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第十八回連句協会全国大会の記

平成十一年六月二十七日︵日︶標記の会が代々木の日本

青年館・国際ホールに於て開催され︑大雨の中を全国各地

から百三十四名の連衆が参集した︒

第一部は十一時より︑司会・小林しげと氏︑開会のこと

ば・浅野黍穂氏で始まった︒まず︑上田渓水会長の挨拶︒

連句の座の和と︑恋の句の表現に一考をと語られた︒

総会の核の事業・決算報告︑予算︑役員改選案は土屋実

郎理事長の提案が︑すべて承認された︒次いで﹁国民文化

祭ぎふ的﹂への参加要請が地元事務局よりあり︑銘酒﹁長

良川﹂をご持参︑各席に配られた︒

連句実作会は二十五席︒配席はくじ引きにより︑形式自

由で︑昼食をいただきながら又新しい出会いに賑わう︒

三時から︑直木賞作家・義仲寺無名庵々主の伊藤桂一先

生の﹁私の文芸勉強﹂と題する講演を拝聴︒私生活のため

の勉強から︑啓示のごとく小説作法を得らるるまでのお話

に感銘を受けた︒近松寿子副会長のご挨拶で第一部閉会︒

第二部の懇親会は︑司会・中尾青宵氏︑開会の辞・磯直

道氏︒新庄市の﹁とろり﹂佐渡の﹁天の川﹂で乾杯︒音頭

は唐渡北勢子氏︒伊藤薮彦氏の一本締めで終宴となった︒

︵順子︶
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第十四回国民文化祭ぎふ明
文芸祭連句大会を顧みて
平成十一年十月二十五日︑全国連句大会を岐阜市文化セ
ンター催し広場で開催︑県都である岐阜市では連句以外に
八種目の事業が︑催された︒岐阜県連句協会が出来てから
平成十一年十月の国民文化祭までの道のりは︑四年余り︑
長くて又短くもあった︒岐阜市で連句の大会が持てたのは
俳諸の又俳句の美濃派が在ったからである・岐阜市で連句︑
大垣市で俳句という大きな柱︑ツインビルのような構図を
持つことが出来たからであった︒私達は俳句と連句に集っ
て下さる方達のため﹁美濃の散歩道﹂ｌ俳蹟探訪のために
と小冊子を用意した︒大垣水門川の川港の見学あとに支考
の獅子庵を見学して貰った︒美濃での芭蕉・支考の獅子庵
での印象は大きかった様である︒それから岐阜公園︑歴史
文芸祭では︑様々な体験を

博物館の美濃派展・長良橋界隈も前夜祭の折に褒められた
のであった︒国民文化祭ぎふ

したのである︒始めに心配したのは︑支考創案に成る﹁短
られ悟るかされたのであった︒夏の暑い中に汗の選がなさ

歌行﹂の募吟であった︒なんと七百三十六巻もの稿を寄せ

の堀切実教授の﹁芭蕉の連句の笑い﹂という珍しい講演で

れた︒文化センターの広いホールでの催しは︑早稲田大学

あった︒講師は美濃派連句の研究では日本一の先生で︑聴

ていた︒五十卓ほどの﹁短歌行﹂の席は超満員で︑席での

講入場者は四百八拾六名で︑何枚ものテキストが用意され

﹁短歌行﹂文芸祭連句作品集は︑平成十二年三月に予定の

如く立派に出版され出席者に送る事が出来たのであった︒

苦労に苦労を重ねたのである︒

﹁短歌行﹂は支考創設の文芸として生き続けるよう︑皆様

のご理解が戴けるものと確信しているのである︒

︵岐阜県連句協会会長國島十雨︶

ボランテアの方々の御協力に感謝申し上げ︑ご挨拶まで︒

−9−

二﹄一口

平
一覗

﹁連句﹂僻見
ｌ短歌の立場からＩ

短連歌のこと

尾崎左永子

最近の﹁連句﹂の盛行は︑同じ短詩型文芸である﹁短歌﹂のフィールドにいる筆者にとっても︑まこと

によろこばしいことである︒学生時代︑授業で歌仙を初めて巻いて以来︑常に関心を寄せて来たが︑私の

れんが

認識に誤りがなければ︑﹁連句﹂という呼称が一般に定着してきたのは︑比較的近年のことではなかろうか︒

以前は﹁俳譜連歌﹂または﹁連俳﹂と呼ぶことが多く︑また堂上連歌の系統の正風連歌を意味する﹁連歌﹂

と混称されることも多かった︒現代という︑個の孤立を強いる社会の中で︑少くとも個々の社会的立場を

脱ぎ捨てて﹁連句﹂という共通の座を娯しむことの価値は︑なかなか求めても得がたいものがあろう︒ま

た﹁遊び﹂の精神の大切さを再認識する場としても︑まことに現代的であり︑現代人のニーズにもマッチ
していよアブ︒
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私自身は短歌作家であり︑連句の世界に関しては全く門外漢︵漢はオトコだが︶であって︑正面切って

連句を論ずる立場にはないが︑ここでは︑連句の遠祖ともいえる﹁短歌﹂の立場から︑日ごろ気にかかっ
ていることどもをいくつか述べさせて頂いて︑ご叱正を俟ちたいと思う︒

﹁連句﹂の源流として︑記紀歌謡や万葉集の﹁唱和﹂が指摘されるのがふつうだが︑実際には︑短歌形式

の問答歌︑挨拶歌は︑古代から日常的に人と人とのコミュニケーションの型として交わされている︒これ

が上句下句に分れてやりとりされるとき︑はじめて一首の短歌が﹁共同制作﹂という性格を持ちはじめる︒

いわゆる﹁短連歌﹂であるが︑この場合︑ほとんどすべてに︑①即興的であり︑②機智的であり︑③場の
共有がある︑という共通項があったことに注目しておきたい︒
しようさいもんいんのひょうえ

たとえば﹃今物語﹄に載っている話がある︒鳥羽皇后であった待賢門院璋子の局に出仕していた待賢門

院堀河と︑その妹上西門院兵衛は︑共に神祇伯顕仲の娘である︒あるとき堀河と兵衛は夜おそくまで草

あぶらわたひざらたきもの

紙を見ていたが︑燈火が尽きそうになってまたたいた︒油差しのために人を呼ぶのも︑と思った堀河が︑
ちょうじがしら

手近にあった︑髪につける脂綿を燈皿に入れたところ︑ひどく佳い香りがした︒堀河が﹁ともし火は薫物
ひ

にこそ似たりけれ﹂というと︑兵衛がとりあえず﹁丁字頭の香や匂ふらん﹂と付けたというのである︒丁

字頭は︑燈芯の燃えさしの頭にできる塊のことで︑燈の花などともいう︒香りと頭髪に掛けた見事なやり

とりで︑こうした日常生活の中で﹁短連歌﹂はたのしまれたのである︒当時の文化的な成熟を示す例でも
幸めつ︒︒

ここには或る種の﹁馴れ合い﹂と﹁緊張﹂があり︑前掲の三条件によく合致しているのは明らかである︒
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この堀河は西行とも親交があった︒

﹁短連歌
歌﹂
﹂は
はこ
こう
うし
した
た要
要素を保ちながらやがて﹁鎖連歌﹂へと展開し︑短連歌の二人から︑集団の﹁座﹂
の文芸へと発展して行く︒

ここで連歌の歴史を辿るつもりはないが︑俳譜連歌の長い伝統の消長ののち︑発句が独立して現代俳句

が確立されていった明治中期︑一体︑短歌の世界ではこうした﹁遊び﹂の精神は全く失われていたのだろ
うか︒決してそうではないのである︒

1つ

現在から数えて丁度百年前の︑短歌界における短連歌制作の現場をのぞいてみることにしたい︒

百年前．﹁明星﹂の連歌

与謝野鉄幹の結社誌﹁明星﹂八号によれば︑明治三十三二九○○︶年十月二十一日︑新詩社に集合し
て催された茶話会の席上︑連歌が大いにたのしまれたという︒

案内状には﹁持参すべき品は菓子焼芋随意なれど︑五銭以上を超ゆる時は︑罰として席上の歌三十首を

びっくり

科す﹂とあった︒短歌革新の志に燃えて新詩社の旗印の下に集った青年たちは︑まだ﹁明星﹂創刊以来半

年︑互いに未知の間柄が多かった︒﹁まだ見ぬ諸友の歌より得たる想像の容姿は︑相見て二度吃驚のことも

あらむかなど︑待たれノ︑し十月の廿一日︑けふは生憎の雨なり﹂と︑いきいきとした筆跡で︑記事はっ
やつノ︑○

最初に現れたのが河合酔茗︒二着が落合直文︒﹁何堂とやらの菓子︑車にて持たせ給へり︑鉄幹君すかさ

一上凸一

ず︑先生は早速の違犯者なりとあるに︑自ら罰には進んで連歌の敵引受けんとのたまふ﹂

国文学者落合直文は︑﹁萩の家﹂と号する歌門をひらいており︑のちに近代短歌革新の先鞭をつけて﹁浅

香社﹂を設立︑多くの若い文学青年たちの力強い後ろ楯となった︒鉄幹もまたその傘下にあったが︑直文

は﹁明星﹂の財政的危機を常にカバーし︑鉄幹が﹁文壇照魔鏡﹂事件で世間から手ひどい反発を受けた際

にも
に
も︑︑鉄幹を決して見放すことはなかった︒近代短歌へ脱皮していく革新運動の︑実質的な庇護者でもあ
った︒

この記事をみると︑当日ははじめから﹁連歌﹂をたのしむことが定められていたようである︒会する者
合せて左の十六人︒

落合直文︑内海月杖︑与謝野鉄幹︑河合酔茗︑前田林外︑難波岻矧︑河田芳水︑高須梅渓︑平塚篇︑水

野蝶郎︑麿野止水︑木内禎一︑窪田通治︑長谷川鹿笛︑宮沢杏村︑堀良秀︑吉山蓮湖︒

東京帝大出のドイツ文学者内海月杖︑すでに名を顕しはじめていた詩人河合酔茗︑後に水戸学的な著述

おかの

の多い高須梅渓︑﹁魔詩人﹂の著者水野蝶郎︑歌人として名をなした窪田空穂︵通治︶など︑まことに鐸々
たるメンバーである︒

それぞれ持参の品がまたおもしろい︒酔茗は︑根津から麹町への道すがら立ち寄ったらしい岡埜のもな
し︽

か︒﹁内気な人の能くも店先に白銅一つ投げ給ひし﹂とある︒酔茗はたいそう内気で︑一人で菓子屋に入っ

ひん

て白銅貨︵五銭︶を出したりできない程︑おっとりしたぽんぽんであった︒

﹁林外君の茶一包︑膓たき君の心づけか︒品よし︒鹿笛君の林檎一つ︒成美君の考案にや︑うるはし︒する
め一枚は誰なりけむ︑梅渓君のヒーロー一個は︑煙草のまい君の珍し﹂
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なるみ

鹿笛は林檎をたったひとつ︑持参した︒挿絵画家の美青年︑一條成美のアイディアだろう︑というのだ

から︑真紅の大きな林檎であったろう︒梅渓の﹁ヒーロー﹂は︑輸入煙草の名︒
くり

中にはまじめに案内状通りに焼芋を持ち込んだ者もいた︒新聞紙の包みからまず塩がこぼれて︑ふわり

と鼻に漂ってくるのは︑一同嗅ぎ慣れた﹁十三里﹂︑すなわち九里よりうまい十三里の焼芋︑岻矧が頬を赤

らめながら差し出した︒その他にも塩せんべいやら瓦煎餅やらが提供され︑さて座は次第に盛り上る︒

﹁渋茶畷りて東西の詩談詩評ゞはげし︑おそるし︑罪なし︑するめのみは列国環視の中に無事なり︒

萩の家先生敵ひき受けんとあるに︑原稿紙︑半紙︑硯箱︑四方に馳せちがひて︑これ終に即興の連歌︑
文学上の価は問はざれ﹂

かくして座の上には筆墨が飛び交ひ︑次々に﹁短連歌﹂が制作されて行った︒記載されているものだけ

で二十九首五十八句に及ぶが︑紙数がないのでごく一部を摘録しておく︒連句形式でなく﹁短連歌﹂とし
て二人一組の制作であるので︑間を区切って読んで頂きたい︒

○八千草の花かれがれに小雨降る梅

夕野すぐれば世に遠き思ひ酔

や
○雲がくそれ
征矢もたらしし歌の主の蝶

その人須磨の松にて逢ひぬ鉄

○いかめしき名ある山川さぐるより杏

見よや雛の黄菊白菊林

○鹿笛に鹿はより来ず山寒し鉄
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そや

君に恋ふる子われにかさずや鹿

﹁征矢もたらしし歌の主﹂とは︑おそらく﹁明星﹂七号の山川登美子の歌﹁ほほゑみて焔も踏まん征矢も

受けん安きねむりの二人いざ見よ﹂を意味しているだろう︒そしてその後の句は︑その山川登美子が若狭

小浜の名家の出であることなどが噂になったのであろう︒文字通り︑その座に在ってこその付句である︒

○まてどまてども歌めぐり来ず直

なかなかに秀でし才はおろかなり鉄

○夕雲さけて星あらはれぬ篤

わが歌に小指の血をばそそぐ時鉄

○玉くだけたり鏡やぶれたり直

情きをば嫉む魔神や惑はしし通

落合直文は年令も皆よりは高いし経験も豊かだから︑付句など何でもないのである︒それに三十首︵句︶

付けると豪語していた︒いくらでも回ってくるのを待っているのに︑青年たちは秀句を生もうと四苦八苦︒

そこで﹁待てど待てども歌めぐり来ず﹂とヒマをもて余した︒見かねて亭主の鉄幹が﹁秀才というものは
かえってのろまなものです﹂と︑弁解の挨拶を返したのである︒

○天つ星ここに下りて人の子に鉄
ささやきしより清き歌の多き虹
○血に飢ゑて夜啼く鬼の可愛ゆさよ鹿
︾﹂

手枕かさん今宵忍び来通
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連歌の了ったあと︑夜食がすみ︑深夜十一時に会が果てて帰ろうとする頃には︑東京の雨は小降りにな
っていた︒

この記録は︑今からちょうど百年前の﹁連歌﹂の実体を︑よく伝えてくる︒むろん︑当事も江戸趣味の

文人たちは存在していたし︑連句をたのしむ会もおそらくはあちこちにあった時期とは思うのだが︑明治

維新という一つの文化革命を経て︑従来の﹁旧きもの﹂が一切否定される時期が過ぎた頃︑俳譜連歌の式

目も何も全く知らない青年たちが︑進んで一つの座を持ち︑少くとも協同して﹁短連歌﹂を制作していた

1，−

事実をここにとりあげてみた︒

鉄幹は俗に﹁自我鉄﹂と仇名されるように︑﹁自我の詩﹂を標傍して青年たちの心を掴んだ︒自己主張の

つよい新しい﹁短歌﹂︵鉄幹は当初﹁新派和歌﹂を称し︑後には﹁短詩﹂と呼んだが︑﹁明星﹂七号以降﹁短

歌﹂の名称を用いている︶は︑つねに﹁われ﹂を中心とした短詩を目ざすが︑しかし一方では︑短歌の律

調を体得した仲間の﹁遊び﹂としての協同作業として︑こうした短連歌がしばしば行われたことを記憶し
ておきたい︒

なお︑この会に先立つ明治三十三年八月七日︑西下していた鉄幹を囲んで連日講演会や歌会が催され︑

ほう

中でも堺浜寺での歌会は︑後々の語り草になるほどの︑熱気に包まれたものであった︒寿命館で行われた

その歌会には︑鳳晶子︑山川登美子の二女流も加わり︑大阪︑堺から集った八人による歌会であったが︑

短歌が次々に詠まれ︑披講されていく中で︑鉄幹は︑ちょっと妙な付合を求めている︒

1／

きようあん

﹁わがむねに額をふれよといはぱいかならむ﹂というのである︒五︑七︑七︑であって︑付けるのは上句

の内の五︑七︒これを受けとって困惑したのは医学生の中山臭庵︒それを傍らからのぞき込んだ晶子が︑

﹁紅の香おくり﹂と七を付けて集庵にぽいと送ってよこした︒集庵はますます窮地に立たされたが︑
あだにささぬ︵集庵︶

ぬか

紅の香おくり︵晶子︶

わがむねに額をふれよといはぱいかならむ︵鉄幹︶
かしら

という︑三人の変則連歌が出来上っている︒おそらく︑鉄幹はハイネの訳詩﹁あまをとめ﹂の一節﹁ここ

ろゆるしてわが胸に汝が頭をばおしあてよ﹂から本歌取りして︑集庵ならぬ晶子を目当てに回したのであ

ろう︒晶子はすぐにこれに﹁紅の香おくり﹂とつけて︑男の歌でなく女の歌に転換してしまったのである︒

集庵は意味がつかめなくなっていっそう困惑したであろうが︑ともあれ﹁あだにささぬ﹂と初句をつけて
ぬか

結着した︒﹁わが胸﹂は男の分厚い胸でなく︑豊満な女の胸に相を変えてしまったのである︒鉄幹と晶子の︑

丁々発止の鍔ぜり合いがおもしろい︒﹁明星﹂八号に﹁前髪のみだれし額をまかせたるその夜の御胸あ蚤熱

かりし﹂︵晶子︶の一首がある︒むろん実際のことではなく︑当時のことばでいえば﹁理想の歌︵空想︑想

像の歌︶﹂なのだが︑こんなやりとりのあった事実を思うと︑百年前の青年たちの間に﹁付句﹂風なことが
容易に行われていたことは推量できるであろう︒
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子規は連句を切り捨てたか

同時代︑正岡子規は︑短歌と俳句の新しい蘇りをつよく訴えかけていた︒

現代俳句︑連句などに関わる人々にとって︑子規は近代俳句の始祖のように考えられており︑とくに子

規がそれまで大切にされてきた俳譜連歌の中で﹁発句﹂だけを独立させたことが︑プラスマイナス両面か

ら論ぜられることが多い︒﹁発句﹂を﹁俳句﹂と名付けて︑連歌形式から分離独立させたことが︑現代俳句

を隆盛に導くことになった一方︑発句以外の協同作業の部分を﹁切り捨てた﹂として︑子規に反発する﹁連

子規は俳句の近代化の出発点となっただけでなく︑伝統的和歌の世界をも︑近代革新に導いた

作者
者坐た ちの声も多い︒
句﹂作
しかし︑

人である︒

短歌の立場からいえば︑子規は永い王朝和歌の伝統と権威を打ち破り︑﹁万葉に還れ﹂と叫んで︑短歌の

原点に回帰することで︑新時代の短歌を出発させた功労者である︒前章に触れた与謝野鉄幹は︑同じよう

に初めは﹁万葉に還れ﹂と言っていたが︑いち早く方向転換して﹁西欧の芸術思潮﹂をとり入れることに

よって近代化に成功した︒鉄幹と子規の両輪がなければ︑即ち浪曼主義と写生主義の導入がなければ︑短
歌の近代化はあり得なかったのである︒

そこで短歌の立場からの眼を以て見ると︑子規は決して連俳を非難し﹁切り捨て﹂たわけではないと思

うのである︒子規には革命的オピニオンリーダーとしての資質があり︑短い期間に効果的な言論で人々の
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思い込みをとり払いい
︑︑
伝伝
統
統︵
の 重圧から解放することに成功している︒

鉄幹はむしろプロロ
デデ
ュュ
ーー
ュサーとしての資質にすぐれ︑いち早く青年たちのニーズを嗅ぎとり︑演出する︒

例えば︑鳳晶子︑山
山川
川登登
美美
一子︑茅野雅子などの女流作家を︑戦いの先頭に据え︑西欧詩の影響を恐れずに
とり入れたのがそれである︒

一方︑子規は︑
ゞア
アジ
ジ一テ ーターとして見事である︒明治二六年に﹁発句は文学なり︑連俳は文学に非ず﹂

と 言 い 切 っ た ︒ ここ
れれ
にに
基対する反論も数多く︑中には子規の俳譜に対する基礎的知識の欠如をまじめに論ず

る 人 々 も あ る ︒ しし
かか
しし
︑︑こうした反論は子規にとっては先刻承知のことで︑それこそ待っていた反応だっ
たろうと思うのである︒

それは短歌革新へのアジ演説的言論﹃歌よみに与ふる書﹄を読むと納得が行く︒当時の和歌世界は︑古

今和歌集以来の伝統を背負って︑今にも窒息しそうになっていた︒﹃古今集﹄は西暦九○五年奏覧の勅撰集

第一号で︑明治二︑三十年のころには︑歌壇はじっに千年に及ぶ重いその伝統を︑後生大事に守り続けて

いた︒明治維新は︑いわば一種の文化革命でもあったわけだが︑その中で旧いものの代表として強烈なバ

ッシングを受けたのは︑何といっても﹁和歌﹂の世界である︒一応宮中に御歌所が設置されて︑伝統的和

歌の形は公的に庇護されたものの︑近代文芸として生き残り︑脱皮することは容易ではない︒そこに子規
が仕掛けたのが︑﹃古今集﹄無価値論である︒

﹃古今集﹄がわからなければ﹃源氏物語﹄などはとても読みこなせない︒それほど大切な古典である︒

それを︑子規が知らないはずはない︒しかし﹃歌よみに与ふる書﹄の激文は︑辛辣無類にこれをこきおろ

すのである︒この文章は前後十回に亙って﹁日本﹂に掲載された︒明治三十一年のことである︒その﹁ふ
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たたび歌よみに与ふる書﹂の冒頭には︑﹁貫之は下手な歌よみにて﹃古今集﹄はくだらぬ集に有之候﹂とあ

︸﹂室﹄

って︑まず読者の度胆を抜く︒つづいて﹃古今集﹂開巻冒頭の立春の歌﹁年の内に春は来にけりひととせ
あいこ

を去年とやいはん今年とやいはん﹂︵在原元方︶をとり上げて︑

﹁実に呆れ返った無趣味の歌に有之候︒日本人と外国人との合の子を日本人とや申さん外国人とや申さんと
しゃれたると同じ事にて︑しゃれにもならぬ歌に候﹂

と痛烈である︒むろん反発も激しかったが︑頭の上に覆い被さっていた重石︑今まで反発さえも許されず

﹁古今伝授﹂などという形で︑ありもしない権威をおそれ尊んで来た人々は︑これを読んで眼から鱗の落ち

た思いをしたはずである︒弟子の歌人伊藤左千夫などという真面目一方の純情青年たちは︑﹃古今﹄は読む

に価せずと思いこみ︑﹃万葉﹄のみを金科玉條として新しい短歌の道を歩きはじめる︒おかげで私など﹁ア

ララギ﹂系の教育をうけた者は︑永いこと︑﹃古今﹂はつまらない︑と信じ込ませられて来た︒自らが﹃源

氏物語﹄などを専攻するようになってはじめて﹃古今﹂の価値を見直すように至った始末である︒それほ
ど子規の一言には煽動性があった︒

ここに至って気付くのは︑子規は実は﹁古典﹂を大切に思い︑その価値を十分知っていたにちがいない︑

と
うこ
こと
とだだ
典〃
﹂とは︑永い歳月の経過に堪え︑生きのこった典籍である︒しかし︑その世界を守っ
とい
いう
︒︒
﹁﹁
古古
典﹂

て
歩も
も出
出な
ない
いの
のでで
て一歩
はは
︑︑新しい文芸は生まれない︒伝統和歌の権威にがんじがらめの短歌を蘇らせるため

に
あえ
えて
て﹃
﹃古
古今
今﹄﹂
に︑あ
をを
﹄おとしめたのであろう︒時を経れば古典は必ず復活してくることが見えていたのだ
ろう︑と思うのである︒

みごとなアジテータ−ぶりである︒
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そこで類推するのに︑子規が﹁発句は文学なり︑連俳は文学に非ず﹂と言ったのも︑座の文芸に打ち興

じて芭蕉の精神を忘れている俳譜師的プロへの︑そしてそこに加わることを喜んでいるだけの雑俳好き旦

那衆への︑痛棒的一害に過ぎなかったであろう︑と思うのである︒覚醒を促す一言を︑子規の無知だと断
じてはならないと思う︒

﹁笑い︲｜の不在

ところで︑﹁古今和歌集﹄巻第十九の﹁雑体﹂の中に﹁誹譜歌﹂の一群がある︒
くちなし

山吹の花色ごろも主や誰れ問へど答へずくちなしにして素性法師

やしろ

もり

山吹の花の色︑すなわち黄色は︑支子の実を煮出して染める︒それに﹁口無し﹂を掛けてある︒だから
ね

﹁問へど答へず﹂なのである︒

祈ぎごとをさのみ聞きけん社こそ果ては嘆きの杜となるらめ讃岐

八嘆きの杜というお社があるけれど︑やたらに人の願いごとを承け入れているうちに︑果ては嘆きの杜に
なってしまったのね︒そう︑男のいうことを聞きすぎる女もおんなじよれＶ
ぷだて

いずれも軽い冗談めいた︑エスプリの利いたたのしい歌である︒

﹃古今集﹄の部立は二十巻の内︑四季が六︑賀・離別・蕊旅・物名各一︑恋五︑哀傷一︑雑二・雑体・大

歌所御歌の構成で︑勅撰集最初の部立として︑多くの歌集がこれに準拠しているし︑連歌︑ひいては連句

もその流れの影響下にあるわけだが︑その﹁雑体﹂の中に前出のような﹁誹譜歌﹂五十八首が入っている︒
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多﹂１︺

もな
なく
く﹁
﹁誹
誹奉譜﹂の﹁譜﹂は﹁誹り﹂であり﹁譜﹂は﹁譜諺﹂が原義であろうが︑ここではむし
いうまでも

に対
対す
する
る﹁
﹁穂
遊戯的﹂﹁俗語的﹂﹁知的趣向﹂などを意味するとみた方がよいだろう︒この﹁誹譜﹂
ろ﹁正調﹂に

は 近 世 で は ﹁﹁
俳俳
譜譜
﹂﹂
とと
聿書く事が多くなっていくが︑いずれにしても﹁滑稽・譜讓﹂の味をもつ︑いわば﹁笑
い﹂を含んだ歌である︒

この﹁誹譜歌﹂は︑﹃古今集﹄にあって︑三百年後の﹃新古今集﹄には見当らない︒﹃新古今﹄は時代的

にも文芸的にも︑到底﹁笑い﹂などの入る余地はなかったのかもしれないのだが︑いわゆる﹁連歌﹂が︑

﹃新古今﹄あたりの名詞止め多用の詠風から分岐して行ったように見えることを思うと︑その後の正風﹁連

け

旬旬

歌﹂に︑なかなか﹁笑い﹂の入り込む余地が生まれなかったのも当然であるようにもみえてくる︒
﹁笑い﹂は︑いわば﹁男の世界﹂である︒

古く﹃万葉集﹄には︑神との交感を求める﹁祈り﹂や﹁鎮め﹂︑﹁讃え﹂の系統の歌と︑男と女の間に交

わされる﹁婚姻﹂のため︑あるいは﹁恋﹂の系統の歌が大きな流れをなしていたが︑時代が下ると前者に
はれ

は権力者に捧げる讃美︑宴会の場の歌などが加わり︑後者には親しい間柄の消息歌︑問答歌が加わって︑
大きくいえば﹁晴﹂の歌と﹁雲﹂の歌とに分れて行く︒

け

王朝に入れば︑勅撰集に収録される歌のほとんどは﹁晴﹂の歌になっていくが︑その最初の﹃古今集一
から

に︑多くの誹譜歌が含まれているのは︑当時︑﹁和歌﹂︵やまと歌︶は男たちには﹁雲﹂の世界と認識され

ていて︑﹁漢詩﹂︵唐うた︶よりも一段気らくに扱われていた時代だったことの証でもあろう︒

﹃古今﹄撰進以前の時代に生きた在原業平は政治の場から締め出された鯵屈を︑女との歌のやりとり︑心

の風流によって慰められていたと思うが︑その歌は個人的心情の流露であると同時に︑﹁遊び﹂の面を色濃

一竺竺一

く持っていた︒﹁小倉百人一首﹂の業平の歌︑

ちはやぶる神世もきかず龍田川からくれなゐに水くくるとは在原業平

は︑いわゆる﹁見立て﹂の歌である︒﹁くくる﹂は﹁括り染﹂すなわち絞り染のことで︑八昔から聞いたこ
たかいこ

ともないよ︑龍田川が流れる水を唐紅の美しい括り染にするとはねＶというのだが︑これは業平の恋人だ

った二條后高子の御所の屏風絵を見て求められての歌︒図案化された龍田川の青と︑ちりばめられた紅葉

びん

の文様が美しい布のように立ち上ってみえてくる︒このような﹁見立て﹂や視覚的な美しさ︑四季感など
しよう

の切りとりは︑そのまま﹁連歌﹂の世界へとパターン化して繁って行く︒しかし同時に︑その裏に自己燗
ふんやの

空フー

笑の世界のあることを忘れてはならないだろう︒
百人一首には︑同時代の文屋康秀の歌がある︒

吹くからに秋の草木のしをるればむく山風をあらしといふらむ文屋康秀

つくり

これはいわば理窟先行の﹁文字いじり﹂の歌で︑﹁嵐﹂の漢字を二つに分けて﹁山風﹂とし︑八吹けばた

ちまち秋の草木がしおれてしまうので︑なあるほど︑山風を〃荒らし〃というんだなＶ・漢字を上下や傍

と偏に分けて詩に作る﹁離合詩﹂の和風変形であるが︑こうした例をみても︑この世界はたとえば芭蕉の
目ざした世界とはかなり異った境域にあるのに気付く︒

ここにあるのは単純な﹁思いつき﹂や﹁機智﹂の世界と思われそうだが︑よく見ると︑そこに﹃古今集﹄

時代の軽い﹁笑い﹂の応酬が透けて見える︒そして伝統を固守する以前の和歌世界が︑かなり幅広く︑自
みこひだり

由な﹁遊び﹂と﹁ゆとり﹂の精神を含む世界だったことに改めて注意しておきたい︒

﹁連歌﹂の流れを支えたものは﹃新古今﹄の撰者の一人藤原定家の御子左家に発する二条歌学であると云

句つ

い切ってよいと思うが︑正徹︑心敬を通じて連歌師宗祇法師が正風連歌を確立して行ったとき︑﹃古今集﹄

に存在した﹁笑い﹂の部分は抹殺されてしまう︒﹁菟玖波集﹂には造されていた﹁誹︵俳︶譜﹂の部分は︑

﹃新撰菟玖波集﹄からは排除されている︒あの幽立繊細︑ガラス細工のように透明な﹃新古今﹂は︑失われ

た王朝文化への熱い想いをこめた幻視の世界であるともいえる︒そこには﹁笑い﹂はほとんどない︒とい

うより︑優雅極りない王朝和歌の﹁女の世界﹂は︑じっは﹁笑い﹂がなくても成り立つのである︒女だけ

の都があったとしたら︑そこに誹譜は成り立ち難い・紫式部も清少納言も︑意地悪な視線は持っているが︑
誹譜的遊びの因子は非常に少いのである︒

しかし︑男の間では﹁笑い﹂は不可欠の存在である︒ブラック・ユーモアにしても︑社会批判にしても

とうしょうじげ

或はやや淫狼にわたる会話にしても︑その底に﹁男の共感﹂が在るはずで︑﹁座の文学﹂としての誹譜連歌

の中に﹁笑い﹂の要素の入ってくるのは︑当然の成りゆきであった︒とくに堂上から地下へ︑公家から武

家へ︑更に庶民へと拡大して行く中で︑次第に通俗な笑いを喜ぶ風が蔓延しはじめる︒
しばしば例とされる﹃犬筑波集﹄巻頭の︑
しと

霞のころも裾はぬれけり
佐保姫の春立ちながら尿をして

優雅な春の女神の裾の霞︑それを卑俗に転ずる意外性は︑おもしろくはあるが︑決して伝統的な﹁女の
世界﹂ではない︒

俳譜はいずれ江戸時代に入って︑貞門風の品格のある俳風︑反貞門として優雅と卑俗の不調和を孕んだ

談林風との競い合いを生み︑元禄期を経て︑芭蕉の俳譜が生まれて行くが︑蕉風俳譜の中では︑再び﹁笑
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い﹂は追放されて行く︒そして﹁笑い﹂は川柳へ移行していった︒

なぜ﹁笑い﹂は文芸の中から追放されるのか︒単に卑俗だからなのだろうか︒﹁能﹂の幽玄の裏に﹁狂言﹂

の日常性の笑いがあり︑﹁俳句﹂の陰に生まれた﹁川柳﹂があるように︑ユーモアを含んだ世界が存在して

もいいのではないか︒ユーモアを笑いとばせるのは︑女の世界ではなく︑まさしく﹁男の世界﹂であると

私は思う︒盛行する﹁現代連句﹂が︑またもや﹁笑い﹂を追放することのないように︑枠外にいる愛好者

としては切に願うのである︒たとえばフランスのモリエールのような雰囲気は︑現代の連句の中に﹁現代
的俳味﹂として生かし得るのではないか︒

﹁笑い﹂を辛くも保って来た﹁川柳﹂でさえ︑昨今は﹁無季俳句﹂と何ら変りはない︒﹁誹譜歌﹂を遠い

祖先に持つ現代連句までがその精神を忘れてほしくはないのである︒品を落さない﹁笑い﹂こそがのぞま
しい︒

﹁連句﹂へのささやかな提言

﹁連句﹂の在り様を十分考察しないで発言する無謀をあえて犯すことになるかもしれないが︑日ごろ気に
かかっていることを︑あといくつか︑箇条書きにしておきたい︒

一つは︑連句の座は︑実際にその座にいて興行に加わっていない限り︑ほんとうの味わいはわからない︑
という基本的な事実を︑どう捉えるべきか︑ということ︒

芭蕉が﹁文台引き下せば︑すなわち反古なり﹂と教えたというその精神は︑﹁座﹂の雰囲気の醸成と昂揚

つく
4ノー

あってこその連句である︑ということを意味しているだろう︒むろん︑記録があって初めて︑今でも芭蕉

の世界に接することができるのだが︑解説付きの現代連句を読んだ後など︑折々虚しい思いをすることが
おぎ旬○

二つめは︑それに関連して︑連衆の中に馴れとか親しみとかが生まれ︑閉鎖的になり易いのでは︑とい

う疑問である︒芭蕉は常に新しい連衆との興行を求めたという︒この世での出会いを大切にし︑そこに醸

される新鮮な共有空間︑詩空間をあくなきまでに求めたのであろう︒現代連句でははたしてその一期一会

の緊張と清新さを求め得るのだろうか︒元来俳譜師は旅をして行く先々で興行して歩いている︒俳譜師な

へ／

らぬ俳個師ではないかとさえ思うのだが︑現代連句では︑どのようにして連衆の固定化を防いで行くので
おずつシフか○

三つめは︑連歌の式目︑といってわるければ連句の﹁作法﹂の煩雑さについて︒むろん基本的な作法は

必要であるし︑多くの禁忌やしきたりをすべてクリアしてなおかつ句を付けて行く愉しみは︑また格別で

あるとは思うのだが︑ひとつひとつのきまりが何故︑ここに必要なのかが︑明確に理解できないと︑文人

趣味に流れて若年層に伝え切れないのではないか︒ただ古くからの﹁定法﹂であるといわれても︑納得し

にくいところがありはしないか︒いくばくの現代的な整理があってもよいのではあるまいか︒

私自身にも︑連句について知りたいことがたくさんある︒学生のころ︑折口信夫博士がまだご存命で︑

﹁恋の座﹂の講義を聴いたことがあるのだが︑その時以来︑勅撰集の与えた連歌・俳譜への影響を知りたい

と思って来た︒たとえば月・花の座︑恋の座と︑勅撰の部立の関わりは一見して濃厚なのはわかるのだが︑
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その辺りの詳細な研究があったらご教示頂きたい︒室町期の連歌と︑茶道︑香道との深い関わりも︑もう
一度改めて探ってみたいと思っている︒

いずれにしても︑最近﹁連句﹂を作る娯しみを知った人々の増加はたのもしい限りである︒私は俳譜は

男の世界︑と断じたが︑最近は女性の連句作家も数多い︒聞くところによれば暉峻康隆先生のところには

﹁くの一句会﹂というのがあるとか︒男性の宗匠を中心に︑魅力的な女性たちが歌仙を巻くところは︑さな

つラ

がら百年前の﹁明星﹂の鉄幹・晶子のころの熱気が戻って来たようにも思われる︒私のつまらぬ心配をよ

ームノ−

そに︑現代連句は︑鐸々たる女性作家を先立てて︑いっそうの隆盛を迎えることになるのかもしれない︒

ミ

〆

騨

常

その際︑即興的︑機智的・共有空間の三条件と共に︑脈々と伝わっているはずの批判精神︑反骨精神︑遊
びの精神を失ってほしくないと切に思うのである︒

‘

エッセイ

我が俳譜修業

野蓼

に映えて眩しき秋となりにけるかも︾といった戯れ歌を書

くのを常とした︒その何ちゃんは恥ずかしがって次からは

長いトレパンを脱ぐ事はなかった︒

早速︑私は︽何ちゃんの白き太腿楽しみに今日来て見れ

ば脱がぬなりけり︾とやった︒

これを見た或人は私を歌詠みと思ったらしい︒貴方︑本

て御覧なさい︑と言った︒結果的にそれは阿片瓢郎先生で

格的に歌を勉強して見ませんか︑と言い︑この人に連絡し

とは一切無縁であった︒その頃はスポーックラブに通い︑

あった︒私もその気になって入門の電話をした︒

先生は第四火曜日の何日に俳句文学館にいらしやいと仰

せになった︒第四火曜日だから鹿の会だった︒行って見る

と︑先生は有名俳人の俳句を示し︑これに脇をつけなさい

それは早春の富士山を詠んだ句であった︒同時同刻同季

と言われた︒私は奇妙な歌の練習方法だなと思った︒

皆で走る皇居一周から二周の集いは楽しくて仕方がなかっ

上の句と下の句を別々に詠む短歌の練習方法も納得がい

た︒私は午後の診療もあり︑途中で失礼した︒

た︒次は花にしましょうと仰言やり︑又︑五・七・五であっ

湖︾として出すと︑これならいいでしょうと採って下すっ

同場所という指定も奇妙だと思ったが︑︽影映すなり春の

事項を各自が書いて帰る事になっていたが︑最長老の私は

一冊の大学ノートがあり︑それにその日の感想やら反省

無上の楽しみであった︒

た︒走った後︑皆でビールを飲み︑昼飯を食べて帰るのは

のはそう得意ではなかったが︑月一回第一日曜日午前中に

青梅マラソン十キロの部にも何年か連続して出た︒走る

クワットで百四十キロを挙げ︑得意になっていた︒

いた︒小さな体でベンチプレスという種目で百五キロ︑ス

パワーリフティングという重量挙げの様なものに熱中して

連句を始めるまで︑俳句︑短歌その他文学と称するもの

艸

真面目な事を書くのも照れ臭く︑︽何ちゃんの白き太腿日
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川

かなかつたが︑ウイークデーの午後というのは私には都合

の長い方は今から思えば清水瓢左先生であった︒私は全く

人がいて︑私は高藤馬山人先生の座に坐らされた︒横の髭

白紙で行った︒何の勉強もしては行かなかった︒

が悪く︑再び先生に電話した︒

私の疑問は氷解した︒我々のやっているのは短歌ではな

挨拶の発句を出して御覧なさいと言われた︒何か切字を入

馬山人先生は貴方は今日は客みたいなものだから︑何か

それでも貴方がやって見たいと思い︑日曜日を御希望なら

れなさいとも言われた︒さあキレジが分らぬ︒切痔︑疵痔

い︑連句である︒連句とはこれこれこういうものであり︑

ば︑中島啓世さんという人に連絡して御覧なさいと言われ

しか思い浮かばぬ︒恥を忍んでキレジって何ですかと質問

したら︑先生は大らかなもので︑何︑ヤとかカナを入れて

て電話番号を教えられた︒

私は始めて聞く連句とは共同で詩を編んで行く文芸と解

夏の句を作ればいいんです︑今日︑ここまで来る時の風景

いベレー帽で行きますと言い︑あちらは身長百五十︑体重

センチ︑体重六十キロ︑当日黒いズボン︑黒いシャシ︑黒

出口でお会いしましょう︑と言われた︒私は身長百六十三

が︑直しの馬山人と言われるだけの事はあった︒朝顔は本

と︑先生はヤカナはいけませんと言われて直して下すった

顔が咲いていた︒︽快速やちらと朝顔の白さかな︾とやる

今日︑京王線の快速に乗って来た︒途中の民家に白い朝

−／

釈し︑それならやるかと思い︑中島さんに電話した︒

は貴方とほぼ同じ︑ピンク地に黒い薔薇を散らしたワン

当は秋の季語だが初心者だからいいでしょうと︑そのあた

でも思い出して御覧なさい︑と仰言った︒

ピースで行きますと言われた︒改札口を出ると華やかにし

りも大らかであった︒

強い関西説であった︒第一日曜日午後一時に高田馬場の

て気品のある︑色白の︑大輪の花の様な貴婦人がおられ︑

堂の大木葉末著﹁俳句切字入門﹂という本を買った︒金沢

帰りに紀伊國屋書店に寄り︑今でも持っている清水弘文

連れて行かれた先は芭蕉庵のわだ・としお氏のやってお

土産の俵屋の飴が届いていたが︑それを舐め舐め読了し︑

一見して彼女と分った︒

られた杏花村であった︒上の和室と下の洋室に三十人程の
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切字とはこんなものかと理解した︒飴喰って痔固まる︑って

が認めての事であったと思う︒

二回目は私も少し場慣れがした︒裏の月の座で馬山人先

妻に言われた︒中島啓世さんと同じ要領で高田馬場で待ち

がいて連句をやりたがっている︒どこか紹介してあげてと

その頃︑妻の音楽鑑賞サークルに久木田朱美子という人

生は冬の月で行きましょう︒出来れば無常にして下さいと

合わせた︒妻の言う通りへ好みのいい服装と知的な容貌で

のはこれだな︑とつまらぬ酒落を考えた︒

仰言った︒ムジョウって何ですか︒人の死を詠めばいいん

すぐに分った︒

私は馬山人先生︑明雅先生両方に連れて行ったが︑彼女

です︒私は前句の関係で︽首吊の家黒々と冬の月︾とやる
と︑先生は︑これだ︑と仰言り微笑して採用された︒

はがれ

は忽ち頭角を現した︒特に彼女は恋句の名手であった︒

︽凧を右の目で見る腕の中︾︽鋼鉄の胸に散らす燐粉︾と

中島啓世さんは︑貴方︑そろそろ月一回では物足りない
でしょう︒第二日曜日︑同じ芭蕉庵で東明雅先生の教室が

彼女は大手コンピューター・センターの独身キャリァー

か︽どうせなら左のお乳から吸って︾︽餓悔などせず大輪

ウｉマンで︑広報室長兼部長を務めていたが︑そんな事は

の薔薇を買ふ︾という句は今でもすぐ思い出せる︒

馬山人先生の捌は骨太で男性的な雰囲気に満ちていた︒

おくびにも出さなかった︒それ所か常に優しく周囲に細か

あるから行きませんかと言われた︒私に異論のある筈もな

しかし明雅先生の捌は優雅で細身な感じがし︑どう考えて

く気を配り︑年寄の面倒を見た︒特に彼女が二次会にいる

かった︒

も同じ所で連句をやっているとは思えず︑思わず周囲を何

かいないでは大違いであった︒支払の段になって彼女は一

度も見回した程であった︒

私は明雅先生のお陰で式目をみっちり身につける事が出

が突如意識を失われ︑その場に昏倒された︒医師は私だけ

忘れもせぬ昭和五十八年六月五日︑連句の席で明雅先生

同から金を徴収し︑手際よく各自に釣銭を払った︒

こんな場合どうするんですか︑と言われる様になったが︑

来た︒その後︑よそで巻く時︑何かと言えば︑式目先生︑

こいつの後ろには明雅先生が控えていらっしゃるのだと皆
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先生はしばらくお休みになったが︑やがて元通りの元気

の連句界の危機を救ったのだという実感が湧いた︒

た︒私は先生の上に馬乗りになり︑人工心マッサージ︑人

なお姿で出て来られた︒或日︑会が済んで芭蕉庵の庭に出

である︒先生は心臓も自発呼吸も止まってしまっておられ

工呼吸を行った︒救急車を呼んで貰ったが︑その着くまで

姿のいい銀髪の美人にこう言われて私に断わる理由はな

たら坂本孝子さんがっかっかと側に来られ︑声を殺して︑

救急隊に一切を任せ︑私も同乗して日本医大に先生は運

かった︒勿論︑デートだと思ったのに彼女は一向に二人に

の時間の如何に長きものとかは知った︒その頃には先生の

ばれた︒先生の意識は深夜になっても戻らなかった︒駆け

なろうとはせず︑ぞろぞろと一同バスに乗り︑着いた先は

一緒に食事をなさいません？と聞いた︒

つけられた奥様に︑これは心臓か脳の障害だと思います︒

白山の料亭であった︒つまり︑その日は先生の全快祝であ

心臓も再び打ち始め︑自発呼吸も恢復しておられた︒

回復されても後遺症は残るかもしれませんと申し上げて︑

り︑お前も一緒に来いという意味であった︒以後︑私は早

昭和六十年三月︑わだ・としお氏は杏花村を解散し︑村

とちりと自惚れを自分に禁じる事にしている︒

その晩は辞した︒

翌朝︑高弟の秋元正江さんから電話があり︑先生は意識
が戻られました︒私が行ったら︑やあ︑と仰言って手を振

れた︒残った者は東京義仲寺連句会芭蕉庵の会として存続

野夏生と改名され︑別所真紀子氏と新たに風信子を起こさ

先生の病名は一過性脳虚血性発作というもので︑脳の血

し︑馬山人先生と真鍋天魚先生の二卓に別れて作品を巻い

られました︑と言うのには驚いた︒

管が一時的に痙壁し脳梗塞と同じ状態が来たのであり︑反

た︒私は時に天魚先生の席に坐る事もあった︒

昭和六十二年︑山地春眠子︑工藤繭︑村松定史氏が新た

席したが︑母港は馬山人先生の所の儘である︒

また私は村野氏の誘いで風信子にも招かれ客員の形で出

射的に心臓も呼吸も止まったものと判明し︑何の後遺症も
残らなかった︒さあ︑その日は我が家の電話は鳴りっ放し
となった︒全国のお弟子さん︑教え子の皆さんからの私に
対する感謝︑感謝であった︒私はここで初めて自分は日本
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人の上に立つ程の柄ではないし︑草門会にしてくれと言っ

な会を起し私も誘われた︒名を艸門会にすると言う︒私は

という意味の事を仰言った︒連句の会の事だった︒

ろう︑私の手を離そうとはされなかった︒後は君に頼む︑

れた︒先生の鼻の上には酸素マスクが取りつけられ︑先生

しかし先生は奇跡的な恢復を遂げられ︑一般病室に戻ら

昭和六十三年一月を最後に馬山人先生は次第に体調を崩

はそれを指さされ︑蓼艸さん︑見て下さい︑飛んだシラノ・

た︒

され︑それからは会に出て来られる事はなかった︒私達馬

ドゥ・ベルジュラックですよ︑と言われた︒程なく先生は

その頃︑我々は大津︑石山寺︑唐崎を旅行した︒芭蕉の

山人門下は打ち揃って旅に出る事が多かったが︑常に先生

足跡を辿ったのである︒宿舎は元高校校長の浜本冑海さん

退院され自宅療養に移られた︒

三月十三日︑先生の御宅に御見舞に参上したら︑先生は

の世話で教員組合の施設を格安で借りた︒歌仙を巻き︑お

は私が許しませんと言った︒冗談ですよ︑と言ってもまだ

私が責任を持って借りたんですから︑そんなふしだらな事

句へ

が御一緒ならばいいのにねと言い合った︒

きちんとした和服で出て来られ︑私にはやり残した仕事が

喋りとなった︒お互いに何もしない事にして︑ここで男女

二つあるんですよ︑しかしもう気力がありません︑と言わ
れた︒法政大学国文科名誉教授の先生にしてみれば如何に

四月に入って先生は拙宅近くの慈恵医大第三病院に入院

雑魚寝しようと私が言うと︑青梅さんはかんかんに怒り︑

された︒六日︑教授より先生の容態急変で集中治療室に移

青梅さんは怒っていた︒

も心残りであったろう︒

す︑という電話があった︒私は飛んで行った︒私と同年配

前だと思ったら太平記だった︒有名な落花の雪に踏み迷う

宿舎の地名は打出ノ浜であった︒私はどこかで聞いた名

片野の春の桜狩りで始まる俊基卿東下りの一節だった︒

の御長男が名刺を見ながら︑川野リョウチクさんですよ︑
と言われると︑先生は酸素テントの中で︑リョウソウさん

憂きをば留めぬ相坂の︑関の清水に袖濡れて︑末は山路

だ︑と仰言った︒私はテントに首を入れ︑先生の手をしっ
かりと握った︒先生もこれが今生の別れと思われたのであ
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を打出ノ浜︑であった︒地名は変えてはならぬ︒
我々は金を出し合って大津絵を買い︑石飛千可良さんが

平成二年︑松山の鈴木春山洞氏の超人的な努力によって︑

連句が始めて国民文化祭への参加を許された︒

なった︒考えて見れば我々は先生の最後の弟子であった︒

しかし先生は平成二年八月二十日︑遂にお亡くなりに

達だから良かったのであろう︒我々の作品が第一回の文部

の発句で半歌仙を巻いて応募した︒温和で優雅な猫蓑の人

猫蓑の連衆を相手に︽舂雪や親指ほどの観世音︾という私

春︑まだ私は東明雅先生の連句教室に通っていた︒私は

通夜には全員で祖師ケ谷大蔵の御自宅に参上したが︑帰り

大臣賞に選ばれた︒馬山人先生がもう少し御存命であった

代表で馬山人先生に届けた︒

に一同はどうにもやりきれなくなり︑私が一杯やりたいな

ならと私は残念でならなかった︒

文化祭に参加し︑受賞日まで松山にいるとなると︑私は

あ︑と言うと︑通夜の晩に不謹慎ではないか︑いや︑先生
の事だもの︑私には遠慮なくやりなさいと仰言やるわよ︑

ある︒私がいないと不思議に厄介な患者さんがやって来て

仕事を四日間も休まなければならなかった︒難関は家内で

た︒既に連句関係者が満員で先生の追悼会場になっていた︒

家内は困る事が多く︑私の留守を嫌がる︒私は皇太子殿下

そうだ︑そうよね︑と言う事になり︑駅近くの鮨屋に入っ

久木田朱美子さんが一度︑先生は私の恋人です︑と言っ

俺は文部大臣賞だ︑ひょっとすると殿下と握手する所が

が連句の会場にお出でになる事を利用した︒

差であった︒先生は︑おい︑おい︑俺はもう八十だぜ︑と

ＮＨＫで放映されるかも知れない︵そんな事がありっこな

た事がある︒先生にとって彼女は娘と孫の中間の様な年の

言われたが嬉しそうであった︒私がその話を出すと朱美子

いのは私が一番承知していた︶︑こう言うと単純な家内は貴

まっていた︒いい加減飲み食いして二人でフロントに行く

工藤繭さんと羽田から飛行機で行ったが︑宴会は既に始

方行ってらっしゃいよ︑となった︒

さんは声を出して泣いた︒

先生程︑死後︑人から慕われた方を知らない︒先生を悪
く言う人に出会った事もない︒要するに︑人に好かれるの
も嫌われるのも生前のその人の人徳だとしみじみ思った︒
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と︑こちらは総量として何人お泊まりか把握しているだけ

げ眺めると︑それは勲四等瑞宝章︑浜本青梅のお尻と越中

翌午前中︑皇太子殿下は我々の会場をほんの少しばかり

揮であった︒

親類に泊まると言われ一部屋空いています︒そこで二人で

視察され︑すっと通られた︒私が殿下と握手なぞしなかっ

でお二人の部屋がどこだか知りません︒幸い御夫婦の方が

寝られたらどうですか︒とにかく部屋を見に行って御覧な

たのは勿論の事であった︒

授賞式は月曜日の朝からであった︒三千人入る市民会館

さい︑と言った︒暢気な松山気質だと思った︒
行って見たら成程薄暗い行灯が点り︑男女の布団が並べ

れ︑舞台には奥様と一緒に並んだ︒当日︑猫蓑の人達は土

で受賞した︒東先生の奥様が捌かれた作品も高位に入賞さ

私はこんな所で二人で寝れば翌日から連句界から追放だ

佐へ観光へ旅立ち︑東京の者で残ったのは二人だけであっ

ノ▲

て敷かれており︑なまめいた雰囲気が醸し出されていた︒

と思った︒予め聞いていた浜本青梅さんの部屋に布団を担

た︒前夜︑秋元正江さんが︑先生の奥さんに手を出すんじゃ

要もないと言われたとかで︑虎ノ門病院で手術した︒

かし︑孤立性であり︑手術すれば完全に治る︑抗癌剤の必

平成六年の秋︑久木田朱美子さんが腎臓癌になった︒し

で御一緒し私の生涯で忘れられぬ旅行となった︒

鮨屋に入っている人全部が笑った︒結局︑奥様とは羽田ま

繭さんとの事をお話すると︑私の声が大きいものだから

えすると奥様はホホホと笑われた︒

いか︒昼食は旨い鮨屋で御一緒し︑秋元さんの言葉をお伝

ないよ︑と私に言った︒そんな事が出来る訳がないではな

いで下り︑九時頃から寝ていた青梅さんを起こして︑少し
布団を移動して貰って寝場所を確保した︒
それでも未だ十時だ︒寝られる時間ではない︒下のバー
で繭さんと一杯やっていたら︑俳誌﹁耕﹂の加藤耕子さん
がやって来て︑二人で何をしんねりやっているのと言う︒
かくかくしかじかと言うと︑彼女︑蓼艸さんたら意気地
がないのね︑私が男だったら絶対やっちゃう︑と言った︒
したたかに飲んで翌早朝︑まだ未明に目覚めた︒ちゃん
とそこは大部屋で︑繭さんと二人ではなかった︒
見れば目の前に見慣れぬ物がある︒眼鏡を掛けてしげし
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平成七年は彼女にとって人生最良の年となった︒死の淵

は彼女を見舞った︒

仕事にも連句にも精を出し︑京都の関西連句を楽しむ会

なった所に︑さりげなくカーテンが張られ︑そこが鬘の売

このデパートか忘れたが︑エスカレーターの下の三角形に

或日︑彼女は鬘を作るから付き合ってくれと言った︒ど

に馬山人会で泊りがけで行った時も彼女は我々の先頭に立

り場になっているのだった︒彼女の言によればどこのデ

から生還した彼女の喜びは彼女の体全体に溢れていた︒

ち︑我々は彼女の後に従った︒予め彼女に預けた金で拝観

彼女が帽子を脱ぐと無残にも頭髪が抜け落ち︑地肌が露

パートでもそうだという事だった︒

時に釣銭を貰ったが間違っていた事は全くなかった︒しか

出していた︒そこには漆黒から半白︑銀髪まで色々な色調

料︑交通費︑食事代全て彼女がまとめて払い︑我々は解散

し平成八年一月︑彼女の肺に癌の転移が発見されたと彼女

から︑長いの短いの無数の鬘が揃っていた︒程々の鬘を選

治療の中止により彼女の頭髪は元通りとなり︑体重も増

しきっていた︒

が︑彼女の肺野全体には牡丹雪の様な白い影が無数に降り

はいや

私も彼に会い彼女の胸のレントゲン写真を見せて貰った

戴と若い誠実な主治医に訴えた︒

女だから干からびて死にたくはないの︑水だけは入れて頂

彼女は治療の苦しさに耐えかね︑もう先生やめて︑私は

考える癖がついて仕舞った︒

それ以後︑デパートに行く度︑あそこが女の密室だなと

んでかぶると以前同様の彼女になった︒

は私に伝えた︒私の顔はさっと曇った︒
彼女は私の肘をぽんぽんと叩き︑そんな顔はしなくても
いいの︑私はもう覚悟がちゃんと出来ているんだからと言
い︑︽ぬばたまの闇を抜ければ花明り我が魂は迎へられけ
り︾と書いて私に渡し︑これが辞世の歌だと言った︒

私は彼女の顔を正視する事が出来なかった︒何と澄み
きった心境であろう︒これが自分であったら︑唯︑泣きわ
めくだけなのにと思った︒

彼女は再び入退院を繰り返す様になった︒抗癌剤とイン
ターフェロンで彼女は次第に痩せ︑髪も抜け︑味覚が失わ
れて行った︒土曜︑日曜︑連句の会に行く時を利用して私
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し︑味覚も戻った︒或日︑近くのホテル・オークラに食事

彼女がそこまで覚悟しているのなら︑こちらももう遠慮

する事はなかった︒分った︒ばっちり読むから安心しろ︒

それより何か言い残す事はないのかと尋ねると︑平凡な様

に誘った︒歩けるかと聞くと︑まだ大丈夫と答えた︒
ホテルの近くには嘗て永井荷風が住んだ偏奇館跡があっ

だけど皆さんに長い間お世話になりました︑宜しく伝えて

彼女は動ける間は同じ病室の人の面倒を良く見た由︒そ

を引き取りましたと電話があった由︒午後から病理解剖︒

三月二日朝死亡︒私が家を出た直後︑弟さんから︑今息

れは彼女自身の人生の挙句でもあった︒

か︾と言った︒それは彼女潭身の挙句であった︒そしてそ

そしてしばらく瞑目の後︑︽みんなさよなら夕東風のな

頂戴と言った︒

た︒彼女は荷風を愛し全集を揃えているのを知っていた︒
どう︑歩けるか︑偏奇館跡へ行って見るかと聞いたら︑
うん︑行く︑大丈夫だと答えた︒
そこは漸泗なマンションになっており︑都の説明板が立
てられていた︒彼女はそれを読み︑生きている内に見られ

てよかったわと言ったが︑帰りはもう息が切れて歩けな
かった︒僅かな距離をタクシーで送った︒
彼女は病院で退屈だから文音を廻してくれと言った︒一

して医師︑看護婦に感謝の手紙を枕の下に入れていた由︒

誰にでも出来るというものではなかった︒彼女の遺体が

巻目は二か月で完成したが︑二巻目は苦しいのであろう︑
遅々として進まなかった︒とうとう︽花おぼろ君もおぼろ

彼女のマンションに会社の人︑連句の人︑牧師さんが集

病院を出る時︑手の空いた看護婦は皆下に降りて泣きなが

平成八年三月一日︑連句協会理事会の帰りに寄ったら彼

まり︑通夜は三月三日︑菊名教会︑葬儀は三月四日と決まっ

となってゆく︾という私の匂いの花でぴたりと止まって仕

女の容態は一変していた︒まだまだと思っていたのに声を

た︒三月三日雛祭の夜︑強い風を突いて教会には三百人も

ら見送ったという︒

出すのがやっとであった︒何か言いたそうにするので耳を

の人が集まった︒

舞った︒私はもう満尾は諦めた︒

近づけると︑式で弔辞を読んで頂戴と言う︒
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と一旦ここで切り︑最後に︑悼句︽妹と兄たりし日や雛の

る︒どうか︑友よ眠れ︑静かに眠れ︒﹂

しても少し早過ぎるではないか︒貴女は清潔な感じの人

夜︾を置いた︒

﹁朱美子さん︑貴女と私は連句の兄と妹でしたね︒それに

だった︒そして華著で常に好みのいいスーツをゆったり着

身の女性の為に︑これだけの人が集まった例を私は知らな

翌日の葬儀には通夜にも増して多くの人が集まった︒独

し︑ジーパンで歩く姿を後から見ると眩しい程魅力的で︑

い︒彼女が如何に多くの人から慕われ︑好かれていたのか

ていた︒しかし大津へ旅行した時︑貴女が肩から腕を露出

胸には形のいい︑程のいい大きさの乳房があった︒

埋葬は雑司が谷の久木田家の墓地で行われた︒一角に一

を目のあたりに知った︒

と私の前を歩く事はなかった︒貴女の嫌う事を言ってあの

米程の細長い穴を掘り︑その底に彼女の骨壷を沈め︑土を

私がそれを指摘すると︑貴女は︑いやあれと言い︑二度

時は御免︒しかしあれは貴女の女性としての魅力を賛美し

埋めた︒一同で賛美歌を歌った︒

そこに納めた︒やがてその上に彼女の歌碑と墓碑が建てら

かりヴィニールで包み︑弟さんに三十センチ程掘って貰い︑

翌年の一周忌には二人の両吟の載った﹁れぎおん﹂をしっ

たのだから悪く思わないでくれ︒

旅では常に貴女は先頭を行くジャンヌ・ダルクだった︒
私達はただ後から付いて行く農民でしかなかった︒
些か早過ぎたが︑いづれは私達もそちらへ行くのだ︒貴

人公のトムが︑愛していた姉のローラに向ってこう言う︒

ガラスの動物園では諸国を放浪して故郷の廃屋に帰った︑王

う︒皆そちらへ揃ったら又賑やかに歌仙を巻こう︒映画︑

あった︒私はしげとさんに言った︒俺が必要だったら何時

なんてものがあっていい訳はない︑というのが私の気持で

が︑困難が伴ったと聞いた︒たかが道楽の会の結成に困難

小林しげとさんが埼玉で連句の会を結成しようと試みた

れ︑全ては終った︒

ああ︑ローラ︑僕は君を思うと泣けて来ると・私も彼に倣っ

でも言ってくれ︒ピーッと笛を吹けば怪傑黒頭巾の様に俺

女は︑まあ︑貴女も来たのね︑貴方も来たのねと言うだろ

てこう言いたい︒ああ︑朱美子︑私も君を思うと泣けて来
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が現れるであろうと言っておいた︒大体︑私は浪花節的で

反対の事を言っています︒まあ︑その頃は今と付け方が違っ

る様では︑それはいい作品にはならないであろうと︑全く

て︑簡単に付いたでしょうから︑百韻と言えども朝から夕

こういう話には弱い・

しげとさんは結局桜草連句会を結成した︒平成十年秋に

来ると賑やかだから是非来いと言われていたが︑そこは浪

演された︒その日は大阪で大学のクラス会があり︑お前が

行った︒四・五十人程の人が集まり︑東明雅先生が先に講

を弁護士にして見ろ︑ン万円のお礼が要るぞ︑と言うので

をしているのか︒会社の経営に関してそれだけの質の質問

したら︑相手は驚いてこう言った︒お前︑その先生にお礼

私の友人で会社を経営しているのがいる︒この話を彼に

方前後で済んだんでしょうね︑との事であった︒

花節︑男と男の約束の方が大事とクラス会は断わり︑しげ

あった︒私は冷汗がどっと出て来た︒今まで何回も先生に

は盛大な大会を浦和で開き︑私は怪傑黒頭巾の様に飛んで

とさんの会に行ったが︑会は大成功であった︒

韻というものは何時間位かけてやったんですかと聞かれ︑

し上げると︑先生はニコニコされながら︑私は弁護士では

事もなかった︒当日︑先生にこの事をお話してお詫びを申

厄介な質問をし︑色々調べて戴いたのに︑そんな事はした

私は返答出来なかった︒歌仙ですら数時間かかるのに︑百

ありませんから︑これからも何でも聞いて下さい︑と仰言っ

丁度︑明雅先生には借りもあった︒短歌の人に連歌の百

韻なら二日がかりかな︑その後︑俳諾の連歌となると何日

平成十二年の国民文化祭は広島で行われる事が決った︒

て下さり︑私はやれやれと肩を落とした︒

明雅先生にお電話すると︑先生も︑そうですね︑と言わ

連句協会常任理事会に広島から高橋昭三氏が出席され色々

がかりであろうかと思った︒

れ︑調べてお電話致しますと仰言った︒夜になってお電話

と説明された︒素朴な方で広島弁丸出しであった︒

んなものかも知らないらしかった︒

そもそも広島は連句に関して土壌がない︒県も連句がど

があった︒定家は燭を持たずと言っています︒つまり︑灯
が要る様になってはいけない︑朝から始めたら夕方には終
れと言う事でしょうね︒二条良基は日の暮れないうちに終
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会場も他の分野と同じ所でやる︑つまり間借りの様な形

広島県出身の石飛千可良氏と十一月十三日の五時頃の新

翌日︑尾道で下車︑市内観光をした︒林芙美子︑志賀直

幹線に乗った︒その晩は福山のピジネスホテルに泊った︒

なら︑とは言いませなんだが︑ようよう竹原市に会場を確

哉の旧居が保存されており︑時間を費やした︒生身の人が

でしか許されない様な状況で︑おどりやあ︑何ゆう言よん

保致しました︒来年の文化祭が成功するかどうかは︑十一

志賀直哉の旧居が三軒長屋だったのは意外であった︒尾

住んでいた場所というものは何とも言えない気持がする︒

何のお土産も旅費もよう出しませんけえど︑どうか当日

道では旨い魚で酒を飲もうという予定は大幅に狂い︑魚の

月十四日にやるプレ文化祭で決まる思います︒

には一人でもぎようさん来てつかあさらんか︑と咽とつと

旨い地域に行きながら︑二人が食べた四食のうち︑ホテル

の朝食以外三食は何と駅弁と缶ビールとなった︒

説かれた︒私の浪花節は又もむくむくと頭をもたげた︒
私は立ち上がり︑聞いていて涙が出て来た︒この人をこ

の趣があった︒ざっと八十人の人が集まり︑地元の人は約

一時前に何とか竹原に着いた︒竹原は可愛い町で小京都

連句は道楽である︒道楽をやるのに土産や旅費を当てに

三十人︑連句の土壌のない町では大成功と言えた︒来年の

の儘広島に帰してはいけない︒連句協会の面子に関わる︒

するなんて事があっていい訳がない︒道楽は身銭を切るも

国民文化祭もこれで弾みがつくであろう︒

来た︒千可良さんもこつくりを始めた︒考えて見れば私の

岡山駅で祭寿司弁当を買いビールを飲むと眠気がさして

れなかった︒

うと氏も︑有り難うござんした︑と私の手を放そうとはさ

高橋氏の手を握り︑貴方の男を立てに来ましたぞな︑と言

四時終了︒酒やら菓子やら大変な土産であった︒出口で

のである︒只酒を飲もうなんて︑そもそも卑しい魂胆であ
る︒私も行くが体の空いている人は出来るだけ行って上げ
ようではないかとやった︒

結局︑何人かの人が竹原まで行く事になったが︑調べて
見ると竹原は東京から大変行き難い所であった︒在来線の
山陽線から分岐した呉線に乗り換える必要があり︑日帰り
はとても無理と分った︒

−39−

俳譜修業は恵まれていた︒最初︑阿片瓢郎先生に行き合っ
て︑連句協会理事として先生から色々ご指導を戴いた︒
やがて高藤馬山人先生に師事︑その頃︑杏花村に来てお
られた清水瓢左先生の御薫陶も受ける事が出来た︒
真鍋天魚先生の席にも何回か連なり︑先生独特の作風か
ら大きなものを学ばせて戴いた︒

東明雅先生の御恩は幾ら書いても書きつくす事は出来な
いであろう︒

連衆もよかった︒馬山人先生門下の者達は今馬山人記念

会の名の元に集まっているが︑年一回の連句旅行は私に
とって欠かせない︒風信子はその後﹁ああの会﹂と﹁解續﹂
に別れたが︑私は村野夏生氏の前者に所属︑村野氏に拾っ
て貰ったという気持は今も変わらぬ︒
草門会ももう十二年になる︒十二年もたって男と女の問
題が起こらなかったのは︑いい女のいないのが良かったん
だなと言ったら︑工藤繭さんが︑何言つてんのよ︑いい男
がいなかっただけよと言った︒

眠気が増して︑私の仕えた超一流の先生方のお顔が次第
に重なり合い︑夢ともうつっともつかない様になって行っ

て︑何時しか私は深い眠りに落ちて行った︒
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エッセイ

﹁癒しの連句﹂の見たもの
ｌ連句・結びの力ｌ

浅野黍穂

科の呼称が神経科であることのために︑大学病院時代よ

りも軽症の患者さんを多く診療する結果になり︑そしてそ

れに伴って大学にいたときには殆どの症例が薬物療法で対

処できていたのに︑それではうまくいかないことが多く

なってきた︒つまり私は仕事上の壁に突き当り︑薬物によ

らない精神療法とか心理療法とかいうものを導入する必要

﹁グループ連句療法﹂と﹁癒しの連句会﹂とである︒これ

はっきりとした三つのパターンがある︒﹁個人連句療法﹂と

さんは高齢の女性で抑うつと︑体感症という奇妙な訴え︵口

ば幸運としか言いようがない︒連句の治療の初めての患者

このとき私に連句があったということは︑今にして思え

に迫られていたのである︒

らを経験する中で私は連句のもつ︑人と人とを結んでネッ

の中の腫脹感あるいはネバネバ感が腹部の波動感と連動す

心の癒しのために私が実践している連句活動には割合

トワークを形成する力をつぶさに目にすることができた︒

る︶とを主な症状としていた︒葛藤のテーマらしいものを

個人連句療法を始めたのは昭和五十六年である︒当時私

いうことが露呈した︒だがそのあとの対話はいたずらに空

て行ったが︑すぐ再入院になり心の問題は未解決であると

どんどん語りそれを達観したと結論づけて自分から退院し

は大学病院の精神科から総合病院に転出してほぼ四年経過

転しつづけて︑何か新しい療法を導入する必要に迫られた

個人連句療法

していた︒ここでは所属する科の呼称は神経科となってい

とき︑連句で治療するという着想に恵まれたのである︒

体験が前提になっていた︒連句の座で自分が味わった楽し

この患者さんを連句に誘おうとするとき︑私自身の連句

たが内容は精神科だった︒わざわざ神経科と言いかえてい
る理由は精神科の標傍は患者さんにとって敷居が高く受診
し難いだろうという配慮からにすぎなかった︒
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ていた︒この際のやり方は自然に両吟の形になったが︑そ

いういたって素朴な感情がこの治療への主たる動因を成し

さをこの患者さんと共有したら治療になるのではないかと

観察して︑いくつかの特徴をまとめあげることができた︒

できた︒こうして連句がどう患者さんの役にたったのかを

に調節することができ︑また治療の効果もしっかりと判定

なったことによる︒つまりこのやり方では治療過程を自在

精神障害の人に見られる異常な現象には︑症状といって

れは患者さんを個人として診療するのが医師としては普通
の形だから︑つまりこれが医師の仕事の日常のスタイルに

療する症例はどんどん増えていった︒患者さんの話を聞き︑

外来や病棟で今まで通りの診療を続けながら︑連句で治

想は症状であるが︑それに基づく濫費などの脱線行為や︑

る行動とが区別される︒たとえば躁病の爽快気分や誇大妄

行動といって病的な内心の動きに突き動かされた意志のす

その人の意志ではどうにもならない層で起るものと︑異常

薬を考えるという仕事の合間に一句もらって一句返すのに

それを制止する人への立腹は異常行動になる︒

よく合う形だからだった︒

要する時間は数分にすぎず︑多いときには一日四十人とこ

作法﹂と名付けたやり方であり︑要するに患者さんが自力

きたのには︑ちょっとした技法の工夫もあった︒それは﹁共

もっともこのようにたくさんの人を連句に誘うことがで

が︑これを個人の心理機制の視点でとらえるならば心的問

関係がよくなるのは早期にみられる特徴ある変化である

になるのに遅れて症状が改善してくる︒周囲の人との人間

まる︒ところが連句の効果は全く逆で︑異常行動が穏やか

薬物療法ではまず症状がよくなり︑続いて異常行動が鎮

で句作できないときにはその句作にいろいろ手を貸す方法

題を自力で解決する力が回復したのだと結論することがで

の交換ができた︒

である︒これを用いれば必要と思う症例のほとんどを連句

この問題解決能力の回復という知見に至ったのはやはり

きる︒

連句療法をこの個人療法の形で始めたのは︑また別の成

個人療法として連句を活用した結果に他ならない︒しかし

に導入することができた︒

果をもたらした︒それはこれにより結果の追跡が容易に
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察から︑治療の的として症状を選ばずに︑人間関係の歪み

ある︒そうではあるが︑私の個人療法の経験は︑前述の観

た結論でないが連句のある重要な側面を見逃していたので

この結論は個人心理からの見方に偏していた︒決して誤っ

した言葉を実効概念と呼んだのである︒

発揮したり︑伝えたりするときも言葉は有用である︒そう

種の職人芸なのだ︒こういう仕事をうまくやるような技を

う︒ここで必要なのは探りながら応答の手直しをする︑一

ようである︒しかしこのような事前重視は誤りであると思

た︒その際︑治療への取り組みの目処のために︑﹁付合︵つ

診断上甚だ多岐にわたる症例を手がける結果になってい

ことだが︑それでもこの二つの実効概念﹁付合の心﹂と﹁座

りとは︑連句の効用を個人心理で説明しすぎる弊に陥った

もっぱら個人療法として連句を活用したために生じた偏

まと

を選んでいた︒そのため疾患分類の特定群にとらわれずに︑

けあい︶の心﹂とか﹁座の構造﹂とかいう伝統の匂いのす

の構造﹂とは忘れたものを拾い戻すときの︑いわば付け処

扱われる概念が認識のため︑記述のため︑ことさら精細な

一致する︒そのことは別に否定されるべきことではないが︑

二年に設立された連句振興基金の事業の一つとして︑連句

連句本来の世界に回帰するきっかけは外から訪れた︒平成

個人療法に閉じ込もっていた私の殻を破り︑のびやかな

癒しの連句会

となったのである︒

る造語をして︑これらを実効概念などと呼んでいた︒
世の中にはいろいろに概念を弄ぶのを好む人がいる︒そ
ういう人は各分野にいるが医者のなかでは比較的精神科医

区別のためであるのが私には不満である︒精神科医も臨床

療法に関連した企画をしてはどうかという故岡本春人先生

に多いように思う︒この場合は概ね哲学好きということと

医なのだから︑患者さんの生活にどのようにお役に立てる

年の終り頃だったと思う︒舂人門下で職場カウンセラー

の奨めを伝える竹山美代子さんの手紙が届いたのが平成二

的確な治療手段が可能になるためには︑その前に正確な

だったこの竹山さんと私が相談して︑連句療法普及のため

かに比重を置くべきではないか︒

病態の認識が必要なのだという前提論がここにはあるかの
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繰り返すうちに思わぬ展開を遂げ︑発足当初の意図から次

平成三年六月に一回目の集りをもった︒この集りはそれを

の勉強会を︑出来ればシリーズでやろうということになり︑

なっている︒

れが今ではすっかり﹁癒しの連句会﹂の定番のスタイルに

い︒二回目以後講演と連句実作の組み合わせが定着し︑こ

連句の集りといったものにはこの実作の部がないと淋し

この会への参加は口コミで知人を誘うという形がだんだ

第に逸れたものになって︑現在の﹁癒しの連句会﹂に変っ
ていくのであるが︑その経緯はつぎのようであった︒

療を受けている人や︑そういう人を家族にもつ人がかなり

ん多くなった︒そしてその参加者の中には心の病で現に治

目の案内状はカウンセラーなどの職種を中心に出された︒

いることが判ってきた︒この人達の連句を求める気持には

連句療法の普及をめざすという当初のねらいから︑一回

場所は竹山さんのホームグラウンドの大阪市西成区萩の茶

参加者の場合︑連句に参加して面白かったという気持に︑

力強く︑頼もしいものがあり︑それは好きという言葉に深

し最近また﹁喜望の家﹂に戻っている︒初回は私の講演会

もう一つ強い信頼感のようなものが伴っているように思え

屋にある酒害者救護の施設﹁喜望の家﹂の一室を借りて行

の形式をとったが︑このあとの連絡をとりあう際に葉書に

た︒連句が面白いから日々の苦悩をいつとき散ずる時間が

さというものもあるということを教えてくれた︒そういう

書き添えた句が発句となって文音連句がいくつも巻かれた

もてる︒しかしこの人々の気持にはそれだけではなく︑あ

なった︒会場はこのあとしばらくして大阪市近辺を転々と

のも計画されたことではなく︑おのずから興った動きであ

きは私の話のあと参加者で連句を巻こうということにな

二回目の集りは三カ月後の平成三年九月だった︒このと

もいえる︒はっきりとしたその自覚はなくとも︑それが信

力は︑考えてみれば︑お互いが相手からいただいていると

るという実感があるのではないかと思われた︒こういった

たかも問題を乗り越えていく内的な力を︑連句から得てい

り︑十二調の六句までが成った︒この癒しの連句会も︑今

頼感となって連句を強く求めるのではないかと思われた︒

る︒

盛んに開催されている一般の連句大会もそうだが︑およそ
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いる︒連句のこういう側面を個人療法ばかりしていた頃に

としていて︑その雲はまた新しい雲を生み出す力をもって

結び︑人の集りができる︒その集りは雲のようにふんわり

が定期的に開かれるようになっている︒人と人とを連句が

九州市︑高知市︑神戸市︑仙台市でも年数回ずつではある

音連句などを介して遠隔地にも伝播していった︒そして北

れた多くの病棟があり︑それら各病棟から参加する院内共

ず急性期や慢性期といった対象患者さん毎に機能別に分か

神病院にはこの形を実戦できるたくさんの場があった︒ま

く︑一回のセッションで巻き上がるということである︒精

がシリーズの複数回のセッションで巻き上がるのではな

参加する患者さんが一人ではなく複数になることと︑作品

グループ連句療法が形の上で個人連句療法と違う所は︑

てきたのが﹁グループ連句療法﹂である︒

は気づくことがなかったが︑癒しの連句会に関わるように

有スペースであるリハビリテーションセンターがあり︑さ

大阪の﹁癒しの連句会﹂は途絶えることなく継続し︑文

なってはじめて私は知るようになったのである︒

らには通院している患者さんの為のデイ・ケアと呼ばれる

連句の力を知らされた︒﹁癒しの連句会﹂を経験することで︑

﹁個人連句療法﹂からは個人に葛藤処理能力を獲得させる

れる︒その形が厳密なものをクローズド︑緩くてメンバー

対象患者さんを選び︑セッションの回数も予め決めて行わ

グループで行なう精神療法︑心理療法は普通は治療者が

施設がある︒

今度は人と人とを結ぶ連句の力に気がついた︒ここで考え

の出入りのあるものをオープンと呼んでいる︒誰でも参加

グループ連句療法

てみると心の癒しといった分野への連句の活用法として

できるものは治療と呼ばず︑レクリエーションとみなされ

き︑この既成のカテゴリーの治療形態も気にはなったが︑

グループの連句療法をこういう場で行なおうとすると

る︒

は︑この二つの形は両端に位置するものではなかろうか︒

それならばこの両端の間にはまた別の形がありうるだろ
う︒そのような思いを抱きつつ︑平成七年一月総合病院の
神経科から単科の精神病院に職場を変えたのを機に追求し
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き出すかが模索のもっと中心にあった︒その結果病院内の

が気づいたもの︑つまり人と人とを結ぶ連句の力をどう引

それよりも個人療法から癒しの連句会へと展開する中で私

のほかにはもう一つ︑この流れのための工夫として︑どう

を低くする工夫︵前述の個人療法の﹁共作法﹂を活用した︶

流れもなければならないということである︒参加への敷居

グループ連句はデイ・ケアからスタートした︒このデイ．

いう場所にいる患者さんにも二つ以上の連句のチャンネル

これはある意味では治療を担当するわれわれ自身に厳し

ケア連句は毎週一回行なわれ五年を経過しているが︑中止

場の違い︑患者層の違いを超えてすべての私のグループ連

い条件を課したことになる︒なぜならばデイ・ケアやリハ

になったことはない︒その理由は開始早々から常連の参加

を用意しようとした︒その理由にはあとでまた触れる︒

ビリセンターなどのプログラムは参加者がゼロになれば消

者にめぐまれたからである︒常連になる傾向は躁うつ病圏

句は自由参加の形になった︒

滅せざるを得ず︑担当者はそうならない工夫を絶えずして

に属する人にみられるようで︑これも一種の性格的弱点に

かかわると考えられる︒芯から秩序にとらわれ︑自縄自縛

いなければならないからである︒

しかしその工夫をいくらしても︑癒しの連句会とこの病

気味になっているのが常連の参加者である︒それでも﹁私

分裂病圏の人はすこし違っている︒あるときに集中的に

院内のグループ連句とはやっぱり違う︒私は癒しの連句会

まとうし︑他の参加者の意識にも反映するだろう︒また癒

出てきて︑ぱったりと来なくなる︒あんなに入れ込んでい

は週一回ではもの足りないんです﹂という言葉に嘘はない

しの連句会はコミュニティの中で行なわれているが︑この

たのは何だったのかと呆気にとられてしまうほどである︒

へはボランティア参加であるが︑病院内グループ連句には

グループ連句は病院内で開かれる︒この二つの違いから言

個性を現しそれを受け入れられた喜びは︑同座のみんなに

のである︒

えることは︑癒しの連句会にはずっと留まって参加し続け

も素直に感じ取られるのだが︑そのことが内心に断絶を作

仕事として参加している︒その意識の差は私自身にもつき

てよいのに反し︑院内のグループ連句には病院から外への
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るのも連句の力なのだと気づいてみれば︑実際にはそのど

だ︒こういう参加の態度を異にする人々がいっしょになれ

タイプの人も連句が好きだということに偽りはないよう

本当に忘れたころに出て来ることもある︒しかしどちらの

目配りが利いてくる︒だから連句が面白いといって人のお

るという目的と同時に参加者はその目的の裾野にも自ずと

どとはこの点で相当に異なるもののようである︒連句をす

たのでは効用が十分に活用されないのではないか︒茶道な

し︑その安心の上に内容だけに心をくだくやり方をしてい

連句というものは︑運用面を型として︑所与として固定

ちらの人々にも助けられて連句プログラムが続いてきたの

膳立てで遊んで帰るだけの人は︑カラオケよりはましでも︑

るのだろうか︒少ししてまた出てくるのを繰り返したり︑

である︒そしてやがてはこの両極端は︑連句の座で︑足し

連句の徳に半分も与っていないように思う︒

病棟でのグループ連句も︑現在は七つの病棟のどこでも

て二で割った姿に向かって両者の性格が接近するのかもし
れない︒連句が性格的弱点を互いに補い合うことのできる

参加する希望の灯になっていて欲しいと思いつつ会を運用

加できないでいる連句会が︑羨望の対象ではなくいつかは

ないでいる人もいるだろう︒そういう人にとって自分が参

たぶん遠くから連句会を窺っていて︑いつまでも参加し

にも病棟連句がある︒また退院してから思い出せばデイ・

の﹁いい感じ﹂を他の病棟に移ったあとで思い出せばそこ

﹁いい感じ﹂をもってもらうということが大事である︒そ

の初体験の場になる︒したがって先ずここでの連句体験で

多くの患者さんにとっては急性期治療病棟という場が連句

行なわれるようになっている︒病棟は機能別になっていて︑

したりしているのだが︑こういう配盧が生まれるのも連句

ケア連句がある︒このように病院内にどこでも連句に参加

場になっているのである︒

会への参加を自発性に任せる形でスタートしたおかげであ

できるチャンスが設けられるようになった︒

ているので︑ここでの連句の意義も大きい︒患者さん達に

リハビリセンターは各病棟と外来の患者さんに開放され

る︒こうした態度で会をすすめるうちに︑癒しの連句会で
気づいた人のネットワークをつくる連句の力が︑病院とい
う場でより具体的に見えるようになってきたのである︒
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とっては連句に参加するチャンスがあって︑参加するかど

でのグループ連句も遊びという基調はしっかりと確保して

いう流れの事後の体験からしか是正されない︒だから病院

たまたま来た急患のために私がリハビリセンターの連句

うかは各自に任されている︒しかしこの決定を自律的にで

に繰り返されだろう︒ところが病棟での連句を拒否しても︑

に出られなかったとき︑代りを頼んだスタッフから参加者

おく必要がある︒面白さということの意味は実に大きいの

そこにリハビリセンターでの連句があるから︑これに参加

が少なかったから中止した︑と言われてがっくりきたこと

きないでいる人が多いのである︒そういう人は参加しても

しさえすれば︑今度は二つの連句会から一つを選んだこと

がある︒参加者はたった一人でも始めていると途中からつ

である︒そしてスタッフがこれを忘れないために︑自由参

になり︑再反動は起らずに済む︒さらにはこれで自律的決

ぎつぎと増えていくことが多い︒ホワイトボード一杯に句

しなくても悔いを残しているかもしれない︒参加しなかっ

定の力をつけていくことになる︒これはまた病院内の連句

が書かれ︑私が作品を読み上げようとしていると︑覗き込

加というあり方がよい刺激を与えつづけてくれていること

ネットワークに流れを与えるだろう︒そしてそれはコミュ

むようにまた一人が顔を出して﹁もう終りですか﹂と聞く︒

た反動で参加し︑参加してしまった反動で拒否する︒連句

ニティーの連句ネットワークヘと開かれることになるだろ

すすめるとしばらく考えて一句出してくるのでそれをボー

をもう一度強調しておこう︒

う︒これがどの患者さんにも二つ以上の連句チャンネルを

ドの隙間を探して書き入れる︒これがいつものことなので

会が一つだと︑この二つの逆向きの反動はシーソーのよう

用意しようとした理由だった︒一つだけの窓口はたとい自

ある︒

人に呼びかけて﹁あなたこちらに入りませんか﹂と誘う︒

連句にならんな﹂とぼやく︑するともう一人が部屋の外の

また参加者が少ないときに︑一人の患者さんが﹁これじゃ

由参加の形になっていても︑それは﹁イヤなら来るな﹂と
裏で言っているのと同じなのである︒
ついでに前述のような態度決定の途絶は真面目に取り組
むとかえってうまくいかず︑面白いからやってしまったと
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示すのではなく︑より健康になって行く心の動きの指針に

ではがゆい︒そこを考えると︑この行動は現在の健康度を

らませようとする行動はスタッフの方が忘れがちになるの

いればよいのではないのだろうか︒こうした︑楽しみを膨

れわれは患者さんのこういう行動を引き出すことだけして

やがて病気を克服することになっていくのではないか︒わ

らまそうとする行為は︑それがどんどん発揮されるならば

者さんの中に健康な部分があるからに違いない︒これを膨

参加者は少ないよりも多い方が楽しい︒そう感ずるのは患

と人の心が寄り合う姿は雲のようだ︒それは心の形そのも

めつちをうごかし﹂とは古今集仮名序の言葉だが︑しぜん

だけは自ずから外れてしまう︒﹁ちからをもいれずして︑あ

心を合わせて仕事をするとき︑介在する桂桔は連句の場合

つけた言い方をする必要もなかった︒人と人︑人と人とが

つくられて行く︒葛藤処理能力を回復させるなどと恰好を

連句のおかげで私の歩くところに人をむすぶ見えない網が

出てくるとは限らないのが不思議でもあるが︑ともかくも

﹁連句いつ﹂といつも問いかける患者さんが︑病棟連句に

者さんから﹁連句﹂﹁連句﹂と声がかかる︒﹁連句あるの﹂

のが雲に似ているからなのだろう︒

なるのだろう︒

病棟の連句は模造紙に筆で句を書いていくので︑書き終
るやいなや患者さんはすぐに持っていって壁に貼ろうとす
る︒或いはその模造紙の前にしばらく立って﹁いいなあ﹂
とつぶやくこともある︒そういう患者さんの様子はスタッ
フにも伝わる︒病棟で連句を始めて間もないころは一日の

業務に連句が余計な負担を加えたと受け取られていたの
が︑最近では﹁患者さんが待っていますから﹂とそのスタッ
フに催促されるようになってきた︒

また私が病棟の廊下を通り過ぎようとするとき︑よく患
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回顧

平成十一年の連句界

土屋実郎
今年もこの槁をおこすに当り︑別表の行事一覧表を作っ
てみて驚いた︒諸行事欄が十九から二十二にふえ︑作品公
募の会が七から十にふえている︒このため︑十一月十四日
は遂に三行事が重なる羽目になってしまった︒公募に律儀
に応ずるとなると︑例会などには頼って居られず︑ついＦ
ＡＸを利用した文書になってしまう︒ＦＡＸだと半歌仙が
三︑四日で満尾するが︑どうも作品の仕上りはよくない様
で︑私の場合秘かに反省しているところである︒とまれこ
れからは行事日程の調整が必要と思われる︒

今年の連句年鑑は掲載作品二五二巻と十七巻減少した
が︑論文関係が二十頁ふえて内容は充実して来たといえる︒
連句関係の出版物としては︑田中善信﹃芭蕉二つの顔﹄

が刊行され︑江戸へ出てからの芭蕉に光があてられた︒殊

に寿貞尼と桃印については博捜・新説が多い︒続いて︑沢

木美子﹁風羅念仏にさすらう﹂︑谷本光典﹃連句でつながる

芭蕉と杢太郎﹄︑東浦佳子二巴蕉語彙考﹂︑窪田素規﹃余情

の復権﹂︑志水雅明﹃泗水俳譜の雄片岡自華・安垣相泉﹂

また別所真紀子さんの小説集﹃雪はことしも﹂が刊行さ

などの論文集・評伝・研究害が刊行された︒

れ︑第二十一回歴史文学賞を受賞された︒連句作品を縦糸

この他︑連句作品集としては︑草門会﹁草門帖﹂２︑齋

とした越人の生涯を興味深く描いている︒

藤吾朗編﹃赤絵風土記﹄︑鈴木漠﹁露滴抄﹄︑白石悌三捌﹃七

隅十歌仙﹄︑本屋良子編﹃華杖﹂︑四木会編﹁四木歌仙四﹂︑

﹁猫蓑作品集Ⅸ﹂などが︑句文集として密田青々﹃新芥子

の花﹄が刊行された︒また︑乾裕幸編﹁遠来の客﹂は日独

英三ケ国の人が巻いた歌仙一巻を︑三ケ国語で併記した本

終りに︑国民文化祭いわてで活躍された小林文夫氏︑名

で︑連句国際化時代にふさわしい書物である︒

誉会員今泉忘機氏︑個性ある俳譜師窪田薫氏に心から哀悼

の意を捧げるものである︒
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８８８

5

郡榊利一郡
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］

荒木田守武没後45()年記念連句大会*(伊勢市）
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9
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理事会（青年館）
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4
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第11回全国連句新庄大会＊

三重県民文化祭

第6回鶴岡八幡宮正式俳譜
第53回芭蕉祭＊
平成連句競詠'99連句文芸賞発表会*(東京国
士館大学）

h

常任理事会（青年館）

25第14回国民文化祭ぎふ（岐阜市)＊

４１
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１
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１

11
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国民文化祭プレ大会（竹原市）

さきたま連句大会（川口市)＊
第2回さぬき文芸祭＊

12
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協会報111号

12/5

しぐれ忌（調布市）

12/23笠着俳譜
＊は作品公募を行っている会
ラ1

作

ロ叩

ｌ連句グループ五十音順Ｉ

村野夏生捌

宏遊

蓼那夏信

八束京・ああの会ｖ

歌仙﹃哲学する蝶﹄

あ

ナォ帰雁送りゆく春送り痴呆なり

かって蔵書はドストエフスキー
黒衣たつ野面にオカリナが実けり

北面武士の頬に五月雨

思ひ羽も風切り羽根も修羅すぎし

女の身体の複雑系よ

曲線の鉄条網が拒むもの

とき

まったりはんなりまたおこしやす

河豚の身のちヌむ間も刻まはる

砂絵曼陀羅描き秋さむ

せっかちだから青酸加里で
月天心ラサの都はまだ寝ねず

ナゥ稲架の中人質一人取り逃す

回転ドアがあかずくるくる

耳を立てたるピカデリーサーカス
ハムサンドニ片残りてテレビ終る

重畳山水雲雀揚がれる

花散るちる海市の街から吹きこんで

平成十一年九月二十六日首尾
︵於・東京中野如庵︶
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魂の呼び交はすごと芋嵐
崩れしダムを月渡るなり
新走り空瓶に船横たへて
艸智生子
智全艸子智子艸子遊智子艸

旧かな遣ひのワープロの生れ
厚底のサンダル履いて日傘さし

コールコーヒー解けて哺々
ゥ蛍かご鼻すぢ冑く浮き上がる

背中の凹み深き鬚満つ

アモレ・ミオ女神が華著に蹴り返す

バザールの棚よりトルコ帽落つ

凍月を打ちならしゆく鼓笛隊

冬眠中の蛇の寝息よ

ブルースを雛にきざみて世紀末

我が死顔は我知らずして
夜明けには第七官界を坊復せん

何はともあれ今日は割り勘
浮御堂花吹雪巻き見えずなり

哲学遂にあきらめる蝶

粉川川篠村瀬
川口野見野間

智生宏艸子艸子遊宏艸宏子宏智子智子艸

ハ仙台・青葉城連句会ｖ

小野寺妙子捌

鈴木文男

小野寺妙子

佐藤ちよ子

小野寺信一郎

ナォ目路はるか麗に赤き野点傘

イベントありて集う若者
雑音に愛の告白聞きとれず

説を耳に里心つく

太ももあらわ組み替える脚
地下鉄で席ゆずらるる齢なり

干大根の壁に連なり

戦さ場の鎮もる荒野冬の月

ナヴ無住寺の庭をバンドに開放し
憂き世憂きことしばし忘れて

舟下る最上川辺の花明り
英語の会話などむ春風

拝睡廿一癖缶朋寸朋澪︵文音︶
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短歌行﹃残鶯﹄

残鶯の峠にかかる徐行かな

稜線白く夏立ちし朝
新築の大床柱研かれて
手拍子揃うお祝の膳

妙

男

秋の潮の音とどく宿

郎

ワわが影の寸づまりして月の道
ぬくめ酒串刺し魚をまるかじり
夫にも言えぬことの成りゆき

郎

妙

ち

ち

レオタードボディラインのなまめかし

男

町騒然と︵イク暴走

誰よりも花の陣とり一番に

百万石の城下霞んで

ち郎男妙男ち郎妙男郎妙ち

八伊勢・あこね連句会

半歌仙﹃潮騒の島﹂

灯台睨む魚拓の解

竹内茂翁捌

富田︷疋

竹内茂

伊坂兼

平成十二年一月十二日首尾

︵於・勢田山荘︶
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群青の潮騒の島冬ざるる
デミタスの珈琲舌にころがして
朝のトーストバターたっぷり

小面を取れば少年月若し
時代祭の毛槍飛び交う
ワ渋滞の青信号に秋の声
微熱以上の情熱を持ち
三流ホテルのシェフの肩書

火の国の気性はげしき素性なり

南の人と北の人乗せ

終電のシルバー席で高軒
厄日無事過ぎ患勲講で
夏の月無風の澪を密輸船

又やったキィ付けたままドァロック

手も足も出ぬとお玉杓子
岨道を辿る深吉野花の雲

燕尾服きて古巣繕う

代女翁代女翁代女翁代女翁代女翁代女翁

八東京・あした連句会その一Ｖ

歌仙﹃絵双六一
謹絵双六人生戻ることできず

く早や松過ぎの街の喧騒

蕗四月尽影長々と道に折れ

ロケハンもここで打ち上げとはなりし

転

く峠の茶屋の土間のしっとり

ボディビルにて鍛えた男

水仙すぐと気の引き締まる
芸事に打ち込み過ぎて縁遠く

床にポトリと血染めの刀
寒念仏唱え衆生救われて

宇咲冬男
須賀金男

少子化の世をつぎつぎと子を成して

宇咲冬男捌

矢倉澄子

書斎床の間玩具いつ杯

月の精踊りだしたり森の中
切々として鹿の呼び合う

舗華やかに時代祭の盛りあがり

東西に﹁のぞみ﹂﹁ひかり﹂の往き還る

く昔ながらの干菓子ハツ橋

ノ／−

ひらきたはじむ

中尾硫苦

大豆生田伴子

金

時間の束のかかえきれずに
包まれて夢のごとくに花万朶

︵於・江東区芭蕉記念館︶

春の日傘を廻す寧日

平成十一年一月六日首尾

ミヲ

親と娘と歩行者天国闇歩して
流行追わぬこともまたよく

石飛びとびに紅葉かつ散る

澄

は

しずしずと月見の茶会進むらん

尋独り居の黒猫と酔う濁り酒
§夢二の女いまもいてほし

は

寒︑

引きゆく波に残る貝殼

澄

帯留の珊瑚にこころ許します

イスラム教とキリスト教と

赤軍の勇士釈放テルアビブ

金

硫

旱の月に古代地図読む

毒蛇もサソリも生を享けしもの

は

金

澄

はるかなる及ばぬものに惹かれたる

伴

巣離れをして雲雀鴫る

埴輪の首の落ちてその儘
取り出して母の形見の花衣

は金伴澄は金硫澄は金伴澄は金硫澄は金

八東京・あした連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃遠海鳴り﹄

梅凛として熊笹の径

露遠海鳴り絶えてはおらじ寒の明け

初雛を飾る母屋の窓見えて
少年嬉々と球を蹴り合う

野点ての席で鈴虫を聰き

角田双柿捌

室伏一早

角田双

山司英
篠原弘

餅四月馬鹿相手不足の核家族

オカルトの尽きることなき世紀末

転

：村に育たぬ附添の人

また欺かれまだ目が覚めず

地吹雪のさい果ての地へ逃避行

少し落したマフラーの肩

負け馬券いっせいに散る競走場
解散の時期気がかりな永田町
犬連れてバイオリン弾く音楽士

ジョギングによきワイキキの浜

王朝の興亡偲ぶ月今宵

弾痕覆う城壁の蔦

蒟水自慢新蕎麦を打つ老舗あり

ヒトゲノム先端科学競い追う

結

く蒲蓄談義寝ねもやらずに

難波のことも夢のまた夢

飛花落花空の蒼さに舞込めり

︵於・江東区芭蕉記念館︶

初蝶遊ぶ高原の駅

平成十一年二月七日首尾
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上り月世は平らかに大過なく
錘賜わりしもってのほかとう菊謄

妻のあること知るよしもなし

１乗って見たいな銀河鉄道
十八の娘の何故の明るさよ

淀むことなきセーヌの流れ

墨染の衣を羽織る假の宿

原爆の日の記憶薄れる

塔の下シャンペンを酌む月涼し

テーマパークへ続く行列

今週も国のどこかで縄文土器

信濃の池で蛙合戦

着実に花前線の北上す

双英弘章章英章章双弘章英双弘脩子郎柿

章双弘章英章弘章双章弘英章双章弘英草

八東京・あした連句会ｌその三Ｖ

鍼春や飲め酒豪家系のエースやな

馬の背わける雨は非常に

恋の傷いやす砂漠のひとり旅

ひき寄せられし汗の餅肌

歌仙﹃千住大橋﹄

く宅配便はふるさとの幸
母らしく三十品目整える
使い分けたる携帯電話

渡辺ゆり子

福田太ろを

ポケットに右往左往の金平糖

後悔はしないとギャルの藍浴衣

翻千住大橋炎昼の船音生まず
く釣りし忍に手を入れる影
中野稔子

福田太ろを捌

棟上げの唄はればれと間こゆらん

照り満つる月の都に遊びたる
身に入むほどに第九の調べ

南無阿弥陀仏他力本願

宮脇美智子

美

アトリエに出入り禁止の札かかげ

繩欄干に鉢の置かれし菊日和
く煙管の煙ゆらり輪となり

︵於・江東区芭蕉記念館︶

二千年へと架かる初虹

太閤の訪いし醍醐の花盛り

水琴窟のリズム正しく

″

ゆ

太

稔

ゆ

太

犬のんびりと信号を待つ

中村仁
軍司路子
太

平成十一年七月六日首尾
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月上げて山並淡く美しく
刈田道踏み詩をよむ人
燕毛槍振り平安祭練り歩き
く源氏の血とも平氏の血とも
しのび逢いひそひそひそと扉ごし

快をかえす風が一陣

豪邸に棲むも束の間夢の中

葬儀屋さんは億万長者

稔

冴えわたり砕けんばかり寒の月

着膨れの下不整脈あり

太

エンジンの調子なめらか外来車

天気予報はどこも快晴

路

ゆ

雲ひとつ花の峠に定まりて
燕とともに上りくる子ら

稔美仁美棯太美稔ゆ稔路太ノノ美ゆ稔ゆ仁

起

八束京・あした連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃草の実跳ぶ﹄

封草の実跳ぶ己の力信じつつ

中天めざし昇りそむ月

白根順子捌

白根順子

鰯地虫出て仕度始まる薪能

産土神に鈴鳴らしおり

く病み臥す父に送る絵手紙
生涯の喜怒哀楽をつつむ里

片肌ぬぎて玉の汗拭く

高波の海水浴に注意報

刺青の龍の持つ張り熱愛す

シルクロードのやや寒を行き

丹念に育て上げたるホルスタイン

労国会は秋の浦みる観覧車
く秘かに届く褒章の沙汰
結

月光の萩むら影の濃かりける

喉にまるばす吟醸の酒

あと三年の執行猶予

桜井っばな

つ

白秋の利休ねずみの歌切と

後の雛旧家の奥に飾られて
衣桁にかかる薄いろの絹
久々にしかと聴きとむ時烏

舂

春

春日に誓う初心貫徹

雨後の牧場土のやわらか
花吹雪一過に富嶽現わるる

︵於・江東区芭蕉記念館別館︶

平成十一年十月三十一日首尾
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渡部春水
三枝霧子

ミントのゼリー盛らるギヤマン

順
霧

蔀遠忌なり比丘尼の経の美しく

⁝崩れかけたる奈良の国宝

人目かまわずぴたと寄り添い

霧

つ

広告の溢れておりし山手線

つ

顔黒が厚底靴で携帯を

ライフワークに選ぶ介護士

春

春

霧

順

焼薯あつくオーバーの中
競輪の予想の勘のさえまくり
ノートパソコン新しくする

霧

大学の裏門淋し冬の月

古城の砦朧おぽろに

つ

夢・孤独ないまぜにして花の風

春霧順つ春霧つ霧つ霧春順霧春霧l1頂つ霧

八東京・あした連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃春一番﹄
成田淑美捌

篠崎ゆ

松谷雅

成川淑

く回転ドアに現れし初蝶
夏隣る人工浜に潮満ちて
谷川男

新井秋

︾春一番高らかに鳴る胸の鐘

銘菓の餡の練りあがる頃

黄落しるき落葉松の径

職合戦の記憶を包み陽炎えり

豆殼をもって豆煮る世を歎き

く五百羅漢の各々の態

コンピューターも誤作動をする

裕次郎似の体育教諭

若き日の緑のインク懐しみ

冷房が効いているのに熱くなり
雷雨いとわず追いかけてゆく

相性の占いどおり共白髪
湖畔の宿に湯煙の立ち
琵琶鱒を漁り戻る舟の月
木守の柿を目印にして

ふうわりと飛びたつハンググライダー

鄙園児らの作りし案山子努力賞
くおにぎりを喰む丘のてつぺん

碁盤紋様の街のうららか

ミレニアムヘの曲水の宴

雪洞の揺れれば揺れる花の闇

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成十一年三月二十四日首尾
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しののめの空ほのぼのと月出ずる

李文化祭技術のいらぬカメラ提げ

く振舞い酒は家ごとの味

ひそやかな乙女心を指先に
ラッシュアワーの吊革の恋
いまさらに歌仙に遊ぶこと楽し

真清水を汲み参る大山

月光に蒼さを深む氷橋

寒の土用の壁のポスター
告知さる余命はるかに過ぎました

イタリア料理ケータリングで

信任状携えて入る花の門
馬車の轍の響く弥生野

淑ゆ秋男淑ゆ雅男ゆ雅男秋雅児芳子き美

男淑秋雅男ゆ秋雅ゆ男雅ゆ男雅ゆ男ゆ雅

ハ熊谷・あした連句会ｌその六Ｖ

歌仙﹃初冨士や﹄

識初冨士や確かなるもの動かざり

おだんごと俄かにうける三兄弟
熱しやすくてまたさめやすき

識艶競い都踊りの幕あがり
く脱サラをして辻占い師
中和枝捌

復興されし天台寺山

火宅出づるは御曹司とか
今様の寂聴源氏よく売れて

どろどろに酔って甘えて悲しんで

関東に寒冷前線居すわれる
ふたりで掛ける長き襟巻

宇咲冬男

中和枝
清水うた子

く時を鎮めし大鏡餅
掛声の剣道場にひびくらん
柴崎絢子
一一一澤律乃

障子を洗う背戸の小流れ

仰がれて澄みまさりゆく後の月

感冬隣り世界遺産のおちこちに
結
くビィデオフィルムに収む転末

百歳の健康人の数増えて

ひと雨降って迎う清明

酸いも甘いも噛み分けている
はるかなる旅路の果ての花の虹

︵於・熊谷市緑化センター︶

平成十一年一月七日首尾
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社旗はためかせ記者の来たりし

添え釜に篝火はぜる観月会

関根雪子
蓮見林

蔓編籠にさす吾亦紅

マンションを終の棲家と秋うらら
承

和

幸三

律

絢

林

寒﹃

和

幸三

律

絢

ア︵Ｊ〆

くエレベーターに心地よき楽
嫌いが好きになるが不思議ょ

目の前に厚底靴の女の子

両親に贈る花束誓う愛

南の島へ船の出てゆく

月涼し赤道祭のたけなわに
麻薬ひそませすする冷汁
野菜絵がほのぼのかかる居間の壁

はつかねずみの廻す木車
花の昼迷子放送くり返し
ついで詣りの春のお社

執

筆雪律林う冬和林律絢う冬和雪林絢う冬

だ

八東京・あした連句会その七Ｖ

歌仙﹃飛燕一星
酎海へ向き海より碧し飛燕草

く竹簾巻く高台の家

川岸富貴捌
川岸一邑里員

：富士はくっきり鳶の輪の中

瞬軒低ぐちりめんじゃこを干す小島

ロボット犬のＡＩＢＯ応援

駅伝のたすきを濡らし走り来し

ときめきの心ラムネで押しとどめ
高橋たかえ

えも言われずに紗にすける艶
起き出した子供に慌てたる夫婦

平成十一年七月六日首尾

︵於・芭蕉記念館︶

我もわれもと黄金週間

花の雨大き玻璃戸を明るうす

壁のピエロはおしゃべり上手

ＢＳの地球紀行の尚つづく

く賞を貰って天下大平

識蓑虫の孤独を愛す変わりもの

神の宮居に盛る紅葉

月光はすべてのものを包み込み

駐車違反にレッカー車くる

テンテンックとヒョットコの舞う

名物の深川めしに列連らね
シえ

阿部朝子
松沢晴美

里目︿

子

シえ

美

シえ

子

子

美
子
子
シえ

室え

美

−63−

父を継ぎ医学の道に進むらん

糠蠅の群れ右に左に

趣味の多さの絵画・撞球
月高く広き野原を僅々と
沖辻相撲八百長もなき痩せ力士

く内部告発続く世の中

送金のハタと途絶えて美人ママ

あなたの為なら何でもします
ふるさとの俄か百姓板につき
書籍あれこれ取り寄せて積む

病床の外階段に東てし月

兎跳びゆき残る足跡

鐘楼の成りて一つき祝酒
職人気質今も活き活き
描きたる帯に宿りし花の精
青きを踏めば雲の流るる

美子貴え子子美子貴美え美貴子貴子え美

八東京・あした連句会ｌその八Ｖ

歌仙﹃聖主像﹄
室伏章郎捌

感軽やかにタップダンスは春の風

く上海租界娼家賑う

温泉で凝脂を洗う逃避行
空のグラスに残る口紅

キャンプ村川の中州を占領し
宮脇美智子

寂聰の源氏の訳を読み了えて
いつの間にやら還暦も過ぎ

畑を埋めた向日葵の列

鈴木月山

室伏章郎

く海を遠見に蜜柑咲く丘

たぎりたつ茶釜の湯気のただよえり

窪田雨きて忽ち隠る聖︑王像

外国に住む娘宛て便りして

垂早

桜井つばな

智

賞牌も叙勲の沙汰も縁がなく

く竹馬の友と梯子酒して

垂早

山

智

結

豊島区勤労福祉会館︶

日和続きに野鳥集まる

平成十一年六月九日首

︵於

平成十一年八月十三日尾
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安楽椅子で名曲を聞く

月の宴王女の馬車の着き給う

山

豊作すぎて悩む農民

パトカー停まる坂上の路地
スーパーの客足まばら月の量

鋤初猟のための準備を整える
く銃の規制に揺れるァメリヵ
弄ぶつもりの恋に遊ばれて

智

つ

差じらいもなく子連れ結婚

だまされてよしエプリルフール

大吉のおみくじ結ぶ花の枝

垂早

行きずりの飲み屋の壁にルオーの絵

山

智

俵編みする藁葺の家

追えどもついてくる犬のプチ

観音様に冬参りする

つ

跨父の香をなつかしみ出す秋袷

東て月に苦節十年博士号
どこからか紙飛行機が舞い降りて

つ
川閂

水琴窟の音のしずかに

光を引いて来るは蜜蜂

花大樹窓にゆっさり病み臥せり

っ智山章山章つ智章山智章つ章山つ章智

だ

八束京・あした連句会Ｉその九Ｖ

歌仙﹃紙漉くや﹄
阿部朝子捌

阿部朝子
樋田初子

駒紙漉くやひたすら業を守り来て

：笹鳴き間こゆ細き暖流
来田多田男

高速バスの行き交える街

晴

松澤晴美
中野稔子
新井世紫

瞬夏近く遺跡発掘にぎわえる

ホームより落ちて真直ぐあの世逝き

：祝いの席に積まる樽酒

画布ににじみし墨の濃淡

さらさらと笹に初雪降りつもり

きりつと粋な火事場装束

どうしても四十女に身を灼かれ

旅発つ先は越前岬

山門に茶髪巻き毛の羅漢さん

急になり出す携帯電話

望月にディズニーランドうかれいて

団栗独楽のぐらりかたむき

海岸線の遠くひらけり

サミットの準備に追わる中にいて

静かに終るローマの休日

洗心の額の下にて相抱き

男

雅

朝

初

晴

朝

花篝はぜて面に照りかげる

無事につとめて定年となり

く双手で賞でる抹茶茶碗を
朝刊の読む順番は変りなく

平成十一年十一月二十日首

平成十一年十二月七日尾

︵於・新宿滝沢︶

−6ラー

資料館建ちて人出のふえるらん

なごやかに詩を朗々と月今宵

草の香りのとどく縁台
尋故郷の逆髪祭偲びつつ

煙突の二基に月光げ南風の町

紫

結

影を妖しく舞うは幅輻

晴

蕗日中の友好深む文化の日

尖塔を眺めて病める糖尿病

紫

松谷雅子

友と歌仙を文音で巻く

く時を気にしてエスプレッソ飲む

観るほどに哀しさ増せり花の奥

棯

炊込み飯のあさり大粒

春を惜しみて機を織る人

稔晴朝雅晴稔紫初稔雅朝雅晴男紫雅晴紫

起

八町田．あした連句会えびね支部ｖ

歌仙﹃どんど焼く﹄
小谷伸子捌

識薪能扇を遠きわれに向け
く解説書までできぬ解読

茶髪の次に流行るのは何

Ｅメールばかりの孫の便り﹁ああ！﹂

ほれた女と新婚旅行

マフラーを格好よく決め美少年

生返事そしらぬふりを装いて
いと簡単にひっかかる詐欺

減どんど焼く火に浜風のあらあらし

小谷伸子
矢倉澄子
松本紀子

く新成人の場げる歓声
機上より見おろす山のたなびきて

前栽の景しつらえのよき

望郷の念ぐるみ割らせつ

月光にカリョンの音の澄みまさり

ねずみ講子ねずみ増えて寺へ寄附

三橋しげ子

澄

山田幸子

依田みどり

秋を惜しんで吹くは尺八

広田節子

島と島つなぐ見事な橋出来て
遠くのぞむはなだらかな丘

／／

民話の里のふくらんでいる

あつあつのピザ届けらる紅葉忌

澄

−00−

軒の端に大きくかかり眞夜の月

承

愛あれば歳の差などと言うけれど

進藤制子

ぐ鬼籍に入りて世代交替

ナ︾知り人も少なくなりてうそ寒う

マリオネットのように抱かれ

逃水追いてギャロップの馬

すくすくと若木の花は気負い咲き

み

堀割りに葉柳細く揺れており

み

笠木以都子

く拘束はいや自由が欲しい

聴導犬と絵タイルの径

︵於・玉川学園文化センター︶

平成十一年一月十五日首
平成十一年三月十五日尾

夏月のアルハンブラの塔仰ぎ

大平美代子

大坪万里

し

宮崎慎一

澄

赤きワインを酌み交わしいる

年輪きざむ婆の横顔

川の辺に二つ並びし奏の神

蛤開き椀にあまれる

女子大に明治の花の咲き満ちて

美伸幸伸制慎紀美し節制幸伸慎万美み美

ハ大阪・あしべ俳譜塾ｖ

美

沖津秀美

川﹄

りうりうと魚奔るなり涙川
嬰も抱かれてくぐる菅貫

迦

みそぎ

槁成りしメルヘン月や照らすらん
鳴らしてみたいひょんの実の笛

美

歌仙﹃膜
片山多迦夫捌

赤い羽根つけて米寿の登山帽

迦

片山多迦夫

十年振りに帰国果され

菫未

飼ひも飼ひたり猫が百匹

名ォ咄し家の虚実こもごも面白く

悩ましき要介護度のランクづけ
糸瓜が咲けば露地もまたよし

情痴のコンテＣ・Ｇで描く

女体めく砂丘の起伏土用凪

生臭説法なさる尼様

音もなく睡魔のあとに妖魔現れ

うたかたのこの世に生を貧りて

ハ﹄〆

つるべ落としの空は蒼荘
月今宵乳酪すするパオの宴
汗の血享けし顔の秋寂び

珍客なれば暖炉燃やさん

名ゥ帆船も海豚も黄ばむ航海図

Ｓ・Ｐのタンゴいつしか雨となり

燕を見たとしるすＰ．Ｓ
分校の男せんせの花日記

酒の肴は山葵芥子菜

秤鰄什一軒Ｍ朋十程申密︵ＦＡＸ文音︶

67

迦

ゥ会釈して一石まずは天元に
ブラックコーヒー煎りたての味

美

迦

受胎告知の聖母微笑む

迦

肩よせたままに無言の刻過し
石だたみ雲れながらも陽あたりて

美
美

迦

形見のギター折に爪弾き

京にでるたびたべる蒸し鮓
伯父もまた鴨長明ファンとか

美

迦
迦

誰が揺らしゐる月の鰍篭

美

大空襲ありしは青春どまん中

弥生過ぎても遊子帰らず

触れてみよ八重花房のつめたさに

迦美迦美迦美迦美迦美迦美迦美迦美迦美

ハ西宮・亜の会ｌその一Ｖ

脇起歌仙ご寸先の花﹄

あたため直す旧き温石

乳しぼり捨て蚤吹雪となりゐたり

あわてんぱうの少し上ゆく

譜面からつぎつぎ音符起こされて

さつつき

ぜんまい仕掛けの啄木の杵

すれ違ふ人より近き今宵月

さはらぬ神に送る流し目

ワ故郷の胡桃の殻のたけきこと

姫野恭子捌

朝世

山下整子

ナォ作業着のペンキとタールとカレールウ

ふっっかなれど旭日旗にて
中世はピアノの脚に絹巻いた

三木祥子

天野おとめ

圭衛子

貞永まこと

晴野みなと

乞はるるままに眺めよき部屋
そこここの色をめぐりし裏の道

嫁が君さへ闇に焦がれる

朝世
整子

静かなる山に向かひて四方拝

公
な
げ約
ひ通
ぱり
た財
を政
さ再建
投杼機ひとあしごとに筬を打ち

葉三

石橋秀野
鍬塚聰子
倉本朝世
木戸葉三

その七輪は秋刀魚焼くため
月光にかくまで青きわが臓肺

暗算のたび増えてゆく石

引出しの僧は気体になりさうで

天から届く風船便り

みちのくの皿に花びら吹き寄せる
ひひな

雛の位置を確かめる朝

秤鰄什匡轌一一一朋十牝明藷︵文音︶

整子
執筆

おとめ

祥子
葉三
朝世

土圭ア﹂︑シ﹂

みなと

姫野恭子

沢都

ナゥかけっこで走り続けた芒原

聰子
恭子
朝世

さすらひの宅急便を受けとって

夜の長さを犬の遠吠え
聰子
朝世

聰子

都

葉三

わる

言ひ訳のやうに珈琲かきまぜて

前出圭衛子

ホームページは消えてしまった

圭衛子

鈴が鳴る鳴るちゃぐちやぐ馬っこ

不良ぶってゐる美しき性
この橋を永代橋と哀れなり

暖かなれば耳を動かす

恭子

もぐり込む蚊帳の匂ひに月揃ひ

父の形見は揚雲雀のみ

都

無数といふ一寸先の花明り
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ハ西宮・亜の会ｌその二Ｖ

歌仙﹁砂
砂粗し幾百年の夏帽子

沢都捌
前田圭衛子

姫野恭子

沢都
晴野みなと

葉三

おとめ

ナォつらつらと夢ともしてよ蛍烏賊

ガラスの靴で明日をさがせば

圭衛子

意にも介さぬ大蔵大臣

針箱の針山どっと崩れだす

君とゐてなぜか悲しき庫裡の跡

お慕はしいと雨のまへぶれ

アカペラのひと夜ふた夜は薔薇づくし

打撲で済んだ肉厚の尻

恭子
聰子
整子
祥子
恭子

自転車はでこぽこ道をいそぐなり

聰子
葉三
執筆

横山日甲

祥子

まこと

みなと

みなと

合宿案内メール便にて

山本伽具耶

月光を味方につけて軽業師
釣船草をゆづりうけたし

前田亜弥

胎内仏は西方にあり

ナゥ鳴きやまぬラヂオの中のきりぎりす
みなと

まひごと
仕し舞
事には一掬の水

ギザギザの爪が紡ぎしつづれ織
天野おとめ

花の冷え唐子消へてはなりませぬ

粋雄廿二蜂一一一朋一叶印崖︵文音︶

からこ

恭子

おほぞら高く跳ねる凧の尾

祥子

おとめ

整子

まこと

都

鍬塚聰子

圭衛子

山下整子
木戸葉三

貞永まこと

三木祥子

思ひ出すときいつも無機質
咲く花に福音説きし石だたみ

酔ひざめはほとほと悔やむポケット瓶

臭も睨んでゐるか弦の月
頬被りした船頭さんよ

坊ケッル湿原地帯を坊復し
一本杉より風立ち上がる

擬卵のままの僕のエロチカ

くさび

告白の機会もなくて模文字

髪にまきつく指はけだもの

ゥふるさとの林檎の紅の深呼吸

霧の晴間はまつさらな下駄

小首傾げて語りつぐ癖

L＝＝

望月を光ディスクに取り込まむ

朋友に地下の茶房へ招かれて

舟虫散りてのこる潮騒

し

日永の垣に子らと遊びぬ

−69−

粗

八畑野・天の川連句会ｖ

半歌仙﹃観音や﹄

観音や椿深紅の笑みこぼす

噂り追うてたどる山道

本間照雄捌

伊藤缶即

福里県

旅編む策屋ねじり鉢巻
本間昭

中川ア

加藤文

近藤遊

モニュメント影くっきりと望の月

生田政

ザル

国原豊か稲穂波打つ

ガングロ娘親に紹介

秤雌汁一舜唾朋粁珂叩鑑︵文音︶
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白酒を独りかたむく座敷にて

ゥ運動会厚底靴を放りだし
新世帯夕餉のあとの橋涼み

映る鏡に光るおび留め

地下深く眠る古墳に夢遥か
冬三日月に聞かす爪弾き
何のこと意味のわからぬコマーシャル

介護保険の証書夫婦に

文化財寄る年なみに繕はむ
朱鶯群なして大空に翔っ
手に手取り児ら飛びはねて花万朶

京八シはしに和む長閑さ

春イ文川節春文雄イ川節春雄イ子川子空

八東京・天の川連句会東京支部﹀

歌仙﹃千年紀﹄
元旦や地球連句の千年紀

大海原を渡る初東風

福田眞空捌

福里県空

大谷似智子

浜口泰子

吉浜ます子

橘文子

遠くに間くは引鴨のこゑ

若布汁湯気に笑顔の集まりて
月おぼろ出遊び好きの猫籠り

佐怒賀正美

芳田龍子
芹田恵子
笹木睦子
内山良子
高木厚子

季刊雑誌に暇もて余す

恋装を解きて抱き合ふ音を消し
ヤマンバギャルに襲はるる夢

初沢甚四郎

深き情にまたの約束

ゥゆったりと日帰りの湯は老舗宿

電照にび−玉敷きて熱帯魚

椴帳図がら織りは絢燗

若林雅子

龍子
恵子

似智子

泰子

ます子

正調のおけさ踊りの輪に交じる

品評会にかかし入賞

善男善女社寺を巡りぬ

整然と刈りし田原に月昇り
しゃぼんだま吹く無心尊く

清らかな花を万朶に真澄鏡

ナォレガッタに声援送り振る校旗

一致団結塔の竣工

沖縄サミット反対のデモ

あさってを睨んでゐては始らず

沢庵漬けは母の直伝

売られゆく荷台の豚に暮れ早し

噴煙を待つ人びとの疲労感

つのる愛しさ手紙長々
近頃の国際結婚いと易く
名脇役が主役引き立て

月の弓川の向ふに構へゐる
脂ののった鮭のムニエル

結果出せない代打清原

ナゥ新酒酌むミラーボールはうす汚れ

下がる株価に上がる血圧

小うるさい隠居並びて髭しごく

重代の雛座敷華やぐ

花びらの覆ふ天守に鮠はねる

秤轆汁二等一垂朋封一一朋霊︵文音︶

ます子

睦子
良子
厚子
正美
文子

似智子

泰子

ます子

龍子
恵子
睦子
良子
厚子
正美
文子

似智子

泰子

−7］

あや

八東京・彩連句会ｖ

半歌仙宣天を﹄
一天を吾がものとせり時烏
青葉のうねりつづく山並

渡辺梅子捌

渡辺梅子
岡本眸
児玉俊子
青山満子
高木潤
高山佳子

恥ずかし気可愛気色気三毛と云う
ＩＬＯＶＥＹＯＵのウイルスの怪
小さき目で今が見えない総理どの

俊

眸

満

梅

俊

潤

潤

佳

暖炉燃ゆ炎にゆらぐ子の夢

あ

詩友寄りワインを抜いて華やかに

記念の楯を飾るリビング
立つ肩に顔に今宵の月流れ
珊瑚があまた生るる初潮

梅

月冴ゆるサザンクロスの五輪国

満

眸

ゥ秋澄みて旅半ばなる鵜戸の宮
まんざらでない妻のおめかし

ビーフステーキ超厚切で
血圧も誇りも高き元社長

佳

ち

ちんちん電車雨に煙りっ
花冷えの御堂に拝む弥勒仏
点となりつつ伸びる連凧

平成十二年五月十六日首尾

︵於・高山宅︶

守つ
−ノニ

八広島・鮎倉橋連句会︺

半歌仙﹃浜

大根﹄
奥田恵以子捌

池田尚美

奥田恵以子

背山に透る鶯の声

浜大根ゆふべ島なみむらさきに
黒野伊久子

藤本翠

伊

尚美

夏近き縁にうからのあつまりて

まろびまるびて芋の葉の露

尚

宙心

翠

光

平成十一年七月十七日首
平成十一年七月二十日尾

︵於・自然庵︶

弓う

好手妙手の囲碁囲むなり
鯉跳ねて満月段す池の面
醜男なれど際やかな秘戯
のけぞりて渚動かぬ流木は
さくらぞろぞろ選挙演説

翠

宙心

こっそりと袖の下から飴出して

尚

石田光子

久保富美恵

カラクリ時計兵士登場

ゥ言水忌酔ひどれの頬風過ぎる

ナイターの月をめがけてホームラン

ぴったりと合ふ美しき貝桶

石浜ツユ子

賀谷勝美

連れ立ちて丹塗りの橋を花見客

光

冷した西瓜眞っ二つにす
西・東・本願寺いま平穏に

産土の鵤尾つつむ春光

−／勺一

八広島・鮎須川連句会ｖ

半歌仙﹃湛えてダムに﹄

園児の後に走る自転車

満満と湛えてダムに寒の明け
出会ひがしらに雄が横切る
菜の花の中に家あり道ありて

丸い月曲屋の奥まで照らす
秋の夜長にはらから集ふ
ワ過疎の島蜜柑豊作鵯まかせ

出稼ぎの娘へ宅配便を

藤本翠捌
藤本翠
藤井和子
藤中弘子
藤井雪子
翠

地図を片手に当のない旅
ログハウス茶房の亭主山男
羽目を外して再会を期す

和子
弘子
雪子

翠

和子
弘子
雪子

夜勤あけストーカーのごと夏の月

翠

三角哲央
三角公子

彼の名が伝言板に消えてをり

蚊取線香犬の小屋にも

和子
弘子
雪子

ヒビの窓不安を乗せてトンネルへ

虎杖カポン腰おろす土手
花吹雪抜けて丹の橋太鼓橋

夕鶯の鳴き上手なり

平成十一年五月一日首
平成十一年六月六日尾

︵於・藤本翠宅︶
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ハ広島・鮎連句会﹀

生尾さだみ

半歌仙室育宙風﹄

海を出し海女の光れる胄嵐
俊

久保俊子

高橋昭三捌

蟹の子あまた波にさらはる
渡辺鈴枝

晩餐会シルクのドレスゆれていて

いつしか時の過ぎゆきにけり

俊

林寄子

さ

藤原マサエ

松茸狩りの籠に一本

球場の興奮さめず月の道
ブレスレッドはお揃いのもの

近頃はバス貸切って秋遍路

桑原澄代
弓

たまさかの逢い引き山のいで湯宿

さ

マ

乙女の祈り聞く昼下り

愛はあれからどこへ行ったの
官界のモラルの低下目にあまる

澄

マ

さ

マ

石狩鍋で熱燗を酌む

影法師われに添はせて冬の月
古里へ思ひをはせてのぞみ号
誰が吹く笛か流るかすかに

鈴

俊

初虹かかるしまなみの橋

咲き満ちて花の命をおしみつつ

平成十一年十二月四日首

平成十一年十二月十一日尾

︵於・乖鵜師民館︶
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八広島・鮎連句同好会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃秋一厘
高橋昭三捌

松田昌子
湯浅フサ子

フサ子

長谷川帆風

白檀の要ゆるみし秋扇
地図のパズルを夜組んでゐる

行くも帰るも薄野の道
満月の餅つき兎眺むらん
昌子

帆風
昌子
昌子
太郎
昭治
太郎
昌子
帆風

フサ子

渡辺ひろ子

フサ子

お酒落するブランド品をデパートに

土屋昭治
青木太郎

ローカル線の温泉めぐり
ゥ蟹雑炊友と語りし北の宿

凧々あがれ齢百まで

いとけなき想い出たどる君何処

トランプでする恋の占い
伊予路をば同行二人足軽し
電子メールでエールを送る
寒の月塾の灯一つまだ消えず
九年母かぶりて口いつぱいに
久し振りＴシャツ買いに街並木

春の眠りをこころゆくまで
花朧ワインのコルク抜けぬ儘
ふるさとよりの竹の子を煮る

平成十一年十月十日首

平成十二年三月十一日尾

︵於・ベルローゼ︶
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八広島・鮎連句同好会その二Ｖ

半歌仙宴目一宿﹄
こんもりと漕網置かれ首清

高橋昭三捌

恵
翠以
昭翠恵昭翠恵昭翠恵昭翠恵昭翠恵三
子
昭

腰高にして動く蟹の目

陶芸の青年村に住みつきて

とろ

と

粋轆廿一一蜂型朋一汁朋雷︵文音︶

ラヲ
ーノ／−

どうぞどうぞと注ぐ焙じ茶
夕月夜尾翼の灯りきらめきっ
零余子のまろぶ音のかそけさ
ゥ邑いくつ秋野を越えて来し乙女

一途な恋慕作務衣もて抱く
うたかたの煙ときえし寂光院

消防署長酒でねぎらう
後輩へ口髭落す時なりし

鉛礫かし海人に変身

凍月は千害礁の上にあり
しばし跡切れる小千鳥の聲
はるけくも城崎の湯にゆったりと

舌焼くほどの木の芽田楽
すゑひろの舞一指しを花の酔ひ

うまい児の髪ゆれて桑籠

高藤奥
橋本田

八横浜 あるふぁ会ｖ

祝吟

︵１１︶

表合せ十句﹃爽籟や﹄

うたげ

爽籟や神田明神婚を待つ
宴の盃にわたる月光ゲ
ふっくらと松茸飯を炊きあげて

二人布団はいつ頃よりか
︵２︶

釣られた鯰ひげを動かす

それぞれの旅の想い出自慢げに

ミレニアム時計の針は刻々と

次の世代へ夢ふくらませ
いき
花の朝呼吸を大きく太極拳
たおやかに舞う番い蝶々

高津明生子捌

高津明生子

堤昭人
榎本茅子
榎本祐嗣
太田光子
加納誠介
日比裕子
梅田一徳
田中章浩
荒木玲子

︵於・輝癖悲岬冊雑祁︶

平成十一年十一月二十八日首尾

姻に際して所員を中心に巻き上げ︑神田明神に於る結婚

註︵１︶︵２︶つくば研究学園で地震の研究をしている堤昭人氏の婚

露したもの︒

式当日︑列席者全員に﹁筑波問答﹂︵古事記︶とともに披
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ハ上野・伊賀連句会高旗の座ｖ

歌仙﹃鯉幟﹄
ォ翻る谷間の鯉の幟かな
柿若葉揺る澄みし中空
同窓会タイムカプセル堀り出して

豊住敏子捌

恒岡弘二
竹光四郎
永田照子
豊住敏子
川本政
敏
四

四

ピザ焼く匂ひどこからかする

ナォ行く春の小さき部屋を掃いてをり

讃美歌間こゆ日旺の朝

園児等は孔雀の苑に戯れて

ビヤガーデンに誘われてみる

絶滅の源氏螢の孵化なりて

ゆっくりとはく絹の靴下

燃ゆる肌エステ通ひの甲斐ありて

ロックバンドに我を忘れん

よしあしを知らぬ若さの哀れなる

月祀る火色の壷に溢る供華

初もの届き炊く栗の飯

ナゥあなうれし黄金波打つ畦に佇つ

いつまでつづく景気低迷

ぼつぼつとオリンピックの選考に

サイクリングの連なりて来る

花トンネル県境ひなる峠越え

︵於・上野市公民館︶

国蝶と云ふムラサキの蝶

平成十一年十一月二十二日首
平成十一年十二月二十五日尾
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いつものつまみ先づは乾杯
鱒にゆらゆら月のまぶしかり

留守居の庭の木の実落っ音
ウー村は老ひも若きも菊作り

敏

昭州

夫には話せぬ夢を抱きつつ

恒

ローレックスの腕時計して
ツアー同志のデート楽しよ

政

政

昭仙

あれも通販これも通販

敏

戸を叩くのは親子狸か

大奮闘シングルママのアルバイト

ふるさとの初雪のなか月上る

台湾とトルコ震災言葉なく

弘

昭小

敏

沖縄民謡リピートリピート

海の碧花前線の便り来る

時折こぼれつづく噂

照弘敏四政照敏四弘照敏照政照四敏政四

ハ上野・伊賀連句会西之丸座ｖ

歌仙﹃白露﹄

一望十里月の出を待つ

山垣の風の便りの白露かな

山村としお捌

山村としお

恒岡成弥
片山妙子
と

田山紗知子

やや寒に瀬の音の窓閉ざされて
おじいさんおぶ入りましたよ

これが最後の夏甲子園

妙

杉本従子

ゥ指繰りて首で数へる五七五

紗

妙

次女の宿命セコハン娘に

ナォハンガーも褥となりし烏の巣

処世術独身貴族キャリアー組
たまった外貨の尻ぬぐう旅

海上に線は見えねど赤道祭

南部風鈴高い音の澄む

避難小屋潜み忘れぬ人となり

燃え盛りたる酔芙蓉挿す
高台の紐の仕舞ひに命断つ
保険疑惑に鵜の目鷹の目

月中天ピカソの青の世界めき

杉玉古く新酒上出来

ナゥボンジュール爽やかな朝風入れて

甲斐甲斐しくも葎がけなる

待てば海路の流氷クルーズ

米よこせしゃもじのデモも遠くなり

︵於・上野市図書館︶

ぴかぴかの服新一年生

丸窓に一枝花添え迎へくれ

平成十一年十一月十一日首
平成十一年十二月十五日尾
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鵠する緑の壁へトランペット

篝に小面微笑むと見ゆ

こおもて

蛍のもつれあひっっ葦原へ

妙

成

従

成

従

と

紗

と

従

源平合戦波にもまれる
灯明に大入道の琵琶法師

色即是空空即是色

会果てて月へくりだす懐手
猟あるときは猪鍋を食う

表彰台国旗国歌に涙して
都民が選ぶ石原都知事
ピル雲ふ広き堤に花明り
マネキンの群舂装ひて

妙紗従紗妙と従妙と成紗従妙と紗従妙と

ハ上野・伊賀連句会花菖蒲の座ｖ

歌仙﹃卯浪の渦﹄
山村勝子捌

レコード大賞選ばれる夢

スリム化のリズム体操身にっゐて

魚耀る声にのせる薫風
平島由季子

勝

千

坂下千佳子

山村勝子

影長く佇ちつくすシテ月見能

山村佳子

たなごころ見上げる月の冴々と

出直す旅を鞄一つで

勝

由

佳

千

ナォ新参の胸に一線キャリアー組

臨界事故は﹁てにをは﹂の禍
ＴＰＯ交わす挨拶さまざまに

サッチーミッチー平和なりゃこそ

ホームラン夏の球場夢の宴

Ｔシャツに浮くさぐらんぽ粒

マニキュアに手狭む煙草点けてやり

七難かくす色白素肌

景気先見えますスバル望遠鏡

呉越同舟安泰の策

満月の蓬莱山の今眞上

裾の錦の紅葉且つ散る
ナゥ新走杜氏錬磨の酔加減

くるくるくるり風力発電

駅伝観戦舂炬燵なか

日の丸を掲げ君が代斉唱し

︵於・上野市図書館︶

木の芽田楽老舗繁盛

大寺院堤につづき花巡り

平成十一年十一月三日首

平成十一年十二月十五日尾
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渡船行く白き卯浪の渦を分け

手の煎平に鹿走り寄る

勝

とらぬ狸のボーナス勘定

佳
由

千

勝

ワ鳥追ひのもへ字の案山子緋着せ
ビールス侵入安コンピューター

誘はるる半信半疑ルージュ引く
ひと目惚れしてむきになる人

警官の不祥事捜査いまいまし

由

千

ほど

約束がするりと解け終電車

似非エコロジーまかり通りて

千

しがらみを越えて万朶の花にあり

買ひし風船ミッキーマウス

由佳由佳千勝佳千勝千由佳千勝由佳勝由

﹃惠方道﹄

八東京・池袋連句会ｌその一Ｖ

仙

岡田透子捌

桜井つばな

岡田透子
大石視郎

起

く初松籟に正したる襟

豊礫として毒の先生
燗口陰に残せる望の月

つ

透

くとても気になる気象情報

舗蜂の箱載せしトラック走り去り

底の抜けたる公的資金

風吹かず桶屋とうとうつぶれたる

寒泳に沸く子らの歓声

だんだんと切り取られゆく採氷池

学生街で誘う美男子

長き髪なびかせ赤き車にて

乾びしガムに思い屈せる

よこしまは筋書き通りいかぬもの

くおもちゃの籠にマーマ人形

川をせばめて逆上る鮭

十六夜のためらいつ塾も昇りそめ
月

視

透

つ

視

つ

禾辺

﹇月

視
透

結

平成十一年一月十日首

平成十一年二月十五日尾

︵於・池袋勤労福祉会館︶

土ふくよかに置ける淡雪

茶のこころ帯びたる花の薄墨に

伏せしままなる古今万葉

汚トロッコのレールの錆も冬隣

く跡取り娘自由奔放

ねむそうに柱時計が刻きざみ

弁当始め綺羅を競いて

日四

視

ワープロも手書きも同じ原稿料

千歳の遺跡を白く夏の霜
若き帰省子久闇を叙す

野生の馬の長きいななき

人質の日本の人の故郷おもう

次々と変る相手の舞踏会
恋の逃避は国境を越え

木の葉山女を杣が提げくる
評本陣に樽積み上げし新走り

鈴木月山

あい集い弓の稽古に励むらん

減惠方道怒涛の海へ尽きにけり

可へ

枡目きちりと城下町なる
水勢に乘り花筏まつしぐら
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珊ァ

つ透視月透視つ月つ月透視月つ視透月つ

八東京・池袋連句会ｌその二Ｖ

錨瞬間に空を曇らす蒙古風
く歴史書き替う発堀続く
照明を落し鎮もる資料館
桜井つばな

甘言よりもものを云う肌

パートナー次々変るラブゲーム

葛素麺も喉をとおらず

歌仙﹃雪渓﹄

インターネットで検索をする

篠崎ゆき

宮参り祢宜の袴の鮮やかに

夏かぜの治らぬままに出勤し

趣岳をきわめ雪渓望みけり
く莊の玻璃戸をよぎる郭公
つ

高尾秀四郎

桜井つばな捌

きりもなく来る国際電話

硯学の身ほとり本を積みあげて

栗の実ころところぶ細道

商談のすべてまとまり月昇り

ゆ

秀

和

次山和子

雨月となるを気づかずにいて

うそ寒をこらえていたる通夜の席

和

秀

花の雲夢の世界に誘なわれ

力いっぱい三輪車漕ぐ

ちゃっかりとピースポーズの男の子

榊柿襖旧家の軒にびっしりと
く日本の景を追うカメラマン
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鯉悠々と潜る八ッ橋

岬に出てひさごより汲む濁り酒

ゆ

承

く女子高生のにぎやかに過ぎ
ネイルアートの指に口づけ

年の差を感じさせない優しさで

秀

地下街にある名物喫茶

くるくると回転ドアのロンドなる

川ゆったりとうら蚤かな里
つ

︵於・池袋勤労福祉会館︶

ゆ

床広々と金堂の冷え

平成十一年七月五日首
平成十一年七月十日尾

月冴ゆるョ−ョ−マ弾くチェロの音

ゆ

秀
和

肥満の猫の寝そべっている

秀

隠れいしオウム信者の逃げ出して

春の帽子を振る人のおり

湾めぐるシスコの丘に満てる花

ゆつゆ秀和つ秀和ゆつ秀ゆ和つ和ゆ和つ

ハ伊勢・五十鈴吟社ｖ

歌仙﹃御降りや﹄
中津秋野捌

中津秋

山口圭

編川重

早川中心

御降りや唯一神明造とこそ
恵方とし踏む玉砂利の道

村野正

春立つとおかげ横丁はなやぎて

中の草餅気になるリュック

みき

よぼろ

ナォ瑞々し御園にそだつ春キャベツ

神酒たてまつる白丁の恐權

あかときの富士はるかにも二見浦
いお

西行の庵さがしあぐねし

冴ゆる夜をひたすら御塩焼く翁

人柱の悲劇ありし宮川

万葉集の相間の艶

えん

離宮趾蛇が居るとてしがみつき

んみそ
機殿の里神か御
衣を織る

斎野に大津皇子を偲ぶれば

膳に落鮎阿曽の湯の宿

滝原の宮にむささび翔ぶ月夜

大岡越前名奉行なり

ナゥ稲豊作田丸の城の風の色

パラオのドンのルーツ伊勢の地

神社港廓構えにそのかみを

︵於・伊勢市立図書館︶

勾玉池にうたた春愁

續紛と花散りかかるお文庫に

平成十一年一月十五日首尾
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河崎にまだ残る蔵月おぼろ
あい

どんどこ市にて町おこしせん
ワ聞こえたるお杉お玉の間の山

そも寂照寺にゆかる姫とは

無惨やな恋の寝刃の比翼塚
ペアーのＴシャツ片陰にキス

波止場せましと葛咲きこぼれ

むつ傘ま

さながらに虹の七色真珠玉
みけ
美し国伊勢御食っ国志摩
月今宵明日の大漁祈りつつ
親・子・孫住む国府のよろしさ

こ﹄つ

灯台は台風もよいの風の中
﹁三島由紀夫﹄の面影おぼろ

英虞に落っ夕日に畳む花筵

秋重圭正菫忠圭重圭正忠重秋夫夫子子野

重秋忠正圭重忠圭忠秋圭正重忠圭秋正重

八東京・一粋会ｖ

田村澤沢崎田保浜野中引城肥本

歌仙﹃炎熱﹄
公和念洋迪思風三酔安聡里暢青
案
千
芸亭水暢子子魚子子人子代陶芸亭水子海

浜本青海捌

ナォさえずりをかしましと聞く時差ボケて

思考回路は２０００年バグ

金太郎飴か売り手返答

マニュァル害見るもおっくう子に頼み

遊歩道ふるさと想ふひいな草
今日をかぎりの通勤路行き

明の星我もの顔にカラス達

−8ラー

炎熱ははるか下界や尾根をゆく

登
美

凛と一輪白き山百合

幸

間々の手児奈の話懐かし

横
田

あくびで帰るコンビニの人
かりそめの恋に恋して文破る

門に佇ちたじろぐほどの月仰ぐ
しめこみキリリ神輿もみあふ

思へぱ旅の夢うつつして

ナゥ谷あひは右も左も柿すだれ

三線に耳傾けて海焦る

バックミラーに昇る旭日
花霞木々の緑もあわあわと

旧里の春に優る春なし

秤燕廿一一一蓉弐朋十珪串雷︵文音︶

山
内

渡る風袖ひるがへしシテ舞ひて

薪のぬくもり感喜きわまる
月光の綺羅めく方に舵をとり

末枯にほふ森深き道

ワ峯の雨とんぼをどこへ隠すやら
飛び交ふ方言ちんぷんかんぷん
﹁ブヤ６ジ﹂メール届いて急ぎあし

湯上りの肌赤き唇

馬鬼玻に散る運命とは知らぬまま

湖面をはしるふくろうの声

にっかぽっかで勇む老人
寒月を煙管の先に光らせて

樽を住処に哲学三味

ミネルヴァの宮殿のあと影長き
立ち疎むいつくし迫る花のもと
羽衣みたいｊ︐浜のかぎろひ

高
大
品中中根杉横久長小田地大土浜

和子魚代迪洋公子海公和魚洋迪人風代陶

八伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｖ

歌仙﹃浜木綿や﹄

浜木綿や人混む海となりゐたり

土用鰻のはや流る易香

石渡蒼水捌

話を乘せる女饒舌

サ

次

大高サチ子

石渡蒼水
中根明美
宮沢次男

推理小説読んで鳥肌

美

回覧は行事の過ぎた後に来て

ワキャンドルの集ひに芒でんと活け

次

涛の飛沫に韻く荒磯

美

水

ゴルフ賞品地酒が二本

次

サ

サ

鳥人の舞ひふんわりと花曇

美

ナォ舂水を逃がして堰を繕へる

眠しねむしと魚も貌みせ
選挙戦第一声に張りがあり

なにかが動く石垣の穴

玄倉川中州のキャンプ押流し
相変へてみるサングラス掛け

木の株に坐りて隠れ切支丹

黒髪を柿く大和撫子

君だけに逢ひたしとのみ伝言板

足許昏き峡の︵ス停

畳の上に鳴くはちんちろ

十六夜のあかりに疲れ解す風呂

棚田にのぼる煙ひとすぢ

ナゥひとときに醸す彩夕紅葉

まごついてゐる自動改札

空晴れて街の画廊にミレー観る

︵於・伊東市中央会館︶

汗す耕人腰に手拭

粗ら編の籠購︵あがな︶へぱ花の雨

平成十一年七月十八日首
平成十一年九月十九日尾
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美

元気快復アロマテラピー
ごっとんと貨車がゆっくり走り出す

水

月砂漠糞をころがす虫の列

岩陰で抱き合ふ男女︵ふたり︶遠鴉

久の子を待つ母の手料理
凧は街を吹き荒れ月青く

美

サ

犬のしわぶき見るも切なげ
金借りに満身創痩さらけだす
かげろふ纒ふトルソーの肩

次美次美〃水美次水美水美次水美次美水

八伊勢原・伊勢原連句会ｖ

歌仙﹃杜氏の誰﹄

ひいらぎ

倉入りの杜氏の訓鋭気満つ

匂ひほすの
かに咲ける柊
ぐちやぷだい

さら

湯豆腐を掬ふ卓祇台にぎわひて
ねんね寝つかすまんまるの月

大津博山捌

大津博山
高木厚子
内山良子
西部周子
″

厚

良

首尾よしと麻薬隠滅サッぐるみ

厚

明

周

から

砂ぼこりたて空のパス行く

ナォ週末は開ける土産店かげろひて

すえ

世相あらはす漢字﹁末﹂也

この辺り﹁宗祇返し﹂の口碑あり
﹁老のすさみ﹂にとぽりつく宿
角砂糖ひとつ落してティーカップ

駅伝が見えかくれする干し大根

ゼロ
０ゼロ０
誤作動避けて逢引

ベーゼとは浮気の虫のすることさ

くもり硝子に消えた人かげ

きわ
書か割
りの月従へて足早に

行水名残り欠伸三回

ナゥ初鴨の渡るといふはまことらし

めでたきかぎりご懐妊とは

ミレニアム恩赦の声を待ちわびる

駄賃で釣りし子等と畑打つ
丹精の花けぶらせる町おこし
みほ

〆﹂ら

澪洋々とかすむ銅鍵の音

︵於・伊勢原市中央公民館︶

平成十一年十一月十四日首
平成十一年十二月十二日尾
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秋澄みて何度も復習ふセレナーデ

や蔓寒むの裾猫が甘へる

ゥ日英の親族集ひ国自慢
婚前旅行ナピに任せる

芋の茎食ふ日々の懐かし

良

厚

前田明水
広田遊

打ち水のしづくに月の影ゆる蕊

杉内徒司

産土神に先づは報告

エアーポート笑顔泣き顔疲れ顔

赤えひ迫る客寄せの槽

周

博

盛り場は厚底靴のギャルが群れ

遠隔の母息災と花便り

厚

右も左も持てるケイタイ

岩海苔を掻く波はゆるやか

良明博遊周厚徒遊明厚良博徒良厚徒周博

ハ市川・市川俳譜教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃庭よぎる﹄
庭よぎる隣の猫や走馬灯
百日紅の肌のつややか

斉藤一灯捌

斉藤一灯
伊藤藪彦
伊藤貴子
鈴木いと
萩谷悦子

晴耕雨読豐礫として

旧き師の安否探れる旅ならん

影ふたつ並べて登る月の坂

皇自︿

斉藤冨美子

言田

い

彦

里巨︿

彦

里貝

悦
彦

ナォデジカメを又買いかえる万愚節

海賊船に乗ってみようよ
妖雲が山伏峠のあたりより

髪ごと肩を抱かれた蛍

ひと

さそり座の女ななめ後ろに
六十の年の差のある心中とは

チョコレート飲むアステカの王

風紋の丘より生れし夜光貝

介護保険のパンフ渡され

盗掘の財宝展に列長し

宮司の笛に蛇穴に入る

月盈ちて遠尾根袰を正したり

車椅子にて連らなる二人

ナゥ立襟のスーツ仕立てし赤い羽

手のひらだけで握手するもの

総裁戦コップの内が騒がしく

黍

野

︵於・市川俳譜教室︶

とりあえずお産見舞の花一枝
跳ねても池の鯉はのどけし

平成十一年八月四日首
平成十一年九月一日尾
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虫の音運ぶエスカレーター

彦

ゥ盛り籠をこぼれて小粒青みかん

言葉は要らずそっと手を添え

悦

里員

倖せをふりまく喪黒福造さん
バイオが換える不思議生物

三角が四角に恋の綱わたり
酔うて潰れてあたま真っ白

温泉の宿の炬燵で冬の月

紙漉く窓に鬼火まといて
奈落から縄の梯子で宇宙まで

九官烏の唄う君が代

奥津城に先客の居る花ぐもり

ゆくか戻るか陽炎のなか

浅

彦灯貴〃冨穂貴彦冨貴穂彦貴穂冨彦貴穂

ハ市川・市川俳譜教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃石蕗明り﹄

先客見つめ居たる綿墨

伊藤貴子捌

斉藤冨美子

鈴木いと
伊藤藪彦
萩谷悦子

曇り日の庭の一隅石蕗明り
演奏会弦の調子を確かめて

彦

伊藤貴子

ナォ石鹸玉吹いててにをは散りぬるを

少年たちの集う小鳥屋

メルヘンの国への旅か雲にのり

からくり時計すこし調整

縁側の日向ぽこりに呆として
※

※

※

手漢も器用Ｕターン組

おめえにしややあくの誰飛交いぬ

碧い目の嫁ちんぷんかんぷん

幸せは静寂の閨を深めゆく
荘とうかびて床の曼陀羅
月連れて長江下る詩諸んじ
そぞろ寒さに袖を重ねる

ナゥ師のなくて滞り勝ち松手入れ

悦

彦

快足が事故で各駅とことこと
お持たせ一杯菓子と酎ハイ
花大樹加曽利の丘に八束句碑

平成十二年二月二日尾

※印は上総地方の方言
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犬を散歩のカフェテラス前
紺のスーツに赤い羽根ゆれ

目鼻なき猿ぼぽ貰う月今宵

言田

悦

斉藤一灯

春のコートに軽き足どり

空巣気になり戻る選挙区

恋占に天啓を得し

悦

い

母となる喜びいつか雅子妃に

彦

ワ招待の松茸山にバス並び
ワンタッチ傘当る銭引
二人して銀輪連ね二年坂
スチームアイロン入念に押す

言田

灯

古都の端に月真ん丸く祭笛

い

平成十一年十二月一日首

深井に吊られ酒も冷えごろ
なんとなく政局揺れる千年紀
軍艦マーチ間きてパチンコ

灯

︵於・市川俳譜教室︶

お札売る巫女の黒髪花数片
うおひ

魚氷にのぼるけだるさの午後

冨貴彦い彦貴いノノ彦〃悦貴彦ノノ い彦冨責

八市川・市川俳譜教室その三Ｖ

歌仙﹃香灯﹄

ナォ裏山の天をゆるがす百千烏

総理の席に賭ける解散

電脳ではじく計算マイナスに

コレステロール増えるいつぽう

角巻のまま確と抱かれ

あこがれの君は天逝初句集

雪しまき音なく楕火崩れおり

萩谷悦子捌

斉藤冨美子

萩谷悦子

月澄める弾痕いくつ櫓門

胡蝶舞いゆく街角の風

松茸狩に誘われし旅

まんさくや万朶にかざす香灯
鈴木いと
伊藤藪彦
斉藤一灯
伊藤貴子

ナゥ温め酒老の語り部真中へ

靴ばらばらに児らのお歸り
ゆであがる豆の青さを覗く月

平成十二年三月一日首
平成十二年四月五日尾

︵於・市川俳譜教室︶

奥湯の鶏にのぞむ初虹

隊列を組みてバイクの峠越え
もぐらの塚のここに彼処に
飛花落花幾代の刻を積み重ね

いやひこさま
弥
彦神社に祈る豊漁

こころは暫し揺れる異次元

手書派の絵手紙貰う誕生日

ジェット機影の遠ざかりゆく

い

皇巨︿

里貝

彦
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入園の準備にミシン踏みだして

出窓のこけし秋を微笑む

灯

里貝

悦

庭木の肌で爪を研ぐ猫

ゥ祝ぎ事に一家揃って障子貼
ひとつま

おっとり銃で血想を変え

点と線何故か結べぬ他人の夫

星具

彦

灯

引潮のあとは白波なんまいだ
智恵子が遊ぶ貝と切り絵と

悌を涼しき月にふり仰ぎ
素焼の皿にのりてそう麺

灯

冒田

放浪癖は隔世遺伝

声高にサンタルチアと塀の外

ほうら転んだうららうらうら

夢心地花満開の墨堤に

灯悦彦灯貴彦灯貴彦〃貴彦灯貴灯悦貴彦

八井波・いなみ連句の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃いかづち﹄

ォいかづちの大きく二つ峰走る

ゆるき流れに落す篠の子

吉藤一郎捌

回転ドアに父がつまづき

ナォ突出しは青柳のぬた鄙の旅

厚くて重い副賞の辞書

パソコンでリレーエッセイ届けられ

す速く叩く茶翅ごきぶり

夕立を口実にする縄のれん

胸のエステに励む中年

夢を売る詩人の妻は閨に泣き

隣組どぶ俊いまた寝坊する
餌を貰っていんこ御機嫌

空焚きの薬罐の湯気に月渡り
柚子もぎし棹しまい忘れて

金箔延ばす職人の技

ナゥ親子して運動会の転び傷

−01−

漫画読む姉妹が忍び笑いして
パステル調のリビングの壁

吉藤一

岡目八目噂とりどり

故郷のルーツまとめし写真集

湾ゆらめいて屋気楼立つ

きよみず

清水の暁の鐘花万朶

村

倉

ギター弾く手元くっきり月の影

つ幸エ

朋泰豊

雄上絹

二

朝

文

︵於・井波町総合文化センター︶

平成十二年五月二十一日首尾

／△

茶うけに選ぶ胡桃饅頭

ゥ秋祭天領の村わきあがり

集団見合老いも若きも

ペディキュアを紅く夫の忌遠のける

年代ものの洋酒取り出し

光悦の落款探す鑑定屋

鍵っ子の猫たまるストレス
雪女郎月にダンスをくねくねと

灰をならしつ炉辺の夜話
少年の心の刺を癒すべく
写経の墨の薫りただよう
幹太く幾千本の枝垂れ花

小物も合せ春の装い

大沖長
島田谷

豊朋一豊豊子豊朋一泰郎泰泰豊泰子子子

朋緒文豊文朋一文豐文一文朋豊文泰豊人

八井波・井波連句の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃牡丹﹄
ぼうたん

牡丹に傘さしかけてありしかな

音おもしろく鳴らす麦笛

いぬじま正一

ビルの谷間の綱渡る人

ナォ立てんとて立たぬ日永の生卵

壜の手紙の届く五年後

ポケットのドナーカードは記入済み

鬼のタトウの拭いやる汗

澳悩も合わせて包む薄ごろも

善悪ともに入れる骨壺

声ならぬ乱れを呑んで闇深し

眉秀でたるベンチャーの旗手

ふるさとの山をしこ名に登りつめ

宇野恭子
杉本聰
正

庄助さんに勝るものぐさ

ナゥ三陸の秋刀魚地酒は辛口で

聰

正

匠の技は年季奉公

正

聰

いたずら烏蝶にたわむる

人の輪の歌の輪となる花の丘

︵於・井波総合文化センター︶
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童女らはほほえみ何を語るらん
地図にあれこれ混じるイラスト

聰

萬聖節の弥撒はたけなわ

尖塔はいよいよ高く月天心
土間に干さるる小豆三筵
ゥ危うさに梯子支える松手入
結ぶ糸あり切る縁もあり

粥すする無神論者の神無月

正

恭

仇名罷で大の甘党

川止めの宿に碁将棋打ち倦いて

月の出に我しばらくは天動説

去り状の涙の痕のいとおしく

正

恭

々

リングの消えた節太の指

恭

代議士の二世マイクを持ち慣れて

雪吊縄にかかる有明

恭

聰
聰

平成十二年五月二十一日首尾

綾取りのナバホの知恵はあざやかに

誰が解くのか地上絵の謎
花守の和尚は無口般若湯
野良の仔猫と睨めっこする

恭聰々正々恭聰正聰恭正聰正聰正恭聰正

ハ茨木・茨の会ｌその一Ｖ

ぎおんえ

歌仙﹃祇園会の﹄
祇園会の真っ只中を連句会
窓に青葉のふれるバス道
笑むごとく熟れる早桃も目にとめて

近松寿子捌
奥村富久女

内山尚美
Ⅲ高敏子

ナォ噂りを忘れわちきは籠の烏

ただ信じ合い冥土への旅

憧れはらららロミオとジュリエット

マンボ・チャチャチャを習うカルチャー

減量は水着姿に顕われて

くらげ沈みて深くなる闇

底なしの不況に巣くう魑魅魍魎

病い草紙は江戸の作品
尚

つちのこもうわばみもさて穴まどい

濃霧のいでて峡に纏える

切株は老翁の席月今宵
敏

一目田

出展の塑像を月が輝やかす
そよると聞こゆ郡郭の声

尚

一邑

ナゥわが胸に聖誕祭の鐘韻く

如何に在すや故郷の君

アルバムに師の面影の変わりなく

自ら殻を破り鵯の仔

荒海を佐渡まで行くか花筏

名句名吟乗せて毒

寿

松

︵於・洛西．ふれあい会館︶

平成十一年七月十七日首尾
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うれしいことはあとの楽しみ

焼け木杭に煙くすぶる

敏

尚

・一口国

国旗国歌に揺れる議員ら

うたかたの恋と思えど悟り得ず

尚

ワかの乙女いっしか更けて秋袷

淋しさの字を寂しさにせむ
内ゲバの村の学校ノート散り

敏

一ロ田

蔭も作らずいよよ凍み月
朽野の果てにみほとけ佇ち給う

末期の水が般若湯とは

賑やかに五味八珍を並べたて

尚

敏

敏

一邑

天井裏を鼠ちょろちょろ

歌膝の淀君睡る花の昼

おぼろにぼかす巻紙の紅

近

敏尚子敏尚尚敏尚敏富冨尚敏富尚敏富尚

富澤弘捌
真理
桂美
而
弘

八茨木・茨の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃ふれあいの﹄

竹林渡る風の涼しさ

子子
美美桂真真理美弘桂弘真桂美子恵

ふれあいの集い親しや夏座敷
通学の自転車の列駈け去りて

ナォ復活祭老いも若きも着飾りて

煮抜き卵は僕の好物

山を越えまた山に入る鈍行車

絵手紙の鬼枠をはみだし

篝火に真夏の夜のメロドラマ

﹁恋﹂と打ったら﹁鯉﹂がでてきた

はるばると地球の裏から嫁つれて

国旗国歌とキナ臭いこと
縄文の歴史大きく見直され

出土の甕は爺のお宝

海峡の橋の彼方に月昇る

郡郭を聴く九階の窓

ナゥからすみをそっとあぶりて新走り
未来の社会ヴァーチャルの画に

山蒼く水清かれと願うなり
歩け歩けと友をひきつれ

太閤の茶会は花に華やぎて

癒しの里に鳴く百千烏

︵於・洛西．ふれあい会館︶

平成十一年七月十七日首尾
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箱よりのぞく仔犬三匹
望の月御隠居詩吟朗々と
菊人形の幕張り了える
酌の手付きの美しき女

ゥ盛大にさんま焼くらし高架下
イマイチの口説き文句を不器用に

此処は曽根崎道行きのあと

点滴続く小児病棟

息切れの阪神今が正念場

敷松葉月の灯しの鎮もれり

尼寺の軒氷柱鋭く

自自公の打算あれこれ化かし合い

禁煙席に煙もうもう

総立ちの千秋楽に花吹雪
セーヌの岸に揚がる連凧

上薗冨福内
田
澤島田

真桂理弘美理美弘理弘美弘美桂美桂理弘

奥村富久女捌

宮内内奥
澤田山村

ハ茨木・茨の会ｌその三Ｖ

﹃青年を恋ひ﹄

映像の青年を恋ひ秋深し
寝待の月に濡るる枕辺
双紙よむ銀杏の降るかそけさに

馬に水汲む馬子の鼻歌

端居してつと引き寄せる煙草盆

四半世紀を碁仇にして

ゥ巴里の旅機内そはそは落着かず
ワインの当てのからすみがよし
ジェラシーをまことしやかな庇理屈に

情に棹さし肪ひあふ舟

揺り揺られやがて妊る真珠貝

俺そっくりの太目短足

夜回りの半纒照らし寒の月
木枯らしが消す犬の遠吠え
異次元へ幽体離脱す−いすい

ナスカ高原地上絵の謎

危ふさの自自公連立花に風

慈母観音の御手のやさしき

ナォ躁謹も春愁もああ更年期

暑中お見舞のびのびになり

蕎麦打って湖北をめぐる同窓会

松枝越しに走るむら雲

ほ浄ったる

蛍にっかの間を貸す紗の快

笑顔千両寝顔万両

後からごめんなさいと羽交締め

居酒屋に血統書付き招猫
外れ馬券に未練たっぷり

っづれさせとは聞く人もなし

バーベルもエステも飽きて月の秋

旅の土産と木沓ポクポク

ナゥ孤児院へ十字架祭の鐘韻く

手洗にウェストポーチ置き忘れ
はだらに雪の解けしぬかるみ

霞を分かつ斉宮の輿

皇女は花の盛りを垂れ籠めて

平成十一年十月十七日首

︵於・茨木市市民会館︶

平成十一年十一月二十一日尾
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仙

泣きつ笑ひつ此の世おぼろに

富美弘富尚弘美美尚富美弘富尚

美尚富
久
子美女
弘

歌

弘冨尚美弘尚富美弘尚富美弘富尚弘美尚

八茨木・茨の会ｌその四Ｖ

一
弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝

両吟尻取歌仙﹃寒四郎﹄

寒四郎負けず迎へる心意氣

巨像を刻む雪晴れの鑿

ナォ朝寝して辨当忘れふくれ面

順縁非ず計報相次ぐ

落選候補法螺吹き捲くり
力説の振興券にみる矛盾

數珠掛鳩に文を託して

ぐったりと鮫鰊軒に吊るされて
てんからかんと枯葉舞ふ路地
遅々として爲経なかなか捗らず

テレパシー胸のときめきビピピッと

棋客の奇襲そらす菊酒

都政の椅子に即断の知事
常識を超えんと仰ぐ望の月

ナゥ景勝の宿をとりまく蜜柑山
マイカーずらり學がる喚聲

粛粛として命永らぐ

生躰の臓器移植が成功し

寸暇を惜しむ春の夕嶢

救世観音花に包まれおはします

秤鰄什一幹一帝朋十王叩率︵文音︶
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道すがら大道藝の興添へて
手函に潜むマジックの糸
頓珍漢月の媚の飛び去りし
不知火揺らぐ濱邊さすらふ

ゥ船泊てに鱸を購ふ人の群れ

列島西へ愛の遍歴

九星の相性好しと太鼓判
パンブージャンプ一か八かと

虎刈りのファンの熱唱慨して

天空斜に白雲の伸ぶ

ずらり並んだ夜店探訪

蛸の渦夏の月の出待ちきれず

いきいき踊る幼児夢中に

實れ筋ににんまりだんご３兄弟

留守に入りこむ仔猫ニヤァニャァ

庭先の花の小幹にランドセル

富堀
澤越

弘

孝

孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘孝弘

ハ茨木・茨の会その五Ｖ

十二月十二人居る宴かな
薗理恵

戯Ⅲ夜虹

茨﹃十二人﹄

連句の談義湯気の立つ鍋

近松寿子捌

オカリナにひととき我をわすれいて

ポッポポッポと鳩時計鳴る
望の夜森のけものも浮かれだし

小池正博
近松寿子

上田真而子

品部一朝
出来千恵

奥村富久女

岡田昌子
内山尚美
富澤弘
妙島秋男

金銀散らす芒吹く風
秋袷乱れ許さぬ束ね髪
道説く君に騒ぐ血潮よ

発禁書積み上げたまま暑気払い

何でもありが通る世の中
花の陰肩の力を抜く仁王
のつこ

︵於・料亭・宇久井︶

しぶきあざやか乗込みの鮒

平成十一年十二月十九日首尾

﹃茨﹄と称しております︒

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となる︶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偉って﹁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
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ハ豊田・ＷｅｂＢＢＳめぎっね座ｖ

連句ＫＵＳＡＲＩ

﹃すてきな三句１９９９﹄
インターネットＢＢＳで発生した鎖連句です︒全国および

海外からのアクセスにより︑付けて転じる一本の鎖は十二月
末に二二七二番︑その後も延々と続いています︒中からすてき
な三句部分をほんの少し抜粋してお届けします︒
＊

いいや

いい︵︶

いい﹄

函や﹄
唖や画
函やい

冒全④﹁
昌一や尹
胃一℃や

画︵︶い﹃

画︵︶函や

画つい

＊

おやつはね棚の中よとパチンコへ
ＦＦ川をボクも励もう
無機質のオウムの里の作業場
＊

一人旅時刻表との睨み合い
中華そば屋のレジがチンジャラ
冷蔵庫の中で寝るからラップして
＊

＊

人生に優柔不断の術もある
自刃の墓に揺れる秋草
まだ赤くならぬ蜻蛉の群れひとつ

雑居ビルホストクラブが地下にあり
舞込んできた枯葉一枚
お稽古を始めたばかりの狐の子

平成十一年二月一日より

目吉

知里

雨乞い小町

藍

おはぎ

あづさ

蕗

麦

ミヤ︐ｌママ

麦

藍

雨乞い小町

︵ 於 ・ Ｈ Ｐ ﹁ 矢 崎 藍 の 連 句 わ − る ど ﹂ 総合ＢＢＳ︶

平成十一年十二月三十一日まで
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匡②バイオで粒の揃うピーマンミャーママ
胃ミあなたって焦がしてみればいい男雨乞い小町

＊

匡函視線のビームに撃たれたわたし杏

杏

藍

﹄易いち︑にっ︑さん︑しと続く人生おはぎ
﹄＄終了の合図鳴ってる洗濯機ミャーママ

別れる理由できてすっきり
明日から晴れて私は自由の身
狂ったように蝉が鳴き出す
縁側に足跡光るかたつむり
刑事稼業でつい鋭い目
アンパンを缶コーヒーで流し込み

ミャーママ

ミっ濃すぎるかしらけさの口紅藍
四国一

画四ｍ
図画⑳

函﹄﹂
画一函
画娼四

お
は

＊
＊

ぎ藍杏

ハ松山・宇宙連句会ｖ

歌仙﹃師のテープ﹄
松永静雨捌

水井政

松永静

一輪挿しに匂ふ白百合

師のテープ聞きて籠りぬ梅雨の宿

伊達由

河野夏

万歩計っけ揃う足並

農繁期なれば町中しんとして
河本津

秋の扇を閉じて寛ぐ

尚木潤

ナォ舂愁の乙女しずかに立ちどまり

着メロ鳴れば心おどるか
必勝を期して斗ふ総選挙

趣味の陶器にそそぐ地麦酒

苦心して浴衣の帯を結びいて

凱旋門へ続く街並

地下鉄の地上に出てて空青く

西村我尼吾

中村通仙
井上和久
戒能多喜
末光栄子

由

静

宮島正
川島七重

正

我

マスク外して小さく咳き込む

ここから先は地獄極楽

年の瀬の落ちぬ手形にとつおいつ

湯の町のうるみし月に肩を組み

多

通

我

由

止めもあえず紅葉且つ散る

当るも八卦運と災難

七

ナゥ親の意にそむけば風が身に入みて

どっさりと皿鉢料理を注文し

和

栄

ピースてふ名の煙草くゆらす

家族揃うて作る紙雛

︵於・久仙亭︶

花満ちて勘亭流の額を上げ

平成十二年六月二十二日首尾
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望月の松を離れて大いなる
ゥやれ唄え案山子も踊る在祭
今日もデパート荒す三婆々
起きぬけに口紅濃ゆく塗りもして

私好みの彼は放さじ

経済も政治もやっと底をつき

冬季五輪の賞は幾つか

人絶えて白亜の街に冴ゅる月

見覚えのある足萎えの犬
水尾を引く漁船に向かひ正座して

ただひたすら夢を追う君
咲き初めし花に短冊くるくると

日差明るく続く転Ｉり

津由夏政由静也紀彦子雨
潤静津政潤夏

ふと立ちどまり聞ける三味の音

ナォ勝手口より初鮒のお裾分け

婦唱夫随の裏のご隠居
陶狸下帯長く引き摺りて
麻の暖簾の呑み屋開店

忘れたきよしなし事の今もなほ

室伏章郎

巴里祭が誕生日とふ茶髪の子

電車の中も英会話聴く

ゴールに入れた快心の球

佐崎静緒子

室伏章郎捌

八東京・ＮＨＫ文化センター青山教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃白頭の鴦﹄
ォ白頭の鷲王者たり寒の空

直つる礁に砕く荒浪

お目当ての為替レートがはねあがり

円かなる月かかりたる天守閣
古りし案山子が傾きて立つ

宮脇美智子

吉江康子
菅谷常子
静

−100−

朗らかな留学生を預りて
熱きコーヒーいれる庭先
連峰を圧して昇る望の月

常

︵於・ＮＨＫ青山文化センター︶

平成十二年一月十八日首
平成十二年四月十七日尾

風待ち顔の風車売り

殿様もいっしょに踊る花の宴

蓄音器とて朧なる声

膏薬や征露丸やら引出しに

男水仕に猫がすり寄る

七草ひそと壺に活けられ

常

ゥ冷え切りし釣瓶の桶を掬い上げ

熊野古道を喘ぎつつゆく
美しき笛の袋の落ちゐたる

美

ナゥ親類も縁者も無音秋彼岸

恋にやぶれて去りし公達
月光を涙で仰ぐかぐや姫

静

藤井佐和子

康

とぎれとぎれに残る虫鳴く

佐

静

美

垂早

佐

垂早

車座のお国料理にぬくめ酒

頑固な父が纒う万祝

面倒は介護保険にまかせたり
生きた死んだと騒ぐへぼな碁

大川に花びらの舞ふ夕間暮れ
舂灯めぐりかくれんぽする

美章康佐静章康静常章章康康美佐康常静

八東京・ＮＨＫ文化センター青山教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃雪持ちの芦﹄
片山春陽捌

倉垣和

日杵瀞

片山春

浮寝の烏に通ふ漣

ォ雪持ちの芦かがやけり沼の朝

面打の鑿かすかなる音たてて
休み︑木川ノ

河田水

先生に赤いチョークをもたされて

英語の初歩を孫に教はる
温突のぬくき埴輪の展示場
系図たどればだれも皇室

宇宙よりスペースシャトル帰りきて

ナォのどやかに山近づける遠眼鏡
ロングパットを鮮やかに決め

春

和

舂

瀞

リ

リ

水

水

和

日焼少女の愛の駈け引き

オンドル

待ちあぐむ扇子の揺れもたえだえに

瀞

八島美枝子

水

加藤よい子

古色ゆかしき苑の四阿
竹取の翁が月を振り仰ぎ

秋風を聰く良い子悪い子

脱ぎすてて吊せしままの花衣

太極拳に集ふ旅人

寄り合ひの地酒に禰宜のうちとけて

富山の薬いつも頼りに

和

美

美

リ

水

うれ

ナゥ二つ三つ梢に残りし熟し柿

おのずとこぼす惜春の唄

︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶

平成十二年一月十七日首
平成十二年五月十三日尾
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課外授業はいつも盛況

やや

名月に五分ばかりをポストまで
手にいっぱいの林檎いただく

シ栗毛駒つなぐ曲家冬支度

車持参で娘嫁入

何事も母の指図に運ぶ恋
ち

乳の香ほのかに抱き上げし嬰

本棚に男料理といふがあり

東司に並ぶ若き学僧

壷っ︑た

譜んづる詩あり夏の月の下

塩田今も瀬戸の島々
船底に密入国の人の影

戦火くぐれる煙草一箱
怨譽を越えし都の花万朶

やがて高みへもつれゆく蝶

春瀞春浦和和瀞春和水リ瀞春尾サ子児陽

八豊田市・桜花学園大学連句研究会ｖ

トリプルＲＯＣＫ﹃秋深き﹄

Ｉ

芭蕉
ＳＴＡＲ

聖きよみ
み

はんるい
Ｒ

芭蕉︶

唯魁
エリッィン︶

望︲畢哩山

スバラシイ︶

卜早早望︒一

ナーゴ︶

．エｏ︸Ｈ

ＹＯＵＮＧ

秋深き隣は何をする人ぞ
貴女をさがす月光の中
とき

青い闇刻も場所をも失って

三途の川にたくす怨念

はらはらと舞いおりてくる花一片
テジヨン

ふるさと大田かぐわしい春
Ｉ
Ｉ

肥巾早咋嘩睾蝉叩巾扣嘔學旧建咋斗

︵秋深き隣は何をする人ぞ
鼻嘩︵等上︶呈師咋哩十甦巾牌似中

︵夜食に手がサのびるこのごろ
凹畢坦里に叩︾筆×一阜牌叩巾ロー唯亘一也叶呈埠學巾二

︵ラブコール通話料金日に日にね
︵返事ない彼会ったら己①一穴亀

ｏ︸扣呈埋甦巾仙ゞ厚早田曲
北旧叩︒︸塁榊叩里巾呈旱咋

︵花の影わたしの心ゆらゆらと

サラリンリン︶

サラリンリン︶

挙畢迅胆

︵春の毎は君の味だよ

旧坦蝉斗早早巾巾岬斗

加藤利恵

天野未沙貴

万年美香

芭蕉

李洙鎮

うしろにハートふたりの姿

香

Ｉ
Ⅱ

秋深き隣は何をする人ぞ
月の光で不思議な気分
冬の海底まで届く恋の星

春風にのりどこまでもゆく

花を見てときめく心永遠に

︵於・桜花学園５１１講義室︶

平成十一年十一月十六日首尾︵文音︶

ＣＫです︒

＊韓国又松大学校留学生を連衆に含む﹁秋深き﹂バージョンのＲＯ
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八松山・小野連句会

歌仙﹃木樵鎌﹄
渡部伸居捌

子都宮柏

渡部伸

藁屋の軒に消え残る雪
渡部就

早春や漢の腰の木樵鎌
呼子烏いづくの村を尋ぬらん

主ジ設けの客二三人

老爺笑顔で縁に坐れる

長井実

村上幸三

ナォ若き駒群のまはりを駈け巡り

新型のパワーショベルを試運転

ミルキークイン米の銘柄
白氷の極地に挑む河野さん

墓所までの径落葉踏み往き
飴玉をしやぶりつ訪い庄屋跡
夫婦茶碗をそっと買ひ入れ

懐かしの教会に来て誓ふ愛

避難ぐらしに飽きる村びと

月の出を待つひと刻の憩ひなる

栗の爆ぜたる音に驚く

ナゥ港内に連ねし舳先時化兆し

うち捨ててある古き自動車

グランドはゲートポールの好試合

里に棚曳く山焼の煙ム

勘といふもの常に磨かれ
花びらを盃に享け廻し飲み

平成十二年二月二十一日首

︵於・松山市小野公民館︶

平成十二年四月十九日尾
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久々に故郷の蟷蛾賞でてをり
紫苑ひそかに群れ咲ける路地
ゥいたつきの母に代りて父の世話

老舗の娘遂に口説かれ

ホモサピエンスのみにある悔

心には添はい約束してしまひ

監禁と暴力に耐へ幾年ぞ

遮光器土偶蝦夷の国より
夕ざれば葭戸の裾に届く月
忍び仲間はどじよ汁で酌む
ふはふはと宙を泳げるダイビング

道渡りゆくたんぽぽの架

旅役者迎へ賑はふ花の宿
お礼詣りは東風の氏神

葉就居就葉居就葉居就葉居就葉居子葉居

平香居葉就居香平葉就平香居葉就平香居

くつろ

衆判

純一浩藺青

八松山・おぼろ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃夕虹﹄
夕虹の百里を跨ぎつったったり

遠雷響く高き山波

手料理に舌鼓うち寛ぎて

ナォ窓閉せど柳架舞ひ込む紅き閨

今井比呂夢

鈴木春山洞

長井南茶亭

付け馬まいて後卜白波に
店毎に振興券の旗が立ち

純

耕

芝

婆車押し上る坂道

水

夏帽子くるりと回しイヤリング

マロニエの花漂ひ来たる
ゆ

信玄の隠し温泉訪い旅に出で

楽

耕

芝

夢

いと

音一

人目を忍び不倫重ねて

洞

口喧嘩背中合わせのそぞろ寒

秋の気配に統合経営

月光にきらめく潮に倫垂らし
たち

太刀魚をつまみにほろ酔ひとなり
なゐ

古宇

洞

水

楽

純

ナゥ地震トルコ粗略工事が禍に

操縦マニアがするハイジャック

伊予弁の大正男賑やかに

待ち遠しきは﹁たこめし﹂の会

瓢提げ花にくつろぐ翁どち
半仙戯遊ぶ韓の乙女なり

︵於・雌艸伽嬬諄鋤祉センター︶

平成十一年七月二十九日首
平成十一年八月二十六日尾
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土間の仔犬のねだる夕餉に
月光を︑返り出る舟ひっそりと

三連橋は海霧の中

ワ赤蜻蛉目玉きょときょと指に葱き

見詰め抱擁しやくり上げたり
流れ雲うつるなる眼に移りゆき

付け莨吸ふ後朝の刻

二次会はベリーダンスで締めとなり

自・自・公政権ポリシーもなく

屋台酒あふりし家路月凍る
たつき

寒念仏の叩く鉦の音

尾瀬と富士とのトイレはチップ

富本銭明日香の生活偲ぱるる

野球拳一団リタイア花の下
天守甕ゆるうららかな町

藤浅梶高山

本木野橋本

楽水芝純耕楽水芝純耕楽水芝一耕楽水芝

ハ松山・おぼろ連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃水澄める﹄

あんなとこに富士を置きけり水澄める

林通して爽やかな風

ナォ莞り慣れし窓枠のさび暖かに

チンドン屋練る街の賑やか

帰るたびヒップ丸いね家︵うち︶の孫

神田祭の神輿繰り出す

小峠の地蔵の顔は苔蒸して
淡谷のり子の唄の懐かし
五六人座して楽しむ大花火

鈴木春山洞

鈴木春山洞捌

山本青芝

バイアグラなる秘薬渡来し
老いらくの恋の炎は燃え盛り

芸もやらせのうちの後朝
東の方にぽつかり望の月

洞

浅木一耕
高橋藺水
梶野浩楽

ちんちろりんの音も湧きたる

仙祁結諄緬祉センター︶
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樋の月覗く児供の背伸びして
思ひ出しては笑ひ止まらず
かぶと虫籠から籠にうつさるる
息もつかせず呑み干すピール

介護認定我が身どうなる

ナゥつんとくるからし漬なる秋の茄

藤本純一
今井比呂夢

ゥ旅立ちの別れさまざまターミナル

涙をながめ心とよめく

往時を偲ぶ倉の幾棟

破︵や︶れ舟のそこはかとなき波の間に

答を枝垂るる花に鵬らるる

洞
芝

長井南茶亭

水

竹ずつぽあてたる壁のさざめどと

幕張の野外ライブに二十万

耕

どぎつき灸︵やいと︶据えられてをり

自・自・公連立政局ニュース

︵於・

平成十一年十月二十八日尾

平成十一年九月三十日首

友送りゆく陽炎の途

寒月を波白々と砂浜に

純
楽

托鉢の打つ鉦冴ゆるなり

芝

夢

古宇

デパートの弁当開き花の宴

世を憂ふ元校長の声高く
心機一転居は気を移す
のんびりとして春の日暮るる

耕洞芝亭純夢水楽洞耕亭芝夢純楽水耕洞

ハ神戸・海市の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃露﹄

まだ見ぬ月の潜む篁

露しとど前世に逢ひし夜々のこと

鈴木漠捌

窓と庭とで笑ひさざめく

など

ナォ初虹も空の青さに和みあひ

豆撒きを終へては戻る鬼の舞

炉辺に聞きし怪異證など
と

外つ国を孔雀の濫に偲びゐて

浅草六区通りの押絵覗き絵

うるは

扇かざしてよすが愛し
洗ひ
髪束ね襟足艶めける
ロツク

漠

落武者を突く虫もあるべく

鶏頭はみな関に酔へるか
当確の選挙事務所に望の月

ノンシヤランス

とき

み
定規の端を紙し魚
の遁走

英治

娑婆ならば聖と俗とが賑やかに

ワ冷麦に飛行機雲の富士の風

ナゥ頬傷も頓着無しの野分にて

に

爽籟に祖父の手跡を臨書して

たかむら

肖る髭面の癖もをかしぐ

圭介

鈴木漠
永田圭介
梅村光明
三木英治

啄木詩篇口遊む吾れ

漠

光明

わか

失せし未来のゆらぐ海市に

稚さを悔ゆる胡散臭さよ
団塊の世代夕陽に真向へり

忙中の閖鐘も麗らか

花ゆゑに花を尋ねる静心

︵於・神戸・ポートアイランド︶

平成十一年八月八日首
平成十一年九月一日尾
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広からぬ机上に絶えぬ物探し

激情はむしろ伏流水となり

光明
英治

圭介

告白途切れ凝固する時
縫れ糸重なる思慕に裁鋏
月に孤独の星条旗垂れ

圭介

たち

たそがれはデモの叫びも身にしみて
ゐ

漠

とんぽ

蜻蛉など率て辿る裏道

英治

圭介

漠

光明

侯爵の城訪ひてのち酒の味
あはただ

クロスワードに隠す戯れ
花は根に帰る気配の慌し
すみか

旅を栖と見倣す春愁

英光圭
光英
圭英光圭
光英
圭英光
治明介漠明治漠介治明介漠明治漠介治明

ハ神戸・海市の会ｌその二Ｖ

脇起半歌仙﹃脇見﹄

かげろふ

永田耕衣
鈴木漠
三木英治

天心にして脇見せり舂の雁

漠

むぐら

英治

英治

英治
漠

漠

なま

産声の家うららかに生めいて

陽炎なども人格を持ち

幼きままに姉となりたる

髪洗ふ黙の月を髪に浴び
やがて葎と化ける胄萱
しじま

ゥ一巡の路上観察何を得し
ナッシングともサムシングとも

猿酒に酔うて都の太郎冠者

漠

漠

英治

はや

器楽に代る虫の合唱

英治

ひそみ

蜜に倣ふ世事怪しきを

は

山の端の月へ出番を噺しをり
流し目と信じ恋せしやぶ睨み

英治

迷宮をなす園の糸遊

漠

英治

漠

漠

隙間風にも君を抱きしめ
襖絵に距離定かなる龍と虎
ユニフォーム
プロをも凌ぐ野球服着て
美しく惑へとばかり花吹雪

︵於・繩醍稚琴鍵誕百年展と

平成十二年二月十一日首尾

一
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やや

別所真紀捌

仏渕健

河村士心

﹄︑

浅賀淑

別所宣く

小原洋

ナォ日雷一閃墨魚群れ翔ぶや

勝手しやがる孑孑の首

ほんとはねわたしはわたしのクローンなの

ホッチキスの針詰まってしまった
うたはれて羅漢さん揃って眠りたる

酒盗人に極月の月

雪女こむら返りを嘆きをり

節足類がふいに増殖

ナゥ支笏湖へ水の言葉を聞きにゆく
ピッグアップルバードが消えた

紙相撲して父たちの春

花冷えの硝子の瓶に古代米

︵於・文京区﹁松聲閣﹂︶

平成十一年四月十六日首尾
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八東駅・解續ｖ

短歌行﹃トンボ鉛筆﹄

負鶏の目にはらいその深みかな
あした

花終はる日の西寄りの風
清明の晨ひらひら嬰生まれ
七割引きで藷ぐ身のほど

すらりと長き指が似てをり
ワ三丁目裏は海より遙か遙か
葛咲いてトンボ鉛筆重くはない

ピアノ線張る秋の入口
空爆は煩まず月光遍くも
埴輪の馬は森に匿れて

木歩鬼城を論じ徹宵

牛乳にとっぷり浸すマドレーヌ

一代乃紀悟乃代一紀乃代悟

￨吾乃一乃紀代悟乃代紀一代

八多度津・香川連句会ｖ

和漢行半歌仙﹃寂光院﹄

Ｏ

落花踏む女人のありて寂光院

春興共二題歴詩ヲ

いかなど

贈られし舶子釘煮お茶請けに

Ｏ

渡邉陽行捌

渡避陽
植松晴

秤率什一睡昨朋二什明露︵文音︶

注Ⅱ○印支韻
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からくり時計未来刻みて
宅ハ古リ月輪明シ
庭ハ荒し虫語滋シ

︒

デートに手作りマロングラッセ

ゥ照れながら付けられている赤い羽根

皓歯滅城ノ妃
細腰傾国ノ姫

商品券貰えぬ層は反対す
暑氣ハ満︒房中一一一

月涼二開︒慢帷↓
携帯電話無理に持たされ

政界は再編劇の三幕目

即チ此二酔聿残花一一一
Ｏ

歌舞伎・出湯で祝ふ琴平
トモニスル

而チ同桃酒ノ盾

行晴行晴行晴行晴行晴晴行晴行晴行子行

渡邉陽行捌

渡邊陽行
沖津秀美

晴

伝言板に残す暗号

ナォ春休み旅のプランを知らせてよ

宵飾り見やうと四条あたりまで
夕焼小焼のチャイム鳴り出す

後生願ひて秋の遍路に

操れぬインターネットに汗をかき

稲掛けて仰げば淡く宵の月

やや寒のなか書騨をひやかし
ナゥ菅党首女性がらみで人気落ち

難民哀れ１−ゴ空爆
花万朶川港には肪ひ舟

需州嘩豊嘩判文音︶

鶯合はせ鳴く音競へり

︵於

平成十一年一月二十一日首
平成十一年三月二十七日尾
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八多度津・香川県連句協会ｖ

短歌行﹃初大師﹄

もるこし

とんどの跡の残る境内

初大師唐土よりの風吹けり

米谷千代子

行

植松晴子
陶山泰子

道の駅博労牛を追ひゆきて
人待ち顔の自販機が立つ
テレビのキャロルで聖夜すごせる

ゥ冬の月知らない声が留守電に

泰

千
美

晴

きいぎぬ

後朝の背に赤き爪傷

泰

熱気球ゆらりピル街越へてゆき

新しき技みがくマジシャン

ちゃっかりと恋と家庭を両立し

袋かぶれる仔猫じゃれつく

初花にリストラの憂さ晴らす酒

晴美泰千美晴行千美行泰千

八東予・風の巷ｖ

歌仙﹃近松忌﹄
別註の足袋届きけり近松忌

うす紫に匂ふ寒林

酌みかはす酒に本意の出でつらん

守口津夜子捌

守口津夜子

夜

澄

越智美代子

明月は鏡のごとく澄み渡り
杣の子が吹く瓢の笛の音

池田澄子
藤村責美
渡部朝茂

ゥ冷さまじき同身大の人体図

朝

納戸よりみ繕ひつっ女房出て

夜

夜

ナォ煤けたる柱に寄れば暮おそく

橋を眺めて俳句詠み合ふ

縄の鼻緒にちびくれの下駄
政策も選挙目当がめじろおし

雪國からの電話受け取る

降りし鶴しばらく羽をたたまづに

をんなどころは何時も裏腹

小荷物に母の便りが添へられて

かき交ぜて見る風呂の湯加減

灯を消せば心素直に愛深む

屋敷祠に供ふ栃餅

駐車場ひっそり閑と月を揚げ

明治の時計刻を違へず

ナゥ干し物の今日は少なし烏雲

芙美子の碑伊予壬生川の駅前に

着くボギー車はいつもがらすき

︵於・壬生川公民館︶

ライオンがおお欠伸する花の昼
夢いつまでもゆれるふらここ

平成十一年十一月十三日首尾
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墨痕りりと寿の軸

不義の言ひわけしどろもどろに

バロック眞珠そだつ養殖

澄

里具

美

朝

夜

美

澄

︐朝

あちこちに誘惑犯のビラ貼られ

路上に残こる石蹴の陣

瓜番小屋の汐垂れ蚊帳

遠山に旱の月のうつくしく
所得額トップなどとは過去の事
ただ黙々とジョギングをする
ひと

地に還る花碧落をまふ暫し
春一ときを金昆羅歌舞伎

美夜夜朝朝貴澄貴夜貴美澄貴夜美朝貴朝

ハ諏訪・河童連句会ｖ

矢崎硯

歌仙睾敲かな﹄

吉池保

矢崎硯水捌

をんどりの鶏冠震はす霞かな
藤沼和

だいこ

架組み終へて大根干す頃
たな

セミプロが自慢のカメラぶら下げて
東浦佳
高山紀

いびき

西郷どんにそっくりの人

ナォ約束に遅れせかせか目借時

ひつくりかへる無理のしすぎは

敦煙の流砂ながるる足裏を

パオに近づく青き狼

年甲斐もなく惚れてしまって

くつさめを堪へてがばと抱き寄せ

開けてはならぬパンドラの箱

怪しげな育毛剤が棚の上

浦祭とて招くはらから

鬼婆が包丁を研ぐしゃりしゃりと

雁瘡などと笑止千万

大盃に浮かべし月を飲み乾さむ

ナゥ南北が暗中模索共存へ
扁額の書は．衣帯水﹂

東風に押されるクラシックカー

バーチャルの旅は手許のマウスより

濠に映りて古城春愁

百寿翁めでたきことよ落花罪々

平成十二年五月十日首尾︵文音︶

11つ
一人人≦−

金看板の読みにくき文字
街並を影絵にかへて渡る月
誰が植ゑしか木賊つんつん

ゥ方丈の広縁に聞く威銃
祝賀記念のペンシルがあり
チイママはあしらひ上手化け上手

耳たぶそっと噛んで耳うち

風吹けば桶屋儲かる咄など

茶店名物鮎の塩焼

昼月にエーデルワイス咲く岳よ

アカデミー賞候補作てふ
椅子の背に免れて軒かくも芸

陽射うららか一海里まで

花浴びてじやれる子犬の円舞曲

和男水紀佳和男水紀佳和男水子子ヱ男水

矢
崎

妙

和佳紀水男和佳妙水男和佳子水男和紀佳

八松山・勝山連句会ｖ

歌仙﹃梅訪うて﹄
渡部伸居捌

田中舂

渡部伸

昼餉代りに香る草餅
井手光

梅訪うて碁につかまってしまひけり

近くまで来る野の鳩も長閑にて

ナォ永き日を疲るるまでに畑仕事
シドニー目差し励む明け暮れ

ハイテクの新五百円硬貨でき

問題かもす総理発言

救急車北風の街走り過ぎ

頬かむりして下駄は片々
道端の自販機の酒一卜息に

惹かれし女将亡き妻に似て
色めいた噂も少し気にかかり
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フォーカスカメラすぐに取り出す

定年帰農見直されたる
故郷の月殊のほか美しく
澄める太虚に浮かぶ名城

思ひつくまま揮ふ彩管

ナゥ落鮎の四万十川に網を打ち

史跡の多き空海のみち

遺伝子の組み替へ技術医療にも

誰も知る今を盛りの古都の花
天へ届けと漕げるふらここ

平成十二年五月十九日尾

平成十二年二月十日首

荻

玲

山

光春
子紅
邸邸

夕月をしばし眺むるビルの窓

はづし忘れの秋の風鈴

ゥ謎秘めて比古比売祀る紅葉山
いたはられつつ后御手振る
本命はチョコにネクタイ添へるとか

妬かるるほどはもてぬ宿六

寒行の托鉢行脚おもひ立ち

市民権得し夫婦別姓

すずらん愛づるいたつきの人

池の面の水輪に揺るる夏蟷兎
ロボットに﹁てなが猿﹂てふ名を付けて

赤き上着のよく似合ひたる

花の苑傘寿の祝ひ賑やかに
飛び交ふ蝶と遊ぶ幼な児

春光居光春居光舂居光春居光舂居子紅居

へ

於

光玲舂玲居春玲同光居春玲居光幸春光居

八Ⅱ立・かびれ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃春女苑﹄
西幾多捌

ナォ春日傘やや傾けてすれ違ふ
裾にまつはり仔犬雛きくる

日焼の彼の腕のたくまし

版画展出でて木椅子に待ちをれば

移り香ほのとっのる切なさ

ひまはりの迷路にかくれ熱いキス

雲ゆきの早きをじっと見つめゐて

小松崎爽青

西幾多

筧の音のひびき静かに

旅行プランの定まってくる

人棲みし名残の庭や春女苑
胎蕩として霞む賀毘攪嶺

石の牛撫でて詣でる湯殿山

黒澤都茂黄

鈴木美代
伊香佳都

子の誕生日栗強飯炊く

満月を雁がね声もなく過ぎり
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嘩を聞くと散歩に出づるらん
お近付きにとお茶を勧める

滑川美智
片野弥恵

月昇り濡縁へ延ぶ松の影
岬の石像へ風の爽やか

臨界事故に騒然となる

ゥあきつ群れ夕やけ小やけの歌が湧き

智

煙突のけむり気になる町に住み

ナゥ長き夜をパソコン通信つづけゐて
都

代

多羅葉に浮ぶ文字のなぞめいて

智

記念写真にあのひとの顔
恋にあらずと胸に秘むなり

︵於・日立市多賀公民館︶

平成十一年十月十四日首尾

軒の雀のお宿うららか

自転車を押して入りゆく花の雲

いつもの笑顔朝の挨拶

脱サラの大道芸人笛を吹き

吉心

代

多

黄

智

宙心

代

曠野ゆく馬橇に月の冴えざえと
ペチカに薪の爆ぜて眠むたき

医者の忠告聞かぬふりする

手作りのケーキと紅茶テーブルに

失楽園を読み耽けるなり

光遍き摘草の土手

ひとり来て見上げる寺の花に酔ひ

黄多恵智都〃代恵多智黄恵代恵黄智恵代

八日立・かびれ連句会ｌその二Ｖ

西幾多捌

驚凰奇噌西臘

歌仙﹃嶬地獄﹄
木の影のそよぎてあをき蟻地獄

母健やかに朝の打水

蹴上げし缶からからと響くらん

匂ひ袋を帯に手挟み

一ォ舂蝉を聞きしと思ふときめきに

マンションの相鍵そっと渡されて

やらずの雨にはやもあけぼの
急ぎゆく靴の音さへはばかられ

成人病とうまく付合ふ

糸瓜のはなが棚に明るし
大鮎に目加減で振る塩光り

都会育ちの娘船頭

11＜

民謡を始めてビデオ採り覚え

遺跡の傍に零余子すず成り

夕月のかかる筑波のむらさきに

百羽の鳩がどっと舞ひたつ

一ゥ不景気を吹き飛ばさうと秋祭

やはき日差しに村のなどめる

ちびっ子のゼッケンのいるカラフルに

二千年へと届け鍬篭

友が受く紫綬褒章に花万朶

平成十一年十二月二十日首尾︵文音︶
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産地直送野菜新鮮

望月に楼閣くきと浮びたる

鹿鳴く声に旅を思ほゆ

秋もやや机上の整理せかされて

文箱の底に隠すお便り

黒髪を杭く指さへもしなやかに

新婚家庭いつも留守電

悪童と言はれし頃をよく知られ

風も無いのに動く笹の葉
廃館を惜しむ都心の月冴えて
まける頁けると粘る濫棲市
難民となりし少女の瞳のつぶら

静寂破りて神鶏の鳴く

山裾の花はあまたの杖をつき
自慢の酒を酌める長閖かさ

仙酒多安幾爽
可

乎葉多栄志乎多葉栄志乎多葉栄志乎多胄

葉多志栄葉乎栄志葉多乎志栄葉多乎志栄

八日立・かびれ連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃水切﹄

一ォ陽炎に歩む真祝着流して
目にとまりたる瓜実の顔

凶と出し神籔は枝にそそくさと
マント被ってケセラセラセラ

抜き差しならぬ恋の道行

移り香のオーデコロンをとがめられ

西幾多捌

迫りをるキャッチセールス息白く

納戸にたまる我楽多の数

早田維紀子

ままならぬ土器修復に苛立ちて

小崎爽青

木崎節子

声をこぼして帰雁一棹
西幾多

月光の差込む土間の深閑と

水切の石よく跳べる遅日かな
簡潔な便りに春を惜しむらん

守田碧
羽場桂子

芒野銀に思ひ限りなく

一ゥだしぬけに頭打ちしは木の実なる

臨界事故を報ず秋風
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寿司を肴に酔うてしまひし

食材どさと買ひ揃へたる
待宵を吹く口笛の軽やかに

維

秤鰄粁一等十泗朋二弐恒串龍︵文音︶

ブロンズの黄門像に花溢れ
帰郷の我れに舞へる蝶々

紺の暖簾の少し色槌せ

お茶受けに味良き煮メ供されて

ミニ耕運機磨きあげたり

節

帯即

維

桂

壼石

幾

節

維

桂

牽石

幾

ゥ出世への狭き階段ひやひやと
バイト帰りの教へ子と会ふ
浴衣似合ふと言うて見つめる

汗かいてはだけし胸のたくましく

童謡流す高原の駅

ゆるやかな団扇の風のあましとも
︵ゆ︶

月上げて温泉の香がほのとにほふなり

拍手打てば秋気澄みゆく
俳個の母を探すに露を踏み
隣の仔猫今日も来てをる
大ぶりの紙の花舞ふ村芝居
笑ひ上戸の声のうららか

碧幾維桂碧節幾桂碧桂維節幾碧桂維節幾

八日立・かびれ連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃初声﹄
初声や高鈴台地むらさきに

雑煮の膳に揃ふ五世代

早梅に立志のこころ語るらん
犬が尾を振り見上げをるなり

西幾多捌
小松崎爽胄

餓鬼大将は今も仕切屋

一ォ百年を径し屋根替の始まれば

皿に買うたる豆腐一丁

大洋を見下す街に住み古りて

夕闇に去りゆく影の彼に似て

立ち暗みして掴むカーテン

暖炉に温くく待つはせつなし
振向けばすうつと消えし雪女郎

ワ舞茸を土産に戻る大工どの

現代案山子ずらり並べる

代

都

黄

代

大関受けて武双山笑む
紋付の羽裏の虎が砲曄し
蝦蟇の油の口上を述ぶ

厚底の靴階に危なげ

リズムよく時計の鳩が声かけて

手打うどんのだしがよく効き
バザーにも気配りの良き娘ゐて

滑川美智

その中の花は御衣黄桜にて

黒澤都茂黄

伊香佳都
片野弥恵
鈴木美代

毎日届く恋のファックス

黄

黄

都

一ゥ政界へ立つとの噂爽やかに

西

︵於・日立市多賀公民館︶

遍路の鈴の遠離りゆく

平成十一年十月二十日首
平成十二年三月二十日尾
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月今宵旅へ誘ふ電話来て

矢切まで来ても乘らずに返す舟

智

代

月あがり城の石垣弧を描き
萩のあるじに碁敵が来る

首を延して鴉脾睨

向ふの薮の蛍かぞへて
分校の同窓会の賑やかに
地場産業に牛を育てむ

宙心

夏の月鼻唄も出る露天風呂

仰ぎ見るお山は花の雲の中

智

黄

紙風船と遊びほうける

幾

黄多恵黄都智都恵代黄多ノノ恵代都代恵黄

八日立・かびれ連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃芋水車﹄
小春日の音を奏でて芋水車
木の葉舞ひくる窯出しの庭

古稀祝ふ同窓生が集ひ来て

才たなぽたの政権交代のどやかに

袖のほつれをそっと繕ふ
母親のごと優しくて同い年

案外似合ふ銀の答

大学のパーティが縁玉の輿

器用に男女生み分けしとか

西幾多捌
小松崎爽青

汁一一︾垂亜一汁串雷︵文音︶

大皿に盛る木の芽田楽

花を賞で今年は殊に狂ほしく

新幹線に乳母車乘せ

ジーパンにミュールつっかけ何所へでも

釣堀に来て過すひととき

一ゥ螺子工は技術保持者よ眼澄み

施餓鬼の寺に犬も来てをり

守り継ぐ伝地伝畑月照らし

快気祝ひに唄ふ民謡

手を温めても思ひ出せざる

こゆるぎの浜寒さうな鵜が一羽

挨拶の教師は昔教へし子

大竹多可志

石田酒栄
福田安乎
早田壱岐

栄

西幾多

岐

乎

圭心

多

岐

秤
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始めて染めし鬘のほつれ毛
雑踏を見下す月のさやけさに

鈴虫の籠ベランダヘ出す
ゥ遠来の客に新酒の封を切り
仲人口もまんざらでなし
胸きゅんとなるしのび逢ひかさねゐて

死ぬの生くのと大騒ぎする
雨降って地も固まって風よけれ

砂糖たっぷりかき氷作す

多

乎

栄

洋行と言ふも可笑しきパリ帰り
鳴かず飛ばずの三年過ぎたる

栄

こんなところでテレビ撮影
知恵遅き児が描く夏の月赤く

めぐり逢ふ知己も万朶の花に酔ひ

乎

士心

屋根茸き替へる産土の宮

志多岐乎志栄多岐乎志多栄乎岐志多栄岐

八東京・かびれ連句会ｌその六Ｖ

三つ物﹃歳旦開き﹄

″

上田渓水

掌になみなみと掬ぶ若水
″

峰一つ見えて明るき恵方かな
遠的を射止めし音のひびき来て

ノ
ノ

″

飯泉葉子

″

ノ

木崎節子

石田栄子

一湾に声をひびかせ初鴎
御飾りつけて入り来る船

″

ノ

○

お手玉を作りて今日の暮るるらん
○

あゆみ行く夫と歩の合ふ恵方かな

一直線に飛べる初鳩

床の間の軸を日の出にかけ替へて
○

風にのりくる追羽子の音

遠っ嶺の檗あきらかに年迎ふ

中村奈美子

はらからと飲みし抹茶に和むらん

ノ
ノ

″

ノ
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○

″

竹林に年新たなる風の音

″

ノ

︵於・俳句文学館︶

伊藤延子

小出民子

雪山に鐘段々と年明けぬ
光撒きつつ飛べる初鳩

平成十二年一月吉日

父似の児らのよく廻る独楽
美しき帽子に風の降るるらん

初御空東天紅の声高し

○

接待の立ち居に監の匂ふらん

○

初雀きてはねる庭隅

田川節

放映の寄席を楽しむ夫婦にて
○

元朝の河口華やぐ鴎どち

ノ

ノ
ノ

福田安子

ノ
ノ

ノ
ノ

新井佳津子

ノノ代
〃

初陽撒きつつ昇る離陸機

○

地球儀を廻して夢を託すらん

峰ひとつ越えて明るき大旦

心すがしう汲める若水

丈高き青年樹下に集ふらん
独楽廻す児に触るるその風
床の間に白滋の壺の飾られて

一湾の光の中を初鴉

○

ハ多摩・歌林連句会形

歌仙﹃西行花伝﹂

読み了えし遺稿ずしりと今朝の秋

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

坂手手留捌

宏

平田宏子
渡辺実枝
福田純子
坂手手留
矢部節子

次々に鳴る駅の風鈴

坂上さくら

血の通わないキャッシュ・レジスター人間

ナォ湖を見下ろす塔に蝶の舞う

時の流れも加速年々

老躯には結核菌がサバイバル

氷から割り涙紛らす

潔く剥けば辣韮光りくる

丸文字娘の三角関係

恋いおればあばれ太鼓の高まりて

刀架に眠る備前長船

あるがままなさるるがまま土ひねる

がき大将のおごりで四次会

き

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

スニーカーにはパイプ模様が

旅先で誰似ている人に遭い

せな

︵於・東京多摩花林舎︶

横笛の高音にはずむ花の山
春の疾風に押されゆく背

平成十一年八月三日首尾
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あき

空樽を水鉄砲の陣地とし
ゥ黒猫は悲しからずや深夜便

八木山羊

宏

さ

実

純

敏

実

斎藤靖子
小向敏江
坂入啓子

宏

若き日のごと手をつなぎおり
つるぎ

情死とう愛もありけり剣ケ崎
メールが来ないにらむパソコン

処分場ゴミも会社も捨てられて

はや二千年鬼苦笑い

月凍るイーハトーヴの森の上
しずれる雪を肩に受けつつ
介護保険錬金術の見せどころ
右に左にに揺れるこの世は

未完のピエタ噌りの中

辻邦生﹁西行花伝﹂花の宴

敏節手節宏羊純節実啓さ敏啓実靖敏手実

ハ川内・川内連句会その一ｖ

歌仙冨石一日能廷

早春や岩百態に遊ぶ波

薮椿咲く風の岬路

戒能多喜捌
池川水
樋口史

楠治
小倉静

池川媚

戒能多

夫に内緒で宝くじ買ふ

ナォ入学のお礼参りもぬかりなく

納得ゆかぬ﹁第二芸術﹂

近ごろの地価暴落は底知れず

ものめずらしき東蒟蒻

大雪に猿が里まで降りて来て

踊りの会が事のはじまり

長生きの菓子と云ふ物分けて食べ

向ひのビルで鳩がくうくう

コンパクトそっと取り出し引くルージュ

金木犀の匂ふ金色

下駄投げて月まで届くこと競ひ

ナゥ平茸を植え広げたる杉の中

﹁もういいかい﹂と鬼がまた言ふ
気晴しはいつもあそこのカラオケで

︵於・川内町中央公民館︶

お宮の杜に続く鱈り

大事な眼鏡とんと忘れる
噴煙の山を遙かに花の里

平成十二年二月二十日首
平成十二年三月二十日尾
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鴬の見ゆるところに佇みて
夕餉の馳走思案つれづれ
月の出を待てる軒端の秋簾
自転車つらね通ふ夜学子
ワ減反の水田に生ふ草も実に
しめし合はせて終にかけ落ち
湯上りの胸ゆるやかに着流して

お土産物を探す店内

硝煙の匂ふコソボの治安まだ

呪文唱へて屯ろする僧

藤椅子に寄りて眺むる月まどか

山気震はせ河鹿鳴きゐる
足摺りへ酒たしなみっバス旅行

痩せたおかげで下がる血圧
記念樹の花も見頃となりし丘
風車の羽根の止まるのどけさ

波多治谷水史多波谷治史水喜波谷子子穂

谷治波史多谷史多波治谷史波多治谷水史

ハ川内・川内連句会ｌその二Ｖ

小倉静波捌

水照媚多静

歌仙﹃水中花﹄
もの云はい一卜日なりけり水中花

部屋の隅まで効かす冷房
骨董の店は軸物吊り下げて
文字じりじりと吐けるファックス

ナォ初鮒を釣りに出かけた池づっみ

エアロビクスに通う嫁達
ペイオフの対策甕を床下に

お宮の庭に咲けるもじ摺

鑑定団が探すおたから
冷奴縁へ隣に先ンじて

ほふ

妻といふ名をいっそ拠るか

クラス会行き度くもありどうしよう

あわてふためく記者の足音

抜き打ちの結婚式は海外で

孫といっしょに栗拾ひする

楽しみの月見の宴の秋袷

友好深む朱鷺の成長

ナゥ唐黍を暖簾にしたる納屋の軒

独り住ひの隠居侘しき

喜寿白寿祝ひの席に舞ひ唄ひ

燗漫の花を囲みて遊ぶ子等
城をはるかに燃ゆる陽炎

︵於・川内町中央公民館︶

平成十二年一月二十日首尾
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芒原の銀嶺照らす望の月
友と新酒を酌み交しつつ
ゥ幽霊と見たる案山子のうそ寒く

闇におびえる手をしっかりと
もと

ときめきの鼓動おさへて知らぬ振り

厚底靴が骨折の因

五年目を迎えた神戸震災地
ありとあらゆる炭の効用

寒月へ向ひて音吐朗々と
芥の捨場を漁る野良猫

ヤフー株買ふて一躍大儲け
昨夜の夢が覚めて木阿彌

街道の桜三里は新名所

木立のなかを抜ける春風

池高池戒小
川瀬川能倉

幸多波水谷幸多波水谷幸多波穂幸谷喜波

水波谷幸多波水谷幸多波水谷幸多波水谷

衆判

広民青
四

八東京・神田川連句会ｖ

歌仙﹃谷底の雪﹄

谷底の雪そこここに元湯小屋

群青ぽかしみ冬尽くなり
山門に白衣の気合こだまして

遊び盛りを板前修業

酢のものの小鉢に落とす丸き月

雄郎堂雄郎堂雄郎堂郎雄堂郎雄堂郎雄堂

勺〆コ

ナォ舞いあがれ凧よ天まで万愚節

御局さまの気買う御写真

井戸端会議もりあがらぬに
候補者は俗物だけが頼りなり

炬燵にねまるくストセラーズ

クロサワも木下もなく冬紅葉

勿々に雨戸を閉じて店仕舞

ながし目をやる看板娘

自惚れと知りつついつか通う路

混沌の世のたまゆら寂し

月円か地の上のもの地に沈む

江戸前の瀬鰡はねる也

ナゥどぴろくにこのもかのもはうつけゐて

若いものはと愚痴へ相鎚

コンピニの真夜埋々と国亡び

神はいずくにコソポ難民

満山の花の息吹きに風生まる

春を惜しみて山峡の里

蓉鰄拝一鉾汗朋露︵文音︶

−123

老の身にしむ酔いざめの水
ワ摩訶不思議色なき風に色数多
ネオン灯りにギャザースカート

抱擁の眼見開いてゐる別れ
ベト君ドク君早くも叩歳
東洋に謎などないよエラリー君
とは言うものの干支を気にする

初夏の歌仙に翁凛たり

川は海に和して涼しき月の舟

雲戴いて四国は四角

ようやくに登りし峰のかぐわしき

出来ますものは木の芽田楽

薄日差す花の鬚りをどうしよう

田我松
中妻井

郎雄堂郎雄堂郎雄堂郎雄堂郎雄堂郎雄堂

八束京・神田義仲寺連句会ｖ

歌仙﹃日暮の鴫﹄

元日や日暮の鴫に客一人

新年祝う神事の翁

福は内子等は大声豆まきて

昇捌

斉藤石要
平本一不一昂

伊藤秀峰
田辺昇

朱鷺の優優雄と判明

ナォやわらかな日射しに目覚め葱坊主

ロボットが手足となるか来世紀

建替駅舎童話館付

今更を祝う今宵は小正月
大黒様にすき間風寒く

幼な児の笑顔でなごむ治療室

忍んで耐えた許されぬ恋

吾が青春セピア色えと変色し

女子アナ嫁ぐプロ野球会
月見酒キュット一杯独り者

疫病除けに新藁の蛇

ナゥ野分けすぎ御朱印帳と古寺めぐる

外国ハッカー官庁侵入

伊勢詣り二見ケ浦に雨煙る

せせらぎの音心癒され

母娘づれ花吹雪舞う車椅子

石

｜｣I

池

垣

本

宗

咲

芳

︵於・東京千代田区伊藤宅︶

桜前線津軽を渡る

平成十二年一月七日首
平成十二年二月二日尾
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峰

佐藤宗文

一昂

ワＹ２Ｋ地球一周無事通過

峰

谷間の田畑斑雪残る
清水の舞台が浮ぶ朧月
初役に挑む新三之助
ヒラリー引越し旦那荷作り

文

峰

いつもなの胸のときめき春の宵

幸せ感謝形代流し

文

日升

文

昇

峰

圭暴

昇

峰

銭湯を着替えの場所にひと走り

景気不確か株乱高下
仲秋の月見の宴琴静か
黄金の稲穂善光寺平

恵那名菓﹁杣の木洩れ日﹂秋深し

国民落たん流産発表

屋形船花の嵐に酔いて候
富山の沖に唇気楼立つ

蓮

昇岳岳咲嘉文咲庭昇嘉岳文咲峰子嘉文岳

八堺・きさらぎ連句会ｖ

歌仙﹃やあやあと﹄

やあやあと揃う笑顔や夏姿

軒端に揺れる貝の風鈴

小池正博捌

松永直子
伊藤馨
内山尚美
小池正博
山川典克

潮騒の音のかすかに伝わりて

大久保孟美
久次米真理子

ナォ荒布干す島の岩場のこころざし

目刺あぶるか錫あぶるか

エピソードその一その二続く酒

仕事が早い送りオオカミ

カレンダーのような女と所帯持ち
ちょっと気になる粗大ゴミの日

蝉時雨白紙答案返されて

河内音頭ではしゃぎましょうよ

二死満塁サョナラで勝つ人生も

コスモスコスモスサイタサイタ

不思議色したビー玉の影
陽も月も星も宇宙の玩具箱

躁と壁とを間違える医者

ナゥ旅鞄黒葡萄など入れておく

ひらひらとひらかなに飛ぶ蝶

水茎の候文の請求書

わきめもふらず土筆伸びゆく

銃眼に花いっぱいの花挨

︵於・たかつガーデン︶

1つく

乗り込んでくるタクシーの客

新しき絵を飾る秋タ

尚
曲︿

平成十一年七月九日首尾

−上竺ノー

橋尽くし提灯つけた月見船
ワそぞろ寒コーヒーの香を懐しむ

尚

馨

子皿

宣く

あたしにはいいひとだった詐欺師でも

老嬢一人面壁独語

ハルマゲドンとノストラダムス

子皿

曲︿

日の丸の売り場スーパー考える

普賢菩薩の鎮座まします

馨

それ程の風では溶けぬ雪だるま

霜夜を照らすモノクロの月
杉作と天狗弁士の間かせどこ
電話片手に添い寝している
花筏逃げ去るごとく流れ行く

正

馨

百千烏にも個性それぞれ

典正尚直尚直真尚真尚孟典尚馨尚直真直

八逗子・木の会ｖ

歌仙一青梅の日々﹄

本井鱒
草間時彦

草間時彦捌

青梅の日々に育てる雨の庵
すでにつゆめく門の水音
因苗侑布子

堀口みゆき

大島等閑

よちよちとダックスフンド追いかけて

ビデオカメラは父親の役
満月のけふは一層大ひなる

き

大輪靖宏

ゥ赤い羽根つけなほしては出勤す

き

閑

地図の矢印どほり歩けば

ナォ海苔を干す島に小さな分教場

すぐに使へる俺のピストル

親分となってベンツを乗りまわし

幾度か頬をたたかれ生き返へり

熊はとっくに森陰に消ゆ

馬鹿長き望遠レンズ肩に負ひ

あつちへよろよろこっちへひょろひょろ

はっきりとどっちが好きか答えてよ

眞紅の薔薇の疎の美事に

いつまでもそぞろ歩きの月の庭

窓をあければ爽やかな朝

ナゥ空海の眞言めきて小鳥鳴く

昔は蔵を五つ持ちたり

松前へ廻せし船も戻り来て
鬼籍の人と晩酌み交はす

花衣過ぎゆく時のなつかしく

蝶の越ゆく丘のかなたに

平成十一年四月二十九日首尾

︵於・鴨立庵︶
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害斉の中へ秋刀魚の煙

自転車の鍵どこに置いたか

子

鱈

地域振興券をみやげに

宏

アパートの彼女の部屋の灯点りし
子も居るし母も居るけど愛してる

子

美

閑

鱒

六書一間声をころして

柿衛文庫小春日の中

空きピンの並ぶ窓辺に冬の月

新しき名は﹁宙組﹂と宝塚

鱈

美

鳶五十の乱舞しばらく
大道に芸を競へば花吹雪
濁り温みて河は流れる

きき子鱈宏子閑宏子美閖輝鱈美鱒閖き閑

八郡上八幡・岐阜県連句協会奥美濃連句会

歌仙﹃柿熟れて﹄

客人に汲む秋の眞清水

柿熟れて夕暮さびぬ西浄寺

武藤千代美捌

武藤千代美

水野隆
天野収一
斉藤とみ江
松井一県姜巨

田中喜平
水野光哉

とみ江

隆

隆

光哉

収一

ナォ菜畠の黄の極まりて空わかつ

木越保晴

井口権二郎

収一

円空佛はほ参笑みのなか

隆

喜平

エンデバー去りゆく彼方目で追ひて

土星の輪借りフラフープせむ
ふる

Ｇ線の顎へは夢の地平まで

五十鈴

光哉

光哉

触る皇頬のほのつめたさの傘のうち

隆

喜平

五十鈴

保晴

あるじ

飯沼麻奈美

双龍の帯留を火の風の女
くはへ煙草で手相占ふ

権二郎

ひと

宗祇の水に沈む端渓

馬毛のショール銀の屏風に

大トロに芋名月を添へしかな

塁籠に住む主つぶやく

ナゥ音もなくワインのコルク轌がりて

とみ江

収一

古き畳にともすぼんぽり

てだれの業もすたれたる郷
初孫といふまろきもの天瓜粉

︵於・西浄寺︶

喜平

千代美

苗木市たつ厩戸の宮

薄墨の樹々に満ちゆく花のいる

平成十年首
平成十一年尾

1勺弓

廣き野にいま大月の降りてきて

硝子の筒は風のさぁやき
初氷張りしま易なる手水鉢
ゥ味噌にしゃもじ突きさし腰を操む

古池五十鈴

闇つんざくは猿狩の銃

開け放したる裏木戸の鍵
逢不逢恋とふ題を詠みかねて

渡辺多美子

あいてあはいこひ

浮世のなさけ避くる山里
雄鶏の鳴く聲き塾っ髪束ね
月夜の川へゆかた端折り

収一

ざっくりと香はなちて朴散華

徹投函す路地うらの暁

喜平

あけ

ノンポリの増えて立看色あせぬ

石神倖治

たてかん

桃源境を酔ひ醒めて行く

光哉

それぞれの想ひをこめて花吹雪

春の感鯛靴に踏みそめ

一止竺／−

八岐阜・岐阜県連句協会加納連句会

脇起半歌仙﹃冬﹃ご永もり﹂

寒味噌匂ふ朝の食卓

折ノ︑に伊吹を見ては冬ごもり

小瀬千恵子捌

松尾芭蕉
大野鵠士
小瀬秒美

松尾一

小瀬千恵子

薬売りお国訓りを隠さずに

柴田広志

紺のベレーに赤い羽根つけ

ゆったり波の寄する砂浜
黄昏の車窓に映る望の月

鵠士

秒美
秒美

ワぐるぐると蜻蛉の前で指廻す

同窓会がき大将が幹事役

鵠士

本万里子

ぐいと押し出す工事トロッコ

あの時のまま声はソプラノ

かからぬは産科婦人科のみとかや

鼻毛抜きつつ僧の雑談

万里子

鵠士

鵠士

秒美

宝石を言はれるままに買ってやり

蔓薔薇の咲く競売の家

記念写真を撮す桃の日

千恵子

地ビールの泡のこぼるる月更けて

花の宴親子三代輪をつくり
海へ海へと春田打たるる

平成十二年二月十日首

平成十二年二月二十五日尾

︵於・小瀬秒美宅︶
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八岐阜・岐阜連句協会ｌ獅子門源氏連句会ｖ

短歌行豆っ葉﹄

夏鶯の渡りゆく声

萎萎と崖の一つ葉妙照寺

匠のつくる樫の木の棚

珈琲の味と香りを楽しみて

頬被りして眼するどし

ワ凍てし月へミングウエイの海照らす

融通無碍の山門の額

やり場なき心病みゐる十七才

船渡文子捌

岡本満智子

國島十雨
船渡文子
本屋良子

尾関芳子
伊藤弥生

小坂五百子

端元凉子
川辺志づ
瀬尾千草

ロングスカート粋に着こなし

良子
芳子

手作りのパンは四角に三角に

春雷遠く君に抱かれる

姉妹恋の鞘当て花軍

ナォ公園に身ぢろぎもせず孕鹿

人魚の像に波のひたひた
藍甕の眩きを聴く夕まぐれ

″

満智子

千草

︵於・鋳物会館︶

文子
千草

満智子

弥生

五百子

圭心︑つ

良子
弥生

五百子

塩を舐めつつ独酌の爺
新聞の経済欄に目を通し

そぞろに寒し髪の乱れに

残る蛍に誘はるる道
悌を桂着の袖に包む月

夢か現かマリアあらはる

ナゥナナハンを飛ばして過去を忘れ去り

Ｕターンして農夫畑打つ

てらひなく花は咲きをり峡の里

平成十二年五月十六日首
平成十二年五月十六日尾
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加茂昭

柴田圭出

ナォ嵯峨念仏となりの婆に曳かれ来て

ちびりちびりと盃を傾け

モアイの像のブローチを買ふ
繋ぎ合ふシュラフ二つの雪の山
冷たきむくろいつまでも抱き
図書館に法医学書をひもとけり

満月の水上スキー中天に
どこまで続く白蟻の列

ナゥ子供らに貸農園を手伝はせ

塩瀬の帯にふるさとの景
夕づつの芭蕉の笠に花吹雪

︵於・柴田由乃邸︶

海峡わたる木の葉蝶々

平成十一年三月二十四日首
平成十一年三月二十四日尾
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八岐阜・岐阜連句協会ｌ朱の会ｖ

大場辰

短歌行﹃岩絵文字﹄

岩絵の文字へ金棲梅の影

犬猫に好かれひと日のあたたかし

今津哲

加茂昭子捌

胡弓に合はせ唄ふ語り部

玉露らし糸となるまで茶を操みて

乱るる萩に裾を濡らしっ

ソ炎の色に二十三夜の月上がる
金刀比羅の祭に君のあとを追ひ

熱気球とぶ地球一周

終ひの情けと許し合ふ肌
仮橋の真中を西へ東へと

舂の毎を鴉つひばみ

花の下化粧おとして旅役者

朗子朗乃子朗子人朗人子乃

朗乃子朗乃子朗乃子朗乃乃

ハ恵那・岐阜県連句協会ｌ花わさびｖ

短歌行﹃木偶蔵の月﹄

智

団子の竹串削る内職

智

淳

久

ナォ天覧の天目茶碗万愚節

藍綬褒章額に掲げて

キャンプファイャー囲みし縁の子沢山

妻と夫に涼風の立ち
六條の御息所の般若面
鼓激しく打てる老の手

避寒の宿の窓の遥かに

月凍つる浜に朽ちゆく密航船

コンピニヘ酒買ひに行こうか

ナゥしりとりのうっかりもらすまほうびん

町役の出て鮎を放てり

弁天様の裳裾とならむ花筏

美
代

屋

︵於・恵那市民いこいの家︶

平成十一年三月十一日首尾
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田口美智子捌

川口美智子

深谷久砂
森川淳子

春時雨茅茸き茶屋へ馳け込ます

変り雛の並べある棚

久

一存

久

気球もて世界一周のどやかに
モールス信号デジタル化され

甑干されて栗の強飯

ワ木偶蔵の大き閂月に開け
さわやかに古稀の恩師を囲む宴

智

高圧鉄塔霞む山並み

淳

恋はモラルを時に狂はす
地下道の落書にある相の傘
公園成る若木の花のほつほつと

永

淳代智淳代智淳代智淳智子

松山・錦心会ｖ

胄

歌仙﹃怖き民話﹄

菊藤土小我渡

渡部伸居捌

恵子居
節晄栗芳志居節晄芳栗居志子子

村老の怖き民話や雪解風
春の炬燵に猫の聰き耳
栗

芳登伸
志
晄節

白魚のつるり喉ごし楽しみて

町を興さん現地視廻はり

ナォ背広服ぴたりと決めし新社員

禁煙席はすぐに満員

日々老ゆる事は忘れてゐるらしく

家族の絆淡き世となり
冬空を望遠鏡で交代に

スキーリフトはフルに運転

ご謙遜よくよく聞けばご自慢で
旦那はいらぬ赤ちゃんが要る

恋文を書いては破る片想ひ

身をまかせたる豪華客船
晩餐の後は玉盤友とせむ
木の実の落つる音も時折

思ひはいつも故郷のこと

ナゥ富本銭秋の明日香に人を呼び

﹁舞の海﹂小兵力士が土俵去り

手漉きの和紙に盛れる草餅

変はる職場は大学と言ふ
城山の万朶の花を久に訪ひ

平成十二年三月十五日首

三

郁

好

︵於・松山市久米公民館︶

平成十二年三月二十一日尾
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名月に照らし出されし工場跡
残る虫にもテリトリーとか

ゥ待ちこがる宅急便の新走

七夜の祝ひ里へ案内

みんなして無病息災睦まじく

今も惹かるる纒ひ半纒

凍田打つ鍬の重さにへたり込み

韓国エステ誘ふ旅の湯

潮騒の中にごめ鳴く夏の月

百貨店には氷柱を立て

永年のグリコ森永時効成り

甘茶の寺に絶えぬ人波

由緒ある論旨の花の咲き初めて

ボートレースへ賭ける青春

野田居池部部

晄栗芳志居郁節晄栗芳志居子節晄芳志居

笑

徳昌佳直伸

八川口．くさくきその一Ｖ

永田東磯小
見村浦
谷

磯直道捌

笑
亭

歌仙尋化火待つ間﹄

花火待つ間を静もれる厩橋

葉柳揺らし渡る涼風

ナォ鮮やかな赤い日の丸法制化
オリンピックに合わせ量産
かにかくと贋の切符が氾濫し
彼氏がいいの裏切られても

口紅の跡拭わずに飲み

つめたくてコップの回り涙なる

仏壇にある庭の夏菊

夕立の音に覚めたる白昼夢
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杖にすがりて予後の散策

敏

裏山はゴルフコースにつながりて

一つ残りし熟し柿あり

全身で月の雫を受け止めつ

文化財なる宮の狛犬

ナゥ故里の旅出来秋の香にあふれ

幡

前

︵於・永見邸︶

亭

子どもらのナイスヒットの声のして

窓のガラスは磨きあげられ
大いなる今宵の月の昇るらん
蓑虫が目をちょっと覗かせ
ゥ読みかねし戒名の文字そぞろ寒

一家言ある傍らの女

しっかりと席を指示する披露宴

るんるん気分風光る中

新品の自転車ペダルかろがろと

都の春の川は豊けき

咲き満ちてさくら大樹のゆるぎなく

平成十一年七月三十一日首尾

811

八

蘆

クアルテットがとちりつづけて

借金の日限迫りて上の空
狸の影がひっかかる月
冬濤に見え隠れする不審船
高層ピルのレストラン街
将門の呪いをよけて背ナをむけ

吾関せずともゆる陽炎

ゆらゆらと足もあぶない花見酒

血液型はＡ型の蜷

三

直三伸徳昌佳直伸徳昌佳直伸代江子道子

伸蔵徳昌佳直笑雄伸徳昌佳直笑伸徳昌佳

八川口．くさくきその二Ｖ

歌仙﹃枯菊﹄
磯直道捌

ナォ春光にお稲荷様の鳥居古り

風に吹かるる用済みの札

定年で自由の身だよワッハッハ

美人講師に習うお料理

大根にハートを刻み褒められる

雲とどこおる暮早き空
多民族国家紛争続きいて

とよ

舟木美代子

森田英子
渡辺梅子
冑山瑛子
永見徳代

佳子
悦子

仁杉と︑よ

竜馬の像が睨む海坂

佳子

磯直道

杖つきてひたすら歩む秋遍路

永雄もりえ

斜めにさして鈍き冬の日
東浦佳子

命あえかに透かす艀蛎

菊一輪机に枯れて句は成らず

宇田川貞子

月かげのあまりに青きこの夕べ

喜代子

駅前広場雑踏の渦

佳子

河合澄江

からくりの人形嚇す楽ありて
ほろ酔えば片割月のほのかなる

ナゥ幼くて逝きし吾が子の偲ばれて

友に誘われ木の芽田楽

もりえ

みゐ

佳子
澄江
徳代
梅子

はらはらと散りくる花のうす紅よ

みゐ

︵於・下北沢タウンホール︶

平成十一年一月十七日首
平成十一年七月十八日尾

おぽろに霞む遠き山々

アニメグッズの並ぶウインド
アーケード叩きて雨も本降りに

嫌煙されてぽつん縁側
古田悦子
西尾みゐ

とよ

貞子
佳子
澄江
悦子
悦子
みゐ
悦子

長濱喜代子

とよ

咲くともみえず匂う木犀
ワ骨髄の提供を決め爽かに
受話器越しなる父母の声
晩婚のやっと整う式次第

月に届けと伸びる若竹

何となく書く妻という文字
独り来し嵯峨野の旅の狭き宿

微分積分夢ですいすい

枝蛙あっけらかんと鳴きつづけ

神童も二十歳過ぎれば唯の人
お酒が好きであんみつも好き

花の町振興券に賑わいて

初燕舞い切り返す軒
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八川口・くさくきｌその三Ｖ

歌仙﹃冑木の実﹄
唇に触れて冷たし青木の実
静かに眠るまなかいの山

磯直道捌

磯直道
廣田節子
永雄瑞子
堀尾春海
小川廣男

ビルの谷間の老舗繁昌

捨ておきし故郷遠く偲ばれて
月煙と騎馬像の彫り深きまま

小谷伸子

春海

ハツヱ

疲谷ふみ子

廣男

瑞子

ナォ使用後に間違いと知る振興券

日笠靖子

静寂深める古き禅寺

何をやっても不満子はいる
携帯が鳴れば猫なで声となり
貴男待ってる炬燵ほかほか
庭石をしっとり濡らす冬の雨

節子

佳子

舂海

春海

棚のこけしはそぞろ寒しと

熟女同士のテレビ喧々
如何せん鰯の骨の留りて

牧子

廣男

長い腱を伏せる幼な児

裏山はダイオキシンが昇り立ち

寝落ちたるベッドに淡く月明り

靖子

春海

荒川ゆうし

牧子

文部大臣有馬朗人氏

ナゥ俳譜師おのが運命とつきあわせ

昼夜の境目もなき輪転機
誰も知らない窓の初虹

伸子

靖子

頬杖っけば深き春愁

荒川由美子

伸子

佐野とし子

秋風そよぎ風はさわやか
ワ旅心誘いてやまぬ渡り鳥
すすめ上手にはまりゆく酔い
知らぬ間に両親とあう日も決まり

渡辺ハツヱ

いづこより舞いこむ花かはらはらと

伸子

廣男

ふと思い出す初恋の人

ニコライの鐘響き来る御茶の水

石橋未どり

高原牧子
佐藤さえ

︵於・下北沢タウンホール︶

平成十一年一月十七日首
平成十一年七月十八日尾

珈琲の香のもれる路地裏
破れ傘月光ゲ及ぶ事のなく
微熱下がらぬだるき夏風邪
身に棲めるジキルとハイドふて寝して

節子

牧子
廣男

夢にもつるる黄蝶白蝶

テイクアウトのピザで野遊び

花の昼メルヘン時計動きだし

−1うう−

八川口．くさくきその四ｖ

ナォうららかに豪華客船入港し

有名人のサイン欲しがり

ふと見れば指のダイヤがはずされて

未練をかくす化粧濃い目に

歌仙﹃石手寺﹄
小谷伸子捌

料亭の庭に蛍の二つ三つ
細き格子をはめし雪隠

帰るかな父母の待つ故里へ
歯ごたえしかと瓜の漬物

コンタクトレンズうっかり取り落し
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石手寺の春師の句碑をおるがみぬ
小谷伸子
東浦佳子
永見徳代
廣田節子

佳

ハ

松は緑に晴れ渡る空

橋の挟に佇ちつくす人

ついたあだ名は﹁さざえさん﹂とか

徳

糠雨に放置自転車ぬれそぽち

口説き上手で遊び上手で

節

駅のテープで流す噂り

新米でんと土間に積まるる
ゥ巾きかす浪花訓りの西鶴忌
耳たぶに触れんばかりに唇を寄せ

と

ゆくりなく盛りの花に行きあいて

昌

︵於・道後温泉︶

渡
辺

こうこうと引きゆく烏の声上げて

十六夜は蔓をひそと濡らすらん

伸

佐野とし子

山の端にまんまるな月おどり出で
いくら吹いても鳴らぬほおずき
ナゥキレやすき若者のいてうそ寒う
しゃがみこんだるコンビニの前

携帯電話不意に鳴りだす
終点でまた引返す酔っ払い

伸

平成十一年三月十四日首尾

まん幕を張る千金の宵

佳

更けて寒月低きＴ字路

と

誇即

徳

伸

ちり紙を使い果たして風邪心地
打ちそこないしパソコンのキー

馳けだし記者の忙しきこと

今もなお贈収賄が後絶たず

徳

佳

陽炎ゆらと子らの歓声

グランドに吹き寄せられし花の塵

田
村

佳昌ハ伸節江とヱ徳佳伸と節徳佳伸と節

ツ

ハ川口︒くさくきＩその五Ｖ

歌仙﹃根切虫﹄

梅雨明の日に炎ゆる火焔樹

根切虫ちよろと逃げたる白昼夢

磯直道捌

ナォ三門を入ればにぎやかお開帳
下駄にはさまりとれぬ玉砂利
粋ななり苦笑いして子にすがり

並木に遊ぶ雀ピーチク

公園はサッカーゲーム湧き立ちて

病院の地下の売店蒸し暑く

品ぎれとなるアイスクリーム

佐野とし子

磯直道

うっすらと稲架にかかりし昼の月

人里離れ穴に入る蛇

化粧くずれが気にかかる夕

不倫なる言葉に痔く脛の傷
直

大塚歌子
近藤淑子
高瀬英子

英

ちらりほらりと降れる淡雪

不景気は街の隅までひろがりて
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潮騒を遠くに間きて丘の上

影濃淡の壺の七草

と

風そよそよと頬をなでゆく
月代に今宵の一句ひらめきて

歌

歌うたいつつ遊ぶ子供ら

ナゥ饅頭の折の重たき帰り途

葬りの列の続きやや寒

松をそぴらに若きカップル

ゥゅくりなく熱海に泊つる紅葉忌

淑

と

直

むつまじく幼な名呼びて話し合い

思い出の山思い出の川
吟醸の地酒一瓶送られて

秤鰄廿一埼猫朋密︵文音︶

幻のどとよぎる初蝶

名園の花の蕾は未だ固く
淑

歌

昔栄えた街道の町

千木に刺さりし白き寒月
東豆腐作業終りてのばす腰

歌

と

英

直

雅ぴな日々に抱く憧れ

メモをとり歴史小説書くつもり

水陽炎にゆれる朱の橋

喜寿を祝ぐ野立の席に花の舞い

英直淑歌と英直淑歌と英直淑歌と英直淑

八川口・くさくきｌその六Ｖ

ナォ鍬篭もはるかなりたるすぎし日々

磯直道

日向葵の迷路コウモリ傘がゆれ
みじろぎもせぬ抱きあいし影

暑し暑しと誰彼に言い

歌仙﹃母在す﹄

朝のひかりをぐっと呑みこみ

平均寿命のびしまにまに
何回も書き直したる遺言書

母在すカーネーションを大壺に
石岡康子
吉田安江

ミサイルのとびしニュースのかけめぐり

藤寝椅子より立ち上がる影

磯直道捌

ボール蹴る脚たくましき若人ら

日

雨もあがりて開く北窓

のっそりと牛の顔だす花の牧

物見遊山の彼岸詣でに

ゴムマリ童女リボンなびかせ
うたたれに露路曲りゆく靴の音

ナゥ芒野を吹きくる風が店先に

人を信じて新蕎麦の味

名月に笑われているだましあい

まぼろしに和泉式部の髪流れ
ふと眼をやりし古歌の掛軸
菊地日出子

直

秦松男
康

松

直

秤鰄廿一癖極朋牽︵文音︶
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エールを送る声のあかるき

蓑虫下がる山荘の軒

月の空うつし湖もりあがり
ゥ人去りし室にそのまま捨扇
巴里色のショーウィンドに陽はさして

直

安

尿をしたる曳れてきし犬

心はやれる都への夢

故里の川は護岸になりはてて

安

康
日

亡き父しのび仰ぐ冬月

もつともらしき映像の声

康

セーターを編む手やすめる予後の床

美しき会話の裏をよみとられ
すこしゆがみし笑窪可愛ぐ
うないおとめ
花吹雪髻髪乙女をつつみおり

安

松

ひかりのどかに曲水の宴

直松日安康直松日安康直松日安康直松日

八川口・くさくきｌその七Ｖ

脇起歌仙﹃今年酒﹄

下校の子習いはじめし笛吹きっ

駅のホームに主を待つ犬

渡辺梅子

倉沢以世子

山沢カツ子

道

駒村多賀子

糊を利かせた白い夏帽

力

岩垂道子

ワ青嶺より還らぬ兄にどこか似て

道

旅の夜や舌になじまぬ今年酒
見知らぬどおし月の濡れ縁

往きっ戻りっ想い告げ得ず

力

以

多
梅

持てる株券みんな暴落

じっと動かぬ池の寒鯉

以

衛星の飛び交う空に月冴えて

梅

多

黒羽の茅葺の寺雨に濡れ
昼餉の店で山葵漬買い

道

散り初めてなおも豊けき花の影

寂まさりたる俳聖の句碑

子会社の社長のような小渕さん

昔から女きしれば鬼となり

乱れ萩あるかなきかの風に揺れ

磯直道

プ衣．

力

ナォお勤めを終えたＯＬそわそわと

光となりて千烏翔び交い

赤いポルシェの彼が手を振り
湾上にアクアラインが開通し

お国ことばで語る思い出

うかららとあれば楽しき松三日

睡眠薬が常習になり

にんまりと座敷わらしが蔵の中

夏祭砒素入りカレー配られて

画展出品製作の頃

聞き込みに来る私服警官
望の月天心に澄み極まりし

遊覧船はいっも満員

ナゥ秋うらら鮮やかに立つ朱の烏居

賑やかにデキシージャズが奏でられ

おぼろの底にうるむともし灯

地虫がそっと顔出している
春おそき里に初花ほころびて

平成十一年八月二十九日首尾

︵於・塩原温泉︶
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重L

暮れかねている残照のビル

判

梅多道以力梅道力梅以以道多梅力多以多

八川口・くさくきｌその八Ｖ

歌仙﹃鳩吹いて﹄
磯直道捌

磯直道

笑い茸舞い茸株儒の集い来て
素焼の壺のどかと据えたる
記念館いとも見事に建ち上り

直

室井秋紅

田辺公恵

鳩吹いて孤独の雲を引き寄せぬ

小春日和の手前たのしむ

田淵遊亀女

飯沼しほ女

ゥ異っ国の旅人はみな着ぶくれし

し

南

八尾南風

老女にしては赤き唇

遊

テレビの前に饅頭の皿

ナォ華やかに選抜予選幕開けて

ごみの分類むつかしくなる

気だるさの無珈の中の籠りぐせ

市は大童大河ドラマに

集会所手びき内規も出来あがり

不倫の宿の強き暖房

雪の日の恋の道行きままならず

友の計報にしばし呆然

ＳＬの汽笛遠音にひびかいし

草むら深く鈴虫の鳴き

月今宵古城めぐりて海の果

昨夜の夢の正夢となり

ナゥ産土神のお守りにつくいのこずち

シャワーｌ浴ぶ朝日射し込むおふろ湯に

鎌倉武士もやおら野遊

あなたまかせの春の旅立ち
たどり着く吉野の山は花万朶

秤鰄廿一韓十和躬需︵文音︶
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昼月白き山の湖

大袈裟な身振り手振りの恋愛論

晩酌は到来物の酒盗にて

直

公

田植終りてやすらぎのとき
月を得て涼しき風の渡りきし

し

南

クロスワードのからむ縦横

古き寺縁の虫の喰いたる

公

秋

リハビリの日課となりし一万歩

しなののくにの暖かき曲

遊
秋

ボランティア仲良くっとむ花の下

入学の子の瞳輝き

八

暁
吉
女秋遊公し直秋遊公し直秋遊公し南直秋

尾

八北九州・くさくき北九州支部その一Ｖ

歌仙﹃梅雨川﹄

橋にもたれて仰ぐ夕虹

笹濁りして梅雨川のたしかなり

古里は昔のままになつかしく
書架に並びし雑誌いろいろ
子のポケットに入れるどんぐり

ナォ生霊の哀しみひそと薪能

風のやさしき古都奈良の夜
掛軸の妻恋ふ歌はおおらかに
肌のぬくもり忘られぬ日々

次々に買う缶詰の山

野良猫もなすがままなる餌の恩

先ず先ずと男世帯の冷酒酌み

磯直道捌

磯直道

ようやくに寂聴源氏手にもどり

見はるかす湖のさざ波月の光ゲ

大夕立も言訳の種

福泉淑子
山口安子
渡辺常子

ほろり落ちたる栞むらさき
大江加代子

松田千佐代
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皎々と白く輝く月は澄み

淑

直
安

断り兼ねて悩む縁談

ゥ産土神の境内しげき虫の声

常

最終の電車に今日も乗り遅れ
手提げの中の浅鯏ぶつぶつ

銀杏黄葉の吹き溜る道
ナゥ秋簾休み処の人少な
営業マンがかける携帯

ふつふつたぎる南部鉄瓶

贈られし婚約指輪二カラット

花冷えに湯屋の灯りがなつかしく
淑

直

Ⅱ

千

安

門松とればひそと夕月

玉子酒吹き吹き呑める風の父

路地を巡って票を依頼し

潮の香にむせぶばかりの漁師町

常

秤鰄十︲可幹託朋廿二肥雷︵文音︶

雲低くたれつづく山葵田

力

地球儀まわし旅の算段

千

ディスカバー無事に帰還とテレニュース

振り向けば花燗漫と刻流れ

力

Ⅱ

山々さして別れ行く雁

千常安淑直加千常安淑直加千常安淑直加

八北九州・くさくき北九州支部その二Ｖ

歌仙﹃大花野﹄
胸に抱く詩のやさしさよ大花野

夕月かかげ鳴き渡る雁

木部八千代捌
木部八千代
古賀フサ子

急いで挙ぐる婚礼の式

ナォ転勤の辞令もらひて大慌て

新樹まぶしき広き庭園

赤ちゃんも共に披露の宴となり

サッカーの友フランスへ飛び

噴水の向こうにかかる虹の橋

炬燵囲んで語る思ひ出

エスカルゴ食べてうれしき旅の幸

平和の世願ひ今宵の月仰ぐ
露きらきらと光る芋の葉

久々に風炉の名残の茶をたてて

渡辺俊子
村上弘子
宮川佐利
緒方幸子

李白の漢詩条幅の書に

しばらく待ちて神鈴を振り

水烏の羽音一瞬冬の湖

くちなしの香のいづくともなき

新井アイ子

ナゥカ作のたくさん並ぶ文化祭
ア

散歩する道に心の晴ればれと

見えかくれするお遍路の笠

満開の枝垂桜の美しき

平成九年十二月二日首

︵於・北九州市立足立公民館︶

平成十一年一月十六日尾
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静かに刻の流れゆきたる
片陰に釣糸垂れて子は昼寝
ゥ五十年忌を修するは悲しかり

松本光世
白石喜代子

愛しき人は今も目交

膝の痛みに耐ふる朝夕

弘

彼はどこ祖国離れているらしい

リストラの噂広がり落着かず

佐

かげろう炎えて遊ぶ蝶々

寒の夜回りボス猫のプチ

フ

止まったままのエスカレーター

永野美代子

冬の月照らしだしたるピルの街

俊

岡本せつ子

紅白の幕春風にゆれ

竹下初子
井生素子

開業の式典を待つ新駅舎

四囲の山山笑ふ故里

花の下こなから酒に頬を染め

八喜美素弘せ初俊佐弘フア光素佐幸俊喜

八松山・くさくき松山支部ｖ

歌仙﹃唯笛を﹄
推笛を吹いて父恋ふ日なりけり

笑ひそめたる四囲の山々

松永静雨捌

松永静
武知千

永井政

前原四

井上弥

月すでに親子で唄ふ童歌

山田久

遙か彼方を走るＳＬ

ナォ遠足の列わいわいと賑わしく

軍身の任地にありて妻を恋ひ
夜々寒ければ不倫止むなき
半額で買ひし毛皮を贈られて

補欠選學は予想五分五分
失言と見るや忽ち喰ひ下り
まだ静まらぬ有珠の噴煙

さぐらんぽちょっと摘まんで倖せに

願ひをこめて書きし形代
中天の月の雫に寝おちたる

哀れを誘ふ島の小男鹿

ナゥふと浮かぶ詩を書き誌す秋扇

退院決まる顔も晴れやか

オーダーの手描友禅仕上りて

知らぬ振りして總べてご存知

吉岡房

河本つ

伊達由

︵於・東雲公民館︶

乾坤無住のどかならずや

花見舟したて繰り出す豪華版

平成十二年五月十一日首
平成十二年五月二十日尾
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草餅を分け合ふ人等和やかに
開け放ちたるオフイスの窓

藁塚の影ぽつりぽつりと
ゥ逆縁の葬り悲しく秋たけて

早梅の香に心澄みゆく

結納も終りて雪に酌み交はし
たがひに触れぬ過去の傷跡
一日の疲れを癒しリフレッシュ

吉金︷ロ

杉浦朝

テレビつければ汗の答弁
そよそよと涼風及ぶ月の宿

思ひの外の株の値上り

ホクロ

念願の宇宙旅行を予約して
ピエロの黒子二つ三つ四つ

関白の醍醐の花見眼ナ裏に

橋の下なる渦潮の音

久弥久水子弥千久政静弥四栄子月生代雨

由白静弥政房弥や政由千静や紀子政千朝

つ

八東京・雲の会ｖ

半歌仙﹃天使新聞﹄
村野夏生捌

智生智生遊智留子智子智生子宏留智子生

たま

柔らかな魂干す秋の十時半
カウンターテナー花野祐裡

後の月順番に人居らずなる

平成十一年十月二十四日首尾
︵於・東京中野如庵︶
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縄文土わ器
の次々とまぐ出
て
は
け

絶滅の理由は巨大で購合へず
遺伝子操作の湯豆腐の湯気
ゥしみじみと浅草久保田万太郎

あの人の文夕虹とくる

滴れる時間に染まる二人席
地中海クルーズプリンセス号で
月光にロマネ・コンティ喉はしる

盗撮カメラ萩の葉陰に

露の世の余白も髪も切り捨てて

世紀をこえて尼の饒舌

﹁青空たたんで漢をかめ︑どんどん﹂

ミッチーもサッチーも去るワイドショー

眉目清らに吉野立雛

天使新聞花に交りて散りにけり

手那信夏

八松山・興聖寺連句会ｖ

歌仙﹃能舞台﹄
松永静雨捌

松永静
長戸弥

花冷えや磨きいかれし能舞台

何処よりかは白き蝶々
大西八

三浦澄

カフェテラスでやっと寛ろぐ

永井政

入学の子は新らしき靴履きて

夕月の匂ふ如くに光りそめ

ナォ塗り椀につぎし浅鯏の汁うまく
ピアノ弾く娘に似合うブローチ

此の携帯はあなた専用

バッイチも気にはならぬと強がりて

絨毯に背ナを丸めて眠る猫

終相場も先ずは順調

少年の暴走とどむ術もなき

焦眉の急と思う改憲

寅さんに似たる暎呵のバナナ売

閻魔詣りの派手な賑はひ

門前の松に月光澄み渡り
瀬音身に沁む己が故里

ナゥ輪になりてタイムカプセル爽やかに

医者は算術画家は奔放

ばあちゃんは偉いやっぱり知恵袋

ソフトボールに賭けし青春

散りそめし二十世紀の花に佇ち

城山はるか炎ゆる絲遊

平成十二年四月五日首

子

静子子

眸教紀教拓泰郁静眸潤子

眸

潤

拓

教

算鳶

顧帯更森奥

泰

郁紀

︵於・松山市南江戸高木邸︶

平成十二年四月十二日尾
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ぽとりぽとりと落つる栗の実

ゥ在祭近づいて来し若衆宿
色香まだある寡婦の入知恵
ラブラブの相手に別のラブコール

耳栓ほしき避難生活

風落ちて後は根雪となるらしき

検診結果至極良好

横町の涼み将棋に月更けて
冷えしビールをぐっと飲み干す

円高に乗じて巡るパリ羅馬
長生きするも芸のうちとよ
師の句碑に楊貴妃桜咲き盛り

声も長閑けき鳩の巣籠

澄香静政八澄香静政八澄弥静子重子香雨

八郡山・郡山連句会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃秋の声﹄
堀越ふみ子捌

佐藤淳

堀越ふみ子

小山百合子

阿部昭

昭

肩車ゆくコスモスの丘

並ぶベンチの色の鮮やか

バス待てば大きな月の昇るらん

百

もの影のやさしき午後や秋の声

巾着茄子を策に盛り上げ

家系図もありて曝書の蔵二階

佐藤春

淳

心の揺れる君のネクタイ

ワこのところ街行く人の派手好み

ふ

春

淳

ふ

昭

ビールが特に売れるコンビニ

絶対に安全という文字は無し

昭

料理上手なキャリア・ウーマン

別姓の夫妻表札高々と

鎮守の森に聴くほととぎす

月暑しスペシャル・シートの夜行バス

昭

ふ

百

百

合言葉交し僕等は探偵団
モダン校舎は蒙古風吹く
地図の手元の暮れかねている

流鏑馬の馬がいななく花の山

秤轆廿一舞枕朗二十計叩崖︵文音︶

﹁秋の声﹂が満尾した六日目の朝郡山連句会を御導き下さいました
佐藤淳先生が急逝なさいました︒
﹁秋の声﹂の第一三句
絶対に安全という文字はなし
が︑先生最後の付句となりました︒御冥福を祈り上げます︒
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八郡山・郡山連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃菫風や﹄
薫風や空ゆく旅の華やげり

白き卯波が走る海峡

堀越ふみ子捌
堀越ふみ子
小山百合子

百

ふ

阿部昭

三年生が社会科勉強

ノミの市堀り出し物を尋ね来て
有明の月にやさしきピアノの音

昭
ふ

柿の実熟れる陶芸の郷

ゥ自販機にコーラ売り切れ秋暑し

昭

百

ふ

と

お山の猿に帽子奪られる
灯台の霧笛しきりにひばりの碑

百

ふ

昭

郵便受けに﹁サョナラ﹂とだけ

諸行無常と響く鐘の音

面影の淀ぶグラスを飲み干して

街騒の梢ほっそり月冴ゆる

百
昭

風邪の見舞にひろすけ童話

遺伝子の組替え野菜試食

昭

ふ

百

エステ・サロンのオープンもう直ぐ

花の村芝居太鼓が餌する
野立傘たつ陽炎のなか

秤鰄什一描砿朋垂肥雷︵文音︶
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八豊田・ころも連句会その一Ｖ

連句Ｍ﹃ころもは小さき﹄

若葉風ころもは小さき連句会

人数分をいれる走り茶

川沿いの小道に赤き旗を立て

お地蔵さんにやあと挨拶
ゆったりとベルリオーズでも聴きません？

少し危険な恋のまなざし
眠らせぬ夜を続けて月満ちる

海鳴りばかり奥能登の秋

由川慶子捌

矢崎藍
柿本時代
八木聖子
由川慶子
福井直子
即王

時
即王

時

聖

直

その先は神にまかせることにして

三億円の夢を買う識

慶

上成卓
染井吉野

爪切っただけの日曜暮れていく

坂のぼりくる君の自転車
花の下みんな二十歳の同窓会

気ままな蝶の止まる碑

平成十一年五月十八日首尾

︵於・桜花学園大学︶
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八豊田・ころも連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃蟇早し﹄
繁原敏女捌

黒木美代子

後藤東潮

ナォ何となく間延びの概山笑う

水たっぷりと段畑の堀

故国を捨てて君の虜に

名にし負うイタリア男の浮気癖

木枯しに吹かるる木の葉何処迄も

ずわい蟹売る店先の湯気
舞の海小兵なれども光る技

明治大正昭和はるけし

暮早し吾が生いつまでミレニアム
稲田千寿

ルナパークスローテンポのジャズ流れ

内玄関に匂う柊
潮

四角い部屋を丸く掃きおり
性格を賞め合っている同窓会

酌み交す漁師の声の高らかに

代

ナゥ食卓の胡桃ころりところがして
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々

丈より長し馬追の髭

由川慶子
間瀬芙美

ヌーボー和むヴェネチアの杯

帽子ふりふり走る自転車
異人館尋ね迷いて処暑の月
サランラップでチンしたい恋

ゥ秋風のめくるレシピの一ページ

軒先のてるてる坊主に白み初む
チョコを頒け合う遠足の子等

碁仇負かす秘策あれこれ
慶

村里は夢のようなり花吹雪

寿

未練も少し離婚裁判

藍

彼の名をつけた牡猫の背を撫でて

慶

平成十一年十一月十六日首

平成十一年十二月二十五日尾

︵於・桜花学園大学︶

渓の吊橋戯れの蝶

大都会流れて川は海に入り

慶

繁原敏女

縮みさっぱりすててこを穿き

潮

泥棒市場にチェンマイの壺
月涼し滅法強いおいちよかぶ
永田町自自公と言う鵺の飛ぶ

代
芙

慶

ひいばあちゃんの髪はパープル

ぶらんこ揺らす昼のひととき

花万朶花の遺伝子研究所

々寿女潮慶代潮芙女慶芙慶代芙々潮慶々

後藤東潮
稲垣渥子
柿本時代
矢崎藍

ナォ春日影空に伸びゆくクレーン車

小渕内閣世論気にして

わが街もリストラの波ひたひたと

厚底靴を履いて何処へ

ギプスはめベッドで綴るラヴレター

彼の気配に揺れるカーテン

伝説の座敷童子の冬の宿

東北弁がしみてくぐもり

この涙笑っているのとごまかして

記憶の中にあがる遮断機
決戦を待つ球場の月静か

潮

時藍時緒藍好潮渥渥藍時好時好時渥

八豊田・ころも連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃妻が羨しや﹄

時

稲垣渥子捌

あずかり犬が寝てる玄関

藍

先立ちし妻が羨しや月今宵

首都圏移転候補地の雪

見知らぬ人が呉れし甘柿
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休耕の田に揺れるコスモス
運動会マイクの声の届くらん
衿巻をくるくる巻いて郵便屋

渥

時

ナゥ図鑑もちバードウオッチング秋の森

ネット仲間は男女不詳で

ウオフィスの二千年問題ずっしりと

陶土の丘の地肌あらわに

ソウルへは二時間ですと留学生
知りたいことがいっぱいの頃
潮

花降れば祖母の綾取り手鞠唄

藍
藍

愛を育てしナポリパカンス

繁原敏女

嘘ついて髪をゆらりとかきあげて

夏のお山のゆりかごの月

ピッコロは旅の詩人の忘れもの

平成十一年九月二十一日首

子雀の来るささやかな庭
時

藍

平成十一年十月二十日尾

美

︵於・桜花学園大学︶

潮

ログハウスシャキシャキ崩すシャーベット

雨が上がって濁流の川

潮

渥

柏手に龍は鳴くなり花の宮

渥

訳も聞かずに友が勘ねてる
真実はイエスとノーの中間に

焼蛤でぐいと一杯

小
園

伊
藤

好

八豊田・ころも連句会その四Ｖ

歌仙﹃端居かな﹄
矢崎藍捌

柿本ときよ

後藤東潮

この命幾度拾いし端居かな
じわりと沁みる梅酒一杯
黒木美代子

ナォ鰊空息子の帰り待ちわびて
手堅い会社リストラもなく

潮

加藤治子
間瀬芙美
稲垣渥子
稲田千寿

後藤志津枝

哲学してる臭の森

気が付けば捨てられていた粗大ごみ

からめた指のしんと冷たく

君の星吾が星燃ゆる冬銀河

慶

と

藍

地下室に止まったままの古時計

先端医療技術疾走

聖

即王

藍

何もかも許してしまう仏さま

芸術祭のあとのポスター

きわどい台詞言ってみただけ
夕月の跳べば跳べそな水たまり

慶

士心

地球が自転してる足もと

ナゥちつち蝉まちがいメール着信す

藍

原みね子

即王

敏

鉢にわずかなレタス栽培

潮寄せくる東風のただなか

母よりもすこし未来の花を見る

難民のテント静かにぬらす雨

守

︵於・桜花学園大学秘講義室︶

平成十一年九月十五日尾

平成十一年七月二十七日首

美

八木聖子
矢崎藍
由川慶子
福井直子
小野芳梅
小園好
谷本守枝

と

夏を追うデュオの歌声かろやかに

山を崩して新しき街

ブティックのマヌカン照らす月胄く

鰯の群の動く水槽

ワやや寒の時刻表繰る旅心
あとにはひけぬオフィスの恋

妊娠のしらせにあせる彼の顔

水平線に船が傾く

分校のマイク聞こえる石切場

兄弟で読む怖いお話

月天心ここは狐の通る道

美

藍

梅

好

署名運動検事動かす

きしきしきしと揺れる吊橋

花降れば一件落着江戸の昼

繁原敏女

来し方を思えば遠く来たもんだ

テレビと暮らす春の風邪引き
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八浦和・さくら草連句会その一Ｖ

半歌仙﹃青葉風﹂
大言院通りぬけゆく青葉風
小ぶりの松に光る蜘蛛の囲
吟声の稽古ふた刻ねんごろに

澁谷盛興捌
蛭海停雲子

浅沼小葦
土屋実郎
柴田壽賀
澁谷盛興
垂云

旧
自

圭云

︵於・浅草伝法院大書院︶

平成十一年六月十二日首尾

1くう

国宝級の絵巻物観る

月明り河岸段丘人もなく

牛諄の穴の深く黒々
ワ霊水の瓶を戴き新走

菫早

葦

吉田宿懐寒くパスしましょ

圭壼

上の階より目くばせをする
合羽からげて楊枝くはへて

圭云

葦
Ｉ
目

執筆

旧
自

一壽

室云

俳優も今では議員大はやり

盗聴法は壁にコップか

世界一周豪華客船東てる月

損したやうな日付変更

朱鶯の卵が孵りましたと

セパ共に団子レースの続きをり

霞がくれの万葉の径

日中のかけはしとなれ花交歓

−上ノムー

八浦和・さくら草連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃ホトトギス﹄

窓前に咲きわびてをりホトトギス

蜻蛉自由天

松本杏花捌
赤田玖實子

松本木口寺化

城戸崎丹花

蛭海停雲子

伊藤藪彦
壼云

玖

圭舂

薮
丹

薮
玖

薮
丹

薮
丹

玖
杏

情報過多の媚薬買い込む

ナォ旅にあり巫山の雨を慕いつつ

とき

七難を隠しかねたるファンデーション

古銭超古銭
遺産悉独占
ガルーダ模様絹の羅
料紙走毒魚
羊皮留墨鮮
金剛石多彩
湧霧酔酒仙

月の座に笑い溢れる野球拳

故郷説り懐しむ妹

ナゥ庵と墓小さき限り洛西に

決心鈍禁煙
聴覚幽飛機
視線遙霞船

満を持す流派が晴れの生花展

夏を隣りに整理整頓

平成十一年十月十九日首

︵於・瞳鐸陣岬奉読浦和︶

平成十二年四月二十五日尾
●印は囲の駒
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月昇る循環バスが発車して

塾帰りの子とかく賑やか

泡盛岬水如
冷麦喰箸纒

ゥ御神識を吉の出る迄引き続き

方違へして真向いに住む

愛橋秘度胸
倭乙女は帯ほどくなり
竹林虎眈眈
雲間龍誕誕
大年閉月扉

太刀を唖えて泳ぐ寒中

リストラも二度ともなれば居直りし

春めく鐘の音色高低

花万朶履晒
柳聚漂表肝

雲杏玖杏雲玖玖雲雲玖杏杏杏玖雲雲雲玖

八松山・佐久良連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃水澄める﹄

ォ空海展四国めぐるや水澄める

両手に掬うまんまるの月
きつつき

森の奥啄木鳥の音聞こえ来て
絵本の世界くり広るがりぬ

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

林半星
大本まこと

井門可奈女

星

弓崎雅美
山野千艸
洞

ナォ交差点遠足の子等賑かに

復活きざす体操日本

人質の四人の解放待つ家族

パソコンゲーム独りで遊び

鉢巻の裸の大将画に向ひ

ひまわり畑ゴッホの世界
つの

さそひあひ映画を見入る昼下り
逢いたさ募りひた駈けり行く

ひとときを一意専心励むのみ
小石けりけり児等帰り来る

立待の月かすめゆく流れ雲

すだち搾りて香りたちこめ
ナゥ瑠璃烏の彩鮮やかに堀渡る

老年夫婦小旅行する

試験終え遊び繰り出す生徒達

︵於・鑿確率極センター︶

平成十一年十月十九日尾
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パラソルを廻しつつゆく田舎道

片腕まわし頬ツペ引きよせ

夏ロッジにて酒汲み交す
ゥ古戦場新幹線の疾きこと

奉示

ま

厚底ヒールもったり歩く
野球拳城の賑わふ花の下

茶髪にかかる煙草の煙

時忘れお互胸にまどろみて

１
雅

東チモール前途は多難

七色の夢シャボン玉乗せ

﹁遊びなのここがひきどきニュータウン﹂

星

洞

せんたん

踏んばって割る氷道なり

奉示

ま

雅
１

平成十一年九月二十一日首

先遣機次々掠む冬の月

オリンピック野球もやっと権利取り

電子辞典をポケットに秘め

旅立ちの娘の肩に花ひとつ
春めく里に老婆たたずみ

ま奈艸雅ま奈雅艸奈ま艸雅ま奈雅艸奈ま

八松山・佐久良連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃春の草﹄
ヒダ

鈴木春山洞捌

ナォ蛙鳴く声の響ける池広く
写生する手を雲の横ぎり

湯の町の玉せんべいを買ひそこね

渋滞承知帰省出発

オーブンで焼芋作る冬の夜

スプールの跡雪のちらちら

説り聞く混浴の温泉のぽっかぽか

奥の寝室消えし灯火

鈴木春山洞

ささやかな音もれて来るあとのこと

林半星
大本︑まこ︑と

井門可奈女

ォ前方後円古墳の袰や春の草

掘出し市は人だかりなり

岩山の岩の禿山月曇る

誤爆ばかりに非難ごうごう
洞

弓崎雅美

ナゥ桐の実の落つるを拾ふ寺の庭

新豆腐ゆれ加減よきままに
奉示

星
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目白鶯歌のあちこち
水温む陶芸の里賑ひて

影踏み遊びする萩の庭

月待ちのお下げ髪の児屯口する

幼な馴染とつい立ち話

ゥ尋ねては司馬遼太郎行ける旅

ま

蟇進すすむやわらちやんなり

工
落人の未ス喬
護る岨橋
雅

神秘めし古木の花の咲き誇り

山

千

︵於・愛媛県立生活文化センター︶

平成十一年四月二十日首
平成十一年五月十八日尾

春夕焼けを背に続く旅

一心に祈る姿の美しさ

ペリーの匂ひに通ふ香水

拾ひたる松ぼっくりに火のついて

星

洞

打てず守れず阪神惨敗

水着寝るプールサイドの月の光ゲ

ま

呑示

バルカン半島アパッチ投入

ミッチーとサッチーの今バッシング

雅

星

洞
奈

面白きままいつまでも聞く

入学式の母子集へる

前聞いたことある声のまたはずみ

花の座の輪のくずれゆく四半時

野

艸洞奈雅星奈艸洞雅星奈艸洞雅星奈艸洞

八鎌倉・里の会ｖ

歌仙﹃平和女神像﹄

銀杏散る苑に平和の女神像

林恵津捌
菅谷有

内田光

林宙心

菅井て

操る山車のカラクリの技

松本朝

山本孔

ひとり打つ鍬きらめきて冬の畑

新家敦

夕月淡し教会の屋根

自在の鍋の風呂吹きの味

ナォ風光る仲にカラフル女子マラソン

とんだところで起きた腰痛

秩父嶺に歴史の謎が掘り出され

ひび割れ壺は窯ぐれの妙

香煙を手向く義士会に人の列

名々伝に雪の夜噺

道行暗転奈落への穴

一瞬の静寂やぶる笛の音

夢心地よき枕柔膝

なまくらも磨けばあがる男前

児の鬼ごっこゆらす萩むら

海山の幸万載の月見船

今に温む管鮠の交

ナゥ爽やかに清貧の書を読破して

定年無事に迎ふうらら日

すんなりと進す詰め碁は古稀の父

都大路を駆くる若駒

花筏組みほぐれつつ滝津瀬に
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幕揚げて新酒蔵出し賑やかに

ゥ君の名はさて誰だつけ同窓会

寺田悦

吉田多

田仲真

がき大将がいまは代議士
口惜しや乗りそこねたる玉の輿
駄々こねまくり彼に抱きつき

旅に出る古カバンのみ山頭火

武者ぶるいする黒き犬曳き

土用波寄す瀬戸の島々
梅夜干し月の雫を頂きて

一年十月二十八日首
一年三月二十九日尾
︵於・鎌倉市教養センター︶
平平
成成
十十

二千年誤作動恐るコンピューター

春告烏の影の和らぎ

地球の姿宇宙に弧を描く
老いて母しのぶ形見の花衣

光喜悦敦朝津孔い輝喜子子子子津い子里

孔敦悦朝里津光い孔朝里喜悦敦喜里輝津

八松山・ザ・ファイブｖ

歌仙﹃黄落﹄
鈴木春山洞捌

鈴木春山洞

爽やかに峠越えたる鄙唄に
古び茶店にひと休みする

靖

矢野勝三

洞

黄落や円筒木の揺れ残り

風通ふ土間につるせる通ひ帳

楊井粂男

ナォ十の橋ひねもす渡り暖かに

般若心經墨をすり溜め

思ひつきヒッチハイクの旅に出て

翁の杖の後をたどたど

瓜を食べ種を飛ばすも父子にて

はんなり誘ふ川床の涼しき

午前五時地震に起こされしまひたる

外っ国へ去る一人の女

さあそれからよ貴方の支え
お前居てくれるからと熱き息

潮激る八幡根城は良夜なり
豊年踊り何時いつまでも

1ペヲ

加藤朋子
松田靖夫

汗にまみれてヘルメット抜ぐ

風にはためく万国の旗

ナゥ吊し柿夕日に染まる軒深く

オリンピック覇を唱えんと選手たち

︵於・松山市民会舘︶

茶摘み歌聞く広き茶畠

油断のならぬ輸血の注射
花俄か姫に起りし椿事なり

平成十一年八月二十一日首尾

ー上ノノ

遠ざかる子等の月道

ワ甲子園優勝掴む好プレイ

井ノロカズ子

靖

切抜き写真机に飾る

念入りに鏡の前で厚化粧

洞

洞

粂

力

井門可奈女

デートとなれば胸も高なり
握手して別れのキッス西北へ

三行合同一大銀行

鰭酒飲んで往時を語る

靖

源氏読む窓さし覗く冬の月
戦争の話しはいやとそつぼ向き

奉不

国際救援日本の出番

花命守らんペット遠征し
大石忌とやいふ祇園万亭

三洞靖奈力粂奈三靖洞カ粂三奈洞靖力朋

ハ与野・三尺童ｌその一Ｖ

半歌仙﹃夕桜﹄
夕桜うす紫にしずまりぬ
かすかに揺れる園のブランコ

小池信子捌
小池信

中島桂

丹下博

中野宙心

華尤

口笛軽く返すオムレツ

入学に妻いつになくはしゃぎいて

夏の月わがや自慢のダイニング

松下英

原伸

平成十一年四月六日首尾

︵於・丹下博之居︶

−1う8

窓を開ければ緑寄せくる
ゥ楽堂も割れよとぱかり﹁森の歌﹂

もののけ姫に恋す少年

しなやかさ胸に抱けばすり抜けて

流れに映し柿る髪

岩黒き神々の城月上げる
ボヘミヤの丘葡萄たわわに
渡りくる烏をみたくてのぞき小屋

帽子のひさしちょっと傾け
冬凪にがなりたててる地方選
ひまを見つけて手紙書く母
散る花を追いかけてみよ何処までも

山いつぱいに百千烏鳴く

竹雄信之尤雄一永竹之尤一雄竹之永子子

八与野・三尺童Ｉその二Ｖ

半歌仙﹃秋の空﹄

缶へ﹄つ︾﹄墓ご

里二つ小さく見せて秋の空

田中雅子捌

原伸
華尤
中野宙心

丹下博

川中雅

中嶋桂

平成十一年九月二十八日首尾

︵於・丹下博之居︶

−1ラ9−

水面に映る田五加の影
月の客一升瓶を重たげに
廃校跡もしばし賑わう
汗たらたらと人混みの中

小池信

松下英

サングラスかけて仲間に冷やかされ

今日の口紅濃すぎるかしら

漆原宙心

ゥシャンゼリゼテールランプの帯つづき

灯を消して甘美の闇に倒れ込み

何処へ渡る冬の蝶々

四肢震わせるヤクの売人
海峡の悲しき眺めただ蒼く
若き詩人の引きちぎるメモ

北の駅月も凍える終列車
聖堂へひたすら急ぐ石畳
雨だれしかと穿つ千年
栄えあれ盛りの花のなお残り

ラケット軽く風の光りて

恵雅英尤竹一永信之子子雄子竹永之子一

八東京・鹿の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃若葉﹄
ホームより教会見ゆる若葉かな

やっと飛び立つ燕の子等
かくれんぽ納戸の中で泣き出して

綾志捌
赤松よう子

徳住玲
若松藍香
伊藤稜志
西山真樹
士心

よ

飼ひ慣らす悦びを知る未亡人

香

よ

鈴

売れない漫画描いて宿六

ナォ朝寝して夢食ふ謨の日曜日

マチュピチュの丘ケーナ響いて

動物園引っ越しとなる大騒ぎ

縄文人涼しく羽織る貫頭着
たらようの葉に恋の暗号

出来た嫁とて父も悦び

いだかれて抱いて落ちるラビランス

イチローを三三振に松坂君
手品の如く失せ物のでる
月光の街駆け抜ける救急車

鍛え抜かれた新内の寂び

むせぶばかりのえんまこおろぎ
ナゥ逆上がりようやく出来てそぞろ寒

かつら屋ののっぺらぼうの顔並ぶ

財布の中に残るばら銭
花筏ゆるりと香り漂はせ
糸遊はるか昼の眠たさ

平成十一年五月二十一日起首

平成十一年六月十日満尾

︵於・目黒住民センター︶
︵ナオ九句目より文音︶
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重なってゐるお宝の箱

笛の音の暫く止みし望の月

水澄む里に刀打ちあげ

ワ旅先の赤き石榴に口を染む

しっぽを立てるシャム猫のジョイ

士心

世紀末ノストラダムス読み返えす

樹

初な男に少し困惑

五臓六肺はみんな借り物

よ

樹

よ

士心

香

士心

熱燗を竹筒に注ぐ京の月
俎皿にのせるからすみ
かまぐれとなりて作務衣も様になり

写経の墨をたっぷりと擦る

島々の吊橋いくつ花吹雪
空のはたてに泳ぐ風船

樹香よ樹志鈴樹鈴香志香樹志鈴香よ樹鈴

八東京・鹿の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃朱鶯の雛﹄
薫風や階うち始む朱鶯の雛

日中友好万緑のなか

太郎捌
渡辺まさ子

藤井治
福田房江
宮下太郎

佐々木展子

ナォ珍しき菫を配る老人会
かじ取りにくい猫車なり
政策に右往左往の自民党

紺碧の海永遠の恋

インターネット探りても見ん
死者の書に王は冥府の妃を求め

きゅつきゅつと鳴る鬼灯の音

走馬灯過去から未来写し出す

栗饅頭を二つお土産

寺詣り母は間もなく戻る頃

ま

治

幼ななじみは達者だろうか

ナゥ大松茸人に採られることもなく

イ／1

さぐらんぽ家族団藥かしましく
だめよだめよとばかり末っ子

赤とんぼ群れどこへ帰るか

太

天才教育うけしイチロー

雨あたたかく降りてくるなり

花の下盃交わす酒仙達

平成十一年五月二十一日起首

平成十一年七月二十日満尾

︵於・上目黒住区センター︶
︵二十六句目より文音︶

−101−

ビル街に少し歪つな夕の月

ゥ唐臼に陶土砕ける秋の水

房

黄葉彩る丹沢の山

足腰強き嫁をもらわん

団塊の世代もいつか初孫が

夜勤終え有明の月清々し

忘れ得ぬ面影の人訪ねきて

治

ま

房

太

ＳＬ列車今日も運行

月寒しとぼけ狸が餌ねだり
梢火ばしりとはじく熱燗

治

世紀末スピードばかり競い合い

読むほどにグリム童話の恐ろしく

展

展

涙で許す日本の神

房

わがままも素直になりし花の精

太

介護保険もいつの間にやら

団子の歌の流るうららか

執

筆治ま太房展治ま太房展治太ま房治ま治

八東京・鹿の会その三Ｖ

﹃緑陰の﹄
衆判

佐久間淑子

淑

芳田龍子
加藤望子
山本房子
渡辺博

葛の裏葉を返す野の風

冒
肯

﹄巨巳

博
立口伺

博
望
房

博

房

輯三

淑

龍

日本を頼るコソボ難民

龍

公園のベンチに免れば花吹雪

待ちに待たる出前鰻重

月寒し飽きずに廻す万華鏡
軒に連なる氷柱するどく
転任の梱包の荷を部屋隅に

あっと言う間に噂広がり
教会の鐘鳴り渡る朝の弥撒

試飲するワインに酔いて初キッス

部活仲間が写真見に来る

ワ鹿垣をたやすく破り入りし跡

古稀となるうすうす寝息薄月に

緑陰の累の塚や祐天寺

仙

額押えるハンカチの白
潮騒の時折高く低くして
祝の宴の準備ととのい

可へ

少女巧みに凧を操る

ナォ舂水を湛える堀に櫓歌聞き
チチ

刀剣光る骨菫の店

子供をのせて駆けるママチャリ

手をつなぎ亡夫と散歩のその昔

雨もよい朝顔市に連れ出して

﹁めでた﹂﹁めでた﹂とやっと定まる日

まだ覚めきらぬ六区界隈
評判の失楽園に息をのみ

式だけはジューンプライド固執する

カリガネ

視野の外れをよぎる雁

海外ツァーをつのる折込み
月代に安倍仲麻呂立ちつくす

知ったかぶりに予後の事など

ナゥ茸飯見舞籠よりとり出して

遠き山脈まだ残る雪

口ずさむ流行歌手のヒット曲

花の昼産声たかく男の児
春ごろも縫い孫の土産に

平成十一年七月二十四日首尾

︵於・上目黒住区センター︶
︵ウラⅢより文音︶
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両陦ァ

博望淑房博望龍淑博房望龍淑博房望龍淑

八東京・鹿の会ｌその四Ｖ

ナォ蝶々が野点の席に舞来たる

錦糸玉子を散らす弁当

何となく持ちこたえいる総理の座

素突きの話にからむ大蛸

歌仙﹃祭笛﹄

頭つっ込むラビリンスあり

夕立の過ぎては虹のくっきりと

波寄せるクレタの浜の眩しさに
川口摩知子

赤松よう子

婆若くもののけ姫に熱中し

太郎捌

さっと苑であぐ蚕豆の色

浅草に古き友あり祭笛

思いのたけをサンテミリオン

中々出来ぬ今日の宿題

ナゥ菊膳バリヤフリーの家に住み

糸瓜の水のすでに一寸

次の世紀に少年の夢

砂時計月の光にさらさらと
治

摩

︵於・雷門区民館︶

−16；−

プロ野球首位攻防の極まりて

よ

藤井治
神崎裕子
宮下太郎

太極拳の二人やや寒

どこからか金木犀の匂う月
ゥ刈り終えし能登の晩稲の千枚田
鳴き交わしいる朱鷺のなっかし

内裏の雛の笏の傾き

景気不景気関わりもなし
徳川の埋蔵金は今いずこ

丸山の枝垂の花にライトアップ

太
よ

裕

摩

万葉の恋の手管のとうたらり

泥仕合テレビの上の熟女達

裕

どうにもならぬ胸のふくらみ
見えるところに置ける消火器

よ

太

平成十一年六月十一日首尾

生れし仔猫の瞳開ける

国宝の五重塔に月冴ゆる
ひときわ高き犬の遠吠え
転倒し左小指の骨を折り

治

摩

治

遅まきながら古稀のくすり湯

花の宿志功の額は天女にて

津軽娘は春の息吹を

執

筆よ裕治摩よ太裕治摩よ太裕治摩よ太裕

八束京・鹿の会ｌその五Ｖ

歌仙﹃梅雨晴間﹄
稜志捌

山本房

芳旧龍

山高帽のあるじ打ち水

梅雨晴間神像古りし二天門
西山真
伊藤稜

渡辺博

ナォ連なりて赤い風船行く迷路
ホスピスの窓いくつ開かれ
本尊の薬師如来が笑みかけて

翁の面つけるシテ役

青田原昔流人の佐渡ケ島

金の指輪をそっと握らせ

新調の帯を解く間ももどかしく

瘤付き離婚あっけらかんと

松坂の力任せの剛速球

あやかりグッッあれやこれやと

月光の真ん中廻る観覧車

ふもとのあたりゆれる薄野

ナゥ窯元をたづねたづねる虫しぐれ

座敷童の笑う曲り屋

数頭の馬が草食む馬柵の中
急ぐ家路は夕おぼろなり
花の香も野点の興も堪能し
使い慣れたる畦塗りの鍬

平成十一年六月二十六日満尾

平成十一年六月十一日起首

︵於・雷門区民館︶
︵ナオ九句目より文音︶
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漆屋の樽の刻印あきらかに

守り継がれし相伝の技
発掘の化石の丘に月の影
けらが啼いたと耳を疑う
夫婦気取りの偽名認め

ワはだ寒になかなか出れぬ檜風呂

カジノに飽きず無一文なり

今はもうその日ぐらしの子だくさん

ＮＡＴＯ軍誤爆のボタン押し続け

平和を祈る教会の鐘
満潮の石狩鍋に望の月
白烏集う朝の賑わい

最近は外人ばかり観光地
お巡りさんも休む暇なし

誰か漕いでる空のぶらんこ

酔漢の演歌溢れる花筵

樹龍志樹子子

樹房稜樹龍稜博稜龍房志

稜博房龍真龍房樹博稜龍龍稜龍樹稜房博

鴨

山松加赤
田本藤田

繁

智

悠杏マ玖
恵

サ實

八相模原・慈眼舎連句会ｌその一Ｖ

志
田

赤田玖實子捌

漢まじり歌仙﹃七種﹄

善はこべもあらたまる今日

七種の旅に蕪のたくましや
イネイ
寒月に情セ寧
の街鎭もりて

魚築に跳たる鮎の銀鱗

ナォ御詠歌が朝寝の耳になだれこむ

薬りのおまけ呉れる風船

ミルクチョコココアのチョコに板チョコも

座持ちのうまき幼な友達

覗かせる紅絹の八ツロしっとりと

所帯やつれがペット離さず

思わざる場末に咲きぬ冬桜

政と商とは戦火を恋う

本水の舞台のからみ声が飛び

地袋にある琴爪の箱

附簔張る古き書物に望の月
現ともなく露のきらめき

ナゥ忘れられ隅に転がる欠け砧
こぽるるばかり愛敬の笑み
学校の空き教室をアトリエに

秘やかに群れ開く片栗

︵於・相模原市・桃天樹︶

絢燗花世界
沙漠屋気櫻

平成十二年一月七日首尾

−16ラー

童話を讃めと強くせがまる
蝸牛と見こう見して縁を這い

頭の体操パソコンの囲碁

ワ命賭けドミノ倒しの新記録
求畔テ明ヲ不見レ暗ヲ

硯池ソ香ユ勃勃寸

神離に吉凶を問う二人連
偕老同穴ジョギングも又

農具を慕う夕月と烏

今年酒蒔絵の杯でスウイスイ

金利少くなく世の中は憂く

段ボール暮らしも入むやホームレス

尖ンがり屋根が映ゆる舂潮

山の上豊かに覆い花の雲

大
谷

杏マ繁悠子悠マ杏悠杏マ悠子杏子花子子

玖智繁悠杏マ杏智杏玖マ繁悠マ智玖マノノ

ナォほる苦き抹茶を愛づるエトランゼ

ちか頃はやる化粧ガングロ

ハ相模原・慈眼舎連句会ｌその二Ｖ

カリスマ性も占いの術

街角のアコーディオンの悲しき音

藍染の麻ののれんを潜る衿

歌仙﹃鶯﹄

惨たる戦史ノモンハンの地

蛭海停雲子

離れの部屋は全てのみこむ

初夢は大当りする宝籔

加藤マサ子

慰籍料を割賦で佛うあさましさ

赤田玖實子捌

鶯にわりなき心覗かるる
赤田玖實子

ナゥ火祭りと時代祭りに浮かれ立ち

田圃の畦にカカシ捨てられ

蕎麦打ちを習いに行けば鉢合せ

仔犬が騒ぐ昼月の崖

鴨志田智恵子

幸一云

マ

壺云

透折しっ蚤デスクワークを
文法はややこしいとて敬遠す

電話の挨拶啓蟄のこと

花の下酔うたとばかり膝枕

︵於・相模原市・桃天樹︶

霞みし空へビルは林立

平成十二年二月八日首尾
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春の媛炉の湯気で包まん
若草は優しき色に座きいて

雲が停どまる山の頂き
ＳＬの汽笛が響く月の窓
新酒の滋味で特賞を得し

好偶を待ち卵子冷凍

マ

マ

不登校児を倣う国会

ゥお揃いの後の袷を着て銀座

異邦から送り返さる廃棄物

マ

大谷繁子

″

痩せ我慢金は世間の回りもの

マ

垂云

マ

智

梅雨茸生える産土の奥
涼月が寺の来歴輝やかす
百七歳のきんさんは逝く

グリンピースが追う捕鯨船

マ

王云

ちまちまとパッチワークの布を縫い

見物席に繭玉が映え

庭苑に華やぎを添え帰り花

玖マ雲繁智雲マ雲智雲玖繁マ智雲マ雲〃

八松山・子規記念博物館連句教室ｖ

寝呆けまなこで探すへそくり
孫かとも思ふ女房に気を使ひ

ナォ卒業し帰朝する子を待ちかねて

平成十二年三月十五日首尾

島本翠

︵於・子規記念博物館︶

京の都はなくて長閖けき

散る花をまとひて乗りし人力車

部長課長に囲碁の手ほどき

呆けは嫌介護もいやと駄々をこれ

焚火囲みて何の相談

ナゥ北国は早粉雪が舞へるとか

芋も豊作柿も豊作

猿酒を酌み交ひ月の更けるまで

剣豪の武蔵が描きし鳴鴫図
もみぢ旦つ散る落人の里

冤罪は晴れても心晴れやらず
老のパワーは白寿までもと

蚊遣りまとひて走り込む子等

山々を傾げて過ぎし大夕立

男も今は入るキッチン

歌仙﹃風薫る﹄

松永静
戒能多

湯の神は石に在はせり風薫る

汗を拭ひつ憩ふ緑陰
越知隆
伊達皿田

それぞれに子等は自由に遊びゐて

メールを送り次の約束
杉山豚

吉岡幸三

金色の穂波揺らして月高く

静けき虫に古典繕き

白方妙

河野夏

ゥ馬肥ゆる人も肥えたる頃となり

エレベーターで交す接吻
世に疎き教授迷はす胸と脚

大西巴

古川清

またもや起こる保険金詐欺

会食の献立カレー嫌はれて
スローテンポのバラードの曲

機械使ふて掘りし蓮根

月寒く父の旅立ち見送らむ

アメリカ発の株の暴落

急速に解析すすむヒトゲノム
ほっほっと一夜で花の咲き初めし

煩悩捨てっ歩むお遍路
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松永静雨捌

清由豚巴妙多巴雪留彦子子子坊紀治喜雨

翠静多清由多翠静清多情由清同翠静多

ハ岐阜・獅子門ｌその一Ｖ

歌仙﹃桃の花一
船頭の耳の遠さよ桃の花
北西指して帰り行く雁

國島十雨捌

各務支考
國島十雨
梅村五月
川島四郎
中尾青宵
梅村卓矢
恩田靜村
竹下一政
閑部志げ

謂れあれこれ到来の菓子
山の端を夜半離れたる月丸し
流行の服をおどらかし着る
ゥ文化祭ロボット技を競ひ合ひ

伝言板に恋の呼び出し

古墳の中より富本銭出る

ナォ奈良七重おぼろの鐘が鳴り渡り

瀬尾千

高松正

高木和

成瀬貞

伊藤白︺

柴田広

竹中︷疋

大野鵠

箸迷はする皿の煮凝り

教科書の記述はいつも素気なく
甘え上手もテクニックのうち
つややかに三つちがいの姉女房

ダビング用のテープ買ひ込む

着ぶくれの薬袋も嵩ばりて

五

白

卓

和

招致せるオリンピックに疑惑あり

膳まで伸びし鬚の露けき

混沌として帝王の逝く
洞爺湖遥遊の月浮かべ

骨董品の高値せり市

ナゥ長老のちびりちびりと猿酒

伝説の石が大きく座りをり

︵於・獅子庵︶
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飴蕩のひねもす縁にくつろぎて

共寝する極彩の闇くるくると

石田一邑宙心

東風の吹きたる黄山の裾

ッアーを募る湖の旅
花下微笑振興券を懐に

春日井朱雀

河合勝子
清水みよ子

四郎

小川守
小瀬秒美
山下陸雄

平成十一年三月三十一日首尾

唐渡北勢子

意外に利きし古き葡萄酒
オリエント・エクスプレスの海を見せ

お濠の水が日々に増えつつ

きしきし痛む長靴の先
営倉の小さき窓に夏の月
蚊の鳴く声が耳に残りて
頤を尖らせ馬の居眠れる

天へ届けと漕げる鍬蕊

去年より少し遅れし花仰ぐ

執十千貞志

筆雨草子げ守子雲月矢男士雲志子子草水

ハ岐阜・獅子門ｌその二Ｖ

歌仙﹃時雨かな﹄
國島十雨捌

唐渡北勢子

松尾芭蕉
國島十雨

つくりなす庭をいさむる時雨かな

落葉を焚きて温むる酒

今浦島が帰る村なし

高松正水
竹中定男

ナォ遠汽笛涙をぬぐふ春の夢

小坂五百子

石田一邑宙心

尾関芳子
武藤みう

厨子の扉ががたノ︑と鳴り

文化財故事来歴の札立ちて

ぞっこん惚れて大年となる

振り向けば手まねきをする雪女郎

片言まじり話つぎたし

竹内昭子
中神幸子

あれこれと並べられたる祝ひ膳

肖沖朱雀

良子

新世紀へと望み託して

優優と名付けられたる朱鷺の雛

皿屋敷てふお菊怪談

洋子

和子

︵於・岐阜公園﹁華松軒﹂︶

平成十一年十二月六日首尾

落ちを付け噺家やをら高座降り

桂月

貞子

園部志げ

久世竹水

十雨

月よりの使者を迎へる宇宙船
逆立ちをして虫の鳴きをり
ナゥ新蕎麦が旨し−枚まう一枚

色は匂へど有為の奥山

執筆

伊藤︷ロ圭云

鳳凰の額を鴨居に掛けるらん

琴を爪弾く音が漏れ来る
船頭が舳先を変へし望の月
えび蟠蝉の脚にとびつく
ゥ騎馬戦で大将となる運動会
マンガ本では一位﹁のらくろ﹂

拝殿に授け給へと寄進札
懐妊したと処女のうはごと
人形を愛しいとしと抱きしめて

すめら御国の歌はうららか
成瀬貞子

續粉と花散りそめし冠木門

守

小瀬秒美
小川守
本屋良子
大野鵠士
田辺桂月
堀内洋子
高木和子
井口ひろ

筏を組んで辿りつく島
夕焼の雲を離る鼻月丸し
縁にくゆらす細き蚊遣火

北勢子

鵠士

小犬のワルツＣＤに聴く

途切れたる母の便りを待ちわびて

良子

中尾胄宵

田楽茶屋に藍の半纒

名にし負ふ枝垂るる花へツアー組み
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ハ岐阜・獅子門ｌその三Ｖ

歌仙﹃初時雨﹄
旅人とわが名呼ばれん初時雨

結び目かたき章沓の紐

積木の塔を高々と積む

扁額は座右の銘を掲ぐらん
腕伸ばすクレーンの先に望の月

旬の魚に温め酒酌む

錦石

裕子

久枝

桂月

高木君栄

頬かむりして苦虫を噛む

キルギスヘボランティアは何をしに

安子

面壁九年和魂漢才

ナォ凧の絵は玉を掴んだ登り竜

吉良邸の屋敷図面を濡らす雪
女どころをいかにとやせん

小林美苑

伊藤白雲捌

松尾芭蕉

髪の乱れに鏡はづかし

つるつるのびんづるさまはしらんぶり

桂月

北勢子

正子

裕子

湖城

土産物屋の杖は売り切れ
徳利を提げて月見の千鳥足

洋子

伊藤一日壼云

逢ひに行くルージュはいつも同じ色

田辺桂月
堀内洋子
松岡裕子
清水青瓢
久世竹水

連句の旗を渡す会長

堤民女

竹水

福永常子

常子

ふる里自慢共に譲らず

ゥ村役は紋付袴秋祭

みみず鳴くやらけらが鳴くやら
ナゥマラソンで運動会を締めくくり

恋の結末送るファックス

あれこれと噂の耐えぬ若き後家

久方のお国説りが心地よく

執筆

北勢子

洋子

唐渡北勢子

糸遊もゅるまほろばの里

︵於・大垣・円通寺︶

平成十一年十一月二十三日首尾

花堤枝垂るるもあり咲き競ふ

燧道抜けて窓に潮風
大橋正子

芭蕉巻葉を映す月光ゲ

︷ロ圭云

マーチングバンドの稽古かぜに乗り

駆け込み乘車呰められをり

高田久枝
伊藤錦石
内藤安子

詰め將棋員けてほっぺの蚊を叩く

山間の薬草風呂にできる列

堤民女
田中湖城
淺野繁子

イベント道中見損なひたる

だんご焼く媚の屋台花の下
仔馬生まると告げに来る児等
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本屋良子捌

唐渡北勢子

國島十雨
本屋良子
伊藤白雲
瀬尾千草
大野鵠士

ナォかぎろひて郵政大臣辻説法

臓器移植の号外が出る

らっきょうは剥けどむけども皮ばかり

声くぐもりて雄子鳩の鳴く

メモ帳に書いて買ひ足す惚れ薬

裾の乱れに後朝の月

爺と婆ゐのこづち付け戻り来る

くったら濱で畷るお茶漬

ナゥロンドンの暮しもすでに二十年

地球半周Ｅメール着く

杖つきて花で候花の舞

︵於・鞭雲叩纒癖宅︶

帽子に止まり蝶の見る夢

平成十一年三月二日首尾
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ハ岐阜・獅子門ｌその四Ｖ

短歌行﹃美江寺祭﹄

朱楼門美江寺祭の鉦太鼓
香煙浴びて春の餅撒く
苗木市桃栗三年と買はされて
猫ふんじゃった繰返し弾く
ウベたべたとシール貼られしランドセル

北勢子

浜に集ひて励む寒乗

冬月の歪み波間を漂へり

成瀬貞子

鵠士
白雲
貞子

良子

ちょっかいかけてみたき衝動
セクハラと騒ぐあの娘は男好き

酒の品評甘い辛いと

花咲くを待つ猿楽の能の里
ウオーキングシューズ選ぶ舂昼

良十千千白千貞白良鵠千良

子雨草草雲草子雲子士草子

ひ文良初文ひ貞良初文ひ貞

八岐阜・獅子門ｌその五Ｖ

成瀬貞子捌

ナォ甘え寄る三毛の子猫を飼ひもして

徳利ころがしひとり酌む酒
無医村に戻り医療の灯を点す
イーハトーブは新緑に萌え

描き入れしこけしの目鼻ほれぽれと

駆け落ち列車発車寸前

雪女郎抱いてとろける月の庵

破れ垣より笹子鳴くこゑ

ナゥ首都移転来世紀への夢託す

老いて豐礫英語教室

花追ひて石亀渡れ太鼓橋
村から町をつなぐ初虹

初良ひ文貞ひ初貞良文初貞

︵於・第計把回蚫塞霊部罐品︶

平成十一年三月二十七日首尾ＦＡＸ
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短歌行一木乃伊寺﹄

梅咲くや瀬音高まる木乃伊寺

合格の子と庭を掃く僧

台風来るのニュース刻々

春を呼ぶ作陶展の案内きて
買ひし煎餅ちょっと固すぎ
ゥ月光に猿の歯白し露天の湯
師弟の息はいつもぴったり

すさまじや女子駅伝のごぼう抜き

陰陽和合の石を祀らん

禁断の実の食べ頃を知りすぐし
混声のサンタ・ルチアの花の窓
ひねもすのたり海はのどらか

本神船井成
屋山渡口瀬

ろ子子子子ろ子子子子ろ子

子子ろ子子ろ子子子子子子

ハ岐阜・獅子門その六Ｖナォ春の水センサータッチで受け零す久恵

蔀戸くぐる衣ずれの音キヌヱ

前衛といふ解せぬ壁の絵キヌヱ
世吉一見龍忌﹄能楽師鬼面
外せば美少年初江

この落し文時烏から昭子

本屋良子捌シルバーの揃ひの指輪からませて千草

美濃弁に馴染み十歳の見龍忌本屋良子出作りの小屋を突き抜け今年竹淳子

一枝たむける庭の紅梅森川淳子しびれ切らして碁仇を待ち志げ
耕の農夫の姿そこここに瀬尾千草民族の紛争っづく世紀末昭子
送電塔に烏降りたつ端一兀凉子遺跡はしかと歴史秘めつつひろ

家族の写真飾る文机武藤みう鉄扉押し開け古酒の逸品洋子

藤蔓を巧みに僥め麺麹の籠堀内洋子アンデスのポインセチアを咲かせんとみう

しんみりと聞きしほつちよせ望の月船渡文子月埠と連絡船で島の旅守

ナゥ外人もシャッターを切る宮相撲

とぞ思ふ風のやさしさ尾関芳子駐在さんに鹿の寄りくる貞子
車秋座
に松茸料理囲みゐて園部志げ文子

手品の種は手変へ品かへ井口ひろむかし剃込いま大銀杏守
不倫の恋がポロリ露顕し宇野久恵寝覚の床の奇岩怪石初江

四コマの漫画で足りぬけふのドジ後藤嶺子振興券うからやからの願ひ籠め志げ

︵於・軒御袖ムシァターぎふ︶

平成十一年二月十九日首尾

冬眠中と表札にあり竹内昭子空の彼方に淡き初虹芳子

夜這ひせむ半田亀崎女意気小川守過疎村に悠々自適の日々なりし満智子
おまま育てし子は京大生岡本満智子わかさぎ釣れたと友の絵手紙凉子
僧院に長編小説書きつづく成瀬貞子花吹雪螺鋼ちりばめ支那箪笥貞子

競輪場へ渋面を下げ川部志づ

ボーナスの軽さを嘆く月の舟河合初江

血圧計はいっも正常小坂五百子

手に負へぬ縫ひ物納戸に押し入れて後藤キヌヱ

噂を間く馬頭観音嶺子

山越ゆる気球ふはりと花朧千草
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八東京・下町連句会ｖ

歌仙﹃老梅の﹄

並木隆史
黒川洋

伊藤藪彦捌

冴かえりつつ笑顔集い来
高橋匪貝

老梅の花びら赤く土の上
雛人形飾る一と間に香の立ちて

かそけき音に届くＦＡＸ

小野誠一郎

浩

隆

隆

匪貝

ナォ骨拾う甲府盆地に春深し

のぞいて歩く古き酒蔵
軒下にＡＶチラシ少年が

着信メロのテーマディズニー

女子寮にゴキブリ出し叫び声

プラネタリュウム見たことがない

砂時計日時計もある角で待つ

車の中は自由異次元

肺炎の夫が気になり違約する

大型合併続く豹変

月情し悪懲らしめる名奉行

くったら市をロケの舞台に

きょう誕生で孫は六人

ナゥ露地の秋明治座まわり水天宮

明日香村亀石がでて昔知り
王家の谷のロマン求めて

かけがえのないこの地球花万朶
ニュースのなかに富士の残雪

平成十二年二月二十一日起首

︵於・弛坤岨率りみつまさ︶

平成十二年三月十四日満尾
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伊藤藪彦
伊藤哲子

苫舟のはるかかなたに浦の月
ともしびの下はげむ夜仕事

泉浩一
哲

ゥ利酒に我も我もとしゃしやり出し

集団見合いこちこちの円

誠

腰痛癒しめぐる湯治場
狸罠月皓々と照らしおり
神事の準備東豆腐焼く

洋

亜貝

神妙なネクタイはもと餓鬼大将
ゴールドカードさりげなく置く

きりきりと晒下帯締めこみて

哲

家計簿の交際費欄膨らんで

三浦屋の前立ちし助六

賢

洋

花吹雪番傘似合う隅田土堤

親しき友と鯛の浜焼き

隆浩浩誠哲哲賢洋賢哲誠哲誠賢洋哲賢彦

八大阪・紫薇の会ｖ

歌仙﹃岩魚釣﹄

くた

岩魚釣水濁さずに歩きけり
樹々のこえ聴く久多の一と夏

愛蔵書金の背文字の美しく
この頃レコード売っていなくて

階段の踊り場に月射し込める

澁谷道捌
茨木和生
澁谷道
加田由美
二上貴夫
岩城久治
生

道

｜ォ宝裁あてにしないで壺を買い

河童のうわさ立ちし胄沼

菖蒲湯わかし待つひとがいて

やもめ

飽海士稼ぎ頭は鰈なる

死化粧みる闇のまぼろし

過ぎたこときれいさっぱり火にくくる

鈴木さんよと管制官呼ぶ

拳銃を背に感じたるコックピット

凪いでいる北半球の海のいる
葡萄の房の手にあまるほど

がんがさ

宿題をする雁瘡の子が

満月を萱の家より仰いでは

ニゥ再生紙百パーセント使いいる
てるてる坊主に顔かいてみよ

土勤々とふるさとの畑

風呂敷にＰＨＳと風呂桶と

春の眠りをゆるやかに解く

源流のきらきらとして山桜

︵於・京都久多・﹁ひさのや﹂︶

平成十一年八月二十七日首
平成十一年八月二十八日尾
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△ﾉゾ

松茸飯の匂いただよい

初ゥ初猿の犬が薄目をあけるとき

美
治

夫
生

戸を軋ませて動く人影

熱き想いを作詩作曲

ヴィーナスのごとき姿にとりつかれ

電話料高き日本を嘆きつつ

首
︑Ｔ公

集まる烏の長きおしゃべり

美
夫

生

治

自転車を押す革のジャンパー

砂浜の入江づたいに冬の月

早朝の礼拝すみし晴天に

美

︑﹃Ｉ︿

首

串に挿しつつ鰈干しおり

酒くみ交わす町に霊る

花衣縫いあがらぬに三分咲き

夫治生美道生治夫美道生治夫美道生治夫

八東京・紫明庵連句会その一Ｖ

歌仙﹃夷講﹄
井上鶴鳴捌

荒馬の猛るたてがみ掴みゐて

笑ひに音の消ゆる凧
水須歩

神崎破

中村磁

日下悟

井上鵺

紅い車でふらりお使ひ

ナォ海の香と上り鱒焼く塩加減

背中に浮かぶ朱鶯色の病

パソコン通信やってみようか
亡命の王子いづこにおはすらん

もろともに畜生道に堕ちたいの

マルキシズムにちよいとかぶれて

霞打つ夜の閨のぬくぬく
寒析の主は八百屋の三代目

靴の底には唐辛子敷く

換字式暗号で解く父の遺書
唄石いまだ降る気配なし
刻々と月熟れてをり無人島

シ国８の地を駈けるままちゃり

ナゥ利酒の勇者北から南から

山と訊き谷と答ふる世紀末
古道具屋に龍のまきひげ

菜飯炊けたと母の呼ぶこゑ

花揺るるむく犬ボール追ふたびに

平成十一年十二月三十一日尾

平成十年十二月十日首

一於・パソコン通信ネットワーク

一ＮＩＦＴＹＳｅｒｖｅ一

一現代詩フォーラム・紫明庵旦
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ォ付句さへ売り払ふ也夷講

コンタクトレンズ外せば惨む街

井上蘭

小林蜆

柳川幸一垂

煙草廩らす海楼に月

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

烏籠ころり残る炭坑

踏切に吸はれるこころ高尾行き

並木抜け来る小太鼓の列
月痩せて解夏未だ遠き硯蓋

午睡の夢を知るや陶枕

マネキンの視線なかなか避けられず

静物画にもいのち息づく
制帽に花を受けをる老守衛
娑婆懐かしき陽焔に立つ

庭全汁鏡全乃汁鏡歩汁庭鷲石歩庭鏡乃鳴

歩鳴鏡汁鷲歩庭鏡歩汁鏡鷲乃鏡歩汁全鶯

八東京・紫明庵連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹁寒昴﹄
ォ寒昴この胸いちを灯すかな

井上藺石捌
井上藺
小林蜆

水須歩

井上鶴

盤面に棋士の命は注がれて
引つくり返し座る座布団
中村磁

ナォ遺伝子を解けど深まる春の謎

とっぴんしゃんと井戸に落ちてく

小人プロレス巡業の旅
空洞の地球掘り抜く力技

どこまでが汝どこからが吾

耳朶を咬む罪と罰とは問はいまま

宮沢賢治の咳がきこえる

狼はまだ日本にゐるらしい

三つ子同士のクイズ対決

すぐひ取るすきとほったたべものを

さざれ波なす秋の湖

初陣の月みそなはす木の間越し

米寿祝ひはエステ割引

ナゥひそやかにぬらりひょんゐる踊りの輪

不沈空母に飛ばぬ飛行機

政界のご意見番を自認して

六双に夢の花天を描き上ぐる

いざ帰りなん山葵田の郷

平成十一年二月二十四日尾

平成十一年一月十五日首

一於・

伸鈩丞樋晴評岬小騨卿騨一

一ＮＩＦＴＹＳｅｒｖｅ一
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西暦二千年の新雪

熟柿落っ舗装道路のそこかしこ

神崎破

渡辺一茎

橋本古

柳川壼垂

Ⅱ下悟

工業都市に係る月蝕

ゥ金印を埋めて男王稲架の陰

逢瀬に眼つむる野仏

ひと言のときめき水の明るくて
﹁いちご白書﹂のリバイバル来る

おほげさに値の付けらるる兜虫

核融合の膨大な熱

泡盛嘗めて掴む雀牌
混血の間諜潜む窓の下

歓びの溶けて第九が爆発す
アルファベットにかなを振る母

李朝の壺に蜂がまつはる

月かかげ鐘を撞きたる花の寺

鴻代鷲庭乃汁鳴代歩代鷲乃庭鏡歩鳴汁石

鴻石汁乃鶯歩代汁代鳴鏡鳴乃鴻鏡汁鏡鶯

八東京・紫明庵連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃つばくろや﹄
渡辺玄鴻捌

井上鵺

井上藺

渡辺玄

耕し終へし土の柔らか

ォつばくろや古き社の千社札
浅鯏売インターネットで仕入れして
日下悟
吉行和

麻薬一キ口運ぶ直腸

ナォ永き日を座敷童子のかくれんぽ

反魂の術効かぬＡ型

親よりも出来がよいのに愛せない

止むなくもプラトニックに走る歳

アイスホッケー接戦で勝つ

女護ケ島にも門に黒服
後朝に五つも飲んだ寒卵

貰ひ煙草の読めぬ銘柄

科挙のない国に生まれた運不運

銀杏を妙る銅引きの鍋

月明かり赤外センサー寺守る

弩級戦艦ヤマトようそる

ナゥ退職で趣味探してる苔紅葉

杖の握りに干支を彫らせて

ポンチ絵のシルクハットの万国旗

︵於・高田馬場・玄鴻庵︶

岬鼻より眺む群来汁

県境へ花の回廊登り行く

平成十一年三月十一首尾
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地図で確かむ下町の路地

新作の車に月の円舞曲
団栗独楽は父の手作り

ゥかまへ待つシャッターチャンス秋の潮

バッグにしまふ濡れたくっした
帰りたくなくてすねてる怒ってる

枕二つを映す鏡台

檜風呂酒のつまみは汽笛にて

本部長でも賭ける図書券

穀象虫の仰ぐ繊月

龍宮のみやげは軽き塗りの筥

薪能シテは小太り増の面
市民講座で自分史を書く
忘れ霜置く犬小屋の屋根

花の庭解き明かしたる大定理

石鳴石乃鳴石鳴彦乃石鴻彦石彦乃鳴石鴻

鳴鴻乃彦鳴彦鴻全石乃石乃鳴彦石彦鴻乃

井上鶴鳴捌

銀のスプーン小さきイニシャル

大凧に千の童子を描きあげて

りん
棋か櫨
の咲ける庭歩む父

日下匡旧

井上藺

中村磁

井上鵺

佛渕健

ゥ雪吊りの縄斜交ひに月の格
かむろ

狐火を見に禿連れ出す
色々な形に曲がる汝の脚

上海雑技団の特訓
成人病の犬の健診

川沿ひにサックスを吹くホームレス

乃鏡乃悟鏡全石乃全悟

でく

姉もおととも泡盛が好き

ナォ草いきれ分けつつ木偶の神探す

封印された熔解の刻

上げ底の胸の谷間は見ないふり

月光に清少納言筆を執る
蔦釣る人のあくび延々

任期満了待たぬ国会

ナゥ冬近きまだ利きめ出ぬ五寸釘

︵於・南砂・海月亭︶

だみ声で売るやどかりの群

銭湯の帰り盟に花浮かべ

平成十一年四月二十二日首尾
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ユノ〃

八東京・紫明庵連句会ｌその四

二十韻一鳩の
目

ォ鳩の目の庇に動く穀雨かな

一

乃全鏡石悟乃石鏡鳴悟

八東京・紫明庵連句会その五Ｖ

半歌仙﹃永日や﹄
井上鶴鳴捌

春一番の揺らす浜小屋
丼上藺

日下悟

井上鶴

佛渕健

蕗の薑苦味の舌に広ごりて

ォ永日や砂山に来る烏の親
インターネットで探すチケット

しちょう

平成十一年二月十二日首尾

︵於・南砂・瀞月亭︶
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名月をジャンボの窓に見る機長

妻に届ける筐のこほろぎ
ゥ風煽名残物故せし人ゐるやうに

征知らずの持った白石

柳営に引き出されたる猿男

少女を抱く剛き体毛

背徳の蜜に芯まで溺れゐて
海へ傾くピーチパラソル
乾杯のビールは月と供に干し

跡継が出ぬ村の剣舞

助手席の詩集腰巻まいたまま

着ぶくれをして通ふ教会
花篝薪となる木もあるほどに

夢紡ぐごとふはり蝶々

石乃鳴乃悟石乃石鳴悟乃石悟鳴石乃鳴悟

八東京・紫明庵連句会ｌその六Ｖ

日下悟

半歌仙﹃立冬や﹄

橋本古

渡辺玄鴻捌

ォ立冬や浅問うしろに裾野道
風呂吹に載る手作りの味噌

神崎破

柳川幸一垂

渡辺玄

絵葉書のゴジラの耳ははみ出して

中村磁

平成十一年二月十二日尾

平成十年十一月八日首

一於・卿伸鈩刀銀鱈奔埋小騨卿睡一

一ＮＩＦＴＹＳｅｒｖｅ一
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父の名前を一字受け継ぐ
番付決まりせまる秋場所

水須歩

井上鶴

独酌にデジャヴの月を眺めをり

ゥ栗噛んで意気揚々と鬼軍曹

瓢箪池に浮かぶ笹舟

てるてる坊主吊す巫女ゐて
新しく下着に期する初デート

ダービージョッキー戴冠の月

復活を信じて木乃伊二年半
ジャックが上る豆の蔓伸び

あきまへんなどと笑顔の端居なり
出刃を砥ぐ肉屋の腕のちからこぶ

歯科医院から届く広告

野良猫の会議は花の坂の下
光曳きつつ雲雀飛び立つ

歩鴻歩鏡代乃鏡鳴代乃代鷲鏡庭鷲代乃鴻

八東京・紫明庵連句会その七Ｖ

半歌仙﹃八紘に﹄

日下悟

中村磁

筆鷲鴻歩全鏡歩代歩鳴鴻鳴鏡歩石乃鏡鷲

柳川霊鴦捌

若葉の里を守る竜王
井上藺

柳川幸一垂

見せかけの聰牌煙草ふかしゐて
水須歩

ォ八紘に点蜻の雷轟けり
温水便座の心地よき朝
井上鶴
渡辺玄

橋本古

平成十一年十月二十八日尾

平成十一年六月三日首

一於・軒伸謹奉罐信一評

小騨卿騨一

一ＮＩＦＴＹＳｅｒｖｅ一
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制服に月のかけらのペンダント

銀河鉄道予約始まる

ゥ信濃柿滅びの路に赤々と
やくざ稼業はおいらいち代
僕たちの秘密の愛の儀式はね
等身大のフィギュアごろごろ

健唆を誉めて煽てて箸らせて

馬貰ひ来て裏庭で飼ふ

月光に鯨の親子ゅうらゅら
年越蕎麦がカップ麺とは
弓同国︻口津田凶の神籔を抜いておき

確率論で解けぬ人の世

伝来の銘酒に淡き花の紅
野遊びの座のいよよ賑やか

執

八東京・紫明庵連句会その八Ｖ

半歌仙﹃恋猫﹄
中村磁

中村磁鏡捌

ォ恋猫のみっしり重きふぐりかな
井上藺
柳川幸一垂

朝寝の塀に揺るる梅が枝

橋本幸ロ

日下悟

しゃぼん玉高速道路越えて来て

金網の目の菱の不揃ひ
井上鵺

渡辺玄

一ＮＩＦＴＹＳｅｒｖｅ一

平成十一年二月十五日首
平成十一年四月三十日尾

一於・郵伸浄方極帽弄ぶ小迩卿騨一
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地芝居は廻り舞台の月の山

秋鯖を焼く村の駐在

ゥ燃料をたうもろこしにして試作
チャットしてると動くセーバー

砂浜に並べて脱いだ高足駄

祭太鼓に浮かれ通しで
水甘き蛍の里を訪ね来よ

国家老とは地元秘書の名
月見上げ湯湯婆抱いてひとり床
アナタデアレバ殺サレテモイイ
夢の人マジックミラーの向かふ側

くすくす笑ふ肩の妖精

みほとけに御酒まゐらせん花明り

誇らかに聞く勝鶏の関

乃鏡全鷲鴻鳴乃全代乃全鳴全代乃鷲石鏡

八富山・樹氷連句会ｌその一Ｖ

いぬじま正一捌

灸涛噌

歌仙﹃おしゃべりが﹄

匂い豊かな野蒜ひと籠

おしゃべりが過ぎて転げる雲雀かな

魚拓見せつつほころびる顔

ナォおん膝を踏みて背伸びの御身拭い

鎌倉彫りの盆のみごとさ

大道のパントマイムに人の垣
天狗の面をねだるわらんべ
運河には煉瓦倉庫が並びおり

一撲も辞さずと不穏な噂

地吹雪の果てに首塚残されて

片手拝みにかぶる角巻

駆け落ちの時刻迫りし停車場に

姦通の罪今は無けれど

川の字に寝ている窓を覗く月

願いとりどり七夕の笹

ナゥ電線に別れ鴉の鳴き交わし

舌禍とはいえ神の国とは

酔いどれの果てなき議論犬と猿

シャッターチャンス狙うアマチュア

また冷えて花の遅れる塩の道

長閖なりけり茅葺きの里

秤睡什一一砕垂朋一卦私印電︵文音︶
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のんびりと花見に来よと招かれて

踊り太鼓の稽古今宵も

橋渡る海と空とに月ふたつ
ライブ予約をコンビニでする

ワ合わせたる脱胆の諸手の秋彼岸

習い始めし催眠の術

バーチャルがネット長者を生む世なり

魑魅魍魎がそそのかす恋

赤い糸手繰った末と言い寄られ

瓜盗人の足くじきたる

有明に小揺るぎもせぬ女郎蜘蛛

生中継に又もＣＭ

パトカーと救急車とが鉢合わせ

うららの街に郡郭の夢

千年の双竜の梅綻びて

妙修正

正修妙修修正正妙妙修修正妙修正子吉一

修正妙修修正正妙妙修修正正修修妙妙正

いぬじま正一捌

い

星紺是紺久
じ
野行野我ま

美笙修愛妙正
弥

八富山・樹氷連句会その二Ｖ

歌仙﹃竜巻﹄
竜巻は能登沖あたり卿起し

干大根の揺るる軒下

ナォ竹ノ子の息吹ほのかに土笑う
刺しっこで知る年寄りの知恵

道案内を口実にする

遙かなり移民三世里帰り

墓の所在も聞かずそのまま

恋というほどにはあらぬ旧知の計

倒産の張り紙濡れて垂降る

情しこの夜キャンドルの列
園児には祝福と菓子配られて

避難暮らしに猛る火の山
月を背に二丁拳銃馬を駆る

生命讃えて意気は投合

ナゥテレビ映画を新酒酌みつつ
碁敵に今日は挑まず柚味噌釜

オリンピックの元メダリスト

喜寿過ぎてなお板につく派手作り

雪残る峠越えれば花練乱
烏の声さえ霞むうたた寝

秤雄什圭奪雄胆一什邸甲蕗︵文音︶

18ラー

宅急便部屋は故郷の香に満ちて

遠く見下ろすＪＲの灯
明月に名水銘酒地図の旅

稲穂と薄黄金白銀

ゥ秋祭り女神輿の威勢よく

来たる世紀の予感瀧る
片言の牧師に頼む結婚式
固き抱擁オーロラの下
群青の氷河を窓に夢紡ぐ
登山土産は空港で買い

ギター弾く若者茶髪夏の月
逆さに立てしラムネきらきら

大喝采道化と熊の縄跳びに

博物館のマンモスの骨

過ぎし日の営舎偲ばす花吹雪

鐘の朧に托鉢の僧

ぬ

笙妙修愛正美妙笙修正愛妙子治吉子子一

美修愛妙美正笙愛妙美修笙正愛妙修美愛

ハ鎌倉・湘南吟社ｌその一Ｖ

半歌仙﹃記憶の日々﹄

すみれの島に夢の大橋

紙風船記憶の日々の美しく
一ツクリュックに個性溢れゐて

チームワークで拾ふ空缶

小林静司捌
高島幸
小林静
村上敦

秤鰄廿一癖一一一朋唾甲雷︵文音︶
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ピク

振り返り見れば月あり虫時雨
手折りし柚子が香るポヶット
ワ稲の花ゅるり流れるおわら節

ふと大人びし幼な友達
大胆な言葉に怯む夜の浜
乱れし紅を差し直す指

社長室富士まなかひの十二階

百号写真鴨撃ちのさま

凝り性は親ゆづりなり冬の月
インプットする秀策の棋譜
検査漬け果ては患者の取り違へ

鼻欠け地蔵屋敷神なり

借景の高みより落っ花の滝

虚子忌修する人の賑ひ

司敦幸敦司幸敦司幸敦司幸敦司幸子司子

ハ鎌倉・湘南吟社ｌその二Ｖ

歌仙﹃頼朝の墓﹄
小林静司捌

和田忠

菅谷有

たぷ

頼朝の墓守る柵の芽吹きけり
古都はおぼろに墨絵なす山
和久井八

小林静

電話番号問合せ混む
高島幸

ナォ磯開き炭つぎ足してさざゑ焼く

あつと云ふ間にからの酒樽

大目玉ダルマに入れて選挙勝つ

武者ぶるひしてみんなピンボヶ

今だからあなたの嘘が許せます
ゑくぼもあばた無理に笑ふな

ニューョーク株価ふっノ︑泡立ちて

吉祥天女並ぶボロ市

煮大根の匂ひ流るる露地裏に

連句文音老の楽
しみ
ふで

かたくなに旧假名と毛筆守る月

強気通して世過ぎ身にしむ

ナゥ殖えすぎし鹿撃つこともかしましく

電子辞典は電池よくくふ

機内食空席数ふスチュァード

紫だちて春は曙

め

花盛り初出勤の子を送る
阿蘇の五岳に愛づる噂

︵於・鎌倉中央公民館︶

平成十一年三月二十八日首尾
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水温むハイカー連の賑かに

税制優遇案内爽やか

マンションのモデルルームに月澄みて

くどかれ上手髪長き人

ゥ定食の秋刀魚の味も懐しく
逢引は彌宜も背広を着こなして

伊勢の浜荻江戸の粋筋
振興券閉店セール振興し
パートの早出涼し残月

ＮＡＴＯ空爆三波四波と

溜息も暑く読みたるニュースにて
写真集ピューリッッァーの賞候補

ハミングまじり孫のパソコン

すっぽりと家を包みし花明り
めぐりあひたき岐阜蝶の夢

勝ノノ里勝里幸司重里勝幸勝司子重勝里司

里勝重勝重幸司重里幸里司勝重幸里勝司

八前橋・上毛連句会その一Ｖ

半歌仙﹃染工一屋
染工房囲む林の芽吹く色

中野芳子捌
中野芳

田島文

伊藤稜

相沢一邑

南博

つまずきそうな石ころの庭

発車する園児のバスのうららかに

噂高き昼の浮雲

居待月尾ひれをつけて釣り談議

成田圭

平成十二年三月七日首尾

︵於・前橋文学館︶

−188

稜線包む霧の綿菓子

ウイタリアの旅で団栗拾い来て

泊まる覚悟で彼の所へ
唇に約して信じ合う明日

警察庁の嘘の上塗り

左右クレーン腕振る瀬戸の海

どれをとりても百円の店
冷酒は老舗の味よ月を浴び

幹を蹴とばし甲虫捕る

孫にやることわざ辞典バースデイ

使いこなせぬ電気製品

返り花西行庵の道遠く
雪折れ竹をかむる鱒

稜富芳博圭稜芳文富文博圭子子志子子子

ハ前橋・上毛連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃花影に﹄
成田圭子捌

成田士士

南博

伊藤稜

花影に水美しく流れけり
中野芳

元気に育つことを諾う

しゃぼん玉吹く頬のまん丸
雀の子眺めひとりの昼餉にて

瓜小屋傾ぐ国道の脇

平成十二年四月四日首尾

︵於・前橋文学館︶
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明日の晴れ約す夕焼月を染め

ぱったり出逢うあこがれの君

ゥ陸奥のこけしの里の温泉へ

縫合効かぬ恋の傷口

傭いて乱れる心隠されず

犬の散歩に伊達の手シャベル

小渕さん倒れ内閣大騒ぎ
電車の屋根に氷柱びっしり

履き慣れぬスキーを借りて立ち往生

チョコポッキーを酒のつまみに

ご縁あるように奏銭五円玉

波音の月光返す珊瑚礁

草矢を遠く飛ばす競走

博芳圭博稜圭芳博稜芳圭稜芳圭子子志子

八三重・しらぎくｖ

歌仙﹃前後左右﹄

温室のシクラメンいま出荷中

大西貞子捌

前田てい
中野たつ子

村田治男
大西貞子
尾崎車子
村田静子

活気あふれる歳末の街

ずいき
芋
茎を干して衣被用意

貞

文字あそびあて字をうまく言ひあてて

ゥ鹿の声聞きわけ神域巡回員
オーデコロンは誰のお土産

静

到来物の地酒すすめる

黙々と指を組んでは眼を合はせ

て

重

ナォながめゐる鳴戸大橋橋の上
猫ふんわりと客にすり寄る

口には出さずふかく心に

宝くじ三億円の夢を売り

新住宅はカナダ風です

父親と共にゆっくり緋のロード

大根引洗ふ干すなり爺と婆
炬燵に入りひと眠りして

出土品なぜ﹁田﹂ばかりが書かれてる

歩け歩けと万歩計着け
森閑と望月仰ぐこと長し

夫婦してはや障子貼るなり
ナゥ鈴虫の鳴き終りたる廊静か

おやと

ワインセラーは地下のレンタル

ドキュメンタリー世界の魚の祖を訪ふ

短艇競漕琵琶湖瀬田川

王義之の末育花の山のぞむ
画廊の奥の春ふかき部屋

︵於・猿田彦神社休憩所︶

平成十一年十一月十七日起首
平成十一年十二月十五日満尾
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勲三等瑞宝章の月今宵

家族の留守に長電話する

重

警察はたよれず誰をたよるのか

治

静

貞

た

治

て

た

深くよどめる濠のさざなみ
月涼し富士山頂はくるぐろと
をとこ

コントラバスの漢らの汗
歌舞伎好きパチンコも好き妻多忙

また来年と雛納めする
託鉢の僧帰りゆく花吹雪
前後左右はただ百千烏

治貞静重たて重治たて貞静治貞重たて静

八名古屋・尋牛会ｖ

短歌行﹃鎚哩喋蝿蝿封刎チャル紀行﹄

ナォトレビアンパチンコ玉の山笑う︵安八．和且

気分一新生活改善︵真正︶

無理強いか老鶯のまたの声︵墨俣︶

追って来たかとみれば鹿の子︵高富︶

タイミング上手にとらえ恋仕掛け︵郡上︶

アンナしたたか髪が孕む香︵各務原︶

雪投げをした地道いまなく︵多治見︶

天山に梢の影濃く冬の月︵国府︶

融通無碍がわが家の家訓︵武芸川︶

ナゥ移植ＧＯＩドナーの命八方へ︵神戸︶

おだんご入荷わつと春景︵丹生川︶

滝ツレに謡朗々と花の舞う︵養老︶

︵於・愛知芸術文化センター︶

平成十一年四月三日首尾
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上島登志彦捌

哩満史於理

上島登志彦

伊藤実和

羽もだんだら仰ぎ振る蝶︵岐阜︶

陽だまりやみの典夢みるれんげ草霧騨・羊種唾

油南風吹くオカリナを樛ませて︵馬瀬・福田︶

理

西脇智子
高橋厚生
伊藤益臣

ぬか床かえし母はしまい湯︵羽島︶

迎火遠き黄泉の国まで︵清見︶

久田結花

ワ月の城歴史を語るイリュージョン︵垂井︶
あやしいわムラムラとわく嫉妬心︵岩村︶

足抜け覚悟際のうちそと︵輪之内︶

生

立石洋一

子

和

古稀の同窓唱歌忘れず︵庄川︶

どっちかな勝つ側につく党もあり︵中津川︶

香り色よしきく菜さっと煮︵吉城︶

薄墨の根を千年の誉まれ花︵根尾︶

理彦一和花臣一臣花生和子

ハ新庄・新庄北陽社ｌその一Ｖ

内田素舟捌

歌仙罰詞趣麺念正式俳譜﹄

新茶の香り漂える縁

それぞれに根張り暹し庭若葉

妻と連れ立つ気晴しの土手

高砂の笑む扁額を贈られて

ナォ新社員確定通知舞い込んで

綱を繕う塩釜の浜

くちづけ

愛情をこめた料理に御前様

反り身になって受ける接吻

明け暮れの今日この頃は僧忙し

ビール断り水菓子にする

句の郷の古き碑拓本に

駒壮烈な葵三代

学童の希み育くむエンデバー

とも

和服教室あでやかな娘等

稜線の月賞でながら雅友と酌み

刈田の下の遺跡掘るなり

ナゥ飛びきりの光る秋刀魚を路地で焼く

分家してなお苦楽分け合ふ

大冊の歴史繕く置炬燵

振興券の眠る茶箪笥

時刻む九天の花仰ぎ見る

祝いの森を渡る鶯

且

︵於・新庄市勤労者福祉センター︶

平成十二年三月十一日首尾
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只管憩う鈴虫の丘

富沢比佐女

内田素舟
伊藤緑雨
門脇桃園
高山桃里
荒木吉峰
青柳柳翠
小川庭水
市川澄水
荒木遊仙
荒木宝章
齋藤一竿
熊谷喜楽
齋藤一葉
庄司籟山
小野梅久
齋藤孤柳
阿部一笠

△

沼

葛

朗々と李杜を吟ずる月の道

賀寿の舘に揃う柾下駄

ゥ爽やかに東西競う名画展

人も羨む旅のドライブ

神前に指をからめて契る仲
国会は解散風の吹きはじめ

暖冬異変雪のなき里

カラオケの洩る塾出湯に月冴えて

﹁孫﹂のＣＤ大ヒットする
賜盃背に仕切る土俵の武双山

経済紙みな景気上向く

幼な名で呼びかけ合うて花の宴

万愚節とて人を笑わす

浅

子舟山久女橋竿楽女葉仙章橋楽竿女澄橋

ハ新庄・新庄北陽社ｌその二Ｖ

歌仙﹃寒晴れ﹂

兎のよぎる山小屋の道

寒晴れや害え様なき開放感

袴姿の似合ふ外人

斎藤一竿捌

ナォ忘られる舟運の町馬の市

損も儲も神のいたずら

きんさんは明るく天寿全うし

松高々と庭の築山

鐘のひとつき巡礼の寺

逢引きも儘にはならぬ大吹雪
湯上りあとにほのと寝化粧

蒜なく過ごして拝む丸い月

介護保険は見通しの良き
失言に大臣の椅子棒に振り

暮れなずむ沖に横たう佐渡ケ島

桃里

斎藤一竿
高山桃里
斎藤一葉
荒木遊仙
浅沼葛子

刺身肴に古酒を楽しむ
一葉

遊仙
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新幹線観光客を呼び込みて

厨に青き枝豆の束

公園の池に宿りて月の澄み

紅の檸に匂ふ襟足

ゥ豊作を喜び祝ふ鹿子踊り

インターネットで買えるお土産

ナゥ穴狙いまんまと外れちちろ虫
遊仙

庭柳
葛一桃庭遊桃葛柳庭一柳桃庭遊
葛遊
子竿里水仙里子翠水竿翠里水仙水翠子仙

︵於・勤労者福祉センター︶

平成十二年一月二十九日首
平成十二年二月二十六日尾

甘い風吹く峠路の春

時烏茜に染まる峰越ゆる
遠く近くに野良の人声
懐かしき昔を語る花の宴

葛子

宇宙の旅に再度挑まん

葛子

好き合うて倖詰める六畳間
政治家は通らぬ筋もよく通し

一葉

桃里

遊仙

葛子

一葉

桃里

遊仙

義経主従休む岩陰

昼寝を誘ふ川のせ舅らぎ
月涼し余韻を残す笛の音
気にするは下衆の勘繰り僧の布施

健康を生む笑顔すばらし
花の雲復元成りし朱雀門

歌も揃うて春の遠足

小青
川柳

八新庄・新庄北陽社ｌその一一一Ｖ

半歌仙﹁夕涼み﹂

やや

嬰気嫌よく遙れる風鈴

石一つ欲しと思うや夕涼み

北前舟を望む海原

文豪の長き小説読み終えて

土旺日旺急ぐ稲刈

中天にか鼻る満月晄々と

齋藤孤柳捌

粥藤孤柳
坂本露香
小川庭水
高山桃里
荒木吉峰
小野梅久
梅久

庭水
桃里

名所巡りのバスを降り立つ

庭水

ゥ白壁の続く街角虫すだく
年甲斐もなく離婚せまられ

知らぬ間にガイドに貰うキスマーク

吉峰

桃里

桃里

しらじらと休眠告げるオーム教

庭水

吉峰

庭水

金比羅宮に階の駕

ドラマの終えし雪の明日萠
大蛇行したる川面に月冴ゆる

小公園に揺る舅フラココ

露香

孤柳

何処やらん串コンニャクのいい匂い

声も長閑に揃う民謡

河添いの美事な花に誘われて

︵於・新庄市勤労者福祉センター︶

平成十一年十月三日首尾
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八東京・深大寺連句会その一Ｖ

歌仙﹃遠洋船﹄
名和未知捌

澗井夢

田避才

子供の頬に消ゅる淡雪

遠洋船送る港の春寒し
名和未
吉成正

山間の小さき棚田手で打ちて

ナォ広未といふ女の子夏隣
大隈公が首をかしげる

貴婦人も元は芸者と曝かれ
もめにもめたる縁談の果

来し方はかくの如しか走馬灯

ラヂオ体操朝は涼しき
健康と孫が話題の同期会
一夜を惜しむ温泉の宿

毒虫に刺されし痕のまだ残り
晒布で隠す過去のあやまち

名月に浅香光代のいい咳呵
楽屋の隅にちちろ鳴く声

知ったかぶりでワイン講釈

ナゥセロ弾いて秋の夜長を嬉しとも

整理整頓気分爽快

嵩じたる趣味を親父に叱られて

ひがな歩める陽炎の道

転職の誘ひもありて花明り

拝聴什一蒔栖朋粁産印龍︵文音︶

−19う

猿を相手の気晴らしの笛
七重八重都へだてし月の谷
銀杏落葉はなほも降り来る
ワ秋祭ゆく人の皆ほろ酔へる
げに怖ろしき小母さんの群
流行に遅れる君がなぜか好き
お馬鹿さんねとパンタロン脱ぐ

古井戸の釣瓶のきしむ冬の月

悴むる手に皿を数ふる

アリランを歌へば遙か我が故郷

寺に安置の錆びた仏像

掌を合せご加護を祈り出陣す

開票進み勝利確信

去年の花今年の花の変はりなく

ボートレースに土手の声援

民蔵知夫蔵民夫知民蔵知夫蔵民夫知民蔵

夫知民蔵知夫蔵民夫知民蔵知夫蔵民夫知

八東京・深大寺連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃椿の実﹄

おけさ流るる後の名月

橋の実大佐渡小佐渡波荒し
運動会何度も靴の紐しめて
人気変らぬドガの踊り子

名和未知捌

酒井茜安

佐伯俊
名和未

ナォ園児らが寄ってたかって灌仏会

揃ひのチョッキ鯉に餌をやる
旗持って同志と呼びし仲なりき

一緒に見たね﹁いちご白書﹂を

羅の君の胸の辺まぶしくて

泉にひたす色に出し面

ナルシストやっぱり自分可愛いと

風突いてゐる高空の木々
劇曉と少年の吹く刷叺の音
歩哨は辛しツンドラの果

トナカイの群の過ぎゆく夕月夜

冒険謹に燈下親しむ

ナゥ濫伐のやうやく止みし残り菊

わが別荘はまさに鶏小屋

お隣の文士近頃影を見ず
世俗を離れ仏門に入る

花の雨恩ある人の墓を訪ひ

箪笥にしまふ春の衣々

秤轆十十篝罰朋十一一即雷︵文音︶
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パステルで描いたやうな夏の山

天平美人樹下に微笑む

暑さ極まるみんなみの島
ワ石像は耳長族と伝へられ
間夫がゐたとはとんだ失態

紫野二人し行きて袖振らん

春夏秋冬おなじ帽子で

自棄酒はコップで岬るウィスキー

松蝉の生れ松の木に鳴く

道化師が背中で泣いて寒の月
グローブ座はね底冷えの町
湯を貰ひ即席麺を今日も食ふ
薬罐を焦がす少し惚けたか
茅屋の花に包まれ暮れなづむ

知之民知之民知之民知之民知之民知之民

之知民之知民之知民之知民之知民之知民

八横浜・青宵俳譜柴庵ｌその一Ｖ

寺田喜八郎

獅子の子﹃ゆきあひの﹄

ゆきあひの雲の下なる残暑かな
中尾青宵
内田蜆
黒住尚子

加藤亀女捌

蝉鳴き継ぎてやがて虫の音
童女群るやふに桃熱る月影に
ブリキの玩具篭にいつぱい

松本杏

平成十一年九月三日首尾

花は一つ︒

﹃獅子の子﹂形式は︑表四句︒裏自由︒
時に名残四句追加することあり︒
表月あれば裏にもう一つあって可︒

︵於・青宵柴庵︶
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渡辺祐

縞の角巻丈に余らせ

藤沼和

加藤亀

画つた

圧

恒例のバレエ観に行く独りなり

あの日の懐紙ねずみ曳くなよ

酌むほどにこころ炎の雪見酒

太腹のやふで細心大黒天

活断層を鎮む春雨

辻の八卦に一字名を替へ
血脈の花は切れずに北の果
遠ち近ちに蛙合戦始まれり
取った巻頭次号抜かる皇
ミントなど添へる此のごろ軽料理

コテージの月ガーデンの風

長棹の扇の詩は白楽天

恨むがごとき松の枝振

宵尚ヱ祐郎花蜆女ヱ尚ヱ女花子

八横浜・青宵俳譜柴庵その二Ｖ

獅子の子﹃鈴の音の﹄
内田蜆捌
福島時子
内田蜆
中尾青宵
加藤亀女

札所の石に休む蜻蛉

筆振るふ放れる月の勢ひに
削りし額は小さかりけり

寺田喜八郎

鈴の音のやさしき阿波や芋の秋

特養の慰問に詩吟うならせて

黒住尚子
藤沼和ヱ

出張帰り義理の黄楊櫛

宵

時

尚

コンビニ棚のコミック大好き

厚底の沓花魁の八文字
巖根しぼりに青き真清水

女

蜆

合併に抜き差しならぬ英会話

月見草峠の茶屋の古畳

女

郎

宵

常陸の海は胆の鮫鱸

宵

ふるさと切手売出しに列
願ひます臨界越えぬ中性子

引込線に残る枕木

ヱ

花の片インターネットで散らす恋

尚

炭住の古老禍抱で酒の焼
ダメごと何処か春の雰囲気

平成十一年十月二日首尾

︵於・青宵柴庵︶
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八横浜・青宵俳譜柴庵ｌその三Ｖ

半歌仙兄﹃金盟﹄
中尾冑宵捌

加藤亀

福島時

黒住尚

嬰を眠らす宵の月庭

虫鳴いて水輪ひろごる金盟
旅用意晩菊括り了へてより
小林措即

中尾一月

藤沼和

渡辺祐子
内田蜆

クラブの１がいつか四つ葉に

明日あると思ふ心が花ならん
わかれに握る温き掌のひら

平成十一年十一月五日首尾

︵於・青宵柴庵︶

蜆節宵

注﹃半歌仙兄﹂は︑半歌仙の裏の句数を伸ばしたもの︒︵伸ばす句
数制限なし︶・
月花同じ︒
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知らぬ任地の夢のあれこれ

雪山は海の跡あり頂きに

三日後迫る凧の大会

馬の背ナから投げる花束

女

寺田喜八郎

ゥ段々の畠にネーブル娘ゐて
定年まではお世話しました

当たり銭独り占めなば狂ひ死ぬ

鈴木圭子

祐

音なき声の洩る塾能面

こつこつと餉さへ忘れて削る鑿

宵
時

動きけり千年の森闇の夜に

祖国の敗戦憂ふ川波

尚

ヱ

女

シャンプーの香の少女月影

アスパラにグリーンソースをあしらひて

携帯の着メロ変へる登校時

ヱ子宵女子子

八松山・清流連句会ｖ

渡りくる血潮は若し楠若葉
絵筆持つ手にひびく残鶯
早朝の飯噴く迄を誘はれて
石丸静

藤原十

歌仙﹃楠若葉﹄
松永静雨捌

開け放されしマンションの窓

三浦澄

松永静

湾内の凪ぎ極まりて月まるく

石丸信
西本加

スーツケースの中のパソコン

ナォ学舎のチャイムに春を惜みつつ

時差呆けのままで彼女にする電話

すねて見せるも恋の駆け引き
揚げ足を取られて総理汗しとど

嫌がる熊に泳ぎ教へる

有珠山の長期避難も解消し

旨い旨いと食べる大福

中古車も新車もトョタよく売れて

どこへ行こうか終えし稲刈

亡き父に月をみせんと﹁しまなみ﹂へ

秋の名残りに帰る諸烏

咳を鎮めて羽織るセーター

ナゥ南座の歌舞伎顔見世打ち揃ひ

夢でよかった明日は晴天

麻雀の付きもさっぱり落ちしまま

団子団子の唄も暖か

ころころと孫がかけくる花の庭

︵於・千舟町恵比寿庵︶

平成十二年五月二十九日首尾
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戒能多

新酒の酔の心地よきこと
ワいつまでも金刀羅祭あればよい
ユーラブミーで過ごすこの頃

気位の高き女給に見下だされ

失業率はずっと横這ひ

少年の犯罪日毎増すばかり

悴みつっも唱ふ心経
月寒く母は再び入院し

借金取りにはたと出合へる
原稿の締め切りなども追はれ勝ち

カメラの前でポーズとる友

咲く花の天壌無窮燗漫と
故郷の空は遠く霞める

月多十静加信澄月多十静代子子月重喜雨

静加信澄月多十静加信澄月多十静加信澄

町野紫乃捌

桧田中谷菊儀式町
森中野敷地我田野

八東京・浅春連句会その一Ｖ

歌仙﹃落し文﹄

ざ

初ォ人麻呂のものにて候落し文
寛郎子乃
和壯正紫寛睦壯一紫和子能治

勘亭流に戯れて夏さぶ

爪弾のギターの調べ聞え来て

犬の散歩はボクの受持
繊月の金色に浮く宵の街

時効待ちつつ忍ぶ足どり

ニォからからと色変えて舞う風車

きぬ

ときめく心衣も汗ばみ

ホームページひっそり開けて又閉じつ

パパラッチして抱いた細腰

注目を浴びてプールの人魚たち

槌音近く新たなる家

旅に来てプレーン・オムレツ匂い立ち

障子の陰に薄羽かげろう

居合はせて本所深川露地の奥

女子用雪隠夜寒満員

湖に漣立ちて月さやか

ゲーム達人得意気の孫

ニゥ大年に可もなく不可もなき人生

つま

ＯＢ展具象抽象とりまぜて
長閑に点てる端折りの傘

あ

暫し憩はむ鼎斜生るる寺

は

花篝爆ぜる勢い鳴る鼓

平成十一年七月九日首
平成十一年九月十日尾

薄
井

康

︵於・学士会館︶
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秋の試験もやっと済んだ日
初ゥ泡立草途中下車して弁当食う

幼馴染と作るプリクラ

携帯はアイ・ラブ・ユーが言い易い

地図確かめる逢引の店

た

五億年経てば帰ると書置きて

夢を埋める如き大雪

寒月は牛歩に似たり窓閉めよ

瞼に浮かぶイスラムの旗
白滝の箸からめたる和食膳

由良さん此方鐘も朧に

ほろ酔気分石書踏む
京の春元禄練
乱花盛り
こちら

五正睦
一壯和紫
十
寛
一

寛一紫睦五和正康寛一紫睦和五夫正一寛

八東京・浅春連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃初雁﹄
初ォ鈍色の海に初雁渡りけり
いも
苞なる甘藷を蒸上げて月
満山の紅葉の風情思うらん

前後左右を園むＳ・Ｐ

檜森五十子捌

近頃シューズエア入りなり

｜｜ォ陽炎に駅伝檸渡さるる

噂されたか曉三回

寄添はれ老母心も身も軽く

くれない

白き腕へ紅の病

はい

入山乞うて魚板打つ僧

かいな

檜森五十子

面映ゆく視線外らしっ朝の膳

千鳥鳴く浜辺の宿で結ばれて

式田和子
儀我壯一郎

ダイオキシン蛇は穴にも入れない

孫嫁を取り若返る吾

すだく音繁き虫の海たり
月蒼し丹精の杉よく育ち

和

五

長閑に間こゅラケットの音

花便りシャム猫髭を立てて居り

気迷いて足の裏をば観て貰う
夢を封じてシャボン玉飛ぶ

︵於・学士会館︶
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校庭で遊戯する児等伸びやかに

時雨となりてつもる役満
初ゥ面々の手柄話に根深汁

党首会談折合はずして

壯

平和の味を噛みしめる今

一ウワイキキで別れし笑顔忘れめや

一億円ほんの少々利子がつき

睦

中野睦治
谷敷寛
町野紫乃
菊地一寛
田中正能
薄井康夫

安全神話消失せる夏

あつあっとなり走るエーテル
おとといの逢瀬瞼にひとり笑み

肌脱ぎて蛸焼喰へぱ月昇り

紫

寛

平成十一年十二月十日尾

平成十一年十月八日首

異国の友の懐しき文

康

正

見下せば行方も知れぬ水の音

片手拝みで山頭火行く

花見酒平常心の鴉居て

小学唱歌満つる春の野

正紫和五康睦寛壯正和五康紫寛睦壯和五

八伊勢・創の会ｖ

しんきゆういん

短歌行﹃神禧幽韻﹄

よみ

初明かり神禧幽韻慎しめり

年を賀する鶏の声

宗匠の濃茶の香りふくよかに
曽祖母に祖母そして母たち
ワ月を待て御在所岳の樹氷林

山の男のアノラック赤

彼の棲む胸のロザリオ重たかり

ふるるひららと変身の羽根
来世紀ユーロ硬貨に夢を賭け

東西南北大陸鉄道

花求めしづ心なき花奴
この永き日を美し酒酌む

村田治男捌

村田治男
喜多さかえ

大西貞子
さかえ

治男
貞子
治男
さかえ

貞子
治男
さかえ

貞子

ナォ犬小屋に旗立つ憲法記念の日

一輪車の子三輪車の児

泉殿にてシンセサイザー

ピザパイの仕上げは糸をひくチーズ

岸の辺に河骨しろき杯となる
仏のみ掌に在りしひと世か

さ貞治貞さ治貞さ治貞さ治

︵於・猿田彦神社︶

御城番屋敷あたり陽炎

旅をゆく田毎の月に従ひて
かそけきものは蟷螂の髭
ナゥ読み耽る﹁少年Ｈ﹂冬隣
胸ポケットに顕微鏡秘め
山ざくら大人の心の花万朶

平成十一年一月八日首尾
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か

か

か

か

え子男子え男子え男子え男

八東京・草門会ｖ

﹃寂しき聖

川野蓼艸
高岡粗濫

川野蓼艸捌

風の起点に夏の鶯
山地春眠子

ォ着陸の脚揃ひけり青梅雨に
浅酌ののちの渇きのいや増して

方一丈の壁に囲まれ

村松定史
上野遊馬
佐々木けん

ガラスの靴を拠る占

ナォ汀といふ寂しきものと遊びゐて

伊達ペンダント似合ふ薄衣

肖像画髭を削って質に入れ

は

脇腹の香の美しと口づけ

縞蛇の純潔性を云々す

倶利伽羅峠を牛の松明

抱きなれし人形を捨っ森の果

少子化と過剰社員の交錯す
代表作の﹁首吊りの家﹂

僧形となり初蕎麦を喰ふ

シャコンヌは転調月は隠れけり

鶏鵡が叫ぶ﹁防弾チョッキを！﹂

ナゥどんぐり独楽巧いぎっちょの児が混じる

高層の箱形劇場ワンルーム

方哉忌なり瀬戸の海鳴
花冷の体を鞭にして投手

マーブルケーキ焼いておぼろぞ

︵於・上野︑東京文化会館︶

平成十一年六月十九日首尾

註．﹁首吊りの家﹂セザンヌ代表作
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樫挽きてつくるヴィオロン新煙草

虫のすだけば闇の凝固す
ワ扁額の塵払ひおけ居待月

村田実早
大橋俊彦
粗

遊

菫麻の裂く甘い生活

定

いらくさ

ホームステイのまだ帰り来ぬ
いっしょ以上独占未満の関係よ

引潮は大脳皮質を縫ふて行く

春

春

月も東っ行商人の鞍も東っ
額面割れの株のぞろぞろ

実

骨を納める壺の冷たさ

キャンパスに誰か分らぬ像あまた

俊
春

け

執筆

落語家舂の扇もて出づ

花泊り星が生れるその奥に
蝶を乗せざるノアの方舟

実蓼舂遊実粗俊け定け粗遊春遊粗定俊遊

ハ寄居・埣啄会その一Ｖ

歌仙﹃初孫を﹄
ォ初孫を誇り抱きて春淺し
晴着のし目に映える黄梅

南に二棟白壁の蔵

森三郎捌

市川美代子

森三郎
杉野弁一郎

石川光男
柏原知子

双眼鏡を胸高に掛け

権藤和

ナォ若駒に夢ふくらます調教師

町田節
は

嵌め殺しなる下宿屋の窓

夕映えのしばし華やぐ雨上り

着ぶくれてバスの乗り場にひとり待つ

神楽の笛の甘く切なし

この町に鎌倉街道ありと言う

十円切手古き恋文

通い妻ヒールの響きカシノ︑と

娚を競って授業参観

つくぱい

名月に吾家嘉例の供えもの
庭にどっしり冷えし跨踞

ナゥ留守居して見るともなしの松手入れ

しつけの糸を指にからめる

︵於・寄居町無腸庵︶

呼べど応えず畑打つ人

曙の花に寂しき姿あり

おもて

翁の面かげのあたたか

光

和

今汁

平成十一年二月二十一日首

平成十一年五月三十日尾
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猫の恋路地にたじろぐ歩をとめて

月今宵離れの客に新走り

森恒子

とも

艫をかすめて鮎の錆びゆく

柏原和宏

ともしび

郎

親亀の背なに子亀の午下り

知

知

イベント通り黒山の人
提燈の氏子総代汗みずく
西瓜の数を月光に読む

美

郎

お宝鑑定驚きの声

真下草笠

あらち

ゥこの秋は愛発の関の虫聞かん

和

美

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

鶴の引きゆく根釧の空

看護婦の手の注射器を疑って
ざわめきはライトアップの花の下

恒知光節恒和光郎光弁節郎弥和恒子弥知

八寄居・埣啄会ｌその二Ｖ

歌仙﹃岩清水﹄
ォ岩清水厨に引いて山長者

家の系図の軸を虫干す

森三郎捌
町田節
杉野一汁一

森三
石川光

久闇を叙しつつ友の入り来て

柱時計の間遠なる音
森恒

真下草

かりがね

声を残して雁の里

柏原知

トタンの屋根を猫渡りゆく

ナォ春の風邪うるさく鼻をかんでいる

もっともらしくウーロン茶つぐ

抜き足のように自自公結びつけ

沈む陽に燃えつつ崩る雲の峰

汗を拭き拭き又も遅参か

見合写真を改めて視る

欠点を並べているがいぢらしく

赤紙に急かれて嫁してこの街に

めし

司馬遼に凝り飯もつくらず

幸薄き人と言われて月今宵

吾の影揺らす芒一叢

ナゥ虫すだく城の馬出しけもの道

過疎の故とか人は穏やか
久々の孫の来訪待ちわびて
餌ねだる牛柵に寄り来る

花篝うしろの闇のふかぶかと

砂はき切れぬ蜆汁吸う

平成十一年六月二十七日首
平成十一年八月二十九日尾

柏

和

原

︵於・無腸庵︶
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月湧いてきたる地平の一線に

大迩辺王の伝説の地

ゥ草紅葉変体がなの道標
﹁有夫恋﹂など回し読みする

口赤くルージュ濃き日は情の濃く

葬祭場の畳古びて

煎餅を山盛りにして灯を点す

足の痒れにすえる寒灸

月を背に雪の湯宿にたどりつく

姥捨てと介護保険が現実に

弥勒菩薩の微笑にお百度
くい
漆しつ喰
の連なる蔵に花の雨
種を浸せる水のさらさら

草弁光郎知恒節草弁光郎子子笠男郎郎子

光郎節恒弁光草和節弁草光草宏恒郎節知

知

ナォ苗代に親を亡くした己が影

原

和

︵於・寄居町無腸庵︶

原

ハ寄居・埣啄会ｌその三Ｖ

姫街道と杭の道標

笈を背負いて出でし郷関

えづと
﹃雷鳥の卵饅頭﹄家い苞
に

車庫入れは未だに苦手玉の汗

歌仙﹃曼珠沙華一
森三郎

縁台将棋ついに詰めたり

ナウ以降真下草笠捌

峡をせましと覆う鯖雲真下草笠

ォ曼珠沙華畦を駆けくる下校の児町田節子

女人堂老若問わぬ好奇心

恋知らぬ顔して路地の裏住い
ケイタイ電話の秘めた番号

到来物の菓子の甘辛森恒子

竹刀振る立待月を背なにして市川美代子

平成十一年九月二十六日首
平成十二年三月二十六日尾

手を離れたる空の風船

たもとお

花万朶微蕊をおびて俳梱る

支持率を気にし選挙を打ち兼ねる
インターネットで仔猫あげます

煮ものの鍋の音のふっノ︑

ナゥ秋の日に画の出来映えを見せ合って

高血圧の薬忘れて

カチ割り氷砕く白き歯石川光男

町役場受賞の報に湧きかえる杉野弁一郎

名月の皓々とし村渡る
段々畑に蕎麦の満開

ゥ老妻に兜をぬいで草をひく森三郎

風の運くる惜別の歌光
句に詠めば全ての恋も許されて草
三人の子の皆違う父恒

のど自慢地球の裏のペルーから節
明治のこころまだ生きている草

藍染の藍の神秘に魅せられて美

悴める掌をかざす月光節
夜咄しの又もや遠路物語草
今日の我慢が春につながる恒
北国の小町の里に花香る光
佗びた唄声烏雲に入る郎

207

柏

柏

弁美節草美弁節草和郎草美弁宏草美子恒

八伊勢・大智院連句会ｖ

歌仙﹃未來への道﹄

未來への道万緑の煙よへり

草矢を高くとばす少年

俳聖の拓本に軸かけかへて

岡本耕史捌

岡本耕
小田中柑

手筋よい碁は親譲りなる

ナォ舂光のあまねき部屋に真珠撰り

政治家でなく多き政治屋

押し實りをやんはり妻は追ひ返し

一島に群れ蜑みちの小判草

ホルンの響き流る晩涼
悴には芸術肌の嫁きまり

埋蔵金をしるす古地図

心底惚れてみろとけしかけ
願かける髭いかめしき福達磨

黒沢映画夜長たのしみ

武者隠しかすかに月の光ゲさして

氏子ら集ひ奉仕活動

ナゥ乱れ萩ばさりと刈りし鎌さばき

握り飯漬物山と添へられて
明治生れで気骨たくまし

預かりし籠のあかごに花ふぶき

うららの庭に小綬鶏を聞く

秤鰄粁一一一舜弍朋十垂印雷︵文音︶
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湯の宿にして湖を一望

票讓みに期するものあり月の客

枯山水の石の露けさ

ゥ昭和史を語り身にしむ回顧録

出征の日は遠き日のこと
桃割れの嶌真に秘めし恋どころ

お六櫛まだ買ふを果たさず
にぎやかに飛騨の朝市国訓り

小粒の蜜柑婆のサービス
月の道長きコートの影をひき

教へこまれし忍のひと文字

足とられたる熱燗の酔ひ
柔道の技ありの声凛として

間門を開けば長き花筏

チャグチャグ馬にまとひゆく蝶

柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕子史

柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑

帰朝ねぎらふ夜語りのお茶

ナォ往く春の勾配ゆるき根津坂に

ぐにゃり時計のダリの絵のごと

平日は許せ土曜の宵楽し
鰈暮しにつらい朝起き

ピアスなどするなと固く誓はされ

ハーブの香利くオリーブ料理

ナゥチューリッヒ新涼湖をのぞむ墓碑

やもめ

信

地雷野の真中農家の寄り添へり

佐野千恵子

笠間文子
山崎治子
高島撫山
星野惠則
田口猛康

いともめでたく縮む蛸斜の尾

篝火にまた湧き浮ぶ花万朶

園

八東京・第六天連句会ｌその一Ｖ

浅野黍穗捌

いひよどむ船場なまりの可愛げに

富士の裾野は暴走銀座

遊

平成十一年一月十日首

藤

︵於・東京女子医大神経精神科会議室︶

平成十一年十二月十二日尾

斎

井

歌仙﹃寒五日﹄
上野散策

忘れた頃に天災の来る

床の間の墨絵濃淡層なして

サティァンの取りこはされし名所あり

千

庭石つたひとどく落鮎

﹁キミノタメニハタバコカヒーこと

浅野黍穂
高畑自遊
小谷参木

ニ○○○円札の顔は誰に

段ボール夏こそよけれホームレス

父母の遙かなる縁古日記

沢木智恵子

水辺に鴨のからだ寄せゐる

炭琴といふ妙なる調べ

中島まさし

寒五日公園族に孤独なし

月の出を待ちつつワイン酌み交はし

ヘッジファンドに処置の目途なく

康

なり

うみ

癌告知してもされてもただ涙

智

月見寺一茶もむかし座りしと
千草八千草さてはものの怪

二日の月の形のかすかに

木

ゥあづき干す隣り屋敷の祭旗

たえだえに終の虫かもそば打てば

治

小股の切れし母も娘と

への字の雁の秩序を習へ

し

一族のうち揃ひたり飛花落花

かげらふの中元禄練乱

209−

浅

木遊信則智木文山し遊木丁し子千則智文

八東京・第六天連句会その二Ｖ

歌仙﹃春時雨﹄
春時雨大河はさんで両の岸

今泉忘機捌

ナォ衛星の映す地球は霞む球
一瞬よりもちと永き間を

つき
極道にほど遠き生た活
ょ

むしろ敷き週刊誌売る男ゐて

自販機のがたりごとりと昼下り
彼の好みはコーヒーブラック
メスを持つ手が今吾の髪を撫づ

今泉忘機
田口猛康
笠間文子

外は闇なり恋のおごそか
人形館天城の里につづる夢

寒明け白き米の研ぎ汁

日永さを云ひつつ帰る路地にして

沢木智恵子

廣重の絵を残す街道

ワイングラスの朝焼けの艶

﹁ドーム﹂解散ちちろ鳴きをり

満月を片目で睨むピカソ作

篤

︵於・東京女子医大神経精神科会議室︶
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筆おけば中天二十三夜月

中島まさし

文

ナゥとかうして鬼灯苦く赤らみぬ

康

ふらここめぐり子らのはずめる

同じやうなる靴が三和土に
徹夜するソファに孫は大学生
喧嘩負けたる猫ねまるなり
聰雨忌に花の苔のふくらまむ

機

高畑自遊
山崎治子

よわよわとゐる縁の残り蚊
ワ秋祭り太鼓の音を遠く聞く

婦唱夫随で最高の賞

遊

星野惠則

﹁髪結の亭主﹂カンヌを賑わして

智

浪人十年てふ受験生

人気の底に死せしモンロ−

描き溜まる君がモデルの聖母像

月高く安房も上総もありありと

治
康

し

巨象の眠るアラブの大地
噴水の一つ一つに心あり

機
則

平成十一年二月十四日首
平成十一年三月十四日尾

いささかげんなりワグナーの曲

望遠鏡に貌烏の貌

石切の飯場隣の花公園

穴
澤

遊木則機篤康し文木遊機則康子文し遊木

八東京・第六天連句会その三Ｖ

歌仙﹃湯瀧﹄
濠々けぶる先に鶯

槁想を叩く湯瀧や遅き春

廊下歩くに足を忍ばせ

新社員あれは河鹿の声ならむ

眠れ眠れと霧の潮騒

十五夜に﹁いくつなの﹂とて子が歌ふ

小谷参木捌

ナォ竜を呼ぶ双手幾度目借どき

ツボ押へれば頭スッキリ

大道藝ふれあひ広場混み合ひて

達磨となりて総理睨めり
触診も快くて筆取る其角伝

丁字肉桂医食同源

無心に乳房しゃぶる豚の子
初めての口づけすこし塩辛く
ほろ苦き愛憎燃えし古手紙

盗みたる月見団子も遠き日よ

通人に味な女と謂はれたり

沢木智恵子

小谷参木
舟山睦男
田口猛康
穴澤とこ
笠間文子

文

ア﹂

木

し

高島撫山

一﹂

文

木

山

佐藤義子
浅野黍穂

し

木

法廷のバッハの鬘花の片

百人百様解釈は区々

文

穂

木

︸﹂

文

義

踊りの甘き御岳の御師

定年過ぎて職を譲らず
康

足おのづから亀の鳴く方
一﹂

機
遊

し

智

︵於・和蒜鎬鵜鎧大神経精神科会議室尾︶

平成十一年七月十一日尾

平成十一年五月三日首

文

ナゥ生身魂徹底的に我を通し
中島まさし

半世紀されど今だに国歌論

今泉忘機

爪朱しるき婦人警官

佐野千恵子

高畑自遊

ゥがちゃがちやに小社一つ闇の中
サンダルにむき出しの腿冴えぬ艶

シャボンふんだん肌着夜濯ぎ

胸ときめかせ茶髪文読む
色このむ大統領が色をなす
メコン泥淳はひづる戦地
香水の素アビシニア猫の月

びん

鬘の油ののどか飛入

めし

独り住み焼芋屋行く折柄に
飯のほかほかこれ備長炭
大吟醸はづむ長屋の花見舟
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八東京・第六天連句会その四Ｖ

忘機先生追悼

世吉桐﹃蓼の号化﹄

萎んで途切るこゑ法師蝉

蓼の花ゆるるもぬけの空のまま

新酒瓢に古人めきたる

月見舟ひとりの客と漕ぎいでて

塩辛の作り方にて手前味噌
携帯電話さまざまに鳴り

﹁階段注意﹂ゆらぐ雑踏

夕暮のもう来る雪のターミナル

浅野黍穗捌

浅野黍穂
小谷参木
田口猛康
笠間文子
高畑自遊
鹿倉糸
星野惠則
高島撫山

沢木智恵子

穂

佐野千恵子

ワ坐りゐる盲導犬のやさしき目
モーツァルトに阿弥陀様笑む

佐藤義子

浮いた噂もけぶる陶郷

横顔は絹のころもの似合ふ女

名を轟かす巨匠の遺訓

文

康

木

爪弾きは彼我の世つなぎ月今宵

糸

忘るなよあれは機知ある男前

す皇きの土手を跨践とゆき
靴擦れに縁借る軒のつるし柿

則

智

千

山

遊

デジャ・ビュとはこれ色も光も

義

︵於・東京女子医大神経精神科会議室︶

叫立響執朋二什仁印壗︵ウ十より文音︶

戒名を自作自賛の大病人
社長の椅子を孫に禅譲
分去れの左は吉野花の山
凧の行方は雲の彼方へ

拝
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八東京・第六天連句会ｌその五Ｖ

悼忘機師

半歌仙﹃菊の盃﹄

色なき風の連句三昧

菊の盃其角とさしで在すらむ

寝呆け烏のこゑの遠のく

笠間文子捌

佐野千恵子

笠間文子
沢木智恵子

佐藤義子
斎藤信子
山崎治子
千
文
義
智
治
信
文
千
智
義
信
治

合掌

秤鰄什一蓉十乱朋十起串密︵文音︶

41う−

短冊に夜半の月影かたむきて

使ひし円座縁にそのまま

たまゆらの薄翅艀蛎ひらひらと

絆は人もつなぎ止めたる

ワ散歩よと犬は体内時計持つ
待ちかねし文抱きしめて夢のやう

君も来ないかイギリスの地へ

もった

バカンスは母国見せたく家族連れ
カラオヶマイクすぐに取りっこ

牡蠣鍋のほてりに仰ぐ廿日月

妖精のごと冷気走れり
世紀末臨界事故に雨加ふ

都大路をリュックサック背に

城山に花がいっぱい花の詩

かぎろひの中辿る悌

へ1つ

ハ多度津・多度津連句会ｖ

歌仙﹃木曽殿﹄
木曽殿の背のぬくもりや弥生尽

湖畔の波に群れる初鮒
生垣の朱き芽楓華やかに

渡邉陽行捌

渡邊陽行
行
古川千代亀

清

ナォ黄塵に李杜のふるさと偲びつつ

琉球城も世界遺な産
に
ゐ

復興の神戸に今なほ地震の傷

活断層が名物の島

雪やんだかといくたびも問ふ

猟天狗やがて法螺にと狩の宿

バーゲンセールにどうぞ私を

肩を組み頬を寄せ合ふ道祖神

熟年の愛は分別わきまえて
コソボ紛争ＮＡＴＯ解決

浦祭には多い観客

しまなみの長橋照らす望の月

無口な父の懐古談聞く

ナゥ到来の零余子夕餉を引立てる

冬季五輪トリノ開催決定す

︵於・姻詔琿幼塞膣津︶

脳死移植の道が拓かれ
鎮魂の墓苔むして花の下
馬の親仔が牧場駆けゆく

平成十一年四月一日首

平成十一年六月二十日尾
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亀

義

堀金情子
高森秋義

アイドルを追ふコギャル集団
山の端にぬっと上れる月に酌む

天守閣から秋の声降る

敏

ゥ文化の日見合のやうに着飾りて

移り香残る君のハンケチ
近松の恋は激しき相対死

行
亀

人工孵化の朱鷺が誕生

清

行

性懲りもなく風水の占を
取立のがれ避地住ひに

亀

福島敏子

紅涙しぼりっ噛じる煎餅

月涼し歯切れも涼し咳呵売り
前句付け苦吟に飽きてっいごろ寝

義
一丁

イ
敏

貯金目減りし暮らし不安に

団地の孫に贈るミニ雛

かづかづの憂さ晴らさんと花の宴

敏義義亀亀行行敏敏行義清清亀亀行行敏

八東京・多摩連句会﹀

半歌仙﹁しでの芽吹き﹄
︵五島美術館︶

宮下太郎捌

ちちと鴫る四十雀らし
田中之扶子

芳田龍子
村川雅子

安江真砂女

宮下太郎

うららかに俳句の友の集い来て
電気ポットのボタンいろいろ

大いなるしでの芽吹きのありにけり

月の出に遠くまわれる観覧車

山口みづえ

龍

″

終着駅にちちろ虫聴く

之

″

祭果て月に乾杯缶ビール
遺影の髭のびくと動ける

太

之

雅

雅

口笛を合図に窓を開け放ち
せつせつと説く恋の代役

み

ゥ日展の百号やっと出来上がり

大島紬よく似合うひと

アウトレットに漁るＴシャツ

解散の風いくたびも小渕さん

何時の間に上座占めいるかじけ猫

真

み

真

のっぺらぼうの地蔵あたたか

パート十年可も不可もなく
山の花小さき川に咲きかかり

平成十二年三月吉日首尾

︵於・五島美術館︶
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八東京・中央連句会その一Ｖ

歌仙﹃春うらら﹄
斎藤一灯捌

隣の庭をめぐる鶯
藤沼和

斉藤一

原崎弥

波光るさくら貝など拾ひ来て
小林節

春うららふくらむ蕾うす紅の

独り住まひの母に文かく

土屋圭大

霞める塔の夕茜空

ナォ草餅の醤油に溶かす白砂糖

くさやの干物酒の肴に

西行の出家の決意娘を足蹴

臓器移植の経過良好

突然に入るＦＡＸ異邦から

頼みもせぬに届く鰻重

町中に祭太鼓の鳴りわたり

再びの奇遇に揺れるイヤリング

胸もあらはに褥くれなゐ

賛美歌もるる浦の聖堂

夜光虫月の鬚りにまた燃えて

新入幕が狙ふ優勝

ナゥ結局は飲む会となる囲碁の会

楓爽とゆく駅の階段

ケン玉のコツは膝腰やはらかく

せせらぎ愛でてまだ残る鴨

英霊の社をつつむ花吹雪

︵於・中央区立産業会館︶

平成十一年三月二十四日首尾
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むら雲に十三夜月見えかくれ

番小屋古りて鮭のぼる川
ワ豊年の藁のひげ反る道祖神
ベイブリッヂを外車駆る人
口笛とスカーフ長くなびかせて

誘ひの言葉うなづきて聞く
緑陰にいつか寄せ合ふ旅帽子
国籍不明の船がうろちょろ
逃亡の果てのツンドラ月凍てし

友の笑顔と熱っ熱っの燗
康成も駒子も逝きて天城越え

下駄音響く湯治場の昼

早咲きの花を育てて村興し
鯏斜に集まる遠足の児等

節郎ヱ節弥ヱ弥節弥灯ヱ節灯弥子ヱ灯生

弥灯ヱ郎弥郎ヱ灯弥節郎弥節ヱ灯節弥灯

八東京・中央連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃進化論﹄
沢田洋々捌
沢田洋
伊藤薮

しき

浮き世をよそに頻る媚

進化論創生説や秋暑し
藤沼和

橋の快で恩師待ち居り
引地冬︑

黙々と父と子の道月照りて

扇子に淡く鮎の描かれ

福永千

土屋圭未

︵於・中央区立産業会館︶

平成十一年八月二十四日首尾
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カステラに紅茶を添へてティタイム

兄とも慕ふ心幼く

ゥ隆々とアロハの肩の盛り上り

吟醸銘酒しみじみと酌む

二十後家守り通して還暦に

同業の倒産報ず業界誌
まつげ

腱の長い曲り家の馬

廩三回ルルかパブロン
月の影次郎が眠る雪明り

カレーズを汲みて天山仰き見る

一品運動蚕飼ひする村

経典を積み帰る隊商
城郭へ続く老若花の坂

郎洋樹ヱ樹彦晴郎樹彦晴彦樹ヱ樹ヱ彦々

八東京・中央連句会ｌその三Ｖ

土屋実郎捌

洋依洋悦弥郎悦時依郎時依子生子子々郎

半歌仙﹃伊賀上野駅頭﹄

うからやから

￨兒弥時依洋実

たくま

銅像の翁や月に暹しく

一声高く過ぎる鵯
紫に熟れし通草に背伸びして
幼な友達髭の教頭

︵於・中央区立産業会館︶

平成十一年十月十四日首尾
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ストーブに親族の長談議
自慢の地酒熱燗で出す
目ばかり肥えて男嫌ひに

ゥ坂多き街のはずれの骨董屋

幻覚剤を混ぜる黒焼

篭城は所詮落ちると煙草の輪
下駄の音カラコロ続く鬼子母神

祭の太鼓習ふ宵月

木登りしてる猫が三匹
大漁のいなだを配る両隣

馬穴リレーで起きる臨界

居候六法全書生かじり
待った将棋を嚇す舂禽

花片々日本の山河いとほしく

萩原福
沢土
谷崎島城田屋

ハ川崎・土筆・有楽帖三吟会ｖ

歌仙﹃柿輝るや﹄

鵜澤治

鵜澤治久捌

柿輝るやふところ深き峡の奥
白井風

遠藤一昂

戸口に仰ぐ待ちかねし月
独り居の鴫の高音に驚きて

カメラ構へて梢を狙ふ

水槽めぐるエンゼルフィッシュ

ガキ大将の声打ち殺し

名ォ春の陽を浴びて良寛うたた寝す

覇権論争ミサイル飛ばす

綱切れて近づいて来るブルドッグ

鞄重たき夏痩の肩

すいすいと源氏螢の明滅す

うすき胸あはれ手を伸べ枕さす

はかなき夢の夜も白々

一向に財政赤字無くならぬ

忘れ去られし選挙公約

露天風呂ものぐさ同志月見酒
寄り来る鹿に慌てふためく
名ゥ公園の子連れ家族に薄紅葉

はたはたと鳴る売店の旗
門前へ観光バスが到着し

ハワイ航路がいまは思ひ出

花衣普段着のままおし通す

窓辺に寄れば近き噂

蓉唾十十蓉牙朋十凱串雷︵文音︶
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淡々と光る物体東より
女の手紙文字のやさしく

ワ花氷午後の時報のうつうつと

歌で告ぐ昔の恋のおもはれて

変る潮目にとまどふ小舟
淡路へは明石大橋すっと抜け

震災で家失くし引越し

月澄みて大地凍てつくいつまでも

貧乏ながら柊を挿す

職退きて心静かに暮らす日々

誇り高くて忘れし笑ひ

もののふは楊子くはへて花を見る

虫穴を出て己が世界に

人章久人章久人章久人章久人章久人章久

人章久人章久人章久人章久人章久人章久

八船橋・筑波連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃若葉風﹄

新茶の幟なびく店々

鳳凰の飛立つさまに若葉風

川下る船頭の唄流れ来て
入れ墨匂う紺の法被よ

引地冬樹捌

引地久﹃

上野弘

猪口義

南条巷

岸田和

坂根慶

中村信

東海村でとんだ臨界

ナォ思い切り蹴ったボールは春潮に

受胎を告げる校庭の隅

この頃の日本なんだか変なのよ

身をひるがえしカラオケバーヘ

手をつなぎ千尺の滝のぞき込み

ガーデニングの日々を楽しむ

東京のこんな所に鬼子母神

茶の間から日本シリーズ聞こえきて

夜長をひとり笑う道化師

猫が噛ったあられせんくい
満月の影踏み遊びきりもなく

頬を撫でたる枝垂れ芽柳

ナゥ代議士の背中をドンと威銃
河内おんどで元気でんかい
富士山を茜に染めた朝ぼらけ
麗らうららと夢もふくらみ
花に酔い酒に酔いたる人の波

平成十一年六月八日首

︵於・稜光倶楽部六本木本社︶

平成十一年十一月九日尾
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隠れ住む屋根より漏るる月あかり

霧あわあわとみやま竜胆
みちのくの旅の終りのそぞろ寒

改札口で振り向きもせず
逢いにゆく白きうなじのほっそりと

浅間の空に咲きし初恋

ペンションを建てて停年また楽し

民族衣裳まとう乙女ら

東て月を仰ぎっ越えるノールウェー

遥か彼方に鯨汐吹く

柔道もサッカーも勝つめでたさよ

盆にあふれる紅白の餅

花大樹あれば百戸の睦まじく
ムツゴロウ殿目玉くるりと

子樹巷和子弘巷樹雄弘子巷雄樹子子雄樹

慶巷和樹ノノ信樹巷〃和慶巷慶弘樹雄巷和

八船橋・筑波連句会その二Ｖ

引地冬樹

歌仙﹃星祭り﹄
笹重きほどの願いや星祭る
堀越ふみ子

引地冬樹捌

見上げる児らの顔も爽やか
月まだきテラスにワイン楽しみて

パッと閃き言葉濁らす

ナォ愚かにもバケツで作る原子の火

男ものなど干せる裏庭

裏の日々を家に篭って時を待ち

投げキッス受けて落ち合う船遊び
きのうは先生きょうははて何？

青空に喝采あがる大道芸
子連れ狸の藪へ逃げゆく

修験者が気合いもろとも谷を跳び
つるりとつむり撫でてとぼける

月僅々目許やさしき傘寿の賀
戦さのことは言わず虫澄む

上野弘子
南条巷子
岸田和子
ふ

樹

ナゥ静まりし夜気を覚えっ焚く門火
和

巷

レシピ手にプディング作る母のいて

ポケモンの面みんなつけてる
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ギター奏でるをちこちの路地

今朝から団扇働き通し

弘

白猫の水だけ呑んで膝に寄り

ゥ砂浜の足跡や消え果つる夏
ディスコに狂い命ゆさぶる

樹

空港は異国の恋のターミナル

手鏡のぞき拭くは涙か

秤鰄什一等十王朋三托朋雷︵文音︶

二千年紀を祝う荒東風

松に添う初花清きあけぼのに

西郷どんを仰ぐ遠足

山上の弥陀三尊に招かれて

ふ

ふ

弘

巷

襄脱ぎ太鼓叩かん

カワゴロモ

郊外に掘り当てし湯の建ちならび

和

友の計を聞く携帯電話
蹟きし空缶を蹴る寒月下

老若男女摘むは餅草

樹
弘

みそらより滝のごとくに花しだれ

影ゆらゆらと舞う薪能

巷和弘ふ樹和巷ふ弘樹和ふ巷弘樹和ふ巷

八船橋・筑波連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃海市﹄
膝送り

二羽智

木上紫

引地冬﹃

独りでひらく鱒の駅弁

旅の師と仰ぎし海市今日見えず

若緑たつ庭先のすがしさに

ナォ鰊来と番屋の板戸蹴り開けて

時代を経たる錨赤錆ぶ
村正の業物常に鬼気放ち
妖しく迫る仇なくのいち

じれったいほど臆病な彼

火の中も辞せずと云える一途さも

寒涛肌える能登の最果て

狼と聞いただけでも震えおり

琵琶を抱えてしばし低唱

万丈の岩に千体風化仏

4≦≦−

久闇の声交わす友垣

忘れ扇に代議士の筆

月に問う不況のり切る秘策など

遺伝子の帯少しねじれて

ナゥ稔るほど頭が高くなるふしぎさよ

覚まさずにおく郡郵の夢

ロボットの犬は教訓正確に

軒端にはやも去年のつばくろ

花びらは時の片々乗せて散り

秤轆什一癖匡朋廿皿叩龍︵文音︶

勺勺勺

屋上に月観測のカメラ据え
雁がくっきり竿となりゆく
ワ徳利提げ源吾が酔える菊人形

櫛巻き解けば長い黒髪

いつのまに男嫌いが恋に落ち
塩断ちをして尽くすかわゆさ
無党派はオカルトにすぐ操られ

密航船がしきり接岸

湧きあがる雲の峰より月高く

涼しく飛ばす紙の飛行機
メイド・イン・チャイナと知らず買い漁り

酒落たバッグに数珠と口紅

翁の碑静かに濡らす花の雨
うっらうっらと朝寝貧る

智雲樹智雲樹智雲樹智雲樹智雲樹子雲樹

雲樹智雲智樹雲智樹智雲樹智雲樹智雲樹

膝送り

妖青冬

八船橋・筑波連句会その四Ｖ

うそぶ

い

紙の雛が浮きつ沈みつ

ナォ噂りの中をオフェリャ旅立ちて
コバルトブルーの空に消えけり

幽冥をなおも繋いで糸車

愛染の夢朝な夕なに

げっそりと痩せて突き出た喉仏

食は細って心太だけ

月の湾涼しき真珠育ちおり
荒くれ行者熊野踏みゆく
いんぜん

ナゥ院宣に平家討てとはむごいこと

琵琶弾じつつ見えぬ目で泣く

紺深き海へ散り込む花吹雪

もろこしまでも揺らぐ陽炎

秤雌什一癖一一一朋二絆仇明雷︵文音︶
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短歌行﹃雪吊り﹄

冬至とあって庭師黙々

雪吊りへ加賀のとんびが輪をくるり

辛口の地酒の銘は何やらん

弊衣破帽に残る白線

ゥ在りし日の歌哺けば月蒼し
むくろ

素足の少女そぞろ寒げに
蜻蛉の骸吹かるる石の上
訪う人もなき烏羽の恋塚
美しき尼僧の過去は問うまじく

金眼銀眼の黒猫を抱く

光琳が花見するらん大堰川

密密引
田田地

妖青樹妖青樹妖青樹子々樹

青樹妖青樹妖青妖樹妖冑樹

ハ津幡・津幡連句クラブその一Ｖ

歌仙﹃雪国﹄

湯気ほのぼのと耀りの茄で蟹

雪国に積雪のある安堵かな

横目でちらり渋滞の列

二羽智子捌

ナォひき続く休耕の田へ春の虹

収支なかなか合わぬふところ

温泉を掘り当てたとか町興し

ホームページで世界発進
犬ぞりを走らす先は北極圏

アルバム埋める笑顔やさしき

風邪の予防に巻いたマフラー

頼りあい助けあいつつ共白髪

弧を描く岬も花の薄霞

回覧板をまわす路地裏

割引きのチラシに軽く煽られて

利家とまつ遂にドラマ化

ナゥ出来秋を祝う祭の賑やかに

からくり時計歴史刻める
長城の月に旅愁を詠わんと
ベンチに座せば渡る雁金

日の丸の夢へ届くか新記録

夷藤ゆう子

二羽智子
藤江紫虹
田川利公

山本比佐子

赤坂久子

利

おのの

快をわかつ党首会談

岩から岩へ蝶蝶の舞う

秤燕什一軒醒朋二廿他明雷︵文音︶

−224−

点呼して早朝野球始まらん

稲穂の波に心はれやか

ひたすらに窯火守れば月の光ゲ

天秤かけた恋の冒険

本田滋子
西佐代子
水野道代
村上町子

ゥ団栗の独楽ころころと渦まいて

手持ぶさたに耐える禁煙

紫

抑えきし想い尽くまで身を重ね
有珠山の見えぬマグマに戦きて

ゆ

久

ふるさとへ急ぐ車窓に月涼し

滋

ｂ
上

未は博士か大臣様か

汗もひきたり流し素麺
算盤に英語習字と忙しく

道

佐

のどかに響く名刹の鐘

咲き満てる花に宴の杯めぐり

ゆ利紫道比佐道紫佐智町滋比久ゆ利智町

八津幡・津幡連句クラブその二Ｖ

歌仙﹃大銀杏﹄
野に在りて今黄落の大銀杏
湖水を渡るかりがねの声
月の客草庵の留守頼まれて
冷めた番茶に茶柱が浮く

密田青々捌

パイプ煙草の匂いうっすら

ナォ父の手記納屋に見付けて春愁い

扇風機など戦前のまま

行きつけの珈琲ショップにロダン像

ポップコーンこぼれたものは拾われず

地下鉄電車またも脱線

都心部はまだまだ続く熱帯夜
密田妖子
密川青々

ナゥ落ちかかる鎌のようなる三日の月

はやにえ

版木に残る数え唄など

南朝偲ぶ陽炎の中

あない
花守に奥の千本案内
させ

ひい

一月々

紀州なる姫さまならば毛毬唄
髭のやつこが槍を振り立つ

やしろ

社の木々に鴫の早贄

幾度もおみくじを引くそぞろ寒

いくたび

西の廓に青いガス燈

やや

嬰の始末に困る老いらく
犀星が性に目覚める城下町

青々
妖子
青々
妖子
胄々
妖子

子々々子々子々

妖子
青々
一百

平成十二年四月二十八日首尾

妖青妖青妖胄妖青妖青妖青青妖青妖青妖

︵於・青々亭︶
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戸棚にはせめて煎餅のありそうな

とんだところへ守宮這い出す
なつねぶつ
ゥくわばらや思わず申す夏念仏
あまごぜ

あまりかぼそく艶な尼御前
色骸悔涙ながらにほっほっと
録音してある彼のささやき

裏面には宇多田ひかるの新譜載せ

講義さぼって渋谷青山

東て月を背に近道と墓地を抜け

頭巾を脱げばのっぺらの坊
うなされて揺り起されて﹁ああ夢か﹂

故郷の日々は去って返らず
余花に雨どこまでも行く石畳

一年生の合羽四五人

妖胄青妖青妖

子々子々子々子々子々子々々子々子々子

ハ津幡・津幡連句クラブーその三Ｖ

歌仙﹃連句の灯﹄

霞たなびく遠き山脈

吉本芳香捌

昭小

久しぶりなる実家訪ねて

ナォ目借り時薬の袋忘れずに

すやすやと眠る嬰の顔眺めつつ

熊に注意と高き看板

来世紀への希望明るく
冬初め北欧の旅思いたち

地球の裏へ電波ほのぼの
濠わたる朱塗の橋に花の舞
詩情ゆたかに百千烏鳴く

ジェンダーのシンポジウムに招かれて

ナゥ故郷に錦を飾る相撲取
便乗をして活気づく店

墓石の相は幸運の相

やさ男金と力はなんとやら

抱いてほしいと胸の昂る

客待ちのロビーに流るピアノ曲

前山優美子

吉本芳香
多田芦畔
舟橋玉枝
小蕎照子
宮嶋茂

草の陰よりバッタ飛び出し

中天の夢みるような昼の月

暖かや守り嗣ぎゆく連句の灯

藤田小夜子

小さくなった口の飴玉

おだやかな水面にゆるる望の月

山崎葉子

芦
玉

粋鰔廿一一︾仁朋一汁に叩雷︵文音︶
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雛遊び子供等声を張りあげて

﹁ちゃん﹂づけで呼ぶ不倫カップル

小川ひろ子

ワ名残りの簾巻き上げる軒
秋閾けて温泉街の賑やかに
気立よさにこノ︑として憎めない

政友の数が頼みの新総理
健康づくり犬と散歩に
月涼し仁王に吊す大草軽
加賀の金箔浮かぶ冷酒

茂

ハッピイ今日の星座占い

古き良き昭和次第に遠ざかり
インターネットで市場開拓

優

芳

渋滞の車に花の散りかかり

祥

芝田祥子
中谷紀子

園うららかに観光の人

照玉芦芳ひ祥葉小茂優玉照芦芳紀ひ葉小

八津幡・津幡連句クラブーその四Ｖ

歌仙﹃冬雁や﹄

軒に鞍鰊つるす蜑が家

冬雁や浦は日癖の汐ぐもり
庭師みなコーヒタイムに寛ぎて

単線電車すすき隠れに

句帳にしるす愚作あれこれ
九月十三夜月の河原に朗々と
指呼の山いよよ粧い始めたり

陰陽神に紅く頬染め

虫歯治療に急ぐ町角

はじめての口づけどこかぎこちなく

あつき信頼運も実力

株価あがり景気回復兆しみえ

中田風来捌

うららかな陽ざしに酌める季節茶屋

一日おくれの時計なりだす

はずむ話に旅はハワイへ
客船の灯りに映える高き塔

くるま座になりすする粕汁

ぞくぞくと寒さのつのる冬至寺
中田風来
酒井愛子
中村瑠子
永多澄枝

健康管理は歩くことから

胎動の喜び夫と厨ごと

秤鰄井菫蓉垂朋十Ｍ印詫︵文音︶

野試合の攻防はげし花の下
沖あいはるか浮ぶ唇気棲

あたらぬくじに夢の大きく

ワインバー窓ぎわが好き宵が好き

校長も幼なにかえり菌狩
石かと見れば恐竜の牙

囮の声に明ける古里

核実験やめてと月も語るかに

ひたすらに紬織る娘のいじらしく
ラブストリーに燃えて抱きしむ

出見世裕子

加納俊子
加藤定雄
高山真由美

月の量五衛門風呂に聞く河鹿
糊のききたる浴衣なにより

真由美

愛子
凄子
澄枝
裕子
俊子
定雄
風来
理子
愛子

パトカーのサイレンに鳴く犬の声

のるかそるかの選挙近ずく
赤い靴はきかえて出る花の雨

胡弓の音に深む舂愁

真由美

裕子
澄枝
定雄
俊子
風来

愛子
瑳子
澄枝
裕子
俊子
定雄

真由美

愛子
理子
澄枝
裕子
俊子
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木上紫雲捌

洋幸吉暁史綾芳村紫洋幸吉暁史綾芳村紫
蕎田山田田本山山上

ハ津幡・津幡連句クラブその五Ｖ

歌仙﹃笹子鳴く﹄

標つるす合掌の家

源平のくりから古道笹子鳴く

傘と弁当置き忘れられ

客一人拾ってバスの走るらん

菊を育てる裏の戸を閉め

谷あいに増えし荒し田別れ霜

夕闇迫る尼寺の鐘

表札に名刺を貼って新世帯

ローンを組めば不況風ふく

雪しまく朝市にとぶ能登説

古稀を過ぎたる木の葉髪杭く
誤字脱字丸っこ文字の電話メモ

シャネル五番をつけてデートに

竿の林を抜ける潮の香

ドアポスト赤いリボンのラブレター

泣きじゃくる児を抱きあげて仰ぐ月

炭火けぶらし秋刀魚焼くなり

宅配便を告げる大声

高層のマンション虫の音もあらず

締切り近き夢の富くじ

降るだけの雨を呑み込むダムの湖

汁二等垂朋仁叶朋密︵文音︶

野点の幕に蝶もつれ飛ぶ

訪ね来て万朶の花に立ちつくす

秤

−228−

雲を脱ぎ雲にかくれる今日の月

インターネットで芽ばえたる恋

鹿はねて手にした土産宙に舞い

記者会見は嘘でまるめて

ちょっとだけ心許した初キッス
食糧難のみで埋まらぬ拉致疑惑

鋏ばちばち庭の盆栽

鵜の渕を照らして夏の月上る
土用芝居に投げるおひねり

油絵を掛けて得意な島の主
郵便貯金は満期むかえる

菱櫓工事半ばの花の山
噌りしげき遠足の列

小米細藤多谷細尾木

子子女夫代子絵雀雲子子女夫代子絵雀雲

幸洋吉暁史綾芳村紫洋幸吉暁史綾芳村紫

子子女夫代子絵雀雲子子女夫代子絵雀雲

ハ伊勢・っらっら吟社ｖ

歌仙﹃風のマリア﹄
中北ひろみ捌

転校の少年ぺこりとおじぎして

爽竹桃の揺る覚馬車道
榊原由美

山岸れい子

高山孝子

西村みゑ子

銀のハモニカ絵手紙にかく
畳まるシマストに月の鬚深し

河村こ妄つ

ラベンナの五月の風のマリアかな

コーヒーの香にひっそりと秋

い

美
孝

い

み

み

孝

シフ

美
い

孝
アフ

ナォ大和路の霞の裳裾塔ひとつ

老庭師組む雛美くし

ロポコンに若き頭脳が競ひ合ふ

二十世紀もやがて終焉

客のゐぬバーバー路地に夏立てり

電話ボックス羽蟻むらがる
観覧車ふたりっきりの小宇宙

コインの裏が出たらアゲマス

﹁オンリーュー﹂リフレインして古き盤

四次元世界青く透明

新酒蔵出し人の賑はひ

阿らず生きて来しこと十三夜

年号暗記語呂合せにて

ナゥ掛軸の裏に鳴き出すち蔓る虫

風光る中気球カラフル

ＦＡＸで自活はじめし子にレシピ

︵於・なかむら館︶

花吹雪すぐと建ちたる大鳥居
潮騒聞きつあた蚤かな午後

平成十一年五月六日首
平成十一年六月九日尾

※ラベンナはイタリアの古い都市︒マリア像がたくさんある︒
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中北ひろみ

ウオペ了へて帽とる外科医さはやかに

恋捨てた時恋を拾ひぬ

背徳の哀しみ負うて堕ちてゆき
娘はカーテンをほそくのぞけり
爪かくすタカ派都知事の改憲論

大口あけて吊る蚤鮫鰊
昼の月父黙々と冬田打つ

バーゲンちらしチェックこまめに

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

孕める鹿のうごめかす鼻

いうみ孝美みうい美ゑ孝い孝いみい美み

八市川・手児奈連句会ｖ

半歌仙﹃立一癸﹄

鯰を掬ふ子らの叉手網

直線の少し斜に立葵
ふらりふらりと動くモビール

石渡芳枝捌

佐藤日日

下鉢清

川浪顕

林菊
石渡芳
杉本尚

平成十一年六月十四日首尾

︵於・市川教育会館︶
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人間になりたき猫と酒酌みて

友の話も身に入みる頃

あでやかな踊りのつづき月まるし

ゥみちのくの粘りの強きとろろ汁

ロングスカート深きスリット

あっけらかんと過ごす週末
この頃の魔女は箒を忘れたる
寒月光不倫の恋のわりなけれ

嫉妬を載せる電話底冷え
ポケモンがポケモンとゐる舟の上

博物館に残るガス燈

馬鹿でかく軍歌を歌ふ同期会

七転びして夢は変らず

乳母車嬰にふりかかる花吹雪
春スキーヤー黒きかんばせ

顕芳昌菊尚清尚昌菊顕昌菊子枝子枝子子

川野蓼艸捌

八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会その一Ｖ

歌仙﹃哀歓淡く﹄
ォ麦秋や哀歓淡く遠かりき
んろく
蛇の衣ある群ぐ緑
の宙

川野蓼艸
内田麻子
石村静子
浜本青海
岡山朱藍
神山みち
村田実早

小倉遊亀展百歳の艶

もつ

ナォ縫れ舞ふ胡蝶と父の袴能
しんぽち

双眼鏡で中を窺ふ

新発意をすがすがと剃る濡縁に

チェロは恋ひヴィオラは畷り泣きにけり

男もすなる料理スパゲティー

昼寝より覚め我なりと知る
新宿のソウル租界の雨に遭ふ

逆転負けの巨人九回

助動詞の活用表を暗記せよ

ワイン・賛美歌肌寒に湧く

北極のエアーポケットを落ちて月

実

卒業出来たとサッカーの脚

首都高をぶつ飛ばし来て免停に

弟伊達を気取り逝きにし
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登窯山なす薪をくべ足して
他人の世事を余所事に聞き
月世界旅行と告げて門を出づ
濃霧の中より突如バンジー

朱

ナゥ膳繰りに椎茸育て売りにけり

麻

石飛千可良

般若の形天井の染み

やどかり納まる空缶の家

壺に挿す花置かれたり揺れながら

ゥ烏瓜都落ちしてひそと生く
髪を束ねてピンを街へる

携帯電話不思議に鳴らぬ車内なり

み

千

み

静

座布団を共枕して好きと言ふ

闇汁つつくうからやからと
我が猫ハタチ痴呆なりけり

︵於・銀座マリオン︶

註．①パンジー︑パンジージャンプの略︒体をゴム紐に結び︑高所
より飛び降り何度も跳ね上がる遊戯︒

平成十一年六月五日首尾

凍月に朱唇ほのかに観世音
リタイヤーの鞄うっすら俟して

実
聿月

鋳物の町のダンス教室

麻

霞が関に新柄ネクタイ花盛り

内緒の話春の日永に

み蓼実朱静麻千実青朱麻千胄蓼朱静麻み

浜本青海捌

八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会ｌその二Ｖ

歌仙﹃デコイチ﹄

櫓田の際をデコイチ煙ひき

金星伴に月は晄々

青蜜柑盛られ手を出すひともなし

童謡詩人髻なっかしぐ

石村静子
浜本青海
内田麻子
村田実早
若松藍香
神山みち
岡山朱藍

ナォ舂愁の銀器を磨く曇りなく

口跡のよき系譜名優

コンピューターてんやわんやのミレニアム

預金引出し抱いて寝やうか
白牡丹咲き初む園に恋知りぬ

普遍をめざす苦汁哲人

今日は駄目よと云ひつ肌脱ぎ
入墨をこんなところに秘めし奴
いるかご

海豚語の講習会を開きませう
なゐ
出湯の水面地震を予知する

松茸狩に行きし思ひ出

遥けくも残留孤児に十三夜

馬肥ゆるさへ憎き倒産

ナゥ溝釣りの親子の竿の忙がしく

卒業記念タイムカプセル

ガラス戸に迷路描ける雨の粒

︵於・銀座マリオン︶

優勝のカップに花片受けて飲む
おたまじゃくしの踊る五線譜

平成十一年十一月六日首尾
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何時の間に主顔して居付く猫

旧家の庭に飛泉間こゆる
ゥ片陰にままごと遊び散らかして

海
藍

麻

石飛千可良

橋立を股のぞきして笑ひ合ふ
句を書き添へて旅の写真を

白髪二人筒井筒なり

あちこちで元祖本舗のまんじゅう屋

藍

ち

静

おかへりなさいどうぞ柚子湯へ

象の墓場は誰も知らない
凍月のサロベッ原野強行軍

香

麻

早

静
つ幸課

屈折のキッチンドリンカー救はれず

百千烏鳴く峡の村里

社長のポスト射止めたる夫
階高くしだれし花に寺古りて

藍海良ち良海麻早良藍静麻良ち麻ち静早

ハ相模原・桃天樹嘘聚﹀

﹃雪蛍﹄・標は国の韻
走醍玖華那捌

肝

赤田玖實子

軒先を舞うておよぐや雪蛍三好龍肝
タモトオル

樹間二寒月ハ脚ｏ

かこむ鍋注ぎ足す酒は熱からん

記念品には復製の爵

五斗俵ガ更衣
六尺余ノ単姿ｏ
済泊卜感激ノ涙
顔氏が聞きし胡茄の笛声

ゥ評定ハ常二変動シ

癌巣ハ早モ転移ス○

神徳を授け賜えと寳を上げ

猪突をしてはかける迷惑

月ハ富士山二駐マリ

霧ハ狩野川二垂ル○

夫婦別姓ヲ語リ

カギル

親子ハ同席二晉○

ゴム靴の陛下は傍えバケツ寄せ

画鋲が隅に深い抽出し

馬ノ耳二晴ガ如哩曝ク

青を踏みつ鼻遺跡土塊

花見へとタオルビニール揃えられ

東踊りの表看板

″

一フユユー
ー〃
』

肝

ﾉノ

肝玖

ﾉノ
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j】

肝玖
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〃

ノク

玖

肝

玖

和百
漢韻
行

玖肝玖肝玖

ニノオ

琴諺ハ堂ビ
能ク結ピ
ウペナエンハナレルヲ

肯レ偉○

ゥ左右二抜巷↓賎

前後二差室鐺

ヤク

糸↓

テキヲ

提一○︵鍵のこと︶

マスコミは罪作りだと誇られる

（）

〃

肝

″

肝

ﾉノ

玖

肝

ガラスケースに積まる骨董

主将ハ躯．金城↓

体操ハ誇ユ鉄
内職二励ユ袋貼↓

借財は零節季乗り越え

浜二干ル獅網

トランプゲームチビに叶わず

危なきや指をつぶさん曲り釘

中国本を秘して秋千

メズルト

扁額二愛し花ヲ書テァリ

闇のあげくに月は朧気
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塁ル
､参・r,､イ

未

怠けるばかり無断欠勤
ユルヤカナ

小丘二緩石段
ハシラセル

大江二沿テ車ヲ馳
ウスキ

瀧眺む背ナの薄さよ乱

繊眉ハ佛︒羅

ーヲ

枕ハ

難塀

玖

衾卜

キ

肝

崩壊のソ聯軍艦スクラップ

短長

〃

いらたか過ぎる修験眞言

住照

′〃

念押して頼んだ物がもう着いた

月

田舎と御膳盛りし塗り椀

虫

団栗と木の実に似たり此の浮世

レク

ノ）

肝玖
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玖

肝

ノノ

ノノ

玖

ノン

砂

楽淋
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玖
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ニシ
ニム
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ヲ

肝
玖
ﾉノ

肝
玖
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○

一二

帳＃れ

○

髪

レミ
テ

スプーンを曲げる念力もあり

ワ村長が代代伝う村芝居

ワイドテレビを新しく買い松本杏花

プードルがちょっかいかける三毛猫に

トン

洞は全て並列南

きらきらきらと星は満天

求ユ微資了

月齢ヲ追ァ舵ヲ把ル
壼貝ガ

敗荷の四阿に建つ離騒の碑

恢心

杏

杏

ラォエンデバー地球は美しと伝え来ぬ山田悠子

嘆尹一無為徒食↓悠

夢の忍び路垣もほどけむ

カオ

辺肌

杏

ナ

流膓清椀ノ瞼

机豊

蠣輻ハ吉祥ヲ司ル○

ヒソ

海粧

増えるばかりの積ン讃の床

ﾉ、

厚底の靴で怪我する娘達蛭海停雲子
パナ

油田の火榮どこへ飛ぶやら
サム

風冷し戦を匿め角櫓

″

依心

紫花

逆髪祭ヲ遠二思

ｐ４ＩＪ

女心

圭云
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ニイ

二ブ

ヲ

一ヲ

回

冬月に吠ゆ狼の喬
朱ノ橋ハ寛二孤ヲ薑キ

シメサレル

蟇シニ馴テ久シク
トキ

期ヲ知ルコト遅シ○

缶オ

ｲ次
』C』、

杏悠杏玖雲
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雲杏

牙セャ

○

当

杏玖
〃
玖
〃

柳看
鶇

黒キ道ノ狭ク直ナルヲ窺ゥ○

ノ
ノ

杏
ﾉノ

鮮果ヲ搾リテ痛飲シ

焉夛寧

根菜ノ混ゼ煮ヲ施○
終安

ご

圭云

跡ノ尼○鴨志田智恵子

幸一三

ワ引越しのメールに載せた二人の名加藤マサ子

淨幅

ヤワラグ

︵於・怖鐸騨師數搾奄樹︶

平成八年一月二十六日首
平成十二年四月十一日尾

若芦ハ沼沢二煕○

サトモン
初花ハ邑ノ
閻二点ジ

即席汁二浅鯏一ｏ

アルミ貨に銅貨で重い消費税

ぶきつちょながらハンダ付けなど

伝統を固く守りて絵巻物

門

圭云

壼云

杏

四ノォ海中をアクアラングで散歩して

紫彩のカクテルに酊う
浅黄ノ糯祥ヲ解牟
空蝉ハ昼月ヲ悲ム○

ＤＮＡデ露顯スル
ヒソカニ

マ

智

洗濯物がいつも家包

宣響持

杏

アルバイト今はティッシャーと捨てゼリフ

キ
ガ

けいず隠啄私○
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ス
○
キ
シ
○

マ

ノノ

電光ニュース回る駅ビル

更Z昔身

はからずも丞相病篇かりき
叺鐘元

歳嵩がエステ通うは誰のため

ケ

ノマ

ニ
ク

ニ

ヲ
ラ

ヲ
シ

玖

ノノ

叩穴
吹

ノ
ヲ
ヲ

ﾉノ

杏
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雲
玖

杏
ﾉノ

雲
ﾉノ

剛編脚

のわき

八東京・都心連句会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃一
野野分分だ

橋の真上に月の淡々

野分だっ波頭に躍る波乗り子

隣のピアノぐんと上達

大輪の菊の腋芽を摘みとりて

蚊遺の煙低く流れる

山男昼寝の夢のハンモック
ワ鳩時計少し狂って時を告げ
排卵日など気にしてません

精いっぱいに尻尾振る犬

し

嫁ぐ朝礼も言はずに﹁じゃあね−﹂と

土屋実郎捌

秋山よう子

杉浦ちゑ
小林静司
和田忠勝
村上敦子
岩永極烏

蛭海停雲子

白井瑛子

高津明生子

和田洋子

小林しげと

藤沼和ヱ
高島幸子

二○○○年コンピューターはどう動く

越冬資金やっと息づく

菅谷有里

小張昭一
和久井八車

一茶の終の棲家雪積み

寒に入る月の隅なき屋敷神
マスコミといふ恐ろしきもの

今村井田

土屋実郎

ＩＯＣ長野五輪の酔さめて
やは

秤鰄粁二程ユ題一汁印雷︵文音︶

−シ

L＝＝

花前線北上速度日に十里
藺陵の美酒しのぶ軟東風
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つ

八東京・都心連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃葉

葉柳や高原稗めく佐久間河岸

小林しげと捌
小林しげと

土屋実郎

今村寺田

債稿の校正除々にはかどりて

蛭海停雲子

高津明生子

原崎弥生
柴田寿賀
藤沼和ヱ
池田紅魚
井田

″

明

魚

幸一三

賀

ヱ

郎
色小

五体投地の聖地遙かに

禁煙の機内ストレスまたっのり

諄々と長幼の序を説く先生
直曲球を同じフォームで

議員宿舎にももんがが飛ぶ

んねし
凍月の嫉へ妬
なぜか青白く

タンゴの火照り耐へかねし闇

ほて

三つ編みをまさぐる指のさりげなく

美男葛のからむ石垣

ゥ宮城野は萩の名所と伝へられ

天耕の棚田に映る月の数
秘湯につかり新酒献酬

ハイウェイバスで越える県境

のうれん

涼しき風に揺れる暖簾

L＝＝

遺伝子で花の起源の探ぐらるる

霞の中に放て優優

平成十一年七月五日首尾

︵於・国際外語学院︶
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柳

八東京・都心連句会その三Ｖ

歌仙﹃福豆﹄
よく徹る声寒稽古故

福豆の枡に大きな神社印

桃の小枝にきざす月影

ゆえ

ナォ雁風呂の加減よろしく四肢のばす

包丁一本渡るみちのく
偏屈の名人気質父譲り

逃げるピノキオ怒るゼペット
ニンフ舞ふ泉のコイン投げて月

人混みに紛れし二人風の盆
紅葉の里に世帯ちんまり

土屋実郎捌

落ちるとこまで落ちてゆけ下り鮎

葡萄畑は取入れを待ち

秋山よう子

昔話は終りどっぺん

大林杣平
土屋実郎
和田洋子

洋

高津明生子

︵於・荻窪双樹庵︶
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うす紙をほどけば雛ほほゑみて

漣痕のしるき干潟に汐まねき
ツーリングする一団の過ぐ

予期もせぬ外為市場大展開
凍てつく景気底を嚇して

日は傾きて逆光の富士

ナゥ襟立てて海豚の芸に拍手する

仰角にトランペットを持ち替へて

″

洋

明

郎

共演重ね遂に結ばれ

ワレフ板を高く掲げて取るメガホン

週刊誌記者夜討ち朝駆け

脱ぎつぶりよくてゴシップ次々に

明

洋

平成十一年十一月二十日首尾

相続の税率下る花の春
牧開かれて跳ねる仔羊

虫出しの雷ミレニアム待つ

読経の長さお布施しだいに

有料のチケット貼りし粗大ゴミ

よ

平

白玉汁粉母の手づくり

月涼し庵の名とするいはれの樹

明

明

郎
洋

横目つかって盗み酒する

休耕田にげんげ咲く頃

末っ子は年を取っても甘えん坊
空輸さる苗木の花よ根付けかし

平郎ノノ明よ洋郎明洋郎よ洋明ノノ洋明郎明

ハ徳島・徳島連句懇話会ｌその一Ｖ

きへん

歌仙﹃蚊造﹄
う

書に倦んで蚊遣這はせる机辺かな

藍より青き梅雨明けの空
みやげ屋の客を呼びこむ声のして

煩はしくも良き心地なり

鈴木漠捌
高田保二
鈴木漠
斎藤梅子
梅村光明
漠

めか

トランク

めをと

大陸の馬賊たりしを肴にし

気品高きは家柄による
風狂の上着を肩に花の山

什一蓉叱朋社串澪︵文音︶

切れ凧なれど武者絵鮮やか

拝

明子漠二子明二漠明子漠二子明二漠明子

とっくり

ナォ徳利を振ってたしかめ嬉離り時
やし

噛みつくやうな欠伸止まらず

放浪の香具師にして根は律義なる
さ

好いたマドンナ旅鞄に秘め

割かれてもひとつ川なす夫婦滝

串の岩魚の塩はほどほど

だんご店取巻き連れて流行児

看板に字の躍るごとしも

夜長さのイタリア歌曲ソロに酔ひ

オペラグラスを試す月の出
穗芒に続く桔梗やをみなへし

ナゥ緊張と緩和の果ての笑みこぼれ

もず

森林浴月光浴と浄められ
忘れにけりな鴫の速贄

保二
光明
梅子

暖炉を前にすごすひととき

まがき

泉のごとき思慕を湛へて

弓弦鳴らす姿さやけし

昼を点すは煉瓦の館

保二

ワ廃園の獣舎の跡も冷やかに
うっせみの恋の雛は越ゆるくし

梅子
光明
漠

漠

やや太き畳職人三代目

道のをちこち小判撒きたる

保二
光明
梅子

子とともに弾くピアノレッスン
ありか
木の葉踏む幸の在処もささやかに

戻橋とよ朧なる月

古への怪異證など探訪し

保二

種一粒に未来託して

漠

何故の茶頭腹切り花の散る
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光梅

保梅光保

光梅

保梅光保

光梅

ハ徳島・徳島連句懇話会その二Ｖ

歌仙﹃紙漉﹄
草枯の中もらす眩き

紙漉いて無愛想なり三代目
されかうべ美しかりし霜晴に
ちさ

ありやう
小き器の自我の有様

もえが

萩と遊女の挿話妖しき

礫投げ川・面に描く同心円
この段丘を月のぼりきて
ワ秋遍路宿りへ急ぐ笠白く
みなしがひ

君の手のぬくみをいまに虚貝
予感のごとく風の吹く日も

捕る網の無常迅速蝉の声

行水使ひ母を億へり

権太といふが鮨屋にゐたる

振り返る時の表情生き写し

山家ゆかしぐ菫など摘む

椀種の思案の先に朧月

雛の調度の艶めける色

洛中の夜へ流れて花筏

鈴木漠捌
斎藤梅子
鈴木漠
高田保二
梅村光明
漠

梅子
光明
保二
梅子
漠

保二
光明
漠

漠

梅子
光明
保二
梅子

ふくく

ささ

のが

つち

明二漠子二明子漠明二漠子二明子漠明二

し

ナォさりながら一箪の食を馳走する

瓢仕込みの酒も勧めて
薄物
を翻し着て飛天たり
ふたへ

二重の虹をまづ人に告ぐ

寄添ふは甘き言葉を逃さじと
いまだお慕ひするぞ哀しき

潮騒を音符ともなし干支の絵馬
ふと取り落す耳朶もあるくし
虫すだく窓辺に詩稿あぐねつつ

孤雁身にしむ明鏡の裏

しはぶき

瓢々と月は軌道を巡りをり
画布を立てゐてもらす咳

ナゥ冬芽にも老いし野犬の坐るのみ

崩るるごとき石仏あり

うるは

健在は藩政の世の洗堰
藍染めの裾脛も麗し

ぷらんこ

王孫は踏み迷ひしか花の雪
俗を拒否して垂れる鰍篭

一九九九年一二月満尾︵文音︶
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光保

悔保光梅

光保

梅保光梅

光保

ハ栃木・栃木県連句協会ｖ

歌仙﹃枯野﹄
犬に会ひ枯野の道のなじみけり

野口里井捌

野口里井

井

鈴木勇美
栃木光歩

紅葉の錦囲む岩風呂

井

歩

さ

湯浅さちこ

日射しの中に青き冬草
表門出て裏門に帰り来て
一息ついて空を眺むる
ソ膳のもの秋の味覚に満ちてをり

工場誘致成るか成らぬか

ナォ村道に蛙飛び出し騒がしき

手入れ始めし数の盆栽

選挙ポスター落選の顔晒しゐる

火事あるらしく煙あがれる

冬旱堤を行ける人と馬

老人ホーム何やらの恋

寝そびれてあれこれ思ひ待つ夜明け

温泉街に迫る夕暮

身ぎれいに生きて小金を持ってをり

宿の下駄鼻緒のゆるみ月の町
つまくれなゐは小娘のもの

ナゥ閨の灯に迷ひ込みたる法師蝉

ピアノ洩れくる山の別荘
軽井沢持主変るバブル後

霞の中の東洋城師

花の句座女ばかりの気易さに

鶯餅の黄粉こぽるる

平成十一年六月二十九日尾

平成十一年一月十七日首
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月光にむら雲か蚤るそれもよし

新婚めきしこれも奇跡か

歩

さ

信号守り交通安全

井

スーパーの棚に伸ばす手ふれ合ひて

チョークもて地面へ印す婦警達

さ

さ

井

歩

さ

井

歩

少し気になるスカートの丈

涼しき風に爺の眠りよ

港町海の彼方の夏の月

挨拶交はす常連の人

心地よく目覚めし朝の散歩道

花の山詣で心の句碑の前
霞む辺りが赤麻沼かも

井さ歩井さ歩井さ歩井歩さ井歩さ井歩さ

密田青々捌

英蛍小慶敏尚青

八富山・富山県連句協会ｌその一Ｖ

歌仙﹃風光る﹄
万歩計野山を超えて風光る
水車のどかに唄う杣小屋
緋着て草餅売る子茶髪にて

坂道多き城のある町

大大袋藤平瀧密

山本秀

店さきで呑むコップチュウハイ

ナォ春の雨デモ行列はくたびれて

盛ったる皿は九谷染付け

こんな魚喰えもせぬのに釣自慢

凍って割れるモーゼルの瓶

伊万里焼マイセン窯に問違われ

振られる覚悟とうにあれども

へべれけに酔うても言えぬ胸の内

セーヌの河畔忍ぶ安宿

君と僕同じ歯ブラシ使おうよ

そぞろ寒なる嵯峨の竹林

十六夜帰らぬままにかぐや姫

どこで撞くやら入相の鐘

ナゥ美しう啼く烏あわれ囮籠

老い母を聞き役にして歎異抄

古里説り涙ほろほる

花吹雪頬杖突いてロダン像

︵於・富山県知事公館︶

上野の空に消える風船

平成十二年五月十四日首尾
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叱られて寝入った坊や月明かり

敷石の上いとど鳴き出す
ワ庭一杯コスモスの被揺れやまず
レターセットに去年の押し花
純白のっのかくしなどあっかまし

閻魔の庁まで抱え行く嘘
ＤＮＡ他人のそら似瓜二つ
つれまい
﹁二人静﹂の連舞を舞う
まいまい

水月に鼓虫ひたすらかけ巡り
ハンモックから青い星見え
よみがえる遥かな記憶輸送船

戦友夢に紅と顔
で来る
わ

まず先頭にメーデーの旗

花万朶祖国よ永遠に栄えあれ

塚畑谷縄訳澤田

尚敏魚昭尚秀青菊尚夫青夫魚菊昭子子々

尚敏菊敏尚秀胄敏尚菊魚敏尚青魚秀尚青

八常山・富山県連句協会その二Ｖ

歌仙﹃注ぐ水﹄

ナォ地震波に雄子鳴き叫ぶ昼下り

のっぺらぼうのお化け現る
一○一番一一○番と間違えて

詰めの甘さが目立つ法案

大村歌子
中川信子
吉藤一郎

北野眞知子

いぬじま正一

金子容士

まとめ買い瀬戸も有田も積み込んで

ナゥ凱旋の顔で案山子が担がれる
ひと回りして止まぬウェーブ

三和土にごろり大き冬瓜

月の出を丸太のいすに打つ博変

祖母の形見のミシン踏む妻

心眼に風雅は未だととのわず

安居を終えてかじる串焼

ホースかと思えば蛇が首もたげ

宮村千鶴子

異国の空に風車きしめる

二村文人捌

風の裳裾に光る夏の陽

山中狐太
野島一子

花過ぎに夕暮れ近く首相の計

注ぐ水すぐ奏でたる植田かな
外国の写真添付のメール来て

正一
一郎

子供歌舞伎の姫にあこがれ

京みやげ夢二の栞恋淡く
放火に失せし国宝の像

女難の相とまたも言われて

︵於・富山県知事公館︶

渓間の蓬香り懐かし

平成十二年五月十四日首尾
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後朝の閨の鏡に紅を刷く

変体仮名の読みを頼まれ
月の宴墨の香におう奥座敷
遠くかすかに竹を伐る音

信子

ワ秋思ふと今は昔の柱疵

冬籠りして地酒たしなむ

抜糸痕しばし見つめる風呂あがり

一郎

眞知子

一郎

千鶴子

眞知子

熊祭観光客の群に月

香具師の咲呵を遠巻きに聞く
母に手を引かれてのぼる無縁坂

二村文人

大福餅を供う神棚

厨に出入りの衆の花一枝
予想的中かいやぐら立つ

一文一信正容眞千正信歌正狐一眞正一狐
知鶴
知
子人郎子一士子子一子子一太子子一郎太

ハ香川・長尾連句会

半歌仙﹃畦焼きや﹄

にし
小川の底に動く小こ田た螺

砂井斗志男捌

砂井斗泰男

植松晴子
渡邉陽行
吹田健児

畦焼きや電車傾く急カーブ

素焼の徳利吊るす工房

春雲が村一ぱいに詰るらん

男

咽をうるほす秋の山水

行

子

陶片が宝と見えて月のみち
ワキリギリス造成なりし地に跳びて

日し
−ノ

行

子

男

日し
−ノ

行

日ｕ
︲ノ

子

男

神父らの目を閉じる間接吻す
旅立ちの朝からり晴れきり
大獅が伏せるが如き佐渡の島

男

あい

新聞めくりカサと鳴る宿
母よりの電話の高声夏の月

子

ヴェールの中に花嫁の笑

機内の冷房効きすぎてゐる

芭蕉見る出羽国々冑黒く
北極星が光り増したる

開きみる花見辨当みな同じ

酒をふくんで鶯をきく

平成十二年三月一日首
平成十二年四月十日尾
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八高松・渚の会ｖ
かんもどき

漢擬ソネット
﹃一宰一云

峯﹄

田岡弘
西岡恭平

西岡恭平捌

捧草世水馬

大鹿節子

佐々木栄一

雲峯噴將唯尊像
洋箏連弾暫恰術

︵平︶

︵弘︶

湖畔耀燈火
根もなき草をめぐるあめんぽ

︵節︶

︵一︶

弘
平

三橋早苗

︵弘︶
︵早︶
︵平︶
︵一︶

熱血競鐵人

修道院咲冬薔薇

シスターの今朝剪りとりし冬のバラ

溢複製有象無象

ひし

血潮渡らせトライアスロン

街角に私のクローン稗めける
数羊不眠夜
花又花風花花花

悩みさまざま寝つかれぬ日々

春宵酔千金

一瓢提げて夕霞むなか

風起きて万朶の花の吹き鳩まず

平成十一年七月七日首

︵於・桜ん慕工房＆文音︶

平成十一年八月二十七日尾
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托鉢の僧の姿や雲の峰

湖に遊べば揺ぐ灯火

連弾のピアノに心和ませて

魑魅界首脳会談
聴秋珈琲碗
月皓皓巫山乃夢
物の怪の挙りて世界サミットに

逃隠仔栗鼠
珈琲の香に秋の閑けさ
とてものことと子栗鼠逃げ出す

月光裡アダムとイヴの睦みあひ

へへへ

星塾ご早弘一

王塾迩平弘節

※﹁漢擬ソネット﹂ソネット形式の各章に四季を配し︑一花一月︒各
長短句に七・五文字の漢字で意訳的表現をする︒

へへへ

八習志野・習志野連句会ｖ

歌仙星哀竺董
大野利丘
鴇円秋甫

鴇田秋甫捌

大合唱の菖蒲咲く岸
藤代羽都江

蓑笠に老いの一徹代田掻く
夢抱きてもの書きはじむ署に耐へて

四十九院科峰

高橋渓声

万歩計もち定時ジョギング

名月を愛でて一駅遠回り

ナォ大方は離村の子なり卒業す

共に白髪も面影残り

ソフトゲームが進路占ふ
望郷に独り見上ぐる星の空

古民家借りてすごす一夏

久閼のままに過ぎたり半世紀

渓の湯宿に逢瀬待ちつつ

とび越せるほどの小川に濁り鮒

目を閉ぢし顔を間近に見直して

ピアノを弾きてうさを晴らしい

百花園めぐる足元月明り
秋の夕陽に稜線染めし

ナゥ垣の辺を泳ぎゆくよな秋の蝶

異境の空に羊雲浮く
振興券扱ふ表示店多し

旅の仕度にお酒落着を買ふ
はらはらと花の散り込む盃に

什一轌拒朋計印窪︵文音︶

噂の降る中に佇ちつっ

粋
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羽

甫

塚越朝子
一円

丘

峰

自づと向かふ暗き道筋

櫨の葉日々に紅の彩濃く
ゥ窯出しの器に新酒波々と
仕草の艶な女将抱き寄せ
肩組める二人を包む夜の霧
武家屋敷しのび返しの塀並び

那須信子

羽

甫

名代の味は寒の鯉こぐ

腰痛かばひ医者へ行く杖
路底の出で湯の宿に冬の月

峰

一戸

丘

手風琴白衣の漢花の下

羽

フーテンの寅柴又の顔となり
巣鴨詣でてババシャッ土産

日永の上野野良猫のそり

声甫羽峰声丘甫羽峰声甫羽峰声丘朝信甫

田島竹四捌

島島上

田田野

竹もけ
い

ハ阿児・南草連句会ｖ

歌仙﹃遅

さわさわと竹秋の風きらめきて

神も仏も無きこの世にて
根を継ぎて命救ひし花見事

しくしくと我慢限界歯が痛み

かつてバナナの叩き売り見し

月涼し道頓堀の橋の上

持てるが故の死後の騒動

めでたさも中くらゐなり我が人生

何時しか惹かれ入籍の羽目

向ふ山よりヤッホーヤッホー
子供めく仕種も男っぽいことも

ワ聟え立つ古城を今し雁渡る

新築の庵にひとり月仰ぎ
夜食に添ふる銚子一本

心こめたる友の短冊

舟洗ふ遅日の汐を汲みにけり
あわび栄螺を担ひゆく海女

日

茶屋の仔猫は白ばかりなる

秘書が耳打ち株価急騰

ナォ春服の宮沢喜一にこやかに

あちら立てればこちら立たざり

合併の記者会見をセットして

指揮棒の彼を恋ひつっ年用意

フィジー島へ新婚旅行

半年も経たないうちに嬰産まれ

坊主地獄を打ちに打つ雨
西行の訪ねし跡を慕ひゆき

若いタレント住んでをるなり

ししおどし間こゆるかたへ登る月

練乱と菊匂ひたっ庭

ナゥ山国の霧のなかより父帰る

鬼を退治て村の英雄

万博のためと過疎地に道路でき

殿様蛙奥へ引っ込む

︵ファックス文音︶

ジョギングの湖岸は霞む花の雲
姉妹で嵌めるパズルうららか

平成十一年九月二十日首

平成十一年十一月十二日尾

248−

じ
じ四りじ四りじ四りじ四りじ四り
四り

一

り四じ四りじ四りじ四りじ四りじ四りじ

ハ調布・にぼんど連句会ｖ

半歌仙﹃カリスマ庭師﹄

ミレニアムの影まとう鷹匠

香りたつ青き杉玉初時雨

坂手手留捌

石崎一癸

鈴木六美
岡本夕子
平田宏子
香林香
柳沢その
杉田茅
坂手手留

ウアクロバティックな蓑虫と目が合いて

月皓々鋭角の崖立ち並び
渋滞の中紅葉愛で行く

海上都市に詩の生まれけり

昼下り個展の友の華やいで

屋号の始めは成田屋です

手

宏

圭ハ

一矛

夕

ケータイとプラグ一つでミニ駈落
ガス止められる十六歳カップル
つるぎ

双剣もち別れを告げる盧妃の舞

葵

ミント・セージに囲まれて酔う

コンドルの描く弧涼し昼の月

その

ふるさとの墓たたむ夕焼

宏

免許なきカリスマ庭師に教え受け

春慶塗に名代草餅

茅

香

花の山ちぎり絵のごと色濃淡
猫の子ひざに便りしたたむ

︵於・東京調布にほんご舎︶

平成十一年十一年九日首尾

−249−

ハ所沢・俳譜工房ｖ

歌仙﹃露けしや﹄

ォ露けしや道に目覚の杖を引き

秋めく空に残る月影

遠嶺こえ燕町を離るらん

竹刀さげて門を少年

窪田阿空捌

窪田阿
草間眞

ナォもの一つ言っては矢鱈なぐさめて

茶髪に染めた嫁の歯ぎしり
朝飯をなん杯も食いこの無口

喧嘩祭の向う鉢巻

バイクになびく先導の旗
湧く雲の中に際立つ雲の峯

宛名不明で返る封筒

岡惚れのついつい浴衣帯を解き

海辺に早き渡り鳥待ち

年々に減ってシベリア生残り

洗濯物が風に嗣課

有明の競りに先値を付けた娼

ナゥ冬近きここ墨東の空の下

無沙汰の伯父へ手土産を提げ

故里の田圃の道は鐘に暮れ

−2う0−

寒桜ひとの噂も立ち初め
頼まれ物に仮名をはんなり
ゥ京に棲み京なつかしと思う宿

和菓子の色に映る灯
墨染の尼の指先美しく

乘込鮒を放りこむ魚篭

花の下西行歌碑と酒を呑み

八百年の時の春哉

空一空一空一空一空一空一空一

空一空

つい取り落とす駅の釣銭
リストラに私物を包むひっそりと

使い古した一本のペン

板張の診療室に夏の月
いつもながらの島の焼酒
法事には帰れときつい便り来る

何処を目当の蝶のひらひら
花片に夢をみている斬られ役

春の田舎は誰も親切

一空一空一空一空一空一空一空一空一空

八大阪・俳譜接心ｌその一Ｖ

岡本春人七回忌

岡本星女捌

安歌田岡森民山福杉田林星若村林葦岡春
田川島村嶋岡根井本伏
野林田
生本人

脇起歌仙﹃色烏の﹄

色烏の滝の面にまぎれけり
魂のごとくに真昼間の月

お心入れの碗は生ゆば

岡田陽邨

奥本詩流句

奥本晋介

楠木姫の宮に願掛け

ナォ晄惚と聴きすますなりシンフォニー

老年にまた老年の恋あらん

奥山とみ子
ほ

清水あつ子

大事なものを仕舞いしはどこ

噴水の秀に一瞬の虹生まる

松内絹女
岩橋史郎
奥村勘甫
二塚元子
小林樹巴

南部風鈴さすがよき音
浮き沈み商店街の代替り

電動車椅子でリハビリに行く
穴惑礎石に居心地よさそうな
サファイア色に山葡萄熟れ

押田たつを

辻静穂

藤田美根

岩尾美智子

門閉ざし名残の月を惜しむなり

地域振興券を頼む呉服屋

ナゥ腹這うて上目づかいをする鮫鰊

悪役顔が利くコマーシャル
赫々と窯は最後の攻め焚きに
ここまでのびし垣通しとは

永井一子
高本時子
堀井寿郎
二上貴夫

︵於・錘噸廻晒林寺︶

糸の切れたる凧の放浪

花千本吹雪と散りし大阪城

平成十年十月十日首

平成十一年五月九日尾

−2ラ1−

ひとしきり香の立ち迷う菊を焚く
見るよしもなきカノーブスうんぬんす

家に伝わる次郎左衛門雛

お中日とて引導鐘段々

ゥ何にでもじやれて子猫の育ちつつ

大空仰ぎ芝生にごろり

時刻表繰れば旅するここちすと
忘られず笑いしときの片えくぼ
くに
誹りで故郷をあててみようか

夏の月ここら七里の渡し跡
団扇なんどはいらぬ涼風

ユニークな若者ことば﹁だっちゅｌの﹂

麿匠めざし弟子に住み込む
餅花のお茶席飾りはなやぎて
美酒あるところよき肴あり

た山竹紀静照於
一博道
りは由は星居
だ
翠
鈑える
て
し黛四洋女子京
夫子子
こお子お女士

八大阪・俳諸接心ｌその二Ｖ

恋十一詞﹃初鏡﹄

初鏡ウインクをしてみたりけり

岡本星女捌

岡本星女
星野鋲
福井翠

ひめ始めとて衣服あらため
ひたすらに思いつづけて十二年

若林りえこ

田伏博子

つま

トランプ占いやっと吉出て

傷つきし耳無惨なり猫の夫

永井一子

林道子

博

海業の花いまだ覚めずと︵貴妃酔酒︶

歎

ししむらのゆたに志功の阿修羅駈く

酒ほろにがく女みにくし
十三夜ふと見合せる顔と顔
山の宿はやランプ点く秋

道

シス

翠

されかずら薩摩おどじょの深情け

朝な朝なに洗う黒髪

平成十一年一月十日首尾

︵於・岡本星女居︶

2ラ2−

八大阪・俳譜接心その三Ｖ

歌仙﹁梁山泊﹄
たれかれや梁山泊の春といわん

岡本星女捌

高値に驚くビンテージもの

ナォ築二百年我が家アメリカより古し

矛﹂

お

一思

星

稲垣渥子

殼譽褒艇をよそに吉良さん

肩こりのもと冑カメラで調べましょう

華蔵寺は五三の桐の紋瓦

代

渥

星

お

翠

鋲

赤道を越えてはるばる一人旅

代

アルゼンチンタンゴセクシー

岡本星女
福井翠
山根於京
星野鋲

夜な夜なうかれまわる野良猫

にがみばしった定斎売り来
井戸替の底より昼の星が見え

葱坊主思案の首を片かしぎ
方向音痴は生れつきなる

村田はるお

降り暗みつつ啓蟄の雨

月は望今年の酒の香に立ちて

永井一子

ユーロマネーがとみに堅調

愛

偏奇館忌の今日は仏滅

花の能果てて舞台に月残り
間瀬芙美
由川慶子
田伏博子

野菊のごとき君は十七

林道子

若林︑／えこ

障子洗うは男の仕事と

黒木美代子

秋袷解く思出ももるともに

鳩時計星の契りの刻を告ぐ

︵於・三河・吉良温泉東宴︶

平成十一年三月七日首尾

美

一星

欽

訓もとれてマイフェアレディ

吉井愛子

鉄瓶しゅんしゅん鳴りて湯気立つ

ナゥエンタティナーなれよ社会科教師なら

蛙岩ほんとうの名は烏帽子岩

妓

ワ荒塩を打てば秋鯖青光り
恋路が浜は人でいっぱい

最後にやおら真打登場
水番が水盗むとは月に雲

道

念のためスローメールでプロポーズ

一

発声練習ハロイトヘホ

鎌の絵馬納めて病魔退散を

翠

博

慶

美

ペットボトルからフリースのコート

遠い親戚行き来なくても

餅花にかくれてごまめっまみ喰い

−2ラ3−

八大阪・俳譜接心ｌその四Ｖ

Ｒ尋化鎮め﹄

めど
求もと子
歌にて花鎮め給え

鳩いっせいに翔てる大屋根

葦生はてお

岡本星女
鈴木長駆
小池正博
星野妓

駆

裁

平成十一年四月二十五日首尾

︵於・天満・卯の花︶

−2う4−

﹁あはれれんれれんやれれんや﹂春の風

零の発見いまパソコンにたたりいて
泡までピンクのビール名はルビー

すぐよ串フきよ雲フ

星

お

わくご

佐太村の三重弾き出す嬢の冴え

博

い

殿の若子のとりしこの手よ
誘う水あらば往なんと乱れ髪
冬の金魚が死にますという
もちもちパーティーおろしときなことなつとうと

白き翼をひろげペガサス
天球儀月の軌道をなぞりつつ

宿曜経でひらく運勢

ボンジュール駅はどちらにありますか

博駆星お

八大阪・俳譜接心その五Ｖ

歌仙﹃明易し﹄
明易しするりと逃げてゆく未来

蟻嶬嶬蟻嶬嶬嶬
警察隠語さんずい︑にんべん

はてさてとページをめくるばかりにて

雀のえんどう数打ちや当る

ナォ刀疵は新選組と京の宿

まことの舌と嘘吐く舌と

羽衣にあらで脱ぎしは蛇なりし

想いあふれて落つる滝水

恋食うべいままで生きてきた女
割れ茶碗継ぎ﹁筒井筒﹂とす

膳曲りという病も膏胄に

月をよそなる鬼の子の眠り
笑い茸くすくす笑いいる気配

秋さびにける守武の墓所

伊勢なまりで﹁お伊勢まいり﹂を歌わんせ

何を思案の河豚ふくれっ面

ナゥ里神楽更けていよいよ狂おしく

うちの婆さまその名は千手

寄合は三十六計逃ぐるまで

ところまだらに山焼きの跡

ローカル線いつ電車来る花の昼

歳々年々春の短かき

秤鰄岬︑唾誌朋二梱叩舘︵文音︶

−255−

逆夢か正夢かと覚め月朧
ホームレスめく寒山拾得

ゥ別れ霜あたら茶畑やられたぞ

枕屏風は大津絵貼りまぜ

指しかけの碁より何よりひと風呂を

残る暑さのぬばたまの閨

緋ぢりめん吸いつく肌のやわらかさ

くるると鳴きて渡り来し鶴

起き伏しも露けくなりぬ後の月

危機一発で不渡り免がれ

蓑亀の香含飾り花の春

ふるふる恐い山の神様

迎え酒矢でも鉄砲でも持って来い

岡村
本田

星は

お星お星お星お同星お星お星お星お女お
る

星お星お星お星同お星お星お星お星お星

八坂戸・白塔歌仙会ｖ

歌仙﹃不景気風﹄

寒の戻りに辛夷逵巡
佐藤俊一郎

山本隆則
須永恒雄

旅行くも不景気風や山笑ふ
続きたる大学入試無事済んで

ワ秋桜乙女駆けゆきバス走る

ひとり静かに本を読む人

母子草土手からのぞく町工場

俊

隆

上村以和於

富岡悦子
坂口玲子

亙

イタリア紀行アッシジ︑ヴェニス

ナォ朝寝して鮮やかなのは夢ばかり

背な丸め石のベンチに日暮れまで

コップの出てない宴会の席

蚊の声哀しふるさと思う
廃屋に門柱いまだ残りたる

バレンタイン・デー彼のチョコ食う

謝肉祭影黒々と未知の客

国旗も国歌も嫌われる国

永かった不倫もやっと卒業式

敬老の日の司令長官

守備隊は一人もいない月高く

ナゥ明治節勲章下げて掃除する

後は野となれさて遁走譜

樂聖の幻想紡ぐ指もつれ
ゐ
蛇穴を出て地な震
に驚く

世の中は有情無情に花のころ

藪鶯の下手な鳴き初め

平成十一年三月十三日首尾

︵於・竹むら︶

−2ラ6−

携帯片手に見上げる春月

運動会で腕組みし君

隆

玲

標本瓶に胎児は眠る

以

夕冷えの研究室に積もる恋

鼻唄うたい面舵旗回

俊

１
悦

節分の夜の鬼の逃げ道

転生後巨大な星の海となり
ヒスパニオラ号の上の冬の月

柳瀬亜湖

値

玲

悦
きんいろ

サタンより恐しいのは雪女郎

烏の集めた黄金色のもの
花の雨濡れる素足に化粧爪

生垣に干す蝶の羽あり

￨児玲以'￨亙隆亜以玲俊悦亜'匠以俊亜玲隆悦

八東京・芭蕉記念館連句会その一Ｖ

歌仙﹃野分かな﹄

唖野分かな塔の風鐸鳴りゃまず

く岸に肪いて月を待つ舟

舞台装置は豪華絢燗

松澤晴美捌

小林志保子

残しゃぼん玉夢の重さに絶え切れず

ロボットのアイボを日々の友として

転

く不協和音の兄弟力士

長の病のやっと癒えたる

いつまでも咲きつづきいる百日紅

高速道の炎昼に展ぶ

ロゼワイン心すかして見えますか

限りなきまでおとことおんな

兼好はかかる折こそ断つ世俗

バリアフリーの平屋建築
雲ひとつなき天空を渡る月
木葉山女の築にかかれる

繩盗族のあらわれそうなうそ寒さ

受継ぎし大看板は勧亭流

：撮影現場下駄のからころ

雛市の町淡く優しく

城趾を埋めつくして花万朶
どこまで伸びる連凧の先

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成十一年九月二十二日首
平成十一年十月二十七日尾

つくラ

松澤晴美
成田淑美
矢倉澄子
川上綾子
松谷雅子
谷田男児

男

男
淑

ー竺ノノー

秋の彩コンピューターで描くらん

駅への道に夕顔の垣

軽々と身をひるがえす白き猫

諦同窓会誘い合せて夏帽子

澄

淑

くハーフとまどう目鼻くっきり

雅

男

またハッカーに忍び入られし

ベンチも傾ぐ熱い抱擁
はね上る体脂肪計体重計

淑

綾

残業を冬満月の見てござる
東てて死したる蜂が一匹

晴

綾

抜け出した弁財天の池の端

口ずさみいる古きシャンソン

ふっくらとパンの焼けたる匂いして

旅人に由来を語る花の主
朧の灯しふっとかき消ゆ

綾晴淑雅晴淑淑綾雅雅澄綾雅志男澄晴綾

八東京・芭蕉記念館連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃行く雁や﹄

中野稔子
阿部朝子
新井世紫

中野稔子捌

鋤行く雁や一筋の道迷いなく
くはだれ野をすぎとがる嶺々
屋根替の頭梁の声響きいて

朝

渡辺ゆり子

朝

須加金男

風になびきし芒ひと叢

年の差伏せて睦みあう閨

稔

世

金

ゆ
ゆ

棯

く木から落ちても猿は猿です

感御影供の教え浦々鐘の音

仲間はずれの読む漫画本

校庭のジャングルジムに子の溢れ

しんしんと氷柱が太る灯がうつる

男女の仲の四角三角

障子に髪のバッサリと打つ
熱燗にただ酔いしれて腕の中

脳裡をかける古里の山

連結器はずされ貨車は単線へ

十六夜に牧水の歌口ずさみ
笹竜胆のひっそりと咲く

く天童いつか凡人となる

繩選ばれて時代祭の槍を振り

世界をめぐるインターネット

健康に粗食・節食・座右銘

江東区芭蕉記念館︶

太く大きくかかる初虹

花の宴研を競える花衣

〆十斤〃

へ令

平成十一年三月二十四日首
平成十一年四月二十八日尾

2ラ8−

うけつがれたる害筆たくみに
果てしなき海のうねりに月煙と

蔀冬近く秩父原人ひきよせる

穴あいた墓石の見てる世の動き
あまたの事件おこすエリート

世

世

稔

夏月のどんより赤く重々と
金玉糖をつるり飲みこむ
豊礫と傘寿の友の詠む詩歌

朝

気がつけば逢初めしよりほむらめき

く今も昔も愛の探究

墨の香りのただよえる部屋

ゆ

花枝垂れ天女の舞える気配して

霞棚引く日本列島

金稔世金朝ゆ稔朝世稔金朝世金ゆゆ金朝

八東京・芭蕉記念館連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃寒露かな﹄

津刈りたての茶畑匂う寒露かな

三枝霧子捌

転

蔑蔵の中魔性に見える雛の顔

三坪の店のはやるこの頃

§まかり出でしは太郎冠者なる
カリスマの美容師街を闇歩して

初金比羅と詣ると決めし

降る星をだあれも見ない名残り空

逢いにゆく芸妓ちりめん袋持ち

塔上のドア定刻に閉ず

重量上げのニグロの胸へ

三枝霧子
宇咲冬男
須佐薫子

悔もなくシドニー五輪棒に振り

糸瓜妖しくぶらさがりおり

ロボットが月宮殿へぞろぞろと

ないない話小耳にはさむ

く少女あつまる辻のコンビニ
名前よき伯爵夫人という珈琲

残雪光る遠き山脈

花冷えのあとうららかな花の日々

−2ラ9−

渡辺ゆり子

薫

綾

纈群雀無視に案山子はぎょろ目玉て

川上綾子
大野優

優

飯田春紅

︵於・東京江東区芭蕉記念館︶

平成十一年九月二十二日首
平成十一年十月二十七日尾

香
寿

執

く水平線に昇る夕月
初猟の仲間続々集い来て
煉瓦の駅舎貫禄のあり
演目の大看板を取かえて

遠く近くに木枯の声

霧

霧

抱き合うカーテン起しのシルエット

優

諦ペーチヵにロシヤ文学荒読みし

鈴の音して馬車の馳せゆく

く女ウォシカ男は刺繍
禿頭の首脳会談火花散り

船橋光子

汗もしとどに修業僧来る

ゆ

土耳古につづき台湾に地震

水つかうことを大事と農の家

優

薫

月赤く犬が舌だす夏旱

ワッペンつけて旅をしようよ

綾

こんにやくを煮染めて黒し花の宴

長閑に流るお帰りチャイム

沼
j充

筆霧春ゆ香香光春薫子薫優綾ゆ霧薫光春

桜﹄

須佐菫子捌

須佐薫子
沼尻香寿子

鐇弥生尽貝の標本忘れられ

丘の上風車はゆるき風を受け

く壁を飾れるビーナスの額

こつこつ木靴造る職人

石畳はや東て初めし店構え

雪虫を掌にふた心あり

きょうはＡあしたはＢと鍵を持ち

酩酊の目に女重なる

赤緑黄色ちらばる万華鏡

海につづけるそちこちの道

月昇り朱を輝かす大烏居

鹿の鳴き声耳につきたり

く世紀を越える東西文化

鍼生いたちは言わず語らず八雲の忌

勲章のきらめき今に伝えられ
背すじますぐに独り耕やす

筆春霧富典春香典優春霧冬薫雄富霧香む

じ

八東京・芭蕉記念館連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃冬﹃

麹校庭にころがす臼や冬桜
鬼飼わるる日だまりの中
加舎逸子
飯田舂江
三枝霧子
大野優

川くりの水切り遊び切りもなし

霧

霧

花あかり地球にぽっと灯りけり

試験管より生るる初虹

︵於・東京・江東区芭蕉記念館︶

平成十一年十一月二十四日首
平成十一年十二月二十二日尾
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は

典

執

違法駐車が減点となる

月移すガラスの窓の五十階
松茸飯の炊きあがるころ

霧

承

くピカソもどきのシャシの男が

油冷まじやにらみ鳳凰岩松院

波の音けだるく寄せるばかりなり

逸

柳瀬富子

ひらきたはじむ

失業率のなおも上がれる

春

追いかけて書棚の陰に美少年
薬がじわと効いて来たりし

水中花泡のひとつを月に吐き

渡辺ゆり子

はじむ

宇咲冬男

春

はじむ

どこまで続く蟻の行列

満員の音楽会に問い合いて
回転ドアの回りすぎたる
昏れがての春愁の花片々と
かぎるいて行くＳＬ列車

後
藤

八岐阜・巴世里連句会ｌその一Ｖ

大野鵠士捌

仁

各務支考
各務恵子
村瀬仁子
大坪洋子
久代宮子
大野鵠士
藤塚晶子

ナォ遍路道厚底靴がまづ疲れ

捻挫をしても痩せ我慢して

公演の舞台稽古を初座長
虚実皮膜の恋の追っかけ

ｉモード待ちたるメールだけが来ず

木末を渡る色烏の数

浮御堂ゆらゆら揺るる今日の月

夜寒旙く原書パスカル

ナゥ古写真栞と槌せし知らぬまに

紅茶の横に手焼きクッキー

待ちわびて待ちわびてはや花八分

和布ゆたかにふるさとの町

︵於・峠阜西柳ケ瀬羽酒︶

平成十二年五月十三日首尾
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求韻短歌行﹃竹夫人﹄

耳を澄ませば響く鈴蘭

もの云はい伽こそよけれ竹夫人

ハイカーたちの家族団藥

ゴンドラの緑の斜面ゆるやかに

温め酒に選ぶ銘柄

シ月仰ぐ色とりどりのテント村

緬をつまめる指の細々と

中瀬和子

宙心

ホームレスにも春は近くに

妊娠チェック陽性と出た
所持金の減って千円札二枚

松尾一

沼波かおり

子猫のきょとんそして大鳴き

北国の無人の駅に花ふぶく

り仁一宮恵一仁宮士一和恵

八岐阜・巴世里連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃大寒﹄
大寒や慌てたやうに雪が降る
遠慮しがちにこぼれたる咳

大野鵠士捌

乾真希子
大野鵠士
各務恵子
大竹恵子
安藤美保
藤塚晶子

フォークより箸ワインより酒

円卓に親しき顔の揃ひゐて

満月の月見団子に僅々と
薄の原を駆けて来し風

各宙心

識の当たらず当たる天罰

ナォ長持ちに生まれし年の新聞紙
オークションとて今日も盛況

油絵の自画像にある頬の傷
罪の深さに少しおののく
先生の妻と駆け落ち考へて

墓別々と告げる遺言

弁護士のファイル一冊盗まるる

嵯峨・嵐山・醍醐・小栗栖

白蕪の丸さ等しく重なりて

たのめばすぐに出たるお茶漬

月さやか破れ障子も今アート
色変へぬ松手入れそこそこ

横綱後ろ姿やさしき

ナゥ佇むににはかに秋の潮がさし

独り聴く曲〃イエスタデイ・ワンスモア″

清水貴久彦

各宙心

士

彦

各宙心

士

彦

各宙心

士

彦

彦

士

各宙心

︵於・岐阜西柳ケ瀬羽酒︶

平成十二年三月十七日尾

平成十二年一月二十一日首

絹の布団に春の夜の夢

あすあたり満開といふ花訪はむ

煉瓦の塀に風の光れる

松尾一

真

各宙心

真

大宙心

保

ゥ銀杏を拾ひ両手が腫れあがり

木遣りの唄を粋な半纒

地震・火事・雷からも守るよと
ちらちらと見て岡惚れの鉋掛け
瓜を冷やしし井戸も埋めらる

替へ玉受験できる兄弟

ツインビルビルの間の夏の月
保

大宙︒

真

各宙心

ＪＲ乗り放題を乗り尽くし

流氷消えて海の輝やき

雛の客人はしゃぎ好きなり

花吹雪背に振り袖をひるがへす
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八岐阜・巴世里連句会ｌその三Ｖ

半歌仙畢得氷の道﹄

薄氷の道急ぎ来し影法師
鶯鳴ける庭のやすらぎ

各務恵子捌

各務恵子
藤塚晶子
乾真希子
大野鵠士

五合枡あふれんばかり月見酒

縁側に子猫ころころじゃれ合ひて

推理小説読みさしのまま

松尾一

士

士

日申

日明

真

宣く

秋草に吹く海よりの風

ゥ太刀魚をさばく鉢巻きつく締め

体重減れど減らぬウェスト
人妻と押す手引く手のかけひきを

水子地蔵にいつも香煙

門前に納豆を売る店のあり
学術調査シルクロードに
月涼し髭のゆたかな兵馬桶

宙心

日申

日申

王将・金に銀に角・飛車
引責の警察署長職を罷め

万物流転ぼくの口癖

真

花吹雪むかしは天下布武の城

姿まどかに笑ふ山々

︵於・岐阜西柳ヶ瀬羽酒︶

平成十二年二月二十日首尾
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八岐阜・巴世里連句会その四Ｖ

半歌仙﹃小春日和﹄

八九人小春日和の茶会かな
残る紅葉の色のひときは
エッセイの出だしあれこれ考へて

松尾一捌
松尾一

高架駅その上に照る月まるし
野分過ぎたる町のにぎはふ

仁

中瀬和子

士

大野鵠士
村瀬仁子
加藤洋治
各務恵子

ゥ富有柿両隣よりお裾分け
学校帰り手をつなぎ合ひ

幾度も聴くＣＤの曲

ありったけ言へど届かぬ胸の中

士

和

各宙心

仁

昼は冷たいふりのいとはん

洋

来世紀奇跡起こると占ひ師

むささびの声森に鋭く

塚帯即

己
糸

大竹恵子
渡辺美紀
安藤美保

風そよと川面を渡る夏の月

二人飲む酒一人見る夢

腹の子の親は分からぬ大女優

土筆の坊やこんな所に

花あれば富士はなくともユートピア

湖のほとりに眠る佐保姫

平成十一年十一月二十日首

︵於・岐阜西柳ケ瀬羽酒︶

平成十一年十二月十日尾
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八八戸・八戸俳請倶楽部ｖ

歌仙﹃昼顔﹄

日本に来しコソボ難民

ナォ雌鶏の草駄天走り麗らかに

二人で選ぶ真珠の指輪

珈琲に溶くるミルクの渦巻いて

目をつむり聞く野球放送

新しき酒場ののれん頭で潜り

関川竹四捌

和

関川竹四
瀬知和子
星野佑美
山田光湖

遥かに望む雪の霊峰

船旅を終へてアルバム整理して

下校の子らの声の高かり

佑

ここを先途と唄ふ蟠蝉

月の道足どり軽く戻りきて

冬涛の岩に砕くる龍飛崎
帽子押へて沖を見つめる

月あげて大寺の屋根てらてらと

佐々木ツタ子

昼顔や河原の石の遠く照り
行く人まれに日盛りの橋

夜寒の貌の映る硝子戸

ナゥ塀ぎはの隣家の庭の白木橦
女子高生がペダル踏みくる

︵於・山田光湖宅︶

桜咲きお伽の森にお伽の木
三八城の丘に燃ゆる陽炎

平成十一年六月十日首尾
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半鐘は吊るされしまま音なくて

ゥ警策に肩を打たれて冷まじや

山下節子

雨あがり公園の空明るくて

竹

何となく人に待たるる心地して

光

佑

軒よりのぞく三角の山

画廊喫茶を洩るる楽の音

光

春の扉の少しづつ開く

ふるさとは遠くにありて想うとか

ツ

帝即

冬の月合掌部落眠らせて

和

マリオネットの影のゆらゆら

もの書きをれば指の冷たき

ツ

光

佑

独り居の不意に鳴り出す鳩時計

手作りケーキ友が持ち来て
車椅子押して押さるる花の下
水も光りて蛸糾のほぐるる

佑和ツ光節佑光佑和竹節ツ佑竹節光佑節

八東京・はねだ連句会ｖ

半歌仙﹃更衣﹄
山鳩のくぐもる声や更衣
顔を打ちたるかたばみの種
オープンカービルの谷間を駆けぬけて

空威張りして吠える犬の仔

夕月夜佇む人の影法師
秋思の詩編電子辞書引く
ゥ澄む水に想の丈の夢語り
女の武器はげにも恐ろし

今昔鎌倉街道東慶寺

壁に向って牛丼を喰ふ

豪勢に百円ショップでお買物

サリー姿も混じる地下鉄
ロケットに乗せて散骨月凍てぬ
トランペットは冬ざれを裂く

旧友と積もる話の縄のれん

孫の相手は何時も大変

観覧車ゆるゆるまわる花の昼

鰊曇りに沖に出る船

今村苗捌
今村寺田

岩波浩吉郎

栗原暁子
山口和義
栗原宗八
浩
暁
一示

義

一示

浩

暁
暁
井田

一示

一示

義

十田

︵於・港区立三田図書館︶

平成十二年五月三十日首尾
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池川媚谷捌

小池華幻

實光蝸

八松山・東松山連句会ｖ

歌仙﹃菜畑に﹄
菜畑に蝿ひとりや蝶の昼

柳芽吹ける中の川筋

春雨に煙る由緒の句碑ありて

部落総出で山の枝打ち

乾き加減の軒の干し柿

月情し疲れを癒やす風呂の窓

ワコップ酒屋台で岬る風の盆

目の前通る妙令のひと

婚約の記者会見は二度目なる

統合すすむ大手銀行

エリートと云へどリストラ避けられず

ＣＭに出る兵庫県知事
出漁の未明の浜の夏の月
朴の咲きゐる産土の杜
島の医者往診鞄自転車に

木の根細工をもたす家苞
リフト待つ列長々と花の駅
烏の巣見つけはしやぐ童

つな

レスキュー隊が綱渡りする

ナォ遠足の弁当の輪に先生も

少しだけテレビの中に居る吾が子

血統書付き仔犬頂く

はらいせに指図あれこれ懐手

砕氷船のへさき険しき

一代で家を三度も建て替へし
歌舞伎役者に狂ふ後家さん

花嫁の挨拶廻り和やかに

泣くひともゐるオリンピックへ

お天守の上なる月のいと丸く

つるつる畷るとろろ麦飯
ナゥ山間の入日に急ぐ秋遍路

肺切除して豐礫と生く

総選挙サミット後にずれ込むか
小渕のうわさ日々にうすれる

霞の中に露座の大仏

訪れる人なき里の花吹雪

︵於・松山市小野公民館︶

平成十二年三月十五日首尾
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長井池
井手川

芳光平光谷芳芳光芳光谷恵光平谷平子谷

光平谷芳谷芳谷光平光芳谷平芳光芳谷平

ハ川崎・菱の会ｖ

半歌仙﹃処暑過ぎて﹄
中尾青宵捌

巌涼江

中尾青宵

自転者の荷に西瓜南瓜

処暑過ぎてなほ汗流る尻の合

寺田喜八郎

大木圭蒐

中洲の豚の声の悲しき

出水田を月こうこうと照らしゐて

罎取り替える鍋の粕汁

寄り合うて燃やす滑木のむら炎

子

蒐

富田久子
野田満水
関戸逸朗

石の畳をパチンコの玉

朗

ゥ聞くままの名を投票し盲なる

ネオンの色がかくす裏切り

袖引きっ片手は柿る長い髪

水

宵

江

蒐

暫く姉と烏と弟と

何ごとも無きごとビルの壊されて

鬼灯の花七日月八日月
無断駐車を答む張紙
老より習ふ藍の染付け

宵

郎

朗

はなやかな人中鞍馬の練供養

江

職安に通ふ友らのさそふ旅

霞を抜けて塔の遠ち近ち

平成十一年八月三十一日首尾

︵於・菱川クラブ︶
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八束京・ＰＣｌＶＡＮ電脳連句その一Ｖ

歌仙﹃地軸﹄
かぎろひの揺れて地軸の揺るる如

天昇りゆく竜の曳き波

急ノ舞舂興ここに極むらん
しづかに坐る広縁のきは

月光の誘ふ森の黒々と

悟乃捌

ナォいつの間にお台場江戸の新名所

黒船ならぬプレジャーを追ひ

ただいまと言ったそばからまた落ちて

賭け麻雀で裂ける友情

汝もまた腹空かせしよかじけ烏

小さきベルを鳴らす天狼

倒産の古きホテルの買手なく

ゼームス坂に智恵子ひっそり

卒然と和と合一の境にあり
こころ静めて引くは大弓

南無八幡月天心に微笑むか

隣の国の濁酒とろりと

ナゥ四阿は色なき風の通りみち

お手討話真に迫りて

破綻行受け皿ひとつ見当らず

商業動物馬の眼は無垢

花の許百済菩薩のありたたす

初虹の立つ西域の旅

秤鰔什一蓉十聿朋七一一印率︵電脳文音︶

一パソコン通信ネットワーク一

︽ＰＣｌＶＡＮ一
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草の穂噛んで行商のひと
ワ雁渡りゆけば帰心の束ね髪

身は紅灯の巷にありて

かりそめの一箪一笑乞はるるよ

百夜の小町袴着て寝る

バタフライスパンコールが月に映え

白木耳の宿る街路樹

柴犬が名は内蔵助遊び好き

俺とお前と雨の公園

書を捨てて燐寸の燃ゆるひまの占

びいどろ仕舞ふビロードの箱
余花に逢ふ逢ひたき人の遠ければ

長靴はいておかみ厳然

唐口
辛
乃鳴猿郎来砂鴻石来全耶坊砂耶子．耶全

玄藺

梨鶴野次

み無宗海悟
兼
些応

来耶ど耶来砂考来砂耶坊砂耶ど耶海砂乃

八東京・ＰＣｌＶＡＮ電脳連句ｌその二Ｖ

歌仙﹃夜の雨﹄
きん

秋の思ひの姿ひそやか

木犀の黄金を零すや夜の雨
茶立虫扇のうへに遊ばせて

鯰髭など生やし始める

月のてつぺんピエロにつこり
カナ文字で書く履歴書の職の欄

娘は堅く育て箱入り

ゥ源兵衛の馬が穂麦を盗み喰ひ

衆議判

ナォ弾け声駆け出す子らの揚雲雀

新聞勧誘員の自転車

球場にやうやく屋根ができました

怪物の名をほしいままです

イッシーの居眠りさめて池田の湖

砂風呂ぬくくおはらはあ節
隣室のささやき洩るる壁の隙

身いちを走る遠い雷鳴

約束を思ひ出させる古き文

アラスカ割譲二束三弗

月の舟權はいづくに載すべきや

門渡る雁の歌を忘れず

ナゥ文化の日スターの親も元スター

南瓜の蔓にぶらりたうなす
占ひのこあら見立ては快楽派

挺細目でむかふ升酒
善人も悪人も来よ花莚

御室詣でに心地よき風

秤鰄汁一舜十↓朋二什河朋雷︵電脳文音︶

年北斗邦露骨ネットワーク︶
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縄次

真

玄

含

このところ恋文メール舞ひ込んで
チマとチョゴリを乾してゐる庭

旅行鞄に隠す拳銃

変装の大陸浪人うたた寝し
狼の月に吠えをる古城にて
ギターの音色水面震はせ
ガス釜のごはんふっくら炊けるまで

話したがらぬ昇進の沙汰
初花の庵にひとり鞠をつき
枝の仔猫が降りられで鳴く

み海宗無

砂耶砂耶ど砂海耶砂海耶砂海耶ど砂海耶

由胡鴻砂耶鴻海文砂耶郎海砂耶由海文郎

﹃逢ひ逢うて﹄

八東京・ＰＣｌＶＡＮ電脳連句ｌその三Ｖ

五音

廿八宿
宗海捌

ナォ間近にて見たきものなりムツゴロウ

名物とては餅に煎餅

残照の寺院に響く謂経あり
銭勘定をぞんざいにせぬ

ダンディで痔主のうへに頭痛持ち
でたらめだけどどこかかはいい

羅生門輪廻の世にも瑠璃の月
煉瓦の家の路地にかなかな

ナゥバケッ一杯美貌の乙女葡萄踏む

便利屋稼業僕の生き甲斐

王子まで童駄天ぱしり歌の文

酔ひに痴れたる岡の毛蔑

宗海

︵ァ︶無耶

やれ打っな家蠅さまの夕花見

〆

ヘ弓1

襟に優しき朧夜の指

海砂

縁のこち風嫁の細腕

︵タ︶卯舟

縄文

︵サ︶耶

秤鰄十手癖皿崩一十細朋壼︵電脳文音︶

稀沁斗麹露骨不ツトワーク﹄

︵注︶﹁五音廿八宿﹂⁝⁝﹁電脳連句﹂において案出された賦物仕立て

幽耶海砂耶坊猿耶ど猿文ど海猿

の廿八宿︒五十音図のアーワの十行にガザダバの濁音四行を加
えた十四行を長句︵アイウ段︶と短句︵エオ段︶の各句頭に配
する形で付合を進めてゆく方式に従う︒なお﹁五音﹂とは古く
五十音図を指した名称︒

−畠／1

逢ひ逢うて命の花やうつくしき

帝王の谷盗掘の跡

単身の地球の裏も土匂ふ

雪溪滑る空の弓張

さんざめく酒宴をあとに涼みゐて

耶

︵ヵ︶砂男
︵ガ︶みど

稽古不足をこんこんと説く
ガウンには銀糸金糸でぐし縫ひを

唐辛子

ゥ勝名乗嬉々と揚ぐるは草矢の子

外科の廊下に護符が落ちてる

耶

︵ハ︶野猿

男

︵ナ︶文

鼠鳴きをして覗く女房

泣きませう憎い男を盗まれて
果てしない日々の暮しに降る桜

塀越しに聴く頬白の声

兼

閑

マ

ザ

ダ

ラ

バ

ワ

ヤ

連衆捌

中世古正

御辺卯

郁於

八二見・日の出連句会ｖ

歌仙﹃人恋ふ鹿﹄

人を恋ふ宮の牡鹿や初時雨
杣も老いたり今も炭焼く

腹話術ならいっこく堂さん

ナォ説明のなくて？のモニュメント

退職金皮算用をして楽し
知らぬ同志が熱燗に酔ひ

かぽかぽかぽと舞妓らが来て

真っ白のロープの垂るる避難場所

車線変更開かい踏切

ふたまたの恋とは知らずおひとよし

とりあへず萬金丹を頬張りて

おかれし琴に秋思ただよふ

松茸飯のおもてなしとは
縁閉ざし月皓皓と坪の内

ナゥいつときもポケットベルを離せない

買物袋提げて婿殿

廃校をアトリエにして百号の絵

透ける川底走る若鮎

︵於・御辺卯径宅︶

夢に見し花のお点前ワシントン
テニスコートの音のどやかに

平成十一年十二月九日首

平成十一年十二月二十日尾
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碁仇はいつも和服を着こなして
車庫に納まるクラシックヵー
月かげが水に素直に揺れてをり

虫と共演フルートを吹く
ワ花野きし少女のベレー飛ばさるる

﹁玉の肌﹂てふ石けんの名ょ
ワイン飲むこのひと口が危険です

隠しカメラで証拠っかまれ
誰も居ぬキャッシュコーナーおおこわし

土器に書かれた文字は﹁田﹂らしき
はしゃぎゐし子も寝しずまり蚊帳の月

回転ドアを冷房が逃げ

九官鳥やっと覚えた﹁こんにちわ﹂

お遍路の舟もう着く頃と

昔の味のわらび餅なり

雲の間に淡墨ざくら根尾の里

松山
井根

郁京径郁京径郎径京郁径郁子京径郎径郎

径京郁径京郁郁京径径郁京径京郁郁径

八神戸・ひよどり連句会その一Ｖ

歌仙﹃小鼓﹄
小鼓といふ酒届く春の雪
みこ

やうやく済みし税の申告
山繭や皇子はいかなひとならん

八坂つづきに脱藩の道

役人からむ遺伝子売買

ナォ若駒は天馬のクローンかもしれず

モンテカルロの朝はけだるく

目礼すバカラのグラスかざしては

シンデレラ妃の癒えぬあかぎれ

衛兵は人形ならず息白し

十二単をなげく衣衣

極彩の恋の絵巻は槌せもせず

散財つくしはいさやうなら

やんわりと皮肉のこもる弔辞など

しをらしくしてとろろ汁食ふ

サウダーデ

一′子

小心の故に刺青月蒼く

とおる

融の舞ひに遊びきはまる

ナゥ塩田の跡に絶え／︑厚岸草

内弟子の修行もっぱら拭き掃除

無い知恵しぼる吟行のバス

定年の孤愁なる花明り
山々に鳴る佐保姫の鈴

秤鰄什一等十二朋廿郵叩露︵文音︶

−フ7スー

雲の出ていよいよ月の饒舌に

囮しどろにそそり鳴きして
ゥ櫓田にゴルフ球打つ組合長
をんな名義の資産あちこち
激流のマジソン郡の橋で待つ

夢みごどちの恋に溺れる
エレベーター下着ルックに囲まれて

亀も伸びたる首をかしげむ

月涼しそれも蒙古の草の原
ハンモックには笑まふ嬰児
毒入りカレーすでにうやむや

銅鍵鳴ってかもめは宙にとどまりぬ

こぬか雨落花重たき西行寺
淋しさまぎれに石鹸玉吹く

品木

鈴ひ

川下

鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ子を

で

ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴

八神戸・ひよどり連句会その二Ｖ

歌仙﹃丁寧に﹄
丁寧に財布に収め初神籔

品川鈴子捌

中田寿子
野口喜久子

岡田芳子

一気に上る版画双六

白魚の目の透き通る掌に

寿

寿

芳

一皇宮

大試験には名前はっきり
みやげに貰ふ玉子せんべい

一三目

壹匡

一二宮

芳
芳

馳走づくめ飽きる外遊

ナォ空港の島へ霞の棚引きて

いつもながらにもめる答弁

端整な横顔の笙聞きほれる

藪柑子ある庭の隅っこ

漢方に頼りて風邪のほぐれつつ

阿畔の息はさすが銀婚

読み終へて靴べらとなる週刊誌

ジグゾウパズル少しつまづき

恋心さだかにはせぬ俳優ら

名月に昔ながらの冷泉家
三角にぎり包む柿の葉

ナゥロ上の農夫が化粧ふ秋祭

囮捜査でムンク還りて
人形が柱時計に踊り出る
自動扉に裾をはさまれ

︵於・阪急連句教室︶

花筏田川の行方いづこまで
野点の席に蝶のまつはる

平成十二年一月六日首
平成十二年二月三日尾
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芝居果ておぼろの月と帰るらん
ゥ銀行のコンピューターは正常に

芳

一旦ロ

きいぎぬにダイヤの指環嵌められて

寿

何も聞かねど想ひ伝はり
棹のしづくに目高乱るる

芳

月仰ぎ有馬の赤湯たっぷりと

一塁ロ

境内で巻く笠着俳譜

芳

捨てがたき香水の瓶並べ置く

吸物に浮く薄き松茸

城塁の反りを覆ひて蔦紅葉
五つ年を経る地震のくさぐさ
みどり児の笑みは夢見か花明り

汐干の潟をいつか離れる

喜寿芳喜寿芳喜寿喜芳寿喜芳寿喜芳喜芳

ハ神戸・ひよどり連句会その三Ｖ

歌仙﹃ふるさとの味﹂

佐竹千寿子

中田芳子
岸はじめ

品川鈴子捌

外人なれどいつも甚平

ふるさとの味忘れめや鰐の皮
箔押しの工房さすが静かにて

芳

高沢昌江

札所巡りのバスにゆられて

ナォ正調のほうほけきょをほしいまま

予後よくてテレビで巨人阪神戦

白夜の湖畔灰と明るく

ノーが決め手の東京都知事
さつき
飛び入りも五月の句会朗かに

眺めやるビル群除々に遠ざかり

子の幸せは親の幸せ

移住のテープ握りしめつつ
衆人の視線ものかは熱きキス

月を待つ間に謡ふ鐘の段

ううぐ

茶髪ピアスでペンキ塗り替へ

は

とら

︵於・北とぴあ︶

−今ノノ

有刺線囲ひの更地月照らす

曼珠沙華なる帯の畦道

靴に潰れて匂ふぎんなん

ナゥ神農の虎はるばると送られし
給仕かわゅき露地のうどん屋

千
芳

日自

ゥ熟し柿嗜太鴉またねらひ
恋にこがれし若き日もあり
手をにぎり恐る恐るに頬よせて

は

となり邸のうだつおぼろに

模擬店の団子品切れ花の苑

平成十一年六月四日尾

平成十一年五月三十日首

装ひは法被姿を夢として
一寸法師鬼と連れだち

仲々止まぬコソボ爆撃

は

千
芳

日日

牛の力の頼りなきこと

千

占ひは願ひむなしく凶なれば

陵をあまねく照らす冬の月
芝居はねれば雪にかはりて

芳

は

日昌

地下鉄のエスカレーター酔さめず

還暦過ぎて励むジョキング
花くづを帽子にまとひ帰らむか

眞向う丘に昇る風船

芳は昌千は芳は千芳昌は千芳昌は芳昌千

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその四Ｖ

ォ卒論を追込中と初電話
谷口喜美子

清水利孝

坂口三保子

歌仙﹃卒論﹄

成人の日の茶髪はれやか

品川鈴子捌

蒲公英をつみて夕飼のおしたしに

加藤奈那

三保
利孝
喜美
奈那
利孝
三保
喜美
奈那
喜美
利孝
三保
重言伺い
乏刀羽力

利孝
三保

鼻唄まじり宇宙船内

ナォ噂の語尾定まらず雨催ひ

だし

お転婆の塀より落ちてあっけらかん

あぶら

脂びかりの鐘楼の綱

︲あい

下宿暮らしに煮こごりの出汁
綿塁がふわりとなぞる彩ガラス

ふと思ひ出す年下の人

外つ国へ求婚の旅終りなく

猫でさえ話し相手になることも

ほろ酔ひ機嫌布石きまりて

紅葉競へる大和香具山

書割に似し月昇るビルの間

双眼鏡が肩にずっしり

ナゥ案山子にもローブデコルテ着せてみて

銀行に税を課せらることとなり
伽羅の香りのいづこともなく

鎌倉彫りに盛りし雛菓子

おもて

白哲の面鬚らす花篝

鯛
Lu

︵於・垂暉喋錘宮諦礪劉輌会︶

平成十二年一月十六日首
平成十二年二月二十日尾

−276−

弛みがちなる遠足の列

観劇を終へて見上げるおぼろ月

電車を追ひて鴉喧し

ワ句を作る窓のカーテン風さそひ

還歴にして恋のときめき
したたかな腰の厚さに女舞ふ
青きすだれを我が家にも吊り

川開き道具あれこれ買求め

雀の泪労多くして

月代にエァーズロック袰深め
つくつく法師不意に鳴止む

墓参り子は六尺の丈にして
お笑ひ復帰ねらふ元知事
この丘にゆくりなく会ふ花ふぶき

金粉うかす蛤の椀

三悦利三悦利三悦利悦三利悦三利悦三利

保子孝保子孝保子孝子保孝子保孝子保孝

八大津・広野連句会ｖ

歌仙﹃婆さまなりき﹄

子に返る婆さまなりき茄子汁

村木佐紀夫捌

村木佐紀夫

夫

中島ふゆみ

み

夫

月の出を待つ心なく月を待つ

み

左手で書く依頼原稿

ナォ逝く春を近江の北に愉しめば

がらくたの茶碗一箇にある値段

呪文らしきを唱えてからと

つま

猫育て心癒すという電話
合雨に濡れる庭の石組
空港に単身赴任の夫送り

今の幸せまた逢う日まで

深層の海水つかい麺麹を焼く

頂きものは住之江の味噌
え

年ごとに松の枝のびる大社領

のちのち

出遅れにして後後の月

ナゥ三人の孫と交信Ｅメール

上りがまちで脱げぬ履き物

けしか

溜飲下げて咳けてみる

紐ボタン︑マジック・テープ変貌す

春の恵みと雨音を聴く

二○○○年迎えし花はいま盛り

廿一韓十卦朋三一明雷︵文音︶

つラヲ

スカイラインをひた走るもの

少し間をおき鳴くは郡郭

夫

み

秤

ーニノ／

彩あざやかにかかる朝虹
七景に帰帆の姿忘れられ

ゥそるノ︑と新酒の酔いの廻りだし

夫

夫

夫

み

夫

み

み

付ける薬もなくてご苦労
恋風も名ある風なり物凄く

命と散らす憂の火の粉

身の程を忘れて日々の耽溺を
ふと気が付けば明日は観劇

讓みもせぬのに本を買いこみ

水漢をかんで三條月の橋

甘いもの好きで遺伝の味音痴

み

み

夫

松には松の風のありよう

薄墨の桜に花の精を見て
朝な夕なの噂りを聞く

執

筆み夫み夫み夫み夫み夫み夫み夫み々夫

八東京・風藺社連句会ｌその一Ｖ

川澄みよ

半歌仙﹃梅雨晴間﹄

球場に観声上がる梅雨晴間
若尾よしえ

川澄みよ捌

団扇手に手に駈けて行く子等

新作の青磁の香炉仕上りて

小林静司
小野シズ
町田順風
成田玲子
越野文子

猫のびノ︑と縁側の端

ゥ秋祭り揃いの法被よく似合い

静司

立ちあがる彼を支えてわが胸に

玲子

シズ

茂田キョ子

鱸の刺身さえる包丁

僅々と入江に月光凪ぎ渡る

あれこれ変へる口紅の色
愛してますと繰り返す酔

シズ

みよ
文子
順風
静司

キヨ子

よしえ

ラグビーはたゾ前進があるのみと

壁の色紙にもるる冬月
鴇の孵化成功喜ぶ日本人

幻の湖青海波消え

守礼門弐千円札によみがえる

蛇皮線奏で御霊に棒ぐ

プレハブを﹁花の庵﹂と云う主

春の暖炉で着物縫う母

平成十一年七月十一日首
平成十一年十月十二日尾

︵於・梅ケ丘会館︶
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八東京・風蘭社連句会その二Ｖ

半歌仙﹃早梅﹄
皇居内梅には早き梅見坂
冬うららかに長寿者の会
外洋へ旅立つ漁船海凪ぎて
無線初報は﹁全て順調﹂

茂田キョコ捌
茂田キヨコ

若尾よしえ

小林静司
町田順風
川澄みよ
小野シズ
成田玲子

順

平成十一年十二月十三日首

平成十二年三月十九日尾

︵於・梅ケ丘会館︶

←′〆

名月に供える団子のまるやかさ
誰が持て来たるポジョレヌーボー
ゥリストラを親には云えずちちろ聴く

キ

司

笑くぼはや雛の一部となりにけり

玲

はげまされたる妻のひとこと

衣桁に紅絹の江戸小紋かけ

ズ

司

玲

差え

始まれるパリ出展の日本館

セーヌ河畔は新緑の頃

劫をいどみて凌ぐ敗勢

田植する故郷の月なつかしむ

弗預金行きつ戻りつ円強し

よ
シえ

狙う子猫の眼玉まん丸

順

ひともとの桜に長き花の列

喉を潤す新茶サービス

−フヲO−

八東京・風藺社連句会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃啓蟄や﹄

茂田キヨコ

町田順風
小野シズ

町田順風捌

はるかに望む残雪の山

啓蟄や土黒々と河川敷
鉤編の春のセーター仕上りて

若尾よしえ

キヨコ

成田玲子
川澄みよ

新空港へ孫の出迎え
街の辻右に左に変る月
竹籠に盛る胡桃栗の実

アパルトヘイト闘いの跡

スポーツ界に父子鷹いて
冬の月人声もなし座禅堂

キヨコ

玲子
みよ

順風

よしえ

シズ

ゥ秋刀魚焼く煙り流る易店の先

看板娘にぴぴっとシグナル

珈琲の香り溢るシバルコニー

シズ

胎教によいとバッハにモーツァルト

携帯電話ところかまわず

よしえ

玲子
みよ

よしえ

老いたれば介護料など気にか鼻り

愛犬ひいて千歩二千歩

花万朶句会の席はなごやかに
ふらここ揺れてのどらかな午後

平成十二年三月十九日首尾

︵於・梅ケ丘会館︶

−280−

八裾野・富士裾野連句会ｌその一Ｖ

土屋清市

歌仙﹃春惜しむ﹄
飯田輝子捌

幾度も丹の橋渡り春惜しむ
燕飛び交ふみやげ屋の軒
夏近し児童の写生彩濃くて
輝

千

飯田輝子

ニューファッションを飾るウインド

秋港出ずる観光の船

千

市

高木千代子

山の端に懸る新月すき透り

ゥ売れ筋は水の缶詰震災忌

ナォすなどりし栄螺無心に汐を吹く

推し量れない人の奥底
松風の粛然として城跡に

将棋の一手いまだ決らず

衿巻深くうそぶいてゐる

男の子吾昔業平都鳥

謎かけの意味もわからず呆れられ

巷のマリヤ瞳美くし

万華鏡めく谷崎文学

略奪婚マゾとはつゅも知らなんだ

落鮎ひろふ谷川の簗

現し世を隈なく照らす望の月

地酒の酔に放つストレス

ナゥ秋深む湯治場に鍋持ち込んで

辺

口

未
依

明

︵於・裾野市東西公民館︶

平成十二年五月二十一日首尾

黙礼を交わす大樹の花の下
公達の面おぼろおぼろに

奉仕活動北へ南へ

宇宙よりシャトルが映す有珠噴火

輝
千

市
輝

開かずの窓に指の伝言

男社会は簡潔がよし

投げキスに心ときめく夜の舞台
迷惑なウィルスの名はアイラブュー

千
輝

希

市

逃げおほせたる生實のひらめ

祭ばやしに勇む若衆

月涼し川面に灯りゆらめきて
スペインのミハスは白き岡の上

千
輝

一族集ふ褒賞の宴

市

花吹雪快に受けて封打つ

蛙の声に暮れる分校
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田

渡

明女明市女輝市明女輝明市女輝市女輝子

八裾野・富士裾野連句会ｌその二Ｖ

若さが欲しと染める白髪

ナォパイパスの完通式の草萌える

中込省三

初恋の人と出会ひし小料理屋
投げキスをして別れも淡し

歌仙﹃うららか﹄

十六歳は時限爆弾

献立の野菜はみんな茄で上げて

後藤文代

予約せし女按摩の来し湯宿

中込省三捌

うららかや雀が拾ふ鳩の餌

省

羽織袴で寮歌を踊る

万華鏡のぞく小春の日に向けて

赤い風船すいすいと行く
雛市の雛の百態微笑して
美

高橋美智子

自動扉の客毎に開く

床の小鼓紐美しく

マチュピチュの地上絵に降る月明り

篁の微動もなくて月のぼる
駄々っ子だけにつく草風
文
省

太極拳のリズムさわやか
ワ虫籠を吊す夜勤の駐在所

友禅の模様を流す京の川
社の森にうぐひす鳴きて

わが世君の世苔のむすまで
美

自転車に乗り追ひし陽炎

一山の花を芽吹かせ鐘響く

ナゥ定年後サイドカーにて秋訪ね

文

文

逢へば凪ぎたるこころかなしも
思い出に残るホテルのカードキー

省

美

身振り手振りで土産物買ふ

美

ピザの出前を頼む算段

帆船のどの角度にも夏の月

省

湾口に錆びついている肪綱

サングラスして軽きハミング

文

省

四コマの新聞漫画楽しくて
酒を含めば嘘がひろがる

文

シャム猫の碧き瞳に花ぐもり

美

高
橋

ト

路

︵於・裾野市東西公民館︶

平成十二年五月二十一日首尾

遠山架ける春の虹橋
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高
木

文路卜文省路卜省文路文ト路省シ文省草

八仙台・北杜連句塾その一Ｖ

歌仙﹃冬の家﹄
狩野康子捌

ナォ大掃除怪獣潜む箪笥裏

トラベルミンをポシェットにいれ

解読す二十一番染色体

燧道の先光溢れる

垂石よう子

セブンティーン心は晴れたり雲ったり

おしろい箱にけさらんぱさらん

僥う強さを知ったあの時
雪しまく募る恋情舞に秘め

みどり児のように扱う絹豆腐

熊坂昌子

狩野康子

谷田部弓子

モデルチェンジを他社にさきがけ

上がり権にどんと鮫鰊

初氷だまし絵本に魅せられて

パドックに鹿毛も葦毛も勇む秋

老松の猛々しくなる冬の家

結び直した首のバンダナ

秋田てる子

ナゥ満月を配して宇宙の地図作る

悔恨すこし南洲忌なり

松ノ井洋子
よ

︵於・双葉西集会所︶

−283

更待月カーナビと行く宅配車

弓

エスペラントはいつかたち消え

備蓄米からいとど跳び出す
ゥ招き塩白々としてそぞろ寒

流木でドラム缶風呂沸かそうよ

無垢なハートを君にあげよう

て

洋

平成十二年二月十日首
平成十二年五月九日尾

巣立烏らしめざせ青空

語らえば幻想のごと花の降り

貸農園の人気上々

めぐり逢いうすき耳たぶそのままに

日自

大望はるか旧るぶ寄せ書き
歌うかに子等の洗濯はためいて

て

よ

て

涼しき月に玉乗りの影

よ

古る梅酒ゼリーの酸味ほどの良さ

介護保険はまだ姐に

日日

弓

洋

雑踏をキックボーダー縫っていく

悪夢違える観音の慈悲
淡く濃く雪舟が筆花の雲

入学の日の母の装い

て昌よ弓昌康弓よ弓昌洋て康よ昌洋て弓

八仙台・北杜連句塾ｌその二Ｖ

歌仙﹃踏まぬ間に﹄

金つくろいの古九谷の皿

ナォ弥生尽鵤尾に一基の避雷針

郵便夫乗る島定期船

録音で政界引退表明し

佐藤千枝子

山田史子
狩野康子

空気のような人になりたい

横丁の元二枚目も早や初老

狩野康子捌

口がへの字のおかめ双六

いつのまにやら縁遠くなり

宮古上布こころ模様を織り継ぎて

春の土ひと鍬ごとにふくらみて

佐々木嘉宇

天翔る騏麟は月をくぐり抜け
キャンパス立てて新走酌む

踏まぬ間に三日の雪の解けており

新入生のバス停に立つ
朧月紅殻格子杭いてゆく

玻

木田真智子

布袋香合恭しくも小祇紗に
夢二馴染みの旧き湯の宿

秘密の鍵は地中深くに

康

平成十二年四月十二日首

いんびんたかりとおだずもつこと
史

すぐやる課から飛ばす風船

野も川も花また花のみちのく路

玻

︵於・佐々木宅︶

ガーデニング楽しんでますとファクシミリ

猫の写真にこだわりを持ち

ナゥ行秋に淋しさ多き長寿国

男はことば内にためこむ
電飾が熟れ茸ぐこと快感に
いざ帰りなん石榴咲く頃

枝

玻

レースカーテン豊かなりしよ診療所

真

康

平成十二年四月二十六日尾
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高橋玻斗子

ゥ小包のすきますきまにふるさと紙

史

コマーシャルには河童登場

︷子

呪文の如く経済成長

玻

ファッションショー靴カッカッと花の昼

枝

月明り遠来の友現われて
色なき風が傷に惨みいる
大津絵の鬼の樟文化の日

みごとにまるき蜂の巣の見え

玻枝真宇枝康真史宇真史枝宇玻史宇真枝

ハ伊勢・勾玉の会ｖ

恋之歌仙﹃刷毛になっても﹄

藤岡よし子

埜口恵美
西村幸子

喜多さかえ捌

秋汐に挑むや魔除けの星の紋
月を染めゆく貝のむらさき

静子
幸子

よし子

手巻
澄子
幸子

しげ子

恵美
手巻

よし子

静子

杉本しげ子

小西澄子
杉本静子
山口手巻

蓑虫のちよよと忍び鳴くならむ

探しもろこし今や熟れどき
立像のをとこ暗嶬を好みては
﹁アリデベルチェ﹂空港は雨

ワ汁椀に十全補湯とかし込み
煮詰めるほどに緑濃くなる
きみとゐる夢の片側隙麟飼ひ

高額保険は悦楽に似て

ゑひもせず酔はされもせず伽羅峠

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

縊らるる鶏の声沁みる里

罠やさしげな草たちの婚
屋根葺き替へて鍵を確かめ

フォッサマグナ吸はるる花の限りなし

ナォ存念を捨てきし背中目刺し焼く

身近にあるは空気入れのみ
浅沓の漆黒男禰宜女禰宜は朱
刷毛になってもわたし黒髪

早桃のひとすじの窪恥づかしぐ
よぢれねぢれて蜥蜴となりぬ

いづめご

鬼の子は赤ふんどしのジンジロー

ルシアンティの津を舐めあふ

爺さまの抱く飯詰籠も古り
火曜から月曜まではＥメール

いつぼんづつが泣く糸芒

舞ひ終へしシテの放心十三夜

プラハの橋とともに死したり

ナゥ内戦の地逃れ来ていまヌーボー

こころ模様を雪に晒せる

脱ぐほどに玉葱は身のおそろしく

しげ子

澄子
惠美

さかえ

澄子

しげ子

恵美
手巻
静子
幸子

しげ子

澄子
静子
恵美

よし子

さかえ

手巻
澄子

︵於・いせトピア︶

フォルテッシモはあの場雲雀

花々の袰ひらかれよけふの風

平成十一年九月十六日首

平成十一年十月十日尾

−28う−

八松山・松山連句協会ｖ

渡部伸

小倉静

歌仙写化一寸︑ｚに﹄

花守りに花の十日のありにけり
井上弥

小倉静波捌

句座うららかに日曜の午後
荻山玲

ふらここを替りばんこに漕ぎあひて

や﹂参り

ナォ門前で姥のひさげる蓬餅

堤に憩ふ旅のつれづれ

国際電話かかる携帯

綿菓子を千切ったやうな雲一つ

北風びょうびょうと吹き募りたる

きた

雪原をアドベンチャーの橇が駈け

妻に内緒のバイアグラ呑み

警察の威信はすでに地に堕ちて

成就を頼み振れる神鈴

み目美しきギャルを狙ひしストーカー

芝居のはねる頃はやや寒

輝やかに澄みまさりたる月の影

溌裾ぬれたと泣ける赤ん坊

落鮎の串ざし炎る厨口

乱歩・次郎と並ぶ店頭

読みふける推理小説佳境にて

夢縄ひまぜてしやぼん玉吹く

めでたさは老木ながらに咲ける梅

︵於・愛媛県生活文化センター︶

平成十二年三月十九日首尾
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電車通りを雀啄む

夕月の官庁街に上り初め

新生姜とて香り抜群

ゥ刺青の片肌脱げば冷まじく

恋に溺れて添ふて幾年

どうしても堪へ切れない夫の嘘

髭の漢が箸拳に酔ひ

生き残る会社厳しき昨今に
窓の灯虫へ猫のいらだつ

納涼の観月会に集ふ友

煙草吸へとは恩師教へず
隣より琴の演奏ひとしきり
蝶々追へば空へ消えゆく

ホスピスケアを受ける病棟
ポトマック河畔の桜咲き揃ひ

居波弥幸波幸居弥居波弥幸波居幸生居波

幸居波弥波幸居弥幸弥居波弥幸波居幸弥

八松山・松山連句教室ｖ

歌仙﹃宵の春﹄
井上弥生捌

井上弥生
松永静雨
河野夏彦

故もなく参む涙や宵の春
二浪の末にやっと入学
白魚のぴちぴち跳ねて賑やかに

弥

河本津也子

伊達由紀子

河原で囲む芋炊きの鍋

ビデオに撮りて送る親元
ゥうそ寒き少年事件相続き

由

永井政子

吐く息しろき女船頭

静

ナォふりそそぐお陽燦々と暖かく

モーターショーに彼を連れ出す

できちゃったので受けし結納

最愛の夫の遺言も虚しくて

世紀末なる虹も東てしか

お手前の松風ひびく冬座敷

バスのツアーは一寸恐いよ

それぞれに塵芥の分別論じあい

間違ひなしと汗の鑑定

金接ぎの壷に似合える夏椿

弦月を望遠鏡で捕らえいて

幣ちぎれとぶ竜神の宮

あれはやっぱり小牡鹿の声
初朝に浮かぶアイデア夢の如

更生法に社運託さん

覚えては忘れては又教えもし

石垣も城も包める花の雲

多

︵於・松山市竹原久仙亭︶

ブルーの空を抜けしつばくろ

平成十二年四月十五日首

平成十二年五月六日尾
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しっとりと月の雫に濡れつつも

ほる酔えば乱れがちなる炬燵酒

政
夏

いつまでつづく有珠の噴煙

弥

津

民は怒らず政治変るや

静

すんなりと総理の席は森さんに

アロハシャツ着て恥はかき捨て

温泉に浸り河鹿に浸る月の宿

政

津

由

夏

何にでもアロエジュースが効くなどと

老人力も今は珍重

命ある倖せに花咲き盛り
父母を恋っっ遍路鈴振る

戒
能

津多由静津政多弥静多弥政由津静喜政弥

八武蔵野・窓ｖ

歌仙﹃峡の稔り田﹄

峡の田を見事稔らせ熊野かな

蔵に栖みつくちちろ蟠捧
月浮ぶ大盃を呑みほして

菅野陽子捌

内田さち子

野口敏子
小林和恵

深井玲
鈴木アヤ
倉橋澄子

ち

墨色よしと筆をかまへたり

ゥ余生いま独りはたのし冷奴

白濱節子

杉浦詫久代

ことばも紙も佳き文のくる

不安多々あり遺伝子組替

高月三世子

玲

玲

ナォ虚子の忌は雨になごみし集ひなり

土産に賜ふ佃煮の味

まぼろしのつちのこ探し三代目
何でもわかるインターネット

桧枝岐歌舞伎上演夏木立

団扇づかひのたをやかな指

見そめたと言ひ切る若さ夜は明けぬ

今日の日記は三行に尽き

寄りそひ開くペンションの窓
当節はカタカナ姓の多くなり

ビル街を隈なく照らす望の月
風ひややかに鳥居しづまる

マクドナルドに若者の群

ナゥむかご飯故郷の友みな逝きて

公民館はうららステップ

ポップ調トルコマーチも新鮮に

そっと選り分く掌の種子

さよならの背にひらひらと花こぼれ

平成十一年九月十九日首

陽

︵於・東京女子大学同窓会館興行︶

平成十一年十一月二十日尾
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合気道励む子供等声の鋭し

美人よりやさしき女が好みとか

澄

代

のうぜんかづら燃えさかる午後

口下手でゐて大胆なキス

獲物を狙ふ鷹の激しさ

ひと

ファッションのサイクル十年古着着て

賑やかに御成道行く家族連れ

ヤ

ち

ち

水の温みを音で聞き分け

小林純子

凍月の絶壁の上鬼喧ふ

満ち足りし花は吐息を洩らす宵

五百羅漢のみる春の夢

菅
野

陽恵代代ちヤち節ち代代ち代敏子敏玲ヤ

ハ神戸・摩耶連句会ｖ

歌仙﹃鶯草に﹄
鷺草に物音たてぬ暮らしかな

素足の裾を濡らす打水

木の香ゆかしき村の分校

出土せし甕の周りに人寄りて

佐野千遊捌

橋間石
佐野千遊
岩井秀子
岩井魚水
藤原繁子
河原喜美子

ナォ厨より蕗味噌の香のたちこめて

盆栽の鉢嫁にゆかせる

たましいをふるわせピアノコンチェルト

目くばせをしてそっと立ちゆく

教会は薔薇の薫りにミサ終り

ゴールデンウイークの駅の雑踏

朝飲みし胄薬少しきいてきて

デッキに出れば鯨潮吹く

出迎えの子等の打ち振る万国旗

いつ刺されたる鴫の早贄

グラスのワイン揺らし乾杯
窓鳴らすほどの風出て三日月

公民館のダンスレッスン

ナゥ捨案山子はやりの服を着せられて

京の野菜の旬を酢のもの

街並のぽつりぽつりと灯りだし

春の障子に謡い納める

花流す疏水に添うて院に入り

平成十一年十一月十五日首

︵於・神戸市学習センター︶

平成十一年十二月二十七日尾
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月に向く銀河鉄道いま発たん

野崎昭子
秀

白き峰々烏渡りゆく

繁

ゥ一絃の琴の余韻に秋深み

流れ藻拾う長き渚に

一呈再

秀

繁

昭

繁

秀

昭

一旦ロ

昭

片恋の思いはつのるばかりにて

貴船の宮の石の黒々

たっぷりと由来の長き老舗そば

たちまちにして宅地造成
山道に狐啼く夜の月の量
咳やまぬ子の背ナさすりやる
まづ一杯飲んで名水瓶に詰め

ひょんな出合で旅の道づれ
白河の古関のあたり花ぐもり
母の形見の春のショールよ

秀千魚昭繁繁昭繁魚秀喜秀魚喜昭繁喜秀

ハ丸亀・丸亀連句会ｖ

半歌仙﹃ミレニアム﹄
今井水映捌

水映

今井水映
鎌田耕仁
広谷冑石
松岡遼雲
荒井薫
蔦沢翠

戦争も平和も明けてミレニアム

主︵あるじ︶の愚痴を縫ひぐるみ聞き

犬も乗る渡しの小舟おぼろ月

鶯餅にお茶はアッノ︑

春炬燵気丈の母は米寿にて

屠蘇を祝うて休むパソコン

どもならん孫にはぐれた遊園地

深い唇の婦警たのもし

田中一火女

沖津秀美
友永幹子
山崎曙

意外にも涙もろくてそこに惚れ

程よく進む藍の発酵

薫

美

翠

石

圭云

映

仁

桑の実を含みて唇染めしとき
小篭に盛りしチョコのいろいろ

月上る長城うねり果もなく
鬼も紅葉も地獄絵のごと

数合せ三党合意秋の風

四月の暦しかと丸書く

流れ者にもふるさとはあり
父の手は厚き手なりき花万朶

秤鰄廿一一一碑十一群十一垂串壗︵文音︶
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ハ伊勢・三重県連句協会ｖ

百韻﹃禰宜の郷﹄

いら

ワゆく秋のそこここにある巨き穴

不動が辻を争ぐ郎

紅の糸紡ぎつつ足す風の宵

しな

細身の傘はよく僥ふなり

卜︽

し一丁

壽子

低く来て四機編隊野を圧す中世古正郎

水なき池に銅貨現はれ

亀石の亀ゆうるりと首あげる

文子

し

喜多さかえ捌

初折注連飾り外すことなし禰宜の郷矢野五斗子

月出でて草矢飛ばした里の子ら

てん

天などひとつください

深雪晴れ鴨はしきりに鳴き交はし西村幸子

放物線にやどる山彦

御慶を申し﹁世の中百首﹂村川治男

双眼鏡にしまふ遠景杉山壽子

御衣黄の花もかがよふ通り抜け

びょう

のとまりし尉の顎髭

幸壽一丁

治男
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女3

ハレンタインはエンゼルマーク山根於京

皮の砥に剃刀うすく研ぎすまし

音爽やかに管弦の奏小西澄子

孟言ｂ

望の月豪華客船燦めきて藤岡よし子

足元の石思ひ切り蹴り岡本耕治

ベジタブル彩とりどりの箸やすめ木村文子

ろ

男子子

男子子

子

治澄文

治文幸

よ

心を

虻

耕治

一折いっせいに天刺すごとく松の芯竹内茂翁

筧の音も耳に馴染める
澄子

治男

ワほどけては群れては鯏叫の三拍子片山又夫

朝寝などして前の世は鵺

落人の商が斎ける蘇民杜正

琵琶に合はせるシタールの妙杉本しげ子

優勝のダンスの映像届くらむ

壽子

くるぶしに量感軽きシルクなり西山和子

包んであげたい折れそうな茎

産休をとってゐるのは夫です山口手巻

埋もれてみたきふりるふるふる前田圭衛子

彼もまた寂しきひとり月仰ぐ

芒が原は操車場跡耕治

キッチュとはくちづけのこと外は風

よその首長の選挙たのしみ大西貞子
まるやかに茶の畝伸びる山の里埜口恵美

治男

まめに繕ふながき猪垣

注文は清浄野菜のＤＮＡ

スリムになった鬼の若者

手巻

治男

記憶の奥の彩色写真杉本静子

街に出た烏があほうと鳴いてをり

翁
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郎

郎

しるがねいるに通り雨過ぎ
此処に居て面向不背迷はざる
ビロードの肌つんとシャム猫

あすの塩考えもせず切符買ふ

治男

よし子

札幌もよし那覇もまたよき

砂の温もり透ける貝殻

於京

子

花便り月の明りを滑らせて

,公、

ﾉノ

茂

子

京
壽

可弓

､目

壽

於
茂

茂翁

アンドロメダ大星雲の点と化し

明ける港で密輸取り引き

ワ封印のハイデルベルグの甕微醇

圭衛子

必個甲刀

耕治

文子

圭衛子

久閼の手にまた応へる手
壽子

東風だ目高だ地軸がずれる

一一薪煮凝りへ父なる凪を閉じ込める

四つ角に地蔵堂あり乳母車

静子

圭衛子

桃開くかまぼこの箱届けられ

治男

静子

よし子

手巻

金魚玉いやおうもなく膨らみて

歯をくひしばる駅伝アンカー

立ち上がる膝に糸屑まつはりぬ

月のしづくの若水を汲む

圭衛子

手巻

正郎

一壽子

文子

宙心一夫

二十六時を告ぐほととぎす

宰相も腰あげたるか介護法

とんがり屋根の赤い勾配

牧牛の背ナにつづける丘低き

おかげ詣りかうららかな声

めだか

犬のことばを話す少年
貼紙は﹁タダデアゲマス空証文﹂

さらさらさらり砂時計です

怪談の闇に夕顔ひとつ咲き

版木なく清貧といふやぶ睨み

又夫

於京

爽気も満ちて船下しせり

貞子

土間に転がる大渋団扇

海に沿ふコンビナートの十三夜

耕治

静子

過疎となりたる村の干柿
そぞろ寒あまりに小さき曽良の墓

忍び返しに釘隠しあり
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子
ﾉノ

翁
ﾉノ

壽
茂

手巻

しと

しげ子

翁

は人なし蝉の尿

うしろで誰か別の顔して

お先棒担がされつつ落し穴

根付けに小さき組紐の綾

や−とこ木遣音頭はよ−いやな

子

駅

手巻

耕治

よし子

日の本の花盛んなり神の山

執筆

平成十一年二月二十日首

平成十一年二月二十一日尾

︵於・伊勢市神宮会館︶

大地は萌えて龍翔けあがる

春眠誘ふ潮もりあがり

男

茂翁ゥ故郷の

あの人はひとつ覚えの手風琴

静子

茂

名残中古のバス遅れがち土筆摘む

飾り窓から絡みつかれて

恵美

イに1
勾、

骨のかけらか化石の類か
圭衛子

茂翁

双の乳囲めばひかる初蛍

耕治

壽

、r

夢うつつバッカス座る大広間
パエリオアの香を吐く換気扇

越前の海へ水仙なだれ込み

走り抜樫 た る 蚊 柱 の 道

静子

涙出さうな冬惜しむころ

破門僧咽喉 けに種を詰まらせつ

澄子

のみど

蘇りくるびいどろの冑
サバンナの生き物紀行月第々

糸瓜の水は木靴で受けむ
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1口

進発

駄ム

古今

子

耕
於
壽

圭正
衛
子郎

ハ愛知・三河連句会ｖ

歌仙﹃伊豆の海﹄

伊豆の海や沖の小島も初茜

付け回し

東明雅
東郁子

石渡蒼水
福井敬行

鳴き習いする籠の鶯

斎藤吾朗

肪い船にも屠蘇の一滴
山焼の炎の裾に住いして
三味の音のとぎれとぎれに月おぼろ

伊東かけす

北村一邑丘山

稲葉利夫
須田邦彦

高橋美代子

吾朗

川口節子
武田有加
鈴木愛
杉山例
荒川雅代
竹辺有希
鈴木幸治

水面の貝がら明けの潮騒
ゥほら吹きの家のばあさん元気です

いとしき人へ香を聞かせて

青く想いは波に消されゆく
世界広げる区切り無き愛
空高く響ける声は吾子のもの
微笑む母のモナリザに似る

月に酒奄美の島に家を建て

豚の頭を食べて爽やか

秋の暮命の赤と出会いたる
何も喰われど腹は膨らむ

噸は何烏か花の美術館

のたりのたりと春の一碧

おばさま達も微笑みており

ナォガラス越し柑の見える喫茶室

奥野美恵子

佐藤由利子

佐藤直介

稲葉登美月

女渕美奈子

林秀行

金儲け私も欲しい儲口

不況不景気の曲がりかどまだ
着ぶくれて松川沿いを歩く日々

息は真白に四次元の夢

稲葉泰宏
杉田英治

勇壮な潮吹く岩が待っている

陰にかくれて飲むバイアグラ

中根明美

吾朗

小笠原音流

罪の深さに軋む臓物

大社長サドの女王に鞭打たれ

扁平足の足に蟠蝉

電柱に人繧々といて月おぼろ

英治
吾朗

吾朗

宮下太郎

小川美津代

幸治

遠藤苔水

ナゥ水郷の田に舟で行き紫雲英蒔く

苗木植えれば未来明るく

振興券の四方山話し
按針と心癒した温泉場

遍路の鈴が野辺に響ける

花万朶試験受かればゆったりと

平成十一年一月二十六日首

︵於・諦癖吾蜘畑に軒鼬認罎術館︶

平成十一年四月六日尾
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八日立・水無月連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁植田の水﹄

灯点りて植田の水の豊かなる

垂木の太き菖蒲葺く軒

堀江水城捌

長澤矢麻女

切々と恋ふ人の面影

ナォ戯れてふっとひと吹きしゃぼん玉

お前に似よと腹をさすりぬ

逢ふごとに口説きくどきてその日まで

雀もしばし静かなる午後

どんな夢みてをるやらとハンモック

人気なき路地に琴の音のびやかに

目に良い物と聞けば買ひ来て
良寛の害といふ軸を見せらるる

苦労の影も爽やかに消し

癖も個性もほんにをかしき
有珠山の噴煙に月まんまるく

宮本茂登
堀江水城
高木遥子
山中杏里

杏

黒沢かすみ

ナゥ秋袷きりりと老舗守るなり

今も飾れる父の肖像

遥
水

名にし負う淡墨桜花満ちて
せせらぎに沿ふ道の陽炎

︵於・艤恥州コミニテイセンター︶

平成十二年五月十日首尾
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はればれと族集ふ声高くして

轆轤を回す人間国宝

四阿に暫し足とむ夕月夜
電子レンジで酒を温め
ゥ冷まじくプレステーションにのめり込み

航空券を格安で買ひ

波音を窓辺にそっと肩を抱き

あれこれと電化製品働かせ

と

齢とれば感衰へる犬

矢
大山とし子

職場で隠す恋人のこと

プロポーズＥメールにて誤送され

水
杏

茂

Ｖゴールきめあがる歓声
冬深き鹿島の森の三日月に

遥

矢

手元にいつもメモ帳を置き

茂

霞の中を防人の発つ
海外に支店開設整ひて

パステルカラーの春のコートよ

やうやくに開花前線とどきたる

杏と矢茂水遥茂と矢遥杏水と茂遥矢水杏

八日立・水無月連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃還暦﹄
後藤算子捌

片野弥恵
後藤算子

還暦の師の笑み情し夏座敷

雲の峰たつ遠き山脈
根本美茄子

単身赴任今日は我家へ

ギャラリーの磨き抜かれし玻璃にして

洋画見てゐる衿のうそ寒む

小岩菖蒲
舟生笙風
岩下秋月
上条洲紅
安島茨穂

ナォ燕来て軒下急に賑やかに
縁起物売るしわがれの声

ディープキッスに息絶えるかと

浅黒きジャズシンガーを追っかけて

抱かれて片手でおろす竹簾

避暑とて日本飛立ってゆく

ネッシー騒ぎいつか沙汰止み

草原の果ての湖鏡凪

一国の首相が育児休暇とり

皿洗器がフル稼働する

夜も更けて袖かき合せ仰ぐ月

銀杏並木を車椅子押し

ナゥ芋煮会幹事またもや引受けて

猫がそろりと膝に乗りくる
教会の遠くの鐘を聞きすます
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珈琲の香にぽっかりと月あがり
ゥ耳掻けば突如鳴き出すつづれさせ

隣の二人何をささやく

弥

カメラに収む晴れの姿を
墨堤の花の下ゆく屋形舟
笙

美

算
菖

乾杯の声うららかにこそ

上司から見合い写真を手渡され

左還覚悟ではじむ同棲
食材は自給自足の無農薬
てつぽう虫は鶏にやる

秋

オカリナ吹けば落葉舞ふなり

︵於・確砺耐ミニテイセンター︶

平成十二年五月十日首尾

月明り暖炉に薪を焼く足して

洲

一白自

美

茨

早朝の美容体操リズミカル

厚底靴が街を闇歩す

春風きってホームラン打つ

神代から女性上位の花筵

笙算菖洲茨算菖弥洲秋弥菖算笙美洲秋茨

りゆう
E＝＝

八東京・未来図連句会ｌその一Ｖ

轆雑畑﹃一工

小窓に映る雪吊の影

立礼の席なごやかや亥の子餅

刺繍イニシャルＹシャシの袖

北国の碑さがす旅に出て

流星群の七色に飛び

弓張の月のくらさに鳴く鴉
アズナブールの歌ふ自叙伝

ゥ淡路島遠見に秋の簾巻く
その結婚異議ありと声響きたり

魑魅魍魎に短夜の月

馬車の内なる熱きくちづけ
場末バー隅に独りの酒を酌む

僧正の行ひすます草円座
凍て解けの川めぐる古城跡

世界平和へ集ふサミット
青春の手垢のつきし文庫本
花便り俳縁西に濃かりけり
深眠りより醒めし佐保姫

須賀一恵捌

須賀一宙心

原田千町

延平いく︑と

平野美子
宙心

町
と

美

宙心

町

と

美

声心

と

町

宙心

美

と

︵於・神宮前市民会館︶

平成十一年十一月十一日首尾
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礼M

八東京・未来図連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃いぬふぐり﹄

いぬふぐり瑠璃のきらめく芭蕉庵

数歩で足りる水温む橋

延生いくと捌

紅鱒ゆき子

幸喜美月
内田公子
原田千町

町

延平いくと

雛の宴幼なき客の正座して
桐の下駄塔をなすまで積み上げん

パウンドケーキ果実たっぷり

団扇に乗せて見せる夕月

ゆ

公

月

町

ワ競べ馬馬より騎手の勝気なる
もってのほかよ賭けに図書券

大宇宙人棲むところ地球のみ

ゆ

月

町

我置き去りに帰る燕

アダムとイブになんでお暦が

月光に面もみせずおしらさま

月

新麹愛もじっくり醸されて

白金懐炉乳母の形見に

町

ゆ

と

公

夢のうっらに越ゅる山坂
水分の宇陀へ流るる花筏

オペラ座の枡席に着くタキシード

壬生念佛の鉦ののんびり

平成十二年三月九日首尾

︵於・関口芭蕉庵︶
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八東京・未来図連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃勾玉﹄
勾玉の若草色よあなにやし
さかんとなりし発掘の春
レガッタの勝者オールを挙ぐるらん

咽にきりりと沁みる一杯
文人画師系家系に縛られず
ねんねこの児に唄ふ弦月

ワ暖房の山手線が読書室
はたと気がつき腕時計見る
羽交ひ締めされてシャネルの香にうもれ

原田千町捌

その名むかしの漢の勇将

インターネット電子ウィルス跳梁し

マクドナルドのダブルお代はり

新発意の使ひに出され初燕

須賀一宙心

司

全

ゆ

司

南風貝より生れし女神あり
砂港の果てに隠さるる核

美

町淑子

平野美子

いノ︑と

泣く泣くも境関を越え売られ行く

バスジャック幼児にナイフつきつけて

蜥斬のごとき接吻の舌

紅露ゆき子

ゆ

月

司

美

宙心

町

淑

月

声心

老僧の刈る木賊ざくざく

初虹遠く灯台の岬

平成十二年四月二十日首
平成十二年五月十一日尾

︵於・関口芭蕉庵︶

千年の昔を語れ花の精

口笛を吹くぼっぽやの高倉健
記念切手のいつか小出しに

雪しんしんと古里の駅

ナゥ虎の子が倍になったと濁り酒

ブリキの玩具お宝とする
生涯の胸の内なる小望月

原田千町
野中広司
幸喜美月

ゆ

延平い〃くと

日御

司
ゆ
と

月

王子稲荷へ誘はれてゆく
いつの問に減る皿の枝豆

と

強もての従容として腰あげず
伊豆の月海越しに富士引き寄せる

月

司

陣中見舞ひたどる猪道

月

ゆ

と

冥王星に着陸の夢

司

元学長命の限りオペラ好き
出無精の三日見ぬ間の花盛り

風船よぎる一力の軒
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八東京・目黒連句会ｖ

歌仙﹃蕗の薑﹄
渡辺博捌

博

信

みちのくや土産に小さき蕗の薑

山脈遠くのぞむ末黒野
初雛祝いの嬰は膝に寝て
異国の血筋現るるこの頃
水平線夕月すこし傾きし
夜長を友と倦まず語らい
房

小島信子
柵田房江

ワ和鋏の技見事なる菊の菓子
茶房の隅が待ち合わせ場所

信

なつかしき昔を今にジャンギャバン

博

ま

渡辺博
房

大正昭和平成と生き

房

ま

藤椅子の手ずれのあともそのままに

ま

信

印刷進む二千円札

ナォかざくるま買ってもらって通り抜け

睨みを利かし巡視船ゆく

シーサーと猫と並んで屋根の上

単身赴任初めての冬

盃をかさね雪降る音をきき

メカにお強い娘もてもて

﹁Ｉ・ＬＯＶＥ・ＹＯＵ﹂電子ウイルス画像消す

結局は口説きまくって粘り勝

からんこるんと教会の鐘

月照らすセーヌ左岸の古本屋

マロニエの美をポケットに入れ
ナゥ椋烏の大樹ゆらして飛び立れり
あまのうずめの手振りおかしく

太極拳丹田に気を静めては
さざなみ寄する公園の池
立札の席となりたる花の雨

まだととなわぬ蜂の巣作り

︵於・上目黒住区センター︶

平成十二年六月十三日首尾
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渡辺まさ子

燃える眼差し微動だにせず

楓爽と君は厚底履きなれて

うたたれ覚ます涼し薄月

房

博

赤松よう子

ドラックに粉で売ってる地獄の湯

なかなか減らぬ体脂肪なり

花衣帯にかくせし万歩計

新入生の急ぐ校門

まよ博よ信博房よまよ房まよ信房まよ信

ハ川内・木曜会ｖ

歌仙﹃媚谷桜﹄
青野竜斗捌

村上幸ヨ

青野垂咀

宴席しるき鶯の声
野旦尿

精気満つ蝸谷桜讃へけり
東風の径埴輪の微笑あちこちに
菅野茂

ナォ噸れど独り住ひの床の中

目移りのする旅のおみやげ

膝にすり寄る牡の三毛猫
大阪の造幣局の通り抜け

ちり鍋囲み挙げる祝杯

白熱のラグビー試合終了す

点滴の薬たがへて死に至る

人目忍んで逢瀬重ねつ

許されぬ恋は実らず尼寺へ

凡々として送る生涯

中天に月と天守の競ひ合ひ

ひろきグランドすだく虫の音
ナゥ晩秋の村見渡して画架を立つ

十年経るも売れぬ芸名
久々に古里の村訪ぬれぱ
ぢびき網引く浜の童ら

︵於・池川媚谷邸︶

双っ蝶舞ふ斑鳩の里

趣味の会お開きとなり花の宴

平成十二年四月十一日首尾
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たまはり物のお茶を楽しむ

目の前よぎる薄羽艀蛎

旧交を温む友と月仰ぎ
ゥ棚経の僧がバイクで駆けつけて

倫理の時間ラブレター書く
手を取りて北京・香港逃避行

支持率よりも勝てぬ急病
氏神にお礼参りの旗捧げ

行往坐臥に守る教訓

望月の納涼船に昇り初め
なごり尽きないキャンプ生活

有珠山と政権交代揺れに揺れ

知らぬ顔して過ぐる同僚
花びらを肩に留めて客来る
袖ひるがへす卒業の娘等

京茂香竜茂京香竜茂京香竜茂香美子香斗

京香竜茂竜香京茂香竜茂京竜香京茂竜香

ハ伊勢・杜の会ｖ

燕賦岬﹃罪の塊﹄
村田治男捌

青島ゆみを

大西貞子
小西澄子
山口手巻

色なき風に出自謎めき

にこやかなるをライバルと呼び

藤岡よし子

つつみかねどんしやん手折る彼岸花

洗ひ髪千すぢのいのち息づきて

西村幸子
木村文子

天心の月告白を吸ふならむ

つげの小櫛も深草いきれ
ワ港には遠い汽笛と縄梯子

ゆみを

喜多さかえ

大地震に乾坤たちまちにして狂る

ゆみを

村田治男
小津睡心

たか

罪なの
塊など産みません
ゐ

皿と在りしを刃とはなり
寒月下恋情といふ音かわく
東てたる鶴を抱く北の地

蝶の片翅神のフェロモン

杉山壽子

幸子

さかえ

文子

貞子

秒速にかしぐ背中のせつなさに

ながれ流れて拾ふ藁しべ
ふるさとは母者ありんす花吹雪

澄子

とうろりと﹁新宿の目﹂の蕩けっっ

みすぎよすぎはなくて陽炎

ナォメーデーに堅肉の腕組みたりき

かくれし疵のときに嬉きて

しのび音をお持ちですかな次官殿

摩耶夫人猫に教ふるみそかごと

ぶにん

コミック本は先史好みで

よだれかけして腹当をして

階段の陰でおしっこ男の児
ジム通ひとて外寝する癖
みあしぴ

毛遊の声の回廊月の浜

だつちぴんには新酒たゆたゆ

うはなりは形而上とか菊節句

絵解の指の危ふげに這ふ

飛んでゆきたや翼が欲しや

ナゥラプソディ・マリオネットは身を振り

臨界に異界結界フィルム青

ゆみを

睡心
壽子

文子
睡心

よし子

ゆみを

手巻
壽子
睡心
壽子

ゆみを

睡心
壽子
睡心
澄子

さかえ

治男

︵於・いせトピア︶

いそぎんちゃくの倦怠の夢

イッヒリーベディッヒうららか
のちのこと煉乱の花に杳として

平成十二年九月二十五日首
平成十二年十月二十三日尾
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八相模原・八千草連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃フラスコに﹄

風の朝フラスコに挿す初薔薇

山元志津香捌
山元志津香
儀間多恵子

有賀元子
高木厚子
中林あや

ナォＳ席の弥生狂言予約して

顔の手入れの手抜かりはなし

拾得の持つ箒ぽろぽろ
晴天をフル活動の乾燥機

投扇興もチェスも達人

ぢぢばばの申す御慶は秋田弁

亀形の遺跡の今は雨を溜め

胸のロザリオぶつかり合ひて

ここにするかな一時避難所
直ぐ行くと彼より入る携帯に

秋の汗疹のひける此頃

睦まじく月宮殿に華燭あり
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ラジオの告げる清和清朗
愛犬の一直線に土手蹴って
つぶての先に起ちしさざ波
重さうに屋台曳きゆく月の坂

藤原りくを

むらさき深き連山の袰

ナゥ今年絹ためつすがめっ織り上げる
香

一元

鈴虫博士と言はれ久しき

中村澄子

ゥ竹は実にふと立ち寄りし報国寺

鞄ひらけば溢る潮の香

たまりたる形状記憶のシャシ洗ひ

英国の首相は育児休暇とり
一兀

多

︵於・相模原市大野南公民館︶

平成十二年五月十八日首尾

雁供養てふ慣ひ残さん

春睡さそふトロイ・メライよ
万蕾の花の見尽くす二○○○年

追っつけ届くメール請求
あまぞん

を

つ

従ひてゆきます亜麻孫までも

澄

香

めど姫もおんな泣かせも酒のこと

月冴ゆる蒼く淀びし送電塔
鳩舎の鳩も鳴かぬ冬ざれ

多

陰膳に逝った子の歳また数へ

を

多
多

四肢かがやかにゴール・キーパー

蛤汁の毬麩いろ佳き

のったりと大川下る花見船

澄元香多元澄多澄香元をを香を厚香元多

ハ相模原・八千草連句会その二Ｖ

歌仙﹃カレーの匂ひ﹄

山元志津香

中林あや
高木厚子

中林あや捌

煙草を買ひに羽織るジャケット

東京の凧カレーの匂ひかな
電子辞書おもちゃ代りにきりもなし

エジプト

記念休暇は謎の俟及

ナォ春闘の勝ち目なんぞにほど遠し

病み上りかもアルミステッキ

パノラマだそれワイドだと撮りまくり

軽く呑む筈が酩酊夜麿蕎麦
備長炭の売れ行きが伸び

ブランドのバッグ抱きしめよく笑ふ

十字架祭の果てし閑けさ

燃えないゴミをはみだして置く
月の弓誰か手すさびの切り絵かと

Ｐった

詩に託して愛の告白
堅物の郵便局長紅の跡
月

町内会が鮎の放流

物

江

︵於・相模原市大野南公民館︶

平成十一年十一月十一日首
平成十一年十一月十八日尾
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渡部葉月
中島英子

松茸番は一睡もせず

月

引戸するりと開ける虎猫
山際を今はなれたる望の月
ワうそ寒の北ウイングは人まばら

回転椅子に登仙の夢

ナゥべったりと付けて帰りぬゐのこづち
厚
英

重いザックが肩に食ひ込む

や

サンプル配るうららかな午後

花吹雪喝采博す皿まはし

信号は黄の点滅か切通

蝶々さんの恋はまつぴら
夫婦碗いつもＬとる姉女房

月

英

競ひ合ひバーバー急なリニューアル

ヒットよく打つホームグランド

月

月
厚

厚

ウイークエンドはずっと留守電

夜釣の穴場口づてに聞く
無公害自家用石鹸作り過ぎ

英

香

寺清水いびつな月もあふれだす

海を背に彩まさりたる花大樹
新型ぶらんこ順繰りに乗る

晴

英晴晴や月英厚晴英や晴厚晴厚英子英厚

浅野黍穗捌

黍純

八大分・山国連句の会ｖ

歌仙﹃ほととぎす﹄

ほととぎす一声の中森深む

ミルクに淀ぶ毎大粒

書き方の宿題赤き丸を得て

散歩の犬の不意に突進

ナォうららかにデイサービスのバスが出る

オオヤマトンボ一斉に羽化

霊園チラシさいふに畳み
宙に浮く臨死体験思い出し

秋航三日陸行十日

月影にジャムセッションの長きソロ

恐龍の骨現れる砂あらし

電子の森で恋のチャットを

けしからい妻のヌードのばらまきも

手足が生えて茶釜逃げ出す

いい仕事してる水注大樋陸

風が磨ける千年の杉

気の触れた悴と打たる琵琶の滝

わだかまり解け夏の白雲

乗りあきて飛機の通路で体操す

象も飼いたい鰐も飼いたい
ウドン

鰡鈍屋ののれんに花のひらひらと

天使の羽根で春の空舞う

秤鰔什一轌十千朋仁卦明誇︵文音︶

−306−

長き影踏みて家路に望の月
案山子のかぶる帽子デニム地

三連の水車繰り出す秋の水
助手席に見るお守りの綺羅
よそ行の顔で報告目は笑みて
気合を込めて愛の打ち込み
木曽殿は巳のかいなに眠りたり

くなどの神に道教えられ
デラシネの旅を導く冬の月
核の錆び出すロシアあちこち
まだらぼけリターンキーを押してくれ

軍手片方竹竿の先

花招く花の季節に気もそぞろ
ギンポを捌く小出刃覗かん

浅水
野谷

黍純黍純黍純黍純黍純黍純黍純黍純穂郎

黍純黍純黍純黍純黍純黍純黍純黍純黍

ハ横浜・璃沙連句会その一Ｖ

どこへ行くのか悩むゴーギャン

ナォ日本語は音韻論になじまずや

ミラボー橋の上に佇む

幸せは山のあなたに今もなほ

豊穰の御召似合ひて薄化粧

乳房の谷に詰らせる息

ねぐら

紙の塒は露しとどなる

摩天楼寝鎮まるとき月蒼く

福祉行政予算据置き

ナゥ秋深み持薬の嵩のまた増えて

︵於・浦高同窓会事務所︶

春慶重のまぶし野遊び

打ち連れて美濃路の花を志し

平成十一年二月九日首尾

−弓07−

短歌行﹃弊衣破帽﹄
土屋実郎捌

今村寺田

丹下博之
戸公是公

春風弊衣破帽の昔かな
万年床にひらひらと花

郎

公

之

汁田

氷田包昭
坂田武彦
土屋実郎

小張昭一

貰ひたる仔猫に酒のついて来て

ラジオ体操今朝もかかさず
ゥ掘りおこしまた埋め戻す道普請

金融工学累積の損

襟立てて仰ぎし月に雲迅し
知り合ったのは雪のゲレンデ

パラレルの恋も楽しき共稼ぎ
木の間木の間に渡るそよ風

氏神に大漁願ふ初鰹

草笛吹いて童唄和す

彦郎一公昭苗一彦之公彦昭

土屋実郎捌

翁を偲ぶ高館の丘

ナォ山帽子咲きて賑はふ観光地

タカ派の都知事やる気満々

堂守に鼻筋太き修行僧

﹁はあ−﹂で三年習ふ民謡

犬だってっがふがあるよ散歩拒否

ふぐ

そく
秘ひ色
大皿鰻で乾杯

ジョギングの吐く息白き月明り

豊かな胸にゆるる十字架

ナゥ消え失せる命が救ふ病む命

平成享保亀の鳴く時

透きとほる花の褥に抱き合ひ

︵於・浦高同窓会事務所︶

平成十一年四月十二日首尾

一子08−

ハ横浜・璃沙連句会ｌその二Ｖ

短歌行﹃春ショール﹄

春ショール旗のごとくに駆けゆけり

土屋実郎
戸谷是公
今村寺田

あたたかき日の心地よき風
開演も間近き小屋の昏れかねて

坂田武彦

小張昭一

郎

汁田

郷関を出で勇む新人

ワ船長の左舷十五度蒼い月

湖を斜に渡る雁

公

今年米蔵一杯に積み上げん

彦
十田

息子二人に娘三人

夜中の電話いつも延々

小面と思ひしにはや孫次郎
花婿にシェーバーを貸すバスルーム

″

ホーホーホーと青葉木菟なく

一苗彦公彦苗公郎彦苗一郎

八東京・葉門連句会ｌその一ｖ

﹃獅子の午後﹄

幼き声のママママと追う

ナォ春日傘垣根の上を消えてゆき

パチンコに目を吊しあげ玉にらみ

ロビーのソファー整えしまま

がらがらのホテル虚しきシャンデリア

磯直道捌

佳

高山佳子
福島時子

年を忘れて持病薄れる
厚化粧朝顔市に繰出して
ばったりあって共に短夜

まなこ閉ずれば霞むサバンナ

霞に花答や獅子の午後
電話鳴り春の叙勲の報せ来て

ろじ裏に見る秋の七草

分別の塵芥の始末に近所もめ

体重計に鳴ける鈴虫

まろきもの名月だんご里芋と

−309−

佳
久

昌

臼井久子

久

大正・昭和・平成と生き
月を待つ岬のほとり海明り

落ち穂を拾う薄き人影

エスカレーター脇を上がれず

ナゥ嘆かわしグラムで痩せてキロで肥え

ゥ菊を着て坂本龍馬脾睨す

久

口

潤

︵於・経堂・海音寺記念館︶

平成十一年九月九日尾

平成十一年五月十三日首

しとど降る雨昼蛙とて

老友のわが花まさに老大樹

不釣合なる庭の置石

相続後あれもこれもと買いまくり

内田たづ

た

久

うまく舵とれ政治家たちよ
党首には恋と権力お決まりで

今や不倫は趣味と実益

久

今井楊
福島新吾

矢口美穂子

久

野坂民子

手捻の猪口に熱燗たのしみつ

露天風呂より冬の月見る
心身を老というやつ侵蝕し

泥沼つづくコソポ紛争

地球船なんだかんだと沈みかけ

鼠の逃げる余地もあらなく

民

井

明

仙

釈迦堂は崩れしままに若桜
屋根葺く人の紺の仕事着

石

歌

楊久子久新佳民た亮時新時楊楊民新楊民

ゥ覇を競う武将の城は月の下
刀の鍔にかりがねの彫り

単線のローカル列車ゆれゆれて

河鹿の声の渡る杣道

た

古川充子
臼井久子
今井楊
内田たづ

磯直道

ナォ龍神の離れからくり飛騨の春

煮しめ赤飯ふるさとの味

青面の男の涙したたりて
予断ゆるさぬ病床の妻

愛されし娘いそいそ旅仕度

白鳥すこし汚れてきたり
月寒く大津絵の鬼念仏す
難民の子に平和いつの日

ナゥ教育に夢もちたしと教師言い
地ワイン酌みてそれぞれの酔

朽ちし水車に蝶の訪れ

花吹雪花を追いかけ北帰行

平成十一年四月八日首

︵於・世田谷海音寺記念館︶

平成十一年四月二十二日尾
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八東京・葉門連句会ｉその二Ｖ

短歌行﹃端午かな﹄
福島時子捌

爽やかなミュゼのテラスにカプチーノ

楊

時

福島時子

黒を着こなす金髪の女

端午かな菖蒲束ねて山の湯に

投げキッス羽根より軽い今日の恋

久

時

古老指さす開拓の史碑

学生街にニコライの鐘

充

賢人も愚人も共に花を賞で
ペットブームに仔猫捨てられ

た充楊た久時充た久楊楊た

八東京・葉門連句会その三Ｖ

福島新吾捌

ナォ裏町のにしん屋台に舌つづみ
いつの問にやらビルが豪華に

冷房の手話教室は満員で
宮城道雄の琴が流れる

マニュアル通りデート進行

お見合に慣れぬ裳裾をけちらして

年守る炉の合掌造り

月冴えて眺めて見たし宇宙から

今11

ナゥ注連を張る涌水豊か神の酒

︵於・世田谷・雀鳩亭︶

煮しめの味は昔そのまま
燗漫の花吹雪追う幼い掌
八十八夜うたいはやせる

平成十一年二月二十三日首

平成十一年三月三日尾

※シェーンベルク作曲﹁月に葱かれたピエロ﹂

−クLl−

短歌行﹃青き踏む﹄

故郷は今鵺の引く時

矢口美穂子

福島時子
内田たづ
福島万里
高山佳子

青き踏む呼び名あだ名となつかしき

自慢の和竿磨きにんまり

陽春の水輪静かにひろがりて
ワＣＤはピエロリュネール月高し※

佳

美

福島新吾

棹秤ある飛騨の朝市

新

ジーンズ二人露の野に佇っ
柔肌にふれつつかわす温め酒
ライトバン町から村へ渡り者

美

里

佳

どうにかしなきゃこんな生活

決断の北面の武士花の乱
カラフルな蝶闘牛の舞

新里美時美た里里時たた時

八川口・読売文化センター川口ｖ

歌仙﹃水の香﹄
水の香に津の花槌せゆきい
くるくると輪を描く鼓虫︵まひまひ︶

日曜日紙ひこうきの増えてきて

丘の上にはゆれるコスモス
濡れ縁に月のぬくもりねまる猫

磯直道捌

躰中縫

磯直道
柴田美代子

笠原悦子
猪俣光子
中村幸子

美代子

幸子

佐渡谷ふみ子

笠を外せばうちの嫁はん
待ち合わす停留場の掲示板

柏村誠子

目をしばたかせ新酒ほろ酔い
ゥおけさ節唄えば巡る佐渡の旅

ありやなしやのけむる雨足

縫

臘梅のほのと匂える供養塔

ふみ子

美代子

孫の絵本は母の手作り

さむいさむいと月にもの言う
肩こりと膝の痛みに耐えかねて

縫

ふみ子

美代子

悦子
誠子

形見分けこれだけは僕真っ先に

春眠の夢遠き思い出

篝火にしだれ桜のゆらめきつ

白魚畷る千金の宵

ナォようやくに連句一巻まきあげて

美代子

ふみ子

ふみ子

光子

縫

悦子
誠子
誠子
悦子

虚子のお軸に気付くうかつさ

駆落の住家は狭い六畳間

乱れし浴衣汗にまみれし

雷鳴の暴き走る祭の子

狂わんばかり犬が吠えつき

追われ来た猿どこまでも上手く逃げ

朝のドラマに仕事放りて

トーストも紅茶もさめて秋暑く

縫

幸子
悦子

老人の日に集う碁敵

故里の山河変わらず仰ぐ月
小島通いの船のベル鳴り

ふみ子

小川廣男

お巡りさんも来賓の席

ナゥ酒臭き禰宜がお供のご神禮

縫

ビルの谷間に暖かき風

美代子

幸子
光子

ギリシャ劇野外ステージ朗々と

陽炎の中渡る大橋

個展出て身に纒りし花吹雪

平成十一年四月十六日首

︵於・読売文化センター川口︶

平成十一年九月三日尾
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八船橋︒よみうり文化センター京葉ｖ

歌仙﹃砥の粉打つ﹄
引地冬樹捌

南条巷

引地久︑

唐三彩の馬に輪飾り
上野弘

砥の粉打つ刀の反りの淑気かな

桃咲ける土手に弁当開くらむ

ナォおそき日の疲れよせ合う旅の宿

ごきぶり殿がぞろと出迎え
ゆっくりと葛根湯を飲み下し

映画のデートまたもふられる

スケートをわざと転んでラブ・ハント

恋人のせてめぐるハトバス

からおけのだんご兄弟もう飽きた
エリッィンという業師のさばり

供えられたる鯛の浜焼

脆く木目の粗き祈祷台

竹伐る音の村に概す

宇宙船月の探査を無事に終え

晄惚という極楽もあり

ナゥ検診のすみたる背なのそぞろ寒

鶯餅のビラがもう出て

繰り言はままよあしたの風が吹く

琴の音うるむ清明の頃

空は瑠璃瀧かとまがう花枝垂れ

秤鰄什一等↑朋廿一一印藷︵文音三吟︶
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口笛吹けば蝶も舞いきて
この里はついの棲家のおぼろ月
いささか酔うて桶につまずく

ゥ烏めが見おろす窓で杭り
落した財布ひょいと見つかる
いそいそと二人手をとり温泉へ

こんなところに黒子あります
何もかも知らぬ振りして注ぐビール

山のやしろへ夜のお参り
月光の舟より琵琶湖周航歌
みやこ滅びて紅葉いる濃き
地の底の居士らが打てる鉦叩
幼稚園にもいじめっこ居て
太極拳おごそかに舞う花のもと

岬に立てばしぶく春潮

弘樹巷ノノ樹ノノ弘巷樹弘巷樹弘巷樹子子樹

弘巷樹弘樹巷弘樹巷弘樹巷弘樹巷弘樹巷

長坂節子捌

イシと
文美
節益美
スズみ
代
和
ズエこ文益益代和益益文和子子益子美子

八班田・竜神連句会ｖ

歌仙﹃春火鉢﹂
春火鉢かつら合わせる舞の家

犬ふぐり咲く庭の片すみ
突堤に釣竿ならべのどらかに

航空便でワイン取り寄せ
ポケットの鍵をさがして月今宵

口笛軽く真葛原ゆく

坂本井

井頭
田河近

ゥ思草忍ぶ恋路のやるせなさ
手作りのチョコそっとあげよう
肩よせて夜汽車にゆれる君と僕

やつと覚えた般若心経

百余年生きてきんさん大往生
介護保険でゆれにゆれてる

鵜飼舟櫓をこぐ音に月静か
おやじときたらいつもすててこ

屋久島でエンデバー見て交信す

かがやく瞳未来みつめる
一年生深呼吸して花の門
まつわる紐に子猫たわむれ

浅野寿

高見智

ナォっっがなし海辺の村から春便り

望遠で撮る木曽の山脈

小泉桜

孫の寝顔に心やすらぐ

稲垣渥

この国に女性宰相期待され

へそくりはたき囲むふぐ鍋

スノボードみやげはいつも松葉杖

わな

罠にはまってあばたもえくぼ

ぜつたいにメールアドレス聞いちゃおう

十二時を過ぎ消える街灯

たくましい貴方の胸でうちふるえ

カラス笑って案山子歯ぎしり

満月に誘われるごと魔女の影

ナゥどんぐりは地蔵の前と児等の手に

塾の帰りに通る坂道

くれなずむアッシジの丘鐘ひびく

カメオで止める春のスカーフ

散りいそぐ花あわあわとうす紅に

︵於・竜神公民館︶

夢いつぱいに飛ばす風船

平成十二年二月十七日首
平成十二年四月二十日尾
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長塚宇
松矢

中合藤

イ和文和文智イ渥子代と文イ益和方子治

ハ仙台・連句会﹁Ｚａ﹂ｌその一Ｖ

半歌仙﹃うきことの﹄

うきことの忘れ上手や更衣

風に色ある夏の夕暮

おぼろげな記憶の街を辿り来て

くらしの音の絶えし路地裏
ピアノいま﹁月の光﹂を秋深し
おさげ髪の子木の実をひろう

ワ露寒に遠い日のこと首飾り
あとに残るはたおやかな伽羅

萱場健之捌

南

中島房子
伊藤南三
宮腰滝
壹岐初

もの言う女の唇ひかる

空碧くらくだは脚をたたみおり

天山北路ここより入る

若生芥子

南

初

南

滝

鈍

伊藤鈍子
佐藤無風
高橋径

最終のぽっぽ赤き尾冬の月
山の眠りの近きふるさと

脆き﹁足をお舐め﹂と言われしも

下枝を刈る人手待つ老いし親

初

ひと

孫は元気で絵手紙とどく
花匂う夜思い出を綱渡り

鈍

鉦小

径

古きトランク春の暮れゆく

平成十一年五月二十四日首
平成十一年七月二十六日尾

︵於・痙斗が川雲仙台︶

−31う

ハ仙台・連句会﹁Ｚａ﹂ｌその二Ｖ

半歌仙﹃今朝の秋﹄
萱場健之捌

若生芥子
伊藤南三
高橋径

半月あげしみちのくの山
白芙蓉姉妹いさかいいつか止み

芥

作柄は﹁やや良﹂なりと今朝の秋

無邪気に開ける客の手土産

源氏の末かほたるとぶ里

風鈴のかすかに揺れて暮れ初むる

径

宮腰滝
佐藤無風

一滴匂う夜の香水

ワ間かせてよブルース続きを俺たちに

初

壹岐初
伊藤鈍子

後朝の髪柿く指のけだるさよ
あてのはずれし御神籔結ぶ

鈍

南

のら猫しきり顔洗いおり

中島房子

煎餅食む明日はいいことありそうな

冬の月洩るるピアノのたどたどし

滝

房

南天の実の赤く色づく

古き自転車鍵かけたまま

鈍

初

ボーと鳴る汽笛にはらと花の散る

滝

重箱を拭いて子を待つ師走の日

雨奇晴好の松島の春

平成十一年八月三十日首

︵於・逵斗称Ⅱ琴・仙台︶

平成十一年十月二十五日尾
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︵於・パル・長町︶

響くほど月の光の澄みわたる

航

ハ仙台・連句会ひらめきその一Ｖ

論文は重なったまま火取虫
裾はいずこか大虹の立つ

ナォ線描の観音のほほ長閖なる
自由の旗のはたはたと鳴り
望郷の思いにおろす俘虜の鍬
出張続きで子らはつれない

魅了する円舞優雅なシルエット

狩野康子捌

狩野康子

ロン贋︲

北寿雄

胸の谷間に高き鼻埋め

猫脚の家具運び出す木曜日

中村孝史
商橋良雄
田中裕子

佐藤千賀子

雄

満
里

良裕千

筆史雄秀裕子康航秀千史雄史良

歌仙﹃黒揚羽﹄
風死すやゆらりと過ぎる黒揚羽
くったくもなく伸びる向日葵
靴木型マエストロの技冴えるらん

もたれかかりし秋冷の壁

史

神さびて見ゆ皀角子の洞
ナゥ移植手術成功と一行冬隣
あやつり人形海を渡って

ひとり将棋もまたよるしかり

ワ色合いで値ぶみされてるあんぽ柿

長椅子に卒寿の母の夢現っ

長き行列野外ライブへ

一両電車が結ぶ里山

裕

結わぬところに有りし矢せもの

枝移りする高き噂

平成十一年十月十四日首
平成十二年五月十八日尾
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小望月ほろ酔う影がついてくる

体ごと笑いあってる女高生

康

新しきこの世のページ桜花

﹄つる

ちょうど食べ頃アルデンテなり

千

小岩秀子

良

秀

史

辛うじてピサの斜塔は支えられ

巨大水甕素粒子の飛ぶ

父の忌の家族会議も円満に

饒舌許す今日の寒月

カラフルなウェアを競うスキーヤー

雄

裕

久々に友より届く花便り

康

草原の象地球凹ませ

がらくた市に春愁を買う

伊
藤

執

堀
越

佐藤千賀子捌

千康か
賀
ほ
千康か千康か千康か千康か千康か子子る

八仙台・連句会ひらめきｌその二Ｖ

歌仙﹃かりがね﹄

観月台に巻きかかる葛

残照を背ナにかりがね着水す

ナォ植庖瘡保護監察の少年に
公園にまり忘れられたる
評判をとった老舗の蒸饅頭

庭師縁から内を窺う

旅立ちにパソコンに打つアイラヴュウ

薔薇の褥に戯れる夜半

ドラキュラ夫人美女が好みと知れわたり

風吹き抜ける辻に高札

伽羅木の流れつきたる淡路島

外交辞令下手な日本

かき抱く肩越しの月清かなる

兄弟寄りて迎え火を焚く

ナゥ白露てふ老いの慰みロボット犬

文学館へ坂登りきる

はめごろし窓に一山座らしめ

大吟醸に酔うて候

気後れを隠し振舞う花衣
終日つづく木の芽春雨

平成十二年三月二十一日首

平成十二年五月十五日尾

︵於・佐藤宅︶
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柴栗は瑠璃鉢に盛り楽しまむ
調子はずれにひょいと口笛

電信柱に蠣檬の立つ

飛行士の佇むコインランドリー

ウラムネ抜く昔語りは習い性
手櫛で杭けるさらさらの髪
二人だけでウィンナーワルツ踊りましょう

郵便受に朝刊の音

後姿を包む夕闇

古城跡の東に残る野面積み
湯けむりに咽ぶかに見ゆ冬の月

鯨獲れたと走る小わっぱ
宵︐ン
海賊の主領は義眼で脾睨し
神の啓示はオーロラの空

種蒔く人の痩身にして

マチュピチュに永遠の花咲くという

佐狩足
藤野立

か千康か千康か千康千か康千か康千か康

八横浜・連句会遊子座その一Ｖ

歌仙﹃仕事を脇の﹄
和田忠勝捌

中井淑子
和田洋子

ナォ時刻むペースメーカー糸柳

夜更けて帰る娘待ちつつ
狼と思いし人と添うことに
心ひかれるあの店のママ

体に余る餌を曳く蟻

碁敵はまだかと門へ二度三度
超スモーカー肩身せまくて
桜桃忌禁酒どこふく風と飲み

シルバーの会話教室おだてすぎ

佐々木けん

アルゼンチンヘ初孫を見に
月照らす土柱不思議な乱反射

それぞれに仕事を脇の炬燵かな
ジャンケンに負けはこぶ焼芋

木谷英子
和田忠勝

榎本良之助

玉生うめ子

福祉バザーで買ったＴシャツ

都会に残る大自然月

栃木やろひ

風の子が冬夕焼を馳け抜けて

ワ南北に揺れる紅葉の五番街

中井啓輔

かまえしカメラあえて白黒

ナゥ角を切る鹿の眼一点眺めいて

英

話しは尽きず遊歩のどかに

花万朶登山電車の線路沿い

縁起教わり詣る神宮

昼夜に春夏秋冬うごく国

瀬戸内の小島に橋の掛けられる

助
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もぎたての柿をそえたるプレゼント

今年の気象あまのじゃくなり

洋

八十八番冷まじき寺

ゆるりと廻る高き鳶の輪

運まかせゼロサム社会乗りきるか

胸の谷間にハーケンを打つ

ん

松

︵於・東小コミュニティハウス︶

平成十一年十二月五日首尾

英
洋

じょろじよるシャワーすべて流さん

逃避行雲海の月機窓より

神の名を編る邪宗を許すまじ

ん

輔
輔

流行語とてリベンジで賞
ロボット犬がじやれる陽炎

ジョッキーを追いかけてゆく花吹雪

辻

雄ひ輔ひ洋ん勝め英淑め英淑洋雄ひ洋英

ハ横浜・連句会遊子座その二Ｖ

歌仙﹃何かいいこと﹄
和田忠勝捌

榎本良之助

立喰そばの実ぬき天ぷら

ナォ夜型がぬけずにつらき入社式

胃の肺開くに祥を脱ぎ

ポルトガル日本語ルーシそこここに

草駄天が騎虎の勢いラブレター

蜘蛛の囲みを破る人妻
山の宿心中未遂夏の果て
グラスに残る赤き葡萄酒

屋根替の人手そろそろ揃うらん

和田忠勝
木谷英子

年の功シミソバカスもご愛橋

桜餅添えす塾る濃きお茶
辻松雄

寒明ける何かいいことありそうな

予算不足の文化財保護

淑

ボランティアでも欲しい肩書

土俵に撒きし塩の冷まじ
ナゥ芋洗う川に婦の声高し
鴉二三羽ゴミあらしおり
塾通い親は小言を携帯に

三日月の意外な程に細きこと

助

ワ生みし子を愛せぬ母性冬隣り
捨てかねた彼の写真をみつけられ

雄

大公望をかげろうがまく

河馬の目のうっとしそうな花いかだ
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不協和音のトリオ演奏

送り出て恩師と賞でる月の空
身に入みわたる犬の遠吠え

中井淑子
竹内ゆき
和田洋子
中井啓輔

すぐ気のかわるさそり座の我

英

輔

際やかなりし傾国の美女

フェイントでディフェンスかわしシュート打つ

ＧＤＰは昇り調子か

き

大駒誠一

︵於・東小コミュニティハウス︶

平成十二年二月六日首尾

月まどか神住む山の雪明かり

関東平野からっ風ゆく

雄

スーパーの買物慣れし男客
五手先を読むセンス錆びつく
塀越しに見事な花の散りか塗る

大駒泰子

助

風車持ち駈けてゆく児等

輔助助英雄英雄一輔淑洋泰洋輔き淑洋一

ハ横浜・連句会遊子座Ｉその三Ｖ

歌仙﹃芽柳﹄
芽柳の吹き上ぐ風に逆らわず

和田忠勝捌

ナォ香り良き草餅口に頬ばって

タトウ

少女は髪を男刈りする

わがま易同士出来ぬ結婚

抱き寄せる肩の刺青はピンク色

マグマに揺れる温泉の街

庫裡の窓観音経も自棄っばち

お土産のメロン届ける宅急便
氷片浮かべスコッチを飲む
海の底ドーバー海峡夢プラン
ドームのライブロック絶叫

和田洋子

笠原以代子

木谷英子

こんな処に通草熱るとは

テレビ消し月の出を待つ旅の宿

玉生うめ子

巨犬散歩鎖縮める

和田忠勝

栃木やよひ

月の里すすきが原に家が建ち

佐々木けん
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あるかなしかに春闘の声
新入児笑顔の列が乱れいて

派手な熾は相撲大会
ゥ仰ぎ見る茜満天鰯雲

膝の痛みも少しやわらぎ

ナゥおはぐろの笑い怪しくちちろ鳴く
ひ

優勝を決めるイーグルサドンデス

竹内ゆき

ピンカーブブンブン飛ばすヘルメット

ひ

英

広き世界の戦そこここ

ポケットの中Ｅメール来る

︵於・東小コミュニティハウス︶

平成十二年四月二日首尾

卒業以来母校訪問

水面の花びら割きてボートゆく

慢幕越しにのぞくお社

好きよ好き言わぬが華は古き人

洋

英

ん

洋

英

ん

辻松雄

車中抱擁視野の片隅

トンネルを抜けて雪嶺照らす月

幸いが住む国へ着きたり
手の平に運勢みえず虫眼鏡
介護保険の行方いかがに
健気にも初め老木開花する

燕の巣を補修してやり

代め雄洋洋英きひ雄英め英洋英勝雄き洋

八茨城・連句倶楽部ｖ

歌仙﹃鯉の池﹄
衆判

苑に広ごる風鈴の音
彦坂範

萩谷悦

濱田美

暇を得て英字新聞開くらん
花巻珠

河骨の昼を灯して鯉の池

電話一本ピザの配達

売れっ子のパントマイムが背負う月

城依

ｌ

藤沼君征

福川房

ナォ槍穂高笑う山々従えて

時計の中から玩具の兵士

足組んでベンチに齢あそばせる

密輸の銃は長靴の底

賞味期限の切れたヒロイン
宮廷でご法度の恋ひそやかに

ふわと横切るががんぽの影

行きずりの人と分け合うさぐらんぽ

学生達は茶髪長髪

システィナ礼拝堂のフレスコ画

くったら市の土産ずっしり

望郷の駅に降り立つ十三夜

ナゥ爽かに﹁もののけ姫﹂の曲流れ

サラブレットの毛並つややか

椅子をずらして軽き屈身
老いて尚体験生きる竹細工

︵於・市川公民館︶

鱸の埴輪に探む春愁

散り敷きし花舞いあがる風の午後

平成十一年八月十七日首

平成十一年九月二十一日尾

一スフフー

ユーー

猫たむろする秋の街角

ワ数珠玉の揺れてしやらりんしやらしやらりん

ダンスのあとはコーヒータイム
髭もじゃの外科医の腕に刺青あり

幼な妻連れ飛騨の隠れ場

念願の黄金菩薩夢の中

大吟醸のでんと置かれし
冬の月船の舳先に旗立てて
君が代歌う着ぶくれの爺
経済の見通しいかに二千年
丁寧に拭くマイセンの皿

鳶舞う空へ飛ばす風船

ままごとの児等のむしろへ花こぽる

和依美和江珠依悦ヱ珠美悦子範枝子子翠

依和房美和房美悦房範依珠悦珠房範悦範

八東京・連句研究会ｖ

一初暦﹂
衆判︵順︶捌

初ォ初暦版画の富士の険ならず阿片瓢郎

繭玉触れそ結ひたての雷小林梁
塀ごしに沈丁の香のただよひて飯沼三千古

揺藍揺りて遅日なりけり倉垣和子
祖く春のけだるき時計幾つ打つ
基音勺一つ

ビルの谷間に更地のこれる
十五夜のトランプ女王横向きに

樽のワインのひそか泡立つ

初ゥ蓑虫の糸一すぢに身を任せ

聖母絵おがむ念珠つまぐり

宵の雨おらんだ屋敷静もりて

相合傘にたどる坂道

ぴりぴりと携帯電話又も鳴り

茶髪の由来談義ながなが

ひょっこりと里がへりして歎かるる

土鍋にたぎっ根深雑炊

冬月夜庵主の読経なほやまず

辞すしほどきを失ひしまま

どうしても帰りは船ときめてをり

紀州伊勢路を思ひ出の旅

ゆきずりの人に一献花筵

子らは鍬篭こぎてよろこぶ
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百り
韻

古

和

梁

古

和

梁

古

和

梁

古

和

梁

古

和

梁
古

和
梁

文脇
音起

一ォ風光る木の間に詩碑のひそとあり
ひしお

蔵の窓より洩る醤の香
いつまでの流離と仰ぐ空に雲

青面金剛塚は古びし
命綱六根清浄称へっっ
いづ処に求む転生の世を

梁二向田仕舞の藁焼く煙遠流れ

年貢上がると噂とりどり

みちのくになほ連綿の報恩講

手配写真が駐在に来る

泥靴で特ダネを追ふ記者稼業

更けしネオンの赤に酔ひ痴れ

常ならぬ売り言葉には買ひ言葉

大事出来﹁松の廊下﹂に
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和

梁

古

和

梁

古

和

梁

ドン・ファンと呼ばれ露台のセレナーデ

よみ捨てられし落し文かも

顔見世のまねき看板月の弓

とは竈猫の名

春の愁ひに爪染める紅

花冷の午後の鏡の曇りがち

バリに拝せる百済観音

似たものよ泗落っ気脱けい老夫婦

郎

雀来て休め窯の辺にぎやかに

伝統美展あした搬入
ねぎらひの言葉に心安らぎて

生薬匂ふ曳出しを鎖し
もるこし

月情し唐土渡来の言を写す

耳をすませて聞く鉦叩

二二

十
口

和

梁

古

和

梁

玉

古
和
梁

古
和
梁
古
和
梁
古
和
梁
古

三ォ相伝といふ二日灸つけてをり

ひつつめ髪に縞の前掛
裏長屋もったいないほど晴れわたり

声つつぬけに人馬行き交ふ
しのび逢ふ下闇に肩寄せあひて

無言のままで過ごすひととき

紐替えて瓢を吊るす床柱

酒を好みし父の忌修す
金庫には勲六等の勲記あり
ひがい

琵琶湖に漁る鯉そのほか
腹痛の友に持薬を頒ちつっ
シルバーマラソンはや五周過ぎ

夏の月何から呆けのはじまりし

へのへのもへじ守宮這ふ壁

一一ゥ赤土に廃寺の礎石埋もれて

英単語つと洩るる口もと

塾通ひさぼりて町をうろつける

才長けし兄またとなき兄

近ごろは無為と充実くり返す

リストラ嵐吹き荒るる中

銀行の七つや八つは消ゆるらん

畑の霜踏み菜を採りに行く

月冴えて寝しづまりたる平家村

長持ち唄に残るロマンス

値の張りし陶いつまでも店先に

趣味の昂じて病みつきとなる

花の下易の黙示を仰ぐべく

川より明けて燕くる朝
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梁

和

古

梁

扣

古

梁

和

古

梁

和

古

梁

和

1コ

和
一吟

梁
和
古
梁
和
一{一・
［。

梁
和
古
梁

和
古

ナォ軒端にからからと鳴る種袋

農協つひに合併となる
久々の招待ゴルフ楽しんで

若きに交りいと鬘礫と
朗々と﹃猿蓑﹂講義淀みなく

帰省列車にやっと間に合ひ

樽神輿海峡大橋練りわたる

明石の岩屋昔なつかし
七癖のなかの空咳くりかへす

テレビ故障にひとり困惑
探せどもどこに紛れた配線図

乳のよく出る乳牛を飼ひ
月影に作業衣白く干されゐて

しじまに眠る病舎冷まじ

古ナゥ指圧師の問はず語りの秋簾

浮世の波に浮きっ沈みっ

物云はい山に向ひて思ひなし

恩賜の煙草受けしことあり

代々の遺影長押にかかげられ

虻の過りて静もれる庭

スカーフのそら解け花の吹雪く中

逃水追ひて辿るむさし野

秤聴十↓等毛朋﹂Ⅱ種朋龍︵文音︶
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和

古

梁

和

古

梁

和

古

梁
亡I

和
一子当

梁
和
古
梁
和

古
梁
和
梁古

八横浜・連句パワーｖ

オン座六句﹃ももいろ﹄

中西ひろ美

荒縄の跡残りたる東み豆腐

ロックンロールの指の戯れ

エリックはクラプトンでなくクラプトソ

いまや茶菓子を盛りし灰皿

砂漠より夢のかけらの届きゐて

私が私をすぎてゆくのよ

なかやど

十字懸垂ひと息に春立てり
春のカルピス畳にこぼす

花そよる中宿りしてささめどと

新撰組に多摩のかげろふ
長明も兼好もまた神の出で
転がる石であんな生き方

︵於・国士館大学柴田会館︶

平成十一年十月十七日首尾

鮎根介礫星美

鮎瑛美尚根介
る意の古語︒

︵註︶﹁つつやみ﹂は﹁真っ暗闇﹂︑﹁中宿り﹂は外出の途中で宿泊す
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浅沼瑛捌

日に槌せて月に干されしももいろよ

平宗星

浅沼瑛
万波鮎

菊人形に木靴あっらへ

そのブラウスの秋のさざ波
うそ寒の大橋かかる湖にして

白井健介
青山茂根

土産物屋に鈴のあれこれ

窪田叩向

マラソンの折り返し地点撤収す

っっやみにわけへだてなく恋心
明るすぎても見えないあなた

氷山のなかに水母の化石あり
にはかに酒でにぎはひし様
二代目にゅづる叱られ上戸なる

地下鉄の監視カメラ隈なき

介根鮎星美

八東京・連楽会ｖ

歌仙﹃冬花火﹄
新幹線延伸に沸く冬花火
ポスターが呼ぶ雪の温泉
こう
華か甲
祝友と宴の準備して

伊藤緑雨捌

共に歩まんケーキ入力

梁

甫

右

伊藤緑雨
中村洋右
酒井湧甫
小林梁
高畑自遊
小林静司

さめあればあれよ苦楽の幾山河

遊

無常の教え情の服さぬ

ナォ鬼けもの等しく実す浬藥像

とよ

天の岩戸を動む爆笑

平家弾く琵琶の妙手に星降りて

秋津島かかあてんかの初めとす

ヤングは知らぬ相聞の歌

大白鳥の憩うひととき

さんずい

寒旱三水欲しや人心

気配気にして落ち着かぬ腰

別室で新聞雑誌にお茶いかが

月更けて組閣本部の電話待つ
並み居る記者に新酒振る舞う

里帰りする名画百点

ナゥ竣工の文化会館菊薫り

田仕事の機械の音の行き来する

詩藻を肥やす脱サラの日々

みちのくの花のなどころ尋ねつつ

浜弓なりに満ちる春潮

蓉轆拝一一壱畦朋十一朋誇︵文音︶
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母校の庭にタイムカプセル

世紀後の月も今宵と輝かん

冑松毬の若き色艶

生れ変りても結ぶ赤糸

司

ゥ重陽の舞妓の姿はなやげり

五線譜に君の作詩を受けとめて

雨
甫

滝の不動に竹林の風

房総の丘を離れて月涼し

雨

遊

甫

右

梁

伊能ウオーク凪ぎわたる海

砂漠に寄する思い遥かに
ぎよぶつ
賂駝の背正倉御物運びしか

孤峰遠きに光る残雪

エンデバー花を探して北半球

遊雨梁甫右雨遊梁甫右雨遊梁甫右雨遊梁

ハ伊勢崎・若泉連句会ｖ

宇咲冬︑

歌仙﹃夏草の﹄
ォ夏草の丈にも限りありにけり
川田宰早

宇咲冬男捌

書画を曝して世をわぶ仮寝
あちこちにモニュメントの造られて

色とりどりの家族連れ立ち

竹下夢二今も慕われ

ナォ物書けば何故か春愁っのり来て

予後の身を子に癒やされる宿

トテ馬車が湖畔を通り過ぎてゆき

雨晴れて爽竹桃の赤く炎え
ハイネを語る国語の教師

焦がれたる乙女が打ちしＥメール

雪のつぶてに胸射止めらる

神殿に笙ひちりきの楽高み

群れをなしたる鳩が舞い立つ

行くよりはやっぱり月は賞でるもの

ロケット技術見直しの秋

ナゥ紅葉忌修して早やも冬仕度
とろりとろりと煮える水飴
漢体詩五言絶句のはやりだし

明治生まれの何と偉丈夫

花行脚まだまだ終ることのなく

いのち光らす乗込みの鮒

秤鰔廿一︾托朋三一叩顯︵文音︶
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十五夜とまたおっなもの十三夜
きのうもきょうも虫のすだける

ロックと琉歌こなす船長

ゥうそ寒を南の島へ旅に出し
思わざる怪我にやさしくされました

好きだからこそ距離を置く恋
いつまでも川は流れて止まざりき

たのもしきものふるさとの山

不登校児と囲む寄せ鍋

冬月に人なっっこぐ狸出て
御堂より衆生済度の経もれく
ボランティアの笑みは晴れやか

アメリカに欧州に花咲き溢れ

霞たなびく観光風車

章冬章冬章冬章冬章冬章冬章冬章冬夫男

冬章

冬章冬章冬章冬章冬章冬章冬章冬章男夫

八仙台・若笹連句会ｖ

﹃湯の宿﹄

湯の宿を抱きて山の眠り初む

小野寺妙子捌

小野寺妙子

佐藤元気
今野福子
井上せつ子

厚

笹川圭子
安斎厚子
伊藤航

時も定めず柿の転がる

ガラスに写るあの方の影

気

せ

馬上に高く元服の人

航

せ

圭

せ

圭

水しぶき避け滝の音聴く
巴里案内手にホテル探せず

気

航

マップ

ケイタイが若者の孤をまぎらわす

後姿に見覚えのあり
月明り螢と競う帰り道

荒稽古地力も付きて腕太し

木に彫りし相合傘の思い出ょ

ゥにぎわうは街の碁会所秋深し

雲かかり晩酌しつつ月を待つ

夕餉献立何にしようか

銀行の閉店に間にあわなくて

車の窓に落っ雪しずり

仙

花の下タイムカプセル埋めてある

厚

ナォ宿題を初めて貰う春風に

悪夢はひとつひとつ忘れる
オウムより法の華より鎮守様

寒の猿見たり聞いたり話したり

葵三代家康の計

何の因果か夜回りが好き
こい

長女さんが重きしがらみ捨てし文

小指をつなぐ赤き糸なり

ディカプリオ剥して窓から出て来いよ

大腿骨折労務災害

校庭に月仰ぐまでボール追う
はぶり

葬の列の稲田をすすむ

ナゥ落花生兄と弟のもめにもめ

ブランドならばお下りも良し
なつかしき東京キッド爪弾いて

都踊に湧きかえる古都

電灯の紐引きそこねたる
花吹雪樹齢重ねて今年また

平成十一年十二月七日首

本

藤

浩

キ

︵於・若林中央市民センター︶

平成十二年三月七日尾
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頁叺

道草長き新入の子等

伊

坂

同舟ァ

圭浩福子厚気福厚妙気せ厚航気妙せ気子

ヨ

連句協会支部

連句協会愛媛県支部
支部長青野竜斗
事務局長長井實平
〒791‑()242松山市北梅本町甲781‑8
(089‑976

6182)

連句協会岩手県支部
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
（0197

連句協会関西支部
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)

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 津幡町役場

46‑5164）

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
下皆川721

（0282‑43

2664）

連句協会富山県支部

支部長志田延義

(0762‑88‑2121)

事務局
〒930富山市大手5

連句協会三重県支部
支部長村田治男
事務局喜多さかえ

l

富山新聞社内
(0764

91‑8111)

〒51600()8伊勢市船江1−9−29
（()596‑22‑3317）

連句協会香川県支部
支部長渡邉陽行

副支部長植松晴子・鎌田孝義・廣谷胄
石

連句協会埼玉県支部
顧問金子兜太・宇咲冬男
支部長森三郎
副支部長磯直道・白根順子
事務局福田太ろを
〒363‑0025桶川市下日出谷375‑1
（048‑787‑4477）

事務局渡邉陽行
〒7640033香川県仲多度郡多度津町
青木169

（0877‑33‑()549）
大分県連句の会

支部長佐々木均太郎
〒8740902別府市青山町272

岐阜県連句協会

（0977‑26

会長国島十雨

事務局伊藤白雲
〒503大垣市室村町4‑156
(0584‑73‑0774)

4476）

連句協会広島県支部
支部長高橋昭三
事務局同

上

〒7310223広島県安佐北区可部南

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

4−5

47

(082‑815

1914)

事務局

〒272‑0021 市川市八幡2−8−2O
伊藤薮彦方(047‑334‑5606）

宮城県連句協会

会長狩野康子
副会長佐藤千賀子・北寿雄
事務局狩野康子
〒981‑0924仙台市青葉区双葉ケ丘
2−5

12

(022‑271
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()005)

年とと

（理事会）

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

2． 特別会計
（経常会計）

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

（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。
1． 事業計画および収支予算についての事項
2． 事業報告および収支決算についての事項
3． 役員の選任
4． 名誉会長の推戴
5． 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
するところによる。
第7章会
（会計の種類）

計

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10月1日とす

第26条この会の会計は次のとおりとする。
1．

る。

経常会計

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）
(評議員）

(役

会

大林杣平・國島十雨・暉峻康隆。
東明雅
小松崎爽冑・草間時彦
秋元正江･江森峰雲･片山多迦夫。
加藤耕子・関川竹四・牧野巌．
松永静雨・真鍋天魚

貝）

長上田溪水／

常任理事浅野黍穂・磯直道・伊藤薮彦・
小川廣男・川野蓼艸・小林しげと．
式田和子・白根順子・寺岡情雨・
富田昌弘・中尾青宵・引地冬樹・
宮下太郎
理
事池川蛎谷・井門可奈女・伊藤白雲・
内田素舟・狩野康子・品川鈴子・
中川哲・西幾多・二村文人・

／

副会長宇咲冬男<近松寿子・土屋実郎
理事長土屋実郎（兼）

福田太ろを。八木紫暁．矢崎藍・
渡邉陽行
国民文化祭担当理事高橋昭三く広島＞・伊藤
稜志く群馬＞
会
計土屋実郎(兼）
監
事城戸崎丹花・藤井治
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『連句協会」規約
第1章総

第4章役

則

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

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）

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

第'2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。

に支部を置くことができる。
第2章目的および事業

（理事の職務）

（目的）

第4条この会は連句文芸の創造的発展とその
普及ならびに連句実作者、連句愛好者の交流
を図り、連句文芸の興隆に寄与することを目

第13条

1．

（事業）

3．

理事長は会長、副会長を補佐してこの会
の業務を掌理する。

4．

常任理事は会長、副会長および理事長を
補佐し理事会の議決に基づき業務に従事す
る。

︑︽ｂ

L一違句協会負の選定
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章会

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。

第5条この会は前条の目的を達成するために
次の事業を行う。
1． 全国大会および地方大会の開催
2． 会報（隔月）の発行
3． 連句年鑑の出版

会長はこの会の業務を総理しこの会を代
表する。

2．

的とする。

員

5．

理事は理事会を組織して業務を行う。

（監事の職務）
第14条監事は会の会計を監査する。
（役員の任期）

第15条この会の役員の任期は2年とする。た

（種別）

だし再任を妨げない。

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

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。

（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
とにより入会できるものとする。

（会費）
第8条この会の会費は次のとおりとする。
1． 正会員
年額3千円
2． 賛助会員年額1万円以上

（顧問）

第'7条この会に顧問を置くことができる。顧
問は理事会の議決を経て会長が委嘱する。顧
問はこの会の業務について意見を述べ、 また
会長の諮問に応じる。
（名誉会員）

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

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
中から会長が委堀する。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。

失する。
1． 退会したとき

2．

員

（種別）

（名称）

（評議員）

理由なくして会費を1年以上滞納したと
き

（退会）

第10条会員が退会しようとするときは退会届

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
じる。

第6章会

を会長に提出しなければならない。
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連句協会規

964‑7168)会員7名

師系・今泉宇涯連絡先274‑
0812船橋市三咲8‑320引地冬樹
（()474‑48‑7260)会員10名

杜の会

喜多さかえ
連絡先516‑0008伊勢市船江1‑9‑
29喜多さかえ(0596223317)会
員15名

山元志津香

8(044‑955‑9886.FAX9882)会

員10名

竜神連句会
長坂節子

師系・矢崎藍連絡先471‑
0027豊田市喜多町4‑53長坂節子
会員15名

‑2009)会員33名

連句愛好会
柴崎正寿郎

連絡先241‑0801横浜市旭区若葉
台2‑24‑1402柴崎正寿郎(045‑
922‑2851)会員30名

山利喜会

粒針

修

名

連楽会

高畑自遊
師系・阿片瓢郎連絡先168−
0063杉並区和泉4‑2615高畑自
遊(033323‑2454)会員6名
鹿吟舎
池

央歌

8546）

若泉連句会
川田章夫
師系・宇咲冬男連絡先372‐

つぷはり

連絡先364‑0014北本市ニッ家2−
51粒針修(0485‑92‑8951)会員4

3名

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

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(0979‑62

瑛

14浅沼漢(045‑362‑2717)会員

奥西
保
連絡先616‑8395京都市右京区嵯
会員9名

師系・宇咲冬男連絡先215‑
0006川崎市麻生区金程4‑9‑

浅沼

師系・眞鍋天魚連絡先241
0825横浜市旭区中希望ヶ丘97‑

落柿舎連句会

峨小倉山落柿舎(0758811953)
八千草連句会

連句パワー

0842伊勢崎市馬見塚町1121‑4川

連句会「Za」
伊藤直子

連絡先9818003仙台市泉区南光
台3‑3‑9伊藤直子(022‑233‑
7732)会員9名

大和屋別荘連句の会

田章夫(0270328410)会員8名
和光大学

深沢眞二
連絡先4060002山梨県東山梨郡

鈴木春山洞
連絡先7918061松山市三津1‑3‑
13鈴木春山洞(()89951‑0()64)
やみつくば会

下房桃篭
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
璃沙連句会

土屋実郎
師系・清水瓢左連絡先233‑
0014横浜市港南区上永谷3‑20‑

春日居町別田52()‑3深沢眞二

連句会遊子座

和田忠勝
師系･清水瓢左連絡先223‑
（)052横浜市港北区綱島束5‑224
和田忠勝(045531‑7174)会員12
名
連句倶楽部
城

依子

師系・宇咲冬男連絡先135
0016江東区東陽3‑268藤沼和恵
(03‑5690‑3361)会員10名

伊藤敬子

5050)会員7名
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11名

磯

連句研究会
小林
梁
師系・松根東洋城・野村喜舟・

阿片瓢郎連絡先214‑0012川崎
市多摩区中野島4‑23‑14小林
梁(044‑922‑7868）

よみうり文化センター川口

直道

師系・宇田零雨連絡先332‑

連句ななの会

0023川口市飯塚4‑4‑7磯直道

土屋実郎

連絡先2330014横浜市港南区上
永谷32() 34土屋実郎(045‑843

(048‑2513033)

よみうり文化センター京葉

ワラハナ連句会
児玉俊子

連絡先3360012浦和市岸町l‑ll
12児玉俊子(048‑831‑6362)

連句「笹」
連絡先465‑0083名古屋市名東区
神丘町2‑51 l伊藤敬子(052‑701

葉門連句会

小野寺妙子

連絡先9800005仙台市青葉区梅
田町4‑28小野寺妙子(022233‑
0693)会員10名

34土屋実郎(045‑843‑8059)会員
15名

若笹連句会

8()59）

引地冬樹
34−

,ル

B

面

内田さち子
師系・名古則子連絡先l76
0023練馬区中村北4‑23‑4内田さ
ち子(03‑39702468)会員5名
燧連句会

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

9O7植松晴子(0875‑52‑2137)

0033世田谷区代田3‑10‑22若尾
よしえ(03‑3422‑6874)会員8名
富士裾野連句会

三重県連句協会

高橋路草
連絡先4101118裾野市佐野1490
‑2(0559‑92‑3874)会員16名

山根於京
連絡先519‑()600三重県度会郡二
見町茶屋50‑9山根於京(059643
‑2112)会員7名

狩野康子
連絡先981‑0924仙台市青葉区双

匂玉の会

菱の実会

連絡先5160028伊勢市中町302
37藤岡よし子(0596‑25‑3735）

‑0005)

斉藤吾朗

帥系・宮下太郎連絡先445‑
08()6西尾市伊藤町伊藤前15‑1斉
藤吾朗(()563‑57‑8332)会員12名

松喜久会

藤井

浩

師系・阿片瓢郎連絡先173
0005板橋区仲宿58‑8‑603(03
39644372)会員3名

涼江

師系・中尾青宵連絡先210‑
0824川崎市川崎区日ノ出'−15
11プロビデンス2()2巌涼江(044‑

葉ケ丘2‑5‑12狩野康子(022271

三河連句会

松山連句協会
巌

狩野康子

連絡先981‑0924仙台市青葉区双

藤岡よし子

東松山連句会

池川蝸谷
師系・阿片瓢郎連絡先791
0312愛媛県温泉郡川内町則之内
乙1887池川媚谷(0899‑66‑3608）
会員30名

村田治男
連絡先516‑0008伊勢市船江1‑9‑
29喜多さかえ(059622‑2317)
宮城県連句協会

北杜連句塾

葉ケ丘25‑12狩野康子(022271
‑0005)会員15名

日ノ出連句会

‐8廣谷高士(0877224201)会員
6名

三豊連句会

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

渡部伸居

連絡先7910242松山市北梅本町
甲7818長井實平(089‑976‑
6182)会員20名

堀江信男

連絡先310‑0903水戸市堀町1147
‑18堀江信男(()29‑252‑2634)会
員12名

277‑5143)

未来図連句会

松山連句教室

PC‑VAN電脳連句
木原幹雄

連絡先185‑0014国分寺市東恋ケ
窪2‑29‑3林義雄(0423‑24 1831)
会員24名

松永静雨
師系・宇田零雨連絡先79()−
0045松山市余戸中2‑13‑19井上
弥生(089‑9736055)会員1()名
摩天楼連句会

ひよどり連句会

師系・橋間石連絡先651‑

師系･野村牛耳連絡先262‑
0046千葉市花見川区花見川2‑6‑

1123神戸市北区ひよどり台1‑17

105星野石雀(043‑2860725)会

1品川鈴子(078‑743‑2221)会員

‑302原田千町(0334456462)会
員13名
WebBBSめぎつれ座

星野石雀
品川鈴子

鍵和田柚子
連絡先108‑()()74港区高輪2151

矢崎
藍
連絡先47() 0331豊田市平戸橋町
平戸13‑5八木聖子(0565‑43‑

0092)会員7名十α(不特定）

員6名

34名

目黒連句会
窓連句会

連句会ひらめき

小林和恵

狩野康子
連絡先981‑0924仙台市青葉区双
葉ケ丘2‑5‑12(022‑271‑0005)会
員8名

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(033413‑4431)会員18名

村木佐紀夫
連絡先520‑0026大津市桜野町1
13‑16村木佐紀夫(077522
5444)会員15名

0001目黒区中央町2251204渡

邊博(03‑3713‑6709)会員10名
メヌエット−若い現代連句の会

摩耶連句会
広野連句会

渡邊
博
師系・宮下太郎連絡先152‑

佐野千遊
師系・橋間石連絡先654‑
0075神戸市須磨区潮見台町3‑2‑
30佐野千遊(078‑731‑0334)会員

川端秀夫
連絡先1520035目黒区自由が丘
2‑15‑9高橋ビル302メヌエット
の会事務局(03‑37244263)会員
3名

11名
木曜会

風蘭社連句会

青野竜斗

丸亀連句会
若尾よしえ

師系・東明雅連絡先155

廣谷高士(青石）
連絡先763‑0031丸亀市城南町75
33−

連絡先791‑0204愛媛県温泉郡重

信町志津j l l98‑5青野竜斗(089‑

へ

絡先4700116日進市東山2‑6()2
武村利子(0561722392)会員l(）
名

1760) (休止中）

夏炉の会

岩村牙童
連絡先7810252高知市瀬戸東町
2‑323岩村牙童(0888‑42‑7656）

白水台連句会

山口博三

師系・宇田零雨・寺岡情雨連
絡先791‑0113松山市白水台1‑1
9山口博三(089‑927‑3231)会員

会員20名

道後連句会

松永静雨
師系・宇田零雨連絡先790‑
0842松山市道後湯之町6‑10‑8()5
渡部晃子(089921‑5821)会員8
名

寸

企、

ロ

習志野連句会訂． 、？T略

4名

鴇田秋甫

連絡先275‑0002習志野市実籾町
280鴇田秋甫(0474‑72‑6270)会

白塔歌仙会

佐藤俊一郎
連絡先35()‑0275坂戸市伊豆の山
町17‑30会員l1名

尋5名 耳〃、

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
實子(()427‑45‑0407)会員4名

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112069田島竹四

芭蕉記念館連句会
宇咲冬男

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先135 ()()03江東区猿江1‑2‑2‑
501松澤晴美(()33634‑4094)会

（05994‑3‑1846)会員7名
徳島連句懇話会
鈴木

漠

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

にほんご連句会

員3()名

岡本康子

連絡先1820006調布市西つつじ
が丘2‑52岡本康子(03‑3326
0496)会員10名

ぱせ

大野鵠士
師系・束明雅・國島十雨連絡
先5016081岐阜県羽島郡笠松町
東陽町1(058‑387‑2()35)会員2(）

都心連句会

大林杣平
連絡先233‑()014横浜市港南区上
永谷3‑2034土屋実郎(045‑843‑
8059)会員40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
‑4二村マンション2()5中島まさ
し(033407‑5368)会員20名

ャ）

円世里連句会

名
八戸俳話倶楽部
関川竹四

富山県連句協会
二村文人
連絡先930‑0123富山市呉羽富田
町4143‑18二村文人(()76‑436‑
2257）

連絡先031‑0812八戸市湊町上の
山552関川竹四(017833‑3432)

猫蓑会
東

明雅

会員58名

連絡先182‑0003調布市若葉町2
21‑16青木秀樹(03‑3309‑0953)

花野連句会

会員160名

小出きよみ

とよあけ連句会
永坂博美

古館曹人

師系・矢崎藍連絡先470‑
1152豊明市前後町仙人塚1736‑

144永坂博美(0562921030)会

師系・宇田零雨・宇咲冬男連
絡先1020082千代田区一番町20
‑10‑202古館曹人(033262
9350)会員3名

員18名

師系・根津芦丈・東明雅連絡
先390‑0821松本市筑摩東2419小
出きよみ(026325‑5436)会員11
名

乃木坂散人連

はねだ連句会

内海良太

どん・あ・ くらぶ

豊島呑烏

師系・鈴木春山洞連絡先790‑
0844松山市道後一万ll‑13豊島

窪田阿空
連絡先359‑1152所沢市北野521‑

正憲(089‑926‑2331)会員7名

10窪田阿空(0429‑48‑6618)会員
6名

長尾連句会

砂井斗志男
師系・渡邊陽行連絡先769‑
2302香川県大川郡長尾町西683‑
10砂井敏夫(0879‑52‑4391)会員
10名

がわ

祓

川

黒田耕三

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

西岡恭平

師系･長谷川ひさを連絡先760
‑0011高松市浜ノ町6()‑25‑705西
岡恭平(087‑851‑9006)会員9名

名
はらい

俳譜接心

64777445)会員オープン制

渚の会

師系・名古則子連絡先216‑
0001川崎市宮前区野川3138‑17
山口和義(044‑777‑2460)会員8

俳話工房

俳話田園(協会主催）
連絡先2270043横浜市青葉区藤

師系・鈴木春山洞連絡先791‑
8083松山市新浜925黒田耕三
(0899‑51‑2889)会員9名
ぱるしゆ

芭流朱連句会

鈴木春山洞

師系・松根東洋城連絡先791‑
8061松山市三津13‑13鈴木春山
洞(089‑9510064)会員3()名

が丘225‑2中尾青青(045‑973
32

し則

宗祇法師研究会

城

中田泰左
師系・名古則子連絡先514‑
0034津市南丸之内911中田泰左
（059227‑2437)会員7名

林
茂樹
顧問・金子金治郎連絡先521‑
120O滋賀県神崎郡能登川町泉台
215‑24林茂樹(0748422037)

連絡先661‑0002尼崎市塚口町1−
22‑1‑207秋山正明(06421
1606)会員13名
ちばらき連句会

会員8名
尋牛会
師系・矢崎藍連絡先460‑8445

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

草門会

名古屋市中区栄4‑1636㈱電通
中部支社内西脇智子(052‑263‑
8324)会員8名

工藤真理子

師系・野村牛耳連絡先182−
0035調布市上石原227‑9川野蓼
艸(0424‑85‑5480)会員10名

新月座

二上貴夫
連絡先257‑0024秦野市名古木
117‑1二上貴夫(0463‑855537)

創の会

村田治男
連絡先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

会員ll名
信州大学連句会

根町羽根野800‑55城依子(0297‑

68‑4424)会員7名
中央連句会(協会主催）
連絡先230‑0052横浜市鶴貝区牛
麦3‑16‑16連句協会(045‑501‑
4907）
土筆・有楽帖三吟会

連絡先214‑0039川崎市多摩区栗
谷1‑4‑16遠藤嘉章

宮坂静生

陣啄会
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(0485‑810077)会

師系・根津芦丈・東明雅連
絡先399‑0025松本市寿台4‑5‑3

宮坂静生(0263‑572461)会員40
名

員10名

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8‑320引地冬樹
（0474‑48‑7260)会員16名

新庄・氷室の会
永沢安栄

蒲
幾美
師系・中村俊定連絡先215‑
0013川崎市麻生区王禅寺76736

新庄北陽社
内田

津幡連句クラブ

染井の会

師系・笹白州連絡先996‑
0082新庄市北町5‑19会員6名

蒲幾美(044955‑8726)会員11
名

武

師系・春秋庵幹雄連絡先996‑
0()35新庄市鉄砲町3‑71内田武
(()233‑22‑1285)会員37名

大智院連句会

名和未知

連絡先182‑0012調布市深大寺東
町7‑41‑8名和未知(0424‑85‑
1679)会員14名

つらつら吟社

岡本耕治
師系・名古則子連絡先511‑
1112三重県桑名郡長島町大倉1−
45O岡本耕治，会員8名

深大寺連句会

第六天連句会

すず

篠
岡田史乃
師系・鈴木香歩連絡先107‑

い子(0596‑28‑1395)会員7名
手児奈連句会

連絡先272‑0015市川市鬼高3‑13
‑6ルネ市川中山203勝田みつ子

北国分1‑2‑19星野恵則(047372

(047‑3708523)会員15名

勝田みつ子

‑6448)会員30名
電通連句会
多度津連句会

逸見
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(0877‑33‑0549)

清流連句会
戒能多喜

師系・宇田零雨・松永静雨連

師系･野村牛耳･高藤馬山人連
多摩連句会

宮下太郎
連絡先206‑0014多摩市乞田875‑

浅春連句会

谷敷

寛

連絡先112‑0003文京区春日2‑25

‑2谷敷寛(0338118519)

篤

連絡先lO4‑0045中央区築地l‑ll
電通マーケッティング局逸見篤
気付(03‑3544‑5468)会員20名
東京義仲寺連句会馬山人記念会

会員6名

絡先791‑0312愛媛県温泉郡川内
町大字則之内乙25903会員7名

員8名

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

浅野黍穂
師系・上甲平谷・清水瓢左・今
泉忘機連絡先2720836市川市

0052港区赤坂6‑94301岡田史
乃(()3‑3582 ()()81）

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

絡先182‑0035調布市上石原2‑27
‑9川野蓼艸(0424‑85‑5480)会員
10名

I宮下太郎(042374‑7002)

会

桃雅会
丹

想

秋山正明
−31

杉山壽子
師系・東明雅・式田和子連

勺
ノ

町35磯部摂子(058‑391‑2288)会
員23名

5054）

樹氷連句会

犬島正一
連絡先939‑8083富山市西中野本

興聖寺連句会

松永静雨
師系・宇田零雨連絡先790‑
0052松山市竹原町1‑4‑1岡本眸
(0899‑45‑1154)会員15名

三冊子（改め「高知癒しの連句桜
蓼会｣）
師系・寺田寅彦連絡先780‑
0010高知県高岡郡窪川町窪川
1145‑5山崎曙(0880222097)会

町5‑14犬島正‑(076421‑3494)
会員5名
樹林連句会
師系・林空花連絡先177‑004l

練馬区石神井町3‑9‑12‑401草刈
澄(03‑39968530)会員15名

員15名

郡山連句会

堀越ふみ子

連絡先969‑1103福島県安達郡本
宮町二井田下の原28‑124堀越ふ
み子(0243335786)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‑

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206‑0014多摩
市乞田875‑l宮下太郎(0423‑74
7002)会員40名

湘南吟社

小林静司
師系・根津芦丈・清水瓢左連
絡先1410031品川区西汽反田6−

238小林靜司(03‑3492‑2983)会
員10名

慈眼舎

赤田玖實子

6 ()344）

湘南連句うらら会

蒲原志げ子

師系・清水瓢左・三好龍肝連
絡先228‑0802相模原市上鶴間

ころも連句会
矢崎

藍

師系・束明雅連絡先470‑()335
豊田市青木町1‑71‑9由川慶子
T&F(0565‑46‑2236)会員22名
青宵俳話柴庵

中尾青宵
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
が丘2‑25‑2中尾青宵T&F(()45‑

395赤田玖實子(0427‑450407)

師系・束明雅連絡先2480022
鎌倉市常盤937219蒲原志げ子

会員6名

（0467‑31‑7829)会員6名

鴫立庵連句会

正

草間時彦
師系・山路閑古連絡先249‑
（)0()5逗子市桜山1 6 16草間時彦
(()468‑71 5935)会員4名

藤野鵺山
師系・寺崎方堂連絡先520‑
0822大津市秋葉台359正風発行
所(0775‑25‑9159)会員10()名
正風大府支部

獅子門

973 176()）

風

久野溪流

國島十雨

師系・各務支考連絡先501‑

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(089‑931‑8501)会員7名

1131岐阜市黒野古市場193国島

十雨(058239‑()037)会員100名
獅子門蕊杖社

正風和気支部

本屋良子
師系・國島十雨連絡先500‑

8157岐阜市五坪1450‑86本屋良

さくら草連句会
小林しげと

子(058‑248‑1772)会員25名

連絡先334‑0()01鳩ケ谷市桜町4
11‑35‑1小林しげと(048‑281‑

員10名
伊藤哲子

菅谷有里
師系・清水瓢左連絡先248‑
0()17鎌倉市佐助1‑14‑9菅谷有里
(0467228382)会員8名
きん

じゃく

ご･〉

三尺童

丹下遙指
連絡先3380()12与野市大戸4‑6‑

3丹下遙指(()48‑832‑3727)会員

伊藤稜志
師系・宮下太郎連絡先371‑

会員7名

0811前橋市朝倉町3‑5‑37伊藤稜
志(027‑261‑2297)会員15名

紫薇の会

澁谷
道
師系・橋間石連絡先558
（)0()2大阪市住吉区長居西192
澁谷道(06‑6691‑1395)会員8名
しめいあん

磯部摂子

連絡先5016242羽島市竹卵町錦

しらぎ〈

大西貞子

連絡先510‑0304三重県安芸郡河
芸町上野116873大西貞子(0592
453606)会員10名

紫明庵連句会

師系・東明雅連絡先1360074
江東区束砂7‑5‑22アルス南砂サ

三川連句会

上毛連句会

連絡先1360072江東区大島326
‑1‑911伊藤哲子(0336378990)

井上鶴鳴

6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

下町連句会

8161）
里の会

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(0562924521)会員25名

ルーテ302井上鶴鳴(03‑5632
（14(){))会員29名
−30−

しらさぎ連句会

田中一火女
師系・寺岡情雨連絡先799‑
1303東予市河原津484‑1森川年
（0898‑66‑5232)会員10名

，ハ

歌仙・集亭

神田川連句会

野刈
鴨
連絡先980‑0802仙台市青葉区二
日町10 15‑1F喫茶室｢集｣内会
員約20名

渡部仲居
師系．野村喜舟連絡先791‑
0241松山市小野町15渡部伸居
(0899‑751532)会員10名

岡部桂一郎
連絡先134‑0085江戸川区南葛西
7‑1‑6‑2()1松井青堂(03‑368()‑
O()53）

句華苑吟社

神田義仲寺連句会

桂の会

若松藍香
連絡先227‑0047横浜市青葉区み
たけ台2‑20臼杵瀧児(045971‑
3293)会員約12名

吉本世紀
伊藤秀峰

連絡先328‑()()36栃木市室町l‑l3
吉本画廊内(()282‑23‑3665)会員

師系・斎藤石嬰連絡先101‑
0047千代田区内神田1‑6‑6伊藤

7名

秀峰(03‑3292‑0835)
く

かないわ

金石公民館俳話研究会

さ

く

き

観音寺連句会

磯

松本苔花
連絡先9200337金沢市金石西4−

野口雅澄
連絡先768‑0040観音寺市柞田町

532松本苔花(0762‑67‑1045)

油井野口雅澄(0875‑25‑0979)会
員8名

直道

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先332‑0()23川口市飯塚4‑4‑7
磯直道(048‑251 3()33)会員
300名

かびれ連句会

小松崎爽青
師系・大竹孤悠連絡先319
1225日立市名坂町131‑12西幾
多(0294‑523671)会員19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・ねこみの連絡先232‐

師系．宇田零雨連絡先803‑
0834北九州市小倉北区都27 12
木部八千代(093‑651‑1393)会員

O()76横浜市南区永田台48‑16川
名將義(045‑713‑1388)会員6名

加納連句会

25名
小瀬瀞美

師系・各務於菟連絡先500‑
8472岐阜市加納清野町14小瀬秒
美(0582731591)会員5名

桔梗連句会

田先由紀子
連絡先456‑0()67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4‑12‑8寺岡情
雨(089‑923‑6028)会員1()名

中出町1‑20日比野マンション3

B(052683‑1376)会員3名
兜の会

山下七志郎

連絡先9230938小松市芦田町2−
2松下京子(0761213464)会員
18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‑
2895)会員10名

草笛連句会
大西素之

師系・寺岡情雨連絡先791‑
0113松山市白水台4‑12‑12大西
素之(089‑923‑3993)会員7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(026578‑4723)
会員18名
歌林連句会
坂手手留
連絡先1850011国分寺市本多1‑

11‑13小向敏江(042‑3210285)

義仲寺横浜戸塚連句会
八木荘一

〈のいち連句会

連絡先245‑0067横浜市戸塚区深
谷町671八木荘一(045‑851‑
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1‑5‑12義仲寺
(0775‑23‑2811)会員15名

暉峻桐雨
連絡先1()1‑0047千代田区内神田
2‑125内山回漕店方内山秀子
(03‑3252‑2941)会員8名
熊谷緑化センター連句会

宇咲冬男
帥系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先360‑()000熊谷市上之13424
中和枝(0485‑23‑7()39)会員20

会員20名
木の会

歌留蓑連句会

草間時彦
金子鳴陣

連絡先2200061横浜市西区久保
町48‑14金子鳴陣会員18名
川内連句会

連絡先240‑()105横須賀市秋谷
5237藤井弘美(()468‑57‑2764)会

名
雲の会

員限定

村野夏生

師系・野村牛耳連絡先165‑
0()22中野区江古田4‑18‑2杏花村

岐阜県連句協会
池川蝸谷

師系･松根東洋城･阿片瓢郎連

国島十雨
連絡先5030()26大垣市室村町4−

塾(033387‑2321）

絡先791‑0311愛媛県温泉郡川内

156伊藤白雲(0584‑73‑0774)会

町則之内甲2153‑1小倉靜子(089

員80名

加藤耕子
連絡先467‑()()67名古屋市瑞穂区

錦心会

石田町1 36加藤耕子(()52‑841‑

9662781)会員8名

−29−

耕

､0

伊勢原連句会
近藤蕉肝
連絡先259 114l伊勢原市上粕屋
1766大津博山(0463943402)会

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

海市の会

鈴木
漠
連絡先650‑0046神戸市中央区港
島中町3‑1‑47202鈴木漠(078
302‑2230)会員4名

岩手県連句協会

員13名

小原啄葉

連絡先020‑()132盛岡市西青山2

五十鈴吟社

中津秋野
師系・清水瓢左・名古則子連
絡先5160017伊勢市神久3‑2‑32
中津秋野(0596‑22‑1691)会員10

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1‑14‑10井手

名

ビルIFヴェルデュールアン大

いさよひの会

鈴木美智子
連絡先177‑0032練馬区谷原5‑2(）
14鈴木美智子(03‑3925‑5930)

月西女(089‑931‑0506)会員13名
NHK文化センター青山

上田渓水

会員4名
石手寺連句会

松永静雨
師系・宇田零雨連絡先79()−
0052松山市竹原町1‑4‑1岡本
眸(089945‑1154)会員7名
伊豆芭蕉堂連句会

石渡蒼水
師系・斎藤石嬰連絡先414‑
()014伊東市弥生町3‑2石渡蒼水
(0557‑37‑1831)会員1()名

師系･大竹孤悠･小松崎爽胄連
絡先271‑0092松戸市松戸1407上
田渓水(0473623822)会員12名
桜花学園大学連句研究会
矢崎
藍
連絡先471‑()()57豊田市大平町七
曲12‑1比較文化学科424研究室

宇咲冬男
師系･藤井紫影･宇田零雨連絡
先336‑()931浦和市原山2‑33‑22
桜井つばな(048‑882‑6943)会員
15名
市川俳譜教室

師系・藤井紫影・宇田零雨・今
泉宇涯連絡先272‑0021市川市
八幡2‑82O伊藤醗彦(()47334‑
5606)会員20名

浜本青海
師系・高藤馬山人連絡先185‑

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‑(03‑34136670)
香川県連句協会

会長・渡邉陽行，副会長・植松
晴子・鎌田孝義・広谷高士，事
務局渡邉陽行764‑0033香川県
仲多度郡多度津町青木169(0877
‐33‑0549)会員60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(()877‑330549)
会員7名

小川邦明

奥美濃連句会
水野

隆

連絡先999‑5201山形県最上郡鮭
川村京塚3430(0233552401)
風の香連句会

笹

5‑3332)会員13名

貞子

連絡先996‑0051新庄市松本348

おごお↓）

小郡連句会

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7540000山口
県吉敷郡小郡町津市上河野玄磨
（08397‑2‑0599)会員5名

風の巷

守口津夜子
師系・松根東洋城・阿片瓢郎・
鈴木春山洞連絡先799‑1341
予市壬生川1917守口津夜子
(0898‑64‑2634)会員10名

小野連句会

長丼實平

師系･松根東洋城･阿片瓢郎連
絡先791‑0242松山市北梅本町甲

一粋会

續

雅秀会

（()565‑35‑3131）

連絡先5()1‑4226岐阜県郡上郡八
幡町新町929おもだか家(05756‑

池袋連句会

解

‑4‑41沼宮内凌子会員40名

781‑8長丼實平(0899766182)
会員10名

河童連句会
矢崎硯水

師系・宇田零雨連絡先392‑
0004諏訪市諏訪21022矢崎硯
水(0266‑520251)会員15名

0022国分寺市東元町1‑31‑17浜

本青海(0423‑23‑2()10)会員12名
いなみ連句の会

山本秀夫
師系・東明雅・二村文人連
絡先9320231富山県東砺波郡井
波町山見1400井波町総合文化セ
ンター内いなみ連句の会(0763‑

勝山連句会

おぼろ連句会

高橋昌民
師系・鈴木春山洞連絡先791‑
8()13松山市山越2646高橋昌民
(089925‑5214)会員8名

戸田貝江

（()422686()63)会員6名

茨の会

1551501井手光子(089931‑
1427)会員10名

貝の会

師系･阿片瓢郎連絡先183
（)()55府中市府中2‑31 9戸田貝江

825885)会員31名

井手光子

師系・松根東洋城・佐伯巨星塔
連絡先7900878松山市勝山町2−

花扇会
宮

県人

連絡先344‑0116埼玉県北葛飾郡
庄和町大衾6004二宮方宮県人
(0487461443)会員5名

近松寿子
28
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全国連句グループ概況
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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

川岸冨貴(0485‑915208)会員50
名

前田圭衛子

連絡先663‑8156西宮市甲子園網
引町8‑21‑403前田圭衛子(0798
46‑3713)会員15名
ああの会

村野夏生

‑1914)

あした連句会えびね支部
宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先1940041町田市玉川学園8−
7 1大平美代子(0427‑243800)

師系・野村牛耳連絡先165‑
0022中野区江古田4‑182杏花村
塾(03‑3387‑2321)

連絡先7310223広島市安佐北区
可部南4‑5‑47高橋昭三(082815

会員15名

鮎可部連句会
久保俊子

連絡先731‑()202広島市阿佐北区
大林町315久保俊子(082‑818‑
2719)

あしべ俳譜塾

鮎倉橋島連句会
片山多迦夫

青葉連句会

師系・清水瓢左・吉岡梅瀞連
絡先6660013川西市美園町1‑3
406号片山多迦夫(0727‑58‑

八島美枝子
師系・宇田零雨連絡先145
0061大田区石川町2‑32‑8八島美
枝子(03‑3728‑0712)会員9名

奥田恵以子

連絡先737‑210()広島県安芸郡倉
橋町鹿老渡奥田恵以子(082354
‑1296)

3198)会員10名

鮎須川連句会
梓川連句会

愛染連句会
高橋昭三

連絡先731‑()223広島市安佐北区
可部南4‑5‑47高橋昭三(082815
‑1914)

青葉城連句会

藤本幸子

金井教子
師系・根津芦丈・宮坂静生連
絡先390‑1700長野県南安曇郡梓
川村杏金井教子(0263783808)
会員25名
天霧連句会

小野寺妙子

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

連絡先98000()5仙台市青葉区梅
田町4‑28小野寺妙子(()22‑233‑

0693)会員7名

連絡先737‑2100広島県安芸郡倉
橋町須川藤木幸子(0823‑53‑
1255)

鮎ふれ愛連句会
高橋八重子
連絡先731‑0223広島市阿佐北区
可部南4‑5‑47高橋八重子(082‑
815‑1914)

鮎連句同好会

(0877‑33‑2475)

高橋昭三

茜連句会

合川月林子
師系・品川鈴子連絡先769‑
16()2香川県三豊郡豊浜町和田浜
本町1233‑2合川正雄(0875‑52‑
2213)会員12名

天の川連句会

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
772本間昭雄(0259‑662079)会
員28名

竹内茂翁

紫

天の川連句会東京支部

員6名
あした連句会

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連

草間時彦

限定

福田真久

師系･三好龍肝連絡先215‑
0031川崎市麻生区栗平132福
田真久(044‑987‑4442)会員13名

陽

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

あらくさ連句会

連絡先249 ()006逗子市逗子24
5北沢義弘(0468715393)会員

茜(あこね）
連絡先511‑0036伊勢市岡本1‑4‑
27竹内茂翁(()596‑25‑4711)

連絡先731‑0223広島市阿佐北区
可部南4‑5‑47高橋昭三(082‑815
‑1914)会員35名

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

渡辺梅子
師系・宇田零雨連絡先201
0014狛江市東和泉l34‑14渡辺
梅子(()3‑3480‑2575)会員7名
鮎連句会

絡先364 ()()35北本市西高尾7‑83

高橋昭三
つラ
ームノー

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5180878三重県
上野市西大手町36879(0595‑21
‑5()68)会員25名

ノ

全国連句グループ概況

／

らっ｡／

口編集後記口

た︒両氏ともお医者さんですが︑相手不在の非社会性事件が続発する現代とい

＊掲載作品は︑基本的には戴いた原稿通りです︒校正は︑作品は文学作品とい

い出せるような気がします︒

う時代にこそ︑連句の存在意義があると語っています︒それに連句の本質を見
＊今回から当初の作品依頼の際に︑初校時にご自分でも目をとおしたいとの希

とがあります︒明らかな誤字脱字の場合は別として︑仮名遣いの不一致や新旧

う観点からすると︑作者︵捌手︶の意図を確認した上でないと校正できないこ

＊平成十二年度の連句年鑑をお届けします︒

望があれば返信用封筒を添えてその旨を申し出て頂きたいとのご案内を差し上

り著者校正がなされた後にみつかる疑問箇処については︑どこまで校正したり

漢字表記の不統一などは︑著者に伺わないと解決できません︒更に︑希望によ

げました︒これに対して幾つかのグループからの希望申し出がございました︒
二︶出来るだけお早く返送して下さい︒︵当方は一週間以内とお願いしてあり

百韻・半歌仙等々と形式を異にするもの︑一座・文韻・パソコンネットと媒体

で︐しよ芦フ︒

を異にするもの︑実に様々な形態があるものです︒連句の楽しみ方も様々なの
＊両吟︑三吟︑六吟︑七吟と︑いわゆる連衆の数が存在するものに対して︑パ
＊尾崎左永子氏の巻頭論文では︑即興・機知・場の共有の視点から連句を検証

ソコンネットの例では︑連衆の概念がなお成立するのでしょうか︒

＊二つのエッセイは︑協会常任理事の川野蓼艸氏と浅野黍穂氏にお願いしまし

して︑俳譜における﹁笑い﹂の喪失や︑座の閉鎖性に警鐘を鳴らしています︒

たいと思います︒ご提案︑ご指導を宜しくお願い致します︒

︿小川廣男﹀

＊一座した場所の表記など統一したいこともあります︒読み易い編集を心掛け

照会してよいものか悩みます︒可能な限り責任ある原稿をご送付願います︒

＊そこでその場合に関して次のお願い等があります︒

ます︶・

︵二︶出来るだけ校正だけにして下さい︒作品に大幅に手を入れられると︑再
校正の意味がなくなります︒
ものでしょうか︒ご意見を伺いたいと思います︒

︵三︶当方で明らかに誤字と判断した点がそのままになっている場合どうした
＊また毎年のことですが︑作品出稿料を当方に送られるグループがあります︒

︿磯直道﹀

作品依頼の際に原稿用紙と共にお送りした振替用紙で協会宛てにご送金下さ
0

＊二六八巻の作品を掲載した二○○○年度の連句年鑑をお届けします︒歌仙・

い

平成十二年九月二十五日印刷

平成十二年九月三十日発行

平成十二年版連句年鑑

定価二︑五○○円

編集人代表磯直道

２

発行所剃︲川横浜市鶴見区生麦三ノー六ノ六

連句協会

新盛油槽船㈱内土屋実郎

０

財印刷朝陽会

電話○四五五○一 四九○七
ＦＡＸ○四五 五○一 四九○八
３
印刷所ⅢⅡ東京都北区豊島四ノニノ四
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郵便振替で送金して下さい︒

★ご注文の方は○○一九○︲三︲九○○二四番︵連句協会︶宛
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