平順居平順居平順居平順居平子居

八松山・おぼろ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃四阿︵あずまや直

さみだれうちにワープロを打つ楽

ナォ岩稜の郷燭バックにポーズ執り夢

雀荘︵じゃんそう︶内部煙り濠々芝

経済の行革談義先き見えず純

信玄の隠し湯名物鮎を売る水
白き裸に迫る青葉枝︵え︶洞

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

齢の差は五十も違ふ後添ひで楽

四阿の柱に免れば月夜かな

今井比呂夢

高橋藺水
山本青芝
浅木一耕

山畑はむかご零︵こぽ︶るる頃ならん

塵収集車主婦の蜻集に耕

ナゥ秋渇き年金暮らし年︵とし︶重ね水

傘美しき紅天狗茸︵べにてんぐだけ︶洞

名月へ渡る幸せ七つ橋芝

恋に破れし身を癒しゐる純

にっこり笑︵えま︶ふ目元優しき夢

ふと耳に擦れ違ひざま故郷︵くに︶誰り耕

孫を背負ひてスーパーに行く

庭いつぱいにすだく虫の音
父の日に届く娘のプレゼント

梶野浩楽

水

藤本純一

洞

毎の中を散歩する朝

ゥ東北の知事選を保々取り落とし

女心を点︵とも︶す蝋燭
後れ毛の一筋揺るる項︵うなじ︶にて

夢
耕

春の黄昏︵たそがれ︶濃き色に染み芝

花前線昇りつめしと花便り純

ねんねこにくるまる乳児すやすやと
夢

彗信

外国︵とっくに︶の旅の土産にチマチョゴリ

楽

胸に秘めたるペンダントなり

音痴の彼は隅でこそこそ

楽

寝静まる団地の家並月冴ゆる

純

お茶をいただき暫し寛ぐ

とつぼ咄︵ぱなし︶の狐提灯

洞

︵於・

仙而繧諄翫祉センター︶

平成九年十月二十九日首
平成九年十一月二十日尾

鐘鳴らし三つ目のお化けちいろちろ

水
芝
卜
封

景気なおしの酒の場を持ち

深苑の老木の醸す花吹雪

伊勢二見浦聞く蜑︵あま︶の笛
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八松山・おぼろ連句会ｌその二Ｖ

鈴木春山洞

高橋蘭水

歌仙﹃ポインセチア﹄

白猫やポインセチアを窓に置き
藤本純一

鈴木春山洞捌

冬日向なるまどろみの中

梶野浩楽

上りさて下り便には席もなし

親を囲みて嚇す子や孫
月光に踊る釣魚の影の大
畠を荒らす猪の群なり

洞

長井南茶亭
水

今井比呂夢

浅木一耕

娘このごろボイン目立てる

ワ床の間におく菊の香のみちみちて

セクハラは男泣かせのこと端緒

純
耕

脱ぎ捨てし衣︵きい︶匂ひ懐かし

楽

夢

一宮手

洞

水

情︵こころ︶移ろふ紫陽花の毬

信玄の隠し湯訪い道辿り
歯車合わぬジャパン経済
流れ来る調べ搦々月涼し

清水の舞台も沈む温暖化

耕

純

地球の危機のブラックホール

浜一面に吊るす姫具

風正面︵まとも︶枝垂るる花を鵜り抜き

ナォ混藥絵は時候ぱなしの老婆連れ山本青芝

官僚汚職呆れ果てたり楽
頭丸めて山ごもりする水

マスコミにおどらされたと気が付いて亭

凍て滝に肩うたさゐる荒行に洞
小春陽差しにほっとひと息純

身辺整理ゴミのかたまり亭

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

雁の啼く音に愚痴を眩き洞

赤のれん分け出て仰ぐ月埋々水

ナゥそぞろ寒被爆受診者皆高齢純

芝

宮の階︵きざはし︶登りかねゐる耕

我が人生は平凡で良し楽

何故逝った伊丹十三ショックなり

つくねんと待つ四月馬鹿にて洞

往く女︵ひと︶のみな美しき花の下亭

平成九年十二月二十五日首

︵於・繩艸抑繧諄副祉センター︶

平成十年一月二十九日尾
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八神戸・海市の会その一Ｖ

歌仙﹃恩髻﹄
恩讐を超えて暮れゆく時雨かな

一寒灯
の照らす脚もと
あやつまづ

韻律の文に蹟くこともなし
すなど

遊遁奇遇人を漁る

鈴木漠捌

ナォうすごほり踏む心持にて退院し

初恋のこと悼む廃校

馴れぬ読書に忘我を託す
薪負ふ二宮少年像いづこ

英

すだく虫さへ友の気配と

死者の名も長十郎とて捨てにけり

月影越しに六方の所作

しばらく

箱庭の借景成りし路地裏に

パン・フォーカスで蚊遣火を撮り

喧嘩の声もとんだ愛矯

身の上は娼婦と語り艶然す

圭

永田圭介
鈴木漠
三木英治

をかしみは田舎歌舞伎の暫か

圭

英

なさけ

梧桐の月孤愁はろけく

圭

かひ

あを

屋号入り浴衣干されし湯治村

漠

もず

工場街の昼のサイレン

ほほ

蓬け︽し綿を被るぜんまい

歌に酔ひ歌に崩れて花の宴

秤鰔地癖廿一一朋津︵文音︶
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漠

雑念捨てて爽涼の瓜

漠

寄りかかる寓居の窓に月も出て

清浄無垢の巫女に焦がるる

ナゥ梢よりつと離れつつ鴫鳴いて
遊びの沙汰のさて在りやなし

ワ藁塚に神もおはすか野のけぶり

圭

英
漠

雪つぶて仮想の敵に対峠せる

碧き眼に秘めし情を君知るや
﹁へるん﹂の遺す鉄ペンの錆
をののいて聴く怪談の結末に

峡をへめぐるボンネットバス

英

とみに内閣支持が傾き

英

漠

圭

ポマードの香りに伊達を極め込んで

陽炎追うて酒場への道

大都会そのどぶ川へ散る花に

英圭漠英圭漠英圭漠英圭漠英圭漠英圭

ハ神戸・海市の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃初潮﹄
くうせん

初潮に空船揺るる夕べかな
踊り帰りの母子睦まじく
もだ

こおもて

今昔の哀歓映す月も出て
黙せるままに壁の小面

鈴木漠捌
永田圭介
鈴木漠
三木英治
圭

ナォ侘数寄の絵皿を飾る魚が二尾

自慢の毒にこぼすコーヒー
下町のカフェ女給も懐かしく
ムナジ
胸乳のほくる忘れがたくも
莊々と貴種流離證書き終へて
ちつ

しじま

秘抄の峡も湿るさみだれ

さしあたり午後の静寂に虹を得し

遠近法に工夫凝らせる

木犀の黒薫る迷宮

秋遍路高嶺を仰ぐバスの窓

月光の門へ仲人請じ入れ

漠

才媛才子つくるひととき

けが

ざ

みまをとめ

いだ
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裂帛と鋭く響く能管に

圭

英

ナゥ想ふこと為すこと果てて芋を焼く

狐狸庵などと戯れし仁あり
ワ神の意の葛藤熱く筆冴ゅる

英

漠

あだ

修行の身にて抱く温石

稜れを知らぬ深山真処女
はじら

主︷

蓋ひに鏡の笑みの姻梛めいて

漠

吹かれて飛んで蒲公英の紫

只管に歩け歩けと示唆もされ
覚悟のほどを辞世句に詠む
一座来て花も嵐も野次まみれ

秤鰔岫︾十千朋雷︵文音︶

たんぽぽわた
圭

英

英

漠

日毎にませる物の言い草
葉隠れを涼しき滝の白糸に
夏の悲劇をにが酒に酌む
より
天と地の交た信
は月と蛍とが

太陽系をめぐる音楽

おの

英

漠

圭

ヴェネチアの波に浮かびて夢うつつ

しむは春と己が名をこそ
う借づ
たかしべ

堆くかつは無残に花の蘂
霞立つなか詩碑の影見ゅ

漠英英漠漠圭圭漠英圭漠英圭漠英圭漠英

八東京・解續ｖ

滝田遊

別所真

歌仙﹃天に鍬礎﹄
徳岡久生捌

春疾風閃々日比谷大通り
すがる少女の営巣の朝
徳岡久

地虫出づ耳順は去年のことにして

小原洋

ＧＩジョーの錆びし目ん玉

ナォ輪郭のおぼつかなくて蝸糾生るる紀

あした待たるるその宝籔紀

ひょっこりと都電始発に真剣師〃

薔薇を唖へて地団駄を踏む生

耳

おもしろうてやがて悲しきカンガルー筆

夕あかね山のあなたにあるはなに？

無告の民の群るる桟橋紀

愛染明王眩量三目

焚書令出エジプト記創世記〃

浮名儲けも冷まじくそる生

満月をざらりと舐める猫の舌耳

ナゥ紅型の襟正しうす千代女の忌

罪人ひそと逃がす森番耳
小倉太鼓を凛々と打つ耳

初雪に熔接工の視野冥き紀

︵於・目白﹁松聲閣﹂︶

天に鰍礎地には揺藍

ゆめひとひら乗せてたゆたふ花筏生

平成九年三月七日首尾
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ペンにも箸にも机ひとつや
書割の月に運河はなかりけり

酒騨の灯にじむ後の村雨
ワ辞めようか辞めるの止そかうるか喰ふ

片足跳びで降りる段々

まぼろしの武士駆ける恋ヶ窪
子泣き流離ふ姑獲烏てふ名の

袋蜘蛛黒く鯵々髪を剃る

頽るる際の牡丹おそるし
釉あはき香炉の銘を撰むらん
サーカス寒きテント吊る月
嘘鐸吹くジブラルタルの海境に

うそが上手で眸つぶらで

かげるふしぱし石にまつはり

花曇禁治産者の通達状

生一紀耳一生紀耳一紀生一耳紀生耳紀生

別所真紀捌

久純淑遊健洋真

八東京・解續ｖ

世吉﹃海市の城﹄
いづく審傘を手にさげて帰る僧
牡丹焚く火のつひのむらさき

少年剣士声の凛々

白昼に氷魚一尾の乱ありて

庫奥の鐙の漆剥落す
置き忘れたる竹の水筒

秋の公使が薄い髭剃る

ナォ紙雛挟みて兄の明荷負ふ悟
途切れとぎれに網走のこと代

立ち尽す愛国主義の娼婦達
なまむぎなまごめ耐へて抱かるる悟

ひとりよがりのジェンダー論ぶつ馬

夏嵐過ぎてぶぶ漬たまはれり代

ガリバーの肺活量のおそろしき紀
プレパラートにウィルスの型純
帆船に乗りこむまでの粁余曲折悟

帰燕が跨ぐ緯線経線
殉教の使徒なる祖父の月の詠代
タイマン張って肩のやや寒悟

ベランダに虫籠殖えてゆくばかり馬

沼の面にＵＦＯを見る純
ナゥ弁当は理科室で食ふしめやかに悟
樹氷の系を貫いて絶え生
からくに

韓国の空っ風捲いてイレブンは代

安西均の洋杖の音

つか

掻き寄せて花を埋むる花の墳生

︵於・目白﹁松聲閣﹂︶

海市の城に剛叺吹きゐる紀

うららうららに雌いて来る犬代
あわだてる蒼弩の円いかのぼり馬

平成九年十一月二日首尾
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月光をふはりと踏んで未来まで

ワ遊牧の娘に林檎贈らうか
蜜の匂ひのけふ始めけり
へリポート鷆鵡を抱ける夫着きて

寄木細工に隠す恋文
窯変の夢を育み半世紀

辞すべき席に評を請はるる

いつの日から首吊るための藤の椅子

泡盛酌めば吃音の月

山小屋の沸点九三度てふ
スイッチ一つで胎蔵界へ

仔猫うっとり舐めるスリッパ

ＢＧＭキース・ジャレットソロピアノ

せいくらべするものの芽に雨

無重量の水滴に花封じこめ

徳小浅上佛小別
岡林賀野渕原所

生馬純一馬代悟一生悟馬代純代生子代馬悟一紀翁

むつ

ハ多度津・香川県連句協会ｖ

栄恭

西岡恭平捌

遙

半歌仙﹃﹃
睦鮭
のの憂鯵﹄

耳たぶの薄き血のいる二月果つ

新
体操に春めける聲
パン

一平
一平遙一平遙一平遙一遙平遙一平

麺麹生地に刻み蓬をふんだんに
ランチョンマットに栗鼠のアプリケ

平成九年三月二十日首

平成九年四月二十八日尾

︵於・高松・渚亭︶
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十六夜のジャングルジムのひっそりと

菊人形の替へられた鉢

プレタポルテ

ゥ単赴任富士新雪を機上より
高級既製服にぬっとおみあし
ピーター
ひそかにも女装願望あるらしく

金比羅歌舞伎御練人力

石段に沿ふみやげ屋に杖を借り

川面を渡る木遣ひと節

露天風呂月と河鹿に覗かれて

タオほル
空振り螢逃せり
し

青い地球汚さないでと子供達

大師一夜で満濃の池

山頭火・放哉も来よ花と酒

細る干潟に鮭の憂鯵

佐
河々西
内木岡

半歌仙﹃戦の日﹄

八多度津・香川連句会ｖ

いぐさ

戦の日遙かに偲び門火焚く
はしゃぐ子供に淡き夕月

渡邊陽行捌

渡遇陽行

潮嶢の肌ビキニの紐跡

よく冷えし葛切に蜜たっぷりと

薄目でぢっとうかがえる猫

曽根孝一

大石マキ子

米谷千代子

植松晴子
柴田豊子

井下未一

ゥ手入れせぬ庄屋屋敷のいかめしく

中原玲子

ジョギングに芒の道を選ぶらん

土蔵の陰できつう抱かれて
妻となり母となりても痔く傷

久保頼隆

高橋キョ子

古き恋文そっと嶢き捨て
行革を首相唱えど民踊らず

隆

孝

マ

千

寒さしのぎに交はす鰭酒

消費税だけ先に値上げを
公邸の人質も見る冬の月
涙腺のゆるみにはつと老いを知る

晴

望皐

行

乗込鯛が光る瀬戸海

ナッメに演歌私大好き
花の雲身の丈高き百済仏

平成八年八月十八日首

平成九年一月十日尾

︵於・大野原町植松邸︶
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八松山・勝山連句会ｖ

機織りの休まぬ音へしぐれけり
田中春

井手光

渡部伸

歌仙﹃機織りの﹄

着ぶくれて打つ裏の痩せ畑

渡部伸居捌

生き甲斐に始めし塾の教師にて
野問予

ナォ健やかな成長願ふ雛流し春

今宵は皆の好むお料理武田智沙

家の生業絶ゅることなく居
都合よく希望大学編入に予

日向ぽこする猫と蝿と光

またしても主ジ同の境なり居

右脳の時代と言へどもの忘れ春

帰しともなきっのる後朝予
頬の傷苦み走った好い男智
結婚詐欺と誰も気付かで居

小枝に鴫の贄は干からび光

影踏みっ居待月夜を戻り来し予

ナゥ自然薯の栽培をもて村興し春
クッキー焼いて配るご近所智

小錦退きて土俵淋しき光

お喋りがつい長くなりすみません予

こし方をうれし悲しと花に酔ひ智

︵於・松山市東雲公民館︶

筏下りは春風の中春

平成九年十一月十四日首
平成九年十二月十二日尾
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双葉マークの新車危ふげ
復元の館タ映えゐる望の月
虫を聞きつつ施錠見廻はる
ワ柄も良く着付けも粋な秋袷

カラオケ会に面影のひと
テレパシー左の頬に感じたり

夫人同伴外シ国へ発ち

さかんなる首脳外交裏ありて

甘みときどきあるも役得
夏の月追ひかけ登る山の上

開け放たれし涼風の窓

﹁幸せ﹂と半島の妻古里へ

善光寺地下めぐる暗闇

アーケード抜ければ花のまつ盛り

てるてる坊主明日は遠足

光居春光居同予春光居春予居光志紅子居

八東予・風の巷その一Ｖ

歌仙﹃産土神﹄
守口津夜子捌

池田澄子

守口津夜子

松永静雨

静

春の火桶にうつす竹炭

客人は白梅の香が好みにて
自服のお茶にしばし寛ぐ

宮道鈴枝

産土神の夢に覚めけり冴返る

父の里より届く長芋

静

月すでにビルの小窓を開け放ち

静
静

夜
夜

男臭さを偲ぶ切なさ

人寄せつけずあびる熱燗

背の君は波涛萬里のペルシャ湾

鈴

静

ワ猪が日毎夜毎に荒らすとか

鈍行で発つあてもなき旅

静

住專がバブルが何よ着脹れて

夜

せぜ

源氏蛍が細流にたゆとふ

山の端に涼しき月が昇りそめ

静

澄

静

鈴

歌仙碑の為にと溜めし五十万

鶯餅にそへし黒文字

知事の祝辞に感謝感激
花満ちて花の命の美しく

ナォ帰りきて黙す雛に灯しける夜

演奏会の切符いただく貴

貸ししぶり廻り廻って買ひしぶり渡部朝茂

世紀末とてひょんな世の中美
提げ帰る風鈴の音の高らかに夜
広葉
の蔭
にひそむでで虫貴
尼ご
御ぜ
前さ
はと
村郷遠く忍び住み美
嫌ひと云へぱ嘘になります夜
ラブコール毎日何を話すやら貴

秋蚕の仕度急ぐこの頃朝

病む人に月の玻璃戸を拭ひやり

グレンチェックの服も爽やか美
ナゥ新型のピッケル持って雪山へ朝

一畝残る畑の大根澄

邸内に烏骨鶏など放ち飼ひ美

縁起かついで赤い靴下朝

光琳の作にかも似し花筏夜

平成九年四月十八日首

︵於・壬生川公民館︶

うらら麗らの歌はなつかし美

平成九年十月七日尾

皇邑︿
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八東予・風の巷ｌその二Ｖ

歌仙﹃巨雨圭一云に﹄
守口津夜子捌
守口津夜子

ナォ亀ないてひとりの旅の流浪めき

芭蕉庵にてしばし憩へる

身におぼえなくて総身傷だらけ

ひんがし

妖しゆうなりし東の空

神棚に燭の穂長き寒造
湯気濠々と広き工房

しばらくは株の暴落続くらし
鬼とも蛇とも感の身の果て
湖の小島にねむるダイアナ妃

渚に拾ふ青き巻貝
越智美代子

藤村責美
池田澄子

踏みしめる砂の温くとし烏雲に

お手手つないで帰る園児等

日借時九春などの季語ありて

朝

里目︿

夜

澄には萩がこぽるる

ナゥいにしえの文読み返へす塁の頃

いいと云はれて買った白粉
猿真似で反省ごっこ上手にて

北嬰笑むかに子規の胸像
道前も道後も今や花吹雪
瞼とづればつのる春愁

平成九年十二月三十一日首尾

︵於・守口宅︶
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ロールスロイスすべりこむ苑
渡部朝茂
宮道鈴枝

銘々皿によそふ栗飯

声高の老人も居て月を賞で

夜

聖廃嘘ま昼の月の呆然と

えシ﹂

里自︿

朝

つ字串

ゥ喪に籠る秋の袷の干支緋
亡れ形見は夫にそっくり
﹁好きやねん﹂大阪弁で云って見る

澄

突然に動き初めた古時計

ざれ

戯つく猫をポント蹴りあげ

鈴

美

喫茶で開く女頼母子

サーフィン楽し湘南の海

月明に蛍火光ゲを失ひて
ゆらゆらと漢の胸のペンダント

朝

里目︿

夜

傾きそめし山一の軒

花盛る造幣局の通り抜け
おぼろの底にひびく横笛

鈴貴澄朝夜美貴澄美澄美澄鈴朝鈴美澄夜

た

八諏訪・河童連句会﹀

歌仙﹃虹の橋﹄

ナォいにしえの和歌を嚥き春惜しみ

平安京は今日ものほほん
かたえ

緑酒酌む傍に美女を侍らせて
媚薬を効かせ煽るジェラシ−

芳ばしき香のいずこからいずこへと

出見世裕子

矢崎硯水
吉本芳香

水洗いせし猫を抱きつつ

﹁御趣味は﹂と訊かれ連句と答えたる

矢崎硯水捌

薫りもほのと開く絵扇

孫悟空如意棒あって思うまま

かそけき音を立てる風鈴

入母屋の新居披露に招かれて

矢崎妙子

誰が渡るための橋かや虹の橋

墨のかすれし軸の落款

水

北野真知子

水

あめっちを結びて照らす月今宵

霊場わきの秋の水流れ

まるうど

ＵＦＯ待たせうらら客

友好の輪が拡がりて花並木

秤鰔地辱極朋十柿甲誇︵文音︶
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目口くりぬき南瓜提灯

地球儀をくるり廻して仰ぐ月

香

揺れて戯る芒・コスモス
ワ神苑にどびろく祭の笛太鼓

ナゥ旅行くは己れを辿るドラマにて

プラス指向でいつも朗らか

裕
妙

軒を争う土産物店

待ち合わせ目印になる傘をもち

政権の陣取りおくびにも出さず

香

裕

情画伯に瓜二つとか

雲雀はひばり玉と噌り
水

真

妙

インターネット恋の七叉路

真

なぞなぞを真似る鶏鵡が金ンの籠

夜明しで読む推理小説
月影の映る窓辺の大氷柱
山靜もりて鄙は底冷え

香

ほほ赤き坊やが麦の飴しゃぶり

外っ国の船が水尾ひき花吹雪

裕

ありそ

荒磯に沿うて燃ゆる陽炎

水真妙裕香水真妙裕香水真妙裕香水真妙

八日立・かびれその一Ｖ

歌仙﹃鳰﹄

鳰こつと潜りし夕日かな

橋渡り行く寒き足音

こもり居の閑を水墨復習ふらん

振舞はれたるお薄一服

篁にまどかな月の昇り来て

袋の蝮かさりこそりと

ゥみちのくは秋ぞみやげに小芥子買ひ

繰返し読む杳き日の文

しかすがに恋しと涙拭ひつっ

皓歯ちらりと糸を切るなり

拝めば微笑あえかな観世音
紀行句集の準備ととのふ
望の月いつしか酔の深みゐて

庭の千草は露もしとどに
さはやかにミシン踏みをる母許へ

魚街へて走る黒猫

吹摩く枝垂桜の花訪はん
阿亀火男お面長閖けし

膝送り

木西新松

節幾佳爽
津
幾佳節幾佳節幾佳節幾佳節幾佳子多子青

ニォかけろふに高下駄といふを履き
アールヌーヴォ好きよすきよと

仇となりたるスタイルの良さ

奔放な口づけ人目樟らず

舌外されし軒の風鈴

仕立屋の器用貧乏汗をかき

真相はわからぬままの辞任とて

トンネル開通鼓笛隊ゆく
今様の引越いとも簡単に
電子レンジで作る赤飯

団栗小法師床にころがる

月澄みて狐がこんと鳴きさうな

三峡下りまたも雨なり

ニゥ肌寒く煎じ薬をにほはせて

文化講座の話頼まれ

取り皿に象牙の箸がつるつると

夢のごと舞ふ双っ蝶々

金婚を子らが祝うて花の中

平成九年四月二十三日首尾︵文音︶
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井崎
崎

小

佳幾節佳幾節佳幾節佳幾節佳幾節佳幾節

八日立・かびれｌその二Ｖ

歌仙﹃栗の花﹄
小松崎爽青

小松崎爽青捌

ォ降り足らぬ雲の動きや栗の花

西幾多

つれづれに描く旅のはがき絵

渓

佳

渓

羽場桂子

葉

小出民子
石田栄子

ニォこもりくの初瀬の里の蓬餅

豊かな胸毛頬をくすぐる

お互に英語通じる仲となり

国会答弁底をつきたり

怪獣は子供だましの玩具にて

弓を構へし板東の武者

穴ぐらに化けそこねたる狐棲み

田川節代

高鳥三津子

背戸の端山に鳴ける郭公
手捻りの茶碗の出来の素朴にて

爽

大草原へマーチョ吹かれる
寄る辺なき異国に仰ぐ望の月

シャガールの幻の馬まなかひに

幾

渓

佳

佳

″

渓

ほんのり点る赤き蝋燭

ニゥ芦刈の老爺は村の他知らず
文化遺産の屋根を葺きをり

佳

爽

佳

民

延

平成九年五月二十日首尾︵文音︶

天守に架かる大き春虹

酌み交す地酒に花のふぶくらん

民

訪ね来し飛騨も奥なる湯の里に

″

寝姿山の晴れ渡るなり

伊藤延子

聞香の袖はんなりと打ち重ね

飯泉葉子
上田渓水

一途に川をさかのぼる鮭

すさまじき光に更ける十三夜

あをみさしたる露地の行燈

百韻の挙句が付きし有明に

渓
葉

新井佳津子

幾

ほろほろいろを零す玉の緒

あらぬ噂に身を細うせる

ゥ見せばやな小島の蜑の秋羽織

相性の吉てふ神籔秘めもして

そぞろ身に入むじゃがたらの文

伊藤柳香

胸わくわくと渡る吊橋

おくんちの道化の頬のそら泪
ばしやりと桶を叩く鮒の尾

爽

しなやかに巫女舞ひ納む花の陰

翁が一人袋田を打つ
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八日立・かびれＩその三Ｖ

歌仙﹃冬木原﹄
小鳥呼ぶ口笛妙に冬木原
職ひいてより馴染む神無

少し自慢な染付の壺

踊口お香かすかに姓かれゐて

西幾多捌

ドライブインで俳画展する

ニォ馬の仔の寄りくる牧場心地よく

鍔広帽子笑めるいとしさ

フィーリング合へば年の差気にもせず

洗濯物を込み忘れをり

懐妊の報せに親がうろたへて

潜きたる鳰見失ふ日の暮に

小松崎爽青

西幾多

肩たたき次はくるかと身を細め

地震の予報まづは当らず

誰も彼もが流行風邪ひく

飯泉仙葉
福田安呼
石田酒栄

銀杏黄葉が埋む広前

百円カレーはおふくろの味
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影踏に子供が遊ぶ望月夜

せせらぎの澄みゆく音も月の宿
葉

多

大竹多可志

呼

鮭が湖ると電話くるなり
ゥ浜菊の白点々と際やかに
テラスにひくくノクターンを聴く

ニゥ秋深く古本市へ迷ひ込み

抱かれて口移しなるブランデー

平成九年六月二十日尾︵文音︶

卒業証書高々と上ぐ

花の下大公望を夢にみて

気の向くままに土いじりする

椅子布団思ひおもひに染めあがり

多

呼

士心

栄

呼

葉

多

士心

栄

港はなれる豪華客船

地球儀に知らぬ国の名数多あり

平凡に生き六十路過ぎゆく

月暑く陶の狸に笑はれて
浴衣がなんと左前とは
網棚にちょっと乗せたる気のゆるみ

電池切れかけ時計のろのろ
燗漫の花のトンネルくぐり抜け

団子捧げて陽炎の中

葉多志栄葉呼栄志多葉呼栄志多葉呼栄志

八日立・かびれその四Ｖ

歌仙﹃東天﹄
寒雀きて跳ねる鱒踞

ォ凍天へひかり返して黄の牡丹

友達多きことを自慢に

写真家の話に興のつのるらん

西幾多捌
小松崎爽青

鈴木美代
片野弥恵

黒澤都茂黄

伊香佳都
滑川美智

鉦叩来る手許をかしき

月を待つ縁にはやくも酒が出て

西幾多
智

ゥぱっと咲くマジックの薔薇爽やかに

シャネル五番とすれ違ひたり

黄

都

宙心

宙心

相乗りのナナハン彼女抱きっかせ

代

月光に碑読める涼しさよ

代

はらりとめくる古き歳時記

浮雲白く風に流るる

声高な謡に思考乱されて
河鹿鳴くとてしばし佇む

都

宙心

黄

智

匂ひ袋を帯に手挟み

玉堂の愛でし松山つくづくと

大漁旗の浜のうららか

艶やかに笑ふ万朶の花の下

人望厚き村の長老代

ニォ四世代同居の軒に燕来て多

いつ生れると肩をたたかれ智

縁談は降るほどあると振向かず恵

お百度参り汗がびっしょり

黄

思はざる出逢ひにあわて路輔踏む都

雷鳴に雨ぽつぽつと降り出して都

交響曲は今が佳境に〃

少年は何時も大きな夢を持ち代

ドーブァ海峡泳ぎきったる智
尖塔に青く澄みゆく望の月恵

竹籠にさす秋の七草黄

若者に下駄流行るこの頃都

ニゥロ切に樅紗さばきのはんなりと智

ダイエットとて日本食見直され代

忍者屋敷に揺らぐ陽炎智

︵於・日立市多賀公民館︶

足許の酔をかばうて花の山多
風に乗りたるたんぽぽの紫黄

平成九年九月十一日尾
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八日立・かびれｌその五Ｖ

歌仙﹃古里﹄
ォ古里はみどりくらしとほととぎす

滴り受けて憩ふひと刻

屋上の庭の手入れに励むらん

母が刺したる手毬美はし
満月に金波銀波の打つ渚

西幾多捌

ニォ青空を自由自在に喧嘩凧

皆に唯され大盃を干す

山の木の大揺れあすは雨ならむ

少し派手めの水着買ひくる

ジョギングを彼と始めし夏にして

やうやくに古き手紙を燃し終へ

華燭の典の日取り決りぬ

西幾多

小松崎爽青

しゃっくりの腹圧えつつ縁側に

越えてゆく砂丘に月の明るくて

何を見つけて浮上る鯉

守田碧
羽場桂子

つまらぬ愚痴をだらだらと聞き
壼石

受賞の報せ爽やかにこそ
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幾

ニゥ風音の稲架の高さを仰ぎつつ

ひるがへりつつ秋の蝶舞ふ
ゥ動燃のいいわけそぞろ寒く聞き

幾

桂

平成十年四月六日首尾︵文音︶

鯏糾日だまりに尾を振って寄る

花万朶手拍子にのるおてもやん

漂うてをる白き綿雲

客無きバスの時間調整
閉店と噂の立つが怖しく

何時の間にやら通ふ人ゐて

桂

蘋石

シャシの釦をかけ違へたる

うす目して見てをる恋の絵空事
保険屋を断りきれぬじれったさ

誼石

幾

桂

蘋石

幾

壼石

幾

声ハスキーな犬が鳴きをり

駐在の一つ灯残る冬の月

桂

お噺ねむく炬燵ぬくとし
若者はコンピューターにとりつかれ

エホバを説きて今日も歩ける

燗漫と咲くに淋しき花の下
春泥つけてあどけなき顔

幾碧桂幾碧桂幾碧桂幾碧桂幾碧桂幾碧桂

八日立・かびれＩその六Ｖ

楽焼の絵付けの筆のをどるらん

ォ瀬も渕も水いきいきと胄嵐
すつくと立ちて馨る山百合
早田維紀子

木崎節子

西幾多

小松崎爽青

文字歪む母の便りは老いしかと

携帯電話にそっと口づけ
夏の夜の援助交際発覚し
出水が流す畑の瓜茄子

ニォ春雨に早仕舞ひなる蚤の市
流しのギター調子はずれに
退勤が五分遅れて逢ひそこね

ひとり遊びの積木カラフル

幾

歌仙二目山風﹄

からころと下駄を鳴らして月読みに

維

西幾多捌

芋煮る匂ひ流れくるなり
ゥ虫籠が上り権に忘れられ

幾

大阪弁のぼけとつっこみ

なかなかにゴールキーパｌ素早くて

山の鴉が騒ぐうそ寒む

たこやきの匂ふ中なる望の月

観音様が守り本尊

ニゥ秋風に小屋が傾くホームレス

正客を待つ遅き晩餐

銀製の壷は一寸三分にて

そぞろ歩きに野路のうららか

記念樹の万朶の花をふり仰ぎ

平成十年五月十日首尾︵文音︶
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両手揃へて餌を待つ猫

奥への旅の果ててけだるき

節
維

倍即

二の腕をあらはに髪を杭り

失楽園をさまよへる影

幾
捨即

魔除けなる杖とは言はず携へて

政治献金集め上手と

幾

維

ひねもす止まぬ虎落笛なり

寒月の屋根を跳びしは義賊かも

維
節

帝即

回り舞台に揺るる答

幾

黄粉こぼして頒つ草餅

タマゴッチ育てることに熱中し

新発意の走り働く花のもと

幾節維幾節維幾節維幾節維幾節維幾節維

再掲札所巡りの脚絆露けき

ナォ残菊を焚けばなっかし父母の顔

八横演・歌留蓑連句會ｖ

歌仙﹃追善之俳譜﹄

雁の列頭上まぢかに渡り來る

弓ひく的に月傾ぐ濱

茂

陣

渡邊佐加江

坊守後の更衣する

老僧の袈裟をはづせし宵の月

煤籠してつける熱燗

百年も磨き込んだる長火鉢

氣風で生きる深川藝者

魚河岸に通ふ美人と競り合ひて

蟹とたはむる感のひと夏

故郷に送る孫の繪手紙

一九九七年十一月立冬齢︑横濱

金子鳴陣
池田佳
今村茂

遠き日に別れしときの虹聟ゆ

阿部美也媚三回忌

小春日や鬼女も仙女も町の中

アトリエの壁ったふ枯蔦

峠の茶屋に秋櫻咲く

佳
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ひらけ初む冬曉の海凛として

ゥ嶢だん労味が自慢でよく責れて

江
陣

ミス學園はルーズソックス

實耆軍位つぎノ︑に取る

茸狩の支度に念を入れにけり
自生に似せて松露植ゑ込む
ナゥ一年中兼業農家いそがしく

近頃は女子も目指すや建築士
砂場をまるく穿つトンネル

佳
江

歌に劇に休む日吾を取戻し
婚家の風に未だ馴染めず

丸餅の京の雑煮を作る婿
路地の細道追羽子の音

茂

ラケットの手應へ嬉し花の春

四股を踏み復調兆す花の陰

筏の上にもゆる陽炎

佳
陣
茂

土の匂上を我が友として

淡月浮かぶ谷底の水

佳

佳

秩父路やどんづまりの宿木の實降る

陣

クライマーオーバーハング睨みつけ

札所巡りの脚絆露けき

執

筆陣茂佳茂佳陣茂陣茂陣江茂陣江茂江佳陣

八川内・川内連句会その一Ｖ

歌仙﹃峡の里﹄
池川媚谷捌

各々色の違ふ冬帽
小倉静

戒能多

池川蝸

街角で孤児を支援の寄付をして
池川水

採梅や瀬音の近き峡の里
ぴらぴら下がる店の赤札

楠治
宮内竹

ナォ蝸糾の尾のとれて明るき長提多
ひょっこり出会ふ老師健やか波

飛行機で見る富士山は雲の上谷
何処を掘っても温泉が湧く治

生真面目に植え続ぐ山の眠りたる仙

熊の親爺が研ぎし爪跡波
近頃は何が起きても変じやない多
十五も上の女房を持ち水

還暦で出産をした人もあり治

自転車漕いで戻る我が家水

城郭は月の明りに浮き上り波

句碑の辺りにすだく蝉多

ナゥ唐辛子広げ干したる一筵谷

しびれる癖のつきし片腕仙

水

宿題のプリント山と積み上げて治

叶はぬ時は神頼みする波

花吹雪舞ひ来て句座へほしいまま

︵於・川内町川内福祉館︶

生家へ急ぐ春泥の道多

平成十年一月二十日首尾
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山の端に淡く懸りし三日の月

腰を伸して媚を聞く

ゥ落し水しては安堵の秋遍路

美しき誰りの女相宿

その夜から忘れられない人となり

おじん泣かせの援助交際
リーダーは誰か分らぬ新党派

箸で器用にせせる煮魚
月光は破れ簾を覗きこみ
庭一杯に香るくちなし

がむしゃらに綱取り目指し朝稽古

手本拡げて習ふ假名文字
咲き初めし花に吊せる酒瓢
凧を競ふて上げる子供ら

波水治水谷多仙治多水波谷仙子穂波喜谷

八川内・川内連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃瑞璃の色﹄
小倉静波捌
池川媚
小倉静

大学生の探す内職水

ナォ﹁でごいち﹂が煙吐き行く日永旅波

婆様独り守る駄菓子屋波

親不孝通りてふ名の町ありて谷

狸汁炊いて酌み交ふ山男水
上り権に並ぶ雪靴戒能多喜

﹁どぼん﹂﹁ざぼん﹂に分ける接待波

アメリカは日本政治に口挟み谷

11弓

成人の娘隠して左づま水

家が浮く程鳴く虫のこゑ波

にんげん国宝濃ゆきお化粧多
名月の出に並び立つ曼珠沙華谷

ナゥぱらぱらと木の実を降らす峡を来て水

子供の頃の夢は宇宙へ波

ハイネの詩集めくるひととき多
飛機で見る下界の景の至極妙谷

︵於・川内町中央公民館︶

鳩が群れとぶのどかなる空水

咲き満てる古城の花のゆかしさに多

平成十年二月二十日首
平成十年三月二十日尾
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一際ひびく庭の鴬

水

磨き出す璃璃の色や春館
宮内竹

池

わらべ等は摘みたる土筆抱へ来て

頃合ひもよく焼きしクッキー

持ち山の稜線離る望の月
落ち鮎とりの竹寶漏る水
ワひょっとこが瓢ゆらしつ阿波をどり
くちづけ

目と目が合ふて頬を赤らめ
親が連れ来る小犬ぞろぞろ

お社の裏でこっそり接吻し
悪事がばれて死にし政治家

肥料まくあとへ小雨のふりしきる

錠をかちんと閉づる番小屋

故里を捨てて見る月夏の浜
臥せば出る脚の痛みや手の痛み

煮物嫌ひが流行る若者
花の下花を称へて花を詠
ご開帳する寺の賑はひ

川

仙波水谷波仙水水谷波仙穗波波谷仙波谷

八東京・神田川連句会ｖ

歌仙﹃生きてみやうか﹂

もう少し生きてみやうか初日の出

衆判捌

いそ

陣取りごっこチャーリーとアル

ナォカエサルはルビコン越へる五十の春

隠居の身では馳走は食へぬ

屋根裏に愛があるから朝がある

その年の雑木林に咲く水仙
山高帽にトンビは伯父貴

水上栄二

朴歯の音に胸熱くする

土手に立ち声ふりしぼり馬・鹿・野・郎

異国に在りし春愁の内

堂

松井冑堂
我妻民雄

焼き尽くす業火をのがれ月朧

雄

三ケ日ゆへ配給の御酒

落葉松そよぎかゆき遠山

郎

胎内に漂ふ夢の中も夢
下天一日人生にして

田中広四郎

ゥ灯ともせばいよいよ独り隠れ宿

堂

白梅を横目に猫は伸びをして

胸のときめき鳴り止まづして
背徳の名残りひと刷けながれ雲
汗きらきらと飛び散るリング

雄

人は去り花ふりしきる園の蟇

堂

げに恐ろしや雷電海岸

田鶴啼く里に汽笛搦々

あかあかと岩に跣坐して月あかき

潜みし部屋にちかづく軍靴

ナゥ浅霧の茅葺き屋根に降りる頃

復活祭沸く豊饒の土地

呼鰄地雷一崩顯︵文音︶
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この思ひ生まれ代っても忘れない

薔薇一本あるひはジャガーにあふれるを

郎

一一

蜂の骸を包む湯煙

堂

樹の上の腕白坊主照らす月

初嵐吹きワルソー陥落

郎
堂

雄

衣剥ぎとる六道の辻

しとらおんみようじ
そぞ寒京艮うの
陰陽師

柔らかき膝枕して花見酒
神馬草薙遊系けちらす

二郎雄堂二二郎雄堂二郎郎雄堂二郎雄雄

八東京・神田義仲寺連句会ｖ

嘉庭美峰峰昇文峰昇庭峰庭文庭昇文昇嬰

歌仙﹃あげ潮に﹄

あげ潮に追わるる鷺や烏の秋

月を友とし急ぐ帰り路

赤トンボ稲穂の上を渡るらん
人さまざまにつのる思い出
名人芸金魚すくいの鮮やかに

銘水点前涼風に満つ

ゥ持ち寄りの地酒に宴の盛りあがり

世界のショックダイアナの事故
会ったこと無しと茶髪の女の子

失楽園の愛のかたちよ

初ツアー成田空港後にして

中高年の登山熱とか

寒月は梢の先にとどまりて

勘亭流に生きる顔見世

新幹線釜飯抜きで長野まで

行政改革的のはずれる

せせらぎの音に土筆顔出す

花盛り写真うつりを引き立てし

閣僚人事ご破算となり宗良

ナォ白酒に酔いし蝿の雛流し咲子

勧め上手も下戸の悲しさ文

咲

海釣りの成果を皿に盛り上げて文

水遊びらし子等の歓声庭

夏の宵そぞろ歩きのマーケット

横井氏が逝きて戦後も遠くなり咲
見合はすべてキャリアウーマン咲

健康保険で通う産院良

人前で動かぬ二人恥もなく嘉

紅葉の庭をのぞく円窓嘉

立ち手水柄杓の合に月のかげ美

ナゥ仙涯の展覧会の爽やかに咲

烏賊墨パスタ水墨のよう咲

天邪鬼広目天の足許に美

︵於・神田・伊蒔宅︶

還暦となる弥生尽なり嘉

お茶で飲みたる薬ちょっぴり良
ひとひらの花の渦巻く川の瀬に庭

平成九年九月四日首
平成九年十月二日尾
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秀
峰昇
捌捌

石
宗
宗
秀
宗
宗

八堺・きさらぎ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃翅伸びる﹂
小池正博捌

池原圭子
小池正博
松永直子

翅伸びる時待つ蝉の蒼さかな

ベンチに腰をかけて夏草
山田美智子

大久保孟美

中野智子

久次米真理子

西岡礼子

三シ木尚子

赤子泣く声を限りに月今宵
野分吹き過ぐ塵取りの上

メレンゲの明日なきごとく泡立ちて

時刻表から汽笛響ける

ワ銀杏の転がっている御堂筋

夫婦善哉ほろ苦い味

直

尚

真

子巫

割り勘で飲んでるはずが口説かれる

仕事一筋会社人間

みずからの十四の心忘れ果て
錆びた自転車山積みになる

礼
真

智

笈負いて出でし故郷寒の月
湯気立つ蔵に杜氏の歌声

お供えの並ぶ社の鳶烏

正

子皿

空を飛びたるライト兄弟
老いの身に今日散る花の潔し

海市遙かに悪童の顔

いつまで続く綾取り遊び直

ナォ晒屋に山椒の芽の香り立つ直

失楽園の高視聴率礼

汚職記事Ａ紙Ｂ紙を読み比べ孟

千代は胄児に雨宿りして尚

究極の恋は情死と思います孟

禅寺を掃く少年の僧直

床の間に伽羅の空焚き風炉手前美

ひとり淋しくマンションに住む孟

石畳犬の散歩がとぎれなく智

山峡の河船照らす十三夜美
釣瓶落しに塾の急かるる孟

解決できぬ介護問題智

ナゥ稲刈りに家族総出の村もあり智

雛あられにも五色七色孟

運転も携帯電話手離せず真

︵於・アウィーナ大阪︶

ヴイオロンの大道芸に花挨正
ケセラセラヘと風船は飛ぶ真

平成九年七月九日首尾
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八堺・きさらぎ連句会その二Ｖ

歌仙﹃好々爺﹄
紙漉や清水に祈る好々爺

中野智子捌
酒井保
大久保孟
小池正

氷柱光れる古き軒先

洋犬の声が遠くにこだまして
松永直

古家秀

池原士土

山田曲︿

ジ◆アース

ホームページで巡る地球

風吹く原に揺れる秋桜

ナォ相場師の春の毎をつまみ食い正

迷いの森に魔女の伝説典

手玉愛二股三股じゃもの足らぬ秀

信じていいの冥土の契り秀

冬の夜の私のための果たし合い直

焚き火にくくた便菱の束圭

関空にエンジン音の鳴り響き典

扱いかねる人質もいる直
王義之も酔えば蛆矧が這いまわり秀
アルブス滑る角笛の色保
病床の窓辺慰む月の影孟
道標にも野分吹き抜け典

正

ナゥ故郷の父が育てた茱萸染まる直

十字架に似た雲を見上げて秀

四月馬鹿だと笑いの起こる保

名訳と定評のあるハムレット

︵於・アウィーナ大阪︶

幼子連れてれんげ道行く典

パーティの後にグラスと花絨毯中野智子

平成九年一月二十五日首尾

−121−

釣り人の肩にやさしく宵の月

ゥ垣間見た時代祭の茶髪姫
甲斐甲斐しさが私のウリよＩ
手料理の箸休めにとキスをする

清涼剤の効き目すっきり
どろどろになってしまった日本海

村の社にひしゃく奉納

紅蝋誘う月夜の沙汰もなし

浴衣姿の怪獣ごっこ

一番がトーマスなんや覚えとき

意気投合し通う鵺橋

随想の筆書き進む花の宿
思いがけなく淡雪が舞う

圭直秀孟保秀正孟直正秀子克子美博美典

八堺・きさらぎ連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃春戻る﹄
大久保孟

小池正博捌

春戻る昨日の雪のどこへやら
松永直

小池正

風に吹かれて惨む下萌え
彼岸潮子らの声々墨きて
中野智

初七日からの遺産争い

ナォ手拭いの家紋かそけき茶摘唄

司教何度も交渉をする

消しゴムのそばにファジーなペンを置き

シベリア鉄道厳寒を裂く

焚火の輪異国の人も加わりて

ガラス隔てて唇を読む

無名氏の手記にも恋の切々と

五百羅漢の鶉と戯る

裸体画のモデルに迷う画学生
信号の黄に突っ込んでゆく
眼下には踊り果てなし盆の月

パターゴルフは傘寿過ぎから

ナゥ相伝の金柑甘く煮られたり

友と語らう糸遊の丘

かわたれに半音ずれるリコーダー

花の宴話題彩る処女詩集
鮎放流に水面きらめく

平成九年二月二十三日首尾

︵於・小池宅︶
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テーブル端に置いた取り皿
碁敵の棋譜を読むらん望の月

かかしの背なに雀憩える
ゥ元就の菊人形が笑いかけ

大内塗りの夫婦盃

白無垢をあなた勝手に染めさせぬ

蟇六つの鐘遠き空耳

山越えて非番少年里帰り
テレピゲームも軽く売り切れ
そっぽ向く犬とピカソは額の中
水着着るのはママ止めといて

三日月炭酸水の泡に溶け
医者も徹夜の病人は誰
繰り出して酒に浮かれた花疲れ

脚長蜂のとまる荒壁

正孟直智孟正智直正孟直智孟正子子博美

智直孟正智直正孟智直正孟直智孟正智直

八名古屋・桔梗連句会ｖ

運命線は中位なり

ナォ勿忘草やさしく送きい道の辺に

風薫る金號の上の雲一つ
青葉の色のまさる生垣
吉村とし子

田先由紀子

いい男つまみ食ひして苦き味
さめゆく愛に不安つのれり

歌仙﹃風薫る﹄

久しぶりにてゴッホ画集を

平凡に頑固に生きて独り酒

縮緬の帯揚ゆるく茶を点てて
し

平山賀子

田先由紀子捌

干菓子とりどり座のなごやかに

三日月は女神の化身牧の空

秋のさ庭に白き楊あり

厨隅双耳の甕に塩を入れ
今度口紅変へて行かうか

サングラスかけバイク走らす

灯籠にものいふてみる十三夜

紀

︵於・田先宅︶

ユーン

老鴬の声を間近に蓼科路

水澄む岸にしばし佇む

賀

遠くに行きし友を思へり

己

平成十年五月十五日首
平成十年五月二十日尾
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渡辺すみ子

ゥひと鉢の菊麗しき彩と香と

し

メンデルスゾーンうららかに聞く

黒猫の眼の光り居る露地の奥

ナゥ雁渡る恋路ケ浜の朝ぼらけ
み

み

口づけの余韻ほのかに身をつつみ

己

花冷えに夕映の色深まりて

茶髪赤髪金髪がゐて

震源地よりかなり離れて

糸
賀

これからは明るいニュースだけ見たし

ティータイムにはホームクッキー

糸

し

紀
み

春を惜しみて交はす盃

冬の月白磁の壺に光ゲと影
枯蓮はみないとも静かに

賀

し

あちこちで自殺者も出る贈収賄

伝言板に行先言いて

風船を持っ若き尼様

花影の水面に遊ぶ稚魚の群

紀賀みし紀し賀みみ紀し賀しみ紀しみ賀

ハ逗子・木の会﹀

歌仙﹃御慶﹄

雲を払ひて出でし初富士

鴨立庵冬みどりなる御慶かな

栄枯盛衰郡郭の夢

部屋隅に猫ひっそりと座りゐて

草間時彦捌

草間時彦
近藤蕉肝
大輪靖宏
大岳等閑
健
堀口みゆき

小野寺健

恩田侑布子

稲まつづく豊年の村

冴え冴えと満月かかる天守閣

フレアスカート風をはらみて

近藤クリス

藤井弘美

宏

健

ゥ雁の来りし湖のかがやきに

大統領に刺客迫りぬ

傍らの邪魔な男を突きとばし

涼しき月を盃の中

夏空にあははと笑ひ終りけり

宏

子

西方浄土眼前にあり

子

千年の過ぎし早さの鳳凰堂
白妙の湯気の湯豆腐召し上れ

宏

子

宏

たそがれ時の高き獺の音
花吹雪小学校のバルコンに
描きかけの絵飛ばす春風

ナォ草餅は婆々の手作りおとなりへ美

襲名披露誘ひあはせて美

うなづきてひそかな逢瀬約束しス

ニ丁目の露地入りし安宿宏

どちらから先に出るのかじゃんけんでき

水平線はなにごともなくき

ゆるゆるとゆらゆらと行く夏の蝶閑

倒産っづく暑き街角宏

口寄せの巫女の語りの恐しく閑
壁画の鱸のひろがりてゆくき

石柱を照らす月ありローマなり美

ハープシコード秋の夜の歌美

ナゥ父なくて今日は勤労感謝の日宏

大雨のなか帰りくる馬き

常陸坊海尊がまだ生きてゐて閑

ほうれん草で力もりもり肝

南北に延びたる花の新幹線肝

︵於・葉山・相洋閣︶

鯖料理が島の名物健

平成十年一月四日首尾
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ナォ逃水を高速道路に追ひかけて良子

荒野を写す火星探査機良子

笹舟を分水嶺に流しやる芳子

ゴルフボールのラフに消えたり志づ
蛇嫌ひハンドバックを抱きかかへ英子

継子いぢめの冷し蒟蒻志づ

信号待ちの愛の攝き満智子

きざはしに置き忘れたる玻璃の靴芳子

岡本満智子

平成九年七月八日首尾

︵於・岐阜市鋳物会館︶

尾鰭しなやか上る若鮎和子

雲の自在を飽かず眺むる五百子
妖精の衣ひるがえす花の森良子

学芸員つれづれに読む唐詩選国井和子

金堂跡に三彩の土器千草

見送る雁の塒めざして良子

月まどかウイリアムテルは弓を引き凉子

進みでて聖書の上に手を重ね凉子
少年喜々とタンデムを漕ぐ満智子

ナゥ富貴寄せの干菓子を賞づる風炉名残小坂五百子

英子
芳子
文子

満智子

千草
文子
英子
志づ
千草
芳子

瀬尾千草
川部志づ
尾関芳子
端元凉子
渡辺英子

船渡文子
本屋良子

船渡文子捌

八岐阜・岐阜県連句協会ｌその一︵源氏連句会︶ｖ

歌仙﹃青葉の笛﹄
弾き語る青葉の笛や女琵琶

沙羅の花咲く庭の一隅
馬洗ふ川に澪木の漂ひて

連続優勝ねらふ横綱

緋のもんぺ軒に干しかけ
回し飲む朱の盃に月浮かべ
すれ違ふたび気にかかる人

ゥやっちくに摩り減らしたる踊り下駄

腰を抜かすは額の促息図

ネプチューンの刺青男と寝るひと夜

年金制度お先まっくら

信長に焼き打ちされし比叡山
雪止みて月の出を待つ湯治宿

芋雑炊の煮方教へる

ホワイトハウスの犬の鳴き声

古稀なれどインターネットの受講生

夢の国へと飛ばす風船

花の下お伽噺のきりもなく

−1フミー
ューノ

八岐阜・岐阜県連句協会ｌその二Ｖ

歌仙﹃うららかや﹄

うららかや城祉へ四十八曲り

森川淳子捌
桜木幸

原誇即

森川淳

丸山茂

名残の花の散り込める川
本陣は恩師の住ひ燕来て
島崎道
倍即

古陶愛でつつ濃茶いただく
灯影さやけしはるかなる島

深谷久

丸山敦

歩行訓練杖をたわめて久砂

ナォ箱に飼ふだんだら蝶の羽化の音茂子

盗難に遭ふ教会の鐘淳子

あちこちに石像建てる市長さん幸子

東つる夜の恋のシュートに湧くリンク茂子

開拓精神いまに受け継ぐ淳子

カクテルコートキスに気絶す幸子
幌馬車で美女と荒野を駆ける夢節子

香煙絶えぬ羅漢阿羅漢幸子

三蔵のふんどし橋といふ民話節子

ふるさとを恵那とす画伯鳥屋場跡茂子

段々畑月光に映ゆ淳子

ナゥ持ち寄りて味くらべする栗きんとん節子

我が家の婆は鼻であしらふ茂子
カナダから輸入住宅木の国に茂子

〃おいでんさい〃とやさしき言葉淳子

平成十年四月十一日首

︵於・中津公民館︶

花万朶門外不出の資料展幸子
地酒うまかり春ぞ愉しき節子

平成十年四月二十三日尾
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満月の空港後に飛び立つに

湖渡る風に寝られず

ゥ鹿と紅葉彫りし広蓋高値付き

茂

淳

和宮様御降嫁なさる

道

江戸幕府上を下への大騒ぎ

﹁青い山脈﹂撮影の町

敦

淳

幸

儘即

高台に月の観察梅雨晴れ間

久

持ち物検査賛否両論

角帽のよく似合ふ彼好きになり

アイスコーヒー︑ビール配られ
木偶まつり来場記念のボールペン

敦

茂

Ｄ５１にさくら蘂降る小公園
風船売りの身振りよろしく

子子子砂子子子子子子砂子子子子子子子

八岐阜・岐阜県連句協会その三︵加納連句会︶ｖ

小瀬秒美捌

秒千
鵠
恵一
美子一士子美士一美子
士

ニォ﹁ととさまは阿波の十郎兵衛﹂暮れの春

仕事の中味母に言へない士

週刊誌グラビア飾るＤカップ美

男の下着干せるベランダ子

この頃は何も供へぬ後の月士

即席めんを朝も夜食も

山峡に続けて響く威し銃子

ダムの噂もいつか立ち消え美

ゥ掘り当てし出で湯に客のぞろぞろと

桓武天皇後胤といふ士

︵於・小瀬秒美宅︶

白寿には少し早めの花の宴美
うららかに鳴る三味の音曲子

平成九年六月十六日首
平成九年六月十七日尾
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短歌行﹃滴る山﹄

頂きの城より山の滴りぬ

近づく船に熾る鵜篝

床の間に額あぢさゐの活けられて

陶三彩の馬が噺く

ゥ都跡砂塵収まる今日の月
夜這ひをしたる軍事衛星
双体の道祖神まで稲を刈る
エイズの予防いまだむづかし
をどり物ばかりついつい頼む癖

トラック便に地酒積み込み
ふるさとの花は今ごろ満開よ

盲暦で遍路出立

小小松大
瀬瀬尾野

八岐阜・岐阜県連句協会ｌその四︵朱の会︶ｖ

歌仙﹃秋の里﹄

瀬がしら白く砕く月影

杉の秀の山袰ふかき秋の里
新蕎麦の割箸機嫌よくわれて

柴田由乃捌

たから

ナォ何時までもみつめてゐたい寶貝

ぱらりぱらりと雨の降り出す
炊煙のすつくと立ちて村暮るる

若き和尚の論す原発

甚平に禿も意固地も堂に入り

日焼止めぬる饒舌の娘ら

すくすくとマニュアル通りに恋もして

のんど

華燭の典を入社五年目

米は行きミサイル労農こちへ向き

月の酒新村長と酌みかはす

幼の靴は鳩ににげられ

路地の湿りにかはほりのとび

少年ははうと土笛を吹く
絹糸に水羊雲を切りわける

ナゥ無花果は尻へより剥き召し上がれ

罷り出て桜桟敷にブルドック

若狭の古寺を巡る旅にて
朝市のはづれの真珠筏見ゅ
刑事閑そに将棋さしをり

丸太ベンチに鈴虫の声

昔の君は候補者の妻

ゥ借り傘をもてあましをり風の午後

編笠に面かくして伊左衛門
豚足などもお好きでしょうか
ねじまけば又動きだす古い時計

風船とばす七色の夢

白龍様は脳病によく

湯の小屋を冬月光の降る中に

平成九年十月二十四日首尾

︵於・岐阜県板取府板取山荘︶

囲炉裏のすみに父の熱燗
マンガにて古事記万葉読みとばす

大韓航空土曜日は混み

ぢゃんけんに負けて又呑む花莚

茶摘唄きき川で洗濯

−128

渡部伸居捌

胄

八松山・錦心会ｌその一Ｖ

歌仙﹃谷霞む﹄
かわらけ

ねじれ飛ぶ投げ土器や谷霞む
芽ぶきそめたる樹々の枝先

ロープをったふ避難訓練志

ナォ峰入りの行者の列の切れ切れに居

足に纒はる犬の﹁きむたく﹂芳

取材するテレビキャスタ−うちの孫節

軒さき借りて飾り売る店志

雪の降る街角何か人だかり居

別れることがあなたへの愛芳

寅さんの世直し文句あやかりて節

ぽち
悟りに遠く悩む新
発意居

いつまでも箪笥の底にラブレター志

芒ケ原に鬼女の伝説栗

なまいるく月早かくれ夜風吹く芳

ナゥ枳殼の実に故郷の友懐ふ節

持病となれる膝と腰痛タ志

またたきて蛍光燈も古びたり居

十年振にいとこ集まる芳

花見船船頭の唄かろやかに栗

平成十年二月十七日首

︵於・松山市久米公民館︶

岸辺の子等の追へる蝶々節

平成十年四月二十一日尾
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膳にのる海苔の香りを楽しまん

芳節栗芳居節栗居芳栗節芳居

節芳登伸
志
子恵子居
栗

来客待てる座敷整ふ

月照らす窯の跡地にすだく虫

青き瓢は棚に垂れをり

ゥ掌を合はす秋の野末の石仏
旅の役者へ恋募っのらせ
いつしかに刃傷沙汰のストーカー

汚職の続く大手銀行

ちから有無共に知らされ冬五輪
呑んで酔へない酒もあるらむ

曵く網にうろくず白き夏の月

宿の浴衣に宿の杉下駄

二十四の瞳の像に触れもしっ

心浮き浮き覗くスタジオ
色美しき舞の扇に花の散り

えさに集まる舂昼の鳩

土藤小我渡
居田池部部

八松山・錦心会ｌその二Ｖ

歌仙﹃底冷えや﹄
底冷えや侮り難き指の傷
蜜柑の撰果パート労働

渡部伸居捌

渡部伸居
藤田節子
土居栗
胄我部登志子

ラジカセのロック番組賑やかに

洗ひ晒しの服を纒ひて

栗
居

月の夜の影踏みあそびきりもなく

耀き初めし竹垣の露

士心

居

ゥ今年酒造りて軒の酒林
二代目は下戸妻はじやじや馬
脱ぎすてし肌着なまめく乱れ篭

栗

栗

節

居

節

居

士心

捨即

士心

節

出場に沸く日本サッカー
権現の杜の石段駆け殿へ
村の地図にも無き小径あり

乳搾る牧場の朝の夏の月

峯に立ちたる雷の雲
船宿の厨房守り五十年
僧形となり鎮魂の旅

琴のしらべは春の園遊

薄紅の千代女の花を綿絵に

迷ひし犬を捜すセスナ機志

ナォうらら日を遠足の子等楽しげに居

エルニーニョ生態形も変るらん小池芳恵

傷害事件またも報道居

冬空の今宵は母の星何処芳
庭に跳ねとぶ霞見てをり居

着物の人は傘にかくれて芳

久々の秘境の温泉に身を安め栗

名はガブリエル裕子有森節

プリクラに並ぶカップルＶサイン志

金木犀の香り嬉しく栗

みどり児を背負ひて月の路帰る同

筧の水は風にあそべる志

ナゥ城北に由緒の寺の孟藺盆会居

甘党の舌鼓打つ鳩サブレ節
姿すがしと仰ぐ富士の根栗

︵於・松山市久米公民館︶

雲雀噌る古郷の野辺岡本孝子

花の客まだちらほらの昨日けふ居

平成九年十一月十八日首

平成十年一月二十日尾
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八川口・くさくきその一Ｖ

東浦佳子捌

伸昌徳佳零

歌仙﹃金龍の﹄
金龍の昇天見たり大花火
川面を渡る風の涼しく
くさぐさの市の荷物のほどかれて

無心に眠る籠の赤ん坊

ナォラウンジの回る景色も霞みつつ

徳

日自

伸

ＢＧＭはスマップの曲

歯の痛み暫し忘るる歯科医院

太田とせう

佳

八幡敏雄
永見純

シャンペンぐいと飲むが楽しみ

螢の闇を熱き口づけ

相逢うてかの香水のなつかしく

廃線決まる駅はひっそり

迷い犬すり寄ってくる気配して

伸

日自

徳

佳

それとなくふるさと起こし蒸し返し

なかなか言えぬ秋の七草

夜食はピザと注文をつけ

ナゥワープロの漢字変換てこずれる

日冒

伸

佳

徳

日日

踏絵伝える島原の里

花びらを傘に受けつつ小糠雨

伸

何やら音の洩れる隠居所
折々は干網の香の強くして

徳

塾帰り子らを照らせる今日の月

︵於・永見宅︶

翁を慕う旅は暖か

平成九年七月三十一日首尾
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開け放つフランス窓の昼の月
かちりかちりと胡桃割りつつ

ワ裏方の殊に忙しき庫裏の冷え
うさん臭げなダウン誌の記者
売れっ子の女優の名前口にして
ハートマークがはやるプリクラ

湯煙りの温泉街は坂ばかり
セーター腰に覆き馴れぬ下駄

妖怪も寒がる月の更けてゆき

水泡ぶつぶつ眩ける沼

整備せる自然歩道も消えがてに
ひょっこりと出るよその木戸口

短冊が結びし花の枝ありて

懐石膳の蛤の椀

小田永東宇
谷村見浦田

佳伸昌徳佳伸昌徳佳伸昌徳佳子江代子雨

八川口．くさくきＩその二Ｖ

歌仙﹃白樺に﹂
磯直道捌

鼻舌膳のピアスピカピカ誠

ナォ浜辺かとまどうファッション露出狂ヵ

閉ざせしままの夏座敷あり英

綾取りの糸をたぐりて七不思議悦

不倫の夫を待てるいらいらヵ
弁護士は離婚訴訟の専門家多

梅雨ざんざ予後の体をいたわりっヵ

駒村多賀子

磯直道

揺り籠に眠る初孫すやすゃとヵ

白樺にはっ秋の雲去りやらず
中山英子
小野良子

平成九年八月十九日首尾

︵於・駒村別荘︶

陽炎もえる高原の宿良

花吹雪く広場で開くコンサート誠

色鮮やかに飛ばす風船英

先祖の墓はひっそりとして良
五平餅買いて再びバスの人英

ナゥ湖の深くしずもりそぞろ寒力

離れたる友の面影盆の月多
ほろほろこぽる庭の紅萩誠

涙もるきは老化現象力

贈物など部屋に溢れて良

夕月淡きまなかいの山
蠕悴の生態研究進みつつ
恩師卒寿を迎え元気で
金沢以世子

山沢カツ子

簾抜けゆく風の涼しき

柏村誠子
笠原悦子

細々と陶焼く煙り玻璃越しに

ワ町内にひねもす響く祭笛
頑固親爺の老舗いまなお

良

直

力

多

酒杯片手に語る思い出

以

結ばるるあり破るるもあり

月光ゲは聖夜の窓にふりそそぎ

誠

その昔テニスコートに生れし恋

雪につづける犬の足跡

直

英

信濃路の旅は楽しきクラス会

多

いづこより焦げし煮物の鼻につく

遠足の子等しばし佇む

悦

春の疲れをしかと畳みて
飴玉を口にまるばせ花明り
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八川口．くさくさｌその三Ｖ

歌仙﹃寒星に﹄

地には安けく眠る山々

寒星に張りたる弦の高鳴りす

墨すれば心おのずと整いて
時折萩のほろとこぽるる

いづくともなく秋興の唄

佳き地酒よよと酌み合い月今宵

ゥ信濃なる一茶の栖訪ね来し

磯直道捌

ナォ朝寝してそろそろ雨戸ひとつ開け佳

病癒えつつなまけぐせつきと
伝来の銀器うっすら曇りたる佳

平成九年一月日首
平成九年九月日尾

︵於・経堂・婦人会館︶

春愁の雲浮かぶ故里と

花屑を踏みくずし行く坂の道河合澄江

のどかにわたる遠寺の鐘み

思い出の旅のビデオをくり返しと

騎馬警官はにこりともせず梅

港のフェリー動きだしたる佳

ようやくに野分それたる十三夜悦

穂芒の丘草の実の原徳

還らざる友みな若き終戦日舟木美代子

絵筆句作に托す定年井上きよ

一勧はニュースのたびに登場し

息子嬰らず娘嫁がず梅
良縁を祈れど神は留守らしく佳
杜の静寂を破る冬鵤徳

長浜喜代子

磯直道

悦

仁杉とよ
東浦佳子
清水福子
西尾みゐ
古田悦子
堀内一子
永見徳代

寄り添えば大正の人横を向き

悦

ナゥ学童等唯わけもなく手を振りて徳

いまだに抜けぬマザンコンの夫

女の墓はいとも小さく

厨より煮っころがしの匂いして

梅

渡辺梅子

田坂八重子

祭笛のせて華やぐ風の声

簾越しなる淡き夕月

パッチワークの縫い目違えし

佳

うっかりと取り落としたる遠眼鏡

自転車の子の姿まばゆく

佳

一皇巨

長堤の花一せいに咲き満ちて
つぎからつぎと穴を出る蟻
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八川口．くさくさｌその四Ｖ

歌仙﹃蘆渡る﹄
磯直道捌

佐渡谷ふみ子

磯直道

松籟澄みて仰ぐ冬空
と

鈴木佳子

わだつみの色昇華して麿渡る

喜寿祝う同窓会の通知来て
壷いつぱいに活けし七草

田村昌江

渡辺ハツヱ

佐野とし子

月僅々オカリナ吹くは誰やらん

秋思の詩をつづるつれづれ

高原牧子
日笠靖子
小川廣男
廣田節子

日日

浜か

ハ

ゥ仮面つけ相手の気持つかめれば

若者達の派手なパーティ
次々と東京湾に建ちしビル
形見の箪笥ドアを通らず
丸髭の似合いし写真セピア色

月が知ってる羅の恋

螢の灯よぎる心の急停車
おっとっとつと酔いがまわれる

缶即

牧

大場公子

道の辺にお地蔵様の笑い顔

陽炎の中子らの声して

ルー

公園の午後に舞い舞う花吹雪

鶯餅のよく売れる日よ

口説き文句もマニュアルのまま石橋末どり

ナォ消費税国民性の素直なり堀尾春海

落葉ふり積む産土神の杜佳

不器用にフレンチキスを試みし未

万象を見張り臭寝もやらず小谷伸子

ロゼで乾杯行きつけの店末

青銅の剣蒼く光りっ佐藤さえ
喝采裡ドンキホーテの劇終り靖

狭庭の木々は薄紅葉して治

病癒え快気祝の手配済み水野治夫

山の端に淡くかかれる三日の月節

鳴き細りたる媚の声ハ
従軍徽章肌身離さず治

ナゥホームレス好んでなったわけでなし治

半世紀ジェット機天を飛び交える靖

丘ひろごりて遊ぶ若駒ふ
海光近くまどろみし春廣

︵於・経堂・婦人会館︶

音にきく名所訪ねる花の旅治

平成九年一月日首
平成九年九月日尾
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八川口．くさくきその五Ｖ

歌仙﹃初行脚﹄
歌枕辿りてゆくや初行脚
若葉野に追う限りなき夢

磯直道捌

宇田零雨捌

セーターの裾つぎつぎと綻びて矢崎妙子

賢治ひもときすごす冬の夜清水福子

血統書ついてる猫の寝ぼけ顔佐渡谷ふみ子

白帆浮べて海はひろびろ木部八千代
君と僕男女の仲と噂され松田千佐代
乗りそこねたる逆玉の輿古田悦子

ナォ頭巾脱ぎ語り尽せぬ師の偉業田尻槽子

零雨

暗い事件の取材気重に駒村多賀子

長濱喜代子

武知千代

磯直道

教会の鐘の流るる石畳岩間克而
新茶の香りほのと漂う吉金白水

口にふふめば甘き秋茱萸

鈴木寿美子

ナゥ思い出の品一つづつ消えてゆき渡辺ハッヱ

張りかえるには惜しき絵襖新堀亭樹

祖父と祖母ひそと並ぴて月涼し得能御幸
松永静雨
青山暎子
小野良子

園児らの唄声とりの声となり

此のあたりまで荒らす猪

夕月のかかり家路のまだ遙か

亡き子の写真肌身はなさず

ワ棒きれを振り振り駆ける物狂い

波のまにまにゆらぐ笹舟稲垣治子

おばしまに赤き鼻緒の歩を止めて飯沼しほ女

進学叶い仰ぐ大空佐野とし子

渋谷シゲ子

咲き継ぎて花も待ちいる新世紀東浦佳子

平成七年一月首
平成十年二月尾

︵於・詞粋蝉塞社︶

細き古道を飾る陽炎吉池保男

高橋喜代司

若林宏子
矢崎硯水

高安辻子
河合澄江

窓にくっきり姥捨の月

海外へ気随気儘の旅に立ち
癌でないよと医師の診断
薔薇赤く愛の告白詩に託し
花火にも似し遠き日の恋
山風のほどよく通る草の庵

宇田都子
仁杉とよ

山沢カツ子

直道

梁にめぐらす鹿の剥製

大皿の馬刺ににごりよく合いて

しみじみと聴く春雨の音

かなしみは花の過ぎたる如意輪寺

−1弓ラー

八川口・くさくきその六Ｖ

歌仙﹃初蝶﹄
初蝶を見しは現か島の春

巡航船をのせる陽炎

通学の子等に背山の笑いいて

窓を開けば心地よき風

望の月埠と万戸を照らすらん

小公園に匂う木犀

ゥ喪の知らせ受けて何やらうそ寒く

小谷伸子捌

独身貴族遂に返上

ナォマンションのベランダに置く何やかや

つぎつぎに出るキャビアフォアグラ

逆玉の輿の噂を否定せず

母の好める千両の赤

しんしんと雪降り積もる気配して

ラジオで学ぶ基礎英語１

病得てこやり勝ちなる明け暮れに

旅はろばろと揺るる穂芒

彼方には弧を描きいる地平線

蓑虫そっと首を覗かせ

師の句碑の刻みは深く三日の月

名物団子はやも売り切れ

ナゥ鳴釜の神事伝うる吉備津宮

小谷伸子
永見徳代
仁杉とよ
東浦佳子
鈴木佳子
河合澄江
堀内一子
西尾みゐ
伸

眼鏡外して拭う黄塵

佐渡谷ふみ子

故里の家建て替える由

徳

友の背を振り返るとき花吹雪き

平成十年三月十二日首尾

ただひっそりと亀の鳴く池

パソコンを孫に教わるもどかしさ

飼猫がいつのまにやら消え失せし

と

なくてぞ君の思い出さるる
色槌せし恋文未だ捨てかねて
ぽとりぽとりと落ちる青柿

碁敵と焼酎を酌み仰ぐ月

東浦佳
鈴木佳

ふ

澄

み

日永の古都を久々に訪い

汚職事件をあげつらいつつ
道の辺のお地蔵様は目を瞑り

ついと飛んでは歩く子雀

咲き満ちて水面に届く花の枝

東浦佳
鈴木佳

東浦佳
鈴木佳

︵於・岡山︶
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と徳伸

と徳伸みふ一澄

みふ一澄

八北九州・くさくき北九州支部ｌその一Ｖ

歌仙﹃みちのノ︑や﹄
木部八千代捌

佐藤ゑつ子

松田千佐代

木部八千代

涼しき風に浮かぶ白雲

みちのくや植田の水のうすみどり

園児らの送り迎への忙しく

渡辺常子
浜崎琴代

ナォ野遊びの誘ひの手紙書き終えてゑ

柱時計は早や四時を指し南マッミ
ようやくに新内閣のめどが立ちゑ

広告塔の赤い点滅加

逢へばすぐ言合になる二人仲安

失楽園の予感むんむん千

灰まみれ知らんふりするかまど猫琴

あちこち廻るお歳暮の品白石喜代子

独りごと母の口ぐせ聴き馴れし千
ゆらゆら揺らぐ庭のコスモス喜

産土神の森有明の月呆け一一言玲子

庇を叩くどしや降りの雨喜

破れしままに案山子っっ立ち琴
ナゥ中年は再就職の見込みなくゑ

ウィスキーボンボン舌にまろばせて昭

千
米谷志奈英

褒賞の披露も兼ねし花の宴常

彩とりどりに上がる風船田尻禮子

山口安子
琴

過ぎゆく春を惜しむひとときゑ

︵於・北九州市立白銀公民館︶

平成九年五月十七日首
平成十年二月十四日尾

↑う寺

コーヒーの香にほっとくつろぎ

開け放つ窓からさせる月の光ゲ

大江加代子

常

いづくともなく雁の鳴く声
ゥ大寺に木の実を拾ふ師の忌日

心の底に秘めし思ひ出

アルバムをめくれば若き君と僕
タンゴの曲にひたと寄り添ひ
ほつほっと点しはじめし港の灯

ゑ

千
千

月寒々と冬霧の中

土師満智子

着ぶくれた観光客もちらほらと

正岡子規の名句詠みつつ

寒﹁

池田昭子

加

ふる里の父は病に臥せりがち

朝な夕なに仰ぐ山並

城祉の花はいつしか咲き満てる

池の蛙がころころと鳴き

−1フ／−

八北九州・くさくき北九州支部ｌその一一Ｖ

歌仙﹃冬の雁﹄
木部八千代捌

思ひ出を友と語りて若やげば

静かに眠る故郷の山
永野美代子

新井アイ子

白石喜代子

木部八千代

何処ともなくふくよかな香の

竹下初子

一声は湖に堕ちしか冬の雁

望の月ビルの街々照らすらん

ナォ︻①ご目のスカーフをして春の街井生素子

柿落しの歌舞伎見物俊

金婚の記念に座る指定席同

ラクダのふたり固く結ばれ宮川佐利

炎天にゆがんで見ゆる水呑場素

昔話の訓りなつかしア

汗を拭きつつほっとひと息喜
峠路の茶店の蕎麦は母の味佐

無雑作に籠に活けたる萩芒う

ひたひた寄する浦の秋波松本光世
岡本せい子

遠廻りして帰る童等せ

せ

村上弘子

︵於・北九州市立足立公民館︶

平成八年十一月十二日首
平成九年十一月十一日尾

借景の窓にはらはら花の散り同
水陽炎に憩ふひととき緒方幸子

泡ぶくぶくと浅鯏潮吹く佐

不景気の風いつやむのやら弘
飲み薬少し減らして癒え近き同

月光を散らし流灯ゆらゆらとフ

銀杏並木の道はやや寒

古賀フサ子

ナゥおもちゃ屋の安売ビラに気をひかれ同
フ

ゥ豊年を祝ふ幟の風にゆれ

晴着の袖に秘めし恋文

渡辺俊子

気に染まい縁談みんな聴き流し

美

フ

一ニロ

雨の玻璃戸に顔をおし寄せ

北陸の海は重油の地獄絵図
遠くに消ゆるサイレンの音

八

ア

明易き空に下弦の月呆け

止まったままの竿の矢車
名刹を尋ねん旅も無事終り

俊

初

いつものように覗く犬小屋
校庭の花のトンネル賑わひて

夢いつぱいに飛ばす風船
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八松山・くさくき松山支部ｌその一Ｖ

半歌仙﹃防人﹄

杉浦朝

寺岡情雨捌

防人の歌碑ある丘や蝶の昼
温みて堰を落つる水ナ音
山田久

寺岡情

野遊の子等それぞれに集ひ来て

武知一十

平成十年四月首尾

︵於・東雲公民館︶
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パレットに溶く色は黄緑
デパートの広き屋上月淡く

入賞成りし懸崖の菊

ゥ空海の足跡たどる秋遍路

携帯電話肌身離さず

逢引は何時もの駅の裏通り
シャネルヘルメス派手なファッション

カクテルを片手にぼやく世紀末

低金利なほ続く年の瀬

月冴ゆる今宵は早く寝るとせむ

持病の頭痛又もづきづき
市議選の票の予想が読みきれず

願ひ届けと捧ぐ燈明

見の限り花又花の奥道後
啄り高くこぼれ来るなり

久千朝情千情朝久千代朝久朝朝久栄子雨

八松山・くきくき松山支部ｌその二Ｖ

歌仙﹃柳散る﹄

西のお空の淡き昼月

柳川の旅愁となりて柳散る

机辺身辺片付かぬまま

寺岡情雨捌

永井政

寺岡情

山田久

ナォ鈴の音の潮風に乗る島遍路政

和冠ゆかりの隠し砦か情

神宿る三千年の楠大樹久
香水の香の残る絵扇久

落し文拾ひて嬉々と幼妻政
バス乗り継ぎて映画見物政

雪罪々と義士討入りの日の如く情

夜鳴そばなら天下一品久

総領に後を任せて楽隠居政
最短の詩に秋を惜しめる情

世紀末月も無意味に濁りゐて

虫の音細る山荘の庭

ナゥ落葉松の林の続く八ケ嶽

個展を開く小さきアトリエ

分讓と立て札のある沢の縁

孕みし猫がのそのそと行く

ご自慢の海鮮料理花の宴

︵於・道後反輪荘︶

風心地よき唯りの丘

平成九年十二月十四日首尾
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ちりちりと秋の風鈴音高く
自分誌の原稿遅々と捗らず
訪ひ来し友と交はす熱燗
ゥ節分を迎ふる禰宜の着膨れて
年甲斐もなく軟派するなり
みごもりて開き直りし未亡人
そ知らぬ顔で通す明け暮れ

山一は不良債権ひた隠し
しどろもどろの汗の喚問
月碧くプールに影をゆらゆらと

不老長寿の地薬沸き立つ
泉源を遂に堀り当て町起し

夢か現か淡き初虹

此処にも建ちし子規居士の句碑
熱田津の丘は知らねど花吹雪き

政情久久政久情久情政久情久政情栄子雨

八東京・くのいちｌその一Ｖ

歌仙﹃小さな秋﹄

錨路地裏に小さな秋がならんでる

くなかでも幅をきかす朝顔
月の宴地酒地ビールさし入れて

つい乗せられて唄うひと節

持ち重りする大根の束

枯木立ゆきより遠い帰り道
ウ

琢朝市の仕舞太鼓の流れきて
くきょうは昼から曇りのち雨

渋滞で携帯電話役にたち

暉峻桐雨捌

暉峻桐雨
内山司花
鳥沢霞
吉田吉女
伊藤紫苑
矢島眸
仙波鶴女
桐
司
霞

紫

士ロ

ガーデニングにはげむあけ暮れ

次のデートの日取りきまらず
年下の彼氏をもって浮きうきと

眸

士ロ

桐

司

霞

鶴

外苑の照明消えて夏の月

天気予報が大当りして

麻の暖簾のゆれる泥鰭屋
屋形船駒形橋にさしかシる

まだたどたどし鴬の声

南からもう散りはじめたと花便り

く心づくしの弁当とどく眸

穂投網うっ入江のどかな昼さがり紫

隠すすべなき腹のふくらみ桐

お隣の若後家あえば知らぬふり鶴

姑の年忌をすませ燗熱く司
宵のみぞれがいつか初雪霞
旅の日に昔のままの廓町吉

時々出かけるひとごみの街鶴

あれもこれもとえらぶ煮売屋紫
単身の赴任もすでに三とせ越し眸

千秋楽の秋場所さびし桐

軒灯を消して月の出待っている司

津新調の羽織はおって菊人形霞

くぽちぽち店をしまいはじめる吉
村の名が町となっても人まばら紫

水嵩ました背戸のせせらぎ眸
尼寺の障子とざして花の冷え鶴

︵於・四シ谷・内山邸︶

築地の外に萌ゆる若草桐

平成九年九月三十日首満尾
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八東京・くのいちｌその二Ｖ

歌仙一春の風邪﹄

︾紅つきのマスクはずしぬ春の風邪

く板前じまんの白魚かき揚
町並の柳の影の濃くなりて
色とりどりの傘ほしてあり
踊りの輪いつしかふえて月のぼる

噂たがわぬ宿の新蕎麦

暉峻桐雨捌

く親子の会話はずむ大漁紫

壗菜のはなの中を分けゆく瀬戸の舟司

念願かなう日本一周桐

今度こそ赤いポルシェを買ってやる眸

祭り果てふたりをかこむ闇ふかし吉
ゅかた着せかけ背に文字を書く鶴
今日もまたすっきり晴れた蒼い空霞

ゴルフコンペのファックス届き司
中三のクラス受持ちはらはらと紫
やめた煙草をまた吸いだして眸

通勤の車中承知で胸に触れ
ふとした縁がいま孫ひ孫

くずしりと重い宅配の箱

司

霞

鶴

桐

きのう五分きょうは八分の花盛り眸

雪崩くるぞと有線放送紫

秋海業の散りいそぐ庭吉

酸性の雨で無月の夜は寂し桐

言わずとも痒いところを掻いてやり

眸

暉峻桐雨
吉田吉女
仙波鶴女
烏沢霞
内山司花
伊藤紫苑
矢島眸

猿の世界もボスの交代

桐

承ばらばらと軒にくるみの音しきり

あの峯の枯木の月のまん丸に
すこし多めに漬けた野沢菜

ウ

お母さんおつかれさまと肩をもむ

鶴

紫

士ロ

平成十年三月一日満尾

︵於・四シ谷・内山邸︶

目刺さかなに迎え酒する桐

めずらしく北の連山まざまざと司

結

く手濯ぎしてる越中ふんどし霞

汚隣ではさんま焼いてる昼餉どき鶴

てるてる坊主が風にゆれてる
雲切れてどっと繰りだす花の山

霞

士口

ホテルのロビーにツアーの遍路
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八東京・雲の会ｖ

短歌行﹃絹ごしのエロス﹄

八月やつなぎつるりと脱ぐ女
蟷蛾の眉のちょっと垂れてる

村野夏生捌

瀬間信子

阿武あのこ

市川浩司
村野夏生
上原木々

物干竿を売り歩く声

イボをとる無花果の汁むずがゆく

ワ紫に火星の夜明け染まりゆく

吉田三津子
木

クレーの天使と膳所で落ち合ふ

水中の光と影になりて君

あ

信

浩

木

食卓に透くこひの洗ひよ
太宰さん森さん拝み職安へ

年上女房家を出たまま

あ

オールナイトパートカラーに花が散る

墨のポタポタ描く淡雪

ナォ渇いてはキャラバン止まる唇気楼信

夏風黒く十四の窓木

凍てついてゆく王の手綱かあ
縄文杉に三千回目の木枯来信

絹ごしのエロス沈めるハンモック浩

塩の柱の冷ややかに佇っ浩

ワイエスの野に草いきれして信
彼岸から呼ぶ人のゐる月明り全

ナゥつれあひに秋鮭を切る少し小さくあ

︵於・東京渋谷種月庵︶

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

平成九年八月十日首尾
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八松山・興聖寺連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃郷土太鼓﹄

ほつほつ咲ける庭の寒梅

打ち初めの郷土太鼓の音高し

岡本眸捌

ナォあざやかな色の卵のイースター

万国旗出す手品師の技

すぺいん

西班牙も良いが近場の温泉に
匂ふが如き肌はマシュマロ

炎え炎えて果ては地獄とならうとも

北風寒く東る池の面

減税もボーナス増えるわけじゃなし

阿呆鴉も鳴くかアホーと
眸

ちひろの描く野辺の龍膳

岡本眸
高木潤
栗林孝子
松永静雨
潤

ナゥ今日だけの運動会のスターなり

わたしワインよ僕は酒だよ

集ひ来し友等たがひに華やぎて

天心の月皎々と澄み渡り

孝

糊を効かせたソムリエの衿
孝

菩提樹の花の盛りの賑はへる

つぎつぎ結ぶ紅白の紐

細川洋

田中一号

森教

高木邸︶
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陰口のくしゃみ三回誰かしら
人形焼きだお茶にしようか

小豆洗ひかそれか非ずや

静

式場の準備万端ととのひて
眸

つ

潤

眸

月淡く指呼の中核美術館
りんどう

ゥみちのくの湖に影おく紅葉宿

ノーネクタイで探り合ふ腹

ばつ二ばついちすぐに火が点く
逢ふ時はいつも他人の顔をして

溶け易きかな氷金時

国内の景気悪化を辿るのみ

目高すぐひし思ひ出の川
潤

平成十年二月三日尾

平成十年一月二十三日首

静

電子辞引で訳す英文

孝

︵於・松山市

涼しさの果ての彼方の月は黄に

静
潤

予後の経過を見舞ふ別荘

紀伊郁子

無表情だけどコアラは愛らしく

胸はずませる入学の子等

夢のせて若木の花も開き初め

郁教洋喜眸洋郁喜静郁潤洋教潤眸代子子

八松山・興聖寺連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃小面﹄
小面の天女の笑まひ春深し
すこし如何と注ぎし白酒
噂りの湖を巡りて賑やかに
窯出しの市の幟はためく

長戸弥香捌
長戸弥
松永静
木村仁

ナォ給食の当番きめる新学期戒能多喜

電子メールで送る恋文永井政子

フィレンツェのデートは何時もフルコース岡本眸

いっきに登る螺旋階段大西八重
雪山へとても入歯と思はれず静
ふぐりおとしの謂れをかしき眸

感ちがひ聞き違ひとて擦れちがひ政

避けてはならぬ領土問題八

竹皮をはらりはらりと脱ぎ捨てっ多

鯛素麺を囲むはらから静

受け月の金の雫に育つ夢眸
さはやかに弾く六段の曲香

ナゥ町内の紅葉祭りも盛大に政

高値のつきし米山の軸多

平らけく安けく予後を過ごすらん静

名人戦は半目の勝八

由緒ある句碑を埋めて落花罪々政

平成十年四月八日首

︵於・松山市長戸亭︶

フィトンチッドに触れてのどけき眸

平成十年四月二十二日尾
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うすうすと匂ひそめたる宵の月

紬の衿を合はすやや寒

逢ふは別れと誰が言ひしや

ワ残る蚊に追い廻されてそこここを

二十年とは長き裁判

きぬぎぬのベーゼしっぽりくり返し

マスクメロン己が好物

公害の海に魚も棲みかねて

象も眠るか摸もねむるか

西塔にかかりし月の涼しさに

みんなそれぞれ持つ万歩計

ピンク着て老化防止と言ふなめり

つばくろ

水を打ちては返す燕

大垣の花も盛りと招かれて

仁静香仁静香仁静香仁静香仁静香美雨香

八福島・郡山連句会ｖ

歌仙﹃鯉売りの﹄
佐藤淳捌

小山百合子

堀越ふみ子

佐藤淳

浮世絵風の羽子板の彩

鯉売りの水こぼしけり師走街

膝に置く六法全書重たくて

羽織袴で橋渡り初め

ナォ地球儀を買って憲法記念の日

木枯らしの宿中年の恋

駅前のダンス教室賑やかに

失楽園に咲いた徒花

炉明かりにいつしか影の寄り添ひて

不況のニュース政治面なり

病棟に上がる歓声金メダル

開店の広告流す遠い町
母の好物虎屋の羊菫

月今宵初の入選通知受け
むかごを苑でて喜びの卓

ふ

阿部昭

昭

淳

巷の風は既に暖か

ファックスで空の旅をと誘はれて

桃源郷に遊ぶ双蝶

花影に太極拳の息をつぎ

秤鰔抗蓉十座朋一叩壗︵文音︶
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寝転んで見る娯楽番組

はや色づきし家々の柿

向き山に漸くかかる居待ち月

ゥ最果ての岬に立てば雁渡る

昭

一得

大河ドラマの絵巻見る人

ナゥ五重の塔借景にして菊の舞
一浮

百

気になる噂さ君の転勤

恥ずかしき一間ながらも愛の巣に

ふ

百

ふ

昭

朝シャン終へてかき上げる髪
消費税五パーセントに民揺れて

狭庭を照らす涼し月影

百

昇進をビールで祝ふ宴なり

新車カタログ又も郵便
法螺貝の錫が渡る行者谷
こけし人形眸つぶらに

ふ

淳

本丸遙か烏雲にいる

花吹雪平次投げ銭ロケーション

昭百淳ふ昭百ふ百淳昭淳ふ昭百淳ふ昭百

ハ豊田・ころも連句会その一Ｖ

短歌行﹃麦秋﹄

麦秋や波打ってくる子等の声

上り権の麻の座布団

古雑誌きつく十字に括られて

世界の猫の展示即売

矢崎藍捌

茱萸はすっぱいＫＩＳＳはせつない

節

藍

即王

長坂節子
矢崎藍
八木聖子
谷本守枝

山粧う茶髪庭師の片ピアス

節

ゥ良夜なり悲しいときは笑うくし

貨車が通れば揺れるアパート
また嘘があばかれている世紀末

枝
即王

即三

伎芸天女のおわします里

藍

乱心のごとく花降るひとしきり

熱いオーブン開く春昼

空は鈍いろ海も鈍いろ聖

ナォ噂りのなかの小さな喫茶店節
おばさんだって恋をするのよ聖
水仙になってしまった美少年藍

売る土地のありて旧家の滅びたる枝

枝豆つまむ客の冗舌聖

まだ乗れますと磨く自転車節
月の下親書一通したためて枝

ナゥ梵鐘が鳴りて旅宿はやや寒く枝
ワレァルベキカアラザルベキカ藍

花筵座りのわるき徳利置く枝
蝶ひらひらと去りし対岸執筆

︵於・桜花学園大学卿研究室︶

平成十年五月十四日首尾
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ハ豊田・ころも連句会ｌその二Ｖ
＊

連句皿﹃鶯

辛夷の白の覗く窓際

定刻に鶯の来る目覚かな
ワイングラスに愁いゆらゆら

旅装解くしマン湖畔のペンションに

祭の宵の不意の唇づけ

見えすいた嘘のいくつを聞き流し

長坂節子捌

後藤志津枝

繁原敏女
八木聖子
長坂節子
士心

聖

敏

聖

大衆食堂すだくこおろぎ

夕月に急募のビラの色槌せて

平成十年三月十七日首尾
︵於・桜花Ｊ
学Ｃ
園Ｔ
大語
学学研修室︶

講座﹂︵矢崎藍︶

十四句の新型式︒一花一月︒発句・脇・第三・月花︒
挙句はほぼ作法通り︒㎡ＮＨＫ出版﹁おしゃべり連句
＊連句皿
聖

節

士心

敏

即王

節

五臓六脈にしみる熱燗

総裁はどぶんざぶんで辞職する
ひたすらに酪駝の鞍にすがる夢

間遠に落ちる午後の点滴
息づくものに満ちし春土

花吹雪浴びて傘寿の女がゆく
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､

ハ豊田・ころも連句会ｌその三Ｖ

連句Ｍ﹃惜春﹄
谷本守枝捌

繁原敏

︵於・桜花学園大学醐号室︶

平成十年四月十九日首尾
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谷本守

遠く近くに筒烏の声

惜春の一会のお茶を廻しけり

浅香宏

塗の文箱の中の絵草紙

矢崎註亜

八木聖

蚤の市物色の目の光るらん

毎ゼリーを口うつしして

ファスナーをはずして恋は奔放に

沈思黙考晩秋の猫

去り際のあれが本音か月の窓

竹馬の友の皆ちりぢり

大江戸の職人展の入いきれ

魔女の箒の越える国境

酔眼にハングル文字のネオン揺れ

子安の貝の淡きむらさき

暁の海に出でんと花筏

宏聖女枝聖子宏枝女子女枝
女

ハ豊田・ころも連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃後の月﹄
後の月土星をしばし隠しけり

稲垣渥子捌

加藤治子
八木聖子
森百合子
浅香宏子

葡萄を醸す蔵の大がめ

じゃんけんぽんで磑を上る児

治

後藤志津枝

鴫高音誘われるまま旅に出て

暑中見舞をやっと書き終え

アロハシャツ肩をいからせ干されおり

宏

治

印三

恋が扉を叩くときめき
爪染めて失楽園は絵空事
湯けむり立てる里の生業
更年期健康器具を総当り

聖

治

稲垣渥子

即王

枝

ナイキの靴は新品のまま

宏

ワ雑居ビルきょうもあいつとすれちがう

遠のいてゆく寒析の音

岡本道子

なりわい

喪の菓子を黙して食べる冬の月

ひとり暮らしも五年目の舂

捨て猫にタマという名を付けていて

治

宏

紫蜆ことし豊漁

堰に来て花は筏を組み直す

ナォこの国の未来に続く道いずこ渥
フランス行きの切符ようやく宏
パソコンを灯せば熱きＥメール聖

朝顔日記つけしあの頃治

身妊ったのと安室にっこり道
風のまま揺れる浮草我が人生宏

高層マンション目立つ空き部屋渥

祖母からの宅配便に虫封じ枝

金融の護衛船団散り散りに宏
スフィンクスを引揚げし海治

月まどかシルクロードははるかなり福井直子

無重力なる秋興の夢宏

ナゥ鹿すぐと立つ銃口に背を向けて聖

トーキー映画ぷっつんと切れ治
雑踏の中の孤独をかみしめる直

春一番が吹き抜ける街聖

ビオラデュエットのどらかな夕枝

聖堂のステンドグラス花の影道

平成九年九月十六日首

︵於・豊田短大語学演習室︶

平成九年十一月十八日尾
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ハ相模原・さがみ連句会その一Ｖ

歌仙﹁大樹氷﹄

暖炉の前の若き語り部

大樹氷月にペガサス翔つ気配
手びねりの紅茶茶碗の色佳くて

山元志津香捌
山元志津香

英

物江晴子
有賀元子
中島英子

物産展を往ったり来たり
年代の既望の銘の風炉屏風
軒の糸瓜は水を溜めそむ

森しづ子

新まいりＪ前途洋々し

ナォ別れ霜タイタニックはロングラン英

付け届けこっそりしている母が居て志

彼と二人の女正月志

虎屋の羊葵食べたことなし英
袖通すことの待たるる黄八丈し

鳥居を映す湖の静もる英

雪中の天城越えきし姫始めし
トナカイ

馴鹿の目のやさしさに遇う元

バースデーカードを貰うフィンランド

秋の閾けゆく孤狸庵忌なり志

何時の間にふるさと自慢後の月し

陽気美徳で陰気罪悪英

ナゥ潮騒をはるかに菜種蒔く日和し

雛を納めて嬰と野に出る志

高らかに三百六十五歩のマーチ元

ゆで卵照る弥生弁当し

花の雲この先各駅停車なり英

︵於・相模原市大野南公民館︶

平成十年一月八日首尾

士心

T員1

士心

ワ宮相撲てんてけててん触れ太鼓

一兀

し

英

リモコンカーに父さん夢中
わたし今貴方の文に泣いてます

一元

士心

し

英

し

一兀

プラチナ指輪はティファニー製と

再会はもと数寄屋橋交差点

鯉の洗いに酒は辛くち

月あげて鎮もる夏のスキー場

あすは本免合宿免許

士心

旅愁など云ってはおれぬ左脳なり

企業秘密は鞄いっぱい

晴

口あいて句仏の子めく花の下

西も東も本願寺春

−Lノェ−

中林あや捌

志
晴りあ
津
く
を晴あ晴あをを晴晴をあ晴香晴を子をや

ハ相模原・さがみ連句会その二Ｖ

歌仙﹃若葉径﹄
ジーンズの腰みな薄し若葉径
チョッチチリンジ啼ける頬赤
広範な調査をもとに書を編みて

ひと休みする金太郎飴
工場の立退き跡の月猩々
むかごをこぼす有刺鉄線
ゥ初雪の富士映す湖真向かいに

土産物屋に客のちらほら

町営の温泉たしか混浴か
教師生徒の不倫始まる

身籠りてシングルママになる覚悟

巴里より来たる自由の女神

冬月に歓迎の酒汲み交わす
餌付けしている狸・穴熊
歯刷子を左遷しいつも靴みがき

昭和の家の暗き玄関

ああ絵島一汁一菜花大樹
だんだら蝶を標本にする

ナォ惜春の即興曲を掻き鳴らしを
キャッチセールス街に横行晴

てつぺんに探偵が住む雑居ビルあ

どぼんざぽんの接待の海を
怪しげに床用意され青簾晴

毛はえ薬も無駄な抵抗晴

驍雨あがりて駆け落ちと決めあ
仲の良い夫婦演じることに飽き晴

ＶＩＰにシシカバブ出しを

トルコにてアラビア料理学ぶ会あ

秋の蛍の頼りなく飛ぶを

旅に病み深夜の月のしらじらと晴

格天井に雲竜を画くを

ナゥ菩提寺の庫裏のたたきのそぞろ寒晴

へぼ将棋まったまたぬとよく拝めて晴

手を振っている遠足の児等晴

竹馬の友の暮れかねる頃あ
満開の花の中なる発電所志

平成十年五月九日首

︵於・相模原市大野南公民館︶

平成十年五月十四日尾
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物藤中
江原林
山
元

八松山・佐久良連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃白酒﹄
ォ白酒を酌み交しけり緋毛既
せ

型すばらしく盛りし菱餅
裏小路桜草迫り道せめて
塀の中より三味の流るる
折からの涙雨とも月の濡れ

井門加奈女
鈴木春山洞

大本まこと

倉本淑

呑示

洞

ま

枝にぶらりと下る蓑虫
ひと

ゥ老夫婦紅葉たずぬるフルムーン

淑
奉不

キッスシーンをよぎるあの彼
こゆ

洞

寝ては夢起きてはうっっ恋まこと

移り香濃き衣のくたくた

淑
ま

生け垣がつんつん伸びる穂がましう

議員立法言論風発

舂示

淑

夏空の月仰ぎ見る人の群
冷しゼリーの喉流れ落っ

洞

はかど

だんどり

洞

淑

ま

サンゼリゼカフェーテラスで待ち合わせ

渉り悪しきリマの交渉

花吹雪あびつ何時もの坂下る

犬に吠えられ遅日一刻

ナォ全面に広告のうそ四月馬鹿淑

密航船の増せるこのごろ奈

ミサイル睨む射程距離都市洞

か

タンカー禍また押寄する日本海ま

麦蒔の姉さんかぶりいつまでも奈

鍋物にする雪降る気配淑
徳利の最後のしたみ掌に受ける洞
旅の準備に秘密小道具ま

膝枕夜明け知らずに共眠り淑

ラジオに合せ体操をする奈
大浪に小浪に月の影砕けま
猿柿の実の熟しきったり洞

淑

ナゥ玻璃烏の堀をななめに掠め飛ぶ奈

睡むたささそうパン焼く香り

やいやいと子にせかさるる夜店の灯ま

友の便りに近況を知る奈

昇り切る花前線の果いづこ洞

平成九年三月二十五日首

風船持てる肩の睡り児ま

︵於・愛媛県立生活文化センター︶

平成九年四月十五日尾
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八松山・佐久良連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃恋猫﹄
鈴木春山洞捌

井門可奈女

鈴木春山洞

軽くゆれゐる柳の芽枝
大本まこと

ォ恋猫に祇園の雅びなかりけり
ぶらり寄る本屋立ち読み日永にて

ま

奉不

洞

ペーパーナイフ卓に冷ややか

影に影添ひ話題移りぬ
ピルの上月中天に輝けり
ゥ黄瀬戸皿蜂の仔甘露煮盛りあげて

奉示

あれこれを手練手管とつくす唄

ま

洞

奉示

ま

奉不

洞

幸塞

冥く
麦刀

洞

酒もすすめば声も弾める

洞

倉本淑

﹁それがはんなりかわされちゃった﹂

世の中はなる様になるなりゆきに

オブスマン来るお上の頭痛
夏の月照らせる墓場灯の点々

浴衣の袖にすがる異母妹
重油流出柄杓に頼る能登の海
かわら

かもめ群れゐる中州の磧
野佛へ続く踏み道花万朶

蝶の飛び交ふ原に遊びぬ

ナォ愛犬の後追ふ声も春うらら淑

﹁ハイサョウナラ﹂園児あいさつま

つきまとふこと犯罪となる思想洞

登校拒否の物言はい児等奈

朝毎に薄氷畑物採りならひま

流行風邪には勝てぬこのごろ淑
憶ふこと田中絹代のテレビなり奈

年が判るとひやかされたる洞

あの人の好みに合はせ髪を切る淑

三味の音色に
こもる愛の音洞
えくぼ
月仰ぐ明るき
笑唇忘れかねま

小こさ
な秋を歌
ふ童等奈
ぺん
つづら

ナゥ右顧左晒紅葉の山の九十九打しま

淑

ニューモデルカードライフに出る淑
フリルつく下着ちらりと見えてゐて洞

昔のことをつい思ひ出しま

花人に溶けて宴の中にあり

亀鳴くてふ池の深秘に奈

︵於・愛媛県立生活文化センター︶

平成九年二月二十五日首
平成九年三月二十五日尾
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八鎌倉・里の会ｖ

歌仙﹃大賀蓮﹄
菅谷有里捌

菅谷有

吉田多

橋おん渡る法衣羅
菅井て

大賀蓮咲き揃ひたる光明寺
押し鮨を故郷の味と送られて
寺田悦

桶たらい水面の月の伸び縮み

うすもの

遊び心に絵の具持ち出す

山本孔
新家敦

林宙心

松本朝

ナォ日矢の射す竹林しばし唾りに津

野点の席の見合いほんわか田仲真喜

今生は色則是空散りぬるを悦

お初徳兵衛残影の原里

この辺りむかし螢の名所とや輝

汗を流してバイオ研究津

かろがろと宇宙遊泳パラシュートい

エッフェルタワー彩雲を分け敦
支出だけ記し家計簿しめく蚤り喜

パソコン叩く古稀の手習い敦

月まろし背中合わせの駅の椅子輝

旅人ひとり穂芒の波内田光子

ナゥ童らの担ぐ案山子はアニメ面孔
朝
飛騨の赤蕪漬物のせり

縄文の彫刻展示旧地主孔

口笛高く早春の歌津

特ダネに花のキャンパス師の叙勲悦

平成九年八月二十日首

︵於・鎌倉市教養センター︶

記念写真に蝶も舞ひ立つ喜

平成十年一月七日尾
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漢詩さわやか朗詠の人

ゥ見遙かす雁の鍵形山の端に
幼な馴染に肩をたたかれ
幻のマディソン郡も失楽も

湯宿に残る契り酒の香

峠越え最後の列車トンネルへ

狐狸の棲へたどる細道
月冴えて翁を偲ぶ床の軸

少子化進み産科休業

金権は悪の根元果て不知
ドミノ倒しもスポーツの中

優勝旗かシげ一周花吹雪

白磁の皿の大桜鯛

津里敦朝い孔子津い津輝子子い子い里輝

八松山・ザ・ファイブｖ

歌仙﹃岐れ道﹄
鈴木春山洞

鈴木春山洞捌

ォ岐れ道初恋草のいきれかな
井ノロカズ子

海原のはて島影もなく

靖

楊井粂男

松田靖夫

手渡されたるレースハンカチ
砂浜にパラソルの群カラフルに

月今宵出を待ってゐる独り者

矢野勝三
後藤波久

野辺に摘みたる芒一本ト
ゥ里祭獅子の前脚酔うてゐる

ナォ黄金週間香港周辺慌ただし洞
ビジネスチャンス狙ふ外国力

プリクラの前でポーズをツーショット井門河奈女

離党する殿心変りか靖

貝殼拾ふ夏の渚に三

すめ
久々に素足で憩ふ町姉む妹
末光栄子

ながながと公衆電話かけてゐて加藤朋子

ふたりでたどる峡の吊橋豊島博子
愛しくてべったり側にくっつける力
だぶだぶスーツ着せられてをり博

小げら鳴きよる裏の林に粂

月の下釣り挙ぐ魚の青光り朋

百済観音微笑妖しく三

ナゥ土瓶蒸し注文したる京の店栄
洞

突っ込んだ話シになると銭が要り力

靖
粂

ルージュ濃くして愛のささやき
むせかえるシャネル５番を抱き寄せて

力

平成九年五月十七日首

平成九年六月二十一日尾

︵於・松山市民会館２Ｆ︶

時代の波に流る春愁粂

燗漫の花の中行く武者の列三

通り魔殺人続き続きぬ奈

ひと夜の夢に賭く長枕ラ
ＣＴで吾が脳天を刻まるる

洞

波

土産に加ふ凍ミ豆腐なり

靖

もしやもしやと買ふ宝裁
馬の背に寒月仰ぎ神詣で
北極をひとりぽっちで征服す

力
波

なんだかんだのトラブルに泣き

昼飯の車座に降る花吹雪
山の彼方へ鶴帰る日よ

−1う6−

ハ与野・三尺童ｌその一Ｖ

半歌仙﹃炎昼を﹂

松下英

丹下博之捌

炎昼を恐れぬ今日の句友かな
宮田昭小

小池信

丹下博

内田乃

香炉を据えて入れる涼風

油彩の猫の昼過ぎの貌

平成九年七月九日首尾

︵於・丹下博之居︶
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愚の徳を案じっいつかこの歳に
月が出て灯火ひとつまたひとつ

華尤

松本杏

桃吹くごとくＯＬの散り
ゥ楽しみはタマゴッチのみうそ寒く
インターネットで〃求む恋人〃

新世紀火星の妻ということも

幻想という遠き日の夢
少年の心の闇を思いみょ
凍蝶越すに越せぬ海峡

きんきんと黒きタイガに月冴えて

脚ふみ鳴らすウォッカの宴
群衆の中の孤独さにっこりと
僕の得意はちょっとした嘘

補陀落は花一丈に埋もれて
チタールかすか春暁の洞

信之雄信杏尤美之里花尤雄子里子之美雄

ハ与野・三尺童ｌその二Ｖ

歌仙﹃何をつぶやく﹄

丹下博

丹下博之捌

星宿の何をつぶやく木の芽山
小池信

中村周

華尤

たださやさやと軟東風の吹く

卒業の祝いに友人集いきて
ワイングラスを高くかかげる
マロニエの枝より透ける窓の月

新干大根油揚とよくあう尤

ナォ春の磯焚き火を囲む影二三之
いびつなパール安く手に入れ尤
待望の特別減税ちょっぴりで信

﹁ユンケル黄帝﹂飲んでみる秋之

銀婚は夫婦茶碗を飾りおき周

抱かれて月に佳人を偲ぶらし々

穂草のさきの露のはかなさ尤
漂泊の身を聖堂に横たえて周

山鳩の声一つ聞きけり信
ライバルのアイアンショット切れもよく尤
記念植樹の誇らしき鍬之

ナゥ教室の窓に大きな黒あげは信

ピヵソたらんとスペインに住み周

毎日をパエリャ作りに苦労して尤
店の名前は﹁朝寝マンボウ﹂之

ポロロンの琴の音花は散りかかり尤

︵於・丹下博之居︶

仙台平もまじる野遊び周

平成十年三月十日首尾
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垣の崩れにきりぎりす鳴く
ゥ暮れの秋にわかに旅を思い立ち

病みしこの猫捨てて行こうか
シングルのマザー子連れで嫁に入り

手帳にメモる新パパの癖
日曜は泥棒市場ひと巡り
蚊遣りの豚の鼻の陽気さ
月下美人開くを待てば月上り

ただ森閑のビルの一室

ファクスのとめどなきさま怖ろしき

寂聴﹁源氏﹂やつと完成
昼夜で花それぞれの顔を持ち

女人遍路の遠ざかる鈴

信周尤信之信々尤之信周之周尤子子子之

八東京・鹿の会その一Ｖ

牛のように足腰強き雑煮かな
芳田龍子

安江真砂女

宮下太郎

歌仙﹃のよ
牛 差フに﹄

折から間こゆ追羽子の音

付け廻し

紅梅のはや細やかに照り映えて

小林しげと
赤松よう子

猪平十糸子

山本房子

枝から枝へ渡るうぐいす

硯の海へ注ぐ硬水

平灰に韻の字を踏む月おぼろ
ゥ帆船に二つ三つゆくシドニー湾

黄川田美千穂

山田章子
堀尾春海
渡辺博
加藤望子
西山真樹
伊藤稜志
戸田貝江
高畑自遊
大石勝五
小林梁

魔風恋風いまは昔に

思い出の濃厚なりし昭和にて

お籠り解ける半夏生なり
雪渓は頂近くどっしりと

初の賞得し女流俳人

紅葉かつ散る空想の森

月かかるロンドン塔に一休み

生ある者に水は命ぞ

断食も十日を越えて秋の晴

花吹雪嫁入道具運ばるる
庄屋屋敷は暮れ遅き日々

病をおして古寺巡礼藤井治

ナォ蝶々にだあれもいない砂の庭石田京

二重奏をばする仲となり川口摩知子

同宿のよしみと地酒注ぎっがれ折原麻美

人影いまだ明けぬ出湯は佐々木展子

結いたての髪こわるるを忘れたる佐久間淑子

紙漉きの干紙白く輝きて高橋敏子
発破ひびける奥美濃の冬矢野禅巌

少しずつ自然の姿変わりゆき遠藤翠
連続ドラマいつかあぐりへ宮内恭子

燕が帰る印伝の店坂田はま子

月淡し漢字忘れ昨日今日若松藍香

たっぷりと娘へ送る庭の柚子神崎裕子
ナゥ青磁の皿に盛りてスケッチ山本貞子

窓も心も開け放つ朝松村多美

小個展港神戸の絵が売れて露木崇夫

薄紫に霞む遠山執筆

満願の社頭は花の真盛り金子九星

︵於・俳句文学館︶

秤鰄秘罐一戸朋二十鄙印趣霊︵後半文音︶
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八東京・鹿の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃宗祇の句碑﹄

苔生いし宗祇の句碑や蝉時雨

連衆集う部屋の涼しさ

兎の枕リュックサックに

夏休み登山電車は込み合いて

ナォ雨催いうす紫の蝶々が

サテイの曲に過ぎて行く春
宮下太郎捌

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

おさがりばかり貰う弟

なつかしき父の残せし旅鞄
矢野禅巌
宮下太郎
高畑自遊
徳住玲

雀百まで踊り忘れず

夕月にガガイモの実の英はじけ

川面に映る高原の秋

ナゥ五重塔僧の笑顔の爽やかに

巨人優勝ついに成らざる

やるせなく布団かぶって寝ています

少しゆるりと地震来たるか

城跡の今年の花の遅いこと

噂りしげくすごす昼酒

︵ 於 ・ 箱 根 湯 本 ﹁ 早 雲 寺 ﹂ 書院︶

平成九年七月二十二日首尾
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海原にたゆとう月の船ならむ

年甲斐もなく色恋の沙汰

さんま大群向きを変えんと
ゥ穂芒の招き寄せるは何の幸
後指差されることもまた嬉し

ペル−↓に残る日本魂

久しぶりなるテレビ出演
退職の青木大使を惜しむ声
木枯に雲ひとつ無き鎌の月

神楽聡子の稽古始まる

計算違い小言ぶつくさ

大鍋に小豆いっぱい煮え立ちて
それはそれ意見まとめて花の山
よもぎ嫁菜を籠にちょっぴり

自鈴禅太鈴自禅自太鈴禅自禅太

執

筆禅太玲太禅玲太禅鈴太禅玲太禅玲太禅

八東京・鹿の会ｌその三Ｖ

歌仙﹃まんじゅさげ﹄

まんじゅさげ雨に裸身を燃やしけり

海鵜のむせぶ昏き月の出
無意識に秋の扇を揺らすらん

反古の原稿弛る屑籠

街角にラッパを鳴らす社会鍋

金の屏風の落箔の跡

伊藤稜志捌
赤松よう子

よ

西山真樹
伊藤稜志
山本房子
圭心

樹

よ

房

豊かな胸に秘める憧れ

ゥ敦煙の壁画に遊ぶ飛天たち

繕けば失楽園はまのあたり

房

歪みし杯に迎い酒注ぐ

房

よ

士心

ちりちりちりと三毛猫の鈴
動燃の汚水を漏らすドラム缶
桃色の混じるそうめん月涼し

樹
士心

よ

房

姫睡蓮の閉ずるやさしさ
機関士の腕に名残の碓氷線
みてよみてよとせせらぎが呼ぶ

士心

散る花に﹁はないちもんめ﹂どの子欲し

むつ五郎出て泥をくすぐる

不景気なんか飛ばす氏神房

ナォ凧揚げる青年の息荒々し樹

流行の服あれこれと試着してよ
ぺダルを踏んで銀座通りを志

足音がする凧の夜樹

雪もよい埴輪の馬の目のやさしよ

十二湖の長寿の水を彼に汲み志
たおやめ実は鬼女の爪持つよ

予約を取って通う鍼灸よ

ど先祖の遺産ざくざくキャデラック房

蝮の佃煮どかくんに入れ房

ＢＳの電波は月を越えてくる志

拍手を打ち福を呼び込む志

ナゥそぞろ寒川筋を航くだるま船樹

枝移りする幼な鴬樹

短距離に思わぬ記録朝原君房

惜春の影満つる園内房

渓を埋め山頂埋め花の雲志

︵於・浜離宮・俳句文学館︶

平成九年九月二十三日起首
平成九年十月二十八日満尾

−161

八東京・鹿の会その四Ｖ

歌仙﹃金木犀・銀木犀﹄
宮下太郎捌

安江真砂女

宮下太郎

金木犀銀木犀と香りけり
ちちろ虫鳴く庭の広々
黄川田美千穂

猪平十糸子

大石勝五

望の月硯の海をなみなみと

歳に似合わぬ筆の勢い
藍染の浴衣の柄は抽象に

太

美

夏館より見ゆる噴煙

勝

勝

四十年も前のなれそめ
丸雷も勲章姿もセピア色

太

ゥ新幹線峠の釜飯消えんとす
あっけらかんと老いらくの恋

一県

江ノ島の弁天様のにっこりと

一県

美

勝

琵琶に合わせる唄声の妙
燗酒をまた追加して凍る月

赤ひげ先生歳旦の酔

十

一県

勝

太

ダイアナの死は突然に夢現っ

東の風が吹き始む頃

花片の散りかかりたる宵となり
野良の仔猫がつぎつぎと生れ

ナォ親からの福耳持ちて入学す美

やがて凝りだす模型飛行機十
信濃川釣人あげし大なまず太

軍配で受く謙信の剣勝

ニューフェイス抜擢されて有名に眞

焼けぽっくいを踏みし夜遊び美
灯り消し蛍を放つ蚊帳のなか十

愛のかたちのさまざまにして太
貢ぎ果てサラキン地獄自己破産勝

起伏きびしき伊豆の湯の町眞
ほ−ほ−と臭鳴ける月明り美

秋の彼岸のおはぎ大きく十

ナゥ菊枕卒寿の父のっつがなし太

来たる世紀の待たるこの頃勝
公苑の馬場を走らす鞭の音眞

市会議員の選挙近付く美
山裾に舞う双っ蝶々執筆

薄紅の花のトンネル京の旅十

︵於・浜離宮︶

平成九年九月二十三日起首︵後半文音︶
同年大晦日満尾
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八東京・鹿の会ｌその五Ｖ

半歌仙﹃はこく咲く﹄第五巻

野遊びどちとゆるやかな坂
石田一思

宮下太郎
大石勝五

はこべ咲く小さき桜と似たるかな

エリゼ弾く舂光に指踊らせて

鬼殺しちびりちびりと飲みながら

妻の不倫か深夜番組

加藤望子
山田章子

安江真砂女

松村多美
西山真樹
小林梁
間畑自遊
戸田貝江
伊藤稜志
渡辺博

猫好き一家夕餉賑わう

微風が誘う池のさざ波
月光に新緑映える榛名山

佐々木展子

誰にも見せずお宝は何
外面は亭主関白現実は？

ワみちのくの藤原三代爽やかに

龍頭鶇首包む秋風

月明は金波銀波を縫い分けし

はや鳴き出せし庭の蝉なり

山本房子
山本貞子

信心のお稲荷様に笠かけて
おもかげ似合う絵となりました

佐久間淑子

太郎

花吹雪重なり合うて排水口
春の愁いにそっとため息

平成九年三月二十五日首尾

︵於・俳句文学館︶

の晴れわたった北西の空に見たボップ彗星の見事な姿での一

三月の例会はこの度上梓した﹁植物物語﹂の記念をかねるとい
うことで私にとってはとても嬉しいことでした︒幹事の稜志さ
んより発句を五つ持ってきてほしいということでしたが前日の
昼まで一句も出来ず︑午後からの散歩の時に二句︒即ちヨモギの
中に頑張って生えてきた土筆︑坂の幸夷の点描の風景︒そして宵

句︒明けてわが庭のヒメシャラの芽出しの実感句と︑俳句文学館
近くに生えているハコベの花が︑普通は深く切れこむ花弁だが
︿十弁に見える﹀重なり合って小桜の花弁にも似たかたちに見
えて出来た合計五つくすべて嘱目﹀を発句としました︒五座すべ
て満尾︒しかも花の座まで持たせていただき有難うございまし

た︒︵太郎︶
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ハ相模原・慈眼舎連句会ｖ

歌仙﹃歳は暮れ﹄
赤田玖實子捌

保坂武義

蛭海停雲子

赤田玖實子

法酒の壷に弾む炉話

蒜なく波奈水仙に歳は暮れ
大鶯は弧を描きつつ飛び去りて

加藤マサ子
幸一三

所の慣ひややに馴れ来し

マ

鴨志田智恵子

さやさやと袴の音の涼やかに

ビルの窓辺に夏の夜の月

マ

智

ワ草刈りの畦に置かるる涛當箱

旧き津名で通るグルウプ

平成の男は優し細き顎

垂云

マ

幸一三

マ

幸一云

″

智

へそくりを認めぬ令に意趣遺恨
スタアト地点やっと折り合ふ

智

割りなき仲となりて久しき

四万十の流れを乱す崩れ築
すさまじきもの宇宙遊泳
温暖化防止会議は月の古都
針の供養にミシン針をも

義

あの山も此の丘までも花が埋め

紫こめる長き藤房

婆はしゃかりきベビイシッタァマ

ナォ獺着ひもの生活に悟れる大谷繁子

頃は良し癩の病を持ち出しぬ雲
質屋がよひもよんどころなしマ

ー円の利息も利息秋扇雲
釣瓶落しに開かぬ踏切マ

月は晴れ歩巾を揃え腕をくみ繁
たぐりたぐれば理屈継がり智

ダイヤモンドにルビィサファイヤマ

多勢のスリイサイズが記憶され雲

楡まれて慌てふためくドアの鍵智
ボスの怒りを世辞ですり抜け雲

賞味期限を気にしている猫雲

ナゥ消しごむの角の丸みにつきし垢義

又しても詫状を言くていたらく臣永宗次郎

見物客へ野火の燃屑智

︵於・上鵺間︑桃天樹︶

深まる春は浄土曼茶羅玖

かがよへる万朶の花の下で逢ひ義

平成九年十二月九日首尾
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八松山・四国は一つ連句会ｖ

歌仙﹃石鎚の一眉
ォ石鎚の肩を掠むる帰燕かな

白骨林に残る月光ゲ

城の秋をみな姦し搦め手に
老いも若きも皆歩くなり
採り立ての筍飯の香り立ち

日雀小雀
の声降る如し
ほら

ゥマントラの洞窟吹き抜ける冥みの風
﹁コーヒー飲みにいらっしゃいませ﹂

こと手話に切り替へてゐるふたり連れ

口中の飴メ口移しする

あさひ

旭見し足摺岬後にして
八十八ケ寺満願成就

苔むしし古塚に射す東てし月

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

井門可奈女

楊井粂男
後藤波久
松田靖夫

波

矢野勝三

靖

末光栄子

栄

執筆

奉示

井ノロカズ子
奉示

粂

雪を肴に酒を酌み交ふ

華やかでやがて悲しきダイアナ妃

奉不

波
洞
まどろ

望遠レンズなにを捕らふる
花篝笛に火の粉を飛び散らし
ねぎ

拝み伏す禰宜舂の微睡み

手をつなぎゐる子等の賑ひ奈

ナォ蝶の昼阿畔の犬の寂びまさり加藤朋子

テレビ討論のらりくらりと粂

オルガンの音に輪舞のはじまりぬ洞

麦酒二元の旅の醍醐味富

どこまでも万里の長城汗しとど野村富子

朝晩は上着が要ると文の來て栄

ざっと別け入り濡れ果つるまで力
きいぎぬをディプキッスの影落し洞

隣国近く一衣帯水洞

みはるかす砂漠に昇る赤き月朋

寺の媚経を諸ず靖

少年法に罪は隠るる富

ナゥ連衆の芋焚き囲む座の崩れ三

炭鉱の煙突今は重文にカ

︵於・松山市民会館︶

時の流れの忙がしきこと三
麸を与ふ緋鯉の群に花筏奈
そぞろ歩きの春の夕暮れ粂

平成九年九月二十日首
平成九年十月十八日尾

−16ラー

ハ岐阜・獅子門ｌその一Ｖ

歌仙﹃赤椿﹄
烏の音も絶えず家陰の赤椿
土筆の袴ねんごろに剥ぐ
釣釜に水を一杓汲み足して

箱書の文字しかと拝見
上り月雲払ひのけ天心に
さざ波寄せて艀蛎の舞ふ

どこまで下がる日本の株

外遊の議員に重油へばり付き

鏡にゆがむ寝不足の顔

待ちあはせ合図に鳴らすクラクション

ワ今もある﹁小紅の渡し﹂柿の寺

出口陽山
山田蕗子
恩田静村

ナォ太郎てふ名の耕運機畑を鋤く

パンストの伝線止める御飯粒

喜多さかえ

大谷内輝代

湯治宿にてほぐす筋肉

キャンセル待ちの切符渡され

拘橘の垣に別れを惜しみ居て

原しよう子

薗理恵

細雪さうだ京都へ行きませう

洋風茶房のにぎやかな客

國島十雨捌

各務支考
國島十雨

機雷とは知らずつきゆく雑魚の群

口付けをする息の白さょ

伊藤︷ロ幸一云

前田圭衛子

岡田麗
内田美子
竹中定男
本屋良子
小川守
田辺桂月
川島支川
高木和子
高松正水

古くともいつも正確掛時計

頂上を見て万歳をする

ナゥこんぴら祭盲導犬に手を引かれ

芋の煮えたと隣りから来て

茶髪してブンガワンソロ窓の月

不法入国検挙送還

透かし彫なる業を継承

畑の中に遊ぶ小雀

平成九年三月九日首尾

︵於・獅子庵︶

執筆

三輪の里水清らかに花匂ふ

唐渡北勢子

梅村五月
加藤蕪子
松田裕子
井口ひろ
成瀬貞子
園部志げ
川島四郎
船渡文子
梅村卓矢

恋の話で刻を忘れる

月光が出るに出られぬ蟻地獄

小坂五百子

西脇美智子

堀野恒範
堀江岳渭
磯部攝子

のんどならして岬る冷酒
〃たまごつち〃とはなんだつけそっと聞く

サーベル腰に巡査ぶらぶら
時代館イベントに湧く花吹雪

霞棚引く遠き山々
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ハ岐阜・獅子門Ｉその二Ｖ

歌仙﹃笠しぐれ﹄
國島十雨捌

唐渡北勢子

松尾芭蕉
國島十雨

この海に草蛙すてん笠しぐれ

三十三才鳴く刈込みの垣

尾藤静風
後藤嶺子
大野鵠士
森川淳子
中尾胄宵
井口ひろ

石田一邑宙心

内田美子
園部志げ
本屋良子
松野弘子
堀内洋子
成瀬貞子
高木和子

伊藤一目幸一云

さまざまなお面長押に飾られて

筆にたっぷり墨をふくませ

観覧車回れば昇る望の月
秋の蛍がすっと流れる
ゥ年寄りの地獄耳かよ芋煮会

噂話に尾鰭つけられ

ＡＢＣ燃え尽きるまで燃えやうよ

双子が生まれ狭くなる家
隣国の飢餓の民をば救はんと
酪駝に乗って砂漠とぼとぼ
夏の月量うっすらとかかりをり

鮎を囮にもくづ蟹獲る

皆食べてよいと云ふのも惚け防止

ハーブ石鹸作るカルチャー
教会のステンドグラス花明り

満ち足りし手に染卵享く

針借りて縫ふ裾のほころび田辺桂月

ナォ尾の縫れ解けたる凧の糸を巻く高松正水

国士無双に上がる歓声松岡裕子

追ひかけてティシュペーパー配られて梅村五月

藁を入れ込む紙漉の枝美

新しき趣向を凝らす掘り炬燵小川守

甘きひと言つけたせる文宵

ミルクチョコ北海道の旅みやげ和

荷物をおろし煙草くゆらす勢

朴念仁床入り遂にくどかるる田中湖城

中天に月の兎が遊びをり雲
金木犀を散らし散らして貞

芳名帳のなれた筆勢良

ナゥ浮世絵もピカソもありぬ文化祭裕

改革は大声だけで嘘ばかり桂
村おこしにと地酒売り出す守

︵於・岐阜公園内華松軒︶

影をともなひ飛び来る蝶執筆

野に山に遅速ありけり花の冷え雨

平成九年十二月七日首尾
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ハ岐阜・獅子門ｌその三Ｖ

歌仙︒夜寝て﹄

火箸の先にふるる埋火

一夜寝て寒さくらべむ草の庵

渓谷を工事車輌の音たてて
輪を画くとんびついて来るなり

砂風呂の頭上に月のまん丸く

松茸飯の炊きあがる頃

ウエジブトの遺跡展観る文化の日

同窓会は女牛耳る

がやノ︑と不倫の噂尾鰭つけ

協議離婚で手打乾杯

折りたたみ傘をしのばす旅鞄

ねぐら探して歩く公園

伊藤白雲捌

伊藤一口圭一云

松尾芭蕉

桂

田辺桂月
藤墳淑女
堀内洋子
久世竹水
清水冑瓢
小林美苑
伊藤錦石

唐渡北勢子

木村和喜
松岡裕子
洋

西脇美智子

浅野繁子
大橋正子
田中湖城

昇りゆく月きはだてる立版古
片脚欠けてへばるががんぽ

地震の予知を下駄で占ふ
活気づく淡墨の里花盛り

吊り下げるてるてる坊主てる坊主

列に割りこみ食べる田楽

ナォ俳譜の座へ聞えくる昼蛙雲

信長塀を造る計画内藤安子

おらが村オリンピックで有頂天堤民女

記念切手はすでに売切れ繁

熱田から出雲へ神を送りだし智

頬すり寄せて玉子酒呑む喜

目立つ腹ドレスで隠すＶサイン高田久枝

クイズに当る名無し権兵衛湖

ボス猫がいち目散に逃げて行き苑
水車小屋あり巡礼の道福永常子
月光ゲに牧水しのぶ童歌高松正水

赤い羽根つけ募金お願ひ民

ナゥ入賞の吾れに幸あり秋扇竹

行政改革出来ぬ見通し淑

落書考古代現代同し枠正子

パノラマで撮るカルストの山裕

︵於・大垣円通寺︶

花吹雪由緒窯元登り窯勢
笹舟ゆれる糸遊の影執筆

平成九年十一月十六日首尾
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ハ岐阜・獅子門ｌその四Ｖ

県芸術文化顕彰・十雨宗匠受賞を祝して

歌仙﹃天高し﹄

ナォ揚雲雀修復成れる支考庵

連句フェスタに集ふともがら
お茶請はねぢりん棒にきかん棒

兄には勝てず犬小屋に寝る

後藤富美子

梅村卓矢
瀬尾千草
高木和子
般渡文子

獅子門の明日へ手と手携へん

小林しげと

堀内洋子
中尾胄宵
成瀬貞子
小川守
内田美子
柴田由乃
井□ひろ
川島支川
園部志げ
森川淳子
松岡裕子
唐渡北勢子

宗匠帽に蝶の戯れ

本屋良子

絹団扇木魚の僧に風送り
簾を抜ける煙ひとすぢ
恐妻といふ看板は表向き
小指を立てて降りる役職

弥生の宴にうたふ祝歌

末頼もしき若き後継

刷叺手の父の草笛音の良き

夏の燕のすいと軒先

ウペン餅岻をなでて写せる四書五経

誰にも言へぬ青春の詞

食事の支度男物着て

舟小屋に濡れし体を温め合ひ
イタリアへバックひとつで一人旅

沖津秀美
梅村五月
田辺桂月
加藤亀女
八木紫暁
松村あや

伊藤︷ロ壺云

大野鵠士

松尾一

淡墨の花こそ花のなかの花

顕彰に青々園の天高し
吊せる柿も色深む月

平光美泉
端元凉子
岩永極烏

冬の月屋根渡りくる鐘の音

松波幹治
後藤嶺子
小瀬秒美
竹内昭子

秤鰄皿幹十一一一朋二十一雨誇︵文音︶

余生たまはりゲートボールに

ナゥ菊石を拾ひあてたる下り簗

核の時代を語り部となり
耳立てて兎のはねる月今宵
園児とともに薩摩芋掘る

はんなりと友禅まとひ老い給ふ

映画のやうにコイン投げ込む

岡本満智子

おらが里自慢の新酒振る舞ひて

落葉のつもる庭の片隅

珈琲豆妙りマスターの懐手
車のローンやっと終りぬ

うっらうつら春眠の母

訪ひし分水嶺は花盛り
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ハ岐阜・獅子門ｌその五Ｖ

守捌

後藤キヌエ

小川守
尾関芳子
本屋良子
園部志げ
宇野久恵
げ
守
げ

良

宙心

宙心

ナォイースター喜び分っ染卵芳

すれ違ひざま色目使はれげ

不況をよそにサッカー薮とは守
この話題老いも若きも熱を上げ良

埋み火を後生大事に装ほへるエ

すっぼん鍋に酌み交はす酒芳
バーバーの回転灯に冬の月エ

安乗岬に木偶芝居見る恵

よちよち歩きに一喜一憂良

ナゥ太棹の耳に残りし帰り途エ

夢は大きく姫虻の天芳

空洞にセメント詰めて花新た守

︵於・岐阜市ドリームシアター︶

平成九年五月二十二日首尾
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短歌行﹃初鵜飼﹄

初鵜飼匠腰簔雨合羽
打ち上げ花火城山に咲く
新聞の先づ三面に目を通し
肩書もとれ猫とたはむれ
ワ月連れて旧街道をバスの旅

訪なふ庭に萩のしだれて
七夕の笹に託して恋の歌
小袖艶めく紐のいろいろ
ナップザックにお供物も入れ

火に追はれ愛染明王逃げ給ふ

風に乗りくる駒鳥の声

みちのくの糸割櫻咲く便り

小
川

代夫道夫代道夫代道夫代道夫代道夫代

道

澁谷道捌
上野谷

八大阪・紫薇の会ｖ

ひず

貴文

半歌仙﹃ほそ道﹄
ほそ道へ迷路へとどく胄嵐
忘れたころにまた閑古鳥
米塩のエンの旧字が書けなくて

しんがり

ゲートボールのゴール朧に

平成九年五月十八日首
平成九年五月十八日尾

︵於・大阪・住吉︶
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蒔絵の箪笥ただみがくだけ
天窓の歪みを月のよぎりたり
ヘッドライトの遠く冷やか
ワたて笛に横笛が和す霧ごめの
食べてはならぬ実を二人して
宵闇に﹁失楽園﹂を観たあとは

テラスの椅子にアブサンの壜

野づら積みなる石垣の坂
魚匂う魚屋の角を曲るとき
みあかし捧げ聖しこの夜

月凍てて詩人を撃ちし銃の誘
雨だれを集めて明日に耳ふさぎ

橋なき川を權古びっっ

殿を猫と歩いて花疲れ

二西澁

八東京・紫冥庵連句会その一Ｖ

吉澤蘭石捌

歌仙﹃ひまはりひまはり﹄

草矢射るたび天をとよもす

ォ一面のひまはりひまはり地平線
井上鶴鳴
中村磁鏡
渡辺玄鴻
柳川霊鷲
小倉川太郎

肩書き多き名刺交換

鍋どうし乗り合はせたる芋煮会

コンピューター生命の起源描かせて

遠きなにかを呼ぶごとく月

鈴木一暴圭ロ

沼谷香夜

小出ししてみる秘密幾つか

ゥ島抜けの嘉吉に懸巣やかましく

鏡

南千浩

無防備に濡れた寝息の姉とゐて

日下悟乃
横田其筋

靖国神社公式参拝

鵜川霞
乃

鴦

夜

椎名竹柏

乃

鷲

白のカバーをかけたビニ本
魂は売りしも時の買へざりき

月欠けて寒猿峰に細き影
孫にちひさな手袋を編む
乱暴で口の減らぬが目に涙
それでも死んぢやあおしまひよ
花たわわもしやもしやのジャンボ籔

分讓住宅鳳蝶付き

乳房のほくる櫛でくすぐる森朝冥

ナォ丈高き女のかざす春日傘筋

無限の闇の造る石筍鴻

生理中のＦＵＣＫは熱くよどみなく夜

故郷の円形墳墓記事になり鷲
ざわめきのなか熱帯魚みる鳴

カメラの位置を怒鳴る監督霞

呑みほしてメガホンの汗紙コップ筋

寒冷気団南下してきて鳴

よく効くが副作用のある降圧剤鴻

揺るぎなきアイデンティティー照らす月鴻

詰むか詰まぬか成り捨ての飛車筋

デカンショデカンショ早稲酒をくれ鳴
ナゥきりたんぽ煮る母の手を想ひだし鷲

ぜんまいを巻くきりきりと巻く鏡

匂玉を連ぬる紐の朽ち果てて乃

叩雷︵電脳文音︶

湯気吹き払ふ春の川風小林蜆汁

花に棲む鬼に逢ひたし峡の宿吉澤蘭石

秤唾靹唾十土朋二粁

一於・癖伸詫沙握信一秤

小舞詞緑一

一ＮＩＦＴＹＳｅｒｖｅ一
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八東京・紫冥庵連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃男唄﹄
井上鶴鳴捌

英和辞典を左手で繰る

八重椿棚にふうわり笑むならん

筑の蜆も寒明けの市
小林蜆

吉澤藺

日下悟

井上鵺

渡辺玄

社会部の珈琲うまし朝月夜

中村磁

ナォ司書の持つ図鑑の中に眠る蝶鏡
モルヒネ溶かす音のかそけし石

襖の陰に返る鱸乃

密室に人体模型暴きをり汁

ぼんやりと坂照らすガス灯鴻

妊れば離るる心雪時雨石

米

パソコンに円周率をかけてみる石
﹁くりいむれもん﹂なども折々鏡

肩の銃創父の勲章乃

艦はいま船台にあり航を了へ汁

まつきんきんの團栗と猫鏡

地の酒と月を賞づくし鄙の宿石

ナゥ冷まじの社の森に槐侭立つ石

不思議の函を拾ふ道端汁
影踏みの鬼いつまでも鬼のまま鏡
塾の教師の手書き広告乃
仰げる空をそよぐ春風汁

︵於・浜田山・美少女亭︶

優勝の杯に花散りかかる鳴

平成九年二月八日首尾

※くりいむれもん：．一九八○年代に一部のアニメファンの間で
流行したアダルトアニメビデオ︒

−17弓−

ォ薄氷を踏みてきたりと男唄

鳥の渡りのよぎる天窓

ゥたまさかに旅にある友去来の忌

河原に物を燃やす人影

口紅は姉から借りて念入りに

告白どこでしたらいいかな
砂山に錆びたナイフを掘りあてて

少年ひそと殺意育む

月よりも皓く光れり夜光塁

心太にはこて盛りの蜜

ハワイに買ったコンドミニアム

遺言状しつこきまでに書き直し

遅れて届く独活の一箱

岬までせり出しけり花万朶

汁乃石鏡乃鏡石乃汁鏡汁乃鏡汁石乃鳴鴻

笙愛妙修正

八富山・樹氷連句会ｖ

紺紺久是じ
野野我行ま

いぬじま正一捌

し］

歌仙﹃葬送の﹄

谷川飾る百匹の鯉

葬送のジャズ聴きながら薄暑かな

掘り出しものでひとり酒酌む

真贋の鑑定依頼返事来て

くすぐる雲に笑う山並み

ナォ新入生調子外れの歌になり

冗談も酒落もそっぽの女房殿

テレビ壊れて十日余りも
Ｗ杯出場権をやっと手に
埋めく命宙に舞わせて

珊瑚礁地球汚染の忍び寄る
鮫で泳ぎも止められし浜

今が一番あばたも笑窪

狂おしきドライブの果て夏館

ふっと鳴き煩む庭の郡郭

灯を消して呑み干す盃の月槍し

ナゥ突きとめて藻抜けの殻に柚子香る

腰を伸ばして煙草いつぷく
買い増えし盆栽手入れ捗らず

母の形見の絹のブラウス
舟唄の鄙びに花の最上川
車椅子での旅をのどかに

秤鰄枕奪一↓朋仁寸明雷︵文音︶
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月冴えて黒々と山押し黙る
雪のいで湯に浸る猿ども
ゥ木戸御免濡れ手に粟の総会屋

体質改善頼る漢方

巣立つ子を菫御飯で祝いけり
コンビニもなき過疎の日永に

高々とハングライダー風光る

天山南路絹の道行く

王国の幻見ゆる月の果て

蒔絵箪笥に秋の七草

爽やかに少女入り来る寺の門
句座に見染めし青き目の人

卯月過ぐるに噂ますます

花の下身振り手振りの逢瀬なる

ぬ

妙修正笙愛妙修正笙愛妙修正治子子吉一

執

筆笙愛妙修正笙愛妙修正笙愛妙修正笙愛

ハ鎌倉・湘南吟社その一Ｖ

歌仙﹃凧澄むや﹄
凧澄むや夕照うけて海の上

引上げられし若布刈る舟
初雛に招きし客は幼くて
なまこ壁ある旧家やや寒

オルゴール巻き繰り返し聴く
残る月電子マネーのキーを打つ

ワ新走り差しつ差されつ仲深き

喜雨兆す富士の笠雲月隠くし
と

上九一色杜鵤鋭き

小林静司捌

瓢左仏
倉間千代
杉浦ちゑ
和田忠勝

ナォレガッタの水尾にエールを交歓す里

ミニスカートの膝の可愛ゆさよ

ヘンデルの弾きしピアノはそのままに洋

枕重ねて地獄極楽雲

世話好きの後家いつからか思ひつめ勝

すみか

一所不住の旅を住処に司

江戸っ子が東京っ子になりそこね勝

禁煙コーナーなのに灰皿雲

補聴器展とは耳よりな新企画敦

男前には嫁にやれない勝

角なき鹿の群れて眠れる洋

声つちかけ

補梢の夢ははかなし後の月邸

ナゥ釣舟草谷戸田の奥にひそと咲くょ

蛭海停雲子

秋山よう子

ゑ

暎

神の池咲く音間こゆ古代蓮

ひとひらの花舞ひ込みし琴の宴

平成九年二月二十四日首尾
︵於・鎌倉腰越勧行寺︶

ボタン

新入生の釦眩しむ里

万国に贈りし苗の花万朶郎

閉山は憂し三池炭鉱代

ボランティア重油の海に迎え撃つ里

金のことには寒きくちびる暎

和田洋子
菅谷有里
土屋実郎
白井暎子
村上敦子
興津霧邸
高島幸子
小林静司

丹精語る絢燗の菊

師のいましめを軸に仕立てて

洋

代

ポルノ観てまだ余生とは思ふまじ

香港の返還またず巨星墜つ

母となりてもマドンナの意気

出窓にゆるる魚のモビール
うぐゐす餅を皿にとり分け

−17ラ

ハ鎌倉・湘南吟社その二Ｖ

小林しげと

土屋実郎
吉田茂穂

世吉﹃鶴岡八幡宮奉納俳譜之連歌﹄

舞殿の破風露けしや神の庭

俳譜の祖の一句読む月
菊襄潮の香りの移るひて
めでたきことの続くこのごろ

松の林に響く吟声

杉浦ちゑ
倉間千代
菅谷有里
小林静司

地酒並べて年酒酌みあふ

ナォ草餅にまぶす黄粉のあさぎ色

糖尿病が頭かすめる

とうがらしより赤いピーマン

怖さうに覗く即身仏の顔

特ダネを拾ひそこねた休刊日
大道芸をパフォーマンスに

加藤雅子
矢端寛之
菅井てい

白井暎子
新家敦子
寺田悦子
名古則子

満尾

宗匠
執筆

若尾よ→し差え

式田和子
引地冬樹

谷口慶子
近藤蕉肝
吉田たき
小野シズ

田舞知恵乃

藤江瑞
高畑君子

一条澄子

小張昭一

親の気も知らでネオンの六本木

大林杣平

車賞し１ス香る木犀

ガールハントがいつか職業

瓢から駒の出てくることもあり

連子窓細身の月と膝小僧

ペットボトルに湧水を詰め

新米の値の又も下がりて
工事場に弥生時代の住居跡

ナゥ地方色豊かに並ぶ道の駅

かごめかごめと遊ぶ子供等
折鶴の千数へてはつなぐらん

郵便局で失くすマフラー
旧潤の友と寮歌を放吟し
若駒かける丘はさみどり
島蔭に花筏あり瀬戸の凪

師恩を偲ぶ清明の門

宗匠土屋実郎座配和田忠勝
脇宗匠小林静司花司林恵津

知司小林しげと配硯高島幸子
執
筆菅谷有里村上敦子

平成九年十月五日首尾
︵於・鎌倉鶴岡八幡宮真会殿︶
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赤い靴履いて散歩の座敷犬
凝り性でナンバーを選る初タクシー

蛭海停雲子
秋山よう子

テレビ放映されて名所に

よし

高島幸子
村上敦子
山口良子
岩永極烏
山本孔子

高津明生子

田仲真喜

林恵津

和田洋子

今村佐久子

岩永極烏
和田忠勝
柴田寿賀

代書屋が猫背伸ばして大欠伸

記念樹は花の盛りの同窓会
春の灯しを囲み寄せ書き

湾央を貫く道路着々と
夢の実現五十年ぶり

経済摩擦募る日米

正眼に構へ真剣ゆるぎなし

名も無き滝の落ちる静けさ

仏法僧終の鼓は月に打つ

答め給ふな青春の夜

恋こそドラマメークミラクル
吸い口にありあり残る紅のあと

裏通り更に曲がれば碑が一つ

品

八大府・正風大府支部その一Ｖ

加藤香

鈴置一

歌仙﹃初明り﹄

髭はねている蓬来の海老

ォ瑠璃窓に瑠璃なき如く初明り

只黙々と畑を打つなり

凧あげる子供の声もうら︑かに

更けても人の出入りはげしき

ナォ鈴付けし子猫と遊ぶ家のどか

不意な地震に慌てふためき

僥跡に戦の頃の偲ばれて

真知子巻きして知らぬ君の名

寒灯を消してくちづけしっとりと

波音高き最果ての町

酒のんで知床旅情唄い出す

左遷の地にて独り悶々

さらさらと流れる風に草なびき

松茸山の譽備厳しく

分校に月見の台の設けられ

秋蚕すませし人の寛ぎ

海も美し山も美し

ナゥ買い替えて新型テレビ写りよく

仕舞いたる修身の本取り出して

洗い浄める尊徳の像

豆にむらがる鳩もうらシか

奉納の連句に宮の花匂う

平成九年一月十三日首

︵於・豊明庵︶

177−

裏薮の雀寝落ちし朧月
ひそひそ話何のことやら

ゥ駈け引きはあの手この手の選挙戦

忍び会うのは公園の奥

双親をあざむく事も恋ゆえに
地に届くまでに鉄線咲き垂れて

落ち付きのある庭の配石
名月に訪い出されし外歩き
ズボンの裾も露に汚る蚤
山寺の鐘のひ武きに秋深み

春光弾く小さき泉水

京の土産はいつも八つ橋
金婚の祝を兼ねし花の宴

人花人花人花人花人花人花人花人花人花

花人花人花人花人花人花人花人花人花人

八大府・正風大府支部ｌその二Ｖ

半歌仙﹃名月や﹄

藤野鶴

松尾寺巴

久野渓

ォ名月や門にさしこむ潮がしら

驚いて翔っ河の辺の鴫
鈴置一

竹伐りに農の隙間を頼まれて

民芸品の人気上々

こぽる程なる手拭の汗

平成九年十月十九日首

︵於・芭蕉会館︶
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夏場所は予想外れの混戦に

鎮守の宮に太鼓高鳴る

ゥ鍛えたる大業物を奉納し

骨折甲斐のありし良縁

身嗜みだけの化粧もつ量ましき

河川改修計画のま畠

代議士の地元廻りは腰低く

寒行僧の素足いたまし

雪雲の通り過ぎたる月明り
梵鐘の寄進ようやく纒りて
保養を兼ねし句作りの旅

翁の句碑にからむ陽炎

名所の花に遅速のあるが良く

山花山花山花山花山花山花山花山流山蕉

ハ伊勢・しらぎくｌその一Ｖ

歌仙﹃鉾杉﹄

菰かぶりの樽照らす望月

ォ秋高く三輪の鉾杉天をつく
指さきに渋つけしまま柿むきて

スリッパ無用上る階段
日短か間違ひ電話幾度も

雪合戦の柔道部員

大西貞子捌

尾崎重子
大西貞子
前田てい
村田治男
中野たつ子

村田静子
てい

治男
貞

秘め事ありて輝いてゐる

静

ゥお元気でキャロットジュース飲んでます

没後も奉仕つづくダイアナ

てい

赤い糸どこでもつれてしもたやら

縁側はまだ花莫産のまま

マスコミも興味本位はもうやめて

重

たつ

たつ

湖畔で開くジャズコンサート
鳶の輪のまんまん中は故郷にて

重

月を背に法衣を持ちて避暑地ゆく

いまだに小さき猫の仔の声

治

静

風日祈宮あたりひっそり花吹雪

貞

かぜのみや

にほひよしとて壺焼を食ぶ

各駅停車時間気にせず貞

ナォお店屋さんおれだんみんな十円よ重

飲みかけの缶コーヒーを両の手でてい

て

恥ぢらひながら交はす挨拶たっ
ひたすらに君いとほしく光る眸治

針供養する女童ら貞

はやり

納豆汁丈が伸びるとすすめられ重
古伊賀の瓶を売れと言ひ来し静

口笛吹いて並木通りを静

キャミソールルック今年の流行とかてい

すずき

まこと静かに鱸釣りする治

新聞をくばる少年明けの月たつ

シャガールの絵はブルースとなりたつ

ナゥ蔵の裏櫓田ずうっとひろがりて静

とうとうたらりとうたらりくる重

天安門太極拳の息そろふ貞

︵於・猿田彦神社休憩所︶

花筏お堀は歴史秘めしままてい
田鶴鳴きわたりたる朝の空治

平成九年九月三日首

平成九年十二月三十日尾
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八伊勢・しらぎくその二Ｖ

歌仙﹃金平糖﹄
大西貞子捌

中野たつ子

村田静子
前田てい
大西貞子
村田治男

ォ金平糖ごつごつころげ年惜しむ

留守番の犬少しすねてる

旅立ちのカメラ念入り仕度して

ふっくら赤き可愛い手袋
月天心眠らぬ街のつづきをり

静

お揃ひのピアスしてゐる日曜日

貞

たつ

てい

尾崎重子

新酒うましと回す杯

停止信号もつとっづけよ
嫁ぎゆく守り刀を帯にさし

治

ゥたどたどしピアノに合はせちちろなく

ハワイマラソン目ざす練習

貞

かみきりの飛び翔っ構へ月澄める

静

プランと違ふ窯出しの陶

遊学の子の名も形代に

てい

重

治

重

過去最高申告洩れの多きこと

あの声は烏交る声なり

たつ

神宮寺在りしところを花吹雪
パステルカラーの春のスカーフ

材料吟味老舗懐石貞

ナォあでやかな都踊りの見物に菫

ルビ多き﹁少年Ｈ﹂再読す静

クローン人間ふえてどうなるたつ

各駅停車線路凍てつくてい

いや

防寒帽ふかくかぶりて礼正し治

若者は熱いココアへ息を吹き静
そしてそれから黙つづきをり治

トンネル出れば熊野大灘菫

一人でも生きてゆけますさようなら貞

平家の里に柿の色づくたつ

ひそひそと月の中から声のしててい

ナゥ琴を弾きをへたるしばし露の秋治

エリートといふ身分犯たちたつ
セリーグの新会長に高原さん静

家庭用金庫よく売れてゐる重
花の宵水上バスに眺めつつ貞
夢の果てなる白烏帰へるてぃ

平成九年十二月九日首

︵於・猿田彦神社休憩所︶

平成九年十二月二十三日尾
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八東予・しらさぎｌその一Ｖ

歌仙﹃千烏﹄
天草や千鳥孤影を曳け︲る浜

田中一火女捌

女女
玄火玄年健年玄年健年健火健玄

玄一
火

健年

前垂しかと牡蠣を割る人
待ち兼ねし連句会報読み終へて

テロに什れしツアー一団火

ナォ行きなやむ様マも名残りか流し雛健

路に取られし伝来の畑健

モンタンは墓あばかれる仕儀となり健

へっつい猫の髭焦がすまで健

繰り言を聞いて聞かせて日向ぽこ年

救急車夜のしじまを引き裂きて玄

慰謝料払ひ夫捨てる妻火

テレフォンカード度数切れなり年

ヤサヲトコ

コップ酒投げて悟気の優男玄

橋までを月美しければ廻り道年

木犀の香の通ふ社家町健
ナゥ蒼弩は北斉の紺烏渡る玄
切符手に入れＷ杯ゆき健
堂にひびける警策の音玄

老ひぬれば婦唱夫随で偕老を年

︵於・東予市楠河公民館︶

自家菜園の蝶は巴に健

花吹雪受けて至福の花の午後火

平成九年十月十七日首尾
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観劇誘ふ電話友より
酒蔵の古壁匂ふ宵月夜
虫のすだきの繁き露路裏

恋慕切なき高原の宿

ワ涼涼とゆく秋水の果て知らず
閨の灯を消せば面影まぼろしに

ハイレグ水着よぎる眩しさ

始発電車の音の響ける
按摩機に百円分の肩委ね

昼月に亡霊のごと散る牡丹

政治改革成らず火達磨

廻り舞台の残りゐる里

宮出しに﹃燧太鼓﹄の勢ひ打ち

乗込み鮒に暖き雨

落人の商とて峡に花を守り

武森武田
田川田中

ハ東予・しらさぎその二Ｖ

半歌仙﹃桐咲くや﹄

影濃く引いてよぎる夏蝶

桐咲くやひとり歩きの遠見癖
森川年
武田玄

日洙幸三

田中一火女

茶事の支度をこまごまとする

贈り来し青磁の壷を称へゐて

松木達雄
壼三

幸三

虫の音綾に澄める三更

玄
火

実らぬ恋も日々に遠のき

貼りたての障子に月の皎々と

ゥ梵鐘に梵字百文字露けくて
去りゆきし男の迫るワンスモァ

雄
年

玄

ピエロの顔の厚き白塗り
練兵場今さま変り癌病舎

玄

火

粛々とあり松風の音

ぬ

囲炉裏かこみて伊予の語り部
隠り沼の月に水尾曳く離れ鴛鴦

年

火

業落すごと遍路鈴振る

ＨＩＶ病誰の答やら罪じややら

雄

年

家苞にする鰭一匹

久閼の盃を交はして花の下

︵於・東予市楠河公民館︶

平成八年六月二十一日首尾
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八津・城連句会ｖ

半歌仙﹃白烏﹄

伊串た

伊串たき捌

白烏の光りて帰る伊良湖畔
阪君
中田泰

遠くにかすむ舟の三つ四つ

田口光

岡田陽

朝寝坊洗濯挟つらなりて
ピーナッッバタートーストにぬる

瀬野一号

平成九年二月十七日首尾

︵於・津市中央公民館︶
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月皎々椎の大樹のくるぐろと

運動会の準備ととのふ
ワ合掌の里の賑ひ秋の果
つい飲みすぎて肩を借りたり
ドア開けてぴりっと奔る静電気

シャネルの吐息煉獄の炎
マタニティドレスで婚の鐘鳴らす

揺り籠から墓場までＪＡ
燈が点るレインボーブリッジ月涼し

ユーカリの枝にコアラいつぷく

大陸の移動説より始まりて

水温むころ消費税上ぐ

角櫓のこす古城祉花ふぶき

そよ風に乗る黄蝶白蝶

江左代一邨江左代き一邨江代一邨左江き

八町田・新月座ｖ

非懐紙﹃鎌倉のひと﹂
二上貴夫捌

遠藤きん子

二上貴夫

北山建穂

鎌倉の人さびしくも秋惜しむ

新居灯して残る虫聞く
Ａ・アントン

ウェブページ開くと東・南・北

寶銭箱へ百ルーブルを

駄菓子屋のホワイトチョコに雨が降り

大沢義幸
羽室花梨
鈴木宣子

建

在りし婦長の写真みつかる
失恋にはアメジストセージが似つかわし

き

義

里自く

椿散るころ御会ひしませう
鴬のここいらへんを移りげに

︑７という森をさ迷い

さんずい

ポケットの中であったまっている密柑

ア
一化

大きなマスク風邪の顔だな
歌姫はひたすら葛湯つくりをり

一日一

義

里貝

建

万国旗着て宴華やか
水上を雪洞流れ月涼し

裸で帰るあの日に帰る

芋化

尻取りのわ・を・んで終わるなつやすみ

パラフィン紙より押葉こぽるる

︵於・鎌倉・遠藤邸︶

平成九年十月二十五日首︵後半文音︶
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ハ新庄・新庄北陽社ｌその一Ｖ

歌仙﹃豊の秋﹂
五風十雨上向く景気豊の秋

夕月招く古き曲り家

菊飾り膳華やかに並べたて

馴れた手付で捌く文台

ひと汗を拭いて安らぐ茶の美味さ

斎藤孤柳捌

笹白舟
坂本露香
八戸一橋
浅沼葛子
荒木宝章
村松枩風
熊谷喜楽
斎藤一葉
富沢比佐女

源氏蛍のすいと寄り来る
ゥ神の山佛の山に雲もなく
はかなき夢を流す湯の宿
粋な客ラストダンスに誘う声

山崎茶香
市川澄水
章

コレラ持ち込む外国の旅
証券の黒幕あばく司直の手

峠の駅に狐飛び出す

枩

荒木吉峰
庄司籟山

寒月の揺れて人無きかずら橋

ふる里の味囲む団らん

荒木遊仙
阿部一笠
内田素舟

初っぱなは先づ棟梁の福は内

携帯電話ひんぱんに鳴る
なごやかな花の集いに弾む酒

墨画の筆を洗う永き日

ナォ徳偲び香煙絶えぬ義士祭伊藤緑雨

男一匹盤上に賭け橋

おくれ毛を直す素振りで抱き寄せて水
いつの間にやら締める下紐高山桃里

西郷と勝膝詰めで救う江戸子

杜鵲の渡る東の空風
呼び合うて登校の子等賑やかに浅野目弄風
元先生は女代議士子

雪深き里に生れしドラマあり里

聞くも涙の語り部の夜仙

︵於・新庄市民プラザ︶

伝統守る句座のうららか茶

歌硯縁に持ち出す月明り大川耕月
こぼさぬ露に萩の美くし青柳柳翠
ナゥ背負い来し篭の松茸香り来て比
ゴミの始末は夫の役割小野梅久
お土産のケーキ気になる満員車月
ジョギングの列揃う堀端門脇桃園
落慶の奥宮すがし花盛り斎藤孤柳

平成九年十月十二日首尾

−18ラー

ハ新庄・新庄北陽社ｌその二Ｖ

ナォ翁媚の部屋は明るし享保雛荒木遊仙

干物並べて振り売りの声小川庭水

憧れた教師に秘めし幼き日浅野目弄風

恋しき彼と逢える嬉しさ熊谷喜楽
山寺の峰を越え行く時烏門脇桃園
離農に田畑荒れて淋しき斎藤一竿

歌仙﹃室の梅﹄
笹白舟

国民に財政の危機背負わせて三上渓人

内田素舟捌

斎藤孤栖

それぞれに趣見せて室の梅

岸庸女

ひろ

平成十年二月二十七日首尾

︵於・新庄市民プラザ︶

俳筵広き北陽の春山崎茶香

六段の調べ雅びな花館内田素舟

手話に興ずる乙女いぢらし高橋雄悦

てにをはに悩む句考の汽車の旅渡辺竹園

今日は鎌倉明日は宮嶋高山暁雨

ナゥ年金は目刺焙りてぬくの酒市川峨山

角の屋台は中古ファミコン荒川秋江
どか雪に足奪わるる京の街影沢笑山
サッカー競技スリル満点青柳柳翠
樅の木は高く聟えて月清く大川耕月
濠を包んで絶えぬ虫の音井上玲虹

手土産嬉し開く鯛焼

富沢比佐女

坂本露香
庄司籟山
村松枩風
浅沼葛子
八戸一橋
小野梅久
伊藤香月
高山桃里
斎藤一葉
荒木宝章
阿部一笠
伊藤緑雨
荒木吉峰
市川澄水

進水のドックに銅羅の高鳴りて

旅行帰りの話題尽きざり
月丸く棚田に稲架の並び立ち

旗幟のはためく秋鮎の宿
ゥ久し振りおとのう杜のうそ寒く

チョゴリ姿の淡き頬紅

一杯のコーヒー縁で実を結び

白馬に挑む聖火輪を画き

町興す世代を担う鼓笛隊
茶髪金髪目立つ此の頃

武家屋敷筧かすかに月涼し

緑滴たる伝説の丘

壜下げて寮歌校吟足駄がけ
どこで着地かヘリポート基地

子宝の母健やかに花の庭
風の意のまま黄蝶白蝶
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八新庄・新庄北陽社ｌその三Ｖ

半歌仙﹃
鞍鰊
鱸鍋﹄
鮫
村松枩風捌

村松枩風
荒木宝章
富沢比佐女

避遁や心尽しの鮫鱸鍋
交す燗酒そだっ友情
伊藤緑雨

比

一早

浅野目弄風
比

スティックに慣れぬ手つきで遊ぶらん

情報公開流行るこの頃

白壁の家並みを見せて望の月
しみじみと間くちちろ鈴虫

弄

ゥ老眼の睨む針の目秋深く

十二草は容姿端麗

玉殿の欄干越しに恋実り

雨

雨

雨乞ひの山の祠の錆剣
頭かかへる景気対策

雨

一早

一早

比

枩

赤き鬼灯鳴らす童ら

弄

ふたり揃ってョツトハーバー

お地蔵に供ふ湯気たつ茸飯
散歩をせがむ犬を叱りて

枩

月の径追っかけて来る靴の音

郷中の名士侍らす花筵

風の意のまま凧の縫れる

平成十年一月二十三日首尾

︵於・新庄市民プラザ︶
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八新庄・新庄北陽社ｌその四Ｖ

半歌仙﹃蓬餅﹄
大川耕月捌

熊谷一号

大川耕

庄司籟

京の子へ里の香送る蓬餅

思い出多し春の山川
浅沼葛

斎藤一

噸りのこぽるる中に佇みて
漫画パソコンいつ見てもよし

平成十年四月二十四日首尾

︵於・新庄市民プラザ︶
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僕の夢無限に広げ望の月
風のうねりも秋の声聞く
ワ差入れのお菓子も美味き馬肥ゆる
おかめひょっとこ意気なカップル

職場では今尚消えぬ噂さ人
エリッェン首相やつと来日
あれこれとやるが経済上向かず

続く日照りで乾く田と畑

月涼し浴衣姿で巡る庭

犬急病であわてふためく
新庄の情にふれ酌む雪見酒

野地蔵様の深き微笑み

紅白の綱引く児等に花の舞

長閑に霞む天神の森

葉月子子葉山山子葉山葉子楽子葉山楽月

八東京・深大寺連句会ｖ

歌仙﹃春隣﹄
鬼打豆の力満つ升

ォ海老天の尻尾は残す春隣
たたうに消えぬ先代の文字

名和未知捌

酒井夢

名和未

東杏

ナォ幌馬車に希望を積んで風光る

いはくありげなカウボーイたち

バーボンを岬り深夜の品さだめ
ちぢれつ毛でも茶髪でも来い

赤い靴冬の海越えお嫁入り

土にかがまり焚火を見つむ

乞食と己磑ひて山頭火

古都鎌倉にレトロな電車

高みから青松白砂見おろして
つつがなしやと里からの文

曽祖母もゐます一族月祀る
庭ひろびろと菊の香の家

ナゥ起重機の並ぶ運河に雁仰ぐ
練瓦造りのギャラリー通り
木版の色あざやかに名所図絵

王子のあたり何か鳴く夜

横丁のお稲荷さんに花枝垂れ

眠し眠しとお蚕ざかり

秤轆地舜一一題一十札印詫︵文音︶
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篝火に能装束の埋めきて
月今宵青き狼駆けめぐり
新涼の気はパオを包みぬ

鯨相手に船上暮らし

ゥ飲むほどに家遠くなる濁酒
恋しきは妻の手料理片えくぼ

北上川は泣けとごとくに
借財を返す思案に肩が凝り
まつよとばかり遊蕩三昧
月涼し祭衣に身をやつし

殿様の見る楊梅の夢

史跡と呼べど何にもなくて

弁慶橋渡り小雨の紀尾井坂

黄金週間留守電ばかり

花一枝添へてやりたやエアメール

奴民知奴民知奴民知奴民知奴民知奴民知

知奴民知奴民知奴民知奴民知奴民知奴民

八松山・清流連句会ｖ

歌仙﹃緋色出づ﹄

緋の蕪の漬かり加減の緋色出づ

まずは此所より塞ぐ北窓

石丸静月捌

眼鏡ずらせて叩く電卓

月

三浦澄子

中野八千代

石丸静月
浅川一重
戒能多喜

月を待つ庭に木椅子の並べさせ

多

新聞の折込みちらしどさと来て

栗めしやがて炊きあがる頃

八

ゥ笛の音に父母偲ぶ在祭
はじらひながら引きし口紅
何時も逢ふバイクの彼が好きになり

澄

バイトバイトで留年のはめ
なけなしの貯金もついに底をつき

多

月

宇野信子

お尻振りつつ歩く軽鳧の子

池の面に夏暁の月の影淡く
絵に画き残す旅の楽しさ

八

澄

晩学のけはしき道と思へども

朝ナタナに間こゆ勤行

澄

ジョギングの肩に舞ひくる花吹雪

百まで漕ぎて替はるふらここ

見通しつかぬ景気回復多

ナォ白煙はかすみとなりし紙の街月

教授夫人も好むＳＭ八

セクハラと男が女訴えて澄

餌をねだる狸の子供愛らしく信
お巡りさんをかまくらに呼ぶ澄

都会離れて探す別荘八

千余年経たる大師の松仰ぎ月

エルニーニョとは摩訶不思議なる多

アトピーの治療と言ふて又休み信

国憂ひ友を憂ひて月昏く月
独りしみじみ酌める菊酒澄

土蔵の棚に仕舞ふ古伊万里

ナゥ貼り替へし壁紙撫づる茶立虫多

地球儀廻し描く未来図澄

代々の家長の遺影にこやかに八

観潮船が遙か沖航く月

花屑の吹き溜りたる花筵多

︵於・松山市千舟町夷子庵︶

平成十年三月二十七日首尾
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八松山・瀬戸内海を囲む連句会ｖ

歌仙．の鳥居﹂

ナォエープリル・フールの椰楡に愛を込め

奥村時雨女

黒田耕三

宮崎みさこ

沖野ますみ

ドアーを閉じて話ひそひそ
湯浴みして鼻唄歌ひ宿に就く
煎餅焼き印ゆがみて読めぬ

鈴木春山洞

海賊の窟も架橋で様変はり

額上に汗し天に耕す

石鎚の﹁しこくしらべ﹂を抜け登山

倉本路子

鈴木春山洞捌

千年杉の上に初月

オーの鳥居くぐれば坂の夜霧かな

白方妙子
松本章子
浅木一耕
高橋藺水
山本青芝
梶野浩楽

ほころびのある鉄のカーテン

谷泰子

小娘の色香に迷ふクリントン

今井比呂夢

上田真而子

失楽園の渕に溺るる

倉本淑女

て

北川素月

帰り路は馬に任せる月の道
芒分けゆき河に沿ひけり

いとど溌ねたる下駄の歯裏に

ナゥ写生する掌に風奔り雲流れ

大本まこと

乾杯のグラスを高く挙げ連ね

歓声しきり拝むエンゼル
借景の丘措き花の照り勝り

神獣鏡に萌ゆる陽炎

秤鰄枕蓉十一一一朋弐印鑑︵文音︶

藤村責美

守口津夜子

福岡宏明

林半星

長井南茶亭

ひとり芝居の切符届きい

大庄屋忘れ扇に手をやりて

万緑の中の小さな喫茶店
夏期講習に友を誘ひて

藤本純一

武内哲志

井門加奈女

井ノロカズ子

川北美栄子

キーホルダーを土産に貰ふ

ゥ頬染めしボジョレーヌーボー盃に

托鉢僧の足元きりり

東てしあの世でシナリオ書かん

月寒う﹁マルサの女﹄涙ぐみ

犬小屋を仔犬ころころ転び出で

靜ひの未だ続いてゐる二人
夜が明けたで仲直りする

二宮一知
豊島博子
末光栄子
加藤朋子
楊井粂男
後藤波久
松田靖夫
矢野勝三

昂まれる四重奏に浸りたる

徳島独逸捕虜収容所
花筏真堀川を緩やかに
新入社員目立つ町角
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追悼道井幸夫仏

八東京・浅春連句会その一Ｖ

歌仙﹃蘆ひと２

舟漕ぐ人の息も白々

初ォ贋ひとつ能登路へ帰る夜寒かな

道場に響く剣声厳しくて
遠ざかり行く豆腐屋の笛

月照らす子供すやすや眠る部屋

谷敷寛捌
谷敷寛
式田和子
薄井康夫
中野睦治
菊地一寛
和

寛
康

秋の袷のしつけ糸抜く

嫌ねと言ってすり寄せる膝

初ゥ今年酒注ぎ手がよくてもう一杯

睦

尖閣諸島近づくは誰そ

和

山門の仁王にはたと睨まれて
ローカル線に揺られ行く旅

そば饅頭に麦茶供える

康

和

寛

睦

康

夢のごとホールインワン花の中

すべ

寛

張込みに爲真とられて朝が明け

だらだらと牛の漣の愚痴談義

勿体ないの口癖が出る

はち
夏の月二に八
に還る術もなし

霞の彼方凱旗の歌

一オロートレック黒い靴下春の宵睦
億の値のつく種馬が来た

それ位すぐ溜るさとお役人寛

あれは遠火事ほっと一息和
熱々の土鍋つついて艶咄康
援助交際ついにやったぞ睦

ひと足ごとに道おしえ飛ぶ寛

天国に恋のありけり坂田山

時間つぶしに読む漫画本康

安實りのナイキシューズに行列し和

機関車の車輪隙き隙き良夜なる田中正能

本日休診ビラが斜めに和

寅さんが居る秋のお祭
ニゥ障子貼る男やもめも年老いて寛

︵於・東京神田学士会館︶

久々に歌舞伎見物幕の内康
ほろ酔暖簾彌次郎兵衛たり正
花の坂寮歌唱いて下る群寛
陽炎立ちて君の悌

平成八年十一月八日首

平成九年一月九日尾
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中野睦治捌

寛

八東京・浅春連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃薫風﹄
へや

一ォ薫風や室いつぱいにモーツァルト

白き薔薇の香り立つ壺

美しき五月讃えむ肩組みて

へつつい

うたげ

その

ニォ曲水の宴を今に古都の苑寛

御苦労様と丁稚羊葵康

ひと息にパソドーブレを踊り抜き睦

子規庵の橡より仰ぐ広き天

尺取虫の緩き屈伸和

亭主の好きな葱の味噌汁寛

ひそやかに寄り添い触れぬ柔き肌康

タクシー二台西と東へ睦

派手な色ハングライダー競い合う田中正能
炭酸ガスはもう増やせない
あか

月明し魑魅魍魎は影ひそめ寛

地上の兎秋の野に跳ぶ康

二ウベー独楽の腕前落ちぬ同期会和

一指で支うラッシュ吊革正

みんなみ

︵於・東京神田学士会館︶

甲子園開会緒戦敗退す睦
朝寝の夢の臥薪嘗胆康
岸に咲く花を肴に﹁太平山﹂
南の野に揺らぐ陽炎寛

平成九年五月九日首
平成九年八月八日尾
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一和睦
康

寛子治
一和睦康寛一和睦康寛一和睦夫

朴歯を鳴らしストームの群

大川に清き弓張くっきりと
夜寒ものかは舟を漕ぐ人
一ゥ金昆羅の祭に抜いた四斗の樽

深間に堕ちし酒の勢

きいぎぬ

後朝は素知らぬ顔で口拭い

和平を語る主戦論者も

いい仕事してますねえと鑑定士

見て見ぬ振りの竈の猫
泥棒の足許照らす冬の月

後生を願う南無阿彌陀仏
帰るさに孫の好物買い求め

潮騒近き村の︵ス停

デジタルに花を散らした絵を映し

葛根湯で治す春風邪

薄谷菊式中
井敷地田野

八伊勢・創の会﹀

賦物歌仙﹃伊勢国司﹂

清明や北畠神社南御所
青み初めたり庭園の苔

ナォ忘れもの思ひ出させてつばくらめさかえ

園児らの声なんと眩しき治男

亀甲の岩ぽろぽろと刻を剥ぐ貞子

平家残党髭をたくはへさかえ

視界をかすめ寒の衛星貞子

着ぶくれて土蔵喫茶の扉押す治男

天使の羽折れてしまったチョコレートさかえ

連衆捌

喜多さかえ

ゥ椅子ひとつ君が野ヴィレッヂ葡萄熟れ

さかえ

︵於・猿田彦神社青少年館︶

平成九年十二月三日尾

平成九年十一月十九日首

霧山域祉草若葉なか貞子

あでぴと

貴人も武人も三多気の花盛りさかえ

大好きな美学哲学心理学治男
ふらここ高く高く漕ぎあふ全

卒寿の父の試歩の距離延び貞子

ナゥはっ潮の香りほのかに来る便りさかえ

ま昼の月とお留守番です治男

まな

井戸の底ひに眼は鎮もるさかえ
愛犬の波里はミックス乱れ萩貞子

慕ひゐし教師は太郎生へ嫁ぐといふ貞子

たろうお

日記空白変声期なり治男

村田治男
大西貞子
さかえ

蒟蒻の刺身を愛でぬ蝶と来て

台つき秤目盛り大きく

貞子
治男

誰か呼んでるらしき口笛

さかえ

治男
貞子

月浴びて単線電車ことことと

父若かりし猪担ぎ来る

伊勢国司嫡男美形におはしける

貞子
治男

さかえ

治男
貞子

さかえ

治男
貞子

しがらみの果てエロス・タナトス

ひび割れし土の痛みは裡ふかく

寄り合ひの衆幼な名で言ふ
放たれて銀の矢となる月の鮎
草刈り終へてほっと息吐く
御杖村杖つきあぐむ大和伊賀
修二会の松明運ばれてゆき
﹁正統記﹂ひもとく祖父の花の昼

桐下駄の緒の緩む温か
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八東京・草門会ｌその一Ｖ

久木田朱美子追悼

歌仙﹃鳥獣も突け﹄

におい

ォ草も人も鳥獣も突け難の夜

香すみれに灯す蝋燭

東風荒く遠き都をよぎるらむ

海峡は今渦力巻
いてゐる
ピタン

川野蓼艸捌

川野蓼艸
穴沢篤子
村松定史
山地春眠子

史
春

艸

銅版画には甲比丹と二日月
簾を巻けば急に玻璃ピル

史

空に溢れて秋あかね行き

篤

つのきりのこ

ゥ勢あまり角伐鋸の大地裂く
美男なれば知ったる道を聞きゐたり

史

史

春

執筆

ダイアナの名で借りるアパート
ひかがみ

たはむれにチェロがヴィオラを抱く薄暮

掴の汗拭ふ足指

夏の月メトロの口へ神父消え

篤

春

史

喜津根橋こんこんと雪降り積めよ
たかが風邪なりされど風邪なる

工藤繭

観世音花ひとひらを御手に乗せ

篤

追憶の裏糸ほつれたり

酒甘苦き永日の午後

無届欠勤蟹と戯むる史

ナォデパートの鏡の中の春愁艸

株は底値に張りついたまま春

都市のごと細胞は壁にて仕切らる繭

夢薄く死海あたりをつれづれに繭
蹴けさせるだけ雌けさせておく史

今晩は帰りたくない帰さない春
兄嫁の手に匂ふ硝煙高岡粗濫

もくねん

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

淡海に帆の透きて身にしむ濫

武者隠より猫が飛び出す史

ナゥい
まいちの秋刀魚の味や浅草や艸
むしやかくし

ホか
ラひー
映画跳ねたるあとの闇探し濫
なよく

ピアノよりフォルティッシモに花よ散れ艸

腕を翼に一輪車の子濫

︵於・騰番住区センター︶

蝶々映る大き瞳に春

平成九年三月十五日首尾

注︵ナウ２︶﹁武者隠﹂建築用語︒本来警護の武者を隠した部屋︒
次第に装飾化した︒
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眠

山地春眠子捌

松野野澤岡地

八東京・草門会ｌその二Ｖ

いね

定遊蓼篤粗春

胡蝶﹁涙穴

まんまんでＩ

ォ炎昼に仕へ漫々的を是と

母干す梅の中に寝たり

しゆつらい

雑木山めぐる汽笛の響きよく
仮名にて散らす日々の出来

ゥ万愚節壺を埋めて土均し艸

プレパラートに天使を挟まう

濫

ララ・ウノノシーラカンスようラ︒ウノノ馬

ほくろ

背の真ん中の黒子七星史
花嫁の打掛簾よぎりしを艸
じ
ゃ
ず
ん
蛇
皮ぴ
のう
音り色
と
若夏の海濫

︵於・麿番住区センター︶

久木田朱美子さんの納骨︒土の中に骨壺を埋めた︒
﹁ララ・ウノノ﹂はスワヒリ語で﹁さよなら﹂︒

用語︒

﹁涙穴﹂は堤防や防潮堤の小さな水抜穴をいう︒土木

平成九年七月十九日首尾

注︵ナカ胆︶
︵ウラー︶
︵ウラ３︶
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スプリンクラーの孤独月天心

水底の街のみづいろとんぽ
ナカ電話転送キーを叩けば爽やかに

美人に見える不思議な鏡
あちやこちやら骨のないとこさぐりあひ

あなた両性具有なのかも
兎飼ふ箱に南京錠を掛け
カルチェ・ラタンに贋札を焼く

林立す目鼻欠けたる仏達
君には君の本分がある
香草を仕上げと鍋に投げ入れて

再放送は﹁フーテンの寅﹂

京説のやうに傾ぎぬ春の月

涙穴から虻が飛び出る

村上川穴高山

馬濫馬史篤艸濫馬艸史篤濫史馬艸子濫子

ハ寄居・埣啄会その一Ｖ

歌仙﹃烈風に﹄
森三郎捌

てのひら

ナォ掌の鶯餅に会釈して節

女教師の家庭訪問和

血圧の検査に一喜一憂し恒
博物館で秘佛開張真下草笠

悴かみて葬列送る野辺の道弁

芒の原は枯れるままにて笠

初めてのオカリナの音独り聞く知

伊藤稜志

森三郎

黄昏を狂雲集に端座して郎

杉野弁一郎

平成九年一月二十五日首
平成九年二月二十二日尾

︵於・寄居町無腸庵︶

手櫛で上げる髪のうららか美

古希過ぎて花追う吾は花に酔う郎

ナゥ秋蚕飼う秩父の人の雛深く和
暴徒と呼ばることを拒まず笠
熱血の燃えし山河を愛おしむ節
春のうぐいの群に生きノ︑光

新聞記事の今日のうそ寒知

西山に何時しかか蚤る月白し恒

ま塗よと解きし帯の長さよ市川美代子

男にもある更年期とは和

町田節子
柏原知子

烈風に磨き抜かれし寒夜かな
瞬くことをやめしオリオン
縁側の焼き物談義切りもなし

子供の列の移動図書館

森恒子

節

柏原和宏
石川光男

新酒試飲の席の乱れに

北齋の月は煙をしたがえて

ゥ川越えの人足賭博秋の声

千にひとつの辻占は凶

光

恒

恋の修羅場と剣の修羅場と

万能でない抗生物質

郎

三猿を身のためとのみ思い決め

月見むと浴衣大きく尻絡げ

稜

遮断機の阻んでしまう救急車

簗費におりて鮎を手づかみ

知

一汁

光

恒

錯即

思い立ちその侭ずんと旅に出る

海の重油は海にまかせて
いわくら
磐坐の登り口なる花光る
禰宜の歩みに山は笑いて
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八寄居・埣啄会ｌその二Ｖ

歌仙﹃下萌えに﹄
森三郎捌

森恒子

町田節子
柏原知子

きのシフ

羽を重たく帰りゆく鴨
森三郎

下萌えに雨の忍び音昨日今日

高速道野火の煙の流れきて

杉野弁一郎

節

柏原和宏

ゥ土間に飼う秋蚕かすかに首を振る

石川光男

焼き松茸で軽く一蓋

骨董談義しばし途絶える
落款を捉える半切月の影
初の逢瀬をゴンドラに乘り
絡めたる指に全てを語らせて

和

市川美代子

知

知

不明を詫びる知事と市長と

艶めく過去はきつく秘めおく
刻来ればからくり時計歌い出し

一汁

誇即

知

郎
光

彗星に軒の氷柱の埋めける
火桶抱えて禰宜のつぶやき
棟上げの縁起の餅のお振舞い
白いテリヤにあかり豊かに

恒

心字の池に鯏糾の群れいる

計に訪いし友のふるさと花吹雪

ナォ春の風邪引きずりながら厨ごと知

恩師の賜う軸の円相郎

先見えぬ都市計画の未来像知

町議集いて何をひそひそ和

生き甲斐は女泣かせと哺いて真下草笠

線香花火終る静けさ美

汗混じる鼓動の響き絶えか︑に光
埴輪のまなこじっと見つむる和

山野辺の道のロマンの右左知

在宅ケアーの律待つ人恒
精農の日向返しの籾筵節

風にまかせて揺るるコスモス郎
ナゥ月窓に煮物の芋の焦げつきて美

ひとつ覚えのオーム挨拶弁
城跡の濠は思いの外浅く恒

枯山水に冴え返る朝伊藤稜志

職退いてしみじみと鑑る花の色節

︵於・寄居町・無腸庵︶

もつれて昇る双っ蝶々稜

平成九年三月十六日首
平成九年四月二十日尾
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八寄居・埣啄会その三Ｖ

歌仙﹃炎天に﹄
森三郎捌

ナォ新幹線ちらり過ぎゆく茶摘み笠恒

逸る心を知るや知らずや郎
大水車目玉に開く博物館和

戌辰の役は遠き昔に知

苦さ際立つ地ビールの味和

平成九年七月二十七日首
平成九年八月二十四日尾

︵於・寄居町・無腸庵︶

年の離れた弟に春郎

雪解けの早瀬に花の散りしきる恒

南無阿弥陀佛頬の焼きこげ恒
黒胡麻の餅の土産の珍しく美
風ぐるま手に孫の駆け寄る光

舟小屋に間くいとどこおろぎ弁
ナゥ落城の悲史の石組みそぞろ寒郎

波音も皓々染めて月昇る美

客のよろこぶ香具師の口上知

街角に何やら獣出るという

お腹を指して迫る結婚和

にが

町田節子

津和の道茶髪闇歩の五六人石川光男

虫干しに六双屏風とり出して笠

市川美代子

炎天に腹出している猫車
杉野弁一郎

郎

笠

梅干す香の強き庭先
持即

潤渇を墨味一気に書き上げて

気分直しに目薬を差す

月見よと友は言葉を弾ませる

節

柏原知子
和

笠

生涯を尻に敷かれて果て行くか
気にもならなき悪き建て付け

森恒子

真下草笠

飛び石沿いに揺るる白萩
ゥ枝豆が山と出されて艶話

柏原和宏

森三郎

語るに落ちる己があやまち

ミャンマーで静誰の二字噛みしめる

美

郎

和

東土の上に黙す月光

イラワジ河を覆う夕映え
戦友を弔う旅の夜半のつ咳
きかげ

知

︽汁

都おどりの寄び状の来て

芸の道告知逆手にまつしぐら
かなぐり捨てる哀れ補聴器
若木添え名花は今や咲き盛る
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ハ伊勢長島・大智院連句会ｖ

歌仙﹃木曽三川﹄

月中天にひヌく篠笛

穂す鼻きや木曽三川の光り合ふ

幼馴染の心安さよ

絵手紙に描きし石榴のはみ出して

炎天下ゆく郵便配達

岡本耕治捌
岡本耕
上田忠

ナォ蜜蜂の巣箱車に積む夕べ

天気予報は今週も晴

シベリアに石油鉱脈ありといふ

インターネットに老の挑戦

基仇は女性にて候夏座敷

艶ほとばしるうなじ涼しく

みくじ凶されどこの恋手放せず

シーサー睨む沖縄の屋根

モノクロの写真平和と貧しさを

かつて子供は遊び天才

月繊く妖精現る皇気配して

破れ芭蕉鳴る廃屋の庭

ナゥ町並の保存をきめし文化の日

振舞酒に木遣唄でる

聟え立つ明石の海を跨ぐ橋
記念撮影句碑をバックに

花の宴仮装の武士もそれらしく

すらりと伸びし若駒の脚

秤鰄皿舞十丸朋一Ｆ計印雷︵文音︶
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団扇屋の老舗一軒残りたる
ロングシュートがきめし優勝

ゥ精勤をひそかに誇り定年に
無言のま鼻に見つむいとしさ

チアガールポニーテールを振り乱し

蕉翁の真筆本に異論でて
蚤の市にてあさる珍品

月照らす道ふみしめて寒行僧
燃える囲炉裏にたぎる鉄瓶
漢方の薬効じわりき蚤はじめ

正午のサイレンうら豊かに鳴る

ひる

海外旅行のたびに買溜め
閑かなり湖を抱きて花の雲

秀治秀治秀治秀治秀治秀治秀治秀治秀治

治秀治秀治秀治秀治秀治秀治秀治秀治秀

流れ流れてジャワの街裏機

ワ枝高し烏の残せる柿一つ國谷倉之
睡眠薬をばりばり噛る中島まさし
脳の内隅の隅まで彼のこと松崎桃古

火縄銃据ゑいたく御機嫌穗

Ｅ・サティピアノ静かに弾き語る雄

小伝馬町に駒下駄の音義

城あげて飲めや涼しき月の酒則

地雷撤去を唱へし妃逝き沢木智恵子

鐘売の鐘造りとて鍛冶の窟文

一枚の写真の語る嘘誠則

のっそりのんびり蟇穴を出づ田口猛康

口笛吹きて角曲り行く佐野千恵子
花の下つき添ひ若し車椅子高畑自遊

平成九年一月十二日首

︵於・東京女子医大神経精神科会議室︶

平成九年十二月十四日尾
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八東京・第六天連句会ｌその一Ｖ

高島茂

世吉桐﹃神
今泉忘機捌

浅野黍

今泉亡心

福寿草神仙に似る師の住居
牛の背に乗り望む初富士

中田智

小谷参

笠間文

佐藤義

星野宙心

重き雲漸く抜けて真珠月
妖しく光る曼珠沙華の緋

百号の絵を運ぶ算段

小雨降る小径かけ行く小さな児

遠渚きんくるはじろ飛びたって

一

レンズコートの淡き虹色

仙

恵木子子則穂雄機

八東京・第六天連句会その二Ｖ

歌仙冒工巷の湖岸﹄

家眠りゐる梅の香の内

早春やなほも湖岸に烏の群

中島まさし捌

佐藤義子
星野恵則
中島まさし

佐野千恵子

義

浅井園丁
田口猛康
國谷倉之

残る蠅飛ぶ部屋の片隅

緋毛饒五人噺子は赤らみて
晴れわたりける空は青色
随巷の呑み屋の上に月宿り

呼ぶ声届く橋のたもとに

ゥそぞろ寒老い猫二匹居る日陰

手拭脚へよよと道行

丁

し

千

則

官の常識破防法ボッ

鳳凰といふ源氏名も宇治らしく

二千両金がためにも命はて

し

千

則

義

之

康

夢の中にも忘れぬ姿

潭身の漆絵了へし月涼し

エーゲ海ゆく農協の旅

神殿で祈りを込めて柏手を
灰を撒く花咲爺に黄金咲く
かげろふの中精神病ゐる

ナォ聴雨師と手をとりあってイースター丁

鮒の膳を珍味珍味と康

陽の光ガラスの内は別天地之
．子にせがまれて温泉プール千
谷深く行基の杖の自在なる則

円安続きサミット問題し

たまごつち買ってやるよと言ひ寄られ穴澤篤子

眼鏡の奥で瞳が光る義

風冷えし鐘乳洞を降りてゆく丁

折らんばかりにひしと抱きしめ千

月白し三社権現照しをりし

敬老の日に貰ふ小遣篤
ナゥ通勤に往復歩く萩の径義
一山越せば油ちる海丁
ポロ船で蛇頭暗躍金稼げ千
ＳＫＤもつひに解散し

涙なし吾を誘ふ花日和篇
見渡す限り霞たなびく義

︵於・東京女子医大神経精神科会議室︶

平成九年二月九日首
平成九年三月九日尾
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八東京・第六天運句会Ｉその三Ｖ

歌仙﹃芹の水﹂
曲り家へ曲り家よりの芹の水

遠山々と鶯の声

田楽を喰みつシ居れば友の来て

笠間文子捌

沢木智恵子

笠間文子
今泉忘機
鹿倉些考
高畑自遊

遊

機

文

草書の軸は短歌なるらし

今村糸

フーガ聴く窓辺の月の青い影

みの虫揺る舅風の抜け路

ゥ面売の店の賑ふ村祭
握り飯にて済ます神主

智

大吉と出て倶利伽羅を馳せ下る

機
遊

糸

考

貴女のために車手に入れ
携帯で次の約束ラブコール
海鳴りのなか花嫁のゆく

月の兎も餅を搗き上げ

なゐ

いと静か阪神淡路の地震の前

小谷参木
文

九年の面壁刑期やっと終へ

考
糸

今浦島の陸地さ迷ふ

火曜定休つい朝寝する

児ら連れて歌ふ野道の桜草

けず

大谷石もて刻る観音考

ナォ紙切れの宇宙遊覧春疾風智

ひとり気の合ふ末の外孫機

勲章を生き甲斐にする古希の頑木

光年といふ途方なきもの文

なほも飛ぶ人工衛星未知の果て遊

道遙にしばし憩ひの青葉闇考

風鈴売ののぽる石段智
流す浮名も七十五日木

ささめごと

常夜灯逢瀬のふたり私語機

湯治ついでの紅葉狩なり遊

遍歴もみんな無となる月今宵文

珈琲熱くブランデー入れ智

ナゥ異シ国の文読む机冬近し考

高官に眼くばせ知らす肚の内木
夕日に映えるエジンバラ城機

おぼろおぼろに鐘の余韻も執筆

戦没碑千鳥ガ淵の花万朶遊

︵於・東京女子医大神経精神科会議室︶

平成九年二月九日首
平成九年三月九日尾
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八東京・第六天連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃霧﹄

切立つ岩に波のやや寒

霧は風風は篠つく山雨呼び
網元が月見の宴とは可笑くて

笠間文子捌

笠間文子
小谷参木
今泉忘機
沢木智恵子

文

大徳利を一人一本

綿虫の己れの影のごとくとび
くったら市の近づきにけり

木

享保と読める大谷石の碑

智

機

斉藤信子

ワ坂道はステッキを手に日和下駄

演技どこまで茶髪カップル

路地裏の表札﹁寓﹂と爪弾ける

文

信

ブールジェ湖に白帆三つ四つ

機

フォーレ唄ふ甲斐なき夢よ帰れよと

出来るかなＥＵ通貨月涼し

智

木

古ピーナッツの組閣の語あり

文
機

木

信

氷菓見もせず猿山のボス孤独
神のエコーに不死を肯なふ
なゐ

地震のあと千日花の神戸港
日中友好子らののどかに

雨の降る日は雨傘欲しや佐藤義子

ナォ老優の後ろ姿の春惜しむ智

人乗せて走る駝鳥を商売に文

成田離婚もマスコミの種智

惚れた男を飼い馴らすコツ木
そのかみの木花咲耶と岩長と機

軒先の氷柱がきらり峠茶屋義
お化けの金太炉辺に舌出す文

鳥肌の立つ歓びは母の国木

トルコの旅の十二日間機
満月の蕎麦打つ部屋に埋々と智
鮭の大群川をのぼり来義
あだし野の香今も昔も木

ナゥ大学に句会廃れず素十の忌文

心急きたる畦は近道智

単線の電車一輌きまじめに機

おぼろに溶けるもろもろのもの文

湧水に花びら廻るきりもなく義

︵於・東京女子医大神経精神科会議室︶

平成九年九月十四日首
平成九年十月十二日尾

−204−

ハ多度津・多度津連句会﹀

半歌仙二つの原爆日﹄

悪夢淨める冑き月光ゲ

立秋をはさむ二つの原爆日

渡邉陽行捌

渡邊陽行
植松晴子

灼けし庭冷やす打水くり返し
鉢の金魚もあへぎもだえる

蔦沢翠

古川千代子

神原末子
福島敏子
堀金情子

小国豊治郎

恋つつ人を悲します恋

友からの電話の声もさはやかに
ダンスレッスン通ふシルバー

ワファスナー引き羽化するやうに脱ぐ女

晴

行

古きアルバム壌払ひて

治

末

キャリヤーとのせられ今もシングルよ

比例選挙は仕組わからぬ

行

晴

翠

亀

敏

清

あのころは若く希望もあったのに
チャルメラを鳴らす屋台に冴ゆる月

縁起かついで大熊手買ふ
名湯の素でつましく旅気分
足の向くまま画帳抱へて
裏山に残花を浴びる観世音
おぼろの鐘に愁ひ忘れり

平成八年八月八日首

平成八年十二月十日尾

︵於・塞確癖町州個麺力︶
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八多摩・多摩連句会ｖ

手入れよろしき笹鳴の宿
終航の出発合図格好よく

湯けむりの玻璃戸にせまる冬紅葉

之

雅

安江真砂女

村川雅子

歌仙﹃湯けむりの﹄

会議いつしか深更となり

田中之扶子

ロングランもののけ姫を照らす月

﹈県

雅

鏡の前に葡萄盛る籠

ゥ黙釣りの背中をまるめ石のよう

之

雅

宮下太郎

﹈県

苦労重ねて手に入れし美女

仏壇の妻の写真を裏返し

普賢菩薩のようなかんばせ

復元の完成なりし天井画

一県

之

太

むささび棲める裏の大杉
月涼し縁台将棋たけなわに

武骨な指が桃の皮剥く

之

一県

太

雅

列島を金融不安駆け抜けて

廃業決めし灘の酒蔵

ＮＨＫ花の便りを次々と
寅年生まれ祝う春の野

三角縁の鏡現われ之

ナォ小刀で鉛筆削る啄木忌雅

卑弥呼がまとう薄絹の綾太

刻されし徐州の文字くっきりと眞

柱の底に巣ぐうもの何雅

高殿はあかりの洩るる閨ならむ之

しんしんと白馬は雪の降り止まず太

メダルを胸にスキー帽振る眞
祝賀会自慢の南京玉すだれ雅

携帯電話知らす急患之
東の垣の菊は盛りに太

独法の義父の辞書あり月に雲真

失業保険あとわずかなり雅

ナゥ雁渡る小さき丘を仰ぐ酒之

母とふたりで草団子食ぶ真

磯波の寄せては返す伊豆の浜太

子猫じゃれあう静かなる夕執筆

雨続き八重の花房重たげに之

︵於・湯河原温泉︶

秤鰄抗轌十畦朋二十割明確雷︵ウラより文音︶
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ハ尼崎・丹想ｖ

歌仙﹃莨火の﹄

時計見て待つ裸婦像の下

ナォ春昼のきらめく湖を手庇に

カーテンごしに高層の窓

珈琲の香り漂う新所帯

コーラス響くゆうゆうの里

汐騒の単線駅に下り立ちぬ

ジャンボ銭買い郡郵の夢

雪罪々と夜の舗道に降りつもり
高田きみえ

柴徳郎
石橋公代

莨火のごと暁の曼珠沙華
月に研がれて光る隠り沼

巡暹の高き靴音の過ぎ

ナゥ焼栗の屋台夜霧の街角に

お稲荷様に新酒一献

人の意表を突きし幕切れ
禿山にのそりと赤き月昇り

帽子から鳩の飛び出す手品にて

爽やかに聞香の銘ききとめて

公

き

徳

徳

息をのむ借景のあり夏館
玻璃の器にまろぶ桜桃

き

公

公

き
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老いし庭師の石に憩える
ゥ目瞑りてベートーベンのソナタ聴く

忍び足にて膝にのる猫

今日も又ファックスで来るラブレター

急かされて書く気になりし遺言状

木の芽田楽茶店にて食ぶ

文房四宝秘めし文机
残照の中を流れる花筏

烏賊大根を干す漁師町

き

公

徳

徳

目に髪垂れてハンサムな彼
観客と舞台ひとつに渦巻ける

並木通りを救急車ゆく

登校の子供等の声弾みいて

徳

秤鰄秘癖軋朋十垂明雷︵文音︶

月寒しのれんくぐりてひとり酌む

藤村詩集病床に読む

公

き

花前線津軽海峡越えしころ
余韻かすかにお遍路の鈴

徳公き公徳き公徳き公徳き公徳き公徳き

八東京・中央連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃初大師﹄
飴刻む音賑やかに初大師

寒の雀の覗く枝先
新築の祝いに友と招かれて
焦点定め撮す腕前

小林しげと捌
小林しげと

窪田素規
若松藍香
藤沼和恵
渋谷盛興
折笠しげ

と

ゥ新走り酌みつつ史記を拾い読み

湾岸の月に人工島浮かび

忙中閑の灯火親しむ

規

亜︿

豪傑色を辞せぬ今昔

泣きながら迷ったすえの身の始末

規
囲︿

親に隠して猫にもの言う
とりあえずインターネットで旅ができ

と

し

規

四苑を皿に絵付けする窯
月褥暑離ればなれの核家族

憂世浮世と暮らす箆棒

と

規

函︿

和

天狗棲むちよう奇岩麗らか

やれ頭痛やれ腰痛の薬漬け
手芸サークルいつも満員
碧空に花ちりばめて風の紋

寺に寄進の木魚誹え規

ナォ白酒を煮る塩梅も上々に〃

生徒より訓導多き分教場と

東京ド−ム毛皮特売興

へのへのもへじ消さぬ落書興
消火剤年に一度は詰め替えてし

ねだられて悪い気のせい木の葉髪と
どうせのことに狂う悦楽今村佐久子

ミシシッピーの流れ浩々佐

サックスのトレモロ哀し搦々と名古則子

道路工事の夜業連日則

雲走るときじく月の鬚りそめ〃

魔法瓶から滝れるコーヒー和

ナゥ冬仕度リフトの塗装せわしなく佐

画布に描く寄せては返す波の檗則

宇﹂ し

虫穴を出る越の松原〃
思う存分靴礎を漕げ佐

花ふぶくお宮参りの児の笑顔和

︵於・中央区立産業会館︶

平成九年一月二十二日首尾
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八東京・中央連句会その二Ｖ

歌仙﹃初句帳﹄
罫線の赤あざやかに初句帳
陽の斑こぽるる笹鳴の声
見晴らしの丘に菜の花咲きいでて
かげろうをぬけマラソンの子ら

分譲住宅やっと手に入れ

伊藤薮彦捌
若松藍

伊藤薮
沢田洋

戸谷日疋

小張昭

ナォ場あたりに生きてままよと受難節香

地上高棲地下ダンボール洋

酒を提げ下天の夢のささやかに香

遠くて近きリマの人質公

狐火を見にゆく顔の揃いたる

厚司綿入攝抱毛衣〃

寅さんは柴又育ち咳呵売香

父のみとめぬ彼は金髪〃
厳罰の婚外恋にのめりこみ洋
特効薬のなきぞ悲しき公

乗るとすぐ酔って寝るひと月見船

斜めによぎる雁の一卜棹香

ナゥ廟打つ木の実の音の絶え間なく公

パチンコ店の開店の列

ベンチャーを目指し辞表を出してきし洋

刻を奏でて街のカリョン香

ロダン像埋まるばかりに花吹雪彦

のっこみ鮒が葦を揺さぶる

秤鰄地蓉一一一朋二升に甲雷︵一部文音︶

︵於・中央区立産業会館︶
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差しこみし玉兎がのぞく雛納

色緒の下駄が竝ぶ三足

ゥ数え唄口ついて出る昼さがり
ふり払う仕種こころと裏腹に
結婚してよビザが切れちゃう
岸壁に卯浪が寄せるひたひたと
ぽち

新発意の謂の朗々と張り
塾帰り昨日も今日も月の道
錆びしレールをまたぐ溝萩
猪追いてここまで来しと銃を向け

幕が降りれば弁当にする
日永の眠りさますそよ風

莫産敷いてマンガ本読む花奉行

公洋〃一香公香公洋彦公洋〃香〃々彦香

八東京・中央連句会ｌその三Ｖ

渭心院櫻暁普照大姉︵金子恭子︶追善

歌仙﹁葉柳﹄
葉柳のささやき寂し薬研堀

土屋実郎捌
今村佐久子

土屋実郎
折笠しげ

子燕過ぎる高き橋桁

夏座敷なっかしき顔集ひ来て

柴田寿賀
伊藤哲子
沢田洋々
洋

おもたせで出す海山の幸
故郷の月は遍くやさしげに
着替もせずに踊あざやか

見合写真は晧歯明眸

哲

賀

ベルモード君島ドレスフェラガモで

賀

ゥ新走り手酌献酬きりもなく
カード破産がまってゐるかも

佐

藤沼和恵
哲

返還の香港人気おとろへず

水平線に白き帆船

げ

引地冬樹

佐

洋

郎

月冴ゆるドボルザークの別世界
さと

懐手なら
税はかからぬ
てんぱい
役満の聴牌犬に覚られて

ペロペロキャンデー透ける渦巻

菩提樹の夜店明るき花篝

推子笛習ふ幼な友達

ナォ黒土の耕すごとに匂ひ立ち佐

早出しメロン赤字覚悟で賀

七人の姉妹みんな古稀を越え樹

隠し芸など次々とでるげ
貫一が今はお宮に蹴飛ばされ樹
化粧長きは男なりけり郎

国境をのがれ抱擁雪の上賀

遠ざかりつつ響く鈴の音伊藤薮彦
ねじ
ひとの世の
螺子ゆるみたる世紀末洋

いと

もん

薦たけし女趣味は聞香哲

す
御み簾
を巻き見上ぐる頬の月あかり樹
えりとき

飢解舟の漂ひて行く洋

ナゥ名物のあまご料理に舌鼓賀

天孫神社幣を手向けん佐

秒読となって盤上もつれだし郎

知らず知らずに瞼る浪曲樹

試歩の道意外に伸びし花の下彦

︵於・中央区立産業会館︶

自分史の想動き初む春洋

平成九年七月十五日首尾
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八川崎・土筆・有楽帖三吟会ｖ

歌仙﹃木訓の﹄
白井風人捌

遠藤一暴

白井風

寒烏とび落す一声
鵜沢治

木調の老爺の如く山眠る
ラーメン屋ぽつりとのれん垂れていて

店の主の所在なげなり

月光に濡れし酒樽担ぎこむ

ナォ目刺焼く烟ゆっくり流れきて

そろばん塾の音のにぎわい

町川の上げ潮芥寄せており

往き来の人の影もまばらに

落柿舎の軒に肩入れ初時雨
粛々として昏るる木守り

里近く愛の住家のひっそりと

絵馬を納めに夫婦旅立つ

江戸残る住吉さまを手はじめに

杉は昔のまま一里塚

月影をたよりに登る峠道

山高みゆきあたり紅葉づる

ナゥ走り根に腰かけて酌む濁り酒

猿も欲し気に愛想をつくる

三下は人もけものもかなしくて

キャラメル買いに角の菓子屋へ

ぬかるみもよけよけ通る花曇

春の行くなり霞む胄垣

秤鰄地轌十斗朗一一粁註串雷︵文音︶
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明日は上棟天高からん

ゥ北の空しかとかかりし碇星
気を許し合う二人の行方
夢に抱くししむら柔きおもかげを

朝の丸薬今日服み忘れ
銀行の期末総会自信なし
出処進退神意に聴かん

普段着のまま座禅組む夏の月
汗もかかずにだるまの八起
気まぐれにふりかえる過去何もなし

つけ忘れたる昨日の日記
茶をすすりこれはノ︑と花団子

眞間の里わに春ひかりおり

久章人久章人久章人久章人久章人久章人

久章人久章人久章人久章人久章人久章人

さんしゆ

八船橋・筑波連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃山茱
引地冬樹捌

電話ごっこも携帯となり

月仰ぐ単身赴任の台所

さらばと出れば門に泣声

ぶらりぶらりと銀座八丁

みちのくの芒ケ原に風立ちて

雄

久に会う孫は茶髪がよく似合い

弘雄樹巷弘雄樹和弘巷和信樹八巷弘雄信

てぱた

町の不況を瞳う道化師

ナォつむぎ織る手機の音も細々と

少年工胸にナイフを隠し持ち

羽衣かける松のひと枝

オシャカと釈迦はとんだ違いで
原子炉へ﹁あほ﹂と降り立つ寒鴉

帽子にとまる塩辛とんぽ
大いなる赤き月ある廃屋に
戦友と呑む甕のどぶろく

好きだよとチューハイの缶高く蹴り

樹

秤鰔籾蓉壼朋二十萢明零︵文音︶

ネクタイのまま宵のブランコ

花万朶高層ビルの狭間にも

雲をひからす卒業の歌
木上紫雲
本田八重子

″

弘

南條巷子
岸田和子

樹
巷

袖かき合わす春寒の路地

浮世漕ぐ板子の下を垣間見て

縞の鰹が何と一両

書割の月が涼しき村芝居

神に召されしダイアナ王妃
宇宙から眺めた地球青かつた
手品の國旗きりもなく出し

浜のキッスの塩からきこと

天と地のふたりの夫にかしずける

密田一月々

引地冬樹
中村信子
猪口義雄
上野弘子
木藤綾子
密田妖子

山茱萸や小牛とび跳ね売られゅく

とろりとろりと新酒酌みつつ

ナゥ買い置きの胃腸薬が底をつき

入学の児は声だかに本読みて

ゥ棹となりまた鉤となり雁渡る

弘

煙草を吹かす畦に初蝶

ｰ

花くぐり花を見おろす観覧車

霞の奥に消ゆる筑波嶺
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萸ゆ

八船橋・筑波連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃帰り花﹄
帰り花光悦垣のその奥に
来る客絶えて湖水寒凪

けむ

密田青々捌

泉微妙

パソコン通信北へ南ヘ

ナォ行く春と八十日間世界一周

ほとけ

んげみしよう
仏静かに拍ね華
微笑す

ァリランのこだま返らぬもどかしさ
こうあん

寒九の水が歯にしみ透る

かんく

公案は解けぬままなり隙間風

この頃売れる源氏絵草紙

堪え難く忍び難きを恋という

密田青々
密田妖子

美少年ピアスを着けて髪染めて

奇跡起こせぬとんだ凶作

ピルゼン

血と砂舞うてどよむ闘牛

つ

北野真知子

童貞の聖母は月に濡れながら

つい呑みあけしコニャックの瓶

ナゥ迷い子の心にも似た薄原

一目

密田時夫
密田真弓

宮村千鶴子

秤鰄枕蓉十座朋二拝唾申雷︵文音︶

茜の空に霞む鳶の輪

うたげ

語らい尽きず宴果てなく
幾重なす花の彼方の筑波山

﹁タイタニック﹂豪華大作深夜まで

滝沢尚子

寺本まち子

寺林狸伯

圭月

妖
妖
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折々にオカリナ吹くは誰やらん

砂丘へ消える隊商の列
崩れたる円柱白く月蒼し

虫送りして国の境目

ワ残暑暫し城下へ戻る四高生

リルヶ詩集を君の形見に
上野発片道切符握り締め
祖父と通うた朝風呂の煙
大通り左右よく見て渡る猫
百鬼夜行に逢うておののく

妖

月に聴く秘密の山の仏法僧
キャンプ三日をカレーばかりで

千

尚

一月

ほっそりと痩せてその肌褐色に
こおもて

艶なるは艶古き小面

老い木なお命の限り花咲かせ

陽炎の中飛行船とぶ

ま狸微真妖尚青真尚妖真胄妖胄微狸ま青

八船橋・筑波連句会その三Ｖ

引地冬樹捌

弘樹和弘和信樹信子弘信樹信弘樹子子樹

半歌仙﹃麦秋の國﹄

雲間より麦秋の國燦と現る
風車の羽根に舞うは子燕
乾杯のワイン一気に飲みほして
指も巧みなカード・マジック

芋煮が匂う里の川くり

上中引
野村地

岸田和

平成九年七月九日首
平成九年八月六日尾

︵於・稜光倶楽部六本木本社︶
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展望塔ゆらりと月へ傾けば
ゥハンカチをひろげし石の露じめり

ラストダンスはゆきずりの人

肩抱き寄せる夜も白みつつ
轟然とバイク飛ばして駆落か
株屋への勤め今更やめられず

ひとりで眠る熊になりたし

トルコ・モロッコ・オランダの旅
モスクよりコーラン響き月冴ゆる

貝ひろう鼻緒のゆるい下駄はいて

おぼろおぼろに父母の山

橋から見ゆる淡き湯けむり
高砂の舞に花びら降りかかり

弘信冬

ハ津幡・津幡連句クラブーその一Ｖ
たばこ

歌仙﹃莨火﹄
遠く近くに笑う山山

莨火を消して野焼の火を放つ

酒井愛子捌

ナォ人質の救われし報うららかに

世界遺産の合掌集落

し

ひ

此岸より彼岸へかける経の橋

脳死生かすとドナー登録

きりきりと荒縄結び冬囲い

そしらぬ顔でデート暗号

祖父着ぶくれて碁敵を待つ

三世代同居承知で﹁高砂や﹂

電話鳴り素早く取ったお姉さん

藤田小夜子

槌音しかと急ぐ建増し

月させる門に菊の香漂いて

風炉の名残りに無銘の茶器を

ナゥ仰ぎ見る倶利伽羅越える雁の棹

つ1貝

酒井愛子
木上芳江
舟橋玉枝
本田滋子
赤坂久子
村上町子
細山芳絵
谷本綾子

−今上ノー

睦まじくシャボン玉吹く双子いて

友禅作家に彩のひらめき
即吟の月の一句を寄書に
影おもしろき軒の干柿

椴帳おりて濡場の余韻

ゥ秋寒に声をしのんで呼ぶは誰

白蓮の恋にわが身を重ねつつ

体重量る楽しみがふえ

秤率い癖仁盟一什切朋雷︵文音︶

莞の果に霞む岬端

はか

愛

ゆっくりと自転車降りて花の坂

いづこともなくハモニカの曲
健康食ブームで畠にモロヘイヤ

廃炭鉱の町を旅ゆく

玉

芳

北朝鮮の飢えは極限

綾

絵

町

久

滋

小

今ははや自給自足は夢となり

低迷景気やつと上昇

はだし

跣にて月の国境引揚げし
喉に沁みゆく辛口ビール
連休は恐竜展へ家族連れ

凪ぎし磯辺に拾ふ蛤

燗漫の花のトンネルくぐり抜け

絵町綾小久玉滋芳綾愛玉絵町久滋芳小愛

ハ津幡・津幡連句クラブーその二Ｖ

﹃相馬盆唄﹄

舟盛に相馬盆唄聞く夜かな

中田風来捌

先端技術を学ぶ大学

ナォ白山の峰より高くあがる凧

西国巡礼旅立ちの朝

厄年にもうリストラという解雇

青田吹く風にきらめく天守閣

﹁おーい﹂でふりむく妻のいじらし

濠は音なし老鴬のこえ
人質の解放劇に一喜一憂

うた

かしわで

拍手透る産土の宮

詩に詠むふかき想いのとめどなく

脳もたわたわ許す口づけ
乱れ髪夫をあざむく嘘重ね

ワポップヒル最夏の森をゆるがして

つき合い上手届くたかんな

芳

来

宮嶋茂
福居進
多田史代

出見世裕子

今日も賑やか苗売りの市

まぽろしの朱鷺棲むという花の里

長男に家継ぐ運命とい畠間かせ

雨がつづけば痙く腰痛

小川ひろ子

またもカイワレ晴れぬ疑い

公

中田風来
吉本芳香
田川利公
西佐代子

裁判に費やす金も暇もなく

佐

月の戸繰ればあわき汐の香
雲悠々いよいよ秋の深むらん
裾野はるかにＤ５１が行く

外車を買いしことは言わずに

裕

さだめ

鑑定に出すお宝のやま

秤燕掴蓉垂盟一斗↑朋密︵文音︶
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ジョギングの親子笑いつ軽ろやかに

点滴に余命をつなぐ月寒し

茂

観劇の余韻楽しむ宿の月
遠くかすかに鹿の鳴く声

蒸焼藷の笛もとおのく
石畳つづく願かけ不動尊

進

ナゥ爽やかにゴルフボールは弧をえがき

ころがり込んだ猫がじゃれつく

史

ひ

花の宴歓迎会を兼ねあわせ

蝶がまつわる新調の服

史進茂裕ひ佐公芳来史進茂裕ひ佐公芳来

八津幡・津幡連句クラブーその三Ｖ

二羽智子捌

洋葉澄今理吉千芦智

﹃忍者寺﹄

忍者寺どんでん返し梅雨晴るる

油断召さるな網を張る蜘蛛
ひもすがら人形づくり勤しみて

代
日

単身赴任で慣れし洗濯

ナォたびたびの減反託つ農具市

重宝なレトルト食に味をしめ

政治献金うやむやのまま
お揃いの甚平で指す将棋台

祭ばやしが抜ける路地裏
再びの宇宙へ心逸らせっ
とろけるような陶酔の中

固めた嘘を漏らす原子炉

おおっぴらに援助交際幅きかし

胸算用で決める松茸

いつまでも月の兎は夢として

白亜紀前の化石復元

ナゥ秋うらら臓器移植で命継ぎ

世界の凧のつどい賑わし

弛みなく切蹉琢磨を積みかさね
インターネットに充たす情報
あるなしの風が舞わせる花吹雪

秤鰔秘密迄蛆一汁利明藷︵文音︶
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喉なめらかに宥む飴玉

円かなる月を浮かべて湖展け
夜業のあかり囲むさざめき
ゥ草の香を灰と持ちくる通い湯女

恋に恋して悩む年ごろ

素焼の壷が干さる工房

西陣の帯をきりりと初デート
たまどっち評判呼びて売れに売れ

日債銀が巨額損失

救急車海へ尾を引き東つる月

生姜酒にも母の知恵みせ
大賞を取ったばかりに幹事役

研修企画超デラックス
吉野山花幾千の競い咲き
園児の靴のはずむ長閑さ

子山永久中細笹多二
蕎崎多山村山木田羽

洋葉澄今瑳吉千芦智子子枝子子女子畔子

吉洋芦智今葉理澄千芦智洋葉澄今瑠吉千

八津幡・津幡連句クラブその四Ｖ

﹃春の雪﹄

代田に満たす温かき水

ご自慢のいびつな盃で月見酒

大型スーパー急ぐ開店

わらべ唄土筆の道もたそがれて

木上紫雲捌

草履の脇で馬追の声

前山優美子

木上紫雲
小山西置
紙谷湖秋
中野泰子
水野道代
加納俊子

じっと眺める黒髪の女
民族の衣装を纒い嫁御寮

夷藤ゆう子

朝顔市で広場賑わし

関畑の月も涼しき釣瓶井戸

袈裟新らしき辻の地蔵さん

呑舟の魚に例えた素頓狂

俊

道

泰

秋

置

幸一三

もう一度命吹き込むリサイクル

暁

優

襟にやさしい絹のスカーフ
故郷の花に誘われはるばると

ゆ

箸を持つ手は左ぎっちょで

藤田暁夫

ゥ源平の倶利伽羅路の照紅葉

すべり出す新車に春の雪が舞う

仙

祖母は茶操みの前掛けのま︑

薬湯たぎるくろがねの釜

ナォ陽炎の中に積木のような家

世界周遊明け方の夢

ゴルフ王タイガーウッズまた二十歳

赤い実を喰む庭の黄鶚

幾年を雪に埋れて佗び住める

逢う約束をアマチュア無線で

妻篭宿低き庇で糸紡ぐ

退院を伸し看護婦射止めたり
パズルの様な日記読みっ塾

丸窓開けて爽やかな風

軽ろやかなピアノ流れる月今宵

ナゥ山葡萄にじみ程よき墨彩画
しらがを染めて似合う作務服

ウッロ

タイムトンネル抜けた虚さ

窯だしの時は殊更胸騒ぐ

匡気楼めく万葉の海

悠久の歴史をきざむ花の城

秤鰄地蓉正明一粁印鑑︵文音︶
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歌

秋置雲ゆ暁優道俊泰秋置雲ゆ暁優道俊泰

八三重・つらっら吟社ｖ

半歌仙﹃山眠る﹄
高山孝子捌

中北ひろみ

高山孝子

山岸れい子

榊原由美

山眠るまだ新しき千社札
日向にひとつ早咲きの梅
コンピュータで元の計算

地球の子宇宙への夢果てもなし

み

孝

望の月ステンドグラス越しにあり

遠く近くに鳴る威し銃

み

美

あない

風はしづかに吾に語らふ

ゥ案内する亭主は萩をこぼしつつ

い

岡田美代子

ゞ

ふたりこっそりパーティを抜け

み

フィレンツェのブーツをペアで飾る店

ガーデニングに凝りし若妻

ジェラシーにふりまはされつ愛育て

美

孝

み

アイスクリームに垂らすシェリー酒

蚊遣香写経の堂の月明り
バラードをついくちづさむよき知らせ

美

代

い

馬の仔跳ねる牧のひろびろ

仲買の目のきびしせり市
故郷の摂社未社に花ひらく

平成九年十二月四日首

平成九年十二月二十二日尾

︵於・なかむら館︶
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川野蓼艸
高岡粗濫
岡山朱藍
井出樺晴
内田麻子
若松藍香
浜本冑海

大石朴花女

川野蓼艸捌

八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会ｌその一Ｖ

歌仙﹃花御堂﹄

ほの渡る見ゆ柔東風の影

ォ花御堂据うる畳を拭きゐたり
ゆく春の絵具はチューブはみ出して

馬肥ゅる頃今古里は

デザイン競ふ旅客機の胴
月の卓新酒の封を切る久闇
あし

ゥおくんちの男等の脚揃ひけり

豊旗雲は神の織物

ナォフロイスも遇ひ給ひしか魚島に艸

羽衣仕舞ふ抽出の鎧女

別れてもお前合鍵捨てるなよ藍

少年拾ひジゴロ振ったり子

鴻鵠の志彼ゴビに埋め海

光陰の矢のふと止まりたる艸
口で脱ぐ手袋街の香を持つよ濫

五臓六腋にある端末機艸

銭湯に恥外聞を流しをり女

ツェー

Ｃマイナーがどこやらでする濫
望月を野良猫の尾のよぎりける子
ネクタイ一気に引き抜いて秋濫

発熱の枕頭李白の詩を置けば良

ほだすき

ナゥ鉄人犯号飛ぶ肌寒藍
出窓に備前火檸の壷海
濫

石飛千可良

ポケットベルの繧々繧々と鳴る女

夏を奏でて君は引潮

艸

行きずりの超ベリーグーと言ふ言葉

女

まなこかく

サングラス不敵な眼蔵しをり

藍

濫

麿放てかし今ぞ鷹匠

良

平成九年四月十二日首尾

︵於・京都・法然院︶

ひとひらの散り初めてより花吹雪艸
野面を蝶の離れては寄り
海

弓の少女に風のまつはる
敷草を新しくせし冬の月

濫

子

たら
産寧坂に踏た輪
ふむなり

良

食堂車伊良湖岬を遠見にて
駅伝ランナー虻のあとさき

椿落つる豊かな闇のありにける
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久保木朱美子追悼

歌仙﹃聖五月﹄

仁和寺法師永久追放

ナォ屋台酒メーデーの列離れゐて

ナスカには絵のメッセージ宇宙より

十三日の十三時十三分

団菊祭だんまりの振り大ぶりで

右顧左晒して松茸を食ふ

あ

海

金色のトランペットの並ぶ店

うこさぺん

門々ににぎはひて居る塊侭師
長生きもまた芸のうちなり

鉄格子越し君がくちびる

ネックレス外され首筋まぶしくて

点滴替ふる人のやさしき

高岡粗濫捌

八東京・東京都義仲寺連句会馬山人記念会ｌその二Ｖ

あり

ォ在し日の思ひ新たに聖五月
身いちに淡き香の朱き薔薇
川くりをぎやまんの壷かかへきて

くくくくと鳴き鳩の遊くり

いざ発たな月へロケット始動して
ジャングルジムを縫ふ銀やんま
ナゥ木の実落っ下谷に生れし龍之介
中島啓世

読み耽りけり乗り過ごしけり

︵於・朱雀庵︶

−221−

くい独楽に勝って歓声月上る
ゆぺし

井出樺晴
高岡粗濫
岡山朱藍
若松藍香
浜本冑海
内田麻子
川野蓼艸

世

裾野を遠く田打ちする声

フランスパン立てて万朶の花の道

母の土産の柚餅子分け合ふ
ごんた
ゥ権太てふ犬と抜けゆく薄原

参勤交代江戸へ江戸へと
正直に筑魔祭の鍋かぶり

子

平成九年五月十一日首尾

ふけ

クローンに仕込む恋人の顔

海

漸く孵る小魚の群

香

世

石飛千可良

ギャルソンの変らぬホテル灯を低く

山墓の繊月揺する北颪

子

樹氷を見んと﹁つばさ﹂初乗り
ファックスの顔なき影にあやつられ

艸

まろまろ

差し入れられしチョコの丸々

ちり紙交換耳に春昼

晴

椎の隅の豹紋に散る花吹雪

良濫世子艸良良艸子藍藍海世香藍香晴海

ハ相模原・桃天樹嶮聚ｖ

職漢訓﹃梅華卯木﹄

Ｏ

○

竹筒の梅華卯木の端端し
０

赤田玖實子捌
赤田玖實子

大谷繁子
蛭海停雲子
幸一云

玖

繁

玖
幸一云

″

玖

圭一三

玖

″

繁

佛の加護も後が續かず玖

ナォアルバムにセピア色した幼な顔雲

胡瓜榛みきざみ生姜で味をしめ繁

︒

麻ののれんに糊が効きすぎ玖
広
肝
南
北
走
雲
狭
阻
東
西
夢
現
聰
恋通
攝〃
玖

深き縁しを覚ゆ残月〃

照葉裏潜レ塁玖

○

高稲架へ何かと云へばすぐ休み繁

Ｏ

Ｏ

ナゥキャラメルの箱のデザイン変らない〃

○

鮭小屋もファミコンゲーム備へつけ雲

思盧秘奴瞳玖
速さを競ふ記録デジタル繁
顕
彰
忠
節
碑
雲
祈願
立
春
宮
〃
花
宴
謡
躯
女
繁
松
緑
詩
吟
翁
玖

︵於・上鶴間︑桃天樹︶

蓉鰄秘韓極顕一汁託朋雷○標は園の韻

ヘヘヘ

冷酒勧二蓋充一
郭公啼二黄昏−
群犬吠二月空一

たたみ皷秋の袷を吊り下げて

確なままに扇捨られ

壼云

玖

ゥ底をつくＶＩＰ口座は謎めきぬ

やくざも負ける政治家のうら

Ｏ

０

奉一云

繁
○

倫敦と巴里を結ぶレイルウェイ

帆船港湾沖

うっとりと水琴窟の妙音に

０

雛飾りにも仕来りはあり

溌刺楽二踏青−
端然喜二花紅一

長征革命功

墨象に甲骨文字の散らしがき

東月浮一一高弩一

寒風舞二低地−

ー些些竺一

秋山よう子

近藤栗子
中尾青宵
和田忠勝
和田洋子
小林静司
白井暎子
菅谷有里
倉間千代
杉浦ちゑ

ナォ千万の蛙の声に眠られず

ちまたに溢るタマゴッチ好き

八東京・都心連句会ｌその一Ｖ

プレミアムつくとき年貢納めどき

豐礫の師あり明治に気骨あり
名古則子
土屋実郎

塾通ひ母の過保護に着膨れて

中学生に教ふ炭焼き

大徳利の飾られし床

小林しげと

千代
実郎

︵於・日本青年館︶

満尾

小張昭一

定石は折込み済みの危機管理
ペルーの空に無事祈りっ易
咲き誇る花の双樹に杯挙げて

ちゑ

平成九年三月十八日

よるづ代かけて弥栄の春

読人不知相間の歌

ナゥ夢現仮のひとよの万華鏡

海の男の頬の熱さよ

月今宵狸ちよろりと草の間

関守石に憩ふ初蝶
伊東桃庵

高津明生子

田楽を銘々皿に盛りわけて

梅古木燦々として若やげり

涙乾けば文を書き足し
姿見に魅入る女の細き肩

今村佐久子

﹃君甦部剥評洗巷辱轄識姥課乏連歌﹄

幾山河越え今日の宴へ

蛭海停雲子

美形揃へて棋界繁栄

謡ひとふし記す秋扇

遠く見据ゑて枕抱くひと
クリムトの絵画あやしく壁面に

小森みさを

浅井園丁

みと

銀の器のアイスクリーム

ジャンケンポンで陣取りの児等

ＣＤで美空ひばりを繰り返し

金子恭子
近藤蕉肝

高島幸子
村上敦子
岩永極烏
保坂木羊

高らかに太鼓叩かん月の下

ゥ渡り来し鶴の番の羽繕ひ
喧嘩のあとの急に優しく

小林麻由子

池田紅魚
柴田寿賀
興津霧邸
山口良子
吉田愛
加藤雅子

一目惚れホテルの予約車中から

お礼参りの旅のつれづれ

夏の月御津より出でて島の上

散る花の宙を彩る石舞台
かぎろひ高し国見せし山
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八東京・都心連句会ｌその二Ｖ

蛭海停雲子

土屋実郎

﹃第九回青時雨忌追善俳譜連歌﹄

清和節句案の鬚を撫して坐す

走り茶配る饗応の卓

禁札の鳥獣保護区涼しげに

大きく揺らす遊動円木

岩永極烏
杉浦ちゑ
倉間千代
菅谷有里
和田忠勝
小林静司
白井暎子
和田洋子

豪華船仕立てカップル募集して

農継ぐ人を勇者ともみん

ゥ山際の案山子は着込むシースルー

旧姓を呼ばれふりむく月の径

双児の姉妹男争ひ

秋山よう子

忘れ扇のクラス会果て

刑法と民法の差あげっらひ
横文字多きニュースペーパー

外套の襟立て月の鎌仰ぐ
慰む友は炉端こほろぎ

村上敦子
高島幸子
中尾青宵
名古則子
伊東桃庵
いざな

老弥宜は気品ある指笙に添え
マーケッティング手法あれこれ

山口良子

高津明生子

商談は花の茶屋へと誘はれ
まだ目のあかぬ烏猫の子

セクハラ保険かけて安心停雲子

ナォ寺町に続く築地の暖かく今村佐久子

デイトにもゆりかもめ号大流行柴田寿賀
少しはなれて浸かる泡風呂小林しげと

なま
現げん生
数ふ指の悴む引地冬樹

やっとこさ地価の底値の見えはじめ小張昭一

みちのくの波風強き岸壁に宮下太郎
見果てぬ夢を追ひて杖曳く伊藤藪彦

マスクメロンにカミュの一滴池田紅魚

英京に保守労働の裏返る川野蓼艸

夜行列車は穂薄の原赤田玖実子

薬研堀姐さん逝きて月哀し安江真砂女

ホラー映画の看板も立て蓼艸

ナゥ辻々に観光ポスター豊の秋笠間文子

町中の教会の鐘鳴り響き加藤雅子

青時雨する遠州の庭執筆

ほがひ

解放されて百千烏啼く東明雅
移植して初めて咲きし花寿宗匠

満尾

︵於・浅草伝法院大言院︶

宗匠土屋実郎執筆山口良子
脇宗匠名古則子花司今村佐久子
知司伊東桃庵座配和田忠勝

平成九年五月三日
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へいげい

﹃︾紺眠謝銅塞銅神社﹄

八東京・都心連句会ｌその三Ｖ

なつあけ

土屋実郎
目黒雨峰
杉浦ちゑ
菅谷有里

夏暁の関八州を脾睨す
故郷への手紙一筆画添へ

蛭海停雲子

夜霧の匂ひ服にしみつく

くに

切りたての玉紫陽花は床の間に

山ほとシぎす渓渡る声

献酬に月の出を待つ餘裕あり

ナォ祇園より賀茂の流れの朧なる高津明生子

藤波の下ゆれる語らまひ
山田広重
つりごと

民草の交はり興す政治近藤蕉肝
ＯＤＡで井戸と学校近藤栗子

雲の峰まだ少しある好奇心守屋茂々子
来い来い蛍われ独り住む須藤比梠志
二世帯を仕切りて孫の声遠く大津博山

のり

インターネット厚いマニュアル西部周子

あ

湧水がとだえ冬木の色槌せて前田明水
エステ帰りのスッピンの貌広田遊

ダイアナのドレス購ひ得し夢の月藤沼和恵

セピアの写真詩集より落っ
草原を駆けしあの頃おさげ髪

︵於・阿夫利神社下社客殿︶

平成九年五月二十五日満尾

古向橋路草井化司△７村佐久子

城士
依屋
子実
配硯加藤雅子
古
匠
脇不
合ホ
匠小林
静司即大井美智子

諦厚聴よ恩し諺騨礁湖轆鱸岬

里貝費目黒雨峰知司和田忠勝

自治会こぞり和む野遊び執筆

復元の城より花のなだれ落つ宗匠

鐘の音流る丘の教会川澄みよ

ナゥ草相撲賞品の米山と積み小野シズ

滝の秋色仰ぐ連衆伊藤藪彦

か

読まない本が三分の一浅沼礫

ひろ

和田忠勝
村上敦子
和田洋子
白井暎子

独り酒人の言葉を解す猫茂田キョコ

ワアフガンに干戈おさまり水澄みて

手口巧妙援助交際

秋山よう子

小張昭一

伊東桃庵

今村佐久子

倉間千代
小林静司
岩永極烏
中尾青宵
名古則子

義損金無事に届くか気に懸り

冬帽目深マスクまでかけ
鉢叩き空也偲びて月に和し

廻り道こそ乙な人生

還暦後俄かに遊ぶ会の増え
ワルツの裾を踏んで失礼
気の強い女の鼻が横を向き

化粧濃い目に花冷の夜
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八東京・都心連句会その四Ｖ

倉間千代追悼

歌仙﹃冬の鵜﹄
土屋実郎捌

木洩れ陽の影踏み遊べ冬の鵜土屋実郎

山茶花の紅残す情熱蛭海停雲子

児の描く砂画は波に洗はれて岩永極烏

ナォケルン積む唄声乗せて風光り山口良子

男はみんな単純である近藤蕉肝

里

望遠鏡にヌードとらへて高津明生子

の

かぜ気味ぢや龍角散を酒で服み浅井園丁

ヒロインの笑窪千金ブロマイド

ひ

ゆきがかり上退けぬ火あそび烏
きりがまたまたが三度の袖の下則

︵於・七里が浜自治会館︶

平成九年十一月三十日首尾

安らかに弥陀の浄土へ花明り司
師とねんごろに春の句筵を則

リーチ一発ドラが三枚勝

日曜は家族揃ってカプチーノ里

ゆるりとゆかん晩学の道洋

すみか

栗鼠の栖にたまるどんぐりょ

ゲノム組換神に逆ふ司

寝そびれてヴェランダの月廿日過ぎ則

インターネット明け易き頃勝
大賀蓮咲きて法話の光明寺里

大切にしまふ千代紙の箱和田洋子
磨かれし厨の桶に月さやか村上敦子
連句清書に夜業いとはず小林静司

ナゥ霧雷れてイーハトーブのあらはるる司

すすきの

ゥ脱サラを決めて薄野急ぎ抜け菅谷有里
気に入って購ふブルゾンの彩名古則子
エスニックファッションまでも席巻し和田忠勝

蚤の市にも肩を並べて秋山よう子
くちづけ

接吻は見上げるほどの位置がよく今村佐久子

恋女房の酌が最高小林しげと

夏の露ほろノ︑と月哀しみを杉浦ちゑ

よりどころなき宇宙遊泳白井暎子
キャスターはバイリンガルで手話こなし高島幸子
とつくに

留守番の犬餌をどっさり近藤栗子
外国で出逢ひし花に鬘礫と大林杣平

戦勝記念雪残る塔伊東桃庵
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八東京・都心連句会Ｉその五Ｖ

半歌仙﹃菖蒲買ふ﹄

小林しげと

土屋実郎

今村佐久子捌

菖蒲買ひ潮の香りの橋渡る
海鵜翔たせて航ける遊船
蛭海停雲子

今村佐久子

転勤続き地酒には通

た

さしいれの麦茶に話弾みゐて

小張昭一

柴田寿賀

姫街道に草雲雀鳴く

車窓より眺める月の斜にかまへ

賀

と

ゥ茸狩誘ふポスター風にゆれ
名もなき山に天狗出るとか
嘘ばかりついてもやはり憎めない

郎

安全神話消えし銀行

阪東太郎流れ悠揚

佐

良

″

山口良子

垂云

垂一

何事も女の強き世の中に

と

アパートの鍵貸してあげます

しなか
雪審れて月歌々と義よ央
忌

梅干にかっをまぶせば母の味
バリカンかざし虎刈を追ふ

杖白く五感澄みたる花の宵

朧に笛のゆるく流るる

平成九年六月二日首尾

︵於・神田国際外語学院︶
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ハ徳島・徳島連句懇話会ｖ

歌仙﹃宵闇﹄
鈴木漠捌

のみ

木に鑿の跡星霜の雛

ナォいつしんに魚網繕ふかげらひに

夢多く模型飛行機飛ばせしを
あしたはあした風も涼しく
うすもの

羅のそこはかの香にときめきい
シャンソン唄ふ君にあくがれ

地震のアシジに赤とんぼ舞ひ

岩窟の壁に聖者の描かれし

宵闇を鳴きゆく鴉一羽二羽
阿部文明
鈴木漠
斎藤梅子
高田保二

潮でよめきて月の海峡

なゐ

冬陽浴び季節外れの阿波踊り

ナゥおづおづと唯我独尊宙に書く
暖炉のかたへパスタ食べゐる

保

梅

お国説りの駅のさざめき
花盛る里は軍旗を蔵しゐて

梅

有為転変の世の麦酒のむ

月さして端居のこゑを聞きながら

窯の烟りのいとものどけし

秤鰔皿奪十弐朋叩霊︵文音︶

漠

た

文

畑中に佇っかがし神妙

月光の清らなるさま比類なき

漠

みなわ

久々に道頓堀を訪れて
仮面のごとき群衆の顔
漠

厨に母が剥く栗の皮

かつは消えかつ生れくる水泡ゆゑ

文

相思の便り手文庫に秘め

ゥふるさとは凧わたるダム湖底
少子家庭がなほもふえゆき
回想の恋鮮やかに老いの日々

文

がんぶつ

梅
文
漠
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露けさの大橋見むと連れだちて

紙漉く村の賑はひもよし

鉛筆の批評縦横無尽なる
朝に夕べに雀かしまし

保

保

贋物を値切り倒せし織部碗

焼野をよぎる農の足どり
今いづこ花の役者の旅姿
山なみ遠くはだれ残して

保梅漠文梅保文漠保梅漠文保梅文漠保梅

ハ栃木・栃木県連句協会ｌその一澁柿ｖ

歌仙﹃限られし﹄
限られし瓶の世界や水中花
垣を見越しの緑かがやく
耕転機地平線より現はれて

広域農道泥まみれなる

野口里井捌
野口里

富田日目

茅島一

若色道

栃木光

栞に代へてはさむ鉛筆

ナォ読みすすむ行の狂ひも春眠く

風が来てぱらぱらページめくるなり

地ビール酌んで久闇を叙す

旅にすぐはれ雑魚の跳ねゐる
見上ぐれば夏雲燃ゆる山の端に

白頭を嘆く昔の美少年

仲人上手と人に言はるる
偶然のよき友を得て京の旅
萌黄の和菓子並ぶ格子戸

澄みわたりたる仲秋の頃

雅を添ふる野立の席へ昼の月

ナゥ小鳥来て残りし柿をつつくなり

昔庄屋の表札の古り

いんやく

国府跡印鑑といふ地名あり

いかな動かぬ春の綿雲

かげろふ丘に土器を掘る入
のっそりと取的目立つ花の園

秤鰄抗蓉垂朋に斗串雷︵文音︶
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足洗ふ背戸に夕月昇り初め
はびこってゐる鶏頭白粉
ゥ新米の祝儀相場の華やかさ
ヌード眩しきチューハイの店

此の世頃見合ひ結婚珍しく
茶道華道をしかとマスター

蔵の町流るる川に泳ぐ鯉

母の名儀の預金通帳

追善のこと片づきし冬の月

木枯止んで庭の明るさ

いづくより琴尺八のある音色

猫が集まる猫好きの家
花の山幸セさうな人の列

並び地蔵を数ふうららか

宏苣井道歩宏苣井道歩宏苣井子歩宏苣井

苣井宏歩道井苣歩宏道井苣宏歩道井苣宏

菊岡みのる

手塚その子

屋代孤月
田中きみ
滝田政敏

田中きみ捌

八大田原・栃木県連句協会ｌその二大田原連句会ｖ

半歌仙﹃駒込池﹄
冬ざれや駒込池の辺に住めり

虎落笛聴き削る鉛筆

カメラ屋の新機種どれも高価にて

陶芸教室隅に席とる

き

ほろ酔いにまわり道せる望の月

郵便局に吊りし虫篭

政

政

き

孤

み

そ

み

ゥ三男のきっと顔出す村祭り

母のすすめる見合の話

海外の意中の人を忘れかね
行先決めずふらり旅立つ
濡れ縁に蕎麦畷りいる深大寺

峡の瀞場を舟の流るる

そ

み

き

政

エルニーニョ地球の未来震度皿
ジクソーパズルぴたり納まる

孤

月凉しどこに隠れしかぐや姫
泳ぎ疲れてごろ寝する児ら

花吹雪入溝の里の団子売り
苗田眺めて煙草くゆらす

平成九年十一月二十日首

平成九年十一月二十五日尾

︵於・屋代孤月宅︶
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鴫﹄

ハ宇都宮・栃木連句協会ｌその三宇都宮連句会ｖ

歌仙﹃冬﹃
中尾硫苦捌

石沢み

中尾硫

中山い

並木通りの深き枯色

開店の準備おさおさきりもなし
桜井吹

冬鵤のかなしきまでに身を反らす

ところ狭しと名子役ぶり

ナォ永き日の莚にひろぐ手弁当い
お茶の缶入り火傷をしそうい

雪を催す稲荷明神吹

御礼の垂幕出せぬ国技館み

だしぬけに携帯電話鳴りひびきみ
セクハラ誘うスケスケルック硫

ホームレス昔恋文代書人吹
器用さ買われ雑誌編集い
暴走の麻原一味刑決まり吹

松茸飯に舌鼓打つみ

さらさらさらと砂の崩れる硫
湾内に白帆浮き立つ望の月吹

学生デモに政権替わりい

ナゥやや寒の大穴に沸く草競馬い

公害の国際会議ままならず硫

三十六峰おぼろおぼろに硫
花吹雪鯉が顔出す眼鏡橋吹
教師いそがし遠足の列み

平成十年二月五日首

︵於・宇都宮東コミュニティセンター︶

平成十年三月十二日尾
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月の縁塾の帰りを待ちわびて

団栗独楽を掌にあたためる
ゥちらほらと参道下る秋遍路
すらり疑問解けてうれしき
豊後牛嵯りのもどりし彼に似て

知りつくしたる阿畔の呼吸
漫才も仮面の夫婦で押しとおし

地酒徳利に添える和え物
渦潮をのぞむ吊橋月涼し
浜万年青咲くそこやかしこに

列島に偽札動くピックバン

春着姿の若衆の舞

地震情報テレビでわかる
花の雨復元なりし天守閣

み硫吹み吹いみ吹い硫いみ吹硫女つつ苦

眞尚蓄素
知

八富山・富山県連句協会ｖ

千
鶴

志田素調捌

北滝飯志
野沢田田

歌仙﹃友を待つ﹂

明日にでも咲きそな梅で友を待つ

五つか六つ浸す蛤

河川敷大凧小凧もつれゐて
銅鍵が打たるる出港の刻

ナォ馬っこにどじょっこ鮒っこベコもゐる尚

行路病者は東北なまり眞

さき

お天道さまに先づ御挨拶善

さんしん

シーサ
ーと三線の島幸くあれ尚
てんと

凧の中峡奥に入る眞

とっときの跡地まだありＪＲ尚
さいくう

斎宮となり下る皇女眞

狂乱の命うかべてオフひィ
ーリァ尚
めみこ

ナターシャ秋まで待てよきっと来る調

痒れ切らして唾でまじなひ善
深夜バス月の高速今いづこ千
唐黍の穂のちぢれそこここ尚

せな

背のもぐさの燃え尽きる待つ千

ナゥ蓑虫はいぢめられっ児さながらに眞

しゆりはんどく
唯一つ周
梨般特はごみ掃いて善

謡天狗に碁自慢ばかり尚

︵於・長念寺︶

テントンシャンと弾く﹁春の海﹂弧

の

ディオニュソスの張り枝にアポロの花展ぶる茜

平成九年二月十四日首
平成九年三月十四日尾
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入魂のわが作照らす月明かり

土倉の奥ワイン仕立てる
ゥ林檎かじる〃らしさ〃無縁の現代娘

母も聞いてた深夜放送

ゴミ袋手に新婚の夫

今ごろはリマは朝食運ぶらん
君なくて何のおれかと言はれたの
ひとで

思ひ出せない鍵の置き場所
寝ぼけた蝉が玻璃に身を打つ

満月に海星産卵はじまりぬ
いよいよ越えむ有為のおくやま

リストラに耐へて窓辺にしがみつき

エープリル・フールに満点取った

んのうでん
貴人の春しゅ鶯
噂を花の宴

宮
村

眞尚善眞蓄尚尚齊眞善眞子尚眞子子子調

八長尾・長尾連句会﹀

半歌仙﹃春風
や﹄
砂井斗志男捌

木村照一

藤井洋一

砂井斗志男

出代り話はずむ食堂

春風や白き湯煙ゆるる街
すみれ鉢ビニールの紐で結ばれて
吹田健児

美

昭小

川田美根子

洋

一と休みしてぐいと乳のむ

月光は水平線を明るくす
対岸かすか鈴虫の真夜

健

ゥ六十路なる音なくたたむ秋扇

リアルになる恋の文面

まだまだと思ひしが娘の胸豊か

洋

斗

すず

駈くる坂道鈴が鳴りだす

斗

美

昭小

銅鐸の謎まだ解けぬままなりて

夏の月そばだてて聞く昔話
涼しひとみに高千穂の峰

斗

昭佃

健

火の国のどこまでさすらふ山頭火

洋

牛の誕のねばく糸ひく

表向き避け裏で生き抜く
煙草六本吸ふてうららか

花の酒枕なくとも寝てしまふ

平成十年三月十五日

︵於・ながお文化サロン︶
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八習志野・習志野連句会ｌその一Ｖ

渓声

赤黒松の程よき配置

願かけは天神様か里社

夢のふくらむ住宅展示

燗酒は損得忘る太っ腹

利丘

科峰

秋甫

羽都江

利丘

科峰

秋甫

利丘

ナォ城趾より亡き寅さんの街霞む

羽都江

狭庭明るく沈丁の株糾田秋甫

寄り添ひて鯉に餌を撒く橋の上

羽都江

歌仙妻米の寺化﹄

かのマドンナは想い出の人
故郷の流る輿川面稚魚跳ねて
もぎたても売る露店を開く

孫に紅引く妻も華やぐ高橋渓声

夜光杯透す月影の斑なる
秋気満ゐる湯の郷の朝

塚越朝子

鴇田秋甫捌

茶髪もなぜか帳消しになる科峰

不意に翔び立つ番ひ小援鶏

ナゥ霧晴れて湖面動かず山険し

秋甫

遠足の企画委員に選ばれて四十九院科峰

八千草に露宿しをり月天心大野利丘

夕映赤き畑の渋柿藤代羽都江

ゥ会ふ度に会釈する娘よ萩の口秋甫

利丘

渓声

科峰

渓声

渓声

誘われて腰をギックリジャズダンス渓声

つぎノ︑と金融機関崩れゆく

明るめの上衣を纒ひ紅をひく羽都江

秤鰔地轌十一斗朋畦甲塞︵文音︶

路の深さに老鶯の声

いまだ直らぬ下町説り

家族の眼．冷やかに見る利丘

無事なしとげる宇宙遊泳
苔むせる義民碑彩る花吹雪

菜の花や脚下波うっ保田の浦宮田戌子

大神宮に繁盛願ひ秋甫

月の出を待ちて始める夏座敷科峰

蓮田の風に片肌を脱き渓声

銭湯に漢の背ナは夜叉の面利丘

二十三日地蔵縁日羽都江

春泥踏みて搦め手の道科峰

持寄りし花の肴は伸しするめ秋甫
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八習志野・習志野連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃小春日﹄

自在の鉤に山鯨鍋鴇田秋甫

小春日や空より碧き灘の色大野利丘
柚子風呂を立てシ接待上手にて四十九院科峰

竹馬の友のバッチの威力高橋渓声
月天心意の尽くるまで論じ合ふ藤代羽都江

秋蝶もつれ風に流さる利丘

帰りはいつも肩ふれ合ひて科峰

ゥ玉砂利の落葉を掃ける弥宜と巫子秋甫

過ぎし日を偲びっ蚤ゐる旅の宿利丘

草に拡げし越後の地図秋甫

古めかし馬頭観音文字深く渓声
供養のあとは地酒を酌みて羽都江
夏の月風炉のお手前招かるふ秋甫

座敷童子の居坐る旧家科崎

低店賃ベンツに乗れる都住宅利丘
渓声

愛犬とゆく日課の公園羽都江

花の山淡墨に人集まれり

迷子を知らすマイクうららか科峰

バーゲンに熱気溢る列のでき

うすき膝打つ縁に座す母

ナォ帆船の動きもあらず春の海

羽都江

渓声

秋甫

利丘

羽都江

朝子

利丘

科峰

渓声

羽都江

秋甫

利丘

科峰

秋甫

塚越朝子

友と約束霊場めぐり

葉桜の宮居古色に磑歩む

スペースシャトル船外飛行
鰭酒を酌み交しあひ祝いたる

ほてりし頬を夜霧の包む
通勤の挨拶今は愛しくて

約束かはし胸のときめき
月光にへどろの川も銀の波

黙々として硯を洗ふ

逆しまに蜜吸ひに来る鵯

ナゥ暖冬も懐寒し経済界

駆ける子等すこやか願ふ遊園地

秋甫

渓声

朝子

表賞台に捧げるメタル

遠き嶺を源にして花筏
六角堂に寄せる春潮

秤鰄秘蓉十一一明一計叩壗︵文音︶
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ハ阿児・南草連句会ｖ

歌仙﹃雛の日や﹄
雛の日や子の黒髪を柿る
貝のお皿に盛る花菜漬
庭の木に噂る影の往き来して

彩管揮ふ山荘の朝

田島竹四捌

田島も

木村文

田島竹
岡本耕

ナォ舂森に愁ひごころのなしとせず

龍宮城に遊ぶ浦島

皆が取る回転寿司の鯛比目魚

年功序列過去のことなり
世変りの来ると信じて懐手
ハルマゲドンか冬の大震

コンピューター壊れてみればただの箱

酔へぱいっもの愛のささやき
ほっとけい気持にさせる憎い人

エース登板ぴしり完封

月光に手入れのすみし剣かざし

真葛原より起る笛の音

ナゥ漂泊の身をやすらへる露の庵

牛馬に頁けず働きし足

志高く青年協力隊

風船ひとつ太陽へ飛ぶ
不動尊落花の磑の七曲り
家づとにする名代田楽

拝聴皿軒笙朋一粁晒甲題︵文音︶
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﹁夢﹂といふコーヒー挽きて月を待つ

澄みわたりたる百選の水
ふなど
ゥ古街道道祖神の裾に濃竜胆
駆落するなら此処と冗談

宿帳に兄妹と偽りぬ

宝石証書価格あやふや

宰相の火だるま覚悟どこへやら

心頭滅却消費税来い

夕立の洗ひし街に月昇り
ながしゆっくり遠ざかりゆく
初めての鍼に肩凝りすっきりと

新造船の薬玉を割る

賑やかに市制百年花に祝ぎ
捨て田の蛙ころろころころ

り治四り治文四治り文四治文り治四り子

治四り文四治文り治四り文四治文り文四

八所沢・俳譜工房ｖ

松本杏

歌仙﹃ひさびさの﹄

白萩を活けひさびさの人を待ち
窪田阿

窪田阿空捌

名残り惜しみし刻の繊月
鴫高音走ればあたりふるわせて

ナォ蝶とびて不思議なけれど何処から草間真一

お

シルクハットの酒落れた賭博師空

薄紅させる魚の身の反り

知らぬ問に焔とされていた恋奈らく

若い巡査が洩らす小欠伸空

茶屋町の板場どさつく仕込み時

雲一つ二つ流れておりました

山家に遊ぶ犬と鶏空

娘の便りだけで生きてる空

この頃は値安になったつづれ織

色さまざまにしるき黄落空

病棟の屋根天心の月明し

リストラ除けの人知れぬ願空

ナゥそこまでの使い帰りも肌寒く

弥生も末の遠い切り崖空

口笛の聞える垣に干した傘

駅弁とけば風光る窓空

故里の津軽に花は咲きつるか

︵於・池袋・滝沢︶

畔轆皿蒜十乱朋程朋崖︵文音・ナオ以下会吟︶

元エ
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急流落ちる渕の水煙

乙女像やや子指さすあどけなし

眩い雲に夏が来ている

ゥ生ビール初メマシタの下手な文字
こじれて開かぬ戸をたたくなり

仲裁に西や東と駈けあるき
カルチャー女房が粗大ゴミ掃く

露座仏の前垂れきようの新しさ

一寸先で消えた山一

有明の枯野に折れし老いの杖

茶掛けに残る雪の破れ笠
ぼんぽんを編した金の使いぶり

鰭いつぼん大皿に盛る
戦友会尼子の青の宿に花
春の日傘が渡る跳ね橋

空杏空杏空杏空杏空杏空杏空杏空杏空花

八札幌・俳譜寺芭蕉舍ｌその一Ｖ

かげろふ

祝﹁続・鈴木漠詩集﹂刊

窪田

窪田薫捌

艀蛎
尻
取り﹃悪魔祓ひ︵ＫＷ駆匡

悪魔祓ひ續きて模の壹寝覺
鈴木
三栗

永田圭

四方垂早

椿紀

村田治男
新保昭市

原崎車心三

塚本田天志

貼る膏藥に女禮涼しげ

星野石雀
櫻岡素子

ナォ襟足も小股も江戸の幕の春

しげしげと眺めたものを筐底に
逃がした魚よりでかいＵＦＯ

漠

し

懸腕直筆大字爽やか

八木莊一

杉野百蛇夫

薫

フォア・グラもトリュフも如かずこの茶漬

修學院村渡りゆく雁

の顔なじみ別れを惜しむ月悲し

海野金魚

雀

ナゥリハピリの電動車椅子置かれたり

素

狩野康子

他力本願頭巾脱げたか

す
監かん守
も知らぬ猫の矯態

足立かほる

佐藤千賀子

かにかくにホモッヶも抜け退官す

跡繼ぎ決まり草餅をつく

α胎教も花の許にて笑むマリア

秤轆抗轌弐朋十唾申霊︵文音︶
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目指すは虹の掛かるこの道
満ちてくる潮に躁あそばせて
手應へありし鴬の引きなり
のなりなりて太りし月の磁場かとも

友と一緒にさがす古酒

零下には慣れ若者が雪を掻く

み

小出きよみ

革命の士の眠れるは此虚

薫

宮下太郎
中野嘉弘

柴崎正寿郎

ボリウムあげるロック岡惚れ

ワざけんなよよせよ氣取りを赤蜻蛉

健漠薫

これやこの死ぬも生くるも身の定め

芽出し柳が風にゆらめく
〃狂ほしく櫻花咲き散る早さ
西行の日とあはれ思へり

夫子介

祝二化神現代俳句・澁谷道﹄刊

ハ札幌・俳譜寺芭蕉舍ｌその二Ｖ

かげろふ

艀蛎

尻取り﹃紅葉燃ゅ︵ＫＷ︲％︶﹂

紅葉燃ゆ牙うつくしき陶の犬
窪田

澁谷

窪田薫捌

のぬくい湯に入り讃へたり月

ナォ絶つものは莨舂愁忠誠心
辛苦の末に悟りひらける

足立かほる

佐藤千賀子

薫

狩野康子

ルンペンのお試し期間三日まで

出る杭打たれ損したと悔い

博

道

山澤壯彦

山元志津香

り
沈お澱
の厚みに青き浮草

食ひ倒れ待ってゐるよな蟻がをり

倉田の詳論漬めば身に沁む
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の草に没るあかい月あり旅枕

うそぷ

ナゥむかご飯一つ二つと粒數へ
屈っこき塁を踏むなこども等

モラトリアムなどと聴き勘冴ゆる

よ

新妻

博

鈴木漠
四方章夫

ルイ・ヴィトンからココ・シャネルまで
まで

紀き

築山の影の夜寒となりにけり
蹴りしボールの行方知らずも

もぞもぞと上目使ひの冬の空
すゑ

白石悌三

終の栖は麓飼ふ村

〃萬里の小路花吹雪く中馬の列

蓉鰄抗辱叫朋二粁迄即霊︵文音︶

子み郎

る千康

そら恐しきハイドンの青
藥にしたくも學も無いねえ

ワ鱈えた酒いつか酢となり驚悟す

夫

薫

ねえちゃんが飾窓から呼んでゐる
居留守はつらいやめて追っ掛け

宮下太郎

道

原崎惠三

剣道着干すヴェランダに虻の聲

悌

大須田一彦
とつくに

越えて來ました外國の蝶
〃帳尻の合はいに花の咲きみちて

亭主の背ナに陽炎の立つ

椿小
出

博薫道

八大阪・俳譜接心ｌその一Ｖ

出花﹃懸想文﹄
れねきち

岡本星女加朱

岡本星女
星野鋲

うしほ

懸想文有志穂さままいる子々吉より
そ−つと吹けばぽっぺんぽっぺん
葦生はてお

今年はどこへ旅をしようか
しずしずと千年杉に月のぼる
つり橋ほとりしげき虫の音

若林︑／えこ

田伏博子

林由子

林道子

大倭ジェット気流がけさがけに

到来のシンビジュームの名﹁あんみっ掘控

鋲

民岡照子

清水焼のイヤリング重そう
阿弥陀寺の唐門に雪ひとしきり
酔えば耳鳴カンコンカンコン

道
由

昭︽

お

パリもここら裏町オムレツ匂いきて

博

夜店の占い四柱推命

生前葬生命保険ももらいたき

シス

シャッターチャンスを待てる山焼

星

落椿ひとつふたつと拾いつつ
エープリルフールだましだまされ

清水一砲︿

執筆

ある晴れた日に花嫁の白無垢を
フェニックスには金の葦おかん

平成九年一月五日首尾︵膝送︶

︵於・俳譜寒菊堂︶
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八大阪・俳譜接心ｌその二Ｖ

賦物罐龍﹃春

別れましょうと食べるお茶漬そぞろ寒

岡本星女捌

歌川山黛
安田ただし

奥本詩流句
同
若林︑／えこ

黛

奥本晋介
お

星

浄え

介

お

→し

蝦夷富士を越え駈落の雪月夜

し

楊貴妃といえる桜を見上げつつ

お

句

エイジング五年の酒のよろしき

志功版画の阿修羅走れり

とうろりとせる貴腐ワインデザートに

うちわの朱文字豆奴なり

若きらの茶髪の匂う夏は来ぬ

酒蔵に在す酒解子神︵木花咲耶姫︶

まさかどくこがみ

宿六を立ててときにはミスショット

米の味よくわかる女房

長安の月に玉盃あまたたび
木犀の香のしのび居る閨

不倫の恋のはての心中

白き地に鱗の摺箔打杖丁︵六條御息所︶

うちづえちよう

岡本星女

L＝＝

春は花人を思えば狂うまで

イヒ

村田はるお

÷

さしつさされっ亀鳴くらんか

Wd、

紅ひく窓に雁帰りゆく

︵於・京都・法然院︶

平成九年四月十二日首尾︵出勝︶
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）､聖

八大阪・俳譜接心ｌその三Ｖ

十二調﹁炎天の﹂

炎天の松に結びしみくじひとつ

岡本星女加朱

押田たつを

青木和風
岡本星女
青木百舌烏

なつかしい味茶店のラムネ
格闘ゲームが好きでたまらぬ

ガリバーのなんと大きな靴なりし

藷たけし尼住む五色椿の寺
おぼろ月夜に結ばれしこと

風

鈴木はじめ

藤田美根
名雪菊子
二上貴夫

迷いゆくあやめもわかぬ恋の闇

城の抜穴本郷台へ

子連れ狸来ず冬ごもりしているか

星
つい︑ず

俳詰行脚酒で不始末

を

根

ひもすがら絵を描きなぐり秋徽雨

簗にかかりし落鮎の果

平成九年五月十九日首

平成九年八月六日尾

︵文音︶
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ー

八大阪・俳譜接心Ｉその四Ｖ

識物認雑﹃今生

今生の名残を春の名残とも
早駕籠二挺花つむじ立て
山科へ七日ぶりなる朝帰り

Ｉレーレ

お軽が鏡で盗み読む文
女ゆえ武士の面目捨て候
猪と間違え爺様撃ちしと
すさ

腹切ってよりの血判冷まじく

南部坂発つ一つ提灯
尺八の虚無僧は誰表口

こころよに
もなき蛸肴の酒
ぶこ
高々と呼子吹きつぐ雪月夜

忠臣蔵の芝居大入り

膝送

岡本星女
小林酔生
鈴木長駆

星

林道子
星野鋲
生

駆
道

鋲
駆
生

平成九年十二月十四日首尾

︵於・山科・長島︶
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の

ハ横浜・俳譜田園ｌその一Ｖ

獅子の子﹃連合赤軍﹄

啓蟄や連合赤軍老いにけり
笑ふといへど笑へざる山
草餅の黄な粉に口を塞がれて

中尾冑宵捌

内田美子
金久保淑烏

田川知
大島柳紫
中尾冑宵
浅沼小葦
黒住尚子

ねだい

宵
烏

蓑虫だって空を飛びたい

ナ宇宙船歯磨き用足し難の月尚

漬物石は四隅撫で肩宵
新橋成って噺す唾り知

風弥生とろりとんろり花筏雲

︵於・横浜青葉区藤が丘地区センター︶

平成九年三月六日首尾

ともある︒︵四％又は四％四の型︶総句数十六〜二十四句位︒

︵注︶﹃獅子の子﹂形式は半定型︒四句で表折り返し裏の長さを自
由に興の続く限り或いは時間の許す限り続ける︒一花一乃
至二月︒時に切りよく裏を上り︑尚四句名残を付加するこ

発句が軽いときや表を必要不可欠な四句に止めたいと
き︑早く裏に入って諸制約を逃れ遊びたい月例会など︑又
時間を気にしない利点がある︒半歌仙の中途半端な気分は
ない︒形式主義へのアンチテーゼでもある︒︵青宵︶
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電話に出ればがちやり切られる

楊躰から蹴落とさる聖はいつも夫

美

蛭海停雲子

ワ引っ越しの挨拶けふは三丁目

目の隈つくりわたし夏痩せ

獅子のやふなる犬が出迎ひ
三日月の上げ来たるまで船料理

美

紫

むかしのま易の校舎落書

葦

抜いたよ恵比寿ドライ旭屋

海岸通り点る瓦斯灯

餓鬼大将王冠ずらりセーターに

無線機と怪しき粉と札束と

宵

紫

菫早

ペパーミントのシャシが目印

ほろノ︑と時にギターのジャムセッション

西鶴忌いまの連句もむにやむにゃら

葦

ハ横浜・俳譜田園ｌその二Ｖ

短歌行毫三掻きも﹄

てて

堂の奥乳房ふくます父なし子
釣瓶上ぐ人かつてシスター

サービスの讃岐うどんは腰強く
ぬるりと月が海霧を抜け出る

琵琶でロックを鳴らす追悼

膝送り合判

行かぬつもりの会へ鼻水

ナゥ流人墓死者も目覚める群蛍

待ち合せ図書館なれば本借りて

花の枝むざと懸けたる狩花
獲物はなくて馬背で春眠

雪掻きも浮世の義理と果たしけり

天眼鏡の代りドーナツ

︵連衆︶

福永千晴︑浅沼小葦︑岩永極烏︑寺田喜八郎

ゥ副都心死角々々にけふの月

電気仕掛で鳴かす鈴虫
蕉風といへど荻風木守柿
昔の手帖繰るは懐かし

藤沢和恵︑蛭海停雲子︑内田美子︑黒住尚子

︵於・横浜青葉区藤が丘地区センター︶

秤鰄什︾｜朋二執朋雷︵一部文音︶

山元志津香︑赤松よう子︑若松藍香︑彦坂範子

中尾青宵︑蒲原常盤︑加藤亀女︑大島柳紫

初舞踏あの楽あの花あの青年

叔母の目くヌリ恋の日々

足早に隣の国へ花前線

釉薬かけた壷に春の陽

ナニ十年この角に出る苗木市
名もなく老いし故に健やか
縁が切れても金はせびられ

パパラッチ何嗅ぎ付けて駆けつける
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八横浜・俳譜田園ｌその三Ｖ

半歌仙﹃鮎は
若松藍香捌

若松藍香
加藤亀女

蛭海停雲子

つるるんとゼリーは銀の匙逃げて

幸一云

一皇宮

亀
幸一云

亀
壼云

同

一旦ロ

香

同

亀

一旦ロ

香

宣官

ボーイソプラノ聖歌隊行く

紋白蝶の右に左に

刈るには早き下萌えの芝

うちのポチ何時も写真は真中に

上弦の月皓々と雪解道

寄り目の写楽客睨む店

左遷にも慣れて地酒の通となり

十五年迄かくれおおすゃ

﹁失楽園﹂願望の妻駅しかねて

ゥ遊行忌の踊り幕張る寺の庭
期待に小さき胸の高鳴り

残暑見舞をぽとりポストヘ

階段を下れば細き街の月

寺田喜八郎

鮎は背に人は噂の淵に住む
風にまかせてそよぐ夏萩

に

カラクリ時計ピエロ待つ子等

ｰ

花万朶うす目をあけて児の眠る

︵於・横浜・青葉区藤が岡地区センター︶

平成九年八月一日首尾

︵注︶俳譜田園は︑中央連句会と同様︑東京横浜近郊にて会員の多
い地区を対象に︑連句協会主催の月例会です︒どなたもどち
らへも自由な御参加をお待ちして居ります︒
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瀬

八坂戸・白塔歌仙会ｖ

歌仙﹃雁鳴くや﹄

ナォ傷に沁むやらわかき風春惜しむ玲

会釈を返す湯治場の客七

神隠し天神様の細道で美
冥王星から信号音が玲
星川佐保子

列つくりエルトンジョンのＣＤを買う美

青い葡萄を高く掲げる以

野田秀樹はね廻っている夏芝居七

早坂七緒

ォ雁鳴くや朝のミルクのミルク色

草風つけもどる三毛猫
加地美和子

以

美

平成九年十一月一日首尾

︵於・たけむら︶

若駒はやるゆるき山坂美

二分咲きの花を伝いし絹の雨玲

初雷を聞く文豪の宿七

あなたレトロな人なのねといって酌をする以

昔気質の頑固一徹美

ナゥ裾まくり障子洗う父仁王立ち七

胡桃の落ちる屋根の傾き玲

秋の嵐水ひいた後の月ひとつ以

あのころの愛の奴隷はいま教師玲
風呂のかまどでアルバムを焼く美

ホテルリッッの午後の逢引き七

月高く塾帰りの子等肩組みて
坂口玲子

あした

明日も晴れる靴は上向き

七

上村以和於

蝮の報に急ぐ小使い

玲

夏潮にはらみゆく帆の眩しかり

ゥ昼飯は老母の作るいなりずし

嘘を磨いて幻想世界
綺麗は汚い汚いは綺麗

美

以

卑怯といわれても勝てばいい

七

美

呼子響くファウルフライを照らす月

七

以

二十歳の妻の笑顔愛らし

潤目鰯を噛りつつ見る

彼ってもと御典医のひ孫なの

まず口で盛り上がりを吸うコップ酒

玲

人里を離れ分け入る花の山

以

玲

野村山一大和を怒り

頭巾を脱げばいにしえのドン
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八東京・芭蕉記念館連句会その一Ｖ

﹃冬の鴫﹄

趣供華絶えぬ鏡花の墓や冬の鴫

摩天楼浮く寒雲の中

渋滞に巡査の手振り鮮やかな

松澤晴美捌

臼杵瀞

松澤晴

川上綾

松谷雅

須賀金

阿部朝

新井世

霧メーデー歌かつて高々歌われて暗
く

分裂をする弱体化する朝
少女の群れの笑う街角雅

新薬にガン撲滅の期待こめ綾

雪の道年の違いを乗り越えっ朝

ひとつ蒲団で情通わせ金
忽ちに遠く近くに犬の声雅

酒樽積みし産土の宮綾

く

仙人の斧入りたる杉林瀞
和紙に惨みし墨の濃淡世
雫する雨月の傘を持帰る晴
稲架襖より今年藁の香朝
緯男体山を背に落鮎の影多く綾
湯葉に干瓢家苞にして朝

晴

旅客機の離陸着陸きりもなし朝

いつか遠のく虫出しの雷瀞

花守の慈愛の眼花応う

宙動きだす八十八夜世

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成九年十一月二十七日首尾
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見知らぬ人と軽く挨拶

初猟の銃磨く村長

島めぐる船に月光そそぐらん
雰風に乗る蒲の穗紫のふわふわと

チェックの背広寅さんの行く
スポーツカーの息がぴったり

口笛が後姿を呼び止めて
今の世は表彰ものの子沢山
葬式饅頭取り合って食べ
月涼し路地の裏から下駄の音

頭をかすめ天牛の飛ぶ

エトランゼ気合とともに居合抜き

袴の紐の解けてづれ落ち
椴帳の落せるごとく滝ざくら
売らるるでこににじむ春愁

雅綾世金世滞世瀞瀞金綾紫男子子子児美

ぐ

八東京・芭蕉記念館連句会ｌその二Ｖ

﹃鈴虫﹂
趣鈴虫の振り向き向きに輪唱す

玻璃の奥まで真夜中の月

稲田晴れ農夫稲穂を掌にうけて

自作の和紙に一句したため

臨海の会場さして石畳
モデルホームに簾揺れいる

中野稔子捌

矢島美枝子

中野稔子
室伏章郎
磯部摂子
彦坂範子
稔

章

美

範

摂

似顔絵を描いてもらいしこと縁

稔

︽長歩き少し疲るるむし暑さ
のっそりと来るお隣の猫
切り盛りうまそ年上のひと

美

範

摂

一早

いつの間に男も育児参加とは
たまどっち去りはやるョ−ョ−

九州場所へ揃う力士等

月昇り背中合わせに冬紅葉
予測することのむづかし株の値も

稔
一早

あっけらかんと無芸大食

摂

宮中の花見の御宴酎に

空を斜めに燕飛び交う

輯菜種梅雨旅のプランの定まらず範

烏瓜咲く深き静けさ範

もののけ姫の映画みに行く美
睦び合うこと美しき国際派稔
ゲルマンの血に愛語昂ぶる章
強がりを忘れし齢冷酒酌む摂

乗り降りしきり観光の客稔

文士宅資料と共に区へ寄贈美

社務所にて禰宜の追わるる神迎え章
ペースメーカー馴染むこのごろ摂

秋の水引く日本庭園美

宇宙へと月へと地球忙しく範

結珈畉坐してこころ整う章

嫡貼りかえる雪見障子にたるみなし稔

号外のとぶ街のざわめき範

偏差値に一喜一憂親も児も摂

野遊たのし白寿豐礫執筆

政宗の銅像まとう花明かり美

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成九年九月二十四日首尾
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八東京・芭蕉記念館連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃天平や﹄
三枝霧子捌

成田淑

中野稔

三枝霧

絵巻ひもとく淡き月白

趣天平や礎石へ蟆蛎ひとつ跳び
海に向く玻璃の大戸の爽やかに
谷田男

福永千

臼杵瀞

く

行き交う靴のかかと三寸霧

輯白子干すお台場今はビルの街男

等身大の銅像の出来千

いきり立ち鼻へし折らる議員さん稔

遠雷を聴く老いし番犬千

連綿とハプスブルグ家継がれいて淑

湯上りタオル巻くひまもなく千

サングラスかけて厨をのぞく奴須佐薫子

いやいやと鋼光りの腕の中薫
積み木の城のひつくり返る霧

丑満のしづもる真夜の月あかり千

リタイア族のピアノレッスン千

まろびまろくる坂の毯栗稔
緬塀越しに挨拶かわす冬隣淑

焼きたてのパンの香りを風はこび霧

舂の祭の丘霄れ渡る稔
苗代水に移りゆく影男

︵於・深川芭蕉記念館︶

旅人の後を花びら片々と淑

平成九年九月二十四日首

平成九年十一月二十六日尾

−2ラ0−

晴れを占う気象ロボット
愛らしき姉妹揃いの夏帽子
アカシアの花浴びて馬車ゆく
雨不自由でも地球に優しいエネルギー

都会の隅で男飯炊く

きぬぎぬの万年床に雨の音
クリムトよりもながき接吻
乾杯のグラス波立つ赤ワイン

ヘアピンカーブ続く山脈
月冴ゅる梶紋の寺寂として

脱毛症に狸悩むと

泥舟に乗るも乗らぬも自己責任

長き堤を野火の舌這う

末の世の花はいよいよ重たかり

句帳とり出す初虹の下

海霧瀞千児男千稔千晴淑男淑稔児美子子

八東京・芭蕉記念館連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃雛の深ねむり﹄

裏の林に誘う小綬鶏

心世のとびら閉ざし雛の深ねむり

紫煙の香り淡くただよう

ミョソテイス艇庫に人の集い来て

桜井つばな捌
桜井つばな

瀞

小

つ

桑田多田男

透

臼杵瀞児
岡田透子
軍司路子
浅沼小葦

路

い

刈田を貫ける道の一筋
識信濃なる俳譜堂の照紅葉
旅の便りに栞いろいろ
英会話金髪美人師に迎え
蚤の夫婦と噂されても

多

あい

待ちかねし十六夜仰ぐ雲の問

通せんぽする放置自転車

遺伝子のことあれこれと騒がしく

透

透

小

瀞

つ

月懸けて幟の気負い立ちにける

多

春森まとい托鉢の僧

鍬形・兜コンピニで買う
亡き父の戦の記録土用干
屋根に残れる紙の飛行機
花の宴友の醸せる旨し酒

輯幼な児と肩車してメーデー歌路

ファーストフウド何よりも好きつ

砂浜は淋しきままにごみの山瀞

壜の中から手紙出できし多

恋人を星の王様募集中小

整形手術五百万円透

危な絵の屏風の中のお床入り瀞

寒紅梅の凛として咲く路
﹁橋のない川﹂を偲べる葬の列っ
農を忘れる民は滅ぶと小

吉か凶か皆既食する望の月路

手負いの猪をライフルで撃つ多
締渦巻けるビル風冬の遠からず透
ジョギング仲間怠け癖出て瀞
停年のお巡りさんに美髻あり多

神鈴とどく産土の昼路

老大樹有史以来の花を継ぎっ

︵於・江東区芭蕉記念館︶

団扇をつくる親方の意地小

平成九年三月四日首
平成九年四月二日尾
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八岐阜・巴世里連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃新涼﹂

清水貴久彦

大野鵠士

大野鵠士捌

法師蝉鳴く句碑のある庭

鵜の家の透ける暖簾や涼新た

松尾一

安藤美保
各務恵子
藤塚晶子

初めての町拾ふタクシー

満月の低く明るく照らしゐて

炬燵にもぐり早寝する人

保

彦

仁

聞きなれぬ言葉の意味のわかりかね

村瀬仁子

キイホルダーに鍵ひとつ増え

リバイバル映画の若きジョン・ウェイン

仁

恵

ゥ高々と本の積まるる窓の霜
過ぎゆく時をため息が追ふ

頬ふくよかな博多人形

宙心

日甲

土産など何処へ行っても買はい仲

虫干しに出す母の留袖

洗ひ髪肩にはらりと月仰ぐ

仁
彦

遺言に兄弟姉妹蒜なく

保

建設会社社長会長

花屑の心礎に溜る雨上り
退院の日は春もたけなは

ナォ開帳の入ごみを分け札求め

宝くじなど当てにしないで保

公園の私の家はダンポール

パパもマミーも今日は留守なの仁

終電に乗り遅れても大丈夫保

四十の初婚相手二十二仁
稽古場に白き扇の半開き
墨する音の夏座敷より彦

墓碑銘は夢と決定巌無言士
御巣麿山をあへぎ登れる彦

月明りこの世を生きるしるべとも仁

一寸先は闇の秋空保

ナゥ憂さ晴らす新蕎麦食ひに信濃まで晶

テニスポールを猿に攪はる保

神主の暇さへあればマジックを士

︵於・蠣海邸鵜錘雷︶

海へ注げる雪解けの水保
花の窓ピアノの蓋の開けられて士
巣立つ雀を見守れる親晶

平成九年八月十八日首
平成九年八月十九日尾
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ハ岐阜・巴世里連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃葦すだれ﹄
松尾一捌

清水貴久彦

村瀬仁子

ナォ耕の男の腰に豆絞り彦
小金をためて巡る九龍士

投資家のマンション高騰林立し大恵

ヘドロの池をさらふ警官洋

香水も浮気の証拠隠されず保
これ見よがしに竹婦人抱く洋

夢うつつあれよあれよと五男五女洋

古き画帳の匂ひ冷ややか洋

すぐにまとまる蛍見のこと

ナゥ葬式の鐘ゆるやかに鳴らされて士

戸籍係が大き欠伸を彦

藤塚晶子
各務恵子
大野鵠士
大竹恵子
安藤美保

︵於・岐阜西柳ケ瀬羽酒︶

平成九年九月二十日尾

平成九年六月二十一日首

春駒来たる軽き足どり大恵

奥山に幼なじみの花筵松尾一

裏の小薮を包む噂り各恵

祖国の電波とぎれとぎれに彦
暗雲の辞任の弁は淀みなく保

ブルートレイン秋の海沿ひ保
貝殻の窪みに溜まる月の影各恵

制服のデザイン変更いつするの渡辺美紀

各宙心

葦すだれ風呂敷はどの窓にかな

百歳の翁の曽孫百人に
夜食のむすび残る丸盆

時計を置きし場所を忘るる
立稽古終れば月のかたぶきて
ゥ施餓鬼舟流れにまかせいづこまで

士

彦

保

仁
仁

日申

彦

仁

大坪洋子

失楽園を抜け出せぬまま
共演の女優そのたび恋人に
産科の医師に渡す小切手
高級車ずらりと並ぶ駐車場
ネクタイ外し入る拘置所
月仰ぐ山ふところに熊眠る

埋火にまだ鳴れる鉄瓶
黒塀の奥の二上り三下り
土産の折を心待ちにす

保

雨に打たれし春蝉の殻

花の色はやも槌せゆく気配見え

−2うう−

八八戸・八戸俳譜倶楽部ｖ

歌仙﹃花桐﹄
若葉冑葉の匂ふ山々

花桐や烏移りゆく雲の脚

関川竹四捌

星野佑美
関川竹四

笛の音の遠くに間こへ月のぼる

山下節子

佐々木茂子

佑

ゆらりゆらりと蓑虫の糸

大橋たつを

野田尚

烏籠さげて堂守の来る

ゴルフ三昧今日も暮れけり

マイカーの若者達が手をあげて

ゥ腰かける石も神なり秋の声

佐々木ツタ子

五つ違いで相性もよし

佑

頼知和子
橋本惇子

そもそもは席ゆずられしことが縁

仲人を他人に頼んで一安心

た

惇
節

手作りのパン少し歪に

佑

節

茂

娘のために染める派手目の花衣

茂

ひとり碁を打つ年金暮らし
サボテンの鉢置く窓に冬の月
ポポポポポポと焼藷屋ゆく
下校児のふざけて通る昼下り

春日ゆたかに庭を彩どる

手筥にねむる文の数々佑

さもあらぱ

ナォ行儀よき口上ありて蓬餅惇
魔性のこころ見破られしか尚
遮莫お七は恋に身を焦がし和

一夜に変る雪のグランド

佑

トランプで占ひをする独り者た

民宿で聞く台風予報佑

凍滝を左右にみつつ十和田湖へ尚

筧を落つる水ひかるなり和

濡れ縁にいつものやうに雀来て節

シャガールの女抜け出す星月夜ツ

村に一日一便の︵スた

コスモス揺るる丘の径往き佑
ナゥ人気なき昼の山荘虫鳴いて和

︵於・八戸長者公民館︶

女子高生携帯電話持ち歩き尚
昏れに間のある明るさの中惇
揃ひ弾く津軽三味線花の山シ
城の濠よりかげろうゆるるた

平成十年五月二十七日首
平成十年五月二十七日尾

−2ラ4−

八松本・花野連句会ｖ

二十韻﹃水仙﹄

競ひ咲く水仙選び剪りにけり
うす霞するおだやかな四方
春愁と己れを言ふに笑はれて

きよみ捌

上條絹子
小出きよみ

前沢ヱイ子
絹

ヱ

友を誘ひて芝居見物

み

ヱ

戸田遊太郎

那須陽子

渡るたび鳴る路地のどぶ板

ゥ遠吠の犬中天に月凍り
手袋の手に手袋の手が
放浪の果てを妓に養はれ

絹

霧香の話はずむお三時

雲水の澄みし眼とすれ違ひ

ナォ軒忍涼しげなるを吊りもして陽

俄に曇り兆す夕立絹

赤い糸と思ひし恋に裏切られ陽

縁切榎の黄葉仰ぎてみ

満月に狸嚇子のきこえくる陽

どこかでさんま焼いてゐるらし絹

盗み酒ほど旨いものなし遊

ナゥ減税も下じもまでは届きません絹

海の底にもあるといふ春陽

ゆさゆさと花房揺るる亡びの前み

︵於・長野ソーマ会議室︶

平成十年四月十三日首尾︵付勝︶

−2ララ

八東京・はねだ連句会﹀

片桐半一

名古則子

今村佐久子捌

半歌仙﹃ざとう鯨Ⅱ恋と酒づくし﹄

冬毎摘む指の触れ合ひ
暁

栗原暁子

海蒼しざとうくじらの愛の唄

牧走り行くツイン自転車

山口和義
栗原宗八

乳臭き少女なりしに艶めきて

想い運ぶか雁の飛び行く

望月のティンカーベルに願ひこめ

岩波浩吉郎

父なしといふ過去の哀しみ

山口和義

八

則

今村佐久子

則

伊東孝次

ゥ風受けて風投げかへす花芒

比翼の契り切れし空港
恋指南仏の顔も三度よと

木の下闇に動く二の腕

シャンベルタンの辛口やよし
藁小屋の屑つけて来し赤毛の子

夏の日影の寄り添ふ池の端

八

きいぎぬ

義

暁

則

ボサノバの調べけだるく後朝を

奉納榊酒並びうららか

働き蜂はみんな雄蜂
花万朶婚約指輪輝けり

平成九年十二月十八日首
平成十年一月二十三日尾

−2ラ6

八松山・祓川ｖ

愛媛﹃渦潮﹄

松が枝を透く長閑なる朝

ォ浮鯛を拾ひけり瀬戸渦潮に
山笑ふはるか彼方に景なして

松田靖夫捌
鈴木春山洞

楊井粂男
松田靖夫
矢野勝三

靖夫

井ノロカズ子

カズ子

靖夫
勝三
粂男
勝三
靖夫
カズ子

勝三

粂男
勝三
靖夫
カズ子

平成十年四月二日首尾

︵於・松山市民会館２Ｆ︶

ージ'

娘等お手玉の唄上手なり
月僅々一筋途に誘はるる
肴持ち寄り新酒酌み交ふ

夫婦茶碗を買ひ揃へゐる

ゥ秋祭女神輿の練り歩き
縫るる影のホテル湯煙

連れ立ちてドライブに行く天城越え

て

不景気を託つ世間の声しげく
からくり時計鳴り始めたる
ふと目覚め赤らむ夏の月仰ぐ
ラムネの泡のすっと喉こす
シェークする首脳の掌より和平來と
あ
蝶生れ﹃ひばり﹂﹃川は流れる﹄

花に曳く杖と手車老い二人
はらから

入学祝ひ囲む同胞

フミヲー

よるぽし

ハ松山・芭流朱連句会ｖ

歌仙﹃弱法師﹄
ォ弱法師の杖のたしかに春浅し

鈴木春山洞捌

鈴木春山洞
奥村時雨女

水平らかに先キと異る

沖野ますみ

堀端由美子

宮崎みさこ

グランドに昇りし月を子等嗽し

時

みつ

浦に吹き初む貝寄する風
散り椿一片浮くを蹟めゐて
赤黄ピンクの乱れコスモス
ゥ文化の日石手寺前の茶屋の跡

白方妙子
松本章子
ま

洞

新居の窓は愛の装ひ

妙

﹁後ろから目隠しするのはだあれだい﹂

くつくつ笑ひ﹃わたしよわたし﹂

時

どうしても甘えじやれたい夏の月

ＣＯ２増す地球の酷暑

ま

ま

世界から京都会議に参加する

妙

洞

話好き話の接ぎ穂尽きもせず
聞くとなく間く犬の吠え声

洞

時

花吹雪乙女は髪を扉かせて

鉛筆滑る音のみの席

到来物の鯛の浜焼き

ナォ内孫が出来し賑はひ山笑ふ章
このごろの体に優しき温暖化み
銅メダル原田スマイルただ涙時

アルバム眺め想ふ感激ま

﹁賃餅します﹂旗のはたはた洞

水の冷たき漬物の樽ま

恋の芽生えし手と手取り会ひ妙

送別の色紙に残る子供の字時

そのままにディープ・キッスの刻移り洞
トーマス・ゴードン御気に入り汽車ま

月光を背負ひて渚散歩するみ
えんま蟠蜂間を置きて飛び時

スカーフをして娘鏡にま

ナゥ胡桃の荷長野県から友の味妙
夜間電話の﹁美味しかったよ﹄時
不景気のどん底街の寂びれけり妙

遠足の列がやがや通る執筆

花盛りパーク陣取り筵敷き洞

平成九年十一月二十五日首

︵於・松山市道後・大和屋別荘︶

平成十年二月十六日尾
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八大野原・燧連句会

植松晴子捌

月雅未斗晴
森
志
月男一晴男舟月晴一月舟一男子舟一男子

半歌仙﹃洗鯛﹄

泡のはじける冷えし地麥酒

伝来の古伊万里に盛る洗鯛
出港の渡船ゆっくり水尾曳きて

こみち

秤鰔掴蓉吐朋誇︵文音︶

フミ0−

マストすれすれ鴎飛びくる
携帯のランプもつけず星月夜
いのしし

やさ

−ゾ／

野分の径草も木も薙ぐ

ゥ猪で客をもてなす祖谷の宿
集ふサークル恋の芽生える
縄文のロマンを秘めし神子と巫女

津軽の国に苦しみを投げ
いつの世も悪代官のはびこりて

長距離電話せめて値下げす

鉢叩通りし僧を照らす月

納豆汁でほつと一息

ロボットか繰る猿のはなれ技

ブラスバンドであぐる歓声
散りやまぬ落花積もりて緋毛蕊

風の優しく佐保姫の舞ふ

合野井砂植
川口下井松

八松山・東松山連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃足裏に﹄
池川媚谷捌

宇都宮柏葉

池川鯛谷

遠山霞み光る電線
土居栗
小池芳恵

足裏に物の声あり青き踏む
うららかに絵を描く子等の集りて
バター利かせてクッキーを焼く

改造バイク転び大怪我栗

ナォ穴を出し蛇が横切る山の径谷

巡航の警笛間こゆ島の宿葉

地震の揺れはいつもどこかで栗
信濃路は冬の五輪で意気あがる葉

素早さ競ひ牡蠣を剥くひと谷
手ぬぐいを被りて母は畑仕事芳
コースを変へて彼と逢引き栗

金を貰って死んだ政治家谷

夫も子も燃える想ひの外にあり芳
谷

休耕田にすだく蝉葉
葉

栗

︵於・松山市小野公民館︶

平成十年三月二十五日首尾

共同住宅建てる決心芳
お天守に燗漫の花咲き誇る葉
時代行列続く長閑さ芳

またひとつ趣味を増やして医者いらず栗

カットグラスに薬酒なみなみ葉

名月の出を待つ庭のバーベキュー谷

糸瓜の水の溜る酒瓶

芳

ナゥ張り替へし障子まぱゆく光る朝芳

栗

ゥ鬼の面くきと稲妻走り去る

葉

はかどらぬ夜業の窓に射せる月

待ってた様にきつく抱きしめ

栗

芳

金利上らず細る年金

谷

竹林の奥に小さき隠れ宿

土を掘ったり本を読んだり

長男の一途に追へる考古学

谷

葉

祇園嗽の遠く近くに

栗

納涼の月見の客を歓待し

昔懐し頑具手にして

葉

芳

沖縄の基地問題は片づかず

遍路遠のき名刹の塔

散る花の仲に佇む二三人
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八松山・東松山連句会その二Ｖ

歌仙室起霞﹄
はじめての任地は島や遠霞
舟ばたなぶる波は春の香
きんせんか出荷の朝の賑はひに
食後のお茶をひと呑みにして

月の道バイク急がす外務員
而立の男秋刀魚焼きをり
地芝居の女形にのぞく喉仏

学生同志茶髪カップル

飼ひ主に似し犬に吠えられ
制服の第二ボタンを手渡しし

渡部伸居捌

渡部伸居
小倉静波
渡部就子
藤田節子
曽我部登志子

居
波

誇即

就

士心

居

缶即

見返りの観音拝しふと思ふ

人も地球も狂ふ此の頃
教育の行く末論じ夏の月
父親だけで飲めぬ焼酎

圭心

就

波

腰痛のリハビリ待ちに文庫本

波

居

暖かき誰に出合ふ花の宿

就

ゴルフリンクに赤シャシが見え

いまかいまかと燕まつ日々

肩身のせまき愛煙家たち志

ナォ金比羅の土産に貰ふ草だんご節

城下にも新型電車突シ走り居

熊の皮被て記念撮影節

戦時の壕の跡に建つビル波
年金の乏しき金で冬の旅就

ときとばかりにむずと抱きつく居

大仰にお化けが出たと皆騒ぎ波

暫くはそのままにをり﹁はい︑カット﹂節

内心如夜又外面如菩薩就
鎌振りたてて怒る蟷螂波

尺八を吹けば満月山の端に居

アゥ野葡萄のうす紫に色づきて就

途切れし夢に未練たらだら居

叙勲の内示受けるファックス節
いちばんの苦手和服で坐ること波

筵手に車押しやる花疲れ節
瀬戸鰍下ろしに風光る里就

︵於・松山市小野公民館︶

平成十年三月二十五日首尾
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八一一一重・日の出連句会ｖ

京郁径京郁裡京郁径京郁径京郁径京子径

山根於京捌

於郁卯

半歌仙﹃風鈴の﹄
風鈴に呼び止めらるる陶器市

日傘目当てに友を探さん
床の軸墨のにじみに寂ありて

平成九年八月二十日首

平成九年九月十日尾

︵於・山根於京宅︶
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折込広告酒落たイラスト
窓ごしに隣の会話月今宵
草じらみ付け迷ひ猫来る
ルーズソックス街に氾濫

ウソムリエに通訳もつき文化祭

親の不倫も許す此の頃

そっと座しつんと澄まして目で合図

中身乏しき貯金通帖

何もかも忘れん飛機に身をゆだね

紅白も終り厨に除夜の月

新しき
年迎へ出航
ゴケ

天元戦碁笥と並びし腕時計
遍路の鈴の遠ざかり行く
幼稚園万朶の花に覆はれて
鯏糾のさわげる朽橋の下

山松御
根井辺

八川崎・菱の実ｌその一Ｖ

半歌仙兄﹃柿や郁子﹄

むぺ

窓に秋風回す地球儀

柿や郁子へイジョーワまで朝の卓

負ふ荷は軽し唇に歌

残月を新聞少年追ひ抜きて
茶を摘む頃やほと畠ぎす聴く

顔浮べっ畠宛名書く百余通
ウサーファーら繰り出す海辺波高し

中尾青宵捌

中尾青宵

巌涼江
西関清
関戸逸朗
野田満水
宮沢敬男
大木圭蒐
大島柳紫
水

宵

憧れの君見えっ隠れっ

呑んくえの伯父に仲人頼むかな

朗

国の人口減るや増えるや

陶芸の村雪のまた雪

ぬく飯に凍れる漬菜さへあれば

清

江

案山子に何を踊らさうかい

男

架

月光に僧形偽と知らず帰依

水

助けたる鹿は野性を失ひて

厨子の奥底金ののべ板

水

朗

低利子の時代に銀行貸し渋り
技術は技能に支へらる参に

大いなる田舎と誇る県の会紫

︵於・菱川クラブ︶

いたどり

アクァラインは明日開橋蒐
はるばると日本人妻花筵江
二杯酢にして和へる虎杖宵

平成九年十一月十八日首尾

︵注︶﹁半歌仙兄﹄は︑﹃半歌仙﹄の欠陥を補い充実するものである︒
ぶ︒︵青宵︶

時間の余裕ある限り︑裏を延ばして興ずる新形式として遊
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ナォ桁多き郵便番号覚へ得ず盤
ががんぼが付き擦るＦＡＸ亀
今の世にロマン夢見る男ゐて宵
山のあなたにオカリナを吹く盤

駅馬車が鶏底急ぐ大砂塵宵

葡萄の下のキッス空しき紫

キルトの袋落ちし知らざり紫
月読の社尋ぬる草の露巌淳江

ナゥあすは又秋のリーグのツアープロ宵

左足から結ぶ靴紐江

︵於・箱根山荘︶

異邦人らは蝶の目なざし恵

いすと

楊貴妃のひとふさ欲しき花盗人亀

平成十年二月二十三日首尾
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八川崎・菱の実その二Ｖ

加藤亀

短歌行﹃春七湯﹄

春七湯手形のごときフリーパス

大島柳

加藤亀女捌

酒のほとりのま蚤に夜梅

中尾青
蒲原常

朧月恥かしがれるこころなに

蒔沼和

湖の小島に新しき墓

あにおと弾

うぶ髭の子の隠れ読む本
ゥ伝説を確かめに行く兄弟

どこかの家のホームパーティ

亜麻色のリボンヒースに扉かせて

マントの雪が溶けて滴る

地雷なき平和の地球論じゐし
良き神父去りたる後に返り花
病み人の手に残る輪つなぎ

同緊恵盤恵亀宵恵盤宵紫女

八川崎・菱の実ｌその三Ｖ

半歌仙﹃島の唄﹄
にが瓜や風に流れて島の唄
にいにい蝉をねらふ少年
旅支度靴出し入れ切りもなし
ふっくらふっと飯の炊かれる

小買物ゆきも帰りも月の下
夜長にひとり史書を紐解く
ゥ根〆にと紫式部手折り来て

巖淳江捌
大島柳紫
蒲原常盤
野田満水
大木圭蒐
関戸逸朗
宮沢敬男
西関清

ョ−ロッパよりの便りを夜毎待ち

加藤亀女

清

朗

江

ダイアナ悼むジョンの歌声

空耳に聴く衣ずれの音

二百代継ぐ庄屋の跡取りで

男

寺田喜八郎

紫

ポッペンを吹きし夢この絵画展

蒐

寒月かかる椎の名木

猫を抱いてどなたでしたか

江

水

緊急の忘れ物にはバイク便

影の明るむ春の夕焼け

女

大江戸の花は上野か冑シート
遠足の子の分けるキャンディ

平成九年七月二十六日首

平成九年九月三十日尾

︵於・菱川２フブ︶
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八東京・ＰＣＶＡＮ電脳連句ｌその一Ｖ

歌仙﹃百敷の嶬﹄
日下縄文捌

登り窯丹の大皿に暇もなし

時を告ぐれば水烟る池
佛渕健

林一示

椿鉦小

海野海

背広姿のリュック混じりて

曽我部雅

ナォ海市はるか昔がたりの父とゐる耶

疾く目覚め又君と過ごして考

お向かひの猫が伸びする日曜日滝沢勝越

古紙回収が鉢合はせする砂

普請場や北に煽られたたら踏み鹿倉糸

他言無用と亡命の人耶

見せられぬチックが首を這ひのぼる悟

大道芸の独楽を右手に悟
焼き立ての玉蜀黍を頬張りて坊
若きらを待つ満月の杜悟

しとやかな囮は機械仕掛けなり耶

クローンの片割れけふも帝劇伊藤卯舟

ナゥ台湾の土産に小さき胄龍刀海

髭と髭との違ひ言はされ悟

こぶ取の話せがみし子の寝息耶
檸にかかるジェット機の雲砂
壕端の花も競ひて水鏡日下縄文

文机で聞く錐のほろろん吉澤藺石

拝唖秘稗十叫朋十皿串雷︵電脳文音︶

︵於・や北斗麹露骨ネットワーク︶
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百敷の蟻気ぜはしき小春かな

月今宵主砲のパット揺れやみぬ

杉浦兼

鹿倉吐一

杏丁

かんと竹伐る音ぞ間こゆる
ゥ珍陀酒もきこしめしたる風炉名残

口にはせぬが婿の出奔

常なるか王家の血筋入り乱れ

白檀油など疾く参らせよ
ロケットの旅に欠かせぬ諺療法

実験台のレバー押す猿

進化論神学論に月涼し

明るいうちは昼寝決め込む
羊皮紙は埋蔵金のことなども

燭霞の面を被る若武者

散りゆくは婆沙羅の花と思ひけり

いざり車の春泥を拭き

辻花
咲

￨吾耶考悟坊砂耶悟那奈那悟坊辺悟海耶砂

八東京・ＰＣ︲ＶＡＮ電脳連句ｌその二Ｖ

歌仙﹃夏至の禽﹄

皐月の富士に登る公達

衆議判

鹿倉吐一

中村野

吉澤藺

ナォ春炬燵猫居座りてしまひかね文

七泊八日のビデオ見ぬまま石

窓外のメアリ・ポピンズ運ぶ風ど

手慣れし杖の握り光れる文

みちのくの秘湯訪ねる旅つづき鴻
香り残れるレースのはんかちど
紙燭消す背筋の汗を舐めあげて石

はじめて見せる化粧せぬ顔鴻
階に宿直の武士の疲れ果て文

誠一宇の夢去りし時ど

里芋の葉つゆに月の映りたる文

エスペラントで語る重陽石

ナゥ家苞を小路に探す牛祭林宗海
沈みし都果つる饗宴中村野猿

彼の手に赤く輝くオリハルコン由

時空を越える力みなぎる文

花房の花の命のふくらみぬ椿無耶

春の時雨に濡れる吊り橋海

へ／弓

海原の幾重しらずや夏至の禽
逆らはい馬に轡をとりつけて
煙草くゆらす揺り椅子の上
緑川み

佛渕健

吉田ロ

橋本宣く

渡辺一弘

秤鰔皿轌赫胆一粁岐印雷︵電脳オンライン文音︶

︵於・や沁斗郡鶴骨不ツトワーク︶

一空O／−

日下縄

ヌーヴォ包みし紫の和紙

竣工のオペラハウスに既望生れ

汝が乳房さす我の秋桜

ゥシーサーを案山子にしたる裏の畑

ぬくもりと重さのうれし掌
雨消してゆく蝋石のまる

犬くうくうと突く寒月に

早だちの二重スパイが残すフォト
おでん煮る湯気に眼鏡がくもりゐて

折雛未だ取れぬエプロン

一声待ちて刃きらめく

白拍子舞ふは手だれの誉れあり

朝寝の前にためす吟醸

花びらもともに掃き寄す峰の寺

鴻石ど考文鴻猿悟石由猿．ど悟石文考猿

八東京・ＰＣｌＶＡＮ電脳連句ｌその三Ｖ

鳰の背に月はふらりと顔を出すＵ←Ｅ

なぜ駒を繋ぐや春の樹のもとにＹ←Ｕ

かぎろひて居並ぶ十二単かなＡ←Ｙ

加藤圭心

林古示

日下縄

鹿倉止一

伊藤卯

滝沢遊

め
り
き
のふき
と
ゆ
鎌つ
かR
につS
す
PしなやかにかせとらふるやひはりのこT
は
せち
は
こと
の

しほ
ん
ね
は
かひ
にとものきのるはやくなっをまこせな

︵於・Ｐ亜刎永狐郵信ネットワーク︶

蓉鰄地轌叩朋一十亜叩肇︵電脳文音︶

め
と
なの
り
る
に
ゆ
けL
らおら
Nた
よ
KりふしこみのせあふあせのみこしふりO

﹁誹譜十二単﹂⁝⁝﹁電脳連句﹂において案出された韻文形
式の言語遊戯︒古くから行われている﹁八重葎﹂をさらに
複雑にしたもので︑十二の発句を縦横斜めに配置して織り
上げてゆく︒四季と雑の句を交じえ︑中央には縦横に回文
句も組み込まれている︒
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Y

X

W

V

U

るへか

か

ののれ

お

に

はおし

た

よ

お
とる
か
ほゐ
へ

E
D
C
B
A

獄韓﹃かぎろひて﹄

すさまじや鬼より落すこの腕Ｅ←Ｙ
彼が来てわたし焼芋隠しますＡ←Ｅ
虹の橋夢より夢へ消えゆくかＵ←Ａ

佛渕健

海野海

かれかきてわたしやきいもかくします
くき
を
ね
さ
たさ
ゆろす
か
ら
を
ま
え
ひりG
はH
，くほ
し
FきしりまていへぬらなはねかいてかやJ
注

林宗海捌

リブ仕込乗せ合ふ汗の御輿ぶりＯ→←Ｋ

椿鉦小

頓て征かねばならぬ兵手毬しきＪ←Ｆ
しなやかに風捕ふるや雲雀の子Ｐ←Ｔ

手を擦りて仏みたりや日蓮忌Ｂ←Ｖ

終はる恋月に乱るる神楽坂Ｘ←Ｄ
屋根瓦蚊の生ふ己が驍馬が寝屋Ｃ→←Ｗ

耶砂文耶悟乃海越耶文考舟

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃ギリシヤ史﹄

ギリシャ史を講ず東雛の菊あまた
品川鈴

荒木忠

ナォふと触れて足のしびれるいそぎんちやく

ぞろぞろと出るテロリスト達

いつもよき深夜放送ＢＢＣ

ピートルズまで爵位うけたり

角巻にすっぽり包む白き髪

虎落笛にも亡き夫の声

古九谷を接着剤で継ぎもして

毛蔑厚き野点しとやか

ホールインワンの披露に保険あり

かたづをのんで野村証券

吊橋の揺れっのりつつ月明り

虫の音高く琴の指措く

ナゥ御所車時代祭をしづノ︲︑と

古書山積みて僧院の奥

少年のおぞましき罪許さるや
かおどり

貌烏来よと餌箱出したり

もてなしはこれに壷きたる花万朶

烏雲に入る六甲の峰

秤鍼皿轌計朋二十唾叩艇雷︵文音︶
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月の宴に塗りの二の膳
再建の槌音高く馬肥えて
テレビ出演いとも和やか
波の音いづこ虚空に鷹渡り
焔ちろノ︑揺れる炉の梢
ゥ子は親に似ず豪遊のあとのツケ
ロールスロイスやがてリヤカー

同情がいつしか恋に迷ひこみ

比叡籠りに相間の歌

外遊どきの円の値下り

碧眼も黒瞳もまじりグローバル

文机を涼しき月に出し申し
ほどよく透けて芭蕉布の袖
家苞にシエナの鈴を抱きしめて

便り待ち侘び亀も鳴くてふ

使徒の像とて避雷針負ひ
西行の剃髪石に花散れる

鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠子男

忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴

八神戸・ひよどり連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃し
老に
舗せ
﹄
品川鈴子捌

ナォ化野の地蔵に春の雪払ふ

お仙が茶屋のきしむ枝折戸
八掛のさび朱ちらりとのぞかせて山口彰

終電車にて頬を寄せ合ひ

コンピューター恋の例文そのま蚤に

林伊都

総会屋右に左に忙しく

絵硝子の彩の移ろふ夏館
烏賊釣り舟の漁火の列

愈えし視力に老ひをひしひし

弁天を祀る老舗や秋の水
月見団子に胡麻味噌の味
寺仙啓子
佐藤純生

旦那さまでも土下座なされり

堀田未知子

学生気分漫画ざんまい

杣酒の並ぶ暖簾に月さして

修理に運ぶ国宝の書画

金婚の花の宴に招かれて
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何ごともなかりしごとく小鳥来て

末

高橋三千子

銀行前で苗木商ふ

師直の塚柿を供へし

職終へて北の史跡を巡りたき

ナゥ虫籠も皆育ちてはハーブ容れ
末

純

︵於・柿衛文庫︶

都おどりに集ふお馴染み
啓

未
純
都

平成九年九月二十六日首
平成九年十月二十四日尾

都

対の晩鐘街角に聴く

啓

純

都

砂日傘腹這ひのま蚤耳敏く
ワ野外能愁ひ幽かにシテの所作

失楽園の道を選びて

なりたきものは軽羅明鏡
傾国の妃と呼ばれ玉の肌

ため

酸性雨環境時計すすめっ鼻
貝も魚もノイローゼ気味
苔むせし跨踞に照る寒の月
孫は炬燵を知らぬ世代よ
黒猫を仮設暮らしの相棒に
ロッタリー券運を待みて

畑打ち返す土の柔か

はやばやと遙けき島の花だより

彰三啓都末純純三都彰純三啓末都子純未

ハ神戸・ひよどり連句会その三Ｖ

歌仙﹃星祭﹄
希ふこと少くなれり星祭
玉兎の宴に恩師交へて

烏渡る特急電車満員に

品川鈴子捌

谷口喜美子

品川鈴子
加藤奈那
赤木真理
和家げん
内藤廣

ナォ山葵田の水陽炎を掬ひもし廣

風紋またも様変はりして伊

肉弾のフットボールのぶつつかり森倭子

遠出したがる寺の鶏花房八映子
ぎぎぎぎと山車を廻して繁華街星

何をするのか芸術計画真

ねむごろに歯石除きしなれそめに奈

フランスよりの愛の告白星

ダイエットして未亡人若づくり倭

信用金庫そつぼ向かれる奈

月明り王手の指のしなやかに真

芒の叢をわける背雲八

汗ばみながら連句転がす

ナゥくれなゐの火を焚く秋の渚くり星

微襯替へれば又も泣きだし
緑蔭のふところへ入る万歩計

伴野泰久

林伊都

呑示

平成九年七月十三日首
平成九年十月十二日尾

︵於・なるお会館︶

ぽんとつかれし紙の風船倭

パレードの御堂筋には花吹雪八

ＤＮＡの綾にうっとり真

一芸も無けれど天狗衆ばかり奈

抜きし鋳物の砂を師ひて倭

自然体にて縁のとりもち

廣

ワ比翼塚富士の形の石を以て
グラスあけふっと逢ひたくなりしひと

菅原星夫

伊

三下り半をワープロで打ち
行革にとかく話題の顔ぶれで
食べ残しさへ食はい野良猫

星

わた

真

かけぱ

賭場荒らしに皮のブレザー

伊

廣

廣

一三目

寒き月魚の臓の透けてゆく
底ぢからボルボは廃車ひかへても

復活祭にそろふ弥撒曲

縞の財布の紐ゆるむまま
どんちよう
綴帳のごと淡墨の花は散り
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一ゥ故ありて心祝ひのフライパン

手毬をかがる絹糸の艶

思出は甘ずつばくて苦々し

窓に合図のつぶて幾度

加茂川のほとりに集ふ二人連

冷房弱き座席選びて

槌せやらぬ扇いづこに忘れしや

重油のつぎは丸太漂ふ
月あげて団子坐りの男山

祭噺子は穗田をそよがせ
代々の墓所にはひよんの笛

ハワイ生れの素うどんが好き

花盛り刺子の店をひやかして
たにあひ

谷間に飛ぶ千の蝶々

谷泰

坂井十ｍ
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八神戸・ひよどり連句会その四Ｖ

百韻﹃ほとぼり﹄
品川鈴子捌

品川鈴子
犬飼忠孝

でんぐり返り萌える芝生に

えと弾っ

干支の鈴は初春のいる

松原フクヱ

一ォ窯裡は陶のほとぼり去年今年
凧の尾はひねもす磯に遊ぶらん

竹下昭子
大井邦子

朧月夜に草紙鐇く

太田五十鈴

池田かよ

森倭子

吟行す蜆御膳を楽しみて

鼻唄の伴奏となる鳩の声
父とよく似た髭の銅像

邦フ忠泰昭か市倭泰フ邦忠子子

新入社員胃が痛くなる

紅葉踏む音すこし大人び

泰忠か昭邦忠倭泰五忠か市五倭

ざ﹂竜フ

ーーゥ本堂の格天井のうそ寒く

恋の好みも貴族趣味とか

約束の刻たがはずに現はれて

心残りの縞のネクタイ

指切りをしてそれだけで訣れきし

恒例の第九終りて月冴ゆる
白菜漬で茶づけさらさら

波寄す岩に鬼の洗濯

被せかけて叩いておきぬ掛布団

見渡すかぎり牧の草萌え

＝

お砂糖の煉瓦でつみし夢の城
いんぺ

伊部の皿に目刺し山盛り

児を負ひて花に誘はれちんとんしやん

−フ7ズー

ー

一ォ遠足のざわめきながらひとしきり

野良犬に接着剤でいたずらし

雲より上へ宅地開発

筒型の郵便ポスト目印に
シャッターチャンス又も邪魔され

蟆と二人つきりの酒肴

なんと素的な初恋の人

長身の君軍刀で指揮を取る

麻暖簾には橘の紋

独逸語を交しながらに泡ビール

電子メールで金の延棒

長江に月見の舟を浮べもす
榧︵かや︶の実焙りて屋台芳し

昭邦泰忠か倭市忠泰邦昭市五市

六千年をめぐる彗星

三ォ吊橋を軽々渡る浮れ猫
アラブュダヤの神のいざこざ

かす

核の津錆し缶よりたれ流し
もしやもしや髭の睨みがきかず

脱サラの文化教室身について

大粒の枇杷の実ったふ雨滴
援助交際シャネルの水着

代筆の書が金賞となり

引き潮に汝が足許を掬はれし
通天閣オーロラ輝子どこに居る

綴れさせよと急き立てられて

車内広告さっと差し替え
たもとほる不忍池月残り

阪

奈
口

倭昭市邦那倭泰昭倭かか昭倭邦

うた

三ゥ銀杏の葉ひらひらひらと詩をつれ

合はせまちがひ目覚し時計

まだ恋のひとつやふたつ玉の肌

ひそと憧れ君の写し絵
考へは明治生れの高揚子

月もくぐもる猪鍋の湯気

ワントライ冬将軍よ思ひ知れ

金比羅宮へ続くきざはし
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愚痴こぼす白き珊瑚の帯留に

競輪予想当てのはずれて
炭坑の長屋幽霊棲むぱかり

いちにのさんで春の泥跳ぶ

又兵衛の櫻に酒を酌み交し

進水式に放っ風船

泰市か昭市邦泰五五か忠市邦五

カステラを直行便に持ち込みて

鼻パックして悩みすっきり

ナゥ行く秋のピアノに合はせフラメンコ

五

邦

忠

昭

泰

倭

魚の姥も春のよろこび

紅殻剥げて埴輪ゐならぶ
敬ひて兄も弟も騎手となり

学園の花のアーチに迎へられ

︵於・産経学園︶

森倭子

松原フクヱ

谷泰子

竹下昭子

坂口奈那

坂井市子

太田五十鈴

大井邦子

犬飼忠孝

連衆池田かよ

か

五

十三詣り末は博士に

平成九年一月三十日首
平成九年五月十五日尾

27ﾗー

ナォのどけさに貝が汐ふく昼下り

河童のはなし丸出しの乳
口紅をひけばめっきり女めく

一見さんはお断りどす

紙散華じゃんがら鳴らし野辺送り

単身赴任湯婆を抱き

迷ひどほしの地下の街筋
スキー服熱と光で色変はる
こより綴じ挨まみれの訊問書
声なき声のまシに木を彫り
食べながら検査値いつも気にかかる

としよりの日に貰ふ小袋
港町なくて眠れる夜半の月
へっぴり虫のふいに現れ

か泰忠邦倭忠か泰か倭五邦忠市

八大津・砿野連句会ｖ

歌仙﹃古稀の音﹄
村木佐紀夫捌

ナォカレンダーに付ける印が多くなり

留学終えて帰り来る頃

病院の個室・の夜は寂しすぎ

等間隔にハイウェーの灯

この人と決めて後追う未知の国

恋の結果はもう神任せ

おち

青葉して浮き世のことは遠のこと

ね

村木佐紀夫

中山法子

もち

古稀の音を遠からず聞く鰯雲

着馴れた服を今日も着ている
唐橋は琵琶の首根を押さえ込み

ひと雨すぎし山に月影

法

助野昭子

蔵出しの家具が届きて秋深む

総出の浜に上がる喚声

昭

佐

冬待つために袷仕立てる
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過不足いえぬ望と十六夜
浦舟の秋潮に乗る気配して
喜雨を待ちいる路地の家々

夕顔の蕾の捻れゅるみ初め

ナゥ五位渡る夜は澄むなり棚の酒

気心知れし友が来ており

佐

卒寿越え此の鬘礫も頼もしく

法

単身赴任はや三年目

ウニ階から降りて受け取る宅配便

法

太棹とりて澁い歌声

昭

早々と吉野の里の花だより

平成の世は波浦万丈

昭

佐

ご懐妊噂ばかりが飛び交えば

煉る焚火は野良猫に遣る

害えにも木に竹を接ぐ強引さ

秤鰄秘砕拒朋↑朋率︵文音︶

春宵一刻価千金
法
佐

西陣の伝統深き冬の月

帯に短し樺に長し

昭

とおつそ

昭

佐

法

遠祖の屋敷に家のならび建ち

盃流しむかしを今に

朝の目覚めに鴬を聞く
満開の花にもの問う桜守

夫法昭夫法昭夫法昭夫法昭夫法昭夫夫法

八東京・風蘭社ｌその一Ｖ

若尾︑よ︲し湯え

若尾よしえ捌

歌仙勵携饗両師追善﹄

香りほのかに柊の門
稲葉道子
成田玲子
町田順風

両師の忌句縁遍き小春かな
古文書整理無事に終われり

彫塑館槌音高く響き来て
茂田キヨコ

島から島へ初潮の船

ナォ尊望も厚く住耶五十年司

日々誕生と淡々と生き風

ぎっしりと竿に掛りし干し大根風

サッカー代表祖国背負いて道

ドル・フラン・ポンドと分けるコイン缶司

宇宙返りの和金・出目金え

トコロテン

心太娘がすすりたる恥かしさキ
サングラスかけ刑事めく彼文

報道陣煙に巻いて逃避行み

堂々とする﹁出来ちゃった婚﹂ズ

台風の目にくっきりと月在すズ

俳画に描かる柿の一枝キ

ナゥ根岸庵糸瓜の棚に居士偲ぶ道
ガイドの旗は路地を折れ折れ玲
流るシはＧ線上のアリアらしキ

剪定鋏念入りに研ぐ玲

龍天へ花の精気に乗じたり司

平成九年十二月七日首

瑞兆充る初虹の空文

︵於・東京都世田谷区梅丘会館︶

平成十年五月三十一日尾

旬ママ

雲に入り月また雲に入るを待つ

新種の米の開発の技手

ゥ巡回の検診医療爽やかに

矛え

小野シズ
越野文子
川澄みよ
小林静司
ズ

雁塔出でてシルクロードヘ

いたわりて物大切に共白髪

風

文

打明けぬ無重力なる恋の型

玲

葉先に空をつかむ尺取

地酒酌み交う内弟子の仲

薪能月にシテ舞橋懸り

み

み

津え

国難に政治談議のきりもなし

道

直系継ぎて宴温か

ダンポールには仔猫親猫
幻の花よみがえる根尾の谷

一二／／−

八東京・風藺社ｌその二Ｖ

歌仙﹃忍冬﹄
若尾よしえ捌
若尾よしえ

小野シズ
町田順風
越野文子
小林静司
成田玲子

行き行きて憩う峠や忍冬
声を間近に鳴ける老鴬

潮干の潟はおよそ三粁

茂田キヨコ

ズ

稲葉道子
川澄みよ

決意固める献体の事

桜鯛栄進の膳華やげる

和服を正すカメラフラッシュ

相櫓涼しき月に棋譜読みて

ゥ地図出して次の札所は霞む中

白きうなじにかかる後れ毛

琵え

文

回診に付添う婦長好みにて

霜踏む鹿も相続の山

玉の輿末大臣の夢を抱き

み

キ

道

司

ズ

玲

飯場解かるるダムの仕上がり

門葉が笑いの渦に円朝忌
粋に供える月の新蕎麦
崩れ簗川波分ける古き杭

のどかに在す磨崖観音

細道に翁の会いし花やこれ

地球号また宇宙飛ぶ船文

ナォ核実験再度強行四月馬鹿玲

だましだまされ夫婦円満風

金婚の祝いに届く羽根布団ズ

インターネット今やたけなわキ

無機質なパソコン操作やっと馴れ道

人形焼の恵比寿・大黒え

ディーラーは眠らぬドルの相場追う司

露と消えにし土牢の皇子み

塗り替えて色爽やかな丹の烏居み

への字整う渡る雁がね風

月に賦す不易なるもの流行るもの道

ナゥプレーオフロングパットを決めようぞ司

水源地帯農薬の是非キ

太棹の浄瑠璃間こゆ隣より風

巨石の下の蟻穴を出るえ

花篝果つるともなし宴の酒文

都踊りの跳ねる人波玲

︵於・世田谷区梅丘会館︶

平成十年五月二十四日首尾

−278−

ハ藤沢・藤が谷連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃芙蓉﹄
中島啓世捌

牧岡歌

橋本満

藤田克

月を浮かべて無用の盃
藤井弘

空けてある芙蓉の見える席一つ

童話の中の少女麗わし
吉岡輝

牧閉ざす棚に寄りたる人のゐて

ソーダ水など飲んで遊ばむ
中島啓

ナォ春の夢隣のピアノたどたどし満
午後の紅茶はアールグレイで克

季節はずれの風鈴の音弘

はるけくも﹁癌め﹂の江国逝きませり満

牛冷やしをる里人のゐて弘

葛城の青葉の上の小角とぶ啓

新車買い親戚知人たずね行く克
黒いレースの下着ちらちら満

燃えつくさんと今生の果啓

あの時はあれで良かった悔いはなし満

教会の庭薄紅葉して弘

大寺の月夜の莞濡れてをり歌

ワイングラスよ睡眠薬よ克

ナゥ山鳩の鳴くは吾呼ぶ秋時雨輝

輝

アルプスを越えてイタリアマジョリー湖弘

ふらここ高く子供らと漕ぐ

垣根にひらくとりどりの傘歌
残されて少し気ままに花衣満

平成九年八月十五日首尾
︵於・藤沢藤が谷連句会橋本宅︶
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遠山を染めて晩夏の濤の音

ふたり舷かもめ追い来て

ゥムンクみしソグネフィョルド淀びくる

南より時速三百逢ひし夜
大阪万歳横浜がっくり

疎開地尋ね今は浦島

蹴落として蹴落とされもし銀行員

月の舟凍れる天を滑り行く
雪しまく川ゆるやかな棹
甘え来る犬ににも分かちチョコレート

自縛車の籠今日は一ぱい
花筏舞ひて流るる源平池
お玉杓子の手足のびのび

歌輝歌輝満啓歌弘克弘満世弘香美子喜子

一春の天﹄

ハ藤沢・藤が谷連句会ｌその二Ｖ

橋本六三追悼

半歌仙

為し終え還る雲に鴎

幸極め君逝き絵ふ春の天

中島啓世捌

山本八乃子

中島啓世
橋本満喜
藤井弘美
橋本六三
藤田克子

満

牧岡歌子

愉しく過す今日も明日も

フリージア壺に一杯投げ入れて

いとどが長き肢をふんばり

戦友と盃交す良夜なり
思ひ思はれにきびざかりに

ゥ顔を出すかくれんぽの子稲架襖

井上生野

歌

八

弘

八

忘られぬカメオブローチ胸につけ

ベニス舟唄川面ただよふ

千年も生きる樹のあり深き森
くねくねと路地の奥まで夏の月

満

兄弟揃ふ競馬花形

浴衣に雪駄倶利迦羅紋々

克

弘

歌

弘

献血をすればヤクルト飲まされる

文箱の中の遺書の重さに

久遠寺の花の枝垂れに風少し
草の餅などふるまひてあり

平成九年三月二十日首尾
︵於・藤沢藤が谷連句会橋本宅︶
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八裾野・富士裾野連句会ｖ

歌仙﹃烏帰る﹄

真珠筏に風ひかる海

烏帰る北の嶺嶺しるべとし

季節感なきビル林立す

春惜しむごとメロディの流れきて

路草捌

省

高橋路草
中込省三
鈴木玲子
渡辺末依女

ナォ直会の酒席賑はす浅鯏飯飯田輝子

赤きポルシェの停めてある庭玲
陰陽師卦の外れたる与太息子情

干潟に細き魚のつぶやき輝

っのりゆく心しづめて冬籠鈴木芳子

一夜泊りの秩父火祭千

お水屋に紺の縫ひとり華布巾美
かしこまりつつ目で誘ひゐる輝

年輪のきらりと光る語り口玲

最終便の遠く去りゆく節

望の月宇宙を統べて静かなる卜
田口明子

平成十年四月二十三日満尾

︵於・東西公民館︶

さいはての地に萌ゆる草の芽末

野点する手もとに花の散りかかる芳

調整区域見直すきざし路

町おこし念願の湯の湧き出でて末

盲導犬の瞳澄みたる美

初秋の文つづる灯の下

子らと居て想ひそれぞれ月仰ぐ

明

運動会の女騎馬戦文
土屋清市

ナゥ背伸びして異人に付ける愛の羽根清

玲

高橋美智子

ワールドカップパリに飛び立つ

けふの運勢吉と出てゐる
はりきって特別席の巻二枚

高木トシ

高木千代子

飼葉をけ納屋に置かれて峡の家

路

ゥ僧正の払子に止まる鬼やんま

メルヘンの森夢のひととき

友

長田友子
後藤文代
唐鎌節子
森本稚堂

登華せる若者の輪に夏の月
ほどよき疲れビール飲み干す

街角に人だかりして辻楽士
一度も鳴らぬからくり時計

嵐づく雨に打たるる花万朶
子持石撫で寺うららかに
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八仙台・北杜連句塾その一Ｖ

歌仙﹃石蕗の花﹄
狩野康子捌

寒点前静寂に炭の爆ぜるらん

さっと払いし庭下駄の雪
佐々木嘉宇

山田史子

高橋玻斗子

狩野康子

金平糖の赤が転がり

佐藤千枝子

力ぬいて小さき幸せ石蕗の花

月明り遊び疲れた子の熟睡
台風接近テロップで知る

玻

ナォ傷頁った儒艮漂う春の潮枝

不定愁訴は行きつ戻りつ真

教育論ぶつタクシーに乗り合わせ玻

大道芸の吹けるオカリナ真

九割は氷結滝の遊び水史
懸大根が宿の軒下枝
掌に電話番号走り書き史

あっけらかんと出来ちゃった婚宇
阿弥陀籔どつちの姓になるかしら宇

この界隈を仕切るのら猫枝

のづかさ

野草に会図の狼煙月へ立つ康

菊人形の姫を撤収玻

キャラメルのおまけ怪獣菓子箱に玻

玄孫曽孫も白寿祝えり宇

ナゥ冬支度紋入り膳を磨きあげ史
玻

平成十年三月二日首
平成十年四月七日尾

︵於・高橋玻斗子宅︶

復活祭の弥撒へ連れだっ枝

モダン・アートになった落書史
花降れるなかに全身あずけいて真

史

木田真智子

ゥ松手入れ遠くタンカー繋留し

真

うまい

研究所にて缶詰の日々

女埴輪乳房片方欠けて居り

美貌が元の国の争い

真

今世紀賞味期限はとうに過ぎ

遠近両用使い分けてる

宇

宇

Ｓ字カーブの先に夏山

史

枝

水焔能芝生の席を広く取り

玻

枝

月涼し星の斑のある鰈

色とりどりの果実酒に酔う

史

フラッシュに金メダリスト華やいで

紫雲英のレイをかける野仏
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佐藤千賀子捌

康か千
ほ賀

八仙台・北杜連句塾その二Ｖ

歌仙豆唾景の﹄

燕は低く目交を飛ぶ

遠景の春たぷたぷと動きけり

丸卓に積む本の四五冊

ナォ鐘供養岩手片富士裾ひいて

北上中と贋札の報

変装の魔術師もいる探偵団
内弁慶が泣かされている

粉雪も根雪も知らぬ国に住み

牛車は軋む冬の遠乗り

秘めごとの枕は熱き破れ築地

砂さらさらと胸奥に積む

エルサレム多事多難なる五十年

神を称えて屠る小羊

月高く耳朶の手ざわりパンの生地

糸瓜の水の瓶に溢るる

ナゥ能面を納めて今し菊の酒
デフレ懸念の噂ちらほら

はからずも留学の道ひらけたり

平成十年二月二十日首

白く浮き立つ絵の中の城
亡びゆくものの美し花の宵
さんざめきあり風炎の窓

平成十年五月十日尾

︵於・佐藤宅︶
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仕立屋は山繭絹にこだわりて

開き切ったる露草の青

ドア越しに月の隈なきことを云い

ベアトリーチェは木の間隠れに

ゥわれ在り故に我思う蛆矧鳴く

忽ちに恋の電流つらぬいて
湖を廻りつつ滑りゆく船
錆びたナイフを握り転た寝

地下室にとびきりワインねかせ置き

焚き火ゆらいで遙か里の灯

盧匠の大き歩巾に月凍る
自販機がごとりと落とす缶コーヒー

記憶の母へしゃぼん玉吹く

野人岡野の巧みなるパス
家路背に花の宴に紛れ込み

狩足佐
野立藤

康か千康か千康か千康か千康か千子る子

千康か千康か千康か千康か千康か千康か

八仙台・北杜連句塾その三Ｖ

歌仙﹃冬
樹﹄

イルミネーション絡ませている冬樹かな

垂石洋子捌

ナォ復活祭小さな嘘をつき通し

自信あり気に天気予報士

輻射熱集め黒猫顔洗う

はまっています漢字パズルに
いつの間に氷柱も我も太りたる

〆は餅でと鍋奉行決め

三方に乾びし歯朶の残り居り

美しきものみな罪作り

垂石よう子

谷田部弓子

月光のホワイトハウス疑惑満ち

狩野康子
熊坂昌子

自分宛名の絵手紙を描く

秋田てる子

雪の深さを競う立像

月の量あしたは雨になりそうな

松ノ井洋子

全存在かけて泣きたる孫のいて

日雀山雀しばしまどろむ

ジャックダニエルかたむける処暑

写真は語る戦争の愚を

︵於・垂石宅︶
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號珀閉じこむひとひらの羽根
ただよいて静かに目覚む腕の中

ゥ爺の背篠にくるまる自然薯

子に請われパピーウォーカーに勺里ロリ出て

ナゥ中折帽目深にかむり秋の旅
て

よ

木の間隠れに寺の大屋根

日己

て

封切館を囲む行列

ほほえみが貴方との距離近くする

不滅の愛があると信じて

神獣鏡出て傾く畿内説

父祖の地のとりどり尽す花の膳

平成十年一月二十六日首
平成十年四月二十四日尾

合せ鏡に春を惜しみっ

よ

ヨット帆をおろし一湾月に凪ぐ

弓

康

洋

海ほうづきが亡姉の小筥に

グラビア多い雑誌店頭

電卓が言葉のかわり蚤の市

て

日自

て

洋

茶髪束ねて塗師見習い

陶酔のライブの果てより花明り

風船みるみる歩道橋越え

弓よ昌て康洋弓て康昌洋弓て康昌洋弓康

八伊勢・勾玉の会ｖ

中尾かね子

山口手巻

歌仙﹁柿若葉﹄
喜多さかえ捌

柿若葉繁る早さよ里蔽ふ
黄色の帽子ゆく登山口
埜口恵美

大西むつみ

ジクソーパズルやっと完成

海水浴の孫らの集うわが家にて

杉本しげ子

藤岡よし子

杉本静子
竹内茂翁

猫膝にして濁り酒酌む

望の月池に映りて歪みたる
野点の席に巫女も混じれり

む

徳井恭子

ゥ鼓打つ音が音追ふ秋小寒
さらりさらさら心ほどいて

小西澄子
片山又夫

宙心

手

隔つともインターネットで送る愛
オムレツを焼いてる巴里の屋根の下

お歳暮の品何にしようか
銀行神話過去となりつつ

澄

茂

はやり風邪医院込みあう宵の月
兵馬倫かちどきの声湧き上がる

︿洞

又

浬藥の絵図に揺らぐ蝋燭
老の身を忘れ浮かるる花の下
朝の眠りをむさぼりており

ナォビル街を直線に切る初燕静
組織のなかで生きる人たち茂

見たようにテレビニュースを触れ回り又

犬の名前はリーと決まりぬむ
自転車の走りにそよぐ青田風恭

無人の駅に時刻表古るよ

嘘ひとつコーヒーカップに隠し味令

飼うて飼われて妻の掌のうち又

還暦の若大将は魅力的恵

杯を掲げて海を語ろう茂
振り向けば山門に月懸りける澄
籾殻燃やす煙あちこちし

ナゥ子規句会案内状が届けられ令

命短し昭和ひと桁静
学浅く金に縁なく不貞寝して茂
抽象模様描く蝶々か

神苑に楽曉々と花吹雪恭

平成九年四月十日首

︵於・いせトピア︶

三分にひらく春の雨傘手

平成九年七月二十四日尾
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八松山・松山連句協会その一Ｖ

歌仙﹃陽炎や﹄
陽炎や子の視線まで腸む母
つくしつんつん伸びし草原

岩駒の噺さ瘻に聞こえきて

石を蹴りつつ通る少年

村人の皆寝しづまる峡の月
田水の落つる音も止みたる
ゥ病み抜けしけふの外出は墓参

渡部伸居捌

渡部伸居
武知千代
井上弥生
干尾田元子

ナォ梵鐘に惜春の情溢れ来し元

足を投げ出す濡縁の人成
若き等のちょっとと言へば外国へ居
親に内緒で結ばれし恋千
ねえ貴方口をあけてと猪の鍋弥
雪の積もれる庭の燈籠元

いのちなが

慶喜は趣味三昧の寿成

ざ

戯れ歌なんどすらすらと書く居
松青き瀬戸の小島の明け昏れは千

軒にここだく並ぶ釣竿弥
月あかり父の帰りを待ち侘びつ元
留守居の我にすだく蝉成
居

ナゥ展示日に合はせて咲かす菊作り居
成

紀伊野成
千

妻の居ぬ間に電話してみる

居

千

一兀

薄墨のゆかりの花は咲き盛り

弥

平成十年三月三十一日首尾

︵於・松山市・西法寺︶

野点の傘をたたむ強東風成

どこへでも何時も顔出す物狂ひ弥
テールランプは雲にうすれて元
花の下城をバックに撮り撮られ居

老いも若きも集ふ産土神千

弥

値崩れの株のその後が気になりて

弥

一兀

うやむやになる旅の計画
門川の涼しき月を砕きつつ

加賀友禅の小袖着こなし
手を執りし遠き想ひの茜雲

サングラスかけ街をふらつき
コップ酒岬る輩ラのがなり声

居

成

千

生寳をねらふ鷺の二三羽
はるか望めば霞む山脈ミ
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八松山・松山連句協会その二Ｖ

歌仙﹃西法寺﹄
寺岡情雨捌

小倉静

山田久

寺岡情

噌り高くこぼれ来る庭

山門をくぐれば花の西法寺
もてなしに春の暖炉を焚きもして
大西素

ほど

週に一回通ふ病院素

ナォ竿差せば水も温める渡し舟久

尻に火がつく景気対策波

先延ばし出来ぬ決断せまられて情

ふつりふつりと煮ゆる風呂吹き素

猿の群れ雪に追はれて家近く波

老楽の恋の鼻歌繰り返し情

シャシに付いたる紅の騒動波
クリントン巧みに疑惑退けて久
朝はジョギング夜はサックス素
海の月黄金の波をたたみかけ波

菊の膳で酌めぱ極楽波
百円市であさる古本波

ナゥ厄日過ぎ八社詣でに誘はるる久

パホーマンスを囲む人垣素

木造のアーケードとは珍しく久

︵於・松山市・西法寺︶

琴の音に花咲き初めし御成道久
吹き来る風に春を惜しむか情

平成十年三月三十一日首尾
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一刀彫りにかけし生涯

連弾のショパンの曲に月揚がり
路地さわやかに香るコーヒー

ワ文化財尋ねて秋の古都の旅

誰りにこもる厚き人情

はだされて解いた帯に残る悔

半年経てば亭主関白

掃除機の塵の詰まりに腹たてて

塩ふりかける庭の蜻嶮

ことのほか涼しき月がぽっかりと

携帯電話やっと繋がり

開通の明石大橋混み合へる
ちょっと気になる株の上げ下げ

さらさらと薄墨桜散り初めて

昼蛙鳴きのどかなる里

情素波久久情素情素波波素波素之波栄雨

八松山・松山連句協会ｌその三Ｖ

歌仙﹃芽麦伸ぶ﹄
戒能多喜捌

長井実

永井政

戒能多

ひと声残し飛びし冬鵤

頑なに守る山田や芽麦伸ぶ
垣根越し塾へ行く子を見送りて
石丸静

神戸淡路を結ぶ吊橋月

ナォ大口開けて馬珂貝潮を噴き平

おんおんと平和の鐘を打ち鳴らし多

家宝と言へど二束三文政

竹刀構へし指の忰む月

ぺいざん

炉明りに浮び出でたる米山書平

華燭の典は十二単衣で多

横笛は趣味を越へたる若宮司政

キトラ古墳に現れし真実政

薄命の美女とは誰がことならむ月

閉会時刻迫るやや寒多

眉の月星座の中にとどまりて平

速度標識にも留まらず平

ナゥ川沿ひのガー︲ドレールにすだく虫月

ふる里の母よりのもの有難度く多
手作りリュックどれもカラフル政

︵於・松山市西法寺︶

揚雲雀あり落雲雀あり平

城の花目交ひにして祝ふ古稀月

平成十年三月三十一日首尾
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客を待ちつつ畷るコーヒー
ほんのりと稜線染めて昇る月

金木犀の甘く漂ふ

ワ西国へ心弾める秋遍路
姪へ煙草の彼に惚れぽれ
三十を過ぎて初めて知りし恋
シャガールの絵の掛かるリビング

混迷のアジア経済憂ひゐて

遊覧船で河下り航く

中天に涼しき月の澄みまさり
舞ひ立つやうに咲ける鷺草
句会へと予後よき杖を引きながら
ちょろちょろ走り仔犬まつはる

乾杯の音頭給はる花の宴

万愚節とて編された振り

政多平月多政平月多政月平政多月平子喜

八松山・松山連句教室ｌその一Ｖ

﹃落椿﹄
ふと鬚る思ひよぎるや落椿

井上弥生捌
井上弥

戒能多

永井政

各々に卒業証書手渡して
河本津

一声残し雲に入る烏

通ひなれたる海沿ひの径
藤本尚

新酒の樽が並ぶ会場

﹁サラリーマンよ今や起つくし﹂井上和久

ナォカラフルなひよこ売らるる万愚節多

おらが嫁こは南方の女弥

さはいえど瑞穂の国も減反で和

伊予耕若い二人によく似合ひ政

子連れ狸がのぞく杣小屋津

広重の絵になりそうな初時雨和

抹茶に添える淡きマシュマロ多
上座下座かかはりもなき団藥に弥

椎の実噛みつ偲ぶ父母多

ぎっくり腰は何度でもなる政
歪みたる月は湖面に漂ひて津

ナゥ豊漁をみんなで祈る蛭子講和

復元なりし天守二の丸津

ちょっとおしゃれな法被鉢巻き弥
バスッアー安・近・短・を条件に多

︵於・松山紀の国亭︶

篭に重たき栄螺蛤和

歓声は花を揺るがす本塁打政

平成十年三月二十一日首

平成十年四月十一日尾
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くっきりと嶺を離れし望の月

苦労いとはい糟糠の妻

ゥうそ寒き立候補者の美辞麗句
景気不安のピックバンなる
金銀のメダル取得に沸き返り

臨時ニュースは飛機の不事着

言ひ訳は仕事仕事の午前様
月更けて三社祭りの賑はひに

汗を拭きつつ粋な板さん
ぽんぽんとお国説が飛び出して

夢でないぞなロマン街道
燗漫の花又花と満ち満ちて
のどかに暮るる結願の寺

津弥政弥尚多政津多津尚多政枝也喜子生

八松山・松山連句教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃淑満
気２
松永静雨捌

井上弥

戒能多

松永静

一声高く鳴きし初鶴
永井政

湯の神も城も指呼なり淑気満つ

サンドイッチは明日の弁当

マラソンのコースの整備万全に
河本津

鮭もそろそろ戻りくる頃

ナォなつかしきお遍路宿の京訓り政
ペアのシューズにペアのジーパン弥
捨てないで捨てては嫌と槌りつき津

篭の中には猫が三匹弥

焼酎で嶢けたる鼻の赤きにや静

太棹にのる涼み浄瑠璃政

エリッィンの来日ただの一昼夜藤本尚枝

それにつけても募る不景気静

やっとこさ学位論文間に合ひて弥

汐風あれて揺るるコスモス尚

綺羅星を從へ昇る望の月弥

見舞ひに届く鳥取の芋政

ナゥ半折に画賛の河豚を鮮やかに津

眼鏡はづしてつつく猪鍋静

鳴りてやまぬ携帯電話もてあまし尚

柱にしるす孫の背の丈政

咲きそめし花の命のいとほしく静

平成十年三月七日首

︵於・松山市紀の国亭︶

家庭訪問おへて長閑けき津

平成十年四月十八日尾
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隠れては又出る月に佇ちつくし

別れがたなき義理の妹

ワ最果ての秋思を君と分け合ひて

大蔵キャリア証拠続出

金髪で八等身でおきゃんな娘

つるりと畷る冷えし葛切り

まとまりのつかぬ野党を信じかね

月更けて十藥軒に匂ひたち

攻めあぐねたる隅の黒石

アニメーションの多き民放
国連の査察騒ぎもようやくに

今を昔に曲水の宴

築山の花もはらはら散りそめて

弥多静津弥政多政津弥静弥多也子生喜雨

八東京・窓ｌその一Ｖ

半歌仙﹃秋の蝶﹄

深井玲
名古則子

名古則子捌

風を語らひながら昼月

秋の蝶気付かぬひまに石に消ゆ
内田さち子

双児の嬰の今歩み初む

ほんのりと新藁の灰青き香に

節

小林道子

ち

今村佐久子

倉橋澄子
白濱節子

ファックス紙をするノ︑と吐く

ワ連認は真盛りしんと当守の家

則

あた蛍かし唄くちずさみ厨事
仔猫の餌をとり分けておき

面倒だからうちにおいでよ

アンニュイの二人はたヌの飲み仲間

玲
澄

悪魔栖め堕ちてはげしく唇を噛む

及

久

鈴木アヤ

久

小林純子

マリオネットが汗ばんでをり

大臣の椅子をつりえしスキャンダル

道

百度詣りの媚ぬかづく

足跡消して潮の満ちくる
水鳥の眠れる背ナを渡る月

仲よきことを神の御前に

花婿がヴァイオリン弾く屋根の上
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八東京・窓ｌその二Ｖ

半歌仙﹃葉桜や﹄
局目三世子捌

小林道子

ち

アヤ

今村佐久子

菅野陽子
鈴木アヤ

高目三世子

名古則子

︾﹂

杉浦喜久代

つの

葉桜や長欠の生徒の席一つ
角をひそめて蝸牛動かず
とぴ

棟上の鳶職は足場に息止めて

鍵かけたかと戻る裏道
浮雲を一瞬よぎる月丸し
白粉をふきて軒の串柿

内田さち子

もみ

ゥ祖母の形見紅絹あざやかに秋祭

走り出す崖沿ひの道急カーブ

遁遁の人言葉少し

プレイバックプレイバックよ

久

血糖値などなんぞ美酒

節

陽

世

及

又ぞろに新党作る動きあり
しまふくろうが片目つむれる

聞きやうで現世極楽鐘の声
はげしく岸を噛む雪解水

澄

小林和恵

摩周湖の底に沈みて冬の月

花の刻風の光りを見に行かな

ヤ

眠い仔猫に名前まだなし

−292−

八神戸・摩耶連句会ｖ

歌仙﹃麓まで﹄

用なき里の寒き川筋

麓まで半日かかる冬すみれ

月の客バックにボトルしのばせ来

何を啄む雀五六羽

たっぷりと絵筆に墨をふくませて

佐野千遊捌

橋間石

菊を枕に時差ぼけの夢

河原喜美子

上垣天冑
野崎昭子
藤原繁子
岩井魚水
岩井秀子
天

ワざわめきの花野を伝う秋祭

老舗の蕎麦に影二つ入る

上がり殼子かるくひとふり
湯治場の暖簾頭でかき分けて

岸遠ざかる低き櫓の音
晴々と白き天守の彦根城

魚

昭

繁

繁

浮世絵版画の脛の涼しき

繁

いささかの後ろめたさのなくもなく

風鈴の鳴りをひそめし月の量

魚

夫

一皇宮

秀

取皿に蟹這う模様花の膳

秀

軽き寝息の妻の横顔

野遊びの子の列のにぎやか

狸ばかりの陶の置物秀

ナォ麗らかに再建成りし阿弥陀堂佐野千遊

近頃耳の遠くなりしよ繁

誇誇と意見の合い教授陣喜

冬空にピサの斜塔の傾きて秀
赤いコートの裾ひるがえし繁

思い出ばかり浮かぶ夕月天

モナリザの微笑み消えて波と風昭

霧の列車は単線となり魚

柿の実の上枝は烏に残しおき魚

やわらかき鉛筆はさむ雑記帳昭

サザンクロスをさがす旅人道嶋淡水
ナゥ灯火にグラスのワインゆらめきて繁

かもめ漂う春の大河天

ペットの猿に愚痴こぼしけり喜
浪速なるこけら落しの三番里繁

︵於・神戸市立婦人会館︶

耳を疑う松蝉の声天

雪のごとき落花にしばし佇みて秀

平成九年五月八日首

平成九年九月十一日尾
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ハ丸亀・丸亀連句会﹀

国■

半歌仙﹃喜寿﹂
今井水映
広谷胄石
鎌田耕仁
松岡遼雲
蔦沢翠
荒井薫

片山多迦夫捌

翠

追憶のあの山この山夕月夜

豆腐料理と彫りし看板

筒井筒名水汲みし跡ならん

白髪に似合ふ赤いマフラー

新刊詩集匂ひ爽やか

薫

大霜の朝朗らかに喜寿迎ふ

何時のまにやら手と手が絡み

ワ秋深し永劫思惟のみ佛に

仁

仁

片山多迦夫

圭云

又も唐突殿様辞任

石

映

あの二人昔不倫の仲といふ
世界時決めしグレートブリテン

誇るべきコレクションなり伊能地図

敦盛塚に青葉風吹く

余韻なほ音楽堂の月涼し

映

翠

薫

迦

満身情熱満身創夷

すたすたと少年剣士道急ぐ

都忘れの咲きしベランダ

この頃は花に浮かれる日とてなく

平成十年二月一日首尾

︵於・丸亀城南公民館︶
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ハ愛知・三河連句会ｖ

歌仙﹃行く春﹄

烏雲に入る海亀の島

行く春やぺんぺん草のひとところ

携帯電話時報聞きつつ

ふっくらと筍飯を炊き上げて

土間にどさりと鹿の大物

斎藤五口

宮下太

おむすびころりん落ちし中穴

ナォ子猫呼ぶ母猫の声常ならず

続けてよかった俳譜の道

物草の太郎が﹁植物物語﹂

付き合いの記念と絵馬に一句書き

深く契りし女なりけり

お化け南瓜がごろり転がる

刺青に茶髪ピアスもなんのその

又しても殺人ありし油照り

何事もなく交す挨拶

月明りどこの誰とも知らねども
須磨ニュータウン秋の淋しさ

いつか必ずピッグバンあり

ナゥ数珠玉にすがりついたる小蟷螂

よからぬことが頭かすめて

銀行のカード拾いし摩天楼

花に会う人それぞれに荷物負い

日がな一日野に遊びつつ

秤睡加蓉唾朋壼明確蕾︵文音︶

−29ラ

夕月に現れてきし髭男
その微笑みを秘めし銅鏡

呪いを終えし卑弥呼の爽やかに

独活蔓製自慰具つくづく

まだ若き考古学者はお下げ髪
何とまあ恥ずかしいやら恐いやら

屋根の鴉がカアと一声

笠地蔵笠に氷柱のびっしりと

忘れさられて大歳の月

官吏収賄古代からあり

消費税五パーセントに上るらん

花の宴酒の強さを誇りとし
新入社員みんなつぶれて

吾太吾太吾太吾太吾太吾太吾太吾太朗郎

太吾太吾太吾太吾太吾太吾太吾太吾太吾

八香川・三豊連句会ｖ

半歌仙要米の一化忌﹄

砂漠の地平浮かぶ屋楼

モンゴルの遅日の夢や菜の花忌

米谷千代子捌
米谷千代子

千

小山幸子
植松晴子
久保頼隆
大石マキ子

春闘のデモ隊道路いつぱいに

りんごを歯にあて偲ぶ北国

ほっとひと息発句案ずる
明月の宴に老猫すり寄りて

幸

末

手を握られし雑踏の中

ゥ秋祭はやし太鼓に人の波

末

隆

陶芸の燃き祈る窯出し

千

あのころは模造真珠で愛を告げ
ヘラクレスブロンズ像を飾る棚

幸

涼風求め渡る大橋

千

末

隆

晴

タイガーウッズホールインワン
団扇持つ様子がいいねと照らす月

お先真っ暗日本経済

晴

マ

林の小道間こゆ舂蝉

活断層名所となりし淡路島
桜散る木馬遊びの幼ならに

平成十年三月五日首尾

︵於・嘩釧鵬大野原町︶

︿注﹀菜の花忌Ⅱ作家司馬遼太郎の墓︒
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八東京・未来図連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃夏閾くる﹄
原田千町捌
原田千

小泉義

内田公

ゴッホの黄ゴーギャンの赤夏閾くる

生布織りつつ唄ふ島歌
猪瀬侃

甲板拭き背一列に並びゐて
乳母に抱かれて吾子のすやすや
町淑

もづく
ナォ無雑作に掴んで量
る海雲売義
二言目にはノープロブレム公

ママ早くあのをぢさんが来てゐるよ侃

風呂の窓よりぬっと盗っ人淑

水貝を肴に酌みつ株式欄義

枢を覆ふ王室の旗紅露ゆき子
若き騎士決闘の場を掛持で義
鼻のピアスのダイヤお揃ひ公

くえびこ

抱擁の真上でとんびひょろひょろ侃

しやっちよこ張って爺の久延毘古雷孟皇淑

小流れの行方は知らず夕月夜延平いくと

やくざ野郎が愛の羽根付けと

−707−

観月に秘蔵の壺を取り出し
パイ

上り列車の汽笛尾を引く侃

ナゥ座敷わらし床暖房に寝ころくり義

文を書くリューマチの手を豚へっっゅ

比良を後に凧を挿す海士と
一城の盛衰も見し花大樹町

平成九年八月七日首

︵於・神宮前区民会館︶

幼なじみと揺らすふらここゅ

平成九年九月十一日尾

−／ノ

屋根より高くあまた桐の実
ゥ草深きイーハトーブの虫の声

元の計算十桁を越ゅ

古鏡卑弥呼の王は化粧好き

知性教養捨てて純愛

亭主留守失楽園に遊ぶ夢
サタンが潜む胸の何処かに

白熱の犬橇レース村総出

月はまんまる氷柱きらきら
口の端くわんくわんに串だんご

写真映りを褒められてゐる

花の房たたなふ雨の籠り堂

雛ほほ笑む大原の里

侃公淑淑侃公義淑侃義公侃公子勇重子町

ハ東京・未来図連句会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃野外劇場﹄

野外劇場またどんぐりの転がりぬ

月を呼び出す虫の合唱

きりたんぽ故郷の説の味のして

原田千町捌

須賀一宙心

小泉義菫
原田千町
内田公子
紅露ゆき子

近況報告ＦＡＸで受け

学生も混じるリモコンコンテスト

猪瀬侃勇

ナォ抱卵期表参道烏語降るゆ

カットサロンでモヒカンにせむ公

調停員そして教育委員長侃
禁断の書の伏字読み解く〃

山上の城から河へ抜ける穴重

櫻はれてゆく馬の白息ゆ

燭ほのかするりと脱ぎし緋縮緬重

鐘の中はタイムトンネル公

琴を弾く埴輪は何を笑まふらん〃

一時帰国の庭の桑の実侃

ゴルフ終へ酒酌み交はし後の月ゆ

ひげぺしみ

ハローウィンの小さき妖怪〃

揺抱の祖父と蔵に籠りて公

ナゥ金獅壁に懸れる鬚悪見︵能面⁝南鵜などに用いる︶重

世の中を騒がせて消え手記を出す〃

侃

宙心

向きいっせいに変へる縞鰺

ゥ佃祭五反幟の空いさむ
中折帽は寅さんに似る
フラメンコ俟まみれのかぶりつき

ゆ

東つる月鎌研ぐ水に己が顔

金獅子賞はこれでいかうか

侃

公

侃

平成九年十月九日首

︵於・神宮前区民会館︶

春泥もまた深き紫ゆ

花曇ローランサンの夢に染む町

旅券更新幾度重ねし侃

重

旅にぶるぶる冬至蒟蒻

公

平手打ちしてデープキッスヘ
畳まれし僧衣ばかりの残る部屋

消費税小銭で財布ふくらませ
ウルトラマンは僕の父さん

ゆ

宙心

常間は〃ま″の芸なりし花夕べ

侃

重

影もおぼろに先の殿様

298−

八東京・未来図連句会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃淡彩の筆﹄

須賀一宙心

延平いくと捌

淡彩の一筆をもて春の景
鰄さすところ寄する漣
紅露ゆき子

原田千町

猪瀬侃勇

町淑子

延平い︐くと

塗の小皿に和菓子取り分け

雛の段マリオネットも飾るらん

清談のいよよ佳境に宵月夜
紅葉かつ散る背戸の山径

淑

″

町

ゆ

侃

眠れる美女を覚ます口づけ

歓喜の歌四界隈なく巻き込んで

宙心

端の歩を突く坂田三吉

ゥくい独楽の角を尖らせいざ勝負

サングラスして月の下町

くちなはのもっれもつれて木より落っ

淑

淑

侃

宙心

ゆ

死にそうもない婆同志寺参り

町

酒蔵の増設祝ふ花の宴

寒の卵をつるり飲みこむ
ＵＦＯの低く飛びをり冬茜

測量機器の分銅を垂れ

若き当主のうららかに笑む

平成十年二月十二満尾

︵於・神宮前区民会館︶
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八東京・目黒連句会ｖ

ナォ春の夜ドナウきらめく旅の夢小島信子

キューで突き合う赤白の玉郁

行きずりの他人の空似振り向けば房

渡辺博
今井米子
露木郁
福田房江

渡辺まさ子

宮下太郎

ポリシェ発進かかしよろめく郁

天心の月渡りいく太鼓橋信

浄瑠璃の三味線みョン青簾郁

歌仙﹃山百合﹄

心中相手生きているとは博

恋醒めて逃げる比良坂男神ま

ま

付け回し

もくもく雲の湧き出でる峰

山百合の風に乗りくる匂いかな

博

ナゥ爽やかに喜寿のお祝い近付いて房

桃次々と放り投げたる信

秋の扇を開く片隅

米

大川端波くだけ散る月見船
ゥ空蝉の爪しっかりと葛に揺れ

房

︵於・中目黒住区センター︶

秤鰄岫等十弐朋払朋題︵ナオより文音︶

そのまま雨となれるあたたか房

花曇りホルスタインのあちらこち太

庇よぎりて竹とんぽ飛ぶ信

菩提寺の庫裏の板張つややかにま

捌き引受く俳譜の席博

歓声上がる百足競争ま

ストレスも過労も何時の間にか癒え博

コミュニケーション銭湯に行こ房

悩める姫が絶ちし黒髪

郁

お隣りの子がニイハオとはにかみて
焼きたてクッキーそっと持たせる

明け待ちきれず鴉鳴きあう

幾度の契り交せる殿ならむ

房
ま

パトカーのお巡りさんは休憩中

博
米

ま

腹にしみ入る越の熱燗

競馬情報こっそりと聰く
月寒しふぐ提灯の古びたり

博

郁

胡蝶の舞いにふっと句どころ

空箱の机ぎしりとガード下
ゴミ対策は遅々と進まず
閣僚となりて雅びの花の宴

−300

ハ福島・本宮連句会ｖ

半歌仙﹃懐を﹄
冥々を偲ぶ連句実作会作品

懐をあけていれはや夏の月

螢消えゆく庭の泉水

佐藤淳捌

流行る茶髪の生徒数人

小山百合子

節

長尾節子
佐藤敏勝

佐藤一存

塩田冥々

潮騒遠く牧の馬肥え

電柱に合同展のビラ見えて
故郷のだんだん畑柿熟れる

堀越ふみ子

勝

節

百

ゥ万国旗空を区切りし運動会

結び文置く下駄箱の中

膝を直して受ける盃

手を取りて落ち着く先は湖の宿

勝

百

ふ

朗々と社に弥宜の声響き

百

佐藤春

世界の平和想いこめたり
月凍てる壁に影濃き車椅子

雪に動かぬ園のブランコ
押しよせる５％の消費税

勝
春

ふ

センバッ球児電話にて聞く

再会約す春の本宮

花匂う冥々桜偲びっっ

平成九年五月十三日首尾

︵於・索鵠蝉蜂鎧副館︶

塩田冥々
現在の福島県郡山の人
本宮塩田家の聟となり
蚕種商を広く商い各地を旅し其の間
俳諾を白雄に学び九淵音と号す
文政七年︵一八二四︶八月二十二日没
八十四歳
菩提寺本宮町誓伝寺

301

ハ伊勢・杜座ｖ

短歌行﹁伊勢の光﹄

一月の光のなかの伊勢の国

寒鴉鳴く杜の鎮もり

前田圭衛子捌

杉山壽子
村田治男
本屋良子
河村彩子

購ひし組紐ベルトとりどりに

サドル高めに急ぐ分校

喜多さかえ

秋思の椅子に栞はらりと

彩子

利子

壽子

さかえ

良子

武村利子
木村文子

ゥ良夜なり﹁源氏丸﹂には大漁旗

髪染めて行こか戻るか紅葉酒

乾いた道を犬が横切り

彼の名前もとうに忘れた
雲水の鉄鉢に在るただの空
花衣むかし闘士のあれいもと
のれんくぐりて木の芽田楽

きしやご

ナォ莵集の細螺は綿に包まれぬ良子

ほとほとと音をたしかなる虚無治男

贈られし万年筆はブルーにて壽子
秘めて焦がれる変声期なりさかえ

要らぬならもらってあげるその坊や文子

古き家電の捻子を締めつけ利子
皮を脱ぐ蛇と見まごふ繊の月治男
貼紙禁止の紙貼られたるさかえ

ナゥ脈拍の数をしっかり聞くやうに壽子

西行忌母・利休忌の父治男

﹁かごめかごめ﹂うつむく鬼に花降りぬ文子

︵於・伊勢シティプラザ︶

テトラポットに卯波近づく前田圭衛子

平成十年一月十九日首尾

−302−

八大分・やまくに連句会ｖ

水谷純一郎

半歌仙﹃熱風﹄
ォ熱風の吹きくる径や裸者と死者
山田史郎

水谷純一郎捌

眠る卑弥子がクシャミする夏

街中は群発地震揺れ動き
はだしで歩き横目する犬

平成九年十一月十五日首
平成九年十一月二十日尾

︵於・山田史郎アトリエ︶
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月寂てＤＮＡの人の旅
捨て子に似たる秋草の石
ゥ身に沁むやデミウルゴスの老い背中

白を又塗る個展前日

たよりなきローランサンの横顔は

データ圧縮恋つげる朝

燃えるゴミ黒い袋で角に出し
﹁メス化する自然﹂立ち読みで鳴呼

熱燗の臓服をめぐる冬の月

足跡逵巡雪明け積り

神佛も呆きれて見てるデリバティブ

泥で作りし船は沖ゆく

世紀末歴史たどるや花の夢

春雷一閃天地とどろく

純史純純史純史純史純史史純史純

鈴木春山洞捌

鈴木春山洞

神詣でする雑踏の中

ナォ舳に立ちてずぶ濡れになる潮被る

あの頃の恋人今は二人連れ
気弱な女の残すウインク

襟巻きに顎埋め擦れ交ひ

月ロード芥ミ出しに行く影凍る

薄氷供へ南無阿弥佛

ナゥ東に四国の屋根の嶽聲え

︵於・秘杣鄙砿確︶

春霞する金亀城閣

年寄りの屯ロに花の散りそそぎ

平成十年一月二十五日首尾
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八松山・大和屋別荘連句会ｖ

二十韻﹃初湯﹄

ォ灸ト据ゑっこ背ナ流しっこ初湯かな

沖野ますみ

白方妙子

奥村時雨女

紙鳶舞ふ晴れ渡る空

掌振り宜しうバザーの値付け
ゥ髪おどる藥若と逢ひし月の道

み

時

チャイム鳴り飛び出し見れど誰もなし

鵤の鳴き声君も聞きしか

松本章子

宮崎みさこ

彼を恋ひサスペンス富み秋惜しむ

最終フライト雲の問に去る

洞

ま

夏山に挑みて一歩また一歩
新樹の風に身を任せたり

み洞ま妙時章妙章ま時

八横浜・塔沙連句会その一Ｖ

半歌仙﹃額の花﹄
断崖に額の花咲き海蒼し

入道雲の出漁の船

涼風の広間に連衆集りて

くつびん

ぬし

土屋実郎捌

泉桜
戸谷日疋

土屋実

石井瓢

坂田武

小張昭

平成九年六月十日首尾

︵於・浦高同窓会事務所︶

−30う

茶笑に凝りしこの家の主
借景の寝待の月の昇りくる
柿喰ひけり腹冷ゆるまで
ゥ球根を鉢より抜いて冬仕度

七七の句を好む理科系

かす

文弱の徒と罵るをかばひては
声の掠れてさらになまめく
老いらくの恋をよろよろ貫ける

旅僧われは北面の武士

隈もなく佐渡の小御所の月冴えて

沸々たぎる寒卿の鍋

ハードよりソフトに資金そそぐべし

九一つづき親の総取り

カラオケに花の慢幕盛り上り

遍照金剛遍路結願

彦公士士公郎一公彦一郎士公彦士公郎葉

ハ横浜・壌沙連句会その二Ｖ

土屋実

半歌仙﹃月ゆがむ﹄

小張昭

土屋実郎捌

草の実つけてなほる末席
坂田武

ど忘れの遅参の句会月ゆがむ

土瓶蒸香り品数沢山に

平成九年十月十四日首尾

︵於・浦高同窓会事務所︶
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旅行案内倦きもせずくる
親も子も裸で遊ぶ日曜日
慌てふためく夏の宿題
リビングルーム頬を寄せ合ふ

ゥファーブルの昆虫記など取り出して
散らかってゐるマグカップイャリング

離縁状などただの紙切れ
朝鮮は南も北ももと一つ
本家元祖と競ふ煎餅屋
あし津っら

百度参りの凍る砿

月寒く由緒正しき待つの影
国民の願ひ空しくオフサイド

朝寝気侭に陽のたくるまで

まんなおし

式目墨守自縄自縛に
間直一杯やらふ花の友

一彦郎彦郎彦郎一彦一一郎彦一郎彦一郎

八東京・葉門連句会ｌその一Ｖ

磯直道

歌仙﹃キャンパス﹄

キャンパスを出る時新樹風となる

磯直道捌

銀輪を駆る白シャシの子ら
峠路もこまで来れば海見えて
佳
楊
矢口美穂子

今井楊

高山佳子
福島時子
内田たづ

ペンキぬりかえ別荘の壁

月良さに謡一曲朗々と
秘蔵の古酒を脇に据えおき
ゥ洛北のもみじの寺の広き縁

漢字も自在異邦人たち

市役所に学歴問わず採用と

文句たらたら昔恋う妻

再婚しどこか似てると気がついて

新

福島新吾
臼井久子
橋川純子

時

井口日曰一元

た

新

た

純

河豚にしようか海鼠といくか

冬の月肩と背で切る古暖簾

母のたんすに紺の前掛

ぐんぐんと鼻すりつけた犬がいた

西郷さんは春光の中

はらからと酌む盃に落花舞い

故人いくたり想う永き日

ナォ都議選の節操なさにしらけきり佳

いつも得する容姿端麗楊
顔よりは心といわれ五十年美
老嶌の声未だすずやか楊

水芭蕉桟道行けばそこここに純

一眼レフのズームパチパチ佳
とり壊す故里の家今日限り楊

残しおきたし古き伝統昌

ロケットの台座定礎に地鎮祭佳

岬かけゆく馬の肥えいて楊

栄光の騎手車椅子月の下新
衣被むく指をぺろりと美

ナゥ声高に叱りし後の虚しさに楊
じっと見る雲ゆるく流れる新
空港はジャンボ離着の賑かさ時

シャボン玉吹く若人の群楊
生涯の花を集めて句集成り時

平成九年五月八日首

静かに間こゆ卒業の歌た

︵於・世田谷区代田区民センター︶

平成九年九月十一日尾

−；07−

八東京・葉門連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃春の灯や﹄

春の灯やおみなの影のみなまるく

窓に五彩のパンジイの鉢
大学に入学の子は自立して

磯直道捌

磯直道
福島新吾
福島時子
高山佳子
臼井久子

ようやく叶う連句三昧

威儀正し夏羽織にて月に向き

時
矢口美穂子

水羊菫がよく冷えました

ゥ新世紀銀座百店再興と

久

井ロ日日一元

今井楊

茶髪の娘タマゴッチ飼う
面倒よ殺しちゃったと大笑い
君と僕あの世までとのロマン消え

楊

橋川純子

新

火の恋照らす稲妻のかげ

現代ホラー底知れぬ闇

月の宴ワイングラスを打ち合わし

時

楊

野坂民子

幾つもめぐる神社仏閣

明石潤子
内田たづ

クラーク先生馬鈴薯の父
旅用意胄痛腰痛クスリ持ち
過ぎし日の入営偲ぶ花吹雪
お玉杓子は池にむれたる

︵於・世田谷区代田区民センター︶

平成九年三月九日首
平成九年四月十日尾
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八東京・葉門連句会その三Ｖ

半歌仙﹁春時雨﹄
弘法の生れし御寺や春時雨

庫裸に一枝匂いたつ梅

麦踏みの親子はるかに往き交いて

今井楊捌

川波にしばし漂い月見舟

佳

新

今井楊
野坂民子
福島新吾
高山佳子

揚がりましたよ觜の天ぷら

民

矢口美穂子

耳をつんざくナナハンの群

チンチン電車外を過ぎ行き

ゥ恵比寿講丹那丁稚の酌をする

楊

美

裸の胸に飾る昼顔

風に飛ぶ夏帽拾い恋もまた

民

美

地球の裏に祖国の美術

日のかげり薩摩切子に色をそえ

家傳の薬凍傷に塗り

民

楊

佳

勤め先厚生省と言いづらく

井口昌亮

ブリザード南極点の月かくす

酒と煙草と将棋麻雀

新

美

遠山めざし駆ける若駒

ゅさノ︑と枝垂れる花の水に映え

平成九年四月十四日首

平成九年四月二十三日尾

︵於・雀鳩亭︶
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八船橋︒よみうり文化センター京葉ｖ

半歌仙﹃夜の牡丹﹄
引地冬樹捌

中村信

猪口義

引地久﹃

青葉の笛の流れくる窓

読みさしの句集に崩る夜の牡丹

古里の酒樽どんとかつぎ来て

親父自慢の虎の皮敷く

上野可池

︵於・稜光倶楽部六本木本社︶

平成九年五月十四日首
平成九年六月十一日尾
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しらじらとトルソー照らすビルの月

萩のひとむら濠の岸辺に
ゥ朝寒の衿をかき寄せ駆け寄れば

待たされ奴ブイと横むく

男運悪い女のひと芝居
人質大使すこし冗談

麻布より羽二重餅を差入れて

不意に宙から入会の鐘

絨毯の市場に月の女達

ウオッカに酔いし曉大きく

明け烏睨んであおる飲み薬
神主の沓砂利を踏みゆく
観覧車めぐりて花の雲の上
手ぴさしでみる濃き唇気楼

〃樹弘ノノ雄弘信樹子雄信樹信雄樹子雄樹

八大阪・連句愛好会ｌその一Ｖ

紫崎正寿郎

半歌仙﹃遠花火﹄
遠花火音より早く消ゆる光ゲ
紫崎美恵子

正寿郎捌

浴衣の柄も派手なこの頃
由利香佳
安田芳苑
斉藤柳花

川岸の径なびく穗芒

美

正

立役者楽屋はファンに埋まって

帰路の夕闇虫の幽かに
高層の窓より仰ぐ望の月
ゥ征きしまま帰らぬ人をふと思う

芳

香

ジーパンで新婚旅行はニューョーク

正

柳

嫁ぐ娘に過去は焼き捨て
ピデオカメラに妻ばかり撮る

寝た子を重く背負う野遊び

美

正

柳

芳

香

美

ハミングに合すハミングローレライ

没日に染まる四方の山々
まんまるの月光浮ぶ冬の湖

大鷲の影雲を掠める

見返えれば今みし花の散りそめし

香

連休の日本列島晴れ渡り

赤い風船寺の屋根越す

平成九年七月七日三十日首尾︵付廻し︶
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八大阪・連句愛好会その二Ｖ

歌仙﹃秋の川﹄
正寿郎捌
柴崎正寿郎

柴崎美恵子

安田芳苑
由利香住
斉藤柳花

瀬をはやみ波となりゆく秋の川
入り陽に染まり渡るかりがね

父母と今宵の月は山家にて
迷い狸に餌づけ手なづけ

いぢめる事など知らぬ仲よし

ナォ文教場先生一に生徒六

ダイヤの指輪に一目惚れして

アベックの集る展望台の夜

かけっぱなしの秋の掛軸

今どきの茶髪ピアスの高校生

久々の友と二人の風炉名残り
夜の虫の音絶えだえとなる

宇宙旅行は夢の又夢

月光の更けゆく程にきらめきて

潮の岬地球の丸さすこしみえ
まっすぐ立たぬ卵ころころ

春の夜の街のざわめき人忙し

苑

ナゥタンカーの油流出冬の海

−312

正

帰路をせかせる冴返る空
ゥ雛遊び唄う子供の数え歌

住

秤鰔私嘩卦明一計印緬跨︵文音︶

歌仙終りていつか逝く春

落慶の寺苑一面花吹雪

入園式につどうママたち

村芝居子役に拍手惜しみなく

青息吐息生きるものみな

鎮守の森の木々はこんもり

寺化

苑

住

寺化

苑

美

正

十化

美

俄かに決まる婚約披露
堂々と愛を誓いて幾星霜

住

ひそかなる想いを寄せるラブレター

マラソン選手に娘も参加して

あけの月行き交う人の息白く
散歩のあとはゆっくりと風呂

祭笛遠く聞きつつ母想う
アルバム開き思い出の旅

廃線鉄路に土筆つんつん

どの家も花に埋まる過疎の里

執

筆住正花苑住美正花苑住美正花住苑美正

八大阪・連句愛好会ｌその三Ｖ

歌仙﹃島の春﹂
青々と海は凪ぎたり島の春

外車も止る無人売店

文子捌

西野愛子
栗原富子

ナォ古都の里堂守りひとり泥田打つ

羽衣伝説余吾の夕映え

授業中餌をくれよとタマゴッチ

生徒のさわぎ教師巻きこむ

雪の舞う滑走台の夜は静か
梢の明りに影の寄りくる

カチュウシャの末路いかにと子に問はれ

次の世代の思いみる恋

肌の色眼の色などは問いません

斉藤真理子

収穫祭に集う若者

月明り葦間に眠る雁のかげ

築地の松に秋の夕焼け

う1つ

うすき日ざしに三分咲く梅
山笑う吊橋ゆする子等のきて

虫の音しきり坪ほどの庭

ナゥ淋しさの友と飯食う昏はやし
退屈しのぎに手づくりの菓子
愛

岡本玉枝
道下菊子
井筒正子
田村郁子
岩位文子
中村房恵

花追うてカメラ片手にあたらこち

−つ」フー

十六夜の月静かなりピルの街

ほのかに残る若き日の艶

ゥしきたりを語る古老の秋深し

男の夢に女ほ塾えむ

いたわられ又は無視され息災に

真

かすむ野焼の煙うっすら

郊外の小さき農園吾を待つ
あたりにひびく谷川の音
玉

一巨田

五百羅漢も眠りたるやに

菊

更けし夜の湯舟ひたひた風出て

帰路遠し夕立晴れて月のぼる

正

拝鰄地癖二朋一叶叩題︵文音︶

鮎手みやげに珍客のみゅ

郁
文

報道のヘリ爆音を撒く

房

レガッタの水面にうつる応援旗

旅立ちの朝うぐひすを聞く

満開の花縫うてゆく緋の袴

文房郁正菊玉真富愛房文郁正菊玉真富愛

八大阪・連句愛好会ｌその四Ｖ

歌仙﹃夏霧﹄
ゅらる紅大賀蓮池

夏霧の風土記の丘を沈めけり

愛子捌

井筒正

岩佐文

佐藤一県

西村愛

栗原一邑

急降下リフトにすがり笑はれて
道下菊

窓に吊るした鈴虫の篭

岡本玉

中村房

ナォ蚕飼い趣味の団扇をつくる人
手染めの上着ポプリかほらせ

野良仕事一坪農園さまざまに
灯りのもれるもの書きの部屋

大輪むなし縁の夕顔

しらじらと追悼の句座蚊遣り継ぐ

赤きヒールのリズムかろやか

カリョンの音を聞きつつ彼の来る

夕餉の支度旅にあふれて

いたわりて車椅子押す若き夫

傾きながら秋の鯖船

ふるさとの港の月に技光る

朗々ひびく神官の声

ナゥ酔客の定評あやし紅葉坂

老舗にならぶ菓子のいろどり

城山を巡る堀川橋多し

夜のしじまに遠蛙きく

見上げれば花は盛りをすでに過ぐ

平成九年二月十六日首尾︵文音︶
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﹁夢港博﹂日ごと賑わう
校庭にポール残して月高し

灯をつけて門に待つ母

ゥ初嵐帽子とられてふためく児

廃船の朽ち砂の乱れて

裏木戸を抜けて浜辺に走る影

洋楽を聞く朝のひととき

勉学の希望をのせて空をゆく
平等院弥陀のうなじに寒の月

雪ちらつきて山の色濃し
老うふたりバスやりすごす立ち話

快速列車麦の彼方に

土産物屋に眼鏡忘れて
坂のぼる打吹公園花の雨

富正文江正愛菊富眞正文枝子子子理子子

村

田

郁

房郁富正郁房眞玉愛菊冨眞文子房玉愛菊

ハ仙台・連句会﹁Ｚａ﹂ｖ

歌仙﹃木橦咲く﹄
木橦咲く伝言板に明日発つと

家並を遠く淡色の月

新図書館待たるる秋の灯ともして

無口の息子この頃ご機嫌

すえ

萱場健之捌

径

南

房

中島房子
伊藤南三
若生芥子
佐藤無風
伊藤鈍子
高橋径

宮腰滝

※

﹁いんびんかたり﹂といわれる漁師鈍

ナォはや鰊かもめに問えば糞ぽとり径

子の電話簡単明瞭宵の星滝

誤字の看板目印にして無
白糸の滝窓越しに見る滝

来てみれば三階建ての葎宿南

天神様私の絵馬を先にして径

南
恋通信はインターネット
いさかいも幸せのうち夜明けまで芥
向かいの小屋で猫がじゃれてる房

残業おえて終電に乗り芥

おさなど

幼児が指さす空に月のぼる無

ベストセラーは先週と同じ滝

ナゥ穴まどい今日はいいことありそうな南

これっきりこれっきりと流れる声無

紫匂う春辺を惜しむ芥

はじめて入る北の居酒屋無
男坂ひと息いれる花の下芥

平成九年八月二十五日首

︵於・エルパーク仙台セミナー室︶

平成九年十二月二十七日尾

※﹁へそ曲り﹂のこと
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青胡桃川の流れにとどきそう

たたかい破れかぶと虫過ぐ
ニーハオざよく
ゥ休好と玉を売る娘の長き脚
抱きしめてふとシャボンが匂う

女傘借りて裏戸をそっと出で

本郷駒込団子坂下

ひとくるまゆきかう朝の交差点

遠い山からもののけ便り

狼の喬友として冬の月

人形の衿からっ風ちぎり
豆腐屋の声の届かぬ裏長屋
せかせか帰るうちの宿六
大川をゆったりつづく花筏
日暮の駅に春を惜しみっ

芥南鈍房径滝南鈍

八仙台・連句会ひらめきｖ

歌仙﹃明日香びと﹄

柿椀ぎて食へばわれも明日香びと

十三夜のせまるやかな山

狩野康子捌

ナォ弥生尽島への荷物つみ込まれ雄

心に重き農機具の付け良

﹁あら天子様が通った﹂静寂千

風切羽が残る一本康

夕立過ぐ描きし色を彦ませて裕
跣足のままで跡を追ひかけ康
貴婦人と呼ばれし方と藁の中史

飛ばされぬやう掴む夏帽

ショベルカー獣めきたる首を上げ

路傍で何を商ふのやら

雄

高橋良雄
田中裕子

北寿雄

ナゥ新酒利く愚直の頬のほどけをり秀

国籍不明の虫がふらふら裕
草双紙挿絵の月は僅々と良
東司に飾る銀のえのころ千

ゆっくり溶けるチョコレートボンボン裕

ゥ新しい地図携へて帰省する

裕

中田早苗
狩野康子
中村孝史

いつの間にやら少女大人び

小岩秀子

玩具箱の奥まで秋の気が満ちて

意地悪な餓鬼大将の恋心

史

平成九年十一月二十日首
平成十月四月二十三日尾

︵於・パル・長町︶

八十翁が陽炎に佇っ良

子の荷に熊の縫ぐるみ入れ苗
花の雲ひんやりとする至宝展秀

梓川穂高を望む河童橋千

年功序列細る昨今史

空港へタクシーひたにとばしたる秀

暗証番号言ひそびれたり
粘菌の生態研究ひもすがら

史

康

佐藤千賀子

雄

井田

ハーブティにはベルギーワッフル

冬の月厳然として世を見据え

原野の果に走る狐火

千

うせん

小川芋銭の出物に積める木の葉っぱ

裕

拝田

春立つ朝の夢透きとほる
鴉啼く窓を開けずに思ふ花
鳥居を洗ふ波は長閑けし
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八横浜・連句会遊子座ｌその一Ｖ

歌仙﹃雨恋し﹄

緑陰深く腹這いし犬

雨恋し風侍月の夜明け哉
ふろしきの柄半襟に良し

中元の中まで熱のこもりいて
望くだり五弦の琵琶の奏さる鼻

庵の籠に手折る残菊

ゥ色烏のしばし訪れやがて去り

和田忠勝捌

栃木やよひ

和田忠勝
木谷英子
大駒泰子
中井淑子
和田洋子

洋

大駒誠一

ひ

泰

稲荷の幟続く裏山

鬼か蛇か心も冷える怪事件

泰

震え止めてとしがみつかれる

本当の歳が判ってしりごみし

苦心の祝辞仲人の愛

勝

シーサイドホテルに月のクリスマス

通用口の雪達磨溶け

英

洋

淑

淑

燃えるゴミ燃えないゴミを分別し

不安ひろがる生保年金

元気に産まる仔猫六匹

讃岐ゆく遍路の笠に花か興り

ナォアトリエの日永にブルーしぼり出し洋

偏屈寄行著名人逝く

お茶うけの漬物みんなおつながり洋

デイトの記念瀬戸の深鉢英

湯上りの浴衣美人に一目惚れひ
残り香かすかハンモック揺る泰

火星面パスファインダー垣間みせ英

どさ廻りにも追っかけがいて

ブラームスだって酒場のピアニスト洋

オセロゲームは逆転の妙英

船頭さん川面の月を散らすなよ

全集を読む窓に糸瓜淑

ナゥ当り鉢膝で押さえてとろシ摺る洋

マラソンの児の遅き夕食泰

小春日に若者群れてしゃがみこみひ

旅行案内丸印っけ勝

定年を迎えるときは花の頃ひ

︵於・綱島松聰軒︶

肥沃の土に葱の擬宝珠淑

平成九年七月六日首尾
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ハ横浜・連句会遊子座ｌその二Ｖ

歌仙﹃秋の雲一
木谷英子
和田洋子

和田忠勝捌

翔び立つ烏に淡き昼月

一刻は富士を隠せり秋の雲
栃木やよひ

大駒誠一

和田忠勝
大駒泰子

パッチワークは祖母のご自慢

子等開く弁当に萩こぼれきて

尽きぬ話題に燗酒を酌む

ブランドのリュックは街で背負うもの

淑

中井淑子

洋

ドラフト会議運命を分け

ゥ初詣大遠投のお寳銭
ノッポの彼に背伸びしてキス

洋

英

ひ

玉の輿乗らなかつたは聞き飽きた

妻ばかり海外旅行忙しく
新名所なるダイアナの墓

月暑し度胸試しの殿に

見出し気になる株価暴落

淑

ひ

洋

泰

揺れて光れる蜷群れる川

地下駅の案内の声くぐもれる
エスカレーター右側をあけ
リハビリに訪ねし里は花吹雪

ナォ表装は古代紫のどけくも淑

お濃い茶席の松風を聴く英

緊張に耳朶までも赤くなり泰

ちょっかい出してお家騒動淑
再婚をすれば老後の看護婦にひ

熱き甘酒ふうふうをして洋

着る人も少なくなりし組の羽織

京の小路の細き格子戸洋

生牡蠣のメニュー太字でせまりくる勝

コレクションにと箸袋まで英
帰路急ぐ月を友とし影と我泰
詩集を解けば紅葉ひとひら洋

ナゥ末枯にサッカー勝っのニュース来て勝

起死回生の写真集出る

受話器とり留守番ですとすぐに切りひ

朝寝の続きすぐにとろりと洋
花筏寄り添いしま蚤漂いぬ英

︵於・綱島松聴軒︶

折紙のごと浮かぶ連凧泰

平成九年十一月二日首尾
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浅沼漢捌

さざなみさやぐ吐息高まり

ハーブテイー香らせてゐる午後三時

荘々と太白を見てまた眠る

そ﹄つべ弾つ

僕だけいす
べる走錨現象
ぬ

カメムシに似たロボットも住み

人間の野犬に喰はれる東京区

水底の薄明銀板写真の朝

崖にバーボン・ボトル捨てさり

梨の花はて山姥は山廻り

長江おぼろムンクの叫び

恐竜の骨あらはるる春霞
博物館に子らの列なす

禮掌瑛禮掌雅

禮雅〃掌瑛雅

ハ横浜・連句パワーｖ

オン座﹃烏撒図﹄
六句

ＵＶカット・サングラスにて

下山田禮子

君の命は俺がもらった〃

アシタカとサン美しき物語礫
はるあかつき

春暁のプロフアイリング禮

まほろばの山のあなたに死体遺棄掌
はくざうきよ

彗星がまく花の塵消えゆきて雅
白象居ではみんな麗らか執筆

︵於・豊島区白象居︶

平成九年八月十三日首尾はくざうきよ
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一一／

麦秋や夢の一部は烏職図
首太き大工は鉋かけつづけ
夕餉できたと母の呼ぶ声

瑛

掌

大島雅美
浅沼漢
山本享

風土記のページ金風が繰る

いざやいざさても催馬楽萩の月

ふみ

こんなとき文書き扇引きさいて

菊の色もて髪を染めたし
なまあし

生足はルーズソックス履きやすく
ネタがわれてるサイコサスペンス

初雪にポーの鴉の羽ひろげ

千年たったら同時代人

瑛禮雅禮雅掌

八東京・連楽会ｖ

大雪と右往左往の都ぴと
岡本秀

加藤良

中村洋

歌仙﹃大雪と﹄

かまくら造り子らの歓声

高畑自遊捌

Ｋ点を越えるジャンプに期待して
高畑︷日

伊藤緑

ナォ特攻を見送りし丘かげろえる雨

地ワイン人気村をうるおす之
涙して肩組み合って勝ちの味右

ファッションショウ白い水着の眩しかり右

夕の明星光いやます遊

遠峰にかかるひとひらの雲雨

差し向かいにて川床にくつろぐ遊
鹿の餌やる妻に手を添えもして之

少年使節歓迎の渦雨

水平線島々かすみ船の旅道

あわてふためきざくろ燗笑之

海こえてペルリ・ハリスの見たる月右

ナゥ秋の潮リズム乱さず寄せ返し遊

情報はなれ心遊ばせ遊

敗れし員い目そぞろ身に沁む遊
漫画読む三十五歳なさけない道

水車が響く里ののどけさ之

飛騨路行混浴と聞き花はあと右

︵於・セシオン杉並集会堂︶

蓉鰄什斡琵朋二コ信明雷︵中間文音︶
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第九の電波世界を結ぶ
満月に導かれつつ烏の棹
ナイター延長銀河おぼろに

ゥ何処より漂い来るか木犀は
寂聴源氏のいのちなまめく
幾つ咲くロマンスの華北信濃

二人で一つ鋳し金メダル
帰郷してわつと囲まれビール浴び

鯉幟立っ岐路道祖神

行き着かぬ近くて遠き田舎みち

たち停りては咳こめる杖
拝殿の脇に知らるる帰り花
陽射しに浮かぶ算額の円
世の病根きっぱりと絶つ国手待つ

起死回生の春を夢みし

道遊雨之遊右之右遊右之遊右雨遊道之右

八山梨・和光大学ｖ

﹃和光連句︿卯﹀﹄
︲１１１未完Ｉ

ちいさなハート遠くさらわれ

岬の果て﹁第二ボタン﹂を投げた海

無流斎

釣糸

山左右

釣糸

青いひとみが追う烏の影

赤いくつ故国を想い空を見る

スカジャンでジェット機操縦する気分

子の子

左折難し初心者マーク

釣糸

王里庵

楽雲子

王里庵

釣糸

そぞろ歩くや凱旋門へ
石畳枯れ葉流れて君思う

子の子

山左右

子の子

不倫を秘めて栗をむく妻

釣糸

すすきの原に遊ぶ風の子

摂家

山左右

王里庵

夜ふかしもワールドカップのためならば

なごやかに言葉ひかるや山笑う
ひばりうたうよ川沿いのみち
あたたかな水面打って魚とぶ
小石ぴょこぴょこ波幾重にも
無流斎

子を寝かせ寄りそう肩に伊賀の月

山左右

小菊

歓声に囲まれている諏訪の月

楽雲子

山を渡るか鹿の鳴き声

止まり木に咲く懐かしき夢

おもかげは揺れる野菊の髪飾り

楽雲子

山左右

無流斎

ホトトギス逢瀬のたびに唄いたる

遠き雪崩にガラスふるえて

所かまわぬ電話かしまし
講演も佳境に入り安旅館

子の子

山左右

無流斎

霞

やみの夜ふけは巨人が歩く

古橋の渡る足元ぐいと鳴り
とびこみもせず蛙鎮座す

無流斎

遭難の友眠る嶺冴ゆる月

やっと卒業記念の旅行

釣糸

花ざかり親のこごとを背にあびて
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連句協会支部
連句協会愛媛県支部

連句協会岩手県支部

支部長渡部伸居
事務局宇都宮柏葉

顧問小林文夫
支部長小原啄葉
副支部長志和正巳菅原多つを
事務局沼宮内凌子
〒020‑01盛岡市西青山2−4−41

〒791‑02松山市南梅本町619
(089‑975‑3251)
連句協会関西支部

(0197

支部長近松寿子
事務局
同
〒567茨木市北春日丘2−13−7
（0726 23‑8817）

(0762

5164)

連句協会栃木県支部
支部長中尾硫苦

副支部長高井利夫・田中きみ
田浪富布
事務局長富田昌宏
〒3294406栃木県下都賀郡大平町

連句協会石川県支部
支部長中田風来
事務局
同
〒929‑03石川県河北郡津幡町字

加賀爪二3

46

下皆川721
(0282 43

2664)

津幡町役場

88‑2121)

連句協会富山県支部

支部長志田延義
事務局
〒930富山市大手5 l
富山新聞社内

連句協会三重県支部

顧問名古則子
支部長村田治男
事務局喜多さかえ

(0764

〒516‑0008伊勢市船江1−9−29
（0596 22 3317）

91

8111)

連句協会香川県支部

支部長渡邉陽行
副支部長植松晴子・廣谷青石
連句協会埼玉県支部
顧問金子兜太

大平青竜子

事務局渡邉陽行
〒764香川県仲多度郡多度津町

支部長宇咲冬男
事務局小林しげと
〒334鳩ケ谷市桜町4
(0482

81

青木169
(0877‑33 0549)

11−35−1

8161)

大分県連句の会
支部長佐々木均太郎
〒874‑()902別府市青山町2‑72

岐阜県連句協会
会長国島十雨
事務局伊藤白雲

(0977

26‑4476)

〒503大垣市室村町4−156
（0584

73‑0774）

連句協会広島県支部
支部長高橋昭三
事務局同
上
〒731‑0223広島県安佐北区可部

連句協会千葉県支部

顧問東明雅・今泉忘機
支部長上田渓水(代）

南4−5

事務局

47

（082‑815‑1914）

〒272‑0021

市川市八幡2

伊藤薮彦方(047

8−2O

334‑5606)
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2． 特別会計
（経常会計）

（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。
（常任理事会）
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。

出にあてる。

（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。

（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。
l. 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．

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

役員の選任

4．
5．

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）

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

（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
ことができる。

（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9章解

散

（解散）

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1()月1日とす

するところによる。

第7章会
計
（会計の種類）
第26条この会の会計は次のとおりとする。
L経常会計

る。

平成2年9月1日一部改訂。
平成8年6月23日一部改訂。

『連句協会』顧問・名誉会員・評議員及び役員名簿
(顧
問）
(名誉会員）

大林杣平・暉峻康隆・東明雅
今泉亡機･小松崎爽青･草間時彦・

常任理事浅野黍穂・磯直道・伊藤薮彦・
川野蓼艸・小林しげと・式田和子・

永田黙泉

(評議員）

秋元正江･江森峰雲･片山多迦夫・
加藤耕子・品川鈴子・関川竹四・
牧野巌・松永静雨・真鍋天魚

白根順子・鈴木春山洞・寺岡情雨・
富田昌弘・中尾青宵・引地冬樹・
宮下太郎･森三郎
理
事池川蛎谷・井門可奈女・伊藤白雲・
内田素舟・小川広男・唐渡北勢子・
狩野康子・中川哲・名古則子・
西幾多・二村文人・福田多ろを・
矢崎藍
国民文化祭担当理事佐々木均太郎く大分＞
監
事城戸崎丹花・藤井治

(役

員）

会

長

副会長上田溪水・宇咲冬男・國島十雨・
近松寿子

理事長土屋実郎
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’

｢連句協会』規約
第1章総

則

（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

第4章役

第11条この会には次の役員を置く。
1． 理事35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
び常任理事は理事会の互選でこれを定める。

（目的）

（理事の職務）

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

第13条
1． 会長はこの会の業務を総理しこの会を代

的とする。

2．

（事業）
第5条この会は前条の目的を達成するために
全国大会および地方大会の開催
会報（隔月）の発行
連句年鑑の出版
連句協会賞の選定
国民文化祭への参加
その他前条の目的を達成するために必要
な事業
第3条会

員

（種別）

第6条この会の会員は次のとおりとする。
l. 正会員
2． 賛助会員
3． 名誉会員
（入会）

第7条正会員または賛助会員になろうとする
者は入会金2千円と所定の会費を納入するこ

る。

5．

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）
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。
（顧問）
第17条この会に顧問を置くことができる。顧

とにより入会できるものとする。

失する。
l.

退会したとき

2．

理由なくして会費を1年以上滞納したと
き

（退会）

理事は理事会を組織して業務を行う。

（監事の職務）

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

（会費）

第8条この会の会費は次のとおりとする。
l. 正会員
年額3千円
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

表する。
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

次の事業を行う。

1.
2．
3．
4．
5．
6．

員

（種別）

会長の諮問に応じる。
（名誉会員）

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）

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
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

じる。

を会長に提出しなければならない。

第6章会
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議

今云

連句協

規約

’

(0474‑48‑7260)会員10名

連絡先2160005川崎市宮前区十
橋6‑15‑1A214池央欣(044855‑

落柿舎連句会

8546）

奥西
保
連絡先6168395京都市右京区嵯
峨小倉山落柿舎(075‑881‑1953）
会員9名
榛炭会

蒲
幾美
師系・中村俊定連絡先215‑
0013川崎市麻生区王禅寺767‑36
蒲幾美(044‑9558726)会員8名

若泉連句会

川田章夫
師系・宇咲冬男連絡先372‑
0842伊勢崎市馬見塚町11214川
田章夫(0270‑32‑8410)会員8名
和光大学

深沢眞二
連絡先4060002山梨県東山梨郡
春日居町別田520‑3深沢眞二

連句愛好会

柴崎正寿郎
連絡先2410801横浜市旭区若葉
台2‑24‑1402柴崎正寿郎(045‑

922‑2851)会員30名
連句会「Za」
伊藤直子
連絡先981‑8003仙台市泉区南光
台3‑3‑9伊藤直子(()22 233‑
7732)会員9名
連句会遊子座
和田忠勝
師系・清水瓢左連絡先223‑
0052横浜市港北区綱島東5‑22‑4

和田忠勝(045531‑7174)会員12
名

連句「笹」
伊藤敬子
連絡先465‑0083名古屋市名東区
神丘町2‑51‑1伊藤敬子(052‑701
‑5050)会員7名
連句研究会

小林

梁

師系･松根東洋城･野村喜舟連

絡先338‑0805浦和市針ケ谷4‑4‑
8小林梁(0488‑32‑5828)
連句パワー
浅沼

瑛

師系・眞鍋天魚連絡先241‑
0825横浜市旭区中希望ケ丘97‑
14浅沼漢(045362‑2717)会員
3名
連楽会

高畑自遊

師系・阿片瓢郎連絡先168−
0063杉並区和泉4‑26‑15高畑自
遊(033323‑2454)会員6名
鹿吟舎

池

央耽
つ句

一フ竺一

0312愛媛県温泉郡川内町則之内
乙1887池川蝸谷(089966‑3608）
会員30名

中尾青宵
師系・國島十雨連絡先227‑
0043横浜市青葉区藤が丘2‑25‑2

中尾青宵(045973‑1760)

木原幹雄
連絡先185‑0014国分寺市東恋ケ
窪2‑29‑3林義雄(0423241831)
会員24名

渡邉
博
師系･宮下太郎連絡先152‑
0()()1目黒区中央町2‑25‑1204渡
邊博(03‑37136709)会員10名

渡部伸居
連絡先7910245松山市南梅本町
609宇都宮柏葉(089‑975‑3251)
会員20名
松山連句教室

PC‑VAN電脳連句

員13名
目黒連句会

松山連句協会

菱の実会

連絡先1080074港区高輪2‑151
‑302原田千町(033445‑6462)会

師系・阿片瓢郎連絡先173
0005板橋区仲宿588‑603(03‑
3964‑4372)会員3名

松永静雨
師系・宇田零雨連絡先790
0045松山市余戸中2‑13‑19井上
弥生(089‑973‑6055)会員10名

メヌエット−若い現代連句の会
川端秀夫
連絡先152‑0035目黒区自由が丘
2159高橋ビル302メヌエット
の会事務局(033724‑4263)会員
3名

摩天楼連句会

ひよどり連句会

品川鈴子
師系・橋間石連絡先651‑
1123神戸市北区ひよどり台l 17
‑1品川鈴子(0787432221)会員
34名

星野石雀

師系・野村牛耳連絡先262
0046千葉市花見川区花見川26‑
105星野石雀(043‑286‑0725)会
員6名

杜

座

喜多さかえ
師系・清水瓢左・名古則子連
絡先5160008伊勢市船江1‑9‑29
喜多さかえ(059622‑3317)会員
15名

窓連句会

ひらめき連句会

狩野康子
連絡先9810924仙台市青葉区双
葉ヶ丘2512(022‑271‑0005)会
員8名

小林和恵

師系・名古則子連絡先154
0004世田谷区太子堂3‑5‑13小林
和恵（03‑3413‑4431)会員18名

やまくに連句の会
水谷純一郎

連絡先871‑0712大分県下毛郡山
国町守実水谷純一郎(097962
‑2009)会員33名

摩耶連句会

広野連句会

村木佐紀夫
連絡先520‑0026大津市桜野町1
13‑16村木佐紀夫(0775‑22
5444)会員15名

佐野千遊
師系・橋間石連絡先654‑
0075神戸市須磨区潮見台町32‑
3O佐野千遊(078‑7310334)会員
11名

山利喜会

つ急はり

粒針
修
連絡先3640014北本市ニツ家2−
51粒針修(0485‑92‑8951)会員4
名

風蘭社連句会
若尾よしえ

師系・東明雅連絡先155‑
0033世田谷区代田3‑1022若尾

よしえ(033422‑6874)会員8名

やみつくば会

丸亀連句会

廣谷高士(胄石）
師系・鈴木春山洞連絡先763‑
0031丸亀市城南町758廣谷高士
(087722‑4201)会員6名

下房桃蓄
連絡先6900823松江市西川津町
1060島根大学文学部内(0852‑32
6206)会員6名

藤が谷連句会
瑠沙連句会

三重県連句協会
藤沢市鵠沼藤が谷1720橋本滿

村田治男
連絡先516‑0008伊勢市船江1−9−

喜子(0466‑22‑5855)会員8名

29喜多さかえ(059622‑2317）

師系・東明雅連絡先251‑0031

斉藤吾朗

狩野康子

連絡先981‑0924仙台市青葉区双
葉ケ丘2‑5‑12狩野康子(022‑271
0005)会員15名

師系・宮下太郎連絡先445
0806西尾市伊藤町伊藤前15‑1斉
藤吾朗(0563‑57‑8332)会員12名
三豊連句会

匂玉の会
竹内茂翁

連絡先516‑0036伊勢市岡本1‑4‑
27竹内茂翁(0596‑254711)

植松晴子
連絡先769‑1613香川県三豊郡大
野原町花稲907(0875‑52‑2137）
未来図連句会

松喜久会
藤井

浩

0014横浜市港南区上永谷320‑
34士屋実郎(045‑843‑8059)会員
15名

三河連句会

北杜連句塾

土屋実郎
師系・清水瓢左連絡先233‑

鍵和田柚子
−31−

葉門連句会

井口昌亮
師系・宇田零雨・木村葉山・磯
直道連絡先1550033世田谷区
代田2‑9‑1福島新吾(03‑3414‑
8426)会員1l名
よみうり文化センター京葉
引地冬樹

師系・今泉宇涯連絡先274‑
0812船橋市三咲83‑20引地冬樹

實子(042745‑0407)会員3名

−4二村マンション205中島まさ
し(033407‑5368)会員20名

徳島連句懇話会
鈴木

漠

連絡先770‑0868徳島市福島1‑10
‑16梅村光明(0886‑521989)会
員5名

猫蓑会
東
明雅
連絡先4130016熱海市水口町5
50ベルクレール熱海602杉内徒
司(0557‑826460)会員105名

八戸俳譜倶楽部

関川竹四
連絡先0310812八戸市湊町上の
山55‑2関川竹四(017833‑3432)

’

会員58名
花野連句会
小出きよみ

師系・根津芦丈・東明雅連絡
先3900821松本市筑摩東2419小
出きよみ(0263‑25‑5436)会員11

都心連句会
大林杣平

連絡先2330014横浜市港南区上
永谷3‑20‑34土屋実郎(045843‑
8059)会員40名

乃木坂散人連

古館曹人

10‑202古館曹人(033262
9350)会員3名

富山県連句協会

名

師系・宇田零雨・宇咲冬男連
絡先1020082千代田区一番町20

はねだ連句会

内海良太

師系・名古則子連絡先216‑

連絡先930‑0123富山市呉羽富田
町414318二村文人(0764‑36‑
白白』（ﾉ

とよあけ連句会

永坂博美
師系・矢崎藍連絡先470‐
1152豊明市前後町仙人塚1736‑

6名

窪田

長尾連句会
砂井斗志男

師系･渡邉陽行連絡先769‑

10名

黒田耕三
師系・鈴木春山洞連絡先791
8083松山市新浜9‑25黒田耕三
（0899‑51 2889)会員9名
If

ろしゆ

鈴木春山洞
師系・松根東洋城連絡先791
8061松山市三津1‑3‑13鈴木春山
洞(089‑951‑0064)会員30名

俳話接心

岡本星女

師系・岡本松濱・阿波野青畝・
岡本春人連絡先555‑0024大阪
市西淀川区野里2‑11‑16メロデ
イハイム塚本502岡本星女(06
477‑7445)会員オープン制

2302香川県大川郡長尾町西683‑

10砂井敏夫(0879‑524391)会員

川

芭流朱連句会

4009)会員78名

豊島呑烏
師系・鈴木春山洞連絡先790‑
0844松山市道後一万11‑13豊島
正憲(089‑926‑2331)会員7名

がわ

祓

薫

連絡先0600006札幌市中央区北
6条西23‑218窪田薫(011‑631

どん・あ・ くらぶ

はらい

俳譜寺芭蕉舎

144永坂博美(0562‑92‑1030)会
員18名

0001川崎市宮前区野川3138 17
山口和義(044‑777‑2460)会員8
名

俳諸工房

窪田阿空
連絡先3591152所沢市北野521‑
10窪田阿空(042948‑6618)会員

ィ)ワ目ワ､

俳話田園(協会主催）
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
が丘225‑2中尾青青(045‑973‑

B

面

小林純子

連絡先121‑0015三鷹市大沢5‑2‑
2小林純子(0422‑31‑3377)会員
4名
ひいらぎ連句会

小路紫峡

1760)

習志野連句会

師系･阿波野青畝･岡本春人連
絡先6570065神戸市灘区宮山町

鴇田秋甫

連絡先275‑0002習志野市実籾町
2‑80鴇田秋甫(0474‑726270)会
員15名

白塔歌仙会

佐藤俊一郎
連絡先350‑0275坂戸市伊豆の山
町1730会員11名

燧連句会

南草連句会
田島竹四
連絡先517‑0506三重県志摩郡阿
児町国府1120‑69田島竹四
(05994‑3‑1846)会員7名
にほんご連句会

岡本康子
連絡先182‑0006調布市西つつじ
が丘252岡本康子(03‑3326‑
0496)会員10名
日本作家クラブ連句会
市村美就夫
連絡先150‑0012渋谷区広尾317

2‑7‑15ひいらぎ発行所(078821
‑0550)会員60名

芭蕉記念館連句会
宇咲冬男

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先262‑0031千葉市花見川区武
石町1‑75阿部朝子(043273
7543)会員20名
ぱせ

り

R世里連句会

大野国士

師系・東明雅・國島十雨連絡
先501‑6081岐阜県羽島郡笠松町
東陽町1(058‑3872035)会員20

植松晴子(晴峰）
師系・鈴木春山洞連絡先769
1613香川県三豊郡大野原町花稲
907植松晴子(0875‑522137)
日ノ出連句会

山根於京
連絡先519‑0600三重県度会郡二
見町茶屋50‑9山根於京(059643
2112)会員7名
東松山連句会
池川蝸谷

名

師系・阿片瓢郎連絡先791
−30−

絡先3990025松本市寿台4‑5‑3
宮坂静生(0263‑57‑2461)会員40
名
新庄・氷室の会

絡先519‑0503三重県度会郡小俣
町元町1718村田治男(0596‑24
1324)会員10名
埣啄会

永沢安栄
師系・笹白州連絡先996‑
0082新庄市北町5‑19会員6名

森
三郎
師系・石沢無腸連絡先369‑
1203埼玉県大里郡寄居町寄居
982森三郎(048581‑0077)会
員10名

新庄北陽社

内田
武
師系・春秋庵幹雄連絡先996
0035新庄市鉄砲町3‑71内田武
(0233‑221285)会員37名

蒲
幾美
師系・中村俊定連絡先215‑
0013川崎市麻生区王禅寺767‑36
蒲幾美(044‑955‑8726)会員11
名

名和未知

連絡先1820012調布市深大寺東
醍醐連句会

4907)

土筆・有楽帖三吟会
連絡先214‑0039川崎市多摩区栗
谷1416遠藤嘉章

篠
岡田史乃

師系・鈴木香歩連絡先107‑
0052港区赤坂6‑94301岡田史

筑波連句会
引地冬樹

師系・今泉宇涯連絡先272‑
0812船橋市三咲8‑3‑20引地冬樹
(0474‑48‑7260)会員10名
つたの会

砂井敏夫
師系・渡辺陽行連絡先769
2302香川県大川郡長尾町西683‑
10砂井敏夫(0879‑52‑4391)会員

すず

乃(03‑3582‑0081)

中央連句会(協会主催）
連絡先2300052横浜市鶴見区生
麦31616連句協会(045‑501‑

染井の会

深大寺連句会

町714‑8名和未知(0424‑85
1629)会員14名

根町羽根野800‑55城依子(0297
68‑4424)会員7名

高木一恵
連絡先270‑1471船橋市小室町
2804高木一恵(0474‑57‑2912)会
員7名

10名

津幡連句クラブ
大智院連句会

岡本耕治
師系・名古則子連絡先51]−
1112三重県桑名郡長島町大倉1−
450岡本耕治，会員8名

裾野連句会

高橋路草
連絡先410‑1118裾野市佐野1490
‑2(0559‑92‑3874)会員16名

第六天連句会
清流連句会

浅野黍穂
師系・上甲平谷・清水瓢左･今

戒能多喜
師系・宇田零雨・松永静雨連
絡先791‑0312愛媛県温泉郡川内
町大字則之内乙2590‑3会員7名

泉忘機連絡先272‑0836市川市
北国分1‑2‑19星野恵則(047372
‑6448)会員30名

中田風来
師系・今泉宇涯連絡先929
0325石川県河北郡津幡町字加賀
爪二3津幡町役場中田風来
(0762‑88‑2121)会員36名
つらつら吟社

山岸れい子
師系・名古則子連絡先516‑
0079伊勢市大世古3‑8‑24山岸れ
い子(0596‑28‑1395)会員7名
電通連句会

浅春連句会

多度津連句会

谷敷
寛
連絡先1120003文京区春日2‑25
‑2谷敷寛(03‑3811‑8519) 会
員7名

渡邊陽行
師系・鈴木春山洞連絡先764‑
0003香川県仲多度郡多度津町青
木169渡邊陽行(0877‑330549)
会員6名

宗祇法師研究会

林
茂樹
顧問・金子金治郎連絡先521‑
1200滋賀県神崎郡能登川町泉台
215‑24林茂樹(0748‑422037)
会員8名

多摩連句会
宮下太郎
連絡先206‑0013多摩市桜ケ丘1−
531O宮下太郎(0423‑747002)

工藤真理子
師系・野村牛耳連絡先182
0035調布市上石原2‑27‑9川野蓼
艸(0424‑85‑5480)会員10名

村田治男
師系・清水瓢左・名古則子連

10名

想

杉山壽子

秋山正明
連絡先6610002尼崎市塚口町1−
221207秋山正明(06‑421‑

師系・東明雅・式田和子連
絡先470‑0116日進市東山26O2
武村利子(0561722392)会員10

1606)会員13名

名

ちばらき連句会

創の会

東京義仲寺連句会馬山人記念会
師系･野村牛耳･高藤馬山人連
絡先182‑0035調布市上石原2‑27
‑9川野蓼艸(0424‑85‑5480)会員

桃雅会
丹

草門会

逸見
篤
連絡先1040045中央区築地1‑1l
電通マーケッティング局逸見篤
気付(03‑3544‑5468)会員20名

藤川祐子
師系･今泉宇涯･藤咲ひろし連
絡先300‑1636茨城県北相馬郡利
−29

桃天樹ﾛ金聚
赤田玖實子

師系・三好龍肝連絡先228‑
0802相模原市上鶴間395赤田玖

会員5名
小瀬川連句会

永野
薫
連絡先7390646広島県大竹市栗
谷町大栗林739永野薫(08275

ころも連句会

矢崎
藍
師系・東明雅連絡先473‑O913
豊田市竹元町ニツ池6‑44加藤治
子(0565‑532224)会員22名
さがみ連句会

山元志津香
師系・宇咲冬男連絡先215
0006川崎市麻生区金程4‑9‑
8(044‑955‑9886)会員10名
佐久良連句会
井門可奈女

師系・栗田樗堂･富田狸通・鈴
木春山洞連絡先790‑8503松山
市湊町4‑6‑6丸三書店内井門可
奈女(089‑9318501)会員7名
さくら草連句会
小林しげと
連絡先3340001鳩ケ谷市桜町4−
11 35‑1小林しげと(048281‑
8161）

里の会

菅谷有里
師系・清水瓢左連絡先248‑
0017鎌倉市佐助1‑14‑9菅谷有里
(0467‑22‑8382)会員8名
じゃく

草間時彦
師系・山路閑古連絡先249‑
0005逗子市桜山1‑6‑16草間時彦
(0468‑71‑5935)会員4名

國島十雨
師系・各務支考連絡先501‑
1131岐阜市黒野古市場193国島
十雨(058‑2390037)会員100名

連絡先338‑0012与野市大戸4‑6‑
3丹下遙指(048‑8323727)会員
6名

本屋良子
師系・國島十雨連絡先500‐
8157岐阜市五坪145086本屋良
子(058‑2481772)会員25名

師系・寺田寅彦連絡先780‑
001O高知県高岡郡窪川町窪川
11455山崎曙(08802‑2‑2097)会
員15名
鹿の会

宮下太郎

師系・松根東洋城・野村喜舟・
阿片瓢郎連絡先206‑0013多摩
市桜ケ丘l‑5310宮下太郎(0423
74‑7002)会員40名
慈眼舎

久野溪流

師系・寺崎方堂連絡先470
1143豊明市阿野町上納91‑6鈴置
一花(0562‑92‑4521)会員25名

桐山北天

師系・寺崎方堂連絡先709‑
0441岡山県和気郡和気町衣笠
171桐山北天(0869‑92‑0807)会
員10名
上毛連句会

伊藤稜志
師系・宮下太郎連絡先371‑
0811前橋市朝倉町3‑5‑37伊藤稜
志(027‑2612297)会員15名

紫薇の会

澁谷
道
師系・橋間石連絡先558‑
0002大阪市住吉区長居西1‑92
澁谷道(06‑6911395)会員8名

しらぎ〈

大西貞女

師系・清水瓢左・名古則子連
絡先510‑0304三重県安芸郡河芸
町上野1168‑73大西貞子(0592
45‑3606)会員10名

しめいあん

紫冥庵連句会
井上鶴鳴
師系・東明雅連絡先l68‑OO65
杉並区浜田山335‑25ヒトミハ
イツ102井上鶴鳴(035930‑
3813)会員25名

しらさぎ連句会

武田玄女
師系・寺岡情雨連絡先799
1302束予市楠甲1422‑3田中一火
女(0898‑665528)会員10名

樹氷連句会

連絡先939‑8083富山市西中野本
町5‑14犬島正‑(076421‑3494)
会員5名

城

中田泰左
師系・名古則子連絡先514‑
0034津市南丸之内9‑11中田泰左
（059227‑2437)会員7名

樹林連句会

師系・林空花連絡先l77‑OO41
練馬区石神井町3‑912401草刈
澄(0339968530)会員15名

三冊子研究会

藤野鶴山
師系・寺崎方堂連絡先520
0822大津市秋葉台35‑9正風発行
所(077525‑9159)会員100名

獅子門蕊杖社

犬島正一
丹下遙指

風

正風和気支部

獅子門

どう

三尺童

正

正風大府支部

鴫立庵連句会

6‑0344）

さん

赤田玖實子
師系・清水瓢左・三好龍肝連
絡先2280802相模原市上鶴間
395赤田玖實子(042745‑0407)
会員7名

湘南吟社

小林静司
師系・根津芦丈・清水瓢左連
絡先1410031品川区西五反田6−
23‑8小林静司(03‑34922983)会
員10名

湘南連句うらら会
蒲原志げ子
師系・東明雅連絡先248‑0022
鎌倉市常盤937219蒲原志げ子
(0467‑31‑7829)会員6名
−28

尋牛会

西脇智子
師系・矢崎藍連絡先460‑8445
名古屋市中区栄4‑16‑36㈱電通
中部支社内西脇智子(052‑263
8324）
新月座

二上貴夫
連絡先1940021町田市中町322
‑17‑505二上貴夫(0427‑23‑
7060)会員11名

信州大学連句会
宮坂静生
師系・根津芦丈・東明雅連

かないわ

金石公民館俳話研究会
松本苔花
連絡先9200337金沢市金石西4−
5‑32松本苔花(0762‑67‑1045)

神田義仲寺連句会

吉本世紀
連絡先328‑0036栃木市室町l‑13
吉本画廊内(0282‑23‑3665)会員
7名

伊藤秀峰
師系・斎藤石要連絡先lOl
0047千代田区内神田1‑6‑6伊藤
秀峰(03‑3292‑0835)

かびれ連句会

く

小松崎爽青
師系・大竹孤悠連絡先319‑
1225日立市名坂町1‑3112西幾
多(029452‑3671)会員19名

観音寺連句会

さ

く

き

磯
直道
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先332‑0023川口市飯塚4‑47
磯直道(048‑251‑3033)会員

野口雅澄

連絡先7680040観音寺市柞田町
油井野口雅澄(0875‑250979)会
員8名

300名

加納連句会

小瀬秒美
師系・各務於菟連絡先500‑
8472岐阜市加納清野町14小瀬秒
美(058‑2731591)会員5名

神田分教場連句会

くさくき北九州支部

川名將義

木部八千代
師系・宇田零雨連絡先803‑
0832北九州市小倉北区都2‑7‑12
木部八千代(093651‑1393)会員
18名

師系・ねこみの連絡先232
0076横浜市南区永田台48‑16川
名將義(045‑7131388)会員6名

兜の会

山下七志郎
連絡先923‑0938小松市芦田町2
2松下京子(()761 21‑3464)会員
18名

桔梗連句会
田先由紀子
連絡先456‑0067名古屋市熱田区

くさくき松山支部

寺岡情雨
師系・宇田零雨連絡先791
0113松山市白水台412‑8寺岡情
雨(089‑923‑6028)会員10名

中出町1‑2O日比野マンション3

B(052‑683‑1376)会員3名
からむし庵連句会

根津芙紗
師系・根津芦丈・東明雅連
絡先396‑0000伊那市山寺区山本
町3185根津芙紗(0265784723)
会員18名
歌林連句会

坂手手留
連絡先236‑0045横浜市金沢区釜
利谷南2‑3922渡辺実枝子(045‑
781‑9256)会員20名
歌留蓑連句会
金子鳴陣

連絡先220‑0061横浜市西区久保
町4814金子鳴陣会員18名
夏炉の会

高橋柿花
連絡先7808072高知市曙町l‑28
‑35高橋歯科内高橋柿花(0888
44‑0409)会員20名
川内連句会

池川姻谷
師系･松根東洋城･阿片瓢郎連
絡先791‑0311愛媛県温泉郡川内
町則之内甲21531小倉靜子(089
‑966‑2781)会員8名

きさらぎ連句会

小池正博
連絡先594‑0041和泉市いぶき野
220‑8小池正博(0725‑56‑

岡部桂一郎
連絡先134‑0085江戸川区南葛西
7‑1‑6‑201松井胄堂(033680‑

暉峻桐雨
連絡先1()10047千代田区内神田
2‑125内山回漕店方内山秀子
(03‑3252‑2941)会員8名

2895)会員10名

義仲寺横浜戸塚連句会
八木荘一
連絡先245‑0067横浜市戸塚区深
谷町671八木荘一(045851‑
1655)会員17名
義仲寺連句会
師系・斎藤石嬰連絡先520‑
0802大津市馬場1‑512義仲寺
(0775‑23‑2811)会員15名

熊谷ニットモール教室
宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先3600000熊谷市上之1342‑4
中和枝(0485‑23‑7039)会員20
名
雲の会

村野夏生
師系･野村牛耳連絡先165‑
0022中野区江古田4‑182杏花村
塾(033387‑2321)

木の会

草間時彦

連絡先240‑0105横須賀市秋谷
5237藤井弘美(0468‑57‑2764)会
員限定

耕

加藤耕子
連絡先467‑0067名古屋市瑞穂区
石田町1‑36加藤耕子(052841‑

岐阜県連句協会
国島十雨

連絡先503‑0026大垣市室村町4−
156伊藤白雲(058473‑0774)会

5054）

興聖寺連句会

員80名

松永静雨

錦心会

神田川連句会

〈のいち連句会

渡部伸居
師系・野村喜舟連絡先791‑
0241松山市小野町15渡部伸居
(0899‑75‑1532)会員10名

0053)

師系・宇田零雨連絡先790
0052松山市竹原町1‑4‑1岡本眸
(089945‑1154)会員15名
郡山連句会
佐藤

淳

連絡先963‑0121郡山市三穂田町
句華苑吟社

川田東2佐藤淳(0249‑45‑0218)
−27−

岩手県連句協会

五十鈴吟社

中津秋野
師系・清水瓢左・名古則子連
絡先516‑0017伊勢市神久3‑2‑32
中津秋野(0596‑221691)会員10
名
いさよひの会

鈴木美智子
連絡先177‑0032練馬区谷原5‑20
14鈴木美智子(03‑3925‑5930)
会員4名

小原啄葉
連絡先020‑0132盛岡市西青山2
‑4‑41沼宮内凌子会員40名

香川県連句協会
会長・渡邉陽行，副会長・廣谷

高士・植松晴子事務局渡邉
陽行764‑0000香川県仲多度郡多
度津町青木169(0877‑330549)

宇宙連句会
松永静雨
師系・宇田零雨連絡先790‑
0001松山市一番町1‑1410井手
ビル1Fヴェルデュールアン大

月西女(089‑931‑0506)会員13名

香川連句会

渡邉陽行
師系・鈴木春山洞連絡先764‑
0000香川県仲多度郡多度津町青
木169渡邉陽行(0877‑33‑0549)
会員7名

NHK文化センター青山

伊豆芭蕉堂連句会
石渡蒼水
師系・斎藤石嬰連絡先414
0014伊東市弥生町3‑2石渡蒼水
(055737‑1831)会員10名

上田渓水
師系･大竹孤悠･小松崎爽青連
絡先271‑0092松戸市松戸1407上
田渓水(047‑362‑3822)会員12名

水野

市ケ谷連句会
宮下太郎
師系･松根東洋城･小笠原樹々・

市川俳話教室

師系・藤井紫影・宇田零雨・今
泉宇涯連絡先272002l市川市
八幡2‑820伊藤疎彦(047‑334
5606)会員45名
一粋会

浜本青海
師系・高藤馬山人連絡先185‑
0022国分寺市東元町1‑31‑17浜
本青海(042323‑2()10)会員12名

連絡先6168002京都市右京区竜
安寺衣笠下町l森島香代子(075

53332)会員13名

463‑1534)会員8名

おこ･おり

小郡連句会

風の香連句会

しず

河野玄磨
師系･松根東洋城･阿片瓢郎･鈴
木春山洞連絡先754000()山口

県吉敷郡小郡町津市上河野玄磨
(08397‑20599)会員5名
小野連句会
渡部伸居
師系･松根東洋城･阿片瓢郎連
絡先791‑0241松山市小野町15渡
部伸居(089‑975‑.1532)会員10名
おぼろ連句会

高橋昌民
師系・鈴木春山洞連絡先791‑
8013松山市山越2‑6‑46高橋昌民
(089‑925‑5214)会員8名

笹
貞子
連絡先9960051新庄市松本348
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7991341東
予市壬生川191‑7守口津夜子
（0898‑64‑2634)会員10名
河童連句会

矢崎硯水
師系・宇田零雨連絡先392‑
00()4諏訪市諏訪2‑10‑22矢崎硯
水(0266‑52‑0251)会員15名
勝山連句会

野間予志女
貝の会

戸田貝江
師系･阿片瓢郎連絡先183
0055府中市府中2319戸田貝江
(0422686063)会員6名

いなみ連句の会

山本秀夫

師系・二村文人連絡先932‑
0231富山県東砺波郡井波町山見
140O井波町総合文化センター内
いなみ連句の会(0763‑82‑5885）

森島香代子

隆

連絡先5014226岐阜県郡上郡八
幡町新町929おもだか家(05756‑

伴野渓水連絡先206‑0()13多摩
市桜ヶ丘1‑5310宮下太郎(0423
74‑7002)会員6名

小川邦明
連絡先999‑5201山形県最上郡鮭
川村京塚3430(023355‑2401)
かすみ会

奥美濃連句会
池袋連句会

宇咲冬男
師系･藤井紫影･宇田零雨連絡
先2270047横浜市青葉区みたけ
台2‑22臼杵瀞児(045‑9713293)
会員15名

雅秀会

師系・松根東洋城・佐伯巨星塔
連絡先79() ()813松山市萱町4‑1‑
1野間予志女(0899257789)会
員10名
花扇会
宮

海市の会
鈴木

漠

連絡先650‑0()46神戸市中央区港
島中町3‑1‑47202鈴木漠(078

会員31名

県人

連絡先344‑0116埼玉県北葛飾郡
庄和町大衾600‑4二宮方宮県人
(0487‑461443)会員5名

3022230)会員4名
歌仙・集亭

茨の会

近松寿子
連絡先567‑0048茨木市北春日丘
2‑13‑7近松寿子(0726‑238817)
会員25名

解

野刈

績

小原洋一

師系・野村牛耳・林空花連
絡先1550032世田谷区代沢1−3−
7小原洋一(()3‑3413‑6670）
26−

鴨

連絡先98() 0802仙台市青葉区二
日町10‑15 1F喫茶室｢集｣内会
員約20名

全国連句グループ概況
①グループ名②代表者氏名③師系
④連絡先（住所・電話番号）⑤会員数
（五十音順）
亜の会

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先1940041町田市玉川学園8

前田圭衛子
連絡先6638156西宮市甲子園網
引町8‑21403前田圭衛子(0798‑
46‑3713)会員15名

7‑1大平美代子(042724‑3800)

久保俊子
連絡先731‑0202広島市阿佐北区
大林町3l5久保俊子(082‑818‑

会員15名

2719）

あしべ俳譜塾
ああの会

鮎倉橋島連句会

片山多迦夫
師系・清水瓢左連絡先666‑
0013川西市美園町1‑3‑406号片
山多迦夫(072758‑3198)会員10
名

村野夏生

師系・野村牛耳連絡先165−
0022中野灰汀古田418‑2杏花村
塾(03‑3387‑2321)

奥田恵以子
連絡先737‑2100広島県安芸郡倉
橋町鹿老渡奥田恵以子(082354
1296)

鮎須川連句会

青葉連句会

梓川連句会
（.匡辿

ヤーr二z

ノL8コ

1L」

金井教子
師系・根津芦丈・宮坂静生連
絡先390‑17()0長野県南安曇郡梓
川村杏金井教子(026378‑3808)

師系・宇田零雨連絡先107‑
0052港区赤坂4‑8‑15紅仙ビル同
人社(033402‑4121)会員11名

会員25名
天霧連句会

高森秋義
師系･鈴木春山洞･渡邊陽行連
絡先764‑0027香川県仲多度郡多
度津町道福寺200‑13高森秋義

‑1914）
青葉城連句会

高橋八重子
連絡先731‑0223広島市阿佐北区
可部南45‑47高橋八重子(082‑
815‑1914)
鮎連句同好会

（0877332475）

小野寺妙子
連絡先980‑0005仙台市青葉区梅

高橋昌三

天の川連句会

田町4‑28小野寺妙子(022233‑

福田真久
師系・三好龍肝連絡先952‑
0206新潟県佐渡郡畑野町畑野

0693)会員7名
茜連句会

連絡先7310223広島市阿佐北区
可部南4547高橋昌三(()82815
‑1914)会員35名
あらくさ連句会

772本間昭雄(0259‑66‑2079)会

合川月林子
師系・品川鈴子連絡先769‑
1602香川県三豊郡豊浜町和田浜
本町1233‑2合川正雄(087552‑
2213)会員12名
紫

1255）

鮎ふれ愛連句会

愛染連句会

高橋昌三
連絡先731‑0223広島市安佐北区
可部南45‑47高橋昌三(082‑815

藤木幸子
連絡先7372100広島県安芸郡倉
橋町須川藤木幸子(0823‑53‑

員28名
天の川連句会東京支部
師系・三好龍肝連絡先215‑

陽
藤田

明

員6名
あした連句会

宇咲冬男
師系･藤井紫影・宇田零雨連
絡先262‑0031千葉市花見川区武
石町1 75阿部朝子(()43‑273‑

7543)会員50名

あや

あるふあ会

高津明生子

連絡先241‑0833横浜市旭区南本
宿町72‑14(045‑351‑5806)

彩連句会

児玉俊子
師系・宇田零雨連絡先336‑
0012浦和市岸町l‑11‑12児玉俊
子(048‑831‑6362)会員7名
鮎連句会

高橋昌三
連絡先7310223広島市安佐北区
可部南45‑47高橋昌三(082815
‑1914)

あした連句会えびね支部
宇咲冬男

限定

福田真久
()031川崎市麻生区栗平1‑32福
田真久(044‑987‑4442)会員13名

連絡先514‑0114津市一身田町
285藤田明(0592‑32‑6438)会

草間時彦

連絡先249‑00()6逗子市逗子24‑
5北沢義弘(0468‑71‑5393)会員

伊賀連句会

山村俊夫
師系・清水瓢左・名古則子・村
田治男連絡先518‑0878三重県
上野市西大手町3687‑9(059521
‑5068)会員25名
伊勢原連句会
近藤蕉肝

連絡先259‑1141伊勢原市上粕屋
1766大津博山(0463‑943402)会

鮎可部連句会
−2ラー

員13名

全国連句グループ概況

口編集後記ロ
＊平成十年版の連句年鑑をお届けします︒今年は一四五グループ二六九巻の作
品を収めることが出来ました︒うれしいことは︑若いグループ︑新しい結社の
作品がふえていることです︒評論は外部から﹁連語句を楽しむ﹂を記した廣川
治氏に﹁連語句﹂について執筆いただきました︒協会内部からは︑ずっと協会
受賞者︑水野隆に過去をふりかえっていただきました︒ご味読下さい︒

報の編集︑発行にご苦労かけている高下太郎︑連句懇話会の第一回懇話会賞の
＊グループがふえたためでもないが︑年鑑の原稿の締切りや年鑑へ作品が出せ
ことなど︑約束ごとがあります︑もちろん︑年鑑のグループの買上げ部数は一

る手続きについて解らない会員や︑グループの年鑑登録は役員会で決められる

＊ことしも編集は磯直道常任理事︑小川廣男理事が担当︑伊藤藪彦常任理事に

部でも余計予約をお願いします︒

︿宇咲冬男﹀

りましたら伊藤薮彦常任理事まで文書で訂正届けを出して下さい︒土屋理事長

名簿の校正をおねがいしました︒郵便番号︑住所︑番地︑電話番号の誤りがあ
のところでも結構ですが︑年鑑訂正と表書きして下さい︒

＊宇涯会長のご逝去の報に驚いております︒つつしんで先生のご冥福をお祈り
さて個人的なことですが︑今年は私の本務の最後の年で来春停年となります︒

します︒

して中国の青島海洋大学での講演等︑丁度年鑑の校正の時と重なってしまいま

今まで空約束をしてきたつけがどっと押し寄せてきました︒幾つかの原稿︑そ

︿磯直道﹀

した︒
︒言
言訳
訳け
け岸
にはなりませんが︑校正等いろいろミスがあろうかと思います︒
お詫びします︒

平成十年九月二十四日印刷

平成十年九月三十日発行

平成十年版連句年鑑

定価二︑五○○円

編集人代表宇咲冬男

２

０

発 行 所 川 開横浜市鶴見区生麦三ノー六ノ六
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新盛油槽船㈱内土屋実郎

３
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郵便振替で送金して下さい︒
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