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総会 5全騒

﹄

鵬

母懇︒雰蒲

零篤典瀞
鐸︲＄

平成十四年四月二十一日︵日︶︑連句協会の第二十一回

総会・全国大会が神宮外苑の日本青年館で開かれた︒ここ

に会場を移したのが平成九年の第十五回大会からで今年で

七年目︒すっかりおなじみになった三階国際ホールは開会

前から久閼を叙し︑談笑する人びとで賑わった︒

午前十一時︑第一部開会︒司会は小林しげと常任理事︒

近松寿子副会長の開会のことばについで上田渓水会長は

﹁連句は変化と調和の文芸であり︑ひらめきと気くばりが

肝心﹂と強調された︒続いて土屋実郎理事長が平成十三年

度の事業報告・同決算報告︑平成十四年度事業計画・同予

算案を提案︑説明し万場一致で諸議案が承認された︒理事

長はとくに﹁会員数はあと一歩で千人になる﹂と新規加入
者勧誘を呼びかけた︒

さらに今年の国民文化祭開催県の鳥取︑来年度の山形の

代表が登壇し︑準備状況を報告し参加要請を行った︒

連句実作会には︑百八十名が参加し︑二十九卓を囲んで

半歌仙等を巻いた︒名手揃いの鮮やかな捌きと︑新庄︑佐

渡︑館林︑それに鳥取から差入れの銘酒がこれに協力し︑

一期一会の座はトントンと進行︑満尾︒
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第二十一回連句協会総会・全国大会の記

可己P4

午後三時から一宇庵十一世︑岡昌子先生のご講演︒演題
は﹁雲遊の尼田上菊舎〃薦一枚のさび〃﹂︒女芭蕉といわれ
た第一級の女流文人︒田上菊舎の俳諾人生を語る岡先生は
いつしか菊舎その人になり切って参加者を魅了した︒宇咲
冬男副会長の閉会のことばで第一部を終了し︑第二部に移
る︒

第二部懇親会の司会は中尾青宵常任理事︒会場では︑国

一一

﹄﹄

︽
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識

蕊識

〆

灘

露

瀞

瀧

嘩書

蝿

民文化祭開催地の鳥取県関金町のＰＲを兼ねたビテオが上

塗室

I」

映され︑なごやかな雰囲気の中で歓談の輪が広がるｃしめ

繩．鹿

導

，

くくりは恒例によって伊藤藪彦常任理事のあざやかな一本

締めで終宴となった︒︵富田昌宏︶

患澱

第十六回国民文化祭ぐんま２００１
文芸祭連句大会を振り返り
勤噸

咽Ｈ

蕊
:･

霞

齢

第十六回国民文化祭ぐんま２００１は平成十三年十一月

十一日館林市において連句大会が開催された︒

群馬県が当番県になり︑その開催地が館林市に決まって

から窓口の教育委員会との連係プレーが始まった︒連句と

言っても殆どの方々が馴染みのない分野でもあった︒そこ

で地域に連句というものを啓蒙することから始めることに

なった︒方法論と言っても何もない状態だったので先ずは

実作を体験しながら少しずつ連句を理解してもらうことし

かないと考え︑市の広報で参加者を呼びかけた︒事務局の

係員も非常に精力的に活動を開始した︒その甲斐もあり四

十名ほどの受講者が集まった︒実作会は月に二回の開催で

あった︒思った通り連句の難しさに半分ぐらいまで減って

しまった︒一年後もう一度新規の受講者を募集して再開し

た︒それに平行して教育委員会でも小学生の連句体験をと

言う計画を持ってきた︒行政の積極さにムードも高まり︑

同時に国民文化祭や連句に対する関心度も高揚してきたこ

とが肌で感じ取れた︒また︑地域をあげてのもてなしと縁

の下の力持ちである行政の目立たない活動振りが一体とな
った︒
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患織嬢驚薗
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舜乱員雁に

甘犀龍守

I

霞
職

大会前日の市内吟行も初時雨の中︑また違った風情を味
って
てい
いた
ただ
だい
いた
た︒
︒そ
そのの
わっ
日日
のの
夜夜
のの
交交
圭流会も盛況の内に進み
明日の本番への期待で盛り上がった︒
本大会当日︑すっかり晴れ上がった会場は熱気で一杯だ
った︒表彰式︑講演会と進み実作会は四十五席にもなりそ
れぞれに巻き揚げ︑最後に大会旗を鳥取県に手渡し大会の
幕を降ろすことが出来た︒大会開催にあたり作品の応募や
も︑姥
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熟

讃

当日のご出席等各方面の方々に多大のご協力を頂きました

ことに厚く御礼申し上げます︒︵伊藤稜志︶

鞍﹃ＰＥｂ

坤．哨篭

H許

評論

私が出会った外国の連句

四シ谷龍

最近の海外での俳句ブームには︑めざましいものがある︒特にアメリカとバルカン半島での活動は盛ん

だが
が︑
︑そ
そ﹄れ以外にもオーストラリア︑イギリス︑ドイツ︑オランダ︑ベルギー︑ギリシャ︑ブラジル︑カ

ナダ
ダ・
・⁝
⁝＆
⁝
いや︑もう国名をいちいち挙げていられないほど︑世界中で俳句はポピュラーな詩形式になって

きている︒

俳句が海外で人気になってきた理由としては︑短い音数で簡潔に事物を描写するというその基本的な性

格が︑誰にもとつつきやすく見えるということがあるのであろう︒加えて︑各国の小学校が国語教育に俳

句を採用するようになったこと︑またインターネットを通じて俳句に関する情報交換が急速に進んだこと
が︑ブームに拍車をかけている︒
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私はインターネットのホームページを卯年に妻と二人で立ち上げたが︑これは俳句に関する批評や紹介

を日・英・仏の三か国語で発信しているサイトである︒スタートして最初の一年間はページ閲覧者の半分

が日本人だったが︑今年になってからは海外からのアクセスが８割を占めている︒海外から到来したＥメー

ルの内容を見ると︑やはり教育関係者や学生からのものが多い︒﹁学校で俳句の宿題が出たので教えて！﹂

というメールをアメリカやシンガポールの小学生から受け取ることもある︒俳句がかなり海外の学校教育

に浸透してきていること︑また教師たちも俳句をどう教えたらいいのかとまどっているらしいことがメー
ルの文面からうかがえる︒

俳句に関心を持ち︑実際に自分で書いてみようとする外国人の数は︑鼠算的なスピードで増えてきてい

る︒私は︑﹁いずれ海外の俳人数の合計は︑日本の俳人数を上回るようになる︒日本人が外国人に俳句を

教わるようになる日が来るかもしれない︒日本の俳人はもっと世界のシーンに対して発言していかない

と︑俳句の本質が誤解されたまま取り返しのつかないことになる危険があるのではないか﹂と発言してき

た︒こう私が言うと︑日本の俳人たちは決まって冷笑を浮かべる︒そんなことあるわけがない︑外国人の

作る俳句は日本の俳句とは別物さ︑彼らの俳句にわれわれの俳句が影響を受けるわけがない⁝⁝︑と︒し

かし︑たとえば以前︑須川洋子さんが主宰する俳句雑誌﹁季刊芙蓉﹂の句会にお邪魔したことがあるが︑

そこで最もすぐれた俳句を発表していたのはオーストラリア人のドゥーグル︒Ｊ・リンズィ氏︵もちろん

日本語の俳句︶で︑しかも氏は師範代のような立場から日本の俳人たちを相手に指導的な発言をしていた︒

また︑京都のティートウ氏や東京のキャサリン・アークハート︵山口無愛︶氏は︑日本人相手に﹁英語で

俳句を書く﹂ことを教える教室を開いている︒時代は激しく動いているということを感じざるをえない︒
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さて︑俳句ブームが広がるにつれ︑連句に関心をもつ外国人の数も増えてきたようだ︒インターネット

で﹁﹃２百﹂というキーワードで検索をかけると︑千件以上の情報が見つかる︒もっとも︑日本の連句に

ついて十分知悉した上で取り組んでいるという外国人は少数で︑彼らの作品は連句というより連詩と言っ

たほうが近いかもしれない︒しかしそうした活動の中から︑あらためて自分たち独自の新・連句形式を作
っていこうという動きも見られる点に興味をひかれる︒

私はあまり語学が得意ではなく︑連句の専門家でもないので︑紹介者として適任とは言えないが︑自分
の出会ったいくつかの国の連句作品を紹介してみたいと思う︒

まずアメリカの連句を見てみよう︒合衆国の俳句には︑リンクト・ハイクまたはハイク・リンクと呼ば

れるジャンルがある︒文字通り訳せば﹁連結俳句﹂︒これは日本でいう連作俳句に当たるもので︑一つの

テーマで作られた俳句を並べたものである︒そしてリンクト・ハイクを複数の人間で作ったものを﹁連句﹂
としばしば称しているらしい︒

テネシー州在住のマーリーン・マウンテンは非常にすぐれた俳人で︑リンクト・ハイクを盛んに発表し

ている︒マーリーンの場合︑俳句を三行ではなく一行で書いているので︑外見上も日本の連作俳句とよく

似ている︒次に引用するのは︑﹁デュビアと﹂と題されたハイク・リンクである︒

デュビアと私は意見不一致自然とどうファックするかについて

ここでは何も野生のものはないただあるがままであるだけ
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雷鳥たちはまだ巣に勝手に根囲いする
どこにでも咲いて決して引っ込み思案ではない菫たち

松林の端蔦漆と﹁触れるな草﹂がまたかたまっている
私はここに寝る株分けされたアイリスたちはどんなベッドの上に

最後の﹁株分けされたアイリス﹂の句は︑アイリスへの優しい心を表現した美しい作品で︑私は大好き

である︒これらの句は︑彼女が山の中に園芸用の庭を開いて︑土いじりをしたことをテーマとする連作で
はあるが︑各行が独立していて︑句と句お互いの関係は薄い︒

彼女がクリス近藤︑フランシーヌ・ポラドとともに三人で共同制作したリンクト・ハイク︑﹁トリオ・

オヴ・レンズ﹂を紹介する︒六句を一ブロックとし︑計二七六句から成る︒六句を一単位としている点は

フランシーヌ

クリス

マーリーン

フランシーヌ

ク叩／ス

歌仙形式を一応踏まえているのだろうか︒レンズ︵言．ｇ⑫︶とは﹁女性連句人たち﹂を意味する造語︒以
下は冒頭部である︒

前携帯電話時代ティーンエイジャーの親たちは長い夜をずっと測り続ける
十七歳のドライバーたちはチキン・ゲームに興じる

ＦＢＩ曰く﹁犯罪者を理解するには犯罪を直視しなければならない﹂グー
それでミス・アドベンチャー・コンテストはいつ始まるの
発表によればマイクロソフトは分割されるのかされないのか

15-

右翼による新たな審問とは何て面白い

マーリーン

連句的に転じていこうという意識は多少あるようにも見えるが︑打越はあまり厳密に避けられているとは

いえない︒季語は︑発句に﹁夜長﹂が入っているだけで︑あとは無季︒表六句から大暴れで︑六句全部が

強烈な社会的題材を扱っている︒犯罪とか訴訟とかがいきなり出てくるところは︑いかにもアメリカらし

マーリーン

フランシーヌ

い
言え
える
る︒
︒各各句句
いと言
︵の音節数はバラバラであるが︑原作を見るといちおう長い句と短い句を互い違いに置く
形にはなっている︒

﹁トリオ・オヴ・レンズ｜の後半部分からも見てみよう︒

微笑む女性はケーキの蝋燭百本を一息で吹き消す
広告を重役に説明できて大満足

クリス

フランシーヌ

小石と岩と流木が川底から私を呼ぶああ私は微笑む
楽しげなキャンプの人たち川では西瓜が冷えて

マーリーン

クリス

動植物界の中雌鹿と私は同じ木から実を食べる
歯が無くて一年生たちは﹁チーズ﹂と言う

句のつながりは︑ベタ付のところとひどく飛躍したところがあって︑どういうつもりで展開しているのか

私の英語力ではちょっとわかりにくい︒フランシーヌはべタ付気味︑マーリーンはわが道を行っている感
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じである︒一句目と三句目に﹁微笑む﹂が出てくるところ︑完全なる打越︒

クリス近藤は厚木に住んでいるアメリカ女性で︑国際連句協会︵ＡＩＲ︑塚本田天志会長︶のメンバー

でもある︒ＡＩＲは︑月例会において日本語と英語の二か国語で同時に連句を巻くという荒業に挑んでい

るグループである︒詩の翻訳の勉強になるので︑私もしばしば参加している︒ＡＩＲの会ではクリスは式

目を守って付句を出しており︑彼女は日本の連句のことはよく理解している︒アメリカ式のリンクト・ハ
イクと日本の連句は別物と︑割り切っているのであろう︒

カリフォルニア在住のゲイリー・ゲイは︑英語による新しい連句形式﹁レンゲィ﹂︵吊眉島︶を提案し

ている︒六句から成る形式だが︑長句と短句を必ずしも交互に出すのではなく︑二人で巻く場合には﹁長・

短・長・長・短・長﹂とする︒三人の場合は普通に︑長短を交互に置く︒二人で巻く時に途中長句を続け

るのは︑二人が互い違いに句を出すと︑それぞれが長句だけか短句だけを作ることになってしまうからだ
ろう︒

彼がマイケル・ディラン・ウェルチ︑ジョン・トンプソンの二人と制作したレンゲィ︑﹁ハンマーホー

ジヨン

マイケル

ン湖﹂を紹介しよう︒彼らは俳句を三行形式で書いているので︑レンゲィでは長句は三行︑短句は二行に
なっている︒︵改行位置は便宜上／で示した︶

とんぼの羽が／泥のひびにはさまるＩ／山の湖
とかげは日向ぼこをしている／スイミング・ボードの上で
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山を越える／小さな雲と／その輝きが

マイケル

ゲイリー

ゲイリー

ジョン

押し開かれた葦の間に／洗い熊の足跡
白くなった蝸牛の殻を／足が踏み潰す／睡蓮は漂う
風死んで／蟠蝉の声が聞こえてくる

先の女性三人組が激しく個性をぶつけ合っていたのに比べて︑この男性三人組が行儀良く端正であるの

は興味深い︒しかし六句がすべて山の風景を描いた﹁場の句﹂ばかりで︑連句的な展開というものは見ら

れない︒ゲイリーはレンゲイを︑統一されたテーマやイメージに基づくリンクト・ハイクと定義しており︑

最初から﹁転じ﹂は想定していないらしい︒彼はプロのカメラマンであるから︑レンゲイのことを一冊の
写真集のように考えているのであろうか︒

さて︑今度は趣を変えてフランス語の連句を見てみよう︒マリレーヌ・ラルマンとジャンⅡルイ・ブー

マリレーヌ

ジャンⅡルイ

マリレーヌ

ズーによる三十六韻の両吟﹁闇の運命﹂から︑最初の八句を引用する︒マリレーヌは女性︑ジャンⅡルイ
は男性で︑ともに南仏在住︒

闇が進む／月と地球と太陽は／同じ軸の上に
私にとっては同じこと／生まれたばかりで目が見えないから
二羽の鴉が／私を野へ連れ出す／私は彼らについていく
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麦を撫でていく風は／風変わりな音楽を奏でる
それは異教徒の歌／女神の歌／豊饒の歌
アルテミスという心地よい名で／かつてそれは称えられた
だがこの女神は／たくさんの異名を持った！／その跡は見失われる
トゥーロンとアヴァンドゥ港の／間のどこかで

ジヤンⅡルイ

マリレーヌ

ジヤンⅡルイ

マリレーヌ

ジヤンⅡルイ︲

アメリカのリンクト・ハイクとはかなり手触りが違うことがわかるだろう︒アメリカ人の場合は︑剥き出

しの現実やありのままの自然をそのまま投げ出したようなスタイルだ︒フランス人の場合は詩的というの

か文学的というのか︑神話からの引用が入ったり︑瞑想的な想像が加わったりして︑いかにもワインの香

りがしそうな文体である︒発句の﹁闇が進む﹂というのは︑フランスで一九九九年八月に観測された皆既

日食のことを詠ったものと思われる︒全体にべタ付気味に進行しているが︑しかしこのような小説的に情
念をつなげていく連続的展開は︑いかにもフランス人好みではある︒

一九八九年にカナダ人のアンドレ・デュエームとルロイ・ゴーマンが出版した両吟連句集﹃並行の旅﹄

は︑英語とフランス語で並行して巻かれた作品である︒同国人ながら︑アンドレはフランス語圏︑ルロィ

は英語圏出身︒この害︑手に取るとフランス語の本に見えるが︑裏返して上下逆に見ると英語の本に早変

わり︒前半と後半では活字が反対に印刷してあるというわけ︒四つの連句が収められており︑それぞれ三

十六韻から成っている︒いちおう歌仙に則った形式である︒両吟歌仙﹁自転車径で﹂より︑名残裏に相当
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ルロイ︲

する部分を見てみよう︒

名も無き群衆の前に／考古学者と／そのパイプの肖像

ルロイ

アンドレ

堕胎医のドアに乾燥コーンの当たる音／聞こえるかい
別離のあと／やっと出版された／愛の詩集

ルロイ︲

アンドレ

広葉樹林を見下ろす／山頂の松は／ねじれて緑が濃い

ルロイ

ともに暮らしはじめたころから／彼はサボテンを育てていた

夜明けの家／錠前の中で鍵がこわれる

この作品などはかなり日本の連句に通じる﹁転じ﹂を試みたものと言えるだろう︒日本の連句は比較的軽

やかにイメージが飛んでいくが︑西洋人の連句は各句がどことなく人間くさく︑重くれている︒この作品

も西洋の詩としてはきわめて軽快な部類に入るのだろうが︑日本人から見ると少し言い過ぎていて胃にも

たれるような感じがある︒その違いを面白いと思うか︑不満に思うか︒しかしこれからの時代の日本人は︑

西洋連句のほうが表現が丁寧でわかりやすいと言い出すのかもしれないと思ったりする︒

最後に︑一九九八〜九九年に巻かれた四か国語Ｅメール連句﹁籠﹂︵百二十韻︶を紹介しよう︒参加者

はスタッフ・ド・グリュイテール︵ベルギーのフラマン語圏︶︑冬野虹︵日本︶︑セリーヌ・フォルタン︵カ

ナダのフランス語圏︶︑リサ・カルドゥッチ︵中国在住のイタリア系人︶の四人︒各自が母国語とそのフ
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ランス語訳の両方をメールで送って進行するという︑大掛かりな連句であった︒最初の四十八句は︑四人

が順送りで付けていき︑それ以降は両吟で︑十二句ごとに組み合わせを変えながら進行するという凝った

ここ目の前に置かれた／新しいカレンダー

ガラスのくびれを／流れ落ちる砂／これぞ﹁時﹂

スタッフ

リサ

リサ

ルールで行われた︒冒頭の部分を見てみよう︒

通り雨で涼しくなった／春の夕べ／誕生日

スタッフ

凹

菖

美しい子猫が今朝から／花の間で眠っている
海の音机の上に重ねられ

セリーヌ

虹

この白い台には／花の色が欠けている／いるのは紅冠烏だけ

セリーヌ

驚きやすきなでしこの露

そして緋雀が／薔薇の喜びの時をしみだらけにしてしまう

八句のうち︑﹁花﹂を扱った句が四句もあるし︑﹁時﹂という発句のテーマが八句目で再度出てきてしま

っている︒これでは同じイメージの堂堂巡りになってしまい︑連句としての展開は生まれてこない︒

当時・冬野虹︵筆者の妻︶は連句初心者で︑ルールをあまりよく知ってはいなかったが︑さすがにこれ

ではまずいと気づき︑﹁連句には飛躍が必要︒後戻りせず︑もっと別の流れへと進みましょう﹂と他の三

人に呼びかけた︒申し出をすぐ理解して︑離れた付句を送ってきた人もいれば︑﹁あなたの言うことは私
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の連句理解と違っている︒付句を前句と関係付けることは大切だと思う﹂と反論してきた人もいた︒海外
の俳人と一口に言っても︑当然ながら文学観︑感受性は人それぞれだ︒

この連句は︑形式に対する理解や感じ方が各人ごとにいかに異なっているか食い違いをよく示してお

り︑その不一致ぶりが逆に面白いといえる︒﹁籠﹂の後半︑リサと虹のかけあいのところも見ていただこ
宅︽︐ノ○

なぜ雌虎の巣は／四角い輪に／ならないの
パンダのクローンを作っても／ガゼルを救うことはできない

／ノ

密林へレースの襟の哲学者
ものの香りはタオルへうつる
血のしみ／花模様のばら色のシーツは／風に当たることもない
運河の水に書き込まれる／私の恐ろしい罪
煉獄の火に守られたガラス瓶
ほら引出しに種は目覚めて

さて︑外国製の連句をお読みいただいた感想はいかがであろうか︒﹁外国式の連句なんて︑とんでもな

い﹂と思った方もいるかもしれないし︑あるいは興味を持たれた方もいるかもしれない︒俳句の場合︑読

み手に詩的な感受性があれば︑時には解説抜きで国境を超えて何かを伝えられることもあるし︑たとえ誤

今う

リ
リ
ササ

、

リ
リ
ササ、

卿

圃

解があったとしても誤解自体が新たな詩的エネルギーを呼び起こすことがありうる︒しかし連句の場合

は︑国境をまたごうと思えば︑やはり形式のバックグラウンドについての情報提供やお互いの意見交換が

必要になってくるものと思われる︒日本の連句とはどのようなものか︑外国語による解説を残そうと︑私

も数年前から山地春眠子氏著﹃現代連句入門﹄のフランス語訳に挑んでいるのであるが︑連句本の翻訳は
想像以上に難しく︑四苦八苦していてまだ道半ばという状況である︒

ＡＩＲの皆さんからご教示いただいたところによれば︑活字で︑またインターネットを通して︑連句に
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ついて彼我の理解の差を埋めようという努力が︑日本の側からも海外の側からも続けられているとのこと

へ句

である︒日本の連句と海外の連句は将来別物として発展していくのか︑どこかに収敵していくのか︑私に

はよくわからない︒ただ︑早急に結論を出さず︑成り行きを興味を持って見守っていきたいと思うのであ
る︒

』 シ〜

エッセイ

俳人凡兆と
加州・金沢の切支丹
この涙の谷にうめき泣きて︑御身に願ひをかけ奉る︒
御身の憐みの御眼を︑われらにめぐらせたまへ・
一つ一家

深く御柔軟︑深く御哀憐︑すぐれて甘しくまします︑
ぴるぜんさんたまりや︒
天草版﹁さるくれしひな︵聖母への祈り︶﹂

密田靖夫︵青々︶

きょ

宝永三年︵一七○六年︶九月︑江州・彦根の藩士森川許
りく

六は︑蕉門の俳文を集めて﹁本朝文選﹂五冊十巻を編輯し︑

その巻頭に執筆二十八俳士の﹁作者列伝﹂を掲げて上梓し

雅ヲ学ブ︒一タビ事二罪セラレテ其ノ終ル処ヲ知ラズ︒

凡兆の亡くなったのは︑正徳四年︵一七一四年︶の春で︑

﹁本朝文選﹂刊行の当時には落晩しながらも大坂に存命し

ていた︒列伝には﹁事二罪セラレテ﹂とあるばかりで︑罪

科の詳細は記されず︑後に改めて凡兆の計報を聞いた許六

は︑次のような悼句を詠んだのであった︒
凡兆追善
どんぐ

西東どのかげろふに法の糸

︵浄土を欣求して弥陀のみ手に願いの糸を懸けよう

とするのだが︑そのみ手はどこにあるのやら︑西も

東もただ陽炎が漂うばかり︶

とかく傲岸不遜の言辞が多かった許六をして︑かく吟ぜ

やば

しめたのは︑凡兆の死に余程心の痛むところがあったから
であろう︒

また難波の志太野波の語るところを筆録した﹁小ぱな

し﹂には︑次のような話が載っている︒

凡兆は京の医者にて越度︵おっと︒おちど︶の事有︑

ぼんちよう

た︒この列伝には京の俳人宮部凡兆に付いて次のように

京追放のよし︑その後︑家翁︵師翁﹀の手跡︲手紙な

ど多く持居申候︒払度よし︑来てたのみ申候故︑備中

記され︑これが後世に至るまで凡兆伝の基調となった︒
凡兆ハ加州ノ産也︒医ヲ業トシテ洛二居ス︒蕉門ノ風

−24−

辺へ多くもとめ遣し候︒

嵐山藪の茂りや風の筋
ニ帰る︒宵より伏︒

斜日に及て落柿舎二帰ル︒凡兆︑京より来︒去来︑京

記されていない︒野玻は越前の出身で︑その妻女は加州・

二十日︒北嵯峨の祭見むと︑羽紅尼来ル︒去来︑京よ

ここにも越度の事とあるのみで︑罪科が何であったかは

金沢の人であったというから︑凡兆は妻女と同郷の縁故に

り来ル︒途中の吟とて語る︒

柚の花や昔しのばん料理の間
ほと鼠ぎす大竹薮をもる月夜

ス︒竹縁の前に柚の木一もと︑花芳しければ︑

落柿舎は昔のあるじの作れるま︑にして︑処々頽破

たけ

つかみあふ子供の長や麦畑

つながって金策を頼んだのであろうか︒芭蕉の手跡・手紙
を売りたいと言って来たとは哀れな話である︒

︷凡兆の俳壇登場﹈

凡兆が芭蕉に初めて逢ったのは︑芭蕉が﹁奥の細道﹂の

ぎわらぎ

旅を終え︑上方に一時落ち着いた元禄三年︵一六九○年︶

め﹂は元禄四年に出家して羽紅と称した︒芭蕉は椹町の狭

に住み︑家には妻の﹁とめ﹂と娘の﹁てい﹂がいた︒﹁と

今宵は︑羽紅夫婦をとぎめて︑蚊屋一はりに上下五人

去来兄の室より︑菓子・調菜の物など送らる︒

又やこん覆盆手あからめさがの山

いふり︾﹂

い凡兆宅にしばしば宿って︑二畳吊りの蚊帳に四人が枕を

挙り伏たれ︵︑夜もいねがたうて︑夜半過ぎよりおの

尼羽紅

並べて眠るなどしたという︒また連中は洛東聖護院近くに

ノ︑起出て︑昼の菓子・盃など取り出て︑暁ちかきま

の頃だったろうといわれる︒当時凡兆は京の小川椹町上ル

住んでいた向井去来とも親しみ︑嵯峨野・臨川寺横にあっ

ではなし明ス︒︵一部略︶

に俳譜集の撰が進められ︑芭蕉は熱心にその指導に当っ

かく﹁落柿舎﹂に会する去来と凡兆との間で︑雅談の内

た去来の別業﹁落柿舎﹂へ遊んで暫々風交を重ねていた︒
その様子は後の世に刊行された芭蕉の﹁嵯峨日記﹂に興趣
深く語られている︒
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の入集は四十一を数え︑芭蕉四十・去来・其角各二十五を

のである︒刮目すべきは︑作者百十八人のうち凡兆の発句

蕉風の高峰を代表する﹁猿簑﹂が刊行されることとなった

た︒やがて元禄四年の夏の終る頃︑俳詣の古今集と呼ばれ

を︑﹁くるる﹂を落すと言った︒

が︑閉めて動かぬよう︑扉の端の桟をとんと落すからくり

上下の軸木でくるりと回る御堂などの扉が枢戸である

なべに花散り︑花散りやまず︒今宵は朧月夜か︶

とり︑黙々と扉を閉じては枢を落して行く音︒音の

くるる

も超えていたことである︒しかも凡兆の作品はすべて印象

源氏物語の﹁花の宴﹂にはかくある︒

弘徽殿の細殿に立ち寄り給へれば︑三の口あきたり︒

な寝たるべし︒いと若うをかしげなる声の︑なくての

鮮明・格調清秀︑珠玉の名吟であった︒
さび

女御は︑うへの御局に︑やがて参う上り給ひにければ︑

人ずくななるけはひなり︒奥のくる︑戸もあきて︑人

物の音ひとりたふるゞ案山子哉
もず
百舌烏なくや入日さし込女松原

人とは聞えぬ﹁朧月夜に似る物ぞなき﹄と︑うち謂し

音もせず︒﹃かやうにて︑世の中の過ちはするぞかし﹂

時雨る︑や黒木つむ屋の窓あかり

て︑こなたざまに来るものか︒いと嬉しくて︑ふと︑

髪剃や一夜に金精て五月雨
すずしさや朝草門に荷ひ込
渡り懸て藻の花のぞく流哉
吹く風の相手や空に月一つ

雪ふるか燈うごく夜の宿

﹁真蹟去来文﹂には︑越中井波の浪化上人の尋ねに応え
供

候よし︑被仰下候︒成ほど御目利の通りに︑

﹁さるみの集﹄に﹃源氏﹂を下心にふくみたる句御ざ

て︑去来は次のように述べている︒

袖をとらへ給ふ︒

と︑おもひて︑やおらのぼりて︑のぞき給ふ︒人はみ

古寺の寶子も青し冬がまゑ
灰捨て白梅うるむ垣ねかな
かげろふ

野馬に子共あそばす狐哉
はなちるや伽藍の枢おとし行
︵春閾けしみ寺の伽藍︑うなじ清げな若い学僧がひ
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を存じよりて仕候︒

﹁待人いれし︵去来︶﹂はひたちのみや︵末摘花︶

﹁隣をかりて︵凡兆︶﹂は夕がほ

で︑宵から早寝することにしたと付ける︒その寝る

る︒脇は︑行灯の皿の油がじっじっと洞れ尽きたの

もの︑またこの時代のきりか︑すは今日の蟠蝉であ

に付けて︑第三は新畳に射し込む月の光を出し︑つ

いでその明りに盃を並べて客を待つ様子を詠む︒前

去来は専ら俳謂の付合を念頭に置いて応えているが︑発
句ながら凡兆の句の枢戸にも﹁花の宴﹂への連想があって︑

句の盃から祝いごとを連想し︑子ノ日に野に出て小

︵鮒売の声に駈け出たのだが︑霞の降り込める中に︑

呼かへす鮒売見えぬあられ哉

せる吟が多い・

﹁猿簑﹂に載る発句にも次のように加賀の風物を祐佛とさ

あれに成りたる北颪﹂など雪国人らしい佳句が多い︒また

兆の付けには﹁能登の七尾の冬は住うき﹂とか︑﹁冬空の

ひらの春雪を連想するのは雪国の凡兆ゆえであろうか︒凡

鶯の声﹂とあり︑﹁鶯﹂の連想には﹁雪消え﹂とある︒大

は﹁子ノ日﹂が連想を呼ぶものとして﹁鶯・松の上になく

類語を列挙した事典﹁類船集﹂なるものがあるが︑これに

元禄頃に京の高瀬梅盛が刊行した俳諮付合のための連想

て大ひらの春雪が降り来ると結ぶ︶

松を引いて千代の命を寿げば︑そこへ鶯の声が聞え

源氏の下心が微かに匂うのである︒
また﹁猿簑﹂には歌仙四巻が収められ︑凡兆はその内三
巻に加わり︑二巻に付いて発句をつとめている︒凡兆発句
の﹁市中は﹂の巻と﹁灰汁桶の﹂巻とは︑共に人口に脂炎
して元禄期歌仙中の白眉である︒
あく

灰汁桶の︵表六句︶

灰汁桶の雫やみけりきりか︑す凡兆

あぶらかすりて宵寝する秋芭蕉
新畳敷ならしたる月かげに野水
ならべて嬉し十のさかづき去来
千代経べき物を様々子日して蕉

鶯の音にたびら雪降る兆
︵発句は︑灰汁を搾る雫の音の止んだ後の静けさの
中を鳴き出す虫の声を詠む︒灰汁は染物などに使う
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雪の上を︑春近くなって︑ぬるんだ夜の雨が降っている情

凡兆に見えていたのは︑金沢城下に冬の間数尺降り積んだ

金沢城下では︑河北潟の寒鮒を煮て賞味するが︑これは

景だったのではなかろうか︒かりに﹁故里は雪つむ上に夜

はやその姿は消えて見えぬ︶

金沢の正月料理でもあった︒寒鮒の佃煮は今も金沢の名産

の雨﹂とすれば︑凡兆の共感を得られたかも知れぬ︒

であろう︒

次郎といへるをつれて︑夫の

だったからではなく︑女らしく優美な佳句が多かったから

流の首位を占めているが︑これは必ずしも羽紅が撰者の妻

﹁猿簑﹂には︑凡兆の妻羽紅の吟も十三句収録され︑女

である︒

ながノ︑と川一筋や雪の原
︵加賀の雪原の純白を縫って︑川一筋が黒く長い︶

白山を流れ出る手取川の河口近い左岸に︑最近美川町の
連衆がこの句碑を建てたが︑所を得たものと感服させられ
た︒

夜咄に行きしに

我子なら供にはやらじ夜の雪

しもぎやう

﹁去来抄﹂には︑この句の上五に付いて芭蕉・凡兆の間

霜やけの手を吹てやる雪まろげ

下京や雪つむ上の夜の雨
に争いがあり︑凡兆が納得せぬままに芭蕉が﹁下京や﹂と

縫物や着もせでよごす五月雨

﹁はるさめの﹂の句などは︑凡兆の句としても不思議は

欄干に夜ちる花の立すがた

源氏の絵を見て

夕がほによばれてつらき暑さ哉
迷ひ子の親のこ魁ろやす鷺き原
はるさめのあがるや軒になく雀

治定せしめた話を載せている︒歴史気象学からいうと︑元
禄期は今日より余程寒かったらしいが︑﹁下京﹂には温い
という印象があり︑春近いぬるんだ夜雨を連想させる語感
がある︒しかし京の冬は昼に温かく︑夕刻から夜にかけて
底冷えして雪になるので︑この句では気温の変化が不自然
に思われる︒客観的な情景句を得意とした凡兆には︑こん
な語感だけから来る付合いには賛成しかねたのであろう︒
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も二句寄せているのが微笑ましく︑凡兆が獄中にあった五

の句空が撰した﹁柞原集﹂にも︑凡兆の十句に添えて羽紅

うようにして句を詠み︑﹁猿簑﹂発刊の翌元禄五年に金沢

真似ごとではなかった︒しかし羽紅は何時も凡兆に寄り添

総じて言えば優艶な女の感覚句として特色があり︑ただの

なく︑﹁欄干に﹂の句には凡兆にも似た連想が見えるが︑

いまだすたり不申候段︑御うれしく存候︒中にも草か

ほつく︵発句︶ふたつ︑さてもかんじ入まゐらせ候︒

の︶御かいほう露ばかりもわすれ不申候︒

つけても︑ぞんじいたす事のみ︑ひさ入Ｉ︑の︵永らく

あさからぬ御心ざし︑此方猶ノ︑ねふし︵悪臥し︶に

さるまじく候︒何かに付て御申出し候よし︑まことに

やと︑いづれも申さる魁事に御ざ候間︑御きづかひな

ははそばら

年間は︑羽紅の名が各俳書の上から消えているのもゆかし

おもかげみゆる計に候︒さるみのつばきのことば書よ

ぶれの句︑いかばかりほそき手あしのかぶれけんと︑

かく彗星の如く京洛の俳壇に出現した凡兆ではあった

り︑いかなる美女にや︑ていじよにやと︑人ぎゆかし

いＯ

が︑﹁猿簑﹂以後は芭蕉と疎遠になり︑それと共に俳風に

がり候︒びじよにもあらず︑ていじよにもあらず︑たざ

心のあはれ成あまにて候︑とこたへ申候︒いよ／︑心

衰えが見え始めたというのが通説である︒しかし元禄六年
の正月︑江戸に下っていた芭蕉が乙州に託した次の羽紅宛

のあはれなるやうに御しゆぎやうなさるべく候︒ぼん

ちやう︵凡兆︶つとめられ候よし︑一だんの御事に候︒

書簡を読んでみると︑芭蕉はかつての凡兆夫婦との風交を
しきりに懐しんでいて︑疎遠になったなどという説は首肯

無常迅速ノ︑︒はせを

正月廿七日

けない︒

又七︵乙州︶下り候折ふし︑御文めずらしくながめ入

小川のあま君へ

御返事

こんにゃくにけふはうりかつ若菜哉

まいらせ候︒いょノ︑御ぶじの御事︑何よりノ︑めで
たくぞんじまゐらせ候︒われらふゆ中ずいぶんそく才
︵息災︶にくらし︑ゑど︵江戸︶ふさひ︵相応︶候に
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春もや斑けしきと魁のふ月と梅
この頃の句かき付候︒てほんに可被成候︒句出申候は︑
又︐ｒ︑御申越待入候
かけい

などやのやつばら共︵荷号・野水などを指す︶︑い

や﹂入ノ糸〃し

︵猿簑︶

笄もくしも昔や ち り 椿 羽 紅

︻凡兆の下獄﹈

ところがこの元禄六年︵一六九三年︶に︑凡兆はにわか

に下獄することとなった︒下獄の詳細な理由に付いては︑

よノ︑不通に成候と︑相見え申候︒のこり多候︒
尚ノ︑御そもじよりたまはり候こしわた︵腰綿︶︑

伝えるところがなく︑よほど後の世の天明五年︵一七八五

右の尚書には︑羽紅を懐かしむ情が殊更深く込められて

さらに後の文政年中︵一八一八年〜︶に遠藤日人が著した

年︶になってから刊行された高桑闘更の﹁俳譜世説﹂と︑

らんこう

ふゆ中かしらにまき候て︑かん︵寒︶をふせぎ候・

いる︒この翌月︑芭蕉庵へ甥の桃印が瀕死の重病で転がり

﹁蕉門諸生全伝﹂とに記載があるばかりである︒

あつじん

込み︑芭蕉は彦根藩士の菅沼曲水に一両二分の金策を懇請

凡兆はもと金城の産にして︑洛に住し︑医業をもて世

わたりとす︒嘗て罪ある人にしたしみ︑其連累をかふ

するなど︑暮らしは難渋をきわめていたはずである︒その
中にあって芭蕉は過ぎし日の京での閑かな明け暮れを回想

むりて獄中に年を明しけるに︑其明る年牢中にて︑

陽炎の身にもゆるさぬ風かな

猪の首のつよさよ花の春

し︑共に過ごした凡兆夫妻が恋しくなっていたのであろう︒
芭蕉の耆簡中に﹁草かぶれ﹂とか﹁つばきのことば害﹂
とあるのは︑次の句や訶耆を指しているらしい・

︵柞原集︶

綬の中を出て︑ふた樹ぴ悦びの眉をひらきけるに︑あ

くて身にあやまりなき申ひらき上天に通じ︑程なく累

など聞えけるに︑間人涙をおとさずといふ事なし︒か

わがみかよはく︑やまひがちなりければ︑髪けづ︑

さの此の世をあさましとのみ思ひとり侍るにや︑果は

かぶれ

春の野やいづれの草に庖けむ京羽紅

らんも物むつかしと︑此春さまをかへて︑
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情のはいかい也トカヤ︒日人云︑誠心動鬼神︑天感じ

い斗よくしたりとも甚天にくみ給ふ︒万人にくむ︒後

るいせつ

亡命して行がたしれずなりにけるとぞ︒︵俳譜世説︶

て枯田に雨を降らし給ふ︒悪事を心にふくみ︑はいか

こと︑縛られて獄に入ることをいう︒正しくは﹇繰綬﹂︒

ばかり

﹁累綬﹂とは罪人をつなぐ黒縄のことで︑縄目にかかる

閾更は金沢の産で京に住んだから︑然るべき伝えを聞いて

残っているそうである︒

たものか︑全伝の原本には︑墨でくるか︑と塗抹した跡が

日人は凡兆の下獄をかく罵り︑後になってから気がさし

したり︒︵蕉門諸生全伝︶

世猶にくむ︑恐るべしん︑︒杜国が罪ハかろし︒
八幡
罪ハバハン蘭名ぬけ船和名ト云へり︑士朗が方より申こ

いたのであろう︒

日人は仙台の人で奇行の武士であったというが︑﹁蕉門
諸生全伝﹂の文脈は次のように乱れてあやしげな記事であ
る︒

凡兆・始ハ加生卜云︑妻とめ女尼︑後二羽紅卜云︑いつを

を追放された凡兆は孤影哨然と難波へ去って行ったらし

凡兆が出獄したのは芭蕉死後の元禄十一年の春頃で︑京

加州の産也︑医師也︒大やましもの二而︑相手をもと

い︒結局その下獄の理由はよく判らぬというのが今日まで

昔︑次郎を夫に迎にやるとて我子ならともにはやらじ夜の雪︑

めわるい事をしてあらはれ︑米倉にてクビク︑リ︑又

の通説である︒

ところが︑明治・大正・昭和に生きた金沢の漢学者黒本

洛二居︑一事二罪セらレテ終所ヲ不知︑賀州罪アル人
二親ミ其連累ヲウク︒獄中二年を明して﹁猪の首のつ

稼堂の残した﹁三州遺事﹂なる言の﹁拾遺﹂編に︑次のよ

凡兆ハ蕉門ノ秀才ニシテ京師二住セリ︒モト金沢ノ藩

よさょ花の春﹁陽炎の身にもゆるさぬ風かな︒無答事

思︑亡名し︑行方知レズナリヌ︒末ニハ大坂二住ス︒

士︑宮部氏ニシテ︑通称市郎右衛門︑宮部善祥坊︵一

うな一文が載っている︒

越野阿圭卜改名ス︒又すべてケ様ノ人︑翁禁じ給へり︒

向一撲の大将︶ノ後也︒

上天に通じ︑ゆるされて獄中を出たり︒世を浅ましと

伊藤信徳日︑翁日︑孝悌忠信より出たる風流︑本旨本
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寵臣ニシテ︑寛永二十年︵一六四三年︶ノ比︑公二従

祖父弥三右衛門ハ微妙公︵加賀三代藩主前田利常︶ノ

ソノ翌年ノ春︑牢中ニテカクトロスサム・

ソノ嫌疑ヲ蒙り︑終二牢中二押篭メラル・

二︑凡兆シハノｒ︑ソノ徒ノ門二往診シケレハ︑計ラス

ヰノシ︑ノ首ノッョサョ花ノ春

よしじま

テ小松ニ移り葭島二住ス︒其年ノ秋︑弥三右衛門御番
詰ノ留守中︑妻ノオ秋ウタ︑ネシケルヲ︑侍女ノ亀︑

サテ程ナク赦サレテ白日ノ身トナリ︑友人ノョロコヒ

カゲラフノ身ニモユルサス風カナ

シ殺シケレハ︑弥三右衛門亀ヲウチスエテ水火ノ呵責

イヒテ迎ヘシ時︑

平生情ナシトテ︑イタクウラミテ︑小者ノ脇刺ニテサ

ヲ加へ︑ハテハ官二訴ヘテ引廻ノウへ礫刑二虚すス︒

骨柴ノカラレナガラモ木ノ芽カナ

トョミテ︑意気昂然タリシトイフ︒サレトモ︑ソノ身

市郎右衛門

部ノ後モ危カルヘシトイヒアヘリケルニ︑弥三右衛門

ノ面フセトヤ思ヒヶム︑ソノ年ノ夏︑

父老コレヲミテ︑アマリノッレナサョ︑カクテハ宮

何ノ事モナク︑コノ世ヲハテ︑市郎右衛門モ︑光高公

なめくじり

サミタレヤ家フリステ︑岫挺

トョミテ︑イックトモナク世ヲ隠レヌトゾ︒マタソノ

︵加賀四代藩主前田光高︶二仕ヘテ寵遇ヲ受ヶ︑ルヲ︑

凡兆安カラスャオモヒケム︑終二逃世ノ志ヲ興シヌ︒

比ノ句ニヤ︑

カケオチモ瀬田コユル日ハ面白シ

凡兆幼名長次郎︑頴悟ニシテ坊主小姓二召出サレ︑ボ
ンチャウハ︑ト呼ハレショリ︑後遂二凡兆トハ号シヶ

逐電ノ身ニテモ︑風流ヲワスレス︒﹁柴売ノ説﹂アリｃ

右にいう凡兆の祖父宮部弥三右衛門の妻が下女に殺害さ

ル也トソ︒壮ニシテ医道二志サシ︑傍俳道ヲ好ム︒乃

ソノ業大二進ミ︑ハテハ師匠ノ代診ヲサヘスルニ至リ

れた一件は︑当時藩内で有名な事であったらしく︑﹁加能

﹁風俗文選﹂二見ユ︒俳話先価奇淡

ケレハ︑京師ノ人ニモ愛セラレ︑門前市ヲ成ス︒然ル

郷土辞彙﹂によれば﹁本藩録﹂なるものに次のような記録

チ暇ヲ乞テ京師に出テ︑典薬頭二就テ修業シヶルニ︑

ー其比天草ノ与党京師二来リ︑其探索イト厳ナリシ
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松城に隠居したので︑これに従って小松に移り︑葭島

常が寛永十六年二六三九年︶に封を光高に譲って小

弥三右衛門は二百石台所横目であったが︑三代藩主利

かけ︑命有るか無きかと思う程に刑を行なったのは︑

に︑焼がねを身に空き所なく当て︑鉛を沸かして流し

がない︒しかし命を取られるより大きな刑はないの

寄は﹁主人を殺す事は八逆の罪の一つで重科には違い

に挽かせつつ礫に懸けたというのである︒その頃の年

に住んだ︒ところが寛永二十年のこと︑弥三右衛門の

あまりにも行きすぎた呵責である︒分際に過ぎて苦痛

があるという︒

妻を十四才になった侍女が殺害したので︑これを今江

せしめれば︑必ず宿敵と成ってその報いがあるもの︒

宮部もいかような報いを受けるやら心許ない﹂と語り

の松原で竹鋸で挽き殺し︑その骸を礫とした︒
また元禄期に︑山田四郎衛門なる宰領足軽が加賀藩の旧

合った︒

加賀藩では正保二年︵一六四五年︶に四代光高が急死し

せてしまい︑この事が奥方の耳に入れば︑又々例の責

ろ︑誰が盗ったのか︑あるいは猫に引かれたのか︑失

音物に菓子が到来し︑かの下女が預かっていたとこ

の事にも手荒く恐ろしい人であった︒偶々さる方より

弥三右衛門の内室は日頃から厳しく人を召使い︑少し

︵宮部か︶右衛門と称し︑この人も養智院に近い鬼川添い

俳人伝﹂によれば︑この素然の父︑つまり凡兆の兄は宮城

俳人の素然は︑凡兆の甥であったと伝えられるが︑﹁郷土

用水取り入れ口︶にある真言宗養智院の正徳の頃の住職で

住んでいたのであろう︒また金沢片町の鬼川くり︵大野庄

右衛門は光高の寵臣であったというから︑もともと金沢に

句句

記を書き集めて﹁三壺聞書﹂なる書を残しているが︑これ
にも﹁宮部弥三右衛門妻下女に被殺事﹂と題して次のよう

めに逢うであろう︑いっそのこと奥方を殺して自害し

の上伝馬町に住んでいた︒宮部家は︑一向一撲の大将宮部

てしまい︑幼い五代綱紀が封を嗣いだ︒凡兆の父宮部市郎

ようと決意したのだと言った︒怒り狂った弥三右衛門

善祥坊の後喬だったという︒凡兆を茶坊主に呼び出して可

に詳しい記事が載っている︒

は︑下女を今江の松原へ馬に乗せて連れて行き︑竹鋸
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愛いがったのは︑小松城に隠居していた利常であったろう
が︑俳譜に於ける凡兆の初号が加生で︑小松には塵生・歓
生などの俳号を称する者が多かったから︑凡兆は成人して
俳詣を始める年ごろまでは小松に住んでいたと思われる︒

ゆく

きそら
上行と下くる雲や穐あの
天凡兆

凡兆の魂は故郷へ帰って来て︑長閑に秋の雲を眺めてい
ることであろう︒

ていたため︑宮部家は藩中の人々に疎まれたようで︑凡兆

た︒しかし祖父弥三右衛門の事件が藩内の悪い評判となっ

り︑近侍していた藩士達は金沢へ引き揚げることとなっ

ってからの記録である︒一般に事件後百年以上も経てから

事・拾遺﹂だけで︑しかもこれは二百年を経た明治期にな

ら切支丹の嫌疑を受けたのだと明記した資料は﹁三州遺

ところで凡兆下獄の理由を﹁天草の与党を往診した﹂か

︹下獄理由の細見﹈

は金沢に移り住む事を嫌ったらしい︒丁度その頃に成人に

初めて出て来た資料・報告類は浮説と考えるのが常識であ

やがて万治元年︵一六五八年︶に︑隠居の利常が亡くな

達していた凡兆は︑一人京へ出奔したのではなかろうか︒

金沢の第四高等学校教授だった大河良一もこの記録には

るが︑切支丹に関する資料だけは事情が違うようである︒

原の乱の翌年寛永十五年︵一六三八年︶となり芭蕉より六

気付いていたらしいが︑その著﹁加能俳諾史﹂の中で﹁三

かりに利常が莞じた時に凡兆が廿才ならば︑その生れは島

才年長で︑没年の正徳四年二七一四年︶は七十六才とな

の件を﹁凡兆が京で医を業とした関係からありえぬ事では

州遺事﹂の記事は﹁その依る所を明らかにしていない﹂か

後の世になって養智院の住職素然は︑悲運の叔父凡兆を

ないと思われる﹂としている︒しかし凡兆下獄の理由は凡

って︑芭蕉が元禄三年の羽紅宛て耆簡に﹁加生老﹂と記し

悼んで寺の後庭に凡兆の墓を建てたというが︑現存するそ

兆を理解する上で重要な鍵であるから︑切支丹の資料など

ら浮説として斥け︑日人が﹁蕉門諸生全伝﹂にいう密貿易

の無縫塔に文字は見えず︑所伝も暖昧である︒最近︑寺の

をも調べて充分に再吟味すべきであろう︒

ているのも納得できる︒

前庭に﹁猿簑﹂に載る左の句を刻した塚が置かれた︒
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切支丹の探索のきわめて厳重であった京師で︑切支丹禁
制の緩やかな加賀藩にいた凡兆が︑切支丹の病人を往診し
て邪宗の嫌疑を蒙ったとは充分に考えられる事であり︑何

ではなかった︒昭和十一年七十八才で没︒その蔵書四六○

○余冊は金沢市立図書館に寄贈され︑﹁稼堂文庫﹂という︒

いうよりも︑寛永・正保以降諸国の寺院を動員して切支丹

ら五十余年を経た後であるから︑天草の与党に関わったと

思議である︒しかし凡兆の下獄した元禄六年は島原の乱か

利家か何れかに右近を臣事せしめんとしたところ︑右近は

たが︑﹁加能郷土辞彙﹂に依れば︑秀吉が徳川家康か前田

って天正十五年︵一五八七年︶封地播州・明石城を追われ

周知の如く高山ジュスト右近は︑秀吉の切支丹禁令によ

︹前田利長と加賀藩切支丹の事情﹈

詮議が一段と厳しくなった時に︑切支丹の嫌疑を受けて数

家康を捨てて利家を撰び︑天正十八年︑利家の幕下として

故これまでこの説が軽く見捨てられていたのか︑むしろ不

年の間獄に繋がれたということなのであろう︒

小田原攻めにも加わったので︑利家は大いに喜んでこれを

え︑金沢城の縄張りなどをもさせたという︒これが後々ま

﹁三州遺事・拾遺﹂を書いた黒本稼堂は︑安政五年︵一

少年の頃に二塚村の黒本家の養子となり︑漢学に志して大

でも加賀藩に於ける切支丹流行の原因となり︑加賀藩切支

預かり︑能登に知行二万五千石を与えて執政の列にも加

坂・東京に遊学し︑明治十五年頃から中学校や師範学校の

丹の特殊な事情を作ってきたものと思われる︒

八五八年︶宮腰村の生れで︑銭屋五兵衛の一族であった︒

教師として各地に勤務︑第四高等中学校︵後の四高︶や第

書いた︒金沢兼六園内の北条時敬︵四高校長・東北帝大総

代には夏目漱石と親交があり︑漱石のために式辞文などを

の末森の砦が落城日一夕に迫り︑利家の兄弟・重臣達さえが

ことに佐々成政の大軍一万五千に攻められて︑能州羽咋郡

長連竜︵ちようつらたつ︶にも格別の思いを持っていた︒

前田利家は能登の平定に与力の豪族として尽してくれた

長・学習院院長︶頌徳碑の文・書共に稼堂の筆である︒資

もはや見込みがないと救援を見合わせている中を︑連竜だ

五高等中学校︵後の五高︶にも勤めた︒熊本の五高教授時

性実直で古武士の風格があり︑決して浮説を流すような人
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制下の慶長六年の一年間だけでも︑加賀藩領内に於ける新

から﹁自分の家臣たちが︑かくも立派で聖なる教えを奉ず

こんな次第があったから︑慶長四年︵一五九九年︶三月︑

たな受洗者は五十一名あり︑この内二十四名は利長の家臣

けが一千騎の寡兵を率いて白子浜の砂を蹴って駆けつけて

利家の世子利長宛への遺戒書には﹁長九郎左衛門︵連竜︶・

だったという︒利長はまた母親の芳春院︵お松の方︶にも

ることは大いに喜ばしい﹂と公言していたので︑切支丹禁

高山南坊︵右近︶世上をもせず︑我等一人を守り︑律儀成

基督教の説教を聞き︑洗礼を受けるように勧めたので︑芳

来た時︑利家は大いに感激したという︒

者に候︒少シ宛茶代をも遣し︑情を懸けおかれ可然存候﹂

春院はわざわざ京から大坂へ下って説教を聞いたという︒

これらの資料を見ると︑慶長当時加賀には約千五百人の

とあった︒﹁世上をもせず﹂とは︑世の動きによって節を
変えるような事はせぬという意味らしい︒

切支丹が居たらしく︑高山右近一族のみならず︑切支丹大

た︒金沢城石川門前の紺屋坂にあった切支丹の教会は︑豪

二代藩主利長はこの遺戒をよく守って右近には能登の知

の能登に於ける知行地三万石などは︑後に検地したところ

姫が建てたという説もある︒宇喜多秀家は関ヶ原の合戦に

名字喜多秀家に嫁した利長の妹豪姫や︑その係累字喜多ト

実収五万石あったと伝えられる︒右近の財力にもこうした

西軍の将であったため︑慶長十一年︵一六○六年︶に八丈

行地を安堵し︑慶長十九年五月に自らが死ぬ直前まで︑右

含みがあったらしく︑能登鹿島郡七尾の小丸山近くと羽咋

島へ流され︑豪姫は金沢へ戻ったのであるが︑前田家では

マス久閑なども加って加賀の切支丹は隆盛をきわめてい

郡の志賀郷︑さらには金沢城の西の甚右衛門坂下の三ヶ所

八丈島の宇喜多氏に暮しの品々を届け︑慶応三年に至るま

近を大切にした︒知行地は俸禄と違って含みが多く︑長氏

に私設の教会を建て︑司祭を巡回あるいは常住させていた︒

で折々米などを送り続けていた︒宇喜多一族は︑明治二年

右近はまた当時第一級の教養人で︑茶道は千利休の高弟

に至り漸く赦免されて島から戻ったのである︒

十六世紀に教皇パウロ三世の認可を得て創設され︑外国
伝導に心血を注いでいたイエズス修道会の﹁十六・十七世
紀イエズス会日本報告書﹂なる資料によると︑利長は平素

−36−

かけずの十二郎﹂と唄われるほどに人気があった︒美少年

あって︑狸謡に﹁能を見ようなら高山みなみ︵南坊︶︑面

で不審庵七人衆の一人︑能楽は惣領十二郎ともども名手で

ので︑見る者はみな袖を絞ったという︒

風・村雨となり︑熊野︵ゆや︶・樫︵あさがほ︶となった

の子與十郎が十四才の時分に共々能を舞い︑面かけずに松

の十二郎は面を付けずに能を舞ったのである︒

老であったが︑寛永十八年︵一六四一年︶十月︑金沢城の

載っている︒四代藩主光高の寵臣津田勘兵衛は一万石の家

では利長の弟利常に︑徳川秀忠の娘玉姫︵天徳院︶を内室

るに及んで幕府の切支丹禁令は一段と厳しくなった︒加賀

話は戻るが︑関ケ原の合戦が終り家康が征夷大将軍とな

︻高山右近追放の事一

大手に﹁勘兵衛は南坊と共に外教の信徒で︑転んだといえ

に迎えて︑徳川・前田の間の不穏な噂︵慶長の危機︶を消

兵衛も幼少の時分︑左様の事もや有るやらんと推量計は申

目を豪勇の篠原出羽守が承った︒出羽守は一万五千石の大

慶長十九年二六一四年︶正月︑この右近一行を送る役

つ弓

これは余談であるが﹁三壺聞害・巻十七﹂にこんな話が

ども内心は立ち返って未だに切支丹である﹂と大言して高

し︑慶長十年には利長が隠居して利常を三代藩主とした

が︑あくまでも切支丹を捨てぬ右近や︑右近が招いた切支

札を立てた者があった︒藩では無実とは知っていたが︑一
応は江戸へ送り﹁昔は若き者伊達する者は︑是非に此の宗

しけれ共︑極まりたる証拠なし﹂などと言い︑誰ぞの遺恨

身であったが︑金沢城大手門修築の事に付いて右近と意見

丹大名内藤如庵たちを︑京都所司代板倉勝重の元へ差し出

を受けたのだろうと吟味している内に︑慶安四年︑勘兵衛

が合わず︑出羽守が一旦築いた石垣を取り崩されるという

門に成りて︑数珠を首に懸け︑切支丹の道具に︑こんだつ

は江戸で病死してしまった︒万治二年︵一六五九年︶勘兵

事件があったので︑平素から二人は仲が悪いと沙汰されて

さねばならぬ仕儀となった︒

衛の婿養子津田伊織は千石をもって召し返された︒伊織の

いた︒然るところ︑出羽守が下奉行浅野将監の右近護送の

とやらん云ふ物を腰にさげ︑是を威勢とする事なれば︑勘

子息龍之助が十一才︑また葛巻内蔵助へ嫁入った勘兵衛娘
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物に換え︑大小をも返した︒右近は感激して言った︒﹁今

の筋目は左様には仕らざるもの﹂それから籠輿を常の乗り

の事あらぱ︑出羽守一人切腹致し候へば事済み候なり︒士

を籠輿に乗せ申す儀︑沙汰の限りに候︒もし道中にて不慮

せられていた︒出羽守は咄嵯に叱呼した︒﹁さすがの南坊

様子を見ると︑右近は丸腰で罪人護送の籠輿︵牢輿︶に乗

くろが無惨に曝されているのを見るに堪えず︑羽織を脱い

何であれ︑かつて各地の合戦で生死を共にした但馬守のむ

ことであった︒主君利長の機嫌がどうあれ︑但馬守の罪が

死骸に掛けたが︑その振る舞いは一段と優に見えたという

原出羽守が﹁あまりに見苦しい﹂と羽織を脱いで但馬守の

でも殿中に曝されていた︒そこへ︑たまたま来かかった篠

但馬守の成敗された理由は明かではない︒高山右近の内

で死骸に掛けるのが︑出羽守の武士の情けであり︑それが

にして給はり候へ﹂かくて丸腰ながら常の乗り物で︑道中

室ジュスターは黒田氏というのが定説であるが︑柳か不確

度の御芳志︑生々恭く存じ候︒されどか様に罷りなりて︑

ゆるゆると京まで送って行ったので︑諸人は感じ入ったと

かな伝えではあるが︑横山大膳の娘だったという説もある

加賀の武士たちの共感をも呼んだのであろう︒

いうのである︒やがて右近たちは幕府の手によって呂宋島

︵金沢古蹟志︶︒この大膳は長知の父の初代大膳で︑ジュス

両腰差し申す儀は︑殿の御為然るべからず候間︑もとの様

へ追放され︑翌元和元年︵一六一五年︶正月︑右近は熱病

ターは右近の後添えだったのかもしれぬ︒また右近の娘ル

という事件があった︒殊殺の場には藩主利長自らが横山を

の大身太田但馬守が金沢城内で横山大膳長知に詠殺される

○二年︶五月︑芳春院の外甥で武功ただならぬ一万五千石

これはそれ以前の事で余談ではあるが︑慶長七年︵一六

守謀殺は女に関する事件だったらしく伝えられているが︑

長知は但馬守の討ち手としては高禄に過ぎるし︑太田但馬

かったから︑横山長知も一時は切支丹だったのであろう︒

近と行を共にして呂宋へ赴いたのである︒かく右近と親し

チアは長知の嫡子康玄の妻女で︑これらの女たちは後に右

やすはる

に罹ってかの地で没した︒六十三才であった︒

助けんと手鑓を携えて臨んでいた︒殺気立った藩主の振る

切支丹に関わる内々の事件だったのかも知れぬ︒

ながちか

舞いに誰もが怖じ気を震って近付かず︑その死骸は何時ま
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て︑加賀宝生を復活せしめたのは︑三百年の時間を超えて

山男爵家が︑ほとんど無制限に佐野吉之助を財政援助し

時︑高山右近に格別親しんだ藩老横山大膳長矩の子孫の横

れた加賀能楽の伝統が︑明治になって将に絶えようとした

高山右近や津田勘兵衛の孫などの切支丹衆によって舞わ

たのだというｃ

ノ宮へ連れて行かれ︑横山家の手によって秘かに育てられ

を嗣ぐ前に亡くなったので︑康玄は右近の領地だった二所

まだ幼かったので藩では捨ておいたところ︑康玄は横山家

の娘は横山長知の総領康玄に嫁して一子胤長を生したが︑

屋とは年貢米の収納方を勤めた横山家のことである︒右近

蕪村・千代などの俳譜を故国へ紹介したイタリア人司祭カ

昭和二十六年に来日し︑金沢の聖霊病院にあって芭蕉・

し︑右近の墓なる塚を守ってきたという︒右近の総領十二

た︶の高山久太郎家は高山右近の子孫で代々医師を業と

この二所ノ宮の二里北にある羽咋郡志賀町代田︵しなん

ながちか

何やら因縁話めくのである︒

ステラン神父の調査によると︑鹿島郡では古くからこんな

郎は長崎を出帆する前に亡くなったらしく︑久太郎家の祖

子孫が絶えて出自は不明であるが︑いずれも住んだのは︑

はさらにその一里南良川付近の部落である︒兵衛も右近も

ものらしい︒町屋は鹿島郡田鶴浜の一里南の町屋町︑黒氏

敬意を尽くした出羽守も見事であった︒切支丹は決して破

丹ではなくとも︑潔く切支丹の罪を蒙った右近の男振りに

た︒遂に信仰を捨てなかった右近も見事であったが︑切支

加賀藩内の切支丹には︑藩主側近の見事な人物が多かっ

一加賀藩内に於ける切支丹禁令一

った者の一人だったのであろう︒

先は誰か不明であるが︑右近血縁の嬰児で︑目こぼしにな

裡謡が残っていたという︒
釈迦の浬藥に遊ばぬ家は︑

これ三軒︒

町屋兵
兵衛
衛か
か︑
︑黒氏の右近︒
森の中屋か︑

これは仏教徒ではない能登の隠れ切支丹衆の事を唄った

かっての右近知行地で教会を置かれた場所に近い︒森とい

廉恥な罪ではなかったから︑出羽守の振る舞いは当時加賀

くるじ

うのは黒氏の一里半西にある羽咋郡二所ノ宮のことで︑中
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藩の武士たちの当然の美学であり涙だったのであろう︒ま

左衛門は高山右近の法弟だったという︒寛永十四年島原の

主利常が﹁島原一摸共しづまり兼申由に候間︑罷越︑静め

乱がおきると︑さすがに宗門改めは厳しくなったが︑それ

慶長年間の﹁イエズス会日本年報﹂には加賀では身分の

申すべき旨︑上様へ望み申され退治いたされ候へ﹂と申し

た二代藩主利長が切支丹に傾倒したためもあって︑藩内で

高い武士の信徒が多いと報告され︑キリスト教伝導は文教

渡したところ︑江戸に居た光高は﹁陣用意もいたさず︑俄

でも世子光高などは︑島原攻めには消極的で︑父の三代藩

の振興と平行して進められた︒右近は金沢に﹁カテキスタ

には如何有るべき事に御座候哉﹂と応えて来た︒しかし﹁其

は寛永初年頃まで禁令も形式的だったのである︒

学校﹂なる予備神学校を設立し︑宣教師たちは布教の傍ら

から仕方がないという態度だったらしく︑寛永二十年・正

段何共成るべし﹂と利常が重ねて言うので︑家光に出陣を

の血族の者が能登で代々医者を業とし︑また医者の凡兆が

保元年の宗門改めでも︑﹁本尊踏み︵絵踏み︶﹂に応じたも

天文・地理・数学・医術などに関する講義をして有識階級

切支丹に興味を持ち︑切支丹に敬意を払う事もあり得たの

のは全て赦免していたらしい︒カステラン神父も江戸期の

申し出たところ﹁それには及ばず﹂という事になった︒利

である︒これに加えて︑右近が伝えた能楽・茶道などの古

加賀藩内の情勢を調べ︑その著に﹁加賀は切支丹のよき国

の人々を惹き付けていたから︑金沢におけるキリスト教文

典文化なども︑今日になお生きていることを思えば︑加賀

であった﹂と書いているから︑諸国の切支丹で前田領内へ

常は断られることを計算に入れていたのであろうが︑光高

人は右近に多大の学恩を蒙っているといわねばなるまい︒

逃げ込む者があったやも知れぬ︒白山麓は一部天領であっ

化は日本でも最良のものとなった︒この舶来の知識によっ

加賀藩領内での殉教者は稀で︑寛永七年︵一六三○年︶

たが︑白山麓白峰村の奥に︑数年前までは風嵐︵かざらし︶

は切支丹禁制は﹁公儀御奉公﹂の一つと考え︑公儀が言う

江戸で捕らえられた千石取の藩士鈴木孫左衛門一族の処刑

なる部落があって︑そこには次のような浬謡が残ってい

て右近は城郭の縄張りなどをしたのであろうし︑後に右近

が加賀藩領内に伝えられる藩士の唯一の殉教であった︒孫
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て︑大正初年まではおぼろげに唄う老人がいたという．

一人の母をすかして四郎を生捕らんとは︑攻に手を失うた

る有さまならずや︒我が子は下郎にもせよ各様は扱も結構

白けて面々一言もなく︑荒立てればますます悪口を言うで

天草のヤレ城は強いよで弱い

白峰の教育委員の方などを煩わして︑土地の人々に﹁天

あろうと︑各々目を見合わせ聞かぬふりして座を去らせた

の上郎方の敗軍や﹂と︑惇る所なく言い立てたので一座は

草の残党が風嵐に逃げ込んで来て住み着いた﹂というよう

などと書いた︒

鍋島さまにヤレ陥されたノ︑

な伝えはないかと聞いてもらったが︑﹁確たる記憶はない﹂

堀麦水は︑明和八年︵一七七一年︶に長崎へ遊んで紅毛人

後世になって︑天明の蕉風復興に参加した金沢の俳譜師

をさせていた︒こんな情況であったから︑文化年間︵一八

医師なみに遇して五人扶持を与え︑殿様の将棋の相手など

であろうが︑加賀藩では気に留めた様子もなく︑麦水を御

京や江戸でこんな事を書いて上梓すれば︑重罪となった

と歓談してすこぶる奇妙な会見記を残し︑九州では天草の

○四年〜︶に宗門奉行を勤めた津田政隣が編した加賀藩の

とのことであった︒雪深い風嵐にはもう住む人はいない︒

乱の謀将・森宗意軒から切支丹の幻術を学んで来たなどと

めた松平伊豆守に対し﹁その賤しめ給ふ四郎こそは︑唯今

えられた天草四郎時貞の老母が︑四郎を下郎と罵って賤し

り︑ここで﹁太閤記﹂を書き上げて寛永一七年に加賀の地

後の寛永元年︵一六二四年︶に利常に招かれて加賀へ来た

﹁信長記﹂や﹁太閤記﹂を書いた小沢甫庵は︑右近追放

政治記録﹁政隣記﹂では︑宝暦五年︵一七五五年︶の時点

三万余人の大将にて原の城に籠り︑九州の諸大将数十万人

に骨を埋めたが︑この甫庵は同郷︵美濃︶の誼みで横山長

噂された︒また麦水は天草一摸に材を得て﹁寛永南島変﹂

の勢集り︑度々に打負けて︑御名代の板倉殿さへ討死あり︒

短の屋敷を頻りと訪ね︑昔話を聞いて﹁太閤記﹂にまとめ

で加賀の藩内にはなお二百六人の切支丹がいたいう︒

城兵強うして三度の城攻皆敗軍し給ふと承る︒今天下の大

たという︒しかし甫庵には公儀や利常への遠慮があったも

なる物語を著し︑この中で大いに切支丹の勇気を讃え︑捕

将達大勢寄り給うて︑この城一つ攻め落すに術なくして︑
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のか︑判天連排除の姿勢を示し︑切支丹への嫌悪感をのぞ

やっと正確に残るようになったのである︒

て着任し︑基督教の伝導を始めて以来︑信徒も増え記録も

︷京師や島原に於ける切支丹禁令﹈

かせていて︑加賀の切支丹のことは何も書いていない︵平
成一四年四月二日付・北国新聞︶︒これは大へんに面白い
研究で︑こんな事も加賀の切支丹の調査を困難にしている

神社鳥居前にあったという右近屋敷の庭石は︑南坊石と呼

料類は失われても︑切支丹繁栄の痕跡は残り︑現在の石浦

れたらしく︑高山右近のこともよく判らぬのであるが︑資

江戸期中には加賀でも切支丹関係の諸文書は多く捨てら

切支丹を邪宗視していたようである︒そういった中に住ん

院の力を借りたらしく︑僧侶たちは教義も知らず︑とかく

は寺院勢力の強い土地柄なので︑所司代は切支丹摘発に寺

農民や大坂方の残党などを相手に椙概を極めた︒また京都

て発令され︑その弾圧は肥前の島原・長崎に於いて一摸の

ところで徳川幕府の切支丹禁令はまず京都所司代に於い

ばれて︑一つは広坂の金沢カソリック教会の前庭に置か

で凡兆が加賀に在ったと同じ感覚で︑不用意に切支丹の徒

原因の一つなのであろう︒

れ︑一つは尾山神社の神泉池の水面下に隠れている︒切支

を往診し︑捕縛・投獄されたということは十分にあり得る

ころが悲劇であった︒京・大坂では切支丹の事件を筆にす

丹を偲ぶ裡謡は金沢市内にも残り︑切支丹灯籠は野田寺町

﹁イエズス会日本年報﹂など海外の資料を見ても︑﹁日本

るさえ惇られたから︑凡兆下獄の理由も遠い闇の中に消え

ことだった︒しかも凡兆は剛毅な性格で︑切支丹を邪宗な

国に此の宗門断絶す﹂︵三壺聞書︶というような宝永頃の

去って行ったのであろう︒黒本稼堂の﹁三州遺事・拾遺﹂の

立像寺に苔生しており︑また市内では我らでさえ折には隠

加賀藩内の建て前は︑かなりに実態と違う事が判る︒金沢

記事は︑明治期になってから︑やっとそれまでの口碑を筆

どとは露思っておらず︑罪悪感は全くなかったであろうと

では明治十三年に米国合同長老教会の宣教師トーマス．

にする者が出てきたということだったのではなかろうか︒

れ切支丹の印の付いた皿を拾う事ができるのである︒

Ｃ・ウイン氏が石川県中学師範学校︵後の四高︶教授とし
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隠れ切支丹の事は︑日本の官憲に遠慮の要らぬ海外修道会

たが︑凡兆の没後に書いた俳論﹁猪の早太﹂の中で各務支

幾人かいたらしい︒名古屋の越智越人は蕉門の古参であっ

支考生得候智ありて︑蕉門の先輩を廃し︑をのが名を

の報告などをさらに調査すべきものと思われる︒本稿はイ

けるキリシタン禁制の展開﹂などを参考としたのである︒

売らんとするの心から︑洛の凡兆は剛毅なれば近づか

考を罵ったついでに︑凡兆は剛毅だったと記している︒

凡兆と交流の深かった去来は︑万治元年二六五八年︶

ず︑去来は柔弱なるゆへ︑したしむごとき︑餘は準へ

エズス会の報告などに基く見瀬和雄氏の論文﹁加賀藩にお

切支丹弾圧の厳しい長崎から京へ出て来た儒学の家の人で

てしるべし︒︵猪の早太︶

越人にあふて

時︑こんな挨拶句を詠んでいる︒

しく︑かって近江の幻住庵で凡兆が初めて越人に逢った

この越人もまた貧しいながら男振りの立派な人だったら

あったから︑切支丹も凡兆の気持ちも到底理解できなかっ
たはずで︑凡兆下獄に付いては終始口を閉ざしていた︒
また︑この俊英の弟子凡兆の下獄に付いて︑芭蕉も終始
沈黙していた︒﹁冬の日﹂の頃の弟子であった名古屋の坪
井杜国が空米売買︵米のから相場︶という罪によって名古

凡兆に頼まれて芭蕉の手跡・手紙など売り払う手助けを

男ぶり水呑顔や秋の月凡兆

ざわざ訪ねて行ってこれを慰め︑共に連れ立って吉野へ遊

した難波の野坂は︑後になって凡兆の計報を聞き次のよう

屋を追放された時には︑杜国の侘びて住む伊良湖崎までわ

び︑杜国の死後はその人を夢に見て涙を流したとまで書い

な悼句を詠んだ︒

それと知っておれば︑もう聞いて下さる友もなき我

︵行く春と共に︑凡兆どのは世を去られたとのこと︒

行春や知らぱ断べき琴の糸

凡兆阿圭子を悼む

ているのに︑凡兆の下獄に付いて黙殺しているのは理解に
苦しく︑同郷の加賀人にとっては淋しい限りである︒

︻伯牙絶絃の事一

しかし蕉門俳士のなかでも︑凡兆を悼む心の切なる者が
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阿圭とは凡兆晩年の俳号である︒凡兆は加賀を出奔した

我慕はしと言う勿れ︒

これは軽みの俳詣で名を得た野坂にしては︑随分と重い

り︑京を追放されたりする度に名前を変えたらしく︑野沢

が琴の糸を断つべきであったものを︶

句であって︑野玻の沈痛さが窺われる︒﹁呂氏春秋﹂には

とも越野とも称していたが︑本来は宮部だったのであろう︒

凡兆の句が再び撰集諸本に載り出すのは︑元禄十一年︵一

︻土芳宛て書簡の事﹈

次のような一文がある︒

伯牙善ク琴ヲ鼓シ︑鐘子期善ク之ヲ聴ク︒鐘子期ノ死

はくがしやうしき

スルャ︑伯牙其ノ音ヲ聞ク者ナキヲ嘆ジテ︑琴ヲ破り︑
絃ヲ断ッ︒

しやら

七九八年︶であるから︑凡兆はその頃に出獄したものと思

われる︒元禄十四年四月の難波の榎並舎羅撰の﹁荒小田﹂

﹁類船集﹂には﹁琴﹂←﹁伯牙・子期﹂とあり﹁伯牙絶
絃﹂とは︑真の知己の死に逢うての言辞である︒伯牙と鐘

には三十八句の多数を寄せ︑これに伴って羽紅も再び撰集

蕎麦白き花野をゆけば花野哉凡兆

子期の友情は当時よく知られた故事らしく︑金沢兼六園の

の手に成る﹁伯牙断琴ノ図﹂が彫られている︒旧制高校で

尼も来よ毎日出て花七日〃

に名を出し︑四句を寄せている︒

は友情を美徳の至高としたが︑金沢の四高生は我等が友情

野の菊と老にけらしなよめがはぎ羽紅

夕顔亭の巨石の手水鉢にも︑寛文頃の京の金工師後藤程乗

は伯牙・鐘子期にも勝るもの︑唐人︵からぴと︶の友情な

しかし剛毅の凡兆も京を追われて打ちひしがれたもの

いが︑正徳二年二七一二年︶の春には回復し︑妻の羽紅

宝永の末年︵一七一○年︶からは病に臥せっていたらし

た︒

か︑﹁猿簑﹂当時の格調を取り戻すことは遂にできなかっ

どは︑羨むに足りぬとの寮歌を高吟して城下を巡ったもの
である︒

鐘子期死して伯牙また︑
琴を鼓たじと誓いてし︑
その唐人の交はりを︑
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と共に吉野へ花見に遊び︑冬には奈良の古跡をも巡った︒

もどかしの岸のすみれやよしの川凡兆
三吉野の花のきれ間やわかのうら〃

か︒﹁伯牙ノ孤独﹂を嘆く凡兆は痛々しいが︑自分に代っ

て凡兆に返書を書かせた羽紅の心根は大そうにゆかしい・

翌正徳四年春︑凡兆は妻羽紅に見とられつつ死んだ︒計

午の秋︵正徳四年︶はっ秋の比︑難波の老尼羽紅に文

報を受けた土芳は﹁蓑虫庵集﹂に次のように記している︒

正徳三年︵一七一三年︶正月に︑伊賀上野藩士の蕉門服

申侍る︒凡兆子の事さて／︑残念無申候︒事過て候へ

秋篠や庄屋さへなきむら時雨ク
部士芳が﹁白うを︵白魚︶にまぎれてゆかし藻汐草﹂と詠

ども︑承候ま圃なつかしさ︑申入候︒

心ざしいざ申くしさくら花

土芳に宛てて懇ろな文が届き︑その中に次の句があった︒

年を経て享保七年︵一七二二年︶二月︑難波の羽紅から

此秋や夢とうつ︑のふたり住

んで羽紅に便りをしたところ︑昔の連衆が懐かしくなって
いたものか︑凡兆が妻に代って返事をして来た︒その中に
次のような一節があった︒

何を待つ山ほと§ぎすハぬけ烏
さてＩ︑年寄申候︒︵中略︶

ていた︒故郷の加州・金沢には住み難く︑遠い難波の地で

この時︑凡兆が下獄してからすでに三十年の歳月が流れ

甲斐ト申候︒殊二婆尼方へ﹁白魚にゆかしき藻汐草﹂

己れを知ってくれる友も少なく︑孤高の中に果てた凡兆の

貴公様之御状など通達仕二付而︑伯牙ノ独ヲ感︑生る

引むすび被下候︑やさしくも妙なる句と吟候︒私より

志とは何であったか︑我らは知るべくもないが︑妻の羽紅

はそれを知っていて︑晩年まで誇り高く生きたようであ

御返句申上候︒

わびぬれ︵身は埒もなきもぞくかな

芳もまた凡兆夫妻の心ばえを知っていたのであろう︒

る︒羽紅の書簡に土芳は返事して次の吟を添えたから︑土

人凡兆には男振りを全うすることであったろうが︑それを

さくら咲け遠里人のこ︑ろぱえ

切支丹の病人を往診して京を追われたのは︑剛毅な加賀

知ってくれる友は京・難波に果して何人あったのだろう

−45−

ることは難しく︑たとえ知り得たとしても︑その人の死と

ものは︑所詮はその人の心の問題であって︑他から窺い知

しかし︑こころばえとか︑男振り・男の美学などという

凡兆の吟を大言して彫り付け︑記念の凡兆追善集﹁わしの

て神通峡上流の西茂住に至り︑巨岩の面に自ら筆を揮って

するところがあったものか︑高山の雲橋吟社の連中を催し

越より飛騨へ行とて︑籠のわたりの

古巣﹂を上梓した︒

自ら孤高を保ったつもりでも︑人間の弱さから意気が砕か

あやふきところ八︑︑道もなき山路

共に杳として忘れ去られ行くものであろう︒またその時は

れ︑蒋持も崩されて行く事が多い・これは悲しい事である︒

にさまよひて

鷲の巣の樟の枯枝に日は入りぬ凡兆

近年になって神岡鉱山へ鉄道を敷設するに当り︑測量の

一飛騨・西茂住の凡兆岩の事一

後の寛政六年二七九四年︶になってから︑飛騨高山の

結果︑この岩は取り壊されることとなった︒しかし地元の

は無事なることを得た︒句碑は﹁凡兆岩﹂と呼ばれ︑今日

俳人加藤歩藷が︑凡兆が飛騨の﹁籠の渡り﹂で詠んだとい

浄土宗阿弥陀寺から出て岡崎の五升庵に隠棲していた俳僧

なお神通峡の急峻な崖の上に在って激流に臨み︑昂然と風

保存要望が頻りであったため︑遂に設計は変更されて句碑

蝶夢が︑歩請に書簡を送って﹁凡兆は公儀の事で刑に逢い︑

雪に堪えているのである︒︵一四・七・二○︶

う吟を刻して句碑を建てようとしたところ︑京都出雲路の

追放された者である故︑石碑建立の事は無用﹂といらざる
事を言い立てて来た︒蝶夢は歩爺の俳譜の師匠ではあった
が︑切支丹摘発の先鋒となっていた京の僧侶の一人であっ
たから︑唯々切支丹を邪宗と考えていたのであろう︒
その時の句碑建立は見合わせとなったが︑蝶夢没後二十
年を経た文化十三年︵一八一六年︶になり︑歩請は心に決
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エッセイ

連句と川柳

小池正博
戯れに﹁蕩児の帰宅﹂なる題を原稿用紙に害きて

暗瘡︵藤原龍一郎﹃花束で殴る﹄︶

水の中白魚の眼ばかりが泳いでゐる﹁柳多留﹂

恋しき人に逢へば日が暮れ﹁武玉川﹂

二階から一日下りず詩人とか西尾栞

音もなく花火のあがる他所の町前田雀郎

名月や天下をとらば朝寝せん野村牛耳
門しめてだまって寝たる面白さ芭蕉

歌仙巻くはなしなどでてきりたんぽ空花

ここには︑古川柳・武玉川の短句・現代川柳・芭蕉や現

代連句の付句などを﹁俳詣詩﹂として統一的に眺める視点

が見られる︒著者は後記で﹁この一冊のなかに繰り返して

きたように︑私は︑俳諸から近代の小説や詩歌を眺めてみ

たいと試みたのであった﹂と述べている︒連句の視点から

短詩型文学の全体像をとらえると同時に︑短詩型文学︵た

一・﹁連句と川柳﹂という風景

﹁連句と俳句﹂についてはすでに論じ尽くされていると

連句の修練としての前句付と川柳のルーツとしての前句

とえば川柳︶の視点から連句をとらえ直してみることによ

林富士馬著﹃川柳のたのしみ﹄︵平凡社︶は﹁俳詣詩と

付︑両者は元来近いところにあったのに︑現代連句と現代

思われるが︑﹁連句と川柳﹂という取合せをしてみた場合

しての三六五句﹂という副題を持つ︑川柳だけではなく連

川柳とがかけ離れた位置にあることは残念な気がする︒も

って︑そこに新しい風景が生まれてくるかも知れない︒

句の付句をも含めたアンソロジーである︒そこにとりあげ

ちろん︑連句と川柳との関連を指摘した連句言がこれまで

に︑どのような光景が見えてくるのだろうか︒

られているのは︑たとえば次のような句である︒
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た広く︑深い俳詣の雑の句が︑後代の川柳に転化していっ

なく︑もっと広く︑深い詩の世界だったわけです︒そうし

明治以後の俳句がうたった︑自然や年中行事だけの写生で

ふんい気で包んだもの︑と見ることができます︒それは︑

句︶や恋句のおかし味は︑川柳のおもしろさを︑芸術的な

かれている︒﹁連句のウラに展開される︑雑︵季節のない

央大学出版部︶の﹁川柳と連句﹂の章には︑次のように書

になかったわけではない︒馬鴫春樹著﹃連句への道﹂︵中

し考えてみたいのだが︑放蕩息子が帰宅するためには︑そ

ことは可能であろうか︒そのことを川柳の場合について少

短詩型が︑ふたたび連句という﹁母のくに﹂に戻ってくる

ないわけではない︒このような分化の歴史をたどってきた

歴史なのであり︑それを﹁連句の解体﹂と呼ぶこともでき

のように連俳史は付合が一句独立・一句立てになってゆく

にも﹃武玉川﹄以来︑独立詩型としての可能性がある︒こ

句付の前句が切り捨てられて川柳となった︒短句・七七句

ゆくことは避けられない︒発句が独立して俳句となり︑前

の前提として彼が家を出ていったときの事情が分かってい

た︑とみることができます﹂

日本の定型詩はジャンルとして自律しつつも︑それぞれ

なければなるまい︒いったい︑川柳が連句︵前句付︶とい

う故郷を出ていったときの状況はどのようなものだったの

有機的に関連しあっているから︑連句について考えるとき
も︑短詩型文学全体の中での連句の現在位置ということを

だろうか︒

連句︵俳譜︶が川柳のルーツであることを明蜥に理解し

二・川柳の母郷としての連句

常に意識しておく必要がある︒その際に私がいつも思い浮
かべるのは︑聖書にある﹁放蕩息子の帰宅﹂のエピソード
である︒かつて連句という故郷から独立して出ていった俳
句や川柳が︑やがて再び故郷に帰ってくるのではないかと

生路郎・川上三太郎・村田周魚・椙元紋太と並んで六大家

ていた川柳人に前田雀郎がいる︒川柳界では岸本水府・麻

連句︵俳諾︶とはさまざまな要素を含んだ総合的な詩型

のひとりとされている︒その雀郎に﹃川柳と俳詰﹄﹃川柳

いうイメージである︒

だから︑それを純粋化しようとすればジャンルが分化して
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った歴史を考察している︒前句付から一句独立の川柳が成

るが︑その序文で彼は﹁一句にて句意のわかり安きを挙げ

周知のように﹁柳多留﹂を編集したのは呉陵軒可有であ

ことだろう︒

立した原点として﹁柳多留﹂が問題になるが︑省郎の﹁川

て一帖となしい﹂と述べている︒現代川柳のリーダーのひ

探究﹂の二著があり︑俳譜︵連句︶から川柳が独立してい

柳探究﹄の中の﹁柳多留に於ける原句改作とその意図する

とりである尾藤三柳は︑この呉陵軒可有の文芸観を﹁一章

とをなしている﹂と述べている二川柳入門ｌ歴史と鑑賞﹂

現代では二物衝撃とかモンタージュとか呼ばれる理念のも

めようとする発想は︑取り合わせ︑配合などとも同根で︑

二つの概念を対立させ︑その矛盾︑葛藤にアイロニーを求

に問答﹂ととらえ︑﹁一章の中に︑問いと答えという形で

もの﹂という章では︑次のような例があげられている︒
ひくい事かな／︑
よしなあの声がそるノ︑出来か鼠り
︵万句合せ宝暦七年十月二十五日︶

よしなあのひくいハ少シ出来か魁り

合せ︑川柳の取合せがクロスオーバーして︑それぞれに通

雄山閣︶︒このように考えると︑連句の取合せ︑俳句の取

前者の万句合せによる原句が︑﹃柳多留﹄に収録される

底するものを含みながらの差異が見えてくるのではないだ

言柳多留﹄初篇︶

際に後者のように改作されたことが分かる︒即ち︑本来は

ろうか︒

ところで﹃柳多留﹂二篇には︑次のような﹁好物歌仙﹂

前句にあった﹁ひくい﹂という言葉が取り込まれることに
よって一句で独立した意味を獲得しているのである︒前句

が収録されていて︑﹁当世の前句は俳譜の足代ともならん

あししろ

と付句のセットによって一つの意味を構成していた世界を

や﹂と述べられている︒その表六句だけを引用する︒

三寸も目出たく見せ先の月

番船は風の手柄ぞ猿田彦

付句一句だけで独立させようとする際の変質がここには見
られる︒川柳には﹁幻の前句﹂が含まれているという言い
方をすることがあるのは︑このようなケースを踏まえての
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紫のねぢり服紗に露結ひて
矢立の筆のどれも短し

説したものであるが︑その再刊︵昭和五年︶に久良伎が序

文を書き︑次のように述べている︒

などが点者に喜ばれる好物に当たる︒このような素材主義

てにしたもの︒﹁猿田彦﹂﹁紫﹂﹁矢立﹂﹁玄関﹂﹁料理人﹂

好物歌仙とは︑高点を取りやすい素材を集めて歌仙仕立

は片田舎の青年生活しか経験しなかった為め︑詩の個性は

不離の間接感情で︑知識を経由する感情である︑正岡子規

コに旧派和歌の訶の綾とする酒落化があった︑酒落は不即

歌集は個人生活から進んで社交生活へはいって行った︒ソ

﹁詩は個性を貴ぶ者で萬葉の歌が純朴にして真情を吐露

は前句離れ・一句立ての傾向をさらに加速し︑﹁柳多留﹄

理解したが︑都会の共同生活美は分らなかった︑不即不離

昼の蚊に玄関の角みを追払

五篇序の﹁今翫ぶ前句は題にくったくせず︑一句の珍作を

の和音的感情を理解しなかった為に︑旧派和歌の一切を挙

してゐるが︑都市文化と云ふ点から見ると古今以下の歴代

専らと評するも判者の発明なるべし﹂という川柳独立宣言

げて駄酒落の一語で片付けて終った大胆さと︑不即不離の

気もかるげなる料理人也

となる︒

社交美に成立せる俳諮連句を智的であるから理屈だ︑理屈

﹁俳句は文学である﹂という前提の下に発句の俳句化を

故に後輩の俳人は之を盲目的に信仰して川柳は月並だと誤

に置いて動々もすると之を理智の産物として排斥した︒此

は詩でないの一語でけなし付け︑又月並俳句と川柳を一列

遂行したのは正岡子規であるが︑子規に対する反措定とし

信してしまった︑焉んぞ知らん子規の云ってる川柳は恐ら

三・和音的感情と綜合芸術

て︑連句と川柳に共通する位置を見定めていたのが阪井久

﹁今日も已に俳壇の一部に俳諸連句が台頭し始め︑子規

く狂句であったらうと思はれる﹂

代川柳の祖と言われる人物である︒今井卯木著﹁川柳江戸

は個性芸術をのみ知って綜合芸術を知らなかった︑連句は

良伎であった︒久良伎は井上剣花坊とともに明治以後の近

砂子﹄︵明治四十五年︶は江戸の名所旧蹟別に古川柳を解
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横車であると云ふのである﹂

綜合芸術で個性芸術ではない︑ソレを排斥したのは子規の

﹁共同主観性﹂﹁間主観性﹂が文学のレベルでも問題になっ

る時代がやがてやって来る︒主体と主体との関係性を問う

﹁この私﹂という個人の感情表現ではなくて︑多数者に

てくるのである︒このような現代の視点から久良伎をとら

子規が否定した﹁古今集﹄の再評価︑﹁個性芸術と綜合

共感できるような一種の普遍的な感性や見方を表現するの

﹁此論はとくに余の唱導する所で︑川柳は社交的の詩で

芸術﹂など︑興味深い観点がここには見られる︒特に︑子

が︑﹁和音的感情﹂であろう︒連句においても︑あまりに

え直してみると︑そこには意外に斬新な問題が含まれてい

規が文学は感情の表現と規定したのに対して︑個人の感情

も個性的な付句は連衆の共感を得ることができない︒前句

綜合芸術である︑社交なる故に没個性であり︑間接感情を

を越えた﹁和音的感情﹂﹁間接感情﹂を想定して︑そこに

から付句への道は︑ある程度広くて誰でも歩けるようなも

るのではないか︒

川柳や連句の社交的文芸の基盤を求めていることに注目し

のが好まれるので︑曲がりくねった細い小路では道に迷っ

尊重するのである﹂︵﹁川柳久良伎全集﹂第一巻︶

たい︒近代文学の出発に当たって︑﹁近代的自我の確立﹂

てしまう︒では︑和音的感情と個性的表現の欲求とをどの

ぬぎすててうちが一番よいという岸本水府

や﹁個の主体性﹂がまず課題となったことには歴史的な意

が来るか︑江戸が永久に世界から踏潰されるかの二つであ

俺に似よ俺に似るなと子を思い麻生路郎

ように調和させてゆくのか︒川柳の場合︑たとえば次のよ

る﹂という極端な認識をもっていた阪井久良伎は︑この時

知ってるかあは蘭と手品やめにする椙元紋太

味があり︑子規の路線は時代の要請に基づいたものであっ

点では時代に逆行していたと言わざるをえない︒しかし︑

いつまでもオモチャの子ではいて呉れず前田雀郎

うな例は如何であろうか︒

独我論的な個のあり方の否定的な面が明らかになるにつれ

これらの有名な句は︑川柳が得意とする人事句・人情の

た︒江戸文学に基準を置いて︑﹁世界が江戸に降参する日

て︑﹁個の主体性﹂と同時に﹁個と個の関係性﹂が間われ
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呼ばれて逆に嫌われる︒なるほどと膝をたたくような旦那

っても︑あまりにも平凡で常識的表現は﹁膝ボン川柳﹂と

共通する普遍的な感情をとらえているからである︒とは言

隣の元に手拍子をうつ伎

病室へ来て病人の菓子をくひ剣

焼のこりたる釣鐘の銘同

やっと電車にのる丈の銭剣
政界に六文の智者集りて伎

句であるが︑それが広く読者の共感を呼ぶのは︑誰にでも

芸ではすぐに飽きられてしまうだろう︒その点︑掲出の四

句である︒剣花坊は久良伎と並んで﹁新川柳﹂︵明治期の

さて︑次に紹介するのは︑阪井久良伎と井上劒花坊の連

鹿の子斑の富士見える家剣

梅雨晴の堀切橋をぞうろぞろ同

未来派に似た今の八文字伎

ネクタイを直して下りる衣紋坂剣

近代川柳︶の祖と呼ばれる人物ｃ式目には合致していない

︵大正十三年六月十九日於東京九段久良伎社︶

句はさすがに個性と普遍性の調和を実現している︒

かも知れないが︑川柳人の連句の特徴がよく表れている︒

杜若江戸の燕がぬれてくる久良伎

四．近代川柳史と柳俳異同論

一体は元酒好の坊主にて剣

杉並町の杉の村立剣

抱きながら何度かのニアミスを経験する︒このとき柳俳異

が︑発句と平句︵前句付︶というそれぞれの出生の秘密を

れ近代俳句︑近代川柳としての道を歩みはじめるのである

さて︑俳譜︵連句︶から独立した俳句と川柳は︑それぞ

月夜の門を叩く人妻同

と川柳は︑それぞれの自律性を手にするために︑相手との

錦粧軒が不破の假聲剣花坊
遠からん者もよくきけ時烏伎

耳隠すは排米の風がふき伎
顔をそるへる三菱の聟剣

自己区別を必要としたのだった︒

同論がおこるのだが︑連句という故郷から出ていった俳句

當選のそのあくる日は腰がぬけ伎
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る作家としては当然のことである︒ここでは近代川柳史を

的な自己表現に対する欲求が入ってくるのは︑近代に生き

川柳が普通的なものを表現するといっても︑そこに個性

れたのもこの頃である︒

男﹁アダムの膳﹂・飯田蛇笏﹁俳句川柳私論﹂などが書か

上三太郎﹁川柳の純詩性﹂が︑俳句側の立場から中村草田

たどる余裕はないが︑主な川柳人の作品をあげてみる︒

五．﹁短詩の広場﹂あるいは﹁連句の広場﹂

た︒そんな中で︑川柳性・俳句性とは何かを突き詰めてい

このような柳俳異同論は戦後に持ち越されて︑川柳界で

深みとは何水甕に水のなき川上日車
暴風と海との恋を見ましたか鶴彬

った結果︑﹁短詩の広場﹂という考えにたどり着いたのが

足があるから人間に嘘がある田中五呂八
紀元前二世紀ごろの咳もする木村半文銭

河童月へ肢より長い手で踊り川上三太郎

河野春三であった︒春三は﹃現代川柳への理解﹄︵昭和三

十七年︶で︑短歌・俳句・川柳の三者について次のように

も﹁川柳性とは何か﹂をめぐってさまざまな言説が生まれ

国境を知らぬ草の実こぼれ合い井上信子
特に昭和十年代は俳句と川柳の接近が︑俳壇においても

野に於ての特殊な条件や性格をもっていたけれども︑それ

述べている︒

引越しのそのま獄夏の部屋となる前田雀郎

らが作者の作家的自覚︑人間的要請によってヒューマニ﹂ス

意識された時代であった︒昭和十五年﹁俳句研究﹄七月号

松の花強くするどくひよこ啼く川上三太郎

ムに徹するにつれて︑次第に各分野に於て考えられていた

﹁これら三つの短詩は発生を異にし︑最初はそれぞれの分

不平ある日の蒼天へ矢を放ち大島無冠王

特殊な性格は第二義的な意義しか見出されず︑本質に於て

の﹁川柳五人集﹂に掲載された句を一部紹介する︒

夏そはノ︑インクの蓋を忘れてる椙元紋太

短詩の性格に徹することから互いに歩み寄りの形相を示す

に到ったのではあるまいか﹂

惨さは砂利場の砂利に草の花川村花菱
川柳側の立場から前田雀郎﹁川柳と俳句との決別﹂や川
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よりよき明日の短詩の完成を目指すべきであろう﹂

場を見出し︑互いに相携え︑相刺激し合うことによって︑

﹁私達短詩作家は︑こうした根本的な考え方から共通の広

過傷がそこにはできるはずであり︑これまで漠然と﹁俳句

うことはありえないだろう︒ジャンルが越境するときの擦

に連句人が無傷の立場で俳人・川柳人に連句を教えるとい

が︑軋みあい問い直される︒そういう作業を通して︑連句

性﹂﹁俳譜性﹂﹁川柳性﹂﹁詩性﹂などと呼ばれていたもの

いま現代川柳はどのようなところにさしかかっているか︒

の更なる可能性が広がってゆくのではないか︒

さて︑以上に見てきたような近代川柳の歴史を踏まえて

﹁現代川柳の精鋭たち﹄︵北宋社︶﹁現代川柳必携﹄︵三省

えんぴつは書きたい烏は生まれたいなかはられいこ

海鼠踏んだら﹁トウキョウ﹂と音がした倉本朝世

多目的ホールを嫌う地霊なり石田柊馬
軍艦の変なところが濡れている石部明

い︒また翻って考えてみると︑俳句や川柳が母郷を出てい

のは︑さしあたり隣接する短詩型諸ジャンルにほかならな

ての他者︑連句を相対化するための視点を与えてくれるも

句を眺めてみることも必要ではないだろうか︒連句にとっ

連句にどっぷりと浸っていると︑かえって連句が見えな

式服を山のかなたに干している樋口由紀子

ったあと︑連句は何をしていたのか︒母郷が荒れ果てたま

堂︶などのアンソロジーで具体的に知ることができる︒

宅配の馬一頭をどこから食う渡辺隆夫

まだったというわけではないだろう︒それを跡づける近代

婚畭長子家去る由もなし

中村草田男

連句史が改めて書かれなければならないと思われる︒

くなることがないとも限らない︒ときには他者の視点で連

連句の付句に川柳性を取り込むといっても︑水府などの
六大家の時代にまで戻ってしまうのでは意味がない︒私の
考えているのは︑現代川柳と現代連句との交流ということ
で︑ジャンルを越えた共同制作が連句という綜合芸術の場
で可能かどうかということである︒俳人・川柳人が連句の
座に参加するということはこれまでにもあったが︑その際
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エッセイ

連句やぶにらみ

福島新吾
宗祇法師がはじめて連歌のことを人にたずねられたとき

も︑連句だけに日夜打ち込むわけにはいかない︒さまざま

な生活環境に付き合いながら生活しているからである︒多

くの人はそれを深く気にしない︒楽しむ意識が強いからだ

ろう︒しかし時に俳句と連句をともに励んでいる人などで

はその矛盾に苦しむのを見かける︒実生活と文藝が矛盾す

るとかいう難しい理屈ではなくて︑現実に時間や脳力がさ

けないのだ︒私などの場合は連句をたしなんではいるが︑

生涯関わってきた本業への未練があって︑どうしても関心

はねかえしたそうだ︒さすが⁝⁝というところ︒ところで

さかもへこたれず︑それじゃ十年昼夜励んだらどうじやと

文学的散文の文体もしばしば作者の人格の表現である﹂と

てある普遍的人間的なるものを表現する言語作品であり︑

しているが︑最近或る人が文学を﹁現実の特殊な相を通じ

が分散せずにはいられない︒そこで連句はかたわらの趣

今日室町時代のように︑若い時から連句に精進して連歌師

定義していることを知り︑誠に簡潔︑適切な言い方と感心

に︑連歌は二十年の功をつまなければその妙に至り難い︒

として生活をたてるようなことはない︒数少ない宗匠とさ

した︒これで連句は立派に文学と認められる︒ただ問題は

味︑ささやかに芸術の裾野にたずさわっているという自己

れる方たちを別にすれば︑趣味として親しんで二十年昼夜

作者が複数になるという点だろう︒あの﹁文台引き下ろせ

十年遅かったねと冷たくつきはなされたという︒とかく先

励むという人はいないだろう︒今のように社会が複雑︑か

ばすなわち反古也﹂という︑痛烈とも思える自己評価は︑

満足で我慢している︒子規の連句非文藝論は長く影響を残

つ多忙になっては︑まず連句一本で暮らせないし︑定年と

座の作品と︑捌きの厳密な校訂を経た作品との格段の相違

達というものは意地悪なものだ︒ところが宗祇さんはいさ

か子離れとかを経て余生に文芸に深く関っているとして
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むように思える︒

が求められているようだ︒そこに現代の連句の問題がひそ

落ちるのは避けられない︒捌き手と連衆との今一歩の会話

︵我が家の連句を楽しむべし︶で︑皆の満足感は高いが質は

なるが︑座の連衆の共同作品の思いはうすれる︒後者では

つ捌くタイプとに分かれるようだ︒前者だと文藝性は高く

ゆだねて︑僅かな指し合い︑離り嫌いをただす位に止めつ

で完壁をめざす伝統的な宗匠のタイプと︑全く座の流れに

を暗示する言葉なのだろうか︒今の捌き手には一人の責任

ったかと思った位だが︑昭和二年に亡くなり後任となった

いてあって忽然と思い出した︒一瞬ご本人に教わったのだ

の俳人晩年は北一輝などに接触して︑憂国の士だったと書

けいおん︶さんだった︒最近森銑三﹁明治人物夜話﹂にこ

接した筈だ︒文学史の教科書の編集者が沼波瓊音︵ぬなみ

ったり自分でもよく覚えがない国語の教室で連句に初めて

んな自治の環境でスポーツに熱中したから︑居たり居なか

三分の一くらいは理由も聞かずに欠席を認めてくれた︒そ

わけではない︒戦前の高等学校はまったく自由で︑一年の

優れた葉山︵木村健二郎︶先生が︑﹁私も六十五から始め

も間に合うかなと入門に不安を覚えたら︑情理ともに人に

崎放哉︑秋桜子︑素十︑白虹︑後藤比奈夫など俳人が輩出

なり理解したと思う︒この一高には子規をはじめ風生︑尾

中は．⁝．．﹂の巻を五味智英先生に教えられ面白かつた︒か

沼沢竜雄先生が口をきわめて賛美しながら連句の話をして

たんですよ﹂とはげましてくださった︒日本の化学の先覚

しているが︑当時は俳句の声をきかなかった︒先生方は伝

私事を例にあげては恐縮だが︑日夜励むどころか︑月に

者で︑学士院でも重きを為した方が︑専門のお仕事が一段

統の維持を願っておられたのだろう︒大岡信さんが戦後最

下さったのだった︒さらに三年で﹃奥の細道﹄の一部や﹁市

落されてからこの道にはいられたのであった︒うかつにも

後に近い卒業である︒今の高校に連句を学ぶ機会はあるの

何度ではとても上達の見込みは無い︒一通り身につけるの

そんな事情もわきまえず︑それでも出来るのかなどと安心

だろうか︒

昭和十八年兄が幹部候補生教育を終えて野戦に出るとい

したのは大きな間違いだったが︑ともかくその楽天で今に
楽しんでいられて幸せである︒思えば連句に縁がなかった
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でが乗り出して︑しきりに首をひねったのには驚いた︒今

道をうたうもの︑小説等は有害無益と固く信じていた父ま

小説好きの母はすぐ乗ったが︑堅物で︑和歌は神ながらの

た︒そんな遊びを親子で共にしたのは生涯無二のことだ︒

や宿の一時︑私が式目なしで︑連句もどきを作る提案をし

うので一家で相馬ヶ原まで面会に出かけた︒その暗い列車

ューヒン高くてゆけないあきらめよう﹂などと断片がのこ

のれんみな京菓子屋冬近く丁稚小僧は袖も短しメニ

待合より文の届きて我一人壺の花見るくやしさよ﹂﹁紺

とまたしても連句を試みた︒﹁衣ずれや裏桂棚月の宴お

桂離宮の拝観ができた︒感激のさめやらぬ夜行列車で︑妻

忙しいまま過ぎた︒講和が決まったころ︑友人の肝いりで

惜しいことに当時正式の連句を学ぶ機会をえなかった︒

っている︒式目など知らなくても︑何かうたっている︒

ったのだろう︒忘れ難い楽しい座だった︒一月後には私の

次に目を開いたのは︑一九六○年代に﹁図書﹂﹁文学界﹂

思うとやはり息子との永別を意識して情感のたかぶりがあ

入営の番になった︒当時軍隊には岩波文庫の一冊位持参す

岩波の編集者に国文学の専門家の間では式目外れと批判続

などに石川淳︑安東次男︑丸谷才一︑大岡信の面々が独自

隊するまでの一年間手箱にしまったまま一度も開けなかっ

出と聞いて了見が狭いなあと思った︒同時に安東さんたち

るのがインテリの流行で万葉集が人気だったが︑私は﹁奥

た︒夜︑用便に起き︑古兵が寝静まっているのを確かめた

のあまりにも該博な古典知識を駆使する悌付けには恐れを

の式目の連句を発表されたころだ︒本当に面白かったが︑

上で︑そっと本にさわって実在感を確かめただけだ︒芭蕉

なした︒私の入門はさらに二十年くらい後になる︒随分遠

の細道﹂を選んだ︒しかし初年兵には暇がなく︑病気で除

大明神︒

たときは︑占領下の封建制反対の気運には同調していたも

であまり知識がなかった著明な俳人の簡単な履歴が紹介さ

竹内玄一﹁俳家奇人談・続俳家奇人談﹂を見たら︑今ま

回りをしたものだ︒

のの︑和歌︑俳句までつぶしてしまうつもりかと腹立たし

れている︒芭蕉の五十一歳死去の印象が強かったが︑他に

戦後かの有名な桑原武夫さんの﹁俳句第二芸術論﹂が出

かった︒しかし何しろ大転換の時代︑連句のことも知らず︑
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台が二人︑八十台十三︑七十台九︑六十台十一︑五十台五︑

は意外に長命な方が多い︒行年の記されている人は︑九十

てほしいことだ︒

の世界ではもう始まっているのかもしれないが︑皆で考え

四十台二︑一番若くて三十六歳一人となっている︒二三百
年前のことだから大変な長寿といえるだろう︒連句と関係
があるのか興味をひくところだ︒私も残された時間を生か
したいものだ︒

ＴＶで塩野七生さんがビート・たけしさんとの対談で︑

血嘩ｑｒＪ︐

嘩郷感
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自分がやりたいことを自由にやれるように世の中を変える
ことがルネッサンスだと解説していた︒かつてイタリアの
美術館を見て歩き︑昔︑板絵の聖画︑それも観音開きの祭
壇の構図や︑聖書の各場面の登場人物など︑しっかり枠が
決められていて︑画家が個性を発揮できるのは︑僅かに眼
の輝き︑顔の表情だけという制約の中で苦心惨情して製作
している時期があった︒そしてルネッサンスが起きると︑
その厳格な規制が次第に破られてのびのびとした絵画が生
まれ︑やがて裸体画にいたる変化に眼をみはらせ︑自分の
仕事にもこの努力がなければと反省したおぼえがある︒今
連句の世界にも式目を大改革するルネッサンスが求められ
ているのではないだろうか︒あるいは連句の鎖などとＩＴ

､ド

尋浮薄：

回顧

１
Ｉ
平成十三年の連句界

譜﹄︑饗庭孝男﹁芭蕉﹂︑別所真紀子﹁っらっら椿﹂ｌ浜藻

句遊び﹂︑村野夏生﹁歌仙行﹂︑岡本耕治﹃伊勢長島文学年

歌仙帖︑同﹁共生の文学﹂︑上田渓水﹁奥の細道ちどり足﹂︑

磯直道﹁連句って何﹄︑宮坂静生﹃雪︑そして虚空へ﹄︑赤

田豊治﹁雨に聰く﹄などなど多彩であった︒

次に連句作品集であるが︑都心連句会﹃ミレニアム全作

品集﹄︑猫蓑連句会﹁猫蓑作品集Ⅵ﹄︑富山県連句会編﹁早

平成十三年は新世紀初頭の年であり︑協会発足後︵懇話

品集﹄１︑谷敷寛編﹃続々・浅春﹄︑鈴木漠編﹁飛光抄﹄な

あんぐの会編﹁千句・千年の至福﹄︑さくら草連句会﹁作

土屋実郎
会から数えて︶二十年の節目の年でもあった︒それらの意

どの他︑各地開催の連句大会の応募作品集や当日作品集が

稲の香﹂︑秋山正明編﹃非懐紙﹄︑桃雅会連句集﹁桃雅﹂︑

味で意義深い年であった︒行事については次頁の一覧表に

ある︒愛媛県連句連盟・俵口連句会編﹃俵口﹂第六号︑連

われた︑日中交流連句大会︵於北京大学︶は国際交流の点

譲るが︑その中で四月二十九日より五月三日にわたって行

ま大会入選作品集﹂︑伊勢原連句会編﹃︵第五回心敬忌︶作

句協会埼玉県支部編﹁俳譜彩の国﹄恥肥︑﹃国民文化祭ぐん

品集﹄︑平成連句競詠会編﹃二○○一連句文芸賞入選作品

で特筆に価するものと思う︒

連句年鑑の作品は昨年に比べ二十一巻減の二百四十七巻

この年はまた連句界に貢献された多くの方々が物故され

集﹄︑北勢連句会編﹃北勢連句会作品集二などが管見に

さて︑連句関係の出版物であるが︑この号中では東明雅・

た︒暉峻康隆先生︑式田和子さん︑林空花さん︑高烏南方

となったが︑連句グループの数は五グループ増の二百三十

丹下博之・佛渕健悟編﹁連句・俳句・季語辞典十七季﹄を

子さん︑野口里井さん︑松村武雄さん︑松永静雨さん︒こ

入ったものである︒

第一にあげなければなるまい︒連句実作に焦点を合せた好

こに記して深くご冥福をお祈り申し上げる︒

二社となった︒

著で︑連句人必携の書であろう︒二上貴夫編﹁わいわい連
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平成十三年連句行事一覧表
月

日

1

20

2

1

常任理事会（青年館）
協会報119号

２

連句の国際化座談会(青年館）
第20回総会（青年館）

15》

理事会（青年館）

５
6

事

協会報118号

15

L色

行

理事会（日本青年館）

1

協会報120号

10

関西連句を楽しむ会(八坂神社）

19第8回全国連句津幡大会． （津幡町）

４４４

1

1

諸

３

刀

10

協会行事

22第5回心敬忌（伊勢原市）
29第5回愛媛昭和連句記念大会（松山）
29〜5／5

日中交流連句大会（北京市）

5／27第21回大山阿夫利神社正式俳譜（伊勢原市）

７

７

常任理事会（青年館）

7／1

第13回青時雨忌正式俳謂（浅草伝法院）

8

1

協会報121号

8／26

第12回千葉県支部総会（市川市）

9

1

理事会（青年館）

9／6，

7

1(）

平成13年版連句年鑑

1

協会報122号

10/7

第13回さきたま連句大会＊ （川口市）

10/11

しく れ忌連句会（上野市）

10

9

10

1ム

1ワ
11

1

常任理事会（青年館）

協会報123号

12

第55回芭蕉祭＊ （上野市）

10／15

第1回鳥取県連句大会（関金町）

11／10，

11

11/25

宗祇500年祭（滋賀能登川町）

11/25

さいたま市第4回連句を楽しむ会

２９
２
１２
１

11

連句の国際化座談会(青年館）

全国連句新庄大会＊ （新庄市）

平成連句競詠2001発表会* (八坂神社）

第16回国民文化祭ぐんまﾞ （館林市）

第28回俳譜時雨忌（東京文化会館）
＊は作品公弊を行ったもの
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作

口叩

ｌ連句グループ五十音順Ｉ

八仙台・青葉城連句会ｖ

名物団子峠茶店に

ナォ逃げ水を追って高速県境い

五月雨や手鏡ほどの水溜り
小野寺妙子

鈴木文男

小野寺信一郎

新車を祓う幣の左右左と

イアリングうなずく度に揺れ動き

ラインダンスに最前列へ

手を挙げて足る挨拶の君と僕

出土土偶の時代わからず
迫川見下ろす山の風涼し
冷夏を嘆く氷屋の愚痴

変りダネ民芸品に人だかり

迷いて来たる池のあめんぼ
佐藤ちよ子

歌仙﹃五月雨﹄

ミュージカル前売券は売り切れて

男

野仏蔦に召しとられいて

月あかり紙漉き村の寝静まる

郎

しるべおいわけ
道標
うすれ追分工事中
山菜売りの誰懐かし

きわめて固い民族の壁

ナゥ信長の歴史ひもとくそぞろ寒

はざま

無珊の一日絵手紙を書く

ち

郎

小野寺妙子捌

忘れ鎌月に光りて草の中
玉蜀黍のどさと届きい

男

花吹雪恩師を囲む除幕式
蝿り止まぬ海見ゆる丘

秤鰄吐一幹十一万胆牙叩壗︵文音︶
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ひとひ

ゥ盆休みあけの病院混んでおり
言えぬことあれこれ胸に秘めしまま

妙

妙

不意転任か残しゆくゴミ

女系家族がつづき住みつく
カラオケで箱根八里の半次郎

男
ち

郎

ち

嵐も去りて旅に発ちけり
袖まくり大根洗う手赤々と

地下鉄出口寒の月揚げ

郎

男

妙

居酒やで今日も地酒をくみかわす

定年を機にはげむパソコン
携帯の少女おしゃべり花の下

回廊渡る僧に瀝く蝶

ち妙男郎妙ち男ち郎妙男郎妙ち郎男ち妙

八東京・青葉連句会ｖ

宏政美み智英
枝つ

八島美枝子捌

長

歌仙﹁自分史﹂
自分史や一行足して虫を聴く

庭へ出て見る上弦の月

ナォ縁側に猫の子親と戯れて

菜っ葉を濯ぐ水のゆたかに

甲高に挨拶交す路地の角

古き看板初恋の味

夏柳若き人影抱き合ひ
天眼鏡を磨く手相見

副都心ハイテクビルの次々と
イヤホン聞きつ大股に急ぐ

買ふまいと決めて来たのに荷の増えて

鴉我が世と鳴きかわしゐる

はらからと再会約す望の夜

葡萄酒醸す厨ひっそり

ナゥ句を画きし染帯しめる秋袷

母すこやかに集ふ四世代

又出でし遺跡が歴史ぬり変えて

ざわざわざわと響く潮騒

観音の池にたゆたふ花いかだ

︵於・八島美枝子宅︶

遠き日へ漕ぐ園の鰍繼

平成十三年十月三日首
平成十四年三月六日尾
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かまっかに友との電話埒もなし

煮物の匂ひ部屋にただよふ
流行の黒い日傘の過ぎゆきて

鶴の階より落つる噴水

腕組む二人しばし佇み

ウピアノ弾く音のかすかに窓明り

晴れそうであり降りそうな朝

過去ひとつ触れて女はほろり酔ひ

心いやさる民謡の声

旅の苞宅配便で送り出し

凍土を踏み詣づ奥宮

冬月の空へすつくと杉木立
しばらくを和む茶房に時忘れ
富士を遠見にハイウェイ行く

燗漫の花にまぶしき海の紺
雲ゆるやかに春の風吹き

会石八谷丸内
沢元島部尾山

英美み英智み政美宏み智英子子子子恵子

宏み政智英美み宏英政智美宏み英智み宏

アコネ

ハ伊勢・茜ｖ

﹃万金丹一

万金丹いまも売られて半夏生

寝息すこやか孫の腹当

トンネルを出れば稜線つながりて

隣の席の携帯電話

竹内茂翁捌

當田定女
竹内茂翁
和田恵美
女
美

公羽

竹内ルアー

爪弾きにいとよくあわせ月に酌む

草の宿りにたえず鳴く虫

女

ゥどんぐりを掌に遊ばせて空の旅

国外追放される雷面

美

わて

アー

公羽

私の心に火をつけた奴

絶唱のゴスペルソング足拍子
放課後のデートはルーフガーデンで

女

美

アー

公羽

擬餌鉤つくり今日も暮れゆき

アー

大雪警報ゲート降ろされ
海荒れて波より低し村黙す
茄で卵添えてあったは浄め塩

アー

女

蛙がボクの瞳を借りにきた

ナォ風光る絵本の中を駆ける馬

午后のお八つは言間団子
偏屈が異綏を放つ連句会
煽てに乗って吹くは鼻笛

端居の膝に忘れ形見を

未帰還機いまだに浮かぶ友の顔

お尻ふりふり駝鳥疾走

漢とはかくも悲しいものなりや

もらった土産パンドラの箱

うしろ向き泉に投げるリラ銀貨

月に泣く小夜の中山赤子塚

椀ぎ手なき柿里滅びけり
ナゥ眞打ちの人情噺円朝忌

奔放に舞う蝶の軌跡か

︵於・勢田山荘︶

誓り付きにはいつもの餓鬼が
たこ焼を頬張ってゆく英語塾
教区司祭はベジタリアンで
星条旗はためく河畔花ふぶく

平成十三年七月七日首

平成十三年八月十八日尾
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仙

門前市なす茶屋の床几に
花挨あげ跳箱を飛躍せり

ア

ア

女美翁女翁美女

1

女美翁女美翁

女翁美I

歌

八東京・あした連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁初比叡﹄
津初比叡五雲の彩をたなびかせ

くむささびいつか深き瞑想

アコーデオンが聞こゆ地下道

碑目借時遅刻は篭のせいにする

飽きるほど咲き続けいる爽竹桃
アイスクリームもう三つ空け

犬の散歩にどちらが主人

ホームレス英字新聞読み耽り
宇咲冬男捌

舞台裏踊り子の靴なくなりし

足長おじさん本能をだす

白石かずこ

ばら色の夢ズタズタに深き酒

宇咲冬男
渡部春水

元気もたせる寂聴法話

堀邦男

寒稽古非番巡査の背のしゃんと
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メルヘンの絵本ばかりを買いすぎて

ゆ

月の切っ先ひそむ氷原

篠崎ゆき
春

姿正しく色変えぬ松

指なめる癖又親ゆずり
夕月の桂男にまみゆらん
坤崩れ落つローマの遺跡そぞろ寒

ナ油南極のたろうじろうに涙して
結

邦

く昭和生まれはナッメロが好き
古美術も前衛も真ひとつなり

笑みとなり唇となり花の憐う

雪解の水で洗う細筆
邦

︵於・東京文化会館︶

春の醸さるフラスコの中
か

久︑

春
邦
春

平成十三年一月八日首尾

邦

冬﹃

久﹃

か

くエスプレッソにおとすリキュール

横顔は女に見える美少年
魔物の棲める人間の性
森の中秘密の湯浴みしていたる

割れた鏡に独り言吐く
夕立に洗れてこそ月の色
能登の夏には御陳乗太鼓

降臨に社の彫りの浮きいだし
旅の作家の余技はスケッチ
花猛る名もなき川を巡りきて
眠たき午後にぶんぶんと虻

執

筆か春か春邦春ゆかか冬か春冬かゆかゆ

八東京・あした連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃偕の木﹄
角田双柿捌

角田双柿
桜井つばな

幸田多田男

酎仰ぎ見し記念の偕樹芽吹きけり

若鮎の身をひるがえし上るらん

く暮れかねている学舎の跡

く腕車で通る古き街並

鰯み仏の半眼よぎる春の雲

遊び上手の毒舌社長

地酒よし灘もよかりし有馬の湯

触れ合いし肌のほてりよ暖炉燃ゆ

スキーッアーは別々にとる
評判の巨泉の店にふいと寄り

月悲し戊辰戦争思いもし
芒の紫のふわふわと飛び
多
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湖のほとりで聞きしオカリナ
バーベキュー野菜と肉と魚介類
我にかえりてじっと掌をみる
双

新井正子
今泉房枝
飯田春紅

北へ延びたる高速道路
皎々と月の照射す嶺幾重

二発三発威し銃鳴る

繩群にいて群をはなれて赤蜻蛉
つ

沖爽やかにノーネクタイで街を行く

中野スミエ

この頃は女性キャスター前面に

正

くかあさん一諸に帰りましょ

ゆとり教育賛否両論

バトルの後に結ばれもする

︵於・さいたま市常盤公民館︶

平成十三年三月二十六日首
平成十三年四月二十六日尾

本棚にどっさり並ぶアンデルセン

世の中は議員削れとこわだかに

スポーツカーで追える逃水
ス

色とりどりの切紙細工
花篝小面の舞うつつなに
多

春

亡命の望郷つのる夏の月
藤椅子で聴く教会の鐘

多

数学者パントマイムもお手のもの

つ

すごすご逃ぐるボスの大猿

ひたひたひたと池のさざ波

房

正

花屑を笹の葉にのせおままごと
ちょっとこいよと小綬鶏の啼く

つ双房春正つ多春房多春ス正つス多房春

八東京・あした連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃かわせみ﹂

転

く鬼の面つけはしゃぐ少年

ナ材うかれ猫神のきざはし駈けのぼる

砂漠の国に深く掘る井戸

どこまでも不妊医療の進みいて

阿部朝子
大野優
新井世紫

たまには街のディニーズヘ行く

七人の小人とびだし踊りだす

さそり座の血潮激しく分かち合い

村の娘と見上ぐ夏星

望郷の大さぼてんの紅の濃く

平北はじむ

紫

あちらこちらに毒茸生う

供えもの山と盛られて雨月なる

切れた旅券が抽出しの中

谷田男児
優

常連の蕉釣ぴとのきょうはこず
くゴルフのコンペまたも延びたり
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峅かわせみの一瞬彩を散らしけり

く重なり合える美しき峰雲
学生の研究成果きりもなし
つぎつぎと出る世界新説

待宵の月旧友と眺めたる
ほのかに香る銀の木犀

は

彼是の賞状壁にかけ並べ
今も住みいる奥の曲屋

優

男

朝

ななはんの先導行くは少女にて

金と力のない優男

沖隅隅も拭き淨めたる地蔵盆
く老いの手拍子子の足拍子

すがりつき奈落の底に落ちていく

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成十三年六月二十七日首
平成十三年八月二十二日尾

未来まぶしく残雪の嶺

城の花散りまぼろしの天守閣

優

匁﹃

紫

優

宇咲冬男

優

紫

ここから先は道ゆきどまり
旅の酒持ち寄るならい桃青忌
バレー見にゆきたしと児にせがまれし

月皓々と東つる湖

飛行機よりもブルートレイン

花萬朶花火のごとく窓を染め

上手に炊けし拘杷飯の膳

執

筆朝紫男冬優は男優冬男男は紫男優はは

白根順子捌

澄信つ順
太ば
つ信澄順つ澄信つ順澄信つ順つ子郎な子

八東京・あした連句会その四Ｖ

歌仙﹃冴返る﹄
謝冴返る一直線に立つ紙緩

く準備万端卒業試験
薇も蕨も知らぬ人ふえて
遥かな国に回す地球儀

ナ酎田打機に助っ人家族都会より

衣食足り礼儀と節度おのずから

く産士神が喜んでいる

挨拶にまず握る両の手

しっぽりと降り積む雪に火照り合い

窓をかすめる寒禽の影

湖にルードビッヒの命絶え
刺繍の額の技術すばらし

バンダナをきりりと眉のかがやきて

ＩＴ使い集む情報

望の月円周率はアバウトに

末生り糸瓜ぶらりぶらりと

舗夜長さに英語教える朱印寺
く父の遺言・母の書き置き
妖怪の潜める気配うらの森

昔話の語り継がれて

︵於・東京文化会館︶

燗漫の花にしみじみ杯重ね
春風に乗る琴のトレモロ

平成十三年二月五日首尾
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打ち寄せる波しろじろと浜の月

石に隠るる溢れ蚊のこえ
幹秋遍路行く先々の情厚く
く名物だんご垂れをまったり

山並に湯煙なびく鄙の宿

抜き差しならぬ駈落ちの訳
婦人科の外来棟の込み合うも
遺伝子組み換えちょっと手遅れ

凌霄の思いの丈を月昇る

サングラスかけ蹟きもして
小心のやくざのタトゥー色うすき

迷路の果ては財渦と化せり
花咲くと何か言い出す犬の貌

三の替りの今がたけなわ

矢小桜白
倉嶋井根

澄順つ信つ順澄信澄澄つ信つ澄順信順信

八東京・あした連句会その五Ｖ

歌仙﹃海扇を打２
成田淑美捌

篠原弘

成田淑

川波揺れて躍る月影

津浅草や海鼠売るために海鼠を打つ

後藤典

中和
谷田男

く報道陣の大さわぎして

感沫雪のベンチに置かる箱ひとつ

詰め腹を切って遺書めく恨み節
エンヤコラサと掘りし自然薯

炎天を来し勢いに干す麦酒

女は愛嬬男も愛婿

垣間見し恋の奈落のおどるなる

からめとられし肌に蜜の香

刺青の竜もしなびて好々爺
神域を護る声かまぴすく
月を浴び隊商の列ひた歩み

化石眠らせ秋の水澄む

ここに噂の長寿弁当

ナ油峡の村運動会でみんな留守
結

コンパスとガイドブックをポケットに

そぞろに辿る苑に糸遊

ゆりかごの窓辺明るき花の昼

︵於・東京文化会館︶

着流し粋に下町の春

平成十三年十月二十日首

平成十三年十一月十七日尾
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コスモスの街道どこへ続くらん

緑の風が運ぶ絵手紙

おとぎの国のカステラの家
巣燕の三つ四つ五つ口ばかり

濃くひき直す後朝の紅

諦裏山に竹の皮脱ぐ気配して
く嵯峨野にひそと古き尼寺
相寄るは悩める同士旅の果
テレビドラマのような現実

いきいきとトロリーバスを乗り継いで

念願の北極点に冬の月

懐炉を抱いて思う故里

べこっこの狂牛病を疑われ

単身赴任頑張ってます

西行祭のすでに過ぎたり

漕ぎゆくは遥か彼方の花の島

男弘和典和男淑和典和男和典児雄枝脩美

男淑弘典男和淑和弘和典淑男典和典和淑

八東京・あした連句会ｌその六Ｖ

﹁山法師﹄
大豆生田伴子捌

環境の汚染とどまること知らず

舗永き日を波郷の句集携えて
く神もいつかは荒ぶり給う

やじるくいなどつついてもみし

ぶらうすのするりと落ちて藤の椅子

カサブランカの香に寄り添える

おのずから湧きくる歌は﹁よいとまけ﹂

駅弁開く特急列車

次々に生まれて家族一ダース

宮脇美智子

新井世紫
川上綾子

大豆生田伴子

床に掛かりしまるやかな文字

リフトで向かう夏の高原
就職の決まりし孫の健康に

綾

世

ナわどこよりか鹿の集まる朝の景

そぞろ身に入む亡父の表札

望の月煙突たかき登窯

朧おぼろにこころたゆたう

主婦たちの奉仕活動なごやかに

結

く発掘現場広々として

ロンドンのシックなビルに花吹雪

世

美

伴

ニュース映画のひとこまになる
美

諏運動会髭の校長でんと居り

湯宿に結ぶ互いの心

綾

平成十三年七月首尾

︵於・東京文化会館︶

飛行機消ゆるうららかな空

美

綾

〃

伴
〃

世

クレーンの首カクンと折れる

ときおり聞こゆ初潮の音
托鉢の僧の衣のきびきびと
花の昼美術館へと歩の軽く

綾

酒あおる屋台を照らす月寒く

妥協の妙技ふるう宰相

気づいてはまた反転す砂時計

さりげなくデートコースをメモに書き

く包帯の腕痛々しくて

昂りて鳴く籠の鈴虫

月光に言葉少なく座しいたる

鋤人遠し水の光の山法師

仙

乙女の笑みの溢る春郊
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歌

美世綾美〃世美〃綾美綾〃世美伴世美世

八東京・あした連句会ｌその七Ｖ

歌仙﹁白日夢﹄
福田太ろを捌

く振り返らずに渡る石橋

ナ津髪あげて十三詣たおやかに

たぬきの唄は﹁た﹂の字をぬいて

お手玉に度胸試しにかくれんぼ

つくる砂山さらさらくずれ

帯を解きぼろりこぼれるＦサイズ

あの手この手で変える香水

街道に噴井あふるる馬篭宿
渡辺ゆり子

福田太ろを

三澤律乃

古書積まる窓に差し込む良夜なり
カップに浮かぶレモンかぐわし

ゆ

律

ゆ

律

手足のびくる蝸糾の水槽

がやがやと料理の勉強はかどりて

鱸狛犬の野面の色に稲架の宮
くいまの天気は午後から晴に

銀杏ひとつ屋根をならして

揺り椅子をこぎて満月仰ぎ見る

肝臓癌で逝きし英雄

﹃おとうと﹂は版を重ねて慎太郎

ＳＰ盤の針のかすかに

お

謝連句碑に紅の花添う白日夢
︲パラソルたたみ思う詩人
福田おはら

急かされて四十男の嫁探し

太

松谷雅子

いやいや見合火がついて燃え

雅

71

開発の街の駅前鳥群れて
樫並木の枝のよろしさ

恋愛の遍歴つづく作家にて

律

諏秋園の小さき小さな喫茶店

切りそこないしヘアピンカーブ

お

︵於・東京文化会館︶

平成十三年六月二十四日首尾

花吹雪鳩の広場を埋めつくし
ゆらりゆらゆらおどる風船

寒月に供華のあふれる高速道

雅
ゆ

同時自爆に冬の蝶舞う

太

ロッキーの青空を飛ぶ窓の席

酒のさかなは雷おこし

ゆ

初桜同じいるして大河あり

長々つづく遠足の子ら

お〃律ゆ〃お雅お〃雅お太ゆ律ゆ〃雅律

次山和子捌

秋雪冨稔和

八東京・あした連句会ｌその八Ｖ

歌仙﹃草萌や﹂
鋤草萌やもっとも軽き靴選ぶ

うららけし移動スーパー三叉路に

く牧の広さを駈ける若駒

く奥の院まで続く階段

砿掛け違う服のボタンに風光り

酸いも甘いも波潤万丈

若き僧文士の道もめざしいて

狐の提灯遠く近くに

寒の夜のゆえに熱き血たぎり合う

深川の路地に行き交う人の情
ガーデニングの士作りする

一服はブルーマウンテン濃く入れて

昭和の戻る童謡唱歌

糸

鬼瓦ぐっと華やぐ望の月
後の雛にじじばばが来し
鰄香り満つ松茸しめじ箒茸
く彩とりどりにバスの広告

ピエローの捧げ持ってる涙壺
反省しきり過去のもろごと

︵於・東京文化会館︶

友がらの輪に春のさざ波

花に酔い酒に酔いたる花見の座

平成十三年三月五日首尾
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下校の児らの揃うファミング

澄む月に稜線しかと威を正し
四方の錦に染まるひととき

諦干店と飴細工師と秋祭
く本心隠すひょっとこの面

おかめさん幼などころを失わず
授かるままによろこんで産み

次々と念願果たす父子鷹
賞品賞状飾りきれざり
鮎を釣る暁の月仰ぎつつ
夏負けの身を癒すこの頃
盲導犬連れて遥かな旅に出て

名曲流る北欧の街

地下鉄の瞬時の地上花眩し

新社員から復命書受く

新関川
中次
井根岸野山

冨和秋雪稔冨秋和雪稔和冨稔芳子貴子子

秋稔秋冨稔冨雪雪稔冨冨和冨秋雪和稔秋

ハ熊谷・あした連句会ｌその九Ｖ

歌仙﹃大南瓜﹄
嘩大南瓜ずしりと農の誇りもつ

高橋たかえ捌
高橋たかえ

川岸冨貴
山司英子

月の主のなおも豊鰈

秋うらら愛馬の手入れねんごろに

た
官田

ロック奏でる携帯ラジオ
キャンパスのいつもどこかで部活あり

た

英

転

クローン人間生むは冒濱

ナ材インターン終えて弥生に医者となる

水琴窟の韻くお社

親犬に似ない仔犬もいたりして

迅雷の来て右往左往す

吟行は二の次となり蕗を採り

舞台も夫も捨てて亡命

端麗なプラハのガイド情深く

オモチャの兵隊トテチテター

行く末は卒都婆小町を地でゆける

眞夜の月踊りだしたる湖の精

地球の相の移つるいてゆく

平成十三年九月十三日首

︵於・熊谷市緑化センター︶

平成十三年十月四日尾
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表彰状は汗の結晶
諦炎天に地雷撤去のボランティア

く動物園で還る童心

玉章の紅蔓にゆらゆら
舘入魂の墨の屏風絵院展へ
英

言田

た

春の開けたる子規の百年

城垣に花帳幕をはでやかに

く飽食の罪胸にちくりと

見おろして都会の烏喚ってる

英

夢に見て昔のままのジャングルよ

急に現わるチンドンの列

字咲久﹃里封

た

英

言田

久︑

た

言田

ようやく解けし柵の糸

人群れへ少女ながらに媚を売り
雪月夜すこしの酒が血を燃やし

海峡越すに越せぬ冬蝶

観音の尊き慈悲はへだてなく
小さきいのちのまこといとしき

剣玉遊ぴ尽きぬ陽炎

輪唱の広がってゆく花の下

冬冨英冨た英冨た英冨英冨た英冨た英冨

八町田・あしたの会えびね支部ｖ

脇起歌仙﹃秋燕﹂

夕月夜下校の児童一列に

大平美代子捌

くふっと顕ちくる亡母の悌

錨お勝手でつぶやく田螺不気味がり

訪う客の取次に出て

ロボットが右や左に向きをかえ

羅の虞美人草のような女
折も折りとて恋の夕立

愚弟賢兄言い習いたる

若き僧バイクぴゅんびゅん飛ばしつつ

一一一橋しげ子

霞める沖へ豪華客船

初花のひらき幸先よき心地

入学試験迫る眞近さ

買い過ぎたサプリメントを仕舞いこみ

く小さき履物忘れおかれし

ナ蔀離れへの廊の下なるすがれ虫

辞退されたる文化勲章

生き抜いて今宵の月に酌める酒

見はるかしたる湖のさざなみ

抱かれて耳たぶ熱き山の宿

大平美代子

小谷伸子
麿田節子
矢倉澄子
井沢政子

澄

依田みどり

平野三枝子

平成十三年十月二日首

︵於・玉川学園文化センター︶

平成十三年十月十六日尾
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翫秋燕に世の移るいの早さかな
く路地の狭間に揺るるコスモス

声かけみれば人違いなる
白扇の蔭でへの字に結ぶ口

炎昼ひそと公園の池

紳まばたきのまにトルソーの身じろぐか

気分転換ハワイへ行こう
顔黒も山ん姥も消え美顔術
夫婦揃って写すプリクラ

しんみりと病む友の愚痴聞いてやり

く妙にカッカッ響く靴音

神木にひたと貼りつく凍る月

謙

松本紀子

澄

雍

ひと吹きの風皆冬の枯れ

大坪万里
南澤雍助
米田謙次

支持率を気にするなかれ小泉さん

とんとわからぬ本当の事
南朝も北朝もなく花競い

笠木以都子

儘即

菓子をしゃぶって野遊びの嬰

み美三み政伸伸節澄し紀雍三万政し節三

ねはんにしとて香ばしき風

赤眼張いや笠子だと争ひて
釣果無ければ魚屋に寄る

庭の帝王酔芙蓉咲く

物干しに月を相手のカップ酒
＊

日々が宝石初恋のころ

ゥわれからと忍ぶ思ひの色に出で

この先崖と書きし道標

だみ声の厨く話両冒昏路旅の空
ゆづられし聖書に残る祖父の文字

イーハトーヴはけふもしばれる

︑オラ

またぎ当主は熊と仲良し
月繊し己が賢さの冬帽子
寄合も果てはぼやきと嘆き節

片山多迦夫捌

片沖
山津

多秀
迦
迦美迦美迦美迦美迦美迦美迦美迦美夫美

八大阪・あしべ俳詣塾ｖ
うそぶ

歌仙﹃哺
ー

嚥きの面の判げや嵯峨念仏

き

震度３でもすはと総立ち
七回忌墓参に提げる花の桶
のどかな日和神田古書街

ナォレガッタは思ひもよらぬ人あつめ

悲鳴に怒声陶摸の捕物

平成も平静ならぬ時世にて

輿論調査に活かすＩＴ

もてもてのドット・コム氏はどんなひと？

はかりかねてる愛の虚と実

避暑地での出逢ひより胸瘤くらん

絵金絵祭血みどろの侍女

潮騒とよさこい高くあがる月
柚味噌・麦とるふるさとの味
老いの秋多病息災よしとせむ

貫いて来し一匹オオカミ

ナゥシベリアのタイガ樹林はひろぴろと

衛星写真地勢くっきり

叩壗︵ＦＡＸ文音︶

何ならん核均衡の平和とは
指に乗せたる与次郎人形
花咲けばガンバ大阪応援に
逃げ水追って駈ける幼ら

秤雌辻一粋二岨一汁

沖片
津山

秀多

迦
美迦美迦美迦美迦美迦美迦美迦美迦美夫

＊われからⅡ藻に着生する甲殻類︒
古今集恋歌に詠まれて三秋の季題となった

−7くノリ

L＝＝

八西宮・亜の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃父がとぶ﹄
月夜茸父を叩けば父がとぶ

瀞澄みわたる秋冷
の川
いとど
厨には触覚長き竜馬ゐて

前田圭衛子捌

占早水土手︸﹂Ｌ﹂

姫野恭子
鍬塚聰子
木場敬子
天野おとめ

ざらりぱちりと棋譜を追ふ音

旅人は北北西に出で立ちぬ
三日四日を降りやまぬ雪

山本伽具耶

沢都

ワ残り湯に身を沈めれば山眠る

前田圭衛子

前田亜弥
山下整子

始祖鳥の飛ぶ空は球面

幕あけはラ・ロンドから始まった

木戸葉三

天真実

吐息まじりに浮釘を打つ

静まりかへる宗谷岬よ

りんりんとほのかに灯り居る乳房

飛魚のうろこが切った水の先

小梅わこ
広重静澄

都

恭子
聰子
敬子

夏豆に問ふ生年月日

いっぺんに自由の女神老けこんで

岡へいそぐ雨あがる径

﹁魚雷二乗ル﹂月はくまなく花盛り

角落したる鹿の遠啼き

ナォ逝く春の絵はがき届く里暮し

ポックリ寺へ白寿集合
後ろでは又三郎が息殺す
ことば少なき電柱の群

見てはいけない紫煙の行方

初夢に汝が黒髪を巻きつけて

ポトポトとこぼれる愛を集めましょ

テレプシコーラの糸杉が立つ

酔ひ覚めは環状線の軽快車

仕立ておろしに湿布匂はせ

豊後節二十日亥中の土硬し

おとめ

伽具耶

亜弥
整子
葉三
真実
わこ
恭子
静澄
敬子
聰子

亜弥

都

整子

水輪ひろがる爽籟の果

ナゥ団栗を握りし掌には神宿る

伽具耶

おとめ

平和の中でうたた寝の犬
町騒を遠くに聞いて石標
八寸膳にきさらぎを盛る

葉三
執筆

いししるべ

花ふぶき終の棲家へ降り積り
あとの日ざしに壬生の狂言

秤鰄什唾嘩十一一一叩十斗叩密︵文音︶
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八西宮・亜の会その二Ｖ

前田圭衛子捌

絵文字が並ぶ駅の

都花子花都子

もり

ウラ遍路笠末社の杜を恋し

立春大吉通り雨

題﹄より

針魚もろとも銀色

波心むて口る

胡蝶﹃あかつきの牛﹄

まなこに映る春のぬかるみ

口細き酒の空瓶ころが

恭子

姫野恭子
木場敬子
松本杏花

トルソーの乳房実れる

恭

杏敬杏

あかつきをまぶしい暗さと思ふ牛

ペナント入りのタイムカプセル

Ｉ
Ｉ有
〃華

朋什誌肥唖︵文音︶

句弓

諸葛菜川のほとりに住み替へて

母涼しげに歌ひたまひし

都

敬子
杏花

都

恭子
敬子
杏花
敬子
恭子

秤鰄叶一一蜂

一／／−

半夏にはダニ折り深き紙の月

籠の烏にと届く伝言

ナカ深層の水の動きの止む時も

歯ぐきが瘤くおしろい横丁

あの方は風吹くやうに独りです

いたち

鼬抜けたる夜の大穴

消炭のけむり修なき愛のごと

ひら

西の国には海が展けて

おさらばと三日を選びお兼逝く

都

杏花
敬子

あ秘鍵盤が消えずに動き

前田圭衛子

当店は自家焙煎のグァテマラ

名残りの蚊帳に人を隔てし

しんしんと月満ちる珠欠ける珠

の花やつ裏が

八西宮・亜の会Ｉその三Ｖ

胡蝶﹃サムライドライブ﹄
都捌

広重静澄

ウラ竹細工匠の技は受け継がれ

あ

おとめ

真実

真実

馬の子跳ねて明ける草原

平成十三年一月十九日首

おとめ

︵於・久留米市役所会議室︶

平成十三年二月九Ｈ尾

都

夢ありますと影は霞みぬ

わこ

沢都

日の丸の旗掲げる冬麗
おばか
魚店の魚の眼哀し竿さ秤
り

姫野恭子
山下整子

花びらが印のやうにほつほつと

振り出しの天仰ぎみる松飾り
はっごち
士より湧きし今朝の初東風
鋤鍬を洗うてをれば人が来て
捨てるべきもの拾ふくきもの

天野おとめ

しるし

岩海苔の香りひとしほふるさと便

小犬駆けよるデジタルカメラ

右手に傾ぐおぼろ月あり
ナカ約束の傘を開きし霜の果

山本伽具耶

静澄
整子
天真実
恭子

はたた神から現れし道

軋むよな﹁サムライドライブ﹂聴きながら

小梅わこ

真実
整子

Ｉ
者

静澄
恭子

都

おとめ

許しはじめる嘘と折り紙

君の背の蛍いつぴき飼ひ慣らし

弥勒菩薩にゆらぐ燈明

ここまでは群青色の須磨明石

小さき足音小さき悪戯

望の夜を分かちて烏は眠り落つ
スター気取りの案山子立つ村
遠来の友とどぶろく酌み交はし
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沢

八多度津・天霧連句会ｖ

高森秋義捌

千秋
代
義亀義亀義義亀義亀義亀義亀義亀義亀義

半歌仙﹃身にしむや﹄

月の段畑落人の里

身にしむや侘しき祖谷の粉ひき唄

ならべ楽しむ猫の置物

長き夜にモデルは娘筆とりて

浴衣姿の母にそっくり

︵於・多度津町四筒公民館︶

平成十三年九月十日首尾
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一つ葉の群生島の此処彼処

吾が胸に秘め許されぬ恋

ゥ届きたる帰郷の便り読み返し

パン焼く匂ひつばき呑み込み

君となら地獄の果てもいとはざる

槍玉に石油公団先づ指名
年金暮らしたつきつましく
月寒し友と囲炉裏に酒を酌む
こけしの顔はどれもよく似て

ふくろうの鳴く産土の杜
俳聖の奥の細道たどる旅

翠波の峯に霞たなびく

妻と共ボート漕ぎ出す花の湖

古高
川森

人川崎・天の川連句会東京支部ｖ

歌仙﹃植田原﹂
香具山や寝姿やさし植田原

福田眞空捌
福田一県九エ

大谷似智子

高木厚子
菅原紀彦
橘朱鷺子

初鯛も啼き出づる頃

器ばかりを誉めて去る人
展望室一巡りする月の下

吉浜ます子

轆轤くるくる継承の窯

ま

冬の月支度ととのふ祝賀会
純ちゃん真紀子みんなアイドル

ま

彦

今度こそはと買ふ宝くじ

ナォ饅和の浅鯏の砂を噛み当てて

現代版の漂泊の旅

歳時記をいつもバックに青瞳

夏怒濤しらんぶりして眠る猫
キャンプ生活過ごす子供ら
端座せる父の説教聞き飽きた

ポル︑ンェのキーは別のポケット

どう切りだすか恋のなれそめ
年上のキャリアウーマン姉御肌

電子手帳にとまる蜻蛉

みすずかる信濃姥捨て月明かし

いざ寿がん皇妃懐妊

ナゥ今年米高値を呼んでしゃんしゃんと

ユトリロの白が大好き画架立てる

霞の包む石畳道

朝駆ける人馬が散らす花吹雪
高く低くと揺らすふらここ

︵於・国士舘大学鶴川校舎︶

平成十三年七月十冊首尾
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自販機の生のビールを購ひて

つぎつぎ浮かぶ秋の七草
ゥ文化の日国宝展に秘宝展

太田けんのすけ

坂本統一

笹本千賀子

タコ焼きひとつぶら下げてくる

さざ波が寄せる浜辺に抱きしめ

良

小澤徳子
内山良子
笹木睦子
芹田恵子
浜口泰子

出会ひサイトで命削られ

干大根がからぶ軒先

縫ひぐるみ背負った患者大男

正装のマリア御輿の列が行く

耕し終えて紫煙うっすら

拡声器打ち捨て置かる花の夕

良ま朱厚一ま彦一朱千け朱泰け朱似千厚

八狛江・彩連句会ｖ

歌仙﹃紅葉いま﹄

ヤムチャ

つれづれに描きたる絵を誉められて

鷹師いつぷく坐せる大岩

児玉俊子捌

森田英子
児玉俊子
渡辺梅子
猪俣光子

紅葉いま落暉からめつ散りゆけり

飲茶点心どれもお手製

佐藤ゑつ子

そっと外せし秋の風鈴

英子
俊子
梅子

ゑつ子

英子
俊子
梅子
光子

ゑつ子

英子
俊子
梅子
光子

ビル谷間十五夜の月ぽっかりと

男の嘘を女知ってる

ゥわからない政治裏面に心冷え

潮の香強き紺青の海

編されて編すゲームも恋の内

振り返りつつ遠ざかる犬

お目覚めの嬰児はちょこんと膝に来て

月を背に飲む枡酒に暑を払い

湯がたっぷりの午後のお風呂屋

祭雌子に勇む肩垪岻
街中を緊急輸血搬送車

春愁さそう山寺の鐘

週明けは高遠の花訪ねたく

けこ

ナォ毛蚕育ち桑喰む音のざくざくと

ままごと遊び客はひいばぱ

美術展誘われ行けば見合いとか

眼鏡スーツもすべて定番

カトレアを愛の指南書通り持ち

夜廻りが打つ寒析の音

書き損じ原稿いまだ塵の中
気持ばかりに可動堰開き

火の国を好きでたまらぬ亡夫だった

清正公をいたく尊敬

朗々と詩を吟ずれば月無心

古りし縁側木の実ころがる

ナゥ秋刀魚美味なれど煙が気になりて

烏騒げば猫も興奮

伏魔殿否妖窟か外務省

どしゃぶりの雨いつか小降りに

面売りの屋台を覆う花万朶
遠足の子ら賑やかに過ぎ

秤 什皿嘩五砠汗 叩函︵文音︶

光子

ゑつ子

ゑつ子

英子
俊子
梅子
光子

英子
俊子
梅子
俊子

ゑつ子

英子
梅子
俊子

ゑつ子

俊子
英子
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八広島・鮎倉橋連句会ｖ

半歌仙﹃桔梗﹄

友まだみえず仰ぐ待宵

隠り江の崖に一輪桔梗咲く
ベレーの少女シャッターを切る

後向く牡鹿は白き尻もちて
炎昼の眞っすぐ歩く鉄の町
路地裏に鳴るガラス風鈴

奥田惠以子捌
奥田惠以子

一国田

渡辺鈴江
横川富枝

富

石井手かずこ

か

か

鈴

鈴

ひらく弁当ハート印に

ゥ面ざしのやわき観音森の中
世界が震うニューョークテロ

執筆

宙心

宙心

か

吉田

吉田

鈴

一宮田

どうしよう片道切符手渡され

みくまりはるか流れゆく川

乾杯のワインレッドはいつの日か

月の夜のなかぞら翔ける冬の鷺

湯豆腐煮えて家族わいわい

あまのうずめのみことのどやか

昔から音痴の系譜安木節

本陣の渡り廊下へ花の影
消ゆるまで藍のこる初虹

︵於・可部總合文化福祉センター︶

平成十三年十月十五Ｈ首尾
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ハ広島・鮎須川連句会ｖ

半歌仙﹃青葉よ﹄

トンネルを出ても青葉よ縦断す
虹をかかげてそばえの過ぐる

藤本翠捌
藤本翠
池田尚美
石田光子

里野里美

恵以子

光子

奥田恵以子

縁台にくつろぎて待つ望の月
柚味噌小皿で隣りからくる

港町頭上をかもめ群がりて
白帽赤帽駆けて行く子ら
ゥ壊れたる土垪にすがる山葡萄

丸いベッドに夢を奏でる
古都に来て秋篠寺の道迷う
どこにも見えぬ酒の看板
寒月の浜へ浜へと寄す怒涛
楕火囲んで海女が四五人
外相は勝負の赤を切り札に

開店のフランス料理夫はシェフ

光子

恵以子

光子

里美
光子

幼馴染は今も沙汰なし

落ち着くところ落ち着けば春

翠

恵以子

恵以子

光子
尚美

恵以子

吹かれては橋くぐり抜け花筏

商売繁生稲荷のお出

︵於・奥田恵以子宅︶

平成十四年五月二十一日首尾
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八広島・鮎連句同好会ｖ

半歌仙﹃飛鳥野萩﹄

あえかにも飛鳥野萩の日和かな

十三夜月かかる薄雲

鈴最の声が聞こえる縁にして
祖母にいただく一服のお茶

大夕立の軒に逃げ込む

高橋昭三捌
高橋昭

平龍
池田正

新川渉

︵於・安佐北区総合福祉センター︶

平成十三年十月二十日首尾
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ほととぎす篠のわたりをひと巡り

ゥ行き交ひて燈ともし頃を橋の上

傘抱くつぶら瞳の君

過ぎ去れば熱き肌を忘れしか
今はひとりで牛は喰らはず

夢叶ふまでお神酒ちびちび

おみくじの上々吉に笑ふ顔
月明のトロイカに乗り来し氷湖

暖炉の燃えて戦なき國
西東小泉さんの首相振り

降りみ降らずみ芝の青める
学生のキャディと惜しむ花吹雪

あの丘越えよ春の海原

和龍龍和昭龍昭和和二三
渉和龍渉昭渉

八横浜．あるふあ会ｖ

半歌仙﹁梅は実に﹄

学舎の軒端子燕の声

未来へと伸びるその枝梅は実に

高津明生子捌
高津明生子

徳

荒木玲子

明

梅田一徳
高津宗樹

月満てり動き出すもの眠るもの

江須ひろ香

殿錬成るか崖は嶮峻

合宿に誘うポスター貼り出して

誓う言葉に偽りもなし

樹

鹿の通りし跡のしるけし
ゥ神撰として柿と栗今年米

ひ

樹

毒が薬よ薬ほどほど

七年目さはさりながらしのび逢い

ひ

玲

き示

祝典序曲グラス片手に

明

悠然と門川泳ぐ錦鯉

政界漫画刷り上がる刻

ひ

樹

語り合う窓辺を照らす月冴えて

インターネットで探る東西

執筆

樹

歴史とはクレオパトラの鼻如何

微笑むごとく春のみ仏

花の朝夢をうっっに旅立ちぬ

︵於・鐸幟癖娠昨雑姉他︶

平成十二年六月十一日首
平成十三年十一月九日尾
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八上野・伊賀連句会ｖ

ナォ大凧にウルトラマンの勇姿あり

活断層の崖に荒波

打って守って走るイチロー
いちずさを涙にためて閣外へ

山村としお

何処が好いのか蓼食らう虫

極道の妻の峡呵の鮮かさ

歌仙﹃万緑や﹄
山村としお捌

山村勝子

頂上へ胸付き八丁喘ぎつつ
冷房車からハイヒールの足

万緑や単線一両小さく行く
植田つづきの果に置く城
小林静司

語り部の地方説りにうなづいて

と

静

静

勝

むかご飯炊きもてなさる庫裡

族議員らが隠し撮られし
月の夜に己が身曝す森の精

見出し記事よけいなお世話触るる癖

伝説めきし国の成りたち
フルートの音に放つ鈴虫

静

勝

普及するバリアフリーの暮し振り

ほれほれ節の唄ひつがるる

隙間風まで懐しき部屋

勝

と

いざな

什艸笠一応三十一一一叩壗︵文音︶

采女の袖の霞たなびく

秤
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潮滿つるおのころ島に月高し

ゥ寮生のそれぞれ秋思異りて

と

Ｗ杯キャンプ誘致の努力いま

と

ナゥ囮籠遺品となりし開拓史

あわもり酌んで車座の宴
惇馬と言われ課長頼もし

勝

藩陽の狭き門より国揺るる

静

つひ

ベニヤ張り巡らすやうな恋をして

静

平時に浸り乱な忘れそ

と

ば

古墳のロマン夢と潰へる

淀つれて余は醍醐にて花見せむ

勝

火伏せの札を貼って初蝶
川面映ゆ花の明りに誘はれ

店の弧へせり上りたる寒の月

園児の列は陽炎の中

静勝と勝と静勝と静勝と静勝と静勝と静

八上野・伊賀連句会・西ノ丸座ｖ

歌仙﹃夏に入る﹂

奥田雅生

山村としお捌

天主閣烟りて浮かび夏に入る

岐路踏み違へ身はホームレス

ナォ滑るごとボートレースのすいすいと

眼にちらちらと南極の旅

パソコンを駆ってぼろ株ひと儲け

夏霞する富士よりの景

雪溪にどさりと据えた汗リュック

丸木せつ子

て

これが天下の紅葉諮とか

予後いとう歩巾小さく合はす月

ホットな言葉﹁明日があるさ﹂

独身を通す心算が斯ふなって

ほのかに匂ふ尼寺の奥

絵心の誘わる一架なにげなく

横断歩道黄の旗の箱
三畳の学生宿に余る月

せ

雅

永田てる子

杉本従子

大リーガーで今日も寝不足
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芭蕉巻葉の解け初めし庭
幼子の片言の歌聞こえ来て

ゥ耳なれしがちゃがちゃ声も細々と

敏

︵於・上野市中央公民館︶

平成十三年十一月二十日尾

平成十三年五月十四日首

紅の鼻緒に胡蝶舞ふ朝

うたかたの花に安らぐ世の慣ひ

風渡りゆく原野下萌

石佛の破壊そのまま温存し

窮極惨事戻る人の和

ナゥそぞろ寒飼犬の毛の生え変り
山村としお

と

せ

外らす眼線の先に人影

従

あした

明日なき夜の燃ゆる柔肌

やりとりのメール何時しかときめきに

心理学者女どころにてこずりて

て

と

政

従

凍の月背のびしてみる影法師
木の葉散るごと監督等去る

妙

片山妙子
川本政子

米百俵の骨太方針

正夢となるくじの一枚

カーテンで仕切る向かふの占ひ師

食初めの膳に添へたる花の鞠

開け放つ土間燕待ちおり

豊
住

敏て敏従雅て妙敏従せ子従政雅せ雅妙て

八上野・伊賀連句会・花菖蒲の座ｖ

歌仙﹃春霞﹄
山村勝子捌

荒木静子

ロイター電に世界震へる

ナォメーデーの様変りして行楽日

ボリショイサーカス奔放な技

恐れずにひるむことなく捉われず

町村合併呉越同舟

厳寒に耐ゆ健康法に齢重ね
山村としお

な

坂下千佳子

みそな

忍者装束役所のどけし

山羊さんやっぱりお便り食べた

先見えぬ恋は神代の時代から
ブルカ脱ぎ捨て想ひ一途に
電話帳欠けたる頁あちこちに

醤はす山垣並べて春霞
顔見えぬ茶摘の衆の唄ならむ

静

恒岡弘二

ちまた

地方選挙で巷うづまく

灰色のパリ岸辺やや寒

アポロ往き月よりの使者砂少し

防衛意識を覚す怪船

ナゥ濁酒里曲の機微に触るるもの

雄叫び試合山笑ふなり

かにかくに男につらい年巡り

遠来の客待ちうけし花の駅
春の川面の流れさらさら

年八月十四日首

︵於・上野市中央公民館︶

年十一月二十日尾
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真夜中を一人占めする望の月

と

平島由希子

佳

山村勝子

艫綱外す鯖の大群

ゴーヤーマンは沖縄の土産

静

つｂと

日焼した笑顔何とも初々し

佳

ウマスコミに向かふ庶民の虫の声

シングルママと誰も気付かず

由

と

宙心

と

柵の家系を捨てて随ちる道
指定列車の時刻まちがふ
しがらみ

人いきれ月のライブの汗しとど

狂牛病禍もち切りの夏

平原の果にサイロの塔赤く

宙必

佳
勝

三一

起伏乗り越へ快走に金

花の宮守り札受く子に孫に
烏よく啼けるあたたかな風

平平
成成
十十

由佳恵由と静佳勝由恵と静由恵勝佳と由

八松山︐石手寺連句会ｖ

歌仙﹁メルヘン﹄
岡本眸捌

ナォ永き日を父母を訪ねて語りあひ

紅茶にそへる手焼きクッキー
物真似の上手なロボが試作され

着ぶくれて互ひに競ふ詰将棋

噂されしかくさめ三回

そろりそろりと景気後退
党離脱議員辞職と政治ゆれ

岡本眸
紀伊郁子
加藤祐子

添へぬ身と知りてなおさら慕情湧き

力

祐

美

︵於・石手寺安養閣︶

花満ちて四百年の歴史祝ぐ
はるか未来へ飛ばす風船

刻を告ぐるか鶏の声

短冊の水茎くきと匂ひたち

ナゥ錆鮎は故里の味なつかしぐ
金毘羅歌舞伎今日が打ち上げ

井門の伝説聞けばうそ寒

石手寺の鐘の余韻に明けの月

静寂のなかの螺旋階段

目と目が合ひて散歩毎日

暖かき濡縁に猫遊ばせて

井ノロカズ子

メルヘンの夢の小人よ黄沙降る
どこ
何処へ行くやらタンポポの紫

仲間集ひて軽きおしゃべり

宇都宮国子

山内豊美

拍手喝采真紀子リベンジ

国

望呈

眸
Ｉ
有

日韓のワールドカップ近づきて

郁

平成十四年三月二十七日首
平成十四年四月二十一日尾
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湯上がりの月を愛でつつ酌み交はし

芸術祭に向けて大作

ゥ旅立ちの支度に加ふ秋袷
ちょっと気になる隣り合ふ彼

転んじや駄目よ骨粗瘻症

眸

ネックレス外す逢瀬のときめきに

古木にしかと止まる空蝉

月を得て茅の輪をくぐる親子づれ

力

国

祐

塗塁

画架立ててのせる絵の具の鮮やかに

めぐり巡りて山を降りくる

池の面に趣き添へる花筏
お城祭りの春はたけなは

毛
利

祐力国眸美郁祐国力眸美郁国祐力眸子郁

八三重・五十鈴吟社ｖ

半歌仙﹃敗戦忌﹄
高山孝子捌

中北ひろみ

高畑政枝

耳にひっそり新涼の声
山岸れい子

榊原由美
村野正夫

敗戦忌心経無の字多かりし

竿竹売りは石に憩へり

六日月スペースシャトル見送りて

ベランダに泳ぐ小さき鯉幟

高山孝子

美

正

み

政治談義のつきぬ冷酒

ひとり娘は旅に出るてふ

ウマジシャンのカードはらりと数増えて

恥らひつボディソープの泡流す

み

正

い

出

シャガールの青君の佇つ夢
フルボリュームの新譜ＣＤ

微笑んでグッドラックと別れ際

奥宮の勝男木に照る月寒し

雪解けの水荒る魁大河

政

美

い

正

はんなりと都を染めて花万朶

孝

と

風邪の子うつらうつら手を握る
おぞましやテロ飛機ビルに激突す

文読む膝に眠る猫の仔

平成十三年八月十二日首

平成十三年十Ⅱ八日尾

︵於・大豊和紙皿和室︶
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八伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｖ

歌仙﹁禽声の澄む﹄
石渡蒼水捌

中根明

石渡蒼

日矢の一すぢ来て飾臼
宮沢次

禽声の澄む浦里や大旦
春いるの老舗弁当用意して

ナォロ真似もする噂の盛んなり

血のいるの酒飲んで酩酊
道を掃く隣家は遠く遠会釈

佐々木すみ子

美

次

田中てつ

水

五体投地に揺る斑冬薔薇
家宝とて漆剥がれし蔵の椀
裾気づかへば声の乱れむ

梅谷静子
鈴木冨子

結納を済ませ仲人胸を撫で

水

奏でるがごと機織るリズム

四輪駆動けふも働く

次

次

アフガンの戦火寒さに孤児と貧

小面の細きまなざし月の窓
湯舟に浸り虫のこゑ聞く

美

石川千花

美

美

美

ナゥ箱電車見えかくれする稲架襖

静寂な時を刻む眼科医

次

水

塵芥衆を侍みて朝鴉

地図になき道越えてふるさと

美

とにかくも疲れを解く花の宿

紙飛行機の上を風船

︵於・伊東市中央会館︶

平成十三年十月二十一日首
平成十三年十一月十八日尾
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お国誰の旅はうららか

挿芽して月の齢を数へゐる
寝そべる犬をちらとみる猫
ゥ並べ売る空壜そ鞍ろ市の夕

髪杭く姿水にあでやか
箸二膳茶椀二つの新所帯
涼しき風が山のご馳走
陶窯を焚く人々の士と汗
束子俎板干してひと息
涛音の遠く村落照らす月
末枯れてゐる墓南向く

原稿を埋めるに躍気秋しぐれ

此処だけといふ話広がる
保育器にみどり児ねむる花の昼

香りたっぷり売れる草餅

水美次水美水美水次美水美次美水男美水

八伊勢原・伊勢原連句会ｖ

歌仙﹁氷る色﹄

ナォ単線ののどかなホーム逃避行
口説き落として当ても無き宿
掛け軸の祇園舞妓がそっと揺れ
き

保険勧誘利かすはったり

月白き空を引き裂く飛行雲

ブッシュラディンを茶化すアドリブ

近藤蕉肝捌

ナゥ溢れ蚊の小さき羽音を払いのけ

相続と墓の話のクラス会
補正予算も焼け石に水

千場ひで子

近藤蕉肝
西部周子
高木厚子
内山良
大津博山

ハート絵文字が大好きな娘で

開店準備新そばを打つ

お手玉めんこ子等興じおり
引越し荷造りも敢えず月渡る
おし

福掻き込みに二の酉へ行く

定年で復活したる古ギター

厚

良

滝しぶき覆いつくさぬ花明かり

四捨五入して決めた旦那よ

わがもの顔に糸瓜這いずり

ひ

ゥ御師の茶屋ひと息ついて温め酒

不満より不安が勝ったこの世紀

小川三夫
山田広重

ケイタイで出会いの数は十・二十

奥山の道の落葉や氷る色
春待つ木々の光る枝先

カップルの旅五割安とか

周

厚

フリーライター無事にご帰還

運河の迷路ま魁よ流れん
救援の物資を運ぶ酪駝待つ

博
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かじけ猫呼ぱる︑時は眼瞑りて

タランテラ踊り疲れも恋の果て

天車して夜店ひやかす

︵於・伊勢原市シティプラザ︶

平成十三年十一月十七日首尾

琴の音かすか春風の里

月涼しもてなしをする縁の端

厚

周

良

厚

火葬棟には経も祝詞も

老いてなお勘のよろしきバババレー

花に合う身の幸せを夢うっ︑
スプリングコートお揃いの柄

広ひ三広厚周博広良周厚広三ひ厚良博周

八市川・市川俳譜教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃春の薔薇﹂
伊藤薮彦捌

斉藤一

伊藤藪

伊藤貴

高階にまでととく聴

春の薔薇捧ぐ出版祝賀会
新社員紺のスーツを匂わせて

大風呂敷に包む手品師

ナォ清明の空に消えしかビンラディン

横断幕にわれもひと役

巡業の力士に園児集い来て

お気に入りとの返事ぱっちり

唐突に見合の席をしつらえる

宮家調度の火桶鏡台

終生をリストラもなく蒔絵業

むかし修身・作法・裁縫

着膨れて從姉妹ら揃い神妙に

草泊りせし友も逝きしか

月の澄む初心忘れて居りにけり

おもしろがって牛の搾乳

ナゥ農業祭案山子の真似の賑やかし

バスで行くエステ通いも板につき

︵於・市川俳譜教室︶

幼なの寝顔蓬摘む夢

のみ忘れたる薬捨てます
狂言の衣裳に映ゆる花篝

平成十四年四月三日首
平成十四年五月一日尾
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緊張ほぐす公園にでし

稜線をいま離れたる望の月
虫の音に開く庭の柴折戸
ゥ紅葉狩る古典晶眉の人につき
いつか忘れていたる年の差
普陀落の褥はおろか地獄まで

風にあらがい渡る吊橋

小田原へ天狗の鼻を櫟りに

芦叢のなか響く草笛

月涼し沼に遊べるさつば舟
賭け将棋する旅のつれづれ

政党のエース議員の辞職劇

むずかる嬰をあやす捜

芽独活酢ぴたし酒の肴に

傷癒す湯浴みの馬に花の舞う

彦燈貴燈彦貴燈貴燈彦彦貴燈彦貴燈彦子

燈彦貴彦燈貴彦燈貴彦貴彦貴彦彦貴貴燈

八市川・市川俳諾教室Ｉその二Ｖ

歌仙﹃夏めくや﹂

夏めくや懐かしさ倍の卿筒漕ぐ

伊藤貴子捌
伊藤貴
伊藤藪

ナォイースター思い思いの染卵

地縁血縁徐々に薄れる

Ｗ杯へ準備万端おこたらず

飛行機・ホテル・港・鉄道

枇杷熟れて出荷盛りをかりだされ

日焼け笑顔のバイト学生

論文もパスし結婚はやばやに
刺され泣かされ家柄の差を

五十年浮世のことは須爽の間で

させてはならじ老いと病と
車座に雑魚の飴煮で月に酌む

尺八吹けば虫の音も鳩む

ナゥ筑波嶺の裾の刈田のはるかまで

コーヒーでひと息入れるお土産や

黄門様のふと悌が

一水へだてくろがねの幹

花の闇随身門の靜けさに

︵於・市川俳譜教室︶

出口入口巣戻りの蜂

平成十四年五月一日首

平成十四年五月二十三日尾
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海女の浴衣の乾く浦路地
宿題の植物図鑑拡げいて
教えて貰う長きＦＡＸ
折鶴も並べて月を祀りけり
松茸ごはん膳に盛らるる

よく似ていると話しかけられ

ワ雫して紫式部白式部
化粧濃い目に年甲斐もなき

もしかして海道一の玉の輿
夢醒ます魔法の杖のあしらいに

巌くだけて千々に散る波
大寺の鰐口凍る月射して
机辺慰めふくろうの鳴く
ひとりでは立って居れない外務省

いまだ遠くて北の四島

仔馬弾んで天にいななく

お手かけの花の歳月村勢子に

彦貴彦貴彦貴彦貴彦貴彦貴彦貴彦貴彦子

貴彦貴彦貴彦貴彦貴彦貴彦貴彦貴彦貴彦

八東京・一粋会ｖ

歌仙﹁寿ぎの﹄

ナォ伸び上がる開発クレーン雲雀東風

無言のピエロ縦横無尽に

切り通しペダルをぐんと踏み込んで

岬の森に迷ひ入りたり

寒風にこと寄せ抱く熱き胸

刻む赤糸厨ごみとす

浜本青海捌

山内螺々子

浜本青海

パソコンの画面いきなりプリーズに

愛子様ご誕生を祝して

土肥暢子

階段教室君を目で追ふ

ゥ思ひ出は見はるかす野のコスモスか

ナゥこぼるるを手で探りつつ雫余子とる

暢海水螺風

童風螺子水童芸人海麗芸風

心の底の埋み火を見る

子等さざめきて追羽根の音

寿ぎの小旗はためく冬の街

大久保風子

仏門の修業半ばに駆落ちし

出窓の猫がそっと飛び降り

イーゼルに白きキャンバス立てかけて

相も変はらず焼酎にする

一炊の夢覚ます村雨

新蕎麦ほのか石うすで挽く

中東に平和は遠く戦車行く

チャドルに包む深き悲しみ
読み聞かせ集ふ瞳に落花舞ふ

迪

︵於・麹町秋葉庵︶

黄砂にけぶる人も草木も

平成十三年十二月十九日首

平成十三年四月九日尾
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大屋根の満月を背に動く影

公

横田童子
品田公子
中澤念魚
田中安芸
大城里水

遊覧の水上バスに昇る月
鰯売り座し旅に山盛り

ハートに沁みる苦いコーヒー

地引聡亭

横田思案人

息合はせビオラのデュオは無我の境

突然に津波警報鳴り響き

水

井一云

三つ四つふたつ螢飛び交う

螺

母の安否をまずは電話で
阿茶さんの渡る八橋菖蒲月
格闘のゲーム思はず力込め

海
人

暢

悠々帰る天を仰いで

ネイルアートで春を彩る

卒業生振袖袴花の下

中
村

杉
崎

麗

さんきょ

八井波・いなみ連句の会ｖ

歌仙﹃散居の森﹄
立夏なる散居の森を映す水
残鶯ときに高鳴ける今日

縄電車運転手役弟に

いぬ島正一捌

一一一谷貴志夫

山本秀夫
宇野恭子
杉本聰
大島朋子

仕事半ばに響くサイレン

ナォ親と子とかろやかに刈る羊の毛

軒下のここまでという津波痕

跳箱やっと飛んだ六段
高々と鍾埴幟に願い込め
田植定規を回す爺さま

雄上絹

朝倉一

この度は試してもみよ金令法
うわなり打ちの杓文字括粉木

ニャアリーと呼ぶ猫と戯れ

還俗の尼の納まる公家の室

錆色の月ひっそりとビルのうえ

蝮佃煮悪友の酒

冨獄の見える峠路の春

︵於・井波町総合文化センター︶

平成十四年五月六日首尾
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ポッケのチョコはちょっと溶けぎみ

乾杯は女ばかりの月の客

いぬ島正一

長谷豊子

銀杏落葉をはさむ季語集

悲鳴乗せたるジェットコースター

ナゥ着せ替える菊の利家眉太し
恭

思いきり紙の袋を破裂させ

貴

正

ゥさわやかに一刀彫りの仏笑む
身ぶりてぶりで御託あれこれ

聰

かたいくに

聰

駐在さんがとび出してくる
花浴びて町を狭しと百足獅子

仲人は何枚舌を持つのやら
起請文さえさらに恨めし

恭

朋

古藤一郎

壁塁

些塁

これよりは異土の乞巧と故郷を出る

棒手振り商はしなやかな腰
月照らすしの字くの字の枯蓮

虎落笛聞く点滴の床

うわさ話は着もの食べもの

古稀にしてメールアドレス確保せり

那覇を発ち釧路・網走花果つる

かくれんぼ道ゆれる陽炎

正緒恭豊聰正貴聰子緒恭聰朋朋豊正貴朋

八茨木・茨の会その一Ｖ

蝶﹃祝全快﹄

秋灯や不慮という字を吾が辞書に
かぼちゃ

全快祝す名月の宴

やまかい

荷車に溢れるほどの南瓜載せ
あてにできない猫の留守番
ちらちらと山峡の宿ささめ雪

智子

近松寿子捌

近松寿子

秋男

地球儀と文学全集内祝
風光る山旅立ちの刻

ウラ童顔の瓦礫に眠る兵士たち

満ちて尚咲き香れかし花千樹

とき

真而子

冨久女

内山尚美
富澤弘
妙島秋男
福島桂子

秋男

・内山尚美さん︑不慮の事故にて入院︒
その退院祝いの一巻です︒

︵於・茨木市市民会館︶

平成十三年十月二十一日首
平成十三年十一月十八日尾

ブルカを脱げば映ゆる朝焼け

久保田夜虹

ボートレースの權美しき
松尾博雄
品部一朝

秋男

薗理恵

きつとさつお
屹
度猟夫の駆ける足音

ナカ産院はふた村越えた海の町
燈台勤務のボーイフレンド

奥村冨久女

公文智子

唇と指とでそっと火をつけて
ほつれし髪をもてあそびつつ

上田真而子

愛よりは恋が欲しいと勘ねてみる

野路なをき

真而子

理恵

クレオパトラに蛇はお似合い

間八もよき平政もよき

なにごとも余生と思う月涼し
奏銭の多寡に聰き耳たてている

冨久女
弘

ビルのはざまに北斎の富士

なをき

熱燗を岬り職場の棚卸

使途の判らぬ哀れ豆皿
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胡

Ａ茨木・茨の会ｌその二ｖ

半歌仙﹃新
新 樹光﹂

妃の宮に慶事の兆し新樹光

待っ時鳥今朝の一声

見晴るかす湖面に白帆連なりて

飛行機雲の空はすかいに

富澤弘捌
奥村冨久女

薗理恵

上田真而子

品部一朝
松尾博雄

理

な

一巨田

野路なをき

博

富澤弘

ゥ露草にそっとかくれし道祖神
しのぶ折り文手渡すところ

望の月宴は大きⅢ鉢盛り
松茸やいて桝酒を酌む
時は過ぎ嗅天下に胡座かき

安録山の乱湧き起こる

理

朝

寒月光ダリの時計に溶けあって

門を出づれば一面の雪

弘

理

朝

博

吉田

説教の佳境に入りてうなだれる

漬物石にこもる怨念

死に際にすべてを許す笑顔

遍路の宿に浄衣かかれる
天地の言の葉をのせ花筏
春虹かかるまほろばの丘

︵於・茨木市市民会館︶

平成十三年五月二十Ⅱ首尾
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八茨木・茨の会その三Ｖ

光る 糸 ﹂
半歌仙﹃

朝惠虹朝恵子虹恵朝子虹恵子朝恵朝虹子

久保田夜虹捌

品部一

久保田夜

福島桂

色そえている郭公の声

光る糸吐きて山繭山のいる
焙じ茶の香りゆたかにくつろぎて

桂
理

桂

夜
理

︵於・茨木市市民会館︶

平成十三年七月十五日首尾
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薗理

桂

そっとのぞくはお隣の猫
月観ては筆を走らす大文豪

糸瓜の水を朝な夕なに

夜

理

ゥそぞろ寒早起きをする末娘
お誘いうけて思案投げ首
肩並べいつものバーのマイグラス

位牌の横に席空けておけ
季語辞典いくつ揃えておくべきか

舟に白々霜きらめけり

月祀る神遊あり平家村
階段教室満貝となる
流行の薬膳料理口実に

詩吟朗々剣舞一閃

源流を訪ね歩いて花筏

牛耕して陽炎の中

一理夜

八茨木・茨の会ｌその四Ｖ

上田真而子捌

真智富富
智真
富智真
真富真智富
而
久久
而
久
而
而久而
久弘
子子女女弘子子弘女子子弘子女子子女

半歌仙﹃船のりこみ﹂

染浴衣船のりこみの役者衆

三味の音さえ涼し夕暮

目路はるかみ空と曠野涯もなし

抱く嬰児の眠り深々

︵於・茨木市市民会館︶

平成十三年七月十五日首尾
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縁障子月の紫苑の影差して

香も嬉し故郷の新酒よ

ゥ蒸しあがる祖母が自慢の栗おこわ

誰に授けん恋の手ほどき
たまずさの日々重なりて胸熱く

街に渦巻く背徳の闇

教会のステンドグラス冬の月

京都議定書凍結の危機

選挙カー純ちゃんと呼ぶギャルの群

雲の行方は雲に聞くくし
烏は烏けものはけもの人は人

心な置きそあれは逃げ水
全山の花幾重にも耀きて
里うららかに開く古文書

上公奥富
田文村澤

秋理智理寿秋智理秋智理秋智理秋智理秋

ハ茨木・茨の会ｌその五Ｖ

妙島秋男捌

歌仙﹃聖域なき構造改革﹄

聖域なき構造改革秋暑し

青い瓢箪下がる大棚

着信音が同じ携帯

月仰ぐ雨後の連衆集うらん

きざはし

﹁砦の上のオーイ番兵さん﹂

ナォうららかに語り伝えん今昔

外務省魑魅魍魎が賊眉する
爪先立ちの小さな靴たち

ゆらりゆらりひかりひかって風の旅

赤い腰布ゴーギャンの夏
黒髪の香りゆかしき籠枕
寝ねつつ抱く夢の浮橋

﹁仮名草子﹂﹁女庭訓﹂櫃に入れ

柱に残る背比べのあと
十三夜芝居稽古の裏舞台
緩慢な日々檸檬爆裂す

莞に映える夕焼け雲よ

ナゥ色分けてもみじかつ散る自在なり

熱きことばに交わす盃

またあした！木造校舎の時計台

おちこち

雪洞揺れる春の遠近

音も妙に公園の花賞でる曲

執寿智秋智智秋理智秋理智秋理智秋理智

︵於・茨木市市民会館他︶

平成十三年八月十九日首
平成十四年一月十三日尾
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横ゆれの遊動円木ギイギイと

影ひきてゆく蟻の行列

ワ麦酒とはどこが違うの発泡酒
﹁あひびき﹂の字を辞書で調べて

すれ違う廊下でそっと渡す文
ホテルに忘れたフェラガモの傘

エーゲ海どの島よりも好きな島

雲を浮かべて山畳なわる
見舞うがごとく悴みの猫

病む母に我が名間われし寒の月
号令はホップステップジャンプです

表彰式にひびく歌声

階段は誰のものかは花吹雪
虻見付けたる長谷寺帰り

公薗妙
文
島
近
松

男恵子恵子男子恵男子恵男子恵男子恵男

筆子子男子子男恵子男恵子男恵子男恵子

八東京・ＷｅｂＳＩＧ電脳連句その一Ｖ

歌仙確蠅癖唯なまはげ﹄

古き名をなまはげの来ておらびける

子を寝かしつけほぐす初髪

立女形口跡なほも残りゐて

衆議判

白き航跡海原に消え

ナォ風光る中ウインチのきりきりと

あの人に渡せばよかったこの手紙

冬野に結ぶ三様の夢

いつもと違ふ口紅を塗る
孫文の恋女房となりてより

捨てし身の色即是空風羅坊
肋叩けばコツと鳴るなり

モルジブにつないだ覚えないのだが

乾坤一郷ダブルクリック
熊楠にエコロジー論月の山

タップダンスを踊る靴音
ナゥ妙法を唱へ万灯御命講
小さき拳の中にある夢

青絵の龍の追ひかける珠

ハイシイドウおん馬の稽古日暮れまで

︵於・ＳＩＧ電脳連句フォーラム︶

せ−群一期三十一即密︵電脳文音︶

ものみなすべて復活の春

古伊万里の唐子花枝差し出して

秤
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み梨

鶴ロ

吉原綴り半纒の衿

朧月連れあるごとく渡り行き

雪解の川映すビル群

ゥ嶬出づる穴を眺むるホームレス

けふ一日は足りてうららか

荻窪に昔語りのらあめん屋
親爺ますます無口無愛想
もとはといへばメールフレンド

バージンでバージンロード歩かせたい

赤い糸もつれもせずに指と指

生駒の奥に探す筍

好物のけつれうろんを誰へて
位牌に聞かすぼけの新ネタ

極楽の蓮に眺むる花と月
のんのんずいずい蜂のいそがし

無野藺悟海宗薊縄
真

耶海子砂海耶砂由耶砂耶猿石乃砂海子文

ど乃石子石鳴．砂子由砂海子耶海ど乃子

八東京・ＷｅｂＳＩＧ電脳連句ｌその二Ｖ

歌仙気侭 迦硫ル大寒の﹄

氷柱折り取り沸かす珈琲

大寒の円居めでたや朝まだき

しろがねの蟇這ひ出る池

蕩々と芽吹く音聞く森ならむ

裾ひるがへる薄絹のチマ

衆議判

ナォやうやっとおたまじゃくしの足の出て

次期社長来る人事シーズン

雑巾が友達になる昨日今日
へんねしをするきつい姑

浴衣着せ腹目立つやとさすりあひ

財布になほす蛇の抜け殻
炎吐く大道芸人遠巻きに

秘密結社の潜むキャラバン

愛すればこそ身を退くも男伊達

銀幕の中うるむ故郷

ユニバーサルスタジオ月も覗き込み

ポップコーンにまじる栃の実

ナゥ軒先に酒林吊る新走り
鳥獣戯画の濫蓄を聞く
弁慶が七つ道具を質草に

鞍馬あたりのけふの賑はひ

廃れたるインクラインに花新た

梨ロ野

︵於・ＩＲＣチャンネル＃電脳連句︶

せ−雲一別に針叩瀧︵電脳文音︶

添うてうれしき相生の春

秤

︵注︶犯へんねし⁝ジェラシー
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原っぱにぶらんこ漕げば届く月

カステイラ切る指の繊くて

ゥ桐の木のはやほどほどの幹回り

バス停に待つかの人の声

告げやらでたゆたふ心今日もまた

忘れた頃に起きる度忘れ

ガス欠と電源抜けにはご用心
夏月にちぎれちぎれの雲迅く

ちまき棒ぐる屈原の湖

非僧非俗の発心の旅

紙冠つむりに載せた阿呆ゐて

轆轤回して三度目の春

イコンにも花咲き満つる地中海

真無薊海宗
み鶴蘭

ど鳴石子砂耶海砂耶海子砂海由耶子砂海

子砂耶子耶砂耶子由砂ど猿砂子耶乃．猿

八ＷｅｂＢＢＳ・めぎつれ座ｖ

切
り取り運句ＫＵＳＡＲＩ﹄
百句

﹈圏獣ここは落着けまずは一服たつみ

ひわ

みのり

届﹈望夢じゃない当たつちまった一億円ミャーママ

岸圏銘飽くこと知らぬ揚げ雲雀いて

局二＄菜の花のささやくような春の歌

岸潭色廃線近い電車コトコト

芳梅

桂

先一つ可が

柳雪

たつみ
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届﹄造ひさしぶり帰ってきたよお父さん

たつみ﹄国産とんと打てでんでん太鼓賑やかに

届﹈侭チャイナドレスをお土産にしてかずちゃん

届﹈忠風はらみヤスクニ詣で乱か治か

わび太﹈閏虐赤銅の胸光る水玉

届﹂鴎魔法使いの呪文解けずに

﹄圏邑足踏んだやつ決して忘れず

はやお﹂巴余港町女盛りが身をよじり

道草﹂曽合これ雀焼き蛤に化けてこい

のら

道草

﹄曽路恋病いため息ばかりのお隣りさん

みのり届﹂屍猟友会の髭の面々

カンちゃん届﹂念よそ見していて秋刀魚台無し

﹂曽篭ロックグラスの氷みつめて

麦届﹈宅谷渡る風薄絹の朧月

﹄匿駕ガマの油は今日も完売

届﹈曽十年もショバはっている駅広場

町

﹈曽韻犯人の指紋がきっとある筈で

小

霞

町

小

届届っ家路はるかに厨灯点る
﹈曽臼母さんに会ったら涙こぼれそう

﹄曽紹思いがけない初戦敗退
﹄営団Ｅメール国の内外飛び交いて

届﹈鼠ニアミス誘う過密フライト
届﹈韻境内で蹴鞠楽しむ白い髭

屑岸創サンタ只今休暇中です

桂﹈曽震日傘たたんで立ち話する

蕗﹈巴＄お互いに暑さ嘆いて右左

芳梅届﹈霊止まる事なき扇風機の首

桂昌望電町医者の待合室は畳敷き

ひわ﹄圏認葱大根の並ぶ裏木戸

つう﹄圏＄穏やかな日和つづくと予報でて

みのｈノ旨弓つスケッチしてる海がきらきら

芳侶つ守か

ミャーママ

つ岩つ

柳雪

芳梅馬弓函障子を閉めて香を楽しむ

みのり

藍届﹄目あの方の御霊を包む珊瑚礁

﹂曽認物の名前のルーツ求めて

ひわ﹂置国寝不足のまぶたに浮かぶ百合の影

﹄圏副アラン島に咲いてませんかヤナギラン

﹂圏＄母が母恋うて眩く子守歌

のら﹂豐忌バーグマン似の美しい人

カンちゃん馬目︑過去未来吹き渡りたる砂嵐

藍﹄閏認火星はずっと眠り続けて

かずちゃん﹂国司どら息子帰省の間も家に居ず

つ雷つ

小町

届忌︵︶盆に姉やも帰る故郷
届﹂臼遠花火涙のわけは聞けぬまま

︷匿亀赤信号で降りる遮断機
馬﹄露リストラか私鉄沿線無人駅

−105−

藍

蕗

麦

桂

藍

晴

藩

届﹈認知らないでいる愛の確かさ

ひわ届﹂縄グッピー泳ぐバーチャル水槽

柳雪

道辛早

﹂曽麗暗き部屋コンビニ袋さえ重く

藍﹈些程兄に特攻誰が命じた

タマ助

届﹈弓山澄んで汲めど尽きない石清水

わび太﹈曽韻わが社では職務分掌明文化

届品っ木の間に透る大瑠璃の声
﹂圏望気が知れぬ始祖は恐竜愛鳥家

売上つ可が

小町

﹃ミイーｌママ

ア

かずちゃん

白石届﹈患山のバーベキュー仕入担当

蕗﹄曽雪新涼の淵は清らな水たたえ

﹈曽紹ナショナリストの救世主面
﹈曽寵お手並を拝見したいよ改革の

麦届岳︑飛び立つごとく鷺草のゆれ

小町﹈国＄右顧左朋宰相選ぶ暗い道

届﹈霞徐々に萎びる策の苦瓜
届屍印どぶろくと暖簾の向こうにかかる月

麦﹄隠白碁会所に見慣れぬ顔の美青年

たつみ﹄圏９まだ宵の口傍目八目

﹈曽電ビニールの袋にしまう守り札

藍﹂鬮自異性交際親は許さず

届﹂霊喰いつめ者に風が身に入む

届﹂器宗教活動じゃないんですこれ

桂届函急極北の闇にオーロラ乱舞する

かずちゃん﹈圏急ひらめきも技もありげな長い指

たつみ眉い言歓喜雀躍ＣＧ完成

届﹈篭ボランティア観光ガイド作務衣着て

﹄圏９バスに戻れば何を観たやら
届邑﹄としですね耳鼻咽喉科若い女医
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蕗

蕗

晴

桂

晴

桂

麦

晴

届匿ご焼け跡の生が渦巻くガード下

﹂圏急ちぼで暮らしをたてるみなしご

未悠﹂隠圏福建省の市の賑わい

柳雪﹂隠匿ウーロン茶痩美茶柳茶楊貴妃茶

たつみ﹈圏曽ケーキ三つにつのる後悔

芳梅﹈縄鵠山門で別の自分とすれ違う

届蚤弱高度成長種を見つけた
﹄圏急ひた走り周り気遣う余裕無く

麦﹈圏誤煎餅に渋い番茶に長しゃべり

届圏っツクックホーシふっと鳴き止むミャーママ﹈隠隠女の性と他人︵ひと︶は言うけど
届函巨お庫裏さんもともに入れる墓が出来

柳雪

︾追手早

タマ助

つ︾つ

道草﹄隠曽江戸かるた﹁亭主の好きな赤烏帽子﹂

桂﹂隠麗こたつの猫の尾が二つ股

岸圏屋敗戦ですべて解放政治犯

たつみ﹂馬路惚れたが因果割れ鍋に蓋

届匿い喜びも具にして五目寿司

﹄闇屋本家の兄が死んだシベリア

︵於・斜峰誇︑雪知排Ｉるど︶

平成十三年八月十六日尾

平成十三年八月十日首

わび太﹄隠居リサイクルショップへふらり風受けて柳雪

蕗

たつみ
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麦

町

藍

桂

晴

小

扁曽印無念さに百万本のバラの花

届曽争青すぎる空赫と日輪
﹂圏弓初めての絵の具手にした写生会

旨圏屍動物園のカバは口開く
﹄圏弓痛くても言えぬ歯医者の治療中

藍

桂

八東京・上野連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃時烏﹄

く退職金は不渡り手形

鍼父のあと継いで行う鐘供養

このごろは見えぬ碁敵の思われし

観光バスでわたる大橋
伝統の夏狂言を子に伝え
梅干されいる庭の片隅

桜井つぱな捌
桜井つばな

デパートの物産展で客を呼び

鋤時鳥水滿々のダム靜寂
小嶋信大郎

テロリスト有明月に鑿たれたる

認知せまられ待たる裁判

行きずりの若き社長に助けられ

勢いあまり心臓発作

く木の間がくれに咲きし山百合
篠崎ゆき

つ

つ

サングラスかけて若者闇歩して

篠原弘脩

漸寒に飲む熱き珈琲

宮脇美智子

楚々として立札茶会花の下
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ブランド品の並ぶ街並み
仮面劇仮面の鼻を照す月
諦ようやくに冬の仕立ての整いて

弘

結

く湯呑みにありし音羽屋の紋

被写体となる机上の石榴
ナ油冬近き弁天様で銭洗う
美

うつらうっらと猫の寝そべり

白雲の吹かれ形を変えてゆく

ゆ

がたぴしと建てつけ悪き応接間

つ

く抱き上げし子の笑くぼ愛らし

絹の下着にそっと触れられ

信

大海原に長き航跡

みだれたる心とり成しそそくさと

美

ロマンの夢の生るる弥生野

熱燗で聞く民話伝説

ゆ

平成十三年七月十日首

平成十三年八月十一日尾

冬

︵於・東京文化会館︶

つ

髪そめて老人パワー全開に

つ

月皓々はるかに望む雪の峯
試食にまわす焼きたてのパン

美

ゆ

銀輪走り跳る春泥

お花見にピエロ飛び出し踊り出す

宇
咲

男美信ゆ美弘つゆゆ弘つゆ弘ゆ美信ゆ弘

八東京・上野連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃斜張橋﹄
峅冬ぬくし島々繋ぐ斜張橋

くたわわに実る蜜柑の畠
机上に積まる今昔の本

篠崎ゆき捌

ナ牢若駒の士跳ねあげて走りぬけ

議員等は不祥事ばかり暴きあい

くおくに誰りで商売上手

だあＩれもいない地球が見える

雪原の果てに点りし一つの火

速水御舟は屏風絵残し
抱かれて紅燃ゆる白き肌
寝返りしたる酒豪の女

桜井つばな

永住ときめて南の国めざす

篠崎ゆき

小嶋信太郎

須加金男

ゆ

金

つ

糸

ゆ

春を装うキャリアウーマン

子咲久﹃

執

︵於・東京文化会館︶
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ロケ隊を取り巻く人の賑わいて

皓々と門扉を照らす望の月
足音絶えて地虫鳴きだす
沖茸狩の道なき道を迷いもし

ビオロンの音のことに淋しく
有明けの月しらじらと読書狂
くったら市をひやかし歩く
ナ詑秋うらら水天宮にお詣りし
金

四囲闇の篝火に映ゆ花の艶

信

つ

平成十三年十一月十日首尾

信号を盲導犬と共に待ち

親の知らない娘をつれ帰り

相乗りのバイクにペアのヘルメット

ゆ

く心の底に響く鐘の音

く赤飯蒸かす匂い満つ露路

店先に焼きたてのパン山とつみ

初虹に飛ぶハングライダー
信

つ

ゆ

結核の病床いまも満員で

つ

声の鋭く時烏鳴く

ガーデニングの新開の街
月の下夢を誘うハンモック
画布に重ねる思い出の景

つ

ゆ

唇楼現るる悠かなる海

花の屑吹き溜りいる異人墓地

筆男ゆつ信つ金つ信金つゆ金つゆ信ゆ金

高尾秀四郎捌
高尾秀四郎

く古代にメスの光ファイバー

お

ナ翫客来れば欠かさずに出す板屋貝

大人も痴呆テレビテレビで

新版の博物図鑑ずっしりと

ビキニ水着の乳房こぼれる

ゴーギャンのタヒチのダチュラ炎えて白

酒池肉林の恋裁く神

撮るよりは口説き文句の先にでて

皇帝の墓は砂漠に埋もれり

嬰の笑まえる越冬燕

さまさま変る風の紋様
東て月に雪の結晶育まれ
秀

空の彼方へ走る光陰

冬

︵於・東京文化会館︶

福
田

八東京・上野連句会その三Ｖ

歌仙﹁八雲忌や﹄

︾八雲忌や日本は今も不思議です

とらわれる事なき空に桓峨出て

須賀金男
篠原弘脩
渡部春水

ぐ錘乳洞に穴惑う蛇

引込線に最終列車

佐々木彩女

承

くごめんなさいを﹁ソーリー﹂と言う
春

雑留学の童謡歌手が助教授に

邦

なぞなぞ遊びきりもなき春

燦々と夢の展がる飛花落花

弘

五年の歳を超ゆる隠れ湯

春

金

熟れごろの果実の香りよかりける

秀

待つということの辛さの身に堪え

月下美人を咲かす月影

金

平成十三年十月十日首

平成十三年十一月十四日尾
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掘邦雄

マニアとは金も時間も気にかけず
ブランドバッグに毛皮ミンクで
油ほろびゆくアイヌ哀話にしまき来る

く幻想曲を聴くもＣＤ

近頃の蟻はさぼりて居眠りし

弘

初富士を背に和服着てポーズとる

小僧はひたに法の庭掃く

邦

春

交番に無くした財布届けられ

伝統守る名門の園

彩

花大樹ひかりを放つごと咲けり

唇気楼立つまほろばの海

字
咲

冬彩秀彩お春弘男金お秀彩邦春弘金ら秀

は

河田水尾捌

脇田

安美

美渓水

八東京・ＮＨＫ文化センター青山ｌその一Ｖ

かつら

田
田島

歌仙﹃鰡とぴて﹄

わらんべ

鰡とぴて夕照長き港かな
文化祭トランペットの聞え来て

〃く︑ヂつ一﹂

智
枝

月の芒を運ぶ童

やや塩辛き煎餅にお茶

戸を揺らしひねもす荒ぶ空っ風

囲炉裏の端で一代記書く
ワきめやはき秋田美人の紺耕
キロ千円といふが売られて
広め屋に声かけられし街の角

黒衣が鬘直す幕間

贈られしピンクの薔薇のはなことば

船見送れる短夜の月

アフガンの臨時ニュースの伝えられ

じわりじわりと殖える狂牛
何時しかに菜食多き齢となり

中折帽を粋にかぶりて

水干の園児がかこむ花御堂

夕べを青く霞む山並

ピエロの頬に涙描かれ

ナォ母を待ちひたすらに吹くしゃぼん玉

赤き外車がつと止りたる

上京の娘十八夢淡く

五月幟をはやばやとたて

焼きたてのパンの香ほのと新世帯

婆が小さく眠る駄菓子屋

金魚売り声のびやかに裏通り

新宮祝ふ提灯の波

町名に江戸の昔をしのびつつ

瑞雲を離れし月は天心に
末爽やかに見ゆる改革

押へかねたる懐旧の念

ナゥ幻の新走りとて酌み交し

太極拳のひろき境内

仲麻呂の裳裾に風のかよふらん

春の叙勲に沸ける同門

ふるさとの万朶の花に埋もれて

平成十三年十月一日首

平成十三年十二月十七日尾
︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶
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宮上河
原八

智水安美渓美水水渓安智美恵子智子水尾

智安美安安智智美水水渓水安智美安水美

八東京・ＮＨＫ文化センター青山その二Ｖ

歌仙﹃帰燕一

ナォのどろかに夫婦埴輪の並べられ

男の多き料理教室

盛り上がり乗り遅れたる終電車

膝に抱へしロボットの猫

おまもりに秘めし玉虫手渡して

舳先の龍が躍るペーロン

よ

決戦は選りすぐられし剛の者

恋をとげんと絶ちし好物

臼杵瀞児捌

佐崎靜緒子

臼杵瀞児

きいぎぬの枕に残る香を惜しむ

昼月高き浜の白砂
藤井佐和子

吉江康子

袈裟まとひたる白哲の僧

渓流の風に流さる花筏
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富士見ゆるよき日燕の帰りけり

ハーブのお茶をゆっくりと飲む

村芝居名演技する子をほめて

望の月使者くるごとき笛流る

都に届く雁の文

勝

ナゥやや寒の書斎にこもる老教師

大きな壷に走る火襟

澁

光年もナノメーターも長さにて

靜

佐

しど
葭よ戸
の闇に通ふ風の音

卒寿てふ画伯の気迫部屋に充ち

ゥ遙かなる祭太鼓に耳すます

幼馴染を待てる街角

佐

靜
勝

そぴら

厚き胸板背淋しく

スピードは今百キロと笑ふ彼

瀞

竿竹を売る声ののぴやか

いびつのままに熟す九年母

長押より祖父の勲記の見下ろせる

靜

あした待たるる春の夕嶢

人影ゆるる五條大橋

佐

︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶

平成十三年十二月十七日尾

平成十三年十月一日首

佐

かにかくに吉井勇の詩の跡

康

河豚鍋の湯気吹きをれば月さして

旅の疲れを癒す美酒

靜

勝

眼閉じ花の眩き蕊くべかり
牧の小径に蝶の舞ひたつ

佐靜瀞勝佐靜佐康靜康佐康康靜靜佐勝康

八豊田︑桜花学園大学連句研究会ｖ

半歌仙﹃天かける馬﹂

高らかに天かける馬初景色
グレーのメガネ細いフレーム

やや子遊べやぶりぶり毬打
宿題を終えて紅茶の香るらん

蒲公英の紫ふわり旅立ち

龍捌

平成十四年一月十五日首

︵於・桜花学園大学狐研究室︶

平成十四年五月九日尾
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燕の巣じっと見つめる月と猫

目が覚めたならこのままさらって

ゥ摘草で妖精がきて呼びかける

あと少し殺し文句は胸の奥
過ぎ去る車響くエンジン
中関村︵園言信唱習昌二︶ネオンの海を泳ぎ行き

若い課長に月は涼しく

西瓜割り日頃のうっぷんぶつけよう

常にのほほん亀甲羅干し
秋麗ら神社巡りの夢心地
新酒味わう過去の鳴き
その先に俺の花道夕紅葉

結ぶ手の中暖まる愛

ド
ゆ
り
り
み
樹や楓龍ドな樹や姻龍な樹1樹な楓や龍
な
る
と

消虚考遮
得力旺那

王

夏坊利尻徒歩叺︒

月光咽快把汗珠倣美玉︒

夜色昏暗軍残宮︒

玉棺冷桿差厚重獣元声︒

人茸分
？
樵

0

蓼芽苦口力良萄︒

春寒中稔歩登堂静坐禅︒

打升贈笑常見﹁忍﹂︒

﹁祢好﹂后焼舌顔叛歌与酒︒

0

︵背面︶

失
干

悴

八東京・丘の上連句会ｖ

麗協堕鼠
凧狢堆偕心中情︒

圭

継往升来百句﹃没有俄争﹄放生池暫置其同虹叶卿︒
世妃辞旧迎新会記念Ｉ

掲年艤思新世妃元峨事︒
歩末燃篝伴青年︒

登高望九十寒冬万里晴︹
評市作括高声吟︒

几錬磨今日婆干登大雅︒
戈Ⅱ経凪佛面頬︒

囚恨光冷月巡境團苓循︒
恨杏果実乱墜地︒

︵二表面︶

枳黄沙自功鋼琴奏慢凋︒

婆婆定来査宙根︒

信官泥吋装朶志机船下︒

瓢瓢揺揺到新耕︒

牟姑前自由市場真便利︒

草輔共笠人皆要︒

密林中辺拮地雷辺望月︒

国境山峰曙往来︒

伸栂指挫牟小源亦愉悦︒

坏了的表是他的︒

受喜玖男人根本是温柔︒

到吋又退胆小鬼︒

没人幼満盆凉菜皆凝結︒

森永帖海政浪止︒
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欲
作
相城洽越
告実文共

︵二背面︶

小弦童顔初椰子望帆船︒
快写名信寄保美︒

生存唯唯似不落晴天雨︒
机核又拾換戸衣︒

占ト師不覚之中軒声起︒

肥炎︑下友屋元︒

︵三表面︶

春向火焦躁不知咋出招︒
佗理委葵悦罠︒

翼仗袋佛前夷前皆突好︒
多姶美人船費桟︒

暗宇中杯念地球赴赴録︒
今天会審高示夫︒

扱寺利争吋如捕杜鵲叫︒
剛回騨姑蝶雨急︒
﹁深山中下酒菜肴一元有﹂︒

数天棚垢回囹睡︒

妖怪胎乍出又隠莫非妙．
朧毛脱落似菊葱︒

亀形石注赴枳水映明月︒
書落咽蟷元力﹃︒

︵三裏面︶

放大鏡看古地閤辨草字︒

胡同酒棺江戸版︒

乘新生初夜不眠争第一・

如鼠小胆莫椋慌︒

壊落中西昔浮斯石角折︒

肺上唇楼駝叺埜︒

秤杵功一共胡椒一夫金︒

凡中も雁成鈎形︒

大神社屋頭横木托同月︒

草粁満身唯隠臓︒

﹁我有了﹂満不在乎叫老娘︒

耳机泄出音岫声︒

花草席呼暎学生停住脚︒

﹁清添一句恰逢春﹂︒
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析下寺院園被倫︒

俊女弦辺吃肉包辺看我︒

天悦
月
6
寒

笄﹁幼学﹂旦掻隼宴禾一助︒

技不可解美容師︒

0
0

日
夜
辻

驚異計
爵爾，

慎悔平局洗柚浴︒

徹
石
槌麦捕
球克地

野
服

与
客

有
迷

痘
痕
0

0

0

0

冬至南瓜味甘威︒

裾陶器手筆不成收箱底︒
狂暴和尚弛比書︒

播花扱一理主微服

藤鴦閤靭鴬甚碁息

釉今来盲地成丸蛇
蝶

女

旧

回

‑6

神

洞

O

O

O

︵四背面︶

︵補足︶原典は平成十三年度版連句年鑑掲載
済︒昨年五月の北京大学にて漢句も
長句３４３の十言︑短句４３の七言
で為せば音価が日中略々一致するこ
とを提案︑共同認識し交流を容易に
した︒本別稿は大連外国語学院陳岩

︵青宵記︶

教授が好意により翻訳を労された︒
尚押韻は連句の本質上行わない︒

資料請求先⑫言◎国国盲目①壱

平成十二年︵二○○○年︶

︵於・三田︑山上・山下︶

十二月三十一日首尾
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亦烟林

弄朶念脊背況月始変経︒

干
心
歌
対
清何色灯孤刷勒時
除赴源明
ノL
院努中

︵四表面︶

享猪展心十演隠右
余仔手事点員茶臂

朝朝望見菊上露︒

夏

O

石角胖輸
日
良朶春

坏
余小
不手奇各

丁：
生好胸主

坏辻並政念

暎摸埜

雪夜里圃炉而坐活往昔︒

溜
隔
操
挽
堆光憧巴祢堂大衣
括光慢台好里政袖

起

八桶川・桶川連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃月の山﹄

秋のショウファッションモデル頼まれて

満月の山出でし新月授かりぬ
く根ばり雄々しく色変えぬ松
リストラ同士握手などする

太ろを捌
福田太ろを

澤田佳久
伊東康之
上月叩子
沢井三柳

く酒より醒めてテロの心配

ナ津目借時翼下に日付変更線

不登校などは解せぬパレスチナ

蛍乱舞に肌の炎え立つ

部活の子らの会話はずみて
伽羅の香の扇の風の送りくる

宿場を守る館主三代

図らずもできちゃったので幼な妻

遠くで響く遮断機の音

油屋でべに屋のおやじ油売り

ビル跡の空を満月さし渉る
結

平成十三年十月二十四日首

行基忌の花の雪降る啓篭寺
うららうらうら橋の欄干

道を辿れば揺れる逃水

く平和な国に笑顔こぼれて
餌箱に雀来ている昼さがり

グルメ指向の秋の番組

佐々木文子

ナ沁ぞろぞろと小旗について紅葉狩

和

︵於・さいたま文学館︶

平成十三年十二月二十七日尾
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熱気球掲がる白砂の海の家
空を透かせてゆれる蜘蛛の巣
油ゆっくりと歩む義足の負傷兵
承

和

藤津和子
坂本礼子

文

康

く肩を抱かれてＪａＺＺに酔いしれ
たわむれの恋の筋立て飽きてきて

登りつめたる石の坂道

佳

新車にて切りそこねたる愁い顔

犬の嫌いが犬に囲まれ

止むを得ず抜くは竹光冬の月

文

〃

喜多方のラーメンすする屯して
あちらこちらに元祖の文字よ

一一一

天満宮万朶の花の泣き笑い

礼

魑魅魍魎の走る枯原

一番二番春の星出る

礼太康月和〃三佳和文月康礼三文和康佳

八桶川・桶川連句会Ｉその二Ｖ

半歌仙﹃永き日を﹄

開け放つ窓より虻のとび込みて

︾永き日を芭蕉円空すれ違う
く岬へつづく紫雲英田の道
調べ優しきオルゴール鳴る
ひとり待つ月を眺めて碁の敵

畳の表足のひややか

諏烏たちに国境はなし烏渡る

太ろを捌
福田太ろを

沢井三柳
澤田佳久
伊東康之
佐々木文子
佳

佳

文

上月叩子
坂本礼子
藤津和子

凱旋門の前で口づけ

理知的で白衣の似合う君恋いて

く大臣賞は双子の姉妹

ハイウェー左ハンドル切り損ね

〃

康

小字の墓は海を見下ろす
風紋の影を濃くして夏の霜
涼み台ではまわし酒する
平和ボケ保身金欲外務省

康

太

和

月

倭の未来おぼろおぼろに
神の座の花に鎮まる花の山
波たいらかに漕ぐは鰍篭

平成十三年五月三日首

平成十三年五月十七日尾

︵於・さいたま文学館︶
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八松山・小野連句会ｖ

風﹄
歌仙﹃薫や
宇都宮柏葉捌
子都宮柏

石丸静

藤田拷即

友の来て久しぶりなる句会にて
土居栗

薫風や米山筆の大鳥居
虫網持てる白き夏帽
どこからとなく間こゆビオロン

ナォ薄紙を透かせし色の春の菓子

喜寿を祝ひて集ふはらから
麻原の裁判いつまで続くのか

殊勲の一打遂に逆転

何を残すか走りかくメモ
河鹿鳴く谷川の宿懐しく

人妻なれどひと目惚れとは

混紡のシャシ脱ぐときの静電気

小説の通りに恋は進まない

秋草活ける砥部焼の壺

屋根にきて啼く鴉忌まはし
撮り溜めし田毎の月の写真集

退院待ちてシニァヵー買ふ

ナゥ芋煮会用意万端整へて

束天仰ぎ祈る啓明

温暖化防止会議の効見えず

干潟呑みゆく満ち潮の音

たち停る武者行列に飛花落花

平成十四年五月十九日首

渡部伸

渡部尤

︵於・友輪荘及び小野公民館︶

平成十四年五月二十七日尾
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洋館のとんがり屋根に月丸く

ちちろ枕に史書を鐇く

こぞ

ゥ去年の旅遥かに偲び温め酒

相合傘で帰る学生

ら

うた

ラブラブのメール携帯いつまでも

フーリガン等の入国を拒否
猫抱き見入る画面に肩凝らし

村のはづれに鬼火ちらちら

珈琲畷りちょっといつ服
月寒く托鉢僧が門に佇ち

沖縄の本土復帰後三十年

朝の散策交はすあいさつ
巨いなる神牛撫づる花の苑

霞める方に朗々の詩

節月栗月節栗葉月節葉月栗葉節子月子葉

居葉尤葉尤居葉尤居葉尤居葉尤居葉京居

八松山・おぼろ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃初暦﹂
なみ
嫁貰ひ日ひ次
選びや初暦
家族揃ふる七草の粥

春一番ビルの谷間を吹き抜けて
み

広場に集ふメーデーを眺る

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

高橋蘭水

いつ止むのやら不景気の風

ナォ子の受験親はどきどき落ち着かず

愛媛丸原潜突如浮上して
アメリカ特使来日の沙汰

マスクつけおたやん︲飴も久々に

築地の破れ寒椿見る

大声で長電話する茶髪の娘
うろうろ探す空港ロビー

よこがほ

藤本純一

こんおんな

熱き接吻時を移せる

イヤリング美しき横兒高き鼻
は

梶野浩楽
山本青芝
浅木一耕

旧友よりの林檎届きい

ナゥ窓越しに茜に染まる秋港

みやこ

京の雅ぴ曲水の宴

由緒ある古木復活花盛り

︾﹂

皿柿維諄緬祉センター︶

平成十三年二月二十八日尾

平成十三年一月十一日首

︵於・
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いざな

誘はんおぼろ月夜の散歩道

まづ一献妓を待たず月見酒
洞

今井比路夢

播州赤穂塩作る町

腰の広きは南豫の婆

裏を横切る野良猫の影
ゥ空青く段々畑聲え立ち

水

肌寄せ乗りしカヌー漂ふ

洞

し

純

趣味のあれこれ老いて楽しく

金毘羅の本場歌舞伎に酔ひ流れて

いわな

下りきし大阪相撲賑やかに

水

こんぴら

楽

ゴーギャンもタヒチ女に一目惚れ

釣り墜す岩魚のいよよ太かりき

耕

ｈ〃よ︑っ

旗たて並べうねりくねりと

純

益蚕

芝

道後湯神社餅撒きのくじ
月の出に豊漁の舟帰り来る
さざよ

山寺の釣り鐘包む花嵐

楽

沙魚の天麩羅酒酌み交はし

瀬戸の島々望むうららか

純洞楽水耕夢楽純水洞夢耕純楽洞水耕夢

八松山・おぼろ連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃亀鳴く﹄

ナォ春若葉空にぽっかり雲の浮き

孫とかけっこ家に着くまで

ハイテクも電気なくては機能せず

炬燵に入り差しつさされつ

人類破滅アウトストップ
好天に赤布団干す老夫婦

同級生十九の歳に結ばるる

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

青き興奮イタセクスァリス

亀鳴くや地震︵ない︶のあとなる転げ石

山本青芝

桜餅出る午后のお茶時
藤本純一

長き道六方を踏み月清か

派閥解消小泉總理

旅立ちの発車のベルは鳴り響き

梶野浩楽
高橋蘭水
浅木一耕

湖︵うみ︶の上の月をめざして漕ぎ出でん

落ち鮎猟の瀬張り止めする
ナゥ木に残る柿鮮やかに峡の村

図書を求めて読みあさる日々

径端のお地蔵様に菓子供へ

吉備の古墳を巡るドライブ

曲水も仮の宮居の花の苑
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ランドセル入学式を待ちかねて
ペナントレースいよよ始まる

虫すだきゐる林間の路

今井比呂夢
洞

ゥ旅人の競ひ集へるねぶた祭

肉付の良き女色めき

袖をひきよろめいている酒の席

しっぽり濡るる庭の離れ屋

水

凧︵いかのぼり︶飛び高き宇宙へ

芝
屯
糸
楽
耕

干してゐし小布は風に飛ばされて

音信不通ふるさとの友

茜安

洞

︵於・雌山柿鑑諄緬祉センター︶

平成十三年五月三十一日首
平成十三年六月二十八日尾

産土の宮居にかかる夏の月

ナイター観戦一喜一憂

芝

スイッチをばっさり切られ口喧嘩

日露交渉条文づくり

楽

純

釣人の肩に花びら散りかかる
よなぐもりする四方の山々

夢洞耕水楽純芝洞夢耕水楽純芝洞夢耕水

八神戸・海市の会ｖ

歌仙﹃鴉のいる風景﹂

よも

衆議判

永田圭介
鈴木漠
梅村光明

一一一木英治

此の糸は何色などと謎掛けて
織り成す綾の意匠さまざま

挑む眼を四方に交すや寒鴉
日向ぼこにも智者の面持
宮人の雅語偲ばれる居侍月

圭介
英治

漠

光明
英治
圭介
光明

漠

圭介
英治

漠

英治
圭介
光明

酔へぱ地の出る新酒酌みつつ
ゥ手慣れたるゴーャ料理は母仕込み
すく

民俗学に半生を賭け

いつまでも口説きの術は拙くて
﹁女子﹂と並べて好きのシグナル

おちけんきやつ

落研の彼奴の街気も捨て難く

愚痴を聞かせる短夜の月
にほやかな牡丹ばかりの鬚静か

軒の主は自称ストア派

今もなほ放浪癖に悩まされ
なげう

下駄郷って晴雨占ふ

あてにせぬ花見の前の一儀式

長寿村には亀も鳴くらし

ナォ耕して天に至りて疑はず

プァムーファタル

写真マニアの群れる被写体
アイドルは妖婦たるサロメ嬢

愛の時給を上げて給はれ
売残る水羊葵を妹と食べ
遠くの虹が嵌まる窓枠

震災の記憶もどっとよみがへり

浦伝ひして宿縁を解く
舟形に反る月渡れ西空へ
木の実はじける音に驚き

心朽つべき李賀の独白

喧騒を避けて親しむ燈火にて

馬齢重ねて過す炉話

ナゥ天逝にあらず挫折の歳晩に

等圧線もかげるふがまま

到来のバウムクーヘン円かなる

辻一一舜廿一朋二什申密︵文音ファクシミリ︶

春果つるまで粋な境涯

往きゆきて華やぎを追ふ花回廊

拝
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光圭英光

英圭

圭光

圭光

光英英

明治治漠介明漠介明漠治介漠明介治明漠

八東京︑解續ｖ

歌仙﹁ひょんの実﹄

ナォ目覚めると半人半馬になってゐた

数多の批を匿す山川

ポケットに行先ぎゅっと握りしめ

麻雀荘に不意のガサ入れ
円周に封じ込めたる蝸牛

指たゆげなる黒楽の碗

ゥひとえ帯きりりと巻きて女不惑

靴買って砂時計また裏返す
引っぱってみる蛇の脱殻

紀

徳岡久生

石田一泉

耳

別所真紀
小林純
瀧田遊耳
上野遊馬
河村志乃
日高玲

ただ能管の声のかぎろふ

傷といふ誇らかなもの身の裡に

火の環をくぐる師子ひたと視る

徳岡久生捌

師の君に高野豆腐を煮含めて

紀

百千の花びらを貫く願ひあり

残んの蚊飛べばわれにも詩語湧きて

乃

１より０が楽しいのは何故

耳

あす

し曙らき

い

ナゥ太箸の素木匂ひて去年今年

幼友達名は秋男くん

行き止まる単線鉄路小望月

破調で踊る盆の町並

ひそかにもマルキ・ド・サドに憧れて

あたくし卵を生むつもりなの

歯刷子をくはへ彗星ハンターです

コメットｆ

五郎太石にも影はありけり

純

翌日はあすはと蝸叫の群なす

つひに無頼派として死せるや

アフガンもマンハッタンも月凍てつ

馬

ひょんの実のかろがろと南無虚空蔵

運河の岸にひと冬の雪

玲

海に向くトーテムポール春まとふ

平成十三年十月三十一日首尾
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今宵の月にとらはれしまま

三日たっても帰らない猫

バカャロといふ魚喰べて父祖代々

酔ってふたつに見える風船

一尿

生

玄室へ花ふぶくことしきりなる

陰陽寮に草の餅賜ぶ

執

筆生玲耳乃紀純京玲紀生馬紀馬玲耳乃紀

八多度津・香川県連句協会ｖ

半歌仙﹃隠岐はるか﹄

隠岐はるか雲間に声する時烏

渡邊陽行捌

山本儘即三

渡遥陽行
高野重子

音田錠治

新緑の峡渡る青嵐

散歩をねだりはしゃぐ孫たち
月よさに湖をめぐるドライバー

重

行

放牧の馬いっせいに疾駆して

やなを仕掛けて狙ふ落鮎

山崎髭美代

ウザクロカクテル持つ赤い爪気にかかり

重

一一一

いとしさについ飲ませたるトリカブト

行

君と腕組み闇の彼方へ

休みにさがすデートスポット

詫

重

治

治

一一一

治

中国に振り回される外務省
諸行無常の仮のこの世は

髭

叱られて使いにゆく子月寒く

夜来の雪が足跡を消す

学童のパズルに挑む瞳冴ゆ
サッカーブーム日本上陸
花万朶ひとさし舞いて花に添へ
根方に楚々と黄すみれの咲く

︵於・鳥取県関金町総合文化センター︶

平成十四年五月十九日首尾
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八諏訪・河童連句会ｖ

スワンスワン﹃猫寺の怪﹄
矢崎硯水捌

矢崎硯水
渡辺梅子

︵参面︶
しののめ

東雲を切り裂く如くほととぎす

五・七・五は定型の罠？
永田町お金の霊も嘘まみれ

は

水梅芳妙暁梅

︵壱面︶

そうずら
田でん鼠
鴬に化せるこの頃

八尾暁吉女

じようはりかがみ
浄
玻璃鏡窓に嵌めこみ

錦なす河童の淵の花筏
霞の幕をおるす仙人

秤雌廿皿竺二期二什至叩露︵文音︶

一〜二句︒二月一花一烏︒三面からなる︒

注１妖怪や怪奇現象などを詠み込む特殊作品︒
注２﹁形式﹂スワンスワンは︑アラビア数字泥︵句︶を
二羽の白鳥に見立て︑春秋は二〜三句︒夏冬は
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猫寺の怪や緋木瓜の眞っ盛り
山神は春のショールを座かせて

久我妙子
吉本芳香

そり

水

オゴメ高みで高笑いする
月見酒酔うて猩々踊るらん
︵弐面︶

炎ちらつく沖の不知火

洞窟のあり阿片窟あり

人魚の娘売られ哀しき秋の風

のっぺら坊の甘え泣く声

抱きよせて舐める赤舌寝もやらず
この旅はおんぶお化けをおんぶして

サンタおじさん橇を借ります

兎追うルナ皓々と照らすとき
ふん

ふたくち

腹がへったとわめく二口

近江の国に子盗り伝わり

ぼたもちと見分けもつかぬ馬の糞

水芳妙暁梅水芳妙暁梅

八横浜・桂の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃煤逃げ﹄
臼杵勝児捌

中林あ

臼杵勝

男ばかりで囲む闇汁
若松藍

佐々木け

煤逃げの大僧正と遇ひにけり

オカリナの音の遠く流るる

海外の旅プランあれこれ

ナォ庭深し頬白一羽餌台に

渡部葉

け

伊藤藪

鈴木些三

原田安

エルメスとおぼしき裏地あの男

そっと渡せる媚薬少々

念頭の嬰を宿して神詣

並ぶモアイの無表情なる
罐り落す鮪は重さ五百旺

座敷童も混じる夜咄

古文書を額寄せ合い拾い読み

京の組紐彩の新し

池めぐり刻を忘るる望の月
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まさ

あ

の

佐々木允

身に入む話メールやりとり

ナゥ差向いゆるりゆるりと温め酒

﹁フイガロの結婚﹂コメディと云ふ

山に入り尚その先の山想ひ
人に馬にと牧のかぎろい

月十九日首

雪垣を解きし北国花便り
遠き白帆に磯菜摘む人

平成十三年十一

︵於・藤ケ丘地区センター︶

平成十四年一 月 二 十 七 Ⅱ 尾

け

開拓の原野は黒く連なりて
ひとはけの雲を従え上る月
菊一輪をキッチンに活け
ワ落選の画を受取りに美術展
異国の言葉何故か飛び交ふ
路次の裏なるただれたる部屋

密航の震へる少女抱き締め
汲爽と代議士の秘書出勤す
缶コーヒーを自販機で買ひ
お月様ねらひつけたる水鉄砲
脛蚊たたいて飛車角の攻め
ハッカーにお手上げとなるコンピューター

卯建の屋根も旅のポイント
ボートレースにあがる喚声

ワシントン花の女王に花吹雪

」−

あ
けあ

香んや勝香香や勝香や香勝や明脅香んや児

葉勝安彦葉ん安豊葉香彦澁香次恵月ん彦

ハ横浜・桂の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃白木蓮﹄
若松藍香捌

浅沼小

若松藍

気配かすかに三月の風

いさぎよくほぐれ地に敷く白木蓮
佐々木け

茶漬けの味は母が何より

ナォ爺様も親父も代々団扇張る

広重描く宿場おちこち

福永千

鈴木墜皇

萩谷悦

ジーンズの汚れ気にせず鼻唄が

写経百巻納め終えたり

原田安

縄のれんいつもの顔と熱燗で

時雨の去って残る悔恨

恋ごとにあくの抜けゆく女振り

体当りして逆玉の輿

次ぎ次ぎと壇より落ちる代議士連

味噌汁は飲むスープは﹁喰くる﹂

一片の月を訪ねむ長安に
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春眠を覚ます時計に鳩が出て

やっと整理の書庫はやや寒

面壁九年悟り得ぬ秋

ナゥグランドの隅のボールに蜻蛉いて

野菜満載自転車の籠

オカリナでマーチ奏でる子等の行く

湖面に流す夢の航跡

笑みたまふ花のマリアに灯をともす

耕し終えて晩鐘の村

︵於・藤ヶ丘地区センター︶

平成十四年三月十三日首
平成十四年四月十七日尾

け

け

にょっほりと蟷峨はいづや座して待つ

峠の家は戸を閉めたまま

ゥハロウィーンズックの靴の紐ゆるみ

彼と私を液状化する

石柱に愛しき人を埋め込んで

カサブランカの謎めきし道

トンネルは隣の町を貫通し

血圧計は壊れてるかも

夏の月大観覧車より追いかけて

潮騒に干物が酒を飲めといふ
ぶつかり合へる意志と肉体

全山をゆり動かして花の滝
お玉杓子に手も足も生え

け
け

けけ
け

葦ん香葦葦んん葦香ん香葦ん葦葦ん葦香

晴香悦恵晴ん香晴ん悦豊恵晴次子晴香香

﹃薔薇坊主﹄

八日立・かびれＩその一Ｖ

あらが

西幾多捌

高橋順子
梶山敦代

小松崎爽青

珈琲の良き香にひとり憩ふらん

順

今橋君子

ニォ喚声を乘せ遠足のバス発ちて

龍神峡にひかる小波

木の影に約束の人待ちをれば

やらずの雨となりし夕暮

構曳の一つコートに身を包み

クリスマスにはまたの逢瀬を

街角の易者の灯ぼんやりと

籠放されし鳩の旗回

耳そばだてて雁が鳴くとふ

ベルリンの壁壊れ十年
風聡り月青々と眠られず

気合かけ砲丸投げはライン越す

ナゥ穂芒の中子供等のかくれんぼ

ま

ま

順

西

幾

︵於・日立市すえひろ老人の家︶

平成十三年一月十一Ⅱ首尾

遥かに霞む白き燈台

爺婆も乘込み花の観覧車

そぞろ歩す湯けむりの町暮れそめて
バーゲンセールのちらしどっさり

数の足りないポケットの飴

順
君

敦

順

よく似た顔の杳き思ひ出
初恋といふほろ苦きもの

幼な名を呼んで手をとり涙ぐむ

君

ま

隣の犬がこちら見てをる
満月に孤独を託つ涼み台

君

敦

敦

友の背ぴんと賞状を受く

冷えたビールをぐっと飲み干し
水色の下着買うたるしゃれ気分

戯れにオルガンを弾く日曜日

ゥ蜻蛉追ふ子等声あげて走り来る

瀬谷まさ子

萩みだれ咲く四つ目垣なり

パン屑あつめ餌台に置く
忙しく過して窓の月仰ぐ

炬燵布団に跨る猫

木枯に争うてをり薔薇坊主

仙

王朝の假装行列花の道
耕す先に降りし白鷺
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歌

順多ま敦君ま順君順敦君順ま敦順君ま順

八日立・かびれその二Ｖ

歌仙﹃火の匂ひ﹄

小松崎爽青

西幾多捌

火の匂ひして虫出しの雷一つ
長澤矢麻女

ナォ還暦の記念の遍路無事に終へ

心の機微を掴むささやき

何をするにもメール頼りに
お見合ひを一方的に進められ

草に槌りて揺らぐ空蝉

乱れたる浴衣の裾をつくろへば

駄泗落また言ふ得意顔して

わしも行くわしも族とて疎まるる

稻田追はれて雀隠れる

片野弥恵

算

首相のポスター売れてゐるそな

秋めく風が車窓吹抜け

マジックを見破られたる悔しさに

ゥ衣被つるりつるりと小昼にて

菖

算

笑っても歌ってもいい踊っても

後藤算子
小岩菖蒲

西幾多

野良着の紺の似合ふ耕人
手造りの椅子に行く春惜しむらん

眼鏡取替へ新聞を読む

こぶし効かせて演歌ひと節

弥

満月がのつとのぼりし竹の藪

スナックで幼き恋の思ひ出を

幾

眠られず窓辺に寄れば月冴えて

算

弥

算

菊人形の弓に狙はれ

ナゥ小金持つ爺に取入る女をり

︵於・日立市算子居︶

音みな遠き春の夕暮

うかれし猫が塀の上ゆく
水煙を遥かに望む花の雲

平成十三年六Ｈ十八Ⅱ首尾
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十五夜に語り部の声凄味帯び

聞き上手なる君が嬉しき
姉さんと慕ひし人の婚近く
熱燗に透く古伊万里の赤

首日

美術館私財投じて建てしとふ

弥

矢

浜の干網風に煽られ

林の中に聞こゆせせらぎ

〃

ローカル線乘り継ぎ花を訪ねゆく

峠の茶屋に並ぶ草餅

弥幾弥矢〃算菖矢算弥〃矢弥菖算矢〃菖

八東京・かびれ

その三Ｖ

今

豆別山﹄
膝送り

嬰の浴衣が乾く軒の端
木崎節

羽場桂

小松崎爽

こつこつと手遊の籠編みあげて
飯泉葉

花の下母と子どもの隠れんぼ

にはか仕込みの料理洗濯

転勤は海の彼方のロンドンへ

月寒く携帯電話鳴り出せば
道凍てうかと尻餅をつく

シルバーバスがまかり通りぬ

改造をしても内閣人気なく

フォーカス記事におびゆこの頃

きいぎぬの髪くるくると巻き上げて

抱きしめられて熱くなる息

ゥ団栗を蹴って淋しさかこちをり

馬追のひげぴたり振り止む

月に向け四輪駆動疾走す

てすさび

たっぷり入れるブレンドコーヒー

前山の青葉にこもり谷渡り

仙

遍路の鈴が遠く近くに

ナォ蝶々のあまた舞ひ立つ雨上り

柱時計が又も狂へる

首を傾げるペットロボット
新製品出れば衝動買ひをして

連れて逃げてと指をからませ

刺青の龍がのたうつ荒神輿

背広の釦知らぬまに失す

火遊びがよもやこんなになろうとは

垣根の萩が風にほろほる

停年後庭掃くことを日課とし
いつもの婆が鳩に餌をまく
月よさに古里の酒酌みかはし

アマチュア展へ入選の報

ナゥ爽やかな帰国の笑みを満面に

今を人気の津軽三味線

たちまちに手造弁当売り切れて

風船ふはと浮かぶ青空

城跡の幾世咲きつぐ花ならん

平成十三年六月三十日首尾︵文音︶
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歌

節桂葉節桂葉節桂葉節桂葉節桂子子子青

桂節葉桂節葉桂節葉桂節葉桂節葉桂節葉

Ａ日立︒かびれＩその四Ｖ

歌仙﹃賀毘禮嶺﹄
西幾多捌

早田維紀子

伊藤延子

小松崎爽青

月の出を待つ門に人声

賀毘禮嶺に秋蒼荘と風立ちぬ
お茶席に紅葉の和菓子用意して

ナォかげろふの中より猫の帰り来て

パイプ煙草を軽くくゆらす

てだて

素知らぬ顔に渡す小遣
下心隠す手段も堂に入り

きいぎぬの情いともこまやか

睦言は誰でありし旅の宿

入道雲が白くかがやく

ひそと咲く浜昼顔に佇みて

ほろ酔へば綿入そっと掛けてくれ

リストラ我れを包む初雪

ゥ乘りつぎし鈍行列車ふるさとへ

夜更けてよりのひびく波音

嘉

幾

柳

維

延

唯野嘉代子

肩書き捨てし生活さばさば

丁寧に貼るあぶり膏薬
昼暗き天下の険の切通し

ナゥやや寒むの母の仕種に似て来たる

月天心ドナウにかかる鎖橋
鈴虫細く鳴くがいとほし

どろぼう市にペンダント買ふ

思ひのたけを言うて灯を消す

延

教会の鐘が遠くに間ゆると

アパートの部屋は樹林の近くなり

維

伊藤柳香

芭蕉の句碑の仮名のすがしき

柳

西幾多

夏月に富裁の願かけもして

嘉

ひとり将棋で過すひととき

ばしやりと桶をたたく黒鯛

柳

独りの散歩噂りの中

平成十三年七月二十七日首尾︵文音︶
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青文字の土産の時計読みにくく

欄間彫る職人の腕鮮やかな
香のほのかに匂ふ衣擦れ

花守がこの滝桜詠へとて

花の下しなやかに舞ひ納めたる

維

幾

タレント学校入学日なり

嘉幾延維柳幾延嘉維柳幾嘉延維柳幾嘉延

八日立・かびれその五Ｖ

歌仙﹁雪なぐれ﹂
西幾多捌
小松崎爽

黒澤朝

雪なぐれ南天の実の真くれなゐ
西幾
鈴木美

後手をして着脹れの爺
滑川美

読みあさる俳書も医書も積み上げて

成人教室けふも満席

片野弥

斉藤弘

水琴窟の音に聞き惚れ

ナォ訪ね来し城跡公園のどかなる

しどろもどろの愛の告白

久に逢ふ彼はすっかり都会人

渋い顔見せて横向く憎らしさ
炬燵に寝まる猫を蹴飛ばす

牧場流るる教会の鐘

夕映えの冬のアルプス迫り来て

部活野球に熱の入れやう

馳けてゆく少女の髪のさらさらと

紅茶に浮かす檸檬爽やか

望月が沖ゆく船を照らすなり

パッチワークをひとつ繋げる

ナゥ秋風に遠き笛の音聞え来て

陶の狸が縁を見上げる

父の背を越したる男の子頼もしく

万朶なる花に明るき雑木山
指すりぬけてのぼる風船

︵於・日立市多賀公民館︶

平成十三年八月十日首尾
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月待の懐石準備ととのへば
郡郵の音の路地に澄むなり
ゥ新藁の匂ひのいつか懐しく
疎開したるは杳き日のこと
自転車に相乘りをせし背のぬくみ

ふいに振向き熱きくちづけ

吉と出し恋の神裁を大切に
冷やし珈琲同じコップで
合宿を涼しと月の覗くなり

思ひでつまる日記播き

長崎のぶらぶら節を聞く旅に

硝子細工の根付あいらし
初花のにほふばかりに朝の空

児等嬉々として放流の鮭

朝恵代恵代朝子智恵〃代朝恵智代多子青

智多弥智弘恵多代智代恵弘代智恵代〃智

八東京・かびれＩその六Ｖ

歌仙﹃風立ちぬ﹂

足になじみし下駄のかろやか
画用紙の貼絵の揚羽飛び出だし

やっと覚えしカードマジック

ナォ殖え過ぎし雛の客をもてあまし

上田溪水

福田安子

静

机に木の実ぽっつりと置く

佳

綾

斧振上げて怒る蟷螂

葉

延

榮

遠会釈する鍔広の夏帽子
小川に泳ぐ魚の早さよ

玲
和

葉

安

頭の芯にしみる削氷

裾にまつはる小さきシャム猫

節

野末はるかに見ゆる春虹

行きゆきて西行庵の花に逢ふ

ナゥ幼な子のじゃんけんぽんはグーばかり

民

老いてなほ忘られぬこといろいろと

大竹多可志

飯泉葉子

艶

安

早田維紀子

宇宙船ボタン一つを押し連へ
まつ逆さまに落ちる株の値

ふたりなら地獄の底も何のその
己がいびきにはつと目が醒め

上田溪水捌
小松崎爽青

国会の我他彼此したるご答弁

賀毘禮嶺に秋蒼荘と風立ちぬ
唯野嘉代子

大壺の草のなびきも十三夜

田舎芝居が幟振りきし

柴田美枝子

河野玲子
伊藤延子
大城和子
木崎節子

月影しるき宗匠の句碑

算数ぱっと解けし日焼子

白菊も黄菊もさやに薫るらん

ゥ留守電になつかしき声残りをり

石田榮子

抱かれし新宮様の愛らしさ

新井佳津子

″

君住む窓に点る淡き灯

魔除けのお面ややに割げし

小出民子
山本静桜
松岡綾子

くれなゐのグラスひそかに拭きもして

雪月夜をぱ来たる碁仇

高木ヤエ子

和

京の町舞妓の帯のゆらゆらと

松田艶子

自在鉤煤け鉄瓶たぎりっっ

五重の塔にひびく鐘の音

︵於・俳句文学館︶

ヤ

平成十三年十月七日首
平成十川年四月七日尾

胡蝶を乗せし縄電車ゆく

制服の肩にひとひら花降りて
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八多摩・歌林連句会ｖ

短歌行﹃ＨＡＩＫＵ﹄
坂手手留捌

ナォ大富豪春の宇宙に飛び立ちて

アンダンテカンタービレ指揮棒の折れ

風薫る才女五人の初閣議
渡辺実枝
坂入啓子
吉川智
平田宏子

ひそやかにペスト記念碑修道院

トンネルの終りを告げる海展け

鮫錬吊す神田須田町

浅黒き面ざし浮かべカード切る

見送る妻の笑顔はじける

サイクリングの楽しげな声

田畑とまと

松篁の東みる月夜の鴨淡く
ワインレッドは世紀末色

ナゥぽっと出て右左見て深呼吸
カメラの前でＶサインする

花を賞で言葉少なにひとり住む

茶摘み笠行く山蔭の道

︵於・東京多摩花林舎︶
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葉桜ゆらぎ﹁ＨＡＩＫＵ﹂読み飽く

ゥ月光にカヌレ浮き出すウインドウ

坂手手留

全

矢部節子

大久保季題

齋藤靖子

実

啓

露草だけは知っていました

縁の下くの一口説く迫空忌
ミセスなれども眉目秀麗
﹁敗北を抱きしめて﹂なお過去を追う

リサイクルにも流行があり

花吹雪至福の眠り尾無し猫
壬生狂言の鉦ののどかに

平成十三年五月一日首尾

霞啓智手と実節宏手霞智宏

八川内・川内連句会ｖ

歌仙﹃山帰来﹄
木に槌り生きゐる色や山帰来

遠嶺根雪となるらしき影
築城の四百年を讃へゐて
あちらこちらで児等がスケッチ

池川鯛谷捌
池川蝸

高瀬昭小

小倉静

戒能楽少

楠治

古裂れ蒐めてバッグ縫ひゐる

ナォ父母の菩提弔らふ遍路行

パウエルの仲介成るかイスラエル

信じられない長の付く人
伝統の工芸師てふ紙漉女
身籠り隠し噛るだいだい

大仏殿の柱くぐれる

貞淑な振りし白無垢打ち掛けて

松茸飯に舌鼓うつ

名物をあれこれ迷ひする遅刻

野犬の罠にかかりたる猪

満月の下酌み合ふて和やかに

水さらさらと流る渓川

ナゥ碁敵よ一手待てとは申されな
若さでしのぐバイトかけ持ち
パトカーを逃げて急いで昇天し

鳥の巣箱をかける童等

浬謡にも唄ふ源太の花ざかり

平成十三年十二月二十冊首

樋

池

川

口

水

史

︵於・川内町中央公民館︶

平成十四年一月二十日尾

135

波音を聞きつつ月を仰ぐらむ
花野の果てに消ゆる幌馬車

打ち明けられて瘤く胸内

ゥ十字架を掲げてミサの諸霊祭

ふった彼今ゆるぎなき財閥に

どの官庁も汚転横行

日本中ダーツの旅でかけ巡る

万病に効く秘湯ありとか

逃げ回る子に天瓜粉打つ

歓声の絶ゆ球場の旱月

ちびちびと盗み酒する納屋の内

公魚舟の現るる湖

善人面ラの化けの皮剥ぐ
箒止め南朝を説く桜守り

治幸多波幸治多幸波治多波幸喜子幸波谷

谷水史谷波治水谷史水史波治谷穗史波子

八東京・神田義仲寺連句会ｖ

歌仙﹃石楠花や﹄
石楠花や霧の中なる花の階

山峡彩どる白い夏雲

田辺舜捌

間違い電話に夢をさまされ

ナォ軒下の子燕守る老夫婦

イチローに佐々木・新庄・野茂までも

地酒チビチビ偲ぶ故郷
蝸牛茶室の床で客迎え
緑蔭静か深呼吸する

目が合ったただそれだけで人を刺し

出会系する高裁判事

ゲートボール老らくの恋噂なり

ペットお坐り井戸端会議
大都会ビルの窓から夕月夜
秋の嵯峨野に想夫恋聴く

斉藤石翌
山本芳岳
田辺舜
佐藤宗文
平本宗嘉
嘉

ナゥ紅葉濃しまためぐりくる忌日かな

岳

俄か雨傘さしかける袖すり坂

伊

秀

︵於・東京都千代田区伊藤秀峰宅︶

年六月一日尾

年五月十八日首

富山の沖に唇気楼見る

一瞬ヒシトぬれ煎餅
勝持寺の西行桜花曇り

平成十一
平成十一
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ご懐妊日本国中どよめきて
長野の知事は記者室廃止

目方気になる食欲の秋

岳

きらきらと岸辺に迫る月の波
ゥ独り身の星逢う夜の赤ワイン

石垣咲子

笛と鼓で幽玄世界
舜

嘉

舜

岳

去りゆく男と﹁ジェラシー﹂踊る

小泉政権視聰率あげ

玩具屋につい足の向く我笑う
ふてぶてし跡取り息子ニセ旅券

雪景色中天の月冴々と

文

嘉

今夜は二人鍋焼きうどん
介護資格試験にいどむ孫娘

岳

パイプの煙﹁夕鵺﹂と消え

百歳にしてホールインワン

文

舜

花篝り小雨にけむる隅田川

亀戸大根いま花ざかり

嘩

舜文嘉咲峰咲峰舜嘉文舜文異文嘉峰舜文

小池正博捌

内山尚美

ナォ雛壇の昇進もせず五人連れ
首狩り族の仕切るリストラ

返還を待つ北方の島

カタカナで入る我が家の保険証

夫を愛していないのではない

夏競馬一点買いの悪い癖

鉄鉢に雨底に白米

紙箱にためた架空の恋手紙

独房で胸の砥石を擦り減らす

山田美智子

松永直子
吉澤久良
伊藤馨

蒔絵にそよぐ秋草の群れ

今日の月飛んでイスタンブールまで

典

秀

八堺・きさらぎ連句会ｖ

歌仙﹃寒雀﹄
陽だまりに瞑目ふかき寒雀

香残して落ちる臘梅

直

貼交ぜの色紙の歌を見定めて
寝そべれば破れテントに月昇る

酒井保典

古
家

︵於・アウィーナ大阪︶

平成十三年一月十三日首尾

卒業式の挨拶も果て

花明り今年の花の視聴率

ミドルシュートを決めし快感

曇天の増殖続く月曜日

嫌な上司と残業をする

ナゥ楽器庫の開け放たれて長き夜

ノンレム睡眠誘う点滴

野路菊ひそと揺れる山道

父愛用の電気カミソリ

ゥ君子然夜なべの猫は髭をなで

馨

直

渡辺廣之

階段で待つレッドバトラー

裁判官の甘い判決

保

西岡礼子

そのピアス似合わないけど許しちゃう

起きぬけの朝刊風に戯れて
千の天使と酔い覚めの酒

久

美

久

フックジャブ涼しい月はむかつくぜ

腕に入れたる蝋のタトゥー
逆向きの環状線に乗ってみる

廣

尚

花筏流れて川を装いぬ

保

盲導犬は声も立てずに

行脚の村にめぐる彼岸会
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山
田

秀正久直保廣正美尚尚久美久秀克久美廣

裕昭桂昭昭裕桂昭正裕子昭

八岐阜・岐阜県連句協会・れいすい連句会ｖ

岡

短歌行﹃大甕﹄

ナォ文机にお伽草紙と蓬餅

触れ国ぱ開く銀行のドアー

溌刺と乙女のスマッシュよくきまり

おしどり夫婦直木賞受く

白樺の林の中の散歩道

裕

田辺桂月捌
田辺桂
竹内昭
堀内洋
久世竹

夏草に陶の大甕伏せありぬ
鳰の浮巣に止める自転車

高松正

志抱き故郷後にして
留学生に会話教へる

ごろすけほうと臭の鳴く
寒天の村を取材の月明り

神社仏閣巡る外人

ナゥポケットにコインまさぐり切符買ふ

視野いつぱいに海の広がり

咲き満ちし花に嬰児熟睡せる

猫が伸びするうら麓かな縁

松

︵於・大垣スイトピアセンター︶

平成十三年六月二十Ｈ首
平成十三年七月十八日尾
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ゥ松ヶ枝に望月か駒り天守閣

名残狂言余韻しみじみ

酌み交す二人に鹿の声遠し

決闘挑み晴れて我が妻

純ちゃんのホームページにアクセスも

ドライァイなる眼こすりて

遥かなる古墳の丘は花霞
座敷童子を訪へる蝶々

昭正桂竹洋昭桂水水子子月

ハ岐阜・岐阜県連句協会・花わさびｖ

短歌行﹃菊酒﹄

貴子

永屋美代子捌

ナォ初出社背広姿のほれぼれと

淳子
貴子

美代子

茶髪もいつか黒に戻して
源氏名を印すボトルの薄嶢
ＳＰ盤のブルースに泣き

美代子

和江
淳子
澄江
貴子

美智子

美代子

万歩計つけ予後の散策

淳子

田口美智子

野田澄江
安藤和江

湯けむりにゆがむ満月枯木宿
手毬つくさへせわしなき人
裂織を課外授業にとり入れて

森川淳子

香を姓きしめ弾き語る琵琶

淳子
澄江
和江

台風の雨さへも待つ小百姓
棚田を渡る月のさやけし
菊の酒歌集上梓を祝はれて

可知貴子

遊びせんとやこれも春興

花の下愛馬とともにエキストラ

永屋美代子

︵於・市民いこいの家︶

ナゥ日本のへソなる村の円空佛
美智子

和江
澄江

むかし流人の島の分校

ゥ裏木曽の道の駅なる桧笠
尾鰭ふるはす串刺しの鮎
夏祭稚児行列は乱れがち
恋のみくじの吉を結ぱむ

町に小さな美術館出来

浮世絵を背景ゴッホのタンギー爺

うららに掬ぶ水の甘から

旅人に峠十三花疲れ

平成十三年九月六日首尾
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八岐阜・岐阜県連句協会・朱の会ｖ

短歌行﹃未来都市﹄

南瓜畑に四方山話

小仏を咲き隠したる草牡丹

中谷萌惠水捌

大場辰人

平田貴美子

身重の妻に離婚せまられ

添ひとげるつもりの酒を口うつし

妖精招く未来都市へと

ナォフリスビー犬と競ひし春の浜

乃

中谷萌恵水

柴田由乃

電脳棋士にいどみ惨敗

人

月祭る宿着に紅き帯締めて

総理汗して靖国神社

雪囲ひして藤村の墓

りクル−ト用男整形

らふそくの炎まっすぐ月華冴ゆ

心癒さる母の手料理

ナゥ出張でハワイに行ける夢を見て

終章は言葉少なに花の雨
白樺林の巣箱とりかへ

−140−

同窓会声をおとせるやくざ者

ゥ老人のいそいそ集ふレクダンス

萌

貴
人

ほほを寄せ合ふ写真ぼけぼけ

乃

夕風に葛の巻葉のときはじむ

チャイナタウンで三味線ロック

親友の妻を奪ひて逃避行

萌

貴

満開の花を見下ろす観覧車
いかなご
父と子で引く玉筋魚の網

︵於・岐阜市中央青少年会館︶

平成十三年八月二十五日首尾

貴萌乃人人乃貴人乃貴萌乃

八岐阜・岐阜県連句協会・郡上みよしの連句会ｖ

短歌行﹃万緑﹄

ナォ漁にわく浜へ開かむ春障子
﹁君が好きだ﹂と叫ぶ青空

日下部喜平捌

日下部喜平

摩天楼われもわれもと聾えいて

天野風

客待つうちを俄なる雷
渡辺多美子

奥美濃の万緑のなか庵編む
水野光哉

くろがね

賂駝の瘤も寒気受けつつ

鉄まとふナイト現︵わ︶る
玄葵の流沙の果てにのろし台

舟ゆらゆらと酒とねむりと

古池五十鈴

一墨の仙崖のふちに獅子立ちて

飯沼麻奈美

手品師の指ひとを欺く

ガラスごし繊月あおぐ降誕祭

こぶ

韓藍ふたつりんと咲きをり

木越保晴
奈藤音美

奈落の落をわれ栖とし

ナゥ衣擦れの音秘めやかに舞台裏

若草匂ふ駅におり立つ

勅使門あけて明るき花日和

︵ナイト︶

※騎士
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ゥゆきくれて裾野に月のかげ踏みぬ

もみじ葉に物見遊山の城のみち
みたらし団子分けあって食べ

風

幸日

焔ゆらめきまた起こる風

重衡と千手舞ふ夜の薄あかり

五

多

花の宴異郷にありて楽しめり

粁余曲折の島遍路行く

平成十三年七月九日首

︵於・郡上八幡喫茶﹁門﹂︶

平成十三年九月十九日尾

音多五多光音麻多光五音風

ハ岐阜・岐阜県連句協会・三川連句会ｖ

歌仙﹃初しぐれ﹄

ナォおにぎりとサンドイッチのお弁当

木曽三川の塔は遥かに

たのしげに旅の計画地図なぞり

ふん別なくし狂ふこのごろ

実与

悠香子

千歳
芳枝

貴婦人のほほえみゆかしダヴィンチ展

メジャーを制すイチロー選手

陽が落ちて鬼のべそかくかくれんぼ

くみ
曜子

悠香子

裕子
浪江

加藤敏夫

専門店のパスタいろいろ

山峡の宿に到着老夫婦

月待ちて地酒一献酌み交はす

鈴木正美
松永祥男

磯部摂子捌

松尾芭蕉
磯部摂子
飯田千歳

高速道路山は錦木

広告整理たまる新聞

満月の昇りて美濃の明けらけし

縁台将棋今日も引き分け

棚橋小枝子

水谷芳枝
清水裕子

犬が唖へるはでなマフラー

小見山実与

ナゥお百度の標のあたりちちろ鳴く

峠の茶屋の冬の夕暮れ
横井恒子
山田蕗子

いにしへの紬の少女カンバスに

初しぐれ猿も小簑を欲しげ也

秋の簾をきりり巻き上ぐ

恒子

一柳悠香子

役になり切る仮装行列

青信号渡る子供を見送りて

ゥ氏神の森けたたまし鴫の声

明石曜子
上杉くみ

せせらぎの流れ軽やか花の径

づきづきと痛む奥歯をくひしばり

柴田幸子

お空へとばす五色風船

平成十三年九月十七日首

平成十三年十一月十二日尾

︵於・願照寺︶

蕗子
千歳

江美子

幸子
祥男

小枝子

ラテン音楽強く踏む靴
透き通る南の海の深海魚
熱い唇づけ駆ける砂丘を

川口江美子

春日井浪江

テロ対策に頭悩ます

くつくくつくと寄ってくる鳩

恒子
蕗子

無心と読めり床の掛軸

耳飾りはずれた事に気がつかず

壬生念佛の焙烙を割る

月涼し夜間飛行のおとかすか

日にいちど掃くことに決め花吹雪
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渡部伸居捌

登節光郁玲春伸
志

八松山・錦心会ｖ

歌仙﹁凧や﹂

ストーブ囲みすする生姜湯

凧や欄々とある夜半の星

注文多き木彫り作品

老いし父長き顎鬚蓄へて

ナゥ春風に揺れて風船飛びたげに

外国の旅格安となり

あちこちと眼鏡を捜す高齢者

ワークシェアにて離職まぬがれ

着ぶくれの背ナを伸ばして茶をたてる

寒の卵を隣近所へ

評判のお好み焼屋裏通

次の約束伝言板に

乗り合はす坊っちゃん列車目で合図

きざはし岨に産土の宮

なか空の月に真白く咲ける蕎麦
ね

音も美しき虫に聴きほれ

ナゥたち寄れる上り枢にある冷気

四百年祭松山の城

中学の課外授業に励む子ら
溜池の亀ぽつかりと浮き

散る花を全身に受け徒歩で行く

手ぴさししばし送る引鶴

平成十三年十二月十八日首

小

芳

池

︵於・松山市久米公民館︶

平成十四年一月十五日尾
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玉盤はビルの高さに上りをり

菊人形の衣装整ヘ

また思はるる初恋のひと

ゥ早朝の宅急便は新走

占ひの灯の淡き軒下

遍歴のこんなわたしに誰がした

譽察犬の厳し訓練

ビンラディン洞窟になほ潜めるや

ひやし素麺のど越しも良く

呼ばれたる厨の窓に月涼し
石手寺の日がな縁日賑はへる
いづこで弾けるヴィオロンの楽

戻り来し故郷の山花盛り
穴を出る蛇遠まきの児等

曽
我藤井三荻田渡
部田手好山中部

節光玲春節光志春居郁玲子子子子幸紅居

志居郁志芳玲居郁光春芳光恵玲春志郁居

八川口・ノ＼さノ︑きＩその一Ｖ

歌仙﹃安達太良嶺﹄

代掻牛の歩み泰平

安達太良嶺梅雨雲被る日もありぬ

川岸に佇てば口笛流れきて
遊学の子の便り待たるる

いずくともなく匂う木犀

ゆったりと湯船に沈む月の夜

美酒は﹁ラクリマ・クリステ﹂と聞き

ゥ爽かに史跡巡りの旅にあり

隠し通した秘めごとの恋

絵のようなフリルの服でディナー席

飼い猫がそつぼを向いて大欠伸

医者も薬もあてにすまじく

馬鹿丸出しの鼻毛抜く顔
庭隅に一つ咲きたる冬菫
月更けゆけば虎落笛鳴り
静めたる心で写す般若経

百噸りに忘る憂き事

花の下豊かな夢に微笑みて

ナォ春雷は太鼓叩いて古里へ
通り過ぎ行く人も懐かし

奥村寿美枝

福田里ん
樋谷義江

キャンバスにひと息入れる缶ビール

なんとかなるさ又もプロミス
まんまるな月をよぎれる雁の列

山澤カツ子

古田悦子
稲垣治子
中山みよ
石上ちよ
加藤武子
中村幸子

渡辺梅子
清水福子
森田英代

︵磯直道校合︶

水谷純一郎

青山満子

石田登希恵

じっと見ている村の狛犬

松田千佐代

平成十四年一月首尾

一陣の風に散りくる花吹雪
饅絵大黒あたたかき笑み

万葉の歌碑埋もれたる山の道
眼下に見ゆる船ののどけし

盆提灯が消えそうになり

寺井とみ子

ケイタイに脇目もふらず鳴きつ

二度や三度で済まぬ火遊び
しらじらと離婚届けが卓の上

籠のインコが﹁お帰りなさい﹂

付廻し

磯直道

ナゥあわあわと秋草描く童どち

難民の支援を担う自衛官
海光凛とかえす向日葵

大澤花蝶
粕谷珠
嶋田利江
新堀亭樹
大谷静江
戸澤良子
高山佳子
川村みどり

森田英子
旦尾雅子
荒川有史
荒川由美子

青山瑛子
舟木美代子

永雄瑞子
遠山久子
鈴木その
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八川口・ノ＼さノ︑きＩその二Ｖ

歌仙﹁梅雨籠り﹄

無言のままの軒の風鈴

歳時記の懐かしき句よ梅雨籠り

ナォ入学が決まり楽しく部屋探し

成毛偕子
廣田節子
日笠靖子
田村外男

ずるずると不倫の始末しきれずに

ちらりと覗くブロンドの女

故里発ちて続く遍歴

汐風を受け崩れかけた碑

付廻し

田村登喜子

磯直道

白湯あまく簾の揺れる夏座敷

秋波遥かりスト連弾

大活躍の日本選手ら

ナゥ壺に盛る濃き竜胆に幸溢れ

うた

平成十四年一月首尾

︵磯直道校合︶

高橋喜代司

妹尾延
妹尾昭

堤瑛子

小川理太郎

小川廣男
小川悠子
水野治夫

森登

柳田康弘

浜田アイ子

関ただお
浦谷玲子

静けさに菩堤寺の鐘響ききて
於加田多佳

ともかくも跳べと背中をドンと押し

岩本千代

石垣の上わたりゆく蛇

片椅子に月光ゲ淡く差す遺影

瀧ミサ

裏の路地ひと群れの子等送りだし

長濱喜代子

蒲澤澪子
雄上絹子
西尾みゐ

幼馴染みにバッタリと会い

牛乳パック絵手紙に化け
嬉しさは米寿の恩師ご退院
雛の灯に染む頬の柔和に
宇田川貞子
渋谷シゲ子

倉澤以世子

躰中縫
遠藤久美
杉山明子
中山英子
柏村誠子

関弥生

風光る野に詩を追い行く

こちらでは花は二分だと母の声

鈴木佳子

笑顔とともに交わす挨拶
望月は遠山かけて昇るらん
焼栗の香のほのと流れて
ゥ爽かに旅支度して上野駅

胸底の恋の古傷瘤き初め

暖簾くぐってほろ苦き酒
神々の嘆き給えるテロ多発
ビルからビルへ渡る寒月
手袋をしたまま財布取り出して
独り暮らしは気ままなるもの

客の膝借り眠る三毛猫

テーブルにホームメイドの菓子並べ

そこはかと愁い漂う花曇り

遅日の閑に読み返す本
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八川口・くさくきｌその三Ｖ

歌仙一零雨忌﹄
零雨忌に集う輩よ梅雨晴間
咲き極まりて揺るる凌霄

開館せまり用意万端

琴の音の何処ともなく流れ来て

中天にぽっかり白き昼の月
松の手入れを終えて寛ぎ

筒井筒ゆえ今も可愛ゆき

ウパソコンに向いつ柿を噛りつつ

新婚の旅は嬉野温泉へ
郷土料理で先ずは一献

ポインセチアを移すテーブル

濁流にうたた寝の夢砕かれて
玻璃越しの月はいよいよ東て勝り

付廻し

松永静雨
高木潤
岡本眸
山田久栄
前原四月
永井政子
高橋和子
吉金白水
横田幸子
松永由紀
武智紀美
武智美樹
紀伊郁子

戒能々夕一号

長戸弥香
石丸静月

森教子

夫の病も徐々に回復

高田テル

つ士季

百噸りに心浮き立ち

パズルにはまり時を忘るる
飼犬が散歩をせかす声ならん
常盤木の中より花の咲き初めて

懸かれたる大理石なる母子像

逆光さけて切りしシャッター

ナォうららかに廻れるメリーゴーランド

砂田冨士江

神尾千津子

井上弥生

視野の果てなる山はさわやか

八尾暁吉女

武知千代
杉浦朝子
寺岡情雨
井上和久
児玉俊子
高須節子
山下一水

同朋さがす汗の遍歴

名月の金波銀波に浮かぶ舟

田淵遊亀女

思いはや異国にありて上の空

不在投票すでに済ませて

強引に抱かれてついにうっとりと

角帽似合う初恋の人

住み古りしビルの谷間の蒸し暑く

虫の音低き産士神の苑

清きノ︑え

室井秋紅
田辺公恵
黒瀬静江
鈴木光枝

ナゥ豪華なる舞台衣装が話題呼び

茶房の隅にすするコーヒー
新聞に見つけた甥の署名記事
鮎放流の合図﹁サョナラ﹂

︵磯直道校合︶

梅主と〃も蕊え

ふるさとは遠きに花をまなうらに

句帳を開く春愁の刻

平成十四年一月首尾
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八川口・ノ●︑さノ︑きＩその四Ｖ

歌仙﹃柿若葉﹄
付廻し

コバルト色に空は輝き

孫の自慢は語らぬがよく

岡本せつ子

永野美代子

廣渡雪路
山田徳子

ナォ主婦集い郷土一品村おこし

カナダからときどき届くＥメール

木村筧水

塚田ツルヨ

島津義臣
笠原悦子
西山君枝

井上当巨よ

原子力こそ永劫のエネルギー

ふと口ずさむ青春の唄
絵日傘を廻す合図の恋心
人目しのんで新緑の道

木部八千代

濱崎琴代
田尻攪子

待ちかねし無事出産の知らせあり

師を偲ぶ窓にさやぎぬ柿若葉

米谷志奈英

研重ねて啼ける郭公
大江加代子

満々と水をたたえしダムありて

墨絵さながら浮ぶ嶺々

佐藤治子
牛山悦男
吉田安江

冨田一青子

ナゥ友来り久方振りの新走り

辺り萌黄に風は爽やか

荒波に千々に砕ける望の月

昔話を誰からとなく

お点前の茶の香に月の昇るらん

静けき刻を萩のこぼるる

いささか老けし顔を見合わせ
憩いつつ通いし書房無くなりて

石岡康子

村上弘子
渡辺俊子
井上素子
松本光世

遮断機越える白い初蝶

秦松男

ゥ吟行の旅の仕度の秋袷
ライトアップの女美し

古賀フサ子

花守のたまわる一枝日にかざし

犬の子のまろぴ転びつ夕となり

天国も地獄も見せてくれた彼

箒目すがし名刹の庭

緒方幸子
渡辺常子

萩谷悦子

︵磯直道校合︶

菊地日出子

月しろじろと凧の煩み

穀雨豊かに降りそそぐ鍬
池田昭子
梁井和子
福泉淑子
三喜玲子

平成十四年一月首尾

土師満智子

邊遁に弾みて囲む河豚の鍋
火野葦平の評価まちまち
また揺れる道路財源地方税
辿り来て万朶の花をまなかいに

新井アイ子

迷い込みたる陽炎の中

羽音ひびかせ翔ちし蜜蜂
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八川口・ノくさノ︑きその五ｖ

歌仙﹁走り梅雨﹄
鉛筆の芯折れ易し走り梅雨
首を垂れたる庭の紫陽花
間延びした竿売りの声近づきて

愛犬連れて散歩する刻

うれ

付廻し
佐野とし子

大塚歌子
林田越子
佐野はるみ

瀧麻里

快気祝いの旅を楽しみ

ナォ春惜しむ顔それぞれの羅漢様

思い出遠き詰襟の彼

初恋の人に逢いたる故里で

萬緑の中に聾える天守閣

小林美津恵

篠塚きみ
斎木フミ
五味修子
鈴木裕子
渡辺あさ

名古屋愛子

青木セキ
田村敏子

篠田喜美子

微笑みて﹁八十歳になりました﹂

見知らぬ町で友と酌む酒

サングラス透け汗のたばしり
若者はバイクで集う場所ありて

虫の声聴く濡れ縁のひと
笠井貴志恵

酒井つね

猪俣光子
新相節子

時計台真上に蒼き今日の月
梢わたる風いとも爽やか

宮崎宏一

ハイジャックテロまさかまさかと

安食ふく子

夜露にしとど芒刈萱

ワイチローの案山子に子等は希望のせ

渡辺美於
酒井三佳

取り寄せの本買いに行く馴染み店

薄き上着に暖かな風

ナゥ哀歓を包みしままの戦禍跡

朱の鳥居月赫々と照らしつつ

愛の記憶のこもるケイタィ
逆玉に心を決めてゴールイン

伊野口仁一

安藤君子
江木典子
岡村和可

︵磯直道校合︶

ゆらゆらと花をかざして酔うており

柳も揺れて温みゆく川

平成十四年一月首尾

山崎昭小

みじり
灯り始めた湖う尻
の街

久保田先一
稲川久見子

渡辺みめい

頬被りして選挙対策

磯喜代子
田村昌江

焦げる匂いに又も失敗

寒々と冬三日月は尖りたる
玄関の靴乱雑に脱ぎ捨てて

武淑子
星野はるひ

三井佐惠

水ぴたし隠れ煙草がみつかりし

夢の香りし孫の入学

習い覚えたギター奏でつ
薄紅の蕾の花は未来持ち
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八川口くさくきｌその六Ｖ

歌仙﹁神鈴は﹄
磯直道捌

ナォしみじみと春の風情を惜しみつつ

バブルはじけて虫食いの町

結ばれぬ愛忘れかねおり
憧れの君も中年うらぶれて

中山英子

駒村多賀子

菊人形の眼鋭く

冬籠りして夢を楽しみ

ＵＦＯに乗って宇宙を回りたる

年立つ朝豊旗の雲
渡辺梅子

庭の千草を歌うソプラノ

酌み交し満月の夜は華やぎて

磯直道

玻璃戸越し群青の海輝きて

山澤カツ子

神鈴は天にこだます初茜
スケッチブック取り出してみる
三日月がそっとのつかるビルの肩

小野良子
柏村誠子

あれこれと固有名詞の出ぬ老後

首をかしげて鴉山鳩

ナゥ女子寮の離れの隅の洗濯場

まなこ

秀吉のお軸つくづく良く似たる

村に出てくる猿の軍団

みしみしと家が鳴るほど積もる雪

柳散りたる塀沿いの道

梅

霞の奥に見えるお社

朝寝の床で手足伸ばしつ
盆栽の花の蕾も色づいて

平成十三年一月十八日首

百
合

原

︵於・港区港南区民センター︶

平成十三年六月二十一日尾
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多

ウシャッターをガイドに頼み秋うらら

のうのうと髪結い亭主鼻毛抜き

良

力

バイアグラ飲み救心を飲み

やっと満期となりし積立
候補者は張り切っている都知事選

力

多

渋谷シゲ子

清水福子

力

以

倉澤以世子

︑？た

ぴたりと止みし風鐸の音
暑き夜の眠れぬままに仰ぐ月
汗を拭きつつ嬰児あやせる

境内に焼香の列長々と

師の御句碑に揺るる陽炎

へのへのもへじ消えぬ落書
咲く花も散る花も良き古き詩

桑

多子良以福良多英誠カカ梅多シ多多梅誠

八川口・ノ＼さ︐くきｌその七Ｖ

歌仙﹃白服や﹄

美代子

みゐ

ふみ子

一桁違う正札の額

ナォ爺と婆老眼鏡を忘れきて

機密費で絵画を買いし総領事

ふみ子

みゐ

蟇がひょっこり裏の稲荷に

青山瑛子

なんとなく百鬼夜行の出る気配

妻に内緒の古物蒐集

磯直道

逢引のホテルに匂うラベンダー
佐渡谷ふみ子

唯々に柳田国男懐かしぐ

磯直道捌

白服や上甲板の高みより
わだの碧さに翔ちし飛魚
荒川有史
西尾みゐ

ふみ子

佳子
節子
みゐ
徳代
佳子
みゐ
みゐ
瑛子

佳子
とよ

美代子

︵於・北沢タウンホール︶

平成十三年十一月十八日尾

平成十三年六月十七日首

青空広く巣立ちゆく鳥

故里の川に流るる花筏

赤児を背ナに春泥の道

磨り減っているレコードの溝
雨降りてお地蔵様の濡れそぽち

ナゥ父さんの十八番の歌はジャズソング

麦とろの鉢新蕎麦の策

むこ︑７さ︑と

落葉松黄葉風の過ぎゆき

語り継がれし民話おもしる

息吹きかけて薄認艀蛎

ひっそりと無何有の郷に月今宵

算数の宿題やっと解き終えて

みゐ
みゐ
永見徳代
東浦佳子
仁杉とよ

ふみ子

少しうるさい秋の風鈴

弦月はきりりと弓を勇ましく

ゥ戒名は俗名と決め遺言に
ひと

力関係嫁に分が有り

こんなにも化ける女とは知らなんだ

有史

ふみ子

とよ

荒川由美子

通院帰り冬の昼月

華やかなりし舞台フィナーレ
木の葉散る新宿の街ざわざわと

ワイン酌みつつ励む句作り

とよ

リストラの痛みに耐えて今日も生き

同好の士が集いたる山の宿

廣田節子

舟木美代子

新世紀花墹漫と咲き誇り

佳子

蛙の声が賑かな刻

スケートボード暖かな中
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八川口︒／＼さノ︑きＩその八Ｖ

歌仙﹃ブリッジの﹄
磯直道捌
磯直
渡辺梅

ブリッジの風は斜めや初夏の天

涼しく舞える白き海猫
伸

小谷伸

名残の簾巻き上げしまま

高山佳

古田悦

河合澄

童謡を歌う子供等仲良くて
小さき団栗指をこぼるる
ゥ盗み聴く長州詑り土佐説り

梅

岩垂道

伸

会って驚くメルトモの顔

ナォ生徒達パラパラ踊り熱中し

短夜うらむ老楽の愛

日暮れては異性となりて御出勤

飛機の激突テロの始まり

口開けてギョッと目を剥く金魚玉

むしタオル掛けお客黙らす

識者とはみんな知ったか振りをして

濁れる水の底に敗荷

冥界へ真逆様に落ちた夢

歌仙の席に配る新蕎麦

雪舟の名を冠せたる月の庭

般若心経浄写一巻

ナゥ九十を過ぎてもしゃんと背を正し

遠く霞める故里の山

昼からの雨の予報が早まりて

道案内はもつれとぶ蝶

馬車の鈴鳴れば万朶の花吹雪

平成十三年六月十七日首

笠

日

伸澄澄悦靖伸悦伸伸道澄悦瑞廣瑞悦瑞昌

︵於・北沢タウンホール︶

平成十三年十一月十八日尾
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どの家も覗いて見たる望の月
モップのような犬を抱く女

梅

火遊びの恋の相手は美青年
知らんぷりして近所知ってる

小川廣

田村日日

店先に去年の余り吊るされて
月落とすかに木枯しの吹き
熱燗のたちまち冷える大不況

廣

永雄瑞

悦

澄

腰の痛みが手にも足にも
宅配の旅行鞄がまた一つ
コーヒーの香の暖かき午後

党

池の面を染めんばかりに花満ちて

赤き鳥居の続く春愁

子子江男子男子江子子子子子子子江子道

子江江子子子子子子子江子子男子子子江

八北九州・くさくき北九州支部その一Ｖ

歌仙﹃月天心﹄
木部八千代捌
木部八千代

ナォアイドルのライブに老いも熱狂し

ペァールックの茶髪金髪

男とてゲイともなれば美しき

雨にしっとり濡るる置石

師の七回忌終へし夕涼

ひらひらと揚羽舞ひ込む夏座敷
白石喜代子

ポケットの底に小銭のちゃらちゃらと

粧ひ初めし四方の山山

改革に新内閣は燃えに燃え

月天心貧富くまなく照らしけり

八

山口安子
浜崎琴代
梁井和子

一筆に托す想ひの身に入みて

鳶ひろげて開く弁当

月淡々と浮かぶ片空

真赤な林檎届く嬉しさ

でっかい夢に賭けるパチンコ

擦り寄りし猫に欠伸をうつされし

安

ナゥ故郷の土地に先祖の墓造り

足を痛めし安物の靴

出世頭と言はれたる父

日永顔してひさぐ乾魚
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爽かに子等の歌声聞こえきて
昼寝の窓のレースカーテン
ゥ青東風のしきりに誘ふ奥の旅

八

琴

思ひ出遠き新婚の日日

背負ひたる妻の重きにっとよろけ

唐草の大風呂敷をうち広げ

春の愁ひに沈むアフガン

花筏浮かべて湖はきらきらと

圭呈目

琴

境内に餌をついばむ鳩の群

琴

安

︵於・北九州市立白銀公民館︶

平成十三年十一月二十二日尾

平成十三年十月十三日首

和

ひっそりと建つ牧水の歌碑

準備ととのふ霜除の藁
宿酔寒月細く突きささり

和

一塁目

安

一塁宮

沖はるか外国船の航しげく
バルーンとりどり雲は暖か

花浴びて入学式の門くぐる
ステップ踏めばゆるる陽炎

八和安琴喜安喜八喜和喜琴八安八琴和琴

人北九州・くさくき北九州支部ｌその二Ｖ

歌仙﹁石走る﹄
木部八千代捌

ナォ労働祭ジャズが洩れくるヘッドホン

白粉っけた貌の幼き

教会のバージンロードしづしづと

蒼天めざし飛び翔ちし鳩
南国の島の果実は色映えて

写真を並べ炬燵和やか

安宅の関は様変わりする

顔見世の晶眉役者は見えを切り

ドライブの車にかかる新樹光

木部八千代

白石喜代子

村上弘子
山田徳子

月待ちてふと口ずさむ童歌

石走る水音に覚めて山笑ふ

松本光世
渡辺俊子

思ひ出淡くつつむ春月
卒業の子等の瞳の輝きて
Ｅメールにて友と交信
新井アイ子

古賀フサ子

ナイスショットのクラブ高々

ナゥ支持率の低下身に入む総理どの

初潮の香のほのと漂ふ

溶けだす氷菓もてあましつつ

いつの間にやら雪のちらつき

緒方幸子
永野美代子
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陶を焼く窯の煙のぼるらん
身につまされる母の気遣い

ゥかぜ薬鞄につめて旅の空
寝乱れ髪にとまる涼しさ

揚羽蝶垣根を越へてひらひらと

幾度の出会い訣れに花の散り

広告の駅まで五分分譲地
尻尾ふりふり歩く柴犬
井生素子

畑打つ背ナに雲は流るる

一塁目

風のまにまに揺るる白萩

弘

岡本せつ子

薄情な人と知りつつ切れぬ仲

夜長楽しく尽きぬ語らひ

徳

︵於・北九州市立足立公民館︶

平成十二年五月二日首
平成十三年六月五日尾

今日の月野佛の面浮きたたせ
やわらちゃん念願叶ひ金メダル
どっと溢るるシャンペンの泡

ア

幸

俊

波きらめきて暮かぬる湖

故郷は万朶の花につつまれて

八弘喜俊フ美素幸美せ弘光ア俊フ美せ素

八北九州・くさくき北九州支部ｌその三Ｖ

歌仙﹃菊香る﹂
松田千佐代捌
松田千佐代
土師満智子

渡邊常子
大江加代子

菊香る奥の里には師の在す
秋蝶群れし山の湯の句碑
田尻檀子

加

ナォ北窓を開く新入社員寮
恋愛ごっこ暫しお別れ

茶房さわやか午後の名曲

ポケットにあの娘のくれたマスコット

軒の干柿並ぶ旧道

赤い羽根つけて旅立つ父と母

信号待ちの車澁滞

権現のお使い猿が飛びはねて

植物園の薔薇が目の前

ケイタイのベル突然に鳴りはじめ

号外配る街の雑踏

平成十三年十月十三日首

︵於・北九州市立白銀公民館︶

平成十三年十一月二十二Ⅱ尾
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煙煙と湖水を照らす月の光ゲ
オカリナの音の低くひびきて

攪

常

孤高なる名山遠く聾えたち
草を摘みつつ偲ぶ亡き友

ぽつぽつと降り出す雨に走る子等

ピカソの絵画億の落札

満

思い出美しくかかる初虹

花吹雪はたとやみてはまた散りて

杖を頼りに散歩する影

夕映にうっすら浮かぶ月細く

惚れやすき性に身をやく不倫妻

千

千

あげくの果は尼となりたる
風そよと吹ける川原に鷺一羽

攪

常

鰭酒の酔胸にほこほこ

千

冷し西瓜はテーブルの上

不景気の世情にゆがむ寒の月

加

ゥおどけたる仮装行列パリー祭

郵便物に白き粉ナあり

加
梢

ナゥ﹁良いことはちっともないね﹂新世紀

すってんと転んだ膝に血の惨み
泣く児をあやしチチンプイプイ

千

再建の五重の塔に花しだれ

心字の池に揺るる陽炎

槽千加千満加檀加千満千加攪千加満千檀

八北九州・くさくき北九州支部ｌその四Ｖ

歌仙﹁冷やかや﹄

あの娘に会えば今日も﹁ニイハオ﹂

ナォ春郊にフォークダンスの足も馴れ

篭の鶏鵡はがたりごそごそ

新婚の窓の灯いつか消えてをり

煉瓦塀青蔦朝の日をはじき

計報届きて心乱れる

三喜玲子捌

福泉淑子
三喜玲子

遠き日の座敷わらしを想い出し

夢をもとめて常夏の島

佐藤ゑつ子

昭

十五夜の月はこよなく澄み渡り

手作りおはぎ甘さ程良く

キャンバスに絵筆を運ぶ老画伯

無月の窓にゆらぐ穂芒
池田昭子

冷やかや雨に籠りし侘住居
這い這いできた孫のかわいく

米谷志奈英
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友を待つ風炉の名残も整いて

高速を四輪駆動ひた走り
振舞水で喉をうるおし

ひとり弓引く案山子時宗

ナゥファッションを競う学園文化祭

飛行機雲は白く尾をひき
牧場は狂牛病で立ちいかず

霊廟の枝垂桜は散りはじめ

標識板のかすむ横文字
昭

士心

昭

ゑ

士心

ゑ

ふと振り返る初恋の人

ゥ飼犬に祭法被を粋に着せ

大波小波砕く荒磯

夫ならぬ彼に寄り添う旅の宿
テロ多発阿鼻叫換のニューヨーク

もつれもつれて舞える蝶々
昭

︵於・北九州市立白銀公民館︶

平成十三年十月十三日首
平成十三年十二月八日尾

淑

到来酒に選ぶぐい呑

地蔵は赤き頭巾あらため
晩学の介護士めざす寒の月

淑
士心

士心

しみじみ思う父母の郷

玲

どこからか三味の爪弾き聞こえきて

光あまねく麗かな午後

吉野山一目千本花万朶

玲ゑ淑昭ゑゑ淑ゑ志ゑ玲ゑ昭玲志淑淑昭

八松山・くさくき松山支部ｖ

歌仙﹁よせ鍋﹄
よせ鍋をつつき合ひつつ年逝かす

今を盛りの庭の山茶花
次々に大型店舗開かれて

寺岡情雨捌

ナォ鐘の音に不動明王あたたかく

わらんく

ちぶさまさぐり眠る童

出稼ぎをいつもためらふなまけ者
どこに惚れたか好きと言はるる

熱燗に成功祝ふ肝移植

明るき松となりし雪吊

国会は秘書の手当に明け暮れて

異常気象で手離せぬ傘

ＳＬの機関車作り趣味となり

器用貧乏村のお宝

中天の月光ゲしるき大社
寮歌唄ひつ帰る夜学子
千

リビングの棚に飾りし鳩時計

メールを送る孫の誕生

久

ナゥ香り立つ松茸飯をまなうらに
幸
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寺岡情雨
山田久栄
岡本眸
横田幸子
武知千代

和

高橋和子

忘れ扇にすだく馬追ひ

栗入りタルトここの名物
待つ程に湖を離れる望の月
征きてかえらぬ父の面影

ゥ鹿児島の旅に戦を思ひ出し
ちょっと気になる老らくの恋

プラチナの造り巧みなペンダント

ほのぼのと湧く明日への夢

︵於・確汕流暢雲華桐罎輌︶

平成十四年五月十八日尾

平成十四年三月二十一日首

うららなるかな野遊びの人

子規居士もめでたる花のふふみ初め

久

初出版がベストセラ−に

久

高木潤
永井政子

ほんのりとうなじに残る紅のあと

時事問題は一喜一憂

梅雨の月城山の上ぽっかりと

眸
久

吉金白水

温泉の町に療養がてら誘はれる
デジタルカメラ流行るこの頃

紀伊郁子

後先に舞ふ黄蝶白蝶

ゆ

匂やかに薄墨桜咲き満ちて

高
田

テ

政白幸和テ政千和白テ久和郁政幸ル千政

八熊谷・熊谷緑化センター連句会ｖ

中和枝捌

川

歌仙室掘しさの﹄

翫涼しさの一気に抜ける風の路地

く遠く近くに韻く初蝉
岸

冨和

関

念入りにゴルフクラブの磨かれて
根

雪
伊

何をするにもパパが先頭
見上げたる月はまん丸大きかり
梨をどっさりテーブルに盛る
識やや寒をシャムの高なる野良の猫

く噂の姉妹追いかけてゆく

逃避行ブルートレイン密室に

心に深く唱う讃美歌

ブランデー紅茶におとし和む卓

軒の大根への字への字に
三日月の傾く刻の雪女郎

泊り重ねし奥の細道

山あいに名物団子頬張れり
ふっと呼ばれる聞きなれし声

蘇る古木にいよよ満ちる花
海市の果てに揺らぐ船影

鍼屋根替えを済ませ祝儀を親方が

甲羅干ししている亀は神の池

く競輪好きでカード破産し

だまし絵をみし後は混沌

悪友の誘惑に負けシャブ漬けに

記者会見の女優嘘泣き

手をとりて裸で抱きあう渚

汗のシーサー黙す沖縄

二千円札に偲びし小渕さん

緊張つのるテロ︑不審船
名月の水琴窟の妙なる音

紅葉の寺で酒をしずかに

ナ諦囮篭昔ながらの罠仕掛け

ロクロ蹴りあっという間に壷生まれ

く剥製を売る市の片隅

ハングル文字で飾る紋様
舟頭はいつすんぼうし花筏
おとぎの国の春も深まる

平成十三年八月九日首

︵於・熊谷市緑化センター︶

平成十三年十二月二十五日尾
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中
藤

稜

志枝志枝枝志貴枝子子子貴子枝子枝貴枝

子志貴志貴志子貴枝志子貴志枝貴志子貴

八松山・興聖寺連句会ｖ

歌仙﹃大空の﹄

卯波を分けて走る曳船

大空の色深まりて夏に入る
イーゼルを思ひおもひの向きに立て

ナォ永き日にイベント続くスタディアム

魚さかなの歌も楽しく

骨密度はかればなんと二十代

挙げ足とりの質疑応答

ようやっと年貢おさめてゴールイン

あの娘この娘と迷ふ目くぱせ

岡本眸捌

おじゃ

あと少し逆さに仕舞ふマョネーズ
岡本眸
福井泰子
紀伊郁子

小千谷縮みを洗ひ張りする
菅笠の踊り子みんな艶めきて

百合田紀子

眸

泰

デジカメの笑顔を送るＥメール

箪笥預金は婆々さまの趣味

ナゥ故郷の味良き林檎なつかしぐ

かかしの影が妖怪に見え

何代も経し禅僧の軸

紀

渋いお茶いれちょっと一服

満月ははりつきしごと中天に

溢る魅力にはつと振り向き

刻をきざむか鉦叩鳴く
ゥ行列の平安祭り厳かに

郁

散りしきる花に池の面はなやぎて

高木潤

つなぎ合ふ彼の手ぎゅっと握りしめ
会談成るかシャロン・アラファト

教

森教子

鴉退治にねじり鉢巻

潤

シフォンヶーキの香りほんのり
跳ねるかの玉兎に夢を馳せる子等

フーリガン対策急ぐ警備隊

眸

平成十四年五月九日首

︵於

平成十四年五月二十三日尾

西

浦戸

八

澄弥

松山市岡本ビル︶

平和願へぱかかる初虹
泰
郁

庭木に雪の積る静けさ

友集うジョーク飛び交ひなごやかに

紀

熱燗で虚しさ晴らし月を愛で

猫を抱いたり犬を撫でたり
まなかひは遙かに続く花の山

教

潤

気のむくままに旅はのどろか
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三長

大

香郁澄紀八郁眸澄八香紀澄八郁重眸子香

八西宮・ことばの会ｖ

歌仙﹃砂﹄

こぼ

砂掬ひ砂零しゐる晩夏かな
はまゆふ
浜木綿揺らす風の抜け道
うたびと

貝合せせし遠き歌人

まさをなる海より海女の帰り来て

芒の原が銀反射見す

この度は団子供へず月を待ち

恋の擦り傷痛み懐かし

ゥ鬼灯をならして遊ぶわらべにて
つ＋ま

肩寄せて夫と聴きたる新内に
もは

烏打帽を專ら愛用

夜を帰る靴音冴ゆる月明り
古き暦もあとわづかなり

通りがかりの煉瓦館跡

息はづむ少年ラガー駆け回る
石畳アコーディオンに詩情寄せ

去りがてに飛ぶ蝶々の白
晴着かざりて今朝卒業す

やがて散る花の万朶を目にとどめ

鈴木漠捌

ナォ屈託もあらず話題が変転し

屋久島の友髪染めはじめ

漫歩する老いも若きもハミングで

吸はれるやうに入る氷店

ひとりだけ陽焼けして逢ふ間の悪さ

外套の衿ふかぶかと立て

比翼連理の誓ひ再び

丸山明子
鈴木漠
松本昌子
香山雅代
橋本光子
飽浦敏
島田陽子
下村和子
山南律子

小豆粥ふたつのいのちおだやかに
ペキン

秤

辻一奔眺朋琿申電︵文音︶

天に耕しけむる糠雨

別れても淡墨の花消えぬゆめ

うすずみ

北京の宿は気功などする

ナゥ寄る辺なく昨日彼方へ明日いづこ

誰に届けと贈る笹舟

渓流の前景の菊いぢらしい

無名戦士の墓標露けく

手を振りし後ろ姿に月昇る

駅舎の脇にポストぽつねん

現代の相聞すべてＥメール

漠

和子
陽子
明子
律子
雅代
昌子
敏

光子

日日
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和雅光陽明律

雅明

昌光和陽律

子子子子子敏代子漠子敏子代子子子子漠

八豊田・ころも連句会ｌその一Ｖ

追悼

歌仙﹃壹さんを﹄
矢崎藍捌
平成十四年二月十四日月山壹さん逝く︒お通夜の三日月は
寒く︑残された者ひたすら壹さんを呼ぶ声のかくも多きこと

祈る形につぼむ木蓮長坂節子

壹さんを呼ぶ三日月の冴え返り矢崎藍

外泊許可で病院は空

垢嘗という妖怪と逢う風呂場

電話の中の潮錆の声

沈黙を破る勇気が今は要る

表があって裏の人生

守

美

藍

節

直

女

節

サングラスちょっと外してベレー帽

後藤志津枝

間瀬芙美

ナォ貨車の列孫と数える良い月夜

挙母祭の雌間こえる

ナゥ﹁甘いぞん﹂要るだけ掘ってくれる葱

土産なんどはもってくるなよ
背広にはポケット多し夢いくつ

八木聖子

士心

柿本ときよ

と

由川慶子
小園好

奎豆︶

写真撮る阿畔の像に花吹雪く

月山富佐子

︵於・桜花学園大学＆スペースＫｅｉ︶

平成十四年四月吉日尾

平成十四年三月十九日首

春風にのり気ままなる旅

新興団地渡る鶯

龍皿

刀入れる伊勢型紙の勘どころ

女心をつかむ誠実

卒業の幼稚園児の駆け出して稲垣渥子

お隣さんと交わす絵手紙高橋良風

通り雨でした実らぬ恋でした

ゆっくりとないしよのたばこ風通る繁原敏女

パオ

脱輪をした枯草の径

あるじ顔なる大贈畭谷本守枝

ゥ山迫る広瀬の梁はにぎわいて加藤治子
気のあるようなそぶりうれしく︵壹︶

助手席に一度は乗せてみたかった良
華著で色白撫で肩のひと黒木美代子

東の月獣めく包煙噴く女

犬置き去りに冬の河越え治
大統領機嫌不機嫌使い分け守

核の時計は二分進んだ渥

待ちかねしボジョレヌーボー店頭に節
土間にころがる太き唐芋︵壹︶

金木犀を一枝手折らん福井直子

花嫁を蜻蛉が追いて宮の杜女
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八豊田・ころも連句会ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃秋深き﹂

コスモス揺れるキャンパスの月

公羽

由川慶子捌

矢崎藍

ナォ聡りにメールうつ手のふと止まり

パパが係りで運ぶ回覧

撮されて撮しておりぬ風の中
河馬が大きく口開ける午後

幸せはするりと逃げる夏燕

悪態つくも情の深さか
物怪に葵夕顔とりつかれ

幾転生の果の白砂

この海の向こうに夢がありそうで

戯れている犬と少年

ゲームには運がつきもの時のもの

はじらいがすぐ顔に出るたち
ワイパーがしきりに払う恋どころ

等高線は漣に似て

ナゥ虫の音とドボルザークのわが祖国

男の料理新走り呼ぶ

月まどかシャトルは無事に帰還する

繁原敏女
長坂節子
柿本時代
八木聖子
山口元子

格安チケット買う列につく

福井直

加藤治

谷本守

稲垣渥

慶和

一四教室︶

佐
由久

秋深き隣は何をする人ぞ
西脇智子

湊吉正

声援を背に駆ける坂道

若きらは未来を語り爽やかに

上島登志彦

元子

墨絵となりし雪の村里

二人の世界つつむ夕立

伊藤良重

平成十三年十月十七日首

︵於・桜花学園大学

平成十三年十二月十八日尾
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幽遼の湖面を刻む東ての鶴

吾平餅屋の古い看板

ウペンションにオカリナを吹く少女来る

杉木立香りひときわむせるごと

花筵やっと決まった勤め先
空ほのぼのと場雲雀鳴く
聖

時

節

猫も杓子も軍事評論

ほろ酔いの家を忘れたおじいさん

冬ざれの月が上れば日が沈み
座敷わらしと鬼ごっこする

藍

小野芳梅

間瀬芙美

そして誰もいない宮居に花満ちて

苗代水の光る週末

川間

元良芙美宏元節治渥直子宏守子芳枝子子

八豊田・ころも連句会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃冬干潟﹂

展望台に風瘻く午後

冬干潟群れ飛ぶ鳥の白さかな

爪のちらばるチラシ一枚

てのひらを見つめて時を忘れいて

シェフの勧めるまるめるの酒

皓々とツインタワーに月渡る
ゥ探り合うこころとこころ秋寒く

カネカネと鳴く与党混迷

裏切っている時のやさしさ
合鍵をぽいと投げ込む泥の川

虫歯が痛い鍼の先生

去年からネオンの一字欠けたまま

ブラックバスが魚篭にいっぱい

夏の月ジャンクが見える木賃宿

常連のコーヒー客は本を読み

嘔琴弾く曲水の宴

窓より見ゆる土手の陽炎
千片の花舞い狂う胸の奥

佐久間和宏捌

八木聖

稲田千

佐久間和

矢崎睦ユ

平成十三年二月二十日首尾

︵於・桜花学園大学︶
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寿聖宏子寿

宏聖寿宏寿聖寿聖寿宏藍聖

ハさいたま・さくら草連句会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃大寒の河﹄

広き芦原嬉々と水烏

今村苗捌
今村苗
伊藤藪彦
田中雅子
松岡幸子

大寒の河渡り来し句会かな
世界地図分布確かめ訪わん
飛行機雲に手を伸くる街

彦

大久保風子

娼座に栗を焼いて爺様

十五夜を仰ぎ仰ぎつ子は帰り

風

雅

風

雅

彦

ストーカーとは情深きもの

さもあらばあれ猴酒酌む
後朝の几帳の陰に赤い鼻

苗

ゥ豊作が痛し痒しの出荷待ち

内陣に満つパイプオルガン

フレスコの壁画の絵具灰かにて

雅

彦

苗

幸

安寿恋い小佐渡の山にほうやれほ

風

夏木立迷い犬呼ぶ月明り
病の篤き姉に寄り添い

化粧塩して鱒の串焼

雅

過疎の村にも光ファイバー
注連回す老い木は今や花の刻

︵於・テプコプラザ浦和︶

平成十四年一月二十一日首尾
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八さいたま・さくら草連句会ｌその二ｖ

半歌仙﹃尾灯見えなく﹄

沢田洋

沢田洋々捌

秋の暮尾灯見えなくなりにけり
田中安

澁谷盛

伊藤哲

山峡を縫ふ月のハイウェイ

柴田寿

からすうり茶房の軒を飾るらん

伯父より届く皿は古伊万里

︵於・テプコプラザ浦和︶

平成十三年十月十六日首尾
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ＣＤにライブに長き列できて
さんざめきつつ彩のパラソル

ゥ久潤の友を交じへて毛虫焼く

行李の底に束の恋文

逢ひたいな逢ふのよさうかあの人に

事実婚にはシャッポ脱ぐ親

天神裏猫が三匹あくびする

常連の席独り酒酌む

歩まざる凍蜂月にさらし置き

風邪の予防に冬至蒟蒻

物好きよ海外出張志願とは

日永一日鳩がクルルル

花筏切り分ける舟權かるく

遠望の沖浮ぶ長槙

盛安哲盛哲安寿哲寿哲盛洋盛賀子芸興々

八さいたま・さくら草連句会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃春日傘﹄

小林儘即

横山わ

萩谷準一捌

アルブス想い咲けるかたかご
澁谷盛

萩谷準

春日傘中山道を急ぎけり
真っ黒な蝸叫のかたまり広がりて

秋の巣箱の暇そうな森

中本裕

︵於・テプコプラザ浦和︶

平成十三年四月二十三日首尾
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遊び盛りがいたずらをする
望の月供えのだんご不揃いに

ゥ角伐を逃れて山の裳深く
心のたけを託すメールに
明日発つという一摸衆君もいて

腰ふれ合わせサルサ踊らん
老いらくの恋燃え上る豪華船
コインを投げて決める順番

月涼しくて開く胸襟

テーブルに大小さまざま熟れトマト

日本選手が沸かすアメリカ

聖堂にホルンの響きこだまして

夢に見た花の列島眼下にし
若鮎焼いて来る人を待つ

準裕盛わ節子準盛わ節盛準節わ興一子こ

歌仙﹁霧月忌﹂

Ａ松山・佐久良連句会ｌその一Ｖ

ノポ

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞
井門可奈女

升さんがおいでたなもし雷月忌

霞める山を庭の借景

ナォ熱演の吾子の舞台は春の舞ひ

コプ・ン

目頭熱つく拳をにぎり

坐打の肩叩かれてゐる影の僧

悟りたちまち開眼とせん

賑やかにカラオケ続くスキーバス

若き日なみの思ひ出の雪
カワ

ツガイドリ

重信の磧ラは続く草の原
肩を寄せ合い番鳥みる

オ﹃ンドリ

カイップリ

牡鳥の離れて浮きし鳰
米大統領專用機など

大本幸まこ︑と

緋の里を銀輪のゆく

月胱々世界は一つちっぽけに

藪椿落つ音高く主じ出でて

洞

山野千艸
弓崎雅美
千

自分史原稿リライトする日

カモ

葡萄酒醸す納屋薄暗く

ま

筆名は山野千艸と申します
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月満つる詩吟近づき遠ざかる

洞

刈安は黄の草木染なり

あの娘と共に夢を見る夜

ゥ秋蝉のもの悲しさに独り座し

奈

キヌ

衣の香高く後朝をゆく

ナゥ炉開きは築四○○年のリホームに

閨の灯の灰かに灯る窓見上げ

猫背をのばし立ち上りゆく

林半星

ま

ナイ

魚河岸帰り元気元気に

雅

︵於・愛媛県立生活文化センター︶

平成十年十二月二十三日尾

平成十年二月二十七日首

思ふ存分花の蔭する縁広く
勢いのよき木の芽時なり

地震のまま二人の絆引き裂かれ

砂浜続き浜木綿の咲き

ま

洞

会談の森とプーチン條約の基礎

星

残月の傾く港梅雨寒く

大志を抱き上京の旅

奈

洞

雪解の川を筏で下る

花前線駈足登る気配にて

千洞奈洞千雅洞千奈洞千奈洞星洞奈ま星

Ａ松山・佐久良連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃秋のジーンズ﹄

ヒト

佳き女や秋のジーンズ浅く穿き

月の畦道帰る靴音

大都会こんな所に虫聞きて

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞
井門可奈女

林半星

コガ

ナォ蚕飼ひする座敷あちこちすじつきて

オト

祖母を始めに子等も手伝ひ
茶髪ッ子我が行く道の我一人

ストーカーとも立ち止まる堂音
ハ﹃ン岸ノ

湾の朝艀の波紋すずやかに

夏富士低う見ゆる景なり
広々と松原越しに雲流れ

上野千艸

月面におりし人々加齢なり

Ｈ２ロケット噴射成功

ペンキ絵すがる銭湯の朝
美しく編集してね過ぎし恋
洞

ナゥビオロンの音を秋風吹きぬけぬ

大本手まこと

孫達の歓声に湧く花火祭
海螢浮く波間ちらちら

奈

カクテル重ね飲み伏してゐる

ま

ケン

七色の夢さまざまに姿態変へ
恋にもだゆる若き日のこと

ウシ

雪洞を川面に現す花の夜
子規百年のイベントの春

︵於・愛媛県立生活文化センター︶

平成十三年八月十四日首
平成十三年九月十一日尾
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ふるさとゐます父母のこと

ゥ今宵こそまちに待ちたる子の帰省

ま

星

千

乾山描きし芒一本ト

理由なきままに気がかりな人

千

ワケ

接吻は型の如くに愛し会ひ
チャンネルかえて西部劇観る

洞

星

弓崎雅美

スキー楽しむ人のあちこち

マラソン

競走の銀松山シ子土佐

ゴウゴウ

小泉の靖国詣一ァ輿論嶌々

氷上に東て月の出る湖広く
夕食のメニューをメールで問ひ合せ

奈
洞

野佛一寸頭さげゆく

星

枝垂花三百年を咲き誇り

背広新調朝初出社

星千洞ま千星洞雅ま千星洞雅ま洞星ま奈

ハさいたま・三尺童ｌその一Ｖ

歌仙﹃新樹光﹄

引き金一瞬息を殺して

ナォ波寄せる水際に拾う桜貝
思い出詰まる千代紙の箱
鳥瞭図よりも確かな烏の目

丹下博之

他人の夫を盗むかまつか

晩祷の後に鬼火のさまようよ

中野恵永捌

新樹光今日さいたま市誕生す
原伸一

華尤子

夕立雲の騒ぐ気配も

守宮這う運河の岸の安宿に

孟夏に揺れるリボン紅白

つ今工

ノーサイド両軍肩をたたき合い

曾祖父揮毫の石碑残りて

蜻蛉の羽根に露の太りし

中野恵永
田中雅子

望郷はたった一筋ジェット雲

有明の月は見ぬふり明け早く

かかげ持つ夜光の杯に月満たし

関口せう子

ルイヴィトン提げ靴はフェラガモ

ナゥョレョレの背中に重き借財も

夜来の雨も今朝は上がりて

お寄りやすお寄りやすえと京の町

浅鯏酒むし鯛の浜焼き

青い目の身振り手振りの花の宴

平成十三年五月二十九日首尾

桂

︵於・案愚庵︶
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年齢を忘れる同窓の友

築地の塀は蔦のからまり

舞

小宮幸子
小池舞

ゥ稲雀熟女四人のピク 一ツク

朝のコーヒー誰と飲んだの

之

︑水

尤

ベッドには猫と詩集を置き去りに
エチュードばかりを自動ピアノが

幸

凧に昂然と立つ奏楽堂

親の子離れ根深掘る月

せ

たてがみの立派になりし若き獅

回廊飾る石の彫刻

目閉ずればアルハンブラの入り日見ゆ
之

雅

君誘う蕾なれども花は花

舞

パシュミナさらりさらり街角

春の砂山バイク飛ばすよ

中
嶋

竹永之舞雄雅せ永雄幸雅尤せ舞一之尤竹

幸

恵

ナォ種付けに牧場の親子おおわらわ

ＢＳＥに悩む役人

ロミオのごとく蔓にすがって

暗闇に足踏み入れてただ惑う

ベッドに残すピアス片方

薄衣をまとえる肌は薔薇の色

猫だけが知ってる真実神の留守

小池舞捌

原伸一

華尤子

小夜千鳥鳴く木枯らしの窓

ほんと

田中雅子
小池舞

憂国という刀研ぎつつ

中
野

八さいたま・三尺童ｉその二Ｖ

歌仙﹃界雷﹄
岬の端に乱る水仙

界雷も待たるる春の予兆かな

おもちゃの箱に隠すミニカー

如何にして水平線を切り取るか

ママさんバレーの声と虫の音

五日月宵はや高く夜半まで

ナゥ稲刈りを終えてこの村活気づき

ブルドーザーは挨吹き上げ
危ないな重たいよなあ地雷原
廃嘘の壁にかすれ文字読む

九塞溝の水面麗らか

花の下老師の舞は凛として

平成十四年一月二十二日首尾

︵於・案愚庵︶
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小
宮

執

豆博士図鑑を開ける暇もなし

分譲地脇蛇は穴へと

山と森遠近法にそって月

丹下博

中嶋桂

キトラ古墳にふっと人影

ゥ粋でいいプラズマテレビに走り蕎麦

松下英

スピード離婚世間騒がす

高貴なる方の口付けいかならん

チップの数に賭けて強運

めまぐるし回り舞台の赤と黒

大仏御座す長谷に夏月

マンボーの昼寝の時のとぼけ面

トラットリアでちょっとワインを

ＤＪのおしゃべり続く切り通し

花の門幾百年は夢と過ぎ
風光るなか西行の往く

尤一竹雅竹尤一一雅雄之竹雅尤

筆舞尤一雄永雅幸之尤一雅雅子尤雄永之

Ａ羽島・三川連句会ｖ

鵠雑伽﹃泙﹃汗疹の児﹄

投げ出されたるとんぼ釣竿

なく声の大いなるかな汗疹の児

清水裕子捌

裕

高浜虚子
清水裕子
横井恒子

山田蕗子

甘味処と暖簾下げたり

初舞台みどりの袴並ぶらん
満月にまもられひとり帰る道
太鼓がひびく秋のまつりよ

小

恒
裕

棚橋小枝子

往ったり来たり鳩のつがひが

ゥ牧閉ざしリフトの整備急ぎをり
六十路でもあなたに愛をあげたくて

裕

恒
蕗

温習会の着物あれこれ

靖国参拝賛否両論

不景気はどこ吹く風と海外へ

柴田幸子

裕

三日月の拠り所なき寒の空
小雪だるまが門々に座す

蕗

恒
裕

磯部摂子

外輪船で湖を一周

下駄鳴らし酒酌み交す寮歌祭

百千鳥聴く四方の山なみ

ぽかぽかと陽当たるところ花蕾

平成十三年七月十六日首
平成十三年八月十四日尾

︵於・羽島市願照寺︶
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八束京・鹿の会ｌその一Ｖ

半歌仙﹁衣被﹄
西山真樹
高畑自遊

西山真樹捌

軒を歩みて月に鳴く猫
赤松よう子

衣被少し糸引く夜の厨
爽やかにピアノ連弾励むらん

北欧に子連れの王妃誕生す
あっとすたれし厚底の靴

恋の病を治す一針

ゥ乗り継いでメトロ通いの鍼灸医

いもりの腹の赤さ珍し

治

玲

真

鈴

中西昭子
徳住玲
藤井治

蔵に大きな鉄の錠下げ

株の値は次第下がりに止めど無く

真

昭

雪解の水の岸に溢れて

自

よ

よ

麓より咲き上がりゆく花の雲

治

宿題に水からくりの設計図

お稲荷様に上げる油揚げ
寒月は大和の空を雛るらん

鈴

よ

身じろぎもせぬ樋の東て鶴
名画座で松田優作吠えている

田螺を和えて地酒一献

紐育の大惨事︑胸が痛んでどうにもやりきれない︒映画なら
ぬ現実にこの惨劇が行われたという衝撃の驚きと悲しみの深
さ︒有ってはならぬ生命の尊厳の侵犯︒これに対するブッシュ

に始まる数々の表明はまるでポエムのように新鮮だった︒﹁生

大統領のメッセージの即妙の対応︒﹁アメリカは泣いている︒﹂

らの引用も実に適切で視聴者の胸を打つ︒特に多くの消防士に

きていようが死んでいようが探し出す﹂と言う古いポスターか

囲まれての会話は絶品︒最後に消防長の肩に手を掛けるあの仕

︵於・俳句文学館︶

呵々︒

草はお見事︒残念ながら純ちゃん始め日本の大臣方には到底や
れる芸当ではあるまい︒

平成十三年八月二十八日首尾
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八東京・鹿の会ｌその二ｖ

歌仙﹃こぶしの実﹄

初秋やほつほつ紅きこぶしの実
太
禅

郎
禅梁太禅梁太禅梁太禅梁太禅梁太巌

野分の過ぎし川沿いの道
扉を叩く片割れ月を背に負いて

ナォ残酷な四月という詩エリオット

リストラ故に荒地耕す
浄瑠璃の鏡に映る二枚舌
江戸の昔も色々とあり

存亡賭けし商戦の夏

あかみどり浴衣の柄も若返り

少子化が国の基盤を危うくす
買ったばかりの家が歪める

赤肌の活断層が潜む丘

麺壕深く夜気の肌寒

女がひとり歩みゆくなり
月照らす人恋う熱き胸の内

字数読み音選ぶ命名

ナゥ菊の香に皇太子妃のつつがなく

東の風もやがて吹く頃

四書五経説文解字拠りどころ

遊覧バスの集う永き日

記念樹の若木の花の咲きかかり

平成十三年十二月吉日尾

平成十三年九月吉日首
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師匠に見せる重き原稿

冴々と悔いの自伝を半世紀

入日の小さく遠き東雲

ゥ書道展特選の報来たるらん
デートは午後よ茶柱が立つ

約束の縁起の絵馬に女文字

坂登りゆく湯島天神

街灯りお蔦に似たる影法師

建ち初めたる洋風の家

夏の月赤々として大いなる

岬の果てに土用波寄せ

茶屋遊び末は野となれ山となれ

何事もなく過ぎし一日

湖に散り浮く花を飽かず見て

誰が吹くやら朧夜の笛

矢小宮
野林下

梁

梁禅太梁禅太梁禅太梁禅太梁禅太梁禅太

人相模原・慈眼舎連句会ｖ

和
漢行ゥタ
百韻支の韻﹃夏の詩﹄
赤田玖實子捌

壺一云

蛭海停雲子

夏の詩梅雨の晴れ間を味いけり赤田玖實子

涼宵待月姿○
残り香のそこはかとなく絵扇に

電子辞典の電池すぐ切れ
言われればすぐに信じる良き手相

綿抱足元危○

湯豆腐鍋饗
熱燗充盃滋○

ワ居眠りをして乗り過ごす鈍行車加藤マサ子

ペットに飼いしカメレオンの仔雲

半生分応楽マ

癌躰内転移○

職声只耳澄

曲字の便り決り文句で鴨志田智恵子

心中も今は昔よ西鶴忌

馬も肥ゆれば美形肥ゆらん

舷側皓皓月

商風填楓時︑

濃き思い外務大臣溢らせて

淋しき鄙に捲るるふらここ

一杖置花筵

三脚起若芝︑
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雲

マ

マ

雲

マ

玖

マ

〃

〃

智

玖
〃
ケ

〃
〃

一の表隠し田の水口祭幣潔く

サプリメントに託す健康
並んでる列に加わる癖がつき

粧凝遠山眉○

優男溺女史
少鞭捷教師︑
粋がりて作るスーツは和紙とや

羽毛布団に深く沈みぬ

博識震怖気
王道窮無涯︑

城郭逵塑固
登高蒼弩窺︑
月光ヶにフランス窓を開け放ち

菊のしずくで拭うかんばせ

マニのゥ紅葉狩因縁ありし房り橋

鹿煎餅に寄って来る鹿
北海双発越

南極縦走爲○

地方誌に載りて評判私小説

筆は細筆鉛筆はＢ

醍醐味は二死満塁のホームラン

散巌屹立奇︑

月歳暮飛脚

霜天玉笛吹○

アメリカの防衛構想物議呼ぶ

酪酢鉢掬匙○

覆墨堤花

しきたり奉じ儒服釈莫
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智

マ

〃

雲

智

雲

〃

〃

マ

雲

マ

智

マ

智

川

〃

〃

玖
マ
〃

雲
マ
〃
〃

雲
〃

智
玖

二のォ春闘く薬研に似たる村忙し

片假名ばかり席捲の町

椀然笑神奪
シングルマザー望むとこるよ

掌で囲う螢に活きる力見る
キリリと冷やしガスパッチョ盛る

好都合留守
悪事暴密瞳︑
収集のゴミに混ざりし段れ笈

草叢鎭旧祠︑

沼沢秋謀盈
軒端月華衰︑
豪快な鮭釣りの旅友とたち

蟷螂雄食雌︑

マ三のゥ漢文に使われており句讃点

産れいでけり總領甚六

崖需棲仙姑

泰嶽絶妙碑○

齋す

不況でもブランド店は賑賑と

補強制度が勝

鬼瓦ころがっており月朧

塔覗佐保姫︑

蝶左右舞鍵

魚上下振鰭︵Ⅷ

友禅を柄よく継ぎて軸装を

安値の破本古書市で買う

冬桜寒威誇

牡丹雪巻帷○

壷一三

−175−

玖

雲

〃

玖

マ

マ

〃

智

玖

マ

智

雲

マ

利

〃

〃

雲
〃

〃

マ

智
雲
マ

雲

智
〃

マ

四のオーＴも熟年向きの講習会

茶髪追剥此の道に
両替の係困らすエコマネー

即席拉麺宜︑

鏡写庭盆栽
流雲望面池○

合唱荒城月

昼は遊びに夜は勉学
素通りに呼び止められる赤い羽根

四人の妻を認むイスラム

直系性横着
吉兆という蛇が目の前
金泥浮陶器
銀彩沈玻璃○

マ川のゥ靖国と領土の件は埒あかず

どこをどうすりや俳句俳譜

砂場静暁闇
烏雀騒帰塒

節分の家灯明りの少し洩れ

踏青余韻慈○

麗らかな万の花のときに逢い

都踊幕舞台○

︵於・相模原

平 成 十 三 年 六 月 一十六日首
平 成 十 三 年 八 月 一十八日尾

桃天樹︶
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雲

玖

マ

〃

雲

マ

玖

雲

雲
〃

〃

マ

智
マ

智
マ

玖

雲
〃

玖智

出
た

八重信・重信木曜会ｖ

青野一屯

歌仙﹃伊予誰﹄

菅野茂

青野竜斗捌

すみれ・はこべら芽吹く庭先

長閑さや鶏鵡の返す伊予誰

青野弥

野旦泉

入学の黄色の帽子駆けぬけて
わたがし売りにできる行列

鹿笛遠く峡に研す

ナォしじみ蝶寄りつ離れつ青空へ

訓練つづく宇宙飛行士

レッスンのピアノの調べ整ひて

濃茶に添へる甘き羊葵

頑丈に雪囲ひせし老舗あり

壷に活けたる赤き千両

振袖の挟抱へていそいそと

金婚式に集ふ同胞

共白髪ホームで暮らす寧き日々

ユダヤ・イスラム火種尽きまじ

観覧車照らせし月の影淡く
夢覚まされて叩く後れ蚊

ナゥ猪鍋をつつきて酌める濁り酒

昔話に時を忘れて

Ｗ杯中田選手に期待かけ

星占ひに一喜一憂

総身に落花を浴びし嵐山
竹林越えてとべる風船

︵於・重信町民会館︶

平成十四年三月二十六Ⅱ首尾

177‑

水底の貝の眠りし望の月
目交ぜしきりに我を捉へる

ゥ今年米供へて祀る里祭
ドライブは彼の背中にしがみつき

介護保険の行方混沌

故郷の山河いまも変らず
修験者の籠る堂宇に需流れ

海水浴に誘ふ輩ラ

月涼し縁台将棋佳境にて
跡目を継ぎし歌舞伎俳優

往年の名ピッチャーも今は亡く

ももちどり鳴くまほろばの丘

花万朶押されて進む通り抜け

竜茂京弥竜弥茂茂京竜京弥竜茂幸子美斗

茂弥弥竜茂竜弥茂弥茂竜弥茂弥竜茂弥茂

八岐阜・獅子門ｌその一ｖ

遣吟脇起歌仙﹃春の雪﹄

今一俵炭を買ほうか春の雪

芽吹きを急ぐ庭の内外

子雀のぴょんぴょんと翔ぴ立ちて

絡繰時計街角に鳴る

竿を挿す振り鉢巻月見舟

酒の肴にするめ枝豆

ゥ影重ね集ふ饒舌風艫名残
お大師様の軸が掛けられ
此の木戸を柴の戸として辞書を引く

忍び逢ふ夜は掛けぬ閂

口紅は彼の好みを念入りに
なぜかカーテン揺れてをるなり

月涼し伊吹の嶺に雲流れ

金魚すぐひに釘付けの児等

漫画本枕にしたる大軒

駐車場には自動車溢れる

花狂ふ芭蕉稲荷の幟旗

呼び止められて買ひし田楽

國島十雨捌

各務支考
國島十雨
梅村五月
伊藤︷廿壼云

唐渡北勢子

小川守
春日井朱雀

石田一邑宙心

高木和子
本屋良子
端元凉子
杉野ちゑ子

大野鵠士
瀬尾千草
成瀬貞子
山下睦雄
中尾青宵
堀内洋子

丸いポストに入れる絵手紙

ナォ長き舌出して馬刀貝子安貝

盲導犬を渡す音楽

断層の有る無し電波交叉して

着ぶくれて日の出を写すカメラマン

有精卵をおとす雑炊

目覚めたる浮気の虫が首もたげ

清水青瓢
松尾博雄
河合勝子
矢橋初美
西田日吉
加藤渓草
高松正水

守

竹中定男
山村忠雄
田辺桂月
戸田華笙

清水みよ子

籠いつぱいに茸もり上げ

船渡文子

引出しの奥探す錠剤

節にかけしとりどりの美女
後朝に知らぬ振りして御出勤

バスの時刻の多き空欄

天下太平国家安泰

井口ひろ

和

水分の林に洩るる月の影

ナゥ郡郭の声をたづねて憩ふ苑

試写会の郡上一摸に涙拭き

雨

執筆

︵於・獅子庵︶

遅日を点す庵の行燈

まほろばの里にひらノ︑花の舞

平成十三年三月二十五日首尾
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人岐阜・獅子門その二Ｖ

遺吟脇起歌仙﹃冬の日や﹄

冬の日や馬上に氷る影法師

大野鵠士捌

丸太の椅子に憩ふひととき

ナォお遍路の寄り道をする見本市

携帯電話電池なくなり

唐突にテロの一一ユースが飛び込める

ひれもすを爺が炬燵の守をする

榑葺屋根に雪の降り積む
岩戸前天釧女命が腰ゆらし
猫なで声にダイヤ求めし

飲み放題と店の看板

坂道登る背ナの北風

松尾芭蕉
國島十雨
成瀬貞子
小川守
出口陽山

望の月峰をはなれて城の背に

茶杓の銘は真名の一文字

千草八千草虫の鳴く声

ノーベル賞の発表に湧く
重代の家宝の兜床の間に

ナゥ幾度も競ひて回す木の実独楽

高松正水
宇野久恵
小川守
瀬尾千草

池にゆったり甲羅干す亀

飛花落花手に取るやうに四脚門

青々園を包む陽炎

山

︵於・岐阜真性寺︶
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倭文織の短冊掛けの床しさに
月見んと沖へ出でゆくクルーザー

石田吉田宙必

土産に選ぶ南部風鈴

家族みなキャッシュカードを持ち歩き

平成十三年十二月九日首尾

H召

執

お値ちの旅行はバスと飛行機に

鍬の煮付け味のまろやか
ゥおひねりが両手に余る村芝居

郷にありては郷に従ふ

ボランティア観光ガイド美女ばかり
ちょっと惚れしてそっと寄り添ひ

宿りたる大内山の鶴

伊藤︷ロ壺云

高木和子
大野鵲士
田辺桂月
船渡文子
堀内洋子

後藤キヌエ

肉桂の飴を口にころがす

三段抜きの新聞の記事

花の昼ゴルフボールはバンカーヘ

神山初子

雲ゐざり涼しき月を仰ぎたる

卍巴に蝶のひらひら

武

筆雨初和水エ山月守子文洋貞山士草久富

Ａ岐阜・獅子門ｌその三ｖ

遺吟脇起歌仙﹃初しぐれ﹄

旅人と我名よばれん初しぐれ

灯りを点し繕へる足袋

島の道海より汐の吹きあげて

伊藤白雲捌

松尾芭蕉
伊藤門口重言

宇宙飛行の予約満席

ナォ竜宮へ夢ふくらます唇気楼

だらしなルックでｉメールする

女将さんすっとん狂な声を上げ

歳の差も身分も忘れ手をつなぎ

ツインタワーは街のシンボル

この時こそがわたし幸せ
保育園ですと自慢の子沢山

有松絞り枝を引継ぎ

焦点を電子で合はす望遠鏡

揚舟に腰かけて観る月今宵

屋台論争口角の沫

よろけよろけて唯る蚊の姥
ナゥ翁草淡きむらさき径の辺に

へそくりの隠し処を盗み見む
目覚し時計鴫るを止めたる

日永たのしむ親子三代

はれやかにあの世この世の花盛り

︵於・大垣円通寺興行︶

平成十三年十一月二十五日首尾
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郷の外れに詩の碑

田辺桂月
久世竹水
河合勝子
堀内洋子
松岡裕子
大橋正子
堀内洋子
西脇美智子

唐渡北勢子

高田久枝
木村和喜
清水青瓢
伊藤錦石
高松正水
戸田華笙
加藤渓草

幸君

執鵲

月白の雑木林を電車行き
縁にくつろぎ虫をたのしむ
ゥ濁酒イベント広場にふるまはれ

プリクラ写真ほほをべったり

望むもの叶へてやると甘き声

編しだまされ恋の暗闇
杖ついて観音堂へ参拝に

龍頭水に鳩の集まる

ほぐれたる雲を見送る夏の月

短くなった甚平の丈

ひょっとこの面でふざける鱈掬ひ

風もないのに揺れる鰻幕

東西に枝を展げて花大樹
友達呼んで石鹸玉ふく

北高
村木

大
野

正

筆士洋勝正水裕月美水勝石月喜裕子栄雲

八岐阜・獅子門ｌその四Ｖ

尻取り歌仙﹃料蛸や﹄

料哨やトルソーのごと大立木

帰雁の棹の村を離るる

早稲酒を酌む輪の中に猫

留守人に春の楽の音響き来て
手に余りたる糸のいろいろ
楼門を開けて待ちをり月の庭

瑠璃光浄土遥かなりしも

ゥ公害訴訟雀蛤となる
水銀灯のもとに抱き合ふ

もう逢へぬと思ひし君に再会す

見え隠れする整形の鼻

ふうらりと宿下駄で踏む石畳

本屋良子捌

本屋良子
平光美泉

ナォ食ひしんぼう草餅すでに二つ三つ

積立貯金子らが当てにし

新市長古きしがらみばっさりと

東宮皇女の輝きたまふ

冬ざるる無心に翁面を彫る

ルポルタージュは雪の軒下

しなやかに党れかかりし厚き胸

聖女の恋は禁断の味

黄昏のカルチェラタンエトランゼ

後藤キヌエ

小坂五百子

紅殻の格子を透かす月の影

博雄
貞子

小川守

満智子

文子

守

瀬尾千草
河合初江
端元凉子
出口陽山
尾関芳子
宇野久恵
伊藤弥生

初江
弥生
久恵
陽山

森川淳子

︵於・岐阜ドリームシアター︶

平成十四年三月十五日首尾

昔の夢をたぐる寄居虫

この里にまだ見ぬ花を訪ねみむ

連続上映映画館ここ

みやげ物ところ狭しと並べられ

ルーキー活躍応援の波

ナゥ草の実をソックスに付け駈けてくる

化粧塩して鯖鮎を焼く

願ひしことの叶ふ枕辺
後藤嶺子
竹内昭子
神山初子

五百子

美泉
昭子
キヌエ

岡本満智子

青木久美
船渡文子
井口ひろ

長編の冒険小説書き初め

堀内洋子
成瀬貞子
松尾博雄

離島の切手熱帯の蝶

夏月に海底プレート眠るなり

洛北の里松蝉の鳴く

目薬さしてほっとひと息
喫茶去と扁額かかる花の寺
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八東京・下町連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃渋柿一

ナォ初虹に少年夢を描くらん

指折りかぞえ登る階段

イチローも佐々木も呪えたリーグ戦

大道芸を囲む人垣

小野誠一郎

伊藤藪彦
高橋賢
伊藤哲子
高野和子
並木隆史
黒川洋

蹟きそうな外つ国の神

伊藤藪彦捌

泉浩一

胸に抱く鳥の鼓動にやすらぎを

手花火をかかげ山荘涼をそえ
サイダーの泡喉をくすぐる

黒革の古典数冊積まれいし
デパート主催時の記念日

誠

浩

寝つかれず聞く犬の遠吠え

生命育む水の球体

ナゥテロの報世界も狭く蜻蛉飛ぶ

電車カタカタ下町の灯に
五十年遠忌の月に唄も出て
里芋好きな従姉再従妹の

あれはパリー天井のしみ眺めつつ

占い本を信じていたの

嘘上手それでも嬉し電話口

ゥパラソルの彩とりどりにアーケード

賢

並ぶ松茸産地直送

いつもの駅でまた待ちぼうけ
襟首を目立つほど抜く彼の趣味

彦

交番脇渋柿ならむ色づけリ

デモから戻る高き口笛

小名木川はるかに繋ぐ花筏
車椅子押す老のうららか

平成十三年十月十九日首

︵於・そばの里﹁みつまさ﹂︶

平成十三年十一月十九日尾
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薄雲に真夜の月影友去りて

そはおかしくも深く哀しき
寄せ返す波の愚かさ限りなく

哲

和

女将の笑顔冬至蒟蒻

哲

縄のれんくぐる肩先東てし月
永平寺フランス語でも説教し

賢
隆

洋

主なき時計壁にカチコチ

廃校の庭を覆いし花盛り
どっこいお玉杓子健在

執

筆誠浩哲彦浩哲賢誠隆賢和賢洋賢誠洋哲

八東京・下町連句会ｌその二ｖ

歌仙﹃春着の娘﹄
席譲るしぐさ床しき春着の娘

駅頭に富士見ゆる人日

くるみ団子を囲む茶の友

ふるさとの城美しく月照らす

自販機の裏うずくまる猫

ナォ大掃除失いしもの現れて

骨董市で涙壺買う

北斎の贋もの承知の上自慢
父のヘソクリ家族旅行へ

サッカー映すテレビこわれて

雪はらはら大はしゃぎして露天風呂

エンャ唄フィレンツェの街いきいきと

伊藤藪彦捌

彦

数珠掛鳩のどこで鳴くのか
ナゥ里山にしめじ松茸求め入る

光増す桂男の刻静か

御所車牽く強い黒牛

平安の雅を演ずヅカジェンヌ

瞳がそっくりの民族人形

伊藤藪彦

哲

高橋賢
高野和子
並木隆史
黒川洋
伊藤哲子

峠を越える鯖の行商
遠き日の水上勉夢の夢

地球儀まわす客もなき午後
ひと枝の花をかざして卒園す

歳月を秘めひらく姫貝

︵於・そばの里﹁みつまさ﹂︶

平成十四年一月十七日首尾
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コースター風切る音の若やぎて

うしろ姿の帯をはす交い

ゥ乱れ咲く八千草の色赤黄白

洋
大谷眞智子

境内のベンチに待つと言付けて

体験舞妓先斗町行く

今泉春子
和

小野誠一郎

ゆるやかに流る川底さざれ石

人力車には親子合乗り

泉浩一
賢

裸一貫天にまかせて

月涼し眠れぬままに盃重ね
後手後手の景気対策支持もなく
灸すえるツボしっかりと押す

哲

哲

賢

ワシントンメインロードの花万朶

染卵もつ聖歌隊貝

哲洋彦哲洋賢哲賢和洋哲誠賢和誠哲賢賢

八大坂・紫薇の会ｖ

歌仙﹃曳初め﹂
曳初めの鉾町縄の匂いおり

澁谷道捌

希ォ職退いて外国の地図みて暮らし

んば
弓ゆ場
の的が風に煽られ

ダックスフント傍にはくらせ
先生がアームチェアに眠りいる

標高一○○○の村の夏の夜

これ飲めとぶらさげて来し蝮酒

間遠になりし鈴虫の声

よぱ

ききおぼえある下駄の音駈けてきて

封を切ったるこの婚い文
あいかた
後朝の敵娼をふと取り違え
雁瘡の出し股を気にして

いる

岩城久治
西野文代
茨木和生
澁谷道
加田由美

肪いたる舟を解き押す川の月

麩菓子につけし夢の焼印
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嶢鰻のぞく仕出し弁当

山々は雨あがりたる彩をして
身をしなやかに渡る八シ橋
月閾けて庭の人影いつか消え

治

生

代

新たに涼し囲碁の陣立て

道

初ゥ耳澄ますあれはたしかにひょんの笛

ほのぼの明けの白頭の恋

あやかしめきてかげろうの立つ

花疲れ衣桁に着物掛けしまま

︵於・大阪・住吉︶

生

道

美

平成十三年二月十川日首尾

代

まなざし若き茶髪金髪

潴ゥ洗いたる銘々皿を重ねおく

泥染めの醒めては炎えるうらおもて

治

ワゴン車を連ねて浜に来ておりし

代

美

王子神社の鳥居かたぶき
縁側の座ぶとんの上鋏あり
あるだけの針糸通しおく
月明に鷹の燗の濡れていて
雪に埋めし野菜とりだす
原潜の突如浮かびし高波に
遠足の子が砂を投げあう

治

するすると椴帳あがる花ふぶき

生

そそる

春の伊吹に沖のかがやく

代美道生代治美道生代治美道生代治美道

いぬじま正一捌

ぬ

い

美愛笙修妙正
弥
妙美修正愛妙笙修美妙愛正子子治吉子一

八富山・樹氷連句会ｖ

歌仙﹃夏の雲﹄
肌脱ぎの大投網打つ夏の雲
風に乗り来る葭切りの声

愛妻弁当味は上々

新聞にチラシどさりとはみ出して

月の窓古きピアノを弾く少女

ナォ維新より続く女系の雛祭り

ニイハオと笑む留学の友

登山者続く尾瀬の浮き島

紅唇の外務大臣初登場

虹あおぐ童べの頃の夢のごと

手作りトマトもぎたての朝

三十路の厄を覗く手鏡

一流のシェフになるまで待てという

愛憎は越えて馴染みし泣きぼくろ

潮騒間きて目覚めいる夜半

満月の大崩落の音を呑み

うすばかげろう頼りなさげに

ナゥデパートの新酒試飲につい酔うて

地域文化の対話すらすら
野仏も稗搗節もダムの底

にぎわうライブ山の廃校
三代が渡り初めする花の橋

糸切れ凧が消えてうららか

拝雌壮一垂十ユ朋十瓠叩壗︵文音︶
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蔦の絡まる中世の城

広げてはみぬ絵葉書の束

ワ羊追う花野の果ての国境い
父母の顔立ててお見合いＯＫし

会釈ひとつも新鮮なひと
シャンデリヤ記憶の雫きらめきつ

夜行の百鬼も現し世の友
昼の月ラグビー場のどよめきに

ダッシュの速さ競う子供ら
人生の岐路は思えばあの頃か

ひとり芝居で地方巡業

花はまだ三分に風は身にしみて

粋に着こなす春のセーター

星紺紺是久
じ
野野行我ま

妙修愛正美妙修笙愛修正愛笙修美愛修正

八鎌倉・湘南吟社ｌその一Ｖ

都心連句会・湘南吟社初懐紙

ゥ山裾に減農薬の

実る原崎弥生

子等の袋に蝮ざわめく和久井八重

田楽が焼けたと母が呼びに来る秋山よう子

眼を書き入れる凧の若武者杉浦ちゑ

ふっくらと紅白梅のさきがけて若尾よしえ

七つの海に寄せる初波和田洋子

人類の叡智問わるる世紀開く小林静司

さっとあがりし大粒の雨

ハイウエイハーレーとばす腕はって

古本市に興味そそられ

河童忌に昇る満月川照らす

仏足跡にぼうふらがわき

度忘れも度重なれば本物に

百韻﹁世紀開く﹂

青年会集団見合試みて藤沼和ヱ
腹をくくって手を握るなり司

ベランダにある烏の餌台高島幸子

泣き上戸笑い上戸も花の下

小林静司︵前半︶捌
士屋実郎

ゴールインまだ段取りが要るらしき

月やよし謡の稽古朗々と和田忠勝

日永の縁に糸紡ぐ婆

朝な夕なに追わるファックス

我が道往かん心さわやか村上敦子
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生

弥

洋

勝

ヱ

ゑ

洋

敦

追

洋

え

稲

ニォ観音を詣でし山のうららかに

里の土産に鯛の浜焼
葱坊主早緑の首ういういし

昨日も今日も閉店のビラ

旅先のお国誰に恋どころ

血潮の海へ君を沈めん
人はみな哀しき性を胸に抱き

月掲げ

歩み来し方なつかしむ春

上場を苦節十年花に得て

シャンパンを抜くあちこちで音

優勝の球児校歌を高らかに

鱸謄に舌鼓打つ土屋実郎

豊満な私は女

ねぶた祭にことよせてくる

藍香る浴衣のひとの抜き衣紋

あるじ

僕が主と犬の錯覚

将軍も三代目には安泰に

茶席正座に耐えし碧眼

治安また悪くなりゆくニューヨーク

失業率が下ることなく

幸二ウスーパーの新米コーナー閑散と

身を切る風にさらす寒天浅井園丁
国境の山脈雪にかがやきて
スキーヤー等が楕赤く焚く
わきいずる誰からとなく歌う声

自動ピアノの突然に鳴る

魂送る月下に左大文字
車椅子には母と萩のせ

箔え
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勝

重

洋

幸

、

勝

つ

弥

丁

ヱ

洋

敦

郎

神

ヱ

敦
弥
菫
幸

司
ヱ
一!一

つ
圭
も

ゑ
つ

］
ヱ

三ォ九谷焼彩あざやかに百千烏
デジタル放送ワイド画面で
白樺派記念写真に祖父もいて

涙のあとは又も許して
君のその燃えたつ夢に賭けたいわ

愛のかけらをしまうポケット

月涼し往時を偲ぶ三笠山

野外演奏準備万端
徹マンの終了決めし時鳥
ウオーキングで下げる血圧
年金で海外ツアーかけめぐり

炬燵の上に本のツンドク
真打に勘当解けて冬晴るる

盤寿めでたし一門の長

ゥ家族には内緒にしてた隠し芸

絵筆綺麗に揃うパレット今村苗

赫々と湖面の富士は陽に映えて

優しい君に僕は傷つく

サョナラを言えば逢いたくなる別れ

時も地球も止まれ我が恋

モンローに見とれ字幕を追いきれず

冷や酒に味しめし雛僧

金魚玉出目金の貌拡大し

怪奇のニュース故郷ゆるがす

原発の誘致綱引ききりもなく

村の境にかかる木の橋

花吹雪手の届くよなおぼろ月

入学式の子の晴れ着縫う
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箔

洋

つ

苗

ヱ

弥

洋

郎

ゑ

幸

司

L

苗

え

弥

、ヱ

幸
亜

司
スー

ゑ

重
弥
ヱ

勝

幸
ヱ

弥
司
勝

にしんくき

ナォ出稼ぎの父の便りは鰊群来

店に秘伝の甘露煮の艶
開運の招き猫置く社長室
うぬぼれ鏡つるり顎撫で
王子待つ白雪姫の胸の薔薇

禁裏で知りし閨房の術

屍を曝す砂漠の風紋に
フンコロガシのブローチを買う

バザールに畷る珈琲濃く熱く

印度へたどる玄英の道
鶴渡るアニメのようにはばたきて

昔語りを俵編みつつ
手を叩き子等歌い出す宵の月

砂防の松の続く根曲り

無形文化に予算冷たし

重ナゥ神鈴の緒を引く指も悴みて
軍つ

尺八の首振りだけがうまくなり

漆の大家見事白髪

何よりもエージシュートが自慢にて

海中眼鏡栄螺保護色

眠覚むれば水の惑星花衣

︵於・七里浜玉寿司︶

ブランコきしむ街の公園

平成十三年一月四日首尾
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洋

司

ヱ

弥

勝

幸

話

苗

つ

､ヱ

郎
丁
壺

勝
、ヱ

つ

苗
弥
司
苗
ゑ
敦

八鎌倉・湘南吟社ｌその二Ｖ

ナォ春日和ひと夜の旅を寛いで白井暎子

大言院髭の遺影に青葉風
主なる亀が泳ぎ寄る池
小林しげと

土屋実郎
小林静司

愛育ているタテ穴の彼上田野出
モンローの紅き唇眼裡に浅沼登
占って待つ地下鉄の駅副島久子

歌仙﹃第十三回青時雨忌追善俳譜之連歌﹄

巷々に慶祝の幕清水敬信

お面かぶって面ひさぐ人和田洋子
城下町そのまま今の県庁に岩永極鳥

句案乗せ舌千転の涼しさに

高津明生子

杉浦ちゑ

宵の宮年に一度の札配る坂田武彦
選挙近しと名簿書き変え伊藤薮彦

電子辞典をいつも携行

寄席はねて疎らな客に月細く伊藤哲子

座配和田忠勝

執筆今村苗〃和久井八重

知司小林しげと配硯藤沼和ヱ

脇宗匠松涛軒静司香元和田洋子

宗匠抱虚庵実郎花司高島幸子

平成十三年七月一日首尾
︵於・浅草伝法院大言院︶

朧に焦がる君が手枕執筆

地球の涯へＥメール飛ぶ葉山湘風
比翼塚十重に二十重に花吹雪宗匠

本場よりオペラ次々来日し洋

好物だけで生きている母小野竹裏

ナゥずっしりと手応えのあり鰯引く城戸崎丹花

夜寒の辻に笑い噛みしめ保刈八郎

ポンチョ縫う絵柄かわゆきキルティング赤田玖実子

指折って月の齢を数えいる

柴田寿賀
原崎弥生
高島幸子

和久井八重

鈴虫の籠わきに吊され

ゥ松手入れ上から声を掛けられて

旧姓で呼ぶ幼な友達

秋山よう子

藤沼和ヱ
じようぴとう

合コンにうれしく弾む胸のうち
酔ったあげくにほろり本音が

横山わこ
菅谷有里
和田忠勝

蛭海停雲子

小張昭一

村上敦子
今村苗

誇らかに孔雀ひろげる上尾筒

夜来の雪の燦と輝く

ナポレオン追われ河畔の月冴える

帽子傾きふところ手して
再々の墓地の勧誘留守電に

広いリビング赤い点滅

口開けて花びら受ける園児たち
サンクチュアリで烏の恋視る

-190

ハ前橋・上毛連合会ｖ

半歌仙﹁師走来る﹄
伊藤稜志捌

武井敏

相沢吉田

南博

凍てつく風の吹きし街角

助け合い募金始まり師走来る
床の間の掛軸こつと音立てて
中野芳

伊藤稜

本田洋

平成十三年十二月四日首尾

︵於・前橋文学館︶
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油の効かぬ錆びた自転車
白々と望の月照る石の椅子
糸瓜の水を瓶にいっぱい
ワ採り溜めし数珠玉両のポケットに

和服姿の美人追い掛け
尼寺に助け求めて不倫妻

ビンラディン氏の首に何億
サッカーのキャンプ地すでに攻防戦

おにぎり持って撮影の旅
奥の森池をめぐれば月涼し
ビールを干して満貫を待つ
ＩＴのバブルはじけて夢の跡

静寂を破る野良猫の恋

谷埋める表千本花吹雪

春を惜しんで集う友垣

洋稜博洋稜太博芳富博富芳敏子志子子子

八桑名︑白魚連句会ｖ

半歌仙﹃蕎麦白し﹄

佐藤清江
岡本耕史

岡本耕史捌

ダム湖を渡るかりがねの棹

ひとしきり峰吹く風や蕎麦白し

江

加藤よしみ

空耳なるか尺八の音

むら雲にかくれゆく月眺めゐて

江

み

史

史

休耕田に咲かす向日葵

ゆるゆると村を巡れる福祉バス

社の裏でそっと抱きしめ

み

ゥ子等熱中金魚すぐひのコンテスト

銭湯へひとつの傘で濡れてゆく

み

史

江

素通り出来ぬケーキ屋の前

デカルトカント遠き青春
団塊の世代悩みも多からん

江

み

み

史

史

江

寒月下破壊のあとのシルエット

夢を拾ひにベネッィアに発つ

餌付けの狸ひそと現はれ
鉛筆の芯ととのへて安息日
古稀の父上気嫌なり花見酒
こころ祝ひの鯛の浜焼き

拝

辻一癖十斗即一十誌朋密︵文音︶
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八伊勢・しらぎくｖ

歌仙﹁二月礼者﹄
村田治男捌

めづらしや二月礼者の従弟たち
中野たつ子

村田治男

重

貞

静

治

静

重

てい

治

貞

たっ
てい
たつ

大西貞子
前田てい
村田静子
尾崎重子

ちらほらと咲く縁先の梅
つばくろの数羽の低く交はしゐて

変形真珠人気抜群
よおく見よ月山の端を出るところ

酒の肴は鯛と決め

ゥ駈けまはる小鹿の耳の透く日和

静かに刻の流れゆく午後
相性を占ってほしい人が出来

鬼の姑角たててくる

ラッパ吹き兵隊踊りのお爺さん

少し離れてカメラかまえる

町炎暑喘いでをりぬ月仰ぐ
右汀線をボート去り行く
故郷はずっと向ふの半円球

母の寝言の小学唱歌
花万朶高山祭昨日終ゆ
手作り弁当風光る中

治

たつ

重

ナォ大小を問はい楽しさ潮干狩

幼稚園児ら列をなし来る

静

治

貞

てい

治

静

重

静

たっ
てい

貞

重

てい

貞

それぞれに何でもないもの掌の中に

ゴミは正しく分別しよう

達磨忌の達磨の顔の見事さよ

軒の干柿肩そるへをり

手ぴねりの香炉を君に贈らなむ
出来ることならずっとお側に

せつなさを秘めて人には語られず

四肢をのばして欠伸する猫
月いまし沖をはなれて浪の上
零余子の飯を大盛りにする

ナゥ金柑の鈴鳴りの庭まぶしくて
びっくり世古のビクターの犬
おっとっと胸たたきつつ合点だ

誰が敷いたか新席なり
父母と私だけの花座敷

たつ

︵於・猿田彦神社︶

うつらうつらと夜半の春雷

平成十三年二月二十日首
平成十三年三月二十日尾
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鶯知らず先の己が身︵小野上︶

産直の糸葱膳を潤して︵利根︶
豊かさ競い売れるブランド︵高崎︶

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

袴そのまま継いだバンカラ︵松井田︶
移り気な彼女恨めしＥメール︵中之条︶
パリ祭ハントお代いかほど︵伊香保︶
＝

ケセラセラ釣果頼みの岩魚焼き︵多野︶

煉る汚職不易流行︵桐生︶
月冴えて孔明立てば夜叉も伏す︵館林︶

えらくさっぱり唐紙を更え︵草津︶

雨だれの止むＳＰを裏返し︵邑楽︶
ぬくしお湯よし一度はおいで︵吉井︶

花の波里から尾根へまほら曳き︵箕郷︶

L，

ル

L＝＝

帆

花

和

上島登志彦

智

臣

生

智

岩崎美帆
伊藤実和
稲葉敦子
久田結花
西脇智子
伊藤益臣

立石洋一

高橋厚生

上島登志彦捌

紀
行

八名古屋・尋牛会ｖ

半歌仙一

度M

春なれど風ののさばる上州路︵榛名︶

『1 1

遠く梵鐘若駒の馳す︵昭和︶

平成十三年四月十三日尾

平成十三年三月三日首

︵於・錘柳鍔恥衣誰代諦蒄川︶
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一上

ハ新庄・新庄北陽社その一Ｖ

斎藤一儘干

内田素舟
青柳柳翠
荒木遊仙
井上玲虹
市川澄水

歌仙﹃社創立記念御俳諾之連歌﹄

古今雛優雅に残る港町
四方山晴れて鴬の声

特産品の届く宅配

給食に惚の芽の味噛みしめて

湯の宿で聴く虫の合唱

最上川月を浮かべて皓皓と

夢はでっかく大臣の椅子

ナォ弁当のおかず分け合ふ遠足児

笠

三上溪人

茶

村松枩風
斎藤一葉

澄

鑑干

別れ際漸くしかと抱きしめて

炬燵の中で絡み合ふ足

伝承の御柴灯作り賑やかに

干支の神くじは吉と出にけり

久

偽物と区別のつかぬ美術品

やはり厳しき王将の道

旅に立つ未知の世界に宇宙船

荒木吉峰
伊藤香月

仙

孫の靴より跳ねる鈴虫

虹

伊藤緑雨

翠

高山桃里
熊谷喜楽
小川庭水

橋

里

舟

執筆

宗匠内田素舟読師井上玲虹
脇宗匠山崎茶香香元荒木遊仙
執筆浅沼葛子典礼伊藤緑雨

︵新庄市勤労者福祉センター︶

平成十四年二月二十三日首尾

荒木宝章

この世は常に千差万別

新装の歴史の舘渡る月
兼六園の池は水澄む
山崎茶香
八戸一橋

政局はムネオノ１の名にまみれ

欲の果て遂に破産の雪印
山女釣り上げ一人微笑む

作務衣の襟を正す小坊主

岸庸女

ナゥ納得のいかぬ解釈季語にあり

いつの間にやら娘盛りに

富沢此佐女

こけら落しに割れるくす玉
弘退いて妻と待ちたる花便り

ゥ錦秋を車窓に眺めカップ酒

庄司籟山
小野梅久
阿部一笠

壷きい話題に匂ふ春の日

証人台であばく真実

この機会遁がして駄目と迫りくる

虹

噺く丘に霞たなびく

アフガンに平和戻りて月涼し
遺跡に眠るツタンカーメン
静けさを醸す茶釜のたぎる音

葛麓は花に浮かる泌里となり
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人新庄・新庄北陽社ｌその二ｖ

歌仙﹁社友賀寿祝賀記念御俳諮之連歌﹄

内田素舟
三上溪人
高山桃里
市川澄水
青柳柳翠
阿部一笠

健やかに賀寿迎へたる午の春
満ち足りて汲む背戸の若水

露しっとりと庭の名石

富沢比佐女

青空高く鳶の舞ひとぶ

棟上げの宴も済みて峰の月

岸庸

小川庭

荒木宝

ナォたまさかの穀雨に裏の畑めぐり

世事に惑わず生活負ぬく
鈍行の旅に道連れ得て楽し

斎藤孤

高橋雄

坂本露

熊谷一号

村松枩

荒木士ロ

いつの間にやら忍ぶかなぶみ

不動明王睨む東滝

置炬燵猫追ひ出して睦み合ひ

乾杯の発声見事座を飾り
カラオケ代の嵩む宿代

ペイオフに貯金あちこち移し替え

重機掘り出す縄文の壺
名月は星從へて皓々と
尋ねし家を包む虫の音

ナゥ長考の果ての継ぎ歩に夜は長く

床に牙むく陶の唐獅子
浜からの風膨らます青簾
色鮮やかな盆の羊かん
友誘ひ句帖埋める花の奥
頂き残し霞む出羽富士

︵於・新庄市勤労者福祉センター︶

平成十四年六月二十六日首尾

脇宗匠山崎茶香香元富沢比佐女

宗匠内田素舟読師伊藤緑雨

執筆斎藤一竿典礼三上溪人
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炊きたての御飯寒海苔香らせて

ワ塀越しにピアノ聴きつゞ松手入

山崎茶香
伊藤緑雨
荒木遊仙
渡辺竹園
八戸一橋
庄司籟山
小野梅久
井上玲虹
浅沼葛子
斎藤一葉

斎藤一儘干

生甲斐楽しシルバーの道
益軒の養生訓を座右とし

減塩料理得意なる嫁

手の早き噂の男気になりぬ
うしろ見せたる美女妬ましき

網打てば銀鱗きらり夏の月

揃ひ浴衣で踊る神苑

桐喝のムネオに島は遠くなり

一人横綱土俵盛り上げ

花前線早さに巷大騒ぎ

日和続きに群る鬮双蝶

執

筆舟悦庭香楽葛久風雨笠里峰柳章女水橋

名和未知捌

故

未門晃才

八東京・深大寺連句会ｖ

歌仙﹃アドバルーン﹄

大安売りの日傘白靴

アドバルーンぽっかりとして風薫る

本物の野球を見んと旅立ちて

残り螢の闇に点々

名岩奥田
和堀山遥

中島子

ナォマョネーズかけて食ひたき根白草

御陵の口に立てる衛視ら

同盟の証見せんとはやりたち

古き校舎に残る落書

恋どころ告げず別れし幼くて

不倫が売りの女性キャスター

汗水を流した投資ゼロになり

自家栽培の胡瓜上出来
目標は百名山の全踏破

朝な夕なに足をきたへる
お百度の霊験あらた十三夜
さんまの煙こもる路地裏

ナゥ大川へ抜けられますと秋日和
トイレを借りてお金取られる
夢ならば醒めずにあれと願ふ夢

幸福の烏つひに見つかり

幾山河越え去り来たり花の宿

せ−坪十弍朋一十匡肥誼︵文音︶

歌碑の文字読む陽炎の昼

秤
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鞄の中に海苔とつくだ煮
即興の歌仙を巻きし月見船

毎日とどく罎の牛乳

ゥ早朝の刈田の道をひた走り
あの人の好きな口紅さりげなく
アイラヴユーの甘きささやき

山荘の窓冬の月明

懐かしのスターも今は老婆役

狼の遠吠かすか銃磨く
やうやく馴れし独り酌む酒
亡き友と交せし手紙数知れず

墨ぐるぐると天地玄黄
花の雲重き歴史の多宝塔
鰊ぐもりは今も小樽に

へ

希路外知路希知外希路外知蔵希知外希蔵

知外希路外知路希知外希路外知路希知外

八横浜・青宵俳諾柴庵その一ｖ

獅子の子﹃ひとひらの雪﹂
中尾青宵捌

渡辺祐

城倉士口

草の庵は齊打つ音
小林節

ひとひらの雪飛び越えし今年かな

加藤亀

松本杏花

丸文字だった女友達

月影を分けて西行塚に逢ふ

宵

寺田喜八郎

平成十三年一月十三日首尾

︵於・青宵俳詣柴庵︶

︵註︶﹃獅子の子﹄形式は︵４＋Ｘ︶の半定型︒月花自
由︒時に名残４句追加することあり︒﹃半歌仙兄﹄
︵６＋ｙ︑ｙは十四句以上︶と同じく︑半歌仙の
欠陥を免かれ補うもの︒いずれも半定型︒
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失せゐたる昔の稿の戻りゐし

これ無患子と手をひろげ見せ

淀川しぎみ

水野道子

村長に押され一接を収むくし

フィリピーナの確と送金
哀しみの靴を並べる博物館

宵

士ロ

士ロ

鼠の穴を陣でまいで

節

かき上げの堤の内のひと泳ぎ

夜店に恋の飲み薬買ふ

節

涙眼と忍び眼の乗る馬車怪し
オーロラの裾どうなってゐる

み

道

木口

亀

客と一緒に卒業を待つ

海豹の脂を点すピァノバー
タラップを花のかんぱせ駆けあがり

右にもうすぐ春の遠富士

女子子野

八横浜・青宵俳譜柴庵ｌその二Ｖ

歌仙﹃ど真ん中﹂
加藤亀女捌

中尾青宵
加藤亀女
松本杏花
鈴木圭子
小林節子
城倉吉野

花と鼓と日本列島ど真ん中
音に目覚める飛騨の遅春

萩群分けて望む吊り橋

淀川しＦみ

リモコン操作模型機関車
月明かりお手前の茶はすり足に

ナォふらここに飴玉ひとつ置き忘れ

ワンニャンランド逸れる道草
寿限無寿限無親の拳骨聞き流し

主の留守に味噌舐める尼

羅に言いたきことの多かりき

剥けど解らぬ玉葱の芯

混沌を覚ます男の起こし砲

色と酒には注意と御籔

巌画には野を駆ける人逃げる人

月仲介にリーグ中継

単身のマンハッタンの夜は長し

古家守りて祥の父
藤沼和ヱ
渡辺祐子
水野道子

一望に雪見花見と賛尽くし

宿下駄投げて明日はお天気

風論も卓論も揺れ和蝋燭

蒻翠の耳輪ニイハオと来る

杏

寺田喜八郎

唐丸篭にさえ冴えと月
村長がしづかに畳む筵旗

ヱ

︵於・飛騨高山・古川旅中︶

平成十三年四月十八日首
平成十三年四月二十日尾
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水底にやおら数珠子の毒きて

ゥ講演を了へ清秋の王府井

道

ナゥご自慢の滋味八珍を大皿に
なかなか読めぬ扁額の文字

ラストダンスは私のために
冬薔薇百本ほどを供華として

節

雀斑の少年兵の含蓋かんで

平成維新自公保連敗

亀

沢辺の水に遊ぶ蝶々

一粒の野生種の麦パンを生み

圭

み

ワイングラスに映ゆる淡雪

ジパング愉し俳詰の旅
臥龍桜分水嶺の風に舞ふ

み喜亀ヱ圭祐道み吉節喜ヱみ杏亀喜節吉

ハ横浜・青宵俳譜柴庵ｌその一一一Ｖ

中尾青宵捌
寺田喜八郎

加藤亀女
福島朱鷺
中尾青宵

夢見るはアラブ女の日焼け胸

土産に貰ふ扇子徴生え

走り梅雨アンパン型の雨が降る

三段跳びでプール飛び込む

単身の赴任で食った鬼虎魚
仙人掌マニア百二十つ鉢

ちょっと君サングラスなど外されよ

日本の汗イタリアの汗

十字架は秘めて青葉灯篭

吉節杏鷺

鷺亀

宵吉

連句夏四十二句﹁柿の花﹄

祭たけなは神隠しあ

淀川しずみ

麦秋の風のそよぎの夕まぐれ

水琴窟の音のかそけき

城倉吉野

夏痩せも恋の糞れも流行らざり
クルス

渡辺祐子
松本杏花

辻売りの野菜に天道虫付いて
パナマ帽子にその人が見え

梅干す筵洗ふ昼時

桜島墓に灰よけ陽よけ屋根

しがない父が威張る釣堀

昭和書く向田邦子心太
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柿の花昔ながらの蔵
男衆来て渡ふ古井
主なる蛇様に御酒奉
山霧のとんとん霧れる国境

平和な兵の服は半袖

夜は蛍の踊る小流れ

小
林

頼まれし蒼巾を背に大袋
右手にて遊ぶピアノの涼しかり

節

節み吉杏

吉鷺

宵亀宵鷺

薔薇の垣根が答む接吻

雪国の駒子は下駄と藍浴衣

鷺杏宵子
吉亀

藤椅子に眺む月の上弦

定年後ＩＴで夏休みなし
蚊遣線香買ひ置きの切れ

ふり戸扉

水筒にコカコーラなど入れもして

月下美人はおかちめんこで

片影拾ひチビのお使ひ

ライオンに遠ざけられる日の盛り

国宝展いたづらサンボ草の笛
いやだいやだよ素麺セット
エプロンシアタ銭亀を出す

夕立に路地から路地へかけ込みて

我が庵は右近の胡瓜左近茄子
古今伝授とホトトギス鳴く

平成十三年六月九日首尾
︵註︶

︵於・青宵俳詰柴庵︶

連句は元々形式が無かった︒百韻とか歌仙とか後世の用とし
て生れた︒或る種の便利があるが︑誰かが様式美を付加した為
に︑その権威と碇を尊重し又恐れるが故に︑正直な心の連綿を
犠牲にすることが起った︒今日後世は︑その毒を思わず無反省
に巻く風潮がある︒式目も学び過ぎとも︒興起れぱ継ぎ︑興納
まれば焔む︒長かろうと短かかろうと︑又式目俗理を外してリ
ラックス︒緊張は文芸精神と表現に為すべきと︒
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亀鷺

節杏宵節喜節
亀宵

八松山・清流連句会ｖ

歌仙﹃子規百年﹂
石丸静月捌

藤原十

戒能々夕

石丸静

窓に大きな三更の月

子規百年の演劇に酔ひ秋の夜

木犀の散りて狭庭を金色に
石丸信

老眼鏡をかけて文書く

ナォ足腰をしばし休める遍路宿

ミケランジェロのマリア微笑む

どこからかピアノレッスン始まりて

苦は楽の種と思ひつ拭ふ汗
竹馬の友と交はす冷や酒

プチ整形で目元ぱっちり

女性には賞味期限はありません

不祥事も情がからめばややこしく

丹精こもる栗を頂く

ひっきりなしの地震警報
名月の美しければ母誘ひ
ごみ

爽やかに尾瀬のわたすげ風に揺れ

塵芥を資源に替へる研究
窯元へ陶板つづく遊歩道
四方に響ける小禽の声

遠望の花を見下ろす観覧車
夢か現つか春のまどろみ

平成十三年十月二十七日首

水

政

井

︵於・松山市千舟町夷子亭︶

平成十三年十二月二十一日尾
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上梓かなひし小さき自分史
珈琲とチーズケーキを注文し

揺れて涼しき揺篭の嬰児
ゥ幣張りし大山祇の楠若葉
バージンロード進む白無垢
初恋の人に似てゐることは秘め

携帯電話絵文字可愛ゆき
公園の石に腰かけ猫抱きて

焼芋売りの遠ざかる声

病棟を月寒々と照らすらん
やぷさめ

迅速迫る不良債券

プッシュさん今日は流鏑馬観賞し

ノンストップで抜ける関門
咲き満てる花の城下は暮れなづみ

木の芽和えなど山海の幸

月十信十月信多月十信多十月多子重喜月

多信政月多政信月多政月信政多月信子多

八東京・浅春連合会ｖ

歌仙﹃早蕨﹄

くよくよせぬが僕のモットー

転読ペイオフもデフレも包み浬梁西風

パレスチナでは止まぬ流血

青絵具縦横無尽波高く
谷敷寛
薄井康夫
町野紫乃

旨いもの探しに出たる旅にして

かの人は何処でどうして居るのやら

谷敷寛捌

桧森五十子

臭に似た顔も愛らし

冬なれど睦むかんてきホームレス

菊地一寛

丸薬一つふやして居りぬ
療養所和む想いの十三夜
無数の眼散る盆過ぎの森

迩誠早蕨の拳振立て語るらく
親仔馬ひそと寄添う曲屋に

儀我壯一郎

孫の晴着を選ぶ樂しさ

塒へ急ぐ群烏の影

︵於・学士会館︶

蒸饅頭ちょっとつまんで手がとまり

チンチン電車隣町まで

雨戸震わせかすかなる地震

か︾い

月出でて一弦琴の祝歌

田中正能

どけ

歯に沁透る今日のどぶろく
あかし

五

暫くは我も花人吉野山
酒盃傾け宴のどかに

平成十四年二月八日首

平成十四年四月十二日尾
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小川溢るる雪解の水

ウラ秋の暮鍵さし惑う妻老いて

ゥラ秋立ちぬ古き都の仏たち

愛の証を噛んで含めて

燃盛る太陽のよな恋したく
﹁らいてう女史﹂の嶌真飾ろう

康
正

紫

壯

づえ
下し枝
の揺らぎ迫る夕闇

中の一人は蝉穴覗く

蝶追いかける子等の呼び声

大法螺貝は棚の隅っこ
全山は花満開と便り来て

図らずもムネオ騒ぎに巻込まれ

夜もすがら土人踊に夏の月

銅像のごと脾睨す蔓猫

中野睦治

寛

五寛

康紫睦五一壯正康紫寛睦一寛正壯紫康睦

八仙台・せんだい座ｌその一Ｖ

歌仙﹁国分町﹄
萱場健之捌

ナォ万愚節観光バスは人を吐き

窓の外には夕日いっぱい

気分をかえてココアを飲もう
ふるさとの納屋に古びし機織機

月山新道白雨過ぎゆく

さくらんぼ椀ぐ子の尻を押す神父
伊藤鈍
若生芥子
宮腰滝
伊藤南三
佐藤無風
高橋径
中島房子
佐藤阿房
壱岐初

西があかるいあしたも晴だ

ぐ−ちょきば−無邪気な声の響きくる

涼しさや国分町の朝の風

鈍

卜幸琴ご

地下鉄の音遠ざかりゆく
ひたすらに生きて今宵の月見酒

敗戦はるかいわし雲流る
や

ゥ横笛を止めればかすかちちろ虫

並んで映画見ただけの君

阿

不戦の春よ早く来い来い

花活けて﹁はな﹂という名の母憶う

日曜画家は帰りの仕度

ナゥそぞろ寒昼を灯して峡の村

無花果のうれて厨ごとふえる

再会は男も抱きあう秋の月

弓道場はまだ入まだら

恥じらいに若さの見える恋敵

カフェテラスに姿求めて

腕時計何処に落としてきたのやら

くり返す別れの曲をきく夕べ

南

初

平成十三年七月二十三日首

︵於・エルパーク仙台セミナー室︶

平成十三年十一月二十六日尾
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あら／・夏燕すいと過りぬ
読みさしの雨情詩集に栞する

サーカステントたたむ暁

雪おこし来て鋼大漁

鈍

房

鉦岬

国道の北を目ざせば海鳴りす

元気はつらつ新任教師

ここにいます風ふく夜にひとりきり

芥

豆腐買う駅裏あたり冬の月

紋服．袴仕付糸とる

滝

遅き日を花と遊びし頃思う

石垣幾重春がすみ立つ

阿初南芥滝房阿初鈍芥滝房滝初南房無南

ハ仙台・せんだい座ｌその二Ｖ

歌仙﹃子平町﹄
山茶花や身丈の暮し子平町
きよ

合掌作り点々と在り

草ひばり追いかけてくる月の道

ぶどう酒の酔い口なめらかに
ゥ心経が秋風にのりきこえ来る

萱場健之捌

ナォ今日もまた靴はピカピカ新社員
かえろかえろとからすがさわぐ

土産の包み雷おこし

おとぼけのお江戸でござる楽しんで

童顔のこし冬帽子来る

雪下駄の雪をはたいて芭蕉辻

平成十三年十一月

︵於

平成十四年四月

工藤水

エルパーク仙台セミナー室︶

一十六日首
一十二日尾

籠を片手に野遊にゆく

花の絵の平安朝のおみなごよ

門跡寺院苔深々と

雨だれの滴り落ちる音しげく

そぞろ歩けば野菊の香り

ステンドグラスタ陽に染まる

しびれて立てぬお見合いの席
来る来ない茶房に珈琲三杯目

厨ごとそっと見守る襖越し

月に寄す歌の調べに誘われて

路地の奥まで匂う葱汁

伊藤鈍
中島房子
伊藤南三
宮腰滝
若生芥子
佐藤阿房

単身赴任の一夜更けゆく

ナゥ秋深く田宮虎彦よみ返す

脚長の青年潔しバス降りて

芥

屯
ｆ
滝

滝

房

香たきしめて侍女に手渡す

かがや

滝

鉦必

芥

房

滝

佐藤無風

小野寺妙

面やつれ化粧でかくす日ぐれどき

海まで続く段々畑

燦いて島なみかい道昼に入る
トランペットが揺する神域

若者も月も汗だく犬までも
ハイビスカスの群れて迎える
街灯にぽっと灯の入る夕まぐれ

休診札のかかる小児科

願わくは夫・子を捨てて花の中

春は名のみの風の冷たさ
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芥芥無房滝芥無無

水鈍滝芥房無房鈍滝

八東京・草門会ｌその一Ｖ

歌仙﹃小脳の愛﹄

紅梅の影とどく五線紙

鶴帰る蒼弩に透く水尾を引き

身ぶり手ぶりでコンミュニケーション

韻律を奏でっ春を惜しみゐて

胡桃で胡桃割ってお湯割

避雷針のてつぺんに乗る望の月

蚤の市明日の見える眼鏡買ふ

川野蓼艸捌

ナォメーデーの流れ解散酒騨に坐す

シェフは鉄人客は達人
馬頭琴のＣＤ流る草千里

ビル風に裾なびかせてゐる

金のカーテン引きめぐらせて口づけす

地芝居に出す小道具を塗る

只管打座して肩に発止と
渋滞の尾灯は雪の峠まで

ナゥ鹿と見し矢は大岩に跳ね返り

に出て来る︒

菫

俊彦
慶子

定史
慶子

千可良

千可良

菫

康子

千可良

俊彦
真史
俊彦
定史
康子

康子
真史
遊馬

︵於・東京文化会館︶

註・縄文のヴィーナス︑長野尖石遺跡より出土︒鹿と
見し矢︑遠野物語より︒たうたうたらり・能﹁翁﹂

平成十三年二月二十四日首尾

花びらを総身に纒ひ突き進む
たうたうたらりと笛の陽炎

ゲリラとよぎる霜の国境
機上にて歯槽膿漏痛み初め
死海の浮力少し借りたる

﹁縄文のヴィーナス﹂の泣く夕月夜

まだ逢へいまま北にゐる父
神戸にて豚饅を買ひ一人食ひ
研究成果みなシュレッダー

石飛千可良

川野蓼艸
上野遊馬
狩野康子
坂根慶子
大橋俊彦
村松定史
松田菫

どうしても次の台訶が出て来ない

葛城真史

舞踏会の手帳現はる

小脳だけで愛はつながる
救急車改造をして霊枢車

真史
定史
遊馬
定史
遊馬
定史
康子

ゥ秋寒のイコン受けたり尼僧より

鑑真和上御涙して

千可良

夢の端やら虹の端やら

大斧と野守に花の降りしきる

康子

ケイタイも入れタイムカプセル
ダイビング月こなごなに砕きたり

亀の鳴くなり無限空間
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八東京・草門会ｌその二Ｖ

二十韻﹃腕木式信号﹄

雨降ると十薬白をきはめけり
ざりがに
鯏岾採りにさざめゐて子ら

宅配で鳥なき篭を送るらむ

ナゥ釣りあげてみればブラックバスばかり

村松定史捌

中西ひろ美

マーラー風に雪崩とどろく

︵於・東京文化会館︶

巻き乗りの騎兵速足花の下
蜂の止まりし画布の片隅

石飛千可良

坂根慶子
葛城真史
上野遊馬
良

慶

平成十三年五月二十七日首尾
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ドアの向こうに過去と未来が

夜学で習ふ故郷の味

ゥ腕木式信号月に上がりきる

葦舟の湖面をすべる鐘の声

慶

美

チーパオ

弥勒の指に冬が近づく

良

馬

きっちりと旗抱の衿ととのへて

密接距離か公衆距離か

馬

美

ナォ抱き合ひて凍れるごとくカルカッタ

月の枯野を焼き付けてゐる

村松定史

美

慶

定型の瘤きを癒す貴腐ワイン
ネオジャポニスムアニメカラオケ
さいたま市を知ってゐるのか嫁が君

神が隠した伝説の岩

馬定美良

ナォテレビでは美空ひばりの木の芽雨

闇を深めて蛍消えゆく

不意にこぼれて来たる聴り

粋を通して江戸のうららか
朗々と明けゆく空に花もまた

美純
代

ハ寄居・埣啄会ｌその一Ｖ

町田節子

音たてて覚悟の程の軍衣ぬぐ

歌仙﹃葱坊主﹄

知られぬように叩く裏木戸

森三郎

足に馴染まぬ杉の下駄履く

湯の宿ののれんは揚羽紋にして

インターチェンジ白き萩叢
ナゥ魚沼の刈田一望しつつ行く

和

首をかしげて猿が隠れる
露沽邸一芸多芸の客集う

弁

川本

草

︵於・無腸庵︶

下

入歯外せばおだやかな顔
秩父路は鳩天下と屋根の石

一畝の風にさゆらぐ葱坊主
空の高みに光るつばくろ
柏原知子
石川光男

未来などどうでもよくて月今宵

石川光男捌

町の灯の遠くまたたく

杉野弁一郎

膨れくる想いメル友なればこそ

背負籠の鍬と野菜を月覗く

知

柏原和宏
郎

元をただせば平家落人

栗の実落ちる音のほつほつ

同窓会の帰りなるらし

知

山彦に児等一斉に呼びかけて

ゥ秋惜しむ乗客一人降りし駅
再婚の浮き〆︑話切り出せず

節

伝玉堂の山茶花の軸

郎

郎

恥ずかしいほど描き眉毛濃く
駄菓子屋の強き甘味に合う渋茶

寒月に炬燵の猫が背を伸ばす

知

平成十三年七月二十九日尾

平成十三年五月二十日首

病気見舞の客のもの憂き

こなから

知

和

儘即

こ合半の酒にほろ酔いくにの唄

翅を体めて蝶々の昼

花の精飛び出しそうな花篝

名城の春めぐる鰻幕
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市坂

眞

知郎笠和美笠和弁節笠郎光和子子知弁郎

八寄居・埣啄会その二Ｖ

歌仙﹃梅早し﹄

ナォ国賓と相前後して燕くる

謎の深まる発掘の跡

天蓋の中から浮世見据えつつ

帯ひとすじに光る荒川

復興の一歩地雷撤去より

雪重き峯を見上げる影二つ
石川光男

裸足の子等の白き歯ならび

石川光男捌

森三郎

アルバムに古い写真の屋根の石

ファーストキッス震えとまらず

うどんの熱さもて余す席

梅早し女無惨に恋語る
市川美代子

眞下草笠

隷書体なる箱書きの銘

史跡追う集いの触れの廻りきて

娼天下の血は脈々と
柏原知子

名月に耐えに耐えたる年数う
秋の叙勲の沙汰が飛び込む

知

弁

郎

いわ

読めそうで読めぬ石碑手に負えず

ほろ酔いで行く陽炎の道

花吹雪女乞食の髪飾る

やさしく鳴いて猫がすり寄る

平成十四年一月二十七日首

平成十四年二月十七日尾

︵於・無腸庵︶
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杉野弁一郎

青瓢箪のゆれる軒先

笠

ナゥ空高くボン菓子の音突き上る

紙を漉く里の流れに月皓し

郎

ワこの秋は父母の供養の心組み

不況の今ぞ無事の貴き

ツァー旅行の呆けたる面

貴船社の水音背なに聞きながら

美

古井戸にある曰く因縁
柏原和宏

千束池に絶えぬ香煙

笠

昼月に紅の格子のひっそりと
おとがい

骨折ってみても付句のまとまらず

郎

和

美

錐ゆったりと道を横切る

笠

迷い螢の窓に入りくる

かんざし

管を当てし頤眸澄む

ちらほら見ゆる耕しの人

あるだけの甘栗食べて花の雲

郎美知笠美弁笠和知美郎笠光美和弁知郎

八伊勢長島・大智院連句会ｖ

歌仙﹃石舞台﹄

馴れた手つきで蕎麦打ちの技

夏草や夢にもみたる石舞台
炎天を来て国のまほろば
山荘に墨痕しるき額かけて

木犀の香りはこびくる風

岡本耕史捌
福井栄
伊藤文
岡本耕

ナォなまくらに生きて悔ひなし亀鳴けば

田舎芝居は顔を塗りたて

古陣笠お宝らしく見ゅるなり

葵の上は薄命とやら

虫干の絵巻に残る銀砂子
暑気払ひには泡盛がよし
若者に占領されし軽井沢

テニスコートで恋の鞘当て

彼の名を書いては消して待つ逢瀬

道を聞かれてあらぬ方指し

竹取の翁なげきし月今宵
諸行無常と芒野は揺れ

ナゥ冷まじゃ企業倒産あと絶たず

痛み分かてと恩師教へる

反魂丹肌身につけて医者いらず

荒神います白き立山

先人の手塩にかけし花しだれ

虚子忌に集ふ人は閑かに

粋鰄什峰舞弘朋に牙印鑑︵文音︶
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友と居て語り明かせし小望月

結びの神となるを願はん

ゥ電話にてすだく虫の音聞かせたし
あっけない幕切れとなるメロドラマ
﹁フォーカス﹂つひに廃刊となる

きな臭い会議は踊る王宮に

冬帽目深道急ぐ人

大一番に賭ける戦略
関ケ原月中天に虎落笛

放哉は終ひの棲家に落着きて
釣れますかなど野暮な質問

菜切り包丁光る春昼

花の下地場特産の店ひらき

文耕栄耕文栄耕文栄耕文栄耕文栄史夫一

耕文栄耕文栄耕栄文耕文栄耕文栄耕文栄

八東京・第六天連句会Ｉその一Ｖ

歌仙﹃家の春﹄
十五階に帰宅す

家の春よだかの視野に新世紀

硝子の棚に並ぶ年酒

煮凝りのとろける飯を噛みしめて

竹竿売りが通りすぎ行く

浅野黍穗捌

浅野黍穂
笠間文子
小谷蓼木
中島手ま基﹂−︶

ナォあくがれは時にあせりに亀の鳴く
レイ

川上澄生南蛮の初夏

冷コーヒーちびノ︑やりて無為の日を

屑籠に入る反故の原稿
待望の出生の儀は内親王
枯枝かろく洩らす月かげ

都会育ちの嫁板につき

コート着てハウスの温度確かめる

ｗｅｂサイトにハートの印

持ち歌の﹁きみといつまで﹂熱唱し

ローソク人形頭とけゆき

ブロッケン山には魔女のご案内

記憶を掬ふ写真の像に

ナゥ湯葉料理天下一品古希の会

装飾古墳人の為す業

背の子あやしてしゃぼん玉吹く

川の辺の枝垂るる花の延々と
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鉄棒の児が見つけたる昼の月

木守りの柿のひとり輝やき
ゥうそ寒き裏戸閉して夕支度

星野惠則
高畑自遊
田口猛康
高島撫山
斉藤信子

西欧はイスラム文化の恩忘れ
遊

し

佐野千恵子

山

チャイナドレス

蘇州夜曲がかすかに聞こえ
チラと見る中国服の脚すらり
ときに仙人ハート射貫かれ
乙女川サラサラ流る岐阜の町

北に南に地震ひんびん

︵於・癖輝騨鋸轆拡会議室︶

平成十三年十二月九日尾

平成十三年一月十四日首︵ナオ三まで︶

クレーンのかなたに捨つる蒼き月

し

木

秋深し笑みて寝言の膝の猫
出番待たるる三津五郎丈

文

千

振袖を掛けて醍醐の花見てふ

信

ョーゼーガーモン
長き夜写す如ニ是
我聞

唇気楼たつ海のはるけし

康遊文遊千文し穗康康文遊木し千康穗則

笠間文子捌

ま黍文
さ

八東京・第六天連句会ｌその二Ｖ

歌仙一鉦叩﹄
終の音か雨夜の底の鉦叩

一輪挿しに著き鶏頭

じゃんけんで新酒銘柄選びゐて

有明月を飽かず見つむる

添ひ寝余儀なしドーム劇団

テキーラに琉珀の肌の色と艶

その上の縁切り寺に天秀尼
御落胤とは誰か知り得し

チェンバロ作る工房のあり

ナォ雲雀野の白い病院目指しゆく

文

沢木智恵子

し

穗

文

穗

文

佐野千恵子

高畑自遊

し

紺屋のあさって当にしちゃ駄目

恋人の変れば変る香水も

金平糖の角つんつんつん

矢野織女
星野惠則
小谷蓼木
田口猛康
山崎治子
斉藤信子
高島撫山
佐藤義子

身から出た銃に拳を振り上げて

たまさか雁の作るローマ字

うにひとでほしにはなれず月仰ぐ

報難玉になるかなるかと

ナゥ萩の露明日知れぬ身の連歌の会

水の鳴る場所へ羊のあとにつき

和平求めるアフガンの民
花宿る第六天の天狗絵馬
かひやぐら立つ湖の西方

︵於・癖輝樒祷雑拡会議室︶

平成十三年十月十四日首
平成十三年十二月八日尾
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源泉の湯気に近づくデニム帽

滝に打たれて生るる構想
ゥ参道の長し宵宮の絵行燈
ライ麦パンの焼き上がるまで
二の腕に彫る憧れの﹁いのち﹂のみ

道はるけしと思ひ煩ひ

くうげ

フロリダに薄気味悪き炭疽菌
﹁胡蝶﹂残して﹁空花﹂今無し

眠りたる盆地の守り寒の月

ボタ山三つ草に覆はれ

ＦＭを聴き下町に傘寿越ゆ

今年も描く河童百態

天婦羅にぎんぽありけり花の頃
ベイブリッジもかげらふの中

中浅笠
島野間

し穗文し穂文し穂文し穂文し穗文し穗子

八東京・第六天連句会ｌその三Ｖ

茶の冷めるにまかせ想を書き留める

クロワッサンのバターたっぷり

坂多き港町なり﹁の−え﹂節

志士の靴擦れ治す軟膏

遊

則

千

文

智

遊

遠ち近ち呼応年の夜の鐘

ナォ永き日を鳴滝塾に医を教へ

着古しのちゃんちゃんここそ暖の友

田口猛康

佐野千恵子

高畑自遊

沢木智恵子捌

歌仙﹃生くる不可思議﹄

銀杏黄葉と戯るる犬

秋天や生くる不可思議ふと想ふ

浅野黍穗

智

千

小谷蓼木
高島撫山

渡し舟漕ぐ老の豊礫
千

決勝地点にフィアンセの腕
ことばぎ
十五夜を言祝の日とお招きし
葡萄棚にてグラスかたむけ

則

ジョギングにまじり柔道女子選手
則

ナゥふうらりと鬼の捨て子の全宇宙

遊

沢木智恵子

遊

﹁食べもの置くな﹂とダンポール小屋

星野惠則

智

シェパードを三匹連れし朝散歩

鉄筆の音カリとかそけく
まず挨拶は鶴の来しこと

サイフォンのコーヒー沸きぬ冬あした

則

お月様いくつと童うたひゐて

ゥ帯留の珊瑚の彫りの際立てる
細きうなじのモジリアニめき

遊

共白髪にて語るあの頃

智

花の雲彼方豊玉昆売神社

コインランドリー一丁目角

穂

中島まさし

文

待つといふことの嬉しさ人を待つ

千

則

山滴るを夢のまにまに

赤米の酒ふくいくと峡の宿

葱の擬宝珠の列をなしたる

笠間文子

・ナオより文音

︵於

東京女子医大
神経精神科小会議室︶

石田一尿

智

バトン渡して時は過ぎゆく
詩にならぬ事のみ多き新世紀

千

遊

あれよあれよと西も東も

則

平成十三年十月十四日首
平成十四年五月十一日尾

麦藁の帽子枢に月悲し

土橋跳ね橋うらら木の橋

オランダの風やはらかに花盛り
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ズ

八多度津・多度津連句会ｖ

ノ

リ

アリ

ナリクサムラ二

ヒラクアシタ

植松晴

渡邊陽

渡邊陽行捌

準緬肺﹃詠二伯耆関金之牡丹一﹂

キクナラク

ノ

︑ンン︑ト

︵於・鳥取県関金町総合文化センター︶

平成十四年五月五日首尾

訶︵最も短い詞︶真韻

注詩形・化言絶句東韻
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聞道桜花散二暖風一
庭前苛薬艶二妖叢一
牡丹絢燗存二ユ国
色一
ルガスムラヲ
此節関金動一邑中一
夕月に湖水の波のおだやかに
たわわの柿をもぎて頬張る

里祭大小太鼓の乱れ打ち
メールで届く殺し文句が
彼女への土産に求むネックレス

さぬきうどんのだしは抜群
聖堂はステンドグラスで彩られ

遠く霞むは雪の大山

キ

荒海の白兎の浜に月寒く
季

欲し尽牡丹薯発晨
メアヤムヲカガミテ

停レ歩屈
ルオシムヲ
有し格惜レ花人

山陰道の春は去りゆく

行晴行晴行晴行晴晴行晴行晴行晴行子行

八東京・多摩連句会ｖ

半歌仙﹃新世紀﹄

村川雅子

宮下太郎捌

新世紀おしつまりたる河豚料理
昨日のみぞれ今日は晴れたる
かっぽう着似合う姑メールあり
安江真砂女

山口みづえ

田中之扶子

宮下太郎

跳び箱ぽんと飛びし初孫
月細り株の低迷みそなわす

み

之

太

雅

山のあなたに消ゆる雁

すっびんのままオペラ鑑賞

ゥ落ちに落つ団栗踏みて歩み行く

新婚といえど四十五十代

み

之

雅

真

何とかなると香港の旅

太

左ぎっちょの腱鞘炎とか
中庭のプールに月のゆれており

真

酪農も思わぬことで大ピンチ

いまだ鳴きいる油蝉かと

之

市のⅢ松の描き方下手なりに

腰落ち着けし奥の客人

み

執筆

酔眼におぼろの花のただおぼろ

生まれし蜂が水を飲みいる

平成十三年十二月吉日首

平成十四年一月吉日尾
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八東京・中央連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃底冷え﹄

十一月の街の片隅

底冷えや水ナ面に揺らぐ窓明り

小林しげと捌
小林しげと

哲

浅沼小葦
田中雅子
伊藤哲子
葦

ハイオクターブの母の呼び声

手捻りの皿に浅漬盛りつけて

赤い木の実がほろとこぼれる

待宵のガラスの兎語る会

雅

ナォ踏ん張って羊の毛刈る山男

タータンチェックの裾を廃かせ

ＵＫのロックに躍る武道館

奈落の底で瘤くジェラシー

ほどほどの女遊びと高括り

雷も小粋に平次親分

雪が舞う天神さまの切通し

迷い狸か餌を探すは

助動詞の変格活用ややこしく
﹁戦・狂・乱﹂は世相表す
ね

オカリナの音の心地よき月の里

雁来紅を岩彩で描く

ナゥ特賞の栄に浴する明治節
うなぎ上りの著書の売行き

哲

ＦＩＦＡのチケットなかなか手に入らず

目元すずしき虞美人の居て

哲

葦

ワ新酒提げ古アパートのドア敲き
Ｏｈ１ＧＯＤ玉の小琴を伝えてよ
ほ

夢の通い路行くも帰るも

哲

川

谷

ひ

準

二○○一年の漢字︒

＊ナオ血﹁戦・狂・乱﹂日本漢字能力検定協会の選んだ

＊ナオ３ＵＫユナイテッドキングダムの略記︒

︵於・中央区立産業会館︶

平成十三年十二月十三日

平成十三年十一月二十二日

見よう見真似で垣根繕う
右ひだり花の重なる段葛

葦

雅

夏痩せか二日の月が闇に浮く
銀のスプーン磨くマスター

と

葦

ケイタイがプルルルルンと振動し

雅

高千穂峡の緑滴る

願いごと叶えば祝がん大神楽

迷子の親を探す溜まり場

哲

黄蝶に化して海を渡らん

かんせずえん
吾われ不
関焉と泳ぐ風船

葦

タウン誌を見ては穴場の花巡り
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萩

黒

雅準と準雅哲準ふ哲雅準と準哲し雅哲一

ろ

八東京・中央連句会その二Ｖ

半歌仙﹃木橦垣﹂

餌をあさる倭鶏の親子や木橦垣

臼杵勝児捌

臼杵瀞児
中尾青宵
土屋実郎
赤田玖實子

やがて出番の案山子新調
月祀る縁の子供等神妙に

骨董市の高き場所代

玖

今村苗
藤沼和ヱ

紺色の髪とひょっこり眼が合って

模様変へする風鈴の音

田中雅子
柴田寿賀

ゥ琉金の水のあぶくは垂直に

男やもめは存外にまめ

好き嫌ひはっきりしてよ私には

玖

苗

雅

苗

凧しまく月の無言歌

シャワーの下に抱き抱かれ
余命はや半年ほどと告知受く
地下鉄を出てオーバーの襟を立て

雅
児

郎

苗

池は賑やか蛙合戦

ステンドグラス半脆坐の影

大盃を干してひとさし花の舞

寿

天草の五足の靴の旅はるか

時空超越春は曙

︵於・中央区立産業会館︶

平成十三年九月十九日首尾
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八東京・中央連句会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃船溜り﹄
船溜り杭多くしてみやこ烏

庵を覗く白き佗助

先生の草書手本になぞりゐて

沢田洋々捌

伊藤薮彦
藤沼和ヱ
沢田洋々
彦

彦

士屋実郎
洋

部活の孫のいよよ暹し

遠近に聞く小牡鹿の声

流星に今宵の月の影うすく
ゥ贈られし菊で仕上ぐる菊枕

郎

郎

彦

ヱ

三つ違ひの文音の友

酔ふほどに膝のくづるる四畳半

寄せては返す岬打つ波

老残の壮語さみしく薬飲み

スカラベのうごめく砂丘月昇る
サファリラリーに泥と汗飛び

雅

彦

雅

田中雅子

ジャンクフードが大の好物

そこ
無責任巳み底
天井株煽り
賢者の石に祈る再生

山城と近江をつなげ花筵

郎

須田左千子

ヱ

御忌の法話に人気タレント

︵於・中央区立産業会館︶

平成十三年十一月二十二日首尾
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八川崎・土筆・有樂帖三吟会ｖ

歌仙﹃焼惚と﹄
遠藤嘉章捌

白井風

遠藤嘉

遅日の空を仰ぐ老翁
鵜沢治

胱惚と航く船送る霞かな
春暑き宿場旅人急ぐらん

誰彼となく交す挨拶

父よ父よと蓑虫の聲

言葉たくみに半分の嘘

ナォ水ぬるむ水琴の音を竹筒に
木陰で孫らまたかくれんぼ
栄達の友はテレビの顔となる

狐火の昨夜も里に見えしとか

数へ日となる装束稲荷

老いの追慕の纒振るひと

消防のあこがれの君威勢よく

宇宙査察の鉱物資源

一遇を照らす教へに見守られ

地球より小さき月に棲む端峨

変身の果身にしみてをり

ナゥ案山子とて時に雀を驚ろかす

視界の中を風吹き過ぎる
長考の吟遊詩人ベンチ立つ
雲の流るる老子の行く手
誰も来ぬ深山の奥の花吹雪

歌書に軍耆に偲ぶ闘春

秤唖什三粋姻朋三什乱朋雷︵文音︶
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銭湯の煙突高くのぼる月
片想ひとは知りつつもなほ

ゥ大原の雨音激し吾亦紅
卒塔婆に座して乞食の小町

うたた寝の脂粉の夢のはかなさに

新刊の文庫に古き説話集
幼な子連れて土手へ凉みに

読まで積み置く大冊の数
卒業の軍位もとれず夏の月

遊行姿の空也念仏

楊に椅る詩人めきたるホームレス

心静かに鶯を聴く

花の雲丘の上から麓まで

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人章

八船橋・筑波連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃豊旗雲﹂
引地冬樹捌

引地久﹁

上野弘

南条巷

坂根慶

頭上まで豊旗雲や初み空
玉砂利を踏み掬う若水

岸田和

淡雪の鄙の茶席にまねかれて
あさり売り来る声ののびやか

猪口義

どっと沸かせる女大臣

ナォ行く春の芝居に涙にじませて

蝋燭の火のゆらぐ唇づけ

タロットの占い信じ長い爪

氷の家に産みし赤んぼ

雪橇の毛布に隠れ駈落ちの

祈りの言葉胸にしまいて

捨てられし空缶の音からからと

見え見えの嘘で励ます癌患者
選挙のビラはすぐに破られ

赤城の山に虫すだく頃

竹光のながどす月へ振りかざし

指にきらめくダイャゴールド

ナゥもてなしの松茸飯をどんぶりに

柳紫ふわりと午後の墨堤

道楽が昂じてプロの擬さばき
立ち読みマニア蝶々のごと
花びらが札ビラとなる夢の中

平成十三年一月十日首

︵於・六本木・筑波連句会︶

平成十三年七月二十六日尾
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日は西に月は東に仔猫生れ
まどろすパイプ粋にくゆらす
ゥ沖を見る女の背中むせびおり

無口な漢すこしうろたえ
モンローのスカートめくり上げる風

ジャズが黄いろい銀座裏町
飛魚をイタリア流に料理して

ワイン傾け古稀の乾杯

月蝕のモーゼの杖は海を断ち

菊人形の足ぞ暹し

蟷螂の離れじと身を枯れつくす

浮きつ沈みつ回転木馬

花かざし舞えよ踊れよ新世紀

大川端に亀の鳴く声

巷樹弘雄樹雄巷慶弘樹和樹雄子子子子樹

慶樹慶巷和雄弘樹弘樹弘巷樹樹和雄弘和

八船橋・筑波連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃土用鰻﹂
土用鰻匂いばかりの俳座かな

引地冬樹捌
引地冬

猪口義
坂根慶

南条巷

永堂泉

腹にひびける軒の風鈴

角のカフェーでエスプレッソを

ナォ芭蕉翁茶摘み女に笠振って
ふり分け肩に天城越えする
漸くに建てた小さき丸太小屋
息はずませるチャタレー夫人

郭公をきく朝の珈琲

見つめ合うキューバンルンバ晄惚と

つれづれに夏草をふみ牧めぐる
赤いブーツに派手なキュロット
サポーター日がな大声張り上げて

壁画の姫は目許さやけく

狂牛病でとり屋繁昌
月光の縄文の壺炎上げ

ナゥ露しげき茗荷を少し策に採り

酔うも酔わぬも風にまかせて

忘れたふりでその場きり抜け
蹟いてころんだあとの苦笑い

日々麗らかに天下太平

靖國の鳥居を越ゆる花の旅

︵於・筑波連句会︒︵日本ビル︶︶

平成十三年七月二十六日首
平成十四年一月二十四日尾
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下町の二階建てなるバス降りて

横笛のソロにかがやく銀の月

南条日日

間瀬石

岸田和

パソコンを打つ窓の鶏頭
ゥ秋蝶のひらりと止まるキャンバスに

幼なじみをしのぶ面影
大学も職場も同じ恋女房

浮気するのもセームタイムで

菊之助父そっくりの流し目が

酒でも飲んで寝るとしようか

咳払いしていそぐ路地裏
名月の赤城の山を後にして

色即是空謂うも愚かや

タリバンのテロのニュースに騒然と

普陀落の海に散り込む花吹雪
おぼろに浮かぶ夢の吊り橋

雄樹昌石昌昌京巷和樹雲子二子子雄子樹

石樹京巷昌和樹京慶石義京弘和樹昌巷樹

八船橋・筑波連句会その三Ｖ

歌仙﹃春一番﹄
春一番ドミノ倒しの駐輪場
どっと翔ったる赤い風船
あるじ
北窓を茶席の主人開くらん

密田青々捌
密田妖
密田青

ナォ万愚節百万ユーロの宝籔

門押し開きマルサ踏み込む

あ魁ら不思議招き猫だけ玄関に

この種のけもの足音が無い
東てる夜はステッキ滑る石畳

港長崎汽笛寒げに

重文のグラバー邸はペンキ塗り

ラシヤメン

泣くや洋妾明治錦絵

のぼ

さだやつこ

貞奴オッペケペッポの音次郎
幟り列ねて巴里へ乗り込む
くまど

隈取りも落さず月下の橋に出て

尽きせぬ旅愁止まぬ秋風

ナゥうそ寒く鍵などかけぬ小家並み

テロリストらが巣食う屋根裏

ある時はみんなぞろノ︑マンハッタン

何故かこのごろ日本再見

花追うてまだ見ぬ方を巡れとや

執

︵於・金沢市本多町︶

我を呼ぶかに霞む鐘の音

平成十四年四月十日首

平成十四年四月十五日尾
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客は土産に諸国名産

ま
がきよも
曲垣を越して四方に薄野

月待って酌もうぞ地酒大吟醸
かりがね

ゥ雁も落ちて寝入った気配なり
いきすだま

行く人絶えて止まぬ松籟
のだ
和泉おな
る信し太
の
森
に生霊
んみようじ
そうもん
﹁陰陰師﹂らの相聞の歌

かくて身につく歴史教養

コミックで﹁三国志﹂をも読み通し
まなこ

沈没船から弱腰ぶかノ︑

みささぎ

御陵の埴輪のど眼
月涼し
くろ

刀疵さては海賊黒髭か

ピーターパンやピノキオも来よ

星に飛び花の吹雪に舞い踊れ

朧夜の夢覚めぬその間に

青妖妖青青妖妖青妖青妖青青妖青妖々子

筆青妖青妖妖青青妖妖青妖妖青青妖青妖

八船橋・筑波連句会ｌその四Ｖ

半歌仙﹃伎芸天﹄
引地冬樹捌

堀越ふみ子

引地冬樹
二羽智子
吉本芳香

月へ舞う璃略ゆれて伎芸天
素焼きの壷に活ける白萩
戸を繰れば鴎の高音のひびき来て
ブラックで飲むホットコーヒー

芳

智

ふ

樹

夏惜しみつつ親子観劇

鏡台に水着姿のポーズとり

訳ありそうな女佇み

ゥ百円を入れりや見えるよ展望台

芳

智

ふ

硯の墨の乾く暇なし

樹

しゃくり上げ又しゃくり上げメール打つ

コーラン唱う国の不可思議

特派員テロの瓦礫の街走り

執筆

樹

ふ

芳

智

ふ

そそのか

唆すごと匂う鰭酒

東て月にムーミン一家寄り添いて

蕉翁の足跡たどる旅もよし
絵手紙を描く縁の日溜り

霞に浮かぶ吾妻安達太良

みちのくは今夢いるに花ざかり

秤 汁一一蓉払朋什 即跨︵ＦＡＸ文音︶
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八船橋・筑波連句会ｌその五Ｖ

引地久へ

半歌仙﹁茂林寺﹄

坂根慶

引地冬樹捌

マフラーをとりすする素うどん

茂林寺の狸浮かれる小春かな
南条巷

朝から叩く空の酒樽

強いのは女ばかりという土地に

猪口義

萩をくぐりて開く枝折り戸
岸田和

平成十二年十一月二十六日首

︵於・癖瀝錘罐蓉郵坤藝酎︶

平成十三年四月十日尾

＊高級食材の鴬烏の肝臓
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山の端をゆらゆら登る今日の月

握手のぬくみ今も忘れず

上野弘

ゥ雁渡るワープロをうつ日もすがら

恋の終りを覗く地獄絵

逢いたくて茜の橋をこぱしりに

金ン鎖してギター爪弾く

生まれ継ぎ死に継ぎ笑いまた愛し

カレーに入れる飽フォア・グラ＊

起き抜けの目の玉涼し朝の月
有明の海を開けよとかしましく
うたかたの夢むすびかつきえ

ひばり見下ろす古き藁屋根

風鐸に花散るごとく時流れ

弘樹和巷慶雄和樹慶子子雄巷慶樹子子樹

八船橋・筑波連句会Ｉその六Ｖ

半歌仙﹃菊日和﹄
引地冬樹捌

小野シ

渡辺梅

引地匁︑

蒼天に浮く淡き昼月
酒井郁

野佛の微笑み在す菊日和
﹁寂﹂と銘ある手ぴねりの皿

新走りまず一献と注がれて
仁村俊

深廟より子燕の声

︵於・さいたま市ＴＥＰＣＯプラザ浦和︶

平成十三年十月十六日首尾

−225−

ジーンズを脱ぎすてさっと浴衣着る

ゥロ髭をゆたかに辻の巡査殿
金盗られたとコギャル嘘泣き
脚線美惜しげもなしに披露して

奈落へ堕ちし久米の仙人
旅客機のテロに世界が震憾し

雨粛粛と洗う白骨

色鮮やかなペルシャ絨毯

凍て月へ犬の遠吠えおやみなく

駅前あたり香る珈琲

今生を曼陀羅のごと織りあげて

花大樹あれば百戸の睦み合い

いかなど掬う瀬戸内の海

俊樹シ郎梅シ郎梅シ俊梅樹シ子郎ズ子樹

八尾暁吉女捌

節三暁
千吉
節三暁節三暁節暁三節三暁節三暁子古女

ハ赤穂・つばさ連句会ｖ

歌仙﹁合歓の花﹄

悌のうすれてゆくや合歓の花

井戸へと続く石積の道

托れぱきしめる祖母の藤椅子
ひとしきり潮の香運ぶ風ありて

芋虫コロと肥えて転がり

ナォメーデーの行事近頃様変り

外車の並ぶ大ホール前

教へ子は甘いマスクでアイドルに

何も恐れぬ恋の盗人

つと放つ草矢は的をちとはづれ

青蛙鳴き痩せ蛙鳴き

評判の総理苦渋の色深く

暗い世紀の幕明けとなり

ささやかな父の楽しみ宝くじ

住み替はるなら有難き神

やんわりと効きそむ秋の二日灸

十六夜仰ぎ書き直す稿

ナゥ照り葉付く到来物の柿を愛で

古道具展の名工の技

環境を守り湧水絶え間なく

石鎚山に春の淡雪

はらはらと花散りこぼる午後の閑

辻一一稗十弐胆存肥舘︵文音︶

うつつなに聞く小綬鶏の声

拝
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抱きし児の指せるまあるいお月様

地酒すすめる鄙のお内儀

ゥ走り蕎麦旅の予定に入れておき

いともの寂ぴて塩釜の宮

あこがれし人の噂をそれとなく
修復の案はそろそろ決まるらし

芝居の余韻残る足袋脱ぐ

グッドチャンスと記念撮影
片時雨スーと上がりて眉の月

バイリンガーのネコの寄り来る

﹁イマジン﹂の呼び出し音が二度三度

病も癒えて心あたたか

川波にしだれしだるる糸桜

広飯八
田沼尾

三節暁節三暁節三暁節三暁節三暁節三暁

八津幡・津幡連句クラブーその一Ｖ

歌仙﹁遠がすみ﹄

からくり人形茶を運びくる

ナォ浜腕豆砂ぶき溜る文学碑

バルンアートに身を乗りだして

ＳＬが久方ぶりに煙り吐き

長生きの秘訣は仕事ひとすじよ

木上紫雲捌

木上紫雲
小蕎照子
加藤定雄

槍の又左は歌舞伎者なり

イニシャルを彫ったペアーのペンダント

炬燵に潜り母の愚痴きく

目貼して肌に突き刺す虎落笛

山本比佐子

有磯凪いで越の唐島遠がすみ

高山真由美

瑛

真

比

什皿嘩垂朋什叫肥雷︵文音︶

花の門開け放されし新館舎
雛の調度に和むひととき

山を揺らして渡る吊橋

初心者マーク車間広めに
恐龍の埋れる鉛へ迷い込み

ナゥ赤い羽根胸に覗爽セールスマン

豊年太鼓孫が曲打ち

月上げて九谷の皿に盛るお萩

お国誰りの小六唄うて

女ばかりで旅を満喫

藤田小夜子

中村瑛子

椿の彩をもてあそぶ渦

夜廻りの析の音まがる雨後の月
秋刀魚をいぶす匂い付きくる

小川ひろ子

宛にならない余所の親切
馬屋から馬が首出す夏の月
日焼顔してビール一気に

昭小

どうなるの国会もぐら穴たたき

小
秤
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蓬餅老舗の味を受け継ぎて

ゥ鰻幕も張りて寺領の薄紅葉
フレグランスのコロン強めに
年下の彼のメールを待ち佗びて

紫

小山西置

窓吹く風が誰にささやく

心に響く二上の鐘

西

背な丸め律儀に佛具磨きおり

花の陰娘が寄ればかしましく

ひ

︷疋

春のショールの香りただよう

ひ西小選真比定照紫ひ西小選真比定照紫

う

八津幡・津幡連句クラブーその二ｖ

吉本芳香捌

ゆ俊吉村利道風芳

歌仙星討︑心﹄

詩心育くむ遣墨冬館
更けゆく夜にしんしんと雪
和やかなハープの調聞えきて
ひとり暮らしは猫といっしょに

舵とり上手星野監督

ナォカモメ翔つ入江の波に風光る

りりあんこけし窓に飾りて

弾みたる床屋議義のきりもなぐ

冬帽子あみだ被の地蔵さま

青き狐火ところ変えつつ
代筆を頼む間抜けな男面
彼女に惚れて食も通らず

欲しいものすべて叶えて丸裸
リュックひとつで放浪の旅

煙をあげて秋刀魚焼きたる

村々を繋ぐ吊橋月あかり

ナゥ運動会応援団の賑やかに

大切にする一生の友

リストラばねに懸ける転職
糧となる俳譜・舞踊楽しみつ

はるか遠くに霞む山脈

地酒くむ百万石の花見茶屋

秤雌汁皿蓉畦朋計綜叩雷︵文音︶
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月まどか銘酒を提げて恩師訪う

池のほとりに揺れる萩叢
ゥ針穴の糸通りよき秋びより
真紅のルージュおもむろに引き

年下の彼はとっても初なのよ
ミルクたっぷりすするコーヒー
銭瓶の小判ざくざく出るニュース

もしももしもと宝くじ買い

願掛の倶利迦羅不動月涼し
すっきりしない流行夏風邪
ひたすらに生きて辿りし六十路にて

快速電車通り過ぎたる

みはるかす吉野の山は花盛り
明日を夢みて開くパラソル

夷加細尾田水中吉
藤納山山川野田本

吉利ゆ俊村吉利道風芳子子女雀公代来香

村風道芳ゆ俊吉村芳道利風ゆ村俊芳道風

八津幡・津幡連句クラブーその一一一Ｖ

歌仙一紙魚喰い﹄

紙魚喰いのしるき蕉門傅統譜

涼しき庵に集う墨客

木上紫雲捌

前山優美子

木上紫雲
藤江紫虹
二羽智子
田川利公
紙谷湖秋
小蕎照子
舟橋玉枝
細山芳絵
尾山村雀
加納俊子

なみなみと注ぐ朱杯に浮ぶ月
所作なきおやじ刈田眺める
ゥ木犀のいずこともなく匂うなり

ただ会いたいと道ならぬ恋
口づけの甘い余韻がいつまでも

うるさくまとう保険セールス

ナォ友達が増えて楽しい一年生

まことしやかな曽良忍者説

奥山の薬師の水を汲む列に

奇跡狙って焦る夏痩

油照り煙もくもくビルくずれ

合鍵渡す気の許す仲

群青の彩のブリッヂ湖跨ぎ

地球儀回し探す龍宮

逢えぬ日は留守居の猫を抱きしめて

秋の夜長は読書三昧

鈴を振る如く月光こぼれくる

日本語好きで短期留学

ナゥ交流の記念の紅葉栞るなり

愛の瞳が介護手助け

正座してお茶も仕舞もよくこなし

仕一斡枕卵二十珂申龍︵文音︶

楽の音に象が首ふる花の園
野点の傘に蝶たわむれる

秤
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旅発ちの衣もしかと整えて
宅配便のサインはっきり

未来を担う夢は大きく

中田風来
細山吉女

山本比佐子

谷本綾子

出見世裕子

宮島茂
永多澄枝

磯波のくだけて寄せる島泊り
テーマーパークはいつも盛況
夜半の月小雪ちらつく露天の湯

話はずみてつつく寄鍋

改革の掛け声ばかり勇ましく
ロボット犬にまかすお相手

花吹雪骨董市は賑ぎわいて
かばんが跳ねる麗らかな径

吉来比綾裕澄茂優俊村芳玉照秋公智虹雲

人津幡・津幡連句クラブーその四ｖ

歌仙﹃海鼠﹄
もの言わぬ海鼠を値切る朝の市

桶にひと束匂う水仙

二羽智子捌

二羽智子
酒井愛子
藤田暁夫
多田史代

ホームステイで異国交流

ナォ父祖よりの地を守り継ぎ春田打ち

赤貧を涙で綴るベストセラー

禁酒の誓い破りへべれけ
如来堂貫くばかり雪起し

媚薬がじわり男狂わす

鍋の大根ぶつぶつと噴き
脱税も所得隠しも秘書の罪

ボリューム上げるボサノバの曲

独り寝の夜が不安で寂しゅうて

艶をふかめし葡萄たわわに

月皓と白山麓の一撲村

出見世裕子
石本よし子

舟橋玉枝

テレフォンにどぎまぎとする妻怪し

裕

愛

智

宮鴫茂
永多澄枝

観衆の目を引き寄せてスクラッチ

今日の祈りを捧ぐ晩鐘

夢展くかに唇気楼たつ

秤雄什皿蓉に朗一軒↑﹂叩雷︵文音︶
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滞在のホテルの部屋に稿積みて
眠けをさそう絹のクッション

月蝕へ構える児等の望遠鏡
雁の棹なす影もしきりに
ゥ散策の裳裾といわず草風

もつれは何処と探す糸口
潰れない銀行神話崩れ去り

史

ナゥやや寒き古城に詩情湧くごとく

介護施設の空きが侍たるる

心に堅くひめし初恋

九谷皿絵付の窓へ月涼し

玉

暁

迷子あやしに婦警いそがし
花筏堰きて惜しめる鯉の群れ

潮騒とどくパラソルの中

よ

掘りさげる犬の獲物はなにやらん

縄文遺跡印す立て札

茂
澄

花ふぶき受けてチンドンコンクール

つかず離れず肩の蝶々

史愛智澄茂裕よ玉暁智愛茂よ玉澄裕史暁

八津幡・津幡連句クラブその五Ｖ

歌仙﹁白象﹄
白象を曳けばかがやく浬藥西風

三．色すみれ薫る町角

ひまな守衛が磨くお宝

昼すぎのコーヒーショップうららかに

藤江紫虹捌

避けて通れぬ村の合併

ナォ過疎のなかたったひとりの入学児

靖国の鳥居を仰ぐ静心

総理の椅子をねらう領袖
煙々と灯して雪の手術室
大福餅を咽喉につまらせ

叶わぬ恋にむせび泣く影

数奇辿る遊女の墓誌をなぞり読む

支那服のスチュワーデスがおしぼりを

そ知らぬふりの麻薬Ｇメン
繁華街抜けてしづかな沼の月
草風つけ老いのジョギング
前山優美子

不況下のチラシの嵩にうんざりし

襲名披露に威儀を正して

春は優しく美空麗わし

熱気球ぽっかり浮かぶ花霞

秤鰄什皿舜走卵一什珪肥密︵文音︶
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外つ国のメールが届く薄月夜

枝もたわわに塀越しの柿

虹

ワ重陽の節目の宴に招かれて

綾

ナゥ八朔の行司の好きなにごり酒

ちらりとのぞくふくよかな胸
倖せは山のあなたに住むという

祥

藤江紫虹
谷本綾子
芝田祥子
紙谷湖秋
村上町子
細山芳絵
赤坂久子
多田芦畔

遠くかすれるニコライの鐘
一票が生活を変える首長選

秋

資源回収遅々と進まず

ハローワークヘかよう若者

町

月上げて納涼太鼓乱れ打ち

絵
久

玉の汗散るねじり鉢巻

昔噺をゆっくりと聞く

九谷窯元祖の暖簾守り継ぎ

優

畔

電線楽譜畷りに満ち

とどまるも流れるもあり花筏

秋優畔久絵町秋祥綾虹優畔久絵町秋祥綾

八伊勢・つらつら吟社ｖ

半歌仙﹃源氏蛍﹄
中北ひろみ捌
西村みゑ子

へ

知盛の墓の上源氏蛍飛ぶ
中北ひろみ

美

み

山岸れい子

榊原由美
高山孝子

沙羅の散り敷くゆるやかな坂

転居の荷解き了へ心和むらん

携帯電話メ−ル着信

宵月の白きがくづる水たまり
ひとり終バス待ちてや魁寒
ワ豊の秋代々の地を守り抜き

い

孝

み

株式市況活気帯びくる

コーヒー店背中合はせで聰くピアノ

美

い

甘くせつなくコロン馨し

孝

ささやかな幸せでいいそれだけで

子は放しやる傷癒えし鳩
皎々と寒月照らすイエス像
段誉褒睡の外に着ぶくれ

い

美

み

み

孝

のんびりと各駅停車の旅プラン

昼定食も旨き居酒屋

花吹雪行き交ふ人は犬連れて
艀漕ぐ手に陽ざしあたたか

平成十三年七月二十五日首

平成十三年十月五日尾

︵於・大豊和紙和室︶
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八市川・手児奈連句会ｖ

歌仙﹁菊手折る﹄

おどろかしおかめひょっとこ姫もゐて

根本芳子捌

ナォうららけしクラスメートは皆白髪

神武綏靖今も忘れず
改札の通勤の口一文字

地下道抜けて霞ぱらぱら

ひむがしの逢魔が刻に豆を打つ

呼び捨てされてよりの恋仲

野球帽阿弥陀かぶりに豊礫と

無能無才で夫にべったり

まつ先に鶏鵡が彼の名を叫び

青蜜柑にてお手玉遊び

莫産にすはりて集ふ十五夜

根本芳子
佐藤昌子
伊藤薮彦
金田美穂

祝ぎごとの大内山に月の道

菊一枝手折ればかをり衣に満つ

ころころ走る公園の犬

穂

勝田みつ子

霜柱ふむ子らの喚声

収穫祭の太鼓轟く

いつもくる包丁研ぎが窓下に

色の樛んで孫の絵手紙

ナゥ定年後椎葉の里に住みついて
同

つ

日白

芳

背中反らして欠伸する猫

平成十三年十一月五日起首
平成十三年十二月十日満尾

︵於・市川・教育会館︶

盃ゆるく流す曲水

花明り遠嶺の裟のくっきりと

つ
日冒

つ

彦
穂

穂

下鉢清子
上田渓水
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柵越えてジャングルジムによじのぼる

己惚れ鏡見ても媚よ

ゥさよならは何時もひらがなちゃんちゃんこ

歩く携帯村も銀座も

美青年電車の席をゆづりくれ

居酒屋の開店でんと陶狸

羅の僧低き読経

金平糖をこぼすどしや降り
月煙と瀧の上にいま昇りきし

旗ひらめきてとばすナナハン

土挨立て投降の兵の列
これはさて薄墨桜花盛り
田螺三つ四つ畦に拾ひぬ

清芳昌穂水つ水清穂昌芳同情同水昌芳水

八福岡・天神連句会ｌその一Ｖ

八木紫暁捌

八木紫

児玉俊

志村実
福田雅

ナォ白萩の別れの夕餉木の芽あえ

あこがれて住むビバリーヒルズ

皆親ばかの遺伝子を持ち
芸能界忘れた頃に大麻犯

雅実紫俊雅紫実俊雅実紫雅

短歌行﹁街ここだ﹂

静寂を破る楠の鯛

街ここだへばりつきたる残暑かな

人影動く裏庭を抜け

灼ける月夜に女神訪れ

のびやかなビーチバレーのプレイヤー

番の鳥のよき声のして

寓と書す門に上布の消えてゆき

名画が描く髭の将軍

ナゥ山の子もメールアドレス持つと言ふ

設日巨きく春耕の畑

世紀越へ遺品の届き花かすむ

︵於・福岡行動医学研究所︶

平成十三年八月二十六日首尾
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祖父まねく月見の迎へ手配して
ウベネチアングラスに透きし旅の景
タータンチェック似合ふマフラー

オフィスの椅子うしうしと鳴る

年内に振り込み終へる学会費

話あわせて釣果の自慢

斗酒辞さぬ輩今日も赤ら顔

孕み猫いていつも上席

恋化粧単皮より穿ける花衣

俊紫実俊雅実紫俊子生暁子

八福岡・天神連句会ｌその二Ｖ

飛澤玲

八木紫

森田宙心

歌仙﹁菜のはな﹄

スケッチブック脇に踏青

菜のはなに信号を待つ列車あり

児玉俊

児玉俊子捌

電気のひもにじやれる老猫

永き日はシネマざんまい過ごしいて
坪根規

土産の柚餅子皿に盛らるる

遠来の客屈託もなし

讃井しろう

成瀬穫美
福田志保

ナォ綿シャシにアイロンかけて春の陣

レンズから君の笑顔がこぼれ落ち

騒がしきビル街なれや月無心
葉書絵酒脱今日は子規の忌

小さな願いこめて占う

出る杭出でよ市民の力

移植せし臓器ふたたび蘇り

闇をこまかく砕くまくなぎ

香水のほどほどに佳し単車の背

紫

俊

黍

し

穫

紫

俊

福田一也
浅野黍穂

還暦祝うふたりお揃い

ナゥ爽涼に身をゆだねつつログチェアー

穫

黍

士心

士心

熱き煎茶に喉を潤す

政治家のくるりと抜ける回転扉

ヘッドフォン走りすぎたる姿あり

顔輝かす耕しのひと

花の雲日本丸の寄る小島

声を残してかすむ群れ烏

︵於・福岡行動医学研究所︶

平成十四年二月二十四日首
平成十四年三月二十四日尾
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せせらぎに月のゆらりと動くらん

ワ秋冷の銀の指輪に停泊し
ライフセイバー暹しき彼

不満蓄積五輪祭典

安酒で口説かれているプールバー

古社の鈴は空鳴りからからと

パッチワークで目立つ冬帽

いつも遅れる癖は直らず
阿蘇山の噴煙透かし寒の月

地球儀回し描く未来図

子供らは手と手をつなぎ足じゃんけん

蝶羽閉じる庭の鱒踞

シテ佇てばワキ相寄りし花の舞

玲俊紫規俊玲紫俊規紫俊恵玲子子子暁美

ゞった

朱藍
蓼艸
みち
藍香
朱藍
みち
千年
実早
千年
藍香

川野蓼艸
高岡粗濫
市川千年
若松藍香
岡山朱藍
神山みち
村田実早

大石朴花女

川野蓼艸捌

八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会ｌその一ｖ

歌仙﹃鮎粥﹄

とつノ︑に

鮎粥の鮎のまはりをまづ畷る
梅の実落ちてしきりなり今
外国へ尾翼に夏のきらめきて
力士は雷を折りてただんで

蛇穴に入り雨はどしや降り

蝶タイのソムリエ奨む﹁月の酒﹂

記憶鮮やか遥かなる詩

ゥ感情線にころがす朱い茱萸渋く
ほと

異母妹の陰の繁みに徳ありて

さらさらと行く鴨川の水
折々の旅に心の錆落とす
車椅子押す風の真ん中
三面六臂の阿修羅像彫る

冬の月半鐘の音は果てにけり

国道渋滞信濃貫く

アメリカにイチロー大魔神駆せて

風車吹く地球廻りに

足もとに花満ちてゆく街明り

栄螺の篭目あらあらと編み

ナォ沖はるか瀬戸の魚島盛り上がる

朴花女

みち

茶髪をば黒髪に染めリクルート
くち

唇のピアスをはづし接吻

駅前のダンボール箱子犬鳴く

実早

朴花女

実早
朱藍
朱藍
みち
朱藍

母の家ある山茶花の奥

落暉彩どるギザギザの空
万札でお釣り下さい社会鍋

いつも言ふこの子のために死ねないと

朴花女

朴花女

さぽ

変声期来る木靴履きつぶし

朴花女

実早
朱藍

碧玉を打てば昇りて湖の月

Ｇ線上のアリア肌寒

ナゥ夜学生零点取りぬ夢の尾に

一澤帆布店の混み合ふ

道問へぱ﹁アイアムチャイナ﹂と笑み返し

山裾めぐり貨車は長々

花万朶ぬっと寝釈迦の足裏出で

実早
みち
蓼艸
藍香

︵於・八坂神社常磐新殿︶

赤信号でも青蛙飛べ

平成十三年六月十日首尾

註・一澤帆布店八坂神社近辺にある︒
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ナォ水光る馬の毛ひかる風ひかる

アパートで赤き氷菓を口移し
何も無くても若さだけ有る

宝蔵院に刷る一切経

デッドヒートの暑きマラソン

下校生九九を唱へて通り行く

内田麻子捌

八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会その二Ｖ

﹃鹿の子百合﹄

天と地のあはひに魂や鹿の子百合

太鼓打つ童は左右に跳びはねて

石飛千可良

内田麻子
川野蓼艸
神山みち

ゥ渋谷には膳出しルック後の月

村田実早
艸

愛のシネマの退けて蟠蝉
穂薄に一期一会の跡消ゆる

ち

有象無象のどっと湧き出る

月かくれ豆撒きの声其処此処に

〃︑︒ｂ

夏々と鍵束の音近づき来
熾悔するなり雪暗の窓
艸

チェロを抱へてバスに乗り込む

ナゥパガニーニはたサラサーテＢＧＭ

艸

﹁犬が死んだの﹂ｅメール来る

洗濯機夜毎の夢のシーツ呑む

早

堂塔あまた霞む京洛

金髪も居て鴨川の花盛り

良

田園都市線揺れる吊革

良

壁の掛軸誰も読めない

い手工

小路小路に坐す炎帝

、

点滅の標識灯を目印に

早

艸

︵於・溝のロ高津市民館︶

−237−

'し、

海峡渡るカムサハムニダ
微醗して花の随道限りなし
礦臼まはすのどらかな音

平成十三年八月四日首尾

カムサハムニタ﹁ありがとう﹂の意

ち麻早良艸ち艸艸麻艸良ち良ち

源

八徳島・徳島連句懇話会ｌその一Ｖ

歌仙﹁榧﹄

淡雪に榧一本のありにけり
媚やさしく摘む蕗のたう

鈴木漠捌

ナォ潮まねき見る約束に遅れさう

古池に鳴く蛙哀しも

脱藩の径の粗草踏むも旅

菖蒲刀を楓爽と侃き

汗ぬぐふサンチョ・パンサの愁ひ顔

さか

耳そばだてて駕馬の賢しら

突然の知らぬ素振りにやきもきし
いやし系なんてどこがいいのさ

宮心

宙必

放埒も若き苦悩の露呈かと
我が来し方へ礫投げ打ち
はぎ

秤

什皿斡二亜一汁起申密︵ファクス文音︶

床上げの友への文にはさむ花

寿歌添へて憩ふ麗日

クリスマスまで待ちきれないわ

ナゥ舌戦のいよよ媛房ほどほどに

かなへ

軽石ごとき鼎発掘

もてあそ

恋しくぱ木の実独楽など弄べ
新走りとて酌むもまた佳し

梅子

漠

光明

漠

保二

保二
梅子
光明

紀野宙必

梅村光明

月青く建国の父照らしをり

斎藤梅子
鈴木漠
高田保二

梅子

頭陀袋掛けた遍路は掌で受けて

光をやはらかいと感じる
御覧じろ今宵も綴る明月記
出湯に浸り聞くは虫の音

梅子

１︶らつ

構図描かば水に陽炎

漠

ゥ貧しさの庭は小菊に粧はれ
人とほぐして愛をうべなふ

うるむ瞳を相合傘に

ヒロインははたちになるやならず常

桟橋の月を涼しと歩みゐて

寒の卵にいのち張り

流刑島までボン・ヴォャージュと
世の中はアデュ−に始まりかつ終る

醜くも白鳥となる不平等
男ばかりが並ぶ会議で
花守は林のごとく徐かなり
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保光梅保

光

梅

光

梅保

光保

明二漠明恵子二恵子漠恵明漠二明子二恵

きりぎし

母校に残る花も満開

衆議判

東梅三鈴竹
條村輪木内

和漠

人徳島・徳島連句懇話会ｌその二Ｖ

歌仙﹃穂蓄﹄

侘助は落ち山茶花は散る

悪蓄もペダントリーも大枯野

ほ唇？

戯れ惚け気付く現実

縄電車伸びて縮んで過ぎ行きて

しらじらと鏡の中に映る月

わざ

つくつくぼふし声を限りに
ゥ踊り子の一人二人と輪を離れ

水音高く顔を洗へど

指搦めつつ屋台からかふ
軽薄も募る思ひの為せる業
は

ひや

しぱ
奥の齪む歯
にしみる冷酒

草庵に梅雨の霧れ間の月青く
止むことの無きビル街の不況風

折れ線グラフ断崖に似て
難解の位相幾何学得々と
少女に還る午後はのどかに

噂りをアニメに描く百千鳥

ナォやっとこさ重き腰上げ炉を塞ぎ

空の旅へと心逸りて

朝寝むさぼる夢の楽園

蝶となり蛾となり花片舞ひ耽る

迷路のやうに静脈が透き

両の掌を裏に表に夕焚火

サッカー論やらラガー論やら

ナゥ他国語を自由自在に操りて

豪華客船海底にあり

バブル期もわたしや埒外十三夜

松茸飯の匂ひ来る庭

しし

きっぱりと別れ促す猪おどし

袖の涙の意味計りかね

曽根崎の森はいづこか恋の闇

眠らせ唄も虹もまぼろし

南吹きとんと見かけぬ識裸干し

むつき

頭痛薬いつも鞄に持ち歩く

村担当の老郵便夫

光

秤鰄什止辱十一一一朋二竝一肥顯︵ファクス文音︶
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世
世漠明郎漠和郎世和明世漠和郎明

士菊

光士

光菊

士菊

光士

菊
士光
光菊
士菊
光士
菊

明郎漠和郎世和明世漠明郎漠和郎世和明

人徳島・徳島連句懇話会ｌその三Ｖ

歌仙﹃ひかり野﹄

は

ひかり野へ彼我も弾けむ龍の玉
冴ゆれば聞こゆ美しき言の葉

とき

練達の能の舞台は佳境にて
明日へ架けたる日記縮く
繊月に季の移るひ感じ取り
破れ衣のそぞろ身に沁む

指環を交す白き教会

梅村光明捌

ナォ蝸叫の紐子供の声のをちこちに

クロスワードの縦をまづ解き
行き先は夕陽に染まるエーゲ海

真珠の曲を好む奇術師

しるし

寒がりは女系家族の徴ゆゑ

熱燗に酔ひくだを巻くとは

休場の力士を照らす月の量

シャッターチャンスいつも逃さず
あれこれと無理難題のオバタリアン

賢次郎

洋子
信子

光明
信子
恒子
光明
洋子
恒子

賢次郎

賢次郎

洋子
信子

光明
信子
恒子
光明
洋子

秤鰄廿に粋十一一一朋二什幽肥電︵ファクス文音︶

忘れ霜踏むラジオ体操

名にし負ふ自慢の花が蘇り

風の噂もさらり流さん

鮭の頭をぶった切る技
ナゥ湖に粧ふ山の逆落とし

御籔の文字に一喜一憂

薄情がめったやたらに願を掛け

加宮賢次郎

君となら毒をくらはば皿までも
濡れ手に粟と老いのたくらみ
賢次郎

赤坂恒子
岡本信子
大杉洋子
梅村光明

賢次郎

恒子
洋子
信子

ゥ秋渇きアップルパイもうまく焼け

至福味はふ肌の触れ合ひ

今もなほ定時電話をかかさずに

賢次郎

先端医療効果甑面

まる

賢次郎

光明
信子
恒子
光明
洋子
恒子

はからずも受胎告知に涙ぐみ

百物語果てるともなく

当直のナース見てゐる月涼し

ころ

石に蹟き転ぴ転びつ

蝋燭に黄泉平坂浮かび出て

鏡に映す心うらうら

飛び入りのをかめひょっとこ花の宴
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八東京・都心連句会ｌその一ｖ

歌仙﹁阿夫利誹細俳譜之連歌﹂

ナォ四斗樽を山と積み上げ春逝かす

白雲を追い急ぎ旅立つ

再版のはこびとなりし歴史本

身のぬくたてを反易の末

世を忍ぶ夫婦となりて新所帯

精英樹たつ万緑の中
高津明生子

小林静司
目黒雨峰

紅葉谷越えドライバーど真ん中

肌寒きほど八卦見の言

浮かれ烏の何喰わぬ顔

正調を復習う一節高らかに

秋山よう子

阿夫利嶺の神呼ぶ鈴の涼気かな

留学生が集う合宿

土屋実郎

小張昭一

坂田武彦
柴田寿賀

蛭海停雲子

今村苗
和田忠勝
近藤蕉肝
松本杏花
沢田洋々

弥

ナゥ芋坂の甘辛だんご子規好み
はるかになりし海も浜辺も

若尾よしえ

一一上貴夫

杉内徒司
川名将義
伊藤哲子

あれほどのマージャン狂がいま連句

哲

龍天へ花の霞を突き抜けて

土に浸みいる穀雨やさしき

執筆今村苗千場ひで子

宗匠小林静司座配前田明水
脇宗匠土屋実郎花司内山良子
知司大津博山配硯西部周子

︵於・太山阿夫利神社下社客殿︶

平成十三年五月二十七日首尾

宗匠
執筆

ニライカナイにとどけ歌声

また一軒温泉ホテル休業と
ヘルパー講座さらに繁昌

鹿の親子が散歩する道

月の宴パントマイムのピエロ役

帆走のマスト傾き月を裁り

和久井八重

当﹄︒ｂ

薄墨色に雁の影

ゥ能舞の乱れ打ちなる爽かさ
名跡継ぎて身の細るなり

大臣にまで登りつめたる

くるくると風に胸張る風見鶏

文に添えたる城の抜け穴

とは知らず親の仇に恋をして

月出れば動くか樹氷モンスター
第三セクタープラン凍てつく
切札のダイヤのエース握りしめ

千場ひで子

高島幸子
原崎弥生
藤沼和ヱ
村上敦子
前田明水
山田広重
大津博山
内山良子
西部周子
岩永極烏
和田洋子

鶏鵡こくりと居睡りのふり

揺藍の地を守る花の淡々と
磑にうららか緋袴の巫女
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八東京・都心連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃ヴァチカン﹄
岩永極鳥捌

就職率は横這いのまま

ナォ卒業の長き腱の子の愁い

政変を待つ声街にさわがしく
地下鉄のびて要らぬ乗換え

今度逢うときややが出来とる

屋根の上にはアカシアの花
狂いなくコンテナ船が着岸し

バイオリン弾いて貧しき芸術家

蛭海停雲子

岩永極鳥
和田洋子

ヴァチカンの連鐘耳に春惜しむ

歩みのどかに護衛交替

昨夜ふとひらめきしギャグ大受けに

司

幸

圭云

秤鰄辻一饗一朋十寸叩榧津︵文音︶

潟あちこちに鮭五郎跳ぶ
宇宙より下界を見れば花霞
みんなの歌に和する春風

うつつの夢に散華奏楽
釈尊の入寂の日の雪淡し

ナゥ最果てに銘酒振舞い深く酔う

戦況不利は侍従伝えず

鴨眠る離宮の池に月冴えて

借金上手それも才能

逃げ腰の男のまなこ宙泳ぎ

白鳥は帰路につくらん水蹴って

鳥

高島幸子
小林静司
洋

いやよと叩き悪い気はせず

洋

垂云
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人影もなき湖の静けさ

少年の瞳に秋の空澄み

ヘリコプター月に手を振る操縦士

ゥ宮相撲小よく大を倒したり

男運なけれど金の運はあり
避暑客まばら落葉松の径

司

幸

壺言

建武中興今日の宿題

笑いの渦のあとの喝采

暗記より世の流れこそ解くべけれ

烏

鳥

神童今は街の只人

洋

ひらひらと月に舞い出し揚羽蝶

ストレスという魔物棲む花の闇

巣こぼれしたる雛拾い上げ

執

筆司幸雲洋鳥司幸雲洋烏司幸雲洋鳥司幸

八東京・都心連句会ｌその三Ｖ

ナォ早立ちのお伊勢参りのバスッアー

やっと使った二千円札

思い出は箪笥の奥に秘めしまま

大林杣平
土屋実郎

福袋中は要らないものばかり

鳥居の印みんな無視する

前合わぬほど着膨れて辻地蔵

歌仙﹃集いうららか﹄

連衆の集いうららか双樹庵
株よく殖えて並ぶ蕗の芽
高津明生子

か

亀鳴くかそぞろあるきの飛び石に

蛭海停雲子

土屋実郎捌

厚底の靴低くして履く

政財界に賄賂とび交い
月苦く辞任を渋る予算楯

探偵の散歩のふりはさりげなく

渚を走るロケ隊の群

︵於・南荻窪双樹庵︶

次々に祝句を享けし花の宴
ルーキー多しリーグ開幕

平成十三年三月十一日首尾
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ダースに余る男求めて
仲人の話に耳を籍さぬ奴
一姫という出産をまつ

ＢＧに虫の音流れ月に酌む

明

原崎弥生

松の手入れも程ほどにせん
郎

ずいき

弥

腕時計するバイト学生

明

ナォ秋袷匂う襟足ほれなおし
ドライブ誘う丘の隠れ家

芋茎ことこと煮ふくめの味
ゥ槍振の時代祭ののしのしと
トリックと言うも宜なる美容術
プリクラで撮る相手いろいろ

郎

むく

携帯が援助交際ネット組み

平

壺云

馬を買ったりヴィラも買ったり

弥

罪一三

麻衣着て迎う夏安居

川に沿い波泄船の月涼し

故紙もよし古稀の手習い怠らず

郎

壼云

明

弥

三日坊主の日がないちにち
花盛り人にも酔うて戻りたる

猫の呼ぴ交う春の暁

執

筆平〃明弥雲明郎弥〃雲明弥郎雲明雲弥

八富山・富山県連句協会ｌその一Ｖ

歌仙軍化過ぎ﹂
二村文人捌

学長訓辞しびれ切らせる

ナォ調教の声かけている春の駒

若禿多きちかごろの人

まわし呑む地酒の銘は鬼ころし

指先の血は冬薔薇の刺

しゃぼん玉雪の結晶のせて飛ぶ

夏

二村文人
江沼半夏
野島一子
平訳敏子

花過ぎやかつて舟橋架かる町
鉦叩くチンドンマンののどらかに
ジョーク飛び交い円座わきたつ

村おこしにと糸瓜水取る

名月をいつまでも見る収容所

最高裁が下す判決

斎王と御息所は伊勢へ去り

夢うつつなき恋のあとさき

革ソファー黒のスリップすべらせて

手作りの蕎麦を持ち出す望の月

山中狐太

堺清治

や
嬰や児
の喜ぶ玄米の粥

︵於・富山県知事公館︶

浅き眠りに噂りを聞く

花燗漫弓道場のしずかなる

平成十四年四月十四日首尾
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黄塵空をおおう昼どき

能面刻む窓のやや寒

ゥ故郷の友が得意の鱸釣

北野眞知子

信号を盲導犬にみちぴかれ

ナゥ鈍行の駅のポスター菊人形
同

敏

再会はつらい思い出よみがえり

敏

招待状に出席の○

女将を抱けばあげる婿声

眞

六文銭の痕になる灸

メビウスの帯に出口の見つからず

治

夏

太

ぴしやりと打てば残る蚊の跡

海南島の海は色濃く
深層水半身浴に月涼し

新築の書斎に遊ぶ子と孫と

夏

眞

デスクトップは挨まみれで
瑠璃光の御寺しきりに桜散る
帰りなんいざ独活萌ゆる山

一治眞敏太人太治人眞夏敏眞一夏敏眞太

八富山・富山県連句協会ｌその二Ｖ

秘めごとのひとつやふたつ桜餅
大村歌

大塚英

棚澤叩向

歌仙﹁秘めごと﹄

咳きながら行く夜半の春

いぬじま正一捌

マルメロの芽吹く狭庭へ招かれて
大畑蛍
藤縄慶

靴新しくピアノ演奏

ナォ遍路笠覗けば見目のうるわしき

馴鹿の首壁に吊る部屋

髭の御者古き日本語流暢に

ラガーの影は右へ左へ

雪蛍なんじやもんじゃの枝に消え

おまんさあおいどんのこつ好いとうと

ビンラディン氏は何処へ失せしや

無言で回る衝立の裏
何事も霞ヶ関の柵の内

灯火親しむ博物の図譜

出石焼砥部に膳所焼月の盃

母のおむすび塩加減良く

ナゥマイカーの輪に囲まれて盆踊り

電光ニュース歩きつつ見る

干拓の潟に漁民の幟旗

︵於・富山県知事公館︶

東風に膨らむ紺の袖口

花の果て安次先生身罷りし

平成十四年四月十四日首尾
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家宝の幅に桐の箱書

陶工の窯出し進む昼の月

袋谷小

いぬじま正

伊勢良

爽籟と和す琵琶の爪弾き
ゥ蜂の仔にお世辞の箸を出しかねる

噛んだ林檎を描きし絵手紙
馴れ初めはレジのパートの片えくぼ

化粧こまめな妻は年上

西行の山家集切れ見て飽きず

南無阿弥と文字残る線香
夏の月流刑の島の北は闇
突堤に出て釣るは小鯵か
携帯へメールが届く婦人科医

ぎっくり腰で三日欠勤

天の無垢地の無垢風に花の舞う

御門の奥は曲水の宴

歌小慶歌良英尚歌一慶子尚菊昭魚子夫子

小正歌蛍小慶良歌尚慶蛍正英小蛍尚良蛍

八高松・渚の会ｖ

歌仙﹃本能寺﹄
田岡弘
西岡恭平

田岡弘捌

轡格子に洩るる寒弾き

短日やこんなところに本能寺
佐々木栄一

ナォぶらんこの少女は風になりたくて

パステルカラー躍るキャンバス
連勝に隠れファンまで名乗り挙げ

指定席にはいつも誰かが

何もかも中途半端に暦果つ

餌付けの狸けふはお休み
鏡には着物姿の艶やかに

畳にのの字うなじあからめ
官能の波にのまれる木の葉舟
別れに小さき銀のクルスを

念願のホームページを立ちあげて

オカリナに心澄みゆき月しづか

三橋早苗
平

甲子園ではベストエイトに
瞼には母の笑顔の焼きついて

退けどき広場色の渦巻く
ランボーの詩集枕に花の下
みごもる鹿にひかり耀ふ

平成十四年三月十日首

︵於・桜ん慕工房＆ＦＡＸ音︶

平成十四年四月十四日尾
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まだ見ぬ友とメール交換

弘

苗

ナゥ藁塚を縫って夜汽車は南へと

続く不況にそぞろ寒さも

平

弘

苗

テレビにはタレント業の妻の顔

松が枝をいざよふ月に人の影
ちちろ鳴く音に一句ひらめく
ゥ初めての挑戦なりしむかご飯
意外に似合ふ彼のエプロン

疑惑の種を鵜の目鷹の目

思ひがけずに預金通帳

無い筈はないと抽斗掻き回し
弘

苗

平

腰痛に湿布貼る位置定まらず

弘

片肌脱ぎて王手飛車どり
あれやこれやと広告の品

平

月浴びて先づはビールで乾杯を

軒より門へ巣立つ子雀

花の宴カラオケセット備へられ

苗平一弘一苗弘苗平一平弘一苗弘平苗一

八栃木々那須連句会ｖ

半歌仙﹁春光﹄

菊岡みのる

屋代孤月
田中きみ

滝田政敏捌

小舟に肪う岸の薄氷
滝田政敏

春光に和紙の白さを透かしけり

駐在さんが朝の体操

政

孤

母方の桃の節句に招かれて
瀬しぶき上げて鮭のぼりくる

舎利水に月のかかりし翁道

み

き

さよならで負けて球児の泣きじゃくる

一筆菱に古き恋歌

政

孤

み

孤

き

人語聞き分くオランウータン

き

ゥ杣達の饒舌となるにごり酒
ゲームごっこの携帯電話
黄昏の色含みたる尼の袈裟

ブラックで飲むアイスコーヒー

往診の老医師照らす夏の月

き

み

政
孤

玉藻の池に映る芽柳

軽率を真紀子外相陳謝して
宿題までもパソコン頼り
金婚を過ぎて万朶の花の中

平成十三年八月二十一日首尾

︵於・屋代孤月宅︶
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八八千代・習志野連句会ｖ

半歌仙皇日道塾﹄
四十九院科峰捌

障子貼りひとりぐらしの気楽にて
薄皮まんぢゆうあとを引きけり

息白き子ら迎へ出る猫
峰

大野利丘

塚越朝子

四十九院科峰

超高層ビルの真上の月まろし

丘

朝

生垣の冬芽ふくらむ書道塾

萩道づたひ枝折戸のぞむ

藤代羽都江

ワ揺り椅子に過ぎしを想ふ秋日差

茶の湯習ひて今はお師匠

老ひてなほ燃ゆるものあり夕なづむ

丘

峰

朝

羽

風呂あがり逃げまどふ児に天花粉

朝

セピア色なる写真の君よ

羅似合ふハ−フの娘

峰

浜木綿の匂ふ浜辺を照らす月
多発テロ軍事報復きりもなく

朝

丘

難民の子等溢るるテント

羽

羽

土堤に添ひジョギングコース花の下

丘

阿賑の像をみつめゆく人

夕焼きらら春のせせらぎ

平成十三年十二月十日首尾

︵於・朝子邸︶
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好きな絵筆で企業立ち上げ
いつの世も月は詩人の友なりし

しんみりと聞く砧打つ音
ゥ貝割菜富士の裾野へ列正す
サナトリウムに妙齢の美女

恋心パールの店に釘づけに

筏を縫ひて新婚の旅

推理劇次に殺されるのは誰
空蝉は背を月にぱっくり
いっさいを忘れる功徳釣忍
透け透けルック流行るこのごろ

ひと目引くことに始まる選挙戦

錦を飾るふるさとの駅

ちよと降って花の泪かとも思ふ

田島竹四捌

田木田黒
島村島沼

竹葵文も葵竹も文竹葵文も葵竹も文竹葵

八阿児︑南草連句会ｖ

歌仙童目
白息の棒のごときを吐きて競る

ｰ

情報はリアルタイムの画面にて

転がされたる鮪・大獅

の

孕みし猫は歩みよたよた

ナォ千金の春宵交はす祝ひ酒

最年少で柔道優勝

修験者の薬膳長寿もたらすや

魑魅魍魎が夢にまつはる

心中の名所てふ崖風が舞ふ

松井須磨子の貫きし愛

きいぎぬの君の残り香うっとりと

ひとり火鉢を抱きつくねん

手をかけし文鳥いづこ籠がから

フリスビーとぶ地平線まで
雲に入り雲を脱ぎては月変幻

日本沈没まこと身に入む

ナゥ末枯れに生徒引率観察会

磁石の針の示す方角

時計塔人形が出て正午なり
種蒔くごんべ鴉追ひ掛け
道問へば花の館を教へられ

辻一群十迄朋十皿即露︵文音︶

暮るるに遅きダンスパーティー

拝
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息

四郎子り郎四り子四郎子り邸四り子四郎

も文竹葵文も竹葵も文竹葵も文葵竹も文

り子四郎子り四郎り子四郎り子郎四り子

八調布・にほんご連句会ｖ

半歌仙ニイマジン﹂流る﹂
岡本夕子捌
石崎
岡本

ゆ

柳沢

菊枕水航く夢に揺られおり

横笛の音月に搦々
杉田

し

くり返すテレビ画像の身に入みて
古宮

平成十三年十月九日首尾

︵於・下北沢にほんご舎︶

※中国では旧満州を偽国と呼んでいる
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丈なす草原鉄路遙けく
香林

ま茅そ夕葵
六香

さぼてんの針の間紅き蕾つけ
ゥ昼下り龍珠の香りひとりじめ

鈴木

素足に痛い健康サンダル
ケータイメール待つもどかしさ
さらわれてついてゆきたい地獄まで

Ｎ．Ｙ

今日からタレント親方バイバイ
農水相食べてにっこりＶサイン
﹃イマジン﹂流る都市のおびえて

酔いて伏すうわばみ窓に冬の月

七情の夜は雪に覆われ

白黒の子犬じゃれあいまつしぐら

※

備前の鉢に青柳のぬた
偽りの国の故宮に花万朶

ブライダルベール春風に舞う

そ

葵茅そ香夕六茅ま六夕

ハ所沢・俳譜工房ｖ

歌仙﹃武蔵野や﹄

断定的に講師語りぬ

ナォ六才と行年刻む遍路塚

正義の旗を風に扉かせ

誘導弾付けたチョークが飛んできて

おちょぼ口して笑まう家刀自

ほろほると舞えば月光こぼれきて

規

苗

今村苗
窪田素規
浅沼小葦

月にトリスを飲んで貧しき

平安のあなたへノックキーボード

夕映えの抱擁に反るシルエット

跣の足を洗う漣

弟を連れて物乞う油照

愛婿と世辞で米屋は世を渡り

苗

葦

武蔵野や百舌鳴く辺りより霧るる

汗がやがては財産となる

規

規

逃亡という名の霧時雨

老い給う母の仕立てし秋袷

ハンバーガーを睨む雲水

ナゥ都市が生む欲望の罠美しく

ところどころに光る残雪

マラソンのコースとなりし交叉点

仔猫の鼓動包む掌

ふくらみし蕾いとおし花を守る

〜シ▲

誰も知らない町のバラード

ワ乱れ打つペーロンの銅錦跳ねる波

葦

葦

秤鰄什止嘩叫朋二什聿叩噛︵文音︶

−うぐ1−

雑木林のやや寒の影

雲飛ぶ迅き南支那海

籔売る声を攪う北風

苗

菫早

規

寺田

待つという業を覚えて刻重ね

結婚しようなんて突然

あらまあと客あしらっているマダム

いつも通りの午後の病棟
お巡りさん手配写真によく似てて

苗

クリスマスツリーの星は月を呼び

傭きながら通る改札

規

葦

猛妻の肌える館は花の奥

山から谷へ転ぶ春雷

執

筆葦規葦苗規葦苗規葦苗規葦苗規葦苗規

八大阪・俳詣接心ｌその一Ｖ

びんからきりまでありてうんすんかるたかな
葦生はてお

岡本星女

居待﹃びんからきり﹄

とおのねふりのさめざらましを
たたなわる雲のひまより富士ちらと

林道子

永井一子
星野録

片目をつむりしなつくる猫
こびと
三日月に株儒腰かけ笛を吹く

出口蓮

春の葵にぬれそぼつ窓

はるお

蓮

智

蚤え

姦

はてお

星

村田はるお

若林りえこ

中野美智子

秋の長夜を燃えつくす恋
またしても浮かぶ面影草に露
はい
化け粧
坂とは切通ひし
の名
らぷ

おん神の昨われたまいし比良夫貝︵猿田彦︶

寄せては返す白波とどろ
やまもも

楊桃を剥きし香指に残りいて
糊利き過ぎて浴衣ごわごわ

書割の月引き上げる役当り
鯉一式の名代料理屋︵伊勢・大黒屋︶

旅疲れ呆とたたずむ花蔭に

道

越の水の味なり﹁越の寒梅﹂は

鳴きつつ雲雀高くあがれり

︵於・岡本星女居︶

平成十三年一月七日首尾︵膝送︶
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八大阪・俳譜接心ｌその二ｖ

岡本星女

制調鋸﹃白菊の﹄

白菊の厚物咲きのゆたかさよ

田伏博子

林道子

岡本星女捌

とうすみとんぼ来てすぐに去る

若林ｈノ室えこ

ぽつぼ屋を誇りと生きて五十年

物産展で目張りずし買う

︵歌う︶︵飲む︶︵愛する︶
伊達男カンターレマンジャーレアモーレで

有馬なれ赤湯に筆に煎餅と
マタギ住む山しばし風花

葦生はてお

出口蓮

中野美智子

若さとはゴッホの耳のようなもの

林由子

星野爆
歌川山黛

子猫三匹家駈けめぐる

身を灼くばかり恋の曼陀羅

拝の生いそむならん池の月

民岡照子
奥村勘甫

過ぎにし日々はなつかしきかな

平成十三年十月十四日首尾

︵於・伊丹・柿衛文庫︶
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八大阪・俳譜接心ｌその三Ｖ

十二調﹃蜘蛛の張る﹄

蜘蛛の張る結界行の滝澄めり

こころあてなる十三夜月

星野姦
岡本星女
鈴木長駆

姦

姦

星

純

駆

星

鈴木純子

ー握の砂のぬくもり夏の果
シルクロードを障壁画とし
沙悟浄の頭巾欲しがる猛吹雪
焼酎の名の那由多の刻とは

駆

無沙汰の挨拶やがて思わぬ縁談に
カレノカタガキトレテフランク

ねんねんよあの山越えて里越えて

姦

とき

イスラムの子の水汲みの道
はくれん

シャンデリアかとも白蓮花ざかり

大蛤の吐く唇気楼

︵於・山科・長島︶

平成十三年十月二十八日首尾︵膝送︶
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八大阪・俳譜接心ｌその四Ｖ

トレモロをもて星の呼び合う

星野姦

葦生はてお

岡本星女

Ｒ﹃トレモロを﹂

耕すやイーハトーブの大地をぱ言沢賢治より︶

爆

お

星

星

お

バンドネオンがジェラシーに突く

水神祭を河童祭と︵筑後川︶

伴天連の秘宝のありか刺青に

奈

サフランライスほんのりと黄
孔明に初恋のひとありしならん

蟆姑放屈虫百足虫鬼の子

実石榴のからくれないに笑みこぼれ

銀

お

星

暁珀の化生素心臘梅

大阪のあきない妹の嫁入りとは
サザビーズにチャーチル手沢のスキットル

︵於・岡本星女居︶

平成十三年十一月十一日首尾︵膝送︶
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八松山・白水台連句会ｖ

半歌仙﹃雨垂れ﹄

桜蕾みし草庵の庭

寺岡情雨捌

寺岡情雨
山口博三
杉山豚坊

雨垂れの音にも春は来てゐたり

見返れば山の果まで霞みゐて

江崎七七
名本敦子

脱サラをして盆栽に凝る

道ならぬ恋に浮き身の遣り処なく

由

博

伊

情

博

向井由利子

蓑虫下がる柿の木の枝

岡田伊勢子

雪見障子に及ぶ月光

おとなひくれし刎頚の友
盃に月を映して酌み交はし
ゥ松茸の匂ひ嬉しき旅の宿
赤い樺のやけに目に染む
ストーブのやかんの小止みなくたぎり

由

コレステロール増える昨今

貼り紙は土用鰻と筆太に

敦

豚

豚

七

敦

公僕の倫理は今や地に堕ちて
大烏居にも張りし蜘蛛の囲

秘仏の在す奈良の日永き

古を偲びて眺む飛花落花

平成十三年二月一日首尾

︵於・道後白水亭︶
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八東京・芭蕉記念館連句会ｌその一Ｖ

歌仙一時雨宿﹄
谷田男児捌

く指から指へ移す綾取
新井世

成田淑

谷田男

出版の話がふいに舞い込みて
松谷雅

た

化石蒐集しばしおあずけ

率時雨宿自動ピアノの鍵白し

皇帝の嬬蛾へ宴を張らんとす

蕗あわあわと水底に動く蜷の条
転

く生命線のとぎれがちなる

肩組みてふるさとの歌高らかに
犬の仔やがてもらわれてゆき

雪晴のオリオン仰ぐ夜のハンター

熱燗に燃ゆ愛の隠れ家
極楽に隣る地獄の番地外

エステ通いはグルメの極み

隅々に渡らぬ援助限りなし

塵の山から宝掘り出す

豪農の館の莞に夏の霜

斬り結ぶごと時烏啼く

子午線と緯度の交わる点に島

紡

汚豊礫と卒寿の人と思われず
ぐ巫女を引き連れ神官の沓

ブラックホール謎の解けざる

篝火に顕ちあらわれし花の精

飯

沼

田

尻

春

香
寿

一十七日首
一十八日尾
︵於・江東区芭蕉記念館︶

雅ぴな面の並ぶ雛市

平成十三年二月
平成十三年三月
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宇咲久﹃

秋澄む池に舟の華やぎ

蔀ロザリオ祭ディズニーシーの大噴火

く三つ足カラス飛び出して来し

東西の研を競える占い師
赤髪が好き黒髪も好き
海越える一夫多妻に憧れて

寝莚の香をなお纒いいる
再びは咲けぬ竜舌蘭の果
無垢に微笑む揺り籠の嬰
衣食住・学資・年金・保険多多

右はいせみち左京みち

大観の絵のごと花に月おぼろ
春の障子をしんと閉ざせり

男淑冬淑冬紫雅紫雅紫雅冬淑男子紫美児

春男紫春雅淑冬香紫紫春淑淑紫淑紅紫子

き
川中
た上野

ら

は綾稔
じ

八東京芭蕉記念館連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃玉巻く芭蕉﹂
中野稔子捌

転

く響きなつかし郷の言の葉

ナ減からくりの高山祭盛り上り

守り継がれし系図・名鑑

陶箱の置かるる床のたたずまい

スペイン坂にしぶく噴水

梅天へ初のフライト父と娘と

太き腕に四肢のばらばら

霧

闘牛士愛の炎をたぎらせて

ゆ

識少年の夢に玉巻く芭蕉かな

うず潮のひと重ふた重と瑠璃ならん

三
枝

く風薫りたる広き校庭

ピアノにあわせチェロを弾きだす

額縁にぬりこめられし計の記憶

若い菱の実踏んでしまえり

月天心濁流となる秋の川

く酒はほどほど食もほどほど

報子規しるす仰臥漫録そぞろ寒

つるりすべりて穴をでる蛇

科学界クローン研究とめどなし

穀雨迎えて拍手喝采

長持ちのくらみへ飛花のいずこより

渡
辺

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成十三年五月二十三日首
平成十三年六月二十七日尾
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自在に舞える鳥の一群

ゆったりと情趣深まる今日の月

忘れ扇の墨のうすれし

軒低き村の家々眠りいて

沖婆羅門の僧の衣に散る紅葉
く拾い集めるガンジスの石
スポーツカーの軋むブレーキ

唐突の手練手管に理性失せ
離れられない老いらくの恋

鋭角のビルに東月青く照り
艦を出たいとさわぐ小狸
屋台からタコ焼きの香の流れ来し

靴音繁く駅の西口

咲き満てる花の命は短かくて

磯巾着の閉じるセンサー

ひ

綾稔は綾は稔は稔綾は稔綾稔綾綾む子子

り

ゆ霧稔綾ゆ稔霧は子綾子稔は綾稔綾稔綾

八亜皐芭蕉記念館連句会ｌその三ｖ

歌仙﹃藍染や﹄
津藍染や白の極まる寒土用

二枝霧子捌

く空の高さを知る冬雲雀

三枝霧子
江森京香
一泉

高尾秀四郎

蔵窓を開き古文書読み耽けて

柱時計が十二時を打つ

名月のやがては欠ける山の端
落葉さくさく誰が来し音か

霧

高橋たかえ

た

霧

転

く逆も真なり真は嘘なる

ナ材四月馬鹿下戸よと云って酒かかえ

印度の媚薬効果抜群

浮気する夫に仕かえし死んだふり

渦巻はやも崩る葉牡丹

無理たたり穴熊のごと何もせず

念仏がきく病などなし

跳んだはづ跳べずにつくる大き瘤

赤んぼも老いも若きもお風呂好き

石碑の下に鈴虫の鳴く

縁側にかけはるかなる海
秋寂ぴの月の洩れくる松林
紡

霞の奥にふくらまる夢

花万朶戦なき世を願いつつ

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成十四年一月二十四日首尾
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須賀金男

恥定九郎切って捨てたる藁の塚

秀

パイプ煙草のけむり漂う

ナ油明治節焦げ茶の服で街闇歩
ぐのど飴入れる胸のポケット
直木賞とりて売れ出す文庫本
金
た

ままにならいは構造改革

秀

不良の子説得できぬ駄目教師

泣いた女に男は勝てず

秀

歌と笑顔は世界共通

一泉

一泉

蛇とぐろ巻き我を見返す

首飾り贈られし意味則りかね
ベニスにひとり舟唄を聞く
コロシアム神の気配に夏の霜

金

花札を打つ音かろし花の昼

金

今度こそ﹁金﹂を取りたい選手団

厨の桶に浅利汐吹く

執

筆京霧秀金金た秀霧京秀金た秀京京秀金

八東京・芭蕉記念館連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹁末黒野や﹄

酎末黒野や遠山領を近づけて
く庭いつぱいに団扇干す家

天目茶碗帛紗に包み

田螺鳴く遺跡の夜の更くるらん

松澤晴美捌

松澤晴美
矢倉澄子
後藤典雄
大野優

くエイトビートのリズム昂揚

鍼春日傘タンクトップにハイヒール

格安の航空券は手配済み
劉備・張飛の長江下り

狂い咲きたぎる想いをくれないに

辛口もある人生談義

ひしと抱かれて落つしづり雪
思い出は日記に封じラジオ聴く

ふっくらと内親王のおちょぼ口

歴史の重み継ぐつづれさせ

国々の紛争鎮め夜半の月

箒に乗ってハリーポッター
晴

く持ち込まれたる大き酒樽

ひょっとこの面が泣いたり笑ったり

村長さんは多芸多趣味で
花枝垂る古木の影に花御堂
八十八夜のしっとりと雨

平成十三年五月四日首

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成十三年十二月二十四日尾
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典
典

フルートの音色に酔いし月の客
玻璃ごしに見ゆ萩のトンネル

蔀深む秋新田の荘になびく幡

岸田芳雄

典
優

優

典

ぷ豊作の中に赤米つくられて

く手を振りながらモデルカー行く

〃

腰痛や腱鞘炎になやまされ
いで湯につづく風紋の丘

澄

典

月涼しほかと浮きたる潮見台
ぞろぞろぞろと蟹のお散歩

典

出来ちゃった婚家訓どうする

族議員しどろもどろのワイドショウ

サッカー年対策問わるフーリガン

晴

晴

ハングル文字の目立つ街角

海峡を越え五大陸花便り
招魂祭に集うはらから

澄晴芳澄芳優〃澄優芳〃優〃典晴優芳典

八岐阜・巴世里連句会ｌその一Ｖ

短歌行﹃望の同月﹂

画材店にてペアのチケット

前句者捌

痛めるにまかせる恋の親知らず

士

各宙必

罠命の峰に涼しき月出るか

河童棲むてふ裏の淵潭

各宙心

み

士

各宙必

歴史年号語呂で覚える

大吉心

古蚊帳をまるめたままの部屋の隅

不断は理性婚は惰性で

一ォうたた寝の夢に夢二が現はれて

堀部ひろみ

各務恵子
大野鵠士

今は無きツインタワーや望の月

星を象る半旗露けし
松尾一

景気回復願ふ一主婦

大吉心

士

大宙必

清水貴久彦

車座に呵呵大笑の花の宴

藤塚晶子

彦

士

彦

羅漢の腹に遊ぶ蝶々

ニゥ宮様といへどチャイルドシートにて

各宙必

大竹恵子

里芋の隣の畝にすずな蒔き
おふくろの味生かす手習ひ
ゥ居酒屋のバイト上りに叱られて

セーター脱げば腕に刺青
こんな夜は湯ざめせぬかと気にかかり

主さんは今渡る鴨川

近き山遠き山々語り合ひ
鼻の欠けたる僧に黒北風
帰帆待つ港は花の雲の中
春の日傘に猫の寄り添ふ

︵於・峠阜西柳ケ瀬羽酒︶

平成十三年九月二十二日首
平成十三年十二月十五日尾
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八岐阜・巴世里連句会Ｉその二Ｖ

大野鵲士

堀部ひろみ

首尾吟﹃薫風﹄

薫風に誘はれ集ふ連句会

乾真希

大野鵠士捌

首尾いかにやと雨蛙鳴く

希

奥山節子
藤塚晶子

各宙心

各務恵子

タキシードオペラの朝に誰へて

ハウツーものの並ぶ本棚
窓の下都市高速が縦横に
棲処追はれしヌートリアの穴

はるばると地球の裏に月仰ぐ
旅立つ君に持たすままかり

士

大竹恵子

希

各宙心

暖炉の前でセーターを編む
札幌はきのふも今日も雪の中

希

ゥ間男の噂の人と紅葉茶屋
天使を魔女に変へる一瞬
望まぬに授かる腹の命の灯
あしたのことは神のみぞ知る

大宙心

み

花の宴恵比須・大黒・弁天も

苗代田にて祈る豊作

︵於・岐阜西柳ケ瀬羽酒︶

平成十四年五月十一日首尾
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八岐阜・巴世里連句会ｌその三ｖ

首尾吟﹃女正月﹂
膝送り

清水貴久彦

松尾一

彦

︵於・岐阜・酒房すずしろ︶

平成十四年一月八日首尾
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女正月さびしがらせる薬指
オーバーの襟立てる終電

天下りたるキャリア大蔵

大野鵲士
士代彦一男士彦一士彦

山の奥団地造成次々に
今日の化学は見せるサフラン

端蛾より滴表面張力か
菊抱きノーベル賞の授賞式

衣の色は紫と決め

永
代

絹

いつも口出す糟糠の妻
ゥ伝統と格式守り五百年

嗜める和歌と連歌と俳詰と
難しすぎる眠くなるほど
おたまじやくしの群れるせせらぎ

今期また追試受けたり留年も

三千世界寝息うららか

酒飲まむ鼻がむづむづ花盛り

森

道

八八戸・八戸俳譜倶楽部ｖ

ナォ誰濃くさとす教師や烏曇

軍神の像公園に古り

逢ひたくて逢へば何にも言へなくて

男の頬を濡らす雪片

歌仙﹃紫陽花﹄

不器用に踏むダンスステップ

山彦のさまよふ冬の八甲田

地下街を行ったり来たり刻過ごす
高橋白晶女

星野佑美

星野佑美捌

ゆさゆさと来る蕗採りの女

紫陽花や湯宿にあそぶ夕雀

ナゥジヤンケンボン稲架に隠くるるかくれんぼ

更けて澄みゆく鈴虫のこゑ

パソコンを打つ手を止めて窓の月

ゆったりと空を横切る飛行船

喚声あげる校庭の子等

月昇り剣道場に気合ひ洩る

暮るるに早きキリストの里
雑貨屋の主に言葉かけらるる
茶を所望して日永たのしむ

枝折戸かくす薄一卜叢

年々の花をこたびは東京に

て萩の花

和

名久井白好

ゥ山門へ燈をせばめ

天気予報に大風のこと

山下節子
瀬知和子
山田光湖
繰きよし
橋本惇子
関川竹四

仰ぐ遠嶺に雲流れけり

人の気配に犬の出てきて

惇

佑

発車ベル離せば残る掌の温み

節

佐々木茂子

平成十四年五月二十二日首尾

︵於・山田光湖宅︶
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自販機のジュースに喉をうるほして

しゃがんで選ぶ銀のブローチ

肩寄せて揃ひのシャシの二人づれ

戦さに果てし青春の日々
冬の月教会の屋根鋭角に
脚下にひびく寒き濤音

惇

日朋

上着を脱ぎて春風の丘

雨ながら旅寝の夢のやすらかに

佑

光

昨日のことも既に想ひ出
国道へ出るまでの径山桜
雑の親子の畑に遊くり

執

筆和光佑き好惇竹晶節晶和好茂竹節光好

八東京・はねだ連句会ｖ

歌仙﹃小春日﹄
小春日や波楪船の動かざる
橋のたもとに咲きし山茶花
駄菓子屋の土間に笑うは朋ならむ
もんじや焼くならどんとおまかせ

まん丸な月が嬉しくＥメール

山口和義捌

今村苗
苗

栗原宗八
一示

苗
一不

苗

山口和義
栗原暁子

浩

苗

ナォ農を守り笛を習ひて鍋祭り
読めるが書けぬ蔵の古文書
声高に負けろ負けろと店の隅

何処か遠くで踏切のベル
浮雲に想う心をのぞかれて
今日の幸せ留守電に告ぐ
健やかに仔牛生れし青葉風

車座になりまわす焼酒

砂蒸風呂に疲れ吸わせる

こわ

盗賊の頭は剛き髭つ面

穂芒揺るる里の古寺

名月に老舗の団子売り切れて

手入よるしき爪の鮮か

ナゥ受付がひとり暇なる美術館

黙って帰る雪解けの道

スペードのジャックで切った大勝負

谷を渡りて鶯の声

正

︵於・三田図書館︶

咲く花に大藁屋根の静もれる

平成十三年十一月二十一日首

平成十四年二月九日尾
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新酒入荷と派手な看板

アルマーニ着た村の顔役

ゥ猪もいい役ですとおだてあげ
何時だって惚れられてると思い込み

手に汗握りハリーポッター

義

岩波浩吉郎

椿樹の月に歌うて濯ぎもの

浩

紙のコップでツンとお茶出し
レーダーに小さき機影が次々と

医者を迎へに舟を出すとか

苗

苗

がじゅまる

天草に十字架を隠す石の段
穫った野菜を市に並べる

苗

校庭に花植えつぎし教師いて

暁

くるす

若鮎走る光る川底

藤
松

苗苗浩苗暁浩宗暁正苗苗苗正正苗義苗子

八東京・Ｂ面ｖ

灯ヤち灯ヤち灯ヤち灯ヤち灯ヤち子ヤ子

内田さち子捌

美アさ
灯
ち

半歌仙﹃食積の﹄
食積の黒豆ばかり喰ふ子かな
正月小袖でチャンバラの真似

はるとび

春飛魚と競ふ舟路の風凪ぎて

旅のたまもの蚕気楼出づ

拝鰄杜一饗一一朗二十コ叩雷︵文音︶
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土地ことば耳にやさしき朧月

微醇残して行きずりの人
ゥ篭深くきらめくガラスなほも拭く

君の泪は冷凍保存

目つむりしまつ毛いとしき我が菩薩

道ならぬ道いと明け易き
だんだんに見えてくるもの国のさま

支援待つ子の秋はひもじき
月蒼し手に握る砂おぼっかな
必ず治ると医師のさはやか

つきあひの此頃多き予定表
伊賀の上野はうららかに晴れ
明日は咲く花のたかぶりさんざめき

快重たき卒業の宴

日
鈴内
高木田

ハ香川・燧連句会ｖ

半歌仙﹃夏霧や﹄

住友ヤヨイ

植松晴子
新田幸子

植松晴子捌

山家にかほる白い野薔薇

夏霧や島海見えず橋渡
る
のいばら
お早ようと挨拶をする児童らに

岩越千津子

ヤョイ

幸子

山崎君子

菊人形の準備ととのふ

ラッパを吹いてロバのパン責り

ゥ秋祭祖父母も一緒宮参り

ヤョイ

千津子

故郷の川の流れを照らす月

恋物語り教科書にない

いる

ヤョイ

晴子
君子
幸子
幸子

ヤヨイ

千津子

君子
君子

洗ひ髪心ときめくすれ違ひ
美酒に活かせるソムリエの智恵
夜泣きせぬやう鬼子母神に願を掛け

リュックを背中遠足の朝
淡雪の舞ふ公園に月高く
鴛鴦の群れ小屋をめざして

道具市選び求めし大絵皿
亡命の民如何に救はむ

飛花落花彩さまざまに士の上
車窓になびく春のスカーフ

︵於・綜合文化センター︶

平成十四年五月十九日首尾
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八松山・東松山連句会ｖ

歌仙﹃青き朧﹄
青野竜斗捌

鳴く亀聴くと沈思黙考
荻山玲

長井実

小倉静

青野竜

初孫の桃の節句を祝ふらむ
渡部尤

水郷の昏れゆく青き朧かな

職人の技生かす板前

格安で行く香港の旅

ナォ入社式夢と希望の膨みて

恋の虜は富豪家の彼

アラジンの魔法のランプ店先に

かずの子浸ける米のとぎ汁

銀難に耐へて妻とし五十年

火吹竹知らぬ世代の﹁ひょっとこ﹂奴

ゆずり受けたるバイクセコハン

声張り上げて野師の呼び込み
縮緬の好きな着物で芝居観る

都井の岬に親仔馬肥ゆ

山の端に満月のつと顔を出し

囲碁に耽けゐる彌宜の休日

ナォ秋刀魚焼く匂ひに惹かる木賃宿

平和讃へる鶯のこゑ

訪ね来し幼馴染と偲ぶ国
白寿を越えてなほも豊礫
薄墨の千載の花咲き誇り

執

︵於・松山市小野公民館︶

平成十四年三月十五日首尾
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月更けてビルの谷間の大時計
はは

厨にすだくちちろちんちろ
ゥ批乗せて少し怖く茄子の駒
レビューガールは媚を振り撒き
したたかに出来ちゃった婚認めさせ

鈴木宗男の悪事許さじ

こっそりと仮病使ひて入院す

字引をひいて改める誤字
植ゑ終ふる棚田に浮かぶ月の光ゲ

ジョッキに溢る地ビールの泡
誘ひ合ひゲートボールに打ち興じ

記念写真を撮りし境内

かくれんぼ花の下なる鬼の陣

色とりどりに飛べる風船

平波竜尤玲平波竜尤玲平波竜京幸平波斗

筆尤玲平波竜尤玲平波竜尤玲平波竜尤玲

ハニ見・日の出連句会ｖ

歌仙﹃潮の匂ひ﹄

旅人に潮の匂ひの茅の輪かな

洗鱸のギヤマンのⅢ

手づくりのエプロンドレス可愛くて

半歩半歩と渡る吊橋

連衆捌

郁於卯

中世古正

姿をみせぬテロの黒幕

ナォ露天湯の生け垣低く風光る

匙さくさくと掻氷食ぶ

廃業のビル打ちこはす土煙

藤田まことの刑事適役

片蔭に早駆けの馬休ませて

デートの印見るカレンダー

そこ此処に香を焚きしめ誰を待つ

こうのとⅢク

皇居の森に鶴来て

スイスでの結婚式と決定す

みなもよ
月光の水
面を過ぎる澪長し

身に入みて聞く老いのいましめ
ナゥ秋閑ける道着の帯の擦り切れて

脱税をして又有名に

につき

贋物にてんやわんやの骨董屋

︵於・御辺卯裡宅︶

とび
鳶
職が窓拭き笑ふ山々

肉桂にほへる路地うららかに
花衣解けてまつはる子を抱ける

平成十三年八月二日首
平成十四年一月十日尾
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月今宵隈なく照りて過疎の町
胡弓の音いる澄みし濡れ縁

誤字の迷文ＦＡＸで来る

ウサラリーマン恥かしさうに赤い羽根

酒呑めば嘘もとび出す君の前
女郎蜘蛛とは知らず近づく

炬燵布団は新しき柄

病室に親友ができ退院す
公園デビュー大安ときめ
木枯の蘇民の杜に鎌の月
五百羅漢のなまぐさき所作

ミニ幹線誘致せんとて寄合ひて

耳傾ける春蝉の声

花又花史跡覆ひて空蒼し

松山御
井根辺

經郎径郎京郎径郁京郁郁京郁径京子京径

郁京径郁〃径京郁径郁京径〃郁裡郎經京

八神戸・ひよどり連句会Ｉその一Ｖ

﹃秋天﹄

秋天や声出して読む唐詩選

山高帽に鶏る月光

そぞろ寒渡り廊下をすり足に
捕へてみれば社の上司とは
いつの間にメロン半分平らげし

大ひまはりののぞく校庭
ゥあっちむきこちむき思ひ患ふも
つわけク

別れた後に悪阻兆して

つきつめて仇討たむと無分別

鱗の残る鯉のあめ炊き

ねっとりと皮肉まじりの京説

芭蕉も曽良も知らぬ細道
有らぬ方より年の瀬の月昇り

世紀変りの鶯をとり替へ
マジックの衣裳を入れし皮カバン

怪しげな入船に乗り込む
神の鈴鳴りつぎて花綻びし

品川鈴子捌

酋長ことに多き刺青

ナォ桜鯛頭の行方気になりて

片言に日本の軍歌唄ふ衆
散骨なれば黒潮が良し

ひらひらと舞ひ誘ふは毒水母
避暑の旅とて恥のかきすて

西太后の髪飾とは

天網は恢々身元筒抜けに

いまさらにぐちる心がうらめしく

ニヤミス多きとんぼうの群れ

ひとり酒場で呑む酒の味
俳譜を捻りて月の傾きぬ

奥歯を抜けば治る肩凝り

ナゥ紅葉焚いてアポリネールを口遊む

今日こそ解かん孫の算数

行きつけの場末の宿の固き鍵

殊更に振るメーデーの旗

御陵の前も後も花吹雪

平成十三年一月十三日起首

平成十三年七月八日満尾
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子を
廣鈴ひ廣鈴ひ廣鈴ひ廣鈴ひ廣鈴ひ

鈴ひ
で

廣

仙

小町通りの春の賑はひ

内品木
藤川下

歌

鈴廣ひ廣鈴ひ廣鈴ひ廣鈴ひ廣鈴ひ廣鈴ひ

八神戸・ひよどり連句会Ｉその二ｖ

脇起歌仙﹃避暑﹄
好きに起き好きに眠るを避暑となす

散歩喜ぶ明け易き犬

焼きたてのパンの香りの溢れいて

紅茶に添える檸檬厚切り

森田蓉子捌
岡本春

オード刀口

森田蓉
１−９

養銭箱へ二千円札

ナォ野遊びのららららららと誰となく

狂牛病に炭そ菌まで

アンテナの鴉テレビに写るかも

胡瓜なすびのうんと採れたり

現し世の胸算用に汗みどろ

姉と妹恋敵とは

相乗りの初々しさに人力車

長嶋さんは引退を告げ

はんなりは上方ことば揚屋町

たわらの型に握る栗めし

山里の合掌づくり月のぼる

何がお宝どれもがらくた

ナゥそぞろ寒黄八丈とは懐かしき

空港の送迎デッキ混み合いて

策に盛られて旬の頬刺
燗漫の花に杯かわしつつ
碓氷峠の春もたけなわ

平成十三年九月二十六日首

︵於・産経名作連句教室︶

平成十三年十月十九日尾
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名月に遮ぎるものの何もなく

さいづち頭並ぶけいとう
ゥブラボーのカーテンコール秋惜しみ

酒と煙草をやめる約束

キス

安普請けんか睦言筒抜けて
キス

お出掛けの接吻お帰りの接吻

半珈思惟そしらぬ振りの弥勒さま

天目茶碗ゆがみかすかに
月の道背なの風邪の児ゆすりあげ

鶴亀ノ︑悪魔退散

舳先いま淡路島へと向きを変え

デッサン帳に括る４Ｂ

ぼんぼりの揺れて広がる花明り

仕手の如くに蝶の現れ

蓉昭蓉昭蓉昭蓉昭蓉昭蓉昭蓉昭蓉子子人

昭蓉昭蓉昭蓉昭蓉昭蓉昭蓉昭蓉昭蓉昭蓉

八神戸・ひよどり連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃窓枠﹄
品川鈴子捌

中尾廣

北畠明

船遊びする少女らの声

窓枠はペンキ塗りたて若葉風
いびつ鉢陶匠のごと士これて
須磨璋

ナォ遠足の子らの歌声不揃ひに

人工島の能の怨霊

ワイン酌み噂の種はつきもせず

還暦からの若返り術

文人の好みしといふ河鹿宿

鰹のたたき古伊万里に盛る

片思ひせしかの師いづこに

不用意に連句入門して窮地

ジェット機で出かけるデート週ごとに

衝動買ひを少し後悔

雲切れてやっと顔出す月情し

ビルの屋上さつま藷掘る
ナゥ神前にカメラ構へる秋祭
道を塞ぎてふて寝する犬

リュック背に気のむくままの職探し

蚤の市にはビーズ曜ふ

千年の誇たゆたふ花満ちて

いかなど漁に浜のにぎはひ

平成十三年四月十九日首

︵於・ＫＣＣハーバーランド︶

平成十三年六月二十一日尾
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合J今

荒木治

抹茶をたてる茶笑静かに
予備校の名物先生望の月
道を急ぎて払ふ溢れ蚊
電話のたびに心ときめき

ゥ山の辺にかたまりて咲く曼珠沙華

ビザ発給に悩む大臣

ひとり居の夢ひろげつつ君しのぶ

餌にむらがる鳩にはしゃぎて

観覧車空まはりする遊園地

県人会でつつく猪鍋

震災の跡そのままに東てし月
幾片か失せしパズルをなほつづけ

鈴子さんより届く絵葉書

蓬餅にも小ぶり大ぶり

花吹雪停めし車にたっぷりと

治廣璋治明廣治廣明璋治廣璋明子代美子

璋治明璋治璋明璋治明璋治明璋治廣明璋

八大津・廣野連句会ｖ

歌仙﹃梅の花﹄

東風吹く庭に春の幾度

ひいな

の

水の音するガス灯の蒻

うみ

月歌歌と湖はさざ波

ナゥ晴れか︑と受ける叙勲も文化の日

欲得損を埒外に措き

仕合わせは合わせ仕えてこだわらず

有為の奥山きょう越える
通りゆく遍路の笠に花の雪

壮一奪匡朋一症叩函︵文音︶

想いどおりに春は更け行く

拝

執

筆一子夫夫一子夫一子夫一子夫一子夫一

あき

ナォ空ビルに塾の看板春も長け

時の流れに人も流れる

さき入︑に親指族の多きこと

来ぬかも知れぬハチ公の前

嚥むものに恋の時間を感じつつ

京の街暮れて明治の雪景色

村木佐紀夫捌

村木佐紀夫

小菅信一

右岸左岸と枯れの河幅

倉田たへ子

一目でわかる血統の良さ

夫

無為徒食自在に犬を遊ばせて

ゆるやかに雛の口の息づきて

夫

萩すすき唐津の壺へ投げて活け

さかな

お↑１はこ
十八番の芸で皆を笑わし
月の出に心づくしの酒肴

子

子

なりわい

生業なれど妻を悲しめ

しし

話はいつか稲刈りのこと
ゥ猪を追う視線鋭き杣の顔
銀婚の記念に﹁奥の細道﹂を
た

人影絶えし浜の黄昏

ふるさと

砂にある小さき丘は誰が泪
ふいに湧きでる故郷の歌
夏月を仰ぐパリーの屋根の裏

絵筆を握る汗の片腕

誘われていつしか街角コンサート
ひと

耳に鼻にもピアスきらきら

薄墨の桜の花に他人入れず
雲を目差してふらここを漕ぐ

−′ﾌ7丸一
一ダジ

梅の花西に向かいて匂い出す

子夫一子夫一子夫

八裾野・富士裾野連句会その一Ｖ

歌仙﹁鵜篝﹄
ほ

鵜の修羅や篝の火屑したたりて

飯田輝子捌

高木１卜シ

中込省三
飯田輝子
田口明子

高橋美智子

渡辺未依女

土屋清市

カテドラル

ナォおぼろなる聖堂よりミサの鐘

郷愁誘ふ旅の夕ぐれ

高木千代子

井出悦子

未依女

明子
輝子

赴任地のグルメに飽きて茶漬食ふ

仕事の鬼と言はれる男

彼の人の汗のにほひも慕はしく

冷酒に媚薬そと滴らす

楊貴妃も桃源郷に遊ぶらむ
万華鏡めく夢のあとさき
無惨やな戦に失せし磨崖佛

手話の指先国境超えて

水面涼しく吹き過ぎし風
極めゆく厚き哲学害の理論
ゆるりと坐る庭園の椅子

杣の家に月より他は訪ふもなし

明子

千代子

︵於・裾野市立東西公民館︶

平成十三年八月十九日首尾

開校記念とばす風船

虫のしじまに笛の流れる

細見芙美子

清市
明子
清市
輝子
悦子
渭市
宮原うた子

ナゥ秋祭藷焼酎に盛り上り
顔見合せる野呂松人形

鈴木芳子

身ほとりに聞く那郭の声

省三
明子
︲卜︑ン

芙美子

うた子

輝子
省三
輝子
芙美子

︲卜シ

明子
省三

未依女

愛犬にひかれて歩く健康法
おぼつかなくも渡る吊橋
花の雨床几に散らす普賢象

窯出しの出来を待ちゐる月の下

ペアールックのペルシァンブル−

ゥ富士山へ一路新車を走らせて

自由に生きる男一代

激しさのロックンロール渦の中

七曲りゆく仮免の腕

あれこれとバブル期の付廻り来る

香りあふれる籠の摘草

凍月にお百度踏める母のゐて
湯気ほんのりと風呂吹の膳
街うらを野良猫のボス牽制す
ともりそめたるビルの窓窓
こらへゐて全山どっと花吹雪
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八裾野・富士裾野連句会ｌその二Ｖ

大富士を真っ向に秋さだまれり
高木千代子

細見芙美子

中込省三

半歌仙﹃大富士﹄

月の木馬の脚上げて寝る

中込省三捌

村起し案山子祭に連れ立ちて

省三
芙美子

宮原うた子

千代子

護岸工事に足らぬ人足

枯芦原に吹きすさぶ風

千代子

芙美子

︵於・裾野市立東西公民館︶

平成十三年九月十六日首尾

全ノリ

まるめるの煮ゆる香甘し小夜時雨

ゥ湯めぐりの土産にもらふ和三盆

うた子

千代子

芙美子

省三

遠き日の夢ほのぼのと湧く
とどのつまりは破局に終る

そっと踏む螺旋階段罪の音
暮れなずむ暖簾くぐりて酌み交はし

うた子

夏の月押し上げてゐる観覧車
端居ながらにヘボ将棋する

うた子

省三

継続は力と人は言ふけれど

省三

ビルに突っ込むテロの飛行機

自動扉の客毎に開く

芙美子

花冷の抹茶いただくたなごころ

裾野はるかに霞む晩鐘

−つフミー

ハ仙台・北杜連句塾ｌその一Ｖ

ナォめかり時見出しが全て週刊誌

主を売り渡すユダの接吻

埋め戻す発掘現場に立ちつくし

狩野康子

因縁話やまとあります

戦雲にサタンの角も片折れて

八ッ目鰻が俎に乗る

歌仙﹃深眠り﹂

老いたれどなお風に真向う

松ノ井洋子

故郷恋し水飴白くなりゆけば

冬薔薇活けて政策秘書の妻

垂石よう子

フランとマルク抽斗の奥

狩野康子捌

ビスクドールの東てるガラス目

手つかずの雪取り込めば深眠り

熊坂昌子

逢うためにだけ月光を招き入れ

よ

洋

すすき慕いて咲くきせる草

ナゥへそくりをめぐる攻防暮の秋

診察券を護謨で束ねる

無伴奏チェロ組曲が流れだし
ネーミングにも凝りし蔵元
花燗漫世界の夢のせ球を蹴る

︵於・双葉西集会所︶

雑の親子が里山の主

平成十四年二月二十六日首
平成十四年四月二十三日尾
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ｐ§に

能舞台地に空甕の埋むらん

秋田てる子

谷田部弓子

葉脈つたい零れ散る露

洋

弓

洋

よ

て

日日

美しきもの拠りどころとし
荒原の果に三日月ブルカ脱ぐ

ゥ初猟へ連れ立つ人に逸る犬

解剖学の若き助教授

口伝代々御庭焼なり

告発を熱き抱擁封じ込め
震度一でも装置作動す
草物の盆栽の載る違い棚
ビニール袋の金魚ゆらゆら

よ

日日

土用灸⑬の書類はみ出して
程良い距離を保つ割り勘

弓

月の浜祭嚥子を遠く聞き

結いし春色加賀の水引

て

駅頭に花のふくらみ気にしつつ

よて昌昌よて弓康洋て昌よ弓洋康弓昌て

ハ仙台・北杜連句塾ｌその二Ｖ

歌仙﹃こおろぎ﹄
こおろぎや厨に物の割れる音

狩野康子捌

佐藤千枝子
高橋玻斗子

狩野康子
山田史子

佐々木嘉宇

大瓢箪の下がる軒の端

うしろの正面手をつなぐ児ら

満月を一両電車突き抜けて
壁飾るパッチワークは異国風

古き揺り椅子定位置にあり

ナォ放哉忌欠落感を飼い馴らす

二河白道を跨ぐ競艇

海見える丘の上には歯医者さん

曲り葱とは性に合いかね

赤飯の湯気立ちのぼる神送り
ふか

少年のころより女装嗜好持ち

銃身に彫る銀の弓張

孵化する迄を抱き続けて
雨しとど北緯四十度の地点

卒寿が演ず秋の狂言

ことさらに尻の豊かな林檎買う

企業淘汰の進みゆく世は

ナゥ山容の化粧濃くなるランプ宿

宇

木田眞智子
史

居住まい正し読経始まる

竿売りの語尾がくすぐる夏の月

トルソーに愛の形を凝縮し
宇宙食にはたこ焼も入れ

宇

眞

玻

枝

平成十四年四月三十日尾

平成十四年二月二十五日首

いざ帰りなんどんたくの頃

花筏ゆっくり亀の目が動く

︵於・佐藤宅︶

ムノノ

おか

玻

脱税の手引書拾うホームレス

眞

枝

脳細胞の奥に旧姓

仔犬すやすや原駆ける夢

宇

日韓にワールドカップの花開く

枝

勺ワワ

はたはた

コート脱ぐなり友の饒舌
ゥ鰯の群陸に待つ輪っか網
ハリケーンよりどりみどりレディの名

蔵の錠前盛衰を知る

眞

遮断機を挟み善人あふれ居り

妻の矛先いよよ鋭く

酒屋の出入り覗く巣燕

眞史宇玻枝枝史史康宇玻枝玻枝玻史宇康

八伊勢・勾玉の会ｖ

歌仙軍化と他人の母﹂
喜多さかえ捌

杉山寿子

ファインダーに覗く不可思議

ナォ聡りを連れて寺々巡りつつ

日干し煉瓦の長屋並ぴぬ

半島は敵も味方もあらばこそ

釣り糸垂れる背筋のびやか

カラメルは癒しの香り蒸しプリン

青芒どこから見ても芒なり

開春や勾玉の会はればれと
喜多さかえ

早立ちの旅有明を仰ぎつつ

いつも多忙と文の書き出し
名月にいよよ昂まるピアノソロ

澄子
寿子

よし子

さかえ

静子
澄子

圭衛子

よし子

静子
手巻
治男

圭衛子

幸子
静子
手巻
寿子

さかえ

貞子

︵於・賢島宝生苑︶

穀雨あまねし畑の黒土

平成十四年二月十七日首尾

水曜日いざふるさとへ花日和

畏れ多くも氷に上る魚

碑に模形文字記されて

全国民の政治討論

ナゥまだら猫おだてに火中の栗拾ふ

携帯電話オフそぞろ寒

さてもさてもと起承転結

かつこよく口説く口調はホ短調

ゲゲゲの鬼太郎恋の手習ひ

前田圭衛子

大西貞子
山口手巻
西村幸子
小西澄子

真珠筏にたてる陽炎

微醗よるしき今年酒なり

木蓮を甕いつぱいに投げ入れて

ゥ地芝居にこの世の筋を通したる

杉本静子

手巻

牛葵引きゐる人は父かと
カンバスの裸婦に差し出すレアハート

静子
″

圭衛子

風粛々神馬の厩影ばかり

村田治男

抱かれて辛き英虞の潮鳴り

トーストのパン焦げてしまった

紙いっぱい大き円なり冬の月

藤岡よし子

圭衛子

手巻
静子

イヌイット族に狭き氷原
総領とみつつ違いの反抗期

壁の暦も先勝とあり

寿子

花の夜は花と他人の母ばかり
かがよひながら逃げてゆく水
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戒能多喜捌

木丸倉能

潤

静静多

八松山・松山連句協会ｖ

歌仙﹃梢焚くや﹄
梢焚くや学びて心貧ならず
串打ち反りて焼ける寒鮒

ナォ歌仙碑に百聴りの日もすがら

そっと近づく足萎への猫

お宝は人目に触れず仕舞込み

笙篁第は難しき文字

汚れなき飛騨高山の雪明り

寒稽古終へ浸る露天湯

参加することに意義ある五輪とて

逢ふ人ごとに惚れる惚れ性

父ちゃんがそれぞれ違ふ子沢山

しゃかりき漕ぎて家業守り継ぐ

三日月を背にして戻る田舎道

虫の音篭る庫裡の片隅

ナゥ幾年も故里訪はずそぞろ寒む

手間を惜まず作る盆栽

フランスのシェフの料理は本格派

デジカメなれば誰もベテラン

︵於・道後友輪荘︶

お札とともに流す罪障

夢のまた夢と舞ひたる花の城

平成十四年二月二十四日首尾

−279−

月波喜
波多月潤多潤波月波多月潤多波

ケイタイで友との会話弾みゐて

バス停前に建ちしコンビニ
澄み渡り匂ふが如き月を浴び
赤き林檎をそっと摘みとる
ゥ賑やかに社員旅行はおくんちヘ
ペアールックで腕を組み合ふ

再婚は嫌とちっとも借かぬ耳

独裁政治世情騒然

朗読の指導素敵な輝子女史
戦後は遠くなつかしきもの

大いなる月影砕き鵜飼舟

ツウバイフォ

冷酒を満たすギヤマンの盃
カナディアン２×４は浦酒にて

水琴窟に顔寄せて聴く
名園の花の盛りを徒然に

ショールを勝る暖かき風

高石小戒

潤月多波月潤波多月潤波多潤月多波潤月

八松山・松山連句教室ｖ

歌仙﹃世に媚ず﹄
井上弥生捌

吉金︐日

井上弥

卒業近き校庭の午後
武智紀

世に媚ず梅凛々と香を放つ
野遊びの声賑やかにきこえきて

松永一出

武智美

武智真

千多

永井政

ビル街をくまなく照らす望の月
酔うてしあればなくて爽やか

金の魅力に弱い政治家

ナォ親猫が仔猫畦へてお引っ起し

結婚指輪は・ずす考え

ハイ・ポーズどんな時にも愛想よく

老いてなほ恋は魔物よ北風つのる

こやみもあらず炎ゆる狐火

産土の宮に詣でる人絶えて

・思い出たどる遠き古里

しこ

触診で気になる滴り見つけられ

耳朶に及べる雁金の声

あしたはあした成るが侭なり
玉兎いま嶺を離れて昇り初め

ダイエットなどとんだお笑い

ナゥ好物の松茸飯をおかわりし

小錦もタップダンスのコマーシャル

麗らうららとすごす一時
城濠に果てなく浮かぶ花筏

未来への夢つなぐ初虹

平成十四年三月二日首

︵於・松山市竹原

平成十四年四月十三日尾

藤
本

尚

久仙亭︶
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かまぼこ板に描くイラスト

ゥよなべして貯めたへそくり皆盗られ

養子縁組決まる歳晩

抱きよせて八重歯愛しと囲炉裏端

僕は彼女に惚れてめろめろ
後仕末誰かにまかせ雲がくれ
切りこの皿にメロン盛られて

山寺の月が涼しと言いし父
老眼鏡もやっとなれしか
宇宙への旅の計画びっしりと

無重力なら誰もふわふわ
花衣まといて舞える花の精

天下泰平騨りの中

武戒
知能

白代喜弥政由紀真真政白由紀子樹美水生

尚真千紀千由枝千弥紀政千真由美美由多

八東京・窓連句会ｖ

歌仙﹁花茗荷﹄
内田さち子捌

杉浦喜久代

商月三世子

百歳の母の眠りや花茗荷
いつしか月ののぞく天窓
代

深井玲

甦らせむ郷土芸能

ナォ気ばらしにふらここを漕ぐ塾帰り

親指族のメール飛ぴ交ふ

﹁マンダハ﹂はモンゴル言葉﹁陽が昇る﹂

北條時宗時に十八

切り通し抜けて眩しき樟若葉

喉ごしのよき酒に蚕豆

マンドリンまたあの歌を爪ぴいて
マシュマロのごとき手を握りしめ

忘るることなければ思ひ出さずと

その都度変る憲法解釈

萩をめでつつ会席の膳

月に雲後シテ出でて鬼となる

ナゥ行く秋の寺町通りどこまでも

世

世

倉橋澄子

比叡遥かにゆらり陽炎

烏帽子着て千歳の舞花吹雪

しばらくぶりの孫の背の伸び

憂きことも昔語りやうましカフェ

小橋渡ればなつかしき家

菅野陽子
鈴木アヤ

陽

︵於・東京女子大学同窓会館︶

拝唖壮一一轌十乱即一十畦叩電︵一部文音︶
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吾もまた﹁指物師﹂なり夜業して

田植笠一つ遅れて小昼どき
旅の土産はいつも絵葉書
ゥ知能指数いと高くしてパラサイト
今日もデイトはハローワークで

願ってもなき年上の人

小林純子
白濱節子
小林和恵
野口敏子

ふたりしてパスタ料理の店開き

ベストセラーの神宮暦

玲

無為に慣れゆくことおそろしき

純

宇宙への遠隔操作も巧みにて
月光は臭の巣までとどきかね
やはらかいパープルに髪染めてみる

内田さち子

ヤ

袖にもつれる風のあたたか

抑振り返る怪訶なる顔
池めぐりすでに酎花の宴

代ち敏恵玲節純陽敏澄恵代ヤヤ世純陽節

秀喜昭秀喜昭喜魚昭秀繁水子子子子遊石
美

八神戸・摩耶連句会ｖ

井原崎井原野

佐野千遊捌

魚喜昭秀繁千間

十八公﹃四方の道﹄

しばし高まる朝の噂り

四方の道ここより発す春の風
味噌豆の煮かげん指で確かめて

箱階段を上る足早

のの字に残る蚊取線香

︵於・神戸市学習センター︶

平成十三年一月十一日首尾
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短夜の話し上手に聴き上手
青春のまなざし深し自画像展
老舗のそばののれんかきわけ

瓢の実吹けば音色やさしく

月影にほろ酔い足の石畳

恋路が浜の薄き貝殻

ゥ夢の人いつも少女のさわやかさ

精進明に雪見酒酌む

ばりばりと開き番傘さしかけて

円相ゆれる床の掛軸

寒鯉の口を寄せ合う一ところ

子らちりぢりに野の草を摘む

街騒のここまで届く花霞

岩河野岩藤佐橋

八丸亀・丸亀連句会ｖ

一茶

し瓜﹄

庭で一ト風呂着替へる浴衣

人来たら蛙になれよ冷し瓜
今井水映
広谷青石
鎌田耕仁
松岡遼雲
蔦沢翠

噸歌惟﹁冷

地図を開けば旅の想ひ出
名怨に濃茶の点前月の窓
泡立ち草の黄色が揺れる

田中一火女

今井水映捌

ゥ雁渡る寂しき声を曳きながら

仁

長巻に果てなく山河うねるらん

愛も実ったアベック入賞
白と赤ペアーグラスが枕許

映

トラウマ︵心的外傷︶となる干戈の響き

石

沖津秀美

火

仁

石

覚めてはかなし那郵の夢
大直崩る小民族の怨念に

月繊き町の広場の寒施行
いぢめに耐へよ冬の国会

室云

仁
映

美

おはこ

序破を無視急に逢ひたくなり候

鍬軽ゆれて子等はにぎやか

祖父の十八番は小諸追分
広げたる花見の重の金蒔繪

平成十四年一月十六日首尾

︵於・丸亀連句会︶
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八日立・水無月連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃笹子鳴く﹄

したしたしたと水飲む小猫

大山とし子捌

ナォ春入日錦帯橋をくっきりと
かく生きたしと直線を引く

標識は猪鼻垰杉の秀の

刈株残るスヶートリンク

ねんねこに埋もれて嬰はすやすやと

宅急便の呼ぶ声太し

料理上手がみんなにもてる
うきうきとエプロン姿新所帯

出来ちゃって急に決まりし日どりにて

いつまで続く阪神連勝

大山とし子

アフガンの砂塵を払ふ望の月

雪沓ひそと吊られる母家

昨日よりけふが軽やか笹子鳴く

水

堀江水城
宮本茂登
舟生笙風
筒井香

地雷の原野に曼珠沙華咲く

海外の単身赴任早や三年

水

香

笙

花影に夜叉も女神も密そむなり

愛子様つぶらな瞳父親似
英皇太后慕はれて逝く

ナゥ秋津島機上より見る豊の秋
一人静かにコーヒータイム

カードポイント千点となる

水

平成十四年三月三十一日首

平成十四年四月七日尾

︵於・大子町やみぞ︶
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語りべの身ぶり手ぶりが又よくて

倒れながらにコスモスの咲く

月上り人影動く背戸の垣

と

と

香

フルムーンしみじみ仰ぐ夏の月
鵜飼ひの火の粉はらはらと散る

茂

出だしはいつもとし子殿へと

ゥ屏風絵が話題をさらふ文化祭
うしろ姿をちらとみかけて
夢に見し髪かき上げる彼の癖

永田町脛に傷持つ身の不安

香
笙

ふはりと浮ぶ紙の風船

街にあふれる破れジーンズ

笙

茂

花吹雪くエレキ弾く子の赤き髪
ふらここのうえより会釈して

水香茂と笙茂香と茂笙香水水と笙茂水と

八日立・水無月連句会ｌその二ｖ

歌仙﹃祝餅﹄

ナォー刷けの藍を鱸は浮かしおり

ベストフォト賞の知らせ舞い込む

褒め上手殺し文句に脱がされて

多い噂も芸の肥やしと

窓のカーテン風に流れる

ドンファンの別れの技に舌をまき

影を重ねるペチカの炎

熱き頬を雪に埋むるごとき恋
根本美茄子

小岩菖蒲

声援に押されおされてホームラン

小岩菖蒲捌

長澤矢麻女

水引かけて届く寒飾
高木遥子

冬うらら嬰の背負いし祝餅

やがて近づく新内流し

樋鎖かすかな風に揺ぎいて

自慢の蕎麦寿司河原に広げ
矢

見えて来た渋滞予告赤々と

夜空に浮かぶ大観覧車

望の月しずもる山の湯に浮かぶ
芋の子ふんわり太りいるらん
ナゥふるさとに遠き友あり菊の酒

美

若い杜氏の作る杉玉

菖

矢

矢

カーブを描き燕とび来る
千年を今に深山の花の色

︵於・大子町やみぞ︶

草を枕に春昼の夢

平成十四年四月六日首

平成十四年四月二十八日尾
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犬の尾と見紛う月が鉄塔に
ゥ火祭のポスター駅に貼り出され

ＮＧＯのキャンプ騒然

美

昔日

夫ある人に寄せる純情

美

女医さんの白衣に心癒されて

我関せずと三輪の大神

菖

一言を瞬きもせず言い切れば

ばたばたぱたと蚊帳を蹴り上ぐ

菖

熱帯夜歪な月が中天に

トルシエの獅子の一喝轟いて

美

矢

出るわでるわよ公金横領

や蓮

矢

壬生狂言の幟はためく

人の世の欲もつつみて花枝垂る

矢遥美菖菖美遥遥菖菖遥美矢美矢美菖矢

八日立・水無月連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃椿の径﹄
後藤算子捌

片野弥

後藤算

上条洲

振り向けば椿の径に吾ひとり

静寂を破ぶる藪の鶯
安島茨

岩下秋

行く春の絵筆に墨を彦ませて
レモンティの香部屋に漂ふ

言葉巧みに偽物を売る

ナォ貼り余る写真散らばる目借時

ホームページに網張って待つ

門前の小僧すまして経を読み

修羅となり地吹雪突いて来たる君
マントの中にぎゅっと抱き寄せ

見送りの成田空港閑散と
から回りする国会審議

体脂肪燃やしきれずにウォーキング

グルメの旅の抽選当る
名月に水面揺がす演歌船
台風の眼の近づいてをり

巨大銀行てんやわんやと

ナゥ新品のフル稼動する稲刈機

今朝生れし孫は元気な双児にて

報謝の絵馬を郵送にする
花万朶百段の燈のぼりきり
遥かに展くのどかなる里

平成十四年三月三十一日首

︵於・舟石川コミニティセンター︶

平成十四年四月十日尾
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月の出にそぞろ歩きの下駄鳴らす

三本立ての菊の見事さ

ゥ師の句碑を建てて寿ぐ文化の日

ことば少く目元情しき

ゆくりなく見合相手の人なりし

蚤の夫婦で家内安泰

犬と猫一皿の餌を分け合うて

黄揚の生垣低く刈り込み
月涼し縁台将棋まったなし

証人席に汗の噴き出す

監督の鞭に目覚めてタイガース

料理修業に励むこの頃

咲き初めて熊野古道の花白し

長湯してきく鐘は朧に

洲算弥洲弥算洲算弥算洲弥算穂紅月恵子

弥洲茨秋洲算弥秋弥洲算弥洲算弥洲算弥

八仙台・宮城県連句協会ｖ

百韻﹃独眼竜﹄

ゥ抽斗に木の実と民話入れておき高橋玻斗子

鳥威とて電子音出す松ノ井洋子

バラバラはバラバラパラパラエンドレス谷田部弓子

懐きものに誓うつれづれ垂石よう子

新世紀逝きし妻より便りあり秋田てる子

現地時間を指し示す針熊坂昌子

アルバムに追いやられたる大事典笹川圭子

醍醐味を知るにわか代役伊藤航

素人の涼み浄瑠璃月明り小野寺妙子

熱砂のフィールド三段跳に中村記康

ふるさとはダムの湖底に鎮まりて鈴木文男

ベンチに掛けて読みし新聞奈良栄夫

花吹雪して暮れてゆく経ケ峰今野福子

噂の声時に鋭く小野寺信一郎
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初折独眼竜四百年の初日の出浅野史

千代の春なり望む大海狩野康子
余寒なお粛然として香聞かん佐藤千賀子

廊下を渡る風の幽けし足立かほる
互市の束を解かるる鍬の鎌山田史子
掘り当てた湯で伸ばす足腰佐藤千枝子
名月とエレベーターを乗り換えて佐々木嘉宇

兄と迷路を抜けてほおずき木田眞智子

郎

キャンバスに絵筆無心にはこびいて小岩秀子

影黒く引く碑に百合田中裕子

顔面の下から灼ける夏スキー中村孝史

余勢を駆って頼む枡酒阿部昭

思い出の曲に元気をもらいたる北寿雄

修学旅行なくて豪華に荒川由美子

二の折蝸叫の水うごきて近しイスパニア三浦北曲

色よき和紙で飾る七夕

遺伝子は組替えてません太き文字

名産品をデパートの地下

菖蒲園浮き橋渡りふた廻り

車を止める軽鴨の雛

幼少の緯名で呼び合う仲ならん

彫刻の杖床に転がる

ゥ暖炉燃ゆうすぐ塵ある俄悔台

洋子

弓子

千枝子

玻斗子

眞智子

嘉宇

史子

牛丼値下げ特盛りを喰む堀越満里子

ゴンドラに命綱乗せ雲を拭く高橋良雄

盲る風となりし小夜曲浅野賢治

粧いのうなじに淡いほつれ髪佐々木たい子

花の袖稚児の先ざき菓子の盆

うわばみ草が増えた裏山

毒薬はあの棚の奥黒ラベル

祝いのルビーかざし爽やか

大使等のゆるりと賞でし小望月

孝史

千賀子

秀子

てる子

素肌美人とメール送られ永渕丹

隠しには白き貝殻銀の鍵佐々木幸子

大崎八幡初虹の根に

かほる

昌子

よう子

おしゃべりピエロと遊ぶ凍月山田昭二郎
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ガリバーノくぐる股のトンネル

裕子

良雄

満里子

実線を三分控えて衿を縫い

標頼りに旅に出てゆく

ワ幼子の祈りに似たる水芭蕉

洋子

弓子

てる子

よう子

の折アイロン掛けひらめくＳＦファンタジー

雪国に交わす挨拶やさしくて

シュガーポットに隠す合鍵

昌子

ｎ日

Ｊ１
７に

由美子

寿雄

﹁恋人よ﹂唄えばサイン﹁待ってます﹂

人目かまわず熱き口づけ

工房の硝子細工の色映えて

瓦礫と化したツインタワ−よ

嘉宇

玻斗子

ひたひたと清らなる音路地茶履

史子

方舟に泥水浸みる夏の月

からくり時計少し遅れる

康子

眞智子

現世の夢をオブジェに花明り

裕子

茶髪の庭師似合合う甚平

広場ななめに春日傘行く

丹

母の粕汁匂いくるよう
初出演県庁ロビーコンサート

予期せぬ記録表彰台に佐藤ちよ子
国体に薄き彩りこぼれ萩
額押しあて地蔵会の数珠安斎厚子
妙子

キエマ丁

浦にサン・ファン・バウティスタ号

北曲

蝿に出す鰯あまたに睨まれて

急降下してくる敵の戦闘機

賢治

たい↓十

ステージに太郎が招く朧月

康子

秘密かかえて早や半世紀

仔馬が跳ねる風のリズムに

289−

郎
航

昭

神の名の下に命の軽ろきこと

アロンアルファで義歯をくっつけ

川の折たっぷりと海胆のせて喰う誕生日

寿雄

満里子

秀子

雪囲いせる夜は体晴れやかに

伏流水の猿渡と湧く

ゥ秋深し触れればやさしピエタ像

寿雄

孝史

秀子

裕子

うららに響く祝祭の楽

良雄

執筆

高槙の超然として花の雲藤井黎

盤寿の人の揺れる白髪

千賀子

庭の撒餌に舞う寒雀

孝史

てる子

弓子

備讃瀬戸シーパイロット先に立ち

千賀子

良雄

故郷は今乳色の鶉
象使い象も揃って衣更
夏潮にわれも小島の一つなり

賢治

飲兵衛共で暑気払いする

噂吐き出すカラーコピー機

かほる

康子

道ならぬ道とも知らぬお下げ髪

募る想いの透き通りゆく

洋子

郎
︑よ︑つマ丁

堅物の父の遺せし枕本
商談ならず冷めた珈琲
三日の月幌付きトラック連なりて

見なれぬ街を眺む鬼の子
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昭

ハ伊勢・杜の会ｖ

歌仙﹃靴音凍つ﹄
凍てつきし靴音高く戦士ゆく

当歳の馬育つ雪中

ナォななたぴの神戸の春の巡り来ぬ

活断層の上に在り慣れ

屋台を曳くも孫の代なり

鼻押せば猫型ロボットこんにちは

着膨れて小走りにゆく影は誰そ
鮫鱸ぴろんとぶら下がりたる

喜多さかえ捌
山口龍一

着信音は丑三つを過ぎ

泡立てて洗った顔は平面図

億劫な記憶の底を揺するもの

藤岡よし子

斎藤正子

正子

杉本静子

通販の申込書に記入して
ゆめ閉じこめし球根の箱

風を遊ばす萩のひと叢

水平線みずみずと月昇り初め

よし子

龍一

トレッキングは程よい距離に
名画座のテネシーワルッ眉の月

ボジョレヌーボーはやも解禁

﹁ゆとりかねもち﹂趣味もほどほど

ナゥ蟠蝉と眠りの際をわかち合い

ゥ面つけて黙々こねているハロウィン

静子

小西澄子

よし子

龍一

龍一

よし子

龍一

幸子
静子
正子
澄子
静子

よし子

幸子
澄子
澄子

静子
幸子
澄子
正子

よし子

執筆

︵於・伊勢市観光文化会館︶

平成十三年二月十六日尾

平成十三年一月二十六日首

暮らし温か裏町あたり

竹棒の先数珠子きらめく
士清の反古塚に降る花無尽

飛行機とロープウェイの遍路旅

拳をあげる父は江戸っ子

静子

正子

よし子

おかしさは罪の深さの弥次郎兵衛

残生という明かり掬いし

西村幸子

獲る獲らぬ冬期五輪の金メダル

栄誉計るも金銭の沙汰
鍵善の葛切そえて盆点前
夕月ほのと簾越しなる

龍一

上人のおん目のしずく無量光

日中国交転換のとき

静子
静子
行きゆけど奥なお深き花霞

揺籠の唄遠くのどけし
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ハ相模原・八千草連句会Ｉその一Ｖ

歌仙﹃海彦﹄

和泉元彌はマザコン宗家？

ナォ春疾風浮世の簸をほどきゆく

ほっと息吐く舟盛りの鯛

山陽道カーナビまかせ飛ばし来て

山元志津香

鎮守の杜に古りしお神籔

すけすけのそのふくらみを信じましょ

山元志津香捌

舟橋千枝子

芦川キーｈソ

降り月沓脱石の重たげに

酒断ちがワイン焼酎買いあさり

マゾってなあに揺らぐ蚊遣り火

夕凪は海彦寝かす子守唄
渡部葉月

少年の片方ピアスもの欲しげ
サーフボードの陰もカラフル

本多道博
物江晴子

決して忘れぬインシュリン打ち
中ノ島英子

板長の得意料理を被露して
本社勤務のやっと叶いし
広げし地図にばつた跳ねくる

英

路地にあふるるしゃぼん玉々

旅写真二十分待ち珈琲すする

堆朱の壷を磨く爺婆
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名月にビデオムービー廻る音
ゥ身に沁みる水位下がりし神田川

野良猫家族ＢＡＲを梯し
電飾の向こうに熱き若夫婦

ま

葉

遅日の尾根の碧くなだらか

竹炭の笛でき上がり花の宴

ぶちんぱちんと弾く藤の実
ナゥ皇帝のうそ寒く顕つ紫禁城

アロマオイルを垂らす湯上り

博

千

この頃はイエス・ノー枕無用です

香

︵於・相模原市大野南公民館︶

平成十三年八月五日首
平成十三年九月十日尾

かたり傾く壁の十字架

ま

葉

英

寒禽のひたと眠りぬ月の森
火の用心の声の透きくる

葉

葦ペンで中禅寺湖をささと描く

たまり漬とて試食ばっかり

千

花曇り樹医は大樹の医療中
ムス

モー娘カード集め卒業

英晴博ま晴千晴まま晴英香ま千晴英ま千

八相模原・八千草連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹁薄氷﹄
薄氷の日矢跳ね返す朝の艶
枝ぎっしりと咲ける金總梅
磯あそび児どちの約の定まりて
ジャズコンサート指揮者ダンディ

藤原りくを捌
藤原りくを

有賀元子
高木厚子

ビタミン剤をあさる抽斗

ナォ切炬燵ふさぎて迷う拠り処

駅昇降機みんな素通し

初めての人事異動でアジァンヘ

注ぎ足す指も冷ゆる冷酒

鵜飼船風折烏帽子開きつつ

面白可笑し夫婦漫才

似合うよとルージュを塗ってくれし彼

潔斎したか月は皓々

秘書手当おざなりですむことでなし

自分史へ遠くかすかにつづれさせ

一兀

春日久子
中野英歩
真木早苗

ナゥお噺をせがめばパパの大天狗

得意気に履く新しい下駄
表具屋の根つめ仕事無表情
琴柱灯籠うららかに佇つ

田螺の酢和味もはんなり

塔を背にシャッターチャンス花の中

平成十四年二月二十一日首

中
村

︵相模原市大野南公民館︶

平成十四年三月七日尾
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月今宵酔いては舞もおぼつかな

ゥ校庭をはみ出しそうに運動会

久

厚
英

一兀

英

山はもみじと群れ集う女

よせ合う肩のカール可愛く

写経すすめる古い胎教

厚

草の露来るぐしよ濡れの犬

甲板で恋の鞘当て繰り広げ
議事堂が宗男宗男でゆさぶられ

一元

厚
早

小銭の財布拾うコンビニ
粋がって寒いと言わず月を指し
バザーに寄付の毛布セーター
お土産で旅行ケースが壊れそう

厚

一兀

名菓しなの路東京にあり
ころころと花屑まろぶ坂の昼
きさご

貰いし細螺深き紅

澄

厚を元久元澄早元を厚元澄厚澄久子元厚

人横浜・瑠沙連句会ｖ

半歌仙﹃九十翁﹄

いざよひ

戸谷是公捌

小張昭一

池田耕治
今村苗

爽やかに九十翁と酌みにけり

いささ群竹かかる既望

コロセウムより湧けるハバネラ

悔ゆることばかりと嘆く恋談議

几帳倒して抱くくらがり

郎

彦

郎

苗

土屋実郎
坂田武彦
戸谷是公

ふるさとの母は胡麻刈る頃ならむ

かしこで終るひさびさの文

冬構へ万物なくて隙見せず

くぢら舟らし波高き沖

勝敗は紙一重なり驍るなよ

治

ゥすめらぎの熊野詣での供奉の列

日焼顔して遠征の子等

駆出しの掬児に財布を掠められ

呆けに持たせる鈴は携帯

郎

治

苗

彦

月照らす軽き軒のハンモック

五右衛門風呂にかがむ法楽

公

花旋風ボスの決らぬ猿の山

青銅の亀今や鳴きさふ

︵於・旧制浦和高校同窓会事務所︶

平成十三年十月九日首尾
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八東京・葉門連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃夢いく２
夢いくつ浮びて消えし老いの春

磯直道捌

ナォ親不知しくしく痛み暮れかねて

あたら美貌を鏡にくらし

離婚劇シナリオばかり幾通り

世界一周ＱⅡの旅

日本人チーノメキシコベトナムか
ふるさと

わが故郷は雪が自慢で

棚に並べし縄文の土器

梢の火にまたぎの頃の狩り噺

助教授は裏の稼業にお忙がし

福島新吾
福島時子

磯直道

英語の俳句何と讓そう

た

いる

母直伝の鶏の丸焼

花吹雪宴たけなわに降りしきり
うみも

臼

久

代田区民センター︶

寮歌流れてかすむ湖の面

平成十三年四月十日首

︵於

平成十三年九月二十三日尾
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傘寿を祝げる朧ろなる月
聴りに借景の山笑いいて
高山佳子
今井楊

ケイタイで月とお話出来るとか

彩とりどりに庭のコスモス
ナゥ友に声かけそびれたる秋祭
樟脳舟に水でびしょびしょ

新
矢口美穂子

ウインクをすれば全員ハッピーに

内田たづ

ゥ馴れそめは大夕立にあいしこと
高らかに鳴るウエディングベル

野坂民子

児等一列に揺らす吊り橋
釣り人の糸の先なる魚光り
暑中見舞にそえる似顔絵
江戸切子注ぐワインの赤い色

新

新

民

時

酔うて候ぱたり侍

うちの松茸これはただです

塩爺と真紀子かけより純ちゃんと

双塔を金に浮かせて望の月

楊

民

ナナハンで去りし茶髪の残す音
コーヒー缶とおにぎりをもち

時

民

ゴンドラは花の雲間を抜けてゆき

土塀に眠る鹿の一群

駅大騒ぎ蜂の巣ができ

井

佳た時直新民美子楊佳た時た新楊佳時佳

八東京・葉門連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃踊り唄﹄
樽叩き口説く人の世踊り唄
老いも若きも照らす月影
柿すだれ深き軒をも彩りて

己が進路に迷う髭面

かたわらの六法全書酒の瓶
小雪ちらちら池のさざなみ
ゥ討入に付句の謎を解く其角

香華の絶えぬ品川の寺

モノレール今日の逢瀬にときめきて

福島時子捌

福島時子
臼井久子
野坂民子
福島新吾

磯直道
矢口美穂子

高山佳子
今井楊
内田たづ

白衣の禰宜がハーモニカ吹き

山の端に淡き昼月草いきれ

孫は夢中で追う兜虫

佳

新

美

楊

た

久

大戦の野辺に倒れし友思い

民

新

刺身焼もの鯖づくしで

近眼の彼不安気に待つ

咲き満ちて川ひと筋に花堤

た

未来図は親の介護で行きづまり

そぞろ歩きの夕べおぼろに

平成十二年十月二日首
平成十三年二月八日尾

︵於・代田区民センター︶
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八川口．よみうり文化センター川口ｖ

歌仙﹁大根干す﹄
磯直道捌

佐渡谷ふみ子

河合澄子

磯直道

雪催なる冬ざれの風

大根干す軒は低きやみちのく路

害道塾漢字仮名文字忙しく

ナォさりさりと木の芽漬食む古稀ならん

山に呼び掛け研確かめ

赤い鳥居もスケッチの中

ここかしこ定置網おく海凪ぎて

書いては破る恋の告白

胸板の厚きあなたに一目惚れ

三寒四温スナックの窓

室の鉢日向におかれ鮮やかに

運転歴は古い方です

﹁改革は進んでますか﹂総理殿
ふ

柴田美代子

更待の峠ハーレー走らせて
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ピンポンパンと宅配のピザ
月光にワイングラスを揺らしつつ

ふ

和

上

︵於・読売文化センター川口︶

平成十四年二月一日尾

平成十三年十一月二日首

ちりめんじゃこの乾く永き日

笑う山々湖にくっきり
初花の綻びそめて故里に

ぼけ除けのお守りいつか落としたる

五勺の酒にほろ酔いの人

ナゥ冷え冷えと納得いかぬ太郎冠者

息を飲み込む虫の合唱

どこからとなく匂う木犀

澄

澄

美

田村昌江
柳瀬之茂

ゥ父の忌の近付き障子貼られたる

色艶も良き黒の野良猫

耕の女暖簾あげつつ

赤ちゃんの頬羨ましい指で触れ

再婚を断りかねる義理もあり

ふ

日日

ふ

澄

河鹿の声の旅の湯の宿
鈴鳴らす卓の鈴蘭月の楽

金のお馬車の夢は幻

之

澄

日日

姫宮は愛子様なるご命名

盲導犬もしばし体息

聴りにとりかこまれて花盛り

春の日射しに浮ぶ綿雲

井

美ふ美澄美昌之美和久ふ之澄美昌美之美

八船橋．よみうり文化センター京葉ｖ

半歌仙﹃旅人の﹂
旅人の挨拶親し初しぐれ

引地冬樹捌

引地久﹃

南条日日

南条巷

猪口義

蛇の目たためば眠る山なみ
忘られぬ名物うどん味わいて

歯に染み透る地酒一献

問瀬石

鳩ァは今日も踊り三昧

坂根壷塵

平成十三年十一月十日首

︵於・東武電車館林ゆきにて︶

平成十四年二月二十八日尾
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沼の面の月影くだく投網打ち
ゥなるようになれと嚥く虫の窓
きっちり穿いた白足袋に惚れ
しんぼち

新発心は道ゆきものをよよと泣き

ちゃぐちやぐ馬で狐嫁入り
国会ショー嘘が真に変ります

海鳴り運ぶ岬の薫風

腹が減ってもひもじうはない
ギヤマンの杯の涼しき月を飲み

横町にちょっと小粋な茶藝館

鶯餅を手土産にして

花筏寄りつはなれつ重なりつ

霞のなかに消える歌声

和義京慶昌子巷昌樹京和昌樹雲雄二子樹

八豊田

竜神連句会ｖ

歌仙﹃春分の日﹄

窓の外には揺れる木蓮

稲垣渥子捌
田中イスズ

近藤とみこ

小泉桜方
浅野寿治

竜神の春分の日の連句かな
ちらしで決めるきょうの夕食

旅立ちに学帽高く投げ上げて

塚本益美

益

矢

ナォスーパーの独活の味噌和え母の味

初体験の確定申告

何事も天知る地知る己知る
謹厳実直うちのモットー

大往生百三歳の冬の虹

カトレアの咲く夢の中まで

ヴェッキオ橋金髪ふたり肩並べ

骨まで愛すと口説き上手ね
悪いのはやっぱり私小石蹴る
ポチの食器に水がゆらゆら

月ひとつ一期一会の身にしみて

かい

美
節
恵
細子節益細節益矢子矢イイ桜益桜文益と

︵於・竜神公流館︶

わらび取りにとあすの約束

平成十四年三月二十一日首

平成十四年四月十八日尾
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細川美代子

杉の実鉄砲時を忘れる

月仰ぎお伽噺を祖母に聞く

定年迎え秋遍路ゆく

ナゥ田仕舞の煙うっすら峡の町
プラットホーム雀ついぱむ

矢頭美代子

親からのローン返せず日が暮れる

松井文子
文

なかなか抜けぬ春の風邪っ気

新幹線は海辺の町へ

矢

手をつなぎ複式学級花の門

ゥ憂きことの多いこの世は濁り酒

あれほど恋した人は今古稀

もう一度あきらめ切れず鳴らすベル

イ

稲垣渥子

銘仙の縞の着物に鼠の帯
太い野良猫庭を横切る

大きなやかん麦茶たっぷり

レ一

リストラでバイト探しもままならず

寿

いつしんに草を取る手に月の影

なじんだ鞄網棚に置く

細

桜

花篝ライトアップの姫路城
蛙ひょっこり士の中から

長
坂

武
藤

八仙台・連句会ひらめきｌその一Ｖ

歌仙﹃底冷の﹄
狩野康子捌

堀越満里子

狩野康子
佐藤千賀子

底冷の底に古里いとおしき

少し僥みし雪吊の縄

弾丸道路過疎の村にも

ナォ青空を打ち鳴らしゆくへりコプター

パリに届ける手作りの味噌

預かりし子らにせめての子守唄

はぎ

鷹飛翔ヒエログリフの謎を解き
木乃伊に残るかすかなる微笑

至福の刻の去りて酔漢

浬藥門衣翻えす白き脛

今日からはエブリサンデー老妻と

ぱったりと止むまばたきの癖
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賓客に聴瑠乳鉢とり出して
画商のつきし画家となりたる

沈黙食べに月が出てくる
初潮の歪みて極右台頭す

にらいかない悠久の地に憧がれる

ピン垂直に標本の虫

中村孝史
高橋良雄
太田遷水
小岩秀子

ナゥトランポリン宙返りなど易からん
田中裕子

赤牛を座らせ月の皎々と
蔵に醸せるものに秋風
ゥ西鶴忌卒寿の母は京誰

北寿雄

身振り豊かに人形の泣く
運命の糸をからませ出奔す

千
史

平成十四年二月十四日首

平成十四年五月九日尾

︵於・パル・長町︶

大いなるもの思う初虹

四楽章はシンバルを待つ
美しく枯らすも務め花守人

擬似餌につられ恋にざんぶり

八重葎手元に届く海の音

秀

満

康

裕

４番線

突き上げ窓は閉じられて夏

ゆうらゆうらと麻酔から覚め

千

月涼し９と３

ブルカ脱ぐチョークと黒板あればいい

雄

ゆめ

湊をたらした神は居並ぶ

良

燗漫の花に未来の希望もらう

安穏の泥這う鮭五郎

裕満雄良千秀裕千康史秀良史良裕満雄史

ハ仙台・連句会ひらめきｌその二Ｖ

一十八宿﹁前の世の﹄
狩野康子捌

津浪警報空振りとなり

ナォ地図になき道尋ねきて草朧

足立明雪

佐藤千賀子

カサノーバ密偵ルート恋がらみ

足立かほる

狩野康子

遊び心でしんがりにつく

煤竹の茶杓の反りもなめらかに

かほる

書き割はいつも満月富士の山

冬構する村の遠近

ペットボトルのひしやげ漸寒

十三夜負いし子かすかに寝息たて

康子
明雪

前の世の綿虫へ手をおよがせる

ワ屋上に小庭もありて薄散る

康子
かほる

ヤク

とき

みはるかす青葉若葉の花の季
すだれの内の淡きまどろみ

うまさけ

河童陽気に醸す美酒

ロックと薬の過去語り出す
鐘乳洞神代のしずく今落ちて

ナゥ縫箔の針休まずに秋の暮

風のかたみに拾う銀杏

人形妻が電池切れする

バベルの塔と競る寒昴

どしゃぶりのような愛し方しか
脱ぎ捨てし生絹の衣はひかり帯び

千賀子

底冷えの東司に国を憂う僧

古き手紙に生えてくる徽
ばつこ
炎帝にスイス傭兵賊眉して

千賀子

康子
明雪

千賀子

味蕾くすぐる春菜の灰汁

先ずライオンの橘を贈らん
けたたまし花食う鳥の乱拍子

粋鰄什皿蓉唾朋二十才叩雷︵文音︶

かほる

かほる

明雪
康子

千賀子

かほる

康子
明雪

千賀子

かほる

康子
明雪

千賀子

明雪
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八仙台・連句会﹁遊﹂ｖ

歌仙﹃峰桜﹄
麓より九十九折して峰桜

小野寺妙子捌
中村記
小野寺信
小野寺妙

奈良榮

ナォ地蔵立つ妻の河原の風車

運河で巡るオランダの街
この度も海外旅行諦めて
眠れずに聴く深夜放送

雪袴穿く門付けの人

新しき竹刀のそろう寒稽古

百姓の娘の指の節くれて

枕の馴染む仲となりけり

小泉総理プレスリー好き

土に舞う草履擦る音も秘めやかに

秋刀魚豊漁埋まる耀市

はね橋の上りしさきに朝の月

ひと息入れる熱きコーヒー

ナゥ灯下親しパソコンマニュアル何冊も

イチローのヒット捕球に湧くリーグ

枯山水まで続く飛石

︵於

国際ホテル貴仙︶

古稀迎えれば意気揚る春

有線に連れをよび出す花盛り

平成十三年四月二十八日首
平成十三年十月三十一日尾

−302−

霞隠れの峡の村里

蓬餅手づくりなれず不揃いに
親の背丈を越えし子どもら
見あげれば月の兎にかかる雲

道標傾ぐ辻に穂芒

ゥこの辺り古老もまじる盆踊り
あらん限りに名をば呼び合う

唇の紅を押したるラヴレター

英訳依頼頓と進まず

建替えの間取の案のまちまちに

茶室に掛けし禅画一幅

ずみ
月あげて川床納す涼
の先斗町

単身赴任岬る冷酒

灯台は地球が丸くみえる丘
北方四島﹁早く返して﹂
花疲れ癒すしばしの露天風呂

介護車来てる路地の陽炎

郎夫子康郎子康郎子夫康康郎康夫子郎康

夫郎康夫子郎康夫子康郎夫子郎夫康子夫

八横浜・連句会遊子座ｌその一Ｖ

歌仙﹃大内山に﹄
おしどりや大内山に子守歌
冬満月に照り映える樹々

魚籠見せ合って降りる鰺舟

和田忠勝捌

玉生うめ子

中井啓輔
木谷英子
和田洋子

ナォ春興の一つにスターサイン会

売り買い問わぬダフ屋声高

マニュアル通り作るイタ飯

欲しきものありと精出すアルバイト

思い出ビール夫に内緒で

暑気払い誰とはなしに纏まりぬ

お揃いのコーディネイトは彼好み

月昇る懸崖の菊いきいきと

死球まともに不器用な人

張り手のような猛寒波来た
後出しの医療費改正飲み難し

ナゥエ事場に鉄柱運ぶや嵐寒し

助

保母作りおくシャボン玉飛ぶ

愛読の古書解きおれば花吹雪

交わす挨拶朝な夕なに

氏神も引っ越してきた代替地

身体のこりをほぐす体操

新米炊いてよそうお供え
榎本良之助

和田忠勝
中井淑子
辻賢次郎

辻松雄

祭典の終わりしあとの月明り
すぐにころげる団栗の独楽

淑

輔

︵於・東小コミュニティハウス︶

平成十三年十二月二日首尾
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サッカーの籔運強く成るならん
犬のファッション旗色に染め
谷戸を抜け海へと続く坂に出る

風来坊の五里霧中行く

ワ喧喋に揺らぐことなし白き百合

宿入り遅れ車中にて恋

撮影は分刻みにてとりしきる

郎
洋

テロの早業アニメさながら

ルビコンを渡るシーザー爽やかに

英

反り返る若き肢体のかがやいて
床すれすれにリボンなぴかせ

花の里野猿寄りくる紙袋

郎

券
Ｉ
郎

壺焼の蓋取れぬいらだち

助淑洋英雄洋雄め助英助輔雄郎淑め郎助

八横浜・連句会遊子座ｌその二Ｖ

歌仙﹃天高し﹄

ナォ風車過不足のない風に鳴る

尾根の向こうに尖る山頂
肌で熱交換し合う岩の蔭

甘い言葉にほだされて鳴呼

榎本良之助

駐車広場は固定収入

西瓜割り神社の庭は大騒ぎ

中性脂肪汗と操み出す

いそいそとシルクのパジャマさわさわと

木谷英子

次々と変わるテナント抜け道に

和田洋子捌

飛行機雲に月の舟乗る
栃木やよひ

体重のちがうシーソー天高し

和田洋子

一本締めの棟上げの宴

脇にか園える文庫本など
夢叶い花のトンネル希望校

賛美歌に小節きかせてうとまれぬ

句碑に鴉の羽根の舞いくる

ナゥタレントの菊人形はよく似てて

力士の雷をようやくに結い

盃のまん丸月を飲み干さん

町内会の鰯引く浜

ちらほらと紅濃くなりし萩揺れて

助

大駒誠一

開発の道急ぐ帰省子

洋

〃

英

〃

助

棚田の里に別れ来し春

︵於・束小コミュニティハウス︶

平成十三年九月二日首尾
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出汁巻きは老舗自慢の程の良く

無口となりて畳む洗濯

ゥ流行の黒い日傘を嫌う姑

過去を改め叶う王子妃

イニシャルを付けて贈りし片思い

打出の小槌ふえる国債

ひ

万難の千里行く馬探させん
新宿のビル火事むどき明けの月
地下鉄ラッシュ着ぶくれて押す

英

助

洋

遺失物眼鏡入れ歯に骨壷も

英

がらくた市で値段かけひき

燗漫の花の下なる野点席
捕虫網張り蝶追ってゆく

執

筆ひ英助洋一洋一助ひ一ひ〃助英洋英助

八横浜・連句会遊子座その三Ｖ

歌仙﹁破調もまじる﹄

月光浴と遠回りする

和田忠勝捌

辻松雄

ナォ入学後すぐ就職のガイダンス
モンローウォーク厳しレッスン
デート中目の保養して叱られる
ひっそり咲きし白百合を愛ず
へぼ将棋扇子閉じたり開いたり

ほおずきならす娘幼く

家路来て破調もまじる虫時雨
中井淑子
大駒泰子
中井啓輔
和田忠勝

ナゥ換気口秋刀魚の煙吸いかねて

好き嫌いやめ身体第一
漂流し葱雑炊の夢をみる
お神籔凶の厄払いせん

輔

ケーブルカーで登るアルプス
はぐれ雲月を囲みてふたつみつ

楽隠居閻魔顔には縁がなし

堀出し物で機嫌良き人
女性誌の穴場紹介丹念に

泰

︵於・東小コミュニティハウス︶
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模様替え床は秋草墨絵にて

最強揃え勝てぬ監督

防災の日に起きし大事故

アウトレットはいつも賑い

売れるまで更地のま魁の駐車場

花霊の妖かしに酔うカメラマン

雄

勝

辻賢次郎
雄

隣り気になるオペラ見物

膝の枕に洗い髪のせ

淑

サラブレッドを包む陽炎
郎

郎

写経納めて旅は終りに

勝
泰

天気予報は百パーの晴

花懸かる聖母マリアのやわらかく

輔

キャスターの笑みに送られご出勤

カーニバルには猫も浮かれて

平成十三年九月二日首尾

かき氷月の明りにひと崩れ

正餐のワインは彼のお好みを

株下がる首相の技量まだ不明

淑

肩になじみし刺し子綿入れ
ゥ寒稽古大外小外あざやかに

グ

郎勝淑泰郎雄郎輔雄輔泰雄淑泰郎淑輔勝

八茨城・連句倶楽部ｌその一ｖ

歌仙﹃神どちの﹄

袋小路の奥に沈丁

ナォうす暗き春の地底の兵馬桶

老酒という薬酒したたか

悪僧と言われてもよし大あぐら

とどのつまりは金に目眩む
滝音は絶ゆることなき裏の山

白蛇が美女と変わる草叢
夜這する勇気もなくて色男

衆判

加藤光樹

城依子

ドラマのようにゆかぬ世の中

チェックイン済ませば疲れどっと出る
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ふる里見つめ啄木の像

母と子の影絵遊びに月優し

身ほとりに鳴くいろいろの虫

ナゥ霜降の道を迷わず西方へ

郵便局に土産物店

骨董品栄えた名残蔵の中

田

美

藤田八千代

高橋良風
萩谷悦子
花巻珠枝
彦坂範子
福田芙紗
藤沼和ヱ
吉田慧子

濱

横

神どちのひそひそ話星朧
留守番と子猫二匹を頼まれて

お国誰のなんと優しき
月天心しばし留まる港町
美術の秋と絵筆走らせ
ゥ健やかに真赤なりんごがぶと噛み
手真似まじえてジャパニーズなり

螺細の宝物君に捧げん

告白は三十一文字の相聞歌

当主代々衣裳道楽

しっとりと八重の花房背ナに触る

依
樹

盛況のインターネットオークション

悦

風

ボートレースに揺れる人垣

枝
紗

粋鰄杜一一蓉十迦題一手印函︵文音︶

代

見えない糸に操られたる
外科病棟長し白々寒月光
石焼芋屋声はテープで
肩からの鞄重たく塾帰り
双子ながらも違う性格

範

枝移りする小さき噂

夢乗せてゆらりゆらりと花筏

山

わ

翠紗こ悦風樹依ヱ慧翠紗枝悦風樹依慧ヱ

八茨城・連句倶楽部ｌその二Ｖ

歌仙﹃今年竹﹄
萩谷悦子
加藤光樹

衆判

城依子

故郷の空の匂いや今年竹

帰省子集う旧校舎跡
塚本忠太郎

藤川祐子

肩を組み記念写真を撮り合いて

ＣＤの曲終る頃なり

力のかぎり鉤引く業

ナォ定年を過ぎ占いにはまる春

ロボットに癒やし求めるペット達

地獄の沙汰も金次第なり
元気婆抜手を切って泳ぐ洋
石垣いちご挨拶がわりに

屏風を立てて開く枕絵

にこと笑む彼の八重歯は牙のよう

深層水も買える世の中

電子辞書こんな便利なものはなし
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方二間己れの天下月さんさん

美

内ポケットに秋思たまりて

わ

月代に釣場争いまたはじめ

和

福田芙紗

ナゥそぞろ寒行く先決めず汽車に乗る

濱
田

海老名衣子
悦

四季を映してせせらぎの音

弘法様はあちらこちらに
学会の逆説を説く名教授

幼稚園児が放つ風船

山肌に薄紅の花灯り

平 成 十 四 年 五 月 六日首
平 成 十 四 年 五 月 二十日尾
︵於・中電日本平荘

横
山

袋小路でくい独楽を打つ
ゥ赤い羽根付けていそいそ池袋
相乗りしてる破れジーパン
じゃじゃ馬を馴らしているも甲斐性うち

利

杉山壽子
武村利子
高橋良風
花巻珠枝

砂上楼閣すぐに崩れる

ずきりと痛む指切りの指

北方の領土返還期待薄

月浴びて夜啼きうどんの椅子固し

枝

おことてん

枝

紗

悦

一寄

押しくら饅頭ボーイスカウト
﹁乎古止点﹂とりなさいよと神の声

八腿の鴉は山に帰れぬ
名苑に友と酌み交う花篝

春手袋の片方はどこ

藤
沼

部
文
音

翠ヱ悦こ樹翠依風紗枝依壽悦紗風利壽風

八東京・連句研究会ｖ

蝿誕酌韻﹁ゴヤの裸婦﹂
衆判︵順︶

初オゴヤの裸婦妖しく椿散りにけり阿片瓢郎

開扉うながす春禽の声倉垣和子
凪ぎわたる入江の筏うららかに飯沼三千古

街道筋に今日も事無し小林梁
ままごとにひとり遊びの子の静か

稲刈り終へし父母もどり来る

無農薬誇る二反歩月代に
とんぶりなども箸休めにと

初ゥ代々の酒屋を継ぎて下戸ぞろひ

気の揃ふのも同じ干支とか

遠乗りのたてがみ並べゆく日和

誰が為に振る紫の領布

標野守り汝にもありや想ひ人

風に木々の香草の香のあり

公園に老若集ひ太極拳

下放の痛手未だ忘れず

濁りごっ義眼洗ひし夕まぐれ

素麺すだれ透ける寒月

都路ははや初雪と便り来て

嶺の音聞くつむ・り傾け

弥撒終へし尼僧の黒衣花とめて

ステンドグラス春の陽に映え
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梁古

和

古

梁

和

古

梁

和

古

梁

和

古

梁

和
古
梁
和

一ォ青芝に一気に開く孔雀の羽

観光ガイド旗を振り振り
操めた末ホワイトハウスの主極まる

国際電話つづけさまなり
野良猫の尾を上げて塀つたひゆく

憎まれっ子頬に墨つけ
雨音にわれたいせつの昼寝覚め

土用蜆の届く厨辺
合宿の鬼監督の妻やさし
からっぽのまま掲示板立つ
工場の跡地に放置ポンコッ車

たやすく抜けぬ経済の冷え
月の出を待つひとかげを橋の上

矢折れつきたる濠の破蓮

ゥ山頭火こよひの泊り定まらず

略年譜繰り図書館にあり

銀髪となりたる友と出遇ひたる

成田空港轟音の中

鳥葬のくにを遥かに思ひつつ

後生を侍む五体投地に

月今宵源平藤橘怨みなく

秋草原に畳む大傘

提重に煮染栗飯詰め合せ

揃ひの小袖どこのご家中

ここまでの町の界れる河濁り

越冬つばめ低く飛び交ふ

返り花太陽黒点異常とか

取りこし苦労肩の凝りたる
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梁

和

古

梁

和

古

梁

和

古

梁

和

古

梁

和

和
古
梁
和
古
梁
和

古
梁
和

古
梁
和

古

三ォよき便り書かむインクの薫いろ

三代続くヅカファンの家
新政権女性大臣あでやかに

祝ひ述べられかざす盃
帰化終へて桧看板部屋開き

背広姿もややに身につき
弩映すことなく昏るる運河くり

旅愁をさそふ遠寺の鐘
忽然と伊玖磨パイプの煙と消ゆ

蕊の日の庭に剪りし草花
唄のどか﹁姉三六角蛸錦﹂

老舗の宿も出替りの時
夢ひそと晩学ひそと春の月

机浄めん科挙の近づく

一一一ゥ鍼灸に毘帯と云ふつぼのあり

商ひゆづる腹づもりして

隠居所の間取り中坪あれこれと

簾ごしなる織部灯篭

舌頭にまるばす走り茶の甘し

下書き終へし自分史の稿

平成の戦を知らぬ子に遣す

遊具に喜々のこゑの洩れくる

お砂場はビルの谷間の日だまりに

剪り紙のごと寒の昼月

横文字のよそよそしくて風邪ここち

名誉領事は金に縁なし

花をのみ賞で俗説に耳かさず

温むのど瀬の流れきらめき
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古

和

梁

古

和

梁

古

和

梁

古

和

梁

古

和

和
梁

古
和

梁
古
和
梁

古
和
梁

古
和
梁

アォ野に出て長堤十里末霞み

絵筆走らすふるさとの景
暁闇の静けさにあり鳥たちも

老の目覚めは早き湯の宿
良妻も仮面をぬいで離婚沙汰

紹興酒にて酔をよびたる
食材も道具もそろふ中華街
海南風に乗り汽笛ひびかふ

リラ咲いて扉の軽き俄悔室
ジプシーの群れ過ぎる村道

天性の陽気暮しを転々と

水源地までつづく新墾
月光に惹かれて望む城の跡

雪駄の鼻緒露にまみれて

梁ナゥゆく秋の粥へ松の実ほろほると

赤絵の茶碗赤絵親しむ

窯元をめぐるツアーへ招待状

雲の変幻楽しみてをり

山荘の窓に無心の時過ぐる

置き捨てられし古き石臼

万歩計腰に散策花吹雪く

什止︾酎朋十一や朋壗︵文音︶

リハビリに馴れ暮れ遅き街

秤

311−

和

梁

古

和

梁

古

和

梁

古
和
口

梁
4−

和
梁
古
和
梁

古
和

梁
古

八東京・連句〃なな″の会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃鵜の捌き﹄
土屋実郎捌

涼風のなごむ座敷を吹き抜けて
原田子

萩本勝

土屋実

村井昭

ネオン街にはギター流しも

かがり火や波を切ったる鵜の捌き

犬吠えてあとひっそりと月の路

楠正

佐々木英

＊

かむろ

たのしみ

平成十三年七月二十三日首尾

︵於・銀座ピッコロ︶

＊ドメスティックバイオレンス・家庭内暴力
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鮎雑炊を恩師嘆賞

いづくともなく匂ふ木犀
ゥ乳母車押しジーンズで秋祭
おみくじ引けば大吉が出て

バスガイド時に饒舌愛嬬も

奈落の闇に浸る悦楽

人の世はなくて夢なり良寛忌

ＤＶ論議寒月のもと

記者めざし日毎ネクタイ変えてみる

地球の周り電波飛び交ひ
科学もてこれぞ全てと誤るな

禿のあとは浮かれ坊主に

春のおぼろの大川のへり

襲名の口跡高き花舞台

昭英楓勝正楓昭正郎〃楓勝三男楓夫郎三

英昭正英郎勝楓勝昭郎英楓三夫楓男郎三

八東京・連句〃なな〃の会ｌその二Ｖ

昭勝子英実正

土屋実郎捌

佐

半歌仙﹃天上の青﹄

台風一過︒ンペ盛会

平成十三年十月五日首尾

︵於・銀座ピッコロ︶
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天上の青の朝顔咲き澄まし
窓に月ればたら話ほどほどに

丸々肥えた留守番の猫
冬景色地球儀廻し夢多く
成層圏下続くツンドラ
ゥ微笑もて酒配りくるスチュァデス
カルチェラタンのホテル予約し

今は流行らぬ亭主関白

強引に何でも決めるとこが好き

新緑の陰のベンチに老友と

とも

屈託もなき蝶を羨しみ

もう蚊が出たかたたく足元
納涼船いつも右舷に月を見せ
いごんしょ
遺言書作法ベストセラーに
世の中の予定は未定風まかせ

知覧の里に舞へる佐保姫

そのかみの武家上屋敷花吹雪

村萩原 々
士楠
井本田木屋

人横浜・連句パワーｖ

オン座六句﹃消えたサンダル﹄
浅沼瑛捌
ヒロシ

三連春雨なければ素麺で間にあわす

雪菜

さばくいまじん

荒屋敷

一連遠花火こんな僕にも君がいた

ハク

野球どころでありません

九念坊

ハネオキ

夏といっしょに消えたサンダル

母方の先祖の矢傷の子アイスマン

十四号野わきして宿酔いのまま見る山

押入れのジャンク一気になだれこみ

愛由
音隠
溺星

新装開店胸高鳴らせ

一辛早
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月冴えて見知らぬ国のクリスマス

総合フェチを許してしまう

四連重箱の底には小判ザメつくか

流氷といえども国旗
比呂子

一辛早

懐紙魚

星行草全菜由

吹流

ほとｈク

大河の畔架かる鉄橋

二連チャパッの娘ネイルアートでメールうち
いしきりのみ

さなぎの中身は渦巻く怒濤

花の雲敵機ながらも美しき

下宿は二階西の角部屋

月光にみすかされてもいい今宵

ハク

二峯

そはニューヨーク・マンハッタンとぞ

愛由
吹流

石工の鑿冷やしたるかな
寺町のむこうは府内代官町

強さゆえ不死身と信ず彼のこと
学歴？歳の差？相性だけノ．

拝雌竝一蓉托朋壗インターネット

︹注︺二連二句目は蕪村句のタンキング︒
作者名はすべてハンドルネーム︒

雪愛

溺鹿一

八東京・連楽会ｖ

歌仙﹃白菜﹄
ォ白菜の結ばれしまま立ちにけり

眠りに入りし雪の連山

読書止め緑茶一碗ゆっくりと
輪に吹く煙草じっと眺める

月皎々風紋の陰鮮やかに

小林静司捌

ナォ総さらえ都踊りの初日待つ

夢心地よき喝采の波

留学生ドクター号の錦得て
為替にわかに振れる円安

クオーヴァデイス議会混迷春遠し

取った獲られた鬼のそっ首

秋海業米寿の祝妻とせり
一潔主義を守り水澄む
遊

司

イチローいつも磨くグローブ

ナゥ父母の深き恩愛我にあり

馬乳酒交わし望郷の歌

スシ
薬ク師
に勝る名刀の妙

物忌みに頼光館静もれる

月蒼しオアシス近く張りし包

ゥ巡業の櫓太鼓に誘われて

若きらの拒食症とは病む文化

パオ

房

山本房子
小林静司
高畑自遊
小林梁
伊藤緑雨

見違えしほど化粧あでやか

雨

梁

花の中滝見観音階高し

噸り注ぐ旅人の帽

秤輌廿皿舜叫亜一片牝叩噛︵校合五月七日了︶

雨房梁遊司房雨梁司房雨梁司遊司房雨梁

注・・・﹃汝行く先何処﹂の意のラテン語︑ポーランド人シ
ンケヴィチの歴史小説の題名
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爽籟絶えぬ島の山荘

午後五時を過ぎれば銀座マダムなり

司

房

太平楽と東風に浮かれて

ロートレックのポスターが呼ぶ
これならば買えるかしらと銀食器

遊

預金分散ペイオフが来た

梁

梅雨の月大東京は寝もやらで

夜鉤火集うお台場の沖

房
遊

司

雨

ボランティアガイド研修熱心に
趣味の古代史生きて来たとか

三輪山の奥に鎮もる花の精
舞い昇りゆく佐保姫の袖

注

八伊勢崎︑若泉連句会ｖ

歌仙﹃秋の田へ﹄

舟子棹さす有明の月

秋の田へぐらりと日本海の蒼

シンポジウムで語る今昔

雁渡る三群れ五群れ列なして

字咲冬男捌

宇咲久︑

川田章

ナォうららかに旅をいざなう道祖神

ゲーテの家で詩情湧き出で

巻き舌でＬとＲを使い分け

古典落語で酔わす真打

冬の夜の酒豪の道も先師より
ふたりから来し寒薔薇の束

化身して恨みの閨にしのびよる

裏の竹藪ざわめいていし

さらわれし時のままなる子の写真

カレーの匂いするがもの憂く

燈を消してアロマセラピー月灰か

野山の色の急に濃くなる

ナゥ芸術祭生きた言葉にひらく胸
片目だるまが部屋をなごます
この国も女帝を望む世となりし

お濠の水の酒れることなく

きらきらと若木の花の照り清楚

春の鹿鳴くまほろばの里

粋雄Ｈ三軒十ユ朋孟即電︵文音︶
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金ダイヤプラチナの次ぎ何が出る

ひとり娘は医学ひと筋

年の用意はいつもながらに
ゥ床の間に福を集めし福寿草

熱愛モードの包丁さばき

車事故起こしたことがきっかけで

信濃更科立志伝説

評判のメニューでホテルうけに入り

夏の月涼し涼しと善光寺
キャラの扇を碧眼の娘に
電子辞書自由自在にあやつりて

木の間隠れにもつれあう蝶

規制緩和の株は上がらず
雨風に晴れに変幻花の影

章冬章冬章冬章冬章冬章冬章冬草冬夫男

冬章冬章冬章冬章冬章冬章冬章冬章冬章

八仙台・若笹連句会ｖ

小野寺妙子

笹川圭子

歌仙﹃ガス燈﹄

春ショールゆく高架橋上

ガス燈のとろりと流る朧かな
安斉厚子
今野福子

笹川圭子捌

図鑑繰る椿をつつく小鳥来て
膝にこぼるるクッキーの屑

井上せつ子

福

手土産にする自然薯を掘る

伊藤キョ子

伊藤航
福

妙
航

厚

マニキュアの色に自分をさがしてる

氷旗鳴る人気なき浜

厚

圭

せ

福

ナォ目刺焼く経団連の長のいて
きゅっと磨いて十露盤の艶

少子化の校庭にある尊徳像

県を分つ奥羽山脈

筥迫の鈴ちりちりと七五三

蟹股がくる雪の坂道

息ひそめ近づいてみる君が背に
惚れこんでみりや刺青もよし

週末のキオスクに購う週刊誌

リュック降ろせば家が気がかり
いまわしき世なれど今宵月の澄む

永田町にて踏める銀杏

ナゥタ刊のぽとりと落ちて秋日越し

犬に曳かれてまわる町内

飽食の時代生活習慣病

久しぶりだれ全員集合

思い出は父母と見上げし桜花
雨止み晴れて海市かなたに

平成十三年三月三十日首

浩

本

︵於・若林区中央市民センター︶

平成十三年六月二十七日尾
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月あびてロッキングチェア揺れやまず

ショートカットでふるさとの風

ゥ酒好きの兄なつかしぐ送り盆

結局は不倫願望にて終る
想いしみつく毛衣を着て

それとばかりに馬券買い行く

変人が首相就任新世紀

笑いとぎれぬ合宿の夜

圭

妙

蝸叫池めぐる退院の朝

祇園会の月中天に賑わえり

花吹雪老いそれぞれに輪をつくり

坂

航圭厚妙福厚福航子福妙厚妙福福妙福厚

鳥取県連句協会

大分県連句の会
支部長佐々木均太郎

会長音田誌治

〒874‑0902別府市青山町2‑72

副会長新田幸子・永江重昭
高野重子・山崎君子

(0977‑26‑4476)

事務局田中史郎
〒6820402鳥取県東伯郡関金町大鳥

連句協会広島県支部

居関金町教育委員会内

支部長高橋昭三
事務局同

(0858‑45‑2111, FAX3961)

上

〒731‑0223広島県安佐北区可部南
山形県連句協会

4−5−47

会長内田素舟

（082‑815‑1914）

副会長三浦和枝・安部英子
浅沼葛子

宮城県連句協会
会長狩野康子

事務局内田素舟

副会長佐藤千賀子・北寿雄

〒996‑0035新庄市鉄砲町3−71
（0233‑22‑1285)

事務局狩野康子
〒981‑0924仙台市青葉区双葉ケ丘
2−5−12

(022‑271‑0005)

−40

連句協会支部

連句協会愛媛県支部

連句協会千葉県支部

支部長青野竜斗

顧問東明雅・上田渓水

事務局長山口博三

支部長下鉢清子

〒791‑0311松山市白水台1‑1‑9

事務局

(089‑927‑3231)

〒2720021市川市八幡2‑8‑2O
伊藤薮彦方(047334‑5606)

連句協会関西支部
支部長近松寿子
事務局

連句協会岩手県支部

同

支部長小原啄葉

〒567茨木市北春日丘2‑13‑7

副支部長志和正巳菅原多つを

（0726‑23‑8817）

事務局沼宮内凌子
〒02601盛岡市西青山2‑4‑41

連句協会石川県支部

(0197‑46‑5164)

支部長中田風来

事務局

連句協会栃木県支部

同

支部長中尾硫苦

〒929‑03石川県河北郡津幡町字
加賀爪二3

副支部長高井利夫・田中きみ

津幡町役場

田浪富布

（076‑288‑2121）

事務局長富田昌宏
〒329‑4406栃木県下都賀郡大平町

連句協会三重県支部

下皆川721

支部長村田治男

(0282‑43‑2664)

事務局喜多さかえ
〒516‑0008伊勢市船江19‑29

連句協会富山県支部
支部長志田延義

(0596‑22‑3317)

事務局
連句協会埼玉県支部

〒930富山市大手5l富山新聞社内

顧問金子兜太・宇咲冬男

(0764‑91‑8111)

支部長森三郎
副支部長磯直道・白根順子

連句協会香川県支部

事務局福田太ろを

支部長

〒363‑0025桶川市下日出谷375‑1

副支部長植松晴子・鎌田孝義・
廣谷青石

(048‑787‑4477)

事務局植松晴子
岐阜県連句協会

〒769‑1613香川県三豊郡大野原町

会長伊藤白雲

花稲907

事務局伊藤白雲

（0875‑52‑2137）

〒503大垣市室村町4156
(0584‑73‑0774)
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（理事会）

第20条理事会は原則として年3回会長が招集
する。理事会の議長は会長とする。理事会の
運営については別に定めるところによる。
（常任理事会）
第21条常任理事会は原則として隔月に会長が
招集する。常任理事会の運営については別に
定めるところによる。
（総会）

（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。

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

（経常会計の剰余金）
第29条経常会計に剰余金があるときは、理事
会の議決および総会の承認を経て、その一部

ることができる。

もしくは全部を特別会計の基金へ繰り入れる

（総会の議長）

ことができる。

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．
4．

役員の選任
名誉会長の推戴

（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

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
計
（会計の種類）
第26条この会の会計は次のとおりとする。
1．

経常会計

2．

特別会計

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
する。

平成2年9月1日一部改訂。
平成8年6月23日一部改訂。

｢連句協会」顧問・名誉会員・評議員及び役員名簿
(顧
問）
(名誉会員）
(評議員）
(役

大林杣平・國島十雨・東明雅
小松崎爽青・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・真鍋天魚

員）

常任理事浅野黍穂・磯直道・伊藤藪彦・
小川廣男・川野蓼艸・小林しげと
白根順子・寺岡情雨・富田昌宏・
中尾青宵・引地冬樹・宮下太郎
理
事青野竜斗・青木秀樹・井門可奈女

会
長上田溪水
副会長近松寿子・土屋実郎・宇咲冬男
理事長土屋実郎（兼）

伊藤白雲・伊藤稜司・内田素舟・

会
監
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狩野康子・品川鈴子・島村暁己・
高橋昭三・西幾多・二村文人・
福田太ろを・八木紫暁・矢崎藍
計土屋実郎（兼）
事城戸崎丹花・藤井治

｢連句協会」規約
第1章総
則
（名称）
第1条この会は連句協会という。
（事務所）
第2条この会の事務所は会長の指定する場所
に置く。

（支部）
第3条この会は理事会の議決を経て必要の地
に支部を置くことができる。
第2章目的および事業
（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4章役

第l1条この会には次の役員を置く。
1． 理事35名以内（うち会長1名、副会長
5名以内、理事長1名、常任理事若干名）
2． 監事2名
（役員の選任）
第12条理事および監事は会員のなかから総会
でこれを選任する。会長､副会長､理事長およ
び常任理事は理事会の互選でこれを定める。
（理事の職務）
第13条
1．
会長はこの会の業務を総理しこの会を代
表する。

2．

副会長は会長を補佐し会長に事故あると
きは、あらかじめ会長が指名した順序でそ
の職務を代行する。
3． 理事長は会長、副会長を補佐してこの会

的とする。

（事業）
第5条この会は前条の目的を達成するために
次の事業を行う。
1．

員

（種別）

全国大会および地方大会の開催

の業務を掌理する。

2．
3．
4．
5．
6．

会報（隔月）の発行
連句年鑑の出版
連句協会賞の選定
国民文化祭への参加
その他前条の目的を達成するために必要
な事業
第3章会
員
（種別）

4．

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

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

第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
（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
名誉会員は会費を納めることを要しない。

第5章名誉会長、顧問、名誉会員、評議員
（名誉会長）

第16条この会に名誉会長を置くことができ
る。名誉会長は総会の議決を経て推戴する。
（顧問）
第17条この会に顧問を置くことができる。顧

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、
会長の諮問に応じる。
（名誉会員）

また

第18条この会に名誉会員を置くことができ
る。名誉会員は理事会の議決を経て、会員の
中から会長が委嘱する。名誉会員はこの会の

（資格の喪失）

業務について意見を述べ、

第9条会員は次の事由によってその資格を喪

また会長の諮問に

応じる。

失する。
1．

退会したとき

2．

理由なくして会費を1年以上滞納したと

（評議員）
第19条この会に評議員を置くことができる。

評議員は理事会の議決を経て、会員の中から
会長が委嘱する。評議員は理事会の諮問に応

き

（退会）

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

第6章会

議

今云

連句協

規約

’

野800‑55城依子(0297‑68‑4424）
会員10名

連絡先3360012さいたま市岸町
1‑11‑12児玉俊子(048831‑
6362）

連句「笹」
伊藤敬子

連絡先465‑0083名古屋市名東区
神丘町251‑l伊藤敬子(052‑
701‑5050)会員7名

連句研究会
小林

梁

師系・松根東洋城・野村喜舟・
阿片瓢郎連絡先214‑0012川崎
市多摩区中野島423‑14小林
梁(044922‑7868）
連句ななの会
土屋実郎
連絡先233‑0014横浜市港南区上

永谷3‑2併34土屋実郎(045‑843‑
8059)
連句パワー

浅沼
瑛
師系・眞鍋天魚連絡先241‑
0825横浜市旭区中希望ケ丘97
14浅沼瑛(045‑362‑2717)会員

3名
連楽会

高畑自遊
師系・阿片瓢郎連絡先168
0063杉並区和泉42615高畑自

遊(03‑33232454)会員10名
鹿吟舎
池
央歌
連絡先216‑0006川崎市宮前区宮
前平2‑16‑2‑502池央歌(044‑
855‑8546）

若泉連句会
川田章夫
師系・宇咲冬男連絡先372‑
0842伊勢崎市馬見塚町1121‑4川
田章夫(0270‑32‑8410)会員8名

若笹連句会
笹川圭子
連絡先9820003仙台市太白区郡
山2‑9‑11笹川圭子(022‑246‑

2892)会員10名
和光大学
深沢侭二
連絡先406‑0002山梨県東山梨郡

春日居町別田52併3深沢眞ニ
ワラハナ連句会
児玉俊子
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13‑19井上弥生(089‑973‑6055)

会員10名

23‑23紅露ゆき子(033401‑
2023)会員13名
WebBBSめぎつれ座

摩天楼連句会
星野石雀

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

八木聖子
連絡先470‑0331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
目黒連句会
窓連句会

小林和恵
師系・名古則子連絡先l54‑
0004世田谷区太子堂3‑5‑13小林

渡邊
博
師系・宮下太郎連絡先152‑
0001目黒区中央町2251204渡
邊博(03‑3713‑6709)会員10名

和惠(03‑3413‑4431)会員l1名
摩耶連句会
佐野干遊

師系・橋間石連絡先654
0075神戸市須磨区潮見台町32
30佐野千遊(078‑731‑0334)会員

メヌエット−若い現代連句の会
川端秀夫
連絡先152‑0035目黒区自由が丘
2 15‑9高橋ピル302メヌエット
の会事務局(03‑3724‑4263)会員
3名

11名

杜の会
丸亀連句会
廣谷高士(青石）
連絡先763‑0031丸亀市城南町
75−8廣谷高士(0877‑22‑4201)会
員6名

喜多さかえ
連絡先516‑0008伊勢市船江1−9−
29喜多さかえ(0596‑22‑3317)会
員15名
八千草連句会

三重県連句協会
村田治男
連絡先516‑0008伊勢市船江1−9−
29喜多さかえ(059622‑2317）

山元志津香
師系・宇咲冬男連絡先215
0006川崎市麻生区金程4−9−8
(044‑9559886･FAX9882)会員

宮城県連句協会

葉ケ丘2‑5‑12狩野康子(022
271‑0005)

瑞沙連句会
土屋実郎

師系・清水瓢左連絡先233‑
0014横浜市港南区上永谷3‑2併
34士屋実郎(045‑843‑8059)会員
15名

葉門連句会
井口昌亮
師系・宇田零雨・木村葉山・磯
直道連絡先156‑0057世田谷区
上北沢328‑13内田たづ(03
3303‑5457)会員11名
よみうり文化センター川口

磯
直道
師系・宇田零雨連絡先332‑
0023川口市飯塚4‑4‑7磯直道
(048‑2513033)
よみうり文化センター京葉
引地冬樹
師系・今泉宇涯連絡先274‑
0812船橋市三咲8‑3‑20引地冬樹
（047‑448‑7260)会員10名
落柿舎連句会
奥西

保

連絡先616‑8395京都市右京区嵯
峨小倉山落柿舎(075‑881‑1953)
会員9名

30名
狩野康子
連絡先981‑0924仙台市青葉区双

師系・岡本春人・岡本星女連
絡先563‑0341大阪府豊能郡能勢
町宿野1507林道子(0727‑34‑
0023)会員5名

やまくに連句の会
水谷純一郎
連絡先871‑0712大分県下毛郡111
国町守実水谷純一郎(097962
2009)会員33名

三河連句会

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

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

山利喜会

会員15名

つぶ越り
粒針

修

連絡先364‑0014北本市ニツ家2−
51粒針修(0485‑92‑8951)会員4
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(087552‑2137）

大和屋別荘連句の会

やみつくば会

連絡先3100903水戸市堀町
ll47‑l8堀江信男(029‑252

2634)会員12名

下房桃篭

連絡先690‑0823松江市西川津町
1060島根大学文学部内(0852‑
32‑6206)会員6名

名

連句会「遊」
小野寺妙子
連絡先9800005仙台市青葉区梅
田町428小野寺妙子(022‑233‑
0693)会員5名
連句倶楽部

未来図連句会
鍵和田柚子
連絡先1500001渋谷区神宮前4−

和田忠勝
師系・清水瓢左連絡先223
0052横浜市港北区綱島東5−22−4

和田忠勝(045‑531‑7174)会員12

鈴木春山洞
連絡先7918061松山市三津1‑3‑
13鈴木春山洞(089‑951‑0064)

水無月連句会
堀江信男

連句会遊子座

城
弥生会
林
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道子

依子

師系・宇咲冬男連絡先30併
1636茨城県北相馬郡利根町羽根

会員160名

関川竹四
連絡先031‑0812八戸市湊町上の

乃木坂散人連

山55‑2関川竹四(0178‑33‑3432)

古館曹人
師系・宇田零雨・宇咲冬男連
絡先102‑0082千代田区一番町
20‑10‑202古館曹人(03‑3262‑
9350)会員3名
能登川連句友遊クラブ
長谷川美雄
連絡先521‑1204滋賀県神崎郡能
登川町小川668長谷川美雄

会員58名
花野連句会
小出きよみ

師系・根津芦丈・東明雅連絡
先390‑0821松本市筑摩東2419小
出きよみ(0263‑25‑5436)会員11

内海良太
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(044‑7772460)会員16
名

窪田阿空

はらい

がわ

祓

川

俳諸接心
師系・岡本松濱・阿波野青畝・
岡本春人連絡先555‑0024大阪
市西淀川区野里2‑11‑16メロデ
イハイム塚本502岡本星女(06‑
6477‑7445)会員オープン制
俳諸田園(協会主催）
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
が丘2‑25‑2中尾青宵(045‑973‑
1760)(休止中）
白水台連句会
山口博三

師系・宇田零雨・寺岡情雨連
絡先7910113松山市白水台1−1
9山口博三(089‑927‑3231)会員
4名
白塔歌仙会
佐藤俊一郎
連絡先350‑0275坂戸市伊豆の山

連句会ひらめき
連絡先981‑0924仙台市青葉区双
葉ケ丘2‑512(022271‑0005)会
員8名
広野連句会
村木佐紀夫

連絡先52叶0026大津市桜野町1−
13‑16村木佐紀夫(0775‑22‑
5444)会員15名

ばるしゆ

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1‑3‑13鈴木春山
洞(089‑951‑0064)会員30名

風蘭社連句会
若尾よしえ
師系・東明雅連絡先155‑
0033世田谷区代田3 1022若尾
よしえ(033422‑6874)会員8名
富士裾野連句会
森本善雄
連絡先4101114裾野市大畑113

森本善雄(0559‑923004)会員16
B

名

面

内田さち子
師系・名古則子連絡先176‑
OO23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）

北杜連句塾
狩野康子

連絡先981‑0924仙台市青葉区双
葉ケ丘2‑5‑12狩野康子(022‑
271‑0005)会員15名
匂玉の会
藤岡よし子

連絡先516‑0028伊勢市中町302‑
37藤岡よし子(0596‑253735）

日ノ出連句会

町17‑30会員11名

山根於京
連絡先519‑0600三重県度会郡二

芭蕉記念館連句会
宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連

見町茶屋50‑9山根於京(05964‑
3‑2112)会員7名

絡先135‑0003江東区猿江1−2−2−

501松澤晴美(03‑3634‑4094)会

松喜久会

藤井

0005板橋区仲宿58‑8‑603(03‑

3964‑4372)会員3名
宇都宮柏葉

B悩串簿句会
大野鵠士

師系・東明雅・國島十雨連絡
先501‑6081岐阜県羽島郡笠松町
東陽町1(058‑387‑2035)会員20

治

師系・阿片瓢郎連絡先173‑

松山連句協会

師系・阿片瓢郎連絡先791‑

り

、

東松山連句会

R30名

八戸俳譜倶楽部

員74名

黒田耕三

師系・鈴木春山洞連絡先791‑
8083松山市新浜9‑25黒田耕三
（089951‑2889)会員9名

岡本星女

名

品川鈴子
師系・橋間石連絡先651‑
1123神戸市北区ひよどり台1−
17‑1品川鈴子(078‑741‑4472)会

狩野康子

はねだ連句会

連絡先3591152所沢市北野521
10窪田阿空(0429‑48‑6618)会員

ばせ

ひよどり連句会

名

俳詣工房

6名

277‑5143）

0245松山市南梅本町619(089‑
9753251)会員20名

青野竜斗

連絡先791‑0113松山市北白水台
1−1−9山口博三(089927‑3231)

会員20名
菱の実会

巌
涼江
師系・中尾青宵連絡先21,
0824川崎市川崎区日ノ出l‑l5
11プロビデンス202巌涼江(044‑

−33−

松山連句教室
井上弥生

師系・宇田零雨・松永静雨連
絡先790‑0045松山市余戸中2−

福寺20013(0877‑332475)会員

多摩連句会
宮下太郎
連絡先206‑0014多摩市乞田875‑
1宮下太郎(042374‑7002)
丹

鉢清子連絡先272‑0015市川市
鬼高3‑13‑6ルネ市川中山203勝
田みつ子(047‑37俳8523)会員15
名

6名

天神連句会
八木紫暁

連絡先816‑0931大野城市筒井3−
13‑12八木紫暁(092‑593‑2575)

想
秋山正明

連絡先661‑0002尼崎市塚口町1−
22 1 207秋山正明(06‑421‑

1606)会員13名

電通会連句部
逸見
篤
連絡先232‑0067横浜市南区弘明
寺町山下266 1逸見篤会員20名

ちばらき連句会
藤川裕子

師系・今泉宇涯・藤咲ひろし
連絡先300‑1636茨城県北相馬郡
利根町羽根野800‑55城依子
（0297‑68‑4424)会員7名

永坂博美
師系・矢崎藍連絡先47缶
1152豊明市前後町仙人塚1736‑
144永坂博美(0562‑92‑1030)会
員18名

東京義仲寺連句会馬山人記念会
師系・野村牛耳・高藤馬山人
連絡先182‑0035調布市上石原2−
27‑9川野蓼艸(0424‑85‑5480)会
員10名

どん・あ・くらぶ

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

渚の会
西岡恭平

桃雅会

つばさ連句会
八尾暁吉女
師系・磯直道連絡先678‑
0232赤穂市中広845八尾暁吉女
(0791‑43‑6117)

杉山壽子
師系・東明雅・式田和子連
絡先470‑0116日進市東山2‑6O2
武村利子(05617‑2‑2392)会員10

夏炉の会

名

中央連句会(協会主催）
連絡先2300052横浜市鶴見区生

道徳連句会
井上和久

麦3‑16 16連句協会土屋実郎
(045‑501‑4907)

土筆・有楽帖三吟会
連絡先214‑0039川崎市多摩区栗

師系・宇田零雨連絡先79伝
0842松山市道後湯之町6‑1併805
渡部晃子(0899215821)会員8
名

谷l‑4‑16遠藤嘉章

徳島連句懇話会
筑波連句会
引地冬樹

師系・今泉宇涯連絡先274‑
0812船橋市三咲8‑3‑2O引地冬樹
(0474‑48‑7260, FAX7274)会員

高田保二
連絡先7700868徳島市福島1−
1116梅村光明(088‑652‑1989)
会員56名
都心連句会

16名

師系・長谷川ひさを連絡先
76r0011高松市浜ノ町6025‑
705西岡恭平(087‑851‑9006)会
員9名

大林杣平

岩村牙童
連絡先781‑0252高知市瀬戸東町
2‑323岩村牙童(0888‑42‑7656）
会員20名

習志野連句会
鴇田秋甫
連絡先2760046八千代市大和田
新田122 18四十九院科峰(0474‑
50‑9029)会員6名
南草連句会
田島竹四
連絡先5170506三重県志摩郡阿
児町国府1120‑69田島竹四
(05994‑3‑1846)会員7名

連絡先233‑0014横浜市港南区上

津幡連句クラブ
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
(076‑2882121)会員36名
つらつら吟社
高山孝子

師系・名古則子連絡先516
0805三重県度合郡御園村高向
655高山孝子(0596289936)会
員7名

永谷32ヶ34土屋実郎(045‑843
8059)会員40名
栃木県連句協会
中尾硫苦

連絡先329‑4406栃木県下都賀郡
大平町下皆川721富田昌宏
（0282‑43‑2664）
富山県連句協会
二村文人

0496)会員10名

日本作家クラブ連句会
市村美就夫
連絡先l50‑0012渋谷区広尾3−
17−4二村マンション205中島ま
さし(033407‑5368)会員20名

連絡先9300123富山市呉羽富田
猫蓑会
東

2257）

明雅

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

勝田みつ子

師系・今泉宇涯・上田渓水・下

岡本康子

連絡先182‑0006調布市西つつじ
が丘2‑5‑2岡本康子(03‑3326

町414318二村文人(076‑436‑

手児奈連句会

にほんご連句会

とよあけ連句会
勺へ

、34−

8324)会員8名
正

台3‑39伊藤直子(022233‑
7732)会員9名

風
藤野鶴山
師系・寺崎方堂連絡先520‑
0822大津市秋葉台35‑9正風発行
所(0775‑25‑9159)会員100名

新月座
二上貴夫

連絡先257‑0024秦野市名古木
1171二上貴夫(0463‑85‑5537)
会員l1名

正風大府支部
久野溪流
師系・寺崎方堂連絡先470‑
1143豊明市阿野町上納916鈴置
一花(0562‑924521)会員25名

信州大学連句会
宮坂静生
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(0263‑57‑2461)会員40名

正風和気支部
桐山北天

新庄・氷室の会

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

永沢安栄
師系・笹白州連絡先996‑
0082新庄市北町5‑19永沢安栄会
員6名

新庄北陽社

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

内田素舟
師系・春秋庵幹雄連絡先996‑
0035新庄市鉄砲町3‑71内田素舟
(0233221285)会員28名
深大寺連句会

大西貞子
連絡先510‑0304三重県安芸郡河
芸町上野1168‑73大西貞子
(0592‑45‑3606)会員10名

名和未知
連絡先1820012調布市深大寺東
町7‑41‑8名和未知(0424‑85‑
1679)会員14名
すず

しらさぎ連句会

篠
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6名

岡田史乃

師系・鈴木香歩連絡先107‑
0052港区赤坂6‑9‑4301岡田史
乃(03‑3582‑0081)

宗祇法師研究会
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(0748‑42‑2037)
会員8名
草門会
川野蓼艸
師系・野村牛耳連絡先l82
0035調布市上石原2‑279川野蓼
艸(0424‑85‑5480)会員10名
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
埣啄会

森
三郎
師系・石沢無腸連絡先369
1216埼玉県大里郡寄居町富田
3969‑4杉野弁一郎(0485‑82
2216)会員10名
染井の会
蒲
幾美
師系・中村俊定連絡先215‑
0013川崎市麻生区王禅寺767‑36
蒲幾美(044‑955‑8726)会員11
名

大智院連句会
岡本耕史

白魚連句会

青宵俳話柴庵
岡本耕史

連絡先511‑1112三重県桑名郡長
島町大倉1‑450岡本耕史(0594‑
421469)会員2名

中尾青宵
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
が丘2‑252中尾青宵T&F(045‑

師系・名古則子連絡先511
1112三重県桑名郡長島町大倉1−
450岡本耕史(0594‑42‑1469)会
員8名

9731760)
第六天連句会

泗楽連句会

清流連句会
西田青沙

連絡先512‑0921四日市市尾平町
3768‑188西田青沙(0593‑32
8931)会員10名

戒能多喜
師系・宇田零雨・松永静雨連
絡先791幻312愛媛県温泉郡川内
町大字則之内乙25903戒能多喜
(0899‑66‑3096)会員7名

浅野黍穂
師系・上甲平谷・清水瓢左・今
泉忘機連絡先272‑0836市川市
北国分1‑2‑19星野恵則(047
372‑6448)会員30名

城

中田泰左
師系・名古則子連絡先514‑
0034津市南丸之内9‑11中田泰左
（059‑227‑2437)会員7名

浅春連句会

高田馬場連句会

谷敷
寛
連絡先112‑0003文京区春日2
25‑2谷敷寛(03‑3811‑8519)会

佐伯俊介

連絡先273‑0005船橋市本町6−
11−9佐伯俊介(0474‑22‑5782）

員8名

尋牛会
師系・矢崎藍連絡先4608445
名古屋市中区栄4‑16‑36㈱電通
中部支社内西脇智子(052263‑

多度津連句会
せんだい座

伊藤直子
連絡先981‑8003仙台市泉区南光
−31−

高森秋義
師系・鈴木春山洞連絡先764‑
0027香川県仲多度郡多度津町道

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先360−0000熊谷市上之13424
中和枝(0485‑237039)会員20

重信・木曜会
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7908503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

名

雲の会
村野夏生
師系・野村牛耳連絡先165‑
0022中野区江古田4‑18‑2杏花村

さくら草連句会
小林しげと

連絡先3340001鳩ケ谷市桜町4

塾(03‑33872321)

青野竜斗
連絡先791‑1101松山市久米窪田
町971‑39青野竜斗(089‑970‑
2846)会員5名

獅子門
伊藤白雲
師系・各務支考連絡先503‑
0026大垣市室村町4‑156伊藤白
雲(0584‑73‑0774)会員100名

ll‑35‑1小林しげと(048‑281‑

獅子門蕊杖社

8161)

栗の木連句会
白井風人
連絡先2140005川崎市多摩区寺
尾台1‑15‑9白井風人(044‑955‑
3393)会員5名

里の会（休会中）
菅谷有里

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

耕
加藤耕子
連絡先467‑0067名古屋市瑞穂区
石田町1‑36加藤耕子(052‑841
5054)

興聖寺連句会
岡本
眸
師系・宇田零雨・松永静雨連
絡先79rOO52松山市竹原町1‑4‑
1岡本眸TEL&FAX(0899‑45‑
1154)会員15名

さん

じゃく

本屋良子
師系・國島十雨連絡先248‑
0008逗子市小坪2‑12‑6本屋良子
（0467‑25‑5139)会員25名
下町連句会
伊藤哲子

どう

三尺童
丹下遙指
連絡先338‑0012さいたま市大戸
4‑6‑3丹下遙指(048832‑3727)
会員6名

連絡先1360072江東区大島3
26 1‑911伊藤哲子(03‑3637‑
8990)会員10名
紫薇の会
澁谷

三川連句会
磯部摂子
連絡先501‑6242羽島市竹鼻町錦
町35磯部摂子(058‑391‑2288)会
員23名

道

師系・橋間石連絡先558
0002大阪市住吉区長居西1‑9‑2
澁谷道(06‑6691 1395)会員8名
しめいあん

紫明庵連句会
井上鶴鳴

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28124堀越ふ
み子TEL&FAX(0243‑33‑5786)

会員5名
国際連句協会

三冊子（改め「高知癒しの連句桜
蓼会｣）
山崎

曙

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(08802‑22097)
会員15名
鹿の会
宮下太郎

28−2谷地元方(0468‑57‑7826)
小瀬川連句会
永野

薫

連絡先739‑0646広島県大竹市栗
谷町大栗林739永野薫(08275

樹氷連句会
犬島正一

連絡先939‑8083富山市西中野本

塚本田天志

連絡先238‑0313横須賀市武1−

師系・東明雅連絡先l36OO74
江東区東砂7‑5‑22アルス南砂サ
ルーテ302井上鶴鳴(03‑5632‑
0400)会員29名

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

町5‑14犬島正‑(0764‑21‑3494)
会員6名

樹林連句会
師系・林空花連絡先l77‑0041
練馬区石神井町3‑9‑12‑401草刈
澄(03‑3996‑8530)会員15名

慈眼舎

6‑0344）

赤田玖實子
師系・清水瓢左・三好龍肝連

ことばの会連句クラブ
香山雅代

連絡先663‑8153西宮市南甲子園
3451‑308坂本方香山雅代

絡先2280802相模原市上鶴間

395赤田玖實子(0427‑450407)
会員6名

（0794‑48‑6413)会員10名

湘南吟社
小林靜司

師系・根津芦丈・清水瓢左連
絡先141‑0031品川区西五反田6−
23‑8小林靜司(033492‑2983)会
員10名

鴫立庵連句会
草間時彦

ころも連句会
矢崎

藍

師系・東明雅連絡先470‑O335

豊田市青木町1‑71‑9由川慶子

師系・山路閑古連絡先249

0005逗子市桜山1‑616草間時彦
(0468‑71‑5935)会員4名

湘南連句うらら会
蒲原志げ子

師系・東明雅連絡先248‑0022
鎌倉市常盤937219蒲原志げ子
(0467‑31‑7829)会員6名

T&F(0565‑46‑2236)会員22名
−30−

連絡先996‑0051新庄市松本348

町3185根津芙紗(0265‑78‑4723)
会員18名

風の巷

（0775‑232811)会員15名
木の会

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東
予市壬生川191‑7守口津夜子
（0898‑64‑2634)会員10名

歌林連句会
坂手手留
連絡先185‑0011国分寺市本多1−
11‑13小向敏江(042321‑0285）
会員20名

草間時彦
連絡先240‑0105横須賀市秋谷
5237藤井弘美(0468‑57‑2764)会
員限定
岐阜県連句協会

河童連句会

歌留蓑連句会

矢崎硯水
師系・宇田零雨連絡先392‑
0004諏訪市諏訪2‑10‑22矢崎硯
水(0266‑52‑0251)会員15名

伊藤白雲

金子鳴陣
連絡先220‑0061横浜市西区久保
町48‑14金子鳴陣会員18名
川内連句会

花扇会
宮
県人
連絡先344‑0116埼玉県北葛飾郡
庄和町大衾600‑4二宮方宮県人
(048746‑1443)会員5名

連絡先503‑0026大垣市室村町4−
156伊藤白雲(0584‑73‑0774)会
R80名

錦心会

池川蝸谷
師系・松根東洋城・阿片瓢郎
連絡先791‑0311愛媛県温泉郡川
内町則之内甲2153‑1小倉靜子
（089‑966‑2781)会員8名

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

歌仙・集亭

神田川連句会
野刈

鴨

連絡先9800802仙台市青葉区二
日町1015‑1F喫茶室｢集｣内会
員約20名

岡部桂一郎

連絡先134‑0085江戸川区南葛西
7‑1‑6‑201松井青堂(03‑3680

吉本世紀
連絡先328‑0036栃木市室町l l3
吉本画廊内(0282233665)会員
7名

0053）

くさくき

桂の会

神田義仲寺連句会

臼杵瀧児
連絡先2270047横浜市青葉区み
たけ台2‑22臼杵瀞児(045‑971‑
3293)会員約16名

伊藤秀峰
師系・斎藤石嬰連絡先101‑
0047千代田区内神田1‑6‑6伊藤

磯
直道
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先3320023川口市飯塚4‑4‑7
磯直道(048‑251‑3033)会員

秀峰(03‑3292‑0835）

300名

かないわ

金石公民館俳譜研究会

観音寺連句会

松本苔花

連絡先920‑0337金沢市金石西4−
5−32松本苔花(0762‑67‑1045)

くさくき北九州支部
野口雅澄

連絡先768‑0040観音寺市柞田町
油井野口雅澄(0875‑250979)会
員8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(0294‑52‑3671)会員19名

木部八千代
師系・宇田零雨連絡先803
0834北九州市小倉北区都2‑7‑12
木部八千代(093‑651‑1393)会員
25名

神田分教場連句会
川名將義
師系・ねこみの連絡先232‑
0076横浜市南区永田台48‑16川
名將義(045‑713‑1388)会員6名

加納連句会

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(089‑9236028)会員10名

小瀬紗美

師系・各務於菟連絡先500‑
8472岐阜市加納清野町14小瀬秒
美(058‑273‑1591)会員5名

きさらぎ連句会
小池正博
連絡先594‑0041和泉市いぶき野
2208小池正博(0725‑56‑2895）
会員10名

兜の会

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
山下七志郎

連絡先923‑0938小松市芦田町2−
2松下京子(0761‑21‑3464)会員
18名

義仲寺横浜戸塚連句会
八木荘一

連絡先245‑0067横浜市戸塚区深
谷町671八木荘一(045‑851‑
1655)会員17名

からむし庵連句会

根津芙紗
・師系・根津芦丈・東明雅連

義仲寺連句会
師系・斎藤石里連絡先52併

絡先396‑000O伊那市山寺区山本

0802大津市馬場1‑5‑12義仲寺
−29−

くのいち連句会
内山秀子
師系・暉峻桐雨連絡先101−
0047千代田区内神田2‑12‑5内山
回漕店方内山秀子(03‑3252‑
2941)会員8名
熊谷緑化センター連句会

池袋連句会
宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先336‑0931さいたま市原山2−
3322桜井つばな(048‑882‑
6943)会員15名

近松寿子
連絡先567‑0048茨木市北春日丘
2‑13‑7近松寿子(0726‑23‑8817)
会員25名
岩手県連句協会
小原啄葉
連絡先事務局020‑0875盛岡市清

伊勢原連句会
近藤蕉肝

連絡先259‑1141伊勢原市上粕屋
1766大津博山(0463‑94‑3402)会
員13名
五十鈴吟社
高山孝子
師系・清水瓢左・名古則子連
絡先516‑0805三重県度合郡御園
村高向656高山孝子(0596‑28‑
9936)会員10名

水町133沼田和子(019‑622

7907)会員40名
池袋連句会
宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先336‑0931さいたま市原山2−
33‑22桜井つばな(048882
6943)会員15名

ロ県吉敷郡小郡町津市上河野玄
磨(08397‑2‑0599)会員5名
おたくさ(otakusa)の会
鈴木
漠
連絡先650‑0046神戸市中央区港
島中町3‑1‑47‑202鈴木漠(078‑
302‑2230)会員14名
小野連句会
渡部就子
師系・松根東洋城・阿片瓢郎
連絡先791‑0243松山市平井町
1319‑1渡部就子(089‑975‑8569)
会員7名
おぼろ連句会
高橋昌民
師系・鈴木春山洞連絡先791
8013松山市山越2‑6‑46高橋昌民
（089‑925‑5214)会員8名

WebSIG電脳連句
木原幹雄

ぃさよひの会

鈴木美智子
連絡先177‑0032練馬区谷原5−
2014鈴木美智子(03‑3925
5930)会員4名

連絡先185‑0014国分寺市東恋ケ
窪2‑29‑3林義雄(042324‑1831)
会員24名

貝の会
戸田貝江

師系・阿片瓢郎連絡先183
0055府中市府中2‑31‑9戸田貝江
(0422‑68‑6063)会員6名

NHK文化センター青山
上田渓水

石手寺連句会
岡本眸

師系・宇田零雨・松永静雨連
絡先79rOO52松山市竹原町1−4−
1岡本眸TEL&FAX(089945

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

海市の会

鈴木
漠
連絡先650‑0046神戸市中央区港
島中町3‑1‑47‑202鈴木漠(078‑
302‑2230)会員4名

名

桜花学園大学連句研究会

1154)会員8名

矢崎

伊豆芭蕉堂連句会
石渡蒼水

師系・斎藤石里連絡先414
0014伊東市弥生町3‑2石渡蒼水
(0557371831)会員10名

藍

連絡先471‑0057豊田市大平町七
曲12‑1比較文化学科424研究室

解

緬
小原洋一

師系・野村牛耳・林空花連
絡先187‑0023小平市上水新町2−
21‑7別所真紀子(042345‑0635)

（0565‑35‑3131）

丘の上連句会
中尾青宵

市川俳話教室
師系・藤井紫影・宇田零雨・今
泉宇涯連絡先272℃02l市川市
八幡2‑8‑2O伊藤藪彦(047‑334‑
5606)会員12名

連絡先206‑0012多摩市貝取
1757‑1104塙於王(042375‑

2543)会員15名
奥美濃連句会
水野
隆
連絡先5014226岐阜県郡上郡八

一粋会
浜本青海

師系・高藤馬山人連絡先338‑

幡町新町929おもだか家(05756‑

いなみ連句の会
山本秀夫

師系・東明雅・二村文人連
絡先932‑0231富山県東砺波郡井
波町山見140O井波町総合文化セ

ンター内いなみ連句の会(0763‑
82‑5885)会員31名
茨の会

2137)会員60名

香川連句会

5‑3332)会員13名

師系

0801さいたま市大原1‑27大久

保風子(048‑8333335)会員16名

香川県連句協会
会長．
，副会長・植松晴子・
鎌田孝義・広谷高士，事務局
植松晴子769‑1613香川県三豊
郡大野原町花稲907(0875‑52

桶川連句会

鈴木春山洞連絡先769‑

1613香川県三豊郡大野原町花稲

福田太ろを
師系・宇咲冬男連絡先363‑
0025桶川市下日出谷375 1福田
太ろをTEL&ﾙ､AX(048‑787‑

4477)会員9名

し,、

河野玄磨
師系・松根東洋城・阿片瓢郎・
鈴木春山洞連絡先754‑0000111
−28−

員7名
雅秀会
小川邦明
連絡先999‑5201山形県最上郡鮭

おどおり

小郡連句会

9O7植松晴子(0875‑52‑2137)会

川村京塚3430(0233‑55‑2401）

風の香連句会

笹

貞子

全国連句グループ概況

雛悠稀所磐議野⑤貿溌
亜の会

前田圭衛子
連絡莞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

師系･野村牛耳連絡先165‑
0022中野区江古田418‑2杏花村
塾(033387‑2321）
会津の会
磯
直道
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先332‑0023川口市飯塚4‑47
磯直道(048‑251‑3033)会員2
名

絡先3641035北本市西高尾7−83
川岸冨貴(0485‑91‑5208)会員50
名
あした連句会えびね支部
宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先194‑0041町田市玉川学園8−
7 1大平美代子(042‑724‑3800）

あしべ俳諸塾

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
（0877‑33‑2475）
天の川連句会

茜(あこね）

陽
天の川連句会東京支部
福田真久
師系・三好龍肝連絡先215‑
0031川崎市麻生区栗平1‑3‑2福
田真久(044‑9874442)会員13名

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連

,n行戸、

」色D、ノ

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
あらくさ連句会
連絡先249‑0006逗子市逗子24‑
5北沢義弘(0468‑71‑5393)会員
限定
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(0453515806)

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(0259‑66‑2079)会
員28名

竹内茂翁
連絡先511‑0036伊勢市岡本1‑4‑
27竹内茂翁(0596‑25‑4711)

あした連句会

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

草間時彦

会員12名

員6名

54‑1296）

高橋昭三

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

陶山泰子
師系・品川鈴子連絡先769
1601香川県三豊郡豊浜町姫浜
13581陶山泰子(0875‑52‑5131)

285藤田明(059232‑6438)会

奥田恵以子
連絡先737‑210O広島県安芸郡倉
橋町鹿老渡奥田恵以子(0823‑

鮎連句同好会

茜連句会

明

2719）

梓川連句会

天霧連句会

藤田

久保俊子
連絡先731‑0202広島市阿佐北区
大林町315久保俊子(082‑818‑

鮎須川連句会

片山多迦夫
師系・清水瓢左・吉岡梅瀞連
絡先666‑0013川西市美園町1‑3‑
406号片山多迦夫(0727‑58‑
3198)会員10名

小野寺妙子
連絡先980‑0005仙台市青葉区梅
田町4‑28小野寺妙子(022‑233‑
0693)会員7名

連絡先5140114津市一身田町

鮎可部連句会

鮎倉橋島連句会
あした連句会梶の葉支部
宇咲冬男
連絡先360‑0012熊谷市上之
1342‑4中和枝(048523‑7039)

青葉城連句会

紫

師系・宇田零雨連絡先201‑
0014狛江市東和泉1‑34‑14渡辺
梅子(03‑34802575)会員7名

会員15名

青葉連句会
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(033728‑0712)会員9名

（五十音順）

飯田連句会

吉池保男
師系・東明雅連絡先395‑
0806飯田市鼎上山318‑1吉池保
男(0265‑23‑1484)会員10名
伊賀連句会
山村俊夫

師系・清水瓢左・名古則子・村
田治男連絡先518‑0878三重県
上野市西大手町36879(0595‑
21‑5068)会員25名

あや

彩連句会
渡辺梅子
−27−
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ることは変わりませんが︑歌仙の割合が二％ほど増えて︑その分半歌仙︑短歌

＊昨年度と同様に︑歌仙・半歌仙・短歌行の三形式で本年度作品の九割を占め

子︑Ｒ︑オン座六句各一巻︒

四十二句︑二十八宿︑源心︑スワンスワン︑二十韻︑十八公︑居待︑獅子の

＊平成十四年度の連句年鑑をお届けします︒

行が減少しております︒もう一つの特徴は︑形式数の増加です︒式目の有無は

回編集後記回
＊毎年のことですが︑校正のミス等があることをおそれています︒校正ミスあ

記録か作品かという問題も出てくるとは思いますが︑色々なものがあって議論

て登場することは歓迎こそすれ︑忌むべきものではありません︒そのときは︑

別として︑作品形式は一九種類に及びました︒様々な試みがなされ︑作品とし

るいは編集上の問題点など︑どうかご遠慮なくご指摘戴きたいと思います︒
その点︑校正ミス等をなくし︑良い連句年鑑を作っていく上でのお願いがあ

日原稿の字は判り易く書いて下さい︒達筆には泣かされます︒

ります︒

＊ルビを振ってほしいとのご要望も戴いております︒一方︑作品によっては無

よくないとのご意見が寄せられておりました︒

作舶はすべて歌仙のレイアウトに準じておりましたが︑読みにくい︑見栄えが

＊短歌行や胡蝶等のレイアウト︵割り付け︶を変更いたしました︒昨年度まで︑

暑に︑襟を正したことでした︒

島新吾氏の﹁忙しいからこそ連句ができるのだ﹂という教えは︑正に至言︒大残

博氏の﹁⁝連句人が無傷の立場で⁝連句を教えるということはありえない﹂︑福

ッセイの枠を越え︑凡兆の研究耆とも言える力作を頂戴いたしました︒小池正

る上で時宜に叶った格好の評論を提供して下さいました︒密田靖夫氏には︑エ

お四方に厚く御礼申し上げます︒四シ谷龍氏は︑連句の国際化とは何かを考え

＊本年度も巻頭の評論と三編のエッセイを褐戦することができました︒執筆の

も鑑賞もできるのですから︑この傾向を頼もしく思います︒

すが︑その判断がつきかねるときは︑電話等で問い合せをさせて賊いてい

口明らかに書き誤りと判断出来た場合はその文字を直させて戴いておりま
ます︒

ばしばこれで正しいのかどうか悩みます︒

日当方の無知無学にも一因ありますが︑新しい片仮名の現代用語では︑し

ております︒

囚挙句の作者名がブランクの作品が意外に多いのです︒これも問い合せし
㈲たまにですが︑長句と短句をとりちがえた作品が出てきます︒これも問
い合せしております︒

記入下さい︒作品を提出した方が捌きの方と異なる場合︑連絡先が記入さ

尚これら作品に関する問い合せについて必ず作品に連絡者︵連絡先︶をご
れていないと非常に手間がかかります︒

＊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︒

としておりますので︑この点も含めて︑次年度のご投稿の際には︑ご検討願え

用と思われるルビもあります︒掲載作品は基本的には皆様から戴いた原槁通り

＊二三八巻の連句作品をお届けいたします︒作品数と形式は以下のようになっ

れば幸いです︒また︑ルビの有無に関わらず︑読めると云うことは文章理解の

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あてにご送金下さ

い︒︿磯直道﹀

＊編集作業中は︑編集子の浅才を思い知らされる日々でもあります︒お叱り︑

出発点であることをご確認して戴けるならば︑さらに幸いに存じます︒

皆様のご健勝とご健吟を祈念いたします︒︿小川廣男﹀

ご要望︑ご教授等を戴きながら︑よりよい連句年鑑にして行きたいと思います︒

ております︒御参考までに記します︒
百韻︵四巻︶︑胡蝶︵三巻︶︑十二調︑首尾吟︑百句立て︵各二巻︶︑以下︑

歌仙︵一六六巻︑約七○％︶︑半歌仙︵四二巻︑約一八％︶︑短歌行︵七巻︶︑
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