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﹁月未だ﹂・⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝帥
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三川連句会

﹁秋深き﹂・・・⁝・⁝・・・・・・・⁝・別

鹿の会

﹁明治雛﹂⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝・開
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﹁遺吟脇起初時雨﹂：⁝⁝⁝・腿
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白菊連句会

﹁祭足袋﹂．：⁝：：⁝⁝．．⁝腕

泗楽連句会

城連句会

連句Ｌ１年記念俳詰の連歌﹂・・・肺

﹁津市民文化祭連句冬与花の下

尋牛会

存の砂あそび﹂；⁝⁝⁝・⁝⁝耐

﹁地名バーチャル紀行

﹁社創立記念正式俳請﹂⁝．：⁝開

新庄北陽社

﹁青篤﹂・⁝⁝⁝．：．⁝⁝・７

﹁冬すみれ﹂⁝⁝．．：．⁝・⁝⁝８

﹁マロニエ﹂：．・・・︲︲．：︲：．：．・・・Ⅱ

深大寺連句会

﹁霧時雨﹂⁝⁝⁝⁝・・・⁝︒：槌

下町連句会

﹁やさし顔﹂・・・：⁝⁝・；⁝・⁝６

﹁初時雨﹂・・・・・・・⁝⁝・・・・：：削

浅春連句会

﹁人形供養﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝鮒

清流連句会
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創の会
﹁悪月﹂・・・・．

草門会
﹁金環﹂⁝：

畔啄会
﹁柚子風呂﹂⁝・・

﹁木の実﹂⁝・⁝

﹁きさらぎや﹂・⁝：

大智院連句会

﹁生くる不可思議﹂

第六天連句会
﹁初鵜﹂・・・：

﹁虫時雨﹂・⁝：
高田馬場連句会
﹁串柿飾る﹂：．．：

多度津連句会
﹁過疎の島﹂・・・・：

多摩連句会
一︲河豚料理﹂・⁝§

﹁風立ちぬ﹂⁝．：

中央連句会
﹁月代の鷺﹂・⁝︒．

﹁鴬替え﹂：：．．

土筆・有楽帖三吟会

﹁その道の﹂⁝⁝．．⁝・・・⁝：・・加

筑波連句会
﹁野火走る﹂︒：・・・⁝・・・⁝．．：．．醜

﹁緑立つ﹂⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝・狐
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﹁風炎﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝叩
﹁鵜縄﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝棚

つばさ連句会

﹁まんさノ●︑﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝畑

津幡連句クラブ

﹁農一筋に﹂・・・・⁝．．⁝・・・・．．⁝剛

﹁烏引くや﹂．．：⁝：⁝・⁝⁝・・狐

﹁若葉揺る﹂・・・・⁝・⁝⁝⁝・・・・加

つらつら吟社

﹁コスモス﹂⁝⁝⁝⁝・・・・・・⁝畑

手児奈連句会
天神連句会
﹁梅真白﹂．：．：．：⁝．．⁝・⁝加

﹁山腹の﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝狐

﹁九九八十二﹂⁝⁝・・⁝．．⁝．．⁝加

東京義仲寺連句会馬山人記念会
﹁夏燕﹂・⁝⁝・・・・⁝．：⁝ｉ

﹁サーカス﹂⁝⁝⁝・⁝・⁝・⁝狐

徳島連句懇話会
﹁不如帰﹂：．・・・・⁝・⁝・⁝⁝柵
﹁入道雲﹂・・・・・・：・・・⁝・・・・・・・剛

都心連句会

﹁阿夫利神社奉納俳諸の連歌﹂
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﹁第十四回青時附忌追善

俳譜連歌﹂：．⁝⁝⁝⁝：⁝・・：型

﹁極烏雅兄一周忌追善医者嫌い﹂
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富山県連句協会

﹁ほととぎす﹂．．⁝⁝：⁝・・・：・・・型

﹁蚊帳のにほひ﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝班

﹁ニライカナイ﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝剛

渚の会

﹁シーソー﹂・⁝・・・⁝⁝⁝・⁝・斯

習志野連句会

﹁花菜畑﹂・︲⁝・︲⁝・⁝・・・・・・・畑

南草連句会

﹁グラウンドゼロ﹂︲︲・︲︲．：：︲．：︲醐

にほんご連句会

能登川連句会遊クラブ

﹁曼珠沙華﹂・⁝⁝・⁝・・⁝⁝・・剛

俳話工房

﹁七章﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝期

俳諸接心

﹁いノ︑たびを﹂⁝⁝・・・・・・・・⁝・⁝醜

﹁青蛙﹂・・：・・・・・・・：⁝．：・・剛

﹁若葉蔭﹂⁝⁝⁝⁝⁝︒：⁝剛

﹁蛤の﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝剛

﹁堰の水﹂：⁝⁝⁝⁝⁝⁝・剛

白水台連句会

芭蕉記念館連句会

﹁懐かしや一・・⁝．︒：

﹁落椿﹂．：．．⁝．

﹁秋色や﹂・・・⁝：︒

﹁秤草や﹂．．⁝．：．

﹁朝顔﹂・・・⁝：．

巴世里連句会

﹁クリスマスソング﹂

﹁蟷螂や﹂⁝：：．．

﹁豆乳鍋﹂⁝⁝・・・

はねだ連句会

﹁煮日和﹂．．⁝・⁝

Ｂ面

﹁赤とんぼ﹂・・・⁝⁝

燧連句会

﹁鴬や﹂⁝・・⁝・

東松山連句会

﹁水温む﹂：⁝⁝・

日の出連句会

ひよどり連句会

﹁竹工房﹂・・・・⁝：

﹁言の葉﹂：⁝⁝．

﹁Ⅲ一枚﹂・⁝・・・・．

﹁ほころび﹂⁝・・⁝・

﹁引率﹂・・⁝：：

﹁夕漣﹂⁝⁝⁝

広野連句会

風蘭社
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第二十一一回連句協会総会・全国大会の記

平成十五年四月二十七日︵日︶︑連句協会第二十二回総

会・全国大会は神宮外苑の日本青年館で開催された︒天候

はやや暑さを感じる晴れ︒例年より開催が一週間ほど遅く

連休にかかったため︑参加者はやや少ない一四四名︒

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言葉についで︑平成十四年度事業

報告︑同決算報告︑平成十五年度事業計画・同予算案およ

び十五・十六年度役員人事案が承認された︒

かんだ

さらに︑今年度の国民文化祭開催地の山形県新庄市︑来

年度開催の福岡県および苅田町の代表が登壇し︑参加要請

を行った︒講演は荒川有史氏の﹁芥川龍之介にみる芭蕉

像﹂︒芥川の著﹃芭蕉雑記﹄︑﹃続芭蕉雑記﹂に基づいて芭

蕉像を描く試みだった︒連句実作会は新しい捌き手も起用

して︑二十四席で半歌仙を中心に巻かれ︑午後四時半まで
に全席満尾した︒

第二部は中尾青宵新副会長の司会︒八十余名が参加し︑

和やかな談笑の輪が広がった︒飛入りの余興等もあり︑締

めくくりは恒例の伊藤藪彦常任理事︑鮮やかな一本締めで

終宴した︒︵青木秀樹︶
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P

第十七回国民文化祭とっとり２００２
文芸祭連句大会を顧みて
第十七回国民文化祭とっとり２００２文芸祭連句大会
は︑平成十四年十月二十五・六の両日︑﹁ふるさとふれ
あい夢づくり﹂のテーマのもと関金町で開催された︒
鳥取県では︑連句の素地は殆んどなく︑０からの出発で

誰塁詮季

ユ 零 舞 ﹃

零稗韓却

霧埜垂￥
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あった︒関金町教育委員会に事務局を置き︑先ず地域に連
句への理解と啓蒙を図る意図のもと︑地元を中心に県内か
ら二十数名の参加を得て︑連句協会を設立︑実作の体験か
ら始めることにした︒指導者に香川県連句協会から︑渡辺
陽行会長︵昨年ご逝去︶︑植松︑高森の三氏を招き︑懇切
な手ほどきをいただくうち︑受講者の意欲も高揚し︑行政
の支援のもと︑実作会も月一回と定例化し︑その実績も認
められるようになった︒

大会初日の吟行は︑珍しい小春日和に恵まれ︑二○○名
近い参加者がバスに分乗し︑尾花のそよぐ高原を大山の秀
峰を仰ぎながら紅葉をくぐりゆく風情は最高であった︒
その夜︑﹁さいとりさし踊り﹂で幕を開けた交流会も︑

鍵難

会場あふれんばかりの大盛況で大いに盛り上った︒
募吟七三五巻︑参加者二四四名の集う大会当日は熱気に
充ちていた︒表彰式︑講演会と進み︑実作会は四十三座︑

終わりに︑大会旗を山形県へと引き継ぎ︑盛会裏に大会
を閉じることができた︒

大会開催に当たり︑献身的にご尽力いただいた関係各
位︑行政当局また︑作品応募や当日ご出席等多大のご協力
を賜った方々に深甚なる謝意を表する次第である︒
︵音田綻治︶

︾一港

全培邑

フ＃Ａ武勲︑

輪呼簿

夢㈱蔑

Ｐ恥晶

典

鴎全

︾

軍
毒
︽

嬢

舞

鐸

夢
辱

︾

蓉
恵

︾
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それぞれ意欲的に巻き上げられた半歌仙は充分自信に充ち

．︾﹄缶

：

勢
畳一心
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たものであり︑満足ゆくものであったと信じている︒
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評論
武田晴信﹁倭漢聯句﹂のこと

村松定史
山梨県甲府市に万松山積翠寺という古刹がある︒甲府駅

住職にご無理を言って直資料を拝見の上︑複写のお許しを

いただいた︒詳細をつまびらかにするには力及ばないが︑

知りうる限りでつぎに紹介を試みたいと思う︒

積翠寺はすでに鎌倉時代から武田家一族のゆかりの寺で

あったが︑大永元年︵一五二一︶十一月三日に武田信玄は

ここで産声を上げている︒戦国動乱のさなか︑武田信虎は

駿河の軍勢に攻められ︑妻大井夫人を要害城に避難させ

る︒臨月を迎えていた夫人は積翠寺にて信玄を出産する︒

今も本堂裏に産湯を汲んだ井戸が残されている︒

武田信玄︵一五二一〜七三︶は︑言うまでもなく甲斐国主

第﹂二五四七︶の制定でも名を残した名将である︒幼名

から北東へ四キロほど登ると︑かつて武田信虎が山城を築

妙心寺派の行基が創建︑境内の巨石からの湧水にちなんで

は勝千代︑元服して晴信︑出家して信玄の法名を名のった︒

にして︑兵法︑政治︑宗教︑学芸に通じ︑﹁甲州法度之次

石水寺と称されるが︑後に積翠寺の字に改められた︒麓に

さて︑くだんの連句だが﹁天文十五年七月廿六日於積翠

いた要害山があり︑寺はその麓にある︒奈良時代に臨済宗

はまた温泉場があって︑筆者は郷里の甲州に帰ると︑時折

一巻が保存されていると聞いていたので︑いつも湯船につ

ところで︑積翠寺には数百年前に武田信玄の巻いた連句

長の和紙の下を折り目に二つ折りにしたものを二つ重ね︑

チ︑左右五十二センチほどの雁皮紙に墨書されている︒横

じまる和句漢句あわせて四十四句が︑天地十八・五セン

寺／倭漢聯句﹂の訶書の後に︑一行おいて晴信の立句では

かりながらそれが気にかかっていた︒寺の案内書や郷土史

右端を紙嵯でとじ︑第一面に十四句︑裏の第二面に十六句︑

ここに骨休めをする︒

の一節に言及はあるものの︑全容が知りえない︒ある時︑
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二枚目の第三面に十四句︑その裏面には連衆十一人の名と

し︑五十三歳にして陣中に没する波乱の生涯のまさに半ば

四男勝頼が同年に誕生している︒西上の志を抱いて遜進

の年のことである︒

句数が記されている︒

俗に半百韻とも呼ばれる四十四句の﹁世吉行﹂は︑いわ

催しているし︑﹁詠百首和歌﹄などみずから歌を多く残し

晴信はこれに先立つ数年前には冷泉為和を招いて歌会を

名残裏八句で︑二花三月︒慶事の機会などに催されるもの

てもいる︒また﹁甲陽軍鑑﹂には十九歳の晴信が昼夜を分

ば百韻の縮小型で︑初表八句︑初裏十四句︑名残表十四句︑

で︑この巻も京都からの公家二人が賓客として連座してい

かたず﹁詩を作遊す事﹂の記述があり︑文芸への熱中ぶり

はよく知られるところだ︒ことに五山系の僧侶たちとの親

るところから︑歓迎と記念の奉納連句と思われる︒
またこれが︑和句と漢句を取り混ぜた和漢連句の張行で

密な知的交流は︑この連句からも推察される︒

原資料の懐紙には︑三面に十四・十六・十四という句の

あることから︑晴信の意気込みと座の教養がうかがえよ
う︒平安時代中期から中国の漢連句が日本でも試みられ︑

配分で言かれているが︑ここでは世吉の四折にのっとり句

まず連衆だが︑晴信は繰り返すまでもなく武田信玄で座

番号を補って︑これに従って内容を概観してゆきたい︒

これが鎖連歌と結びついて室町時代ころから和漢連歌とい
う新形式が徐々に流行し始めている︒これには漢詩文の素
養と俳譜の機知が要求されるから︑なかなか高尚な文芸で

を落とし︑着々と勢力を伸ばしつつある時だ︒五年前に父

の年に信州の内山城を︑前年には信州の高遠城︑竜ヶ崎城

天文十五年二五四六︶と言えば︑晴信は二十六歳︑こ

置かれる︒湖月も甲府の臨済宗妙心寺派法泉寺の前住職︒

臨済宗妙心寺派の古寺で︑後年︑晴信の長子義信の墓所が

鳳栖は東光寺前住職と注されており︑東光寺は甲府にある

ともに後奈良天皇︵在位一五二六〜五七︶の勅使で客分︒

の主人︒龍は三条西大納言実澄︑蘭は四辻中納言季遠で︑

信虎を駿府に追放して国主となり︑信玄堤の築造や金山の

法泉寺は︑信玄の世継ぎ勝頼の菩提寺に後になるところ︒

あったといえる︒

開発など国政にも力を注いでいる︒また後に跡継ぎとなる
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ごあ

其阿には武江日輪寺と添え書きがあり︑武蔵国江戸は日輪
寺住職︒日輪寺は天台宗として開山し︑後に時宗︵日本浄
土教の一派︶となる︒現在も台東区西浅草にあるが︑当時

さて︑次に一巻の解釈を簡略に記しておこう︒
︵初折表︶

１時は旧暦七月末︒季は萩で秋︒勅使を迎える感動を萩

に託した︑王人の発句︒

２﹁雁来タルコト有り﹂季題の雁に寄せた客の挨拶︒

は芝崎村︵現︑神田橋辺り︶にあった︒時宗では僧正をみ
な其阿の尊称で呼ぶ慣わしで︑記録も焼失しているため第

３﹁外力空シ﹂遠征の夫に砧の音も届かない︒遠来の賓

４仮寝は前の雁にも掛け︑旅寝の夢などすぐに消えま

客への慰めか︒

何世かは不明︒他の連衆に注はない︒
なお︑懐紙裏に記された句数は晴信︑蘭︑台運のものが

一句ずつ余分であり︑鳳栖は一句不足して勘定されてい

す︑と客が応じる︒

５月の座︒

る︒一方︑初折裏十一句目は連衆名が空白になっている︒
句数表では一句余分の︑晴信︑蘭︑台運のいずれかの作の

８﹁肥ヲ曝ス﹂黄河上流の滝を龍に化そうと暹しく昇る

１前句の登竜門を受けて︑家名を挙げるこころざし︒

︵初折裏︶

魚の姿︒

あぎとさら

可能性なしとはしない︒月の座でもあり欠落が気になる
が︑ここでは不明のままとして︑全体の正しい句数表を付
しておく︒

連衆は初折裏の二句目までで十名が一巡しているが︑信

２木の葉と言の葉を掛て︑詩歌で後世に名を残すこと︒

ゆる

常のみ四句遅れて初折裏六句目で登場する︒遅参したか︑

３﹁情ヲ写シテ春意緩シ﹂ゆったりとした春情の表現の

永却めぐってくる︒

４﹁政質泰クシテ多ク回ル﹂政治のやり方で平和が未来

意か︒

句柄から見るとまだ初心かもしれない︒武田の一門であろ
うが︑晴信との関係は明確には分からない︒ただ︑武田氏
族の米倉丹後守昌尹の娘で﹁武田信常室﹂と注されている
女性が米倉氏系図には見える︒
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５花の座︒

６月花の同座︒

５朝ぼらけ︑あけぼのの景︒

かざん

７﹁仮山万象ヲ含ム﹂築山は万象の真理を内包している︒

７﹁春二啼キテ破ル﹂鶯がとてもよく啼く︒﹁破﹂は強意︒

Ⅲ祁邸の黄梁一炊の夢の故事を踏まえる︒

吃繰り返し緑の中を遁遥する︒

８﹁雪詔光繼使﹂雪が降って春景色もまだ浅い︒

しようこうわずかならしむ

の日があっという間に暮れてしまう︒

７﹁野二春日ノ促スニ遭う﹂山野をぶらついていると春

かのようだ︒

ちかごと
５﹁兄弟ノ好キヲ盟フガ若シ﹂兄弟仲良く約束でもする

︵名残裏︶

か︒

ｕ﹁仏ヲシテ推サ教ム﹂拙作を仏が推敲してくれるの意

し

誰のために濡れるのかとは︑どこへ行くのかの意︒

肥吟履︵ぱたぱた音のする草履︶は﹁誰ガ為二力湿フ﹂・

うるお

９﹁荒二就ク黄葉ノ宋﹂荒れ果て落ちぶれた住まいよ・

８﹁巨海三才ヲ極ム﹂大海には天地人に通じる古今の摂
理が極めつくされて存在する︒
はいせいみなぎ

９﹁潮侃声ト瀧ル﹂潮騒が帯の飾り玉の音︵朝廷の高位
高官の行列︶を思わせる︒
きんいんくだし

ｍ﹁泉琴駒ヲ推力令ム﹂泉流は琴の音に勝る︒山水の風
流が凌駕している︒

ｎ月の座︒
吃七夕の中空に浮かぶ雲︒
なかだち

皿﹁跡アラズ草二媒無シ﹂人の訪れた形跡もない草深い
所なので︑契りを取り持つ者もない︒
︵名残表︶

１﹁隠ヲ占メテ人倫絶ユ﹂ひっそりと暮らし交際も絶え
果てた︒

２つがいの鶴には︑良き連れ合いの意も︒

漢句はすべて五言句で総数二十二︑和句の長句は十︑短

ばつ

３﹁壷ク湘景ヲ縮メント欲ス﹂湘江︵洞庭湖に注ぐ湘水

句は十二で︑漢和の比はちょうど半々におさまり︑理想的

ちぢ

の名勝︶の景色を縮めてすべてここに箱庭のように作

な構成である︒和と漢の順序は︑長・短・漢ないし漢・短・

ことこと

りたい︒
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長が七組あり︑全体の半分ほどは長・短・漢の三種の句の

ろうが︑さすがに︑晴信︑龍︑蘭は漢和とりまぜて五〜六

一巻の内容としては︑戦乱のなかで一国をおさめ︑やが

句を出しており︑場所も各面にわたっていて均衡がよい・

て限とす︒﹂︵﹃増補はなひ草﹂︶には適っている︒十五世紀

ては西に上ろうとしている晴信の国政手腕や家運隆盛を暗

バランスよいリズムを作っている︒漢句は一番多く並ぶ初

の﹃漢和法式﹄二条冬良︶には﹁面八句は︑漢四句和四

に称揚する一方で︑山河海洋︑花鳥風月の自然の暹しさ美

器量のほどがうかがえる︒

句也︒⁝⁝和漢の時は八句め漢也・﹂とある︒ここでは初

しさを詠ってもいる︒しかし︑恋は淡く寂しげであり︑隠

裏７〜皿で漢が五句続いているが︑﹁和漢ともに五句を以

表の八句も名残裏の八句も漢句は三句ずつで一句たりない

棲や道遙の場面に人の世のはかなさ︑人生の空しさが託さ

曳していた時代なのかもしれない︒

れているのは︑乱世における諦観の思いが人々の心底に揺

が︑八句目はいずれも漢句とする決まりは守っている︒
平灰に関しては︑最初に詠まれた偶数の漢句の脚韻に︑
以下に詠まれる偶数句の漢句は韻を合わせねばならないの

初裏４﹁回︵カイ︶﹂︑初裏８﹁才︵サイこ︑初裏皿﹁椎︵サ

っている︒これ以降の偶数漢句は︑初表８﹁聰︵サイこ︑

力もあるが︑後世にあっても︑かくのごとく読みうる俳諾

わりはない︒むろん僧侶を中心とする優れた知性集団の協

雅と知性をもってもてなす度量を示す一巻であることに変

いずれにせよ︑後の武田信玄のすでにして天皇勅使を風

イこ︑初裏皿﹁媒︵パイ︶﹂︑名残表加﹁槐︵カィ︶﹂︑名残

之連歌を残した名将をいまさらながら見事と感じ入るのは

だが︑本巻では初めの漢句が脇句で﹁来︵ライ︶﹂で終わ

表哩﹁佃︵カイヒ︑名残表皿﹁推︵スイこ︑名残裏８﹁繕

甲州人の身晶眉だろうか︒

擶にある︒詣氏のご高教を乞うしだいである︒

だいた︒記して謝するものである︒なお︑拙稿の不備の尚はすべて筆

助教授ほかのご教示および﹁連句辞典﹄︵東京堂︶ほか参照させていた

＊小文をなすに当たり元静岡大学菅野樋行教授︑清泉女子大学今野真二

︵サイ︶﹂と︑脚韻の平灰にも意を砕いている︒

壁﹄ん

作者別に見ると︑鳳栖と湖月は漢句のみで︑台運︑其阿︑

恵臨︑長傳は長短合わせて和句のみ詠み︑信常と周闇は短
句がそれぞれ二句だけである︒得手不得手︑巧拙の差もあ
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︵漢句︶

言箕汽刈︶

︵短句︶

5計

6

晴信
龍一一一條

鳳栖東光寺先性

ヘの〃合一
一訂ｌｌ︑
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藺四辻
台運

２

︵ｍ︶

3

6

5

3

4

2

其阿武江月輪寺

恵臨
信常
湖月法泉寺先住

長傳

ヘの／﹈一
一の／と︸

2

1

2

5

1

2

1

1
1

1
1

4

3

5
6
1
5
1

1

2

3

2

1

44

周間
﹇無記名﹈

句句句句句句句句句句句

二三五二二四四六五六六

へ

へ

天文十五年七月廿六日於積翠寺

倭漢聯句

︵初表︶

︵初裏︶

名に高き道をぞあふぐ家の風

末まで色のふかきことの葉
写情春意緩
政質泰多回

八重咲くもひとへを花の初にて

うすき霞に匂ふ梅の香
假山含万象
巨海極三才
潮與侃聲脹
泉令琴駒推
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心もて染すはちらし小萩原
新霜有雁来
搗衣空外力
かり寝の夢の覚るほとなき
月は猶残る雲間の影涼し

記晴歌月出

星まつる夜の半天の雲

稀にあふ露の契はうきちきり
不跡草無媒

鳳龍晴蘭信龍鳳晴周長
栖
信
常
栖信閻傳

龍其台
阿運

暁雨はるるあとの山の端
水上もわかず落くる滝見えて
龍門魚曝聰

湖恵其台蘭鳳龍晴
月臨阿運
栖
信

︵名残裏︶

法もたた謀をや道ならん

身を治てぞ世をおさめしる

何事も心を種のわざなれや

わするる草の志げらずもがな
若盟兄弟好

龍晴恵湖蘭長周其
信臨月
傳 ｜罰阿

︵名残表︶

占隠人倫絶
ひとり伴ふ友鶴の声
壼欲縮湘景
漕ゆく船の遠きうら波
灰にも見渡しかすむ朝朗

ねぐらの烏の去さらぬこゑ
野遭春日促
雪使詔光縄
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花の香ふかく月のこる雲
鶯舌啼春破
帰る山路は霧やむせなん
就荒黄落宋
炊黍黒甜槐
ゆく心千里隔つる波もなし
幾度緑俳個
吟履為誰湿
詩篇教佛推

鳳湖鳳蘭龍鳳信湖長其台晴蘭湖
栖月栖
栖常月傳阿運信
月

エッセイ

芭蕉﹁九州紀行の夢﹂を追って

八木紫暁

享保九甲辰年六月八日

の二基の墓石が塚を守るように建っている︒筆者は偶然に

この芭蕉塚に面会した訳であるが︑関心を持ったのは︑こ

れが芭蕉の三回忌に際し筑前蕉門の筆頭格であった関屋沙

明︑久芳水楓などが地元の俳人たちと話し合い︑元禄九年

︵一六九六︶八月にここ浄蓮寺で芭蕉翁追善供養をして塚

を建立している事である︒

に僅か四ケ所を数えるのみと聞いているので︑これはまた

芭蕉没後︑その三回忌までに建立された﹁翁塚﹂は全国
福岡県北九州市に黒崎と言う町がある︒戦前・戦後にか

地元俳人たちの芭蕉を慕い︑出来得れば師翁の西下をと親

しく待ち望んでいたにも拘らず︑大坂の地で逝かれた事を

けては八幡市黒崎として北九州工業地帯の一角を成し︑商
工業の中心地であったが︑北九州地区の統合により北九州

知り︑手厚く菩提を弔った事を物語るものでなかろうか︒

行の夢を想い︑師翁の道を継いで九州行脚をしたお弟子さ

なかろうか︒この芭蕉塚を出発点として芭蕉さんの九州紀

彼等と地元俳人達との深い交流の記録が残っているのでは

っている︒さすればこの黒崎にも貴重な芭蕉塚がある限り

が足繁く訪れた記録が色々な﹁紀行文﹂とか﹁日記﹂に残

長崎・佐賀及び日田には︑芭蕉の没後︑美濃派の高弟達

当地黒崎は本土から渡った九州の玄関口である︒

市が誕生し八幡西区黒崎となった︒
そこに浄土宗の法林山地蔵院浄蓮寺があり︑廟堂の左側
に苔むした小さな﹁芭蕉塚﹄がある︒形は楕円形で高さ九
十ｍ・直径五十ｍ位で小じんまりした自然石である︒
塚の手前左右には
專誉沙明一空居士
享保十二丁季

稟性院宣譽慧完居士久芳忠左衛門
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ん達の足跡を訪ねる最初の一歩として︑当地黒崎の俳譜の

月一日に少々発熱気味であったが黒崎に赴き関屋沙明亭に

発し︑二十四日に博多に到着︑暫く滞在した︒しかるに八

て休養︑十日余り療養滞在の間に地元の連衆と座を持ち︑

状況を調べてみる事とした︒

先ず九州を行脚した蕉風美濃派の高弟たちの足跡を書い

元禄八年秋に京を出立し瀬戸内海を渡り豊前黒崎に上陸

芭蕉の没後に最初に筑紫を訪れたのは惟然坊である︒

着︒翌年九月までの一年二ヶ月もの間逗留し︑地元で俳譜

元禄十一年六月に京を出立し︑七月十一日に長崎に到

去来は長崎に両親の墓が有り法事も兼ねて西下した︒

九月七日に約三ヶ月に亘る九州の旅を終えた︒

し長崎街道を辿って九月に長崎に到着︒長崎には二ヶ月あ

の座を持ち丁寧に俳論の質疑に応えたり︑蕉風を説いたり

ておこう︒

まり滞在し︑熊本に渡り豊後日田に入った︒ここで暫く逗

したが︑これが十二年三月の﹃旅寝論﹄の成立の元となっ

☆向井去来

留し︑翌九年に大宰府・博多を経て再び黒崎に出て︑晩春

た様である︒

☆広瀬惟然

の頃九州を退去した︒

豊前黒崎に上陸した︒南下して大橋に寄り︑四日に綱敷天

元禄十一年四月大坂を出発し︑中国筋を経て六月一日に

なったので﹂との事であるが︑実際はいわゆる﹁空振り﹂

に下向したかは︑﹁かねて呪懇であった旗本が長崎奉行と

﹁炭俵﹄の編者の一人であるが︑何故関東の野波が九州

☆志太野波

神で地元俳人たちと奉納歌仙を興行︑ついで宇佐神宮を参

となった様である︒しかしそれでも去来が地元の俳人たち

☆各務支考

拝︑十一日に豊後日田に着いて七日ほど逗留し︑二十四日

を紹介し︑去来が帰ったあとも野波が中心となり︑長崎の

の実績を残して元禄十四年の秋に江戸に帰っている︒

俳壇で句会とか連句興行を行い︑約四年間滞在中に可なり

には熊本︑七月九日に長崎に到着した︒
到着した翌々日︑京から帰郷していた去来と合い︑地元
俳人たちと賑やかな座を持っている︒十八日には長崎を出
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さて話は少し遡ってみよう︒

作意識のもとに紀行文を残している︒即ち

旅は単なる旅の記録とか報告に止まらず︑はっきりした創

﹁野ざらし紀行﹂は貞享元年八月︑江戸を出発︑伊勢・伊

芭蕉は元禄七年二六九四︶十月十二日に大坂に没した︒
その四日前の八日の深更に寝ずの番をしていた呑舟を呼ん

賀・吉野・大垣・尾張・奈良・京都・甲斐を巡り︑二年四

﹁鹿島紀行﹂は貞享四年八月︑鹿島根本寺を訪ね︒

月に江戸に帰り︑

で﹁病中吟﹂と題して
旅に病んで夢は枯野をかけめぐる
の句を書きとめさせた事は良く知られている︒

伊・須磨・明石を巡った旅︒

﹃笈の小文﹂は貞享四年十月に江戸を発ち三河・伊勢・紀

世﹂として残さなかったのであろうか︒これには数多の書

﹃更科紀行﹄は貞享五年秋︑﹁笈の小文﹂の旅の後︑尾張か

全一

何故芭蕉はこの句を敢えて﹁病中吟﹂と前書きをし﹁辞

籍で先輩方の色々な解釈とご意見を拝聴しているが︑ここ

ら木曽路を経て信濃更科の名月を観賞した旅︒

さすがに芭蕉は﹁おくのほそ道﹂の旅の後︑幻住庵に於

羽・北陸の旅をしたものである︒

﹁おくのほそ道﹄は元禄二年の春から秋にかけて︑東北奥

は筆者としてもこのエッセイを纏める立場から一言前置き
を述べさせて頂きたい︒

﹁旅に病んで﹂と言う上五は︑日常生活の上での一般的
な表現であり︑風雅な乞食の旅の途上に病に取り付かれて

月に発表すると︑江戸に帰る旅に発ち︑十月二十九日︑三

いて上方の門人を相手に纒め上げた﹁猿簑﹂を元禄四年七

緑の全く無い殺伐とした枯野に猛烈な孤独感を感じつつ

年ぶりに戻ってきたが︑その時江戸に帰り着いた感想とし

残念と言う痛切な悔恨の吐息が聞こえる様である︒

あてどなく放浪を続ける己の姿に描いて︑旅に対する妄執

て

﹁ともかくも雪の中に残った枯れ薄の様に︑どうやら帰っ

ともかくもならでや雪の枯尾花

の限り無さを痛烈に表現しているのではなかろうか︒
芭蕉は全く良く歩いている︒生涯に九度の旅を重ねたが
そのうち純粋に風雅の旅と思われるのが五度であり︑その
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で十日の朝から発熱し︑病をおして両者の調停に努めた

間に不和が生じ︑それを調停するためであった︒その大坂

昔の旅は出立に際し親類縁者と水盃を交わしたと書かれ

が︑ついに床に就きそのまま帰らざる人となったのであ

て来ましたよ﹂と江戸の門人たちに挨拶をしている︒

ている︒それは普通の旅でもそうであったものが︑芭蕉の

と油気に悩まされている︒にもかかわらず︑花が咲き︑烏

た事であろう︒現に﹁おくのほそ道﹂の旅では随所で下血

入った場所で良港を持ち︑九州に上陸しても豊前の国から

あった︒黒崎は本土と九州の関門の瀬戸を越え洞海湾を奥

当時の九州俳壇の入口は現在の北九州市八幡西区黒崎で

ブ︵︾○

が噸り︑山々の彩りが四季の変化を伝えて来ると︑俳譜の

筑前の国に入る最初の宿場であったため︑馬関︑大坂方面

ように野ざらしに乞食の旅では体調に多大の負担が掛かっ

念がふつふつと沸いて来て自戒してもどうにもならなかっ

から船便があり︑町の中は参勤交代の大小名︑商人︑旅人

の往来で大変活況を呈していた様である︒

たのであろう︒

芭蕉が再び江戸を離れたのは元禄七年の春である︒

の勢いは勇ましく︑町の繁栄とともに風流を好む者が多く

芭蕉没後の元禄はまさに太平の世であり︑商人即ち町衆

に漸く目途がたち︑これを上方の門人たちの間にも広める

俳譜を志し楽しむ連衆も多く誕生した︒

これまで江戸の門人たちと工夫して来た〃軽みの俳諸〃

べく︑五月十一日に出発︑名古屋に立寄り︑荷号や野水と

く町茶屋で屋号を八幡屋という石井庄次郎︑久我五郎衛門

町茶屋関屋の沙明︵一空︑本名・富田甚左衛門︶︑同じ

その後︑京都・近江の門人たちの間を往来し︑〃軽みの

帆柱・水楓︑水楓の子である助童︑住吉屋不三・一保・助

も交流︑五月二十八日に故郷の伊賀に到着した︒

俳譜″の座を重ねたが︑九月八日に支考や次郎兵衛らを伴

彼等黒崎の俳人達は︑九州を訪れた芭蕉の高弟達と交流

然・和田・調五をはじめとする人達がそうである︒

それは深川の芭蕉庵で俳諾師として修業を積み︑前年大

をさかんに行い︑その結果黒崎俳人はその力が中央のそれ

って大坂に上らざるを得なくなった︒

坂に門戸を開いた酒堂と︑元々大坂に地盤を持つ車庸との

ムーノ
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と比肩できうる程高度に研讃された実績を残している︒
先に芭蕉の没後︑九州に西下した高弟の足跡を書いたが

して使われ︑脇本陣は藩主の従者や他の藩主などが泊まる

茶屋であり︑黒崎の宿では関屋と八幡屋が脇本陣に定めら

の拠り所であった様である︒それ故黒崎では俳譜を楽しむ

た様であるが︑黒崎もまた九州の出入り口として俳人たち

た﹁桜屋﹂は佐賀藩の定宿でその頃は﹁薩摩屋﹂と称し︑

ので宿所は沢山設けてあり︑余談であるが︑後に改称され

この外にも黒崎は前にも述べた様に交通の要衝であった

れていた︒

人達は季節折々を見ては互いに集まり座を設け︑その会場

薩摩藩の御用宿でもあった関係から︑幕末には三条実実ら

その頃の蕉門俳詰の拠点は長崎︑日田が主たる場所であっ

は住吉屋の庭園︑浄蓮寺︑久芳家の離れ屋敷︑関屋沙明亭

関屋の三代目甚左衛門は風流人で俳諾をよくし＄．睡﹂

撰夷派の五郷や勤皇の志士達が宿泊したそうである︒

形船を浮べ︑池畔には﹁釣躯亭﹂と名付けた離れ座敷があ

とも号した︒その子の四代目甚左衛門が﹁沙明﹂または．

がよく使われた︒住吉屋に残る古文書では庭園の溜池に屋

り︑ともに交遊の場として使われた様であり︑優雅な往時

空﹂とも号し蕉門を深く理解した人として残されている︒

沙明は父の影響を受け若くして蕉門に入り︑その句は父一

がうかがえる︒

筑前蕉門の筆頭格である関屋沙明の富田家は伊勢の国の

富を得て侍をやめて商人になった︒二代目孫兵衛の時に黒

る︒久芳家は安芸の国の出で当主の忠左衛門は俳号を﹁水

もう一人︑沙明と並び筑前蕉門の筆頭格は久芳水狐であ

睡をも凌ぐほどと言われた︒

崎に移り屋号は下関の﹁関﹂を取り宿屋を開業︑脇本陣と

楓﹂と称し︑酒造業を手広く営んでいた︒

出で始祖は織田信雄に仕え︑豊臣秀吉の朝鮮出兵に従軍し

なった︒また一方では黒崎港に船を十艘も持ち回船問屋も

に設けてある本陣を常時管理する役目で︑藩主の公邸維持

久芳家は代々︑本陣守を継いでいた︒本陣守とは宿場内

どの宿場にも本陣︑脇本陣が設けられ︑本陣は参勤交代

をまかされているから人選は厳しく︑どの宿場町でも旧家

開いていた︒

などに使われる福岡藩主︑長崎奉行及び日田代官の宿所と
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ゴ

で富豪の家が仰せつかっていた︒

即ち関屋︑久芳両家ともその頃の黒崎では分限者で知ら
れ古い唄にも
花の黒崎酒屋が五軒
心とむるな久芳・関屋
久芳も関屋も昔のことよ
今は熊手の住吉屋
とあったそうである︒

さて筑前俳壇を代表する人は沙明︑水槻であるが︑両氏
の住む黒崎には必然的に俳謂の同好の士が集まり︑蕉門の
高弟達も九州へ西下する際は必ずこの地を訪れ︑俳譜の座
を持ち親睦を深めた︒
前々略記したが更に詳しく記すと︑元禄八年︵一六九五︶

八月には蕉門十哲のひとりと称されながらも養子を捨てて

関屋沙明亭で旅の体を休めている︒その夜の句会で

﹁七夕は黒崎沙明邸にて﹂として

うちつけに星待顔や浦の宿去来

﹁黒崎にて探題﹂として

気つかふて渡る灘女や鱸釣去来
を残している︒

この句会には沙明︑一保︑水札︑子供の助童等が出席し

ていた様であり︑この時の句が﹁渡鳥集﹂に記されている︒

月のよの夜明けにうつる野原哉水札

折々にひかれて暮す柳かな沙明
夕立や戸板おさゆる山の中助童
一日の息つきなかす青田哉一保

この中の水札の子である助童の句について︑去来は﹁去

来抄﹂の中で次の様に述べている︒

﹁去来白︑黒崎に間て此に及ぶなし︒句禮風姿有︑語路

とどこほらず︒情ねばりなく事あたらし︒当時流行のただ

出家︑奇行や清貧に関する数々の逸話︑乞食行脚等でもっ
て知られた広瀬惟然がまず当地を訪れている︒

中にあたり逢︑或ハ目前をいふとて︑ずん切の竹にとまり

中也︒世上の句おほくハとするゆえにかくこそ有レト︑句

豊前の国小倉を出て黒さきちかくあたりにて

し燕︑のうれんの下くぐる事いへるのミ也︒此児此下地有

名月や筵を撫る磯のやと﹁初蝉﹂
元禄十一年︵一六九八︶七月七日には向井去来が来訪し
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て︑能師に学︵︵いかばかりの作者にかいたらん︒第一い
まだ心中に理窟なき故也︒もしわる功の出来るに及んで︑
又いかばかりの無理いひにかなられん︒おそるべし︒﹂

去来は右のように助童の白雨の句を激賞し︑この少年の
素直で作為のない句作りと内容の新鮮さに感心している︒
次に同年八月には美濃派獅子門の始祖である各務支考が
摩詰庵雲鈴を伴って沙明亭の戸を叩いている︒

と詠んでいる︒

また﹁臭日記﹂には先に書いた黒崎の芭蕉塚に支考が参

り師を偲んだ事が記されている︒

元禄十年九月に刊行された﹁菊の香﹂には筑前黒崎の俳

人の句が次の通り入集している︒

朝がすみ須磨をみてとる舟の上クロサキ助童

牛窓の家の高さも春の闇クロサキ染雫

鶯や楠の千枝にとりかかりクロサキ沙明

谷川やうぐいすないて鮠二寸クロサキ水札

支考の﹁臭日記﹂によれば︒十八日に長崎を出発し︑二
十二日に大宰府に参拝し二十四日筑前箱崎に哺扇を訪ね︑

煽ふたぎや鉢にもえたつ小きりしま沙明

また元禄十一年九月に浪化によって編纂された﹁続有磯

城あとは麦のあらしやかんこ烏水札
いな事につらる＆河の蛍かな沙明

しばらく博多に滞在した︒しかるに八月一日急病を患い発
熱し四日に体調が不良のまま五月雨に降られ駕篭に揺られ
て人心地もなく黒崎の沙明亭に転がりこんだようである︒
水楓は三年も前から支考の来訪を待っていたので︑早速

海﹂上巻には

五六間飛出て推子のほろ蘭かな黒崎少年助童

沙明亭に赴いたが支考の容体が悪くその日の面会は断念︒
一方支考はその後の静養で回復︑十一日には人々に労られ

五六間蔦のもみちや松ののし筑前黒崎水札

の句が見られ︑同書の下巻には

行としゃ木の葉まじりのくだけ炭沙明
身を横にひらむや雪のみそさざゐ水札

ながら小倉に移り︑その後再び十五日に黒崎に戻り水楓沙
明と俳諸の座を持ち︑その時の水楓亭では

駕篭の戸に山まずうれし鴫の声支考

脇息に木兎一羽秋さむし支考
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■

雨風の根をたえしてや雲のみね沙明
苗代に覗かぬ鳥はもどるなり水札

侍れて︑一昔の物語に数百里の労を消す﹂

蚊帳広しいでや野の夢山の夢居士

と言うのがこの時の行脚集﹁西国曲﹂に記されている︒露

此宿や槙の森雨の乾く迄燕説

他にも芭蕉没後に編まれた俳譜集への黒崎俳人の入集と

川等が黒崎を発ち直方へ赴いたのは五月二日であるが︑そ

とある︒

して︑元禄九年の風国編﹁初蝉﹂に水札・沙明・助童・一

の時の水楓は賤別句として

︵一六九九︶江戸在中に長崎へ赴き︑以来九州の山野を吟

無明庵を営み︑自ら無明庵高津野々翁と称し︑元禄十二年

記されている︒野玻は越前福井の生まれで︑大坂の高津に

また︑大坂の志田野波も﹁百曲﹂にて黒崎を訪れた事が

が残されている︒

槇榑の中を遭込む丸太船和由
鮎のさかりも四五の月調五

落ちた釣瓶をあぐる鳶口砂明

だら降の跡は手際に照出して燕説

田植えも客も共に飯時水楓

蚊帳広しいでや野の夢山の夢居士

を送り︑その時巻いた歌仙の表六句として

五月雨を甲出す日にわかれけり水楓

保・帆柱が︒元禄十年の北枝編の﹁喪の名残﹂には水札・
一保が︒玄海編の﹁烏の道﹂には水札・沙明・助童・一保・

帆柱が︒﹁梅桜﹂には鹿子の句が入集している︒これらを
見ても︑当時黒崎に於ける俳譜がいかに盛んであったかと
言う事と︑助童少年をはじめ水札・沙明等の黒崎俳人の句
が︑当時の中央俳壇の作者達の句と比肩し得べき水準にあ
った事が解ると思う︒

宝永二年︵一七○五︶八月には︑美濃派の堀部魯九が水
楓をたずね

カイトッテ目につく物や浦の月魯九
の句を残し

さらに享保元年二七一六︶には︑尾張の沢露川︵月空
居士︶が伊勢の無外坊燕説を同伴して訪れ
﹁筑前の国黒崎に着︑水填・沙明の二子に野翌が下向を
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遊すること十回に及ぶと言われる︒
以上︑黒崎を訪れた俳人及びそれに依り研讃された地元
の俳詰を紹介したが︑最後に先の﹁芭蕉塚﹂の他に面白い
ものとして︑俳人達が黒崎の風景を愛でて詠んだ﹁黒崎十
二景﹂と題する次の十二句が残っている︒
これを紹介して本稿を閉じる事と致したい・
帆柱夏雲︵帆柱山︶

つみなから柴舟さむし遠干潟在中

宮山薄桜︵岡田宮︶

されかかる松の木のまのさくらかな染零

成水残雪︵鳴水町︶

なる水や篠の根に置春の雪帆柱

乱橋蛍火︵熊手町︶

ほたる飛松のはつれやみたれ橋沙明

白竹田植︵陣山町︶

水鶴鳴やしきの下の田植かな水楓

躍崎燈火︵城石町︶

竹を焼火燐前にみゆ磯の秋野玻
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黒坊か帆はしら山の夏の雲宗因
船浦星祭︵黒崎港舟町︶

打ちつけた星まちかほや浦の宿去来
中潟民鳥︵洞海妙見沖︶

以上である︒

萩原茂樹氏には深くお礼を申し上げる︒

以上︒

文末となったが本稿を纒めるに当たり参考文献などをご

ならはしや朧の中の海の烏惟然
山寺秋暮し

提示頂いた︑浄蓮寺御住職心誉泰定氏と黒崎郷土史研究家

保

脇息に木兎一羽秋寒し支考
葛嶋冬日︵洞海枝光沖︶

海鼠つく棹の夕日や浪かしら一定
法林胡蝶︵浄蓮寺︶

朝かほに睡過たる胡蝶かな
二島柴船︵若松二島︶

一

エッセイ

﹃人の出会いと訣れと﹄

伊藤藪彦
〃袖触れ︵摺り︶合うも他生の縁〃

われ︑その後芝の増上寺に移り︵平成四年の第十一回ま

で︶︑其の間組織を整え連句協会と改称︵昭和六十三年︶︑

平成五年北区赤羽会館で第十四回まで︑平成八年︵第十五

回大会︶より神宮外苑の日本青年館に移り現在に至ってい
る︒

芝の増上寺に詣ったのは実はそのときが始めてで︑本堂

とは別棟の講堂の様な広い和室が印象的︒受付に居られた

年輩の方から声を掛けられた︒﹁伊藤君じゃないの⁝⁝・﹂

した︒先生は満州からの引揚者でした︒幾曲折を経て同じ

これが連句に於ける阿片瓢郎︵故人︶先生との出会いで

因縁により結ばれているから﹂であるという意︒すなわち︑

Ｓ工業に籍を置くようになり︑どれ程の年月を御一緒した

ことわざ事典によれば﹁人が袖を触れあうのも何事かの

些細な関係にもすべて因縁︑つながりがある︑ということ︒

佛教から来た言葉で﹁今生﹂に対して﹁他生︵多生とも

沿って労働組合が結成され︑選ばれて職員組合︵他に工員

の管理職待遇︑当方は技術畑の戦争帰り︒唯当時の流れに

でしょうか︒後でわかったことですが︑阿片さんは総務畑

書く︶﹂と国語辞典にある︒永い間にはたいへん多くの人

組合が各地の工場毎に設けられた︶中央委員長を数年間勤

一樹の陰・一河の流れも他生の縁︑とも︒

達との触れ合いがあり︑何等かの恩恵を頂戴している︒

る︒連句への手引きを受けて間もない頃︑大会に出席する

うⅡ瓢・郎か︶︒初代会長︵懇話会時代は代表幹事︶とし

本名阿片久五郎︵ひさごろうとお読みする︒ひさご・ろ

めたのが先生の印象に残っていたものと考えられます︒

こととなり︑お供をした︒記録によれば︑連句懇話会︵連

て十一年の長きに及んだ︒

今泉宇涯先生が亡くなってもう五年になろうとしてい

句協会の前身︶の第一回の大会は昭和五十七年比叡山で行
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私が住む市川市に︑俳誌﹁沖﹂が誕生してから早三十三

﹃沖﹂﹃紫微﹂の同人に名を連ね︑当然乍ら計報や追悼特輯

られ︑現在︑沖の同人で連句年鑑に名を連ねて居る方が何

り同人会長などもつとめられた︒傍ら連句の普及にも努め

ら今から三十五・六年も前の広島で︑お互い同業の営業関

児さんとは知己であったと云う︒昭和四十八年頃というか

後に解ったことですが︑故松村氏と現協会理事の臼杵勝

が組まれていた︒何か割り切れないものが残る︒

人もいらっしゃる︒中でも古い同人で﹁松村武雄﹂氏︵故

係にあり︑商売上︑丁々発止とやり合った仲だそうで︑そ

年が経つ︒宇涯先生は︑創刊当時からの主要な協力者であ

人︶の名があった︒宇涯先生を扶け︑連句の方でも活発に

られた︒そうして現今︑連句仲間で一座するようなことが

の後幾星霜︑俳句文学館で催された大会で再会を果して居

それが︑いつの間にか離れてしまった︒

出来たなら︑等考えると想像は限りなく羽榑く︒

動き廻り︑懇話会当時から会報を手掛けたと聞いた︒

あれ程肩入れ出来た﹁連句﹂であったのにどうした事で
あろう︒何かあったのかつ

名を見付けたときは正直なところ吃驚した︒その後︑協会

にお住いですが︑何と高階のお隣り同士に私の学友が住ん

った︒哲子さんは︑江東区大島という︑高層ビル群の一角

下町連句会主宰の伊藤哲子さんもこんなお話をして下さ

報などを注意して見て居たが︑僅かに第一二五号︵Ｈｕ．

で居ることを報らせてくれたのです︒Ａ君です︒工業学校

或る日
日︵
︵平
平成
成十
十三
三年
年十
十一二月︶︑朝日新聞の死亡欄に氏の

４．１発行︶︑渋谷道氏が寄せられた一文﹁還らぬひと松

の建築課で五年程を学んだ同級生で︑その後︑クラス会等

で一︑二度会っているかどうか︑くらいの遠い存在で︑年

村武雄氏を悼む﹂があっただけ︒
氏は︑﹁沖﹂の例会などでよく見掛け︑同じ宇涯先生の

﹁人情紙の如し﹂の作今ですが︑流石は下町︑哲子さん

賀状だけのお付合になって居りました︒

無かった︒連句に力を注いでくれた︑その内容について︑

のお人柄にも様るのでしょうが︑奥さん同士の話の中から

門ではあっても﹁組﹂が違うので滅多に御一緒することは

もっとよく聞いておけばよかった︑という想い︒氏は俳誌
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せめて足腰の弱らぬうちに︑出来るだけ出掛けて行き︑

古″とはとてもとてもの心境です︒

昭和十一年といえば二・二六事件があり︑大手町に第一

邪魔にならぬ程度に御縁を頂戴して廻るのがせいぜいでは

類似点が見つかった様です︒

生命ビル︵後︑ＧＨＱの本部が置かれたビル︶等が築造さ

なかろうか︑等と思って居る昨今です︒
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れた年の夏︑気の合ったもう一人の友人︵Ｉ君︶と三人で

噂

赤城山へキャンプに出掛けました︒東麓﹁大間々﹂で電車

､、

を捨て︑天幕やら二・三日分の食糧を詰めたリュックを背

髄や

負い登りはじめました︒鳥居峠・覚満淵を経︑大沼のほと

＄●

り小鳥ヶ島に至ったものです︒放牧された馬や牛︑小鳥達

申

の声︑蝉時雨などが甦ります︒大沼の水で炊飯など今では
とても考えられません︒
﹁Ｉ君﹂は終戦以前から音信不通です︒

Ａ君とはまだ再会しておりませんが︑全く人の縁という
ものは︑思いもかけぬところから繋がってゆくもののよう

､角田

琴

です︒

今年は私も宇涯先生の没年に達しました︒連句では各地

懲

､屯

の大勢の方たちの御縁を戴き︑有難いことです︒身の廻り
を少し整理した方がい︑かな︑等考えますが仲々思うよう
には参りません︒芭蕉さんの仰言る〃文台おろせば即ち反

淫八

エッセイ

詩趣と科学と雑感と

廣男

連句鑑賞の機会が増へるにつれ︑最近とみに気になるこ
とがある・去り嫌いを中心とした式目は勿論︑詩情︑転じ︑

今の時代︑パソコンに向かって日記を書く人は多いので

はなからうか︒さうなると︑十年︑二十年と言き続けたと

ころで︑どの語が︑どこで︑何回用ゐられてゐるかなどと

云ふことは︑はたちどころに知ることが出来る︒名訶であ

れ︑助詞であれ︑その用例を一覧し︑言葉を通して︑自ら

の人生を概観することが︑誰でも出来る時代となった︒

手元に︑勝峯晋風編﹃新編芭蕉一代集﹂︵昭和六年︑春

秋社刊︶と︑宇田零雨著﹁芭蕉語彙﹂二九八四年︑青士

社刊︶とがある︒存疑の扱ひなど︑資料そのものに由来す

る困難さもあらうが︑分類や整理に費やした時間を思はず

ことである︒そして︑これは配慮すれば解決出来ることで

に︑事実性の配慮に欠けると思はざるを得ない作品が多い

一方では資料作成中の思考・考察の機会を奪ふことを意味

た時点で︑用例一覧ができ上がる︒この短縮された時間は︑

達の時代にパソコンがあったならば︑資料をインプットし

にはゐられない︒正に生涯を賭した労作である︒二人の先

あるのかも問題である︒国文学の専門家でも俳詣の宗匠で

するのかもしれないが︑だからと云って︑今後パソコンが

山場︑新しみと云った詩趣に富む芸術性が強調される余り

もない私が誌面を戴いたこの機会に︑日頃感じてゐるこの

使はれなくなると云ふことは︑もうあり得ない︒

さて︑何気なく聞いた﹃芭蕉一代集﹂文章篇の一ページ

に︑ふらすこと云ふ文字が目に入った︒

句へ

川

事実確認の欠如について︑私見を認めることをお許し願ひ
たい︒

ｌ事実確認Ｉ

一Jムー

小

何故︑酒の用心を門人たちにこんなにも説くのであらう

芭蕉自身が嘗て酒でしくじったことがあったのか︒そこ

ふらすこのみえすく空に霧晴れて︵武蔵十歌仙︶

今︑フラスコと云へば︑もっぱら化学実験に使ふあれで

で︑﹃芭蕉語彙﹄を頼りに﹁酒﹂の頃を見ると︑あるは︑

か︒門人たちの呑みつぶりが︑心配だったのか︒それとも︑

ある︒しかし︑芭蕉は化学実験を目撃したのだらうか︒﹁広

あるは︑八十八︒容器関連を拾って見る︒

かぜ吹ぬ秋の日瓶に酒なき日︵冬の日︑炭売のの巻︶

辞苑﹄には︑フラスコは﹁西洋風の首の長いガラス製の徳
利﹂とある︒芭蕉のふらすこはこれであらうか︒職業柄︑
些か気になるところである︒

底までしみる土器のさけ︵はっ雪独吟︶

米は瓢に酒は徳利に満︵蓬来島︑移芭蕉辞︶

瓶には金属製や陶器製もある︒しかし︑ガラス製の土器

と云ふのは無理︒また︑ガラス製の徳利もあらうが︑庶民

の徳利は陶器製か磁器製︒と︑云ふ訳で﹁かぜ吹ぬ﹂の前
後の句を当って見る︒

句句

芭蕉は︑この玻璃壜に何を入れたのだらうか︒芭蕉はお
酒に厳しかったやうだ︒有名な﹁会式﹂に︑
又日

鹿食鹿茶あるにまかせよ
酒乱に及事なかれ

行脚碇に︑

オ四

鶴見るまどの月かすかなり野水

一︑好んで酒を呑べからず︒餐應により固凱しがたくば
微醇にして止ムベし︒乱に及ばずのいましめあり︒祭

かぜ吹ぬ秋の日瓶に酒なき日芭蕉

萩織るかさを市に振する羽笠

に︑もろみを用るも酔るを憎てなり︒酒に遠ざかる訓
あり︑眞や︒
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つ い で に ︑ はつ雪独吟百韻を見る︒

四の折九

一さしと烏帽子すすむる白拍子
底までしみる土器のさけ

おけば早く済んだものを︒この巻の発句は︑

塩にしてもいざことづてん都烏

青桃

挨拶句である︒京都の鈴木春澄が︑松島見物の帰路の途

の内の一巻ということが分かる︒文化の成熟した京都のこ

折々に風吹通す翠簾の隙

白拍子とくれは︑やはり土器が宜しい︒鶴を見るまどは

と︒庶民には珍しい玻璃壜に︑もう延宝六年以前に油を入

中に江戸に立ち寄り︑歌仙十巻を残した中の青桃出座三巻

玻璃窓ではあるまい︒かすかなる月であればこそ︑かぜ吹

れて使っていたのだった︒

ｌ実証性の欠如の原因ｌ

ぬ日の酒瓶は玻璃製︑すなわち︑ふらすこには酒が入るこ
ともあったのだ︑と納得するはずだった︒念のため︑もう
一度﹁芭蕉語彙﹄を見ると﹁ふらすこの﹂の句は武蔵十歌

だが︑このやうに︑当時はどうだったのだらうか︑本当だ

かくして︑たまたま目にした気になる語は︑解決した訳

にあたる︒

らうかと︑私の浅学非才は勿論隠しやうもないが︑首を傾

仙︑塩にしてもの巻とある︒再度は﹁芭蕉一代集﹄連句篇

オ六

げるやうな付句に出会ふことがしばしばある︒

今日の連句鑑賞では︑式目は歴史の時点によって移らう

高う吹出す山の秋風春澄

ふらすこのみえすく空に霧晴れて青桃

ものであるから︑常識の範囲内であれば︑すなわち連句の

かつての談林の轍を踏むことはなく︑大方は首肯されるで

特徴の一つである逆進性の防止に配慮がなされてゐれば︑

油なになに雲ぞなだるる春澄
とある︒しまった︑油だ！なんだ︑こっちを先に当って
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あらうｃ

詩趣の有無も連句鑑賞の際の最優先事項である︒後段に

たことも驚異的だったはずであるが︑私たちを運ぶ輸送手

段の発達は︑一座建立の持続の原動力にはなってゐないや

とまで云はれる︒したがって︑当座の気の配りは︑式目以

注意では済まされない深刻さをもつ︒一座連衆の連帯責任

とは︑致命的な暇疵と看倣される︒詩情の欠如は︑捌の不

興に腐心する今日では︑連句作品にとって﹁詩情が無い﹂

ことも互いの了解の許に確認が完了する︒現在の連句実作

去り嫌いを始め新しみや転じ︑詩趣と云った表現に関する

され︑自ずから事実確認がなされる機会が存在する︒当然︑

色々な話題が出され︑種々の解釈が披瀝され︑矛盾点は正

一座は︑事実性の確認がなされる場でもある︒そこでは︑

うである︒

上に﹁新しみ﹂と﹁詩趣﹂に割かれることになる︒その結

の多くは︑相当な努力の果てにこれらの確認が保証される

述べることであるが︑俳請が詩芸術となって以来︑連句復

果︑珍しい言葉の採取︑面白い内容の強要︑和漢東西諸文

ことになる︒

存疑ではあるが︑湖中の宣葉集﹂遺語の部︵廿五条︶

ｌ科学と事実確認ｌ

骨奪
奪胎
胎に
に走
走る
るあ
あま
まり
り︑
︑事事
芸の換骨
実実
誌確認が疎かになること云
ふことがあるのではないだらうか︒

一座建立の新たな意義ｌ

上弦は七日八日頃の月

に︑

場の緊張と緩和の醍醐味は当意即妙の知的遊戯に後退して

下弦廿二三夜頃の月

今日の連句では︑一座建立は建て前に過ぎない︒即興の

しまった︒この原因は︑云ふ迄もなく遠隔伝達を可能にし

度の発達にある︒それと共に︑その昔︑二十日以上を要し

断はる理由があったのであらうか︒﹁広辞苑﹄には︑上弦

を芭蕉の言葉として挙げてゐる︒当時︑このやうなことを

た電話やファックス︑電子メール等の通信手段の驚異的速

た京都・江戸間の往来が︑今日では三時間足らずに短縮し
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の後段で﹁太陽暦で毎月七日・八日頃に当る﹂と述べる︒

は﹁新月から満月に至る間の半月﹂とある︒ところが︑そ

のである︒いつか︑浮世絵に描かれた月が﹁三日月﹂と断

よいだらう︒当時︑このやうなことを断はる理由があった

に事実︵時間関係︶と詩性︵芸術性︶を教へてゐるとして

がある︒芸術上の嘘である︒虚構である︒連句にも虚構は

前者は天文学の解釈として正しいが︑後者は芭蕉遺語に重

上弦の月と云へぱ︑連句では陰暦七日・八日頃の月に限

あってしかるべきであるが︑絵画と違ひ︑連句は日常生活

わり書きがありながら下弦の月になっているのを見たこと

ると教へるのであらうか︒それとも︑弦の張り方としては

を反映するものであるから︑事実と違うことは避けなけれ

なる︒これをどう解釈したらよいであらうか︒

陰暦七日八日頃と廿二三日頃が最も美しく詩情を寄せるこ

ばならない︒連歌と俳請の連歌の異なる所以であらう︒

と十六夜︑立待︑居待︑臥待︑更待︑と名のある月の果て

頃﹂の定義も問題となるが︑それを寝るまでの時間とする

美しく輝くのは夜頃も夜頃︑深夜となる︒そうなると﹁夜

謂惚けた︵呆けた︶月であるから︑陰暦廿二三日頃の月が

ことばと併せて︑よくよく味わう必要があらう︒

い︒私たちは︑﹃俳詰狂歌画賛集﹂記載の芭蕉翁の有名な

いと︑芭蕉さんは教へてくれているやうに思はれて仕方な

人知が及ばないのだから︑よくよく心を砕いて作句しなさ

とある︒私には︑天文事象については自然のなすこと故に

一︑天象晴雲等は力を入れて句赴事

心得として︑

一止・江三共編の﹁むつのゆかり﹂延宝五年に︑附句の

とができると教へるのであらうか︒ともに半月の頃であ
る︒それにしても下弦の条は︑ことに﹁夜頃﹂と断わって
ゐる︒同じ半月でも︑上弦は夕方に南中し︑下弦の南中は
早朝である︒したがって︑人の目に触れる機会は上弦の月

に廿三夜の月を置く下弦の充実ぶりは︑日常として観られ

俳諾をいたづら事と恩ふなよ・

が優る︒下弦の月は︑むしろ朝月・昼月に印象が残る︒所

る事実よりも︑欠けてゆく中に侘びしさの予感をも愛でよ
うとする古人の意思を感じる︒すなわち︑わづか二条の中
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うき世のさまをうつすことのは

この歌を深く信じた祇徳は︑多くの門人に書き送ったと
一云︑っ︒

ｌ詩趣大事の因ｌ

芭蕉が生まれた正保元年は寛永二十一年であるから︑こ

れは︑寛永年間に﹁連歌に代はる言葉遣いの自由な新しい

連歌﹂が広く定着してゐたことを意味してゐる︒お稽古事

の一つとして︑あるゐは諸芸の一つとしての俳譜が︑宗因

や芭蕉が登場する以前に︑既に確立してゐたと云ふことで

あらう︒当時の人々は︑伝統的な連歌と俳譜の連歌とをど

たのは室町時代後期であった︒それに続く安土桃山時代を

宗鑑や荒木田守武が︑連歌から俳詰が独立する機運を作っ

術家庭科の先生とテレビを組み立てた︒でき上がったもの

私は︑初めて秋葉原に行き︑買い集めた部砧で︑徹夜で技

記憶を辿れば︑東京オリンピックの時︑テレビ見たさに

のように捉えていたのだらうか︒

含めて︑松永貞徳や西山宗因が活躍する江戸時代初期まで

は︑ピーピーと発信する代物ではあったが︑ともかくも映

申すまでもないことであるが︑俳詣の祖と称される山崎

の間は︑俳諮の揺藍時代とも云へやうが︑資料に乏しい時

人の言へるを聞けば︑このごろ世上のもてあそびに俳譜

か︒それと同じやうに︑﹁ことのほか俳譜を流行らせた﹂

がテレビの映る原理や無線の仕組を知りたいと思ふだらう

像と音声は出た︒今は︑生まれたときからテレビがあり︑

ことのほか流行るといふ︒：⁝・連歌にかはり︑何事にも広

当時の人々には︑伝統的連歌と俳請との対比は意識してゐ

代である︒正保二年︵一六四五年︶の﹁ひそめ草﹂は︑次

く言ひ出せるまま︑よき発句などもあまた言ひょかるらん

なかったのではあるまいか︒目前の新しい芸能を楽しむだ

パソコンがあり︑携帯電話がある︒そのやうな時代に︑誰

と人も思ふくけれどすぐれたる心作には知らず︑愚かなる

けではなかっただらうか︒

のやうに云ってゐる︒

口にてはなかなか有るべからず︒

一七世紀初頭︵元和・寛永年間︶の俳譜の宗匠と呼ばれ
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は︑元禄十一年︵一六九八︶刊の﹃続五論﹄に云ふ︒

た芭蕉俳譜の本質を意識せざるを得なくなった︒各務支考

必要がなくなった代はりに︑俳譜の連歌を詩芸術に昇華し

謂宗匠は︑連歌の﹁雅﹂に対する俳諸の﹁俗﹂を意識する

ひがあるらしい︒諸芸か詩芸術か︒もはや︑芭蕉以降の俳

る人々と︑俳聖芭蕉を得た元禄以降の人々とは決定的な連

先が長い︒ギリシャへの単なる回帰復興ではなかったョ−

何を継承したのかの検証を怠るならば︑現代連句の復興は

るいは活動が活発になることは大変結構なことであるが︑

そ︑現代連句の復興が重要なのである︒連句人が増え︑あ

の中でなされたものでないことも事実である︒だからこ

ことは周知のことである︒しかし︑その継承は時代連綿性

かしきは俳譜の名にして︑淋しきは風雅の実なり︒この三

質を何処に定めるかは︑私たちに突き付けられた諸刃の刃

更にそれを敷桁すれば︑連句復興を願ふ今日の俳譜の本

ロッパ・ルネッサンスに学ぶことは多い︒

物に及ばざれば世俗のただ言となりぬくし︒詩といひ歌と

であるに違ひない︒

俳譜といふに三あるべし︒華月の風流は風雅の躰也︒お

いふ俳譜は高下の情をもらすことなし︒

享保四年︵一七一九︶の﹁俳諮十論﹂では︑

おかしきは俳詣の名としるべく︑さびしきは風雅の
躰としるべし

と︑俳譜の本質を﹁さびしみ﹂とし︑それを正風となした︒

この時点で︑俳譜の対象は眼前の事物の事実から心象の真
実に遷移した︒この風は︑一方では今日も継承されてゐる
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平成十四年の連句界

土屋実郎
平成十四年は連句協会発足二十二年目に当り︑全国各地

のも心強い限りである︒また︑十四年版﹁連句年鑑﹄は九

月に発行されたが︑作品数は二百三十八巻と昨年比九巻の

減となったが︑その形式は長短さまざまのものが見られ

た︒結社数は二百三十七で五グループ増加している︒

また︑日中連句研究会が四日間にわたり愛知県赤坂︑桜

花学園大学︑国士舘大学︑深川芭蕉記念館の各所で行われ

を楽しもう﹂︑宮脇真彦﹁芭蕉の方法連句というコミュ

さて︑連句関連の出版物であるが︑稲田真空﹁地球連句

たことも連句の国際化に貢献したことと思われる︒

二月に刊行された﹃現代連句集Ⅱ﹄をあげなければならな

ニケーション﹂︑﹃暉峻康隆の季語辞典﹂︑芭蕉夜涼出版会

の連句活動は益々活発なものとなった︒その第一として︑

い︒これは協会発足十周年を記念して発刊された﹁現代連

編﹃芭蕉夜涼﹂︑田辺聖子﹃武玉川・とくとく清水﹄ｌ古

川柳の世界ｌ︑連理会編﹃文和千句式目一覧﹄︑今泉準一

句集﹄に続くものであり︑連句界二十年の足跡を辿るのに

ことで︑東西二つの行事が行われたことも特筆に価する︒

﹁注解芭蕉翁終焉記﹄︑別所真紀子﹁芭蕉経帷子﹂︑小林惟

誠に要を得たものである︒また菅原道真遷御千百年という

一つは東京亀戸天神で行われた正式俳請の興行であり︑も

次に連句作品集及び雑誌であるが︑﹁燗何﹂吃号︑﹁れき

司﹃寺田寅彦と連句﹄などがあった︒

ある︒後者は約一年をかけて海内海外の連句人に呼びかけ

おん﹂舗師粥調号︑都心連句会﹁二○○一年作品集﹄︑﹃第

う一つは大阪天満宮で行われた法楽連句千百韻奉納大会で

て付け廻しを行ったもので︑三百五十年前の西山宗因の万

連句集﹄︑国民文化祭ぐんま﹁実作会作品集﹂︑千代の会編

十三回全国連句新庄大会作品集﹄︑﹃四木歌仙五﹄︑﹁下町

その他各地で行われた連句行事は次頁の表を参照された

﹃洛中六歌仙﹄︑﹃猫蓑会作品集皿﹄︑中央連句会編﹁連句作

句興行に匹敵するものと思われる︒

い︒作品公募を行った大会が昨年より一つ増し七となった
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くら草連句会作品集陀﹄︑﹁俵口﹄第七号︑﹁俳譜彩の国﹄︑

歌仙花のさきがけ﹂第十集︑伊勢原連句会編﹃連句集﹂︑﹃さ

品集﹄︑高木一恵句集﹁馬の子に﹂︑くのいち連句会編﹃六

った︒ここに記して深く御冥福をお祈り申し上げる︒

一日には元会長を務められた大林杣平先生を失うこととな

ツプをして下さった︑小松崎爽青さん︑そして十二月三十

第弱回芭蕉祭﹁献詠句集﹂︑連句集﹁うぶすなの杜抄﹄︑連

句集﹁転名ｌ現代連句一端﹂︑徳島連句懇話会報百−タ
ス﹂等々応接にいとまのない程であった︒雑誌も﹃くさく
き﹂﹃あした﹄﹁白燕﹄﹁丹想﹄﹁獅子肌﹄﹁筑波﹄﹃かびれ﹄
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﹃俳譜接心﹄﹃摩天楼﹄﹃ねこみの通信﹂等多彩であった︒

、

またこの年の慶事の第一は獅子門道統第四十世を伊藤白
雲氏が継承されたことであった︒六月二日に立机式が古式
豊かに挙行された︒連句の向上と普及に益々の活動を願っ
て止まない︒

しかしまた︑連句界に尽された諸先輩の物故も多かっ
た︒伊賀連句の発展と芭蕉祭への連句参加に尽力された恒
岡成弥さん︑国民文化祭のかがわ︑ひろしま︑とっとりの
成功に生命を削って下さった渡邉陽行さん︑俳譜誌﹃杏花
村﹄を百号まで発行し︑連句懇話会の代表幹事をされ︑現
代連句の幅を拡大された︑わだとしおこと村野夏生さん︑
長年﹁かびれ﹂を主宰され︑協会名誉会員としてバックア

：､

参嬢一

一

平成十四年連句行事一覧表
日

1

19

2

1

行

事

理事会（日本青年館）
協会報124号発行

28
２

３

4

諸

協会行事

月

現代連句集Ⅱ刊行
常任理事会（青年館）
協会報125号

］

21

第21回総会・全国大会(青年館）

4／25菅公御神忌壱千百年正式俳譜（亀戸天神）
4／29第6回愛媛昭和連句草創碑記念大会． （松山市）

5

12

関西連句を楽しむ会・笠着俳謂
（天満宮）

5／26
18
５

1
６

7

丙

1

第221m大山阿夫利神社正式俳詰（伊勢原市）

理事会
協会報126号
常任理事会（青年館）
協会報127号

8／6〜9

第2回日中連句研究会（赤坂・桜花学園
大.国士館大・芭蕉記念館）

8／23縮13回千葉膿支部総会（市川市）
７

q

理事会（青年館）

9／24馬場凌冬百側忌lE式俳譜（伊那市）
10

1

協会報128号

l()／11

第1O1nl伊侭上野しぐれ忌連句会（上野市）

10／12

節56回芭蕉祭． （上野市）

10／13第l4IiIlさきたま連句大会* (熊谷市常光院)
10／25．26
11

12

2

1

21

鮒l71iII国民文化祭とつとり。 （関金町）

常任理事会

11／l7

さいたま巾鋪5 1111連ｲﾘを楽しむ会

12／8

平成連句競泳20()2発表会＊ （清溌庭￨噺l）

協会報129号
臨時理事会（役員改選）

＊は作品公募を行ったもの
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作

口叩

ｌ連句グループ五十音順

ゴ

八川口・会津の会ｖ

歌仙﹃秋の蚊や﹄

机に残るコスモスの蕊

秋の蚊や図書館にある小暗り
兎等は月のえくぼでかくれんぼ

磯直道捌

田中雅

磯直
山崎捷

渡部春
大内釜ロ

ナォ海鳴りのあるとき高き実朝忌

お墓の前で帰国報告

怪我つづく苦境乗り越え金メダル

メッキ剥がれて想い遥かに
せんせいの鞄の中に棲む孤独

水筒の酒ピチャリピチャリと

子供達めだかを追ってズブ濡れて

炎天に干すさらし六尺

下町の溝が乾いた路地の裏

振袖さんのお座敷はどこ
満月の盆に溢るる身請代

そぞろ寒さに﹁たけくらべ﹂読み

ナゥ幕内に大河ドラマの菊人形
古き如雨露の穴づまりして
日曜日親父は庭で火を起こし

大掃除すむ小さきお社

片田舎おらが花っこ世界一

弥生の空に光る秀峰

秤雌什池無断朋十私叩密︵文音︶
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望遠鏡にカメラとりつけ
農継がぬ長男坊の指細く

今破られし女人結界

冷房きかせピァノレッスン
ゥいかづちを伴い来たる乱れ雲

月冴えざえと艶な芭蕉布

走り根の岩を噛みたる峡の道
眼下に見ゆる家並さがしつ
合併の後の地名にとまどいて
絵屏風の置かれし閨に香のほのと
そのままにあるコップ・水差し

男料理の腕のめきめき

講演はたすき前掛け気ばたらき

貝からそっと出でしやどかり

花どきを選びて古稀の同期会

雅一水捷道雅一水捷道雅一水雅道子子道

水捷道雅一水捷道雅一水捷道雅一水捷道

元島沢山尾部
長

政美宏英智み

八東京・青葉連句会ｖ

八島美枝子捌

つ
枝

歌仙﹃蜻蛉生れ﹄

青葉風受けひらく弁当

蜻蛉生れ課外授業の列乱る
はからずも逢ふ旧き友だち

売店のこけしのどれも細目にて

猫くぐりゆく晩菊の垣

ナォたんぽぽの紫のはらりとくずれたる

新居はここに構へやうかと

ときめきて青き瞳のきらきらし

手相ほめられ共に喜び

夜の端居寄り添ふ影の瞳びをり

湯上りに見る自惚れ鏡

人みしりする犬よけてジョギング

隣国の報どれも怪しき
法力に鎮圧さるる孫悟空

アニメ画像に子らの見入りて

月光の孤高の色を窓外に
栗焼く屋台駅前にたち

ナゥシグナルの赤のにじみし秋の雨

久しき客を招き楽しむ

年金は介護保険とセットにて

籠の烏鳴く餌のゆたかに

花の坂ほのかな酒気とすれ連ひ

︵於・八島美枝子宅︶

ボートレースにあがるどよめき

平成十川年六月五日首
平成十四年十月二日尾
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爪弾けるギター搦々月高し
ワ見違へる和服姿の風炉名残
黒髪ながく椅子にくつろぐ

民芸織の腕輪お揃ひ

国境を渡る女優の深き恋

齢重ねて柔和なる人

カラオケの愛の讃歌にうっとりと

巫女の溜り場話果てなし

冬の月廃船置かれゐしままに
落葉踏みゆく老いを案じて
ピザパイの熱きが届く日曜日
川沿ひに江戸の歴史の花の雲

肩車してメーデーのゆく

石八会内丸谷

み智英み政宏美英智み美智子子子子恵子

美英み智政英宏智美政み英み智英宏美政

ザ

八仙台・青葉城連句会ｖ

小野寺妙子

歌仙﹃春嵐﹄
鈴木文男捌

戸を鳴らし眠り妨ぐ春嵐
高枝揺れて懸り凧落つ
佐藤ちよ子

鈴木文男

菜の花にさそわるるまま野に出でて

ナォ遠足の子等門前を駆けて過ぎ

民話を語る長岡輝子

世論あと押し内部告発

やるまいぞやるまいぞとて舞台去る

雪しまき葬りの列の乱れがち

霧氷の下にゆるる赤き実

ポーズとりこれ見よがしのボディライン

裸の王の探すお后

谷川に沿いて数なす旅の宿

父柤累代の家宝甲冑

証りもきつく民具紹介

みちのくの新幹線に期待大

ち

男

男

余韻にひたる演奏会場

新入部員立てぬグラウンド

短冊に月の一句をしるす客
秋鰹きておひらきになる
ゥ障子貼り糊づけ中に宅急便
見合写真の生真面目な顔
面影を胸奥に秘め時を経て

妙

男

ナゥ松手入れ位置変えるたびたばこにし

靴音のひびくのみなる十三夜
風炉の名残りに銘菓届きい
ち

妙

あれさま被り揃う茶摘女

鼻緒のゆるい下駄をつっかけ
はなれ里トンネル抜けて花明り
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妙

湧き返るＷ杯の日本に

ち

妙

絵文字あまたのケータイメール

ち

癖に仙一叶狂叩函︵文音︶

男

作り滝据え老舗中庭

男
秤雌汁

梅雨冷えのビルの谷間に淡き月

恩師招いて祝う還暦

ち

妙

薦被り三輪の社に鎮座して

診療所樹齢を誇る花万朶
部屋出る蝶は何か忘れし

妙ち男妙ち男妙ち男ち妙男ち妙男ち妙男

あこね

ハ伊勢・茜ｖ

スサノオ

﹃素美鳴尊﹄

ミモロ

竹内茂翁捌
竹内茂
富Ⅲ︷疋

サィワィ

社翁の雨も天の幸
和田宙心

金木犀の強き芳香

挨かむりしゴヤの贋作

巴里郊外毎週蚤の市が立ち

砂漠の月に嗽尾をあげ

イングリッシュブレックファースト夏の旅

オイｌお茶と余計なことを眩きぬ
すこしずれてるマンホールの蓋

浪速誰りのおんなのオッサン

タイガース今年は優勝待ってます

堂裏よりの魚板打つ音

ゥ掌にのこる茶碗のぬくみ冬隣

月光り省くものなしトルソーに

風趣贄味自然の恵み

アマ

海胆を焼く藻塩火とろりゆらめきて

素菱鳴尊を祀る三諸に春きざす

仙

朱の橋を渡れば花の咲き乱れ
パントマイムの壬生の狂言

ナォ大海を知ったる蛙は声高く

ミルクキャラメル舌で遊ばせ
仮縫のウエストライン細く締め

１号線を北え北えと

羽根休むいつもの杭に番鴛鴦

芥子れんこん辛口の酒

ハンナリ

ヨークシャのレバーを移植したという
マサグ

弄りみればこれは半陰陽
灯心を抑え抑えて隠し部屋

枕替りのロシア語辞典

キザシ

雨になる兆の量や望くだり

︑ンタタ

明ければまぶし四方の錦に
ナゥ秋刀魚の瞳覗けば泪滴らせ

草を褥に天下泰平

杣小屋の黙って借りる外圃

鍵の穴から春きざす風

朝日より夕日の似合う花に酔い

︵於・伊勢巾・閑竹庵︶

鐘霞みおり吉野連山

平成十四年四凡十Ｕ首

平成十四年叫川二十Ⅲ尾
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歌

美女翁美女翁美女翁美女翁美女翁美女翁

美翁女美女翁美女翁美女翁美女翁美女翁

才

八東京・あした連句会その一Ｖ

歌仙﹃初空や﹄
宇咲冬男捌

Ｉ雌書き継げる日記に冬を隣りにす

ナオ

ー宇野千代荷風まねる文体

いまどきは運動靴がファッションに

中国製に押さる業界

帰り路の背なかを濡らす細雪

うつるごころを埋める真夜酒

つかの間の恋ゆえ炎ゆるあす忘れ

猩初空や早や漂泊の雲浮かべ

人倫のついに解けたるヒトゲノム

なぜなぜ問答いつ迄続く
風紋の砂丘のはての浦の月

樽の神輿が隅にころがる

石田加津子

宇咲冬男
次山和子
仲澤輝子

十八韻の響く新年

ほっと息抜きお茶をいつぷく

白石かずこ

佐々木柳女

声撒きちらしかえりゆく海猫
脇ピノキオの糸の切れたる円朝忌

腹ふくれベビー生まれて一ダース

ナウ

ー尻丸出しでずっこけし芸

愛子さま撮る追っかけも増え

太陽に花は燗漫花えくぼ

春の定まる不忍の池

︵於・上野・東京文化会節︶

平成十四年一月二十六Ⅲ首尾
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パソコンを打つ手お琴に持ち変えて

桜貝現る紅の淡々

福田太ろを

おぼろ夜の揺れる想いは舟に似て
隙野遊びのおにぎりに勝つ食はなし

中尾硫苦

ウ

くおんぶにだっこへたな母親

久﹃

か

輝

蘭丸めきて妖し雰囲気

駅前でいつも逢う顔いとおしく
お互の腿にタトゥーを付け合って

輝

対馬路中

和

加

加

テニスコートに紙の飛行機

夏の霜より薄く消え去り
青柿を心に掛けて逝きし兄
ステッキを振りプードルといく

路

久﹃

ロンドンの郊外にあるキーッ館

秋の徽雨にきのうきょう過ぎ

花灯篭花街残る果てに寺

輝か和か輝冬か和加輝太か柳路和かか硫

八東京・あした連句会その二Ｖ

角旧双柿

角田双柿捌

十八韻順候式雪月花﹃里の春﹄

猩里の春立つや伽藍の高みより
新井正子

桜井つばな

バイオリンソナタの曲の流れ来て

オ

く幹隆々と咲く臥竜梅
今泉房枝
飯田春紅

ウ

やんわりと口説き上手にほだされし

棄田多田男

中野スミヱ

石田加津子

夏の蝶々おどりいでたる
豚万緑の湖に逆立つ雪の峯

Ｉ風と戯る湯上りの髪
袴の香具師リストラの末

春

房

つ

馬肥ゆる秋忘る礼節

地方自治都心にカジノ出来るかも

︑肱初月夜砂漠の国の戦果て

ナオ

多

ス

ビル街の辻々に突く風師走

春

つ

ー右も左も皆山頭火

下戸はしきりにおでんあされり

多

双

正

更けし夜に阿呆あほうと鴉鳴き

健康ジムはいつも満員
Ｉ脇花の雲流れに遠き古堤

ナウ

ー篤農家播く赤米の種

十八韻順候式雪月花の制定について
今から十五年前︑平成元年の国民文化祭が埼玉で開かれた
ことを機に︑私は短い時間で一巻が完成する新しい連句形式
を槙索した︒そして考案したのが︑伝統形式である﹁十八公﹂
をヒントにした﹁十八韻﹂という新形式の連句であった︒
このたび﹁十八韻﹂に更に手を加え︑連句の国際化に対応で
き︑若い人にもルールが容易に理解されることを基本構想に︑
十八韻順候式雪月花を制定した︒
十八韻順候式雪月花の特長
一この形式は春夏秋冬が順に展開される﹁順候式﹂である︒
従って分かり易く︑新人や外人でも受け入れ易い・

座の位置がわかりやすい︒

二承︑転︑結の面変わりに雪︑月︑花の座を設けたので定

伝承も入ることになる︒

三南国の詩人達によると︑南国では雪が降らないだけに憧
れがあるので︑花よりもむしろ雪がイメージしやすい︒例
えばキリマンジャロの雪のように︒これで日本の雪月花の

宇咲冬男

四海外では詠み進みながら翻訳する必要があるので︑歌仙
三十六句は重たい︒その半分の十八句であれば適切な長さ
といえる︒

︵於・さいたま巾常盤公民館︶

平成十四年四Ⅱ二十九Ⅱ甘尾
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オ

八東京・あした連句会その三Ｖ

十八韻順候式雪月花﹁黄沙降る﹄

新井秋芳
大野優
三枝霧子
室伏章郎

新井秋芳捌

宮脇美智子

狸吠え続く岬の汽笛黄沙降る
く岩にはりつく海苔掻きの人
留守の縁郵便の束置かれいて
湖を見おろすご自慢の部屋

山崎浪江

ウ

Ｉ逢いに行くのはいつものバスで

砿雪渓のはるか彼方へ夢を追い

優

章

道ならぬ道に齢が邪魔をする

秋

垂早

霧

章

忘れられたる棚の瓢箪

焼けぽっくいに自棄酒で火が
踏み石に鼻緒のゆるき宿の下駄

１雌イージス艦甲板に兵望の月
ナオ
ーにつぼんの歌ハーモニカ吹く

浪

ナウ

霧

一早

幸務

美

優

河豚刺を食べ僧眠られず

禿鷹のファンドの狙うマーヶヅト

一二三四朝の体操

仁術は昔の話今は算術

︑鳩ふりそそぐ千と千尋の花盛り

ー鴫り満つるふる里の森

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十四年四月二十九Ⅲ首尾
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オ

八東京︑あした連句会Ｉその四Ｖ

歌仙﹃滝凍つる﹄
腱滝凍つる乾坤の声絞り込み
く瑠璃をひそかに竜の雷の実
硬き歩道をメトロへと行く

副都心宝石店の開かれて

Ｉ雌ホームレスご難つづきの昨日今日

麓蒼と寺の回廊蚊遣香

ナオ

ー涼を求めてまたも引越す

締切近き槁はかどらず

しがらみを解く松過の頃

何くれと年増おかみの世話厚く

雪を置く無垢の若菜野美しき

白根順子捌

高橋たかえ

白根順子
後藤清美
栗原英甫

佳境に入りて舞う玉三郎
俳譜は老若男女なごやかに
地酒の味の喉に沁みたる

湖に天心の月鎮もれり
順

ナウ

大壺に挿すななかまどの実
︑脇一言に長き悩みの砕かれし

命たたえて響くカリョン
絢燗と峰を渡れり花の虹

︵於・上野・東京文化会館︶

二月二十日首尾

ぽっかり浮かぶ雲の長閑やか

平成十四年
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た

芸術祭に掲ぐ演目

清

買い替えしデジカメグランドゼロを搬り

ーャンキース入りゴジラは決めて

尺八の幽く聴こゆ望の月
確蓑虫のゆらりゆらりとひれもすを

清

清水孝男

清

英

順

ウ

Ｉ思いもかけず送られし文
画学生愛の告白絵に托し
パリの並木の夢に幾たび

た

黒田節

教会の十字架に錆ひろがり来

ケケケケと鳴く烏屋の鶏
朧月同窓会でほろ酔いに

順

た

東西南北星はまたたく

骨折痛しエイプリルフール
寄植の香りの愁いシクラメン

た

英

餅花の夕べ華やぐ太柱

おでんを囲む親族同胞

清順た英節順清英孝順清英た清英順清た

オ

成田淑美捌

お金英典世淑
は

八東京・あした連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃草の市﹂
壁早の市かの地より濃きこの世の灯

く音のたかぶる秋の川波

Ｉ雌操み合って蛙合戦たけなわに

仰天しモンローウォーク乱れがち

ナオ

ーふいに降りくる大粒の雨

胸毛あらわに踊る集団

どろどろに燃えてとろける汗と汗

呆けしあとの出がらしのお茶

近頃はコンビニ弁当﹁こしひかり﹂

安く楽にと暮らすポイント
支持率が気になる与党風見鶏

廊下の奥に誰かいますか

骨壷をかかえひとりの温め酒

残る紅茶に月の皓皓

Ｉ脇あれほどのサッカー熱の早もさめ

南極へメールで送る晴れ姿

ナウ

ー噂の本は図書館で借り

巨石の鋤く並ぶ寒明け

花影に佇てぱ王朝人めける

しゃんしゃん跳ねる丘の若駒

執

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十四年十月十九日首尾
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月光を浴びしレトロな駅舎にて

豊礫として笑顔よるしき
筆遣い勢いのある肖像画
暦の裏へおよぶ冬ざれ
ウ

愛さえあれば越せる国境

城雪降ろし体験ツァー町おこし
ｉ次男が継ぎし牧のなりわい
見初めたる研修生は青い眼で

富士長々と海へ裾ひく

中年の幸せ太り糖尿病

昔に倣い時烏待つ

御神楽の果てたる真夜の夏の月

机の挨はらう暇なし

選ばれて紙面にぎわすニュートリノ

春の障子の白さほのぼの

高層のモデルルームに花一枝

禍須山後新成
田加司藤井田

淑お金典世英世お淑英典おら男子雄紫美

筆淑世英典金世英淑典お世英典金典お世

オ

八東京・あした連句会その六Ｖ

夏﹃の鴫﹄

Ｉ肱案内図広げて辿る春ぼうし

希望断スペースシャトル無残にも

ナオ

ー薄暗がりに占い師おり

ビルの谷間に風騒ぐ昼

桜沖つばな

大豆生田伴子

反古の煙のよこ這いて消ゆ

盛皿に箸つつき合う子だくさん

もう離さないこの手冷たき

マフラーとブランド品のみやげ物

渡辺ゆり子

大豆生田伴子捌

留守番の婆のつくろいきりもなし

胸を張りママさんコーラス高らかに

通り抜けゆく托鉢の僧

三澤律乃

名月をみちづれにして月の山
柿の頃にて﹁柿﹂という席

ひらきたはじむ

谷田男児
大石視朗

脇峡深く析の音ひびかう村芝居
つ

つ

平成十四年十一月十日首

︵於

平成十五年二月二日尾

上野・東京文化会館︶

初虹かかる武蔵野の果

本丸の威風堂々花万朶

リュック揺らして遠足の列

たまちゃんがなまえを替えてでてきます

ナウ

ーパステル調の色のいろいろ

男

ゆ

は

秘めたる愛を告げるすべなく

視
男

ゆ

赤妖し犬が吠えてる夏の月
地雷撤去に汗だくとなる

伴

はるばると道なき道をトラックで

律

国へ錦を飾る横綱

花吹雪河の流れの宿々と

視

少し弛みて続く電線

行きずりの浴びるほど呑む旅の酒

ウ

ｉ郵便ポスト大き口あけ
癌の友産土神にお詣りし

頤夕さればとぎれとぎれの残る虫

満月の径長々と海へ向き
秋寂ぴに佇っ少年の背ナ

ブリキ玩具の置き去りにされ

狸天平の礎石あらわや冬の鴫
くひたすら黙し立てる寒木

仙

画架をかかえて陽炎の中
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歌

律伴ゆ男つ律視男つは男律視つ伴ゆはは

八東京・あした連句会その七Ｖ

臆ランドセル背負いて嬉々と入学児

欠点が個性となりて財を成し

ナオ

ー永字八方はみ出している

太っちよの婦人昔はマドモァゼル

賑わいの遠くもれくる酉の市
愛犬を連れこぼすしわぶき

歌仙﹃冬めける一

高橋たかえ

言葉はいらぬ熱き抱擁

枯山水に美しき箒目

柴崎絢子

砂浜の足跡を消し潮の引く

高橋たかえ捌

一一一沢律乃

才

庭橋一つ渡るや瀬音冬めける
ｉ吹きあつまりし水鳥の群れ
関根雪子

公園のジャングルジムに声わきて

偽古里は冬を隣に鎮みいて

倒れながらも咲けるコスモス

望の月母の心念届けたし

汚れがめだつジョギングシューズ

名作童話棚に数々

た

消水うた子

絢
律

ナウ

突然にテレビカメラが取り巻ける

傘寿の祝い延ばしていしに

あした輝く春の曙

︵於・上野・東京文化会節︶

平成十川年十一Ⅱ七Ⅱ肖尼
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口笛を鳴らしつ帰る月の道

籾殻焼きの煙たなびく

豚みちのくの村は総出の芋煮会

ウ

Ｉ新幹線で通勤の日々

ー寄木細工を守る名匠
た

高楼の宴とはいかに花見酒

壷ヨ

絢

師の伴がいつしか慕う身となりし

湖畔の宿でよよと結ばる

律
幸ヨ

折り込みを郵便受けにあふれさせ
あれにしようかこれにしようか

月涼し路地にはなやぐ下駄の音

雷つ

絢

律

た

寺々をめぐりて弥陀の慈悲を受け
予後をいとしむ光ゲのやわらか

律

京都へ行って鰐を食べよう

花の陰ベンチに憩う乳母車
家並みはるかに揚る大凧

律た絢律雪う絢絢律たたう絢雪律た絢う

八東京

あした連句会その八ｖ

弘

矢倉澄子
小岩秀子

高尾秀四郎

篠原弘脩
中野稔子

篠原弘脩捌

十八韻順候式雪月花﹃麦の秋﹄

越麦の秋風さながらに輪唱す
ぐ軽くまといし派手な素袷
古時計正午の刻を示しいて
窓より見ゆる柑子たわわに
唐テロップが富士の初雪報じいし

承

く牧舎にせわし乳搾る人
男時の潮に抱き抱かれ

澄

秀

稔

白砂の島にひとつの悲話ありて

弘

フィリピンと日本を結ぶ出合いあり

むかし思いっ梢の火を焚く

稔
秀

却水墨の軸に影さす寒の月

澄
弘

くニュートリノとは何ノーベル賞
のどやかに祝の酒を酌み交わし

遍路の杖の歩み励ます

稔

執筆

澄

秀

思惟深し山高くして意気軒昂

力まず凝らず楽々パンツ
鍬社より見栄切るような大花火
くあしたに開くのうぜんかずら

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十四年七月三十一日首尾
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八東京・あした連句会その九Ｖ

森川敬

川上綾

渡部春

中和

川岸一邑

川岸冨貴捌

十八韻順候式雪月花﹃蝉生るや﹄

轌蝉生るゃ赤松林のいるに透け

秋の叙勲にはれやかな父

床の間に埴輪の粛と飾られて

く石垣濡らし早やも入梅

転

うららかにニューファッションの閏歩して

結

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十四年五Ⅱニトニ日首尾
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癖念願の富士の初雪デジヵメに

マニュアルを地でゆくように燃え上がり

く粋な佳人と以心伝心
コンビニ弁当味気無くさめ
神仏の加護を頼みに旅に出る

会話もぬくきストーブ列車
刈月冴えて静まり返る北の海

く戦の因は貧と権力

燕かろやか螺旋階段

世代越え宮本武蔵読み継がれ

瓢々限々無為も亦よし

椛余花を賞で大吟醸のこよなかり

く十八韻に炎ゆる連衆

綾和冨綾春和冨春敬綾和春冨三子水枝貴

八町田・あしたえびね支部ｖ

肱あたたかに積み上げられし熨斗袋

ふと思い出す初恋のひと
定年の後は妻には逆らわず
凌霄かずら松にからませ

名物のお焼きひとつを負けさせて

ナオ

ー修復なりし寺の山門

宇咲冬男

鳴き捨ててばつと飛びたつ油蝉

歌仙﹃虹の座﹄

平野三枝子

鳩山党主さては辞任か

大平美代子捌

大平美代子

この頃の勘の鈍りしこと嘆き

息子の家はスープの冷めぬほどよさに

し
げ

哩虹の座のまるさは天のまるさかな

ー岬埋めて繁る大楠
依田みどり

締切りが迫る良夜を槁半ば

ナウ

介護度の査定次第にゆるやかに

三
橋

オ

漫画ばかりの並ぶ本棚

突貫の道路工事を照らす月

あっけらかんとかがし傾き

試験勉強倦みてやや寒

脇リビングに林檎剥く香が満ち満ちて

ー迷子報らせる町の放送

春のショールを母に贈らん
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電信柱犬も素通り
小谷伸子
矢倉澄子
大坪万里

ウ

澄

鰍秋麗ら旅客列車の長き箱

携帯の声に思わず振り向いて

Ｉ西郷さんの望郷の像

広田節子
万

へそ出しルック胸も突き出し
男みな編しやすしとほくそ笑み

米
田

タ

謙

ン

花盛り女坂なる登り口

川

美

．日I1

寄りつ離れつ舞える蝶々

玉尾首

吊し切られる鰔鱸の顎
寒月の祠を曝す町はずれ

￨‐

み

於五四

節

六六
Ⅱ月

予後の薬のあまたなること
萎れたる鉢がいつしか増えてゆき

南澤雍助

学
￨刺
文
化

み

年年

澄

松本紀子

酔いの廻りし二合半の酒
城跡の濠に散り散る花吹雪

東踊りの幕があいたる

平平
成成
'一十
四四

セ

伸三し澄次万節澄子雍紀節万三澄伸節三

八榛原・あしべ俳譜塾ｌその一Ｖ

歌仙﹃猫涼し﹄
猫涼し一卜雨ありし先斗町

青柚添へて水鰐の膳

明多
迦
藍

雅夫
藍雅迦藍雅迦藍雅迦藍雅迦藍雅迦

通訳も電子辞書など開くらん
洗ひ晒しのシャッポくしゃくしゃ

帰農して馬も肥らせ月のころ

カード仲間がひとり足りない

ナォ行春の暦に×は何ならむ

陶然と読む鰻鵬の説

天が下サッカーブーム吹き荒れて

熱砂の街に薫るジャスミン

果てもなしまだ手つかずの地雷原

すたすたと嘆きの天使歩き出し

脱がせてごらん絹の靴下
夢の中昔のままの若き我
ホスピスという白い空間

踊の太鼓遠くとどろき

ミワ

月光に貨車の通過の長きこと

手紙の束をごっそりと焼く

ナゥ曾祖母の甘干し里の名物に

標本瓶の中のやどかり

モッコスといふ火の国のＤＮＡ

ぶんぶん吃る凧あぐる人

惜しめども刻がこぼれる花が散る

件雌叶叩唾岐朋什岫叩礎噛︵ＦＡＸ文音︶

−ノノ

外輪山の紅葉真盛り

ワ秋深きアフガンの子の眸澄む

行方知れずの妻よいづこに
いまさらにきつねでしたといへぬ恋
この世のことはなくてバーチャル

酒に生き酒に死にたる山頭火

庵の裏の隈笹の雪

窯出しに昧爽の月冴ゆるなり
まづはめでたし後継もでき
忙中の閑ネクタイを替へられて

自動ピアノがふっと蹟く
花の精墨染桜の化身とか
だんだら蝶と越ゆる結界

矢束片
崎
山

雅藍迦雅藍迦雅藍迦雅藍迦雅藍迦雅藍迦

八榛原・あしべ俳諮塾その二Ｖ

初懐紙
三
吟歌仙﹃長谷寺﹄

賀雀庵片山多迦夫捌

迦

いぬじま正一

片山多迦夫

邪気払ふくし七草の粥

長谷寺や日向日向に寒牡丹
騨るは賀雀喜雀の声ならん

ナォ春の雪昭和も遠くなりゆける

猫があつまり髭のサミット
政官財ともに嘘やら隠すやら

多忙極まる閻魔法王

何のぞく物見櫓の遠眼鏡

知らぬことなし煙草屋の婆

鴉が噛ひ鳶が笛吹く

仲人は百組超すと胸を張り

四月には吾子晴々と進学す
水面の蛾眉に跳ねる若鮎

迦

宇野恭子

正

ナゥ地球儀を回して探す国ひとつ
ゴーギャン遂にゴッホ容さず

ひらがなでしぶがきと言く塀の札

ゥ鈍行を乗り継ぎ気ままひとり旅

正

正

妻籠で逢ひし人が馬籠に

巧拙は間はず心眼侍むのみ

迦

そこはかとなく淋しげな泣きぼくろ

迦

恭

ゆる

病得て知る命尊し

養蜂の箱積んでキャラバン

北の果て漸く花の盛りにて
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天の底へと沈む連凧

サイダーの泡たちまちに消え

月に酌まぱや古渡りの盃
火の山は空にくるぐろ草泊
洗ひざらしの靴下の破れ

鍬邨忌晩年の句は殊に佳き

正

秤雌什五坪一一一邸一十菫叩騏︵文音︶

恭
正

迦

措書のごとく生きたしといふ

瞼には軍服の父若きまま
居酒屋の隅指定席あり

迦

月冴えてうつらうつらの獅子の夢

一分の隙も見せぬしたたか
花らんまん膏薬売りの口上に

正

恭

若衆の意気の揚がるどんたく

正恭恭正迦恭正迦恭正迦恭正迦恭正迦恭

八西宮・亜の会ｌその一Ｖ

追悼源心﹃なに急がせる﹄

おとこ

枢窓なに急がせるほととぎす
百合まつすぐに漢逝くとき

航跡の半ばは白く泡だちて

前田圭衛子捌
前田圭衛子

姫野恭子

天真実

沢都

トロイの木馬ぞろぞろぞろと

ナォ春の夜の古き柱の大時計

肴にも特上があり上々吉
橋の向うは遠きかみなり

風のある日に置き手紙して

いとけなき子にするように汗拭かな

雲の方へとつづく坂道

山本伽具耶

木場敬子

とらく昼﹄

ワ母の声父の声する望の月
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夢のはじめに木賊刈るなり

西入ル下ル上りて比叡

四角形びっしり埋めてし印

敬子

凍る月太郎次郎と名付くくし
マイナスイオンは雪の結晶
ナゥ真結びの風呂敷包み家苞に
歩いて歌うふるさとのうた

恭子
真実
伽具耶

マイ・マグカップひび割れている

露寒しマツ子運ばれゆきし貨車

二十日鼠の見あげてる空

前田亜弥

都

去年今年許したきこと許したり

切々とピエタの塑像嘆くごと

角を曲がればシネマ・タイョウ

眼裏にあるだけの花養花天
ひが
蝶も舞うなり彼我の国境

恭伽恭亜
伽敬
具
具
筆子こ都実弥都子耶子弥都耶子

真亜

執敬わ

︵於・博多市民センター︶

真実
恭子

紙の花ネオンサインは失速す
ものの芽なくてスプラウトにて

平成十四年八月二日首尾

小
梅

ハ西宮・亜の会その二Ｖ

恋之歌仙﹃女人高野﹂

こもりぬ

ほむらも蒼く凍る隠沼

足袋脱いで雪舞ふ女人高野まで

大中小と揃ふ空き瓶

編む竹の丸みに筆を遊ばせて

姫野恭子捌
前田圭衛子

姫野恭子
松本杏花

沢都

ナォあげは蝶小さく打てば小さく鳴き
かんなぎ

百鬼夜行を覗く格子戸

恭子

伽具耶

杏花

都

圭衛子

巫の木履の底は地を這いて

ひとに知られず魚跳ねるとき

伽具耶

杏花
恭子

圭衛子

市へ出て匂い放てり寒の薔薇

あぶみくら

人参を買う馬丁の嫁さん

間男が乗りこなしたる鐙・鞍

窓いっぱいの月に蕩ける

霧時雨クレッシェンドのくちづけを

杏花

みとせ

ととせ

いつのまにこの空渡り終えし雲

都

伽具耶

″

都

ポッケの胡桃触らぬように

亜弥

杏花

冬近し風待ち船の帆の別離
子供三人捨ててきました

山本伽具耶

ナゥほつほつとをとこのこぼす飯を食い

月光の門をくぐりて逢ひに来よ

都

伽具耶

茶立最聴く時ぞうれしき
リトルターンが住んだ砂浜

ゥ約束の三年過ぎゆき十年ゆき

コンビニにいるケイコとマナブ

什釧轌土一開三瓶叩密︵文音︶

杏花

杏花
恭子

杏花
恭子

花降れり長持唄に送られて

両手にあまる腰の太さよ

もむない顔と酒飲んで寝る

伽具耶

壊れないハンモックには繊の月

圭衛子

杏花
恭子

そらね

しわしわしわとあれは空音か

圭衛子

秤

大地の湿り待ちし種蒔

連れ添うてゐる意味間へりパンの耳

忘れたころにやって来る人

杏花

撫でらるることにも耐へておひんずる

夢二の描く胸の黒猫

都

前田亜弥

大阿蘇のけぶりは絶ゆることあるも

春たけなはの潮溢れだす

われもまた赤子はらみし花の闇
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八西宮・亜の会その三Ｖ

歌仙﹃太田区と書く﹄

耳にたしかな風景感覚

ナォ大田区を太田区と書く長閑なり

継ぎ足した夢の終りは穴の外
暗愚の王のパスタお代はり

抱きしめたなら雪になる夜

をながどり尾の長すぎて寄り添へぬ

前田圭衛子

沢都
佛渕健悟

米炊ぐ小家の軒より宵の月
印税で食ふすさまじの業

処暑けさの畳のへりの赤きこと

秋の団扇に残す草の名

都

健悟

サイドラインは西へつながる

ナゥわれからの鳴ける父母慕ふごと

いＪ︑さ

しと

圭衛子

陽炎立ちてゆれる遠山

花燧道抜け切るまでに言へる九九

お不動さまへいそぐ風船

手分けして人形の靴探すらん

かし

星条旗にもくるまれぬもの

主よ︑そこは喝自邑騒の﹃○と呼ばれます

ふｈソ芸﹂

斌力の玩具浮きつ沈みつ

マッチ売る少女待ってる難破船

楽屋より月見る人の出番にて

圭衛子
都

圭衛子
都

健悟
圭衛子

拝雌叶皿癖眺伽三什叩闇︵文音︶
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都

潮足はやき音がしてをり
観覧車ひっそり回る坂の街
毛糸を編んで雲の真上に

健悟

ウラありふれた日であり寒の僧に会ふ

戦よあるな象が尿せり

ピアノ線張られ僕らの恋っのる
エドガー・ドガの蒼い踊り子

逢ふ時は三千世界無重力
のみこみ顔の烏横切り

健悟

菜殼火の立ちし方には風がある

生きとし生きて滝壺の月

健悟

圭衛子

都

腰に手を添へて正しい歯磨きを

下戸が勧める極上の酒

花の日の別れは回転扉から
鑪をかけてばかりゐた春

健圭健
圭健
健
圭健
圭健
圭健
衛
衛
衛
衛
衛
都悟子悟都子悟都悟都子悟都子悟都子悟

八多度津・天霧連句会ｖ

半歌仙﹃秋日降る﹄
高森秋義捌

義

住友ヤョイ

高森秋義

岩の屏風を照らす満月

流帝の御座所跡とや秋日降る
長き夜を娘モデルに筆とりて

岩越千津子

山本幸子

ヤョイ

山崎恵美代

友を招きて楽し晩餐

犬とたわむれ鳴らす麦笛

千津子

接待の新茶の幟りはたはたと
ゥあこがれの金子みすずの詩集手に

幸子
義

幼な馴染の相愛の仲

ヤョイ

銀婚にハワイ旅行の二人旅
リストラされて脾肉嘆くも

傘寿過ぎても現役の医師

千津子

恵美代

なげ

ノーベル賞ダブル受賞に歓喜湧き
ハイウェイ飛ばす米子路月冴ゆる

義

幸子

冷えし五体に沁みる熱燗

株安に祈るは神よ仏さま

ヤョイ

恵美代
千津子

百円ショップどこも繁昌

祥を脱いで賑やか花筵

霞空舞ふハングライダー

平成十四年︐十Ⅱ九Ｈ首尾
︵於・関金町総合文化センター︶
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八川崎︑天の川連句会ｖ

た

歌仙﹃御代の春﹄

ゆずりは

楪飾る床の清浄

古書や朱色浮き顕つ御代の春
かめ
若わ布
舟着く浜の賑はひ

つぎつぎに鶯笛のよく売れて

異国の人も笑ふ狂言

久闇の盃交はす月朧
化粧の井戸は砂に埋もれ

ゥブルカ脱ぐ女の瞳かがやける

ナォ卒演を間近の魔法使ひ役
漢字パズルで気取る博学

本間昭雄

泰

奈良岡瑞穂

細雪舞ふ苑をゆるりと

朱

加藤文子
伊藤節子

似

宙心

帰りゆく彼痛き指切り

に︑え

佐怒賀正美

小判眠ると噂もつばら

猫二匹いつもの場所で見張り番

冴えまさる銃あざやかな刀鍛冶
福田一呉元エ

離さないチャンスの神の後髪

福田眞空捌

橘朱鷺子
高木厚子
内山良子

名水汲みて茶の湯お点前

徳

なめらかに来る月光の車椅子

抱き癖のつきし乳飲み児抱き疲れ

大谷似智子

泰

ナゥそぞろ寒記憶の梁は廃屋に

︵於

本間泰義

吉浜ます子

Ⅲ士舘大学鶴川校舎︶

梅園に競ふがごとし花万朶
生れし若駒ひとみ愛らし

平成十四年一月八日首
平成十四年四月三日尾

良

デジカメ首に旅も軽やか

中川アイ
生田政春
近藤遊川

サッカーの急ぎ対策フリーガン

徳
睦
笹本千賀子

茸さがして友と奥山
厚

筏木睦子
小澤徳子
芹田恵子
浜田泰子

厚

いつだって恋しあなたを裏切らず

宅急便に覚まされし夢
朱

厚

生命保険誘ふ増額

良

レンジ炊飯チンで事済み
夏風邪は強情だよと宣ひし
月渡るモーツァルトの五線紙に

良

元エ

きらり渋鮎きらり保津川
秋彼岸自由民権跡たどる
鬼ごっこする寺の境内

女御更衣も装ふ永日

家宝なる蒔絵提げ重花の宴
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八埼玉・彩連句会ｖ

歌仙﹃エアメール﹄

ナォ血糖値一喜一憂病床記

人間万事塞翁が馬

晩婚は静かな歩みたのしみよ

すこし濃い目の寒紅を差す

猪俣光子
渡辺梅子
青山瑛子
児玉俊子

児玉俊子捌

舟木美代子

母米寿ケータリングの月の宴
おくんち過ぎて静まりし町

自在鈎煤けて杣は雪五尺
隅に積まれし占いの本

回転ドアー抜けるバラード

森田英子

ナゥ蟷螂の吹かれながらに斧かざし

連句の付句ふっと浮かびて

ぼつぼつと雨来てやがて大降りに
ドーベルマンがなぜかつきくる

家族で浸る近場温泉

誘われた香港ツァーお断わり

月光ゲの青きかけらのビル谷間

梅

明るく笑う背山妹山

時流れけきかくも爽やか

瑛

待ちわびし娘のエアメール初燕

彼と私の愛はほんもの

濃く淡く島百景が指呼の間
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一輪のみやこわすれを食卓に

ゥ阿の仁王畔の仁王に木の実降り

俊

じゃんけんしつつ遠足の子等

光

証券マンのさえぬ顔色

散りそめてなおもゆたけき花の影

出会い系サイトと言いし甘き罠

英

古城板碑の文字はあたたか

美

梅

缶酎はいに月を呑み込む

佐藤ゑつ子

両手挙げまさにお手あげ招き猫

引き倒されたフセインの像

法螺吹きと知りつおだてる団扇風

︵於・新宿開口ルノアール︶

平成十五年川Ⅱ十四日首
平成十五年五Ⅱ十二Ⅱ尾

瑛
光

俊
美

はるかに続く春泥の道

耳を澄ませば鶯の声

過ぎし日の栄華は夢と消えはてて

崎守の触れにし花の香に満てる

瑛梅美ゑ英俊光瑛英美梅ゑ英光ゑ瑛梅ゑ

ハ飯田・飯山連句会ｖ

報歌雌﹃春

雨や﹄

春雨や蜂の巣つたふ屋ねの漏

吉池保男捌
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松村有規子

︵於・飯川巾東野公民館︶

五Ⅱ尾

一十二Ⅱ首

ﾉ1jj

松尾芭蕉
吉池保男

光

六￨ﾉﾘ

堀割下る蜆取る舟

宏

年年

渡部多勢子

山口光子
山田宏
桜井浩嗣

待侘びて髪に手をやる高島田
眠られぬまま隠れ家で待ち

浩

I川四

柳影自転車の子ら集ひ来て
お菓子の袋中身見せ合ひ
縁側の猫の背中に月やさし

秋振舞の宴たけなは

ゥ大川を渡りて参る菊供養

ひたむきにアンネ・フランク今を生き

多

有

上がる喝采降りる椴帳

多

浩

有

光

保

夏の月居酒屋に湧く笑ひ声

保

江戸の小紋に職人の技

色の槌せたる手配ポスター

青年の海外派遣頼もしく
ずっしり重き記念文集
謡にて門出を祝ふ花の席

流れる時の遅き麗日

平､Iz
成成
十￨ ・

八上野︑伊賀連句会・西之丸座ｖ

歌仙﹃秋立２

ナォバルーンをのがした空の恨めしく

子の所在なき長話しして

内憂を出して鞄は外交へ
悪の枢軸世界こわばる

タマちゃん何処へ長き暑き夜

山村としお捌

雨露をしのげりやいいと手を取りて

レーこ

Ｔシャツを肌色にする大雷雨
山村としお

水田照子

月今宵望遠鏡を片隅に

とき

拉致に遭ふ二十四年は埋められず

一刻早く鯛の声
奥田雅生
豊住敏子

筆あとの薄墨の香や秋立ちぬ

さすらふごとく旅の若者

と

※

客少な苗を売ろうぞ雨付けて

ナゥ鹿の眼にほだされ嵩む餌の銭

菊の人形利家とまつ

﹁さてさてさて﹂鼓は踊る月の能

寿司に沢庵おふくろの味

砂のハートの跡かたもなし

早船めきし友鮎の箱

雅

敏

鉢の渇きし托鉢の僧

ノーベル賞無欲の社員盛り立てて

雛の夕べはうれしラム肉
花吹雪一瞬にある別世界

上野市中央公民館︶

苑に整列緑の日なる

平成十四年十一月十一日首

一十ｎ勺

へＲへ．︑

平成十四年十二月九日尾

※友釣用の鮎を入れて流す箱
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昭小

死の影纒ふダイエット食

ゥのめり込むインターネット情報へ
わけ

理由もなく涙の方が先に立つ

と

昭岬

昭岬

敏

中教審は国を愛せよ

写真で済ます出来ちゃった婚
子の声の聞かれぬ街に侘しく居

雅

昭恥

と

昭州

と

アララテの聖書の山に東ての月
邪気を追ひ出し荒ぶなまはげ

敏

眼鏡が無いと掛けてうろうろ

茶に代り酒でもてなす在慣ひ
︐愛ご竺辱１︾

咲く兆日和得し夜に花の影
連休朝寝ほしいままなる

雅敏照と雅と照敏と敏照雅照敏雅と雅敏

八上野・伊賀連句会・花菖蒲の座ｖ

歌仙﹃風みどり﹄

水車屋の軽きリズムや風みどり

家族総出の田植捗る

山村勝子捌

山村勝子
山村としお

平島由季子

羽根千恵
荒木静子

一弦琴の雅ぴやかなる

ナォ大朝寝母許の日の気楽さに

東西女帝のバトル極まる

評判のアニメの世界に引込まれ

椰子の葉のこぼれる緑白き砂

宵闇二人を包み隠して

ノースリーブの肌はガングロ
入江来る船近づいてときめきい

ヒーローいつも替るマラソン

後手の負けとうとう拉致を晒す破目

山の端を離る刹那の月仰ぐ
のっそり鹿の顔をだす苑

質問きびしこども番組

ナゥちちろ虫取材のマイク草むらに

竹串焦がし木の芽田楽

発掘の巨大埴輪に湧く浪速
民のかまどの煙たなびく
町あげて忍者装束花まつり

平成十四年十一Ⅱ十一日首

︵於・上野市中央公民館︶

平成十四年十一Ⅱ二十五日尾
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賑はひは民芸店の手作りに
小さな赤い財布からつぼ
軒下にてるてるぼうず望の月

由

千

静

勝

運動会の旗は剛翻

初心心得折に繕き

と

ひもと

欲望と名のつく列車に乗せられて

由

ゥ精だして募金協力さはやかに

バイアグラてふ薬ふところ
やから

限界へギネス挑戦する輩

静

静

勝

千

徹夜の頑張り寒卵割る

と

川が澄むまでたまちゃん持つや

ノーベル賞ダブル受賞は誇るくし

由

月影を背に名木の弱り見ゆ
チャンスの神様うしろ髪無く

千

沿線の花ま盛りに連られ酌む

暦を開き汐干約束

静千と静由勝千由勝と由勝千静と由勝静

ハ上野・伊賀連句会・高旗座ｖ

蝋住敏

歌仙﹃麦刈りや﹄

麦刈りや野を渡り来る盆地風
杉本従

永田照子捌

座る花莫産足にひんやり
奥田雅
川本政

語り部の自作の一旬披露して

歴史街道歩けあるけと

永田昭岬

ナォ船団のしづもりてゆく霞中

隠居住いは丘の高みに
要人へ緋毛既ひくお国柄

過激に走るテロの攻撃
三山の有難き汗磑に腰

寝袋といて隅にころがる

ときめきし人とカメラにおさまりて
まわ

ファーストキッス変る世の中

身の廻りやがて見えなくなる二人

丹精の甲斐菊に賞あり

目覚しコーヒー色絵あやしき
アニメめく湯の町明り月あかり

ナゥ応挙作飾り山車曳く里まつり

人材センターボランティア出る

日韓のＷ杯サッカー開幕し

浮かれし猫の泥まみれなる
姉妹都市花の盛りを迎えいて

酒汲みかわす噸の中

平成十四年十一月十一日首

︵於・上野巾中央公災館︶

平成十四年十二Ⅱ二十五日尾
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月今宵ビル屋上のコンサート
菜種蒔くとてタイミングみる

ゥ四半刻霧晴れぬ街ほの昏き

受付の娘の笑顔はれやか
文書棚個人宛なる女文字
すねて避ける電話待つ身に

ふと外す視線時計の針の上

異例づくめの外務官僚

帰国者に北の凍土の月遠し
寒冷前線ゆきつもどりつ
近隣の山菜香り揚げてみる
待ちわびおりし入選一報
子の列のおつにすまして花の下

またなつかしき燕巣づくり

雅従敏照政雅従敏照政雅従敏子子生子子

敏雅政雅従敏照政雅従敏照政雅従敏照政

八松山・石手寺連句会ｖ

歌仙﹃冬晴るる﹄
名刹の鐘天に鳴り冬晴るる

岡本眸捌
岡本眸
加藤祐子
高木潤
紀伊郁子

凛然と咲く苑の水仙
井ノロカズ子

チャリティの刺繍の額に魅せられて

ケーキいろいろ添えるコーヒー

祐

動かぬ時計つのる静寂

ナォあやとりの果てなく続くのどけさに

帰国の五人確と生活

危機はらむ核問題に世界ゆれ

居ても立っても痒い霜焼け

雪しまく北の大地に逝きしまま

メールで交わす相聞の歌

待ちわびて電車いくつもやり過ごし

皮のソファーは猫の定席

いつしかに殺したいほど好きになり

いづくともなく匂う木犀

夕月の山の端染めて絵のごとく

ナゥ赤い羽根つけて日課の一万歩
ジャングルジムの賑やかな声

︵於

平和な未来願う初虹

受賞せる﹁千と千尋の神かくし﹂
マーブルチョコの色はとりとり
風に舞う花を浴びつつ佇ちつくす

平成十四年十一月二十六Ⅱ首

平成十四年十二Ⅱ十八Ⅲ尾

緬手寺安養閣︶

−69−

大橋にかかる満月澄みわたり

宇都宮国子

国

潤

祐

郁

時に乱るる雁の列

眸

ゥ藤村を偲ぶ木曽路の秋惜しみ

琴の調べのもるる丸窓

熱きささやき残る耳底

しのび逢う彼の横顔父に似て

国債の格付いまや最下位に

力

眸

郁

浴衣はしよりて踊るひょっとこ

メジャーリーグへ我れも我れもと
酔うほどにビアガーデンの月の更け

子供等の遊びはとみにＯＡ化

潤

郁

毛利美子

誰も読めない漢詩掛軸

お玉杓子を追いしあの頃

咲き満てる花の故郷は夢の中

祐国眸潤力美国祐潤眸郁美潤郁力眸国祐

八三重・五十鈴吟社ｖ

半歌仙﹃弥陀の半眼﹄
高山孝子捌

高山孝子

遠蛙鳴くるるるりりりり

雨烟る弥陀の半眼あたたかし
中北ひろみ

山岸れい子

榊原由美
村野正夫

ファイン・プレイに拍手喝采

蓬餅母のたよりの添へられて

パソコン閉ぢしや函寒の窓

月天心駅長送る終列車

い

岡田美代子

ゥ眠りゐる犬の尾にふれねこじやらし

み

正

美

刻を忘れし熱き抱擁

孝

ハープ奏者のしなやかな指
極上のワインのごとく愛育つ
とまりどこ見失ひたるルーレット

い

旅人の吐く息白し夕月夜
ケルトの森の雪に迷ひぬ

正

美

湖面に浮かぶ舟はしづかに

矢大臣門くぐる初蝶

み

い

み

根こそぎに暴け機密費官房費

代

昨ｒン

午砲の丘街一望に花おぼろ
春惜しみつゞ向ふカンバス

平成十四年四月四日首

平成十四年五月二十日尾

︵於・大豊和紙Ｋ・Ｋ︶
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八伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｖ

歌仙﹃春昼﹄
春昼や魚影奔る橋の下
柵越えて咲く連恕の黄

石渡蒼水捌

石渡蒼水
中根明美

ナォゆるやかに流れを捌く初筏
一つのパンをかじる連れ達

消防車サイレンしきり真っ昼間

返事聞くまも只うわの空

ノ︑︑え

凧に耐へて久しき崩仏
夕餉の匂ふ邑の短日

鋸で奏づ童謡﹁赤い靴﹂
おてて繋いで共学の仲

雨のち曇り時々は晴

酸い甘い判らずじまい初キッス

酔醒めに月澄む水をふふみゐる

美

美

水
水

ナゥ紅葉且つ散る石橋は音を生み

功成し遂げて住ひ豪邸

逃げ癖の文烏山は暮れかかる

湖畔の宿に名士訪ふ
旅人に霞城公園花吹雪

︵撚硲

千

伊東市中央会館︶

蛍烏賊盛るみづいるの皿

平 成 十 四 年 三 月 十七日首
平 成 十 四 年 四 月 一Ｉ一日尾
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炉の名残り寄辺なければ手を組みて

テレビの画像家族引つけ
水音に睡魔ほとぴて望の夜

美

美

水

美

水

祝ふ豊作舞を納めん

逃げし蝶がぴょんとお座敷

美

美

宮沢次男

水

ゥ秋うらら袋いっぱいふらんすばん

媚売れば人縦いてくる

香水の残り香に酔ふエレベーター

水

腕立伏せを百回の罰

誰もゐない棚田に烟立ちのぼり

水

次

上り枢で茶菓を振る舞ふ
月に酌みつつ碁仇と涼み台

同近くに泣く野良の猫

婆死なぱ朝には嬰生れ出で
花万朶ビオロこの弓鳴り止まず

音痴でも好き唄ふ一節

鳶の輪高く浜はのどけし

石
川

美次水美水美次次美次水美水花美次次花

八伊勢原・伊勢原連句会ｖ

歌仙﹃雨蛙﹄
近藤蕉肝捌

景気対策いつも底打ち

ナォバス中はおばさんばかり春の旅

温暖化地球のうらも近くなり
みこ
待ちのぞまれる御子の誕生

飛石踏みて軽き運動

炭セッヶン毛穴の脂肪まで落す

レッドイエローカード連発

百歳を目ざした矢先バタンキュー

阿夫利峯の氏子なるくし雨蛙
千場ひで子

美顔術わが子の見分けつきかねて

杉内徒司
横山わこ

一︶

木下闇に萱の東屋
廣田遊

烏影に望遠レンズ取り替へて

鮭のにぎりを食ふ暇なく
夕月に田舎楽団オペレッタ

前の晩から長い行列

ベンチャーで健康器具を売り出して

な

日曜画家に秋の深まる

糖尿病に為すすべもなし

ナゥすざ虫か耳を澄ませば呼び出しか
ひ

ノニ

きつい香水めまいまでする
月光に横たはるマヤニ枚描く

山

大津博山
近藤蕉肝
山田広重

司

六百年の薮のうぐひす

心敬の塚にたなびく花の雲

西

周

︵於・伊勢原中央公民館︶

平成十叫年六Ⅱ十六Ⅱ杵尾

ヲ勺

掘り出しもの︑新酒差し入れ

あの一言に迷ふ通ひ路

床の間に置く鶴千代の太刀

ワ身にしみる調査捕鯨の水尾細く

小座敷はうそも誠も知りつくし

なつかしや立川文庫眞田党

ひ

山

司

肝

ひいき

晶眉役者に﹁たっぷり﹂の声

足跡もなき霜の境内

かたき

どてら着て月を敵の御前さま
二十八人いるモンゴルの相撲取り

重
ひ

︸﹂

大型免許ハーレーの風
花街道本家元祖を競ふ店

からし菜畑続く高原

部

重肝司ひ遊司ひ〃子山〃子遊司こひこ子

藪貴

八市川︑市川俳諸教室ｌその一Ｖ

黍

貴子捌

伊伊
藤藤

歌仙﹃鰡の跳ぶ﹄
安全地帯白き浮標に鰡の跳ぶ

芒を分けて帰る夕月

ひょんの実を一杯摘みて先生に

パソコン教室賑やかになり
象の出る軒のからくり大時計

稀泗な駅の高原に雪

ゥ熱燗をつまみし指を耳に当て

あとで直して悔やむ恋文
ぶっきら棒なれどもそれが魅力とか

比翼の塚の未来永劫

知事選で戻るべからず﹁夜明け前﹂

民意が勝ちてすすめ改革

慈悲心烏が寺の裏山

夏の月アルペンホルン風に乗り
抜歯して撮られたくない顔を伏せ

一葉女住む路地の料蛸

夢を蹴あぐるふらここの揺れ

落慶の飛天楽天花の天

ナォスーパーの廉売合図鈴鳴らす

貴

斉藤冨美子

彦

衣裳日替りちんどん屋さん

言国

彦

化けそうな化粧落とせば晴れて来し
抱かれてみたいゼロゼロセブンに

おどろきは毛脛の長さペチカ燃え

斉膿一燈

里貝

凍りつきたるフィヨルドの旅
思い出にひたるひととき写真集

燈

言田

テレビではマジック料理五六分

燈

貴

ゴルフサッカースーパースターよ

爪切りなさい母さんの声

燈

燈

彦

貴

里貝

言田

月代にテラスの椅子を軋ませて

新酒の酔いのしみる頃なり

ナゥ豊礫と蕊の杖の秋遍路

那智の黒飴たれかれに買う

土間広き温泉宿の檜皮葺

出足鈍らす音荒き雨

花守の煙草くゆらす日暮れ刻

執筆

︵於・市川俳詰教室︶

ちよろりと仔猫膝にのりくる

平成十四年九月四日首
平成十川年十月二日尾
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洩
野

彦貴彦貴彦穂貴穂彦貴穂彦貴穂彦貴彦子

八市川︲市川俳詰教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃仕舞の脚﹄

ぽとり音立つ佗助の紅

藪彦捌
伊藤貴
萩谷悦
伊藤薮

ナォ川の辺の羅漢にそそぐ春の雨

列車時刻にペダル立漕ぎ

夢の中追いかけてくるアドバルン

バイヤー暮らし今もあちらに

紛争は否とゆき交う町寒く
囲炉裡をかこみ霞酒干す
万葉の恋歌ばかり師の講義

弾みで墜ちし老いらくの果て

極楽へ三号妻に抱かれて

斉
藤

︵於・市川俳謂教室︶
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打ち払えども消えぬひと言

箏の曲流るるままに月の宴

瑠璃いる雫こぼす露草

冨

執

初雪を仕舞の脚で踏み行けり
母と娘の衣裳選びの賑やかに
展示会果てお茶のひととき

新築のビル美しく月の街
真ん丸池に賜の鋭き声
ワ野菊晴れ地の歌ぴとの碑が建ちて

観光船に君と同伴

ナゥ鬼の子に父よノ︑と鳴かれおり
リストラの文字消えてなくなれ

足首

弦楽のくるめく中に産気づき

長老の煙草ふかしてゼロとなる

八lノリ
1I I I

親権めぐり巡る裁判

イラクを想う人間の盾

二

散財は尾張生れであるらしい

二分咲きの花を祝ぐかに空真蒼

ﾉ1月

水も温みて心ひろびろ

年年
十

回り燈籠に浮かぶ戦国
月涼し浦山駈ける八賢士
一瓢を揚げ和尚尋ねし

平平
成成
十十
五四

憂き世の苦愛別離苦と苦が続き

薮医者同志君付けで呼ぶ
ちよこなんと幼も竝ぶ花莚
荷風の忌なり犬貰われる

貴彦貴悦彦貴悦貴悦彦悦貴彦悦貴彦子子

美

筆冨彦冨悦貴悦貴彦悦貴悦冨貴悦子貴悦

八東京・一粋会ｖ

歌仙﹃台風過﹄
一片の雲なく晴れし台風過

透明な朝有明の月
新松子パソコン脇に飾るらん

居残りの子を校門で待つ
蝉時雨見知らぬ国を白地図に

土用鰻の匂ひそちこち

ひょっとこ踊り座を盛り上げる

ナォ蛤つゆ故郷想ふ夕餉とり

心急ぐ草の床を探しかね
モスクに祈る戦場の君

杉崎華

人

螺

小野酔陶

華

垂里

風

水

黄昏歩き濡れ赤まんま

玉

暢

井一云

古宇

烏網の下酒米を撒く

浜本青海捌

甘噛みをする抱き上げし犬

荒野なる国境めざす人の群
岩間の泉たえることなく
進めども届かぬ先の虹の橋

浜本青海
土肥暢子
大城里水
地引聡亭
田中安芸

火薬庫の砂漠の空にもかかる月

あれほどに解けぬ知恵の輪妻が解き

大久保風子

ナゥＧパンで二三度擦りかむ林檎

暢
Ｉ
匝

水

横田思案人

頬をつねった夢の対決

海

ゥ肩組んで放歌高吟裏通り
皆のマドンナ今は大刀自

海

定年後札所ツァーを誘ひ合ひ

踊り子をかぶりつきから見上げた日

人

人

中澤念魚

︵於・麹町秋葉庵︶

︵ウ十より文音︶

狭き魚道に跳ねる若鮎

千葉の野にムーアと浴びる花の舞

平成十四年十月二日首

平成十五年三月二卜五日尾

十一室

恋文ポロリ棚の奥から

暢
風

目覚めてしまふ春の曙

ステッキを粋に散歩の九十九里

品田白玉

堂云

万両の実の色づきにけり

納めミサベル鳴りつづく月の下

水

微量毒素を量る理科室

友禅の最後の筆を置き終へて

山内螺々子

中村麗
横田童子

名所巡りの週末の旅

待つ人の手も美しき花筐
黄塵来たり天なお暗し
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人丼浪・いなみ連句の会ｖ

歌仙﹁和三盆﹄

杜若咲く文机の上

二村文人捌

二村文人
宇野恭子

杉本聰

いぬじま正一

夏めくや旅の話と和三盆
紅茶をこぼし濡らすネクタイ

流れくるマンボに足をあそばせて

猫走り出る穂芒の叢

恭

聰

長谷豊子

人

ナォ名を知らぬ草に田打ちの鍬止めて

ちよいとひと口水筒の酒

たらい回しにされる不景気

ドルューロ円の換算ごちやごちやに

老二人昼餉の膳にひや奴

炎天の下托鉢の僧

待たされる踏切貨車が長々と

帰る時間を焦る逢引

何気ない言葉が胸を波立たす
乱れた髪をそっとなでつけ

黒雲に神出鬼没月早し

もろこし畑のざわわざわわと
ナゥ運動会終わりを締める麦屋節

頑固親父のくずす渋面

谷

︵於・井波町総合文化センター︶

八日首尾

ゆったり泳ぐ武士の凧

猫々と四国三郎藍育て
烏を追って竹箒振る
天井の高き洋館花の宴

平成十八年五〃
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恭

仇し女の物陰に泣く

豊

待宵も望月もみな美しき

勉強好きで博士夢見る

聰

ゥやや寒に弥蔵いなせな町火消

貧しくも笑いの絶えぬ子沢山

報道官は変えぬ表情

曲一皇

恭

曲豆

大島朋子

週一度柱時計のねじを巻き

眠る海豚に冴えわたる月

核などは持つなと核の保有国
冷え性の母へ手編みの足袋送る

金太郎飴買いしコンビニ
権祢宜の祝詞朗々花盛り

紋白蝶は高欄を越え

貴
志

恭人朋恭一恭豊夫豊夫聰人一朋恭一聰夫

八茨木・茨の会その一Ｖ

胡蝶﹃ＤＩＮＫＳ﹄

妙島秋男
松尾博雄

近松寿子捌

ここは豪華に鮫鱸の鍋

表冬牡丹己︵︶匡三⑦百８日①ｚＣ尻己ゆ
奥村富久女

いわ／＼ら

天照る神の商の皇女

尚美

弘

富久女

桂子

富久女

秋男
博雄

薗理恵

内山尚美

久保田夜虹

公文智子
品部一朝
富澤弘
福島桂子

上川真而子

枡席に晴着眩しく居並びて
どんぐりころり樋に落ちる音

さもあらばあれ殿の取巻き
月を待つ窓にゆるりと猫の影

巾色づける裏の里山粗朶拾う
千円時計にユニクロのシャツ
あれこれと女房気取りまだ早い

二瘤酪駝涙キラキラ

誠から出た嘘のいとしく
みれん酒帰りの道を忘じ候
月明を跣足で逃げる敗残兵

急々の舞鬼となる前

磐座に太やかな注連廻らせて

肩の力をぬける隼

雪吊りの常盤の松の姿よく

応援団の集う赤坂

異因縁の真紀子・宗男は対決す

一朝

夜虹

智子

真而子

土の匂いも懐かしき朝

金的は直径僅か七糎

小池正博
近松寿子

︵於・茨木巾巾民会館︶

宇宙の謎も解けゆくか春

トンネルを抜けるとそこは花の国

平成十四年一月二十Ｈ首
平成十四年三月十七Ｈ尾
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富澤弘捌
澤尾越

弘

博孝

八茨木・茨の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃夏盛り﹄

扇子開けばはずむ談論

夏盛り温泉に集ふ碁と連句
雄一
弘博孝弘博孝弘博孝弘博孝弘博孝

ナォ凧糸の切れてあと追ふ女学生

携帯叩くそちこちの友

思はざる空地高層ビルとなり

大物またも起訴を免る

秘書達が安鰻丼をふるまひて

ここで変身蛇の衣ぬぐ

突然の三行半に仰天す

見事な髪の乱れたるまま

痴話喧嘩終へ神棚に掌をあはす

快気祝ひに久久の酒

草雲雀故郷の村偲ばるる

菊の懸崖照らす月光

ナゥそぞろ寒隣の家は引越して

ウォール街に暴落の報

陰陽師またも妖怪切り捨てる

夢のふくらむ復興の槌

夢のどか猫も笑顔の花の宴

霞の空に双蝶の舞

︵於・腸河原﹁杉の宿﹂︶

平成十四年七川二十六Ⅱ首尾
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海広し碧のひといろ深まりて

三方にもる芋と枝豆

車窓のわらべ感嘆の態
山顛に月僅僅と昇り初め
新婚世帯傍もうらやむ

ゥ秋なすのうまさ加減は嫁の知恵

犬の散歩は足の向くまま

旅プランあれこれ練ってまとまらず

写経すませて座禅無想に

乞食の明日はあの町今日は此所

雪しんしんと丑寅の刻

かたくなな心融かさぬ東てし月

豊かな自然残し子孫へ

長野知事民意はたして如何ならむ

千年の淡墨の花代代に咲く
巣立の鳥の鶏をめざして

富松堀

弘孝博弘孝博弘孝博弘孝博弘孝博弘孝博

ハ茨木・茨の会その三Ｖ

歌仙﹃伊吹は秋の﹄

打ちよせる思慕を秘めつつ針運ぶ

遠く二見の霞みゆく午後

ナォいづかたか磯菜摘み唄きこえくる

一朝

ふゆみ

一朝

夜虹

同じ狢か金もブッシュも

冬晴

小狐が鳴けばあしたは弾の雨

夜虹

慰めにくる漢三十

ああ怖や当たりましたと自転車が

ふゆみ

一朝

火遊びが過ぎて家財が灰になり
中島ふゆみ

伊藤冬晴

そっと隠シに吉のおみくじ

品部一朝捌

北を背に伊吹は秋の足早し
昔も今もたかだかと稲架
松尾博雄
品部一朝

染めあげて月の光にかざしみる

冬晴

ナゥかまきりの鎌ふりかざし又戻し

風船かづら音もなく落つ

夜虹
冬晴

一朝

冬晴

ふゆみ

夜虹
冬晴

岩に砕けし白きせせらぎ

月のもと笛吹く人の影ありて

ふゆみ

一朝

銚子ならべて喧々誇々

片肌を脱ぐや天女の踊り出す
ふゆみ

夜虹

博雄
冬晴

クイズの答解けし週末

雨晴れてしづかにゆるる麻暖簾

茶髪顔黒腕を組みあひ

暑さにとける駄菓子屋の飴
ワ兄妹連れ立ってゆくご縁日
あしたのことは知らぬ存ぜぬ

のけぞってしやぶるするめの裏表

建具のすべりいともよろしき
面白し花咲いてゐるおほらかさ

︵於・茨木巾市民会館︶

ふゆみ

一朝

博雄

一朝

三浪子果てはフリーのアルバイト

野路うららかに牛は草食む

冬晴

平成十四年十一月十七日尾

平成十四年十月二十日首

ふゆみ

幾度夜襲繰り返しけむ

一朝

芸が生きたよ雪のゲレンデ
寒林を射しつつ月は昇りたる
隠居所に刀の手入れの好々爺

久保田夜虹
ふゆみ

冬晴

莨一服ボンと火桶に

蝶の乱舞とかすかなる風

花あらば酒はいらぬといふは嘘
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高薗上
村

見

ハ茨木・茨の会その四Ｖ

川へ濯ぎにキャンプ当番

災碑を指でなぞってうなずきぬ

田螺鳴いたと子は言いました

申し分聞けば聞くほど藪の中

春あたたかに寿退社

窓よりの花の吹雪を一身に

︵於・茨木巾市此会飢︶

富理而富茜茜

薗理恵捌
田

奥

胡蝶﹃猫の道﹄
戎宵月や障子の穴は猫の道
色なき風のくぐる路地裏
眼鏡をかけてとくと眺める

誕生日松茸飯の大盛に

暖房きいた専用列車

平成十四年十川二十Ⅲ杵

平成十四年十一Ⅱ十七Ⅱ尼
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山積みのベストセラーを横に見て

かさね

襲の彩をこぼす御簾の外

中神妙に盛装の娘よ初詣

夫美学で妻は哲学

Ｅメールあっけらかんと告白す

到来の﹁船中八策﹂冷酒の銘

最後の願いく海
に散骨
に

国ふたついずれを故郷と決めかねて

翁の説きし不易流行

うれ

おままごとしてかあさんの役
樹々芽吹く梢に弓月みえかくれ
湯浴む音さえおぼろおぼろに
永き日のステンドグラス薬師堂

富
理真
久
茜
而
而富富茜茜而而理女理茜茜理茜而
恵子

脇

弘

八茨木・茨の会ｌその五Ｖ

妙
ll l

妙島秋男捌

｜ﾉ1
島文

歌仙﹃爽籟﹄

こころおきなく揺るる蓑虫

爽籟や人間本来無一物

海まで続く白い牧柵

遠尾根に月はそろりと昇り来て

金魚の鉢の底の飴玉

ナォ退学の親子面談暮遅し

村のかじ屋は熱き鉄打つ

綿雲の流れる先はいずこやら

西方めざす祖母の念佛

小刻みに入れる包丁鰐おとし

久閥を叙し騒ぐ水虫

何を呑み海底火山鳴動す

ムー大陸に夢馳せており

割れ屑で色とりどりに万華鏡

時計を止めてめくるめく夜を

愛憎の淵より月へ漕ぎ出でよ

快にそつと荻の下風

ナゥ古稀の宴ボジョレヌーボー封切って

竪琴を弾く吟遊詩人

故郷の砂山を這う肪い綱

おもむく社道混み合えり

仰ぎつつ振り返りつつ花の坂

︵於・茨木巾市虻会館︶

天まで届けふらここの脚

平成十四年十月二十日首

平成十四年十一月十七日尾
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手をつなぎ子等繰り返す童唄

出口見えない恋をしてます

禍公
澤

智尚秋

尚秋尚

智尚尚秋

秋智尚秋

ゥ仕舞屋の奥へ涼風入れて居り

﹁忘れて﹂とだけ雨のピレウス

思い侘び書き連ねては又消して

うつらうつらとかじかみの猫

酔醒めに軽くプシュッと缶チューハィ

携帯電話とりあえず開け

月冴えて杜甫も李白も国逃れ

美子男子子美男子美子美男子子美男
美

めんどうな株の取引おさめたり

尚智秋桂智尚秋智尚桂尚秋桂智尚秋
尚

喉元過ぎてすすむ胃カメラ
おたまじゃくしも公園デビュー

ボランティア皆で育てた花の窓

當

弘男子美男弘子美美男弘美男美弘子美男

八東京・ＷＥＢ

脇賦起
猫歌仙

ＳＩＧ電脳連句ｖ

﹃猫も聞け﹄

金魚の鉢にしづこころなき

猫も聞け杓子も是へ時烏
おさらひをする三味線の節

初幟見上げ翼を欲しがりて
焼きいも好きも気まぐれの質

衆議判

ナォ何となく鼻の冷たききのふけふ

ドラえもん来て宙を飛ぶ夢

匂ひ付けドコでもドアも念入りに

お局のワナ踏んぢやったかな

あの美形ラファエルやらを御所望で

ヒデョシさまに逆らへません
後朝の嘆きも知らで寝る仔あり

紙袋から髭とたんぽぽ

鼠去り小判こぼれる夜半の春

霞食うたか化けもせぬ月

西表山に君臨久しうす

入滅の日に不義理しでかす

ナゥ待ちかねた宅急便の鰐づくし

舌を焼くよな熱々の燗

風強き北の岬にごめが鳴く

丸い火鉢は毛だらけ灰だらけ

綾錦柳と花を織りまぜて

蝶戯るる答の鈴

ｗ雌什皿嘩垂皿吾郵叩唖︵電脳文音︶

梨勝

み

野

※出典廿三⁝﹁綿の似星﹂廿四⁝﹁アタゴール物語﹂
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子の月を待って爪研ぐ襖紙
招き寄せたる客がどっさり

ゥ可愛がりすぎて刺身にやもう飽きた

衣の裾にすりつける蚤

念仏をラップに乗せてひとくさり

おっと俺らはさすらひのトラ

撫で声であれもこれもとねだるなり

芸者上がりが眼を吊り上げる

このたびのマドンナ有馬稲子にて
駆け付けにぐいと岬つた木天蓼酒
草の穂なんかでくすぐらにやあでよ

被り物はらりと外す後の月
小腹空ければ花かつを飯

薊宗無海漱

砂海耶海耶砂薊海耶薊海耶砂子海耶砂石

薊砂耶砂海薊海砂耶越猿ど乃と､越乃越海

画↑つつ﹂
四一つつい
唾娼ｃｃ唾
函↑つつ今
︼↑つつ印
画↑つつ︑
い↑つつ﹃
函↑つつ

八ＷｅｂＢＢＳ・めぎつれ座ｖ

尻取り一連句ＫＵＳＡＲＩ﹄
函一つ函昌

画一つ函Ｃ

唖心つぃ四
画↑つ函い

退くに退けない父の意地見せ

店々を回って財布空になり

成相山に虹の懸け橋

はしゃぐ子の笑みにつられて微笑みぬ

帆へ見ぬ国の小人群がり

はやお

のら

みのり

とろっぺ

小町

にゃん

目吉

とろっぺ

みのり

蕗

うとうとと居眠りをする試験前

抜いてしまった伝家宝刀
函Ｐつい︑

函心つ四ｍ

ガリガリに痩せ衰えて辿り着き
画一つ睡切

ツキ巡り来ず宙舞う馬券

ぃ一つ画吟

燃せずにたまる文は万通晴

拳銃がオヤブンの肩貫いて

刻々と変わる風紋飽きもせずキリマンジャロ

函﹄つ国司

噌今つぃ毎

蛸いらいらとうねる海底藍

通じない言葉もあると知った恋みのり

容貌だけは天下一品みのり

低気圧寄らぬが無難わが女房とろっぺ

蜥蜴の背中昼の陽を受け

鵜結構やるじゃないかと宿の酒

裂け目噴火で迫る溶岩

頑としてエトナの地下にハデスおり

桂

むう

Ｒ

とろっぺ

とろっぺ

平成十四年十一月二十八日首
平成十四年十一月二十九日尾
へ人︑インターネット
一ｊ・矢崎熊の連句わ−るど︶

オリーブは実を塩漬けキープ

不用の助

あおゆき

四︽つい今

して︑そなたプロボーションは負けずとか

んま︑エロ本を隠し読みして
函今つい﹂

唖吟つ四つ

画一つい︑

噛陰つい四

函吟つい四

スニーカーはいてスキップるんるん蕗

スキスキがスキスキスキがキスキスにはやお

ピンバッヂ旅の記念に買いましたＲ
支度金尽き行き暮れる秋とろっぺ
飽きもせぬ乞食生活月は友はやお
鳩もカラスも案山子大好き小町

ぃ一つ﹈畠

函吟ｏ﹄つ

国Ｐつつむ

四一つ﹂四

四今ついの

留守番電話鳴り続けてる目吉

ルンバ舞う蝶も蛾もいるカーニバルとろっぺ

国﹄つ﹄い
い心つ胃吟

ルパンがくれた思い出の品カンちゃん
ならず者砂の如くに尽きもせずはやお

流転する心に響くオルゴール太陽の東月の西

四一つ﹄﹁

ずらかる奴は風下におき不用の助

函吟つ﹈︑

﹄一つ﹂︑

荷を汽車に載せてはるばる北の国とろっぺ

函一つ﹈の

函心Ｃ﹈や
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オ

文机にたまる手紙を片付けて

岡田透子捌

和春弘透

八東京・上野連句会その一Ｖ

歌仙﹃ぽっんぺに﹄

堤ぽっぺんに弄ばれて暮れにけり

くなお静かなる松過ぎの路地

背伸び前屈深呼吸する

ナオ

１雄山笑うさま撮りたしとカメラマン

ーゴビの砂漠の果ては見えざり

物理化け学いつも赤点

嘗ってなきデフレ抜け出す道のなく

顔見世の晶眉同じで息が合い

当りきしやりきサッカーの銭

冬の薔薇の炎えて崩るる
売声の近づきて又遠のきて

駅前の大道芸の人気呼び
沓を鳴らして来るは神官

そしられつつも毒茸を狩る

窓辺より月影うすきデスマスク

〜鳩文化祭カラオケの部で一等賞
ナウ

ー町内会も老人パワー

鶯の声どこからとなく

横車押して残りし深轍

執

上野・東京文化会館︶

霞の晴れし群青の沖

花めぐり花追うて行く花の旅

︵於

平成十四年一月十六Ｈ首
平成十四年三月十三Ｈ尾
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月天心開発進む丘の上
ブルドーザーに転ぶ団栗
噸山々の色の変りて秋惜しむ

バス停に何時も目の合うお下げ髪

ウ

く悔いの残りし学生時代

やがてロミオとジュリエットとも

ひとことにぷつりと切れし紅い糸

禁酒解かれしぐい呑みの味
シャワー浴び鼻歌も出て月涼し

肩の藪っ蚊ぴしやりと叩く

禅寺に観光客の列をなし
にわたずみよりほのかなる湯気

ひと時はしだるる花を傘として

西行庵に送りたる春

次渡篠
｜剛
山部原Ⅲ

透弘透和春弘弘春和春弘弘和春子水脩子

筆和春透和透弘透和春弘透和透春春弘透

オ

八東京・上野連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃冬薔薇や﹄
桜井つばな捌

脇尼崎丼

肱朝寝するあの世この世をさ迷いつ
ナオ

ーお金を積めば星に行けます

純愛本のブームじわりと

ネットでは自殺の作法教えいし

燗熱うして杯を吸い合う

しなやかな細きうなじに初時雨

留学の娘の便り途絶えて

裏町にフアドの流るるレンガ道

ナウ

朱

彩

起冬薔薇や空に凛々命張り

ひさぴさに読みさしノベル手に取りて

美秀ゆつ
智四
ば
つゆ美秀ゆ秀美つつゆ美秀つ美子郎きな

堀

々

ー閑けさの中聞ゆ笹鳴

池の面に立てる漣

荒れし代にお出ましあれとよるず神

金柑の粒まろぶ掌

後の月香を利く座のはなやげる

ｉ脇文化の日人形浄瑠璃演じられ

ー課外授業のテーマ様々

山奥のその奥までのツァーあり

翁の句碑のこんなところに
花の虹ライトァップの一夜城
春の別れに生れしみどり児

平成十四年十一月十日首

佐

水

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十四年十二月十八日尾

−85−

双耳の壺をおく違い棚

有明の月にたなびく白き雲
高きに登り未知を求めん
砿いぼむしり斧ふりあげていかる態

優しさのあふるナースの弧爽と

ウ

ーゴルフボールで大怪我をする

思いの丈を告げるすべなく
埋もれいる遺跡をさがす夢の旅

石のかけらは宝物かも

風鈴のひびく軒先三日の月

夏書の墨の匂う本堂

多忙ゆえ無心になれるなどうれし

飽かず眺むる魚釣るひと
花吹雪口に眼に舞い込みて
かぎるいている蔵のある街

宮高篠桜

秀つ秀ゆ彩つ秀ゆ朱女美ゆ朱美ゆつ秀芽

八東京︑上野連句会その三ｖ

歌仙﹃電飾の﹄
篠崎ゆき捌

篠崎ゆき

オ

起電飾の虚飾の闇やクリスマス
桜井つばな

春

ゆ

弘

つ

篠原弘脩
渡辺春水
岡田透子

く窓に置かれしカトレアの鉢

ウ

コーヒーをペアのカップで楽しみし

つ

ナオ

ーテレビ独占松井イチロー

肱少年の日の蘇える蓬餅

やけのやんばち安酒やつか

沈むこと出来ぬ死海で鬼ごっこ

かなしき指の編む東豆腐

夜の来てしんしん寺に雪降れる

看護婦の慰めことば忘られず
寝言に妻の知らぬ名を云う

いつまで続く放浪の旅

風化するアモイの像の影ながく

ひそやかに片割月の動きいて

引きしヘチマのゆれいし狭庭
Ｉ鵬戦禍にも児等の瞳は爽やかに
ナウ

ー色とりどりに帽子のリボン

雑木山となりのトトロに守られて

轆轤細工の土積まれいる
黒塀に色鮮らしき雨後の花
潮吹き貝が派手に潮吹く
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試乗会外車数々並ぶらん
寄せ来る波の平す砂浜

デジカメにおさめておきし望の月

麦藁蜻蛉竿に止まれり

澪リュック背に渡る木道暮の秋

Ｉ一人目立ちし整形美人

ガラスの壁に映る賑い

ゆ

弘

透

のっそり戻る家守の猫

自己破産すれば気楽に生きのびて
月浴びてデッキにゆるる藤寝椅子

つ

二日首

︵於・上野・來攻文化会館︶

一十日尾

111]

春

透
￨川叫

夏期講習のようよう終る

次山和子

年年
十十

二代目を継ぎて侘び寂ぴ身の内に

万葉がなのうすずみの軸

春

切絵図に花を訪ねる町めぐり

新家の軒に燕巣寵る

平平
成成
十十

透ゆ弘つ春ゆ弘ゆつゆ透春和弘透ゆ透春

藤井佐和子捌

河原佐藤
田田崎井

八東京・ＮＨＫ文化センター青山ｖ

歌仙﹃梅雨晴間﹄

木鋏の切れよき音や梅雨晴間

とうすみ蜻蛉みゆる泉水
哲学の厚き原書を持ち出して
パイプ街えし祖父はマドロス

ナォ碑に影落としつつ帰る雁
源氏を写す筆のためらひ

会えばふるえるつまみ管

胸深く諸んじてゐる文のあり

舟形の火のあざやかに点さるる

月への旅はやがて正夢

爽やかにキリマンジャロを焙りあげて

姉と組みたるテニス楽しき

いつ役に立つかもしれぬ英会話

炬燵の上にありしだまし絵

北鮮の拉致の真実あきらかに

鯰頼りの地震列島

ナゥ山盛りの一口茄子をお茶受けに

同窓会の批したしき

都心ゆく快速電車色赤く

カレンダーには予定ぎっしり

天平の秘仏を拝す花の寺
川面まぶしう翔くる燕

︵於・ＮＨＫ文化センター青山︶

平成十︲四年七月一日首
平成十四年Ｉ二月二日尾

−87−

莊洋と塩田光る月の浜
ひとり佇ちゐる烏渡るころ

ゥ吾亦紅奥湯に浮かす酒の盆

轆轤を廻す娘可愛ゆき

脱サラの入婿家事に専念し
子供の塾と小さき貼り紙
駅前の巡査に道を尋ねつつ
生れ故郷に知る人もなし
霜おりる韻かも月の傾きて

み空をかける馴鹿の橇

この国に戦火の果てる日のありや

床あげ願う個室病棟

花燗漫差しのべし手に鯛るるほど

上野の山の鐘は朧に

水安靜佐
緒和
靜佐靜水水安水安佐靜佐水安靜尾恵子子

安水佐靜靜安水佐佐水靜安靜佐安水佐安

ナォ故郷の池古り亀の鳴くをきく
伸びたる試歩にこころ弾める

新しき上司にいつか矩を越え

モンマルトルの屋根裏の部屋

難民の村へ続ける轤馬の列

やこ
裸の稚や児
笑ひころげる

王妃の名つきし真紅の薔薇咲きて
宮脇美智子

遙かにみゆる高き稜線

臼杵勝児

宮脇美智子捌

八東京・ＮＨＫ文化センター青山その二Ｖ

歌仙﹃時烏﹄

いちはつ

藁葺きの家挿頭す鳶尾

山の湯の夜明けは早し時烏
八島美枝子

毛蔑を敷き月の客待つ

口ずさむラジオ歌謡のなつかしく

連れだちて上野の森の美術館

勝

瀞

瀞

︵於・ＮＨＫ文化センター行山︶

平成十四年十二Ⅱ二Ⅲ尾

平成十Ｗ年七Ⅱ一日首

小町の里を濡らす春雨

案内するごともつれとぶ蝶
昼ふかく琴の音もるる花の奥

手打の蕎麦に新走り添え
ナゥ無党派の票が倍増市長選
サイクリングの親子三人
沖を行く帆船の見ゆ段丘に

美

智

吉江康子
康

卒寿の恩師満面の笑み

瀞

寄せ書きに一片の花燗れゆけり

美

康
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達筆に陶の箱書認めて
配達されし英字新聞
月天心道八方に開けたる

清閑の中今年絹織り

ゥ何処よりきこゆる笛か秋祭
いもと

幼き妹結ひあげし髪

茶の湯の腕は免許皆伝

智

駅前に酒落た和菓子屋店ぴらき
別れきて熱き思ひの断ちがたく

智

瀞

青道心を追ひて蛇となる
顔見世の招きに淡き昼の月
能登の輪島の箸の馬鹿塗

智

康

乾盃の音頭をとれとおだてられ

かぎろひ止まぬヴィーナスの像

康美瀞智美康勝美智智勝美智康勝淋康勝

ハ豊田・桜花学園大学連句研究会ｖ

脇起半歌仙﹁ところてん﹄
セトリン捌

松尾芭蕉
矢崎藍

清滝の水くませてやところてん

初鯛のすき透る声
極楽院

セトリン

働きすぎの三十路店長

棚おろし新刊本を入れ替えて

小

極

小川さん

極

鳶がどこかで眠る寒林

冬の月ぽっつり光るビルの街

インターネットで遠距離恋愛

ゥ講義中こそこそ話す君と僕

藍

極

セ

ニック

一緒に見よう天の橋立

ミラー越しアイコンタクト好きだよと

国境検問灯す秋冷

流れゆく満天の星月落ちて

セ

セ

小

オーバーヘッドで逆転勝利

極

松茸を薄く刻んで大家族
よりそっている三毛とペルシャと

セ

一一

友情を確認しあった木曜日
忘れものしていいわけの春

無量寿寺なりひらの花時を超え

︵於・桜花学閥大学岨研究祭︶

平成十川年六月二十Ⅱ首尾

89

八東京・丘の上連句会ｌその一ｖ

秋啼く駒は赤い鞍置く

満月の歪んで映る漆椀
ワ西征の夫在る漠士雁も来ず

ナォ目覚しを提げた兎のげんげ畑

春の街までルーズソックス

キョスクの小母さんからのお饒別

リストラ饅頭通う職安

セビリヤの川の流れはゆるやかに

漫画つくづく話る哲学

ゲバ棒と留置所話今昔

今村寺田

ナゥ露天風呂自画自賛するこのお肌

出雲の神も浮きしたとよ

笹薮をバイクに馳せて郵便夫

クロワッサンは山のブランチ

郭公の声は音譜の正確さ

夏の早朝太極拳︵タイチ︶楽しむ

中尾青宵

中尾青宵捌

歌仙﹃祁洞称伽脚僻ドヵップ﹄

青嵐を呼ぶサポーターたち

小国が金星紫陽花弾みけり
地下鉄の路線図大きくあちこちに

東浦佳子
田中安芸
佐藤良彌
竹崎梨野
大城里水
和田忠勝

桧香ればアロマテラピー
急ぎ坂まるぴし先は西行庵

︵於・三川キャンパス︶
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ふと或る教室急きょ入門

遺跡重ねる王妃らの恋

塙於玉

レンズ伝える脆き外交

割り算の九九唇にひたすら

伊藤航

ミステリー終りから読む悪い癖

花篝月に届けと燃え上がる

船揚げる揚げない直ぐに海凍る

大久保風子

平成十四年六月一日首尾

あの影朧ろ白拍子かな

岩の焚火にす︑る芋粥
招かざる客は酔客寒の月

佳

岡山朱藍
坂田武彦

佳

藍

十田

彌

癒えたる腰のまたもシクシク

苔の寺苔の激写に夢幻境

廊の奥より細き龍笛
愛娘嫁ぎし夕べ花眠る
お玉杓子の何に驚く

宵佳宵水藍玉佳苗水勝航苗彌風彦野玉苗

八東京・丘の上連句会ｌその二Ｖ

短歌行﹃夕涼み﹄

蝉けたたまし大木の幹
大久保風

和田中心

ナォ思い出の日光の春語らひつ

ここらあたりに翁宿りし

寺はいま無住となりて残る句碑

候補続々知事は誰やら
色町でお疲れ様と冬の月

埋火おこす再会の宵

樹風勝知樹勝梨知風梨知勝

青木秀樹捌

宅配便片耳立てる犬のゐて
青木秀

名和未

読みもせぬのに又本を買う

竹崎梨

夕涼み妻より先に死ぬつもり

ゥ十字架の影くっきりとけふの月

運命を時に任せて自然流

頭痛肩こり預貯金もなく

ナゥ子や孫に託す一事を書き記し

引き込み線を散歩する鳩
花曇戦禍にあへぐ人思ふ

︵於・三田キャンパス︶

赤白黄色飛ばす風船

平成十四年八月三日首尾
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鮭ひしめいて上る川筋

紅葉狩ピリカメノコの姿追ひ

待ち合はせする山の頂

恥知らぬ教師・消防・警察官

匿名希望ラヂオ相談

留学の夢叶ふ初虹

秘蔵するワインに酔ひて花に酔ふ

樹知風勝梨勝風野樹子勝知

オ

福田太ろを捌

佐

る

ハ桶川・桶川連句会ｌその一ｖ

歌仙﹃聟えるもの﹄

風かがよいて萌える若草

起聲えるものみな仰ぎ見る春大社

ナオ

肱鶯にいざなわれゆく万歩計
ー高嶺はるかにちぎれ雲とぶ

無宿者近ごろ少し里心
銀幕に向き絞る紅涙

福達磨から福は希めず

凍裂は老樹の悲鳴かもしれぬ

胸の厚みが恋の決め手に

取り敢えずホームページをつぎつぎと

隠れ湯に﹁鍵﹄を地でゆく小説家

故郷想い出す鳩の鳴き声
月照れど心は闇よ自己破産
白桃の蜜ゆっくりと吸い

膳水尾を織る東京湾の秋の晴れ
ナウ

ーヵタヵナだけの並ぶ看板

口もごもごとかぎるいており

駅前の留学無事に了えたけど

・・１１

１１日

︵於・さいたま文学館︶

馬の子跳ねる牧の細道

よみがえる雲遊菊舎花の雲

平成十四年四月十八日首
平成十四年五月二十日尾
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マンションに子持の猫の住みついて

フセイン探す米英の兵

沢澤伊藤福
井田 東津田

タ

古書蝉の主はたき掛けおり

街裏を河口へ下る月の舟
艫に舳先にこぼれ来る萩
ウ

癩南無秋の臘々として般若経

生まれたる子は眉目秀麗

背に腹を変えて約束してしまう

ＳＬの笛遠く聞こえる

神童もあれよあれよと唯の人

佳境に入る百物語

城跡の石垣白き夏の月

呑めども溢る盃が欲し

手品師のあれこれ種が尽き果てて

綿菓子の袋ゆらゆら花の中
のどかに過ぎるお茶のひととき

三佳康和太
小
池

々
木

礼

文
坂
本

和子佳夕三子〃佳康三力康佳柳久之子を

月太佳康子三佳和康〃三佳夕三佳和康三

八柚川・棚川連句会ｌその二ｖ

半歌仙﹃舟唄に﹄

公演へ盲導犬が寄り添いて

才

狸舟唄に余花のたかぶりありにけり

く幟はたはた端午の節句
書きに書きたる色紙のサイン

月わたる童話の国の散居村
いろりの欲しき団藥の席
峨威銃聞こえる闇を深くして

福田太ろを捌
細川太ろを

沢井三柳
ｋ月叩子
藤津和子
伊東康之
澤川佳久

太

一一一

和

小池タ力

大名火消し御門の内へ

禅僧の衣のかげに燃える恋

ウ

Ｉ海岸線をバイク相乗り

あっばれと見てきたように瓦版

佳

康

佐々木文子

拍子木打って降りる椴帳

坂本礼子

白銀の山懐へ月戻る

寒造り了え杜氏ご機嫌

佳

太

シーサーの焼きもの旅の土産とし

ブッシュ苦虫反戦の春

咲き誇るさくらさくらの神の池

霞あまねく日本列島

平成十四年三月二十一日首

平成十四年四月十八日尾

︵於・さいたま文学館︶
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ハ神戸・おたくさの会ｖ

いる

ほど

基﹄

子﹄

多衣
昌子
多衣
洋子
雅代
昌子
洋子
雅代

在間洋子
松本昌子
香山雅代

成田アシ子

飽浦敏
森本多衣
鈴木漠

鈴木漠捌

非懐紙﹃かなかなｌ賦物尻取り﹄

さはぐるみ

沢胡桃谷間に彩の淡きかな
かなかなが鳴き気長なかなか＊

仲の良き姉妹が遊ぶ良夜にて

二転三転揺らぐ真実

づゑ

じっとして熊の散歩をやり過ごし

御所人形も飾る顔見世

店先の観葉樹にもリボン付け

漬物本舗元祖主張し

憂しかなし然れど懐かし遍路杖
ずゑ

図絵眺めては誘ふ佐保姫
もみ

秘め事を埋め置きし花開き初め

染物届き紅絹のやはらぎ
らぎやう

裸形にて闇のとばりに抱かれつつ

包み解けば恋文とほ薔
薇
い

バランスを保つ菜食本意の膳

小路はすえ

敏

足し算のやうにやうやく寝待月

アシ子

いた﹂し﹂

禅問答に竃馬逃げたし

頭巾被って眠る案山子も

漠

敏

漠

下ぶくれ頬も赤らむ笑みこぼし

募集中なり雪国の嫁

執筆

アシ子

はすえ

読め読めと媛炉を前のミステリー
﹃ノヘ

ノ︑ゆ

ス
花リー輪
捧げん雲の墓標へ
上ざまに枝調べをり桜守

一﹂由か

森ゆく蝶よ酔ふて煉りも＊

平成十四年九Ⅱ五Ⅲ首

︵於・ＮＨＫ神一抑文化センター︶

平成十四年十二月二十四Ⅱ尾

＊脇句︑挙句はⅢ文
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八松山・小野連句会ｖ

歌仙﹃陽の温み﹄

陽の温み陽の香畳むや干薄団

遠き山脈光る冬晴

宇都宮柏葉捌
宇都宮柏葉

村上宕王子

渡部伸居
大野順子

振舞酒にしばし陶然

金婚の記念の絵皿飾られて

玉突き事故に巻き込まれしが

ナォ見守りて学童送る春の門

氏神に絵画納むる帰郷画家
句碑建立の場所を捜しつ

村の集ひに揃ふ綿入れ

炉開きに濃茶練る手のあざやかに

棋士のフィアンセ蔭で応援

着信のメロディー急に鳴りはじめ

さと唄にまでうたはる︑睦まじさ

拉致問題の不審深まり

肩組みて月賞で歩く温泉の町
はは
亡母も好みし士瓶蒸し食む

渡部尤京
葉

ナゥ放牧の赤馬肥ゆる火口原

肺腋に沁みる祖父の教戒

尾根を越ゆれば消えてゆく雲
惜しまれて松井選手は米リーグ

︵於・松山巾小野公民館︶
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笛の音に誘はれ出でて浦の月

かそけき風に座く穂芒

順

居

尤

面影を追ふ夢の中まで

ゥ鬼の子に糸引かれゐる寺の軒

小泉さんの苦悩誰ぞ知る

葉

浮きつ沈みつ双つ蝶舞ふ

ゆったりと廻る水車にまとふ花

︷石

いっこうに出口の見えぬこの不況

居

老いらくの恋と悟らる身だしなみ

むかしの唱歌思ひだすま逮

︷石

順
尤
居

葉
順

平成十四年十月二十一日首
平成十四年十一月十八日尾

月涼し熟田津の径辿り行く

麦桿帽子粋にかむれる

錐の飛び立つ里の夕暮

西ナイルウイルス防ぐ策必至
ゲートボールに揚がる歓声
花の土手旅の一座の通り過ぎ

居順宕尤居葉尤宕順居葉尤宕順居葉尤宕

八松山・おぼろ連句会その一Ｖ

歌仙﹃茶杓作り﹄
つゆひとひ

自己流の茶杓作りや梅雨一日
あじさい

床の間飾る四龍の華

つど

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

藤本純一

ひね

間橋蘭水
梶野浩楽

ゆ

温泉に浸りつつ句を捻るなり

退職し趣味の集ひに興ずらん

山本青芝

ナォ行く雲と桜楽しむ西行忌
旅から旅へ草蛙すり切れ
おび

風に乗りサーカスジンタ聞こえくる

だ

テロに怯えて相次ぐキャンセル
遠くから飴売りのこゑ濁みてをり

用意されたるおやつがぶりと
うすくち

薄唇の端シから赤き汁垂れて

いだ

いきなりぐっと抱き締めたき

あてむかい
おかつばの﹁いや−ん﹂と揚ぐる拒絶に

酒の勢ひむずむずとして

あか

みゆうみ

まご
うこうや
曽ひ孫
と遊ぶ好こ々
爺なり

鬼ごっこ枝垂るる花と月の庭

どか
この頃農家長の閑
なる鶏

平成十四年六月二十七日首
平成十四年七月二十五日尾

ひと

とり

一１・松山巾総合柵祉センター﹄

愈︑松山市偕草町一
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天空に聟ゆる岩に月浮かぶ

今井比呂夢

峠道街の灯明く煙ける
破れし恋を胸にする男

︑つ

ナゥ機内食フォーク類みなプラスチックに

みぢ
紅も葉
の映つる山峡の里

水

窓から倣下る洋とグアム島

びと

洞

戦禍なほここまでは来ぬ世界なり

よ

ゥ稲を刈る村衆の声賑はしく
いとしき方のお姿見かけ

純

茜蚕

芝
洞

﹄﹂

楽

たけ

思の丈の愛を畷く

︾つつつ

ふたりして身を寄せ合ひし観覧車
れん
縄暖の簾
放歌高吟夢現

学生寮はカードキーなり
かげ

水
楽

越後雪原秒々として

内外に小泉政権多事多難

純

クリスマス鐘鳴る頃の月の光

うわじま丸は海底動かず

芝

茜蚕

新人の歓迎会も森の宴
春の嵐は去りて安心

芝純楽洞純芝洞楽芝純楽洞夢芝純楽水洞

八松山・おぼろ連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹁秋めく﹄
鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

ナォ湯けむりの軒端流るるおぼろにて

読みかけの本伏せて居睡る

ショップにて帽子を求め間歩する

アセチレンガス燃ゆる夜店に

やほやの野菜道にはみ出し
呼び込みの声高らかに夏景気

顔添へ送る熱々メール

か

梶野浩楽

カップルはムードサロンで抱き合い

秋めくや出窓ことりと風の音
藤本純一

あつあつ

うとみゐし茶髪が今は好きになり

壁這ふ蔦に夕月の光ゲ
山本青芝

勝手気ままに足の向くまま

ず

千枚田にて牛で田を鋤く

仰ぎ見る月高く澄む爽かさ
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訪ね行く山家は霧に包まれて

洞

今井比呂夢

ちちろ虫啼く北宙の下

︵於・瀧川柿諦舗細祉センター︶

平成十四年九月二 九日首
平成十四年十月三十一日尾

希望を胸に新入社員

みやこではやるビタミンカフェー
パンドラの筐に花降りかかりたる

名前までわからぬままの同期会

楽

純

楽

洞

高橋蘭水

茜蚕

ナゥ運動会児等の声援青空へ
傘寿を越えし平穏の日々

葉桜のある水あかりなり

かくれいわ

なげやつこ

屯
糸
芝

飛んで行く蛍のあとを追ひ求め
あきらぶし

漣に沿ひ肩寄せ歩む

ワ聴き惚るる﹁熱き心に﹂旭節
は

若き目のまたたき美しき尼僧さま
︶︶︾︶

失投一つ悔む敗戦

クロールの興居島めざす飛びこみて

礁ある海面の渦

垂れこめし雲間を走る月寒く

熱燗つけて友と暎笑

茜蚕

芝

洞

水

へ

郷奴奉納するは瀬戸八幡
Ｕターンせし娘なまめき
ラブシーン二つの影に花古木
かりそめの恋春はほろほる

水洞芝夢楽純水洞夢芝純楽洞水芝夢楽純

ハ神戸・海市の会ｖ

脇起歌仙﹃風の行方﹄

ナォ天上へ遊ぶ途中の摩耶詣
ほ

祝ぎ歌を龍舌蘭の酒に舞ふ
うすざぬ
きのふの蛇が薄衣を脱ぎ
溜池に泳ぎ禁ずる札朽ちて

架橋に賭ける街の復興

鈴木漠捌

ガラス戸越しの接吻も切なく

名画観る館内愛はさまざまに

キス

多田智満子

Ｉ多田智満子追悼Ｉ

庭に隠れし犬の侘び声

爽籟満つる神の階梯

草の背を乗り継ぐ風の行方かな＊

楼閣は時を称へて王のごと

び

ミューズの恵み夢療にこそあれ

つ

ともし

漠

漠

光明
英治

圭介
英治
光明
圭介

漠

光明
英治

漠

圭介
英治
光明
圭介

智満子

光明

＊印は多川智満子通句集﹃風のかたみ﹄から︒発句は辞世︒

秤雌什琿癖一一一地一十岬叩噛︵ファクシミリ文音︶

阿畔の意味の深き春愁

つじきみせう
拍華して乞こ食
微笑花の山＊

ねんげ

手より伝へる手への温もり

可視的なメタフィジクス体現す

ぽんかん

ナゥねんねこの記憶の底に眠る児も

日輪の香に染まれ椛柑

眉秀でたる少年となり

たた

や
魂の形の火ほ屋
の秋灯

涙ごときで月は曇らず
漠

鈴木漢
永田圭介
三木英治
梅村光明

団蘂もあたり気遣ふ夜更けにて

月は何処まで縦いてくるやら

圭介
英治
光明
圭介

幼子の心直ぐなる四面道
は

ゥしがらみも昔のことと栗を食む

蜻蛉は知るや午後の重みを

秘伝なる媚薬に託す恋模様
ひでん
豊乳肥臂褒むるほかなく

漠

光明
英治

しやうらい

請来の樹下美人図は匂やかに

独り身ばかり囲む河豚鍋
あな寂し鏡に蒼き寒の月
虚実皮膜の間の真理を

漠

戦ひも平和のためと説くならん

花吹雪我が感傷は渦をなし

焦土の空に聖き鐘の音

圭介
英治
光明
圭介
目が合ふ刹那浮かれ猫消え
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別所真紀捌

公羽

伊藤哲子
田中雅子
福永千晴
別所真紀
日高玲
瀧川遊耳
河村志乃

ゥ夏隣吊革少し伸びるらん
右眼の中に君を棲はせ
脱走の兵を匿ふ納屋の奥

四人姉妹のみんなふくよか

炎天の大観覧車停止せる

滅びに到る蝉しぐれして

国境線かたみに呼ばう声かなし

おわら踊りに角のある影

ハーベストムーンに育つマスカット

ロマの鍋にて初鴨を煮る

窯出しの陶の貫入あざやかに
ここから先は口伝なるくし

花にふれる光にふれる死にふれる

禅問答の葱坊主たち

−99−

八東京・解續ｖ

世吉一癖嬬維郡媚興行﹄

都いで槌神も旅寝の日数かな

夢か現か星の入東風

椋棡を剥ぐけさの私の新しく

上梓の本のインク匂へる
為し終へし後の心に嬉遊曲

返し忘れし銀の小匙よ
朧月この盃を享けてくれ

翁の馳走野芹雑炊

千遊玲志千志雅遊真同哲千同玲

知らない筋肉動きだすなり

ナォあま噛みの仔犬を抱けり浬藥西風

起爆装置が刻一刻と

読谷村江戸紅型を展示して
パオ

包の閨とて獣脂けむれる

青葉潮吸い込むやうな女です

正義かざすは悪の根源

シタールの調べに乗せて呪を唄ふ

書棚の壌積む冬ごもり

ナゥ寒肥に思想いよいよ深まりぬ

ぼろりと落ちる鉈の赤錆

コンドルは翔んだかケーナは吹かれたか

臓器移植の是非を論じて

競売の小家に残るへのへのへ

かぎろひてまた揺るるさざ波

外つ国のひとの会釈よ花の雨

平成十叫年十一Ⅱ二十一Ⅲ前尾

︵於・松盤淵︶
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古武士てふ絶滅危倶種の祖父であり

板チョコの味焼け跡の月
罪ぶかきことを思へり猿酒
白い道化の化粧すさまじ
ぱさりと崩れたる砂の城

かくれんぼカンパネルラは消えしまま

雅同玲志玲雅千雅真玲玲雅遊志

遊真雅千玲志千遊

八諏訪・河童連句会ｖ

スワンスワン﹃天狗火﹄

︵壱面︶

卍の旗をちぎる北風

遠州や天狗火はしる冬木立

豆鉄砲の査察はじまり

矢崎硯水捌
︵参面︶

やたからす

﹁国文﹂黄泉の連句大会

山姥を風切りに乗せ八昭烏

手招きでおいでんちゃいと猫又が

Ｇ線上の蝸糾ゆるる池

トトロの森の好きなわらんべ
潜りゆくタイムトンネル花の城

︵ｅ・メール＆ファックス︶

平成十叫年十二Ⅱ十四Ｈ竹
平成十五年一Ⅱ三−一Ⅱ尼

水芳真あ芳水

汪形式﹁スワンスワン﹂はアラビア数字蛇︵句数︶を二羽
の白鳥に見立てる︒春秋二〜三句︑夏冬一〜二句︒
二月一花一烏︵烏は非定座︶恋二〜三句の一箇所︵弐
面か参面︶︒三面からなる序・破・急︒この巻は妖
怪や超常現象を泳み込む特殊作品︒
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手裏剣が何処ともなく飛んで来て

絵
絵図
図 逆しまに秋の曼茶羅

空中に月見の酒盃浮かぶらん

つ士↑

真あ芳硯
知す
水芳子か香水
あ真水芳真あ芳水あ真

︵弐面︶

ＩＱのいかにも低き割れ胡桃
リハビリしかと励む鬼太郎
クローンの美少女の媚び悩ましく

お伽の国の旅は﹁うふふふ﹂

湯の尽きぬ分福茶釜加減よき

白雨がやんで月の境内
喝采の魔物一座の夏芝居

ろくろっ首が撮み食ひする
笑気ガス・マイナスイオン・河童の屈

メールの文字も化ける御時世

北三吉矢
野神本崎

八横浜・桂の会ｌその一Ｖ

若松龍巫

歌仙﹃若葉風﹄
若葉風変体假名の便り来る
長崎和

若松藍香捌

ひらりと寶戸を透けし烏影
界隈にビル建つ音の響きいて
原田安
鈴木望呈

伊藤藪

母待つ子等のチェスに熱あげ

ナォ行く春の気配残して杜抜ける
日暮れてなほも子守もどらず

香

福永千晴

眠気覚ましの苦い珈琲

安

篁呈

ぽつりぽつりサンスクリット幡いて

安

幽豆

香

安

白の緋の父は鬘礫

山小屋の棚に見事な金魚鉢

何時までも恋文だけは仕舞おり
貴方ネガティブ私ポジティブ

葦

安

浅沼小葦

晴

本当の自分を探す旅に出て
成田空港マスクしっかり

木の実降らせて驚かされる

シャガールの月にピエロがすがりつく

安

香

めざす湯治場ランプほのかに

ナゥ穂芒の谷戸の抜け路けものみち

些豆

竺豆

香

観光客の評価まちまち

雌ヶ丘地区センター︶

執筆

モナリザの謎のほほえみ貼られいて

︵於

百千烏鳴く野辺はのどやか

雲映す濠の水面の花筏

平成十五年Ⅲ月三日首
平成十五年五月八Ⅱ尾
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久々に訪る一座月のぞき
こころづくしのままかりの鮨

ゥ奉賀帖老が持ちくる秋祭

断り切れず結ぶ縁組

身勝手な浪費妻とはなりました
ベイエリアに事務所立ち上ぐ

ドラマ見る如くに写る空中戦

せい

生の重みを礫刑に知る
虎落笛月天心を渡りゆく
稽古終りて囲むしし鍋

十聞いてひとつ覚える退職後
介護のことに話題ゆきつき
おのずから濃淡ありて花の山

旧街道は陽炎の中

彦和豊和彦安香和安彦豊彦和二恵代彦香

ハ横浜・桂の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃忘れ潮﹄
臼杵勝児捌

渡辺葉

臼杵勝

梯梧の彩の溶ける青空
萩谷悦

忘れ潮に錆びし鉄片沖縄忌
少年の口笛低くきこえ来て
佐々木け
佐々木允

勝

鈴木些呈二

ナォ大凧を担う漢の勇ましく

四股揃い踏み兄と弟

悦

け

允

大谷真智子

些皇

遺伝子の故か名代の好き者で

姓転換の機長恋する

応援の声盛り上るスタジアム

夢を追いかけ廻る矢車

け

瀞

川渡御の船賑やかに橋の街

鉢より鷺を翔たす鷺草
井戸端で噂話に尾鰭つき

浅沼小葺

悦

吉云

下駄履きでゆく角の銭湯

雲晴れて月を浴びたる義民の碑
かぼす

知らぬ間に桑の括られ

瀞

け

助さん格さん黄門の供

け

真

ナゥ秋刀魚焼き臭榿を添えて卓伏台に

長押には薙刀かけし旧き家

執筆

真

うららの春に弾くはソナチネ

燗漫の花に浮かれて父祖三代

清明節に音もなき雨

︵於・藤ヶ丘地区センター︶

平成十四年六月十九日首
平成十四年七Ⅱ十一日足
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ガレージセールすぐに売切れ

酌み交す自慢の銘酒月の宴
ゆるるともなく蓑虫の糸
ゥ五輪の書解釈数多そぞろ寒
女性の長寿何時も変らず
エーゲ海エロスの母をめぐる旅

二人の影の匂ひ立ちたる
迷い来し野点の席の白い猫

無住の寺に干さる大根

リストラという言葉かなしく

寒月に導かれゆく家路なり
グルメの世薬片手に太極拳
動物園はベビーブームで

双眼鏡で覗く弥生野

花の山癒しの花を散りこぼし

葉悦瀞悦允け瀧悦葉け允葉悦明ん子月児

八東京・かびれ

その一Ｖ

歌仙﹃卯月波﹄
卯月波兎跳びして黄昏れる

雷干しを吊す軒先

西幾多捌

伊藤柳香

小松崎爽青

ナォ白酒にほろと本音をもらしたる

手形足形とって初孫

支払ひは現金にてと念押され

やつと決りし壁紙の柄

夏寒く鳴き寄る猫を抱きあげて

落し文とて貰ふときめき

ワ猪撃ちの自慢話を聞かされて

松の手入れの長梯子掛け

音探りつつハーモニカ吹く
古里の路地しらしらと十三夜

嘉

柳

伊藤延子

早田維紀子

尾を振って犬のポンタに迎へられ

ハワイ旅行の当る噂が

ナゥ金髪の鬘が似合ふ文化祭

秋のいちにちミシン踏むなり

駅前は月光に濡れ静もりて

鴉も来をる庭の餌台

いきなりのキスに驚き坐る椅子
老人ホームに浮き名ひそひそ

請はれもせぬに直しやる衿

幾

石炭掘もついにお仕舞

あまからの草加煎餅香ばしく

姉さんと思うてゐしがいつしかに

維

遊学の思ひふくらむ少年に

唯野嘉代子

禁断の実を食べて窪乱

延

唄声か風か万朶の花揺るる
子の夢のせて風船が飛ぶ

平成十四年二Ⅱ十五Ⅱ柵尼︵文併︶
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西幾多

町裏に教会の鐘なりひびき

柳
幾

単身赴任洗濯もする

ロケ隊の人馬に皎と冬の月
闇汁つつき眼鏡くもらす

嘉

柳

延

嘉

掘出しし石器贋物だったとは

維

丘の起伏にあそぶ蝶々

杉風を花見に誘ふ曽良がゐて

春の潮路に小舟漕ぎ出す

維幾嘉柳延維幾延嘉柳維幾嘉柳延維幾延

八東京・かびれその二Ｖ

﹃汲みこぼす﹄

汲みこぼす水が光りぬ蕗の薑

突然にからくり時計鳴り始め
はたとひらめく幾何の問題
花の下社長の椅子を夢にみて

七彩を生む城の噴水

英字新聞すらすらとよみ
外シ国の旅も半ばの夏の月

いと低く茶房に流るノクターン

メールこぬ日は爪をかむなり

初恋は泪もろくてさみしいの

ゥ秋深き机の上を片付けて
彼にあげるとお芝居の券

忘れ扇の絵柄たのしも

いく度も鯉跳ね上る月今宵

春風へビルの大窓ひらくらん
テニスの打球ひびく清しさ

分教場に飾る紙雛

仙

御手の先より甘茶灌がん

飯泉葉子捌

飯泉葉

小松崎爽

羽場桂

木崎節

ナォ栄螺焼く匂ひほのぼの漂へぱ

パレットに溶く深い藍色
三代の結城紬に袖とほし

気立ての良さが仇になりしか
氷柱折り妊娠またも言い出せず

ちぎっては捨っ卓の冬薔薇

聖戦といふ名のもとのテロ憎み

多く語らぬ若きエリート
エ作は小学校の頃からと

無農薬とふ品にこだはる

月仰ぐ予後とて都会離れし身

頭をちらと見せて鬼っ子

ナゥ筋書のわからぬドラマ秋小寒

またぎの家に銃が残りて

縄文のゆがみし壺が掘り出され

山籟聞くは心寧らぐ

馳せ参じ米寿祝ぐ花の宴

師弟の句碑にもゆる陽炎

平成十四年五Ⅱ一↑十Ⅲ満尾︵文音︶
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歌

桂葉節桂葉節桂葉節桂葉節桂葉子子子青

葉桂節葉桂節葉桂節葉桂節葉桂節葉桂節

八日立・かびれＩその三Ｖ

歌仙﹃羅

羅が透けて起居の涼しけれ

夏の座敷にかほる白檀

筆洗の濁りし水を取替えて

ナォ耕運機洗うてをれば蛙鳴く

ひと頑張りと我に鞭打つ
めざせるは太極拳の大会に

方向音痴探す道連れ

立山へ彼と秘密のスケジュール

明眸皓歯日焼かくせず

西幾多捌
小松崎爽青

名工の建てし木造家屋とて

力作を窯に納めて月見上げ
虫の音胸に聞ける静けさ

表紙を飾る特集の記事

香りの高い紅茶運ばれ

可愛いくて炊事洗濯みんな僕

後藤算子
片野弥恵
小岩菖蒲
算

西幾多
昔日

ナゥ秋風に写経の墨をさらさらと

カーナビ頼る旅の往復

長澤矢麻女

弥

公設の秘書のお手当何処へ消ゆ
昔自

平成十叫年五〃二十Ⅱ満足

風船売りに子等が集る

摩替うまきマジシャンの技
くるくると目白が潜る花の中

算
弥
矢
昔巨

弥

算
矢
昔日

︵於・算子居︶

‑106‑

散歩に行けと犬にせがまる

満月にトラック浮ぶ競技場

展示の菊に幕が脹らむ

ゥ新米の赤飯よとて届けられ
記念に写す古伊万里のⅢ
同窓会師の馴初めの話聞き
イニシャル入れて指輪揃える
何事もあなたまかせの暮しにて

酸いも甘いも全部０Ｋ

遅き娘を駅へ迎へに月冴ゆる
色とりどりのスキーウエアー

イベントの車売場に万国旗
お子様ランチ食べてみたいと

観覧車花の雲抜けのぼりゆく

霞の中に展く大洋

ー

菖幾弥算菖〃弥菖〃算弥菖算弥算菖矢算

八東京・かびれＩその四Ｖ

﹃寒四郎﹄

老の眼のものよく見えて寒四郎

石田栄子捌
小松崎爽青

栄

大竹多可志

石田栄子
福田安子

家庭菜園今日も精出す

士心

安

安

栄

士心

栄

士心

安

森本節子

栄

ゆったりとキャビアつまみにワイン酌み

西幾多
士心

安

社交ダンスが流行るこの頃

祭り果てたる町の涼しさ

先生と持ち上げられし夏の月

へぼ将棋にも懸命の時

玄関に出て来た猫にまつはられ

支離滅裂な文がとどきぬ

蹟けばしなやかに肩抱きとめ

身すぎ世すぎの惨み出すいる

ゥすかさずに﹁待ってました﹂と村芝居

焚けばほのかに香る残菊

屋上に良夜の光ゲの遍ねかり

子供等のボール垣根を飛び越えて

河原の雪をせせる鵲鵠

仙

花万朶叙勲を祝う同期会
燕の来るを心待ちして

人の気配に手鏡を伏せ

ナォ黄砂降る臨海都市は灯を点し

ファーストキッスはキャンパスの裏

色合ひがをかしとまたも替えし服

さりげなく出す部屋の合鍵

時雨来てぬきさしならぬ仲となり

教会のパイプオルガンおごそかに

漢方薬を常備するとふ

羽織袴でロンドンを歩く
金髪の女性は名ある柔道家

浮世絵にある羽根田落雁

夕月を見上げ杜甫の詩譜ずも

ぶぶ潰すするあてが外れて

ナゥ沙魚釣りの背中いつしか眠りこけ

友垣のメール画面をはみ出せり
ワールドカヅプにあがる歓声

花吹雪転任上司にきりもなく
ゆらりゆらりと土堤の陽炎

平成十叫年六月二十四日首尾︵文音︶
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歌

幾節栄志安節栄幾安志幾節栄安志幾節栄

八東京・かびれその五Ｖ

﹃山の秋一

風よく通る甚平の袖

英語誰で胸の想ひを

木崎節子捌
小松崎爽青

カレーライスに大盛もあり

ナォかにかくに鉄棒うまき新教師

目線絡ませそっと立つ席

神戸までヒッチハイクで乗りつげる

白百合の香がつよく漂ふ

お別れの口ずけ長く汗かいて

壁掛のパッチワークを縫い合せ

靴の先より蟆蜥飛出す

教会のクルスにかかる望の月

急に殖えたる茶呑み友達

遠くひびける竿売の声

早田維紀子

木崎節子
伊藤延子

早朝のジョギング健康ブームなり
儘即

延

維

あっけらかんと漁港休日

ナゥ草の紫吹きつつ里を望むらん
延

妹即

維

古今和歌集諸じてゐる

褒賞をくださるといふ知らせにて
儘即

延

師の米寿とてほほゑめる春

花の下さす手ひく手のあでやかに
僻即

平成十川年八月一日満足︵文音︶

維
延

田舎芝居の下手が面白

儘即

維

満開の花見の酒にほろ酔へぱ

延

大臣の首のすげ替え株価下げ

奥の虫歯が瘤き出したる
はかどらぬ試験勉強寒の月
眼鏡がくもる熱き生姜湯

きぬぎぬのシャシの釦をかけ違へ

イチローのやうな凛々しき彼の眉

暖簾まもるは七代目とふ

ゥ別荘に準備ととのへ客を待つ

虹の輪の中行く船を見はるかし

郷愁の沢の音湧く山の秋
三日月かかる高き藁屋根
焼藷の車に子らの集りて
積木の城を犬に崩され

仙

燕がすいと宙返りする
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歌

節延維節延維節延維節延維節延維節延維

八且￥かびれその六ｖ

歌仙﹁望郷﹄
望郷やひよろりひょろりと春の鳶

西幾多捌
小松崎爽青

村の地蔵の赤い前垂れ

ナォ遠足のお結飯ひとつころげだし

やらずの雨に加はりし風

杳き日のデイトの場所の懐しく

霜の眞白き宿の奥庭

乱れ髪直す仕種の恥づかしさ

オーバーの衿立てながら小走りに

竹取の翁蝸に月のぼり

菊の枕を仕上げ安らぐ

心細きは軽き財布ょ

ベッカムのやうなとんがり頭にて

外車がすいと自販機へ寄る

鈴木ヨシエ

倖せは娘らと仰げる小望月

母屋に続く山吹の道

淵川美智子

鈴水美代
斉藤弘子
片野弥恵
加藤土筆

卒業の子は晴れやかに帰り来て

桔梗一輪活けし床の間

ナゥリホームの箪笥整ふ秋うらら

︵於・日立市多賀公民館︶

二日首尾
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バレー公演満席となる

ワ水清き鱒踞小鳥きてをりぬ

代

弘

まことしやかに噂ひろまる
職退いて悠々自適とゆかぬ悔
竹刀振りつつ声を張りあげ

山里走るボンネットバス

″

弥

再選を願ふ社頭の花に佇ち

忘れたき人にぱったり出合ふとは

大き背中の夫に樅き行く

ヨ

平成十四年八月二

街の彼方に霞む大洋
士

智

家苞に買ひし地酒の重たさょ
いちどもささぬ折たたみ傘

弘

負うた児が取って欲しいと夏の月

藍染め浴衣縫ひ急ぐなり

ヨ

智

弥

デジカメでこの頃は猫追ひかけて

茶摘の唄が空へ流るる

探しあぐねし眼鏡机上に
川添ひの忍者屋敷は花万朶

土弘代智ヨ弥土代ヨ弘智代弥土ヨ弥弘土

ハ伊那・からむし庵連句会ｖ

﹃蝶の旅﹄

莞造りに騒ぐ矢車

根津芙紗捌

元気の秘けつ朝の体操

︵於・伊那市立図普館︶

始まつている蛙合戦

花びらを掃く少年の暹しき

平成十五年五Ⅱ十四Ⅱ前足

洋山路紗〃良嘉洋良路良比嘉山嘉比〃洋

やつ

ナォ石を棄ち湖の惜春深まりぬ

活断層の上の村ぴと

ほほえみかえす観音菩薩
校門に幟を立てて記念祭

ロックの酒にネオンあざやか

虎の群ビルの谷間に涼をとり

婚近き娘のあはれ麦粒腫
二つ同時に出来ぬこの頃

平島嘉子
軍司路子

鳩時計鳴くたび嬰児振り仰ぎ

近藤山澗子

小沢比呂志

山口良子
篠田洋子
根津芙紗

ヒートァイランド精をだす臣

裏からみればみんな見え見え
坂登る車種のエンジン聞きし月
路

新そばを盛る旅は手造り
脇目もふらず源氏読む人

ワ蓑虫はぶらんぶらんと舟を漕ぐ

山

嘉

紗

脚ほっそりと櫓田の牛
ナゥ弁慶が右に左に火の祭

さっと口紅ふきとってやる

片言のフィリピン嬢にのめり込み

私の株はいつ上るやら

大あわてサーズ治療の間にあわず

比

良

路

名水で炊く無農薬米

嘉

山

指に読む先師の碑文飛花落花

山

障子の穴を抜けてくる風
今更に松下禅尼なつかしぐ

月冴えてすり寄って泣く蓬け猫

紗

揺りもどしひとがたブーム向きあって

連弾のピアノにつれて月の客

写真展練達の士を眺めいて
犬にもありぬ長生きの相

はつ夏の翅となりゆく蝶の旅

仙

マラソンのゆく晩霜の道
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歌

八多摩・歌林連句会ｖ
ハオ

短歌行﹃新年好﹄

ハオ

衿ととのえて初釜の朝

はにかむごと﹁新年好﹂と指揮者哉

具体的から抽象的ヘ

坂入啓子捌

炎天にバックパッカートプカピ宮
デフレスパイラル逃げる方なく

ナォ噸りのほろ酔い加減御茶の水
しらばつくれる日本駄右衛門

坂入啓子
八木山羊
渡辺実枝
坂手手留
小向敏江
平田宏子

ついにきた気象難民白い月

見知らぬ人に声かけられる
讓るあり讓らるるあり花巡り
ほのとゆらめく雛ぼんぼり

ナゥ足揃え時代祭の笛の列

急きに急きゆくおおしいつくつく

指にさわった短夜の髭

鞘当に留め女出て拍手湧く

敏

手

田畑とまと

吉川智
啓
実

︵於・多摩花林舎︶
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大草原馬の背分ける風もなし

処分に困る恋文の束

ゥ漠々とテロ討論のうすら寒
怒りの葡萄格差埋まらず
月上る遠き谷間に忘れもの
君想い渦の前にて立ちすくみ

春日傘揺れ切通道

座敷童子のさあ出番だよ
そもさん
禅問のはじめは作睡生花莚

平成十四年一月十五日首尾

宏羊智実敏智実と智敏手と

八川内・川内連句会ｖ

歌仙壽謁込めに﹄
小倉静波捌

小倉静

樋口史

塒定めに騒がしき椋む
鳥く

需込めに浮き立つ桧山秋深し
戒能々夕

書斎に籠り読書三昧

貼り替へし障子に月の差し入りて

探梅行の赤きマフラー

池川鯛

ナォ団地族誘ひ合はせて野遊に
身の毛もよだっ地下鉄の事故
パソコンが部長課長を窓際へ

飼ひ主忘れ呆けし﹁ゴンちゃん﹂

着ぶくれて母そっくりの歩き様

子等が自慢の雪達磨佇つ

若き日の夢のロミオにはたと逢ひ

神を恐れず不倫重ねる

涙癖ついた女の泣きほくる
買手のつかぬ棚の古美術

月皓と内港埋める肪ひ舟
鳴門名物蓮の実が飛ぶ

ナゥ豊作を祝ふ部落の踊りの輪

鑑真和上拝す眼福

ありがたやありがたやとて暮す日々

高瀬昭岬

楠治

−1 12−

節水を呼びかけ過ぎる広報車
でゆ

見目佳き女と交はす目くばせ

ゥ猪鍋を友と囲める温泉の宿
まだおさまらぬリストラの風

川
内
町
立
｢'1
央
公
雌

ときめきを胸におさめて忍び待ち

喜寿を機会に世界一周

あの桜こちらの花と讃へ合ひ

HI l

急な発熱夕餉そこそこ

尻尾首

北鮮の核の脅威に悩まされ

十十

諸烏啼きて春を惜める

月月

新種メロンの四角三角

fl三年

納涼を兼ねしビールは月見客

二

愛車はいつも磨き上げをり

平平
成成
十十
五五

無農薬自家菜園の野菜出し

殿様蛙動きのっそり

ダム沿ひの道辺賑はひ咲ける花

多谷波史多波谷史多波谷史多波史喜波子

飢

幸治史多治幸波史多治幸波史多子幸波史

八東京

神田川連句会ｖ

半歌仙﹃秋遍路﹄
松井青堂捌

吉川不二保

松井青堂

真鍋純一

我妻民雄

野天風呂金木犀にのぞかれて
とんぼ返りの猿の玉ちゃん

松井珠重

秋遍路去ってふくらむ暮色かな

川虫に飛びつくウグイきらきらと

真鍋美佐子

細き筋肉触れる弦月

どこに消えたのカンカン帽子

大門の下新吉原に

純

民

馬場美智子

ゥ今日こそは風になりたい雲に乗り

逢引へ猪牙を急がす豆絞り

美

意気揚々と帰る終電

美

珠

不

圭月

お前の好きな茶髪ピアスで
電子辞書持ちて句会に初参加

囲炉裏の下座に母の温もり

民

月冴えて聰くモッアルト・レクイエム

純
圭目

南より北なつかしと啄木は

執筆

追はれるやうに時は流れて
この辺り過疎と言ふらん花の山

夢折々に棚引く霞

︵於・高松巾・ウエラサンピアさぬき︶

平成十四年十月二十一日首尾
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八東京・神田義仲寺連句会ｖ

歌仙﹃春火鉢﹄

ナォ幼児のエイプリルフールを真に受けて

鋭い質問自分は入院

パレスチナ憎しみ連鎖果てしなく

葉山の海岸愛ちゃん幸せ

紅白終わり除夜の鐘きく

枯葉踏む森の鎮守は人気なく

石要

阪神よこのままいけば優勝だ
背中ではずむ赤ランドセル

田辺昇捌

新芽ふくらむせせらぎの音

桜炭一つ鎮めて春火鉢

遠つ国で仲秋の月故郷偲び
新そばを打つ深大寺の宿

ペイオフ不安の虎の子動く
初孫を抱いてグランマ宮詣り

ゆとり教育子は塾
通い
くに

おさえても阿修羅の如く燃える恋

山本芳岳
田辺昇
佐藤宗文
伊藤秀峰

ナゥ破れ風炉据えて楽しむ名残の茶
文

安さが魅力ホテルバイキング

︵於・東戚神川秀峰宅︶
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光る風ほこり巻き上げすぎ去りて

猿も花粉でＣＭ出演
薪能舞台の上の小望月

峰

平本宗嘉

昇

早咲きに日程狂う花見宴

岳

義理チョコも来ず膝をかかえる

身に入む宵は手酌重ねる
ゥ冬近く馬肥える時私肥え
真紀子宗男で国会のショー

青春は夢追い人に恋をして

嘉

平成十四年三月一Ⅲ首
平成十四年四月十Ⅱ尾

日米に降る中国黄砂

岳
文

村仲宗良

金メダル二組できたソルトレーク
チョビチョビ出すなデフレ対策

家庭菜園モロキュウ新鮮

山頂に上弦の月ケルン立つ

岳

峰

昇

良

肉パック産地と期限信じない

倫理再建日本の将来
濠青く城の石垣花の渦
山肌飾る小彼岸の雪

昇良岳峰岳峰昇文岳嘉昇文昇岳文岳昇岳

ハ横浜︑神田分教場連句会ｖ

春すでに翁草より閾けゆくか
池田やすこ

川名将義

半歌仙﹃春すでに﹄

蜂の羽音に眠気さす午後

蒲原志げ子捌

大掃除雑巾がけのきりもなし
スペヤーキイを児にも一本

ふ

︸﹂

ふ

中村ふみ
松本碧

飛行機の赤き点滅望の月
もみぢ前線下降中です
ワ砂時計いくたび返し猴酒

ふ

誼石

三﹂

愛情に妬心の焦け目付いてをり
ギリシャ神話にすべて始まる

々

義

短冊と筆さへあれば俳譜師

義

料理上手はどうも眉唾

さらさらさらと間こゆせせらぎ

ゴジラの肌えるニューヨーク頁

月光の瓜泥棒に荷担して

ふ

碧

白．

王石

げ

︸﹂

ライブにて笙箏簗をおごそかに

四柱推命呆けの遺伝子

散ればこそめでたき花よ阿弥陀仏

いかのぼり浮く曙の空

︵於・かながわ県民サポートセンター︶

平成十五年四月十九日首尾
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八堺・きさらぎ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃人恋ひの﹄
小池正博捌

ナォ逃げ水に運動靴の跡しるき
明日があるさハーモニカ吹く

山口誓子大陸を行く

銀幕に旧知の町を見出して

松永直子

時々は目線合はせて暖炉燃ゆ
ペットの鰐も帰りこぬまま

転入の娘に教科書を貸す

だまし絵のやうに迷路のやうに雲

久保田夜虹

お騒がせだけを話題にワイドショー

薗理恵

氷の橋を渡るあひびき
品部一朝

人恋ひの極みなるかや冬の虹

考へるブロンズ像を背景に

島一木

平成十四年一〃

二Ⅱ荷足

︵於・たかつガーデン︶

貨物列車の汽笛故郷へ
石段を登りつめれば花社
都忘れの古代むらさき

免疫はできてゐますと牛語る

ぼろは着てても錦の心

ナゥ糸瓜忌にこの百年を読み直す

蓑虫は又寝返りを打つ

瓦屋根黒々濡れて月濡れて

吾輩は泣く贋札の顔

ふと口づさむ童唄など

吉澤久良

尚美
廣之

渡辺廣之
小池正博
内山尚美
伊縢馨

静まりて海は月影浴びるのみ

減反の田の案山子傾く

ワ乱菊はマジョリカ焼の壷に挿す

蜜たっぷりの朝のトースト
マニアとかフェチとかみんなもう飽きた

僕戻りたい母の胎内

縁の下へと赤嶬の列

さいはての寺に似合はい消費税

理恵
堀本吟
石若達弥

大久保孟美

猫の尾に鈴付けました鈴なりに
アメリカだけが正義でもなし

久良
尚美

たれに飲ますか樋屋奇応丸

下戸で通して岬る白酒

そんなにも汗をかくなと昼の月

花巡る一年無為に費やしぬ
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廣

夜尚一廣尚一夜廣

直正久直

子博良子吟虹美朝之美木虹之吟吟馨之吟

八堺・きさらぎ連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃河童出でよ﹄

河童出でよ滝の飛沫を浴びるたび

皿皿皿と夏もたけなわ

巻紙の濃淡の文字読みかねて

小池正博捌

マネキンなれど生きるがごとく

探し当てたる苔むした墓
人類の祖先と言われ笑う骨
譲り受けます喫茶去の軸

ナォ遠足にコロボックルを連れて行き

一木

孟美
廣之
理恵
孟美

山田美智子

点滴の妻横で仮眠す

路を呼びかう秋の山彦

冤罪を晴らさぬままに月今宵

平成十叫年七川十三Ⅱ尚尼

馨

馨

直子
正博

︵於・アウィーナ大阪︶

風呂上がりコーヒー牛乳ボンと開け

美智子

吟

久良
理恵
尚美
直子

馨

そんなこと抜きに酒でも飲みましょう

すったもんだでほどく知恵の輪

長元坊荒磯の松を離れない

四分の一は露西亜人という彼女

渡辺廣之
小池正博
内山尚美
伊藤馨

堀本吟

薗理恵

大久保孟美

なごやかに月待ち仰ぐ三世代
我先に起き紫蘇の実を炊く

老教官の懐かしき声

ゥ晴れわたる富士の初雪遠目にも

お守りの兎の耳が汚れてる

孟美

尚美
廣之
孟美

エンド・ロールは陽炎になる

十字架だけは肌身離さず
彫像は首を傾げて飛花落花

ベースボールも時間短縮
吉澤久良

ナゥ獺祭忌歌は素早く詠むが良く

メールの宛名ご存じですか

烏一木

冠正す場所をわきまえ

資材置場に凍る月光

あの部屋はベッカム様の御用達

大火事に駆けゆく人と逃げる人

松永直子

久良

一木

直子
理恵

馨

川の向こうに何かあるはず
お使いの初めてできた赤い靴

ひばり好みの十三番地

花のもと二度と軍歌のとき来るな

手のひらほどの干鰈焼く
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八岐阜・岐阜県連句協会その一Ｖ

歌仙﹃福は内﹄

初午団子不揃ひのまま

渡辺多美子捌
吉池五十鈴

ナォ戻り獅子人かき分けむ春の宵

碓卜ン

秋葉原往き都知事迷へり

破れテントにもれるため息

振りかざす拳を如何に首領納め

はらわた

河豚の鰭酒腸に染む

炭窯を覗くおとうの煙の貌

蒼天に魑魅魍魎が昇りゆく
侍従の手引き誰か忍びて

連れ衆の部屋声高に福は内
天野風
斉藤音美

歯ブラシを替り番こに使う朝

かど

横丁の親父今はなつかし

梅ヶ枝の伸びゆく門に足止めて

日下部喜平
風

隣の犬に留守居頼んで
水野光哉

貫木外せば萩のこぽるる

十六夜の月を背負ふて里帰り

稲雀分け走れ猫バス

光

‑1 18‑

月夜長イーハトーヴの電信棒

切られ与三の誤算嬉しも

ワそぞろ寒城を守るは土力士

︵於・嘩檸処咋ちばな︶

平成十五年四月七Ⅱ尾

平成十五年一月三十一日首

花合せ早や夕べとも歌の宴
しやぼんだま
陽射し丸めて石鹸玉とぶ

入学式の名札光らせ

きようこの日鉄腕アトム誕生す

南の島でＴシャツを買ふ

ナゥ檸檬持ち女優きどりでブロマイド
飯沼麻奈美

吉田雅道

光

立日

光

一塁目

圭星ロ

髪撫でてまどろむ刻が流れたり

ゲンノショウコを煎じたにほひ

は

オーロラのごと古九谷の釉
模となり日干の月を我喰はむ
通販の寝冷え知らずで大の字に

試験の切り札鉛筆占

五

立日

渡辺多美子

閉じ込めた太古の記憶玉朱し
引き出しに敷く昨日の新聞

風

あか

花便りいそと立ち寄る港町

快揺らして十三詣り

風喜五音喜光五麻五音多五麻光多風光五

ハ岐阜・岐阜県連句協会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃福音聿星
柴田由乃捌

伏せて通れる蜆採り舟
柴田申閂

今津大

たかはし水

くさずりの春の衣を染め上げて
中島瑞

柳紫とび橋みな低き福江川

晶眉役者の楽屋訪ねる

大場辰

ご︶ＪＵ

平成十四年四月二十五日首尾
︵於・ハートフルスクエアーＧ︶
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細野優

親と子の台詞あはせも月の宿
音も爽やかホールインワン

ワ祝宴に灘の新酒の薦被り

保育園長腰をくれらせ

しあわせよあなたが横にゐてくれて

七十まではいつもＯＫ

達人は愛人宅で突然死
朝青龍が凱旋をする

夏の月馬の羊もねむらせて
薮蚊に刺され福音書読む
ナンバーズ予想ソフトに金使ひ

篠つく雨が叩く参道

花の山むかし語りの人柱

雀の雛を抽斗に買ふ

乃瑞優人天優生天人瑞優生人悠枝乃天生

八岐阜・岐阜県連句協会ｌその三Ｖ

短歌行﹃秋団一屋
御佛へ秋の団扇の風を添ふ

可知貴子捌

好物と聞き籠の実石榴
永屋美代子

安藤和江

可知貴子
森川淳子

垣根をくぐる隣り家の猫

月今宵塾より帰る子を待ちて

同級生に逢へる楽しみ

美代子

和江
淳子

源氏読む今へ電車を乗り継ぎて

石畳囲炉裏の宿の美酒に寝ね

美代子

和江

美代子

貴子
和江

軒の氷柱の育つ早さよ

裂織りの棚田風景タペストリー

四段抜きの新聞の記事
花満つる西行法師硯水趾
嶬穴を出る孫歩き初む

ナォ胃カメラを呑むべく予約春疾風

美代子

貴子

美代子

淳子

︵於・︑水臆邸︶

淳子

美智子

美代子

美智子

貴子
淳子
和江

田口美智子

アルプスの裾野ちひろの絵画館
結婚しようよゆびきりげんま

茶受けのおかき味の七いる

デパ地下の特売漁るべつぴんさん

物干竿のさてもにぎやか
景気浮揚河川工事に月涼し

岸に額づき流す形代
畦道は近道犬の散歩道

卒寿と聞くに一輪車押し
落人の嵩を守りし花の精

面おぼろに舞ひ納めたり

平成十四年九月六Ｈ首尾
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八松山・錦心会ｖ

渡部伸

歌仙﹃万葉の﹄
万葉の昔偲ぶや若菜摘
田中春

渡部伸居捌

着ぶくれぴとに舞へる粉雪
井手光

も

孤を守れる八十路嘔の健やかに
小池芳

ナォカレッジのボートレースへ振れる旗

中国からは恐き肺炎

手作りパンも並ぶ商魂
珈琲を個人輸入で注文し

兎の毛皮腰に巻きつけ

竹炭をあちらこちらに置ける部屋

祝福さる︑老いらくの婚

わかき日の制服姿アルバムに

ツアー募集に多き日帰り

にこやかに顔を見交はすパートナー

いと澄める月戦跡の廃壗にも
何処ともなく聞こえくる虫

ナゥ露しぐれ芝生をきちんと光らせて

買ひし車はＲＶとか

梅と昆布のおにぎりが好き
昼間から夜へバイトを連続し

遥かの沖に匿気楼たつ

公園の砂場の子等へ花吹雪

平成十五年一月二十一日首

藤田節子

曽我部登志子

七心

続即

郁

居

節

士心

居

郁

士心

括即

居
Ｉ
有

捨即

士心

居

三好郁子

︵於・松山巾久米公民館︶

平成十五年四月十五日尾
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近所総出で始む屋根替

峡里のかすみておぼろ朝の月

夢によく見る春の山川

ゥ年金の先ゆき不安畷かれ

失職の彼恋はまた別

本心は親兄弟に告げも得で

メコン河にて鯰養殖

阿波踊して旅情満喫

汗手貫せる僧形の幾たりも
戦争回避成るや成らずや
月の街飼猫探し更くるまで
引退を貴関ファンは惜しめども

日吉の祭に起こるどよめき

ひえ

心おきなく飲める気楽さ
花の門礼服をもて子を迎ふ

春光居芳春居芳光春居光芳居春恵子紅居

八川口・くさくきｌその一Ｖ

歌仙﹃初凪や﹄
磯直道捌

ナォ蕨餅流れゆきし日懐しみ
相思の彼と結ばれぬまま

適齢期過ぎて目尻の鞁も増え

保母さん稼業これが天職

足腰の痛みもありてサロンパス

底冷えのする温泉の宿

写経の筆を洗い納める

村起し眺めてござるお月様

名所となりし丘の工房

石蕗の花一点庭の灯となりて

磯直道

物言わぬ木偶の表情はればれと
白石喜代子

松田千左代

初凪や重なるときも光る水脈
屠蘇にほろ酔い開け放つ窓
古賀フサ子

梁井和子

恩師は今年米寿迎えし

山口安子

千

古時計休むことなく刻を告げ

昔姥捨て今は施設に

ナゥくねくねと曲る峠路拾う栗
和
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子供等の声賑やかに聞こえきて

色烏見しとメール次々

十五夜に籠一杯の萩芒

直

木部八千代

小泉総理秋の北鮮

お顔の手入れ念入りにしつ

ゥ収穫も済んで近づく在祭

政官財は今日も仲良し

いつまでも嫌われぬよう﹁ねえ貴男﹂

秤雌什叩舛指朋卦に叩い︵文音︶

さざ波の岸に散る花残る花
暮れかねていて偲ぶ故里

お玉杓子はいつか蛙に
フ

ＢＳで見る異国への旅

一塁ロ

軒先に降り込む雨の激しくて

八

安

月下美人の放つ残り香

アラジンのランプ灯せば明易く

フ

和

千

直

野山のありて湖もあり

省エネの画面となれるディスプレイ

頬を撫でゆく風は暖か

咲き満ちて枝もたわわな花の道

直八安喜フ和千直八安喜フ和千直八安フ

磯直道捌

潤眸

佳直

八川口・ノ＼さノ︑きその二Ｖ

歌 仙 ﹃ 蛸 の 茜 ﹄ア

うなぞこ

蛸の夢壺の中ではいかならむ
子道
佳直潤眸佳直潤眸佳直潤眸佳直

め
黒くろ菜
の揺るる蒼き海底

別荘に過ごす休日のびやかに

繰り返し聴く第二楽章

故里さして流れゆく川

ナォ牧駆ける若き駿馬の凛として
画架に向かいて素描すばやく
帰心いま山に真向いしみじみと

冷房のせいと三十路の四十肩

レインコートの鮮やかな彩

天満祭で逢いし年下
後朝は回転ドァも右左

少年の嘘如何に救わん

・公判の傍聴券にあぶれたる

丘陵の常盤の松にかかる月
色なき風にすがれゆく虫

ビデオに収む古き家々

ナゥ正調の刈干し唄の懐かしく

空の彼方に帰りゆく烏

被災孤児こころの傷は癒えぬまま

呆け花独りうなずく喜寿祝
新世紀来て願いのどらか

平成十四年八月満尾︵文音︶
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満月をよぎる雲影譜にあわせ

出されし新酒香り情しく
ウフランスヘ旅立つ今朝の秋の声

母にゆだねる愛犬の世話
雨もりの屋根がいささか気になりて

ねんねの姫に命婦おろおろ
万葉の歌が恋路の手ほどきに
釈迦堂しるく照らす東て月

車座になりて狸はご相談
ＩＴ革命とんとわからぬ
自衛隊またも不祥事スパイとは
シャイでシビアなポァロ探偵
チョコレートひとつつまんで仰ぐ花

長停車する小駅のどけし

高岡尚磯
木本山

眸佳直潤眸佳直潤眸佳直潤眸佳直潤眸佳

八川口・＃︑さくきＩその三Ｖ

歌仙﹃師走﹄
地下鉄の口ぱっくりと師走かな
イルミネーションまとう裸木
マイホーム子供らの夢はぐくみて

磯直道捌

磯直道

佳

澄

佳

高山佳子
渡辺梅子
河合澄江
小谷伸子

仕掛けの恋が余程お好きな

ゥ和やかに百韻巡る西鶴忌

伸

常温うまし新酒一献

遠き汽笛が風に乗り来し
故里の山によく似た月の景

縫いぐるみよりやっと這い出し

振袖の快で修羅の炎を覆い

ナォ鯵と躁次々変わる身のほとり

しおらしく編むペアのマフラー

本音わからぬ議員証言
脛に傷全て隠して婚約し

造花七色飾る仏壇

猛吹雪窓枠白く凍りつき

家継げば何右ヱ門と名乗らされ

電動ノコの木屑飛散り

毬栗の畷い弾けて日を落とし

財布の紐の固い爺婆

くっきり残る猪の足跡
旅果ての空の鎌月銀色に

さめたる夢の味気なきこと

ナゥ﹁もう﹂と﹁まだ﹂使い分けたる年の功

おぼろおぼろに麗かな午後

堤行く人に手を振る花見船

一喝響く虫出しの雷

論文の原槁遅々と白きまま
澄

長濱喜代子

田村昌江

月光ゲ微塵苦潮の海

澄

思い切りぶつとばしたるオートバイ

短冊のひらひら揺るる吊忍

︵於

平成十四年五月十九日尾

平成十三年十二月十六日首

梅

一塁ロ

岩垂道子
日笠靖子
西尾みゐ

永

吉

111

雄

Ⅲ

満

瑞

悦

北沢タウンホール︶

根岸に残る江戸のおもかげ

屋上の屋敷稲荷の赤鳥居

子猫集り何の相談

花の下サーカスジンタ賑やかに

くるくる廻す春の絵日傘
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青

悦梅悦悦澄喜悦靖佳澄子伸昌靖喜子悦子

八川口︒／＼さ〃︑きＩその四ｖ

歌仙﹃酉の市﹄

さても見事な千羽鶴舞い

ナォ先輩の白寿めでたき祝賀会

熊手かかえる雑踏の冬
舟木美代子

森Ⅲ英子

ひきこもりして宗男だんまり

南天の実は皆こぼれ落ち
臭の鳴いて山寺寂びまさる

遠めがね外して掛けて忙しく
かんばせよりも心ばえだぜ
拙速の成田離婚は下の下の下

ブレンドのコーヒーいれて一休み

英

磯直道捌

出窓の籠に秋果盛られて

廠Ⅲ節子

磯直道

子の歌にぽっかり上がる今日の月

仁杉と︑よ

下町の灯のなっかしや酉の市

湖畔に佇てば風は爽やか

佐渡谷ふみ子

荒川有史
水見徳代

平成十三年十二月十六日首

︵於

平成十山年五月十九日尾

水

雄

渡

瑛

も
リ

ハ
ツ

北沢タウンホール︶

夕まけてやや霞む里堤

ひとひらのはらりと舞える花衣

散歩の足を止めて暖か

ぎっしりと並ぶ書店の大書棚

ロマンの詩は絶えることなく

ナゥ漏々と谷間流るる水の音

乱るる萩に思う故里

月埠と草パン分ける子も照らし

小座布団にはやや寒の猫

それはそれワールドカップ熱戦に

ゥ遺言はペットの犬にある遺産

東浦佳子
柳田康弘

美

佳

英

と

と

佳

レディの称を冠す貴婦人
年の差は関係ないと告白し

琉珀の酒はほろ苦き味
卓上に鈴蘭挿した壷一つ

蚊柱の先月は涼しく

露天風呂富士くっきりと旅の宿

万愚節とて愚かなる貌

佳

手術の痕を隠すにも馴れ
いたづらに亀追回す目借時
大サービスの仕出し弁当

咲き満ちし花に無情の雨となり

125

辺

青1 1 1

ハ子とと佳有ふ有ふふ康ハ佳有もえハヱ

八川口・くさくきその五Ｖ

歌仙﹃白き夢﹄
磯直道捌

ナォ炉を塞ぎ急に広々する座敷

男やもめとなりて久しき
誰彼と再婚話うんざりし
顔歪めたるピカソ自画像

何時の間にやら降出せし雪

休日に救急医院転々と

寒詣り心に期するものありて

磯直道
山澤カツ子

ベネチアグラス切子さかづき

沖縄の基地外交の駆引きに

白き夢淡くゆるるや霞草
春の障子にからむ濤音
中山英子
小野良子

紅葉明りに浮ぶ池の面

丁ゥ月光をつとよぎりつつ鳴ける鹿

御祝儀の振舞酒にほろと酔い
更けて身に入む杣人の小屋

鞄の中に試験間題
直

駒村多賀子

英

公園の清掃は順ボランティア

川辺の畑に耕人の影

大観覧車まわりつづけて
見渡せば遠近の山花満てる

平成十四年四月満尾︵文音︶
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夕月にひらひらひらと蝶かかり

バナナ・パインの皿がテープル

新聞で読む明日のお天気
搬入の荷造り済みし野心作
メール交換胸のときめき

良

力

紅をひく指に秘めたるこの思い

ゥァオザイの裾涼しげな足の線

家業のこけし創る若者

直

多

湖望む古刹名刹

次々と観光バスが立ち寄りて

カ

良

英

異国の丘に昇る満月

多

アルバムのカラー写真は色が槌せ

静寂を破る鴎の一声

力

さあ出来た亡父が好みし衣被
花めづる万葉の歌書きあぐね

英

直

風暖かき小庵の午後

直多良英力直多良英力直多良英力直多良

八川口．／＼さノ︑きＩその六Ｖ

歌仙﹃法師蝉﹂

ナォ到来の和菓子の銘に﹁ふらここ﹂と

一服の茶にしばし寛ぎ

写真の彼は若くハンサム
上の空詰碁に夢中生返事

夫の忌の無事に終わりし安らぎに

磯直道捌

雇用不振の続くこの頃

夏の着物の帯を買わされ

十字路の信号雨に彦みたる

今年またキャンピングカー見送りて

窟崎宏一

軽自動車の通う山道

大塚歌子

瀧麻里

どこからも語りかけたる富士が見え

磯直道

宏

牧草を食む牛はのどかに

木犀の香の降り注ぐ中

月見して独り静かに酒を酌み

と

麻

芦芽ぐむ湖岸に花の咲き満ちて

町騒に何を聴かばや法師蝉

ピエロの涙思い出しつつ
愛犬と駆けし故郷の青田道
暑中休暇の子等は楽しく
ワ週一度ＳＬ黒い煙を吐き
あまりに律儀この辺の人

直

直
歌

ふと口づさむ春愁の詩

ナゥ笛の音を間遠に聴いて在祭

満席の野外堂には青い月
昂り醒ます風は爽やか

字宙開発願う人々

前髪を揚げてすっかり大人びて

歌
麻

上野の森に寒の昼月

歌

平成十四年十月満尾︵文音︶
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佐野とし子

男心を揺らす濡れた瞳
久方に友に誘われ絵画展

翁ゆっくり車椅子押し

直

宏

幸せに老後の旅を楽しめる
出湯の里はいつも賑やか

宏

手袋を脱ぐ手握れば冷たくて

都踊の始まりており

と

花舞いて明るく包む零雨句碑

歌と麻宏直歌と麻宏直歌と麻宏直歌と麻

八川口．くさくきＩその七Ｖ

歌仙﹃初笑い﹄
語り合う夢の吉凶初笑い
三日の模の満ち足りし貌
たっぷりと濃きコーヒーにくつろぎて

岬に高く白き灯台

婚約指輪キラと光りし

ナォゆくりなく野点に憩う春の午後

やらずの雨の音の激しく

馴れ染めのひと夜の契り忘れかね

狛犬は神の還りを待ちわびつ
山茶花咲けどはなやがい道

磯直道捌

磯直道

ビデオカメラで家族追いかけ

陰で支える母の手料理
休日の小公園は賑わいて

残る螢がきらと門川

三宝にお団子積んで待てる月

ランニングオリンピックを目標に

石上坐り卜︽

古田悦子
加藤武子
稲垣治子
中山みよ
水目史

﹁美空ひばり﹂の歌を口笛

ナゥ吹く風に千々にたゆたう乱れ萩

カラオケにマイク離さぬ人のいて

故里しのぶ暖かな刻

畑焼く煙白く地を這い
卒業の記念写真に花吹雪

平成十五年一〃満尾︵文音︶
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遠つ嶺にぽっかり浮かぶ昼の月

いと爽やかに子等の歌声
ワ穂芒に僧侶の姿見え隠れ
過疎となりたる村の石垣
赤ひげの医者と慕われ五十年
お世話させてと年増押しかけ

解散迫り揺るる政界

ダーリンと呼びかしずかれ稼がされ

友と眺める月の涼しき

戦なき世の幸祈るほかはなく
次々とプシュプシュ開ける缶ビール

社内旅行はデラックスバス
京の花吉野の花と駈けゆきて

ほつと一卜息鴬の声

治武悦直史みち治武悦直

直史みち治武悦直史みち治武悦直史みち

八川口・くさくきその八ｖ

歌仙﹃青麦畑﹄

ナォぶらんこを独り占めする苛めっ子

週休二日野球三味

リストラに慣れし世間に背ナを向け

鳴呼うたかたと家で恋する

八尾暁吉女

木枯しの揺らす庭木は魔物めき

蒲団の柄は誰の好みか

落ち着かぬ先妻後妻同じ墓
松永由紀

磯直道捌

﹁ようおいでた﹂とお茶に草餅

四国路や青麦畑望む塔

居待月出湯の友を誘わん

鼻も至福の松茸の飯

捨てられぬ不用の品が山となり

緑内障の手術近づき

磯直道

やっと仕上げし原稿の束

朧なる月にギターを取り出して

夏燕つと翻りたる

秋の遠足クシを新調

ナゥカタカナの名札にじやれる猫のいて

統廃合の決まる学校

地下鉄の入口暗き口を開け
伝言版に残す﹁お先へ﹂
連句碑に吹雪く花片蝶の如

霞たなびく空と海原

︵於・東京第一ホテル松山︶

平成十五年四月二十八日首尾
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扁額のかすかに読める寓の文字

道

女

水兇徳代
東浦佳子
廣田節子
小川廣男

代

ゥ旅枕冷酒﹁菊水﹂酔い早く
なかなか云えぬ好きの一言

別れたと人の噂に騒ぐ胸
烏鷺の戦う古りし盤上

佳

紀

拘橘の実のほのと匂える

プッシュさん苦き勝利の跡始末

播即

男

代

道

紀

女

風より細き虫の溜息

まどかなる月は今しも峰離れ

金箔に墨走らする新趣向
神頼みする癖は直らず

花守の思い諸々花の枝
春陰の中回り道して

執

筆男節佳代道紀女男節佳代道紀女男節佳

八北九州くさくき北九州支那ｖ

歌仙﹃六月や﹄

ナォ跡継の決まらぬままに畑を打ち

どうにもならぬリウマチの膝
捌きする宮司の連句おもしろく
なぜか気になる髭の剃りあと

木部八千代

とぎれがちなる焼香の列

北国はどんよりとして暮早し

木部八千代捌

大江加代子

名園寂と雪吊の松

味噌汁をじょうずに作る妻が居て

六月や雨にひもとく芭蕉語彙
田尻槽子

時烏らし高き一声

山容を沈め湖青く澄み

攪

土師満智子

地より湧きたる虫の合唱

幼な等は無心にはしゃぎ鬼ごっこ

母と歩いたなつかしき道

Ｄの月大きく傾ぐ芒原
長き夜点し向かう電卓

風除けを解く浜の船小屋

日朝の拉致問題は避けられず
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待宵にはるか宇宙の夢を追ひ

山口安子

ナゥ辣腕であの手この手の商社マン

加

そっと取り出すどんぐりの独楽
ゥ大師堂護摩を焚く火のうそ寒く

満
満

佐縢ゑつ子

加

並ぶ車の色の鮮やか

サイレン鳴らし走るパトカー

夫の繰言ふえし此の頃

ついついとテレビドラマに釣り込まれ

着飾りて嫁は泊りのクラス会

︵於・北九州市立白銀公民館︶

平成十四年六月二十七日首
平成十四年九月二十六日尾

初虹立ちて晴れし天涯

樹木医にいたわられつつ花開き
ゑ

攪

ゑ

凍て月細くかかるビル街

安

熱燗をよよとこぼして厄落し

サリン事件に下がる判決

八

満

白石喜代子

塀の猫知らんぷりして通り過ぎ

きらきら光り寄する川波
満月の花の中なる小倉城
春の行方を惜しむひと時

加喜ゑゑ満喜八加安満満ゑ攪安喜加八安

八北九州・くさくき北九州支部ｌその二Ｖ

歌仙﹃安達太良﹄

白百合ゆるる池の辺の句碑

安達太良の星涼しかり師の忌日

松田干佐代捌
松川千佐代

池川昭子
渡邊常子
梁井和子

軽やかにサイクリングの子等のきて

焼煎餅は祖母のご自慢

米谷志奈英

縁先近くすだく虫の音

ナォそよ風に緑の羽根をつけし胸

パソコン講座通い始める

四苦八苦隣の彼に助けられ

これっきりよと恋の火遊び
乱鶯は遠くの森に消えてゆき

舌鼓打つ里の鮎鮓

過ぎし日の思い出話尽きもせず

明治・大正・昭和・平成

﹁たけくらべ﹂一葉ここに甦り
手入れ済みたる松のすがしさ

ビル谷間そっと覗ける後の月

屋台の並ぶ漸寒の道

喝采浴びて下りる椴帳

ナゥふらふらと歩み寄りたる物狂い
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名月に我が世の幸を願うらん

濱崎琴代
三喜玲子
千

ワ新酒古酒旧友と酌む旅の宿

気になる女も今は人妻

お土産の品いろいろと積み上げて

草より翔ちし初蝶の影
花吹雪十三詣り賑やかに

昭

千

琴

常

大波小波返す砂浜

サポーター亭主は頬にハートつけ

炬燵の中にもぐり込む猫

ドル売りで市場混乱株価割れ

福泉淑子

︵於・北九州市立白銀公民館︶

十七日首
十六日尾

のどかに蟇るる望郷の空

雨やみて雲瓢々と冬の月
検査入院明日に控えて

琴

士心

平成十四年六月
平成十四年九月

琴

建て付けの悪き引き戸を蹴っとばし

和

琴

田の神んさあの赤き前掛
城跡の老木の花は匂ひそめ
蛙ころころ閑かなる午後

昭志淑千和玲千常琴玲常常昭常和和淑千

八北九州・くさくき北九州支部その三ｖ

歌仙﹃騎初や﹄
騎初や紺碧の空眩しみつ

松の内なる広き山麓

碑の万葉仮名のゆかしくて

磯直道捌

磯直道
大江加代子

丼生素子
福泉淑子
渡辺俊子
田尻槽子
三喜玲子

新妻楚々と直すお化粧

ナォ遠足の子等はしゃぎつつ通り過ぎ

膝よりさっと逃げだした猫

待ちあぐねついに出したる鬼の角

おでんの湯気に灯シ樛みて

仲良しのポチが尾を振り尋ねくる

病名をぽつぽつ語る影寒く
偽装事件に波紋ひろがり

浮世忘れの旅は爽やか

誰だろう湖に向って投げる石

桐の一葉についと蹟き

横文字の看板照らす今日の月

校歌歌って会はお開き

薄墨の花のほぐれに蝶は舞い
のたりのたりと寄せる春潮

件鰄什皿粋↑叩弐に朋鮪︵文音︶
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箒目残る庭の閑けさ

月眺めいつぷくの茶に心満ち

灯火親しむ孫の成長

留学の決まり安堵の墓参り

加

亡き友の眠りし丘は暮れなずみ

ナゥ厄年を無事に乗りきれそうな気に

この人の若いツバメはおいらだよ

素

直

何時止むのやら土砂降りの雨

攪

俊

手を繋ぎたる色白の女

正義の味方アトム登場

玲
加

峡のはざまに光る残雪

ゼロからの一膳飯屋繁盛し

直

拝殿目指す長い回廊

素

淑

涼しき月に偲ぶ故里

大杯を干せばはらはら花の散り

淑

中東の和平交渉難しく

渡りくる風は植田の香り持ち

亀鳴く声に耳をすまして

直玲捜俊淑素加直玲攪俊淑素加直玲攪俊

八北九州・くさくき北九州支部ｌその四Ｖ

歌仙﹃墨の香に﹄

ナォ賑やかに寄りて楽しくおやつ食べ

頬を染めつつ交わす指きり

熱き胸おさえ別れは振り向かず

沓脱ぎ石に赤き雪下駄

御幣そよそよ揺るるお社
藁苞の中に陽だまり寒牡丹

少年の夢がふくらむ写真展

磯直道捌

磯直道

爪紅はじけ萩の乱れて

海の光のややに眩しく

ようやくに尋ね当てたる友の家

渡邊常子
池田昭子
職渡雪路

更けるまで月見の宴の続きたる

書き足す賀状一句勅題
土師満智子

墨の香にむせびつ果てぬはや二日

分教場は今や廃校

米谷志奈英

盆に盛りたる茄栗の山

長い影持ち並ぶ稲塚

ナゥペイオフの解禁どこに近付くか

足音鳴らす子馬母馬

秤雌廿皿粋指叩ヨセ叩距︵文音︶

‑133‑

故里の嶺々おだやかにたたないて

十五夜を指さす孫の愛らしく

佐藤ゑつ子

再選された長野県知事

濱崎琴代

本棚をバックに記念撮影し

ひとり息子の嫁が決まらず

常

直

ゥ奥津城の紅葉賞でつつ酌むにごり

あたり見廻し猫がのっそり

留守電にしばしば残る女声

ゑ

琴

小糠雨落花重たき農具小屋

種蒔を記すスケジュール表
幸ヨ

昭

満

川面を揺れる月の涼しさ

広告はハリーポッターさがす旅

風立ちてからから騒ぐ竹落葉

常

直

士心

サイクリングののどかなる午後

虫歯しきりに瘤くこの頃
リストラで年金暮し低金利
お玉杓子が黒くうごめき
古刹なる池を覆える花万朶

昭常直琴ゑ志満雪昭常直琴ゑ志満雪昭常

八松山くさくき松山支部ｖ

﹁夏萩﹄

渓を隔てて残鴬の声

寺岡情雨捌

ナォ氏神の落成なりて麗らかに

宝くじ買う人の行列

元彼にそっとサインを送られて

焼け木杭に又も火が着く

拉致されて過ぎし歳月取り戻し

ここだく活けて匂う冬バラ

ホスピスのケア病棟のさむざむと

小まめに動く介護ロボット

松山の夜景美し観覧車
笑い栗てふ珍しき栗

紅葉渓へと渡る吊り橋

月の宴幼な馴染みの打揃い

鹿笛のはるか彼方に聞こえきて

寺岡情雨
永井政子
武知千代
山田久栄
吉金白水
高田テル
久

胸に湧き出づ即興の詩

いにしえ人を偲ぶひと時
波静か那須の与一の壇の浦

追手門くぐればどっと花吹雪

千

商橋和子
高木潤
政

和

白

久

井上弥

︵於・松山市三悉町コムズ︶

五年川月二十日首尾

茶店の屋根に燃ゆるかげろう

ふと口遊む古里の唄

横田幸子
久

平成

久

終結願うイラク戦争

石垣に沿い上がる蝶々

千

学生ら土日の休みもてあまし

いみじくも寒九の月と思いつつ

兎の罠にかかる猟犬

円高で景気なかなか落ち着かず

恋はさらりとお茶漬けの味

何時しかにどこへ行くにもペアルック

窓枠にぽっかり嵌る望の月
酔い爽やかに友と酌み交う
ゥ去来忌を修し旅立つ秋遍路
一行の詩が仲を取りもち

見よう見まねの家庭菜園

Ｕターンやっと生活に馴れもして

夏萩にもつるる程の風たちぬ

仙

らんまんの花に来し方振り返り
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歌

幸情千久弥久和千久幸情和弥情弥千久生

オ

八熊谷・熊谷梶の葉連句会ｖ

﹃恵方道﹄

腱恵方道背ナ押す風のありにけり

く角にどっかり座る門松
咲き揃いたる卿叺水仙

鴬の初音ひと声ききわけて

文化教室また町に増え

中和枝捌

川山星邑

中和

江森一昆

栗原英

山司英

１雌紙鳶ゆるゆる昇る湖蒼き

合併の話とにかくまとまりて

ナオ

ー男子誕生届く酒樽

コーラス隊も熟年パワー

着ぶくれて古都鎌倉を遁遙す

静御前を偲ぶ冬蝶

コテージは二人の世界嶺近く

言葉少なに肌の熱さょ

女時とは恐ろしきものみんな腿せ

砂漠を歩む隊商の列

月光にアラビア文字の浮かび出る

秋を惜しみて拾う貝殻

脇やや寒にブイヤベースの香り立つ

日本のアニメーションの質高く

ナウ

ーブロンテ姉妹揃う名作

壁面覆うサイケデリック
島に泊て遅速の花を愛しむ

熊谷巾緑化センター︶
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ふっくらとちぎり絵に貼る春の月

確赤い靴ウオーキングの為に買い
ウ

く体重計はアナログがよし
手練手管で燃えつきし夏

縮緬のしぼ美しく身に添いて

水琴窟の韻く禅寺

展足首

父の死に逢えぬ不幸に目のさめる

八七
l l ll

仰げば燃ゆる春暁の雲

jj jj
l‑‑l ・

茅葺の高みへ月の埋々と
石臼まわし新蕎麦粉ひく

年年

蟆姑の鳴くせせら笑うかから財布

霞のかなたしずむ廃校

Iﾉqlノリ

仙

オートレースに競馬競輪
久澗の友の集いへ飛花落花

平平
成成
'一十

歌

香枝甫子香甫枝貴子香甫貴枝子香甫貴枝

子貴甫枝貴枝子香甫貴子枝香甫貴枝子貴

ハ川崎・栗の木連句会ｖ

歌仙三拍子で﹄
白井風人捌

ナォライラック航空便にて届きけり

コバルトブルーの海の香りを

ひた走る高速道路水銀灯

締切迫る原槁忙し

畳替え終えて入浴どっぷりと

電子メールで来るラヴレター

竹馬に乗り遊ぶ子の声

身を反らせタンゴレッスン曲を待つ

満月やマッターホルン聾え立つ

柱時計の響き気になり

朝雨に畑の野菜生き生きと
人

白井風人
西山妙
山崎紋子

人

諏訪陽子

陽

紋

古寺をおおひつくして花霞

耳に残るはサラサーテの曲

折り紙に笑いさざめくデイサービス

柏手打ちて日の出迎えり
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二拍子で杭を打つ音冬に入る
かけ寄って抱く孫は着ぶくれ

臨場感溢れる太夫の声浴びて

舞台ゆるがし起る喝采
旧宿の名月の夜の床飾り
窓を明ければ藁塚並び

紋

国境越える深秋の飛機

好きですの一言避けて書く手紙

妙

春の精気のすべてより立つ

ワ歯医者より解放されて柿食らう

折り目正しく季節をめでる
オカリナの音色が響く朝の森
少女の一群さざめいて過ぎ

紋

ナゥキラキラと芒の原は総銀波

行水の盛に映る月揺らぐ

陽

人

岩から落ちる冷たい清水

妙

引き売りに運ばれて来た町の風

陽

紋

不意の電話でデート誘われ

遅い帰宅に足音しのばせ

秤雌什叩斡仁朋二計牝叩函︵文音︶
紋

妙

列島を桜前腺ゆるゆると
母に急かさる朝寝の娘

妙陽紋妙紋陽人紋人妙人陽人紋人妙陽妙

百

福 II'Ij 岡
井木本

郁

紀

泰

八松山・興聖寺連句会ｖ

岡本眸捌

合
田

歌仙﹃古刹の鐘﹄
小春日や古刹の鐘は天に鳴る

残る紅葉の映ゅる裏山

窯出しの市で名器を手に入れて

ワインの香り独り楽しむ
雲間より抜けたる月の皎々と

田畑へ続く細き猪道

ゥ旅先の妖怪噺うそ寒く

北朝鮮は不可解な国

黒幕に改革の足引張られ
甘き誘いにうっかりと乗り
追えば逃げ逃げれば追わる恋どころ

特効薬の無いも水虫

月上げて賑わいそむる鶏飼舟

鈴の音色の響く着メロ

懸賞のクイズ見事に大当り
はてなく描く子供等の夢

満開の花百選の花並木

もつれつつ舞う黄蝶白蝶

レトロブームは流行り歌にも

ナォサーカスのピエロの芸に春惜しみ

町村の合併協議遅々として
ちっとも減らぬ不良債権

﹁盗まれた失せた﹂と言うは呆け始め

お札並びし派手な神棚

袖の中にておとす河豚競り
出稼ぎのやからの集う大火鉢

命賭けたく想う愛しさ

隣り合う彼は好みの癒し系

美術展へと揮う彩管

くっきりと稜線浮かぶ望の月

松陰しのぶ松下村塾

ナゥ栗飯の匂いをのせし萩茶椀

ＦＡの選手のゆくえ気にかかり

ゆるるともなく揺るるふらここ

湖にさざ波立ちて花吹雪
平和願いて伸びよ連凧

平成十四年十一月十四日首

︵於・松川市

平成十四年十一月二十八Ⅱ尾

長

弥

戸

岡本宅︶
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八神奈川・国際連句協会ｖ

賜餐﹃夏浅し﹄
杉浦喜久代捌

近藤クリス

塚本田天志

谷地元瑛子

夏浅し山の湯とある旅行地図

廊下伝いに早起き郭公

内山良子

良

杉浦喜久代

北面の武士歌論害を読み終えて

地酒注文インターネットで
月の舟銀の波寄すガリラヤ湖
グスコーブドリ野葡萄の里

コンパスの針で机にＬＯＶＥと彫る

︵於・内山良子邸︶

結納だもの衣装映えして
一瞬の光に消えし狐の尾

歓声あげて蜆狩る児ら

身を引き裂かる領事館の門
ボール追う花散る朝の収容所

平成十四年五月十二日首尾

良瑛ク

八西宮・ことばの会連句倶楽部ｖ

半歌仙﹁非時﹄
ときじく

非時の雪踏みて来し拍子かな
べに

名も侘助の紅のゆかしさ
いそいそと碁盤持ち出す亭主にて

欠伸してをり猫知らぬふり

月ひとり我もひとりの南窓
忘れずひらく菊の香りに
ゥみの虫の危機も伝へる朝の記事
やつ

姿糞して老いらくの恋

鈴木
漠捌

漠

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

垣根越し手を振り返す別れぎは

右か左か三叉路で問ひ

昌子
律子
雅代
和子
明子
陽子
光子

呼ぶやうにここよと遠く閑古鳥

端居して見るふるさとの月

傾きし扁額ゆらり山寺で

土偶の腕を鎌鼬抜け

紙雛は母の病ひを乗せてゆき

湖畔望景春日傘さし

はなの目が楽屋をのぞく昼さがり

地上豊かに佐保姫の歌

秤雌什叩鉾一一一叩一十吋叩即︵文音︶
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ハ豊田ころも連句会ｌその一Ｖ

百韻菫月疾風﹄
初ォ寒明けの疾風や青し三ヶ根山

矢崎藍捌
矢崎諺エ

福井直子
稲垣渥子
山口元子
山川慶子
長坂節子

海のきららに梅匂ふ里

男点前のお薄いたずく

タッタカタッタカ楽隊がゆく
きんつばの甘くないのが売れ筋に

ほろ苦い決断をする五十代
財産分与よきにはからえ

返り花貝の形の音楽堂

冬の虹立つ川沿いの町

一ォ新開地少年ギアをトップにす

メダルの行方話題沸騰

大いなる未来望まず鳶の空

オーイと呼べば妻が振り向く
なれそめは本屋の棚が高過ぎて

うす紫の傘のしたたり

シェルブールモザイク模様の石畳

入道雲のビルに湧き立つ
秀才の面で飼ってる熱帯魚

ロンド弾いてる午後の倦怠

不幸せミスティローズ塗り重ね
ちょっと噛った林檎さしだす

ブルカを脱いだアフガンの月

逃亡のためのトラック薄原

ゥ自転する地球夜景は輝いて

テールシチューが鍋にとろとろ

言いかけていた言葉のみこむ
孫来るも帰るもうれし疲れ果て

社を挙げて偽装シールを貼りました

敏原敏

加藤治
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入学式列をはみ出る子供いて

月もよしボス猫さまと目が合った

儘即

渥

どんぐりころりゆれる吊り橋

ゥ塩嘗めて新走り呑む漁師村

慶

谷本守枝
八木聖子

減反なれど稲田豊かに

兄嫁の忍び笑いの洩れる部屋

重

即王

一兀

枝

積み上げてある阿弥陀経本

行灯消して罪の暗闇

法林山法主は実は小説家

伊藤良重
間潮芙美
佐久川妹伽

引越も泥縄式の外務省

裏情報をそっと耳うち

月仰ぎ薮蚊の痒みたえがたく
網戸の破れガムテープ貼る

治聖枝渥藍渥慶直聖直芙渥元聖重芙女重節子女芙節

泥水いつもかぶるのは秘書
陰陽師出てきておくれ伏魔殿
チューブのわさびやけに効くこと

この恋の他はいらない冬の月

初めてひいた口紅のいる
黒猫がさらっていった嘘ひとつ

呆けた鶏やたら鳴き出す
花三分酔が七分の花の下
にじり口には淡い春の日

ゥ清貧を貫き通し友の逝く

空にオリオン東てし平原

追い出しきれぬ身のうちの鬼
北風に押されて道を急ぎたり

黒き肌へに血潮とくとく

女ありブレスレットは棚に似て

古時計ポーンとひとつ響きける

戒厳令の店のシャッター
印度洋巨大空母に波高し
近く遠くに鴎群れ飛ぶ

朧月父似の嬰の長朧毛
雛人形を飾るお屋敷

魔法の馬車のことことと過ぎ

退院の径は明るき花盛り

予報外れて雨が降り出す

名オカレッジの正門前の砂絵描

新監督が向かう球場

黙のまま朝の煙草をもみ消しぬ

霧の流れに溶けそうなキス

同級生なれば呼び捨て許されよ
ピーマン嫌いいまだマザコン
十三夜恋のおかげで痩せまして

顔文字がにっこり笑っているメール
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ォ碧い眼の陶匠のどか小京都
広告とりにミニコミ紙来る
値引など出来ない俺は創業者

秒読みとなる日本沈没

たち悪き夢にあたりて模寝込み
不実なひとに魅せられてゆく

螢の夜手首激しく掴まれし

六条院の姫君の汗

弾く前に鳴りはじめてる箏の琴

時のあわいに砂のさらさら
不可能の文字なき辞書を探すらん

防災の日の御飯缶詰

銭湯で垢を落として帰る月

路地の隅っこ残菊の鉢

直然渥直聖慶藍節聖然渥同慶節元枝女節重聖枝直聖

藍直渥節枝慶渥女慶直女芙節元節聖元元聖元枝節渥

通勤電車長すぎる脚
沖縄は許していないことがある
ハイビスカスは燃える火の色

掌の空蝉すこし動くごと
孤独を知りし雑踏の中
ゥああ昭和手塚治虫も遠くなり

無駄な電灯消し歩く癖

雪催い架線工事の出稼ぎに

平成十四年一 月 九 Ｈ 首
平成十四年一 Ⅱ 十 Ｈ 尾
︵於・グリーンホテル一

ヶ根︶
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ちょっと気取ってブルマン珈琲
逃げ出した大イグアナの大あくび

野党与党と無党派層と

転生の果てに見ている花万朶

浅黄まだらの乱舞北上

然聖元渥芙慶渥元藍枝節渥同

八豊田・ころも連句会ｌその二Ｖ

鍋歌唯﹃木魂に明る﹄

手をうてば木魂に明る夏の月
あやめを活けて客を待つ家

再会を誓うピットの青芝に

稲垣渥子捌

々

松尾芭蕉
伊藤良重

慶

黒木美代子

由川慶子
小野芳梅

底冷えのする川近き町

繰りかえされるピアノエチュード
コーヒーをミルで挽いてる午後三時

ゥ隼の眼に嘘を見透かされ

葡萄酒醸す地下の酒蔵

月仰ぐ絵のない絵本の初版本

北欧風のシンプルな椅子

この恋はもう終りねと走り書き

芳

慶

渥

々

慶

々

芳

海猫帰る父の遺品の煙草入

愛告げる声やけに早口

お国なまりの話弾んで

美

渥

美

良

若者がバイク連ねる環状線

入学式は黒い髪の毛

花吹雪見上げる空は無限大
蝶ひらひらと五百羅漢に

︵於・桜花学剛火学一二一教室︶

平成十川年六川十八Ⅱ首尾
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八横浜・柴庵その一ｖ

半歌仙兄﹁黄落を﹄

黄落を疑ってゐる孔雀かな
芭蕉破れ葉に尻も煽がれ
討ち入りの日やイベントが此処其処に

妖精のイメージで売る少女隊

とことこ列車渡る春虹

ノーベル賞華は田中で決まりけり

胸の飾りは胡蝶むらさき

でのお上から授与されたご法度式日を金科玉条として畏

連句はそれゆえに︑初期の素朴な心の付合から離れてゆ
き︑長い年川の間に︑小世近仙の封建時代に通用する情勢

はないか︒

今日なぜ連句はさほど熱狂的に流行されないのか︒多分
常なる或いは川期的な改革の勇気と実績を欠くからだ︒そ
の一大原因は︑定型連句の懲義が殆どない︵なくなった︶と
思われるのに︑依然として定咽に頼り︑かつ本来は略物の
歌仙を連句の蛾間位の典型と教えたりすることにあるので

践する︒

取り敢えず長さの類似から半歌仙と対時させ論を考究し実

洲う途次のもので︑﹁半定型連句﹂である︒このうち﹁半歌
仙兄﹂は第一ステップ︑﹁川子の子﹂は第二ステップである︒

﹁獅子の子﹂と﹁半歌仙兄﹂は︑真に日由な﹁非定型連句﹂を

︵一︶

節

亀

二月十四日首尾

︵於・柴庵︶

れ︑又以来現代今Ｒに到る様々な俗世の理窟︑庇理窟の苔
と垢とにまみれてしまった︒
しかも今日多くがその半分の與の薄れる半歌仙を為し︑
更にはその半歌仙をすら懸賞募吟させる世の中である︒

平成十四年
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留守待つ便の丁度昼どき
玻璃越しに嬰と対面パパとなる

子子野女宵
圭子祐花宵代鷺野郎知

役場の上の月がまん丸

ごっそり減った新酒中汲み

とぴっくら天狗が履ける跣足袋

自然薯の畑続くよ坂向かふ

小夜の中山馬を励ます

噴井戸の深底きらりと尖るもの

マトリョウシカは開拓の民

恋の手紙は恐ろしきかな
空腹の忘れんと又孕みゐし
眠れぬ夜はアロマセラピー

山羊ひとつ羊の群に月寒く

八

知

喜

祐圭吉亀青
八朱

千

杏
道

節女杏子

八横浜・柴庵ｌその二Ｖ

獅子の子﹃日本文芸﹄

日本文芸のみの不可思議時鳥

瑞穂の民の早苗良風

馬繋ぎ噴井の水を桶汲んで
ずえ
老松下し枝
架ける羽衣

晩年は和紙のようなる月を愛づ

露濡れ橋も行くよ共々

﹁耳のピアスはおもちゃですけど﹂

ワルツなど爽やかステップうなゐ髪

節子
知

八千代

朱鷺
圭子
喜八郎

ひび

問わず語りの囲炉裏吊り釜

手鏡の小さな円に過去の鱸

金接ぎ習い京の古市

持ち帰るテストは母にひた隠し

ヱ女花宵
宵

今〃１

↑し﹂

知

吉野
道子
節子

はるけきは北方領土残る鴨
きげ
酪農青年雪ゆ解
笛吹く

頼まれ看ます春の風水

町や町皆酔って居り花見酒

︵一一︶

このことを連句︵界︶の隆鴨ととるか︑嘆かわしいと灰省する

われているはずだ︒

かは連句人個々の考えであるが︑連句人が考えるほど連句が優
れて面白いかどうかは鎌虚に反符してみる事は必要だろう︒も
しその通りなら︑即ち︑作っても読んでも話をしても優れた作
品や面白い作品を生み出しているかだが︑それなら黙っていて
も老いも若きも押しに押し寄せ連句人口は爆発増の現象に見灘

謙虚に反省する︒それは多分歌仙の亡霊に縛られているから
だろうと︒作り手の拙さを責める前に︵いやそれは斯く言う本人
も含むので当然として暫く棚に上げ置き︶︑しけた鎧を着飾らせ

じてみるのだ︒

︵於・柴庵︶

られて背息吐息の歌仙に罪を被せるのだ︒否大きく言えば定型
辿句の罪に︒定型は典咽であるかゆえに禰説が澱き易く︑腐敗
しやすい︒占い皮袋にも新しい洲を入れればよいのだが︑今Ⅱ
の歌仙など定型連句には︑もはや全身傷だらけ徴だらけで修復
不可能であり︑新しい柄を容れるだけの資格はないと敢えて断

平成十四年六川八Ⅱ前尼
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和亀杏青

八横浜・柴庵その三ｖ

獅子の子﹃水無月や﹄

水無月や管公さんも大昼寝
河鹿遠音に意地も忘れる
すっびんの顔夕立の心地よく

足踏みミシン路地で一斉
掲示板お知らせはまだ何もなく
小豆煮ましょうお客来るまで

追分に野兎が出て月祀り

だれかピアノを弾いて下さい
難民の乙女二十歳になりました

黒曜石の眼長髪

幽霊も応挙が描けば写生かと

いつかは落ちるシャンデリアです

値付けの声も恐る恐るに
Ｓ席へ招待されて燕尾服

初恋人の一信を乞う

医者ゆえに己の死期はしかと知り

青宵
知

祐子
八千代

喜八郎

吉野
節子
亀女

祐

吉野
道子
朱鷺
亀

圭子
道

代

鴨通う道よ木橦の残り咲き
どの馬こぼす稲の熟れ束

︵一一一︶

しじみ

節

さてそこから何を見︑何処へもがき出ようか︒その試みが取

り敢えずの﹁半定型連句﹂である︒形︵と長さ︶の自由と︑歌仙ら

革の第一歩だ︒

の式目や俗法を外すことの第一歩だ︒心の導くままの付合を取
り戻す︒この考えの追求と実践をずっと続けているうちに︑連
句はトンネルの先にはっきりと光明を見出すだろう︒これを誠
の︿追求の﹀連句と称して︑自由をいささか取り戻すのだ︒改

﹁半歌仙兄﹂は半歌仙より裏の句数を二句から四︑六句ほど多

る︵理論︶である︒式目関係では段階的に緩急あろう︒先ず緩で

くするだけで︑半歌仙より遥かに面白くなる︒表六句では︑裏
以降何句でバランスするか︒それを考究することが連句を考え
ることだ︒二面でも三面でも十二句やそこらでは表が雅重すぎ

南北何処の国の人とも連句は出来る︒

︵於・柴庵︶

もよい︒四︑五年の慣れのうちには急にもなろう︒そして第二
ステップを踏みに行く︒急とは︑ただ打越と近い差合や輪廻を
避けるのは連句の基本で同じだが︑川季︑月花ほか式目関係は
殆ど自山とすること︒ただそれだけだ︒次の﹁獅子の子﹂もそう
だが︑例えば春秋も三句でなくてもよく︑季の中の初晩など文
芸は虚だから当然前後してもよく︑月花もあってもなくてもよ
い︒只︑連句の本質だけ大事にする︒いや本質を歪めるものは
排除し本質を優先し連句を護るのだ︒本質だけなら世界の東西

平成十四年七月十三Ⅱ首尾
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八横浜・柴庵その四Ｖ

﹃風入れや﹄︵十八句︶

青宵

喜八郎

圭子
祐子
亀女
吉野
朱鷺

髭議かし蟠蝉の来る

宵

八千代

祐

今日も楽だと踊る掃除機

朱

学生街の隅のあの店

横綱はまた休場のアナウンス

亀

道子
圭

桃源の村醸す不老酒

朱

道

節子

着飾ってちゃぐちやぐ馬こ鈴の音こ

野

山峡に火種の如き実が成るよ

ひと堀ごとに流る青き血

ラーゲリの辛き想ひ出冬の月

天神町で鶏の水炊き

失恋がどこにも落ちていない床

ハム一枚下さいと言えば売りくれし

祖父像の裾にしゃがんでかくれんぼ

谷戸行く道は石蕗の華やぎ
刺繍する支那沓片つ転がりて
幕が開くよと客を呼ぶ小屋

風入れや十一月の仏たち

句

婚の列とてしばし待ちます

︵四︶

﹁獅子の子﹂は川句表で折り返し︑異の長さは︑山とす
る︒表の︑ともすると意義を欠きやすい二句を外し製に入
る︒意義のある二句が出来るなら︑それは﹁半欣仙兄﹂で統
ければよい︒愈義のないものを無反行に作すよりは取り去
る方が近代的な考えだ︒
そしてこれもやがて裏入り後︵便宜上褒表など言業を過
うが︑印刷時代︑章の区切りとか改めと言えばよい︶︑ｎ
曲に章の区切りを持ちたくなるだろう︒長短様々な句章を
意識させる︒自由に草を立てればよい︒実際そうすれば自
由詩に近いかもしれないが︑それはもはや﹁非定型連句﹂と
殆ど何じである︒﹁非定型連句﹂の変形とも言えよう︒
やがて実践の数年のうち︑これらも超越し︑只﹁連句﹂と
のみ称するようになるのだ︒小生の言う改革とはそれだけ
のこと︒只それだけだがそれを実行し慣れるまでには︑連
句と人生に対する誠と勇気が要る︒考究と実践︒鍛錬だ︒

︵青宵責任記︶

俳譜文芸考究の会は柴庵に於いてこれら考究と実践の遊
びを為す︒

︵於・木漏れ日乱揺の柴庵︶

平成十四年十一月九Ｈ首尾
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連

八さいたま・さくら草連句会ｌその一Ｖ

短歌行﹃野分立つ﹄

ナォ聡にものみなすべて微笑まむ

や
嬰や児
の尿を真向に受け

ロＩワトル

お多福の裏をかへせば夜叉の面
はげしかれとは祈らぬものを

麻雀が趣味の老頭児仮住まひ

無人の駅に初雪が舞ふ

〃彦興雅興雅哲雅哲〃彦哲

澁谷盛興捌

伊藤哲

澁谷盛

月光を酌む古き慣はし

野分立つ樫並木のさやぎかな
田中雅

伊藤薮

﹁太刀魚はよどざいますか﹂と籠負ひて

ひとり抜ければ見事カップル

残業の肺は病み居り凍る月
鉄筆腓岻の指でパソコン

ナゥお登紀さん膝シ子抱え子守歌

故里遠き母に便りを

花の雲覆ひ尽して五稜郭
高からぬ丘越ゆる風船

︵於・ＴＥＰＣＯプラザ浦和︶

平成十四年八月十九日首尾
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かまひ過ぎたか猫が本気に
ゥ長靴をさかさに冠る三銃士
パリー祭キスキスキスというまでも

団扇も落ちて縁台の夢

珊瑚に宿る海蛇の毒

地球規模異常気象が幅利かし

唐詩旙く惜春の宵

大志秘め花を浴びたる昔あり

興彦雅興彦哲雅哲彦子子興

八さいたまさくら草連句会Ｉその二Ｖ

歌仙﹃青葉の街﹄

幼な児の髪をきりりと結いあげて

大好物の今日の献立

松本杏花捌

公

信

育

エジプト展を飽きず数回

亦弧たか子

ナォ老いぬれば日永一日持て余し

未来にかける子等の希みに

田中さんノーベル賞に晴れ晴れと

公

〃

紺の浴衣に桐の駒下駄

小競り合いするポチと三毛猫

英

公

育

信

レガッタ待ちて賑わいし午後

大使館堀に枝垂れる花万朶

真

横山わこ

吉云

育

公

掛けた帽子に残るぬくもり

いつもより早められたる冬支度

芸術祭に民の忙しさ

再選の補欠選挙に月の笑み

株価まで世界経済どん底に

た

公

湖に光のとどく雲の峰

英

寺田喜八郎

松本杏花
渡辺祐子
繰田英子
望月悦育
清水敬信
立花杢公

秋川真紗子

手術のあとの瘤く腸

月の出に山の稜線際だちぬ
秋草を刈る影の遠ち近ち

新蕎麦打ちの講習に出る

ナゥ木守柿空の青さにとけこみて

Ｗ杯青葉の街の万国旗

さとられぬ程に不倫も命がけ

ゥとんぼうの群れる団地の静かなり

保坂由美子

青山満子

梅雨の晴間を抜ける歓声

夫婦の喧嘩ゲノム感覚

俄雨相合傘で睦まじく

〃

育

満

満

はぐれアザラシ川を悠悠
東て空に故郷遠く仰ぐ月

輝の足お百度を踏む

信

鹿島槍四方の山脈従えて

源泉溢れ宿の地銘酒

圭出

公
二月

︵於・ＴＥＰＣＯプラザ浦和︶

平成十四年七月二十三ｎ首
平成十四年十二月十七日尾

茄で卵硫黄の匂い鼻を衝き

落第進級費を投げ込む

﹁花の命﹂花盗人に盗まれて

雲雀とびたつ長堤の先
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八松山・佐久良連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁月未だ﹄
イｆマ

月未だ河原の宴のはじまりぬ

芋もようよう煮ゆる喰べ頃
初紅葉子等綱ごとに汽車として

鈴木春山洞捌

片手携帯運転シーン

ナォハイャーの赤きは逃ぐる水に消え

おしっこがまんし病気になる娘

次々に五輪の選手の本ぎまり

花火橋身動き出きい人の群

孫を相手に冷酒かたむけ
改革に女大臣火ぶた切る
老ひし二人の電話声高

大本↑よこと

井門可奈女

洞

ま

夜なべ仕事のしばし手やすめ

満月に胡弓の調べかすかなる

林半星

特養に名残りの恋の芽生へきて

遠近に螢飛び交ふ細き川
背に天瓜粉追ふ腕白児
シラギヌ

ま

星

ゥキャッキャッと騒ぐ居間の騒動母制止

ま

弓崎雅美

後朝去りて後の静けさ

鈴木春山洞

夢見る眼は眠る姫親ミ
王コ

雅

足にまつわる小犬の散歩
転ぶなと呉々云はれ外出し
トモ

パラリンピックのメダルの行方

︵於・愛媛県立生活文化センター︶

平成十四年二月十一日首
平成十四年三月十二日尾
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シュッシュッぽつぼと鉄橋渡る

白衣にくるまれ恋のそだつらん

星

オチコチ

待ちに待つたる鴻烏来る

上野千艸

迷ひ仔猫のすりよって来る

雪洞の灯り始めて花見酒

無睾の民らは飢へ寒からん

洞

ナゥころころとこぼれて落ちる零余子取り

忘れたき想ひのありて酔ひつぶれ

洞

奈

マミ

追ひ落とされしタリバンの栄

冬月に競ふ米機の空爆に

我が国の海自艦隊洋を征く
静か附け合ふ連句会なり

ム．

老い枝垂る花の散り敷く神の庭

千

星

故郷を去る日降る別れ霜

ま千雅ま千雅ま雅奈ま奈ま奈千洞奈星ま

八松山・佐久良連句会ｌその二Ｖ

ナォパイプすう煙ゆらめく春の玻璃

毎朝出会う小犬の散歩

そよ風にジョギングの人槻爽と

顔見たや声も聞きたや寝もやらず

汗びっしょりの衣類ぬぎすて

歌仙﹃門火焚く一

今日で一年アメリカのテロ
井門可奈女

畑仕事疲れて仰ぐ天の川
才マンションのテラスに門火焚きにけり
大本↑まこと

淋しく暮るる山野辺を行く

あなたにはイエローカード３枚よ

本音建前すべては恋路

ビルのはざまにのぼるそめ月
奈

それぞれに月を宿して千枚田

林半星
ま

虫の鳴く十尺四方の小庭にて
水不足たってすぐ消ゆ夕立雲

半

ケ

ナゥ錦紅葉十和田の湖にあふれ出で
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灯の下読書三昧

蚊遣の匂う露地裏に住み

弓崎雅美

秋気満つ谷水更に澄み

ゥ宮の杜柏手打っていざ出陣

ま

留守居の妻に絵はがきを書き

お国誰も人垣の中

無為に見るテレビの音のいつまでも

車よけつつ救急車行く

半

なよなよと枝垂るる花の宴つづく

上野千艸
雅

便菱にキスをして出す旅便り

千

燃えて尽きせぱ恨らまじものを

メールを送る毬栗頭

ま

半

球児等の熱と涙の甲イガ子
園
グリ
物の怪の樹氷の群に蒼き月

奈

︵於・愛媛県立生活文化センター︶

平成十川年九月十日尾

平成十四年八月十三Ⅱ首

浜辺に集ひ蛤を掘る

凍テし鉄路の地の果に失せ

千

ま

半

議員さん次々やめて眞紀子まで

登り下りの浮世坂なり
モン

童べ唄聴く水温む里

手をつなぎ親子のくぐる花の校門

ま千半千ま半千ま半千ま半千まま半半ま

八さいたま・三尺童ｌその一Ｖ
ひらたぶね

歌仙﹃勝﹄

ひらたぶね

田中雅子捌

ナォ毬つきの音いつまでも京日永

漬物の樽ずらり干されて

十二代続く帽子屋マエストロ

馬蹄アーチの下に佇む
建築に方法論あり夏深み

グラジオラスの勢いのよさ
引き寄せて君のうなじに唇を

華尤子

関口せう子

つくつくぼうし遠き森蔭

粉白粉の化学分析

締通船堀は秋の中
友訪えば三日月淡く残りいて

祝電の絵は極楽鳥など

人柄が何ともいいのノーベル賞

月清か寡婦はパタリと戸を閉ざし

田中雅子

持てあましてる夜の長きを

原伸一

尤

伸

ナゥうそ寒みガン病棟の鎮もりに

平成十川年八月二十七日首尾

︵於・案慰庵︶
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注いだグラスに泡のこぼれる

南はるかに梅雨前線

酔うほどに古地図の陸地ずり動き

ウシーサーの目玉に映る海開き

せ

雅
尤

雑魚寝の朝の恋は幾組

雅

風ときに花の眩き聞かせてよ

大八車通る蔵町

良寛写本そっとしまいぬ
お宝の鑑定団が色めきて

趣味も好みも合えどフェロモン

青銅のラッパ高らか投げキッス

尤

せ

名物うましわらび餅喰む

伸
せ

ねぐら目指して丹頂の行く

伸

成るままに自然法爾の風車小屋

古アルバムを解けば十年

々

尤

月の冴え眼鏡はどこと孫に問う
プリッッェル岩塩固くまぶされて
ゆ︑７

感涙すればはやす白蝶

雅

ゆらりゆらりと煙立つ窯
岫ぎれを過ぎて一樹の花に逢い

執

筆尤せ々伸尤伸雅せ伸尤伸せ尤雅尤せ伸

舞

八さいたま・三尺童その二Ｖ

歌仙﹃時よ止まれ﹄

子雄
雅伸尤伸尤舞雅々尤伸雅尤舞一子

松下英雄捌

尤英
伸雅

時よ止まれ残る紅葉も散りたれば

ショールをぐっと寄せる肩先
公証人役場はビルのてつぺんに

し〒も

ナォ古土塀めぐりて行けば影朧

甲冑を着て父は旅立つ

熱気球偏西風に乗り入れて

Ｆ分の一ゆらぎ幽かに

オンドルにドッペルゲンガ−ぬくぬくと

重ね着のわれ怯え止まらず

桂林の百里の画廊船で観る

淡墨の先赤いスカーフ

ますらお

丈夫は細きうなじを愛しみ

ラビアンローズお気に召すまま

眼鏡橋スキップすれば月が鳴り

振り向きざまに落ちるひょんの実

ナゥ流木に岩魚の斑の濃くなりぬ
シュメール文字の碑文謎めき
これよりは西日さす国寂ならん

音色シュールに墓藥と笙

丘越えてそよ風がくる花前線
日は燦々に山羊の毛を刈る

平成十四年十一月二十六Ｈ首尾

執

︵於・案魁庵︶
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人も車も混雑の街

ゆるゆると大空過ぎる月仰ぎ
蜂の子妙って地酒酌み交う

ゥ遺伝子の螺旋歪んで秋渇

誰に似たるか目元口元

五十年を過ぎてなお増す肌の艶

妖変という人間の欲

艫をふり彼の漠界に釣りに出る

相続放棄義母に迫られ

夕凪に月の出を待つプチの犬

教会の屋根光滴る

叱られて廊下の隅にしゃがみ込み

パチリと打ちし天元の石
組んでまた離れてもまた花筏

巣箱に貼りし下鴨の護符

原田小華松
中池
下

筆々尤舞尤雅伸雅雄尤舞尤伸雅尤伸雅雄

八羽島・三川連句会ｖ

鑪吟脇起伽﹃秋深き﹄

秋深き隣は何をする人ぞ

築地の上に昇る薄月

柿を剥く手くぴ器用に動かして

殿堂入りの子規の横貌

磯部摂子捌

ナォ名物の豆腐田楽なつかしや

絡繰り木偶の糸の繋ぎ目
訪朝の外交団に期待する

帰る故郷山紫水明

古寺の庇に鳩が冬籠り

霜柱踏み配る新聞

昔の想い焦がる思いを

擦れ違う乙女の視線気にしつつ

松尾芭蕉
磯部摂子
上杉くみ

庭に置く陶の狸も苔むして

棚橋小枝子

清水裕子
飯田千歳
時田一郎
長岡悟

悠

成瀬富美子

横井恒子

後の月池面鏡の景となり
紅葉かつ散る魁夷松園

江

柴田幸子

曜

一柳悠香子

小見山実与

竹びっしりと炭を焼く小屋

川口江美子

ナゥ火鉢欲し野点の席の緋毛蔑

芳

降りしきる雪をまるげて雪だるま

ゥ鮮やかにつなぐビーズの首飾り

明石曜子

環境汚染続くこだわり

天使の微笑嬰の寝顔に

摂

実

く

王妃の遺品めぐる世界を

日比すすむ

退院のまんまるい窓開け放ち

松永祥男
渡辺久子
桑原倶代

マンションの高階占める富豪たち

浅野一枝

鼓打つ音遠く近くに

メールで送る恋のマジック

中村きい江

あわあわと色こきまぜて花の雲

千

︵於・羽島市下中町石田

平成十四年十月二十一日首
平成十四年十一月十二日尾

一期一会の縁うららか

願照寺︶

星座さす指はいつしか肩にふれ

出荷を急ぐ酒蔵の樽

風涼しぽっかり浮かぶ三日月

蕗

篠田志喜子

恒

黒帯の少年集う講道館
百歳にして今も現役

坂倉弘子
鈴木正美
山田蕗子

うす墨の花を尋ねて旅マップ

水谷芳枝

飛び立つ構え兜うごめく

大空たかくひばり聴る

−154−

八東京・鹿の会ｌその一Ｖ

半歌仙﹁明治雛﹂

切子グラスに注ぐ白酒

かんばせも小ぶり明治の雛かな

疑惑を残し五輪閉幕

辛夷描く日曜画伯気取るらん

宮下太郎捌

山本房子
赤松よう子

よ

徳住玲
大石勝五
中西昭子
藤井治

月照らす窓辺に猫のシルエット

柿の落ちたる音に驚く

勝

ゥ芋煮会いとこはとこも集い来て

治

目と目が合って事が始まり
バッイチも問題なしとプロポーズ

玲

昭

房

鈴

火蛾は大きな羽を拡げる
夏の月博多山笠夜を駆け

勝

アラビヤ文字のややこしき線

老いの一徹酔いもはげしく

よ

治

よ

阪妻の声もなつかし無法松

宮下太郎

視聴率うなぎ上りの真紀子節

さらさらと来て雨となる雪

入学式に向かう子供ら

土手の花河の流れのゆったりと

平成十四年二月二十六日首尾
︵於・新宿滝沢にて︶
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八東京・鹿の会ｌその二Ｖ

大石勝五

半歌仙﹃子規の句碑﹄

子規の句碑かしずく如く野菊かな
赤松よう子

宮下太郎捌

黄身色の月のぼる山の端
さらさらと臨書のかなの爽やかに

神戸茅乃
伊藤稜志
宮下太郎

柔道二段寝技抜群

稜

茅

稜

もっともらしく伸ばすあご髭

楠の幹に連なる油蝉

勝

三つ指をつく嫁もらう筈でした
キャッチボールは長続きせず

太

よ

夕餉の卓に茄子の浅漬け
ゥ携帯の娘あやしき長電話

日朝の扉ようやくこじ開けて
かけ声だけじゃ持たぬ空腹

勝

太

よ

雪見酒猿が出てくる温泉地

稜
よ

枯れ蔦残す城の石垣

茅

写生するクレョン折れて泣き出す児

小川も池も水温むなり

稜

落花舞う神事の綱を新しく

譜面に記す惜春の曲

平成十四年九月二十四日首尾

︵於・俳句文学館︶

156−

八相模原・慈眼舎連句会ｖ

歌仙﹃どんど焼﹄
赤田玖實子捌

ナォ逸品の筆は羊の和毛とか

朗読を聴き童輝く

ホームラン何本打つや松井君

健康食と信じ麥飯

銅鏡の歴史は古く超高値

どこ迄も無抵抗主義アヒンサー

堅

鴨志Ⅲ智恵子

︵於・粗模原桃天樹︶

圭云

ノン

〃

ノン

堅

〃

壼云

″

凍える風が粗衣の肌刺し

ノン

吉祥という騏麟鳳凰

マ

トラクタア砂糖大根ころげ落ち

加縢マサ子
雄海停雲子

繕いし網納屋の入口

弩晴れてどんど焼待つ神の庭

久閼の友へ熱燗もてなして

楠メノン
橋本堅太

秋汐が荒れて小島を退避する

馥篭として垣の臘梅

マップを持ちて町の探険
月光に五七五と句を紡ぎ

赤田玖實子

．

露の雫に軍める英才

ノン

月に浮かびし金彩の厘

ゥ肥馬馳ける岸辺の波に噺きっ

ナゥ長き夜の祖母の宇宙よ日をひく

揺籠の唄今も慕われ

堅
垂三

着物姿の我が娘見直す

看護婦も医師も美人を揃えおり

鼻押せば猫のロボットこんにちわ

堅

〃

平成十五年一Ⅱ十四日首
平成十且年二月十一Ｈ尾

逆を打ちたる遍路破れ笈

故園又川ゆるやかに花筏

雛段飾り頒つ楽しみ

艶書の束で沸かす伍右衛門

堅
ノン

迷い箸皿の珍味の良き匂い

縄の暖簾を贈る中元

堅

マ

壷ニ

〃

〃

〃

思わず吃る小謡の節

鴬面が凝らす細工へ暑き月

春の嵐に沙漠檬濠

戦車道田端遺跡の山腹に
浬藥へ集う若きグループ
教会の花祝福の秘蹟うけ

157−

玖〃マ堅雲

八重信・重信木曜会ｖ

垣根にひそと咲ける山茶花

大霜や手を挙げ渡る登校児
青野弥

菅野茂

青野垂咀

歌仙﹃大霜や﹄

カルチャーの展覧会に誘はれて

惜しまれて去る貴の花関

ナォ七色に光りつつ飛ぶしゃぼん玉

イラク査察に逸るアメリカ

リハビリに励む日課の足の麻痒

芋雑炊の白き湯気立つ

雪罪罪と難民村の更けし夜

子づれ同士のたそがれの恋

玻璃戸より望む連山晴れわたり

白木の香る社落慶

孫曽孫同胞集ふ披露宴

昂りを秘めておごそか月の能
とぎれとぎれに鹿の声聴く

イーゼル立てて写生する人

ナゥ菊酒に頬を染めたるツアー客

西行の歌に古偲びつつ

あしかの芸におくる喝采
外濠をゆるりと巡る花見舟
風に乗る凧点となりゆく

野

京

口

︵於・重信町民会館︶

平成十四年十二Ⅱ二十六日首尾
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青野竜斗捌

空席を待つ地下の食堂
終電の車窓に眺む望の月
どこで鳴くのか蝉の声

小池郁

婚前旅行発てる空港

ゥ村芝居はねし境内ひっそりと
夢語るふたりの笑顔晴れやかに

弁財天は琵琶を奏でて

糠に灸の資金協力

のっそりと牛横たはるスラム街

月涼し縁台将棋興に入り
赤提灯で冷酒酌み交ふ
救急車ピーポピーポと通り過ぎ

バランス崩す模型飛行機
ひんやりと静もる花に佇ちつくし

城を目がけて漕げるぶらんこ

弥茂竜郁郁弥茂茂竜郁弥茂子竜弥幸美斗

京弥京竜弥茂竜京京茂弥竜茂京弥竜茂子

八大垣・獅子門ｌその一Ｖ

百韻勢門鱸第酔世伊藤白雲祓帆式

コロンブス卵を立てて驚かす

ギネスブックは早いもの勝ち

初花に合掌造り開け放ち

入学試験終へて一息

化粧直しの道祖神立つ

久世竹水

槁岡多美子

高松正水
酒井稔
松井利彦
松尾博雄
河合勝子

相合傘バス何台もやり過ごし

ニォふるさとの空をはるかに戻り鴫
國島十雨
伊藤白雲

大野鵲士捌

机を浄く展ぶる芭蕉布

薫風の顕つや泉の豊かなる

田中加代子

筧真理子

水平線へ消えてゆく船

早野さと子

西田日士口

藤塚晶子
仲谷牧鹿

武仲登志春

シラネハルオ

栞をはさむ読みさしの本

五十川直靖

武山照子

西脇美智子

藤墳淑女

スポーツカーぴたりと止まる門の前

加藤援草

小瀬千恵子

くっきり浮かぶゑくぼ可愛く
しなだれて彼の恋しき鼓動聞き

退職の記念旅行はチロルへと
すこし気取って被りたる帽
辰年の辰の日生まれ月賞づる
曼珠沙華咲くまぼろしの原
一一ゥ秋深む煎餅の名も木因と

乳房ゆたかな牛が草食む

七言詩墨たっぷりの筆の擁ね

俊寛の破れ衣をひたすらに
琵琶の音色に語る身の上

竹中定男

松尾一

死ぬほど好きで夫婦別姓

島と島とを結びたる橋
青蜜柑月の光に匂ひをり
蜂の子飯を裾分けにする
志士住みしてふ鯉泳ぐ町

ゥぐい呑みは萩か織部か今年酒
レンタルのサドル二つの自転車に

糠味噌の味もころりと忘れ果て

唐渡北勢子

低く洩れくる素謡の声

筆太に温故知新と大言して

中尾青宵
八木紫暁
恩田静村
小瀬洋喜
出口陽山
余語敏男
高木万翠
狩野康子
磯部摂子

かなたまで紙飛行機のよく飛べと

お前は俺で俺はお前で

石山加代子

ジングルベルの熱き耳朶

蓑島菊代
小川守
臼井梅乃
大畑健治
戸田文隆

白足袋のこはぜ外すももどかしく

収支決算汗のたらりと

だんまりの陶の狸はしらんぶり

大乗小乗道のそれぞれ

跳ね発ちの仕度を急かす夏の月
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捨てし指輪の消ゆる潮騒
一柳国子

名和よちゑ

宮本輝子

宮嶋紀一

広瀬雅女

盲導犬の介助訓練

三ゥ新しき自転車を漕ぎ春深む

アルファベットを名乗る銀行

洗濯物の竿にくるりと

かくれんぼもういいかいと薄目開け

小薮昭朗
岡本耕史

林静香

伊藤節子
梅村五月

佐藤千賀子

看板を降ろす老舗がまた一つ

懇ろに薬師如来ををろがみて

湯煙に浮かぶ満月露天風呂
木曽三川を渡るかりがね

野々尻孝子

土用餅つき隣近所に

策のころがる白いキッチン

衣かつぎ母の自慢の地味噌つけ

伊藤弥生

島田紗代子

赤き蹴出しは病封じと

後藤キヌエ

大橋正子
西田郁雄

後朝の濃い目に入れるハーブティー

欧州通貨早も広がり

発声の練習あえいうえおあお

L

アッシジの大聖堂に額づける

群れゐる鳩に日々の好日
山顛の月冴え虚空渡り初め
三味を片手に酌める燗酒
ひょっこりと里の父親現れて
紺のパーカー︑スニーカー決め
ヴァーチャルの魚も息づく花の窓

春田ひろびろ耕せる人

三ォ石磨く水の溢れて日の永き

眼うらにある君の面影

五線譜にこぼす涙のアンダンテ

早崎都
堀切実
國島千代子

杉山壽子
武村利子
小林静司
土川修平
Ⅲ辺桂月
柴田広志
引地冬樹
森川淳子
工藤星峰
加藤亀女
永田英理
堀内洋子

宇野久恵
杉岡裕子
成瀬貞子
豊水芳子

故国の町に続く爆撃

木霊満つ観音菩薩在す峰

鷲見千代子

ぶちまけしキャットフードを犬が舐め

Ⅱ比野節子
和田かずゑ

鉄腕アトム馬力幾万

風の吹くまま雲の流るる

宮田敬三
井口ひろ

空巣ごっそりあさる骨董

玉垣にただ淡々と返り花
小旗うち振る箱根駅伝
ナォＯＢ会再会祝ひ乾杯を

柴又をあとに幾年過ぎしやら
紙のコップに地ビールの泡

清水みよ子

ナイトゲーム延長戦にもつれ込み

日比野澄男

危な絵の何とも言へぬおほらかさ

夏ばての猫呼べど動かず
捨て舟の傾くままに川湊
旅の終りが旅の始まり
父母未生以前の月の皆朧

堀部ひろみ

北村幸子
広瀬康之

身を寄せ合ひて眠るつばくろ
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ゑんどう豆に遺伝子を知る
スカラベの御印付けし王の墓
顎にたっぷり髭をたくはへ

病床の合せ鏡に月映る
福祉改革遅々とやや寒

ナゥ北海の鮭の豊漁ねがひつつ

皇孫すぐすぐ育つ百日

農薬は控へよといふ指導貝
眼鏡を掛けて荷札確かめ
ムーミンパパロ笛を吹きゆっくりと

石田一邑宙心

本腿良子
寺井淑子
近松寿子
野村芳古
松野弘子
木村和喜
後藤嶺子
杉野ちゑ子

山下小波
神山初子
子安一徳

銀河鉄道高原の駅
二千年咲き継ぐ花の今盛り

執筆
大野鵲士

九曜の紋に日差しあたたか
右百韻満尾

平成十四年六州二Ⅱ満尾
︵於・大蠅巾宮町淨専寺︶
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能面の審査員にと招かれて

紅葉散り敷く庵の坪庭

加藤渓

大橋正

田辺桂

清水圭同

握り飯にはたらこ梅干

尚松正

広瀬雅

里

ナォ春帽子シーソーの板はね上る

飛騨のみやげに貰ふさるぼぼ

浄め塩盛られし小路の石畳

暖房船に辛口の酒

退職の校長ばかり集まりて

自由奔放妻は後添へ

膏薬のかぶれを隠す銀狐

シャネルの五番これがもつとも

湯上りのシャボンの香りほんのりと

息をひそめるえんま蟠蝉

月高し日本まんなか首都の城

ナゥ知り合ひに素通り出来ぬ赤い羽根
ポケットいっぱいポップコーンを

時報で流す懐しの曲

満員の電車に開く漫画本

執

伊藤一目

四年十一月十七日首尾
︵於・大垣円通寺興行︶

陽炎ゆらり巡る外濠

花大樹四百年を咲き盛り

平成
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八大垣・獅子門ｌその二Ｖ

遣吟脇起歌仙﹃初時雨﹄

紫煙くゆらす隅の静寂

堀内洋

清水青瓢捌

絹雲を透かせてをりぬ望の月
昏夜あたりは猪の出るとか

けふばかり人も年よれ初時雨

ワ上等をくったら市へ卸売

戸田華
福永常

松岡裕

男まさりがバンダナを締め
こっそりとエステに通ふいぢらしさ

内藤安

木村和

五十川直

高田久

観音さまにはづむ奏銭
宿場町樫をほぐす風の音

並べられたる椅子のいろいろ

伊藤錦

久世竹

水まんぢゅう掬へば揺れる夏の月

ＭからＬへ夫の甚平

小林美

詰め将棋孫には何時も負け通し

立ちさうなのに立たぬ茶柱
花びらの空の蒼よりこぼれつぎ

東をどりの楽はいかなる

瓢華苑石水枝子喜靖子笙子草子子月瓢翁

筆雲靖瓢笙草月竹水靖洋女水正草裕常洋

八大垣・獅子門ｌその三Ｖ

短歌行﹃臥龍梅﹄
小坂五百子捌
小坂五百子

本屋良子
瀬尾千草
河合初江
船渡文子
尾関芳子

苔むして一輪残す臥龍梅
そぞろ歩きの苑の料蛸

温め酒酌む宿の濁り寝

郵便受けにメールあれこれ

ゥ望の月大河に浮べ屋形舟

外人力士増えしこの頃

ナォ四股を踏む壬生念佛の青き鬼

甚平に育ち過ぎたる身を包み
でんでん虫のぐぐと角出す

装甲車イラクの民をふみにじり

几帳の蔭に付ける寒紅

文字のうすれし謎の陶片
尼寺に通ひつめをり凍の月

あはい

土の匂へる故郷の丘
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ヴィオラ弾く北の小窓を開け放ち

旅役者追ひてやや寒田舎町

岡本満智子

あさきゆめみし亀の置物

ナゥ泣きやまぬ嬰に飲ませる救命丸

青木久美
端元凉子
伊藤弥生

花罪罪と過去と未来の間埋め

バオバブの木に逢瀬重ねて

斜めにかぶる鍔広帽子

初

縞馬の群れゐる沼に風少し
初花を壺に投げ入れ地下茶房

久

︵於・鋳物会館︶

。■

土筆の糖菓母に習ひて

平成十五年四月十五日首尾

芳千文初満五文弥千凉満良

ナォあの山の彼方の国へ烏帰る

人気教授の名講義なり

ニユートリノスーパーカミオカンデにて

砕いて食べる氷金時

尾関芳子

貞子
凉子

青木久美

キヌエ

千草

小坂五百子

河合はつ江

畳干す路地にひんやり通ふ風

あんな女に惚れた悔しさ

文子
良子
執筆

満智子
川部志づ

小川守
宇野久恵
出口陽山

加藤美佐子

森川淳子

ファッション競ふ犬のぞろぞろ
寄り添ひて拘れる仕草の板につき

海原遠く指させる像

三門に乱世を睨む鬼瓦

ベートーヴェンにひたる長き夜

盃の月もろともに飲み干さん

水彩画家へ定年の後

ナゥ日本一高い鉄道峪紅葉

流れて消ゆる雲の自在に

鍔広の帽子目深かにかぶりつつ

花おぼろ伊奈波神社の太鼓橋

夢の中より亀の鳴く声

︵於・ドリームシアター岐阜︶

平成十五年四月十八Ｈ首尾

■

八大垣・獅子門その四Ｖ

歌仙﹃しぐれかな﹄
本屋良子捌

本屋良子

公羽

苔むす岩に千両の赤
岡本満智子

作りなす庭をいさむるしぐれかな

竪琴にやさしき調べ奏でられ

神山初子
成瀬貞子
後藤嶺子

砂時計たて滝れる珈琲
望月の照らす本陣檜皮葺
拝み太郎の斧を振りあぐ

後藤キヌエ

博雄

伊藤弥生
瀬尾千草

昭子

平光美泉
端元凉子
松尾博雄
船渡文子
堀内洋子
竹内昭子
井口ひろ

ワ一徹の思ひ打ち込む走り蕎麦

英語も話す厚き胸元

ヒッピーのダウンタウンに恋捨ふ

スイートホーム風を聞きをり

湖に沈めてみたき夏の月
どぜう渦巻く水桶の底
だんまりの何を思ふやにきび面

宅急便はくはばらくはばら
急がれる地震対策あれやこれ
ペットボトルの賞味期限は

奥の座敷に届く梅が香

床上げの祝ひうららか花鰹
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八東京・下町連句会ｌその一ｖ

歌仙﹃やさし顔﹄
秋の朝街行く人のやさし顔

新米で炊く母の弁当

伊藤藪彦捌

大谷眞智子

伊藤哲子
高橋賢
黒川洋
伊藤藪彦

粗大ゴミです古き卓湫台

ナォ独活和えて向こう三軒おすそ分け

ひと山越えて蒼い湖

山羊の鳴く父の故郷なつかしく

タトウ鮮やか汗の二の腕

ジプシーの歌姫照らす灯の涼し

鼠のチュウか誰の口づけ

兄嵜さんの眼盗みつ布団部屋

残されしローン山ほど夢の跡

伝統守る遠砧聰く

老監督のシネマ封切り
艀蛎に月の励まし切々と

哲

洋

賢

花明かり袴姿で巣立つ娘等

クラークさんの言葉滅びず

北海道西武デパート荒れに荒れ

バーガー売り子立て板の弁

ナゥマニュアルの通り試して松手入れ

桂大隈見習いたまえ

哲

賢

平成十四年九月二十五日首
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声色を真似れば月に笑われて
踏み損ないし猫のまつわる
積乱雲立ちのぼりたる水平線

小野誠一郎

高野和子

並木隆史

泉浩一

ウクレレをひくアロハピッタリ

お茶よお菓子よ準備万端

ゥお目当ては美人教師の英会話
あ−言えばこ−答えよう初デート

雪見の酒にひたる幸せ

揃うステップ前に後ろに
原発の不祥事かくすお偉方

その昔秀才にしてスポーツマン

浩

哲

︵於・そばの里﹁みつまさ﹂︶

平成十四年十月十八日尾

豊漁祝う蛍烏賊船

鐘の霞みて竹生島浮く

一県

栄転を送るホームに花吹雪

彦

一

皇

月白し鶴渡りたるあきつ島

車椅子押し野遊びの列

洋彦哲彦洋賢哲賢和洋哲誠彦浩哲哲賢洋

八東京︐下町連句会ｌその二Ｖ

ナォ文函の底に秘めたる子安貝

洋

藪

隆

並木隆史
高橘賢

束北誰りのナース色白

浩

春

賢

洋

折口

賢

生

英国紅茶に漱石を読む

角巻の肩に雪くる横なぐり

眞

歌仙﹃二の酉や﹂

君のぬくもり僕のぬくもり

藪

火曜より砂糖多めの日曜日

南無阿弥陀佛果ては奈落か

振り向かずアデューひとことタラップへ

伊藤哲子捌

伊藤哲子
伊藤藪彦

二の酉や母の形見の珊瑚挿し
泉浩一

落ち葉焚する店の人々

水辺の昔工房猫のいて

哲
浩

賢

黒川洋

年下の友来て月に酌み交す

高野和子

誠

柴犬が考えながら足をあげ

探せど見えぬ電話ボックス
虫に混じりて聴こゆララバイ

大谷眞智子

賢

小野誠一郎

ゥ伝言を残す扉の秋うらら

哲

葛掘る爺の煙草いつぷく
ナゥ新酒なる越後名物旅土産
査察の行方縄のれんにて

この線からは入るべからず

誰かの影がすうっと横切る

今泉春子

ベール脱ぐその下側もまたベール

アスパラガスのしなやかに延ぶ

︵於・そばの里﹁みつまさ﹂︶

平成十四年十二月十一日尾

平成十四年十一月二十五Ｈ首

嫁ぐ娘の心に宿る花の精

自由というはほんに不自由

満月は枯山水を写しおり

指重ね今業平と今小町

和

いくり

彦

一県

彦

フォーマルスーツ巴里へ飛立つ

往き復り礁をなぶる仇し浪
ノーベル賞のやさし口元
付親の見よう見真似に月昇り

洋

哲

洋
和

全校生徒へ百物語

鉄人の野菜カレーを早喰す
テニスコートに遊ぶ蝶々

眞

ひな

薄墨の花いとしゅうて鄙の里

土の匂いの遥か故郷
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八大阪・紫薇の会ｖ

﹁巻きそめし﹄

澁谷道捌

私ォ朝寝する一○二号室ノック

栓を忘れた酒が酢になる
七首を研ぎ積年の思ひあり
虫も殺さぬ人と言はれつ

うす紙にくるみおきたき恋なりし

二日三日の船旅に出む

ミシン踏む音漸くに止み

イエスの声に似たる風琴

モザイクのまだ何の絵と知らされず
ほとぽり

熱気の道挨立ちゐて

お月さまひるね兎をおいて来し

土筆の袴取るを手伝ひ

ジハード

咲き満ちし花のトンネル宝塚

こんな処に虫すだくとは

月湿りしたる帳幕歌舞伎小屋

この涯てにサルガッソてふ難所あり

堵ゥ聖戦の少女の笑顔あどけなく

正木ゆう子

長引いてをり橋の修復

はなぐりとほすまでの春風

巻きそめし眉間のつむじ黒仔牛

ゆ

西野文代
茨木和生
加田由美
岩城久治
二上貴夫
澁谷道

大冊の印譜机にひらきしまま

杉山に田打桜の抜きん出て

君ごと盗むこのエメラルド

初ウチェス盤に駒たちならぶ秋の闇

生

代

弁当はこぶ人登りゆく

ともに白髪と口ずさみゐる

恋神の恋占ひは末よるし

治

美

代

秤雌什皿粋に題一弐杣叩壗︵文音︶

鏡のなかを帰りゆく雁

児にみかん剥く香の強くして

道

貴

海ぞひに特急列車身を傾げ
遠火事の声の間こゆる方に月

美

生

雀をるなり雀がくれに

眞鍋天魚

原稿用紙マス目埋まらず
兄嫁の高念仏を気にかけて

逃水男曳きずってこい

一

仙

花の雲かさなり合ふて紅を帯び
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歌

魚生ゆ治貴魚美代治ゆ貴道生代魚治道貴

八富山・樹氷連句会ｖ

是行修

紺野愛

六吟歌仙﹃淡雪や﹄
いぬじま正一捌

淡雪や御耳欠けし石仏
供える枝に梅は一輪
いぬじま正

高々と鶴引く空を仰ぎ見て
紺野笙
久我妙
星美弥

ナォ小便を漏らす童もうららかに

摘み草和えて卒寿言祝ぐ

めくるめく羅賀の断崖海の紺
鳥立つごとく別れたるまま

断ちきれぬ面影燃やす火の酒に

独り育てし娘嫁ぐ日

氷柱きらきら露天朝風呂

衛星が冬の始終を撮っている

馬の字の付く村の名をおぼろげに

記念写真を撮る趣味はなし

月に主は尺八を吹く

嵐過ぎ家族総出の栗拾い

ナゥ藁縄の匂える松の冬支度
膏薬貼ってほぐす肩凝り

気休めの方が薮医者よりもまし

まどろみて見る天翔る夢

道化師も輪になる人も花の中

ゆらら遠のく糸切れの凧

拝聴什型斡垂叩十二叩噛︵文音︶
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味加減良き鍋の煮魚

駅頭に友出迎える夕月夜
秋果を詰めて送る小包
ワ大文字に鳥居舟形燃え盛る

地下足袋男雨にすたすた
あの時の百万円はどうしたの

秘密の匂ううなじ白々

昨夜とはうって変わりし真面目顔

やいとが効いてどこも痛まず

梅雨明けの牛乳配達朝の月

柚子咲き匂う里山の道

算額の墨色古くひび割れて
呼べどおびえる床下の猫
谷底に置き忘られし花ほのと

新入生のおはようの波

美笙妙正愛美正妙笙修愛正子子治吉子一

妙修愛笙正美妙愛笙修愛正美妙笙修愛正

八東京・湘南吟社ｌその一Ｖ

百韻﹁刊輔 噸﹂
小林静司捌︵前半︶土屋実郎捌︵後半︶

平和を祈り刻む七草

一湾の凪わたりたる淑気かな

入園の児の胸のハンカチ

小林静司
和田洋子
今村苗
横山わこ
原崎弥生
和田忠勝
村上敦子
杉浦ちゑ
土屋実郎
久良木害凹

高島幸子
鈴木良治

永

︸﹂

お宝は祖父の遺品と聞き及び

拝見乞われ出す古祇紗

花吹雪閂かかる冠木門

土筆の数を競う子供等

一一ォ鏡前しつけ取りたる春衣

コンピューターシュミレーションの点と線

伏見は神社豊川は寺

雀の宿に謎の暗証

張り込みの刑事眼くぱせ網縮め

ついとり落とす壷焼きの薯

越年の蜻蛉は深く眠りこけ

口紅淡く道祖神笑む

少年は官能の耆を抽出に

動かぬがよし好計のジョオ

パリー祭すぐに醒めたる恋の果て

外した指輪ビードロの底
助教授の渡る世間に寒の月

北風に聴く衣打つ音

一↓ウマンモスに一万年の夢続く

出土の瓦布目くっきり

空爆に黒ターバンは四面楚歌
日本めざすボートピープル

水平線まあるく見える島岬
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ハミングのいつしか合いし噸に

相も変わらぬ傍目八目

大凧を揚げん揃いの法被にて

山の端に半月白き朝まだき
角を切られし鹿の鳴く声

模様ながめの不況出店

ゥおどけてはかかしと並びポーズとる

ユーロに換えて新婚の旅

人生に二度と書けないラブレター

︸︶

勝

弓

煙草と葉巻違うカルチャー

ウインドを覗きブランドねだられて

籠枕世代を分つ鼻濁音
遠野の民話媚涼しき

敦

良

風水適う吉相の里

夏の霜ただ美しき杣の道

洋敦こ弥勝憲良洋敦司洋苗勝苗郎憲苗勝こ弥苗洋幸

ナビゲーターの誤差は数ミリ

夜長の君にオカリナを吹く

乾杯は力のかぎり声あげて

美男葛の赤くしだるる

ひとり身の悔かみしめつ月を抱き

三ゥ若妻がエプロンつけるたて結び

亭主煽られねじり鉢巻

薄幸のヒロインに似た別れ際

僧の俗名佐藤義清

前の句につけあぐねたる連歌の座

草の庵に苔清水湧く

有

肝臓の自覚症状致命的

はくじよ今ウ

谷

和

ありがたや阿弥陀が峰の夏の月

白杖曳いて信濃路に発つ

沼

朝寝の顔にたたくローション
遍路往く花の木洩れ日ふみながら

とき

ボランティア思いついたら実行に
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沙漠に井戸を掘り当てし関

水面に眼が二つあり河馬らしき

地球紀行のカメラアングル

温室の隅に見つけし帰り花

鍋の支度に心弾ませ

ナォＥメールレシピ沢山送られて

急に騰りし吉本の株

ギャロップに牝馬噺きながら来る

唯々諾々とついてゆく性

オフサイドゆがむ顔対笑う顔

野良犬飼って家中団藥

夕涼み縁台の端に缶ビール

奉賀の札の溢るお旅所

十手持ち平次はガラッ八を連れ

菅

藤

僅かに揺れる東風のふらここ
三ォ停年をひかえて命かみしめる

何よりもまず励む歯磨き
手土産に銘菓の由緒書き添えて

愛の告白小笠原流

マザコンの振り向きくぐる隠れ宿

寝覚めの空に時鳥聞く

はんざきのひたすら潜む蒼き渕

引込線に帰化の雑草

頑固さが売りで繁昌ラーメン屋
きやつ

チーム荒しの彼奴は大喰い

林立のシティタワーに朧月
なまあたたかしテロのありそな
オルガンで弥撒始まりぬイースター

ロバが帽子をかぶる花馬車

苗洋郎憲良洋苗こ勝弥司幸良苗幸弥′勝洋苗幸こ郎

苗洋良ヱ憲敦苗司こ苗勝郎ゑ苗幸里憲弥司こ勝良こ

田沼どろ沼底は測れず
かなぽう

水種撒く金棒曳きを囮とし

橋の快が逢初めの場所

月の下心中くずれふらふらと

無人の館烏瓜熟れ

ナゥ那郵の鳴く音聰かばや野のあたり

肌身離さず電子辞書持ち
一つ知り二つ忘れて共白髪

高笑いして健康増進

︵於・七里ヶ浜玉寿司︶

平成十四年一月六日首尾
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碁の客を待って門前水を打つ

秘仏の開扉長き行列

まほろばに見所多し花の郷

名残惜しまん霞む稜線

ゑ郎弥幸敦司洋憲弥勝良こ司

八東京・湘南吟社ｌその二Ｖ

﹃百樽の﹄

歌仙杉浦ちゑ女史卒寿祝

ビオロンの曲流れ寒明

百樽の葡萄酒熟るる春の雪
大漁旗かかげ入港東風凪に

沖まで出向く仲買の報

微笑んで童話のような赤い月

針金虫の身の細きこと

ゥ鎌で刈る校庭隅の坪田稲

農家の隠居指導員なり

小林静司捌

杉浦ちゑ
小林静司
菅谷有里
山口良子
池田紅魚
蛭海停雲子

小張昭一

秋山よう子

白井暎子
高島幸子
柴田寿賀

立話する主婦に郵便

ナォ江ノ電のガラガラの昼長閑けくて

嘘も方便やっと二人に

和久井八重

原崎弥生
藤沼和ヱ
坂田武彦

笑うか泣くか海猫の声

同窓のホの字の彼が入院と

ジグザグにヨットは風にまかせきり

荷風は受ける文化勲章

横山わこ

楠正三

戸澤鞠

流連に羽化登仙となりたれば

掛けて撮りますカウチ革製

紋付の紋は気にせぬことにして

幻覚か月の油彩は笑む如く
星飛ぶ中にめくるめく旅

久良木憲

バーに流るるフォスターの曲

芽出度き銘の並ぶ苗札

和を以って貴しとなす花の句座

平成十川年三川十五日満尾︵文音︶

執筆

鈴木良治
山本要子
大林杣平

増澤隼一

小林しげと

ナゥチャールストン奴隷解放の地の残暑

きわどい写真覚えなき間に

かみしめている栄光のとき

トップ記事今日の記念のホームラン

自治会の会費集めに粧かしこみ

高津明生子

近藤蕉肝
大津博山
前田明水

じゆこ︑７

中尾青宵
和田忠勝
浅井園丁
和田洋子
今村苗
土屋実郎
村上敦子

選挙には障る話を口止めて

大根の山小流れの脇

ＦＡＸ入れて忙し文音

走る月神楽太鼓が風に乗る
金縁の眼鏡しばしばずり落ちて

インカの奇蹟記念講演

花を守り崇める人の寿考祝ぎ

脚に自信の遍路結願

〜
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八桑名・白魚連句会ｖ

歌仙﹃合歓散る峡﹄
岡本耕史捌

年重ねきし遺跡発掘

ナォ尾根ゆきて推見しことは吉兆か

國あげて拉致の不法を詰る声

佐渡で過せし青春の日々

海の家人影なくてカンナ燃え
佐藤清江
岡本耕史

葭管の陰に仔犬つながれ
長唄の勧進帳をひとさらひ

河鹿鳴く瀬につづく露天湯
加藤よしみ

ドライブスルーでたこ焼きを買ふ

ほんわかと温かい掌の彼でした

夕づきて合歓散る峡の風吹けり

久閼の姉との話きりもなし

江

月今宵問はず語りの放浪記
折々すだく澄みし虫の音

丁々発止恋の鞘当て

床屋の椅子でしばしうたた寝

み

江

ナゥ薬掘る里山荒れて今むかし
ぎっくり腰に気をつかふ父

善男善女集ふ浬梁会

天守より濃尾平野を望見し
治水工事の難苦聞かされ
満開の花静もれる昼さがり

秤雌什皿斡十弐叩二弐拒即密︵文音︶
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史

月明に師の碑の太き文字

硯乾かす縁は爽やか

ゥ古手紙迷ひて残す白秋忌

み

史

江

色槌せゆけど思ひ切々

ナイトキャップは甘き葡萄酒

み

嫁入りの荷にしのばせるトウシューズ

江

史

校庭気になる窓際の席

史

惜しまれて名物教授退職す
おでん屋台の火を落すころ

懸大根ラインダンスに月さして

み

み

江

史

秩父銘仙若かりし母

長堤はるかかかる初虹

夜通しの遠吠え耳に寝つかれず

記念樹の花も八分と便りあり

み江史み史江史み江み史江み史江み史江

八伊勢・白菊連句会ｖ

歌仙﹃おかげ横丁﹄

ナォのびやかに列に加はる蝶のむれ

国交交渉再会はいつ

ひきたてのコーヒー濃目ブラックで

折込ちらし先づ目を通す
若者の浴衣姿のぎこちなし

打ち揚げ花火一つぽかんと

大西貞子捌

行きずりに淡き香りを残しゆく

願ひめ硯を洗ふ夕かな
中野たつ子

大西貞子

思ひのたけを託すメールに

まる︑７と

長き糸瓜の垂るる窓の辺
望の月客人たちを送るらむ
た

尾崎重子

すっぽりとあきらめひとり生きてゆく

ちちろちちろと澄みて聞こゆる

前田てい

ナゥ艀蛎のみだれ飛ぶ日のはかなくて

鬼灯売る娘ピアスがゆれる

北の大地へ体験留学
て

重

里の名産宅配便で

村田治男

年に二回の骨量測定

編みためるモチーフつなぎ夜の長し

ゥ森の神水の神にも恵まるる
ふたりの声を秘めて池澄む

ふりかへり会釈を交はす誰だつけ

旅の誘ひ月は東てたり

失職の知事再ぴを当選す
百冊読破たった三日で

静

治

村田静子
た

︵於・伊勢市猿田彦神社︶

平成十四年九月一日尾

平成十四年七月十七Ｈ首

各駅停車フルムーンにて
山門をすぎて大樹の花吹雪
おかげ横丁初つばめ飛ぶ

観月会篝火水の面に映ゆ

カーナビをつけどこまでも君を追ふ

重

貞

地酒さげ友久々ににこやかに

静

貞

有給休暇のこりわずかに

津軽三味線若人に受け

て

嫁姑それぞれに佇つ花万朶

治

競走馬雪の轍の大疾走

窓辺を通る遠足の子ら
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貞重治貞た重静て

、

たて静重貞静重てた

八四日市・泗楽連句会ｖ

歌仙﹁祭足袋﹄
地を蹴って六方踏むや祭足袋

汗のからだの躍る日盛
砂川を跨ぐ鉄橋赤錆びて
鳶が輪を描く分校の空
月連れて野良から戻る父の背な

西田青沙捌

友好の家に己の名を残し

ナォ噸に朝の法螺吹く愛宕坊

藤沢徳人

泰

水谷草央

伊藤千秋

義

行って見たいは女護島なり

津名の通り猪突猛進

空蝉の生けるがごとく樹を掴む

人

秋

子

央

俺も昔は女殺しと

夏期大学の源氏一帖

締切りに追はれて書きし暴露本

ジーパンのキュートなお尻気になりて

松平菩提子

判治泰
岡田重義
西田青沙

央

沙

秋

泰

子

四日市巾文化会館︶

央

義

泰

雀ころころ蛤となる

秋

平成十四年七月九日首

平成十四年八川十三Ｈ尾

︵於

翠黛霞む鈴鹿七嶺

畢生の難問はたと夢に解け
改めて知る深きしがらみ
佳き人のうち集ひたる花筵

ナゥ行乞の柞黄葉にまみれつつ

筋子肴に偲ぶ牧水

真贋騒ぎうやむやになる
白々と遺跡の谷に夜半の月
子

泰

沙

義

ととせ

到来ものの大鰯焼く

消飛んでゆくくい独楽の果て

子

義

ゥ秋深む市井暮しもはや十年

ただひとすじの思ひ貫く

子

泰

好きな子にポケットから出す戦利品

剥落の佛を撮す土こ門
拳
むじ
茜小路に遊ぶ小旋つ風

沙

義

沙

子

〃

泰

ナイトキャップにワイン温め

とき

鎌のよな月が冴えるよおつかさん

総領は旧家を嗣いで八代目

親猿子猿出湯の岩鼻

養生の甲斐あってこそ花の季
力を込めてうど和えを噛む
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八津︑城連句会ｖ

緑立ちたる岸の明るさ

うらうらと七洋めざす船出かな

︵飯能︶

︵々︶

︵津︶

増田みさを

田中彌

歌仙癖姉眠趣轆蝿諏諸俳譜之連歌﹄

春深し螺細細工も仕上りて

名古則子
高山孝子
西田青沙
後藤秋千
滝川史
平田喜久
津坂春男
橋本倫子
︵御薗︶

瀬野喜代

︵四日市︶

︵名古屋︶

長谷川昌子

貰ひ来し犬ねむる膝元

︵安濃︶

辻ごとに城見ゆる町月淡く

︵鈴鹿︶

︵々︶

幸せごつこ今のうちだけ
富める国驍れる国よ心せよ
うからやからの聖地巡礼

中津秋野

︵鈴鹿︶

月明に汗の顔顔鶏の濃し

︵伊勢︶

中世古正郎

琴の調べに合はす松虫

土用潮汲み干塩焚くなり

︵二見︶

田口壬都

ゥ蔦紅葉伝統ゆかし女学院

名物の羊葵老舗赤い旗

︵津︶

喜多さかえ

駅ビルであっけらかんと口づけす

︵々︶

︵々︶

白き玉石敷きつめし庭

︵伊勢︶

牧野濤女

大人になりたいルーズソックス

安濃津の出会ひ遠近花日和

︵白山︶

千

残りの鴨を数ふ旅人

大気圏内電磁共鳴孝

名ォ思いきりふらここ蹴って雲になる昌

沈黙は金と申せどさりながら春
企業戦士もリストラに遭ひ倫

窓にさらさら新しい雪濤

手拍子とブラボー小沢ミラノ冬え

久闇の酒宴ほほゑむ君ありき三見︶山根於京
テニスに交す妃殿下の愛︵伊勢︶竹内茂翁

移り香を抱きしめつっと書く日記︵上野︶山村勝子

未来に埋めるタイムカプセル︵伊勢︶薩岡よし子

トランク一つ赴任決りて︵々︶山村としお
観音寺経のもれくる坊に月︵茨木︶近松寿子
唐物茶入銘は﹁秋寂ぶ﹂︵伊勢︶富田定女
堀ゥ市の主催展示の軸に柿や栗︵二見︶御辺卯径

小鮒を釣りし広き川原︵桑名︶加藤よしみ

戦争は昔語りになすまじく︵津︶坂口剛

入徳門に結ぶ永き日︵津︶執筆

蕉風の句筵十歳を花の下︵東京︶宗匠

︵於・津市社会福祉センター︶

平成十四年四月七日首尾

老長名古則子座配長谷川昌子

脇宗匠平川喜久香元田口壬都

宗匠小林静司花司滝川史

執筆中川泰左配硯牧野祷女

知司瀬野喜代全橋本倫子
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八名古屋︑尋牛会ｖ

︵関金︶

︵鳥取︶

伊藤益

伊藤実

久田結

立石洋

唯歌仙﹁溌騨謝囎﹂

︵佐伯︶

上島登志彦捌

月にことよせ気兼ねなく酒

炳々と梨果の底なる母の文

︵気高︶
︵智頭︶

1司司

機転に欠けたカーナビの指示
︵倉吉︶

西脇智
岩崎美

花

平成十三年十一 月 十 七 日 首

︵於・愛知芸術文化センター︶

平成十四年一 月 二 日 尾

−1／／−

雁渡りオフィス桟敷の泗落そめて

鱒の追い競よし蘆を抜け

政局の地図を操る週刊誌
︵青谷︶

︵境港︶

︵八頭︶

︵羽合︶

キャンパスＪＡＺＺにサッチモのノリ

ゥ海の青やわらぐ春の砂あそび

夕立の紅はワイシャツに溶け

上島登志彦

慶事にて過去の諄い皆問わず

稲葉敦子

和

︵会見︶

和

臣

︵若桜︶

智

︵三朝︶

︵米子︶

帆

︵日南︶

楼蘭に古塔は朽ちて月の冴ゆ
間合いみださぬ老いの寒行
賄いの俄ざらいでトバッチリ

︵泊︶

洗い髪ささつと束ね軸の中
賛に因んで楽のおひろめ

摘草ならべ近所なごやか

︵名和︶

︵東伯︶

芳紀叶わん天までの凧

花の縁目福にじやれる猫と毬

帆子一花臣和花一

小野梅

斎藤一

ナォ白壁の郷に優美な古今雛

チラリ蹴出しに緩むふところ
乱行の果てに目の隈あらわれて

籟緑

読書三昧孤独忘るゞ

雪しきり母なる川の夕暮に

蔵王の峰の樹氷冠たり

朗々と吟声響く同期会

市営競馬は赤字膨らむ

名物のもつラーメンは売れに売れ

薬の苦さ喉にさわりぬ

月光に菊のドラマは鮮やかに

遺跡の丘は秋の七草

ナゥ素晴しき余韻残して文化の日

司藤

庭

八新庄・新庄北陽社ｌその一Ｖ

内田素

歌仙晶銅立正式俳詣﹂

浅沼葛

内田素舟捌

ふくよかに見る窓越しの月

みちのくは雅友を迎えて豊の秋

舌鼓うつ熱き寄鍋

高橋雄

井上玲

八戸一

荒木遊

夢語り継ぐ伝説の里

ご隠居様の吃る義太夫

時鳥訪う人稀な特攻碑

旅寝の宿に寄する潮騒

学舎を包み浮かせて花の雲

径一筋の麗かな野辺

庄伊

小

︵於・新庄市勤労者福祉センター︶

平成十五年二月二十二Ⅱ首尾
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川

執

竣工の橋に蟠蝉すだくらん
派手な外車を乗り廻す孫
人気なき北国の街底冷えて
ゥピョンヤンに暮らす吾が子を偲びつ菌

斎藤一

恥も噂もみな捨て図ゆく

阿部一

待ち兼ねた色よき返事肌に抱き

相好くづし笑う青武者

ラマダンのあけて砂漠は風も止み

覺礫として登る夏山

水割りに月も涼しく広き縁
のど自慢涙で受けた大カップ

春の園生に床し琴の音

ハワイ土産の真珠眩ゆし
花開く宮居に鳩の舞い上り

悦橋悦葉笠竿子虹仙葉悦久竿仙虹橋子舟

筆舟雨悦虹仙竿山水橋竿悦山雨笠竿子仙

ハ新庄・新庄北陽社ｌその二ｖ

半歌仙室月
蔦﹄

口開けて待つ軒の小燕

青蔦や町医清しき門構
刻を選ばぬメール交換

評判の禁煙グッッ試しいて

斎藤一竿捌

八戸一

斎藤一

阿部一

小野梅

つぼ

添水雅ぴな音の坪庭

︵於・新庄巾勤労者福祉センター︶

平成十五年五Ⅱ二ｌ叫皿首尾
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上作をまんまる月と祝うなり
内田素

朱の襟は笑くぼ愛らし

伊藤緑

浅沼葛

庄司籟

井上玲

ゥ振舞の舞茸飯の味のよさ

慣れぬ裸足にからまる

器量より気立のよきが玉の輿
薬の効かぬサーズはびこる
当選の外国旅行キャンセルし

きざはし長き羽黒本宮

閑かなる雪の金閣冴ゆる月

昔偲べぱ酒の苦さよ

不景気も何処吹く風のパチンコ屋

食欲そそる焼いた蛤

千年の盛衰を秘め花の色

雨橋子山虹舟久雨子山虹舟久笠橋笠橋竿

八東京︑深大寺連句会その一ｖ

歌仙﹃マロニエ﹄

マロニエの梢の揺るる冬日和

次なる夢は宇宙への旅

着ぶくれ座る公園の椅子
金婚と卒寿の祝ひ重なりて

寄せては返す雁渡る海

名和未知捌

小林公直
名和未知
香西力

東杏奴

ナォメーデーをひとり離れて土手の径

午後の散歩は軽くゆっくり

殉教の丘の聖像光りゐて

ツルネンさんは国の議員に
やつと来た雪山望む露天風呂

うしろ姿にゆらぐ寒灯

意地張らず好きの一言何故言はい

カンチューハイで遂に告白

七年経芦屋も灘も復興し

もうかりまっかぽちぽちでんな

月上る魚屋さんの仕舞ひ時
冷え冷えとして高台の里

ナゥ遅くまで稲扱機踏む父と子と

寝付かれぬ夜のしらじらと明け

懐メロのラヂオ歌謡を口ずさみ
たまりし写真アルバムに貼る

花明り別の世界にゐるやうな

春うららかに遠き琴の音

秤雄什止無十匹朋十︐元叩壗︵文音︶
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月今宵その満ち欠けを孫に説き

ホットケーキにバターたっぷり

ゥ倒産のセールに列の秋暑し

玉三郎の追っかけをする

見得を切る歌舞伎役者の作り顔

クレオパトラの名前刻まれ

謎めいた絵文字で綴るラブレター

村人集ひ雨乞ひをする

夏の月酪駝は行きぬ影長く

白き浮雲風に流され

蓑つけて田に出でし母今は亡く

巣立ちの鳥の声のやさしき

着く先は何処の岸か花筏

知直奴力直知力奴知直奴力直知

力奴知直奴力直力知奴知直奴力直知力奴

八東京・深大寺連句会ｌその二Ｖ

川崎陶

歌仙﹃冬すみれ﹄

ォ下町の井戸汲む音や冬すみれ
佐伯俊

中島子路捌

早やも飛び交ふ裏の笹鳴
天才と親喜ばす絵を描きて
福島圭亜

中島子

誰の血などとかしましきこと

人口減らぬ中国の町

ナォ堂々と庭先よぎる孕み猫

恋する彼は監獄の中

シャガールの新婚旅行空を飛び

王子の影とバオバブの影

砂漠には星占ひの住むといふ

明け方の雨いつか初雪

休めずに風邪をこじらせ声潰し

好きな佃煮薄い塩味

義仲寺を訪ひその足で水を見に

金一封を敬老の日に

月まどかチョゴリの似合ふ隣組

昼行灯と津名つけらる

ナゥ蓑虫の実きて遺影の若々し
メールアドレスひとつ抹消
憧れの白いピアノを夢に買ひ

什咋坪十垂即什姻叩龍︵文音︶

ふはりと羽織る春の肩掛

久々に母上京の養花天

秤

−181−

本陣の月見の宵を見物に
厚物咲にオオワンダフル
ゥ故郷の海鳴はよし新酒よし
育ちし家はいま荒れるまま
思ひ立ち足向けてみる神楽坂
問はず語りを意には介せず
男には女に言へぬ見栄もある

網の目漏れる使途不明金
こは如何に瓜盗人が月の客

太宰の墓にとまる唖蝉

浅草の夜の匂ひにいざなはれ
電気プランを飲んでためいき

始めての気功仲間と花の宴

再開発の港うららか

路子之春子春路春路子之春子路春之路子

箔
和

未

春知路子知春子路春知路子知春子路春之

八東京・深大寺連句会ｌその三Ｖ

歌仙壽務時雨﹄
燭ゆるる弁慶堂や霧時雨
甕に模様のごとき秋蝶

中島子路捌
久保田静男

異教徒めきて増える﹁とか弁﹂

ナォ畑打ちて男ばかりを育てあげ

番組欄に赤き傍線

店先に尻をおとしてパンを食む

叔父の営む夏枯れの宿

炎昼の渡り損ふ交差点

テレビには皇后さまの微笑まれ
夢をもらひしハリーポッター

外れ馬券を巻き上げる風

束の間を拘れてもつれる乱れ髪

長寿の秘訣教へおそはる
硬くても使ひ馴れたる籠枕
祭好きとていつも世話役
ゥ大漁の旗高々とひらめきて
和服すがたの美しきひと

弘

春

静

路

廣

弘

春

久し振りにて締めるネクタイ

帰るさに同じ東とすれ連ふ

ナゥ自信作二科展またも選に洩れ

首まで浸る旅の温泉

防衛の海岸線を照らす月
子等を追ひかけ招く穂芒

未来あれこれ新婚の頃

ひっそりといたはり合って幸せに

山の端の淡き三日月蜜柑むく

路

廣

月を待ち自慢の歌のきりもなし

寝酒にぐいと灘の正宗

記念樹の花の盛りの城下町
琴の優しきうららかな園

ノートパソコン持ってお出掛け

デュエットの文句のままになる不倫

街角に睨みをきかす塞の神

静

秤趣廿皿粋十コ朋垂叩顯︵文音︶
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渡邉春生
鈴木弘子
内藤廣
中島子路

背中に隠す龍の文身

春
弘

静

花吹雪駅弁売りの遠ざかり

手皿に乗せる甘き青饅

春路廣弘春静路廣弘春静路廣弘春静路廣

はら

ナォひらひらと野点の席に蝶遊び

さっぱり読めぬ外国の肚裏
えひめ丸事故の艦長来て謝罪
女性ばかりが猿におそはれ

十条植えの早き田植機

エンドリン・ＤＤＴは禁止とか

多く語らぬ愛の遍歴

心太ひげの巡査が畷り込み

好きと言ふ殺し文句にほだされて

￨‐

多信十政多月信十政月信十政月十信多

八松山・清流連句会ｖ

歌仙﹃人形供養﹄

石丸静

石丸静月捌

人形供養護摩火猛るや梅雨晴間
石丸信

戒能多

永井政

藤原十

椋梠咲きこぼす広き中庭
子どもを乗せし馬がぼくぽく

速読の初級コースを受講して

盛大な観月の宴無事に了へ

蝿鳴いて終はる合宿

不意に転がるパチンコの玉
月光のたゆたふ海へ舵を取り

自然を守る若き樹木医

ナゥ古酒新酒どぴろく等を酌み交し

桂林の絵を飾る官邸

未開地の旅は危険をともなへる

春のスキーに友を誘ふ

花冷えの疲れに足湯あたたかく

︵於・松山巾

二月二十五Ⅱ尾

平成十叫年十Ⅱ二十三Ⅱ首
平成十川年
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上着一枚羽織るや睡寒

ゥ干草魚は色なき風に踊りをり
テトラポットに坐せるアベック

老骨に鞭打ち恋をする男
角を曲がれば居酒屋の町
開店を祝ふメールを受け取りて
ロビーを飾るオブジェ華やぐ

琴の音にきらめき昇る冬の月

七草粥を吹き冷ましつつ
山頂の城を舞台にロケーション

低床電車乗り心地よき
軍神を祀る社ロに薫る花

百噸りに夢の広ごる

政月信十月多政信多十政十月子重子喜月

災
子

'子一

、ロー〆

‑古一

八東京・浅春連句会ｖ

歌仙﹁初時雨﹄

お

膝に猫窓をつたうて初時雨
冬薔薇生ける小さき床前
声高く男の子振る太刀鋭くて

道行く人も足を止め居り

衆議判
桧森五十子

箒目正す寺の内外

ナォ隅田川程よき餡の草団子
吹かす煙草は税の味する
傍のジョンは足あげお小便
まちぴと

町人のごと冬霧の妻

白タイでお辞儀三回ノーベル賞

いよよ華やぐ恋の道行

掌に余る重き乳房の愛しやの
とこし︑え

永遠に幸せあれと握手して

見守る友も心晴やか

いお

生涯を黒子で通す庵の月

あがく許りでつかぬ麻雀

ひと

儀我壯一郎

窓向う屋台に点るうどんの灯

ぶらりぶらりとやや寒の中
ゥ冬仕度痛風の足さすりつつ
五

式田和子
薄井康夫
谷敷寛
中野睦治
町野紫乃
菊地一寛
田中正能

恭
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電飾に押され気味なるこの良夜

おつまみ軽く新走り酌む
ゥ急行の停らない駅蔦紅葉
ホームでも知るあの女の声
岩風呂に身を浸しつつ夢一夜

老の恋文旧假名で書く

︵於・大手町新公庫ビル談話室︶

平成十四年十一月十五日首
平成十四年十二月十三日尾

小学唱歌春を讃えて

動物園花降りかかる河馬の背に

何はともあれ一家団簗

もどかしく縫れたる糸ほぐす指

康
睦

寛

ピョンヤン生れ我が子いとおし

紫

会談を終って出れば月涼し
んづけくいな
鵜の眼が付
水鶏退散

壯

正

漁火は街の灯よりも増えており

前世末世も風のまにまに
花仰ぐ頭蓋の中に居るごとし

親子の遍路目指す極楽

康五壯正一寛睦紫康壯五一正睦紫康寛五

ハ仙台・せんだい座ｌその一Ｖ

歌仙﹃朝市﹂

滝

工藤水
伊藤南三
伊藤鈍
佐藤無風
中島房子
宮腰滝
佐藤阿房
若生芥子

萱場健之捌

窓の明りを確かめて訪う

芥

朝市や掌盛り目量り毎売り

スカートの裾踏む恋敵

いろはもみじのわずか色づく

てにをはおかし碧い目の人
月昇るいつかあがりし走り雨
ゥちちろ鳴き母の夜なべのふえる頃

房

阿

鉦へ

水

ナォままごとにあきて飛ばすよシャボン玉

ビル一面を反射鏡とし

物言えば猫が尾を振る夕まぐれ

白紙のままの原稿用紙

遠山を眺め暮して夏に入る

青葉づたいに朝の声明

佳き人の閼伽汲む膝を深く折り

八木山橋の心中語り

いつしかに芝居もはねて風の中

大きな古時計ちくたくと
天命を更にのばして赤い月

急ぎ仕立てる旅の秋服

ナゥ番所跡名残りの虫のかすかなる

作務衣が運ぶ里山御膳

何もかも知ってるようなかまど神

雨戸を開けて仰ぐ星空

まみゆるは樹令千年しだれ花

鞄片手に陽炎のひと

︵於・エルパーク仙台

平成十川年五月二十七日首
平成十四年十二月十六日尾

稲

創作アトリエ︶
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遠郭公のとぎれとぎれに
大講堂最終講義始まりて

覗き込む仮面の魔女の微笑みて

芥

鉦︽

発電によき風よ吹きませ
あこがれの女気象士冬の月
焼きいもの笛遠く近くに

滝

南

迎えの車威儀を正して

ふるさとの道はやさしく土黒く

ご亭主はまだ酔眼の醒めやらず

護岸の石にタンポポの咲く

花のもと湖底の村人再会す

有
賀

房水鈍阿女滝芥南無房鈍南芥房滝水芥鈍

八仙台・せんだい座ｌその二ｖ

半歌仙﹃ピカソの顔﹄

三寒四温の街に若もの

春待つやピカソの顔が動き出す

城跡という石垣ばかり

ぽつぽつとキャンパスに灯のともり来て

おあとよろしく虫がなきます

月の宴引きうけますとなぐり書き

君帰期を問うも未だ期あらず

ゥ待ちわびし砧打つ音の切れぎれに

萱場健之捌

鉦州

佐藤無風
若生芥子
宮腰滝
伊藤南三
佐藤阿房
滝

芥

有賀稲女

南

伊藤鈍

女きり盛る小店ののれん

陽あまねく老に甘んじ魚干す

鈍

滝

芥

お不動様の祭り近づく

棚の片隅わだつみの声

学徒兵見送りし瞳に雨しとど

走り行く子等と子犬と夏の月

滝

鈍

南

中島房子

橋のむこうは母の故郷

大川に並ぴし筏草の原

花嫁に欠伸のうつる花の酔い
ステンドグラス白き蝶舞う

︵於・エルパーク仙台

平成十五年二月二十四日首
平成十五年五月二十六日尾

セミナー室︶
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八小俣・創の会ｖ

歌仙﹃銀の波﹄
銀の波揺れ移りゆく芒原
鹿の出てくる山里の村

厨の母の何きざむ音

月皓々時たつことを忘れゐて

村田治男捌

村田治男
中野たつ子

大西貞子
尾崎重子
村田静子
前田てい

はやほころびぬ庭の水仙

ナォ炉開きの替へし畳の匂ひたつ

無農薬です自家製野菜

登校の子らにぎやかに通るらむ

鹿の角切大き声あげ

心までただ広々と月澄めり

手に手を取ってタンゴ・ルンバを

新走古酒濁り酒みなよるし

熱さめて赤の他人になりました

緒方貞子氏ガンジー賞受く

ゆっくり団扇つかふ男ら

グルメ腹茶漬けがとてもうまいです

夏の月志摩の入江をもてあそぶ

梅漬けし手を洗ひつつ

﹁和菓子の日﹂限定販売予約する

マイナスイオンいやし空間

占ひを信じてあなた待ってます

重

た

て

治

静

重

貞

ゆずり合ふベンチへ花の吹雪なり

−万歩めざしてつける万歩計
毛を刈り終えし羊ほっそり

平成十四年十月二十三日首

平成十四年十一月二十一日尾
︵於・伊勢市宇治浦田町

猿田彦神社︶
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地球儀を互ひに廻しさがす国

シンドラを行く橇小さし

た

日朝交渉課題山積

静

そこはかとなく人の来るらし

ナゥ夏の月はね上る音池の鯉

アンケートだから気楽にマルとバツ

治

て

ふらここ風にいつまでもゆれ

貞

ウセーターの胸に飾りしペンダント
この日のためにおめかしをして

琴の音ながる曲水の宴

乞食の僧春深き脚

花の散るその真中の故郷ょ

貞た静た治静治重て貞て静貞治重たて重

八東京・草門会ｌその一Ｖ

歌仙﹃亜心

悪月や海に流れる夜の川
蜻蛉生る︑前のいななき
旧型のタイムマシーン修理して
当﹂さら︑えをとこ

からすみ

蝋子入りのパスタくるりと

メラン．

大橋俊彦捌

ナォ百鬼園忌なればヴィオロンなど弾かむ

尻ぬぐひする友の借金

カナリヤの籠を抱へて力車の上

よもつひらさか

乱数表でキミを解読

共に行く黄泉平坂ほほえみて
去年の傷が膿んでくる夏至

もと

忠臣蔵の因は塩なり

ぶくぶくとぶくぶくぶくと二番藍

どうしても自爆のほかにないのです

曲学阿
世と蟆姑が眩く
はつかゐなか

嫁の好みの薄味の芋

お祝に廿日亥中を写メールで

旅の衣を畳む掌

ナゥ栄光のマラソンランナー孤独なる

一つ誤字ある金泥納経

君も僕も電機・ゼネコン見切り売り

遥かに霞む国境の山

身の内へ舞ひこんでくる花吹雪

へ

︵於・東京文化会館︶

はつかゐなか

平成十四年六月二十二日首尾
ささらえをとこ

：いずれも月の異名

︵オ５︶小愛男︑︵ウ６︶銀盤︑︵ナオⅡ︶廿日亥中︑
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眠

眠眠

眠

箱にしまった切手瑠璃色
小愛男背を光らせて越す峠
ゥ数珠玉の転がる夢のあとさきに

舟よ舟よと安珍の声

シゾフレ

分裂ですか躁鯵ですか

バーチャルな娘は脚を組み替へて

こほれる酒に映る銀盤

呉れるなら鯨くらいの消ゴムを

皇帝の命受けて発つ測量隊
賭場の碇は俺にまかせる
当日に選挙区変へるゲリマンダー

開いた傘の湾曲の骨

山上大村神坂村四葛大 日
地野家田
山根松
ツ 城橋高

春

雅春春遊慶定み慶

実

み俊定春

玲
龍
眠

史彦
早馬史子玲子龍子馬子早ち子史

匹＝＝

花を待つ酪駝の反鍔果てもなし

アラビア服の春風に揺れ

春遊雅実み慶定谷真俊
雅
実遊定慶

月

ち彦史子玲早玲子子子馬子史ち子龍玲子

工藤繭捌

眠
眠
玲
繭眠
玲子子子彦玲こ艸玲早こ子彦子
艸
子

八東京・草門会ｌその二Ｖ

歌仙﹃金環一

もろがへり

青鷹てふまなこ金環

立冬や燭明うして繭籠る
空気の層に触れる地下蔵

鏑矢は葬々たる雪に放たれて

月見草駅に文庫を読み始め
案山子だんだん傾いてくる
ゥ大学祭利酒の席さんざめく
四季を間はずに袖なしの服

滑りがいいね君の構造

奈落にてひしと抱かれて口説かれて
はだへ

薄刃もて蛇の肌を剥いでゆく
葭戸の月をふいと消したる

老噺家の高座かけもち

ナォそよ風が舞ふなり蝶を鎮めて

三段跳のまだ着地せず

海坂を越えて異国へ入港す

厨に洗ふ魚の腸

黒髪を束ねて切って前に置く

右目は汝のピローの下さ
節穴を一円玉で塞ぐなり

あつといふ間に記憶喪失

バースデー祝はずなりて久しかり

証害の隅の朱き捨印

江に落ち銀龍のごと月躍る

いいをとこ

桃に仕込みし媚薬幾何

ナゥ蔓たぐるたぐればそこに好男

人はがやがや猫はごそごそ

毛衣の厚き鱗をまとひけり

来た見た勝ったカエサルの文

花吹雪あの世この世を吹き分けて

雅俊蓼

︵於・東京文化会館︶

湖の平を漕ぎ出して春

平成十四年十一月九日首尾
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眠

眠

雅蓼

と蓼雅実とと春慶俊実春

春
蓼
実と慶俊雅
と蓼
春慶春俊

大梁に貧乏神が住みついて

勘定書の裏にメモする

蛸焼もやはり目黒に限るとか

断してくる山は朧ぞ

花が降る経帷子を縫ふ母に

村穴坂大大
日
川工山
田澤根橋家高野藤地

こ艸子早ここ子子彦早子玲子艸玲子彦艸

八寄居・埣啄会その一Ｖ

歌仙﹃木の実﹄

狭庭隈なく照らす名月

宝石の如く見せ合う木の実かな

足取り軽く路地をすたノ︑

石川光男捌

二人仲良く少し晄惚

ナォ抽き出しに忘れてありし種袋

親指族は茶髪金髪

電子辞書大きな文字も顔寄せて

冬薔薇摘んで月に占う

燗徳利炬燵ぶとんの艶めきて

デフレ対策良薬はなし

白内障術後は視界鮮やかに

流れ行く水に浮く月流されず

畑踏み荒らす猪のあり

此庭だけの話と話触れまわり
杉野弁一郎

真下草笠
町田節子
柏原知子
石川光男
柏原和宏

入江をまわる風の光れる
花守の花追い求め花の夢
子の縄電車蝶の舞う中

平成十四年十月二十七日首

平成十四年十一月二十五日尾

美
代

川

︵於・無腸庵︶
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芋煮会開く通知の配られて
粋に着る洗い晒しの半纒を
遠き友より絵手紙のくる

ノーベル賞に湧き返る秋

ナゥや︑寒の橋の下住むホームレス

自転車押して登り来る坂

妹即

宏

搦々とニコライ堂の鐘が鳴る

金魚見るのに眼鏡外して

ゥ生ビールジョッキは大と手を上げる

知

弁

宏

じよ﹄っじよう

愛しき想いひとりあたたむ

知

湯煙に﹁夢千代日記﹂憶い出す

蕎麦処字の面白き暖簾揺れ

節

獅子身中の虫は秘書とか

笠

めっぽう辛きつゆをたっぷり
罐蹴りの缶のはずれた音のして

弁

知

捨即

笠

歳月を言えずに置きしことありて

霞める山の先にあるもの
燗漫の花の下なる野点傘
のどかに明ける古刹羅漢寺

市

節宏笠宏節弁笠美弁笠子弁節光笠宏笠節

八寄居・埣啄会ｌその二Ｖ

歌仙﹃柚子風呂﹄

小庭に彩る万両の赤

柚子風呂に九九諸んじる子等と母

石川光男捌

町川節子
真下草笠

春うらら合格通知報せくる

クラーク博士の教え噛みしめ
放牧のサラブレットの毛並よし

英字新聞読むホームレス

どの墓も物言いたげに海を向く

蟹売る小屋に宅配の旗

毛糸編む進まぬ手許君故に
嘘が本当に化けて夫婦に

野分の後の垣根ぼろぼろ

女人もつ菩薩の相と夜叉の相

膝送りしている句座に月さして

市川美代子

杉野弁一郎

石川光男
柏原知子

飛行機雲は真一文字に

ひねもす

百姓の知恵に観天望気あり

いや

訪ね来し靖国神社の花吹雪

霞の中に昭和遠のく

平成十四年十二月二十二日首

平成十五年一月二十七日尾

︵於・無腸庵︶
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汽車の音響きを遠く運ばせて
ダムの工事は昼も夜もなく

墨画にさっと白き線描く

湯の街は霧かき分けて越えてより

伊万里の壺に桔梗かるかや

丁ゥ渋柿の熟れて終日鳥騒ぐ
知

儘即

柏原和宏

弁

芋煮の釜の蓋がぐつぐつ

ゥ月細く見馴れし山の迫りくる

引込思案がふいに大声

嫌という言葉の奥を知らぬ人

宏

Ｂ型の血液型を当てられて
ごろはち

知

刷毛で払いし本の春塵

雪解富士の見ゆる林道

節

与党野党も破れ雑巾

美

捨即

月暑く五六八茶碗の酒の味
古本は帯あるなしで値の変わる

節
宏

知

雨戸がたノ︑叩くつよどち

茶店の婆の包む草餅

花の雲天守の鮠は金光り

笠宏節笠宏弁知笠美宏笠美笠弁光節笠知

岡本耕史捌

竹ふ一も耕

ハ伊勢長島・大智院連句会ｖ

歌仙﹃きさらぎや﹄

出窓開くればさっと梅が香

きさらぎや円空佛は笑みを秘め

ナォ少年らキャッチボールに声うらら

駐車禁止のやたら目につき
帽を振りわれさし招く向ふ岸
テノール響くゴンドラの旅

風邪をひくなとそっと抱きしめ

茄でたての本場パスタがやま盛りに

絵草紙をともにながめる置炬燵

う史四う郎り史四

り史う郎り四郎う四り

言葉の壁は低きものなり

蝦の変態虫の変態

パーティに親善大使手品見せ

月白に分厚き事典めくりゐて
恩師の計報そぞろ身に入む

ナゥ引回す干柿簾二階まで
鏡にうつる空は瑠璃色

草生した特攻基地は粛然と

肌身離さぬ古きお守り

霞たなびくカリョンの丘

露天湯に浮かぶ落花を掌ですくひ

粋雌什郵癖圭朋一雨感︵文音︶
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若駒を調教するは誰ならん

金鉱掘りは西へ西へと
合掌家集落照らす望の月
籠いっぱいの茸選り分け
紅一点にちょっと気負ひて

ゥ秋祭主役を決めるオーディション

人の振り見て反省のわれ

未練酒銀座赤坂六本木

改革の知事執務室ガラス張り
水族館のジュゴンこち向く
明けむつの鐘に夢さめ月涼し
吾子守るごとく瓜の番する
事あらぱ即刻体制ととのへて

雀隠れに伸びし草丈

お雇技師にはたく大枚
翁句碑人を集める花の山

田木吉田岡
島村藤島本

郎り史四う郎う史四う郎り史四う郎り史

八東京・第六天連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃生くる不可思議﹄

ナォ永き日を鳴滝塾に医を教へ

遊

銀杏黄葉と戯る子犬
千

星野恵則

澤木智恵子

佐野千恵子

高畑自遊

ナゥふうらりと鬼の捨て子の全宇宙

決勝地点にフィアンセの腕
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

ジョギングにまじり柔道女子選手

渡し舟漕ぐ老の豐礫

着古しのちゃんちゃんここそ暖の友

遠ち近ち呼応年の夜の鐘

茶の冷めるにまかせ想を書き留める

則

千

小谷蓼木
高島撫山

浅野黍穂

遊

則

智

お月様いくつと童うたひゐて

則

﹁食べもの置くな﹂とダンボール小屋

遊

志士の靴擦れ治す軟膏

鉄筆の音カリとかそけく

遊

シェパードを三匹連れし朝散歩

中島まさし

千

サイフォンのコーヒー沸きぬ冬あした

則

智

コインランドリー一丁目角

文

まず挨拶は鶴の来しこと

遊

穂

クロワッサンのバターたっぷり

ゥ帯留の珊瑚の彫りの際立てる
細きうなじのモジリァニめき

智

葱の擬宝珠の列をなしたる

花の雲彼方豊玉毘売神社

坂多き港町なり﹁の−え﹂節

待つといふことの嬉しさ人を待つ

千

澤木智恵子捌

共白髪にて語るあの頃

智

石田一泉

文

智

田口猛康

赤米の酒ふくいくと峡の宿

則

秋天や生くる不可思議ふと想ふ

麦藁の帽子枢に月悲し

笠間文子

︵於・東京女子医大小会議室︶

秤雌什に獅肝叩什証州嘩︵ナオより文音︶

ことばざ

バトン渡して時は過ぎ行く
詩にならぬ事のみ多き新世紀

千

山滴るを夢のまにまに

あれよあれよと西も東も

則

遊

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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八東京・第六天連句会その二Ｖ

浅野黍穂
高畑自遊
小谷蓼木
笠間文子

歌仙﹃初鴉﹂

中島まさし

ナォ子守唄もて会終わる目借りどき

亡き園丁氏四国の遍路

深浅や人それぞれに多面にて

週に一度のタカラヅカ行

プチ整形どこもかしこも美女ぞろひ

信長好きと露見する妻

汐入りの池に居据る怪魚あり

ほ

犬走る極彩色のブーメラン
通販グッズ気づけば納戸

遊
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浅野黍穂捌

呼び交す山よ里よと初鴉
迎へてうれし大日一の陽
文机に臘梅凛と香りきて
跳ね出しさうな馬の置物
澤木智恵子

一まはりほど老ける先生
太箸に釜揚鯛鈍するり逃げ
マウリの笛はプロの腕前
舞姿月も浮かれて梢を離れ
穴まどひとてまどふ秋蛇

蕉釣る人の戻る突堤

ナゥ虫すだく殺人罪の安楽死

夜更けて月は静かに昇りゆく

佐野千恵子

田口猛康
木

聖堂に枝垂るる花の夢かとも

三里の灸の効き目肯ふ

ゥ甘藷掘りの郊外授業雨天つき

文

リラクセーションつのる肩こり

七掛けの古稀は今年は恋の年

木

智

アムステルダム操売ります

ダンス教室誘はれました
額縁の街の灯赤き旅すがら

文

︵於・東京女子医大小会議室︶

平成十四年一Ⅱ十三日首
平成十四年十二Ⅱ八日尾

ぐうちよきぱあの子等に陽炎

康

し

らくだの馬さん家賃をかせぎ
いくたびも雲間を光る梅雨の月

千

智

トロッコ列車川風の春

三角をいまはひたひに燭饅

ふところ具合発泡酒のみ
花に花加へてロケの花吹雪

し文康千穂し文遊康千し文穂千康遊し文

八東京・第六天連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃虫時雨﹄
小谷参木捌

ナォー榑のリズム重なる﹁終焉記﹂

先師の息吹笛に通さん

焼芋の香に皆の集へる

役了へて落葉散り敷きやすらげる

穂

品川桂風

遊

苦しみて付ける句ひとり月凍て︑

し

かれと覚しき短夜の夢

文

佐野干恵子

たぶ

使徒みなは表情冷めて絵ガラスに

智

鹿倉糸
田口猛康

第六天社柵の千年

二人和子の話すなごやか

小谷参木
浅野黍穂
笠間文子
星野恵則

姉よりの電話で月に恵まれし

地ビールの酔ひはほんのり恋の唄

澤木智恵子

ＣＤの鳥を畷ふや虫時雨
白露の月をぼた山の上
刈る田刈らぬ田早稲のモザイク

高畑自遊

則

赤田和子
今泉和子

陽焼を願ふ極北の民

窯出の日なり新酒を供へんと
なんの夢嬰児すやすや籠の中

良き人の亡き秋は寂しき

定年を画廊あちこち訪い暇
カメラ片手に観光もよし

︵於・動却

平成十四年九川八Ⅱ門
平成十五年一川九Ⅱ尾

斉藤信子
高島撫山
佐藤義子
近藤信義

執筆

稗順城汗極趾朴壱嶬室︶

︵二袈文音︶

穴澤とこ

ナゥ通ぶって液汁ひかへめに走り蕎麦

しる

木

中島まさし

穂

花枝乗る身延は祖師の道ならむ

きい

針金に衣モデル往き来す

ゥ道修町イエローカードは痩薬

則

水琴窟を模造せる音

美しき占星術の人殺し

智

文

目もて悩殺組みて踊れり
魚の色鮮やか海の蒼き国
浦島太郎つひに帰らず

し

則

谷渡りする鶯のこゑ
遊

木

筋肉融ける病あるとは

餅搗くはめでためでたの月うさぎ

改鼠がばれてテレビの最敬礼

智

文

はや草萌の丘のそここ︑
綱解けば犬と我との花の昼
おぼろに揺る︑遊動円木
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八東京・高田馬場連句会ｖ

歌仙﹃串柿飾る﹄
佐伯俊之捌

伊藤坊

佐伯俊

嘉き水たぎる初釜の音

ふるさとの串柿飾る茶室かな
杉山芳
杉山杉
町井陽

ナォ久慈川に夕陽かがよひ残る鴨

杖を選びて明日は退院

頼まれし糠みそのことつい忘れ

いくさの中にラマダンの夜

蕪村の忌すがたこころのまるやかさ

春を探りて墨堤の道

草の原ちりぢり帰る幼き日

行く船留めん領布振りし妻

逢引の遊び心に恋も消え

シュートはずして大地たたきぬ

たそがれて直ぐ酒になる後の月

白萩たわわ胸にこぼるる

ナゥ櫓田の畝につまづく喜寿の人
おきばりやつしやと家元の声

写真撮り改めて知るわが背丈

孫が繰り出す尽きぬ謎々

花に寝てひとよの夢もかほるらし

矢よりも迅くつばくらめ飛ぶ

平成十四年一月三日首

平成十四年一月十七日尾

︵於・杉山邸︶
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牡丹の芽乙女の頬か紅さして

裾もてあます雪解けの道
月朧寄り来る友の美しき
夜目遠目ぞと老女笑ひぬ
仲人なしがはやるこのごろ

ワためらはず上座に坐る恩師面

はたて

招待を受けて驚く子の挙式
奉祝記帳みな嬉々として
雲の峰空の涯に湧きあがり
思惟の仏の指のたをやか

もの問ひたげな蟷螂の首

野天風呂岩に腰かけ月を待つ
秋の日に早くも富士は蒼く昏れ

暗闇を裂きぎらり猫の目

八十八夜唱歌懐かし

辻々の花舞ひ上げて風過ぎぬ

之丸三華丸栄華之栄三之丸華華三栄丸之

三華丸栄華之栄之三丸三華丸栄華之栄三

八香川・多度津連句会ｖ

半歌仙﹃過疎の島﹄

白蓮の廃寺に咲くや過疎の島

まだ調はず鴬の声

希望せし春の異動で故里に

得意のポーズ記念撮影

満月に引き連れ歩りく愛犬と

高森秋義捌

高森秋義
義

古川千代亀

〃

千代亀
義
義

義

〃

義

千代亀

千代亀

ワ秋祭稽古の獅子の鉦太鼓
帰郷しますと君の便りに

千代亀

松手入する休日の午後

誕生石ルビーの指輪贈られて
まさかリストラ夢に思はず
同僚を誘ひてくぐる縄のれん
どうと倒れるフセインの像

義

千代亀

波寄せる月の桟橋海蛍

冷えしビールを自販機で買ひ

義

〃

千代亀

ダイエットすすめるチラシ気にかかり

一念発起塾へパソコン
凧あげの大会集ふ花の丘
霞におぼろ人麻呂の歌碑

平成十五年四月十六日首尾
︵於・多度津町ひまわり団地公民館︶
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八東京・多摩連句会ｖ

宮下太郎

半歌仙﹃河 豚料理﹄

宇田川の河豚料理とはなつかしや
村川雅子

宮下太郎捌

折から激し吹き荒れる雪
終講の原稿準備パソコンで
濃いめに滝れる熱き珈琲
真

太

之

雅

真

田中之扶子

安江真砂女

ひとしきり雲間の月のさやかなり

介護の疲れ夜長うとうと
ゥ搦々と葛の葉渡る二弦琴
夢に抱きし美女は西施か

雅

三十年も前の思い出

襟元の刺繍は彼のイニシャル

吉云

之

之

雅

駅裏に再開発のビル並び
紫けむる巴里に似た景
話題賑わす子連れかるがも

執筆

之

雅

真

乾杯のビールジョッキを月に向け

続く並木に車渋滞

鳴釜の吉備津の神事占えり

岬の馬等うらら噺く

花筵しばし不況もうち忘れ

平成十五年一月吉日起首
平成十五年三月吉日満尾

︵於・宇田川︶
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八東京・中央連句会その一Ｖ

田中雅

歌仙﹃風立ちぬ﹄
幟竿佳き日良き風立ちにけり
伊藤薮

伊藤薮彦捌

男の子ばかりが三人の夏
佐々木け

横山わ

河川敷銀輪つらね打ちとけて
着メロが鳴るポケットの中

残月に衛星放送終了す

ナォ同定に巣箱の下の賑やかな

おいちよかぶにて決める人生

どんでん返す忍者屋敷が
わが夢を四光年に係留す

馬洗川牛冷やしいて

遠雷にだいだらぼっち山造る

そのまま添える生命大切

馴れ初めは裾を踏まれて槌り付き

知らぬ顔して毒ひとつまみ

水道もガスも電気もとめられし

まるめるの実のつややかなこと

月の石地球と同じ組成にて

野仏ばかり描く旅絵師

ナゥ濁酒酌む紅葉たなどをお目当てに

子守の唄のねんねよしよし

手拭を四角に畳み仁義きり

帳幕ゆれる弥生狂言

脾睨の正宗像に花吹雪き

屋

士

実

︵於・中央区立産業会館︶

平成十四年五Ⅱ十六日荷足
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加減よろしく新小豆煮え
ゥ今年酒言葉すぐなに差し向かい
ウブに見えても実はドンファン
ピアニシモ・フォルテ手管も様々に

ひたひたひたと迫る静寂
ペイオフの対抗策にことも無く
景品貰うラップにティッシュ
身ほとりを小さく纒め神の留守

鶴の一団月を横切る

薬研にて秘伝を語る里の老

自ら筆を執りし墓碑銘

花盛り半蔵門の大使館

貴顕着飾り忘れ霜踏む

彦わ雅わけ雅〃わけ彦雅けこ雅んこ彦子

わ彦け郎雅わ雅郎〃けわ彦郎雅わけわ郎

洋

し
満洋
し満
洋満
洋し
げ舞
げ
苗
げ
舞苗々苗と
苗子々苗と子苗々子
々と

八東京・中央連句会その二Ｖ

歌仙﹃月代の鶯︲

山村田林

小林しげと捌

青今沢小

池

ナォ銀河系宇宙のサイン麗らかに

妻籠の宿はギャルで賑わう

も

家系図などはない方がよい
七五調守る藤村の﹁若菜集﹄

慈母観音に浮かぶ面影

たわむれに掛けた言葉に火がついて

もう熱燗は冷めてしまった

寝乱れて涙ながらの川千鳥

仕手株は期待空しく下げつづく

〃苗子々舞苗

々舞苗子舞と子々舞〃苗と

コスモスに何をか風のささめどと

月代ほのとよぎり行く鷺
悠久をまとう山頂露けくて
チーズケーキにはしゃぐ兄弟

ビルの谷間に残る原っぱ
銭湯の煙突沿いに月昇る
しまい忘れた竹簾捲く

まつたけ飯の噂もっぱら

ナゥやや寒の社務所に集う稲荷講

見渡すかぎり霞む旅の日

太鼓判押されて予後は順調に
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未整理の史料をしばし片隅に

軒端に移る雪の明るさ

ゥ灯油売り﹁ペチカ﹂の曲を流しつつ

彼のマフラー九分どおり編む

揺り椅子に思い出いくつ茜色

対角線は無機に交わる

原発のライトは波に静まりて

仲睦まじく遊ぶ蝶々

わが国もにらい・かないの花便り

遠方の楽士︒

＊ナウ５にらい・かない⁝沖縄方面の言葉で︑福をもたらす

︵於・中央区立産業会館︶

平成十四年九月十三日首尾

し

げ

満洋

し満洋

げ

満

洋

のはなつき
卯う花
月に未来占う

いつしんに鰐の皮剥ぐ指白く

舞妓上りの店の評判

生き馬の目を抜くパリのダイムラー

バスは奇抜な車体広告
花蔭に大道芸が笛を吹き

入学式に伴をする犬

小

八東京・中央連句会その三Ｖ

半歌仙﹃鴬替え﹄

幼児の手に鶯替えのあどけなし

唐土の烏とはやす七草

土屋実郎捌

福永千晴
今村苗
土屋実郎
浅沼小葦
坂田武彦

赤田玖實子

彦

藁屋根に色鮮やかな桃咲きて
東風が櫻った帽子ころがる
月のさす蚕棚に命いとおしみ

鯛り口では頭下げおり

實

ゥ天下人利休に心奪われて

女の意地よ頑と座かい

苗

ビールシュワッと月に弾けて
ヤコブ病誰の罪やら汗しとど
世の行く末はなるようになる

クレジットカードの落ちる日が迫り

苗

實

郎

苗

菫早

裏声で恋の顛末ながながと

仏法も弥勒菩薩の待たれおる

實

ギターの弦が泣いております

海に向かって投げる貝殻
餅花を飾り華やぐ御本陣

千

千

千

雪はしんしん雁木かくれる

︵於・中央区立産業会館︶

平成十四年一月二十五日首尾
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八川崎・土筆・有楽帖三吟会ｖ

歌仙﹃その道の﹄

その道の細きがよるし雪の嵯峨

日だまりに聞く冬の鴬
町通る昔の力士背広着て
小学校に土俵荒れをる
赤い羽根つけコーラスに立ち

し

鵜澤治久捌
鵜澤治
遠藤嘉
白井風

苦労の甲斐が今実りつつ

名ォ離職して故郷耕す男あり

この世では神も異教と争ふか

核のボタンを押すは何者
大氷柱垂れし洞窟鬼の棲む
福招かんとひたに豆撒く

傾城に誠無しとは知れたれど

ほれた男に討入り手引き
松並木合圖の旗が風に揺れ
物の怪そっと背中を通る

帰る燕の巣のみ残るは

アルプスは天に連なり上り月

名ゥ蓑虫の父恋ふ沙汰に袖絞り

陽気の具合気になる夕べ
縁側を時折風が吹きぬける

話対手の隣人訪ひ来

歌仙巻き終へはんなり春日

久々の茶室の客に花明り

ｗ雌什皿唾匡朋十弐叩壗︵文音︶
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ラクダ行く月の沙漠を遥々と

十字架前に誓ひ合ふ愛

ゥ爽やかに教会堂の大司教
初めての二人の朝餉心こめ
いつの間にやら座敷童が
切々と遠野のはなし婆語り
何の知らせぞ鐘の音遥か
軒の月祇園嚥子に更けて行く
ゆか
貴船川には川床ともさるる
はからずも向ふ岸から友の聲
た

天狗に逢ひに山に入ると

無人の境に御形蓬が

花の雲手折り枝折りを目じるしに

人章久人章久人草久人章久人章久人章久

人章久人章久人章久人章久人章久人章久

八船橋・筑波連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃野火走る﹄
引地冬樹捌

ナォ蜂の巣に課外学級はじまりて

手にはデジカメ足は長靴

アトム君いざ出発だ宇宙まで
遊泳しつつペアーストロー

ハート突く紙飛行機に愛が炎え

むらさきに咲く摩訶曼陀羅華

樹

胸よぎる戦の不安野火走る

智

病み伏す雁の涙ひとすじ

銃口に子連れ狐が振り向いて
夜鳴きそばなどすする町角
改革は民の痛みの増すばかり

たたらを踏みて割りし薄氷
春惜しむ舞踊の会の幕開きて
胡弓にあわせ歌うまなざし
月あおき酪駄に揺られ絹の道

ナゥ渡し場の茶屋に柔和な塞の神
智

堀越ふみ子

胄の肺にほろり沁みるどぴろく

ふ

芳

引地冬樹
二羽智子
吉本芳香

ゥ満願の写経納める萩の寺

芳

松籟に友と重ねる月の盃

ねらい定めて蹴るけんぽ石

環境にやさしい農をめざしつつ
自分史なども書いてみようか
朝日浴び湯気立つ雨後の花大樹

︵ＦＡＸ文音︶

入学祝う鯛の酒蒸し

十日首

平 成 十 五 年 四 月 一 十日尾

平成十五年三川
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すかっとするぜあのホームラン

亡きひと恋えばいのちなまめき

ビードロイルカ飾る窓際

百年の眠りを覚ます唇づけに

ふ

芳

智

ふ

芳

樹

年金ゼロと鴉つぶやく
波枕板子まかせの月涼し
芭蕉の一句しるす白扇

智

樹

税務署の空におどけるアドバルン

くるりくるりと回る縄跳び

吟ずれば人生うたた五十年

蓬餅搗く音のかるやか

たたなずく遠き山々花盛り

ふ樹智芳智芳樹ふ智芳樹ふ樹智芳ふ樹智

八船橋・筑波連句会ｌその二Ｖ

潮鳴りさわぐ東風の賎が屋

老幹になお大志秘め緑立つ
南条巷

永堂泉

引地久︑

歌仙﹃緑立２

春眠を目覚めし嬰のほほえみて
岸田和

引地冬樹捌

真白き猫を胸に抱ける

猪口義

ガク

案山子は何時も野良の詩人さ

南条日日

坂根慶

ナォ若鮎の塩のほどよく皿に盛り

行政改革すぐに骨抜き

われこそは憂国の士と桐喝し

しゃなりしゃなりと流し目をする

死を賭して雪の国境走り抜け

熱燗一升さしつさされつ

寒山も拾得もはや高蔚

前の座席にベッカム頭

サッカーのニュース読む間に乗り越して

帽子もシャシもペア・ルックで

月明の秋篠寺に願をかけ
峰の奥より鹿の鳴く声

ナゥ豊年の阿亀火男浮かれ出て

猪武者も差し手退く足

堀川を渡る乙女に鈴ひびき

新社員らに昭和遥けく

ほのぼのと八州はなやぐ花前線

おぼろの宵を惜しむ振袖

︵於・千代田区

平成十四年三月二十八日首
平成十四年七月二十五日尾

日本ビル︶
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シャンソンの楽に漕ぎ出す月の舟
コウガイ

ゥ雁来ると櫛笄の品定め
秘書の給料さっとピン擬ね

今日はデートにヴィトン着飾る
ぬけぬけと女優みたいとホメ殺し

六根清浄ざ−んげ織悔

五右衛門も呆れ果てたと苦笑い

犬の鼻にも天瓜粉打ち

行水の月にみられる背の刺青
一仕事かたをつけたる独り酒
辞書を引き引き学ぶラテン語

花びらに瞳を輝かせ愛子さま

彩雲なびく春のあけぼの

和樹子二和巷樹雄樹和巷京樹雄子子子樹

京和樹京和樹京和樹京和樹和慶〃和慶巷

八船橋・筑波連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃五月晴﹄
引地冬樹捌

永井一泉

引地久﹃

下界見おろし麦茶一服
南条日日

南条巷

筑波嶺のさみどり匂う五月晴

不況蹴飛ばせワールド・サッカー

Ｔシャツに海よりの風はらませて

スイングにのるワルツさわやか

ナォ陽炎へ打って出ようか市議選挙

半吉あてて幸先の良し

高鳴りて帯に差したる結び文

日日

一泉

猪口義雄

間瀬石雲
岸田和子

閨にこもりてひとり辞書引く

教室にサマードレスの女達

巷

赤い羽根つけちょっとまじめに
ナゥメトロ降り銀座に酌める今年酒

和

樹

巷

一泉

石

〃

日日

ら抜き言葉ももう慣れました

樹

煩悩を絶てとは無理なお話で

末期の癌に母郷旅する

小鮒など掬いし川の石まろく

あざらしタマちゃんひょいと顔出す

滅びしものはみな懐かしく

月白の里山に立つ二本松

何時までも若いですねと褒めちぎり

巷

一尿

和

眼鏡拭えば風の光れる

花びらを濠いちめんに敷きつめて

執筆

︵於・筑波連句会︶

鳴き交わしつつ鶴の引くらん

平成十四年五月二十五日首
平成十四年九月二十六日尾
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弓張へ勝利の杯を高くあげ

ホンキと浮気かける天秤

ゥとり落す秋の扇が縁となり
恋句ばかりがうまくなりぬる

偕老を契りし指輪ややゆるみ

捕らえてみれば元は警官

ペルシャ猫屋根から屋根へ脱走し

結界におるがむ月の冴えわたり

芭蕉の﹁わび﹂に未だ至らず

根深汁などしんみりと吸う
かくしゃく
豊礫というはなかなか退屈で

花大樹千歳枝垂るる山里に
目借時なる馬のいななき

京樹巷昌樹巷昌京〃樹昌巷京樹二子子樹

八船橋・筑波連句会その四Ｖ

歌仙﹃鍬始

時折雪の舞える若菜野

L＝＝

田に神を還して鍬の始めとす

新入社員肩を張りゆく

春の炉を囲み話の弾むらん
カーナビばかり頼るドライブ

沈丁の香もおぼろなる月の道

嘘鮮やかに恋は盲目

ゥ夢を呼ぶ千夜一夜の物語り
何も彼も捨てる覚悟の逃避行
西日さしたる古きアパート

政界汚職またも黙秘か

琉金の尾の旋回が華やぎて
月妖し魑魅魍魎が胸に棲み

俳詣の師と酌める旨酒

とんぼう追うて振る捕虫網
秋深む銭五の離れそのままに

みはるかす遠き山々花盛り
蝸叫の群れにも足が現れ

二羽智子捌
中田風
木上紫

田川利

吉本芳

酒井愛
谷本綾
二羽智

お国誰りの哀史聞き書き

ナォ奥能登へ杜氏を帰す忘れ霜

弥陀経にひたすら槌る寺詣で

煩悩いまだ我をはなれず
紋服の仕付けとる母年用意
炬燵に猫の眠るかたわら

女の情け灰になるまで

中東の戦火過大に気もそぞろ

心変わりをするも詮なき

黄泉までも比翼連理と誓いつつ

雲を脱ぐ月に豊かな町浮かぶ

早稲の穂波の揺れも芳し

ナゥ揚子江下る旅路も爽やかに

初球ヒットで飾る嬉しさ
水呈の墨が無限の彩を持ち

空より零る鴬の声

和紙の匠の指が生む技
燗漫の花に遊びし花疲れ

秤雌什琿粋に地一叫即鄙︵文音︶
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め

利芳紫風智綾愛利芳紫風子子子公香雲来

執

筆智綾愛利芳紫風智綾愛利芳紫風智綾愛

ハ金沢・筑波連句会その五Ｖ

短歌行﹃風

初ォ風炎や猫折々に背伸びする

杉花粉舞う昼のひととき
一年生帰りを母は待ちわびて
ホットケーキをつい作り過ぎ

密田妖
密田一月

名ォ水子寺更けて回るや風車

ひっそりと泣く石の地蔵さん

大日照り筧の水も渇れ果つる

ラムネ噴かせてボインびっしょり
ちょっとだけ触った答がつきまとい

先妻の名をうっかりと呼ぶ

てっちりを食っても無事な明けの月

炬燵雑魚寝はいびきうるさし

輯ゥ用件はひと言で済む長電話

無用の品か筆と巻紙

老いてまた花を尋ねんみちのくへ

行く春惜しみ魚も泣くらん

︵於・自宅︶
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初ゥ月見酒すき腹がまんのダイエット

声細りゆくえんまこおろぎ

萩陰に謡教授の小看板
妾腹ながらしかと家元

独身で美男で美声気が操める

田舎から来たねえや十六

鰊を干せぱ騒ぐ噴太

平成十五年川Ⅱ卜九Ｈ首

平成十五年五川一Ⅲ尾

々子々子々々子々子々子々

L＝＝

どこからか厨へ落花吹きこめる

子々々子々子々子々子々子

炎

八つばさ連句会ｖ

鵜縄﹄

短歌行﹃
八尾暁吉女捌

八尾暁吉女

たよりなきところに惚れて運の尽き

町長は住基ネットを棚上げし

期待十分ゆとり教育

ナォ遠き野を若駒駆くる軽やかに

飯沼三千古

酒量めっきり増えるこの頃

矢崎硯水

篝ひとつを頼む夏の夜

雨やみて寒月光をほしいまま

ぴんと張る鵜縄に応ふ心意気
東屋を望むあたりに碑の建ちて

硯水

田村昌江
矢崎妙子
廣田節子

ウパレードのお伽の玉兎跳ねるらん

夫唱婦随か婚唱夫随か

コスモスわたる風の七色

ナゥ名も知らぬ異国の村に旅の人

小さき祠を片手拝みに
山家集鐇きをれば花吹雪
雲の流れをうつす春水
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行き交ふ子らの誰も楽しげ
長身の背広かがせの鰡背ぶり

フェァリー唄ひ踊る銀嶺

節子

三千古

昌江
妙子

暁吉女

姉さん被り軽くおじぎし
﹁ほほほほほ﹂なかなか見せぬ胸の内

非時の解かれて急ぐ童坊

大書院花の御遊の歌合せ
お香漂ひうららかな昼

秤雌什皿轌吐朋十壮叩感︵ＦＡＸ文音︶

三妙節硯暁節昌妙三昌暁硯
千
吉
千
吉
古子子水女子江子古江女水

ハ津幡・津幡連句クラブその一Ｖ

歌仙﹃まんさ〃く﹄
木上紫雲捌

湯治の浴衣糊を利かせて

ほととぎす鳴く夜の月のあからさま

こりたる肩にエレキバン貼る

中東の戦火いつまで続くやら

拉致問題はずっとお預け

ネクタイの浮世絵彼の好みにて

ゥ笛太鼓仮装もまじる虫送り
口紅ほのと匂うはじらい

松茸めしの炊き上る頃

山の端に雲吹き寄せて月まどか

新入生父より大き靴履いて
お廻りさんは赤い旗振り

軒ひるがえし通う燕

湖

道

風

芳

綾

史

紫

紙谷湖

水野道

細川芳

中田風

多田史

木上紫

不景気が財布のひもを固くしめ
倶利伽羅古道徒歩で打ち越し

紫

まんさくや水琴窟のみやぴな音

賑わえる園遊会の花舞台

史

細山士口

士口

親子地蔵の槌せた前垂れ

ナォ春耕の機械休ます昼さがり

ゴジラ松井の噂もちきり

愛称で呼ばれて走るしトロバス

寒鮒釣りの準備ととのえ

かじかむ手こすりテレビに目を凝らし

ナイトガウンに透ける豊胸

ゆらゆらと葉巻は白い輪を描き

弁吉人形お茶を参らす

政治家はまたも女につまづきて

月明の門に陣取る陶狸
新米の香に酌む瓢酒

ナゥ秋陽澄む波おだやかな能登を漕ぐ

遠くで間ゆ和歌の朗詠
苫葺の土塀が囲む寺屋敷
これより先は下馬の立札

おおらかな暮らしの心花の雨
気球ふんわり浮ぶのどけさ

忰鰄什皿粋釧朋什迦肥噛︵文音︶
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谷本綾

蝶はもつれて風につらるる

代雲秋女代来絵子代雲秋女代絵来子代雲

道風綾史芳湖吉道風綾史紫湖吉道芳風綾

代来子代絵秋女代来子代雲秋女代絵来子

ハ津幡・津幡連句クラブその二Ｖ

﹃烏引くや﹄
二羽智子捌

ナォ噸りに帰農せしこと励まされ
インターネットでお知恵拝借

この出張は命懸けかも

封じ込む決め手模索のＳＡＲＳ病

お宝の壷値踏みする胸算用

蕪ずしには能登の寒獅

かるわざの如く巨木も雪吊りて
山本比佐子

月澄める七堂伽藍寂ふかく

一羽智子

前山優美子

赤坂久子
尾山村雀
加納俊子
加藤定雄

またも通過のバスを見送り
ポロロンとピアノ洩れくる月今宵

あつあっの仲姑に妬まれ
身籠りを告げる幸せ面映ゆく
モーツァルトの曲が流るる

当選の為だ犬にも頭さげ

暇もて余すだけのリタイア
酌みかわす冷酒に月の影宿し

法被きりりと祭り若衆

御前さまでは怖い交番

いつまでも世話女房に苦労させ

山々の裾染める紅楓

歓声挙げて野球少年

ナゥ紬織る窓にひらける刈田跡
村上町子
芝田祥子

戦禍なお激しイラクの救済へ

優
秤

什泄嘩釧朋十に洲甑︵文音︶

未来へ夢を描く唇楼

花筏揺蕩いながらつらなりて

視界たく
まなく雲海の上
ゆた

智
比

久

天気予報は晴れのマークに

町

︷疋

寸
方
俊

淡呈の樹齢をほこる花の彩

祥

連休の旅のプランは安近短

恋の名残りの文も古りつつ

柴折戸越しに黄菊白菊

芽吹くもの皆それぞれの香を持ちて

ゥ新築の家に舞いこむ鬼やんま

烏引くや潟へ弾ます大投網
向こう岸までそよぐ春風

仙

ぶらんこ遊び独り占めたり
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歌

定久祥町村俊優比智智定町優祥村俊比久

ハ津幡・津幡連句クラブーその三ｖ

歌仙﹃農一筋に﹄
吉本芳香捌

ジャスミンティの香り楽しみ

ナォ音階のくるうオルガンのどけくて

拉致問題は進展のなき

海のぞむ丘の上なる母校跡

スノータイヤの準備整い

雪を待つスキーリフトの空まわり

まんまとはまるマルチ商法

くのいちの色仕掛けとは露知らず

滋りゆく渓の春水

吉本芳香
酒井愛子
小蕎照子
多田芦畔

ぎしぎしや農一筋に生きて古稀

出見世裕子

ひとよの契忘れられずに

鉤のてとなり渡る雁

故郷の山脈照らす月まどか

若衆剣士にあがる歓声

ナゥ秋祭辻に乱舞す喧嘩獅子

すぎし昔を偲ぶひととき

ぽつぽつと降り出す雨もいとわずに

叶錘癖小別卦程Ⅷ噸︵文音︶

句碑のほとりに揺れる陽炎

葛折歴史街道花盛り

秤
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峡の里火鳴りつづきの登り窯

入学の幼き夢のふくらみて
祝いの言葉贈るパソコン
月僅々高くそびえる新庁舎

舟橘玉枝
小山西置

人妻となり艶やかな肌

記念樹の下ちちろすだきぬ
ゥお会式にしつけ取りたる島紬

藤田小夜子

宮鴫茂

ホワイトホースタンブラに注ぎ

芳

いつからか魔性の女と崇められ

愛

裕

小

拝一戸

昭州

ようやくにイラク戦争終焉し

ほっとひといき次は肺炎
鈍行の尾灯遠のく夏の月
藤椅子に座し開くグラビア
生涯の趣味の写真を撮り続け

西

茂

花の雲伊豆の山々巡る旅

玉

定例会の笑顔集まる

篭の仔猫に添えしかつぶし

茂小玉西裕芦芳照茂愛西玉小裕芦照芳愛

ハ伊勢・つらつら吟社ｖ

歌仙﹃若葉揺る﹄
やどりざ

寄生木の毬を抱えて若葉揺る

中北ひろみ捌

面・籠手・胴と竹刀振り切る

掘削機掴む土くれつばくらめ

家路へと急ぐ雑踏ターミナル

杜にこだます滝のとどろき

だしが自慢の母の味噌汁
少年の脛また伸びて雲の峰

村野正夫
高山孝子
榊原由美

オセロゲームのつぎく逆転

占ひによれば結婚吉と出て

また増えたねとほくる数へる

趣味で読む英字新聞届く朝

世界地図クラスみんなで塗りあげて

中北ひろみ

山岸れい子

よしきりの声探す葦原

ボンネットバスガタゴトと行く

林檎の皮をくるくると剥く

点滴のわれを見守る窓の月

薬師如来の御手のあたたか

一粒の雫も花の精なれや

大豊和紙和室︶
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月光ゲに新酒酌み合ふ峡の宿

魁

静逸の日々続く喜び

孝
正

レオン・レオニの絵本せがむ児

烏籠の文烏小さくうなづきて

メール送信了へてや蘭寒
タウン誌の記者の衿もと赤い羽根
地下街にあるしゃれたビストロ
本当は妻子ある身と言えいま函

い

美
正

ハイカーは四方の錦をたのしめり

チークタイムに心ひきよせ

弘

消すすべのあらず業火の燃えさかる

孝

平成十四年十一月二十一日尾

平成十四年四月十八日首

戦争御免有事立法

い

み

い

美
美

︵於

聖歌隊通り過ぎゆく月明り
雪だるまさんちょっと泣きべそ
番犬も不要システムセキュリティ

卒寿の宴に家族揃ひぬ

処女航海の波はのどやか

雛僧の列に落花の惜しみなし

い正美孝正み、美、い孝美正い孝み美

ハ市川・手児奈連句会ｖ

歌仙﹃コスモス﹄
佐藤昌子捌

佐藤昌子
下鉢清子
上田渓水
根本芳子
伊藤薮彦
金田美穂

ひび

ナォ初孫はお玉杓子に倦きもせず

日を返しつつ廻る地球儀

鬼太郎の下駄陰干しにする
京で食ぶ親指ほどのあぶり餅

銅婚の祝いに貰ふシャープペン

折鶴二つ卓に並くし

陶枕のしびれも怨の深さとか

濡れにぞ濡れし汗にまみれつ

うつせ

みんなみの渚に拾ふ虚貝

高級マンションやたら建ちをり

藝術祭に渡辺の綱

望月のかかる一条戻り橋

吟遊詩人かげろふの中

平成十Ｗ年九月九日首

︵於・市川教育会館︶

〜上ざ

コスモスや少女は素足ひからせて

のんびり糸に下がる茶毛虫

勝田みつ子

水

平成十四年十一月十一日尾

−′フ1司一

烏の渡りのほどのよき数
ひとよぎれ
一節切古城の月に韻くらむ
折り目正しく交はす挨拶
短冊の文字判じ居り冷し汁
ゥボーリングまたターキーをしとめたる

野暮な粋なと同窓の友

ナゥ爽やかにノーベル賞を受けられて
清

甘辛団子たっぷりのたれ

黒枠の写真の前に掌を合はせ

日日

芳

水

賢兄愚弟大志ふところ

貧に負けじと小春三吉

愛の巣は道頓堀の橋たもと
ブルドッグ飼ってブルより顔恐く

清

咲き満ちて花にも言葉あるらしき
彦

旅のスーツにループネクタイ

日日

つ

穂

神よ仏よ老残の果て

初雪の波にまかせる月の舟
酒は﹁皆伝﹂熱燗にされ
矢狭間より望む里山花の雲

芳

何時までもニックネームで呼び合って

眠りしづかに覚めし佐保姫

つ昌穂彦芳水清つ昌穂彦芳水清昌つ穂彦

ハ福岡︑天神連句会ｌその一Ｖ

の
ー

大振りの日曜市の沖うるめ

観覧車眼下の花をほしいまま

ペンタゴンには新保守のバネ

外れくじ夢と希望も破り捨て

寒月なぶる酒の提灯

行列覚悟連休の旅

税関の怖い目付の麻薬犬

そっと直して匂ふスカーフ

転じたる舞台は恋の道行に

ゥ新米を掬ってこぼす掌
幼き妻の美しき後れ毛

秋の風鈴澄みとほりけり

月天心蔵の饅絵のくっきりと

コーヒー碗に立てるシナモン

入学の童の上下整へて

浅野黍穂捌

田原王

浅野黍

腹

山腹の寝釈迦よ︵スは雲を曳き

山

八木紫

一

こぶし膨らむ里のせ魁らぎ

仙

湖のほとりにもゆる陽炎

諏訪欣二
志村実生

穂

遠視に辛き急な校正

水谷純一郎

ナォそらに鳶ウインドサーフィン夏近し

にっこり笑ひ後で袈裟がけ

任されしガレージセール声かけて

福田志保

郎

蓮

博多座の水狂言は大当り
香水匂ふかぶりつきから

生

穂

かみさん走る丸太かついで

お互ひにフェチと認める長い愛

戯画はさながらオノレ・ドーミエ

ペイオフに備へて金のインゴット

保

蓮

月まるくドン・キホーテもとびこんで

猪出没の山里の畑

生

一一

阿畔の瓦雨に濡れをり

穗

ナゥなんとなく控へめならん秋の雷

郎

保

道具をさがすホームセンター

蓮

電球にかっては竹のフィラメント

ときには吹きて風車売る

行動医学研究所︶

一重八重こきまぜて咲く花の川

平成十五年三月一 十 三 日 首
平成十五年四月一 十 七 日 尾
︵於・福岡
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歌

暁蓮穂蓮暁穂蓮暁穂蓮暁穂蓮暁穂蓮暁穂

八福岡・天神連句会その二Ｖ

半歌仙﹁梅真白﹄

薄々させる陽の蕗の薑

八木紫暁捌

浅野黍穂
黒木鰍乃
田原玉蓮
八木紫暁

梅真白遠ざけ得たるダムの壁

新刊図書を棚に納める

初孫に雛の節句の用意して

水谷純一郎

鱸の当り竿先の鈴

穂

雲の凪漕ぐ手ゆるやか月の舟

暁

乃

郎

郎

暁

乃

蓮

ちょっとまづいか戸籍抄本

デートの車止まる気配に
誰彼と浮き名を流す悪い癖

穂

ゥ大釜に零余子飯炊く夕まぐれ

モーグルの採点基準ちんぷんかん

蓮

穗

聖戦ごとに増ゆる難民

針目微妙に留袖の衿
神詣二拝二拍子一拝と

井戸掘り抜いて醸す地ビール

侭さまざまの世を見し人と

蓮

乃

遊子道遥嚥りの中

阿蘇谷に月と花とを独り占め

︵於・福岡・行動医学研究所︶

平成十五年二月二十三日首尾
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八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会その一Ｖ

歌仙﹃九九八十二﹄

内田麻

神山み

川野蓼艸捌

オレンジ色にかかる弦月

新涼や夜の街騒遠々に
浜本圭目

まちさい

子等の宴赤のまんまを赤飯に

川野蓼

村田実

み

ナォひめやかに川は暗渠に忘霜

鴉の眼揃ふ恐ろし

呆けしか九九八十二四四十五

唐招提寺の壁長々と

マンホール蓋を開ければ彼が出る

﹁覚えてゐるかジョセフ・コットン﹂

黒髪の瓜実なれど顔のなし

山刀伐峠蛇のまぐはひ
半夏生陶士を砕く杵の音

モダンアートの何じゃオブジェ

亡父来る名月の光ゲ背に負ひて

ショパン弾くなり一心に露
ナゥリアス式断崖を打つ秋の濤

他国の誰り関を越ゆれば

雪散りて我は無音の中にあり

廃屋館に猫の相談

花燧道くぐりて姉の嫁ぎけり
ボートレースの接戦にあり

麻朱麻青実みみ青実み麻青麻朱み青麻実

︵於・調布市たづくり会館︶

平成十四年九月一日首尾

注・片仮名打越不問
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岡山朱

斑猫つまみつれづれに入れ

携帯電話家族それぞれ
大陸の土産に貰ふ指輪筐

み

実

青

麻

ゥ開け放つ部屋突き抜けて麦の秋
膳出しルックとポニーテールと
﹁虞美人﹂という酒に酔ひしか

今朝の夢昔の彼と抱擁す

朱
青
蓼

海上に浮き仰ぐ青空

免停となって仕事も失職し

凧に揺れて震へる昼の月
火事の半鐘鳴りし大正

み

麻

朱

朱

春の風邪ひきうつらうつらと

真四角の神社の庭を丸く掃く

錆びしブランコ島の分校

手に受けし花びらいまだ息づいて

藍ちち子艸藍海藍子ち早海艸早藍海子ち

子藍子海早ちち海早ち子海子藍ち海子早

良ち早海子良子海子藍艸早子早藍子ち海

八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会ｌその二ｖ

村岡内神浜

野

千み実青麻千麻胄麻朱蓼実麻実朱麻み青
田山田山本

神山みち捌

川

飛

半歌仙﹃夏燕﹄
片蔭をけんけん遊び下校の子

軒端かすめて飛ぶ夏燕

パソコンはカタログばかり集めゐて

これで何杯ドリップコーヒー

平成十四年七月七日首尾

︵於・調布市たづくり︶
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居待月ゆっくり歩む莞
石榴の破れのぞく赤き実
ゥ捕えたる強き蟠蝉売りに行き

ジダンのやうな男登り来
差し入れのおむすびころりんハート型

待っている間に生んで育てて

鉄道の唱歌覚える五十番

狢に化かされめぐる品川
酒樽の波にゆられて冬の月

不審船など来るな白雲

檜笠かぶり二次会忘れざり
セミナリョ跡ひとり春愁
花吹雪師匠天女のごとく舞ひ

曾孫祝ひ母も朧ろに

可
可

石

八徳島・徳島連句懇話会ｌその一ｖ

歌仙﹃サーカス﹄

け．もの

サーカスの獣匂へる青葉かな
て

未知といふ名の汽車に乗り込む

佇めばすずろ心へ虫の声

地球儀を王者の如く掌に載せて

ひようくわ

道化が畷る氷菓一皿

鈴木漠捌

ナォ天折も粁余曲折も挫折にて
虹のかけらが視線さへぎる

サーファーの沖に浮んで波を待ち

夕餉の贄は鰹尽しで

酒なくて炎の恋がなるもの歎

あっけらかんと当の娘は
銃を抱く物見の不安肌寒く

か

てうざん

漠

一美

賢次郎

恒子
清幸
士郎
菊世

年金受くる無為を楽しく

一美

賢次郎

恒子
士郎
清幸

迷宮は縊路へ足を入れしより

あいろ

一美

士郎
菊世
恒子

亀鳴くといふ伝承もあり

鬼ごっこなど遊ぶ凧揚

平成十四年七月満尾︵文音・ファクシミリ︶

漠

菊世
士郎

密やかに樹液凝りしか花万朶

賢次郎

菊世
士郎
恒子

漠

清幸

賢次郎

ナゥ男爵の別荘たりし冬館

漠

くて
晩お稲
穂を垂れ民は逃散

憂国忌にてかかるシャンソン

パーティーのドレスに美徳装へり

一美

加宮賢次郎

竹内菊世
鈴木漠
東條士郎
松田一美
赤坂恒子
佐藤清幸

清幸

母の肩操む月の縁側

教会の塔にとどまる二日月
背信こそは罪のくらやみ

ワダムとなる村の昼間を木の実降る

井筒に残る傷の数かず
脛長き色好みなる男ゐて

ぼろきれ

世話女房の意のままに生き

抽斗の奥に濫槙布軍艦旗
歎異抄読む老いのつれづれ
俗人で暮らすもよしと薬喰ひ
対岸の火事いまだ消えざる
サンパウロ経由飛行に身を委ね

月は朧に夜々を紡ぎぬ

花咲いて常住坐臥も華やげり

噂りのなか描く油絵
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八徳島々徳島連句懇話会その二Ｖ

歌仙﹃不如帰﹄
紛ふなき耳の記憶やほととぎす

ハンカチノキが招く涼しさ

朝まだき森林浴に浸るとて

なほ半眼にして遠い雲

た

や

月面ゆ天つ御船の発ちゆくを
なべて無常の世の破れ芭蕉
ウトタン屋根打つ椎の実に吃驚し

古女房に尻尾握らる

星﹂

ほどほどの嫉妬うれしき中年は
逢ひ初めしより日日ダイエット

意外にもガレージセール盛況裡

五客揃のくれなゐぞ濃き
大原野琳派の月の凍てついて

書斎に遣る鷹の剥製

捨てかぬるペーパーバックいかにせん

鈴木漠捌
梅村光明
鈴木漠
高田保二
斎藤梅子
紀野宙噌

宙心

漠

保二

光明
梅子
保二
光明
保二
宙心

漠

梅子
漠

熔岩流の怖し恐ろし

光明
あぜ

異変かと疑ふほどの花ふぶき

農事暦をずらす畔塗り

思索に厭きた兜蟹逝く

封﹄童﹂

ナォ膝行の前の釣釜ささ揺れて

つめたき頬のつやつやと見ゆ

散策は手作りマップ活用し

贈る言葉に秘めし恋情

つか

番ふ矢の矢羽根も白き弓始

握りしめゐたると気付き受話器置く

透綾の胸すこしはだけて
は

巴丹杏食むときすでに死の香り
ほ

ビターな味が健康に効き
祝ぎごとの月を浮べむ盃に

樽をたたいていでや踊らん

選挙カーから外す看板

ナゥ乱れたる巷癒すか虫の声

名も知らぬ島へがらくた漂着し

洗濯物に風光るなり

人生観を語るのどけさ

亡命す花の衣をそのままに

平成十四年六月首尾︵文音・ファクシミリ︶
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恵明二子

子恵漠二恵明二子明漠子恵漠

光保梅

保

梅

脚く

光保梅光

イIﾏ1

梅

匹＝＝

ハ徳島・徳島連句懇話会ｌその三Ｖ

恕轆勘﹃入道
かほ

入道雲先生の貌思ひ出す
なゐ

耳の記億は百物語
いる

地震後に野良犬たちの増えゐたり

たす

草餅売りの少女幸あれ

梅村光明捌

赤坂恒子
梅村光明
三輪和
加宮賢次郎

賢次郎
和

信子

平成十四年七月首尾︵文音・ファクシミリ︶
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古代文明残るインダス

裾長きドレスの綾に月の彩
木の実時雨を手枕で聰き

夢かうつつか選択の岐路

どぶろくに来世誓うてつく吐息

ぢよろう

棲めるもの森に眠らせ雪女郎
コンサート果て東てる巷へ

終電車ぎゆうぎゆう詰めに今日も耐へ

流し雛呑む浜の激浪
名にし負ふ花の姿に扶けられ

恒洋信裕
洋光裕

子子子子
子明子

大岡西
杉本條

雲

八横浜・都心連句会ｌその一Ｖ

鋤准謝納俳譜之連歌﹄

久良木奎忠

土屋実郎
目黒雨峰
和田忠勝
近藤蕉肝
横山わこ

網小屋の裏にかそけき女郎花
自信たっぷり月に打つ蕎麦

小張昭一

ナォ春疾風公共投資ダム中止
金の卵がいまやリストラ

村上敦子

和久井八重

高津明生子

秋山よう子

千場ひで子

棒手振りも辞さぬ夫を愛し抜き

息がつまって通う紅灯

鼠一匹歴史動かす

楠正三
玲子

鈴木良治
原崎弥生
高島幸子
杉内徒司
伊藤哲子
児玉俊子
成田玲子
Ⅱ高玲

研究の果ての新薬試す羽目

形代流し祈る息災

日焼けの子とかく地球儀廻し過ぎ

ハイネの詩集少女小脇に

わが青春背広は紺と決めていし

海の辺の月光浴に屯する

縁先しげきこおろぎの声

ナゥ扁額は下手がいいねと南瓜喰う

パソコン習う孫が先生

今村苗
小林しげと

薄墨の山また山は波打ちて

泣きながら槌る如来に普門品

藤沼和ヱ

和田洋子

宗匠
執筆

配硯西部周子配硯千場ひで子

知司近藤蕉肝執筆大津博山
座配前田明水花司高烏幸子

宗匠士屋実郎脇宗匠小林静司

︵於・大山阿夫利神社下社客殿︶

平成十四年五月二十六日首尾

麗らに昇る独楽の石段

球児等の必勝期する花の宮

不動明王良弁の杉

週に一度の会が楽しみ

赤の広場に粉雪の舞う

棒で打たれて跳ねるむく犬

しんしんとイワンの馬鹿に月凍る

ペース配分できぬマラソン

支持率をいっきに下げた茶番劇

照る日曇る日屋根も昏れかね

前田明水
山冊広重
坂剛武彦
柴川寿賀
内山良
小林静司
西部周子

のん兵衛は酒の穂蓄傾けて

袖を引かれて墜ちる暗闇

ゥ虫送り鉦や太鼓をにぎやかに

大道芸に人集りする

サングラス外せば空の眩しくて

やがて霧れなん初夏の霧

御師の宿かすめて啼くや時烏

仙

花守は花と苦節の半世紀
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歌

八横浜・都心連句会Ｉその二Ｖ

歌仙暴耐細細追善俳譜連歌﹄

今は何でも自動支払い鈴木良治

ナォ村はづれ辻にのどかな地蔵尊久良木憲

国籍違う養子ふやして原崎弥生

姓も別財布も別の若夫婦秋山よう子

四恩のごとき泉潭々
高津明生子

小林静司
土屋実郎

録画失敗嘆く老人和川忠勝

ダヴィンチの逆さ文字解く面白さ横山わこ

命名の決まりし嬰児抱きあげて

今村苗

﹁寄り道﹂という浅草の店伊藤哲子

当りはずれに騒ぎいて月川名将義
留学生共に戴く焼秋刀魚近藤守男

須弥山を象る石や庭涼し

張子の犬の頭なでさす

藤沼和ヱ

オルゴール月にゆっくりほどけゆき

配硯和久井八重

香元和田洋子配硯秋山よう子

座配坂田武彦花司原崎弥生

知刺小林しげと執筆松聰軒忠勝

宗匠松涛軒静司脇宗匠抱虚庵実郎

平成十川年七月七日首尾
︵於・浅草伝法院大書院︶

花の主はがれのごとき志宗匠
雅の道を継ぎてうららか執筆

バランスとれし国の三権伊藤薮彦

囲炉裏端とと座かか座の名もありて辻賢次郎

雪と餅とは韻が合わない日高英二

ナゥ今日もまた命うれしく風に賦す日高玲

願いごと七夕竹にこまごまと沢Ⅲ洋々

蛍袋の育つ森影和田洋子

トンネルに消えるＳＬ記念号高島幸子

掲示板には虫を聰く会

坂田武彦

つむり

ゥ団栗を拾って人に投げぬこと

楠正三

移植出来ぬか恋の遺伝子

柴田寿賀
杉浦ちゑ

小林しげと

よろけたふりでしなだれてみる
好きならぱはっきりしてよ腐れ縁

和久井八重

貰った賞が直木賞とは

村上敦子

蛭海停雲子

山本要子

小張昭一

白井暎子
池田紅魚
戸澤鞠

親譲り磨きかかったいっこくさ

鰭酒を般若湯とはこれいかに

東て月の射す高層の窓

火山性微動続きて気味悪く

ミコノス島に呪文唱える
着付する十二単に花万朶

昔ながらに曲水の宴
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ハ横浜・都心連句会ｌその三Ｖ

ナォ風船に目鼻もつけて膳も書き

白井暎子
高島幸子
柴田寿賀
大津博山

チロルハットにバッジ数々

原崎弥生

パソコン通信怠りもなく
面影は真面目で優し好々爺

小林静司捌

とんとんと見合話がまとまりて
君への指輪すでにイニシャル

小張昭一

旅先で暑中見舞をしたたむる
紫煙くゆらすこよるぎの浜
明月を出でて白馬の翼ひろげ

天使舞いつつひょんの実を吹く

謝罪上手な邦の指揮官

ナゥ山檗を深く沈めて霧の海

新幹線おらが故郷に駅が出来

道陽炎いて聞こゆ足音

夢の中にも烏の鳴くなり
根継ぎされ淡墨の花絢燗と

平成十四年七月十六Ｈ満尾︵文音︶

聯波北勢子

瀬尾千草
小潮沙美
川辺桂月
大野鵠士
尚木和子
叫島十雨

伊藤︷曰圭云

坂田武彦
横山わこ
小川守

和久井八重

故岩永極烏

脇起歌仙﹁極峠離夢ロ医者嫌と

謎はあばかぬ我々の仲

丘の辺にひともとの樫黒き洞

鳴きつつ渡る雁の一棹

和田洋子
村上敦子
土屋実郎

わじようひょうそ０く

武者行列の準備忙しく

高床造り青東風の中

藤沼和ヱ

小林静司
杉浦ちゑ

国祀る巫女の土偶の素朴さよ

玉子酒温め根っから医者嫌い
頭の冴ゆる連句ファックス
片言のように寒菊咲き出して
中尾青宵
高津明生子

蛭海停雲子

この家の主はのそり黒猫
鯖雲のまだ残りいる上り月

硯と筆と洗い清める

ゥ牽牛と織女の話児に閉かせ

小林しげと

山口良子
池川紅魚
近喋蕉肝
利Ⅲ忠勝
今村苗
菅谷有里

遠洋漁業留守が半年

布目瓦にしのぶ天平

捨てがたき写真の女のありやなし

月に賦す和上平灰ととのえて

花と人霞みて続く段葛

秋山よう子

千成りの瓢箪の形選りすぐり

プラス志向の心あたたか
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八富山・富山県連句協会その一Ｖ

脇起歌仙﹃ほととぎす﹄
句空法師が山寺に来りけるをとどめて

豆腐こそなのらぬ山はほととぎす

酒屋へ一里麦を打つ里

社長やめ茶碗造りの土これて

一村文人捌

浪化
江沼半夏
藤繩慶昭
金子容士
大村歌子
野島一子

ナォ競漕会隅田堤を人走る
遙かイラクは戦乱の空

重いものばかりいなかの土産物

竹竿で取る塀のからもも
誰の手ぞお化屋敷の闇の中
逢わぬ恋ほど面影は濃く
秘め事の日記を破る旅の宿

尋ねそびれた退職の訳

背番号良い意味ばかりあてはめる

含んで吐いて惜しい利き酒

月澄むと仰ぎて独り古稀のひと

献血を終え鶏頭の道

千

千

転居祝いに鳩時計来る
巡礼の一列まじる花の陰
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金釘流で署名落款

月の宵子らけんけんで遊びおり

牛乳びんに挿した秋草

宮村千鶴子

ナゥ釜の底新米の焦げおにぎりに

口説かれてすげない素振りしたものの

歌

春の炬燵に癒やす風邪の気

夏

いとし殿御の夜の雲の香
﹁仕立物致し日﹂札軒先に

昭

ゥ木のベンチ菊人形を飾る駅
すらりと細きジーンズの群

番茶を飲めば浦然と雨

夏

締切ちかきねじり鉢巻

楕火焚きいざよい待てる無名庵
氷魚をすなどる湖のさざなみ

千

︵於・富山県知事公館︶

平成十五年五月二十五日首尾

火曜日は女ばかりで古典読み

料亭の裏にいつもの猫正座

二村文人
士

昭

急に気温の上がる週末

クレメルのタンゴに合わせ花と舞う

たまやを吹くとゆがむ七色

人士一千夏千歌夏昭士千歌士昭一人夏昭

八富山・富山県連句協会ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃蚊帳のにほひ﹂

ナォ春場所に惜しまれて去る安芸乃島

首無し地蔵祀る里人

アフガンへ薬送ると呼びかけて

三猿主義を通す一徹

山本秀夫

浪化

悪態をつくだけついてあとは泣き

美女と野獣が踊るフロアー

予約する去年の今日のレストラン

鏡が不思議零歳の孫

枝先に尺取虫がのびちぢみ

北野眞知子

いぬじま正一捌

庭の小瀧の石を打つ音
袋谷小菊

二三日蚊帳のにほひや五月雨

若棟梁太き柱を立ち上げて
もろ手で受ける金の大盃

満月のくまなく照らすもやひ山

無声映画の弁士復活
秀

いぬじま正一

鋏研ぎます目立てやります
うたた寝の少し気になる北枕
柴の仔犬は四肢をふんばり
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点滅灯過ぎて良夜の道となる

筏とはなれず花屑流れ出る

︵於・富山県知事公館︶

平成十五年五月二十五Ⅱ首尾

家族総出の若布干す浜

菊

狐

尚

眞

孝

同

一県

伊勢良子

紅葉に染まる心の字の池

ナゥ竹串と木の実で作るやじろべえ

憎しにくしと藁の人形

孝

昔谷孝
山中狐太
瀧澤尚子

長いへちまの写真びんぼけ
ゥ凶作の鎌もって打つ獅子頭

Ｖサインして結婚します

しのび逢ふ貴船あたりを定宿に

細身の猫のくぐる壁穴

いつからか親によく似る着物好き

冬の幽霊俳掴の婆

凍月に菓子屋横町寝静まり

裏の井堰に跳ねる若鮎

宅配でもらふ土産は宇宙食
まれに蒻翠があると誘はれ
ユーカラを唄ひ出す客花筵

尚菊眞正狐正狐良眞正同眞孝狐菊良菊正

ハ高松↑渚の会ｖ

歌仙﹃ニライカナイ﹄
三橋早苗捌

ナォ外シ国のロマンを映す唇気楼
惚けのはじめか夢かうつつか

古時計なほ幸せの刻きざみ

鼠親子の住まふ屋根裏

手話学び会話はづみて息白く

美しき妻はエステで磨きぬき
サアーズ
ＳＡＲＳに向ふ医師の面々

北窓塞ぎ捲る文集

ふる里の月をパンダも恋しがり

連休は家の留守居を決め込みて

好物並ぶ食卓に座す

苗

ワふうわりと金木犀の匂ひ来る

愛

お遍路の白衣に花の蒻そよぎ

母を継ぎ津軽じょんがら一筋に
バックミラーに写るライバル

ナゥ新蕎麦は出張先の老舗にて
ゆとりもにじむ立居振舞ひ

遥かなる峰竹の春なり

糎でもめるスカートの丈

ったなくも若さ溢れる草稿に

三橋早苗
西岡恭平
西岡愛子
陶山泰子
田岡弘

︑ンＩサ

佐々木栄一

黒南風やニライカナイの彼方より

玻璃越の月も仲間になる会議
気の向くままに揺れる蓑虫

大鹿節子
松井洋子

地図いつぱいに旅の計画

飛びこみし胸の鼓動を頬で聞く

弘

什迩嘩走朋十亜叩哺︵文音︶

日本丸の霞む帆柱

秤
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沖合睨む夏の唐獅子

足音だけで君と判りぬ

戦争もテロの連鎖も収まらず

お百度詣で祈る平穏

節

泰

祭難子の遠く響ける

ール
生麦ピ酒
ぽんと栓抜く月明り

苗
平

洋

愛

銀輪に萌黄ブラウスひるがへり

さへづり落つる瀬戸の島々

大の字に寝て酸素吸込む
文学の小径は花と人と碑と

平節一弘愛苗洋一弘泰平愛苗洋泰節弘

八八千代・習志野連句会ｖ

歌仙﹃シーソー﹄
公園にシーソー残り冬日落つ

四十九院科峰捌

ナォ泣き砂に混じり泣きゐる桜貝

柵に飾りし啄木詩集

香席に座し一念の今日の幸

杜の都の酒落もの城主

ベランダの切干大根猫じやれる

流れゆく雲にのせたき己が悔

冬枯の庭光る飛石

藤代羽都江

ハチ公の前がデートの指定場所

四十九院科峰

高橋渓声
山Ｆ節代

行き違ひして時間の流る

塁ムノ−

忍ぴの恋も衛星電話

杉本よしえ

句へ旬

ストーブの側絵本を広ぐ
建替への校舎三代学ぶらん
ソナタ流るる美しき街並み
月の窓郷想ひつつ紅絹ほどく

大野利丘

中天の月三山の陰失せり
双体仏に添ふて数珠玉

デポドン恐し拉致も恐ろし

ナゥ八つ橋のふもと虫の音絶へだへに

尾灯消え闇を後にし旅了る

故里の名物凧の合戦

︵於

平成十四年十二Ⅱ 七Ⅲ竹
平成十五年一〃二十八Ⅱ尼

朝

藤代・羽都江邸︶

咲く花もやがて散る花フォルティッシモ

つる草のはふ路地裏を掃く

丘

丘

羽

圭円

儘即

羽

三Ｆノ

﹄口

峰

そこはかとなく通ふ秋風

ゥ菊展の賞外の菊飾る店
文箱に残る捨てきれぬ文
港の灯スイートルームより眺む

目覚時計旅立ちの朝

菜を切るは主婦天職と諾ひて

ノーベル賞の二人同時に
渓声を聞きつつ酌みぬ夏の月

社の森に降る蝉時雨

よ

羽

隅田川辺に廉太郎歌碑

伎芸天和服の姉妹みつめおり
散る花はそぞろ歩きの肩に舞ひ

よ

節

リハビリの杖軽き春昼

塚
越

よ峰節声声よ羽丘節峰丘声節よ羽子丘峰

八阿児︑南草連句会ｖ

歌仙﹃花菜畑﹂
田島竹四捌

竹も冬章も竹章冬も竹冬章竹も冬章も竹

ヲ

輪中いま撞き上がりけり花菜畑

ただ水平に霞む間門

春惜しむ読みさしの本重なりて

ナォ万愚節この世は憂しとあきらめぬ

ゆとり教育賛否こもごも

閑居して不善を増やす休みとは
パパは自慢のギョーザ作って

葵降る下町通り路次の奥
裏の荒野に吠ゆる山犬

監督慕ひどこまでも堪へ

マラソンは高地を選び強化すと

今日もまたロケだど言って外泊し

特ダネ欲しい週刊誌記者

西行庵に露の石くれ

うっすらと有明の月待ちぼうけ

ナゥ紅葉の絵平成琳派と評さるる

美女のお酌で灘の吟醸

やうやく馴れし飼猫の三毛

制服の似合ふ筈だよ元パーサー

什皿唾睦朋十趣朋密︵文音︶

フォークダンスを習ふ永き日

池の鯉静かにくぐる花筏

秤
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っけつぱなしのＢＳ放送
名月に発電風車よく回り
ジェット気流を借りる雁がね

見る阿呆より踊る阿呆を

ゥ秋祭準備にうつつ抜かす人
いつまでもバブルノ︑と言ひながら

旅の終りにめくるめく恋
ホスピスのナースが天使に見えたとき

洗ひ髪してこざっぱりする
鳴き交す蛙にぎやか梅雨の月
年子のせいかすぐに喧嘩し

自由民主は癒着だい好き

出は同じユダヤ・キリスト・マホメット

若鮎釣って酒のうまかり

花の城日本一の湖眼下

室室田田
伏伏島島

四り美郎り四郎美り四美郎四り美郎り四

も冬章竹冬も竹章冬章も竹章冬も竹冬章

り美郎四美り四郎美郎り四郎美り四美郎

八東京・にほんご連句会ｖ

半歌仙﹃グラウンドゼロ﹄
柳沢その捌

古宮まゆみ

杉田茅
柳沢その
岡本夕子
香林香
山田藤
石崎葵

目をこらすグラウンドゼロ霧時雨

曝書に赤い傍線を足す

次から次にブランドショップ
熱帯夜フラノ地選ぶデザイナー

徒長枝はらい待つ今日の月
菊謄呉須の小鉢にこんもりと

ゥ詩集より昔の写真はらり落ち

運転手気つけ薬に又一杯

ひび割れかくしつくろいの日々

タマちゃんはガールハントに来てたんだ

ま

茅

香

そ

夕

鈴木六美

糺の森にせせらぎを聞く

どきつい恋をと言ってみるだけ

冬の月外っ国からの通夜の客

葵
藤

一ハ

夕

大村げんの

畦道を猫車行く犬を乗せ
舟を灯して白魚を汲む

泥の眠りを打つしずり雪

全山は花の吐息の風となり

もや晴れわたる十三詣

平成十叫年九月十日首尾

︵於・下北沢にほんご舎︶
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八能登川・能登川連句友遊クラブｖ

歌仙言曼珠沙華﹄

曼珠沙華一村紅く染まりけり

坊農佐太郎捌
長谷川琵瀧

ナォ炉を塞ぎ語り部婆に市の助勢

そぞろ歩きの哲学の道
懐に句帳歳時記忍ばせて
崩れ土塀も歌のつれづれ

ほのかに残るジャスミンの香の

夏宵の潜り戸出でし影二つ

開帳の秘仏は愛の姿なり

佐

琵

雲雀聴る高き大空

夢に見る己が花咲く春の来て

ネクタイ靴に背広新調

補聴器も鞄に入れて旅支度

震度速報遠隔地らし

ナゥ子が継ぎし鉦や太鼓の秋祭り

天主越え行く雁がねの竿

金盃に浮かぶ名月飲みほして

出品菊にこめる丹精

携帯電話肌身離さず

坊農佐太郎

我が祖父はまめな動きも嬉々として

月あわあわと湖の北端
桂田不二子

大西昭三
奥村重義

風呂名残り米寿の翁正客に
手入れ届きし髭をしごきつ

河崎幸早

谷村たえ子

献句供えて修す時雨忌

重

福嶋蒼友
浅井俊子
黒田清夫
清谷惠宏

寒月を鳰のさざ浪ちりばめて
望遠カメラ五○○ミリてふ

忰唖什皿嘩十寸朋咋叩感︵文音︶
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筆まめに日々好日の日記帳

浴衣姿に暑さなどみて

ゥ金茶髪裾を絡げて背に団扇

近江唐崎一つ松迄

かの岸に待つはいとしき妻ありて

いもせの愛は果つることなく

露天風呂カラオケもあり山の宿

不

次の世は問われて我は弥陀の手に

吠えたつ龍の口が湯口に

章
た

昭

散り初むる花ひらひらと蝶のごと

天女の衣春風に舞う

蒼不重惠清俊蒼た章不重昭佐琵惠清俊蒼

八所沢・俳譜工房ｖ

俳譜トロワ﹃七章﹄

口を尖らせ

何の話か口を尖らせ

窪田阿空編

色小

花衣解かれる紐の散り
薄紅させる魚の身の

四條流包丁かざす松

尤もな面独吟

茜の色に染まる町並

子をとろの遊びの児らもいなくなり

町並独吟

初産の茶髪ベッドに畏まり

一句詠んでる尤もな面

蹴飛ばしの大鍋つつく若い衆

の反乱

朝霜に工員弁当箱を提げ

りん女

・沁エ

奉エ
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柿の木に棹立て掛けてそのまんま

とき女
九エ

二匡田ェ
℃Ｅ
クニ

雪女独吟

藁家点々北風の

天心の月を帰るか雪

胡弓弾き止む白面の

平成十五年三月末日

蔭りれ

郎女中

まま事の小家に住んで夫婦なり
一本のペン

リストラに私物を包むさりながら

1

クセー+十一元

牢葦牢

使い古した一本のペン
板張りの診療室に夏の月
永代橋

永代橋の空を雁

新造の小走りになる春しぐれ

手の者と深編笠に月を見る

'j，

八大阪・俳譜接心ｌその一Ｖ

岡本星女

十二詞﹃いノ︑たびを﹄

いくたびをかぞえて午の年の春

葦生はてお

岡本星女捌

稚児輪に結いし頃を初夢

竹内茂翁
富田定女
星野姦

お

林道子

若林り／えこ

出口蓮

︷疋

漆

公羽

平成十四年一月六日首尾

︵於・星女居︶
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途中下車前途無効の切符にて
こなから

藍染のれん松前屋とあり
湯つぼへと二合半ほどの雪の落つ

濁り酒とて神鱗となす

抱き合うてタージマハールの月の夜を

ミイラになっても愛してほしい
空蝉のくだけそうなるあやうさに

猫の戎に猫の大黒

云々す二人静の咲く場所を
リ／プレイン

海市を見んとひとぴとの群れ

業平も通いし暗がり峠とぞ
撫でるがごとく遺跡発掘
霜よけの風車カラカラカラと茶畑

道蓮え

八大阪・俳譜接心ｖ

十二詞﹁若葉蔭﹄

後をも見ずに青蛙跳ぶ

若葉蔭上向き給う羅漢かな

膝送り

︵於・西脇・松月︶

へ句今

酔うほどに陰陽道を饒舌に

姦

駆

鈴木長駆
岡田麗
星野姦
民岡照子
岡本星女

同

千と千尋の試練のあけくれ
ケイタイの親指忙し永き日を
逢いたい見たいも霞の彼方

蒟蒻の絵と知る人ぞ知る

流れものの京女なりわたしもまた

星
駆

昭小

鬼の捨子のご機嫌如何

麗

山の端をはなるる月の大いさよ

被きものめかして菰の寒牡丹
にじり口よりするり茶室へ

平成十四年四月十四日首尾

−4J.j−

八大阪・俳謂接心その三Ｖ

Ｒ﹃圭目
蛙﹄

岡本星女

膝送り

青蛙かぼそき足で跳びゆけり

星野爆

お

星

姦

お

日生

媒

お

星

葦生はてお

かわたれどきの十薬の白
そも何々ぞ世界の七不思議
見たこともなき月の裏側
蒻枝の香露と消えにし楊貴妃より
チンザノ賭けてポエムバトルを

人妻にこの紐解けというは誰ぞ
すっぼん提げて金借りにゆく

天邪鬼怯惚として春の昼
山の向うより煙ひとすじ

厄払い東方朔は九千歳

平成十四年六月十六日首尾

︵於・星女居︶
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八大阪・俳譜接心ｌその四Ｖ

十二調﹃蛤の﹄
岡本星女捌

田島Ｊも

岡田陽

岡本星

恒岡弘

蛤の二見にかこつ秋暑かな
ふっとせつない沈黙のとき

観音のおん唇は色裡せで

広波

池田利

平成十四年八月二十三日首尾

︵於・二見・朝日館︶
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めっきり小さくなりし朝顔

琵琶の名手と耳無し芳一

ふたりならあの世までもとふぐと汁

大山の宿に巨犬の飼われいし
﹁黒松翁﹂のあてに蕗味噌

檜にあらで翌檜なり

雁帰る有明月に棹なして
蹴毬に励む若き祢宜たち
衣紋竹きのう羅今日浴衣

邨星青二一り青一二邨り女

八松山・白水台連句会ｖ

歌仙﹁堰の水﹂

放浪癖が頭もたげる

ナォ茶摘唄聞こえて姿まだ見えず

エジプトのヒエログリフに魅せられて

大西素之

今も引きずる地震のトラウマ

こはごはと慣れぬ手つきでおでん煮る

大西素之捌

岡田伊勢子

雪女郎にも母性本能

棚に並びしがらくたの山
若妻に愛想つかされ不精髭

うららかやボール放さぬ堰の水
名本敦子

文鳥一羽ポケットに入れ

学校を巡りて開くコンサート

諸草萌ゆるジョギングの径
目刺焼く匂ひかすかに漂ひて
ぼんぽんぽんと古時計鳴る

向井由利子

素

夕月かかる産士の森

叱られてお遣ひに行く萩の道

伊
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山口博三
敦

栄転なれど支社は香港

由

噛めばなつかし虎杖の味

フセインの消息とんと伝はらず
行きつ戻りつ貨車の入れ替へ
職退きてのんびり花を愛づる旅

敦

鉤裂きを繕ひくれし人にして
化粧っ気なき肌のつややか

敦

月光の射す吹抜きの高き窓
自転車漕ぎて帰る夜学子
ゥ新型の肺炎菌のうそ寒く

恋いまだ知らず激しき恋を詠み

素
由

平成十五年四月十八日首

平成十五年五月一日尾

︵於・道後白水亭︶

ナゥ豊年を祝ふ老若集ひ来て
もったいつけて手品ご披露

ペンを片手に岬る冷酒

薮にひそむは鬼か絡か

敦

由

片割れの月が雲間に桜桃忌
独裁者キム・ジョンイルの気味悪さ

素
伊

博

押せど叩けど開かれぬドア

浦酒なる邸宅おほふ花の枝
遠足の子につきまとふ猫

素由伊素由敦博由伊敦素敦素由博敦伊由

八芭蕉記念館連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃落椿﹂
胞落椿オフイリァのごと水の上
オ

山脈越えて未来開く力

くたまゆらの夢淡き弥生野
若駒の噺き高く駈くるらん
︑

三枝霧子捌

じゅげむじゅげむで大家びっくり

１膳鳥帰り尽せし後の虚ろなり
ナオ
ー部屋に散らばる玩具さまざま
回らない舌をまわして英語塾

ぼろ市の隅にちやりんこたむろして

師走の街に雪の降り出す

干し物に派手な色彩殖えてゆき

弟の方へ告げられし愛

恋っらし結びの神に願をかけ

沼尻香寿子

三枝霧子
後藤典雄
矢倉澄子
香

曲︿

地球の裏の秋はさやけし

風の運びしピアノの音いる
中空に砂漠の月のしんしんと
背骨ちぢまるほどの下冷え
︑腱仲見世に勲章売れり明治節
ナウ

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平 成 十 四 年 四 月 一十四日首
平 成 十 四 年 七 月 一十四日尾
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望月のきらめきをゆく宇宙船

曲︿

霧

香

ー竹のステッキ鳩の寄りくる
天秤にかけし平和と戦争と
掌のなかコインにぎらる

ウ

陣呼び醒ます小学唱歌晩翠忌

ー白墨の粉袖口につけ

香

わた飴のちぎれて飛くり花の昼

曲︿

胸厚きウィーン生まれの検事正

澄
澄
曲︿

香
曲︿

澄

影ゆるやかに揺るる鍬篭

肌を燃せる指のしなやか
縁先の篭の鶏鵡の黙りこむ
旱りつづきの月は細りて

霧

おらが自慢の一茶の栖

百姓の図太さ冷酒酌みあえり
めぐりゆく戒壇の闇深かりし
癒やしいやしのアロマセラピー

雲を透かして春の羽衣

花筏海のロマンをかきたてて

執

筆澄香霧典霧澄香香澄霧澄香霧典澄澄典

オ

中野稔子捌

井田谷田野

八芭蕉記念館連句会その二Ｖ

歌仙﹃懐かしや﹄

音冴え冴えと機を織る鶴

腱懐かしや夜咄茶事の母の所作

開発進む中世の街

ウ

世芳雅男稔
字咲久﹃

ナオ

鵬変るたび雄雄しくなりぬ落し角

深深と更けゆく空に北斗星

ー能の太鼓でポーンときりこむ

みんなつけてるカーナビゲーション

三寒のあとの四温が嬉しくて

歩いてみたい屋根つきの橋

マジソンの小説まがいの恋をする

不倫と知りつ綴る日記に

夏落葉天神様の石畳

外国選手招致競争

満月へ大刀かざす赤城山

考古学者のふるざけの酔い

偽鉦叩子等が見付けていぶかがり
ナウ

ーグラピャ雑誌鮮やかな色
薬膳の種々の器を取揃え
ヨガ教室へ通うあけくれ
列島を花前線の走り抜け

万象晴暉千載の春

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成十四年十一Ｈ二十六日首
平成十四年十二月二十五日尾
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再生のコンピューターの積まれいて

月光に幻の馬車横切れり
人の輪揺れて踊り広がる
犀列なして十重に二十重に稲架襖

ｌ廊下とんびの迷い込みたる
見知らぬふりでそっとウインク

ちんまりと受付嬢は細面
詮もなやアダムとイヴの繰返し

食べ残したる皿の果物

登り窯火の入り継ぎて夏の月

河鹿の声の澄み渡りゆく
来年のアトム誕生待ちいたり

地方へ移す本社工場

花のもとケア・サービスのゆき届き

のどかな昼に囲碁を打ち合い

新岸松谷中

雅雅芳世雅児稔男稔雅芳児児紫雄子児子

児稔世雅雅児児芳児世稔児雅芳児稔雅児

オ

八芭蕉記念館連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃秋色や﹄
狸秋色や石積み古りしパンフ駅

ー蔦紅葉せる窓に人影

松澤晴美捌

︑雌ネクタイを替えて銀座に荷風の忌
ナオ
ーナイフとフォークベネチァグラス

ゆったりと汽笛をきいて船の旅

姿を変える雲の百態

女狂わす夏の夜の恋

白服を楓爽と着てフランス語

街並を眼下にひとり病む窓辺
籠のフルーツ彩とりどりに

小説に書く波潤万丈

教え子の未来を思いあきらめて

晴

団栗ころと坂をころがる

三日月に乗ってしまった鬼やんま

松澤晴美
大野優
飯田春紅
川上綾子
優
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横笛の桂男に吹かるらん
渚に寄りし小さき貝殻

王宮を飾る螺細の華やかに
そぞろ歩きの裾の涼しさ

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成十四年十一Ｎ二十六日尾

平成十Ｗ年十Ⅱ二十二日首

遠山脈に光る残雪

ふらここ揺らす母の面影
千年を湛えし花の妖艶に

たゆまざる大志が実りグランプリ

︑脇天高し世界遺産の仏国寺
ー遙かに続くマラソンロード
ナウ

後藤典雄

ウ

〃

優

曲︿

綾

春

嘘お台場に群れてこうもり舞い出でし

く尾崎豊の影いまも尚

からむ視線の夢ごこ地なる

ゴンドラにふれ合う膝を熱くして
拉致されしひとにふる里やさしかり

ホルスタインの乳の出の良き

晴

優

綾

宇咲冬男

春

軒の氷柱の乱反射して
辛口の先祖伝来にごり酒

晴

教会の讃美歌洩れて冬の月

信楽の壺ぶらりぶらりと
夜の花にものの怪姫の宿りいし
子ら喜々として春を惜しめる

綾典綾典典春綾春晴典春晴典優春綾晴優

オ

八芭蕉記念館連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹁拝草や﹄
猩洋草や相寄りて洞埋めきれず

Ｉ昔ながらに螢呼ぶ唄
祝いの席に集う人々

錦絵の名品ずらり一堂に

新井世紫捌

︑朧春眠に西行謡う友の顕れ
ナオ

ーボランティァで史跡発掘

盗品の懸賞つきのネックレス
団地のひと間物でいっぱい

巷では出来ちゃった婚あたり前

新人ァナの強き香水

梅雨菌黒徽毛徽徽煙

渡辺ゆり子

暮らしは甘く料理酢っばく

新井世紫

小島信太郎

成田淑美

アトリエの裸婦像月をあびて佇ち

走り根太く不況どん底

あれほどの熱狂さめしＷ杯
ゆ

ルーペでも探せぬほどに小さき町

膳脚腰の瘤きはじめしそぞろ寒
ナウ
ー秘密基地へと子等の駈けゆく

東京湾に篭を釣る舟
淑

淑

江東区芭蕉記念館︶

願いを託す天に初虹

︵於

平成十四年五月一 十 三 日 首
平成十四年七月一 十 四 日 尾
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世

淑

信

秋気澄みたる遠き山嶺

月の出を待ちて鎧戸開け放ち

観§光バスのやってくる頃

信

ウ

犀積年の苦労の果ての稲を刈り

花束を手に行きつ戻りつ

ゆ

沓脱ぎ石に雪解したたる
昂りを押えて花の曼茶羅寺

カルダンの帽子制服よく似合い

淑

宇咲冬男

奥の院への径の急峻

ドラマより素敵な恋の結ばるる

枯木の裏に凍りつく月

信

世

右も左も無関心決め

目の前にふいに跳び出す白兎
遭難を告げるサイレンけたたまし

ゆ

淑

またも重ねる清明の酒

ビル街の狭間に生いて花盛り

信世淑ゆ信ゆ世ゆ信淑淑信ゆ淑世世ゆ信

八岐阜・巴世里連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁朝顔﹂

ニォ啄木忌東の空に虹淡く

ラッシュアワーに歌作りつつ

ハンサムな部下三人にかしづかれ

柔道五段女署長は

ただ待つだけの日々はもういや

亡き母と同じ所に泣き黒子

カフェテラスＢＧＭに裕次郎

大野鵠士捌
堀部比呂美

南国の子のはじめての雪達磨

この連休は北の小樽に

各務恵子
清水貴久彦

デジタルカメラ画面くっきり

大坪洋子

各宙心

ミン

朝顔の蔓ゆるみたるあしたかな

とくと眺める軸の箱書

風に揺れたる機織のひげ
官邸に月見の客の集まりて
猫寝息立て膝に埋もるる

ニゥ本尊の阿弥陀如来に新米を

堀端の抜身二本を月照らし
飛蝮・蟠蝉・蝮跳びはね
久代宮子
中瀬和子
大竹恵子

明治生まれが仕切る宴会

張り合へば法螺が法螺呼ぶ武勇伝

浅鯏売る声路地裏を抜け
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錆少し浮かぶ鉄瓶湯気を吹き

ゥふすま隔てて家庭内別居中

奮起うながし再度子育て

彦

各宙心
大宙心
各宙必

大潮の湾を包みて花の雲
凧を放てる蒼空の果て

平成十四年七月二十日首

︵於・岐阜西柳ヶ瀬羽酒︶

平成十四年八月二十五日尾

イ

お

ン

沼大
符波野

イ
T畠／

か鵠

一フ

大

1J

大

各

各

ゴミを出すのは彼の仕事よ
分別をかなぐり捨てし定年後
下駄・草履・ミユール・パンプス・スニーカー

宮

藤塚晶子

殺人事件迷宮に入る

夜店の屋根へ来たる蛎輻

洋

彦

奥山節子

松尾一

雲を出て雲へ駆け込む夏の月
タトゥーなど気分次第に貼りはがし

明日は十八今日は十七

音楽室へ蝶がひらひら

スカートの裾ひるがへる花の門

ユニ

−恵美宮恵彦恵彦一下恵節宮彦洋恵り士

ハ岐阜・巴世里連句会ｌその二Ｖ

短歌行﹃蟷螂や﹄

姉に教はる繊き眉墨

一ォ選ばるる都をどりの踊り手に

スパゲッティーはトマトソースで

しののめはセーヌの川の夢枕

羅深く透ける月光

汗拭きて息整へてプロポーズ

士彦恵節彦恵雪彦雪一彦希

大野鵲士捌

各務恵子

清水貴久彦

白き廊下を歩むうそ寒

蟷螂や医師といふ名の免罪符

東信雪
宙心

街あかり微笑む月に誘はれて

協奏曲は第二楽章

乾真希

生命保険満額は出ず

逆縁となりしは何の因果かと

散歩の犬の遅き足取り

↑ゥ公園にぬくもり残る滑り台

受賞の知らせ不意に来る春

酔客に花散り初むる城下町
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久代宮子

ワ暖炉焚き一人寝そべる床の上
毛布のぬくみふっと気づきし

松尾一
彦

昨夜まで教師と生徒今ここに

円の描き方縁の切り方

奥山節子
エイシリ今フイツシヤー

宮

便利屋のトラックに積む古道具
土産のこけしぽつねんと立つ

はなばなしくも春のスカーフ

花の宴お国の言葉よみがへり

平成十四年九月十四日首

鵲

︵於・岐阜西柳ヶ瀬羽酒︶

平成十四年十月二十六日尾

大
野

八岐阜・巴世里連句会ｌその三Ｖ

ニォ左からそして右から蛙の子

そもそもは個人指導の宵のこと

高層マンション墓地の正面
鯛焼の尾を醤りつつまた塾へ
このごろ少し下がる偏差値

ＤＮＡのせいにしてをく
真実は遺髪が語る闇の闇

松尾一

枕草子を散らす枕辺

﹃クリスマスソング﹂

乾真希

水音に別れ話の声の消え

大野鵠士捌

クリスマスソング早々街中に
時間かけつつ選ぶマフラー
清水貴久彦

各務惠子

快速電車満貝で来る

決勝戦応援せむと誘はれて

鍋煮えて月はいづこへ行きにける

彦

各宙心

彦

大宙心

靴の形も色もとりどり

ひろみ

奉ヨ

今年まためぐり会ひたる花惜しみ

僻即

戯塚晶子

風車風はらみからから

︵於・岐阜西柳ケ瀬羽酒︶

平成十川年十一月十六日首
平成十四年十二Ⅱ十三日尾

彦一彦士恵恵一節一

幸ヨ

利酒したる訳にあらねど

露の宿れる露の叢
東信雪

ニゥ三男に店を譲って楽隠居

堀部ひろみ

大竹恵子
奥山節子

書道・カラオケ・ボランティア等

残業の窓から見ゆる月丸し
予約入れたる新酒葡萄酒

希

ゥ火祭りの炎の中に揺れし影
京の言葉をちょっと真似して
やんわりと断る技が身に付きい

幸ヨ

公園に子供がはしゃぐ昼下り

あてもなく遠い海見る旅の果て

み

彦

希

一寸法師五分の魂

かぐや姫涼しき月へ耳を向け

皇居ゆっくり巡るジョギング

新入生の校歌たどたど

大宙心

ダイエットお椀にかるく半盛りに

松尾一

大宙心

n句

恋愛ごっこすめば修羅場に

↓一

各宙心

止自

貝殻なぜに相似形なの

ノ

仙

肩口に花のひと片付けしまま
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1

歩｣

各

八
Ⅲ箙

歌

八東京・はねだ連句会ｖ

半歌仙﹃豆乳鍋﹄
今村苗捌
今村苗
藤松正子
山口和義
栗原暁子

豆乳鍋に宴の賑やか

手入れよろしき庭の閉寂

岩波浩吉郎

んこん
猿こ々
と浅間の出湯や冬紅葉

蓑虫は隈なき月をほしいまま
かけじ
白露に掛軸掛け下ろし見る

栗原宗八
義

朗

巴御前の髪の乱れよ

苗

義

すいばち

外つ国の人の話題はさまざまに

ゥ垂溌に夢を丸めて郁子の実を
行き交う想い秘めやかに燃え

正

義

帯といて少し拒んで雨の宵
涼風にのり子等のコーラス

暁

ノ

︑

朗

朗

正

暁

道祖神微笑みたもう塩の路
月光の砂に見つけた蟹の影
忘れたふりでごみ袋置く
松本にスーン・アライブあずさ号

小さき川を渡す鉄橋

ねぶ

仔猫に酒のつまみ舐らす

いざ行かん友を誘いて花の山

︵於・松本・浅間温泉・小柳旅館・静保庵︶

平成十四年十一月十九日首尾
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ヤちヤちヤちヤちヤヤちヤちヤちヤ子ヤ

八東京・Ｂ面ｖ

さア
ち

半歌仙﹃觜日和﹄
篤日和向河岸から声透る

お下屋敷の門に厚物

月の宴古九谷輪島運ばせて
七十路の伯母うたふシャンソン

粋

絆山鉾十弐朋十起朋電︵文音︶
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やうやくにユーロになじみ汽車の旅

白雲ぽかり冬帽子買ふ

ゥ神有月風土記の国はおほどかに

高き梯踏む姫みこの足

さらひ来て玉と尊みかしづきぬ

はげめばいつか塩の長者に

絵訶の子供の喧嘩口あけて

棒千切木が今は爆弾

痩女よるぼふ空に月涼し
太るを待てずさぐる新芋
昔々見たことのある山の貌
雪解の水の瀬音日増しに
初花のいとうつくしき二三輪
朱鳥来て舞へこの御代の春

内鈴
田木

八香川・燧連句会ｖ

歌仙﹃赤とんぼ﹄

群れに入り又離れゆく赤とんぼ

植松晴子捌

オカルトレディ羽織着用

ナォ蓬餅ならぶ屋台を覗きこみ

ペンにぎり奇せい発して経を読む

白装束の群れはいづこへ
満水の池に薄しげりたる
時折見せるどん亀の目

遊泳の気分如何と問ふ毛利

宮殿の窓より眺む月青く
望遠鏡にうつる菩提子

猫の寄り来て大あくびする

ナゥ視野届く限り果なし鰯雲

おみくじ引けば小吉と出て

神前に情しき音色鈴の鳴り

陽炎もゆる碑の辺

磑高く花浄土なる城の趾

平成十五年一月二十六日首

︵於・大野原町会場

平成十五年五月八日尾

へん

ウオッカーぐいと滅茶苦茶に酔ひ

総てを捨てて行くは地の涯

植松晴子
広谷青石
高森秋義

メキシコのマルガリータに口説かれて

仰ぐ大樹にかかる昼月

秋の海モーターボート水尾引きて

大石マキ子

マキ子

青石
秋義
晴子

マキ子

青石
晴子
秋義
青石
秋義

マキ子

晴子
青石
秋義

バンダナ巻いた異国船員
竹かごに毒を詰める作業終え

冷えた麦茶で先ずは休憩
ウタ暮れて影絵のごとき讃岐富士

はなぴら摘みて恋を占ふ
人怖じつ握手しただけランデブー

携帯電話サイン発信

研修が名所を巡る旅となり

関空一せい監視きびしく
月天の真只中に凍りつき

ありか尋ねる臭の声

銀行の火薬庫いつか火を噴ける
さだめ

血税使ひ後始末とは

うたかたの浮世の運命花に雨
輪の広ごりに蝸糾が尾を振る

青石
晴子
秋義

マキ子

晴子
青石
秋義
晴子
青石

マキ子

マキ子

マキ子

晴子
秋義

マキ子

青石

秋義
青石

アト文音︶
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八松山・東松山連句会ｖ

歌仙﹃鶯や﹄
鶯や御仏御眼閉じ在し
草芳しき山の辺の径
風船を追ひかけはしゃぐ子等のゐて

引越し荷物やっと落ちつく

時々秋の蚊を払ひもし

渡部伸居捌

ナォもてなしは朴葉に盛れる蓬餅

問はず語りにもらす来し方
駅前の路上ライブに人群れて

道幅狭め放置自転車

お互ひに勝手つんぼの堀炬燵

薬食とて喰らふゐのし閃

そのむかしモボと言はれし伊達男

刑務所暮らし援交の果て

弓を引く極意の技をお披露目し

名月を浮かべる淵に竜潜み
夜なべの母に送る絵手紙

こめかみ固く緊まるや災寒

ナゥけなげにも土佐のはちきん腕まくり

居
栗

渡部伸居
戒能多喜
大野順子
土居栗
高瀬照幸

幸

皓き鴎の舞へる岬鼻
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顔伏せて橋に友待つ十三夜
ゥ祖父の忌と盆の供養を懇に

後家に炎をつけし責任

なじみたるアメリカ兵の帰国して

主役不在に荒る嵐春場所
昼下り野点の傘へふぶく花

順
居

多

幸

彩変はりつ国シャボン玉飛ぶ

テレビ画面に写る現実

金よりも愛さへと言ふしほらしさ
イラク戦どちらも正義か瞳げつ魁

栗

多

株価のゆくヘフセインに訊け

牛も冷して馬も洗うて

︵於・松山市小野公民館︶

平成十五年三月二十四日首尾

夢描き涼しき月に酌める酒

順
居

幸
多

小川のよどみ稚魚の天国

西行偲ぶ旅はのどけき

故里の歴史は本にまとめられ
白寿祝ぐ宴は花のもとと決め

執

筆順幸居多幸順多居順幸居多幸順多居順

八二見・日の出連句会ｖ

半歌仙﹃水温む﹂
衆判

山根於

御辺卯

松井郁

けふの収穫浅鯏一升

竹林の青き日ざしや水温む
毛を刈るに逃げる羊を追ひかけて

乾きの遅き厚手Ｔシャツ

中世古正

平成十四年三月七日首

平成十四年四月十五日尾

︵於・山根於京宅︶
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雲ちぎれ立待月の見えかくれ

ふたりで持ちて大襖嵌め
ゥ火男もおかめも老ひて村祭
天気予報の又もはずれる
本命と決めて秘かに接近す
ライスシャワーを浴びてはにかむ
三つ指をついて待たるることもなく

赤い新車で高速道を

安土城上り来る月寒々と
年末賞与で父に買ふ酒
コーラスはオールシルバーで﹁童謡﹂を

湯けむり淡く烏帰りゆく
幡槌せて花満開の薬師堂
蝶の舞ひ来し窓によりそふ

京郁京郁京郁郎京郁径京径郁京經京径子

を

ひよどり連句会ｌその一Ｖ

鈴廣ひ鈴廣ひ鈴廣ひ鈴廣ひ鈴廣ひ子

ハ神戸

ひ
廣で

品川鈴子捌

鈴

歌仙﹃言の葉﹄
言の葉の行く末おもふ今朝の秋

月の宴に琵琶の競演

駒迎へ緋の藍を匂はせて
いい歳をしてさらす生き恥

反り屋根の四方八方夏雲に

ナォたはむれに風車買ふ老二人

バックミラーをよぎるモンキー

芸もなく反省ばかりさせられて

句会の後の道の淋しさ

白地着て商ひなれし僧と禰宜
ナポレオンてふ熱帯魚飼ひ

浜風の項くすぐる遠き島

身篭りしとは知らぬ存ぜぬ

金せびりお茶屋通いも板につき

妙な刺青顔面に彫り

酋長と月を待つ間に交はす盃

村を総出に木賊刈らるる

ナゥ骨董のくさぐさ磨き秋収め

歯の痛みにも効きし鍼灸

まじなひのおためごかしに励まされ

フオッサマグナをたどる旅立ち

公達の誰かどはかそ花の山

鐘の供養に布施はいかほど

秤鰄什皿蓉十一一一朋十起叩津︵文音︶
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篭枕には飴色の艶

ゥ当節の愛の鞭とふ怖きもの
浮気どうしの仲をとりもち
喜望峰めぐりの船へ逃避して

ひげの男の素姓わからず
諸んずる﹁戦陣訓﹂はぽろぽろに

主演賞みな黒人が受け

はるかなる沙漠にをりて冬の月

空輸の鮪こちこちのまま
銀行は当てにならじと壺に貯め

鷺も抜き足差し足をして
どこの家も出払ってをり花の昼

啄木の忌に歌帳失ふ

品内木
川藤下

鈴ひ廣鈴廣ひ鈴廣ひ鈴廣ひ鈴廣ひ鈴廣ひ

八神戸・ひよどり連句会ｌその二Ｖ

百韻﹃竹工一屋

抱負などなきが幸せ迎ふ古稀

巡ぐりめぐりてはやりゆくもの

花好きが興じて花の庵建つ
仮面の鼻のゆるぴ出す春

毛生薬で夢を買はむか

ニノ折舶子のトロ箱高く積みすぎて

濃茶入れ話題ころりとすりかはす

品川鈴子捌

一ノ折白のれん掛けて卯月の竹工房
野口喜久子

高橋照葉

きいぎぬにたっぷり使ふ化粧水

草にも錦陶で名を成し

羽衣のシテ仕る月見舟

電子辞書引く賜の早贄

財布の中はカードばかりに
ニノ裏渋滞のせいと言い訳盆の僧

泣く子にはその子の意地を通させて

巨人を破る虎の反撃

遠くより車つらねて清水汲む

蟻地獄あり走り根の洞

干梅の匂ふ軒先月明り

戸締りを泥棒に聞く世紀末
馴染の屋台お帰りと言ひ

着崩れ直す書架の片隅

癒へて探ぐらる恋のあれこれ
橋詰に蛇の目の傘を回しつつ

窓を開ければ揺れる風鈴
道おしえ先へ先へと進みゐて

鍜治繁子

堀田美智子

水平線に豪華客船

一塁目

昭小

昭州

美

一皇宮

美

一皇宮

昭岬

昭小

美

圭皇宮

美
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一塁巨

美

読みづらき野晒しの文字なぞりては

秋の七草ひとつ忘れる

月皎々記憶の底にたどりつく
角を切られてうづくまる鹿
一ノ製ボジョレーの荷が着く店に長き列

牧閉ざしたる由布院の丘
逢瀬にはわざと時計を隠し置く

命に換へて君を守らむ

行き場なき恋の附墹に嵌まり込み

南無阿弥陀佛他力本願

手習ひは思ひつきたる時よけれ

国をあげての産児政策

堂音のついてくるごと寒の月

狙った獲物鷹に取られる

み､

fr

泰

照泰喜照泰喜美照子喜照喜美照喜美照喜美照美喜照

受話器隔てて熱き口づけ
さりげなく女性遍歴しやくらせる

覚えてゐてねこんな私を
鬼刑事たりしは昔雪駄履き
たまに虚しくなることもあり

冗談を言ひ合ふ仲間ゐて若し

混じりこみたる薄氷の砂
花の下太極拳の息づかひ
天までとどけ揚がる連凧
ニノ折愛用の鞄と共に春惜しむ

鰐の骨切り板前の技

三ノ製黄菅咲く最北端の見張り小屋

女心を知るや知らずや

ゆるやかなカーブで増える体脂肪

蛙合戦池をはさんで

告白も別れもみんなＥメール

門前市に求む菱餅

いにしへの都大路に春の月

北枕してかげろへる浬藥像
子供部屋から掛算の九九

何につけても興味本意に

送られし俳句雑誌のうづたかく

画廊受付け羅を着る

笹百合は谷間に雲をひきながら

啼残ノ大蜘蛛にあはて塩壺取り落す

離れて分る胸のときめき

肩を寄せあひ歌うララララ
病弱の彼を選ぶか見捨てるか

影のびて気忙しくなる帰り道
遠くの方に火事のサイレン

浪曲の節こぶしまわらず

いつしかに炬燵の席の決まりゐて

拉致のこと憤慨ばかり次々と

今ジ且

−うぐ1

栄螺の壺にひびく海鳴り
生欠伸ばかりしてゐる屋根の猫

嶺に夕映え淡くかかりて
それ以来気持のかよふこと多し

洋髪で嫁しじわり角出す
遺言は私だけにして欲しき

甲斐で求めし水晶の玉

久々に明るき報せノーベル賞

冷気抱きて山の眠れる

水没の決まりし村の月の冴え

将棋の好きな当直教師

貴重袋に住基番号

モンゴルヘ新大関の里帰り

高
橋

三

喜泰照美子泰照美喜泰照美美照泰喜美照泰喜照泰喜
千

泰照喜泰照喜泰照喜繁美喜泰喜照泰喜美照泰喜美照

弛まぬ努力きっと実りて
絵便りは下手でもよいと教へられ

六根清淨杖を頼りに

盃にさし込む月のひとしづく
早生のみかんの香りただよふ

子役達者な名残狂言

顎ノ鴫の立つ沢の彼方に浮見堂

丹精の野菜歪を自慢にす
つれづれの旅西へ東へ

飛石濡らす暖かき雨

平成十四年五月二十四日首

︵於・柿衞文庫連句教室︶

平成十四年十一月二十二日尾
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ひょいと出るお国訓りの懐かしく

祝の膳に鯛の浜焼

点出しの鰻幕に花ふくらみて

泰照喜泰喜照泰喜照泰喜照喜

八神戸・ひよどり連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃ほころび﹂
品川鈴子捌

メーデーの旗を掲げる仮装して

ほろ酔ひ気分日比谷公園
朝夕に慣ひともなり太極拳

野口英世を知らぬ若者
結界の内より外の風涼し
螢袋の咲きてふっくら

紙のつぶては愛の誘ひ

うたた寝はやはり貴女の膝の上

看板の﹁油断大敵﹂剥がれ落ち

入れ替へにほころぴ綴る薄暑かな

岩田登美子

芳野正子
須賀悦子
内藤廣

文机を這ふ青き尺蟆

聞き耳たてる鴉おしゃべり

全優の生徒は秋のチマチョゴリ

枝豆つまみほっとひと息

旅で立ち寄るベルリンの壁
月に住む夢かなへむと積立を
正

木村美猫

森倭子

悦

比較にならぬ脳の重たさ

師

岡

︵於・鈴の音教室︶
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先輩の能面展に招かれて
ふと見れば物干台に望の月

椎茸の楕続く段丘

落鮎を串にかざして小商ひ

熱おびる長寿話に果てもなく

芳名録に筆字鮮やか

登

ここよりは塩の径とか花の雲

廣
倭

髪の香りに名残り惜しまん
おみくじの恋の成就を今更に

美

無人の島をかけ廻る馬

悦

平成十四年六月十六日首
平成十四年八月十八日尾

光こぼれて生まる蝶蝶

病室に七つ道具を取り揃へ
国会延びて逮捕いつやら

登

倭

美

ペットボトルに寒の水受け

煉炭を使ひこなせる料理長

廣

悴かみて瓦礫を撫づる地震の月

包を解けばあさり蛤

正

彩の槌せたる歌切りの軸
暫くは臨時停車の花の駅

洋

洋廣美登悦洋倭美廣悦登倭子廣美登正悦

ハ神戸・ひよど︑ソ連句会ｌその四Ｖ

辨起皿﹃田一枚﹄
田一枚植ゑて立去る柳かな
せめて見送りわめく葭切

小原みどり捌

句をつけ探す笠着俳譜

ナォ代々の長押にかかる落し角

皮算用の孫はスターに

お目あては臨時休みの札下がり

夏の富士近い噴火の予知さかん

小原みどり

辞書をひきよせつのる想ひを

三段腹も水着きこなす
影向の松に囲まる嫁が島

松尾芭蕉
坂口三保子
田中千代子
み

新幹線座席は順に決まるらん

山口杏子

リフトの足に触れるコスモス

月の簗かかれば雑魚もじだんだし
千

み

杏

猛犬ありと独り住居に

観光課より案内たのまれ

ナゥ動きゐる鴫の早贄後生楽

︵於・毎日教室︶
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相性は良しひょっとこと言はれても

おんぶばつたは川を越せずに

あれそれだけの話通じて
月の宴下戸は肴に箸のばし

千

婿と言わせてはげむ通勤

ゥ提灯の名前くっきり地蔵盆

亡命さわぎ電波乱れる

やきもちの笹紅をしておちょぼ口

茶房にて政治非難に刻過ごし
サインコサイン他は忘れて

平成十四年六月十三日尾

平成十四年五月九日首

はるかの島へ霞む大橋

み

千

千

甲板の月に向ひて豆を撒く
媛炉のぐるり纐裸乾かす

み

姓みな同じ重い旅の荷

学校をさぼりて乗馬教室へ

味変るぽっと胡椒をふりかけて

保

花衣身幅をひろげ縫ひ直し

ワールドカップ消ゆる強豪

千
木口

木口

老木もかくしゃくとして花万朶

焼蛤の匂ふ街道

保み杏保千み杏保千み杏千み保千杏千み

八神戸︑ひよどり連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃引率﹄

風にさゆらぐかたぐりの花

引率の集合卿叺春の丘
新作の弥生狂言笑ふらん
紅茶の香り賑はひに添へ
苑めぐり城のお堀に月今宵

栄転話さはやかにして
ゥ赤道の豪華客船盆踊り
ぐるぐる回る大きアンテナ

デートに誘ふ千と千尋で
夢枕はっきり見えし君の顔

堪忍袋破裂寸前

街角に焼肉の店復活し

滴りの洞アトリエにして

品川鈴子捌

長

ナォ流される雛の彩に川染まり

パラリンピックしあわせの村
トラックの箪笥にリボン峠ごえ

別居の婚はいつも新鮮

コーンスープ幸せすくふ銀の匙

おしゃべりおばさんだんまりおじさん

うたた寝に上着をかけて窓を閉じ

押しくら饅頭子らにまじりて

炉開きにまた煙されて自在鉤

もうそこまでかまだそこまでか

名月の関西空港滑走路

のそりのそりと穴まどひする

ナゥ枝豆を大盛にして酒交し
棒立ちの子に着せる振袖

週末の売れゆきアウトレッドにて

時計のねじを巻くだけの役

捨犬の尾のふりっぱなし花の下

新入社貝うける譽策

平成十四年二月二十一日首

明範

︵於・ハーバーランドＫＣＣ︶

平成十四年川月十八日尾

−255−

鮎

範明治

範明治

明治

明範

明
明
明曜
範治
明

子
代鮎薫子鮎子代薫子子鮎子薫代子

薫

畠野

治曜
野

木尾川

治

月涼しどっさり象の落しもの
与野党も官庁も粗さがしあひ

腹へこませて映す姿見
いち早く靖国神社花開き
飛ばんともがく風船の束

荒牛谷北勝
水

子子鮎子代鮎子子代鮎薫子子代鮎薫子子

八大津・広野連句会ｖ

脇起歌仙一夕霞﹄

鏡に写る孫の初難

おのずから結び目とけし夕霞
きなこどり

村木佐紀夫捌

村木佐紀夫

橋間石

夫

中島ふゆみ

小物ばかりを一竿に干す
月代に甘さ抑えし餡の味

黄粉鳥鳴き続けたり袖垣に
南天の実の垂れるゆたかさ
ゥ秋冷のミサに集まる人の数
此処にも渡る木の橋のあり

み

夫

み

ナォ路地裏に壬生念仏の鉦の音

展げし絹に待針を打つ

かね

年上は鉄の草蛙で捜せとか
向かい風にも泰然として

遺された子と明日を占う

沈黙の冬田一枚寡夫に添い

晴れたれば山頂に立つスケジュール

何はなくとも鮭と梅干し
親知らず還暦過ぎて親不知

竈馬に逢って寂しさを知る

町内会の世話で忙しき
提灯
を吊す梯子の上の月
いとど

夫

子

羽根を広げて蝶の如くに

髪を染め今年の花を見にゆかん

締め切り近き原稿上げる
禁煙を始めて既に十余年
菜飯に添えし田樂をまず

子

貫く海女の愛は実りて

み

ナゥ秋茱萸の少しの澁さ懐かしぐ

猫には猫の指定席あり

子
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助野昭子

見つけたり奈落の底に光るもの
傷に秘む断てぬ因果を限りとし

夫
み

ただの荷物とパラソルが邪魔
ロビーにはアマチュアたちの写真展

み

秤鰄什皿嘩雄岨一汁蒜肥雷︵文音︶

遠雷を聞けど近付く気配なく

ビルの谷間に朧月濡れ

夫

子

花の散り佳境に入りし平家琵琶
おたまじゃくしに父母はなく

夫子み夫子み夫子み夫子み夫子み夫子み

八東京・風蘭社ｖ

﹃藤の一屋

藤の房トンネル出る時入る時も

若尾よしえ捌
若尾よしえ

臼杵勝兒
茂田キヨコ

ナォ耕しの人等ちりばめ錐子の声

菌を植えつけ楕木並べる

箱物が出来て負債のつけ悩む
猿を除けんと張れるバラ線

霞をとかす伊豆のおどりこ

隠し湯に世間知らずのしのび逢ひ

初島の海底ケーブル切られたり

巫に聞く神の託宜

白き杖つき秋の道行く

株もだめ金利も低いどうしよう

ナゥこだわりの石臼で挽く走りそば

世は変はれども武士の末喬

どの抽出しも趣味の耳かき
月仰ぎ連歌序破急巻きあぐる
み

町田順風
川澄みよ
稲葉道子
成田玲子
道

刺青も芸術のうち義の一宇

平成十五年五月十八日首尾

執

︵於・世田符地区会館︶

姫皇女囲み御所の麗日

花筏岩場に走る放ち鮎

デジタルカメラフィルム要らない

．

大リーグゴジライチローのびのびと

風

み

．

風

道

罵え

勝

玲

心籠め写経満願花吹雪

体内時計酒を欲しがる

車椅子初老の夫いたわりつ

姿隠して見えぬ軽鴨

ざし
噴水が月を挿か頭
に夜の街

ルンバのリズム流しコーヒー

赤い糸探し当てたる豪華船
ぞっこんの女二まわり上

鏡見ながら化粧念入り

ゥ柳散る下に誰をぱ待つのやら

子等で賑はふ虫売りの店

望の月ビルの谷間に射し掛かり

絵手紙の春季講座を楽しみに
ひとりぐらしの自由気儘さ

遠く近くに笑ふ山々

仙

蝶を追いかけ孫はよちよち
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歌

筆風玲．瀞．み玲道み玲え風み．勝．玲

八仙台・北杜連句塾ｌその一Ｖ

﹃政庁阯﹄
狩野康子捌

ナォゆったりと舌を出してる大浅鯏

親の勧める司法浪人

ダフなりき開いて閉じてジャンプ傘

ごみ収集車通り過ぎてく

内鍵のかけられている侍女の部屋
ファイバースコープさぐる肉裟

常備薬探しあぐねて笹糘
玉虫色で手打せしこと

痩せましょうあなたの妻になれたなら

秋田てる子

熊坂昌子

狩野康子

松ノ井洋子

屋上庭園月を歓迎

木下闇より飛び出せる猫
エントランスで交す目礼

チェロ奏者弓水平に構えいて

大釜に湯気たちのぼる芋煮会

なめいし

垂石よう子

て

よ

花燗漫幻のごと幼き日

︵於

名残の霜に忘れラケット

日日

洋

て

弓

平成十四年九月
十Ｈ首
平 成 十 四 年 十 一 月 一十六日尾

よ

未完の大器と言われ続けて

金ぴかの釈迦は御利益薄そうな

パパイヤ極め次はドリアン

ナゥ還暦の祝いにハワイ行き決める

舟を肪えば翔ぶ沼太郎

谷田部弓子

白撫子の咲き残りたる

誇りでもある硬きペンだこ

新首都はいずこに定む夢二の忌

日日

洋

バッカス神を嚇す蜜蜂

て

絶唱ならんひとり寝のうた
恋秘めしまま斉王の下りゆく

弓

一本の電話が暴く事故隠し
国から国へレクイエムの輪

御簾の端より零る打衣
山腹に狐火が揺れ眉の月

内閣改造畳裏替え

時経りて獄中の文母の許

戸ワ

大理石の像がほほえむ月宮殿

走り梅雨斜面さびしき政庁趾

仙

憂諺を花前線が吹っ飛ばす

執

双葉西集会所︶
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歌

筆昌よ洋昌よ弓て洋昌康よて洋昌よ洋弓

かさね

ハ仙台・北社連句塾襲ｌその二ｖ

歌仙﹃ヒースの丘﹂

たたなはるヒースの丘や夏時雨

見え隠れする子連れ雷鳥
和綴せる郷史拾遺を戴きて

狩野康子捌

狩野康子
山田史子
佐々木嘉宇
商橘玻斗子

木田眞智子

望の月茶篭の中に小宇宙

史

佐藤千枝子

点眼一滴色よみがえる

ナォ草餅を焼く糟糠の妻が傍

過去を餌とし太る甘藍

カーナビに託して走る闇の道
ハッカー達を狙ふハッカー
寝筵の干され工事の仮事務所

牛狂ふ世に若者のもの想ひ
気軽家出のメル友と会ふ

海浜公園照らす桂男

そば

ヤンママのアクセサリーにベービーは

脳の疲れを癒す竜胆

台風の章駄天走りしたる跡

︵於・佐藤宅︶
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築二百年移築終りぬ

虫の音色を聞き分ける母
指ほっそりとヘッドハンター

ゥ行く秋の酸味の効いたモカマタリ

漫画家泣かせの政治家が増え

ナゥ黄昏るる体内時計酒温め
玻

眞

残る寒さにイコン鮮やか

間口一間屋号暖簾の古びたる

平成十四年九月十三日尾

平成十四年七月二十二日首

春光溢る新生児室

響みたるパイプオルガン花の席

とよ

千

宇

史

夢に坊ふ禁断の辻

千

眞

俎のイラク破裂に殺意なく
源氏祖とする偽系図あり
さびしげに怖く陶の少女像

児童の減りし校舎枯蔦

史

贄沢の果てノンカロリーを心がけ

千

玻

大寺の婿の寒声月弾く

特急停まらむ不幸幸せ

康

散りし花眠らぬ川を流れゆく
小町の忌なりしたたかに老ゆ

玻宇干眞史千史玻眞玻宇康玻史干宇眞宇

八伊勢・勾玉連句会ｖ

歌仙﹃靴音東２
藤岡よし子捌

藤岡よし子

斉藤正子

山口龍一

当歳の馬育つ雪中

凍てつきし靴音高く戦士ゆく
通販の申し込み害に記入して

活断層の上に在り慣れ

ナォななたぴの神戸の春は巡り来ぬ

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
鰔錬ぴろんとぶら下がりたる

大急ぎ洗った顔は平面図
着信音は丑三つを過ぎ

風を遊ばす萩のひとむら

名画座のテネシーワルッ眉の月

億劫な記憶の底を揺するもの

よし子

杉本静子
埜口恵美
山口手巻

﹁ゆとりかねもち﹂趣味も程ほど

ナゥ蟠蝉と眠りの際をわかち合い

平成十四年一月
平成十四年二月

龍一

よし子

幸子
静子
恵美
澄子
静子

龍一

幸子
澄子
澄子

よし子

よし子

静子
幸子
澄子
手巻

幸子

十六日首
十六日尾
︵於・伊勢観光文化会館会議室︶

暮らしあたたか裏町あたり

竹棒の先数珠子きらめく
士清の反古塚に降る花無尽

飛行桟とロープウェイの遍路旅

静子
よし子

小西澄子

トレッキングはほどよい距離に

ボジョレヌーボーはやも解禁

ゆめ閉じ込めし球根の箱
水平線大きなる月昇り初め
ゥ面つけて駄々これているハローイン

拳をあげる父は江戸っ子
おかしさは罪の深さの弥治郎兵衛

残生という明かり掬いし

龍一

正子
静子

獲る獲らぬ冬期五輪のメダル数

栄誉計るも金銭の沙汰

西村幸子

龍一

よし子

夕月ほのと簾越しなる

日中国交転換のとき

正子
静子

鍵善の葛きり添えて盆点前
上人のおん目のしずく無量光

行きつつも奥なお深き花霞
揺り籠の唄遠くのどけし
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ナォ微笑める嬰児の身近をあやす蝶

嶋と鴫とをつなぐ吊橋

テロ支ふ悪の枢軸名指しして
退宮後には好きなパソコン

肩凝りに涙ぽろぽろ土用灸
祭の笛もはたと途絶える

しっかりとしがみつく手の可憐にて

胸乳の瘤き止める術なし

読むほどにハリーポッター引き込まれ

土居栗

栗月竜眸波竜月栗眸波竜月栗眸波竜月

八松山︑松山連句協会ｖ

青野竜斗捌

眸

歌仙﹃潮騒﹄

磯馴れ松吹く風はや嵐寒

静竜
静玲

月待てば潮騒とみに高まりぬ

床の掛軸﹁寂﹂の一文字

ブランド物にいつも執着
にほ
藁塚月夜棚田千枚照らす里

庭
面散敷く木犀の金
いしづち

ナゥ石鎚山を仰げば渡る雁の棹
茶仙陸羽も賞でし茶の菓子

条幅の墨絵のぼかし美しく

水琴窟の音の妙なる

花満ちて湯築城趾に人あふれ

衣冠束帯蹴鞠のどけし

平成十四年十月二十日首尾
︵於・松山市友輪荘︶
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波斗
眸波竜月玲眸波竜月玲眸波竜月幸

マンションに招かれ新酒酌み交ひて

天幕村の朝のにぎはひ

ふうりんの音色やさしくぼろりんと
すだま

謎が謎呼ぶ拉致の北鮮

ゥ魑魅棲む森の深しに踏み入らむ

車に乗れば彼の残り香

ひと手ごと溜息もらすへぼ将棋

惰心叱陀す夢の父親

ゆ

鄙びたる温泉宿に逢瀬重ねをり

炬燵の上で鱒るチン

梵鐘の響きに冴えて昇る月

調教終へて畷る珈琲

ひたむきに叫ぶ総理の核廃止

冥想に耽ればかかる花吹雪
パントマイムの芸に春光

石荻岡小青
丸山本倉野

八松山・松山連句教室ｖ

歌仙﹃牡丹鍋﹄
井上弥生捌

吉金白目

小倉静

井上弥

障子に写る庭の松ヶ枝

師の在さば共に囲まん牡丹鍋
連弾とおぽしきピアノ間こへ来て

永井政

武智紀

戒能多

武智真

水琴窟に心澄みゆき

ナォ産士の竣工式も麗らかに

株価下落は止める術なく

無残なるイラクの民を想ふ刻

冬帽深くかぶるあの女

くくりたるままに枯れたる桑畑

生涯かけし恋とうそぶき

柔肌にほりたる竜を秘めもして

志立て出づる郷関

鮮やかに画面明るきハイビジョン

今年米炊く香りほのかに

山の端に弓張月のかかりをり

文化の里といえる吾が町

ナゥ入賞の子等の合唱赤とんぼ

背ナを伸してあくびする犬

露天風呂・カラクリ時計・足湯など

︵於・松山市井上宅︶

見果てぬ夢につのる春愁

人に酔ひ花に酔ひける花の昼

平成十五年二月十五日首
平成十五年三月十五日尾
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休日なれば振るうアイアン
海苔粗朶を挿す遠浅の月明り
ちびりちびりと新酒たしなむ

松永由

ゥ病む母に作りまいらす菊枕

善光寺へと詣る相談

年頃の丸く可愛ゆき膝小僧
ひとめ惚れとはほんにこのこと

横綱の朝青竜の技と意気
団扇片手に寄れる縁側
満月も目立たぬ程の大花火
根昆布飴を舌でまるばす

あざける如く鴉啼く原

営業のトップあらそふ棒グラフ

雪洞に枝垂桜の浮きあがり
わらび餅売る老舗にぎはふ

紀多波由政真白多弥波紀由子美喜水波生

波弥政紀弥波紀政波弥政紀弥波紀政弥波

八東京・窓連句会ｖ

歌仙﹃紅葉散る﹄

ナォわらべ唄田を打つ里を流れゆき

仕事の区切り交す枡酒

江戸から続く染物の店

坪庭の石の配置に腐心する
野口敏子

渚のホテル記念日に行く

散歩道鴉のリーダー胸張って

鍋の奉行はいつも父さん

祝ひ着のぽっくり重げ千歳飴
内田さち子

思はれて行方も知らぬ恋となり

白濱節子捌

敏

紅葉散る掃く手休めて眺めをり
すやすやと眠る子夢にほほ笑みて

菅野陽子

水音絶えず寒き夕暮

コーヒーの香にしばし安らぐ

ち

牧場を駆ける仔馬親馬

太棹の音のたたら踏むごと
年令重ね花の故郷なつかしむ

明日待たるる中国の空
老若の机並べて学びゐる

ナゥこっくりと篤の甘露煮仕上りて

葬列はるか彼岸花群れ

魔女一人影曳いて飛ぶ月赫し

床屋のしるし無限回転

ややあって驚く月の丸きこと

小林純子
深井玲
鈴木アヤ
白濱節子
小林和恵
ヤ

平成十三年十一月二十四日首

三

月

︵於・東京女子大学同窓会館︶

平成十川年一月三十一日尾
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秋の鵜飼を誘ふ文来る

ゥ白々と荻の綿穂のゆれ動く
あれかこれかと天秤にかけ

無菌室療養中の人思ひ

小さき電話握りしめられ

玲

儘即

ライオンキング満員御礼

難関を何かと総理切り抜けて
なめくじが銀の糸引く月の夜

杉浦喜久代
純

倉橋澄子

板東太郎今日は静かに

ヤ

陽

箸にのがせし冷麦の赤

この先に何あるらんや花の雲

杖つきて探す記憶の道祖神

島のお土産細螺おはじき

尚

節恵子澄純陽代ちヤち陽代敏陽ち玲澄代

世

八神戸・摩耶連句会ｖ

歌仙﹃行雁の﹄
佐野千遊捌

目覚し時計遅れがちなる

ひとつコートをかぶるカップル
ハネムーンは地球の裏の島と決め

ナォ到来の若鮎さっと塩利かせ
土間ぬけて来る加茂の夕風
読みさしの笈の小文に栞して
首をかしげる庭のめんどり
焼いもの笛がとまりし坂の下

伊藤秋二

窓明けて刈田の日差しまぶしめり

橋間石
吉田不可止

川面にとどく岸の芽柳
藤原繁子

行雁の消えなんとして光りけり

屋内香らせジャムたきあがる

ネクタイを外せば蝶のたわむれて

後の月見の趣向あれこれ

ナゥマニキュアをピンクにかえてクラス会

﹁すこやかケア﹂の通知まいこむ

鳴き下手も脇役となる虫時雨

河原喜美子

誘われている鹿の角切

不

岩井秀子
野崎昭子
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月祀るしきたり孫に教えこみ

女らしさのにじむ物腰

ゥくぐりゆく萩ほろほると散りこぼれ

蛸薬師みち京のあまから
短夜の話し上手に聞き上手
名水百選刷りあがりたる
秋

乳母車押して花散る岡の辺を

秀
昭

贋物くさき瀬戸の大皿

繁

風呂敷のはしに仮名文字うっすらと

月の屋台にきゆつと熱燗

︵於・神戸市男女共同参画センター︶

平成十四年五月二日首
平成十四年九月五日尾

野点の傘のゆらぐ陽炎

ふり返りふり返りつつ燈下る

秋

︷皇宮

ここ一番と振った春の目

おおぶりの蕪に女のこと思い

繁

不

昭

秀

携帯電話ふと遠くなる

蚊柱の立ちたる露地の行きどまり

咲き満ちて影も明るき花の昼
お遍路さんと会釈交わして

秋繁不昭秀喜喜昭秋秀不喜繁昭不繁秀喜

ハ丸亀・丸亀連句会ｖ

半歌仙﹃花菖蒲﹄

触れ合ひの淡き世に居て花菖蒲
はづ

声弾ませて繪日傘動く

里山に馴れ軽トラが愛車にて

たか

ぬ

な

今井水映捌
松岡遼

今井水

広谷聿月

鎌田耕

平成十五年五月五日首尾

︵於・八仙書屋︶
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子等の土産に鳩笛を買ふ

葡萄稔る異国の月を盃に
秋を彩るボレロの調べ
ゥ哀しみも昂ぶりもある萩の辻

胸の谷間に汗しとどして
曽根崎の森に行きつく就さぬ恋

拉致の家族の思ひそれか︑
シアトルは来ずソユーズに助けられ

アザラシの怪我一面に載る

東て月の我が故郷は無人駅

畷る冬至の粥温くきこと
鮮やかな筆勢躍る料理札
楽勝の見込はづれし市長選

お遍路の読経見事に花の寺
つばくろかえる独り居の軒

石雲映仁石雲石映仁石映雲仁石仁雲映雲

八日立・水無月連句会その一Ｖ

﹃蓬餅﹄

聡を間く杉の切株

堀江水城捌

一杯のスープに力わきおこり

闇に紛れてアフガン国境

脱ぎ棄てた下着を探すけだるさに
絡ませてくるペティキュアの足
炬燵から猫逃げ出して逃げ出して

ナォ祢好と入学の子の集ひ来て
故宮を望む高層マンション

根本美茄子

堀江水城

リストラに耐えて明るき小望月

有為転変の世の面白き

試歩を伸ばして無断外泊
こぼれ玉拾って打てば大当
水

小岩菖蒲
雨宮文江
舟生笙風

抱いて帰るはボジョレヌーボー

鈴虫の音は空耳ならず

扇状の街の要と望の月

原稿用紙のマス目埋まらず

水

美

文

水

美

儘生
首日

︵於・東海村石神コミュニティセンター︶

平成十四年十一月十六日首
平成十四年十二月十四日尾

塔のかなたに霞むビル街

池の面の空を彩り花筏

濁声の唄遠ざかり行く

軒燈の消えたわが家が見えてきて

ナゥカラオケの反省会に菊謄
もってのほかの高額請求

夫の居ぬ間に真似る升酒
人目を忍ぶ逢瀬いつから

恋の娘に嫉みどころが湧いてきて

その日の便で高飛びの指示

文

妹生

青大将が梁に這ひゐて

水

尾を振る牛が陽炎の中

昔日

展望台の梯子降りれば

せめてもと茅の輪を抜けて拝む月

澪引いて小さき港へ帰る船

札束をケースに詰めて美人秘害

昔白

ゥ念願の明日は鞍馬の火祭に

校庭にふらここゆるく揺れてゐて

旧道や無人の店の蓬餅

仙

花万朶棚田へ注ぐ水のおと
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歌

菖文笙水文菖美水笙美菖文笙菖美水文美

八日立・水無月連句会その二Ｖ

長澤矢麻女

上条洲紅

歌仙﹃梅林﹄
大山とし子捌

梅林の一樹眼白の声しげく
句碑なぞりゆく崖の春風
大山とし子

小道具を確かめ雛を納むらん

ナォ遠霞幾曲りして信濃川
発表真近女性コーラス

導かるまま耳たぶ熱く

おにぎりの具種いろいろ彼のため

﹁物も言ひ様で角が立つ﹂とか

新妻の勘ねるを覚ゆ日向ぽこ

次々起こる小さな地震

大国のゴリ押し一触即発か

せっせと通ふとげぬき地蔵

念願の二世帯住宅親が建て

と

洲

矢

竹籠に挿す深山竜胆

紙芝居来て見入る子供等

宮本茂登

ワ露時雨ひとりと決めて旅立ちぬ

と

茂

犬連れの散歩コースは決まりゐて

ピアノの調べどこからとなく
雲間よりさっと射し入る月明り

隣の席の同じ着メロ

茂

矢

筒井香
安島茨穂

と

芒の原野被剥婆が過ぐ

ナゥ偕楽園萩刈る午後の湖光り

北の離れの離新らし

双蝶の舞ふ古里の昼

三の丸史を秘め花のゆんらりと

︵於・東海村石神コミュニティセンター︶

平成十四年十一月十六日首
平成十四年十二月十四日尾
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くっきりと餅つき兎望の月

偶然に好みの名所巡りつつ

矢

と

互いに交はすメールァドレス

茨

きっぱりとゴジラ松井は大リーガーヘ

タマちゃん人気いよよ本物
川面には揺れる月あり祇園祭
風鈴の音もこまやかにして
手入れよき格子戸続く宿場町
行列できる手造りコロッケ

洲

はじめてのネクタイ結び花の下

研究室を小猫がのぞく

矢と茨香洲茨茂洲矢洲茂矢香茂矢と茂洲

八日立・水無月連句会ｌその三Ｖ

﹃春の雨﹄
高木遥子捌

片野弥

高木遥

けぶる芽木山借景の庭

下

後藤算

大黒柱念入りに拭く

海原は満月上げて波静か
飽かず眺むるかりがねの棹
ゥ紅葉に酒盃重ねて日もすがら

不覚に漏らす電話番号

待ちきれぬ思ひの丈を隠し得ず
真紅のルージュためらひもなく

婚約のダイヤの指輪ひけらかし

路線バス行く朝霜の中

川の字に寝る子ら覗く夏の月
さいかち虫が篭をぬけだす
夢かけてメジャーリーグへ次々と

胸ときめかす壷の窯出し
枝垂れ咲く花にも神籔結びつけ

秋
山中木口

岩

膝に乗る小猫の鳴らす鈴の音に

瑞やかに幹を濡しぬ春の雨

仙

暖簾くぐって蕨餅買ふ

ナォ日の永き旅の土産がまたも増え

幼な馴染は今も美人で

久に逢ふその背が少し勘ねてゐる

そこが魅力と殺し文句を

せがまれて雪の一夜を共にする
ランプシェードの淡き火影に

奥久慈に建ちし駅舎はログハウス

正午を告げる童謡流れ

どこからかもののけ姫が現はれて

国境のなき医師団がゆく

焼土にもテントにも月僅々と

白萩折りて空缶に挿す

選挙事務所は賑ひてをり

ナゥやや寒にそそくさと着る割烹着

広告を剥してまはるボランティア

雲吹き払ふ風の立ちたる

うすむらさきに霞む山脈

鯉の背にうららうららと花筏

︵於・東海村石神コミュニティセンター︶

平成十四年十一月十六日首
平成十四年十二月十四日尾
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歌

里算遙弥弥算算遙月弥算遙弥弥算子恵子

杏秋弥遙弥算算遙遙算算弥弥杏遙秋算弥

八仙台宮城県連句協会ｖ

歌仙﹃花野﹄

勝ったことだけ言うギャンブラー

ナォ苦笑う考古学者の目借時

トンネル抜けてぱっとパノラマ

奇術師の我は空からコイン出し

少年の汚れを知らぬ指迷い

狩野康子捌

バカラの割れて今日は仏滅

男の汗は真闇で臭う

禅寺の栄枯盛衰あやめ草

佐藤千賀子

狩野康子
柳生聡子

母を追う花野はいつか手暗がり

気付けば独り山に望月

発泡酒泡の分だけ税増えて
覆面パトカー巡回中です

パピルスに淡き仮名文字秋閑けて

高橋玻斗子

とんぼとんぼとんぼ目指せ大陸

高階にシャコンヌの会開かれて

太巻ずしの両端が好き
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魚の眼の何みつむらん

ナゥ櫓田を夢いっぱいの﹁はやて﹂行く
光

ダーツで当てる豪華商品
父帰る大笑いして花の宴

玻

三日月のドライアイには突きささり
史

高山達雄
浅野史郎
浅野光子

ダイバーが昆布の林通り抜け
ゥ窓辺には反り美しき木沓あり

ラジオ体操ばらと夏雨

出産予定日誇らかに告げ
未来へと愛は沸点ラタトューュ

天狗の鼻に菜種梅雨降る

北寿雄
紀

守秘義務のある猫の集会
荒海に自爆を辞さぬ工作船
生涯ちゃめっ気持ちし真打

聡

史

秋鈴
田木

︵於・勾当台会館︶

ヘディングのベッカムヘアーに乱れみえ

光

康

広場に尼僧鳩と戯むれ

聡

千

平成十四年七月二十九日首
平成十四年十二月十七日尾

東み豆腐干すふるさとの家

花盛りハーブ奏者は紅一点

冬の月長兄旅にみまかりぬ
淡雪になるフィレンツェの朝

て文

文史聡千千て史光て文聡光史子男紀寿康

る

ハ相模原・八千草連句会ｌその一ｖ

静けさ破るブルートレイン

ナォさわさわと露地栽培の活独・水菜

単身赴任悪くもないぞ
短夜の枕の下にある写真
角出す妻へ思案投げ首

濡れている森の空気を呑み込んで

山元志津香

温もりの猫抱きしめて逃げられて

歌仙旨ポット犬﹄

うちわ風歩き通しのロボット犬
和田美代子

浅丼よしみ

山元志津香捌

廊下の隅に燃えるサルビア

御香煙おつむ胸膝せわしなき
我楽苦多市に掘り出す銚蘆

時

知

幸福駅の切符掌にあり

花の虹メロスの蹄高鳴りぬ

滑走路には残る淡雪

亜米利加へ移住したがるエスティシャン

あの古時計今もチクタク

ナゥ幕間に新蕎麦すする吉右衛門

餌も付けずに鎧二十匹

飯田泰子
田中時子

あすの体日名所見物

塾へゆく姉妹おにぎり頬張って
五時を知らせる曲は﹁この道﹂

知

香

春日久

中村禎

平成十四年八月六日首
平成十四年九月六日尾
︵於・世田谷タウンホールらぶらす︶
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夜々の月めでる狭庭の陶の椅子

よ

絹雲を透かし明月走りゆく

山下しよう子

香

ぶらり瓢箪ひと筆に描く
ゥ秋探し父停年のきまま旅
安達太良山のゆれる稜線

倖せですと嘘をつく女

池島知佳

君の手に背中押さるることもあり
カラオケのオールド・ジャズに酔い痴れて

美

大砲台に置きし手袋

し

発泡酒だけとうに売り切れ
池冴えて月の小舟の影もなし
ボストンの中には昭和万葉集

美
時

東杏奴

とんびの攪う子のハンバーガー

ひたすらに花を守りて髪白し

産士神も春の夢見る

泰よ杏香禎久久泰子子泰し香しよし時香

八相模原・八千草連句会その二Ｖ

歌仙﹃家猫に﹄

食前食後残暑満々

家猫にまだなりきれず鳳仙花
望月に影踏みをする児等もなし
電子メールではげむアクセス

高木厚子捌

ナォ夢にみた鱒のムニエルデパ地下へ

あちら向く間に財布すられる

口元をぐいと引きしめ写楽顔

古いお蔵で錆びた閂

大江戸線今日の冷房利きすぎる

うはうはうはともてる金持

五月場所呼ぶ幟くれない

あんまりな樟りもなく抱きあい

夜更けを知らぬ雀荘の窓

当節はワンギリという困りもの

舟橋千枝子

高木厚子
打駕元子
物江晴子

叩島英子

一兀

山上湖早や凍り初める

とんとん拍子で売れた住宅

︵於・相模原市立大野南公民館︶

平成十四年十一月二十一Ｈ尾
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ジーパンと袴姿の闇歩して

ベッカムの人気天井知らずにて

路地一歩出れば既望のうす明り
美展近しとはずむチェンソー
ナゥましら茸手品のような村起し

テームズ川の流れ長閑けく

晴

千

山元志津香

弥撒の掌をほどけばはらと花一片

千

晴

駒子に見えて膝を拝借

あたくしの知らない話聞かせてね

厚

ゥ越の旅冬限定の杜父魚酒
マクロな視点ミクロな想い
新紙幣偽造防止のホログラム
羽蟻がとんでうらぶれの月

夕東風ひたと寄せる透垣
藤原ｈ；くを

晴

学力低下親の心配

一元

英

渡部葉月
中村澄子

平成十四年九月十九日首

夏風邪と言い伝てをする作り声
二胡の弦草なびかせて水揺れて
ドールも憩うアロマセラピー

陽炎抜けて托鉢の僧

鶯鳥の花から花へかろやかに

元香澄元厚澄晴澄を葉晴英香澄を厚葉澄

八相模原・八千草連句会ｌその三Ｖ

オン座六句﹃知盛﹄
山元志津香捌

秋の色濃き小さき渦潮舟橋千枝子

太刀魚はかの知盛の落しもの山元志津香

左脳休めるアロマセラピー春日久子

ビリヤードがつんと月を弾くらん中村禎子

ぐつぐつ煮立つ鍋はけとばし杏奴

きりもなく指でたどりし世界地図東杏奴

ほどけしままの靴の紐噛む禎子

一連束の間をモーゼの如く氷湖ゆく志津香
ニューハーフぴたりと玻璃のエレベーター久子

Ａ・Ｂ．Ｃのひとりはご免千枝子
疾風に帽子も愛も攪われて千枝子
涯てなくつづくからまつ林志津香

三逆裁判のなんと理不尽ふんだりけったり禎子

墓の裏に廻る尾崎放哉
山百合の白く激しく白汚し合う杏奴
長い坂まつすぐ志津香

グー出して酒買う羽目杏奴

そこのけそこのけ一輪車が通るよ禎子

﹁蛇性の婬﹂が老いをゆさぶる

Ⅲ連寝もやらず捲るは雨月物語

騒ぎ足りない烏便乗

低気圧塵もち去りて弓始め

御神渡り待つ旅の真ん中

イヤホンのラップでゆらららでゆらたった

ワン切りなんぞかかわりもなし

志津香

久子

飯田泰子

杏奴
禎子
泰子

志津香

禎子
久子

江迎小屋建ててニューカレドニア幾年目

ももいろのアセロラドリンク剛叺呑み

杏奴
泰子

志津香

ゆるる草原一八○度

うららかに坐す石のまろさよ
人は人花は花とし生かしたい

平成十四年八月九日首

︵於・世田谷タウンホールらぶらす︶

平成十四年八月十六日尾
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ハ北本・山利喜会ｖ

歌仙﹃エコロジー﹄

煮大根つついて語るエコロジー

狸ゆっくり寝てもいられず
選挙戦鎚る候補に背を向けて

歓喜の歌に集う若者

酔い醒まし立待月と酒落てみせ

粒針不修捌

ナォ部活では女子アナすると孫のいい

黒人霊歌闇にながれる

テレビ五十年世は摩訶不思議
新世紀またも戦さは止められず

押されて泣いた押しくら饅頭

蕪抜く農婦の尻に朝日射す

乙姫の土産長寿の深層水
喜び組と巡り会いたい

バビロンは神の怒りに果てし街
どん
窮鼠猫を噛むとう首領のいて

不

路傍の石の動くことなく

仲良し見つけ歩み寄る鹿
孝

衝撃に情報乗せてトマホーク

北まで届く列島の春

共棲のみが明日を拓きて
暫くは不況を忘れ花見酒

什皿等十二邸二十↓朋函︵文音︶

へ弓つ

待宵のひかり求める奈良の人

京の五条の町家の娘

利

粒針不修
梅田孝
山田利子
加藤哲夫
佐藤篤
中西誠
谷内令

人言わぬ初恋なぞる物書きの

誠

篤

秤

−4／コ

宵闇に聴く人情話

朝な夕なに通うコンビニ
視聴率総白痴化の極まりて
定会なしに藪医嬉々する

ワコスモスを訪ねて友と小さき旅

梅雨の月肌濡れおわす摩崖仏

不

令

ナゥ爽涼に溜めた文庫を一気読み

飛ぴ移り啼く山時烏

孝

哲

鰹買いおろしてみれば上物で

衣更着待ちて染まる村里

利
折ロ

花狂い木に話しかけ撫でまわし

雛人形の髪のたゆとう

執

筆令誠篤哲利孝不令誠篤哲利孝不令誠篇

え

八大阪・弥生会ｖ

道え博道え道道え博道え博道え博子子子

田伏博子捌

道り博

半歌仙﹃かにかく碑﹄

風なすままにゆれる芽柳
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かにかく碑なぞれる指に春の冷

平成十四年三月二十六日首

︵於・ホテルグランビア︶

平成十四年四月三日尾

﹁かにかく碑﹂吉井勇の歌碑
﹁かにかくに祇園は恋し凝るときも枕の下を水の流るる﹂

新世界大阪南通天閣界隈

註

鶯の谷渡る声高らかに
円錐形の門の盛り塩
月も出て馴染みの客の揃う頃
浅漬つくらむ間引菜をして

外人墓地のクルス傾き

ゥ﹁三国志﹂やっと読み終え秋深む

酔えば何でもしゃべり出す癖

新世界コインで動くパントマイム

はっきり云ってよアイラブユーと

もたもたと手繰り合ってる赤い糸

遠近に雨蛙鳴く宵の月

荷物も持たずぶらり旅立つ

深層水に猫御満悦

加賀友禅初釜にとて装とく

老大樹花燗漫と咲き誇り
るさと
思い出かすむ故ふ郷
の山

林若田
林伏

八東京・培沙連句会ｌその一Ｖ

辨歌雌﹃鳰の
土屋実郎捌

土屋実郎

芭蕉公羽

打瀬ゆったり霞む山脈

四方より花吹入れて鳰の海
小張昭一

遠い汽笛に耳を傾け

屋敷町夕三日月の坂上る
色変えぬ松風に動かず

特別展に逢瀬約する

ゥ曼茶羅に残りの菊の供へられ

ベレー斜めに昼の銀ぶち

変り身の早い男に手を焼いて

留学生の汗の労働

踊り出すからくり時計刻告ぐる

苗

井田

治

苗

彦

郎

和解望むも止めぬ報復

治
苗
彦

薬缶に入れて廻す燗酒

柳の下に並ぶ骨菫

治

ノーサイドラガー涙に打伏して

蛎幅の月に故郷を思ひ出し

今村苗
池田耕治
坂田武彦

子等は皆お玉杓子を追ひ掛けて

＝

露地おぼろ何処かで電話鳴ってをり

平成十四年四月九日首尾

︵於・浦高同窓会事務所︶
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海

八東京・璃沙連句会ｌその二ｖ

半歌仙﹃台風禍﹄
土屋実郎捌

池田耕

小張昭

土屋実

水郷に照る煙々の月

鉄塔をひねりて去りし台風禍

敬老日百才の自賀舞ひ納め
坂田武
阿住一

高層ビルに鼓打つ人

平成十四年十月八日首尾

︵於・浦高同窓会事務所︶
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盆栽の今は流行らぬ錦松
杖誉められて冬帽子とる
ゥ風引いてやや上がりしか男振り

その目で見ればそうらしき仲
政治記者跡をつければラブホテル

歌舞伎町には異臭騒ぎが
序の口のビール二本で二日酔ひ
汗を拭き拭き飛ばすタクシー

夏の月仰ぎ恩師の邸を辞す

三冠王を願ふ故郷

茶室に掛かる父の一幅

お守りとお札次々送り来て
開け放つ窓に舞ひ込む花吹雪

梢遥かに嬉々と噸り

彦雄治郎彦治一雄郎彦治一治雄彦治一郎

八東京・葉門連句会ｌその一Ｖ

しんしんと迫り来るもの夢凍る
福島朱

福島新

歌仙﹃しんしんと﹄

寒九のポスト落ちる郵便
ひょうきんな凡人面を貫きて
やさしい言葉もてる世の中

西東はてなき海を月わたり
ひょん

ナォ父も乗る汽笛一声新橋を

山高帽に八の字の髭

留学の日々懐かしく彼の女も
言葉はいらぬ熱きまなざし

潭身のシュート直撃ゴール成り

熱燗求めなじみ横丁

グローバルなる盗みの渡世

うづくまる不景気面のかまど猫

深き谷間を下る激流

アフガンの難民救う医師ありて

栗茸林そっと手探り

ふるさとの火の見櫓に月まどか

足も弱りて旅も遠のき

ナゥ去来忌に嵯峨野の小さき墓詣

庭の飛び石虻がまつわり

自己流にフランス料理手際よく

︵於

世田谷・雀鳩亭︶

しゃぼん玉には色のさまざま

参道の狸の羅漢花の下

平成十四年十二月十九日首

平成十五年一月五日尾

−つ'77−

全ノ'

点灯碑ある島の瓢の実

ウピストルの屋根にこだます運動会

やれよそれよと家族総出で
あざらしのタマちゃん川をさかのぼり

山の夕雲オーロラに似て
生涯を語り続けし恋の旅
無駄骨折りも愛の醍醐味
週末で噴水越しの昼の月
舟浮かべる子おへそ丸出し
おびんずる撫でては拝む中風病み

まあよく食べる木の芽田楽

花筏楽にあわせて流れゆく

大名庭園風のやわらか

朱新朱新朱新朱新朱新朱新朱新朱新鷺吾

新朱新朱新朱新朱新朱新朱新朱新朱新朱

八東京・葉門連句会Ｉその二Ｖ

半歌仙﹁明日ひらく﹂

明日ひらく臘梅まろき千の粒
散歩にはげむ着ぶくれの父
にこやかな全身の指揮見事にて
濡れてあざやか絵ガラスの窓

埠頭には客船二つ月の下
しばし休暇の新米の味
ゥ紅葉酒やがて唄あり喧嘩あり

福島時子捌

矢口美穂子

福島時子
今井楊
福島新吾

時

内田たづ

砂漠越えシルクロードをたどる地図

た

新

美

旅好き知ってそれよりの仲
黒猫がそっと見ている新世帯

美

新

方丈の僧燭を灯して

サルビア紅く郷里のあばらや

新

粋な芸人志ん朝が逝き

美

時

夕立の残す雫に月の舟

波の穂に神話のうさぎ遊びいて

執筆

美

た

時

瞳かがやく孫の入学

この春を生きるしあわせ花の道

よく響きあう頬白の声

平成十四年一月七日首
平成十四年三月十日尾

︵於・世田谷雀嶋亭︶
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八川口．よみうり文化センター川口ｖ

歌仙﹃浅き春﹄

商店街は上野界隈

ナォ寄席はねて柳家こさん偲びつつ

銅像に鳩と鴉が顔合せ
磯直道捌

化粧直して時間気になる
出張の夫の留守を不倫して

柴田美代子

磯直道
河合澄江

瀬の音の低きままなり浅き春

残月淡く萌える早蕨

菊の大輪金の短冊

とどのつまりは新米の飯
虫すだき霧に映りし月の影

サッカー試合足りぬチケット
あれこれと世界の料理味見をし

ここしばらくは続く日盛り
番小屋は松葉牡丹にそまる径

やわらかき風に北窓開きみて

澄

佐渡谷ふみ子

澄

田村昌江

南天の実をつつく冬鳥

日永をかこつ俳愚天狗等

しきりなる落花岬を曇らせて
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ポチを呼んだらひがみたる猫
孫三つしがみつくまま離れずに

ゥ庭祠注連新しく年立ちし

にこり挨拶名前わからぬ

ナゥ堀端をそぞろ歩けば雨催い
美

分校の鶏が逃げてはまた帰る

美

おいちよかぶどこで止めるか思案顔

ふ

澄

鳶の頭の澄みし柏手

スマートな女似合うジーパン

ふ

︵於・読売文化センター川口︶

五日首
十一Ｈ尾

ふ

ふる里自慢棚田千枚

ひっそりと銀杏黄葉の旅の宿
むささびの棲む山はこんもり

澄

月月

日日

澄

六四

美

初雷のこるんころんと

四四

望の月時折雲にかくれつつ
帰路につきたる托鉢の僧
ふらここのまだ揺れている花の下

ふ

年年

このところ膝のお皿が磨り減って

ほろほる酔うて夕べ暖か

平平
成成
十十

澄美昌美昌ふふ澄美昌澄ふ美ふふ昌ふ昌

八船橋︒よみうり文化センター京葉ｖ

短歌行﹃旅人の﹄
引地冬樹捌

ナォ炉塞ぎにまだ酔い足らぬ国訓

丼鉢に塩のおむすび

みたま

隠し子を突きつけられる良い漢

新涼の鴉はたしか師の御魂
中田あかｈ／

ＤＮＡのむごき調停

引地冬樹
阿部朝子

鬼の豆腹こわすほど年重ね

美男かずらへ盆の夕月
佐野千恵子

伊藤哲子

そぞろ寒家伝の刀透かしみて

太極拳のあとにモカ飲む
パリ祭にゆく酒落れたネクタイ

哲

朝

あ

弘法寺の段へしだるる花大樹

益子の碗に渋茶なみなみ

ナゥ詩を吟じ独りまほろぱさまよえば
ぐぽうじ

唯崎嘩埠転郷諦準︶
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ゥ公園の声にぎやかな滑り台
街角に香水の娘が待ちつづけ

千

穴に入りたる蛇のしなやか
川風に水面の月のゆらぎおり

警察官に投げキッスさる

朝

うららうららと善男善女

秋うれいる一弦の琴

救急車パトカーつぎは霊枢車
仔犬抱きしめじっと見送り
ゆや
能舞台熊野あでやかな花吹雪

千

折口

屋根葺く人の天に届いて

︵於・稚順

平成十三年八月二十六日首尾

哲樹あ朝哲あ千ああ樹哲あ

八豊田・竜神連句会ｖ

歌仙﹃猿投山﹄
うららかや日差し吸いこむ猿投山

前の畑に土筆顔出す

弥生尽心湧きたつ孫生れて

長坂節子捌

とみ子

美恵子

益美

老眼鏡の度が進んでる

ナォ初雛を飾りて笑の顔と顔

医者がよい予約書き込むカレンダー

とみ子

細井美代子

松井文子

銀杏黄葉がうめつくす庭

月の窓ピアノの曲がはたとやむ

保険受取り一億数千

市販の味噌で木の芽田楽

猫ちゃんもうつらうつらと膝の上

ナゥ秋湿り面影しのぶ通夜の席
心しずめるアロマテラピー

︵於・竜神交流館︶

節子
桜方

とみ子

桜方

とみ子

美代子

とみ子

文子
文子
桜方
桜方
益美
文子
益美

竹村新池並ぶ釣り竿

凍つる空足音響くのれん街

阿修羅のごとく愛をつらぬく

土産の地酒熱燗で飲む

好きですと言えぬ私は未亡人

近藤とみ子

彼女から無事に着いたとメールくる

田中イスズ

長坂節子
塚本益美
小泉桜方

今井美和子

ねじり鉢巻開く競り市

ゥ秋祭り男が上がるバチさばき

とみ子

武藤美恵子

友と来て打たせ湯にいる花の昼

有明月見あげて犬と散歩する
橡の実落ちるかすかなる音

乙女となりて恋に胸やく
ジュリエット髪をほどいてバルコニー

とみ子

美代子

平成十五年三月二十日首
平成十五年四月十七日尾

緑の羽根は年二回なり

北の大地をサラブレッド馳す
イラク戦ラジオが告げる十一時

益美

イスズ

先にへばるは町工場なり
明日があるさ落ちこまないで

手を触れるリセットボタン夏の月

美恵子

文子

横綱はモンゴル出身朝青龍

幼ななじみと旅の計画

美和子

桜方

舟ゆらり花は万朶の隅田川

春一番にのせる合格
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八仙台・連句会ひらめきその一Ｖ

歌仙﹃不死烏﹄

ナォ真言の教えを慕い遍路道

狩野康子捌

意地悪な言葉で太る抱き枕

独裁者秘密にしてる暑気中り
母さん僕のハンモックどこ

渦潮に逆らう魚の如くにて
さすが業物切れ味の良き

ニュートリノにてのぞく天文

佐藤千賀子

過去の男を数う両の手

狩野康子
小岩秀子

うっすらと火屋の煙の立ち昇る

白蛇ゆっくりよぎる草原

不死鳥やストーンヘンジ夕焼る

荘洋の書に落款を書き入れて

北寿雄

裡謡もれくる十六夜の村
褒章を祝う縁者の増えて秋

康

千

歓声上るフェンス越しから

酔い醒めの水富士眺め飲む甘露

回転寿司にまわる日の丸

夢のポシェット爽涼に揺れ
ナゥ持つ国は持つ大量破壊兵器

孝

寿

高橋良雄
中村孝史

秀

地球の髪へ飛ぶしゃぼん玉

児の手引く骨董市の花通り
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堀越満里子

低き欄間は父祖の代より
埋立の空港月下に賑わえる
いのこづち付け走るＳＰ
ゥ正倉院曝涼騒然かめ虫に
虚実とり混ぜ噂ふりまく
異腹の二人揃って硝子吹き

田中裕子

生の極みよ燃え盛る恋
河原湯に傷を癒せし獣達

不審船からブイ流れ着く
毛糸編む月の国境越えし友

良

史

大根煮つけの匂いたちこめ
長嘆息啄木ローマ字日記伏せ

裕

平成十四年十二月五日尾

平成十四年七月四日首

プーカプーカと鳴らせオルガン

満
良

︵於・パル・長町︶

宙返るからくり人形花散らし

寓居の隅に葱坊主立つ

良秀裕史良史満千寿満史千康良秀寿千裕

八仙台・連句会ひらめきｌその二Ｖ

短歌行﹃初夏﹄
初夏の魚に近ずく器かな
浦島草を摘んで子供ら

金盟には豆腐沈ませ

狩野康子捌

ナォいざ鬘禿頭の王山遊び
天井桟敷はいつも満席

出迎えている一等書記官

宇宙儀にお目見えするかタマちゃん座

佐藤千賀子

狩野康子

康

閨の秘技尽して国家機密得る
寄り添うように立つ無縁墓

足立かほる

千

足立明雪

月光に霊めく莞京の冬
談笑よそに旨し熱燗

ナゥとりどりの野菜に季なし味けなし
ボールペンよりペンとインク派

霞の奥に浮かぶ絶景

平和への調印今ぞ花燦燦

六日首
十五日尾

︵文音︶
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調教師鞭振る音の高からん

りんどう色の後姿よ

ゥ焚殼も責に名香月の宴

か

康

幸三

か

千

新妻のジーパン濡らす下露に

康

転がっている軍靴片方

微熱伝わるあやとりの川
風紋は緩衝地帯アートする

聡ばかり神隠しとぞ

占いの告げし方位の花を見ん

平成十四年九月
平成十四年九月

雪康か雪千か雪康千雪か千

八仙台・連句会﹁遊﹂ｖ

歌仙﹃冷麦﹄
小野寺妙子捌

中村記

奈良榮

浴衣桐下駄結ぶ兵児帯

冷麦や街一番の味処
小野寺信

小野寺妙

腱道出れぱ強き浜風

貨車に積む生き物何か音立てて

ナォ淡雪に幼な子付けし靴の痕
グラウンド・ゼロ追悼の朝

インクの字にじんで着いた航空便

魑魅魍魎の潜む国柄
病窓に望む大橋遠花火

こけし木地師の玉の大汗

はつけよい張り手巧みに土俵下

果ては不倫に落ちる恋路よ
来世に出会う話のたわいなく

勝負互角に競う碁敵

白々と伯耆の山を月渡る

かりがね

軒端に仰ぐ雁の列

ナゥふるさとの母送り来しつるし柿

昔質屋の朽ちし石倉

湧き水のちょろちょろ小さき厨桶

自慢の菜飯添えて歓待

若布刈舟出る凪の海原

哀め
調かの
祭文奏上花の宮
り

平成十四年五月十二日首

︵於・国際ホテル・貴仙︶

平成十四年十二月二十四日尾
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ロングパス夢の舞台に上り月

豊作らしき案山子作られ
ゥ法窟に入りて聴きたるちちろ虫

松竹歌舞伎地方巡業

修行中とて人目はばかる
焦がれても逢瀬叶わぬ物語
岡持のずしりと届き置く枢

ペチカ囲みて唄うカチューシャ

貧乏徳利すぐに空っぽ
狼の吠える荒野の冬の月

戦争の語り部となる高齢者
ひっくり返し砂時計見る
南から北の果てまで花の旅

古式ゆたかに曲水の宴

夫康郎子康夫子郎夫康子郎夫康郎子康夫

康郎夫郎夫康康子夫郎夫康郎子康夫子郎

八横浜・連句会遊子座ｌその一Ｖ

歌仙﹃膝正す﹄
浬藥図に晩節の膝正しけり

華鬘草咲く縁先の鉢

和田忠勝捌
榎本良之助

木谷英子
和田洋子
栃木やよひ

裏山に小綬鶏人を呼び立て勇

旬の野菜を篭に頂く

玉生うめ子

パレスチナでは自爆頻発

ナォ切れ凧を隔てる川に浅瀬無く

寝こじれてワインを注げば夫も来て

今更ほめる黒髪の艶
恋心冷めて友情長続き

カンツォーネ聞く雪しまく街

あつあつの葛湯畷りてダイエット

志操堅固は武士の常

神主は装束ただし御祓いへ

渡る世間は鬼ばかり居て
渋滞も解けて高速盆の月

目鼻くっきり案山子楓爽

スピーチのちょっと漫談めくが佳く

袴胸高送別の門

︵於・東小コミュニティハウス︶

平成十四年四月七日首尾
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背なの子が指さしている丸き月

運動会の準備ととのう

め

ナゥ鎧釣りの仲間に分けるにぎりめし
洋

満々の花の下なる濃茶席

和田忠勝
辻賢次郎

別れし女の爪を噛む癖
紅を引き相合の傘傾けて

郎

ミニコミ冊子記事のうららか

ゥ独り寝の仕舞いそこねし秋の蚊帳

迷いし小犬飼うことに決め

助

内助の功ですぐに昇進

ふっ切れて出るとこに出て一勝負

洋

洋

寿限無の名前問えずに言え

助

め

辻松雄

英

ひ

月暑し漬け物みんなつながって

雪渓すべるヤッケいろいろ
ペンションの主となりて鄙住い

近況のせて届く絵手紙

湧いてきたように混みあう花の客

拳ほどある塀の蜂の巣

め英洋勝郎雄〃助郎雄英助洋郎英洋雄郎

ハ横浜︑連句会遊子座ｌその二Ｖ

歌仙﹃腕白時代﹄

ナォ妖精と戯れている春の夢
さめないうちに婚約の宴

いつの間に尻に敷かれる心地よさ

召し上げられる寄席の座布団

溜息を鵯鵡がまねて繰り返し
中井啓輔
和田忠勝

そ︑っかしいも江戸シ子のくせ
世話物に入れあげている芝居好き

和田忠勝捌

朽ち葉おこして探す幼虫
榎本良之助

ワールドワイド文化飛び交う

凍てつく山を越えて脱北

ぎこちなし太極拳の着ぶくれて

玉生うめ子

戦争の話は止めよう月眺め

木守柿腕白時代懐しむ
長寿の水の津々と湧く

木谷英子

賑やかに姉妹都市から視察団

つぶらなる瞳に映る月涼し
覗き釣りして遊ぶ里の子

助

勝

輔

観光資源士蔵見直す

早割も激安もあり空の便

デフレの波は深くじわじわ
火輪潜る海豚にか笛る花吹雪

粒も残さず嫁菜弁当

拝雄廿皿嘩︲ユー叩十四叩嘩︵文音︶
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雪洞のビバークの夜も語り草

シテ面はずして仰ぐ月さやか

辻松雄

映ゆるもみじ葉寺のおちこち
ナゥ良き新酒杉玉吊るも誇らしく

赤い羽根へと寄付は匿名
ゥ島人の医療相談物音澄む
無農薬なる野菜活き活き
絵手紙の教室終えてにわか絵師

栃木やよひ

和田洋子
中井淑子
辻賢次郎

影武者多い不審人物

大画面私の彼のよぎりしか

蓼食う虫も旅は道連れ

め

祭の中でそっと口吻

しだれ咲く花のトンネル触れながら

英

大駒泰子
士肥暢子
諫武雪鶏

クラスの友は蝶と変身

執

筆郎淑洋雄英め助勝輔鶏暢泰勝郎淑洋雄

ハ横浜・連句会遊子座ｌその三Ｖ

歌仙夏﹃支度﹄

ナォ能書の聞き上手いて部屋日永

あすの予定も樹てぬ老々
夢違観音像のあらたかに

住民登記知らぬタマちゃん

サーカスのジンタがひびく大テント

体温計も振りきれる熱

和田洋子捌
榎本良之助

舌戦の火ぶた切らる＆知事選挙

哀愁まといあの彼が来る
明け易の抱いて離さぬ共枕

捨てきれぬ物溜めこんで冬支度

栃木やよひ

和旧洋子
辻賢次郎

世界に誇る賞の朗報

ちろｈ鳴くなり漫画全集
月まどか山々の影重なりて

たいはい
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祝達磨の黒眼どちらに

なみなみと注ぐ巨杯に映る月

爽やかに往く宇宙飛行士
ナゥ緊迫の交信記録冷まじく
今年なるらしアトム誕生

申し分なき室咲きの梅

中井淑子
和田忠勝
大駒泰子
中井啓輔

とめどなしクローン人間生れしと

学生に化学解く眼の覺礫と
いつもの獅子肌なりをひそめる

玉生うめ子

ゥ幕間に晴れ着で交わす年の礼

木谷英子

花吹雪頭に肩に浴びながら

爪先立ちで春泥をよけ
助

什型坪土一一朋十淀川鮪︵文音︶

おたまじゃくしと遊ぶどじょっこ

郎

諫武雪諮
土肥暢子

ひ

淑
秤

洋

辻松雄

駅伝の最後の順位見とどけん

たすき受け継ぐ嫁の重責
外聞を逆手に取りし色男
白百合匂う雑魚寝合宿

天下の嶮で分っ東西

青葉木莵神棲む湖に月渡る
ガンダーラ遥かな時を感じいて

会席料理旬の青饅

眠るお宝目利き騒然
蔵の街莞の波と花の門

英め輔泰勝淑郎勝暢諮洋助雄英め輔泰勝

八三重・連句協会三重県支部ｖ

歌仙﹃久﹃日︷側﹄
衆判

裸婦にいどめる趣味の水彩

ナォ春の陽を浴びて聖の機嫌よき

きゅっと結ぶ君の唇

えも言へぬ香り漂ふ絹衣

岡川陽邨
瀬野喜代
湯浅重好

長谷川昌子

人待ち顔のポスト町角

平島由季子

荒木静子
豊住敏子
羽根千惠

山村かつ子

職退きて晴耕雨読の暮しぶり

杉本従子
大西貞子

枯木飛び翔つ殿の鳥

恒例の箱根駅伝道凍つる

手斧の梁の煤けたる庵
歌心湧き上りくる月今宵

冬日向神の貌せし親父どの

ちちろ鳴く音をただに聞きゐる
ナゥ草の実をつけて遊びし幼などき
挽きたてコーヒー少し濃い目に

村田静子
尾崎重子
前田てい
中津秋野

飾りつけたるパーティの席

雲をいま出である光月情し
鴬釣る竿に寄するあげ潮
ゥロ過ぎて本音をもらす新走
そっと手渡す部屋の合鍵
拉致交渉待てど暮らせど先見えず

快く囲碁の相手を引き受ける

山根於京

池田利一

増田喬子
野口良夫

ジーンズの気軽さバイク乗り廻し

藤岡よし子

母系三代文筆を継ぎ

喜多さかえ

三寒四温まどろみの中

竹内茂翁
高山孝子
村野正夫

床の間に家宝と伝ふ軸かけて

田島もり

寿ぎの電報来たる声のして

山口龍一

長旅終えてうららかな午後

花浄ら紅旗征戎事とせず

村田治男
岡本耕史
西田青沙
山村俊夫
田島竹四

こまやかな逢瀬の刻の流れゆき

小西澄子
山口手巻

太極拳をオカリナで舞う

︵於・ホテルグリーンパーク津︶

平成十五年一月十九日首尾

中野たつ子

あなたはもしか異次元の人

中世古正郎

煉瓦屋敷に魔物住むらし
天心の月賞で憩ふ避暑の宿

振りむけば万朶の花に見送られ

松平菩提子

玻璃の器に旬の蚕豆

白い仔馬もあと雌きてゆく
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八茨城・連句倶楽部ｌその一Ｖ

萩谷悦子捌

芙悦珠芙悦珠依和芙悦和悦芙和珠和芙悦

歌仙﹃老鶯﹄

ふれてささやく青羊歯の群

ナォ開帳の仏拝さん燈のぼる

諸説紛々教授助教授

新薬の開発待たる謎の菌
動物園もついに閉ざされ

女の身どこに置こうか七変化

消せぬ火照りを陶の枕に

メールで届く絵文字暗号

マドロスのひと夜かぎりの深情け

地下街に食べ放題の店はしご

かちりとならす腰の鍵束
稜線の髪へ月光濃く淡く

積み上げられて匂う新藁

ナゥ威儀正し舞楽演じる秋祭り

少年学ぶ伝統の技

釣竿はほどよくしなり具合良し

ジャングルジムへ飛ばす風船

雪解雫のぽつりぽつりと
生命線まつ直のびる花の窓

平成十四年七月一日首尾

珠依和依悦珠依芙珠依和珠芙依珠悦和依

︵於・新宿滝沢︶
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老鶯の声先達に峠越

形ととのえ垂れる蓑虫

子沢山ワンボックスに皆乗せて
笑顔ひろがるバームクーヘン
月今宵欄間の彫りをくっきりと

にわか文士がドラマ入選

ゥ行く秋を奥の細道ひとり旅
億ションと三行半を妻にあげ

天女はくらす白昼の夢

吹き晒すゴビの砂漠の古城跡

ゆたかさ故に心貧しく
漱石忌愛猫遠く月の世に
鍋焼うどん欲しくなる頃

涌水の流れきらきらさざれ石

秘伝の酒をつくる蔵元

花並木知らぬ同志のカルテット

路面電車にゆらす春灯

花藤冊萩
巻沼
IjI
谷
城

紗子枝紗子枝子ヱ紗子ヱ子紗ヱ枝ヱ紗子

枝子ヱ子子枝子紗枝子ヱ枝紗子枝子ヱ子

八茨城・連句倶楽部その二Ｖ

歌仙﹁水の音﹄

土用鰻に客の行列

日盛りや袋小路に水の音

城依子捌

城依子

ナォ春の果川の流れの早くなり

バイト休んで長距離ドライブ
落書のへのへのもへじ消し忘れ
やさしくしてとハンサムの彼

さまざまの恋の味見の果てのこと

上手になりし今日の草笛

﹁北斗星﹂津軽海峡ひた走り

大志を抱く子等の目差

六代目やっと決まりし老舗宿
介護保険は掛け捨てがよし
道路鏡まんまるな月映し出す

高橋良風
加膿光樹
濱田美翠
花巻珠枝
古谷あやを

宅配便で届く漬物

いつ迄も友情厚き郷の友

自慢のこけし棚に並べる
整然とオフイス街の花万朶
だあれも居ない橋の陽炎

秤雄什型埜呼朋二十畦叩南︵文音︶
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藤沼和ヱ

秋狂言の案内を受く

塔に寄り添う小牡鹿の声

練達の技に心のおどるらん
父子ではげむハーブ栽培
クレーンの影長々と望の夜

落合博一

依

萩谷悦子
福田芙紗
横山わこ

ナゥ風炉名残師弟揃いの帯しめて

ゥ群れなして山から里へ赤蜻蛉

婚約指輪今もそのまま

腕白坊主馳けてゆきたる
号外に記憶の中の顔見つけ
ホノルルで美人ガイドと評判に
椰子の木陰にひびくウクレレ

光

良

月凍つる道遠回りする

ロボットに読みとられたるパスワード

和

美
珠

温突と地酒でみんな上機嫌

博

核で言い寄る国もあるらん
母からたより雲雀鳴きしと

神境の花のじゅうたん踏みしめて

光芙良わ芙あ博悦珠和美光良依わ芙悦あ

八東京・連句研究会ｖ

醗起識﹃株

蜷を解きて踊る白蛇

あした穿く破れジーンズ吊しおく

鯛のまなこを吸ひし朧夜

行く先決めぬ気ままなる旅
博多より花前線と連れ立ちて

朱羅宇の朱ヶの映える唇

ニォ手鏡に春の愁ひのそこはかと
阿片瓢郎

しんかんと文士旧居の壁匂ひ

衆判︵順︶

飯沼三千古

裸電球たのもしく点く

つと怯えたる幻の影

小林梁
倉垣和子

あやかしか船足とまる黒き澪

本場アルプス越えしこの靴

息継いでヒュッテへ辿る若者等

古
和

打楽器のひびき合ふより風夕べ
ベッカムヘアー小沢スタイル

梁

広縁に黙って座る望の月
忘れ団扇の透かし絵の鹿

古

芝青く闘志に燃えて奮ひ立つ
村議の祖父の言葉噛みしめ
和
古

ニゥ秋彼岸樟脳匂ふ脇箪笥
形見の和服賎そのまま

ビルの瓦礫を踏みてひややか

月天心戦無き世を念じつつ

梁

祝ぎの座なれば差しつさされつ

色変はり欄間にほほゑむ古写真

古
和
梁

睦まじく喜寿と米寿の共白髪

古

和

梁

梁

異国の船の寄りし津といふ

ターバンの陰に悩みの跡もなし
はつかに日ざす水面ありけり
めぐりつつ行けば陶焼く煙立つ

初ィ木下闇株儒は金の笛を吹き

一

初ゥ爽やかに根元を詰めし初島田

ただなつかしき幼友達

詩集より槌せし栞のはらり落つ

古書店街の昼どきはひま
矢印の板傾きてをり道の端
宅急便の駆けぬけてゆく
限りある浮世の時に逆らひて

喫泉の口ただにとがらせ
大屋根の反りに弓張月凍る

臭鳴いて静もれる森
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儒

古和梁古和梁古和梁古和梁古和梁古和梁古和梁古和

幾千代かけて繁る老松
小鼓の音流れ来る築地塀

藩費今日は休講の日

冬月に夜間飛行の翼の灯
龍神棲める面てる岩窟
丑まゐり裂けるまなじり物凄く

笠をふかめに貴船川ぞひ

長堤十里末は霞める

いろはにほへと恋の手習

ニゥ宮相撲いつしか村のアイドルに

信じつつ待ちし二人に佳き日来て
ハードル越えて栄えのゴールに

母の写真をにぎりしめつつ

するすると日の丸上がる表彰台

友愛の輪をひろげつなぎて

半世紀核許さじと慰霊塔

農協改組の噂飛び交ひ

縄文の丘に出土の壺なづる
草かげろふにほそき夕月
瓜番の小屋より漏るる里訓

百噂りに立つる聰き耳

記者なりし昔語らず花守りは

秘境民俗探るこの旅

ナォ階下よりそばを打つ音めかりどき

かくまで深き思ひ伝へん

胱惚と目つむる瞥女の弾き語り

街へ煙草に火を点けぬまま

ひたすらに親のいさめもうべならず

氷の閉ざす還らざる島

厚司着て沖の荒るるを見てをりぬ

ハーブティー呪縛の刻を解きほどす
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満開の花の揺れつつ散りもせぬ
一一一ォ春の駒ポニーテールの娘を乗せて

膳決めて書く恋の告白

遍歴を重ねた果ての御門跡
焚くは霧香かほのかただよふ
身支度の黒きっぱりと鹿島立ち
ウィーンフィルの指揮に招かれ

作り滝ホテルのロビー閑散と

澄める瞳に仰ぐ雪渓

櫃松を装ふ巌根をしかと踏み

鋭鎌を腰に杣の明暮

茶釜の湯たぎりてゐるはたのもしく

胸中に成る三分の計

今年絹織るあによめがゐて

望郷の詩を高吟す月の友

和古梁和古梁和古梁和古梁和古梁和古梁古和梁古梁

古梁和古梁和古梁和古和梁古梁和古梁和古梁和古梁

大方知らぬ生薬のこと
阿畔の仁王山門に立つ

人体も陰と陽とのうらおもて

三つのみ採る家畑の柿

飛行雲水煙高く残る月
ナゥ色賞でて絵筆はしらす獺祭忌
惜しまず捨てし職おもひつつ
すますはんじよう
枕をあげて回ま図
五合

秤雌什皿斡唖叩十私叩噸︵文音︶
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渦潮の難所越えれば新航路
声放つすずめ礫を放つ樹々
幾年ぶりか生まれ在所に
埴輪の笑みのまことのどやか

城跡に名残の花の香をとどめ

和古梁和古梁和古和梁古梁和

八横浜・連句ななの会ｌその一Ｖ

﹃神遊﹄
いはさか

縄文の丘の磐境神遊
ほがひ

寿の酒にとける粉雪

旧友の積もる話に果てもなき

土屋実郎捌

青山ありと誰が云ひにける

ナォ蝶乱舞東へ西へ旅立ちぬ

畳叩いて不倫許さぬ

妻の居る熊本避ける山頭火

受け応え当意即妙笑顔見せ
石の割れ目に根付く雑草

鴫訪れて村長の友

人住めぬ火山の島に二年越し

過疎合併の里に高西風

十六夜の潮騒眠り誘ひくる
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土問の竈の煙る夕暮

熱燗一本さしつさされつ

馴染みたる露地におでんの屋台あり

田

キョンジュ

独楽に興ずる年下の夫

ナゥ新玉を九連休で過ごす奴

私達いま倦怠期よれ

重い腰やっと上げさせ歌舞伎見に

眼底に花のさかりの艶姿
挙止ゆるやかに進む釈冥

山

田

順圭

平成十四年十二月十八日首尾
︵於・銀座ピッコロ︶

山

月さして影絵の如き苫の家
銀輪つらね花野ゆく子等

ゥ秋麗慶州の古墳賑ひて

十三の恋誘う山宿

ラブレター誤字多けれど胸弾み

親指だけで動くケイタイ
不器用も開き直って斜に構へ

切り口辛し社会評論

山葵田に故郷偲び月涼し
和竿しならす岩魚大型
雷鳴にほめる言葉をかけそこね

観光バスに野猿群がり

独りよし仲間亦よし花の頃

勝子昭実正

仙

墨堤おぼろクルー懸命

萩原村土楠
本田井屋

歌

昭勝楓勝楓昭昭勝郎楓正郎正夫楓三郎三

郎昭楓勝正一子楓昭楓楓郎正勝楓昭楓正

八横浜・連句〃ななの会″その二Ｖ

土屋実

歌仙﹃月牙泉﹄
土屋実郎捌

村井昭

萩本勝

＊げっがせん
月
牙泉砂漠を圧す冬銀河
ヤッケ重たく岬る老酒

原田子

楠正

挨浴び居る江戸飴細工

ナォおもむろに目立てやすりと老眼鏡

戦後名作﹁また逢う日まで﹂

今度こそ言はふか母に有難う

哀れてふ言葉たどれば愛の道
わびしきものよ竹夫人とは

いつも出てくるロケの背景

寝殿に住まふ葵に蛍舞ふ
行く末祈る吾子の息災
秋茜首かしげいる指の先
案山子となりし総理外相
望の月かかげて寺の大莞

餅焼く祖母の両手あかぎれ

ナゥ語り部の語る歴史に声冴ゆる

遊里の太夫起請乱発

何につけ熊野の護符を伏し拝み

阿蘭陀渡る奇縁合縁

花の散る宿に昨夜も寝もやらず

︵於・銀座

平成十川年十一月十五日首尾

＊月牙泉⁝巾旧鳴沙山の近くにある泉

佐

木

々

英

ピッコロ︶
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山荘の暖炉に人の輪も燃えて

環境汚染明かすライダー
緬羊の群動かずに秋昏るる

獲物少なき猟の解禁

ゥ観光となりしアイヌの月祭

立待岬啄木の歌碑

朝市に烏賊売る娘頬赤く
エレベーターで上下する恋
アパートの家賃折半籍は未だ

内縁保護に強い助っ人

この不況飛ばすか犬語翻訳機

論点ぼかし死地を脱出

稚き日の想い出馳せるシャボン玉

桂兎仰ぎて鴫けよ貌烏

かぐや姫花のかんばせ竹林に

山は笑いて木樵中食

楓昭正〃勝郎昭楓正楓昭郎〃楓三三郎夫

正楓昭郎楓勝昭英楓夫勝楓郎正昭勝楓郎

八東京・連楽会ｖ

歌仙﹃夏めくや﹄
高畑自遊捌

夏めくやシースルーはや街角に中村洋右
カルガモ

外掘脱けし軽鳧の列小林梁

ヨコザ

久かたに郷里の兄に電話して高畑自遊
お国なまりに横座まなかい︵注１︶山本房子

枝ぶりの一本松に月明し加藤望子

女人愛すも一体は聖梁

ナォ彼岸会の禅問答は浮世越え右

人の世はおとこおみなが携えて遊
ワンッゥワンッゥむかで競走房

さあ肝だめしあっ高足駄︵注２︶右

夕陽にポプラ並木の影長く雨

藩費は夜の集いにざわめける梁

いずめこ人形里の土産に︵注３︶雨

アン贋︲ン

寝間の行灯あかく掻き立て遊
箱枕おぼこ娘の気にかかり房

あと何年月へ往復この子らは右

什叫粋唖朋十托肥龍︵ファックス文音︶

︵注１︶横座は︵炉前の︶主人の常席まなかいは眼前に妨佛の
意︑まなうら
︵注２︶お化けにはこれを履いたものが多いとの作者の言
︵注３︶乳児を入れて育てる藁製の篭を型どった人形︑山形に多
い︵いずめ⁝保温用の飯櫃をいれる藁桶︶
︵注４︶全米航空宇宙局

秤

初音を耳に巡るひととき遊

︑う

営々と父祖伝来の農を継ぎ雨
テレビの武将我が系図見る右
荒城の堀の青藻に花撞きて梁

鐘乳洞に伸びる石筍房

ＮＡＳＡの予算を削り給うな︵注４︶梁

団子つまんで夜学へ急ぐ右

ナゥ煩悩の矛収めれば水の澄み遊

虫時雨ひときわ高く書生部屋梁

師の彫刻は裸婦像にして房

面影の笑みのいささか彼のひとか望

二人に邪魔なサッカー列島右

熱に浮くひとつきほどは夢のうち梁

呆けの平和は常民の幸遊

月高く熊手の手じめ賑やかに房

ボーナス片手に馬券売り場へ右

五十年在位の女王もご観戦梁

ロシア参加で卓にＧ８遊

花の下ワイン・スコッチ・ウオッカと房

一睡の夢醒めて春愁伊藤緑雨
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八伊勢崎・若泉連句会ｖ

罐一起仙﹃浬藥会や﹂
川田章夫捌

書院の窓に映ゆ雪間草
竹内善

川田章

山崎浪

字咲匁︑

ケンケンと高音に錐の飛び立ちて

浬藥会や生かされて成すことあまた

構図決めかねたたむ三脚

田口日叩

ナォ新社員手にリーダー本隠し持ち

明日の天気を下駄で占う
子の集い大人の数が上回り

世直しを説く慎太郎節

つきにつきカジノに財布置き忘れ

あまり暑くて月も呆けし

部屋の鍵こぼれ落ちそな旅浴衣

素顔の巫女の長き黒髪

町内の嫌われ者が気にかかり
二人で持ったコンビニの店

新調の夜具の乱れの十三夜

蟷螂ばりに満足りし貌

ナゥ烏威し町の中までこだまして

あちらこちらに展示館出来

寅彦の科学文学時を超え

ロマンの雲がぽっかりと浮く

花万朶お面綿菓子くつこ飴

什皿轌程亜一汁叩龍︵文音︶

いのち溢るる踏青の丘

評
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波の間に月光千々に砕け散り

宝石ひさぐ爽涼の島

ゥ鳩笛の律いづこより突く愁思

同級生に似たる横顔

赤い糸縫れてはまたほどけたる

家伝の味を異国の嫁に

秘めやかに長押の面の見下ろして

鬼女伝説の残る山里

むささびが東て月を裂き横っ飛び

家路の遠きサッカー少年
ブラジルもフランス人も血の熱く

ラテンの乗りの酒場開店
輪になって踊ればぱっと花吹雪

西郷像の朧めきたる

章浪冬晶善章浪冬晶善章浪冬子昭夫江男

執

筆章晶善浪冬晶善章浪冬晶善章浪冬晶善

八仙台・若笹連句会ｖ

歌仙﹃黄蝶駅伝﹄
伊藤航捌

安斎厚子

小野寺妙子

伊藤航

応援団にゆれる陽炎
妙

我が庭や黄蝶駅伝折り返し
雛の酒ゆるりほんのり染まるらん

妙

ナォ旅の宿川面に映る糸柳
出産終えて母の顔なり

減量を目指しジョギングシューズ買う

恩師尋ねてお説教して

消防車小火で静かに戻りゆく

年末商戦縁者総出で

クッキーをこれて娘の隠し事
プラカード持つ君が気になり
なつかしき消息たどる地方欄
弱みはいつもお財布のひも
不本意なサービス残業月高く
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航

木の実時雨にしばし歩を止む

在言葉にて時刻聞かれて
空席の月下に眠る観覧車

劇画読み読み秋刀魚を焦がす
ナゥ茸取り山の賑わいここあちら
厚

総理の人気下るばかりで

航

薬待つ待合室でじっと待つ
怒りはあえてエネルギー源

ヌードモデルに選びうっとり

妙

﹁桜坂﹂ハミングつづく花の坂

ワ菊人形大河ドラマの前田殿

妙

今野福子
笹川圭子

僧の衣に槌る老人

浩

本

︵於・仙台市若林区中央市民センター︶

平成十四年三月二十七日首
平成十四年五月二十四日尾

今度で最後蒟蒻を植う

特技には料理上手と記入して
Ⅲに描きたる金糸雀は二羽
カブールの廃嘘に渡る子守歌

井上せつ子

厚

西瓜の種を飛ばす板敷き

地べた族氷菓舐めつつ月見上ぐ

妙

福

ペイオフ騒ぎ迫る実施に

日曜のテレビは馬を競わせて

福

圭

蛇皮線奏で惜しみいる春

予約したその夜は雨の花見会

坂

圭浩圭浩せ厚福圭せ圭浩福厚妙浩福子せ

八町田・和光大学ｖ

歌仙﹃坂道の木々﹄

香織

卯左子

壊れそうだよガラスの想い

ナォ窓辺からうしろすがたを追いかけて

自笑亭

山左右

山坊主

又々

部屋に内から鍵を取り付け

父親と話したがらぬ反抗期

寅穴

暑くなったし髪切っただけ

恋愛のマニュアルブック嘘ばかり

証拠出て密室トリックやぶれたり

山左右捌

智古庵

どのパブも笑うカボチャに灯をともし

乗ってみせるよ自転車くらい
月までは余裕で行ける気持ちだけ

山左右

猫目
光匡
軒宏

セーラー服に隠した秘密

切り株に座って待とう月の使者

坂道の木々もふんわり山笑う

七対子

大地豊かな収穫のとき

来年あなたパパになるのよ

ナゥ告白はテスト用紙に赤ペンで
ちよめきち

山左右

真雨
里美

華

赤兎
火鳴

ひだまり庵

写太

山左右

山左右

パイプの匂いロンドンの街

竹林の秋憩うふるさと

汗にじませて頬桜色

ゥ松茸がまねく京都に旅をして

菜っ知＆大山

ランドセル背負いはじめは緊張し

あいあい傘で登る石段

恥じらいがカラリ晴れたらくちづけを

不意の水音多摩の川づら

疎伊世

草野球約束通りホームラン

ポチ

丹山水

冬眠明けの熊と出会った

ひだまり庵

桐

︵於・岬郵哉学瀧錐罎他は学生︶

平成十川年四月首
平成十五年一月尾

あざらしの夢に広がる花の森

クラクラしたのは日射病かな？

贈る言葉で立つ卒業生

吉野屋

丹山水

真雨
白知

智古庵

保健室ひとり静かにズル休み

寂しく響く犬の遠吠え

雪こんこん猫のかぎ爪空に浮く

ドアを叩くな北風さんよ
新幹線ホームしばらく花ふぶき

山左右

暖かなココロが真の強さだれ

春のひかりを写生すぱやく
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鳥取県連句協会

大分県連句の会
支部長佐々木均太郎

会長音田読治

〒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
〒682‑0402烏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
4−5−47

山形県連句協会
会長内田素舟

(082‑815‑1914)

副会長浅沼葛子・三浦和枝
安部英子

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)
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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

〒7910311松山市白水台1 19

事務局

(089‑9273231)

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

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
〒020‑01盛岡市西青山2‑4‑41

連句協会石川県支部

(0197‑46‑5164)

支部長木上紫雲

連句協会栃木県支部

事務局宮嶋茂

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

支部長岡本耕史

（0282‑43‑2664）

事務局西田青沙
〒5120921四日市市尾平町3768‑188

連句協会富山県支部

(0593‑32‑8931)

支部長志田延義
事務局

埼玉県連句協会

〒930富山市大手5‑1

顧問金子兜太・宇咲冬男

富山新聞社内

(0764‑91‑8111)

会長森三郎

副会長磯直道・白根順子

連句協会香川県支部

事務局福田太ろを

支部長

〒3630025桶川市下日出谷375 1

副支部長植松晴子・鎌田孝義・

（048‑787‑4477）

廣谷青石

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IIIJ

会長伊藤白雲

花稲907

事務局伊藤白雲

(087552‑2137)

〒503大垣市室村町4−156
(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）
第22条総会は毎年1回会長が招集する。また
必要と認めたとき会長は臨時に総会を招集す
ることができる。

（経常会計）

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

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

（総会の議長）

第23条総会の議長は会長がこれを務める。
（総会の議決事項）
第24条総会は次の事項を議決する。
，、 事業計画および収支予算についての事項
2． 事業報告および収支決算についての事項
3．

役員の選任

4．
5．

名誉会長の推賊
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条総会の識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

（会計年度）
第30条この会の会計年度は、毎年1月1日に
始まり12月31日に終わる。
第8章規約の変更
（規約の変更）
第31条この規約は理事会において理事現在数
の4分の3以上の議決を経、かつ総会におい
て出席者の4分の3以上の議決を経なければ
変更することができない。
第9章解
散
（解散)
第32条この会の解散については前条に定める
手続きを準用する。
この規約の制定、施行は昭和63年10月1日と
する。

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）

￨曲1局十雨・東明雅

(評議員）

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

ｊ

Ｉ

員長長

小松崎爽青

役会副

(名誉会員）

△室

理事長

上田溪水

近松寿子・磯直道・中尾青宵
引地冬樹
小林しげと

常任理聯青木秀樹・青野竜1． ・浅野黍穂・
伊藤白雲・伊藤簸彦・伊藤稜志・
小川贋男・川野蓼艸・島村暁己・
白根順子・當田昌宏・福田太ろを
宮下太郎・八木紫暁
理
事新井秋芳・今村苗・井門可奈女
植松晴子・臼杵勝児・ '淵本眸・
狩野康子・品川鈴子･ jh部一朝．
！闇j橋昭三・四幾多・二村文人・
福田眞空・矢崎藍
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会

計臼杵源児（兼）

監

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

第4章役
員
（種別）
第11条この会には次の役員を置く。
1． 理事35名以内（うち会長1名、副会長
5名以内、理事長1名、常任理事若干名）
2． 監事2名
（役員の選任）
第12条理事および監事は会員のなかから総会
でこれを選任する。会長､副会長､理事長およ
び常任理事は理事会の互選でこれを定める。
（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

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ll
的とする。

（事業）
第5条この会は前条の目的を達成するために
次の事業を行う。
1． 全国大会および地方大会の開催
2．
会報（隔月）の発行
3． 連句年鑑の出版
4． 連句協会賞の選定
5．
国民文化祭への参加
6．
その他前条の目的を達成するために必要
な事業
第3章会
員
（種別）
鰯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

の業務を掌理する。

4．

る。

5． 理事は理事会を組織して業務を行う。
（監事の職務）
第14条監事は会の会計を監査する。
（役員の任期）

第15条この会の役員の任期は2年とする。た
だし再任を妨げない。
第5章名誉会長、顧問、名誉会員、評議員
（名誉会長）
第16条この会に名誉会長を置くことができ
る。名誉会長は総会の議決を経て推戴する。

（入会）

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

（顧問）

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

とにより入会できるものとする。

（会費）
館8条この会の会MY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。
（資格の喪失）
第9条会員は次の事由によってその資格を喪

会長の諮問に応じる。

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

失する。
1.
退会したとき

2．

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

応じる。
（評議員）

理由なくして会鷲を1年以上滞納したと

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、会貝の中から
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

じる。

を会長に提出しなければならない。

第6章会
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（047‑4487260)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

浅沼
璃
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(0453622717)会員
3名

連楽会
高畑自遊

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

師系・阿片瓢郎連絡先168‑
0063杉並区和泉4‑2615高畑自
遊(033323‑2454)会員10名
鹿吟舎
池

鈴峰連句会

長谷川昌子
連絡先513‑0806鈴鹿市算所3‑8‑

央歌

連絡先216‑0006)l l崎市宮前区宮
前平2 16‑2502池央歌(044‑
855‑8546）

10長谷川昌子(0593‑702741)会

員5名

若泉連句会

連句会遊子座
和田忠勝
師系・清水瓢左連絡先223‑
0052横浜市港北区綱島東5224
和田忠勝(045‑531‑7174)会員12
名
連句会「遊」
小野寺妙子
連絡先980‑0005仙台市青葉区梅

田町428小野寺妙子(022‑233‑
0693)会貝5名

川田章夫
師系・宇咲冬男連絡先372‑
0842伊勢崎市馬見塚町11214川
田章夫(0276328410)会員8名
若笹連句会
笹川圭子
連絡先982‑0003仙台市太白区郡
山29 1l笹川圭子(022‑246‑
2892)会員10名
和光大学
深沢眞二

連絡先406‑0002山梨県東l11梨郡
春日居町別田5203深沢眞ニ

連句倶楽部
城

依子

師系・字咲冬ﾘj 連絡先300‑
1636茨城ﾘi4北相馬郡利根￨II｢羽根
野800‑55城依子(0297‑684424)

会員10名

ワラハナ連句会
児玉俊子
連絡先330‑0052さいたま市浦和
区本太5 16‑6児玉俊子(048‑
8868820)

連句「笹」
伊雌敬子
連絡先4650083*,古屋'li名東区
神丘町2‑5l‑1伊藤敬子(052‑

7015050)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!''野島4‑23‑14小林
¥(044‑922‑7868)
連句ななの会
土屋実郎
連絡先233‑0014横浜'1r港南区上
永谷320‑34土屋実郎(045‑843‑
8059）

連句パワー

35−

北杜連句塾
狩野康子
連絡先981‑0924仙台市青葉区双
葉ケ丘25‑12狩野康子(022
271‑0005)会員15名

連絡先5120921四日市市尾平町
3768‑188西田青沙TEL＆FAX
(0593‑328931)会員80名
美々つと連句会

山元志津香
師系・宇咲冬男連絡先215
0006川崎市麻生区金程498
(044‑955‑9886 ．FAX9882)会員
30名

成田淑美

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)会

師系・宇咲冬男連絡先354‑
0018富士見市西みずほ台3−6−1−
402成田淑美(0492525318)会
員7名

員8名

やまくに連句の会

水谷純一郎
連絡先8710712大分県下毛郡山
国町守実水谷純一郎(097962
2009)会員33名

宮城県連句協会
狩野康子

松喜久会
藤井
治
師系・阿片瓢郎連絡先173‑
0005板橋IX1II' 1if58‑8603(03
3964‑4372)会員3名

山利喜会

葉ケ丘25‑12狩野康子(022‑
271‑0005)

っぶはり
粒針

連絡先981‑0924仙台市青葉区双

修

連絡先364‑0014北本市ニツ家2
51粒針修(0485928951)会員4
名

三河連句会
斉藤吾朗

松山連句協会

大和屋別荘連句の会
鈴木春山洞

青野竜斗
連絡先7910113松l11市北白水台

師系・宮下太郎連絡先445‑
0806西尾市伊藤町伊藤前15‑l斉

連絡先7918061松山市三津1−3

l l‑9山口博三(089927‑3231)

藤吾朗(0563578332)会員12名

13鈴木春山洞(089‑951‑0064)

会員20名
やみつくば会

三豊連句会

下房桃蓄

植松晴子

松山連句教室
井上弥生

師系・宇田零雨・松永静雨連
絡先79げ0045松山市余戸中2
13‑19井L弥生(089‑973‑6055)
会員10名
摩天楼連句会
星野石雀

師系・野村牛耳連絡先262‑
0046干葉市花見川l巡花兄川2‑6‑
105星野祠雀(043286‑0725)会

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

窓連句会
小林和恵
師系・名古M1子連絡先154
0004世田谷区太子堂3‑5‑13小林

和恵(03‑34134431)会員11名
摩耶連句会
師系・橋間石連絡先654‑
3O佐野干遊(078‑731‑0334)会員
11名
丸亀連句会

絡先563‑0341大阪府豊能郡能勢

町術野1507林道子(0727‑34‑
0023)会員5名

未来図連句会
鍵和HI柚子

WebBBSめぎつれ座

八木聖子

連絡先4700331豊田市平戸橋町
平戸l3‑5八木聖子(0565‑43‑
0092)会員7名十α(不特定）
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高橋ビル302メヌエット
の会事務局(03‑37244263)会員
3名

瑠沙連句会
士屋実郎

師系・滴水瓢左連絡先233‑
0014横浜巾港南区上永谷320
34..1二崖実郎(045843‑8059)会員
15名
葉門連句会

井口昌亮
師系・字￨Ⅱ零雨・木村葉山・磯
直道連絡先156‑0057世田谷区

上北沢3‑28‑13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1 1市飯塚4‑4‑7磯直道

杜の会

映(0877‑23‑1300,FAX25‑0664)

喜多さかえ
連絡先516‑0008伊勢市船江1−9−

会員6名

29善多さかえ(0596223317)会

(048‑251‑3033)

よみうり文化センター京葉
引地冬樹

員15名

帥系・今泉宇涯連絡先274‑
0812船椛市三咲8‑3‑20引地冬樹

三重県連句協会
｜川本緋史

道子

2634)会員12名

今井水映

連絡先7638691jL岻市土器町北
1−18平和写真印刷㈱気付今井水

林

帥系・岡本春人・岡本星女連

佐野千遊
0075神戸市須磨区潮見台町3‑2‑

弥生会

連絡先310‑0903水戸市堀町
114718堀江信男(029 252‑

連絡先1500001渋谷区神宮前4
23‑23紅露ゆき子(03‑3401
2023)会員13名

員6名

連絡先690‑0823松江市西川津町
1060島根大学文学部内(0852
326206)会貝6名

八千草連句会
34

連絡先150‑0012渋谷区広尾3‑
174二村マンション205中島ま
さし(03‑34075368)会員20名

芭蕉記念館連句会
宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零￨:ij 連
絡先135‑0003江東区猿江1‑2‑2‑
501松澤晴美(03‑3634‑4094)会
R30名

猫簑会
東

明雅

連絡先182‑0003調布市若葉町2−
2116青木秀樹(03‑33090953)
会員160名

ばせ

R惜卑蓮句会
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

乃木坂散人連
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

名

関川竹四
連絡先031‑0812八戸市湊町上の

山55‑2関川竹四(0178‑33‑3432)
会員58名

窪田阿空

連絡先3591152所沢市北野521
10窪田阿空(0429‑48‑6618)会員
6名

はねだ連句会
俳話接心

内海良太
師系・名古則子連絡先216‑
0001111崎市宮前区野川3138‑17
山口和義(044‑777‑2460)会員16
名

岡本星女

はらい

がわ

祓

川

黒旧耕三
師系・鈴木春ll1洞連絡先791
8083松山市新浜9‑25黒田耕三
(0899‑512889)会員9名
ばろしゆ

芭流朱連句会
俳譜文芸考究会
中尾青宵
ケ丘2‑25 2中尾青宵T&F(045‑
973‑1760)Email : sss@F()7.

白水台連句会

山口博三
師系・宇田零雨・寺岡情附連
絡先7910113松山市白水台1−1−
9山口博三(0899273231)会員

面

巌
涼江
師系・中尾青宵連絡先210‑

277‑5143）

ひよどり連句会
品川鈴子
師系・橋間石連絡先651‑
1123神戸市北区ひよどり台'一
17−l品川鈴子(078‑741‑4472)会
員74名

連句会ひらめき
狩野康子
連絡先9810924仙台市青葉区双
葉ケ丘2‑5‑12(022‑271‑0005)会
員8名
広野連句会
村木佐紀夫
連絡先5200026大津市桜野町I‑
13‑16村木佐紀夫(0775‑22‑

風蘭連句会
牧野海女

迎絡先515‑2602三重県一志郡白
(059262‑1587)会員3名

内IHさち子
師系・名古則子連絡先176
0023練馬区中村北4‑23‑4内lllさ
ち子(033970‑2468)会員5名
ひいらぎ連句会

風蘭社連句会
艦尾よしえ

師系・東 Iﾘl雅連絡先155−
0033世￨}￨谷区代lll3‑10‑22若尾
よしえ(03‑34226874)会員8名

岡任｜

｜場邨

連絡先514‑0058津市安東町1941
佐藤俊一郎
連絡先3500275坂戸市伊豆の' 1 ｜
町1730会員11名

菱の実会

u1町二本木3886‑5牧野涛女
B

4名
白塔歌仙会

宇都宮柏葉
師系・阿片瓢郎連絡先791‑

5444)会員15名

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

連絡先227‑0043横浜市青葉区藤

1tscom･net

東松山連句会

11プロビデンス202巌涼江(044‑

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
名

俳話工房

俳話田園(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(045973
1760) (休止中）

山根於京

連絡先519‑0600三重県度会郡二
見町茶屋50‑9山根於京(05964
3‑2112)会員7名

0824川崎市川崎区￨1ノ出1−15

花野連句会
小出きよみ

師系・岡本松濱・阿波野青畝・
岡本春人連絡先5550024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‑
64777445)会員オープン制

日ノ出連句会

0245松山市南梅本町619(089‑
975‑3251)会員20名

八戸俳話倶楽部

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

り

nllj系・鈴木春山洞連絡先769‑
1613香川県三豊郡大野原町花稲
907植松晴子(0875‑52‑2137)

岡l川場邨(059‑228‑0962)会員3

名

富士裾野連句会
森本善雄
連絡先4101114撫野｢lj大畑113
森本善雄(0559923004)会員16
々
イ］

燧連句会

杣松Ⅱiti子(Hi'i峰）
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佐伯俊介
連絡先273‑0005船橋市本町6
ll‑9佐伯俊介(0474‑22‑5782)
多度津連句会
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
福寺200‑13(0877‑33‑2475)会員
6名

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

宮下太郎

二村文人

連絡先930‑0123富山市呉羽富田
町4143‑18二村文人(076‑436‑
2257）

手児奈連句会
勝田みつ子

師系・今泉宇涯・上IH渓水・下
鉢清子連絡先2720015市川市
鬼高313‑6ルネ市川中山203勝

多摩連句会

富山県連句協会

田みつ子(047‑370‑8523)会員15
名

とよあけ連句会

永坂博美
師系・矢崎藍連絡先470‑
ll52豊明市前後町仙人塚1736‑
144永坂博美(0562‑92‑1030)会
員18名

連絡先206‑0034多摩市鶴牧2
26 1リーデンススクエア112宮

下太郎(0423‑74‑7002)
丹

想

秋山正明
連絡先6610002尼崎市塚口町1
22 1‑207秋lll正明(06421
1606)会員13名

どん・あ°〈らぶ

天神連句会
八木紫暁
連絡先8160931大野城市筒井3
13‑12八木紫暁(092‑593‑2575）
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‑l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
（029768‑4424)会員7名

東京義仲寺連句会馬山人記念会
師系・高藤馬山人連絡先182‑
0035洲布巾上石原2‑27‑9川野蓼
艸(0424‑85‑5480)会員10名

長尾連句会
砂井斗志男

師系・渡邉陽行連絡先769
2302香川県大川郡長尾町西683
10砂井敏夫(0879‑524391)会員
10名

渚の会
西岡恭平
師系・長谷川ひさを連絡先

桃雅会
つばさ連句会

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(089‑9262331)会員7名

杉山壽子
師系・東明雅・式田和子連

760‑0011高松市浜ノ町6025‑

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

絡先470‑0116n進市東山26O2
武村利子(056172‑2392)会員10

員9名

(0791‑43‑6117)

名

705西岡恭平(0878519006)会

夏炉の会
岩村牙童

中央連句会(協会主催）
連絡先2300052横浜市鶴見区生
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

道後連句会
井上和久
師系・宇田零雨連絡先790‑
0842松山市道後湯之町6‑10805
渡部晃子(0899‑215821)会員8

尚l11 保二
連絡先770‑0868徳島市福島1

筑波連句会
引地冬樹
帥系・今泉宇涯連絡先274
0812船橋市三咲832O引地冬樹
(0474‑48‑7260, FAX7274)会員

会員20名
習志野連句会

四'一九院科峰
連絡先276‑0046八千代市大和111

名

徳島連句懇話会

谷1 4 16速膝蔚章

連絡先7810252高知市瀬戸東町
2323岩村牙童(0888‑42‑7656)

10‑16梅村光lﾘI(088652‑1989)
会員56名
都心連句会

16名

大林杣平

新田122‑18四十九院科￨峰(047
4509029)会員7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2330014横浜市港南区上
津幡連句クラブ
木上紫雲

永谷3‑2034土屋実郎(045‑843‑
8059)会員40名

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津幡町役場宮嶋茂(076
288‑2121)会員36名
つらつら吟社

栃木県連句協会
￨'尼硫苦

連絡先329‑4406栃木県下都賀郡
大平町下皆川72l富田昌宏
（0282‑43‑2664）
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にほんご連句会
｜吋本康子

連絡先182‑0006調布市西つつじ
が丘2‑5‑2岡本康子(03‑3326‑
0496)会員10名
日本作家クラブ連句会
ilj村美就夫

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177‑004l
練馬区石神井町3‑9‑12‑401草刈
澄(033996‑8530)会員15名

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3名

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

せんだぃ座

瀬野喜代
師系・名古則子連絡先514
2317三重県安芸郡安濃町前24瀬
野喜代(059‑268‑0267)会員7名

宗祇法師研究会

小林靜司

238小林靜司(03‑3492‑2983)会
R1O名
湘南連句うらら会
蒲原志げ子

正

尋牛会
師系・矢崎藍連絡先46叶8445
名古屋市中区栄4‑16‑36㈱電通
中部支社内西脇智子(052263‑
8324)会員8名

風

藤野鶴山
師系・寺崎方堂連絡先520‑
0822大津市秋葉台359正風発行
所(0775‑259159)会員100名

伊藤直子

連絡先981‑8003仙台市泉区南光
台3‑3一9伊藤直子(022‑233‑
7732)会員9名

城

絡先141‑0031品川区西五反田6

師系・東明雅連絡先248‑0022
鎌倉市常盤937219蒲原志げ子
（046731‑7829)会員6名

寛

泗楽連句会

湘南吟社
師系・根津芦丈・清水瓢左連

谷敷

連絡先112‑0003文京区春日2−
25−2谷敷寛(033811‑8519)会
員9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

正風大府支部

林

茂樹

顧問・金子金治郎連絡先521‑
1200滋賀県神崎郡能登川町泉台
215‑24林茂樹(0748‑42‑2037)
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2‑27‑9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‑

久野溪流
師系・寺崎方堂連絡先47い
1143豊明市阿野町上納91‑6鈴置
一花(0562‑92‑4521)会員25名

新庄・氷室の会

24‑1324)会員10名

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

正風和気支部
桐山北天

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
39694杉野弁一郎(0485‑82‑

新庄北陽社

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
R10名

埣啄会

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22名

2216)会員10名
染井の会
蒲

幾美

師系・中村俊定連絡先215‑
上毛連句会

深大寺連句会

0013川崎市麻生区王禅寺767‑36

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

伊藤稜志
師系・宮下太郎連絡先371‑
0811前橋市朝倉町3‑5‑37伊朧稜
志(027261‑2297)会員15名

蒲幾美(044‑955‑8726)会員11
名
大智院連句会
岡本耕史

すず

しらぎ<

篠

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
（0592453606)会員10名

岡田史乃

師系・鈴木香歩連絡先107‑
0052港区赤坂6‑9‑4‑301岡田史

師系・名古則子連絡先511‑
1112三重県桑名郡長島町大倉'一
450岡本耕史(0594‑42‑1469)会
員8名

乃(03‑3582‑0081）

第六天運句会
しらさぎ連句会

清流連句会
森川

戒能多喜

年

師系・寺岡情雨連絡先799‑

師系・宇田零雨・松永静雨連

1303束予市河原津甲484 1森川

絡先7910312愛媛県温泉郡川内
町大字則之内乙2590‑3戒能多喜
（0899‑66‑3096)会員7名

年(0898‑66‑5232)会員6名

浅野黍穂
師系・上I11平谷・清水瓢左・今
泉忘機連絡先272‑0836市川市
北国分l‑2‑19星野恵則(047‑
372‑6448)会員30名

白魚連句会
岡本耕史

浅春連句会

高田馬場蓮句会

‑31‑

′I&F(0565‑462236)会員22名
滋賀連句友遊クラブ

熊谷梶の葉連句会
中

和枝

長谷川美雄

柴庵(さいあん）
中尾青宵
連絡先2270043横浜巾青葉区藤
が丘2‑252中尾青宵T&F(045‑

師系・宇咲冬男連絡先366‑
0034深谷市常盤町71‑28山司英
子(048‑572‑2892)会員20名

連絡先521 1204滋賀県神崎郡能
登川町小川668長谷川美雄
(0748‑421029)

973‑1760)

慈眼舎

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
塾(03‑3387‑2321）

佐久良連句会
井門可奈女
師系・栗田樗堂・富田狸通・鈴
木春山洞連絡先790‑8503松山
市湊町46‑6丸三書店内井門可
奈女(089‑931‑8501)会員7名

栗の木連句会
白井風人
連絡先214‑0005川崎市多摩区寺
尾台l‑15‑9白井風人(044‑955‑
3393)会員5名

鴫立庵連句会
さくら連句会
中世古正郎

連絡先519‑0601三重県度合郡二
見町松下2085中世古正郎(0596
433177)会員4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(052841‑

赤田玖實子
師系・清水瓢左・三好龍肝連
絡先228‑0802相模原市上鶴間
395赤田玖實子(0427‑45‑0407）
会員11名

草間時彦
師系・ '｣｣路閑古連絡先249‑
0005逗子市桜llll‑6‑16草間時彦
(0468‑71 5935)会員4名
重信・木曜会

さくら草連句会
小林しげと
連絡先3340001鳩ケ谷市桜町4‑
11‑35‑1小林しげと(048‑281

5054）

青野竜斗
連絡先7911101松山市久米窪田
町971‑39青野竜斗(089971
2846)会員5名

8161）

興聖寺連句会
岡本
眸
帥系・宇田零雨・松永静￨1j "
絡先7900052松山市竹原町14−
1岡本眸TEL&FAX(0899‑45
ll54)会員15名

郡山連句会

獅子門

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
(046722‑8382)会員8名
さん

堀越ふみ子

連絡先9691103福島県安達郡本
宮町二井田下の原28‑124堀越ふ
み子'1､EL&FAX(0243‑33‑5786)
会員5名

じゃく

伊藤白雲
師系・各務支考連絡先503
0026大垣市室村IIII4‑156伊藤白
雲(058473‑0774)会員100名
獅子門蕊杖社

どう

本屋良子

三尺童
丹下遙指
連絡先3380012さいたま市中央

区大戸4‑6‑3丹下遙指(048832‑
3727)会員10名

師系・國島｜一雨連絡先248‑
OOO8逗子市小坪2‑126本屋良子
(046725‑5139)会員25名
下町連句会
伊藤哲子

三川連句会

国際連句協会

磯部摂子

塚本田天志

連絡先2380313横須賀市武1−
28−2谷地元方(0468‑57‑7826）

連絡先501‑6242羽島巾竹鼻町錦
町35磯部摂子(058‑391‑2288)会

連絡先136‑0072江東区大島3−
26‑1‑91l伊藤哲子(03‑3637
8990)会員10名

員23名
紫薇の会

小瀬川連句会
永野

蕪

連絡先739‑0646広島県大竹市栗

三冊子（改め「高知癒しの連句桜
蓼会｣）
l l 1lf

芥￨III大栗林739永野薫(08275‑

IW

師系・寺出寅彦連絡先780‑

60344）

0010高知県高IMI郡窪川￨1IJ窪川

ことばの会連句クラブ
鈴木
漠
迎絡先663‑8153西宮市南甲子I蝋1
3‑4‑51 3O8阪本方香山雅代

ll455山崎曙(08802‑2‑2097)

鹿の会

師系・松根東洋城・野村喜舟・
阿片瓢郎連絡先2060034多摩

ころも連句会
矢崎

藍

帥系・東明雅連絡先4700335
W: l l i '￨j青木町1 71‑9曲川慶r‑

0002大阪I Ij住1!『区長居西l‑9‑2
澁谷道(066691‑1395)会員8名
しめいあ人

紫明庵連句会
井上鶴鳴
師系・束明雅連絡先l36‑OO74
江東区東砂75‑22アルス南砂サ

会員15名

宮ド太郎

(0794‑48‑6413)会員10名

澁谷
道
師系・橋間石連絡先558

市鶴牧226‑1リーデンススクエ
ア112宮下太郎(0423‑747002)
会員40名

−30−

ルーテ302井上鶴鳴(035632

0400)会員29名
樹氷連句会
犬島正一

連絡先9398083WII1市山中野本

歌林連句会
風の香連句会
笹
貞子
連絡先996‑0051新庄市松本348

坂手手留
連絡先185‑0011国分寺市本多1−
11‑13小向敏江(042‑3210285)
会員20名

風の巷

連絡先2410105横須賀市秋谷
5237藤井弘美(046857‑2764)会
員限定
岐阜県連句協会

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
(0898‑642634)会員10名

歌留蓑連句会
金子鴫￨叩
連絡先220‑0061横浜市西区久保
町48‑14金子鳴陣会員18名
jll内連句会

河童連句会

員80名

錦心会
池川蝸谷

矢崎硯水
師系・宇田零雨連絡先392
0004諏訪市諏訪2‑1俳22矢崎硯
水(0266‑52‑0251)会員15名

伊藤白雲
連絡先503‑0026大垣市室村町4−
156伊藤白雲(0584‑730774)会

師系・松根東洋城・阿片瓢郎
連絡先7910311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

花扇会

神田川連句会
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
(0487‑461443)会員5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(03‑368ザ

吉本世紀
連絡先328‑0036栃木市室町l−l3
吉本山廊内(0282‑23‑3665)会員
7名

0053)

くさくき
桂の会

神田義仲寺連句会
臼杵勝児

連絡先227‑0047横浜市青葉区み
たけ台2‑22臼杵瀞児(045‑971‑
3293)会員約16名

磯

伊藤秀峰
師系・斎藤石里連絡先101−
0047千代田区内神田16‑6伊藤
秀峰(03‑3292‑0835）

直道

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先332‑0023川口市飯塚4‑4‑7
磯直道(0482513033)会員
240名

かないわ

金石公民館俳諸研究会
松本苔花
連絡先9200337金沢市金石西4
5‑32松本苔花(0762‑671045)

観音寺連句会

くさくき川口支部
野口雅澄

連絡先7680040観音寺市柞田町
油井野口雅澄(0875‑25‑0979)会
員8名

かびれ連句会

磯

直道

一連絡先その他同上一

会員35名
くさくき北九州支部

小松崎爽青

師系・大竹孤悠連絡先319‑
1225日立市名坂町1‑31 12西幾
多(0294‑52‑3671)会員19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(045‑7131388)会員6名

木部八千代
師系・宇川零雨連絡先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

加納連句会
･ 小瀬秒美
師系・各務於菟連絡先500‑

8472岐阜市加納清野町14小瀬秒
美(058‑273 1591)会員5名

きさらぎ連句会

くさくき松山支部
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

寺岡情雨

師系・宇卜H零雨連絡先791‑
0113松lll市白水台4‑12‑8寺岡情
雨(089‑923‑6028)会員10名

兜の会
山下七志郎

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

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

草笛連句会
大西素之
師系・寺岡情雨連絡先791‑
0113松lll市白水台4‑12‑12大西
素之(089‑9233993)会員7名

からむし庵連句会

根津芙紗
師系・根津芦丈・東明雅連
絡先3960000伊那市山寺区山本
町3185根津芙紗(0265‑78‑4723)

義仲寺連句会
師系・斎藤石翌連絡先520‑
0802大津市馬場1‑5‑12義仲寺
（0775‑23‑2811)会員15名

会員18名

<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2125内lll

1m淵店方内山秀子(033252
2941)会貝8名

木の会
−29−

上野市西大手町3687‑9(0595‑
21‑5068)会員25名
伊勢原連句会
近藤蕉肝
連絡先259‑114l伊勢原市上粕屋
1766大津博山(0463‑94‑3402)会
員13名
伊勢連句会
竹内茂翁
連絡先516‑0036伊勢市岡本1‑4‑
27竹内茂翁(0596‑254711,FAX
24‑7673)会員30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
ぃさよひの会

鈴木美智子
連絡先177‑0032練馬区谷原5−
20‑14鈴木美智子(033925‑
5930)会員4名
石手寺連句会
岡本眸
師系・宇田零雨・松永静雨連
絡先7900052松山市竹原町14−
1岡本眸TEL&FAX(089945
1154)会員8名

鈴木春山洞連絡先754‑0000山
口県吉敷郡小郡町津市上河野玄
E(0839720599)会員5名

茨の会
近松寿子
連絡先567‑0048茨木市北春日丘
2−13−7近松寿子(0726‑23‑8817)
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
水町1‑33沼田和子(019‑622‑
7907)会員40名

おたくさ(otaksa)の会
鈴木
漠
連絡先6500046神戸市中央区港
島中川3‑147202鈴木漠(078
302‑2230)会員8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

上野連句会
桜井つばな

師系・宇咲冬男連絡先336
0931さいたま市原山2‑33‑22桜
井つばな(048‑8826943)会員15
名

おぼろ連句会
高橋昌民

師系・鈴木春山洞連絡先791‑
8013松lll市山越2646高橋昌民
(089‑925‑5214)会員8名

WebSIG電脳連句
木原幹雄

連絡先185‑0014国分寺市東恋ケ
窪2‑293林義雄(0423‑24‑1831)
会員24名

貝の会
戸田貝江

NHK文化センター青山
上田渓水
師系・大竹孤悠・小松崎爽青
連絡先271‑0092松戸市松戸1407
上田渓水(047362‑3822)会員12
名

師系・阿片瓢郎連絡先183
0055府中市府中231‑9戸田貝江
（042268‑6063)会員6名
海市の会

鈴木
漠
連絡先6500046神戸市中央区港
島｢' 1町3 147‑202鈴木漠(078‑
302‑2230, FAX302‑2223)会員

桜花学園大学連句研究会
矢崎

藍

4名

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

伊豆芭蕉堂連句会
石渡蒼水
師系・斎藤石嬰連絡先414‑
0014伊東市弥生町32石渡蒼水
（0557‑37 1831)会員10名

解

(0565‑353131)

小原洋一

丘の上連句会
中尾青宵

連絡先206‑0012多摩市貝取
市川俳話教室
師系・今泉宇涯連絡先272‑
002l市川市八幡2‑8‑2O伊藤藪彦
（047‑334‑5606)会員12名

浜本青海

師系・高藤馬1l｣人連絡先166‑

奥美濃連句会

幡町新町929おもだか家(05756
53332)会員13名
桶川連句会
福田太ろを

いなみ連句の会
111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1400井波町総合文化セ
ンター内いなみ連句の会(0763‑

香川県連句協会
会長・鎌田孝義，副会長・西岡
恭平・高森秋義・広谷高士，事
務局植松晴子769‑1613番川
リI↓三豊郡大野原町花稲907
(0875‑522137)会員60名
香川連句会

0001杉並区阿佐ケ谷北5‑33‑9大

城里水(0333381353)会員16名

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(0423‑45‑0635)

1757‑1 104塙於王(042‑375

2543)会員15名

水野
隆
迎絡先501‑4226岐阜県郡上郡八

一粋会

績

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&FAX(048‑787

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)会
員7名

4477)会員9名
雅秀会

おどおり

小郡連句会

しず
河野玄磨

825885)会員31名

師系・松根東洋城・阿片瓢郎。
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小川邦明
連絡先9995201山形県最上郡鮭
川村京塚3430(0233‑55‑2401）

全国連句グループ概況
、グループ名②代表者氏名③師系
⑳連絡先（住所・電話番号）⑤会員数
(五十音順）
亜の会

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

川野蓼艸
連絡先180‑0003武蔵野市吉祥寺
南町4‑21‑25市川千年(0422‑79‑
3048）

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先3640035北本市西高尾783
川岸富貴(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(042‑7243800)
会員15名

あや

彩連句会
渡辺梅子

連絡先201‑0014狛江市東和泉1−
34‑14渡辺梅子(03‑348r2575)
会員10名
鮎可部連句会
久保俊子
連絡先731‑0202広島市阿佐北区
大林町315久保俊子(082818‑
2719)

会津の会
磯

直道

田中雅子

超結社の会・福島県ゆかり歓迎
連絡先332‑0023川口市飯塚4−4−
7磯直道(048‑251‑3033)会員
5名

あしべ俳譜塾

鮎倉橋島連句会

片山多迦夫
師系・清水瓢左・吉岡梅勝連
絡先666‑0013川西市美園町13

406号片山多迦夫(072758‑
3198)会員10名

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
54‑1296）

鮎須川連句会
青葉連句会

安濃津連句会

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(03‑3728‑0712)会員9名

湯浅重好
連絡先514‑0823津市半田934‑47
湯浅重好(059225‑3094)会員2

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‑
1255)

名

鮎連句同好会
青葉城連句会

梓川連句会

小野寺妙子
連絡先9800005仙台市青葉区梅
田町4‑28小野寺妙子(022233

0693)会員7名

金井教子
師系・根津芦丈・宮坂静生連
絡先39併170O長野県南安曇郡梓
川村杏金井教子(026378‑3808）
会員25名

高橋昭三
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

茜連句会
陶￨ ￨」 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)
会員12名

天霧連句会
高森秋義
師系・鈴木春山洞・渡邉陽行
連絡先7640027香川県仲多度郡
多度津町道福寺200‑13高森秋義

連絡先249‑0006逗子市逗子2−4−
5北沢義弘(0468‑71 5393)会員
限定
あるふあ会

(0877‑33‑2475)

茜(あこね)連句会
竹内茂翁

連絡先5110036伊勢市岡本14−
27竹内茂翁(059625‑4711,
FAX247673)

紫

陽
藤田
明
連絡先514‑0114津市一身田町
285藤I11 明(0592326438)会
員6名

あした連句会

高津明生子

連絡先241‑0833横浜市旭区南本
天の川連句会

宿町72 14(045‑351‑5806)

福田真久
師系・三好龍肝連絡先952‑
0206新潟県佐渡郡畑野町畑野
772本間昭雄(0259‑662079)会
員28名
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(044‑987‑4442)会員13名
−う7−
全

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

全国連句グループ概況

回編集後記回
○今年も連句年鑑をお届けする時となりました︒

今年度から連句協会内部の担当が大変更︒今まで連句年鑑の事業も編集以外
はすべて土屋理事長の下に一本化されておりましたが︑今年から分離し︑連句
年鑑関係が独立しました︒即ち︑

連句年鑑作品依頼︑編集磯直道︑白根順子

会員名簿・結社名簿伊藤蔽彦

購入申込み先磯直道
作品応募料︑年鑑購入料等︑会計全般福Ⅲ太郎

すべての発送事務小川贋男

甚だ煩雑で担当者自身が未だ慣れておりません︒皆様方のご協力をお願いし
次に︑よくある間違いの例は次のようです︒︵可能な限り電話・手紙等で問

ます︒

一ワープロミス︑誤字︑書き間違い・

い合わせをしております︒︶

︵各二巻︶︑肚吉︑俳譜トロワ︑非懐紙︑源心︑スワンスワン︑賜餐︑半歌仙兄︑

＊巻頭評論とエッセイ三篇を村松定史氏︑八木紫暁氏︑伊藤薮彦氏︑小川職男

連句︑ソネット︵各一巻︶・

氏にお願いしました︒村松氏はご郷里が甲州であることから知り得た︑武川信

照崎を訪れた俳人と︑それにより研蛎された地元の俳詰について︒伊藤氏の﹁人

玄︵附侃︶の巻いた迎句について︒八木氏は福岡県にお住まいですが︑Ⅲ県の

い︑連句界の今は亡き方々︒そして小川氏は化学者のＨで︑連句作肺における

の出会いと決れと﹂は︑まさに氏のお人柄によって綴られるのが段もふさわし

事実性の配慮の欠如を旧仮名遣いで書かれています︒いずれも力作で︑日線の

＊前連句協会副会長︵兼理事長︶の土屋実郎氏︵連句協会顧問︶に平成十四年

あたたかさを強く感じます︒

の連句界の動向についてご執筆いただきました︒長い間のご尽力︑本当にあり

＊校正をしていて︑自らの浅学を恥じております︒また結社誌の校正と異なり

がとうございました︒

です︒私もそのようにいたしました︒ご指導のほどよろしくお願い申しあげま

︿白根順子﹀

送り仮名など︑全くの誤植をのぞき原稿に忠実にいままで校正されてきたよう

す︒皆様のご健吟をお祈り申しあげます︒

口挙句の作者名不記入︒

︿磯直道﹀

日修正液で消した後の不記入︒
どうぞ作品送付の際もう一度目を通して下さい︒

＊平成十五年度の連句年鑑の校正を初めて担当させていただき︑連句のさまざ
まな形式に︑それぞれの媒体を通して各地でたくさんの連句が巻かれているこ
とを改めて認識した次第です︒参考までに掲仙されている二四四巻の連句形式
歌仙︵一七六巻約七二％︶︑半歌仙︵三一巻約一八％︶︑短歌行︵十巻︶︑

と作品数を記します︒

百韻︵五巻︶︑十八韻順候式雪月花︵四巻︶︑十二調︵三巻︶︑胡蝶・獅子の子

平成十五年九月二十五日発行

平成十五年九月二十Ⅱ印刷

平成十五年版連句年鑑

定価二︑五○○円

三五一

編集人代表磯直道

二

小林しげと方

発行所〒剛ｌⅧ鳩ヶ谷市桜町四

八一六一

連句協会

電話○四八二八一

株式会社朝陽会

印刷所一ＴＭ岬東京都北区豊島四ノニノ四

電話○三 三九一三五五二八
ＦＡＸ○三 三九一三五五三○

郵便振替で送金して下さい︒

★ご注文の方は○一三○二四六二○七九番︵福田太郎︶宛

