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第二十三回連句協会総会・全国大会の記

平成十六年四月十八日︵日︶︑連句協会第二十三川総会・

全国大会は神宮外苑のＨ本青年館に於いて開催された︒初

夏を思わせる上天気のなか参加者は約百五十名︒午前十一

時︑中尾青宵副会長の司会により開会︒上田渓水会長が体

調を崩し欠席のため︑代わって磯直道副会長による開会の

挨拶︑ついで小林しげと理事長より平成十五年度事業報告︑

同決算報告︑平成十六年度事業計画︑同予算案︑及び協会

規約の一部変更について提案・説明がなされ承認された︒

その後︑今年度国民文化祭の担当県である福岡県刈田町

代表より参加要請︑更に来年度開催県の福井県武生町︑全

国連句新庄大会︑国際連句︑伊賀上野芭蕉生誕三百六十年

記念︑平成連句︑連句シンポジウム等各担当者からの連句

会への案内があり︑各地の活発な活動を偲ばせた︒

十二時半頃より休憩・昼食をはさんでいよいよ実作会が

始まる︒今年は捌も薮引きで席がきまるという趣向︒二十

八席にわかれて各席和やかに連句を楽しんだ︒

第二部の懇親会は出席者八十有余名︑富田昌宏常任理事

る︒

より開会の挨拶があり︑会場はたちまち談笑につつまれ

締めは恒例の伊藤簸彦常任即事の一本締め︒一Ｍ希残を

惜しみつつの散会となった︒︵今村鮒︶
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第十八回国民文化祭やまがた一一○○三
文芸祭連句大会を顧みて
平成十二年︑県が国民文化祭基本構想を作成するにあた
り︑岐阜県国民文化祭の総合プロデュースであった和泉流
狂言︑野村万之丞氏を迎え講演会を開催した︒
その巾で﹁最近の国文祭は﹃大人の学芸会﹂と椰楡され
ている︒これからは真の文化興隆をめざした祭にすべきで

−9

ある﹂と語られた︒

国文祭で文芸部門は大人達が踊り狂うようなことは考え

にくいが︑私共は平成元年から地方大会を開いてきたの
で︑その都度協議を重ね︑スムーズにプログラムを作るこ
とができた︒

更に先進県の企画を参考に東北では秋が短かいため開催
期日を早め︑随って作品募集の締切を繰り上げたので︑危
倶された面もあったが︑今までの開催県の三番目となる七
九四巻を頂き︑感謝と喜びに浸った次才である︒
当日のイベントは開会︑閉会の式典︑交流会︑実作会以
外は︑連句に関する地域で出来るものを組み︑将来を見据

薑

f鶚:薮冒塞::：
象
~
FY

えて学童の参加によるミニ連句や︑以前からあった正式俳
諾
譜興行
行を
を取
取入
入れ
れ︑
︑新新
しし
﹂い も の ︑ 古 い も の を 折 混 ぜ て 日 程 を
消化したところである︒

今回はこれまでのノウハウを生かし︑更なるアイデアを
駆使して新庄市の献身的な運営に﹁大人の学芸会﹂となら
ずに済んだものと思考しⅧ明年開催の福岡県に引継ぎ二日
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間に亘る大会を果した︒

鍵

最後に十五年に亘る地方大会︑国民文化祭に︑毎年全国

守

各地から東北の一角のこの地にご参加を賜った皆々様に深
甚なる感謝を申し上げ︑更にこの期間お寄せ下された応募

角

尊

作品の累計が二四九八巻も数え︑貴重な資料として連句向

曾

群

上のため大切に保存することを付記し謝意を表する次才で
ある︒
︵内田素舟︶

輸

エッセイ

の過程は︑五七五でたちどまって時間を止めてしまう俳句

に比べると︑限りなく長い時間に巻きこまれることのはじ

まり︑と言うべきか︒しかし一方︑つねに変化を促し一カ

所から次の点にただちに思いを転じなければならない超短

時間の営みでもある︒﹁連衆﹂とか︑﹁座﹂共同の時間を体

験していると︑百韻や三十六韻が長すぎるとか︑短すぎる

が︑と言うこの感覚は︑けつきよくは︑﹁連衆﹂との︹飲

み食いや談笑も交えた︺︑言葉の応酬の過程に湧き上がる︑

心理的な充足感や感動の度合のことであるとは︑ただちに
思いいたるのである︒

諺に曰く﹁長いものには巻かれろ﹂︒﹁戻るな﹂﹁飛べ﹂﹁転

蓄のある言葉である︑とともにもうひとつ︑心に浮かべる

下のところ︑俳句の形式をよすが︑と考えている私には含

という泰西の文人のしゃれた短訶︵？︶を思い出す︒目

式︶という詩の形式の特質から来るのである︒俳句や自由

てくる︒こういう感興は明らかに︑連句の式Ｈと︵行動様

一巻をまきおえて見れば︑一働きした後の余韻として残っ

乱状態が︑どれほど人を︵思わず︶楽しませているか︑が

形式を追いながらなおその場面を逸脱︵転進︶してゆく攪
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はじまりとしての連句

堀本

一三俳句と連句の関連づけのために

うけとめる人の想像力の裡︑言葉と言う生き物が如何に

じよ﹂﹁付けろ﹂・・・歌仙の道程では︑こういうなりゆ

詩や︑表現そのものの本質を相対的に且つ総体として知り

多義的で多音性的︵ポリフォニック︶な動線を描くものか︑

きをくぐらねば先へゆけない︒まるで通過儀礼のように︑

たい私にとっては︑連句に手を染めたことは︑じつに大き

１﹁蛇︑長過ぎる﹂

何がどうつづいてゆくのかわからぬ言葉の旅なので︑連句

吟

なメリットになる︑そんなところに私の関心と期待はなり

句が与える感動の心理的時間はとてつもなく永く︑本体が

ど含蓄ある内容を喚起することはなかなかできない︒この

きこまれる時間感覚は︑連句のそれと似ている︑と︑ふと

いつまでもそこにいるごとく︑その生物の図体の長さに巻

立っているのである︒

たとえば︑次のような俳句がある︒

連想が転移する︒これこそが俳句︑そして俳人がすべから

く求めている一句自己完結した詩の世界︑近代詩あるいは

現代詩としての﹁俳句﹂である︒もし︑連句の脇起の発句

蛇逃げて我をみし眼の草に残る高濱虚子
二五百句﹄昭和十二年︒俳句は大正期の作︶・

しまった内面の﹁詩﹂であるのだから︒何も付けようがな

にして︑付け句を考えるとする︒よほどアバンギャルドな

像がほどけてゆかないと︑私の感性は野原のただ中で硬直

いのである︒連句ではここまで内面に入りこんでしまう

光景を想像しただけでじんましんが出そうになる私だ

したままである︒望まないが共感を呼ぶと言う意味でこの

と︑先へ進めなくなる︑近代の自意識が連句的な水平思考

言語感覚の人ならば別だが︑連句の座にはあんまり歓迎さ

句はじっにリアルな写生だ︒顕われた映像が虚子に内在す

を嫌ったにはそれなりの理由があるのだ︒こういうのが発

が︑じっさいこんなふうにしていきなり蛇に出会ったこと

る一つの感性をしめしており︑それがひどく不気味である

句ではない俳句というべきである︒反面自我の垂直性を扱

れないのではないか？というのは︑これは︑幾つかの感覚

こともずっと記憶されるべきだ︒あっけないほどの一行︑

いかねて陥路に入りこんでしまった現代人が︑活路を求め

もある︒草を分けて去っていった長い姿態が︑ずいぶん巨

しかし︑そこにないものの輪郭が余りにくっきりしてお

て︑大地を検に這う言葉の流れを追いはじめた︑現在の連

の屈折をすでに一行に圧縮して︑ともかくも自己完結して

り︑幻視であってもこれも実在ではないのか︑と言うよう

句の興隆︵？︶はそこに一つの理由があるようだ︒

大な長い動線としてしばらくの間残像されている︒この残

な内的な光景の写生なのである︒ずいぶん長い詩もこれほ
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この句についてもう少し言おう︒一度目を止めると︑そ

﹃黙示﹂昭和三十六年

の実像と記憶の幻影を重ねているこのような構成を具えた

しかもその目を見ている﹁我﹂の視線を意識した句︑写生

通して内在する視線に気がつかなかった︒しかし︑掲出の

ていた︒最近まで︑虚子と新興俳句の内面性との側連︑共

て以来︑伝統俳句の巨魁である虚子をあまり読まなくなっ

私は︑窓秋︑赤黄男など新興俳句のポエジーに魅せられ

一句が早くから生まれていることに留意したい︒虚子の俳

三句は︑ともにその幻視への認識をもち︑かつそれは明蜥

れこそ五百句の中から我を見つめている蛇の目のようで︑

句の中で︵しかも大正期の作︶幻想性の強い句であり︑も

ような内面凝視の世界が︑﹁客観写生﹂を標椿した虚子に

で奥行きが深い︒さらに︑虚実の境界に輪郭を与えたこの

と言うのは︑ほかならぬ虚子の指導によって定着した近

もはやくから作品化されていること︒窓秋や赤黄男がこの

っと喧伝されてもいい︑と私は思っている︒

代の俳句は︑写生を根本的な方法にとっているから︑リア

句に目をとめたかどうかは別にして︑ひとたびあらわれた

場所をつないでしまうものであるから︑この三句のリンク

リズムを離れることはない︑実像と幻影の境をどこで見極

置いて読み抜ける近代俳句は︑作品としてはあまり見あた

は︑じつは︑伝統俳句と新興俳句の党派的な境界を表現諭

言葉は︑幾つかの情報の鎖を伝わって思いがけない異質の

らないのである︒俳句史としては︑次のような新興俳句の

的につないでゆくものである︒この三句には︑明らかに内

めるか︒また揺曳と一つにするか︑と言うところに重点を

作品を以て噴矢とするといわれている︒いずれもずっとの

部世界の存在を自覚した作家の目が言き込まれている︒こ

近代俳句の精神が﹁詩﹂として結晶した姿とは︑私の考

連句にはもとめられなかったものである︒

文学性を求める近代主義の俳句観からみて︑従来の発句や

の視線︑この内部へむかう視線や作品構成︑言葉の独在と

ちになってからつくられている︒

頭の中で白い夏野となってゐる高屋窓秋
﹃白い夏野﹂昭和十一年

草二本だけ生えてゐる時間富澤赤黄男
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か思えない︒以下の例示は︑いずれも﹁俳句﹂平成十六年

いた詩の感受性が別の方向をもとめようとしている︑とし

現代ではほとんど姿を消した︒俳句形式に溶かそうとして

独な作者の姿が浮かんでくる︒そのような孤高の俳人は︑

どる詩人︑繊細な感受性の魂として棒立ちになっている孤

独特の形式美を具えている︒何よりその精神風景をつかさ

にとりこむにはかなりとつつきが悪い︑まさにそこに俳句

え方では以上に掲げた三句のような例である︒連句の言葉

時代のせいでもある︒それはあながち責めるべきことでも

想詩人が内面の思想を直接的に俳句化できない︒︵年令や

すでにこういう技法の中にはいりこんでしまっている︒思

工夫であろうが︑俳句の一句をたたしめる作家の切実さが

つけるのか︑がこの句をただの日常写生句には読ませない

いや︑童謡めいた﹁赤い靴﹂のどういう多義的な意味を見

の雄にしてからがこういう観照的な穏やかな風景を示す︒

餓の夏来る草の原・六林男﹀と詠んだ︑かつての新興俳句

の取りこみではないかとすら︑思われるのだ︒

らわれはじめた︑あるいは鈴木六林男における俳譜の技法

ないのだが︶︑この作家の文体に潜む別の言葉の体系があ

浦川聡子

六月号︵角川書店︶より︒

オクターヴにひらきし十指合歓の花

葉に役割があり︑場面が変化し︑作者がそれぞれちがうと

鈴木六林男

いずれも幅広い作風を持つ実力者︒現代俳句の読者が求

いうこと︒すててもいい言葉なんてない︑と言うこと︒発

夏の湖赤い靴ぬぎ女の子

２﹁連作俳句と連句﹂

める句をそつなぐ提供している﹁俳句﹂であるが︑日常的

句挙句︑二花三月︑恋の座はもちろん︑恋ではなく恋の呼

中原道夫

な感受性の範囲で︑しかも︑非常に後に付けやすい句であ

び出しとか花ではなく花前︑とか軽い四句目ぶりとか︑重

かたつむり火急の用といひしはず

る︒浦川は現代的センスの鮮明な写生句を巧みにする若

い面影付けの後にくる遣り句なんてのもあるから︑およそ

連句のなにが面白いか︑と言えば歌仙一句一句全ての言

手︑中原の句柄はもともと俳譜的であるが︑︿少女にも飢
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キズムが許されているのだ︒どの言葉もいつかは出番がく

い上げてくる︒ここには言葉の本源的な姿︑連想のアナー

いたいわきまえておけば︶︑即席に出てきた言葉全部が掬

題を設定して構成するもので︑多人数の連句とちがう俳句

ともある︶作家の︑王題を深化するやり方︒一人の作家が主

いは六句︒あるいはそれらを一聯として数章を構成するこ

これは︑単作の長句を普通は五句ならべて︵四句︑ある

考えられた︒これには︑重要な意義がある︒

る︑凡才でも天才でもいつのまにか役どころが入れ替わっ

が生みだした新しいスタイルの定型の多行詩である︒

我々が発語している状態の心理や生理を︵歌仙の式目をだ

ている︒一人ではやれない︑この仕組みが︑現代人のペー

進むほどに場面が変化してくる︶︒配列が関心事となる︒

一句はそれぞれ独立完成している︒ために︵連句は行が

に読めばわかってくるだろう︒一人の想像力なんてたかが

俳句の単作主義が陥る狭さを克服しようとした︒

スに合わない．とよく言われるが︑俳句総合誌を少し丁寧

知れている︒歌仙では一巻巻いたら︑心の旅をシミュレー

水原秋桜子は自らの構想を﹁設計図式﹂といい︑主題の

雰囲気に合えば一句の独立感が少々崩れていてもいい︑と

ションしている味わい︑俳句ではよほどの名人でなければ
こういう味は出せないだろう︒こういうことを言うと︑自

山川誓子の﹁編輯式﹂と言われるやり方は︑一句は厳密

する︒︵︽筑波山縁起︾︒句集﹁葛飾﹂︶

だが︑それは逆で︑俳句が切り捨てたものが︑地下茎のよ

に完成︒感情の流れにしたがって配列される︒二黄旗﹄︵昭

分の出自である俳句の人たちから恩知らず︑と言われそう

うに生きのびて︑今︑いろんな場所で芽を吹いているのだ︑

和一○年龍星閣︶

他に︑日野草城﹁ミャコ・ホテル﹂が素材の奇抜さや︑

とそこに注意を促したいのである︒尤も︑俳句の面白さは︑

その﹁たかの知れた﹂と見える表現の奥にあるものに賭け

高屋窓秋の連作︑﹃河﹂︵四句︑五句︒六句組みあわせて九

機知︒風俗性ゆえに賛否両論を巻き起こしている︒また︑

ただ︑歴史上ある時期昭和五年から十年頃をピークに︑

章︶はこれで一冊の句集︒先の﹁白い夏野﹂の句も連作の

る︑という面白さである︒

水原秋櫻子︑山口誓子らを嗜矢として連作俳句というのが
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一つであるが︑﹁河﹂はとくに連作俳句の達成を示してい
ブ︵︾Ｏ

学であろうとすれば︑散文構成主題の完遂への志向を取り

入れざるを得ない︒すると俳句の面白さが別のものへ転化
されてしまう︒

しかし山口誓子はたとえばこういうことを言っている︒

仁平勝は︑誓子の﹃黄旗﹄を綿密に読み解き︑誓子が志
した感情の流れを構成してゆく連作法について︑こういう

﹁三冊子﹄の中﹁あかさうし﹂の巾で芭蕉の言とされる

﹁物の見へたるひかり︑いまだ心にきえざる中にいひとむ

例を引いて説明する︒

おとなびし少年の手の汗ばめる

べし﹂︵﹁三冊子﹂中﹁赤墜子﹂より︶を引用して︑

﹁季物は︑絶大なエネルギーを背負っている﹂これを発

少年のはやくも夏は汗にほふ
汗ばみて少年みだりなることを

見して物と物との関係に置き換える﹂こと︒﹁十七音でし

ごき︑五七五でゆさぶる︒俳句が立体的になれば︑短歌に

ほのかなる少女の髭の汗ばめる
︿汗とプベリテエト︾

負けない﹂こと︒﹁二物はかけ離れているように見えて統

一されている︒︵正１反︶合︑という想像力の飛躍と統一﹂

四句全部が句として屹立しているのではない︒俳句とし
て観照できるのは二句目四句目である︑と読み︑﹁感情の

があること︒

ノに飛躍させるのだ︒﹂︵︽わが︑王張︑わが俳諭﹀︒︶

﹁私は無心で︑二つの物をみる︑想像力によって他のモ

流れ﹂ということは︑無意識に伝統的な連句の技法を抱え
込み︑散文的な主題を志す︒と方法意識の矛盾をついてい
る︒︵参照﹃俳句のモダン﹂平成十四年・五柳書院︶

して〃個〃の俳句を配列せしむる﹂︵︽連作俳句は如何にし

﹁感情の流れを限りなく疎通せしむることを専らの役と

かる︒誓子の一句の作り方は︑メカニック︵新しい素材︑

て作らるるか︾・昭和七年﹁かつらぎ﹂︶

筆者には︑理論的には山口誓子の考えかたが一番よくわ

写生構成︶で︑その並べ方は強固に一句ごとの完結度を確
かめた類のものであったが︑仁平が言うように︑俳句が文
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欲をみずから告白しているのである︒︵連句への潜在的意

ろうか？︒文字通り︑高柳重信が指摘した連句への潜在意

俳譜的世界への憧慢を語っている︑というべきではないだ

近代主義の権化山口書子のメカニックな認識の底にある

のではない︒そう言う問題が生じているのが︑俳句と連句

そして連句一巻は︑必ずしも感情の流れを疎通せしむるも

連作の構成から︑無季俳句の肯定をよぎなくされてゆく︒

魅力﹂が味わえないこと︑高柳重信が言うようにそう言う

発揮したともいえる︒俳句が最も重要視している﹁一句の

堀本・泓

欲︒発句が切り捨てた︑別の定型を求める︒等々の記述が

の関わりの現在であるようだ︒

１﹁つらい洞察﹂と﹁連句の力﹂

一二一文化論コミュニケーション論的視点

あり︑浅沼漢がこのことについて︑はじめて︑キチンと考
察 した ︒
︒︶
︶︵
︵高
高柳
柳重
重信
信︽新興俳句運動の軌跡﹀︵﹃現代俳句の

軌跡﹂
﹂・
・永
永田
田書
書房
房︶︶︵浅沼漢﹃可能性としての連句﹄一九
九六年・ワイズ出版︶

高柳重信︑仁平勝︑浅沼瑛等が︑注意を喚起しているこ

も︑︑王題として︵散文脈︶が取り入れられてくると︑そこ

もうひとつ︑私が注目しているのが︑連句の連想ゲーム

問と疑いに一つ根拠を持つことを言いたかったのである︒

以上の展開は︑現在の連句への関心が︑俳句形式への自

には主題のながしかたへの配慮が生まれ︑一句完結の神話

的な要素である︒通常私たちは︑エクリチュールとしての

とは近似している︒一句一句の完成度を重視したとして

が破綻をきたす︑連句への潜在的志向を読みとらざるを得

されてある程度効果を上げているそうである︒実例が出さ

俳句や連句を考えているが︑この詩型が精神医学への応用

事実として︑連作俳句は︑新興俳句の限界を超えるべく

れてみると︑﹁あ︑そうか︑なるほど﹂とあらためて気づ

ない︑と言うことなのである︒

試みられやがて無季俳句の方へ重点が移っていった︒ま

かせるものがある︒

患者と医者の連句問答の掛け合いのうちにあらわれてく

た︑秋櫻子と誓子はやがて有季遵守の立場に籠もってゆ
く︒俳句と言う形式が短さに伴う保守性や独裁的な傾向を
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り︒連句をこのように実践する精神医学のアイディア︒医

る患者の内面の︵それもかなり深い場所の︶心理の読みと

﹁連句の力﹂だ︑前の言葉の世界にはない別の世界を作ろ

命の発現そのものである︒生命感を引き出すことがひとつ

句︑燃えつきたと言い病むと言いながら発語と言うのは生

に来ているよ︑と生へ向ける︒

呼び出した﹁芽吹き待つ﹂︒冬の終わりの夕べ︑春はそこ

うとする付け合いの世界なのだ︒それに寄りそった医師が

師はそれを﹁連句の力﹂だという︒
力け

青春の幻影燃えつきて冬に病む患者発句

水栽培の芽を待つ夕べ医師脇
﹁はからずも患者の連句の最後の力となったこの句は︑

が言葉を呼び﹁連衆﹂のシンパシイを呼ぶのである︒遊び

内なる過剰な生命力を外に表す︑という契機があり︑これ

﹁つらい洞察﹂は︑しかしここにはもうひとつの契機︑

この患者の連句による治療過程全体を︑何か象徴するもの

のルールを実行しながら︑病体それ自体が人間の一つの生

め

幼き瞳玩具修理をひたむきに患者第三

のように筆者にはかんじられた︒﹂︵飯盛眞喜雄・浅野欣也

しいが︑心を病む現代人の病理の用語なのに︑遊びの本然

の営みの姿である︑そのことを自覚させる過程でもある︒

この患者の洞察や医師の応じ方︑双方向的な言葉の応酬

を指す言葉として譜誌性豊か︒歌仙の様式性が失われたも

著﹃俳句連句療法﹄平成二年創元社︶︒浅沼漢﹃超連句入

をくぐって次第にあらわれる心理の場の解体や再編の流れ

のを捜してゆく自己客観化の鏡ともなる︒すでにそれぞれ

﹁つらい洞察﹂というその苦痛は次のバージョンで表現の

方こそ︑それぞ連句の付け合いだ︑と思わせる︒感覚を高

の心に思い描く世界像の中で︑自己実現の再生が果たされ

門﹄︵平成十二年・東京文献センター︶に紹介されている

め洞察を促す言葉のシチュエーションがこの患者の意識状

てゆくのではないだろうか︒捌きや﹁連衆﹂は自ずから気

快楽に転じる︒﹁玩具修理﹂というのは精神療法の一つら

態にうまくついた︑と言うべきである︒医師が思いやって

働きや配慮をしてくれるし︑自分もいつかそうしている︒

事例だ︒

いるように︑患者の﹁つらい洞察﹂から呼び出された発
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相対化し︑なにかに呪縛された心をほぐしてゆくかも知れ

だ︒だから︑連中達は︑仮想現実の旅をしながら心の内を

言葉の表現であると同時に一つのパフォーマンス︵演劇︶

かではなく︑その場︵座︶にはそこにだけ必要な評価軸が

言うことがあり︑エディトリアルゲームではなにが正しい

の重要な作業として知識や言葉つまり﹁情報の編集﹂︑と

る概念でいわれている︒人間がいろんな仕事をこなすとき

生まれその場の力にうまくのってゆくことが大事︑と松岡

ない︒

これらが︑あるタイプの心の病気にとって有効に作用す

は言うのだ︒連句の座の進行や︑歌仙の式目の実現過程が

また︑社会学者である村上直之鮪修の教育プログラム

るは頷けることだ︒またゞそのように︑座の﹁連衆﹂とし

てくれる存在︵導きの人︒捌き︶がいると言うこと︑それ

︵︽見立て発想法︾芸術工学研究所︶︑を読んでみた︒概略

この松岡の云う自己術集︑と言うことにあてはまる︒

が︑全世界を拒否しかねない孤立した心にどんなに希望を

すれば︑﹁ある分野で独創的な作舳が生まれるには︑既存

て向き合うときに︑自分の言葉に真剣にまともに向き合っ

呼び起こすものか？コミュニケーションの一方法と考えて

なわれている︒何か別のものに〃見立て〃て︑その本質を

作品のコンテクストをこえた︑︿転用﹀と︿変換﹀がおこ

るということはありうる︒自分がほとんど﹁病気﹂である

広げてゆくのが日本的思考法の重要な特色である﹂これ

みると︑連句に一座することで︑他者へたどり着く道を得

ことが︑自分で解ってくるとき︵それも愉しい気分の内

も︑傾聴すべき視点であろう︒

そこに込められていったさまざまな情報が︑しかし︑現存

きあがったばかりの︑宇宙モデルのなかにとじこめられ︑

みの長い旅をはたした気分になる︒そして自分の心は今で

歌仙の構成は宇宙的である︒一巻巻けば︑ユリシーズ並

これをふたたび︑連句の問題に返してみると︑

で︶︑患者はもうほとんど治癒されているのだ︑ときくこ
とがある︒

２﹁知の編集工学﹂︑﹁見立て発想法﹂

連句の﹁連想ゲーム﹂的な性格は︑松岡正剛﹃知の編集
工学﹄︵朝日新聞社︶の言説の中エディトリアルゲームな
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である高天原︑黄泉の国︑オリンポス︑竜宮城︑あるいは

言葉遊びによって︑仏教の世界図曼蛇羅や︑神話の理想郷

の事物と密接につながってくる︒我々は連想ゲームばりの

なく︑はじまりの弁証法︑西洋哲学の根幹にある自然認識

た︑とされる︒取りあげたいのは︑ロシア革命のことでは

年後ヘーゲルにいたって西洋形而上学の歴史を総決算し

言われているが︑プラトンによってみがきあげられ︑二千

ヘラクレイトスは弁証法的世界観のはじまりにたって︑

天然の岩場や洞窟を利用した地獄巡りの冒険︑に相当する

このけものみちは︑なんとのんびりして愉しいのか︒しか

自然の内部にすでにある過剰な力﹁ピュシス﹂の働きに注

法についてのこと︒

もそれは︑自分がそれの何人か協力しあってその発見の道

目した︒ヘーゲルはこのピュシスの意義を︑純粋な観念︑

世界が︑歌仙の世界に開ける︒自分探しの︑理想郷捜しの

に参加しなければ︑あらわれないのだ︒疲労した現代人の

﹁理性﹂のなかに閉じ込めた︒

﹁世界﹂は︑﹁不断の生成﹂であり﹁有から︵過程的な︶

だが︑これがヘーゲル風に翻訳されると︑

クレイトスの言葉︶

ら︑永遠に生きる火のようなもの﹂︵伝承されているヘラ

﹁世界﹂は﹁法則に従って燃え︑法則に従って消えなが

ヒーリ
リン
ング
グの
の一
一つ
つにに
︑︑ 連 句 が 使 わ れ て い る ︑ そ れ も な ん だ
か頷けるではないか？

一三一発句︵立ち現れるものとして︶連句の弁証法

最後に︑多少唐突であることを承知で︑興味深い類似の

中沢新一著﹁はじまりのレーニン﹄二九九四／岩波書

非有へ︑そして非有から︵過程的︶な有へと転化しながら︑

発想を紹介する︒

店︶は︑レーニンと彼が指導したロシア革命に関する誠実

その割合を変えている︒﹂︵前掲書より︒ラッサールによ

り︑ヘーゲルの言葉として紹介されている︒︶

な反省と追跡の書である︒

古代ギリシャの哲学者へラクレイトスは弁証法の始祖と
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レイトスの言葉には︑特有の︿かそけさ﹀がある︒が︑ヘー

新鮮な運動が感じられ︑このように︿有﹀︑を語るヘラク

の語る︵火︶は闇の中から立ち現れるもの︒この表現には

た﹁連句の力﹂がまさにその﹁ピュシス﹂であろうし︑松

示しているように思えた︒先に書いた心理療法で活用され

のつけあいが︑一種の弁証法的な構造で進んでゆくことを

この引用は︑連句論についてなんかではないのに︑連句

著書引用︶

ゲルのような近代哲学者の語る︿有﹀にはそう言う︿かそ

尾芭蕉は︑自然の内にある﹁過剰な力﹂︑﹁季節の中のほん

と︑なるそうである︒中沢が解説する要点は﹁古代哲学

けさ﹀に対する鈍感さや︑無感動な強さのみがのこる﹂︒

の短い時間にだけ現れるが︑たちまちにしてもとの秩序の

内部に包み込まれてゆく﹂その相を︑﹁物の見へたる光︑

このように中沢は︑近代哲学の︑王知主義を批判する︒

ヘラクレイトスのいう﹁自然﹂︵ピュシス︶とは︵立ち

まだ消え去らぬ内にいひとむべし﹂と喝破したのではない

し自然や存在の内に潜む本質︑その感情の流れを﹁言葉に

現れる︶という意味である︒ピュシスが動いて︑穀物の芽

冬の中に隠れている春が﹁立ちあらわれる﹂︒﹁一つである

よって思考できるものにつくりかえてゆく﹂︑詩の技術を

だろうか？誓子は︑それを詩人の直感をもって正しく理解

ものは︑二つの反対物になっているから︑これを二つに切

求めたのである︒

吹き︑夜明けの太陽︑人との会話をとおして現れる関係︒

り取ると反対物が認識できる﹂︒

ている︑過剰なもの︑動くもの︑純粋な祭りであるもの・・

存在と生命のあらゆる場面を通して︑この世界に立ち現れ

ス・・永遠に破壊されることがなく︑没することもなく︑

ての﹁ピュシス﹂の発現なのである︒だから︑それが存在

世界が﹁はじまった﹂のである︒それは︑﹁ことば﹂とし

ば︑過剰な物が別次元に置き換えられて︑そこから新しい

発せられる言葉である︒ヘラクレイトス流弁証法に従え

発句とは︑世界に対する挨拶︑句を付けてゆくはじまり

を︑言葉によって思考できるものに作りかえてゆく︒正反

した前の世界の影と曵きながら︑日常性を離れた詩の言葉

﹁はじまりの哲学者たちによれば︑弁証法とは︑ピュシ

合の対立とそれを止揚する次の展開へと︒﹂︵中沢新一該当
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としてこれからの世界に挨拶をしているのだ︒客が立ち現
れる瞬間亭主もまた現れる︒客をこの世界におちつかせる
ために︑その心理に添いながら︑我々の世界を貫通するあ
る種の摂理法則になじむような言葉をみんなで考え出して
ゆく︒発句がたちあがると言うことは︑﹁連衆﹂の関係が
あたかも最初からそうきまっていたように︑最初からそこ
に生じたような形にすることなのだ︒こうしてあたらしい
劇がはじまるのである︒はじまりである発句は︑言葉以前

R

の世界の存在の内奥から︑一つの過剰な閻入者として﹁客
人﹂として呼び出されてくるのだ︒過剰なあまり︑もとの
世界にとどまり得なかった生命力︑俳譜の連歌の旅のはじ
まりは︑こうして新しい秩序の創造となる︒発句は︑いき
なりこの世界に現れたのではなく︑これ以後の言葉の劇を
扇動するべく︑また後の展開におぶわれてゆくべ前の世界
からやってきたのである︒と︒

体験的な感覚としてどこまで﹁俳譜の連歌﹂の世界を己
の精神世界とつなげることができるだろうか︒一つの思考
の試行である︒︵了︶

蛍
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評論
﹃曽良旅日記﹄覚書
ｌその流出から発見までＩ

岡本耕史

た︒

ガラス越しながらこの﹃曽良旅日記﹄をはじめて見た時

の感動は︑今でも忘れられない︒これが曽良の腰帳とし

て︑百五十日余に及ぶ奥の細道行脚に︑ついて呵ったもの

と眺めると︑ひとしお心にひびくものがあった︒

言うまでもないことであるが︑曽良は俳人としてより

も︑芭蕉が残した不朽の名著﹃おくのほそ道﹄の旅の同行

価をされている︒この旅日記は簡潔そのもの要点しか書い

者として有名で︑その旅日記を書いた人物として大きく評
河合曽良の研究を始めるようになってまもない平成四年

ていないが︑恐らく曽良自身の備忘録であったのではない

か︒自身が判りさえすれば良く︑宛字や略字が実に多い︒

の四月︑國宝︑重要文化財︑重要美術品を含む天理コレク
ション六百九十点を公開する﹁天理秘蔵名品展﹂が︑大阪

後世これが出版されて多くの人に読まれ︑奥の細道研究に

またこの名品展に﹃曽良旅日記﹄と並んで公開された

る︒

納まっていることに︑なにか宿命的なものを感じたのであ

間を巡り︑現在は天理大学付属天理図書館の所蔵品として

この﹁曽良旅日記﹄が曽良の許を離れ︑転々と所有者の

ったことであろう︒

欠かせない資料になろうとは︑曽良自身も思ってもみなか

市立美術館で開催された︒

この名岾展の連歌と俳譜コーナーには︑芭蕉関連の﹃曽
良本おくのほそ道﹄および﹃曽良旅日記﹄の重文指定本を
はじめとして︑滅多に見ることのできない資料が︑数多展
示されるとあって早速鑑賞に赴いた︒
日頃山本六丁子編の﹃曽良奥の細道随行日記﹄の解析に
取組んでいたせいもあって︑とりわけその原本である﹁曽

良旅日記﹂を目にすることが︑最も大きな目的でもあっ
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の旅の最大の功労者である曽良に︑芭蕉が与えたものと考

され︑この清書本を芭蕉が受取ったあと︑原本は奥の細道

雷日良本おくのほそ道﹄は︑最後に素竜が清書した原本と

客死するが︑これが曽良の終焉ということになっている︒

中︑岩波庄右衛門は宿舎の海産物問屋︑中藤五左衛門宅で

後連日悪天候のため風本にとどまる︒二十二日風本滞留

えた一行は︑十五日次の巡見地対馬出発に備え乗船︑その

これらの遺品は曽良没後十年程は杉風の手許にあった

も含まれていた︒

り︑そのなかには﹃おくのほそ道﹄本も︑﹁曽良旅日記﹄

戸を出発する時預けて行ったのではないかといわれてお

品︶は︑蕉門のうちで最も親交の深かった杉山杉風に︑江

帯をせず︑家庭も持たなかった︒したがって所蔵品︵遺

曽良は江戸では深川五間堀に居を構えていたが︑終生妻

えられている︒以来曽良の手許にあったものであるが︑こ
のふたつの重文指定本は︑離れることなく付いて回ったと
いうことにも不思議な縁を感じている︒
一︑曽良の遺品江戸から諏訪へ

元禄七年︵一六九四︶十月十二日︑芭蕉は大阪で客死す
る︒これ以後の曽良の消息は︑きわめて断續的となり︑ど
のような生活を送っていたのか明確ではない︒

随員︵全國八地区のうち九州方面担当︶に任命される︒旗

庄右衛門の本名で︑幕府派遣の第四回諸國巡見の﹁巡見使﹂

のか︒これは推察であるが︑曽良の死を聞いた杉風はそれ

の死を知ってからなぜ十年も遺品を手許にとどめておいた

に引き渡したのであろうといわれている︒では杉風は曽良

が︑その後享保十年︵一七二五︶以前に︑諏訪の曽良遺族

本二千名の書院番・土屋数馬率いる班︵四十四人︶の用人

をにわかには信ぜず︑いつか曽良は江戸に戻り︑自分の前

それが宝永六年︵一七○九︶曽良六十一歳のとき︑岩波

として︑宝永七年︵一七一○︶三月一日︑江戸を出発して

曽良没後六年にあたる享保元年二七一六︶︑曽良と親

に現れると思っていたのではないだろうか︒

四月二十七日唐津領巡見︑五月七日に壱岐島郷ノ浦に入

交のあった地理学者の並河誠所は︑関租衡と上洲伊香保を

九州に向かう︒

港︑八日陸路風本︵現在の勝本町︶に着く︒壱岐巡見を終
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た曽良︵なぜか曽良とは明確に書かず﹁芭蕉翁と云し浮屠

名神社を訪れた際︑白髪の老翁と会い︑それが面識のあっ

巡り︑紀行記﹁伊香保道記﹂を著している︒そのなかに榛

はないだろうか︒

い杉風は︑あるいはそのあたりのことを感知していたので

はないか︑という異説は今でも存在している︒幕府筋に近

表面上亡くなったことにして︑巡見使随員を離脱したので

相関関係を示すと次のとおりとなる︒

ここで杉風より遺品を受取った諏訪の曽良の遺族とその

を友なひて歌枕見んとて出でし人﹂と表現︶で︑共に手を
とりあって往事を語ったと書いている︒
曽良が老岐で病没したというのは不自然で︑なにかのい

俳名在潮

きさっがあり急に身を隠さなければならない立場となり︑
︵河内屋︶分家

︲廣盲口由房朧謹器当盈長

河西家 言︵織屋︶曽良の母の生家︵妻は利鮮卿鶴︵出中与一郎一

百丈

七兵衛 １利鏡︵小平家に嫁ぐ︶

女︵高野七兵衛妻︶

﹁女︵岩波久右衛門妻︶

廣房源内源蔵ｌ周徳周之

︵佐渡屋︶曽良の生家

高野家

一与左衛門︵曽良岩波家に養子︶
五右衛門︵祐心高野家を継ぐ︶
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︵奈良屋︶曽良の姉の嫁ぎ先

小平家

曽良の養子先
岩波家

仁左衛門︵利鏡の夫︶

清左衛門

良に会っているようで︑﹁呵られたむかし恋しや雪まろげ﹂

徳は子供の頃の元禄十五年︑利鏡の墓参のため帰郷した曽

最も力をつくしたのが姉利鏡の娘の夫である周徳で︑周

追善供養を行っている︒

道の旅同行者として名を馳せた曽良に︑敬愛の念をもって

久右衛門ｌ庄右衛門︵養子に入った曽良︶

この四家は親戚のつき合いをしており︑うち河西︑高
野︑小平の三家は家号の示すとおり︑互いに至近の距離に

あってともに酒造業を営み︑河西家は金融業も営んでい
た︒

曽良は幼児に銭屋河西家に引き取られ︑間もなく岩波家

で病没している︒このようなことから銭屋河西家との縁が

遺稿集﹁ゆきまろげ﹂を編集するとともに︑伝襲した﹃お

周徳は曽良没後二十七年の元文二年二七三七︶に曽良

の句を残している︒

一番深かったのではないか︒曽良の遺品は杉風より銭屋河

くのほそ道﹄の草稿を筆写して︑原本の保存にも力を尽

に養子にいっているが︑養父母は十二歳のときにあいつい

西家の源蔵のもとに送られ︑そこで伝襄されることにな

小平家に嫁いだ姉利鏡が亡くなり︑曽良没後十七年の享保

諏訪における曽良の肉親は︑元禄十五年︵一七○二︶に

遺品として︑曽良の愛用とされる﹁笈﹂︑﹁文台﹂︑﹁硯箱﹂

に供養碑︵故郷墓︶を建立している︒この正願寺には曽良

三十年の元文五年二七四○︶には︑菩提寺の諏訪正願寺

し︑これが﹁河西本﹂といわれて現存している︒また没後

十二年︵一七二七︶には弟の高野祐心が七十五歳で没して

の三点が保存されている︒

う︵︾○

すべていなくなった︒しかし故郷の縁者達は︑芭蕉奥の細
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記録によれば曽良の追善供養は宝暦十年二七六○︶の
五十回忌︑安政五年︵一八五八︶の百五十回忌︑明治四十

が︑その経緯については次に述べる︒

一︑曽良の遺品騒動

家運は常に順風満帆であればよいが︑時にかたむきかけ

一年︵一九○八︶の二百回忌︑そして昭和三十四年︵一九
五九︶の二百五十回忌と行われている︒五十回忌には追善

ることもある︒曽良没後百年の文化年代の頃︑銭屋河西家

こじきぶくろ

集﹁乞食襄﹂が季郭により編集刊行されており︑そのな

はその状態にあったようだ︒周徳の孫にあたる与惣右衛門

で︑いい値で買うからと曽良の遺品の寶却をもちかけた︒

財が重なり困っていた︒これに眼をつけたのが久保島若人

廣孝︵俳号周之︶の時代で︑素封家でありながら同家は借

かに追福の句として︑

朱鵺

与惣右衛門もやむなく次の買受書で応ずることになったと

いわれる︒全文をそのまま記す︒

一︑はせを翁かけろふ之巻物
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奥の細道の草槁は予が許に残れり
葉桜やにほひ残して筆の蹟

の一句がある︒詠んだ朱鶴は河内屋河西家徳左衛門盈進
︵俳名在器︶の次男で︑出でて田中家を嗣いでいる︒前書

家に伝わる﹃おくのほそ道﹂とみて間違いあるまい︒追善

一︑はせを翁笠はりの文

指上一札の事

供養の文化七年二八一○︶の百回忌は︑行われたと記録

一︑曽良つくし松島の文

きにある﹁奥の細道﹂の草稿とは︑曽良の遺品として河西

にないが︑恐らく銭屋河西家の事情によるものと思う︒

一︑西州送別序文詩

一︑曽良桐壺︵篇︶

が河西家を離れ︑諏訪高島藩士で俳人としても高名な久保

一︑曽良所持硯箱但水入共

丁度この頃以降に家宝として扱ってきた曽良遺品の多く

島若人︵權平︶の許にわたるようになったと考えられる

箇葉冊軸軸軸

︑はせを翁奥之細道
︑曽良旅日記
〆八品右之通此度御払遊候二付私
御買受可仕代金之義は五十八両二
而御熟談仕候処実正二御座候然二
右代金左之通之割合二可指上候

当末盆に曽良旅日記金七両

現在の価値を判っていたら︑とてもそのような金額ではな
かったであろう︒

若人は河西家に十両を渡したのみで︑これを江戸に持っ

ていき︑禾木という金持の俳詰師に責払ったという︒禾木

は諏訪にも行脚に訪れたことがあり︑苗字は巨谷といった

が︑藤森素檗や若人等著名俳人と交遊していた人物であっ

た︒なお若人が禾木に責払った金額は︑﹃奥の細道﹂︑﹁曽

良旅日記﹄の二品で八十両であったといわれている︒

さてこの若人の曽良遺物蛎取事件が表に出て︑大事件と

して騒がれたのは︑なんと二十数年後の天保時代に入って
からであった︒

事態発生時の銭屋河西家の当主与惣右衛門廣孝は︑三年

後の文化十一年二八一四︶に亡くなり︑その子の与惣右

衛門廣豊︵俳号百丈︶の時代となっていた︒事実を知った

廣豊は若人に対し︑残金の支払いについて︑口効きを通じ

て迫ったが若人は言を左右にして払わなかった︒それでは

と祖先からの宝物ゆえと禾木に買戻しを迫ったが︑禾木は

若人から買ったものだと称して応ぜず︑その結果廣豊は藩

に訴え出た︒これが天保十一年︵一八四○︶のことである︒
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当末十二月︑かけろふ︑笠はり︑
つくし松島︑桐壺︑西州送別︑

曽良所持硯箱水入共右金拾三両

来申十二月奥之細道金叶八両
右割賦之通代金御皆済仕依而如件

若人はこの証文を河西家に出して︑以上の品を持ち去っ
たという︒無智だった与惣右衛門を︑若人はうまくだまし
た買受害であったともいわれている︒
このなかで﹃はせを翁奥之細道﹂︵現﹁曽良本おくのほ
そ道﹂︶が三十八両︑﹃曽良旅日記﹄が七両と値がつけられ
ているのが興味をひくが︑ともに重要文化財となっている

冊冊

土の宝はここに消え失せてしまった︒

取調べ厳重な処分を与えたが︑覆水は元の器に戻らず︑郷

藩では藩士の詐欺横領事件というので捨ておけず︑若人を

禾木ではないこと︑時代は庚子︵天保十一年︶で紛争があ

という自分の物としていること︑讓り相手はさきに書いた

これを讃むとまず若人はこの曽良伝来の二点を拙者所持

疑問の点も多く︑いろいろな臆説がとなえられたといわれ

松友次氏は︑﹁松江の支藩で雲州母里の当主松平志摩守の

一番の問題点は讓った助宣雅君であって︑俳文学者の村

ったとされる後年であることなどが判る︒

ているが︑唯一確実にわかっていることに︑﹁信州諏訪の

別号ではないか﹂といっている︒この両本はそれから百年

ここに書いた曽良遺物をめぐる河西家と若人の紛争には

俳士久保島若人の讓状﹂なるものが存在し︑それには次

後に再び世に出るが︑その経緯は後述するとして︑出現の

とき両本にこの讓り状が添付されてあったという︒そうで

あれば若人から渡ったのはたしかに助宣雅君であり︑若人

が禾木に實ったということは事実に反しているということ
になる︒

些亥

の内容が記されている︒

覚

一︑芭蕉翁正筆

奥の細道一冊井

若人は表立って助宣雅君に讓ったと言えない事情があ

り︑諏訪の人達には禾木に責ったと言ったのではないか︒

曽良日記添
右者河合曽良伝来二而

考え過ぎかも知れないが︑このような推察もできるのであ

蔵氏説︑及び﹁諏訪史学会報﹄第一号︑昭和四十三年五月

は︑諏訪の地方誌﹁信州文壇﹂昭和十四年二月号の矢崎源

ここに書いた﹁曽良遺物を巡る若人と河西家の紛争﹂

る︒

拙者所持之処今度就御所
望御讓申候事実正也
冊而如件

庚子四月十日若人
助宣雅君

−ワQ

発行の小尾左牛氏説を基にしているが︑全部といわないが

ということになった︒翌日佐藤氏はそれを拝見することに

の細道があるから︑明日蔵から出してお目にかけましょう

診察が終ると︑早速ご老人に從って別室に通される︒

なったが︑その時の感想を次のように書いている︒

不可解の部分もあることを承知の上で記している︒
実情はともかく諏訪人にとって︑大切な宝物が若人の手
によって流出してしまった無念さを︑若人を悪者に仕立て
ることで晴らしたとも思われるのである︒

これがそうです︒ごらん下さい・手にとって見る︒非常

いる︒しかし何となくぴったりして来るものを感じな

に綺麗に書かれた和綴りの本で︑背に七の字が言かれて

天保十一年二八四○︶助宣雅君にわたって以来︑行方

い︒これは曽良が芭蕉について行かれた時の︑曽良自身

三︑伊東で発見︑そしてその後

知れずとなっていた両本が︑思いがけないところから発見

の奥の細道の旅日記です︒と小型の大福帳の分厚いもの

佐藤氏の直感は︑﹃奥の細道﹄の方はそうではなかった

つものがある︒

を見せて下さる︒手に取ってみる︒すぐにぴんと心を打

されたのは︑昭和十三年の春であった︒
佐藤誠一氏︵俳号十雨︶は昭和三年から靜岡県伊東市で
医院を開業︑とくに肝臓病に卓見をもち︑肝臓先生と尊敬

に永住し︑家も新築された斉藤家に往診に通うようにな

が︑﹃曽良旅日記﹄の方は本物と反応したということであ

される医師で俳句もたしなんでいた︒その頃大阪から伊東

るｃ大阪の実業界で活躍された当主の斉藤幾太氏は当時八

ろう︒

喜び勇んで帰宅した佐藤氏は︑早速に俳句の師山本六丁

十一歳で︑たいへんな骨董姑の蒐集家であった︒佐藤氏が
毎日往診しているうちに︑すっかり気をゆるす仲となり︑

子氏︵本名安三郎︑医師で俳人でもあったが．晩年東京よ

り熱海木の宮に居住していた︒︶に事の始終を話す︒その

幾太氏は所蔵の名陥を次々と見せてくれるようになった︒
ある日俳句の話をしたあとで幾太氏は︑芭蕉翁真筆の奥
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る︒佐藤氏はこの時のことも次のように書いている︒

とになり︑幾太氏の了解を得て今度は二人で見ることにな

ことを聞いた六丁子氏は︑自分もぜひ拝見したいというこ

で土地の実業家の傍ら骨董品の周旋などをしていた桑原深

は︑父幾太氏が日清戦争︵明治二十七年︶の前ごろ︑大阪

の浩介氏の話によると︑この﹁奥の細道﹄と﹁曽良旅日記﹂

造氏から入手された由である︒天保十一年以来明治のこの

いで冨日良の旅日記﹂をごらんになられる︒そして先生

重な文献だからぜひ出版したい︑浩介氏に許可を得て欲し

その後佐藤氏は六丁子氏から︑あの﹃曽良旅日記﹂は貴

頃に再び出現するまでの経路は今でも全く判っていない︒

の言うことには︑この奥の細道はあやしいと思います

いと依頼され＄一︑営利的にしない︑二︑所有者の名を明

︵六丁子先生は︶まず芭蕉真筆の﹃奥の細道﹄を︑次

が︑曽良のものは大したものだと思います︒とはっきり

かさないことの︑ふたつの條件づきで許可を貰う︒

それから丸五年間︑六丁子氏は難讃きわまる原本の翻刻

言われる︒ご老人はただだまってうなずくだけで︑一言
の言葉もない︒

に精魂を傾け︑昭和十八年七月に冨日良奥の細道随行日

の方は︑即本物と認めたのであるから︑その直感力はたし

本おくのほそ道﹄とは見抜けなかったが︑﹁曽良旅日記﹂

る︒初版はたちまち責り切れて︑再版六千部が発行された

が実現できたことは︑いかに価値のあったものかこれで判

る︒大戦真最中で紙も不足という悪條件であったが︑これ

記﹂という書名で︑東京小川書房より初版六千部を発行す

かであった︒そして六丁子氏は一時借用して讃んだとこ

が︑これもまた責れてしまう︒時あたかも芭蕉二百五十年

この時六丁子氏も奥の細道の方は︑これがのちの﹁曽良

ろ︑この旅日記は俳文学の一大文献であるから︑自分の手

祭の年で︑最も意義ある記念行事であったといわれてい

﹁曽良奥の細道随行日記﹄の出現によって︑これまでの

る︒

で出版したいものと考えた︒

その年の十月︑幾太氏は病状悪化し佐藤氏の努力の甲斐
もなく八十一歳の生涯を終える︒のちのことであるが子息
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﹃奥の細道﹄研究に一大変革をもたらしたことは︑書くま

れている︒要点のみを記すと︒

集を依頼され︑これに﹁随行日記﹄をつけることになり︑

昭和二十四年の春︑岩波文庫の﹁奥の細道﹂の新版の編

関った人達の宿命的な因縁と幸運をつくづく思うのであ

軒余曲折の結果︑同年九月八日︑斉藤浩介氏の子息茂氏に

でもないことであるが︑それよりもここにいたるまでの︑

る︒もし斉藤幾大氏が大阪より伊東に移住しなければ︑幾

会い︑﹃旅日記﹄と﹃奥の細道﹂をはじめて見る︒

その﹃奥の細道﹄の一写本は︑その後精査の結果︑曽

と述懐されている︒﹃奥の細道﹂の方は︑

ら︑興奮を禁じ得なかった︒

人も殆んど誰もまだ見てゐない貴重な資料と思ふと自

﹃日記﹄の頁をめくる私の指はふるへてゐた︒学界の

杉浦氏はその時のことを

太氏の生存中に佐藤誠一氏と面識を得なければ︑山本六丁
子氏が佐藤氏の俳句の師でなければ︑そして六丁子氏が出
版を決意しなければ︑どのひとつが欠けていてもこの出版
は実現されなかった筈である︒なにか運がついて回ったと
しかいいようがない︒

その後冨日良旅日記﹄の所有者︑斉藤浩介氏も六丁子氏
の俳句の門に入り︑浩介氏を中心として六丁子氏︑佐藤氏
などの一行で︑伊賀上野の愛染院の故郷塚︑近江義仲寺の
芭蕉翁の墓前に︑奉告をかねての俳跡めぐりをしている︒
そして終戦後の昭和二十二年十月二十四日︑六丁子氏は七

ではもうひとつの斉藤家所有の﹁奥の細道﹂はどうなっ

に示す貴重資料であることが︑はっきりと判明して来

之を訂正した曽良の自筆本で︑芭蕉の推敲のあとを如実

良が芭蕉の未定稿の原稿を臨界し︑更に芭蕉の決定稿で

たのか︒この方の経緯は︑俳文学者の杉浦正一郎氏が﹁連

た︒

十九歳の生涯を終えるのである︒

歌俳譜研究﹂︵昭和二十六年第一巻一号︶に︑﹁曽良の﹃奥
の細道随行日記﹄をめぐりて﹂のなかで︑実に刻明に言か

−32−

と書いておられる︒この論には現在異論もあるが︑ここ
では原文を掲出する︒

う︒それから二年後の平成十三年七月に原氏は病没された

が︑曽良生誕の諏訪の地に﹁曽良旅日記﹄を再びと賭けた

本を︑天理図書館の綿屋文庫に納入される仲介の労をとっ

曽良の生涯﹂が︑原氏の勤務した長野日報社より出版さ

また平成十五年六月︑原博一氏の遺稿集として﹃旅びと

原氏の宿願は︑果してあげたかったと今でも思う︒

ておられることも判り︑こうして振りかえってみると︑す

れ︑その出版祝賀会が催されたので私も出席した︒

また杉浦氏が斉藤家の意向を受けて︑このふたつの重要

べて納まるところに納まったという感じを受ける︒

この祝賀会には︑曽良の後喬にあたる河内屋河西家の当

主︑河西和彦氏も出席されていたが︑ここでも遠い昔のこ

とながら︑河西家より流出してしまった宝物を懐旧ととも

に語り合った︒河西氏は﹁ご先祖のなされたことでとやか

つ勺

おわり／に

平成十一年九月︑諏訪市博物館において︑﹁河合曽良生
誕三百五十周年特別展﹂が開催された︒

く言うわけではありませんが︑やはりお人よしだったので

しょうね﹂と笑っておられたが︑諏訪の人達が残念に思っ

この特別展には地元諏訪に残っている曽良の筆蹟や遺品
だけではもの足りないので︑天理図書館所蔵の﹁曽良本お

ている気持は私には理解できるのである︒

肝臓先生佐藤十雨八木耆店

河合曽良追善集集録今井邦治信濃民友社

河西家由緒書河西倉治

河合曽良年譜原博一

曽良本﹁おくのほそ道﹂研究村松友次笠間書院

︹参考文献︺

くのほそ道﹄と﹁曽良旅日記﹄の両本を期間中借用して展
示したいと関係者は考えた︒

もしこれが実現されたら実に百六十年ぶりの両本の里帰
りということになる大目玉である︒特別展の企画の中心に
あった諏訪の曽良研究家原博一氏は︑手をつくして交渉に
あたったが︑残念ながら実現にいたらなかった︒ともに重
要文化財で︑移動するとなると難問題が多かったのである
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エッセイ

私と連句

臼杵勝児

手習ひで何かはじめたい︒それには俳句はどうだろうか﹂

などと話してみた処︑寿賀さんから﹁私もはじめたの︒だ

から一緒にやりましょう︒よい先生をご紹介しますよ︒﹂

との恩ひも寄らぬ積極的な反応があり﹁あした﹂に入会と

いふことになりました︒勿論主宰の宇咲冬男先生が連句界

のお偉方で﹁あした﹂は連句も掲載している珍しい俳誌の

一つだなどとは夢にも知らなかったのです︒しかしこれが

俳諸といふ巨象を撫ではじめるきっかけとなったのです︒

でした︒まだ新顔だった私は﹁あした﹂の皆様のお誘ひで

連句の洗礼を直接受けたのは平成四年二月のインド旅行

この恥づかしい俳句は今年の歳旦に詠んだ私の句です︒

十日程のインド旅行に参加したのです︒その折成田を離陸

俳譜てふ巨象を撫でつ去年今年

六十の手習ひで俳句を︑そして四年後から連句をはじめた

するや否や︑何と機内で連句がはじまったのです︒主宰の

﹁浬藥西風浴びて印度へ発ちにけり﹂

私にとって︑それまでは俳詰つまり連句の存在を全然知ら
なかったと云っても過言ではありませんでした︒日本文化

ぱらぱらでした︒連句には全く初心者の私は捌きである主

を発句として一行二十五名中二十二名が連衆として参加し

私と連句との縁は偶然の成行きから︑宇咲冬男主宰の﹁あ

宰と︑連衆との間の伝令役となり右往左往しました︒皆さ

の中のかくも重要な部分について本当に無智蒙昧だったの

した﹂に入会したことではじまりました︒現在都心連句会

んの付句を集めて捌きに持ってゆく︑治定された句を早速

たのですが︑何しろ狹い機中のこと︑しかも座席は可成り

などで活躍中の柴田寿賀さんは当時﹁チヱ﹂といふ銀座の

連絡するといったことの繰返しで︑他のお客さんからは大

です︒

クラブのママさんで私は客の一人でした︒ある時﹁六十の
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でした︒しかし同時に驚いたのは皆さんの連句に対する熱

クレーム︑スチュァーデスからは嫌みを云はれるなど散々

さんの

粁でした︒因みにほんの一部をご紹介しますと︑バリエー

めてでしたが︑随所に鋭い感覚の句を付けられたことは流

﹁山寺の静けさに濃き紅葉かな﹂

気でした︒少々のクレームなどなんのその︑兎に角歌仙を
巻き上げたのです︒連句とはこんなに面白いものらしいぞ

それからは毎月二〜三回のペースで連句実作の勉強が続

お先にどうぞゆずり合う風呂バリエー

交流のホームステイの次々に冬男

の発句による歌仙﹁山寺の巻﹂のナオの恋の部分は

きました︒いろいろな体験をしましたが特筆すべきことは

寒夜さえ燃え上りたる肌と肌かずこ

と肌で感じた訳です︒

﹁スエーデン大使館﹂における連句実作でした︒当時文化

積った雪のどさと落ちたる冬男

私はその后事情があって﹁あした﹂を離れましたが︑こ

と︑まあこんな調子でした︒

部門担当の日本駐在公使だったラーシュ・バリエーさんと
いふ方が︑日本文化を理解するためにはどうしても連句を

す︒平成七年から十年迄の四年間六本木のスエーデン大使

うしてみると私にとって連句入門の師は宇咲冬男氏の他は

学ぶ必要があるといふことで冬男主宰に師事されたので

館に通ひ歌仙六巻を巻き上げました︒バリエーさんは京都

たや連句と私の縁にとってもう一人大切な先生がいらっ

ありません︒

派な句を付けてゆかれることに感嘆しました︒またお相手

しゃるのです︒それは芭蕉・蕪村については本邦第一の碩

大学出身とはいえ日本語に実に堪能な方で︑連衆として立

は主として﹁あした﹂のメンバーでしたが︑客員として東

学とでも申し上げるべき尾形仇先生です︒

私と尾形先生との最初のそして最も重要な接点は﹁歌仙

京新聞の沢田洋々さん︑現代詩人の白石かずこさん︑それ
に一度だけでしたが故暉峻桐雨先生がお見えになったこと
も懐かしい恩ひ出です︒白石かずこさんは連句は全くはじ
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を詳しく解説されたものです︒ご存知の通りこの山中三吟

くのほそ道﹂の旅の途中山中温泉で巻かれた三両吟の歌仙

の世界﹂といふ講談社学術文庫の一冊でした︒この本は﹁お

るということをはじめて知ったからです︒

品にまで練りあげた最大の功労者が芭蕉と蕉門の人々であ

変身近になりました︒連句といふ合作文芸を高度の芸術作

接することになりました︒同時に芭蕉さんといふ巨人も大

といふ俳言に収められているそうです︒兎に角連句を付け

皆様よくご存知のことでしょう︒でも敢て私が特に感銘し

この歌仙三十六句はどれも珠玉の逸品かと思ひますし︑

はなむけ

は﹁曾良饅︑翁直しの一巻﹂と題して﹁やまなかしう﹂

進めるに当っての芭蕉の添削指導の跡が連衆である北枝に

た部分をあげてみますと先づウ折立からの四句の付合で

あそば

鐘ついて遊ん花のちりか︑る翁

また最後の春二句匂ひの花と學句

︑リ卓﹂

遊女四五人田舎わたらひ曾根
落書に恋しき君が名もありて翁
髪はそらねど魚くはい也北枝

︲あられ

霞降る左の山は管の寺北枝

す︒

よって逐一記録されている珍らしいサンプルなのです︒連
句がどんなふうにして付け進められてゆくのか︑それぞれ
の作者はどんなところに苦心を凝らしながら付けていった
のか︑そうした実作の機微を探ることは現代の作品でも殆
んど不可能です︒それがこんな昔のしかも芭蕉の円熟期に

近い作品に残っているのです︒そればかりではありませ
ん︒芭蕉の註釈・添削は一句について精々一〜二行です
が︑何とこの尾形先生の名著では歌仙一巻につき約三百頁

なく学生二名を加えた討論形式で︑いはば窮極の芭蕉連句

ついて八頁のご説明があるのです︒それも軍なる解説では

は︑ここまでの切蹉琢磨が必要なのかと感銘した次第で

うにして巻くのか︑また本当によい作品をつくるために

両方共本当に感激致しました︒何れにせよ連句とはこのよ

くれゆく

酔狂人と弥生暮行筆

鑑賞とでも云ふべき内容になっているのです︒目から鱗が

す︒

を費しているのですから︑軍純に算術平均しますと一句に

落ちるとはこのことで私は俳譜といふ巨象の息吹きに直に
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に連句を綜合的に勉強させて頂きました︒

せんが︑日本の文芸史の中での蕉風俳譜の位置づけを中心

私は尾形先生に連句実作など固より学んだことはありま

する︒発句が唯一枚の写眞であれば連俳は一巻の映画であ

からみても連俳の妙味と複雑さは発句のそれと次序を異に

らない修辞上の幅員の差を示すであろう︒鑑賞する方の側

目にか︑ることが出来ますが︑誠に望外の倖せで︑連句と

俳芸術に接近する傾向を示すのは興味深い現象であると言

日本固有の︑しかも現代日本で殆んど問題にもされない連

る︒実際最も綜合的な芸術としての映画芸術が︑段々に︑

いふ巨象の大まかな姿が想像出来るようになったのは全く

はなければならない︒﹂

母校成城学園の縁で今でも尾形先生と年に何回か直接お

先生のご教示の賜物なのです︒

深さがわかって来たのです︒現在俳句を嗜んでいる方々の

私自身せめて俳譜といふ巨象の脚か鼻でもしっかり掴め

句一

誠にその通りで私のような初心者でも俳譜の世界の広さ
処で俳句人口は何百万人か知りませんが︑連句協会の会

感受性を以ってすればこのことは直ぐにわかって頂けそう

対しては連句に関係してゐる側にも大いに責任がありそう

ょうか︒どうすればよいか回答はわかりませんが︑現状に

なものです︒しかし現状はそうなってゐないのは何故でし

員は千人足らず︑連句人口は一万人を若干上廻る程度でし
ょうか︒何故こんなことになっているか不思議ですね︒
明治の先覚者寺田寅彦先生はその﹁俳譜の本質的概論﹂
の中で次の様に力説されて居られます︒

は殆んどない︒子規の一蹴によって此固有芸術は形を消し

るようになりたいと思ひます︒同時にもっともっと多くの

です︒

てしまったのである︒併し歴史的に見ても連俳あっての発

方に連句を楽しんで頂けるよう努力するこの大きな課

﹁現代の所謂俳壇には︑事実上発句があるばかりで連句

句である︒修業の上から云っても︑連俳の自由な天地に遊

題をこれからの生甲斐にしたいものです︒
きよくせき

んだ後に︑其獲物を発句に凝結させる人と︑始から十七字

の縄張りの中に賜跨して藻掻いてゐる人とでは比較にな

一J／−

回顧

平成十五年の連句界

を示していない︒会員数に限って言うならば︑少ないとき

で九二五人︑多いときで一昨年の九九三人︑平均九五八・

四人である︒昨年の九五四人は︑平均をやや下回っている︒

なかなか千人には達しないというのが現状である︒︵但し

自由な連句実作者は︑多分︑この二︑三倍はいるのかもし

れない︒︶ともあれ九五四人という基本的数字は︑今Ⅱの

といってよい︒連句は一定の作者間に堅実に定着すること

小林しげと
昨年十一月現在︑連句協会の会員数は︑九五四人と報告

によって後世に伝わるメリットはある︒反面︑連句人口の

03

239

993

02

216

978

01

221

925

()0

215

942

99

1.13]

4,792

計

226.2

958.4

の数字は気になって仕方がない︒さらなる連句の活性化を
期待したい︒

さて︑この一年の連句界の行事︑出版︑人事などの動き

について振り返ってみたい︑まづ行事の方は︑例年のごと

く目白押しの盛況︑別表のとおりである︒次に主要図書Ｉ

連句集︑記録集︑エッセイ︑定期刊行物の順に紹介する︒

連句集ｌ鈴木漠﹃花神帖﹂︑草門会﹁草門帖３﹄︵三月︶︑

福田眞空﹃天の川﹂︑暉峻康隆﹃棡雨句集﹄︵四月︶︑くさ

−38−

連句活動の定着度と同時に連句普及の限界を代弁している

されている︒ちなみに最近五年間における会員等の推移を

伸び悩みは︑連句興隆を停滞させるデメリヅトの要因でも

954

︵﹃連句協会報﹄掲載﹁役員会議事要旨﹂より︶

240

ある︒いずれにせよ連句の将来を考えるとき︑この横ばい

見ると︑概ね左表のとおりである︒
この五年の間︑会員数は九百台を︑結社数は二百台の前

平均

半を上下していて︑会員や結社の数字はとくに大きな変化
年度
△吾貝

結
社

燕﹂︵神戸︶︑﹃摩天楼﹄︵千葉︶︑﹃八千草﹄︵川崎︶など︒

会記録集﹁俵口﹄︵六月︶︑さきたま連句大会記録集﹁俳譜

句会﹁心敬忌作品集﹂︑愛媛昭和連句草創の碑記念連句大

鶯の会﹁俳謂連歌十百韻俳諾古式百韻﹂︵四月︶︑伊勢原連

句会﹃年度作品集﹄︵三月︶︑猫蓑会﹃年度作品集Ⅲ﹂︑

や﹄︵九月︶︑馬場東夷﹃小春日﹂︵十一月︶など．記録集都心連句会﹃二○○二年連句作品集﹄二月︶︑さくら草連

このように連句関連の出版物が次々に刊行されているが︑

会報﹄︵東京︶︑丸亀連句会﹃さざなみ通信﹂︵丸亀︶など︒

会会報﹂︵名古屋︶︑﹃土良猫倶楽部﹂︵東京︶︑﹃季語研究会

彰会報﹁義仲寺﹂︵大津︶︑﹁ねこみの通信﹄︵東京︶︑﹁桃雅

ん﹄︵西宮︶︑百−タス﹄︵徳島︶など︒○俳譜報として顕

﹁ねびゆり−﹂︵さいたま︶︑﹃俳譜接心﹂︵大阪︶︑﹃れぎお

くき﹃千鳥会連句集﹄︵八月︶︑式田恭子編﹃俳譜集・二夏

彩の国﹂︵八月︶︑くさくき﹃続々々葉月会連句集﹄︵九月︶︑

なかには貴重な資料性の高いものもあって連句界として散

○連句専門誌として﹃オタクサ﹂︵神戸︶︑﹁解續﹄︵東京︶︑

﹁国民文化祭やまが肥入選作品集﹂︵十月︶︑くさくき﹃亥

いて触れたい︒

逸しないよう配慮されるべきであろう︒おわりに人事につ

賀連句十年史﹄︵三月︶︑大野鵠士﹃西鶴矢数俳詰の世界﹂

○慶祝三月三十日獅子門三十九世前道統國島十雨先生

の会連句集﹄︵十二月︶など︒エッセイ等伊賀連句会﹁伊

︵四月︶︑三重県連句協会﹃三重県連句協会十年史﹄︵六月︶︑

季寄せ付連句必携﹂︵九月︶︑﹁連句そこが知りたい﹂

倉さやか﹁俳譜のこころ﹄︵八月︶︑宇咲冬男ほか﹃あした

○深悼十月二十日猫蓑庵主東明雅先生︵信州大学名誉

人協会前理事長︑連句協会名誉会員︶死去︒

○深悼五月二十六日鴫立庵二十一世草間時彦先生︵俳

︵連句協会顧問︶連塔句碑を獅子庵敷地内に建立︒

︵十月︶など︒定期刊行物 ○詩・俳句・連句誌として﹁あ

教授︑猫蓑連句会主宰︑連句協会顧問︶死去︒

其刊行会﹃風交石沢無腸先生と俳詰の連歌﹂︵七月︶︑岩

した﹂︵東京︶︑﹃鮎﹂︵広島︶︑﹃くさくき﹄︵川口︶︑﹃ぐろ

○深悼十一月二十二日密田青々先生︵著述家・連句協
会会員︶死去︒

つけ﹂︵神戸︶︑﹁獅子肌﹄︵岐阜︶︑﹃紫薇﹂︵大阪︶︑﹃筑波﹄

︵船橋︶︑言ちくれ﹄︵岐阜︶︑﹁ふらくたる﹄︵三木︶︑﹃白
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平成十五年連句行事一覧表
月

日

1

25

2

1

協会行事

諸

行

事

理事会（日本青年館）
協会報130号発行

2／23

ポスト国民文化祭<,んま上州連句大会
（館林市）

３
4

1

常任理事会（日本青年館）

1

協会報131号発行

4／29

第7回愛媛昭和連句草創の碑記念連句大会

第22回連句協会総会

4／29

第7回心敬忌連句の集い（伊勢原市）

理事会（日本青年館）

5／11

柿衛翁を偲ぶ会正式俳譜興行一没後20年追善

（松山）
Oワ

ムノ

5

3

（神戸市）

5／25第23回大山阿夫利神社奉納正式俳譜興行
（伊勢原市）
6

５

７
8

1

1

6／7

関西・連句を楽しむ会（大津市）

6／29

第15回青時雨忌追善正式俳譜興行
（東京・浅草）

常任理事会（日本青年館）

7／5

第2回あやめ草連句大会（多賀城市）

協会報133号発行

8／24連句協会千葉県支部第14回総会と連句大会

協会報132号発桁

（市川）
Ll

6

20

10

1

理事会（日本青年館）
1115年版「連句年鑑』発行
協会報134.号発行

1()／11

第18個￨国民文化祭やまがた03連句大会
（新庄市）

10/11

第11回伊賀上野しぐれ忌連句大会(上野市）

10／25

とよた市民キャンパス連句まつり03
（名古屋市）

11

］

常任理事会( 1 1本青年館）

11／8

プレ国民文化祭ふくおか連句大会

l1/9

平成15年度さきたま連句大会（川口市）

1l/16

さくら草連句会第6回連句を楽しむ会

（福岡県刈田町）

（さいたま市）
11/24猫蓑庵東明雅先生を偲ぶ会

（東京・学士会館）
11／29平成連句競詠会03連句大会（東京・亀戸）
12

1

協会報135号発行

12/7

第三十回俳譜時雨忌連句大会
（東京・上野文化会館）
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作

口叩

ｌ連句グループ五十音順

八川ｕ︑会津の会ｖ

歌仙﹃少年の眉の﹄

磯雫但

付廻し磯直道校合

少年の眉の高さに風薫る
父と並んで卯波立つ浜
田中雅

渡部春

竹の細工を教え伝える

大内釜ロ

ポケットのデジタルカメラ取り出して
山崎捷

離れ座敷はお夜食の刻

﹁よくきたなし﹂と駅にお迎え

ナォ方言を調べて残すボランテア

優勝杯を神棚に置き

お土産のぎっしり詰まる旅鞄

磐梯山に光る雷

愛用のョツトすいすい湖渡り

決心しこの地踏まずと医学生
手にずっしりと辞耆の数々

赤い靴・緑の瞳︒黒い爪
親知らぬ間に堕す小娘

血はうすまりて爽やかなこと

表札は横文字・異人望の月

ナゥ歩むたび香りに酔える菊祭
酒を飲まいは猿にかも似る

コンビニで立ち読みをする漫画本
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虫籠の上に乗ってる月の影
アフガンイラク復興遅々と

ワローマ字の日記に耽る赤い羽根

情報を心耳澄まして聞き終えて

聴診器をばやおらはずせる

十＋
ﾉ'《/1
￨ l l l
尼荊

ダウンコートは抱擁の邪魔

jl川

﹁おめでとう︒おめでたですよ︒おだいじに︒﹂

一￨几l

エントッを越ゆ小さき風船

ひとり笑いは春の蚊の声
訪問着明るい色に花明かり

:/1]ﾉLI

月の夜に巨大雪像完成し
飲み屋横町ごった返して

年年
｜・

お日暖かく今日は啓蟄

､'た､'た
成成
￨ ‑I

目をつむり体で感ず匂い・音

聯る中につきぬ談笑

花の寺追悼句集たずさえつ

春雅直捷善春雅直捷善春雅直子一水子道

＝一、

文

一一〃

，『晩

雅捷善春雅直捷善春雅直捷善春雅直捷善

烏部沢

股

英智政美み宏
枝つ
英政美英宏み智英美宏智み子恵子子子子

八東京・青葉連句会その一Ｖ

八谷公
ノC

八島美枝子捌

イi

山尾

歌仙﹃冬木立﹄
冬木立子らの歓声透きとほる

万歩計つけ歩む毛帽子
民家園織機鍋釜展示して
墨絵のごとく鳥の影ゆく

ナォ春日傘傾け人のすれちがふ

和服の似合ふまめまめしさに
はからずも君に出逢ひし昼下り

引き寄せられて熱き口付け

今朝の庭捨てるに惜しき朴蒋葉

投句果せしやすらぎにゐて

居眠りの僧のこくりと経机
裏を流れるせせらぎの音

なごやかに本音は云はい立ち話

要人宅にポリスボックス

皓々と行方を月の照らしをり
ひそめる秋蚊時にまとひ来

ナゥ塩の道石に注連はる秋祭

和太鼓を打つ揃ひ半纒

兄おととパン分け合へる駅更けて

友見送りて思ふ行くすえ

呂

京

︵於・八烏美枝子宅︶
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星ひとつ連れて今宵の月天心

柿すだれ見ゆ単線の景

ゥ朝霧に一泊の宿覆はるる

心に懸る夢の続きょ

ためらひし言葉素直に文に書き

ひたすら歩む奥州街道

そよ風に吹かれどこまで花堤

1f1M･

園の池魚紋静かに浮き流れ

'一八
￨ l l l

セーラー服も今年卒業

jjjl

十人十色卓の賑はひ

三

夏の月少しに酔へる鬼ごろし

ﾉL−

飛び込んできてまろぶかなぶん

年年

やうやくの快癒に母の笑顔みせ

ノ[ﾉ,:

窓開け放ち通す清風

近づけば花の蕾のふくらみて

噺きあぐる牧の若駒

､'た､卜
成成
｜・ ・

内九

智み政京宏子英美智政宏み英政美宏智み

八東京・青葉連句会その一一ｖ

歌仙﹃春燈﹄

ナォあなどりの熱にくすぶる春の風邪

窓を開ければ陽ざし明るき
待ち合はす駅の時計の秒刻み

今宵のことは人に語らじ

左近司いをぎ

清水みのｈ／

八島美枝子

珈琲を滝れてしばしを寛げり

寝姿山と別の名を持ち

たがゆるむ心のひと日落葉踏み

打合せする明日の挨拶

乘り物を降りてゆくより術もなく

八島美枝子捌

祖かんとす春は藤房ゆれゆれて

美

大正ロマンのこる古小屋

城下町蔵を茶房に春燈
集ひし句座に見はるかす海

皓々と月に照らされ迷ひ解け

秋澄みて聞く潮騒の音

ナゥゆずられし後の袷は黄八丈

久に会ひ来し方語るながながと
とどまることの無きぞ悲しき

秘蔵のワイン盃に注ぎて

銅像の宙にらみ立つ花の昼
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声を交して朝の烏鳴き

松の木の梢の彼方月昇る

い

み

み

静かなる刻虫に更けゆく
ゥ風去りて路地にしろじろこぼれ萩

美

い

い

旅土産選る伊豆の湯の町
寡黙なる二人の世界夢心地

美

途中下車して漫歩のどけし

み

い

さしつさされつ触れし指先
大吉のみくじに神の鈴をふり
夏の月孤島ふち取るしわみ波

い

東と西へ帰り急ぎて

うから相寄り賞でる白玉

︵於・高円寺氷川神社︶

幼らはテレビゲームに興じゐて

い

み

美

平成十五年二川九日首
平成十五年十Ⅱ五日尾

美

街ねり歩く仮装行列

花の香のほのか写経の筆をとる

名庭園を胡蝶舞ひゆき

い美み美みいみ美いみいみ美いみ美みい

ハ仙台・青葉城連句会ｖ

歌仙﹃幟﹄

早やばやと幟立てるやベランダに

軒菖蒲葺く若い父親

修理終え国宝燦と塵もなし

恩師迎えて還暦の旅

かげ

佐藤ちよ子捌

新車を祓う神官を待ち

ナォ遠蛙友の便りもとだえがち

形見となりし津軽三味線

せな

運動会は雨で中止に

り

墓地公園あの山かげにひっそりと

暑中見舞の鯉跳ねており

茄子漬の色あざやかに朝茶汲む

後世も一緒と比翼塚拭く

蛆に乗ったわたしは彼のもの

近松物新国立みに
堪能し
たり

安宅に残る三人のおもい

背の児と間いつ答えつ月の道

読まずに並ぶ沙翁全集

ナゥ路地裏を吹きぬける風うすら寒む

おしゃべりはずむ町の検診

土地土地のかくれ食材みな元気

水澄み満ちて放つ鮎の子

八重桜名残りの花も散りはじめ

秤雌叶皿稗粘朋に計叩噛︵文音︶

45

月光のしるき露天湯ひとり占め

よ

ち

÷

帰る燕の峡の川行く

ゥ栗落ちて日に輝やけりこの生命

太極拳のゆるやかな技
熱唱の歌姫の肌ほの香る

手をつなぎゆく町の老人
パソコンのメールを孫にほめられて

色紙新たににじむ墨色

寒月にひびきひろがる下駄の音

兼六園の雪吊りの松

小

ち

牛

ち

ち

勺

6つ

ち

十・

ち文妙ち
ち
ち
ち
ち

白鳥の足踏んばりて着水す
病院はしご身はつかれ果て

花筵地酒がどんと届けられ
サーカス立った春の互市

鈴野佐
木寺藤

文妙よ文妙よ文妙よ文妙よ文妙よ男子子

文よ文よ妙よ妙文よ文よ妙文よ妙よ妙よ

アコ・不

八伊勢・茜連句会ｖ

半歌仙言叩妖小と﹄

昂然と今無為ならぬ懐手
匂いかそけき早咲の梅
︾ンヤ

柴犬の付かず離れず戯れおうて

竹内茂翁捌

竹内茂翁
足野漆
揃川定女

女

姦

公羽

いざようて鏡に宿る真夜の月

爆

シナモンロールにエスプレッソコーヒー

色なき風のかようおばしま

女

ヨモッヒラサカ

大雄

公羽

冬羽

才気煥発女子十二楽坊

ゥ神はいま出雲に在わす木の実降る

いざやあなたと越ゆる黄泉平坂

方程式はヶ・セラ・セラ・セラ

爆

公羽

女

水脈を引き藍より深き藍生るる

無人駅舎は鳩が主と

女

ピラミッドに月僅々と麦酒干す

童顔ゆえにサングラス濃く
トムべ

女

織

公羽

休耕田屋根錆び古りし農具小屋

空に溶け散る野焼の煙

昨夜の雨ふふみて花の瑞々し
おぼろおぼろの京の町行く

平成十六年一Ⅱ十二Ｈ首尼

︵於・京都・平安公館︶
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ハ東京・あした連句会Ｉその一Ｖ

歌仙﹃冬耕巴

ティファニーの指輪首輪をちらつかせ

宇咲冬男捌

脈二胡の音のむせびながれて深む秋
ナオ

ー座礁の船の錆びつくがまま

棚にずらりと優勝カップ

泡盛に浮かれすぎたるあと虚ろ

同床同夢果てることなし

知らぬふりしてみるものの捕われて

取り残されて編むはセーター

しばれる日王座を追われ往く野猿

棉川おはら

渡部春水
つ

お

つ

︵於

月九日肖
月１日尾

日

か

ｋ野・東京文化会館︶

高々うたう郭公の声

いつか住みたいマョルカの島
目に沁みる若葉の花に風わたる

はるかよりタマちゃんのらり替える宿

ナウ

ー気球ゆっくり越えるふる里

脇図書館にステヅキ忘れのどかなり

淡月に森の香匂う影法師
赤いボールを抱く薄氷

弁才天に洗う銅銭

いつの間に心は流れ歩む先

宇咲冬男
江森京香

一凧

散策によろしかったら来ませんか

オ

狸冬耕のひとりひとりが独りかな

″！厨ほのぼの水仙の鉢
旅のポスター駅に大きく
まほろばの国原ほのと月朧
氷河期よりの生るる春波
雌喧々と蛙合戦たけなわに
ー挑発的なポーズのあらわ

つ

久︑

お

春

平成十九年十
平成 九年十
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桜炸つばな

埋めきれない胸中の洞

ウ

思惟仏のすべてを超えて立ち給う

ヒトゲノムとかＤＮＡとか
灌乱と言う病体は死語化して

一尿

お

旱の月にイラクの子供

ノウハウの見る知る守る本流行る

春

一泉

つ

長者番付歌手のずらりと

花相撲親方様も外人に

四角四面の山田のかかし

石

ず
おかか春京春冬か京か春かっこお京春つ

八東京・あした連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃破れ芭蕉﹄

椋鳥のいつとはなしに寝に落ちて

オ

腱破れ芭蕉沖より戻る海の紺

Ｉ釣瓶の水に映る弦月

角田双柿捌

桜井つぱな

角田双柿
今泉房枝
飯田春紅
新井正子

１朧アーチェリー的をはずれて弥生尽
ナオ

ー癒しブームの続くこの頃

納得いかぬイラクの派兵

癌に効くことが決め手の大見出し

売り言葉買ってしまいぬ嫁が君

膝掛けをして妊娠会見

天に向け胸いつぱいに深呼吸

食後の一服ぷかりぷかりと

声出して読む夏目漱石
本番の幕開け近き舞台裏

高原の嶺を離れし望の月
棚田の案山子帽子傾く
偽清廉の父に捧げし濁り酒
ナウ

お伽噺の世界広がる

カットグラスでアイスコーヒー

房

つ

春の袷に歩幅ゆったり

残り布パッチワークで生かされし
つ

和服着て銀座の街を歩こう会

ス

︵於・さいたま市常盤公民館︶

平成十五年十月二十日首
平成十五年十一月十日尾
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辻絵師の手に六本の筆

帯解の児はおすましの顔となり

中野スミエ
つ

床に飾らる冬麗の壺

春

ウ

啄杉並木高速道路走り抜け

ー善光寺より響く鐘の音

ー忠孝仁義夢の又夢
ス

正

口説き落して奪う唇

相席はネールアートの似合う女

船の揺れ揺れては返す波頭

ひと刻の風に飛び散る花の精

晴れて自由に自由の女神

正

正

春

人類の壁をはずして花に酔い

春

遠く聞こゆるふるさとの唄
月光にでんでん虫の眠りおり

長閑さの中廻り道など

春双房正スつ正つ双春房ス正春房正房ス

八東賦・あした連句会Ｉその三Ｖ

獅候帷﹃伎芸玉
白根順子捌
白根順

後藤曲︿

伊東康

三澤律

矢倉澄

角切りに老いも若きも集うらん

才

堤朝顔やくちびる美しき伎芸天

ｉ有明月のかかる山の端
あっけらかんとファンファーレ打ち

ーしかと取り込むインターネット

ナオ

１雌宿題の自由研究発表会

エステ広告わたし手遅れ

蓄積の多寡が分けたる勝ちと負け

蚊帳の名残に炎えし柔肌

恋人をベジタリアンにとりかえて

ほうほうと牧閉ざす漢よ

ゆっくりともどす秋社の冷凍魚

三百年を名画槌せずに

上マラヤのブルーポピーに憧れし

神の岩屋に白き注連縄

深閖と樹海を照らす冬の月

ｔ脇肺の底に落して甘き祝い酒
ナウ

ー六分の侠気また四分の熱

朗読を聴く暖かな席

たおやかな雨に術後を癒さるる

鶯笛の音色軽やか

湧き上がるあしたの夢へ花の虹

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十血年六月一日首尾
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サッカーの親善試合幕開けり

ところどころに残る新雪
峨蔵町の旧家にいまも暖炉燃え
ウ

ーペアのカップをテーブルに置く
ぎこちなき彼の仕草が可愛くて

近ごろ急にませた妹

モノクロの小津作品に陶酔し

大川渡る舟のたゆたい

蛙鳴く春満月にころと鳴く

木影映して縁夏隣

禿頭の政局談義盛りあがり
ドルもポンドも円あってこそ

花氷ロビーの客の涼しげに
鍬形虫の売らるコーナー

澄康順澄典律律順典澄康律順乃子雄之子

澄典律澄康典康澄典律典澄典康律康典律

八東京・あした連句会ｌその四Ｖ

晴和英秋

新井秋芳捌

晴英和晴英秋和晴英和英和晴秋美子子芳

十八韻順侯式雪月花﹃独楽回し﹂

初鶯の透ける庭苑

足独楽回し未来のおのれ見据えけり

写真展四季の移るい称えいて
春の茶房にコーヒーを飲む

夢二が描くひとに似し女

承残る雪湖畔への道尽きにける

宛名違いで文の戻され

黒猫が炎ゆるベッドにまつわりて

河童祭に胡瓜山盛り

リストラの友を励ます苦き酒

忘れ扇の置かる床の間

帷三陸の巌打つ濤の月涼し
旅行鞄の手擦れしみじみ
眼下には車の流れ秋を病む
狂言に生きると決めて立つ舞台

鏡に写る森羅万象
連衆揃い暖かき冬

紬餅花を揺らし華やぐ旧家にて

︵於・ｋ野・東京文化会館︶

平成卜血年六月一Ｈ首尾
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新
井
lll
「il
松次
澤
11

八東京・あした連句会その五Ｖ

歌仙夏﹃温し﹄
大豆生田伴子捌

ｉ恥そぞろ寒ロボット犬に話しかけ

ナオ

ー世界戦懐サーズ蔓延

園謂条と山の静もる

幼らの子盗ろあそびのきりもなく

来し人に深さ尋ねる雪の夜

どこまでもローカル線の見え隠れ
みようみまねでホールインワン

ショック死という赤き血の濃き

河鹿の声の鈴の鳴るよう

朝まだき黙々として藍を刈る

大豆生田伴子
宮脇美智子

関根雪子

オ

夢開く道の新たにみつかりて

伴

少し小ぶりな伊那の干柿

友のことメールにのせて望の月

陥落し水解き放たれて奔放に
ナウ

微笑んでいる春の妖精

平成ｌ・血年六月一Ⅱ首尾
︵於・上野・東京文化会館︶
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腱薄闇を負いて秘仏や冬温し
ーさざなみ生みつすすむ水鳥

交響曲にくつろぎており

朧月仰ぐビル街影淡く

弧加金男
松谷雅子
幸ヨ

槙櫨の咲ける生垣の中

雌伝統の雛を飾りて三世代
ウ

付

コインばかりがたまるがま口

戸惑いてＥＴＣをすり抜ける

ーちびりちびりとロイヤルサルト

ー戦争の鶏平成の影
雪

〃や一

雅

ヴェルレーヌの雨に流れいて身を無がし

美

金

領事館万朶の花につつまれて

大手を振ってスィートルーム

雅

雅

″

古傷の重く痛みし旅の果
夏月揺らし船の去りゆく

薬味を変えて冷奴食む

テラスから初蝸の鳴くを知り

右脳のパワー気付かぬ自然体

金

雅

壬ヨ

地球の歪みバルーンふわふわ
うつしよの花灯籠のやさしくて

芝明神の祭立つ市

美雅伴金美雪雅雪〃美雪雅雪〃金美伴美

才

八東蝋．あした連句会ｌそのルハｖ

繩候帷﹃花は葉に﹄

爬花は葉に海へ海へと風いそぐ

ｉ夏匂いたつ白き灯台

独り言めく鉄瓶の音

成田淑美捌

︑雌北上の川原まぶたに啄木忌

地ベタリアンこんなところでメール打ち

ナオ

ー舟頭さんの唄は英語で

化学繊維の肌にちくちく

相逢うて短き夜を嘆きあい

キャッチボールの兄と弟

時烏待つ閨の後朝

過去帳に秘められていた新事実

報復は報復を呼ぶブーメラン

高橋たかえ

成田淑美
川上綾子
谷田男児

秋造りでんと据えたる小気味よさ

双眼鏡覗き名馬を選ぶらん

た

光ゲもさやかに望月の門

四百年の江戸の賑い
男
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小嶋信太郎

有明を一番電車すべりだし
忘れ扇のたたみ置かるる
脈野の錦山の錦と尋め歩き

定刻のチャイムに退社うながされ

ーラーメン横丁いつも満員
ナウ

信

︑脇乱れ萩分け入る寺の寂々と
綾
淑

帰り咲く桜を栞る旅日記

ウ

ｉあの娘のくれたチョコをリュックに

連理の枝となりて存う

た

優しさに落ちてもいいと髪を解く

綾

雲ひとつなき雪晴れの空

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十五年六月一Ｈ首尾

ぐるりと廻す革貼りの椅子

街角のショウウィンドウ模様がえ

男

淑

た

男

綾

た

方形矩形ならぶ絵タイル
月のある人工浜に大焚火

土産神の烏居高々

影踏みの子ら追いつ追われつ
結末は思いもつかぬサスペンス

病いの癒えし窓辺暖か

由緒ある梅の老樹の見頃なり

た淑男綾た信綾た綾淑綾男男た綾信男信

オ

八東京・あした逆句会ｌその七Ｖ

歌仙﹃武蔵野の道﹂

爬芋嵐武蔵野の道真シ平ら
ー月澄む窓に流るオカリナ

後姿のしなやかなこと

高橋たかえ捌
尚愉たかえ

江森京香
川岸冨貴

ｍ和枝
冒田

Ⅱ

た

禾

一足

ナオ

︲雌春星を抱きて目覚めし水の精

ーピーターパンの夢を見つづけ

だまし絵に似し昆虫の背ナ

新人の躍動あふる演技力

団扇風うつらうつらと溺れいて

浴衣に弾む豊満な胸

忍び音の娼婦のごときなりをみせ
﹁毒まんじゅう﹂が大賞を取り

街中に貧乏神が渦を巻き
浮きては沈む川のゴム毬
栄転の酒席に月の煙々と

泰然とある懸崖の菊

ナウ

脇裏山の猪が出て荒らす庭

地球儀を回し世界を巡る旅

ー椅子とりゲーム負けてたちんぼ

スーパー銭湯いつも賑わい

花を愛で自由に生きることもよし

熊谷巾緑化センター︶

唇気楼吹く永久の楽園

平成十五年十月二Ｈ首

︵於

平成十五年十二月川Ⅱ尾
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碧き瞳の雑誌のモデル爽やかに

襟立て帰る遠距離の家

踏み切りに上り電車が通り過ぐ

ウ

雌軒先に太り太りて氷柱垂れ
Ｉみんな試せるダイエット食

言田

系

一足

Ⅱ

一泉

日

幾夜かよいし漢告白

た

三面鏡開けて流行りのメイクする

荒磯波の寄せる船宿

禾

つらぬき渡る子規のひと声

契りては豹変早き人の性
名工の欄間に洩れる月涼し

言田

た

一口田

ｆ

Ⅱ

板塀のらくがきチョークの赤・黄色

ジョギングコース丘はなだらか

昂れるペースメーカー花乱舞

列長々とお遍路の鈴

和京當た京冨京た京和冨冨京た冨ドI I京fll

八東京・あした連句会その八Ｖ

十八韻順侯式雪月花﹃風含み﹄

どこからとなく水鶏鳴く声

起風含み宙にあるかに夏野かな

篠原弘脩捌

弘

ゆ

渡辺ゆり子

篠原弘脩
新井世紫
川岸冨貴

隣の娘達気になって来し

唯神として富士の初雪おるがめる

ゆ

世

ママ達はパッチワークを熱心に
栗の落つのも知らずにいたり

いたわり合いて共白髪まで

納屋の藁しとねとしたる密会所

世

言田

かぜをひいたかくさめはなみず

ビル街を草畦を堅く修行僧

世

弘

言田

ゆ

琉珀の部屋とピョートル大帝

枇冬月に墨痕淋滴香りおり
トナカイは下萌え求め群遊す
レガッタに勝ち酒は底なし

世

一ロ田

ゆ

油断せし漢盛りの突然死
小雨に濡るる童謡の歌碑

弘

列島こぞる海の記念日

制しんとして若葉の花の咲く小径

︵於・上野・東京文化公伽︶

平成十九年六Ⅱ↑Ⅱ首尾
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オ

は芳男
優じ
は芳は芳男優芳芳芳はは男男は
む雄児

八東京︑あした連句会その九Ｖ

↓っ

谷田男児捌

ひ

歌仙﹃血が渡る﹄

哩血が渡るカンナの朱を見ておれば

遠く近くにチャルメラの音

ー水にゆらめく満月の光ゲ
やや寒に紙人形を作りいて

焚火の炎末広がりに

氷原に北極犬の息づかい
城五百円紙幣の裏の本栖富士
ウ

ｉ通い慣れたるコンビニストァ

雨宿り物理学者の瞳濡れ
隣り合わせの黒髪の女

遥か去り行く馬の隊列

いきなりに手順を踏まず羽交締め

回し飲みする蓮の茎酒

月涼しショパンの曲に魅せられて

宝蔵の扉開かれ世に出づる

鬼の能面鬼の絵巻図

花片々行方辿れば吊橋へ
空うつつなに鳥雲に入る

ナオ

ｉ岻朧なるオランダ坂の石畳
ー壁にこだます木沓のひびき
伝統の匠の技の生かされて
二艘目のなきノアの方舟

島の鐘みな鳴り出せり年の秋
ペチカの薪の山と積まれり

尾根づたい赤いチョッキの登りくる

男嫌いと言いきりしひと

さはあれど酸さるごとく肌許す

さらさら崩る砂の風紋

月今宵森羅万象蘇えり

巌に寄れる秋の鵜の声

Ｉ脇蔓引けばぞろぞろぞろと烏瓜

グランプリ授賞記念の大使役

ナウ

ーロボット開発軌道にのりて

夢より覚めて覗く啓蟄
濃く淡く一目千本花の雲
春いっぱいの産士の杜

平成十九年九月二十川Ｈ首

沼三
尻枝

香霧
寿
香香男男芳男は男男芳男は男霧香男子子

︵於・江東Ⅸ芭蕉記念館︶

平成十八年十一月二十五Ⅱ尾
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l11
m
野た

岸谷
き
大

八東京・あした連句会その十ｖ

歌仙﹃葭切の﹄

︲加連凧の綱に子供等曳きずられ

書割のライトアップのあら不思議

ナオ

ー漫画のような影絵のような

目線でなぞるすっびんの頬

闇にタトゥーの竜の起ちたる

しなしなと気の無い素振り表向き

地ぼてりの坂登り来る托鉢僧

川岸冨貴捌

高橋たかえ

川岸冨責

オ

堤葭切の鳴き沈みいる小径かな

古今に通う美酒の馥郁

掘り出され縄文土器の紋の妙

茂りの森に夕暮れの鐘

ー流れに沿いて揺るる葉柳

主賓の名簿墨の香れる

た

関根雪子
白根順子
山司英子

フラメンコ天心の月叩き継ぐ
曼珠沙華燃ゆ血の色にもゆ
ナウ

︑胸点々と刈田の島は癒し系
ー声出して読む美しき日本語
荒城の土井晩翠の今もなお

ジャングルジムに順番の列

花盛り市内電車の通り抜け

広場に彩を増やす風船

︵於・熊谷市緑化センター︶

平成十五年七Ⅱ一Ⅱ首雌
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ようやくに村史編纂仕上りて

おおどかに笑む秋の雛様

奉ヨ

順

言田

英

奉ヨ

順

月のもとタイムカプセル深く埋め

ウ

確マルチーズ膝に乘りたるそぞろ寒

く﹁乙女の祈り﹂まだもどかしく

涙壺買うベネチュアの旅

魔術師のような彼氏の指の先

パンふっくらと焼きあがるころ

教会のファサード白し午後の黙

た

ー畠

大漁の獅月に尾を張る

順

英

町内を拍子木凛と東て厳し

風呂のこだわり薪が最高

た

幸ヨ

医者嫌い薬ぎらいの六十路にて

遠くかがよう蒼き春嶺

産土の花たおやかに咲き満てり

順冨英冨英た雪順た英雪順冨た英順雪冨

ハ町田・あした連句会えびね支部ｖ

歌仙﹃虎落笛﹄
大平美代子捌

ｉ肱うららかに熟年旅行申しこみ

よく見えるあちこちジムの繁盛し

ナオ

ー狙われている定期解約

わざとおとしたノート拾わせ
ペンダントきらと光れる美少年

歴史の道にはめし陶板

朱の槌せし鳥居にとまる冬の烏

南澤雍助

三橋しげ子

貧乏ゆすり峯電をかい
朗々と月に吟ずる唐詩選

凧の中マニフェスト論

土蔵の裏の黒き松影

山田他美子

カレンダーお出かけ印○多く

ー向う鉢巻すつぼぬけたる

ウ

ｉ飛航のうしろ糸を引く雲
携帯の画面に彼を呼びだして

ナウ

︑脇改めてなすこともなき冬隣

垣の内より匂う葱汁

自販機で出したる酒を叩りつつ

夕月夜ひととき町を巡り来ん

広田節子
大坪万里
矢倉澄子

才

小谷伸子
松本紀子

爬虎落笛天魔深々息づきぬ
尉をほとりと掻きて継ぐ炭
平野三枝子

いずこともなく鈴虫の声

大平美代子

いのち含める山焼きの跡
合格の喜びあふれ花万朶

平成十五年十二Ⅱ一日首

︵於・玉川学園文化センター︶

平成十五年十二月十五日尾
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庭石をけんけん子等が横飛びに

下心ある性の転換

依田みどり

さみどりのお茶点てる野遊

確恩師逝きそぞろ寒さの胸に沁み

大川の流れゆたかに海に入り

美

米旧謙次

澄

倍即

澄

紀

妹即

金竜山の香煙の揺れ

遠い日の思い出浮かぶ夏の月

篭枕してうつつなのてい
ジャンボくじ買わねば当るはずもなく

四角三角無機質の街

花もはや咲き揃いたる温暖化

乗っ込み鮒に及び腰なる

三伸他み三美紀澄澄謙三み他節他澄紀し

八樅原あしべ俳詰蛾ｖ
東川雅先唯雅前にささぐ

二十韻﹃冬薔薇﹄
片山多迦夫捌

西尾羊辛

八十路なほ見果てぬ夢や冬薔薇片山多迦夫

久留米耕で迎ふ元

多迦夫

兄妹羽根突き飽けば凧上げに金城ひろこ

光り放って蜜蜂が飛ぶ

γォひらがなの名を持つ新市あちこちに

美代子

秀美

朋 一

ともこ

多迦夫

水木

多迦夫

秀美

と︐もこ

千枚

後継者得し

乾杯はオン・ザ・ロックの焼酎で

パンドラの箱開きて世は炎ゆ

衆生病む故に維摩も病める月

沐浴つづく黄濁の

ギゥ赤ちゃんの頬っぺにキッス二つ三つ

あはれ切なし猫の妻恋ひ

烏賊図広げし上に花散って

霞棚引くまほろばの山
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周

と
も

棚

河

秤雌什誌斡十二肥十二叩鼬︵文音︶

こ

周

ウダンボール製の小舎からアベ・マリア

コーヒータィム経済紙持ち沖津秀美

多迦夫

竹山美代子

宝籔当たれば月への切符買ふもりともこ
わ力

ありやなしやの風に乗る草紫

後の雛面やつれしておはすなり
き一掌し牛

昔デートは牛車きしませ

幸
幸

朝

八両宮・肌の会ｖ

歌仙﹃父上よ兄上よ﹄

翅透き通るうすばかげろう

水無月の水に風の輪とどまりぬ

くせ

かんぱ

ナォ伊予柑は伊予路誰りで芳しき
かたちそのまま守りきれるか

若き日の真砂女ましろき足裏見せ

隠れ部屋では猫になる人

結び葉に先の欠けたる箸二膳

太陽系を夏が逝くなり

四吟付回し

野仏のこんなところでねまるとは

テベク山脈南南東へ

姫肝恭子

新札は超ハイテクの最先端

沢都
山本伽具耶

排膿手術すみて飲む酒

山下整子

叢を閉じて開いて月生るる
ノ︑琶産しら

伽具耶

恭子

別れ烏が発ちしあの枝
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幼な児のやがて確かな歩みにて

木組み曲組み人どころ組み
析鳴れば良夜の犬は歌うらん
るうめもどき
蔓つ梅
擬ひそやかに落つ

秤雌什肺岼嶬叩汁乱叩擁函︵文音︶

十三詣り振り向かぬ橋

くれない

花満ちて紅になる遠霞

行進曲はアレグレットで

ナゥ栗のいが頭で受くることも筏衆

手書き案内角々にあり

都

よろこびは胸ポケットにしのばせる

ミノロタウスは迷宮に栖む

伽具耶

整子
恭子

ゥ天高し空港行きの高速道
かいがらぼねをなぞる筆先

都

悲しくて天使は女になるそうな

沖つ波魚とぶ音の一度きり

伽具耶

整子
恭子

かぐら笛吹く戦場に月

古きポスター色槌せしまま
父上よ兄上よ雪が積みました

都

ブロードバンドはだだっぴろい紐

都

恭子
整子

加え算十の位を繰り上げて

米びつの米拾う遅き日

愚痴を聴く固き椅子あり花木陰

恭伽
整伽恭
整恭伽
整恭伽
整恭伽
具
具
具
具
具
子耶都子耶子都子子耶都子子耶都子子耶

八津ゞ安濃津連句会ｖ

半歌仙﹃紅葉の綾﹄

伽藍今紅葉の綾に包まるる
泉水に澄む木の実三つ四つ

後の月煮染の皿を並べたて

箸で叩いて唄ふ老僕

湯浅重好捌
長谷川昌子

中田泰左
湯浅重好
多村遼

平成十五年十月二十七日首尾

︵於・津中央公民館︶
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鳥獣のおどけ道中絵巻物
大根漬けにやって来る頃
ゥ下町の近所付合ひ冬麗ら
サヅカーボール路地かけ回り

釜山の宿に足裏マッサージ
もつれてしまふ恋の糸口
火の酒を煽り革命逃れの娘

針葉樹林北を指す貨車
天心に荘と白夜の月淡く

ムンクの叫び聞こえたるよな
選挙する気にもなれずにテレビ前

新入社員折目正しく

どの道を行くも万朶の花の下

心のどかに蝶とつれ立つ

左昌昌好遼遼好左昌左好遼昌左

八多度津・天瀞連句公ｖ

高森秋義捌

美
美
美
美
美
千秋
代
代
代
代
代
代
義亀子亀子義子〃亀子義亀義子亀義亀義

半歌仙﹃天霧や﹂
天霧や日まし広ごる山若葉
野面吹きくる涼しそよ風

登校の安全願ひ立哨に
パンと牛乳遅き朝食

灯台岬寄せる秋潮

朗朗の詩吟聞こゆる月の丘

ノートにはさみ渡す恋文

ゥ虫時雨詩集のみすず偲びつつ

彼のいぬ暮らし思えず涙して
サーズ騒ぎにマスク売切れ
フセインの生死いまだにあれこれと

雪は深深津軽じょんがら

余暇あるごとの札所詣りに
縄のれん居酒屋出れば冬の月
異文化の華きらびやかトルコ展

目交の森鶯の声

気心許す友とカラオケ
刷翻と役者幟に落花舞ひ

平成十五年五月二十一日首尾
︵於・多度津川山階古川邸︶
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占尚
川森
米
谷

八川崎・天の川連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃蝸牛﹄
高木厚子捌
福田一県元エ

橘朱鷺子
工喋米子

﹁天の川﹂架け橋上る蝸牛
赤ワインギャマン杯に乾すならん

大谷似智子

梅青けれど香の高き頃

のどにつるりと甘きババロア

占浜ます子

内山良子
初澤弘文
篠原正行
浜川泰子
岸川恵子
断水厚子
本間昭雄
生田政春
加藤文子
中川アイ
元エ

朱
米

戦争体験聞きっ語りつ

ナォ肩書きも名刺もいらぬ遍路宿

マドンナの絵を盗む悪党

ゲーム果てファーストフード賑やかす

大疲労癒す昼寝の刻長く
打ち水しとど濡らす軒下

新刊のほやほやですと差し出され

九官鳥が小首かしげる

ついほだされて越えし踏板
今生に指輪あらなくダイヤ婚

黄金の稲穂重さずっしり

待ちに待ち寄るべきは寄り月の宴

ロビーに流れショパンバラード

ナゥ爽やかにカード一枚乙な態

ほなこれで御積りにとは胴欲な

斡怯叩十叶州密︵文垂剛︶

船頭ぷいと船を着けたり
濠端の花千年の史を馨る
孫につれられ伊勢へ参拝

秤雌汁
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月渡る友と長電夜半まで
やや寒の窓ほっとひととき

ゥ山麓は楓紅葉の華やかに

十二単の衣擦れの音

雅ぴなるお稽古事にバイクの背

ウララウラウラ恋の情熱
安全の線引きどこに自衛隊
変はらぬ景色故郷懐かし
直角のビルに東月蒼く照り
湯タンポ抱いて眠るシャム猫
裂織りのかばん仕あげてにんまりと

初飛行機に踏みはずす段
花かかげ復帰を夢のアスリート

開けし海に尽きぬ春望

執

筆空行厚似まイ雄春文ま弘恵厚行泰良似

ハ川崎大の川連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃白烏座﹂

月皓皓と和む内海

大谷似智子捌
桶川﹄県元エ

ナォめかり時校長先生書類閉じ

窯元に乞ひ絵付楽しむ

盛りあがる駅前広場笛太鼓

じゃんけんぼんで決める陣取り
ボーリング・ガーター続き年の暮

あなたの好きな寒卵買ふ

燗朱鷺子
樅水陸子
古谷義次

奈良岡瑞穂

雌叩浜ます子

佐怒側正美

似

本間昭雄
加朧文子
中川アイ
生川政春

香道は今日はここまで帰途急ぐ

飽かず眺めし山の変容

行

朱

たエ

也

泰
宙必

シャッター音のはづむ春光

夢叶ふ花の下にて同期会

厚

也

宙心

次

良

露を分けつつ訪へる法皇

コイン入れ望遠鏡に貨客船

おけさおけさで島のもてなし

いつになく恥らひ見せて腕を組み

そぞろ隣りが気にかかるころ
僧庵にほんのり月の透きはじめ

白鳥座Ⅱ露連句の橋かけん

大谷似智子

侭原正行
樹川真也
芹川恵子
浜口泰子

ナゥ蟠蝉の声に杯そそられて

行

︵於・同士舘大学鵺川校舎︶

一十
月Ⅱ
六七
HH
尾首
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咲きふゆるコスモス風は小刻みに

汗したたらせパズル完成

ちょっと一息止める自転車
子供等は氷いちごに舌づつみ

内山良子
工膿米子

ニューヨーク発マンションに虎

古い手紙のＫにときめき
暗がりに匂ふ肌あり隠れ宿

似

ワ麻布のテーブルクロスすがすがし

讃美歌うたふ村の長老
石庭に大樹影さす冬の月
このわた酒に酔歩踊柵

良

しゃぼん玉飛ぶ園の賑やか

淡雪降りて語る来し方

米

六五

沁エ

凡退に松井人気はナンバーワン

高木厚子

年年

震憾の９︒Ⅱ・涙洞れ

天守閣流行の彩の花衣
軍配凧は傾きもせず

平平
成成
一'一十

八さいたま・彩連句会ｖ

短歌行﹃秋はじめ﹄

酒亭巡りに美酒を探求

瑛

英

森田英子
青山瑛子
児玉俊子

舟木美代子

月涼し濡れ光りたる屋根瓦

ゆだちを避ける野地蔵の笠

円高に株は値下がり諺冗進

死の落し穴どこにでもある

キスはいつでもネット隔てて
ひとたびの不倫も今や妻の座に

ナォ陽炎のメカニズム搬るフォトグラファー

舟木美代子捌

ゥ民宿の優しさ飛騨の誰りにも

瑛

白樺の風のさやぎし秋はじめ

角巻の娘のうすき紅差し
裸木の影よりすっと男の手

英

美
俊

人自然融合の地に花万朶

ナゥ一流のシェフを気取りて厨詰
美

メーデーの歌ひびく街角

海辺で遊ぶ子等は玻璃越し

新内閣の課題山積み

美

五日首
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爽気満ち充つ川沿いの道
月光ゲに蟷螂斧を磨きいて

抱きしめたいの過ぎ去りし日々

職を退き猫が相棒

鴎に問う北朝鮮の拉致家族
夢のまにまに浮かれ凧ゆく

目を瞑りおみくじを引く花大社

平成十五年九月二

︵於・東京電力ＴＥＰＣＯプラザ浦和︶

平成十五年十月三十Ｈ尾

美俊英瑛美瑛英俊俊英瑛俊

八広島・鮎須川連句会ｖ

半歌仙﹃からくり時計﹄

石田光子
池田直美

藤本翠捌

冬帽目深駈ける階段

短日の駅のからくり時計鳴る
奥田恵以子

藤井雪子
藤本翠
膿ル和子

幼おずおず薄茶を運ぶ

馥郁と香る床の間軸かえて

秋の白浜つづく足跡

浦島の亀の甲羅に今日の月

光子
尚美
恵以子

近き合併動き出す町

ワ声交わす電柱工事鰯雲
たったひとことついておいでよ

氣風よく手練手管を内に秘め

翠

雪子
和子
光子
尚美

複雑な家族の思い艦送る
陸自部隊は規律正しく

冷酒叩りて寝るは極楽

恵以子

ひとひらの雲の吹かれて月涼し
幽玄に舞うて天女の降り立てり

翠

雪子
和子

浅鯏しお吐く磯物の籠

松の一枝しなやかに伸ぶ
島人の花見日和の櫓漕ぎ唄

秤砿什誌獅一一一叩一汁池川砿︵文音︶
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八上野・伊賀連句会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃芽吹需﹄
山村勝子捌

山村勝子

由

とし子

荒木静子

静

むら

町野とし子

芽吹謂城下町筋覆ふ朝
ひいな

平島由季子

なつく子猫の瞳みず色

説への雛七段華ならむ
オーケストラの指揮はロボット

月光の少し斑めく稜線に

新品種生る丹精の蘭

あ

ゥ総出して猪垣繕ひ余念なく

パソコンに座して幾度か書きなぐる

湯上りの淡き化粧に風入れて
想ひの程をためしたくなる

由

とし子

静

由

勝

直木賞受くピチピチのギャル

由

とし子

とし子

月涼し宇宙へ再度夢のせて

勝

合併審議声の昂る

とった杵柄鳴らす草笛

静

晩鐘の堂塔伽藍燭する

マラソンコース畦は塗りたて

勝

花万朶芭蕉利一のゆかりの地

黄蝶白蝶藩校の庭

平成十五年三月八Ⅱ首

平成十五年川月十五日尾

︵於・上野巾四部公此館︶
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ハ上野・伊側連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹁館師走﹄
片山妙子捌

山村としお

山村勝子

上野市両部公民館︶

67−

凧一番掃きくれし庭
荒木静子
杉本従子

l l ll

城史実編みつづけらる館師走

筋トレ体操衣装新調

尻尾首

こころざし横文字の会立上げて

片山妙子

五年十◇

平成十五年ｔ
平成

五八

静

接近の赤き遊星月に添ひ
姿は見えず虫すだく宿

と

勝
少

ひもと

もやし男はニーチェ播く

ワ蕉翁と忍者の談議古酒新酒

盟住敏子
町野とし子

血

なぞかけの解けぬふりして筒井筒

シナリオどおりイージス艦行く

憎からぬ手で背ナを叩かれ
乙女心適わぬ奴と知りながら

従

丸木せつ子

永田照子
奥出雅生

群島に日本語判る人の居て

ｆ島由季子

椰の木三本裸生活

ハイテクが地上を無尽月署し

寒明けならば味噌仕込みせむ

川本政子
羽根千恵

補陀落山花霊妙の奥駆けに

はるか下より老鴬の声

月ﾉl
十

八上野︑伊賀連句会ｌその三ｖ

半歌仙﹁七草﹄
山村としお捌

山村としお

上野市西部公民館︶
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荒木静子

於

大甕に溢る七草さはやかに

ノ毛月

みねみね

'一八

新居の畳映ゆる
白月
わせ

￨ I I ￨

山村勝子
片山妙子

九
月月

町野とし子

年年

嶺々の風車真向ふ早稲刈らむ

ガーデンライブほとばしる汗

静

杉本従子
奥田雅生

血血

犬先立ちて助手席に乗る
潮騒に学童喜々と宿涼し
他人ごとならぬサーズ騒動

ワ星の下ごろ寝を決めてひとやすみ

勝

お

豊胸まぶし化粧艶めく

携帯のメモリまる秘で開かせず

とし子

妙

アンパイヤーに挑む監督

雅

従

ひと声の﹁カット﹂に止まるロケ現場

酒はコップで当ては煮凝

お

静

ざんぶりと巨体柚子湯に月更けて

弥生あけぼの寂寛の中

雅

妙

l￥ニ

t

帰る僧キャリアタクシー二台連れ

翁面ひとさし舞ひし花のもと
ときめきて買ふ蝶の絵日傘

平平
成成
￨‐｜

八松山・獅手寺連句会ｖ

歌仙﹃宝前の﹄
岡本眸捌

ナォはなやかに曲水の宴催され

骨董市に並ぶ茶道具

テロップ流る地震速報

塩爺も老ひを理由に引退し

日焼けしたパックの顔をぬっと出し

浮名流せる二人寄り添ふ
後朝の別れの出口別々に

きもだめしとて集ふ強者

岡本眸
加藤祐子
紀伊郁子

宝前の護摩の炎や若葉もゆ

宇都宮國子

練習励む趣味のマジック
祐

ナゥ爽やかに五輪の言など縊きて

はるか目指して雁の列

まこと

平成十五年八月二十六Ⅱ首
平成十五年九Ⅱ二十四Ⅲ尾

内本吋川

︵於・石手寺安養閣︶

未来へ希望つなぐ初虹

伝説の見返りの花咲き満てる

あでやかな和服を着たるモデル達
﹁坊っちゃん﹂愛でし道後温泉

かりがね

眸

吸ひなれぬ様子で煙草ふかしをり

躍動感に魅かるブロンズ

アトリエに趣味の仲間の集ひ来て

沖ノⅡカズ子

勝男木の影くっきりと望の月

積乱雲の立てる山脈

Ⅱを愛で辛口の酒ひとり酌む

山内豊美

思ひ出ゆれて熱き胸いち

とぎれとぎれに鳴ける蟠蝉
ゥ水澄める白河郷ヘッアー旅

ー
有

鍼がよく効く頭痛肩凝り

國

カ

六万年目火星接近

力

彼の名は口が裂けても言へぬ恋

週刊紙には嘘も真も

祐
眸

曲豆

代々飾る古き羽子板

読みづらき票のゆくへの総選挙

顔見世の吾き割り月の名場面
幼ナ等の夢はでっかく愛らしく

國
Ｉ
有
望皇

ミントの香りケーキ手作り
花浴びて犬の従き来る散歩道

春の名残りに琴を爪弾く
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力加眸祐代眸力郁

郁祐眸力祐加眸加郁〃

八三重︑五ｌ鈴吟社ｖ

半歌仙﹃実南天﹄
高山孝子捌

中北ひろみ

岡田美代子
山岸れい子

実南天真紅極まり観世音
静寂きり裂く鴫の高鳴き
出漁の行くてにまるき月の出て

村野正夫
榊原由美
岡山孝子
美

い

ひと息に飲むレモンスカッシュ

傘寿の父はいともすこやか

隣まで長々つづく蟻の列
Ｌ字クランク恋のかけひき

い

み

ゥ流暢な日本語使ふ異邦人
時計のねぢのほどけゆく音

囲

正

これきりとこれきりと言ひ抱きあひ

国会の総理答弁暖昧に
友と楽しむ久々の酒

美

み

窓にはりつく雪の結晶

み

月冴ゆるマリアの像のほの淡く

正

い

初虹かかる故郷の山

代

下校の子ヘリコプターに手を振りて

紀州犬つれあたたかき昼

老樹なほ万朶の花の盛りなり

平成十万年一月十六Ⅲ首
平成十五年二月二十Ⅲ尾

︵於・大豊和紙Ｋ・Ｋ︶
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石渡蒼水捌

明

静て美次蒼
枝
次八て次て静八美水美〃次水子つ子男水

八伊東・伊豆芭焦堂連句会ｖ

﹃虫鳴く﹄

漁火遠く月は天心

ナォさすらひの犬を誘ふ向ふ岸

写真判定コンマの違ひ

一茶の句栞はさまる図書の本

児童生徒の切れる昨今

誰もゐない裏の梅雨茸覗かるる

緑濃きなかお吉詣でり

にこやかに妻のカーナビ続く旅

ひと眼見た顔だけで結ばる

ハネムーン嬰を抱へて夫婦風呂

ヒッチハイクの外人ひとり

展望の櫓に掲ぐ月の量

金木犀の匂ふ校庭

ナゥ吟行のかへり彩る秋の虹
疲れを解す酒のほろ酔ひ

好きなだけ歩いてきざむ万歩計

−71−

虫鳴くや温泉の街は深寝入り

絵簾噛ふうぶな客種

美容院出でて爽やか電車にて
地図を拡げて気分うきうき
幼ナ児をあずかる今宵明易し

初めて紅を引くは十三

ワ富士山に雪を頂き昏れ急ぐ

いまや危し無言の臓器

千

執

恋文と今朝のコーヒー甘すぎる

足￨ｿ｜

石

川

伊來巾中央公館︶

輝く飛機の越ゆる稜線
花人の緯き城趾手に綴る

於

身を着飾りて夫と外食

｜・

駈け抜ける一直線のビルの風

九一
l l ll

昼の静寂に風光る村

IL]L

月光の冴えて射し込む花の壺

年年
￨‑ﾉL
)1 jj

仙

冷たき水に触るる指さき
空缶の転げる音は遠ざかり
宿の湯あがり牛乳タイム
碧い目も混りみてゐる花筏
勢ひづける苗売りのこゑ

､1212
成成
十￨‐

梅田八符
（1．
谷中谷沢渡
中
根

歌

筆〃次て水花八水次水八て静水次静美水

八伊勢原︑伊勢原連句会ｖ

歌仙﹃露けき月﹄

ナォトンネルで結ばれている土竜塚

宿の離れは貸切りの風呂

日に焼けたミニスカガィド愛想よく

マジソンの橋結ばれぬ恋

ロザリオの鎖の長き形見にて

剣菱酌めば時間忘れる

近藤蕉肝捌

政権を取らぬ狸のマニフェスト

足跡たぐる俳士人脈

カルチャー通い生き生きと老い

隠れ里より守唄の声

寒鰡やからしれんこん国自慢

千場ひで子

近藤蕉肝
大瀧博山
杉内徒司

文化の日雨が降るとは心外な

世態人情調交に東つ
酒匂みちよ

ワヘ

神無月二十日の月の露けさよ

西部周子

月光仮面子供らの夢

ナゥ後継者たくましき腕秋収め

ぼした祭で景気上々
国技館満員御礼勘亭流

夫唱婦随で巡る細道

悠々と陰ひろげたる花大樹

︵於・伊勢原巾中央公民館︶

四日首尾

慕いて学ぶ清明の朝

平成十五年十二月

ー／皇−

寒紅梅いづこともなく匂いきて

酒の肴にたかんなを掘る

山深き沼のほとりに舞うほたる

周

楠雅三

ゥ縁染める夕焼け空で占いて
スーツケースで旅支度する

周

徒

制帽似合う背の高き人

新あずさ運転席は二階なり

〃

ひ

徒

雅

﹁芭蕉の恋句﹂文に添えたり

古里の城趾公園デート場所
月蒼く憤悔をせまる鉄格子
やったやらない夜長間答

徒

周

博

博

仕掛け判れば手品馬鹿らし

もぎとって喰いし熟柿の種もなく

幡はためきて今日もうららか

隅々に襲名口上花吹雪

周蕉み博ひ博み徒周博徒周ひ周み博周徒

八市川・市川俳詰教室その一Ｖ

﹃甚五郎白蛇﹄
伊藤貴子捌

じゃらじゃらと鳴る腰の鍵束

斉縢冨美子

斉藤一燈

燈

彦

ナォマンモスの骨掘る子らを引き連れて

頼まれし寮の留守番小半時

貴

仕出弁当四条流と力

博

勝旧みつ子

ナゥ産土にひっきりなしの木の実降る

そぞろに寒く偲ぶふるさと

月蒼く幕舎を照らす駐屯地

貴

彦

燈

言田

里貝

彦

晉田

風貌は老舗のぼんちさながらに

テロの防止に犬の訓練

とぐろまき甚五郎白蛇涼を撒く
冊喋貴子
大関靖博
伊藤薮彦

ロボットならば心配ご無用

暑気あたり水あたりして旅半ば

燈

貴

結婚詐欺の前科いくつも
円高と株高共に焦げくさく

若者に混じりてゲームセンターに

博

ゥ小鳥来て挙止じっと見るガラス越し

貴

燈

里貝

言田

粉挽く音の更ける川峡

居眠りを座敷童子にのぞかれて

燈

描かれているモデルもの憂げ

つ

つ

疎遠の姉に送る小包

博

ギヤルソンにカフエオレとパン運ばせて

燈

︵於・巾川俳詰教室︶

笹舟に花びら乗せて根の国へ

足前

博

−ノ､

彦

l l ll

博

)j jl

彦

ﾉL八

教会地下にある徴悔室
寒の月野晒しの喉佛射す
懐手して酒効いてくる

ニエ ー

なかなかに構造改革とはゆかず

つ

/"1:

里貝

年年

一番風呂の湯操みおぼろに

花吹雪越後に向かう塩の道

博

眼らんらん昇天の龍

誘われて恋占いの石めぐり
思いかないて巴里で再会

大粒小粒野葡萄を摘む

ドミノ倒しの放置自転車
明鏡の微動だにせぬ水に月

体の動き透きて羅

仙

かの天領につくづくし萌え

､}"￨'z
成成
'‑.‑￨‐
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歌

八市川・市川俳詰教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃まゆ玉﹄
伊藤貴子
伊藤薮彦

伊藤貴子捌

白寿を囲む女正月

まゆ玉や墨絵牡丹のお振袖
ようやくに仔猫の毛並揃ふらん

貴

斉藤冨美子

言田

彦
貴
彦
言田

彦
貴
言田
里貝

ナォあとさきに蝶々が舞いうらうらら

寄席芸人の声色は誰

一杯のつもりが杯を重ね過ぎ
終電わざとやりすごしたる

片すみの火焙りとぼり朝が来し

逃げ去るごとく伊達の襟巻

拾われて闇から闇へパスポート

不安の種はテロリストたち
慰さめてくれる飾りの陶人形

将棋三味よき隣人と

搦々の胡弓流るる月の城

風の間にまに墜ちるどんぐり
ナゥ捨案山子乃木希典の軍服で

苦労話しの婆さまが泣く
考えて身辺整理そろそろか

御朱印帳も神棚に上げ

白鳩もまじりて花の公園に
通りがかりの苗市に立つ

執

︵於・巾川俳擶教案︶

−74−

嶬穴を出て蟻もうろうろ
月おぼろ入選の沙汰届きたる

祝盃あげる急な段取

ゥ学僧の隠れ煙草を垣間見て

眼差しほのと娘十八

孫を抱く齢となりても嫁は嫁
日焼濃くしてタラップを踏む
サングラス元は露西亜の諜報員

遺影の笑める薄きちょび髭

文机に網鬼灯と月光と

)fIYI

彦

)1)1
lﾉLI七
l l l l

貴

二

山の粧いクレョンで塗る

年年

蜜柑もぎ保母と孤児たち賑やかに

言田

ノ、ノ、

彦
彦

【▲
̲一【=

ステンドグラス美しき教会
隅田川夢いるに染め花ざかり
ボートレースの波のおだやか

､Iz,'2
成成
￨‑ ｜ ・

筆貴彦彦貴彦貴彦彦貴彦貴彦貴彦貴彦貴

八東京・一粋会ｖ

歌仙﹁星輝くや﹂
大城里水捌

ナォ夏近く扇につたなき画を描きて

色小

風

暢

十一云

螺

朴歯ちび下駄小石けとばし

再起を願ひ励むリハビリ
招き猫琴三弦の店にあり

草いきれふと誘わるるけもの道

月今宵吾ひそやかに舟をだす

鏡の国ヘアリスかけあし

色小

人

垂里

暢

海

地引聡亭

杉崎華

横田童子

陶

亡き彼の妻と向き合ふ午後の雨

豊乳肥霄恋多くして

Ⅲ中安芸
大城里水

声掛けそびれ苦笑ひする

窓の辺に星輝くや山法師

菫風慕ひ集ふ友垣
大久保風子

横Ⅲ思案人

秋の七草にほふ振袖

ゆめかうつつか老爺ひねもす

ナゥとろろ汁少しは痩せるものかしら

潮先のうつす落陽また明日

人

一里

玉

品川白玉
浜本青海

中村麗

玉
垂云

中澤念魚
風

海

︵於・国分寺﹁ライオン﹂︶

秤雌什琿癖括朋訓川幽︵ナオ八よりメール文音︶

垂云

螺

風

宿命の巌流島に飛花しきり
暮れゆく春に遠き鐘の音

マクィーンを気取りバイク曲乗り

山内螺々子

士肥暢子
小野酔陶

公園のからくり時計鳴り出して

銅鎌の音を席入と聞くかがまりて

川原に並ぶ染めし綾絹

陶の兎の眼けはしく月に居り

枝豆つまみ重ねゆく盃

ワ渓紅葉生きとし生けるものを愛で

粋な乙女が秋神輿舞ふ

佳き人と指をからめて語ること

盛めし供へ私元気ょ

シャンデリア螺旋階段デコルテで

一番ティーをワラビーも見る
四シ手綱ピンピンはねる月寒し

遺跡保存に除雪手伝ふ

決めかねる優柔不断の自衛隊

陶

夢はいつでも過疎の故郷
岐阜蝶飛びし土手の陽だまり

滝のごと蓋ひ枝垂るる花天井

75

八井波町・いなみ連句の公ｖ

歌仙﹃柿若葉﹄

犬も散歩を渋る梅雨寒

柿若葉今年は風の当たり年

二村文人捌

杉本聰
宇野恭子
長谷豊子

痛風の悩みは尽きぬ係長
万歩計にはたった八百

ナォ干し鱈の下にじゃこ干す菅子延べ

恭

人

秀

山本秀夫

曲豆

些呈

明

御器噛を追いかけまわす嫁姑
昼のおつとめ夜のおつとめ

温泉巡り企画倒れに

ファンデーション厚めに塗って隈隠し

寒山拾得呵々と大笑

腰重い碁の客箒立てられる

切れた鼻緒にチッと舌打ち

赤信号無視の車に月円か

祭壇崩し地蔵盆終え

ナゥ山栗を輪にして吊す柿の軒
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一一一谷貴志夫

一斉にする子らの挨拶

大烏朋子

いぬじま正一

一一村文人

給食の麺狸鳩に撒きやり

背の高きハイドパークの画学生

いくら擦っても点かぬうイター

けん玉の妙技に拍手花の宴

穀雨曇を遠ざかる船

︵於・井波町社会柵祉センター︶

平成十六年五Ⅱ十六Ⅱ首尾

一聰秀人明豊恭秀一聰

誘われる英語講座の楽しくて

秋の限にパソコンを打つ

ＵＦＯの降りて来そうな丘の月

みたらしだんご口許の蜜

ゥ観光の客立ち止まる芋水車

貴

曲豆

目くばせで彼女呼び込む控室
知らぬ顔する半兵衛でおり

悪ぴれもせず賄賂弁明

どこからか嫉妬の火矢が放たれて

凍月に若き死惜しむ鎮魂歌
じわりと酔いの回る寄鍋

十年かけて全国の駅

駐在所津軽孔りが聞き取れず
ローラースケート陽炎の道

花舞えば心も躍る花の午後

明恭一人一恭貴

ハ茨木・茨の会ｌその一ｖ
おお

茨﹃大
旦﹄

あした

近松寿子捌

近松寿子
宮溌弘
松尾博雄
内山尚美

かえる

奥村富久女

春障子引けば潮騒響きいて

故郷嬉し汲むは若水

ゆるりと帯を解きてくつろぐ

曲理恵

﹁帰﹂の語胸に深むや大旦

次の世もまた逢う人と月の宴
つｑｂ

妙島秋男
人川貴史

富久女

夜虹

一朝

尚兇一西

久保川夜虹

公文智子
細島桂子
肺部一朝

霧うすれゆく糸杉の道

遠山を見えかくれして雁の連

夢二の女黒猫を抱き

笛鳴らし焼藷売りが四シ角に
酒酒落落と斗酒なお辞せず

列島に片仮名増殖原爆忌
病葉うかべ川の流るる
たらちねの歌あらわれし小抽出

はや遥かなり昭和大正

年毎に御室の花を訪ね来て
琵琶掻き鳴らし弥生狂言

平成卜九年一Ⅱ
形式﹁茨﹂について

九Ⅱ前足

︵於・茨木巾巾乢公館︶

﹃表介十句﹂︵発句・脇・第三は歌仙群に準じ︑十句の中に四季
を泳み込み︑川・花・名所・神祗・釈教・恋群をあしらう︒川・
花の疋郎はないが素秋は磑むので秋川となる︶は短時間で連句を
楽しめますが︑本来は格調のある形式なので櫛って﹁表合卜句的
連句﹂と称して﹁茨の会﹂で愛用︑それを発展させて句数は時間に
より八句になっても十︽一句・十四句になっても︑として﹃茨﹂
と称しております︒
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II:八

足首

八茨木茨の会その二Ｖ

jlノ1
1￨…

二十韻﹃原石﹄

真一尚真富一真當桂真富真真桂一冨
而
而久
而久
而久而而
久
子朝美子女朝子女子子女子子子朝女

品部一朝捌

縁の陽だまり脚絆繕う
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ナゥにごり酒酌めば古傷また瘤き

六三八

球追う声を運ぶ薫風

年年

ォ初夏や原石に似し少年ら

花びらを肩に園児の縄電車

真尚一尚
而
子美朝美

︵於・茨木市巾民会館︶

久々にきく野の揚雲雀

五五

隣町までの小さき旅をして
色とりどりのふる里切手
身に沁む嘘のそぞろ哀しく

平平
成成
￨‐卜

ゥ彼の人と田毎の月を眺めたし

バザールで食う焼肉の串

どこまでも銀杏黄葉のまっすぐな

丸い地球がデコボコになり

咳き込めばあれサーズかと車中の眼

ナォ引き金を引いたが最後この始末
プロフェッサーはダンスがお好き

老いらくの恋こそ真の恋ならむ

残る蚊あわれひめゆりの塔

瀬音も淵となりて黙せり
岩窟の祠にとどく月の光ゲ

1

￨:

上福品奥
田島部村
内
111

八茨水・茨の会ｌその一一・Ｖ

﹃薔薇の季﹄

薔薇の季や﹁茨﹂の友と巻く連句

すえ

梢わたりくる風のかすかに

席に新茶の香り満ち来る
峡の径歩け歩けと励まして

松尾博雄捌

近松寿子
公文智子
松尾博雄
商見手西

解くをためらう半幅の帯

ナォタイミングはかりかねたる喧嘩凧

有事法制民主加わる

馴染みたる手練手管と知りながら

郡上八幡友釣りの鮎

風にのり祭太鼓の音たかく

岩えのぐ丹念に溶く指太し
天金の害がキッチンの棚
古時計百年の刻きざみきて
もう動かない僕の自転車

ＳＡＲＳの噂切るきりぎりす

｜ﾅ1

山

︵於・茨木市市民公航︶
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峠越え片割れ月のおぼつかな

ナゥ毒舌の批評で稼ぐ文化の日

明治・大正・昭和・平成

母の継ぎたる祖母の草餅

持家の夢もだんだん遠くなる

尚

執

月皎々税の彫のくっきりと
パズルに耽る秋の灯の下

仮面直面すれ違う橋

ゥあてもなき旅のつれづれましら酒
〃愛してる〃〃愛してない〃呪文めく

後朝やぶるコーランの声
雲低く波止場に銅耀をしみじみと

nll

初虹はるか広原の果て

色も香も濃くして花の咲きつづく

足首

紺に一点水烏の白

五八

誇りも高き猫も飢えいて

月ﾉl
十十

凍てつきし戦禍の街を照らす月

六五

経読みとばす俄道心

年年

無常の世人のあとさき定まらず
廃校の花もいつしかほつほつと

五五

仙

つかず離れず双つ蝶蝶

平平
成成
十￨‐

歌

智茜博茜寿智茜博茜寿茜智博茜

筆智茜尚智尚寿博美茜博茜寿智博茜寿博

ハ茨木・茨の会ｌその四Ｖ

歌仙﹃鯉幟﹄
若き楓を輝かす風

武者人形小さいながらも鯉幟

手許雛さぬシャープペンシル

流行の翻訳作品読みはじめ

下り簗みる故郷の川

薗理恵捌

ナォ野良仕事終えて朝餉の蜆汁

誰にも負けぬ女房の味

ゆるやかに衿を合わせて帯低く

数珠に隠したためらいの傷

石石石蒐めてまわるトラック便

じっと聰き入る児らのまなざし

涼風にコロポックルの唄をのせ

山百合咲けば細くなる道

中烏ふゆみ

空の蒼海の青にもまじりつつ

宮澤弘
妙島秋男

︐ＮＡは骨の髄まで

繭理恵
弘

ふゆみ

明月に十二段舞う若宗家
いずこともなく薫る橘

耐えに耐えたる母の生涯

ナゥ冬仕度まつ先に行き整える

野仏の笑みに誘われ浄瑠璃寺

理恵
秋男
弘

平成十五年五月Ｉ八Ｈ首
平成ｌⅡ年七月十三Ｈ尾

秋真理秋ふ理真秋ふ理真秋ふ理秋ふ理秋

︵於・茨木市市民公館︶

﹁夢﹂と書きたる凧高く揚げ

見つめればモノクロとなる花の昼

巣構えいくつ指に数えて

ふゆみ

秋男
理恵
弘

ふゆみ

理恵
秋男
弘

ふゆみ
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月の出の一瞬權の深き音

掛売せぬと居酒屋の爺

ゥ苅田原猪は定時に現れる
目を盗んでも逢いにゆきます

笑顔よき看板娘評判で

蟷螂枯るる白き月影

業平のつもりがいつか平中に

鉢巻締めて模試に挑戦

禅問答大寒の燭ゆらしたる
立場明かさぬサウジアラビア

格納庫年代モデル押しこめて

花万朶先達の法螺峰々に
角を落とせし鹿が佇む

上
川

而
ゆ
而
ゆ
而
ゆ
ゆ
男子恵男み恵子男み恵子男み恵男み恵男

ハ茨木・茨の会その瓦ｖ

半歌仙﹃香のほのかに﹄

山脈遠く待つ盆の月

霧雨を縫うて馳せけり浜大津

二つ三つ壺に鬼灯点りいて
香のほのかにゆれる文机
呼び出しのメロディ軽くメール来る

金の指輪も棚となりゆく

ひとや

ふの字ふの字に綿虫は舞い

ワ北風の獄に幸徳伝次郎
洗濯物はもう乾いたよ

今夜ならやばくないぜと抱き締めて

虎魚皮剥したたかに跳ね

おこぜかわはぎ

強固の意の侭ならぬ世界地図

妙島秋男捌

内山尚美
妙島秋男
商兇寺西

紬部一朝
公文智子

尚美
秋男
尚美
秋男

寺西

芋西

一朝
一朝

智子
秋男
尚美

猫をなでつつ独り酒酌む

祭笛月を特みの村芝居

残照を背に麦を踏む影

耐えに耐え耐えに耐えたりタイガース

辛西

一朝
ミロの絵今日は蝶のごとくに

花の宿相見し人は既に亡く

︵於・浜大津巾乢プラザ︶

平成ｌ兀年八Ⅱ十七Ⅱ首尾
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八東京・ＷＥＢＳＩＧ電脳連句ｖ

衆議判

ぽ

﹃蚊の腱毛﹄

蚊の朧毛ほどな夕風そよぎけり

煮物の鉢のくぐる凌霄花
Ａ音を残して音叉ポケットに

鏡の中にまた鏡あり

露けき道を障ゆる踏切

月と吾と影法師づれ温め酒
ゥ島までは馬と舟にて盆休み
戸縮りをする家はあらなく
ぱらぱらと雲もないのに面妖な
丘を越え行くフリーメーソン
知事選の候補推しだすハリウッド

未来より来る金髪の美女

晶眉球団裏に冬尽く

六万年ぶりの火星と東て月と

猫脚の椅子を払へば憲一本
そろそろ天が墜ちてくるぞお

亀とおけらの混声合唱

水着で入る混浴の風呂

ナォ地震振りし野山なだめる穀雨なり

えてものが財布掴んで振るを見た

パン竈焚けば巣の声

三蔵法師偶を垂れたまふ
岩窟の空洞に舞ふ飛翔天
自衛隊機がなぜ海外に
累々と寒卵積む手の繊き

余りに薄き夏服の月

闇深くＷｈｏ？と間はれて森の奥

二百海里に鯨尾を振る

今は亡き妃を恋ひ詩篇譜んじて
シエラザードの指がパッチン
ナゥ不審げにキムチ樽嗅ぐ麻薬犬

無地と見紛ふ江戸小紋染め

うたたれの夢の形を折紙に

︵於・ｗい

一川三Ｉ↑一Ⅱ尼

兼

−群Ｐ叶迩脳迩句︶

ふらここ漕げばけふも青空

花の道ベジヤール初日の賑はひて

八年

平成Ｉ八年七Ⅱ．↑Ⅱｈ
岼成
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み海無
宗
み

仙

花の世の何が何して何とやら

ふ

歌

砂耶砂耶ん砂耶砂ど耶砂耶海砂耶ど砂耶

海と・砂耶ど海砂耶坊と．砂耶坊と・砂耶海と

八インターネット・ＷＥＢＳＩＧめぎつれ座ｖ

ＫＵＳＡＲＩ﹃すてきな三句集﹄

テーブルの上滑る絵葉書
桂

カンちゃん

︵Ｚ︵︶．唾つ曙罠︶︶

吹く風に秋が近いと知らされて

晴

＊

やさしく馬を洗う少年

︵ｚ○．些壺宝︶︶

風

＊

君のスカート短すぎるよ

みのり

︵之︵︶．些義尻重︶

日が暮れて自由な夜がやってくる

Ｉ
灰

あおゆき

おはぎ

カンちゃん

︵ｚ○．唾醍匡ご

ひくひく動く黒いゲジゲジ

︑７歩

圭

︵Ｚ︵︶．睡巽ご己

雨乞い小町

はやお

︵之︵︶．唾栄鹿ご

れずみ一匹蔵に侵入

＊

のら

体脂肪燃やす蝋燭ないかしら

＊

スリッパをしっかと持って戦えり

説教の半ばに和む父の顔

＊

かもめの群れは白い花束

の

嫁入りと言わぬ娘の事実婚

紫

道草
ひわ

紫
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＊

斜面に実るオリーブの影

道草

ミケの行方を手相見に聞く

不用之助

空ピンも兵器も埋まる防砂ダム

銃の世界のまだおわりなき

みのり

︵ｚ○．嘩争いい全

目覚めよと呼ぶ声がする夢の中
＊

風に形をかえてゆく雲

子々孫々にツケをまわして
＊

ミヤーママ

雨乞い小町

わ

花はいま散るために咲く夕あかり
石蹴りケンケンパーで上がって

辿
{1J

︵Ｚ︵︶．唾栄塞乏

風

とﾞ

学芸会の予行練習

1雛
【111.

ｊ才
う
て

る

人生の配役神が決め給う

燃,'』

弔氾

峨下

︵ｚｐいつ切望︶︶

H,P一−

冬枯れの野は満ち足りていて

jjjj

＊

ｎＫａｙ

ーユ

･
【＝−J

ＫａｔＣｈｉ

年年
｜・

薔薇の枝には薔薇の花咲く

ハートの奥にぽつり焦げあと

ﾉ、J1̲

親友の赤い唇目をそらし

、￨え､F
成成
｜ ・I

八東京・ｋ野連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃初明り﹂
篠崎ゆき

篠崎ゆき捌

宮脇美智子

才

哩夢違観音像や初明り
新沖秋芳

肱万愚節路面電車は満員で

ナオ

ー学生街のスナック喫茶

貧しかりしは芙美子一葉

家計簿はいつも黒字でよるこばれ

往きも戻りもならぬ雪道

寒弾きの楽ぴんぴんと張りつめて

告げられし余命に激し閨の事
飲むも気怠き酔い醒めの水

早々とゴルフコンペの通知きて

く行き交うひとの抱く羽子板

砂漠ゆく硬き賂駝の背にゆられ

ナウ

のどかに廻る回転木馬

ーマラソンランナー競う新顔
校庭に校旗日の丸陳きいし

秋愁の深まりゆくを真夜の月
ぐるみを割れば小人とび出す
脇爽やかに海老蔵襲名準備終え

叉銃傍に便り読みたる

堀朱芽
福田おはら

記念写真は写メールで撮る

朱

黒田搾即

お

朱
ゆ

美
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高階の窓皓皓と望の月
壺にはらりとすすきひとむら
咋雁渡る客のよく来るこの頃で

ウ

く第六感は覚えある声

枕辺になおさら赤きワイン置き
時うつつなにすべてむなしく
ワンルーム留守電ライト点滅し

ｔ野・東求文化会節︶

のぞみはるかに風光る丘

豪華船みなとみらいは花と燃ゆ

腐尼'ｼI

ゆ

七￨几
l l l l

秋

)l jl
l・ ‐

美

ニー

宇咲冬男
ゆ

年年

お

崎即

血/I:

手に握りしめ周遊切符

潮騒に浜碗豆の伸びゆきて
月淡々と吊るハンモック
罪と罰人物の名のみな長く
扉の鍵の錆びついていし
花片々児の頬を染め鎮花祭

働き蜂の飛びかいし昼

､'2，ド
成成
l− l ・

冬節ゆお美節お秋節秋冬ゆ美お秋美ゆ美

枯山水にかかる反橋

桜井つばな捌

高渡篠桜
尾部
｜崎井

秀春ゆつ

八東京・上野連句会ｌその二

歌仙﹃乾

スナヅクのママのおはこはカンツオーネ

はるかに望む島々の影

五臓六脈にしみる熱燗

皓々と春の河原の月凍てて

来し方はさらりと捨てて船の旅

身の上話腕の枕で

ウ

ｉ独りぼっちでダンプ走らす

城出荷待つ土間に南瓜のごろごろと

肥満体にはパイプお似合
清秋の月に火星の近づきて
ぴたと鳴き止む籠の鈴虫

店先にブランドシャッの並ぶらん

オ

に乾坤の爆布や万象寄せつけず

ｉ二重の虹の架る石階

F

奥の間の長押に祖父の古き槍

耳をかすめる鶯の声

名優の花見の会に招かれて

恥うなだれて居眠りをする種子かかし

移動風呂運ぶ車のボランテア

ナオ

ー禅の修行で変わる生き様

好きなケーキはあとでゆっくり

潮浴ぴつ行く末などを語りもし

百合の香も消す体臭に酔う

終電の去りたる後の深き闇

世界のどこかひび割れてきし
北鮮はノドンテポドン幾つ持つ

友より届く柿はもぎたて

何を求めて吠えるコョーテ
校了に月を呼び込む大玻璃戸

ナウ

脇自慢の絵特選となる文化祭

賢人は時に改む主義主張

ー歴史を秘めるひょうたんの池

ラジオ体操欠かすことなく
燗漫の花に社殿のきらびやか

佐

水

々

彩

︵於・上野・東求文化会館︶

春日遅遅と柵引ける雲

平成十五年八月五日首
平成十五年十月十日尾
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ば
四

坤

春秀ゆつ春ゆ秀春ゆつ秀春ゆつ郎水きな

秀春つ秀ゆつ春彩ゆ秀ゆつ秀春彩ゆつ女

八東京・ＮＨＫ文化センター青山ｌその一Ｖ

﹃息白し﹄
土屋実郎捌
八島美枝子

上屋実郎
佐崎静緒子

宮脇美智子

原川安惠
池田笑子

ナォ人を待つ苑の深さよ呼子鳥

﹁痴人の愛﹄は隠れ家のなか

鋏鎌植木屋手入れ余念なく

自慢の孫は落語真打

イラクにてテロに莞れし人悼み

サッカー場に揺れる日の丸

大苅田一本の道真っ直ぐに
草木染めなる紬織り上げ
主役喰ふ子役無心の名演技

赤い鳥居の傾ぐ産土
人工の空に満月皓皓と

金が物言う芸術の秋

美枝子

安恵

花万朶遊女の墓に供華絶えず

名残の雪にさしかける傘

志野の水指でんと傍に
初給餌鳩も雀も鵯も来ょ

ナゥ母がりにもってのほかを味わひて

笑子

刈田水尾
吉江康子
大野優子

直行便でパリへ駆け落ち
誕生の嬰の写真を送り来て

美智子

康子

何夢むラストダンスのささやきに

コレクトコールすぐに途切れる

のっそり出でし蟇と挨拶
ひげ濃ゆき僧の着任檀那寺

静緒子

水尾

臼杵勝児

テニスのラリー音のひびきて

藤井佐和子

古き文焼く春の夕暮

七Ⅱ灯

佐康勝実静笑美康勝笑美優水安実佐優勝

︵於・ＮＨＫ文化センター背山︶

平成十六年一月五日尼

平成十五年十一川

日永に憩ふ夫婦手品師

伯母達と避暑地の月のレモン色

後姿の美しきひと

ウジャズ弾け釣瓶落しの港町

欄に月待つ心同じうす
豆を肴に今年酒酌み

床の間に冬の牡丹の凛として
どこからとなく香の匂へる

息白しマイクに答ふ優勝者
凍てつくカップ頭上高々

仙

咲満ちて数多の言葉秘めし花
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歌

和
緒
智
枝
和
子子児郎子子子子児子子子尾恵郎子子児

土屋実郎捌

佐実優安笑美康水静
和
智
緒
優智恵静笑児恵児静子郎子恵子子子尾子

八東京・ＮＨＫ文化センター尚山ｌその二Ｖ

歌仙﹃須磨の年賀﹄

須磨の浦埋く凪の年賀かな
干支揃いたる三代の屠蘇

古き街並聴りの声

ナォ雲雀野に流通基地の調査団

就職の肩父に叩かれ

パソコンも人もウイールス脅かす

女がよるし男女産み分け

待ちあぐねからくり時計騎士回る

引き寄せられし雪の餅肌

角巻の後姿の路地に消え
世界遺産の森の静けさ

ももんがは小さきうるから顔を出し

母豐礫と障子貼りして

眠らずに居れば雲間に小望月

地より湧くごと椰郷の声

ナゥ実感のなきまま景気上向きと
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絵具とく春めく日差し身にうけて

何漁るや老の屈める

冴え返る岬の上に月の舟

二・二六をひとつ噺に

文
化

ゥ近衛兵たりし軍服窓に干し

ボランティアとて妻は留守勝ち

付ききりで焼く鮎夫特技にて

N
H
K

赤いルノーの助手席の君

脚』{

藤土火原池宮古
iuI
佐
J￨：
犀野
IIl
m脇江田崎
円
杵

いとし子は異国に嫁ぎたくましく

． /1:

美
枝
恵郎児佐笑児康粗II子静児笑智佐優児尾郎

脇

IIr
lll

四万十川の流れ清らか
碑はジョン万次郎花遍路

ノ1 11

朝までくゆる蚊取線香

ニー

また起きる浮気の虫の御し難き

イドイド

鵺帰るとて児等の手を振る

六ﾉ！《

鎌の月白くかかれる神の杉
木橦咲き継ぐ旅を続けつ

、'た､￨え
成成
｜‐ ｜ ・

今年酒酌み交わしつつ師を偲び

床の間の偶の○のあざやか
ありなしの風に万朶の花吹雪

駈け行く童つけし春泥

勝

セ

ン

タ

ノ、

八豊川・桜花学閲大学連句研究会ｖ

半歌仙﹁猫の尾﹄
彩火捌

彩火
すじ

呼び声に猫の尾が行く冬ぬくし

学生ホール赤い山茶花
嵯都美

小泉

まるこ

自動二輪で配る新聞

いつまでもそのほほえみを忘れずに

眠れずに有明の月見る窓辺

睦皿

嵯都美

嵯都美

すじ

叩けばふわり逃げるあぶれ蚊
ワ追いかける君の足下色葉散る

夢の中だと手をつなげるの
金婚式憎まれぐちも愛ゆえに
オーロラを見てお茶で乾杯

小泉
彩火
すじ
小泉
澤エ

まるこ

まるこ

彩火

まるこ

白熱のバレーボールが幕開けて

図書館司書の受験勉強

月涼し旅先からの便りくる
太公望のパンダのんびり
父の背が派遣案ずるイラクの地

さえずりの中つめる銃弾
花の下契りを交わす影ふたつ
のめない盃に注がれている春

︵於・桜花学剛人学鯏研究室︶

平成十九年十一月三十Ⅱ首尾
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八東康・丘の上連句公ｌその一Ｖ

歌仙毒化に嵐﹄
中尾青宵捌

火の用心の札をいっぱい

ナォ寒い国からのスパイは髭の頬

乱脈経営洩れてひそひそ

老たちの愉しみどころ診療所

ニッポンが二ホンになって半世紀

疎開の頃はなにも辛かり

鴉にも餌の好悪が有るらしき

塙於玉

角曲がる度に交番探すかな

中尾青宵
束浦佳子
福烏壺春
大城里水
青木秀樹

花に嵐荒地を俳に狂ひかな

大久保風子

残雪は耕す人の容ちして
家継ぐ話斯くも斯く斯く
酔ふほどに揺れて嶋まざるけふの月

臨海都市に死体浮く月

香もほろ苦き地ビールの味

闇の名はベリーボタンぞグラマラス

蝿は青い目早いお手前

絵の具刎ねれば郁子の紫
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誰が云ひしか亀も突くとょ

ゥ稲架の蔭赤子の湯浴み手伝へる

豊年祭ズブの素人受賞して

今村寺田

佐藤良彌
和田忠勝
竹崎梨野

ゑくぼ二つに八つ掌の窪
草履を投げてそれで日の暮

インターチェンジの脚は初虹

荒い神輿が菊を倒せる
銀行の合併連合相次いで
竹薮ひそと穴を掘る人
選挙車の只遠巻きに花莚

今年こそ佐野の不動と縁断たん
ヴィオロンを入れるケースに空手形

佳

岡山朱藍

︵於・三田図書館︶

水晶玉を磨く魔女たち

樹

水

平成十五年四月↓九日首尾

灼熱の砂漠の月ょオアシスょ

パイプラインを獄横切る

坂田武彦

玉

春

省エネは出来ることから願います

作務衣の似合ふ小僧連れだち
ゴジラなら何かやるぞの期待感

新幹線の燧を轟音

風彦樹藍勝玉苗藍春彌苗水勝佳彌佳宵野

八東京丘の上連句会ｌその二Ｖ

梨佳忠安里未

大城里水捌

竹東和田大名

歌仙﹃斑猫﹄
斑猫と遊びて人の恋しかる
夕立晴れたる背戸の杉山
宿題の紙ロボットが手を振りて
硬い動きのショートストヅプ

月の友座右の銘は﹁在平素﹂

漆の筒に赤まんま挿す

ゥ空からの四国巡礼爽やかに
美人の出湯髭をひねりつ
悶々と眠られぬ夜の抱き枕
座敷わらしのそっと覗ける
酒盛はおもたせにまた沸きあがり

改革だらうが財政だらうが

狐火のころがる先に尖る月

枯野に黒く佇める翁

お迎へはいつも律儀にポスト脇

行き交ふ燕飽かず眺むる
廃されし鉄路にけふも花吹雪

島まで続く橋に初虹

蝶々結びやっと覚えて

ナォ楽しみな快気祝の品選び

ｎ人ならば性は間はない

本物のパスタぱくぱくパリジェンヌ

去り状を懐にして﹁さようなら﹂
シーズン途中でトレードをされ

無言館への炎熱の道

蟷螂の子にもありけり小さき鎌

平和な世迷宮入りの様相に
誰も来ぬ日は一人お手前

リズムは鳴子バンドセッション

中空に月蒼ざむる登窯

カンテラ行列熱き恩ひ出

ナゥ優勝だ高西風ついていざ街へ

観潮船は渦潮の際

酔ふことは生ける証と楽しかる

箱伝授受け呼子鳥聴く

ひもろぎに舞へるがごとき花戦

︵於・三川キャンパス︶

ｗ雌叶伽斡皿仙Ｉ一一一Ⅲ噸︵ナオ八より文音︶
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城和
! ￨』
lil
崎浦

芸知水野佳佳勝勝佳知芸勝野子勝芸水知

佳勝芸知野水野芸知野知佳野佳勝勝芸偶

福田太ろを捌

佳康タ三月太

八杣川・怖川連句会その一Ｖ

一山椒魚﹄

出水の行方思う黄昏

山椒魚井伏鱒二になりすまし

とうに過ぎたる約束時間

ノウハウの公開講座無料にて

ナォ潮待ちの舟おちこちに春の浜

捜査本部と電話つながり
監督のぼやき聰える舞台裏
酒を抜くため入る水風呂

スロヅトで身体寄せ合い明易く

脱がせ給いし青眼の浴衣

あんまりな雀斑美人とはいえど

自由の女神だけが見送る

部長殿はいはいはいとⅢ洗い
月のこころを知りつくす僕

祠にも木の実ころがる音のして

遊びどころでゆれる鬼の子

ナゥエメラルドからり晴れたる美術展
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地平まで唯ひとすじの月の道

忘れ扇のひらかれしまま

ささやくごとく幼人妻

l1 1 1

ゥ甲子園とりまく蔦はくれないに

人間国宝パイプくゆらす

友さそいブルーチーズを食べに行く

︵於・さいたま文学館︶

尼I》'

お上手ねうっとり踊る夜会服
エリザベス号長く水脈ひき

まじかにみゆる流氷の海

妖しさに似てさいはての花満ちる

￨‐

鶏の病ニュースの種となり

八二

唇気楼立つ日本列島

ﾉlⅡ

撞きだす鐘に暮るる木戸跡

血三

蔵陰を物の怪あそぶ冬の月

/[/I:

大好物の今Ⅱの献立

年年

傘のお化けが海坊主連れ
恩讐を越えて洞門貫きし

子犬ねそべる糸遊の中

Ill

仙

満開の花はいかだと変わりゆく

平平
成成
十1･

タ佳三月三久之力柳子を
月タ傅佳康佳

叩ろ
傅

福
田
上
耀伊小沢
IlI
東池井
奥

歌

佳太月タ傅康三月傅康佳三傅佳三康タ三

ハ桶川・稲川連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃原中や﹄
福田太ろを捌

福田太ろを

︵於・さいたま文学館︶
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松尾芭藍心

八七
jlj」
￨ ･ミ
ノL￨･
l l l l
1もI>1.

双葉出揃う紅花畑
澤川佳久
沢井三柳
伊東康之
藤津和子

/I鳥面

原中や物にもつかず鳴雲雀

身に入む風に小さき野良犬

佳

上月叩子
小池タ力

康

ｲドｲ

目借時手相見己が手相見て
イベント会場予約で溢れ
月高く霧の流れるビルの影

夜中にそっと銭を数える

ゥ四畳半一卜間に棲みて西鶴忌
頼りなさいつか頼りにされており

康

一一一

台本なしに濡れ場演じて

軽井沢にはセカンドハウス
追っかけは民放アナの豊乳派

佳

佳

漁火遠く岬くるぐろ

はじとみ

半蔀を上げれば月の冴え冴えと

虎の夢なら覚めずあらなん

居酒屋に六甲颪湧き起こり

タ

色とりとりに雛飾る街

おもかげの母さまがいる花の宮

､￨え､￨え
成成
' ‑‑￨‐

ハ神戸・おたノ＼さの会ｖ

尋化棟﹄
鈴木漠捌

・ンヤボン

ナォここに在ることの不可思議石鹸玉

いノ︑基﹄

庭がくるくる回ってゐます
よもつ
往き還る黄泉平坂ガラス売り

嶬の軍勢戦たけなは＊

三千子

漠

多衣

まき
昌子
糀代
多衣

あふち

彼が漕ぐ権のしづくに濡れながら

洋子

い

漢

はすえ

まき
昌子
多衣
雅代

はすえ

洋子

三千子

蟻の服勢︒槐の夢︒﹃南利太守伝﹄南何の夢︒
塵劫記︒わが国最初の数学入門書︒一六二七年︑にⅡ川光川著︒

平成十五年卜月首尾
︵於・ＮＨＫ神戸文化センター︶

塵劫記読む午後ののどけさ＊

ぢんこふき

風に乗り千の花びら万の舞

眠る砂丘に何の足跡

ひ

入陽浴びマーメイド号外海へ

衿かき寄せて霞たばしり

もの皆の実存失せる月影に
眉高く上げ我が道をゆく

草津本陣散らす白萩

蕊んじゅ

昼寝覚め槐の下の浅き夢
間歌泉の慕情湧き出で

星降るなかをともに漂ひ
甘からん梢の先に揺るる柿

むす

漠

多衣

三千子

はすえ

洋子

小路はすえ

小林三千子

在間洋子
繰本多衣

故郷は月美しく水も澄み
棚田豊ぜか
に稲穂波打つ
あ

ゥ赤蜻蛉世阿参学の碑にとまり
め

ゆかしき井筒君や掬ばん
もの問ひたげに咲ける侘助

愛でられてはらりとこぼす黒き髪

霜光る遅い夜明けに月残り

牛乳配達タイヤ軋ませ

母子家庭孝養の子を誇りにて

仮名文字多き初便り受く
小包の紐の結びの固きこと

雅代
昌子
まき
たと

自炊の膳も今朝は春色

はすえ

洋子
すご

三千子

ほのかに立ちて消えし夕虹
橋の根を掘れば宝が埋りゐて

ナゥ雑踏にまぎれ賛美歌社会鍋

・７牛丞

生真面目な友リスト作成

松本昌子
鈴木漠
侍山雅代
宅兇まき

紫の雨を誘ふや花棟

仙

花言葉人を優しく髻ヘをり
謎解けぬまま日永過して

＊＊
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歌

和気藷々の同期会にて

宕

ナォ島四国遍路うれしきお接待

さりげなく選挙協力頼まれし

学歴詐称つひに発覚
幾度も転ぶ雪道慎重に

夕餉じたくはとかく着ぶくれ
ケータイの着信音の鳴り続き
所帯持つ気はとんと無いらし

過ぎし日に口説きし彼女ひとの嫁

上

遊

ハ松山・小野連句会ｖ

柏静尤伸

渡部伸居捌

都小渡渡

歌仙一曵き船﹄

黄のアノラック若き後継

曳き船の船脚遅くしぐれけり

あるがままにと暮らすこの頃

うはの空です親の説教

寝もやらで涙で月を仰ぎつつ

正倉院の曝涼を終へ

ナゥ留守の部屋片開きなる秋扇
アテネ目指して夢を紡げる

やり
英才を育てる塾の大流は行

快哉叫ぶ孫の顔色

花咲かば告げよと杣に言ひおきて

岩瀬くぐりて上るわか鮎

谷

丹・

︵於・松山市小野公民館︶

平成十五年十二月十五日首
平成十六年一凡二十三日尾
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一息をつける緑茶の香もよくて

堤の芒風に扉ける

海倉部部

村

生

名月に予約の席の賑やかに
旅で知りたる忘れ得ぬひと

ワ豊作を祝ふ社の幟旗
パソコンゲーム日がないちにち

とぎこぼす流しの米も妻の留守

爺婆寄りてなげく老眼

フセインの遂に捕はる穴の中

手すさびに焼く壷をほめられ

燃えしぶる刈草けぶる夏の月
とうすみ蜻蛉ひそと眠れる
故郷の友と地酒を酌み交はし

咲く花を活けし棒の床柱
霞む野末に駆くる乃万馬

宇

葉波居葉尤居葉波尤居波葉居尤葉波京居

波梨王葉波梨尤居葉王居尤王葉尤居子尤

王

水

漕ぎ来櫓音のかすかに聞こゆ

ナォ春愁の沖合光るひとところ

鵜の鳴き立つる群れ移りゆき

肱川に天守の映る景を待つ

ナイター見物誘ひ誘はれ

船中はビール乾杯盛りあがり

女高生ばかり目につく通学車

新米供へ平安祈る

ナゥ古稀すぎし﹁ひょっとこおやじ﹂秋祭

昔話を児等にせがまれ

地︑返りの日本経済何時止る
喫煙場所も追ひ詰められて

蓋なし今年の花も美しく

歌声流る草萌ゆる丘

平成十丘年二月二十七日首

︵於・

川柿綜靜州祉センター︶

平成卜・血年川月二十五日足

水楽芝水一芝楽一水楽芝水一楽ルリ芝水

八松山・おぼろ連句会その一ｖ

尋化野﹄
鈴木春山洞

鈴木春山洞捌

曽良行きし奥之細道花野かな
喋本純一

梶野浩楽

愛の芽生えは仏蘭西映Ⅲ
腕組んで甘き語らひ町の宵
イラクの戦後継りつかず

芝

今まし｜非心

今咋比呂夢

恋は異なものひと選ばざる

洞

楽

洞

尚怖蘭水

オアシスへ月の砂漠をはるばると

草の穂に出る大いなる月

ひととき

山本青芝

ハロウィーン仮面仮装を楽しみて

チンドン屋練る村の賑はひ
列つくり目高すいすい川上へ

簾の下に憩ふ一刻

ゥ男ぶり寝る腹を吹き透る風
同級生にゆくりなく会ひ

おしめりに県都断水免るる

水

消しかねし焼棒杭の燃えあがる

急に伸びたる野菜を間引く

楽

熱い雑炊皆でかきこみ

まいが

寒稽古道場昇る月蒼く

アメリカの我儘勝手月に余り

芝
ひとひら

今日は朝からパンとコーヒー

洞
楽

／LJ

仙

散る花の一片とまる娘っ子
わが古里はのどかなる街

−QR−

歌

蘭青十

純浩

八松山・おぼろ巡句会ｌその二ｖ

呂
水夢留芝一楽夢水芝留楽一水芝留楽一楽

梶野浩楽捌

本野

比

歌仙﹃師走﹄
あたたかきＨの続きいる街師走

高山

橋本坂

、『

店一ぱいに年越の品

恒例の趣味の集ひを愉しみて
は

絵筆を握る水彩講座

城山の上にかかれる月美しく
ゆ

厨のあたりすだく虫の音
ゥ色葉散るせせらぎを背に温泉にひたる

古賀メロディーの甘く流れて
夕闇にカヅプル肩をいだきあひ

扉を押して誘い入れたり
ゆったりと煙草のけむりくゆらせて

地図を頼りに史蹟探訪

桂浜龍馬の像に月凉し

波乗り競ふ若者のむれ

自衞隊ゆくかゆかぬか総理の断

さだめさも
明日の運命の幸祈るのみ
久方の母校の庭は花盛り

頬を撫でゆく野辺の春風

ナォひたすらに歩む遍路を眺めいて

鈴を鴫して遠ざかりゆく
レーり

鶏の風邪渡り鳥まで其処を避け

雪吊り松に名残を惜しむ

戸別訪問選挙は近く
公園の水仙畑人だかり

茶屋町の格子なつかし三味の音

ぬし

す

やらずの雨に︑王腰を据へ

道ならぬ恋と知りつつ溺れゆき

手を振り合って右と左に

萩の花散る一陣の風

わらべ

望の月あゆむ童に付き添ひて

ワインの色と香り楽しむ

ナゥにほひ立つ新刊ひらく秋灯下

介護保険に財布は軽く

パソコンを孫に教はる老爺なり

桜餅にてお茶を一服

卒業の児等を見送る花吹雪

仙肺継緯釧祉センター尽

二Ｈ十八日尾

平成十五年十一月二十七日首

平成十五年

︵於・

一
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楽水留一楽夢水留一楽

留水留楽一留水

藤梶
今

井

ハ神戸・海巾の会ｖ

歌仙﹃好
ビールこうば

べに

りやう

山崩し海へ運べる土砂いづこ

落し角売るさ牡鹿の苑

机上の塵も何か理由あり
プラグ抜き待機電力節約す

わけ

網戸外せば月も明亮

我らが恋の墓標建つべく
果肉食ふ猩猩蝿の飾り玉

ざか

ハイヒールらしき靴音遠離り

ふしし︾

臥所にのこる紅の匂やか

ゥ独り居のつどもり蕎麦はカップ麺

漫画本読む書架の底冷え

折に触れ世代格差は埋め難く

健康志向歩む老若

しじま

ゆた
蒼き月黙の池に揺た蕩
うて

ビオトープには蜻蛉往き交ひ

好日や麦酒工場のホップの香

日

春一番が大荒れに荒れ

無為にして脱ぎな忘れそ花衣

ナォどんたくの聯に鴉惑ひける

不吉の声も神の託宣

肌に心地に汗零るなり

も

平成十五年八Ⅱ首尾︵文音ファクシミリ︶

レガッタ

歴史を誇り開く競漕

丁半のいづれも花の宴果てて

竜い
双六の殼琶子
腕然と振り

と﹂７じ

ナゥ懐の石焼き芋で暖を取り
杜氏のうたふ能登の棹唄
見馴れたる辻も巷も初景色

街のテレヴィに群れしあのころ

月光裡影踏み遊び続くらん

はらから

精霊舟に集ふ同胞

と

鶏頭は過去を点して村を染め

たつと

棒ぐるのみの愛は貴く

あゆ

鈴木漠捌

シンプルな美味を戴く冷奴
華やぎけるは筆洞れの跡
来ぬ人を伝言板で毒づくも

雷霊は都会の著侈を叱吃して

永田圭介
鈴木漠
一一一木英治

梅村光明
漠

漠

圭介
光明
英治
圭介
英治
光明
漠

漠

圭介
光明
英治
圭介
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光英

圭英光圭

光英

圭英光圭

光英

L＝＝

明治漠介治明介漠明治漠介治明介漠明治

八東京・解綻ｖ

歌仙﹃水惑星﹂

かざさゐ

滅びに到る水惑星よさくらさくら

蟇るる地平に春の風騒

朶鹿眸うるませ振りむきて

食卓に置く黒麺浬一片

やは

水野隆捌
別所真紀
水野隆
稲水千晴
伊藤哲子
田中雅子
瀧田遊耳
河村志乃

父祖のごとくに庭の挽臼

ナォだんだら蝶日本アルブスよぎりけり

幼な名のまま首相たりしよ

桃いるの鳩ゐて少女かも知れぬ

級のめでたき梅干してをり

君とある眞昼の不思議莫嘩の上

雪舟の鼠が荷物はこぶらし
ひそとしづもる金閣の夜

ぐるみ割る音川溢る音

チェロも来て尺八も来て月の宴
おおばこ

人馬同居の曲屋に住む

車前子の方言分布調べゐて

ナゥふるゆきの歓喜菩薩を荘厳す

紙衣背にして遥かさいはて

石Ⅲ一足

人谷眞智子

球突かれつつまた冴え返る

ほろほると忘れ得し名を指折りて

九年ⅢⅡ一↑↑Ⅲｎ足

いろはにほへと烏雲に入る

平成

︵於・松盤開︶
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月と読む絵本のなかの小人たち

案山子がまねく迷路の奥で

ゥ葛桔梗甕棺の児に空柔き
口紅付けて煙草置きある

己

千

嵐神子いのちと畔ひにまかせて言はれけり

数寄屋橋とふ橋いまは無し

遊

午前七時廃校に花泡立ちぬ

糸

折口

千

折口

雅

渡されし旧約聖書捨てかれつ
レモン・スカッシュ飛沫はじけて
月涼しプロヴァンスよりメッセージ

画家のこだはる青の陰鐺

糸

己

かじかんでゐる狙撃手の指

徳岡久生

裸木はかく生れ来てかく生きぬ
花眼にもこの世の花を映しゐて
はぐれふうせん抱いてゆく旅

遊隆千生哲紀京雅京眞生雅紀乃紀乃紀千

ナォ﹃ヒョースベ﹂の声瓢々とようず風

﹁手抜き手抜き﹄で水らへて来し

如何様師認可もとらず﹁秘伝薬﹂
﹃河小姫﹂連れ眺落ちとしゃれ
まぐは

目交ひつ﹁置いてけ掘﹄になづな摘み

湧き上がる智恵と勇気の﹃力水﹂
﹁ミイラ﹂祀られ村の﹃本尊﹄

﹁釣りきち﹂どもは初茜まで

一｜一神あすか

矢崎硯水
山本秀夫

矢崎硯水捌

﹃河童づくしＩ河童﹄

八諏訪・川戦連句会ｖ

かもじぐ昼﹄

壷草挿す﹃おかつばのⅢ﹂

振り向けば﹁河童﹂ふりむく朧かな
くち

惜春賦﹁塒とんがらせ﹄蝋ふらん

いや

悪戯が生き甲斐ですと﹁ガタロ﹄どん

どれが誰のか﹃尻子玉﹄漬け

妙ちきりんな﹃へうたんは嫌﹂

めう

北野真知子

﹃雨合羽﹂たためば利根に浮かぶ月

読売の﹁芋銭漫画﹄は語り種

平成ｉ大作几ⅡじⅡ前︲も

ノミ其ご

IBj』

日紀真あ秀硯妙安日紀冥あ秀硯安妙日紀

山

︵於・インターネット︶

﹃恩返し﹄とて鮒もらふ春

かそ

土手にうたた寝﹃川流れ﹄せし
﹁身のうろ︸こひかり關けく花篝

うせん

ナゥ﹃チャック医師﹂ＤＮＡをなひまぜて

﹁駒を引き込む﹄凄まじき頃

あすか

硯水
秀夫

﹃金気を避ける﹂うそ寒の道

﹁水掻き﹄の手をつなぎ合ひつつ
たづさへし﹁詫び証文﹄に月射して

火Ⅲ日麿
矢崎妙子
山︑安子

フェロモン出して﹃甲羅﹄くねらせ

真知子

ゥ秋場所で横綱を張る﹃川太郎﹄
猫編しなぞ﹁屈のやうなもの﹄
﹁肝盗り﹄の多寡であらそふ恋敵
﹁ｊるんぱつば﹂つひ川遊むコマーシャル
力昌﹂

﹃九千坊﹄さん渡御の先達

湯けむりのなか﹃遠野﹂幻想
量を召す涼しき月と﹁旅の人﹄
〃︑せんぱうとぎよ

日麿
妙子
安子
硯水
秀夫
あすか

硯水
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ｲ111

﹃水神﹂の在せばジパング豊饒よ
﹃力くらべ﹄のオリンピックへ
花の山﹁かつば徳利﹂ぶらさげて
遠足の児と見れば﹃ゑんこう﹄

知す

知す

歌

暦子子か夫水子子麿子子か夫水子子麿子

八横浜・桂の会ｌその一Ｖ

﹃芹香る﹄
臼杵勝児捌

金平糖のまとふ春彩
原田安

若松藍

臼杵瀞

屋根替の老舗に人の集ひ来て
渡部葉

雲間より月の兎の見事なる
錆びし鉄路にかなし虫の音
ワ体験にぶどう酒醸す旅の興
ヘアピンカーブハーレーがゆく

ゲルニカの女のなげき涙あり

白至の城によこしまの恋
占なひは大吉なれど平社員
居住まひ正し新茶封切る
湖静か水面にうつす月涼し
彦み勝ちなる仮名の短冊
流れ来るピアノを弾くは幼児か

もののけ姫のそっと顔出す
おは

高僧の円座に座す花の宴

佐々水け

萩谷悦

浅沼小

襲名披露噂もちきり

堰堤に尽きたる小径芹香る

仙

田螺をひさぐ婆のちんまり

回転ドアーするり抜けたる

ナォ遠山は波の形に霞ゐて

欝を癒すと評判の医師

ひと

人ゲノムチンパンジーと変りなし

角巻似合ふ函館の女

割れ硝子きらきら光る朝日影

肘鉄砲を食らふ初夢

懸想文買ひたるままを付け文に

コンピューターで株の空売り

石油王世界の富を集めたる

ヒマラヤ越えて烏の渡れる

月上り地上は黙の支配して

文士村には残る銭湯

ナゥ土間の隅糸瓜ころがる獺祭忌

三味の音のほのときこゆる路次の裏

鴬合せ一声に賭け

招魂祭の長き参道

花の苗育て醍醐の花を継ぐ

豊

鈴
木

︵於・藤ヶ丘地区センター︶

平成十六年三月四日首尾
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歌

香安香け葉香ん子安香葦葉香勝月恵香児

け葉香葉安け豊け安香け悦葦香安こけ葉

八横浜・桂の会ｌその二ｖ

半歌仙

漢まじり一﹃名草の芽﹂

姿変へるな春の山山

未来への希望をつなぐ名草の芽

ノートパソコンテーブルの隅

羊の毛刈ると少年意気込みて
冬月はたゆとう雲を身に纒ふ
連れ立ちてゆく煤逃げの人

赤田玖實子捌
赤田玖實子

若松藍香
伊藤薮彦
福永千晴
佐々水允明

佐々木けん

長崎和代
脈田安恵

拾った馬券なんと万券

ワ悟りとは得られぬものと悟りをり

薮

け

安

千

藤皿

勝

藤皿

和

允

臼杵瀞児

︒細ン
羅衣ハ
重：
肩二
・

日米の予算どちらも大赤字
汗の背を蹴りたいそして抱きしめたい

魑魅魍魎が月の酒飲む
稀襯本探す街並岻期鳴く
秋の余韻を染める尖塔

薄味の健康食は母好み

軟車の東風にニイハオの声

二ムハ

天上の堤破れて花吹雪
湖心潜・一残鴨一

︵於・藤ヶ丘地区センター︶

平成十六年二月十二Ⅱ首尾

l()1−

八日立・かびれその一Ｖ

脇起歌仙﹃壜の口一

ナォ卿りに知足の生活苦なく

日曜大工腕も上りぬ

配役は今度もきっと汚れ役
起居振舞ひ育ちかくせず

内幾多

小松崎爽青

迷ひ出てポチはどこまで行ったやら

霊の音に覚めしきいぎぬ

幾多捌

南條巷子

初デートシャネルできめてクリスマス

厚子羽織りて睨む沖波
中村奈美子

壜の口ぼうぼう昏るる神渡し

絵筆に託す少年の夢

南條日日二

平成卜兀年八川人Ⅱ澗尼︵文所︶

風きららかに渡る雲雀野

今もなほ花の大樹の咲き満ちて

よとまぬ台詞砦き二代目
川越の蔵造りとふ街が好き
お国誰が酔ふほどに出る

ナゥ見せ場とて凛と義経菊人形

総裁選挙秋は気になる

魔術師の帽子に溢れ出る金貨
草野球にもホームラン有り
満月に向ひて船を漕ぎ出だし

貸したる本の戻る引越

まどかなる月あげ庭も静もりて

伊藤延子

ｌＩｊ片日酔〃オー

汲み置く水に紅葉ひとひら

奈美子

幾多
節代
巷子
延子

日目一一

巷子
延子

奈美子

ⅡⅡ時日Ｌｈ

ゥ新蕎麦を畷ればほのとうれしき香

志高くふるさと発ちぬらん

旅のご縁の文にときめき

四

節代
幾多

素びんの笑顔にまたも惚れ直し

輪をかきながら鳶が笛吹く
交替でトップを決める民︑王党
かくれんぼうの背中ちらりと
アングラの酒場を出れば月涼し

遠ざかりゆく団扇白々

また一人碁敵逝くといふ知らせ

服れぬ夜は羊数えて

天守閣遠く浮かべて花の雲
飛ぶ風船を取れと駄々児

日日一一

節代
幾多

奈美子

日日一一

巷子
延子

幾多
節代

奈美子

巷子

日日一一

奈美子

延子
巷子

日日一一

節代
延子
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■0停

八日立・かびれｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃早梅﹄
早梅に声の澄みたる目白かな
ご馳走といふ茶屋の風呂吹

袋小路を抜ける近道

手品師がくるりとコイン取り出して

月あかり帯はんなりとまとめあげ

隠し部屋へと上る階段

穂芒揺れて影絵めくなり
ゥ八巻の木型職人爽やかに
姿見に写るうなじの髪ほつれ
浮気じゃないとそっと職く
ブルータイルの欠片拾うて

名を呼べば尻尾振りたるペルシャ猫

雲もなく涼しき月が中天に
たやす

うの字の長き鰻屋の前

あれこれと容易く子等は言ふけれど

縫れつ川を渡る双蝶

百円ショップはやるこの頃
深吉野の花の盛りを酌み交し

ナォメーデーの参加賞とふ袋菓子

昔語りに夜の更けゆく

多可志

阪神は猛虎なりけりまつしぐら

三代目怖さ凄さも至芸にて

彼の移り香そこはかとなし
鐘撞いて恋はらさんと雪の中
狂ってついに地を這へる姫

榮子
節子
柳香
幾多

今置いたところ忘るる探しもの

なるかならぬか政治改革

石田榮子捌

大竹多可志

小松崎爽青

留学の飛機見送りて月に佇つ

多可志

安子
榮子
節子
安子
柳香
幾多

多可志

福川安子
伊藤柳香
森本節子

ひょんの笛吹く旅のつれづれ

榮子
柳香
節子
幾多
安子

西幾多

ナゥブランドの上衣羽織りし捨案山子

入墨彫って変る眼光

安子

打川榮子

器量よしあし雀にもある

半成十五年九月三日満尾︵文音︶

紺綬褒章受けて暖か

しばらくは海をみてゐる昼下り

多可志

ややにまどろむ父の脇息
天守閣嗽に耀うて花吹雪
多可志

節子
柳香
幾多
榮子
柳香
節子
安子
幾多
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西幾多捌

渚

八日立・かびれその三Ｖ

脇起歌仙﹃冬の鴫﹄

括られ並ぶ畑の白菜

枯木折る音宙へ抜け冬の賜

携帯メール歩みつつ読む

ナォひらひらと紋白蝶がついて来る

お伽話の少女健気に

身近にて昔はものを思はざり

ノート埋めゆく愛のソネット

唇を重ねし後の息白く

彼を見送る雪の降る中

津軽富士裾に明りが点りそめ
汽車の鼓動に寧らぎてをり
パンポンの球の弾める昼休み＊
木の香残れるベンチ嬉しき
月の出にいつしか唄ふ若人等

小さき湯舟に届く虫の音

ナゥ秋風へ総裁選がささやかれ

潮騒ききつ里に住み古る

馴染み良き緋の野良着捨てかねて

口を結んで陶工の真似

佳き花とほめられ筆の軽やかに

長屋門より霞む連山

平成十五年九Ⅱ三ｌⅡ淌尾︵文音︶

＊パンポンは日立地方で遊ぶテニスのような競技︒
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味噌味を旨しと母を偲ぶらん
しんがりに降り立つ駅舎月晧と

お国訓りの八重歯可愛ゆき

展示の菊も真盛りなり
ワ桴捌き見事に決る秋祭
恋のためなら何もかも捨て

幼なくて妻といふには跨曙へど

鳥の順番餌台にあり

いつの問に癖となりしか独り言

三世代つどふ宴の月涼し
ロケット談義汗を樛ませ
棒を放さぬ犬のゴン兵衛

小

滿

滿算土幾

滿算土幾

幾滿算士幾

藤藤崎
成谷

多筆子青
筆子子渚多筆子子渚多筆子子

幾士算爽
幾土算滿
幾士算滿
土算滿

刻惜しみ板前修業まつしぐら

傭撤の街はかげるひの中

満開の花の枝垂るる墓標にて

吉伊西加後松

渚多子子筆多渚子子筆多渚子子筆多渚子

八日立・かびれＩその四Ｖ

脇起歌仙﹃山桜桃﹄

遠断する森の郭公

山桜桃口中にして郷どころ
的を射る弓をきりりと絞るらん

木崎節子捌

木崎拾即

小松崎爽

羽場桂

飯泉葉

葉

鑑即

葉

ナォいつよりか置き忘れたる春日傘

本を開いて唾くゐるなり

母さんの優しい声が聞えさう
悩みつのれど好きなあの人

上役の祭浴衣にときめきて

サングラスかけ忍び逢ひする

電柱にアホと啼きをる大鴉

ただごとならぬ株の値下り

血液が淀まぬやうに薬飲み

遭難救助にヘリが飛立つ
丑三つの月皓々と駐車場

しろく吹かるるうらみ葛の葉
ナゥ地芝居の役者なかなか集らず

腰をおろして煙草一服

マンションが建つとふ道路掘り起し

地球汚染の会議深刻

来てみれば花はあまたの枝をつき

野を行く人に燃ゆるかげろふ

平成十五年十月一Ｈ満尾︵文音︶
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捲即

熟年にして写真はじめる
突堤の波のしぶきに上る月
頬をなでゆく風の爽やか

桂

桂

心にかかるこれからのこと

ゥ香りよく仕込み忙しきワイナリー

社交ダンスのひるがへる裾

再会は画廊めぐりのツァーにて

葉

確即

玩具の犬もそつぼ向きをる

めくるめくキスに女体がとろけさう

葉

緒即

桂

葉

儘即

桂

寒析の音遠く近くに

産土神の朽ちたる屋根に冬の月

ノーベル賞に笑ふ日本

藍甕の藍ふつふつと育ちたり

仰ぐ天守のやや霞むとも

どの道を行くも盛りの花にあひ

子子子子子子子子子子子子子子子子子青

節葉桂節葉桂節葉桂節葉桂節葉桂葉節桂

子子子子子子子子子子子子子子子子子子

八日立・かびれｌその五Ｖ

脇起歌仙﹃目借時﹄
西幾多捌

ヨシエ

美代
弥恵
士筆
弘子

のんびりと自炊をしての湯治なり

いつしか雨が雪に変りて
角巻が重くなったと嘆く母
こぎん刺繍に丹精をこめ

美智子

ヨシエ

ナォお遍路の鈴の音遠く消えてゆき

着信の曲の﹁運命﹂鳴り出せば
赤いポルシェがお迎へに来る

地鶏は卵草叢に生む

夕暮れの島つなぐ大橋

宿の灯も消えし二人に闇流れ

月影に物みなくきく大屋敷

残月が見おろす未だ覚めぬ町

弥恵

ヨ︑ンエ

鈴木美代
鈴木ヨシエ

滑川美智子

新走り酌み漢声高

小松崎爽青

片野弥恵
斉藤弘子

ナゥゆく秋の衆議院選たけなはに

客帰りしあとの一人の目借時

美代

隣の犬になつかれてをり

土筆
弥恵
美代
弘子

菊咲きほこるジョギングの辺に

加藤土筆

花吹雪幼稚園児ら掌に受けて

遠くに聞こゆ茶摘女の唄
軒先に燕巣作り急ぐらん
木綿豆腐を水に沈めて
ワ新藁が高く積まれて児が遊ぶ

ヨシエ

美智子

士筆
美代
弘子
弥恵

平成

五年十Ⅱ

︵於・川立市多慨公比館︶

六Ⅱ首尾

春の小川へ流す笹舟

学卒が印祥纒よく似合ひ

豆大福の評判の店

眼鏡くもらせラーメンを食ふ

ヨシエ

弥惠
士筆
弘子
弥恵
弘子
美代
美代

去年失くした財布みつかる
いつか来た茶房に今も古時計
変らぬ愛をたしかめてをり
日曜の彼は優しきパパですと

デフレ対策早よう打ち出せ

美智子

半月が清水に映る宵の口
風にのりくる夏越お神楽

競うて丘を走る若駒

根気良くシャッターチャンス待ってをる

日立市はいま千本の花盛り
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八日立・かぴれｌその六ｖ

脇起歌仙壽乗の瘤﹄
伊藤延子捌

伊騰延子
伊磯柳香

小松崎爽青

手捻りのⅢに錆鮎盛りつけて

早田維紀子

桑の瘤無骨に鴫の猛るなり
三日の月のかかる藁屋根

友より届く色紙うれしき

唯野嘉代子

太極拳の呼吸ゆるやか

ナォお地蔵に松蝉はやも鳴き出せる

維紀子

幾多
延子
柳香

嘉代子

じんはりと効きくる肩の貼薬
文焼くけむり木の間流れて

さりげなく浴衣の衿を直しやり

幾多
延子
柳香

駐在さんが慌てふためき

幾多
柳香

嘉代子

維紀子

幾多
延子
柳香

嘉代子

延子

維紀子

思ひつのれば汗のしとどに
何もかも捨てて悔なき逃避行
閨を洩れくる細きともしび
ぽってりと田舎芝居の厚化粧

口八丁も親ゆづりなり
望月が大接近の火星連れ
猿の進化を見たいこの秋

外れたる天気予報に助けられ

ナゥ芋煮会大鍋はすぐ空っぽに
維紀子

平成トバ年トーⅡＩ・血Ⅱ油尼︵文叶︶

天までゆけと漕げるふらここ

ゲートボールに誘ふライバル

嘉代子

鯛焼の鯛泳ぎ出す花の山
維紀子

幾多
延子
柳香

西幾多
延子
柳香

カリョンの響にふっとふり返り

飛行機雲の伸びる薫風

ゥ旅支度サマーセーター加えたる

冷酒ぐつと愛の告白

抱擁に耀歌の里の深き間
遠き波音いつか哀しき

背信の話も今は淡々と

碁盤を前に解かぬ腕組

月寒くダリの時計の動き出す

嘉代子

猫小走りに雪の縁側

まるやかな香りに疲れ癒されて

幾多
嘉代子

維紀子

食卓の椅子気に入って居り
新調のスーツかがよふ花の下

彩鮮やかな風車買ふ
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八日立・かびれＩその七Ｖ

ナォ目借時ふいに鳴り出すオルゴール

芝居の稽古八分どほりに
にいはお

くちづけ

散歩の下駄の爽やかにこそ

のびやかに鳴く鳩時計見蕩れゐて
おやつのプリン蒸しあがりたる

バス待つ人に馨る薔薇束

青梅雨の眼鏡屋ばかり明るかり

小出民子

永井千代子

石田栄子
伊藤延子
田川節代
羽場桂子

西幾多

小松崎爽青

町沸返るサンバ嚥子に

ナゥうそ寒く景気いまだに上向かず

船の汽笛が遠く尾を曳き
父を待つ幼にあがる丸い月
金柑ひとつポケットの底

脇起歌仙室月梅雨﹄

祢好と出迎への娘のやさしくて

有無を言はせぬ長き接吻

涼やかに妊りしこと誇りをり

ゥ商談の成りし座敷にちちろ澄む

大山とし子

駐在所覗けば留守居らしき爺

西幾多捌

脳裡をよぎる行く末のこと

高木ヤエ子

山の清水の渡々と湧く

相思とは知られずに来てはや三年

林乃婦子

峡の社に幟はたはた

木崎節子

早出維紀子

句碑を巡りて優雅なる蝶

弥次郎兵衛の揺れる可笑しさ
今年また訪ひし日立に花あふれ

この頃はパソコンライフ楽しみて

のどごしの良き名物の蕎麦

牛飼ひの手綱捌きのみごとなる

心に秘めてメール削除す
塾帰り雲の切れ間の寒の月

河野玲子

佐々木リサ

満月の湖にたゆたふ舟の影

高速路愛車でとばす小気味よさ

スヶートリンクの美しき舞

渡辺加寿子

飯泉葉子
福田安子

平成十六年一月１日尾︵文音︶

作曲の音符いつ気に書き込みて

犬の居眠る昼の静けさ

ままごとの花の筵に招かるる

古里遠く淡き春愁

加藤土筆
西室允恵
鈴水鈴子

玲子
安子
リサ
桂子
節子
節代
鈴子
土筆
栄子
允恵

ヤエ子

葉子
延子
民子

乃婦子
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八Ⅱ立・かびれＩその八ｖ

歌仙﹃小綬鶏﹄
小綬鶏や細き雨降る切通し

雛菊入れる青き竹籠

待望の入学式を終えて来て
甘味ひかへし手作りの菓子
﹄７ト﹂

玲朧と月昇りたる屋根の上

詩詠む人の影の爽やか

ゥ吊橋を渡れば峡田豊の秋
お前と俺はおかめひょっとこ
甲斐性がなくてもいいの侵しけりや

張子の虎が眼ぱちくり

ひと刺しの千人針に祈り込め

ｋ田渓水捌

宮本恭子

節子

ｋ川渓水

分福茶釜里のお宝

ナォ円相のややに歪むも春なれや

伊膿延子

多可志

花街の灯のふっと懐し

唯野嘉代子
きた

ひろめやのとんがり帽子赤ばかり

目が合へばはにかむ仕種大人びて

関取の稽古帰りの乱れ髪

これはさて陰陽石に太き注連
海鳴りのごと響くおんでこ

黒岩秀子

栄子

小出民子

中村奈美子

玲子
渓水

四角い部屋を丸く掃くなり

佳津子

おんみようせき

北風に押されてそっと肩抱く

木崎節子
飯泉葉子
田川節代

ひたすら長く垂るる宅莱

月煙々苦学の辞吉をポケットに

人竹多可志

新井佳津子

ナゥ蟷螂が怒りの斧をふりかざし

尚烏三津子

葉子
民子

栄子
節子

ヤエ子

少しづつ殖ゆ俳詰の弟子

眉の形に霞む遠山

平成十六年二月二十Ｈ尾︵文音︶

大津絵の鬼踊り出す花の宴

達者でいるか親父お袋

たまさかにフリー切符で足まかせ

きいかも

荷Ⅲ栄子
河野玲子
冊川安子

節代
玲子
叩Ⅲ維紀子

尚水ヤエ子

安子

引落されしドンの銅像

暑中休暇も残り少なし

柴Ⅲ美枝子

松川綾子
尚烏和江

オアシスの水面に夏の月揺れて
家計簿の赤字しみじみ眺めつつ
声音吾に似るままごとの児等

維紀子

花片のひかりとなりし朝の風

鉄砲狭間曜りの佳き
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八伊那・からむし庵ｖ

﹁蝶の旅﹄

莞造りに騒ぐ矢車

はつ夏の翅となりゆく蝶の旅

写真展練達の士を眺めいて
犬にもありぬ長生きの相

新そばを盛る手作りの旅

根津芙紗捌

ナォ石を棄ち湖の惜春深まりぬ

微笑かえす観音菩薩

校庭に幟を立てて記念祭

活断層の上の集落

虎の群ビルの谷間に凉をとり

二つ同時に出来ぬこの頃

婚近き娘のあわれ麦粒腫

ロックの酒にネオンあざやか

近薩山澗子

鳩時計鳴くたび嬰児振り仰ぎ

ｆ島嘉子

小沢比呂志

軍刈路子

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
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連弾のピアノにつれて月の客

ヒートアイランド精をだす奴

脚ほっそりと櫓田の牛
ナゥ弁慶が右に左に火の祭

揺りもどしひとがたブーム向きあって

山口良子
篠田洋子
根津芙紗

山澗子

路子
嘉子

花びらを掃く少年の暹しき

元気の秘訣朝の体操

さっと口紅拭きとってやる

芙紗
良子

片言のフィリピン嬢にのめり込み

私の株はいつ上がるやら

大あわてサーズ治療の間に合わず

'二

始まつている蛙合戦

於

比呂志

lW．
尼

路子

｜几l
l I

寒の月すり寄ってくる蓬け猫

Ⅱ
￨‐

山澗子

71:

名水で炊く無農薬米

山澗子

11‑

芙紗
嘉子
『

障子の穴を抜けて行く風
今更に松下禅尼なつかしぐ
指に読む先師の碑文花落花
マラソンのゆく晩霜の道

年

脇目もふらず源氏読むひと

洋

1

1

仙

ゥ蓑虫は居ねむりしては舟を漕ぐ

良嘉洋良路良比嘉lll嘉比
、F
成
｜‐

洋山路芙

澗
呂
澗
呂
子子子紗同子子子子子子志子子子志同子

節

歌

伊
川
'lj

似

V‐

﹃火星一粒

ハ多摩・歌林連句会ｖ
−

１
１
１

火星一粒半川の肩

敗荷の過激に散ってアンフォルメル

秋座敷ビーズを綴り時忘れ
いとこ同士のピアノ連弾
膳賑やかこれは山女かいえ岩魚

色と欲とで選ぶ後添

バス待ちながら遠花火見る
ゥ安全な債券すぐに売り切れて

惚れた娘は大根足さ

州知事の対立候補肉体派
﹁衝撃と恐怖﹂作戦のブーメラン

ショック・アンド・ウォー

カンカンに百円たまる直売所

坂手手留捌

雌川川智

坂Ｆ手留
渡辺実枝
庶膿靖子
宵脇少工よし︸

川岸絢子

ナォとりどりの春の衣裳の交差点

米盗人も知らん顔して

くこ

故郷恋うるボスポラス海峡光満ち

歌を歌って誘うセレーネ

プラトニックな浮気許せぬ定年後

吐息とともに陶酔の時

生ビールぐっとあおって憂さ晴らす

アメンボすいすいマイマイくるくる

平成の世に軍艦碑基地の街

言葉通じぬままに案内

はるばると長安城門月高し
廃嘘に誇る曼珠沙華の朱

四千円の幕内弁当

ナゥ実石榴割れて鬼の子笑っている

自らに気合を入れる太極拳

シ﹂

手

と

手

平成トバ年卜川七Ⅱ前足

︵於・多摩パルテノン︶

ウォークラリー畦青む頃

谷深く日にきらめいて花吹雪く

市町村の意地阻む合併

智

主目

絢
ユｒＷ−

と

実

雪時雨する吉崎御坊

靖

汽水域投網の白く川凍てる
焼酎で睨み合いするバカの壁

手

知日

巣立ちの烏の羽音せわしく

推理小説終りから読み
満員の車窓楽しむ花盛り

−1 1 1−

歌

絢実手実手智全約智実手絢と手実智手実

八川内々川内連句会ｖ

歌仙﹃古都の花﹂

曇天を支へし古都の残花かな
茶房を出でし風ののどやか

初燕目交ついと横切りて
ずらりと並ぶ棚の盆栽

戒能多喜捌
戒能多
小倉静

楠治
樋口史

ナォ国宝の社ロにかかる熊ン蜂
ピーポピーポと救急車行く

迷惑メール消してすっきり

それぞれにファッショナブルな犬や猫

凧の荒ぶ渋谷の交叉点
文豪集ふ漱石忌なる

町並保存偲ぶ遊郭

マドンナの似合ふ矢耕・庇髪

薩摩名物おつな﹁かるかん﹂

百歳の燗わらしに戻られて

望月に夢を托せる宇宙基地
うつつに聴きし砧打つ音

予後を養ふ鴫のあけくれ

ナゥ寂しさに独り静かに酒を酌み

うず

ハイビジョン彼方の野球写し出し
煙草は駄目とロビー・オフィス

日永の峡にひびく鴬

なぞり読む歌につまされ雲珠桜

︵於・川内町中央公民館︶

平成十五年トーⅡ二卜Ⅱ首尾
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おばしまに月を眺むる二三人

鹿の声とて振り返りたり
ゥ赤い羽根つけて胸張る市長さん

甘え上手でねだるあれこれ
どうしよう肥え過ぎちゃって嫌はれる

イラクの民は飢餓と戦火と
老妻はパッチ・ワークに余念なく

自慢の宝二束三文

独りでは抱へかねたる大西瓜

夕立の後に現れし眉月

お揃ひでぽっくり寺へ杖を曳き

白河女などとんと見かけぬ

この辺り最早桜の頃も過ぎ

蓬の色も美しき草餅

波多治史多波史治波多治史多波子子波喜

波治史波多史治波治史多波多治史波多波

昇

八東京・神田義仲寺連句公ｖ

歌仙﹃花菖蒲﹄
田辺昇捌

山本芳

平本一不

佐藤一不

伊藤秀

快眠カプセル寝不足解消

しっとりと露を抱いて花菖蒲
日射し待たれる五月雨の空
中村屋親子連獅子魅せられて

︲＃ＪｈＭｌ審一︑

ナォのびのびと育つ子供の知恵詣

ゆとり教育いきすぎ不安

改革が進まず支持率依然維持

フセイン親子に高額懸賞

梅雨明けて奇峰湧き出る瀬戸の海

コーヒーでやっと会えたね昼休み

浴衣姿で朝顔市に

デートの思い出相合傘で

おしのびでおすくり楽しむ愛子さま

ロボコン盛んアジアの技術
アルプスに十六夜昇り山蒼く
秋の夜長に﹁紅葉狩﹂舞う

ナゥ黄昏の夜を賞でつつ名残の茶

携帯電話多彩に活川

大発展四百年の江戸歴史
原発事故で節電だのみ

ポトマック花見の人はもの静か

︵於・東京神川秀峰宅︶

川風止まり陽炎の立つ

平成 五年大川六Ⅱ百
平成十五年七Ⅱ四Ｈ尾
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嫁に内緒で茄子の漬物

￨Ⅱ

名月が雲間にかくれ酒交わし
ｌ３ｐ−Ｊ

Ｌ小Ｉ〃４１にｒノ

岳良岳嘉文岳峰
文嘉岳良昇岳嘉岳文￨峰

ゥ役了えて案山子一人がぽつねんと

ついに出ましたタマちゃん音頭

ダンス教師の美脚に見とれ
初孫が小若の法被山車を曳く

世界の名水エビアン・サミット

有事法北鮮脅威成立す

木枯しに襟立て家路月高し
今年も静か除夜の鐘聞く
台湾の医師の後追う消毒班
大量破壊の兵器はいずこ

菜の花の咲く岬への道

幼な子は花びら一つ手に受けて

辺

昇lll条『『文岳良嘉岳峰文岳嘉良文峰峰昇岳

八堺・きさらぎ連句会ｖ

二十韻﹃破芭蕉﹄
小池正博捌

脇一木

内山尚美

高台に佇つ月は東に
大久保孟美

破芭蕉句碑に洩れ陽の遊びけり

旅心深まる秋に誘われて

渡辺廣之

堀本吟

駒木根ギイ

止叩深久良

拍手まばらに老いた手品師

暗き杭打つ波枕打つ

ゥ私の背骨を巡る古き歌
プラチナの方が好きなのダイヤより

廣之
孟美

久保川夜虹

松永直子

シチリアワイン杯を重ねる

明日聞かれぬ蝉の鳴き声

負けん気をぶつけるように雲の峰

ナォ引き際の格好つかぬ泥仕合

久良
小池正博

吟

この国道はいつかきた道
赤い靴忘れていった女の子

狐火燃えて片恋である

ギイ
尚美

寒月に和製ラッパー韻をふみ

吃ってしまう岸壁の母

遠蛙でも夢を見ている

ナゥ宇宙から帰ってきても中国語

久良

夜虹

伊藤馨

︵於・アウィーナ大阪︶

浮瀬俳趾路青の人

花吹雪野球少年駆けてゆく

平成十五年１月十八Ｈ首尾

今７

Ⅱ
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ハ松山・釧心会

半歌仙﹃下校の子﹄

小池芳恵
三好郁子

小池芳恵捌

更衣して白き二の腕

ゆすらうめ種飛ばしゆく下校の子
ｍ口我部登志子

うたた寝の間に駅を乗り越し

圭心

芳
Ｉ
肖

読みづらきメールの文字に困りゐて

肥満の猫が眺む蓑虫

離陸せし最終便へ望の月
ゥ形見分け母の好みし秋袷

手応へたしか星野阪神

郁

芳

士心

芳
６
有

企業家よ不景気風を吹きとばせ

削

ペデュキュアつけて嬉しがる娘と
初デートワイン飲み過ぎキスまでよ

冬の月言葉少なに急ぐ道
ネットで送る歳暮商戦

芳

伊予弁が幅を利かせるクラス会

聡り絶へぬ裏は公園

士心

士心

芳

士心

山仰ぎつつ足湯楽しみ

郁

格安旅行いつも満席

開くたび花弁舞ひ込む厨の戸

平成十五年ＬハⅡ十七日首尾
︵於・松山巾久米公民館︶
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八川Ⅱくさノ︑き その一Ｖ

磯直道捌
吉
吉
水女恵子子子子恵男美子紅恵紅子女子道

﹃近江路﹄

近江路はいにしえの道緑濃し

夏の座敷を吹き抜ける風
フルｉ卜とピアノの曲の流れきて

新興都市に活気ある子等
故里と同じと仰ぐ今日の月

衣被など酒のつまみに

ゥ美術館不出来の絵画入選と
おかめひょっとこ収まりし壁
客帰りやっと二人になりました

越えし家柄父の狂乱

もめにもめ有事立法成立し
赤いリボンの猫は炬燵に
片付けをゆっくりとする冬の月

連続ドラマはつと気がつき

病院の待合室は混み合いて
一ングコースの奥に花の宮

松井イチロー野茂とうららか
ラン

一暁公悠幸和祥信廣晴祥秋公秋節暁悠直

仙

里山の池亀の鳴く頃

十二単の女焚く香

ナォ湯の宿に構想を練る日を重ね

風水信じ模様替えなど

待ちかねて尚燃え上がる恋心

中国のＳＡＲＳ騒ぎで旅中止
西日の強さいまだそのまま

同窓会の準備万全

ビール党簾の陰で涼求め

飯淵しほ女

川淵遊亀女

節子
祥子
哨美
和子
幸子
信恵

肱川本蓉子

得意気にあれこれ話す孫のこと

此附麻美子

西野幸子
蝋Ⅲ清子

尚脇咲耶子

豊かに稔る稲を刈りつつ
月光を浴びて微笑む辻地蔵
影くっきりと渡りゆく雁

巾深昌重
川辺宣子

ナゥ心地良いソファーにもたれくつろげば

旧友よりの便り楽しく

オープンの能楽堂で祝賀能

粉本朝二

小笠原光子

︵於・義仲寺︶

悠子

長閑に霞む静かなる町

船はゆるりと春の湖行く

見上ぐれば朝日に匂う峰の花

平成十五年六Ⅱ八日首尾
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幸尚八小磯
↓￨:
"(
Iも
川
111
辺
大小典北
谷川
伏演
H1
利
端安
山
下

歌

八川口・〃くさく︑き その二Ｖ

歌仙﹃初みくじ﹄

ナォ雲雀野におむすびころと転がりて

河合澄江
青山満子
新堀亭樹

白く尾をひく飛機の残影

アフガンの児等へ届けや品・心

木部八千代

吉川悦子
岩垂道子

永雄Ｊも︑リ違え

おとなも混じる識字教室

あちこちが痛いなどとは云うまいぞ

のれんを守る後家の頑張り

磯直道捌

凧が惚れたはれたを吹きとばし

久保Ⅲ先一

磯直道

初みくじ大吉とあり新世紀
宇宙基地より年頭の賀訶

梢積み上げる里の軒下

山澤カツ子

秋旅雅子
磯喜代子
土師満知子

訪ね来る絶滅危倶種調査団
肉や野菜の料理かずかず

嶋田利江
古池保男

月待ちに喉を鳴らせる膝の猫

窓辺にもたれ口ずさむ歌

川村みどり

発電の羽根海を向く風受けて

とおろりとして眼白頬白

曾孫抱く生活ほどほど丸い月

一一枝迪子

ナゥぱっくりと口あけ垂るる通草の実

傍らの母楽しげなコンコース

物産展に飾りばっちり

米谷志奈英

入江加代子

明日は主役の村芝居なる

清水福子
矢崎硯水
西尾みゐ
駒村多賀子

淡雪消えてたたむ雨傘

女三人よれば姦し

高橋喜代司

五分咲きの花に篝火燃えたちて

ゥ逝く秋にお顔直せし仁王尊
観光バスはじりじりと待ち

ルイビトン・エルメス・カルチエきりもなく

仁杉とよ
渡避常子

演崎琴代
木付幹
東浦佳子

嫁入り先は鬼の棲む山

青山瑛子

賑やかな婚礼の列よぎる道

のどかに韻く﹁熊野﹂の琴の音

秤 汁延癖十一一一朋晦︵文音︶

ゆや

松田千佐代

端居の月に酌みし樽酒

躰中縫
鈴木光枝

渡辺ハヅヱ

田村外男
渡邊梅子

滝落下杉の枝さきだわだわと
貫禄がついたは脂肪ついた事

深
々沈む重役の椅子
みこあ

春のショールの房をなぴかせ

皇女生れてお堀明るき花吹雪
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八川口ノ＼さで︑きその三Ｖ

歌仙﹃秋暑く﹄
磯直道捌

ナォ托鉢の僧深々と笠被り

︑

ノ

ロ戸洞
もふぃ

川村外男

予報はずれてぱらぱらと雨

浄瑠璃の三味線ピシと決りたる

月
糸

月
糸

水村筧水

やもめ

寡男と後家が幼ななじみで
お互いに耳遠くとも愛し合い

朝顔の棚ずらり路地裏

野良猫が鰺をくわえて飛び出して

浜Ⅲアイ子

磯直道

老の身は時の流れに背伸びせず

登

︵於・浦川医師会館︶

口ロ脚
心か小

〃求Ｔ

ロロ同

ノ

︑

ユ．Ⅱ〆

主月

且け妾

主目

ＬｂＭ〆

主目

六日必

岸川ド

ユ○Ｍ〆

主目

時ｎ脚
片阿厩

Ｌ○Ｗ一

主月

渡辺ハツヱ

カレーライスの匂う厨辺

床の間に志功の版画かけられし

平成十五年九川首
平成−六年五Ⅱ尾

こころ豊かに平和なる春

野点傘ななめに立てて花手前

迷いこみたる白き初蝶

友と酌みあうことが楽しみ

ナゥ湯の宿に急げば虫の声澄みて

爽やかに浮く箱根権現

歩く電話で転けそうになり

浦谷玲子
廣田節子
吉川絹子

十五夜の月ぽっかりと湖の上

愛車きれいに磨き上げつつ

川村登喜子

秋暑く句座静寂を保ちたり
窓辺ほのかに照らす月影
山萩の咲きて短き休暇終え

建売りの住宅並ぶ新市街
地軸しんしん廻る炎昼

絹

絹

日笠靖子

ハ

ハ

ハ

柳田康弘

儘即

ワ爆心地供華の噴水真直ぐに

修学旅行ゆきつ戻りつ

片恋のあの娘こっそり隠し撮り

ピンクの似合う色白の肌
政治家となりて東奔西走し
枯れても威厳ありし裸木
牡蠣舟の上にぐらりと月かしぎ
風に吹かれて覚ますほろ酔い

玲
絹

森登

玲

燕ひらりとかわす軒先

サイレンがうるさく鳴りて救急車

のんびりと煮る草餅の餡

祖父よりの土地守りつつ花の里
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八川川・ノくさノ︑きＩその四Ｖ

歌仙﹃狛犬の鼻﹄

蝉時雨して高き石段

狛犬の鼻の先より灼くるなり

Ｖサインする縁側の爺

ナォ雨に読む白氏文集古びたる

婚期を逃す学者先生

ふっと香れるアロマテラピー
病院のロビーはいとも涼しくて

口にせぬ意中の女は友の妻
磯直道捌

水を打ちたる箱庭を置き

ナゥ山深く猿も喜ぶ露天風呂

新蕎麦を畷りて仰ぐ月細く
そぞろ心を誘うポスター

咲き乱れたる一群の萩

黒塗りの車を降りる議員さん
叙勲のあとに待つは刑務所
巷ではリンリリンリと虫の声

磯直道
佐渡谷ふみ子

瑞

水雄喘子
東浦佳子
青山瑛子

元気よく幼な児達は駆け抜けて

遠くひろがる穂すすきの原

弾ふ

佳

あかあかと昇り初めたる今日の月

ふきし眼鏡に煙草くゆらし

ゥ身にしみてテロを恩いつ黙祷を

かたわらに佇つ地蔵ぽつんと
どこもかも歩く電話が大流行り
舟木美代子

佳

恋の遍歴パリの安宿

ベンチに憩う春の昼刻
潮騒は蕾める花の子守歌

名の入りしワインのボトル並べられ

佳

雲の切れ間に帰りゆく烏

ふ

月は尖りて曉促す

美

夢さめて誓った愛に知る黒子

仁杉とよ
美

平成十兀年十二月尾

平成十五年七月首

疑心暗鬼の国の経済

ふ

腐

［Ⅱ

H1

永

見

有

節

徳

︵於・北沢タウンホール︶

何ごともなきかに眠る四方の山

記憶の程も朧なる齢

佳

ふ

立掛けてある耕しの鍬

人間に化けて動物世直しを
アルバムに父母微笑みて花の下
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荒

晶佳ふ節と美佳佳美美史美徳と子佳佳代

尾

濱合田

靖

み

喜澄悦佳伸直
代

八川ｕノくさノ︑きその五Ｖ

磯直道捌

山芥

西

歌仙﹁狛犬の舌﹄

來竹桃がどこも満開

狛犬の舌垂らしたる暑さかな
策碁には由緒の碁盤気重くて

あけびの籠に秋果盛りたる

好きだよの声遠くちらばり

水量の減りて広がる河川敷

万歩計まだこわれたるまま

ナォ加速度にわがウエストの自己主張

伸

Ⅲ村昌江

渡辺ハツヱ

伸

岩垂道子

澄

青林檎破れた恋の味がして

ただ何となく揺らす藤椅子
テレビ観て評論のみの知識人

伸

ナゥ東宮の国璽預かる頼もしさ

夜長を徹し古事記読みつぐ

虫の音の月のロッジにしみじみと

み

み

廣

佳

小川廣男
青山満子

ユリ︾

主目

ハ

墓地はいかがの電話しきりに

卒寿なお無病息災自慢する

松はすつくとすこやかな景

時に漂う高き菊の香

亡母の忌に老僧の経ありがたき

佳

日日

晩年の子が晴れて卒業

渡邉梅子

︵於・北沢タウンホール︶

花万朶未来に向かい夢多く
霞める空に伸びるビル群

二Ⅱ尾

平成十八年七川竹
平成十八年
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お茶にうるさい髭の先生
山並のさだかなる影月今宵

眼鏡美人の庶務のお局

ゥ銀行のロビーに而展文化の日

またも隠蔽東電の事故

年上の鼻につきだす深情け

月にぐったり鰭酒の酔

なにもかも棚のこけしは知っており

旅の一座ののぼりひらひら

冬木立同好の士と肩組みて
ろくろ首のっぺらぼうに児雷也も

土止めの石にひそと春雨
﹁ばあちゃんおやき﹂並ぶ日永さ

みちのくの花の白さに愁い濃く

長河古高小磯
11

舗

悦子喜佳澄みゐ澄佳悦佳喜子江子子子道

八川ｕ・くさくきその六Ｖ

磯直道捌
公秋暁し遊一直
吉ほ亀

歌仙﹃舟唄は﹄
舟唄は山に研し秋麗ら
孫と楽しく障子張り替え
月光に七草濡れて望の月
影を踏みつつ帰る里路
土用太郎の容赦なき日矢

注文の土産両手にずっしりと
ゥキッチンにでんと見なれぬ冷蔵庫

覚悟はあれど押しかけの女
泪する優しさ充ちる雰囲気に
ドラマにのめり客を忘れて

冬月仰ぎ熱燗に蕎麦

庭の木に鎮守の杜の烏かも

鯨突く勇姿を今に語り草

海よりの風陸よりの風

紬の着物きりり着こなし
大作を描き終りてやや疲れ
遍路札所に建ちし連句碑

うっすらと霞にまがう花の雲

ナォ春塵を撒いてダンプは走り過ぎ

胃がシクシクと痛むこの頃

収賄の容疑県知事逮捕され
ますます上る視聴率なる

コーヒーの香りかぐわし昼下り

テーブルクロス藍染の布

吾妹子の素足に触れる美人草

漱石ならば恋と云うまい

何事もわれ関せずと地蔵さん

トラブル続く大手銀行

ビル街はひっそりとして雨の月

鳴いては休む蟠蝉の声

ナゥ菊咲いて関東平野賑える
通り抜けたる小さき公園

のっそりと大きな犬が人連れて

風船ふわり空をどこまで

花吹雪骨董市の欠茶碗

耕し終り一日の閑

秤唖什極斡斗朋密︵文音︶
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磯
11 1
トー
H1
室八飯
'
辺井尾沼淵

し遊一直公秋暁し遊一直恵紅女女女水道

直公秋暁し遊一直公秋暁し遊一直公暁秋

八川口・ノくさノ︑きその七Ｖ

﹃幻の富士一

ナォご朱印を趣味で集めて止められず

思いもかけず腰痛が起き

二まわり下の後妻は一寸無理

ナビゲーターは夫の役割

号し暑しと形見並べる

大小の旅の鞄は徽臭く

懐しき時計が急に動きだし

磯直道捌

小野良子

磯直道

地震の揺れに慌てふためき
フォーカスも遂に休刊液状化
川ゆるやかに流れとどめず

春炬燵ある故郷の家
駒村多賀子

月天心世界平和を願うらん
多

良

父はこまめに菊の手入れを

山澤カツ子

貰われてきて猫の子は落ち着かず

直

中山英子

揃いの衣裳競う着こなし

英

玻璃越しに鴉小首を傾げたる
久し振りなる雨もあがりて

ナゥ到来の新酒漆の盆に載せ
一句しるして添える短冊

花束飾る新装の店

ほつほっと綻び初めし花を描き

力

ようやくにローンの金利やや下がり

良

力

多

師走の風にゆるる凍月

秘書との不倫年がいもなく

マスクして恋人を待つモアイ像

直

英

厨の裏に蛤の殼

良

銀Ⅲに盛りて手料理ふるまえる

ぼんぼりの灯りの惨む花の宿

多

秤雌汁姑哩に朋啼︵文立口︶

空晴れわたり麗かな庭

直

うつとりと鳳藺の男役

ゥ奉納の舞殿に笛身に入みて

豊漁の秋豊作の秋

下校の児等の声は賑やか
良き知らせ月の光は煙々と

幻の富士は指呼とや梅曇り

仙

おぼろおぼろに京の町々
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歌

良直英力多量直英力多良英力多良直英力

八川口・くさくきその八Ｖ

歌仙﹃こけし又﹄

こけし又目つぶる春の寒さかな
やま茎当

だれ
斑は雪
の村の古き杣小屋

ボランティア馬柵繕うを誘われて

がまんで耐えてやっと禁煙
湖を照らして月のわたるらん

風にぶらぶら揺るる瓢箪
ゥ古酒新酒振舞われたる門徒講

自慢の孫は髪を染め分け
あこがれのライブ二人で約束し

キスは唐突渋滞のバス

長島のアテネへの夢願いつつ

宝くじ買う歳末の列

ふりむけば利鎌のような寒の月

露地の奥から犬の遠吠え
宅配でたびたび届く母の味

白子干あり干鰈あり

青空にくっきり映えて花万朶

城傾きて笑う前山

直道校合

佐渡谷ふみ子

ナォ定年後鞄一つでぶらり旅

救心いつもポケヅトのなか

自衛隊復興支援期待され

わかっていても忍び泣く女

抱いてよとメール送りて返事待つ

カッコカッコと閑古鳥鳴き

よい子にこにこ配られる菓子

漸くに準備整う宵祭

突然に故郷の姉の計に接し

井上和久
大内釜ロー

好みの香のそぞろ身に沁み
今日の月窓を開ければ瀬音急

深村素水
木部八千代

風通り行き草紅葉分け

濱崎琴代

ナゥ環境の保護活動は順調に

心安らぐリス村でお茶

佐膿ゑつ子

近江路の花の名所の絵と花と

土師満智子
松山千佐代

一期一会のあたたかき事

平成

六年三月十Ⅱ首

平成十六年三月十一口尾

佐野ル干し子

渡辺ハツヱ

岩垂道子

佐薩治子
松永由紀
水井政子
廣川節子
長尾明美
鈴木光枝
躰中縫
安藤君子
田村昌江
東浦佳子
永見徳代
小谷伸子
小川廣男

森登

樽沖靖夫

︵於・大垣﹁卜八楼﹂︶

汐の匂いの懐かしの里

無意識にテレビカメラに顔が向き

駒村多賀子

川尻檀子
渡邊常子
消きくえ

倉澤以世子

小野良子
西尾みゐ
仁杉とよ
渡邊梅子
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磯

ハ川ｕ・くさくき川︑支部ｖ

歌仙﹃鴫る
猛﹄

ナォにぎやかに通り過ぎたる子等の声

黄色の合羽流れゆきたる

水着のあとがくっきりとつき

駆落するも彼女次第で
別姓のままの同棲新所帯

迫りきし時間気にして待つホーム

磯直道捌

祭笛かすかに渡る夕まぐれ

乗り捨てられし古い自転車

田村昌江

年老いし祖母は黙々賃仕事

磯直道

新蕎麦に故郷の味をかみしめて

磯喜代子

久保田先一

足にまつわる秋の蚊を打ち

月を押上ぐ石垣の松

はるか彼方の山の懐かし

月の出を前にぽつぽつ雨となり

︵於・川川西公民館︶
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鴫猛る皇居の空の一角に

いつしかに吸込まれたる汽車の影

直

平成十五年十月首
平成十六年一月尾

厨の隅に蛤の桶

散りしきる花びら背ナを彩どりて

暖かく聴く人々の声

街道の先に海原ひらけたる

切絵の顔もちょっとゆがんで

ナゥみちのくの智恵子を偲ぶ旅の宿

壺の芒が呆けきったる

稲川久見子

日日

直

久

一塁ロ

先

日日

キャンプの準備やっと整い
ワ留守たのむ金魚にしかと言っておき

イラク派遣は賛否両論

胸をうつバレーボールの女子選手

芽ばえし恋をじっと押さえて

Ｅメール心の中を伝えきし
暮れ早きこと鐘の余韻が
襟巻に首を沈めて月に酔い

圭呈口

先
久

吾を迎える裏の枝折戸

猫抱いて話のはずむ癒えし友

直

斗元

白日

そろそろ根分けするとしましょう

燗漫の花を川面に写しえて

お稲荷様の昼は長閖に

直久喜先昌直久喜先昌直久喜先昌直久喜

八北九州・くさくき北九州文部その一ｖ

ナォ春雨は降りみ降らずみ胸濡らす

十年前に妻が先だち

歳末は些事びっしりとせわしなや

雲はるか世界遺産の石群台
新幹線はあつと言ふ間に

﹃阿蘇五岳﹄

水祁八千代

ギターかかえてルンルンの旅

キャンパスの美人教師にひと日惚れ

松川千佐代

街の角仔犬ちょこちょこついてきて

木部八千代捌

出湯にひたり長閑なる時

笑ふあり雪残るあり阿蘇五岳
山川安子
猫崎琴代

ナゥ痛ましき事件のニュース身に人みる

竹寵に盛る秋の草々

月今宵宗匠の笑み爽かに

快気祝に集ふ連衆

そそくさ拝む終天神

久々に会ふⅢ窓の友

チッチッと頬白枝に鳴きつぎて

佐磯ゑつ子

塞了

ゑ

酌む酒に枝垂桜の揺れやまず

佇めば水琴窟の音ひそと
鯉群がりて静かなる池

ゑ

千

輪ゴム手首に食ひこみしまま

なれそめはパラリンピック応援に

安

千

からくり時計きょうはお休み

塞可

八

大嶬の列のぼりくる縁

母と子の昼寝の夢に浮かぶ月

八

安

琴

漫才コンビねたの出所

琴

このところ経済不信吹きだして

名物茶屋のうまき田楽

︵於・北九州市立白銀公民館︶

平成十五年四月二十四Ⅱ首
平成十五年六月二卜六日尼

日本列烏風光る中

ひときわ目立つ金髪の彼
次々と高層ビルの立ち並び

折たたみ椅子いつも携帯

萩のさゆれにありなしの瓜
ゥ有難き御法話をきく日蓮忌

安

立待の月は川面を照らすらん

仙

ぱっと咲きぱっと散りゆく花の彩
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歌

安千ゑ安琴千千八八千安琴琴ゑ千千琴安

八北九州・くさくき北九州支部ｌその・一Ｖ

ナォ御詠歌を口ずさみゆく遍路杖

湿布貼りはりだます足腰

久々のダンスパーティ盛大に

ゆっくりと昼寝のややに団扇風

雷轟きてどしゃぶりの雨

﹃柳川八橋﹄

そっと手渡す逢引のメモ

大江加代子

テレビの寄席は法螺のふきあい

隠れ家に不倫の女は身をひそめ
稲泉淑子

公共の料金徐々に高くなり

大江加代子捌

夏燕柳川八橋かがみ越ゆ
菖蒲の影の映ゆる水の面
ｎ石喜代子

士心

一皇宮

花吹雪ナース押し来る車椅子

畦火ちかちか遠く近くに

民謡の主自慢の宿料理

ふと迷いこむ源泉の里

真葛の葉裏ひるがえしつつ
ナゥ初猟の先行く犬は勇み立ち

西方に雲流れゆく盆の月

どさっと落ちる折こみの束

晩学の祖父のパソコン上手にて

昔遊びし古里の山

満

淑

月今宵碁敵と酌む瓢酒
叢深くちちろ虫鳴き

ゥ宣長忌和綴古本繕いつ
社めぐりの好きな外人

満

〃

目を閉じて恋占いの神薮ひく

君がベーゼにもゆる片頬
中東は石油利権に渦が巻き

煩悩捨てて長閑なる日日

北尾杓

一皇宮

｜…￨ ・

空風吹いて歪む月光ゲ

応ﾉ!〈￨ﾉLI
"J･､ II I I

士心

11)1

淑

ノI《￨ﾉLI

オーバーの襟立てて待つ終電車

加

/〃1：

焼鳥屋台匂いたちこめ

子供等と遊ぶあしたは日曜日

満

九

てるてる坊主ゆらゆらと揺れ

一塁ロ

州
'lj

淑

光り溢るる広き雲雀野

ｲ￨ﾐｲ￨ミ

米谷志奈英

ｔ帥満智子

仙

咲き初めし城阯の隅の糸桜

､￨え､'た
成成
￨‐ ｜ ・
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歌

I'l
級
公
民
節

M

､｡

淑喜満喜満淑加ilMi志喜志淑淑志加満志棚

渡邊常子捌

三田深渡池
牌
し上
排邉田

玲禅和常昭

八北九州・くさくき北九州支部ｌその３Ｖ

﹃渓若葉

小橋を行けば渡る涼風

渓若葉かろき瀬音に心澄む
猫のっそりと甘えすり寄り

真白のスケッチブック膝にして

新酒出来栄え匂い芳し

ナォ久々の芝居にはずむ春ショール

記憶は遠き初恋の女

新聞紙上地震大きく

癌告知黒髪切って床に臥し

菖蒲湯にどっぷりつかる旅の宿

筍すぐと伸ぴる縁先

鞄ゆらして走る子供等

朝市の出荷の準備あれこれと

球場はメガホン振って盛上がり
ジュースの缶が風にころがる

127

同窓の川見の宴に案内され

雁の列別れ惜しみて後の月
鬼面冷まじ壁にかかりて

ナゥ菊人形大河ドラマの主人公

ﾉL
州
' lj

ゥ街をねる時代祭の人の群
墓までいっしょ彼の一言

有事立法ゆれる国会

繰り出したおもちゃ兵隊ラッタッター

. l l l l

金止日の足掻聞こえる

北jも閂．

シルバーのエール交換頬染めて

新開発の癒しロボット

￨‑ ｜‐

ねずみ取りスピード違反高速路

於ﾉ'<IILI

高楼を取巻く花の幾重にも
まだ暮れやらぬ春の灯ビ

)IM

風呂吹き大根甘き練味噌

二二

波の穂しげくまなかいの海
山の寺嶋尾にかかれる寒の月

／'《lノリ

分教場は今や廃校

/",:

熱心に板前修業メモしつつ

唯り四方にうららかな丘

ｲ￨皇年

仙

雨上がり薮にひともと花明り

、￨え1え
成成
1‐

歌

玲常昭昭常和昭禅玲常和玲常子子子子子

l' l
銀
公
雌
航
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常玲IIH玲和常櫓禅和禅櫓玲常和常ポ1l玲昭

八北九州・くさくき北九州支部ｌその４Ｖ

歌仙﹃夏帯を﹂

ナォ水き日の三里にすえる膝の灸
次のデートはしるこ屋と決め

木部八千代

あきれることや腹の立つこと

気安さに声かけ合へる簾越し

子午線の明石海峡光る波
梅雨の晴間に並ぶ蛸壺

テストの時はいつも盗み見

ばれそうでばれない不倫まだつづく

岡本せつ子

古侭フサ子

木部八千代捌

泰山木の高く放つ香

夏帯を締めて師の忌を修しけり
公民館老いも若きもかがやきて

佐藤鈴子
村上弘子

還らぬ日しのべば月の澄みわたり

銀行は債務不良で出す赤字
うつるにひびく秋の風鈴

振り向いてくれぬあなたに見切りつけ

名横綱の去りし角界

お遍路さんは陽炎の中
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精魂込めた作品の数

向つ嶺に夕月淡く浮かぶらん

新井アイ子

みごとに咲きし懸崖の菊

吹き抜けてゆく風の爽か

絵手紙の旅の便りはいきいきと
こけしの顔の笑みてのどけき

ゥ新築の祝に酌みし新走

鈴

井生素子
渡辺俊子
緒方幸子
松本光世

ナゥ境内に仲よく遊ぶ鳩の群

ノラとなりたる平成の妻

村里は万朶の花につつまれて

横文字の名もありし表札
ジャンボ機の飛びたつ彼方雲流れ

フ

永野美代子

寒月光の翁は黒々

婆さまのお話したのし掘炬燵

素

卿もIwi‑

山田徳子
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ピザの宅配もう届くころ

I几l lﾉLI
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池の面につぶての波紋ひろごりて
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ｎ打喜代子
五lノリ

総理訪朝ニュース刻々

幸
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待ちわびてやっと開きし花の色

仔犬の眠るうららかな午後
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成成
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筆フ幸弘俊徳光素鈴幸ア弘喜俊素せ美鈴

八松山・くさくき松山支部ｖ

歌仙﹃酒樽村﹄
柿熟るる此処を酒樽村と言ふ

列を乱して渡る雁金

寺岡情雨捌

久

寺岡情雨
吉金白水
山田久栄
武知千代

山の端にぽっかり月の昇り来て

ふっとクイズの解けし瞬間

永休政子
〃上弥生
横川幸子
尚怖和子

中野かずえ

一円玉であげる春銭

政

情

思ひ出つきぬ最果ての宿

ナォ観覧車麗らうららとゆるやかに

再々婚で迎ふ新妻

年の差は関係なしと抱きしめて

明け暮れを鯨談義の岬町

耳をつんざく火事のサイレン
巧妙な手口の詐欺にひっかかり
はたき尽くせしなけなしの金

残る命をすがれゆく虫

堕つるだけ堕つる他なしホームレス

秋の扇に揮ふ彩管

月今宵酔ひ心地よく酌み交わし

音色妙なる南部風鈴

ナゥ鑑定の侮り難き壺の型

思ひ出多き若き日の詩

湖心へと納涼舟を漕ぎ進め

辛寿傘寿と祝ぎし噂り

久方の試歩の杖引く花の山

︵於・松山市道後有輪莊︶

平成十六年三月三十一Ⅱ首尾

−129−

采配は振るに任せん鍋奉行
しんしんしんと降り積もる雪
ゥ自爆テロ続くイラクのいたましく

男旱をかこつこの頃

拳の極意を開眼の日々

久

左棲とりし昔の色香なほ

傾きて無気味に赤き梅雨の月

水

千

油断大敵老の夏風邪

か

情

ひたすらに諸国行脚を思ひ立ち

蔓延の鯉へルペスに戸惑ひて

四四も十六二八十六

か

花満ちてこころに憂ひ何もなく

ひばり野に聞く青春の歌

f‑情か弥情か千水弥か情水千久弥水政弥

ハ熊谷・熊谷梶の葉連句会ｖ

歌仙﹃破れ傘﹄

家族してアウトドアーに憩うらん

オ

腿照り諾り森を深める破れ傘

ー滴る音が川の源

中和枝捌
中弄孔

江森一尿

伊藤稜

栗原英

雌海原へ風を乗り換え番蝶

ナオ

ー若者達の集うビレッジ

電子マネーで無駄を節約

マージャンの結局つきに見放され

営業部長は恋の奴隷に

あちこちが食み出している水着著て

アル中でげっそりやつれ生き地獄
マイナスイオンふかく吸い込む

お手てつないで歌い帰る児

石原さん低公害車奨励し

名月に五体投地の聖の山
猿が見つけてくれる甘柿

Ｉ脇秋扇ばちりぱちりと所在無く
ナウ

ー居合の技は免許皆伝
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勉強部屋に飾る油絵

月出でて一本道を明らかに
稲架の組まれて続く里山
確おにぎりの具をいつぱいに運動会

待ってても白馬の王子現れず

ウ

く足を踏まれて事の始まり

粛々と実小説で語り継ぎ
職人魂千代に八千代に
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先の見えない中東和平
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お宝の壺に雛入る地震きて

ノ111

調べととのう今朝の鶯

ビル街へお濠を越えて舞う落花

二力：

小舟漕ぎだす神の湖

ﾋﾉ'〈

雪晴れの曠野を月の皓々と
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宿のペチカでココアたっぷり

年年

長生きの秘訣は自由奔放に
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成成
l− l‐

陶芸展をひらく腕前
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箏曲を奏でる苑の花の宴
ふわりふわりと石鹸玉飛ぶ
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香志枝甫香志枝甫香志枝甫香志枝甫香志

ハ川崎・柴の水述句会ｖ

﹃一湾は﹄

一湾は海の片袖鰯雲

白井風人捌

子人
人陽人人紋陽紋妙紋陽紋妙妙紋子

何かささやく如き夕月

野辺ゆけば泡立草も色添えて
つぶらなるひとみに映る子の世界

用水路道水美しき

みんみんの声時折よぎる
ゥ枇杷の実を葉も折り添えて篭に盛り

ピーターパンの夜中の飛行
話しつつ物渡す手のふと触れる

後ろ姿に募る思いよ

雨ついて大型トラックひた走る

取り払はれた刑務所の塀
雪道について歩けり昼の月
火鉢で暖取る昔なつかし
人影のなき裏庭に烏二羽
口笛吹いて男過ぎ行く
流氷の国より帰り櫻散る

妙

仙

揺れる窓掛け春惜しみをり

ｆォ明るさのただなかにあり五月祭

雀が遊ぶ木影の小庭

歌声高く街なかへ来る
女学生只今笑いモード中

遠く聞く祭り聡子や青畳
打水終えて熱き茶すする

矢を射た天使空から応援

さりげなき風を装いラブレター

還暦の母顔若やいで

我が事のごとく思ひて労をとり

鬼女のお酌で酔ふ紅葉狩

畑中の案山子を照らす月あかり

ｆゥ薄光る多摩の横山歩みゆく
知らぬ小犬が我につき來て

明日の集いの手筈しっかり

美しき言葉に響く糸張らん

什釧獅卜寸則乍峨叩噸︵文音︶

山家の庭は淡雪の降る

ふるさとは駅舎も土手も花の中

秤
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八松山・興聖が逆句会ｖ
Ｉ

歌仙﹃水軍の﹄
水車の太鼓ひびかひ秋気澄む

粧ひ初めし四方の山々

合武 ｜自i 紀岡
川智水伊本

ナォダミ筆の弾む日︑水の陶絵付

つかみ損ねて手毬ころころ

収賄のばれて議員の座を失くし

イラン地震の被害どこまで

呼ばれても出るに出られぬ炬燵婆

屏風から抜けふはり妖怪
占ひを信じ眞赤な下着つけ
ほくる見せてと甘い畷き

身にまとふ貴男の匂ひしかと抱き

毛

111

川腿

利
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鵬戸

︵於・言滑川・ビル︶
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長渕剛歌は乾杯

満月をふり仰ぐかに池の鯉

零余子飯盛る名工の椀

ナゥ円想の文字を描けば爽やかに

家族揃ひて祝う大賞

美昭七弥
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筆香昭七香美昭七香眸美昭七香子子重香
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歩の軽やかに渡る踏石

ひとときを友と静かに香を聞き
ストーブ燃えてお湯の渡れる

ゥ念願の秩父夜祭り訪ねんと
年頃の娘は何故かそはそは
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タイプの彼を想ふ切なさ
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メールにてハートマークを打ち続け

着実に文化都市へと変りゆき
ジグソーパズルやつと完成

二

陽炎もゆる城吐公園

らんまんの花に誘はれうきうきと
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国会の定年制は論議呼び
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仏法僧の声のやさしく
有名な湖畔の宿の吟醸酒

夢をめざして仔馬駆けゆく

唱名の列に加はる花の寺
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八神奈川・国際連句協会ｖ

discussionspinsonend

mom'scallreceived

inarrival lobby

賜餐﹃議論ぐるぐる﹄

塚本田天志

谷地元瑛子

longtimenosee--

谷地元瑛子捌

母の電話をもらう母のＨ

久しぶり議論ぐるぐる青時雨

杉浦喜久代

内山良子

士心

広がってゆく珈琲の湯気

良

士心

豊礫と到着ロビー荷を曳きて

声吸いあげる秋の校庭

空爆の月は砂漠のバグダッド

代

良

瑛

代

君いたわりししもやけの指

道祖神立つ峠はるけく

筒井筒おかつばの髪なびかせて

秘湯の夜駆落ちものの息づかい

良

うららうららと馬の背中に

︵於・愛甲和川︶

襲名の盃乾して花見舟

平成十六年瓦Ⅱ︲几Ⅱ竹尼

ledbyEikoYachimoto
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blossomsviewedfromaboat

amble,ambleinwarmsun
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八暇川・ころも連句会ｌそのｖ

追悼歌仙﹃時雨るるや﹄

時雨るるや教えのペンのライトブルー

はらりと散りし庭の山茶花
交差点鼓笛の列の過ぎゆきて
ママのポッケにいつも飴玉

水車ことこと廻るやや寒

矢崎藍捌

ナォ鯛網の掛け声太く響かせて
背なの赤子のよく眠ること

ささやかな幸は半額シールから

政治家どもの付和と雷同

とき至りぽんと宇宙へ跳ねた鞠

治

捨即

聖

捨即

妹伽

渥

伊藤良重

と

外反母趾の瘤く街角

好

お目もじのかなわぬ君と知りながら

光源氏の冬ざれの嘘

矢崎薩皿

あの猫の二重生活伸びをして

慶

と

藍

美

俳譜大道紅葉絢燗

健康茶掩れ持ち歩くらん

ナゥお若いのなかなかやるのう文化祭

明月のおもかげやさし父の墓碑

柿本ときよ

慶

柵畑渥子
山川鹿子
間噸芙美
加藤治子
小野芳梅

渥

一兀

異常気象のつづくこのごろ

エーゲ海黒衣の女白い壁
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やっとかめ待ちくたびれし友の月

ただ優しさに飢えていただけ

と

八木聖子

ゥ新藁を敷きし木箱に子兎を

恋は秘かに恋は一途に

芙
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息とめて唇うける風のなか

敏

野
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ＢＧＭに春の夢見る
花の宴お鬚の膝に柳樽

巾

タランチュラの眼ひかる新月

一司

ミステリードラマ見るのが日課なり
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谷本守枝
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ついてはなれて遊ぶ蝶々
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黒木美代子
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繁原敏女
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砂遙か独裁者棲む砂の城

呼んでみるいまは不在の弥勒佛
むらさきいろに染まる山の端

三代の家業を譲り花の旅
吾平餅売る旗のうららか

､￨え
成
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八豊田ころも連句会ｌその一口

﹃薄暑かな﹄

高い塔建つ前富士の見えたのに
ちつかたかたと名も知らぬ烏

口ついて出る南無阿弥陀仏

めど串にて地球ぴりぴりパニックす

君の鼓動が移る私に

そぞろ寒肩を寄せ合い黙のまま

ペダルを踏んで夜学生ゆく

ゥ月仰ぐ胸部一杯瑞気満つ

狭庭の土のうすかげりする

ちらし寿司母の手作り味よくて

祭職子の子供連中

､

走り来てシャシはためかす薄暑かな

し，

双の掌包む蝶々

幼稚園花の吹雪の舞いあそぶ

繁原敏女捌

繁原敏女
佐久間銑挫

加騰治子
長坂節子
妖小

治
〃

妹即
妖恥

治

〃

女
治

柵井直子

ナォ車窓より見ゆる信濃の春惜しむ

仏蘭西人のうまい日本語

ジーンズの陶工ピアス揺らしつつ

携帯電話ならぬ日はなし

妻の眼を盗んで逢瀬重ねいて

いろいろあって寄席の呼び込み

定年者このままでよしコップ酒

虎と巨人の主砲対決

中天に凍てつく月の孤高なり

じんと惨み入る木菟の声

ナゥひとり旅あしたの宿も決めもせず

渚の波と戯れる子等

九年︵Ⅱ二十Ⅱ竹︲毛
ｊ
︵於・桜花学剛大学二二教案︶

花万朶写真撮り合う同期会
佐保姫在す山辺うるわし

平成
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〃節直然節女治

直節〃直然直〃

源

ハ豊田市・ころも連句会ｌその三Ｖ

短歌行﹃百千鳥﹄
長坂節子捌

ナォ本を読む青年の顔夏隣
氷川きよしで演歌復活

高橋良風
深津明子

ただひたすらに食べるピーナツシ

ペルシャ湾はるか戦禍の渦巻けり

〃

節

長坂節子

来客をまず招き入れ雛の間に
首の飾りのはなやかなこと

谷本守枝

鶯情報はあてにならない

気安さにおすそ分けする月の庭

裏の畑につくしどっさり

その奥に藁屋根見えて百千烏

ゥ好きですと君を見つめる一途な眼
抱き上げられて落とすマフラー

明

良

セコム付けてるゴージャスな家

ナゥホームランゴジラが打てば絵になるぜ

こっそり動く秘密警察

守

懐石囲む竹秋の寺

おいでやす京の一会の花おぼろ

間瀬芙美
搾即

由川慶子

︵於・桜花学別人学︶
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サングラスかける勇気の我になし

赤ちょうちんがゆらりゆらりと

冴ゆる月学習塾を梯子する

夢うらないで探す幸せ

ホームレス五七五と指を折る

カフェテラスから春が始まる

気も新たトレドの泉花の昼

平成十九年川ⅡトバⅡ首尾

明守芙節良守明節慶守良明

八横浜・柴庵その一Ｖ
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頭の

にあるべき筈の天の

ずらして踊る山

︵於・柴庵︶

朱知

中尾青宵捌

松本木口辛化

藤沢和ヱ
水野道子
加藤亀女

五年四Ⅱ十二Ⅱ首尾

伏川

連句二十句﹁花三分﹄

花三分時間燃え出す裾輪哉

村の起こしへ蛙参戦

屋根替の急ぐ足取り朝風に

男の子大事の流す笹舟

かね

ヱ

城倉吉野
渡辺祐子
小林節子
田川知

寺田喜八郎

中尾青宵
福島朱鷺

平成
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亡き母の言葉をとぎれとぎれして

使ひこなしの銅のおろし器

薗香の実は漢方の何に効く
惚れて邪険な他郷三日月
ひと夜だけ病雁でゐる娼婦宿

芭蕉翁がカネヲオクレと
老松に波打ち寄する一里塚
次の札所は団子売る茶屋

亀

鵜沢八千代

たつく

短冊が煤も狭しとぶら下がる

祐

うかり竹釜に入り込む魚

捨即

士口

蜜柑畑どうにも若い人が要り
みんなイラクに行ってしまひぬ
アッザーンが銀の蜀台揺らしけり

木口

ナンの残りを投げて蛎蟠

布覚上

八横浜・柴庵Ｉその二Ｖ

連句一千六句﹃俺ら来ただ﹂

中尾青宵
水野道子

野

皮剥きマシーン持って嫁入り

五ン合は炊ける飯念蓋の飯

蔵の納戸で読耆三昧

干瓢は私の郷のもっと奥

白蛇のひそと睡れる雛の箱

春の江波に梶の斬れる＊＊

去年摘んだる艸の跡影
大仏の慈悲の眼や花霞＊

︵於・妙尚蝿姫尚脈にて卜三夜興行︶

平成Ｉ兀年十川八Ⅱ竹尼

楽川人仏︑桃の花
岨江・育衣江・人渡河合流の

筆宵鷺節圭道ヱ知

中尾青宵捌

今年の酒はえろう上出来

俺ら来ただ俺らもだ一茶里の月
あけびの実置けば素卓の賑はひに

淀川しずみ

輪まだまだ多い注文

神ます山の秘める大池

森川淳子
田川知
加藤亀女
福島朱鷺
藤沼和ヱ
鈴木圭子
渡辺祐子
寺田喜八郎

郎
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大極拳鶴舞ひ降ろし舞ひ揚ぐる

荒縄く︑る兎二三羽

かづら橋またぎすた／１足軽ろく

湯を煮懸く嗅座や婆の長煙管
はか

羅沢八千代

城倉吉野
小林節子

夜ごとに増える預金残高
肋膜の薬はなくて裏の笙
木守りの柿に西日冷たく
見知りしごとく子鹿寄り来る

人麻呂の道と聞きなばトレッキング

姫橘と背綴じ日記と

祐

＊

女

昔のま︑に残る城砦

許されるべくもあらざる我にして

井泉に皓と半月揺らぎけり

＊＊

ないない

かんし

こぽ

あさすずめ

柿
L＝＝

八横浜・柴庵その三Ｖ

連句十八句﹃母

母逝きてより柿は成り柿熟るる

鵯ら無常に今日を高
鴫く
むがご

は

台湾の人が句座によ零余子飯

か

読み呉れる害の款識なかなか
魚跳ねて蓮葉越えなば陽の零る
光ゲはたまゆら影ぞたまゆら

フライトの灯に何の袖振る

窓の下独り遊びの切なさに
がたたが
方違へるか牛車停めゐる
風鐸のごと蛍籠垂らすかな

霧雨濡れる知らぬ街角

アイーダの券とて危な絵売り付くよ
うたびとたま

詩人の魂はつひには病み果てて
プラスチックの積み木ままごと

竹の園妬妨たちと麻雀＊
金の扇で薮蚊追ひノ︑

水上のバスぬるむ大川

切ざんしよう色ほのぼのと桜味

中尾青宵捌

松本木口十化

中尾青宵
中川知
鈴木圭子
渡辺祐子
加藤亀女
城倉吉野
小林節子
寺田喜八郎

藤沼和エ

福島朱鷺
水野道子
木口

亀

和

宵

鶯

黒住尚子

平成十五年十Ｈ八日

︵於・柴唯︶

注柴庵はもと青宵がけの隠居なり︒昨今友の参集して俳詩を遊
ぶ応と為す︒母の故郷は美濃ゆえに︑柿は庭に畑に村に在りし︒
老いて病を得︑子此の地に引き取り︑知らぬ都にしばらく養生
せしがついに昨年逝く︒今の庭に子の植えたる柿の実のなりた
るは今年にして︑既に遅し︒

＊卜年ぶりに再び成都望江楼公園で打麻将︒群癒研究会の暇に
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の

八二見浦さくら連句会ｖ

山根於

歌仙﹃秋の冷﹄
この大き仏足石の秋の冷
顧みるとき月ぽっかりと
琳旧春向

野Ⅲ良

山根於京捌

赤ペン余り使ふことなく

良

中仙古正

毒向

於

呑向

池田利

於

良

ナォ食品の先づカロリーが気がかりな

漁火ずらり宿の窓より

忘れんとする面影がまた夢に

鞁る手嘆かん殿の若子か

ふところの文は誰にも見せられぬ

鈴を鳴らして走り去る猫

事故を越えスペースシャトル再開を

思ひもかけぬホールインワン

停車中あたふた鰻弁当買ふ

宮のみ朧あふる秋風

虹色の量着てしばし月雲間

大口開けて石榴笑ふか

ナゥ朔日は初心にかへる日と決める
ホテル探しもインターネットで

ゴッホの絵とわかりどよめくオークション

合格通知に出資騒動

突然の旅の支度に花の雨

良喬於正於喬良利於喬良良喬良於正良喬

見町公民館︶
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ふるさとは柿成り年と便り来て

野良仕事終え柏餅でも

過疎化をばまぬがれ難き島暮し
ゥ端居してつい誰れ彼れの噂など

真赤なドレスで踊るカルメン

東南アジアの芸術ユニーク
花嫁を送る木遣りの威勢よき
タ月をかすめて帰る雁ならん
﹁江南春望﹂吟じうららか

雛飾り終え又一日を

l l l l

正

lもハ

譲顎と遠山笑ふごとくにも

l−I

八へ︑︑

jl)1

良

/I:ﾉl:

呑向

年ｲ￨畠
'一 ￨‐

＃

於

利
於

､ド､￨え
成成
I−l‐

酒の肴にィクラ恰好

ひたすらに篭りて囲碁の研究を
古いモノクロ映画がテレビで

餅花に賑はふ京の漬物屋
思いでありて忘られぬ曲

京一子京夫郎京夫子一京子夫郎子夫京

夫子京郎京子夫一京子夫夫子夫京郎夫丁

ハさいたま・さくら草連句会その一Ｖ

半歌仙﹃愛でし桜﹄
城戸崎丹花捌

城戸崎丹

柴田幸奇

風あらき中白き蝶々

兼好も愛でし桜や今日も散る

小野シ

伊縢折口

惜春の紅茶の卓を囲みゐて
窓越しに聞く児らの歌声

畑に大きく育つ種茄子

平成十五年四月二トー・日筒尾
︵於・さいたま市ＴＥＰＣＯプラザ浦和︶
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月を待ち仕立おろしの朧とる

アメリカ生れの大和なでしこ

ワ村芝居村の旦那の女形ぶり

一心不乱写経三味

年の差も関係ないよ肌重ね
憂さばらしとて岬るただ酒

サ ズ
不気味なるＳＡＲＳに世界寒々と

海の家にもラーメンばやり

汗拭ひ勝利投手となりし月
懸賞をつけて迷子の猫捜す
湯宿でつづる旅の絵手紙

乘込鯛の跳ねる金鱗

時なしの太鼓のひびく花の宮

哲丹シ寿寿シ街シ哲寿哲哲シ寿ズ子花賀

ハさいたま・さ〃く︑ら草連句会その二Ｖ

小林しげと

光琳の蒔絵に欲しき花の滝

ＳＬ走る陽炎のなか

二十韻﹃暦果２

渡辺梅子

筆風達と

小林しげと捌

大正も末の生れや暦果つ
大久保風子

夢かうつつか蝶々の舞

ナゥ日曜は近場のゴルフセンターへ

書斎を飾る鉢のカトレア
相役と台詞の稽古念入りに

達

篠原達子
梅
風
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小腹が空けばいつも駅そば
ゥ權橋に潮満ちてくる望の月
人恋うときに燃える不知火

捨扇罪を重ねるかくれ宿

と

風

梅

達

三日坊主の禁酒禁煙

露地に合図の中立のドラ

見返りて慈母観音は笑み給う
ナォ風薫る町に赤ちゃんコンクール

と

梅

達

風

彼氏自慢の野菜妙める

タ焼うすれ生るる眉月

そのむかし富士山頂でプロポーズ

悔

ブーメランくわえて戻る犬を褒め

ナースを嫁に内科開業

五日首尾

︵於・さいたま市ＴＥＰＣＯプラザ油和︶

平成十五年十二几

執

八松山佐久良巡句会ｖ

歌仙﹃初音﹂
井門可奈女捌
井門可奈女

林半星

春場所の外国力士にぎやかに

スク

飛行機雲の直な一筋
弓崎雅美

名園の池のほとりや初音聞く

お茶を頂き心しずめる

ま

ナォ鯛網の舟勇ましく網をよせ

くり

見物の客舟縁たたく

アメリカの球場沸かすＨ本勢
野茂にイチロー新庄ゴジラ

辻堂にじじばば寄りて日向ぽこ

銀杏落葉を本の栞に

めぐりゆく八十八寺のお接待
焼けぼっくいに火がついて

子供できあわてて籍の届け出し

旧婚旅行世界一周

ナゥ独り居の窓に兄送る鳥雲に

到来松茸香りただよう

物想ふ庭に佇み月仰ぐ
奈

レコードかけて青春なつかしむ

日生

星

猫膝にゆりいすゆるる古時計
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大本士︽こＬ﹂

帰りを急ぐ葛の花径

ま

児等の声いつしか消えて青き空

ゥ笛太鼓祭ばやしの音遠く
としことしどの四人兄弟

上野千艸

ひらノ︑と花びら舞ひて歩を止める

竹久夢二大正時代

ハル

思春期もみな前後して親泣かせ

日生

ツワモノ

奉不

そしらぬ顔で渡す恋文

今はしなびて面髪はなく

その道の強者なりと聞きもして

着飾る少女十三詣リ

1ノー

ま

Ik

千

11 1̲

順番を待つかづら橋なり

糾{

仏法僧遊びたいよと月に鳴く

八・

日生

｜ﾉLI=
ノl j」
｜‐

圭不

/i:/[

戦サ反対プラカード行く

ノ1，

ま

千

年ｲド

彗星の女性マラソンのホープ出る

花の下色とりどりの家族連れ
陽のやわらかく水温む日々

平､￨え
成成
｜・ ‐

満
文
化

セ

ン

タ

星千ま奈千ま星千ま星ま雅星ま奈まま雅

八さい．たま・三尺童その一Ｖ

歌仙﹃旅人の歌碑﹄

行く秋や鞆に旅人の歌碑を訪う

団栗転ぶむろの木の影
幼子が鏡の月に声掛けて

丹下博之捌

丹ド博之

華尤子
小宮幸子

伝甚五郎寺のお宝

ナォ種馬の脚たくましき夕まぐれ

修飾語など抜きでゆかねば

ドル・ポンド・ユーロ飛び交うオークション

酢茎かんでるちょっと二枚目

マニフェスト天下分け目の選挙戦

木履の音の響く大橋

いやどすえハワイだけじゃいやどすえ

川面にはネオンの揺れる懐かしさ

之
せ

杖の先雲にやさしき花万朶
草臥れてつく春の炉の端

鳶ゆったり大空に舞い

生も死も黄色い河に育まれ

インドで昔零の発見

ナゥ考えて考え抜いて何もなし

ブルーチーズに哲学の秋

老探偵に痩せ犬と月

柳田寺朋

蓑虫のぶらり迎えるわび住まい

右手に下げる靴の片つぼ

田中雅子
中嶋桂竹

愛という余韻の残るガラス窓
雷のせいかな顔のやつれは

尤

︑水

平成十五年十川二十八Ｈ首尾

︵於・案愚庵︶
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広場ではバザーの準備着々と

ヒップホップで汗のＭＣ

中野恵︑水

原伸一

ウスコールを待って見上げる青い空

特攻の機は今日も飛び立ち
二十歳にはあと三月ほど郷里のひと

重ね着の襟元寒く月を見る
枯れ園に凝る音のない音

之

小池舞
松卜英雄

バッカスの酒の袋を盗み出せ

雄

断ちて断たれて燃え上がってる

望みは取らすと王の一言

伸

関口せう子

弥生の空は呵々と大笑

ロボットの楽隊トテトテ花の宴

伸尤竹せ萠雄舞せ雅永伸之雅永尤萠竹舞

ハさいたま・三尺童ｌその二Ｖ

歌確﹃石枯 れ て ﹄

閲ｕせう子

松尾芭蕉

膝送り

石枯れて水しぼめるや冬もなし
丹下博之
小宮幸子

外に憂いの年は暮れゆく
ああだこうだと笑い転げる

学園広場胸のふくらみ

ナォ噸りは春よ春よとわれを呼び

刃きらりと断ちしががんぼ

妄想の色は真っ赤にストーカー

ロンドン公演客は総立ち

月涼し糺の森の裾さばき

︵於・案愚庵︶
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長き脛つき合わせては歌を詠み

柳川寺明

空海の十住心論花の窓
忘れ霜置く比良の山里

暖かき日は西に沈みて

ナゥ愛憎も知らずにいつか年重ね

電脳少女鳩を飼いたる

古書街にアールグレーの香りして

原伸一
松ド英雄

秋の蛙がひょいと顔見せ
乾杯のボージョレヌーボー二人して

華尤子

ゥ満月の苫屋くまなく照らし出す

その時わかった優し指先

田中雅子
中野恵︑水

ため息という曲を弾く昼下がり

小池舞
中島桂竹

イラクでの無事祈る若妻
花の庭細き雨止み匂い初む

幸せ一ぱい草餅を食べ

平成十瓦年十二Ⅱ二十三日首尾

せ竹舞永雅尤雄萌伸幸之せ

便り﹄

八羽島・三川連句会ｌその一Ｖ

糧噸雌而
蓬莱に間かばや伊勢の初便り

飯田千歳捌

松尾芭蕉
飯Ⅲ千歳
横井恒子
山田蕗子

小見山美代子

どつしり座る大鏡餅

春の風螺旋階段下りて来て
荷受けに括る磯菜摘む籠

恒

美

山の端に触るるばかりに朧月
素焼きの皿に好きな絵を描く

明荷曜子
水谷芳枝

一柳悠香子

千

ゥ昔から象嵌細工のコレクション

早弁してゐた高校時代

パーティの果てし夜空の観覧車
グラス合はせる深夜のクラブ
着メール軽く短かくさやうなら

恒

蕗

曜

仮心

勘定書に青息吐息

芳

秋風に猫の小走る裏通り

磯部摂子

ぐずる児を抱きて見せるお月様

芒野またぎ並ぶ鉄塔

ゴルフボールは池を越えゆく

千

花疲れ床几をちょっとお借りせむ

天に散らばる烏の噸り

︵於・羽島巾卜中町石川願照寺︶

平成十五年一Ⅱ二ＩⅡ筒尾
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八羽島・三川連句会ｌその一Ｖ

遺１
吟脇起岫﹃市人Ｅ
歌

ナォ築地越し京の夕べの鐘霞む

舞台初Ｈに上げる椴帳
年来の高血圧に悩まされ
しっぽふりふり門の番犬
家ごとに大神宮の札配り

長岡悟
明石曜子
長岡陽子

倣哩

清水裕子
光田千代

白木多希夫

甘えたき彼はでんわの向側

磯部摂子捌

松尾芭蕉
磯部摂子

バイク相乗り扉くマフラー

ふくら雀の跳ねる軒先

曜

市人にいて是うらん雪の笠

ネオンまたたき心燃え立つ

ぼんやりと笑窪も見ゆる十三夜

団体戦で叱吃激励

鈴木正太郎

松永祥男
時田律子

青い服白いズボンで楓爽と

棚橋小枝子

飯Ⅲ千歳
山川蕗子
横井恒子

搬ぴ来し郷土料理を自慢して

ダム湖の縁は芒・かるかや

くじで決めたり唄ふ順番
望の月そばに瞬く赤い星

一柳悠香子

お豆御飯の香りふくよか

やうやくに株は底値を折り返し

ツアー帰りのみんな居眠り

ナゥそぞろざむ賃貸マンション品定め

摂

江

幸

美

裕

芳

川Ⅱ江美子

背なの子に触れんばかりの花万朶

竜田の姫が忽と現はる

恒

富川さち子

松浦武

小見山美代子

掃除洗濯炊事もしましょ

金髪に作務衣の似合ふ外人さん

武

ワ分校の運動場に鬼やんま
話題あれこれ村のバス停
おでかけの装ひすべてブランド品

柴Ⅲ幸子
蕗
平成
平成

五年十月十一九日首
五年十一月十二日尾
︵於・羽島市下中町石田願照寺︶

千

石垣を這ふ朝顔の蔓

唐渡北勢子

春の小川に流す笹舟

試飲の酒の好みいろいろ
月涼し出店賑はふ薬師堂

終車の時刻携帯電話

水谷芳枝

依心

厨の隅で浅鯏汐ふく

六連勝ガッッポーズの柔ちゃん

濃尾野の堤をつなぐ花手毬
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八羽烏・三川連句公その三Ｖ

半歌仙﹃飾り海老﹄

道場の正面ぴんと飾り海老

淑気満ちたり光る床板

をちこちの梅の便りの聞こえ来て

渡る湖風扇干す庭

天心にうすぼんやりと春の月

一柳悠香子捌
︽柳悠香子

明石曜子
上杉くみ
横昨恒子
松浦武
川Ⅱ江美子

小兇川実与

六星占術すべておまかせ

メル友とスイートルームを予約して

成瀬富美子

く

恒

山川蕗子

這えばたて立てば歩けの親どころ

占川久美子

電動自転車路地の奥まで
ワ百選の水を引きたる野点席
はんなりあゆむ色白の女

夢のアテネへ記録更新

待宵のしにせの棚に招き猫

飯Ⅲ千歳
水谷芳枝

芳

磯部摂子

く

武

芒・刈萱秋の草々

そぞろ寒人間ドックの日取り決め

声だして読む孫の絵手紙
彫刻の像にこぼるる花楓

連凧上がる円空の里

平成

︵於・刈島巾文化センター︶

六年二川十六Ⅲ筒尼
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八東京・鹿の公そのｖ

ナォランドセル靴も大きな入学児

じゅげむじゅげむをすぐに諸んじ

どさ回り座長の髭の粗らかに

出荷忙しき下仁Ⅲの葱

歌仙﹃散紅葉﹄

生き神様の叩る安酒

露天湯に自慢の肌を磨き上げ

断崖に雄の玲羊さっそうと
赤松よう子

伊喋稜志

伊藤稜志捌

コートの襟を立てて行く人

雨音を集めし路地や散紅葉

オフェリアが流れていった川楊

月照らす弾痕しるき古戦場

大統領が潜む穴ぐら

看板娘実はまだ処女
よ

阿山真樹
山本房子
巾関昭子
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誕生の一句カードに書き添えて
デジカメで撮る手作りのパン

そろそろ鎧の釣れる汐入

根付け彫る匠の技を照らす月

文殊菩薩に梛郷の鳴く
稜

ナゥ陶芸の金賞となる美術展
自分のためにご褒美を買う

首云

脇に廻って実は本命

留学を終えて語学の先生に

︵於・鋤畑文檸酬︶

平成十五年十二Ⅱ十六日満足

房よ IIH房真稜よ l1il稜真稜よ

真鈴房冷房

ワ山葡萄すする主のピエロ顔

昭

いつの間にやら二胡も堪能

真

あれやこれ島を埋めし花衣

ガムを噛んではぽいと捨てたり

房

十歳も年下のかれ婿にとる

稜

後期高齢先が見えない

階段と地下道ばかり大江戸線

軽き軋みのからのふらここ
よ

房

喉ごしのよき氷白玉

昭
よ
宣く

房

平成十八年卜一月二十五日起首

ダイヤモンドリングを作る夏の月

出航の巨船をつなぐテープ投げ

煉瓦倉庫に群れし嶋ら

雲の彼方に飛んでふうせん

よみがえる智恵子の紙絵花吹雪

徳
化

鈴

八東京・鹿の会その二Ｖ

歌仙﹃時雨るるや﹂

ナォたたなづく大和の国は山笑う

袖振る女の昔ありけり

歌垣に出逢いし二人忍ぶ恋

籠のオウムがおはようと言い

樹下太郎

東雲を割りて冬の陽昇りくる

熊鍋囲むみちのくの宿

大樫風にひるまぬ構えして

嶺武志

宮下太郎捌

冬構えする小さき公園

様々な語源を探る楽しみよ

時雨るるや椎の古木の幹濡らす
藤井治
河村扶美

分厚き本を卓に拡げん

犬連れて朝の挨拶交わすらん

十五個の月の団子は丸々と
仕立て上げたる大輪の菊

尖石とて落栗の径

ナゥ秋深き快気祝いを何にせん

治

花に酔いそぞろ歩けば迷いける

木の芽香れる二段弁当

神戸茅乃

竹花見代恵
扶

御礼参りは鎮守様まで

野菊香れる防人の道

武

今年また農村歌舞伎案内来て
武
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定年後とて自由なる刻
鉄鉢を枕に月の下に寝し
場末の宿につるす菅笠

扶

美

茅

何かが跳ねし音に驚く

ワ秋鯖の釣れる彼方に壱岐対馬

裏口に忍びてきたる若き僧
あちらこちらにコーランは呼ぶ

自衛隊イラク出兵決めかねて

治

︵於・榊細文祷廓︶

平成十五年十二月十六日淌尾

平成十五年十一月二十五日起首

蝶々の舞い夢現なり

突如河童が顔を出したり

月暑し西瓜畑の黒々と

治

太

茅
扶

お玉杓子を掬う父親

襖絵の応挙童子に見つめられ
何時の間にやら消えし淡雪
朝市はほころび初めし花の陰

執

筆武扶茅治太武扶茅武治武扶太扶茅治武

八松山・砿怖・木咄会ｖ

歌仙﹃戦士の碑﹄
青野竜斗捌

凍てつく空に一筋の雲
青野弥

野旦思

菅野茂

背野立屯

遊び疲れて睡る背の子

寒梅や南に散りし戦士の碑
ともがらと埴輪の里を訪ね来て

ナォ庵の裏杉菜青々しげりゐて

拭ひ参らす馬頭観音

宿敵の韓国倒しアテネへと
旅の荷物に懐炉しのばせ
ずわい蟹越前蟹と並べられ
何時になるのか領士返還

愛玩のメスの三毛猫にじり寄り
君のためにと買ひしブローチ

熟年の焼け棒杭に火がついて

そしらぬ顔の総理大臣

ビル街の空玉蠣のわたりゆく
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植込みの中すだく鈴虫

秋祭とて習ふ竹笛

ナゥふるさとへドライブ兼ねて紅葉狩

幼馴染は市会議貝に
改革の三位一体程遠く

ハーブの香る酒落た洋館

観劇の帰りの坂に花吹雪

i［

崎

平成十六年二月二十七日首尾
︵於・松川市青野邸︶

連凧揚げてはしゃぐ童べ

七

執

月美しく遅々と進まぬ針仕事

ゥ棚経の僧がバイクで駆回る
はりまや橋の故事に倣はん

男やもめも六十の坂

添ひ遂げる誓ひ空しく生き別れ

外食店は被害甚大

狂牛病世界各地に飛火して
ヨットレースは抜きつ抜かれつ

巡り来し神話の国の月涼し

親子二代の苦労報はれ

映画祭グランプリーの大き夢

春告鳥の声の美はし

回はし飲む花の大盃古稀の宴

京茂弥竜京弥茂弥茂京茂竜弥京幸子美斗

筆七茂弥七竜弥茂七七京茂竜茂七弥京七

八岐阜・獅子門源氏連句会ｖ

短歌行﹃一期一會﹄
船渡文子捌

岡本満智子

船渡文子

小坂五百子

瀬尾千草

涼風や一期一會の踊り口
上布きりりと遠来の客
ハートや丸に焼きしクッキー

キャンバスにコンテ持つ手の弾みゐて

河合はつ江

公開待ちてみる琉珀の間

ナォ北欧の受賞を終へて鐘朧

ヒールの取れし靴をぶら下げ

石豐轍の跡の累々と

縛らないでの文を懐

﹁商ひ中﹂の木札返して研ぎ師出る

ナゥしのび寄る動脈硬化気になりし
いつものコース友とジョギング

湧き上るがにちちろ虫鳴く

文

荷木久美
尼関芳子
伊藤弥生
端元凉子

春を惜しみてならす提琴

花の宵ガレのランプの淡き影

碧い眼熱く愛を奪へり

煮凝りを盛る染付の皿
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ゥ月皓と戒壇院の静もれる

満

行く年の逢瀬を知るは月の舟

日記に小さき栞はさまれ

年の差は三十ばかりと披露宴

干

黒髪のほつれを直す今年酒

アトムがよいと仔馬命名

ニュータウン対角線に花並木

郷雌什迩嘩此朋什吐即鄙︵文青ＦＡＸ︶

満干凉は五文弥凉芳久は五

八大垣・獅子門朱の会ｖ

短歌行﹃もつと華麗に﹄

夏空へ北航船の腹を出づ
なぞへに戦ぐ虎杖の花

中島瑞枝捌

生

商橋水生
中島瑞枝
今津大天
柴田由乃

海豚きゆうきゆう風はひゆうひゆう

生

天

乃

パソコンの自筆フォントは高すぎて

口いっぱいのサワークリーム

今度来たハウスキーパーつぶらな眼

ナォ白は白黄は黄と漣れ春の蝶

出作り小屋に艶本を読む
にきぴ

もつと華麗にスキャンダラスに

この道は何時か来た道大面飽

酒棚に百草丸も地下のバー

携帯で撮る鴫の早贄

栗鼠が両手で落花生剥く
名月を犬山城のお天守に

力車あふるる夜のサイゴン

ナゥ坊様がお布施の重さ計りゐて

乗込み鮒を網で掬ひぬ

文人の色紙ずらりと花の宿
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ゥ縄文の遺跡寒しと月仰ぐ
俺と親父が恋のライバル

山而

中谷萌恵水

乃

貴方の子供孕みましたと置き手紙

天

Ｉ

桜満ち心素直となりゐたり

新庄剛志戻りくるのか

ホサナ・ホサナとパームサンデー

︵於・ハートフルスクエァＧ︶

平成十肛年七月二十六日前尾

萌瑞天乃萌天萌瑞乃生萌生

ハ岐阜・獅子門蕊杖社ｖ

短歌行二月葉木莵﹄

伊藤弥

竹内昭

ナォサイン会握手を交はしうららけし

胸に棲みつぐ彼の面影

嬉しきことは猫に話して
若人のはばたく世界新記録

都会をさはがす三寸の雪

まち

緊張のヴァージンロード足もつれ

月寒し妖精眠る森の奥

生昭嶺貞初ろ洋生昭貞嶺ろ

成瀬貞子捌

打水匂ふ露地の敷石

成瀬芦貝

講演の依頼原稿書きあげて
神山初

犬山城仰ぎ二夜の青葉木莵

ゆるり嗜む吟醸の酒

堀内洋
井口ひ

後藤嶺

空耳かしらジャズのメロディー
ナゥ征きしまま還らぬ兄のなつかしく

胡麻塩振りし母のおむすび

什極嘩此朋二↑叩間︵文音・ＦＡＸ︶

句碑のほとりにもゆる陽炎

大川の橋くぐりゆく花見舟

粋
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ゥ蕎麦切りの手練れのリズム月の宴

赤い羽根さし鷺の八卦見
ひと跳びにいとどの帰る無人駅
あぶれ同志がいつか寄り添ひ

新しきパパ大好きと素直な子

右に左に受ける剣玉

方丈の風鐸揺らす花の風
梁塵秘抄につのる春愁

洋初生昭貞子ろ子子生子子

八人師一・獅子門脆水社その一Ｖ

雑吟脇雌﹃冬﹃ご︲もｈノ﹄
田辺桂月捌

川辺桂月
清水青瓢

公羽

五十川直靖

冬ごもり又よりそはむ此はしら

カメラアングル丁度良き場所

四方の海静かに沖の船見えて

月

ナォタクト振る屋外ステージ陽炎へる

佐々木幸昂

木村和

柊訊

伊藤︷日

背もたれの椅子窓にひき寄せ

中国の﹁神舟号﹂をＴＶで

歴史に学ぶ不易流行

雪原に描くシュプールゆるやかに

遠くに灯るあれは狐火

散居村住めば都と言ひながら

口笛吹いて肩をいからせ

新妻は柔道五段師範代

薬膳料理味のまろらか

起重機のアームに掛る月今宵

ニッカボッカに竈馬飛びつく

ナゥ特選の菊大輪の自慢なり

母の齢を越えて豊礫

誘はるるパターゴルフを日課とし

風見鶏ふと西に向き変へ

四季の道十基の句碑に花吹雪

鯉に餌撒くおやこ麗らか

︵於・大垣円通寺興行︶

平成十五年十一月二卜三Ⅱ首尾
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素焼の壺に匂ふ水仙

集落は幾何模様めく望の月
まつ茸飯を椀に盛り上げ
ワ秋狂言子役の所作に拍手湧き
点滅しきりメールボックス
逢はないと決め又燃ゆる恋心
外つ国の大統領はエ・アロール

慈母観音に供ふ新藷

水草の陰に鴨の子月明り

怪我の功名賞を獲得

鏡の中で黒髪を柿く

久肚竹水
商松正水
内藤安子
福永常子
加藤渓草
戸田華笙
大橋正子
沢島郁子
堀内洋子
山村豊子
伊藤英司
高田久枝
西脇美智子

ボランティア案内役を引き受けて

ブランド品の春のスカーフ

いつも殿へし軽き足取り
車座に地酒酌みかふ花の山

筆雲水草安笙洋瓢正常笙靖草洋靖竹代喜

八大垣・獅子門麗水社ｌその二Ｖ

歌仙一眉月かかる﹄
竹内昭子捌

ナォひたすらに蝶の生態追ひ求め

足跡もなき星砂の浜

顕微鏡のぞき神秘の世界みる

アラビア文字はとんと解らん
パンドラの箱を開け閉め夏の夢

城下鰈舌にとろける

源氏講座に想ひ深まり

散策の歩みを伸ばす秋夕

琵琶の音に紙燭ゆれをり観月会

金魚の池に映る白雲

土間を掃き格子戸磨き麻暖簾
ゥ初乗りと新車を駆って岬まで

雁渡るドーム球場

紫のトータルファッション君好み

やうやく叫ぶ古稀の恋はも

石鹸の匂ひかすかに残る肌

早野さと子

松岡裕子
竹内昭子
加膿渓草
戸田華笙
大橋正子

ナゥそぞろ寒ラーメン屋台人の列

眉月かかる里山の上

堀内洋子
久Ⅲ竹水

ボトルの紅茶分けあひて飲む

お地蔵さまを片手拝みに
電柱に頭下げ行く選挙戦

花の椅子九九譜んずる少年と

五Ⅱ首尾

︵於・大皿市文化会節︶
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賜りし松茸の香の漂ふて
臨書の墨を丹念に摺る

ケータイ邪魔とスイッチを切り

裕

手に託されし人骨の笛

拷生

平成Ｉ五年一Ⅱ

川舟ゆらり弥生尽くる日

寺早

昭

彼だけを見つめて恋の逃避行

盲導犬と募金訴へ

聖堂の連鐘響く坂の町

水
洋
当﹄

冬の月介護保険の額の増え
風の過疎地に沁みる熱燗
寝入りたる幼ナの重みずっしりと

十早

基﹂

洋

裏木戸押して訪ひくるは誰そ

ご維新の由緒を今に花枝垂れ

ＣＤを聴き癒す春愁

さ昭水水裕草正笙洋笙さ正草さ笙洋正昭

八束京・下町連句会ｖ

半歌仙﹁千代の春﹄

千代の春鎖り続けん下町に

十日戎の酒をくみ分け

暖かし祖父もパソコン勵むらん

桜草咲くビルのベランダ
月光にゆらりと乗りし流し雛

伊藤藪彦捌

赤Ⅲ玖實子

糸浩一

入谷眞智子

伊藤藪彦
尚野和子
伊滕哲子
小野誠一郎

釣り糸垂れる青き人影

ウレインボウブリッジ越しに富士をみる

玖

折ロ

洩沼小葦

一県

帷木隆史
黒川洋

賢

折ロ

折口

誠

折口

嘘にかくれた本当が好き
今も尚お初天神たのみにし
出会いサイトにおびえかつ待つ
大海をタンカーが行くいそがしさ

どこ吹く風の国際規約

月涼し南十字の星の下

西瓜割する声の賑やか
新党の何かと猫の高笑い

さっさと逃げよ頭痛腰痛
みわたせば後輩ばかり花の山

いと永き日を何処尋ねん

︵於・そばの岨﹁みつまさ﹂︶

平成十五年一月卜九Ⅱ首尾
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良

佐昌健
玲紀

八東京・四宮会ｌその一ｖ

佛渕健悟捌

H
間

歌仙﹃小春日や﹄

ずらりと掛かる軒の大根

小春日や吉良を探せぬ討入図

高速バスは定刻に着く

山あひのラヂオ体操続きゐて

狗尾草を払ふ門ロ

企画書を売り込む算段月の街

大人の味覚モンク・エバンス

ゥ孫退りて閑けさの中来る鶇

会津生まれの弁護士の恋

着痩せする質とあいつに見破られ

梯子をかけて寺の天辺

シャンノ︑と両手を打ってゐて淋し

水鉄砲の二丁拳銃

夏月を正覚坊の背負ふらん
麺を積むキャラバンイラク行きを決め

生き物の如わがままな川
ちさき手のちさき祈りに花の渦

黒い瞳に映る春星

ナォマンションの七階でする雛の宴
＊

キル・ビル見終へ肩で風切る

遊行の鉢に重き鋸銭

街騒が皆喚声に聞こえる日

夏富士仰ぐ故郷の朝

湧き水のたしかに匂ふ草の中

売れてきたホステスの座を打ち捨てて

鎖骨のくぼみ天使の微笑
禁断の果実放さぬ翁なり
忘れたころに戻る自転車
穴を掘る駅前月の皓々と

限石飾る新蕎麦の店

ナゥ団栗をおでこに廻すマジシャン

オーディションにはいつも遅れる

減量を知らない烏のかろやかに

大極拳の風をまとひて

黄金週間けふでお仕舞

眩しげに花の燧道抜ける顔

平成十五年十二月十四Ｈ首尾

︵於・桃稚庵︶

執

筆輔昌昌佐佐玲輔玲昌輔輔佐悟玲玲輔昌

＊キル・ビルⅡ昔の恋人に結婚式を破壊されたヒロインが復枠す
る米映画︒Ｈ本の役者も活躍する︒
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子子悟
玲悟玲輔佐昌佐玲悟玲輔昌佐玲

間中佛
野渕
北
村．

八束京・四宮会ｌその二Ｖ

﹃路地ごとに﹄
式田恭子捌

近藤守

式田恭

餅搗き囲む子らの歓声

海市はるかに揺るる軍艦

串田政

大窪瑞

クーリングオフ又も会ふ人

物憂げにデイラーカードシャッフルし

露天風呂浮かべた月と流す汗
煙草街へてならすかちんこ

蝮の毒に焼酎を吹く

本堂の改修入札ほぼ決まり

減ぴる国の性は放縦

純愛の﹁冬のソナタ﹂に誘はれて

ちょっと自慢のツーショット見せ

ゥ巡業の取的つける赤い羽根

始発電車に走る新涼

仰向けになる肥えた三毛猫
有明の稲穂の波のひろぴろと

マリオネット糸のもつれを整へて

路地ごとに分かれる番地落葉焚

仙

薩摩から花追ひかけて蝦夷の地へ

ナォ亀鳴いてトラピスト聖堂弥撒の頃

父親讓り音痴克服

草の根の援助に集ふＮＰＯ

出世するには角もいります

閨閥を辿りて的を絞る入

この児を抱けと雪女郎寄る
かにかくに蒲団の中は極楽よ

有馬記念を祝ふ一杯

六本木ヒルズ億ション完売す

印象派展キュービズム展
朗々と詩を競ひて夜半の月
自適のすさび鈴虫を飼ふ

ナゥ秋刀魚焼く匂ひたなびく格子窓

交通整理婦譽てきぱき

話し合ひ長引いてゐるメジャー行き

おてんとさまと米の飯だよ

懐しの庵埋める花吹雪
一筆啓上河原鵜翔つ

平成十五年十二月十四日首尾

︵於・桃径庵︶
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歌

男枝男枝志男志志枝枝男男枝志志枝男子

志恭枝枝男恭男志枝男志志枝枝志男恭枝

由文和久

八人限・紫概の会ｖ

澁谷道捌

道

歌仙﹃巨石群﹄
秋興か秋思か巨石群の前
鏡ひらけばゆれる穂芒
月の出の茶入雫の銘持ちて
濡縁の辺のひそやかな声
なり

奈落のすみでわたされし文

箔ォ旅芝居子役のせりふあわれなる

窯ぐれ女薪かまへて

火星美しきとひとこと言ひてより

いし生

影を曳く安徳帝の塚として
戦をはりて魚売りがくる

懐中時計遅れぐせつく

ナンを焼きつづけて黒衣汚れたり

淡彩なればあやしさの増す

溶岩のごろごろ山も眠りゐて
競技すみたるシュプールの月
目無し姫一つ目小僧草紙絵に

生どゅうとうしん

灸頭鍼を三里に受けて

潴ゥま昼間をきしませ渡る歩み板

いつもの空とちがふ明かるさ

着信のたび詰まりゆくスケジュール

笛の高音に足を打つ舞

花筏つらねつらねて夢に入る

平成Ｉ五年八月三Ｈ首尾

︵於・人阪住吉︶
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美代生治
代生治生美道代治生美代生治

おととひの将棋の駒が落ちてゐる

小春日和の山々の容

初ゥ板の間の囲炉裏に妻木組みはじめ

好きな人には好きな人をり
むすばれぬままに漕ぎゆく次郎丸

沖にあるてふ蓬莱の島

樹に党れいち日あれば鬚の伸び

胃の脈の底の冷酒の酔

犬小屋を離れずうかぶ夏の月
砂場にスコップ忘れられたり

米塩を持ち水神に詫びに出て
ぶらんこに乗り烏の鳴きゐる
花つけて来し記念樹のやまざくら

通りすぎたる春の風音

樅加西淡汁
谷
II1
野木城

生代美道生治道代美生治迫美代治生道美

八富山・樹氷連句会ｖ

両吟歌仙﹃研して﹂

断して滝は見えざるしぐれかな

一軒宿は山茶花の垣

五七のみ書きし句帳は枕辺に
猫の背伸びを眠い目で見る

いぬじま正一捌
いぬじま正

久我妙

出迎えの無き駅頭の雨

ナォ春の風邪犬おどろかす大曉

すぐ拾う恋単に尻軽

旧姓で呼ばれ仇名で呼び返し

いつの間に人もうらやむ子福者

家督思惑狐火のごと

ストーブのケトルが突如笛を吹く

うつかり渡る赤の信号

欠伸噛みしめ叩くパソコン

付き合いの徹夜麻雀また負けて

門口に陶の狸の見上ぐ月

乞われてしばし虫の物真似

泣かぬ強情祖父にそっくり

ナゥ今年酒試飲コーナー人だかり
風呂屋のビラにたしかこの顔
無事の保護知らす放送また流れ

紫雲英の輪袈裟参らする御手

花の下おどけ仕草の塞の神

秤雌什邦舞十迂胆一十噸朋密︵文音︶
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射落とすは月ぞ案山子の右手弓手

にわかに風の揺らす瓢箪
ゥ外国の力士の勝ちに飛ぶ布団

イラク派遣に議会大荒れ
待ち人は来たるの識を神棚に

化粧室では噂もちきり

女には少なしという福の耳
幼児あやせば不意に泣かれる

焼酎と晒しの手当月明り
長屋の軒にかかる蜘蛛の巣
味噌貸して油を借りる暮らし向き

刺青ちらり凄む取り立て
優婆塞の念佛三昧花匂う
気の向くままに借地耕す

妙正妙正妙正妙正妙正妙正妙正妙正子一

正妙正妙正妙正妙正妙正妙正妙正妙正妙

八東京︑湘南吟社ｌその一Ｖ

歌仙晶瑞転記追善俳譜連歌﹂

ナォ新学期ひかえ小さな旅企画小林しげと

手狭になりし寄居錐の殻小張昭一

飾りたて鉄腕アトム蘇える蛭海停雲子

匠の技を誇るジパング和田忠勝

ボリュームを上げて知事選駅の前柴Ⅲ寿賀

誰かと誰か夢をはぐくみ今村苗
貴賓席より目配せの皇太子本屋良子

時計もカメラも断乎アナログ別所真紀

伝説の俳譜師あり青時雨
緋鯉水尾ひく名苑の池

ナゥジャンギャバン渋目の演技なつかしぐ青木泉子

座配坂田武彦

執筆松聴軒忠勝〃横山わこ

知司小林しげと配硯和久井八重

脇宗匠松調軒停雲子香元和田洋子

宗匠松濤軒静司花司高島幸子

平成十五年六月二十九日首尾
︵於・浅草伝法院大書院︶

よもぎの香り指にあふるる執筆

一時を天地玄黄花に染む宗匠

町家の門に盛り上げる塩日高玲

杖をひく心安らの朝詣伊藤薮彦

湯屋の富士の絵美保の松原近藤守男

ふところの銭の出てゆくそぞろ寒青木秀樹

天台声明萩は廃きて川野蓼艸

名にしおう墨田八橋月夜よし伊藤哲子

星があやつる君の運命児玉俊子

秋山よう子

小林静司
和田洋子
横山わこ
坂田武彦
村上敦子
高島幸子
竹崎梨野

ぴ−どろの笛吹く娘浮世絵に
住居表示にやっとなれたる

名月に心の壁を洗いだし
酒酌み交すあては枝豆
ゥ戦争は厭よと女冬隣り

落合博一

ハートマークでＥメール埋め

高津明生子

原崎弥生
土屋実郎

小林しげと

和久井八重

鈴木良治

久良木害世

白井暎子
藤沼和ヱ

ブルカにつつむ彫り深き顔
子沢山故郷の土は踏めずとも

お神楽小屋の裏の近道

老犬はデート成り行き見ておりぬ

豆剣士竹刀の先に月冴えて
教育ママもそっとエールを
歴代の総理の治績あげつろい

思い出多き二千円札

沖縄に花前線の始まりぬ
ゆんた掛合今日も麗か
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八東京・湖南吟社ｌその二Ｖ

歌仙﹃黄の明るさ﹄

月に想うは離れ住む人

掃き寄せし黄の明るさや昏早き

高校野球選抜の報

寄宿舎に新米どっと送られて

ナォ賑わいに押して押されてカーニバル

遠い浜辺に犠牲悲しき

報復は紀元前より目には目を

衣の下に透ける緋絨

抱かれむと彼にサインの香をたき

大玻璃越しに黒潮の帯

村上敦子捌

降り立てば復旧は緒に三宅島

ビールの酔いに失せし分別

村上敦子
戸沢鞠
和田忠勝

旅の宿ざんぶとばかり風呂に入る

和久井八重
敦

ナゥ生物の純粋和種はへるばかり

ズボンの裾についた草の実

月光下車中で刑事張り込みに

渡りし鷹の数が心配
鞠

未来は神の御気に召すまま

勝

鞠

敦

おたまじゃくしのひそと動かず

花守の焚く火嬉しき花かがり

届かぬ背ナの痒き苛立ち
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竹崎梨野

勝

貧乏にあきたとロトの狙い買い

可愛くて産まれし仔犬八匹も
洗いし髪のしぶき飛び散る

轍の跡は砂山に消え

野

重

やわ肌に鞁畝めきていとおしき

重

君の笑顔は癒し系なり

ワ何処からか響き始めし夏念仏

平凡な妻に戻りしミス日本

音を立てずに椅子を片づけ

平成十五年六月二十九日満尾︵文音︶

趣向ゆたかな炉開きの膳
都鳥羽をやすめる月の池

野

勝

鞠

優しいとおだてあげるはずるい友

敦

大阪場所に久々の運

見舞のことば墨の色濃く
満開の花重たげに朝晴れて

鞠野重勝鞠敦野重勝鞠敦野重勝鞠敦野重

八四日巾・泗楽連句公ｖ

歌仙﹃雀斑の少女﹄

雀斑の少女小走る初時雨
ポニーテールに赤い襟巻
華やかな大飾窓早や暮れて
何を待つやら列をなす人

主客調々雁渡る声

西田青沙捌

水谷今早
西田圭月

伊藤文

伊藤千

ナォ春深し伊勢の古市いまはなく

平戸の瓶に唐子描ける

つくねんと何を見てゐる画廊守

時に聞えの悪き補聴器

綿虫の今日の愁ひのなきごとく

鯛焼の尾もぎっしりと餡
杖引いて昔の銀座懐かしき

叶はい恋のピエロおどける

きぬぎいや一夜かぎりの熱き肌

釘痕残る宮の大杉

浄玻璃の満月映せ世の汚濁
熾悔室出るそぞろ寒きに

ナゥ眉上げし菊人形の新之助

カルチャーセンター猫も杓子も
パリコレの今年は何が流行るらん

反省をしてすぐに忘れる
緋袴の巫女歩みゆく花の下
お玉じゃくしの輪廻転生

平成十五年十一月十一日首

︵於・四日市市文化会館︶

平成十五年十二月九日尾
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新蕎麦の札を下げたる月明り

チワワを連れし若妻に逢ふ

ゥ川霧に鳶口光る木場の土堤

浮気などできぬ夫と高括り

前置長き身の上相談
山中に軒余曲折の獣道

大吟醸の旨き冷酒

羽化を狙って魚とびつく
漏刻の音なく更くる夏の月
双方が勝ちを言祝ぐ選挙戦

売声︑高き栄螺壺焼

自慢たらたら晒す手のうち
しがらみに暫しとどまる花筏

沙央秋沙夫沙夫央沙〃央夫秋〃夫秋沙央

〃夫〃秋央〃秋央沙夫沙夫〃秋央沙央沙

八桑名・白魚連句会ｖ

半歌仙﹃輪中道﹄
草萌や翁あゆみし輪中道
蝶々とまる白魚の句碑
田樂の味噌の加減のほどよくて

古本市に君と立寄る

崩れやな落ちゆく水を照らす月
今や案内子のすることもなく
ワ遁遙す野の秋草を摘みながら

幼馴染に出会ふ故郷

お互いの過去は時効と打ちあけて

思案の外へ一歩踏出す

デモ隊はイラク派兵に反対し

深海魚めく夜間飛行機
月あげて石取祭いま佳境
箸を舐め舐め甘酒を吹く

野良猫の入れ替り来て餌をねだり

蜆舟ゆく鉄橋の下

花守を兼ねる田舎の駅長さん

世界遺産の春を訪ねて

西田青沙捌

加藤よしみ

岡本耕史

み

西田青沙
市川雄二
佐藤清江

沙

江

史

み

沙

み

史
史

み

江

︵於・嘩略柿ホテル．マリブ︶

平成十六年三月三十一日首尾
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八津・城ｖ

千代千代左〃千左千左千代千代左千代左

後藤秋千捌

秋喜泰

半歌仙﹃冬始﹄

吐く息白く登校の子ら

残る葉の色また滋なり冬始

錠など不要うらも表も

新任の里の戸数は十五にて

池にきこえる初鴨の声

︵於・津市中央公民館︶

平成十五年十一月二十日首尾
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骨董の蝦蟇てらてらと窓の月

男嫌ひと人の噂に

ワ菊脂跡取り娘のいるお茶屋

昔で言へば出雲の阿国

横町の蓼食ふ虫はどんな虫
ビールの酔は覚め易きもの

奈落より少し上向くジャスダック

お地蔵さんを嗅いでいる犬

夏の月残して発ちぬ終電車

乗りこみ鮒も揚り始めぬ

石担ぎレース敵なしチャンピオン

鐘おぼろなる放心の椅子

あめつちにタクトあるごと花ふぶく

後瀬中
藤野田

八名古屋・尋牛会ｖ

半歌仙﹃春の宿﹄
青い目の三つ指つくや春の宿

今が盛りと匂う藤棚

岩崎美帆捌
上島登志彦

臣

伊藤益臣
岩崎美帆
西脇智子

潮干狩シャシうれしげにはためきて

それと気づかず越える国境

久田結花
伊藤実和

辺彊を照らす月ありボランティア

木の実の雨にはしゃぐ鍵っ子

寺化

立石洋一

あの頃へさそうユーミン檸檬パイ
ネットでゲットパリのレアもの
メールなら口説き文句もさらさらと

稲葉敦子

誰が進める？終末時計

智

帆

彦

バックシャンです恋の蛍火
噴水のマイナスイオン街癒し

環状線月みえかくれ寅彦忌

花

敦

和

帆

寝酒に溶かすきょうのできごと
つくしつぎつぎ土手を抜け出し

オーライの声でバンザイ草野球
花の下レフが眩しいニューフェイス

風船あげて新規開店

︵於・愛知芸術文化センター︶

平成十五年四月五日首尾
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Ａ新庄・新庄北陽社ｖ

半歌仙﹁擦れ違い﹄
浅沼葛子捌
洩沼葛

小野梅

伊藤緑

ォ会釈のみ共にマスクの擦れ違い
荒木遊

まだ片言の幼な子の歌

八シ手ほの咲く黒塗りの塀
大樽に美酒の香りの籠るらん

色烏眠る庭の寂けさ

︵於・新庄勤労者福祉センター︶

平成十五年十二月二十六Ｈ首尾
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小望月山端にのって顔を出し

ゥ広げればみな新米の手弁当

余韻搦々教会の鐘

笑凹はじける新婚の旅

柔ちやん見事な技で身を固め

夜空を焦す花火大輪

静まらぬイラクの神は遠ざけて

遊学の森と銘じて月涼し
プールより湧く歓びの声
九洲で幕を下して武蔵丸
頭の軽ろし角落ちの鹿

堤の径今が桜の真盛り
霞たなびく陶工の里

仙子雨久雨仙イ11l子久仙雨久子雨久仙雨子

八調布・深大寺連句会ｌその一Ｖ

名和未

﹃石斧﹄

こんなにも石斧が出士冬晴るる
中島フナ

︵故︶佐伯俊

名和未知捌

炬燵にもぐりにはか勉強

路地奥に花降りしきり江戸情緒

不況下に昭和一桁やせ我慢
バスなら只と遠廻りする

北斎漫画いまも新鮮

神さぶるマッターホルン夏の月

あほらしや次々堀に人の飛び
芝生きかへる如露の水撒き

浪華のことは夢のまた夢

ワイシャツについた口紅答められ

ゥ忘られぬ方のお墓に今年酒
裏の後家さん色氣ほのかに

風に破れし芭蕉数株

月の雲流れそぞろの町歩き

朝の通勤運転手つき

ひと息に七言絶句詠み終へて

仙

厨の桶に田螺鳴くなり

ナォそこここに疎林のありて蟇の春

呆けの防止と碁を打ちつづけ

ひとさらひ来るとおどされ一目散

黄金バット飴買はず見る

着いてすぐうたた寝をする浮寝烏

旅の身空はさぞや寒かろ

もんもんと妻の乳房の恋しくて

ドライブインの隣り婿声

築五年早もガタピシゆれる家
修験者呼んでお祓ひの秘事

月まどか松並木越え波の音

鰯不漁で鯛をさしみに

ナゥ筆とりて古稀の手遊び夜半の秋

睡眠薬を減らすこの頃

眺めゐる国会審議のろのろと

せめて孫子に自然遺さん

花の午後玩具のごとき鼓笛隊

古池の隅蛙合戦

秤雌什釧奪十二叩ニサー印密︵文音︶
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歌

路之知路之知路之知路之知路之知路之知

之路知之路知之路知之路知之路知之路知

八調布・深大寺連句会ｌその二ｖ

歌仙﹃釣瓶落し﹄

裏の樫に騒ぐ椋鳥

土洗ふ鍬先釣瓶落しかな

中島子路捌

ナォ職退きて暮遅き日をもてあます

テレビではまた小津の映画が

汐留に高さを競ふビルの群

南海に散り憩ふ奥っ城

薄き領巾振りて野中に美女ひとり

日嗣の御子と夏草に臥す

今年こそ土用鰻を食べようよ

紺の法被をやっと新調

観光に百円ショップ繁盛す

酒量の増える株の失敗

終電を降りればなんと大月夜

木屑の香の塀を越えくる

ナゥをちこちに元氣印の秋の蠅

近頃の般若心経板につき

エイジシュートはこれで五回目
路

買ひ集めたる印度旅行記

中島子路
牧野正弘
香西力
酒井夢民
岩堀門外
名和未知
福島壺春
佐伯俊之
吉成正夫

悠久の大河にひらと花の舞ひ

春

秤鰄廿識蜂十一叩十一歩叩壗︵文音︶
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教室のミニコンサート月差して

三年ものの梅干を食ふ

オペラグラスの要らぬ老眼
選挙への歩き慣れたる散歩道
ゥ作務衣着て巴里祭に来し男あり
﹁喫茶去﹂と書き老師ほほゑむ
ハンカチでミニスカートの膝隠す

弘

之

土手には土筆空に夕星

力
民

外

異国の亀を放つ子供等

夫

知

海原に向け開く北窓

楽しきデートロ紅を濃く
暇つくり歩く港の見える丘
村主章枝のしなやかな技
冬の月寝屋に機織る鶴の影
ねぶか一本背戸に転がる
湧水を産土神の愛でたまふ
篝火にまた登りゆく花の坂

知夫春知外民力弘路夫路春知外民力弘路

八調布・深大寺連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹁野沢菜﹄

裏の林に椋烏の群

うそ寒くゐて野沢菜のつまみ食ひ

名和未知捌

ナォ大川を船にてくだり仏生会

競馬の騎手が僕の夢です
宝くじよく当る店長い列

出来たのといふ間合むつかし

禁断の実を貧りし罪かとも

マスクの目立ち臨時休校

秘薬のお陰すごく快調

年寄をそでにする国住みにくし

江戸より続く暖簾あれこれ

自然薯掘りをなりはひとして
ナゥ蟷螂の車窓に付いて過ぎる街
サッカーボール追ひかける声
いつまでも飽きずに眺む池の鳥

山頭火眠るお堂に月の射し

まあさう言はずぐっと一杯

野ざらしを哀れむがごと虎落笛

荒井美三雄

名和未知
川崎陶子
奥山晃希

東杏奴

知

連れ立ちて長屋の花見さながらに

相合傘に濡れる楽しさ

形振りはフランス仕込みあでやかに

近々と清水寺の夕の鐘
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月天心団地の明かりみな消えて
潜りぬけたる駅のシャッター

今朝も健やか霜柱踏む

行きつけの店のマスターいい笑顔

子

しくじらぬかと妻のはらはら

希

ゥ熱燗を酌みて構へる大太鼓

雄

小林公直
中島子路
村木流矢
山縣端坊

坂の途中の煎餅屋さん

奴

秤鰄什諦曄斗朋二十牝叩鄙︵文音︶

つい鼻歌の陽炎の丘

暑氣中りらし薬山積み

坊

矢

路

直

蚊遣焚く縁に坐れば月丸し
公約の福祉・年金耳にたこ
百歳となり跳びあがる鯉
茶会済み喝采おこる花の苑
春の暮方なぜかものうぐ

矢坊路直奴雄希子知坊矢路直奴雄希子知

八東京・粋酔連句会ｖ

歌仙﹁初旅﹄
奥山晃希捌

ナォ噸りにしばしまどろむ座頭市

ひしゃくをとりてしまひ水とす
胃カメラの後は真っ赤な服を買ひ

火星にないか生の痕跡

雪吊を終へて庭師のコップ酒

課ひもなく白鳥の群

やもめの父に茶飲友達

海までつづく段々畑

青春のなぜか蹴りたくなる背中

ろくろ首見たことあるとついウソを

途中下車して探す七草
滑川美智子

奥山晃希
吉成正夫
牧野正弘

初旅や虚子の句集をポケットに

窓辺によりて編み物をする

鴻巣浩子
香西力

希

夫

信濃へと越える峠の花の雨

飛行機雲の淡淡と消え
力

イーゼル立てる胡蝶舞ふ町
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釣りキチの自慢話のきりもなし

月今宵少年ひとり弓を引く
猫の寝そべるりんご農園

小林公直

デートよりメールで思ひ募らせる

智

荒井美三雄

ゥ太棹を囲む人の輪文化の日
見合と知らず画廊うろうろ

部長に呼ばれ転勤の沙汰

弘

直

あはあは

運河にゆらぐ鈴掛の影

月待ちて黄表紙本の拾ひ読み
むかご御飯を朴の葉に盛る
ナゥ運動会孫と一緒に綱をひき
四捨五入して古希と雌さる
自分史の書き方講座大はやり

シシカバブ味の違ひを論じ合ひ

まんまる月の野外演奏

拝雌什極嘩十匹叩一一什芯叩函︵Ｅメールによる文音︶

ちょっとだけ暖簾をくぐる夏の夕

浩

夫

雄

希

韓国のドラマにはまるなぜかしら

時間通りに来ない郵便
名君の治めし名残花の湖
逝くひと悼む亀の看経

智弘夫希雄直浩力弘智希夫直雄力浩智弘

八松山・清流連句会ｖ

歌仙﹃紺青の海﹄

頭上遥かに淡き昼月

紺青の海につながる鰯雲
抱えきれないほどの幸せ

テープ切る運動会の子を撮りて

ナォ夏蜜柑むきつつ昔話など
防空壕に逃げ込みしころ

何となく気持が通じ燃え上がり
そっと手渡すマンションの鍵

宅配便で届く地麦酒

サンシンの音の洩れくる避暑の宿

はらからの遠くより来て傘寿祝ぎ

石丸静月捌

戒能ダダ室ロ

銀ぶらと酒落て宝石見て廻り

未練ながらも出馬断念

石丸静月
中野かずえ

いと傍げに鳴けるすいつちょ

月光に墨痕凛と師のお軸

神輿作りが夫の天職
月

ナゥ登高の犬に曳かるる宮の跡
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永井政子
藤原十重

か

十

土地の価格は下げどまりらし

暑さ託ちつ開け放つ窓

満員の坊っちゃん列車煙り吐き

過疎となりたる故里の村

ワ大胡坐かいて女等鯵を釣る

こっそりと香港旅行企てて

撒き餌に集ふ数百の鳩

か

金亀城万朶の花に浮ける如

政

十

愛しき人を待ち佗びる日々

多

医療助手出来るロボット誕生し

米盗むとは言語道断

隣室の声の華やぐ若夫婦

信

︵於・松山市千舟町夷子庵︶

平成十五年九月二十四日首
平成十五年十月二十二日尾

夢と夢とを結ぶ風船
月

冬将軍の居据りしまま

政

通夜終へて月の街裏寒々と

か

十
政

阪神ファンの落ちしとんぼり

月

リストラを妻にも言へず弁当提げ

ターナー鴫にかかる初虹

花時分咲く花よりも散れる花

石
丸

信か政多政月か信月政多か信月子政か多

八東京・浅春連句会ｖ

歌仙﹁柿若葉﹄

ナォ春惜しむ莫産敷きつめて連句の座

シュークリームは自家製の味
聞こへ来る古きレコード懐しく

天城を越へて望む海原

踊り子の答ひこけたる幼な顔
谷敷寛
菊地一寛
中野睦治
式田恭子

ビル並ぶ四角な街に月淡く

心に残る手記は何処ぞ

式田恭子捌

みんな昼寝の村の静けさ
新幹線騒音残し駆け抜けて
川原に積んだ石に腰かけ
桧森五十子

自摸り自摸られ更ける秋の夜

つＤも

絵日記に書いてあるのは名前だけ

葉の水玉に映る夏雲

ラベンダー持つ手振はせ捧げける

十五夜の兎を探す児らも居り

町野紫乃

ゥひそやかに白菊の香を賞で乍ら

翁媚も心弾ませ

秋簾より琴の調べが

寛

儀我壯一郎

総裁選もデフレインフレ

析の音でひゅうどろどろとお岩さん

浅草参り朝もはよから

︵於

新公庫ビル談話室︶

花咲いて東京砂漠甦り
生徒一列ゆれる陽炎

平成十五年七月十一日首

平成十五年九月五日尾
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未期ちよと眉に手をあげて見る柿若葉

そろそろ文を書きたくもなる

紫

ウラ樂しみの運動会も済んだ頃

宵闇の迫れば君を恋ふ涙

五

睦

壯

倫敦塔の五羽の烏は

カクテル二つ濃いめ薄めに
本日の請書はこれで終りとし

冬林檎大きテーブル転りて
見上げる程に鴫呼寒い月

寛

恭

不景気を早くなくせと民の声

睦

薄井康夫

縁起かついで伸ばす口髭
天より下る雲雀追ひかけ

さざ波の揺らぐ池面に花の影

執

筆壯恭五睦康一寛壯恭五睦康一寛壯恭五

八仙台・せんだい座ｖ

歌仙﹁忘れ傘﹂
萱場健之捌

ナォ春がすみ長き水脈引く竹生島

掛けかへられし床の間の軸

笛の音遠く周航のうた
乱筆と乱文友の便りあり

夕立襲ふ街のざわめき

お出かけは衣更へして化粧して

世の中に人の口こそうるさけれ

空梅雨や木戸に古りたる忘れ傘
有賀稲女
佐藤無風
伊藤鈍

バッイチの方がいいよと彼は言ひ

親にかくれて逢瀬の楽し

サーカスのジンタの音の響きゐて

稲

今来客をまつ夏座敷

旅の昨日のいや遠くすぎ

ナゥ背なの子の目覚めそろそろ秋の虹

樹齢千年松の風吹く

仁丹にほふ朝のバス停
遠くから拝す八幡大菩薩

︵於・エルパーク仙台

壱岐初

セミナー室︶
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突然の地震に無月の闇ありぬ

縁側で縫ふ膝のほころび
庭先を黒猫よぎる月明り
高き稲架行く山峡の村
若生芥子
佐藤阿房

屯
ｆ
滝

伊藤南三
宮腰滝
中島房子

色鳥集ふ朝の公園

ゥ赤い羽根つけて急ぎし駅ホーム
しのびしのびて祇王寺に待つ
小面のうつむいて舞ふ終りの日
一碗の茶にすべてをば飲みくだす

飾り棚には博多人形

下駄カタカタと春の露地ゆく
南

どう活けようさくらの花のひと抱へ

滝

稲

獺音幽けし峡の夕ぐれ
月を行く白い毛糸の兎帽
手刷りの暦売れずに帰る
古書市の解体新書風少し

房
鈍
鉦小

平成十五年六月二十三日首
平成十五年十一月十七日尾

芥

丸いポストがまだ残る町
お花見の留守番に来て碁に遊び
蜆の吐息泡がひ・ふ・み・よ

稲鈍阿房滝無稲芥阿南芥無房芥南滝

無

八東京・草門会ｌその一Ｖ

短詩行﹁雪という劇﹄

雪という劇の始まり
象の足踏みかモグラのもみ手か

函からは横槍が出てくる閏年
よ

形に而りて上には理がある
ゴルゴダのイエスにも扁平な風が吹く

上野遊馬捌

小池舞
四シ谷龍
山地春眠子

みＪくら

神山みち

ちん

鳩一羽を月の御座へ送る
口車に乗ってしまったねじまわしさ

﹁シャックリが止まらない﹂と墓を暴く

微酔の人ですシュートを捕ったのは

ほるよい

双曲線やさかい山笑いよる

春眠子

粗濫
みち
俊彦

︵於・東京文化会館︶

針の穴からさくらさくら

平成十︲五年二月十五日首尾

汪・この形式は︑四連で雪月花恋をテーマに置く︒
・川語散文が原則︒一連の句数はバ行六行でも可︒
・各連に春夏秋冬を振り分ける︒
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慶俊定粗
実

多響回廊ず１つと抜けて湯沸
うすぎぬ

天麩羅の薄衣

むしめがねに恋をした夫を漂白せよ

驚きが夏蝶を撃っている

湖をまるごと自動改札機に入れよう

田

子彦史濫
俊龍舞早

坂大村高
根橋松岡
村

ハハ

八東京・草門会ｌその二Ｖ

ノノ

ワラ猫会議たけなは本郷弥生町

舞龍史濫

山地春眠子捌
山地春眠子

花やかなパワーショベルとなりにけり

︵於・東京文化会館︶

立喰そばに添へる枡酒

拠物線に蹴ってゴールへ

大橋俊彦
川野蓼艸

子艸馬龍史早

ニ十韻﹃吟姶 吟吟﹄

ォ狂句墓暴く身に山笑ひよるとかや

針の穴より花吹雪見る

二階建バスが陽炎乗せて来て
四ッ谷龍

平成十五年二月十五日首尾

定粗

注．この巻は上野遊馬捌の短詩行﹃雪という劇﹄に続いて張行
された︒﹃雪という劇﹂の語句を本歌として引用するを許

した︒午後五時開始︑七時満尾︒所要二時間︒
・ナカ四はサティの曲名︒
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回廊つたふ象の足踏

吹き上げらるる地芝居の幕

ゥ秋の蝶モネの池からすっと抜け

告白すべき日には吃逆

菊衣脱ぐとき月の匂ひゐ
て
しやつくり

坂根慶子
村松定史
高岡粗濫
上野遊馬
神山みち
小池舞

LL

天井に影点滴の宵

H1

ゴルゴダの丘まで辿る気分なり

夏木立から生えてくる指

定実
慶蓼遊

ナカ玉葱が形而上学的に揚がる
土竜言ふテロリストは漂白された

﹃四十歳の手習フーガ﹄
冬の月他生の縁と思ふなり
ハハハハ

函から出でて姐己皓皓吟吟

T1

八寄居・埣啄会ｌその一ｖ

脇起歌仙﹃薄紅葉﹄

薄紅葉四囲の山々詩にあふれ

秋高くして澄める澗流

名月に笙の音色の渡り来て

言い訳に青年団をもち出して

愛を捧げし日々は夢の間
昭和史はただ激動の一語にて

石川光男捌

石沢無腸
真下草笠
町田節子
柏原知子
柏原和宏
杉野辨一郎

襖絵にみる安土桃山

ナォ潮騒に遍路の鈴の響き合い

盛衰と栄枯の果の佗びと寂び

積もる話はなくて悲しき
団扇手に小津の東京物語

汗を拭き拭き雑踏に入る

あれも欲しこれも欲しいとせがまれて

男女の仲にマニフェスト無し

マスコミの餌食となりし不倫とか

古今東西恋は曲者

熊の出る里は眠りて月皓し
付句に迷い蜜柑など剥く
ね

客睨めまわす宿場人足

持ち時間迫りて烏鷺の閲ぎあい

十二日首
十七日尾

︵於

朧の中に本丸の跡

平成十五年九月

平成十五年十一月

美
代
養美宏知光辨利子笠宏養亭珠利辨笠知亭

川

寄居町無腸庵︶
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盆に盛ったる手造りの菓子
片蔭にあやとりをする母と子と

軒端かすめて夏燕とぶ

ゥゆら／︑と池に映りし白い雲

﹁風交﹂上梓成って舞う蝶

花の下寄り添いて行く影ありて

虚に吠える犬の群れいて月寒し

ナゥ世の中はままよ丁半そぞろ寒

笠

粕谷珠
大沢花蝶
丸橋養石
石川光男
嶋田利江
新堀亭樹

チャイナドレスに伸びやかな脚

理解の外の北鮮の謎

知

知

養

宏

儘即

隣の席のつつく寄せ鍋

酔い痴れて無邪気の顔の大男
調子はずれのカラオケの鳴る

花遅き弘前の宿遠くして

春の愁いを抱き坂道

市

八寄居・埣啄会ｌその二ｖ

歌仙﹃日記買う﹄
石川光男捌

柏原和宏

森三郎

ナォ畷きも大声となる春うらら

百連敗の馬を応援

占いの算木にまかす何と出る

あるじ

三妾誇る主腎虚に

カウチンのセータ着てもなお寒く

足の輝遠き日の母

夏々の外には宇宙寂として
隻手の音を聞きし真夜中

道楽の末の連句を付けあぐね
小さき町にひっそりと住む

もたれ合う板碑もありて草の露

ナゥ芋煮会ひらくと触れのまわり来て

夕月うすぐ茜なる空
杉野辨一郎

とりこぼしたる零余子大粒

町田節子
大沢花蝶
柏原知子
新堀亭樹
真下草笠

合併の論議あれこれ練り上げて

Ilj

美
代
知辨節笠美笠宏節知宏子郎辨郎光知笠郎

︵於・寄居町無腸庵︶
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人生も残り少なし日記買う
師走の風に向かう自転車
貼り替えて障子の影に冴えありて

ひ係早くも歩み始める
満月の大きく昇る屋敷森
稲穂の重く垂れし山峡
雁鍵の字に渡りゆく方

ゥ夜祭の近づく頃となりぬれば

蝶

行きつ戻りつ春の足音

石川光男

わだつみの像に花片まとわりい

あの人は今美しく老い

知

折々に夢追いし日の偲ばるる

宏

平成十五年十二月十五日首
平成十六年一月二十六日尾

つがいの蝶の垣を越えゆく

破れ笠かしげ抱く鉢の子

郎

帯即

笠

宏

捗即

古宇

風紋の崩れる様のはかなさに

イミテーションのリングきらめく

月出でて団扇を腰に踊りの輪
みと力少︼

箱書きは仁清作と太々と
進む軍旗の大義とはさて

宮司の背なに日脚伸びたり

花満ちて古城は揺るぐこともなく

jl l

岡本耕史捌

文栄耕

八伊勢長島︑大智院連句会ｖ

歌仙﹃伊賀の青嶺﹄

來し方や伊賀の青嶺の美はしき

思ひをこめて吹きし草笛
ひとすじの道を求める旅をして

紅白の餅威勢よく撒く

ナォ除幕する三代連句碑風光り

長寿番付け父は大関

御祝儀を載せて差し出すかぶら盆

諸肌脱ぎて憩ふ岩陰

仙境に尋ねし滝の音ひびき

旅芸人に娘焦がれる

当節はどこもかしこも禁煙に

貧乏長屋に振實りの声

道ならぬ仲と噂に尾鰭つき

伊那谷は勘太郎さんの月今宵
とろろ汁にて客をもてなし

勲賞胸に皇居参内

ナゥ晴れの日とあれば新米炊くことに

下町は旧き面影残しおり
ロケの現場を囲む人垣

叶亜唾干斗朋一汁垂叩噛︵文音︶

うすくれなゐに春の曙

賑やかに舞ひ納めたる花の宴

秤
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頼り甲斐ある刎頚の友
月出でて話佳境に盃重ね
萩叢ゆらす風の立ちそめ
ゥ手にむすぶ宗祇の水は爽やかに

詩歌につづる恋のあこがれ

神島にひそと潮騒聞く二人

白き灯台染める夕映

悠々とカジノ樂しむ豪華船
時の流れに身をまかす日々
月冴えて金鼓を鳴らす阿弥陀堂
風邪引きなどで死ぬはずもなし

災ひは忘れたころにおとずれて

戦争記事もやっと下火に
靖國の社頭に浴びる花吹雪
坂を下れば街はおぼろに

伊福岡
薩井本

文栄耕文栄文耕栄耕文栄耕文栄耕夫一史

栄文耕文栄耕文耕栄文栄耕文栄耕文栄耕

ハ多度津・多度津連句会ｖ

半歌仙﹃海境は﹄
高森秋義捌

古川千代亀

米谷美代子

高森秋義

美代子

瑠璃色情し野辺の露草

後の月湖畔をめぐるドライブに

亀

海境はいづこや瀬戸の鰯雲

コーヒー旨き口こみの店
夏雀あがらふ虫に尻尾巻き
サングラス掛け別人の顔

義

義

亀

いつか芽生えし淡き恋情

ウロードショウシネマの余韻まだ残る

亀

義

美代子

義

年金下り公費引き上げ

あの頃はあこがれゐたり妻の座に

ワインの目利きプロを自負する

減量の折込みチラシ見ぬ日無く

亀

義

美代子

義

亀

美代子

雪降る寺の集ふ句会に

流れゆく夜汽車の窓の冬の月
投票の指針の一つマニフェスト

リーグ制覇の虎を祝福
風立ちて花散り走る石畳
霞むこんぴら遠拝して

平成十五年十月十五日首尾

︵於・山階古川邸︶
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八東京・多摩連句会ｖ

歌仙﹃お降り﹄

ナォうららかに百名山をあと三つ

やっと覚えし草の数々

昔男東下りの道すがら

姿変われど不意に出会える

田中之扶子

宮下太郎

安江眞砂女

初応募銀賞とりしカレンダー

炬燵出た猫伸ばす前足

冬の陽にころころ赤き万年青の実

退職しても予定びっしり

フラメンコひらめく裳裾悩ましく

初詣行く人の足音
村川雅子

お降りは夜半も静かにはだれける

久々の玉堂展に誘われて
掛け軸を替え準備整う

ほろろんと鳩吹いてみようか

郷愁さそう錆鮎の味

満月の城吐に響く何の歌

ナゥ露の墓波乱万丈胸に秘め

眞

山口みづえ

熟成続く新走りなり

之

太

み

玲

田

︵後半文音︶
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小窓より射し込む月のきわやかに

黒楽茶碗銘は悪女と

ゥ丈六の仏彫り終え深む秋

境目にある人の生き方

越冬隊が拍手を打つ

永久に寄せては返す波の音

今年また吉野は花の盛りにて

み

眞

雅

太

大吟醸に暮れなずむなり

何でもかでもしたい放題

之

たっぷりと持参金積み正妻に

今は昔のバビロンの夢

雅

太

報道にイラクの子供いとけなく

見渡す限り白き睡蓮

ベンチには誰忘れしか週刊誌

之

秤鰄什蒜響知朋詰叩睡壗︵於・五島美術館︶

月号し獲物を狙う鰐の群れ

媚の土産桜餅なる

﹈県

スモンながらも皇居一周
隅田川少し寒げな花曇り

岩

み之眞太玲雅之太玲眞太み雅之眞子み雅

八東京・中央連句会ｌその一Ｖ

臼杵勝

短歌行﹃西瓜切る﹄

藤沼和

伊藤薮

ナォシャボン玉あの世を映す世智辛さ

深層水に美容効果も

ＣＭソングばかり覚えて
優勝を賭けし白球池の中

七化けに気付かざりしが運の尽き

駄犬を飼ってもてあます孫

坊の宿りにくいな笛聞く
月に酌む薩摩切子の冷奴

ヱ彦児郎彦ヱ児彦郎児ヱ彦

臼杵瀞児捌

ちちろ虫鳴くへっついの陰

なりわい

土屋実

西瓜切る卓献台囲み三世代

炬燵の脇に古事記万葉

しおぜ

上等兵の文字太き墓

ナゥ伯楽に逢えずと嘆き退職す

起し太鼓の巡る春宵

山城を守りつづけし花大樹

︵於・中央区立産業会館︶

平成十五年八月十九日首尾
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沖上り広間に月を自慢して
祝う言葉を綴るパソコン
ワ文学賞殖えて応接忙しく
頼まれて薪割る早さたのもしく
ノコ

鋸の目立ての古き生業

キュッと鳴る塩瀬の帯の襟白し
バーのマダムの急ぐタクシー

お伊勢参りに弾む饅別

花片々闇の空より舞い来たる

郎児郎ヱ児彦児郎彦郎ヱ児

八東京・巾︲央連句会ｌその二Ｖ

一反木綿壁男出る＊

ナォ山葵田に番犬吠えて木霊せる

酒呑んで笑う度胸も空元気

＊

手製のサンド野遊びに持ち

哲と郎と哲郎と哲郎と哲郎

土屋実郎捌

し哲実
げ
と哲郎と哲郎と哲郎と子郎

短歌行﹃朝涼や﹄

朝涼や碁盤の上の薄挨
焼栗と置く番茶一服

黒帯締めて励む乱取り

燈篭目当て雪の逢引

清澄の鯉さながらに悠悠と

夢二の女淡き彩色

別れ際月の角巻き涙して

ナゥ湖に逆さに映る榛名富士

巣箱つければ直ぐに棲みつぐ

花万朶めぐるや武原寮の跡

︵於・巾︲央区立産業会館︶

平成十五年八月十九日首尾

＊一反木綿・壁男はともに妖怪
＊武原寮は旧制浦和高校の寮
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名月の絶句の韻を整えて

丸と四角を描いた絵手紙
ゥ定年後趣味三昧の旅の人
見掛によらぬ世辞と愛想

裏鬼門とは申酉のこと

占いにコンピュータまで担ぎ出し
嫌いでもいつかは好きになれるかも

卒業記念そっと寄り添い
ピアノを弾けば蝶がワルツを

花大樹その傍らにボタン埋め

小伊土
林藤屋

八東京・中央連句会その三Ｖ

歌仙﹃古墳事典﹄

コピーとる古墳事典や爽やかに

釣瓶落しの里山の景

土屋実郎捌
土屋実
青山満
若松藍

伊藤薮

澤田洋

円杵呼砺

浅沼小

ナォ老いぬれば婦唱夫随の麗らかさ
ろくろ

ディズニーシーのリピーターなり

足轆轤廻るそばからこけし生れ

職人気質恋の鞘当て

メビウスの輪に募りゆく嫉妬心

どこまで往くも釈迦の掌

くちなわがぶらりと下る大樺

こわつば

裸で遊ぶ村の小童

フセインの亡霊今もすぐそこに

どこに隠れた二千円札
真実は必ず勝つぞ月の晩
書斎に活けし穂芒の束

ナゥ幽かなる忘れ扇の香りおり

見習い弥宜の掃除上手に

貸し出した太鼓破れて戻りくる

穀雨が街を洗う明け方

さすらいの花旅人にあくがれて

若駒馳る牧を検分

︵於・中央区立産業会館︶

平成十五年九月十九日首尾
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坪庭に待宵影を落しいて
タオルを肩に帰る銭湯
朗々の謡の響く網戸越し
白髪太郎の張りつきしまま
ゥ苦潮の潮目沖へと張り出せる

新聞記者のゆらぐ良心

プロの切るターフ高々富士の裾

のどごしよるし腰の霊水
ほろ酔の芸妓と客の屋形舟
峰越えて来し山鳩の鳴く
犬筑波読みほくそ笑む冬の月

胴巻の金隠す着ぶくれ

木場衆に大火の噂すぐ届き
波は静かにただ光るのみ
晒巷に花待つ親子四方の空

淺鯏蜆は肝の妙薬

郎児葦郎〃児彦児郎洋児香郎彦々香子郎

彦〃葦郎〃彦瀞郎彦勝〃葦彦葦〃児葦彦

人川崎・土筆・有楽帖三吟会ｖ

歌仙﹃片耳に﹂
白井風人捌

遠藤嘉

白井風

片耳に風の鳴きカンナ燃ゆ
月明らかにはなたるる空
鵜澤治

ヒタメン

端オノート手に若草の径ゆく生徒

ビル角に来てコーヒー薫る

栄達の友と世界を異にしつ

落ちてころがりサイコロは〃六〃

ちぶり
越後へは一い振
の里夏の海

蒸し暑き夜の隣り間の声

さすらひの旅の独り寝妻を恋ふ

山姥といふ遊女と浮かれ

普陀落へ淡き悔恨湧き出でつ

沖に妖雲足摺岬

月さへもふっとぶ嵐くる気配

実りの林檎耐へよと祈る
おき

希ゥ村長も村人もみな秋惜しみ

銀座ぶらぶら田舎の親子

ここがまあ地価日本一鳩居堂

赤信号に車あふれる

咲き満ちし花の御殿に人気なく
おとど

什亜粋牝胆一汁越叩錨︵文音︶

大臣しばらくひろふ春苑

秤
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雁の列ひたすらゆくを見送りて

夕べの町をバスもゆっくり
口あけて大気になじむ池の鯉

羅極まり水を打ちをり

ゥ夏芝居客呼ぶ声の高らかに
振返るたびしぐさをおくる
九十九夜にはたと蕊れし吾の夢

火山ガス充ち人去りし島
古き家に飯炊く釜の噴きはじめ

子規の天地はしめて六畳
縁に出て仰げば遠く冬の月

雪吊の縄庭に輝く

直面の後ろ姿にある﹁男﹂

研がかへる野外演能

東京の夜景にひらと落花とぶ

三四郎池春闘くるなり

久章人久章人久章人久章人久章人久章人

久章人久章人久章人久章人久章人久章人

菊﹄

密田青々翁追悼

八船橋・筑波連句会ｌその一ｖ

歌仙﹃久︑

あした

引地冬樹捌

引地久﹃

二羽智

吉本芳
酒井愛
谷本綾

湖のかおりに心やすらぎ

ナォ春二番杜氏は能登に帰りたる

防人となりて出で立つ先遣隊

指切りしたる固い約束

氷より冷えた骸に添い寝して

命かえれと熱き唇づけ

頬笑める手彫観音床の間に

オレオレ詐欺にあわれはめらる
ニワトリ

鶏も牛もたよれぬ栄養価

ピアスを舌に通す乙女ら
月蒼き高層ビルに楽あふれ

影を曳きずる霧のロンドン
ナゥ鬼灯を鳴らして旅を慰めん

中折れ帽もすこし草臥れ

故郷の温泉にまず伸ばす四肢

七十年は一睡の夢

未来をも見ゆる城山花の雲

ウナサカ

唇気楼たつ瑠璃の海境

拝雌叶誌癖一卵三千叩雷︵ＦＡＸ文音︶
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冬菊の霜にかがやく晨かな
吹かれては飛ぶ野辺の綿虫
和やかな連句の会に招かれて
ワインがうまし酒も尚よし
搦々と琵琶かきならす月今宵
野分に乗りし駒の去りゆく
ワ木の実落ちまた破らるる物思い

洋梨チョコは初恋の味

バンカラでヘッセの好きな四高生

鏡花ゆかりの大賞を得る
菩提寺へ心ばかりの寄進して

遅まきながら医師も訪問
月光にきらきら光る熱帯魚

遠泳の子に飛ばす声援

のんびりとセカンドライフ島ぐらし

太郎がひらくタイムカプセル

花かざし君が舞うらん狩衣
牛車ゆきかう大路うららか

綾樹智芳愛綾智芳綾愛芳智樹子子香子樹

綾智樹愛智綾愛芳樹智綾芳愛樹智綾芳愛

八船橋・筑波連句会Ｉその二ｖ

堀越ふみ子さん追悼

歌仙﹃春の雲﹄
引地冬樹捌

二羽智

吉本芳

引地久﹃

俳詰の地に香る紅梅

ムダ令八ザへ・し︒

つばくらめ軒の端ひらり風切りて

谷本綾

君乗せて安達太良をゆく春の雲

寄木細工を店に並べる

酒井愛

ナォ自販機に釣銭忘れ山笑う

七十にして四十肩病み

銀髪のアートネーチャーきめこんで

セーラー服の魔女に骨抜き

火遊びの怖さしみじみ寒夜の析
くしゃみ

瞳しながらすするラーメン
伊太利亜へ豪華客船予約して
サンタルチアが耳をはなれず

出場を決めて五輪の夢の彩

﹁平常心﹂の軸を掛けたる

Ｖの字見せて渡るかりがね

月嬉々龍馬指さす沖の帆に

ナゥ膝抜けたズボンにもぐる秋の風

もういいかいと待っている鬼
どこからか時を知らせる曲流れ

大道芸に喜捨の幾ばく

あの方が生れ変わりし花大樹

ひとり揺れてる白いブランコ

秤雌什誌粋二郎一汁五叩唖︵文音︶

−188−

箔打ちの砧きこゆる月あかり
しみじみうまき甕のどぶろく
ゥ混み合いて相部屋となる秋遍路
とりこ

一会の縁が恋の虜に

常識も世間もすてて出奔し
桟敷を沸かすお軽・勘平
鶏さんのインフルエンザもうケッコー

リュックひとつで放浪の旅
あだしの
化野の涼しき月に手を合わせ

なお空蝉は軒を離れず

朗々と﹁安宅﹂を謡いゆくは誰

牛に曳かれて十三参り

花吹雪両の掌に盛る京の菓子

縄の電車は陽炎の中

智芳樹愛綾智芳樹愛綾智芳樹子子子香樹

愛樹綾芳智愛樹綾芳智愛綾樹芳智樹綾愛

八船橋・筑波連句会その三ｖ

引地冬樹捌

筆妖尚樹妖尚樹妖尚妖樹尚妖樹子子樹翁

蝿歌雌﹃行春
行春を近江の人とおしみける

初虹淡き沖の釣舟

貰い手のなき猫の子に鈴付けて

忍者ごっこの尽きぬ縁側

ヒチリキ

秤

汁五斡咋Ⅷ十才朋津︵ＦＡＸ文音︶
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書割の月がへごへご瞳い出し

赤い羽根つけ坐る粋筋

ウオープンカー笑みを絶やさぬ爽やかさ

銀座通りに投げキッス撒き
シャンソンの女王が今じゃ厨妻

何といっても旨い味噌汁
坊さまも高血圧に悩むとか

裏山を吹く風は筆藥

伝説の月を扇で招き揚げ
端居の巡査うつら居眠り
テレビには戦場ライブ流れいて

肌がいろいろパブの常連
花一片ペンフレンドの肩の辺に

尚妖冬
執

を

かわたれ時を亀の鳴く声

瀧密引
澤田地

L=＝

八船橋・筑波連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃芽柳﹂
付け廻し

吉本芳

木上紫

笑い初めたる遠き山脈
中田風

芽柳や大川の水湛々と
酒井愛
田川利

勧めのままにあれもこれもと

谷本綾

ナォ父祖の地を継ぐ意志かたく春田打ち

くろうとはだしのギター爪弾く

武豊乘ってもやはりビリはびり

交通安全お守りとして

鞍鰊鍋の煮ゆる炉により

着ぶくれし十夜詣での胸押され

何時かある宇宙の旅を夢みつつ

励む貯蓄も婦唱夫随で

将来はひとも羨む子福者に
記録更改めざしステップ
黒牛がのつと顔出す望の月

堰はずしたる峡の集落

ナゥやぁやあと掌をあげてくる菊の︑王

パソコン講座老の語なく

脱税をする智恵持たず凡凡と

絵筆を執りてパリの街角

釜鳴りの韻聴き澄ます花の昼

蚕気楼たつ海のまほろば

拝 什誌粋唾塑卉式叩唾︵文音︶
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下町の植木市へと連れだちて

かがしはそつぼ向いて動かず

一刷毛の雲を從え月今宵

二羽智

恋しき女とワインかたむけ

ゥ見はるかす裾野を染めて照紅葉

つかれし肌に風の吹き抜け

敏感な指が私を狂わすの

身の上話長くなりたる

説法に南へ北へ行脚僧

冷し素麺はしる喉元

有明の月に烈しくほととぎす

与次郎人形ゆれる窓際

寄り合うて年次句会の想を練る

新入生の瞳輝やき

花吹雪日にけに庭の華やかに

愛風芳紫智綾利愛風芳紫子子公子来香雲

引

冬

地

樹智綾利愛風芳紫智綾利愛風芳紫智綾利

八赤穂・つばさ連句会ｖ

短歌行﹃硯あらひ﹄

岸を離るる観月の舟

天に川地に川硯あらひけり
巻き上げし秋の簾の房古りて

八尾暁吉女捌

三千古

暁吉女

三千古

豪勢に割る酒樽の蓋

暁吉女

ナォ待ちわびし卒業の子の帰り来て

キューピッドの矢まつすぐに飛び

ドラゴンズ優勝すればプロポーズ

三千古

昼寝の爺様ぴくりともせず

玩具箱ひっくり返し大騒

三千古

暁吉女

三千古

八尾暁吉女

三千古

飯沼三千古

暁吉女

暁吉女

暁吉女

胸の奥には恋の埋火

鈴の音チリリ猫の貌出す
ゥ坐禅堂無言の僧に遠会釈

薬の効かい奇病珍病

三千古

月涼し火星に話題さらはれて
暁吉女

三千古

ダージリンティーゆっくりと飲み

暁吉女

思はずも色にいでけり歌留多の夜

三輌電車トンネルを抜け

三千古

暁吉女

什琿稗皿朋群叩津︵文音︶

亀を鳴かせて蓬莱の島

吹雪く花墨一彩に描きとどめ

ナゥあるがままいかなる時も有りの儘
三千古

三千古

予定は未定またも変更

暁吉女

暁吉女

轆轤八年間くは鴬

はすかひに玻璃戸打ちつつ通り雨

今まさに美濃の山々花の雲

秤
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ハ津幡・津幡連句クラブーその一ｖ

歌仙﹃落椿一
木上紫雲捌

煙草ゆっくりふかす棟領

ナォ春の田に区画整理が始まれり

オレオレ詐欺に慣れし昨今

しずけさを突然破るヘリコプター

おでんつついて熱燗の酒
針箱に貝の糸巻形見分け
淡き初恋胸に秘めつ︑

初霜に朝の賛美歌洩れ間ゆ
木上紫雲
田川利公
舟橋玉枝

落椿七ヶの水のあふれ来る

たな池堰きて浸す籾種
合格の報せに心弾むらん

流し目でウインクされるやさ男

月天心ラクダが鳴らす銀の鈴
畦にたたされ案山子用済み

古城を巡る北欧の旅

夷藤ゆう子
石本よし子

尾山村雀
前山優美子

新作モデルかかるウインドー

鬼灯ほぐす姉と妹

歴史国道イベントの旗
板長の自慢のフライ舌鼓
石置くだけの狹き坪庭

什誌無峠則一什乢叩噛︵文音︶
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山の端を離れし月の僅々と
ゥ虫の音にあかりを寄せて農日記

利

紫

花篝顔をみたしと母がくる

ナゥ新藁の塚にゲートの球ころぶ

手描友禅粋に着こなし

ゆ

永多澄枝
中野泰子

高級車犬を座席に乘りまわす

優

濡れた茶髪を指櫛で柿き

遥かに望む湘南の海

純情を通す一途にほだされて

ぽつかりとメロンの様な月が出た

よ

雀

拝

幸せ願い放す風船

祭り嚇しが遠ざかりゆく
メールクリック孫が大好き

紫

泰

澄

ロボットが立ちて奏者にタクト振る

本丸に佇てば花散る能舞台
燕は低く地をかすめ飛ぶ

ゆ利紫泰澄優雀よゆ利紫泰澄優よ雀ゆ利

八津幡・津幡連句クラブーその二Ｖ

歌仙﹃春の潮﹄
洞窟の仏へ通う春の潮

二羽智子捌

細山芳絵
中田風来
細山吉女
加納俊子
多田芦畔

一羽智子

小川ひろ子

腰のラジオの音を調整

秋刀魚芥芥路地に漂い

藤田小夜子

ナォぎっしりと母が手づくる草の餅

ころころ変わる年金制度
週末を楽しむ加賀の美術館
出湯にゆるり心くつろぐ
過疎進む村を抱きて山眠る

氷が裂けて神のお渡り

絹糸のほぐれるようにたぐり寄せ

甘い口説に早も乱れし

豊かなる胸と添い寝の深情け
この世のことは夢のまた夢

イラクにも今宵の月の澄むならん

爺が自慢の威し銃持つ

試歩を兼ね犬と散策朝夕に

縄文遺跡規模を現す

ナゥからころと下駄の響きもそぞろ寒
芳

士ロ

花並木練って賑わうチンドン屋

汁誌粋に朋二暹寸朋密︵文音︶

風にさそわれ胡蝶舞いたつ

秤
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波ひたひたと匂う岩海苔
畦塗りの日曜農夫鍬研ぎて

熱い視線に恋の予感が

智

萩すすき素朴に活けし月の宿
ゥ酌み交わす温め酒の徳利増え

篭の鶏鵡が呼んだ愛称

風

次つぎと記録を破る王者ぶり

恥ずかしい婚約指輪のエメラルド

叱られながら育つ小童

俊

月涼しビアガーデンのネオン揺れ

ｉ
屈

芳

ふる里へ来て平和噛みしむ

声をかぎりに油蝉鳴く

ひ

小

寺一戸

弾みがついて初球ふっ飛ぶ

待ち切れず拉致へ係わる勇み足

渚に立てば畳気楼たつ

笛を吹く志功天女へ花万朶

風芦芳智芦ひ小芳智俊吉風智俊ひ小吉芦

ハ津幡・津幡連句クラブその三Ｖ

歌仙﹃手毬唄﹂
藤江紫虹捌

酒体愛

藤江紫

松の翠が映える蓬莱

能登やさし風にのりくる手毬唄

小蕎昭岬

藤田暁

多田中へ

水野道

しばし揺れいる庭のぶらんこ

月おぼろそぞろ歩きのお濠端
売れぬ原稿ばんばんに詰め

赤坂久

つばくらめ民芸館の軒先に

真珠夫人の濡れた唇

ナォかげろふをまとい園児の縄電車

史跡めぐりで老いをたのしむ
アリババがあつめし宝せり市に

魔法の杖をとんとひと突き

着ぶくれて笑いをのせて福祉バス

報恩講の数珠を失くして

裏窓を洩れる胡弓のすすり泣き
酔ったふりして肩を抱きしめ

ゆきづりのひと夜の契り忘れかね

行方も知らぬフリーライター

宗匠が焚きつぐ窯に澄める月
名残りの茶事につどう朋輩

ナゥうっすらと霧がながれる白樺湖

口笛とおく憶うふるさと
岩壁に今日も佇む母の影

おれおれ詐欺がねらう留守宅

花の宴新入社員いそがしく

ぼつかり浮かぶ気球のどけし

秤唖什誌轌握朋十一亜叩函︵文音︶

‑194‑

加藤︷正

ゥ昼食はドリップコーヒーヶーキ付き

しのび逢う心はいつか羽ばたいて

シルクハットが似合いですこと

虚空をつかむ朝顔の蔓
定年の夢は涼しき船の旅

忘れ扇に即興のうた

冠木門あけて客待つ武家屋敷

天衣無縫を綴る自分史

一片の柚子香らせて岩魚酒

大道芸を離すさえずり

選挙カー花のアーチをくぐり抜け

史愛紫久道暁定照史愛子代夫雄子代子虹

暁定照史愛紫久道暁定照史愛久道暁定照

ハ津幡・津幡連句クラブーその四Ｖ

歌仙﹃長寿村﹄

ナォ竹刀振る孫大人びて入学す

ひといきで飲むソフトドリンク

イラク戦救援物資運びこむ
自己責任がひとり歩きし

門前に訳ありそうな人の影

吉本芳香捌

吉本芳香
谷本綾子

冬の月起居一畳の座禅堂
悴かむ手こすり合せて

種を浸して準備万端

お高祖頭布で誰を待つやら

啓蟄や働きものの長寿村
しゃぼん玉楽しむ子等を眺めいて

親友の夫と知りつつ深い仲

山本比佐子

犬もいっしょに尻尾ふりつつ

芳

出見世裕子

どこでもドアーあったらいいね

あれこれと趣味に忙し定年後

けっとばしたき未納年金

ナゥ足元にすり寄る子犬そぞろ寒

はるか遠くに霞む山脈

粋唖什姑舜走盟一汁缶印電︵文音︶
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対岸へ渡る舟あり月の潟
酌み交したる酒のまろやか
ゥ秋惜む床しき宿の露地灯り
蹴出しの裾のいつか乱れて

綾

バスッァー桃源郷の花めぐり

別れを告げず旅に出でたる
田舎駅ホームを照らす月明り

出会い系サイトにハマリ身を崩し

比

村上町子
紙谷湖秋
芝田祥子

住民票もどこにあるやら

湖
祥

比

町

漂うてくる秋の潮の香

あきもせず料理番組どの局も

裕

宮嶋茂

貧乏暮らしに入る泥棒
夏の月寝静りたる新団地
簾を通るここちよき風
壇那寺落慶祝う稚児の列

茂

町

インターネットで画像送られ

庭園の築山に舞う花吹雪
池のほとりにゆらぐ陽炎

湖茂比裕綾芳湖祥町比綾芳裕湖茂祥芳綾

八伊勢・つらつら吟社ｖ

半歌仙﹃子午線﹄

中北ひろみ

高山孝子

中北ひろみ捌

子午線のつらぬく街やつばめ来る
榊原由美

昼寝たのしむ木洩れ日の縁
ちぎり絵の和紙を染めゐる母の居て

い

山岸れい子

水澄む村にあがる産声

正

孝

村野正夫

留守番電話ライト点滅

輪入野菜も並ぶ店先

老いらくの恋のつましさ美しさ

い

美

月天心嶺の明るさ極まれり

目玉焼にもハートいっぱい

美

正

み

想い出は音も匂ひもついてをり

孝
孝

ウバス待ちの肩にとまりし赤とんぼ

的をはずれし総理答弁
唱和する十夜念佛月高し

息白き馬馳せる高原

い

美

山Ⅱ圭子

くつろぎの片手にくゆるシガレット

去年の文字をなぞる苗札
樽酒に神も集ひぬ花万朶

やはごち

人力車夫も・憩ふ軟東風

平成十五年五月八日首

平成十五年八月二十五日尾

︵於・大豊和紙和室︶
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八福岡・天神連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃赤ピーマン﹄

八木紫

熟木撤

浅野黍穂捌

筧の水の澄むを掌に受け

赤ピーマン怒りつづけること難し
福田一

柳井栄

ナォ賑やかに声たて送る流し雛
きりりとしまる制服のよさ

退宮の記念講演盛りあがり
職かれゐる古希の恋とか
江田島の別れ祝ひしその昔

冬の座敷に毫光のさす

機織りの鶴の影絵の気高さに
凍頂といふお茶のふるまひ

ベビーカーしゃぶらせている蕎麦ぼうろ

馬鹿の壁から洩れる浪曲

世の中はテロの標的ビルの月

辛口コラム富士の初雪

ナゥ黄落のカフェテラスにクロッキー

翻へりゆくステッチの裾
きっぱりと灰紫に畑暮れる

柳の糸が岸にふらふら

花の香に連句小説読み飽かず

ペーパーナイフ木目うららか

平成十五年十凡二卜六Ⅱ前

水福伐
谷
H1
野

純志黍

︵於・福岡行動医学研究所︶

平成十五年十一月二十三Ｈ尾
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月のぼる謡の声の身にしみて

外野スタンド静もれる夕
焼酎の空缶転ぶ宴のあと
薔薇の零れる佳き肴かな

うるむ瞳に映る想ひ出

ウタペストリー師匠の褒める作となり

日に窮し日にかざしして金指輪

首切るチャンス首相迷へる

発掘の土器真偽いかにと
優勝の予想逆転Ｖならず
ほろいけと臭の呼ぶ山の月
ひそと宿りぬ神留守の床
イョマンテ狩りの儀式も村中で

散りゆく影になほも居残り

親子遍路の憩ふ接待

朝毎の花びらを掃く神経症

暁乃也司乃暁司也暁乃也司乃暁司也暁乃

保穂郎保穂郎保穂郎保穂郎保穂乃暁司也

八福岡・天神連句会ｌその二Ｖ

八木紫暁捌
諏訪欣

福田一

八木紫

ナォ幟立て村の自慢のご開帳
一人芝居で大見栄を切り

ハルウララ当らぬ銭と超人気
あの娘の素足白くふっくら

知らぬ存ぜぬ木彫人形

六本木ヒルズ受難の回転扉

冬の月オリオン連れて沈みゆく

乃司二乃暁二也保暁司司乃

短歌行﹃ポタージュ﹄

ポタージュに石專で乃の字書くうまさ

日永の座敷つどふ友がき
春一番庭の立木も傾きて
福田士心

黒木轍
柳井栄

愚痴いっぱいの熱燗の酔ひ

ナゥ鶏と牛祀るくし天の神

カールブッセに山を背負はす
玻瑠越しに陽射し優しく花の宴

癒えてうれしき初虹のたつ

︵於・福岡行動医学研究所︶

平成十六年三月二十八日首尾
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堰にとどまる芥屑物

ゥ宵寝して思はい方に小望月
田水落っ音かすか聞こゆる

秋祭り男心がリゴレット

ウインクばかり気障なあいつ奴

分かるのか善の研究手に持ちて

華厳の滝をうろうろとする
花かがり夜空をこがす時流れ

少女の抱きし猫の仔の鈴

保也乃二暁二司乃保也暁二

八東京・刀水の宴連句会ｖ

歌仙﹁機嫌よきひと﹂

機嫌よきひと集いてや二月尽

オリンピックはまだ工事中

売るや売らぬや籠盛の花
若鮎の己たのみて躍るらん

萬里城破壁声なし秋の月
まぼろしの道錦秋絵巻
今日も終わりぬ誰にも逢わず

ゥ夢無限彼岸花咲く荒野ゆき
そもそもはリチャード・ギアの目に罪が

ブッシュ坊やは火遊びが好き

缶珈琲手にバス待つ二人
後朝の同窓再会寝もやらで
裏消えて表で消える月涼し
かわいい女の夏の夜の嘘
日がな鏡とにらめっこする

メール打つ手がふと止まる請求書

坂多き小さき町の花吹雪
江戸の小紋に陽炎揺れて

太田島秋山捌

柿生
呑空

ナォ日本丸メインマストに風光る

神も仏も行方知れずに

左衛門

夜ひそか月下の錨は露を噛む

いのち明けゆく秋草の朝

まだ読みきれぬ探偵小説
飛ぶ鳥の帰る翼に便りかけ

私の心誰に告げよう

夜桜や南の果ての雨の音

徳三郎

呑空
柿生
等閑

左衛門

夢女

徳三郎

呑空
弥生
里空
柿生

平成十六年一 月 二 十 八 日 首
平成十六年一 月 二 十 九 日 尾
︵於・弓ケ浜温泉ふたみ家︶

友どちの輪に初虹の立つ

等閑
弥生
夢女
里空

小鈴てふ大柄の妓の走りゆく

色香枯れねど老いることなき

朝の海あなたのコートに包まれて

言葉いらない凍土を踏む

東〜西〜の析あり成田屋面をあげ

中食に亭主の釣った痩せいわし

太田里空
秋山柿生
田島呑空

ニューョークっ子のさんざめく声

矢野徳三郎

利根川左衛門

ナゥ時刻む夜なべ仕事の十七文字

椅子一脚の床屋の看板

米倉等閑
尾形弥生
岡田夢女
徳三郎

里空

左衛門

呑空
柿生
等閑
夢女
弥生
徳三郎

里空
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八徳島・徳島連句懇話会ｌその一Ｖ

ナォとりどりの染卵入れ籠提げて

ン
麺︵麹
焼く匂ひ朝の街角

物憂きは異人館へと続く坂

宙必

漠

満璃

賢次郎

満璃
菊世

歌仙﹁無限大﹄

煙草吸ふ間に雷雨止みたる
端居して日本文化を論じをり
犬との会話バイリンガルで

宙心

吉崎

賢次郎

漠

満璃

漠

菊世

賢次郎

送られしｅメールにはジュテームと

鈴木漠捌
鈴木漠
竹内菊世

＊

柳の下に留まる釣舟

つばくらや虚空にゑがく無限大

寄り添へば真夜告ぐる真実

ナゥ鷹匠の温容鷹は眼に鋭気

かみ

月光はなくてを曝し更けぬくし
アルバムに見るその昔の笑み

忘れ団扇に寿司店の名も

鳴き尽すいのち傍くつくつくし

一一僑満璃

菊世

兎が走る森のはづれを

ジーパンの膝に風穴開けてあり

賢次郎

満璃
菊世
満璃

繕へる垣ペンキ塗りたて

宙心

貧しきも富めるも仰ぐ花の雲

＊無限大⁝数学用語︑記号はあ︶

平成十五年五月二十七日満尾︵文音ＦＡＸ︶

春の行方は蓬莱の島

漠

宙心

漠

菊世

賢次郎

満璃
菊世

賢次郎

宙心

漠

菊世

加宮賢次郎

紀野吉舎

ゆらゆらと母陽炎を歩み来て

にはかに絡む愛恋の情

夕御飯まで待ちかねる子ら
緑陰に喧嘩騒ぎが始まれり
オアシスに観る月は涼しく
ゥ蛇とても地球家族の一員と
映画館ペアなる席が取れなくて

暖簾の酒のたし
みる秋風
うきびかぢ

と

健やかな歯で唐黍を醤るなり
外つ国目指す使節さはやか

青年の決意新たに月昇る

手紙の束はすこし黄ばめる

宗派を問はず経を読む僧
雪山に訪ふ村々を懐かしみ

長音階をなぞる蝿り

ソプラノの声透明に花の下
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八徳烏・徳島連句懇話会ｌその二ｖ

さが

たはし

歌仙﹃束子﹄
ち

片禿びの性もて束子夏なかば

香り幽けく実る青梅

ペダル踏む一団楓と行き過ぎて

見返る先に笑ひ声立ち

夕月の波止に動かぬ太公望

手柄顔して含む利き酒

梅村光明捌

赤坂恒子
加宮賢次郎

岡本信子
梅村光明
西條裕子

信子
恒子
裕子
光明
恒子
信子
光明
裕子
信子
恒子
裕子

装ひはあなた好みと分別し
湯化粧ほのと火照り抑へん

溜息す期待外れの愛の業

競売かかる家財幾許

ネパールへ親善使節花の頃

里神楽つられて月の昇り来る

ぎゆうぎゆう詰めでつつく福ちり

回想のスローモーション眼裏に

わざ

ワあぶり出す文へ茸の場所を秘め
コケティッシュなる君の企み

滑らかに跳ぶ猿の王国

恒子

賢次郎

少年僧の読経のどろか

ね

ナォ音も頻り鶯張りの廊下拭き
しる

試しに伸ばすルーズソックス

書き記すプリマドンナとなる決意

川遡る鮎の銀鱗

張替への網戸に父は難儀して
すべ

からだの内に銃弾を持ち

まぐはひに術なく溶ける倫理観
画像メールが恋のキュピッド

初めてのデート歓喜のシンフォニー

敷石道の続く名苑

月円か忙中閑と影法師

口笛吹けばちちろ鳴きやむ
ヘニ増／︑ｈ︐

ナゥ綜麻繰の囮仕懸けて今度こそ

思ひ通りに運ぶポーヵー
カタコトで世界漫遊満喫す

描きし絵にも春風が吹き
薄墨の花と語らむ小半時

にひくさ

寝転ぶ跡が残る新草

裕子
光明

賢次郎

恒子
信子
光明
恒子
裕子
信子

賢次郎

裕子
光明

賢次郎

光明
信子
恒子
裕子
信子

平成十五年六月十四日満尾︵文音ＦＡＸ︶
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八徳島・徳島連句懇話会ｌその三ｖ

東條士郎捌

ナゥ片方の夏手袋はどこへやら

たそが

指揮棒を追ふ野外演奏

影絵のごとく春の島並

波静か瀬戸は空から黄昏るる

峠の茶屋の名代草餅

樹齢なほ重ねて花はためらはず

香与子子与郎

箙﹁石の段﹄

や

春栄洋春士

しやが

射干咲くや歩幅ほどよき石の段

風ゆるやかに初蛍とぶ

嬉嬉とした時の流れをその儘に

たの

すゑ

世を愉しみて古典耽読
大庇かなた下弦の弓昇る
霧蕃れ渡る陶の里より
ゥ進む過疎睨む案山子の破れ帽子

好きだと言へぬ昭和一桁
老いらくは青きに優る恋と知れ

正座の膝を崩すことなく
方丈の庭に溢るる花明り
親にまとはる馬場の若駒
ナォ振り向くな智恵詣終へ帰る道
乗り遅れたるバスにあかんべ

血のやうな夷の国の酒を酌み

平成十五年六月満尾︵文音ＦＡＸ︶
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郎
香

子香郎子香与子子与郎子香筆子子与

士
執栄洋春
春栄洋春士洋
士栄
洋

猩猩木の燃ゆる店先
月光を宿し煙く氷面鏡

シンデレラ姫踊り疲れて

中上住市東
東田友原條

ハ横浜・都心連句会ｌその一Ｖ

歌仙耐畦詞納俳譜之連歌﹄

ナォ共に住む仔猫三匹大あくび

義

青木秀樹
和田洋子

折口

赴任地の夫の返事は愛想なく

千場秀子

持病数々胃痛頭痛も

その後朝はキリマンジャロで

一﹂

大通り今日開店ののぼり旗

良子

美

伏見はるばる稲荷勧進

琴柱に秘めし恋の恨みょ

巳

坂田武彦
内山良

阿夫利嶺は早や万緑を纒いけり

妖怪の現れ出でし夢枕

この取組で決まる優勝

谷渡りする老鶯の声
玉生うめ子

場所変えて首脳外交月渡る

風感じつつお薄一服
小波に錦流しつ月昇る

袴能足の捌きも軽ろやかに

青木泉子

ネットやや寒ＰＥＡＣＥなるロゴ

美

泉

口紅でアデュ−と書きし三面鏡

ピアノ演奏つづく爽か

鈴木美奈子

小林静司
目黒雨峰
横山わこ
和田忠勝

ワ秋長けてショッピングするパリの色

村上敦子

義

ナゥカルザスの絃身にしむる鳥の歌

弥生期は五百年ほど遡り
ズリナ
紡フ錘
虫入りの骨董の壺

対座の人は眉目秀麗

本屋良子
西部周子
伊藤哲子

良子
宗匠
執筆

執筆前田明水〃横山わこ

宗匠小林静司座配坂田武彦
脇宗匠近藤蕉肝花司千場ひで子
知司大津博山配硯西部周子

︵於・大山阿夫利神社能郷台︶

平成十五年五月二十五日

一間凧の糸目ゆったり

南の島に友の面影

彼こそがわが命なり薔薇棒ぐ

生ⅢⅡ常義

三社祭に粋な半纒

聖堂の壁に残れる弾の跡

仰がるる懸河と咲きし花大樹

泉

原崎弥生
杉内徒司
伊藤薮彦
今村苗

哲

島村暁巳

ドンペリニョン酒のことなり
味噌を搗く月かたわらに一仕事

鈴羊走る雪の東て道

下駄なくて明日の天気が占えぬ

漱石先生髭をしごいて

出航のメインマストは花をうけ

遠潮霞む哲学の煙
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八横浜・都心連句会ｌその二Ｖ

大林杣平先生追悼

歌仙﹃俳譜連歌﹄
杣平仏
土屋実郎
小林静司

士屋実郎・小林静司捌

粛条と塔を遠目の大枯野
さざんか散らし西へ行く雲

秋山よう子

ナォ軒先に小鳥の卵二つ三つ

痩我慢する耳元の虻

︑ｆＬゆえ﹄

良き父を演じ父の日疲れたり
そっと置かれる酔覚めの水

北京から手機のメールは混線し

弁十郎の本心を知る

再会の佳人変わらぬ細うなじ

薩摩藩天保護岸普請絵図

ち上ん

候文は︑で候

ナゥ扁額に行司横綱朱の手形
もんどり打って掴む撒き銭

芦刈舟の離かる大川

宗匠帽板についたる茶俳詰

鶯餅の香りほのかに

粋な暖簾の新蕎麦の店

観能の名残の月は蒼くして

蛭海停雲子

村上敦子
和田忠勝
原崎弥生
和田洋子
高島幸子
坂田武彦

帳幕にひねもす流る花の瀧

︵於・七里浜玉寿司︶

一筆の絵も味わいの春

平成十五年一月五日首尾

注手機⁝中国語で携帯電話のこと
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冬麗気骨を見たり墨跡に
床を背に坐す円福の頬
月明の双樹に吟ず朗々と
案山子の前を過ぎる緬羊
ゥ秋撒を終りて集う祝い酒
はなしの種というつまみ出す

求愛の行動見せるアホウドリ

男は一度伊勢と吉原

秘めたるに社内旅行で噂立ち

司

久良木憲

洋

シャッター通り往きつ還りつ

減量急ぐボクサーの汗

涼風の月下吉の卦告げられる
大漁旗揚がる浜辺の賑わいに

幸

今村苗

追分に佇つ馬頭観音

勝
︑つ

花供養獅子肌の旧師偲ばれて

組体操はかげろうの中

司郎彦雲憲彦う弥憲幸郎弥勝雲洋敦郎苗

ハ横浜・都心連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃飴細工﹄
買初や干支の未の飴細工
孫にそれぞれ弾む年玉

ナォまぼろしの蝶を探しにカメラマン

小林しげと捌

片笑窪ときには嘘と知りながら

楯子の匂う月夜の露天風呂
彼と波長を合わすお喋り

葉裏に爪を立てる空蝉

メモをびっしり埋める丸文字
人知れず悩む痔疾のおぞましく

小林しげと

洋

勝

黄沙のなかに風見鶏佇つ

強情っ張りで脆い人情
改革かはた財政か外交か

でえ

ナゥ江戸っ子は薩長土肥が大嫌い

身の振り方を決めよ跡継ぎ

伯爵の髭突っ張らすしまき来る

聖公会の冴える鐘の音

ガウディの息づく街に流し唄

色若衆の紺の振袖

小張昭一

和田洋子
和田忠勝
村上敦子
高島幸子

昼月と遊ぶか字凧奴凧

茶室の縁に子猫寝そべる

竹馬の友に市会議員も

と

幸

大小の船の航き交う花岬
春の別れを惜しむ浮雲

屋

土

真

平成十五年一月十二日首尾
︵於・横浜抱虚庵実郎居︶
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山裾を畑焼くけむり立ち込めて

口紅さしてテレビ出演

帰したくない雨が降り出す

本番で人気の痴話を地でいって

敦

ゥ新予算バリアフリーに力入れ

ミスを重ねて浮かぶアイデア

それならば智恵の輪を解けパズル解け

と

糺すの森に淡き新月

電線に並ぶ鴉もきょうの秋
肉野菜セットで届くきりたんぼ

雪解の水の透けるせせらぎ

酒は郷里の高清水よし
老杉に一樹の花も奥の院

幸敦勝洋

澄洋幸勝と一幸勝敦洋一と敦幸洋勝と一

八富山・富山県連句協会ｌその一Ｖ

緬嶋裂理蕊薙酢

ナォ面倒な作法もありて炉の名残

キタイスカヤに漂泊の民
北斎の男波女波の格天井

趣味の蒙刻介護しながら

雪起し窓ふるわせて身をちぢめ

売出しの花魁そっと声をかけ

二村文人捌

志田素調
二村文人

傷もつ翁炭小屋の奥

重たき辞書を閉じる数え日

家にあるままが旅なり年暮るる

ようやくわかる鮒鮓の味

嶬ひとつ琉珀の内に歩きつつ

北野眞知子

萌黄の紬母は着こなし

胡麻を干す散居の村に月昇る
疎水くりからとろろ飯屋へ

太平の夢破る銃鑿

ナゥつくばいをなおも丸める庭たたき

宮村千鶴子

袋谷小菊

平訳敏子
山中狐太

いぬじま正一

饅絵仕上げる厚き掌

りん

鈴がゆく托鉢僧の列がゆく

赤信号の長き国道

謙譲に滑侍も少し花守る

餌ねんごろに子雀に撒く

沼

︵於・富山県知事公館︶

平成十五年十二月十山日首尾
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半

正

下駄の音郵便局に近づきて
月光にゆれる真菰の花の先
ごろりごろりと市の冬瓜
ゥ小手かざす癖いつからか雁渡る
ゆいれ

沖に旗見えあれは大漁

喜劇観てそっと不覚の涙ふく

何くれとなく若き兄嫁

尚

瀧澤尚子
伊勢良子
大畑蛍魚
野島一子
大村歌子

三世代並びめでたく結納とか

ひつくり返りもがくかなぶん

残り少なき髪を撫でおり
夏の月子育て飴が店先に

一県

敏

良

正一

七人の敵と別れ独り酒

河原で拾う石に目を入れ
山唄の断も伸びる花盛り
孕み猫寝る揺り椅子の脇

江

夏人千尚子菊歌魚眞一人夏太夏歌菊魚千

八富山・富山県連句協会ｌその二Ｖ

起伽青々識諦坤垂祁錘準血﹄

今は昔の葉隠の町

ナォ清明の雨に心を洗いいる

にわかに下げて躍る相場師

陶工のまず神仏に祈願して

密田主月々

一村文人捌

古戦場新芽立つ丘どこまでも
密田妖子
江沼半夏
中川信子

指のささくれ見せぬ若妻
夜半の月櫓にかかる小京都

鯛大根を二皿も食べ

がみがみとぶつぶつ共に着ぶくれる

窓際に聞く遠蛙稿終えて
ようやく叶う週末の旅
いぬじま正一

ナゥ爽籟の絶えま絶えまの虫愛ずる

平成十六年三月十四日首尾

二

文

︵於・富山県知事公館︶

ひょいと見つけた春の近道

叱られたことも懐かし花主

綴れ袋は姉の手作り

昨年のユーロ貨幣がポケットに

鉄斎の絵に壺中天あり

宅急便で届くどぴろく

男女差別がやかましい折
何事も知ってて許す間柄

タイトル戦重量級に鞍替えし

月渡る着工のめどつかぬ駅
鬼やんま手に得意顔の子

中村恵津子

山中狐太
袋谷小菊

白鳥帰り鎮もれる池

送ったあとで悔やむ恋文

宮尾弘美
瀧澤尚子
藤繩慶昭
寺林狸伯
松永幸子
大村歌子
野島一枝
伊勢良子
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北野眞知子

一途という言葉がぴたり似合う君

宮村千鶴子

ゥどすこいと相撲のしこを教えられ

美空ひばりの有線の曲

脳ドック受けてますかとポスターに

余暇ですまない家庭菜園
寝もやらず瓜番小屋に峰の月

心太突く職人の技

喜寿の母ネイルアートに凝り始め

いつしか馴れて猫がすり寄る

昼の風嵩のふえゆく花筏

大道芸人しゃぼん玉吹く

村

幸人良正夏伯太妖菊尚眞昭太千正眞妖夏

八高松・渚の会ｌその一ｖ

半歌仙﹃原爆忌﹄
ダイインの白き大地や原爆忌

西岡恭平捌

西岡恭平
西岡あい

ぬけがら

佐々木栄一

キャッチコピー

たなごころには蝉の蜆殼

艶﹄つざ﹄つ

早

平

あ

三橋早苗
田岡弘
大鹿節子
陶山泰子
松井洋子

中吊りの惹句広告が語りかけ

欲望の渦われに逆巻く

快晴の予報に侍たる望の月

稲穂揺らせし咽填の風

ゥ赤い羽根仕合せ少しお裾分け

四半世紀経て告げし初恋
イリァン
すは異エ星
人火星近づく

あざなへる縄の人生ゆるみがち
地球にはストーンサークルさまざまに

弘
捨即

神も畏れぬ遺跡提造

盛塩のちょっとくづれて月凍つる

平

枯れ葉の溜る放置自転車
﹁いらっしゃい﹂ペットの鳥がご挨拶

洋

泰

や

くはばらくはばら春雷の煩む
ま

あ

洗はれて花は清らに野も山も
＊

放哉偲び瀬戸に酒撒く

平成十五年八月十五日首

平成十五年九月五日尾

島・南郷庵没︒

︵於・渚亭及び文音︶

＊尾崎放哉⁝自由律俳人︒一九二六年四月七日︑於香川県小豆
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八高松・渚の会その二Ｖ

半歌仙﹃白寿﹄
アカ︑ンアの香り母子をつつみたり
ふるさと

馬車に揺られし故里の夏
ｗｒ一フ

ふＬ﹂勺７

埠頭にはしろき巨船の繋がれて
銅鍛鳴り響きテープさざめく

西岡恭平捌

西岡恭平
本多秀機
本多紀代子

平

西岡あい
中山昭子
機

ロハ

時旧りし座敷に月を招き入れ

枝折戸越しに旅の茄菱

紀

ワジーンズを穿かす案山子のもへじ顔

昭

あ

勘違ひでもいい恋をしてみたい

あ

被りをとれば少女はにかむ
杜鵲を聴きて招くしあはせ

とけん

扶けあひ支へあひたき人の世に

平

機

昭

紀
平

まんさん

モル−デンス
自ホ由
主義者未来明るく
煮凝と湯豆腐月に踊冊と
客を呼び込む終金比羅

機

うちは

しまひ

プールでの歩行体操怠らず
土問いちめんに団扇干さるる
いやきか

あ

弥栄の城をうづめて花婆娑羅
さはら

白寿祝ふや鰭豊漁

平成十五年八月二十二日首

平成十五年九月二日尾

︵於・渚亭及び文音︶
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八八千代・習志野連句会ｖ

歌仙﹃玉珊瑚﹄
四十九院科峰捌
四十九院科峰
藤代羽都江

ナォ売り声も弾むスーパー春野菜
京のみやげに﹁黒豆しぼり﹂

枯山水の砂目の模様

句連衆苦吟も楽し膝送り

五輪を目ざすサッカー試合

帰宅して水仙の香の満つる部屋

応援のチアリーダーと手をにぎり

杉本よしえ

柏屋まんぢゅう仲良く分くる
女優さんユニセフ大使命ぜられ

高台の舞踊教室玉珊瑚
嚇すがごとき群寒雀
抱きあげてころころ笑ふ孫の居て

よ

月見上ぐ夜空の彼方戦火燃ゆ
儘即

羽

倍即

よ

峰

骨折癒えて秋の遍路へ

迷彩服の自衛隊貝

ナゥ陶工の辿りし末の皿の色

街頭で平和祈願の署名する

藤代羽都江邸︶

折鶴の袈裟かけし弁天
全山の花の吹雪を眺望し
春の流れをめぐる八シ橋

︵於

月二十二日首
月二十九日尾
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放置自転車異国へおくる

パソコン覚え友の増えけり

山下節代
大野利丘

ゥ黄落の坂上りきる美術館
待ちくたびれし携帯電話

落葉松へかかる月かげそぞろ寒

夕日に映える山里の柿

一豊の妻にあやかり像みつむ

穴底で命乞ひする独裁者
イラク派兵の論議誇誇

丘

羽

何時の日か常夏の月仰ぎたし

羽

丘

焼酎片手沖縄ゆんた

ふたりで選ぶ子授かる札

聖母めくマザーテレサの手の温み

年年
十十

儘即

丘
よ

五五

介護士の弁ときには荒く
屋形船川面に揺るる枝垂れ花

庭の片隅過るてふてふ

平平
成成
十十

節よ節よ峰丘羽よ羽羽丘節丘節丘よ峰羽

ハ志摩・南草連句会その一Ｍ

竹みもみミ も ミ美竹美ミ も美竹もみ美ミ
ヨ
ヨ代
代ヨ
代
代ヨ
四ほりほ子り子女四女子り女四りほ女子

田島竹四捌

島島本岡本

半歌仙﹃潮かけ祭﹄

よき漁師育つ潮かけ祭かな
青い法被の涼しげな稚児
ＣＤの人気アニメは売りきれて

積み残し去る満員のバス
満山の芒良夜に見渡され
カメラ担いで走る稔り田
ゥさんま焼く煙にぬっと宅急便

炭坑節が彼のおはこよ

切なさに書いて又消すラブレター

恋の真砂女も逝ってしまった

また別の生き甲斐求め独り旅

竹馬の友と酌みかはす酒
雪上車消えて鋭き月のこる

竜飛崎へと寄せる荒波

法案に起立で決をとる騒ぎ
大ホームランガムを噛みつつ

しばらくは足湯楽しむ花疲れ

夢の中まで高き朧

平成十五年七月四日首尾

︵於・南草庵︶
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山西坂
田
Ⅲ

田島竹四捌

も章竹章も竹章も竹章も竹章も竹草も竹
伏島島

八志摩・南草連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃蘆柱﹂
流木に腰仰ぐ残月

ナォお遍路も物珍しげ杖を止め

しじらを染める古き工房

見直され特区となりて復活す
パチンコ満開カジノ御法度

汗かいて律儀者みな立ちすくむ

赤い夏帽渡る吊橋

ふたまはり違ふ年の差気にならず

力を併せ夫婦雪掻き

札幌にその名も高きラーメン屋

とんぼ帰りの出張も終へ

月に槍かざす銅像完成し

なんばんぎせる路にうつむく
ナゥハロウィン悪童連の出番くる
待った待ったの将棋うんざり

戦争を無くす運動果てしなく

裏で糸引き世界動かす

花ありて自づと人の集ふ宮

蝸糾生れたり濠にも

秤砿汁琿癖十十卵一汁一服趣︵文音ＰＣ︶
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鷹柱育ちつつある岬かな
そぞろ寒始発のバスの出るならん

学芸会の吾子は主役に
垣根越し隣へ渡す回覧板
とうすみ蜻蛉遊ぶ川筋
振り向きざまに呉れた飴玉

ゥ登山口リュックサックの早や重き

つい知らせもす携帯番号

黒髪の香りの何故か気になって

首相も好きな西部活劇

刺す殺す恋のもつれはご用心

本閉ぢて窓より冬の月眺め

卿起し来る変な雲行き
球界に大沢監督喝を入れ

カウンセラーの責任は大

目高増やそう公園の池

根を継いで花生き生きと舞ふやうに

室田田

り郎四郎り四郎り四郎り四郎り四郎り四

も竹章竹も章竹も章も竹章も竹章も竹章

り四郎四り郎四り郎り四郎り四郎り四郎

八大垣・西美濃連句会ｖ

短歌行﹃下萌ゆる﹄

まだ覚束な鶯の声

形よく残る古墳や下萌ゆる

河合勝子捌

早野さと子

河合勝子
竹内昭子
斉藤繁子
戸田華笙
宮本輝子

海賊鍋が評判を呼び

ナォ磯開き観光客の地引網

縁に腰かけ見る遠花火

夏の夜のホラー映画の吸血鬼

暫し動かい接吻の影

いつしか幼馴ぢみは恋人に

月させば凍蝶の翅美しく

テールランプの消ゆる冬ざれ
ナゥ兄弟の心のこもるクレヨン画

弥生半ばの薄絹の空

白寿迎へし満面の笑み
舞扇かざせば桜盛りなり
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春場所の枡席の券手に入れて
テーブルクロス野葡萄の柄

繁

華

勝

洋

昭

繁

希望をいだき回す地球儀
ゥ思馳す砂漠の国へ月今宵

新米の弁当彼に届けむと
押かけ女房魅力たっぷり
嬰を背に両の腕に双児抱く
ささやかな夢庭つきの家

吠えるを忘れ春眠の犬

札所寺枝垂るる花のゆらゆらと

平成十五年Ⅲ月十七Ⅱ首
平成十五年五吋二十Ｕ尾
︵於・大垣スイトピアセンター︶

昭勝洋華輝昭繁洋華勝さ洋

八東京・にほんご連句会ｖ

とき

半歌仙﹃良き時間ぞ﹄

鈴木六美
柳沢その

古宮まゆみ捌

名峰近く春暁の風呂

聡りの夢に現に良き時間ぞ
石崎一癸

杉田寺矛

岡本夕子
古宮まゆみ

散歩車に園児満載

草紅葉踏み水琴窟ヘ

さくら東風的に礼して矢を放ち
月晧々野猫よこぎるドッグラン

そ

葵

香

ま

夕

手練手管と知りつつころりと
香林香

ゥ大樽に葡萄酒醸すコモ湖畔
彼の写真はシュレッダー行き

ナイフ秘め蹴りたい背中追いかける
＊

Ａ・Ｃ・で催促されなきゃ子を抱かない

そ

ま

夕

葵

ギリシャペースか工事進行
夕凪の肌じりじりと月を待つ
灯に青く透く薄翅かげろう
リフレッシュする雨上がりの街

年金を注ぎ込むエステ︑マッサージ

辛矛

全

瀬戸内海の鯖豊漁

花一樹しだれて大き烏籠に

︵於・下北沢にほんご舎︶

平成十六年四月十三日首尾

＊Ａ・Ｃ・・・・公共広告機構
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桜﹄

綻び

少し綻ぶセーターの袖

グ℃十W．

黙々とハローワークの椅子に待ち

遠ざかる汽車見送っている朝

る朝ら

八所沢俳譜工房ｖ

俳譜トロワ﹃冬﹃
窪田阿空編

箸にかからぬ薯と蒟蒻

末成り

今村十田

クセ

二匡田二匡

℃巳
クニ

上田真而子

左エ

牢牢苗

冬桜

寒の見舞に先ずは酒提げ

兵隊どっこいつも縛られ

末成りのへちま野郎が面を出し
元エ

窪田阿空

今日は障子の目張り済ませる

冬桜ちらほら咲いて良い天気

椋の実

秋の小径に題思いつき

椋の実は椋烏たちにあげましょう

眠る娘と明日の約束

少年独吟

全滅の村へ手を振る峠か

兵士となった少年の

茜雲還ることなき機を送

平成十六年三月末編

‑215

蝶

新種の蝶が見つかったとか

峠越え日に三本のバスの客
川辺りに嶋どち洗う春大根
萩

ぴいひやらら秋の祭りの賑わいに

鼠の付けた萩の菩

嫁に行く隣村から来た使い

牢苗牢
空苗空

八大阪・俳譜接心ｌその一Ｖ

十二調﹁絵双六﹄

若松のみどり千両の紅

膝送り

澗本星女

林道子
若林りえこ

絵双六京の名所を行き戻り

ナノテクノロジーの世紀といわんか

シンセサイザーシルクロードという曲を

星野織
田伏博子

星

博

爆

﹄え

星

銅山の跡の立札月涼し

道

なんと夢二は甘党なりしと

ラインッアー葡萄酒醸す岸々へ

道

よわい

オーナーママは齢百歳

さ︑え

春の神さえ抱き合い給う
峠越え花嫁御寮は馬の背に

菜の花畑に霞む東塔︵薬師寺︶

舌を噛みそうな鶚鵡のおしゃべりよ

平成十五年一月五日首尾

︵於・星女居︶
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八大阪・俳譜接心ｌその二ｖ

十二調﹃夏安居の﹄
膝送り

中野美智子

田伏博子

林道子

夏安居の尼僧のつむり匂いやか
なむあみだ−ぶつ風の涼しき

道

深谷四郎
岡本星女

若林りえ子

イタリアのポリスに英語通じぬとは

これは珍らし青い目の猫
金策に愛用辞典質屋へと
うきひとに逢う春の夜の夢
花名残人の妻とは知りつつも

博

郎

日生

﹄え

二上山の雄峰雌峰

智

寝待月合掌造り渡り行く

新酒祝に松茸飯を

城濠に年中鴨の残り居て
いつとき時雨の濡らす枯芝

平成十五年五月十Ｈ首尾

︵於・星女居︶
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八大阪々俳譜接心ｌその三Ｖ

句合雪月花十二調﹃かにか少︑に﹄
判者岡本星女

かにかくに冑蓮寺湖の月今宵岡本星女

瓶に挿したる芒いが栗左山根於京
枝移りしている烏は何やらん右中津秋野
手焼きメロンパンに行列ずらり右若林りえこ
ワタクシノホネハタイヘンゲンキデス右星野姦
ころもがえ

舌噛みそうな殺し文句︽よ右増田喬子
更衣さまざまの恋しつくして右竹内茂翁
きんいる

女人高野の石段ふうふう左花巻珠枝
シャンパンの泡の黄金色クリスマス左富田定女

旅の楽士と連れのノラ猫右嬢

ペダル漕ぐ沈丁の香をまといつつ左笈川真樹子

右勝ち

野道はるかに霞たなびく左林道子

︵於・名張・青蓮寺レークホテル︶

平成十五年九月十一日首尾
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八大阪・俳譜接心ｌその四Ｖ

笠着俳譜Ｒ﹃七化けの﹄

メキシコになきそぞろ寒さよ

七化けの狐の本性曼珠紗華
アボカドとマッシュルームをサラダにし

眠り猫のお里は日光

どこで吹くのかフルート搦々
異次元の景ぷかぷかと煙草の輪

岡本星女捌

プストス

ナサリオ

岡本星女
プストス・テごテルマ

山内多美子

多村遼
武村利子
大城里水
瀬尾千草
福井直子

凍滝の裏の不動に願かけん

佐久間和宏

雪にうもれて二人で死にたい
そうなのよあなたのものはわたしのもの

佛渕健悟

林道子

矢崎藍
星野漆
吉田白露
稲垣渥子
横山わこ
野島一子

爪を噛むのは悪い癖よと
スパイＫに他郷の月の涼しかり

群青色の皇帝魚の悲しみ

二ＤＫに住んで何十年

酔っぱらうまでは呑まないお酒です

春の夢仇野らしきどこまでも

集音マイク提げる野遊

明日は絵踏みの心定めて
花つむじ卍巴をさながらに

︵於・桜花学園名古屋栄キャンパス︶

平成十五年十月二十五日首尾
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八松山；日水台連句会ｖ

名本敦子
大西素之

歌仙﹃平家谷﹄
沢蟹も祠も赤し平家谷
樺の梢をわたる夏霧
杉山豚望

名本敦子捌

歯刷子を街へしままに返事して
エンジン噴かし誘ふドライブ

ナォ踏青の腰に大きなむすび飯

山の彼方にあるといふ幸

スリッパの片方遣る外気小屋

石田波郷と決めし卒論

すり切れしジーンズなれど眉涼し

愛をささやく白南風の浜

古き政友今日は敵に

整形の美女とも知らず一目惚れ

豚

素

由

トロントに着けば停電騒ぎにて

ナゥ殊の外喜ばれしは菊枕
深き情にうなされる夢

落鮎焼きて客をもてなす

大庇より垂るる藁しべ
接近の火星と並び小望月

たまさかの余暇に籠りて座禅堂

ゥ快癒して少しならばと新酒酌む

敦

湖畔の道を走る自転車

岡田伊勢子

稜線をくっきり月の昇り初め

経済が総裁選の鍵握り
銀座の夜に太る野鼠

朝の日に匂ふ離宮の花の枝
敦
豚

平成十五年八月二十二日首

平成十五年九月十九日尾

︵於・道後向水亭︶
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向井由利子

贈られて返しもならぬネックレス

由

素

竹籠に挿す芒・竜胆

嫌ひといふは好きと決めつけ

由

伊

寒月の雲隠れせし岐れ道
父母のゐる炉辺の懐かし
生活費荷揚作業で賄ひて

伊

素

際限もなく増ゆる国債

ぼろんぼろんとギター爪弾く

キタガミ

豚

琴弾烏の声は悲しも

北上川の堤に花の暮れ残り
子等去りゆけば蜷の這ひ出す

素伊由敦素由豚由素由伊敦素由敦伊素豚

オ

八東京・芭蕉記念館連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃鯛焼や﹄
迦鯛焼や太鼓どろどろ浅草寺

ー右も左も冬晴れの顔

肱若駒へバンジョウ鳴らす牧の柵

胸算用書きしは井原西鶴か

ナオ

ー少年騎手にボスは目礼

道頓堀の舟に灯のいる

時雨の傘に寄り添いてゆく

おふたりさん鮫鰕鍋を堪能し

ハイヒールイラク情勢気にもせず

三枝霧子捌

小嶋信太郎

三枝霧子

平和日本行方は何処

チョコレート食べて記憶の消えぬよう

毬突唄の拍子かろやか

霧

沼尻香寿子

中空の月に火星のぶらさがり

汽笛が太く岩壁に鳴る

信

香

引きよせ見れば紅き玉章
ナウ

掘りあげし遺蹟の貝のしろじろと
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異国語とまどう言葉のとび交いて

信

月低し松が枝古りて波の上

敬老の席微笑たゆとう
碓初猟の一犬二足三鉄砲

香

ウ

ー防人散りし千尋の谷

脇楓楓と天満流鏑馬馳け抜けて

ー山の裾より間こゆ機の音

渡辺ゆり子

奥様何も知らぬが仏

霧

声しのび恋情述ぶる夜の電話

霞をいでて富士の秀麗

平成十五年九月

Ⅱl

︵於・江東区芭蕉記念館︶

十四日首
十五日尾

こころも軽く春の旅立

椴帳の金糸の花の飛び飛びに
霧

ゆ

ふるさとの土蔵の屋根に夏の月

信

香

涼みいつしか賭け事となる
腕まくり尻まくりして酒煽り

霧

悲報に急遼アクセルを踏む

落ちて底なし相撲番付

ゆ

平成十五年十一月

男

執

お隣の芝生の色は青く見え

仰ぎたる高層ビルへ花吹雪

香

ゆ

新入社員背筋真直ぐに

谷

筆男香男ゆ男児信香信霧信ゆ香信霧信香

八東京・芭蕉記念館ｌその二Ｖ

歌仙﹃飛天舞う﹄

松澤晴

松澤晴美捌

に飛天舞う庇の深き春の寺
後喋曲︿

成田淑

オ

子雀のはるかゞ山河を望むらん
松谷雅

ー芽吹きうながし流る楽の音

横断歩道渡る黄の旗

石井一李

︑雌初虹をかけて長城ひと跨ぎ
ナオ

ー無事着陸に胸なでおろす

ほつりほつりと灯の点る頃

サイレンを鳴らさず戻る救急車

角巻の雪を払いて小店開け
真砂女のような恋の編歴

梯子の妙技ほれぼれと見る

江戸っこの気っぷが良くて情の濃く

お誕生日の孫の好物

暹しく大きはさみのロブスター

柿や林檎の稔り豊かに

月今宵火の星近く引き寄せて

ナウ

翅おとしるき蜜蜂の群

脇回し飲む地酒の徳利秋芝居
ーさすらう日々の今も続ける
難民へ世界の善意届かざり

執

江東区芭蕉記念館︶

果なく展く清明の宙

枝垂れては花の命を輝かす

︵於

平成十五年七月二十三日首
平成十五年九月二十四日尾
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ささやかな生活の匂う良夜なる

澄みまさりたる盃洗の水
碓後の雛飾りて市の賑わえり
ウ

プレゼント攻勢シャネル・ルイヴィトン

ｉ嫌なアイッにぱったりと遇う

ともに溺れしバスタブの泡

処理場の能力を越え公害に
土に還れず野ざらしのまま

流木のしずもる渚夏の月

島の祭の神馬冷せる

誇らしく武将の血筋守り通し

親の背を見ず育つ次世代
花万朶バイオの花も混じりおり

朝寝の夢の気宇壮大に

淑淑典淑雅晴雅淑典晴淑典康淑子雄美美

筆典雅季典雅典典季季晴典晴淑淑雅雅晴

八東京・芭蕉記念館連句会ｌその三Ｖ

帽
や
新井世紫捌

矢倉澄

川上綾

新井世

飯田春

狸寝入りの縁先の猫

月冴えて地球の自転止む如く
囲炉裏とろとろ語り部の婆
みえを切る仁王の目玉剥落す

断片は映画の世界幕を閉じ

八百屋お七の二の舞を踏む

ポスト迄恋のチャンスを逃さずに

ウ

１胸元に置く懐紙一帖

鵬名刀の正宗並ぶ芸術祭

素通しの昇降機より月皓々
秋果盛らるる店の賑わい

ジョーカー占い幸先の良き

ｰ

スロープのゴルフコースを闇歩して

オ

爬夏帽や収めきれざる塔の数

貢

ー流れる水の匂う朝涼

仙

ジーパン干さる暮れかねる庭

消ゅることなき碑の文字
遊郭の釣瓶井戸にも花吹雪

古時計変らず今を刻みおり

肱風光るポパイの国へ旅立てり
ナオ
ーテロの傷あと失せぬ亜米利加

肩書きはずれ暮らし気楽に
坊ちゃんは見合いの席に白耕

ひと目惚れして閨の短夜

大柱尺取虫の尺を取り

父の地盤を継ぎし代議士

どの橋を渡ってみても見えぬ先

金毘羅宮へ神のお加護を

吟醸酒かたわらに置き寝待月

出窓に蘭の香り漂う

脇胸を病む身を養いてとろろ汁

放物線描くリボンの新体操

ナウ

ー乙女の祈り消燈を告げ

ドームの隅に燕巣籠る

きらきらと万華鏡めく飛花落花

王宮の跡めぐる春愁

︵於︲江東区芭蕉記念館︶

平成十五年八月二十七日首
平成十五年十月二十二日尾
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歌

綾春世春澄春世綾世春澄綾世澄紅子子紫

澄世春綾春澄世綾春綾澄世綾春澄綾世澄

人岐阜・巴世里連句会ｌその一Ｖ

短歌行﹁植田﹄

︽ォ割烹着小走りで行く春の暮

清水貴久彦捌
清水貴久彦

長電話だんだん変はる父の顔

千鳥親しき貫之の歌

あやとりのもつれもやっと解きほぐれ

友の彼氏が今の彼氏よ

つけつ放しのガスを気にして

大野鵠士
松尾一歩

果て知らぬ濃尾平野の植田かな
のの字のの字を描くまひまひ

自転車に初めて乗れて街角に

士

堀部比呂美

馬淵智美
奥山節子

あすはいづこへ行けるサーカス

鶉合せに運を占ふ

高砂の浜より望む冬の月
役者の常よあだな噂は

猫の背中を撫でる毎日
紋付で白寿を祝ふ花の下

羽酒︶

−フク4−

ゥ幻を見てやらむかと月夜酒

宝司

士

ニゥでかでかと政界入りを報じられ
智

歩

士

泣き顔を覆ふ両手に銀杏散る

同じ大学受けるつもりカ

金平糖に角が一杯

ベタ記事の十行程に目を剥きて

花吹雪海辺の村を包むほど

風やはらかにシャッターを切る

七日首
十一日尾
︵於・岐阜西柳ヶ瀬

比

斜面に並ぶ摘草の篭

平成十五年六月
平成十五年七月

節彦智歩士歩士比歩智士節

ハ岐阜・巴世里連句会ｌその二Ｖ

短歌行﹁蛍﹄
各務恵子
藤塚晶子

各務恵子捌

水辺に重き紫陽花の藍

蛍を呼べば応へる雨蛙
大坪洋子

ォいつの間に善女に変はる遍路道

シャッター前に最大の笑み
見送りは涙隠して手を振って

恵恵

東信雪

笑顔で並ぶ年上の部下

心中沙汰も二度は叶はず
絶壁も自由自在に鴎飛ぶ

恵

旅立ちの鞄に荷物詰め込みて

洋

日串

亭主の手なる菊の一幅

永田町へと帰る現実

ふるまふ鍋に選ぶ虎河豚
冴ゆる月温泉宿を青く染め
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ゥさんざめく酒盛りの座に月高し

維

廣瀬矢須維

ゥ台本にない失言で職を辞し
幾たびも起き上がる小法師

衣の上に紐のいろいろ

草庵の軒先低く吊し柿

洋

雪

企画会議は夜を徹して

あすはまた他人の仲に戻るとも

すべてを包み笑ふ山々

運命は天にまかせて花の陰
日弱

洋

巣より落ちたる子雀の声

花びらのビル風に乗り天翔る

平成十五年六月七日首

恵

︵於・岐阜西柳ヶ瀬・羽酒︶

平成十五年七月二十一日尾

真

真洋

真

大大

真恵
希
晶子子晶

大

乾大
竹

各

Ａ岐阜・巴世里連句会Ｉその三Ｖ

歌仙﹃虫の音﹄
虫の音の書斎を閉ぢて仕舞風呂

窓にぽつかり真夜中の月
竹取の翁が伐りし竹ありて

清水貴久彦捌

お国説りで酌み交す酒

｜︽ォ杖突いてお伊勢参りもえじゃないか

鏡に胸の底を知られて

ステージの上はよそよそしくしても

みすみす逃す指名推薦

決断の時を一日伸ばしつつ

香ゆたかな蜜柑盛らるる

フラスコに冬至の光きらきらと

清水貴久彦

堀部比呂美

一一ゥ長槍を抱へて木の実降る庭へ

畳を這へる閻魔蟠蝉

僧正の写経机に月の射し

お得意の口三味線のなめらかに
とみに視力の落ちしこのごろ

箕浦卓夫
馬淵智美
大竹恵子
宙心

大野鵠士

比

比

宙心

宙必

人生訓を子らに笑はれ
年金の額何回も確かめて
鞄の奥に銀のデジカメ

比

智

きつねだなにと置ける油揚げ

勅使門捧げ持たばや花一枝

はやりの過ぎたダウンジャケット

十日首

比

さざなみの湖に月照る浮寝烏

比

智

平成十五年九月一

田中晃子

一眼しフの用意万端

平成十五年十一月一 十 四 日 尾
︵於・岐阜西柳ヶ瀬・羽酒︶

−226−

子に読み聞かす図書館の隅
ランドセル靴も重なり賑やかに

青葉若葉に光ちりばめ

ゥ昼寝より覚めて欠伸の眠り猫

庇の下にしやがむ杜子春
上海も北京も訪ね嫁さがし
子ギャルを口説く酔ひにまかせて

記念日を忘れし夜のカップめん

刻み野菜が並ぶ店頭

婚の荷を囲む祖父母も花の陰

士

主婦駆けるサービスタイムあたふたと

腰痛少し残る畑打

士彦士彦士彦士彦士彦恵士比智士士恵比

八八戸・八戸俳譜倶楽部ｖ

八戸俳詣倶楽部創立百周年記念

歌仙﹃梅香会俳譜之連歌﹄

ナォ春なれや鉄幹の歌朗々と
けむりのごとく栄枯盛衰

高橋千恵

佐々木蔦芳

星丘庵三ヶ森青雲

スポーツの選手結納報じられ

星泉苑佐々木茂子

星東庵杉本東舟
星順苑山下節子
星森庵森きよし
星晨苑星多希子
蛯潴晶子
蟹沢幸治
雄消苑浦水雪江
河村静香

十六世百文軒野田尚

野沢しの武

新幹線で歌舞伎観にゆく

ゥ鬼灯は八幡まつりの土産にて

だまされやすき女可愛い

占ひの灯に足停むる二人連れ
濠端を送りおくられ掌の温み

息子自慢は南部誰りで

ナゥ焼鳥ののれんくぐりて新酒酌む

星秀苑腿野佑美

星真苑江刺白孝女

星林苑藤木倶子
星峨庵岩岡吐雲
星高庵高野和延

三八城の社に太鼓とどろく

今の世は携帯電話手離せず

十六世花Ⅱ堂瀬知和子

折詰の三色団子花筵
西も東も霞棚引く

平成十五年五月十
平成十九年五月十

︵於・八戸市博物館︶

執兼星岳庵郁川宏一

十七世星糊庵閲川竹四

あっけらかんと山笑ひけり

星祥苑佐々木白妙女

星芳苑佐々木ツタ子

外っ国よりの花嫁となる

木附沢麦青

星翠庵吉田敏夫
加藤憲曠
星宮苑宮崎芳子

関川竹四捌

ひとしきり噂話の姦しく
もくもく育つ雲の峰々
恐山いたこ祭りに人集ひ
日暮れ間近き雨の一粒

六世星霜庵百嶋北正

釣り舟のまだ見えてゐる岬の鼻

鳳凰も遊べる御代や松の花
若駒駈けるみちのくの牧
星正庵北嶋野の香

星昴苑山田光湖

昔のままの低き家並

士井三乙
星峰庵中居松月
星静苑橋本惇子

観光バスが二台過ぎゆき
市庁舎の前の鈴懸月上げて

籠背負ひくる老婆ありけり

思わざる方へ大きな月が出て

星風苑高橘白晶女

ゆたかにたちし新蕎麦の湯気

熱きコーヒー溶けるクリーム

更けて虫鳴く総理公邸
秋日和園遊会の華やげる

星双庵名久〃白好

あはあはと夕月かかる山の茶屋

聴りの輪に子らの寄りくる

大手門くぐりて仰ぐ花の城

HH
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かぎろひて川の流れのゆるやかに

尾首

八東京・Ｂ面ｖ

歌仙﹃加賀の白山﹄

初ォ日に染みて加賀の白山冬初め

治部煮椀にも箔の丸紋

タッポポと鳴る鼓の音尋めゆきて

芳名帳に長き名を書く
手枕に月を案ずる宿の主

ナォ留学生少しうちとけ春闘けい

やに

脂に汚れし点棒を投げ

琉珀の酒を灯に透かしみる
たまゆらの命のはたて牌三昧

くわっと明けたる猪狩の空

金屏風ありてなほさら暗き部屋

あぐあぐとドカ弁平らげもの足らず

仕付を取って着せる本裁
生さぬ仲妙な気分の昼下り
爆音突とオートバイ過ぐ

カルデラを月に晒して島黙す

盆潮なれば罐場休業

横断幕はぴんと張るもの

ナゥ組み立てる踊櫓も男の手

アイーダの大合唱が揺れてゐる

悲喜こもごもで西へ東へ

森羅万象なくてうららか

常滑に今年の花をあふれさせ

響鰄什極群︲些一朋一封一一叩菌︵文音︶
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小鳥の喉へつくばひの水
初ゥ榧の実のころりころがる平林寺

作務衣すがしと一寸見惚れて

思ひ切り曲ってしまふ恋の道

テレビドラマは夜の湾岸
景況感遠く明りの見えかくれ
畳紙の紐をほどくときめき
川渡御に巫女上気して月淡し

うなじすずしき元結の白
首級とは重たきものよ紅ささん
おあむの語りうっそりと聞く

民百姓来れ醍醐の花茶会

洛中洛外一つ霞に

鈴内
木田

アさ
ち

ちヤちヤちヤちヤちちヤちヤちヤちヤ子

ヤちヤちヤちヤヤちヤちヤちヤちヤちヤ

八川内・東松山連句会ｖ

ナォ﹁ハルウララ﹂高知競馬を下支へ

ゆるやかなれど景気回復

長病みの母に離床の日も近く

落ち葉掃く手に音の忙しき
垣間見し彼の面影が忘られず

歌仙﹃菜の花忌﹄

旅のチケットホームページで

戒能多喜

此の年は予想通りの暖冬に
曽我部登志子

船体のリベット作業始まりて

戒能多喜捌

目のまだ開かぬ仔猫四・五匹

﹁坂の上の雲﹂書架に古り菜の花忌

樋口史子
三好郁子

四苦八苦する金の出処ろ

プチ整形の娘妖しく

帰宅うながすチャイム鳴り出す

親子して月を眺めっ酒を呑み

ワフ9−

ぶらんこを替りばんこに漕ぎ合ふて

史

村上宕王子

木犀の香の漂へる道

鳴き鳴き渡る椋鳥の群

ブリキの玩具蒐集が趣味

ナゥ懇ろに襖貼り替う祖母の技

チャプリンの無声映画の人気また

鎧兜を飾る永き日

平成十五年十二月二十五日首尾

︵於・小野公民館︶

お点前の髪にはらはら花吹雪

栄枯盛衰一炊の夢

登

︷石

史

郁

︷石

多

月光に魚篭の重みを確かめつ

会場埋めし同好の諸士

ゥ呼び込みの乙亥相撲の幟立ち

ピンクレディの噂再び

お見合の写真などには眼もくれず

酔にまかせて唄ふ都々逸

惜しまれて島の分校去るとせん

登

郁

縁台将棋傍目八目

水打ってほてりを冷ます月の庭
きんらんちいんゆうほう

多

︷石

登

史

金蘭も知音・有朋友なりと

団子頬張る口の可愛いさ
燗漫の桜に吊るす小短冊
加茂川くりに誘ふ春風

宕郁多郁史宕多々史宕郁多宕史郁多郁登

郁卯

八二見・日の出連句会ｖ

於

現﹄

中

かんなぎ

井辺

正

め

〃郎於卯郁京郁〃卯〃郁卯郁卯郁卯子径

衆議判

山

根

半歌仙﹃女

芒の穂波海へ誘ふ

虫鳴くや祝詞か細き女蜆
ＦＭを聰くお茶のひととき

月皓々大甕軒に伏せられて

冷しラムネに温る谷水

平成十川年十Ⅱ三Ⅱ首

平成十五年二川十三Ⅱ尼

※女現⁝神に仕える女の人

︵於・御辺卯經宅︶
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だぶだぶの服着せられて散歩犬

なってみたいな透明人間

ゥ湯上りの天瓜粉とは懐しき

最高級と云ふアデランス

お見合でやっと見つけた看護婦さん

モンゴルカ士演歌熱唱

ゆったりと御召列車の来てとまる

拉致問題がこじれ冷えこむ

はしご酒友と別るる冬の月
くさ餅搗けばひとだかりして

狂言が好き﹁やるまいぞやるまいぞ﹂

城趾の丘を覆ひて花の雲

野火の煙をさけて帰れり

松御
世

古

八東京・美々つとｖ

順候式脇起雪
月花十八韻

﹃蒻翠や一

涼しき天にかかる吊橋

起蒻翠や水の越しえぬ巖ひとつ

家々に夕べの灯し点るらん
香りも高く秋果盛らるる

成田淑美捌

品田冨美子

宇咲冬男
成田淑美
仲澤輝子
堀口ハル子
淑

後藤清美
中村ゆみ子

冬支度とて樽洗う母

承富士山の初冠雪の便りあり
パリに恋人ロスにパトロン

年頃をうかうか過すパラサイト

報恩講へ列の長々

坂本昌子
大堀春野

頬寄せし写真の上の薄挨

清

輝

修学旅行宿に足止め

凍月に風邪と腹痛連れ帰る

言田

ハ

清明節のカップラーメン

牌を打つパジャマ姿の春炬燵

ゆ

日日

損害保険受けとるは誰

アシモ君オペラへ首相のお伴して

春

淑

枝さし重ね揺るる結葉

祝宴の夜を彩る大花火

平成十五年八月六日首尾
︵於・池袋東明龍鳳飯店︶

−231−

人神戸・ひよどりｌその一ｖ

百韻﹁実南天﹄
品川鈴子捌

三鳴八千穂

岡田芳子
須賀悦子
内廣廣

代々継ぎし雪見燈篭
芳

初折窓近く紅を極めて実南天

笑顔に惹かれ宝くじ買ふ

寒の水まづ一杯を起きがけに

悦

腰痛に肩にも効かす鍼と灸

棚田を打てば土の芳し
シテ役は雲錦の帯花衣

真っ先に酔ふ仕丁雛にて

一才白布を固く絞りて御身拭

初音にしばし歩みゆるめる

文学賞若き二人が易々と
愛の仕草は猿に倣ひて

嫉妬して直談判に行くところ

泣きの涙で遂に結婚

底濁り有馬の元湯鉄色に
肉も卵も襲ふビールス

幾何文様に壁の落書き

他人から解き放たれて甲板に

街頭でジャズかき鳴らす若者ら

八

廣
悦

クラス会噂などしてほどほどに

忘れてをりし貯金通帳

月照らすつづら曲りの国境
今どき弓矢案山子構えて

八

開く楽しみタイムカプセル

伊達の眼鏡にかなふ冬帽
凍月の軒にたむろの占ひ師

ゥ地震跡ほったらかしの末枯れに

廣

ーゥ下駄はけば久方振りの鼻緒ずれ

秋の扇を何となく持ち

漢方薬の目分量など

宴果てて月見団子をつまみ喰ひ

櫓田のこのあたりより越となり
芳

八

悦

廣

芳

形ばかりの仲人の役

芳

悦

秋鯖提げて友の来るとか
館めぐり芸術祭を満喫し
銀髪を振り乱しては恋談義
彼女はいつもダイヤ欲しがり
告白にとっておきにて茶房へと

獲物かからず大き蜘蛛の囲
官庁の夏期講座にも月射して
転ばぬように靴を買ひ替へ
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八

悦芳

須岡内三
賀田藤鴫

廣千
八芳廣悦芳悦八芳悦廣八芳悦八廣子子
穂芳悦八廣

鎮守の杜の穴に入る蛇
水澄んでシーラカンスを探しもし

善意の傘を駅に戻して

往年の小津映画には泣かされて

遅刻のわけを電池切れとは

︒↑ゥ境内は塵ひとつなき永平寺

弊衣破帽の昭和青春

引越しの予定ようやく本決まり

崖の氷柱を照らす満月

森

倭

歯を抜いて口の中まで冬ざれて

輪ゴム飛ばして倒す人形

錆釘の何度打ってもきかぬこと

婚約指輪そっとはずして

情死とはどんなものかと尋ねられ

師
岡

洋

立看板の脱字なぞめき

地球上どこかで誰か兵となり
いよよかげろふ柤谷の吊橋
金粉と花を浮かべて盃まはし

春の試験もやっと落着く

春のショールを選ぶ楽しみ

酋長はアイタピアピァおのずから

待つ列長く園のふらここ

菜の花のあはひはるかに富士の山

はや店じまひいかなどの耀

川ォ繰り込めばしあわせ村のつちぐもり

ほの酔ひにてもつひに泥吐く

そらん

諸ずるまでに座右の唐詩選

お目当てはなくて草矢をめった打ち

カイゼル髭を焦がす奇術師

水着の紐を彼に結ばせ
独身の宰相支ふ姉御ゐて

相続のあてがひ扶持にふて寝する
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ォ四つ辻に風車売り荷を下し
おすそ分けにとくばる伊予柑

取り返しつかぬ失言又もして
フランス刺繍下絵きめかね
逢ひたさをじっとこらへてさすらへぱ

比翼の鳥の深く契らん

﹁開けゴマ﹂恋の扉に呪文かけ

移り気ぐせのぞろり擾げて

合併も拒みし村の駐在所
わんぱく坊主たへぬすり傷
夏の月みちづれにしてお使ひに

仕掛花火の準備ととのひ
マンネリの党首討論声高く
厨に豆をことことと煮る

芳廣悦八芳廣八芳悦廣芳八廣芳悦廣八悦廣芳八悦廣

倭芳廣洋八悦廣倭八悦廣子八悦廣芳子廣八芳悦八悦

道頓堀に並らぶ釣竿
がたぴしの自転車を追ふ鬼やんま

才槌頭つつく糸瓜忌

月仰ぐわが晩学に飽きもせず

美術展にも包むご祝儀

ゥ戦友に負けてくやしいぱい廻し

又も迷ひし駅の西口

石匠の名を深彫りに標橋

︵於・神戸しあわせの村︶

秤鰄什郵轌十斗叩二十一叩函︵文音︶及
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孫とひそかに通ふパチンコ

春風に乗りて賜る五千円
大内山の垣のうららか
碧い目を瞠る枝垂れし花の傘
ボートレースにあがる歓声

品

鈴
川

悦子洋倭廣芳悦倭洋廣芳悦八

ハ神戸・ひよどり／その二Ｖ

﹃青葉風一
品川鈴子捌

ナォあたたかし窓開け放つケアホーム

護摩木の炎火柱となり

地下道に住みつく男原書繰り
ボンと抜けたる葡萄酒の栓
結葉にかるく手を添え愛誓う

山椒の実を鳩のついぱむ

輪となりておけさを習う月の海

舌にとろける程のステーキ

うかうかと生きて雑事のきりもなし

登

は

芳

登

中田芳子
岸はじめ

阪神ファンねがう優勝

ナゥ笛太鼓杜にひびきて秋祭

焼きもろこしの加減よろしく

組みたてられし恐龍の骨
月天心泥棒稼業そうろそろ

なぐさめの嘘と解れど声かえす

隠れ平家の里のゆかしさ

くいこむような水着まぶしく
吊橋をわざとゆらして庇い遣る

ゥ新宿にゾルゲの映画文化の日

芳

収納に百円グッズ幅きかせ

安田登志子

許されまじき文のやりとり

登

青葉風まとい山門振り仰ぐ

眉目のよき青年医師に口説かれる

迷い仔猫のひとみつぷらに

異常気象にみえぬ売れ筋
英霊に靖国の花咲き揃う

は

は

登

芳

大統領みずからジープ運転し
受話器とおして歌う賛美歌

芳

は

登

登

スノーボードで埋まるゲレンデ

片言交り英語サークル

芳

俳人のテレビ討論それぞれに
遠くきて花の真下に落ち合いし

平成十五年八月十六日尾

平成十五年五月二十五日首

煙なき煙突凛と月冴ゅる

立ちくらみしてすがる街路樹

初幟には子の名筆太

仙

お玉杓子は岸に群れよる

坂

診

範

︵於・北とぴあ︶
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歌

登範芳登芳範登芳範登芳登範芳登子芳登

ハ神戸・ひよどりその三Ｖ

歌仙﹃半夏生﹄
半夏生誰が活けしや連句の座

ナォ春の雨しばし濡れゐて傘ひらき

動物園の午後の静けさ

ガラス越し景徳鎮の藍深く

メールの中に声も姿も

納屋整理手紙見つけてはかどらず

風鈴売りの屋台通りて

地の神の髭剃るごとく草刈女
山本一宙必

石神芳枝

食費削りてプレミアム席

品川鈴子捌

野口喜久子

攪はれし姫貴にしてあどけなく
目ざまし時計鳴るにまかせて
緒方喜代子

名月も火星のそばに傳きて

焼もろこしの香り漂ふ

芳

久

蔵本博美

代

ナゥ今は夢新走り汲む岡田藏
講和待ちたる願ひ空しく
新幹線女性挙手して運転す
鼠ちょろちょろ覗く仏壇

点て出しの帳幕に花ふくらみて

先を競ひて光る若鮎

平成十五年六月二十七日首
平成十五年八月二十二日尾

︵於・柿衞文庫︶
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扇の要はつしと膝打つ

地球儀を回し未来を語るらん

買物籠を犬がくはへて
童唄露地うらの月影淡く
ゆかりの泉柳散り敷く

渡る吊橋恰好の揺れ

岡田禎子

ゥ長椅子にひとり坐りて小鳥待つ

知らぬふりして石ころを蹴り

彼の名を手帖いっぱい埋めつくす

手づくりの小物商ふ駅ひろぱ
久

代

禎
久

寒山拾得絵より抜け出し
東てる月深編笠の笛ひびき

石狩鍋を囲む若人

代

禎

天井の節がえくぼに見えもして

阪神ファン急にふえつつ
満目の落花渦巻く養魚池
幼なら集ふ庭のふらここ

一代久芳禎一代久芳禎一代禎久代一禎久

八神戸・ひよどり連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃ひなげし﹂

ひなげしの庭へ洗濯はでに干す

品川鈴子捌

うさん臭さを隠す覆面

ナォ神門の重ね造りにさへづりて

見なければよかった小町百歳像

泰

蓉

下戸にも新酒すすめ上手は

白雲をよぎりて進む月の船

熱唱し大きくゆれる耳飾
逢瀬に決めし六本木ビル
熟年のいま初恋の不倫熱
金箔細工息をころして

毛虫焼きゐるネロとなりきり

散歩つづけて病知らずに
庭石を陣地に見立て水鉄砲

あくびの泪すぐに乾きて

千

田中千代子

やうやくに山の端に出る望の月

蓉

ナゥ鈴なりの落ちずにさがる零余子にて

森田蓉子
河村泰子

教はりながら茄でる新蕎麦

泰

島の泊りに目覚む湯太鼓

休日は蒐集癖の石拾ひ

伏せある鉢になめくぢの跡

ゥ気にいりの砥部のぐい呑秋深む

蓉

蓉

千

︵於・毎日連句教室︶

時計の鳩の覗く春眠

花便り喜寿の写真も添へられて

平成十五年四月十日首
平成十五年五月八日尾
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ひさしぶりパソコン指の弾むらん

彼も彼女も髪は三つ編み

泰

旅の幸さき立ちし茶柱

電磁波集団動き不穏に

箱入りの妻も老には逆らへず
木魚のんのんこだま返して

雪折の松の匂へる月あかり

千

泰

千

またしても松井の満塁ホームラン

鞍鰊鍋をしきる塩爺

千

泰

蓉

寝て一畳起きて半畳あればよし

有松しぼり着るも嬉しく

紺屋坂随身坂も花ざかり
春泥まみれ戻り来る猫

泰千蓉泰千蓉泰千蓉千泰蓉千泰蓉千泰蓉

八神戸・ひよどり連句会ｌその五Ｖ

ナォシチリアの岬で復活祭の弥撒

齢もあらわに首の年輪

ここまでと手術室へはひとりきり

ふり返えらずに身の上相談

あこがれの絵描き三昧避暑の小屋

範

鮎

水野範子

追って来る月のかけ足塾帰り

ふるさとの井戸澄みて変わらず

釣られたと互いに思い真珠婚

孔雀の恋は尾羽を拡げて

かぐはしく紅茶にたらすブランデー

﹃秋遍路﹄
品川鈴子捌

鮎

案山子展にて特等の賞

端居の噂聞き流しては

範

ナゥ渋滞の車の列に赤とんぼ

長谷川鮎

級長といまも呼ばれる秋遍路
月の光にインコおしゃべり
丸窓に障子貼らんと糊ときて
モトクロス用探すでこぽこ
蜜豆派ところてん派と相席に
見渡すかぎり馬鈴薯の咲く
鮎

範

範

鮎

鮎

地ひびきたてて戦さ近づく
再びの生甲斐さぐる古代史に
弓を引けども的にあたらず
範

花散るを飛びつはねつつ受けんとし

選挙事務所で逢うせ楽しみ

盲導犬と笑いの講義

知らぬまま手紙の遣いさせられし

鮎

寒気団など来るなと言えば

冠雪の北アルプスに昼の月

鮎

阿修羅の王に能を奉納

蓄音器倉の隅へと押し込まれ

ほがらかな百寿の祝いパズルなど

範

竹下昭子
中尾廣美

白の縮面ドレス仕立てに
朝寝もよしと職を退きては

︵於・ＫＣＣハーバーランド教室︶

平成十五年十一月二十日尾

平成十五年十月十六日首

副都心にも霞たなびく

範

ウトランペット朱雀門まで風に乗り

仙

花明りあやつり人形ぶうらりと
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歌

昭廣鮎廣昭廣鮎昭範鮎廣昭範鮎廣昭範鮎

八神戸・ひょんの会ｖ

歌仙﹃虚心﹄

ぬち

鈴木漠捌
鈴木漠

むら

昌子

ナォ伝来の凧合戦の始まりに

良風祈りびいどろの杯

待ち侘びて早乙女が解く紅襟

はい

漠

修二朗

昌子

漠

昌子

漠

修二朗

逢瀬は寺の鐘を聞きつつ

ひたいじになみだ
文楽の相あ対
死に涕して
碑石しとどに竹本座跡
せきれい

鵲鵤は寂しきときも尾をたたき

す

昌子

漠

修二朗

昌子

漠

修二朗

つきよみ

面輪優しも砧打ち終へ
月読は水平線を統べ給ふ
高速艇の行方知れざる
永遠の遺失物そは男とや
あと差し寝入る妻の鰊
修二朗

ナゥ貧しくも燃やし続ける炉の明り

修二朗

昌子

漠

掬うてはまた覆す花筏

︵フアケ／︑ンご＼Ⅲノ︶

修二朗

平成十五年五月一日首尾

坂迎へにて餅をもてなす

生きとし生ける者の啓蟄

＊

ソモサンと殺虫剤に名づけむか

あかぎれ

漠

昌子

宮崎修二朗

漠

松本昌子

ひよんの実や虚心は神に近からん

忘れし唄のひとふしも出よ

みどり児睡る秋の蚊帳裡
月の船金波銀波の雲の上に

ほ

修二朗

性善説をよも疑はず
漠

昌子
修二朗

漠

チチタホ⁝鼓の譜︒
ソモサン︒：作歴生︑疑問の意を表す腫語︒
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もの言はい旅三日目のおでん酒

灯も疎らなる紙漉きの邑
ゥ杉の秀が鎮守の森で背比べ
人恋ふ髪に木洩れ陽の揺れ

胸の動悸と似たる滝音

寄り添へばバックミラーに写りゐて

昌子

ま

くちなはの命通はせ纒けるはや

修二朗

修二朗

漠

夢は五臓の疲れなりとか
雑念を月光浴に浄められ
露置く夜々の鼓チチタホ

昌子

百科事典は開かれたまま

昌子

＊

すいつちよが長き触角震はせて

海峡越ゆる蝶もありなむ

花の精早や蝦夷地へと向ふらし

＊＊

八大津・広野連句会ｖ

脇起歌仙﹃茄子太る﹄

胸中に空洞ありて茄子太る

南の島に視たる夜の虹

天明を翔けゆく鰻に驚きて

あや

村木佐紀夫捌

ナォ蝶生まる埋もれしままの兵馬偏

ハングル文字の小壜漂う

人の手になるものは催し
古びたる柱時計の刻む音

閨秀病みて柳茂れり

流れゆく川の流れに遅速なく

蝉しぐれ土藏の奥に眠る猫

和田悟郎
村木佐紀夫

ものの音して動悸たかまる
夜の更ヶに忍ぶ仕草の御用間

こおろぎの断食道場恋果てて

みそかごと

密事見る月の憎らし

伊藤冬青
増田天志

目的もたぬ旅の︒仕度を

夫
圭月

呪いの解けぬ星座伝説

ナゥタナグラの人形艶に目で笑う

士心

夫

珍らしく真面目腐って訊き直し

長屋揃って明日の段取り
魚走る水に溶けゆく花吹雪
春風胎蕩うつらうつらと

秤鰄什亜斡十或塑一汁明電︵文音︶

−240−

国境も
たぬ民族の群れ
とわ

望の月永久に変わらぬ川の面

雨戸をたたく唐黍の風

ゥ赤とんぼ兵士のひとり夢を見る

故郷に残す妻の名は﹁彩﹂

青
士心

夫
青

しゅん

思い出は村の外れの地藏堂
秘湯巡りの旅も果てなん

夫

あきない

想い通りにゆかぬ商實

青

もたもたと旬の名産買いそびれ

能面師鉈振り上げる冬の月
刻はうつるい鶏の声聞く

圭月

夫

士心

士心

小人といえど人には取得あり

縄文土器に残る指痕

ちらほらの花の姿に春は長け

陽炎もゆる門かたく鎖す

夫志青夫志青夫志々青夫志青夫志青夫志

八仙台・北杜連句塾Ｉその一ｖ

歌仙﹁軍神﹄
狩野康子捌

ナォ原子炉の傷が深手の大八洲

まだありますか天国の席

時給割増し午前二時から

象・騏麟・コーン・コーラが浮遊して

伏流水の清き滴り

赤富士を背に強力の下り来る

此度も恋人未満癒し系

狩野康子
松ノ井洋子

追っかけている母に似た女

軍神のはびこる世はも花を待つ
垂石よう子

在りし日のままの骸に頬ずりし

梵鐘低く渡る如月

鯏叫の紐子ら次々と跳び越えて

秋田てる子

谷田部弓子

栗飯と碁は老いの楽しみ

地平線月と陽のショウ始まりて

香油満たした漆黒の壺

むくろ

透明グッズ流行るこの頃

百つ

熊坂昌子

ナゥ吉良殿の御衣の萎れ菊人形
血の色をしたブランデー杯

︵於・双葉西集会所︶
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紅茶入りシフォンヶーキを十五夜に

村の歴史が地芝居となる

よ

窓々に掲げてありぬ反戦旗

ゥ納屋の隅雑魚寝している案山子たち

て

曰日

洋

社会復帰に新調の服

葉巻のケース隠す本棚

細い糸たぐりホームズ汽車に乗る

昼と夜色変わる石身につけて

平成十五年四月八日首
平成十五年六月十日尾

未来の川へ若鮎のごと

ブランドめざしツアー客行く
花一枝かざして入らん舞の輪に
弓

弓

洋

よ

日日

洋

て

とまどいながらまず添うてみる

改革はかけ声高く破れ傘

北鮮を出る青鷺と月

夜の秋堅き椅子にて福音書

かつて皇室料理番なる
雪の市三角波が目の当り
太棹きつく音締む寒弾

よ昌て弓て洋昌弓昌よて弓洋弓洋昌康て

ハ仙台・北杜連句塾Ｉその二ｖ

二十八宿﹃芳亘

影武者立てて有事想定

ナォ閑春に叫ぶ芸術は爆発だ

バーボンとスコッチ合わせ痛飲し

眠り忘れた回遊魚群

筆玻玻史枝宇枝智宇智史宇玻康

狩野康子捌

木田眞智子

狩野康子

青松毬の姿良き枝

芳一が聴く宍道湖の秋の果
家普請月へ足場を組み上げて

山田史子

智

ナゥいさばやの濁声の路地しゃぼん玉

五体投地鶴になるまで繰り返す
水子となせる吾子のあわれに

戯れのごと七変化揺れ
ゥ市町村合併浮上土用明

史

模型飛行機屋根に不地着

高橋玻斗子
佐藤千枝子

蔵書を売ってパソコンを買い

枝

代々は脇方つとめトンボ切る

夢も塗り込む書割の山

佐々木嘉宇

アダルトな映像突如現われる

玻

遠花火九尾の狐棲むあたり

︵於・佐藤宅︶
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チーズ糸引くピザを切り分く
ブロンズの犬は彼方をひと睨み

視野狭窄に乳房つんつん

智

宇
枝

羽化急ぐ少女の化粧朧月
男くすぐる佐保姫の衣

虚実の間に浮遊する祖母

巻かれたる菅藻の筵納屋の奥

史

奇蹟を待ちし夏の聖堂

縄文土器の破片かぎろう

窓開くあの世この世は花の頃

平成十五年一月三十一日首尾

執

国会中こくりこっくり舟をこぎ

一期一会は仏の裁量

龍一

幸子
恵美

恵美

龍一

よし子

ひたすら主を待てる忠犬
名物の牡蠣の釜蒸し浦泊り
グルメの匂ひはこぶ朔風

ナォ清明の昼を槌音ひびき来て

さみしさは夢にて語りかくる人

八伊勢・勾玉の会ｖ

西村幸子
埜口恵美

ゆび輪はづした指の軽さよ

神の杜碧さひろがる初御空

﹃初御空﹄

山︑龍一

敗者復活アテネを目指し

何ごともプラス思考でゆくことに

小径にほのと香る白梅

龍一

ナゥそぞろ寒体重計にそっと乗る

︵於・伊勢市立図書館︶

龍一

幸子

よし子

龍一

恵美
幸子

よし子

よし子

よし子

あらたまの年おみくじは吉

幸子

藤岡よし子捌

蕗の薑たけかごに盛り愛づるらん

藤間よし子

幸子
恵美

月おぼろ蔵窓のある喫茶店
読書大好き留守番の子ら

幸子

こほろぎの飛びそこねたる涜

龍一

君のセリフが輝きを増し

よし子

手を取りて機上の人となるふたり

恵美

白魚句碑長き﹁し﹄の字に花の雨

よし子

株の値の上がり下がりや夏怒濤

龍一

予想に反し高い天井

文机に豆腐を供へ仰ぐ月

恵美
幸子

平成十六年一月八日首
平成十六年二月五日尾

殿様蛙に道をゆづられ

今年酒酌む親子にこやか

龍一

恵美
幸子

よし子

陶物の里幟はためき

山の端に小さくなりゆく雁の列

花便り求めて旅に出で発ちぬ

きぬぎぬに飲むレモンスカッシュ

胡弓奏者は外科の医師にて
玉三郎和装の所作にある気品
野点の傘にゆらぐかげろふ

ゥこれからの予定がメモにびっしりと

恵美

満月光が照らす竹林

仙

志摩弁を聞く浜辺うららか

−243−

歌

八松山・松山連句協会ｖ

歌仙﹃初荷出す﹄

初荷出す社員の手締めひびきけり

門松に射す朝日燦々

脇に抱へるスピッツの籠

ナォ潮干狩アンパンマンのバスに乗り

夜毎枕を濡らす若妻

中東へ遺書を残して夫は発ち

牡丹鍋囲みて地酒酌み交はし
検診票がちょっと気になる

青野竜斗捌

青野竜斗
永井政子
高木潤

いくらやっても解けぬ知恵の輪

遺伝子か娘の仕草親に似て

久方ぶりに積みし大雪

産土神に愛し児連れて願ほどき

井ノロカズ子

遠き日の思ひ出語る月の宿

政

︵於・松山市・友輪荘︶
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テレビでは公魚釣りを写しゐて

紫雲英の首輪つくる子供等
祝宴におぼろの月の昇るらん

とぎれとぎれに鳴ける蟠蝉

幸屯

潤

ナゥ粧へる山に向かひて絵筆とり

書留で来し褒賞の沙汰

ゥみちのくと決めて書き込む旅程表

力

平成十六年一月十八日首尾

天守小天守つなぐ初虹

アテネを目指し競ふマラソン
名にし負ふ醍醐の花の精に酔ひ

若き等はリラックスして気取りなく

たち
十九・二は十
で芥川賞

メールで約すデパートの前

政

垂屯

潤

湯上がりの肌にほんのり薄化粧

納涼船のデッキ混み合ふ

政

潤

垂屯

潤

政

幸屯

力

この頃はアロハの柄もレトロ調

小錦関は力士廃業

待宵の窓より洩るるこ胡の曲

障子貼り替へ心澄みゆく
はらからの親睦深む秋彼岸

骨董癖は病上膏育

千年の歴史を秘めし花大樹

石庭に舞ふ黄蝶白蝶

政竜潤政竜潤竜政潤政竜潤政竜潤政竜潤

八松山・松山連句教室ｖ

歌仙﹁おいらん草﹄

おいらん草に幼なき恋の甦へる

棚に置かれしアイボロボット

井上弥生捌

由美紀政弥
吉金ロ﹈

ナォ大漁の栄螺・蛤重たくて

慾の深さがちょっと気になる

前髪に白髪ちらりと見ゆる妻
今夜いかがと旅の温泉の宿

浜木綿の香りほのかに何処からか

親を求めて子鹿鳴く声

開かれしレオマワールド華やかに
たよりにするはインターネット

ありがとう．ごめんなさいが口癖で

一行の詩を記す短冊

雲払い月皎々と照りまさり

寂けき中に及ぶ爽籟

ナゥともがらの陶器並びし文化の日

自販機で買う緑茶コーヒー

セールスはお断わりとの札貼りて

春の小袖をしやんと着こなし
罪々と舞う花にまみれし花の下

霞たなぴく遠き山脈

平成十五年八月二日首

︵於・松山連句教室井上宅︶

平成十五年八月十六日尾
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水音涼しくひびく山荘
対局の名人戦を見守りて
新酒お召しの村の長老

玻璃越しに匂うが如き月の影

あれは確かに憧れのひと

ゥ﹁ひょっとこ﹂と﹁おかめ﹂がおどる在祭

阿呆う阿呆うと鴉飛び翔つ

好きなのに好きと言えないもどかしさ

月を細めてつのる木枯

北鮮の拉致問題は埒つかず

母へと届くタルト・羊葵

手を休め憩う間もなき藁仕事
ドクターの健康法は歩くこと

心ほからに吹ける口笛

菩提寺の万朶の花は今まさに
ゆらりゆらゆら燃ゆる陽炎

松武武永井
永智智井上

水政弥由政水水弥政紀美由弥紀樹美子生

政弥由水政弥水政弥由由水政弥由政水弥

八東京一窓連句会ｖ

半歌仙望月時雨﹄
ォ参道はまだ奥のあり青時雨

麻の着物の裾は短かめ

倉橋澄子捌

菅野陽子
深井玲
鈴木アヤ
内田さち子

淡々と退官記念の講終へて

杉浦喜久代

ち

玲

違ひ棚まで古資料の山

竹を伐る背に風楓々と

ひとすぢの川流れゐて月明き

ゥめづらしく三椀替へる茸飯
復活の路面電車ははなやかに

ヤ

小林和恵
白濱節子

世直しひきうけ気力まんまん
意外な出会ひにかくすおどろき
やもめ
老い楽の寡婦と鰈夫であとを引き

野口敏子
敏

玲

ヤ

捺即

着ぶくれの客ちびりちびりと
サイレンに犬の遠吠え月寒し

西も東も放言の束

陽

うづ潮の上の歩道にすくむ足

屋根替すみて青き夕空

倉橋澄子

和

満開の花に時折絵馬の鳴り
来し方すでになくて朧に

︵於・東京女子大学同窓会館︶

平成十五年六月二十日首
平成十五年九月十三日尾
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八神戸・摩耶連句会ｖ

半歌仙﹃春寒し﹂

放たれし野焼の匂い身にまとい

湖面に碧き薄氷の影
河原喜美子

野崎昭子

吉田不可止

佐野千遊
藤原繁子

佐野千遊捌

山また山の古道に入る

春寒し吹き寄せられて鴨かたまる

声渋きおけさ節きく月明り

色も槌せたる恋文の束

裏戸はいつも開けっぱなしに

ゥ朝からの松の手入れもほぼ終り

秀

繁

昭

岩井秀子
伊藤秋二

新酒つがれしぐいのみの盃

煮くずれし魚のうろこ重なりて

秋

不

一塁巨

月を隠して東てている雲

あご埋めて駆け込み寺の女客

ここいらで泥棒稼業の足洗い

不

昭

秋

繁

夜行列車の通過する駅

電光ニュースかけめぐる塔
むく犬に番させている花見莫唾

秀

リストラの辞令に汗のあと樛み

クラリネットを運ぶ春風

平成十五年三月六日首
平成十五年四月三日尾
︵於・神戸市男女共同参凹センター︶
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山村としお捌

なにごとも反りのよく合ふ上司ゐて

丸木せつ子

町野とし子

誰が弾くのか竪琴の冴え

川本政子
村井充子
上杉知栄
判冶泰

松平菩提子

定年すぎて無病息災

伊藤文夫

加藤よしみ

奥山晶子
納富昭子
伊藤千秋
岡田重義
権蛇英明
水谷草央
佐藤清江

遍路杖しばしとどめし紅葉宿

上田忠秀
中坂実宏
市川雄二
大森恵女

小田中柑子

福井栄一

今日の月火星伴なふ宇宙ショウ

曽良句碑辺りすだく虫の音

ニゥ水郷に落鮒釣りをたのしみて

差し入れられし松茸の飯

土地の名もゆかしき過疎の里に住み

高杉動州

だみ声あげてマイク放さず

豐礫と米寿装束花の舞

蟄打ち振る汐まねき達

一︽ォ円座してなどみし一会草餅に

すとんとはまるエープリルフール

引退劇の黒幕は皆

山笑ふ何処かでもののこける音

束の間を袖さへ邪魔と抱き合ひ

山村としお

森本ひさし

へにこそしなめかへりみはせじ

幼な友達つかず離れず

鎌倉に上中下の武者の道
人の世のごと寒椿咲く

幸ひは山の彼方にあると聞く

月明かり庵は深雪に黙しをり

平島由季子

山村勝子
味岡一典
永田照子
豊住敏子
奥田雅生
片山妙子
荒木静子
長家陽子
羽根千恵
松永彰生
杉本従子
福井健二

角田康一

岡本耕史

今岡睦之

小林静司加朱

芭蕉生誕三百六十年記念興行

八四日市・三重県連句協会ｖ

百韻﹃筆始﹄
甲申絵馬に和の字を筆始
中六つなりて飾る串柿

入学生の瞳かがやく

揚げ雲雀空の蒼さにとけこみて

桃盛る親しき街に翁訪はん
流行の忍者辻にあふれる
月今宵忙し藁屋に陶をやく
新刊を繰る風のさやけし
紺のスーツに赤い羽根つけ

ゥ巨大都市ながら水澄む駅に立ち

琴柱膠す愛の告白

バイトの娘タッチも軽くレヂを守る

大詰に来し談合に断

伏眼して合図のおしぼり置いてゆく

ローカル電車のろりのろりと

五輪選紙一重なる舞台裏

小豚の器燥す蚊遣火

城庭のキャンプの子らを月のぞく
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長谷川昌子

デートはいつも私待ち番

中北ひろみ

竹内茂翁
高山孝子
山口圭子
村野正夫

一ゥ白うるか武骨は承知茶碗酒

雛の菓子綺羅をつくしてこぼれをり

空に舞ふうイスシャワーと放つ鳩

外人剣士きりり面つけ

士提を真青にいぬふぐり咲く
滝川史
橋本倫子

小原みどｈノ

春の風稚児の肌着干上げし
平田喜久代

カリオンひびく昼の公園

自転車タクシー初のお目見得

古書市に見つけし友の蔵書印

輸出産業円高に泣く

山口龍一

山岸れい子

榊原由美

ネクタイの品よき柄に心揺れ

信綱を問ふ客人を迎へける

簾巻き上げ神路山見ゆ

釣舟をめざし寄せくる土用波

埜口恵美
小西澄子
西村幸子

余生磨かん趣味の数々
月まどか花守の里花の頃
草萌道は深められつつ

藤岡よし子

世界一周膝栗毛の図

ナォ開帳に善男善女せめぎ合ふ

ロボットに介護任すも夢でなし

東奈緒

初虹かかり願ひひとこと

お布施にも相場といふがありやなし

岡田陽邨

ビタミンＣ百パーセント飴を買ひ

がっちり背なに担ふ人倫

．・ォ時鳥夢の断橋墜ちきたる

飛行機雲は夕焼に染み

暫くは匠の技の花氷

家宝大皿料理盛りつけ

北川英昭
湯浅重好
恒岡弘二
多村遼
後藤秋千
中田泰左
瀬野喜代
田口壬都

松大樹城跡に吹く風のこゑ
出稼ぎらしき焼藷屋ゐて

奥山とみ子

住宅ローン孫の代まで

鼻先に眼鏡ずらして毛糸編み

倉田征子

葉隠れに恋の至極は忍恋

牧野涛女

阪君江

顔を並べてつつく寄せ鍋

塗りたてしペンキに隣り新しく

海人を退き色白となる

池田利一

撫でてほしいと寄って来る猫

三十一文字に心緒述べ候

増田みさを

中世古正郎

名古則子
杉本静子
斎藤正子
山口手巻
山根於京
御辺卯径
松井郁子
野口良夫
増田喬子

気が付けばボタンを一つ掛け違へ

国民年金心ゆるがす

あかぎれを労りながら仕舞風呂

リズムよく打つ伊賀の組紐

文落とすポストに娘耳さとく

過ぎしことこれからのこと月の縁

富田定女
藤井充子
星野漆

諸行無常と鉦叩き鳴く
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ママになる日が近づいてくる

石の狐の阿昨向きあふ

よき笑顔福呼ぶ家と評判に
振舞ひの笛・三弦の入る月見
かまつか燃ゆる蔵町を抜け
ナゥ隠国の稲架の幾重に天守閣
消毒くさきホームドクター
アテネの切符エーゲ見たさに

留学す夫は単身赴任中

香料の蓮の匂ひを尋ね来て
台座あたりに揺れる陽炎

門葉百名春の祝宴

俳聖に供へ候へ花一枝

木村ふう
田島Ｊｂｈノ

西岡美代子

田島竹四
北出楯夫

山本実穂

廣波青
坂本ミョ子

中津秋野
岡森勝彦
稲沢義夫
小林静司
西田青沙

秤鰄廿誌舜企即一十ル叩睡密︵文音︶
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八日立︑水無月連句会Ｉその一Ｖ

﹃またぎの里﹄
後藤算子捌

ナォ一途とも長閖とも聞く場雲雀

やもめ暮しの何時まで続く
忘れゐし幼なじみを夢にみる

後藤算子
片野弥恵
堀江水城

蛍飛び交ふ屋上庭園

末は夫婦と口の端にのり
項傾すうなひをとめの薄衣

秋惜むうたげに異郷の友のゐて

大山とし子

雪切れてざわめき止みし月の宴

分け入ればまたぎの里の初紅葉

箱いっぱいの名入り手拭
腹当をつくり孫待つ終日

雨宮文江

ナゥ赤い羽根つけて柴又帝釈天

人形焼の姿をかしき

鈴虫の籠玄関に置く

いたずら言きの絶へぬ城壁

笑顔をつくる十人の妻
突然に放蕩息子帰り来る

軍縮の国際会議まとまらず

プール開きの列に並ぴぬ

とし子

弥恵
水城

算子

ワＣＤに一日の疲れ癒しをり
チャイムが鳴って戻る現実

猫の子抱きてほほゑむ少女

花吹雪くスクランブルの交差点

水算弥と文算弥水文算水文と水算と弥文

︵於・石神コミュニティセンター︶

平成十五年十月十八日首尾

襲名披露とどこほりなく

服加減とても上手と褒められて

旅の宿インターネットで予約する

とし子

算子
水城
弥恵

学位論文筆は進まず

雪解の雫いつしかやみぬ
声高な政治談義に酒も尽き
口を閉ざして征く人のあり
名刹に大樹の花の枝垂れ咲く

とし子

文江
水城
弥恵
文江

裸木の梢にかかる鎌の月

歯止めのきかぬ自分がそこに

留学の噂にこころ乱されて

思はい方に浮かぶ昼月

仙

畑打つ母を瞼に刻む
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し

し

し

歌

城子恵子江子恵城江子城江子城子子恵江

人日立・水無月連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃初暦﹄
初暦はや吉日を記しをり
奥の座敷に彩絵の春着
ハーブの香り風に乗りくる

秋月捌

根本美茄子

岩下秋月

碓生

舟生笙風
高木遥子
小岩菖蒲

昔日

美

ナォ遠霞六本木ビル揺れてゐる

個人年金考えやうか

フリーターに子はいつまでも安んじて

仔犬の飼えるアパート捜す

裸木をくっきり刻む空の碧

討入りの日をまぼろしに見る

今生の別れを惜しむ草芝居
小さい嘘に本音をさぐる

部屋の鍵返してくれと捨て台詞
敵もさるもの引っ掻くものよ

追ふ猫の尻尾の太き月の宵
最後の授業終えて爽やか

ナカ止まり木で虫の音聞きつ酒呑めば
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剪定の鋏の音のかろやかに

塩梅よろし策の枝豆

魚跳ねて月が踊りぬ湖の面

外されている木戸の閂

ゥ呼ぶ声に応ふるごとく紅葉降る

筑波の里に陽炎の立つ

茶髪にパンク続くため口
渋滞の高速道路それも良し
美

残照に映えて大樹の花吹雪

秋

節の穴から眩しい光

笙

合図して下駄懐にしのび込み

美

︵於・石神コミュニティセンター︶

平成十五年十一月三日首
平成十五年十二月八日尾

緑の牧場子馬が躍る

西の岬に白い灯台

秋

菖

昼げ時チリ紙交換遠くから

青きすすきに照らふ満月

浄土には夏はないかも知れないね

遥
秋

笙

美

女性起業家次次生まる

茶屋の床几で蕨餅食ふ

身をかくす物陰もなき縄手道
連れだちて吉野の花の奥深く

菖美秋笙遥美秋笙遥菖美秋遥美菖笙遥菖

人日立・水無月連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃踊り子﹄
踊り子の越ゆる峠や山笑ふ
あちらこちらに野を焼く煙
香り良く搗きし草餅届ききて
一服どうぞと掛けるひと声

茨穂捌

上條洲紅
長澤矢麻女

洲

茂

宮本茂登
筒井香
安島茨穂

少年野球爽やかな朝

授業に飽きて午後の居眠り

ナォうららかに飛行機雲のどこまでも

土砂降り急に慌てふためく

石砕く発破轟く真弓山

雪駄つっかけ懐手して

たちまちに障子張り替へ客を待つ

燗酒で盃を重ねる切なさよ
貴方はあなたわたしは私

すっきりと二泊三日の旅に出る

洲

香

矢

もっと高くとふらここを漕ぐ

墨堤をそぞろ歩くや花万朶

故郷の山に向ひて言ふこともなし

ナゥ﹁団栗﹂はみんなが好きな喫茶店
我れもわれもとメジャーリーグへ

広島産の牡蠣の宅配

発句心のふつふつと湧く
洋上に船の影見ゆ望の月

気がかりなわざと遅れてくる二人
サブリーダーは背にも目を置く

矢

茂

平成十六年一月二十五日首

︵於・石神コミュニティセンター︶

平成十六年三月十三日尾
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満月や夜通し歩く会のあり
ゥ右行けばコスモス街道まつすぐに

あれこれといつも指図は長兄で

茂

洲

茨

族の集ひに笑顔が並ぶ

茨

次のバス停二キロ先なり

乗り換へのホームで仰ぐ夏の月

香

犬の餌入れ新しくなり

舌に馴染んだ漬物の味

避暑地ばかりが賑ってをり
町おこし花にかけたる心意気

香

まけ

愛婿といびつ茶碗の良く売れて

ひょっこり出て来る四月馬鹿

茨矢香茂茨洲香茨茂矢洲香茂矢茨洲茨矢

八仙台・宮城県連句協会ｖ

オンザロック﹃梅雨の脳﹄
狩野康子捌

百名山から洩れた休火山です

月が出たやつと姫始

川連面痩せて初産の艶初鏡
南の海を儒艮たゆたう

黄金伝説悠久の時

平成→五年八月十一Ⅱ首尾

︵於・勾当台会飢︶

みちのくの色に染まりて花篝

霞を分けていでし森番

旅立ちの聖ペテロには祝福を

まぽろしの魚放つ天上

几連塗り絵からはみ出している太っ腹

こころ全壊震度６強

狩野康子

サマードレスのヘッドハンター

甲子園ぶつかき氷と夢かじる

乞食の吾ただ足るを知るのみぞ

三浦北曲

佐藤千賀子

義務か遊びか膨んでくる梅雨の脳

佐々木らん

史

郎ん

一連六句︑三連以上︑同季二句﹁氷﹂﹁石﹂﹁ロック・ミュージック﹂

オンザロック

座自由律の連を適宜に
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詩集読む子のいつも窓辺で

ん

千

くれない

咲きのぼりたるカンナ真紅

月光に猫の影引き異空間
連隣国の民は炭酸ガス好み

接着剤の効きめ薄れる

農村に生まれたエルヴィス・プレスリー

ひと目惚れだぜ監獄ロック
冬の夜は天使の裸体いつくしむ

浅

千曲郎曲千康

郎曲ん千ん郎

灯心蜻蛉ホバリングする
未来学まなんで化石採集に

千康郎曲康曲
千曲ん康

大字小字雪積る頃

連きらきら光る喪の塩を混沌の世に

酒がつめたく喉とおる

ヴァイオリンからシンバルへ

ピサの斜塔倒れるに賭ける派遣社員

野

Ａ相模原・八千草連句会ｌその一Ｖ

山元志津香捌

十八韻順候式雪月花﹃海鼠となり﹄

起海の詩聴かで海鼠となりにけり

空の碧さをゆらす水仙
乳母車幌全開に嬰の笑み

︵於・世田谷タウンホールらぶらす︶

平成十五年三月七Ｈ首尾
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うぐいす餅は婆のおもたせ

泰禎杏志
津
杏香久禎時杏子子泰杏香禎香禎子子奴香
時久

承予備校のチラシあちこち残る雪

愛の讃歌を今日も弾いてる
亡き夫にあまりにも似て胸踊り
ほだされて買うピンクむらさき

津軽路の地酒の旨き斜陽館

回り燈篭賞でる外人

転子午線の座標めきたる月涼し

飛鳥の暦発掘ニュース

核不安抱く列島ぐるみ割る
きちきちばつた跳びこむ仏間
パソコンでのっぺら棒の友が増え

勧進帳の楽日を予約

結冬桜分水嶺に花こぼす
福茶よるしき志野の大碗

飯中東山
田村
元
田春
中
日

八相模原・八千草連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃兜煮﹂

山元志津香

真木早苗捌

芦川まり

ま

香

早

田口温子
中野英歩
桑原泰子

花島みゆき

真木早苗

暫し待つ鯛の兜煮女正月
壁になだるる繭玉の影

大道芸のぴたり動かず

町角のガラスエ房賑はいて
十五夜の小便小僧笑い出す

たこ壺に挿す野菊刈萱

ゥ地酒選る日向の旅の牧水忌
氣付かぬ中に写真撮らるる
アリバイのしどろもどろに頬を染め

英

離れ座敷の紙灯艶めく

雨音に愛の告白増幅し

泰

戦に果てし兄の蛍か

み

温

香

弁財天の琵琶のトレモロ
葛橋揺れて涼しき月を上げ
きみまろさん賞味期限は貴方にも

み

英

香

フエーン情報知らす携帯
眠る嬰の手離るふうせん

ゆるゆると都電の花見小一時間

︵於・豊島区民センター︶

平成十五年一月十五日首尾
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八相模原・八千草連句会ｌその三ｖ

藤原りくを捌

ハローワークに少し先見え

ナォ嬉しげに空揚げされし陸五郎

地雷撲滅ダイアナ妃亡く

﹁運命﹂のじゃじゃじゃじゃ−んと響かいて

流し目はあなた以外をつなぐ筈

安達太良山にかかる笠雲

大鋸甚

胸のときめく夏炉燃ゆ小屋
ナゥ吐息いま螢袋と揺れており

平成十五年十一月十六日首

新校長のあたたかき夢

花の声耳そばだてて聴きし暁

虻はぶんぶん浮遊調整

秘薬とはやっぱり効かぬ置き薬

金平糖は白から食べる

思い出し鳴る秋のふうりん
鳥獣戯画皆好き鳥羽の僧正忌

デジタルテレビ放送開始
左脳から右脳へ移る寝待月

武井玲

田

午後三時筆を休めてレモンティー

11 1

︵於・相模原市大野南公民館︶

平成十六年一月十五日尾

香昭元を香

玲晴香翠勇香玲勇晴子勇晴

歌仙﹃波風の﹄
波風の立たぬ世界や水中花
ヨットレースの沖へ揚々
パソコンでホテルランチを予約して

辛寿を囲む記念撮影

砂時計良夜の刻を返したり
犬はベストに愛の羽付け
ワ紅葉濃しゴッホの跳ね橋渡り切る

片耳痛しがなる監督

蒲魚が知らず知らずに魅かれゆく

妻妾同衾それあんまりな
ルイビトン横から上から眺めおり

元

軽るがる忍者屋根裏を這い

月凍つる遠吠かすか城の跡

熱燗すすむ定年の旅

貸農園マニアル本とにらめっこ

伝書鳩追う児の瞳きらきら
桜散る身に吹き溜りあるがごと

四国遍路の結願の杖

志
晴英り
津
〈
英を子元香子晴英香晴を晴英香を子子を
昭
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物中藤
江島原
有
賀

山
元
佐
田

翠

八北本・山利喜会ｖ

歌仙﹃積もる雪﹄

司りふり

こんこんとわが裡深く積もる雪

寒禽鳴きて空に突き抜け

粒針不修捌

よろけた先に厄除け地蔵

ナォ白酒を二杯三杯吟味して

火星よりカラー画像の石荒蓼

知らねばこそのしあわせありて
いろいろの生き方あると冬籠る
土手に顔出すすずなすずしろ

退屈なたった一人の大リーグ
平和な国にいくさしかける

リュックの児等で車内にぎやか

不

孝

山田利子
谷内令

世間騒がせこの野郎ども

いたずらに馬齢かさねて是非もなし

ナゥ菊花展受賞の花のやや疲れ
上司おはこの演歌終わらず

靴底よどむ秋霜の径

あなたの胸にいだかれし夢

早過ぎた恋のみのらぬ美登利さん

粒針不修
梅田孝
加膿哲夫
佐藤篤
中西誠

月渡る些事で別れた友思う

妻がやや遅れて歩く戦中派

篤
百

草若葉していのち満開

秤鰔什極哩十二邸一打五即函︵文音︶
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春支度泉に朝の光さし
押し掛けし兵砂漠ですくみ
望月も欠けるが輪廻国もまた

高井百合子

ほれた弱みのそぶりありあり

誠

紅葉かつ散る公園木馬

携帯やパソコンでゆび族躯歌

令

ワ両の手にこぼるるほどの木の実持ち

めだかの学校いまは廃校
夏の月昭和後期もはや歴史
隊はイラクへ原爆忌憂し

不

北帰行ようやく花の弘前へ

ラーゲリの手記読む引揚記念館

利

折口

突如鳴り出す古い目覚まし

孝

花嵐落花狼籍大乱闘

春一番にひとひらの客

篤哲孝不利令誠百哲篤不孝令利百誠篤哲

八大阪・弥生会ｖ

中野美智子

林道子

星野漆

衆議判

賦物恋づくし十二調﹃烏辺山﹄

鳥辺山心中揃いの小袖にて
雪をあざむく白き衿もと

漆

浩林りえ子

ねえあなたワイルドベリーティってどんな味

切手の図柄はクイーンエリザベス

鹿の鳴く夜は寝ねもやられず

えり子

漆

道子

美智子

りえ子

道子

足首にひと目惚れして五十年
熱き想いを抱きポンテベッキオを

筒井筒影踏みをせし十三夜
縄のれんよりのぞく丸雷

ディープキスこれが最後と引き寄せる

だまってそっとさしかける傘桜あめ

美智子

リフレイン

田伏博子

男
男雛
雛女
女雛
雛全をうらむきぬぎぬ
ユカ

舞妓さんのぴらぴら管川床の灯に

︵於・ホテルグランピア爪都ティールーム︶

平成十五年十二川十山Ｈ首尾
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八東京・璃沙連句会ｖ

短歌行﹃赤とんぼ﹄

雄一治彦治雄郎治一苗郎一

今村苗捌

観察日記描くつばくろ

花冷えの山懐に棲み慣れて

川のせせらぎ春の訪れ

ナゥ戦済みイラクに悩む米と英

写経の筆に映る灯の影

牡丹雪止みし曠野を月蒼く

薄目あけてる冬眠の熊

お初に敵討たる岩藤

恋人姉に譲る頃合い

池田耕治
土屋実郎

竪琴の響きが残る胸底に

ナォようやくに運転免許取れました

五風十雨は豊年の兆
小張昭一

庭下駄の緒に翅おろす赤とんぼ

月今宵約なく友の集い来て

居候座敷にごろ寝漫画読み

シングルライフ未練たっぷり

ウサハラから砂の匂いのする葉書

柔肌に仕事の鬼も崩れ去り

ネオンが告げる阪神の勝ち

後悔多し酔い覚めの水
夏の夜の永代橋の人通り

餅花に十千万両の大判が

厄神詣家族総出で

︵於・浦和高校同窓会事務所︶

平成十五年九月十六日首尾
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自慢話に孫のことなど

坂田武彦
阿住一雄
今村苗
彦郎彦治郎彦

八東京・葉門連句会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃母子猿﹄
福島時子捌

福島時子
福島新吾

にこ

群れしすみれの小さき岩窪

春風や和毛吹かるる母子猿
矢口美穂子

語り明かそうわれら還暦

榮螺焼く蓋ことことと香の満ちて

た

楊

今井楊
内田たづ

新

菊人形の眠る公園

ゆったりと川面は月をくだきつつ

絶句したまま木魚を叩き

ゥ袈裟を掛けハンドル握り秋彼岸

美

楊

新

楊

た

時

楊

新

美

楊

釣書き通り上々の婿

御馳走の値踏みしているうるさ型

島を出て嫁に行く唄はずかしぐ
ハイビスカスはふるさとの色

バザールの混雑抜けて暑き月
反戦のデモ野火のごとくに
額づけば鳥居の向こう羽黒山
すみか

旅の翁のむかし偲ばれ
満開のついの栖を飾る花
虻の翅音のよぎる夕暮

平成十五年二月二十六日首

平成十五年三月十八日尾

︵於・世田谷雀鳩亭︶
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八東京・葉門連句会その一一Ｖ

半歌仙﹃風土記の丘﹄

擶烏時子

福島時子捌

色烏や風土記の丘の声澄める
杉日日釜ロ

福島新吾
鈴木啓司
鈴木啓子

稲架を照らして縄文の月
ハイビジョン心の秋を写すらん

町に出づれば人の賑わい
少年も長い襟巻き二重まき

できるなら婚約披露柔道着

サンバのひびき耳を離れず

ワブラジルはイエスの像に守られて

司

賀

司

小松賀津美

新

釜ロ

勝ち負けつかぬ恋のまなざし

サッカーボール蹴り蹴り歩く

出羽三山しかと仰ぎし川下り

ぴいどろの盃に満つ月の酒
技術立国ナノかゲノムか

里

啓

司

釜口

組み合せすこし間違え大発見
ひょうたん池にかえるの卵

賀

加藤万里

花守はただ黙々と花を浴び

新

細道をゆく蝉の先達

春興つきぬ宵の明星

半成十五年二Ⅱ二Ⅱ首

平成十五年三川二十四日尾

︵於・世川谷雀鳩亭︶
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八川口・読売文化センター川口ｖ

松
歌仙﹁正月の﹂

正月の松は緑に座を正す
年賀を述べて参らする屠蘇

躰中縫捌
躰中縫
柏村誠子
岡村和可
安藤君子
笠原悦子

酸素バーでは女性満足

ナォこのところずつと御無沙汰お医者様

奇品珍品銘木の棚

ロタ島や屋久島ものが人気とか

鬼は外福は内とてはぜる豆

二十歳過ぎてもひきこもる日々

おでんつついて話す夜通し
空白のガラス砕けるとき願い

花野はるかに偲ぶ面影

絵草紙の姫には語る胸のたけ

いだらぼっち
大だ太
法師眠りひややか

秋蝶の夕月の下たゆとうて

︵於・読売文化センター川川︶

鳥飛び交いて暖かき風
花衣明治の倫子着付して
弥生の空をみはるかす窓

平成十六年一月首尾
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孫の手をそっと握れば柔らかく
双子の仔犬じゃれあいて居り

縫

お国訓は未だ抜けもせず

ナゥ雨ざんざ一服入れるマイスター

誠

君

和

十六夜の空に一筋雲なびき
敬老の日のなごやかな里
ゥ初紅葉訪ねる旅の京の宿

吉井勇の色紙かかりし

雅
誠

裏庭に錆びたるままの乳母車

コーヒーの香り漂う夕昏れに

縫

悦

和

田中雅子

背水の陣汗をかく月

君

拉致問題の末はどうなる
蜘蛛の囲は銀の水滴光らせて
肩寄せ合ってつぼめたる傘

俳席で決めかねている虚と実と

良い妻も我慢をやめてとんでます

縫

誠

とんと気付かぬ亀の看経
花屑の描く池の面変りつつ

畑焼く煙薄くひろがり

誠雅君和縫悦雅君和縫雅君和誠縫雅君和

八船橋．よみうり文化センター京葉ｖ

半歌仙﹃神の留守﹄
引地冬樹捌

鈴木美奈子

引地冬樹
今村苗

天仰ぎ水飲む鶏や神の留守
ひと叢石蕗の咲ける日溜り

越場由美子

清水敬信

タンバリン児らの顔より大きくて

われもわれもと足踏みならす

美奈子

敬信

満月と火星の出逢い垣間みし
案山子が羽織るブランドの服
ゥ新走りライン下りで振舞われ
頬を染めたは酔いか惚れたか

武蔵丸土俵狭しと引退か

終着駅に遺失物置く

由美子

苗

美奈子

由美子

苗

苗

美奈子

危な絵の大和坐りに息を呑み

コナコーヒーで懐旧の情
うなさか
海境の師と共にあり夏の月
かすかに揺れて軒の風鈴

美奈子

冬樹

苗

苗

Ｑちゃんがトップでマラソン走り抜け

バンダナを巻く犬に引かれて
くれないに荒川を染め花いかだ

春燗漫の淡きぼんぼり

平成十五年十一月十

六日首尾

︵於・うらわ市︶
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八豊田・竜神連句会ｖ

歌仙﹃春竜胆﹄
武藤美恵子Ｉ

長坂節子枡

益美

イスズ

とみ子

ナォ凧つくる熟年夫婦の暇な午後

若いふりしてダンス教室
親切な整形外科は大はやり

とみ子

宇井美和子

どの抽斗も反古でいっぱい

文子
文子

美耶子

毛糸編むバッハのフーガ聴きながら

田中イスズ

美耶子

塚本益美

川面にうつる冬の星たち

畦塗りをする影のちらほら

よく晴れて春竜胆の猿投山

クラス会淡き思いを告げられて
今もラブラブできちゃった婚

とみ子

生まれつき楽天主義ですケセラセラ

長坂節子

イスズ

流行の服を買ってしまった

近藤とみ子

反り屋根の古刹を照らす望の月

蛤の大きなひとつ絵手紙に

益美

美和子

森田美耶子

温めた酒を男同士で

イスズ

美恵子

啼きかわしつつ燕旅立つ

ナゥ気まぐれな世評ひょうたんゆらゆらと

新顔ですがどうぞよろしく
月天心ビルの谷間の赤のれん

ついに戻るか拉致されし人

武藤美恵子

還暦にボランティアーを申し込み

とみ子
イスズ

松井文子

文子
益美

ワ松手入張り切る夫は黙々と

許されぬ恋きっと本物

冷凍食品並ぶテーブル

芝生に鎮座白いブランコ

益美

年金はさてどうなるの論果てず

あなたこそ最後の人と燃え上がり

文子

花あふれきょうで廃線里の駅

︵於・竜神交流館︶

美和子

美耶子

チャンネルを変えスポーツニュース

平成十六年四月十五日首
平成十六年五月二十日尾

夢の満願遍路杖行く
イスズ

イスズ

文子
とみ子

犬の近くに蚊取線香

鉢の中月光に透けメダカ飼う

細工見事なアンティーク家具

アメリカへ家族旅行のご一行

美恵子

文子

襲名披露弥生狂言

艶やかな曼陀羅のごと花吹雪
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八仙台・連句会ひらめきｖ

ナォたえまなくチチチチチチと揚雲雀

千康史江記干秀満江康千康

中村孝史捌

中村孝史
狩野康子

福耳が汝れのささやき聞き分ける

波が残していく二枚貝

おでんの湯気に眼鏡拭いて
ナゥ座禅会日常雑事消え去らず

金杯がめぐる醍醐の花の宴
春虹のもと馬駆けてくる

記

短歌行﹃非常階段﹄

昂るものを静め初猟

非常階段降りて月下の砂漠かな

堀越満里子

美形買われて卵子売ります

鍵穴つきの聖書羊皮紙
糞を焚き遊牧民の憩う刻

鼠志野深秋の気の漂いて
幻の音弾くチェンバロ

横山浜江
小岩秀子

胎動を知らぬ桓峨の冬景色

佐藤千賀子

ゥ逸材を遠き国より招き入れ
君の名問えば昼顔と言い

江

満

史

貯えし鴬針棒のどと

千

ゆったり行こう地産地消で

掌の内のほうたるのほど抗いし

康

付着せし一片の花謎を解き

秀

中

︵於・パル・長町︶
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はじ

セカンドに入れ登る急坂
さびさびと梁山泊の破れ庵
余震にまたも朝寝断たれる

平成卜五年七月三十一日首

平成十五年九月十一日尾

笠

八仙台・連句会﹁遊﹂ｖ

﹃車座﹄

車座の昔ぱなしや花筵

小野寺信一郎捌
小野寺信

奈良榮

中村記

賑やかな声遠足の子ら
休日の一家揃って耕して
小野寺妙

三陸南地震におそわれ

ナォ野原道傘を窄める春の雷

ひとの遺伝子ぜんぶ解読

岩の上うごかぬ亀の甲羅干し

通し燕に軒をとられて

ねんねこの祖母の背中を覚えてる

惜しまれつ余力残して後進に
貰いたる文捨てられぬまま

名高きロケ地ホップ摘み居る

会えば又想い募らす常乙女
眼鏡を替えて変わる容貌
月上るマウナヶァ山天文台

そこは肝胆相照らす仲

ナゥ話題湧く町長選の夜長衆
牌掻き混ぜて振りし殼子
肩書きの取れて自由な旅枕

友が後ろで揺りしふらここ

初花の新設校に取材陣

︵於・森林公園と文音︶
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誰のポケット着信のベル
露天湯に月明かりして湯浴訓

家臣控えし菊の襖絵

ゥ秋扇を手持ち無沙汰に開き閉じ

横槍入る釣り合わぬ縁

舞踏会ガラスの靴をおっことし
サッカ−場にシャトルバス来る

方舟に偽の信者は乗り遅れ

末期に近き癌の診断
羅の修業の僧に月の影
ルー

九￨ノリ
Hj」
￨…￨ ・
七八
I1U
尾首

大法螺吹いて冷酒の酔

年年

合言葉呪縛釈く鍵忘れたり

下凸可▲

鯛口へと続く飛ぴ石

黒塀に枝垂れ桜の武家屋敷

.11. .71‑

仙

蛇穴を出て砦動転

平平
成成
十十

歌

康夫郎子郎康夫子郎康子夫康郎子夫康郎

夫子康郎夫子郎康夫子郎康子夫康郎子夫

八横浜・連句会遊子座ｌその一Ｖ

歌仙﹃コスモス﹄

コスモスの疲れ知らざるそよぎかな

秋の袷の賎引く母
後の月旅路の友も眺むらん
湯けむりの中のばす足腰

和田洋子捌
榎本良之助

和田洋子

辻松雄

ナォ卒業の角帽高く宙に投げ
﹁神舟﹂に乗り周回の夢

文明文化泪々と行く

永き世に何を見たるか埴輪の目

コーランにあけゆく街に住み慣れて

小春の縁に読書ひねもす
雪吊りを映せる池の水清く

可愛いいお手を振りし姫宮
西東肩のカメラはずっしりと

栃木やよひ

皓々と快気祝いて里の月
アンドロメダ座木犀の上

松の鰻重小半の酒
諌武雪諮
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土肥暢子
中井啓輔

姿は見せず時烏鳴く

ナゥ新しき墓を離れいちちろむし

たった今通り抜けたかニュートリノ

ゥ織豊の騎馬は夏野を馳せ巡る

玉生うめ子

秤雌什亜蓉十計朋十皿叩密︵文音︶

見渡す限り野末麗らか

一門の花の下にて揃いたる

青墨の魚大きく口を開け
友のおもたせ手製草餅

こつこつきざむ築刻の文字

予想はずれて終日の雨

助

岡本貞子
木谷藍
和田忠勝
中井淑子
宮脇昌子
木谷英子

辻賢次郎
大駒泰子
佐々木けん

新刊雑誌挿絵評判

引き際に晩節汚す意地っ張り
老いたりと云え強き妻の座
来ぬ人と思えどやはり枕置く

月影にヤマネ冬眠森の奥
小人七人息をころせる
みんな揃ってハモるコーラス

もういいかい探し当てれば手をつなぎ

箱根八里の笑う山なみ

濠割に花の絨毯花の城

雄洋英昌淑勝藍貞け泰郎め籍ひ輔暢雄洋

八横浜・連句会遊子座その二ｖ

歌仙﹁草紅葉﹂
和田忠勝捌

ナォ菩提寺のご開帳にはかかさずに
ボジョレヌーボー予約はやばや

この西の空の果てには戦火燃え

ひと夜明ければ株価高騰
幸福の女神の髪は長からず

客船で行く晩涼の旅

椋鳥群れて帰る山裾

一ページ読みては月に目を休め

何事も無き幸のあり草紅葉
木谷英子
和田忠勝
中井淑子
諫武雪硲
宮脇昌子

君と過ごせるクリスマスイブ
いろり端心も身をもほてらせて
ビジュアル系の猫が寝そべる

佐々木けん

パソコンでリサイクルの輪動き出し

老シェフの腕をふるいしタイ料理

掘出物も多い艦複市

木谷藤皿

鄙の湯宿の女将金髪

打つのを止めて払う残り蚊
ナゥそぞろ寒体調管理万全に
ピレネー越えをめざす巡礼

孫とお出かけ水辺うららか

追うことも追われるもなく夢の日々

歌枕花散るさまの哀と歓

陽炎の中走るり証

秤鰄什琿嘩十計朋一十鄙朋顯︵文音︶
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月の宴得意の料理持ち寄りて
都会の流行おすそ分けする

ゥどこからか寒梅の香のただよいて

四人姉妹の夫々の恋

榎本良之助

大駒泰子
中井啓輔
和田洋子
岡本貞子

乱れ箱眩く交わす朝の顔
誰も聞かない長いスピーチ

我有りと反旗を揚げて離党せし

栃木やよひ

辻賢次郎

大観覧車動くともなく

月を背にアロハ姿のバンドマン

土肥暢子

英

玉生うめ子

白黒のヌーベルバーグ今もなお

辻松雄

オカリナの音に癒える春愁

解読しえぬ略語仮名文字
花の下闇には精の棲む気配

淑勝雄め暢ひ郎助貞洋輔泰藍け昌諮淑勝

ハ横浜・連句会遊子座Ｉその三Ｖ

歌仙﹃ウィッ︑卜の﹄

日向ぼっこに枕する犬

ウィットのふところげ出す春隣

森が育む海の栄養

和田洋子捌

和川洋子
椥Ⅲ忠勝
木谷英子
辻賢次郎
中井淑子
大駒泰子

ナォ眠る児の手にしっかりと風車

胸に莞れて甘き夢見に

まだ若い遊びのはずがハプニング

ラブホテルには入り慣れとる

新しき駅をはさんで静と動

熊笹の原凛と山百合

みみず住む大地に耳をそば立てて

恐れつつおりウイルス蔓延
アングラの経済活動捕捉せよ
染み取りうまい洗濯屋さん

夕月夜マザーグースを口ずさみ

鞘を探しに太刀魚の旅

地味はやせても篤き人情

ナゥ一様に風にふかれて蕎麦の花
諫武雪諮
土肥暢子

お向かいの嫁も姉さと呼びなれる

榎本良之助

木谷註塁

教え子の花の便りを読み返し

什誌舛咋岨一トユ肥壗︵文音︶

凧のびのびと青空に舞う

名残の雪をのぞむ新緑
宮脇昌子
中井啓輔
岡本貞子

辻松雄

秤
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牡蠣飯の香り縁までただよいて

大道芸は野毛のお山に

横綱を目指すと誓う月今宵
運動会はいつもどんじり
ゥ飴細工鶴をたちまち秋祭
喫茶店隅に陣取り長居して

彼の笑顔に返すほほえみ
獄中の人と結婚許される

鴉撫然と高塀の上

文化交流涼し白足袋

月迎えシテは観世の薪能

勝

玉生うめ子

佐々木けん

英

乾杯は古式に沿って杯破り
サマワに翔てる同門の友

遍路道より絶えぬ鈴の音

こころざし清きが哀し花万朶

淑洋郎英勝めけ貞雄輔昌藍暢硲助泰淑郎

ハ茨城・連句倶楽部ｖ

歌仙﹃臭啼く﹄

蒟蒻玉の干さる軒先

臭啼く谷の深さに歩を返す

福田芙紗捌
福田芙

城依
代文
秋野々ｚ

幼な等としりとり遊びきりもなし

趣味で集めた端切れいろいろ

戦谷畔此

藤沼和

香りも清し白菊の束

逃げ足早い少年の掬摸

ナォ村の衆乗込鮒に大はしゃぎ

母ひとり子ひとり他に作男

ロ移しするバタークッキー

抱かれてみたい秘めしあこがれ
柔肌に黒いシルクのキャミソール

遙かに響く教会の鐘

夏痩せて虚子の句碑訪うイギリスへ

捨てた案山子がうす目開けてる

酔っ払い儲けた札をばらまいて
地下道に住むくらしにも慣れ
望の月はち切れそうに照り渡り

﹁はやて﹂で帰る北のふるさと

ナゥ関取りの胸元飾る赤い羽根

半円描く初虹の景

名を変えて川は支流へ岐れゆき

野点の席に双つ蝶々

坂

彦

範

︵於・新宿・滝沢︶

咲き競う花のトンネルくぐり抜け

平成十近年十二Ⅱ十五日首

平成十近年十二Ⅱ二十五Ⅲ尾

‑271‑

汐騒の胸に沁み入る十三夜

謹厳実直父は寡黙に

ゥ秋開けて正倉院に見し古代
ドレス着てお手をどうぞとハーフの娘

世界一周新婚の旅

社民惨敗党首交替

泡残し人魚の夢と消え失せし

ベネチュァンガラス掬うジェラード

夕涼み少しいびつな月の光ゲ
出逢いたる味忘られずシェフの道

物売りの声遠く近くに
み仏の慈悲の心へ仰ぐ花

雨にしっとり茸き終えし屋根

依タヱ悦依文夕〃ヱク子ヱ子子子紗
夕

ヱ紗悦範悦範悦〃範悦紗範ヱ〃悦紗子悦

﹁大滝﹄

八東京・連句研究会ｖ

脇起り
文音百韻

初ォ大滝は奈落へ音を封じけり

衆判︵順︶

阿片瓢郎
山本房子
飯沼三千古

小林梁
房

古
梁
房

高校野球で選手宣誓

東京の孫の自慢を繰り返し

放心の耳虻の掠める

又しても風をうながす花吹雪

自由自在にシャガールの馬

一ォ春の夢今日もバタバタ空を飛ぶ

たった二人の人形劇団

ファンタジィ超現実の時流れ

塩気ひとさじ甘味いや増す

あらがひし後は殊更むつまじく

祭太鼓の遠くひびかふ

くちなしのふと香りくる夜の庭

白帝城も沈む運命

続行か中止か拝めるダムエ事

梁

茜雲空いつぱいに照り映り

この恋は嘘から出たる真かも
皮膜の合ひに本音ひそめて
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しふきの中に小さき虹彩
老松の走り根太く岩を巻き
実に羽衣のかかる枝振り
一双に画伯の生気帳りて

膝を正して香を嗜む

宮仕へやめて別壁の月今宵
啄木鳥たたく山の閑けさ

生死流転の姿まざまざ
美酒月と火星に捧げたり
秋の扉をかざし舞ひつつ

一聯の絵巻にたどる夢のあと
古

梁

古

從祖母に美女の写真を預けられ
もつるる恋をほぐすすべなく

梁

一ゥ文化の日藤間の名取披露宴

都方より客来るらし

初ゥ堂守の棹たかだかと蚊帳を干す

かくばかり真間の手児奈も悩みけん

房

房

房

歴史を語る古き駅名

古

心弾ませ渡る釣り橋

古

小劇場に満つ脂粉の気

古さとに似た山川を右左
のっぺい汁のふつふつと煮え

月の庭子狸ちらり顔を出す

房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁

向き向きに臥す牧場の牛
ゆるやかに教会の鐘流れくる

復興なりし坂多き街

焼けビルも粧ひ変へて寒の月

石の廊下にしばし咳込む
ウィンドゥに写りて寂しわが姿

世の荒波を幾たびか越え
堂々と万朶の花の咲き揃ひ

息子の友は碧い眼の人

↓ゥ炉塞いで部屋ひろびろと客迎へ

﹁婚約﹂とお先走りの週刊誌
質問責めにしどろもどろと

息も継がせぬアカデミー賞

﹁愛してる﹂思はず言った心意です

先頃逝きし母を偲んで

衆目を集むファッション黒づくめ

月影ゆるる夜濯ぎの水

﹁いざの時﹂明治生れの土性骨

受診待つ間の四方山話

糖尿にだめと知りつつ葛饅頭

園児並んで甘茶戴く

花のもと長寿トリオの顔そろへ

ナォ土手伝ひ陽炎燃えるいい日和
移動図書車のゆるゆると行く

与謝野・谷崎・瀬戸内を追ふ

職退いて源氏講座に入会し

百寺巡って平和祈らん

恋三昧とどのつまりは墨衣

底冷えの洛中洛外晴れ渡り

白いのれんの湯豆腐の店
祝ひ酒友の受賞を労ひて
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屋敷稲荷にあそぶ子雀

ォ新庄の昔語りに春惜しみ

えにしも深き俳詣の里

豪商の青とふ女流名を成せる

水茎残る恋文の束

月日越え肌のぬくもり伝ふ品

酌めば六冊にしみる盃
丑の日の幟立ちたる鰻店

そよとも風の吹かい街角
衆院選電光ニュースくり返し

どうなることか税と年金
天上に届かぬ地下の民の声

仁徳陵の深き鎮まり

三日月お濠の水も温むころ

緑いや増す青柳の糸

梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古房梁古房梁古房古

房古梁房古梁房古梁房梁古房古梁房古梁房古梁房古

美の探求に托す一生

寄贈のベンチひとつ空地に

志高く名利は追はざりき

瓦斯燈明く垣の虫の音

角まはり人力車行く十三夜

日向の広縁ままごとの庭

ナゥ干柿に里のたよりを聞く思ひ

秤

廿却獅六山一什私山津︵文音︶
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そっくりの父母の口癖をかしくて

二つ蝶々旧道を往く

夜中に笑ふラジオ番組
六代目襲名終へて育つ芸
干支のお猿も人気絶頂
野仏の落花の衣召し給ふ

梁古房梁房古梁房梁古房古梁

ハ横浜・連句ななの会ｖ

モデルノロジィエコミュージアム

ナォ下町に佃煮買わん暮遅く
春の香りに癒されていて
新説が古くなりたる考古学

銀行の壁に見事な鶚鵡貝
美人テラーに預金日参

冬構えするビルの看板

月凍ててヒールの音のいと高く

ナゥ安酒に河岸を変へたる飲み仲間

財布落としてワイフ鬼面
花の山花に恋する旅続き

剣道部員詣づ義士祭

郎正楓勝正楓郎郎正勝勝楓

土屋実郎捌
ｋ朧実

／原冊子

﹀驚勝

補正
村非昭

郎勝楓昭郎正楓三三夫楓郎

短歌行﹃毛見の沙汰﹄

天仰ぎ地を術し歎ず毛見の沙汰

ジョギング多き朝の川くり

賤が伏せ屋に月を待つ琴
庭の木々紅も深まる秋風に
西瓜片手にあやすみどり児

ワ夏休み宿題こなすボランティア

動かぬカメラ嵩む修理費

びりつけつ誰にもかまってもらえない

目先の愛を追って十八

出来ちゃった若い二人のしたり顔

初花の命をかけて競い咲く

乗込鮒の噂ちらほら

平成十︵年八Ⅱ二十八日荷足
︵於・柳川ビル三階ｋ悔室︶
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一が：

八東京・連楽会ｖ

歌仙夛ヨ圭璽
向う岸まで決めん寒泳

耐えるだけ耐えて落ちけり雪雫
鰻幕を囲むは知事が︑王賓にて
オモ

青春談義酌む今年酒

伊藤緑雨捌

ナォ春眠の目覚め半ばの長電話

口をへの字に写楽役者絵

具眼者もアカデミー賞あのアニメ

還暦あたり人生の山

功もなく大過も無くて冬籠り

高速道をすっ飛ばし行く

ふたりの慶事噂先行

小林静司
中村洋右
小林梁

片富士の肩に渦巻く千切れ雲

アイ

満月に目鼻もつけて園児の画

ミチノク

陸奥の空藍暗きほど

＊

バツなどの二つや三つ何のその

本田耕一

酒井湧甫
伊藤緑雨
高畑自遊
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民のかまどに煙立ち立つ
詩碑の面月煙埋と中天に

ゥ何事ぞ超大国の脅し銃

新社員花の席取り第一課

執

筆遊雨甫一右梁司遊雨甫一右梁司遊雨甫

カトリック教会の典礼聖歌教皇グレゴリウス一世が集大成
南部片富士は岩手山のこと

秤 什亜蓉法題岼叩雷︵文音︶

ボン

甫

受動喫煙防止法とや

イクサ

戦を知らぬ人々の群れ

マッシュルームは何の傘かな？
ナゥ秋蘭けて尚ヒロシマを思ほゆる

気配りを親も教えぬ勝手連

司

右

千里見透す不動玉眼

梁

アガ

上気の裸身つつむ湯けむり

聞かれても化粧の上り分らずに
上

別れてもなお燃えさかる恋の炎に

．ニキ
ワープロ閉じて日記に筆執る

出る釘よりも凡があたたか
遊

雨

月代に応えまばたく蛍籠
巴里祭テープ共に楽しむ

司

＊

梁

右

グレゴリオ聖歌は重きドアの中

伝統守る演能の里

猫の親子が戯れており

花の影薪に揺ぐ神の庭

＊＊

ハ伊勢崎・若泉連句会ｖ

川田一早

十八韻順候式雪月花﹃夏休み﹄

宇咲久︑

筆冬恵章詩恵章詩恵章詩恵冬章乃子男夫

川田章夫捌

気負いて咲ける向日葵の列

起教師たりあるようでなき夏休み
川田宙心

川田詩

にぎやかに新吊り橋の綱を引き

︵於・燕雀庵︵自宅︶︶

4ノノ

恋の悩みを明かせずにいる

平成十五年三月十日首

平成十五年五月二十日尾

十八韻順候式雪月花
﹁あした季寄せの連句必携﹂と﹁平成十五年度版連句年鑑﹂を参
考に︑家族連句を試みました︒十八韻順候式雪月花は︑連句の世
界に入って行こうとする者にとって︑分かりやすい形式だと思
ったからです︒時々︑冬男先生に一直をお願いしましたが︑順
候式なので︑次々とイメージが広がったようです︒私自身も新
しい季語︵秋の雪・若葉の花︶を知ったのは大きな収穫でした︒
十八韻順候式雪月花は︑半歌仙よりも簡便自然でありながら︑伝
統的な詩趣を感得できるので︑﹁連句への誘い﹂に絶好の形式だ

︵川田章夫︶

と実感しました︒私は国語教師なので︑これを機会に高校生と
も十八韻を巻いてみたいと思っています︒そして︑ファミリー

連句や高校生連句の普及に努めたいと思っています︒

勺ワワ

早も小鳥の渡り来たらし
承巡業の父の便りに秋の雪
フロントにうつむく二人頬染めて

朝は静かな京の寺々

流行のフィットパンッの闇歩して

時折聴こゆ犬の遠吠え

冬の紅葉がはらはらと散り
転監獄の小さき窓に東てし月
春なかばスケッチの旅ニースまで

磯遊びしてちょっとお酒を
指笛をまこと巧みに吹ける人
高原列車の小さくなりゆく
緋ペンションの若葉の花の賞でられし

入道雲に力湧き出づ

執

八仙台・若笹連句会ｖ

歌仙﹃ひだまり﹄

ナォ存分に黄金週間本を読み

組の新入り東大卒で

﹁お客様﹂呼ばれまごつく年金課

温泉めぐりてダンスパーティ

小野寺妙子

粧川圭子

笑顔だけチップのコインきれたなら

角巻まいた地蔵六体

囲炉裏辺に遠野民話の国誰り

坂本浩子

笹川圭子捌

薄氷を踏む登校の列

ひだまりを探しに行くや浅き春

無人駅一山鴉巣を立ちて

井上せつ子

純真で白の下着に弱い彼
市議会選挙トップ当選

今日を限りと我に嘘つく

窓越し響くカラオケの声

妙

今野福子

月今宵妖し風舞うビルの谷
湯気盛大に走り蕎麦茄で

福

圭

花便り幼き文字が跳ねており

肩車して星にのばす手

叱られて泣き出しそうなへの字眉

雨予報なりきようの全国

ナゥ角伐の技と見せ場を伝え継ぎ

ブロンドのガイドまぶしい川下り

福

妙

汝のめがねに映るわたくし

航

１Ｊ

安斎盲子

−278−

月の出を待ちつつ母の髪を杭く

眼しばたき唐辛子吊る

ゥ酒好きが下戸にすすめて夜の長し

空港に足留食らう旅初日

妙

伊藤航

写メール機能有るも使えず

志ん朝が逝き消ゆる江戸弁

祭舟月を揺らして湾を出る

福

︵於・若林Ⅸ中央巾民センター︶

平成十五年二Ｈ二十六日首尾

遡り来る若鮎の群

竿竹を売る片陰の街
投薬の食前食後眠る前

妙

せ

川中英子

航

お前百まで生きてどうする
公園のロックバンドに花降りて
ぶらんこ漕げぱゆらり砂文字

英浩せ浩福航圭厚せ妙厚妙せ妙英子圭航

大分県連句の会

鳥取県連句協会

支部長佐々木均太郎

会長音1I1錠治

〒874‑0902別府市青山町272

副会長新11l幸子・永江重昭
高野承子・山崎君子

（0977‑26‑4476）

事務局
連句協会広島県支部

H1中史郎

〒682‑0402烏取県東伯郡関金町大鳥
居関金町教育委員会内

支部長簡橋昭三

事務局

｜面I

上

(0858‑45‑2111,

FAX3961)

〒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1I1素舟

（082‑815‑1914）

刑会促浅沼葛子・三浦*11枝
宮城県連句協会

安部英子

会長狩野康子

訓務,j

ml1会長佐藤千闘子・中村孝史

〒9960()35新庄I1f鉄砲町3−71

内￨Ⅱ素舟

4f務局狩野康子

（023322‑1285）

〒9810924仙台市青葉区双葉ケ丘
2−5−12

連句協会群馬県支部

（022‑271 0005）

〒371‑()81l前橋市朝倉町3‑5
（0272‑61‑2297）
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７

支部長伊藤稜志

連句協会支部

連句協会愛媛県支部

連句協会千葉県支部

顧問東明雅・上田渓水

支部長青野竜斗
事務局長山口博三

支部長下鉢清子
事務局

〒791‑0311松山市白水台1−1−9

〒272‑0021市川市八幡2‑8‑2O

(089‑927‑3231)

伊藤薮彦方（047‑334‑5606）
連句協会関西支部
連句協会岩手県支部

支部長近松寿子

事務局

同

支部長小原啄葉

副支部長志和正巳菅原多つを

〒567茨木市北春日丘2‑13−7

事務局沼宮内凌子

（0726‑23‑8817）

〒020‑01盛岡市西青山2‑4‑41
(0197‑46‑5164)

連句協会石川県支部

連句協会栃木県支部

支部長木上紫雲

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

311支部長高井利夫・田中きみ

田浪富布

津幡町役場

事務局長富閉昌宏

(076‑288‑2121)

〒329‑4406栃木県下都賀郡大平町
下皆川721

連句協会三重県支部

（0282‑43‑2664）

支部長岡本耕史

事務局西田青沙
〒512‑()921四日市市尾平町3768‑188

連句協会富山県支部
支部長二村文人

(0593328931)

事務局
〒930富山市大手5‑l

埼玉県連句協会
顧問金子兜太・宇咲冬男

富山新聞社内

(076491‑8111)

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

支部長鎌田孝義

副支部長廣谷青石・高森秋義

〒363‑0025桶川市下日出谷375‑1

西岡恭平

(048‑787‑4477)

顧問植松晴子

事務局植松晴子

岐阜県連句協会

〒769‑1613香川県三豊郡大野原町

会長伊藤白雲

副会長水野隆・小瀬i砂美

花稲907

理事長大野鵠士

(0875‑52‑2137)

事務局船渡文子
〒502‑0817岐阜市長良福光2521‑12
(058‑231‑1716)
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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

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）

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

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

ることができる。

ことができる。

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

1．
2．

（会計年度）

第30条この会の会計年度は、毎年1月1日に

事業計画および収支予算についての事項
事業報告および収支決算についての事項

3．
4．
5．

役員の選任
名誉会長の推戴
その他この会の業務に関する重要事項で
理事会において必要と認めた事項
（総会の議決方法）

第25条総会の議事は会員である出席者の過半
数をもって決し、可否同数のときは議長の決

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1Hと

するところによる。

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

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。
平成16年4月18日一部改訂。

第27条経常会計の収入は会費、協力金その他

｢連句協会」顧問・名誉会員・評議員及び役員名簿
(願

間）

(評議員）

(役

貝）

会

長

國島十雨・宇咲冬男・土屋実郎
秋元正江・内田素舟・江森峰雲
片山多迦夫･加藤耕子・関川竹四
寺岡情雨・真鍋天魚

副会長

上田溪水
近松寿子・磯直道・中尾青宵
引地冬樹

理事長

小林しげと

'附任理事青木秀樹・青野竜斗・浅野黍穂・
伊藤白雲・伊藤藪彦・伊藤稜志・

理

会
監
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小川廣男・川野蓼艸・島村暁己・
白根順子・富田昌宏・福田太ろを
宮下太郎・八木紫暁
事新井秋芳・今村苗・井門可奈女
植松晴子・臼杵勝児・岡本眸・
狩野康子・品川鈴子・品部一朝・
高橋昭三・西幾多・二村文人・
福田眞空・矢崎藍
計臼杵勝児（兼）
事城戸崎丹花・藤井治

｢連句協会」規約
第1章総
則
（名称）
第1条この会は連句協会という。
（事務所）

第2条この会の事務所は会長の指定する場所
に置く。

（支部）

第3条この会はIII!事会の議決を経て必要の地
に支部をi汁くことができる。
第2章目的および事業
（ l l的）

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、 fi!事長1名、常任理事若干名）
2， 監事2墹
（役員の選任）
第12条理蛎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
び常任即事は即堺会の互選でこれを定める。
（理事の職務）
第13条
1． 公艮はこの会の業務を総理しこの会を代

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
を似1り、連ｲﾘ文芸の興隆に寄与することを目

表する。

2．

的とする。

の職務を代行する。

（事業）

3．

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。
l. 全￨玉l入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.
IKI民文化祭への参加
6．
その他前条のp的を達成するために必要
な覗業
第3章会
員
（種別）

（資梢の喪失）

第9条会員は次の箏曲によってその資格を喪

補佐し即事会の議決に基づき業務に従事す
る。

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

第15条この会の役貝の任期は2年とする。た
だし抑任を妨げない。
（名誉会長）

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

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

また

（名誉会員）

第18条この会に墹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
中から会促が委嘱する。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

応じる。

（評議員）

MMII1なくして会費を1年以上滞納したと
き

（退会）

第19条この会に評磯貝を置くことができる。
評,瀧貝はHI邸会の縦決を経て、会員の中から
会長が委￨獺する。汗縦貝は理事会の諮問に応

第10条会員が退会しようとするときは退会届
を会災に提出しなければならない。
第4章役
員
（繩別）

理事長は会長、副会長を補佐してこの会

の業務を'掌理する。
4． 常任理事は会長、副会長および理事長を

第5章名誉会長、顧問、名誉会員、評議員

第6条この会の会此は次のとおりとする。
1. ｣lf会1i
2．
斜誉会貝
（入会）
第7‑ 'f会l1になろうとする昔は入会金2千
円と所定の会街を納入することにより入会で
きるものとする。
（会甜）
第8条この会の会費は次のとおりとする。
1． 正会員
年額3千円
名誉会員は会鷲を納めることを要しない。

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

じる。

第6章会

議

（即事会）

第20条理事会は原Mﾘとして年3回会長が招集
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句協会規約

3名

磯
直道
師系・宇田零雨連絡先332
0023川口市飯塚4‑4‑7磯直道

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

師系・宇咲冬男連絡先215−
0006川崎市麻生区金程4‑9‑8
（044‑9559886･FAX9882)会員
30名
やまくに連句の会
水谷純一郎
連絡先871‑0712大分県下毛郡山
国町守実水谷純一郎(0979‑62‑
2009)会員33名

山利喜会

っぶ,』,1
粒針

名

土屋実郎

よみうり文化センター京葉
引地冬樹
師系・今泉宇涯連絡先274‑
0812船橋市三咲83‑20引地冬樹
(047‑448‑7260)会員10名
落柿舎連句会
奥西
保
連絡先616‑8395京都市右京区嵯
峨小倉山落柿舎(075‑881‑1953)
会員9名

大和屋別荘連句の会
鈴木春山洞
連絡先791‑8061松山市三津l‑3‑
13鈴木春山洞(089‑951‑0064)
やみつくば会
下房桃篭

連絡先690‑0823松江市西川津町
106O島根大学文学部内(0852‑
32‑6206)会員6名
弥生会
道子

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

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

8059）

連句パワー
浅沼
瑛
師系・眞鍋天魚連絡先241
0825横浜市旭区中希望ケ丘97‑
14浅沼瑛(045‑362‑2717)会員
3名

連楽会
師系・阿片瓢郎連絡先168−
0063杉並区和泉4‑26‑15高畑自
遊(03‑3323‑2454)会員10名
鹿吟舎
池

鈴峰連句会
長谷川昌子

連句会遊子座
和田忠勝
師系・清水瓢左連絡先223‑
0052横浜市港北区綱島東5‑22‑4
和田忠勝(045‑531‑7174)会員12

土屋実郎
師系・清水瓢左連絡先233‑

連句会「遊」
小野寺妙子
連絡先980‑0005仙台市青葉区梅
田町4‑28小野寺妙子(022‑233‑
0693)会員5名

15名

連句倶楽部

井口昌亮

師系・宇田零雨・木村葉山・磯
直道連絡先156‑005711t田谷区
上北沢3‑28‑13内田たづ(03‑

川H1 章夫
師系・宇咲冬男連絡先372‑
0842伊勢崎市馬見塚町11214川
田章夫(0270‑32‑8410)会員8名
若笹連句会
連絡先982‑0003仙台市太白区郡
山2‑9‑11笹川圭子(022‑246‑
2892)会員10名
和光大学
深沢眞二

依子

師系・宇咲冬男連絡先30卜
1636茨城県北相馬郡利根町羽根
野800‑55城依子(0297‑68‑4424）
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」
伊藤敬子
連絡先465‑0083名古屋市名東区
神丘町2‑51‑l伊藤敬子(052

葉門連句会

若泉連句会

連絡先406‑0002山梨県東山梨郡
春日居町別田52俳3深沢眞ニ

0014横浜市港南区上永谷3‑20‑

34士屋実郎(045‑843‑8059)会員

855‑8546）

笹川圭子

城

瑠沙連句会

央歌

連絡先216‑0006川崎市宮前区宮
前平2‑162502池央歌(044‑

名

0023)会員5名

よみうり文化センター川口

連絡先233‑0014横浜市港南区上
永谷3‑2俳34士屋実郎(045‑843‑

高畑自遊

竜神連句会

連絡先513‑0806鈴鹿市算所3‑8‑
10長谷川昌子(0593‑702741)会
員6名

3303‑5457)会員11名

連句ななの会

(048‑251‑3033)

修

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

林

梁(044‑922‑7868）

701‑5050)会員7名
連句研究会

小林
梁
師系・松根東洋城・野村喜舟・
阿片瓢郎連絡先214‑0012川崎
市多摩IX中野島4‑23‑14小林
−35−

3‑2112)会員3名
東松山連句会
宇都宮柏葉

師系・阿片瓢郎連絡先791‑
0245松山市南梅本町619(089‑

中村雄爾
連絡先410‑1126裾野市桃園154
定輪寺内中村雄爾(055‑992‑
0264, FAX993‑2643)会員16名

佐野千遊

肺系・橋間石連絡先654‑
0075神戸市須磨区潮見台町3‑2‑
30佐野干遊(078731‑0334)会員
11名

ふらくたる

975‑3251)会員20名

池永英沙

連絡先673‑0404三木市大村
1074‑383池永英二(0794‑82‑

菱の実会
巌

摩耶連句会

涼江

9047)会員5名

師系・中尾青宵連絡先210‑
0824川崎市川崎区日ノ出1‑15‑
11プロビデンス202巌涼江(044‑
277‑5143)

紅の会

丸亀連句会
今井水映
連絡先763‑8691丸亀市土器町北
1‑18平和写真印刷㈱気付今井水
映(0877‑231300,FAX25‑0664)

神lll 愛子
連絡先5020017岐阜市長良雄総
195‑2神山愛子会員5名

会員6名
三重県連句協会
岡本耕史

美々つと連句会
成田淑美

北杜連句塾

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(049‑252‑5318)会

連絡先981‑0924仙台市青葉区双
葉ケ丘2‑512狩野康子(022‑

員7名

271‑0005)会員15名

狩野康子

匂玉の会

ひよどり連句会

品川鈴子
師系・橋間石連絡先651

連絡先516‑0028伊勢市中町302‑

1123神戸市北区ひよどり台1

37藤岡よし子(0596‑25‑3735)会

17‑l品川鈴子(078‑741‑4472)会

員6名

藤岡よし子

松喜久会
松本昌子
連絡先650‑0046神戸市中央区港

島中町6‑2‑1‑2‑912松本昌子

藤井
治
師系･阿片瓢郎連絡先173‑
0005板橋区仲宿58‑8‑603(03‑
3964‑4372)会員3名
松山連句協会

狩野康子

連絡先981‑0924仙台市青葉区双
葉ケ丘2‑5‑12(022‑271‑0005)会

青野竜斗
連絡先791‑0113松山市北白水台
1−1−9山口博三(081927‑3231)

会員20名
松山連句教室

村木佐紀夫
連絡先52併0026大津市桜野町'一

13‑16村木佐紀夫(0775‑22‑
5444)会員15名

271‑0005)

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

野原町花稲907(0875‑52‑2137)
水無月連句会
堀江信男
連絡先31r0903水戸市堀町
1147‑18堀江信男(029‑252

員8名
広野連句会

狩野康子
連絡先981‑0924仙台市青葉区双
葉ケ丘2‑5‑12狩野康子(022‑

植松晴子
連絡先769‑1613香川県三豊郡大

(078‑3030780)会員3名

連句会ひらめき

宮城県連句協会

三河連句会

員74名
ひよんの会

連絡先512‑0921四日市市尾平町
3768‑188西田青沙TEL＆FAX
(059332‑8931)会員80名

井上弥生
師系・宇田零雨・松永静附連

絡先790‑0045松山市余戸中2−
13 19井上弥生(089‑973‑6055)
会員10名

2634)会員12名
未来図連句会
鍵和田柚子

連絡先15r0001渋谷区神宮前4−
2323紅露ゆき子(03‑3401‑

風蘭連句会

摩天楼連句会
岡田

｜場邨

2023)会員13名
星野石雀

連絡先514‑0058津市安東町l941
岡田陽邨(059‑228‑0962)会員6

帥系・野村牛耳連絡先262‑
0046干葉市花見川区花見川2−6−

名

105星野石雀(043‑286‑0725)会
員6名

風蘭社連句会
若尾よしえ

師系・東明雅連絡先155‑
0033世田谷区代田31022若尾
よしえ(03‑3422‑6874)会員8名

WebBBSめぎつれ座
八木聖子
連絡先470‑0331豊田市平戸橋町

平戸135八木聖子(0565‑43‑
0092)会員7名十α(不特定）

窓連句会
小林和恵
師系・名古則子連絡先154‑

0004世田谷区太子堂3−5‑13小林
和恵(03‑3413‑4431)会員1l"

メヌエット若い現代連句の会
川端秀夫

連絡先152‑0035I ￨黒区自由が丘
2‑15‑9高橋ビル302メヌエット

の会事務局(03‑3724‑4263)会員

富士裾野連句会

−34−

豊島呑烏
師系・鈴木春山洞連絡先790‑
0844松111市道後一万ll13豊島
1l皇懸(089926‑2331)会員7名
長尾連句会
砂井斗志男

Illlj系・渡逃陽行連絡先769‑
2302悉川県大川郡長尾町西683
10砂井敏夫(0879‑52‑4391)会員
10"
渚の会

2010‑202古館曹人(033262‑
9350)会員3名
能登川連句友遊クラブ
長谷川美雄
辿絡先521‑1204滋賀県神￨崎郡能
發川lll1.小川668長谷川美雄

八戸俳諸倶楽部

名久井白好
連絡先039‑0022八戸市糖塚字蟹
沢16‑6名久井ロ好(0178‑43‑
0269)会員58名
花野連句会
小川きよみ

俳諸工房

師系・根津芦丈・東明雅連絡
窪田阿空

連絡先359‑1152所沢市北野521‑

先390‑0821松本市筑摩束2419小
出きよみ(026325‑5436)会員11

10窪IH阿空(0429‑486618)会員

名

6名

西岡恭平
IIIj系・腿谷川ひさを連絡先
760‑0011尚松市浜ノ町60‑25‑
7051ﾉﾛ￨刈恭平(087‑851‑9006)会
削9名
夏炉の会
岩村牙童
連絡先781‑0252局知市瀬戸東町

2‑323岩村牙童(0888‑427656）
会1120名
習志野連句会
四十九院科峰
迎絡先276‑0046八千代市大和田

新llll22‑18四十九院科峰(047
450‑9029)会117名
南草連句会

はねだ連句会
俳話接心

内海良太
師系・名古則子連絡先216−

岡本星女

illi系・岡本松濱・阿波野青畝・
岡本春人連絡先5550024大阪
' ￨JIﾉﾘ淀川区野里2‑11‑16メロデ
イハイム塚本502岡本星女(06‑
6477‑7445)会員オープン制

0001川崎市宮前区野川3138 17
山l l和義(044‑777‑2460)会典16
名
羽曵野連句会
西IH舟人

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(045‑973‑
1760) (体I上中）

連絡先5830864羽曳野市羽曵が
丘3‑169西田舟人(072956‑
3576）

浜

風

俳話文芸考究会

加藤地女

中尾青宵
述絡先227‑0043横浜市青葉区藤
ケ丘2‑252｢￨!尾青宵'1､＆F(045

連絡先241‑0831横浜市旭区今1i'i
2666‑1城倉吉野'1,EL＆FAX
(045391 2362)会員15名

973−176() ） l2mail ： s語＠F()7．

はらい

がわ

田島竹四
連絡先517‑0506三重県志庵｢ITIIIIj

11§C()n1. 11(､【

祓

川

児lll1. 1KI府ll20‑69田島竹囚
(05994‑3‑1846)会員9名

白水台連句会

にほんご連句会
岡本康子
連絡先182‑0006調ｲ￨r市西つつじ
がI元2‑5‑2岡本康子(033326
0496)会員10"

黒田耕三

山口博三
師系・宇田零雨・寺岡情雨連
絡先791‑0113松山市白水台1‑1‑
9111口博三(089‑9273231)会員

帥系・鈴木春lil洞連絡先791‑
8083松山市新浜9‑25黒旧耕三
（0899‑51‑2889)会員9名
は

鈴木春山巾l
Wilj系・松根東洋城連絡先791‑
8061松山ilr三津l‑3‑13鈴木春山

4名

白塔歌仙会
佐藤俊一郎

日本作家クラブ連句会
市村美就夫

るしゆ

芭流朱連句会

11(0899510064)会員30"!

述絡先3500275坂戸￨ ￨丁伊豆のIII
l111.17‑30会員11名

B

面

内出さち子

迎絡先150‑0012渋谷区広尾3

17‑4一村マンション205中島ま
さし(03‑3407‑5368)会員20名

芭蕉記念館連句会
宇咲冬男

師系・藤井紫影・宇田零附連
猫蓑会

IIIj系・名占則子連絡先176−
0023練馬区中村北4234内田さ
ち子(033970‑2468)会員5名

絡先135‑0003江東区猿江1‑22

青木秀樹
帥系・東 lﾘl雅・根津芦丈連
絡先l82‑0003調布市若葉町2

21‑1611j豊水秀樹(O3‑3309‑0953）

50I松澤晴美(0336344094)会
ばせ

植松晴子(IIi1i")

帥系・鈴木春111洞連絡先769‑

り

巴1廿串.連句会

会此170↑'1

大野鵠土

乃木坂散人連
古館曹人

帥系･¥lll零雨・宇咲冬男連

燧連句会

興30名

師系・東￨ﾘj靴・國島1一雨迎絡
先501‑608111皮阜県羽島郡笠松川
束￨%IH1 1(058‑387‑2035)会員20

1613香川県三豊郡大野原￨{I1ｲ稲
907柚松晴j･(0875‑52‑2137)
日ノ出連句会
111根於升〈

連絡先5190600三亜県度会郡̲ユ

墹

絡先102‑0082千代出区一番町

見町茶屋50‑9山根於京(05964‑

勺つ

−1，−

村旧治男
連絡先5190503三重県度会郡小
俣町元町1718村田治男(0596
24 1324)会員1O名

連絡先3001636茨城県北卜￨ l馬郡
利根町羽根野800‑55城依了一
（0297‑684424)会員7名

東京義仲寺連句会馬山人記念会
つばさ連句会

埣啄会
森
三郎
師系・石沢無腸連絡先369

1216埼玉県大里郡寄居町富田
3969‑4杉野弁一郎(0485‑82‑
2216)会員10名
染井の会
蒲

幾美

師系・中村俊定連絡先215‑
0013川崎市麻收区予禅寺767‑36
蒲幾美(044‑955‑8726)会員11
名

師系・高藤馬111人連絡先'82

八尾暁吉女
帥系・磯直道連絡先678‑

桃雅会

(0791‑43‑6117)

中央連句会(協会主催）
連絡先2300052横浜' ￨J鶴見区生
麦3‑16‑16連句協会士雌実郎

土筆・有楽帖三吟会
連絡先214‑0039川崎巾多摩区柴

員6名
第六天運句会

リ￨地冬樹

泉忘機連絡先2720836市川市
北国分l‑219星野恵則(047

3726448)会員30名

武村利子(05617‑2‑2392)会員10

道後連句会
井上和久

渡部晃子(0899‑21‑5821)会員8
躬

師系・今泉宇涯連絡先274‑

0812船橋' lj三咲8‑3‑20ﾘ￨地冬樹
(047448‑7260, FAX7274)会員
16名
津幡連句クラブ

浅野黍穂
師系・上甲平谷・清水瓢左・今

絡先470‑0116日進市東山26O2

師系･¥IH零雨連絡先790
0842松111市遊後湯之町6‑lO‑805

筑波連句会

450岡本耕史(0594‑42‑1469)会

杉山壽子
illli系・東明雅・式田和子連

名

(045‑501‑4907)

I川本耕史

師系・名古則子連絡先511‑
1112三重県桑名郡長島町大倉1

00351淵布巾上石原2‑27‑9川野蓼
艸(0424‑85‑5480)会員10名

0232赤穂市中広845八尾11兆吉女

谷1‑4‑16遠滕瑞章

大智院連句会

瀧2‑293林義雄(042‑324‑1831)
会u24"

刀水の宴連句会
太lll

博

連絡先253‑0054茅ケ崎市東海岸
南6‑3‑33大川博(0467‑87‑
5703）

木上紫雲

師系・今泉宇洗連絡先929

徳島連句懇話会

0325汀川県河北郡津幡町字力11賀

爪二3津幡町役場宮岻茂(076
2882121)会員36名

尚旧保二

連絡先7700868徳島巾福島l‑
10‑16梅村光明(088‑652‑1989)
会員56名

高田馬場連句会

つらつら吟社

佐伯俊介
連絡先273‑0005船橋'￨r本町6−

ll‑9佐伯俊介(0474225782)

l11岸れい子

帥系・名古則子連絡先516‑
0079伊勢市大世11,.3824山岸れ
い子(0596‑28‑1395)会員3名

多度津連句会

土屋実郎

連絡先233‑0014横浜市港南区上
永谷3‑2034土屋実郎(045‑843‑

8059)会員40"

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迩
福寺200‑13(0877‑33‑2475)会員
6名

手児奈連句会（休会｢￨'）
勝Illみつ子

師系・今泉宇雌・上￨ I1渓水・下
鉢清子連絡先2720015｢ITII I rlj
鬼高3‑13‑6ルネ市川'l' lll203勝
田みつ子(047370‑8523)会員15
名

多摩連句会
宮下太郎
連絡先206‑0034多摩市鶴牧2
26‑1リーデンススクエアll2宮
下太郎(0423‑74‑7002)

栃木県連句協会
中尾硫杵

連絡先329‑4406栃木県下都賀郡
大平町下皆川72l富田昌宏
（0282432664）

富山県連句協会
天神連句会

二村文人
八木紫l暁

辿絡先816‑0931大野城市簡井3−
1312八木紫暁(092‑593‑2575)

丹

都心連句会

連絡先9300123萬山市呉羽富Ⅲ
町4143‑18二村文人(076‑436‑
2257)会典40*，

想

秋lll lEIﾘl
連絡先6610002尼II舟市塚i 1町1−
22 1‑207秋山

llf明(06‑421‑

1606)会員13名
ちばらき連句会
滕川裕子
師系・今泉宇涯・藤咲ひろし

電通会連句部

とよあけ連句会

逸兄
鯖
連絡先2320067横浜市南区弘￨ﾘl

寺町lll下266 1逸見筋会此20名

ノk坂博美

IIIj系・矢￨崎嚥連絡先470‑
1152MMIﾘI IIr前陵町仙人塚1736‑
144永坂博芙(0562‑92‑1030)a
1118"

電脳連句
水腺

！'咋雄

連絡先185‑･00141KI分:､¥'li東恋ケ

どん・あ・くらぶ

ワー

句︒

しの

みや

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

かい

四宮会

式田恭子
師系・東明雅・式田和子連

師系・春秋庵幹雄連絡先996‑
0035新庄市福田22会員22名
深大寺連句会
名和未知

絡先107‑0062港区南青山7−3−2−

501式田恭子TEL&FAX(03‑

伊藤稜志

3498‑0029)会員10名

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

紫薇の会
澁谷

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

上毛連句会

道

1679)会員14名

粋酔連句会
牧野正弘
師系・名和未知・中島子路連
絡先158‑0098世田谷区上用賀6−

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

しらさぎ連句会

森川
年
師系・寺岡情雨連絡先799‑
1303東予市河原津甲484‑1森川
年(0898‑66‑5232)会員6名

しめいあん

紫明庵連句会
井上鶴l鳴
師系・東リI雅連絡先l36‑0074

江東区東砂7‑5‑22アルス南砂サ

岡本耕史

連絡先5111112三重県桑名郡長
島町大倉1‑450岡本耕史(0594‑
42‑1469)会員3名

朱の会

泗楽連句会
西田青沙

連絡先512‑0921四日市市尾平町
3768‑188西田青沙(0593‑32‑
8931)会員9名

樹氷連句会

町5‑14犬島正‑(0764‑21‑3494)
会員6名
湘南吟社

城

瀬野喜代子
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5名

絡先141‑0031品川区西笂反田6
23−8小林靜司(03‑3492‑2983)会
H10名

花房八映
連絡先702‑8006岡山市藤崎77花

房八映(086‑277‑7511)会員7名
清流連句会
戒能多喜
師系・宇田零雨・松永静雨連
絡先791‑0312愛媛県温泉郡川内
町大字則之内乙259吐3戒能多喜
(0899‑66‑3096)会員7名

谷敷

尋牛会

師系・矢崎藍連絡先460‑8445
名古屋市中区栄4‑16‑36㈱電通
中部支社内西脇智子(052‑263‑
8324)会員8名

寛

連絡先112‑0003文京区春日2−

25‑2谷敷寛(03‑3811‑8519)会
員9名
せんだい座

湘南連句うらら会
浦原志げ子
師系・東明雅連絡先248‑0022
鎌倉市常盤937‑219蒲原志げ子
(0467‑31‑7829)会員6名
正

乃(03‑3582‑0081)
すばる

浅春連句会

小林靜司

師系・根津芦丈・清水瓢左連

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

昴連句会

柴田由乃

犬島正一
連絡先93俳8083富山市西中野本

（03‑3426‑4698)会員8名
すず

篠
白魚連句会

ルーテ302丼上鶴鳴(03‑5632
0400)会員29名

連絡先503‑0937大垣市釜笛1−
177−2柴田由乃(058‑273‑4499）
会員9名

3−8テラス上用賀103牧野正弘

伊藤直子

新月座
二上貴夫
′Lｹ

ﾉ

連絡先257‑0024秦野市名古木
117−'二上貴夫(0463‑82‑6315)
信州大学連句会

風

藤野鶴山
師系・寺崎方堂連絡先52併
0822大津市秋葉台35‑9正風発行

所(0775‑25‑9159)会員100名

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

7732)会員9名
宗祇法師研究会

宮坂静生

師系・根津芦丈・東明雅連絡
先3990025松本市寿台4‑5‑3宮
坂静生(026357‑2461)会員40名

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

新庄・氷室の会

正風大府支部

永沢安栄

久野溪流

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

草門会

師系 笹白州連絡先996‑
0082新庄市北町5‑19永沢安栄会

川野蓼艸
師系・野村牛耳連絡先182

員6名

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

新庄北陽社
桐山北天

浅沼栄太郎

−31−

創の会

艸門II1奈女

回漕店方内山秀子(033252
2941)会員8名

師系･RIH特堂・富￨Ⅱ狸通・鈴
木春山洞連絡先790‑8503松lll
市湊町4‑6‑6丸三書店内井門可
奈女(089‑9318501)会員7名

熊谷梶の葉連句会
中

和枝

師系・宇咲冬男連絡先366‑
0034深谷市常盤町7128山司英
子(048‑572‑2892)会員20名

草間時彦
師系・山路閑古連絡先249
0005逗子1Ij桜1l｣1‑6‑16草間時彦
(0468‑71‑5935)会員4名

さくら連句会
重信・木曜会

中llt古'E郎

連絡先5190601三重県度合郡二
見町松下2085中世古IE郎(0596‑
43‑3177)会員4名

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

鴫立庵連句会

青野竜§￨・
連絡先791‑1101松山IW久米窪'11
町971‑39青野竜斗(089‑970‑
2846)会員5名

さくら草連句会
獅子門

小林しげと

塾(033387‑2321)

伊薩白雲

連絡先334‑0001鵬ヶ谷巾桜町4−
11−35−l小林しげと(048‑281‑

栗の木連句会
白井風人

連絡先214‑0005川崎市多摩区寺
尾台1 159白丼風人(044955
3393)会員5名

8161）

雲(0584‑73‑0774)会員100名

里の会（休会中）
さん

じゃ〈

獅子門泉連句会

どう

三尺童

耕
加藤耕子

連絡先4670067名古屋市瑞穂区
石田町1‑36加藤耕子(052841

師系・将務支考連絡先503‑
0026大垣市籠村町4156伊藤白

丹下遙指
連絡先338‑0012さいたま｢li｢￨ 1央
区大戸46‑3丹ド遙指(048‑832‑

成瀬貞子
師系・聞島十雨連絡先501‑
1159岐阜市西改田松の木159成
瀬貞子(058‑239‑1762)会員7名

3727)会員10Fi
獅子門源氏連句会

5054)

船渡文子

三川連句会
興聖寺連句会
岡本

眸

師系・宇田零雨・松永静雨連
絡先790‑0052松111市竹原町1‑4
1岡本眸TEL&FAX(089945‑
1154)会員15名

磯部摂子
連絡先5016242羽島市竹鼻町錦
町35磯部摂子(058‑391‑2288)会
員23名

獅子門花わさび
三冊子（改め「高知癒しの連句桜
蓉会｣）
111崎

郡山連句会（休会中）

曙

師系・寺田寅彦連絡先780‑
0010高知県高岡郡窪川町窪川

国際連句協会
塚本田天志
連絡先238‑0313横須賀市武1−

1145‑5山崎曙(08802‑2‑2097)

河合勝子
2213大垣市赤坂町261河合勝子
（0584‑71‑0685)会側8名

鹿の会
寓下太郎

永野
薫
連絡先739‑0646広島県大竹市柴

師系・松根東洋城・野村喜舟・
IIIII片瓢郎連絡先206‑0034多摩

谷町大栗林739水野薫(08275‑

市鶴牧2‑26‑1リーデンススクエ
アll2宮下太郎(0423‑74‑7002)
会員40名

獅子門麗水社
II1辺桂川
師系・ I鋤島￨一雨連絡先502‑

0879大筑'1i新111｢2‑67111辺桂jI
(0584‑78‑4693)会乢19名

ころも連句会
矢崎

藍

師系・東明雅連絡先470‑0335

豊田市青木町1‑71‑9由川慶子
T&F(0565‑46‑2236)会員22名

滋賀連句友遊クラブ
長谷川美雄
連絡先521‑1204滋間県神崎郡能

登川町小川668長谷川美雄
（O748‑42‑lO29）

柴庵(さいあん）
中尾育宵
連絡先227‑0043横浜市青葉区滕
が丘2252中尼青宵T＆F(045−

佐久良連句会

獅子門友楽社
師系・閲島十雨連絡先503‑

小瀬川連句会

973‑1760）

森川淳Y‑

師系・國島十雨連絡先509
7205忠那市長島町中野829‑3森
川淳子(0573‑25‑4864)会員11名

会員15名

28−2谷地元方(0468‑577826）

6‑0344）

師系・剛島十雨連絡先502‑
0817岐阜市長良福光2521‑12船
渡文子(058‑231‑1716)会員8名

獅子門蕊杖社
本歴良「‐

師系･ l刈烏十雨連絡先502‑
0857岐阜市正木1979‑25噸尼T･
"(058‑231‑1716)会員25名

慈眼舎
下町連句会

赤lll玖宙子
帥系・治水瓢左・三好龍I￨：

述

絡先228‑0802相模脈市̲l二鶴川本
￨Ⅱ1.8‑3‑6赤田玖簡"f(0427‑45‑
0407)会員l1名
−30−

伊藤打子

連絡先136‑0072江束区大鳥3−
26‑1‑9111リト藤哲子(03‑3637‑
8990)会u10名

錦心会
風の道連句会

歌留蓑連句会

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(044955‑

金子鴫￨雌
連絡先220‑0061横浜市西区久保
町48‑14金子鳴陣会員18名

渡部仲居
帥系・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

3393)会員2名
川内連句会

句華苑吟社

河童連句会

池川蝸谷

矢崎硯水
師系・宇田零雨連絡先392‑
0004諏訪市諏訪210‑22矢岫脱

水(0266‑52‑0251)会員15名

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

吉本世紀

連絡先328‑0036栃木市室町1‑13
吉本IMII廊内(0282‑23‑3665)会員
7名
くさくき

花扇会

神田川連句会

宙
県人
連絡先344‑0116端玉県北葛飾郡
庄和川大衾600‑4二宮方宮県人
（0487‑46‑1443)会貝5名
桂の会

7 1 6201松井青堂(03‑3680

磯
直道
『ll li系・滕井紫影・字￨Ⅱ零雨連
絡先332‑0023川口市飯塚447
磯直道(048251‑3033)会員

0053)

240名

岡部桂一郎
連絡先134‑0085江戸川区南葛西

神田義仲寺連句会

臼杵淋児
連絡先227‑0047横浜市青葉区み
たけ台2‑22臼杵淋児(045971
3293)会員約16名

くさくき川口支部

伊藤秀峰
師系・斎藤石嬰連絡先lOl‑
0047千代田区内神田l‑6‑6伊藤
秀峰(O3‑3292‑0835）

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

かないわ

金石公民館俳諸研究会
松本苔花
連絡先920‑0337金沢市金石西4
5−32松本苔花(076267‑1045）

観音寺連句会

木部八千代
野口雅澄

連絡先768‑0040観音寺市柞田町
油井野口雅澄(0875‑25‑0979)会
員8名

帥系・宇田等雨連絡先803‑
0834北ﾉL州巾小倉北区都27 12
木部八千代(093‑651‑1393)会員
25名

かびれ連句会
大竹多IIJ志

師系・大竹孤悠連絡先319
1225LI立市名坂町1‑31‑12西幾

多(0294‑523671)会員19名

神田分教場連句会

くさくきスコーレ

川名將義
師系・ねこみの連絡先232‑
0076横浜市南区永田台4816川
名將義(045‑713‑1388)会員6名

加納連句会

高須節子

師系・字￨+1零雨・磯直道連
絡先599‑8114堺I￨j日置荘西町2
39

1 11｡ﾙ綱節子(0722850588)

会1120名
小潮泄美

帥系・各務於菟連絡先500‑
84721股阜市加納ii¥野川14小潮il"
=(058‑273‑1591)会員5潴

きさらぎ連句会
小池正￨＃

連絡先594‑0041和泉1IIいぶき野
2‑208小池正博(0725‑56‑2895）
会員10名

兜の会

くさくき松山支部
寺岡情雨
HIij系･*lll零雨連絡先791

0113松lll市白水台4‑12‑8寺岡情
I:N(089‑9236028)会員10名

山下七志郎

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

義仲寺横浜戸塚連句会
八木荘一
連絡先245‑0067横浜市戸塚区深
谷町671八木莊一(045851‑

1655)会員17名
からむし庵連句会

根津芙紗
師系・根津芦丈・東Iﾘj 雅連
絡先3960000伊那市山が区山本
町3185根津芙紗(0265784723)

義仲寺連句会
師系・斎藤石盟連絡先520‑
0802大津市馬場15‑12義仲寺
(0775‑232811)会員15名

会員18名
岐阜県連句協会
歌林連句会
坂手手留
連絡先1850011回分寺'￨j本多'−
11−13小li']敏江(042‑3210285)

伊藤白雲
連絡先5030026大垣市室村町4−
156伊藤白雲(058473‑0774)会
員80箔

会員20緒

草笛連句会
大西素之

帥系・寺岡情舸連絡先791‑
0113松山市白水台4‑12‑12大西
素之(089‑923‑3993)会員7名

郡上みよしの連句会
天野收一
連絡先5014216岐阜県郡上郡八
幡町本町天野收一(0575‑65‑

1591)会員4名
<のいち連句会
内山秀子
illli系・岬￨唆胴￨;ロ連絡先101−
0047千代l ll1又内神H12125内山

−29−

連絡先259‑1141伊勢脈I IJ･M(￨'llf

1766大漱仲III(0463‑94‑3402)ff
員13名

a1125"

渡部就r･
師系・松根東洋城･ liuj片瓢郎

連絡先7910243松111市平腓町

岩手県連句協会
小原啄葉

伊勢連句会
竹￨ﾉ1 ノ災翁
連絡先516‑0036ｲﾙ勢而岡本1‑4‑

27竹内茂翁(0596‑25‑4711,FAX
24‑7673)会員30名

l319 1渡部就子(089‑975‑8569)
会員7名

連絡先蝋務局020‑0875朧岡市清
水町1‑33沼H1和子(019‑622‑

おぼろ連句会

7907)会員40名

藤本純一

上野連句会

師系・鈴木春山洞連絡先791‑
桜井つばな

0062松山市南江戸5‑2‑26膿本純
一(0899258279)会員7名

IIIIj系・宇咲冬男連絡先336

五十鈴吟社
,%･5111

孝f‑

0931さいたま市原山2‑33‑22桜
『ルつばな(0488826943)会員15

師系・清水瓢左・名IIi則子連
絡先5160805三重県陛合郡御￨刺
村高向6561frlll孝子(059628‑
9936)会員4名
いさよひの会

貝の会

名

戸田貝江

師系・阿片瓢郎連絡先l83‑
0055府中市府中2‑31‑9"II1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

鈴木芙智r･

連絡先271‑0092松戸市松戸1407

連絡先177‑0032練賜Ⅸ谷llI(5‑

（0422686063)会員6名
海市の会

鈴木
漢
連絡先6500046#III戸市中央IX港
烏中町3‑1‑47‑202鈴木漠(078‑
3022230, FAX3022223)会li
4名

上lll渓水(0473623822)会員l2
f1

20‑14鈴水美智r‑(03‑3925‑
5930)会貝4名

桜花学園大学連句研究会
石手寺連句会
｜耐水眸
師系･¥l 1 1*￨;ﾄj ･松ﾉkIW￨:￨j ju
絡先7900052松山'li竹原llll.1 4
l岡本￨陣'l､IIL&I!､AX(0899‑45‑
1154)会員8秘

矢崎
藍
辿絡先4710057HI1I市大平町七

IIII12‑1比較文化挙科424研究室

解

績

（0565‑35‑3131）

小jli(

洋一

師系・野村牛耳・林空イピ辿
丘の上連句会

絡先1870023小平市上水新川2−
1I!尼

伊豆芭蕉堂連句会

：肯宵

21 7別所真紀子(042345‑0635)

迎絡先20(/0012多摩市貝取
,il.波排水

1757 1‑104j尚於張(042‑375‑
2543)会凶]5端

帥系・粛藤イi l型連絡先414‑

0014伊東'lj弥生i111.3‑2ｲ丁渡荷水
(0557371831)会illO"

奥美濃連句会
水野

市川俳譜教室
師系・今泉宇涯述絲先264‑

除

連絡先501 4226岐阜県郡上郡八
幡川新llll.929おもだか家(05756‑

0006干葉' ￨j若葉区小魚台l‑l2‑3

53332)会興13fi

香川県連句協会
会長･"lll孝義，副会長･ ￨)ql"
恭平・高森秋義，広谷高士，覗
務局植松靖f･ 769 1613谷川
県三豊郡大野原町花稲907

(0875522137)会員60名
香川連句会

伊藤貴子(043‑233‑3555)会側10
名

桶川連句会
編出火ろを
連絡先3630025桶川市下ロ出谷
375 1編川太ろを"I､EL＆FAX
（048‑787‑4477)会員9名

一粋会

浜本青海
師系・高薩馬111人述絲先166−
0001杉並区阿佐ケ芥北5‑339大

城里水(03‑3338‑1353)"116"

おこ

雅秀会

おり

小郡連句会

しず
iIII野玄磨

いなみ連句の会
師系・東

山本秀夫
｜ﾘl雅・二村文人迎

絡先932‑0231富山県東伽波郡j￨:

IIIj系・松根東洋城・阿片瓢郎・
鈴木春山il!1 迎絡先754‑0000山
l l県Lf了救郡小郡町津市￨名河野玄
E(08397‑2‑0599)会員5名

波町山兄1400沖波llll総合文化ｾ

ﾝﾀｰ内いなみ連句の会(0763
82‑5885)会貝31端

近松好子

おたくさ(0taksa)の会
鈴木

漠

烏｢1J川3 1‑47202鈴木漠(078
302‑2230)会貝8名

述絡先5670048茨水IIj‑￨上春l i丘
2 13‑7近松好子(0726.‑23‑8817）

小川邦lﾘI
連絡先9995201山形県雌上郡鮭

川村京塚3430(0233552401）
風の香連句会

笹

貞子

連絡先996‑0051斯庄Ili松本348

辿絡先6500046神同市中央区港
茨の会

師系・鈴水春lllinl 連絡先769‑
1613香川県三豊郡大野原町花稲
907枢松晴子(087552‑2137)fr
員7名

小野連句会

風の巷

守u津夜r･
帥系・松根東洋城･ II1リハ･瓢郎・

鈴木春山洞連絡先799‑1341*
予市壬生川191‑7守l l派夜f
（0898‑64‑2634)会員10名

−28−

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

前田圭衛子
連絡先663‑8156西宮市甲子園網

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連

あや

彩連句会

絡先364‑0035北本市西高尾7−83

児玉俊子

引町8‑21‑403前田圭衛子(0798‑

）￨ ￨岸冨貴(048591‑5208)会員50

連絡先33腓0052さいたま市補和

46‑3713)会員15名

名

区本太5166児玉俊子(048
886‑8820)会員10名

ああの会

川野蓼艸
連絡先18O‑0003武蔵野市吉祥寺
南町4‑21‑25市川千年(0422‑79‑
3048）

あした連句会えびね支部
宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零I:￨j 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

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(082‑818‑
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(0482513033)会員

5名

あしべ俳話塾

鮎倉橋島連句会

片山多迦夫
師系・清水瓢左・吉岡梅瀞連
絡先6660013川西市美園町1−3−
406号片山多迦夫(0727‑58‑
3198)会員10名

奥田恵以子

連絡先737‑2100広島県安芸郡倉
橋町鹿老渡奥田恵以子(0823‑
54‑1296）

鮎須川連句会
安濃津連句会

青葉連句会

湯浅重好

八島美枝子

師系・字'11零lj 連絡先145
0061大III区ｲ丁川町2‑32‑8八島美
枝子(03‑3728‑0712)会員9稲

連絡先514‑0823津市半田934‑47
湯浅重好(059‑225‑3094)会員2

藤木幸子
連絡先7372100広島県安芸郡倉
橋町須川藤木幸子(082353
1255）

名

鮎連句同好会
青葉城連句会

梓川連句会
金井教子

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(022‑233‑

師系・根津芦丈・宮坂静生連
絡先3901700長野県南安曇郡梓

0693)会員7名

川村杏金井教子(026378‑3808)

高橋昭三
連絡先7310223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

会員25名
茜連句会
陶山泰子
師系・品川鈴子連絡先769‑
160l香川県三豊郡豊浜町姫浜
1358‑1陶山泰子(0875‑52‑5131）
会員12名

連絡先249‑0006逗子市逗子2−4−

天霧連句会
高森秋義
師系・鈴木春山洞・渡邊￨場行
多度津町道福寺200‑13高森秋義

茜(あこね)連句会
竹内茂翁
27竹内茂翁(0596254711,
FAX247673)会113名

紫

陽
膿ⅡI

天の川連句会
稲田真久
師系・三好龍肝連絡先952‑
0206新潟県佐渡郡畑野町畑野
772本間昭雄(0259‑66‑2079)会
員28名

明

連絡先514‑0114津I1j一身Ⅱ1町
285藤田明(0592‑32‑6438)会
員6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l‑3‑2福

あした連句会

限定

連絡先764‑0027香川県仲多度郡
（0877332475）

迎絡先511‑0036伊勢市岡本1‑4

5北沢義弘(0468‑71‑5393)会員

田真久(044‑987‑4442)会員13名
へ司

一ムノ−

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

伊賀連句会
山村俊夫

師系・清水瓢左・名古則子・村
田治男連絡先518‑0878三重県
上野市西大手町3687‑9(0595‑
21‑5068)会員13名

伊勢原連句会
近藤蕉肝

全国連句グループ概況

回編集後記同
○今年も連句年鑑をお届けする時となりました︒今年の夏は
が︑編集上あるいは校正のミスを怖れております︒

記録的な猛暑でした︒その所為にするわけではありません
○昨年より連句年鑑の業務は分離分担することになりまし

連句年鑑作品依頼︑編集磯直道︑白根順子

た︒そのため︑特に年鑑の購入申込みと発送業務に手違いが
多々あり︑皆様にご迷惑をおかけしました︒お詫びいたしま
す︒その反省をふまえて今年度から年鑑関係の業務を次のよ
うに手直ししました︒

会員名簿︑結社名簿伊藤藪彦

購入申込︑発送小川廣男

作品応募料︑年鑑購入料金等︑福田太郎

磯直道﹀

会計全般
このことに関する問い合わせ︑購入申込み︑送金先等は︑
奥付の上に記しておきました・それぞれの関係先にご遠慮無
くお問い合わせください︒
○よくある作品原稿の間違いは次のようです︒︵可能なかぎ
り電話・手紙等で問い合わせをしております︒︶
一ワーブロミス︑誤字︑書き間違い︒
口挙句の作者名不記入︒
日捌きの楠の未記入︒
四修正液で消した後の不記入︒
どうぞ作品送付の際︑ご確認下さい︒

す︒

○今年の夏の暑さは格別でした︒その中に届けられた︑平成
十六年度﹁連句年鑑﹂の校正ゲラの重さに一瞬たじろぎまし
たが︑掲載作品に新たな発見があり︑大きな勉強をさせてい
ただいたと︑いまは思っています︒
○御執筆者校正ということで︑一読者として拝見いたしまし
た巻頭エッセイ・評論の三篇には︑そのテーマの流れの面白
さに没入させられました︒堀本吟・岡本耕史・臼杵勝児の
三先生方にお礼申し上げます︒
○この平成十六年版には︑一三八グループ・二二九巻が掲載
されています︒参考までに︑その連句形式と作品数を記しま

歌仙二四八巻︶・半歌仙︵三五巻︶・短歌行二七巻︶・
二十韻．十八韻順候式雪月花︵各五巻︶・十二詞︵四巻︶・
百韻︵三巻︶・茨・ＫＵＳＡＲＩ・賜餐・源心・連句十八
句・連句二十句・連句二十六句・箙・俳譜トロワ・笠着俳

詰Ｒ・二十八宿︵各一巻︶
となっております︒

︿白根順子﹀

○新仮名・旧仮名の入り混じった作品や︑送り仮名の問題な
ど︑今回もときどき立ち止まりました︒原槁用紙に新仮名・
旧仮名の記入欄を設けるのも一考かと思います︒

○編集

○名簿関係

ユ

員I

〒卿岬川川市飯塚山ｌ川 七

八

三○三二︶

磯価道
二汀一

伊藤斑彦
五六○六︶

二○

︵岻研・ＦＡＸ○川八

｜Ｔ叩咽巾川巾八幡二
︵電話○川七三三川

郵便振杵○一二○

小川廣男
○二三五︶

一

四川七七︶

福川太郎
七八七

︵名筏福川太郎︶

一・四六二○七九番

︵嘔研・ＦＡＸ○叫八

｜Ｔ畑ｌ雌桶川巾下Ｈ出谷三七五

︵電話○三三四八二

○購入申込・発送〒Ｗｌ岫世州谷Ⅸ千歳台四 二六 二 一○五

○送金先

○
会

平成トレハ年九Ⅱ一・十Ⅱ印刷

平成トレハ年九川二卜五日発行

平成十六年版連句年鑑

定価二︑五○○円

稀集人代表磯直道

二三Ⅲｌ一

小林しげと〃

発行所〒剛ｌ剛鳩ヶ谷市桜町四

八一

八一六一

連句協会

電話○四八二

株式会社朝陽会

印刷所〒川岬東京都北区豊島四４−ノ四

髄活○三 三九一三五丘二八
ＦＡＸ○三三九一三五五三○

那仙推枠で送金して下さい︒

★ご注文の方は○一二○ 二ｌ川レハニ○七九番︵稲川太郎︶宛

一

字

