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﹁こん月の﹂：

﹁地下の瀧﹂．︑

﹁柚蓮﹂：

連句倶楽部

●■■●

■■缶巳

■■

﹁柵を刈る﹂

連句研究会

﹁地球博﹂

連句ななの会

﹁赤のバー﹂

若笹連句会

①■由︒■■︒■

■Ｇ●●●●●●○甲︒●︒■

●■

：⁝：今村苗／白根順子
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鼠鍵も:＃

平成十七年Ⅲ月十日︵日︶連句協会第二十四回総会・全国

大会は日本青年館に於て開催された︒満開の花が青空に映

える花見日和の中︑参加者は百三十五名︒午前十一時開

会︒小林しげと理事長より平成十六年度事業報告︑同決算

報告︑平成十七年度事業計画︑同予算案について提案され

承認された︒引き続き平成十七・十八年度連句協会役員人

に宮下太郎氏が承認された︒更に新理事五名︑新監事二名

事案について説明がなされ︑新会長に磯直道氏︑新理事長
が選任された︒

その後︑十七年度国民文化祭開催地︑福井県武生市代表

より参加要請︑更に来年度山口県から県文化祭参加へ向け

て説明があり︑全国連句新庄大会︑平成連句競詠︑あやめ

草連句大会︑田山花袋忌連句大会の案内︑熱田神宮奉納御

礼等があり︑各地の活発な活動がうかがえた︒

十二時半より休憩︑昼食をはさんで実作会︒連衆はくじ

引きで二十七席にわかれ︑形式自由の趣向で和やかに且つ

熱気に満ちた雰囲気のなか連句を楽しんだ︒

第二部の懇親会は出席者八十六名︒磯直道新会長の挨

拶︑続いて宮下太郎新理事長の司会により︑宴はいやがう

えにも盛り上がり︑連句協会の更なる発展を願って閉会と
なった︒

︵狩野康子記︶
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第一一十四回連句協会総会・全国大会の記

爵驚蕊i ｣
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塗露職蝿

第十九回国民文化祭ふくおか二○○四
文芸祭連句大会を顧みて
平成十六年十一月十三日に本大会は盛会裡に終った︒九
州の地に於ける国民文化祭開催は今回の福岡県が初めてで
あり︑官民揃って準備段階から熱が入り︑振り返れば両者
の意気込みがよくマッチして︑総事業百アイテムに及ぶ大
会をほぼ満足する成果に納め得た事は︑実行委員会諸氏の
口にする最近の自己採点である︒

大会の開催経緯を振り返ってみると︑平成九年七月に第
十九回国民文化祭を福岡県で開催する事が決定︒平成十三
年七月に﹁ふくおか二○○四基本構想﹂が策定承認され︑
十四年三月に﹁文芸祭連句大会開催地﹂として﹃苅田町﹄
が決まり︑同年七Ⅱ︑苅田町実行委員会を設立し活動を開
始した︒

今回のテーマを﹁かもしだす連句の芽﹂とした様に当苅
田町は連句の処女地であり︑町の皆さんから﹁この際町に
連句の種を蒔き︑芽を育て︑大会当日には若葉くらいにな

9−

の方の積極的な参加と我々福岡県連句協会メンバーの地道

りたい﹂との希望も生れ︑以降毎月の連句研修会には地元

人との繋がりの大切さを学ばそう﹂との︑町長始め地元教

が特に今回は﹁小学生にも連句の精神を理解せしめ︑人と

大会は開会式︑表彰式︑記念講演から実作会と進行した

人々の優しい心むすび合い

海に空港近く完成

苅田町世界にむけて飛びたとう

て連句の学習をし︑町長の発句に対し

育委員会の要望から︑地元小学校を対象に学習時間を割い

な協力により︑大会当日には可なりなレベルまで成果を盛
り上げる事が出来たと思われる︒

さて愈々本番の﹃第十九回国民文化祭ふくおか二○○
四﹂は平成十六年十一月十二日に吟行会と交流会を︑十三
日に表彰式︑講演会と実作会を挙行した︒吟行会は北九州
国定公園のカルトス台地平尾台を︑山を下って苅田町歴史

を作り︑大会壇上で発表させたが︑今後これが学習上成果

と︑脇句︑第三の句を生徒二人が協同して合作し︑三つ物

会には二百三十名が大広間に円卓を囲み︑小倉祇園太鼓の

が揚がれば連句万々歳と考えている︒

資料館や神社に秘蔵の遺跡・三角縁神獣鏡を見学し︑交流

暴れ打ちの凄さに驚き︑馴染みの顔ぶれ或いは初めての出

話はちょっと横道に逸れたが︑記念講演は佐賀大学井上

敏幸教授の﹁大名の俳譜﹄であった︒江戸では芭蕉の没後

会いを楽しみながら和やかな交流を持つ事が出来たｃ
翌日の大会は苅田町総合体育館で行われた︒今回は特に

蕉の言う第二等の俳譜に興味を持ったものであろう︒しか

約百六十年間︑点取り俳請が横行した︒それを支えたのが

先ず連衆の皆さんのお迎えは会場前に祇園山笠の実物を

しこれが長年に亘って江戸の蕉風俳譜を支えて来た事は事

地元の参加者も含めて大勢となるので︑バスケットコート

建て︑若衆が鐘を打ち鳴らして歓迎︑会場内は参加者が二

実であり︑俳謂の歴史をみる上で更めて考える必要がある

江戸に住む大名で︑経済的と時間の余裕から︑いわゆる芭

百五十名の予定であるので五十一卓の座を設けて︑各卓ご

と思うとの論旨であった︒

を二面も内蔵する国際級体育館を会場とした︒

とに野草を飾り卓の名前としてお迎えをした︒
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続いて昼食のお弁当を開きながら連句実作会となった︒

実作会は午後三時十五分から三卓の指定披講をお願い
し︑午後三時三十分から閉会式︒次回開催地の福井県武生
市に連句協会旗が渡され︑午後四時には大会の全てが終了
１し弗乍

以上大会を振り返ってみると︑開催地が苅田町に決定し
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初めての連句研修会なる勉強会を始めた当初はこの様に充

F寸戸

実した大会興行が出来るとは予想もしなかった︒全く連句
の芽の無い所に全国の連衆の皆さんにお集まり頂き︑どの
様な大会になるのであろうかと心細い限りであった︒しか
し結果を開いてみると︑お蔭様で全国から熱心な連句愛好
者が大勢集まり大会を盛り上げて頂き︑また福岡県及び苅
田町の絶大なるご指導ご援助があり無事盛会裡に納める事
が出来た︒

そもそも国民文化祭を地方で開催する事は︑地方文芸の
発掘と育成にあると考える︒連句文芸についても同様で今
後地方に種を蒔き根付かせ︑育成し︑底辺の広い文芸を志
す事こそ連句精神の本来ではないかと今回の大会を経験し

て考えさせられた次第である︒︵八木紫暁記︶

蕊

鼬：

評論
連句愛好者子規
ＮＰＯ庚申庵倶楽部

理事神野

二二件を示し︑その中で連句に否定的なのは︑先の﹁芭蕉

雑談﹂の一件のみであり︑子規は連句愛好家であると断定

している︒そして︑子規を連句否定者としてぬれ衣を着せ

たのは高濱虚子であるとしている︒

③子規と連句に関するさらなる検討

市川の論を参考にしながら︑子規と連句とのかかわりや

虚子の子規批判の内容をあらためて検討し︑連句愛好者子

規の姿と連句論についても考えてみたい︒

二子規の連句についての言行

①子規と連句に関する資料

このことに疑問を抱き︑実証的な検証を加えたのが︑市

②市川一男の実証的問題提起

五巻を採録し︑他は各巻に分散させている︒子規研究その

講談社版では︑別巻三の﹁補遺﹂の一部に子規の連句一

③﹃子規全集﹂の扱い
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一問題の所在
①連句否定者子規という評価

﹁子規と連句についての資料一覧﹂のように︑五二件を

②子規の連句に対するスタンス

確認することができた︒

学なり︑連俳は文学に非ず︒﹂と書いた︒これによって︑

子規自身は︑連句についての句稿や資料を整理していな

川一男の﹁子規のぬれ衣﹂︵﹃俳句研究﹄昭和三二年六月

ものが︑子規の連句について冷たい扱いである︒

い︒自身としては︑連句に重きをおかなかった︒

号︑七月号︶であった︒市川は︑子規と連句に関する言行

日もその評価が根強く続いている︒

子規は連句否定者・排撃者・撲滅論者などと評価され︑今

載の﹁芭蕉雑談﹂第十九回﹁或問﹂において︑﹁発句は文

明治二六年一二月二二日︑正岡子規は新聞﹁日本﹄に掲

昭

︵丹靖︶との両度の歌仙︒森鴎外編集の文芸誌﹁めざまし

松山での松風会メンバーとの歌仙︒旧派宗匠宇都宮夢大

草﹄に掲載した歌仙︒﹃ホトトギス﹄に掲載した虚子との

④子規の連句修行

Ａ資料一︵明治一八年︶

⑤子規の連句への集中期と空白期

須磨での独吟百韻︒

Ｆ資料四二︵明治二八年︶

両吟歌仙︒

子規ノートに︑秋山真之・梅木脩吉との三吟歌仙が記録

されている︒上京途中の横浜丸船中での暇つぶしの作品
で︑式目を無視した青年たちの戯れである︒

Ｂ資料二〜一二・一九︵明治二三年．二四年・二五
年︶

明治二三年から二六年の間︑実作に励んでいる︒首尾形

Ａ第一の集中期

葉会﹂を中心にした活動の中での作品︒連句のリーダー

式から半歌仙︑歌仙へと︑上達に伴ってより長編の形式に

一二句の首尾形式︒常盤会寄宿舎での文学グループ﹁紅

は︑監督の内藤鳴雪であったらしい︒資料五・一○・二

進化している︒

た時期である︒

明治二八年は︑子規の連句へのかかわりが最も激しかっ

Ｂ第二の集中期

︵明治二三年︶は大谷是空との首尾︒

Ｃ資料一三〜一五・二四〜二九︵明治二四年．二五
年︶

Ｃ第一の空白期

半歌仙︒松山での作品や鳴雪を中心とした作品︒

Ｄ資料二○〜二二︵明治二五年︶

明治二六年一二月二○日︑新聞﹃日本﹄に﹁発句は文学

の大きさに戸惑い発言を控えたとも考えられるし︑エネル

一年間︑子規は連句に関してまったく沈黙している︒反響

なり︑連俳は文学に非ず︒﹂と書いた以後の明治二七年の

幸田露伴との興行︒幸堂得知の評︒幸堂得知は︑当時の
旧派俳譜の最大の指導者其角堂永機門の宗匠︒

Ｅ資料三四〜四三・四七・四八・五○︵明治二八年．
二九年．三一年︶
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Ｄ第二の空白期

な述懐であるが︑相対的なものとして︑他のジャンル︑こ

く又自ら作りし例も甚だ稀である︒﹂とある︒子規の正直

句といふ者余り好まねば古俳害を見ても連句を読みし事無

明治二九年以後は連句へのかかわりが少なくなり︑三三

とに俳句に対してのものとして受け止める必要があろう︒

ギーの充電期であったとも考えられる︒

年からはかかわりがなくなる︒これは病状の悪化に伴うも

⑧連句愛好者子規

長時間の座に耐えるエネルギーが減退していったた

句をやって見たいといふ念が起こって来る︒﹂と述べてい

ので

⑥﹁連俳非文学﹂の唐突な主張

る︒これは︑身を入れて連句修行に励みたいという願望の

資料五二の末尾で︑﹁これ程面白いものならば自分も連

子規の連俳非文学の主張は︑子規の連句へのかかわり全

表現であって︑すでに死を意識していた明治三二年の子規

めである︒

体の中で見るといかにも唐突であり︑一時的な不用意な発

の真実の吐露であったであろう︒これはまさしく︑連句愛

⑨子規連句の到達点

言と言える︒明治二六年という時点で︑子規に連句理論を

川一男が指摘するように︑﹁或問﹂の質問に回答するため

柳田国男に﹁子規一門の連句﹂の一文︵昭和三七年︑筑

好者の姿である︒

の一回かぎりの短いやりとりに過ぎなかったというのが真

摩書房﹁定本柳田国男全集﹂巻一七所収︶がある︒これ

展開できるだけの理論的蓄積があったとは思われない︒市

相であろう︒事実子規は︑俳句革新や短歌革新のときのよ

は︑資料四七の﹃めさまし草﹄所収の子規・紅緑・虚子・

で︑次のように述べている︒﹁この一巻の歌仙を味はうこ

うに︑自己の主張を繰り返し展開していない︒一回かぎり

⑦子規晩年の正直な述懐

とによって︑始めて私たちの知ったことは幾つもある︒第

碧梧桐・肋骨による五吟歌仙についての評である︒その中

子規は︑資料五二﹁俳譜三佳書序﹂で︑自身と連句との

一に連衆は︑どうして中々の玄人であって︑古来の巻々も

の主張であった︒

かかわりについて総括的に述べている︒即ち︑﹁自分は連
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つぽうな付け方はして居ない︒仮に作物はどこにも伝はっ

も互ひの気持を十分に汲み取って︑其角一派やうな当てづ

かった︒それに新しい︵ママ︑親しい︶仲とは言ひながら

身に入れてよく読んで居り︑決して形ばかりの模倣ではな

立って歩きはじめた︒一里半の夜路を三人は歩いて帰っ

も︑汽車に乗らず︑居士は﹃あるこうや︒﹂と云って先に

いへん話がはづんだので︑夜が更けて松山へ帰る時分に

虚子・碧梧桐がご馳走を食べて快談した後︑﹁この時はた

はじめて居士から聞いて碧梧桐と私は居士に教はりながら

た︒それも只歩いて帰った訳でなく︑三吟の歌仙を作りつ︑

一句々々付句をして帰ったのである︒居士はその後その歌

て居なくとも︑是が始めての試みだったらうとは︑どうも

三虚子の子規批判について

仙を訂正して私たちに見せた事を覚えてゐる︒それがどん

帰った︒歌仙とはどんなものであるかといふことをこの日

①子規と連句に関する虚子の言及

私には思はれない︒﹂

﹁子規の連句についての虚子の言行﹂のように︑二点

収まってゐること︑思ふ・﹂と述べている︒これは︑連句

な歌仙であったかは忘れたがたぶん居士の文庫のうちには

②子規への内在的批判の正当性

についても虚子が子規の弟子であったことを言外に認めて

の資料が確認できる︒

資料ａ﹁連句と趣味﹂とｂ﹁連句﹂とＣ﹁連句論﹂は︑

いる︒

④政治的な子規批判とその背景

連句に内在する文学的価値に関するもので︑子規の粗雑な
連俳非文学の主張に比べれば︑はるかに級密で正当なもの

しかるに︑資料ｅ以後の子規批判は︑極めて政治的色彩

の濃いもので︑事実を曲げた部分も見られる︒

である︒子規存命中及び没後比較的近い時期︑虚子による
子規批判は︑連句に内在する文学的価値に関するものであ

和一三年四月の文芸誌﹃誹譜﹂創刊のことがある︒これ

虚子が突然に政治的な子規批判を展開した背景には︑昭

③子規からの連句伝授

は︑﹃ホトトギス﹂五百号記念事業として企画されたもの

った︒

資料ｄでは︑明治二四年夏︑松山市三津の生寶で子規︒
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としている︒つまり︑﹃誹譜﹄の存在価値を高めるために︑

で︑後に虚子の後継者となる子息の高濱年尾を編集発行人

﹁随間随答﹂で連句の式目について述べるなど︑子規の連

る︒確かに子規の連句理論は乏しいのであるが︑資料五一

⑥事実誤認一言子規は連句に積極的であった

句研究とその鼓吹は続けられている︒

かと思われる︒昭和一四年三月のｅに始まり一七年一二月

虚子は︑資料ｊで︑﹁子規は連句は非文学といふ意見で

敢えて子規批判のキャンペーンを展開していたのではない

のｊに至る一連の子規批判は︑﹃誹諾﹄創刊後しばらくの

ありまして︑一切連句のことには手を触れない有様であり

ました︒﹂と述べているのも事実に反する︒資料三四の松風

時期にだけ集中するのである︒

⑤事実誤認言子規は理論研究を続けた

に掲載した虚子との両吟歌仙等の事実がある︒ことに四七

会員との歌仙︑資料三五・三六の旧派宗匠宇都宮夢大との

かったのである︒﹂と述べている︒しかし︑これは事実に

は虚子も連衆の一人である︒さらに決定的なことは︑資料

虚子はｉ﹁連句に関心を持つ﹂において︑﹁正岡子規が︑

反する︒二八年一月以後は︑連句に関する活発な活動が見

五○の歌仙は虚子との両吟であり︑それを掲載した﹁ホト

両度の歌仙︑資料四二須磨での独吟百韻︑資料四七・四八

られ︑同年一月には︑資料三一﹁俳譜と武事﹂を発表して

トギス﹄の編集発行人は虚子その人であったという事実で

連俳非文学という断案を下してから当時の私達仲間の者は

いるし︑五月には資料三三のように森鴎外に几董等の歌仙

ある︒これらの事実を無視して§子規が﹁一切連句のこと

﹃めざまし草﹄に掲載した歌仙︑資料五○﹁ホトトギス﹂

の写本を贈呈したりしている︒子規は︑理論的探究を続け

には手を触れない有様でありました﹂というのは︑何らか

連句を取り上げて之を研究して見ようと云う者は一人も無

ているのである︒

⑦事実誤認二言子規は旧派俳諸師とかかわった

の政治的意図があってのことと考えざるを得ない︒

になるといふと﹃俳譜大要﹄といふ本の中に僅かにその作

さらに虚子は資料ｊで︑﹁世上に行はれている月並宗匠

虚子はまた︑資料ｊ﹁子規の連句排斥﹂で︑﹁連句の方

法を述べてゐるにすぎないのでありまして﹂と述べてい

16−

ている︒

ば︑それは事実に反しており︑むしろ積極的に交渉を求め

について旧派宗匠と没交渉であったという意味だとすれ

ませんでした︒﹂と述べている︒この発言が︑子規が連句

仲間の連句についても一言も言葉を差し挟んだことはあり

揃雑記﹄のうちにそれが収められてゐる・﹂

憶する︒松風会会員中にも此時子規の指導で試みた︒﹁養

た歌仙が現に遣ってゐる︒慥か子規全集に載ってゐたと記

たものであろう︒夢大からその説明を聞きつ︑両人で作っ

大に接近したのは俳譜連歌に就いて其知識を得ようと図つ

極めて大きな意義をもっている︒その際︑子規は教えを乞

山の旧派宗匠宇都宮夢大との交友は︑子規の連句にとって

に︑資料三五・三六・三九・四○・四一・四三における松

門の宗匠であることはすでに触れたとおりである︒さら

知が︑当時の旧派俳詰の最大の指導者であった其角堂永機

の面での研究レベルの貧しさを反映している︒組織的な取

は十分ではない︒﹃子規全集﹄における連句の扱いは︑こ

かく言うものの︑子規と連句に閲する資料の収集と整理

②資料整理の必要性

以上の検討から︑連句愛好者子規の姿を確認したい︒

①連句愛好者子規の確認

四まとめと今後の検討課題

う立場にあったから︑論評を控えたというよりも論評でき

組が求められている︒

資料二二で︑子規が幸田露伴とともに評を乞うた幸堂得

なかったというのが真相であったろう︒ただ︑資料四三で

料四七の評釈︑高橋Ⅲ子が﹃新潮﹂平成八年六月号に褐戦

③子規の連句作肋の分析の必要性

なお︑夢大との交友について︑柳原極堂は﹃友人子規﹄

した資料五○の評釈︵その後新潮選耆﹁連句のたのしみ﹄

の夢大宗匠宛書簡では︑子規は自己の主張をしっかりと述

︵昭和一八年︑前田言店︶二○六ページで︑次のように証

に収載︶︑大島富朗が﹃糸瓜﹂平成一二年七○○記念号に

子規が一座した作品の分析は︑先に触れた柳田国男の資

言している︒﹁夢大が一両度子規を訪ねて来たのを余は見

掲載した資料五○の評釈︑愛媛大学教授田村憲治が﹃子規

べており︑臆するところが無かったのも事実である︒

うけた︒子規も夢大の宅をたづねたやうであった︒彼が夢
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の碧梧桐との両吟歌仙の評釈がある︒他の作品についても

會誌﹂平成一六年一月発行の一○○号に掲載した資料四八

交響する詩的世界の創出こそ連句の生命であり︑この点に

者多し︒﹂として否定的見解を述べている︒前句と付句が

下半を共有する連俳の特質にして感情よりも智識に属する

ついて現代連句としての発展的な理論展開も求められてい

分析が必要であろう︒

④子規の連句論の検討言雑の句と地発句のこと

事の屈折ある描写がなされており︑季の句とは違った味わ

をもっている点にある︒ことに俳句にはない雑の句は︑人

規は︑これを﹁文学以外の分子﹂である﹁変化﹂としてと

連句の文学的価値の第三は︑打越離れにある︒しかし子

⑥子規連句論の検討一言打越離れの面白さ

う︵︾Ｏ

いがある︒子規が言及しなかったこの点について︑積極的

らえ︑﹁連俳は文学に非ず︒﹂と断じた︒

連句の文学的価値の第一は︑各句がそれぞれに詩的内容

に深めていく必要を感じる︒

ルールであった︒しかし︑子規がやや挑発的に資料三四で

本来この変化は︑打越が同意・同趣に陥ることを避け︑

を経るにつれて地発句が圧倒的に増大していく事実を挙げ

指摘したように︑﹁世上の宗匠先輩は去嫌打越などを少し

また︑付合を前提とする連句の立句と︑付合を予想しな

ている︒これは発句が独立して俳句になる必然性を説いた

心得たるを自慢顔に﹂するようになっていたのも事実であ

一巻の停滞や後退を避けて常に前進させるための去嫌いの

ものとも言えるが︑﹁立句﹂と﹁地発句﹂の区別性につい

り︑子規が変化を知識として文学以外の分子としたのは︑

い﹁地発句﹂について︑子規は俳譜史の中でとらえ︑時代

ては論及していない︒この点については︑連句の側からの

煩瓊な去嫌の細則であった︒この問題につき︑現代連句と

しての付いて離れる関係の積極的な論議を重ねていくこと

積極的な論及が必要であろう︒

⑤子規の連句論の検討一言付合の面白さ

連句の構成美

も必要であろう︒

⑦子規の連句理論の検討四

連句の文学的価値の第二は︑いうまでもなく付合の面白
さにある︒この点について子規は︑資料三○で﹁上半又は
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と統一との間に変化する者に非ずして全く前後相串聯せざ

ったのは︑﹁︵連俳の︶変化なるものは︑終始一貫せる秩序

資料三○において︑子規が連句に対して最も否定的であ

向に矛盾しないのである︒

の連衆心を共有することと︑個性を表出することとは︑一

感の中で進行する巻はいくらでもある︒共同体としての座

今日︑連句が﹁和の文学﹂として復興と拡大の様相を見

⑨連句の文学としての可能性

連句には統一したテーマや思想があるわけではない︒し

せている︒その中で︑愛媛の連句は重要な拠点として多彩

る﹂ものであるという点にある︒

かし︑懐紙にかかれた各折ごとの進行に関し︑緩やかなが

な活動を展開している︒また︑﹁ＴＨＥＲＥＮＧＡ﹂と

作者であり読者であるという連句のもう一つの特殊性につ

ら﹁序・破・急﹂の規定がある︒各作品の構成美につい

③子規の連句理論の検討五剥美の標準について

いて︑外国人たちは︑入浴やトイレの姿を見られるような

しての国際的な展開も見られる︒座にあって一人の人間が

子規も︑近代文学の中核的理念である﹁自我の尊重﹂を

恥の感覚でとらえているという︒にもかかわらず強い興味

て︑具体的な分析の積み上げが必要であろう︒

強く意識していた︒明治二八年の﹃俳譜大要﹄に︑﹁俳句

いる︒つまり︑俳句は個人の感情表出のジャンルとして文

いる︒この延長線上に連俳非文学の主張があると解されて

句の標準なり﹂﹁美の標準は各個の感情に存す︒﹂と述べて

れるようになってきた︒連句はその発生の原初において︑

た中で︑人々は関係性を求め︑連帯や共同の必要が強調さ

に達し︑いたるところで矛盾を露呈し始めている︒そうし

近代が錦の御旗として掲げてきた﹁自我の尊重﹂が極限

と関心を示すのは︑関係性を求めてのことだといわれる︒

学たり得るのだが︑座としての調和を重んじ︑捌の治定に

唱和する文学であった︒そうした意味でも︑本来的に連帯

は文学の一部なり文学は美術の一部なり故に美の標準は俳

よって進行する連句は﹁没個性﹂に陥らざるを得ず︑結果
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の詩として発展する可能性を有しているのである︒

平成一五年五月四日︑松山市史跡庭園庚申庵のり

として文学たり得ないと解されてる︒
しかし︑個性と個性が激しく衝突し︑スリリングな緊張
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アルオープンを記念する連句興行が︑愛媛連句連盟役員を
連衆として行われた︒そして︑その全過程が愛媛ＣＡＴＶ

'1

資料名群

二川巾朧併室に於ての

連歌首尾

別巻三Ｐ五七六

一八巻Ｐ一Ⅲ○

Ｍ二三・○二一側じ折に首尾一別巻三Ｐ五七六

大谷是窄に文音で付句
荷尼

凸

【

により放映され︑庚申庵庭園では来客にオーロラビジョン

〆、

九巻Ｐ七ＬⅢ

八巻Ｐ二四○

一八巻Ｐ一・一・・○

別巻三Ｐ五七八

別巻三Ｐ瓦七七

一肛巻Ｐ六一

一血巻Ｐ九

一五巻Ｐ八

一五巻Ｐ七

浪花雑胆Ｐ六八

浪花雑記Ｐ六七

ﾉL

Ｍ二三・○四

LJ

により解説付きで公開された︒本年四月二四日にも開園一

11'1．

ノ、

九巻Ｐ七六八

し

れの錦

I○

九巻Ｐ七七三

P

俳詰連歌首尾つづ

れの錦

尾

の紀服

癖宛普前に松山の俳擶

碧宛書簡に竹尼興行の
記事

ﾉL

周年記念事業として同じことが行われた︒多くの参観者

川

巻

右にⅢじ首尼つづ

うぐフ

︾〆

会首尾

じ の紅

Ｍ二三・○五
二

三

が︑興趣あふれる場面を眼前にし︑連句の可能性を実感し

○丘

つづれ

第五Ⅲ

首も

錦業

は子
子尼
評規f･ f規
何
者は規規は
尾
評はは評
打一汗評者
打･苫

大谷是空との両吟首

飾川

子行迎 11仙
￨!il
規
俳じ
首じ

二

＝

Ｍ二三・○七

のに

仙上と歌俳と

二

ていた︒また︑ＮＰＯ庚申庵倶楽部では︑本年二月︑庚申

Ⅱ
M

Ｍ二八・○↑

三

庵が運営する﹁庚申庵連句教室﹂とは別に﹁庚申庵連句

二

M

Ｍ二五・○

れイi

又歌IMff半迎右

会﹂を立ち上げた︒研究と実作の結合を目指しているとこ

M
M

一八

二

○

ろである︒

︒Ｉと︑

○

に

今後︑﹁子規と連句について﹂の誤った認識が見直さ

資料名等出

叩︑師山〃

二巻Ｐ丘川七

席上俳諾連歌首尾別巻三Ｐ五七五

横浜丸船巾で典之・怖
吉と三吟歌仙

ｲI

○
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畷
三

四
/Iz

じ

ノ、

八

○

ﾉL

一

三

七

一

ノI‐

れ︑子規が提起した諸問題について︑流派を超えた間達な

二

二二○

ユ

論議が交わされるよう期待したい︒

二

E￨天￨舌'四'三三'二
九

○子規と連句についての資料一覧

番年月日
Ｍ一八・○九・○
M

二万

一七

Ｍ二五・○三・○一

資料躬聯
懇宛耕簡に撚伴と俳諾
予定の記事

合を抄録

虚子宛書簡に露伴との
Ｍ二五・○三中旬頃
興行の記邪
糾宛件簡に撚伴との付

Ｍ◇一・八・○三

半歌仙松川で

歌仙

牛伴・鳴群との三吟半

八巻Ｐ二七六
三五

二川

叫○

一九

三八

↑一七

八巻Ｐ二八四
八巻Ｐ二八九

別巻三Ｐ五八
八巻Ｐ九
別巻三Ｐ五八二
別巻一・一ＰＫ八三

別巻三Ｐ八八川

﹁ 芭 蕉 雑 談 ﹂第 九 川 を
四巻Ｐ二九八
﹁日本﹂に 掲載

ｆ歌仙子規は評箭
半歌仙子規は誹箭

別巻二ＰＸ八○

Ｍ 二 五 ・ ○ 六 ・ 二 Ｌ ハ 新聞﹃日本﹂に︑﹁獺祭
四巻Ｐ↑五七
ー・一○・○二 書屋俳紺﹂を連載

Ｍ二八・○し
Ｍ二五・○七
Ｍ二八・○八・○八
Ｍ二六夏

Ｍ一一六奥
一○

に掲戦

諾と武聯﹂を﹃Ⅱ

四五

Ｍ・一八

Ｍ↑一八

Ｍ・一八

Ｍ・一八

Ｕ九

○・○一

一○

Ｍ二八・○凡

１．−︐︑
ｉ
ノ

jj

Ｍ二八

Ｍ一・八

Ｍ二八

一○・○八

一一ｋリ

○八

資料橘等

﹁推荊雑把﹂に﹁俳擶迎
歌﹂を苦く

宇都宮夢大と歌仙を巻

ノ︑

Ｆ

一・・巻Ｐ三川

別巻三Ｐ五八五

川靖︵夢大︶宛書簡で
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八巻Ｐ六一八

八巻Ｐ六

一八巻Ｐ六一三

一三巻Ｐ六一四

妙人とⅣび欣仙を巻く
別巻三Ｐ八八Ｌハ
二部文背︶

﹁散策集﹂に連応連俳の
記覗

へ罫川以

鴫雪宛普簡に三五・三
六の事を肥す

一八巻Ｐ六二○

瓢亭宛件簡に
と迎騏述俳の

丹靖宛葉書で三六の付
句を送る

伊藤半次郎宛詳簡で三
じのことを述べる

丹 端 宛 書 簡 で 三 六 の 付 子規仲だより
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Ｍ 一 ・ 八 ・ 一 ○ ・ 二 ○ 須磨での﹁独吟百韻﹂を
二二巻Ｐ七凡叫
〜・○・二・ ﹃Ⅱ本﹄に掲收する

Ｍ二八

〆、

﹁Ⅱ本﹄掲戦の﹁俳諸大

典 ﹂ で 刊 波 ｌ 三 川 忌 半 川をＰ川○九
歌仙を解説

二

IML

鴎外全集三流巻

〃一､Ⅲ

守

﹃Ⅱ本﹂掲救 の﹁俳詰大
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芭蕉最期の心境﹁青松葉﹂

福田眞久

ｌおくのほそ道から終焉までＩ

一︑おぐ︑のほそ道
やそうぢかはあじみき

へ

もののふの八十氏河の網代木にいさよふ波の行く方知ら

ずも︵柿本人麻呂万葉集三・二六四︶
ゆく河の流れは絶えずして︑しかももとの水にあらず︒
よどみに浮ぶうたかたは︑かつ消え︑かつ結びて︑久しく
とどまりたるためしなし︒︵鴨長明方丈記︶

化して詠んだ︒

この頃円熟期を迎えた芭蕉が西行法師の五百回忌を待っ

て実行したこの旅行は︑西行や能因やその他文人の足跡を

たどり︑その文芸精神に直接ふれることを期し︑かつ歌枕

を訪ねその地の天地人の気を我がものとすること︑東北と

北陸地方に蕉風を広めたい︑﹁不易流行﹂の理念を確立し
たいなどを目的とした︒

そして書かれたのが︑珠玉の簡浄の文芸作品﹁おくのほ

そ道﹂である︒日本の韻文の五大文芸︑万葉・古今・新古

今・筑波集・芭蕉のうち︑その芭蕉の俳句と文章の融合し

た代表的な名作である︒︵近年欧米ではこれを俳文の手本

として︑俳文の創作が盛んになっている︒︶

この﹁おくのほそ道﹂の五十段は︑俳譜︵連句︶の手法

によって構成されていると説かれている︒

確かにその全体の構成は変化に富み︑①文体上は︑漢文

芭蕉は元禄二年三月二十七日に菰かぶる覚悟で臨んだ旅

い段︑暗い段︑恋を匂わす段などがある︒それらが︑作者

表現上は︑ユーモアのある段︑③内容上は︑浄い段︑明る

的な固い緊張感のある段︑和文調で物語的な優美な段︑②

の出発にあたって︑見送りの人々との別れを万感の思いを

の長年連句で養われた文章感覚から巧みに配列されて︑効

﹄︶ＪＵ

もって︑﹁行春や烏啼魚の目は泪﹂と巧みに悲しみを形象
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果を上げている︒

はたちとせ

り︒﹂︑武隈の松︵十九段︶の﹁代々あるは伐︑あるひは柚

継などせしと聞に︑今将千歳のかたちと︑のほひて︑めで

たき松のけしきになん侍りし︒﹂︑二十一段︵壺の石ぶみ︶

ここで私が注目したいのは︑浄明暗のうちの浄の段であ
る︒浄を明の中に入れて考えるのではなく︑別に独立させ

の﹁差に至りて疑ひなき千歳の記念︑今眼前に古人の心を

せんざいかたみ

て︑その位置づけをしなければならない︒言うまでもなく︑

閲す︒﹂︑二十三段︵塩がまの明神︶の﹁五百年来の悌︑今

この他深く考えてみると︑﹁千歳の記念﹂という言葉は

しばらくせんざいかたみ

一︶二︶

浄は仏教など宗教では大切であるが︑日本古来の信仰生活

目の前にうかびてそぞろに珍し・﹂︑二十七段︵平泉︶の

た︒物事をアリストテレス式思考法から︑Ａと非Ａとに二

なくても作者が不易を実際に感じたであろうと思われる段

おもかげ

の基本でもある神道では︑﹁直き心︑清き心︑赤き心﹂と

﹁暫時千歳の記念とはなれり﹂等である︒

けみ

して尊んでいて︑日本人の生活感にも密着したものであっ

分して明暗として捉えるのではなく︑浄明暗と三分法で捉

が幾つかある︒それをいちいち﹁千歳の記念﹂と書くとし

二︑﹁おくのほそ道﹂後

かったと思う︒文章・文体とはそういうものである︒

たら︑非常に文体を平凡にしてしまうので︑あえて書かな

えることが必要である︒

その浄の段として考えられるのは︑裏見の滝︿六段︶・
塩釜︵二十三段︶・瑞巌寺︵二十五段︶・立石寺︵三十一
段︶・羽黒︵三十四段︶・月山︵三十五段︶・那谷寺︵四十
三段︶・気比明神︵四十八段︶等である︒

き︑その後に郷里に帰ったり︑大津の幻住庵︵幻住庵記︶

芭蕉はこの旅の後︑伊勢神宮の御遷宮を拝みに二見へい

行﹂の理念をしっかりとわがものとした点である︒それを

や京嵯峨の落柿舎に滞在したり︵嵯峨日記︶しながら︑﹁お

もう一つ重要なのは︑芭蕉はこの旅において﹁不易流

体験したのは︑日光︵六段︶の﹁空海大師の開基の時日光

くのほそ道﹂の推敲を重ねていたようである︒素能に清書

せんざいみらい

と改給ふ︒千歳未来をさとり給ふにや︑今此御光一天にか

を頼み︑それが言き上ったのは五年後の元禄七年である︒

おんたくはつくわう

あんどすみか

かやきて︑恩沢八荒にあふれ︑四民安堵の栖穏やかな
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俳譜の席で示されたものであり︑これを発句として︑十人

次の句は︑翌日の二十七日に女弟子の園女亭で開かれた

此の秋は何で年よる雲に鳥

その﹁旅なる哉︑器なるかな︒只なげかしきは︑かうゃう

で俳請を興行した︒︑王人園女に対する挨拶の意をこめた句

本文の後の素龍の耆いた﹁賊﹂に気掛かりな文がある︒

の人のいとかよはげにて眉の霜のをきそふぞ︒﹂の心配が

であるが︑﹁目にたてて見る塵﹂の表現には︑後の十月九

あたり︑芭蕉は同年十月十二日に瞑目しているのである︒
芭蕉は九州長崎への旅を志し︑郷里の伊賀を出発して大

日の﹁夏の月句﹂の改作とからんでⅢ重大な問題があると

白菊の目にたてて見る塵もなし

田やつ︒

阪にきたが︑晩秋の好季節でもあり︑弟子たちに招かれて
句会に出席したりしていた︒

元禄七年九月二十六日には大阪清水の茶店で︑泥足主催

次の句は︑翌日の二十八日に︑此止亭で開かれた俳席で︑

秋の名残を惜しんで七種の恋を結題とした際に︑芭蕉は

﹁川下児を送る﹂という題で詠んだものである︒老衰を自

合ユノ

によって開かれた句会において︑﹁所思﹂という題をつけ
て︑

覚した芭蕉ではあるが︑さすが︑優艶な男色の創作はおも

此の道や行く人なしに秋の暮

安らぎのない魂の漂泊と孤独を詠んだ︒次の句も同じ席

しろい・

していた芭蕉は︑この日︵二十九日︶の芝柏亭での句会に

次の句は︑園女亭の句会で茸を食したことから体調を崩

月澄むや狐こはがる児の供

で︑茶屋の主人に望まれて詠んでやった即吟ではあるが︑

かすかに芭蕉の人生の終末の予感を読み取るきとができ
ブ︵︾Ｏ

出席できなくなったので︑詠み届けさせたものである︒こ

松風や軒を廻って秋暮れぬ
次の句も同じ日に詠まれた句であるが︑この秋に限って

の句はよく都会の孤独をいうものとして︑時々新聞などに

も引用される句である︒しかし︑元の意味は今日集まって

急に老衰を自覚したさまと︑雲となって漂泊する己れの姿
が烏に象徴されている文芸的な句である︒

−つく一

いる連衆を思いやることで孤独な心の窓が開かれ︑一筋の
光りが射し込んでくる趣のあるものである︒
秋深き隣は何をする人ぞ
この句を詠んだ後︑約十日間の文芸上の沈黙の期間があ
った︒

その間の様子を﹃笈日記﹄︵支考︶と﹁枯尾花﹂︵其角︶

によって見てみよう︒九月二十九日の﹁秋深き﹂の句を詠
んだ夜からはげしい泄痢に冒され︑二日三日とたつうちに
物を言う力もなくなり︑手足は冷たくなり︑死の愁いが持
たれるようになった︒十月五日には︑今までいた之道亭が
せまいので︑御堂前の花屋仁左衛門の難座敷に移した︒弟

ができずに泪を落とした︒このころ京の去来も伏見からの

船で到着し︑暮かたには乙州︑木節︑丈草らが集まり︑平

田明照寺の李由も到着した︒去来は師の伏す仁左衛門の家

を離れずつきっきりで看病した︒弟子たちは壁をへだてた

隣室でただただ一心に命運を祈った︒

このように︑この約十日間は芭蕉は肉体の衰耗と戦って

おり︑文芸上の沈黙があった︒
一︑枯野句

その翌日の十月八日の深更に︑芭蕉は枕元にいた呑舟に
硯をすらせて︑

旅に病んで夢は枯野をかけ廻る

を口ずさみ︑書きとらせた︒下を﹁なをかけ廻る夢心﹂

子が膳所大津や伊勢尾張の親しい人たちに知らせた︒この
日の暮に︑芭蕉は支考を枕辺に呼んで︑ことのほか安堵し

しかし︑芭蕉は﹁仏教でも戒めているように︑生死の瀬

︵笈日記︒﹁枯野を廻るゆめ心﹂芭蕉翁終焉記︶としようか

床の上に起き上がりすっかり白くなった髪などを見せた

戸際に臨みながら句などを作るべきではないが︑これも五

てきたと告げたので︑看病にあたっていた弟子たちは安心

が︑弟子には﹁衰えはてて枯木を寒岩にそえる﹂ように思

十年間の習いの故であろう︒今後はもう俳譜を忘れたい

とも言ったと伝えられている︒

われた︒七日には︑帥の急を聞いて湖南の正秀が夜船で朝

と︑しみじみ語った﹂︵笈日記︶︑﹁このように句を作ると

した︒六日には︑昨夜の薬が効いたのか気持ちが楽になり︑

到着し師の枕辺に座したが︑言葉につまり一言も言うこと
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いうことは妄執であるが︑自分は俳譜の上に死ぬ身だと切

き︑すべてを放下しようとまで言ったその時の切迫した芭

この句の持つ﹁かけ廻る﹂の二重の動訶による強い響

れが辞世という思いで詠んでいるから︑今更これは辞世で

聞かれた芭蕉は︑自分はこれまで何時も句を詠む時にはこ

る辞世ではないということ︒弟子からこれは辞世ですかと

ここには重大な問題が二つある︒一つは︑これはいわゆ

﹁枯野吟﹂であり︑最期の心境はこの句に集約され象徴さ

いことで豪傑である﹂と言っている︒芭蕉の最期の句は

衰弱していても︑枯野の夢魂にみる執念は常人にはできな

動した︒蕪村は自らの死に臨んだ時に︑﹁芭蕉翁は身体は

た︒また︑それを聞いた当時の人も後世の人も︑非常に感

蕉の心理状況などから︑弟子たちは衝撃に似た感動を受け

に思うなあ︑と悔やみながら言った﹂︵終焉記︶と書かれ

はない︑と言ったという︒芭蕉の平常の句作の覚悟のほど

れているというのが︑長い間の定説となってきたが︑これ

ている︒

を物語るものであろう︒辞世というのは︑本人が辞世とし

もその原因の一つになったか︒今日でも︑そのような著述

四︑清滝句

私はこの解釈には従わない︒

ないし︑これが最期の心境句でもない︒

しかし︑芭蕉の句も︑その人生もこれで終わったのでは

をときどき見かける︒

て︑自己の人生を完結してこの世を去る心境を詠むもので
ある︒古来さまざまな人々の辞世の詩文が残されている︒
しかし︑芭蕉の場合にはこれは一般でいう意味の辞世では
・ない○

二つには︑この言葉は芭蕉が今はの際に臨んで︑生涯の
仕事とした俳譜と︑それを妄執とする考えとが内部で相剋

その後︑芭蕉は静かに眠りについた︒

していたことを物語る︒風雅の自我と仏の無我との対立で
ある︒﹁この後は俳諮を忘れたい﹂と言ったのは︑自らの

翌日の十月九日︑薬を服用したあと去来に︑﹁十日ほど

前に園女のところで︑白菊のＨに立て見る塵もなしとい

死を従容と迎えいれたいという願いからであったと考えら
れる︒

全ノ

−つ7

働きであるが︑文体論や心理分析や表現学からその内容を

両句の素材・対象を比較してみると︑原句が残っている

う句を作ったが︑夏に詠んだ句清滝や浪に塵なき夏の月

留めて︑野明のところに残してある草稿を破棄してほし

のは﹁清滝や﹂の地名と﹁浪︵波この二つだけであり︑﹁塵

詳細に分析してみると︑この句は一般に理解している改作

い︒﹂︵旅寝論︶と語った︒支考も同様のことを書き︑さら

なし﹂と﹁夏の月﹂がなくなっている︒﹁塵﹂がなくなっ

︵原句︶と等類であることに気がついたので清滝や波に

に芭蕉が﹁改作することは死後の妄執と思うが︑作りかえ

たのは︑改作の主要原因だから当然である︒それは芭蕉の

という範鴫ではすまされないものを持っている︒

る︒﹂︵笈日記︶と言ったと書いている︒この言は前夜の言

人格から塵がなくなったことを意味している︒

散り込青松葉︵改作句︶と詠み直した︒忘れないで書き

の再確認という性格があり︑芭蕉にはもう句を作らないと

ているからである︒これは一般の改作の常識をこえるもの

②異なる人格しかし︑﹁夏の月﹂が﹁青松葉﹂に変わ

分としてもこれをないがしろにする訳にはいかなかった︒

で︑新作と理解すべき句であり︑心境の変化である︒私は

言ったことと矛盾があったことになる︒しかし︑芭蕉の長

確かにこれも俳譜にとらわれている妄執の現われであろ

さらに﹁青松葉句﹂を﹁夏の月句﹂︵原作︶の後に配列す

ったのは何故か︒それは句の題材・対象がまったく変化し

う︒しかし︑だからと言って芭蕉は最期まで俳諸に執着心

るのではなく︑﹁枯野句﹂の後に配列し︑独立した位置を

い文芸活動において︑弟子たちに等類を戒めてきたし︑自

を捨て切れず︑その人生の最期の句は﹁枯野句﹂である︑

与えるべきだとした︒金子兜太氏は︑毎日新聞︵昭和五十

三年七月八日︶に賛成論を書かれた︒

ということにはならない・

ここで︑私の研究結果を箇条書風に整理して説くことと

昨夜の﹁枯野句﹂の妄執の悩みと俳譜を捨てて人間的な救

原作当時の芭蕉と︑約半年後のいま病中にあり︑しかも

①清滝句の動機・対象﹁清滝句﹂の制作の動機は︑﹁白

いを願ったあとの︑今日の芭蕉とは明らかに異なる人格で

する︒

菊句﹂と等類であることに気付いた芭蕉の芸術的な良心の
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氏はいちはやく﹃芭蕉ｌその詩的実存﹄︵昭和四十五年︶

人格芸術論から分析すると︑かく解釈される︒佐古純一郎

あり︑心理である点を考えなければならない︒人格美学・

た︒それを詠んだのである︒先述の改作の域を越える句作

かたまりの付け根が折れてすう１つと散る一瞬を感じ取っ

起こしてみた︒その時︑青松葉が一陣の谷風によって葉の

日が暮れるのを待ち︑月を観た︒今芭蕉はそれを再び思い

である︒病床のこの日の人格が生んだ新作であり︑作者の

において賛同された︒

③観月の思い出芭蕉は昨夜の嵐のような俳譜と人間本

かんできていた︒そして︑半年前に野明に案内されての夏

涯の楽しかったことなど︑その所々の風景などが脳裏に浮

次々に流れてくる︑などがあることを知った︒これらは︑

はらと散る︑上方から吹き込んでくる︑散り込んだ松葉が

⑤軸折れ直下一回説従来の解釈を見ると︑松葉がはら

心が反映︵流露︶していると考えられる︒

の観月も思いだし︑懐かしい気分になっていた︒この時

枯れた松の落葉であって︑少し茶色をしているので︑青松

質との相剋を経験し︑今朝は嵐のあとの静かな気持ちで生

﹁おや︑塵なきが︑園女亭での白菊の句と同じ言葉であり︑

ちる︑そして岡部長章氏が言われたように︑折れやすい松

葉ではない︒何度もではなく︑一回きりの︑真っすぐに落

︵⑳夏の清滝清滝改作を考えた芭蕉は︑半年前の観月の

葉の付け根が折れた固まりである︒軸折れ直下一回説であ

等類になっている﹂と気付いた︒

ときを思い起こしてみた︒早い夕飯を食べ︑野明に案内さ

⑥清滝の文学的背景情滝川は丹波高地に源を発するも

る︒この青松葉は言うまでもなく︑作者自身の姿の象徴で

袋・あざみ・蝶を見たり︑蝉・鶯の声を聴いたり︑清滝川

ので︑栂尾・槙尾・高雄の三尾を経て︑愛宕山口の清滝を

れと六丁峠を登り︑覆われた木々の間にわずかに見える清

では瀬音に交じる蝉や河鹿の声を聴いたり︑鮎の影を見た

流れ︑最後は落合の石門のところ︵右京区保津峡︶で保津

ある︒不思議な自他の一致である︒

りしたであろう︒また︑石門から枝を張りだしている赤松

川に合流する川である︒所説では︑滝があるとか︑空也の

滝への急坂を降りて行った︒途中では紫陽花・さっき・蛍

の景勝を見たり︑先人たちの歌を思い出し偲んだりして︑
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白波﹂︑権中納言国信の﹁岩ねこす清滝川のはやければ浪

行法師の﹁ふりつみし高ねのみ雪とけにけり情滝川の水の

ためて山わけごろもをりてきましを﹂︑新古今和歌集に西

古今和歌集に神退法師の﹁きよたきのせゃのしら糸くり

を汲むのを見て︑それに付いて行くと︑持仏堂には七八十

がいたが︑自分より上方から同じように水瓶を飛ばして水

聖事という話があり︑水瓶を飛ばして水を汲む若い修行僧

修行する僧たちがいた︒今昔物語と宇治拾遺物語に情滝川

図は有名である︒この地は僧たちの修行地であり︑巌上で

開基とし天台宗であったが︑のちに明恵上人が再興して華

をりかくる岸の山吹﹂︑千載和歌集に俊成の﹁石走る水の

歳の老僧が五鈷をにぎり脇息によりかかって眠っていたの

滝だというものもあった︒清滝は古来歌枕として有名な観

白玉かずみえて情滝川にすめる月影﹂︑後恵法師の﹁筏お

で︑彼は火界児をもって加持し︑火焔で庵を焼いたところ

厳宗の道場として高山寺と改称した︒明恵上人の樹上瞑想

ろす情滝川にすむ月は棹にさはらぬ氷なりけり﹂などの古

が︑聖は眠りながら散杖をとって香水にさしひたし四方に

月の名所である︒

歌があり︑清滝川の清浄な雰囲気を歌っている︒事実その

いて焼けたという︒驍慢の心を戒める話である︒他に︑

⑦清滝の宗教的背景この情滝川を背景とした文学的世

の背景をもった︑深い世界を意味する力の籠ったものなの

地である︒清滝というだけで︑このような文芸上・宗教上

き﹂よう．まん

な川である︒芭蕉にとっては有名な歌枕であり︑古来から

空也上人が修行したという滝が九条関白藤原兼実の棲んだ

振り注ぐと︑火はたちまちに消えて︑逆にわが衣に火がつ

流れる精神・文芸伝統を継いだ不易なる川である︒人麻呂

月輪寺への道の途中にある︒このような宗教上の重要な聖

名称のとおり︑幽逢な山々の間を流れ︑透明度の高い清涼

や長明や西行の川である︒

界として︑高雄の神護寺は和気情麻呂を開祖とすると伝え

である︒

なる偶然とは言い切れないものがある︒

従って︑芭蕉が最期に臨み︑心が清滝川に行ったのは単

られ︑河内国から天長元年︵八二四︶に当地に移し︑弘法
大師を初代住職に迎え︑寿永元年に文覚が再興した寺であ
る︒人界を絶した別天地である︒栂尾の高山寺は僧專意を
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であることが分かった︒愛宕山口をさらに探してそこから

水気のあるところには生えないので︑地形から考えて無理

上に枝を差し出しているような所がない︒松の性質として

高雄から川添のハイキングコースをたどって見たが︑川の

査してみると︑その周辺には松がない︒疑問をもった私は︑

たのか︒一般には愛宕山口の清滝と言うが︑松の有無を調

⑧場所はどこか芭蕉が観月に行った場所はどこであっ

がおどるように見える︒

している情滝川の冷たい清浄な水はきらきらと銀波︑金波

にでて山と川とがはっきりと区別されるようになり︑合流

と︑山の下の川波がすこし明るくなる︒やがて月が山の端

の夏の月は午後八時近くに︑まず前方の山際が明るくなる

が︑川はその間を流れて嵐山へとつづいている︒陰暦六月

の上に立って︑保津川の下流を望むと少し低く山が見える

石門の向かい側に見える山は清滝山と呼ばれている︒石門

清滝や波に散り込青松葉

四キロほど下り︑もう駄目だと思っていると︑情滝川の終
点︑保津川に合流するその出口の両側には大きな石門があ

一瞬の青松葉の落下である︒芭蕉の視野の上方に影が動

のような︑一刹那である︒清滝の静諭境の幽寂と芭蕉の静

り︑そこに数本の赤松が流れに枝を伸ばして自生している

が調査して松がないと言って疑問を提していることが分か

和澄撒の境地との一致した瞬間である︒まさに︑芭蕉青松

き︑すう−つと散りこむ︒それを捉えたのは︑禅家の撃竹

った︒しかし︑氏は石門の松には残念ながら気付かなかっ

葉の生命が伝統の川に帰一したのである︒非常に象徴的な

のを発見した︒その後に調べてみると︑すでに松尾靖秋氏

た︒

見ながら下りていくと石門がある落合︵ここで情滝川と保

居本で左の道を登り︑六丁峠から眼下に情滝川と保津川を

だ︒それを読取り得ないでは文芸の解釈は必要ではない︒

議な一致があり︑ここには不思議な文芸の真実があるの

清浄の世界がある︒また︑三日後の芭蕉瞑目の境地と不思

句である︒そこには︑昨夜の相剋は消え︑寂滅の相があり︑

津川が合流している︶に出て︑さらに進むと水尾の集落へ

文芸を生むのは作者の人格であり︑文芸美を生むのも作者

ここに通ずる道は︑落柿舎からあだし野の念仏寺先の鳥

到る︒これは古くから米買い道と呼ばれた道である︒この
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かる重要な句である︒従って︑芭蕉の最期の句は﹁枯野

格・心境に一種の清く澄み切った諦念が表れているのがわ

⑨昼間か︑夜間か芭蕉がそれを見たのは昼間か︑夜間

句﹂ではなく︑この﹁冑松葉句﹂であり︑芭蕉の心は今日

の心である︒

か︒句を見ると明らかに昼の景のごとく︑青松葉にリアリ

⑪｜切の放下さて︑翌日の十日には江戸と郷里伊賀の

もしばしば言われるように枯野を廻っていることはなく︑

のとおり︑固まりで散るので見ることができる︒句作に限

人たちにあてた遺言を代筆してもらい︑郷里の兄宛のもの

ティーがあり︑子規やホトトギス派好みの写生に見える︒

らず︑詩歌の制作︑紀行文においてさえ︑創作性が重要で

は︑自ら床に起き上がって書いた︒死を迎える覚悟ができ

清滝に鎮まっている︒

あることは言をまたない︒私はこの芭蕉の最期の心境を象

たことを物語る︒このような心境に到ったのは青松葉句を

しかし︑月下に散る青松葉は前述の﹁軸折れ直下一回説﹂

徴する心象句は︑もはや時空を超越したものであると思

れ︑近付く死の運命の川に身を任せ︑自然の法に帰一せん

変わった︑爽やかで澄明な感覚と清浄な心境とが認めら

する︒昨夜の苦しい人間と文芸の相剋とはまったく打って

れ去っていった︒前述のように青松葉は作者の生命を象徴

動く影を感じ︑はっと見ると青松葉がすＩと散り込み︑流

う︒文芸の伝統ある清滝川に臨んでいると︑視野の上方に

⑩清浄なる境地さて︑句全体の解釈鑑賞をしてみよ

とを知るべきである︒一切の放下は今日いうところの延命

境ではない︒最期の心境を表すのは﹁青松葉句﹂であるこ

い︒枯野の心境は八日の心境であり︑これが芭蕉最期の心

を放下している︒そこには﹁枯野句﹂にみられた執着はな

ぬらしてほしい﹂と頼んでいる︒俳詰も生命もすべて一切

れと薬を求める必要はない︑あなたの薬で私の最後の唇を

の命は今日の明け方か︑暮れ方と思うから︑今さらあれこ

未明には．夜通し看病していた弟子︵医師︶の木節に︑﹁私

詠んだ日からであろう︒それが句に表れている︒十二日の

とする心が流露している︑明るい︑安心の世界︑清浄なる

治療の辞退であり︑死の覚悟である︒

迫︽︐／Ｏ

境地が認められると言える︒この句には︑九日の芭蕉の人
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⑫笑みを残し瞑目その後︑芭蕉は静かに眠り︑正午ご

上﹂︵芭蕉翁終焉記︶を捧げている︒芭蕉の本質をみごと

はなやかなる春はかしら重くまなこ濁りて心うし︒泉

に述べた優れた俳文であり︑名文と言われている︒﹁なき

きほどから蝿が飛んでうるさかったので︑弟子たちがそれ

石冷々たる納涼の地はことに湿気をうけて夜もねられ

ろに目を覚ましたので︑弟子が抱き起こして粥をすすめた

を捕ろうと︑鳥もちを塗った棒を持って追い掛けた︒それ

ず︑朝むつけたり︒秋はた︑かなしひを添る腸をつか

がらを笠にかくすや枯尾花﹂の追悼句を詠んだ︒

に上手と下手があるといって︑皆と一緒に可笑しがって見

むはかり也︒ともかくもならてや雪のかれ尾花と無常

が︑唇をぬらす程度であった︒小春日和の暖かい部屋にさ

ていたが︑うっすらと笑みを残すがごとくそのまま静かに

閉関の折︑はとふらふ人も便なく立帰て︑今年就中

たよりたちかへりなかんつづく

なげきそもそもこのおきな

徳業にとめること無量なり︒二千余人の門葉︑辺遠ひ

をりキ﹄り

そふはらわた

瞑目し︑死を迎えた︒時は元禄七年十月十二日の午後四時

老衰なり︑と歎あへり︒抑︑此翁孤独貧窮にして︑

なり

ごろである︒

とつに合信する因と縁との不可思議︑いかにとも勘破

かんぱ

心の軌跡は︑枯野︵八日︶←清滝川︵九日︶←江戸や郷

に始まり︑その後に追善之俳諾として前掲の句を発句とし

しがたし︒

里︵十日︑遺言︶←一切放下︵十二日未明︶←笑みを残し
て臨終︵十二日︑午後四時ごろ︶というように︑はっきり
とたどることができる︒

て︑百韻が巻かれている︒

﹁枯尾華下﹂の冒頭は︑十月二十五日に︑桃隣と共に

⑬笠にかくす芭蕉の亡骸は夜舟に乗せて淀川を上り︑
十三日の朝伏見に上陸し︑何回も滞在したことのある無名

江戸を出発した嵐雪が芭蕉の墓前で歎唱して書いた︒その

霜月七日のゆふつくよの梶に︑義仲寺の家上にひさま

庵のある大津の義仲寺に安置して︑通夜を営み︑十四Ｈに

つく︒空華散し水月うちこほす時︑心鏡一塵をひかさ

最後の文章は︑

たまたま大阪に来ており︑芭蕉の臨終に立合うことができ

は直愚上人を導師として葬儀をおこなった︒江戸の其角は

たが︑葬儀委員長を務めて︑切々たる追悼文﹃枯尾華
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からを利し︑他を利して︑終に其神不娼︑今も見給へ︑

れば︑万象よくうつる︒此師︑この道におゐて︑みつ

に赴いている︒何という符号があることか︒

界がある︒芭蕉は︑夏の月夜に青松葉が散る影を認め︑死

葉に近いのは不思議である︒ここにはわれわれの未到の世

病むゆへに山香の梅も匂ひけり

一世工藤芝蘭子宗匠の辞世句は︑

因みに︑昭和四十六年三月十日に亡くなった落柿舎第十

今も聞給へとて︑

此下にかくねむるらん雪仏
と結んでいる︒

⑭天明の蕪村蕪村の臨終の様子は門人凡董が編蟇した

であった︒この梅は郷里大分県の山香の里から携えて見舞

いに来た姪御さんが贈った鉢植であった︒蕪村は白梅︒芝

蘭子宗匠は山香の梅で︑心は一度郷里に帰っているｃ芭蕉

﹁から檜葉﹂に掲載された﹁夜半翁終焉記﹂に書かれてい
る︒

かやうの病に触れつつも︑好める道のわりなくて︑一

も遺言状を書いたとき心は故郷に帰っている︒まことに奇

しき一致である︒宗匠は天竜寺の関精拙老師に参禅し︑開

句案にわたらんとするに︑夢は枯野をかけ廻るなどい
へる妙境︑及ぶべしとも覚えず︒されば蕉翁の豪傑な

悟徹底したと言われている︒

芥川龍之介は優れた芭蕉の俳譜研究をのこしており︑小

る事︑今はた感に堪えざるは︒

とある︒蕪村は十二月二十四日に門人の月渓を枕元に呼ん

説﹁枯野抄﹂を書いた︒その頃の文学志望の若者たちは︑

と詠んだ︒この句を芭蕉の枯野句ではなく︑清滝句と比べ

たのと︑芥川独特の見方がつよく︑﹁青松葉﹂に届かなか

かったという︒しかし︑僧文暁の﹁花屋日記﹄を種本とし

で︑

てみると︑その共通性がはっきりと浮かび上がってくる︒

ったのは遺憾であった︒師漱石は﹁仏性は白き桔梗とこそ

これらを読み非常に刺激を受け︑俳譜に関心をもつ者が多

蕪村は来世に向わんとするとき季節の白梅の香がかすかに

あらめ﹂の句を︑北鎌倉の円覚寺塔頭帰源院に残している︒

白梅に明くる夜ばかりとなりにけり

してきた︒蕪村は芭蕉の枯野を言いながら︑その句は青松
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⑮碑の建立芝藺子宗匠は青松葉句の句碑を建立する志
を持ち︑昭和四十六年八月十二日に除幕式を予定し︑碑の
揮毫を残していたが︑三月九日に亡くなられたのは︑まこ
とに痛恨の極みであった︒しかし︑その志を継いで︑地元
関係者小畑実氏・松本末三氏・評論家保田與重郎先生・柳
井道弘詩伯・岡部長章教授らに︑私も参加して無事に除幕

式を挙行した︒長老岡田利兵衛先生をはじめ京阪の俳諾
人・研究者ら約百五十名があつまり︑二百九十年前の芭蕉
の心を慕ったことだった︒以後︑毎年九月の第一土曜日に
碑前において芭蕉を偲んで﹁落合句碑祭﹂が開催されてい
る︒

⑯浄の句芭蕉の青松葉の清浄の句は突然に生まれたも
のではない︒先の﹁一︑おくのほそ道﹂で述べてたように
清浄な句と並べてみると良く理解できるであろう︒
有難や雪をかをらす南谷︵三十四段︶
語られぬ湯殿にぬらす快かな︵三十五段︶
石山の石より白し秋の風︵四十三段︶

月清し遊行の持てる砂の上︵四十八段︶
清滝や波に散り込青松葉
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冒頭に﹁おくのほそ道﹂の不易流行に言及したが︑清滝は

古来から文芸伝統をもった不易であり︑芭蕉の生命は不易
なる川︑文芸伝統の流れに帰ったと言えると思う︒

芭蕉関係著書
﹁芭蕉の自我と救い﹄昭和四十三年東京文献センター
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﹃松尾芭蕉論ｌ晩年の世界ｌ﹄昭和四十六年教育出

I

版センター

﹃芭蕉のこころ三百年﹄平成二年芦書房
﹃芭蕉︑世界へ﹂平成六年あまのはしだて出版

￨韮

エッセイ

﹁菜窓菜英草﹂とその周辺

福田太ろを

当時︑この種の出版物には必ずといってよいほど︑親し

い人や著名人による序文・賊文が書かれているが︑この句

集にはそれがないからである︒

成槁を書家の素龍に清書させておいた松尾芭蕉の﹃おく

のほそ道﹄の素龍清書本と同様のケースと思われる︒

句集の発句数は二五二である︒歳時記風に季題を分類・

排列してみると時候が二三︑天文五八︑地理七︑生活二

五︑行事二六︑動物三四︑そして植物が七九句となってい
う︵︾Ｏ

更に季節別に分類すると︑春は︑時候が一三︑天文二

二︑地理五︑生活七︑行事二一︑動物一○︑植物三三︑計

事三︑動物一八︑植物二二の計六六句︒秋は︑時候三︑天
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ここに﹁菜窓菜英草句集﹄と言う一冊の本がある︒
著者の高柳信十郎信之︵俳号菜窓二世菜英︶から数えて
つぐはる

六代目に当たる子孫の高柳乙晴氏が︑原本﹃菜窓菜英草﹂

高柳家の八代目・高柳和夫氏が当家に伝わる古文書を整

文二一︑地理一︑生活五︑行事二︑動物六︑植物二○の計

二一句︒夏は︑時候四︑天文七︑地理一︑生活一一︑行

理し世に出した句集﹃菜窓菜英草﹂には︑いつ書かれたの

五八句︒冬は︑時候三︑天文八︑生活二︑植物四の計一七

を翻刻・刊行されたものである︒

かなど現在の奥付にあたるものがなく︑和夫氏は︑文化六

句である︒

元日や花ましろきの人のさま

暦正月の句は︿春の部﹀に納められている︒

なお︑四季の詞は春夏秋冬の順に配列されているが︑陰

年二八○九︶前後ではないかと推定した︒つまり高柳信
十郎信之の稿本には違いないのだが︑著者・信之はこの作
品集を世に問うのではなく︑出版を後世に託すべく浄書だ
けをしておいたものではないか︑と考えられるという︒
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日もすがら足ることにして御慶哉

わる作砧が七句もあることである︒高柳家は﹁桐大尽﹂と

女子が生まれるたびに嫁入り道具を造るための材料とし

呼ばれもしたようだが︑生まれるのは代々女子ばかりで︑

総体的に見ると︑春の部が全体の四○パーセント強を占

て︑家の周辺に桐の木を植えたという︒そのような習慣は

揃ふたり歯に合ふ草の数七種

めるが︑中でも天文︑行事︑植物が各々二○句以上となっ

ば︑大きく枝を張る桐の木は土地を沢山持っている家でな

何もこのあたりに限ったことではないが︑視点を変えれ

古来︑日本人に賞された日本の四季を代表する景物であ

ければ植えられないということもあり︑家の周りが桐の木

ている︒夏季は植物︒秋季では天文︑植物が多い︒

る雪月花は︑春の雪︑朧月︑夏の月などの句を含め大変に

で一杯になってしまったということは︑広大な土地を所有

が詠まれているからである︒

ともに︑日本を代表する月雪にかかわる春の雪︑朧月など

天文の作が二二句と比較的多いのは︑春風︑春雨などと

んな背景があってこそ出来たものであろう︒

小林一茶が編纂した﹃菫艸﹄に入集している一句も︑そ

桐の実がなにか申すぞ春の風

の様子がうかがえ興味深い︒

このようなことから︑桃の節句を大事にしていた高柳家

るが︑菜英自身も入婿であった︒

高柳家の家系は︑初代から二代︑三代と養子を迎えてい

していたことにもなるのである︒

多い︒

それでは︑季別に取り上げて見ることにする︒

春の部で際立って多いのは︑やはりと言うべきか︑花
︵桜︶の句で︑植物の句三三のうち丁度三分の一に相当す

る三句で︑花見や花守︑桜人など人事・遊楽の句を加え
ると実に一七句もあり︑花を賞翫してやまなかった江戸期
という時代を考慮しても︑特別な存在としての菜英の思い
入れの深さが感じ取れる︒

大名の蓑着て在す朝ざくら
歌詠めば花に酔たと人のいふ
次に多いのは︑梅の七句で︑柳が五句と多いのは姓の高
柳によせる思いがあったのか︒面白いのは︑雛祭りにかか
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現在では縁遠くなった句材の作品は次のとおりである︒

記で基本季語に入る桐の花︑卯の花︑夕顔︑杜若︑牡丹︑

夏の部で多いのは植物で二二句を数えるが︑現在の歳時

辻番の自費して居る長閑かな

昼顔︑葉桜など満遍なく詠まれている︒なかで︑杜若が五

じび人

春の人と成あふせけり市女笠
はじはじめ

句も詠われているのは菜英の好みか︒前書のある次のよう

へつ・物

ほととぎす起て聞のもふるめかし

鳴き渡り身近に親しまれていたのに違いない︒

当時の鄙びた川田谷村一帯では︑時烏は昼となく夜となく

先年︑私は那須高原でそのかん高い一声を耳にしたが︑

︑︵ノＯ

四季を代表する詠題として︑意識的に詠まれたのである

時烏は一○句と断然多い︒和歌︑連歌︑俳諸を通じての

夕顔や其三業の蔓ひとつ

頭陀百成が風流をうらやむ

おくの細道は蕉翁の愉快堺にして︑今又其小道を垣巡る

な句もある︒

蕨うり諸ふこころなど阯始
なお︑

芝二本榎日蓮宗上行寺普齋其角墓碑前

空や春其百年の時津風
駒込竹町Ⅱ遮嵌常検寺雪中継玄峰居士墓碑前

百変の筋目々々や糸ざくら
の二句は︑其角と嵐雪の百年忌の法要を行ったときの詠で
ある︒続いて︑
右両豐百年忌此句々を巻頭として黄蝶堂にて
歌仙興行花の二水といふ

鳶風巾や何所からきれて祐天寺
の句となっているが︑﹁黄蝶堂﹂とは菜英の堂号で︑法要

われたようである︒花の二木とは︑其角と嵐雪を指してい

関東平野を流れる荒川は埼玉県の中部を貫き︑隅田川とな

十里︑江戸を発って最初に草軽を脱ぐ宿場町であったが︑

中山道六十九宿の一つであった武州・桶川宿は江戸より

るのではないか︒﹁花の二木﹄の巻の歌仙が残されている

って東京湾に注ぐ︒川田谷村ではその荒川を利用した舟運

の後︑菜英のところで﹁花の二木﹂という歌仙の興行が行

可能性を考えないわけにはいかない︒
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○︶には︑身上は所有地だけで一二○余町歩までになって

さめ︑二代目の菜英の文化・文政時代︵一八○四〜一八三

高柳家は本家から分家した初代の始めた事業が成功をお

土の関東ローム層が露出しているところもあった︒そんな

が一○センチと少ない︒その上西風が強く︑土は飛散し赤

の火山灰が積もった大宮台地上にあるため︑表土の腐植士

おおよそ五○○軒であったという︒この地域は浅間山など

当時の川田谷村の戸数は殖やさず減らさずの時代が続き

いる︒事業は酒造業︑薬種業︑金融業︑荒川の水路を利用

わけで︑荒川流域の氾濫土を耕地に運ぶのが農閑期の仕事

もまた盛んであった︒

した船主・船問屋︑塩の販売など多岐の経営に携わってい

というきびしい農村風土でもあった︒

縁の旧家がある︒冷蔵庫などの無かった時代︑利根川を行

刺し身と尾頭付を用意していた︑との記録が残っている遠

客の際はいつでも手厚いもてなしが出来るようにと︑鯛の

であったとは思えない︒県北の深谷市︵旧本郷村︶で︑来

だが名主の高柳家であってみれば︑心太が格別の嗜好品

たと言われている︒これらの事業は︑当時の名主が行って
いた一般的な業種であった︒
ひも

櫻洗ふ水の底から心太
〃ところてん〃は︑天草の採れる海辺の温暖な地域から
江戸を経由し︑舟便で荒川を湖ったものに違いない︒
足立郡川田谷村は︑大宮台地の西の果て荒川に面したと

き来していた千石船で調達したものであろうか︒

〃奥の細道〃の旅で︑芭蕉一行を接待した山形県・尾花

ころに位置し︑一九五五︵昭和三十年︶に加納村と共に桶
川町と合併しその後一九七○年に市制施行された︒桶川市

沢市の紅花大尽・鈴木清風は︑伊達六二万石の政宗公に金

おきかわ

の市名が︑沖側︵広々とした田畑や原野のある方向︶或い

銭の貸付をしたと伝えられている︒いわゆる大名貸であ

食すれば食するまでの渋団扇

江戸時代ならではの句材の作は次のとおりである︒

る︒

は興川︵芝川や鴨川の水源︶の転誰とする説に由来するよ
うに︑そこに隣接する川田谷地区は︑文字どおり谷津ばか
りで︑荒れる川と呼ばれた荒川に面した起伏の多い地域で
あった︒
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抱籠や夫婦の外のひよく中
秋の部で二十句を上まわるのは天文と植物であるが︑天
文では何といっても名月である︒生活に分類される観月を

加えると十七句となるが︑天文部門の大半を占める︒集
中︑

名月や其髪黒のまきはしら
名月や世は絵合の須磨明石
の二句は異彩で︑〃まきはしら〃は源氏物語三十一帖の真
木柱︑〃絵合〃は同十七帖のそれで︑これらは菜英が源氏
物語を読んでの作であろうと推察される︒
更に特異なのは︑

加賀の大守の入部したまふを見る
の前言のある

露めくや月の頭の大鳥毛
である︒

加賀の大守とは加賀百万石の前田家の殿様である︒大鳥
毛は︑﹁したに−︑したに−﹂の行列の先頭の者が威勢を
示した指し物の竿の先を羽毛で飾ったもので︑加賀藩の参
勤交代の行列を桶川宿で見ての作︒この年︑享和二年︵一

なり＃力

八○三の第十二代・前田斉広の行列は三千五○○人と記

録されている︒因みに︑六○年後の文久元年二八六二

に桶川宿の府川本陣に宿泊された際の皇女・和宮の降嫁の

行列は︑五万人だったといわれている︒

なお︑月の活用季語は︑後の月︑くもらぬ月︑月の妙︑

月の顔︑明月︑二日月などとなっている︒

植物では︑秋を代表する菊︑萩︑女郎花︑薄など多数詠

まれているが︑紅葉と菊は三句︑四句と多い︒

疎遠となりつつある季語の句に次の作がある︒

有縁や膝の泣子に笑ふ綿

誰待や小唄交りの小夜砧

冬の部は︑十七句で一番少ない︒現在では︑新年の句と

して区別されている句が︑春の部に収められているのも一

つの理由として挙げられる︒

冬の景物に欠かせない雪の句は︑

綿帽子の飛とおもへば夜の雪

空の香もなくてそろそろ雪の降

などで︑他に霜︑冬の雨など天文を詠んだ作が多い・

江戸情緒に取れるのがこの句︑
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とりかじちよき

取揖の猪牙はのがれて夕しぐれ
猪牙は猪牙舟の略で︑軽快で速力があり︑吉原通いや川
遊びなどに使われた屋根のない小舟のことである︒
既に︑織々述べてきたところであるが︑﹃菜窓菜英草﹄
は植物を対象にした作品が大変に多く︑三分の一以上を占
めている︒これは︑菜英が殊の外植物を愛し︑造詣が極め
て深かったことに起因していると思われる︒
時代は下って︑高柳家にあの植物図鑑で有名な牧野富太
郎博士に師事して︑植物学の分野で活躍・貢献した悦三郎
という人物がいる︒俳人・菜英から数えて四代目に当たる
子孫である︒

旧川田谷村の名主であった菜英の代は︑酒造業を始め多
種にわたる業を営んでいたのは︑先に述べたとおりである
が︑当時の薬種商は薬物についての中国の知識である本草
学についての心得が必要であった︒六代目・悦三郎が植物
学を選んだ動機の一つには︑家業の薬に対する知識が代々
続いたことが充分考えられる︒だが︑何よりも植物を愛好
し慈しむという絶対的な事実がなかったら︑植物学の道に
進むことはなかったのではなかろうか︒それもこれも︑菜

英の学問好きや植物好きに見られるように︑高柳家に代々

受け継がれ培われてきた血筋がそうさせたのに相違ない︒

なお︑植物学の基礎を築いた牧野富太郎博士はよく知ら

れているが︑その基礎をともに築いた高柳悦三郎は︑あま

り知られていないのは残念なことである︒

高柳家の氏神であった川田谷八幡原の﹁八幡社﹂境内の

古木の根元には︑重厚な一・五メートルほどの顕彰碑が建
っている︒

ｈ輿ゅうしさ

ここで︑菜英の活躍したこの時代の川田谷俳壇につい
て︑概観してみよう︒

桶川宿北隣の鴻巣宿で伊勢派の重鎮・布袋庵横田柳几

が活躍していた︒柳几は酒造業を営むかたわら俳諸に力を

そそぎ︑その交遊圏は九州にまで及ぶ実力者で︑武蔵に柳

几ありと知られていた俳人であった︒

この時代になると各地に俳人たちの交遊圏があり︑その

活動はおおよそ次のようであった︒

著名な俳人のもとには多くの門人が集まり︑現代風な言

い方をすれば︑結社を作っていた︒その中の有力な門人た
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ちは︑それぞれの地域でまた俳諾の指導を行っていた︒定

初は染料の藍から藍二であったが︑後に柳几の指導を受け

の親族で川田谷村で染め物屋を家業としていたという︒最

上尾︵現上尾市︶二︑畦吉︵現上尾市︶一︑吹上︵現吹上

あぜよし

桶川市︶三︑桶川︵現桶川市︶一︑川田谷︵現桶川市︶六︑

鴻巣︵現鴻巣市︶十七︑上谷︵現鴻巣市︶二︑加納︵現

いわゆる月並み句会に参加していた俳人の分布は︑

布袋庵社中の﹃歳日一﹂は︑定期的に発行されていたが︑

るようになって嵐二に改名している︒

期的で月並みと称する句会も開いていた︒今でいう月例句
会である︒そして︑高名な俳人が来訪したとあれば︑その

機会をとらえ︑楽しみつつ俳譜の道に励んでいたのであ
う︵︾Ｏ

いくつかの点を除けば︑基本的には現俳壇と変わらない
わけで︑実力者柳几が桶川・川田谷俳壇に大きな影響力を

町︶三︑行田︵現行田市︶一︑埼玉︵現行田市︶一︑鉢形

もったのは︑当然の成りゆきであった︒
布袋庵社中発行の﹃歳旦﹄の川田谷俳人の名は︑当初嵐

︵現寄居町︶四︑その他六地区から七名の計四八名となっ

には︑柳几とともに兎岡舎の主・嵐二も鉢形へ同行︑鉢形

けで来たものであろうか︒ちなみに︑安永二年二七七三︶

村からは四○キロメートル余りと遠距離になるが︑泊り掛

か︑江戸時代になっても俳譜をしていた人が多い︒川田谷

であったところだけに︑中世の武将たちが連歌をした名残

ている︒鉢形村は北条早雲の曽孫の守った北武蔵最大の城

ひまご

二︑杏五︑長秋︑山芝︑椿之︑東松︑尺沢錐︑尺風荷の俳
僧二人を含む八名であったが︑一七七五年︵安永四年︶に
は︑川田谷の面々は単独の﹃歳旦﹄を発行している︒
﹃歳旦﹂とは元旦に詠んだ祝賀の発句集であり︑これに
は︑嵐二︑杏五︑東松︑椿之︑畦吉︑尺座来の名があり︑
その軸には︑

連とともに俳諮の座を催している︒この旅の記は︑柳几が

存興

紅梅や老木の身とてゆるしたや布袋庵

﹃鉢形紀行﹂として著している︒川田谷村の六名は地元の

鴻巣十七名に次いで多いが︑支部的俳壇形成の萌芽といつ

とあって︑柳几公認の﹁川田谷俳壇﹂が誕生している︒
なお︑社中の重要なメンバーであった島村嵐二は︑柳几
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てよい︒六名とは︑嵐二︑杏五︑椿之︑東松︑尺沢唯︑尺

友さ

穐たつや出茶屋か軒も時津風楚花
大戸の雪

庭掃くは月を涼しくせうとてか青調

鳳尾であった︒

天明七年︵一七八七︶︑この頃から雪中庵の鈴木荘丹な

芥子ちるやそれよりかろき二日月有郷

春なれや風渡りよき松の門萬蝶

温泉の筋の白根も近し雲の峰竹齢
むめ咲や烏もあかるき月日星白泉

元日や硯の海も時津風原秋

初音よし日よし静に梅の花花蝶
露寒や蜘蛛の巣をとる竹箒完弥

耳に見し三千丈の柳哉蛙水

どが盛んに川田谷に来遊しており︑菜英が荘丹に師事した
のはこの頃である︒荘丹は炭俵風の連句を得意とした大島
蓼太に学んでおり︑柳几とも親しいから同じ川田谷村の菜
英たちと嵐二たちが交流するのは︑当然のなりゆきであっ
たのである︒
三十の春を迎えて

とし立つや余慶に笑ふ日向富士
師・荘丹より菜窓二世の印可を授けられた菜英の新倉・
高柳家には︑荘丹の画像が残されている︒

三ヶ月や柴にさしたしほととぎす藍二

手伝ふて孫に曳かせる小松かな弁女
うしの子の添寝ぬくとし春の水千翠
譲よりこぼれやすさよ萩の花淋蝶

ちなみに︑菜英は安永元年︵一七七二︶比企郡八ッ林村

高沼の稲舟

いたをしの重荷は嬉し田苅舟椿之
紅梅や白きもの皆消へてから杏五
孝行の一事を小田の案山子哉梅芳

の道祖土家に生まれ︑川田谷八幡原の高柳家に婿入りして

いる︒号は︑菜英の他に菜窓二世︑黄蝶堂︑文献翁とあ

制﹄いし﹂

新三郎であり︑澁蝶は菜英の次女ゆうである︒

弁女は菜英の妻のべん︑干翠は菜英の娘じんの夫である

網すきの手にとまりけり秋の風松年
筑波の附米
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り︑蕉門雪中庵系の俳人・鈴木荘丹の高弟となり︑荘丹の
別号・菜窓を印可されている︒しかしながら︑次第に俳譜

の結果辿り着いた計川田谷曲水の宴﹂の場所ではないかと
い︾っ︒

なるほど︑江川が荒川の河川敷を走り︑旧荒川の流れの

ベットのＳの字を引き延ばしたような格好になっているか

谷流膓筵記﹂の左図によると︑屈曲した流水は︑アルファ

から遠ざかり︑神道へと関わってゆく︒

新緑が風にそよぎまばゆいばかりの寧日︑中学生の頃か

跡が帯状にその面影をとどめている︒菜英の遺した﹁川田

ら郷土の歴史に興味をもち︑調査・研究に打ち込んでいる

ら︑合点がいく︒宴の水は江川から取り入れ︑荒川の本流

に落としたのに相違ない︒

地元川田谷在住の天沼正明氏の案内で︑荒川の堤に佇っ
た︒

県道川越・栗橋線の幹線道路として︑荒川に架かる太郎
右衛門橋の下流で︑橋を渡る人と車の流れが豆人寸馬の距

かいさノ︑

離である︒ここの辺りは蛇行して流れる荒川の水害対策の
ため昭和初年に開鑿され︑現在は深く狭くかつ直線に近い
流れになっている︒天沼氏が掻き分けるほどに茂った夏草
の上に拡げた古い地図の堤防は︑掘り上げた土で嵩上げを
して築かれたものである︒

前述したように︑市名が芝川や鴨川の水源の転誰とする
おきかわ

興川であるように︑この地域は至って川が多い︒江川とい
う川田谷を貫いて流れる小川もその一つである︒この細い
流れが荒川本流に合流するところが︑天沼氏が調査︑研讃
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差しの奥に遠く秩父の嶺々が浮かぶ︒河原は大よしきりと

た︒距離にすると一里半︑六キロメートルはあろうか︒日

橋までは約一八分︒更に合流点までは四○分ほどかかっ

居方面を背にして東京方面へと川沿いに下る︒太郎右衛門

から西へ向かって荒川までは二分少々︒そこから秩父・寄

ら︑川沿いに荒川と江川の合流点まで歩いてみた︒高柳家

花粉症の治まるのを待って︑私は八幡原の高柳家付近か

吟行会であった︒

たが︑気どころの知れた俳句仲間とあって︑大変に愉しい

ぼえず彼の麓に至る﹂を実感するべく徒歩での挙行であっ

共にいざない︑若き人おほく︑道のほど︑打ちさはぎてお

巌寺の章の一節﹁⁝⁝雲巌寺に杖を曳けば︑人々すすんで

である仏頂和尚ゆかりの雲巌寺を尋ねたことがあった︒雲

おなじみの栃木県・黒羽町に吟行をした折︑芭蕉参禅の師

かつて．私たち職場の俳句グループで︑﹁奥の細道﹂で

きし

雲雀の大合唱である︒釣り人が静かに糸をたれている︒

義之が引く筆のすさみや春の川

曲水の宴については詳述するまでもないが︑﹃大辞林﹂

私は菜英宅から曲水の宴の開かれたところまでの距離に
疑問を持った︒六キロもの場所に農閑期とはいえ︑水の流

には︑﹁平安時代︑朝廷で三月三日の上巳の節句に行われ

た遊宴︒曲水のほとりの所々に参会者が座り︑上流から流

れる堀を作る作業は︑鍬などを持って通うのには遠すぎる
と思った︒そのことを天沼氏に伝えると︑﹁この近くには

される杯が自分の前を通過しないうちに詩歌を作り︑杯を

ぞれの詩歌を披露した︒﹂とある︒また︑﹃角川漢和中辞

荘丹の弟子が沢山いたから︑菜英の作男たちと協同の作業

大八車に敷物や酒樽︑食べ物︑食器︑更には矢立︑短冊

典﹂の記述では﹁晉の王義之が永和九年︵三五三︶三月三

取って酒を飲み︑次へ杯を流す︒終わって宴を設け︑それ

などの文具類一式︑そして花盛りの桃の枝を山のように積

日︑会稽山陰の藺亭に文人を会して︑この遊びをしたのに

だったのでしょうかね﹂と応えてくれた︒

み込み︑川沿いの道をにぎやかに打ち興じながら︑催場と

始まる﹂とある︒

文化五年︵一八○八︶に行われた川田谷曲水の宴︑即ち

しん

なった畦吉の河川敷に向かう一行の姿がありありと思い浮
かんでくる︒
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は天候によるものと推察されているが︑近郷近在の雅人な

﹃桃の筵﹄の開催日は三月五日であった︒五日とした理由

葱の一葉も散ればささ舟

砂白き歩路をひろふ夕月に

模様奇麗に帯のむすびめ

っつゆ深く虹矧のうたのふしもなき

ど五○名以上が参集している︒交通手段が乏しかった時代
であり︑近間の連衆の家に分散して泊まり︑天候の回復を

子を負いながらつくる土器

はりつけ

ふる雨に夫婦六部の宿よぴて

かわらけ

待ったことが考えられる︒昭和一○年台までは︑農村では
客人を泊め合うのが習慣だったからである︒

中心になって行っている︒発句の双社は蓼太の門人で同地

合歓のさかりに吹ぬ昼中

水無月の蝿には耳もなかりけり

文字の朽たる恋を張付

に芭蕉句碑を建立した人として知られている︒面白いの

玉ぐしげ筥根の坂のさざれいし

積をわするる馬医能の日
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︑王催は菜英︑捌きは荘丹で︑主として雪中庵系の人々が

は︑当時の社会世相からでしょう︒五○人を超す人々が集

にはか行脚の歌も鄙風俗

あらおかし痂気の虫の庇となりて

まるともなると特別な許可を得る必要があったようで︑
〃雨乞〃の行事と称して届け出をしていることである︒

も

晴れる天気を宵に気遣ふ

花催ひ最う此月は延されず

筵の構成は︑俳詣に止まらず︑連歌︑狂歌︑詩歌と四つ
のグループに分かれており︑相応な規模の興行であったこ

青みし芝に庭の補理ひ

つ／︑ろ

とが窺えるが︑ここでは歌仙一巻を中心に紹介することに

めぐり水の杯やこころの倭文字双杜

くれ竹とともに吹るる鈴の音

置頭巾まだ春ながら捨かねて

日すら庵めく三千種の酒菜英

飯の身楽の内端ことなり

留めおくこととする︒

ひな棚に若やぐばかりさし寄て嵐十

菜白士雁荘蛙白引東間如夕

千

羨五方養花夕

魚英摩鴦蝶口翠英泉玉浮丹水石蝶吹蝉碇口

急て川を越して宿取る聞蝉

ほどきを受けていたのではないだろうか︒ふと︑そんなこ

順延で天候の回復を待っていた間︑連衆は荘丹に連句の手

る︒当時︑菜英の家に寄寓していた俳人でもあった︒なお︑

八專の旅はこころのはれやらず千驚

とに思いが至るのも〃座の文学〃のもつ魅力のひとつでは

姐板に割てすずしき真桑瓜仙菓
かしこひ猿のさてもの忘れ引蝶

ある︒

いずれにしても︑貴族文化の粋とされる雅な宴が︑封建

御世継にさだまりたまふ御脇腹雲歩

うれし涙をそそぐみたらし蛙水

色が濃く貧しい人の多いこの時代に︑武蔵野国足立郡川旧

な出来事であったといえる︒

谷村という片田舎において行われたということは︑画期的

塵とのみ月の鏡にちる柳荘丹
おばＬま

濡にぞぬれし露の橋雁浮

ぅ繋れて眠る子鹿のかしこまり松年

女系家族の高柳家にとって︑三月上巳の桃の節供は格別

なお︑菜英の妻べんの妹のひで女︑菜英の次女のゆうも

親子の従弟なりしもはやむかし菜英
将棋は初段囲碁はまだしきべん女

車で︑一時間余りも掛けて持参した大量の桃の花は︑曲水

家名ばかりではやる売薬双杜

花さそふ扇文台夕栄へて荘丹
交はる水の猶も長き日雲歩

のほとりに桃源郷を演出したことであろう︒

曲水やもの云そうに鶴の舞ふひで女

なものであったのであろうことが容易に想像できる︒大八

俳諾の筵に参加している︒

一巻は︑主催・発起人の菜英と捌きの荘丹が各々三句
で︑雲歩が挙句を含め二句詠んでいるが︑穂積雲歩︵狂名

曲水のながれもあえぬてにはかなゆう

二十五年間で︑二千箇所にのぼる芭蕉の句碑を尋ね歩い

白川与布祢︶は︑亀戸天満宮の連歌庵の執筆をした経歴も
あり︑﹃菜窓菜英草﹄の草稿を清書した書道家でもあり︑

一座の執筆役としてふさわしい人物であったことが伺え
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ている安斉俊二氏によると︑現在︑東京の芭蕉句碑の数は

ゆく水や何にとどまるのりの味其角

京編﹂を刊行した昭和六二年︵一九八七︶は︑七○余基で

優婆塞菜窓菜英建

文化六年歳在巳三月

とある︒碑陰には

あった︒その頃︑私も蕉翁の跡を追って都心の句碑を中心

雲歩恭阿書

一○二基を数えるという︒﹃芭蕉句碑スケッチめぐり．東

に尋ね歩いたが︑浅草寺・奥山にある〃三匠句碑″は︑特

種玉鑛

と刻まれている︒季節はずれの雷雨が二日続けてあった後

徴のあるもので忘れられない碑の一つとして︑はっきりと
記憶に残っている︒

建立した文化六年は︑菜英が俳譜の道を去る準備に入っ

だけに︑碑背面の文字ははっきりと読み取れた︒

する傾向の異なる三匠の併刻とその選句には︑いささか戸

た頃であり︑異質な感を免れえない宗因・芭蕉・其角の句

菱餅を横に立て掛けたような碑形︑江戸時代前期を代表

惑った覚えがあったからである︒後日︑その句碑が地元の

とともに︑〃優婆塞菜窓菜英″の陰刻からも決意の程を窺

横約一・五︑縦一メートルほどもある大きな碑の材石

のことで︑一般には正式の僧にはならずに仏教の修行をす

い知ることができる︒優婆塞とは︑在家の男子の仏教信者

うぱそく

菜英が建立したものであることを知り驚かされた︒

は︑立派な秩父青石である︒秩父の山檗をぬい荒川を下っ

る者をさす︒

は﹁菜窓菜英草﹄の清書を菜英から依頼された人であり︑

書は雲歩恭阿で︑種玉がそれをもとに彫っている︒雲歩

て江戸まで運んだものであろう︒先の八取揖の猪方はのが
れて夕しぐれＶの一句は︑菜英が青石を浅草寺まで運んだ
折の嘱目吟かも知れない︒興味津々である︒

鈴木荘丹は江戸で儒学と医学を学び︑俳譜を雪中庵三

川田谷曲水の宴では︑歌仙の執筆を務めてもいる︒

なかむとて花にもいたし頸の骨宗囚

世・大島蓼太に習い︑俳人としてよく知られていたが作品

選定された三匠の句は︑右から

花の雲鐘は上野か浅草か芭蕉
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ともども︑まこと風雅の人として清貧を貫きその生き方に

別のモニュメント〃であったのではないだろうか︒︵完︶

﹃菜窓菜英草﹂は三匠句碑とともに︑俳諸の道からの〃決

︿参考文献﹀

﹃菜窓菜英草句集﹄高柳乙晴編

第２

は限りない魅力を備えた人物である︒菜英は俳諸を荘丹に
よく学び師と仰ぐ荘丹に心酔し︑川冊谷村の屋敷内には僑
居まで設けている︒

﹁桶川市史﹄第一巻通史編

﹃荒川曲水の宴句集﹄高柳乙晴編

と目され允許されるまでに至るが︑教えを受けること二○

﹃埼玉俳譜史の人びと﹄小林甲子男著

菜英は荘丹に菜窓二世の別号を授けられ︑荘丹の後継者

年の区切りの年に︑荘丹の助言もあって甲斐・駿河へ旅を

﹁埼玉俳譜人名辞典﹄内野勝裕編著

口万︶

﹁川田谷曲水の宴﹂︵内野勝裕﹃埼玉史談﹄第銘巻

するが︑この後︑急激に俳譜の道から離れていくのである︒

文化一○年二八二三に菜窓菜英は俳諾から決別し︑
神道の世界へと転身を計ったのである︒
﹁三匠句碑﹂を建立した文化六年は︑菜英が俳詰を離れ
る準備に入った頃である︒句碑には︑〃優婆塞〃の文字と
とも
と
もに
に︑︑荘丹から讓られた別号︑〃菜窓二世〃の号を冠し
イ﹄いう︒︒

﹁菜窓菜英草﹄の原稿が出来上がったのも︑まさにこの
頃ではないかと思われる︒﹃菜窓菜英草﹂には︑三頁にも
及ぶ前書的説明文などがあり︑単なる発句集に止まらない
と思われるところから︑私には菜英がそれまでの事跡を意
図してまとめた草稿と思われてならない︒
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回顧

１
Ｉ
平成十六年の連句界

少しでも﹁世界俳譜フュージョンニ○○四﹂の活動が寄与

してくれたらと思う︒惟例的な行事は︑ともすればマンネ

リ化しやすい︒ところが毎年︑行われるわけではないだけ

にこの俳譜フュージョンのプレゼンテイションが連句界に

新局面を展開してくれるかのような印象を与えてくれるの

は意義のないことではなかろう︒

この数年来︑連句界の︑王要行事の回数はほとんど変化し

り︑マンネリ化しているとの指摘とは別に重要である︒盛

小︑中央・地方にかかわらず連句エネルギーの尺度とな

小林しげと

ていない︒増えもしなければ減りもしてないのが実情であ

んであるに越したことはない︒ただその中で︑一座の和は

付け加えて言うならば︑連句の諸行事は︑その規模の大

る︒そんなとき平成十六年の秋︑芭蕉生誕三六○年という

もちろん︑また賞のあり方についても︑よい意味での競争

︵秀作を創造するための一条件︶であって欲しい︒連句興

ことで伊賀上野において﹁世界俳譜フュージョンニ○○
四﹂という特別の催しがあった︒海外の作者も含めて多数

隆の機会は︑常にどこかにあると言ってよい︒

さて︑この一年の連句界の行事︑出版︑人事などの動き

の参加者を集めたこの行事は︑俳譜が異種の分野︵映像・
舞踊・音楽・アニメなど︶と融合し︑連句の将来的展望を

について振り返ってみたい︒まず行事の方は︑例年のごと

記録集︑エッセイ︑定期刊行物の順に紹介する︒連句集ｌ

暗示してくれた︒伝統としての連句が︑その領域で様々の

われわれは︑依然として連句人口の普及︑次世代の育成︑

澁谷道﹃標集﹂︵二月︶︑松永静雨遺著﹁愛と平和と仲間た

く変わらず別表のとおりである︒次に主要図書ｌ連句集︑

ＩＴ技術の活用︑作品水準の向上︑国際連句の進展など未

ち﹂︵三月︶︑浦和義仲寺連句会・高橋微代編﹁撫子﹄︵九

可能性を拡大してゆくことは望ましい︒

解決の諸問題を多く抱えている︒これらの問題解決のため
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セイほかｌ村松友次﹁夕顔の花ｌ虚子の連句論﹄︵三月︶︑

民文化祭ふくおか連句大会作品集﹄︵十一月︶など︒エッ

︵八月︶︑第認回芭蕉祭﹁献詠句集﹂︵十月︶︑福岡県編﹁国

玉県連句協会編﹃彩の国県民文化祭参加・俳諸彩の国﹄

作品集﹂︵三月︶︑猫蓑会編﹃連句猫蓑作品集﹂︵四月︶︑埼

南連句会作品集﹄︵一月︶︑岐阜県﹁第蛇回岐阜県民文芸祭

月︶など︒記録集ｌ都心連句会など﹃昭二○○二年都心湘

会誌﹃俵口﹄︵十月︶︑鈴木漠編﹁ぜぴゆるす抄﹂︵十一

月︶︑愛媛県連句連盟・愛媛昭和連句草創の碑記念連句大

こみの通信﹄︵東京︶など︒

京︶︑﹁さざなみ通信﹄︵丸亀︶︑﹁桃雅会報﹄︵名古屋︶︑﹁ね

系に芭蕉顕彰会報﹁義仲寺﹄︵大津︶︑﹃季語研究会報﹂︵東

阪︶︑﹁れぎおん﹄︵西宮︶︑﹁ロータス﹄︵徳島︶など︒会報

に﹃オタクサ﹂︵神戸︶︑﹁解續﹄︵東京︶︑﹁俳諸接心﹂︵大

天楼﹄︵千葉︶︑﹃八千草﹄︵川崎︶など︒また連句専門誌系

れ﹄︵岐阜︶︑﹃ふらくたる﹂︵三木︶︑﹁白燕﹂︵神戸︶︑﹃摩

咄﹄︵岐阜︶︑﹁紫薇﹄︵大阪︶︑﹃筑波﹄︵船橋︶︑言ちく

︵広島︶︑﹁くさくき﹂︵川ｇ︑﹃ぐろつけ﹄︵神戸︶︑﹁獅子

﹃対話の文芸芭蕉連句集﹂︵六月︶など︒郷士作家研究紀

﹁去来抄とともにｌ俳句と連句を知る﹄︵六月︶︑村松友次

ぶこころとことばｌ紀行・研究・俳譜﹂︵六月︶︑品川鈴子

集︑連句論など著作が多く︑関西連句壇に及ぼした影響は

連句の普及に貢献する︒連句フィーリング説を唱え︑作品

始︒氏は︑俳誌﹃かつらぎ﹄の阿波野青畝の信頼を受け︑

母体は︑﹁通信かつらぎ﹂︑﹁連句かつらぎ﹄︒岡本春人氏創

岡本星女氏主宰﹃俳諾接心﹂が廃刊することになった︒

要﹃泗楽﹄ｌ連載・明治以降の伊勢連句について︵十一

顕著である︒﹃俳譜接心﹄は︑氏の遺志を継承存続してき

矢崎藍﹃付けてみませんか﹄︵五月︶︑小谷幸雄﹁世界を結

月︶︐その他Ｉ別所真紀子小説﹃残る蛍浜藻うた仙

たのであるが︑このほどの廃刊は惜しまれる︒

○謹悼六月二十三日羅浮亭秋元正江氏死去

人事

帖﹄︵四月︶︑猫蓑庵東明雅先生追悼集﹃安曇野は昏れて
紫﹄︵五月︶︑東明雅先生追悼文集﹃鵺一羽﹂︵八月︶︑報告

集﹁連句シンポジウム・大阪﹄︵十一月︶など︒定期刊行
物︵俳誌・連句専門誌︶俳誌系﹃あした﹄︵東京︶︑﹃鮎﹂
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平成十六年連句行事一覧表
E

日

１
24

協会行

行

事

理事会（n本11『年館）

ワ︼

2

29大阪天満宮笠着俳譜興行（大阪）

協会報137号発ｲI

4

25

第8回,L,敬忌連句大会（伊勢原）

"23ITI総会全匡l大会

4

29

第8同昭和連句草創の碑記念連句大会

I

協会報136号発ｲ1

3

6

即事会(H本青年航）

4

1

18

諸

@li

（松lll)

( 1 1本青年館）
５
1民
LJ

常任理聯会(H本i!j:年節

5

16

田山花袋残後75年忌連句大会（館林）

5

3(）

第24回大山阿夫利神社奉納正式俳譜
（伊勢原）

6

1

協会報138号発ｲ1

6

6

第16回青時雨忌追善正式俳諸の興行
（東京・浅草）

う

￨剛氏文化祭脱￨ﾘl会

6

2(）

輔3回あやめ草連句大会（仙台）

8

29第14回連句協会千葉県支部総会と連ｲ』J入会

（パレスホテル）
丁

７
8

1

附任理4f会(II本背年航）
協会報139号発行

( 11丁川）
9

4

、戸

乙0

10

］

常任理事会(II本青年館）

9

2

第16回全国連句新庄大会(新庄)

平成16年版「連句年鑑」発行

9

5

関西連句を楽しむ会（神戸）

協会報140号発fi

10/10平成16年さきたま連句大会（熊谷）

10

11

世界俳諾フューション2004国際連句大会
（伊賀）

11

6

理事会(H本青年館）

10/30

プレ国民文化祭ふくい連句大会（武生）

11／13

国民文化祭ふくおか文芸祭連句大会
（福岡県）

11／27平成連句競詠2004連句の集い（東京・亀戸）
11
10
」畠

5

協会報141号発行

28

12/5

さくら草連句会連句を楽しむ会（さきたま）
第31回俳譜時雨忌（東京・上野）
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淵
、

誘
…

満

慾

鳥
一

剛

鷺

作

口叩

ｌ連句グループ五十音順Ｉ

八川口・会津の会ｖ

おとがい

付廻し

捷善春直雅

歌仙﹃秋まつり﹄

よき

秋まつり藩侯行列過りけり

片空にある淡き昼月

渡り鳥親の合図に飛び立ちて
木こりゆったり腰を伸ばせる

故里に千円札で帰り来し
珈琲館にダルマストーブ
ゥぱたぱたと旅帽の雪払いつつ

評判のよき版画絵葉書
竹久の夢二のおんな柳腰

残り香のして振り返り見て
地下鉄のエスカレーター長々と

水着のショウの派手な広告
月涼しワイキキの浜人の絶え

目的地までカーナビの声
渋滞にあえば高速役立たず
たつき

黙する父の大き頤

樹木医としての生活に愛でる花
ガラス戸越しに蝶のひらひら

ナォまつわりし犬追いはらい牧開き

観光客に笛捌き見せ

二代目の趣味は西洋アンティーク

そのまなざしは亡き人に似て

熱燗を岬りて嘆く世の矛盾

ちゃんちゃんこ着て木枯の中

佇めば視野の限りに地平線

パノラマ写真残るアルバム

あの頃の君は若くて美しい

つなぐ手と手に老いを忘れる

月煙と大海原を照らすらん
いくさなきこと祈る白萩

ナゥ昆虫もケモノもヒトも冬支度
グルメ気取りて脂肪たっぷり
起き抜けのラジオ体操身の固く

市に合併の長閑なる村

見渡せばどこもかしこも花の雲

直捷善春直雅捷善春直雅捷善春直雅捷善

﹁会津の会﹂は福島県や会津に関係のある方々が連句を楽しむ
超結社の会です︒ご縁の有る方のご参加を待っています︒︵会
批雌料︑問い合わせは磯血進または川中雅子まで︶

呼雌叶礒斡十迂朋二十屋恥哺︵文音︶

寺苑に眩し光りゆく風

︑王
勺叩４６
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大渡磯田
lll

水道子

春直雅捷善春直雅捷善春直雅子

中
崎内部

ハ徳島・阿畔の会ｖ

子明子子明子子子子明子子明子子子子明

梅村光明捌

恒光裕信光恒信裕恒光裕信光恒信裕恒光

お四国﹃昭和半ば一

阿秘涼しさや昭和半ばを懐かしむ

アルミの匙で掬ふ削氷
藍浴衣ほのかに匂う夕さりに
写真館へと下駄を鳴らして
行き惑ふスクランブルの交差点

石橋に前世の業を試さるる

人形浄瑠璃語る妙齢

むか

花吹雪対ふが如くロープウエイ

巣立ち烏かと危なげに飛ぶ

鮮やかな大漁旗を翻し

阿波和紙の工房裏の岸青み
︐雑はちきん海女の出番到来

後姿は未練断ち切り
０Ｌの憧れの的係長

一夜の契り賎とせん

署き月脱藩の志士守り照らす

菖蒲刀は早も萎れて

しんがりは背高のつぼサングラス

国境を挟み情熱育ませ

ｋ雅アテネの空に上がる喚声

荊の褥耐へし妻なり

不燗とて塚に零せる粗涙

桂浜へと瓶は漂着

花の雲波欄の予感覆ひしめ
かぎろひの中陰陽師立つ

答に弾けて消ゆるしやぼん玉

伊燕草摘む野辺を歩む坊っちゃん
手作りのバットグローブ活躍し

裕子
信子
恒子
光明
信子
裕子
光明
恒子
裕子
信子
恒子
光明
信子
裕子
光明
恒子
裕子
信子
光明
恒子
信子
光明
裕子
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思はい場所に茂る溝萩

水晶の数珠ふところに月渡る

山門護る仁王冷まじ

柵香の残る忘れ団扇の艶やかに
アパルトマンに愛の溢れん
舞姫のキスの瞬間見てしまひ

三面鏡の中で号泣

カード破産に積もるガラクタ

従軍す貴方偲べば身も細り
ブロンドが終弘法ひやかして

地蔵菩薩へ誘ふ凍蝶

息白し汲み置く桶に映る月

万物の恩受けし両手に

IM1 1}q 赤梅
本條坂村

頑固に伝ふ代代の味
待ち兼ねの卵雑炊舌鼓
くしゃみの度に淵文唱へて

修験者も舷む絶壁峻嶮に
鬼気迫り来る老いらくの恋
剥がれかけたる下貼りを読み

直輸入秘薬にすがる四畳半
月の出に烏も塒を目指しをり
仮面ライダー爽やかに跳ぶ
長居するゲーム喫茶のそぞろ寒

戴き物をすべて値踏みし
＃夜光杯探し屋根裏取り散らす

今は昔か派閥領袖

肩書に惚れた私が馬鹿なのね

演歌の歌詞に我身重ねて
内子座の蒻す扇の伊達模様

双眼鏡に映る倦怠

月も透く晒鯨の薄造り
麦酒焼酎各自お好み
理髪店馴染の客のへぼ将棋
足に纒はるダックスフント

朝寝の夢に濡らすⅢ

消印は遠き地の果て花明り

恒子
光明
信子
恒子
裕子
信子
光明
裕子
恒子
光明
信子
恒子
裕子
信子
光明
裕子
恒子
光明
信子
恒子
裕子
信子
光明

血胤を宿し春愁深からん

侭シングルマザーの力瘤だよ

××が続く縁談やっと○
預金通帳すでにひと桁

い︐蝋﹄

から

袷羽織を粋に絡げる

うどん打つあれは銭形平次かも

日向ぼこ此処は天国極楽か

揃ふ家族に注ぐ屠蘇散

なり

なまはげの怪しき態に逃げ惑ひ

しやくりあげては﹁もうしません﹂と

曲線柔く実る瓢箪

月射せば納戸の時計ボンと鳴り

玉製の釈迦横たはり涼新た
別れ蚊帳吊る閏へ忍ばん

湯あみして肌を包むはシャネルのみ
ほだ

情に絆され切れぬ内縁
侭不如帰奥の院へと導かる

か

五色の蜜を搗ち割りにかけ
旱肱を嘆く矢先に慈雨が来て

古き名画に母の芸名

シ号ら

企業人卒業迎へルンルルン

テーブルマナー復習ふ長閖さ

瀬戸の海花の扉を開け放ち

裕子
恒子
光明
信子
恒子
裕子
信子
光明
裕子
恒子
信子
光明
恒子
裕子
信子
光明
裕子
恒子
光明
信子
恒子
信子
裕子
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満尾結願祝ふ蒼帝
執筆

︵於・コープと

平成十六年七月三十一日首
平成十六年八月二十九日尾

四花六月

新形式﹃お川同﹂梅村光明考案
﹁四国﹂の特徴

しま住吉店研修室︶

四国八十八所巡りに因み︑阿波・土佐・伊予・讃岐の国々
をそれぞれ表と裏に分け︑森羅万象を詠み込んでいく︒阿
波表から神祇・釈教・無精・述懐を嫌わない︒また︑各同
の表裏それぞれに必ず一句は所縁の句を入れること︒

60−

八島美枝子捌

長

京美英み宏智政

八東京・青葉連句会Ｉその一Ｖ

歌仙﹃冬紅葉﹄

四温日和に集ふ祝宴

冬紅葉水琴窟の音色かな
床の間の一幅書家のものならん

つ
枝

視野をよぎりて烏の影翔つ

月仰ぎ暦に予定記しをり

アォ遠霞ぼかし染めにて縫ふ衣裳
見合ひの料理海老づくしにて

又かかる携帯電話きりもなく
バッイチ同士踊るステップ

名残りを惜しみ交はすくちづけ

底冷えに夢見心地をさまさるる

果実酒の琉珀色濃くなりきたり

ひとり生きるも自由たのしく

難の破れをくぐる三毛猫
路地奥の屋敷の隅の庚申堂

ツアーの客らゐのこづち付け

縁先に月の兎を飽かず見る

甘味処に男らの声

ナゥケーブルの先へさきへと赤蜻蛉

眼するどき西郷の像

夕風にどこか湯浴みの香のすなり

︵於・八島美枝子宅︶

母を待つ子の石鹸玉吹く

アメリカへ花はいかがとエアメール

平成十六年十一月三冊尾

平成十六年一Ⅱ七Ｈ首
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夜の長きにくづる積ん読
ワ秋の風老いに届かぬ福祉の手

砂浜走る少女眺めて

縁結ぶ神を頼みに長き文
肩を寄せ合ふ原宿の街
物騒なニュースばかりが報じられ

地下鉄駅のふかき階段

天瓜粉の児寝息やすらか

飲み干ししグラスをかざす夏の月

飼ふ魚の色あざやかに藻の間を

風に軋める寺の裏木戸
停年の夫と巡れる花の旅
のぞいて見たき春の竜宮

宮八内谷会 メL 石
ド 島 1 1 1 部沢尾元

政智み宏英美宏智み英宏子子子子子恵子

美英智み宏英美智政宏み英政美智み英美

八東京行染連句会その一一Ｖ

歌仙﹃銀座秋﹄
八島美枝子捌

青き匂ひの大樹続ける

ナォ伊勢参り五十鈴川にて手を清め

二人の好み満たすマンション

さりげなく並びて坐る後影

赤提灯に艶歌しみじみ

浴衣の掌からみ合せて宵の道
左近可いをぎ

・八島美枝子

琉珀色なる天心の月

あまた在る小さき画廊銀座秋

秋風に珈琲の香の流れきて

美

清水みのｈ／

たたみいわしを骨に効くとて

魚棲める藻浦を縫へる透視船
み

静けき庭に日差し罐ふ

出勤の相乗りバイク町に消ゆ

買ひしパソコンままならぬなり

い

そぞろ歩けば園の涼しき

見渡すかぎり芒ゆらげり

山の端に月皎々と昇りそみ

︵於・八島美枝子宅︶
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はなれ来て草に遊べる鴉の子

ゥ異国人野点の席へ招かるる

久々に酌むワイン芳し

ナゥ聞きとむるひそけさに鳴く虫の数
み

い

美

粋な姿の和服カップル

愉しげに会話のはずむ昼下り

稽古筆かなの料紙へ噛みほぐす
い

美

見つめ合ふ目とめに笑みのこぼれゐて

み

彼女を連れて郷里へ赴く
何時の間にやら時の過ぎゆく

II I I

街の彼方に立てる初虹

テレビの伝ふ地震の情報
戦友の集へる杜の花あはれ

尾1期

冬の月湾岸道路照らしをり

￨ ‑ ￨‐

い

二皇

美

l几'九
ﾉl jl

み

年年

美
い

み

七六

落葉降りつむ天狗神域
宿をいで川原散策夕餉前

メモ帖だして記す二三句

花万朶天蓋にして女身佛
遠眼差しに吹ける春風

平平
成成
1‑十

み美みいみい美み美いみ美みい美みい美

鈴木文男捌

小

ち妙文
よ

八仙台・青葉城連句会ｖ

歌仙﹃処暑の朝﹄

板の間の裸足ひんやり処暑の朝
水
､テ
藤

秋の七草描く絵手紙

月の道想い静かに影つれて

ナォ曲線を重ね棚田の畦青む

笹倉山にかかる雨雲

水墨のカルチャー講師引き受けて

コンピューターで管理栽培

夏つばめ土蔵の部屋に州入りして

太鼓の名手汗みどろなり

動くたびシャネルほのかに薫りたち

稽古場広く恋舞う傘寿

これからと会長職を辞さぬ意気

カラオケ道場マイク離さず

月出でて広縁に膳運ばるる

ひっそり咲きぬ水引きの花

ナゥ役終えて案山子は納屋の片隅に

会話もなくて夫婦老いたり

合併でわがふるさとも市と呼ばれ

店舗改造メニューも増やし
にぎわしき花の下なる茶会席

初虹の立つ壺の碑

秤雌什は癖十に幽一推計叩鄙︵文音︶
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ポーズそれぞれ民話聞く子等

ひと仕事飼葉を刻む音高く
岩魚メーンの山の湯の宿
蝉の殻澱みの中にくるくると
めまいしそうな告白を受け
髪染めて和服の似合うひとなりき

国籍不明騒ぐサポーター
天災はどんな祈りも聞き入れず
御手のぬくもりただありがたく

夕波千烏哀調の唄

月明し熱燗匂う夜半の冬

街づくり球団できて活気づき

新製品についた付加価値
コンビニの花見弁当滝櫻
稚児よそおいて仏生会ゆく

佐野鈴

ち妙文ち妙文ち妙文ち妙文ち妙文子子男

妙ち文妙ち文ち妙文妙ち文妙ち文妙ち文

アコ匙不

八伊勢・前述句会ｖ

薩摩狂句

こらぼれ−しょん

﹁入道雲﹄

別川ゆたか

半歌仙
入道雲夏が来たどち顔を出つ
竹内茂翁

木村ふ﹄っ

畠凪定女

弓箭を帯し雷鳴の陣

にゅどぐもなつがきたどちつらをでつ

ゆんとやをもつかんなれんのじん

毬つき唄の文句さまざま

佛渕健悟

定女

判
翁

来ない日の悟気嫉妬を寝かしつけ

幽霊よりもこはい生霊

とぜんねとでつしよのんをぱだまらけつ

ゆうれいよっかこえどいつじよう

愛人からきた手紙む読ん目い涙

なじゅんからきたてがむよんめいなんだ

非常灯冴ゆ東病棟

びじょとがつんでつまびようとう

月天心舞へばかそけき里神楽

精魂込めて刀打ちたり

つきやまうえもとへばちすせつれさとかぐら

せくちゅいれつせ−かんなをうつ

兄弟のひとりは果つる硫黄島

きょでうっのひとりがねむついおうとう

春岬より手旗信号

はいみさっかあてをふりえさつ

太鼓三味線の花見に烏もけ驚っ

てこしやんのはなんにとりもけたまがっ

きしょくがわいかかめんなっこえ

奇奇妙妙と亀の鳴く声

身︾っ

健悟

ゆたか

定女

︑
ふ
﹄っ

健悟

ゆたか

定女
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門構え丸に十の字の紋入れて

まりつつうたもだんだんに
見たような大靴がある月の宴

ゆたか

もんぐちなまるいじゅのじんもんがちつ

薄や萩ば焼酎瓶に挿つ

またきちょうふてくつふんでつきみじゃち

すすっやはぐばしょちゅびんにせつ

ゥ豊漁の戻り鰹の雑られゐる

ここは江戸っ子腕の達引

といたてんもどりかつおがせられちよつ

えどっこちゆたかまこでじょもふけ

拝雌汁誌嘩十弐期一什匡酬津︵文音︶

翁

翁

茂

茂

衆
茂

ナオ

確と生き有為転変の旅に死す

筆冬は子は律典和は典律霧い浪和冬江

鵬オペラ座へ急ぐやや寒の橋渡り

ー狹き露地裏石の坂道

雪の深さの計り知れざる

産土の神はどこにも在しまし

丸くふくらむカルメラの嵩

熱狂の納涼ライブ肌染めて
車のシートぐっと倒せり
幻惑の香りの媚薬みつる中

うつろうつるの刻の虚しさ

五番町夕霧楼に月の影

ナウ

合同の金婚式に笑み溢れ

惇

ル

八東京・あした連句会ｌその一Ｖ

繩候鰄﹃若菜野﹄
宇咲冬男捌

一一一枝霧子

宇咲冬男
次山和子
三澤律乃

オ

堀若菜野のロマン錆させてはならじ

Ｉ彩鮮やかに揺るる繭玉

百年の大黒柱磨きいて
模の文字の進む解読
後藤典雄

ひらきたはじむ

夢から醒めて匂う沈丁

竹本いくこ

人形となる竹の春なる
除賜高音条里の森の広大に

ー南を向いて並ぶ百穴

山芳
崎賀

ハ

浪

束戚文化公節︶
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月おぼろ人魚がふいに現れる
嘘世のすべて信じてみたし万愚節

霧

ウ

Ｉ空き缶蹴ればカラカラと鳴り

久︑

川口晶子
和

美脚のパンツ股切れ上がる

六本木・恵比寿・汐留・丸の内
シェーカーを貴女だけにと振り続け

祝杯掲ぐゴルフのコンペ
帰り花ほろほる保ちいる雅
名残りの空へ未来広ごる

堀
口

執

日叩

曲︿

IJd

霧

劣」

Ⅲ移

弥勒菩薩の瞳涼やか

Ⅱ二１

雌H

蝶ネクタイと耳輪重なる
勤々と月の届かぬ嶬地獄

L

は
年

和

霧

律
ノ、

透視さる裸婦の絵下は風景画
すべて解るは何もないこと
秋の帽子のふわり舞い落つ

かくれんぼアリスの庭の花園に

1z
成
l−

オ

八東京・あした連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹁枯葉舞う﹄
角田双柿捌

脆芽木の天ロケット発射成功し

ナオ

日本の防衛どうなってるの

ー歯止めの利かぬ地球温暖
万引の被害に書店恐々と

身構え解きし狐の親子

首すくめ背を向けかわす雪合戦

静かなる湖畔の宿に影ふたつ

堤枯葉舞う山嶺限りなく蒼し
角佃双柿
新井正子
今泉房枝

みちのくは水の良ければ酒もまた

ｉ波紋広げて遊ぶ水鳥
城跡に詩吟の声の概して

正

念願叶い二科展入選

遠潮騒をうつつなに聰く
月明に草畦はき替え峠越え

転勤族になって転々

会釈して過ぐジョギングの人

桜井つばな

つ

房

膳学友と久々に会う秋麗ら
ナウ

宙にぽっかり浮く飛行船

ースペィンォムレッ味の懐し
レプリカの金の峡飾られて

果てることなき蝸叫の隊列

川堤史蹟名勝花万朶

九Ⅱ尼

平成十六年十一Ⅱ九Ⅲ灯

︵於・さいたま市立常稚公民館︶

平成−六年十一Ⅱ二

66

棚曵ける雲に望月走るらん
繰りし童画の挿絵爽やか
ウ

臨地芝居のオカメ・ヒョットコ息の合い

くわいのわいのと飛ぶくに誰

つ

正

禁断の実を食べてしまえり

よろめきしはずみに肩を抱かれて

房

飯田春紅

佇ち尽したる絶壁の上

負け犬になりて魔薬に取り想かれ

正

つ

春

正

双

滝に打たれて六根清浄

つ

春

補陀落の方より昇る夏の月
真白な洗濯物の揺れに揺れ
熱いコーヒーゆっくりと飲み

連綿と候文の花だより

田螺も蜷も這い出せる頃

つ双房正春つ房春正つ正房つ正つ房春正

八東戚・あした連句会その三Ｖ

﹃万華鏡﹄
白根順子捌
白根順

須加金

宮本艶

今泉房

オ

ニスの匂いの残る揺り椅子

腱万華鏡立春の日を操れる
ー風が連れ来る白き双蝶
見本市物珍しく楽しくて
中野稔

大束に挿すななかまどの実

Ｉ雌親ばかの夢ふくらます万愚節

独り居に介護ロボット派遣され

ナオ

ー三たす三が七になってる

着脱自在下着のシルク

長いすはそのままベッドペチカ燃ゆ

硝子細工と崩る冬薔薇

高原のサナトリウムの閉ざさるる

辰雄文学せつせつとして

野生馬のじっとたたずむ雨の中

耳底に鳴る太棹の音

秘めしどぶろくこっそりと飲む

灯台と真夜中の月韻き合い
ナウ

上野・東京文化公節︶
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山の端を染めてしずしず望の月
碓新装のホテルのロビーやや寒し
ウ

h.

くスカイバスにてお濠めぐりに

﹁楽天﹂と﹁ライブドアー﹂が息をあげ

脇目標は写経百巻秋遍路
ー会社運営とみに苦しく

I l

思いの丈を送るパソコン

於lも

へ1

掌に残るぬくもりそっと頬にあて

届けられたる産直の品

竣工の庁舎つつみて花吹雪

Ⅱ

占いにのめり込んでの泣き笑い

ノ廷

古墳の丘にゆるる陽炎

『I

霊水という壷のあやしさ

年

月涼し北欧の夜の昏れきれず

【̲

いつの問にやら猫の集まる

ノ、

ムンクの﹁叫び﹂なぜか夏痩せ
ロザリオを繰りてひたすら小半日

少女ひらりと踊る弥生野

､Iえ

仙

ご馳走の所狭しと花筵

成
卜

歌

稔艶房金稔金房稔金艶房順艶子枝男子子

金順稔房艶稔金房稔金順艶稔房金艶111ii"

八東京・あした連句会その四Ｖ

歌仙﹃快速艇﹄
哩湖涼し快速艇の向き急変
肩を組みコーラスの声はりあげて

才

ｉ冷し紅茶に濡れるテーブル

新井秋芳捌

黒田捨即

新井秋芳
江森京香

宮脇美智子

新井世紫

ナオ

︑峰遍路杖島周遊の足洗う
ー心を癒すロボットのパオ

ボーっと一日スペイン広場

ハナエモリ蝶のデザイン五十年

﹁冬のソナタ﹂は夏でも人気

夕虹のかかる街並み吹く柳

思い通りにいかぬ結末

純愛の恋の世界もリバイバル

人名常用漢字の増えて

境内の御百度石の窪みたる

赤とんぼ追う故郷の野辺

手づくりの肴持ち寄り月見酒

ちぎれるほどに犬が尾を振る

秋

小嶋信太郎

ナウ

ー骨を丈夫にミルク小魚

風光る沖雲の悠々

長寿国日本列島すっぽりと
腰伸ばしたる畑打ちの人
付け下げの模様流るる花筏

︵於・ｋ野・東求文化会館︶

平成十六年九月二十六日首尾
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団々の月ようようと宙天に
木の実に合わす宿下駄の音

世

︑鵬秋場所に晶眉名の声響き合い

噸文化の日茶笑に見入る幼児の眼

一泉

美

播即

相合傘でもつれゆく影

可愛い娘回転寿司で皿重ね

ウ

く組体操の揃う早業

今どきは家事逆転の若夫婦

秋

信

自慢の愛車リコールをされ
寒月光竹つやつやと鎮もれる

世

一足

美

儘即

大道芸を囲む人垣

切りこみうどん呑龍の味
花吹雪浮世絵展に酔いしれて

信

世の中は記録ラッシュに盛り上がり

明日はわが身か春はゆくなり

世秋美京節信世節京世信世美秋世節京秋

オ

八東京・あした連句会ｌその五Ｖ

秀冨

大豆生田伴子捌

新大生
井嶋田

世邦伴

﹃土佐水木﹄

腱振り向かぬ少女がひとり土佐水木

肱馬の仔の弾むかなたの山蒼く

新聞を拾い読みするならいにて

ナオ

ー貨物列車のとどまりいたる

テロを恐るる愛・地球博
茅葺の庵住まいに藁布団

湯冷めの背ナを不意に抱かれ

贈られし目覚ましの楽ヶ・セラ・セラ

詩を打てば死とパソコンの阿呆

冗談の裏の心を隠し得ず

竹の垣根に鎮む樽踞

悠然と月の影負い猫通る

ケーキの香りとどく秋愁

脇冬隣東照宮へのぼる坂

鍛えんとおとなのドリル携帯し

ナウ

ー足の痛みをかばう姑

雪代岩魚走る素早さ

灯が点いて花のトンネル遥かまで

ギターを奏で春暖の候

秤峨什誌笠一一叩三十寸朋南︵文音︶
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く糸の切れたる赤き風船
突然に鶯の声聞こえきて
窓の景色にひらく胸襟
満月に迎えられたる新任者
長き裾野に穂草ゆれいる
碓初猟へ銃の手入れを怠らず

勝岸

硫

ウ

小川

ノ但

ｉ午後の憩いにマイセンの磁器
みつめられそのまなざしに溺れゆく

腕の中なる君は離さじ

思い出をカバンにつめて旅支度

波がおき去る貝のいろいろ
小人の輪だんだんふくれ夏の霜

郵政国会汗の答弁

!'！

fメ

仙

ネクタイを集めて作る大袋
蔵へつづける庭のとび石
観音の肩へ花屑散り積めり
朧おぼろに酌むは日本酒

大
豆

歌

邦世流冨邦世伴苦世邦子貴世邦伴紫子子

森

敬

川

世邦伴冨世邦敬冨世邦冨伴邦秀伴邦世三

八東求・あした辿句会ｌその六Ｖ

歌仙﹃芒種かな﹄

哩芒種かな一語書きたす農日記

オ

ー榎大樹にとまる天牛
パンフレットにゴムのスタンプ

高橋たかえ捌
尚怖たかえ

川岸冨責
間根雪子
山司英子
白根順子
栗原英甫
江森京香
乗ヨ

た

甫

ナオ

Ｉ恥球根を植えてひねもす穏やかに

ー八百屋さんとか肉屋さんとか

待ったはきかい王手角取り

おみやげがどかと置かれる卓の上

水虫をもつれる足に共有し

浴衣の裾のみだらなるさま
遙々と長いトンネル抜けて海

篠でまにあう雑魚釣りの竿

スローライフの夢が実現
別荘は畠つづきに出湯湧き

母はこまめに障子貼り替え

衛星に立待月の皓々と

１脇はみだして描く絵手紙の吊るし柿
ナウ

ー世界遺産を巡る計画

それにつけてもお茶の苦さよ

人生は思い通りにいかぬもの

ボートレースの真っ直ぐな水脈

花盛り日本列島美しき

7(）−

ハンドルをサービスエリアに切りかえて

風船葛ゆらりゆらゆら

望月を湖に浮かべて刻移る
雌ふりかぶる伊予路の鐘を秋遍路

柔道の猛者にもありし泣きどころ

ウ

く後れ毛匂う宿の濡れ縁

順

言田

ふっくらとパウンドケーキ焼きあがり

英

カラオケ・ダンス・トーク・パソコン

年金・預金すべてぺちゃんこ

l l 11

清

つ

水

︵於・熊谷巾緑化センター︶

尾前

なまはげが来て騒がしき家

11)1

木枯の吹き納まりし鎌の月

五一

奉ヨ

八七

柳潮富子

冒田

年年

樋田初子
ノ、ノ、

うからの輪二合半酒の機嫌よく

お稲荷さんに棲みつきし猫

順

『一
一L全 .

姫君の舞えば麗し花の山

おしゃれに結ぶ春のスカーフ

平平
成成
￨ ･十

甫京富順冨英う雪た初京順冨甫子英雪京

た

才

八束京・あした連句会ｌその七Ｖ

﹃鰯雲﹄

三味線かかえおけいこの子ら

高尾秀四郎捌
高尾秀四郎

山司英子
松澤晴美
矢倉澄子
松谷雅子
渡部春水

旭鰯雲行き先をふと忘れけり
Ｉ縁にもうけしお月見の席
街中に残る碑文の秋寂ぴて

水門をすいとくぐりし都鳥
浜の焚火に仲間入りする

澄

英

春

雌評判が評判を呼ぶ屋台あり

年金未納議員続々

秀

ウ

そっと渡せしアパートの鍵

イケメンの涙にほろりほだされて

晴

雅

青木ヶ原の深く鎮もる

高速を走りカーブを切りそこね

澄

英

肌身離さぬ観音の慈悲

旱月赤しいぐさの絶え間なし

春
秀

澄

襲名の歌舞伎口上にぎにぎと
竹馬の友と美酒を汲み合う

晴

乗込鯛の豊漁の旗

肱春の昼異常警報鳴り響き

いつのまに日付変更線を越え

ナオ

ーＵＦＯ見たと噂広がる

神の布教に棒ぐザビエル
稲妻に浮かぶ横顔膓たけて
灼くるばかりの背徳の恋

王冠を捨てて庶民の倖に生き

テニスラリーの軽き球音
お手頃な傷害保険大はやり
掘り出し物を百円で買う

新ビルに弓張り月の覗きいし

歩道の割れ目はや草紅葉

ｉ脇冬隣開催されしピカソ展

堂に入る町会長の底力

ナウ

ー定年過ぎて時間たっぷり

テレビ取材でスター気分に

悠久の刻そのままに花大樹
丘にいななく若駒の群れ

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十六年九月二十六日首尾

'且

仙

故郷の山河懐かし花の雨
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歌

雅澄春澄春晴英雅春英晴秀英晴英雅春雅

オ

八東京︑あした連句会その八Ｖ

歌仙﹃桷の花﹂
腿ことばみな木霊となりぬ桷の花

新井世紫捌
新井世
戸田徳
谷川男
矢倉澄

︑恥窺れる日中交流ぎくしゃくと

ナオ

ー熟年パワー沙漠横断

入れ変りつつ会社更新

少子化に歯止めの効かぬ世なりける

母への便り綴る短夜

冷房の強く省エネ効果なく

賑やかに地酒と土地の話など
好みのままに赤いネクタイ

心臓マヒで閨の真っ暗

まだ若き無垢な娘に首っ丈

高窓に真如の月の際やかに

さわさわさわと穂草揺れいる
臘秋の駒サラブレットの質を持ち
ナウ

ー昔天才今は落ちぶれ

弓へ

ー山時烏よぎる湖

ウ

黒髪を分けてピアスの光りたる

旅から旅へ痕癒の寅

住み侘びて神棚だけはずっしりと

騒がしき世の朧なる街

︵於

江東芭蕉記念館︶

花篝ぱっとはじけて闇燃ゆる

平成十六年五月一 十二日首
平 成 十 六 年 六 月 一 十七日尾

−ノムー

兄弟の剣道の技見事にて
学園祭を一気盛り上げ

除幕せし句碑になだるる望の月

簾名残りに透ける今昔

碓勘三郎絶やさぬ笑みの爽やかに

く休日問わず混み合いし街
あなたのために性の転換
愛知博準備万端落ちのなく

大万華鏡夢を育み

凍月のケルンの塔の影あまた
小コンサート長きマントで

深々と雨に漏れいる石畳

声明もるる結界の庭

咲き競うダムの両岸朝桜
紋白蝶のしなやかな舞

澄男世澄澄徳男世徳澄男澄徳世子児子紫

澄世澄世男徳男澄世徳澄男世男徳世男徳

八東京・あした連句会その九ｖ

臘畦に沿うとぼけた顔の種案山子

ナオ

ー熊野三社を訪める旅立ち
留守役は氷砂糖で老酒を
川岸冨貴

国連よどうにかしてよ自爆テロ

笠の紐かたく締めたる修行僧

暖炉の薪の尉となりても

歌仙﹃禽の道﹂

額のマティスの椀なデフォルメ

陛枯葎膝の高さに禽の道
高橋たかえ

止むにやまれぬ絆の深さ

悴かみし双手でつつむほてる肌

ー屋根に置かるる石に初霜
谷田男児
川上綾子

もてなしは栗名月の見ゆる縁

川岸冨貴捌

ＯＦＦに切替う携帯電話

桜井つばな

待っていた国宝展のひらかれて

オ

アーケード抜けて眺める望の月

つ

男

河岸より縄で吊し来る鮭
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遥かに仰ぐヒマラヤの嶺

梨かじる児の白き歯のあと
ウ

暗算の大人のドリル今更に
小さくたたむ絹の風呂敷

燃冬支度ついでに買いし飾り靴
ナウ
ー優雅に踊るキュリォロボット

燗漫の花へ言葉の詩をつむぎ

た

綾

た

︵於・束爪文化会館︶

平成十六年十一月二十六Ｈ首尾

一朶の雲を映す春水

つ

言田

綾

砿角切りに見物客の輪になれる
ーリュック負うひとヒールはく人
へロモンのせいかなころり意気投合

浮いた噂のいつか立ち消え

﹁雁の寺﹂水上勉急逝し

頼りたよられ近所付き合い

綾

百田

男

男

広報に文化の記事の多くなり
誰も知らない映画みにゆく

た

月涼し舟唄透る波の上
土用見舞に届く蜂蜜

ボートレースに集う若者

花吹雪生きものとなり舞いかかる

つ冨た綾つた男綾たつ男綾冨た綾男つつ

オ

八東京・あした連句会ｌその十ｖ

歌仙﹃久︑
蝶﹄

哩冬蝶に思いがけなき日和かな

ー縁先に出す鉢の唐梅
自転車で坂夛き街走るらん
しゃれた図書館いつもいっぱい

水底に十六夜の蒻鎭もりて

山司英子捌

加入念に仕分けをされし菜種河豚

ナオ

ー魑魅魍魎は永田町から

衝動買いのグッチ・フェラガモ

伝来の壺が贋作だったとは

おじさまに別荘ねだる甘え声
暖炉に熱く燃えあがりたり

山司英子
栗原英甫
川岸冨貴
江森京香

思いつくまま立寄りの湯へ

ゥォークの胸ポケットにニトロいれ

厨に育つピュア・ョ−グルト

雪達磨目鼻ななめに庭を占め

高橋たかえ

関根雪子

名月へ宇宙探査の夢膨る
南瓜を切れば呵呵と空洞

脇肌寒の山懐を駈ける馬
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秋袷縫う祖母は豊礫

甫

Ｉ産土神へ祈る平安

サーカスの道化役者は人気もの
じゃんけんぼんで決まる順番
た

テトラポットに光る春潮

︵於・熊谷巾緑化センター︶

二Ⅱ肯尾

万葉の里に万朶の花の舞い
一思
言田

英
一泉
幸ヨ

平成十六年一Ⅱ二

甫

索ヨ

幸ヨ

言田

唯晩翠忌城垣苔の紅葉する
ｉ肩触れて観る液晶テレビ
ウ

青き瞳に惹かれ溺れるばかりなり

た

一音高き船上の楽

事あらば地の果てまでも自衛隊
ＴＳＵＮＡＭＩとう語の世界共通

時鳥ょぎる仏塔月涼し

早苗饗の宴いよよ賑わい
生き下手で死ぬことも下手酒が友

ジグソーパズルぴたり納まる

花の昼笑まいて眠る篭の嬰
オカリナを吹く野遊びの丘

た雪英甫英京冨冨英た英雪京甫た冨京甫

八津・安濃津連句会ｖ

半歌仙﹃秋入り日﹄
湯浅重好捌

三沢かずみ

多村遼
巾川泰左

秋入り日シリヤラインの揺れかすか

丘の古城に懸かる弦月
湯浅重好

長谷川昌子

好々爺酒に眠気を誘はれて
おむすびころりお伽の国へ

左

日日

新空港開港に向け工事急
鉢の金魚の尾鰭逆立つ

好

日日

み

左

ゥ宵宮の雑踏泳ぎ行く如し
約束の彼すでに来てゐて
夫の忌の灯火に坐す影法師

頼りにならぬ株や年金

み

み

津身のパラリンピック優勝す

たてがみなびく北風の中
冬の月南座はねて帰るころ

好

遼

ショルダーバッグひったくり犯

左

先ぶれの驚鐘鳴らす震度四

家人従へ垣を繕ふ

日日

好

らんまんの花のトンネルくぐり来し

故郷の山霞たなびく

平成十六年九Ⅱ二ＩⅡ前１毛
１

︵於・津中央公災館︶
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八川崎・天の川連句会束爪支部ｖ

﹃初護摩﹄

核が飛ぶのか法螺が飛ぶのか

ナォ佐保姫の潔き目覚めを躯ふくく

吉浜ます子

高木厚子

朱

富田真也
本間泰義

坂口昭一

古谷義次

奈良岡瑞穂

寒九なれこそ友を招かめ

空鉄砲度重なれば効果なし

団塊ジュニア行革の柳

佐怒箇正美

柵Ⅲ︼県元エ

おだてられ五合の酒で地獄まで

福田眞空捌

ペナルティーキックで拾ふ勝ち越し点

橘朱鷺子

水狂言白糸哀れ乱れ髪
流れゆく河小舟漂ふ

口説くつもりが泣きの説教

破魔矢手に手に参詣の人
酒匂みちよ

大谷似智子

野原いっぱいひばり峰り
月明り春の障子の絵柄浮き

ろうおう

ナゥときをりは眼鏡をはづし火恋し

からかさ

ま

也

義

美

本間昭雄

岡士航大学側川校含︶

かぎろいの先はるか渋滞
花の香の移る傘折りたたむ
ひとり静かに炉塞ぎの刻

︵於

平成十七年一〃十一日首
平成十七年三川卜七Ⅱ尾

元エ

厚

千振貰ひ古筆解読

内山良子
篠原正行
芹川恵子
浜口泰子

でゆ
温い泉
巡りを待てる老蝸

資朝の檀風城吐月さやか

嫁に教はるメール送信

似

次

ゥふるさとの食材運び味自慢
瞳をみつめ貴方と共に過したい

大道の真中に亀は背伸びせる

恋人岬に残る思ひ出

良

駈け落ちの猫踏み外し骨折し
受け取るたびに透かし見る札

泰

行

み

イ
良

一丁

朱

来迎の姿尊し花の雨

国籍確認涙洞れ果て

被災地の身に入むニュース地図広げ

し

虫すだく庭こころ澄みゆく

十三夜リキシャの車夫のはだし足袋

宙必

朱

読書三味時忘れをり

記念樹の挿木に子等も加はりて

初護摩や天地四海を鎮めんと

仙

弥生の岡に振れるスカーフ

76−

歌

ハさいたま・彩連句会ｖ

ナォゆく雁の青磁の釉の涙あと

絶えなば絶えね式子焦がるる

ムックリは雪のコタンのカムィ呼ぶ

眠れる山は怒り揺さぶり

歌仙﹃犬ふぐり﹂

寝ねがての心に重き乱れ髪

刷く紅うすく沸かすコーヒー

佐膿ゑつ子

渡辺梅子

ＪＲ事故の犠牲者いたましく
空の瑠璃こぼれて咲きぬ犬ふぐり

児玉俊子捌

乳母車押す長閑なる午後

節子
哲子

弁田

ゑつ子

美代子

河合孝子

瑛子
達子
英子
俊子

ゑつ子

八Ⅲ尼
︵於・さいたま市民会節うらわ︶

孝子
綾子
節子
俊子

ゑつ子

俊子

井手綾子

街の裏窓風が抜けゆく

ｆ成十六年五Ⅱ二

平成十六年五月ｌⅡ筒

ウオークラリー追いし逃水

石落し城下のぞめば花の雲

住みにくき世とカラスうそぶき

国会は法案めぐり操みに榛め

人目はばかり葉巻煙らす

ランプの笠に槌るかげろう
ナゥ産土神の内陣借りて美術展

認知症母にやさしき月明り

旅の疲れを癒す名湯

夢かなと疑い抱けば夢醒めて

春帽子斜めに被りいそぎ来て

児玉俊子
森田英子
今村井田

青山瑛子
伊藤哲子

出来たてパンの匂い漂い
跳ね橋の上がりし間丸い月
オカリナ吹けば韻く爽籟
ゥ風炉名残異母妹二人ひそひそと

舟木美代子

達子
俊子

ゑつ子

瑛子
俊子
英子

鈴木美由紀

篠原達子
本朧良子
小林節子

なさぬ恋路の後めたさに
嘘つけぬほど真っ白なこのスーッ

イエスの足に軽き接吻

禁令の高札今も残す島

子亀導く月の案内

灼熱の長い迷路のサスペンス

人員削除成るか省庁

Ｕターンして農継ぐと決心し

庭隅にある祠小さく

ボートレースは大穴と聞く

夜も四更妖怪変化の花の宴
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ハ伊賀︑伊賀連句会ｖ

歌仙﹃黄砂﹄
山村としお捌

鈴鳴りつづく旅のお守り

ナォ蓬餅皿を残して連れ発ちぬ

移動する選手背丈のずば抜けて

民営化案ひかぬ宰相

獅敷網の今日は出ずまい

あした

木枯しの露路吹き通しゆく朝

口にのぼりし双瘤酪駝

メロデーに胸ふくらませメール見る

ヤングパワー国も人種も踏み越えて

新空港のロビー鮮や
か
さびしおり

椎の実どっさり採りし想ひ出

病床の月の光の寂僥

観る阿呆より踊る阿呆へ

ナゥ今年またコスモス畑に人寄せて

フレーフレーセパに波潤の交流戦

岸辺あゆめばものの芽の彩

川
本

上野山内祁公民飢︶

蛙の声の繁きこの頃

ＪＵＬ一

花の下笑ひ持ち寄る女どち

と
し

と
し

と
し

口まで深く巻く春ショール

し

し

黄砂西蒙古軍勢迫るごと
小さき子は雛を納める慣ひにて
よわひ

爺やは畑仕齢忘るる

茸狩りツアー町起しとも

うすずみ

︵於

平成十六年十一〃十三日首
平成十六年十二川十一日尾
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浸る湯にそっと浮くし夜半の月

棟梁修祓棟上げの朝

ゥ樽割って新酒もてなす法被連

年下を育て上手の姫部長

太棹に泣く安乗文楽

つぼね

局の流し眼きらり光りし
宿帳へ一瞬ためらふ記入欄
涼しうたた寝夢の長さよ

通過するホームしっとり梅雨の月

万国博万国料理万国旗

言うだけあってしたたかな足

移されし淡墨の花咲き初むる
変りくったん園のふらここ

従子雅子お雅子子雅お子雅お子生子二お
し

し

と
し

敏と政
し

と雅従弘と
と

と妙

し

し

と

と

豊
住

町奥杉恒山
野川本岡村
片
山

雅子子子お雅子お雅お子雅妙雅子お子雅

岡本眸捌
膝桝口伊本本

祐國力郁加

眸

八松山・洞手寺連．句会ｖ
糸〃ＬⅢソ一Ｉ︑１Ｖ︑汀季穐

歌仙﹁訶梨帝母﹄

木の間隠れの青き月光ゲ

訶梨帝母拝す石手寺秋気澄む

ナォ春風に誘われて行く古都の旅

鼻提灯のこくりこくりと

婆さまは立つも座るもドッコィショ

ひいき力士にエール送らん

イラク派兵の目的ははて？

地震の地に届く善意の絶え間なく

虎が雨あがれど胸のなお晴れず
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よるずの神に祈るこの頃

ぶ

ー

蛍になりて逢いに行きたい
親も捨て子も捨て走る君の許

病癒え仰ぐ澗川皎々と
香りゆかしき大輪の菊

名工の壺飾る床の間

ナゥ集い合う謡の稽古さわやかに

の

執

鉤になり棹になる雁渡り来て
詩を案じつつお薄いつぷく
イベントの招待状は華やかに

いとしき孫に初浴衣着せ
ゥ訪れしお化屋敷に悲鳴あげ

拉致問題も薮の中なる

ョン様の来日に湧く人の波

未知の世界へ夢は果てなし

メルヘンの清治の影絵愛らしく

於

蹟くはずみ拾いたる恋

1fr1.

へ

主夫業に奮戦するも優しくて

｜・ 卜

碑一つ揺らす陽炎

六￨凡I
l l l l

佐

伯

手
寺
安
錠
￨#l

川沿いに並木の花のほころびて

jj jj

当り外れは宝くじだょ

一ﾉL

民話の里で酌める熱燗

【‑‑‑1今

月細く狐火ちらりちらと揺れ

ノ、ノ、

ＧＰＳで居場所確かめ

年年
￨・

嘘つけば嘘の上塗り重ねゆき

山の小径に白蝶の舞う

由緒ある常皇の花咲き誇り

､FLIz
成成
｜ ･I‐

紀西岡
宇井
部
ノ
力' 1

眸力郁國眸郁〃加郁力國眸子子子子代

ｲI

筆國祐郁祐力 ｜虫I祐郁〃の眸國郁力眸こ郁

八伊勢・五十鈴吟社ｖ

半歌仙﹃夏炉焚く﹄
村野正夫捌

中北ひろみ

村野正夫
高山孝子

水軍の高なる海女や夏炉焚く

物干し竿に乾く甚平
榊原由美
山口圭子

留学の孫とメールを交すらむ

ロケ隊の来て町の賑はふ

暹しき見おぼえのあるあの背中

女将志願の若き０Ｌ

圭

み

孝

み

山岸れい子

時計の針がやがて重なる
この先の苦労は覚悟未婚母

い

しづしづと月に近づく観覧車
稲の稔りのうねりゆたけし
ワそぞろ寒珈琲店に憩ふとき

フットワークは軽くしたたか

孝

垣根越えゆく紙の飛行機

美

圭

い

正

美

月高し金剛証寺影冴ゆる
玉子酒おく風邪の枕辺

花おぼろ見えゐて遠き天守閣

い

愛犬とゆったりと聴くヴィヴァルディ

一輪車こぐうららかな風

平 成 十 七 年 二 月 二十日首
平成十七年三月 一十六ｎ尾

へ八小︑
一牛Ⅳ

大磯和紙Ｋ・Ｋ︶
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八伊東・伊豆芭蕉堂連句会その一Ｖ

歌仙﹃絵画一服﹄

逆立ちすれば空に漣

ナォつくしんぼ摘んで今宵の酒の味

石仏の傾ぎ直してよだれ掛け

風薫る縁茶柱のたつ

岩清水五臓六冊にしみわたる

懐しき唄口調さみゆく

邑の全容うつす月白

古川さち子

梅谷静子

八谷美枝子

Ⅲ中てつ

府渡蒼水
富沢次男
中根明美

ナゥ敷き紅葉嵯峨の奥寺鎮まりて

お六櫛売る軒照らす蒼い月
降り立つ駅に鈴虫のこゑ

数へうた九つ十つと恋初めし

飛石は和服の歩幅庭作り
マニキュアの色けふは紫

石渡蒼水捌

ワ廣重の空拡がりて物静か

美

人の噂と消える砂文字

涼む川風白き長椅子

パンダに似てる遥か稜線
蔓の延びゆき処なし夏の果

夜明けの海に盗まれたキス

次

花莚あそび疲れて児の寝息

蕉庵に絵画一服鵯鳴けり

窓に映りし豪華客船

八

他意もなく独りさみしく髪を柿く

あと少しあともう少し酔芙蓉

齢かさね悲しきことの多かりき

て

静

次

八

サキソフォン吹く夜のマンション

商ひのつぎつぎオープン新名所

伊

秀

︵於・伊東市當戸伊一肌芭蕉堂︶

六年九Ⅱ二−六Ⅲ尚尼

陽炎もえる村の畦みち

平成
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安保理欲しと小泉総理

超能力で解決ほんと？

畳替へして来客を待つ
出席の年々減りし同窓会
転ばずに歩す骨粗霧症

て

蚤﹂

東てる月眠る浮浪者荷を抱き

いく万の心をそ︑る花に触れ

静

静

子雀遊ぶ士堤の日だまり

藤

峰静次峰て峰次さ峰美八て静八次さ美次

八伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその一一Ｖ

歌仙﹃寒禽のこゑ﹄

寒禽のこゑ透りけり兼輔忌
なごりをのこす枯菊の彩

石渡蒼水捌

八谷美枝子

石渡蒼水

ワン切電話嵩な請求

ナォ草かげろう左を歩く亡命者

露座仏は頬に手を当て思案顔

けふも穏やか暖冬の庵

流行風邪とて点滴に倦む
鴉去り鵯きて歌仙動き出す

誘ひのメール送る共学

隣家より採りたて野菜おすそ分

Ⅲ中てつ

古川さち子

梅谷静子

闇を澄ましたちんちろの声

見覚へのある下駄の焼印
酔醒めに月の宴の席はずす

古本で歴史を綴ることあらん

瓦葺あい子

高鳴りの刻をついやす恋化粧

案山子が着てるブランドの服

轆轤を廻し型をと魁のふ
月照らす白い毛糸の兎帽

中根明美

女︑王の彫刻の家

ナゥ衣被いちにちの些事蒸し上がる

団地の窓で応援の旗

休耕の田に濯ぎ物よく乾く

︵於・伊東市富戸伊一副芭蕉堂︶

二川八Ｈ首尾

斧打つ韻霞立つなか

花散らす登山電車のとほり過ぎ

平成十六年
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宮沢次男

アイヌモシリのピリカメノコよ

ワ頑強に生きて通草の実る軒

美

佐藤ゆきえ
静

店舗の奥のマネキンヌード

水

婚約の整ふ広間佳き日和

戯れ唄一つ村のひょっとこ

さ

次

この不況どう乗り越える三代目

がぶり喰いつく西瓜ごろごろ

肩組んでキャンプファイヤー月仰ぐ

次

静

八

て

親孝行のみやげ提げくる

観光のイベントありて芥の山

京の寺花燗漫の石畳

ふうせん売りの口上しきり

静次て八さ美次静て水次静て水美さ八美

八市川・巾川俳措教室その一ｖ

伊藤貴子

歌仙壽相ｎ月﹄

勝田みつ子

伊藤貴子捌

霜月の多彩な雑木林かな
伊藤藪彦

苦し答弁イラク駐留

ナォ逃げ水はあとを追えども逃げ上手

おかめひょっとこ張りこの面の

オレオレの電話ふたたびうろたえむ

和合のはずみ炬燵蹴とばし

手力男岩戸の舞の夜の神楽

アメリカ行きはいつのことやら

子沢山なかのひとりがプロゴルファー

月は無情というけれどコリャ

応援の堪忍袋はじけます

オーバーの襟立てて来る人

み

︵於・今泉ビル六階市川俳諦敦室︶

平成十七年一Ⅱ派Ⅱ尼

平成十六年トーⅡ一Ⅱ前

花に烏ピースピースと歌いませ
のどけく過ごす湯ったりの里

なだ
鬼き泪
山から雨雲の切れ

描かれる十字架帯まで提げてをり

声艶のク良
き米寿お達者
ルス

正夢の酒さげて来よ趣味の友

右往左往し蛇穴に入る

ソーランの踊り大きな輪になった

斉藤富美子

言田

彦

み

貴

言田

み

里貝

彦
言田

彦
み

貴
言田
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三輪車押す子の元気貰い居て

お帰りなさい犬が尾を振る
待宵のターミナルビル落成し
瑠璃のむこうに群るる磯鴫
ロマンスグレーに声をかけられ

ゥだらだらの芝明神の賑わいに

お互いにバッイチ同志片泊り
五条の橋でぴたと寄り添い
手土産は酢茎柴漬そばぼうろ

特急券を紛失の沙汰

疲れたる素足投げ出し月の部屋
テレビ画面に日焼けのイチロー

愛想の鶏鵡おしゃべりくり返す

よく拭きこまれ柱回廊

花まつり法主の沓の金欄に
ゴム風船が枝にかかれる

彦冨貴貴冨彦貴彦彦冨貴貴冨貴み彦貴み

八巾川・市川俳諾教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃梅日和﹄

鳴き連るる烏群れてうららか

梅日和土塁にかかる橋幾つ

斉藤一灯捌

灯

彦

里貝

稲の稔りの匂いまともに

両三軒の茶会順繰り
月円か新築の窓全開す

貴

伊薩貴子
伊藤藪彦
斉藤一灯

ゥ里山に毬栗ひろう長鋏

彦

ナォ雛飾る内裏の左右あげつらい

郵政民営どうなることか

ウィルスにコンピューターが狂い出し

おだてれば木によじ登る豚

買ってまだミンクのオーバー着ておらず

炬燵の部屋の口説きよきこと

金輪際三下り半の紅濃ゆく

シネマの国へ空路単身

マロニエの梢に浮かぶ月澄みて
アンネの薔薇の秋寂ぴて黄に
爽やかにロゼのワインで乾杯す

賞をみやげに帰る故郷
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ピヵピカの一年生を見送りて

大流行のレンタサイクル

ナゥ釣舟の一艘だけの船溜り
気象の旗の風にはためく

背負籠の紐の派手なる行商婦

真間川に沿いゆくあの娘気にかかる

灯

詩くちずさみ逃水を追う

星貝

ライブの返事いまだとどかず
婚約をせしとの知らせ人伝てに

花ぐもり投網音なくひらく昼
貴

貴

応挙の美人髪を洗えり

彦

彦

署名簿に医者と坊主が並びたる

灯

︵於・今泉ビル六階巾川俳諦教案︶

平成十七年三川二Ｈ首尾

畦から畦へ蝶のたゆとう

掛声だけの平成合併

彦

灯

段たるる社殿を惜しむ飛花落花

勝川みつ子

つい度が過ぎた居酒屋の隅
ゆずりあう汗の座席の月涼し

仔猫三匹寄り添い眠り

彦灯み貴み貴灯み貴み灯貴彦み貴彦貴灯

横田思案人他捌

聡美里風童
念安螺酔暢
白洋思青
千
華
々
麗
案
風水亭代水子子
魚芸子陶子
玉子人海

八東京・一粋会ｌその一Ｖ

百韻﹃白木蓮一
白木蓮百千の鶴舞ひあがる
漫ろ歩きのうららかな径

ピンボケの写真コラージュ暗室に

日永居眠り庫裏の老猫

アルファーロメオ飛ばす東名
咲く花を追ひ求めつつぶらり旅

誰招こうか雛の節句に

ォ名物の草餅を盛る志野の皿

チャイムなり近道の先教師立ち

黄色いリボン首に巻いてる
核実験ネバダ砂漠に夕陽落つ

離別死別と男運悪し

南の空に臥せるサソリ座
長き髪さらりと払ひ夏暖簾

金山廃りうなる海鳴り

国産の朱鷺のキンさん大往生

豊作嬉し村の直会

神剣よイラクの地をもなぎたまへ

ひとつ残りし柿の皮むく

帰りみち影長く伸び三五夜月

平家落人身を隠しつ斑

ゥ釣りあげしくれる太刀魚キラキラリ

父の目盗み夜毎夜毎に

庄屋の子鄙には稀なよき娘なる

手あぶりのスルメくるりと香ぱしく
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磯遊び手柄ぱなしに微笑みて
ここらで一服茶を摘む乙女
綴じ糸のゆるみし字引捨てかれつ

双曲線を描くスタンド

月面のショヅトはけだし流れ星

焼松茸に旨き酒添ヘ

ゥ三和土には旅にかかりし竈馬

勤めに出ない頭脳集団

肩を寄せ腕からませるいけめんが

知らぬ振りして携帯チェック
出来ちゃったそりゃ不可解だ怪しいぞ

鮎さかのぼる清き多摩川
月を背に林間学校肝試し

笑ひが刻む縁一文字

だまされまいぞオレオレの声

相伝は猿にはじまり狐まで

同
大

根横浜
沢田本
d}1
ⅡI
地長大久横杉中 l{ l 山小土中
引浜城保田崎澤中内野肥村

玉人暢螺魚麗華洋童芸水風海暢螺人玉暢人螺童暢芸

遺作の盃に熱き老酒
きりもなく談論風発まだ若い
早起きをしてスコーンを焼き
セコイヤの木もて造りし丸太小屋

道を尋ねる変り行く街

見てたもれ獺の祭の茶の道具

春月光る山あひの川

岩のごと苔むす幹に花淡く

白磁の肌に淡く色さし

ゞゥ友きたる珍味からすみ酒は灘

年増とも遊んでみないと誘われて

切れる子供の秘めし母恋

この水のいつ流れ着く地中海
城郭都市はもやにつつまれ

雛逝かず雛逝かざると泣きし人

羽生マジックは奇想天外

微塵の雪に量にじむ月

埋火をいじりコサイン・タンジェント

荒海を超え今抱き合ひ

祈こめ折りたるツルを病む夫に

鎮守の杜に蝉時雨ふる

花氷触られ痩せる夏祭

筆の震へた巻紙もあり

ナォなつかしき十年むかしの師を偲び

繼々口説きつ︑衣かきわけ

御簾奥に長き黒髪隠れゐて

高層に明けの明星真横なる

ロックの鼻歌豆腐屋の坊ン

聖樹の電飾競ふ家々

ねんねこに預かる嬰を前うしろ

ホームレス山手線に熟睡し
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快気祝ひに揚げる大凧

ォかはたれに爺となりしと知らせきて

新幹線の右窓に富士

ごみ箱はテロ対策と蓋を閉じ
紅き口あけほと︑ぎす突く
行かないで羅はだけ駆けだして
出しそびれたるラブレター焼き

ゆらゆらと入浜けぶる藻塩の火

ボーナスカット定年はすぐ
蒙刻に天与の才を見つけたり

出来たつもりの失敗の山

遺伝子の操作血眼研究者
無病多産の稲の花咲き

月の霜風搦々と石舞台

つぎつぎ灯る古都の送り火

暢玉水風童人風芸暢玉童人芸水水螺洋芸華麗魚童陶

水螺風芸玉水螺風芸代魚洋華麗亭螺洋魚麗華陶螺海

竹に弦かけ一矢放たん
連日のメダルラッシュに目も腫れて

米寿の瓢箪ぶらりぶらりと

海凪て良寛の山月遅く
溥の陰に名残の手毬

ナゥ衣被粗塩添へて箸休め
筋肉マンの人力車駆け
判け難し仮装行列誰がだれ

再生停止また巻き戻し

有機の里の鍬の田起

平成十六年二川凹Ⅱ起首

︵於・東京・麹町秋葉庵及びメール文音︶

平成十六年十一Ⅱ八日満尾

三折大城里水Ⅲ折Ⅲ中安芸

折別捌初折横Ⅲ思案人二折大久保風子
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中国語学ぴて行かんゴビの地へ

春の夢見て甲羅干す亀

今年また想ひ出つもり花仰ぐ

人暢代￨淘洋麗華魚童亭海人玉

大久保風子捌

ナォ雀の巣虜囚慰むひなのこゑ

地震津波と情報もなく

﹁委細面談﹂札かかる店
峠道はるかに望む故郷の村

枯蟷螂のよろと縁先

人並みの風雪を経て干支還る

あかり

衣ずれの音燈消えたり

約束にやはり来ぬのか寒の雨

中空に寝待の月のひそやかに
いろは紅葉は本の読みさし

子亭子

螺芸風水人螺水陶芸暢華風芸代

八束京・一粋会ｌその二Ｖ

浜本尚海先唯辿仲

歌仙﹁虎落笛﹄
虎落笛頬うつ浜の砂つぶて
浜本青海
田中安芸
大久保風子

越冬燕並ぶ船小屋

ラーメン畷り通ふコンビニ

次男坊Ｕターンすると便り書き

中耀念魚
大城里水
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横川思案人

からたちの実のふわと香りぬ

超高層にかかる初虹

長杉根地土
浜崎沢
リ｜
肥

三
洋聡暢
千華

秋
染
庵

朝霧と明の月連れ野駅する

三日禁煙四日喫煙

角伐りて宮司彫りにしパイプ置
螺

山内螺々子

強き腕も忘れがたくて

風

蒼き影映し鎮もる山の湖
日々万歩計残る寒さよ

ワ振り返る心細き身秋遍路

看板娘ネコが引き受け

人

信楽に花投げ入れて地下の店

ナゥ今朝も又満員電車行き交ひて
ヘッドホン野郎辺りかまはず

高嶺にそよぐ白山一花

水

り

拝一云

'鍬＆
ヨlも灯

岱小

イチローの殿堂入りはバット靴

螺

麹二六

酒蔵ツァー酔ひは早くも

秤川

今日だけは努めて優し真珠婚

滝壺の音どうどうと月くだけ

ヒノ'《

障子にうつる団藥の影

品田白玉
横田童子
小野酔陶
中村麗

ｲド年
一十

薄暮れて泣いて出てくるかくれんぼ

北回帰線春の円環

ひこばえの生き継ぎてをり神代花

平平
成成
一￨‑ ￨・

文

。L》毛

1 1

I跡

八東京・一粋会ｌその三Ｖ

歌仙﹃小春日や﹄

小春日や母校はビルの谷あいに

橋のたもとに凍烏の群

息災にはずむ円卓廻すらむ
君のこれから吾のあすから

田中安芸捌
大久保風子
山内螺々子

田中安芸
横田童子
中澤念魚
大城里水
横川思案人

ナォ山葵きく鰡背な人が握るすし

ゃれ征露丸それ陀羅尼助
独創の丁字戦法おごり生み

待たされた末別人の来る

カイゼル髭の艶やかなこと
夜会服ウエスト細く胸こぼれ

凶のおみくじ重たげな枝

本堂に練炭火鉢赤々と

論議沸騰酒の肴に

買収もリセット含みホリエモン

精霊舟の沖に消えゆく

砂浜に月のリボンが寄せ返す

季節の便り和紙の葉書で

ナゥ美術展たっぷりの墨勇壮に

妻と連れ立つ旅の夢から

肩書きがとれて嬉しい定年後

馬塞の若駒習ふ並足

満開の花びらの舞いつむじかぜ

︵於・麹町秋葉庵・文音︶

平成十六年十二月一Ⅱ起首
平成十七年三月十六日満足
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子等駆ける秋桜の野に月のぼる

遠く聞こゆる地芝居の笛
ゥ冬近し復旧を待つ新幹線

淡き縁の腕白きひと

行きずりのゲームのつもりが逃避行

小野酔陶
品Ⅲ白玉
ｔ肥暢子
杉崎華
風

世紀の恋と書き立てられて

今もなほ名作惹きつ文庫本
禁煙パッチ貼り替える刻

人

補小

一塁

垂云

螺

月におやすみ麦藁帽子

中村麗

時計草垣根を越えてゆらゆらと

闇深く追憶の糸からまりて

鱸めぐる黄蝶白蝶

目覚めに香るモカのコーヒー
花を愛で青空を愛で今日を愛で

芸暢童人魚玉水暢螺人螺魚風螺芸水風玉

八東京・一粋会ｌその四ｖ

半歌仙﹃せく︽閂己堂

其角忌や蒼弩を背に紅枝垂
軒に飛びかふ初のつばくろ
オブン開けば満つる甘き香

小さき手のうららエチュード弾きをりて

大城里水捌

大城里水
大久保風子

横田思案人

田中安芸
土肥暢子

波乗りの影みえつかくれつ

山内螺々子

横田童子

月昇り大吟醸をギヤマンに
ゥ海深くシーラカンスはまどろみて

暢

宰里

風

螺

垂里

垂云

さっと一吹き去るつむじ風

マハと見紛ふ君の流し目
私より私なのよと言ひ放ち

人

かつとばし鮮烈デビューファンも燃え

百家争鳴遠き虫の音

名月に石垣黒く反り上り
薄のみみづくゆらゆらとゆれ

螺
風

飛騨の宿心ほぐして露天風呂

院長回診笑ひ話に

暢

井一云

狐ふりむく雪の崖道

餅花を供へ言祝ぐ例き朝

秤雄什誌嘩咋胆一什軌叩壗︵メール文音︶
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八南砺・いなみ連句の会ｖ

歌仙﹃曳
いぬじま正一捌

沖田泰子
雄上絹子
宇野恭子
杉本聰

曳山の軋む町角朴散華
高く低くと夏蝶の舞
ホットケーキをほいと頬張り

竹部慧美子

惰眠むさぼる日曜の午後

ナォ放哉忌酌み合う酒のほろにがく

この度は単身赴任命ぜられ

ジグソーパズルワンピース欠け

判定に不満で野球乱闘に

金魚すくいにはしゃぐ兄弟
窯開けの期待ふくらむ雲の峰

憲法論議ゆらぐ九条

ちちろ聞きつつ電話長々

いぬじま正一

大脇朋子

ナゥ称名と杖を頼りに秋遍路

烏渡り行く湖の残照

速達で届く手紙のイニシャル
指輪のサイズさりげなく言う
満月に軒の鬼の子と見こう見

ゥ三陸の沖に宗太の群れを追う

泰

始発バス常連今朝も健やかに

骨髄移植遅々と進まず

長

豊

谷

︵於・井波総合文化センター︶

平成十七年江川ニトニⅡ前尾

伊予柑剥けば香る室内

遊学の巴里を夢見る花の頃

ゴミ収集日鴉あつまる

恭

絹

ボサノバに豊かなる胸弾ませて
よせばいいのに煙草くゆらす

聰

朋

寒月を連れ宮の石段

泰
正

聰

三谷貴志夫

老骨の散歩は犬に引きずられ
春のスカーフ風になぶらせ

朋

海岸線にすすむ侵食

このところ幼児誘拐しきりにて

咳をして一言居士も言葉なし

無事息災を祈る新妻

山本秀夫

逆上がりやっと出来たと得意げに

萩濡れて今宵の月の大いなる

一

湯浴みする盟の孫に花盛る

蛙睨んで吃る黒猫
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山

豊正恭聰泰貴秀々朋貴子絹慧正恭泰聰恭

八茨木・茨の会その一Ｖ

半歌仙﹃申年も﹄

Ⅲ凛と打つ初鼓

申年も至福を切に祈りけり

街道の松鮮やかに輝きて

起重機の影露霜の降る

犬の散歩に履くスニーカー
ビル間に天をあざむく望の月

久保田夜虹捌

奥村冨久女

久保田夜虹

博雄

松尾博雄
富澤弘
公文智子
弘

智子

ゥ懸崖の菊やうやうに据ゑられて

戯れ言といへ胸焦がしつつ

富久女

夜虹

ほのぼのと満ちくる思ひ歌となし

恩師を囲み寄せ鍋と酒

博雄

弘

富久女

智子
博雄
夜虹

弘

月に叢雲はるか遠雷

富久女

叱られて習ふヘボ碁も二十年
眼の病癒えて涼しき風に佇つ

傘をななめに急ぐ野の径
石畳モンマルトルを画架抱え

大漁旗に島はざわめく

花衣天童天女となりにけり

仔猫三匹藤つるの龍

平成十六年一Ⅱ

八Ⅱ竹尼

︵於・茨木市市比公節︶
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ハ茨木・茨の会その二Ｖ

妙島秋男

子猫伸びして﹁チョー気持ちいい﹂

まどろめば故郷の花流調の身

二十韻﹃アテネの火﹄

上田真而子

妙島秋男捌

さやかなり神見そなはすアテネの火

公文智子

執筆

︵於・茨木巾巾此会館︶

オリーブの冠月光に映え

秋

而

平成十六年八Ⅲ卜兀Ⅱ首尾

添水きく山辺の宿に集ひきて

杯交はし連句一巻

而

智

秋

智

ゥ告白は偽名匿名さまざまに
こころそぞろにキーを打ちつつ
湯豆腐もバッイチ同士照れながら

雲をしるべに急ぐ街道

飛び級ではや大学は出たけれど

秋

而

智

ＮＧＯで井戸を掘る人

秋

山椒魚は頭でっかち

男性も更紗模様を腰に巻き
渡る思ひを秘めし序の舞

而

智

ナォ木々の間を赤目の滝のおやみなく

うしろ髪ほつりと匂ふ雪月夜

智

秋

而

大寺の屋根いよょ鎮もる
ナゥ景品の薄型テレビ狙ひます
はなれ風船ふはりふはりと

一冊
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八茨木・茨の会ｌその三Ｖ

茨室威晩や﹄

十年数えて曜るルミナリエ

歳晩や人も句もよき連句会

重還りか老いらくの恋

どさくさに紛れ時々手をつなぎ

猪の母さん猪道をゆく

降りそそぐ鎮守の杜の望の月

派閥を分かつ政治献金

極楽も地獄も知りて孤り酒
胡蝶蘭名札に並ぶお偉がた

明日咲く茨災いを超え

雨ょやさしくすべてを流せ
生涯を花も実もある花の世に

衆議判

高見一西

妙島秋男

上川真而子

福島桂子
公文智子

薗理恵
奥村富久女

松尾博雄
富澤弘
品部一朝
内山尚美
近松寿子

︵於・茨木巾市民会館︶

平成十六年十二月十九日首尾
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八豊田・インターネット・ＷＥＢめぎつれ座ｖ

＊

ふさ子

桂

たつみ

︵ｚｐ四＠つ配ご

メモに書かれたメールアドレス

山毛悸林守る合宿打ち上げ日

砂時計流れはじめた恋のつぶ

巴

ふさ子

タヌ公

ひわ

︵Ｚ︵︶．↑つ埠令巴

風

老いらくの恋によばれた救急車

兎

︵ｚＰ学 曙今空

︵之︵︶．酌一ｃｍｅ

見つめただけで上がる血圧

＊

風

客
？

楼蘭の妃も胸にひとこと
着メロに永き眠りは遮られ

会わなけりや綺麗なままの君だった

＊

中東の石油が決め手となる株価

柳雪

Ｒ

︵ｚｐ酌︑いの色

藍

ミヤーママ

ＫＵＳＡＲＩ﹃たのしい三句集﹄

＊

桜の下に埋まる屍
＊

攻め窯のまだほのぬくき春の宵
逢えばとろりと月も溶けたわ

オスのライオン眠ってるだけ

終電が冬の星座を分けて行き

︵Ｚ︵︶．心◎・

カンちゃん

＊

懐中時計螺子を巻く人

晴
︵Ｚ︵︶．四ｍ四唾ｅ

あおゆき

＊

コスモスの野にちぎれゆく雲

逆回り空回りあなたが遠い

セロ弾きの窓叩く木枯し

タヌ公

不用之助

︐刎却ｍ山

︑Ｔｊ

奉題

麦

︵之Ｐ↑匡今空

拝ヨ

内緒話が聞こえないとは

平成十六年一Ⅱ一Ｈより

愛しい人が逝って三年

遊歩道かさりこそりと枯葉鳴り

季節外れの蛇がするりと

＊

人呼んであそこは﹁おほほ幼稚園﹂

ザリ
︵ｚＰ四︒幸③巴

ザリ
のら

＊

とほほとほほで日が暮れてゆく

マスコミが右へ右へと泳いでく

もみじ

どうしていいの戦争をして

いぴつな壜が流れ着く浜

︵於・矢崎鑑の連句わ−るど︶

平成十六年十二川三トーⅢまでから抜粋
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八束京ＷＥＢＳＩＧ電脳連句ｖ

歌仙﹃直会﹄
直会の名残留めて夏の朝
早桃の香り彦む手控へ
市中は売り声はやも弾むらん

七夕竹の願ひ山ほど

衆議判

砂海耶海砂耶砂耶砂耶砂耶砂耶砂耶海砂

ヤレーカリ

ナォ寄居虫が集まり家の交換会

昼寝の蛸が壺を這ひ出す

水よしと忍野の豆腐買ひこんで

留学生が沈む望郷

友垣の眩しく見ゆる日々のあり

ビデオテープは捨ててしまはう
老いらくの恋はダンスと紅茶にて

愛染かつら唱和する夏

突然の出水にバスの屋根の上

現在地訊く１１９番

月に棲む兎の証言聞かばやと

盆狂言の子役お披露目

ナゥややこしやややこしやとて茸狩

とんがり帽子はのっぽ風羅坊
ハメルンの街路に黒き人の影

鼠の髭のいっせいに立つ
東より花の舞ひ入る厨窓

肱枕して遠蛙間く

十四Ⅱ首
二十Ⅱ尾
ＩＲＣ竜脳迎句チャンネル︶
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吊す草履の鼻緒あざやか
月の齢数へる井戸の傍らに
ワ蛤となりし雀の見る夢は

竜宮城のドラッグの箱

らっぷらっぶと波が歌ふよ
船首には天使の姿手を伸べて
もろともにあはれとおもふひとときを

血のつながりがあると聞かされ
雪つぶて打てばほんのり染まる頬

一七

ひび

六六

月は皓皓寒さ陣陣

年年
｜・

こころの歌はリリーマルレーン

平平
成成
一十

立哨の兵士の靴の鱸われて

空のおぼろに山なみの青

言

艮川ハ

．

泣くときは泣くくし鳩よ初花に

無海宗

耶〃砂耶砂耶砂耶砂耶砂耶砂耶砂耶砂海

八東京・上野連句会その一Ｖ

歌仙﹃寒もどり﹄

哩寒もどり万象一刻止りたる
オ

ー息をひそめて待てるものの芽

桜井つばな捌
桜艸つばな

ナオ

脈四月馬鹿ハチャメチャに生き弁護士に

ー洋酒日本酒チャンポンにする

夢に現る閻魔は仏のごとやさし

春樹の詠みし獄中句集

しんしんと雪しんしんと降るばかり

縫い上りたる正月小袖

ひと桁違う指輪買わされ

歌舞伎観にひそと寄せ合う膝がしら

露路の奥なる眞赤な鳥居

座を得とめ老舗のおかみ腕として

徹崎ゆき
渡部春水
ゆ

松蝉のとぎれとぎれに鳴きだして

瀞の流れのしるき岩礁

宮脇美智子

やむことのなき芭蕉の葉擦れ

おしゃべりの人形窓に月望み

満月へひと筋の雲飛天とも

つ

春

︵於・ｔ野

長閑に暮れる半島の岬

八重桜掌にぼったりと花に酔い

椿餅盛る信樂の皿

あつめいる趣味のパイプをみがきもし

ナウ

ー名馬育てて長者番付

脇悪童は蜂の子取りが大好きで

春

美

美

平成十六年三川三Ⅱ尚
平成十六年川ⅡＩⅢ尼

束京文化公航︶
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芸術祭に出展の額

確冷まじき戦場撮すカメラマン

ゆ

付添いの母の容姿の艶めける
ここぞとばかり文を手渡す

春

ウ

ーやっと開いた英語教室

今更に己がおろかさ気付かされ

つ

つ

背中をまるめ消える牡猿

ゆ

ゆ

こだわりの靴足になじみて

さっと横切る時烏はも
陶器市目の色青き旅行客

春

宇咲冬男

初虹を追い走る自転車

滝の上山峡に月滴れる

花びらをあつめ園児のおままごと

春つ美ゆ春つゆ春美つゆ春ゆ美つ春つ美

八東京・上野連句会ｌその二Ｖ

黒田儘即

十八韻順候式雪月花﹃大枯野一

起大枯野天地に預けおく生命
冬鳶ながらおおらかな声

堀邦雄

佐々水彩女

次山和子捌

今年こそ宇宙の夢を果すらん
コーヒーカップ春を回れる

新井秋芳

次山和子

喉舞い納め舞い納めてはたびら雪

彩

宇咲冬男
邦

ふたたび逢うはなんの因縁

彩

忘れずにまだ覚えてる掌の指が

術を極めた包丁を研ぐ

秋

彩

儘即

和

邦

鑑即

邦

秋

和

あわやの間つと外したるしじまあり

親亀子亀遊ぶ山寺

計り知れざるナノテクノロジー

転木簡の墨薄々と旱月
猿酒と樽酒洋酒思うまま
秋の螢のゆくえ見逃す

周平の海坂藩の人模様
思えば戦後六十年と

軒若者よこれでよいかと帰り花

恵方の雲を追いて発つ旅

︵於・ｋ野・東京文化会館︶

平成Ｉ六年一Ⅱ卜九Ⅱ前足
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八町田・えびね連句会︵あした︶ｖ

ン

半歌仙﹃鯏叫の水﹄

タ

大平美代子捌

セ

大平美代子

玉Iもr1.

平野三枝子

川
学
隙l
文
化

動くともなく移る畦塗り

風＃,世

わが影を乱し始めぬ蝸糾の水

/I:一

山円他美子

jl )l
l‐
｜‑一

新社員寮にも少し馴染みきて

他

年年

米田謙次
広田節子

孫に聞かれる蟠蝉の声

謙

矢術澄子
橋本理子
小谷伸子

七七

休日は混むユニクロの店
湯上りの鏡にぽかり丸い月

行商人の古き顔ぶれ

ワ菩提寺は芒の波に囲まれし
メールの返事待っている酔い

長病みて鶴折りためし薬紙

儘即

澄

伸

み

美

理

依出みどり

不法投棄の噂広がり

学食のいつもカップル指定席
こごえる指をあたためる彼
冴え冴えと冬三日月の離れ島
怠け者シンプルライフ実践し

回忌に合わせ建ちし山墓
八重桜花満ち陛下御外遊
四海平和の春を祈らん

平平
成成
十

ハ豊田・桜花学間大学連句研究会ｖ

連
句ＲＯＣＫ﹃西安の街﹄
トリプル

Ｉ

秋風がさらさら髪に触りけり
野分のあとの木の葉舞い散る
あなたには伝えられないこの気持

衆議判

のどか

孤蝶

私の
苦心

右手彼を探して

詩千恵

Ⅱ首尾
桜花学園大学剛誹義挙︶

がみのる来年の春

留学生 ハイトのあとの花吹雪

︵於

平成十六年十一川二ｌ

−1()0−

西安の街恋に身を灼く

花咲けば旅立つ背なを見送って

出会いの季節光あたたか

香絵

静かな街に雪降り積もる

さやか

裏山の妖しい茸とたわむれる
ハーモニーする猫の啼き声

孤蝶
香絵

夢の中でもご馳走お食べ

足りないと求めるキミも愛しくて

ゆアえゆアえ
詩恵

サンタさん幸せ運ぶ月を背に

まだ残るあの日の想い秋が来て

紅葉の庭で焼肉パーティー
背の高いごっつい腕がさみしそう

々

いヤいいヤぃ

帆美

Ⅱ

Ⅲ

帆蕾美

八東原・丘の上連句会ｌその一Ｖ

連句二十四句﹃田は黄金﹄

田は黄金イチロー偉業達成す

欣喜稲妻雀ウェ−フ

立待のやがて臥待月重く
ｊ

︑

中尾青宵捌

中尾圭目
和Ⅲ中﹂

大久保風

坂田武

塙於

姑の宝はおよそ只の屑

連歌よきこと知らぬ世の中
座布団を稼がせますと虎の巻

三平汁をあつあつと吹き
吹き抜ける六甲嵐身の内の
立ちし台なを老の忘れぬ

平成十六年十月二日首尾
︵於・慶応義塾大学三田キャンパス︶
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ひとり寝に入る細る虫かな

萩刈って少し広がる庵の前
ロボット犬が挨拶のワン
最終の閣議を終へて人事案

情めの塩の袋弾きつ

いちゃもんをつける男の捨て煙草

セーヌ河畔の暗いトンネル

眩くがごとく歌へる愛の唄

太公望の竿は動かず

葉の割れる破れ傘によ青蛙
くちなは急ぐ暮れのとんとん

風吹いて桶屋の女房愛想よく

初午太鼓空に一献

車座の崩れる膝に花もなし

人の熾悔を鼻で笑って

勝玉彦勝宵風勝玉宵彦風勝玉彦玉子勝宵

宵玉彦風宵彦

八東京・丘の上連句会ｌその二Ｖ

半歌仙夏︑暖し﹄

東浦佳子
中尾青宵

和田忠勝捌

冬暖し俳譜話尽くるなく
囲炉裏昨夜の灰の深々
和田忠勝

大久保風子

新幹線の長くなる鼻

プレゼント待つ幼児は夢を見て

今村拝田

岡山朱藍

暁の山の端にまだ白き月
芒を分けてぬっとジョギング

塙於玉

宿泊名簿妻と書き込み

野

佳

竹崎梨野
坂田武彦
佐騰良彌

ゥ盆踊りマッケンサンバ堂に入り

構造改革皆で我慢し

アリバイの積りが仇の離婚沙汰

神前の酒の大樽からぞいな
茄でた蚕豆鳩と分け合う

佳

薩皿

彦

玉

彌

夏念仏脳出血の友の月
人魚の涙泡となる海

宵

仔猫の首に銀の鈴付け

長靴を履かせてみたい雨催い

三吉の泣いてる駒に花の散る
お隣さんから独活の和え物

︵於・慶応義塾大学三川キャンパス︶

平成十六年十二月四日首尾
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国道沿いにブックセンター

今村寺田

みち

名和未知男

佳

東浦佳子
青木秀樹
岡山朱藍
竹崎梨野

藍

樹

男
樹

捌

八東京・丘の止辿︐句会ｌその三Ｖ

短歌行﹃イチロー﹄

木犀やイチローが打ち新記録

歓声あがる空に青北風

H−

ゥゴーカート免停の憂さかっとばし
あなたは何時もカツ．良かった

向っ嶺に今宵の月のゆるゆると

田

佳

ナォハ長調おたまじゃくしとフェルマータ

勝手に延ばす槁の締切り

醜女でも天衣無縫に生きてきて

君が命と入れし彫物

うわばみと噂通りの酒の量

野晒しの眼に枯芒揺れ
雪原に足跡つづき鎌の月

オレオレ詐欺の犯人をあぐ

ナゥ故里の祖母はまあるく座りいて

じゃれあっている子猫三匹

花浮かれ花見風も旅に連れ

指をつっこむネーブルの膳

103‑

村

空閨をかこてば蚊帳の広すぎる

三社祭のさめぬときめき
炊き立てのご飯のかおり芳しく

亀の鳴くなる傍らの池

ここに住みたる樋口一葉
喧騒の花の山には近寄らず

平成十六年十川二Ⅲ首尾
︵於・慶応義塾大学三川キャンパス︶

樹藍樹苗野男佳佳野佳男藍

今
7

ハ桶川・柵川連句会その一Ｖ

歌仙﹃夕ちちろ﹄

翁路の捨て湯の匂い夕ちちろ

足駄からころ月白の橋

美術展絵画彫刻ひしめきて

福田太ろを捌

ナォ遥かまでおだやかな海風光り

佳

タ

一呉

月

奥山傳

犬の散歩に猫も交じりて

絵手紙をはみだしている百面相

オタワの谷間暑さ忘れる

飲み屋のはしご会社へ回し
短夜の介抱絹のソファベッド

坂本禮子

一一一

欲ぼけ列島不惑代議士

明烏鳴いても離れたくないわ

藤津和子

l l l l

一県

太

一一一

一呉

夕

佳

学生食堂カレー売切れ

︵於・さいたま文学節︶

ldIYl.
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デカルトもカントも棚に色槌せる

月

｜・

緑のポスト調和麗し

月宮殿雨に兎のにげ出して
木の実あふれる山裾の径

康

ナゥ蜂の子を探す村の子棒を振り

"/i

月三タ康佳太
叩
ろ
眞

郭公の枝からぶらり縄梯子

地方名産並ぶデパ地下

月

二

上沢小伊澤柵
高

蜜柑咲きいる丘のなかほど

ブルースがいつしかジャズに移りいる

鯏叫の天国水ぬるむ沼

jjjl

ゥ端座して論語一節諸ずる
街の灯がよぶ娑婆の誘惑
新発意絵島生島気取りにて
夫婦茶碗の鋤きひび割れ
ゆらゆらと掘割辿る伝馬船

四三

神名備の光陰ながる花明かり
ビルもうきうき東風の駅頭

年年

遠く聞こえるミサのオルガン

七七

寒月を仰いでいたる爆心地

II

氷下魚のように青い息して

]JZ可Z

古文書を読むに手間どる文学館

都電チンチン神保町過ぎ

大野点花の雪洞華やかに
幼ナ見上げる丸い連凧

成成
'一十

井池東井川
橋

康三眞タ三佳月康次三康佳子柳力之久を

﹃キュートな向日葵﹄

八柚川︑柵川連句会ｌその二ｖ
ソ︑不シート

福田太ろを

沢井三柳

福田大ろを捌

ボンネットバス窓にががんぼ
高橋眞次
澤川佳久

一一一

キュートな向日葵どこからも海が見え

一高の帽子トンネル抜けて来て

奥山傳
伊東康之

平成十七年川月五Ⅱ首

平成十七年四月十九日尾

︵於・さいたま文学館︶

建築家でもあった詩人・肱隙適造のコテージが︑昨年さいたま

巾の別所沼畔に完成した︒將きⅡの道造が夢想し願ってやまなか
った山雅で︑色洲といい︑Ⅲ取りといい彼の投帥側に川かれたくヒ
アシンスハウス︵風倫子Ⅱヒアシンス描番︶﹀にふさわしいもので
ある︒道造の秀作はソネット形式でうたった形に多い︒
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デカルト・カント・ショーペンハウアー

月のぼり築地の 三 味 に 誘 わ る る

抱きしめら れて喘ぐ白萩
雁の棹わたり ゆく明けの空
始発の駅の 客はまばらに

犬猫兎風邪も引かずに

着ぶくれは老人若者膳出して

佳康眞
月
タ
叩
子大力

愛国は無罪とばかりデモで石
グラス 傾け祝うのどかさ
花匂う夢 のハウスに沼の耀り
ふらこ こ揺らす児らの遠足

小
池
k

八神〆・おたくさの公ｖ

歌仙﹃夜神楽﹄
夜神楽の神の名知らず燗熱し
しはぶきの声あれは曾祖父
指折りの長寿を誇る家系にて

集合写真ピント不確か

しろ

月代を待ち琴線に触れんとす

鈴木漠捌
宅見まき
井上潔子
松本昌子
鈴木漠
助野昭子
森本多衣
山名才
香山雅代

ひひな

ナォ白酒を献上紙の雛にも

光あれかし児等の未来に

葦舟で大西洋の横断行

ゼブラゾーンに仰向けの蝉
炎天の荷役の唄が地を這ひぬ

お国説りに心許して

陥落す笑顔静けきあの人に

妹背の誓ひ三輪の杉宮

田を守り続けて朽ちて捨案山子
こかね

黄金の波に豊年を知る

名月に鮨料理など供へをり

幼き手にて祈るのは何

ナゥ綾取りの赤き毛糸も冬うらら

縁は陽溜り日向ぼこ佳し

よ

小林三千子

ＳＬの汽笛遠くでしたやうな

ひ

在間洋子

煙草のけむり横に棚引き

花びらが兄の蔵書へ降りしきる

巣箱をかけて待つ青い鳥

二Ⅱ二十一Ⅱ首

三千子

洋子

漠

三千子

潔子
昭子
昌子
まき
雅代
多衣

才

漠

洋子
潔子

三千子

まき
昌子
昭子

︵於・ＮＨＫ神戸文化センター︶

六年十二川三ｌⅡ尾

平成十六年

平成
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肌着に風の通るやや寒

とき

ゥひとすぢは物干し台へ蔦紅葉
刻のかたちにこころ染めあげ
す

潔子
まき
代子衣子

才媛の不可解な恋謎のまま

け

ピアノの蓋を開けたまま寝る

雅昭多昌

サングラスとり直ぐな求愛
アロハシャツブルーハワイに憧れて

教則本の遅遅と進まず
菊好きな姉と嫌ひな弟と
仲良く籠に飼ふは鈴虫

月明り物の怪も影潜めたり
よも

夢見がち四方に薫ずる花の波
きれ

刺身ひと片松海苔に乗せ

漠
才

八松山・小野連句会ｖ

歌仙﹃舞ふさまに﹄
渡部伸居捌

村上宕王子

渡部伸居

春休み待つ童声高
叶生谷遊梨

舞ふさまに流る︑さまに蝶々かな

曲水の宴たけなはの古苑にて

小倉静波
渡部尤京
宇都窟柏葉
︷石

励まし合へる朋も腰痛

ナォ耕しの手真似の通じ長閑なる

幼小中を一つ校舎に

合併に過疎化の憂ひ深まりて

剃りあとはまだ風の冷たく

菩提寺の庭に美事な寒牡丹

いつしか胸に面影を秘め

稚き児の遊びのなかに祖母交り

大河ドラマは鎌倉の代に

チャールズのロイヤルの恋脈に落ちぬ

松茸の香を嗅ぎて満足

嶺近く昼月掲げ陶の郷

酔ひの醒むれば傍ラに鬼女

ナゥ十和田湖へバスを連ねて紅葉狩

磯の礁を越せる白浪

栄進を祝ぎて謡の高らかに

松山巾小野公民節︶

思ひ切りよく揺らす靴軽

岸の花先を競ひて散りか為り

︵於

平成卜七年二Ⅱ二十八Ⅱ前
平成 七年四川二卜几Ⅱ尼
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彩美しき和菓子並べる
峡里の蕎麦一面に夕月夜
柿の渋抜く忙しげな家
ゥ在祭太鼓山車曳く小若連

静

居
梨

すれ違ひざまそつと肩抱く
ＤＮＡ恋しき君の香りさへ

半信半疑遺骨返さい

葉

葉

梨

主目

庁郡が

尤

︷石

居

尤

打上げて気象ロケット成功し

いま見直さる万葉の詩

夏月にことさら灯ン弱めたる
端居して聞く孫のハモニカ

愛ちゃんの卓球日華親善に

時計の振子右に左に

仔馬連れ行く陽炎の丘

この年の花はいつきに咲き盛り

梨宕居葉尤梨宕葉居尤梨宕居葉尤梨宕居

八松山・おぼろ述句会ｌその一Ｖ

﹃夏氷
囚

やかた

・え

メダルめざしてアテネへと発つ

曽我一家不安かかへて故里へ

狸うかれる証城寺の庭

魚篭ぶらさげて浜辺さまよふ
電車待つ夜ふけの街に月冴えて

びく

潮満ちて砂の館の融け去りぬ

夢の中にも彼の面影

初めての出会に淡く化粧して

けはひ

ガイドの乙女笑み美しき

ワイベントの菊人形に人だかり

んぼう
草の葉先に揺るる蜻と蛉

ひんがし

客間に飾る古陶かずかず
東の嶺にぽっかりまるい月

広場に並ぶキャンピングカー
あちこちと土産求めて歩むらん

夏氷河カナダの空の青さかな

河

みやこ

やまかひ

雲雀嚥る山峡の村

梶野浩楽捌

梶野浩楽
寺坂十留
今井比呂夢

楽

膿本純一

助田
茜毒

うひまご

ことば

ナォ初孫を集ひ寿ぐ座敷雛
ひいじじひいばば
曽祖父曽柤母揃ひ元気で
参院選民主の勝利祝ひ酒
原油値上り円は値下り

こくりごくりと氷水のむ

道いっぱい踊る若者汗しとど

なんとなく弾む心で町にいで
かひな

し﹂︑卦ご

熱きまなざし交し頬よせ
腕解き名残惜しげに襟直し
と螺ら
出航の刻告ぐる銅
のね
音
め

みち

懐かしきなまり侍たるる月の客

萩の花愛とづ
古刹への径
もしび

んく
いき
津軽を渡る真し紅
の大た旗

ナゥ河原には灯火並び芋煮会

くよくよせぬが良しと知りたり

列島に相次ぐ豪雨ここかしこ

タンポポつみつみ野路ゆく児等

思ひ出の花の前にてポーズとり

︵於・

仙杣継榊細祉センター︶

平成十六年六月二十四日首
平成十六年八Ⅱ二十六日尾
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楽留楽一留楽

留夢一留楽留

一夢楽

仙

花便り都の子等へｅメール

楽留一留楽一留一楽留

歌

八松山・おぼろ連句会ｌその一一Ｖ

歌仙﹃野菊﹄
くげ

道の辺の地蔵へ供花の野菊かな

藤本純一捌
藤本純一

手のうち見せぬ改造内閣

ナォ揚雲雀噛る土手を散歩して

川遊びせし頃は遥けく

異常気象異常と言へぬとき迫る

しみ

四万十の民宿自慢の饅食ふ

まみ

絵草紙開けば紙魚の這ひ出づ

いとほ

は

頬染めし瓜実顔の美しき目見
帯ゆるめ解くもどかしき指
にこやかな瞳愛しあさぼらけ

うたげ

留楽一留楽一留楽

水一留楽一水楽留水

梶野浩楽
寺坂十留

印田

ね
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楽

記念の酒をぐっと一杯
望月に別れの宴かぐや姫
紅葉の名所客で溢るる

早朝ウォーク杖を片手に

ナゥ夜も更けて窓辺に聞こゆちちろの音

カルチャーの囲碁教室は賑ひて
ゆ

陽炎燃ゆるふるさとの丘

蘭

タ

一本杉にかかる夕月
るずや
秋日和菅傘求め万よ屋
に
岩清水にてのどうるほせる

印田

楽

今井比呂夢

白鵬関は前途洋々

温泉あがりに憩ふ公園花盛り

怖

l 】

ン

沖の彼方に白帆浮く見つ
樹の陰に杣人達の三尺寝
ゥいそいそと携帯電話とりいだし

甘い声にて﹁好き﹂と畷く
﹁冬のソナタ﹂で韓流ブーム

楽

いざな

誘ひて二人となりし四畳半
イチローの記録達成目前に

茜痘

か

一ﾉL

昔懐かし南予町並

〆一、ll)1
於二
．
｜ 一三
松松冗十
1 1 1 111 1旧
'lj' lj足首
総將
介fi':
#lil lll].
祉

印田

六六

家々めぐり亥の子石打つ

叩田

楽

訪痘

年年
｜・

軒先のつららに映ゆる月の光ゲ

しりぞ

世界中大統領選結果待ち
職退きて靜かなる日々

校門くくる新入生徒

花の山霧の衣裳を身にまとひ

平平
成成
｜ ･十

セ

ー

八神〆・抑巾の公ｖ

百韻﹃白烏﹄
我が胸の哀しみのごと白鳥来

寒茜する裏町の空

ただ潜る蓮根掘りの賃を得て

屋台の酒で世智を培ふ

めう

鈴木漠捌
鈴木漠
水川圭介
澁谷道
三木英治
梅村光明
道

あだ

呼び交す津名の妙に感じ入り

逆引辞典春を列ねる

圭介

胱惚として山笑ふなり

漠

度忘れに壺中の天も月おぼろ

英治

漠

圭介
光明
英治
圭介

道

光明

漠

道

ゥうつつ夢野崎参りの船あそび
ね

太棹の音のなつかしきこと
かしづ

美しき女師匠に傅きし

扉く素振りの手管膓たけ
た

ぬぎすてて蚊耕の蚊を翔たしめむ

簾透き抜く風の通ひ路

絶品のトマトジュースは無農薬
とり

汚れなき鶏暁に鳴く

その人を知らずと使徒の声冷えて
がま

いづかたへ飛ぶ蒲の穂紫ぞ

英治

漠

囚はれし便りを月に託すのみ

北緯東経篭の網の目

道

うたげ楽しぶ弥生嬉しや

よ

た

月に誘はれ続く放吟

道

英治

漠

光明
英治

道

光明
圭介

僅かづつ地軸狂へど花は満ち

ほしがれひ

ォ出番ぞと反り返りたる干鰈
灰うちたたく付けの巧みさ

庵とする古家の漏りにうんざりし
ほど

消えたる蛇のまなこ涼やか
綾取りを解くわらんべ晩夏光
指からませてほの字伝へる
しとれ

褥蹴りそそくさと発つ憎らしさ

先行き何ぞ慶き事やある
沿線も薄紅葉して京近し

圭介
英治
光明
圭介

漠

道

きりざりす

のどよへば誰も聰かざり粂斯
犬儒派となり葛を採りをり

光明

逢魔が刻の士挨たつ

漠

Ｌ一

迷ひ子に慌てふためく乳母が駆け

氷の舞にやまぬ喝采

フィギュア

ゥ踏まれてもなほ起き直す霜柱

道

英治

淑気馥郁味も香りも

年明くるしののめ映えてシャンパンは

圭介
英治

弾き初めの琴姫に添ふ眠り猫
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力

漫画下描き貧に甘んじ
ふ︒？易ご

俗輩に富貴極まり月かすむ
揚がれば墜ちる凧の宿命
畢寛は花の清らに魅せられて

錦の重荷たへがたき恋

もてあそ

ひたむきの思慕弄ぶこと勿れ
閨怨ありてまんじりとせず
との曇りなれども瓜をサクと噛み
あふ

扇ぎて乱す瀬戸の夕凪

おぞま

才烏賊釣の漁火揺れる闇の奥
拉致てふ加虐なんと桿し

いさりび

光明
圭介

やどかりを動く玩具と信じ切り

愛のかたみの遺児に淡雪

↓一ゥ巽にて結ばれけさの茜粥

おもちゃ

＊すいけんざ
水
圏戯てふ語感宜しき

奈落の底も心爽やか

リストラをエスポワールの茶で癒す

月の砂漠に桂求めん

蓑虫に自らを擬す青二才

咳にも演技凝らす脇役

由緒あるシネマの館廃業し

デーサーヴィスの迎へ待ち兼ね

老練は誇るに足らず毛糸編む

︲なら

鴬笛に倣ふうぐひす

住み馴れし都の花も盛り過ぎ
からく

ナォ絡繰りの狭き工房大掃除
しぶめん

鬼面渋面造ることなく
たつ
瓦葺続く街並卯う建
上げ

わ

︾﹄け
芭蕉布を着る有卦の一族
うやらう
虹の環を吉と占ふ遊い冶
郎
鉾立雛すざわめきを聞き

七つの顔を持てる探偵

とりあへず群につかざる癖ありて

完壁な化粧の術に惑はされ

道

なつな力ゆ

漠

光明
道
漠
道

英治
圭介
英治
光明
圭介

いか

翼得て還れよ時も止まれかし

光明
道

漠

親の祈りを見そなはせ神
めし
強こは飯
にたっぷり用ふ新小豆

輪島の椀を磨く秋なり

漠

英治

漠

道

金木犀を散らす琵琶歌

うるは

麗しき良夜の里に轆轤挽く

電飾の垣に燦めく降誕祭

かじか

幹くらく記念樹として佇める

追憶までも共に悴み

圭介
英治
光明
圭介

賢者の石に代る温石

騎馬始とてフィアンセと駆け

昔日にまねぶ暮しも草臥れて

1 1 1

明治

明治

明治

介明治介明介

介治

明

光英

光英

光英

漠

漠

漠

道漠

漠道

圭光英圭光圭

圭英

光

映呵めきたる口説鋭く
けら

姻梛なるは腿せはて月へのがれたし

モンロー逝きて頻り鳴く蝋岾
わたし

帰らざる河は私を置き去りか

塵まみれなるＬＰの棚

紫煙くゆらし炉辺に語らふ

ナゥぬくもりを今なほ残すジャケットに

雲走る連峰の裟照りかげり
おは

たらちね在す場所が恵方ぞ

定めなき身に纒ふ陽炎

長寿こそ願うて贈る屠蘇袋
庭の聡り居間のさへづり
花筏政争の修羅惜しむくし

平成十六年一月二十Ⅱ首
平成 六年叫月三卜Ⅲ尾

＊水圏戯︒石鹸玉遊びの意︒

︵文音︶
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介
治
介
介
明
介治

圭
英
圭

道
漠
道
漠道
道

圭
光
圭英

八束京・解綴ｖ

ダブルソネット﹃立夏﹄

別所真

恥︑細輌準醍捌
Ａゆるやかに地軸かたむき立夏かな
ひま

伊牒折ロ

服部秋

旧中雅子
瀧田遊耳
日高玲

光りの隙をよぎる蒻翠

月をいざなふごと宗祇

植木算とか旅人算くと
りま
一頁二頁と繰る送お南

拙永千晴
河村志乃
石Ⅲ︷鼠

官吏の貌はどこか似てゐる

Ｂ春暁やボンベイの街眠りつぐ

梅雨の鯰がムッッリと待つ

めしを喰ふそのひとときを至福とし

きぬぎぬの万年床に香焚かれ

残る螢の艶にあはれに

月光を見るに眼鏡をはづしけり

バックギャモンに新走酌む

ジャンといふ笑ひ上戸の操舵長

増ゆるピアスの穴の泣き声
野兎の跡は途中で消え去りて

丸太 のごとき神の選
づ

口 紅 の はみ出す勿れ花の
っと頭を出す春の
ちよ

平成十六年八川六Ⅱ前足

筍狂民

︵於・松盤間︶
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玲哲玲耳

雅京耳H肯

雅乃紀

京晴紀

流行唄くちずさみつつ葡萄摘む

点字板にて駅の名を知る
行列に衿あし清きひとのゐて

方違へして寒き逢瀬ぞ

大晦日豆腐を桶に浮かべをり
生きてゐますと証明書出す

未完の画布に積る黄塵

花の冷え私は百個の卵産む

子扇紀
玲

晴乃耳扇

お下げ髪細きリボンの絡まりて
水風じか

オ

八熊谷・梶の葉迎句会ｖ

中和枝捌
順英雪和

歌仙﹃短夜や﹄
腱短夜や盆栽どちの深眠り
ーいたずらそうに這う兜虫

ウ

熟年の恋を貫く契り宿

Ｉ恥とこまでも歩いてみたし麓らけく

携帯もデジカメだってなんのその

ナオ

ー迷わずに着く白き灯台

孫に好かれる好々爺ぶり

山小屋のキャンプファイアー赫あかと

暑中見舞の著き消印

身の丈に合わぬ生活自己破産

料理上手を彼に救われ

尽くしてもつくし足りない愛うけて

ブレーキ利かぬ直ぐな坂道

満月に漣立てる寺の池

松手入れする老いの一徹

脇そぞろ寒握る木刀震えがち

東征と神話のロマン馥郁と

ナウ

ー北の国へとカシオペア号

スーパー歌舞伎宙に舞うなり

万華鏡ぐるりぐるりと花万朶

︵於・熊芥緑化センター︶

肩しっとりと濡らす春雨

平成十六年大川二Ⅱ荷足
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山関中
白

大好きな自転車漕いで遠出して

水彩絵の具パレットに溶く
月光にピアノソナタの昂れる
ころりころころまろぶ団栗
鵬いまはもう誰あれもいない秋の海

く約束しかと胸に秘めおり

長寿国にも悩み新たに

寂聴の法話テープで眠るくせ

飼猫二匹べツド占領

雪原を隈なく照らす月晧々
コートの袖で拭く腕時計
お清めの酒にするめと角砂糖

記念写真はいつも端っこ
歴史負い宮居に花の燗漫と

羊の毛刈り賑わえる牧

根司根

雪英和順雪英和順英雪和順英雪子子子枝

順和英雪和英雪順和英順和雪順英雪和順

白井風人捌

み風
ち

八川崎・風の道連句会ｖ

歌仙﹃風の來て﹄

風の來て無言の叫び鯉のぼり

肌々の声聞くこの夏座敷
隣組みんな集まり杯あげて

宴のあとの万歳三唱

高窓に清く大きく今日の月

若き夫婦の転居の便り

ナォ手を叩き子を呼び見せる初蛙

指呼の間の原爆ドーム

色刷りの町の詳しき地図も添え

灼くる空行脚の僧の後ろ影

ただひたぶるの蝉しぐれのみ
相乗りの自転車しかと抱かれて
せめてひとときとねの夕陽を
突然のケイタイ電話あたふたと

引越し荷物ほどく間も無く

新酒古酒出て囲むテーブル

ざ﹄︲と

実家からの栗名月の品屈く

庭の飛び石何か言ひたげ

ナゥひと雨に零れる萩を馳走とし

手帖ひらきてサイン求める

笑みそえし作務衣の似合ふ異邦人

1 15

下波ぞ立つ不知火の海

ゥ雁渡る沖行く船を追ふ如く
便り待つ身の心急かるる
アルバムの昔の写真又ひらき

日露の役の祖父は兵卒

文

黒板に停年と書く日となりぬ

一へ

霞む四阿卿叺吹く人

向き

花の雨二軍の選手ひと休み

尼1吋一

迎への車今朝は早めに

ﾉL九
l l l l

卓に用意のホットドリンク

￨ ･六
)ljj
｜

入院の帰国の友に月冴えて

年年

あ

六六

サーカスのジンタ街ゆくカフェテラス
ひと

平平
成成
十十

不意にドア開け入り來る男

落飾の女に悔なき花曇り
長閑にひびく夕暮の鐘

饗
141
庭〃

人み人み人み人みみ人み人み人み人を人

1 1

人み人み人み人みみ人み人み人み人み人

ハ諏訪︑河童連句会ｖ
烏づくしスワンスワン

スワンスワン﹃フェニックス﹄

壱面

烏打帽にマロニエの花

虹の橋掠め跳ぶなりフェニックス

平和の鳩の意匠登録

矢崎硯水捌

一一一神あすか

矢崎硯水

硯水

高山紀子
渡遥梅子
矢崎妙子

あすか

紀子
梅子
妙子
硯水
あすか

紀子
梅子
妙子
硯水

参面

烏臓図手にシルクロードを

あすか

紀子
梅子
妙子

さてもさてオーストリッチ・レザー着て

渡り渡りてめざす楽園

﹁禽獣を見ず﹂と三蔵法師言ひ

あすか

からびんが

金の卵も風も光れる

硯水

燗漫の花に妙なる歌羅頻伽

︵於・ｅメール＆ファヅクス︶

平成十七年三川二ｌ爪Ⅱ竹尼

汪形式﹁スワンスワン﹂について︒
アラビア数字型︵句数︶を二羽の白鳥に見虻てる︒春
秋二〜三句︑夏冬一〜二句︒二月一花一烏︒︵この
巻は為づくし︶恋二〜三句の一箇所︵弍川か参面︶・
三つの伽による序破急︒矢崎脱水号案︒
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翼もて自由の世界祇歌せん

扇置きつつ鶏鵡返しに

酉の刻山の端に月あらはれて

とさかに来たと化ける算段

いぢ

学び舎の苛めがもとで巣守子に

羽毛蒲団の糸もほつれし

侘び棲みの河畔の塒冴ゆる月

万葉故地の飛鳥訪ねる

風切りでタイムトラベルする気分

バンバンジー
アモーし
棒棒鶏を食べてＡＭＯＲＥ

こふのとり

黄色い噴で神ならぬ身で
未婚児を運んできたる鶴

秋深く尾羽うち鳴らす杖の舞

弐扇
面酉

八横浜・桂の会ｌその一Ｖ

百韻﹃銀の壺﹄
若松藍香捌

政権の座にしがみつく醜さよ

阿波の遍路の列をなしたる

薄氷踏んで猫しなやかに
花の茶屋人待顔の緋毛蔑

羅宇屋の音の高き路地裏

ピアノ塾レッスン続く昼下り

絶版文庫探し求めつ

ォふたりして買った紙雛色腿せて
排松藍香
伊牒藪彦

銀の壷摘まみの龍は穀雨よび

八十八夜に握る太筆
佐々木けん

ナノテクの研究更に進化して

半分は嘘と知りつつ年男
北窓塞ぎ閨をあたたむ

毛皮のコートエスコートされ

インディアントーテンポールそびえ立ち

春宵に灯寵ほのと灯されて
あたり

峡奥まりて見えし吊橋

ロケーションはじまり四辺にぎやかに

鈴木鐘畢二

佐々木允明

修道院の庭は秋めき

悪いのすべてＤＮＡよ
莫大な遺産相続あの山も
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原田安恵
臼杵勝児
渡部葉月

どっさり届く里のありの実

香

縦列駐車うまくおさまり
満月を小脇に抱えテレビ塔
ワ軒先をかすむ帰燕の別れ受く

柵水千晴
今村苗

店賃もって来たる若後家
年甲斐もなく支社長のうす笑ひ

夜半の月かすかに登る石畳
新聞配達ゆらすコスモス
安
勝

留守番電話入りきらない

ーゥ濁酒只今キャンペーン実施中

生卵三つ程割り朝の膳

葉

彦

初孫と唱ふいろはにうゐの奥
レゴブロックを積む夢の中

祝儀袋に五百円玉

商談の旅西へ南ヘ

Ｄ５１の今も走れるユーラシア

デコィチ

澁

苗

井田

ガンジスの聖水瓶に濁りたる

蛇すり抜ける割り舟の底
冷酒に話のはずむ縁の月
土用灸をやせ我慢して

千葉苗勝千千け苗千け葉二葉千け勝彦葉苗瀞安干彦

体脂肪計針挑ね上る
名にしおふ彼はイヶメン色事師

電気炬燵に誘ひ誘われ

月仰ぎすべてを忘れ千葉笑

本因坊をめざし寒行
食堂の蛙股から覗く猿
分教場に教師赴任す
気もそぞろ今年の花はトッカータ

憎しみのない星に住みたい

ゞ・一ゥオーディションやはりけはしきブロードウェイ

人形の髪のびる奥の間

家伝薬ふところ深くしのばせて

﹁バカの壁﹂をばくづし消すまで

臭のごろすけほうほうねむる刻

沈丁の香の初恋に似る

耕しの老には齢の自覚なく

フェードアウトはマーラーの曲

さりげなく君の肩抱きおぼろ月

予定なき午後もて余し珈琲に

とうすみ蜻蛉ついと横切る

刺子模様を眞似て麻の葉
故郷は母おはしまし遠花火

サインを終えて閉じる自叙伝

ナォ海鳴らぬ日もあり汐のよせる家

酒と薔薇とは甘い生活

放浪の果ての作家の肩やせて

ため息は和音となりて韻をふみ

成吉思汗鍋親子揃って

バーチャル世界四畳半にも
信号を突き抜けてゆく消防車

たたなわる信濃の山の侘住居
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観覧車より霞むビル群

一＄ォ段ボール並べ本棚啄木忌
哲学者たるホームレスなり
上を見て歩いて溝に落ちました

隠しきれない脛の白さは
とろとろと溶けて終った熱帯夜
あの世の手形べったりと捺す

聴診器はずし離島の若先生
壁の向かうは刑期終へたる
バザールに木彫の象を売りに出し

ガレのランプに映える毒茸
居待月待ちつ来し方思ひをり
亭主の好きなからすみを盛る

なきから

亡骸は北を枕に横たへて
海外旅行軽きタラップ

け苗千香香葉千苗彦葉安け千葉二苗苗彦葉勝二苗安

苗千苗千葉二千彦葉安葉葉香千け二彦香千葉安彦千

ダイビング飛行空に輪になる

戦場のどさくさに友見失ひ

原油価格は高止りとか

火の鳥は月の光を借りて飛び
コロボックルは芋の葉の陰
ナゥ秋興に寿限無の噺口ずさみ

誓文払ぺろり舌出す
鰯雲何れの人も生臭く

清めの塩は富士の形に

平成十六年五川Ｉ川口尚
平成十六年六Ｈｌ−Ｈ尾

︵於・成城クラブ︶
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北斎のベルリン藍が大ヒット
叙勲の沙汰に風のあたたか
散る花をあびて微笑む八十路翁

若鮎跳ねて空映す川

1瓦
ウフノ
1口

L4、

小

葦香淋千葦千葦葉苗彦瀧千葉

八横浜・株の会ｌその二Ｖ

﹃小望月﹄

丘
地

セ

区

タ

ン

稔二勝二允二澁二淋稔允二勝允稔勝二允

わらんベ

ナォ羊の毛刈る童の目の澄める

一つのパオに親子三代

空港に迷彩色の軍用機
怪奇小説やつと脱稿

妙齢の美女が麻薬のボスであり

引くに引けない恋の鞘当て

臼杵瀞児捌

松並木情け無用の果し合ひ

名木の花ゆかしぐもはなやかに

歌を忘れたカナリヤの啼き

水いらず慣れぬ手つきで飯を盛る

正月髪を結へる若妻

ナゥささやかな初荷に立てる幟旗

すべてを埋め降り続く雪

震度七越の大地は揺れに揺れ

ひひな

菊の雛に奉る神酒

月今宵やをら漕ぎ出す月見船

ベンチの上に忘れ扇が

臼杵勝児
北川稔

鈴木竺呈二

佐々木允明

なくて七癖気がつかぬ友
タートルネックのセーターが好き

間をおかず話し続ける長電話

板の庇に静かなる雨

ゥ蕪村忌の京の街並そぞろ行く

つ手工

国境を越ゆ銃声を背に

ミス・チェ・ジュを抱きしめている夢の中

Ｃ７−Ｌ︽ひ

蓮の台に慈悲の御仏

ケ

未亡人亡き夫を追ひ自爆テロ

塊￨{

春を愁ひて列島の旅

年年
十
二￨‐

行水の湯の面に月の影ゆれて

鵬

ノ1月
｜
ノLIノリ

へ

‑
1
『 ‑

たち

ノ、ノ、

泥鰭鍋にて地酒酌み合ふ
急坂に荷車を押す立ん坊
故郷の唄ふと口に出す
白壁の土蔵のならび花万朶

寝たる姿の山笑ひたり

、F､￨2
成成
｜‐ト

行く秋を惜しむ茶房に時経ちて

葛の葉かへし吹き渡る風

仙

ひとすじの雲よぎりたり小望月

勝二允淋允稔瀞允二
瀞稔允稔

120−

歌

八横浜・桂の会ｌその三Ｖ

繩鯉惟屠蘇機陸
伊藤藪彦捌

佐々木允

伊薩薮

飲めよ歌へよ祝へ新年

銘柄はどうとも付けよ屠蘇機嫌
隆崎和
池川笑

杉玉のゆるる街並静もりて
服川安
若松藍
鈴木些呈

臼杵勝
佐々木け

︵於・藤ヶ丘地区センター︶

平成十七年一月十三Ⅲ首尾
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千鳥足ゆくうしろ姿ょ

大吟醸の蔵に露霜

月を詠む句筵へ苞の瓢提げ
ゥ﹁宗麟﹂の四斗樽据ゑて豊の秋

徳利枕に終電を聞く

ちゅ・うおう

酔と恋とにほのと頬染め
肘王の宴もかくや豪華版
迷路の果に探すホモ・バー

バッカスは欲するものをほしきまま

月歌々と養老の滝

諏訪祭直会今やたけなはに
ゆ

結ひの仲間も外したる羽目

夏芝居深酒のまま旅役者
春の眠りに酔ひ醒めの水

ヤンキーの飛入りもある花の宴

香恵子代明彦

け瀞豐香安笑和允彦ん児

八東蝋︒かびれＩその一Ｖ

脇起歌仙﹃神

神々の高の諸ぴと葱坊主
遠足の子のよくひびく声
風車色とりどりにまはりゐて
絵手紙を描きほっとやすらぐ

残業のビルの谷間に上る月
ついと飛立つ鳩の爽やか
ゥ初物は栗飯に炊き隣へも

幼馴染の眉の凛々しき

西幾多捌

ナォ今年また樅いつぱいに蓬摘む

三津子

節代

日日一一

三津子

岸︑脾に１︑
伐口必〃かＩ

延子

奈美子

曰日一一

峠︑脚い ︑
片日必クオー

巷子

三津子

日目一一

奈美子

をみながたてし地場の産業

医師の声冷えぴえときく手術室

滿面の笑みのこぼるるテレビにて

古墳調査も予定通りに

延子
巷子

枯葉散り込む汐入の池

不倫地獄に苛まれをり

小松崎爽青

伊藤延子
南條巷子

目に残るラストシーンはうっとりと

世界にほこるアニメ日本
甲板に切絵のやうな月仰ぎ

富士見んと言うて消えたる二人連れ

中村奈美子
南條日日二
日Ⅱ年︑卜︑
１１斤目ｆｌ

猿酒酌むも旅の楽しみ

携帯電話差せるポケット

高鳥三津子

延子
巷子

今更にいぐさの大義述べあげて

調子はづれの唄が加はり
少女らの遊びのあとの花莚

三津子

節代
巷子

平成十六年三月一Ⅱ満尾︵文音︶

牧の仔馬が跳ねてよろこぶ

ナゥすれ違ふ杣人霧の匂ひする
奈美子
日日一一

三津子

幾多
節代
巷子
奈美子

延子
日日一一
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々

あこがれの君は還らず捨てし夢

小箱に秘むる鼈甲の櫛

かくすほど見たい政治の裏事情

手練手管を才能と言ひ

叢雲を抜けし月影涼しうて

明珍火箸の風鈴が鳴る

生と死を分かつ武蔵の權の太刀

山並遠く鳶が高舞ふ

琴の音に花見の宴盛り上り

逆巻く瀧に躍る若鮎

L＝＝

八日立・かびれＩその二Ｖ

脇起歌仙﹃植田﹄
西幾多捌
小松崎爽青

松岡綾子

凹幾多

植田はやそよぎそめたる千町歩

すぐそこへ来てうたふ老鴬

玲子
綾子

頚石

幾多
綾子

蘋石

玲子
幾多
綾子
玲子

垂石

幾多
綾子

側野玲子

守田頸右

都会へと就職さがす若者に
スニーカーにも赤があるとふ
古稀祝ふうから集へる月夜ざし

今を盛りに丹精の菊

ワ虫の声聞かんと庭へ出てみれば

着物姿のほんに似合うて
彼が居る気配に親はやきもきと

すんなり言へぬ好きの一言
笛の音に忘れたきこと托すなり

里の小川をぴょんと飛越ゆ
東豆腐こうこう照らす寒の月

狐がそっと覗く鶏小舎

語り部の声低けれどよく透る

お天道様と共に働く

滿開の花のトンネルどこまでも

蝶の乱舞をじっと見つめて

ナォ眩しさの合格番号掲示板

神鈴ひびく産土の森

村起し村長さんは頭痛もち

モーターショーの準備整ふ

危きを日焼の腕に助けられ

いろに出にけり夏の夜の恋

誘はれし電話に心弾ませて

部屋へそろりと朝帰りする
つぐら出て背を長々と伸す猫

世代交替すすむ寄合

古里の月見団子の懐かしく

国文祭へ飛行機の旅

ナゥ親方の剛直も継ぎ松手入

磨き上げたる鍋が干しあり

忘れものひどくなりたる此の日頃

仲良く分ける金太郎飴

組立ての椅子テーブルの花見にて

ピアニカ流れ霞みゆく空

平成十六年三月三Ⅲ満尾︵文音︶

頸石

幾多

碧

綾子
幾多
玲子

碧

綾子
幾多
玲子

頸石

綾子
幾多
玲子

誼石

綾子
碧子
幾多
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八Ⅱ立かびれＩその三Ｖ

脇起歌仙﹃晩夏光﹄

深き轍に零る攻塊

西幾多捌

器下秋

小松崎爽

小岩昔日

目を立てて動かぬ蟹や晩夏光
瞬間を待ちてカメラが並ぶらん
片野弥
一日日

吉成滿

算

美人姉妹のピアノ連弾

ナォ岸添ひにおたまじゃくしが帯のごと

二人の刻の時間よ止まれ

それとなくＶサインする彼がゐて

お揃ひのアロハシャツ着て腕を組み

渡り初めとて犬も連れ出す

祭嚥子にほっとする里
列島を新幹線が縦断し

スローフードに苦労するなり

大店を守りて暮す三世代

運動会をあすに控へて

葺終へし茅屋根月の登りくる

りき

特売セールに力入れてゆく

ナゥ餌をあさる鶏が蹴ちらす籾筵

うたた寝の腕のしびれに目覚むれば

隣の影が庭へ伸びくる
花万朶太鼓打つ児の揃踏
嶺をつないで春の虹立つ

︵於・Ⅱ立みかの原集会所︶

平成十六年三月十Ⅱ荷尾

−124−

恵蒲子恵子月子恵蒲

月子恵子月蒲子月

弥菖算弥滿秋滿弥菖

秋滿弥算秋菖滿秋

出来が気になる窯出しの壺

滿月に宿場の莞きらきらと
壁の割れめに蟠蜂が鳴く

弥
秋

ゥ摘みたての歯応え固き秋茄子

秘密の話守るつらさよ
旅に出る休暇届を別々に

浦

後藤算

きつく抱かれてコンサート聞く

弥

昔日

学生帽子被る人形

山幾

思ひ出の甦りくる喫茶店

魚の干物揺らす寒風

算

滿

算

名にし負う熱海の松に月冴えて

新聞に暴落株価でかでかと
予防注射で大泣きをする
車座の輪のひろがりし花の下
替女の語りもかげるひの中

〃

子子子多恵子蒲子月子恵子蒲恵蒲月青

〃

八東京・かびれＩその四Ｖ

脇起歌仙﹃燕の子﹄

燕の子掌に藍色の空展け
軒に葺きたる菖蒲一束
団地にも移動図書館まはりきて

ゆ

飯泉葉子捌

飯泉葉

小松崎爽

刈場桂
木崎節

ナォ春帽子少し傾ぎてかぶりをり

宇宙帰還の写真展みる

ひそやかに折りつづりたる千羽鶴

見かけによらぬ情の強さょ

タレントは日焼けの肌をぷりぷりと

まぐれ当りのホールインワン

鉢植の金の成る木がよく育ち

聞きしに勝る酒の旨さょ

独学のパソコンやっと立ち上げて

イラク派兵の是非を論ずる

医務室の椅子までとどく月の光ゲ

ひきもきらずにがちゃがちやが鳴く

トップニュースに芥川賞

ナゥ爺婆の端役おもしる村芝居

狐爽と赤いボルボを乘りまはし

自作の壷をためつすがめつ

住み慣れて友のふえたる花の里
ぽんぽん時計ひびくのどけさ

平成十六年三川二十一日満尾︵文沓︶
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日曜大工得意わざなり
庭園の関守石を照らす月
足許に落ち木の実弾ける
ワ秋深く智恵の文珠にお詣りし

快の中に電話番号

お互いにばつ一といふ気楽さも

胡散臭げに見をる飼犬
留学へ俄覚えの茶の作法
女系親族暖簾うけつぐ

温泉けむりに身の芯ゆるむ冬の月

白菜漬を音たてて食む

イチローも松井も打率順調に

鑑定団は人気番組

大川に花見の船がつらなりて
飴売る声のうららかにこそ

桂葉節桂葉節桂葉節桂葉節桂葉子子子青

葉桂節葉桂節葉桂節葉桂節葉桂節葉桂節

西幾多捌
小

八日立・かびれＩその五Ｖ

脇起歌仙﹃沢に音﹄

沢に音ひそかに秋のうつるへる

牛舎に洩るるあをき月影

野球の帽子似合ふ妹

マゥンテンバイクに乘れば爽やかに
茶の間からショータイムよと呼ばはれて

昔ながらの団扇持出す

ワ水打って下町暮らし蓋なく

散歩欠かさぬ卒寿とふ婆
開運の黄色い財布贈らるる

風のからまる裏の松山

ワイングラスをふたつ揃へて
媚薬とてそっと手渡す友がをり

しりとり遊びねだられてをり

芝居はね衿立て仰ぐ寒の月
厄落しして小走りに消ゆ
銭湯の一番風呂は至福にて
花莚そちら車座こちらにも

歩き疲れし陽炎の中

子多筆青
子多筆子
多子筆子

ナォ観音のおん目切れ長あたたかく

京都誰の女将健在

絵心を掻きたてられて日参し
齢の差なんぞいつか忘るる

別れがたくて乘越せる駅

世話をやくことの嬉しさ胸に秘め

三面記事を悴みつ読む

雪しんしん火傷覚悟の恋をして

虚勢ばかりのコスモポリタン

知り人の減りし古里他郷めき

月上げていよよ佳境の野外劇
音たてて降る木の実拾ひぬ

ナゥ傾ける案山子の首にネックレス

犬の餌拾ふ雀来てをり

箒に乘りて魔女が飛立つ
早朝のパン焼く匂ひ町中に

じっと見てゐる蝸叫の泳ぎを

ロボットの実演会場花万朶

平成十六年七月十八日満尾︵文音︶

滿子

渚

渚

算子
土筆
幾多
滿子

算子
土筆
幾多

渚

渚

滿子
算子
士筆

滿子
幾多
算子
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滿幾土爽
渚

滿幾土算

渚

幾滿土算
幾算土

渚

多子筆

後伊古西加松
藤香成
藤崎

八東京・かびれＩその六Ｖ

蚊に刺され灯点し頃と恩ひけり
大竹多可志

石田栄子

小松崎爽青

脇起歌仙﹃灯点し頃﹄

孔雀草咲く庭のおちこち
伊藤柳香

福田安子捌

ビーフカレーを部屋に匂はせ

留学の話は聞かぬ素振りして

ナォ長閖さに素焼の壺を干し並べ

またぎの嵩は器量好しとふ

鈎裂きを繕ふ指のいと細く
我を忘れてしかと抱く闇

寄せてくる熱砂の吐息感じをり

山脈に添ひ遠き雷

永年の職を辞したる身の軽さ
地球の裏へジェット機が行く

戦もあれど華やぐ映画祭

夏目漱石知らぬ若者

招かれし園遊会の花万朶
縫れつ舞へる双つ蝶々

キャッチボールに閏の声あげ

かりかね

西幾多

ゥ佳きことの続く気配に障子貼り

一絃琴の澄みし調べに

雑踏を見下してゐる青い月

栄子

多可志

多可志

柳香
幾多
節子
安子
栄子

多可志

節子
安子
柳香
幾多
節子
栄子

月光をつとよぎりたる雁に
衣類整理のすすまざる秋

般若心経つぶやいてをり

ナゥ押入れの隅で蟠蝉ひそと鳴き

鎌倉の浜辺に風がここち良く

栄子

幼馴染のままの恋人

多可志

森本節子
福田安子

寄せては返す愛のさざ波

木の椅子に坐りて文を読みをれば
かしやかしやと泡立てけふも焼くケーキ

病癒えたる老いしシャム猫
聖堂の尾根浮きぼりに月寒く

平成十六年八Ｈ二十九日満尾︵文音︶

柳香
安子
幾多

柳香
幾多
節子
栄子
安子
柳香
幾多

旅の途なれど交す熱燗
真打の人情話ほろと来て

ボランティアとは恰好よきこと

節子

多可志

久びさに同期が揃ふ花の丘
空へゆらりとのぼる風船

127-

八日立・かびれＩその七Ｖ

脇起歌仙﹃雀にも﹄

土筆顔出す庭の片隅

西幾多捌
小松崎爽青

鈴木ヨシエ

斉藤弘子
加藤士筆

雀にも歌がありて暖かし
声やはらかく道を問はれり

サンタクロース橇のお手入れ

団地ひろがり地図に無き道

ナォ次々と迷ひ子が出る春祭

彼を誘うて野球観戦

えにし

郵便の誤配届けが縁なり

蛍とぶ闇にまぎれてくちづけを

ヨシエ

弥恵

″

ヨシエ

弘子
美智

弘子
土筆
美代
美智

月下美人はひと夜限りに
寂聴の法話をききに天台寺
夫婦喧嘩の減りしこの頃

谷川のさらさら流る閑かさに
麻の葉模様の布巾刺しをり

弥恵

ヨシエ

希望託して赤い羽根つけ

あの月に孫の時代は行けるかも

ヨシエ

煙が北へなびく浅間嶺

ヨシエ

︵於・日立・多賀公民鮪︶

平成十六年九月十六Ｈ首尾

見渡す限り霞む常陸野

曳き出せる木偶の屋台に花万朶

法被姿で笑顔ふりまく

ナゥベランダの干し物白く乾く秋
ヨシエ

士筆
弘子

ＳＬが来る日駅弁よく売れて

淵川美智
鈴水美代
片野弥恵

ランドセル見せに来し児のはしゃぐらん

晩鐘に侍りて月を待つ静寂
ゆらりゆらりと風の蓑虫
ゥおだやかに二百十日も過ぎゆきて

盲導犬の里親となる

デジヵメで可愛いいポーズ撮りまくり

叶はい恋の夢を見し朝
耀声に力をこめし青果市
ランチ旨いと評判の店

美智
弘子
弥恵
幾多

ヨシエ

弥恵
弘子
弥恵
士筆
美智

冬麗の空に昼月うっすらと

鍵を隠してちょっと外出

美代
土筆

リホームのなりし厨にピザを焼き
花垂るる塀に三味の音かすかなる

紋白蝶が風につまづく
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八日立・かびれその八Ｖ

﹃ここが古里﹄

夫と棲むここが古里桐咲けり

夏の渚に犬の足跡

学生の四・五人けふも画架立てて

パンエ房に香り溢るる

朝月を背に出勤の小径ゆく
衿を立てをるうそ寒き街
ゥ阿武隈の雲の流れに渡る鷹

噂話がちらりちらりと

また書き直す恋文の山

横顔の凛々しき人が気になりて

雪の達磨が庭に並びぬ

忘れたき思ひルンバなど踊り
電池切れたる玩具そのまま
戦場の月冴えざえと音も無く

昔話をくり返す母

チャペルより讃美歌流れくる窓辺

猿が居眠るのどかなる午後

西幾多捌

辺
藤橋野

仙

連れだちて花の上野をたもとほる

一﹂モハノ

敏

ｈノえ

ｈソ蕊え

ナォ晩春の波の光のこまやかに
旅で会ひたる人と気が合ふ

語り明かして彼に抱かるる

メール待ち気もそぞろなる一日にて

敏

ｈ／塾え

〃

一﹂玉ハーノ

志乃

敏

敏

一﹂︑﹁ノ

加寿

出来ちゃった婚とて笑ひ拭ふ汗

眉根を寄せてふふむ夏茱萸
街角にぼんやり点る易者の灯
砂塵巻上げダンプ過ぎゆく

志乃

峠越ゆれば海が一望

お地蔵の赤前垂れの吹かれゐて

みどり児眠る静かなる宵

大屋根の滿月に声湧きあがり
ころころ小芋妹が炊くなり
ナゥ遠くより拍子木響く村芝居

松ヶ江を雀二・三羽こぼれ来て

敏

志乃
加寿
幾多

︵於・ラポール川止︶

飛行機雲は白く尾を曳き
花の下お国言葉の懐しく
春風うけて娘らの自転車

平成十六年ｌⅡ六Ⅱ竹尼
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多寿乃
乃うえ
乃うえ

敏
敏
敏
敏
敏

寿
え
寿う

幾加志
志こり
志こり
加
り
加こ

尚西渡林
1関』
佐

歌

八束爪︒かびれＩその九Ｖ

脇起歌仙﹃雨

雨脚のうしる明るき葱坊主

士を街へて飛べる燕

のどけさに厚き古文書持ち出して

さはさはと鳴る裏の竹藪

月光に天の羽衣翻へし
匂ひ立ちたる垣の白菊

ゥ自画像の絵を出品の美術展
思ひもよらず声をかけられ
逢へぬ日はメールするさへもどかしく

ルビーの指輪陽をはじきたる

しみじみと聞く老人の愚痴話

年金改正まかり通るか

月涼し禅問答に曽良がゐて

洞の幽さに眠る嶋幅

曳き売のよるず屋が来る路地の奥

パンふっくらと焼ける食卓

古里の花の盛りを訪ねきし
仔馬の跳ねる丘のなだらか

伊藤延子捌
小松崎爽青

ナォ鉛筆と紙ポケットに青き踏み

利根の渡しの若き船頭

ヤエ子

維紀子

延子
節子
柳香

待ちあぐむ肩先ふいに叩かれて
命と彫りしタトゥーあざやか

きぬぎぬは音なく雪の降り積める

苦しまぎれの振りは二塁打

合宿の子ら賑やかに将棋さし

維紀子

ヤエ子

延子
節子
柳香

ヤエ子

維紀子

地球儀くると回す秋風

大慈大悲の仏穏やか

埋蔵金を探す幾年

煤けたる男世帯を小説に

早田維紀子

高木ヤエ子

ブラジルの原野どでかき月あげて

木崎節子
伊藤柳香

伊藤延子

八十の賀に杖を賜り

ナゥ見得を切る菊人形の袖萎れ
ヤエ子

生涯を津軽じよんがらひとすじに

御代弥栄と舞へる蝶々

平成十六年十一ⅡＩⅡ澗尼︵文汗︶

維紀子

延子

ヤエ子

延子
節子
柳香

節子
柳香
維紀子

花吹雪地酒の酔ひがまはりきて

夕星かかる庭の松が枝
延子
節子
柳香
ヤエ子

維紀子

延子
節子
柳香
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脚
一

八多歴・歌林連句会ｖ

短歌行﹃虚偽記載﹂

崩壊のかたえに淡き返り花

雪割茸の鍋の熱さよ

ナォ虚偽記載つつみ隠せず凋落す

田畑とまと捌

吉川智

思い打ち明けてよりの沈黙

火取虫何ぞ勇んで火に入るや

さしかけた傘の小ささジュリエッタ

大久保幸隈

飯岡左痴
坂手手留
斎藤靖子

意地にも完歩負け犬の遠吠え

無駄話時の経つのは人まかせ

通信教育でもはじめようか
ゥ池水に浄土の浮かぶ月の寺

田川とまと

しきみち

ラクリモッサ響く蕊月降りて

泥流の呑む新走り惜し

円周率でギネスブックに

ゆくりなく望郷の念花に遭う

甘味噌そえて遍路接待

一川二Ⅲ前足

︵於・桜蔭会飢︶
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お初徳兵衛足に頬ずり

﹁のぞみ﹂の速さ富士の初雪

ナゥ蔓たぐり多摩の横山崖緩く

秋冷にしっとり重い友の文

小向敏江
ｆ川宏子
矢部節子

キスオブファイア露地奥の影

一葉も英世も若く恋をして

と

奉限

桃咲いて樹下の賑わい空の青

手

名残の雁を送る横笛

背伸びをして春相撲見る

平成十六年

節靖智節左宏手敏左霞智宏

八東温々川内連句会ｖ

歌仙﹃余花のみどり﹄
戒能多喜捌

小倉静

戒能全シ

杖を留めて憩ふ片陰

御衣香の余花のみどりに触れし旅

幼等はボール遊びに興じゐて
菊野晄

ナォチャリティのゴルフコンペは麗かに

補﹀振

樋口史

渡部尤

︑Ｉ

チマチョゴリ着てポーズぱっちり

冷え性に薬膳料理勧められ

不要品ならただで結
構
ひと

熨斗付けてあげると言ふも他人の夫

愛婿あればいとしくもあり

奥州路偲ぶ静の詠ひ舞

卒塔婆にしかと点る螢

海の日のヨット試乗を申込み

新レーダーに写る物影

小男鹿の月に鳴く声澄みまさり

思ひがけずも蓮の実の飛ぶ
ナゥ賑やかに茸狩りの宴催され

こづかひ稼ぐ祖母の内職

乗り継ぎて秘湯巡りを思ひ立ち

ひとり語りの須磨明石など

樹木医に蘇りたる花の街

︵於・川内公民館︶

夢二生家に兆す春愁

平成十七年Ⅲ川二ｌⅡ筒尼
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森の奥より山鳩の声

悠久の空へ射かける月の弓

網に弾かす初採りの栗

ゥ﹁猿かに﹂の話身に入むこと多く

反日デモに荒れる中国

どうしても我慢の出来ぬダイエット

よるけ縞など粋に着こなし

鰔鱸鍋を囲み酌み交ふ

二号とはとても思へぬ子沢山
月光ゲの雪を見むとて窓を開け

神社の杜に続く稜線

背中に負ひしバッグ手作り

テーマ毎愛を掲げる地球博

哲学の道を辿れば散る桜

唯笛遠く流る丘の辺

晄波多晄波多晄波多晄波多晄波多子波喜

晄多尤波史治多晄波尤治史晄波多京子子

一示

捌

昇峰岳嘉良峰文岳嘉文昇岳峰岳文良岳

八東京・神田義仲寺連句会ｖ

歌仙﹃鮠風去って﹄

鮠風の続けて去って空の青

雲きれぎれに月明き海

達成間近かイチロー大記録

風炉名残り白き手許に陽が射して

暮れやらぬ山影遠し夕立のあと

蝉時雨ふる流しそうめん
ゥ恐竜の子育て化石新発見
いつものことです孫の宿題
﹁純様﹂と呼んでほしいと小泉さん

佐渡の女の烈しくちづけ
少年法重大犯罪追いつけず

鰔錬鍋で家族団らん

﹁自己責任﹂でも三宅へ帰島
アメ横の人込み照らす冬の月

成駒屋親子三代勢ぞろい
日本頑張るアテネの五輪
小彼岸で高遠の城埋めつくし
今朝も静かに菜種梅雨降る

テポドン向う日本の空へ

ナォ花背の摘草の味京の味
踏み踏み辿る熊野の古道
強引な内閣改造人気下げ

夕暮長く編輻の舞う

チリチロリ風鈴の音に髪をとく

久々に雅子妃殿下笑みこぼれ
カーテン揺れて顔見せる妻

芋焼酎もヌーボー流に

・ソユ

偽りの仕掛けた恋に我夢中
鹿殖えすぎて水源の危機
名月に願を込めて光を唱え

中小企業も景気底打つ

ナゥ一葉の落ちて金風禅を知る

帽子横つちょ中味はあるの？

﹁スト﹂﹁合併﹂古田株上げプロ野球

︵於・東京神田伊藤宅︶

楼門高し春の曙

縄のれん花冷えの夜独り客

平成十六年十月一日肯

平成十六年十一月十二Ｈ尾
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昇
宗宗芳
秀

昇

岳昇良峰岳峰嘉峰岳嘉岳文昇良岳昇岳文

八堺・きさらぎ連句会Ｉその一Ｖ

私はキリン肉を食べない

ナォ芽吹山はればれ登るスニーカー

吟

〃

馨

オスカーが取れそうなんて耳に毒

初春や泡盛の壺黒々と
大久保孟美

渡辺廣之

見返り橋の手すり朽ちゆく

一木

直子

尚美
直子

歌仙﹃泡盛の壺﹄

威儀を正して立てる門松
小池正博

非常出口がもう見あたらず

終電は住之江車庫に入るのか
ゆっくり空が回りはじめる
イラクにはイラクの碇乱気流

美智子

烏の名と木の名を数え世を渡る

烏一木

冷やし中華の胡瓜がぬるい

透綾の袖ふるわせて月遥か

若衆歌舞伎に付け文をする

地図広げつつ記憶を探す

伊縢馨
内山尚美

吉澤久良捌

﹁着信﹂の文字確かめる月あかり

駒水根ギイ

検閲の印をシーツに捺しておく

萩のこぼれる九十九折坂

美喜子

馨

ゥ秀吉の痛にさわりし茶立虫

美智子

亘二
子
Ｉ
廣之

狛犬も知る阿畔の呼吸

ナゥ錫杖をついた老僧立ち寄りて

廣之

左手にぞろと取り出す陀羅尼助

堀本吟

板チョコを焦がしてふて寝する娘

松永直子

ムーランルージュ開幕のベル

問わず語りになれそめのころ

古澤久良

︵於・アウィーナ大阪︶

孟美
ギイ
廣之

鉋屑掃き清めけり花曇

平成十六年一月十Ⅱ首尾

求人票は捨てて土筆野

ストア派の恋は手のひら握ること

正博
廣之

正博
彦坂美喜子

外れティッシュで泥靴を拭く

ぶらんこ揺れるときの揺れ幅

烏の影斜めに落ちる寒の朝

山田美智子

正博

トリケラトプス凍月に肌え

美喜子

箱庭に何を置くかを考える

等身大の母とその母

廣之
正博
地獄絵の花を散らして散らされて

石仏の群れ胡蝶道づれ
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一人で年の暮

一木

直子

直子

美喜子

︵於・シーパル須磨︶

チョゴリふくらむ朝の春風

平成十六年九Ｎ八Ⅱ打尼

一木

天まで続く石の階段

樋口由紀子

爽涼やアクアリウムに須磨の海

駒木根ギイ

氷蒟蒻つくる体の芯まで凍る心も凍る

その節はハローワークヘまた行くさ

八堺々きさらぎ連句会ｌその二Ｖ

入学式の軽き足どり

オン座六句﹃爽涼や﹄

アルバムに花の匂いと樹の匂い

とても陽気な右のてのひら

点描画の千手観音泣いていて

堀本吟

烏一木

小池正博捌

呼び返される秋の少年

孟美
正博
ギイ

歯科医師の白衣ぱさりと椅子の背に

松永直子

小池正博

歩道橋その真中に月待ちて
半音ずれて終わるエチュード

古澤久良
彦坂美喜子

密林で象の墓場に迷い込む
アジアを囲む綾取りの糸

久良
大久保孟美

孟美

由紀子

三食つきも退屈ですね

寝る前の国際電話グチこぼす
焼酎を飲むオンザロックで
新郎の眉の先つぼ切れている

由紀子

久良

吟

美喜子

オリンポスでいちばん人気の神様は誰？

私に決まってるじゃん

露天風Ｈには大きな姿兇が据えつけてある

飴は薄荷味
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八松山・錦心会ｖ

歌仙﹃冬の鴎﹄
冬の鴎わが出不精を艇すかな

庭の落葉を掃ける日常

たれかれに世間話を声高に
ファッション雑誌色の華やか
ノッポビルかすめて上る望の月

新蕎麦とやき舌鼓打つ

ゥもみぢせる古城の跡を約束し
人に会はれどやはり恥づかし

おめでたの紀宮様しとやかに

匠の技に居宅改造

アラファトの逝きて中東また遥らぎ

ゆとり教育徐々に綻ぶ
夏月の砂浜めざし放つ犬

祖母手づくりの梅酒過ごして
外人をもてあましゐるお土産屋

渡部伸居捌

渡部伸居
田中春紅
藤田節子
三好郁子
縣我部登志子

居

小池芳恵
井手光子

嬬即

春

士心

郁
芳
光
居
春
倍即

災害医療殊に重要

郁

車数どっと増したる花の渦

風光る中旗を振るひと

ナォ金比羅の格天井へ初燕

合併進み新市誕生

茶柱の立ちて好き日と期待持ち

うかと捺したる連帯の印
亡霊の噂に背筋寒うなり

キムチ

囲炉裏の楕火守る山小屋

ご亭主の自慢の沈菜もてなしに

言葉美人に心惹かれし

見詰め合ふ港の丘のプロポーズ

昔の彼にゆくりなく逢へ
口笛はたしかに彼よ月今宵

つまぐれの実を弾かせてみて
ナゥ秋の旅カーナビ通り自在にて

仮設独居の淋しさに克つ
故里の崩れし山の赤き肌

一節も出て地酒酌み交ふ

花筵思はず膝を踊り出し

九Ⅱ筒

ボートレースに送る声援

平成十六年十一Ⅱ

土居

︵於・松山市膳ノ子公民館︶

平成十七年一Ⅱ十七冊尾
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節居光芳志

栗居晄郁節栗居光芳志郁晄

栗

八川口．くさくきＩその一Ｖ

歌仙﹃こけし又﹂
付廻し捌
佐渡芥ふみ子

大内釜ロー

腓ｋ和久

こけし又目つぶる春の寒さかな
だれ
斑は雪
の村の古き杣小屋

ゥ古酒新酒振舞われたる門徒講

風にぶらぶら揺るる瓢箪

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

上師満智子

佐藤ゑつ子

濱崎琴代

木部八千代

深村素水

自慢の孫は髪を染め分け

松Ⅲ千佐代

幸次基︼

ボランティア馬柵繕うを誘われて

あこがれのライブ二人で約束し

キスは唐突渋滞のバス

田尻鴨子
渡過常子
駒村多賀子

滴き〃くえ

長島のアテネへの夢願いつつ

宝くじ買う歳末の列

西尾みゐ
化杉とよ
渡避梅子

倉澤以世子

小野良子

ふりむけば利鎌のような寒の月

白子干あり干鰈あり

露地の奥から犬の遠吠え
宅配でたびたび届く母の味

城傾きて笑う前山

青空にくっきり映えて花万朶

ナォ定年後鞄一つでぶらり旅

岩垂道子

佐野とし子

森登

佐藤治子
松永由紀
永井政子
厩Ⅲ節子
長足明美
鈴木光枝
躰中縫
安藤君子
冊村昌江
東浦佳子
水兇徳代
小谷伸子
小川廣男

渡辺ハツヱ

救心いつもポケットのなか

わかっていても忍び泣く女

自衛隊復興支援期待され

カッコカッコと閑古鳥鳴き

抱いてよとメールを送り返事待つ

潮くに準備整う宵祭

よい子にこにこ配られる菓子

突然に故郷の姉の計に接し

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

風通り行き草紅葉分け

ナゥ環境の保護活動は順調に

心安らぐリス村でお茶

無意識にテレビカメラに顔が向き

汐の匂いの懐かしの里

樽井靖夫

︵於・及良川祉泉︶

近江路の花の名所の絵と花と
一期一会のあたたかきこと

平成十六年三川卜Ⅱ門︲Ｅ
Ｉ
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八川口．くさくきＩその二Ｖ

歌仙﹃上梓記念﹄
風薫る上梓記念の宴席に
汗のおさまる八畳の部屋
たのもしき先輩たちの声高く

砂浜走る波はひびきて

郷愁の想い深まる今日の月
菊の香りに犬もたわむる
流灯の昼もそのまま漂いし
ひどいなまりも愛敬のうち

浮気癖言葉巧みに願されて
手をとりあって出づる万才
あるときは房総の宿美味な膳

港々にかかる東月

磯直道捌

ナォ周りみなビルに囲まれ高速路

転勤の頃思ひ出されし

婚五十年許されぬ妻

故郷の父母は元気で畑仕事

茂れる山のまなかいにあり

ひと

ナイターに幼なじみの女が来て

麻薬犯ＧＰＳでポリス追い
老いて使えぬ文明の利器

磯直道

森柳子

森登
柳川康弘

十三夜商談もまだまとまらず

そぞろ寒さに痛む足腰

何もかも困った時にたのむ神
渡辺ハツヱ

浜田アイ子

飛火野に聞く小牡鹿の声

ナゥ縄のれんくぐり浮世のうさ晴らし
ブッシュもいるようセインもいる

廣田節子
吉田絹子
田村登喜子

子供らの落書きすべて漫画めき

平成十七年五″七Ｈ首尾

登喜子

絹子

外男
直道

登

ハツヱ

柳子
康弘

ァイ子

登喜子

節子
絹子

外男
直道

登

ハツヱ

柳子
康弘

︵於・冴総・千倉︶

即かず離れず黄蝶白蝶

ね

衣擦れを散る花の音と間違えて

あたたかき中集う歌詠み

田村外男
登

直道
柳子
康弘

火の番は厚き頭巾に身をかため

総理かぱいて辞任福田氏

節子
絹子

ハツヱ

ァィ子

武士道に似て非なるかないさぎよく

入学式の訓辞・日の丸

ひとひらもこぼさで花の静もれる

ありゃなしやに煙る春雨
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八川口．くさくきＩその三Ｖ

歌仙﹃歳時記を﹄
磯直道捌

いろ

ナォ癒え遅き窓の彼方に春の虹

美人ナースは院長の情婦

お小遣いホストクラブにいれあげて

思いがけない株の暴落

ジハード

聖戦は神の許せしことなりや

入道雲はフセインに似し
羽抜鳥おのが姿に怒りおり
それにつけても昔恋しき

磯直道

月僅々胡弓のしらべ搦々と

歳時記を閉じる刻なり夜半の夏
桑原百合子

いねもやらずに風の盆見る

自慢話を何回も聞き

寝待月やっと空の端明るみて

中山英子
成毛偕子
躰中縫
遠藤久美

ナゥつと翔ちて煩悩捨てし赤蜻蛉
駒村多賀子

動物園の午後は暖か

吊橋をぞろぞろ渡る猿の群

露天の出湯に続く石段

蛇の目の傘をそっとたてかけ

格子戸を開けて小鉢にお晩菜

香りも高き黄菊白菊

山深カツ子

婚約成りし膝を並べる
筒井筒水に映れる幼な顔

倉澤以世子

花万朶限りなくわく詩心

高層ビルの遠くかすめる

︵於・軽井沢・駒村別莊︶

平成十六年七月二十二日首尾
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ぐっと岬りしビール一杯
山荘に集える友は皆若く

ゥ父の忌の遺影ほほえみ秋うらら

渡邊梅子

異国で唄う﹁故郷の歌﹂

小野良子

内る包一と

なかなかに工事進まぬオリンピア

英

直

百

旧跡照らす寒き三日月

偕

狼はいつのまにやら絶滅種

座敷童子は足音もなく

久

誰ひとり気にもとめない野外ロケ

両手に荷物あえぐ坂道
息つけば前も後も花吹雪

力

縫

のどかに響く出港の銅鍵

百英直良以多梅力久縫偕百英直良以多梅

八川ｕ・〆︑さノくきｌその川ｖ

磯直道捌
昌廣伸佳徳直

歌仙軍化火待２
花火待つ雲の去来を論じつつ

涼しき風に船上の月

机に積みし原稿の束

三笑亭笑

バイリンガルの孫のかわいさ

ナォうららかに過疎の故里拙きつつ

蛍の舞いは幻の如

お稲荷の鳥居いくつもくぐり抜け

袖をくわえて彼に据える眼

源流は清水漏々隅田川

め

渡辺ゆきえ

笑

水兄慧子
永兄祥子
水見リエ
水兄恭平

直

佳

絶滅種みな図鑑には無く

人恋うて人魚は人になりしとか

︵榊必

浅草︒︑水見宅︶

水兇純

徳

山口壽美子

廣

伸

小島弘子

日日

増田れい子

伸

廣

より小さくなる固形食品

旅衣洗って干してまた旅へ

﹁九条﹂はお邪魔ですかと月の声
ブッシュプッシュと鬼灯を噛み

合図よろしく徳利の酒

ナゥＴシャツを和服に替えて爽やかに

蜜蜂の巣は段を重ねて

座布団の厚さそれぞれ微妙なる

日首尾

ハッピータィム干金の宵

異国よりうから集える花の下

平成十六年七川三Ｉ
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人工の浜に戯る子等見えて

勝手知ったる大黒の客

厨より時分どきなる匂いよせ
炬燵よりでて伸びをする猫
ゥ住職のご自慢の松雪を載せ
ネックレスきらりと光る優男
場末の舞台おひねりが飛び

秋の出水も被害少なく

宝くじ一番違い万の桁

笑三師匠のお好みの蘭

月蒼く遠回りして帰りたい
五輪のメダル期待あれこれ

喜寿傘寿何故か話がよく合いて

山桜予後の湯治の長びける

若駒眠る馬柵は広々

H1 小小東水磯
村川谷浦見

廣伸佳徳直三昌廣伸佳徳直江男子子代道

八川口・くさ〃くきｌその五Ｖ

風﹄
歌仙﹃白南や

白南風や渡り廊下を真直ぐに

磯直道捌

佐野とし子

磯直道

ナォ入学のお礼参りに来る親子

冨士まなかいに支う蒼天
全世界テロ撲滅を希う日々
駆け込み寺に集う人びと

一客に思いの丈の茶を点てる
化粧くづれをそっと直して
梅雨晴れて母を伴い湯の町へ
紫陽花の葉のかげにでで虫

土蔵造りの茶店尋ねて

大塚歌子
渡辺美於

瀧麻里

ナゥ癒えぬまま行く秋惜しむ淋しきに

林立のビルの上には青い月
新蕎麦の店今日も賑わい

出航の合図遠くで鳴る汽笛

久方に友の寄り合う月今宵

と

直

宮崎宏一

声張り上げる庭のこおろぎ

宏

一輪挿しにゆるる雛芥子
山鳩の待つ無人駅列車着き

ゥご法事のすみて静寂のやや寒く

麻

きつく言われし禁酒禁煙

この次は上位入賞果たさんと
スカイラインも霞たちこめ
早咲きの花に浮き立つ句の心

のどかに間こゆ鶯の声

平成十六年八月満尾︵文音︶
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外人墓地は見晴らしもよく

細きうなじに和服合う女
恋の詩添えて押し花投函し

しじま

エミール・ガレのランプあやしや

歌

と

美

うた

足音が夜のとばりに消えてゆき

宏

木枯に研ぐ三日月の鎌

みんなで分けて食べた思い出

麻

直

防空壕土の臭いの少年期

焼藷の袋で両手あたためて

二者残塁に悔まれるミス

歌
美

頭から花の吹雪を浴びながら

亀の鳴きたる神苑の池

歌麻宏と直美歌麻宏と直美歌麻宏とと山

し遊一直公秋暁し遊一直恵紅女女女水道
吉ほ亀

八川口・ノ︑さくきその六Ｖ

磯直道捌
公秋暁し遊一直

歌仙﹃舟唄は﹄
舟唄は山に断し秋麗ら
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
注文の土産両手にずっしりと

土用太郎の容赦なき日矢
ウ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

庭の木に鎮守の杜の烏かも

冬月仰ぎ熱燗に蕎麦

鯨突く勇姿を今に語り草
紬の着物きりり着こなし
大作の描き終りてやや疲れ

海よりの風陸よりの風

うっすらと霞にまがう花の雲

遍路札所に建ちし連句碑

胃がシクシクと痛むこの頃

ナォ春塵を撒いてダンプは走り過ぎ

収賄の容疑県知事逮捕され
ますます上る視聴率なる

テーブルクロス藍染の布

コーヒーの香りかぐわし昼下り

漱石ならば恋と云うまい

吾妹子の素足に触れる美人草

トラブル続く大手銀行

何事もわれ関せずと地蔵さん

鳴いては休む蟠蝉の声

ビル街はひっそりとして雨の月

ナゥ菊咲いて関東平野賑える
通り抜けたる小さき公園

風船ふわり空をどこまで

のっそりと大きな犬が人連れて

耕し終り一日の閑

花吹雪骨董市の欠茶碗

平成十六年九月満尾︵文音︶
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山磯
ト．
室八飯田
ノ'二 尾沼淵
IH
辺

直公秋暁し遊一直公秋暁し遊一直公暁秋

八川口・くさくきその七Ｖ

歌仙﹃赤とんぼ﹄

赤とんぼ海へななめに飛ばさるる

銅鍵響かいて光る夕月

磯直道捌

磯直道
東補佳子
佐渡谷ふみ子

腰の痛みを癒す温泉

舟木美代子

佳子
とよ

ナォ春泥の道ほそぼそと続く旅

これからは三猿主義を返上し

とよ
瑛子
佳子

舅姑小姑もいて

香りの高き庭の水仙

細々と立ち回りいる嫁御寮

美代子

上村淳之展の楽しく

汚れ洗いし耕しの鍬

雨となる気象情報猫が知り

風暖かな昼の静けき

美代子

美代子

美代子

佳子
とよ
とよ
佳子

ふみ子

美代子

︵於・下北沢・北沢タウンホール︶

平成卜六年十Ⅱ十七Ⅱ肯尾

佳子
有史

一羽二羽日向に遊ぶ寒雀

並木通りの並木紅葉に
古里の友懐かしき十三夜

濃くにがいエスプレッソを注文し

仁杉とよ
水見徳代
青山瑛子

習いたてらしフルートの曲

ナゥ音程の梢に外れて﹁ケ・セラ・セラ﹂

新走り連句の席に配られて
首を曲げても読めぬ掛軸
合気道入門の子等かしこまり
ちらりちらりと舞える初雪

佳子
佳子

お墓のことも準備万端

雑種でも吠えて役立つ家のポチ

廊下の隅に空の虫籠

紅白粉の剥げて素顔に

森川英子

栄転も左遷もありて花の駅

ワ落選の言い訳にする神の留守
老いの恋内縁のまま添い遂げて

とよ
英子
徳代

イラク派兵も秒読みとなり

ふみ子

佳子
とよ
佳子

滴る山の頂を踏み

座標軸地球をめぐる暑い月

携帯電話オフのままなる

分かち合うおにぎりの味天下一

朧川有史

水陽炎の揺らぐ池の面

瑛子

花びらの行方を視野に座禅くみ

-143-

八川口・ノ＼さで︑きその八Ｖ

歌仙﹃秋の蝶
秋の蝶風より生れて風に消ゆ

昼月淡くかかる中空

障子貼る祖母を手伝う母の居て

文房四宝鎮座在します

磯直道捌

ナォベンチには春のショールの忘れられ

バーベキューならパパにお任せ

再婚は子連れ同士の大世帯
私はいつも借りてきた猫

傾きかけし瓜番の小屋

夕立はれ向つ嶺窓に曳きよせて

磯直道

酒々と川は曲がりて流れゆき

肌寒くなり痛む足腰

ややうつむきて像の蕉翁

即興のそこで一句と望まるる

恢川節子
渡過梅子
岩垂道子

ロマンに満ちし西欧の旅
名月を仰ぎ郷愁そこはかと
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おしゃべりのインコ疲れたひと休み

梅子
節子
渡辺ハツヱ

黒石の径赤石の庭

ナゥ香り濃く見事に咲きし鉢の菊

ツ

ツ

とろりと溶けるアイスクリーム

ゥ若者で賑わう夏の軽井沢

ハツヱ

ハツヱ

大内善一

山

II「

悦廣廣澄廣ハ澄ハ梅節伸伸道澄道み梅満

︵於・下北沢・北沢タウンホール︶

平成十六年十月卜七日筒尾

遅日半畳渋茶一服

蝸叫のひしめくキャンパスの池

花明かり書債崩して兆す雨

遠くより小寺の鐘が聴こえきて

ハツヱ

高山佳子
Ⅲ村昌江
西尾みゐ

外面如菩薩内心如夜叉

小谷伸子
小川廣男

花咲けば喜び散れば哀しみて

河合澄江

麸︼ざ﹄

梅子

袖ふれあうも恋のきっかけ
セクハラを言いふらすわよ課長さん

反省猿は死に急ぎたる

広告の画鋲片方とれたまま

平和憲法議論百出

太古より変らぬ月の冴えわたり

御神火移し入れる初窯

勝手入島の暮らしに酒少し

噂りやまぬ午後の公園

青

田

子男男江男ヱ江ヱ子子子子子江子ゐ子子

下がる年金上がる血圧

木野

ナォ三月は左遷栄転泣き笑い

江星

八川口・くさくき川川支部ｖ

かすか流るるお祭の笛

噂にもなれて二号は平然と
愛した人は今はあの世に
夏座敷暮れなずむ庭苔の石

名物の言間団子ほおばりて

ケイタイ電話ポケットの中
参院選各党競うマニフェスト
はるか彼方に雁が飛びゆき

月清く瀬音高まる山の宿
菊枕して心地良きこと

斎

木村木

歌仙﹃風薫る﹄
磯直道・小川廣男捌

磯直道
三井佐恵
鈴木裕子
福田里ん

少年の眉の高さに風薫る
日ごと伸びゆく庭の若竹
久保川先一

安藤君子
川村敏子

ナゥチャンネルを廻せばどこも金メダル

， Ij：

食

｜湖

メモ帳に予定びっしり書き入れて

田舎の母に送る小荷物

裕

安

︵於・川ｕ西公此館︶
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月今宵旧街道を照らすらん
ゥ末席にはべり糸瓜忌連句会

酒井つね

種蒔き用意出来て一服

雨が降る街はカラフル傘が行き
五味修子

六Ⅱ杵尾

ふ
七和フ
典は
く
る
佐君は江先子和キ可ミ君先久子ひ佐裕佐

昌

すすきくづばななでしこのはな

上司の妻にちょっかいを出し
朝晩にメール開いて寝るまなく

里

戦なき世を願う人々

猫はいねむり鴉アホーと

咲き満ちてこぼるる花を惜しみつつ

祁成十六年ＩⅡ

草原の道駈ける若駒
佐
先

稲川久見子

小川廣男

家守る柱時計が刻を打ち
毛糸編む手を覗く月影

水平線の円弧はるばる

冬将軍あな恐ろしき拉致の国
コンパスのくるり２兀Ｒにて

新杣節子

久

花ひらき心も弾み旅支度

佐

夢ふくらみて酒のうまさょ

蛇穴を出ていらっしゃい

出

村

八北九州・くさくき北九州支部ｌその一Ｖ

歌仙﹃強東風や﹄

濱崎琴代
田尻攪子

濱崎琴代捌

湖にただよう引鴨の群
大江加代子

強東風や走り根太き一つ松
弥生尽子供等の声流れきて
瓦斯の火を消し洗う漬物

佐藤ゑつ子

月の客徳利を提げて来たるらん

ゑ

攪

加

一塁ロ

ゑ

攪

加

一塁目

琴
攪

ナォ畑打ちを終えて出湯に身を沈め

マヅサージ機に入れる百円

格安のバスのツアーがなれそめで

悲喜交交で迎う金婚

散歩道漁泗な家が建ち並び

冬の蔓薔薇ひっそりと咲き
夜更けまで民話を語る切炬燵
予報はずれて降りだした雨
つづけざま小学生の事件起き

鬼の捨子が慕う父母

碑をしずかに照らす十三夜

二胡の調べの冷やぴやとして
ナゥ見慣れたる今は形見の腕時計

ホームページの絵文字むずかし

ユニークな塾の教師は人気者

とんとんとんと渡る木の橋

蕉翁の結びの地とて花盛り
胸毛ふるわせ巣立ゆく烏

平成十六年川月一 十二日前
平成Ｉ六年七月一 十二日足
︵於・北九州巾立白銀公民節︶
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白石喜代子

美術の秋に出品の額

ゥ旅ひと日正倉院の曝涼に

口角泡の文士面面

彼女とは夫婦別姓期限つき

育児休暇を取りし婿殿

飼猫のどたりと寝まる部屋の隅

小暑の月を仰ぐ雲間に

拉致の子を苦潮越えて連れかえり
ジグソーパズルいかに詰めるか
スパゲティ茄でる時間を計りつつ

ゑ

村上孝枝

加

てるてる坊主軒に吊るされ

狛犬の目鼻にとまる花の屑

春の虹立つ故郷の山

琴ゑ喜攪加ゑ梢ゑ加孝琴加ゑ攪喜ゑ孝孝

八北九州・くさくき北九州支部その二ｖ

氷面鏡うつる吾が影虚ろなり
木部八千代

福泉淑子

米谷志奈英

歌仙﹃氷面鏡﹄

北風びょうびょうと叩く庵戸

米谷志奈英捌

飼猫は孫のおもちゃに戯れて
テレビ塔まんまる月の懸るらん

淑

八

梁排和子

士心

おいでおいでと招く穂薄

和服姿の妻の采配

ナォ博士号とりし祝の春の宴

夜汽車の窓に映す横顔

ふところの離婚用紙を破り捨て

校正の筆暹々と進まず

漁火の燃えて波間にちらちらと

鼻風邪を早く直そう生姜酒
古墳の壁画剥げて寒ざむ

鴫高音して静寂ただよう

隠れたる文化遺産にスポットを

夕月に旅幾日かと数えつつ

土師満智子

もつれ合いつつ舞いたちし蝶

啓蟄すぎて風のなまめく
栄転の恩師を送る花の門
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手作りケーキ匂い漂う

ゥ父の忌の近き座敷の障子貼る

じゅず玉を掌に偲ぶはらから
ナゥアテネヘと夢を繋ぎて磨く技

淑

士心

和

遠くの山は雲を浮かべて

満

嫁にも行かず守る大店
逆玉を狙い頑張る古番頭

海鮮料理皿にどっさり

八

お百度石はしっとりと濡れ
細々と棚田のつづく過疎の村

クリスタルガラスに活けし赤き薔薇

和

士心

雨も上がりて月の涼しき

拉致家族帰国の子等と笑み交し

つれづれに小督を謡う縁先に

淑

満

一一Ⅱ首
一◇Ⅱ尾
︵於・北九州市立︑銀公災館︶

餌をついばみて遊ぶ鶏

八

平成十六年川Ⅱ二
平成十六年七Ⅱ二

産土神の花ほつほっと咲き初めし

小川の水の温むこの頃

淑志八満八志満八和志淑満淑和満和満志

八北九州・くさくき北九州支部ｌその三Ｖ

歌仙﹁図耆館﹂

水陽炎のもゆる軒下

図書館に並ぶ自転車蹴燭咲く

ナォ団体の遍路並んで鐘をつき
煙にまかれて南無阿彌陀佛

恋に泣き恋に破れて幾山河
妙に優しくなりしこの頃

パチンコに年金全部はたき込み

行きつ戻りつ底冷えの中

白石喜代子捌

持ち寄りの食材眺め思案して

渡邊常子
池田昭子

ナゥとことことうり坊親の後に付き

名残の月に濡るる草庵

ぼく

投げ入れの木に絡ます蔦紅葉

ＤＮＡのなにか気になり
はらからの愚問賢問船の旅
アクアポリスの柱崩れる

白石喜代子

常

大江加代子

じっと見つめる大き野良猫

昭
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うららかに子等ままごとにはずみゐて

雲間より透かし透かして今日の月

加

取り上げられしニュースローカル

一念発起産土の宮

学歴を詐称の議員言い訳し

遠つ世の左近の花の匂い立ち

常

常

昭

平成十六年二月十七Ⅲ首
平成十六年四月十五日尾
︵於・北九州市立男女共同参Ⅲセンタームーブ︶

春を惜しみてしばし佇む

加

加

一呈巨

追っかけをする美女の一群

リボンをかけし新酒贈られ
ウニ科展に思いもかけず入賞し
空港のョン様いともにこやかに
汗をふきふき目指すヒマラヤ
滝を背におかか握りを頬張りて

常

一塁目

臭とんで妖気めく間

加

物知り博士ルーペご持参
点滴の管ゆらゆらと冬の月
百円ショップ傘を忘れる

利回りのよき国債を買い求め
初花に降りみふらずみ昼下り

一二口

常

夢をはぐくむ赤い風船

喜加常常加常加加常喜喜常加常喜喜喜加

八堺・︐くさ︐くき・スコーレｖ

歌仙﹃初秋や﹄
初秋や庭園にある水の音

松の緑にかかる月影

稽古終え扇を置きし畳にて
米寿の母の健やかな笑み
干し竿にタオルからりと勢揃い

磯直道捌

磯直道

咋向

側須節子
内山尚子
河村弘子

豊田麻美子

束棚佳子
加縢貞子
竹下昭子

向うの丘へ真っ直ぐな道

ナォオルゴール芯のいがいが触りつつ

八十日間世界一周

熱気球天まであがれ宇宙まで

かと

門の床几で巴旦杏食み

外つ国で見し浮世絵の夏衣

がらくたの中ひょいとお宝

地震あといまだ復興ままならず

揺れる世相に連句人生

古里の小さき茶屋の緋毛既

前に後に渡り行く雁

希望乗せ今宵満月船出せん

くたびれし身を治す妙薬

ナゥ案山子にも御苦労様と猪口持たせ

バレンタインの淡き思い出

逢うたびに喜びよりも切なさが

十Ｈ首

競いつつ漕ぐ錆びたふらここ

ぼんやりと老い生き抜いて花の宴

平成十六年八月

咲允幸晴
耶

︵於・堺仁徳御確棒副帷蝿諏︶

平 成 十 七 年 二 月 一 十五日尾
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どくだみの香の灰と漂い
ワ大仏の御手に抱かれ蝉しぐれ
ペアの時計にダイヤぴかりと

小笠原光子

瑳峨山知

大谷信恵
吉本蓉子
北濱祥子
利安和子

佳

中沢昌重
岩本朝二

湯上りの顔ほんのりと薄化粧
エアロビクスで我が道を行き

萬斉の親子三代晴れ舞台
千両があり万両があり
乱立のビルの上には寒の月

いつ迄続く復讐のテロ

吹く風は国の境を知らずして
受験カードはパリ・ミラノから

満開の花に溺れし夢の夢

子猫とじやれてほっとひと息

II,lj
仇
ⅡI
典
品膝端伏

晴光知和祥蓉信朝昌麻昭貞弘節子子子美

八神戸・草の会ｖ

歌仙﹃藍微塵﹄
斑猫の眼が誘ふかな藍微塵

玉巻く葛の道は砂丘へ

風紋のあやなす朝を踏みゆくに

池永英
間階和

吟
音沙
立日

カサブランカの純白の笑み

ナォ蒜山のコテージに二夜居続けで

火口湖は棚引くものに隠れたる
がれ場踏みゆく連れの背の黙

鳴き交はし飛ぶ棹の鳥たち

好物の酒を手向けむ遭難碑

猟銃を磨く男に時雨きて
釣釜の下粗朶を継ぎ足す

烏天狗に三ノ沢秋

曲屋の厨に運ぶ飼葉桶

紅葉かつ見る鍵掛峠

杉の枝の真赤な顔を月照らし

米子道昏れクルマ快調

ナゥ団子焼く茶屋の婆様の肩操んで

芒々と見る沖の漁火

給油所の人は頭にタオル巻き

初花は伯耆の城の石垣に
雲に入烏また逢ふ日まで

秤雌廿雄粋姉朋什症即函︵文音︶

執筆
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賂駝の手綱老が操る

月光に播鉢暗くあらはれて
潮の香浴びて咲くは辣韮
ワ鱗雲千の騒めき身のうちも

血圧さげる薬湯に入る

海女の笛まなうらの恋ひた潜る

吾は水中背の君は舟
姉泊鳴り砂の浜跣にて
弓形に干す耕匂ひて

艦複けたる仁王の眉目に燃ゆ落暉

朱の門抜けて弧経間きたり

花生は尺三寸の譲り受け
師範端座す炉名残の茶事
夏泊たかく春月昇らせて

身の歓の声洩らす暁

両

1生

日

白井風人捌

妙

ハ川崎・栗の木連句会ｌその一Ｖ

歌仙聿津のない﹄

声のないムンクの叫び冬の海
子人
紋妙人陽人紋人妙陽紋陽妙紋子紋

湯豆腐かこみ弾む談笑

11W
山
F1
山崎井
諏
鋤

吹く風に幼な子の髪揺れ立ちて

今宵の宿指し峠を越える
山々を照らし始めし望の月

軒下飾る干柿の列

ワ観覧車視界いっぱい秋の空
絵の中のごと若いカップル
デイトの日知らせるメールまだ来ない

街路樹の下足音響けり

根分け終え観葉植物生気増す

肩に鞄の老人散歩

郊外の駅下り立てば月涼し

夏芝居跳ね帰る男ら

思ひ出は小さき頃の父の膝

スケッチブック今も机に
信濃路や桜の下の道祖神
雀の子らが餌をついぱめり

茶髪の彼も今日は若武者

ナォ春昼をやぶさめの騎馬走り抜け

夕闇の中幟はためく

パチンコ屋マーチで煽る射幸心

格子の向う牡丹雪舞ふ

子らの声響き渡りぬ寒げいこ

会ふための衣裳選びし化粧台

しかと腕組み職場に向ふ

まばゆき光町中に満ち

窓ごしの手話の二人の美しき

雨戸の外で蟠蝉の鳴く

追ひ風に水面の月のゆらめきて

百科辞典を棚から降ろし

ナゥ勉学を励ます夜食運ばれる

やり足りず心せく日の終りかな

執

︵於・白井風人宅︶

投稿入選嬉しき知らせ
僚乱と花続きたる丘の道
卒業証書持ちて登りぬ

平成十五年十一月十九日首

平成十六年六月十日尾
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紋風
陽

筆陽紋陽人紋人妙陽妙紋￨場妙紋妙紋妙陽

ハ川崎・栗の木連句会その二Ｖ

歌仙﹃銀河濃し﹄
銀河濃し夜は動かぬ観覧車
団子供えて待つは月の出
ふるさとの豪雨の便り身に沁みて

白井風人捌
白井風
山崎紋

ナォ蕗の薑味はふほどにほろ苦し

幼な友達顔見合はせる
下町の人情で持つ商店街

特売のビラそこここに落ち

芭蕉布に生命吹き込む海ざらし

夕凪ぐ浜に仕事を急ぐ

ご飯よと母さんが呼ぶ声響く

暦ひらいて相性しらべ

デュエットで会場湧かす名コンビ

帰りの切符友に頼んで

遮断機が上がって月に向ひ行く

曲り角から虫売りの声

ナゥ馳ける子の拳しっかと赤まんま

町は静かに黄昏の色

テレビ消し思索にふける旅の宿

ノートに写す辞書の解釈

人垣の上のぼる風船

早咲きの桜カメラに囲まれて

ｗ趣什睦粋計皿一十垂叩函︵文音︶
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天守閣から堀を見下ろす
家々の軒それぞれに菖蒲さし

朝霜の中御来光射す

ゥ箒持ち鳥居の脇に立つ宮司

前行く媚顔あからめる

同窓の友の恋文ポケットに

潮見定めて垂らす釣糸

魚擬ねて不意に崩れる静心
アロマセラピー効果薄れる

弟と茶房に二人冬の月

だるまストーブ火力充分
メモひらき今日の予定を確かめる

ラジオ体操いつもの仲間
会終えてそれぞれ帰る花の昼

流氷軋むニュース届けり

紋人紋人紋人紋人紋人紋人紋人紋人子人

人紋人紋人紋人紋人紋人紋人紋人紋人紋

岡本眸捌

井

弥力西七昭

眸

ハ松川・興聖寺連句会ｖ

歌仙﹃緑もゆ﹄
意志つなぐ平和行進緑もゅ
鯉幟立つマンションの窓

せんねん灸は若者にうけ

リュック負い友と連れだち野遊びに

国の借金破裂寸前

ネットにて期せぬ犯罪増え続く

井戸端会議蚊を叩きつつ

キリストにアラーの神にお釈迦さま

あけ

朱の口紅のこす後朝

熟女ゆえお化屋敷もなんのその

またも出ました凶の運勢

めくるめく恋の遍歴数えあげ

眠る幼ナ子夢はメルヘン

山の上の月は雲間に見え隠れ
踊り太鼓のいつしかに絶え
香焚けば簾名残の揺らぐかに

柵
井

百

合紀
田伊

泰

紀郁

︵於・岡本邸︶
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大小の船おちこちに水尾引きて

きのこ

サイン書き終え眺む油絵
観月の琴の演奏たけなわに
茸狩りなど話題はずめる
ゥ衿をぬき粋に着こなす秋袷
気惚れ顔惚れあとは何惚れ

久々の碁の手合わせに更ける夜

l 1 11

ひたすらに百一回のプロポーズ
﹁モッタイナイ﹂は世界共通

ldl''l.

人民は核兵器より食糧を

二

ささやかな幸運ぶ佐保姫

ほうじ茶いれて添える落雁
池の面を覆いて花の咲き盛り

jj jl
l‑ l ・

犬に纒われ哀れ托鉢

五･血

妻籠の宿で交わす熱燗

年年

雪晴れていよよ鎮もる鎌の月

t一
H−

双眼鏡で捜す珍烏

ノ、ノ、

肩書のとれし生活に慣れもして

思い出のせて春風の吹き

花かげに読み人知れぬ句碑ひとつ

平､Iz
成成
￨･十

lJi
本
lII
111
大川
月
鵬
長
ノ
戸口

香西七昭眸香力西昭七昭眸香子女重子

紀泰紀泰郁眸西紀力郁西子西郁力眸子子
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八船橋・国際連句協会ｖ

賜餐﹃梅雨晴れ間﹄
杉浦喜久代捌

杉浦喜久代

おちこち映ゆる白き睡蓮

ォ梅雨晴れ間光の充てる風の道

内山良子

ゥ三周すれば停まる機関車

田

塚本田天志

谷地元瑛子

買い足しに敲く酒屋の月の門

瑛

良

一塁目

良

田

翼生えドレスの少女飛び跳ねて

君に届けと秋祭り笛

良

ナォ言選び愛の告白こんどこそ

氷江遅々と拉致の明暗

瑛

︵於・新宿御苑︶

象の耳﹁閉園です﹂とアナウンス

ナゥ作家をめざすわれフリーター

山裾の夢ふくらます花の帯

蝶も憩える畑の昼時

平成十六年六Ⅱ十三Ⅲ筒尾

Shisan: ''abreakOfthemmyseason"

八盟田︑ころも連句会その一Ｖ

﹃冬至の日の出﹂

繁原敏女
小野芳梅
長坂節子
由川慶子

繁原敏女捌

梅

絵手紙の幼き笑顔にこやかに
電子レンジに入れるピザパィ
芙蓉を咲かせうたを詠むらん
この恋に死ぬと決めれば虫時雨

排即

梅
慶

谷本守枝

佐久間妖岬

芙

慶

妹小

慶

女

慶

間瀬芙美

肩書きに振り回される金バッチ

一抜けて二抜けて誰もいなくなり

子供を乗せて軽トラが行く

陣屋跡門前に売る春大根

太郎冠者花盗人と名告り出で
うすむらさきに煙る雲雀野

紙袋ワインごそごそかくれんぼ
すっかりネタを明かす手品師

地雷を踏まぬよう御用心

犬の鎖のいつか外れて

女

シングルの気儘な暮し月の窓

伊勢の宮冬至の日の出おるがみぬ

、

樹齢重ねし松の雪吊

JL

同の中の猪狩りの殿

ひょっとことおかめの愛戯最高潮

ハウルの城で結婚式を

無極とは太極拳の極意にて

妖小

福井直子

妹州

芙

伊藤良重

芙

月明り亀の産卵見守りぬ

芙

百科事典を枕代りに

うち寄せる波引いてゆく波
特許得し左右に伸びる絆創膏

直

妖必

芙

塗りの小画は開けていいのか

花吹雪兜率の天に絶え間なく

三々五々とつくし摘む影

︵於・桜花学閲大学妬教室︶

平成十六年十一月二十一Ⅲ前尾
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源

﹃寒に入る﹄

八暇Ⅲ．ころも辿句会ｌその一Ｖ

むもＪ日且・﹄

原︑じ

御手洗の柄杓新し寒に入る
ふくらみかけし梅探す道
編みかけのセーターついに仕上がりて

稲垣渥子捌
谷本守
稲垣渥
伊縢良
福井直

ぽっかりと心に穴のあくような

煎茶たっぷり茶柱が立つ

髪さらさらと肌身いとしむ
一生を託すに足りる夫であり

銃声ひとつひびく雪原

キタキッネほとほと門を叩く月

ピンクのリボンつける襟元

新聞に﹁戦地﹂なる語のついに出て

むつ飛ぶ干潟光あふれる
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花の下明日への歩み踏み出さん

平成十六年一Ⅱ二十Ⅱ両足
︵於・桜花学則大学二二教室︶

'

ラジオ体操リズム軽やか
月天心文学賞の記者会見
残る蛍の恋に焦がれて
宿りしはあなたの子ども濁酒
お地蔵さんのまるき耳たぶ

あばよと言って消えし兄ちゃん

不器用で通し老優瓢々と

牛丼がカレーに変わるＢＳＥ
佐久間妹へ

藤

良守良直渥守渥子重子枝
守々

藍良守

噴火の気配阿蘇の山なみ
物皆の神秘を想う花の奥
同じ筵に猫の子も居て
永き日をオーボエの鳴る中二階
おれおれ詐欺に見事だまされ
チケットはネットで販売しています

水面をよぎるかわせみの碧

矢
崎

然直良然々藍渥守藍直

ハ豊田・ころも連句会Ｉその三Ｖ

百韻﹃旅やよし﹄

初鋤旅やよし飛騨の蜻蛉の翅ひかる

客人迎え木橦咲く里

月の宴情感こめしカラオケに
ちょこんと並ぶ陶の猫たち

愛用の大歳時記は父譲り
試験勉強ラストスパート
分水嶺標識のあり草茂る

矢崎藍捌
矢崎諺畢

佐藤ふさ子

水口康彦
長坂節子
繁原敏女
稲垣渥子
倉知武好
塚本益美
福井直子

幸せが指の隙間をすりぬける

熊野古道に初蛙啼き

福

儘即

奏

一宮田

芙

花花陰に木霊ひっそり眠り居り

谷本守枝
八木聖子

オレンジを剥く朝のテーブル
↑鮒晩年は似たり寄ったり夫婦連れ

蠅取り紙にもがく銀蝿

彦

二村鉄男

するすると湯船ではずすネックレス

奏

慶

枝

美

大物議貝ついにあやまる
出格子の旧き町筋松の風

親切で丁寧借金コマーシャル

お手々つないで選ぶお土産

好きの一語に息がとまって

益

美

鶴となり次元をこえて飛び立たん

湖面しずかに流れゆく刻
絵日記に色鉛筆の青が濃く

じゃんけんぽんでケーキ決定

あちらこちらに託老所でき

とまらない昔話に月冴ゆる
川向こうより響く鐘の音

美

捗即

武

慶

Ⅱ良夜なり斜めに貼りし空家札

益

まじめ不まじめ僕の勝手さ
天気図の西より崩れゆく列島

唐黍畑に猿が出没

災直会の酒を振舞う秋祭

︷自国

黒木美代子

晃

﹄ふ

顔埋めあなたの鼓動ききたいわ

加

雲を残して暮れてゆく夏
典検閲の厳しくなりし空港に
カルアミルクの甘い誘惑
おとなぶってただけの十六

夕陽のなかを凌霄花が散る

アンテナにビビときました夏本番

捨てられぬモノ増えてゆくワンルーム

渥

増田晃子
草前奏
近藤富子
加藤直子
問瀬芙美
由川慶子

二リーグ制巨人ナインも署名して

赤い自動車忘れたの誰
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憲法の自由解釈第九条
中東の地にきざむ足跡

父去りしあと土砂降りの雨だった

君は君だよそのままでいい
通知表並ぶあひるもいつか飛ぶ

小公園の水ぬるむ池

〃花月のぼる気配ほのぼの花の山

阿弥陀如来に祈る春宵

自作自演のライブステージ

錨メーデーは子等もチワワもひき連れて

方位磁針が君を求めて

虚飾の大義かざす戦い

主婦と趣味しかやってない日々ですが

座布団二枚あげてください

しっかりと透視されてる胃の形

警笛鳴らし通過するバス

コペンハーゲン人魚の像は海を向き

約束破るカフェの黄落

〃小悪魔の顔うつしだす月明かり

見つめ合ってるままの秋騎

事務室の拡大コピー時間外
寝不足をして上がる血圧
花散り紛う花燦々と二度童
孕みの馬の眼の潤みたる

儒残錦畑返す農夫の影の長くなり

聖昌一＄望吊自慰盲目﹂○くめの幻

階段に残すティァラと薔薇の香と

ぶつんと切れしギター三弦
帰ろうか水のきれいな故郷へ
寿限無寿限無と孫が唱える

譲れない第一志望の理工系

ジンジャー効いたチャイが熱くて

年金に身の丈合わせつつましく

腰痛持ちは椅子にどっかり
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恋なんていやよ苦しくなるばかり
こだわりの骨董ベンベ扇巨弓︶街を行く

合併バンク生き残り策

リストラの思いしみじみ払う雪

鯛焼きの尾に餡をたっぷり

駅前看板ヨン様の笑み

痩せ薬眺めるだけでよく効いて

そっと抱く李朝渡来の白磁壺

柳の下に泥鱸何匹

熱帯夜深夜ラジオを友とする

月留守居の部屋に月の涼しく
典運命を決める養子振った神

雌

イノ｝

良

武渥鉄富節晃慶福武美芙奏福美芙渥節冨ふ重藍彦富

芙女晃美益加藍ふ奏福慶女益武加晃藍慶渥節晃加渥

塚本益美福井直子佐藤ふさ子黒木美代子期川晃子

草笛奏近藤富子加藤直子間瀬芙美山川艇子

︵牽澤恥罐輌壱韮癌跡唯鋤奉か樫睡屋︶

谷本守枝八木聖子二村鉄兜伊藤良欧柿本時代
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都会の秋の空は鋭角

＆

新店舗二十五時間営業中

ー

Ⅱさよならとグランドゼロに叫ぶ月

ル家

団栗の実を埋める未来に

テⅡ｜

裏右ひだり生きとし生けるものどうし

ンl l l

怪獣稼業らくじゃないのょ
着ぶくれて満員電車発車する

ホlIlj

曇り硝子に這う冬の蜂

、ﾛ′ム

その昔エリートだった好々爺

平成十六年八Ｎ二Ⅱ起首
平成十六年八月三川満尾

尚飛
ll l%lii
グ民
リ俗
1村

水口康彦反坂節子繁原敏女稲垣渥子倉知武好

於

ＢＢＳですごす永日

迎衆

一ヘ

花いざ遊べ熱田の宮の花の雲

稚句酔い心地なる神々の春

柿

時
本

代慶藍益ふ芙晃敏奏彦福慶

八横浜・柴庵ｌその一Ｖ

連句三十四句﹃野茨の﹄

野茨の大瀧落とし客迎ふ
古今伝授に匂ふ御賀玉

中尾青宵捌

校内放送下校促す

藤沼和ヱ

中尾青宵
川縢亀女
城倉吉野
鈴木圭子
田川知
福島朱鷺

八段錦息を丹田

郭公が鳴きながらゆく犬もゐて

遺品より秘めたる槁を探し当て

躍り櫓に挙げる收穫

一撲前夜と墨もかすれる
秒々と小田に風吹く秋終ひ

日へ干せる南瓜の尻の帳りに
腹痛むほどはららごを喰ふ

迷って選ぶ流行の色

久々に同窓会の幹事なり

可愛気のない違反札手に発進
童話の続きふっと途切れる

信濃のお国広き懐ろ

城趾は花降る二宮金次郎

在来線在ります三セク峠茶屋

百味箪笥が全部半開け

スイッチバックの月はどっちだ
ハチャメチャに青梅降らす梅雨嵐

︵於・柴庵︶

︵十七句以降文音︶
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佳き風を薫風と言ひ渡らせる

改革のどこまで夢のまつりごと

突然月がビルをジャンプし

知

渡辺祐子

知らぬ同士がいつかいい仲

尾紙骨したたか打ちてロマネスク

水野道子
小林節子

尾首

山姥どうと街に繰り出す

野

jljj

シンクロに歌舞伎の型をとり入れて

代

九八
LIH

道

身持ち二十歳を境段々

宵

六五

鵜沢八千代

母の日は初サラリーの大馳走

知

年年

パソコンと言ふパソコンがウイルスに

薄暑で少し早い絹羽織

捨即

蜘蛛の囲のきらきら光る雨上がり

知る蓮知らぬ釈迦のお散歩

平､F
成成
十十
六六

節宵亀宵杏淳節道代節亀宵節み亀宵

ハ横浜・柴庵ｌその二Ｖ

連句二十四句﹃空雲を﹄

空襲を仰ぎし記憶滝落つる

中尾青宵捌

鵜沢八千代

城倉吉野
中尾青宵
水野道子
藤沼和ヱ
福島朱鷺

日日草に黒い雨粒

名も無い魚もみんな名を付け

代

寺田喜八郎

野

小林節子
渡辺祐子
鈴木圭子

半世紀海繋ぐ橋賑はひて
異境どうじやと覗く節穴
語り部の婆が達者な膝頭
おむつした児が駄々をこれてる

王宮の跡に狸のトイレ石
金メダル逃した宿の窓の月
数珠掛け鳩が帰る街路樹

約束忘れ先に逝く人

ケイタイに﹁ずっと一緒に年とろう﹂

太田にわ

道

鶯

学生街は起こる歌声

圭

ニコライ堂イコンに届く夕日影

昔崩れたものら集めて

祐

ヱ

ごみ発電で沸かす銭湯

知らぬ者同志が風にケルン積む

開府して四百年の記念とは

横文字に美まし日本語死にまする
あしぴきのやましだりをのをの

耳聾なれば雷の間へず

し﹄多﹂守り

間道を科撤する僧独りあり

また執き行けるその目その脚

訓練の介護馬に塩舐めさせて

平成十六年八月二十八日首尾

淀川しじみ

加藤亀女

宵

知

儘即

森川淳子

︵於・柴庵︶
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八横浜・柴庵Ｉその三Ｖ

中尾青宵捌

連句四十句﹃十三夜薄ばかりが﹄

十三夜薄ばかりが淋しめり

雨を安悟に人ら狂宴

杣譲るより父母の老いたり

中尾青宵
水野道子
森川淳子
加藤亀女
田川知
淀川しじみ

金久保淑烏

城倉吉野
土屋実郎

庭隅明かる一叢の石蕗

恵那谷に名陶工の棲みをりぬ

彼の崖嵩のＢ面は何

大方の紅葉は枯れて山ひらく

危ない兵器探す衛星

出外れの店に置かれるサイン帖

一叩き二叩き蒟蒻石たたき

犬を撫でノ︑ものす小説

耳を塞いで続くデュエット
拾はれた別荘番のつれづれに

ＲＶ車の並ぶ坂道

コスモスの丘近頃の流行なり

Ｐの誘ひにバーベキュー勝つ

一人では嫌と練炭買ひ合へる

−162−

猪に手を焼く話はづみゐて
遊学の十年日記ときに開く

あのＮＹの青き街風

捧げつつする兵は無言で

ジャムセッション噴水の秀の耀くよ

絨毯のさっとイワンに絹の音

ヒマワリの揺れ沈む口髭

学校の教育方針改革期

藤沼和ヱ

ロシアンティーの土産いっぱい

巌頭の天然水もボトル詰
錫杖鳴らしぬっと修験者
回り道しても太地の鯨館
夏蜜柑黄に実るたわ閲ぞ
浮島の大空港は西日射し

長い廊下の果て竈馬

鵜沢八千代

福島新吾
福島朱鷺
渡辺祐子
鈴木圭子

密やかな身分違ひの恋の場所

ちょっと疲れるインドメタシン

小林節子

プロ野球不祥続きもフアン増へ

渋皮うまく煮えてグラッセ

圭祐ヱ郎女野宵み烏代節郎祐知ヱ野女宵道祐

後円墳が貝を眠らせ

司令部の移転の話お断り
拳上げれば露の舞ひ去る

平成十六年十月二十六日首
平成十六年十月二十七日尾

︵於・森の家︶
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十四夜その後晴るるに人居らず

知宵節野

ハ横浜・柴庵ｌその四Ｖ

連句十六韻﹃龍淵の﹄

烏天狗も森を駆け抜く

龍淵の韓くれなゐに酔ひ潰れ
怪訶なる流行り病ひに茸どうじや

学堂の道重きかんじき

ささらさんばち皆んな留守也
三日の月ほろほる語る雪ぼたる

中尾青宵捌

鵜沢八千代

中尾青宵
加藤亀女
福島朱鷺
藤沼和ヱ

小林節子
城倉吉野
渡辺祐子
鈴木圭子

田業ばかりも廃たる歌垣

これからは補助金なしと脅されて
不意打ちの恋のメールを持て余し

宵

土産倭国の金の沢庵

亀

知

四六の蟇はよるず幹事ぞ
ョン様は表玄関より出づる

ヱ

跨即

朱

道

遊女の塚に燃ゆるサルビア

品川も埋め立て進む東海寺

招きてこころ往かす付合

四季演の﹁驚きの声﹂ロングラン

平成十六年十一月二十七日首尾

︵於・柴庵︶

−164−

八松山・佐久良辿句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃草紅葉﹄
井門可奈女捌

黒田耕三

林半星

井門可奈女

月に供へむ瓢箪の酒

ォ谷川に続く小道や草紅葉
踊りの輪笛に合はせて広がりて

半

大本斗まこル︸

ま

奈

異国の力士次々とふえ

テレビ中継富士山をみる

郷里の友と終日過し

ナォ山の辺の霞めるあたり鐘の音

歩行町界隈一声あげて

お城下に歴史の街を造るとか

紫陽花を玻璃のグラスにちよいと活け

闇から洩れる昂りの声

野暮は承知で肩肌をぬぐ
気負まけ風に柳と受け流し

露天風呂二人っきりでいつまでも
するノ︑ノ︑とうどんをすすり

満月を背にして牛車降りてくる

笹竜胆の花は紫

恩師定年春風に去る

平成十六年十Ⅱ十川Ⅱ繭

雅

︵於・愛媛県生活文化センター︶

平成十六年十二月卜四日尾
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日の丸の団扇の色も鮮やかに
ゥ転た寝に世界旅行の夢を見し

上野千艸

飲めや歌えや銚子を並べ

出稼ぎの父も帰りて和やかに

夕暮時に帰途につく児等

ナゥ色烏の来て忙しく餌をつつき
半

一一一

どきどきとときめく胸に飛びこんで

奈

待ち合はせ場所結び文にて

赤いワインを口移しする

千

堀割の花トンネルを母の行き

なれぬ手でパソコンたたき刻つぶす

半

一一一

ま

一一一

河豚鍋囲み昔噺を

ま

母と子とお手手つないで散歩道

千

歎かはし記事紙面毎日
米軍の無法沖縄月凍てて

美しき太陽海に沈ずめる

賑かに時を忘れて花蒔

杖を引きつつお遍路の行く

弓
崎

半奈ま三半ま三半雅ま三ま半美ま三奈半

八松山・佐久良連句会その二Ｖ

半歌仙﹃釣忍﹄
井門可奈女捌
井門可奈女

黒田耕三

ォ水やりし雫垂れをり釣忍

涼味豊かに吹き渡る風

弓崎雅美

大本︸よこと

林半星

休む暇なき母子沢山

調律の終りてソナタ軽快に

茅茸の家萩のたわわに

学業はいまだ半ばと月仰ぐ
ゥ新酒の香口湯のみちびちびと

本不

上野千艸

ま

星

雅

星

ま

思ひ出すたび胸の高鳴る
彼の声テレビ電話になげキッス
スピード上げてバイク去り行く

妻健気泪の跡を押しかくす
人質事件またうっとうし
満月の光り頼りて薪を割る
ペチカのそばでワインかたむけ

聖火走れる懐かしき顔

ま

星

一一一

花の下色とりどりの園児跳ね

千

古テレビ密輸の船に積みかねて

桜貝手にはしゃぐ乙女等

︵於・愛媛県生活文化センター︶

平成十六年六月八日首尾

-166-

ハ鳩ヶ谷・さくら草連句会その一Ｖ

歌仙﹃郭公の﹄
郭公の一声街に落としけり
息ととのえるビルの片陰

澁谷盛興捌

澁谷盛興
大森しのぶ

木エ

し

シングルマザー間歩する街

ナォ零歳児保育ルームのうららかに

項のばして青剃りの僧

垣間見てふっと心をときめかせ

遊覧ヘリが雲海に消え

石楠花の群落炎ゆるダウラギリ

倒れながらに回し軍配

自衛隊出すか出さぬか決めかねて

壁の鼠も首をひつこめ

塩少しふふみてぐぴと枡岬る

毯栗の枝さっと投げ込み

瞑りて竹管奏で望の月

リップサービスもろに受け止め

ナゥ火祭の先陣を切る伊達男

喉元過ぎて後は野となれ

選挙ではたかが国民ホンネ出し

山の端に瑞光兆す花筵
四柱推命当てて惜春

平成十六年六月 十六日首
平 成 十 六 年 七 月 一十一日尾
︵於・さいたま市民会館うらわ︶
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襲名披露睨みの型の定まりて
うましうましの幕の内とか

立花杢公
清水敬信
菅井正樹
米本双葉

群青の頂点に月奥深く
鹿狩の勢子林分け入る

敬

睡︿

ゥ車座に幾めぐりかの新走
うわさ話に聞き耳を立て

敬

Ｋ点を女性越えしと嗽されて

マジで恋した私わるいか

し

双

復活の主を崇めつつ日を送り
あのタマちゃんは今は何処に
凍月に孤独カーネルサンダース

し

樹

樹

木エ

双

輝きかさね遙かオーロラ
鎮魂の調べを希少盤で聰き
ベジタリアンを通す生涯
靜かに揺れる庭のふらここ

遠景をほくほく染める花ほのか

杢し敬興し興敬杢興し杢し興〃杢敬し興

ハ鳩ヶ谷・さくら草連句会Ｉその二Ｖ

小野シ

〃

歌仙﹃臘梅や﹄
松本杏花捌

臼杵瀞

松本木口

靜かな流れ寒弾の琴

臘梅や茶人迎へる今朝の庭
句集には良き表紙絵を賜りて
瀞

渡邊梅

︑ン

瀞

︑ン

梅

箆持て探る縄文の土器

ナォ満水のダムを抱きて山笑ふ

シズ

瀞児

琴線に触るることなく闇の中
心療内科の女医にぞっこん

破れジーンズ膝小僧見ゆ

杏花
勝児

梅子

シズ

ク

河豚提灯の誘ふ鰭酒

フリーター気ままな生活飽きもせず

抜け出したばかりの温み掘炬燵

小林しげと

シズ

シズ

シズ

これはしたり不審訊問されるとは

西脇はま子

無人売店林檎舞茸

離伝ひに子等のマラソン
望の月鎮守の苑を皓皓と

シズ

しげと

フリスビーなど追ひかくる犬

ナゥ絵地図から逸れて川原の蛙番屋

杏花

のの字しの字にかたびらの雪

注文は今のはやりのファッションに

しげと

シズ

はま子

みんなの誇り天守うららか

太平洋望む龍馬の花はいま

平成十六年十二月二十二Ｈ首

︵於・さいたま市民会館うらわ︶

平成十七年一月二十六日尾
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あちらこちらに挨拶の文
広場より道八方の良夜なる
レストランには爽やかコーヒー

ワ初猟の銃を自慢の老紳士

団十郎に似たる横顔

ズ子児ズ児子児ズ花
児子ズ児花子ズ子

足元に綴れの帯のまつはりて

想ひを捨つる鳴き砂の浜
沖縄に戦のありし遠き日よ
真紅の梯梧月に燃えつつ
音楽はビヤ樽ポルカビール干す

猫のリボンは麻薬取引

国情に振り回される拉致家族

活断層はいつ騒ぐやら

僧正の数珠かけしてふ花大樹

養蜂の箱トラックの旅

瀞梅シ瀞杏梅シ梅

八さいたま・三尺童ｌその一Ｖ

短歌行声拍月を﹄
関口せう子捌
関口せう子

これを見よジャンバルジャンの底力

孤児院時代あるを語らず

ナォ春の宿胸ポケットにハーモニカ

莱尤子

想いの程に燃えよべ−チカ

握手した手だけはいまも震えてる

柳川寺朋

名古則子
丹下博之

風船葛かすかなる揺れ

ＯＬたちの選ぶブラウス

原伸一

名月を発句に今日の短歌行

ビルの間にぽつり夕星

ゆうずつ

ゥおしゃべりは水鉄砲の水しぶき

寒月を並んで見あぐ夜更けまで
身の丈に合うスローラィフょ

何もなかった荷車の中

南南東に放つ恋の矢

橋をわたって鼓笛隊来る

ナゥ駒下駄のからころもはや珍しく

魚島時の浜の賑わい

夕されば花こもごもとつぶやきぬ

︵於・案愚庵︶
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パステル画グラデーションは爽やかに

もうかえるきっと来ないさあの人は

則

之

雅

松下英雄
田中雅子
小池舞

遮断機はゆっくり下りて午前二時

辛口一献言葉あたたか

間分けのよい猫が立ち去る
長老は目出度くなりぬ花の頃

平成十六年九Ｎ二十八日首尾

之則舞則萠雄雅尤舞伸萠尤

ハさいたま・三尺童ｌその二Ｖ

ナォ参道に烏の巣箱を架けている

短歌行﹃太筆で﹄

柳田一朋

黒帯の昇段テスト講道館

筆之一雅之一雅竹之竹一雅

柳田萠捌

秋冷の光留める白磁かな

叩き付けられ恋に気が付く

十の顔には十の魂

中鴫桂竹
Ⅲ中雅子
丹下博之

知らぬ間に妻の両手に包まれて

エンゼルフィッシュ長くひく鰭

郁子ふっくらと生け垣の上

太筆で心と書けば月渡り
厨辺りで子等の声する

原伸一
之

︵於・案愚庵︶
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ゥ無造作に盛り上げられたカキフライ

雑木林に日差しよき午後

夏の月シャンパングラスに揺れている

遠く眺める渦潮と海女

天に地に花こそ吹雪け生命満つ

突如駆け出すシマウマの群

ナゥ卿叺吹くジョーンズ博士のヘルメット

力合わせて遺跡発掘

雅

寺朋

竹

々

之

胸を病む寂しい人に会いに行き

流行のブーツひるがえる裾
大学の部活はチェアーリーデイング

エーゲの島に寄せる白波
友好のしるしに贈る花一樹
遠足の子もずらり並んで

平成十六年十月二十六日首尾

執

八多摩・鹿の会ｌその一Ｖ

赤松よう子

﹃石二２

涼しさや小流れに置く石二つ

伊藤稜志捌

蝉の穴より立ち上がる幹

リボンを付けて子犬頂戴

ナォぶらんこは行き交う風のメトロノーム

大人のための童話恐ろし

板橋は烏がかっこ−かっこ−と

別荘はゴルフ自家用ジェット機で

神出鬼没くノーの術

裏階段降りる素跣の燃え残り

掃除機で浮気心を吸い込まれ

主の嘘に職す雀等

ゥ御会式の人押し合える門前に

芒の穂波扉き止まざる

家路に向かう履きなれた靴

麻

稜

治

武

武

よ

中西昭子
藤井治

瀕武志

盗まれし﹁叫び﹂のさけび今何処

切符も水も携帯で買う

ナゥ大正も化石となりぬ明治節

木の実拾って入れるポヶット

名月に透かしてふくむカルバドス

往年の風俗数多乱歩展

草矢を放つふるさとの畦

コーヒーカップ冷めし虚しさ
結局はテロに屈したアロョさん

よ

稜

神

茅

ノコ

︵於・腱確如需鋤こいの家︶

平成十六年七月二十七日起首
平成十六年八月二十四日淌尾

行幸のありし陽炎の道

世界遺産吉野の花の枝重し

堤洗って瀬音豐かに

種を明かして手品師の受け

港に寄する波のおだやか
月光にわが影と行く雪の径

武

渓谷の中天渡る望の月

座敷童子のこぼすくつさめ

稜

鴬餅の粉まみれの箱

武

よ

右を向いたり左向いたり

骨董の中国天秤飾る店

老人のダンスの稽古きりもなし

伊藤稜志
鈴木麻子

仙

飾る花の乱れるときに橋が見え
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歌

茅治麻治よ治昭麻稜治乃麻稜よよ治昭府

ハ多摩鹿の会ｌその二Ｖ

星韻﹃無情の雨﹄
被災地へ無情の秋の雨降れり
仮設テントに甘藷差し入れ

月見舟ゆっくり下る川広く

赤松よう子捌
赤松よう子
竹花美代恵

徳住弗

美

中西昭子
刈村扶美
山本房子

それからそれへ弾むおしゃべり

蔓を伸ばしてやぶからし咲く

うまく行くかな現地調達

昭

鈴

美

裏側に仕掛けのありし造り滝

鴉の急に減りし町中

月上るレンガ倉庫のコンサート

ボジョレヌーボーやっと手に入れ

ナゥ陵の道に散りしく蔦紅葉

貴妃の使いし絹の石鹸

漢方の効くかもしれぬ物忘れ

段々畑に人の影見え
村中の総出で集う花筵

︵於・俳句文学節︶

おたまじゃくしに手足出る頃

平成十六年十月二十六日首尾
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城跡に此処を先途と蝉の声
ゥ地図持たず巴里をきままに一人旅

後便でやってきたのは元の彼

扶

お国孔も味付けのうち

房

ポァロも解けぬ恋の駆け引き
大鍋にぶつ切りの鱈たっぷりと
仁和寺のしだれの花に会い得たり

昭

鈴

玲

仔猫の眠る庫裡の縁先

ナォ体験の茶摘み教室楽しみて

扶
美

よ

紅いたすきのあの娘気になる

公達の木陰に隠れ闇を待ち
差し伸べる手に蛇衣を脱ぐ

執

筆昭美房扶房美鈴昭扶

ハ多摩・鹿の会ｌその三Ｖ

歌仙﹃鬼
L＝＝．

宮下太郎捌

宮下太郎
赤松よう子

ナォ聡りの木立に繁きウオーキング

背の高きひと同郷と知る

観覧車あっという間のひと巡り
嫌と言うのは好きということ

山頂湖黒々と日の暮れかかり

鈴羊達の遠い回想

人もまた氷の海を南下せり

地震列烏今年活発

窪寺ゆう子

ナゥ秋深む読経の僧に酒すすめ

床に活けたる檀爆ぜおり

皇后のやさしき笑みに涙して
声をかけつつ鯉に餌をやる
紙燭置く茶室静かに月を待ち

前に後ろに鰡跳ねる音

治

河村扶美
藤井治
西山真樹

ゥ運動会親子揃って賑やかに

絵巻の中の恋は哀しく

扶

真

花衣吉野の朝の明くるらん

古き雛の語り出したる

アルバムに旅の写真のどっさりと

父の遺せし句集一冊

︵於・峨耐城畔燕も︶

平成十六年十一月二十三Ｈ起首
平成十六年Ｉ二月二十一日満尾

嫁菜飯とて緑あざやか

ゆ

よ

吉云

扶

治

真

よ

刷りすぎてポスターどっと売れ残り

煙草一本借りて散り出す花の山

砂漠の酪駝ほろほると泣く
ヨルダンの古き人形目の前に
エスプレッソの香り愉しみ

蚊取り線香灰も渦巻き
後継者決まらぬ話夏の月

太

刀振る巴御前の後ろ髪

元気溌刺女児の騎馬戦

よ

べか舟の漕ぎ行く先の七日月

田舎饅頭ポケットにあり

明けたる窓に紙を漉く人
久々の旅に心の躍るらん

鬼柚子の落ちて坐れる小春かな

子

鳥居を濡らすあたたかき雨
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柚

扶ゆ真治よ治扶よ太よ治ゆ真よ太扶よ治

ハ相模原・慈眼舎ｖ

漢和半歌仙﹃桃櫻﹄・標圃の韻
黒川洋捌
赤田玖實子

Ｃ

燦燦芳二桃櫻︽

嬉嬉耕田段○
五味蓉子
黒川洋

泉浩一

隣人に東踊りへ誘われて

電卓よりも早い暗算○

玖
蓉

月下屹立山

美展で染絵得たる栄冠○

洋

ま

マ

蓉

マ

浩

吉田士︽ｈノ

加藤マサ子

玖

浩

洋

蓉

ゥ古酒懐一老杜一
今様遇一一好漢一○

道行地球果
読経夢魂断○

火の番は事情がありてアルバイト

日本橋奴毛槍に初日の出

鑿千鳥の繊月の岸○

形見貰菩曜○

洋耆隠膳繰

樹間を透かし瀧の壮観○
花氷レトロな部屋に客迎え

奥を辿らば漂泊の汗○

平成十七年川川十川日首
平成十七年︵〃十二Ｈ尾

︵於・州樅蝋桃天棚︶
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八松山・重信・木曜会ｖ

歌仙﹃赤絵の型
窯出しの赤絵の皿や凹温晴

藪の中より聰こゅ笹鳴

青野竜斗捌

青野圭屯

菅野茂
江崎七

野且泉

青野弥

久々に友を誘ひ観劇に
けふが着初めのブランドの服

地震の小千谷に積みし豪雪

アォ春日向猫背伸びして通りすぎ
ホームページを孫と立ち上げ
プレゼント歌手に手渡す若き僧

景気上昇煽る大臣

凍空に旋回つづく鷹ありて

電光石火契る行く末

君が為パリより送るルィビトン

黄門のごとく断じる占師

どんぐり拾ふ子等の高声

健康ブームすぐにとびつき
望の月湖畔の村を浮きたたせ

鑑定に出す伝来の茶器

ナゥ母とゆく秋の県展すばらしく

みんな喜ぶ地場の焼肉

新生の楽天球団キャンプィン
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立待の月は大橋照らすらん

残菊匂・ふ岬の東屋

ゥ漸寒の奥の細道辿る旅
そっと聞き出すメールアドレス

めでたくも婚約成りし紀宮

翻訳源氏命なまめく

転た寝の夢の小判は木の葉にて

尻尾首

汽笛のひびく春の曙

五四
II I I

小
池

郁

松山市・青野邸︶

花おぼろ島も鴎もひといるに

十十

土産にくれしギヤマンの壷

月jj

スコールの過ぎたる地平月昇る

年年
｜・

葵祭の牛車絢燗

七六

持病を癒す山の温泉

平平
成成
l‑ ￨‐

曽我さんの家族はやっと故郷へ

大空さして飛べる風船

廻し飲む朱ヶの大盃花ふぶく

京七茂京七茂弥竜京七弥竜茂子幸七美斗

郁弥京郁竜茂弥郁茂郁竜京茂弥竜子京茂

八大垣・獅子門ｌその一Ｖ

短歌行

遺吟脇起﹃ひばｈ／かな﹄

笠きればうれしき空のひばりかな

庵の門にかをる白梅

方寸の春ほのぼのと描かれて

耳傾ける遠き潮騒

大野鵲士捌

各務支考
伊藤向Ｈ垂云

西川日士口

成獺貞子
小川守
田辺桂月
山村忠男
高松正水
高木和子

それとなく菊人形を君に似せ

届けられたる零余子弁当

ゥ雲払ひコンビナートを月照らす

宙に視線がからむ暗がり

宇野久恵
恩Ⅲ静村
藤塚晶子

風も無き部屋に応挙の軸が揺れ

遅寝早起き猫のミー坊

花冷えに黎明の駅掃除せむ

青きを踏める靴の新し

ニォシャボン玉ポカリと飛ばす若きパパ

洗濯物がひるがへる空

石田一邑宙心

伊藤弥生

竹中定男

岡本満智子

婚姻届町が市となる

小坂五百子

知らぬ間に知らない人が居ると知り

四六時中蹴りたい背中まじまじと

武仲登志春

執筆大野鵲士

梅村五月

後藤キヌエ

清水青瓢
堀内洋子
潮尾千草

缶酎ハイをぐっと飲み干す

一ヴ今もって横座・嗅座の安泰に

蛇篭の隙に射せる月影

震災の記憶は根尾の断層に
幼稚園児の返事はきはき
花幾重浮世を余所に董酒寺

掬はむほどに朧なる星

︵於・岐阜・獅子庵興行︶

平成十六年三月二十八日首尾
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八大垣・獅子門ｌその二ｖ

鑪吟脇雌﹃帰り花﹄
凧に匂ひやつけし帰り花

大野鵲士捌
松尾十巴崔仙

清水青瓢
堀内洋子
瀬尾千草
田辺桂月
小川守

山の裾野に憩ふ初鶴

土間に置かるる猿の腰掛

高松正水

少し腿せたるジーンズの色
人の世の隅々照らす今日の月

とどまるもゆくも気ままな旅にして

ワ朱の盃にどぶろくを受け神の舞
いつしか横にさりげなく添ひ

後騰キヌエ

千草

宇野久恵
鼎崎都
巾橘みち

河合はつ江

あしたには誰に畷くその言葉

痛さがうれし髭づらの頬
父とせしキャッチボールを思ひ出す

街工場の跡のさびれて

廃船の浮かぶ運河に夏の月
祭を済ませ法被干したる

岡本満智子

加雌渓草
竹中定男
矢橘初美
船渡文子

団地にはあちらこちらの国誰り
ねんごろに脚なめるシャム猫

受難節とて弥撒曲を聞く

キャンバスに絵の具の匂ふうリージァ

貝の化石を探す学童

十才よなぐもり地球の未来信じたき

このあたり博覧会のある予定

青春鵬きっぷ誰とも

君の瞳の中にゐる僕

乗り継ぎのホームをわざと間違へし

糸ほつれたるマフラーの端

何周も回れぬ恋の観覧車

通りは広く人は少なく

慈善鍋声からしつつ五百円

秋草を見て悟る引き際

マラソンのありしアテネの月青し

次のポストは夢の官僚

ナゥ渡り鳥佇む終の一羽まで

︑王婦たちの健康ブームらちもなく

騏麟待たるる春の曙

ＹＥＳとＴシャツの胸
花の雲川灯台を包み込み

貞子

成瀬貞子
禍水常子
尚水和子
非Ⅱひろ
塚本睦

清水みよ子

松岡裕子
豐永芳古
伊藤英可

早野さと子

久川竹水

松足一歩

〃卜川直靖

賜渕智美
斬川恵子

伊雌圭廿圭云

仙樅大野鵲士

平成十六年 二月川Ⅱ首尾
︵於・大師市スイトピアセンター興行︶
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八岐阜・獅子門泉迎句会ｖ

歌仙﹃毬栗や﹄

後喋キヌエ

成瀬貞子
宇野久恵

成瀬貞子捌

山なみ幾重わたりゆく月

毬栗や勝を返す飛騨の里
利酒に異国の人も混じりゐて

揃はい靴を履ける幼子

松野弘子
伊喋弥生
高松正水

突風にたたら踏みたる放ち鶏

烟吐きつつ走るＳＬ

ナォ教会に集ふ老若島の春

盲導犬と渡る信号

地球博自然の叡智語りかけ

味噌カツ丼に長い行列

はすかひに少し気取って夏帽子

水鉄砲の不意打ちに会ひ

鳴り出しし絡繰り時計街の角
盃を満たせば浮かぶ危な絵
披露宴この胎動はをのこかも

投げキッスして去りしアラファト

ナゥゆく秋の依伯地を通すよろけ縞

月今宵砂丘の嵐をさまりて
いつの間にやら鴫の早贄
キヌエ

弥生

久恵
弥生
貞子

キヌエ

キヌエ

弘子
弥生

サブリメントをポシェットに入れ

キヌエ

貞子
久恵
貞子
正水
弘子
貞子
弥生

万葉の歌碑なぞり読む花の寺

机の上に積んどくの本

貞子
弥生
弘子
久悪

デジカメに撮る海市くっきり

︵於・西部コミュニュティセンター︶

平成十六年Ｉ月二十一日首
平成十六年十一月三十日尾

久恵
貞子
正水

ジョギングの友と足湯を楽しみに

キヌエ

ゥ黒日傘さして青児の名画見に

胸のふくらみ透ける薄物
修羅秘めて笑顔穏しき古女房
見やう見真似に木っ端仏彫り

味噌汁の匂ひほのかに漂ひて
父思ひ出すマージャンの牌

凍月に進学塾は授業中

ウルムチ

熊除けの鈴下げる自転車

キヌエ

弘子
弥生
正水

家苞に買ふ烏魯不斉の干葡萄

身振り手ぶりに通訳の妙

弥生

生きてこの浮世よるしも花のころ

ぐんぐん揚がる武者凧の髭
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ハ岐阜・獅子門源氏連句会ｖ

短歌行﹃翁みち﹂

真珠のやうな胆嚢の石

船渡文子捌

衣摺れは森番小屋に消えゆけり

ナォ海境に街のゆらめく唇気楼

岡本満智子

船渡文子
瀬尼千草
本屋良子
尼関芳子

雪の原ほのと照らして月の舟

穂芒や風が教へる翁みち
揺り椅子の上に機嫌よき猫

背水久美
端元凉子

太き飛騨葱泥つきに買ふ

外寝の胸の天衣無縫に

恥らへぱいとしさの増す鉾のかげ

ナゥ古新聞いまも便利な包装紙
寺鐘のひびく里のあけくれ

クンパルシータ煽る抱擁

いにしへの宝を探すプロジェクト

ホメロスの詩を読み耽る伯母

ゥ改装の居間にマチスのリトグラフ

千

小坂五百子

月白に吹く少年の笛

喰へぬ博士の愛妻弁当

良

現るるハングライダー花の雲
もろびとこそりうらら人文字

︵於・鋳物公館︶

−179−

香り立つからたちの実を掌に受けて

ユニセフの募金の封書届きける

絶望感より地球守らん
竹筒に酒を満して花の旅

河合はつ江

五

翅をたためる木戸のてふてふ

平成十六年七月二ｉ日首尾

は文芳凉久五凉〃満久良は

八大垣・獅子門麗水社ｌその一Ｖ

鑪吟脇雌﹃初雪や﹄

雛の中を伝ふ笹鳴

初雪や水仙の葉の僥むまで
仕立て下ろしの絵柄気に入り

襲名の役者の舞台華やかに
東の雲を染めたる今日の月

糸瓜の水の溜まる徳利

釜山の街に彼を追ひかけ

ゥ行く秋のピアノソナタを繰り返し

安宿に歯刷子いつぼん倖せよ
みて見ぬ振りの黒猫のたま
曳き売りの声高に来る裏通り
ポケットでかいデニム前掛

田辺桂月捌

公羽

川辺桂月
滴水青瓢
堀内洋子
久世竹水
大橋正子
戸田華笙
加藤渓草
寺早

五十川直靖

靖

間松正水

洋

内薩安子
福永常子
松岡裕子

剥れかけたる案内ポスター

左きき力のかぎり投げる槍

月涼し間歌泉を仰ぎたる
氷あづきをつつく兄弟

咲き盛る花を映して鏡石

洋

月

同行二人遍路笠置く

ナォ姫虻の小さき羽音に耳を止め

シャトーの辺り立てるイーゼル

本屋良子

芋早

常

瓢

洋

維新の志士の眺む海原

安

天空を駆け抜けてゆく青き馬

ほろ酔ひて爪籠の跡を残しをり

月

まんりょう

殊砂根の実の色づいてきし

瓢

靖

裕

然生

久しぶり電子メールの良きしらせ

年の差なんて気にならぬ仲

眼むきたる閻魔大王

女癖悪いと知りつつ逢ひにゆく

過ぎし日の事はみな美し十三夜

常

伊藤英司

辛早

澤井国造

素焼きで作る己が骨壷

祖父に見習ふくいごまの技
ナゥ勘のよい鴉の群にこねり柿

この世には未練がないと肘枕

水

執筆

︵於・火痂．川迪寺興行︶

一日甘︲毛
１

伊膿白雲

六年十一Ⅱ一・

風船ふはり川を渡れる
蕉翁の生誕まつり花万朶
俳句相撲にうらら軍配

平成
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八大皿・獅ｒ門雌水社その二ｖ

半歌仙スラ紫に﹄
五十川直靖捌

斎藤繁

川辺桂

欠橋初

福永常

五十川直

外っ国の童話を子らに読み聞かせ
捻子また巻いてオルゴール置く

川藤渓

薔薇園のバラ紫に村起し
妃殿下の手に夏の手袋

肩いからせておどろかし立つ

静もれる海面を揺らし月昇る

桝本輝

ｆ成卜几年トー川

︵於・大如スィトピァ︶

九Ⅱ灯尼
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本屋良

テレビに試すＩＱテスト

ゥ猪が和尚困らす寺の畑
太く大きな腕に抱かれて

学歴のことは言はぬと仲人に

寒林に妖精軽く踊る月

一目半に凌ぎ削りて

フィンランドは雪催ひなる
故郷の友は何して居るのやら

公魚釣に貸切の舟

リベンジの五輪めざして鍛えをり

花大樹佳きことあれと祈る朝
地酒の旗の揺れてうららか

良輝）1美靖常良草繁繁子草子月美子子靖

八大垣・獅子門麗水社ｌその三Ｖ

短歌行﹃古代雛﹄

河合勝

堀内洋

ナォ誰置きし上り枢の旅土産

蝋人形が唄うたひつつ

ハンモック夢も一緒にゆれてをり

象にまたがり釈迦の国へと

たをやかに絹の裳裾をひるがへし

手招きをして誘ふ居酒屋
月煙と風の撫でゆく千鳥足

洋良国勝国洋笙良勝安良勝

戸田華笙捌

琴弾烏の閉こゆ奥の間
本屋良

戸川華

卒業子証書の筒を放りあげて
誇らしく履く破れジーンズ

ぼんぼりに遠き日の透く古代雛

ワ鞍馬へと根上り道のつづきたる

内藤安

かくれざとうがひょいと現はる
ナゥ秋小寒フリーターとなる次男坊

肉桂玉を配るロボット
新端渓青墨かをる花の宵
雛を越えて謡うららか

平︲成卜六年三月Ｉ七川首尾
︵於・大垣奥の細道結の地記念館︶
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一柳国

阿畔の像に落し文あり

吊り橋に佳き人を待つ夏の月

行きつ戻りつ増える吸殻
ケータイが同時に二シ鳴り出して

巡回ヘルパーけふも忙しく

帰り花先祖代々女系なり
鰔鱸鍋の出汁は秘密よ

洋安国洋安勝子子子子子笙

八岐単・獅ｆ門蕊杖耐ｌその一Ｖ

翁磑迫蒋俳諦

脇起歌仙﹃現の
夢よりも現の鷹ぞ頼母しき

冬の紅葉の凛と一枝

工房に古窯陶片並びゐて
推理小説読むが楽しみ
満月を子に取らせむと肩車

輸入松茸売れるこの頃

ゥ裳裾曳き山を下り来る竜田姫
ただひたすらに君に逢ひたく
薄なさけ嫌ひと言へず引きずられ

風吹きぬける湯島天神

腰伸ばし坂の途中でひと休み

競馬狂ひの帰る家なし

捨て舟にゆらりゆらりと夏の月
ゼリー逃げ出すギヤマンのⅢ

音立てぬ鼠小僧の離れ技

鳩の群見る産土の宮

花咲けば花を主のきのふけふ

春の別れの烟る野の道

本屋良子捌

加藤美佐子

堀内洋子
宇野久恵
松尾博雄

今井川清音

高軒かく大工棟梁

尾関芳子

イラクの民を思ひ星見る

ナォまたひとつ土饅頭増え遠蛙

障子の先に動く物影

朝まだき地震に驚く日もありて

三毛猫が転がし遊ぶ空徳利

岡本満智子

井口ひろ

歌留多読む青い眼をした恋女房

五

嶺

↑早

再選なりし町内会長

キ

準備ととのひ初産を待つ
新鮮な野菜サラダを食卓に

むらさきしきぶ彩みやぴなる

十六夜の月おもむろに塔の上

貞

ー存

打出の小槌拾ふ街角

博

ナゥモリゾーとキッコロがゐて秋の旅
河合はつ江

満

松尼芭蕉
本雌良子
瀬尾千草
船渡文子
森川淳子
平光美泉
竹内昭子
後喋嶺子

自慢の演歌小節きかせて

避遁の友と居酒屋きりもなく

執筆

伊喋白雲

︵於・ドリームシアター岐阜︶

平成十六年十一月二十六Ⅱ前足

国治む城山の裾花大樹
初虹くぐり川の酒々

端元凉子
ノー﹄〆一Ｄ

卜Ⅱ︾丁

伊朧弥生
成瀬貞子
後藤キヌエ

刺山初子
青木久美
大野鵠士
小坂五百子
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薦
L＝＝

八岐阜・獅子門蕊杖祗ｌその二Ｖ

半歌仙﹃土雛の﹄

瀬尾千草
伊藤弥生

瀬尾千草捌

虚ろな心覚ます晦
河合はつ江

土雛の冷たさ包み納めけり
路流に芽吹きの色の揺らぎゐて
みえ隠れするペンションの屋根

月今宵ワイン談義のきりもなし

後藤キヌエ

堀内洋子
後薩嶺子
小川守

蝋子一片舌にとろける
ゥ鉦鳴らす朝鮮街道秋祭
お亀火吹男狂ひ興じて

キ

禁断の実を奪ふ悦び

江

洋

江

洋

豊かなる君の乳房よ夢のとき
蟻地獄しづまりかへる縁の下
ＴＶの音の途切れとぎれに

嶺

斗早

守

キ

生

嶺

白熱のアイスホッケー月に打つ
ダウンコートのフードすっぽり

老妻の長き買物待ち続け
大きな欠伸三毛猫の雄
扇形の出島に花の盈ち溢れ
地平を軽く越えるふらここ

平成十六年三川

︵於・ドリームシアター岐単︶

九Ⅲ尚尼
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伊藤薮彦捌

ナォ腐れ潮国籍不明船連れて

冷泉伯の声に恋して

ジエンダーフリ−軽くけとばす
心してチャンスはピンチ家訓なり

バスタブに満つるバラの香影二つ

とうふ料理に憩うラウンジ

斑鳩の里にみつけた丸い石

路地ではしゃぐ子破れジーパン

滞る家賃に高き大家宅

洋

デキシーバンド高らかに鳴る

ナゥミッキーの帽子かぶってはいチーズ

千葉笑いして忘るリューマチ

出世街道行き止まりです
狐罠見張る木陰に月明り
原田澄子

賢彦哲眞途佐賢洋眞浩賢哲誠子哲眞子

八東京・下町連句会その一Ｖ

室邑士はるか一

春一番橋から望む富士はるか
螺川洋
伊喋哲子

小野誠一郎

伊喋藪彦

末黒の大地高き青空

猫に袋をかぶせ叱られ

秘創佐知子

師に送る絵手紙萩と望の月

泉浩一

受験生合格の報ネットにて

栗羊菫を添えし御点前

ゥ渡りゆく雲井の雁のＶの列
うしろ姿にひと違いして

折口

目印のストラップは銀お揃いに

眞

︵於・そばの里﹁みつまさ﹂︶

平成十六年◇ゞⅡ一↑ＩⅡ起筒
平成 六年三月二ｌ九日満尼

夢か現か蝶のまつわる

咲き満ちて重くもあらん花万朶

京舞のひと筋に燃え女人逝く
疎水の流れ沿ってそぞろに
哲

浩

折口

洋

彦

折口

明日発ちましょう遠きギリシャへ

雅ぴなる悲劇の神話此処にあり

風を孕みて白き帆船
月高し決死の竜馬夏袴

円烏政雄

胸中深く薄翅孵蜥

待ちのぞむ平和貢献非暴力

洋

彦

茶漬さらりと白子干載せ

智賢

和

丁

仙

山間の湯のほのぼのとして
花笑みの老樹の下に酒酌まん
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大高
谷橋

商
野

並
木

歌

八東京・ド町連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃風に吹かれて﹄

初蝶や風に吹かれて街に来る

原一面にラッパ水仙

卒業の赤いリボンを胸元に

心弾みて目指す故郷

どこまでも真直ぐな道月照らす

ナォ菜種梅雨打つ高層の窓洗う
湿布重ねてワインがぶ飲み

流れる雲に鶴渡り来る

神の技秘めしテナーに手を合せ
チャイムの音にテレビ横目で
せかせかと本家の婿は蓮根掘り

今も尚山本安英なつかしみ

伊藤哲子捌

伊藤哲子

高高森高

︵於・そばの里﹁みつまさ﹂︶

平成十六年四〃二十一Ⅱ起首
平成十六年五月二十三日淌尾

乗込鯛の湾は大漁

老い同士幼な同士の花の山

店先一杯置かる骨董

浅草は東洋劇場ＳＫＤ

飼主しのぐ犬のファッション

もどき

アゥ菊人形ョン様擬急に殖え

誰が見しか狼煙の尖に小望月
なんきん売りは城下市場に

砂漠に消えし古代文明

なんとなくホームページで墓探し

打切棒に愛の告白

泉浩一
大谷眞智子

伊藤藪彦
黒川洋

藪彦

小野誠一郎

ゥ秋袷揃いの姉妹連れ立ちて

美術出展案内ポストに

親に内緒でライブハウスヘ
ヶンネルの青年獣医横にいる

眞智子

哲子

〃

﹁やあ先日は﹂﹁逢いたかったの﹂

浩一
洋

食卓にカルチエウォッチ置きしまま

駅前留学パスポートなし

眞智子

眞智子

哲子

附川敬之助

眞智子

薮彦

祖父祖母は月仰ぎつつ士用灸

裸祭のうねり遠のく

ロボットも愛知万博愛地球
べっこう飴で癒す乾きを

花の舞哲学堂の夕映えに
春をささやく川の笹舟

1 11

誠和

浩哲藪和

浩

誠和

哲藪
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照英

野橋山

子彦洋師子賢一賢一子彦子洋師子賢子子

凡

四宮会︵猫蓑会︶ｌその一Ｖ

文泉了

八東京

靖

桃径庵和子宗匠忌日興行

鈴木了斎捌

橘

仙軍化卯木一

賑やかがお好きでしたね花卯木

針目こまかに継ぎし掛香
青磁Ⅲビーンズあまた盛られゐて

幼き指に和音奏づる

月影の港出船を窓越しに
ななめななめのかりがねの列

ゥ美術展抽象画室閑散と
警備の機密語らずにおく
うっかりとドレスの裾を踏んでをり

芯まで蕩けさせる一瞥

故郷へ帰りたさうな女神像
びんちやう

今日凧の吹いた猿山

賓長をうまく捌いて仰ぐ月

通信講座また資格取る

本棚に銘酒とワイン古書洋書
西班牙へ行きたしと思へど

花浴びて俄役者の伊達姿

しゃぼん玉吹く爺のうるみ目

あんざいしょ

︵於・桃從庵︶

凡斎靖泉凡〃文凡文靖泉凡泉斎靖泉文靖

シミ﹄我

ナォ男雛女雛相離りつつ流れゆき

濃きコーヒーを行在所跡

どこにでもネットビジネス根を伸ばし

遠く噺くまぼろしの馬

弦二本張ればたましひ響く如

櫻ってほしい青葉闇から
美女団の侍る将軍様の避暑

回文めいて果つるささめき
禅門へすべての道は通じをり

蒟蒻づくし家中息災

恥亭の月も聞けよと跳ね太鼓

トスさはやかにオリンピックヘ

こなから

ナゥ冬近き野に機関車の引く煙

土産の地酒二合半で酔ふ

縦縞にブルージーンズ色を抜き

パールブローチひそむ抽斗

日矢の射る末を落花のきらきらと

蝶に問はるる庵のすぎはひ

平成十六年五〃十六Ⅱ打尼
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子子斎
泉〃文靖凡泉斎文泉靖凡文〃子

背鈴
木木
水 1 '1
脇川

歌

式田恭子捌

良佐守あ恭

男佐輔や佐男輔や男佐恭男や輔子男や子
紀

八東京・四宮会ｌその一Ｖ

挑径庵和子宗匠忌日興行

歌仙﹃薔薇屋敷﹄
杉並のこんな小さな薔薇屋敷

雨があがればうっすらと虹
一輪車負けず嫌ひが懸命に
シュークリームは母の手作り

美術展ざっと観終り語らひて

思ひがけなく端正の月

ワ楽しみはジパング倶楽部カシオペア

ねえねえばかり何が欲しいの

恋人の宣言をしてほっとする
ぴたりはまりし整体のつぼ
白っぽい上衣着せられ猿の芸
パズルゲームもオンラインから

寒月の寺に警策ひびきをり
雪海苔少し膳に添へられ
おほかたは売れ残ってる写真集

下町ブームで継ぎし草履舗
花筵寝ころぶ横にクレーン車

選挙演説春の夕暮

ナォ鶏合幼馴染みをにらみつけ

生命線が何故か短い

広辞苑聖書と重ね枕頭に

西に東に残す城郭

豆菓子をきりなく食べる祖父なりき

オンザロックは氷柱砕いて

ホヵロンの急なききめに驚けば
あんた知ってる背のほくろを

裏表をんな変幻また自在
最後の牌でつもる親満

十三夜つるはし振るふ峠道

雑木紅葉がひそやかに立ち

ナゥ自販機の奥の奥からきりぎりす

稗田阿礼に記憶術真似

ブランドの鉢巻をして英単語
中華街へは地下で乗り継ぎ

心意気千年の花今開く

六日首尾

長き尾を曵き昇りゆく凧

平成Ｉ六年五Ⅱ

︵於・桃径庵︶
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式
1 11
北間近 11】
付
藤林

輔恭男佐や男佐輔男や輔や男佐輔男〃や

八東京・川桝会その・二Ｖ

歌仙﹃年忘﹄
日高英

中林あや

Ｈ高英二

銀新巻がにらむ板壁
難波蚤時えこ

失ひしもの数へ合ふ年忘
廻船で買ひし古皿に値の付きて

近藤守男
間佐紀子
一一

や

佐

ナォ泥干潟ラインダンスの望潮

中風あがりに見えぬ真打
舌先と咽でら行を使ひ別け

積み切れいま︑清掃車出す

恋のはて表彰うける子沢山

片手づつする同じ手袋

あっちつち鯛焼の口きみの唇
おっとつとつと私はこっち

逆転のボディガードのフルハウス

鉄棒みれば大車輪する
中天を満月照らす無言館

発破こはがる鹿の一群れ

ナゥシャンピニオン帽子に入れて貰ひけり

隔世遺伝か礼厚き孫

曰くつき某氏所蔵の菩薩像

苔びっしりと池の石組

除隊後の身にゆくりなき花の雨

六年ｌ甚川１七Ⅱ前足

あたたかな日は廻り道して

平成

︵於・桃径唯︶
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転寝しつ猫顔剃らすなり
半開の窓に折々くもり月
マイクに拾ふ虫のさまざま
ゥ少女ふと小腰かがめて野菊つむ

例の垣根で例の指切り

男

一﹂

秘湯に凝って猿と混浴

や

留学で通訳のわざ磨き上げ
ビニールの袋大きい方がいい

︸﹂

や

男

靴もズボンも兄のお下がり

夕月の宿坊どこも徴くさく
麦酒きげんの寅さんの声

塊
︾﹂

一一

歴史認識ちがふ国々

や

鴉さへ反哺の孝をするといふ

摩天楼より花見する遠眼鏡
カイトの糸を長々と曳き

こや男こや男二や二男佐

や男や

や男

捌

八富山・樹氷連句会ｖ

歌仙﹃寒雷や﹄
いぬじま正一捌

寒雷や猫の金目のあらぬ方
店と奥とを分ける絵屏風
北野真知子

瀧澤尚子

いぬじま正一

評判のコロッケひとつ頬張って

キルトに凝って家事はなおざり

紺野愛

久我妙

'二』

ペィォフに戸惑い漏らす老夫婦

世界遺産は七百を越え

ナォゆらゆらと浮かぶ海市の白昼夢

■

ノ

紺野笙

ｲ丁

早発ちの首都高速に暁の星

風邪を気遣う携帯の文字
先生に淡い憧れひた隠す
青いレモンの苦味情しく

ひとところ合歓咲き誇る座禅堂

烏の仕草を真似る幼子
潮騒を酒の肴に月明かり
藁塚ずらり兵のごと立つ

正

残月は木の間隠れに遊歩道
稲穂の挿頭似合う里の子

正

真

ナゥ石たたき叩きまるめし石の数

図書館まではわずか一キロ

不況の波の回生を賭け

尚

尚

ゥ新涼の手つき器用にビリャード

真
正

尚

真

中向

正

吉云

正
叩同

吉云

秤雌什仕舛痙朋二十ユ叩雷︵文音︶

金太郎飴好きだった姉
満開の花に精霊見え隠れ
深山に遅き春のおとずれ

スクラップブックに残す泣き笑い

新球団の野望大きく

恋敵憎いあいつは左遷され
見え透く嘘に編されたふり
常識の壁に果敢に立ち向かい
それぞれ貌の違うシーサー
隠し湯にひとりの旅の雪と月

杳きょき日を偲ぶ牡蛎打
銘仙の小切れ継ぎはぎ袋物
尺と匁でついものを言う
願かけて御籔を結ぶ花の枝
指にくいこむ凧揚げの糸
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子正吉

尚真正尚真正妙笙愛修正真尚治子

メビ

修

八束爪・湘南吟社ｌその一Ｖ

百韻﹃神鈴﹄
初懐紙せん燦く彩雲

若者の孤独が詰まる背のバッグ

何にしようか銘酒手土産

樹医語る夢つぎつぎと飛花の中

塩分ひかえ田芹しゃっきり

今や好調金継ぎの技

一ォ軟東風に建前の幣揺らめきて
ムツゴロウ追う住み馴れし島

古々し隣の家はレンガ積み

脳の体操連句ぞっこん
風邪重く葛根湯と生姜湯

わが父は三期続けて議長職

秋山よう子

必ず解ける試験問題
藤井弘美

海外へ髭たくわえて逃亡す

夫婦善哉横丁の井戸

貴方まだ係長とは出遅れよ

補正三

蛙抑停雲子

今村苗

小林静司
ｔ雁実郎
和Ⅲ忠勝
和田洋子
横山わこ

小林静司︵前半︶捌
士屋実郎︵後半︶捌
るかたち
神鈴は申さの
象や今朝の春

もとめご

抜いた刃は何処へもどそか
繊月を見つけて吾子の得意顔
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高砂の謡に波はうららにて
はや白梅の咲き初めし庭

鍬紗捌きの点前美し

丸窓に胡蝶ひらひら過ぎるらん

無人販売路傍冷やか

良き月にひそかの願叶うべく
あずまあそび

東遊の求子の舞

ウサイレンを鳴らし猪狩警防団

抱きしめたきをそっと抑えて

再会のひとの襟足眩しみつ

アルハンブラに紅葉かつ散る

原崎弥生
坂川武彦
鈴水良治

一ゥ城壁に幾何学模様秋深し
瓦礫の下のこれぞ隠れ家
久良木垂忠

宿敵のブッシュを睨む気力失せ

故郷の山見るたびに思い出す

勝

高島幸子

ボディシャンプを買い足してくれ
こんがりと子豚の皮が焼きあがり

身丈に余る葦を分け行き
月映す小流渡る素足の児
視線そらさぬ鬼婆の息

一﹂

洋

ペットショップはビルの地下室

伏せをして待つ老犬の巨きこと

村

敦

化

苗こ勝治三う美こ雲憲司こ美彦う子1 rl洋弥勝こ郎苗

剰軽者の店主物真似
スケートをリードする手の優しげに

二人の行方東て月ぞ知る
雪原を走り抜けたるキタキッネ
ハッセルブラード重き手応え
やすらけくベートーベンの六番を

村の祭へ急ぐ娘等

全山が若葉の花に覆われて
押さえつつ行く白き夏帽

イラン派兵に賛否両論

三ゥ駒下駄をボンと蹴上げりや秋アカネ

煩悩は人の人たる所以にて
卒寿の祖母の紅を忘れず

小町が寺の堆き文

待つことのあるを嬉しき生甲斐に

叡山の峰にかかりし朧月
壬生菜肴に酌み交わす酒

バイトさぼったあとが大変

母校出るボートレースの応援に

新札は遅れています印刷中

桐一葉散る陽だまりのうち

ルーナ浴びればルーナチックに

よろず

花相撲萬の神を喜ばす

肩に優しき越南の風

ナォ涙して望郷絶句口ずさみ

ノーベル賞の卵いくつも

ナノテクで世界に誇る町工場

着膨れてふと行く末に思い馳せ
寒さと飢えでムショが恋しく

鶴の子大豆ふっくらと煮え

丹頂は一本足で池にたつ

碁敵を笑って迎え星月夜
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ォ御す騨馬手綱しだいの名馬なり

ピーターパンが散らす星屑
アイドルが替わり世紀も緒に付いて

宿題訊いて兄の拳骨

嫁姑欠伸の移る春の午後
お玉杓子の尾つぼ消えかけ
花粉症ティッシュペーパーたんと持ち

チャイナドレスを好むイケメン
豊かなる谷間によよとむせぴ泣き

てつぺんかけたかかけた二又
高々と水着干されるペンションに

新盆過ぎて遺産気になる
けもの道俺を呼んでる烏瓜

月の兎は粋な迷信

司幸勝洋三苗こ勝こ幸洋三苗司弥勝憲美苗郎洋弥幸

彦う憲勝幸うこ苗司弥三治雲郎彦治う憲美洋司弥苗

裏表やり出たる大学

く

ちょっと喫らない若煙草だよ
マラソンのトップ集団花野行く

げんのしょうこの殖えに殖えたり

ときめきを忘れし女興味なし
危な絵の束ゴミにつっこみ
ナゥ人間を見飽きし虎の大昼寝

画展に誘う白き日曜

平成十六年一月四Ⅱ首尾

︵於・七里ヶ浜玉寿司︶
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四君子の茶櫃にしまう萩茶碗
シャシとスカート三宅一生
春兆し交わす言葉に光りあり

苑の遣水ぬるむ音聴く

花浴びてドーム賑わう地球館

憲郎三治美幸洋司雲勝苗弥こ

八東京・湘南吟社ｌその二Ｖ

第十六回青時雨忌追善

歌仙﹃俳譜連歌﹄

ｌ︾よ︑７ｒ︾上唾？

橘中の師の法楽や棊と侶和

恵みあまねし清浄の月

暗証番号結婚記念日蛭海停雲子

ナォ乙烏の縦横斜め賀茂河原小張昭一
将棋の敵いつもにこやか坂田武彦
通販は必ず得と言いふくめ白井暎子

蓼食う虫が今やアバエク池川紅魚

馴れ初めは取引バンク窓口で尚津明生子

江戸煩いはＢが足りない杉浦ちゑ

双肌で御輿を煽ぐ大団扇今村苗

一食を抜いても酒は切らされず伊薩薮彦

小林静司
士屋実郎
藤沖弘美

健診結果やはり正夢横Ⅲ思案人

ひっそりと冬仕度するひとりにて

和久井八車

だから案山子は坐る間もなし川名将義
ナゥ運動会親子気合の綱を引く成川玲子

木の葉木莵やら青葉木莵やら

ゥ百韻の古式式目調くさせ

愛染明王絶えぬ香煙

謡曲を口遊み行く東てし月

座配坂川武彦

執筆松聰粁忠勝〃横川わこ

脇宗匠抱虚唯実郎香北和川洋子
知刺小林しげと配硯和久川八砿

宗匠松祷粁静刑花剛原崎弥生

平成十六年六Ⅱ六日首尾
︵於・淺草伝法院大書院︶

八重山遠くかすむ夕暮執筆

広告自粛暴利金融村井昭三

高級車長いローンがやっと了え小野シズ

原子力発電所閉じ二日月川野蓼艸

陶淵明の額を害斎に宮下太郎

秋山よう子

横山わこ
和田忠勝
和田洋子
鈴木良治

願い叶いて庭付きの家

源氏の恋をひとつずつ追う

蚊遣焚く子等の昼寝ののびのびと

孫の彼スキンヘッドにピアスして

御仏の甘露の法雨花明り宗匠

落合博一

小林しげと

村上敦子

久良木害心

竹崎梨野

藤沼和ヱ

柴田寿賀
原崎弥生
高島幸子

殖えすぎて出る鹿狩の許可

完売となりし発禁週刊誌

ブッシュとケリーテレビ合戦
ないものは出せるわけなし手品でも

無茶を言うなと幽霊の足
膓たけし竹馬の友の花の袖

洛中尽し泰平の春
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八桑名；Ⅱ魚連句会ｖ

歌仙﹃初伊吹﹂

鍵盤走る白き指先

ナォ澪標ゆるゆる下る蜆舟
古りし篇真に懐しき家
弱虫で泣き虫なりし妹よ

目の下の黒子に運勢占ひて

岡本耕史捌

蓑助の人形に酔ふ近松忌

西田青沙
間本耕史
佐藤清江

忘れじの女あり時は果つるとも

師走賑はふ難波界隈

加藤よしみ

暹月に所在なき身をかこちつつ

平成十七年一Ⅱ十六Ⅱ尚
平成十七年二Ⅱ十三Ⅱ尾

よしみ

青沙
耕史

よしみ

恵女
清江
青沙

渭江
惠女
青沙
清江
耕史
青沙

よしみ

耕史
恵女
耕史
青沙

︵於・桑潴巾巾民公航︶

粗忽長屋の珍な野遊

むきあふて師弟の句碑は花の下

ナゥ尺八を吹く面となる秋日和
母乳で育つわらしすこやか
吉凶は時の流れとともにあり
入れ替る世の予兆見えたる

いと爽やかに軽杉の老

鵯鵡の機嫌悪き一日

窓硝子越し純愛のキス

机上に飾る椿一輪

大森恵女
市川雄二

雪嶺となりて時つ初伊吹
淑気ただよふ輪中集落
望楼にほのとかかりし朧月
淡きひかりの洩るる天窓

田樂に菜飯しきたりどほりにて

ゥ大津波記事いたましく悼捧げ

伝言板に恋ひし人の名

友達のままで別れし君と僕

地球温暖耐へ難き夏

夕涼みハモニカの音流る路地

情江
恵女
耕史

よしみ

雄二

よしみ

情江
雄二
青沙
恵女
耕史
清江

三島由紀夫の耽美慕はし
杉山の稜線照らし月わたる
連れ寄り合ひて濁酒酌む
瓢の実を吹けば妙なる風の音
ミッションスクール泗落た制服

故郷は花の思ひ出友の顔
日永の道を万歩歩まん
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八四日市︑泗楽連句会ｖ

歌仙﹃溝萩や﹄
溝萩や小昼愉しき草の上
律儀に架ける母の稲束

松平菩提子捌

ナ舅御の滅法好きな峰子の飯

講釈付で貰ふ旅苞

みちのくにこれはと思ふ筆のあと

一度の怪我で懲りぬ生利き
世間見ず五月の鯉の高つ張り

三十後家に多き取り巻き

鉄骨伸びる雲の峰まで

いぶせきは愛想尽かしを取り違へ

乗り出せば磯の香ほのと月見船

食通といふ半可通にて

敵ながら惚れぼれとする身のこなし

松平菩提子

西田青沙
岡田重義
伊藤千秋
沙

笛を構へて湿す歌口

秋

こちらを向いた次の台風

宿六の上から見えぬ人どころ

秋

義

チ

沙

万博のテーマソングはかるやかに

行ったつもりで旅行案内

寒月下貴種流離せし迷ひ猫

笠ロ

納々と花守語る木の由来
春の夕べを我物となし

晶

︵於・四日市市文化会館︶

平成十六年八月十七日起首
平成十六年十Ⅱ十九日満尾
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月の出のほのめきさへも興ならん

鰐の料理の包丁の冴え

ナゥお湿りを待つ島もある秋日照り

友あり遠方より来たる冷し酒

ワ腰窓の江市屋格子縁起棚

義

駒木根マチ

昔も今も裾被きにて

沙

君に上げたい僕の半分

炬燵の中に誰の足なる

秋

笠口

親子で畷るチキンラーメン

おいちよかぶ何時か加はる付喪神

義

笠口

引くに引かれぬもののふの道

時間通りに美味い豆腐屋
回診の院長を追ふ医学生

花の雲明けゆく峰に白々と

町の大凧浜へ出揃ふ

奥
111

菩秋沙晶チ沙チ晶秋沙秋子秋チ沙菩秋沙

八三重︑城連句会ｖ

半歌仙﹃春着﹄
瀬野喜代捌

瀬野壹ロ

︵於・沸叩央公雌節︶

−197

後藤秋

Iも尚′

家々を訪ふ万歳のこゑ

'． ｜‐
六/,:
I I II

明るさの近づいて来る春着かな

二一

川Ⅱ壬

jl )l

巾Ⅲ泰

ノ、ノ、

東奉不

年年

名物茶椀祇紗むらさき

湯浅一里

､F12
成成
十￨‐

上り坂電気自動車草萠えて
手を振ってゆく遠足の列
月おぼろ母子でつくる桜餅

伽羅の薫りに心奪はれ

酒泪と由緒を述べる講釈師
越前くらげはふはふはふはと

夢うつつ二人の旅は無重力
夏まつり大漁旗を押し立てて
烏のねぐら木のシルエット
湯けむりに月見え隠れ露天風呂

優しき風に揺るるふらここ

1−
r一

虫の伴奏宴もたけなわ
猪罠の作り方説く里の長
テロ撲滅に妙薬はなし
賜りし天寿全う花愛でむ

代左好千都好緒左干都代好〃緒左都代千

八名占屋・尋牛会ｖ

福岡名物物名

半歌仙﹃大望を﹄
上島登志彦捌

大望を梅美しく迎えけり︵つくし︶繁原敏女
香りゆかしい今日もまた東風︵かしい︶上島登志彦
やよい濃くライブ追っかけ虫起きて︵こくら︶西脇智子

着信音がダブる退社時︵おんが︶伊膝実和
グルニェに月一筋の築五年︵ちくご︶立打洋一

ひやかす屋台当たり新蕎麦︵かすや︶女
ゥせつせつせフリルの揺れる後の雛︵せふり︶︺扇美帆

猫戯れやめて向き直る盤︵やめ︶彦
老いらくのめくるめく恋封印し︵くるめ︶子
往生際に親のかみなり︵うきは︶伊藤益臣

雨燕おしゃべり尽きぬ土手八丁︵やく︶彦

痩身成功寝酒少々︵せいこ︶女

寒月にアリア険しきかの国へ︵ありあけ︶子

掛金未納東てる閣僚︵みのう︶彦

お目もじはご当地きよしの表紙です︵もじ︶子

浅鯏ぶ然と桶でつぶやく︵ぶぜん︶女
押す方も中ほどまでの花の橋︵すおう︶彦
ちと待たんかいツキの逃げ水︵たんかい︶久田結花

︵於

平成十六年二月七Ⅱ筒
平成十六年四川三Ⅲ足

愛知芸術文化センター︶
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奴民男路民奴路男奴民男路民奴路男

八調布・深大寺連句会ｌその一Ｖ

夢杏子未
知

名和未知男捌

酒東中名
井
島
fl l

沓冠﹃白樺の風﹄

ゆったり泳ぐ源五郎鮒

ゆ行く夏の風白樺の風となる

逃げ道迷ふどぢな盗つと

く首かしげ考へてゐる振りをして
ななかなかに返事の来ない月の宴
桐一葉落ちああエトランゼ

つ強き者アテネに集ひ秋暑し
衣ずれの音耳に軽ろやか

またも収賄まろぶ大物

の熨斗つけてこんな女は呉れてやる

か燗酒に月の歪みて足もつれ

都踊りに夢のたまゆら

寒夜の辻にすするかけ蕎麦
ぜ﹁贄沢は敵﹂なりし頃懐かしく
すべてを捨てて入滅の釈迦
ししめやかに花の降りしく雨の堀

岼雌叶誌岼杜仙恒峨川噸︵文音︶
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なる
と
ぜ
か
の
ば
か
ら

八調布・深大寺連句会ｌその二Ｖ

名和未知男捌

奴男坊矢男奴矢坊奴男坊矢男奴矢坊奴男

流端杏未
知

歌仙﹃銀杏﹄

名残の月の照らすリビング

和
木縣

ォ銀杏を拾ふも剥くも男役
同級会は出ぬことに決め

夕べは自炊昼はほか弁

ナォ夏近し家にごろりと書に耽る

この孫たちの育つ世紀は

テロの火は未だ激しく遠近に

扇持つ手の白くたをやか

この頃は夫唱婦随は廃れ気味

屋上に出て月見楽しむ

巧妙な罠とは知れど悩ましく
デュアルライフを貧りし罪
六本木ヒルズ不況はどこの国

何はともあれ新酒一献

鮭提げて竹馬の友の訪ひし

売出しの日の賑はひいづこ

ナゥ秋深し別荘の村人気なく

慈母観音の笑みたまふかに

衣食足り礼節欠くる世にありぬ

春は名のみのけふの薄氷

イラクをよそにポトマック花の咲き

ｗ鰄什極獅十一一ｍ一冊蹄︵文音︶
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虫の音の日ごとか細くなりゆきて

焚火に投ず古き文など

伸びて来し庭木の手入れ思ひたち

ゥ雲ひとつなけれど寒し日曜日
寮にこもりてワイン飲む子ら

明かせぬ彼は十も年下

気がかりは生理暹れてゐたること

携帯でメール打つ指めまぐるし

晴の続きて葺良い色

やさしき教授つひに立腹
賑やかな祭ばやしの空に月

調子外れの鼻唄も出る

ビタミンを豊かに摂りてオールＡ

保育園児の揺れるブランコ

花蔭に正午を告ぐる時の鐘

村山東名

矢坊奴男坊矢男奴矢坊奴男坊矢男奴矢坊

八調布・深大寺連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃畑のもの一

ナォ万物の生き生きとして春愉し
同窓会はマキシム・ド・パリ

歌姫はロートレックの思ひ入

金はないけど愛は溢れて

空港の別れ悲しく手を振りぬ
川崎明美
中西道枝

帰らじと扉に彫りて後の月

冬将軍の荒れる高原

衆議判

名和未知男

木の間がくれに紅葉舟ゆれ

レッドカードのチームリーダー

昼餉のあとの草餅の味
垪川妙子
細脇壺春
輪湖俊子

ナゥたそがれの煙ひとすぢ秋収め

にぎやかに田舎芝居の幟たつ

男

新聞取りに冴え返る朝

贄沢はベッドサィドのカプチーノ

ピエタの像に会ひにゆく旅

古き着物で作る裂織

妙

土したし親しと踏めり花の屑

シーソーに鳩がふたり夕月夜

鰭酒を六杯飲んで夢心地

若鮎のはねる水面に風ありて

枝

才畑のもの積出し終へて山笑ふ

ひっそりと置く鈴虫の篭

酒井夢民

枕に残る踊り子の紅

春
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団地の中の映画記念碑

ゥさきがけて東大法科銀杏散る
揃ひの服のボランティアたち

この次は南の島に招いてね

枝

美

名を秘して密かにくぐる酒家の門

主と語る父母のこと

民

男

平成十六年二月九日首

岬成十六年四川十二Ⅱ尾

︵於・調布たづくり︶

都踊りの町の華やぎ

月涼し天までつづく千枚田
ぽんぽん烏の寝惚けたる声

仲上聖野

読みふける気色の悪いミステリー

行脚のごとく寺々を訪ふ

妙

春

花かげにぼんぼり連ね池の端

小雨降るなか掬ふ白魚

俊野男枝美俊野男民枝美春妙野男民枝美

八調布・深大寺連句会Ｉその四Ｖ

歌仙﹃荒魂や﹄

寮歌唄ひし青春の日々

ナォ友人の計報に接す菜種梅雨

馬鈴薯の花の咲きたる屋敷裏
幽霊出るとうはさひそひそ

蚊柱写すピントむつかし

クリムトの妖しく悲し美の世界

荒井美三雄

奥山晃希捌

滑川美智子

ロシヤ語の手記に挿絵の銀杏髪

荒魂や神田明神大神輿
柳川鍋のにほふ町中
奥山晃希
牧野正弘

地獄へは共に落ちなむ不義の恋
雄
弘

秤雌什誌癖

山一に珂叩菌︵文音︶

城吐の丘に茶摘唄聞く

青い目の猿回しゐる花の宴

今が幸せそれが口癖

新煙草伸し集ふ一族

望郷のはるかなる海雁わたる

砂漠に上がる赤き満月

ネヴァ河をゆく逢引の舟

生垣越しに声かける人

希

オリンピックに日本復活

ナゥ激動の昭和も遠く去りゆきて

久々に囲碁の教本取り出して
十五夜の山荘に来てクラス会
蜂の子とりて威張るおぢさん
ゥ村芝居稽古のあとのコップ酒
シェフを目指してパリへ遊学

子

雄

弘

希
子
雄
弘
希
子

雄
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子

ドライブウェイの白きモーテル

暗き森関西弁の娼婦でる

携帯のモデル変はると買ひ換へる

湖畔の宿は今や廃業

税金を食ひ物にする族議員
木枯らしに吹き飛びさうな三日月

本家の納屋は寒味噌の香
街並の古さがいきて観光地

寄付を集める平和団体
遠巻きの放屈合戦花の下
親ばなれして駆ける若駒

弘希子雄希弘雄子弘希子雄希弘雄子弘希

八東京・粋酔連句会ｌその一ｖ

歌仙﹃阿蘇﹄
久住から阿蘇へ波打つ薄原

蜻蛉背中に横たはる牛

奥山晃希捌

力

牧野正弘
谷西力
奥山晃希
鴻巣浩子

ナォ蜜蜂と転々として古稀となり

朝の紅茶はミルクたっぷり
廃品の回収呼ばふスピーカー

脳梗塞のリハビリの日々
屋上のミニ庭園の毎摘み
お化け屋敷の派手な看板

闇に浮くライトアップのテレビ塔

子供できたと急に告げられ

弘

水没の村に変はらぬ円き月
茸尽しのもてなしを受く

王国と王妃を奮ふ王殺し
森の奥より出づる妖精
浩

夕月夜ピアノソナタの聞こえきて

セピア色した写真集見る
涼風頬にパイプくゆらす
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鄙びたる温泉にきてもう五日
ゥ夏帽のリボン取りかヘショッピング

家計はいつも赤字すれすれ

ナゥ繕ひの母を手伝ふ冬支度

ケセラセララテン気質が身について

希
弘

ぱったり出合ふゼミの先輩
三四郎池のほとりのプロポーズ

タンゴを踊る九十の婆

力
希

呼雌什誌秤卜乱皿一卜姑則剛︵文音︶

店主自慢の草餅の味

いつの日か長き眠りを花のもと
力

浩

鴉だまされ椎を出られず

人形が人間となる物語
捕鯨船上満月を見る

浩

力

弘

弘

希

寄せ鍋をつつき社長と交はす酒

本屋をのぞき散髪をして

ゴジラ松井の夢はふくらむ
ふるさとの人を気造ふ大地震

追分の石仏濡らす花の雨
金賞とりし菊根分する

浩希力弘希浩弘力浩希力弘希浩弘力浩希

八東京・粋酔連句会ｌその二Ｖ

﹃撞木綱﹄

上る石段たわわなる柿

骨董市に時を忘れる

吉成正夫捌

ナォひじき煮て母の味付け思ひ出す

少し息つく地方財政

古希過ぎてなほ髪のふさふさ
フリーター雇ひ夢売る宝くじ

友にもらひしひどい夏風邪

炎天の被災者思ひ数珠を繰る
荒井美三雄

吉成正夫

客先で会ふそれだけの縁

ひらひらとどのＵＦＯもサイケ調

砂山に潮引き寄せて月赤く

愛に溺れて芸を深める

道ならぬ道と知りつつ夜の宿

滑川美智子

小林公直
雄
夫

色紙手に座す猿の腰掛

藁葺き十戸風童る里

智

直

色塗り込めしパンドラの箱

少女はにかむはじめての紅

夫

ゥ半纏の紋さまざまに夏祭

雄

吟遊詩人弦を弾く

智

直

夫

平成十六年Ｉ二月一

平成十六年九Ⅱ

畳二畳に仕上がりし凧

養花天遠くに見ゆる観覧車

仲間呼ばはる烏騒がし

百円ショップわが町にくる

直

智

眼差しの一つ一つが新鮮に

碁会所出れば望の月冴ゆ
一押しはブルガリア産ヨーグルト

夫

IIH

雄

元気のもとは朝の体操

雄

1fh.

熊見張る消防団はくじ引きで

手相見混じる春灯の列

十

ベランダの青いバケツに鳩憩ふ

うなされてがぱっと起きる五つ刻

ナゥ念願の仕事に就きてこ科展へ

あちこちに沖移り行く釣の船

月影の差し込む部屋に茶を点てて

打って見よ撞木綱もつ鬼やんま

仙

青淵にサインコサイン花の舞

五八
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歌

一ヘ

文

一一

ユロL

'三1

直智雄夫智直夫雄直智雄夫智直夫雄直智

八松山・清流連句会ｖ

歌仙﹃母
フ'

石丸静月捌

石丸静月

ナォ誰彼と話弾める農具市
キム書記長の真意諮れず

美味いぞなもし伊予の蜜柑は

ボランティア足萎の子に付き添ふて

豪勢な今年最後の雪祭
民営化など賛否両論

かじるだけ蠕を鳴りて嫁ぎゆき

永井政子

生めよ増せの村の政策

書きかけの原稿用紙そのま蘭に

石丸信子

故郷めざし雁の列

成能々夕章口

無心に子等は馳け廻りたる
月皎と遥けき天守照らすらむ

か

月

ナゥ草庵の竹の秋する頃となり

か

か

政

生きてるだけで丸儲けなの

月

平成十七年三川・一

平成十七年二Ⅱ二

三Ⅱ尼

三Ⅱ灯

闇を点して薪能舞ふ

二分乗るリフトの膝に花吹雪

子規漱石の遺徳偲べる

何時までも米寿の恩師に導かれ

金に困らぬ得な性分

かりがね

枝豆は月に育ちて重たげに

ついに一尾となりしグッピー

海賊が噂さ通りに襲ひ来て

ガードレールに沿ふて虫鳴く

政

中野かずえ

ゥ秋遍路いたはり合ひつ二人連れ

多
月
同

信

株式の死角で稼ぐラィブドァ
ネットで探す安きチケット
ぽっかりと津波の後の夏の月

多

師の句碑を囲みて花に酌み交へる

政

民宿の魚料理を堪能し

避暑なんども戻る賑はひ

停年のなき医師は親切

焼け木杭に移る恋の炎

冬鳥の声美しや母祀る
陽に蝿ひて匂ふ新雪

0

白髪のちらちら見ゆる老紳士

ー

気球浮かびしのどかなる里

薩

十

原

︵於・滴流唯︶
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祀

多十か同十多か月同信多重か政月か月多

式田恭子捌

十

恭五壯寛五睦喬恭寛壯睦子子清寛寛諏治

摘寵並ぶ広き平土間

ナォ寝転びて雲雀と共に天に舞ひ

中庸床し莫逆の友

右左酒のありかを探しつつ

真平御免甚平のまま

卓上にギヤマンの皿熱帯魚

康

紫

︵於

新公庫ビル談甜室︶

手を繋ぐ子の春の祝歌

舞ふ程に花びら肩に散りかかり

朝な夕なに我身殿へん

茜雲生者必衰会者定離

寺の莞を画くボヘミアン

ナゥ蟷螂の鎌に脅され田舎道

旅のまにまに紅葉求めて

居待月モーゼルワインで頬赤く

何時迄もあの人の面忘れかね

町
野

八東京・浅春連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃野分待ち﹄

野分待ち窓閉めきりて聴くバッハ

村道走る子供等の声

君のほくるの数を耳打
不覚にも涙流るる笛の声
ゆっくり回る大観覧車

薄
井

平成十六年十〃十五Ⅱ首
平成十六年十二Ⅱ卜Ⅱ尼
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一壯睦
五恭喬

千切れ雲飛ぶ真夜中の月
秋色の港出て行く舟ありて

瓶の中には長い蟻の巣

ちよぴ髭の校長使ふ大団扇
一度の出会ずっと育くみ

ゥ生甲斐は何と猫にも問ひかける

夢も移らふ閨の残火

この恋が浅問の山を焦しつつ

銀座の月は冬も暖か

熱燗を大きカップで飲干せば

枝葉つみつつ松の盆栽

耳鳴りを聞き続けたり半世紀

さもあらばあれサマーワのこと

政敵を蹴とばし進む獅子総理
絵手紙に故郷の花をちりばめて

海市の揺れる島巡り行く

槍式大谷菊儀中
森 H1 塚敬地我野

喬恭康一紫寛壯睦五喬恭夫一乃寛壯睦喬

八東京・浅春連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃春霞﹄
式田恭子捌

登りて見ればシャガールの青

ナォ伊勢参り旅の仕度もないままに

地上には苦しみ多く人荒るる
﹁心字の池﹂に土鳩群がり

踏む初雪に勇む若者

大望を胸に抱きて半世紀

荒濤のとどろき渡る冬の宿
しっかりしてと年上の妻

山裾のぐんと広ごる春霞
桧森五十子

愛の糸吐いて絡めて了ひたし

町野紫乃
式川恭子
谷敷寛

止まるところを探す初蝶

雛の客桃の香りの漂ひて
鏡に映すよそ行きの顔

中野睦治

寛

カクテル二つオーダーをして

髪白く浦島太郎舟に乘り

ピョンヤン

年金逃れ平壌へ発つ

ナゥ独居の机上に佗し捨団扇

明日の樂しみ観菊の会

十三夜草原の山羊照らし居り

ふっと消えゆく幻の影

満目に人さまざまの想ひ籠め
さんま焼きやき吃るざれ唄

恭

五

十九日首

︵於

卜日尾

新公庫ビル縦茄室︶

花の山辿れば遠く寺の鐘
鈍行列車弥生野を行く

平成十六年三月

平成Ｉ六年五月一
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儀我壯一郎

ゥ美術展モノクロで画く街の景

帽子飛ばして拾ふ恋あり
何やかや心碑きしこの逢瀬

睦

紫

ふはふはとした三毛猫を抱く

五

壯

紫

薄井康夫

アルジャジーラアラビア文字の速送り

トンボ返りも得意見せ業

浴衣姿もあちらこちらに

寛

風誘ふ篁わたる夏の風

新色のルージュをすっとひいてみる

康
睦

百面相で孫を笑はせ

かはず

後に残りし蛙一匹

乾杯を重ねて愛でる花の宴

五壯紫恭睦康寛五壯紫恭睦康寛五壯紫恭

八仙台せんだい座ｖ

歌仙﹃雪の広瀬川一
萱場健之捌

ナォあら何ともなや昨日は万愚節

御身大事に据える陰膳

墨色冴え陽関出づる人二人

泡立ちコーヒー冷めてしまひぬ

木枯しがピープー吹いて冬の窓

旅寝の空に浮かぶ白雲
月の雫銀河鉄道道なかば
敬老の日の甘き酒酌む

梅田川にも鴨渡りくる

伊喋鈍
有駕稲女
中島房子
佐藤無風
伊薩南三
佐蔭阿房
若生芥子

一日駅長挙手きっぱりと

ナゥ竹筒に秋の七草挿してあり

これはこれはとばかり雪の広瀬川

刈田を渡る心地よき風
ゥ秋袷すれ違ひたる姉妹

房

稲

夕まぐれ遊ぶ幼なの頬染めて
祖母の炊くのは五穀米とか
月の客一人はとうに寝てしまひ

恋心死ぬまで消えぬと遊び人

気になる人はあのビルの中

今朝もまた少年野球の球ひろひ

胸の高鳴り傘にかくして

逆光の景にゐぐねのたたずまひ
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さむしさむしと渡る大橋

上着脱ぐ彼の腕のたくましさ

芥

介護事業の運営好転

三里はとどく菩提寺の鐘

エ四ハ
ル日I I
パ尼尚．

鉦恥

雌j1)ll.

琴の糸しめ春の海弾く

1

1

花咲けば古きを語るあれいもと

十二

房

芥

六五

チャリティに有名人の集ひをり

呂腰滝

年年
￨・

円仁さんに深く帰依して
藍染の色のよく映え月涼し
祇園祭のはやし聴こえる

平平
成成
十十

迷ひ子を探しあてたる笑顔あり
ひょんな出合ひで旅の道づれ

ク

高遠は山深き町花の町

抽斗のなかに春のブラウス

稲鈍房南

イlll

ユヘ

セ

ナ

ミ

室

一

鈍阿房南滝芥南滝稲阿房鈍房鈍南滝房芥

八東京・草門会ｖ

百韻﹃僕は未来に﹄

山地春眠子

川野蓼艸
村松定史
高岡粗濫
篠原詠美
坂根慶子
小池舞
穴沢とこ
越川和子

川野蓼艸捌

昇給の日は酸漿を買ひ

梅雨明けの大玻璃に鮫迫るかな

ゥ疾くと来よ踊櫓を組み立てに

慶子

大橋俊彦

手作りパンはいつも歪だ
月明り湖底の村の浮き上る

ででむしの名付親をぱ引き受けて
書き込みひとつ祖父のテキスト
セロ弾きは午後の紅茶を楽しむか

涼しきシャシに雲波の柄

金網越しに結ぶ指切

和子
定史
慶子
和子
粗濫
詠美

春眠子

香水と毒薬持って嫁ぎ行き

理屈屋にして黒子雀斑

表札を勘亭流でオーダーし
連絡通路黄泉へつながる
遺伝子を組み替ヘノッペラボーとなる

ハードディスクに埋まる本能

どこからとなく雪の舞ひくる

冬の月海割るモーゼの背を見たり

ヴォリュームあげてシューベルト聴く

パスネット京王小田急都営地下

銀行に刺客の来たる花の昼

ロールシャッハの蝶が飛び出す
一一ォすらすらと描いて見せぬ染卵

風船売りが宙に浮かべり

とこ
俊彦
俊彦
慶子

四シ谷龍

俊彦
定史

舞

龍

詠美

ほ︲ず︑

詞旬で入る迷彩の闇

コンコンと今日も枢を作る音

ポップアップのエロウェブサイト

舞

慶子

足首のくびれ具合が自慢なの

行き交ふ人の皆無表情

君ならば機内持込できるかも

粗濫

″

禽舎獣舎を抜けて酒房へ

ククルククー賢者の如く鳩語る

詠美

舞

慶子

舞

春眠子

薬箱には風神のゐる

かね

矩勾配を登る蟷螂

名月を大盃で呑みほして

掻くべからざる菫麻疹出でにけり

粗濫
定史
定史
和子

アルバトロスに託す絵手紙

一一ゥ笑茸食べられるのと子に聞かれ

胸元のラピスラズリがそそのかす

愛の涙は拭はぬがよい

デカメロンそれは大きいメロンです
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夏目漱石冑弱衰弱
蓼詠俊慶
定

信念を冷凍にして保存する
ピアノを弾いた音も立てずに

板戸絵は剥落の果春の月
梅花は続く道成寺まで
潮干狩言ひにくいもの掘り出して

セメダインにて嘘をつくるふ
しづしづと花火のひらく草の門

掴みに行かう虹の根っこを

くちなは

：ゥ冬眠の蛇のごと妻のゐて

父の乳吸へ暮は早いぞ

あ魁げにも銭勘定の恋なりき
天井桟敷に蜘蛛の巣の張る
運命は逆らふ者を曵いて行く

職業病の記憶喪失

味噌樽の中でぶつぶつ独り言

蓼艸

日商玲
粉川蕩人

西川なほ
村田実早
葛城真史
工藤繭

定史

玲

粗濫

神山みち

方違へなりや月下のハイウェイ

篁に風叢に虫

浅葱の幕の落ちて肌寒

舞

不条理の兎ころげる木の根っこ

パブロ・ピカソがぎろり目を剥き

春眠子

俊彦
慶子

花吹雪負ひ逆光を抜けて行く

レガッタ応援飛行船より

和子
定史
みち
真史

″

玲

和子
定史

ナォやうやくに田鼠鶉と化す頃ほひ

すとんと眠る本も閉ぢずに

包丁と俎干して群集裡

けどろも

遊行の声の地の底に満ち
姿にひしと包まれ家を出る

火事場に残るプラチナリング

ポストが嫌と受け取らないの

ロ中にチョコと愛とが溶け合ひて

白亜紀の鬼を琉珀に封じ込め
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一：ォ﹁かげろふの日記遺文﹂あり虫干しす

壊れミシンと狂ひコンパス
ほこら

尋ね来よ龍棲む祠尋ね来よ
女神の衣ダリの手が剥ぐ
逢ふために重い鎖を切ってゐる

不埒な風が呼んでゐるから
高跳びのバーは５センチ上げられて

土管に
籠り哲学をする
とんす

大寺の東司の修理間に合はず

美彦子
子史
子彦濫

血の汚れたる牡牛一頭

陪審員に選ばれて泣き秋刀魚焼く
案山子よそこに立ってゐなさい
漕ぎ出でてひとり占めする佐渡の月

霧をまとひてテロリストたち

｜￨民
龍
龍
美濫子濫
史
リ''l'美彦子

詠粗春粗

舞

詠俊慶

龍

和定

龍

慶俊粗

龍

かぶしま

実験室の今は
がらんと
ごめ

夏月めがけ宇宙葬せよ

蕪島に上がりて海猫に睨まるる

叩きそこねて曲る古釘

背にぶらりぶらり質札燕尾服

白菜の白ざっくりと割り

ナゥ初暦私は今日は躁である
ムーアの彫刻ごろり寝てゐる

キャラメルの色した夢を見たと言ふ

上り枢に佐保姫の立ち

ワイン蔵盗み飲みする修道士

雲雀は空へ僕は未来へ

百の句に燦と万朶の花明り

春眠子

なほ
蕩人
実早
慶子
舞

粗濫
なほ
定史
慶子
俊彦
粗濫
真史

︵於・東欣文化公館︶

岼雌廿誌梓吐朋一︐七叩一の両日で淌尾

21 1

八寄居・埣啄会ｌその一Ｖ

歌仙﹃炎昼﹄

ナォ一斉に春蝉鳴いて藷上がる

遍路の鈴の前に後ろに

峡に住み暴徒の商と言われても

旧家の棚の古文書の塵

光琳の絵画の秘密またひとつ

笠

石川光男
眞下草笠

手のひらをするりと抜けし恋と金

情念込めて交わす目配せ

書の友がなさぬ仲とは知らざりし

石川光男捌

汗を拭き拭きほどく桑束

杉野辨一郎

隙間の風に首をすくめる

蔵並の町時はゆるりと

炎昼や引っ詰め髪の清らなる
潮の香も山の香もして句座ならん

列なして月の砂漠を行く賂駝

薄暗がりに集く虫の音
柏原知子
町田節子

ナゥ鰯雲海無し県にびっしりと

雛を撫でノ︑飾る雛段
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幼な子に月の兎の物語
大屋根越しに木の実落ち来る

五輪に夢中夜の明ける迄

遺跡際立つ秋の楼蘭
柏原和宏

補聴器の電池切れしを気付かずに

ゥ死ぬ真似の得意な虫に戯れる猫

酒しみた︑と鉈豆の味

知

揺即

足音を聞き分けながら紅を引く

市川美代子

留守番電話声の上擦る

薬草を貼った湿布のひんやりと

朝日満つ天下無双の花の郷

寄肘町・無腸唯︶

知

森三郎

︵於

ふらここ漕ぎて遠き日の夢
美

平成十六年七月二十四日首
平成十六年八川二十三Ⅱ尾

郎

北朝鮮の消息はまだ

お百度参り月の凍てつく
物音を一切消して山眠る
ややこしい人生ですと吐く吐息

知

儘即

捨即

笠

城下烟らせ小糠雨降る

花万朶重なる枝の濃く淡く

瀬音おぼろに迫る夕暮

美宏知笠美笠辨知節光節笠辨知美笠節宏

ハ寄居・埣啄会ｌその二Ｖ

変体仮名を知らぬ子供等

倒されて空を睨める案山子居て

月観る人にさしてくる潮

虚し栗掃き寄せられて尚軽し

柏原知

石川光

杉野辨

町田燐即

典下井早

柏原和

歌仙﹃虚し栗﹄

ファミコンを操る指はしなやかに

ナォ栄螺焼く匂いにその場去り難く

海境滑る巨き日輪

彫り深く碧き瞳の厚き胸
手練手管をつくす外交

君だけと言いし言葉の冷めぬ間に

乙女の祈り愛は清らか

枯れるもの枯れ果て枝に掛かる雲

指を折りつつ夜祭を待つ
暴動の史実に光り当て直す

呆けし如く柘榴口開け
鬼瓦陰影もちて月渡る

木曽路を抜ける風の粛々

ナゥどぴろくの出来具合などひそ／︑と

癌の告知を受けてより後
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石川光男捌

冬の駅舎に点る一灯

ゥ開拓の語り部鬚を撫でながら
所在無きまま手書きポスター

憧れのヨン様居ます韓国へ

陽炎に単線電車歪みくる
夜の雛さま覗く幼な子

…

光笠知節笠子笠辨節知笠知辨節宏光笠知

美
代

川

腸
庵

留守居の亭主ほくそ笑んでる

侭尾首

どっと音立てつ落花の一頻り
春の愁いをひとり噛みしめ

十十
五七
日「I

辛き世の情切々と李白の詩
涼み舟から酔って転げる

Ⅱ月

青葉木莵隠れ場もなき月満ちる

￨・
一九

寄附金集めはかどらぬまま

年年

四阿に腰をおろして城下町

六六

温みし水が響く山峡

平平
成成
十十

市

棚f

花筵展げままごと始まりぬ
腰に巻きつけ春のセーター

節知笠節辨知光笠宏節辨笠子男郎子笠宏

寄
居
川

小

耕柑

八桑名・大智院連句会ｖ

岡本耕史捌

11 1
￨川

歌仙﹃千枚田﹄

郭公聞きつ辿る杣道

卯の花の水より曇る千枚田

心静かに嶌経したしむ

ナォ熟年といふ身になりて春惜しみ

ご先祖は庄屋つとめし門構
映画に撮りし出陣のさま

野馬追の若武者凛々し眉あげて

介護身のまま老いらくの恋

登山口より腰据えてゆく
中東の解決つかぬ戦後処理

点検記録ごまかしがばれ

余人には讃めい字で書く相聞歌

太刀魚釣りの竿がきらめく

月明に新空港の浮ぶ海

ナゥ冥き世のスパイ・ゾルゲにそぞろ寒
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メモ帳に株価の動き書きとめて
コーヒータィムほっと息つく

萩こぼれたる庭の敷石

足湯して疲れをほぐす月の宿
ゥ秋の夜の折りては翔たす紙の鶴
ひたむきとなる恋のはじまり
約束のデートはいつもＥメール

溶岩の風吹く山姥の里
開拓の苦労話を語り継ぎ

二I筵

東と西に出口ある駅

文

若大将はねぢり鉢巻

且

ひと仕事終へて繰り出す裏酒場

一へ

野川に沿ふて燃ゆる陽炎

長男坊の縁をとりもち
四世代揃ひて座る花筵

ﾉL五
月ﾉ1
九￨・
ll l l
足首

狸の罠の首尾はいかにと

六六

鎌鍛冶の鉄打つひびき冬の月

年年

当選番号またも確かめ

平平
成成
一'. ￨‐

胸騒ぎして真夜中にとび起きる

匂ひ流るる茶屋の壺焼

花の山予報外れの雨しぶく

本中

耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑史子

柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕

八東京︑多摩連句会ｖ

マネーゲームもやがて始まり

アォ日朝のサッカー試合風光る

折から流る楽の伴奏

ほりえもん報道陣を従えて

朴落葉武蔵野台地風強く
池の寒鯉じっと動かず

歌仙﹁︑久立つや﹄
宮下太郎捌

安江眞砂女

モデルつとめて契り合う仲

歌姫は裳裾も長くチマチョゴリ

冬立つや追悼集の上梓成る
長きシュプール描く新雪
山口みづえ

宮下太郎

遥かにも眠れる山の連なりて

鉄扇を構えて信玄にこやかに
太

之

若草踏みて歩む白猫

開け放つ門の奥庭花見酒

執

安江安

三句まで文箭︶

桜新川﹁天桃林﹂︶

︵二

いじわる婆さんいつも健在

旅仲間昔悪がき皆老いて

次々通る車椅子あり

湖のあなたに落ちるかりがね
ナゥ秋蝶のくぐり抜けたる大鳥居

頂上の城肚照らせる月僅々

敵の陣地に塩を送らん

村川雅子

砂

絹のネクタイよく似合うなり

道化師のひとり眩く月の窓
伊万里のⅢに梨と葡萄と
ゥ烏渡る埴輪並びて空仰ぎ

み

砂

︵於

七Ⅱ満足

平成卜六年トーⅡ作Ⅲ起

平成十七年三川

‑215‑

Ⅲ中之扶子

じれったいなあ物言えぬとは

はるか昔の恋文の束

み

雅

満州の調査もいつか捗りて
爽竹桃の夏家河子に咲く

雅

七度も八度も君を要らばや

刻々増える津波災害

太

焼け焼けし地平線から赤い月

之
太

み

砂

神も仏も隣り合わせょ

海辺りの孤児等の瞳いとけなし

目白が群れてあたたかな昼

大本の信徒丹精花並木

筆宣之雅砂太之雅み砂太之雅み砂太之雅

八門司・ちあり連句会ｖ

柏木玲子捌

児安柏

半歌仙﹃雪柳﹄

狭庭を抜けるおだやかな東風

子
操

俊操玲俊操玲俊操玲俊操玲俊操玲子

玲
俊

雪柳白きヴェールで何包む
園児かばんで飛んでくる孫

しゃぼん玉できたわと呼ぶ声のして

上目使いに子犬長閑かに

秤

汁吐秤刑朋什珂叩騨︵文音︶
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マンションにパイの香かおる夕月夜

高速道路どこも渋滞

ゥ思い立ち美術展へと倉敷へ
揺れるたび手と手が触れてどきどきと

構造改革旗はいづこへ

さらりと受けて打ち明ける愛
現実は小説のごとゆかぬもの

切子グラスに注ぐ冷酒

月涼し海峡の航見つめいて
母はアルバム思い出を貼り

官邸で純ちゃん踊るシャルウィダンス

全山を花色に染め禅の寺
心耳澄ませば呼子鳥啼く

玉藤木

八東京・中央連句会ｖ

百韻﹁藤便り﹄
熱田より心待ちたる藤便り

海上七里渡し麗々

異邦の姉妹服はお揃い

野遊びの子等の声々こだまして

眼鏡橋から坂は胸突き

亜麻色の髪なびかせて風の中

今村苗捌
今村寺田

土屋実郎
伊藤藪彦
坂田武彦
伊藤哲子
苗
〃

郎

苗

哲

黙って爪を立てる横腹

武

美意識の違うふたりの腐れ縁

極妻は花一面に彫りこんで

横山わこ

津々浦々を廻る蜜蜂

ニォサーカスのジンタの響き昏れおそし

藪

郎

蛭海停雲子

酒の肴はゲソで済まして

コスモス

一ヴ施餓鬼とて飯山盛りに振舞わる

満

︸﹂

郎

藪

︸﹂

満

藪

幸一云

︸﹂

郎

壺云

苗

︸﹂

郎

青山満子

迷い子の子犬を抱く川の岸
何処へと問う吾も同じ身

天幕の隙間人捜いくる

双方がスイス辺りで逢えばよい

偶然も縁必然も縁

今更に貴方の心ドルで買い

長生きはしたきものかな孫生まれ

船の汽笛が風
に瘤きて
どてら
伝来の大漁禍抱着て勉強
郎

藪
藪

三連複のハルウララ買え

片付け終わる頃の肌寒

Ｄカップにも余る豊胸

武

たたなわる故郷の山を続くる月

お休みと月はひとりでうなづいて

玉繭に君と入りたしいつまでも

郎

哲

ゥ女学生から挿されたる赤い羽根

ヴインテージには銘酒さまざま

藪

私は唄う水のララバィ

体耕田に揺れる秋桜

放浪の旅にも果てのありにけり

蹴りたい背中ピアス金髪

檀徒総代代替わりして
湾の内獅網揚げる声高し
武

むかつくよ彼と彼女は肩寄せて

郎

黒四ダムに涼し月の出

郎

雷鳥は雷生るところ棲処とし
ようように深夜のワッチ交替に

哲

プライド高き二十面相
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離婚するならするな結婚
あめんぼは池面すいすい知らん顔

講義が長い時の記念日

アフリカの裸足の子等に月はさし

古着並べる混んだバザール
どこにでも泥棒猫はいるものよ

手招きされし天国の夢

濃く淡く花重なりて戦没碑
番町あたり春のたゆたい

：ゥ稲子麿ただぼんやりと眺めいる

派遣に洩れし自衛隊員

釈迦アラー・キリスト集い協議せよ

チルチルミチル青い鳥追う
沁々と待つ身の辛さ語り合い

アテネの参加遂に夫婦で

国会は自公辛勝多数決

盆棚の隅寒葵咲く

から

雪合羽紮げて拝む山の月

手刀をきる関取の影

オッヵヶで大向こうから声をかけ

伊予の内子は蝋燭の町

積善の家に余花あり祝うべし
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一：ォ亀鳴くとたしか聴いたと母の云う

紙風船に息を吹き込み

プロジェクトＸ涙ぐむ場面
プラトニックに過ぎて疎まれ

淡き蛍のよぎる目の前

ナォ源流を求めて至るやまめ小屋

田

小さな庭の樫のひともと

西

H1

さよならと出て行く人を抱き寄せ

衛星ナビで一家ＵＶ

夢心地ＵＦＯの人会釈して

未知の香りに若衆ぐらぐら

ベーカリー看板娘幾つやら

世界遺産に安芸の宮島

賑やかにふくら雀は庭の隅

山菜料理鍋と白和え

小学生並んで帰る風の中

赤

文化財〃指定されたが迷惑よ

−つおまけに年越しの鐘
太箸を使い兼ねたる末の孫
デパ地下目指す閉店の頃
電話とり顔のどこかを剃り残し

遂になくなる窓際の席

ＢＧＭは月の渚のブリスベーン

癌の奴メと新走り酌む

雲こ郎藪雲満郎雲哲満藪郎こ哲郎満〃藪満苗こ郎雲

玖
實

哲満武子哲枝藪枝郎武雲満郎苗哲郎こ雲藪満郎苗哲

ひいきチームのミサンガをする

征く我は自爆の弾を身にまとい

たまには使う年寄りの智恵

あいだい

きらきらと月の雫を草宿す
牧を閉ざして静かなる村
ナゥ故郷の杢太郎忌の同窓会
舟を押し出す漁夫の歎乃
豊穣のニライカナイの涯までも
薄焼きピザを持っていこうよ

︵於・中央区立産業会館︶

平成十六年四月二十三日起首
平成十六年七月二十二日満尾
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ポケットの着信音はイエスタデイ

群青の空帽子投げ合う

宴果てて後にも散りし花莚

蚕楼揺るる砂漠回廊

實藪武満枝哲苗郎満實藪枝實

八京都・千代の会ｌその一Ｖ

﹃青葉風﹄

水面に遊ぶまいまいつぶり

わたしにはわたしの美学青葉風

ピアニッシモの音の漂

山と湖名画さながらしづまりて

夜業の珈琲ゆるやかに飲む

林立のビルの中天月まるし

夢は果てなし龍馬浜辺に
雲隠れ法の道から色の道
かの皇女のしのぶ君誰

ナォ春ウララ負けるが勝ちといふことも

衆議判

純愛と美男好みの熟女たち
コンビニの菜卓に並べて

貴船の杜に雫したたり

ほの光る蛍三つ四つ探しゆく

炊きて輝く新米の膳

ひた走るアテネへ向けて祈りこめ

望の月今宵生れし快男児
菊一文字の刀を賜はる

折々は寄る歌の集り

ナゥ明日よりは老舗の暖簾受け継がむ

蕗の姑隣りから来る

気を許し家族を超える親しさも

丸
山

品
部

一冨真裕富信一洋景信一裕一千富洋景冨
久而
久
久
久
朝女子子女子朝子子子朝子朝恵女子子女

︵於・京都京新山︶

名水育て山笑ふ郷

花に舞ふ媚の腰も伸びるらん

平成十六年六川五Ⅱ首
平成十六年八川七Ⅱ尾
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而

久

久久而

ゥ雁渡る煙草をやめてもう三日

片道切符手を取り合って

ショービジネスの世界きびしく
網タイツ恋はご法度といふけれど

泪がつくる勁さ優しさ

帽残し戦場に散るカメラマン

家普請成りて冴ゆる月影

雪折れの竹を聞きつつひとり酒

また

近江の里に再の賑ひ

世間良し売買ひ良しのお大尽

生涯の友に恵まれ花万朶

裕信千洋裕富富真洋干洋當千信真裕洋當

仙

同窓会で灌佛の歌

子子恵子子女女子子恵子女恵子子子子女

久

出長上高友奥
来尾田岡田村

歌

岡来田村尾田

一一冨一信裕富一千富真真裕千真冨信洋
久
久
久而而
而久
朝朝女朝子子女朝恵女子子子恵子女子子

八京都・千代の会ｌその二Ｖ

衆議判

高出

部

歌仙﹃化粧﹄
三月や心の中も化粧する

瞳あぐれば梅五六輪

詩の友花見衣のあでやかに
刻を忘れて笑ひさざめく
屋形船居待ちの膳の箸すすむ

峡のみ空に烏わたる影

ゥそぞろ寒流人の島の能舞台

氏も素姓も間はず本番

待ってます東京タワー見える窓
頼むお替りブラックコーヒー

中年の恋は押すだけこの一手

鼠逃げ込む鰯し絵の中
南仏は碧き海空画家集ふ

森深々と冴ゆる月光

朽ちかけし祠に霜の白き朝
ここを曲ればせせらぎの道
こつぼりの歩めば桜散り初めて

どこかで嬰の声も春風

ナォゆめうつ︑壬生念仏を切れノ︑に

旅の疲れの溶けてゆく午後

手酌酒問はず語りの爺の背

芝居はねたる星のまたたき

袖垣に夕顔這はせ隠れ棲む

世継ぎの重荷しばし忘れむ
大正のロマン色濃き夢二見て

ビルの狭間に猫の小路か

望の月何でもあるが希望なく

︲くさびら

自己責任で茸を食ふ

山寺が霧立ち昇り現れる

墨跡個れし天井の龍

ナゥトルネード幕舎を飛ばす砂塵の地

泪なければ笑ひ干からび
理に走る高学歴の先は何

遊び尽くして甘きマサラティ

歌ひ舞ひ更紗なびかす花吹雪

諸行無常と鐘も朧に

平成十六年三月六Ⅱ首
平成十六年五川一Ⅲ尼

真裕千裕富信千裕真富千信裕富信千一裕
而
久
而久
久
子子恵子女子恵子子女恵子子女子恵朝子

︵於・駅新山︶
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上奥長友
品

信冨真一富真千裕千信一富千真富裕信一
久而
久而
久
而久
子女子朝女子恵子恵子朝女恵子女子子朝

八束都・千代の会その三Ｖ

衆議判

，IH
出上奥高長

歌仙﹃初鴉﹄
災は猿にまかせて初鴉
的に発止とけふ弓始

晴着の袖の重ね彩々

杜の樹々くぐれば梅の薫るらむ

野山の錦借景の庭

何をするにもサンバのリズム

ナォ白壁の町並に入る遍路行
妻逝きてよりはやも七年
夕茜今宵はなぜか色濃くて

姉さん女房流行るこの頃

食器棚日々に減りゆくⅢ小鉢

幟はためく豪農の村

主夫希望家事も育児も得意です

ユネスコ遺産に押し寄せる人

晴れ渡り佛法僧の声もして

秋の衣は虹色に揺れ

月煙々一惑星に棲み馴るる

余情を胸に松籟の中

ナゥ大作に天井高き美術展

虚弱体質意外長生

思ひ出の浮ぶは幾重荒磯海

目覚めもうれし春の曙

花の旅メリーウイドゥかろやかに

平成十七年一月八Ｈ首
平成十七年﹁川五Ⅱ尾

裕真千裕富干富信真千一裕信一信一冨千

︵於・虫新山︶
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喜寿傘寿月の宴は賑はひて

ゥ秋風に減速美学また楽し
ニートは何を考へてゐる

犬より先にできる犬小屋

人間はしょせん葦よと哺いて
檸檬紅茶をたっぷりと容れ
式近し間取図に夢果てしなく
かくあらむノアの方舟大津波
思惟の弥勒をせかせまゐらせ
雪淨士くまなく月の照り映えて
﹁とろり﹂といふは新庄銘酒
歳古れどこころの花は盛りなる

朧の海へひびく謡声

来田村岡尾部

而
久
久
而
久
子子恵子女恵女子子恵朝子子朝子朝女恵

八川崎・土筆有楽帖三吟会ｖ

歌仙﹃油照り﹄
油照り電工空に漂へり
自販機で買ふ冷やしコーヒー
街角のビルの時計が鳴り出して

厄日の径通りゆく猫

遠藤嘉章捌
遠藤嘉
澗沢治
白井風

ナォ暹き日の下町巡り樂しめり
倶にすこやか倶にしあはせ

妻子が雲の上をころげゆく

崖ぎりぎりに天地をのぞき

夜一夜をうつつに聴いて青葉木菟

帰省の孫の玄関のベル

法螺貝を吹く山伏と婚約す

熊野の奥に捨てる煩悩

楼門の仁王の視線背に感じ

崔鬼に突く藤原定家

殿原は清凉殿に月賞づる

厩の馬もすこし肥えたり

ナゥ鰯雲石置く屋根の戸口開き

都を目指す西国の僧

駆けよればマラソンの列走り過ぐ

牛の松明平家を破る

散るあはれ花のいのちを花篝

夢かうつつか去る雁の声

秤雌什誌僻比叩一片一一叩剛︵文背︶
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おどる人形皆と見てゐる
辻番の手持無沙汰に仰ぐ月
ゥ疲れては雁来紅に休みつつ
話したくなき過去が鶏りに

お互に今を大事に守りをり

作務衣の袖をとほし庭に出

医者の診断何時も良好
零落の隠居昂然たる誇持

月光に雪輝やける永平寺
気象定まり越前の北風

五輪競技をアテネでひらく

外つ国の戦さのニュース胸いたむ

大学のグランド今ぞ花盛り
春の小窓へ毬が飛びくる

人久章人久章人久章人久草人久章人久章

人久章人久章人久章人久章人久章人久章

尾首

IIII

へ

亙hh皇
口

…

文

︵筑波誌上︶
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八船橋・筑波連句会ｌその一Ｖ

司妖芳妖利智〃芳妖公子子子子雲香子樹

半歌仙一木の瘤﹄

利智和巷妖紫芳弘冬

引地冬樹捌

八一
ﾉjj1

木の瘤の笑むも力むも東てにけり

年年

白い息吐き急ぐ道場

五一

凛々と老師の声の響くらん

任川靖

平平
成成
十十

上本野地
H1
川羽田條

ぐいと掴める馬のたてがみ
防人のひとり出で立つ朝月夜

秋風ばかりかよう袖垣

ゥ一献のどぴろくあれば愁いなし

解けばほんのり匂う黒髪
後添は粋筋らしという噂
ペアールックでゴルフ三昧
代議士のピン刎ね疑惑暴かれて

國尻島のはるか遠くに

月涼し待った待たぬとへぼ將棋

負けた恨みの蚊を打ち叩き
老猫に心のうちを見られおり

笑みを絶やさぬ辻の石佛
群れ鳥の来ては飛び去る花大樹

途切れとぎれに茶摘み恋唄

田二岸南密木吉上引

八船橋・筑波連句会その二Ｖ

引地冬樹捌

引地久︑

Ｊ二畠一■ＨＪ茸叩ⅡＨ

上野弘
皿川日エイ

一羽智

和芳妖和弘妖智子芳和香子雲子弘子子樹

半歌仙﹃語りぶむらさき﹂

筑波嶺のうぶむらさきに笑うかな

峠の茶屋に置く春帽子

木の芽風そよる濁世に踏み出でて

泪もろきを人に見らるる
木上紫

拝聴什畦︾十五期一叩罷︵文音︶

︵筑波誌上︶
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眠うなる嬰をあやしつ望の月

密田妖
吉本芳

松茸飯の匂う裏町

島の紬を粋に着流し

ゥ萩かげに﹁謡教授﹂の小看板
顔寄せて蛇の目のなかの息熱く
ウフフな旅をふたり気ままに

お不動に喧嘩封じの水かけて

銀座の辻で宝くじ買う

土用うなぎに付ける桝酒
署き夜の月へ思案の河太郎
華麗なるロングシュートが勝負決め

真昼の園に孔雀現る

花陰の白き木椅子に読む詩集

唇氣楼立つ沖に未来図

南
條
巷
‐

八赤穂・つばさ連句会ｖ
曲年︐によせて烏尽し

短歌行﹃初鶏﹄
初鶏の静寂やぶるや宮の森

八尾暁吉女捌
八尾暁吉女

暁

飯沼三千古

暁

暁

鶏鵡返しに愛の言葉を

ナォ春光に張りし翼を輝かせ

伝雪舟の桐と鳳凰

ご婚約いはふ蒻翠あつまり来

提灯は連ひ鷹の羽京の宿
紅鵜どちと菊の酒酌み

奇巌怪石鵲鵠の庭

おもしろう雁渡りゆく十三夜
暁

ナゥ階を胸毛にうづめ深眠り

﹁鶉衣﹂を日永旙く

鴉の忍者ひそむ屋根裏
暁

花大樹巣を塗籠に比丘尼寺
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羽根ふかれゆく新玉の年
銀製の鶴首一壺譲られて
孔雀の軸を床の間に掛け
ゥ尾白鷲月の絶壁王座とし

啄む餌もまれな枯山

時おかず文遣ひ鳩はくくくくく

乳母の女房鵜呑みにはせず
このごろはサギやモノトリトリドリに

かつて雄飛のエリートの果て

鴬のしばしやすらふ花筵
蜷を這はせて鳥の足跡

秤雌什吐轌一Ｍ十帷叩噛︵文音︶

暁三暁三暁三暁三暁三暁三

ハ津幡・津幡連句クラブその一Ｖ

歌仙﹃筆はじめ﹂
神の水移す硯や筆はじめ

賀客迎えて交わす盃

二羽智子捌

縄の電車はパパが同伴

ナォ野遊びのお八つ仲良く分け合って

抗日激化に憂い強めし

窯出しの壺は歪な口すぼめ

鮫鱸鍋を猫がお先に

輪になって昔をせがむ囲炉裏端

石本よし子

無心で弾く津軽三味線
望月に妖し影生む忍者寺
紅葉映ゆる険阻連らなり

安珍追うて狂う渭姫

夜もすがら遣らずの雨となるらしき

のどかに坐る反甥の牛

前山優美子

村ｔ町子
芝田祥子

二羽智子
中田風来
細山吉女

大いなる月支えたり松の芯
家憲を守る女将りりしく

ナゥ国体のマラソンランナー悲願遂げ

入学の靴ピカピカと光らせて

ワ織りあげし紬の縞も鮮やかに

加藤定雄

久し振りねと汗の頬寄せ

薔薇捧げ海越えてくるメール友

祥

町

風

習慣となりて備える非常食

笑顔晴れやかチョー気持いい

空の蒼さへ蝶が舞い翔つ

件雌什珪吋皿皿一十堆即蹄︵文青④ＦＡＸ︶
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燃え尽きて灰となるまで睦みあい

恋の未来をそっと占う

一流の企業へ吠えるライブドア

智

なだめすかして刈りし羊毛
就航の銅羅になぴけり花吹雪

ランプの宿の闇を手探る

よ

優

祥

風

︷疋

士口

列傾けて竿となる雁

宇宙まで素嚥子とどけ月今宵
山里も市に併されて冷まじき

デジカメ肩に歴史街道

詩愛でて夢に覚めたる花の蔭
テニスコートを黄沙煽れる

風定吉智定優よ祥風町吉智優定吉よ智町

ハ津幡・津幡連句クラブーその二Ｖ

歌仙﹁松の内﹄
吉本芳香捌

ナォおちこちに魚釣る人水温む

政界復帰へもやす執念

碁敵のどっかと床几据えて待ち

再診結果少し気がかり

白猫の転がしている毛糸玉

国境を越え愛を育くみ

モンマルトルに舞える粉雪

アップリケ縫う針先へ月あかり

はるかに望むうららかな海

侍りたる祝賀の席に春の月

野球仲間の熱き友情

ｗ雌什吐唾州朋十鉦即鄙︵文音︶

新装なりし駅に降り立ち
霊山を埋め残したる花の雲
文化の香る里のあたたか

旧町名消えし町並懐しく

かけっこ競う子等の賑やか

地球博老いても妻と手をつなぎ

色恋沙汰も芸のこやしに

留学の画家のたまどのベレー帽

秋刀魚焼きたる煙ただよい

勅題菓子の並ぶ一角

山本比佐子

吉本芳香
谷本綾子
加納俊子
紙谷湖秋
薩田暁夫

ナゥ爽やかに風車のまわる灘の丘

松の内琴の音流る百貨店

ワ誘われてディズニーランド巡るらん

夷藤ゆう子

水野道代

暁

芳

ゆ
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ぶらんこの児を大空にこぎ上げて

ひっきりなしに﹁好き﹂とメールが

芳

湖

綾

神在す千年杉の蝉の殼
日中間の難しきこと

比

冷酒を酌みて嘆く不条理

夕月夜むかし話に聞き入りて

綾

ふたまたを架けてるなんて許せない

猿もかじりぬ大き甘柿
文机に開きしままの秋扇
座禅の僧に譽策の鳴り

俊

花吹雪ライトアップの菱やぐら

道

春の袷に心華やぐ

俊湖綾ゆ芳比道俊暁湖綾芳ゆ道比暁俊湖

八津幡・津幡連句クラブーその三ｖ

歌仙﹃初明り﹄
木上紫雲捌

ナォ車椅子漕いで訪ねる雛の宿
お六地蔵のにこやかな笑み
旙けるシルクロードの写真集

藤田小夜子

宮鴫茂
木上紫雲
酒井愛子
多田芦畔
赤坂久子

地球丸ごと解けぬ謎々

小川ひろ子

愛の手管の千々に乱れる
教わりし得意料理は目玉焼
牛は反甥繰りかえし食む

環境をきにして焚かぬ落葉掻き

レシピを脇に煮たつ雑炊

水上紫雲
澗井愛子
多田芦畔
赤坂久子

弘願寺をめぐる川面に月澄みて

引戸するりと覗く捨猫

藤田小夜子

小川ひろ子

宮嶋茂
木上紫雲
酒井愛子
多Ⅲ芦畔
赤坂久子

シグナスの偉容深見の駅跡

宮嶋茂
酒井愛子
多Ⅲ芦畔

忰雌什吐僻加川十吋叩礫︵文音︶

ひねもす長閑四方の噸り

咽ごしのよき地酒ちびりと

花吹雪袴も凛々し男舞

ナゥころころと団栗樽ぶ裏の径

藤Ⅲ小夜子

開店の折こみチラシも復古調

小川ひろ子

初明り一歩をきざむこの大地
淑気みなぎる真向いの峯々

末黒野遠く草摘みの人

藤田小夜子

就職の決まりて心弾むらん
ランチタイムのメニューあれこれ

後を絶たない振り込めの詐欺

農夫が仰ぐ雁金の竿

自販機が硬貨のみ込むおぼろ月
ワ音いる良き水琴窟に魅せられて

光源氏に抱かれし夢

藤田小夜子

小川ひろ子

宮嶋茂
酒井愛子
多田芦畔
赤坂久子

義理チョコもいつかは実る時もあり

色とりどりのパラソルの列
風鈴の涼しく響くまどろみに

家宝の鎧悠然とあり

青墨の筆洗う秋暁

招かれし茶亭の屋根に望の月

小川ひろ子

肖鴫茂
木上紫雲
酒井愛子
多田芦畔
赤坂久子

横文字の名入りの服を着るかがし

会釈あたたかウオークの道

搗きたての赤餅配る花の下
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村澄裕芳照利史紫

八津幡・津幡連句クラブーその四Ｖ

LlI

藤江紫虹捌

lLj

歌仙﹃千歳飴﹂
神妙に千歳飴提げ七五三
ひときわ高く冬鵤の声
古文書の公開講座たのしみに

メール交換絆ふかめて

ナォちびっこをあつめて雛の茶会など

汐木磨いて床の飾りに

熟年をたのしむ趣味とボランテア

友を訪ねて地酒酌み合う
凧に辻占いの灯がぽつり

毛糸の帽子手持ぶさたで

ふるさとを乱開発のつけ重く

震災孤児を支え合う仲

金髪に思い焦がれて細る身を

スポーックラブでこころ晴れやか

ゆったりと刻がながれる月見舟

風にきらめく穂芒の波

ナゥ秋日和うつらうつらの陶狸

浮世のことは忘れ呆けて

足の向く気のむくままに独り旅
ナップザックにてるてる坊主

胡蝶結びに絹のスカーフ

花霞弁当披く動物園

岼雌什仕癖刎叩二十症叩函︵文音︶
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月明に積木のような家ならび

仮装凝らして踊る村ぴと
ゥひとひらの紅葉を栞り菅の笠
初心なあの娘のうるむまなざし
ゆるされぬ愛と知りつつパリの空

テロ対策のチェック厳しく
澁滞の車列にまたもうんざりし

観光みやげ仰山に買い

月すずし小公園のコンサート

幻想的な蛍飛び交う

うれしいな松井コーチの草野球
オリンピックのメダル夢見る
父祖よりの田のいちめんに花吹雪

のどかに響く落慶の鐘

尾永見細小田多藤
山多世 ll l 蕎川
田江

公代虹枝裕絵照公代虹雀枝子絵子公代虹

枝裕絵照公代虹枝裕絵照公代虹枝裕絵照

ハ伊勢・つらつら吟社ｖ

半歌仙﹃緑陰﹄
山岸れい子

榊原由美捌

榊原由美

︑？まひ

お歌がお上手夏のうぐひす

緑陰の赤子の熟睡乳母車

高山孝子
山口圭子

〃

中北ひろみ

デジカメ持って街の散策

クッキーの焼ける香りのただよひて

うれ柿たわわ実る庭先

月の客忘れてゆきしベレー帽

い

い

み

み

ゥ新走りひとりの旅のなぐさめに

女子高生の自転車の列

君と迎へしはじめての朝

美

孝

圭

み

孝

ほ︑はさむ手のあた︑かさ橋の上

公園の絶叫マシン急降下
年金未納に揺れる国会

スキーの板を磨く兄弟

割り終へし懸大根に月昇る
腰折れの祝詞に犬の大欠伸

み

圭

い

春風邪ひいて伊勢うどん食ぶ

初蝶止まる丘の砲台

外つ国の友に送りし花便り

平成十六年六月卜七Ⅱ筒尼

︵於・大戦和紙ＫＫ︶
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八福岡・天神連句会ｌその一Ｖ

浅春のボタ山すこし歪みをり
黒木撤

浅野黍

歌仙﹃浅春の﹄

水菜を買ふて帰るバス道

膝送り

誰やらん高ぶる声は芝焼いて
諏訪欣

福田一

大気の汚染煙気になる
鋭角のビル影映す月清く

八木紫

ナォ朧空街のルクスは影暗し

忘れ物です角の交番

人並ぶめあての展示欠け茶碗

自作の杖を自慢する声

思ひ出の写真見つめる息白し

宇治十帖の歌碑小春なり
大盃の表面張力愛でながら

そっと眼くばせすがる明け暮れ

子午線を越えてラブ電届きけり

曜日忘るる老いの独り寝

月かげの二間廊下に置く座卓

遠近に聞く虫の鳴き

ナゥ出稼ぎの主戻らず秋しぐれ

賃貸契約三年と決め

清記までホームページで納税期

東風吹くかなた騒ぐ童ら

行動医学研究所︶

−ワュ'フー

ーーノ←

夜食を盆に運ぶ階段

ゥ胡弓の音おはら祭を畷り泣く

願ひをこめて恋の辻占

サルトルは何処にありや凱旋門

戸棚の奥に父の勲草

弗建ての定期預金に乘せられて

猪牙舟の枝垂るる花を押し分けて

岡

薄日差し込むひとり春興

.11 1 i

禿鷹ファンド裏で糸引く
ぴかぴかと光る松陰夏の月

棉尾首

アィスクリーンと振り売りの声

十｜

丸坊主何を思うやにきび面

平成十七年二Ⅱ
平成十七年三川

於七七

韓流エステ団塊の妻

花描いて百歳小町佇ます

母の後に笑ふ山々

也乃穂暁二也乃穂暁二也乃穂暁二也乃穂

穂暁也穂暁也二穂暁二也暁穂也二穂暁二

八福岡・天神連句会Ｉその二Ｖ

三面鏡﹃曼珠沙華一

●

浅野黍穂捌
八木紫

黒木獺

浅野黍

店関起す一摸に見たり曼珠沙華

樹齢うかがふ洞の猿酒
中本七

小望月マンモス団地暮れ切って

左牛のやうなる洋犬と睨み合ふ

穂

諏訪欣二

乃

いしじ

助手席に乘り正座してゐる

○

乃

一一

暁

晴天の平和の礎たどりゆく

勢を求めて人を求めず

大風に今年の花はまた咲いた

炉開きうれし久々の客

へ勺旬

ちび

藍染め浴衣籠に畳まれ

☆

●

︵於・福岡・行動医学研究所︶

平成十六年九月二十六日首
平成十六年十月二十四Ⅱ尾

﹁鏡﹂の文字を入れる︒︒○☆印︒

三Ⅲ鏡福永千晴氏創案︒二花二Ⅱ︒発句と中の五句Ⅱ︑中の七
句Ⅱと﹁匂いの花﹂に川字一宇を使う︒一巻中に必ず

一ムココー

次々すすむ埋立ての河岸
禿筆の下る机辺に安らげる
旅の太郎を忘るきぬぎぬ

川いつもより早く灯の消え夏の宵

撫で肩はふっくら粋に艶めかし

望遠鏡を動かせば島

漂流の船橋に倦む午後一時
コーヒー飲んで塞翁が馬

下校の児らの追へる逃水

花今しバンドネオンはピァソラに

祖母作る美味いおやつの蓬餅

めぐる幾年移る友々

寒垢離の打ち水月の光ゲ砕き

神当流の型を神前

穂暁乃水暁穂水乃穂暁乃水暁穂水乃穂暁

八松山・道後述句会ｖ

﹃三国志﹄
名本敦子捌

山田昭

名本敦

量に潤みて仲秋の月
大月西

梛郡や更けてひもとく﹁三国志﹂
カルストの牧はやばやと閉ざされて
井上和

宮島一止

川雌七

渡部晃

連れだち帰る兄と弟

学生でプロゴルファーの仲間入り

窓辺で飼へる小さき川蟹
ゥ目八分に供笥運び来る白耕
ネールアートの剥げかけしまま

逢ひたくてナビで探せる彼の家

夢の中でも思ひ募らせ

政権の交替叫ぶ民主党

ぬっと突き出るマンモスの牙
月代にヒマラヤの雪冴⑳えまさり

葛根湯で追ひ払ふ風邪

名物のⅢ鉢料理に舌鼓
故郷誰聞きて嬉しき

師の好みたる辛口の酒

ナォ初磯の潮の匂ひを懐しみ

ダイエー再起国に委ねる

メールにて悲憤恢慨つぎつぎと

女史の夫は十五年下

﹁負け犬﹂になる寸前に嫁ぎゆき

早苗饗も済めば数増すあめんぼう

お化け屋敷の客はさっぱり

どんと届きし草加煎餅

新調の入れ歯がうまく噛み合はず

鴫立てる沢に映れる月静か

さはさは風に揺るるコスモス
ナゥ金毘羅の祭りに駕籠で奥殿へ

握りしめたる両の掌

このごろは詐欺の仕掛けも巧妙に

かくれんぼうの子らの歓声

見晴るかす花真白なる四囲の山

渭き流れを上る若あゆ

︵於・松山市道後︑プチ・マドンナ︶

平成十六年九川卜八Ⅱ首
平成十六年十Ⅱ十六Ⅱ尾

供笥︵くげ︶：餅・菓子などを盛り仏前に供へる具
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仙

をちこちに鳥の声して花の昼
千木のかなたに霞たなびく

註

昭晃昭和敦西西昭重子久女子子
晃正七

歌

晃西敦西敦晃西昭正晃昭敦晃正昭七正敦

八徳島・徳島連句懇話会ｌその一Ｖ

歌仙﹃日
矢﹄

渦潮やＨ矢もて夏の的となす
は︑え

デッキを渡る白南風の中
あ

蕪れし土地蘇らすと木を植ゑて
しじま
音吐朗朗夜の静寂
に

はね

鈴木漠捌

ナォ就職は敢へて小都市町工場

ぱこ

はかね

たまづ基一

叩く鋼の汗と火じ
のり粉と
銃口の先は国境海霧深く
無名戦士の墓標苔むす
新妻も今や温和な老婦人
手便にしまふ玉章の束

むか

イーゼルを据ゑし向ふに烏渡る
まと

罪あるやうに秋遍路行き
円かなる月に面影横れなく

いくもみぢ
高層街が衡
黄葉かつ散る

ダンボール集めて築く仮の家

蒸饅頭をふところに抱き

ナゥせがまれて児等に交じりし縄跳びに

涙でねずみ描く板の間

太き梁大黒柱鳩時計

かぎろひの中薬売り来る
おしふれしだ

押舟は枝垂るる花をくぐり抜け

苗籠重ね深き喫水

恒清裕

裕清

︵於・州岬垣毒ユニティセンター︶

平成十六年六〃十五Ⅱ淌尼
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月天心文机に磨る墨匂ひ
緑の翅の透けるすいむ
つかち
よ
ご

ゥもてなしは母直伝の零余子飯
酔へば本性明かすフィアンセ
リクルート・ルックで逢瀬重ねつつ

やみくもの愛君にぶつける
しっぽ

飼犬は尻尾を巻いて引き下がり

除雪作業に追はれ追はるる
炉を囲む四方山話果ても無く

峠を越えて届く郵便

藤條坂木

子幸子

子幸

子幸子子

子幸

幸子子

漠

漠

漠

漠

恒清裕恒

裕清

清裕恒

漠
子幸子子
子

漠

子幸

漠

子幸子子

漠

子幸

漠

恒清裕恒
裕清
恒清裕恒
裕清
恒

朧月野積みの廃車照らしをり
エコロジストは古巣見守る
花は根に帰るまでをと咲き急ぎ

川の流れに挑む競漕

佐西赤鈴

東條士郎捌

大花東竹

八億島・徳島連句懇話会ｌその二Ｖ

め

野野條内

二十韻﹃寒泳﹂

拍手の響く橋上の東

寒泳や肩甲骨の盛りあがる

連山に雲悠々と遊ばせて
絵筆を休め揺椅子に座す
きちかう

いつのまにやらうららかな春

花吹雪記憶の糸を染め上げむ

穣一

たえ

平成十六年一月二十五日満尾︵文音︶
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ゥ桔梗のやさしさ愛づる年となり

君呼ぶ如とく
慕ふ婬蛎
は

うちうみ

瀬戸の内海さざ波の立つ

くちづけの永久に続けと願ふ月

旅鞄ダンスシューズも片隅に

男もすなるパック香水

朱も鮮やかに乎古止点打つ

ナォ汗しとど添削のほどよしなにと

経蔵に典籍納む若き僧

榧の実落つる懐しの里

世郎一え郎世え一世郎一え郎世
郎世え

尖る三日月空に刺さるる
寂蓼を裂いて鹿鳴く鋭くも
ナゥ災害に備へ取り置く非常食

朝寝朝酒やめられもせず

士菊た穣菊士穣た士菊た穣菊士穣た士菊

八東京・都心連句会ｌその一Ｖ

阿夫利神社奉納

歌仙﹃俳譜之連歌﹄

ケーブルに卯の花触れんばかりなり

八州展け滴るる山

今村井田

土屋実郎
目黒雨峯
和田忠勝
大津博山
近藤蕉肝
小林静司
青木泉子
伊藤薮彦
杉内徒司
山Ⅲ広重
横川わこ
西部周子
福冊眞空
伊藤哲子
前田明水
沢田洋々

成田玲子

ナォ逃げ水のまた先にある道祖神青木秀樹

砂漠の波に続く隊商坂田武彦

旅果つる抱き寄せらる︑ま︑に居て和Ⅲ洋子

惑乱錯乱ジコチュウの恋泉

謎めいたアルカイックの微笑あり若松藍香

甘受せよとてサド侯の鞭服部秋扇

能舞台抜けて青葉の風さやか玉生うめ子

日々好日と時烏啼く山口和義

蛇そろり邪馬台国論酎に藤沼和ヱ

年金頼る京の細道千場ひで子

月に弾くソナタ静かに夜の更けて飯田紫苑

ピエロ涙を流すや樹寒栗原暁子

ナゥ家中に懸けし煙草の香り満ち木谷英子

三回忌過ぎもめ事もなく大久保風子

太極拳健康法も色々と鈴木良治

孕みし猫の軒に立つ朝秋山よう子

新世紀平和を祈る花社宗匠
園の詩吟の声も麗らか執筆

︵於・大山阿夫利神社能舞台︶

平成十六年五月三十日首尾

宗匠抱虚庵実郎座配前田明水

脇宗匠近藤蕉肝花司千場ひで子
副宗匠松鮮軒静司配硯西部周予

執筆池田紅魚

知測人津博川〃横山わこ

へ句司

夏旺ん楽しきことの重なりて

ハミングしつつ道遙の人
月に向く煉瓦館の風見鶏

鰯雲湧く弓なりの浜

ワ芸術祭百号キャンバス搬入し

自慢たらたら文句たらたら

由緒ある名主の庭の飾井戸

上の娘はちょっと権高

叙勲には妻の内助の功多く

命あげます愛を下さい

ボランティア戦乱の地に戻りたり

狼肌える峰の三日月

朔太郎詩集に挟む東てし蝶
喫煙の席いずこにもなし
花筵越えて献酬見ず知らず

風船飛ばす幼な孫たち

−4J／−

八東京都心連句会その二Ｖ

臼韻﹃芭蕉忌や﹄
土屋実郎捌

ヅカフアンわたしも真似るアイライン

和久井八重

柴川寿賀

逐一蚤ご

ざあます夫人見合仕切りて

落合博一

竹崎梨野

増潔隼一

鈴木良治
山本要子
久木秀子

久良木害心

横山わこ
戸沢鞠

補正三

原崎弥生
藤治和ヱ

和田忠勝

今村寺田

平和の鐘をつけば朧夜

伊達な燕がビルを掠める
人どっと都心の花の新名所
土屋実郎
小林静司

石炭の始源いかにとフラクタル
ダイヤモンドはカットグレード

写メールに又父が顔だし

一ォ水ぬるむ鮎つらなって登りくる

小春のごとき一門の情
小林しげと

芭蕉忌や四山の瓢長きこと
笹鳴きにしばらく耳を傾けて

茶席に組みし名水の杓

御養子に前の華族の喜ばれ

山口良子
池田紅魚
杉浦ちゑ

国籍不詳籠の松茸

懇ろに香で持て成す異邦人

寒九の水で造る丸薬

トンネル中央村境なり

親からの口伝の技は衰えず
高津明生子

大津博山
近藤蕉肝

迷彩服の背なの日章

幼き頃は多き流星

待つ宵を物思わせて風の音

良

色小

高木桜子
前田明水
菅谷有里

大声を出し切って又声を出し

郎

独り舟漕ぐ若き神官

一一オバッタ追う猫踊り出す縁の先
秋山よう子

漱石は二松学舎の聴講生

七言絶句五言絶句と
白昨暎子
岡島幸子

中尾青宵
坂田武彦
和田洋子
大津博山
村上敦子

命かけ国出た友の苦難とは

蛭海停雲子

閉ざしたる扉を叩く初時雨

見下ろす秋の川の白々

ガラス張りエレベーターは月に向き

我等が祖なり劉備玄徳

ゥ船足のつくづく遅き谷の霧

ゴール重馬場テレビ観戦

麻雀の捨てる牌あり拾うあり

蝶雨に紅を直す手鏡

息とめて待つ間の胸は高鳴りて
ほさ葵ご

土用波秀先に月をくるみ込み
はるかに続くドーヴァーの崖
アリバイを崩す刑事の勘さえて

改札を出る男装の女
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妻を要らば才長けし友

盆梅咲けり幸の数

春の月夢はふたりの診療所

錆釘の水に赤貝砂を吐き
旅から旅へさぐる伝承
ガキ大将今いっぱしの宮大工
弟子に弟子いて序ある長幼
花火揚げ千輪の花したたらす

琉球木橦今を盛りに

﹁もったいない﹂で溜まるガラクタ

霜ゥ暁晴の雲とよもしてほととぎす

歳を重ねて変わる美意識

ほどほどに貸し借りもあり金婚日

仲人口が長の尾を引く

眉剃って塗って画いて女優めき

籠のチワワに視線集まる

都府楼趾真一文字に初燕
宇治十帖の早蕨のとき

ボートレースの祝勝の唄

渡る橋月の雫か春の雨

校章に伝統という重きもの

賄い付きの下宿三畳

直木賞夢見て祝う年の花

末の息子のはしゃぐ雪橇

ナォなかなかに出来ぬ子離れ親離れ

小人国でガリバーの汗

突如とび込むニュース深刻
猛き陽にかわきし砂の蟻の塔

滋養強壮鍼灸のつぼ

参ったよくすぐったくて腹ペコで

立ち直るきっかけつくる褒め言葉

伊達の薄着のスタイルの良さ
新婚の背へ指文字のかじかみて
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ォ黒糖の焼酎どれも泗落た瓶

復活祭に祈るシスター

東風に乗せ古いピアノをアフリカへ

愛しき声が耳許にふと

雑踏の中の孤独よ青き踏む
我が地球銀河の端に夫婦住み

万有引力月を離さじ

パンを抱く高原駅は秋うらら

ハイネの詩集好きな一章
市松模様に染まる世の中

微笑んでうなづくような庭の木々

素足の民を大河はぐくむ

山越えて歴史織りなす巡礼地

暎洋憲治こ三弥ヱ鞠幸彦敦う洋明苗肝重勝雲司とゑ

弥桜重山敦幸洋暎う苗郎勝lﾘ1−良雲ゑ魚郎司博野桜

三日坊主に月謝戻らず
母残す御道具の山いかにせむ
チェロのソナタがかかるモノラル

艀蛎の良夜に透きしうすみどり
明日はあらざる芙蓉いとしく

平成十六年六月三卜日満尾︵文音︶
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ナゥ靖国の秋季大祭昇殿し
廃藩置県今に引きずる
刀鍛冶白装束に身を清め
和製ライター祖父の発明
禁煙の会議はいつも早仕舞

弥生狂言今日も満席
吉野川夢の浮橋花十方
峠の茶屋で求む田楽

勝司良魚ヱ彦こ郎鞠一秀野水

一村文人捌

狐小

弘眞文尚
知
弘眞太眞菊太弘人眞同弘太菊眞美子人子

八富山富山県連句協会ｌその一Ｖ

歌仙﹃金雀枝や﹄

金雀枝や遠峰に雨後の陽の光り

かぼちゃいびつに母の絵手紙

川いつぱいに渡る風の香
新装の店は華やぎ人群れて
制服着れば変わる顔つき
待宵の工場の煙途絶えがち
ワせがまれて孫と探せど虚栗

塩運びたる街道を行く

生放送で恋の告白

名刹を相合傘が次々と

作られた偶然もある世のならい

縁なしめがねすぐにずり落ち

卿の刺身がお目当ての客
小謡に月の凍れる手水鉢
百億の桁に誰もが狂いだし

皮算用で開くパソコン
思い出は瞳の奥の花吹雪
駅へ急げば春塵が舞い

ナォダンボール子猫鳴く声もれてきて

古民家直しパンの工房

意地っ張り明日につながる負けと言い

漢詩の軸を読める人なし

青簾かかげてみればほてる頬

かたつむり這う大仏の膝

夢を追い不惑の歳にたじろぎぬ

外人部隊妻も子もあり
久々の入航姉に留守頼み

別姓の是非尽きぬ酒盛り

認知症気になる世代月渡る

都遷りし後のやや寒

しばし手を止め烏鷺の争い

ナゥ赤白のキャップを被り運動会

満州を生きて帰りし父卒寿

銭湯好きで牛乳も好き

戸のすき間から虻が飛び込む

花便り話せばわかること嬉し

︵於・富山市星井町公民館︶

平成十七年五月十五Ｈ首尾
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寓北二瀧
尾野村澤
山袋
中谷

眞人眞弘太眞太弘同菊太眞菊太菊人眞太

八富山︑富山県連句協会ｌその二Ｖ

﹃薫風や﹄

鯉幟立つ里の大屋根

いぬじま正一捌

宮村千鶴子

いぬじま正一
同

ナォ摘草の丘ひろびろと山羊の声

放浪詩人うたた寝をする

買いました地下室付きの一戸建
ワルツにタンゴ習うステップ

Ｔ字路は赤の点滅白日傘

単衣にきりり博多帯締め

おのろけははにかみつつも連綿と

女の夢はダンディな人

抱かれて謎の笑いの赤ん坊

良

干

電話鳴ってるレジのやや寒
ナゥ不機嫌な男の夜長猫が媚び

道ならぬ道迷い行く道
手土産の干枚漬で月見酒

湯宿の閨にそっと紅引く

ワ車座にワインも混じる秋祭

世の病む気配ネット犯罪

良

伊勢良子
野島一枝

そぶりには出さぬ巧みな遊び癖

支
＃
千

この橋に花の山へといざなわれ

長寿の訳はお地蔵の世話

イチローのフェンスを蹴る好プレー
枝

砥ぎ終えてティッシュペーパーためし切り

護る石垣見せる石組み

正

同

良
枝

︵於・富山市星井町公民館︶

平成十七年五月十五日首尾

能管吹けば合わす鴬

弓なりの漁師の町に東ての月

良

知らぬ間に箪笥の株が倍になり
シルバーパスで今日も名画座

花の下野点の席に茶髪の子

千

寒中見舞絵手紙にする

シングルマザー父母を泣かせて

正

負けじと高き鈴虫の声

縄文食を試みてみる
月中天波音響く無人駅

古民具の並ぶ小店に立ち寄りて

薫風や飛騨街道の籠渡し

仙

たわむれて去る蜆蝶々
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歌

枝千良枝良正千良千枝良正｜可千良千正枝

八高松・渚の会ｖ

半歌仙﹃蔦紅葉﹂

玉藻城四百年の蔦紅葉
洲走り群れし濠の月影

愛の羽根襟に健児ははにかみて

竹刀引つ提げ通ふ道場
自画自賛妖怪漫画走馬灯
り
守やも宮
はびり
つく蔵の漆喰
えんこ

ゥ蒐めたる鼻煙壺ひとつまたひとつ

猫殿ふんと貌を撫で居る
逢ひに行く何でもうんと言ひに行く

西岡恭平捌
増田日日三

西岡恭平
三橋早苗
陶山泰子
沖津秀美
大鹿節子
佐々木栄一
八足暁吉女

砂井斗志男

瀧澤尚子
宇野恭子

ねむ

嵐のあとをもてあます肌

平峯千春
広谷青石
河野素人
鎌川耕仁
今井水映
安井草洲
植松晴子

まほらまの小径に誘ふ合歓の木々

トナカィ

和敬清寂つづる自叙伝
月光に馴鹿鈴を響かせて
耳袋した子らの微笑む

オリンピック愛国心が沸騰し

湧水掬ひ喉を潤す

花守となりて一夜の歌枕

源平の凧天に陣布く

秤雄什砿舞い皿一汁二叩嘩︵文音︶
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八八千代・習志野連句会ｖ

ナォ孫入園白髪を染めて手をつなぎ

幸せ分つユニセフ募金

皇室のめでたきニュース報じられ

大野利丘

川十九院科峰

窓の外何時しか暮れしかくれ宿

一目で惚れし佳人ひと妻

街道をはさみて明神向ひ合ひ

もんじゃ焼店着ぶくれの列

歌仙﹃マフラー﹄

宝石並ぶショーウインドウ

藤代羽都江

冬晴れの空観覧車遊泳し

塀越えの蜜柑を褒めて貰ひけり

杉本よしえ

藤代羽都江邸︶
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四十九院科峰捌

連れたる犬も同じマフラー
都指定の名庭園をめぐるらん
地下の又地下駅のにぎはひ

ＬＯＶＥの砂文字波の消し去る
筆

山下節代

浦の面に挿す海苔の擬

月を追ひをさな追ひかけ影二つ

ビル壁の電光画面照らす月
杉こう茸に不安のつのり
狩ｎい

丘

四日尾

平成十六年十一月Ｉ九日首

平成十六年十二Ｈ二

︵於

尼僧の項白くまぶしく
盛衰の光陰秘めて花万朶
狭庭を広く蝶蝶の舞ふ

﹁また明日﹂老人ホーム後にする

ナゥ点火前膳をととのふ大文字
ハーブせんべい家への土産

Ⅲ

ふと振りむけば彼の女に似て

ゥ黒髪を撫づるかに酌む牧水忌

３
１
１
１

ん日夢

条

プレゼントされし指輪に口づけし

縁切り寺の石段高く

時︑隈

１

綱渡り大統領選ブッシュ勝ち

よ

司刎ご

庁日必

腰痛の夏故郷を想ふ

よ

よ

可つ

ハイテクの一葉新札出回りぬ

１
３

馬に止まりし蝿銃で打つ
ダムはるか大吊橋の月涼し

風船飴玉駄菓子屋の跡

丘

亀累累とうららかな池

はらはらと散る花あれば蕾あり

よ節羽節よ羽丘￨峰丘よ丘節峰丘羽羽節よ

木村ふう捌

ふみもも竹みふ竹も美み竹ふも竹美もふ
代
代
うほり り四ほう四り女ほ四う り四女り う

八三重・南草連句会ｌその一ｖ

﹃かまどうま﹂

靜かさや雨の厨のかまどうま
ぽんぽん時計月に鳴り出す

背負ひ篭松茸採の帰るらん

諺病なりと医師の診断

ナォ奉書もて髪結ふ巫女は蝶まとひ

御破算の声珠算塾より

東京ニホントノ空ハアリマセン

祭稽古の采配を振る

夏足袋の軽き足どりそこかしこ

そっと忍んで息を殺して

海よりの松風鳴れる蜑の小屋

ガラスの靴を残し姫去る

愛し合ひ求めあってもまだたらぬ

雲ひとつなく透き通る月今宵

留学生へ博士号授与

地震の爪痕いまも冷まじ
居候分も加えて秋刀魚焼く

美竹みも竹ふみ美も竹ふ美竹みもふ竹も
代
代
代
女四ほり四うほ女り四う女四ほり う四り

︵於・南峨庵︶

︵ナオ以下文苛︶
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酒用意して碁敵を待つ

前山の気流に乗りて飛ぶは何

ふくら雀の並ぶ電線

ゥ紙漉のたった二軒となりし村
様々変へるカメラアングル

ll ll

恋文をそっと挿んで本返し

悠々自適還暦の春

均されて土いきいきと鍬を待ち

)fh.

愚妻豚児と囲む食卓

二八

買物はまづ百均で品定め

君

花に舞ふ新市誕生祝ふとて
おぼろの波間真珠育ちぬ

・

￨・

はづればかりの大矢数なり

￨・
二｜ ・
ll )j

月明に開く夕顔しろじろと

年年

温泉宿の庭に出で立つ
振出に戻る推理よ鬼刑事

ノ、ノ、

噛みつき亀が棲むといふ沼
手を引かれくぐる校門花ざかり

−L−贈

仙

油引きする廊下うららか

平､'2
成成
十I

田西田木
島岡島村
ll1
本

歌

八三重・南草連句会ｌその二Ｖ

四り郎四り邸四り郎四り邸四り邸四り邸

半歌仙﹃臘梅に﹄

竹も葵竹も葵竹も葵竹も葵竹も葵竹も葵

田島もり捌

田黒
［I］

臘梅に始まる庭の花暦
竹馬の子の憩ふ石垣
ピアノの蓋の開けられしまま

槁を書く筆なめらかに捗りて

ｗ雌什誌唾二地一トル丸川師︵文音︶
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ほろ酔の人に肩貸し月の道

親戚以上移民仲間は

大漁々々鴬のいつそく
ゥ盆踊他生の縁深めもし
あつと言ふ間に離婚再婚

その澄んだ君の瞳に捉へられ

水郷地帯梅雨へましぐら

解体のさ中のビルが崩れ落ち
ナイターの一振り月へホームラン
夢見ごこちに食ぶるフォアグラ

新船の世界周遊招かるる

ノーベル賞を受けし科学者
さくらどき金糸銀糸の訪問着

神宮領に高き噂り

烏島沼

八大垣・西美濃連句会ｖ

追善正式俳譜

歌仙﹃葱白
ノ︑﹄

河合勝子捌

公羽

ナォ丹の橋を高山祭の山車渡る
宿下駄をはいて朝市を見に

千秋楽に上る観声

荷を解けば爺の好物蔵地酒

コンビニおでん味噌がたっぷり

熊現れて鳴りを潜めし村はずれ
河合勝子
本屋良子

箱に集める櫛と管

早野三千子

一柳国子

窓本輝子
寺井淑子

さと子

芳古

みよ子

国子
みち
淑子
初美
輝子
勝子
良子

ちゑ子

芳古

淑子
国子
みち

三千子

お国誰りの子守唄聞く

だんだんと目尻の雛も増て来て

伊藤白雲

八Ⅱ首

︵於・赤坂港会館︶

一途に宙へ翔ける小雀

平成十六年八Ⅱ二

平成十六年十一川二十川Ⅱ尼

さと子

中山道松にさくらの花盛り

化石の瓶の色の艶やか

はんなりと紅き帯締め待ち合せ

携帯電話恋のなれそめ

ハーモニカ吹く少年の横顔に

早野さと子

エアポートに夢膨らます
〃尊徳の想ひ見直す望の月
澄みたる水に筆を洗はむ

八つあんと呼ばれし人の漫画本

鉛筆を取り軽くスケッチ

杉野ちゑ子

市橋みち
矢橋初美

葱白く洗ひあげたる寒さかな
とぎれとぎれに風に舞ふ雪

棗鈴生り一枝手折らむ

ナゥイベントの果てたる苑に小鳥来る

Ⅱ軒低き仕舞屋つづく十三夜
ゥ秋の園若きさざめき聞こえくる

楕水みよ子

ストロー二本さして珈琲
船長はマドロスパイプ煙らせて

野村芳古

きらめいて燃ゆる想ひの腕の中

トレビの泉とどく聖鐘

ちゑ子

初美
良子
輝子
勝子

川夏月に影ふみ遊びきりもなし

秘密の小屋に仔犬三匹

贋作は本物越える出来映えに

フランスパンの匂ふ街角
花雨雲れて衣桁にかかる花衣
たんぽぽの咲く径を試歩とす
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八所沢・俳諾工房ｖ

窪田阿空捌

村井とき女

式工

ユニ

窪田阿空

兄妹

兄が駈ければ妹が追

振りあぐる鍬先に風光りい

む少

夕月の横丁はみな小家が

肩に
渡る

匂える

の八文

行の

女房の二間っ きりのふき掃除

象潟町に 住んで畳屋

鳥海の姿よ ろ し く 秋 の 色

畳屋

ゲバラに棒ぐボリビアの酒

銃剣は錆びてケルンに刺されいし

雲の湧き立つ空の眩しさ

寒

俳譜トロワ﹃二階家﹂

二階家

張込みの辛抱つづく無精髭
蝉鳴き立つる路地の二階家
久々に下宿時代のなつかしぐ

波の刀

ケルン

勤門勇

門

人梅竹

平成十七年三月末・阿空洲
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牢と牢

ｰ

と空空

元クセル

ちうて

乖〒．

夕映え

葛桜包んでもらう湯屋帰

夕映え空の似合う町
友達の妹早く世を去り

空空と
空と空

声字年

牢牢と

門

表札に通夜の女を探しあて
小雨ふる日の門は冷たく
落武者のまた落ちて行く山の間

し筋り

八横浜・俳詰文芸考究会ｖ

連句三十六句﹃弩爾吟斉も一

ぬるはちふざ

弩爾蛤斉も溥儀も高梁畑の風
往きゆく果ての天の只澄む
邑の口鶏籠でんと積まれゐて

中尾青宵捌

中尾青宵
小林節子
福島朱鷺
加藤亀女
出川知
藤沼和ヱ

零余子飯とよ菊酒も添へ

心臓にペースメーカー埋め込んで

蚕大事な棚を転がす

どかどかと土間に祭りの男衆

その片隅に家業小さく

タウン紙に猫の葬儀の記事が載り

女学の頃は至極退屈

利根川の支流は裏の山よりし

一畳台で猪の皮干し

椰郵の声を電話に入れてみる

おむつの替えもちゃんと袋に

図書館の梯子日課の寿老人

シベリアの強制労働凍る四肢

白樺林おぞましき夜
永久に一日一周西回り
零して探す星の行方

時々人は還る青春

さわらぴの萌え出づるころ水清ら

平成十六年九月二卜五日首尾

︵於・柴庵︶

︵注︶三十六韻なるも所謂形式主義の歌仙に非ず︒日山連句なり
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貯炭の山に喜々と子供ら
気がつけば期限の切れた割符なり

新球団は瓢箪の駒

夕焼の彩雲のいる憧る愈
角さへ曲がれ君が蝶なら
石鹸の殻カラカラと湯屋の前

鷺

鈴木圭子
城倉吉野
渡辺祐子
松本杏花

花

宵

烏賊の背中が焦げる熱燗
一握の砂の啄木逃げ回り
着流しの裾犬が噛み付く

ーヌ

ヱ

妹即

野

水野道子

月の出をまだかと待てる露地の裡

戸は閉めなはれ謡するなら

人道の支援派遣の兵の信

遊里に落ちたことの細々

わたし好みの百済観音

音立ててぱっと咲きける蓮の花

宵知道鷺圭祐宵野節女道花ヱ女知鷺野圭

八松山・白水連句会ｖ

歌仙一水の音﹄
大西素之
名本敦子

大西素之捌

新涼の渓新涼の水の音
月の雫に育つ野葡萄

ナォ鍬入れる度に匂へる春の土

畦の薬缶の生ぬるきお茶
新しき内閣代り映えもせず

アレで事足る糟糠の妻

定年で操縦法のシフト変へ

結婚指輪はづす術なく
高原の花から花へ揚羽蝶

岡川伊勢子

関節の痛みをなだめすかしつつ
今日の予定を明日に持ち越す

飲み比べする地ビールの味

髭の店主に似合ふバンダナ

向井由利子

市庁舎のあかりも消えて月澄める

東麗子

小説を書くとはおくびにも出さず

由

敦
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濁酒カヅトグラスに酌みあうて

道路工事に励む短夜

ナゥ裏門を雁字搦めに蔦かづら
パリつ子酔はす海老蔵の芸

内ポケットに入れる焼栗
伊

鍵無くし開きもならぬ旅鞄

素

由

助けてばれる過去のなりはひ

ワキャベッ畑覆ふ浅間の火山灰

敦

追ふ者を残して速き花筏

敦

御曹司との恋ははかなく
傷心の舞台で女優開眼し

敦

雲雀の揚がる陶磁器の里

人つ子ひとり見えぬバス停

着ぶくれしままつつく風呂吹

素

黒板塀に鳥居描かれ

次々に温泉の嘘あばかれて

寒析の近づいてくる月の路地

素

平成十六年十月三日首

平成十六年十一Ⅱ十三Ｈ尾
※備前作りの刀の名前

豚

山

︵於・道後白水亭︶

旅装解く塩で栄えし港町
オサフネ

敦

※

敦

伊

床に飾れる備前長船

七重八重一寺を包む花の雲
呼べば応へて駆ける若駒

杉

素麗素麗伊由望由麗伊伊素望素望望由由

八坂戸白塔歌仙会ｖ

歌仙豆日清ら﹄
ォ時差ありて明けし楽都は音清ら

子午線越える白鳥の群

厳寒の空にオーロラゆらめいて
﹄りつろ

佐藤俊一郎捌

ナォ春の宵喫煙席より輪が踊り

リラ咲く街の大道芸人

青春の余白ばかりの詩集帳
壁の絹絵は時に染まれる

夏潮の満ちてくる月の雲早く
切子の皿のメロンぬらぬら

手を離す向日葵畑の迷い道

先回りしてキッスを投げよう

カサノバの日記に学ぶ恋の日々

あの娘にあげた赤とんぼはどこ？
いとしくていじめたくなる月の夜

口さみしくて鬼灯鳴らす

早坂七緒
富岡悦子
坂川玲子
益子和子
狐永恒雄
佐藤俊一郎

ナゥすさまじや私の捨てたひとやいま

振りかえりなかなか往かぬ流し雛

平成十六年一ＨＩＨ首咽毛
１

亜

︵於・竹むら︶

‑251

昔語りにペーチヵ燃ゆる
城吐を囲む巨木に洞あき

熊穴を出て月仰ぐ頃

レーザン梨峯
悦

ゥ海底にそそぐ光に海苔青く

伍

袖濡らしつつ霜の別れに
薪能火の粉花びら渦巻けり

火星の土地の紅の原

散る薔薇を掃く一陣の風

並んで食べたおにぎりの味
麻服の君は素足を投げだして

和

窓が眩しいヴァレンタインデイ

悦

愛されて謎を残して消えゆけり

梨

池田果穂

俊

玲

モスラ居るなるゴジラ居るなり
書を閉じてひとり眺むる雨後の月

滴り落ちる柚子の金色

匝

悦

上村以和於

野の果てに盆提灯の二つ三つ

逃げる陽炎追い求め行く
目礼を交して花の旅の宿
酒に放した白魚を飲む

柳
瀬

玲果梨亜和以亜玲梨果以和玲以梨湖和果

オ

八東京・芭蕉記念館連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃花衣﹄
陛花衣まといぬオペラ聴く夜は

く汐の匂いの届きくる春
希望抱きどこまで青き踏むとせん

子供どころのトロッコ列車
銀鑛を照らせる月のきらびやか

三枝霧子捌

三枝霧子
宇咲冬男
川上綾子
石井季康
奉務

脇篭揺らし農婦すたすた夕朧

日本の宇宙ロケットまた失敗

ナオ

ー茶碗叩いて幼な待ちいる

笑顔炸裂空にとび散る

新聞の写真を這える冬の蝿

知らぬ同志が囲む闇汁

コップ酒叩り﹁女は怖くない﹂
手込めといえる言葉は死語よ

金品をむしる女の色仕卦け
措の大樹に孔子のたまう

鳩輝ける玉兎支える屋根の獣

笑いしままの仮面捨てらる

やや寒のコーヒーの香のカフェテラス

ナウ

綾

とょもせるカーテンコール幾たびも

小島信太郎

霧

マントを脱げば体かろがろ
イラストを胴に描いて花見舟

江東区芭蕉記念館︶

松の芯摘み天気晴朗

︵於

平 成 六 年 三 川 一十五Ⅲ首
平 成 十 六 年 四 月 一十七日尾
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人声のしてちちろ鳴き止む

輝秋遍路峠越えれば露しぐれ
く遠くに白帆見えかくれする

信

ー菊の枕に癒える神官

ひょっとしてひょっとして恋かも知れぬ

綾

久︑

霧

信

季

コサージュも飛ぶシャガールの愛
ニューファッション表参道間歩して

信

ウ

アメリカの牛飯やゆさぶる

夏月の赤きをよぎる烏の群

熱砂の地獄世界危うし
鉄兜捧げてありし銃の先

霧
久﹃

喉の渇きに水を飲み干す

季

山ざくら八重の桜と競い合い

殿様蛙目だけ動かす

季綾信霧季綾綾季霧信綾霧季信綾冬季信

じ

八東京・芭蕉記念館連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃ポインセチア﹄
中野稔子捌

芳は稔
ゆ

ポインセチア揚ぐグラスを緋の彩に

北風が届けし友の絵手紙
伝統の良き倭歌思うらん

遥か彼方へ続く草原

名月を象の親子が讃えんと

白露地に滋く小さき礎

ワ大南瓜まん真中に居据りて
次から次へピエロとびだす

定例の撮影会の盛り上がり
観音様のちょっと流し目
伊達男酒の気負いを借りもする

方向おんち道に迷える

浮人形の動き自在に

滝壷にとどく明るさ夏の霜
乳呑児の瞳淨らに笑まいいし

鷲星雲は星のゆりかご

花万朶和服姿の同期会
こんなところに胡蜂の巣

ナォ城跡の家紋くっきり春光裡

三岸節子の摩周湖の青

ひれもすをオーケストラの楽に酔い

苦くて甘いベルギーのチョコ
赫々と燃える暖炉に火照りいて

たまくらで聞く遠き雪折れ
渦巻いて逆まいて川激ついる

無音となれる真空地帯

染色体組みかえらるる時代とは

笑いの芸の志ん生落語

傑刑のクルスに繊月かかりいし

秋冷至る楚はも

ナゥ末枯るる中に置かるる苑の椅子

くるくる廻る回転木馬

ひたすらに宇宙ロケット飛ばさんと

夢託す旅淡く霞める

狛犬の阿畔の肩に花匂う

パイプくゆらす縁の遅き日

平成十六年十二ⅡニトニⅡ灯

匁

咲

丁→

、

平成十六年十一一Ⅱ二卜六Ⅱ尼
︵於・江東瞳芭礁鼬念館︶
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、F 中
北野
岸
H｜
篠
崎

ゆははき芳稔稔芳は稔芳稔芳は稔雄む子

ゆ稔は稔はゆ冬ゆ芳ゆ稔冬ゆ男芳ゆはは

八東京芭蕉肥念節述句会ｌその一一一Ｖ

歌仙﹃子規忌﹄
松澤晴美捌

横山繁

後喋曲︿

松澤晴

海峡へ野山の錦なだるらん
原一号

オ

堤愛用の小さき地球儀子規忌かな

ｉ桂男がのぞく文机
ロープウェイにあがる喚声
はためく青へ金魚ひらひら

伊藤巽︶

ウ

字咲久﹃

ナオ

加浅草の鐘のうららか人力車
ーしかと踏ん張るバイト学生

闇手探りに廻る戎壇

鬼太郎の高下駄からと音たてて

蛍を追いて引直す紅

辛口の地酒抱えてサングラス

不評の中のプリンセス婚

バスタブの泡立ちてもう戻れざる

強風の荒ぶオープンゴルフ場

仮設の店に御手洗だんご
月天心列島光りまみれなり
もどり鰹の押し寄せる群

偽結い強く収穫祭のさんざめく
ナウ

ー縄文人の声を聴きつつ

オカリナの音の瓢々と湖の面

執

︵於・江東Ⅸ芭蕉記念館︶

二Ⅱ首
七Ⅱ尾

春の日傘を回す春愁

途ぎれとぎれに塩の隊商
花堤万朶の今を鎮もりて

平成十六年九州二
平成十六年十Ⅱ二
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精尽くしパラリンピックフィナーレへ

唯学童の課外教室田草取り

自然に還るテレビ人間

豆絞りきりきりきりと結ぶ女

心を揺らす若き神官

汐サイトきり盛る娘婿取りで
アクァラィンの海の鋤ぐろ

杉の襖の墨痕淋偶

切絵めく冬の鴎に月皓々

アニメＣＧ液晶に浮く

丹羽文雄百寿を越えて黄泉の旅
養花天緯度も経度も要らざりき

世継ぎお披露目落語家事日

繁喜き晴喜繁喜典男繁き典晴よ久子雄美

筆晴典典繁喜き典典典繁典典き喜き繁晴

大大塚堀

竹

坪野本部

節

恵

洋鵲

ペンキつややか境界の杭

｜ォ古戦場隅の隅まで畑打たれ

諏ひのはやも十年越しとなる
この子の父は彼かあいつか

ノンアルコールビール呑み干し

蝿されて生きていくのも愛の内

士美恵士恵節恵士洋士洋士

ハ岐阜・巴世里連句会ｌその一Ｖ

睦呂

大野鵲士捌

大

l11

短歌行﹃月丸し﹄

オリンピアの歓喜見下ろす月丸し
美
子睦子洋士睦睦士子士

鳥の渡れる五大大陸

故国より届く新酒の封切りて

声高らかに澄める寿き歌
ゥ鯨獲る絵が舞殿に掲げられ

露天風呂にて語る半生

パーキングエリア真上に月涼し

ミゥ親分の猿が神父に甘え寄り

一うぐ尽←ジジ

隠し難きか神の御前

早く見てホームページの書き込みを

感染したる恋のウイルス

︵於・岐阜両柳ケ瀬・羽椚︶

十八日尾

一十一日首

月月

熱・眩量・震へ．のぼせに下痢・悪寒

ﾉL八

待合室に多き知り合ひ

年年

色のたしかに匂ひたつ土

手中にしたる小さきおむすび
とりどりの莫薩を広げて花の宴

六六

うたたれの花の匂ひに目を覚ます

子らの揚げたる絵凧高々

平平
成成
'一十

比

奥

八岐阜・巴世里連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃疲れ鵜﹄
清水貴久彦捌
藤川真木子
水野由紀子

大竹恵子

疲れ鵜の餌に加へたり肝油粒

遠く近くに風鈴の音

デッキチェアにて猫が伸びする

勝手口ただいまの声やはらかに

真
堀部比呂美

馬淵智美

芸術祭の写真仕上がる

比

箕浦卓夫

明月の海に島影くっきりと
ゥ信濃柿葡萄に林檎賑やかに
旅路の果ての甘き想ひ出

吉云

宙・

大野鵲士

夫

宙心

お揃ひのキーホルダーをケータイに

大川へ今日もまた飛び込んだぞな

男と女描く歌麿

三面記事がやたら目につく

舞台の袖にダルマストーブ

月寒く音読時に裏返り

比

夫

由

吉云

智

節電を促す経理担当者

弁当そっと膝に広げる

種々の用を忘れて花に酔ふ
暮れかねたるに一献の酒

︵於・岐阜西柳ケ瀬・羽酒︶

平成十六年七月十七Ⅱ首尾
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八岐阜・巴世里連句会ｌその三Ｖ

マスク外して交はす挨拶

賑やかに羽子板市の手締めかな

堀部比呂美

大竹恵子

清水貴久彦

藤塚晶子

半歌仙﹃羽子板市﹄

荷物置きほっと一息つきたくて

各務惠子

各務恵子捌

コーヒー香るカフェの片隅

彦

″

歩

松尾一歩

大童心

各宙心

大宙心

日肥

開かれた窓から月とシャンソンと

秋惜しみつつ書き散らす文
ゥ今頃は故郷木の実の雨の中
トンネル抜けてリニア蟇進
なんたって四十路の恋はいろいろと

貴方好みのマダムロッシャス

月皓々と照らす寒林

売り家の西洋館のバルコニー

血圧の話は尽きぬ夜回りに

彦

各函心

歩

〃

美

酒も煙草も止めて半年

増税に家計やりくり追ひつかず
何が起きてもケセラセラセラ

花筏浮かべて川の水ゆたか

濃尾平野を包む春光

︵於・岐阜町柳ケ瀬・羽澗︶

平成十六年十二月十七Ⅲ首尾
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八東京・はねだ連句会ｖ

今村苗捌
正和浩
吉苗

歌仙﹃春ショール﹄

芽ぶく柳の揺るる濠端

春ショールいよよ華やぐ銀座かな

スピーカー止め憩う竿売り

新入生背なの鞄の重たげに
スマイルという蘭を抱えて

叱られたって好きな先生

ナォ放課後の校舎の裏で吸う煙草

サッチモを肩寄せ合って聴いていた

湖面をすべる白鳥の群
伝来の装束まとい神迎え
体そらして天を見上げる

所得番付いつも筆頭

マンションは四十階と云はれても

天然芝のピツチ広々

糖尿の予備軍なりやホリエモン

山粧いて詩心欝勃

松ヶ枝の月の移りを飽きもせず

ナゥ釣り橋を大きく揺らし猪渡る

酔歩散漫よそさまの家

世間話の縁のうららか

じじばばはむずかる孫に手をつかれ

暁

柴
原

港区立三田図耆館︶

磯巾着は夕に潮吹く

鐘一打長くどよみて花曇り

平成十七年二月二十四Ⅱ首

︵於

平成十七年五月十六Ⅱ尾
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一日の介護を終えて月の道

法事のあとの席は賑やか

ゥあら走りまずとりあえず酌みかわし

チャイナ服入り色めくダンスの輪

生欠伸する着膨れの客

ヒップホップの膳に参った
痴漢ではないと吊革握る掬摸

凍月と猫の世界へ迷い込み
尻取り遊び﹁ん﹂で蹟く
抜け目なくマルチ商法金満家

噂も高き端渓を愛で

長城の望楼に咲く大花火
石の隙間に百足かくれる

藤山岩今
松口波村

和和和苗和正正苗和正苗和正和子義郎

暁正暁和和暁和正暁苗利子正和苗和苗苗

八大阪・羽曳野連句会ｌその一Ｖ

西田舟人捌

香舟

歌仙﹃しづやしづ﹄

碧紫の春着合ふ頃

しづやしづ苧環かほる夕べかな

楼門の影長くなりけり

笹鳴きや尼寺はいま茶会にて

栗を食みつ︑長江下り

はるかなる天のわだつみ月の船

広き叡智の人を慕ひて

ゥ秋灯下ヒエログリフの解読を

鉄橋渡り列車遠くへ

カンボジア聖なる川にリンガ・ヨニ︵注︶

警笛のこだまふるへる里の雨

端居に昔偲ぶ黄昏

今の若者パラパラゲーム
眉月や浴衣の人に迎へられ

むらさき色の京の山々

雪舟展長き行列一時間
春光は矢のごと会者定離

花吹雪烏も浮かれて影やさし

ナォ春風邪に医書を枕の旅寝かな

菅原伝授文楽の券

酒肴用意をさをさ怠らず

外はあいにく雨のそぼ降り

冬霞対岸の灯のほの白く

ロンドンの暮れ冬の雁ゆく

報復は報復を呼ぶ中東に

銃把る人の妻の涙や

卒寿なるダンサーいはく日々が恋

鍬ふる人の節太き指

闘牛の追ひつ追われつ月に吠え

空に飛火す崖の彼岸花

ナゥ鳴く虫もまた自得せり生き生きて

歌で交はる愉快な仲間

なんくるに子供と遊ぶまりの上人

ワールドカップの熱き風吹く

世の中は花の下にも鼻の下
よな

蕊にまみれし旅装解くなり

︵於・羽曳野巾民会館︶

平成卜六年三川二十九Ⅱ首尼

︵注︶リンガ・ヨニ⁝⁝ヒンドゥ教で崇拝される男・女の印
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西
H｛
ｲl・
川

舟魚舟魚舟魚舟〃魚舟魚舟魚舟魚舟魚人

魚舟魚舟魚舟魚舟魚舟〃魚舟魚舟魚舟魚

八大阪・羽曳野連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃選挙カー﹄

暗がりのなか肩を寄せ合ひ

ナォ大花火セーヌの橋は人だかり

この世からハイおさらばのその日まで

登高や上海はいま建築ラッシュ

西田舟人捌

西田舟人
日野佳子
岩本正雄

女房のあと亭主追いかけ

いまの世の女性進出夢のよう

男はおとこ女はおんな
終戦日憲法の恵思ひ出し
ゴーヤ料理に舌鼓打つ

道城加世子

選挙カー声張り上げる大暑かな

東美千代

国を挙げての五輪の準備

どの門々も水を打ちたる
飛行雲円弧を描き交差して
光り輝くダイヤのリング

仰山なこと仰山なこと

冬の夜は雨月語りの恐ろしく

ナゥあの山もこの山もみな森深く
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月の船桂樹を載せてゐると言ふ

舟

正

佳

加

風そよぐなか鈴虫の声

ざも
怖き夢見る吾わ妹
寝顔は

ゥ麗しき人に妬きけり鳥兜
かの君は茜の雲とあきらめて

美
舟

熊野高野もまた世の春に

木魚撞くらむつくつく法師
独り詠む漢詩聯句の夜長かな
ひまな事にてひまな事にて
花吉野世界遺産となりにけり

破れ障子に風の泣きゆく

正

佳

︵於・羽曳野市民会館︶

粕汁と越之寒梅腹に沁み
年の始めはみな墓参り

平成十七年七月十Ⅲ前足

懐かしき友の歌声野に満ちて

加
美

月の出汐に孫とふらここ

桜鯛大漁に湧く港町

佳

舟

白雲を瞳に写し駒駈ける

正

いづこも同じ花の日々かな

ハイドパークの青き芝生よ

美加正舟佳美加舟正佳美舟加正佳舟美加

ハ横浜・濱風ｖ

胡蝶﹃師走のよもぎ﹄

通し燕のかすめゆく土手

オモテ小半刻師走のよもぎ摘みにけり

新札に透く才長けしひと

飾り窓フリルフリルの華やかに

柳もろこのお持たせの味

城倉吉野捌

知

ワラ糸瓜棚ぶらり世相を斬るコラム

災といふ書の今年一文字
古帽子魔法のごとく甦り

お伊勢参りに溝の当って
十返舎一九も浮かれ花の下
春の調べにひねもすの波

祐圭

道亀和

︵於・神奈川県民センター︶

平成十六年十二川十近Ⅱ前尾
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朧月ひっそりと木戸開きゐて
のんちゃんが乗る雲は何色

ナカ軟東風に押されてはしる徒競走

スクランブルで起こるニアミス

Ｅメールハートマークがぎっしりと

天道虫に拉致の先訊く

道節和朱圭道祐亀吉
祐節吉朱亀吉

観測所山より下りて夏に入り

縁に乾さるる洗ひ雑巾

父の忌もおひおひ薄れ檀那寺

凱旋門に揺るる秋草

負け越しの名馬優しき人気にて

大蛇も龍も豊年満作

ヴェネチアングラスに月を呑み干さむ

小藤福鈴水渡加城田
林沼島木野辺藤倉川

知子子野鷺女野知子子ヱ鷺子子子女野

子女ヱ知子子

両吟
内鈴
田木

八東京・Ｂ面ｖ

歌仙﹃勾玉ひとつ﹄

胸に秘す勾玉ひとつ青嵐
この世の闇にふれで凉しき

家伝打菓子阿波和三盆

ナォ今日こそは炉をふさがんと思ひけり

出自あれこれさぐるやつかみ

電話する声うつくしきお家様

縁先に夕顔白きもの思ひ
お鰻届けばにはか賑はふ

食べ方のきれいな子なり小粒な歯

名水豆腐すぐに売り切れ

親権ぜつたい手放さないから
庖丁を力まかせに研ぎ上げて

火が恋しいと犬も寄り来る

山又山送電線を照す月

もてあますほど長き残生

ナゥパソコンのマウスひややかＥメール

思はずも雑草園の涜

汁誌秤極朋一十吋肥函︵文音︶

千手陀羅尼に噸の和し

やつしと言へる美意識もあり
見上げては又見上げては花の峰

秤
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富む人の寓とは聞けど垣古りて

小板橋踏む音のかそけさ
湯上りの髪の芳し十三夜
鉢一杯にとろろ汁出来
アノラックの肩ついと寄り添ふ

ゥ潟原は束の間錦草もみぢ
押してみて手応へあれば引いてもみ

思ひもかけず鍵を渡され
紹興酒の壺ころりころげる

留学中研究したのはサムターン

徹夜の窓のほがらほがらに

石室へ穴口くるぐろ月寒し
ポワロ役者の眉が物言ふ
拾ひたる布袋祀れば福運が

狹い身幅にそより春風

濡れ傘に花びらつけて大男

さア
ち

ちヤちヤちヤちヤちヤちヤちヤちヤ子ヤ

執

筆ちヤちヤちヤちヤちヤちヤちヤちヤち

八松山・東松山連句会ｖ

栗芳水春柏

歌仙三世松﹄
J冒一

宇都宮柏葉捌

郁
IH
士小池

春風や与力ヶ丘の二世松
卒業式を迎へたる児等

合併進み消ゆる村名

ナォメーデーの列の中なるかた車

秘密話を聞ける三毛猫
郵政の民営化案難航し
堀江社長の堅き信念
托鉢の手足悴む雪催ひ

休暇一ぱいスキー楽しむ

お料理はレシピ通りに作り合ひ

こつくりさんに愛を占ふ

納采の紀宮様絹衣裳

習ひおぼえし謡朗々

賂駄行く月の砂漠の影長く

盆興行に現る︑妖怪

ナゥ木犀の香の匂ひ来る夜学道

走るアンモにファン熱狂

ウインドの装飾品に宇和真珠

新しき靴下ろす大安

朝日浴び散りゆく花の音もなく

二日首尾

︵於・小野公民館︶

願をこめしシャボン玉飛ぶ

平成十七年三月二
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茎菜漬塩の加減も程よくて

借りた棚田で家族稲刈

月の出を写真マニアが待ち構え

川岸に並むだんじりの里祭
逢ふ瀬の合図口笛を吹き

肩書すべて返上の旅

いつしかに憐燗の情恋となり

検診終へて快癒確信

菫駄天の乗組員は無事帰還

深々と山小屋の窓月涼し
夕膳に出る鮎の甘露煮

米寿を前になほも豊礫

遺句拝す色紙に又も涙して
枝に吊りある酒のうららか

舞鶴の古き埠頭に花の満ち

居池川中懲

水春葉栗芳水春葉栗芳水春葉子恵穂紅葉

栗葉芳水春葉栗芳水春葉栗芳水春葉栗芳

八神戸・ひよどり連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃西郷の﹂

ナォ出世凧総出であげる下磧
短さゆゑに科白むづかし

不器用がよくてまことの財を成す

範

地震さなかも胸中の女

愛国心をサッカーに向け

それぞれの窓辺に飾る鳥篭を

恵

義理合ひの葬儀に婚もおあづけに

世界遺産の修理控へめ
湖に謎を沈ませ月渡る

彦
坂

︵於・菅刈公園︶

田
中

品川鈴子捌

佐田昭子
中田芳子
内藤廣

横目にみなし猿のこしかけ

真つ平ご免晄惚の橋

西郷の愛でし邸の春障子
ポスト辺になほ残る雪
故郷の卒業式に招かれて
三輪慶子
市橋章子

ナゥきちきちの不意にとび出す丸の内

新幹線樹氷のモンスター慕ひ

舟の支度もとどこほりなく
月の出をうながす笛の搦々と
束なす蘭をどこにわすれし

慶

廣

どっさりと薬持参の旅鞄

ホームページで自慢ばっかり
章

﹁ありがたう﹂だけ解るハングル

芳

昭

千

花の下魔法使ひと巻く歌仙
ロボット嬢の風光る笑み

十Ｈ柿
十六Ⅱ尾
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佐竹千寿子

籍を入れずに子供たくさん

ゥ利酒に名も外聞も憧らず
いとはんは神農やしる素通りに

宗匠の坐をでんと構へて
転勤の辞令の額を分校に
三光鳥のギッギゲゲゲと

慶

月月

垂早

松本喜美子

二

ザイル

食はずぎらひのカップラーメン

慶

六六

断崖の登山綱に槌り月を撮る

芳

年年
'一十

廣

いかなど炊いてあげる人無し

宰相は知らずサマワの陣営を
ひとこぶ酪駝ベンツ凌ぎて
くるくると修道院のしだれ花

平平
成成
十十

二芳昭章慶廣芳範廣昭章芳子慶昭章廣塵

八神戸・ひよどり連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃返り花﹄

日向ぼこして犬と戯れ

みづうみの縁どりとなり返り花
履き馴れし靴のゆがみを気にもして

書院造りを宮大工呼び

月光に笙篁第のひびくとき
下校の子等は稲架にかくれて

幸せ太りほほえみし君

ワ解かるまで菊人形の敵味方
合鍵をもらひるんるんスキップも

品川鈴子捌

野︑喜久子

河村泰子
中田寿子
泰
一旦口

寿
一塁ロ

寿

泰

ナォ日の中に浮き沈みして茶摘笠

圭星目

寿

田中千代子

寿

圭呈目

山Ⅱ杏子

御神渡り今おごそかな音

杏

森田蓉子

スカート同じすれ違ひざま
椀ぎたての果物莫産に小商ひ
土砂の中より助け出されし
雪国の古き遊びのすべり下駄

再婚の花嫁古稀を過ぎたるや
ピアスの穴に不倫ぶらさげ

蓉

寿

千

新札の野口英世に憧れて

嵩ばる箱に入れるおみやげ

ナゥ郎党はけんか祭にうち揃ひ

寿

杏

千

一塁再

風紋は風のことばか月の浜

映画狂ひが杖をたよりに

祝ひの瓢新酒たっぷり

ガイドブック数多拡げて旅気分

一塁ロ

泰

一塁巨

千

何はともあれすべて割り勘

ななっの彩にしゃぼん玉吹く

はつかねずみの廻す木車
そぞろ行く産寧坂の花万朶
寿
寿

泰

平成十六年十一〃トーⅡ尼

平成十六年十Ｈ十四日首

あご鬚の野球選手が世界一
チャイム鳴づめ祝電の束

一塁巨

泰
一塁ロ

寿

泰

︵於・好Ⅱ連句教案︶

宿坊の五右衛門風呂に月涼し

土用の鰻するり逃げたる
あの画家はいつもちょこんと鼻メガネ

妃の墳墓盗掘をされ

花篝り造幣局の通り抜け
野点の席に雲雀揚りて
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八神戸・ひよどり連句会その三Ｖ

追悼脇起歌仙﹃朴の花﹄

生涯の心の灯とす朴の花
どこかへ逸れし坂の斑猫

品川鈴子捌
松原ふくえ

森倭子

写真立てには孫達の笑み

森田蓉子
竹ド昭子

片側の焦げてトースト厚切りに

谷泰子

うたた寝誘ふあたための酒

河泰

ナォ珊瑚には磯巾着が悪者と

俄かに変はる局長答弁

Ｖサインオリンピックのメダリスト

噂の店で氷金時

ほんのりと貴方好みの香水を
薔薇の小道で愛を告げられ
神の座に幼き王をおだてあげ
ムード音楽まなこつぶりて

偽りの学歴光る立候補
ぴくりと動く獺の髭

威銃にも情かい里

やはらかく西郷どんを照らす月

二段とばしに上る階段

ナゥ吊し柿マンション暮らしもう慣れて

島の湖底に謎の財宝

陸奥のわつば弁当おみやげに

心あるかに返しくる蝶

花明りとぢこめられし鉄格子

岼雌汁誌稗十ユ叩二什嶬川廓︵文苛︶
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河

谷

河

月今宵ピアノソナタの澱みなく

彼と彼女はバルト海まで

猫

蓉子猫倭泰邦泰昭幸猫蓉倭邦泰幸泰蓉昭

谷

ワ秋惜しむ回転木馬の騎手となり

大井邦子
岡本幸枝
河村泰子
木村美猫

しっかりと結び直すは赤き糸
思ひがけない噴火さわぎに

倭
昭

蓉

ドルにユーロに迷ふ計算

邦

パンドラの箱開けさうな国はどこ

月凍つる塔の法輪うきたちて

どっと吐き出すファックスの紙

倭

幸

谷泰

ゴム風船は点となりゆく

押しくら饅頭頑と崩れず
百匹の羊数へて目が覚める
はらはらと花舞ふ庭の緋毛蔑

品

鈴

川

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその四Ｖ

﹃蜘蛛

蜘蛛の囲にかかる軽さを歎かれよ

あるじ自慢の箱庭の橋

早々とゲームソフトの売切れて
しんがり

皇居の掃除殿につき

品川鈴子捌

題岩吻

い島写

これを最後とばかり禁煙

公

井

廣代登悦廣登猫廣悦登廣猫登悦猫廣悦登

なれ

ナォ雀の子用のありげに押々し

つぶさに見れば神の染めむら
またしてもテロの放映まつ先に

新ドラえもん若返る声
蛇毎抓む万里の長城に

人影寄れば目高すいすい

真打ちとなり着こなしも粋なこと

要り相手は毫も明かさず

後取りの浮気につける薬なく

西と東の壁に落書き

富士山のいづこより月出づるやら
ハロウィーンには悪鬼うろつき

ナゥニ科展の賞若造に擢はれし

持て余す財はカジノで増え続け

贋と知りつ猶縄文の壺

たてがみ

霞もや︑伸びし若駒

花筏やうやく向きを変へながら
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ささくれの著き杖もて月の坂

毛見の衆にも配る菓子折
ワ曼珠沙華そのさゞやきの聞きとれず

化粧はじめに母の手を借り
行間も想ひの丈はひしひしと

回廊尽きて快分ちし

政見のまことしやかに耳塞ぎ

もうこりこりの株の取引
辞世の句書き留めてより寒き月

古

︵於・夙川カトリック教会︶

一十↓血Ⅱ尾

一十一日首

年年
十七
Ⅱ月

軒の氷柱はいよよ鋭く

六六

一

時忘れチャールストンに浮かれつ︑

平平
成成
十十

子
猫廣悦登八猫廣悦登八猫廣悦子穂猫

囲

地下の酒場へどっとガサ入れ

田嶋村藤賀

の

義経の足跡と花たどりゅき

登八美
悦
美千
廣

仙

のり
霞がくれの安あ乗
灯台

岩三木内頬

歌

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃水鉄砲﹄

蝉を隠して揺れる広き葉

水鉄砲振り向きざまに打たれたり

終列車ガタンゴトンと音たてて

品川鈴子捌
小原みどり

道のほとりに並ぶ幌馬車

ナォ語りかけ雛のおぐしを整へる

菩提寺へ供物に添へて名水も
無駄にはしない受けし親切

岩魚・鮎しか食べぬ飼猫

はんみようの振り返りつつ二歩三歩

若がえるほど熱い恋して

スト権に物申すとて野球界

博

禎

月天心広き座敷に人居らず
籠いつぱいに茸さまざま

み

岡田禎子
蔵本博美

み

立看板もところ自慢に

禎

小泉総理サプライズ好き

ナゥ来賓の席でくつろぐ運動会

気持しずめて捌く俳諸

ベンチの下にちちろ虫鳴く

縁側に上りゆく月眺めつつ

み

博

︵於・柿衞文庫︶
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首すじに息吹きかける修道尼

のれんが招くなじみ居酒屋

ワ盆踊り後姿に見覚へが
婚約しても愁ひ深まり
箱底の古き恋文よみ返す

唐三彩の鰯やかな桶
博

禎

数分の間合に河馬の鼻浮かび

アテネ五輪メダルの数も新記録

彼方のビルにかかる初虹

みちのくへ折しも花のたけなはに
禎

平成十六年八川二 七Ⅱ首
平成十六年九Ⅱ二十四Ｈ尾

み

じぶ煮訪ねて金沢の旅

半額札のＹシャシを買ふ
明明と月は氷湖に滑りゐて
犬連れし子らが行き交ふ蔵の町

博

禎

み

博

仕立て直しの紋付の桁

花篝きざはしの朱をきらノ︑と

翁がひとりふらここをこぐ

禎博み博禎み博禎み博禎み博禎み博禎み

八神戸岡山・ひよどり連句会昂ｖ

ナォきんぽうげきつれのぼたんか姦しく

逢魔ヶ刻の橋を渡りて

偶然のように並ぴて写さるる

割引の券でランチは巴里御膳

﹁春の航﹄

調ナンバー断わられたる

大倉連魚捌

佐蔭美卯
花房八映

ロボットが回っているいる地球博

ボトル空くころ目元ほんのり
山茶花の宿に指輪をはずしもし
口ほどにもない出直してこい

春の航島の岬を遠まわり
浜に千鳥のつづく足跡
木村かりん

平成十Ｌハ年

平成十六年

二ⅡニトハⅡ満尼
︵於・出石コミュニティハウス︶

一川二卜三Ⅱ起首

おたまじやくしの手足出揃う

花の雲市制はまさに百周年

洗濯物が風に揺られて

検診のフィルム積まれし診療所

穀物相場高値止まらず

ナゥ人形の袖をつくろう菊花展

ひげふるわせるベンジョ蟠蝉

月今宵平家一門笛太鼓

北の台地に放つ道産子

大倉蓮魚

ふきのとう風のないのにふくらみて

八映

林真

真

青山牛蟹

首云

回数券で健康ランド

ふる里へ大きな月がついてくる

花野の中に水音もして

ゥ新涼の海馬いななく耳の奥
ロードマップは四つ折りのまま

君がため惜しからざりし皮財布

美卯
美卯
八映

パズル解くように会社を乗っ取りて

香りぬけたるブレンドコーヒー

備前の壷にはしる火襟

石原すみれ

くねくねしたる蚊遣りの煙

美卯
連魚

かりん

真

牛蟹

夏の月連子出格子細ければ
神主は烏帽子落として立ちすくみ

共済保険掛け損となり

何の穴堀る八十八夜
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美八す

か

美牛連

牛か

仙

表彰状だしたきほどの山桜

り
り
り
み
蟹蟹ん卯映真蟹ん真卯蟹魚真ん真卯映れ

牛牛か美八

歌

八神戸・ひょんの会ｖ

歌仙﹃ゼノンの矢﹂
鈴木漠捌

たなそこ

ナォ掌底のやうに優しい烏の巣も

まかげ

漠

修二朗

にこげ

昌子

漠

柔毛の浮遊眉鶏して追ふ

修二朗

寄港後に白き帆畳む夕まぐれ

島は祭りの雌し一色

しやうりやう

か

汁誌斡什二朋二汁一山蹄︵文音︶

うぶすな

輻轆ととどく遠雷花の雨
蝸叫泳がせる産土の川

秤

昌子

修二朗

漠

昌子

修二朗

漠

昌子

修二朗

漠

昌子

修二朗

漠

昌子

野外劇在のキムタク出番てふ

さりながら愛妻弁当自慢なり

レール︶

鈴木漠
松本昌子

飛ぶ矢とや止まる矢とや弓始

禍福占ふ亀の初夢
宮崎修二朗

綺麗どころが差し入れに来て

物の芽の膨らむ速度見えもせで

漠

昌子
漠

修二朗

鶏頭を供へてありし道祖神
精霊とんぼ往きつ戻りつ
車購ふ家伝明月記を筐って

ペットボトルもまだ熱きまま

耕しながら口笛を吹き

朧月上り下りの舟の数
崩れ跡なき渡し守小屋

ゥ世を覗く水中眼鏡壁に掛け

禄失ひて腰の竹光

にこご
謹直の篝汚す煮凝
り

ナゥ凍鶴に自己投影の済侍持ち
修二朗

栄転の祝ひ三つ星レストラン

昌子
漠

暑気払ひにはオンザロックで
恋やつれをみなの役の舞台終ふ

親の決めたる婚約を破棄

漠

修二朗

昌子

修二朗

昌子

修行時代は麦踏みに似て

青い目の子を連れ帰る地蔵盆
きやつ
新蕎麦打を彼奴に手ほどく
月は円ビルは矩形の幾何学に
ピラミッドよりミイラ発掘

漠

そがひ

みささぎも背向の山も眠るころ

時針分針遅遅と進まず

昌子
修二朗

うつつ無く古都さ迷ひぬ花の昼

鹿の煎餅苦くつちふる
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八裾野・富士裾野連句会・ひよこ会ｖ

歌仙﹃和の糸を﹄
和の糸を紡ぎて修す宗祇の忌

連歌奥儀は朝顔の紺

有明に夜を徹したる言を閉じて

烏語上手にまねる飼猫

田口明子捌

鈴水玲子
長田友子
吉住直子
吉住達也

宮原うた子

鈴木芳子
中村雄爾
田口明子
大庭初江

高木千代子

くち

ほのと紅さす少年の頬

ナォ由緒ある春の羽織の家紋にて

みちのく

大票田のあとを継がねば

益子窯場にあがる白煙

ここからは陸奥という空の色

風に間こゆる遠滝の声

勤行は御ン目涼しき御本尊

借景は世界遺産の指定受け
ギリシャの丘に熱き抱擁

地酒えらぶに﹁もののふの里﹂

誠実な君の人柄敬いて

竹取の祠に月の円かなり
翅透きとおる薄羽艀蜥

ジェンダー・フリーを説きし弁護士

ナゥ憲法の行間を読む身に入みて

公民館の開ける北窓

寸劇の女装男装借り衣裳

春の名残りに一句とどめて

ひら仮名の文字を変えつつ花筏
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裏畑の野菜少しを両隣

どちらから寄りしか唇の相触るる

小林静司

遠出する子に渡す夏帽

ハネムーンです南海の島

ワ螢火の曳きては闇の深まらん

いかにせん水位上がるか温暖化

芳

明

玲
江

︵於・洲野市東山公民館にて︶

！

昧叩誼︵文肖︶と

悴みし手で配る公報

城壁高く蟇らす春族

平成十六年六月
平成Ｉ六年六Ⅱ

月冴えて一朶の雲も寄せつけず

背水の陣なる語源史記に見て

友

けん

からくり時計刻むメロディー

た

也

花咲いて日々を感謝の老夫婦

式あたたかに仲人の弁

削宗

筆匠代直也友玲代た江明芳友爾也代司直

洋弓昌洋てて洋昌子子子子
る

ナォ威勢よく棟上げの餅麗日に
ワンカップ手に夢語り合う

骨埋む覚悟老医師棚田道

Ｐ．Ｋ・制す技と気迫と

海底にアンフォラの壺深眠り

月下の高嶺白鳥の列

あいなめ

くち

昌て昌て洋弓洋洋昌てて昌

ハ仙台・北杜連句塾ｖ

昌洋て弓

谷田部弓子捌

坂井田部

短歌行﹃絵手紙や﹄

ォ絵手紙や山百合のあり友のあり
畳﹂よ﹄７てい

吉兆虫の住める筐底

大砂漠限石集む民にして
リズム確かに刻む打楽器
ゥフラメンコ熱情を舞う月今宵
いのこづち

出合系サイトで癒やす東し身は

キスした唇ですらすらと嘘

弥勒菩薩に逢うための旅

ナゥ天変地異先物相場大化し

千年の都偲ばん花の雲

焼き鮎並のピンと青瀬戸

︵於・双葉西集会所︶

二ノ全

露を含みし黒髪を愛ず

ブライダルフェアーへはしご牛膝

回転扉金モ−ル締め

占星術に頼る戦略

親しんだ五玉算盤蓄音機
トーチもて自由の女神花明り

乳に吸いつく仔猫兄弟

平成十六年七川二Ｉ七Ⅱ首
平成十六年八月二十川Ⅱ尾

−う7う一

谷
秋田
松
ノ
熊

ハ仙台︑北杜連句塾﹁襲﹂ｖ

二十韻﹃ノスタルジア﹄

佐藤千枝子

佐藤千枝子捌

ノスタルジア庭のトマトの青き香に

山田史子
尚橋玻斗子

ルーペの中で揺れる優曇華
抹茶碗亭主手焼きに銘入れて
鈴木良子
史

佐々木嘉宇

玻

初旅の母の写メールモアイ像

焼き芋を抱き月は何処と

ナォ小雪舞う路上ライブの風刺劇

ティーンエージャー企業立ちあげ

玻

宇

史

玻

史

玻

一末社の千木も春めく

ナ ゥ ト ロ −ルに大漁なりし深海魚

百

合戦の〆は乾杯

豊 穣 の予感みちのく花便り
凧

苛句

窓に入れたる心地よき風

秋の袷を夜会服とし

異星人めく誰り声高

︵於・尚怖宅︶

空ノ.）−

ゥ月天空古城の影の湖に濃く
君帰すおんなの哀しみ透く白露

宇

結婚を認めよホモの陳情団

宇

枝

六根清浄山を駆けゆく
好々爺貌して座る離れ猿

がるおとめ
麻酔に沈み蝶す嵐
少女へ

平成十六年七月三日首
平成十六年八月十Ⅲ尾

良宇枝良

八伊勢・勾玉連句会ｖ

﹃寒明や﹄
藤岡よし子捌

山口龍一

小西澄子

薄紅梅の香る坂道
喋岡よし子

海上タクシー伊勢の湊は

ナォ豪族の遺跡掘られて鐘霞む

家苞に買ふ猪口と徳利

埜口恵美
西村幸子

塔頭の影を踏みつつ月の丘

有平糖を盛りし硝子器

公園に設けし足湯にくつろぎて

湾岸道路走るカーナビ

ナゥ秋冷の研ぎすまされし旅鞄

ひと

ジャンボ機が夕陽に消える新空港

うつぼ干す翁の腕の潮焼け

苫屋の軒に並ぶ子燕

羅につつみきれざる恩ひあり
あご髭ゆたかギター弾く漢

龍

カルメンの決闘劇の幕閉る

煉瓦の街にとんぼ群れとぶ

月天︑心百年眠るワイン蔵

龍

幸

写真に残す鹿の角切り

合コンの席隣りあはせに

〃

幸
よ

龍

平成Ｉ七年一川卜五Ⅱ前

平成十七年三川十一↑Ⅲ尼

︵於・伊勢市立図書館︶

畑のなだりに光る遅霜

見かぎりし故郷の山花深し

風船で夢つくる若者

童心

澄

宙心

よ

ゼッケンに子の姿追ふスキー場

澄

曲水の庭歌詠みの冑

宙心

雌いて来るなり冬の満月
りはひ
友禅の下絵描くを生な業
に

父の許より届く名産

産土の宮居は寂と鎮まりて

県境を越え町村合併

うす味に仕上げてけふの恋実る

ゥふところに鍵の鈴鳴る花野みち

パソコンゲームに友ら集る

合格に受験子の頬輝やきて

寒明や水音きびしき那智の山

仙

蛇の目の傘がくぐる格子戸
ゆるやかに風を着こなし糸桜
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〃澄龍幸澄

よ

よ龍〃澄〃幸龍〃澄龍幸〃

歌

言

八松山・松山連句協会ｖ

凍

樺侶﹄

小倉静波捌

平和願ふて詣る西国

ナォ手作りの味も程よき蓬餅

﹁ライブドアー﹂が株の買ひ占め

酒︑莨止めてもっぱら囲碁に凝り

アルプスのダイナミックな雪景色

おのの

炬燵の内に紡ぎゐる夢
水害と地震に戦く日本丸

自筆の軸を床に飾りて

波

水井政子

うすもの

鍵や棹やと渡る初雁

政

小倉静波
青野竜斗

ゥ平成の弥次喜多と酒落れ秋ツアー

力

けもの道裁る野兎の跡

肩の細さを見せる羅

胸のポッケで鳴れる携帯

波

金の卵の孵化を待ちゐる

井ノⅡカズ子

部活後のおち逢ふ場所は喫茶店

力

天に建つ古城に映ゆる花の舞

垂咀

垂屯

政

垂堪

力

波

平成十七年二Ⅱ二ＩⅡ筒尾

︵於・道後友輪莊︶

蒼弩はるか伸びる連凧

プロ野球新球場にキャンプイン

時報マイクに流る童謡

ナゥ久々にふるさと訪ひてむかご飯

身仕度をして薬掘る山

ゆ

温泉烟に月の在処のゆらめける

はむら

抱けばなお恋の炎の燃え上り
座敷わらしが耳をそばだて

告ぐる想ひを詩夕に託して
朝ドラは金子みすずの一代記

政

まや

幸堪

紙幣硬貨も偽造出廻る

波

花の精満ちて三春の﹁たきざくら﹂

老妻とゆく検診も無事果し
坊つちやん列車走る街中

貴船祭の太鼓聴きをり

窯の火を止めて仰げる月今宵

月更けてケルン斜めに黒々と

合併の新市希望を担ひつつ

凍滝の人寄せつけぬ孤高かな

仙

厩出し駒を乗りこなす子等
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歌

竜力波竜力政竜政波力波竜力政竜波政力

八松山・松山連句教室ｖ

歌仙﹃瀧凍つる﹄
井上弥生捌
井上弥

古金一目

戒能多

瀧凍つる夢幻の境に遊びける

一声のこし翔ちし冬賜
灯光静

永井政

ゆっくりと自転車を漕ぐ人ありて

角のパン屋の焼きたてのパン

松永圭出

雲隠れしては顔出す月の影
わけ

松永勝

ナォもつれつつ野点の席に蝶の舞い
スローライフで生きてゆこうよ

仲睦まじく迎う銀婚

あのときの愛の誓いをいまも尚

五十肩痛いと云って力イロ貼り

﹁入れますよ﹂と保倹セールス

はい

雪降りつもる菩提寺の庭
常連の犬の散歩の人と逢う

ふと甦る若き日の事

うっかりと乗らぬが勝の口車

まわし呑みする旨きどぴろく

ビル街は月をかかげてくっきりと

遠き汽笛の響く玻璃窓

いち

ナゥ﹁ああ無情﹂読めばしみじみ身に入みて

のどかなりける産直の市

訪いくれば準備中なる間の悪さ

︵於・松山市井止弥生宅︶

空にふんわり浮かぶ風船

花満ちて子等のままごと和やかに

平成卜七年二川五Ⅲ前
平成十七年三川五Ⅱ尼
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古代紬で作る秋服

ゥ理由ありと記した林檎摺りおろし
死んじや駄目よと取りすがる女

念願のドラマの様な恋をして

心寄せあう黄昏の径

吟行の八重山諸島たのしみに

波に揺れゐる月の涼しさ

偽造カードの被害続発

つるしたる切り子風鈴ちりりんと

思いがけなく当たる抽義

神様はどちらへ向いてござるやら

咲き初めし花を求めて遁遥し

霞みて遠き天守小天守

白政白弥政白多由政白多静紀夫子水喜生

白由政由多静由白静弥多政白山弥勝由政

八東京・窓連句会ｖ

言口記買ふ﹄

五年とふ知らぬ月日の日記買ふ

細く長くと年越の蕎麦

広き道女子マラソンはカラフルに

水平線に小島ぽっかり

天を刺す大杉の上の望の月

瓢の酒を耳もとで振り

ワ爺婆が誘ひ合わせて村芝居
畠の向うに家の灯ちらちら
コスプレにセーラー服が流行りとか

顔も見ないでメールづきあい

はるばると還らぬ昔征きし君

蚊帳吊草も原っぱも夢

夏負けの犬べったりと月赤し

心で応援ホリエモン君

名古屋帯大津絵の鬼染めてみる

ギターと相討つ太棹曲弾き
碧い眼も仲間入りして花の宴

杉浦喜久代捌
内田さち子

鈴木アヤ
小林和惠
杉捕喜久代

深井玲
さち子
刑Ⅱ三世子

ナォ土壁のこぼるる士に日の永く
まだ探しゐる買へば済むのに

管野陽子

澄子

喜久代

〃

奏銭をはづみ願ひを懇ろに
旅の自分史筆起こし初む

さち子

玲

鍋二つ据ゑ子ども七人

地吹雪の渦に消えゆくわが故郷

玲

女か男か薄化粧して

到来ものの光る小女子

七年一Ⅱ

さち子

〃

三世子

″

アヤ

さち子

喜久代

陽子
節子

︵於・東京女子大学同窓会館︶

五Ⅱ尼

平成Ｉ六年十二Ⅱ十八日首

平成

アヤ
陽子

ナンパ師の声柔らかく街の角

明日締切の槁完成す

マニュアルはカタカナばかり睡い午後

屋根裏にアンデルセンの月のぞき

一服つけて大人の風

だあれもゐない秋の海です
ナゥ雁渡る外交折衝遅々として

殿様と呼ばれて老いぬおいらかに

玲

倉橘澄子
野口敏子
白演節子

賑やかに歌は流れて花万朶

折々の山描くあたたか
さち子

節子
玲

アヤ
アヤ
敏子
節子

へ司司

仙

いびつ草餅皿にもりつけ
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歌

ハ神戸︑摩耶連句会ｖ

非懐紙﹃野仏の﹄

雪解川の風低く来る

野仏の細目に遠く梅咲けり

話ほぐれる母の手料理

いそいそと小間に釣釜しつらえて

佐野千遊捌

河原喜美子

野崎昭子
岩井秀子
藤原繁子

秀

圭皇宮

昭

焼ぼっくいのたわいなく燃え

悌に宇治の船宿たづねゆき

古時計律儀に刻む夜の闇

爽竹桃の花のざわめき

それからの日の余震たびたび
ふるさとの砂丘素足で駈け回り

平成十六年九川二Ⅱ竹

︵於・神戸市男女共同参画センター︶

平成十六年十一月二日尾
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昭

きれぎれに唄のきこえる盆踊
観月ツアーのバス華やかに

繁

秀

曇らせて舞う小面の紅

義経の隠れしという岩ひとつ

初しぐれしてディオールの傘

落葉掻く人影ならん嵯峨の奥

繁
一塁ロ

クリスタルグラスにロゼのワインつぎ

繁

朝焼の峰雲を従え

ぞろぞろと子を連れて出る猿の群

秀

昭

繁

一早口

昭

馴れた階段ふみ外しけり
旅用に又も薬をふやしいて

台風一過赤い紐靴

菊人形の評判もよく

魚沼産新米どっさり届きたる

喜秀昭繁喜秀

八丸亀・丸亀連句会ｖ

今井水映
簾旧耕仁

歌仙﹃初化粧﹄
目を瞠る今年はたちの初化粧
匂ひ立つ娘のくぐる輪飾り

人

河野素人

今井水映捌

草焼いて里に煙の流るらん
山猫ひそとうりずんの夜

広谷青石

映

人

１

朧月はぢらひがちに松が枝に

仁

ワ幾千年色鮮やかに瞑る王
柔肌ふれで逝くなかれ君
枕辺に悲嘆の節子絵筆取り

映

取り落とせしは偽の道八

ナォ思ふどち濃い目のお茶ものどやかに

油揚供へ詣るお稲荷

新札にまた読み返す﹁たけくらべ﹂

つんどら

マンモスの牙出でし凍土

蒼白き狼吠ゆる初場所に

あれは丸山恋の祇園か

カーナビが新バイパスに戸迷ひて

つつましさかなぐり捨つる閨のうち

しとどに濡るる後朝の雨
古寺の高き敷居の月明り
鹿寄せの笛哀愁をおび

Ⅲ数増えしけふの晩餐

ナゥ赤い羽根やや面映ゆく襟裏に
パントマイムの帽子ずっしり
釣竿を肩にいつものポインとへ
みそひと

執

︵於・丸亀望城書屋︶

宙に童女を浮かす風船

三十一に詠む花枝に別れ告げ

平成十六年一月二十九Ⅱ首
平成十六年三月二十六Ⅱ尾

節ｆ 三岸好太郎の饗
神足ｌ長岡京市のⅢ名

−′77Q一

一'〆

文集の詩に刻を忘るる

ワイングラスに燭のゆらめく

石

＊

夏木立世界遺産を駆け巡り

石

仁

石

映

１
人

石

免税店でぽんと電卓

草の香かほるホールインワン

＊かうたり
神
足の宮跡訪へば月さやか

園丁のそっと残せし鴫の贄

五百羅漢実くは笑ふは
鯉が押し蝸叫先達の花筏
枝折戸脇に咲くは石蕗

※労

筆石人映仁石人人映仁映人映石石仁人映

八四日市三重県連句協会ｖ

半歌仙﹃春閏や﹄

岡本耕史
瀬野喜代

出口一占︽

埜口恵美
湯浅重好
山根於京
川島もり
山村俊夫

妙子

山村勝子
岡田陽邨

西岡美代子

西田青沙
中田泰左
片山妙子

小林静司宗匠指導

春蘭や安濃津の城の風の色

翌檜の秀にりりと噸る

客人に汲む湧水はぬるみゐて

古磁器のまるみ堂の中
装ひも新たな街に月皓と
あづきあらひの障子かく音
ゥ里祭り地割の銭を土に書き
真っ赤な糸でつながれてゐる

君は幹我は枝葉と従きゆかん

小抽出より古き恋文

将棋にも良い手悪い手普通の手

高層に住み億ションと言ふ
浄瑠璃の海より出づる月涼し
他国のビールロに馴染めず

美代子

人質の解放神の加護なりや

立ち上る火の美しき闇

荒木静子

陽邨

餅花に赫突として飛騨格子
賀状の束をどさと受止む

︵於・ホテルグリーンパーク津︶

平成十六年四月十一日首尾
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八日立・水無月連句会ｌその一ｖ

歌仙﹃春の雪﹄
堀江水城捌

舟生笙風
堀江水城

目覚むれば闇やはらかし春の雪

朝儀の続く雛の御殿
根本美茄子

旅の誘ひに心弾ませ

ゆくりなく背戸に初音を聞きとめて

笙

鼻唄まじりに釣竿みがく

ナォお茶受けの甘さほどよき蕨餅

あたりかまはず放歌放吟

混迷の天下国家を如何にせむ

女の武器をフルにいかして

スノボーの技を過信し腕を折り

拒みつつ熱き乳房をさぐらせぬ
ゆめかうつつか宿のせせらぎ

徹夜で飾る菊の人形

当選の番号何度もたしかめて
ズボンの裾に猫も擦り寄る
終電車過ぎてかたぶく七日月
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上条洲紅
宮本茂登

満月も連れ堀割の径歩む
木杭に秋津翅を休める

水

後ろ姿にみる原節子

ナゥ手びねりの歪み味あり秋日和
茂

︵於・東海村石神コミュニティセンター︶

平成十七年三Ⅱ三十Ⅱ尾

平成十七年三月六Ⅱ前

とりよるふ富士の麓の花霞
大和をみなのあはれ野遊

小舟は陸に芽吹く湖

近づけばサッと飛びたつ鳩の群
儘生

洲

美

ゥさはやかに日本国中晴マーク

余剰電力売れてホクホク
負け犬は遠咄もせず嘆く親

言ひ寄る男みんな年下

あれやってこれをやってと指図する

美

茂

美
洲

水

ゴミ箱にメールを棄てて月涼し
アカシアの風そよとそよげば

水

酔ひにまかせて悪口雑言
教会の鐘鳴りわたる旧市街
慌てふためき集合場所へ

洲

子を遊ばせる一対の狛

迷ひ来てハツと息のむ花の下

水美洲洲茂笙美洲笙美洲水茂美茂水茂笙

八日立・水無月連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃春隣﹄
伐採の掛け声響き春隣
香り豊かに煎る年の豆

留学に夢のふくらむ男の子にて

ノートの端に自画像を描く

月光に浮かびて白き時計台

長澤矢麻女捌

小料菖蒲
長澤矢麻女

一日日

片野弥恵
岩ド秋月

ナォ噂をぼ−つと一日聞く至福

絵手紙展の案内届く

被災地の仮設住まいも半年に

朝な夕なに計る血圧

寒風に地蔵の赤いよだれ掛け

角巻まとひ終電を待つ

なんとなく熱き視線を背にうけて
﹁好きなんだよ﹂とキスの嵐に
ひさご

瓢から駒がとびだし子沢山

ハットトリックゴールを決める
コーランの流るインダス川の月

ナゥ蔵の街菊の節句の賑はひて

矢

矢

トテ馬車に乗り今の若者
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銀木犀の匂ふ街角

ゥ台風の逸れて賑はふ産業祭
ばったり出会ふ幼な友達

弥

世の中は甘くないのよホリエモン

秋草活けて偲ぶ古里

今更に胸のときめき如何にせん

秋

弥

電話帳など繰って溜息

弥
寺日日

︵於・東海村石神コミセン︶

平成十七年三〃二十九日尾

平成十七年三川十佃首

朝の静寂を破る碓笛

モナリザの絵にホット一息
乙女等の声の抜け来る花の中

結婚も早や十年を過ぎしとか

村を横切る高速道路

弥
秋

肌脱ぎの縁台将棋月のぞく

土用芝居は滝の白糸

矢

秋

秋

昔日

いそいそと母は朝から立居して

娘いまだに衣装決まらず
差をつけて出張寿司の花宴
ゴム風船の空にふんはり

矢矢秋菖弥秋矢秋秋菖弥秋菖矢弥秋菖矢

八日立︑水無月連句会ｌその三Ｖ

﹃占雛﹄

二の鼓失せし古雛空を打つ

大山とし子捌

雨宮文枝
大山とし子
文

虫の名判る孫を自慢し

安島茨穂

文

筒井香
後藤算子

ゥ故郷の松茸ですとおすそわけ

口上決まる襲名披露

ナォ手作りの草餅すぐに固くなる

祝酒ほろ酔ふほどに施緩み

指を噛みをり悦惚の時

携帯ナンバーそっと教える
冠雪の安達太良のぞむ隠れ宿

辻占ひの言葉気がかり

世間から不倫とよばる恋ゆへに

ペイオフにダンス貯金の箪笥買ひ

菊人形の姿ょろしき

母と揃ひの紬仕立てし
折紙の兎跳ばむか月今宵

ナゥ逝く秋の海を眼下に飛行船

︵於・東海村石神コミセン︶

平成十七年三月二卜八Ⅲ尼

平成十七年三月十六冊首

花筏右岸左岸に流れより
偕楽園に散歩うららか

皆にひろまる和食こひしさ

ななじゆう

海外旅行七十才にして

と

算
文

ためらはず彼の新車の助手席に

うるむ瞳で紅ひきなほす
宮様の納采の儀の晴やかに

茨

息をのむ帝国ロシアの暁珀の間

孔雀の羽根を部屋に飾らん

と

文

香

茨

文

と

朝寝朝風呂俳句三昧

ぷかりぽかりとくらげ漂ふ
旬日を気儘な旅に明け暮れて

月涼し白砂の浜そぞろ歩す

香

舌ぺろぺろと犬が尾を振る

雲の端を金に染めたる今日の月

深庇蜂の巣丸く育つらん
長き回廊風が吹き抜く

少女佇む桃の咲く庭

仙

花の門にらみをきかす仁王像
棚田の畦をひとり塗りをり
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歌

香算茨文算文と香と算茨算と香茨文算算

八富士見・美々っと連句会ｖ

ナォ奴凧絵凧字凧の凧合戦

能装束に絡まりし糸

スピードを出しすぎカーブ曲れずに

蜆貝太古の湖の詩を聰く

中村ゆみ子

成田淑美

品川冨美子

後藤清美

秋場所の番付表の刷り上り
倒れてばかり団栗の独楽

食べ放題呑み放題の焼肉屋

親より多い小使いの額

お仕着せの修学旅行嫌がられ

念仏寺に鴉群れ飛ぶ

歌仙﹃湖の詩﹄

うすむらさきに烟る弥生野

仲澤輝子
飯川春紅
大堀春野

ナゥヶタケタと一本足の傘お化け

成田淑美捌

初虹を掲げ少年走るらん

清

四谷・番町・雨の闇坂

真っ赤に熾る恋の埋火
深草の少將雪に阻まれて

トランペットは来場を告げ

子

由緒ある家系をほこる門構え

石の彫像ならぶやや寒

ワ捲く霧がおいでおいでと招く尾根

駒下駄拠り天気占う

﹁御覧なさい﹂と電話する月

肩巾広く頼もしき背ナ

輝

ままごとの莫薩おおどかに敷く

琉珀に透ける春の灯

︵於・上野・東京文化会館︶

平 成 十 六 年 十 川十七ｕ首
平 成 十 六 年 十 一川十血Ⅲ尾
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洋館に木犀香る月の宴

指で書く仮名こそばゆき掛け流し

淑

飴撒いて長寿を祝う花の村
紅

清

久々にまた瘤きだす神経痛
アラブの王の椅子は金欄
漂える水母は月の忘れもの

子

情

海悲しませ竹は皮脱ぐ

隣りあう右も左も玻璃の壁
聖堂しんと祈るシスター

渡辺ゆり子

坂本昌子

春

遠目にも色濃き八重の花大樹

仔馬跳ねてる牧の柵沿い

昌淑冨春輝ゆ昌輝春ゆ冨昌清紅輝淑冨輝

八仙台・宮城県連句協会ｖ

百韻﹃初明り﹄

野良猫の板塀渡るかろがろと

高山達雄
中村孝史

秋田てる子

楽しみながら森を育てる

式壇に飾る早咲き桜花

佐佐木らん

高橋玻斗子

阿部昭

クラリネットは佐保姫のため

一陣の風髪を逆立て

荒川由美子

三油北曲
伐野賢治

狩野康子捌

静まりかえる取調べ室

一折天平の蔓に遊ぶ雀の子

抱かれし白木の箱のカタと鳴り

吉野家の牛丼ペロリ平らげる

狩野康子
小器秀子
田中裕子

堀越満里子

大門松にうねる人波
谷出部弓子

尖鋭的になるという老

初折神鈴や混沌の世の初明り
マイナスイオン全身に浴び

青をもて雪原の白描くらん

佐藤千賀子

佐藤千枝子

佐々木勝子

魚にも右と左利きあり

目標はただ五輪代表

鈴木文男

弓子
昌子
洋子

てる子

山川史子

きりきりときりきりと月御神渡り

恵みの雨を呼びし稲妻

刈安の隠沼に龍棲むと言い

康子

面つけて舞えるシアター馬蹄形

重陽の宴にめぐる玻璃の盃

時の重みに耐えし円柱

横山浜江
永渕丹
中村記康

ルーツ辿れば宮家筋とか

ゥ折り紙の蜻蛉を翔たす鳴子番

山田昭二郎

奴のどとし竿の股引

秋雨しきり手放せぬ傘

二千年蓮の実飛んで月の下

恋という見知らぬ坂に押し出され

鈴木良子

ゥ商を継ぐ悴は学究肌にして

車椅子シュート全身躍動す

夢の間に間に子供幾人

佐々木嘉字

ダンボール天地無用と大耆され

唯石よう子

熊坂昌子

木田真智子

夢心地星降る夜のくちづけは

かつて都の跡ぞオアシス

勝子

真智子

史子
嘉宇

玻斗子

千枝子

良子

ベンチャー企業市場参入

埋れ木は太古の浪漫秘めしまま

テント村へと古着教科書

松ノ井洋子

弾けない琵琶の重さ確かめ
ふた瘤の酪駝に揺られ絹の道

晩夏無を説く西田幾多郎

父の忌はただ祈るのみ婚と月
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宇宙基地には新妻の待つ
衣だけ残してワープするならん

ゥ正調のさんさ時雨と菊の酒

朱の椎紗を帯に手挟み

陶板の鯉はかすかに口を開け

影鳥海山に浮かぶ島々

丹

達雄
記康

広縁に心もとなき母のいて

二連水車へ続く春泥

猫の仔を叱る幼な子母言葉
満里子

上場の株価堅調新社長

鴨居に掛かる家訓読み上げ

裕子
千賀子

秀子

お見舞カードに添えるアネモネ

朧月鐘こだまする祈りなり

天使と紛う影のよぎりて
アセチレン匂う街角花氷
打オスカーを掲げ反戦スピーチを

真智子

瀞子

丹

秀子
浜江
嘉字
らん
達雄

佐藤ちよ子

炎帝かざすオリーブの冠
物心付く前稽古始めとし

康子
洋子
弓子

アルピニストの先ずは呪い

浜江
孝史
昌子
洋子

千代紙遊び子等きりもなし

夏の月アクロポリスに聖火燃え

自己責任に請求書付く

てる子

帰り花見る人もなく散りかかり

金魚提げゆくピアス青年
みんなみんな大き掌の中浬藥西風

昭

白酒召して老の繰り言
松島の雄島の碑群春の潮

丹

記康

伐野史郎
枇野光子

満里子

ｑ︽−

いぐねの里に舞う冬の蝶
；朝霧に小便小僧放ちいて

更衣せし君のまぶしく

由美子

弓子
文男

薔薇の傷ふふみてくれし赤き唇

愛車走らせカーブ曲りぬ

千枝子

あわあわと湯煙りの中裸婦の立つ

玻斗子

洋子

てる子

弓子

真智子

浜江

定刻に身を反らし飲む粉薬

針乱高下嘘発見器

ソプラノ歌手に絶えぬ艶聞

史子

忘却のかなたイニシャル古日記

海へ向きたる水兵の墓

千賀子

ポルシェの下を走る鼠ら

千賀子

偏西風に頼る船旅
孝史
記康

背番号制度浮世を断ち切れず

ビオロンの名手場末の酒場にて
満里子

戦争は時にテロより悪魔的
いもサラダにも苦汁ふりかけ
月を待つ父の居住まい乱れなし

カルテ公開秋の頃おい
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出生率の低下じわじわ
親離れしてもケイタイ依存症
日々欠かさずに据える陰膳

南極の月手繰るかに白瀬晶
風のオブジェに紫苑戯れ
ゥ文化の日餌台に置くパンの耳

ほととぎすとぞ母の幻聴
仲良しの回転木馬おしゃべりで
アルファベットの雨が降ったり

玻斗子

昌子
千枝子

嘉宇
良子
史子
康子
淋子
丹

達雄
記康

石窟に埋もれし経を探し当て

業のごとくに遠き末黒野

執筆

千賀子

燗漫の樹下子供らは花になる
平和の願い満ちてうららか

秤

什誌枠怯朋十酎叩唖︵文音︶
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八川崎・八千草ｌその一Ｖ

二十韻﹃屑真珠﹄
山元志津香捌

ナゥ注文のロボット犬の芸達者

久子

志津香

飯田泰子

山元志津香

夏鶯の呼びかわす渓

万緑や小指にぽつり屑真珠

五人嚥子の笛見当らず

春日久子
中村禎子

花片々吹きもどしたる灘の風

回転椅子くるる喜ぶ嬰と居て

喜久
舟橋千枝子

合格祝う広きラウンジ

古九谷に盛るショコラ・ウエハス

光栄

倉田光栄
千枝子

桃が熟れたら﹁はい﹂と言おうか

光栄

ゥ槁了えて洗いざらしの月が出る

華著なミュールでずっこけちやった

志津香

有頂天はしゃぎすぎたる秋蛍

広告塔酒は久保田か天狗舞
主役の夢を捨てきれぬ人

寒き月下に降誕歌聴く

ナォオーロラを兄ましようの旅ＡＮＡで飛ぶ

千枝子

向後良子

禎子
久子
東杏奴
原喜久

戊井よしみ

火宅も遠くなりし晩節

盗まれしムンクの叫びいま何処

山のあなたへまでも行きます

美しき婦長巡回こころ待ち

︵於・東京都世田谷タウンホールらぶらす︶

平成十六年七月十六日首尾
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ハ川崎・八千草ｌその二Ｖ

歌仙﹃金平糖﹄
春愁や金平糖は角で立つ
窓を掠める風は佐保姫
パンジーの幾何模様なす街に来て
カフェテラスには老いしシャム猫

なにくわぬ顔で現れ芋名月

四輪駆動秋をぬけゆく

ゥちちろ鳴き右脳左脳をたいらかに

まなうらに置く碧きしマン湖

男離れをした筈でした

やさしさに包まれ入る椎の中

ふんわりと携帯電話のスヌーピー

裕次郎はや十七回忌

衆議判

夢をはせるは地球儀の裏

ナォコンビニに集ってくる卒業子

志津香

杏奴
久子
泰子

志津香

最高令古稀登頂のエヴェレスト
ヤッホ乾杯ウォッヵマティニ

夏風邪らしと看取る振りして

デッサンの薄桃ひろげ裸婦がいる

隠してる指輪汗ばむ薬指

來杏奴
山元志津香

からころと鳴る下駄と石鹸

送られ送りまた送られる
増水の逆巻く雨後の神田川

一羽遅れてはぐれ雁かも

月の寺有縁無縁の仏たち

わたし糠味噌かき交ぜており

ナゥ後の雛かざるも慣い冷泉家

杏奴
時子
久子
杏奴
光栄

六年川Ⅱ十一Ⅱ前
六年︵Ⅱ十六Ⅱ尼
︵於・北沢タウンホールらぶらす︶

近江もろこの侍たるこの頃

すさむ世の集団下校梢然と
雲の彼方に日ざしⅢるく
花の昼魔法のような銀の匙

平成
平成

志津香

禎子
光栄
泰子
杏奴
時子
久子
泰子
志津香

田中時子
存Ⅱ久子
倉田光栄
飯田泰子

光栄
杏奴
志津香

時子
久子
泰子
時子
時子
久子
光栄

ひるがえす白衣の背ナのたのもしき

光るものはずして浴びる花明り

中村禎子

下界さながら万華鏡なり
寒々と半月舞
妓
の飾り櫛
さら
北風斬る賊ば折
羅像とも

水平線のうららかに昏れ
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八川崎八千草ｌその三Ｖ

半歌仙﹃捕虫網﹄

宙を切るまだ柄の足らぬ捕虫網

フェンス明るく絡む昼顔
山水の掛軸三本広げいて

物江晴子捌

物江晴子
藤原ｈ；︑を

英

久

夢はアテネのメダル獲得

を

英

山元志津香

縁に寝そくる猫を抱き寄せ
名月へ鳴りだしそうな琴の影
開けるも待たず桃の匂えり

中島英子
春日久子

ゥ寸程のだぼ鴬ばかり釣れている

ひったくりの用心棒をうける彼

渡部葉月

九十九折マイカーで追う寒の月

スローフードの遥か果樹園

葉

晴

英

葉

香

女豹をならすことも軽々

居間の暖炉へ焼くる自画像

もちましたよう持ちました銀婚さん

下戸同志大吟醸をすすめあい

を

葉

香

句仏忌修す子等の輪になり

落花浴び今日の命の新しく

窯出し続く噂りの中

︵於・相模原市立大野南公民館︶

平成十六年六月十日首尾
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八川崎・八千草その四Ｖ

半歌仙﹃鳴き砂﹄

繕う網に冬蝶の影

鳴き砂の遠き足音小春凪

中野英歩捌

花島みゆき

中野英歩
桑原泰子
典木早苗
山下升子
Ⅲ口温子
芦川まり

陶椅子の囲む陶卓月の宴

こんがり揚がるドーナッツの輪

真新らし園児等の帽眩しくて

竜田姫はや尾根を舞いくる
ポケットにある秘めごといくつ

泰子

志津香

英歩

山元志津香

みゆき

升子
温子
早苗
英歩
まり
早苗

ワ世界一長い木橋を渡る秋
ばらのお風呂に脚を絡ませ

エレベーター側くばせだけで知らんぷり

ちらちらと就職情報見ないでよ

梅雨の月撞く神宮の杜

優勝の早慶戦のビールかけ
受話器さかさに居眠る漢

子守歌流して芥収集車

イラクの空へ烏帰れかし
散る花のアブラカタブラ絨毯に

復活祭の卵七色

︵於・池袋ホテルサンルート︶

平成十六年Ｉ一月二十七Ⅱ甘尾
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令誠百卒

八北本・山利喜会その一Ｖ

〜一

二十韻﹃大川ゆるゆる﹄

文
音

山田利子捌
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ナゥ蕎麦焼酎飲んでそのままごろ寝して

ユ

大川の流れゆるゆる春なかば

セ￨ ・
日H
尾r1.

陽光あぴて香る菜畑

月）」

独り膳目刺のにがさ身にしみて

銘柄の名の風雅あふれし
ばんだ
千年の古都の弥生の花万朶
集いて歌う﹁行春哀歌﹂

八四

刑此百合子

ノ、ノ、

山川利子
加藤哲夫
粒針不修

年年

苦労苦労で齢重ねる

げんびん

谷内︿頂

中西誠
佐朧篤

一Lユニ

ゥ宿痂の師見舞いし宿の夏の月

うつつに泳ぐ玄牝の滝

百

利子

梅田孝
加牒哲夫

業平の恋の通い路華やいで
思いおこせよアメリカ航路
地震なき土地か人住む摩天楼

通りあふれる車車車

誠

不

ナォ冬景色ドイツ歌曲を口ずさみ

枯木灘抜け帰る木枯らし
つ士︽

折ロ

︿洞

孝

殺人は大罪戦争は大義なし喝だ

いつか来た道亡き夫に突き

名月に悌うつれと言いし人

仕事失い落ち鮒を釣る

平平
成成
'一十

八北本・山利喜会その二Ｖ

歌仙﹃石窟庵﹄

慶州﹁仏国寺﹂にて

青嶺なす山腹絶勝石窟庵
木立を抜ける初夏の風

粒針不修捌

粒針不修
山Ⅲ利子
梅田孝
中西誠

酔生夢死と酒を嗜む

ナォぶらんこのように世相は揺れ動き

夕陽あび中年男ボート漕ぐ
湖北のほとけお顔涼しき

夏痩を少ししたかとひねる腰
棄てんとしてもまた戻す本

﹁冬ソナ﹂のョン様ブームまだ続き

古稀過ぎて若返るその名﹁群獣﹂

踊り子ら同じ手振りを繰り返し
月を待ち下田の沖に船を出す

首筋のながき娘の独り言
薄っすら彦む絵手紙の色
加藤哲夫

その昔避暑の湖にて瞑想し

活断層の眠り続けて

谷内︿祠

雪洞揺れて鹿の声きく

高井百合子

−293−

萩の花活けて待てども無月なり

ゥ悲しみがしだいに薄れ秋の虹

まほろばの味温き黒米

ナゥ微睡めばふるさとの屋根木の実ふる
誠

道の駅げんのしょうことお茶を買い

不
不

ままよとぱかりどんと泥舟
野牛から滅ぶか二リーグプロ野球

利

忰雌叶結癖十六朋卜訓叩肺︵文音︶

選ぶ春服パステルカラー

友見舞う花満開のクリニック

中将湯に祖母の夢あり

恋の代書屋ここらあたりに
人妻と知っても後に戻られず

孝

誠

孝

百

不

令

折口

足がかりできと選挙はいつも

寒月にめ組の纒い木遣歌

故郷の古橋渡る夢みて

千枚潰かう背なを丸めて
北国の説りの声に振り返る
トンネルを過ぎれば霞む花の里
﹁蹴りたい背中﹂は今様の春

百利誠令哲孝不百利哲令誠孝不百令哲利

八大阪・弥生会ｖ

半歌仙﹃春立つや﹂

春立つや流るる雲か飛天かと

遠く近くに鶯の声

衆議判

田伏博子
若林ｈ：えこ

林道子

道

博

うららかに垣根のペンキ塗りかえて

宅配ピザのもう届く頃

り

月さやか誰なつかしふるさとの

博
り

道

海辺の道のそぞろ寒さよ

告白のあと続く沈黙

ワ今年酒キレ格別と酌み交す
そうなのねそうなんだよと肩を抱く

銀色にサファリパークの月涼し
猿の仕業か西瓜むちやくちや
船酔いで船長さんがふらふらに
雪の街角クリスマスキャロル

り

道

り

博

道

り

買ってみん十年連記の日記帳

博

博

意外に速い蛸の逃げ足

道

単身赴任地球の裏へ

緋毛蟹野点に花の散りそむる

はるかに霞む京の北山

秤雌廿誌砕唾幽汗卜即鄙︵車中と文音︶
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﹃髭に春風﹄

八東京・聡沙述句会ｖ

はなだ

ジョギングや春風髭に感じつつ

緤の空に舞い上がる蝶

メーデーの列ゆらめいて解散に

席譲り合う眼と眼優しげ
裾分けに顔すり寄せるゴールデン
コマーシャルでは常に売れっ子

昇るほど小さくなって望の月

恩師迎えて温め酒酌む

ゥ色葉散る箒の跡を美しく

菊見の宴に機嫌よき妻

手をとって渡る八つ橋恋はじめ

離れ座敷にもるる糸の音
道楽の果のかっぽれ名取なる
赤いマフラ−さりげなく巻く

狼の声に脅えし影法師

オーロラのもと道急ぐ橇
環境の規制厳しく合意され

土屋実郎捌

武一耕昭武実

特攻観音祀る産土

瓜番に夜明けの月の白々と

雲雀噛る野原子と行く

春うららくしゃみとどろく花見にて

噂話はすぐに伝わる

ォ四月馬鹿閻魔の待てる舌あまた

化粧上手で料理不得意

駆落ちの娘は市長のひとりっ子

パソコン打つ手つい乱れ勝ち

懸命に励んでやっと三ヶ月

円の高値に株価暴落

長考に石の下をば気が付かず

潮の満ち干に水母ぷかぷか

ハモニカを吹きホームレス花火見る

ける
日本武た尊
の妻恋の歌

房総の山に白雲湧き起り

風船蔓伸びる軒まで

更待のしとね幻かき抱き

野党声高迫る解散

ゥ秋深し年金下り税上る

遥けき昔戦いの日々

沈む陽を窓に﹁細川日記﹂読む

コーヒーも自動操作でやすやすと

加納圭天

ぅ，一昭郎

彦武治郎武彦〃昭武郎治昭彦武昭郎昭治

韻

結構いける五人マージャン
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雄郎

彦郎〃武治郎治昭武彦治昭彦雄治

土
屋
lll
1 1
坂阿池小
田仇
IH
張

日

五百羅漢も木枯になく
煤払終えて風呂屋へ月の路

祝太郎のめぐる神棚

繭玉にふれて芸妓の日本髪
鳩の悟気にとんと手を焼き
Ｑちゃんを参院戦にかつぎ出し

谷のあなたに鶯の声

分校の新入生の二人きり

蒲公英胸に校歌斉唱

一：ゥ新蕎麦の打ち上るころ見計ひ

狩人の往く渓の細道

雪女郎寄っていきなとウインクす

二人抱き合う舞台冬ソナ

自爆テロ待ち伏せテロと次々に

米英首脳遂に陳謝も

髭生やす気になりたるも止めにする

五千円札樋口一葉

月出でて急に明るく金魚玉
団扇手にして唄う都々逸

モンゴルカ士ばかり昇進

外野席素早く捕りしホームラン

遅日とろとろ筏曳く船

睾堤に花のちらほら咲き初めて

ダイエットなどはやるこの頃

ナォ芭蕉翁偲び蒟蒻植ゑてみん

モディリアニの女首曲げ流し目に

逢瀬へ急ぐ軽き足取り
整形の気になる娘溌荊と

眼には光を被爆少年

凍てつく街を照らすガス灯

モザイクのブルーモスクに額づきて

寒鴉梢の先に超然と
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三ォ夏近しシートのリュックとりどりに

一新されし赤ひげの井戸

武治郎実武昭治彦郎治郎昭治
彦治彦苗昭治昭苗昭

昼席のきりは人情話にて
大向うより上がる掛声
老人のパスで逢引き巣鴨まで
カレーうどんを口移しする
お互に過去は詮索しないこと
メニエル氏病水の呑み過ぎ

若衆の木遣りの稽古祭来る

伝法院で冷酒接待

亀の子が甲羅干したる石の端

年金法は廃案とせよ

月の道子を肩車して帰る

銀杏落葉の積る絨毯

↓.L

T1

ヘ
ァ

田
什

彦武苗彦郎治昭武苗郎苗武彦治苗武昭郎昭彦昭武昭

染色体の検査必要
寝ころんで﹁菊と葵の物語﹂
ちんちんちんと鉦叩き打つ

少将の潜む垣根に月射して

秋雛飾る軽き衣ずれ

ナゥ万雷の拍手でカンヌ映画祭

五ホーマー出て千勝の王

格闘技力入って酒進み
体診ですと門の貼紙
襲名の披露いよいよ佳境なり

平成卜六年三Ⅱ九Ｈ起首
平成Ｉ六年六川八Ⅲ澗尼
︵於・旧制浦和高等学校Ⅲ窓会事務所︶
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遠くに間こゆ太鼓初午

名の花と一とせごとにめぐる旅

写真の整理おぼろ夜の妻

郎昭彦治苗武郎苗昭武昭治郎

八川口・読売文化センター川ＵＶ

歌仙一章屋根の﹄

藁屋根の軒の低さや紫苑濃く

雲の切れ間に後の名月

うそ寒く琴の音寂と流れ来て

ビルの街角ほろ酔いの人

安藤君子捌

ひと

ナォオペの日をふと思いだし胸さわぎ

恋しい人妻のクルス抱きて

凛とした天草四郎雪の像

ポインセチアの置かれたる路

﹁おれおれ﹂と話している女学生

家具を動かし部屋は夏めき

玩具箱ブリキの汽車がさかさまに

駅へお迎えママが運転

Ｅメール写し出される食の店
悦

夕月に逝きし竹馬の友偲び
新聞記事は秋場所のこと

郷愁誘う柿の彩り

炬燵に入りて集いたる子等

縫

ナゥぽつぽつと降りだす雨に急ぎ足

安藤君子
柏村誠子
躰中縫
笠原悦子
岡村和可

ゥなまはげの足袋の親指霜焼けで

君

道に響けるピンヒール靴

︵於・読売文化センター川口︶
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お土産のパイほのぼのと匂いたち

過剰敬語の誰り言葉に

和

平成十六年十月満尾

綜乱の花に出会いし旅なかば
山河をつつむうららかな夢

風暖かく蝶が舞いおり

遠くから犬の鳴き声きこえきて

優しさにほんのひと時触れてみし

〃

君

甘いマスクは好きよ尚更
カクテルはイエローカード・マリーナと

縫

月の瓜喰ぶ彫金の窓暑く
運河巡りの船に揺られて

縫

悦

エミールガレの猫脚の椅子

積上げて行商の荷は高くなり

和
君

縫

誠

春告烏は心軽やか

花祭り稚児一列に花吹雪
土手の陽炎光り返しつ

君〃誠悦君縫〃悦〃君縫悦縫君縫悦縫和

八神奈川・ラピロス連句会ｖ

歌仙﹃タンネの森﹄

滝の音タンネの森に響きけり

氷河の壁をあぶる夕焼

仕立屋の腕前みごと飾られて
ドールハウスのプラン完成

本屋良子捌

本屋良子
服部秋扇
Ｈ高玲
児玉俊子
豊田好敏

釣果いかがと釣堀の客

ナォ右肩の下ってしまふ奴凧

バリアフリーのゆるき階段

麺包を焼く匂ひおのづと唾が出て

私のＶＩＰあなただけなの

エタニティリングをそっと手渡さむ

影移りゆく石の回廊

夏色の寝椅子に模様替へをして

偽学生が授業参観

神祀るリュトンの酒を灌ぎつつ

月光を深く吸ひ込む胸の奥

マーロンブランド逝きて身に入む

玲

俊子

ナゥ囮龍よりケイタイの鳴りやまず

︵於・六本木岐阜県事務所︶

平成卜六年七Ｍ八Ⅱ荷足

胡蝶の翅をとぢる黄昏

春の息吹を五線譜に乗せ
歌詠まん毬もつかんと花筵

運ばれし濃茶の緑うつくしき

ふるさとといふ泥の靴底

玲

〃

玲

俊子
好敏
秋扇
好敏

扇子

つづれさせ鎮もり揺るる月の舟

おもむろに説く新米の是非
ワ団十郎睨み利かせる紅葉狩
凝脂洗はれこそばゆき背な

好敏
秋扇

お互ひに嘘も承知の粋な仲

鏡の奥に想ひ屈折

俊子

玲

傍らのポップコーンがボンと爆ぜ
ボスの降り立つランドクルーザ

水洩をまた袖で拭ひて

子供らの大縄跳びに寒の月

議員多くはＯ型と言ふ

化け猫が賭場開きたる海社

壬生念仏の鉦のつづきぬ

千万の枯木に花を咲かせましょう

扇

子敏

扇子子

敏

〃

子子
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秋

玲

俊好

秋良俊

玲

好

玲

秋俊

〃玲

良俊

玲

八豊田・竜神連句会ｖ
Ｉ

ナォ姿見に思いふっ切る卒業子

明日のドアを一人で開く

美耶子

武藤美恵子

とみ子

節子

異文化と身ぶりで交流地球博

東北弁で英語ベラペラ

河合シズエ

歌仙﹃土筆和え﹄

枯蟷螂の微動だにせず

長坂節子捌

憧れの君にせつなき胸のうち

触れる指先はしる衝撃

︵於・竜神交流館︶

節子

美耶子

節子

希

益美
文子
節子

シズエ

美恵子

とみ子

希

美耶子

飽食の時代の子等や土筆和え
近藤とみ子

塚本益美
とみ子

土砂降りに遮断機の音かき消され

生垣を上る凍月ぽっかりと
ニュータウンにも舞える初蝶

とみ子

開店を祝う風船あがるらん

川中イスズ

手描き地図銀杏黄葉を目印に
蜂の子とりに精を出す祖父

一分半の予定回復
益美

ナゥ世の中は持ちつ持たれつ名残り月

イスズ

金木犀は遠く匂えり

とみ子

パソコン売場はずむ呼び声
月見酒つもる疲れに居眠りて
ゥ冬近しそろいの服を買いました

とみ子

平成十七年三川十七Ⅱ首
平成十七年五月十九日尾

三河平野に風光る日々

ハングル文字の道路標識
学舎に夢あまたなり花大樹

脳ドック今のところは異状なし

空も混沌海も混沌

宿の名簿に妻と書き込み

益美

とみ子

同窓会は二十年ぶり

長坂節子

美人見て後悔の念ありありと
かたくなに巨人びいきのコップ酒

森田美耶子

節子
益美

稲垣渥子

効くか効かぬか父の煎薬
境界は一本の杭蜻蛉生る

瓢湖に涼し朝の月影

宇井希

文子

松井文子

さっそうとリニモに乗ってボランティア

万華鏡めく過去も未来も
花の雨母より先に逝きし兄

琴の音もれる窓の春灯
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ハ仙台・連句会ひらめきその一Ｖ

ナォ愛すべき李朝の雑器身ほとりに

秀記孝記秀孝満子康浜孝康

短歌行﹃コペルニクス﹄

佐藤千賀子

閨房の灯火ひとつ闇に消え

裕

︵於・パル及川︶

H1

佐藤千賀子捌

横川浜江
中村記康

跳ね橋あがり飛びたてる月

気づけば鬼女をかき抱きたる
美術展渦巻きだけが占める画布

父を偲びてケルン積む尾根

眼張釣りぐいと竿先僥うらん

堀越満里子

春暁やコペルニクスの地動説

古帽子なり軽くおさえる
ゥ今日も会うハローワークの若き友

二杯目はごくつと呑みほす新走

瞑りおれば大河楢治

コンビニ店員﹁あたためますか﹂
ナゥ終楽章桴をかまえるティンパニー

花燗漫鹿毛の瞳の奥に花
稚児打揃う灌仏会なり

十四日前
十二Ⅲ尼

‑301

鉄路に沿いて土筆四五本

積木の森は蟻の隠家

木田真智子

満

記

康

記

中村孝史
狩野康子
小岩秀子

窯変す月の滴り容れしとき
青長椅子に口づけを待つ
ひたすらに祈る禁色修道士

塾を曳かせて荒野開拓

引揚げの船を迎えし帰り花
冬日を受けて嶋尾の輝き

平成十七年三月
ｆ成十七年五Ⅱ

中

ハ仙台・述句会ひらめきｌその二ｖ

短歌行﹃教授おろおろ﹄

炎昼や背ナで根を張る二番草

汗と泥との惨む手拭

高山達雄捌

丹

町おこしにと天文台を

ァィことばには○○○と

ブローカーの暗躍を追う刑事ペア

ナォ人買いの伝説の地に山菫

水渕丹
中村記康
尚山達雄

四肢踏ん張って猫の伸び伸び
ゥ徒然にルームランナー月を待つ

瀞

冬毛に変わる兎跳ね行く
自爆テロ逃れて仰ぐ寒の月

休日の校舎にピアノ響きいて

佐々木勝子

紫紺を愛でて漬ける秋茄子

丹

モスクで祈るサッカー少年

声掛けないで朝寝うらうら

シグマ

ナゥパソコンでＺ演算瞬く間

花盛り平安絵巻絢燗と
夕山かげに鐘の霞む日

一
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セミヌード迫れば教授おろおろし

千代尼忌に契った人は内緒なの

記
記

編され女不死鳥となる

Ｕ型磁石鉄粉吸い寄せ

丹

カンヌ祭最年少でグランプリ

数え唄いろはの順に花の宴

達

勝

樽酒献ず河豚供養用

︵於・誕諏蝉嶬織鐸研究センター一

平成十六年七Ⅱ二十三日首
平成十六年八Ⅱ二十五日足

記辨記記勝記勝丹丹達丹瀧

信常妙記

ハ仙台・連句会﹁遊﹂ｖ

歌仙﹁蕗の薑﹄
中村記康捌

小
小

土割って春を知らせに蕗の薑

麦踏む親子つかず離れず
雛飾る校長室に集うらん
日差し追いかけ移す盆栽
月今宵さ迷う雲も消えそうに

ナォ駐在のほおじろ一筆啓上と

カーテンコール三度指揮者に

急旋回ハンマー吃り新記録

釘あと隠し火伏札貼る

呼びかけに振り向く友の頬被

大道芸に集う小春日

韓国の人気映町に胸キュンと

愛ひとすじに共白髪とは

湯の里の奥処こけしの生まる音

前垂れ外し紫煙くゆらす

この月を仰いで願うのれん分け

椀に浮んだ間引菜の青

ナゥ駅の名が面白山とう秋桜

孫が弔辞に語る思い出

303

残る蛍のじっとそのまま
ゥ新そばの案内会津の老舗より

手話の会話の弾む待合

真直立つ居久根の中の大樫

文

磁気帯びて居ればこの恋盲進か

医者も床屋も隣町まで
城跡へ喘ぐ山路の花三分

j1Ⅱ
十
二￨川
￨ I I I
尾向・

故きを温ね日がな一日

年年

身悶えしても道ならぬ道
瓦楽多を殊勝に並べ市開く

七二

リュック開いて食みし伊予柑

六六

ハンモック月の夜風が揺らしいて

平平
成成
十｜ ・

伊賀の忍びに守宮吃驚
異国語に耳款てる昇降機
復興支援を家族見送る

明治より生きて百歳花の宴
酒蔵つづく川辺うららか

野奈野中
、↑
良
、矛村

子夫康郎康子夫郎康子郎夫子康郎夫子康

〜一

間･

夫郎子康夫郎康子夫郎康子郎夫子康郎夫

八横浜・連句会遊子座ｌその一Ｖ

百韻﹃こん月の﹄

シェフの選びし志野の大Ⅲ

酒蔵の麹に聞かすモーツァルト

クルーズ船と競う飛魚

ぼんぼりに誘われのぼる花の山
羽ばたきしきり巣立ち烏かも
ォ贈る言葉ひとりひとりに春の宵

和田忠勝
和田洋子

喜寿を過ぎても断てぬ煩悩

プリーツプリーツひょんなヒントで

くしゃくしゃのラブレターはや川雌しに

炬燵の下で足を絡ませ

当たらないとて交通安全
紅深き大輪冬薔薇届けられ

ハルウララ負けて拍手のなお高く

西瓜割りギャラリ−熱くはやし立て

榎本良之助

辻賢次郎
士肥暢子

玉生うめ子

佐々木けん

中井啓輔

辻松雄

和田忠勝捌

二○○四年愛知万博協賛熱田神寓奉納万句興行参加作品

水吸い上げて光る草萌

こん月のうごきはじめし鼓動かな

いつか夏めく病棟の庭

月昇る暑きサマワの父遠し

弱気封じて仰ぐ名月

ゥ敬老の記念の砧に面映ゆく

宮路に並ぶ百の菊鉢

数世紀経てなお地には戦火あり
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進学の希望叶えと祈るらん

茶柱立ちて心楽しき

丹念に引越す先の平面図
窓の開かない手製犬小舎
蟷螂の斧届かざる望の夜
電車を待てば匂う木犀
ゥ赤い羽根三本挿して胸張って

憎しみの種育つ憎しみ

絵筆とるパリ裏街の石畳
大聖堂の鐘が鳴り出す
宮脇昌子
水谷英子
大駒泰子
諫武雪硲
岡本貞子
中井淑子
木谷藍

旅写真箱に溢れて徴じめり

墨もうるわし届く恋文

洋

ベレーも可愛いガールスカウト
大黒にほしいあの娘は禰宜の次女

海辺の風に吹かれジョギング

勝

渡り鳥ウイルス伝播疑われ

夢つむぎ出す地元経済

ラジオより唐詩万葉朗々と

みらい都市クレーン車頭もちあげて

助暢郎めけ輔雄洋勝淑藍諮貞英泰助昌郎暢けめ雄輔

今日見納めの生家解体
押入のこわいお化けも消え失せて

野球に相撲世界は一つ

風邪ひいて予定はすべてキャンセルに

着ぶくれてのむカモミールティ

頑固者孫に教わるＩモード
みなが立ち寄る気まぐれな店

しずしずと花散り続く月の濠

ニゥ部屋の隅ちょっと太めの嫁が君

近頃聞かぬ街の笛吹き

にわか雨高級ブティック出られずに

焼鳥とチュウハイ楽しガード下

回転扉故障続出

無い知恵しぼりパズル挑戦
ＩＴの目玉介護のロボット化
しもやけおてて包む婆の手

法事済み離郷の駅の月寒し
凍蝿隅にみじろぎもせず
芝浜の夢にされたる革財布

地に足つかぬ高層マンション

絢燗の仕掛花火に見惚れいて

金魚ぶら下げ家路楽しき

ナォ兄出番英雄證の身ぶりよく

生を絞ったジュースなみなみ

農継ぐと告げる覚悟の進級期

新しき靴かすむ遠山

烏雲にナイスショットの声あがり

いらいらつのり背中蹴りたい

向き合えば彼の視線のやさしくて

雪かまわずに抱きあいし影

ラグビーに泥まみれなる都会組
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人気百選投句うららか

ォ風の陣政治経済荒れ模様
監視ビデオで嘘を見破る
同窓会ふる里誰り懐かしぐ

森林浴に夢中帰省子

誰呼びて喉やぶれんか時烏

冥土へ通う亡霊の列

背景はツインタワーのツーショット

好きと言ったはあなた先です

月を浮かべてめぐる盃

山歩き夕餉は秋をてんこ盛り

古都西安の壁は崩れて

不思議なるリズムさやかに二胡の奏

重詰フレンチ驚きの声

もう一つ積み木片手に深呼吸

淑藍諮貞英泰助昌郎暢けめ雄輔勝洋藍淑貞諮泰英昌

暢けめ雄輔勝洋藍淑貞諮泰英昌助暢郎めけ輔雄洋勝

団塊世代どっと定年

秋風に舞ううまい餅の絵

還暦を控えて戦後遠くなり
蒲柳の質のわが身いたわる
一票で政治変わるか月白し
武士道しのぶモラル消え失せ

ナゥ語り継ぐむかしはむかし冬隣り

新鮮な牛乳注ぐ朝六時
遅日の空に翔ちし飛行機

秤雌什誌癖催即十Ｊ即確聞︵文音︶
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インクの香り太字スクープ
家族愛数奇な運を乗り越えん

平和憲法聴りの中

産士の花は清らに咲き満ちて

輔雄洋勝淑藍諮貞英泰助昌郎

ハ横浜・連句会遊子座その二Ｖ

歌仙﹃ウイットの﹄

日向ぼっこに枕する犬

ウイ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

和田洋子
和田忠勝
木谷英子
辻賢次郎
中井淑子
大駒泰子
榎本良之助

ナォ眠る児の手にしっかりと風車

胸に党れて甘き夢見に

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

ナゥ一様に風にふかれて蕎麦のはな

教え子の花の便りを読みかえし

名残の雪をのぞむ新線

お向かいの嫁も姉さと呼びなれて

地味はやせても篤き人情

諌武雪諮
土肥暢子
木谷藍
宮脇昌子
中井啓輔

凧のびのびと青空に舞う
岡本貞子

辻松雄

秤雌什続粋畦岨一十ユ叩函︵文音︶
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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

鴉慨然と高塀の上

彼の笑顔に返すほほえみ
獄中の人と結婚許される

文化交流涼し白足袋

月迎えシテは観世の薪能

玉生うめ子

佐々木けん

英

勝

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諮助泰淑郎

八横浜・連句会遊子座ｌその一一一Ｖ

歌仙﹃地下の瀧﹂

かわばり

眼失い悟る蛎輻

石筍に悠久のとき地下の瀧

しきたり厳し狂言の道

沙羅の花凛と咲きしに歩をとめて

地酒に添えてうるか小鉢に

和田忠勝捌

勝

和川忠勝
土屋実郎
下田幸枝
中川謙人
松本力ヨ
和田洋子
下田博

星降る浜で契る偕老

ナォタ霞ランタン暗き煉瓦路
レトロが流行る若者の店
小麦色彼女の肌が眩しくて

欠けた土鍋で大根を炊き

男など信じるものか辛子練る

ボランティア難民支援命がけ

各国揃い五輪開幕

絶叫すテレビの声に覚める夢

ヌウの親子を追いしハイエナ

月の舟荒野に動く影落とし

持病再発霜降の旅

ナゥエァコンのモード切り替え冬仕度

平成十六年七月二十六Ⅱ首
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月今宵深山に染みる笛の音

和尚一気に描きし円相

ゥ新涼は指先に先ず訪れて

頑固親父の占める定位置
省略語四字熟語より難しく

神棲む島に番う蝶々

ヨ

幸

飾りなどいらぬ二人に花万朶

古里の微香ただよう奥座敷
忍ぶる思い破っては書き

洋

幸

人

平成十六年九月三日尾

︵於・品川区下冊邸︶

内親王の笑顔うららか

いまだくすぶる拉致の凍てつき

博

赤倉建一

張りさける哀しみ秘めて祝婚歌

半島の鴉は鳴かず雪月夜
服のよきこと庵の松風

釣果自慢は果てることなく

洋

″

降りかかる花のカデンツァあびながら

勝

どっこいしょ立ち上がる度声の出て

運河クルーズ中欧の春

ヨ博洋人幸ヨ勝博洋幸人勝ヨ洋博人幸ヨ

八茨城・連句倶楽部ｖ

﹃枯蓮﹄
城依子捌

濱田美

萩谷悦

福剛芙

彦坂範

城依

焼き立てパンの匂いほのぼの

駅前に放置自転車あふれいて
三十九階ビルでディナーを

白耕着て予後は良好

月涼し戦を語る琵琶法師

太平洋の波の静けさ

念願の留学やっと本決まり

夢いつぱいに交わすほほえみ

姫宮の背の君となる公務員

ゥっつがなく居る幸せの暮の秋
見えぬ未来が見えるロボット

友と連れ立ち名残狂言

人気無き杣小屋のぞく望の月

子等の拍手にはねる寒鯉
書道展入賞の楯たまわりて

枯蓮浮世の水の滞る

仙

花の頃襲名披露つぎつぎに
ひとすじの道染める初虹

ナォ遠足のしんがりを行くマルチーズ

人に抱かれてご機嫌の態

週休二日酒は程々

故里をしみじみ想う夕まぐれ

スタミナを蓄え目指すチョモランマ

揃いのバッチ夏帽に付け

ぬかずきし少女の胸はふくよかに

来世はきっと結ぱるるらん
散りてなお燃ゆる色あり寒椿

烏鳴き渡る残月の街

地震津波を恐るこの頃
答弁の総理の言葉空回り

秋の蒻濃き己が姿ょ

ナゥ守武忌神事おさおさ怠らず

ことり届くはメール便なり

憂きことはラピスラズリに閉じ込めて

秋
野

夕

︵於・上野文化会館︶

甘き香りに群るる蜜蜂

莊洋と山河ありたり花燗漫

平成十七年一月二十五日首
平成十七年二月二十五日尾
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歌

悦翠〃紗翠悦〃範依〃悦紗悦翠紗子子子

範〃紗〃夕依範紗夕悦紗悦夕悦紗子依紗

八東京・連句研究会ｖ

百韻﹃稲を刈る﹄
衆判︵順︶

阿片瓢郎

鶏鳴高く有明の月

初ォ風雪に耐へ来し顔や稲を刈る
飯沼三千古

秋興に旧友欠けることもなし

齢ひ六十青年の意気

古

山本房子
小林梁

チームを買ふと軽くうそぶく

健やかに寝息を立てて吾子安し
ふかぶかとして母のふところ

よるこび

歓喜の歌流れくる花巡り

唇槙見しと若き娘ら

遍路の群れとあとさきになり
↓一ォ鰈干す蜑の軒先低くして

方向音痴恋の迷路に

現実に有り得ぬ姿空に描き

ヨン様のようなポリスに助けられ

神の留守とて見張り頼まん

韓流ブーム大津波にて
竹林に虎の目燗と古屏風
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悪童も出世街道かけ上り

房

岩陰にある朽ちし捨舟

梁
房

由緒よむ声たどたどし爺と孫

誰やらもつかみ損ねし天下入

梁

雲を巻き潜竜昇る太柱
古

更くるにつれてやや寒の窓

口碑まとめて一冊となる
後の月博士課程を許されて

古

恋しき女と席を距てて

房

くつさめ一つ舞台暗転

もどかしや隣に座せる伊達男

梁

初ゥ河豚鍋の湯気とざわめき部屋に滿ち

グランドの猛者軽くタックル
天晴れて喚声に沸くコロシアム

ニゥ起き伏しの芒に著るき風の道

おのづ足向く思ひ出の丘
映画見し感想文がつなぐ縁
実生活とダブるしあわせ

古

梁

房

縄文士器の潜む黒土

古

キルティング小切れの中に姑がゐて

飛行機雲の長く尾を引く
湧水の流れ豊かに夕まぐれ

房

蚊喰烏寺領に飛ばせ月濁る

厨に置かれ匂ふ青紫蘇

房梁房古梁古房梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁

納戸に眠る桑の針箱
老犬がのそり出てくる昼下り
けだるくひびく物売りの声

蒸し暑き夕べの月の覗く軒
葭寶の向ふ消えるおもかげ

首かしげ錯覚と云ふ坦当医
壱億円はうやむやとなり
八重一重花に埋もれて隠れ里

神宮球場どよむ歓声

ニゥ文化の日粧ひこらす園遊会

弊衣破帽の眸をかがやかせ

文京区江戸より残る坂多き

歌は世に連れ世は歌に連れ

教科書に森嶋外の著作なく

ボランティアして学ぶ生き方

宿願の万句奉納為し遂げて
かやい

地震無情助かる人と死ぬ人と
月冴え冴えと光りあまねし

じま
静し寂
破るは何の物音

むささびの眼一瞬赤く映え

燗漫の花に心を奪はれし
袴姿の巫女のうららか

メールを交す恋の宮様

ナォもつれつつ神垣越える蝶ふたつ

沖の小島に寄せる白波

お誘ひはスポーツカーで箱根路へ

南極観測成果いかにと

うなさかに舟影遅々と浮びゐて

オーロラの光の帯の百転し
真夏の夜の夢のはかなさ
定位置に篭枕ある父の部屋
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湯舟に浸り春惜しみつつ
一矛流されて逆らひもせず残る鴨

藍より朱ヶに変る夕空

オカリナを吹く少年は柵に梵り

サイクリングの乙女転倒
記者稼業記事にはならぬ擦り傷
居心地悪しきバーの止まり木

天井に扇風機廻る古ホテル

砂ほこり立つ巴里街道
回想は回想を呼び千変す

事件ひとつに百物語

スクープ競ふ秋のファッション

物の怪の揺れる気配に芯暗く
アニメーションの世界進出
カンヌへと旅立つ夜の小望月

梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古房梁古房古

房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古

四十年の勤労の皷
朝まだき竹刀の素振り気合込め

俳優稼業やっと軌道に

寒月に紅隈落とす楽屋風呂
橋のほとりに立つ慈善鍋
ナゥ誘ひ合ひカレーの老舗覗いてみ

テレビ仕込みでみんな食通
ほる酔ひでぐるぐる回る山手線

巻き戻したきビルの林立

秤

汁け辱酎朋一什皿叩噛︵文音︶
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四方から四角い風が吹きまくり

大きく揺れる白いぶらんこ

階も山も花散る観音堂
机塚には陽炎の立つ

梁房古梁房古梁房古梁房古梁

八東京・連句ななの会ｖ

村井昭

百韻﹃地球博﹄
風薫る尾張平野に﹁地球博﹂
士屋実

土屋実郎捌

青田のそよぎ期する豊年
栽本勝

Ⅸ川ラナ

連句のつどい余生豐礫
補正

士用干家族の世代それぞれに
振ってみて徳利の酒をまわし飲む

佐々木英

産めよ増せよ夢よふたたび

教育は怖いものだと文科省

春の曙総身に浴び

花若木色薄けれど艶やかに

一ォ地に神の在りしを知りて青き踏み

ロボット妻も近くお目見得

おしゃもじかざす主婦連のデモ
メーデーも死語となり果つ時代相

下取りすると車勧誘

あなた呼ぶ山の木霊の嬉しさょ

玉石混交ゲーム感覚

何もかも中国市場潤いて

秋立ちて何に驚く鴨の群
銀杏拾う幼児ちらほら

大祥忌済ませて月に安堵せる

不祝儀袋いつもコンビニ

銀行の再編劇の立役者
非常識でも今は常識

歓声あがる日本柔道

一一ゥフラフープ廻る体が回されて

結柳に点てる一服

潮騒もさとあらたまる初日影

道風にヒント与えし青蛙
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肴なければ鼻をつまんで

太刀魚捌く擦掛けして

月今宵路地を巡りてわが店へ

じゃがいも二つ実篤の額

ゥ平凡という幸せが身に沁みる
ジーパンのキュートなお尻ちらついて

大学教授陥穿に墜ち

黒眼鏡マスクで人目はばかりぬ

天網恢々老子のたまう

時を超え長城照らす冬の月
凍てつく黄河鴉舞い行く

年金不安少子高齢

殖えすぎて皇居の塒棲みがたく

昭郎正昭英楓昭勝郎勝楓男郎三夫楓郎三

昭郎正英正勝昭楓郎楓正勝昭郎正楓勝昭楓昭楓英勝

世界は移る七変化しつ
立たされる廊下より見る君の顔

サーカス子役続く転校

子沢山それぞれ父を違えいて
恋はこやしと女優老いたる
積立てを全部はたいて旅に発つ

独り占めする新月の出湯

東西の珍種集めし花の里
浜名の湖に陽炎もみえ

三ゥ筋書きのないが人生はたた神

膳が曲って万事抵抗

やれ打つなひねくれ一茶ここにあり

味は爽やかねじれ煎餅

日替りで月出るという小学生

またも離婚の秋は淋しき

割れ鍋にとじ蓋ありと口説かれて

看板ですと女将酒継ぐ

携帯の電話かしまし終電車

白く晒︲とらさる中州流木
鮭の故さ郷
昔北洋今チリ−

回転寿司に長い行列

沖一線に海女の口笛

花どころ移ろう雲に蝶の舞

ナォ大物を得たる歓喜か雲雀東風
祖父なつかしき五玉そろばん

介護ロボット気配りもあり

雲州に伝統の業継承し
人生航路不僥不屈に
頑にわが道をゆく蝸牛

恋の路開く扉をそっと押し
草餅ありと茶屋の若後家
白酒にうかれて嬉し親子連
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ォ晩学はプラス思考で風光る
ョ−ガ指導に弾むハミング

田園を巡る健心喜寿の会
メール交換胸のときめく
嘘も言う口に紅さし意気さかん

想い出はるか銀座恋唄
薮柑子苔玉作り二つ三つ
着膨れ隠者小言暇なし

映える残雪岩木山麓

タイミング外し話題は冬の月

日本一競って満つる花林檎

名歌手逝きて幾歳の春

ヒト・マウスゲノム共通九割五分

熱望久し金利引上げ

昭郎楓昭正勝楓郎英昭勝英正勝昭郎英勝楓英楓正勝

勝郎昭正郎勝昭正勝郎正楓勝正英郎〃楓昭英郎楓勝

清き流れを雛の舟行く

貴人を飾る剣︒勾玉

このあたり古墳の多き紙の里

孫に命名澄みし霊感

月夜よし人語忘じて欄に筒り

試行錯誤急くな結論

ナゥ戸籍法施行規則も変る秋
コンクール女神輿の勢揃い
素足あらわに玉砂利を踏む

ひざまづ

今も変らぬ腹の鳴る癖

︵於・横浜

平成十六年七月二十七日起首
平成十六年十Ⅱ二十三Ⅱ淌尼

柳川ビル士官室︶
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鮠く地蔵冷き百度石

充電終る鐘霞む中

家族連れ花の吉野をかけめぐる

勝郎正郎正昭勝昭郎勝正郎昭

伊藤航捌

小

福圭妙

航

八仙台・若笹連句会ｖ

歌仙﹃春のバー﹄

黄昏や切り子のグラス春のバー

御譜代町の朧見下ろす
場雲雀静く程の声聞きて

生き抜く権利野犬にもあり

ナォ白蝶の誘うがごとく庭を出て

井上せつ子

圭

圭

Ⅲ巾英子
安斎厚子

航

私立探偵養成講座

脱税で摘発されし僧の弁

練炭燃ゆるにおいなつかし

寒空に歩幅で測り皮算用

英

せ

厚

圭

爪ぬる真砂女秘める働突

ゆがむ燭台文化財級

じゃん拳で﹁ちよこれいと﹂と段を降り

肩先のシャワーの滴軽くふき

圭

せ

英

坂本浩子

厚

仲間を増やし鰯雲行く

古事記の世界今も息づき

ナゥみんな夢蒲の穂紫の吹き溜まり

英

御座なりに酒注ぎ足して寝待月

路地通る新内流しニアミスし
すましてみても我家筒抜け

浩

浩

大崎耕士種おろしたり

七Ⅱ前

荒町市民センター︶

花万朶そこここつっと吾子は這い

平成十六年一・月二

︵於

平成十六年六月六Ⅱ尾
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土竜の道の畦に尽きたる
ゆらゆらと釣瓶の桶に月の眉
コスモスに来て憩う看護師

ゥ朝夕に一人住まいは肌寒く
両手に包む頬のふくらみ
青い目を伊根の舟屋に乗せて入れ

震度四か五かこけし倒れる
テレビでは同時通訳まくしたて

砲禍は鳩まず不安果てなし
上布着ていよいよ母に似てきたる

故郷しみじみ短夜の月

好物は立ち喰いそばとしておこう

最終列車北の彼方へ

命日のうからやからに花散って

仕事進まぬめかり時なり

今笹野
イノ｝
野川寺膿

妙福福圭航福妙圭福妙圭圭福妙子子子

大分県連句の会

山形県連句協会

支部長佐々木均太郎

会長内田素舟

〒874‑0902別府市青山町2‑72

副会長浅沼葛子・三浦和枝
安部英子

（0977‑26‑4476）

事務局内田素舟
連句協会広島県支部

〒996‑0035新庄市鉄砲町371

支部長高橋昭三
'li務局

￨wl

(0233‑22‑1285)

lf.

〒731‑0223広島県安佐北区可部南

連句協会群馬県支部

4−5−47

支部長伊藤稜志

(082815‑1914)

〒371‑0811前橘市朝倉町35‑7
（O272‑612297）

宮城県連句協会
会長狩野康子・

茨城県連句協会

Ml1会長佐朧千賀子・中村孝史

会長堀江信男

｣M務局狩野康子

副会長両幾多・城順子

〒981‑0924仙台｢1丁青葉区双葉ケ丘

事務局根本美茄子

2−5−12

〒3191225Ⅱ立市石名坂町1‑31‑9

(022271‑0005)

（0294‑53‑6635）

鳥取県連句協会
会長音田碇治

副会長新仔I幸子・永江重昭
高野重r･ ･山崎君子
事務局田中史郎
〒6820402烏取県東伯郡関金町大鳥
居関金町教育委員会内
(085845‑2111, FAX3961)
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連句協会罰f鋤"歎i
L−

連句協会千葉県支部

連句協会愛媛県支部

願問

支部長青野竜斗
事務局長

LIⅡ渓水・〃ﾄ膿駁彦

支部長下鉢清子

II1口博三

事務局長伊藤貴子

〒7910311松山市白水台1 1−9

〒2640006千葉市辨粟￨><小倉台1‑12‑3

(089‑9273231)

（043233‑3555）

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

支部長小原啄葉

同

副支部長志和正巳菅原多つを

〒567茨木市北春日丘2‑137

事務局沼宮内凌子・

（0726‑23‑8817）

〒02001"￨川市西青III2‑4‑41
（0197465164）

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

支部長

事務局宮嶋茂
加賀爪二3

'1)も硫苦

耐￨｣支部長商井利夫･ II I中きみ

〒929‑03石川県河北郡津幡町字

11]浪富布

津幡町役場

事務局長南田昌宏

(076‑2882121)

〒329‑44()6栃木県ﾄｰ郁賀郡大平lll1
トー皆川721

連句協会三重県支部

(0282‑43‑2664)

支部長岡本耕史
事務k,j

西田青沙

〒5120921四R市市尾平町3768‑188

連句協会富山県支部
支部長二村文人

(059332‑8931)

@M務局

〒930glll市大手5 l

埼玉県連句協会

富山新聞社内

（0764‑91‑8111 ）

顧問金子兜太・宇咲冬男
会長森三郎
副会促磯直逆･ ILI根IInf‑

香川県連句協会
会長嫌lll孝義

事務局長福田太ろを

副会長肢谷青石

〒363()025桶川ilj下日出谷375‑1

西￨呵恭平

（048787‑4477）

顧問柚松H肯子

事務局樅松晴子

岐阜県連句協会

〒769‑1613番川県二盤郡大野原町

会長伊藤白雲

副会長水野隆・小禰砂美

花稲907

理事長大野鵠士

(0875‑52‑2137)

事務ﾙij

船渡文子

〒502‑()817岐阜'li優良福光2521‑12
（058231‑1716）
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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。
（常ｲﾓ即事会）
第21条常任理事会は原則として￨淵月に会長が
招集する。常任理事会の運営については別に
定めるところによる。

とし、 これによってこの会の経常的運営の支
出にあてる。
（特別会計）

第28条特別会計の収入は連句グﾙｰプ､会
員、関係団体等よりの寄付金とし、 これを基
金として積み立てるものとする。
（経常会計の剰余金）

（総会）

第22条総会は毎年1 1nl会長が淵集する。 また
必要と認めたとき会長は臨時に総会を招集す
ることができる。

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

役員の選任

第29条経常会計に剰余金があるときは、即事
会の議決および総会の承認を経て、その一部
もしくは全部を特別会計の基金へ繰り入れる
ことができる。

（会計年度）

第30条この会の会;1年度は、妊年1月1 1 1に
飴まり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

4．
5．

名誉会長の推戴
その他この会の業務に関する亜要事項で
理事会において必要と認めた蛎項
（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､ド
数をもって決し、 可否同数のときは議長の決
するところによる。
第7章会
計
（会計の祁類）
第26条この会の会計は次のとおりとする。
1．

の4分の3以上の議決を経、かつ総会におい
て出席者の4分の3以上の議決を経なければ
変更することができない。
第9章解
散
（解散）

第32条この会の解散については前条に定める
手続きを準用する。
この規約の制定、施行は昭和63年10月1 1 1と
する。

経常会計

2． 特別会計
（緑常会｜汁）
第27条経常会計の収入は会費、協力金その他

平成2年9月1日‑部改訂。
平成8年6月23日 一部改訂。
平成16年4月18H 一部改訂。

｢連句協会」顧問・名誉会員・評議員及び役員名簿
(顧

｜川）

陸l烏十￨:11

字咲冬ﾘ） ・土屋実郎・
小林しげと

(評議員）

上田渓水
内

常任即事
常任即事青木秀樹・青野竜斗・伊藤白雲．

、伊藤稜志・今村苗．臼杵勝児．
小川廣男・川野蓼艸・品川鈴子・
島村暁己・白根順子･EIH昌宏・
福｢『1人ろを．八木紫暁

加
(役

jl)

会
及磯
磯直道
副会腿近ホ
近松寿子・中尾青宵・ リ￨地冬樹
理事長宮1
宮下太郎

剛

事新井秋芳・伊藤貴子・井門可奈女
梅村光Iﾘl ･岡本眸・狩野康子・
鈴木漢・高橋昭三・西幾多・
二村文人・福田眞空・松尾博雄・
矢崎藍・和田忠勝

会

計臼杵栃児（兼） ・島村暁己

監

事内藤廣・東浦佳子
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『連句協会』規約
第1章総

則

（名称）

第1条この会は迎句協会という。
（事務所）

第2条この会の事務所は会長の指定する場所
にi職く。
（支部）

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

第4条この会は辿句文芸の創造的発展とその
普及ならびに連ｲﾘ実作者、連句愛好者の交流
を￨測り、連句文芸の興隆に寄与することを目

第11条この会には次の役員を間〈。
1． 理事35名以内（うち会長1名、副会艇
5名以￨ﾉ1、理事長1籍、常任理'l諾干潟）
2． 監事2鵜
（役員の選任）

第12条即事および監'#は会員のなかから総会
でこれを選任する。会長､廟ll会挺､即事長およ
び常征即事は理事会の互選でこれを定める。
（理事の職務）
第13条

1．

会艇はこの会の柴務を総理しこの会を代
表する。

2．

の職務を代行する。

的とする。

（事業）

3．

（槐別）

第6条この会の会員は次のとおりとする。
l.

1[会員

2．

名誉会員

（入会）

節7条正会員になろうとする音は入会金2千
1I1と所定の会岱を納入することにより入会で
きるものとする。
（会fY)

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
瑞番会員は会背を納めることを要しない。
（衝格の喪失）

第9条会員は次の甥曲によってその資絡を喪
失する。

1．
2．

退会したとき
理由なくして会費を1年以上滞納したと
き

（退会）

4．

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

5．

理事は即事会を組織して業務を行う。

（監事の職務）

"14条監邪は会の会il･を監査する。
（役員の任期）

第15条この会の役員の任期は2年とする。た
だし再任を妨げない。

第5章名誉会長、顧問、名誉会員、評議員
（潴誉会便）

"16条この会に名洋会長を置くことができ
る。名番会長は総会の議決を経て推戴する。
（顧問）

輔17条この会に顧問を描くことができる。瓢
問は理恥会の議決を経て会長が委咽する。顧
問はこの会の業務について意見を述べ、 また
会長の諮問に応じる。
（名誉会11)

第18条この会に名誉会員を個くことができ
る。名詳会員は理事会の議決を締て、会員の
中から会腿が委蛎する。名誉会貝はこの会の
業務について意見を述べ、 また会長の語間に
応じる。

（評議員）

館19条この会に評議貝を置くことができる。
評議uは即事会の議決を経て、会！』の'￨!から
会長が委I嘱する。評磯貝は理事会の諮問に応
じる。

第10条会員が退会しようとするときは退会届

第6章会

を会艮に提ll}しなければならない。
第4章役
員
(神別)

即郡長は会長、刑会長を袖化してこの会
の業務を掌理する。

第5条この会は前条のH的を達成するために
次の事業を行う。
1． 全国大会および地方人会の開雌
2．
会報(IIM)1 )の発行
3． 連句年鑑の出版
4． 連句協会尚の選定
5.
lfl民文化祭への参加
6． その他'11条のp的を達成するために必要
な事業
第3章会
員

副会長は会長を補佐し会踵に事故あると
きは、あらかじめ会促が指名した順序でそ

議

（理事会）

鋪20条瑚聯会は原則として年3 1' 'i会長が招雌
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︿言

連句協
￨蓮

規

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

0693)会員5名
瑠沙連句会

城
依子
帥系・宇咲冬男連絡先300‑
1636茨城県北相馬郡利根町羽根
野80055城依子(0297‑68‑
4424)会員10"

ワラハナ連句会
児玉俊子

連絡先336‑0012さいたま市浦和
IX岸町l‑11‑12児玉俊子(048
8868820）

土脆実郎

師系・桁水瓢左連絡先233
0012横浜｢￨j港南区￨三永谷32ケ
34土屋笈郎(045843‑8059)会員
15名

WebBBSめぎつれ座

連句「笹」
伊藤敬子
連絡先465‑0083名古屋市名東区
神丘町251‑1伊藤敬子(052
7015050)会員7名

葉門連句会

Ⅱ: 1 1 昌亮
師系・ '1冨冒 lll零雨・木村漿山・磯
直道辿絡先1560057111: ll1谷区
上北沢3‑28‑13内ll1たづ(03‑
3303‑5457)会員11j'i

連句研究会
小林
梁
帥系・松根火洋城･野村弾舟･
￨I!1片瓢郎述絡先2140012川崎
市多摩区[￨｣野島4‑2314小林
梁(044922‑7868）

よみうり文化センター川口

磯
直道
師系･ 'j:2 1 1 1零I:ij 辿絡先332
0023川I I I1j飯塚4‑4‑7磯直道

連句ななの会
士屋実郎

連絡先233‑0012横浜市港南区上
水谷3‑20‑34士屋実郎(045843‑

（048251‑3033）

8059）

よみうり文化センター京葉
リ￨地冬樹

師系・今泉字涯迎絡先274
0812船橋市三咲8‑320引地冬樹
(047448‑7260)会1110名

連句パワー
浅淵
瑛
師系・坑鍋天魚連絡先241
0825横浜市旭区中希望ケ丘97
14浅沼瑛(045‑3622717)会員
3名

ラピロスの会

服祁まさ子
連絡先1660003杉柵又高円寺南

連楽会
高畑l

523‑8

l'1遊

師系・阿ハ．瓢郎連絡先l68
OO63杉並区和泉42615高畑自

落柿舎連句会
奥1町

保

連絡先6168395京都IIjお京区嵯
峨小倉l l l ↑榊ili舎(075‑881‑1953)

遊(0333232454)会員10名

鹿吟舎
池

会員9私

央l枇

連絡先2160006川峪市寓前区宮
前平216‑2502池央敢(044‑

竜神連句会
長坂節子

帥系・矢崎藍連絡先471‑
0027W:lll'li弊多町453擬坂節子

8558546）

若泉連句会
川田章夫

会員15"

連句ななの会
村井昭三

師系・宇咲冬男連絡先372
0842伊勢崎I:竹馬見塚町1121‑4川
Ⅱ章夫(0270‑328410)会員8名

連絡先14000131Y!川￨X:南大井6‑
和光大学

182809

深沢坑二
連絡先4060002山梨県東l11梨郡

連句会遊子座
ドⅡII1

忠勝

師系・附水瓢左迎絡先223
0052描浜'￨j港北Iﾒ綱胤東5224
和田忠勝(0455317174)会員12
名

連句倶楽部

春日居川.別Ⅲ520‑3深沢堀二
若笹連句会
笹川圭子

連絡先982‑0003仙台市太''1区郡
lll2‑911樅川圭子(022‑246
2892)会員104'!

−36

八木聖子

連絡先4710822映田市水源町4−
1‑16矢崎隙方(0565269324)

狩野康子
連絡先981‑0924仙台市青葉区双
葉ケ丘2−5‑12(022‑271‑0005)会
員8斜
広野連句会
村木佐紀夫
連絡先5200026大津市桜野川1‑
1316村木佐紀夫(077522‑
5444)会員15名
風蘭社連句会
若尾よしえ
師系・東明雅連絡先155‑
00331M:田谷区代lll31022浩尼
よしえ(03‑34226874)会員8名

貝6名

師系・宮下太郎連絡先152
0001目黒区中央町2‑25‑1 204

窓連句会
小林fII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(033413‑4431)会員11名

森本善雄
連絡先410‑1114裾野市大畑113
(055992‑3004)会員16名
富士裾野ひよ子連句会
Ⅱ1口明f

連絡先4101126裾野II了桃圃149‑
4(055‑992‑1628)会員8名
紅の会

神山愛「・
連絡先502‑0017雌阜市長良雄総
195‑2神山愛子会員5名

佐野千遊
師系・橋間石連絡先654‑
0075+III戸市弧磨区潮見台町3‑2‑
3O佐野干遊(078‑7310334)会員
1lfi
丸亀連句会

狩野康r･

連絡先9810924仙台市青葉区双
葉ケ丘25‑12狩野康子(022‑
271‑0005)会員154'1

三重県連句協会
IILiHI

薩間よし子

連絡先5160028伊勢市中町302‑
37藤￨Ⅲよし子(0596‑25‑3735)会
員6名

松山連句協会
渡部仲)i';
連絡先7910242松山市北梅本町

1−9−29

宮城県連句協会
狩野康･了一
連絡先981‑0924ｲll1台市青葉区双
葉ケ丘2‑5‑12狩野康子(022‑

植松 Hfi子
連絡先769‑1613香川県三竪郡大
野原町花稲907(087552‑2137)
水無月連句会

堀江 （崗男
連絡先310‑0903水戸市堀町
1147‑18堀江偏男(()29‑252‑
2634)会員12名

未来図連句会

摩天楼連句会
星野石雀
師系・野村牛耳連絡先262‑
0046干葉市花見川区花見11 12‑6.‑
105星野石雀(043286‑0725)会

八千草連句会

暇．

帥系・宇咲冬男
0006川崎市麻生区金秘498
(044‑9559886 .FAX9882)会員
30名
やまくに連句の会
水谷純一郎

斉藤吾川
師系・宮下太郎連絡先445
0806西尾市伊藤町伊藤前15‑1斉
藤吾朗(0563‑578332)会員12名

松山連句教室

0045松山市余戸中2‑13‑19(089‑
9736055)会員10名

喜多さかえ

連絡先516‑0008伊勢市船江1 9
29喜多さかえ(059622‑3317)会
a15名

271‑0005）

甲781‑8

松永静雨
師系・宇田零雨連絡先79俳

青野竜斗

連絡先791‑0204愛媛県温泉郡重
信町志津川98‑5

1'j:沙

会長岡本耕史・副会長I｣I村俊
夫連絡先516‑0008伊勢市船江

三豊連句会
匂玉の会

木曜会

杜の会

三河連句会

北杜連句塾

2‑15‑9高橋ビル302メヌエット

の会事務局(03‑3724‑4263)会員
3名

摩耶連句会

廣谷 i闘士
連絡先7630031丸亀市城南町75

富士裾野連句会

メヌエット−若い現代連句の会
川端秀夫
連絡先152‑0035目黒区自由が丘

鍵和Ⅲll1｢‑

連絡先108‑0074港区高輪2‑1‑
51‑302会員13名

連絡先871‑0712大分県ド毛郡山
圃町守実水谷純一郎(097962‑
2009)会員33名
山利喜会
粒針

大和屋別荘連句の会
鈴木樺1I1洞
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

下房桃澁

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

WebBBSめぎつれ座

矢崎
雌
連絡先470‑0331豊田市平戸橋町
平戸13−5

修

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

道子

師系・岡本存人・岡本)l1女連
絡先563‑0341大阪府豊能郡能勢
町宿野1507林道子(0727‑34

0023)会員5名

目黒連句会

遊連句会
渡邊
−35−

博

小野寺妙子

2323岩村牙童(088842‑7656)
会員20名

0831横浜市旭区今宿2666‑1城倉
吉野TEL&FAX(045391‑2362)

中尾青宵
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤

会員15名

ケ丘2‑25‑2中尾青宵T&F(045‑
973

習志野連句会
四‑'一九院科峰

1760)Email : sss@FO7.

11sc()m､11t,1

､ー一

ばらぃ

がわ

祓

川
黒田耕三

師系・ lh1片瓢郎連絡先276‑
0046八千代市大和田新田12218

四'九院科峰(047‑450‑9029)会
員7籍
南草連句会
UI島竹四
連絡先5170506三重県志摩郡阿
児町｜剛府112069川島竹四
(05994‑31846)会員9名

帥系・鈴木春山洞連絡先791‑
8083松山市新浜925黒田耕三

白水台連句会
山にI

博三

帥系・字lⅡ零雨・寺￨川情雨連
絡先791‑0113松山市[￨水台1 1
9山l I博三(089‑9273231)会員

(089951‑2889)会員9堀
ばるしゆ

芭流朱連句会
鈴木春山洞
師系・松根東洋城連絡先791‑
8061松山市三津1‑3‑13鈴木赤山
洞(089‑9510064)会員30名

4名

白塔歌仙会
佐藤俊一郎

連絡先3500275坂戸市伊豆の山
町1730会員11名

にほんご連句会
｜剛本康子
連絡先182‑0006調布I Ij西つつじ
が丘2‑5‑2岡本脹f‑(03‑3326‑
0496)会員10名
日本作家クラブ連句会
市村美就夫
連絡先1500012渋芥区広尾3−
］7‑4二村マンション205中島ま

宇咲冬ﾘ）
師系・藤ﾉﾄ紫影・字III零雨連
絡先135‑0003江東区猿江1−2−2−
50l松澤晴美(0336344094)会

ひうち

燧連句会
杣松晴子(I哨峰）

IIIj系・鈴木春山洞連絡先769
1613香川県三豊郡大野原町花稲

巴世里連句会
大野鵠土

師系・束 Iﾘl雅・國島｜一雨連
絡先501‑6081111支阜県羽ﾉﾙ郡笠松
町東￨#IHl.1(058387‑2035)会員

青木秀樹

20名

八戸俳話倶楽部
野lll

170名

乃木坂散人連

907植松晴f‑(087552‑2137）

日ノ出連句会
山根於京
連絡先519‑0600二重県度会郡二
見町茶屋50‑911｣根於京(05964
3‑2112)会員3名

尚

連絡先031‑0001八戸市釦家12‑

東松山連句会
池川蝋谷

26

師系・阿片瓢郎連絡先791‑
0312愛媛県温泉郡川内町!!￨｣之内

ilj舘曹人

師系・字lⅡ零雨・宇咲冬男連
絡先l()20082千代l 1 1 lX一番町

花野連句会
小川きよみ

師系・根沖芦丈・東 lﾘl雅連
絡先3900821松本市筑摩東2419
小出きよみ(0263‑25‑5436)会員

2$10‑202古舘曹人(033262

9350)会員3名

11名

能登川連句友遊クラブ
艇芥川美雄

連絡先521‑1204滋f!iﾘ『L神崎郡能
登川町おがわ668挺谷川淀雄

内海良人

師系･"!'i則子連絡先216
000]川崎市宮前区野川3138‑17
山口和義(044‑7772460)会員16

*l l l lIIII空
連絡先359‑1152所沢IIj北野521
10窪￨Ⅱ阿空(0429‑48‑6618)会員
6鞘

乙1887

菱の実会
巌
涼江
帥系・中Iも行宵連絡先210‑
（)824川崎巾川崎区日ノ,'lll‑15
l lプロビデンス202巌旅江

はねだ連句会

俳話工房

名

(044‑277‑5143)

PC‑VAN電脳連句
木原幹雄
巡絡先18500141EI分寺市火恋ケ
窪2‑29‑3

羽曳野連句会
MMI 1 1 II1･人
連絡先583 ()864判曳野'li羽曳が

俳話田園(協会主催）
「￨ '尼青宵
連絡先2270043横浜IW青葉区藤
浜

ひよどり連句会
品川鈴子

丘3‑1691IW IU舟人(072956

MIIj系・橋

8576）

1123神戸市北区ひよとゞり台l‑
l7 l品川鈴r‑(078741‑4472)会
l174名

が丘2‑252中尾育'iti. (045973
風

城倉

俳詰文芸考究会

illj系・名古!!￨｣ f･ 連絡先176
0023線 馬区1￨ '村北4‑23‑4内￨Ⅱさ
ち子(033970‑2468)会員5名

員30名

猫蓑会

1760) (休止中）

面

内田さち子

芭蕉記念館連句会

ざし(033407‑5368)会員20名

師系・東明雅・根津芦丈連絡
先182‑0003調布市若葉町2‑21‑
16青木秀樹(03‑3309‑0953)会員

B

l l『野

師系･"II ﾉ騰屯女連絡先241‑
−34

iﾙ1石連絡先651‑

連句会ひらめき

創の会

千代の会
村田治男

連絡先519‑0503三重県度会郡小
俣町元町1718村HI治男(0596‑
24‑1324)会員10名

桃天樹､金聚

奥村富久女
連絡先606‑8433京都市左京区永
観堂西町20(075‑771‑0767)

赤出玖實子
師系・根沸芦丈・清水瓢左連
絡先228‑0802相模原市…上鶴間
395

土筆・有楽帖三吟会
埣啄会

森
三郎
師系・石沢無腸迎絡先369‑
1216埼玉県大里郡寄居町當lH
39694杉野辨一郎(0485‑82‑
2216)会員10名
染井の会

浦
幾美
師系・中村俊定連絡先215
0013川崎市麻生区王禅寺76736
蒲幾美(044‑9558726)会員11

遠藤嘉章
連絡先214‑0039川崎｢h多摩区栗
谷1‑14‑16速藤嘉章
筑波連句会

16名

八尾暁吉女

岡本耕治

第六天運句会

(0791436117)

! ￨｣IH風来

師系・今泉宇涯連絡先929‑
0325石川県河北郡il上幡町字加賀

中尼硫苦

連絡先3294406栃木県卜都賀郡
大平町ド皆lll721樹佃昌宏

富山県連句協会
二村文人
連絡先9300123glllllj呉羽富田
町4143‑18二村文人(076436

2257)会員40名
つらつら吟社
榊原由美

とよあけ連句会

連絡先5160072伊勢『￨j宮後1−
1016(0596282284)

天神連句会

佐伯俊介
連絡先273‑0005船橋巾本町6−
16‑9佐伯俊介(047422‑5782)

栃木県連句協会

（028243‑2664）

爪二3

高田馬場連句会

土原実郎

連絡先233‑0012横浜市港南区上
永谷320‑34土屋実郎(045843‑
8059)会員40名

津幡連句クラブ

浅野黍穂

師系・上甲平谷・清水瓢左・今
泉忘機連絡先2720836市川市
北匡￨分l‑2‑19星野恵則(047‑
372‑6448)会員30名

都心連句会

つばさ連句会

師系・磯直道連絡先678‑
0232赤穂市中広845八尾暁吉女

帥系・"I古則子連絡先511‑
1112三重県桑名郡長島町大倉1−
450岡本耕治(0594‑421469)会
員6名

鈴木
漠
連絡先770‑0868徳島I Ii福島l
10 16梅村光明(088652‑1989)
会員56名

引地冬樹

師系・今泉宇涯迎絡先272‑
0812船橋ilj三咲8‑3‑2091地冬樹
(0474‑48‑7260, FAX7274)会員

名

大智院連句会

徳島連句懇話会

八木紫暁
連絡先8160931大野城市大字筒
井298‑1八木紫￨暁(092‑593‑

水坂

R18名

どん・あ・くらぶ

2575）

豐脇呑烏

多度津連句会
渡邊

｜湯行

師系・鈴木春山伽l 述絡先764‑
0003香川県仲多度郡多度津町青
木169

東京義仲寺連句会馬山人記念会
師系・野村牛耳・尚雌馬山人
連絡先182‑0035調和市上石原2−
27−9川野鑿艸(0424‑85‑5480)会

師系・鈴木春山洞連絡先790‑
0844松l 1 1 ｢II道後一万11‑13豊島
正慧(089‑9262331)会117名
長尾連句会

RIO"

砂井斗志男

多摩連句会
宮下太郎
連絡先2060014多摩市乞田875‑
1

丹

想

秋lll 正明
連絡先661‑0002尼崎巾塚口町1
22 1 207秋山正明(O6421

桃雅会
杉lll 壽子
師系・東明雅・式田和f連
絡先4700116日進市東山26O2
武村利子(056172‑2392)会員10

師系・渡避￨場行迎絡先769
2302香川ﾘil大川郡挺尼1111.1ﾉW683‑･
10砂井敏夫(0879524391)会員
10名
渚の会

名

四間恭平

師系・侭谷川ひさを連絡先
760‑0011尚松市浜ノ町6025

道後連句会

1606)会員13名

松永静雨

連絡先23rOO52横浜市鶴見区生

師系･*l l l零雨迎絡先790‑
0842松11l ilj道後湯之l111.6‑10805
渡部晃子(089921‑5821)会員8

麦316‑16連句協会上屋実郎

名

中央連句会(協会主催）

｜#美

帥系・矢崎藍連絡先470‑
1152豊明市前後町仙人塚1736‑
144永坂博美(0562‑921030)会

705西￨川恭平(087851‑9006)会
員9名
夏炉の会
岩村牙童

(045‑501‑4907)

述絡先781‑0252高知'ij潮戸東Hll.
勺今

−3う−

0441岡山県和気郡和気町衣笠

紫薇の会
澁谷

道

帥系・橋Ⅲｲi 連絡先558‑
0002大阪市住吉区長居西l‑9‑2
澁谷道(066691‑1395)会員8名

新庄・氷室の会

上毛連句会

紫明庵連句会
比上慨' 1ル
師系・東明雅連絡先l36
0074江東区東砂7522アルス南
砂サルーテ302井上鶴I!!;(03

WIIj系・宮 ド太郎連絡先371
0811前橋I1jWl倉町35‑37伊藤稜
志(027261‑2297)会員15名

新庄北陽社
内ill

荒井美三雄
連絡先330‑0841さいたまIIj大宮

かい

区東町2203‑1 502荒井美三雄
（048‑6446446)会員5名

四宮会

式田恭f
HIIj系・東明稚・式田和子連
絡先107‑0062港Ⅸ南青山7−3−3−
501式田恭子TEL&FAX(03‑

すｲ・

芸11｢上野ll6873

篠

田中一火女

帥系・寺岡'￨'l'i l何連絡先799
1303束予1W11IM(津甲484‑1

会L19名

白魚連句会

連絡先511‑1112三重り,W4'!郡長
HI}11大倉l4501川本耕史(0594
42‑1469)会員3名

会員6名

泗楽連句会
小林靜1il

西HI

青沙

師系・根津芦丈・清水瓢左連

連絡先512‑0921四日市市尼平町

絡先1410031i,'!川区西五反川6

3768‑188西￨l･l青沙(0593‑32

23−8小林靜閲I (03‑3492‑2983)会
H10名

8931)会員9端
城

湘南連句うらら会

瀬尾静代子

師系・東リl靴連絡先240‑
0023横浜巾保肚ケ谷区掛井町

正

風
藤野鶴山

師系．寺崎ﾉJ･常連絡先520‑
0822大刺t市秋業台359正風発ｲr
所(0775259159)会員1004/i

正風大府支部

2317三屯ﾘil安些肌安濃￨IIIliIW24
瀬尼‑喜代子(059268‑0267)会員

尋牛会
帥系・矢崎鮭連絡先460‑
8445名古屋市'l'区栄4‑16‑36㈱
迩迎中部支社内(052‑2638324）
会118名
新月座

久野溪流
師系．寺崎方'i;t 連絡先470
1143卿ﾘI市lli'lWIIII Iz納91 6鈴世
一ｲ (056292‑4521)会員25名

二上

liiX

117 '二上武夫(0463826315)

宮坂静生
HI1山北犬

師系．寺崎方'1世連絡先709‑

清流連句会

戒能多喜
帥系・字lH零雨・松永静雨連
絡先791‑0312愛媛県洲泉郡川内
IIIJ大字則之lﾉ1乙2590‑3戒能多喜
（089966‑3096)会員7椚
浅春連句会
谷救
寛
辿絡先112‑0003文泉lX春日2
252谷救寛(0338118519)会
t19名
せんだい座
伊藤直子
連絡先9818003仙台市泉区南光
台3‑3‑9伊雌直子(022233
7732)会止19名

宗祇法師研究会
林
茂樹
￨1IIj系・金子金論郎迎絡先521‑
1200滋賀ﾘI!神崎郡能登川lil1.泉台
215‑24林茂樹(0748‑422037)
会員8名

迎絡先2570024乗野ilr*1占木

信州大学連句会

正風和気支部

粋酔連句会
連絡先158‑0098世Ⅲ谷区上用賀

帥系・ヤリ古Mリf連絡先514‑

5名

1−1−608

すいすい

岡本耕史

連絡先93980831iWI ! ￨市IM1 ￨ !野木
町5‑14犬島止‑(076421 3494)

蒲原志げ子

岡111 史乃
連絡先107‑0052港区赤坂6‑9‑4
301岡田史乃(03‑3582‑0081)

6‑3‑8テラス上用賀103

I1弓一

湘南吟社

巡絡先179‑0085練馬区早宮3−
34‑22(03‑3994‑8055)会員20名

大西貞子
連絡先5100304三重県安芸郡河

しらさぎ連句会

177−2柴田由ノリ(0582734499）

樹氷連句会

深大寺連句会
吉成正夫

朱の会

柴山由乃
連絡先5030937大垣市釜箭1

武

Hilj系・春秋唯幹雄連絡先996‑
0035新庄市鉄砲町371

しらぎく

3498‑0029)会員10名

犬島

0082新庄市北町519水沢安栄会
L16名

白川連句会

56320400)会則29名
みや

永沢安栄
師系・笹白州連絡先996‑

伊藤稜志

しめぃあん

しの

宮坂静生(0263572461)会員40
名

171桐山北天(086992‑0807)会
fI10名

帥系・根津背丈・束 ｜ﾘ}恥連
絡先399‑0025松本1l丁寿台4−5−3
−32−

草門会
川野蓼艸
RIIj系・野村牛耳連絡先182‑
（)035洲ｲ￨j巾上石原2‑27‑9川野蓼
艸(0424‑85‑5480)会員10名

師系・暉峻桐￨;ロ連絡先101
0047千代田区内神田2‑12‑5内山
回洲店方内lll秀子(033252
2941)会員8名

が丘2‑25‑2中尾青宵T&F(045‑
973‑1760)

絡先2280818相模原市上鶴間本
栄連句サロン

福井直子
師系・矢崎藍連絡先480‑
0146愛知県岬11郡大口町余野浅
畑282会員15名

熊谷梶の葉連句会
中

師系・字咲冬ﾘ）

利枝

連絡先366

0034深谷市常盤町7128山iil英

子(048‑572‑2892)会員20名

佐久良連句会

村野夏生
帥系・野村牛耳連絡先l65‑
0022I￨!野区江古lll4182杏花村
塾(03‑33872321）

奈女(089931‑8501)会員7名

さくら草連句会
栗の木連句会

連絡先334‑0001鳩ケ谷'1j桜町4
44301小林しげと(048281‑

尾台1‑15‑9白ﾉﾄ風人(044‑955‑

8161）

2846)会員5名
獅子門
伊騰白雲

Hili系・各務支考連絡先503
0026大旭市室村町4‑156伊藤l'1
雲(0584‑73‑0774)会員100名

耕

菅谷有里
師系・清水瓢左連絡先248‑

加藤耕子
連絡先467‑0067名古屋市瑞穂区
石IHIII1 1‑36加磯耕子(052‑841‑

さん

5054）

三尺童

松永怖￨:11

師系・宇田零附連絡先790‑

じゃく

獅子門源氏連句会
船渡文子

とう

連絡先338‑0012さいたま11丁中央
Ⅸ大戸46‑3丹下博之(048‑832‑
3727)会員10fi

0052松lll市竹原町l4l

師系･ IJRI烏十雨連絡先502‑
0817岐阜市長良稲光2521‑12船
渡文子(058‑231‑1716)会員8名
獅子門花わさび
森川淳子

師系･ l劇烏十雨連絡先509‑
三川連句会

郡山連句会

磯部摂子

堀越ふみ子
連絡先969‑1103福島県安達郡本

宮町二井田下の原28124
国際連句協会
塚本Ⅲ天志

lll1.35磯部摂子(058‑391‑2288)会
貝23名

三冊子（改め「高知癒しの連句桜
蓼会｣）
山崎

小瀬川連句会

1145‑5山崎曙(0880222097)

水野
薫
連絡先7390646広島県大竹市栗

会貝15名

#llll.火栗林739氷野薫(08275‑

鹿の会

ころも連句会
礁

'li乞lH875‑l

長谷ll l光雄

迎絡先521‑1204滋賀県#llllll断郡能
蔽川町小川668長谷川美雄
（0748‑42‑1029）

中尾育宵
連絡先227‑0043枇浜市背蕊Ⅸ朧

獅子門麗水社
ll1辺桂)1
帥系･ l剥烏十雨連絡先502
0879大虹市新町2‑671Ⅱ辺桂月

獅子門友楽社
河合勝子

帥系・閏島十雨迎絡先503‑

滋賀連句友遊クラブ

r‑T&F(0565462236)会員22
名

草方(058‑2311716)会員25名

2213大l'i ' lj赤坂町261河合勝子
（0584‑71 0685)会員8名

帥系・東明靴連絡先47()
0335MMIH市青木町l‑71‑9ul川慶

本屋良子

師系・ '刺烏十I:N連絡先502‑
08571iklil. lli正木1979‑25瀬尾千

（0584‑78‑4693)会lil9名
宮 下太郎
師系・松根東洋城・野村喜舟・
阿片瓢郎連絡先206‑0014多摩

6−0344）

獅子門蕊杖社

曙

II系・寺田寅彦連絡先780
0010高知県向間郡窪川町窪川

4535(047‑438‑2380）

7205恵那市長島町中野8293森
川淳子(0573254864)会員114'i

連絡先501‑6242羽烏'ij竹鼻町錦

連絡先2730()48船橋市丸山2

欠崎

成瀬貞r･

0017鎌倉市佐助l‑l49

丹下博之

興聖寺連句会

獅子門泉連句会

1159岐阜市西改田松の木159成
瀬貞子(058‑239‑1762)会員74'1

里の会

庵

青野竜斗
連絡先791‑1101松lllilj久米窪田

師系・國島十雨連絡先501‑

3393)会員5名

柴

重信・木曜会

小林しげと

白井肌人
連絡先214‑0005川崎市多朧区寺

あん

町8‑3‑6赤田玖實子(042745
0407)会員7名

町971‑39青野竜斗(089‑970‑

井門I1J奈女
師系・栗田符堂･SHI狸迪・鈴
木春山洞連絡先790‑8503松山
市湊町4‑6‑6丸三書店内井門可

雲の会

きい

赤田玖實子
師系・清水瓢左・三好龍肝連

慈眼舎

−31−

下町連句会
イル雌哲子

連絡先136‑0072江火区入島3−
26−1−91l伊藤哲子(03‑3637‑
8990)会l110名

町3185根津芙紗(0265784723）

風の香連句会
笹
貞子
連絡先996‑0051新応1h松本348

(0775‑232811)会員15名

会員18名

岐阜県連句協会
イノト雌白雲

歌林連句会

連絡先l850011国分寺市本多1−

師系・各務支考連絡先502‑
0817岐単市長良福光2521 12船

11‑13小lni敏江(042‑3210285)

渡文子

坂.手手留

風の巷
守￨ l津夜子

師系・松根東洋城・阿片瓢郎・
鈴木赤山洞述絡先799‑1341*
予市壬生川191‑7守LI津夜j

会員20名
錦心会
渡部伸居

歌留蓑連句会

（0898‑642634)会1110名

金子鳴陣

河童連句会
矢崎硯水

師系・宇田零￨:￨:j

連絡先2200061横浜巾西区久保
町48‑14余子鳴陣会貝18名

句華苑吟社

川内連句会
池川蝸谷

水(0266‑52‑0251)会員15名
勝山連句会
井手光子

師系・松根東洋城・佐伯巨星塔
連絡先790‑0878松111市勝山町2
1

(089975‑1532)会1110名

迩絡先392‑

0004諏訪市諏訪2‑1022矢崎脱

155

師系・野村喜舟連絡先791‑
0241松山巾小野町15渡部伸居

師系・松根東洋城・阿片瓢郎
連絡先7910311愛嬢県温泉郡川
内町則之内甲2153‑1小倉靜子
（089966‑2781)会貝8名

吉本世紀
連絡先328‑0036栃木｢￨j室町1 13
吉本IIIII廊内(028223‑3665)会凶
7名
くさくき

磯

神田川連句会

501

花扇会
符

県人

連絡先344‑0116埼f県北葛飾郡
庄禾l 1 1111‑大衾600‑4二宮方(0487
46 1443)会員5名

絡先3320023川、市飯塚4‑4‑7

0053）

240鵜

磯直道(048251‑3033)会員

くさくき北九州支部

神田義仲寺連句会

木部八千代

イノI藤秀峰

桂の会
腓松藍香
迎絡先2270047横浜'ir青葉Ⅸみ

直道

師系・雌井紫影・ 'j･alⅡ零雨巡

｜川祁桂一郎
連絡先1340085江ﾉ i川区南葛[IW
7 1‑6‑201松井青堂(033680

師系・斉藤石聖巡絡先101‑
0047千代11区内神￨Ⅱ1 66伊滕
秀峰(0332920835)

師系・宇田零雨連絡先803
0834北ﾉL州｢￨丁小倉北区都2‑7‑12
木部八T‑代(093651‑1393)会員
25名

たけ台2‑20

観音寺連句会

かないわ

金石公民館俳諸研究会
松本苔花
連絡先92〔) 0337余沢IIj金石￨Ⅲ4−
532松本苔花(0762‑671045）

野口雅澄

連絡先768‑0040観音寺11丁柞UI町

油井野l I糀澄(0875‑25.0979)会

くさくき・スコーレ連句会
洲弧節子
師系・磯直道迎絡先599

8114堺11i日置荘西町239 11gj
須節f･(0722850588)会員16名

員8〃｜

神田分教場連句会

かびれ連句会
小松崎爽青

師系・大竹孤悠連絡先319‑
12251 1 ,k巾名坂IIIl‑31 12

川4'i 將義
師系・ねこみの巡絡先232‑

0076枇浜市南区永lll台4816川
名將義(045‑713‑1388)会員6名

くさくき松山支部

寺￨川情￨澗
師系･ 'j･: ￨Ⅱ零雨連絡先791

0113松l1l市白水台4‑12‑8寺岡情
I:W(089‑923‑6028)会ulOfi

加納連句会
小潮泄美

きさらぎ連句会

草笛連句会

HIIj系・各務於莵連絡先500
8472岐l急市加納桁野町14小潮il"

小池 IEI#
連絡先5940041和泉市いぶき野

美(0582731591)会員5名

2‑20‑8小池正博(O725562895）

師系・寺￨呵情l:1:j

会員10名

0113松ll l ' li lfI水台4‑12‑12大西

大I｝V素之

連絡先791‑

素之(089‑9233993)会jl7名

兜の会
1I1下上志郎

連絡先923‑0938小松市芦田町2

義仲寺横浜戸塚連句会
八木荘一

2松下求子(0761‑213464)会此

巡絡先2450067横浜市ﾉゴ塚区深

18名

谷町671八木雅一(045851‑
1655)会典17名

からむし庵連句会
根津芙紗
師系・根津芦丈・東明雅迎
絡先3960000伊那III山寺区山水

義仲寺連句協会
師系・斉藤石聖連絡先520
0802大i l1巾馬場1‑5‑12義仲寺

30−

郡上みよし野連句会
ノ<野收一
連絡先501‑4216雌.阜ﾘ!!郡上郡八
幡町本ⅢI天野收一(0575‑65‑
1591)会典4名

<のいち連句会
内ll l

秀子

077ﾍK，A
Lrまろ

伊賀連句会
山村俊夫

師系・清水瓢左・名古則子・村
田治男連絡先5180878上野市
西大手川36879(059521 5068)
会員13名

近松寿子
連絡先5670048茨木市北春日丘
2 137近松寿子(072623‑8817）
会員25名
岩手県連句協会
小原啄葉

連絡先020‑0132盛岡市西青山2

伊勢原連句会
近薩蕉肝

河野玄磨
師系・松根東洋城・阿片瓢郎・
鈴木春山洞連絡先7540000山
口県吉敷郡小郡町津市上河野玄
磨(08397‑2‑0599)会員5名

おたくさ皿蕊漢
連絡先6500046神戸市中央lX港
烏中町3‑1‑47‑202鈴木漠

441

連絡先259‑1141伊勢原lけ上粕屋
1766大津博ll｣(0463‑94‑3402)会
R13名

上野連句会

（0783022230)会員8名
桜井つばな

師系・宇咲冬男連絡先336‑
0931さいたま市浦和区原山2−

五十鈴吟社

高i｣ ｜

孝子

長井衝平
師系・松根東洋城・阿片瓢郎
連絡先791‑0242松山市北梅本町

3322桜丼つばな(048‑882‑

師系・満水瓢左・名古則子連
絡先516‑0805三重県度会郡御薗

6943)会員15名

村高向656高1.1i孝子(0596‑28‑
9936)会貝4名

WebSIG電脳連句

いさよひの会

小野連句会

rll7818

木原幹雄
連絡先1850014回分寺市東恋ケ

おぼろ連句会
藤本純一

窪2−29−3

鈴木美智子
連絡先177‑0032練馬区谷原5
20‑14鈴木美智子(03‑3925

5930)会貝4名

師系・鈴木春山洞連絡先790‑
0062松山市南江戸5‑2‑26喋本純

宇宙連句会

‑(089‑925‑8279)会員6名

松永 ,'i#雨
師系・宇lⅡ零附連絡先790

貝の会

0001松山市一番町I 14‑10井手
石手寺連句会

戸田貝江

ビル1Fヴェルデュールァン

松永静雨
帥系･*l l l零￨:M連絡先790
0052松lll '1f竹原町1‑4‑1岡本
眸TEI.&FAX(0899‑45‑1154)会
員8名

伊豆芭蕉堂連句会
石渡蒼水
師系・斉膿石盟連絡先414‑
0014伊東巾弥生町32石渡蒼水
(0557‑37‑1831)会員l()名

市川俳話教室

NHK文化センター青山
上田淡水
師系・大竹孤悠・小松崎爽青
連絡先271‑0092松戸市松戸1407
上出渓水(047‑3623822)会員12
希
桜花学園大学連句研究会
矢崎
藍
連絡先471‑0057豊田市大､ド町七
lll112 1比鮫文化学科424研究室
（0565‑35‑3131）

伊藤貴f

師系・藤井紫影・字￨ }￨零附・今
泉宇涯辿絡先264‑0006干葉ilj
若葉￨×:小介台1 123

桶川連句会

11I系・阿片瓢郎連絡先183
0055府中市府中2‑31‑9戸Ⅲ11江
（0422‑68‑6063)会員6名
海市の会

鈴木

脇中￨{U.31‑47‑202鈴木漠(078‑
3022230, FAX3022223)会員
4名
解

績

小原洋一
師系・野村牛叫 ・林空花迎
絡先1870023小平市上水新IH1.2‑
21‑7別所真紀子(0423‑450635)

福田太ろを

連絡先363‑0025楠川｢I｣.下l l出谷

香川県連句協会

375 1福田太ろを'1､EL＆FAX

（048‑787‑4477)会員10名

‑粋会
浜本青海

師系・尚牒馬111人迎絡先338‑
0801さいたま市浦和区大原1‑2‑。

漠

連絡先6500046神戸市中央区港

丘の上連句会
中尾

IIi宵

渡邊

｜場行

会長・渡邊陽行, gl1会長・杣松
晴子・鎌田孝義・広谷高士連
絡先7640033香川県仲多度梛多
l"1t111J青木l69

連絡先166‑0001多摩市貝取
いなみ連句の会
山本秀夫
HII系・東明雅・二村文人連
絡先9320231富山県東砺波郡井
波町山見1400井波町総合文化セ

ンター内いなみ連句の会(0763
82‑5885)会員31名

l757‑l‑lO4端於王(042375
2543)会員15名
奥美濃連句会

渡邊

*169

幡町新町929おもだか家(05756‑
53332)会1113名

雅秀会

小郡連句会

−29

｜場行

ilij系・鈴木存lllil!リ 連絡先764
0033香川県ｲ'￨!多度郡多度津川青

水野
隆
連絡先501‑4226岐阜県群上郡八

おこおり

茨の会

香川連句会

小川州lli{
連絡先9995201111形県最上川鮭
川村京塚3430(0233‑55‑2401)

全国連句グループ概況

’

、グループ名②代表者氏名③IIIj系
⑳連絡先（住所・瓶I禰番号）⑤会ll数
（五十音111Ii)
亜の会

前田圭衛子
連絡先663‑8156西宮ili'l'子園網

引町8‑21‑403前田圭衛子(0798
463713)会員15名
ああの会

村野夏生
師系・野村牛耳連絡先165−
0022'P野Ⅸ江古田4182杏花村
塾
会津の会
磯
直道
連絡先332‑0023川口'1j飯塚44

7磯

Ifi二道(048251‑3033)会員

285薩田明(0592‑32‑6438)会
興6名

師系・三好龍肝連絡先330
0015さいたま市見沼区迩沼873
17芹田忠r･(048‑6866549)会員
10名

あした連句会
宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先3640035北本市西高尾783
川岸冨貴(0485‑91 5208)会員50
斜

あした連句会えびね支部
宇咲冬男
帥系・藤井紫影・字Ⅱ'零雨連
絡先1940041町H1市玉川学僅18
7‑1人平美代子(0427243800）
会風15名

5名

あや

彩連句会
児玉俊子
師系・宇川零雨連絡先330
0052さいたま'li浦和区本太5
16−6児玉俊r･(048‑8868820)会
員10名
鮎可部連句会
久保俊子

述絡先7310202広島市安佐北区
大林町315久保俊子(082818
2719)

あしべ俳話塾

' 、阿畔.の会

雪

悔村光明
連絡先770‑0868徳島l iI.柵島l
10‑16梅村光明(088‑652‑1989)

会員6名
青葉連句会

片山多迦夫
mj系・清水瓢左・吉￨剛梅瀞連
絡先666‑0013川l)Li 'lJ笑園町1‑3‑
406片山多迦夫(0727‑58‑3198)
会貝10名
梓川連句会

鮎倉橋島連句会

奥Ⅲ忠以子
連絡先737‑2100広島県安芸川倉
橋町鹿老渡奥田恵以子(0823‑
54‑1296）

鮎須川連句会

八11飴美枝子
師系･ <flll零雨連絡先145

金井教r‑
HIIj*･根津芦丈・宮坂靜生連

連絡先7372100広島県安芸郡倉

0061大￨}I区石川町2328八島美
枝子(03‑37280712)会員9名

絡先390‑1700挺野県南安曇郡梓

橋町須川膿本幸子(0823‑53‑

川村杏金井教子(026378‑3808）
会仙25名

1255)

青葉城連句会

藤本

、￨と子

鮎連句同好会

小野寺妙子
連絡先9800005仙台市rllf業区梅
田町4‑28小野寺妙子(022‑233‑
0693)会員7名

茜連句会

天霧連句会
尚森秋義

師系・鈴木春山ilil ･渡遥陽行
連絡先7640027香川県仲多度郡
多度津町道福寺20013高森秋義
（0877‑332475）

高橋 Ⅱ｛{三
連絡先731‑0223広島｢￨丁安佐北区

可部南4‑5‑47高橋昭三(082‑
8151914)会員35名
あらくさ連句会

陶山恭子
師系･ !Y1川鈴子連絡先769
1602香川県三豊郡盟浜町姫浜
13581陶lll泰子(0875‑52‑5131)
会員12%
あこね

天の川連句会

連絡先294‑0006igja市逗子24
本間泰義

帥系・三好龍II: 連絡先952‑
0206佐渡市畑野352本間泰義
(0259663606)aml()名

茜連句会
由

為

竹内茂翁

天の川連句会東京支部

連絡先5160036伊勢1Ij岡本1‑4‑
27竹内茂翁(0596254711)会員

帥系・三好龍II:

6名

0001大和市下鶴IM4266大谷似f!II

稲田眞久
連絡先242

5北沢義弘(046871‑5393)会員
｜災定
あるふあ会

高津￨ﾘ1ﾉ￨ﾐ子
連絡先241 0833横浜市旭lX南本
宿町72‑14

飯田連句会

r‑(046‑274‑3420)会員13名

紫

陽

師系・束
藤Ⅲ

明

連絡先514‑0114津市一身旧町

天の川連句会新宿西塾
福田眞久
28−

吉池保男
ﾄﾘl雅連絡先395‑

0806飯田市鼎上lll3181‑1古池保
男(026523‑1484)会員10名

全国連句グループ概況

年鑑担当
○編集

○名簿関係

今村

三四五

〒川ｌ岫港区三田二 三 三四 九○一

一

︵電話・ＦＡＸ○三
｜Ｔ畑ｌ雌桶川市下日出谷三七五

七八七

三

一凸■Ｐ５

＋口ｕ

ーＤＪ／｜〃／｜

−ｌ−Ｔ︑﹄︑ブ

四四七七︶

福田太ろを
︵電話・ＦＡＸｏ四八

一○五

四六二○七九

四四七七︶

福田太ろを

○二三五︶

小川廣男

二

一

三四八二

一Ｔ畑︲畑桶川市下日出谷三七五

︵電話○三

○購入申込・発送〒ⅣｌⅧ世田谷区千歳台四二六

○会計・送金先

二

︵電話・ＦＡＸ○四八七八七

郵便振替○○一三○

加入者名福田太郎

回編集後記回
○長年︑稲集の労をおとりくださった磯血道先生が会長に就任
なさり御多忙のため編集の実務をお引き受けしましたが︑なにぶ
んにも未熟者ゆえ至らぬところも多々あろうかと存じます︒御寛
恕ください︒校正に当たっては白根順子先堆︑棚田太ろを先生︑
和田忠勝先生のご協力を仰ぎました︒厚くお礼を巾し上げます︒
カットは画家として夙に盛名高き﹁三尺童﹂の丹下尤子先生の御
好意によるものです︒

○作趾原稿の間違いで多いのは︵二誤字︑書き間違い︑ワープ
ロの変換ミス︵二︶題名︑捌名の書き落とし︑︵三︶修正液で消
したあとの不記入などです︒作品送付の際︑もう一度お確かめ下
さい︒また問い合わせ先の電話番号もお差支えがなければ書き添
えていただければ有り難く︑年鑑会員名薄に通話番号が記載され
ていない場合はお手上げです︒宜しくお願いします︒︵今村苗︶

です︒

○今年もまた大変な猛暑でしたｃなかなか捗らない校正に尚らを
戒めつつ︑その責を終えました︒ミスなく仕上がるよう祈る気持
○この平成十七年版には︑一三川グループ・二三一巻が褐戦され
ています︒昨年三巻にとどまっていた﹁百韻﹂の巻数は︑何と十
三巻の出稿がありました︒熱田神宮へ奉納された都心連句会・湘
南吟社の﹁平成刀句﹂の影禅でしょうか︒
○新仮名・旧仮名の入り混じった作品は︑﹁ゐ﹂の文字の使用が

ある場合は︑すべて旧仮名遣いとして校正させていただきまし

た︒作舳送付の際には︑再度ご確認いただきたくお願い申し上げ

ます︒︵白根順子︶

平成卜七年九月二

五Ⅲ発行

平成卜七年九月二十日印刷

平成十七年版連句年鑑

定価二︑五○○円

編集人代表今村苗

宮下方

発行所〒川ｌ岬多摩市鶴牧ニノニ六ノーノニニ

三七四七○○二

連句協会

電話○四二

五八三○

五八二八

株式会社朝陽会

印刷所〒川岬東京都北区豊島川ノニノ四

ＦＡＸ○三三几一三

電話○三三九一三

