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﹁第二十回国民文化祭ふくい２００５文芸祭連句大会を顧みて﹂

エッセイ

評論

作品
﹁桐咲くや﹂

会津の会

﹁梅雨明﹂

青葉城連句会

﹁地虫川づ﹂

あした連句会

﹁万葉の道﹂

﹁野地蔵﹂
﹁初御空﹂
﹁虫の声﹂
﹁紋白蝶﹂

﹁冬紅葉﹂
﹁啓蟄や﹂
﹁梅雨茸に﹂
﹁雨水かな﹂
天の川連句会

﹁蟷螂や﹂
﹁光の嵐﹂
﹁栗の花﹂
﹁秋のⅡの﹂

﹁松潔し﹂
﹁芽をぞ吹く﹂

伊賀連句会

﹁青鱸﹂
﹁煩悩を﹂

石手寺連句会

﹁エルム咲く﹂．．⁝・⁝⁝

｜粋会

﹁若き議論﹂⁝⁝．．⁝．

﹁酔芙蓉﹂⁝⁝⁝⁝

﹁市女笠﹂⁝⁝⁝：．

市川俳諸教室
﹁篭釣るや﹂．．⁝・⁝⁝

﹁初写真﹂⁝⁝⁝⁝
﹁一年生﹂・・・⁝・⁝・・

﹁英蓮﹂⁝・⁝・⁝．

伊豆芭蕉堂連句会
﹁東雲﹂⁝⁝．．⁝．
いなみ連句の会

﹁夏無窮﹂．：．．：・・・・

﹁宵祭﹂⁝⁝⁝⁝
上野連句会

﹁犬ふぐり﹂．：．：⁝・・・

﹁尺峻虫﹂．．⁝・・⁝．．

﹁たのしい三句たち﹂・・・

ＷＥＢめぎつれ座
ＮＨＫ文化センター青山
﹁恩師句碑﹂⁝．．⁝・・・．

﹁稲雀﹂⁝⁝⁝⁝
﹁敦盛草﹂⁝：：⁝：

えびね連句会
桜花学園大学連句研究会
﹁紫陽花の旅﹂⁝⁝．：⁝

丘の上連句会

一ユノ４１○杯叩﹂

司一︑一二一一

﹁並春や﹂

﹁風の軍勢﹂

桶川連句会

﹁秋の蛾﹂
﹁縞密に﹂
﹁夕星の﹂

おたくさの会

﹁昭和﹂
おぼろ連句会

﹁湯祈祷﹂
﹁若葉風﹂
小野連句会

﹁法師蝉﹂

海市の会
﹁折見草﹂
﹁綿いるの兎﹂

解寵

﹁大木の﹂

蛙の会

梶の葉連句会

﹁料蛸や﹂
﹁青き踏む﹂

﹁雁渡し﹂

桂の会

﹁冬菊﹂
﹁其角忌﹂
河童連句会

﹁河竜はじめ﹂・・・

かびれ

﹁曼珠沙華﹂・⁝

﹁海鳴り﹂・⁝

﹁蔓蒔薇﹂・⁝

﹁雪解﹂︒：

﹁桜貝﹂・⁝

かびれ連句会

﹁青い榧子﹂．．．

﹁春障子﹂．：

﹁大津絵の鬼﹂：．

﹁乾山写し﹂．．︐

歌林連句会

﹁梢の蕾﹂︒：

神田義仲寺連句会

﹁マグマ抱き﹂・⁝

きさらぎ連句会

﹁朝顔の蔓﹂・§

﹁いぼむしり﹂・・

錦心会

﹁小倉にて﹂︲：

くさくき

﹁除夜の鐘﹂・⁝

﹁卯月かな﹂︲：

﹁五月空﹂︑：

﹁迩河にも﹂・§

﹁潮風に﹂︲：

﹁冬叩に﹂︲：
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﹁芒みな﹂⁝⁝
くさくき北九州支部

﹁差し潮﹂⁝⁝
﹁牡丹﹂・⁝．
﹁阿蘇岳﹂⁝・・．

﹁千樹﹂⁝⁝

﹁歌舞伎座﹂⁝⁝

くさくき・スコーレ

﹁風花や﹂：︒⁝

﹁朗報﹂⁝⁝

﹁鳧に﹂・・・・：

草の会
﹁夏落葉﹂⁝⁝

栗の木連句会

﹁はだれ雪﹂・・・・・．

興聖寺連句会
﹁霊峰の﹂．．⁝・

国際連句協会
﹁大山の稜線﹂⁝：︑

ころも連句会
﹁牡蛎を焼く﹂・・・⁝
一朝日浴び﹂・・・・．．

﹁初東風﹂⁝⁝

柴庵
﹁かはづ鴫く﹂・・・・．．

﹁難波津に﹂⁝⁝

﹁ひよどりと﹂⁝⁝

﹁窓小鳥﹂⁝⁝

さくら草連句会
﹁松の息吹﹂⁝．
﹁日々旅の﹂・⁝

佐久良連句会

﹁蒲の穂﹂・⁝

さつき会
﹁シャボン玉﹂・⁝

三尺童
﹁ジャスミンの香
﹁磐梯の新しき風

﹁泡吹虫﹂⁝．

鹿の会
﹁年の暮﹂⁝．
﹁梹の音﹂・⁝

慈眼舎

﹁緑蔭﹂⁝．
﹁道杣神﹂・⁝

重信木曜会

獅子門

ゆうげんＬや

﹁柳の見こし﹂・⁝

獅子門又玄社

﹁青葉闇﹂⁝・
獅子門蕊杖社
﹁神の落葉﹂・⁝
﹁絵硝子に﹂⁝︲

獅子門麗水社

﹁埋火や﹂・⁝

﹁盆州﹂・⁝

下町連句会
﹁錦糸町﹂：：：

四宮会◇

﹁餌台の﹂・・⁝
﹁音もせで﹂・；：

﹁栓抜かぬワイン﹂

﹁春宵﹂・⁝：

紫薇の会

﹁梅雨明け﹂・⁝⁝

樹氷連句会

﹁初富士﹂⁝・§

湘南吟社
﹁札・納﹂・・⁝．

白魚連句会
﹁住吉浦﹂・・⁝．

白河連句会
﹁拍子木の﹂・⁝．．

﹁鈴虫の髭﹂：．．：

泗楽連句会

城

﹁天高し﹂⁝⁝
﹁白樺に﹂・⁝：

深大寺連句会

﹁みづうみの﹂⁝⁝
﹁杉の秀﹂・・・⁝

﹁難鶏頭﹂⁝⁝
﹁小春日や﹂・・・・．．

粋酔連句会

﹁待ち侘びし人﹂．︑

﹁よき盤を﹂・・⁝

清流連句会

﹁これにて幕﹂⁝・§

草門会

埣啄会

﹁じゃがいも﹂．：・・

﹁葉桜﹂・⁝：

﹁秋の寺﹂・・・・：

大智院連句会

﹁飛天﹂・⁝：

多摩連句会

﹁雨自在﹂⁝・・．

遅刻坂連句会

﹁彼岸過﹂⁝．．．

中央連句会

﹁瓜坊﹂・・⁝．

﹁年忘れ﹂⁝⁝

土筆・有楽帖三吟会

﹁宮降嫁﹂⁝・・・

﹁門前に﹂⁝・・・

筑波

﹁松飾﹂⁝⁝

﹁松島や﹂・・・⁝

つばさ連句会

津幡連句クラ︑フ

﹁啓蟄の雪﹂・・・⁝

﹁かなかな﹂⁝⁝
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﹁草の餅﹂・・・
﹁つくしんぼ﹂⁝

﹁龍王山﹂．．．

天神連句会

かげ

﹁
雛
あ
ら
れ
﹂
・
・
・
・
・
・
・
・
羽
曳
野
連
句
会

﹁冬の光﹂⁝・・⁝

浜風連句会
﹁川上に素菟鳴尊の﹂

ひめみこ

Ｂ面
﹁内親王の﹂⁝・⁝⁝

東松山連句会
﹁俳譜の徒﹂．．⁝．．：

ひよどり連句会

﹁鰭酒﹂⁝⁝・・
﹁ひょっとこ﹂・⁝⁝：

﹁空と海﹂・・⁝⁝

﹁除夜の僧﹂・・：・・・：

﹁萩の寺﹂：．．・・・：

ひよんの会
﹁駅舎﹂・⁝・・・・

風蘭舎

﹁白︲い薔薇﹂・⁝・⁝

北社連句塾
﹁飛天図﹂・・⁝⁝

北杜連句塾襲
﹁男の流離﹂．．：：・・

ほほほ連
﹁乙酉﹂⁝⁝・・
勾玉連句会
﹁蜻蛉の眼﹂・⁝⁝・

松山連句教室

ＦＪｊ

4J0

外ｆｕ
ｎノ﹄

﹁下戸の身も﹂⁝
﹁石蕗の黄に﹂⁝

﹁木樫﹂・・・

去心

﹁うららかや﹂⁝

摩耶連句会

﹁魏志倭人伝﹂：．

丸亀連句会

﹁大内山﹂⁝
三重県連句協会
﹁三重の句座﹂⁝

水無月会
﹁春の水﹂⁝
﹁落椿﹂．．．

﹁永き日﹂⁝
美々つと連句会
﹁電子言葉﹂・・・

﹁ドンキホーテ﹂

﹁たずねれば﹂．．．

宮城県連句協会

﹁薄荷含む﹂：．

未来図連句会
﹁雁の棹﹂︒：
八千草連句会

﹁大風呂敷﹂．．．

﹁菖蒲太刀﹂・⁝

﹁酢牡蠣かな﹂．．．

﹁馬肥ゆる﹂．．．

﹁いつしかに﹂⁝・・・・：

山利喜会

﹁大カンナ﹂⁝．：．．．

謡沙連句会

﹁落人の﹂⁝・⁝§

読売文化センター川口

﹁蒲公英の紫﹂・・⁝：：

竜神連句会

﹁古代蓮﹂・・・・⁝：

連句会せんだい座

﹁コペルニクス﹂・⁝・

連句会ひらめき

﹁河鹿笛﹂⁝・⁝：

﹁噴水﹂⁝⁝．：

連句会﹁遊﹂

﹁酉の市﹂︒：．．⁝

連句会遊子座

﹁北越雪譜﹂⁝⁝︒．

﹁啓蟄や﹂︒：⁝．．

﹁日脚伸ぶ﹂⁝・・⁝

﹁黄水仙﹂⁝⁝：

連句研究会

﹁銀座裏﹂⁝・⁝・

連句ななの会

﹁昼顔﹂：⁝⁝

連楽会

ム『と

271

､与り

﹁菜の花﹂⁝
都心連句会
﹁俳譜之連歌﹂⁝

﹁俳譜連歌﹂⁝
﹁柚湯浴ぶ﹂・・・

栃木県連句協会

﹁初山河﹂⁝
﹁母の日や﹂⁝

富山県連句協会

﹁ご開帳﹂⁝

渚の会
﹁海涼し﹂⁝
南草連句会

﹁更衣﹂⁝
﹁雁の列﹂・・・

俳譜工房

﹁指先﹂⁝
芭蕉記念館連句会
﹁正倉院曝涼﹂⁝

﹁君子蘭﹂⁝
﹁大枯野﹂⁝
巴世里連句会
﹁ナイター﹂⁝
﹁きちかう﹂⁝
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『

連句協会会員名簿
八編集後記Ｖ・⁝：：⁝
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詞連句協会第25回総会 全国連句大会

灌母

識

桜の開花が今日か明日かと注目をあつめている三月十九

日︑前夜からの雨はやみ︑今年も青山の日本青年館で連句

協会の総会及び全国大会が開催された︒司会中尾副会長︑

挨拶磯会長につづき︑昨年度の事業報告︵宮下理事長︶︑

会計監査報告によって保証された決算報告︵臼杵常任理

事︶が承認された︒懸案であった協会のホームページを二

引き続き新年度の事業計画案及び予算案も承認された︒

十五年記念事業として立ちあげた年度であった︒

ホームページの更なる拡充と︑特に若年層に対する連句の

の国民文化祭山口については当初連句部門が冷遇されてい

普及について具体的な対策を講じることが決定された︒秋

た経緯があったが︑地元連句愛好家の献身的な努力に当協

会も総力をあげて後押し︑少ない予算ながら国民文化祭へ

特別参加出来ることになったという事情が報告された︒

なお︑古い慣習である名誉会長︑名誉会員︑評議員の制

た︒

度は全廃したいという規約改正案が︑異議無く承認され

昼食をはさんで︑午後は実作の会︑参加者百二十八名は

二十六卓の座で︑充実した楽しい刻を過ごし︑さらに最後

まで名残を求めた七十五名の方々は第二部の懇親会が果て

るまで︑遠方の方との交誼や︑久閼を叙し︑連句協会の更

なる発展を願って閉会となった︒︵和田忠勝︶
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第一一十五回連句協会総会・全国大会の記

戦:−"慰鈴撚鍛
§

癖蕊函那︾

一

鱸

第一一十回国民文化祭ふくい一一○○五
文芸祭連句大会を顧みて
吾が地方にも昭和四十年ごろまでは俳諾︵連句︶が盛ん
でありましたが︑以後だんだんにその径に進む人が少なく
なって現在では福井県でも勉強しておるものが殆どなくな
ってまいりました︒

私事になりますが三十年頃より四十年ごろまで約十年間
連句を滋賀県大津の正風俳句・連句雑誌で多少なり勉強し
てまいりましたが︑皆さん年老いてその数が少なくなり現
在ではほとんどなくなって居る状況でした︒市役所の方か
ら国文祭の為にと知らせを受けた時には本当に困ってしま
った︑しかし引き受けた以上はそのままにする事も出来ず
文化課の職員と相談︑富山大学の二村文人先生にお願いし

毎月勉強会を開催︑本格的に勉強する者が増えて来まし
た︒又︑富山のいなみ連句大会にも何回か参加︑一昨年国
文祭福岡県へも参加してまいりました︒十七年五月よりは
御蔭様で勉強回数も増え︑十月のプレ大会には県内人だけ
でも二百名以上参加となり有難いと喜びました︒

十月三十日

ゆのう

﹁つきに名をつつみ兼てやいもの神﹂

吟行奥の細道途上湯尾峠にある芭蕉句碑

元禄二年︵一六八九年︶松尾芭蕉がおく

のほそ道の旅でこの峠を通り残した句
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十七年春から勉強と同時に国文祭大会の時の吟行をどの
方面にするかなど皆さんと色々他県開催の話なども聞き︑

大会当日に間違いない様︑手落ちのない様一生懸命でし

御蔭様で吟行会もおくのほそ道の三百年前に翁が歩まれ
た山道を尋ねることが出来︑日本全国から参加された皆様
もこの吟行会には非常に喜んでおられた様子でした︒
大会当日は会場にその青春の一時期を武生に過ごした紫
式部にちなみ︑源氏物語の巻の名をつけた席を五十二席設
けました︒又︑記念講演は﹁芭蕉の求めたるもの﹂という
題で宮坂静生信州大学名誉教授にお願いしました︒
国文祭が無事終わった今日︑私達はこの武生で芽吹いた
連句を続けようと呼びかけ︑会員も増え毎月勉強会を続け
て居る現状です︒
︵石本志明︶
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ﾉ・堂

ﾅｰ

評論

廣木一人

連歌会席・俳席における行儀

はじめに
﹃連歌会席二十五禁﹄︵金子金治郎﹁連歌総論﹄桜楓社︶

雪月花好む事／叩人の句を出す時︑隣座の人にそそ

めく事／Ⅱ一節有る句を上手案ずる時︑初心として

こわ

付くる事／吃亭主として会席急ぎ候ふ事／昭人の

句を出す時︑音曲などのやうに︑声作りし出合もてな

して︑礼の間に我が句を作る事／Ⅲ座敷景気を催す
Ｑし︑
事／鴫礼の事︵殊二出家不ユ似合リ鰍︑諸事礼は二度
○し︑
其主に不コ似合↓

ばかり歎︶／肥扇開き使ふ事／

句の事／略無用の食物度々出す事／的執筆を越し
と

て指合を繰る事／訓人の句の指合を繰りて︑我が句

を求むる事／虹よくもなき連歌繁く直す事／躯我

が句に人の付けぬに座敷立つ事／お我が句を我と吟

を持つもので︑一般に連歌史上の第一人者︑宗祇作と伝え

三箇条の捉書︵﹁小語低声／月花一句﹂を加えて五箇条と

後世の俳席では﹁諸礼停止／出合遠近／一句一直﹂の

ちやうじ

ずる事／型句を出しかけて末を直す事

られてきた︒繁雑ではあるが︑行を連ね︑私に番号を振っ

することもある︶を壁に張るが︑﹃連歌会席二十五禁﹂も

という碇書がある︒長享二年︵一四八八︶八月という日付

て挙げておきたい︒

１難句の事／２禁句の事／３高雑談の事／４

る︒恐らくは︑室町中期に種々の連歌会席で︑時に応じて

壁書として各地の連歌会所に掲げられていた可能性があ

たか

高吟の事／５遅参の事／６大食大酒の事︵殊更

注意されてきた事柄が︑長享の頃まとめられたのである
壬ハノ○

ひき
・し︑
為些老体一不ｍ似合劫歎︶／７連歌低く出して︑執筆

に問はる︑事／８座敷繁く立つ事／９為雀末座︽
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応其著﹃無言抄﹄︵日本古典全集︶の﹁会席作法之事﹂中

○三︶頃に刊行され︑俳譜作法書にも大きな影響を与えた

禁﹄は宗祇に仮託されて︑広く流布した︒慶長八年二六

成立事情は不明な点が多いが︑この﹃連歌会席二十五

座敷繁く立つ事﹂﹁蛇亭主として会席急ぎ候ふ事﹂﹁皿

高雑談の事﹂﹁５遅参の事﹂﹁６大食大酒の事﹂﹁８

ないことが多く記されていることである︒例えば︑﹁３

﹁連歌会席二十五禁﹄中には︑連歌︵俳諾︶に直接関わら

実はこの徒書には結びに﹁右条々不恥可妨ラ限恥連席二歎﹂

座敷景気を催す事﹂﹁巧礼の事﹂﹁肥扇開き使ふ事﹂

﹁俳席徒書三箇条﹂︵古典俳文学大系﹁芭蕉集全﹂︶が大

と書かれている︒つまり︑﹁連歌会席﹂の禁止事項は連歌

でも︑﹁古人の書きおかれし中に﹂として︑﹁連歌会席二十

津・唯泉寺に伝芭蕉真筆として伝わるなど︑芭蕉に関わら

に直接関係した禁止事項だけではなく︑一般の会席という

﹁岨無用の食物度々出す事﹂などである︒

せて掲げられたのと同様︑﹁連歌会席二十五禁﹂は宗祇の

ことに関しての禁止事項も含むわけである︒緊柳軒編﹃俳

五禁﹄をほぼ引用している︒現存する写本も多い︒

名のもとに重視されてきたと見てよい︒

ほぼ重なるのは﹁咽礼の事﹂に対して﹁諸礼停止﹂くら

すのに対して︑﹁連歌会席二十五禁﹄の方は多岐に渡る︒

席碇書三箇条﹂が極めて限定的なことを四字成語の形で示

箇条﹂は近似した存在と言えるが︑内容は相違する︒﹁俳

ようなことも気になったということで︑﹁連歌会席二十五

これを信ずれば︑芭蕉は﹁俳席碇害三箇条﹂の外に︑この

よ︒酒乱に及ぶ事なかれ﹂という項目が追加されている︒

三箇条﹂には︑末尾に﹁又曰く︑鹿食・鹿茶あるにまかせ

蕉集全﹄︶に芭蕉真跡の模刻として掲げてある﹁俳席徒害

遷遺墨﹄︵万延元年︿一八六○﹀刊・古典俳文学大系﹃芭

いである︒ただ︑この相違は連歌と俳譜との差ということ

禁﹄の懸念に類似してくる︒俳席も﹁会席﹂である点で連

このような点では﹁連歌会席二十五禁﹂と﹁俳席碇書三

ではなく︑項目の数や︑何を象徴的なものとするか︑もし

歌と同じであることを如実に示していると言えよう︒

このような会席ゆえの注意は︑多くの連歌・俳譜作法書

そ

くは偶然に類する面が大きいと思われる︒
﹁俳席徒耆三箇条﹂の中にないことで興味深いことは︑
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に記されている︒この事実は連歌・俳譜という文芸を考え

てのことである︒

れに言い及ぶことが多いが︑それはそのような認識に立っ

案内状

る上で忘れてはならないことだと思う︒常に言われること
であるが︑連歌・俳諾は﹁会席の文芸﹂であり︑そのこと

連歌・俳譜は主催者たる者の連歌︵俳諸︶会開催の意志

を実際の運営に則して認識していたことが分かるからであ
る︒以下︑幾つかの項目に分けながら︑このような会席で

な会であれ︑正式には文書にした案内状の送付であろう︒

を参加者に伝えることから始まる︒その意志の伝達手段

そのためには前提として︑連歌・俳譜の会席の運営がど

昔も貴顕が家臣らに伝える時︑または気の置けない者同士

の留意事項がどのように連歌・俳譜作法書に見られるかを

のようになされたかを追って行く必要があるが︑その正確

の場合︑さらには月次会のような定例の会などでは口頭で

は︑現代ではさまざま考えられるものの︑今でもどのよう

な把握は非常にむずかしい︒理由は︑時代によってかなり

なされることがあったが︑正式さが増すほど書状によった

追って行きたい︒

相違する︑ということ︑また︑同時代でも会派︵流儀︶に

ず︑一般的なものを想定して話を進めることとしたい︒た

である︒したがって︑会の有り様の差違にあまりこだわら

多く︑すべての成り行きを掴むことができないこと︑など

フィルムによる︶には﹁書様﹂が載せられており︑概ね︑

一通の仕様﹂︵八戸図書館蔵・国文学研究資料館マイクロ

時代は不明である︒ただ︑俳諮作法書﹁執筆巻﹄中﹃執筆

この案内状の実際がどのようなものであったかは︑古い

と思われる︒

だ︑これらの相違が連歌と俳諾︵特に正式俳諾︶間同士で

このようなものであったかと思われる︒次のようなもので

よって違うこと︑さらには︑書き残されたものには省略が

生ずることは少ないということは認識しておくべきで︑そ

ある︒

来ル何日於何亭一会興行申候朝食後とか

れは連歌と俳諸が文芸の形式としては同じであることを示
している︒本槁では両者をほとんど区別しないで︑あれこ
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ノト
より御出席所希候何々剋

る︒宗匠は特別であるから︑亭主が直接︑会の前後に挨拶

たことが分かる︒末尾の一文は宗匠への挨拶のことであ

案内申すとかや︒

連歌興行のことは︑その所に宗匠の方へ︑五日以前に

歌でも︑﹁肖柏伝書﹄︵中世の文学﹁連歌論集四﹄︶に︑

に行くようにというのである︒宗匠に関しては︑中世の連

尤一順早々御廻御再篇迄御付可被下候以上

月日卒臘墹誰

連中誰々雅丈など言へし
ここには﹁一順﹂﹁再篇﹂を廻すことについても書かれ
ているので︑それを除いて︑私が亭主で︑柿本人麿へのも

とある︒宗匠には相談事もあり︑また︑出席を断られると

連歌会そのものが催せなくなるので︑特別鄭重に︑しかも

のとし︑模倣すれば次のようになる︒
来る十五日︑於廣木亭︑一会興行申し候︒朝食後より

他の連衆よりも早く連絡しなければならなかった︒連衆へ

はどうかと言うと︑同書には﹁一両日前に案内候へぱ﹂と

御出席希ふ所に候︒七時︒

五月十二日廣木一人

ある︒現在からすると︑あまりにも連絡が遅すぎる感じが

するが︑もともと連歌愛好者への連絡であるから︑これで

柿本人麿丈
現在の結婚披露宴の案内状などに較べれば少し簡略であ

よかったのだろうか︒元禄期の俳譜の様子を描いた轍士著

順を廻すことを前提としてのものであるが︑﹁いにしへは

るが︑必要は満たしているとは言える︒﹃白馬会莚式﹂︵家

惣連中へは書状にても申し入るべし︒亦︑大会にて連

連衆一会興行せんと思へぱ︑十日も前より一順を廻し﹂と

﹁花見車﹂︵新日本古典文学大系﹁元禄俳譜集﹂︶には︑一

衆多き時は︑奉行より廻文にて触れ渡すべし︒尤も︑

記され︑これなら納得できるかも知れない︒

蔵︶には︑

宗匠へは前礼後礼あるべき也︒
とあって︑これによっても︑﹁大会﹂つまり参加者の多い
大きな会の場合はともかく︑一般には書状をもって知らせ
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歌論集四﹄︶に︑

し︑その座敷の押板︵床の間の原型︶には掛け軸を掛ける

ればらなかった︒連歌︵俳諸︶会にふさわしい座敷を用意

亭主は宗匠らへの依頼も勿論だが︑会場の準備もしなけ

月次・初心講にはもっとも名号しかるべし︒または︑

なるべし︒勿論︑夢想・法楽には絵像の神を掛くくし︒

替ふくし︒また︑他社の法楽にはその神を掛け︑名号

や︒如何︒答へて云ふ︒御会によりて名号・絵像︑相

天神名号と絵像とは︑会席によりて何を掛くべきぞ

などもしなければならなかった︒このような座敷のしつら

渡唐天神などは月次には用ゆくし︒夢想・法楽にはゆ

座敷の準備

いは﹁座敷飾り﹂と呼ばれるが︑連歌会も会席である以

めゆめ掛くべからず︒

みつ

を中心とした座敷飾り︑つまり︑原則的には天神名号など

これらのことを重ね合わせれば︑連歌会では︑押板飾り

などと記されている︒

上︑この座敷飾りが必要であったのである︒
連歌会において︑どのような座敷飾りがなされたかの具
体的な記録はほとんど残されていず︑不明な点も多いが︑
室町中期の連歌作法書﹃五十七ケ条﹄︵伝宗長．中世の文

右に花瓶と燭台を置く︑ということがなされたことが推定

の掛け軸を掛け︑その前に三具足として︑中央に香炉・左

座の様執るべし︑とは花を立て︑香を焚き︑綺麗にせ

できる︒天神名号や絵像は特殊であるが︑押板に掛け軸を

学﹃連歌論集四﹄︶には︑

よ︑との事

掛け︑三具足を飾るという座敷飾りは︑当時の一般の会席

足利将軍家の座敷飾りを担った︑三阿弥家︵能阿弥・芸

とあり︑また︑天神名号︵﹁南無天満大自在天神﹂など︶

親王︶にたびたび見える︒天神名号だけでなく︑天神画

阿弥・相阿弥︶は座敷飾りの模範を示す﹁君台観左右帳

のあり方と共通するものである︒

像︑その他の絵像なども掛けられたことは︑天文十一年

記﹂を書き残したが︑能阿弥は宗祇の選んだ連歌七賢の一

が掛けられたことは︑十五世紀前半の﹃看聞日記﹄︵貞成

二五四二︶成の﹁当風連歌秘事﹄︵宗牧・中世の文学﹁連
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人であり︑将軍家の連歌宗匠でもあった︒このことから

言えないが︑会席の文芸である連歌と共に︑それらが発展

期に成立したのである︒それらを連歌が領導したとまでは

身だしなみ

していったことは確かなことであった︒

も︑連歌会での座敷飾りは当然の所為であったと思われ
る︒

連歌はこのように飾られた座敷で張行された︒猪苗代兼
載はその様子を︑﹃若草記﹂︵明応六年︿一四九七﹀以前

亭主が会場の準備に勤めねばならないのに対して︑招待

整えて︑遅刻しないように会場に赴かねばならない︒﹃会

成・中世の文学﹁連歌論集四﹂︶の中で印象深く語ってい

一座の刻限兼ねて定まりなば︑その折を過さず進み寄

席二十五禁﹄のように整理されてはいないが︑室町中期に

された連衆の方は︑連歌︵俳諸︶会の当日︑身だしなみを

りて︑座列すべし︒名香の匂ひ空薫物など︑心にくく

書かれた連歌会席の徒耆に︑﹃連歌会席式﹂︵鶴崎裕雄﹁上

俳席において︑和歌三神や芭蕉像などを床の間に掛け︑花

この座敷飾りは近世の俳譜になっても︑受け継がれたｃ

度に業を煮やして書いたもので︑徒書ながら連歌会の実態

新田氏の一族の岩松尚純が仲間の関東武士の連歌会での態

短大研究年報﹂羽・昭和弱年哩月﹀︶というものがある︒

う︵︾○

煉り出でたるに︑発句よきほどに読進し︑静まり果て

野国国人領主岩松尚純の連歌とその資料﹂︿﹁帝塚山学院

瓶を置き︑香を備えることは周知のことであろう︒近世俳

を垣間見せてくれて面白いものである︒版本﹁世々之指

たき

たる︑殊勝なり︒

譜で重要な儀式となった﹁匂いの花﹂の所為も︑座敷飾り

南﹄︵元禄七年刊︶に収録されるなどこれも広く流布し

ブ︵句Ｏ

連歌の会席に出づべきには︑前日︑まづ︑公私のこと

た︒写本も多い︒この書の初めには次のように書かれてい

ひきずみ

の影響化にあると言ってもよいと思われる︒
そもそも︑座敷・押板︵床の間︶・違棚．付書院など︑
さらに︑それに伴う立花・香・茶など︑つまり現代まで引
き継がれるＨ本座敷での会席に必須のものは︑連歌の最盛
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会席に出席するにはそれなりの身だしなみに気をつけ

れけり︒異様なり﹂と言ふ︒長頭丸︑朕を流し︑﹁ま

﹁されば鶏冠井の老人︑大紋を着︑烏帽子を着て参ら

この時に貞徳翁は︑はや目見えずして居られけり︒

よ︑というのである︒﹁人の甲乙をはかり﹂とはどのよう

ことに故実捨たれたり︒本式の連俳ともに︑予が若き

を弁じ︑次に身を清め︑姿をつくるひて︑明日の会席

な立場の人が出席するか見極めよ︑ということである︒服

時は︑皆々そのごとく式服を着して席に臨みたり︒し

﹁何事にか笑ふや﹂と間はれければ︑連衆の中より︑

装は勿論︑出席者が誰なのかをあらかじめ確認しておくこ

かれば︑今︑連衆の服は何をか着給へる︑いぶかし﹂

の体︑人の甲乙をはかり︑

とは︑どのような会席でも失礼がないためには必須のこと

と言はれけり︒

勿論︑常に厳めしい服装をせよ︑ということではなく︑

である︒処世術ではあるが︑連歌も俳諾も﹁会席﹂と切り
離せないものである限り︑処世術が必要であったのは言う

分相応に心がけなければならないことも︑種々の作法耆で

述べられているが︑﹁本式﹂とされたならば︑それに臨む

までもない︒例えば︑連歌︵俳諾︶の作句ということで言
っても︑貴顕などの出鼻を挫くような出句をしてはいけな

た︒貞徳の感涙は︑身だしなみが会そのものへの尊重を示

気構え︲敬意といったものを服装ででも表すべきであっ

服装のことに関しては︑松永貞徳に関する興味深い逸話

すことであった︑という認識に対する同感からのものであ

いのであった︒

が残されている︒俳譜作法吉﹁本式並古式﹄︵宝暦九年

ったのであろう︒

二十五禁﹄にも﹁５遅参の事﹂とある︒遅刻はどのよう

遅刻のいましめは種々の作法書に見えるが︑﹃連歌会席

遅刻早退

︿一上五九﹀刊・占典文庫﹃芭蕉伝耆集三︶に伝えられた
ものである︒或る﹁本式俳諾﹂に老俳譜師︑良徳が大時代
の姿で現れたのを︑皆が笑った時︑どうして笑うのかと貞
徳︵長頭丸︶は皆をたしなめ︑感涙を流したというもので
ある︒皆が笑ったという後から引用しておく︒
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な会でも失礼であるのは当然のことであるが︑連歌の場合

いと＊季

ただし︑兼載はこれに次のようなことを付け加えてい
う︵︾Ｏ

しかあれど︑世に仕へて暇なき人︑また︑老屈の人︑

は礼儀のことだけでなく︑前にいかなる句が作られてきた
かを知らねば︑指合︵式目違反︶のこともあって︑実用上

病く輩などは答なかるくし︒

いたづともがら

も支障を来した︒前引の﹁若草記﹂ではこの辺りの事情を

である︒こちらの方は︑配慮の足りない教師に聞かせたい

﹁老屈の人﹂は年老い︑腰の曲がっている人︑ということ

刻限の定めにも関はらず︑心々に遅れ来るほどに︑そ

ことである︒会席が心地よく運営されるためには︑多くの

次のように述べている︒

のたびごとに発句よ︑一順よ︑と読み上げ読み上げぬ

気遣いが必要で︑それは連歌︵俳譜︶の席であっても同様

り起こらなかったであろうからである︒連歌会がいつ頃始

とをここで確認しておきたい︒短時間なら︑早退などあま

早退のことを述べたことに関わって︑連歌会の時間のこ

連歌会の時間

であったのである︒

れば︑もの騒がしく耳かしがまし︒
このようなことをやっていれば大変なので︑遅刻者に対し

ては︑打越と前句のみを読み聞かせるのが一般であった
が︑それでも︑座の雰囲気が壊れるのは避けがたかったで
あろう︒

早退も連衆の興を削ぐことで︑﹃若草記﹂には︑
ゐ

一座の半ばに人の来るのも悪し︒初めよりあるが去に

め︑どのくらいの時間を要したかはさまざまであったが︑

このことに関わって連歌作法書などにいくつかの証言があ

たるも障りとなるさまなり︒

と述べている︒連歌・俳諸の会席に限らず︑教室などでも

る︒それらから標準的な時間を推察しておきたい︒

四六四﹀成・日本古典文学大系﹁連歌論集俳論集﹄︶の記

最初に挙げるのは心敬の﹃ささめごと﹄︵寛正五年︿一

同じことである︒遅刻早退は本人だけの問題ではなく︑そ
のような不届きな者には︑その場全体を乱し︑人の時間を
奪うものだという自覚を促したくなる︒
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う質問に対して︑

二時頃には解散してしまう会があるが︑これでよいかとい

述である︒ここで心敬は︑朝始めて昼過ぎ︑遅くとも午後

的には十二時間ということなる︒これが最長で︑これより

時に該当する︒勿論︑当時は季節によって変わるが︑平均

り︑暮れは暮れ六つである︒両者とも現在の時刻でほぼ六

は短く︑そうかと言って午後二時では早い︑ということで

あした

二条の太閤さまなどのやむごとなき御一座は︑毎々︑

ある︒

十五世紀前半の貞成親王家の月次連歌会を多く記録した

なみ

朝より深更に及び侍りしとなり︒そればかりこそ侍ら
じつほ

ずとも︑朝天より日哺に至らざらぬ一座は︑心にくく

り︑開始時間も少し遅めである︒先ほどの例に較べ︑時間

﹃看聞日記﹂によると︑その連歌会は六︑七時間程度であ

と︑まず二条良基らの例を挙げ︑そこまで時間を掛けなく

が短いが︑月次ということであったこと︑途中で食事休憩

も侍らず︒

とも︑日暮れくらいまでは時間を取るべきであると答えて

などを取った形跡がなく︑連歌以外の要素を極力省略して

いたためだと考えられる︒

いる︒前引の﹃連歌会席式﹂には︑
たそかれ

会席は遅くとも日出づる頃より始めて︑黄昏過ぐるほ

このような内々の会はともかく︑一般の連歌会や正式俳

あした

どに果つるやうにあるべし︒田舎辺りには朝には何と

譜では︑心敬らが述べているように明け方から行うのが普

ほと

なきことさへづりをりて︑日閾けて始め︑暮れぬ先に

通だったと思われ︑千句の場合ではあるものの︑伝芭蕉の

た

罷り帰りて︑など急ぐほどに︑いかなる賢き人もよき

﹁誹謂之秘記﹂︵古典文庫﹁芭蕉伝書集一﹂︶にも︑﹁朝明六

シ粥を食ひ申し候ふ﹂と会席の始めの時刻を記している︒

ことせられ侍らんや︒

と︑朝早く初めて︑夕刻までに終わるように︑と注意して

ことになっているが︑明け六シに時刻を定めた時は︑朝粥

因みに︑ここでは﹁粥﹂を食べることから俳席が開始する

ここに見えるような時間帯が連歌百韻の会の通例であっ

を供するのが習いであった︒先に案内状の例に引用した

いる︒

たのであろう︒夜明けは当時の時刻制度では明け六ッであ
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﹁執筆一通の仕様﹂には﹁朝食後とか﹂とあったが︑﹁朝食
後﹂とした場合は各連衆は自宅で朝食を取ってから︑とい
うことで︑幾分︑時間を遅らせたと思われる︒連歌作法書
﹃執筆之覚悟﹄︵近世初成か︒和中文庫蔵﹁連歌執筆式﹂所

考えられる︒

中座

十時間にも及ぶ会席となれば︑さまざまな理由で中座せ

ざるを得ない︒小用もあろうし︑気晴らしということも必

要であったかも知れない︒二︑三時間のパーティーでのマ

収・国文学研究資料館マイクロフィルムによる︶には︑
粥あれば粥過ぎて始むるなり︒食なれば飯已前に連歌

ナー書にも中座の時の作法が注意されているくらいである

から︑連歌︵俳詰︶の会席作法書にそのことが触れられる

始むるなり︒
とある︒

のは当然のことであった︒

まず︑述べられていることは︑頻繁に席を立つな︑とい

それはともかく︑近世末期の俳詰作法書であるが﹃会席
正儀伝﹄︵八戸市立図書館蔵・国文学研究資料館マイクロ

うことである︒﹃連歌会席二十五禁﹂にも︑﹁８座敷繁く

於いて︑再々︑立つことあるべからず﹂と注意している︒

立っ事﹂が挙げられている︒﹃連歌会席式﹄にも︑﹁会席に

フィルムによる︶にも︑﹁会頭之部﹂に﹁会刻限六つと定
むくき事﹂とあるなど︑同耆各部に同一の記述が見える︒
どうやら﹁明け六シ﹂という時刻は︑﹁ささめごと﹄な

ただ︑引き続き︑

一度などは立ちて気をも伸べ︑口なども漱ぎ侍らんは

どの記述も考え合わせて︑中世以来︑一般的な連歌会の開
始時刻と見なしてよいと思われる︒このような時刻から昼

苦しかるまじきなり︒

と付け加えているのは︑長時間を考えれば当然と言うべき

を挟んで︑十時間ほどにも及ぶ会が連歌や俳譜の会であっ
たのであり︑このことにより︑人間としての生理的な欲求

であろう︒

ご丁寧にも︑小用のための中座に関しても︑前引の﹁会

とでもいうべきものが出て来たことは必然であった︒先述
した﹁遅刻早退﹂もこの時間帯が要因の一つとなったとも
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席正義伝﹄﹁連衆之部﹂に︑

用もなきに座を繁く立っ事たしなむべし︒咄．欠伸・

かないで席を立つことなどもってのほかのことであったの
である︒

もっとも︑途中休憩ということもあったらしく︑文政元

年二八一八︶刊の俳譜作法書︑鵲巣著﹁庵の夜話﹄︵鈴

居眠りなどあるまじく︑大小便に立つは︑一座に一礼
し立つなり︒

木勝忠﹁翻刻俳譜伝害集乞には︑﹁会主心得の事﹂という

先述したように明け六シに会を始めた場合は︑会の初め

食事

とあるｃ

１﹂○

宗匠休息の間用意すべし︒別間なくは屏風にて陥つく

項が立てられ︑これには︑

と記されている︒

同書にはこれに続けて︑やむを得ず中座する時の注意が
次のように述べられている︒

それも我が句に人の句︑付かざれば立つべからず︒昔
は三句付きて立ちしなり︒

自分の句に誰かが付句を付けるまでは席を立ってはいけ

会席二十五禁﹂でも﹁理我が句に人の付けぬに座敷立っ

に粥を供することが一般であったようで︑﹃観式俳法﹄︵家

ない︑という注意は︑多くの作法書にあることで︑﹁連歌

事﹂が挙げられている︒﹁昔は﹂云々のことに関しては︑

多くの作法書にその記述が見られる︒しかし︑これだけで

蔵︶に﹁会定日朝疾くかるなり︒粥を出す﹂とあるなど︑

座の立ち居とは︑昔は我が句に三句付かざれば立つべ

長時間過ごすことは酷であって︑会の途中に食事を出すの

前引の﹃五十七ケ条﹄に︑

からず︑先哲示されしなり︒せめて一句付きて立つべ

席を移してのこともあったが︑古くは連歌会の座敷でその

が普通であった︒連歌︵俳譜︶の座敷に出されることも︑

と︑既に中仙の連歌作法書に見える︒付合は対話のごとき

まま食したかと思われる︒宗祇著と伝えられ︑明暦三年

きこと︑苦しからずや︒

ものであるのであるから︑言いっぱなしで相手の言葉を間
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︵一六五七︶に﹁仮名仕近道之事﹄に収録されて刊行され

あり︒床の上に小き釘を打ち︑糸にて扇を吊り︑御影

束帯の御影の時︑会の半ばに食事出す時︑扇を吊る事

食事終へて又扇を取り︑御影の前にて会を勤るなり︒

た︑﹃宗祇執筆次第﹂︵奥書には長享二年︿一四八八﹀とあ

食し候ふ時は大入しき人などは膳を持ち候ひて︑罷り

このようなことが習いであったのかどうかは分からない

の顔を隠す︒多く夢想開きの時︑此の法ありと言ふ︒

立ち候ふずるに︑頻にと連衆中よりただと承り候へ

が︑連歌︵俳詣︶会の座敷でそのまま食事を取るのが元来

る︶には︑執筆に関してであるが︑

ぱ︑片膝を少し立て早々と食べ果て候ふずるが︑見よ

であったかには思える︒それがいつからか︑食事は別室で

ての次のような記述がある︒

前引﹃白馬会莚式﹂には食事のための﹁中立ち﹂につい

の時にならば︑座を変へて出すなり﹂とある︒

ということにもなった︒﹃誹諸本式大略﹄︵家蔵︶には﹁飯

く候ふ︒さりながら慌てたるも又見苦しく候ふずる
や︒

とあり︑これは他の連衆は座でそのまま食したことを前提
にしての謂いであろう︒前引の﹃執筆之覚悟﹄にも︑
食事の時は或いは末座︑或いは次の座へ立ちて食する

中立ちといふは︑文台半ばにて勝手へ入り支度するな

り︒二の裏表のあたりにて其日の機嫌を見合ひて︑あ

なり︒文台の際にて用ゐる事なし︒
と執筆への注意を記しており︑これも﹁宗祇執筆次第﹂と

らかじめ宗匠の内意を伺ひ︑奉行より取り持ちの人へ

くし︒御勝手などあらば亭主も挨拶あるべし︒

言ひ合はせ︑勝手の用意調はば︑奉行より宗匠へ伺ふ

同様の事情下でのことであろう︒
会場で直接︑食事を取る時のことに関しては︑俳譜作法

書・写本﹁白砂人集﹄︵古典文庫﹃芭蕉伝言集二︶中の

百韻︑五十韻に満ち候ふ節︑宗匠休息休息と二声云

また︑﹁俳譜本式伝﹄︵家蔵︶には︑

えないように尊像の顔を扇で隠せ︑と記されている︒次の

ふ︒次に宗匠始め︑連衆席を立ち︑宗匠は宗匠の室へ

﹁俳諮之秘訣相伝﹂に︑床の間に掛けられている尊像に見

ようである︒
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入るｃ

とあり︑百韻半ばで食事休憩を別室で取ることを述べ︑さ

又は時刻の見合ひにて湯漬けなども出す︒尤も手間取

らぬ御心得あるべし︒

﹁ここにて﹂は一順の後とされている︒﹁満座の上の饗応に

て﹂とは百韻満尾した後に︑改めて饗応︑つまり宴会をす

らに︑

休息の時︑先づ︑客︑礼服を取りくつろぎ︑食酒心に

ることになっている時は︑という意である︒会の途中に簡

露柔軒由健著﹃都草﹄︵狩野文庫蔵・寛文五年︿一六六

う︵︾Ｏ

単な食事で済ます時は︑会終了後に宴会があったことにな

任すべし︒

と記されている︒このようであるとよほどゆっくりと休息
したことになる︒この食事の折にどのようなものが出され
たかについても︑同書に宗匠へのものであるが︑次のよう

五﹀刊︶中の﹁連俳之会席式次第之条々﹂には︑

連歌満じ侍らば︑程なく酒を勧め︑連衆長座の疲れ慰

にある︒

休息の節︑銘々盆︑結び．煮染め・香物︒銘々盆︑肴

め侍るべき事︑亭主の心得有るべき事なりとぞ︒

す事﹂が戒められているということは︑このような接待が

れた︒﹃連歌会席二十五禁﹂でも︑﹁肥無用の食物度々出

が︑亭主は連歌会席・俳席に茶・菓子を出すことも求めら

前項で見てきたのは︑時間を取っての食事のことである

茶・菓子

とも連歌・俳諾の会の楽しみの一つであったのであろう︒

ともある︒今で言う﹁打ち上げ﹂であるが︑このようなこ

色々︑重箱︑硯蓋︑或いは鉢︒

右の通り︑宗匠の室へ出すべし︒
ただし︑あまり大仰な物になってはいけないということ

は︑前引﹁庵の夜話﹄に︑﹁供応は一汁一菜を限りとし
て︑酒は二献に過ぐべからず﹂とあるなど︑幾つかの作法
書に見える︒

また︑﹃白馬会莚式﹂には︑中立ちを行わない場合につ
いて︑次のように記している︒

満座の上の饗応にて中立ちなき時は︑ここにて点心︑
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過剰になる傾向があったからである︒﹁執筆式﹄︵和中文庫

が︑接待の品々を用意することができず︑やむを得ず盗み

人﹂に︑連歌の初心講のための頚︵当番︶に当たった者

もある程度の接待は必要であったことは︑狂言﹃連歌盗

る︒

であると︑連歌︵俳諾︶の間中︑飲み食いしていることに

これまで述べてきたような状況が連歌会︵俳席︶の実態

大食・大酒

を働こうとする様子が描かれていることからも推察でき

ムによる︶には︑

執筆たる人︑文台に直りて後︑慎むべき事︒茶を飲む
べからす︒菓子喰ふくからす︒大酒すべからす︒
とあり︑酒まで出された様子が見える︒
前引﹃執筆一通の仕様﹂には︑一順が終わった後のこと
として︑次のようにあり︑具体的にどのような食物が出さ
れたかが分かる︒

なり︑連歌が主か︑飲食が主か︑分からなくなるような場

合も起こってきたことと思う︒そもそも連歌はその成立当

初は遊興の一つであり︑賭物を伴ったものもあったのであ

安座と申して︑いづれもくつろぎ申す時︑亭主より
クス
銘々菓子出だし可レ申候ふ︒菓子に極まる︑なし︒
或いは︑小椀砂糖・生姜砂糖・豆・小落雁の類︑昆布

言える︒それが次第に文学性を志向するようになった時

で︑

稠人・広座・大飲・荒言の席︑ゆめゆめ張行すべから

ち．？

抄﹄︵日本古典文学全集﹁連歌論集能楽論集俳論集﹂︶の中

連歌大成者である二条良基はその最初の連歌諭吉﹁僻連

るから︑このような状況が現出しても不思議ではないとも

なりと三文ほど取り混ぜ出だし可し申・執筆へも出
クス
だし可レ申候ふ︒御歴々方へは台へ載せ︑平人には

に︑連衆の態度が目に余るようになったのである︒

︑ンス

常の辺にてよし︒晴の会には菓子も吟味すべし︒心安
き会には煎り大豆・霊やうにてよし︒節々の月次など
にはいらざる事なり︒亭主と定まりたる会の事なり︒

月次会などではなく︑改まった会の折︑と断っている
が︑それは抑制しようとして言うことであろう︒月次会で
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盃をとりどりに廻し︑我が句前にてなければ︑大きな

る声を荒らげ︑嵐三右衛門は惜しいことをしました︑

ず︒すべてその興なし︒

と連歌会席の乱れに対する歯がゆさを吐露していた︒因み

酒になりて︑懐紙がどこにあるやら︑点者に芸をさす

中村七三は上らぬか︑と我がちに言ひあへ︑はては大

しかし︑良基がこのように警告しても︑会席というもの

やら︑されど扇・鼻紙は紛れぬように取り廻し︑帰り

に︑﹁稠人﹂は大人数の意である︒

が持つ宴としての性格︑遊興性といった本性をすべて脱ぎ

には暇乞ひさへせず︒

のことが文学の営為を押し除けて現れた︒それがために︑

ような芸能人のうわさ話を言い合うのは︑当時の俳席に限

嵐三右衛門・中村七三は当時の歌舞伎役者である︒この

うたげ

捨てることは不可能なことであったのである︒時としてそ

﹃連歌会席二十五禁﹂でも︑﹁３高雑談の事﹂を注意しな

ったことではないであろう︒

連歌会席・俳席で注意されたのは飲食のことばかりでは

その他の礼儀・結び

ければならなかったし︑飲食のことでは︑﹁６大食大酒
の事﹂の禁止も訴えなければならなかったのである︒
前引の﹃連歌会席式﹄では︑実際の会席での見聞に則し
て︑

ない︒﹁連歌会席二十五禁﹂中にも︑さまざまな会席ゆえ
労

あくまで︑食し︑面︑紅に酔ひなし︑固き物噛み鳴

の戒めが記されていることは先述したし︑遅刻早退等のこ

おもて

らし︑飲むことを竜のごとくする事︑いとあさまし︒

とは既に取り上げた︒最後に﹁連歌会席式﹄からまさかと

思いそうで︑身近にありそうな態度を描いたものを二項目

すべて菓子などをむさぼり散らしたる見苦し・

と︑連歌そっちのけで︑飲み食いをする連衆を戒めてい

挙げておきたい︒

人の顔︑さし付けて守らるるもうるさし︒あたりの扇

○庭の水石︑屏風障子の絵︑さのみ見ることすべからず︒

る︒前引﹃花見車﹄にも元禄期の俳席の様子が次のように
描かれている︒

やうやうに料理を出し︑一順詠むまでもなく︑先づ︑
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○ほがらかに扇を使い︑鼻ことごとしくかみ︑みだりに

取りてかしがましく開き見る︑いとやうなき事なり︒

譜が会席というものを抜きにしてはあり得ない文芸であ

は︑それらにはあえてほとんど言及しなかった︒連歌・俳

二十五禁﹂にもそちらの方が多く見える︒しかし︑ここで

はぎむく

痕を吐き︑胸広く開け︑或いは腕まくり︑脛剥り︑足

り︑それに伴う楽しみも礼儀作法もあったことを強調した

つ︒ｂ

の指動かし︑面杖突き︑ものに掛かり添ひ︑髭うちひ

いがためである︒

における司会進行役と言うべき存在で︑多くの作法を心得

てずさ

ねり︑扇回し︑目鼻まさぐり︑手遊みなどしたる︑い

座敷や庭の様子をきょろきょろ見る者︑他人の顔をじっ

ておく必要があった︒﹁執筆作法﹂と特別に銘打って︑古

執筆に関わることもほとんど触れなかった︒執筆は会席

と見る者︑服装を乱し︑手で何かをいじり廻す者︑等々︑

くから諸書に書き留められていることからもその重要性が

とないがしろなり︒

多かれ少なかれ︑我々もしそうなことで︑自戒を籠めて読

分かる︒しかし︑執筆作法は連歌に直接関わる事柄が多

かく見て行く必要があるが︑それは別の機会に譲りたい︒

まなければならないが︑今はそのことよりも︑文芸に関わ

に注目すべきだと思う︒連歌・俳諾が会席の文芸であると

ここでは︑執筆に関わることとして︑一例だけ前項までの

い︒連歌会・俳席の全般を知るためにはこの執筆作法を細

いうことの表れがここにあるのであり︑だからこそ連歌・

事柄に類似する戒めを挙げておくことにする︒何度か引い

マ

っての注意として︑このようなことが言われるということ

俳譜の会が楽しかったとも言えるからである︒

菓子出でても喰はず︒席立たぬものなり︒湯水不し飲︑

た﹃執筆仕様の事﹄のものである︒

ら︑文芸に直接関わらない︑他の会席にも共通する事柄を

小便に立たず︑料理出る時︑連衆より早く喰ひしま

本稿では︑連歌・俳譜の会席における行儀作法の中か

取り上げた︒勿論︑連歌︵俳詣︶ならではの注意事項も

ひ︑手洗ひし︑文台に向かひ︑前句吟ずべし︒

これを見ても︑執筆には他の連衆以上に︑過酷とも言え

多々ある︒例えば出句がぶつかる﹁出合い﹂のこと︑人の
句の賞賛に関すること︑等々で︑冒頭に挙げた﹃連歌会席
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る立ち居振る舞いが要求されたことが分かろう︒これは結
婚披露宴で司会者が飲み食いできないのと同様で︑会席の
進行役たる者として致し方ないとも言えるが︒
以上︑飲食などを中心に文芸とは関係のないことばかり
見てきたが︑このような面をわざわざ取り上げたのは︑文
芸とは本来どのようなものであったのかを考え直してみた
いからである︒人々の営みの一つとして︑居心地のよい座
敷︑もてなし︑人々との語らい︑など︑生活の楽しみの中
から生成するものは文芸ではなかったのか︑という問題提

起をしたいと考えているからである︒自己の中に沈潜し
て︑自己を見つめ︑苦悩しながら紡ぎ出し︑また︑自己の
精神と共振させながら享受することのみが文芸の本来の姿
であるとは思えないのであるｃ

文芸の楽しむことの再生︑文芸を孤立させずに他の文
化・生活と共存するものとして捉え直すこと︒茶や菓子︑
適度なご馳走などが会席を和やかにし︑そのような場が人
の心を通い合わせ︑人々の共感の中から作品が立ち上がっ
たこと︒芭蕉らの数々の俳譜︵歌仙︶を見れば分かること
であるが︑それだからこそ人間の奥深い精神を表現できた

こと︒その意義を再認識したいと思うのである︒

青山学院大学教授
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評論

宮脇真彦

﹁市中﹂歌仙名残の表考

はじめに

て機能するのであって︑その意味で創作と享受の場そのも

のとして連衆の一味同心を象徴しているのである︒こうし

た︑即興による付合の当座性に連句の魅力のほとんどすべ

てがあるといっても過言ではあるまい︒

しかし︑芭蕉が作品を発表するに際しては︑実際の連句

どおりに発表しているわけではけっしてない︒というより

も︑実際がどのような句であったかは︑実はたいした問題

ではないのだ︒重要なのは︑あたかも実際にそのような付

合があり︑座が盛り上がって充実した連句興行があったか

のように︑連句作品が仕上がっている︑ということだ︒も

有名な言葉どおり︑連句は付合の一回性にこそおもしろさ

の場合には大切であろう︒いかに実際の連句の席で盛り上

読むことができるような作品に仕上げることが︑連句作品

っといえば︑読者にとっても︑連衆と同じく付合を面白く

も魅力もある文学である︒前句を読み味わい︑付句への展

がろうとも︑それが仲間内でしか通用のしない話題であっ

﹁文台引下ろせば則ち反故なり﹂︵赤冊子︶という芭蕉の

開を図ってあれこれと言葉を引き寄せ︑さまざまな句案の

たり︑連衆以外には関心のない話題であったりしては︑作

芭蕉の﹁市中は﹂の巻は︑草稿と考え得る︑本文を異に

中から︑前句に相応しい一句を付ける︒提示された付句

座を盛り上げ︑さらなる興をかき立てる︒前句に付句が試

した本が二本︑草稿の過程を示すものと考えられる断簡が

品として読者を呼び込むことができないからだ︒

みられ︑直され︑治定して懐紙に書かれるという一連の動

二本伝存しており︑また﹁去来抄﹂などに去来が芭蕉の椎

は︑その意外性や︑前句との調和において連衆を刺激し︑

作を通じて︑﹁文台﹂は即興による付合の場そのものとし
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｜

どることができる︒それらを︑成立段階順に一覧すれば次

行の定槁形に至るまで︑芭蕉が施した添削・推敲の跡をた

敲について伝える逸話を残してもいて︑実際の興行から刊

つのゆかり﹂所収の﹁猿蓑﹄草稿について﹂﹃連歌

に作り上げた偽作とすべきもの︒永井一彰氏﹁﹁む

六句月までの本文を伝える︒が︑諸害の記述を参考

収︑草稿の断簡︒②と同じく︑二の折表一句目から

⑤定槁﹃猿簑﹂所収の本文︒

俳譜研究﹄五三号︵昭和五二年七月︶による︒

の形になろう︒

実際の興行元禄三年六月上旬から中旬にかけて︑芭蕉
が滞在していた凡兆宅での興行︒

所々添削の跡が示されているものを巻子本に仕立て

が︑①草稿︵中尾本︶に記されている句形が定槁と大きく

ので︑実際がどうであったかは不明としなくてはならない

実際の興行時の懐紙を見ることが現在のところできない

た一巻である︒全句ともに作者表記はない︒中尾堅

異なるものが目立つ点︑またその後の推敲課程を考える

①草稿芭蕉自筆の草稿︒全句を細字で丁寧に写し︑

一郎氏蔵︒櫻井武次郎氏﹁新出猿蓑歌仙ｌ市中の

あると考えられる︒その後︑②〜③の段階を経て︵④は除

と︑おそらく①中尾本が︑連句興行時の句形に近いもので

②草稿断簡芭蕉自筆の草稿の断簡で︑二の折表一句目

外︶定槁へと推敲された跡をたどってゆく時︑②として残

巻﹂﹃連歌俳譜研究﹂九六号︵平成一一年二月︶︒

から六句目までの本文を伝える︒ただし︑作者表記

まずさをいかに救うかという芭蕉の苦心の為所を語ってく

っている推敲の断簡が︑連句一巻の暇にもなりうる展開の

③草稿芭蕉自筆の草稿︒全句それぞれ二行書きで︑作

るように思われてならない︒すなわち︑名残の表の一句目

のみは別筆の書き入れと考えるべきもの︒

者名を付して丁寧に写してあるもの︒作者名は︑凡

から六句目までの一連である︒

興の付合をどう彫琢していったか︑跡づけてみたい︒な

これらの推敲の過程をたどりながら︑芭蕉らが自身の即

兆が﹁加生﹂と前号で表記されている︒伊賀上野︑
芭蕉記念館蔵︒

④草槁﹁むつのゆかり﹂︵一止ら編︑万延元年刊︶所
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中氏は以下検討する付合にも言及され︑本草稿①が定稿本

って収める様子は︑ここでは実際にそんなわずかな年貢米

前句に付け合わせれば︑前句の﹁年に一斗の地子﹂を量

生木を浸けているのではおそらくない︒ただ︑道などの水

⑤と草稿③をもとに握造されたものと結論されているが︑

しか収められぬほどの貧しい土地柄を伝えてこよう︒前句

お︑①自筆草稿については︑近時田中善信氏により偽作説

その論拠の一つは︑推敲に無理があるか否かという点にあ

は︑打越︵﹁猿引きの猿と世を経る秋の月﹂の句のこと︶

溜まりに投げ入れたかのように浸かっているさま︒そんな

る︒私は︑まず櫻井氏紹介の草稿①を本物としてその推敲

との関係では︑猿を相手に年貢米を自分も収めてはいるの

が提出されている︵﹁櫻井武次郎氏紹介﹁新出猿蓑歌仙﹂

過程を考えてみたい︒本論の目論見が︑推敲の復元にある

だぞ︑と大げさに演じて見せている感じがある︒ユーモア

荒地の景が描かれているのである︒

ため︑煩を避けて田中説に対して一々言及することはしな

もペーソスもある付合である︒それが︑ここではむしろ︑

の検討﹂﹃連歌俳譜研究﹄一○六号︑平成一六年二月︶︒田

いが︑いかに推敲が加えられていったかを考えることは︑

るものへの目は︑一転︑貧しい土地の荒廃した情景へと展

結局は悲哀の感じのする︑社会の周縁に押しやられて生き

展開と言ってよいだろう︒前のちょっとおどけた︑しかし

貢から実際の年貢を納める場面への展開は︑虚から実への

じられているのである︒こうした︑いわば演技としての年

それほど少ない年貢を必死で納める寒村の生活ぶりへと転

なり

田中氏への一つの反論にもなると思う︒

寒村の実景︵虚から実へ︶
いつレー一助１﹄

年に一斗の地子はかる也

ミヅタマリ

︵ナォー︶五六本生木つけたる潴兆
一句は︑水溜まりに粗朶を五六本投げ入れてあるさま︒

ところで︑この付合において︑付句は具体的にどんな情

開して棲恰感がある︒

たばかりの木で︑﹁五六本﹂という言い方に︑無造作に投

景を描いたものだろうか︒諸注︑生木を水に浸けて樹脂を

通行の足場としただけの田舎道のさま︒﹁生木﹂は伐採し

げ入れただけというニュアンスがある︒何か目的があって

−30−

も指摘したように︑﹁五六本﹂という無造作な把握は︑そ

のが多いように見受けられるが︑そうであろうか︒先ほど

抜きつつ乾燥させて用材とするための解を提示しているも

ことだ︒

けるためだけに﹁たまり水﹂を直したのではない︑という

り水﹂に﹁淳﹂の字を掲げている︒要は︑﹁水﹂の字を避

因みに︑元禄十二年刊﹃詩聯大成以呂波韻﹄には︑﹁たま

してはいないと考える︒水溜まりに投げ込んだ生木の感じ

うな意図として付合に達成されているのだろうか︒﹁溜り

それでは︑﹁溜り水﹂から﹁潴﹂への訂正は︑どのよ

ミヅタマリ

んな用材として活用するために水に浸けておく行為を意味

は︑水溜まりに生木を投げ入れてでこぼこ道を歩く用とし

水﹂は和歌にも用いられた歌語であり︑初期俳諸において

﹁隆房集﹂には﹁静かなる人をうち見いだせば︑庭に玉水

もよく用いられる︒例えば院政期の歌人藤原隆房の家集

た︑という湖中の解に近いとすべきだろう︒

水溜りか︑溜り水か

のあるを見て﹂と前書きして︑﹁君恋ひて落つる涙のたま

たま

この付句は︑初めは﹁溜り水﹂となっていた︒草稿本①

り水行く方もなきものをこそ思へ﹂などと詠んでいる︒そ

る︒初め気にならなかったのは︑三句後の句が︑定槁で初

じ字があまりに近いので一方の﹁水﹂の字を避けたのであ

字を用いなかったのは︑三句後に﹁水﹂があるためで︑同

したものである︒すでに指摘されているように︑﹁水﹂の

の小魚の水たまりあり果つまじき世をや頼まん﹂︵魚・知

たまり﹂は︑﹃新撰六帖﹂に収められる﹁雨過ぐるたぬき

雨・兼載︶など︑連歌にも用例がある︒それに対して︑﹁水

る︒﹁五月雨は真砂の庭のたまり水﹂︵﹁大発句帳﹄五月

の後も数はあまり多くないが︑歌例を挙げることができ

ミヅタマリ

から③まで﹁溜り水﹂とあったのを︑定槁で﹁潴﹂と直

めて﹁糞﹂から﹁水﹂に直されたためで︑それとの関係で

家︶の歌例を見いだすことができるが︑ほとんど用いられ

冠﹂い

の配慮であった︒私は︑そのこと自体に異論はない︒しか

ることのない言葉だったようだ︒どちらにせよ歌例が少な
にはたずみ

し︑﹁たまり水﹂でも﹁渭槍﹂として﹁たまり水﹂と読ま

いのは︑﹁行澄﹂が歌語としては通用していたからであ

にはたずみ

せても︑また﹁行涜﹂としてもよいのではないだろうか︒

-31-

﹁水たまり︵潴︶﹂への推敲であったと見るべきだろう︒寒

まり用いられない︑それゆえに俗語的なニュアンスのある

への推敲は︑歌語としても通用する言葉から︑文学にはあ

のと見てよいだろう︒とすれば︑﹁溜り水﹂から﹁潴﹂

り水﹂の方が文学にふさわしい語彙として浸透していたも

る︒とはいえ︑おそらく﹁水たまり﹂というよりも﹁溜ま

伝わってくる︒﹁踏み汚す﹂という言葉の勢いが︑表現し

と︑その人物の﹁あつ﹂という想いとが二つながら川時に

んでしまう︒その瞬間の︑﹁びしやつ﹂と泥の跳んだ感じ

だ道を注意深く歩いていたが︑つい水気の多いところを踏

のの感じではない︒足袋の汚れを気にしながら︑ぬかるん

りか︑女性か︑いづれにしても生活にあくせくしているも

ずから人物も定まってこよう︒すなわち︑町の旦那衆あた

ミゾタマリ

村の荒廃したイメージには︑雅語はそぐわない︒言葉の

ているイメージである︒

あるが︑それ以上に︑足袋の心地よさに注意を注ぎ︑それ

足袋を履くということ自体︑生活にゆとりのある証拠では

という﹁めりやすの足袋﹂を詠んだ付句もある︒舶来品の

履き心よきめりやすの足袋凡兆︵﹁鳶の羽も﹂歌仙︶

なお︑﹁足袋﹂には︑﹃猿蓑﹂の別の歌仙であるが︑

﹁位﹂をも考慮した周到な吟味といわなくてはなるまい︒

繊細な味
︑↑︑ゾタマリ

五六本唯木つけたる洲
たび

﹁黒ぼこの道﹂とは︑火山灰などからできた黒土︒漁潜

を味わっているのは︑やはり日常の生活からは抜け出た余

子ォ２︶足袋ふみよごす黒ぼこの道蕉
の﹁附合考﹂に︑黒ぼこは︑湿ると墨のようにまっ黒にな

裕のある人物である︒ふだん︑足袋などは︑ほとんど注意

の視線は︑その人物の生活から離れた余裕の心境を伝える

る︒江戸は目黒あたりはちょうどこんな感じの道だといっ

一句は︑ぬかるんだ黒土の道を歩いて思わず足袋を踏み

道具にもなりうるのである︒この芭蕉の付句には︑足袋の

が向けられない存在である︒だからこそ︑逆にその足袋へ

汚したの意である︒誰がとも︑どんな風にとも言っていな

汚れを気にする都会人が描かれていると見るべきだろう︒

ている︒

いが︑足袋の汚れを気にする人物に思いを馳せれば︑おの
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るまい︒山村に旅する者が︑足袋を気にして⁝などという

見て︑前句はもはや荒廃した寒村などといった風情ではあ

この付句の人物や︑その足袋を気にするしぐさなどから

あれば︑ここはより一般的な言い方に直したということに

あった︒その人々が﹁黒ぼく﹂と呼んでいたということで

いる︒黒士は︑腐植土として植木屋には欠かせないもので

たび

なる︒

疾駆の勢い

解釈もあり得ようが︑一つにはそれではあまりに場面の展
開がなさ過ぎるということ︑また一つにはそのような旅を
する者ならば︑足袋が汚れることもある程度覚悟の上であ

足袋ふみよごす黒ぼこの道

おひ︵こおうまかたなもち

ろうからである︒むしろ︑漁潜の解釈に近く︑都会の一場

︵ナォ３︶追たてて早き御馬の刀持来

﹁御馬﹂とは主人の乗る馬︒﹁刀持﹂は︑主人の刀を捧げ

］̲）−

面と見て︑関東ローム層の低湿地の道のことと見るべきで
はなかろうか︒とすれば前句は︑用材とするためにため池

持って供をする従者のことである︒ここは︑鐙を蹴立てて

早駆けする︑王人の馬の後を必死で刀持の従者が追いかけて

に生木を漬けている木場を描いたものと読み替えることが
できよう︒ちょうど︑芭蕉になじみの深い︑深川あたりの

を従者が追い立てているように見える︑というのである︒

ゆくさまを詠んだものであって︑それがまるで︑主人の馬

前句と打越との生活の苦しさをいかにも喚起する寒村の

表現とは︑情景もしくは状況の説明ではない︒実際には︑

低湿地の道を想定しておきたい︒

情景は︑ここでは都会人士のぬかるみを行く情景に替わ

従者はようやくに馬の後を付いていっているのだから︑馬

立てるのは主君が馬を追い立てているとか︑刀持ちが主君

り︑その人物の足袋の汚れを気にする感覚が︑一句に繊細

なお︑﹁黒ぼこの道﹂は初案﹁黒ぼくの道﹂︵草稿①から

の馬に追い立てられてゆくとかいった解釈をすべきではな

を追い立てるというのはおかしいなどといった理で︑追い

③︶を定槁本において改めたもの︒当時の辞書である﹃裡

い︒それでは事実に合致するかもしれないが︑詩にはなら

さをもたらしていることも注意しておきたい︒

諺集覧﹂を旙くと﹁樹木屋訶クロボクと云﹂と注記されて

句勺

をイメージさせる句の勢いそのものを描いたところにあ

い立てて︑馬ともども疾駆してゆくさま︑その死に物狂い

ないのだ︒ここでの主眼は︑刀持ちが必死に主君の馬を追

し得た情景である︒

げて行くさまは︑こうした近い付合において初めて描き出

界もあるのだ︒早駆けする主従が︑黒土を蹴立て︑巻き上

面で︑コマ送りのぎこちなさそのままに黒士蹴立ててゆく

草稿①御馬には鑓持計付ぬらん

︵前句︶足袋ふみよごす黒ぼくの道

なお︑この定槁に至るまでこの句は何度か直された︒

主従の姿が想起されてくるが︑それはけっして勝手な連想

草稿②御馬には鑓持計付ぬらん︵来︶

る︒私はつい無声映画の︑あの回転の合わない映画の一場

ではあるまい︒句自体にそう思わせる勢いを読み取るべき

草稿③お馬にはやり持／独付ぬらむ来

ひとり

やりもちばかりつき

付句である︒

前句の足袋から付句の従者が連想されての展開であること

﹁足袋﹂と﹁近従﹂は﹃俳諾類船集﹂にも掲出する寄合で︑

﹁黒ぼこの道﹂のイメージが変わるためであろう︒なお︑

ジされてくる︒早駆けの主従にふさわしく﹁ふみよごす﹂

ったが︑ここは乾いて土挨を巻き上げる黒土の道がイメー

の姿を言ったものとなろう︒前句打越では︑ぬかるみであ

が黒土を踏んでまっ黒になるのも構わずに疾駆する刀持ち

しれないが︑表現からはむしろ足袋を気にしつつも御馬に

体の勢いを失わせているようだ︒意図は早駆けの主従かも

の勢いを﹁鑓持計﹂に受けとめようとして︑かえって句全

を言外に匂わせようとしたか︒草稿①②は︑﹁ふみよごす﹂

う︒それによって︑あっという間に通り過ぎた主従の早さ

見て︑黒土を巻き上げてゆく姿を想像した句作りであろ

なっている︒おそらく疾駆していってしまったのを後から

実際に主君の馬に付き従う従者の姿を見ずに推量した形と

初案・草稿③の段階まで︑基本的に﹁らむ﹂で止めて︑

は明らかで︑しかも︑前句付句の世界は極めて近い︒連句

付き従う鑓持ちの姿が見えてくる︒③においてもことは同

前句と合わせれば︑前句の﹁足袋ふみよごす﹂は︑足袋

はあまり近い世界を描くのは︑展開がたりないので嫌う︒

様である︒﹁計﹂の限定が強いので︑﹁やり持独﹂と直した

︑

しかし︑それは原則論であって︑近くなければ描けない世
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ものだろうが︑それではかえって寂しさ．侘びしさがつき

活気ある町中

おひ︵皇おうまかたなもち

︵ナォ４︶でつちが荷なふ水こぼしけり兆

追たてて早き御馬の刀持

いったい︑裏の八句目﹁湯殿は竹の實子侘しき﹂からずっ

丁稚が担いできた桶の水をふとした弾みにこぼしてしま

まとい︑早駆けをする主従の勢いなどは伝わってこない︒

と侘びしさ・寂しさを噛みしめるような句が続いているの

った︑の意︒水をこぼした瞬間の勢い︑周囲の動揺などを

前句の情景を︑城下町などの人混みを追い立てるさまに

であって︑ここは是非ともそうした境地からは抜け出した

語勢をもってそうした寂しさや侘びしさから抜け出ようと

見替え︑その町の一こまに︑早駆けの主従とは別人の様子

感じさせる市井の生活の一こまである︒

したものではなかったか︒これではせっかくの意図が活か

を向かい合わせて︑町の騒がしさを描き出している︒二句

い︒そもそも前句を付けた芭蕉の意図は︑﹁踏み汚す﹂の

されない︒

しさの味わいからはすっかり離れた︒場面の展開は確かに

て裏の後半部から二の折の冒頭まで尾を引いてきた︑侘び

の改案とは一線を画す徹底的な改作であった︒これによっ

う︒前句は︑人混みが早駆けの主従によって乱され︑付句

別の場面をつなぎ合わせた付け方と見る方が自然であろ

﹁刀持﹂に対して別人を向かい合わせているから︑ここは

たと解しやすいと指摘しているが︑﹁でつちが﹂と前句の

合わせて市井の活気あふれるさまが︑勢いよく描かれてい

あまりなかったかもしれないが︑この気分の展開が大き

は丁稚のこぼした水によって人混みが乱される︒その波紋

結局定稿の形に収まったのであるが︑草稿③から定槁へ

い︒この句の価値は︑その気分の転じにあり︑芭蕉はそう

を重ねた趣向である︒﹁水こぼしけり﹂の﹁けり﹂が︑前

る︒諸注︑馬に追い立てられた丁稚が水をこぼしてしまっ

した一巻全体の気分の流れをも考盧して一句を改作してい

句の勢いによく応じている︒

の改作は︑句の勢いといい︑前句との呼応といい︑③まで

るのである︒
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屋敷内にあることを想像させ︑その庭に水をこぼしてしま

ったという事態を示している︒かつては井戸水を近所の

さびの色づけ
でつちが荷なふ水こぼしけり

人々が貰いに来るほどの屋敷も︑今では売り屋敷となり︑

うりやしき

︵ナォ５︶戸障子もむしろがこひの売屋敷蕉

近所の商家の丁稚が無神経にずかずか庭に踏み込んで水な

としゃ︑７じ

﹁戸障子﹂とは︑戸や障子を指すとも解されるが︑例え

どをこぼしている︑といった世界であろう︒浮世草子﹁西

いｉ

ば元禄六年六月﹁京入や﹂歌仙弓渡鳥集﹂所収︶の次の

鶴織留﹂︵元禄七年刊︶に︑息子の借金のために家を人手

に渡すこととなった母親がこう嘆いている︒

付合は︑むしろ板戸のことと解されよう︒

物からかひも宵の雑談丈艸

この町に井戸一つもない時より︑この屋敷を求めて︑

二代も手のかからぬやうにとて︑節なしの六寸角︑こ

戸障子の絵もすごう成秋の月去来
この付合は︑からかいながらの宵の雑談をするうち︑折

老母は︑先代とともにいち早く屋敷を求め︑標準の四寸

の年までこの大黒柱にもたれかかって︑水もらひに来

いることから見て︑杉や桧などで作られた板戸を言ったも

角材ではなく︑あえて六寸角の太柱を使って子供の代まで

からの月に戸障子に描いた絵もすごみが出て恐ろしく感じ

のである︒この芭蕉句の戸障子は︑これに対して外との境

保つようにと考えたこの家を︑まさか不出来な子の借財で

る者にかみさまとて腰をかがめさせ⁝

界に設えられたものであろうが︑おそらくは杉などの板戸

手放すとはなんたることか︑と嘆いても嘆き足らない様子

られるようになるというほどの意︒戸障子に絵が描かれて

のことと見るべきであろう︒芭蕉の付句は︑お屋敷然とし

である︒その口説きの中に︑今までこの家の主婦としてま

３

た家の︑外面の板戸が莚で囲われて売り屋敷となっている

た老母として︑井戸に水を貰いに来る者たちに︑かみさま

の︑家主に対する気遣いの基本を読み取っておくことは︑

と尊ばれて︑という条がある︒そこに︑井戸水をもらう者

情景を詠んだものである︒

前句の丁稚が担いでいた水をこぼすという動作と︑この
売り屋敷の情景との関わりは︑丁稚が水を汲む井戸がこの
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句をあしらった付け方だと見ることができる︒前句以前か

あしらひ

この付合の理解にも参考となる︒すなわちこの付句の丁稚

らの展開が大きく﹁会釈﹂の見本のような付けである︒

﹁糞﹂から﹁水﹂へ

も︑おそらくはこの屋敷の主に気を遣い︑水をこぼす粗相
など︑まことに不謹慎なことと注意深く水を運んだことだ
ったろう︒それが︑今ではほとんど気にも留めない︒この

きた︒世界も近く︑迫力もある世界であるが︑こう何句も

前句に至るまで二の折は︑動的な勢いのある句が並んで

いかにうまく付くと同時に︑付句といかに新しい世界を描

前句の推敲は︑一句だけを考盧しても意味がない︒打越と

連を挙げてその推敲課程を整理すれば次のようになろう︒

ところで︑この付合は︑前句が推敲されている︒今︑一

動きのある句が並ぶと︑読者は動きに慣れてしまってかえ

きうるかを考えつつ︑前句一句の表現を直してゆくのだか

屋敷の庭の踏み荒らされた感じさえしてくる付合である︒

って動きを感じなくなるものだ︒この句は︑そうした動き

ら︑である︒その意味でも︑三句の展開を見渡しながら推

草稿①②御馬には鑓持計付ぬらん

敲の意味を考えてゆきたいのだ︒

の対極とも言うべき︑ひっそりと静まりかえって動きのな
い世界を描いて︑印象的である︒ここまでの付合の流れを
吟味してきた芭蕉の着眼は︑さすがにそれまでの動きを活

ある︒とともに︑かつての屋敷が今や莚に囲われてひっそ

草稿③お馬にはやり持独付ぬらむ来

戸障子も莚がこひの売屋敷

わつばが糞を打こぼしけり

りとした様子は︑町人世界の活き活きとした躍動感を鎮

わつばがこゑを打こぼしけり生

かすべく︑静まりかえった世界へと世界を展開させたので

め︑そこに﹁さび﹂の色合いを付加している︒活気ある町

定槁追たて︑早き御馬の刀持来

戸障子もむしろがこひの売やしき蕉

れたようにある景色には︑さびれた雰囲気がある︒付け方

でつちが荷なふ水こぼしけり兆

並みの中に︑一軒荒廃した庭・莚囲いの家が置き去りにさ

から言えば︑前句﹁水をうちこぼし﹂たその場を描いて前
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戸障子もむしろがこひの売屋敷蕉

記述に即して﹁一句なくてもよからん﹂という芭蕉の言葉

この句の改作のポイントは二カ所ある︒すなわち︑﹁わ

をそのまま受け取っているが︑それでは︑ちょっと下品で

こ奮え︑７●ら

尋ねながら付けたもので︑それに対して芭蕉は︑﹁俳譜と

つば﹂から﹁でつち﹂へと︑﹁糞﹂から﹁水﹂への改作で

前句は︑初案﹁わつばが糞を打こぼしけり﹂を改めたも

いうものはそういうことを嫌うべきではないが︑しかし

ある︒草槁②から③への改作は︑﹁糞﹂を﹁こゑ﹂と仮名

目立つ言葉が登場するがそれを気にしなければ﹁糞﹂であ

﹁糞尿﹂は言葉として目立つから︑あまり多くは詠むべき

書きに直して言葉の印象を和らげてはいるが︑﹁こゑ﹂で

のである︵﹁去来抄﹄︶︒すなわち︑凡兆が芭蕉に︑﹁﹁糞尿﹂

ではなかろう︑せいぜい百韻に一つか二つ程度だ﹂とい

もやはり素材として目立ちすぎて﹁水﹂に直した︑といっ

っても良いのだろうか︒

い︑﹁この句の場合︑あえて﹁糞﹂とする必要もないだろ

た推敲のプロセスを想像させる︒もっとも︑草稿③はかな

のような下品な汚いことを句にしてもいいでしょうか﹂と

う﹂と答え︑凡兆は﹁糞﹂を﹁水﹂に改めたというので

り清書を意識した書きぶりで︑草稿本中唯一の二行の分か

なる︒しかも︑去来に従えば﹁糞﹂から﹁水﹂への改作

稿③から定稿への改作においてなされたものということに

ち平仮名書きか否かを詩の内容と結びつけて考えることは

詩の内容のみならず︑字面の配慮からも来ており︑あなが

ち書きでゆったりと書かれているので︑用字も︑そうした

５

ある︒この糞から水への改作は︑草稿類から推量するに草

は︑芭蕉の手になるものではなく︑凡兆の手になるものだ

問題があろう︒また︑﹁糞﹂という言葉にしても︑七部集

しんハタ

二炭俵﹄所収︑元禄六年十月﹁振売の﹂歌仙︶

新畠の糞もおちつく雪の上孤屋

ぬくみ

砂に暖のうつる青草野波

の︑つちに︑

ということになる︒したがって︑この﹃去来抄﹂の伝える
逸話は︑定稿への推敲が芭蕉と凡兆・去来三人による衆議
判によってなされたものであることを物語っている︒
ところで︑ここで私たちが考えなくてはならないのは︑
﹁糞﹂を﹁水﹂に改めた効果であろう︒諸注﹁去来抄﹂の
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おさ

ふき

門で押るる壬生の念仏芭蕉

こちゴヘ

東風風に糞のいきれを吹まはし同
言炭俵﹂所収︑元禄七年春﹁むめがかに﹂歌仙︶

揺をもたらす出来事が勢いをもって書かれるべきだったの

だ︒定稿への改作は︑そうした意味で︑場面を城下町など

人混みへと定位させたという意味で重要なのだった︒

そのことは前句と付句との関係においても言いうること

いそが

闇しう一臼搗て供支度芭蕉

であった︒童が糞桶をこぼしてしまった場面と板戸を莚で

などの例がある︒﹁尿糞﹂はたしかに強い言葉だが︑だか

先を横切るとは︑田畑への近道として通った感じとなる︒

の景として見えてくるのではなかろうか︒糞桶を担いで庭

コヱくむ

糞汲にほひ隣さうなり子珊

らといってそれを直す理由にはならないのである︒問題

田園風景といえば今まで第三・四句目の付合から表六句目

囲った売り屋敷との付合は︑都会というよりもむしろ田園

は︑それよりも何よりも︑﹁糞﹂から﹁水﹂への改作に伴っ

までの世界や︑裏に入って能登の七尾の冬︑湯殿の景︑さ

︵﹁別座敷﹂所収︑元禄七年五月﹁紫陽花や﹂歌仙︶

て﹁わつば︵童︶﹂が﹁でつち︵丁稚こに改められたこと

らにはこの折冒頭の﹁五六本生木つけたる潴﹂の句の世

童が危なげに糞桶を担ぎ︑それをこぼしてしまうという

と売屋敷とは自ずから異なりはするので世界が戻るという

界など︑本歌仙においてはたびたび登場している︒それら

ミヅタマリ

に注目すべきなのではなかったか︒

情景は︑町中の情景と言うよりもむしろ田舎の情景ではな

おそらく草稿①での︑芭蕉の意図は︑田舎の売り屋敷な

感じはないのではあるが︑しかし田舎の場面が多いのは気

った童との世界ということになろう︒田舎道では大して人

どを想定したものというよりも︑むしろ売り屋敷を出して

かろうか︒すると︑前句と合わせた世界は︑田舎道を早駆

通りもあるまい︒早駆けの主従の姿も︑糞をこぼした童の

場面を町中に転じようとしたのかもしれない︒が︑やはり

になるところだろう︒

姿も︑近接した時間︑近接する空間での景ではあろうが︑

﹁糞をうちこぼし﹂たというところ︑田舎の感じは免れ得

けしていってしまった主従と勢い余って糞をこぼしてしま

あまり関わりの少ないのが気になる︒ここは︑人々への動
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ない︒

ぎや唐がらし︵野波︶﹂の句が載るが︑その前言に﹁番椒﹂

混み︑町中の世界に転じるべく︑前句は推敲されたのであ

久しかりしゆへにや︑未詳︒﹁ほうづき﹂﹁天のぞき﹂

唐辛子の名を南蛮辛子といへるは︑彼が治世南蛮にて

とうがらし

の賛とも言うべき長文の俳文がある︒

る︒去来は﹁糞﹂という下品な言葉の扱いとして芭蕉の自

﹁そら見﹂﹁八つなり﹂などいへるは︑己が形を好める

かれこれ思い合わせて︑田舎の感じを明らかに町中の人

由さを語るべくこの逸話を取り上げたのであろう︒しか

人々の玩びて付けたるなるべし︒皆︑優しからぬ名目

をの

し︑ここでの推敲の意図は︑明らかに別にあると言わなく

は︑汝が生まれ付きのふつっかなれば︑天資自然の理︑

もてあそ

てはなるまい︒凡兆も︑去来も︑そうした付合の世界の出

さらさら恨むべからず︒彼が愛を受くるや︑石台に載

しあはせ

来上がり方や︑一巻の見渡しへの目が欠けている︒いった

せられて︑竹縁の端の方にあるは︑上々の仕合なり︒

つるべ

い連句の詩性とはいかなる所にあるのだろうか︒芭蕉と弟

赤く熟した実が一斉に天を向いて生る唐辛子︒それを観

ず︒⁝

く見え侍るを︑朝顔のはかなき類には誰々も思は

すりばち

子二人との間には︑連句の詩そのものに対しての認識に︑

ともすれば摺鉢の割れ︑底抜けの釣瓶に培はれて︑屋
つまほし
根の外れ︑二階の端︑物干の日陰を頼めるなど︑危う

う叩やしき

大きな隔たりがあったかのように思われる︒

時の推移への着眼
としゃうじ

賞用に石台に載せて竹縁に置いてあるのは︑なかなか大切

戸障子もむしろがこひの売屋敷

孑ォ６︶てんじやうまもりいつか色づく来

な扱いで︑ややもすると︑割れた摺鉢などに植えられて︑

屋根のはずれや二階の端や物干しの日陰など危うき場所に

とうがらし

﹁てんじやうまもり﹂は唐辛子のこと︒﹃俳譜歳時記栞
草﹄には﹁天井守﹂と表記する︒秋七月の季語︒一七世紀

置かれながら︑しかもだれも心配しない︒以下︑食用面で

たばこ

初頭︑慶長年間に煙草とともに渡来し︑南蛮胡椒の異名が

の話に話題が移るが︑なかなか面白い文章だ︒安東次男氏

うゑもの

ある︒﹃炭俵﹄下巻﹁秋植物﹂の巻軸に︑﹁石台を終にねこ
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っている﹂と鑑賞している︒魅力的な解だが︑ただし︑か

の愛を得たが︑いまは捨てて顧みられない草花の哀れを言

上目守だ︑と去来は眺めているのであろう︒一度はあるじ

ま秘ゞ誰が捨てたか︑売屋敷の庭の片隅に投出してある天

わしいのは︑摺鉢の破れ︑底抜けつるべなどに植えられた

は︑この文を踏まえて﹁前句の﹁むしろがこひ﹂に似つか

らず︑この形では︑赤く色付いたのを見いだしたことに主

﹁うちこぼしけり﹂との同字がルールに抵触する︒のみな

く﹂と初案の形に直している︒﹁色付にけり﹂は︑打越の

稿③で﹁色付にけり﹂と試み︑定槁では再び﹁いつか色づ

せるのである︒なお︐初案﹁いつか色付﹂︵草稿①︶を草

捨てて置かれた売屋敷に過ぎていった月日を改めて実感さ

る︒その過去へと遡る思いが︑人々から忘れられたように

配つノ︑

つて愛でられた唐辛子が今や捨てて置かれるなどと︑野波

眼が置かれて︑かえって時間の経過への詠嘆が薄れること

庶民の秋の夜

一句は︑月が明るく射してくるのを頼りに一人ひっそり

子ォ７︶こそこそと草蛙を作る月夜ざし兆

︵ノ︑︶わらぢ

てんじやうまもりいつか色づく

づき

の視線を踏まえて唐辛子のイメージを味わいすぎると︑前

となろう︒かれこれ考えて初案に戻したものであろう︒

８

句と打越との︑かつては隆盛した家も今や売り屋敷となっ
たという盛衰の味が続くことになって三句がらみとなり︑

かえって連句の展開を損なうことになるので︑注意した
い︒ここは︑割れた摺鉢や何かに植えられた唐辛子が︑顧
みる者もいないままに捨てて置かれてあるさまで︑それが

いかにも売り屋敷の風情に合うものとして持ち出してき

付句は︑その唐辛子がいつの間にか赤く色づいている︑

密やかな様子が示されている︒﹁こそこそと﹂などの擬態

光が明るく射すこと︒﹁こそこそと﹂に草軽を作る人物の

と草畦を編む︑夜なべ仕事のさま︒﹁月夜ざし﹂とは︑月

の意︒前句の叙景に︑秋の景物をもって応じて︑売り屋敷

語のニュアンスを再現するのは難しいが︑﹃正章千句﹂第

た︑という程度に留めたい︒

の侘びしげな景を描き出している︒﹁いつか色付く﹂と

九百韻に﹁真白な卯花月も更る夜に﹂に付けて﹁垣根こそ

マツ

は︑いつの間に色付いたかと時間を遡る思いを表してい
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も夜が更けて冴えてくる頃︑卯の花の垣根を密かに盗人が

こそせせる盗人﹂とあるのは︑参考になる︒初夏の月の光

夜の家内の様子に転じている点にも︑この句の価値があ

る︒また︑名残の折の折立から続いてきた外の昼の景を︑

事に精を出す人物の登場によって新たな展開をはかってい

０

侵入しようとしているの意で︑どこかおかしさのある言葉

なお︑前句に秋季が出たので︑月の句が引き上げられて

ブ︵︾Ｏ

らに人に気付かれぬようにこっそりとの意であろう︒すで

詠まれた︒この折の月の定座は︑表二句目であるが︑そ

である︒ここの﹁こそこそ﹂も︑この例と同じく︑ことさ

に皆が寝静まっている時刻︑周囲にはばかって夜なべする

こは芭蕉が詠むところであり︑すでに芭蕉は初折裏の月を

一ノ０︑︺わらぢ

おきはつあき

こそこそと草鮭を作る月夜ざし

一句は︑初秋の夜更け︑衣服の蚤を振り払おうと起き出

︵ナォ８︶蚤をふるひに起し初秋蕉
のみ

あふれる生活感

引き上げたものと考える︒

詠んでいるので︑弟子のどちらかに譲るべく︑予め定座を

人物の様子を描き出している︒

前句と付け合わせると︑前句の﹁いつか色付く﹂に時節
の推移を見込んで︑秋の夜長の夜なべを趣向した付けとい
うことになろう︒前句一句では︑唐辛子の実がいつの間に
か色付いていると時節の推移に主眼があるが︑付合におい
て﹁いつか色付く﹂は︑むしろそんなことにも目をくれる
余裕もなく生活に精を出している農民の様子︑ということ
になろうか︒だが︑あたかも月夜に天井守が赤く色付いて

登場させ︑叙景句三句続くのを避けた︒このように叙景句

打越・前句と叙景句が二句続いたので︑付句では人物を

起き出して衣服の蚤を払い落とそうとする動きを表してい

覚えて目を覚ますと︑寝ようにも寝られなくなり︑ついに

秋まだ盛んに活動している蚤ということになる︒かゆみを

したさまである︒﹁蚤﹂は夏の季語であるが︑ここでは初

からそこにふさわしく存在する人物を登場させる付け方を

る︒ここでの﹁初秋﹂は︑清々しさよりもむしろ︑夜はこ

行くかのような感覚もあって︑美しい詩となっている︒

起情という︒寂しげな秋の景色から︑こそこそと夜なべ仕
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の中に定位させているのである︒

る︒それが︑この寝苦しさに響いて︑一句を季節の生活感

とに涼しさを覚えるとはいえ残暑に近い時候を意味してい

口を鎖さぬ残暑の体として︑そこに涼しくなったとはいえ

いる︒前句の﹁月夜ざし﹂をたよりに仕事するさまを︑戸

見出しの下に﹁更くるまで戸口をささぬ﹂という語が出て

いまだに動く蚤に悩まされる人物を登場させてきたのも︑

伝統的な残暑の構図を活かした付合と言うべく︑それがこ

前句の﹁こそこそ﹂という言葉に︑家人が寝静まった夜
更けの夜業と想像し︑妻などが一眠りして起き出した場面

の句の詩情を支えているのである︒

おきばつあき

おちますおとし

子ォ９︶そのままにころび落たる升落来
︵︑︶

蚤をふるひに起し初秋

のみ

タイミングがもたらす笑い

を趣向とした付け︒士芳がこの付合について﹁こそこそと
いふ言葉に︑夜の更けて淋しき様を見込み︑人一寝まで夜
なべするものと思ひとりて︑妹など寝覚めして起きたるや
うに別人を立て︑見込む心を二句の間に顕すなり﹂含三冊
子﹂︶と述べているように︑前句の夜なべする人物に対し

し﹂とは︑前句の人物と位を合わせて︑起き出した人物を

を向かい合わせた付け方と考えられる︒﹁蚤をふるひに起

意である︒﹁ころび落ちたる﹂とは︑今まさに転がり落ち

のままに﹂は︑ここでは鼠も掛からずに仕掛けたまま︑の

掛けたまま︑鼠も掛からずに升落が転がり落ちたの意︒﹁そ

ねずみ

﹁升落﹂は︑鼠を捕るための仕掛けのこと︒一句は︑仕

表現したものである︒月明かりの下で︑こっそりと音もあ

たのであって︑何も掛からぬまま独りでに落ちたというこ

て︑起き出してきた別人︵土芳は﹁妻﹂を想定している︶

まり立てぬように仕事をしている人と︑寝られぬままに

と︑そしてその音が︑一句の中心である︒

と︑夜更けに響く升落が転がり落ちた音︑その偶然の組み

た情景を描いたものである︒夜中︑寝巻を払いに起きた人

この句は︑前句の夜中に寝覚めた人物が耳にし︑目にし

﹁ええい﹂と起き出した︑寝ぼけた人の動作と︑その取り
合わせが︑いかにもありそうな生活の一こまを描き出して
いる︒

連歌の付合語を記した﹁随葉集﹂には︑﹁残る暑さ﹂の
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た反動で升落としが落ちたとする︒また︑近代の諸注は︑

関係に捉え︑蚤を振るい落とすためにどさどさと走り出し

に滑稽感を与えている︒原田曲斎は︑前句と付句とを因果

係あるかのように同時に起こったというのだ︒それが読者

てその手応えのない軽い響きと起きる動作とが︑まるで関

い空振りの軽さというか手応えのなさを表している︒そし

はよく響く︒その響きがいかにも軽く︑鼠の掛かっていな

合わせに貧家の侘びしい光景が浮かび上がる︒夜更けの音

落になぜ前句の人物が着目したかを考えてゆくと︑荒れ鼠

すでに落ちている状態を示して︑音も動きもない︒その升

る︒﹁打こけてある升落シ﹂では︑鼠も掛からぬままに︑

ま︑に打こけてある升落シ﹂であったことが分かってい

見方をしてみようか︒草稿①③から︑この句の初案は﹁其

ことで言葉の連想の根を断っている︒いや︑すこし穿った

の動きをずらし︑むしろ﹁升落﹂の動きに焦点を合わせる

の発想の元はおそらくこの連想にあったろう︒その荒れ鼠

﹁寝覚め﹂と﹁荒れ鼠﹂は付合語︵﹁俳譜類船集﹄︶・去来

えば︿くしゃみと同時に植木鉢が棚から落ちた﹀などとい

同時に起こったところに付合の魅力も滑稽もあるのだ︒例

その関係のない二つの物事が︑あたかも関係があるように

る︒この付合は︑むろん前句と付句に因果関係はない︒が︑

を味わっていて︑連句をまじめに捉えすぎてしまってい

したところが︑この付合の命だった︒もはや荒れ鼠の姿は

合の中心にある︒それを︑﹁ころび落ちたる﹂と動きを出

たかったのではないか︒家の中の侘びしさ︑いぶせさが付

る︒去来は︑その役にも立たぬ升落と荒れ鼠とを描き出し

升落とかけずり回る鼠のうるささが描かれているのであ

は﹁荒れ鼠﹂は付合の世界に存在しており︑役にも立たぬ

その

逆に因果を切り捨て︑あくまでもそれは同時に起きたこと

がしたい放題に天井を駆け回っていて︑升落はどうしたの

う場合を考えてもいい︒日常の中で︑偶然のタイミングが

消え︑タイミングの面白さばかりが付合の中心に据えられ

ち

として書かれていて︑因果関係はまったくないとし︑偶然

かと見たという場面が見えてこよう︒つまり︑初案の形で

もたらす無関係な物事同士の関わりは︑それ自体私たちの

ることとなった︒加えて︑前句の﹁起きし﹂の語勢を﹁こ

．？

の二つの動作が醸し出す夜の寂しさ︑音の響き渡る静かさ

笑いを誘うものなのではなかろうか︒
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ろぴ落ちたる﹂と応じて︑二句響きあっているところも見

りも家の人から忘れられてしまっているところが︑この付

いるのだ︒とすれば︑納戸の奥まった辺りなど︑というよ

ば︑前句を︑鼠の掛からぬままに落ちた升落が︑納戸など

合で描かれた場面ということになろう︒付け方からいえ

逃せない︒

無用の物の存在感

の隅に転がっているとその場を見定め︑そこにありそうな

おちよすおとし

そのままにころび落たる升落

物をあしらった付け︑ということになる︒だが︑実はその

はんひつ

孑オリゆがみて蓋のあはい半櫃兆

た升落と︑まともに使えない半櫃と︑無用の物をあえて取

場所を描くことに主眼があるのではない︒役に立たなかっ

である︒一句は︑反り歪んで蓋が合わなくなった半櫃︒

り出し︑並べたところにこそこの付合のねらいがある︒よ

前句に続けて家の中にある物を取り出して見せた形の句

﹁半櫃﹂は︑長持の半分の大きさで︑衣類や諸道具を収め

く童話の題材に︑壊れてうち捨てられ︑子どもたちから忘

れられてしまった人形たちが出てくるが︑そんな物語性︑

ながもち

るのに用いたが︑上等の物というよりも︑仕着せの布子や
がらくたに近いものを入れておく入れ物であった︒その蓋

存在感が︑壊れ捨てておかれるようにして忘れられた物た

２

が歪んでしまって︑身と合わなくなってしまっていると

ちにはつきまとう︒

この付合にあるのは︑みすぼらしさ︑侘びしさといった

は︑もう使い古して役に立たぬ半櫃ということになる︒中
に入れられている物も︑ほとんどがらくたと言えば言えそ

配されている︒この付合にあって前句は︑転がり落ちたま

前句と並べて︑役に立たなかった升落と無用の半櫃とが

こそ︑詩人の視線と言っていいだろう︒その詩人としての

物たちの存在感︒そんな︑物への日常の見方を離れた視線

ではなかろうか︒日常の価値観では計れない無用となった

感覚よりも︑むしろどこか妙におかしな無用の物の存在感

まで︑の意となろう︒仕掛けられてそこにあるのではなく︑

目の向けどころがこうした無用物だというところに︑俳譜

うな無用の物であろう︒

がらくたとしてそこに顧みられることなく放っておかれて
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ことであるが︑例えば﹁ゆがみ柱﹂の語があり︑また少な

た︒﹁ひづみて﹂から﹁ゆがみて﹂への推敲は︑最終の定
ゆがひず
稿化においてである︒歪みも歪みもともに︑ゆがんでいる

なおこの句の初案は﹁ひづみて蓋のあはい半櫃﹂であっ

あたかもジグソーパズルの空いたところに︑ふさわしい一

一句を︑言葉を︑紡ぎ出してゆく作業だったに違いない︒

連句の全体を見渡しながら︑その前後の展開にふさわしい

気がつくままに直していったと考える方がむしろ自然だか

蕉がそのような添削をしていったかどうか甚だ怪しい︑と

いながら和歌にも詠み込まれているのに対して︑ひずみが

ピースを探し出すように︑言葉を選び抜いてゆく作業が︑

作者の本領がある︒いわばこの付合世界は︑俳味たっぷり

中世以来使われるようになった言葉で︑和歌には詠まれな

連句の推敲においては必要とされるだろう︒その意味で︑

いうことだ︒あれこれ連句を読み直しつつ︑あちらこちら

いことからも想像されるように︑ゆがみの方が曲がったも

推敲してゆく芭蕉の脳裡には︑まぎれもなく連句の緊密な

の世界なのだ︒

のの形容として一般的であった︒また︑ひずみが正規との

全体構成が見えていたはずである︒その全体構成のイメー

ジに︑芭蕉にとっての連句の魅力が存していると思われる

らである︒その時︑芭蕉にとって推敲︑もしくは添削は︑

ずれに焦点を合わせた言い方であるのに対して︑ゆがみは
物のねじれ曲がる特徴を示して︑おかしみがある︒

って︑一つだけ︑書いておかなくてはならないことがあ

ことで︑芭蕉の推敲過程を考えてみた︒稿を終えるにあた

以上︑名残の表の折立から十句目まで︑草稿を読み取る

平成一四年︶に注釈を試みた︒併せて参照いただける

方法ｌ連句というコミュニケーション﹄︵角川選書・

表二句目から名残の裏二句目までは︑拙著﹁芭蕉の

仙初折裏四句目までと︑裏九句目．一○句目︑名残の

が︑それについては別の機会に考えてみたい︒

る１．ここまで私は連句の進行に即してあたかも句が添

と幸甚です︒

おわりに

削されていったかのように述べてきたが︑実のところ︑芭
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云々﹂とあれば田舎道と思はれるが︑﹁でつちが水を

云々﹂によって市街地に変ったといへよう﹂とすでに

②湖中﹃鳶羽集﹄に﹁一斗の地子はかるといふより︑
痩村の貧しき者ども︑おほく下田のみを作り居る体と

指摘がある︒

南蛮ヨリ出ヅ︒慶長年中︑此ト煙草ト同時将来ナリ﹂

︑﹃和漢三才図会﹂﹁番椒﹂の項に﹁按ズルニ︑番椒ハ

転じたりｃ水たまりへ生木など漬けて︑渡り道となし
たる︑極めて下田の貧村にあり﹂とある︒

側この例句を挙げて杉の板戸として解釈している説

⑧﹁芭蕉七部集評釈﹂二三二頁︒

とある︒

田義秀は︑﹁その﹁戸障子﹂に売屋敷の規模の一端が窺

側山田孝雄氏﹃俳譜語談﹄︒

に︐天野雨山・志田義秀﹁猿蓑連句評釈﹄がある．志

はれる﹂と述べている︒杉の板戸などを用いていると

⑩阿部正美氏﹃芭蕉連句抄﹂第八編︑二四五頁にこの

⑫頴原退蔵﹁江戸時代語の研究﹂

︵早稲田大学助教授︶

本も多い︒古典文庫﹁随葉集﹂による︒

⑪﹃随葉集﹄は江戸時代初頭の成立と考えられる︒刊

用例を指摘している︒

ころからして︑大きな屋敷をイメージするというので
ある︒

側﹃西鶴織留﹄巻二の二﹁五日帰りにおふくろの異
見﹂．なお︑この例は注３の﹁猿蓑連句評釈﹂に指摘
がある︒

側﹃去来抄﹄には︑﹁初は﹁糞﹂なり︒凡兆日︑﹁尿糞
の事申べきか﹂︒先師日︑﹁嫌べからず︒されど︑百韻

といふとも二句に過ぐべからず︒一句なくてもよから
ん﹂︒凡兆︑﹁水﹂に改ム・﹂とある︒

恂このこと自体は︑伊藤正雄氏﹃群部轄芭蕉連句全解﹂

︵河出書房新社・昭和五二に﹁﹁わつばがこゑを
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エッセイ

父ごつ菱ご

林しげと

世紀余を要した︒連句は︑正岡子規が﹁連句非文学論﹂

︵明治二六︶を唱える以前から俳詣史の上に︑たとえば七

部集のような誇るべき業績は残していなかった︒蕪村や一

茶にしても連句に比べると発句︵俳句︶の方がずっと読み

ごたえがある︒芭蕉の時代とは違って︑おそらく連句は俳

詰の本流から逸れてしまったのであろう︒しかし存在感を

喪失した連句は︑決して消滅したわけではない︒ましてや

子規の﹁連句非文学論﹂のせいで世間から追放されたので

もない︒﹁連句辞典﹄︵昭和六一︶の人名篇と連句略史は︑

近代における関連人物や事項について簡明に記述すると同

む︑連句について考える︑書く︑話し合うなど︑身辺生活

辛うじて命脈を保っている感じである︒新派旧派の一部の

これによれば︑とにかく新しい俳句革新運動の陰で連句は

昭和四十年代後半から五十年代初頭にかけて安東次男氏
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オムニバス風身辺連句楪記

はじめに

で趣味の連句が日常化している︒そういうことを幾つかの

有志によって俳譜の伝統が水面下で守られてきたのであ

時に作品も掲載しｎそのアウトラインを教示してくれる︒

項目に分けてオムニバス風にささやかな三人称形式の連句

る︒一般に当時の作品は︑なかなか人の目に触れる機会が

なかったようだし︑読む関心も払われていなかったのでは

元禄時代︑天明期を除いてとくに幕末以降︑連句は衰退

の正続﹃芭蕉七部集評釈﹂は︑連句に対する有識者やメデ

なかろうか︒

した︒連句がいま私達の間で親しまれるようになる迄に二

一連句前史×復興期

体験を書き散らした︒流し読みしていただきたい︒

連句会に行く︑たまに連句の旅もする︑連句の本を読

小

潜在していた連句を人々に開放するきっかけを作ってくれ

他の入門書も刊行されるようになって︑各地にほそぼそと

どは連句に関心を持ち始めた人々を大いに啓発し︑引続き

イァの注目を呼び︑東明雅氏の﹃連句入門﹄︵昭和五十︶な

常・固有名訶などの素材をなんでも用いる︒月・花の句は

る︑所々に季語入りの句を挟む︑恋・旅・酒・神仏・無

芭蕉連句の解説だけが頼り︒長短の句を交互に一定数付け

テキストがないので友人のうろ覚えの知識や︑文学全集の

された︒﹁連句年鑑﹄創刊号︵昭和五七︶によれば︑会員

りで全国組織﹁連句懇話会﹂︵現連句協会の前身︶が設立

昭和五六年︑阿片瓢郎︑大林杣平︑岡本春人氏らの肝い

ても︑続けた︒懇話会に入り︑交際範囲が広がり︑鹿の

導を受けた︒連句などをやると俳句がダメになると言われ

呑み込めなかった︒そのうち阿片瓢郎︑石川宏作氏らの指

くほど変化する︑もとに戻らないことで︑このことがよく

必ず入れる︒大事なのは前の句から転じる︑先へ行けば行

数三一四人︑五四グループが登録した︒推定実作者の方は

会︑都心連句会︑杏花村塾︑横浜義仲寺連句会の座に連ら

た︒

七四八人を数えている︒懇話会の出発によって連句は再生

なったり︑遠方の窪田薫︑鈴木春山洞︑佐野千遊氏らとも

文音できるくらいになった︒今は亡き清水瓢左︑東明雅︑

し︑後年︑国民文化祭にも参加し︑とうとう短詩型分野で
の公民権をゲッ卜した︒この時期こそ連句復興期の始まり

見学玄︑三好龍肝︑戸塚黒猫子︑宮脇昌三︑高遠馬山人︑

プ数は二五五︒会の設立当初に比べて会員数は三・一倍︑

平成十七年現在の連句協会の会員数は九七八人︑グルー

三Ｓ連句会の場合

って幸運であったと思う︒

村野夏生などの大先輩に出会えたことは︑実作者の彼にと

と言うべきである︒

二ひとりの実作者
ここに登場する実作者の名を仮りに彼として置く︒彼が

連句を知るようになったのは︑昭和四十年代後半であっ
た︒連句歴は︑そんなに古くはない︒職場の俳句サークル
の友人のリードで五︑六人の同僚と手探り状態で始めた︒
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または合同の連句集の刊行︑会報の発行などは︑グループ

祭などへの参加程度・募吟の応募数・入選・入賞度︑個人

数とその発表︑地域連句大会の行事︑全国大会︑国民文化

よって把握される︒その年の例会の回数︑出席者数︑作品

ちである︒連句会の実態は︑グループや個人の活動内容に

そ半分︒とにかく今の連句界を支えているのは︑この人た

を載せているのは一三六グループで︑登録グループのおよ

おそらくその倍は下らないであろう︒﹁連句年鑑﹂に作品

グループの方は四・七倍に膨らんだ︒未登録の実作者は︑

れる︒会場は市民会館の会議室︒初心者コースも新設︑例

この収入と文化祭における市の助成金によって会は運営さ

催の文化祭行事の連句大会を催し︐会費はいずれも千円︒

た︒月一回例会︵不定期︑週日︑午後︶を︑年一回は市主

化団体とも連携︑連句活動が地域に密着するように努め

文化団体﹁趣味の会﹂に加わり︑行政機関や地元の他の文

する友人たちや新人︒男女とも熟年の方が多い︒会は市の

三人︒固有の会員は若干名︒参加者は他のグループに所属

が︑会のそもそもの狙いであった︒発起人は︑彼と仲間の

などを図り地域文化の発展に少しでも寄与したいというの

地域の方や各地の愛好者が約四十人ぐらい︵ほぼ八卓︶で

の実体を知るバロメーターとなる︒各地連句大会の実施状

ができるが︑個々の連句会の内容については連句協会記念

実作︒例会の捌きは話し合いで定め︑流儀は捌きに一任︑

会出席者は毎回十五人ぐらい︵ほぼ三卓︶で大会のときは

誌﹃現代連句集﹂Ｉ及びⅡ︵平成四及び十四︶の簡単な紹

年間の作品は選んで﹁作品集﹂に収め︑参加者に配付す

況や作品については概ね﹃連句協会報﹂によって知ること

介記事によるほか知ることができない︒全国組織の核をな

る︒過去の実績として吟行会︑連句関係資料展︑茶俳諾︑

ていただいた︒どの連句会も同じ程度の活動をしているの

す肝心な個々のグループが具体的にどう運営・実施されて

平成八年の誕生から十年目になるＳ連句会を例に挙げよ

かもしれない︒それゆえＳ連句会は︑ごく平均的なグルー

また連句大会ごとにベテラン実作者を講師に招き講演をし

う︒解放的な︑自由参加方式の連句会を作って連句の普

プとみてよい︒ただ長続きしてくれたら︑と思う︒

いるのか興味をそそられる︒

及︑市民の連句に対する認識を喚起し︑連句交流圏の拡大
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うことが︑ままある︒連句における付けと転じの呼吸︑付

れ︑途中で挫けてしまう人もいて折角の新人を失ってしま

の付合が要求される︒連句固有の面倒なルールにも悩まさ

なく︑いかに入門コースといっても一座では先輩と並んで

育成については︑グループは俳諮の専門的な教育機関では

急務と知りながら︑これは悩みの種である︒つぎの新人の

うのが現状である︒若い人たちに連句を伝えてゆくことは

句に時間を費やすこのような連句会への参加は難しいとい

生や社会人は連句にかかわる余裕がない︒そのためか︑連

ら連句復興は︑ずっと早まったのではなかろうか︒平成十

真価を理解し︑子規の説にかかわらず俳諾に熱心であった

の連句に対する認識不足は否めない︒もしみんなが連句の

隅に追いやったわけではない︒当時の大多数の俳譜関係者

微していて︑子規の﹁連句非文学論﹂だけが連句を俳諸の

もっと残してくれてさえいたらと思う︒連句は幕末より衰

て︑やっと連句の面白さに気付いた︒読めるような作品を

強に入る暇がなかった︒晩年といっても二十代終りになっ

ための改革に急であった︒すこしはやったが︑本格的な勉

二十代の子規は︑陳腐な月並俳諸を文学的水準に高める

問題は若い世代の参加と新人の養成である︒まず若い学

句の端的な表現などを覚えるまでには年期と辛抱を要する

七年版﹃連句年鑑﹄所収の神野昭氏の﹁連句愛好者子規﹂

つけあい

ことではあるのだが：⁝・・連句の普及は︑こういう制約と

は彼の連句的業績を綿密な資料によって追跡し︑連句非文

四連句非文学論

好者としての彼の肯定的姿勢を明らかにした点で評価され

始めたころ︑世間で連句が無視されているのは子規の﹁連

主題︑情感の欠如︑全体的不統一性などを指摘している

﹁連句非文学論﹂は主として連句における知識的偏向︑

なければならない︒

句非文学論﹂のせいだと屡々聞かされた︒子規は近現代連

が︑これは一般的な西欧文学の尺度による判断に過ぎず︑

話題を変えて︑こんどは正岡子規について︒連句をやり

学論者としての一面のみならず︑むしろ晩年に至る連句愛

の根比べかもしれない︒

○

句の宿敵のように非難された︒しかし必ずしもそうではな
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い

全然連句の真価を揺るがすものではない︒森羅万象を素材

いられないし︑付合の因果関係が許されないので作品の統

絶えざる変化が求められるので一つのテーマにこだわって

﹃猿蓑﹂︑﹃續明烏﹄︑﹃五車反古﹂の三冊の俳耆のことで︑

序﹂︵明治三二︶においてである︒この三佳書というのは

子規が連句の面白さについて言及したのは﹁俳譜三佳書

五炭俵

一ということに縛られてはいけないのが原則である︒また

芭蕉七部集の﹃猿蓑﹄は元禄期を︑蕪村七部集の﹁續明

とする連句は︑常識的知識が不可欠である︒また一巻には

連句の面白さは人事句のやりとりにあって︑杼情的である

烏﹄と﹁五車反古﹄は天明期を代表するもっとも優れた俳

諸の撰集だから︑俳人にとっての必読書だと推薦している

よりは叙事詩的交響の方が遥かに効果的である︒
つまり連句の文学的特徴は﹁連句非文学論﹂の主張とは

のである︒

﹁猿蓑﹄については︑古来俳譜の古今集とも賞賛され︑

虚子・年尾親子や松瀬青々︑坂本四方太︑岡本松濱らの

る命終を迎えるに至った彼が惜しまれる︒子規没後︑高浜

的な宗匠俳譜に対する連句革新に着手しないまま︑早すぎ

の境地の変化は︑子規の連句観の進歩を示している︒因襲

著し︑蕪村俳句の真髄に迫り︑近世俳譜史において芭蕉と

はとくに素晴らしい︒子規は﹁俳人蕪村﹂︵明治三十︶を

の羽﹂︑﹁市中は﹂︑﹁灰汁桶の﹂︑﹁梅若菜﹂などの猿蓑連句

完成度の高さはどの参考書もが説くところであって︑﹁鳶

の旅で不易流行と高悟帰俗の理念を体得して︑その作品の

ジ今

正反対の極にあったのだ︒これは俳句革新のあまり︑青年
客気の子規の勇み足のように思えてならない︒﹁連句は文

﹁ホトトギス﹂系の俳人も連句に携わり︑子規のため連句

並ぶ地歩を占める蕪村の発見者として知られる︒印象鮮明

いまでも七部集の白眉としての評価は動かない︒みちのく

がすっかり消滅してしまったのではない︒﹁連句非文学

で湯落な蕪村の句を好んだ︒﹁俳詰大要﹂︵明治二八︶の第

学に非ず﹂から﹁連句ほど面白いものはない﹂への最晩年

論﹂による子規の名誉は挽回されなければならない︒

八﹁俳諾連歌﹂では実例としてわざわざ﹃五車反古﹄所収
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の脇起俳諸︵半歌仙︶を挙げて連句を解説している︒それ
ほどだから子規が芭蕉とともに蕪村系の﹃續明烏﹄と﹁五

車反古﹂とを三佳耆のなかに採り上げてもおかしくはな
い︒以上は子規の気に入った作品で︑同じ七部集でも蕉風

開眼期の﹁冬の日﹂の気韻が好きだという人もあれば︑
﹁炭俵﹂の人情世態の淡々たる風体がいいという人もいて︑

の序︶俳風であった︒

御頭に菊もらはるるめいわくさ

娘を堅う人にあはせぬ

奈良がよひおなじつらなる細基手

ことしは雨のふらぬ六月

︵﹁むめがかに﹂

野波
芭蕉
野玻
芭蕉

の巻より︶

ず︑一方芭蕉は﹃猿蓑﹂後の新風を探していた矢先であっ

い︒題材も表現も日常的で︑平易だし︑流れもさらさらと

いわゆる重くれ︑ねばり︑力み︑飾り気︑念入りがな
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その人の個性や趣味感に応じてさまざまである︒

明しらむ籠挑灯を吹消して

肩癖にはる湯屋の膏薬

上おきの干菜刻むもうはの空

孤屋
利牛
野波
芭蕉

た︒彼らはしばしば深川の芭蕉庵を訪れているうちに︑た

してスムーズなので︑やはり実作の手本にしたくなる︒し

馬に出ぬ日は内で綴する

とえば﹁空豆の﹂の巻のような作が生れた︒そのころのい

かしそれだけにむかしから上っ面で通俗的に陥り易いこと

︵﹁振責の﹂の巻より︶

くつかの発句や連句を集めて出来たのが﹃炭俵﹄で︑﹁浅

が指弾され︑原田曲齋︵文化十四〜明治七︶は﹁七部婆心

り穀﹄

き砂川を見る如く︑句の形︑付心ともに軽き﹂含別座舗﹂

人たちは晦渋で奇態を好む当時の俳壇の傾向に飽き足ら

ばらんな庶民的味わいが彼向きなのであろう︒江戸蕉門の

たところがなく︑わかり易く︑楽な気持で読める︑ざっく

は︑芭蕉晩年の風調ｌ軽みの代表的作品集である︒気取っ

実作者の彼は︑どちらかといえば炭俵党である︒﹃炭俵﹄

○

録﹄︵万延元︶で︑炭俵のような軽みの俳風は真似ると色

を踏んではならない︒

な風体が誤用されて軽率な作風になりかねない︒前車の轍

蓑﹄の延長線上において追及されてきたところの高く悟っ

に欠ける︑などと厳しい︒芭蕉の軽みは﹁冬の日﹂︑﹃猿

か︒いや現代連句は︑軽みの亜流であることはない︒元禄

それならば古典的な軽みの方は諦めなければならないの

さて高く悟るという境地は︑凡人にはなかなか縁遠い︒

寸

の青いところは似ていても田舎菜に酷をかけたようで風味

て俗に帰る新風でこそあれ︑決して手っ取り早い安直な代

でも天明でも天保でもなく︑現代の人間・世相・心情の虚

あ

物ではない︒軽みは俗に帰る反面のみにこだわった結果︑

実を︑自然を表し︑俗にいて俗に流されないナイーブな詩

う心掛けている︒

初汐や松に浪こす四十島

明雅
靜生
四月
良美
文夫
草介
螢子
下略

子規居士

趣の文芸でありたいものと︑彼は虚心坦懐の気持になるよ

や

後になって俳譜の衰微を招いてしまったのだと言われてい
る︒

では現代連句は︑どうなのか︒おそらく実作者の彼の場
合︑スキップ感覚で捌いているのではなかろうか︒この感
覚は︑元禄の軽みとは次元の異なる現代の俗っぽさに起因

豐旗雲を染めて出る月

コーラスの揃へば風も爽やかに

しているかもしれない︒テンポの飛躍︑行間の余情の欠
如︑駄泗落︑知識の切り売り︑一巻の図式的展開︑ルール

楽しきことの続くこのごろ

瓜畑日灼けし瓜の転がりて

の機械的運用︑風化した類型的語法︑口語体︑文語体の混
用︑冗舌な人情描写︑常套的恋句︑報告的な時事句︑ムー

ワ薬湯にひたれる肌のなめらかに

麦藁帽子新しき人

ことができるだろう︒連句の庶民性︵大衆的性格︶から考

胸のときめく口づけのあと

ドの喪失などがスキップ感覚のマイナス因子として挙げる

えてスキップ感覚的な俗の描写は止むを得ないにしても︑
実作の場でこういう感じが習慣化してしまうと軽みの純正
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︵平成師

松山市︑東明雅捌脇起歌仙︶

滑らかな自然体の一巡は︑読んでいて快いものである︒

句付く︒そんな具合で首尾したら五句も出て︑ほっとした︒

よい人たちに出会ってリードされたのである︒

岩ばしる水に橋あり不如帰蕪村

渓谷涼し白日の下大林杣平

櫛形に切りしメロンの香りにて鈴木春山洞

若き師たたへ集ふ門葉義仲寺石嬰

六スナップ
趣味の連句も彼の人生の三分の一は越え︑いくつかの思

野も山も錦をつくる夕月夜小林しげと

弁につられて香具師のもの買ふ高橋笑楽

高低ありて渡り来る烏山地春眠子
ゥ秋祭氏子総代のぼり揚ぐ相原万佳

い出を残した︒人や自然との出会いを仲立ちしてくれるの
は旅︒連句に親しむようになって旅に出掛け︑知人や各地
の風光に接する機会が増えた︒そんな思い出のアルバムの
なかから折々のスナップを拾ってみよう︒

︵昭和琉・６大津大林杣平捌歌仙﹁渓谷不如帰﹂︶

彼がどこかの連句会に行って︑いろいろな人と気楽にお

その一人との出会いＩ昭和五十六年の初冬︑連句懇
話会︵現連句協会︶が発足︑翌年六月︑関西の有志の協力

付き合いできるようになったのも八こういう経験のお陰で

その二手前味噌Ｉ国民文化祭は︑第一回東京都︑第

辛め︾フ︵︾○

により比叡山で全国大会が催された︒いままでは井のなか
の蛙で内輪だけの連句をやっていた彼だが︑他のグループ

た︒彼は大林杣平先生捌きの一座に加わったが︑連衆のな

二回熊本県︑第三回兵庫県︑次の四番目が埼玉県であっ

の人と一座したのは比叡山会館でのこのときが最初だっ

かには名高い大先輩がいてとても自信が持てなかった︒付

た︒しかし連句懇話会は残念ながら出遅れて︑この国家的

︑︑︑︑

句が出てこない︑時間が経ってはらはらする︒なんとか一
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10

この行事には五百日を費やした︒事務所は自宅︑心配し

は得られたのではなかろうか︒そういう成果を期待するよ

た︒ただこの方式では国や自治体の予算が伴わない︒急き

た運営費は会費︑協会よりの支度金︑県の文化財団よりの

大事業に参加仕損ってしまった︒そこで国民文化祭はつぎ

ょ︑彼は懇話会側の事務局を仰せ付かつたのだが︑運営・

交付金などにより賄われ︑人手はボランティア︑手前味噌

り寧ろその日その日が気が気でない連続であった︒

費用・人手をどうしたらいいのか︑万事未経験のことで弱

かもしれないが︑中心になって五里霧中︑よく頑張ってや

の愛媛県より参加︑埼玉県は協賛方式で行うことが決まっ

り果てた︒ちなみに連句懇話会が連句協会に改称したの

ったものだと思う︒

年忌になる︒それより二年取越して平成三年十一月十日︑

その三海内付回しＩ平成五年は︑芭蕉翁の正当三百

は︑このころであった︒Ｕ氏とも相談して︑県内の会員に
実行委員になって頂き︑県の助言を得ながら手弁当のしん
どい作業に着手した︒

まず作品の公募は︑当時の連句普及度を考慮して前句付

の俳席に分かれ︑実作を楽しんだ︒のちに記録集﹃俳諮蓑

名︑井本農一先生の講演﹁連句私見﹂を傾聴して︑二十三

山﹂︑県北西部の僻地にもかかわらず参加者︑百五十余

月十四︑十五日開催︑会場は皆野町の﹁いこいの村・美の

りわけ前段階の予選では徹夜で準備するほど苦労した︒十

なかから知事賞︑佳作︑奨励賞など十点が選ばれたが︑と

書家で蒙刻家の小田玉瑛氏に︑意匠は装丁家の戸田ヒロ子

の趣旨であった︒満尾した脇起鯉鱗行﹁初時雨﹂の清書は

回向したかったのと︑大げさだが連句の再興と隆昌が発願

一遇のこの時機に自ら芭蕉翁のご霊前に皆さんとの一巻を

った︒毎年初冬︑どこかの時雨忌に参列していたが︑千載

っていた先輩や知悉に文章でお願いしての海内付回しであ

鱗行︶を奉納した︒前年より一年がかりで日頃お世話にな

大津の義仲寺に柤翁第二百九十八年忌追善の俳諾︵脇起鯉

山集﹄を編纂して︑ひとつの足跡を留めると同時に他日の

氏に依頼して︑禰酒な折本に仕立て︑百部だけ刷り︑関係

けにした︒二千通以上の付句が全国から寄せられた︒その

用に供した︒一応︑過去の全国大会や関西大会並みの成果
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えした︒義仲寺奉納に際しては︑眞鍋天魚先生より万端の

者に配り︑上下二冊の懐紙原本は法要のときご仏前にお供

で楽しめたＣ

風光︑名所旧跡︑海の幸・山の幸に恵まれ︑連句とセット

とが多くなり旅の面白さが漸くわかった︒そのたび周辺の

河﹀と詠み︑俳文﹁銀河の序﹂を著わしたが実際には行っ

芭蕉は︑おくの細道の途次︿荒海や佐渡によこたふ天

お力添えを戴いた︒これで一寸の虫の彼も︑いくらかの面

目を施したであろう︑ともあれ忙しかったけれども緊張
し︑充実した付回しの一年であった︒

川を架け橋として米国と町の実作者との連句による文化交

ていない︒その佐渡へ彼も一度は行ってみたかったのであ

初時雨初の字を我時雨哉祖翁
草骨突かす冬ざれの月一山一海

流︑人類の幸福︑地球環境を大切にしようという壮大な抱

負のもとに天の川連句会を立ち上げ︑その夏︑同好者に呼

る︒平成五年︑福田眞空さんが生地の佐渡畑野町に︑天の

寒牡丹古びし壷に頚へゐて三好龍肝

単身赴任ゴルフ上達笹白舟

び掛け佐渡で連句大会を開いた︒これは彼にとって行って

佐渡は順徳上皇︑日蓮︑文覚︑世阿弥の配流地として︑

みたかった佐渡への旅の絶好のチャンスであった︒

止り木を替へてありつく温め酒國島十雨

めっきり冷ゆる交差点なり見学玄
下略

厨子王・安寿伝説の舞台として︑金山の所在地として知ら

ついては︑せいぜい箱根か日光ぐらいで彼には余り関心が

その四風士のなかでＩ趣味としての旅行やグルメに

初は賀茂神社︑阿仏房妙宣寺︑国分寺趾︑トキ保護セン

い︒佐渡の連句会が気に入った彼は三回は赴いている︒最

まいものにもこと欠かず︑どれもいっぺんには堪能できな

︵脇起鯉鱗行﹁初時雨﹂﹁義仲寺﹂誌二四九号︶

なかった︒前述のように連句をやるようになって国民文化

ター︑順徳上皇御火葬塚などに案内され︑二・三回目には

れ︑風光明媚な海岸線に恵まれ︑新鮮な魚や銘酒などのう

祭や地方に連句行事があれば︑あちらこちらに出掛けるこ
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本間家能舞台︑日蓮遺跡御梅堂︑長谷寺︑真野の越の松

い一髄であった︒

の清遊ｌ佐渡の連句の旅は︑彼にとってとくに忘れられな

となられた︒心からお悔やみ申し上げたい︒

連句界に大きな貢献を果された︒昨秋︑にわかに不帰の客

学なのであるが︑国際連句︑若い学生らへの連句指導など

天の川連句会の福田眞空さんはもともと国語・国文の磧

原︑千畳敷︑金山︑尖閣湾などの景勝に眼福を得た︒伝承
いちのたにふたばぐんき

の地芝居﹁一谷撤軍記﹂の熊谷陣屋の熱演に拍手を送っ
たりした︒

三回とも連句会は午後︒夜は懇親夕食会のあと広場︵校
競技
技場
場︶
︶で
で天
天の
の川
川を
を仰仰華ぎながら世界平和の宣言と日
庭とか競

ふたたびの佐渡の銀河をまた見たし小林しげと

○○四﹂というイベントが伊賀市︵前上野市︶で開催され

十・十一日︑﹁芭蕉生誕三六○年世界俳譜フュージョンニ

米交流連句が朗読発表された︒

松の梢にかかる明月濱千代情

た︒フュージョンとは聞きなれない言葉であるが︑物理学

その五俳諾フュージョンのことＩ平成十六年十月

残る蝉尾根を遥かに鳴くならん橘文子

とを指すようであるが︑ここでは俳詣と映像・音楽・舞

で新しい核の発生のもととなる原子と原子との核融合のこ
下略

踊・アニメなどが融合して︑もう一つの新しい連句のアン

子から教わる雑草の味谷地元暎子
︵平成７．８二十韻﹁佐渡銀河﹂︶

見えなかったりする︒たとえ天の川の見えなかったときで

大気の澄んだ佐渡でも天の川は︑お天気次第で見えたり

会︑募吟表彰︑実作会という段取りが連句会のふつうのパ

象化を試みた点に意義があったと思う︒名所めぐり︑懇親

範囲にとどまらず他の姉妹芸術とドッキングして新しい形

サンブルを創造することをいう︒連句が限定された文字の

も︑忙しない今日︑銀河を仰ぐということだけでもロマン

ターンである︒このいくらかマンネリ気味の平面的な集い

せわ

ティックな体験というべきではなかろうか︒風土のなかで
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を止揚した﹁俳諾フュージョン﹂の企画は︑未来形連句会
の一つの在り方を示唆するものとして彼の興味を刺激し︑

むすびに

身辺連句篠記もこの辺りでひとまずけりをつける︒連句

でいえば挙句である︒一巻首尾しての挙句には祝言の気分

また彼にいささかのカルチュァーショックを与えた︒
小説︵文学︶がフィルム化され︵映像︶︑主題歌・ＢＧ

日本の伝統文芸である連句は冒頭で記したようにしばら

が籠められる．ここでは祝言の代わりに連句への夢ｌ平凡

絵画と連句のコラージュのように︑たとえばムーヴメント

く蹟きはしたが︑これからはそんなことがあってはならな

Ｍ︵音楽︶や衣裳・セット︵美術︶などと融合して魅力的

︵舞踊︶︑リズム・メロディ︵音楽︶︑装置︵美術︶などと

い︒そのためには連句が国の内外を問わず多くの人の関心

ではあるがｌについて一言．

融合することによって︑もし連句が三次元文芸のパフォー

と理解を得︑愛好され︑実際に優れた作品を作って貰った

な映画が完成し享受されるように︑あるいは斉藤吾朗氏の

マンスとして広く人々に受容されるようになったら結局は

りして連句人口を殖やしてゆくことである︒連句人口の増

大こそ連句発展の原動力だからである︒現に連句は漸増し

連句の普及につながってゆくのではないか︒
﹁俳譜フュージョン﹂は前日の台風と︑その影響による

つつあるものの︑まだまだ未開拓地のあることも事実であ

から連句が一座はもとよりメール︑ファックス︑インター

交通の混乱にもかかわらず海外の参加者も含めて大盛況で

この芭蕉顕彰行事の企画が︑通例の連句大会に比べて桁

ネットなどの情報媒体を通じて広く愛されるようになった

る︒日本列島のみならず地球のいろんな地域︑世代︑階層

外れにユニークであっただけに彼の脳裡から離れ去ってい

らいいと希う︒

あった︒

ない︒

連句万歳Ⅱそれが彼ｌ草の根のひとりの連句実作者ｌ
の夢なのである０
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回顧

１
Ｉ
平成十七年の連句界

ドは﹁風﹂だと思っている︒近年︑各地でのオープンな大

会が盛んに開催されるようになったが︑グループを越えた

座でのやりとりが出来る喜びは連句ならではのものではな

いだろうか︒風交とはいい言葉である︒

そうした各地で開催された連句大会行事一覧は別掲の通

りである︒今後ますます増えていくものと思われるが︑そ

連句協会の前身︑連句懇話会の創立は昭和五十六年の秋

もなり十七年度主催県は福井県であった︒大会への正式参

いると言えそうだ︒国民文化祭は今や連句界最大の行事と

宮下太

であった︒それから数えて今年は二十五年目にあたる︒当

加運営についてはいろいろと難しい点も多くあったが関係

の背景には国民文化祭参加の継続が大きな役割を果たして

時は各地のいわゆる旧派の俳譜結社が次々と消滅し始めた

度︶開催は山口県であるが︑正式参加とはならなかった︒

者の努力によって大会は成功した︒ただ次ぎの︵十八年

になり次第に衰退していった事情にも鑑み︑現代の連句復

このように︑今までの経緯を見ても連句が浸透していない

頃でもあった︒江戸時代にあれほど盛んだった俳諸が明治

興をという趣旨で生まれた全国組織であった︒以後いろい

さて︑連句協会報の︵俳海往来︶よりピックアップした

地域への働きかけを今後どうするのか︑協会として真剣に

を迎え︑年末には協会のホームページを立ち上げることが

連句界の動きの中で特筆すべきは﹁平成万句・熱田神宮奉

ろな行事のほか︑隔月の会報の発行︑連句年鑑︑現代連句

出来た︒だが協会の会員数はいまだ千名に足りないし︑協

納俳詰之連歌﹂集が成ったことであろう︒都心連句会・湘

考える時であろう︒

会に関わりなく連句活動を行っておられる方々も多く︑全

南吟社の土屋実郎・小林静司両氏の尽力により全国より一

集の刊行︑全国大会の開催等を積み重ね︑二十五年の節目

国の連句結社も変動が多いようだ︒筆者は連句のキーワー

−6(）−

郎

○六巻の百韻を集め︑これを五月八日熱田神宮へ奉納︒行

記念特集は連句についての﹁二十五の発言﹂一九九三年の

九月四日︑水戸市図書館に於いて茨城県連句協会発足の

創刊から十二年を経過︑編集・発行は前田圭衛子氏︒

六席に分れ連句の実作︑会場には熱気が充満した︒俳諮之

会開催︒会長に堀江信男氏︒二○○八年に国民文化祭開催

事参加者数一二○名︑龍影閣に於ける正式俳詰興行の後十

連歌集は四二七ページの大冊︒奉納に当たっては地元の杉

第二十回・国民文化祭福井大会は十月三十一日︑武生市

予定︒

第七集﹁薫槐﹂一月︑故窪田薫氏の遺志を継ぎ活動中で

に於て盛大に開催された︒五十二席の連句の座は壮観︑実

山壽子氏の尽力があった︒以下︑順次ピックアップすれば︑

十五・六年度の作品・エッセイ︒﹁とよたキャンパス連句

行委員会より﹁連句入選作品集﹂が刊行された︒

プ作品・二三一巻︒評論は福田眞久氏﹁芭蕉最後の心境・

﹁連句年鑑﹂平成十七年版がこの秋刊行された︒各グルー

まつり二○○四作品集﹂二月刊︒矢崎藍さんを中心として
毎年行われる連句まつりの記録集︒
赤田玖實子著﹁俳諸漢柔行﹂五月刊・は和漢・漢和連句

に急逝された︒国士舘大学で長らく教鞭をとられ︑国際連

青松葉﹂奇しくもこの文章が福田氏の絶筆となった︒十月

芭蕉生誕三六○年記念﹁国際連句会作品集﹂六月刊︒

句や学生連句等で顕著な業績を遺された︒謹悼︒

実作から生み出された作品や作法より成る︒

渋谷道著﹁あるいてきた﹂六月刊・三・四十年にわたる

字咲冬男氏は九月﹁宇咲冬男のヨーロッパの軌跡﹂と題

﹁ＬＯＵＴＵＳ﹂︒﹁くさくき﹂﹁あした﹂﹁ねこみの通信﹂

續﹂神戸からの﹁ふらくたる﹂﹁おたくさ﹂︒徳島からの

連句関連の定期刊行誌をあげると別所真紀子氏の﹁解

する大著を刊行︑俳句と連句による国際交流を詳細に記

などみな充実した内容︒各地の大会の連句集︑グループの

俳句︑連句に関するエッセイをまとめた大著︒

録︒十一月には日本文化振興会より﹁国際芸術文化賞﹂を

作品集は他にも数多く出されておりここで紹介しきれない
のは残念である︒

受賞︒

季刊連句誌﹁れぎおん﹂はこの夏号で五十号を迎えた︒
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最後になったが︑十七年より連句協会総会は三月開催と
なり︑その席上︑磯直道会長︑宮下太郎理事長の選任が了
承された︒
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平成十七年連句行事一覧表
月

Ⅱ
22

三通

協会行事

同伺

２
5

理事会（日本青年館）

３

協会報142号発行

協会報143号発行
10

事

理躯会（日本青年館）

1

4

行

龍24回総会全国大会

心敬忌連句会(伊勢原）
1／29俵口連句大会（松l ll)

（日本青年館）
常任理事会（日本青年館）

５５

14

８型

5

断体制発足
6

熱田神宮百韻奉納連句大会
mlll花袋連句大会（館林）

協会報144号発行

6／1

西山宗因句碑除幕式（大阪）

国民文化祭説明会（青山）

6／26

あやめ草連句大会（仙台）
青時雨忌連ｲﾘ大会（浅草）

5

常任理事会（日本青年館）

7

3

1

協会報145号発布

8

26干葉県連句大会（市川）

常任理事会（日本青年館）

9

4

茨城県連句協会連句大会（水戸）

9

9

全凶新庄連句大会（新庄）

３

2

9

9，F

皇K〕

１ ３１

10

ド成17年版「連句年鑑」発行

全同いなみ迎ｲﾘ大会（井波）

協会報146号発行

10／13芭蕉忌連句入会（伊賀上野）

国民文化祭福井大会開催

10

29

とよた連句まつり

l3

さきたま連句大会(浦和)

1 1

5

理事会(H本青年館）

ll

12

1

協会報147号発ｲ丁

12/4

（豊田）

俳譜時雨忌連ｲﾘ大会( I三野）
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作

口叩

ｌ連句グループ五十音順Ｉ

八川口・会津の会ｖ

歌仙﹃桐咲くや﹄

武者人形のごとき少年

桐咲くや戊辰を偲ぶ天守閣

付廻し

田中雅

渡部春

大内釜ロ

山崎捷

床の間の掛軸の字は読み難く
磯圭唱

鳴き疲れする籠のこおろぎ

ナォふと山を見上げてみれば残る雪

定年過ぎの旅は楽しく

ボルドーのワインの酔いの心地よさ

魔法使いの弟子と黒猫

サプライズなしの閣僚みな元気

再会もあり汗のしたたり

どくだみがあいまい宿の裏庭に

邪恋と知りつ沈みゆく底

チェーホフの﹁三人姉妹﹂上演中

携帯電話突然に鳴り

月明かり友の計報の胸を突き

橋の下には水澄みし川

ナゥ鴨来るささやかな幸求めたく

自転車で行く表参道

設計のコンペで変わる街の景

春の訪れ遅き故里

花を待つ米寿の恩師豊礫と

右と左と鳥の聡り

秤唖什此舜一司朋城朋雷︵文音︶
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古文書を手にうろたえしまま
にこにこと笑ってござる望の月

かわたれの庭作務僧が掃き

ゥ拘杷の実を添えてお粥を炊き上げる

裏にまわればご先祖の名が

片田舎古さ眩しき仏どち

息白くして逢いし月の夜

売出しのえくぼ可愛いカメラマン

津軽野の汽車は石炭ストーブで
二つに割れし下駄を投げ入れ

住めば都と子等を説得

転勤の荷物なかなか片づかず
紺青のダム湖に揺れる花万朶
茶摘の唄ののどかなること

善雅春直捷善雅春直捷善雅春道子一子水

直春捷善雅春直捷善雅春直捷善雅春直捷

小野寺妙子捌

小

文ち妙
よ

八仙台・青葉城連句会ｖ

歌仙﹃梅雨明﹄
月あげてみちのくの梅雨明くるかな

風鈴の音が誘ごう
転寝
け

ちびりちびりと二合半の酒

涼み台友と久々碁笥出して

小春日和の遠出楽しむ

ナォ蛍烏賊光の失せて食膳に

いさば幾年赤銅の肌

門格子金剛力士に睨まるる

悔いも残さずおだやかな夜

楕の宿訓りに情がこめられて

縁談に耳かさぬ風邪の娘

抽出しに学生服の金ボタン

クラス会はや古稀の賑わい
禁煙の貼紙増えて居場所なし
パラリンピックに望む将来

大潮の浜ひたひたと月渡る
鷹の爪干す軒のあかるし

ナゥ出稼ぎの村に安堵の豊の秋

孫らが撮りし写メールの景

ミステリーツアーはどこぞ身を委ね

眼鏡と薬杖も持たされ

飛花落花惜しみつ歩む女坂

棟上げ祝う長閑なる唄

拝雌什吐粋十ユ即一十亜印南︵文音︶
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選挙カーいで湯の町は静かなり

笹倉山の裾に標識

ゥ白鳥の羽ばたき殊に麗わしく

横座り膝の割れたる厚化粧
文書く筆の遅々と進まず
デジタルに展がる視野と思うのみ

開演の析に消えるざわめき

椀がれずにある廃屋の柿
十三夜一葉の面偲びつつ
香嵐渓にもみじ賞でたり
猿の群餌を目前に電気柵
田打ちを急ぐ老いの豊礫

徐行して花の名所のアナウンス

鈴佐野
木藤寺

男妙ち男妙ち男ち妙男ち妙男ち妙男子子

男ち妙男妙ち妙男ち男妙ち男妙ち男妙ち

八東京・あした連句会ｌその一Ｖ

獅候雌﹁地虫出づ一
宇咲冬男捌

肱温泉で熊もゆったり湯治する

傘寿なる祝詞の声のしみじみと

ナオ

ー足跡だけの人生を生き

雑巾掛けで払う雑念

くの一が国会に棲むおにやどり

閨の闇ねっとりとして月朧

失楽園に戻るリラ冷え

宇咲冬男
江森京香

静まり返るしもたやの土間

狸地虫出づ広大無辺の天の底

菊根分けする鉢の淡墨

不安な未来少子化の世に

才

佐々水彩女

夏場所にふんどし似合う琴欧州

がんこ親父に落ちる雷

塒独り居に蝉の亡骸日ごと増え
ナウ

ー旅で浮世を忘れる元気

富士かかげ三保の松原晴れ渡り
バーベキューして乾杯をする

ひと筋の道の遥かに照る花野

銃声高く祝う豊作

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十七年九月二十五日首尾
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ガムランの音の叫べる過疎の村

ＩＣに笑顔うららかオタクにて

白石かずこ

ひたすら進む万緑の中

後藤典雄
松澤晴美

ウ

か

彩

久︑

菱沼真彦

都市をわかちて川の流れる
月光を受けとめ吊りし金魚玉
城スパルタの王妃の夢に深む夏

ー古代遺跡に愁いつつ莞る
思い出すのは別れたる彼

誘い酒女心の胸に沁み

〃

典

晴

青年僧の秋寂ぴに立つ

か

紅葉に染まる湖の色

チイと鳴き飛びたつ野鳥どこへゆく

ドビッシー聴こえてくるは二条城

晴

月よりも映りし月の眩しかり

国内外に流行るイベント

彩

元スターひとり華やぎ帰り花

一足

か

スキージャンプの街をひと呑み

典冬真晴か彩京真京真彩典冬京か典京か

オ

八東京・あした連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃野地蔵﹄
猩野地蔵に連山の枯れ及びけり

Ｉ威風堂々舞える大鷹
送り出す漁船の群に手を挙げて

角田双柿捌

桜井つぱな

角田双柿

肱広縁にシャムの子猫のじゃれ合いて

トリノでは日本唯一の金メダル

ナオ

ー堀江メールで国会混乱

ひと夜明ければ雲上の人

しがらみをさらりと捨てて雪の街

バッイチ同志毛布かぶりて

文楽は心中の場で幕となり
団塊世代したたかに生き

棚に置く絵付の皿のびっしりと

横笛で粛と始まる月の宴

静まり返る碧潭の瀞
双

日記を閉じて惜しむ逝く秋
ナウ

伝来のカムイ祀りし石窟に

平成十七年十二月七Ⅱ首

︵於・さいたま市立常盤公民館︶

平成十八年二月二十七Ⅱ尾
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新井正子
飯田春紅
今泉房枝
つ

いつ迄続く主婦の談笑
新都心渡れる月の皓々と
根張り暹し色変えぬ松
暉息子らと古稀の祝に今年酒

春

ー命育む自然の宝庫

︑脇しぶきあげ帰り来し鮭活き活きと

坂を下りて坊ちゃんの湯へ

ウ

つ

双

働き蜂が急に飛び立つ

髪を柿くたおやかな四肢鏡面に

咲きのぼる花のトンネル九十九折

正

空の青さを背負う茶摘女

正

つ

房

男しだいで淑女も魔女に
目覚むれば貯めし虎の子持ち去られ

寄せては返す潮騒の浜

正

月光に出窓のグッピー浮き沈み

房

つ

日焼けの顔で運ぶコーヒー

房

花片々片々として筏組み

アルバイター稼いで買ったオートバイ

北へ向って縦断の旅

木遣り音頭の聞えのどけし

正双房正つ春房春正春つ房つ正房春つ正

八東京・あした連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃初御空﹄
白根順子捌

１雌生きべたの職転々と啄木忌
ナオ
ｉナップサックの流行るこの頃

肌の色など気にも止めずに

国境を越えてキャンプのボランティア

擦り寄れば厳寒の夜もなんのその

ピッチャーが打って走って滑り込み

みしりみしりと軒の氷柱よ

白根順子
渡部春水

オ

勝利の美酒は分けあいてこそ

猩初御空かたち無きもの光り合い

く造り酒屋にでんと門松

無我の境古刹の奥に組む座禅

菊地原光子
桜井つばな

久々にゆっくりと街抜けて来て

波穏やかな白き砂浜

伽羅の香りに睡魔訪れ
水を張る盟に月の煙けり

すっぼんぽんを秋の蚊が刺し
︑脇文化の日翁の面を彫りもして

持ち寄りの家庭の味のうまきこと

ナウ

ー五風十雨は生命の糧

声高らかに遠足の列

地に活き活きと耕しの人

湖めぐる花のトンネル燦然と
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夢溢る万博終わり良夜なる

横山繁子
長井ミツ
新井世紫
つ

萩のひたすら揺れているなり

雌新しき風を通して障子貼る
ｉ出会いのために選びたる服

順

ウ

ローマより単身赴任の夫戻り

つ

つ

世

弄ればある背中のほくる

世

影を追いしきりに吠えるマルチーズ

ホームレス住む公園の中

繁
春

産士神に上げる長茄子

ふたたびの衆院めざし立候補

世

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十七年一月十五日首尾

月涼し枝にかかれば絵画めき

家それぞれにたてるアンテナ
花吹雪よびさまされし詩どころ

光

﹃︑﹃

かすみて遠きふるさとの山

世つ光繁ミ春つ世繁春光〃春世春つ順ミ

八東京・あした連句会ｌその四Ｖ

起虫の声土偶の耳を大きくす
まほろばの野に秋の七草
山口英

宮本艶

十八韻順候式雪月花﹃虫の声﹄

リュック背に稜線の道閼歩して
次山和

新井秋芳捌

楕火を返し尽きぬ夜咄

川上綾

伊藤貴﹂

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十七年九月二十五日首尾
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新井秋

吹雪の日の二・二六の遺言書
快の中に秘めしものあり
黒革の手帳で口説く銀座ママ

猫うずくまる水神の社

信楽の壺にたっぷり大吟醸
春の障子の開け放たれて
転月朧琴の音はたと止みにける

決意を胸に席を立つなり

正解のなき生き方の心太
峰雲を負い古刹鎮もる

宇宙より地球青しと野口さん

犬も尾を振り朝のお散歩
端花相撲優勝力士身を反らす

風爽やかに上野界隈

英艶和綾英和秋綾艶綾き和子よ子子子芳

八東京・あした連句会ｌその五Ｖ
ご

歌仙﹃紋白蝶一
大豆生田伴子捌
大豆生旧伴子

新井世紫
川岸冨貴

才

狸川風の低きにのりて紋白蝶

く芽のほころびし櫟一本
入学の背にランドセル躍りいて

１恥ぽっかりとトンネルがあき山朧

ナオ

ー畏れ多くも皇統の論

チョコクッキーにレモンティ添え

贈られし文筥みやぴに彩られ

地吹雪の夜を奪う唇

革ジャンの横顔少し霧りもち

遺言もなくぽっくりと逝き

嬉々としてベビーヵー押す爺と婆

砂浜のただひろぴろと静かなる

じんべえ鮫の故郷の夢

世
笹川伊之助

世

ナウ

︑脇ユトリロもモネもミレーも秋の暮

廿仕斡伍朋三↑叩函︵文音︶

春装いの映る大玻璃

拝
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広告のバス走り抜けたる

この頃は第三セクターみな挫折

ー予約もなしに宿をさがして

世

伊

冒田

暑中見舞に貰うドン・ペリ

芸術祭に器楽重奏
伊

毎朝拝むうぶすなの神

機上より仰ぐ弦月童話めき

伴

言田

街道を少しはずれて茶屋の月
やや寒の身にひびく琴の音
噸栗飯の香り豊かに炊きあがり
土間に並びし靴のいろいろ
遠征の準備の隙をしのび出て

中尾硫苦

小岩秀子

熱きことばを交すひと時

燗漫の花散り込めるビオトープ

ウ

シャム猫のミーにとられし僕の椅子

世

飛石わたり庭の散策

寅さんのテレビ映画にのめりこみ

伴

梅雨の月彦まいうちに掌を合わす

京の果てなる寺の門前

世
言田

いにしえの人を偲べる花明り

轆轤回せるうららかな午後

伊〃冨世伊伴冨世伊伴冨世伊伴冨世伊伴

八東京・あした連句会ｌその六Ｖ

﹃万葉の道﹄
高橋たかえ捌

伊藤稜志
山司英子
関根雪子
樋田初子
柳瀬富子

高橋たかえ

た

ウ

吊るされし鞍鰊にらむ大きな眼

印をつけるテレビ番組

入賞の美術展の絵並ぶらん
切り貼り障子孫のいたずら

英

神秘の笑みをこぼす弁天
代々の老舗の技を受け継いで

根付細工のこまやかな彩
船影を松原越しに月涼し

吾中見舞の葉書当選

普陀落に旅する夢を現実に
ネット時代の先端をゆく
吟醸酒・高級ワイン花の宴

稜

吉田

英

稜

た

幸ヨ

英

稜

幸三

奉ヨ

首筋をトクホンで消すキスマーク

砿復元の土器にくっきり縄の痕
ー気の会う同志コーヒーを飲む

オ

猩万葉の道はるけしや萩に濡れ

月の雫を浴びる敷石

仙

飯盛山に蝶のもつれる

︑肱生傷の絶えることなき入学児

ナオ

ーＤＮＡに負けず嫌いを

数が物言う郵政改革

おそるしや刺客を放つ自民党

優勝果たす藍ちゃんの汗

青芝にナイスショットの尾を曳いて

アダムとイブの意気を地でゆき

親離れ出来て育む恋心

有機野菜を庭に栽培

結局は生老病死まぬがれず

柏手ひびく宮の秋麗

雲払い浮く望月の悠々と

︑膳初猟の銃の引き金緊張す
ナウ

ー衰え知らぬ視力・聴力

斑模様を描く丘陵

手すさびに繕う小袖なつかしみ

磯辺だんごに春を惜しめり

千年を咲きつぐ花の物語

平成十七年十月六日首

︵於・熊谷市緑化センター︶

平成十七年十一月十七Ⅱ尾
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歌

英稜雪當た雪稜英た雪稜英た雪稜初た英

オ

八東京・あした連句会ｌその七ｖ

歌仙﹃冬紅葉一
哩冬紅葉傷の数ほど夢ありき

ー毛皮にもある勲章の跡
大陸を巡る鉄路の続きいて

高尾秀四郎捌
高尾秀四郎

関根雪子
中野稔子
高橋たかえ

仲澤輝子
篠崎ゆき
田川晶子

ナオ

肱春昼に投身自殺目撃し

静かに積もる真夜の処女雪

ーカーネル・サンダー我が部屋にあり
念願のニューカーを買いお祓いも
一寸おとなのチョコレート食む
綾取りのもつれほどける出で湯宿

温度差で得るエネルギーあり

サバンナの野からはるかにみゆる峰

言葉遊びも今はメールで

通勤のラッシュに女性専用車

青い目の友と繊月見上げたる
グリム童話を爽やかな日に

脇衣被橡の団子に雰余子飯

声をととのえ藪の蔦

ナウ

ー大手門より儀装キャリッジ
海原へ土器投げるひとの列

︑やまと

倭の地味に浸る麗日

散る花へ篝火の能幽玄に

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十七年九月二十五日首尾
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口笛吹けば走り来る犬
名園の深き閑もり望の月
谷戸のまがきに寒露降りくる
雌原色のポスターで知る絵画展

ゆ

ウ

堀︑ハル子

Ｉベレーはみだす髪長々と
占いがいつも気になるお年頃

た

輝

ゆ

相席の娘の財布拾いし

落ちれば同じ谷川の水

た

稔

勤行僧の背に惨む汗

近づきのつもりの酒で夜を共に
月の下かわほりあまた睡りいて

日叩

ゆ

壺ヨ

輝

喋りすぎです新人議員

マッケンのサンバ踊りて腰痛め

耕す畑にかるき鍬音

生国はあの辺りなり花の雲

稔た輝雪ゆ稔た雪た輝秀ゆ稔た輝ハ稔秀

八東京・あした連句会その八Ｖ

新井世

十八韻順候式雪月花﹃啓蟄や﹄

宮本艶

新井世紫捌

ふわりふわりと赤い風船

起啓蟄や叫び四方より観覧車
岡井揺

絡まりきれぬ垣の青蔦

学童のマイクに笑い起こるらん

国境を越え酌み交わす酒

平成十七年三月二十日首尾

︵於・江東芭蕉記念館︶
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承雪渓を渡りしことも語り種

菊人形の義経主従

ひと目惚れ美女と野獣が恋に落ち
みんな振り向くチビクロサンボ
街道を行き交うバスはカラフルに

鴉の帰る八幡の杜

噛月無常わだつみの声深々と
息白くマラソンランナー走りぬけ

籠に盛らるる美しき京菓子

裾野を引いて眠りたる山
鑿の音静かにひびく寺修理
婿高窓を開けば花の降りそそぐ

ドラムたたいて春の響宴

艶世艶揺世揺世艶揺世艶世艶揺世萩子紫

八東京・あした連句会その九ｖ

歌仙﹃梅雨茸に﹄

竹本いくこ

川岸冨貴
矢倉澄子

川岸冨貴捌

Ｉ山滴りて杣の番小屋

哩梅雨茸に一気の興亡ありにけり

真直走る子供自転車

オ

大学の誘致決るを語るらん

栗原英甫

恥作るのも配るのも好き蓬餅
ナオ

ー人まねをする鴉さわがし

想定外の恋が噂に

ご近所の底力問う知恵くらべ

水鉄砲の不意打ちに遇う

燃える手をかさねて歩く蛍の夜

万博のユヵギルマンモスうつつなに

三角四角消しゴムの型

あまた鳥居をくぐるお稲荷
なめらかに横山秀雄刑事書く

ナノ技を語りつ酌める月の酒

宮脇美智子

三沢律乃
森川敬三

ｉ脇冬隣る窓辺のモビール揺れやまず
ナウ
ーこじやれたカフェに異語のさまざま

夫は辰年妻は寅年
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松ヶ枝を透かして昇る望の月

原幟はためく秋場所の町

澄

癌マーカーが急に上がりて

ピカソ展へと踏みし淡雪

地下鉄の女性専用もつばらに

秋の叙勲に紙面にぎわう

く新米の俵は蔵に積みこまれ

芳賀惇

ウ

銀婚の愛を深める旅の宿

英

澄

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十七年七川二十八Ⅱ首尾

雲にあずける惜春の情

片々と花のいのちの息づかい

願掛けの護摩木にしかと心込め

英

美
敬

採石跡の苔の累々

枯葉の中をボスの野良猫

い

寒月に抱きとめられし重機類
いずこよりパリの裏道生活の香

澄

言田

律

ヴィオロンの音の細くすけゆく

花盛り進水式を言祝げり

うらうらうらと時ののどけき

美冨い美澄律美い英冨律い英い律澄英美

八東京・あした連句会ｌその十Ｖ

谷田男児捌

男男世典芳世稔世稔男〃典芳雄子雄紫児

十八韻順候式雪月花﹃雨水かな﹄

大志を胸に抱く卒業

起雨水かな地にふくらます万年青の根

夏のロッジに集う同胞

新聞のスポーツ欄の賑わいて
エイトビートの曲に誘われ

典稔芳世男
字咲久﹃

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成十七年四月二十七日首尾
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承雪渓を琴じて酌みたるロック酒

無音の闇の底の深まる

ひと夜のみベット軋ませ果てるまで

結界のしんしんとして朱印寺

松茸飯の炊きあがるころ
月天心眠らぬ街を煙かせ

終天神掲ぐ雷御符

迷子の仔犬首をうなだれ
蜘雲から霞に変り人まばら

百科事典のならぶ本棚

富士清む世界遺産に遺すべく

夢のふくらむ春の曙

結造幣局花さまざまを通り抜け

後中岸新谷
薩野田井田

八川崎・天の川連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃蟷螂や﹂
福田眞空捌
福田一県元エ

ナォ陽炎のパリのカフェにて描く夢

碧き眼の猫隅に伺ふ

美辞麗句並べ契約せまる友

九条守る平和集会

麻服にノーネクタイもさまになり

嫉妬のほむらさます噴水

大門のお歯黒溝よたけくらべ

新発意般若心経繰り返す
酪駝に揺られ遥か敦煙

月宮殿に鳴り響く琴
浜口泰子
高木厚子
芹田恵子

岡持のへこみにゆがむ望の月

蟷螂やつひに捉へし日天子

吉浜ます子

遂に果たしたワールドカップ

心をどらせ画布に熱中

大谷似智子
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水引草優しげに咲く嬉しさに

潮焼顔の揃ふ公園

稲刈り終り腰のばす婆

ナゥ時折に聞きて身にしむ懐古談

英語力交流行事成功し
気球に乗りて園児卒業
この命五十万歳花の精

今年芳醇ボジョレヌーボー

奈良岡瑞穂

ゆるやかに曳く佐保姫の裾
本問泰義
酒匂道代
古谷義次

平成十七年三川二ｉ五日首
平成十七年七川三十一日尾

坂口昭一

橘朱鷺子
篠原正行
内山良子
富田真也
本間昭雄

ラムネ飲む瓶を合はせて乾杯す

ゥ判官と弁慶人気沸騰し
幕間のロビー親の気苦労
高収入高学歴に嫁ぐ娘ら
久々に触る思ひ出の指
拳万の歌唱へつつ睦みあふ
顧客データは何処消えゆく
冬の月マタギも猟を休みをり
朽ちたる屋根を化粧する宮

鴨と知りつつまたも賭事
援助金国連加盟見せ金か

若松藍香

佐怒側正美

帽を押へて春の甲板

文

花吹雪海を渡りてゆく途上

〜、

二立
日

一〆

似空美次代義一穂雄也良行朱似ま恵厚泰

八川崎・天の川連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃光の嵐﹄

花満開光の嵐白鳥社
名香聞けば五感清らか

福田眞空捌
福田一県元エ

橘朱鷺子
允エ

大谷似智子

朱
似
元エ

朱

ナォ春火鉢かかへ出でたり評論家

ひとつ苦手は金の勘定
一徹で医者も薬も大嫌ひ

マジックの種すぐ見破られ

埒もなく取り溜めしたるライセンス

絨毯のうへうつらうつらと

東つ線路列車脱線大惨事

ケータイ空しただ鳴り響く

掌を重ね折鶴抱き天国へ
金欄椴子かくも悲しき
色槌せし忘れ扇を小抽出

野立ての傘に月明りして

ナゥ虚栗価値なき価値を尊くり

町の床屋の受けし褒賞

若者のミニコンサートのスポンサー

ヘルシー和食流行るアメリカ
花守りを続けるに佳き系譜にて

碑囲む島ののどらか

秤輌什珪舜地卵十鈍即函︵文音︶
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鈴の音響き舞ひ出づる蝶
麗日に温顔の師を迎ふらん

秋の袷に家紋くっきり

望くだり正座ゆるめず続けゐて

ためらひ捨てる時至りしか

ゥ父祖からの誇り積もれる新松子

朱

たエ

似

似

黒髪愛でて痛き頬ずり

さりげなく住まひ知らする走り耆

モーニングコール起されもして

似

朱

元エ

似

朱

たエ

横抱きにされた馬上の夢心地

バチカンの新法王の月涼し

雅の品を運ぶ豪商

天金の奇書曝耆厳禁
屋形船遊客酒杯傾けり

義経︑王従鈴懸の道都落ち
かたびら雪の辻は静もり

執

筆似朱似朱空似朱空似朱空似朱空似朱空

八川崎・天の川連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃栗の花﹄
栗の花目立たず軒に咲くよけれ

ナォ艶やかに初孫の笑む御開帳

桶に一杯入れるクッキー
両陛下サイパン島へ慰霊旅

憂ひは千々の浪とくだけて

涙描く鼠昼寝より起き

床の間の真剣まぶし大西日

ゴケジャバル願ひ叶ひてヒゲが生え

福田眞空捌
福田一県元エ

あどけなき言葉が何故か忘られず

高木厚子
吉浜ます子

シャネルの五番肌に馥郁

清川みゆき

大谷似智子

天眼鏡もて晩学の徒は

酒匂道代

︵於・中央林間︶

‑81‑

優しさうれし梅雨晴の蝶
水墨画選びて客を迎ふらん
宇宙ロケット計器爽やか

柚味噌と胡瓜酒のつまみに

煽てにのりて老妓溌刺
帰りなん月の都へ静々と

林立のビルそれぞれの肩に月

似

厚

ま

代

頭巾捨て置き薫ける沈香

山のお寺の鐘の鳴る頃
悠揚と風雅誠に蓋なし
代

平成十七年六Ⅱ十四日首尾

見渡すかぎり霞む牧場

燗漫の花を訪ねて夢のバス

き

ナゥ地芝居に揃ひのおくべ着せられて

気紛れに逢ふ琵琶歌の会

ゥ神の世のそれは知らねど宮相撲

石女とても深き思ひに

人を避け以っての外の口説き業

一発勝負ホリエモン殿

飛ぶ鳥の時もあったと青き空

似

厚

熱燗抱へ万年床に

き

いと寒く月照らしをり核の国

ま
厚

太極拳に励む人々

花の糸枝垂れて苑を潔めをり

似

ここまでと本を閉ざして写メール

瓢左の句碑の歩む春昼

きま代似厚まき代似厚まき代似厚まき代

ハ川崎・天の川連句会Ｉその四ｖ

報歌雌﹁秋の日

俳耆を覗く処暑の昼月

秋の日の建仁寺垣ながれ来し

ゆかりの茶菓に和むひととき

おしいつく座せる耳元くすぐりて

出合ひ頭の打水を避け

福田眞空捌

平成十七年九月二日首尾

︵於・落柿舎︶
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人力車荒草を分け通り過ぐ

理想の彼は牧文四郎

ゥ浴衣にもサンダル・トート当世風

１︐Ｋに紡ぐ恋繭

全て皆３Ｌなれど愛しくて

銘木の香を包める錦織
狢の棲める深き裏山

株暴落月に嘆きの息白し

塾の請合ふ入試合格

赤いポストをめぐる政争
兄弟ゲームに飽きて腕相撲

都踊りの振りの艶やか

似空實泰代志似空朱

鈴道泰似政朱眞子
智
鷺
江代子子志子空仏
實

L＝＝

千年の花を賞でつつ美酒に酔ひ

長
梅谷酒浜大峯橘福芝
田
川匂
LI
谷田
田蘭

の

八川崎・天の川連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃松潔し﹄
大谷似智子捌

佐怒賀正美

篠原正行
酒匂道代

夢の海外大空を飛ぶ

ナォテレビきき笑ひ聞こえるめかり時

藤本みどり

初澤弘文
那須拓志
岩田爾瑠

厚

戸部よしみ

球団の株上場が取り沙汰に
一寸先は読めぬこのごろ

豆を躍らすギヤマンの皿

放送局を買収の劇

しばらくは愛の炎に身をまかせ

宙心

ま

泰

也

行

代

美

ウ十より文音︶

内山明子

似

中川アイ
加藤文子

自慢の喉につられボサノ︵

︵於・中央林間

平成十七年九月二十一日首
平成十七年十一月十七日尾

錨を降ろす母港おだやか
期せずして仏塔巡り花の傘
会釈を交はしうらら店番

どこやらか異郷の空に鐘が鳴り

ナゥ三世代づつ参集の芋煮会

退屈顔の案山子愛らし

朱

小吉を引き当て旨し缶ビール

後から声をかけられときめける

高木厚子
大谷似智子

月昇るさやかに揺れる蔦葛

二人きりファーストキスは観覧車

奈良岡尊仁

思ひの丈をはやく聞かせて

吉浜ます子

橘朱鷺子
芹田恵子
内山良子
浜口泰子

松潔し師の指す方に蘭馨る
ほどよき風に仰ぐ十六夜
今年絹色艶も佳く仕上りて
児の笑みに跳ねる構への通し鴨
キャンプ生活デジカメで撮り

干菓子生菓子薄茶添へられ

ゥ音楽に心癒さる魔訶不思議

果てはあるかも天の橋立

君の項に揺れる後れ毛

絵葉書とぼくはいっしょに旅をする

奈良岡瑞穂

︵小学生︶

早合点で逃がす逸材

本間昭雄
本間泰義
富田真也

芭蕉像照らす寒月影を引き
枯野をわたる犬の遠吠え
和やかに古希を祝ひて同窓会

古谷義次
清川みゆき

坂口昭一

術後かばひて解きしネクタイ
満開の花をあしらふのれん分け

紋白蝶の舞ひ出づる庭
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ハ上野・伊賀連句会ｌその一ｖ

半歌仙﹃芽をぞ吹く﹄

杉本従子

山村としお捌

四方の嶺木々限りなく芽をぞ吹く
山村としお

永田照子

従子

片山妙子
豊住敏子

松露を掻きてかさばらぬ苞
凧を網むまゆ黒々と墨入れて
ふるさと太鼓景気づけする
のぼり切る観覧車より望の月

袋の梨の丸みぽってり

ゥ町役をはなれ余生を菊作り

妙子
敏子
照子
従子
敏子

なか

韓流の枯野のロマン追へる人

片づかぬまま机辺や身ほとり
一つコートに寄り添って入る
乾盃の燃ゆるグラスを交しつつ

川本政子
奥田雅生

政子

恒岡弘二

雅生

とし子

町野とし子

潮引きゆけば砂の城消ゆ
町中の夜店にぎはひ月暑し
襖はずして伸ばす手と足

突然の郵政開散想定外

マイク持つ手の熱き語り部

見守られ三百年の花模様
蛙とともに季節深まる

平成十七年十一月十二日首

︵於

平成十七年十二月二十四日尾

上野西部公民館︶
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八上野・伊賀連句会ｌその二ｖ

半歌仙菫月
號﹄

濠の片辺に鴨の巣籠

青鱸の跳ねる小天主新樹映ゆ

ハイテク人形蝿微笑む

鍛練のコーラスの声流れ来て

奥田雅生捌
山村としお

町野とし子

奥田雅生
杉本従子

雅

お

新酒どうぞと軒の杉玉

まる﹃うと

客人の肴届きし月白に

とし子

とし子

豊住敏子

雅

従

ゥ里祭明治ますます遠くなり
有爲の奥山越え行かふとも

お

太く短かく生きて満足

黄泉の国求む二人にことばなく

Ｗ杯酔ふバンコクの夜

立ちあがるレッサーパンダはやされて

お

片山妙子

ない

地震気にかかる神の旅立ち

凍月の盆地見渡す大玻璃戸

とし子

川本政子

提出の小泉法案ゆれにゆれ

末黒の芒青み見せつつ
廃校の校庭にぎはふ花筵

少
＃

従

風に吹かれしシャボン玉追ふ

平成十七年七月九日首

平成十七年八月二十七日尾

︵於・上野西部公民館︶
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八松山・石手寺連句会ｖ

歌仙﹃煩
を

又また出るよハリーポッター

ナォ﹁ふるさと﹂を歌う子供等のどやかに

世も末と思う事件が続発し
候補者ずらりポスト小泉

いい人は電車待つほど来ないもの

嘘から真恋は悪戯

岡本眸捌
岡本眸

暖炉燃え睦言に酔うパリの夜

眸

しみじみと思い出辿る寝待月
絶えることなく響く虫の音

同じ造りの官舎間違う

便りきて心急ぐまま母見舞い

雪原を行くトナカイの鈴

宇都宮國子

加藤祐子
井ノロカ子

銀色のせて扉く穂芒

祐

西本加代

ゥ友と来て新酒酌み交う旅の宿

十二日首
十三日尾

︵於

執

石手寺安養閣︶

いる

ナゥほんのりと香り漂う走り蕎麦

平成十七年十二月

平成十八年二月

苔の碑ゆらす陽炎

島民あげてトライァスロン
咲き盛る花は樹齢を誇るかに

諸々の神に平和な世を祈り

どで
孫の首か途
の夢は七彩

力

加

國

耐震偽装裏に裏あり

眸

力

利口な鴉街を見下ろす

祐

國

能舞台果て仰ぐ夏月

力

祐

飾る絵にロマン漂う喫茶店

紀伊郁子

眸

そこはかとなくまとう春愁

嬉しいニュース告げるテロップ

流行を気にしながらも更衣

パソコンのミスが招きし株騒ぎ

たそがれをぴたっと添いて傘の内

恥らいながら甘きささやき

呼べば寄りくる外濠の鯉
ほのぼのと夕月匂う丘の上

木の葉散らせる一陣の風
各界の名墨展に誘われて

煩悩を消すかに鐘の冴ゆるなり

E＝＝

散る花に盃傾ける花の宴
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悩

筆國力郁國祐力郁眸カ國郁加祐眸力郁加

八東京・一粋会ｌその一Ｖ

﹃エルム咲く﹄

野の果てまでも響く鐘の音

高根沢洋子

杉崎華
横田童子

ナォかはず啼く故郷の丘菜を取りに

夕日影ロザリオを繰る細きゆぴ

長沢三千代

人形の家の間取りを広々と
トイプードルは内弁慶で

一夜明ければ痛む足腰

人

螺

陶

暢

怒りて寂し便り無き日は
みお

風講のどこからとなく窓に月

暢

田中安芸捌

田中安芸
士肥暢子
中澤念魚
品田白玉
小野酔陶

宅急便に手掘り自然薯

あそびめ

螺

米研いで草履取りして鞄持ち

伝統芸をつむぐ若者

螺

風

玉

垂里

風

玉

色小

大久保風子

ナゥ古祇紗に茶巾絞りの栗甘し

水脈はるか貴方に続く波掬ふ
葦簾の向うに見え隠れする
老いぼれの祭嚥子に浮れ出て

山内螺々子

エルム咲く街は五月を極めをり

ずず玉くるむ赤いお手玉

グラスに溢るる訓るつぶやき
月を背に飛ぶ自転車は子等の夢

横田思案人
風

水

傘を杖にし暮遅き中

うみ

近江の湖に鮒の巣離れ
風
人

暢

平成十七年六月一日首

︵於・麹町秋葉庵・文音︶

平成十八年四月二十八日尾

執筆

淡雪に色よみがえり城の花
陶

月冴えておのが影踏み家路へと

大城里水
中村麗
地引聡亭

新人泣かせ教授回診

垂云

遊女の裾にひきずる籠の烏
三味の弦などゆるむ一方
双六の世界一周オセアニア
コンドル睨む王の眼差し
白き塔契丹ぴとの祈りあり

魚を買ひ単身赴任の厨にて

いつもの場所でいつものように

ゥ秋小寒行き交ふ人の足早に

蹄の音を運ぶ薫風

仙

吊橋のもと流れとどろき
先人の贈れる花は満開に
わすれな草に託す再会
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歌

八東京・一粋会ｌその二Ｖ

歌仙﹃酔芙蓉﹂
初孫の澄んだ瞳や酔芙蓉
願いの糸に七色を掛け
朝霧に明けの月つれ急ぎゆく

土肥暢子捌
横田思案人

田中安芸
中澤念魚

タイムカプセル未来を詰めて

光幾重に秋もにじみて

麹町秋葉庵・文音︶

酔

玉陶螺暢陶芸暢玉水風螺魚芸人水風螺魚

むし

ナォ春風に蚕すきとおり繭近し

君に逢わんと縄梯子かけ

百歳となれば火遊び懐かしく

難破船にはシーラカンスが

乱れ髪刺客マドンナぬっとでて

宇宙に在りし私の謎

読み始めふと気がつけば午前二時

大城里水

穴惑いする蛇がするりと
大空にこの名月を誰ぞ描き

理屈より手を休むなと早稲を刈り

千本ノック声高らかに
里山の緑間近に迫りきて

大久保風子

ナゥ初心者のコントラバスは屋上で
堂云

密かに懐ゆるパイプの煙り
揺られ乗る二輪の馬車で隣村

︵於

道ばたの草濡らす春雨

学校帰り子らの駆け行く
弘前の狂えるごとき城の花

平成十七年八月三日首

平成十七年十月十八日尾
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山内螺々子

昼寝のあるじ待てる縞猫

品田白王
土肥暢子

ゥ打水に赤い鼻緒がちょっと濡れ

藍の浴衣は課が見え

あやつれる木偶の二人は離れずに

いまだ歌えぬ防人の歌

暢
１
厘
人

語り部も自分のことがあやふやで

団塊世代現役卒業

人

螺

玉

水

暢

十一云

月冴えわたる産士の森

あすなるの梢の床にかじけ烏
熱唱でヒーローとなる大舞台

渋谷駅まで流されていく
最北の花見たくなり一人旅
黄砂にゆられ異国の香り

小
野

八東京・一粋会ｌその三Ｖ

短歌行﹁若き議論﹂
大久保風子捌

田中安芸
士肥暢子
大城里水

外灯のそこだけ雪の吹きすさぶ

若き議論に燃えるストーブ

遠き峰牧柵に寄り仰ぎいて

山内螺々子

大久保風子
笠云

螺
巷云

水

ナォ手に悲し主人の逝きし雛人形

かすかな波を水底の魚

満天の星降るなかに赤道祭

心の鍵は君に預けて

蟻地獄売れぬモノ書く人の側

一鞭あてて駆ける草原
閉門の重き刻の音城に月
重陽の宴名残惜しみつ

ナゥ秋小寒うしろすがたの老いの影
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弦月青く雲を切りさく

ゥ坂道をオリーブの実のたわわなる

何を叩くか米搗き飛蝮

姫様は無理難題をふりまわし

死ぬまで踊る君を抱きて

居並ぶ鶏のつ
つく餌箱
たに

花筏つぎつぎ渓谷を奔りゆく

螺

水

神無月革命記念日平日に
低く響くはロシア民謡
レガッタの權のしずくに飛花落花

明日の計らいなくてのどらか

麹町秋葉庵・文音︶

風

︵於

草餅食めばあんこはみだし

平成十七年十二月七Ⅱ首

平成十八年二月六日尾

風暢芸螺水芸暢風水螺芸暢

八千葉・市川俳諮教室ｌその一Ｖ・

歌仙﹃市女笠﹄
伊藤貴子捌

伊藤貴子
相良知子
篠崎初枝
木暮佳右

市女笠欲しき日射しや大花野

新聞の嵩すぐにたまりて

広島泰老

赤とんぼ来るという子を待つならん

すすきかるかや月の東屋
欠けし壺包み隠して置いてあり
うす暗がりに垂るる蜘蛛の囲

久

泰

修験者四人法螺貝を吹き

ナォ中腹に大き穴あり山笑う

湯めぐりの足湯に足を投げ出して

噂の男サングラス掛け

テニスコートのラリー響ける
居酒屋の暖簾涼しくひるがえり

唐突に蛮声の飛ぶ出てゆけと

本やバッグが降ってきました
週末は箒手に手にボランティア

例年どおり案山子祭を

天神さまに深き一礼
月照らす屋敷畑の大樫

佳

知

稚のゴリラにシャボン玉吹く

大道芸所作の悲しき花の下

寄ってくる人逃げてゆく人

駅の前ティッシュ配りのアルバイト

貧しき頃の淡き思い出

ナゥ茄でて食ぶ通草の皮のほろ苦し

星の王子と成田空港

初

石橋和子

いば玉の比翼の烏となり舞いし

知
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小野久和子

ゥ出勤の背筋を伸ばす噴水に
ざわめく街の風のべたつく

魔性の女演じ切りたる

初

磨かれたショウウインドウにネックレス

何もかもご破算にして年忘れ

知

佳

梯子乗る人月を蹴り上ぐ
広重の登戸海岸通るバス

泰

︵於・千葉市若松公民館︶

禁煙マークあちらこちらに

久

平成十七年九月八日首
平成十八年二月九日尾

湧き出でし雲の如くの花を浴び

仔猫を膝に食べる弁当

和貴泰知泰佳久初佳泰和知久初和久佳知

八市川・市川俳譜教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃鴬釣るや﹄

篭釣るや江戸切絵図の紺の潮

涼を新たに浮かぶお台場

斉藤一灯捌

勝田みつ子

伊藤貴子
斉藤一灯
伊藤藪彦

紬の袖のしつけ糸抜く

斉藤冨美子

月を待つ団子美事に積み上げて

お裾分けですと何やら隣から

里貝

佐藤昌子
壹田

貴

ナォ野遊びの列を乱してなにかあり

酔いどれ天使溜池に落つ

背に負うは金剛峰寺の陀羅尼助

生まれついての手癖足くせ

正直な鏡にうつる夜叉の顔
お化け大会夏なおさむき

待つという刻のせつなし草蛍
悩殺スタイルスヶスヶの絹
墓までは付合いきれぬ若作り
唇づけだけで過ぎし長き夜

ロボットが有明月に跳ねまわる

菊人形の酒呑童子も

ナゥ石庭の箒目の渦ねんごろに
初雪ながら積もるらしくて

ポケットに飴しのばせて通う士手

水陽炎のゆれる網代戸

日日

市川俳諸教室︶

−91

渡り廊下を跨ぎくる犬

ゥ吉報も留守番電話年つまる

ご存知ですか風邪の流行
とまり木に肩寄せ合ってあのひとと

ちょっと甘えて勘ねたもの言い

すれ違う力士の皆の花の屑

︵於・今泉ビル

平成十七年十二月七日尾

平成十七年十月五Ⅱ首

風の色みて絵凧手渡す

彦

言田

日日

貴

言田

日日

里貝

貴

柳川の堀端やなぎ月涼し
ひげも小粋な北原白秋

秘めている愛は地球を熔かす程
灼けた舗装路冷ますゆうだち

連れ立つの一人が不明藪の中

腐れ袋にン千万円

本塁打どよめきに花降りやまず
ガラスの森に春ショール脱ぐ

貴冨彦昌貴冨貴昌冨彦貴昌灯〃彦貴冨彦

八市川・市川俳譜教室ｌその三Ｖ

歌仙﹃初写真﹄
斉藤一灯捌

伊藤貴子
伊藤藪彦
斉藤一灯
佐藤昌子

初写真ベニスの魔女の仮面つけ
屠蘇に浮かれて舞い出せる姫

歩道橋越す群集にもまれいて
ばったり会った母の友だち
風一陣湖上の月のゆらめける

貴
日日

お濠をまわる朝のジョキング

ナォ春さびて立つ靖国の大鳥居

すぐに素姓を言いたがる癖

ヵッレッの定食を待つ列長く

駅の前ニート同志が会釈して

炬燵の足が触れた触れない

目指す相棒さがす夕暮れ
火遊びの好きな貴婦人皮衣

丹精こめし盆栽の数

結局は手鍋提げての路地住まい

古希の叙勲に新酒酌み合う

永年の功をねぎらう望の月

終業のベルひびく校庭

ナゥ雁渡る稲架なき里の空高く
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斉藤富美子

苫舟で聰くわれからの声

彦

ワ柿紅葉嫁欲る旧き家ばかり

貴

駐車違反のシール貼られし

老捜す有線放送いくたびも

マタギながらも公達の喬

一邑

妻問いは光源氏もさながらに

日日

平成十八年一月四日首尾
︵於・今泉ビル市川俳諮教室︶

斑雪模様に遠き山脈

花の雲江戸の昔を今に見る

片っぱしから幼な馴染を

責

日日

言田

貴

日日

彦

貴

弁財天ジェラシーの琵琶かきならす

お供え卵ねらうくちなわ
漸くに秘策練りあげ月涼し

景気回復かざす内閣

ロシアまで毒を広げるスンガリー

筏で運ぶ満貝の︵ス

花びらの散り込んでいし旅鞄
園のベンチに仔猫鴫きづめ

彦灯冨貴昌彦貴冨貴灯彦昌冨彦貴昌貴冨

八千葉︑市川俳譜教室ｌその四ｖ

半歌仙．年生﹂

校門掠め二羽のつばくろ

一年生光るランドセル光る靴

運河の土手に止める自転車

雪柳微妙な反りを描くならん

棟上げの梁を透して望の月

機織虫の鳴く音遠のき
ゥ芒分け隠れ遊びの吉原へ
のぴし髭なで何食わぬ顔
大寺の金剛力士仁王立ち
成田土産に羊葵を買う
エンジンを噴かせば猫の横っとび
リストラされて行くあてのなく

幽霊の出でかねており梅雨の月

伊藤貴子捌
小野久和子

伊薩貴子
木暮佳右
相良知子
廣島泰老
石橋和子
久

泰
久

篠崎初枝
初
知
〃

泰
佳

和

旅の疲れを癒す温泉

ほたる見物渕のざわつき
診療所待合室が空いており

知

貴

港の見える丘に初虹

ふぶく花掬いためては手草とし

平成十七年四月十四日首
平成十七年六月十四日尾

︵於・千葉市若松公民館︶
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八伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃茨蓬﹂
がまずみ

野火奔る地面の上と下の修羅

無法地帯にユニセフ大使

あかときの港出てゆく遊漁船

英語で唄ふなれた邦人

涼風に軽く押されて処方菱

渇きの喉に沁みこむビール

石渡蒼水捌

なにげなくそのひと言に刺さる練

髪を結ひあげ気分一新

八谷美枝子

空港を手を振りながらハネムーン

石渡蒼水
宮沢次男

箸叩く音踊る長老

芙蓮を入れし口より里心
月光照らす旅先の風呂
田中てつ

障子貼り終へて今宵の月を待つ

−94−

轡虫籠に飼ひ慣れよく鳴きて

みな美しく和む人ごゑ

古川さふｂ

仙石原に光る穂芒

梅谷静子

朝霧の中より野鳥聞ける窓

清水湧く音さらさらと流れをり

さ

顔の変らぬ久にあふ友

柱時計が正午を告げる

句帖手にバッグを提げて花の旅

廃線の余儀なき鉄路ゆく漢
八

て

静

中根明美

水

ほのと甘い香山楯子の花
善と悪電波は世界かけめぐる

近松読んで識りし色艶

逢はないと決めても募る恋慕なり

畑よりキャベツの悲めい豊貧乏

次

切干もどす十分の暇

岩のくぼみに身代り地蔵

水

平成十七年九月十八日首尾
︵於・伊東市富戸伊豆芭蕉堂︶︶

子らの歓声さざえ壺焼

雪沓のあとはっきりと浮かす月

次

て

桧の桶に張ったうすらひ

次

静

深爪切ってお医者に通ふ
白鳩も混りて花の公園に

のんびりと廻る水車の余念なし

学童あそぶ磯はうら︑か

て静八次水さ次美て水静八静水てさ八美

八伊東伊豆芭蕉堂連句会ｌその一一Ｖ

歌仙﹃東雲﹂

ナォ正一位たしかな位午祭

エンジンかける漁に男気

耐えてゆく風邪にほろ酔ひ玉子酒
カクテルグラスにオリーブ沈む

海の褥に船たちねむる

おぽつかぬ轆轤はた蜜の泥遊び
石渡蒼水捌

アイロンをかける背筋をぴんと張る

ぴん付油の匂ふ黒髪

八谷美枝子

﹁床の間に置く﹂と夫は誓ひしが

石渡蒼水
田中てつ

枯木を縫ふて携帯電話
梅谷静子

蕉庵に忽と東雲兼輔忌
ひと足先に部屋の整頓

海青き駅のポスター覗きみて

澄む月の平和掲げて暮す街

感謝々々で家庭円満
渡辺日出子

夜学子にある腕白の性

ハンドルの捌きを休め莨に火

しろがれの匙沈む川底

ノ

︑
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来し方をピアノにきざむ月の詠

届く松茸古里の味
て

絆深めてあすを委ねる

ナゥ紅葉の径を杖曳く老女美し
八

花に酔ひ宴にも酔ふ夫婦船

静

宮沢次男
中根明美

日

紅さし待てる若いＯＬ

ゥ杭ぎいと船をぞ肪ふきりぎりす

ブランド品がたった千円

美
次

初デート触れし右手は洗ふまひ

忘れた話茶壺のなかに

火の島を涼しく月の上りそむ

美

平成十七年十一月二十七日首尾
︵於・伊東市富戸伊豆芭蕉堂︶

晴着は春の七草の彩

車窓から見送る笑顔やさしかり

昏きに声す水浴みのひと
団塊の世代交替世はいかに
父は右利き母ひだり利き

て

次

日

早苗は育つそよ風を容れ

園児らの花にはしゃぎの遊戯の輪

日八水次美日次水静て次て日て水八日水

八南砺・いなみ連句の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃宵祭﹄

ナォ牡丹雪舞う街角にバスを待っ

毎週変わる携帯の曲
墨染の衣に隠す男振り

立見の席へそっと割り込む

絶え間なき鮎のジャンプを撮り続け

毛を吹いて百の加勢を呼ぶ悟空

二村文人捌

長谷豊子
山本秀夫

お化屋敷で稼ぐ学生

篝にゆれる新緑の木々

粛粛と神の御遷座宵祭

いつになっても出来ぬ告白

月渡る望郷の念止み難く

天秤は不倫へぐっと傾いて

宇野やす子

鳩もおいでと直す餌台

大島朋子
柴田恭子
二村文人

どうにも鳴かぬ籠のすいつちょ

ナゥ秋遍路鈴の音りんと通り過ぎ
厨に立ちて煮込むポタージュ

決めかねる命の長さ医師家族

文学全集旧字旧仮名

荒城を巡れば花の雲幾重

駒鳥笛吹いて川の辺を行く
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カサブランカで恋の醍醐味
や

恭
〃

亀豆

朋

いぬじま正一

人

聰

︵於・南砺市井波総合文化センター︶

平成十八年五Ⅱ十三日首尾

聰慧泰朋子豊や聰泰や

クッキーをアルファベットに焼き上げて

運動会の賞状の額

露天風呂母の背流す今日の月

ワ濁酒痛む虫歯にしみこんで

ペアのジーンズイニシャルを縫う

熱き視線に美を競いおり
七年目浮気心も見え隠れ

迷子札下げ俳個の祖父

置き去りの箱に猫鳴く駅の隅

や

些塁

素麺を干す三輪山の裾

リモコンで開けるシャッター月寒し

人

沖田泰子

〃

前が進まぬメーデーの列

轆轤蹴る名工の指こまやかに
時報を聞いて時計合わせる
中空を埋めつくしたる花の昼

慧
美

貴
志
一や夫朋泰夫や

杉
本

三
谷

竹
部

八南砺・いなみ連句の会ｌその二Ｖ

二十韻﹃夏無窮﹂

蔓芽やさしき朝顔の苗

一村文人捌

杉本聰

いぬじま正一
宇野やす子

太陽系射抜くボイジャー夏無窮

鯨尺母は産着を縫い上げて

柴田恭子
二村文人

恭

夫

聰

や

一一一谷貴志夫

政夫と民の影も新涼

聰

見守り隊が辻々に立ち

住所のリストパソコンに入れ
ゥ巴里の宿思い出たぐる盆の月

菊一輪挟んで寄せる頬と頬

用心棒と煙草分け合い

パチンコにうつつをぬかす定年後

スケートリンク照らす満月

聰

ナォ下通る人に挨拶雪おろし

ぼりぼり醤る南部煎餅

や

″

顕微鏡神秘の世界垣間見せ

小さな嘘を重ねあいつつ

口移しねだる仕草の艶めいて

ナゥ臨終に水で薄めた酒飲ませ
寄り道をしてもらう猫の子

騨り繁き乗鞍の山

ゆったりとしの字に曲がる花堤

人

朋

大島朋子

︵於・南砺市いなみ総合文化センター︶

平成十八年五月二十六日首尾
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八東京・上野連句会その一Ｖ

宮脇美智子捌

十八韻順候式雪月花﹁尺嶬虫﹄

幟ひらひら落武者の里

超聴きもらす尺蟆虫のひとり言

空澄みわたる空港に立つ

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十七年八月十五日首尾
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プロジェクトＸの歌口ずさみ

へミングウェー読み耽りおり

い春秋和冬美
く
智
筆い和春秋和美冬い春秋和こ水芳子男子
執

旗ロッキーの万年雪に楓映え

象牙の塔の道を外せる

宮居出で二人して撞く愛の鐘

薄暗き廊下に割れし試験管
軒の氷柱が反り返りいて
枢きのうきょう明日も熱燗月細り

白鳥帰る北国の春

板につきたる年金暮らし
初孫の顔の笑まえる雛の店
修験者の湯殿のお湯に足浸す
腹立つこともまるく納まり

夢の続きに突く心天

紬江戸っ子の気質の花火川面打つ

竹渡新次字宮
本部井山咲脇

才

八東京・上野連句会ｌその二Ｖ

﹃犬ふぐり﹄
渡部春水捌

宮脇美智子

渡部春水
新井秋芳
次山和子

腱小粒には小粒の夢や犬ふぐり

どどどんどんと太鼓打たるる

堀朱芽

竹本いくこ

臆登高の我を我をと登りつめ

佐々木彩女

ウ

Ｉ似合わぬ色のバンダナはずす

い

和

ナオ

１雌流木のオブジェめきたる渇水期

映像を見ればいやます旅心

ー世界遺産の維持にきゅうきゅう

黄門様は今日は何処に

荷下しの河岸に煙霧の立ち籠り

ふぐ鍋囲み人生談議

相性はコンピューターが弾き出し

胸の炎に回路狂える

豪邸も車も総て色槌せて
幕引きいかに劇場政治
靖国の杜を弦月見守れり

いつしか群れし野辺の露草

︑鳩澄む秋のゴルフコースに娘連れ
ナウ

ー水の風紋ひと重ふた重に
老齢の謡の師匠姿勢良き

鶯餅で憩う四阿

蒼天のどこまで続く花吹雪

朱

山口珠美

春泥を跳ぶボーイスカウト

︵於・上野

平成十七年三月十六日首
平成十七年五月十八日尾

彩
春
久﹁

彩
〃

なにはともあれこの頃多忙
飛花落花場所取り役のけんか腰

美

金剛界胎蔵界とめくるめく

盟友偲ぴあおる冷酒

忘れた頃にポアロ現わる
夏の月旧家の廊の薄暗き

公園のブロンズの裸婦盗まれて

計算出来ぬ奈落への道

抱きしめる手にまだ絵具ついており

波頭つん抜け望の月大き
海猫帰りふっと閉じる目

宇咲冬男

百年を見据え起業を青陽に

く雪解雫の広き牧場

仙

叩き損ねて逃げる熊蜂

東京文化会館︶
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歌

冬い秋珠冬美い美和い春美い和秋彩珠和

八インターネット・ＷＥＢめぎつれ座ｖ

桂

タヌ公

︵ｚｐ心の↑﹃ｅ

河童の子らも初恋のころ

六月十一日︵士︶

大切なビー玉ひとつポケットに

︵ｚＣ．↑④﹃印と

藍

たすけ

のら

︵Ｚ︒↑＠画配色

カンちゃん

十月二十五日︵火︶

透明な風吹きぬける道

進化したのかホモサピエンス

雪月花猪鹿蝶と惚けたる

十一月一日︵火︶

酒に昏々恋に昏々

ばらずし

風

雨乞小町

註垂

︵ｚ○．今曙醗胃写

ＫＵＳＡＲＩ﹃たのしい三句たち﹄

一月一日︵火︶

みぞれから雪の知らせの除夜の鐘

蒼い地球に添える花束

焚火を囲むなつかしい日々

ふさ子

ボンジョルノここから海が見えますよ

︵ｚＰ今いい①巴

ひび割れに膏薬つめるしかめ面

一月三十日︵日︶

ちいぱば

禾

小晴

単ご

風穴ごしの北斗七星

十一月五日︵土︶

日

花嫁は抱き上げられて新床へ

麦

ふさ子

こなからのほろ酔い機嫌村境

たつみ

ぱらずし

︵ｚ○．吟↑い﹃色

暢

はやお

道草

︵ｚＣ．︑岸いや空

平成十六年一月一Ⅱより十二月三十一日

踊り場をいつのまにやら外されて

他人のシマを荒らす親分

アメリカに年次改革要望書

十二月二十日︵火︶

小晴

ザリ

不用之助

クン

︵ｚ○．今心舎ｍｅ

雪
サ
り
ひわ

お地蔵さまに深々と礼

︵Ｚ︒↑の

掃除はＮＯの札かかるノブ

活断層に家を建てるな

ジキルからハイドヘ変わる飲み薬
三月十八日︵金︶

万博日和リニモに乗って
私あなたの何だったのか

あてもなく引越してゆく狸たち
三月二十一日︵月︶

まだ高齢者などと言うなよ
鶏小屋に山と積まれた無精卵

蛇穴を出て無銭飲食

︵４２８１９番〜５１６５５番より抜粋︶
︵於・岬矢崎藍の連句わ−るど総合ＢＢＳ︶
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八東京・ＮＨＫ文化センター青山その一Ｖ

歌仙﹃恩師句碑﹄

沙羅咲いて恩師の句碑の寂とあり

池田笑子捌
池田笑
原田安

吉江康

土屋実

土間に転がる大き石臼

かが

屈みて寄れば鳴ける初蝉
心太手作りですと振舞ひて

ナォ独活和を酒の肴に酔ひもして

蹴りたる球の空高く飛び
面壁に九年の輝も徒なれや
不惑の吾子が金の無心に

使はれぬ健康器具が納屋の奥
起死回生のダイエットして

湯上りの肌ほんのりと迫り来る

睦言続き効かい冷房

川床料理闇に浮きたる東山

蛍育てて賑はへる村

昼の月杣それぞれの妙技もつ

逆髪祭孫と連れ立ち

まと

ナゥＳＬの煙纒はる谷紅葉

賢治のファン今も根強く

フィヨルドはタスマン海に開く見て

サプリメントを手放さぬ旅

曲乗りの自転車競ふ花の下

︵於

ＮＨＫ青山センター︶

春の名残を薄く刷く雲

平成十七年八月一Ｈ首
平成十七年九月五Ｈ尾

−1()1−

安

夜露を踏みて訪ひし庵

〃

子恵子恵

子郎子郎子恵

恵子子郎子恵

〃

〃

笑安康安

康実笑実康安

安康笑実笑安

恵子郎恵子
郎子郎子惠子郎子子郎恵子

このあたりカルスト台地月渡る

たた

ワ菊枕仕上り祖母の誕生日
寿限無覚えし子供得意気
粉飾は罪で化粧は称へられ
玉の輿乘る夢はうたかた
思ひ出の写真は棄てて再婚し

餅にしみこむ熱き膏薬

迷ひし果の愚禿親鷲
月中天焼藷売の声透る

フェルマー予想遂に証明

黙々と日干し煉瓦を積み重ね

内裏ばかりか増えし紙雛

花吹雪く彼岸此岸の隔てなき

実笑実笑安康実康笑実安康

佐崎静緒子
宮脇美智子

原田安恵
今村苗
池田笑子
臼杵瀞児
河田水尾
土屋実郎

山本博通
吉江康子

水尾

東海林子の少﹂ｈノ

判

八東京・ＮＨＫ文化センター青山Ｉその二Ｖ

半歌仙﹃稲雀﹂
雲一つのせる筑波や稲雀
待つ甲斐ありて昇る名月

駐在さんは縁に腰掛け

新走り出来は如何と問ひかけて

風はたと死し遠き船影

開け放つ部屋に転がる竹婦人

ゥ少年の夏金色に染めし髪
兄貴おどしてせびる小遣

消えずに残る胸の怨念

したたかの手練手管にひっかかり

煙もくもく走るＳＬ

過ぎし恋ゆがんだダリの絵の如く

静緒子

隣村まで橇の性診

美智子

苗

瀞児
笑子
安恵

鈴羊の月に向かひて崖に立つ
価値観は下流でいいの楽しけりや

明鏡止水良寛の筆

春を惜しみてボトルころがす

花冷の宿の灯うるみたる

平成十七年十月十七日首

︵於・ＮＨＫ文化センター青山︶

平成十七年十二月十九日尾
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衆

ナォうららかに終着駅の忘れ物

音楽堂へたどる絵タイル

交し合うバイリンガルのにぎやかさ

笑みを絶やさぬ殿下妃殿下

汗を押さえて猫足の椅子

結いあげし金髪白きうなじ見せ

さぐらんぼ切子小皿にかがやきて

大平美代子捌
大平美代子

〃澄三

澄子節他澄節三澄節次子〃三他〃

八町田・えびね連句会ｖ

歌仙﹃敦盛草﹄
敦盛草木洩れ日受けて母衣ひらく

謙伸

山田他美子

組閣成りしとテレビ速報
台湾にハイテク団地乱立し

遥か彼方に低き山並

他

ペダルふむ駅までの道月明り

里

郭公の鳴く古き番小屋

ご自慢のズームレンズに取り替えて

矢倉澄子
廣田節子
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大漁旗を掲げくる船

十五夜の月ゆるゆると昇り初め

依田みどり

米小
田谷

︵於・玉川学園文化センター︶

平成十七年六月八日首
平成十八年二月七日尾

母誘い昼餉すませて花堤
小銭ポッケに唯りの中

水面をよぎる風はあたたか

飛騨の匠の技を選びて
築成りし社の扉匂いたち

ナゥ蓑虫のぶらんと下がり寄るべなく

障子貼りしと故郷の文

新酒も古酒もとり揃えたる

み

他

他

枝豆をはじき飛ばして笑いこけ

学園の町若さいっぱい

″

捨即

澄

〃

み

平野三枝子

妹即

ジーンズを切ってつないで出す個性

人目かまわず熱き抱擁

散らばって踏みにじられるピンクビラ

単身赴任月は寒む寒む
古寺の庭に続ける末枯野
延びる噂の地下鉄の線

測量士・不動産屋がうろちょろと

快復期なる病室の窓

漸くに花膨らむと回覧板
春の帽子をそっとのせみる

橋
本

八豊田・桜花学園大学連句研究会ｖ

歌仙﹃紫陽花の旅﹄

紫陽花や心ウキウキ京の旅

各駅停車青田吹く風

二か国のなかま楽しくしやくるらん

インタネットの縁つながり
湯葉入りのごもぐうどんに冬の月

衆議判

音羽の滝に並ぶ学生

ナォ島原の大門狂う双つ蝶
迷えばここは夷馬場とか
工事中文化遺産も一休み

等間隔に並ぶカップル

すきとおる夏鶯の声まねて
丈なす髪に香るくちなし
鴨河原君に寄り添い夕涼み

澄んだ湧水汲む民の幸

早咲きの萩がさざめく神の杜

時間切れまであと三十秒

興正寺月に追われて帰りつく

硝子の濫にとらわれた花

ナゥいつときの脚光浴びるシンデレラ

五条坂眠る少女のうららかに

解散告げるメール発信

去るバスに乗せ春昼の夢
羽のべて火の鳥憩う水時計

︵於・賦ゼミ京都研修旅行︶

平成十七年六月二十三日首
平成十七年六月二十四日尾
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さ
み香里もえ
天翠

大路の塀を烏歩いて

ゥ静寂の音が聞こえる黒廊下

紫式部面影を見る

紅させばひんやり王朝美女となり

羽化した君に胸のときめき
くじ引いて桔梗の紋に願かけて

戻り橋にて鬼に遭う秋

夕月に﹁らつしやいませ﹂と呼ぶ兄さん

ざわめきを背に先斗町行く
抹茶パフェ御膳の後のお娯しみ

札探しする鏡台の裏

匂いつつ錦繍に散る花の色

命をかけし志士の春宵

翠天翠さ翠え〃

満華
ず
く
〃月祥舞ほ絵奈もい藍ら

藍舞翠香舞翠香天香舞翠さ藍翠え天〃藍

八東京・丘の上連句会Ｉその一Ｖ

追加十二句

塙於

中尾圭月

中尾青宵捌

非定型連句二十二句﹃立春や﹄

水透きとほり白魚一寸

崎

立春やしかと光れる風過ぎる
田中安

雁門関傷せし一羽友を待つ
鑿を習ひて石を穿ちつ︑

恩譽の彼方になほも庭やある

明日銀婚の選ぶ燭台

︵大連の羅麗蓮さんを逆えて︶

追加

玉

羅麗蓮

宵

玉

大久保風子

福島壷春

八卦に凝って何時かたつきぞ

羅や故郷の風を土産とす
澪暑の三田に嬉し俳詰
丘の上老樹茂りの奥深く
向日葵娘伸ばす背の筋
旧暦を電脳操り教えられ

風

佐藤良弥

蓮

落ち鮒浮けば狙ふ釣人

春

来し方は切れノ︑花火月や闇

揖寄せて葦間の蠕を偶に訪ふ
紅葉とはずの語り焚きつつ

宵

玉勝〃宵

〃

供物の餅は縁に届ける

二田山上︶

勤行の終り狐の来て啼けり

︵於・慶応義塾キャンパス

平成十七年二月五日首
平成十七年八月六Ｈ尾
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坂田武
和田中﹄

梨

筆先にパステルカラー薄く溶き

調べの行に握り飯よし

畏みながら壁画修復
大英の博物館は畳敷き
温管理コンビニ合戦分れ目で

サンドバックを彼に見立てつ

しやくりの度に歪む昼月
砂漠路投票箱は護衛付き
暖簾のやふな日々よ年歳

還暦の会このところ目白押し

南の海に島は没すか

批准せぬ国あり京都議定の害

ひたひたと夜星の落ち来る

旅の果て日想観の只無量
ドウカ３ニワ兀ヲシナイデ

コンバンワワタクシタチワ宇宙人

竹

野玉宵彦勝野勝〃芸彦玉野筆勝彦芸玉宵

八東京・丘の上連句会その二Ｖ

半歌仙﹃六十年﹄
東浦佳子捌

和田中心

大駒誠

坂田武

六十年今年も暑し原爆忌
狭庭ながらに励む打水
わらべらはテレビゲームに集まりて

東浦佳

竹崎梨

平成十七年八月六日首尾
︵於・慶応義塾キャンパス三川山上︶
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大城里

冷やかな隅喫煙の席

岬越え来る海風もよく
犬小屋の上に煙煙望の月
粋なあいつの姿見惚れる

ゥお会式の音に江戸っ子反応し

手ひねりの皿二束三文

酔醒めて我が審美眼あやまりて

大晦日の忙しきこと

家中の針を合はせる時計狂

核廃絶の進まないまま

終電車月冴え冴えと息白く
フカヒレスープ中身たっぷり

サポーター北も南も応援し

霞たなびく故里の山

花盛りこの世の春と烏の舞

勝〃彦野佳一水勝水一野勝子野水彦勝一

八柵川・桶川連句会その一Ｖ

歌仙﹁風の軍勢﹄
夏草を風の軍勢ひたはしる

テレフォンカード残りわずかに

虹立つ空に郭公の声
発表会お薄一服戴いて

ナォ放生の池に亀鳴く昼の寺

解散間近賛否両論

大和には女帝の歴史既にあり

膳出しルックイーグルを決め

天国で契るとか云うその憎さ

乱痴気騒ぎ酎をがぶ飲み

メル友と海水浴で男狩

福田太ろを

福田太ろを捌

伊東康之
康

籠に捨てある漫画の雑誌
親不知崖に砕ける波しぶき
若葉マークの車のろのろ

ナゥ破芭蕉おどるに乱れ海扇廻し
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稲架襖銀幕めいて月の姫

澤川佳久
沢井三柳
小池タ力
上月叩子
高橋眞次

観光客は拍手喝采

月今宵仔豚磨かれ売られゆく
いとど跳ねいる小屋の片隅

四辻に匂うだんご・煎餅

胱惚のロックいつしかサンバにて

耳の閥けたる埴輪さわやか
ゥ隆盛の像にとまりて残り蝉

佳

花社神が漕ぎ出す花筏

盛り上がりたる啓蟄の土
タ

坂
本

︵於・さいたま文学館︶

刻うららかにめくる新本
一一一

月

康

夕

平成十七年五月十七日首
平成十七年七月十八日尾

佳

一一一

康

奥山傳

今日だけと万年筆を売る的屋
変し変しとラブレター書く
時計をのぞきじゃ−ねひと言

かあさんに似ているだから気を許し

靴音のビルに断し月凍る
聖菓抱えて若いパパどの

右や左と物を乞う人

ポケットの奥にのこりし五百円

白壁に花影浮かぶ城下町
遠き浅間は煙のどかに

禮

眞三佳月佳康タ月佳康三傳三タ佳子康三

八桶川︑桶川連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃秋の蛾﹄
福田太ろを捌

ナォ風船の一つ逃げゆく冥界へ
野良犬どもの謀議ひそひそ
建築士よくもやったり強度減
金も着物もいらぬいらない

欲しいのはあなただけよと蚊帳の内

抱きしめられて汗のしあわせ

テーフーとラッパを鳴らし豆腐売

呼び止めたのはお化け入道

福田太ろを

銀幕に逃げ込むだけの端役なの

有明清か蔵の白壁
康

沢井三柳
伊東康之

秋の蛾の石の貌して覚めおりぬ

ドリンクバーはセルフサービス

文化の日巷に人の繰り出して

平成十七年八月八日首

禮

佳太傳眞康三タ子康三康佳三佳タ傳三佳

りがひろがり野趣がある︒

カッポ酒Ⅱ青竹に注ぐ酒で囲炉裏などで温めて飲む︒竹の薫

平成十七年十月十七日尾

坂
本

︵於・さいたま文学館︶

筆を片手に曲水の宴

花けぶる神奈備の丘包み込み

大き蜂の巣福の来ており

ハウアーユーと道を訊かれる
湯巡りの桶を浮かべて露天の湯

ナゥうそ寒の癌の病棟灯りいて

たんぼに並ぶ新藁の列

月迅し梢の雲のただならず

いつまでつづくマッケンサンバ
小池タ力
上月叩子

一呉

佳
タ

月
康
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高橋眞次

帷子の袖川風が抜ける橋
納涼船と声を投げ合い
コンパニオンの仕草気になる

※

ゥ宣伝の郷土料理にカッポ酒

康

このひと誰と妻の詰問

奥山傳

澤田佳久

韓流の︑王演女優に生き写し

山峡喘ぐ蒸気機関車

糸杉の渦巻いているゴッホの絵

本を飛びだす雪も兎も

冬の月民話はいまも村に生き
温暖化進む地球にしがみつき

昼の散歩は陽炎の中

お濠に殖える外来の魚
桜田門花影婆娑と警視庁

※

八桶川・桶川連句会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃縞密に﹄
冬に入る硯の赤き縞密に

福田太ろを捌
福田太ろを

沢井三柳
澤田佳久
伊東康之
上月叩子
小池タ力
高橋眞次
奥山傳

網棚の荷が山手ぐるりと

親犬に子犬三匹月の秋

監視カメラの向きのさまざま

遊びつかれて眠る長き夜

佳

日のさす窓をとべる綿虫
年惜しむ岸壁人で賑わいて

ゥ重陽の菊の薫りが皇居より
駆落ちで背を流し合う家族風呂

タ

時烏啼く月白の空

康

邑県

あすの天気を下駄で占い
頭陀袋首にツアーの寺巡り

月
佳

金の切れ目が票の切れ目と

冷酒汲む小言幸兵衛村の長

頭胸腹腰足の薬飲み

傳

太

のたりのたりと啓蟄の蛇
政宗の花の錦の巫女溜り
風土記の丘の水の陽炎

平成十七年十一月七日首
平成十七年十二月四日尾

︵於・さいたま文学館︶
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八神戸・おた／︑さの会その一ｖ

歌仙﹃々／星の﹄

後の月から水の滴り

夕づつの落鮎銀の塩振らな
をさな

ひよんの実を鳴らす幼の得意げに

機械仕掛けで笑ふ玩具も
屋上のコーヒーカップに目を回す

冬眠したき日日の繁忙

鈴木漠捌
水野隆
小池正博
梅村光明
鈴木漠
赤坂恒子
在間洋子
松本昌子
大野穣一

おきやん

やんちや御侠のいたづらが過ぎ

正博

恒子

あひくち

うづ

ナォ厨では仔猫親猫睦みをり
とみに無口となりし少年
大股の広き背中を見送りて
武者人形の占める座敷へ
辛辣なコラムに繁き蝉時雨
七首ひそと砂利に埋める
こはもて

強面がしどろもどろに思ひ告げ

帰りの切符破る妙齢

空港の喫茶店にもちちろ聞く
葉末に溜まる露のたまゆら

透きとほり手にも触れよと昇る月
たばこ

くれんじ

莨のけむりほっと輪に吹き
くすりぐひ

ナゥ薬喰曇りにじみ来橘子窓

バイリンガルの叔母は着ぶくれ
留学の予定がたたずどたキャンに

こつ

誰を待つやら籠のオレンジ
老いてなほ薄墨の花咲き匂ふ

爺やに習ふ凧揚げの要領

平成十七年十月十八日首

︵於・荊噺姉崔宿丸か池華歴にて満尾︶

平成十七年十月二十五日尾
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衣き子

博

子一子き明子

博

子衣

才

隆

多ま洋

正

昌穰洋ま光恒

正

恒多

隆

才

漠

ワ倒れ伏す寒菊そっと抱き起し
飛び石を一つ飛び越す恋らしき

森本多衣
山名才
かぶ

柔らかき掌を忘れられずに
土産ものムームー被り月涼し

宅見幸ま蛍︶

漠

優勝盾の並ぶ栄光

もと

仮寝の宿に桃の酒汲む

隆

西瓜割るごと心打ち割る
裂帛の気合のひびく道場に
てつ

草競馬敗れた馬に声援を
前車の轍を春泥に踏み
花の下遊行の僧の行き暮れて

昌光穣

子明一

ハ神戸・おたざ︑さの会ｌその二Ｖ

歌仙﹃昭和﹄
Ｖ＋工

藤椅子に母の坐せし昭和かな
はらから

早苗蜻蛉を追ひし兄弟

白ペンキ百葉箱を塗りかへて

天気記号は丸諸記する

宿題を終へて仰げば望の月
むら

一叢すすき銀の織物

ワ鹿寄せの卿叺が響く公園に
日曜画家がイーゼルを立て
ジーンズの汚れ構はず彼と居る

どうなることか恋の行方は
列島の地震マップに冴ゆる月

対岸の火事美しと見る

捨てて来し街に未練は無けれども

スーツケースもやや古びたり

愛国の徒となり帰還怒り肩

春闘の旗やり過すとき

高唱す鳴呼玉杯に花うけて
万歩計付け青き踏みつつ

鈴木漠捌

かさ

ナォ風船を長姉巧みにふくらませ

夢の量ごと酸素弾ける

くわうがふせい

瓶に挿す光合成の野辺の草

麦藁帽のリボン清楚に

君と汲む清水に喉を潤して

死後の叙勲へ木霊ひろがり

鎮守の森で逢瀬重ねる

菊の束供へ遺影の前を辞し

果て遠きハイウェーの灯の瞬いて

才

昭子
雅代

漠

洋子

三千子

漠

多衣
昭子
雅代
昌子
まき
洋子

才

三千子

昭子
多衣

洋子

︵於・ＮＨＫ神戸文化センター︶

平成卜七年七月十八円首
平成十七年八月十五日尾

泣き虫やんちゃ茶目も卒業

そそ

ＳＦ映画の背景のやう
降り灌ぐ花の洗礼新世界

貝になりたい望みそれぞれ

月沈み波音残るばかりなり

洗ふ硯は那智黒の石

頬を染め山の端を染め夕陽落つ

小林三千子

助野昭子
香山雅代
鈴木漠

ナゥ熱燗の父もかつては兵たりし
夜鳴きうどんでお開きとする
漠

在間洋子
森本多衣
宅見まき
松本昌子
山名才

雅代
昭子
多衣
まき
才

三千子

昌子
まき
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八松山・おぼろ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃湯祈祷﹂

かおどリ

湯祈祷や道後湯之町春明くる

旅館の庭に遊ぶ貌鳥

着飾りて入園式の賑やかに
﹁こどもの城﹂でゲームに熱中
ビバークの岩場を照らす夜半の月

鶴渡り来る山峡の里

ゥ灯火親し話題の新刊読み耽り

愛の奇談に暫し陶酔

藤本純一捌

御接待受けほっと一息

ナォ浄士寺へ向かふ遍路の続きゐて

単身赴任慣れしこのころ

あれこれとみやげの品を選びかね

襟立て直し出てゆくひと

︵於・

茜蚕

楽

寺坂十留

茜雰

楽

印田

楽

夢

印田

楽

執筆

皿柿鍔錬剛祉センター︶

平成十七年三月三十一日首
平成十七年五〃二十六日尾

久々に加はる花見クラス会
士筆摘み摘み孫とお散歩

歓迎はなやか二足ロボット

日々を愉しく老後豊かに
待望の﹁愛知万博﹂人溢れ

ナゥ秋彼岸母手作りのおはぎ食べ

始発列車で故郷を発つ
月清か風にゆらめく川芒
窓辺に間こゆ鈴虫の声

夢浅き朝の目覚めの恨めしく

シャルⅡウイⅡダンス刻を忘れて

いで

デュエットでカラオケ楽し喫茶店

熱燗で愚痴こぼし合ふ赤のれん
藤本純一

〃

梶野浩楽

〃

〃

楽

″

〃

楽

楽

今井比呂夢

束の間に恋の虜となるふたり
かんざし買ひし坊さん哀れ
航跡の消えゆく船を眺めゐて
うなも
海
面漂ふ名残のテープ

茜雰

楽

茜声

ホームランどよめく球場月涼し

蛍群れ飛ぶ谷間に憩ふ

やから

その

郵政は総理の押しでもめにもめ

後釜狙ふ輩うようょ

しだれ咲く花美しき御所の苑

満ち潮にのる白魚を追ふ
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楽夢一楽

八松山・おぼろ連句会ｌその二Ｖ

﹃若葉風﹂

挨拶も交はす散歩や若葉風

梶野浩楽捌

梶野浩楽

鏡気になりちらちらと見る

ナォ街角に新入社員溢れゐて

缶チューハイは女性の好み

先端のファッション並ぶウインドウ

夕立避けて駆ける人々

白い肌赤く焼けつく甲子園

駅前のちょっとお酒落な喫茶店
カルピスの中にストロー二本

︵於・

仙肺継緯綱祉センター︶

平成十七年八月二十四日尾

平成十七年六月三十日首

茶摘みの唄の聞えくる昼

盃にひとひらの花浮かべたり

世事を離れてゴルフ三昧

テロつぶす戦テロを増殖し

落下傘にて女刺客を

ナゥ走りゆく石鎚の道山もみじ

栗拾ひする町の幼児ら

い

孫たち去にて静かなる部屋
円い月川の流れにゆらめける

なか

藤本純一

ワイシャツにルージュの紅が残りゐて
楽

寺坂十留
高橘蘭水

こおろぎ

草むらの中すだく蟠蝉

楽

印田

楽

即田

〃

留

ゥささやかに芋炊きの宴楽しみて
酔ひにまかせてひとをどりする
合コンのあの娘のゑくぼ忘られず

留

一﹂

愛を誓ひしハワイへの旅
国民も神も迷へる九段坂

楽

仰ぎ見る孤峯の肩に月冴えて

ボート漕ぐ水面に揺るる花筏

海岸清掃奉仕する子等

知床の自然は世界の遺産へと

軒いっぱいの吊し大根

も

田畑を守りて平和を祈る

広縁に文机筆硯持ち出して
我が庭眺め一句詠むなり
古里のお城の天守月の光ゲ

軽やかふに
鳴る矢車の音
づくえひつけん

仙

家族ドライブゴールデンウイーク
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歌

留一楽一留楽一留楽一留楽一留楽一留楽

八松山・小野連句会ｖ

﹃法師蝉﹂
渡部伸居捌

ナォころノ︑と山田の蛙鳴き競ひ

地主の旧家今は重文

押され気味なる女性軒昂

子には子の親には親の夢があり

鹿泳ぎ着く浜木綿の島

やから

万博の先端技術目を見張り
帰りのバスを待たす輩も
絵団扇を配り客呼ぶ旅役者

渡部尤京

宇都宮柏葉

渡部伸居

夕月かゞる二の丸の苑

趣味の教室アートフラワー

四十路なほ見合ひのチャンス逃さずに

待脱ぎて芋煮賑はふ

美はしき月を配せる金亀城

丹生谷遊梨
居

紅玉の林檎箱よりまろぴ出て
コーヒーをいれ友と語らふ

葉

村上宕王子

大直の遥か聟ゆ峰雲

居

王

遊

花を守る児童の日誌回覧し

谷間の村に一所帯増え

ねぎらひの言葉に心安らぎて

繕きもする牧水の詩

ナゥ徒然を紅葉かつ散る庭に佇ち

カメラ携へイラク戦線

葉

尤

外材に乗りてはるか︑背赤蜘蛛

尤

行書の文字の読めぬ碑

微醸して小唄うたひつ場末径

磧さすらふ雪女郎らし

葉

居

王

遊

ひたすらに親の許しを待ちをれば

僻地の医師の不足どうする

花匂ふ屋根付き橋に集ふ人

尤

︵於

平成十七年八月 一十九日首
平成十七年十月 一 十 四 Ⅱ 尾

松山市小野公民館︶

鴨の帰りて池広き朝

寒垢離の白衣の僧に鎌の月

好きな彼との相性は吉

ゥ拍手を打てば断の返る宮

ナイターの晶眉チームに声嗅らし

法師蝉謡の序曲荘重に

仙

龍馬を慕ひ奥伊予の春
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歌

遊尤居葉遊王尤居葉尤葉居尤葉居尤葉居

八神戸・海市の会ｖ

塚本邦雄追悼

と

歌仙﹃折見
はつなつはつ

糸蜻蛉なに偲びける竪琴に
前衛たりし騏麟寄り添ふ
こゑが

鈴木漠捌

ナォ革命歌春の挨によみがへる
らっきょう

時針に重ね分針も停め

辣韮を咬めば首都にも立つ炎

ぎ

かいうきやう
無む何
有郷を築く箱庭

修二朗

漠

愛憎の回り灯籠音もなく

修二朗

英治
圭介
昌子
れいぱ

しようけい

漠

かげ

生卵割れ虚実あらはに

昌子

せりふ

科白に秘める鶏り愉しみ

不犯久しき僧に寒雷

光明
圭介
昌子
英治
光明

日輪越ゆと鍬糖を蹴り

光明
英治

漠

圭介

曼茶羅と化すは万朶の花の裳

剃りあとに熱き血潮も樛むらん

勅使待たせて励む闘鶏

ひだ

漠

︵於・ファクシミリ︶

折見草Ⅱ松の異称︒また心を害えて謂ふ︒

平成十七年六月九日首
平成十七年七月一日尾

修二朗

修二朗
漠

修二朗

圭介
昌子
英治
光明

ナゥ埣啄の語を畏れつつ炭火つぐ

昌子

英治
圭介
光明

はい

鈴慕流しが風に切れ切れ

葡萄園受難基督像ありて
すずろ寒きは背信の旅

をりみぐ毬﹄

詩魂問ふ名残の月を映す盃

弐旨勺

ゑ

かす

瞳陽は大船調の活動屋

宮崎修二朗

鈴木漠
永田圭介
三木英治
梅村光明
松本昌子

入道雲の崩れゆく峰

野はいちめんに玲瀧の露
かこ

ゥ稲妻に百珠百華の煙めきて
下半身失せマヌカンは笑む
片恋を託つシャンソン声掠れ

水銀伝説山も眠るか

じゃうじん
去る情
人の黒い辻馬車
わだちう
追懐の轍
埋もれよ雪月夜

因襲を脱出したき青年に
ものみの塔の繁き勧誘

腐蝕銅版刻む夕べに

潮弄も罵言讃誇も織り込んで
ゑ

そろ

児の描くクレョンの月緑いる

初夏や僅かも疾くに折見草＊

m
一

絢燗と花散る贄に酔ひて候

蜂起幻想メーデーの列

＊
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草

八東京・解續ｖ

歌仙﹃綿いるの兎﹄
田中雅子捌

別所真紀
宮下太郎
伊藤哲子
服部秋扇
横山わこ

綿いるの月綿いるの兎かな

雑巾はいつもきっちり絞り上げ

中島みどり

元教師新蕎麦打つを趣味として

里帰りする梁太き家

︸﹂

一﹂

聖母に似たる牧の若妻

ナォ水枕水のぬるみて三鬼の忌
アトリエといふ方丈に棲み
古本にセピアの写真挟まれて

信ずることの出来ぬ性ゆゑ

夏痩せて指輪するりと落としけり

メリーゴーラウンド止まることなく

深井戸に魑魅魍魎の数へ歌

クオ・ヴァディス憲法九条守るくし

シリブカガシの実尻のかはゆき

知覧の空に消えし機影よ
夕月は葡萄酒色の波間より

ジヤズ発祥の街甦れ

ナゥ啄木鳥がこころの扉叩く時

宗祇の笠に揺るる陽炎

花の雨古今伝授の師と弟子と

平成十七年九州九日首尾

︵於・松聲閣︶
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ヱノコロ草をなびかせる風

麦わら帽の浜にぽつんと
ゥ衛士の名はつひに遣らず冷やし馬

タトゥーの腕の中で眠りぬ
噸怠酌む旅路の果てのエアポート

田螺のこども次々と生る

グランドにはためいてゐる万国旗

太

乃

晴

河村志乃
田中雅子
福永千晴
石橋佳枝

一字一石般若心経
マンモスは紅の雪見しことも
夢に驚く元日の朝

異国の言葉耳に飛び交ふ
閂を抜けば地球の軋むなり

大いなる成果に責任政党は

乃

紀

キセルでボンと打つ煙草盆

扇

月皓々熊野古道に花の散る

赤米蒸して野遊びの苞

執

筆雅太晴枝雅紀扇紀哲り晴哲紀扇雅晴紀

八横浜・蛙の会ｖ

連句十八韻﹃大木の﹂
中尾青宵捌

田中安

中尾圭月

東浦佳

ただ噌烏の導くに行け

大木の伐られ春雲よるべ何
青墨の手漉きの紙のにじみよく

大久保風

竹崎梨

藤沼和

平成十七年三月十五日

︵於・青宵柴庵︶
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大城里

山車の修理は安い頼まれ
蝋燭で御殿建たせし町の並
婿に決まるか理科の先生

物好きに一日籠る狐穴
月は出たやら隠れたのやら
さらさらと雪解の水がゴビの漠

拾った骨を掌にて温める
歎異抄幾度読めど判らずよ
田舎わたりの白拍子抱く
腹空かす犬の背中を哀れみて
セコムにも負け帰るこそ泥
金柑のこの世とばかり成る庭に
あさかぜ

七五三：．一みんな娘ぞ
無くなるといふ寝台列車で向かふ郷

今浦島はカメラ忘るる

宵芸風水佳野宵ヱ風ヱ佳ヱ子野水芸宵子

オ

八熊谷・梶の葉連句会ｌその一Ｖ

中和枝捌
冬英順冨和

歌仙﹃料蛸や﹄
哩料蛸やからくり時計の童消え

ー紫雲英を摘んで編みし冠

ーいつの間にやら雨となりいし

ナオ

ｉ雌清明の戦友会に偲ぶこと

占星術でさがす方角

涙でるシックハウスに落ちつかず

美容師が炬燵で染める恋の色
過去は捨てます凍土に埋め

利口な犬の名はチロと言い

自叙伝の盛りあがりたる一ページ

納得いかぬアートトリック

なめらかな介護ロボット期待され

菊人形の視線真っ直ぐ

潰し合う与党野党に歪む月

︑脇秋刀魚船吃水深く帰港せり
ナウ

祝い酒酌む流鏑馬神事

ーいのちの香る銀のさざめき
贄沢は名産品のお取り寄せ

︵於・熊谷市緑化センター︶

二重にかかる春の夕虹

花吹雪昔を今に段葛

平成十七年三月六Ｈ首
平成十七年四月四Ｈ尾
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レガッタの声遠くより届き来て
よく乾きたるシーツ取り込む

宇宙への夢のふくらむ月今宵
手入れの済みし松の枝振り

リタイァ近き団塊世代

碓鬼の子と遊ぶ鬼っ子腹を出し
ウ

ＣＤは決まったようにビートルズ

貴方まかせの私になるわ
英国のタイトな駅者に横恋慕
軽いおしりに練のささりし

月沈む蚊取線香燃えつきて

鍬形虫の大仰に死す

発願の観音菩薩彫り上り
まなこ閉ずれば山河荘々
信長の美学うべなう花の舞
琵琶湖に浮かぶ城の唇楼

字山
白川中
咲司根岸

冨順〃冬順冨冬順冨英順和冨男子子貴枝

順和冨和順冨英順冨英順和英冨順冨英冬

ハ熊谷・梶の葉連句会その二Ｖ

歌仙﹃青き踏む﹄
腱大空や直立不動青き踏む

脱稿へ亀鳴く部屋にこもりいて

オ

関根雪子捌

関根雪子
江森京香
伊藤稜志
栗原英甫

く雪間粧う遠き峻嶺
髭の手入れの鋏特注

高橋たかえ
一泉
士心

士心

臘宝前で神を笑わす猿回し

東へと参勤交替駕篭の列

ナオ

ー着信知らすバイブレーション

持病の癩に厚き介抱

燃えるだけ燃えて尽きたる蚊帳の中

向日葵の黄にドラマ終りぬ

タイガース声を頂らしてファン吠え

こけら落しの襲名披露

もったいないは母の口ぐせ

精魂の有機野菜をお裾分け

語りつぐ童話の世界月見酒
ちんちろりんと寺の松虫

︑脇椎の実を食べし思い出ポケットに
ナウ

ー轆轤を廻すねじり鉢巻
贋物の骨董品が本物で
礼儀作法と膜しっかり

花の雲都心すっぽり包みこみ

う

熊谷市障害者福祉会館︶

未知へ一歩の入学写真

︵於

平成十七年四月六日首
平成十七年五月四日尾
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満月の海へ釣舟漕ぎいだす
リュックのむすび香る新米

雌正眼の無念無想に威銃

甫

幸三

一泉

幸ヨ

士心

ウ

禁断の実のほろ苦いこと

く裏戸はいつも開けっぱなしに
捕まえし下着泥棒ハンサムな

押すな押すなのバーゲンの客

民主党影にちらほら小沢さん

甫

ー兄

泳ぎ巧者な上方芸入

た

藤椅子に胎教の曲月と聰く
たこ焼きのタレ代々の味を継ぎ

甫

幸ヨ

氷潜りてひびく水音

公園通り軽きジョギング
金婚の旅の終りの返り花

桁
水

た

た京う甫志京た雪京子京志雪志た甫志た

八横浜・桂の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃雁渡し﹄

月の客待つ古き庵室

片雲の富士に遊ぶや雁渡し

臼杵勝児捌
臼杵勝
原田安

若松註エ

渡部葉

池田笑

ナォ引き籠り人なつかしき春の風邪

パソコン句会互選たけなは

遷宮の準備伊勢路にはじまりて

景気はやっと上り調子に
夏蝶は前に後に慕ひ寄る

ダヴィデの如く暹しい彼

愚かなる愛に溺れて悔いはなし

薬研でおろす麻薬毒薬

マンションは手抜き工事で揺れに揺れ

皮肉な笑みを洩らす八卦見

そぞろ行く竹林月の光ゲさして

清き流れの崩れ簗越え

ナゥあれこれと作務衣の僧の冬支度

本因坊は若き俊秀

旅支度携帯電話必需品

ちりめんじゃこを母の土産に

ひともとの花のゆかしきけものみち

校門を出る遠足の列

松

倭

水

︵於・藤ヶ丘地区センター︶

平成十七年九月一 十 一 日 首
十九日尾

平成十七年十月
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大作を美術展へと持ち込みて
赤のクーペは走り去りたる

暖炉を囲み一家団藥

メールには暗号めきし文字並び

僅かに残る江戸の町の名

ゥ血統書つきの兎を胸に抱き

わちきはいつも男運よし

築地塀見越しの松のお妾さん
ブルースは別れの予感奏でをり

九官鳥の叫ぶグッドバイ
月更くる大盃で酌む冷し酒
やや
浴衣の爺の肩に乗る嬰児
語り部も聞き手も涙特攻隊
セピア色なる写真小筥に

棚田の奥につくる苗代

花吹雪涛音近き能舞台

葉〃笑勝香葉笑安葉安香葉安子香月恵児

安香葉笑香葉安勝香笑葉倭安香笑葉子勝

八横浜・桂の会ｌその二Ｖ

歌仙夏︑菊﹄
臼杵瀞児捌

臼杵瀞児
伊藤藪彦

さや

祝ふ丸ごと一本の鋤
鈴木曲一呈二

冬菊のかくも清かに薫りけり

佐々木允明

いたは

ナォ耕しを終へて労る人と馬

父が自慢の槍と薙刀

お城碁を並べて崩すひもすがら

トロッコ電車運ぶ鉱津

リズムよき社交ダンスに気も通ひ

色道修行免許皆伝

買喰ひの餓鬼大将のみずつぱな

流るを忘れ掴れがれの川
始祖鳥の化石の並ぶ博物館

大荷物背に行商の婆

読める振りして読めぬラテン語

允

︵於・藤ヶ丘地区センター︶

十六Ｈ首
十一Ｈ尾

おぼろおぼろに遠き琴の音

花守の苦労話は花の下

あたりの山の笑ひはじめる

人口の減るはよいのや悪いのや

ナゥ産土に秋狂言の賑はひて
町内会でタイムカプセル

蓮の実飛んで留学の旅

西鶴忌商都に仰ぐ月さやか

佐々木けん

若松藍香
渡部葉月
北川稔
松永倭子
池川笑子

け

平成十七年十一月
平成十七年十二月
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発電の風車ゆるりと円描きて

永らへし戦友集ふ月の宴
竈の前に団扇捨てられ
人の真似して莫迦は株買ふ

ゥ金柑のジャムのレシピは母譲り

玉の輿とて世界一周

見合ひとは日本古来のよき習ひ

瓜食みて憶良を偲ぶ子沢山
還暦過ぎが書道はじめる

葉

勝

彦

競争厳し重役の椅子

月影青くやもり鳴く壁

冑カメラの検査迫りて気もそぞろ

香

あどけなき素顔を見せるテロリスト

綻びし花忽ちに盛りすぎ

笑

一一

ここ木母寺は春雨に濡れ

笑彦允倭け二香葉倭笑彦稔允け二勝稔倭

ナォ春泥をボールと高く廻し蹴る

日蝕ッアー地球半周

ビフテキの味は夫々お国振り

ほろほる落ちる消しゴムの屑

恋文は候文で巻紙で

萌黄の蚊帳を釣って待ちます

夏休み野外ライブを盛大に

初猟なるか遠き銃声

我関せずと猫は立去る
鍼灸の湯治暮しも二週間
ダム反対のねじり鉢巻
叢雲を払ひ名月毅然たり

ナゥ走り根の鞍馬路を行く紅葉狩

地酒にしばし喉を潤す

気嫌よく廻す轆轤に木地走る

阿賑の猿の守る神殿

散る花にためらひもなし迷ひなし

北

執

川

藤ヶ丘地区センター︶

村中総出あげる大凧

︵於

平成十八年三月十六Ⅱ首
平成十八年四Ⅱ十三Ⅱ尾

筆笑安浦稔安笑稔〃笑安稔渉安瀞安笑

八横浜・桂の会その三Ｖ

歌仙﹃茸︿律円己堂
臼杵勝児捌

佐々木允

鈴木睦豆

円杵淋

両国や三百回の其角の忌
八重の椿のゆるる名苑
原田安

父の背中で眠る幼児

メーデーのざわめき遠く聞え来て

池田笑
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碁仇と手談縦横夜半の月
じやがいもゆでてバターたっぷり

新空港に初乗りの客

ゥ収穫も終り人なき田守小屋
手練手管でちと泣いてみせ

お土産は想定外のルイ・ヴィトン

霜踏みしめて托鉢の僧

犬喰はい喧嘩してこそ夫婦なる

漸く合ひしカメラアングル

月中天万物今や東てんとす

薦被り叙勲祝の届けられ
老いの集ひが校歌斉唱

乗込鮒の競ふ水の面

野に咲ける花のいのちの美しく

子安允瀞二允瀞允安二安二允勝二恵明児

稔

ハ諏訪・河童連句会ｖ

河童尽くし

スワンスワン﹃河童はじめ﹄
矢崎硯水捌
参面

﹁がたろ﹂勇んで鵺を退治に

いぼいぼの﹁胡瓜﹂に英気取り戻す

矢久

壱面
三神あすか

矢崎硯水

ぬえ

春泥踏みて﹁親水﹂の会

水あ妙妙暁あ

注形式﹁スワンスワン﹂について
アラビア数字配︵句数︶を二羽の白鳥に見立てる︒春秋二〜三
句︑夏冬一〜二句︒二月一花一烏︵烏は非定座︶︒恋二〜三句
の一箇所︵弐面か参面︶・三つの面による序破急︒硯水考案︒︵本
来は壱面の五と弐面の七が月の定座︶

︵ｅメール＆ファックス︶

平成十八年四月十三日首尾

ねた

八尾暁吉女

イケメン﹁水虎﹂威を振るふ春

花吹雪く宵の﹁遠野﹂はシャンゼリゼ

偵察は迷彩もどき﹁雨合羽﹂
﹁甲羅﹂に隠すがせ種の跡

﹁階とんがらせ﹂息を整へ

﹁ひょうすべ﹂が朧月夜に笛吹かん

水

久我妙子
矢崎妙子

くち

これにて山へ登り﹁猿候﹂

角番に手も鮮やかな﹁うっちゃり﹂で
弐面

﹁肝盗り﹂の功名が辻ドラマ化し

腎虚の咳か﹁九千坊﹂パパ
本妻に﹁詫び証文﹂を書かされる

鎮守の神に棒ぐ﹁尻玉﹂
ＩＴの案内に添うて﹁旅の人﹂
もみづれる瀬へ﹁駒を曳き﹂込む
おどせにも﹁血止め薬﹂を伝授して
うみごぜ

月見の宴に﹁かつば黄桜﹂
﹁海御前﹂が﹁芋銭﹂画伯のモデルとか

木乃伊の﹁おⅢ﹂オークションされ

矢久
矢久
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啓蟄や﹁河童﹂はじめと申すべき

水妙妙暁あ水妙妙暁あ

八日立・かびれＩその一Ｖ

脇起歌仙﹃海鳴り﹄

海鳴りの絡みし冬木仰ぎけり

茶房にほっと外す手袋
修復の家に匠の集ふらん
いつしかとれぬお国靴も
六本木ヒルズは月にとどきさう

背伸びをすれば爽やかな風
ゥ葡萄棚巡らして里豊かなり
誘ひ合はせて名画観に行く
相性は抜群だよと言はれても

デートのお金払ふ私

﹁塞翁が馬﹂を信じていさぎょし

白い杖つき渡る信号

たゆたうて出でたる月の涼しかり

祭嚥子が遠く間こゆる

いつしかに犬のゴンベが出奔し

拉致した人を早く返して
父が撮るカメラにポーズ花の下
ふはりふはりとのどかなる雲

幾多捌

わがままになり病癒えたる

ナォ大の字に寝て春の野を独り占め

試食してデパ地下で買ふお惣菜

膝枕して間くは凧

仕事一途に生きて淋しき
落合へる天城の宿の散紅葉

長い髪好きと言はれて撫でられて

大竹多可志
鈴木ヨ︑ンエ

弥恵
満子
弘子
土筆

ヨシエ

弥恵
満子
弘子
士筆

ヨシエ

弥恵
満子
弘子
士筆

車椅子にてダンス教はり

ナゥ風立てばコスモスの丘はなやかに

ヨシエ

幹線道路今日も渋滞

くるりと回し春日傘ゆく

花守の花の自慢に釣り込まれ

平成十七年十月七Ｈ首尾︵文音︶

弥恵
幾多
弘子

鈴の音の走り出したる通学時

団地主催で芋煮会する

誕生石はダイヤモンドよ
畔形の仁王の睨み恐ろしく
きびきびとして野球少年
蒼天にぽっかり浮ぶ昼の月
ヨシエ

加藤士筆
斉藤弘子
吉成満子
片野弥恵

士筆
弘子
満子
弥恵
ヨシエ

ヨシエ

土筆
弘子
満子
弥恵
士筆
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酉

西幾多捌
美真育
シ美真育シ
美真育シ
美多
渚
理
渚ツ
理
ツ渚
理
ツ渚
可
智子枝
子智子枝子
智子枝子
智志

八日立・かびれｌその二Ｖ

脇起歌仙言曼珠沙華﹄

小鳥来て鳴く竹垣の上

海よりの風に燃えたり曼珠沙華

月今宵民話聞かんと集ふらん
電車の音のなぜかなっかし

若葉ひらひら眠きひととき

ナォ潮匂ふ白砂の丘も陽炎ひて
サイクリングに今日は挑戦

唐突な告白心乱されて
玻璃を鏡に髪を調へ

恋の行末薔薇で占ふ

逢引きの昂り静むソーダ水

ナイフ・フォークを使ひこなして

ＣＤを聞き流すのみ英会話

土間にあふれる子等の履物

持ち山の樹を伐り出して椅子・机

孫誕生の報せ爽やか

月の出を今かいまかと待ちをれば

出来上りたる写真おもしる

ナゥ街並に銀杏黄葉の美しく

明治時代の時計刻打つ

尾鰭つき噂話は果てもなく

七年十二月三日首尾︵文音︶

煎餅見せて春の鹿寄す

少女らの声のはじける花の中

平成
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畠香川竹
｜湖
林

せがまれてしりとり遊びきりもなく

レトロが人気お酒落工房

ワ屑繭を煮る大鍋に湯気たてて

定めのごとく続く偶然

外国へ旅立つらしき親子連れ
熟年に恋のときめき戻り来て

彼の声かと渡る吊橋

雪見酒とて酔うて候

靴音もいつしか途絶え冴ゆる月

ホラ吹き姫の上沼恵美子

テレビ見て指揮棒の箸振ってをり

花万朶︑王役の化粧くずれたる

十三詣り友達と行く

小鶴沢伊淵大

美育真シ
育美真シ
育真シ美
育真シ
理ツ渚
理ツ渚
理ツ
渚
理ツ
智枝子子
枝智子子
枝子子智
枝子子

八日立・かびれＩその三Ｖ

脇起歌仙﹃雪解﹄
雪解けや風に触れたる眼が痒し

うねる堤に色む芽柳

西幾多捌
大竹多可志

佐々木リサ

大山とし子

西室允恵
鈴木鈴子

春の服買はんと街へ出掛くらん

母とうたひしわらべ唄なり

レシピを読むが大好きと言ふ

ナォ疲れても茶摘体験面白く

待ちをる人の口笛かとも

昏れぎはの砂丘のうねりはるかなる

炉火を熾して爺婆の恋

ふたまたを掛けて瘤ける胸の底

上衣を脱いでラヂオ体操

まるまって三毛猫今日もひなたぼこ

海外旅行は世界遺産へ

暴落の株など持たぬ気楽さに

月の夜のワインにほのとまはる酔

ヘルパーさんはまこと忙し
輪をくぐる海豚の芸の鮮かに
ジェット機吸はる青き大空

むらさきしきぶ搦やかに揺れ

小出民子

ナゥお早うと駆け抜けて行く爽やかさ
とし子

リサ
允恵
鈴子

月皓と県境の橋近く見え
紅茶に浮かすレモンひと切れ
ウコスモスの影に読みをる智恵子抄

アモーレの鐘遠く流れて
早々と来てまってをる道の駅

甘え上手な年下の彼

乗せられてのせてめでたく婿殿に

ふらここ漕げば水面眩しき

咲き満ちし花に城趾の鎮まりて

平成十八年五月五日首尾︵文音︶
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し

し

し

し

神馬飾られ楓爽と行く

とし子

民子
リサ
允恵
鈴子

打ちあげの近き飛行士月涼し
汗して埋めしタイムカプセル

民子
リサ
允恵

ふるさとをいつも心に佗住ひ

塒へ急ぐ鴉かはかは

白河の関を越えたる花前線

霞む野末を走るＳＬ

と鈴民リ允鈴と民リ允鈴と民リ允鈴と民

子子子サ惠子子子サ恵子子子サ恵子子子

西幾多捌

ナォ進級し第二外語はフランス語

湖畔を巡る幌馬車の鈴

お酒落して恋しき人の腕の中

後をつければ妻子待つ家

今日もまたデートの場所をパソコンで

勿体ないとつい食べる癖

それから先は夏の夜の夢

松岡綾子
河野玲鼓
守田碧
金子実津
水野公子

満月がゆらりとのぼる城の松
うたを詠むとて秋風に触れ

出る度に屋根の鴉がカホと鳴く

汗拭きつ見てをる株の乱高下
世間知らずと笑はれてをり

西幾多
綾子
碧

花満ちて明るき窓の予約席

ナゥ爽やかに鳴り渡るなりミサの鐘
サイクリングでちょっと遠出を
あこがれの農園に日の暮るるまで

玲鼓
公子
綾子
実津

からくり時計ひびく長閑さ

平成十八年五月十八日首尾︵文音︶

平和続きて人ら太りぬ
頚右

玲鼓
公子
実津
綾子
玲鼓

珀石

頚石

王白
石．

八日立・かびれＩその四Ｖ

歌仙﹃蔓薔薇﹄
蔓薔薇や白い館の灯りたる
カットグラスに透ける氷片
曽祖母のロングドレスの優雅にて

年金暮し世に疎く住む

十六夜の月に古里憶ひをり

聞きなし違ふ蟠蝉の声

赤い羽根募金呼びかく仲間増え

ヨン様似なの油断めさるな
姉さんにだけは内緒の恋がばれ

おかめ火男面を外せず

そそくさと質屋通ひの腰かがめ

景気回復願ふ一票

凍て月の差込む部屋に経を読み
ははがりに寝る布団ぽかぽか
手櫛入れ鏡をちょっと覗き見て

散歩をせがみ犬が寄り来る

賑やかに園遊会は花の昼

作す草餅のみどりあざやか
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子子碧津子鼓子津

鼓子津子鼓

子津

実綾玲公実

公綾

玲綾実公玲

公実

八束京かびれ連句会その一ｖ

歌仙﹃桜貝﹂
杳き日の懐ひ瞼に桜貝
嬰のまどろむうららかな午後
穏かなこの町が好き住みなれて

古瀬戸の器市で買うたる
月晄々庭深海のごと蒼く
鳴きゆく雁に耳を傾け
ゥ行列は十重二十重なるゴッホ展

彼との話はづむひととき

覚めれば浅き一場の夢

中年の恋となるとは思はぬに

西幾多捌

ナォ船頭は茶髪唄声のどかなる

犬山城に茶会和やか

訪へば琴の音もるる袖難

見よう見真似の農にいそしみ

日日一一

三津子

日日一一

奈美子

三津子

巷子
節代

燃える暖炉に思ひつのりぬ

初雪が降ったと今日もラブコール

別れ際キイを差出し﹁又来てね﹂

巷子
節代

田川節代
南條巷子

土産はパリの碧き宝石

三津子

餌台のおしゃべり雀賑やかに

奈美子

中村奈美子

童に返りまぜる飯事

巷子

日日一一

奈美子

三津子

巷子
節代

日日一一

かぐや姫どこに居るかと月仰ぎ

高鳥三津子
南條日日二

竹の林の揺れも爽やか

与一射止めし扇ひらひら

ナゥ台風圏それしが株は乱高下

紅型の晴着母より受けついで

奈美子

節代
巷子

日日一一

平成十八年一月十五日首尾︵文音︶

霞の奥に消ゆるＳＬ

興亡を見て来し寺の花に風

カットグラスのワイン琉珀に

三津子

節代
巷子

いつの世も判官ぴいき多勢にて

選挙ポスター残る板塀

奈美子

節代
巷子

日日一一

三津子

奈美子

泡盛升麻投げ入れの籠

喧騒をしづめて月の涼しかり

核家族骨肉の縁みなうすく

尼様の猫器量よきトラ

宿の朝餉に木の芽田楽

花万朶三春は光ほしいまま
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八東京・かびれ連句会ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹁春障子﹄
福田安子捌

いょよ高まる爺の濁声

ナォ単線の電車待つ間の蓬餅

品定めして携帯を打つ

つれづれに読み継ぐ源氏物語

石田榮子

早田維紀子

炬燵のなかで握る細き手

セレブとふ君との逢ふ瀬河豚づくし

袖紗捌きに揺るる山吹
西幾多

小松崎爽青

遠足の引率教師お酒落して
かもめの声を遠近に聞く

秋の祭りを終へし安らぎ

鄙びたる漁村まどかな月上げて

白湯たぎり遅々と日移る春障子

縁側に月見の卓を持ち出せば

維

福田安子
と

轟音残し翔てる飛行機

宿無し犬に五分の魂

待ち伏せのいじめに凛と立ち向ひ

肘笠雨に濡るる大橋

後朝の衣桁の袖のあでやかさ

ギター爪弾き今年酒酌む

榮

西行庵にもゆる陽炎

今年また逓かれしごとく花行脚

平成十七年十一月二十一日首尾︵文音︶
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大山とし子

ゥ朝冷えの異郷の宿に古時計

同窓会は半世紀ぶり

レ︸

榮
多

ナゥ韓国語学び黄葉の南怡島へ

昇降機二人きりなる戸惑ひに

あれもこれもと寝るひまもなし

アンティーク雑誌しこたま買ひ集め

安

多

維

安

元大関の若くして逝く
湖をめぐる散歩に月涼し
ほんに甚平似合ふ外人
左前右前迷ふひだり利き
久しぶりなる野球観戦

背中を押すはキューピットかも
バチカンの刻を知らせてひびく鐘

地震あとの万朶の花に埋まりて

と

維

小さな入江に和布刈舟浮く

安多榮と維安多榮と維安多榮と維安幾榮

八東京・かびれ連句会ｌその三Ｖ

小松崎爽青

脇起歌仙﹁青い榧子﹄

青い榧子踏めば香走る旅愁かな

石田榮子捌

大屋根の端にかかる三日月
静かにも大志抱ける秋にして

伊藤柳香
石田榮子
森本節子

ナォ朧なる母屋へ帰る石だたみ

予期せぬ人に出合ふときめき

さりげなく着物の襟をかきあはせ

観覧車とふ謎の密室

気がもめて夏のさなかに挙式して

夕暮れの鐘今日も響きぬ
職退いて料理教室通ひ出す
学歴詐称つひにばれたり

見る聞く言ふの現代の猿

だんまりを達磨に習ふ山の中

あちらこちらに鳴ける蟠蝉

月の夜の双子の真珠てのひらに

同窓会は旧姓のまま

西幾多

大竹多可志

金魚がはきし泡のひと粒

福田安子

四月の雪と言ひしはかなさ

花満ちて文化財とふ能舞台
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薫風に自慢の髪をなびかせる
ワ社会科の授業は子等と町めぐり

ナゥ松茸を土産と夫の戻りたる
とんと気づかぬ銭のやりくり
榮
柳

テーブルクロス帯で作りぬ
とつときの赤のワインの封をきり

安

捗即

秤鰄汁け斡十ル朋乳叩壗︵文音︶

幾

打ち上げ延期の宇宙飛行士

洗濯の札が衿から覗きゐて

柳

多

水音に覚めたる宿の闇の底
塞の神にも女神寄り添ふ
人影も絶えて月光冴ざえと
杜氏のうたふ南部馬子唄

榮

胸のほくるにひとめ惚れする

膝に来て尻尾振りたるペルシャ猫

幾

多

妹即

おたまじゃくしに足がちょっぴり

あれもこれもと飾る携帯
盃の花弁も飲みのほほんと

榮安節幾柳多安節幾多柳安多幾節柳榮安

八東京・かびれ連句会その四ｖ

ナォどこまでも跣きくる仔猫いじらしく

目だけ覗かせ羽織る角巻

脇起歌仙﹃大津絵の鬼﹄

嵯峨野の奥に隠れ住むなり
留守電ゆ思ひ出の曲流れきて
いつきに焦がす胸の切なさ

長生きの秘訣は豆腐料理にて

きいぎぬの別れに雪の降りかかり
早田維紀子

小松崎爽青

伊藤延子捌

とぎれとぎれに亀の鳴く声

九官烏が首を傾げる

大津絵の鬼をどり出すおぼろかな
高木ヤエ子

ピエロの顔に涙ひと粒

うかうかと贋のグッチを買はされし

名月の赤城の山を後にして
枝もたわわに柿の色づく

遠き古里思ふひととき

伊藤延子
木崎節子
伊藤柳香

ナゥ障子貼る器用な手つき褒められる
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行きずりの子がたんぽぽを折りとりて

忽とひびける秋の風鈴

ヤ

維

延

林立のビルに円かな月上り
一か八かのメール送りて

ワ舞扇ぴしりと決まる文化祭

節

方向音痴笑はれてをり

はるかに間ゆ汽車の警笛
牧童と帰る羊のぞろぞろと

合鍵そっと渡すときめき

逢ひびきの茶房は今日もほの暗く

手を取って花のトンネルくぐり抜け

日永の里にとどく琴の音

柳

ヤ

維

鍾乳洞に育つ石筍

延

サスペンスドラマを探すテレビ欄

慈悲心烏が裏山に来し

平成十七年十一月二十日首尾︵文音︶

夏の月古城の松を濡らしたる

ヤ

柳

維

節

講演会はいつも満員

高塚の保存の術に揺れてをり

遠足の列伸びて縮んで

樽酒のどんと届きし花の下

柳延節ヤ柳節延維ヤ維柳節延ヤ維延節延

八多摩・歌林連句会ｖ

歌仙﹃乾山写し﹄

受験の子らのさざめきつつも

遠景の春めきてあり介護棟
菊根分け予て望みの株二つ

激浪寄せる煙噴く島

ゼ・ネラル

将軍の名を持つ空港月高し

新酒祝って宴延々

ゥ鐘楼の撞木も落ちてきりぎりす

片袖ちぎり被せちまおう
地底湖の仮面の人の恋の歌
大金稼ぐジブリスタジオ
武蔵なる七国山をウォーキング

竹製足場さらに高みへ

坂手手留捌

渡辺実枝
大久保幸屋

ナォＨ２Ａようやく飛んで暮遅し

宏

手

牽霞

田畑とまと

智

奉霞

小向敏江

その結婚相手の何に惚込んだ
流されてくるバービー人形

鳥になっても生存競争

ひっそりと肌ぬくめ合う冬障子

無数にゆれる王子の狐火

行列のできる飯屋にカメラ入る

実

敏

と

節

企業買収裏道抜け道

パンソリ習う韓流おばさん
原っぱに秘密基地あり塾帰り

望の月想定外のこの世です

左

むりむりと干物の頭咬みくだき

元禄袖と斜めポシェット

智

手

と

実

尾花の銀に小波の立つ
実

宏

ナゥお道具は乾山写し風炉名残
手

手綱さばきのへたな飼主
宏

奉医

花の下平和の叙事詩紡がんと

矢部節子
飯岡左痴
平川宏子
川岸絢子
坂手手留
吉川智

︵於・桜蔭会館︶

節
絢

平成十七年二月一日首
平成十七年三月一Ｈ尾

初虹かかる瀬戸の島間
智

妹即

冷しそうめん薬味そろえて

手

月白く夏蚕の家の板戸あく
添え書に﹁お元気ですか﹂例会報

絢

奉饅

頭北面西釈迦の寝姿

エコパトロール潮干潟まで

切らるべき花とよ凛と咲きみてり
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八千代田︑神田義仲寺連句会ｖ

﹁梢の蕾﹄
田辺昇捌

入り来て遊ぶ仔猫愛らし

ナォ佐保姫を迎えに急ぐ雲が行く

どれがどれだかプロ野球団

札束でニュース独占ライブドァ

見送られ旅立つ吾が子霜踏みつ

去年の思い出牡蠣鍋独り
勘三郎命をかけて大舞台
彼の来る日に鏡を磨き

夜更けて少し風ある十三夜
我が痩腕に秋の蚊とまる
ゥ文を書く潮騒の宿秋初月

伊藤秀峰

良

平本宗嘉

岳

つい薄着して春の風邪ひく

谷あいに訪う人もなく花の散る

温暖化ヒマラヤ氷河危機迫る

老化防止に簡単計算

茶粥吹く音方丈の膳

玉の輿狙いすぎたか期限切れ

恋におぼれてさすらいの旅

文

岳

昇

岳

あれこれと衣裳に迷う初デート
だらりの帯を追うカメラマン
一センチ届かぬパットに空仰ぎ

昇

山本芳岳
田辺昇
村仲宗良
佐藤宗文

ブッシュの二期目軟化の兆し

岳

昇

峰

文

平成十七年二凡四日首

平成十七年三月十八日尾

︵於・東京神田伊藤邸︶

日韓のとげ竹島の海

ナゥ大吟醸足のふらつく菊花展

木犀薫る都会の公園

海原に雲二つ浮く月明り

高層のビルの谷間に梅雨の月

嘉

一陣の挨に追われ遅桜

鼓の音に睡魔誘われ

木洩れ日静か朝茶お点前
紀の宮婚約発表ほのノ︑と

久米に舞い立つ楽天フィバー

明日葉のごと三宅へ帰島
夕映に梅の香りも漂いて

春暁の梢の蕾息吹見え

仙

﹁都忘れ﹂に淡き想い出
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歌

昇岳良岳〃嘉峰岳峰文良嘉文岳峰昇岳嘉

八堺・きさらぎ連句会Ｉその一Ｖ

歌仙﹁マグマ抱き﹄

マグマ抱き荒ぶる神や初詣

小池正博捌

尚美

美智子

また面接で落ちる英検

ナォ雛壇の雛の口もと謎めきて

美智子

舞台はまわり群舞始まる

声が遠のく午後の教室

吟

正博
尚美

美智子

廣之
尚美
孟美
直子
孟美
正博
直子

ポストカードに絵文字さまざま

︵於・露廼舎︶

馨

久良

平成十七年一月十Ⅱ首尾

スキップで花のトンネル抜けてゆく

渡良瀬橋を軽やかに蝶

窓ごしの冬将軍は顔見知り

直子
正博

ピアス止め茶髪も直し爪も切り

クラスメートを出し抜いた仲

待ちぶせは水天宮の裏と決め

忘れ草摘む人もいて老夫婦
ゆっくり坂を下る馬車馬

渡辺廣之
松永直子
久保田夜虹

休止符の位置知れば難曲

六十年戦火もなくて過ぎました

ロゴスを遊ぶ太夫才蔵
山田美智子

内山尚美

そのかみも月は東に日は西に

遠き山眼下に街はひろがりて
交差点まで書き込みし地図

直子

ナゥ晩稲刈鎌の研ぎ味鈍くして

知り合いに会った気がする月明り

小池正博
堀本吟

尚美
直子
夜虹
伊藤馨

きりぎりすとはコオロギのこと
大久保孟美

あるかなきかに揺れる葛の葉

赤道越えたゴルゴ昭

ゥそぞろ寒三八銃は旗を撃ち

私は貴男の帰り待ってます

吉澤久良

寝返りをうつ烏籠の中

酒と肴にこだわりはなし

川浅く田舎暮らしが身について

月光にブルーハワイのかき氷

吟

美智子

ハミングをかき消していくバイク音

尚美

蚊遣の煙吸った浦島

輪ゴムはじいて模写の完成

馨

その奥にキトラ古墳を埋める花

蜂は動かず服取り込めず
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人堺・きさらぎ連句会その二Ｖ

歌仙﹃朝顔の蔓﹄

朝顔の蔓あかときを探りけり

端座のままに待つ秋の蝶
菱舟はゆるりゆるりと近付きて

小池正博捌

内山尚美
松永直子
品部一朝
小池正博
堀本吟
吉澤久良

ナォ鷹鳩と化してマジックショーに立つ

スーツの裾に見えしほころび
裏富士をめぐる湖畔の出逢い宿
ストーカーではない愛と呼べ

半夏生より降り続く雨

うつうつとひねもす撫でるぬいぐるみ

生態系の罠にとらわれ

デザートの賞味期限はもう切れて

町内の郵便ポスト拘れだした
毛づくろいする黒猫のボス

快気祝いに届く松茸

神さびの鎮守の森に迷う月

汽笛鳴らしてトンネルを抜け

ナゥ鰯雲故郷の山いかならむ

紙くずになる今日の天気図

姉さんがリュヅクにつめる単語帳

朝美

博

子美博子博美

一尚

正

︵於・アウィーナ大阪︶

飛花落花見すえるときの眼の痛み
もろこの稚魚のそのすばしこさ

平成十七年八月七日首尾
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小さき手から梨が転がる
祭日の終わる校舎の屋根の月

七宝焼を坂道で買う

ゥ金泉を浴びにゆこうか有馬口
泊まっていい子止まれこの指
抜き差しのならぬ琳墹にはまり込み

吟

吟

吟

〃

吟

直尚正直正尚

尚一

久正久

美朝

良博良

樹氷を抱く道行の果て

ランボーが飲んだ火酒を一ダース

ピンクの象が空をふわふわ

冷素麺の鉢の水玉

真夜中のプールで月が泳いでる
描きよどむ阿弥陀如来の膝あたり

菜飯を握り家出勧める

我に支点を与えておくれ
淡墨の花生き生きて千年余

良美朝
美朝
良朝博子

〃

吟

久尚一
尚一

久一正直

八松山・錦心会ｖ

いぼむしり計りの頸傾げけり
田中春

渡部伸

歌仙﹃いぼむしｈ／﹄

庭のしずまを照らす名月
三好郁

菊野晄

渡部伸居捌

売値を安く市民バザール

山栗は手編みの籠に盛られゐて

田の面を渡る風の涼やか

ナォ永き日は父の遺品をなつかしみ

さきの見えない子等の将来

高橋尚子走り復活

岡本孝

小池芳

明日こそと言へる言葉に夢をかけ

跳びはねる浴衣の丈の短かすぎ

寺には古き百日紅咲く

くち

宮様の華燭の礼にあやかりて
つぶらなる瞳も唇も愛しく

なりゆきの旅の一夜は後を引き

このま通行けば海へ出る道
縁側に月を賞でつ魁聴く演歌

菊人形の修業はてなく
ナゥ越前の訓溢る︑秋日和

羽二重餅に舌鼓打ち

けふだけと誓ひ守れぬダイエット

赤青黄色虹のおはじき

谷間より落花竜巻湧き起こり

観潮船の消ゆる島影

平成十七年十吋十七Ｈ首

︵於・松山市鷹子公民館︶

平成十七年十一凡二十一日尾

‑136‑

早乙女の容姿おとなび小学生
かわらけ

土器投げて恋を占ふ

ゥ順調にリハビリロボを開発し
れや

閨の灯を消せど眠れぬ浪の音
井真成の墓誌遂に見つかる
恐いものみたさの蔵の鬼の面

骨董家具の木目美はし
寒月に玉露の香り漂へる
熊ひそむてふ樹林探索

地下足袋にゲートル巻いていざ行かむ

一週間を弓に明け暮れ

霞の中に遠き鐘の音

同胞と花の宴に酔ひ痴れて

居春晄郁春居郁晄春居晄郁居春子子紅居

春芳孝居郁晄春孝居芳晄郁春子恵居郁晄

八川口・ノ＼さ〃︑きＩその一Ｖ

歌仙﹁小倉にて﹂

隠れ座敷に囲む河豚鍋

小春日や師の思い出のとめどなく

磯直道捌

土師満智子

白石喜代子

池田昭子

ナォゆり椅子に揺られぐっすりおじいちゃん

金平糖は銀の器に

廣渡雪路
村上孝枝
三喜玲子
福泉淑子
佐藤鈴子
村上弘子

外国でこつこつ励むボランティア

南十字の星に願いを

柚風呂に手足伸ばして入りたや

バツ一つこんどの女は癒し系

ふくら雀もなじむ坪庭

木部八千代

磯直道

濃く淡く墨絵となりし遠き嶺々

古賀フサ子

これぞとすがる恋の氏神

小川廣男
丼生素子

昔のままの故里が好き

渡邊常子
梁井和子

皎々と月の照らせる大藁屋

大江加代子

松茸飯の匂い漂い

稲刈終えてほっと一息

ナゥ爽やかに友の退院祝賀会

波の音瀬の音高く極まりて
枝ぶりの良く広がりし松
幼ナ児に月の兎を語るらん

渡辺俊子
山口安子
濱崎琴代

常

攪

士心

ゑ

千

安

右往左往の生憎の雨

お地蔵さまは笑顔たやさず

受講する黄金比率美学生

ゥ母の手を引きつつ詣づ定家の忌

八

松田千佐代

蜥蜴穴よりちらとでて逃げ

︵於・小倉︶

駅前の伝言板は消されたる

琴

加

平成十六年十一月十四日首尾

花筏ゆるりゆるりと廻り道
ボートレースに応援の声

月光ゲに鳴く蝉のやかまし

素

俊

くどくは言わぬこれでバイバイ
トラックにわんさの男なで斬りに

あこがれの地へ語学留学

米谷志奈英

佐藤ゑつ子

川尻攪子

加

ゆらゆらと立ち登りゆく蚊遣香
くつろぎのカフェテラスにて時が過ぎ

働き蜂の飛びかいし昼

緑の羽根を胸につけられ
咲き誇り饒舌となる花の精
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磯直道捌

正直

裕

八川口・〃くさ〃くきｌその二Ｖ

歌仙﹃除夜の鐘﹄
煩悩の二つ三つあり除夜の鐘

森の奥より笛の公達

着ぶくれしまま凧の中
少年の面影宿す兵士おり
覗ける女児の髪に散る萩
し︶

ナォ軒先にずらと並びし燕の巣
毘沙門憤怒邪鬼を踏みしめ

きれぎれの雲のまにまにかかる虹

汗を拭えるローカルの旅

名物のラーメン小路梯子せん

あの娘のその後知る人もなし

ひっそりと未婚の母で過ごしたる

重役室の絶えぬ花束

思い出にすがりすがりて啼く鴉

一歩一歩
と車椅子押す
べきら

月澄みて泪羅の淵に音もなく

計報またあり男郎花咲き

ナゥ片頬にやや寒の風なぶりきて

映画祭より届く招待

夜半に醒め暦の中の人と逢う

掌に掬いたる春の一刻

はなの差に花のスタンド桜花賞

お練りの稚児に甘茶献上

秤雄廿吐嘩一Ｆ即二ｌ申電︵文音︶

−138−

月影をよぎりむささび滑空し

わ

鍋は破れたり蓋は綴ざせず

ゥいまいましいすかの階の恋の果て

グレイゾーンを瓢客の行く

へそくりの株が思わぬ高値張り

パリも暑しと初孫の声

脱サラし屋台で酒を注ぐ身なる
はなび

社の杉の黒く残りし

打ち止めの煙火の果てしあとの月

新入生もまじる開幕

家路疾く電車の窓を走る雨
田舎の父の着ける頃合い
樹齢問う長寿の人が花の下

利
田磯根
烏
川

夫〃裕夫道裕夫道裕夫道裕夫道裕夫道

裕夫道裕夫道裕夫道裕夫道裕夫道裕夫道

八川ｕ・ノ︑さノ︑きＩその三Ｖ

歌仙﹃卯月かな﹄

仏の瞳かすかにうるむ卯月かな

磯直道捌

磯直道

佳

渡避梅子
仁杉とよ
東浦佳子

若葉明かりの溢れくる窓
行き過ぎてまた戻りくる人

月冴え冴えと狐啼く声

ひっそりとスキーの宿の黒い屋根

ロープウエイが宙にぶらりん

なんとまあここまで来るに命がけ

そしらぬ顔で手を握る彼

ゥ芭蕉句碑囲みて居れば雁渡り

浜木綿の実の揺れている丘

佳

青山瑛子

佳

と

荒川有史

佳

梅

と

宿題に取り組む子等は賑やかに

汐の香の高きに昇る十三夜

酔うほどに落選の憂さつのりつつ

と

有

瑛

梅

暖かければ旅の計画

豪雨直撃心機一転

クラス会兼ねて吉野の花の宴

舟木美代子

禁煙と墨書の紙を神棚に
ひらひらと舞う白き初蝶

艇す者なき糟糠の妻

ナォ畑中の道を葬列しめやかに

国宝級の茶室改築

結局は貴女好みになりました

派兵の根拠探す夏寒む

冑蜥蜴するりと消えし昼下がり

平熱になり戻る饒舌

お母さん偉い人って誰のこと

細密絵地図絵画ではない

新しくステーキハウス出来たそう

梅

佳

中野斉子

佐渡谷ふみ子

佳

荒川由美子

由

佳

徳

氷見徳代

徳

梅

秋思の面テ上げる少年

衛星の飛び交う空に月澄みて

徳

瑛

紫匂うたたなわる山

ナゥ爽やかにバットの素振り続けつつ

美

ふ

″

燕のよぎり元気回復

佳

︵於・北沢タウンホール︶

春江ゆたに帰る古里

ようやくに落着きそめし地震のあと

花吹雪総身に浴びて花惜しみ

平成十七年五月首
平成十七年十月尾
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八川ｕ・くさくきｌその四Ｖ

歌仙﹃五月空﹄
古刹なる蔓の反りや五月空

若葉輝く借景の山

パーティのテーブルセット調えて

父の好みの地酒一本

磯直道捌

磯直道

射手座乙女座ともにＯ型

ナォ春うらら少し早足外苑を

額あらわに角隠しとり

ご自由に染めて下さい貴方色

蟇は頑固に居場所動かず

うそぶける億の献金わしや知らん

別荘の軒傾けて夕立来
病身にして読書三味

薄味の出前弁当あきあきし

たわわについた裏の柿の実
雲の間に時々見える月の光ゲ

しきりに磨く鴬の釣竿

ナゥ次期社長候補の椅子が眼のまえに

渡邊梅子
岩垂道子
西尾みゐ
小谷伸子
廣田節子
古田悦子
み

日の丸の旗誇らしくひるがえり

潮吹き上げる浅鯏蛤

永
雄

田
村

廣

瑞

昌

︵於・北沢タウンホール︶

おぼろの鐘に登る坂道

花吹雪悔いなく終わる一教師

平成十七年五月首
平成十七年十月尾
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待宵の流れに小さく架かる橋
ぴょんと飛びだす草むらの虫

悦

高山佳子
河合澄江

ワ爽やかに骨髄バンク登録し

昨日につづき妻と談合
調教の甲斐上々よ吾が夫
見渡す限り野路渡る風

伸

〃

〃

悦
渡辺ハツヱ

小兵の寝技きめし逆転

立札の朽ちて読めない関所趾

澄

道

月の蒼さに磯千鳥鳴き
厨子王と安寿炉端の物語
孫が私の口にガム入れ

トンネルの中の車窓に己が顔

形状記憶めずらしくなく
花の宮折目ただしき献茶式

静寂を破る高き噂り

小
川

〃悦男ハ佳〃悦瑞子悦〃澄ハ佳伸悦佳江

八川口．くさくきＩその五ｖ

﹃潮風に﹂

と

磯直道捌

磯直道

嫁入り支度選ぶ日は雨

ナォ器量良き仔猫はすぐに貰われて

愛満てる新居便利で駅のそば

緑重なる高原の景

財布の中身全部ぶちまけ

それぞれに名札付けたる登山靴

探してた観劇の券ありました
ちらし寿司やら幕の内やら

日和待ちたる鯉漁る船
田中秀夫
河合澄江

わらん

童べが集いて歌をうたいつつ

脚立より落ちてくるぶし骨折し

佐渡谷ふみ子

澄

﹃︑︑

圭呈口

ふ

と

︵於

平成十七年六月二十四Ⅱ首
平成十七年六月二十五ｎ尾

蓮台寺温泉清流荘︶

記念樹の桜の蕾ふくらめる
卒業の日の近づきし午後

松陰のごと情熱を持て
念願の名所旧跡訪め歩き
低くひびける啓蟄の音

蓑虫のぶらさがる先三日の月
更けゆくままにやや寒の里
ナゥ近頃の世相を正す人出でよ

匂いたどれば路地の木犀

長濱喜代子

造り酒蔵新酒吟醸

藁屋根に今宵の月の昇るらん

梅主と句もえ

岩本千代
西尾みゐ
仁杉とよ
鈴木佳子

面影は昔のままのマドンナで
又もときめき胸にむらむら
デパートのショウウインドは華やかに

磯マサ子

お地蔵様も片手拝みに

バットきしませ夢は異つ国
五百円玉の貯金もまだまだよ

淡くただよう春愁の雲

直

聖樹の上に東て月の光ゲ
寝ぼけたるらしき一声寒鴉

久方振りのクラス会とて

ワ秋興の泊まりはここの蓮台寺

瀧ミサ

母手作りの甘いクッキー

潮風に彩を変えたり濃紫陽花

仙

ひとしきり舞いくる花の夕明かり
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歌

澄秀直佳とみ千とふミ喜澄マ直佳とみ千

八川口・〆︑さ〃くきｌその六Ｖ

﹃運河にも﹄
磯直道捌

磯直道

ゥ信濃なら粋に呑まんか走り蕎麦
地震のあとのボランティア終え

徳

と

渡邊梅子
仁杉とよ
東浦佳子
永見徳代
永雄瑞子
高山佳子

診療の医師にも恋の芽生えたる

梅

高佳

舟木美代子

瑞

ビルの稲荷に月の涼しく

知らん顔して入籍も済み
葭戸抜け客待つ部屋に潮匂い

高佳

荒川有史

〃

東佳

梅

烏鷺を争う闘志充満

踏切を電車徐行し花曇

青いテントに犬と生活

淡々と仙人らしく髭しどき

世の中は何につけても金次第

薄の原は銀の絨毯

大いなる今宵の月の昇るらん

にこにこ笑う縁側の爺

塾帰り急ぎ足なる子等がいて

枯れし柳につまわれる風

運河にも鴎鳴きつぎ冬となる

仙

耕しの鍬立てられしまま

東佳

と

一筋縄でゆかぬ兼好

ナォ暖かき雨の降る日は本を読み

〃

瑞

じゃじゃ馬馴らし家庭円満

と

青山瑛子

落ちそうで落ちぬ彼女を我が物に

雪催いなる空が重たく

毛糸編みカリスマ的に即仕上げ

短くて良し僧の説法

森田英子

東佳

佐渡谷ふみ子

瑞

戦時の記憶竹藪に逃げ

︑７十つし︾

ニッポンよ内外の蟇を如何にせん

傍らの旅の鞄はくたびれて

と

瑞

梅

〃

東佳

美

徳

梅

つるりと滑る蟷螂の斧

三日月を天文台にふと仰ぎ

ナゥ失いし社長の椅子のやや寒く

﹁お疲れ様﹂のメールいくつも
カップにはエスプレッソの泡の渦

︵於・北沢タウンホール︶

故里の山笑うこの頃

遅日の光ゲを残す池の面
どこまでも霞か雲か花万朶

平成十七年十一月首

平成十八年二月尾
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歌

八川口︒／＼さノ︑きＩその七Ｖ

ナォ弁舌につい引き込まれライブドア

コーヒーに注ぐクリームの渦

触れなんとしてはからずも触れし指

胸につぶやく望郷の唄

歌仙夏︑帽に﹂

ぴぴっと走る恋の電流

骸骨の揺れる理科室底冷えし

磯直道

いつの間に垣根の穴の広がれる

磯直道捌

冬帽に運河の匂い持ち帰る

澄

廣田節子
河合澄江

狐こんこん啼いて近づく
折紙の技で世界を駆け回り

鎖を付けし犬がちょろちょろ

木々を鳴らして過ぎる北風
山荘の門は寂しく閉められて

ナゥ到来の羊菫薄く切り分けし

鍵っ子の仰ぐ空には昼の月

蝸叫の生れる前庭の池
藤村も歩きし城趾花万朶

病室の主と呼ばれて長病める
ハ

渡辺ハツヱ
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葉裏を返し葛は白々
悦

古田悦子
小川廣男
西尾みゐ

﹁もったいない﹂が共通語へと

ざる碁にも長考のあり居待月
新酒の酔いは浅く覚めがち

オブジェとまがう浜の流木

ワ﹁不知火が見えます﹂とある古き宿

悦

日笠靖子

忘れ扇が仏壇の前

こうにも変わる美容整形

ポーズとる妻にシャッター押し続け

宵宮の笛月にひびかう

ご近所はよそよそしくて無関心

一月首

愁いそぞろに春を惜しめり
小谷伸子

平成十七年

平成十八年二月尾

田

昌

︵於・北沢タウンホール︶

み

旧悪暴く同窓の友

生ビール冷し西瓜と並べられ

捨即

廣

み

岩垂道子

︑王義主張笑い話でけりがつき

孕雀の枝移りして

思わぬ方にかかる初虹

花片のはらはら散りし雨上がり

村

ハみ悦伸悦伸み昌み〃伸江ハ〃悦廣〃伸

八川Ⅱ．くさくきＩその八Ｖ

歌仙﹃芒みな﹄
磯直道捌

山澤カツ子

磯直道
駒村多賀子

芒みな空傾けい杣の道

爽籟の中昇る夕月
清水福子
鈴木光枝

よい匂い松茸飯を炊きあげて

何にもまさる長寿健康

︑７た

直

自立の夢を共に語らい

ナォふくらみてそっとよりそう雀の子

びっしり並ぶ裏町の店

ラーメンの味あれこれと較べもし

マジシャンの顔実は犯人

大もての彼に尾行をつけておき

場花火そのどさくさに紛れ込み

つとよぎりたる蛎輻の影
妖怪の坊復う淵の小暗がり

旧家の軒の柿の簾に

から元気出し歌う民謡
不景気の今宵名月皎々と

光

福

度の強い眼鏡の奥のやさしい眸

筆を走らす父のスケッチ

ゥ流鏑馬の武者はきりりと的射抜き

ほのかなる想いが胸にひろごりて

直

ナゥ蓑虫が首をのぞかせ揺るる糸

ひとりの名をぱ母に告げたる

力

什吐粋十ユ朋函︵文音︶

水も温みし山も笑いし

中天に散り吹く花のきらめきて

秤
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川沿いはアンモナイトの化石群

ロマンの詩を運ぶ薫風

多

玻璃窓を透かし彼方に光る海

多

力

傑作となる一枚を撮り

サナトリウムの廊下広々

宇宙飛行を誘う初虹

月冴えて街騒遠くなるばかり

福
怡
う
直

寒々とせる夜行寝台
故郷の北斎展は盛況で

町長さんは懐かしき友

多

力

咲きそめし三春の里の滝ざくら
降りみ降らずみ雨はあたたか

直光福多力直光福多力直光福多力直光福

八北九州・くさくき北九州支部その一Ｖ

歌仙﹁差し潮﹄
木部八千代捌

ナォ貫祗の女将着こなす春袷

御礼返しの包み大きく

選挙戦ブッシュ・ケリーのせめぎ合ひ

打々発止恋の鞘当て

かっと目を剥く不動明王

夕だちやんで七色の虹
峡深く瀬音昂ぶる湯治宿

紅薔薇投げてきっぱり切りし縁

木部八千代

場所前の総見相撲盛りあがり

井生素子

岡本せつ子

新井アイ子

霞たなぴく遠き島々

厨の匂ひ俎の音

渡辺俊子
緒方幸子

皓々と夢のタワーを月照らし
ギターを抱きてひとり懐旧

差し潮の白波高く緑立つ

お伽話の語り爽やか

ナゥ退職後から始めたるボランティア

猫の仔等お腹空かせてうろうろと

今日の月待つらん古稀を過ぎし母

古賀フサ子

白石喜代子

松本光世

登校下校守る安全

日々好日を笑ふ山々

千年の樹齢を今に花万朶

幼馴染の誰したしき

故里は宅地造成様変わり

弘

平成十六年五月十一Ⅱ首

︵於・北九州市立三郎丸市民センター︶

平成十七年四月五Ｈ尾
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新米俵でんと積まれて

地酒の酔ひに項ほんのり

ゥ愛の羽根つけて若狭路めぐる旅

朝のラッシュに遅れくるバス

﹁きれいだよ﹂新婚の頃思ひ出し

行く年を惜しみ輩の集ひくる
アテネ五輪の話題しきりに

俊

う

村上弘子
山聞徳子
佐藤鈴子

神々の歴史を秘めし遺跡群

幸

凧吹けば尖る弦月

ころころと一円玉の転りて

とんび悠々舞ひし青空

永野美代子

せ

格子戸洩るる陽射しぬくとし

上旬が見頃なりしと花便り

執

筆俊アせ喜素幸フ弘俊ア徳美光鈴せ喜素

八北九州・くさくき北九州支部ｌその二Ｖ

歌仙﹃牡丹﹂
池田昭子捌

池川昭子

取材の記者の回す八ミリ

ナォ佇めば山頭火句碑暮暹く

踊るワルツに昂ぶりし胸

思い出のシンボルタワー灯を点し

水治々と竜神の滝

きいぎぬの髪の乱れに又ひかれ

帽真深西瓜どろぼう闇が好き

艶やかや牡丹地変に拘らず
木部八千代

赤信号みんな止まって待ちましょう

談合事件入札の怪

一一一喜玲子

福泉淑子
宮川佐利

寄せては返す青き夏潮
日曜日子供等の声研して
手作りのパイ皿に盛らるる

懐し人の面輪浮かび来

刈田に並ぶ藁塚のかげ

昭

玲

玲

球を追う球児揃いのユニホーム

黒い鴉と鷺の一群

ナゥ血圧の上下気にしつ散歩道

応援団の手には風船

島々かけて立ちし初虹

落花非々故園あまねく埋めつくし

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成十七年四月二十八日首
平成十七年六月二十三日尾
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双っ嶺のはざまに月の昇るらん

難民の医療に彼は身を尽くし

八

淑

新蕎麦を打つ職人の技

いつまで続く泥沼のテロ

淑

窓の簾をやっとはずして
月今宵城蟠踞して動かざる

庭先の芝に犬猫じゃれ合いて

佐

淑

八

寒析ひびく月の夜廻り

父の遺影の笑まう佛壇
修築の木の香漂う旧民家

八

佐

ゥみちのくの奥湯の旅の冷まじく

ひと仕事終えて乾杯燗熱く

飛行機雲は空をつらぬき

玲

八

咲き満ちし花に余生を言う勿れ

野良着の肩にとまる蝶々

執

筆昭淑八佐玲参佐昭玲八佐淑昭玲佐八淑

八北九州・くさくき北九州支部その三ｖ

歌仙﹃千樹﹄
梁井和子捌

ナォ産土神の狛犬が追う朧雲

もういいかいと鬼ごっこする

バーゲンの売場陣取る若き母

試食あれこれつまむ昼時

金魚屋の声高々と聞こえきて

戦死の夫を慕う生涯

駅前通り油照りする

パソコンの無料講座は難しく

新妻はもんぺ姿で見送りし

土師満智子

ウオーキングの道を変更

大江加代子

田川檀子

月今宵金波銀波にカメラ据え

梁井和子

攪

蒼天に杏の千樹潮鳴りす
捨ておかれたる浜の蛸壺

急発進の赤き自動車

満

満

加

ナゥ伝来の楽の茶碗で風炉名残
攪

玻璃越しの花の蕾はほぐれ初め

軟東風のして揺れる電線

がわがわとごみの山には鴉群れ

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成十七年四月二十八Ⅱ首
平成十七年六月二十三日尾
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爺婆は小さき駄菓子の店あけて

新酒閑かに酌みし縁先

肩を並べて見入る映像

晩菊の香の匂う袖垣

向つ嶺に月薄すらと樛むらん

ゥももしきの大宮人の虫選

加

日中平和願う外交
攪

〃

オクションの建つ高台の街

満

獅童さん﹁できちゃった婚﹂発表し

校庭の号令時に風に乗り

和

〃

春光満ちて船出する朝

尼寺照らす東てし月光ゲ

加

雨降り出して駆け込みし猫
手焙の炭はいつしか灰となり
内科医に不治の病と告知され

槽

満

八十八夜つづく茶畑

竹馬の友に誘われし旅
峡深き水面に浮かぶ花筏

和〃攪加満加〃和〃満和加和満加満加攪

八北九州・くさくき北九州支部ｌその四Ｖ

歌仙﹃阿蘇岳﹄

甘茶いただく街の辻堂

阿蘇岳の雲吹き払う浬藥西風

ナォ羊の毛刈る体験の遊園地
娘が児を持ちて早も半年

バッイチも気にせず惚れた議員さん

郵政論は出口見えずに

枯野の果てに展けたる海

父逝きて日課の写経終えし母

クール便牡蛎鱈場蟹届けられ

廣渡雪路捌

米谷志奈英

勘三郎の披露公演

うから集いて上戸ご機嫌
予報士は洗濯情報つけ加え

廣渡雪路
佐藤ゑい子

月今宵こころに懸かることもなき

濱崎琴代
奉ヨ

この辺りまで進む開発

士心
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子供等はお玉杓子に群がりて

ロビーに活けし秋の七草

ナゥ学園はファッション派手に文化祭

梢にたわむる小雀山雀

マンションの脇より月の昇るらん

琴

村上孝枝
ゑ

分別のゴミ袋まで値上げされ
案ずるよりも生むが易しと

結婚式の工面あれこれ

ゥ覚えたて夜長にメール旅の案

孝

花散りて歳月ここにとどまらず

雨傘備え駅のサービス

残業つづきよれよれとなり

射止めたる黄金比率美人妻

ゑ

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成十七年四月二十八日首
平成十七年六月二十三日尾

日永顔してひさぐ山菜

琴
孝

幸ヨ

禍事の多き列島どうなるの
蜘蛛の囲からむ赤き月影
泡盛を友とかたむけほろ酔いて

孝

琴

鏡となりし濠割の水

大いに語るホリエモン殿
血糖値中性脂肪気にしつつ

ゑ

士心

四方騨りに開く弁当

村人に守られ老樹花万朶

雪ゑ琴孝志ゑ琴孝志孝志ゑ琴ゑ志ゑ琴孝

八堺・くさくき・スコーレーその一Ｖ

歌仙﹁歌舞伎座﹂

入り口過ぎる白き夏帯

歌舞伎座の看板の顔みな涼し

潮騒ひびき夢を誘い

松原に心地良き風渡り来て

磯直道捌

高須儘即

磯直

河村弘

利安和

佐藤允

ナォ遠霞む向つ峯に雲ふうわりと

持病も癒えて心晴れやか

久々にゴルフクラブを取りだせる

ポーズとる女派手なウエアー
あれこれで通じあうのも老夫婦

時計はずして昼寝する刻

茨咲く鉄条網の中の城

旗日の町にぽつり日の丸

石蹴りにおばけのＱも飛び入りし

地球の裏へちよいとお散歩

限りある命惜しみつ望の月

我が古里に尾花乱れて

ナゥ父と子の影つながりて鐙日和

単身赴任やつと解放

長年の企画実行胸はずみ

希み新たに春の曙

産土神の花ようやくに綻びし

おぼろの宵にひゅるり笛の音

秤鰄什雌響皿朋二十一一叩題︵文音︶
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田端幸

運動会に赤蜻蛉群れ

見上げれば細き三日月かかるらむ

真伏晴

中澤日日

内山妙向

吉本蓉

色鮮やかな裁金の技

ゥみちくさし数珠玉を摘む庫裡の脇

国宝を訪ねし旅は鈍行で

岩井秀
加蔭當貝

北濱祥

ビルの谷間に月冴えし夜

団子食べたり地酒呑んだり
幸せは描きしあとの自画自賛

大谷信
岩本朝

静かに流る合唱の声

小笠原光

欄干に羽を休めるゆりかもめ

一つの傘に降り出した雨

肩寄せて指をからめる裏通り

塩田清

目覚めし子猫ぐっと伸びして

散る花の屋根に積もれる音もなく

直子子二恵子子子子美重美子子子子子道

，久

埜

中

朝直友節信貞秀蓉祥晴昌尚允幸弘和節美

八堺・くさくき・スコーレーその二Ｖ

大谷信

﹃朗報﹄

吉本蓉

利安和子捌

紅葉一葉添えて朗報届きけり

北濱祥
高須儘即

根菜洗う里の井戸端

路地裏にうお焼く匂い漂える

狸大きな腹鼓打ち

枯木ぬけ雲あし速く冴ゆる月

抹茶もてなす立礼の席

泣いた烏が笑い飛びたつ
日米の首脳会談まとまりて

ハートの傷も癒えるこのごろ
恋文のほんに見事なテクニック

ワイングラスを満たす薫風
ゥ長年の夢の叶いし富士登山

海沿いにゆるりと廻る観覧車

利安和

ぴょんぴょん跳ねて踊るおさな児

月光ゲさやと差せる縁側
名曲を歌えば虫の声ハモリ

仙

新入社員昼をくつろぎ

誘い合い訪ねし花は二分三分

鼻の欠けたる辻の石仏

ナォうららかな野辺にたなびくうす霞

語り部は戦禍を今に伝え継ぎ
父の遺影の真面目そのもの

抽出しの底に眠りし日記帳
蛍とぶ夜の熱き秘めごと

優勝ねらうガンバ大阪

きもだめし彼が私に抱きついて

こつこつと爺は手習い続けおり

色も槌せたる藍染の袖

月祀る小ぶりの団子供えられ

静寂の中に揺れる穂芒

ナゥ行く秋を惜しみて急ぐ旅仕度
期限間近かのパスポート持ち

買物は全てカードで決済し

一度きりなる春の雷

見はるかす絵巻のごとき花の景

︵於・利安和子宅︶

外濠めぐる遠足の列

平成十七年十一月十一日首
平成十七年十一月三十日尾
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歌

蓉和信節祥蓉和信節祥蓉和信子子子子恵

和祥節蓉和信節祥蓉和信節祥蓉和信節祥

八堺・くさくき・スコーレーその三Ｖ

商須妹即

半歌仙﹁風花や﹄

真伏晴

塩田清子捌

かすかな魚紋えがく寒鯉

風花や匂うがごとく湖に落ち

加藤澪且

北濱祥

盆に盛られし銘菓百選

塩田清

平成十八年一Ⅱ十Ｗ日首
平成十八年一月三十日尾

︵於・高須宅︶
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庭園の広間に句座の開かれて

金色の月に謡曲朗々と
恩師を囲む爽涼の秋
ゥ道祖神頭の上を飛蟷とぶ
無病御守り服に縫いつけ
イタリアの旅がそもそも君と僕
酔ったふりして肩にもたれり

お赤飯炊く気の早い母

典範の改正のやや見送られ
残月にしきりと鳴ける時鳥
植田の道は試歩の道なる

刻を忘れる寺苑うららか

スキップをしつつ幼児のかくれんぼ

大志を抱き仰ぐ春嶺

雲珠桜悲喜こもごもに咲き満ちて

祥晴節清貞祥晴節清貞祥晴節子子子美子

田高池堀藤水

和英瞳木

ハ神戸・草の会ｖ

歌仙﹃臭に﹄
池永英沙捌

栞
舞

ォ臭にとどまる水のなかりけり

声冴ゆれども曇り顔にて
拮抗の大将戦に及ぶらん
背の切火といちりんの華
月待ちて舟漕ぎだせり早潮に
か弱き男の子狭霧まとひて

ゥ白樺の白を残して牧閉ざす
銀座は﹁卯波﹂隅の腰掛

夜勤帰りに指輪買ひゆく

あるときは景気の渦の浮き沈み

嬰にせがまれ草蛍捕る

スポットを受けて円舞の輪の中へ

町も郡もなくて市となる

どんとはれ河童淵には夏の月
通学路さみしと父母の付き添ひて

あらためて知る塞の神石
鱒踞に初花の影映りたる
もつれ合ひ翔つ蝶の紋様

ナォ春の虹追ひし少年帰り来ず

降りたくもなしハンググライダー

一列に円頂黒衣行く流砂
映画終ればもとの暗闇
冬の星設計図引く男ゐて

目薬注せぱ沐る天窓

先生を泣かせてマニキュア赤く塗り

でか

ナナハンといふ派手な相方

月代にあぶない刑事と名告りたる

見越しの松や唐臼の韻
黒塀の内にはゆるは毒茸
拳ほどきて鳴らす半鐘

ナゥ早朝の公園で逢ふ同じ顔

ハロウグッバイハロウグッバイ

銀影よ雲の梢の西遠く

鞄買うたる巴里の街角

行きずりに花の匂ひを老マダム

復活祭を祝ふ鐘の音

秤雌什珪無什一一四一十一一一即壗︵文音︶

−152−

音沙子良
舞音沙瞳良栞音舞瞳沙栞良

井壁
寺階永

瞳舞音沙栞良舞音沙瞳良栞音舞瞳沙栞良

白井風人捌

妙

八川崎・栗の木連句会ｌその一ｖ

歌仙﹃夏落葉﹄

ネクタイゆるめベンチで昼寝

人
紋妙陽人妙陽紋陽妙紋陽妙紋妙子子

風
陽紋

わが胸へ童べの如く夏落葉

ナォ春昼を竿竹売りの通り過ぎ

店改装し息子に譲る

この街の世代交代現実に

若さがウリの選挙ポスター

蝉の音を同封します見舞状

草刈り進む山古志の村

外燈下マラソンの人走り抜け
グラス持つ手の小指が誘ふ

やさしさが溢れすぎてる若年層

朗読劇の出前をします
卵生む亀の涙を照らす月

知らぬ同志で飲む濁り酒

ナゥ松茸に久しぶりねと声をかけ

孫可愛くて好好爺となる

ハンドルを切った途端に海の見え

マネキンの足突き出るボート

弘前の城壁の裾花に満ち

霞の奥に響く晩鐘

平成十七年六Ⅱ十五日首
平成十七年八月十七日尾

︵於・風人宅︶
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東京に空はまだある楽しくて
駅へいそいで歩みしつかり

とろろ汁播る父の役割

駐車場動くものなく秋の月

会へぬ思ひを心に抱いて

ゥ盆踊り終へて気のつく鼻緒擦れ

あつという間に隣家サラ地に

焦れったい男に惚れて悔やまれる

川の流れに心和ます

次々と荒れ野埋め建つニューハウス

アパートの窓一人見る冬の月
ポインセチアの二鉢並らぶ

舌鼓打つ木の芽田楽

抜け道の勾配走りゆく小犬
夫婦で学ぶパソコン教室
大甕に桜ひと枝生けにけり

諏山西白
訪崎山井

人陽紋妙陽紋妙紋妙陽紋陽妙紋妙陽紋陽

八川崎・栗の木連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃はだれ雪﹄

旅芸人の背に春の風

はだれ雪一途に坂を走る犬

教師生活永かりし夫

入学の子ら学校へ急ぐらむ

踊太鼓は炭鉱節を

つ幸衣

白井風人捌

白井風人
西山妙

ナォスーパーの袋に余る独活の丈

天気予報は今日も快晴

燈台を登りつめれば北の海

おういおういと誰か呼びをり

アスファルト爽竹桃のゆらめいて

片蔭道をたどりゆく猫
出勤の銀輪まぶし若夫婦

耳に口寄せ内緒の話

引越しの荷を送り出し庭眺む

風に揺れゐる高き板塀
月の庫柿渋の桶黒々と
菊酒提げて父戻りくる

ナゥ放蕩も遠い昔よ秋澄めり
仮寝の夢を思ひおこして

熱気球下界ゆっくりおもちやめき

手振りよろこぶ幼な兄弟

きらめけるボートレースや花の河

空仰ぎ老ひとり春愁

秤鰄什吐粋涯朋十一一叩密︵文音︶
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地震近き噂の町の月仰ぐ

小栗判官待つ照手姫

ゥぽつぽつと灯のともりゆく霧の村

脈榑の如木魚は続く

遊行寺にこもりてつのる恋心

かたき

あれまあ今日もゲーム敵か

さかしらにベル押してくる隣の児

戦場ヶ原初霜光る

冬の月見下す姿翁めき

文明の利器時にうらめし

ポケットの携帯電話不意に鳴り

蝶々の如三姉妹ゆく

手で払ふキャンバスに降る花吹雪

妙人妙人妙人妙人妙人妙人妙人妙人

人妙人妙人妙人妙人妙人妙人妙人妙人妙

八松山・興聖寺連句会ｖ
﹃雫一垂

峰
の
&＝＝

百合田紀子

岡本眸
大月西女

岡本眸捌

悠然として舞える大鷲

西

薦田紅子
紀伊郁子

井ノロカズ子

簾名残りの揺るる軒の端

ナォメーデーに集い旗振る人の波

雪の捨て場を探す豪雪

仮病使いて寝たるしんどさ
愛想よきローン会社の落し穴

膝枕してねだる耳かき

婆さまの夜咄いつも鬼退治

想いうらはら恋は曲者

帰さない帰りたくない意は通じ

期待せし日朝協議先見えず

踊る小人に虫の楽隊

なぜに増えゆくメール犯罪
引き絞る弦月の矢は雲を射る

ふんわり焼けてうまきワッフル

香のこもる書斎の窓を開け放ち

ふと浮かびくる父の悌

ナゥ黙したる根釣りの影のうろうろと
西

牟
Ｉ
紅

紀

お国言葉の説のどけし

花散りて舞妓の帯に色を添え

事務所開きに集うメンバー

力

尾首

郁

九八
日H

″

M月

西

郁

二二

眸

年年
十

墨痕しるき全紙掛軸

紅

八七

大志を抱き夢果てしなく
水面月納涼船を追いかけて
アペリチフにと梅酒一献
預けきし犬を案ずる旅の宿

ギャラリーを湧かせ藍ちゃん人気者

うきうきと髪を直して初デート

美声に惹かれ注ぐ目差

ゥ漸寒の車窓に望む能登の海

いつしかに銀杏並木にかかる月

盆栽用の鉢を焼き上げ

オカリナを吹けば素朴な音色して

霊峰のはるかに聾え冬晴るる

仙

伝説の花は寺苑に咲き盛り
子ら春風に髪をなぴかせ

平平
成成
十￨‐

福
井

泰

︵於・岡本宅︶
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歌

郁西泰紀泰西郁眸紀子郁力西眸紅郁西力

八船橋・国際連句協会ｖ

賜餐﹃大山の稜線﹂
内山良子捌
杉浦喜久代

谷地元瑛子
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Yoshiko

healthalarmfor/unbalancedandtoomuchdiet

Eiko

swimoffshore/stirringpiecesof themoon/get intomyeyes

Tateshi

alionofYamatoepicture/in thegoldenbackground

ォ大山の稜線清やかに迎えらる

泡立草と私の息と
酒匂道代

一塁口

塚本田天志

近藤クリス

三世代檜の風呂で笑うらん
ウスイス帰りのアルバムの嵩
﹁晩酌は熱燗です﹂とジェームス氏

掠奪婚と今もいわれて

道

内山良子

野原いっぱい雲雀聡る

田

ナォ花吹雪葬列が行く夢十夜
メデァ株また買い募るヒルズ族
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*LeadbyYoshikoUchiyama
*AtUchiyama s residence･bun‑in
0ct.142005

0yama
" Clear skyl ineofMt.
Shisan

ナゥ偏食大食危険信号

月千々に砕ける沖に潮浴ぴよ
金地に浮かぶ大和絵の獅子

︵文音及び於・内山良子宅︶

平成十七年十月十四日首尾

田瑛良

矢崎藍捌

直

慶美渥
た
代
藍つ
美渥美渥慶直美子藍子子子
子

鍼マッサージ看板の出て

ナォ島宿を抱く潮の音麗かに

払子ではらう百足一匹

島

このところ勝手不如意につき残飯

隣は何をなさるお方か

次期総裁狙い簗打つ中二階

やらずの雨にコートだきしめ

物憂げに今度はいつと乱れ髪

上

ハ豊田・ころも連句会ｌその一Ｖ

源心﹃牡蠣を焼く﹄

牡蠣を焼く朴葉の香り楽しめり

師走の雪の窓にちらちら
交差点パソコンかかえ急ぐらん

人影まばら銀座界隈
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マネキンもホッカイロなど欲しげなり

月のおぼろに酔うて候

ナゥ大正の匂いただよう芝居小屋

いざドイツへと跳ねる若鮎

終電を見送り花と向き直る

平成十七年十二Ⅱ二十Ⅱ首

西

脇

︵於・桜花学園大学二一五教室︶

平成十八年一月十七日尾

登
志
智子た渥直慶美登美彦藍〃慶た

智

スケートボード右へ旋回
ゥ時計台秒針聞こえるような月

もう満開になった秋桜

そぞろ寒肩すくませる君が好き
シャワーのしぶき行きずりの恋
とうたらり美女が般若と変わるとき

梢ざわめく千年の杜

この安さ内緒やねんと売るマンション

犬でつながる縁もありけり

師の筆に遇いし碑花の中

涙そうそう戦跡の春

巾黒稲矢竹
川木垣崎内
福
井

ハ豊田・ころも連句会その二Ｖ

﹃朝日浴び﹄

ゥ月よしと前ぶれもなく友の来て

花の枝野外ライブにもぐりこむ

加藤登紀子のほろ酔いの歌

﹁想定外﹂しきりに使う族議員

くるんと回る風見鶏の尾

スチュアーデスが僕の恋人
攪われて情熱の国スペインへ

赤い羽根胸ポケットにちゃんと挿し

鄙の荒家紅葉かつ散る

珈琲店砂糖は少し控えめに
猫とあそんでラジオ体操

朝日浴び霜月鰈干されたり

､

松迎えする浜の賑わい

L、

春のコートは姉とお揃い

繁原敏女捌

問瀬芙美
小野芳梅
谷本守枝
石川葵

凡愚なれどもしばし旅人

ナォ静かなる心字の池に蝸糾の帯

窓のガラスに眠る凍蝶

研修医ミルクとパンで遅い昼

極楽坂の在るを信じて

老夫婦触れ合うこともなく歩み

アイアンで夢をアメリカまで飛ばし

マスクメロンの甘さひろがる

何もせんのに小言幸兵衛
夕立の過ぎたる空の清き月

新入社員の軽き足取り

ナゥハチ公に逢いたくなって渋谷まで

平和を願い揚げる連凧

鐘一打百円也と花の山

平成十七年十二川二十冊首

繁

敏

原

︵於・桜花学園大学二一五教室︶

平成十八年一月十七日尾
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源

芙芳芙芳芙守芙葵芳芙

葵守〃芙葵女守〃芙守女葵〃守

八豊田ころも連句会ｌその三ｖ

半歌仙﹃初東風﹄

初東風やめくり癖つく時刻表

路地に近づく獅子舞の声
支局長パソコンとじるひまもなし

折り目正しき不意の来客

長坂節子捌

長坂節子
両川一枝
伊藤良重
佐久間妖小

︵於・桜花学園大学

平成十八年一月十七Ⅱ首尾

五教室︶
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この月に親父と呑める新走り

白磁の壺に実紫など

ゥ今年絹そっと広げる奥座敷
秘密のにおい消すに消されず
﹁ただいま﹂と呼ばわる声のややふるえ

ついと眼をそらす三毛猫
指定場所次々変える誘拐犯

︐ＮＡの精綴極まる

ひきがえる姿見つけん月明かり

浴衣ぱりぱり糊のききすぎ
粋がってアバョと寅は旅に出る

みがいて光る泥のお団子

和尚様囲む園児に花の渦
お伊勢参りの土産赤福

重枝節重枝然枝然重枝然枝節重

八横浜・柴庵ｌその一Ｖ

初懐紙三十一韻﹃難波津に﹂

花のＯＬ起業コンサル

し

立像に誰かが反戦ビラ貼れる
遺愛の品よ小さきロケット
○と×負け犬いつか勝組みに

婆沙羅なり五色八珍尽しける︵太平記︶

ルビ付本しか読まぬ雨安居

へのへのももへじも幾度書いたやら

腰湯遊行の柳蔭にて

農神へおほらかな舞奉納す

春虹は掛くオホーツク海
菜の花や月は東に骨西に

淳

︵於・柴庵にて︶

淀
川

中尾青宵捌
平安の子女皆歌習ひせしといふ我らも初懐紙に
なにはづにさくやこのはなふゆごもり
いまははるべとさくやこのはな

笹舟や流し競べは四万十に

どの裏浜も鰹生干し

薬草の混ぜは秘伝の巻絵物

な

中尾青宵
加藤亀女
城倉吉野

名木雑木炎え枯れて美し初山河
はるばるの遊学子よりＥメール

藤沼和ヱ

蔵に昔の機と糸繰り

つっぱりなれど素顔可愛く

酒が入れば唄ふ追分

故郷訓り隠すほど出る︑王のまへ

寺田喜八郎

平成十七年一月八日首尾
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匂ひ立つ星潮は若水

荷を負ひて駒を上らす峠道

水野道子
福島朱鷺
鈴木圭子
小林節子
田川知
渡辺祐子

野心丹田丁稚奉公

木下闇パントミイマが大昼寝
のり空木から風のさや吹き

道

鵜沢八千代

恥じらひの母の若かる写真立て

名前変はれば人も変はらむ
復活の意味も知らずに聖御堂

杉本杏花

亀

黒烏の階つつく薄氷

圭

夕べに祷る俺オレの詐欺

桃が咲きますここは北国

森
川

筆子ヱ知ヱ節鷺郎亀野み祐道節野

じ

八横浜・柴庵ｌその二Ｖ

連句二十二韻﹃かはづ鳴く﹄

中尾青宵
小林節子

中尾青宵捌

集へる皆は然り佐保姫
羅麗蓮

柴庵は海石榴八街かはづ鳴く
文芸に長け人柄に惚れて出て

手に温もりの白磁鶴首

松本木口寺化

加藤亀女
福島朱鷺
渡辺祐子
城倉吉野

鵜沢八千代

小林道子

道

鈴木圭子

代

節

野

縮緬で母の形見の吊し雛

卒業式は紺の袴を

農烏が骨休めする富士の裏

水猿渡と湧いて豊穣

平成十七年三月十二日首尾

︵於・柴庵︶

大連外語学院羅麗傑︵ルオリイジエ︶さんを迎う︒
なお女性らしき俳号とて麗蓮︵リイリエン︶を授す︒
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風いっぱいにはらみ川舟
韓渡り長寿の酒の運ぱるる

木橦一輪灰と半床

きのふまで幼かりしが嫁ぎゆき

蔵開けて烈しき夏日鎧櫃

月寒々と露地に居据る

餓鬼大将が系図ずたずた
十二支に入らぬ猫の残り飯

卓球選手は若かりし頃

病む指を宥めほどきつする写経

風呂の中までＩＴ革命

蓮

祐

人間の生きる世界が狭くなる

亀

番記者の一言ヒントが金になり

亀を鳴かせむ寺の古池

亀祐圭杏

八横浜・柴庵ｌその三Ｖ

ｌ賦秋ｌ

連句三十韻﹃窓

小鳥﹄
中尾青宵捌

文化の日園遊の会あちこちに

菊は丹精父の大輪

秋空は明治の頃はもっと蒼

女子杜氏が醸す新酒

飢えたるも忘れ燈下を親しめる

ネット便利に﹁痛癖談﹂＊

此処は天草揺る猶不知火
野仏にクルスの跡か赤蜻蛉

琉珀軽きが旅の月なる

馬の眼の少しうつむく草の市

＊くせものがたり

平成十七年十一吋十二日

美男葛といふもなまめく
小夜砧打てや石垣蛇穴に

案内子の風邪ひきたまふ秋の声

中尾青宵
加藤亀女
鈴木圭子
城倉吉野
渡辺祐子
水野道子

稲架のあはひに落ちる日の光ゲ

書は読むな遊べあそべと窓小鳥

鵜沢八千代

うかと喜寿まで降るぞ秋雨
吾亦紅琴柱と立つを風が吹く

低き軒にも香る新蕎麦

山本優子

祐子

福島朱鷺

圭子

分かされに辰雄の旧居みせばやな

鰡を獲ったと汐入の川

砂鉄打ちひとつ相撲に出てみるか
どんぐりを回す子も無く日の暮る︑

青宵

汗にならねば団扇捨てましょ

長月ばかり寂しきはなし
うそ寒を闇に弄る弥陀の○

小林節子

吉野
朱鷺
祐子
朱鷺

八千代

とばり下ろして竜田姫病む
時々は落穂の良きを拾ひける

叱吃の鋭に退かぬ椋鳥

中元の毎日届く官公舎

霧の衾に隠せ裏帖

八千代

道子
吉野
圭子
道子
優子
青宵
吉野
節子

亀女
節子
亀女

︵於・柴庵︶
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ハ横浜・柴庵ｌその四ｖ

連句二十二韻﹃ひよど︑／と﹄
中尾青宵捌

中尾青宵
水野禾甫
城倉吉野
福島朱鷺
小林節子
鈴木圭子

ひよどりと怠け問答負けざりき

市ヶ谷の丘春の雪降る

都筑はつば

面壁に飽き達磨寝転ぶ

現つの裡は乱れ髪して

馬券の当り八と四とニ

ダンベルで殿へるなどはほどほどに

節

雛の期が近いといふに月も出ず

タミフルの害を思へぱ生姜汁

花

縄手みち細き煙を上げるかな

一絃琴の收む須磨寺

︵於・柿の実熟る魁柴庵にて︶

刺客ばかりが国を政るか

竹林を抜け来る風も畷り泣き

平成十七年師走十日
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三食は冬瓜南瓜メールして

ぬかるみに色の短冊引き摺れる

甫

松本木口非化

風邪ひきたまふ禺魅祢姑の声

宵

垣の山茶花白くまぶしき
まんまるの夕日が沈む日本海

野

加藤亀女
鵜沢八千代

蚊の子食ふてふ水母飼ひましょ

田舎町防火水槽まだ残る

渡辺祐子
尚

亀

紅葉を挿せぱ小さな蓬菜
香懐いて往きし武者らへ砂嵐
ユーフラテスの葦は血と泥

代圭鷺ぱ

八鳩ヶ谷・さくら草連句会その一Ｖ

歌仙﹃松の息吹﹄

地虫這い出す庭の黒土

雪囲取られし松の息吹かな
雛の宴小さき客の集まりて

大正琴の曲を楽しむ

名物を尋ね歩きし後の月
紅葉明りを仕切る慢幕
ゥ秋祭お面要らずの村の長

若衆好みと噂もっぱら

フロントで使いし偽名ふと忘れ
電池の切れたダメなケータイ

禅堂に警策の音はね返り
手に掬いたる谷の真清
朝月にはや目覚めたるキャンプ場

勿忘草の咲ける川岸

ョＩョ−下がる萬屋の壁
拘留の昔神童ホリエモン
九官鳥と語るひととき
花便り酒を求めて続く旅

小野シズ捌

思いがけない噂つたわり

ナォ永き日の模型飛行機翔けめぐる

城戸崎丹花

田中安芸

しげと

シズ

安芸

能衣裳ととのえ晴の舞台待つ

白鼻心棲む森の産土

選挙ポスター凧が剥ぐ

しげと

丹花
安芸

しげと

戦時下に炎えし初恋夢のまま

このところ巨人はずっと首位に立ち

老妓は三味を今も離さず
焼いもの屋台を流す神楽坂

ロトシックスで当る連番

中田あかり

小野シズ

小林しげと

渡辺梅子

飛鳥号デッキを照らす月今宵

安芸
丹花
しげと

竹内弘子

しげと

横文字多き派手なブティック

しげと

シズ

自由の女神秋を惜しむや

右折して見つけたうまいカフェテラス

ナゥやや寒に挨拶交わす散歩道

あかり

晒の布巾洗い上げたる

梅子
しげと

あかり

根尾谷の若葉の花は添え木され

〃

シズ

︵於・さいたま市民会館うらわ︶

平成十八年三月十五日首尾

鮎影追いて垂らす釣糸

丹花
安芸
執筆
あかり

弘子
梅子
しげと

梅子
あかり

シズ
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八鳩ヶ谷・さくら草連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃日々旅の﹄

日々旅の翁の像の煤払う

小林しげと捌
小林しげと

西脇はま子

小野シズ
伊藤哲子

少年は部屋に篭ってギター弾き
ミニカーずらり書架に並べて

しげと

シズ
哲子

あちらこちらで餅を搗く音
月天心農事日誌を欠かさずに
垣根をぱっと抜けるうり坊

しげと

はま子

シズ
哲子

″

哲子

ゥ蛇笏忌の甲斐駒ヶ岳よく晴れて

サービスエリアで名水を買う
亜麻色の髪なびかせてＨＯｗａｒｅｙｏｕ！

誤解も招く愛想良すぎて

軒に巣を持つ蛎輻に月

光あるうちに歩めとトルストイ
待ったなし縁台将棋また待った

シズ

哲子
執筆

はま子

〃

血圧測定一喜一憂

喚問で偽装の罪をなすり合い
しい

なぞなぞ遊び孫と爺じと
散る花に鯉の寄りくる神の池

下戸にうれしい豆腐田楽

︵於・さいたま市民会館うらわ︶

平成十七年十二月十四日首尾

機関などの関係者を喚んで真相を糾した︒

＊ウ９喚問⁝十二月某日︑国会はマンション等建築物の耐震偽
装設計事件解明のため設計士︑建築主︑確認検査
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八松山・佐久良連句会ｖ

千半可
奈

井門可奈女捌

山林井

歌仙﹃蒲の穂﹄
投げ入れに蒲の穂高く生けにけり

海の面より黄なる月の出
くれよんを並べ秋草絵手紙に

お茶で頂く到来の菓子

女子校のブランドの声田水沸く

木にぶらノ︑と空蝉ふたつ

ワ選挙戦自民大勝あきれ顔

世界柔道メタル少なめ

ヤンママの子より夢中の長電話
いつしか二人目男女生みわけ
くるりんに乗りて市街を見下して

老後の夫婦世界一周

月凍てて雪見灯籠はんなりと

暖炉の支度やつと完了

ポーズして一億総歌手のど自慢

竹輪をちぎり酒をちびちび

乱れ散る花の下なる忠魂碑
しゃぼん玉追ひ仔犬かけゆく

総理靖国紙面賑はし

ナォ吸物の黒椀に浮きし蛤

友戦死いつしか今年六十年

色槌せてゐるアルバムを出し
アカシヤの香る歩道に雨が降る

河から山へ虹のかかりて

病院に行く装ひに気くばりし

恋を告げらる携帯電話

この想ひ夜もねむれずいかにせん

ジムに通ひて身体きたえる
今日の月浮かべ杯呑み干して

皆で作りし西瓜提灯

ビールかけ合ふ喜びの声

ナゥ秋の蛇かくれし岩のぬれし苔

孫の吉報いつの事やら

やせすぎてダイヤの指輪くるノ︑と

色とりどりの風船の飛ぶ

歓迎会踊る先輩花の下

︵於・愛媛県生活文化センター︶

平成十七年九月十三日首
平成十七年十月十八日尾
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門
野

千半奈〃半〃千半奈千半奈千半奈艸星女

奈千奈千奈千奈千奈千奈〃千奈千奈千奈

八大分・さつき会ｖ

歌仙﹁シャボン玉﹄

ランドセル行く菜の花の道

別々の夢をつつみしシャボン玉

写メール届き帰る日を待つ

音のみが聞こえ船影かすみゐて

近藤美穂捌

ナォ新社員名札を付けて晴れやかに

岬巡れば白き灯台

敵を避け落武者潜む夕まぐれ

テロの暴挙になやむ民衆
北の果て虎落笛鳴る旅の宿

露天の風呂に雪女出づ

乱れ髪クローンの首透きとほり

青きお神籔トト大当り

中森順和
大見宣子

坪根キミエ

三輪車砂場の中に忘れゐて

雨にも負けず賢治詠みたる

ナゥ鹿追ひの勢子の掛け声草原に

恩讐を越え鑿でトンネル
望の月畳むさざ波打ち続き

何故に今年の巨人勝ち過ぎる

玉

松葉杖にはつらき石段
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近藤美穂
南雲玉江
長野晴好
薮千恵子
出口次郎

晴

待ちかねし花に囲まれ喜寿の会

月明り幾光年の丘に立ち
つぶてとなりて稲雀飛ぶ

美

酒蔵の屋根木の実はじける

誰にも言へず愛車発進

次

ゥ菊の酒府内城内大広間

中南米に世直しの風

ひょっとこ面とり娘にっこり
相合ひ傘丸文字で書く貴方の名
ピアニストアルゲリッチに手ほどきを

もつれあひ舞ふ黄蝶白蝶
順

豊

崎

大分市府内町菊屋本店︶

千

厨に香る母の梅干し

キ

︵於

平成十八年四川十日首
平成十八年五月八日尾

念仏の背なを見守る夏の月

玉

つ半季

亡夫の着物を仕立て替へする

突然にセコムの誤報猫おびえ

次

一旦

穀雨しっとり田畑潤ふ

郵便屋花の並木をくぐり来る

川

キ順豐玉宣キ豊美次美順美玉キ順次宣子

八さいたま・三尺童ｌその一Ｖ

ナォ特製の草畦を腰の伊勢参り

せう子

博之

英雄
尤子

二礼二拍を知らぬ若者

寺朋

小宮幸子

人妻を恋うつらい恋なり

唇を重ね続ける夢の中

伸一

博之
英雄

歌仙﹃ジャスミンの香﹄

ダヴィンチの書く鏡面の文字

不安だろ何にも読めない君たちは

レモン水前頭葉を刺激して
柳田一朋

川舟は水脈ひとすじを遠くひき

小宮幸子捌

夢紡ぐ少女まとえりジャスミン香
田中雅子

涼しげにみゆ女人柔肌

夏の終りの白いカーテン
華尤子

尤子

木造の古い校舎はぎしぎしと
挨かぶったオルガンを開け

救急テントは砲弾の下

博之
幸子

せう子

寺朋

寺朋

尤子
関ロせう子

伸一

丹下博之

博之

ふり向きもせず穴に入る蛇

ナゥ色変えぬ松越しに見る屋敷跡

歓びの思いのたけを月光へ

松下英雄

幽霊伝説ぱっと広まり

平和をと祈るこうべに花は舞い

紙芝居ケタケタ笑う子供たち
〃

辛朋

幸子

せう子

原伸一

茶店の旗は土手にはためく
酒干してコップの縁に月残る
あちらこちらに虫の声聞き

家では女房何をしている

ゥきのこ番無造作に炊く茸飯

優勝戦の結果もうすぐ

ケイタイを開いて閉じてそわそわと

大使張り切るジャパンウィーク

入り口にずらり並んだ薦被り

伸一

尤子

︵於・さいたま市案愚庵︶

平成十七年七月二十六日首
平成十七年八月二十三日尾

忘れられないいかなどの味

月冴え冴えと道は続いて

伸一

せう子

長子誕生心はずませ

母国とはひと味ちがう冬木立
行く先も決めずに犬と走り出し

博之
英雄
尤子

黄蝶白蝶風にひらひら

この山に咲く花みんな俺のもの
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八さいたま・三尺童ｌその二Ｖ

短歌行﹁磐梯の新しき風﹄
田中雅子捌

田中雅子

華尤子

どうだ旨いぞ俺の冷や汁

辛朋

健悟

︵於・案愚庵︶

則子
幸子
健悟
英雄

伸一

せう子

則子
博之
尤子
健悟

ナォ文豪の鬚しごきいる夏隣り

銀婚も間近ここまでよくぞもち

さよならを言わない君よ木の芽立ち

小宮幸子
丹下博之
佛渕健悟

若駒山に向かいいななく

磐梯の風新しく花衣

祖母の背中にそっと目をやる

ナゥ息止めて般若心経写す筆

一宿の恩命惜しまず

辛抱強いぞドビルパン氏は

紙雛を折る柔らかき指
猫の子の一匹二匹現れて
影長くひく蔵つづく街
原伸一

秋蚊を頬にとまらせて座し

ゥ蕎麦打ちの道具抱えて月の客

ヘルメスの杖の導く冥界よ
凍れる湖に舞う人はだれ
月照らす白鳥の眠る城門に
柳田一朋

関口せう子

松下英雄
名古則子

仮面の下の仮面悲しき

ハロウィンの悪魔の役を買って出る

ペットボトル叩き続ける恋の詩

博之
尤子

彼に抱かれる夢をみた朝
なんというこの晴れやかな花の床

初虹かかる丘の館に

平成十八年三月二十一日首尾
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八多摩︑鹿の会ｌその一Ｖ

歌仙﹁泡吹虫﹄
宮下太郎捌

ナォ蓬餅作る手順に母偲び

紙黄ばみたる小さき自画像

棲みつきし鼠と共に暮らす日々

パン持て歩むパリの裏町

カルバドス鍔広帽に良く似合う

避暑地に見しや初恋のひと

敬武志

赤松よう子

いつのまにやら夏至の過ぎたる

梅雨晴や泡吹虫は泡の中

月覗く部屋それぞれの生活あり

夕風が白樺林奏でゆく
隣のモモに仔犬六匹

旅に茄でたる栗のひと盛り

しいらの尾びれ進む航跡
ワ防人を迎えし里の女郎花
薄き衣の肌に透け透け
盗み妻跨りたる土間の隅

太

よ

真

宙に描く十字の文字光るらん

陰陽師ただ首を振りたる

シーサーの阿畔に細る三日月

鴉が一羽窓を横切り

宮大工鑿を磨くに眼をすえて

西山真樹
川口利夫
河村扶美
宮下太郎

ナゥ石標の﹁左は京へ﹂深む秋

水の流れる音のひそやか

扶

盃に受けて楽しき花吹雪
お玉杓子の泳ぎ始める

︵

平成十七年六月 一 十 八 日 首
平成十七年七月 一 十 七 日 尾
於・俳句文学館

銀座区民会館︶
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安産のお札を貰う天神社
定期預金の解約をして
利

武

サイパンヘ慰霊の旅の両陛下
歌う子供ら手をつなぎつつ

武

雪解雫のぽとりぽとりと

越後連山深く眠れる

〃

月凍てて良寛様の寝息洩れ

よ

扶

首云

〃

鍛通のタペストリーの隠し色
黒子しきりに蝶を回わせる

外人を乗せし倖も花の角
港の見える丘のあたたか

執

筆利よ利真扶武よ利太よ扶武太真利扶よ

八多摩・鹿の会ｌその二ｖ

るて

赤松よう子

宮下太郎捌

星韻・二十八宿﹃年の蟇﹄

歌舞伎座の横に句座あり年の暮

白菜漬けの重石重たし

住み慣れし我が家の耐震確かめん

オリオンの大竪琴の進み行く
神の怒りに触れしイヵロス
美しき夢を見んとてざくろ酒
ひよどり上戸活けるから白

有明の月に駆けゆく瓜ん坊

赤とんぼ飛ぶ修善寺の出湯

面打ちの仕事場ＴＶ放映し
木っ端つけたる白鷺の翁

栴檀の愛子四歳花の苑

真鈴よ麻扶昭

太真玲よ扶昭

しつかり立てる外套の衿
水墨画参みよろしく出来上がり

達磨は今にも動き出しそう

鈴木麻子
宮下太郎
中西昭子
河村扶美
西山真樹

︵於・銀座区民会館︶

昼あたたかに祝婚の曲

平成十︲七年十二月吉Ｕ首尾
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鉾杉を離るる月のまん丸に
つくつく法師鳴き終いたる

すっぼん覗く厚塗りの顔

里祭り芝居一座は荷を下ろし
いつの間に女盛りはとうに過ぎ
ビーチパラソルたたむ夕映え

ひそひそと叢くぐる蛇太く
土偶は眼うっすらと開け
山深む花散る小さき村ならむ

徳住鈴

昭麻よ扶麻よ真昭
太

朝の目覚めに鶯の声

筍の宿に病後の妻連
三十年もおいと呼ば

るれ

八多摩・鹿の会その三ｖ

伊藤稜志捌

ナォ逃水を追って峠へ駆る新車

沈みゆく夕日の中を笛を吹き

タクラマカンに棒ぐ情熱

窪寺裕子
伊藤稜志
藤井治

魔法の壺から美女が裸で

蚊帳の中沖に不倫を口止めし

買い換えしＬＣＤに花吹雪

七福神とすれ違う夢

利稜武裕房武治志美利房治

短歌行﹃析の音﹄

歌舞伎座の析の音洩れ来る師走晴

鍋焼うどん路地の名物

中高年同志の趣味を持ち寄りて

竹花美代惠

利
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藍染晒す流れ情らか

ゥ天心の月に離れて火星映え

新酒抱えて快気祝いに

年の徴に﹁愛﹂を潤筆

ナゥ雁渡る大海原を鉤になり
美

金時の鍼越しに望の月
稜

裕

石のベンチでそっと腕組

治

渡り廊下にひそむ蟠蝉
盆踊誘う言葉も臆長ける
十二単衣に残る移り香

川口利夫
山本房子

鉄筋を抜いて責任なすり合い
花屑を籠に集めておままごと

房

武

︵於・銀座区民会館︶

陶の狸に春惜しむ空

風をいっぱい受けしブランコ

平成十七年十二月二十日首尾

嶺

八相模原・慈眼舎・桃天樹ｖ

︵赤田玖實子校閲︶

黒川洋捌

漢和行歌仙﹃緑蔭﹄・標翻の韻

○

相州淋緑蔭黒川洋

白耕の児くりくり坊︑王○〃

ナォ破笠負遍路
膳出今様述○

手をつなぎチャーミーグリーンをハミングし

﹁もったいない﹂と地球に優○
茅ヶ崎の英雄となる野口さん

盆狂言夢求○
名苑蛇入穴○

砂漠月彩盗

新体操リボンの螺旋かろやかに

哀元道に数取の箒○

茄子漬の糠に残りし濃紫

縁日氷菓尤○
ナゥ広士間寝莚
狭枝場糸紬○
芳春燥香篝○

雲ふわり峠を越える南部駒

︵於・相模原桃天樹︶

海光に花の艶めく女学院
写真が語るうららな眸○

平成十七年七月七日首

平成十七年九月二十二日尾
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ちらし鮓塗りの器をいろどりて赤田玖實子

井戸水ごくり深酒の喉○吉田まり

弦月懸城郭泉浩一

星望高楼○〃
ゥ連碇
山
雀
街
神
蕊
玖
れて行き度い鐘の鳴る丘○浩

よみがえる遺跡の壁の画のやつれま

信書覚郷愁○玖
幕
聞
歌
玉舎
座響
笙
模謡
○浩
〃

凍月見上げ泪目の牛○加藤マサ子

凧に摘みとられたる恋どころ玖

郵政に揺れて改革總選挙洋

大河渦渡舟○玖
内
堀
花
屑
浮
〃

利き茶の匠詮択を倫○洋

洋マク浩〃マ玖マ玖浩マ玖洋マ玖洋マ玖

八松山・重信木曜会ｖ

歌仙﹃道祖神﹄
青野竜斗捌

菅野茂

青野垂屯

高く振り上ぐ蟷螂の斧
江崎七

小池郁

道祖神かこみて揺るる秋ざくら

おたふく豆をふっくらと炊く

野旦足
青野弥

ナォつややかな葉にのせて出す椿餅

朝ドラは今﹁風のハルカ﹂を

新進の彫刻家展案内来る
老いを忘れて励む庭球

街角でひと息に飲むレモン水

夏霧晴れてとばす七半

みちのくの湯けむり上る湯治宿

友禅の衣肩をするりと

姿見の一糸まとはい雪の肌
すぐにばれたる偽装倒産
野の径は月皓皓と真昼めき

木の実拾ひて遊ぶ幼子

ナゥ北嶺を越ゆる雁仰ぎ見て

来日つづく米・露宰相
公演を終へて倒れし姉妹

赤き鼻緒のちさき桐下駄

﹁小鼓﹂と銘す丹波の花見酒

︵於・青野竜斗宅︶

蛙の声にうたた寝の夢

平成十七年十月二十五日首

平成十七年十一月二十九日尾
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夕月夜小犬を連れて買物に

長靴はきし苗売の来る

這ひ這ひの笑顔ふりまく夏館

最愛の夫海外派遣

ゥ天災と紛争つづく地球にて

組閣人事は首相独断

わが想ひメールに託し昼も夜も
還暦の旅行はローマ・ポンペイへ

枝から枝へ飛べるむささび

パスタ料理が食中りする
結願の札所を照らす寒の月

亀が鳴くとは誰が言ひしか

度肝抜くＩＴ長者株操作
日本シリーズロッテ先勝
城濠の小舟分けゆく花筏

京弥郁七竜茂弥京七郁茂竜幸子七子美斗

弥七京郁茂竜弥京七郁茂竜京弥郁七竜茂

八岐阜・獅子門ｖ

短歌行﹃柳の見こし﹄

水の音する町のうららか

雪のある山を柳の見こしかな

大道芸が人垣の中

色淡き春のスカーフ巻きもして

ゥまんまるの月昇りたる高架駅

焼きもろこしの匂ひ漂ふ
新走り盃を重ねて出る本音
扱下すこともしかして愛
ふくみ鳴きする公園の鳩

なにごとも如意輪さまの御手のうち

黄金週間ひたすらに待つ

ポロネーズ踊れば花の舞ひ上がる

大野鵠士捌

西田日士ロ

各務支考
伊膿百雲
竹中定男
田辺桂月
堀内洋子
山村忠男
矢橋初美
小川守
成瀬貞子
清水青瓢
高松正水

山口村の名は忘れまじ

後藤キヌエ

藤塚晶子
伊藤英司

ナォ大鍋に眼張ことこと母の煮て

過去未来ふんはり結ぶ虹の橋

武仲登志春

青木久美
宇野久恵

河合はつ江

恩田静村

冬の霞の隠す抱擁

小声で祈り回すロザリオ
森に入る後ろ姿は妖精か

螺細の筥に鍵を掛けおく

駈け落ちの日記にしるす寒の月

スピッツの仔のじやれる足元

ナゥ長椅子のゴブラン織の色も槌せ

執筆

瀬尾千草
尚木和子
悔村五月

︵於・岐阜・獅子庵︶

佇む池を包む噂

花盛り一年生がとり囲み

平成十七年三月二十七日首尾
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ゆうげんしキ

ハ岐阜・獅子門又玄社︵泉連句会改め︶ｖ

短歌行﹃青葉闇﹄

人気沸騰郵政民営

ナォ噸りの岡に広がる古墳群

黄信号を渡る自転車

産みたての卵あります貼紙に

生水貞水嶺貞嶺水生貞生水

高松正水捌

後藤嶺

成瀬圭貝

高松正

伊藤弥

青葉闇喝と一打ち座禅堂
風に吹かるる蝉の脱け殻
レシピ見ながらクレープを焼く

パソコンのマウス自在に操りて

筋書きなしの長き夜の夢

藤村の詩集小脇に馬籠宿
不倫の恋をつつむ角巻
古傷は互に秘めて冬の月
開発進む介護ロボット

ナゥ名水をボトルに入れて村起し

能面取ればあどけなき顔
薄墨の花を称へて連ね歌
浮雲映す湖はのどろか

平成十七年八月一冊首

︵於・西部コミュニティセンター︶

平成十七年九月十五日尾

−176−

ゥ月旅行地球の影の遠ざかる

キッスのあとを泣きぢやくる君

今年酒路地にもつれる下駄の音

窓際で昔の手柄聞かされて
上目使ひに犬の寝そべる

お遊戯会は陽炎のなか

眼鏡橋渡る翁に花万朶

貞生嶺水貞嶺貞嶺生子子水

ハ岐阜・獅子門蕊杖社ｌその一Ｖ

雑吟脇睡﹃神の落葉﹂
本屋良子捌

ナォＢＧＭピアノの調べうららかに

青木久

松尾博

固き乳房の瘤き激しく

風見鶏くるりくるりとよき機嫌

鞄の中にどんぐりの独楽

彫塑の白馬脚高く上げ

ゆったりと煙草くゆらすどぜう髭

執

伊藤百

尾関芳

成瀬貞

稚の眠りのいつか深まる

抽斗の真緒の小貝淡き色
納戸の隅に届く夕映え
冬構とて軒下に薪を積む
猪かつぎゆく若き狩人

味自慢なるクッキーの店
月皎々家路を急ぐ影法師

ゥ琴一面立てかけてあり菊の床

恋心ムンクのごとく叫びたし

小坂五百子

松尾芭蕉
本屋良子
瀬尾千草
平光美泉
小川守

ナゥハロウィン用意すっかり整ひて

裏参道にひそか凍蝶

茶屋の奥より香る新蕎麦

ゴンドラの行き交ふ山に望の月

森川淳子
堀内洋子

留主のまに荒れたる神の落葉哉

唐織の帯胸高に締め

河合はつ江

両天秤を掛けるしたたか

小石投げこむ池の薄氷

雲雀さへづる紺碧の空

花ふぶき国を治めし稲葉城
船渡文子
竹内昭子

後藤キヌエ

岡本満智子

伊藤弥生
後藤嶺子

ボランティアにてガイド通訳

宇野久恵

︵於・ドリームシアター岐阜︶

平成十七年十一月十八日首尾
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駆け足の野球少年声揃へ
文字大きめの腕時計して

愛想よき金満医師は子連れなる

葛饅頭の喉につるりと

置物のごとく寝そべるペルシャ猫

四輪駆動泥だらけなり

夏の月いにしへ偲ぶ阿弥陀寺
ザックには七つ道具をしのばせて

神山初子

砦艮

祇紗より出す春の褒章

工房に美酒響さるる花の昼

筆雲嶺文キ満生博江淳洋初嶺満子子美雄

八岐阜・獅子門蕊杖社ｌその二ｖ

短歌行﹃絵硝子に一

絵硝子に秋のチェンバロ鳴らさむか

橡の実落つる敷石の上
踊口夕月灰とさし出でて

袴姿の外つ国の人

瀬尾千草捌

瀬尾千草
小川守

天馬の駆くる大いなる像

ナォ鐘霞む独逸哲学論ずれば

輪郭をはみだし塗れるクレョン画
ぼくのママってとてもかはいい
岡本満智子

伊藤弥生

奔放であり年下であり

たつぶりと情事楽しむ夫の留守
生

気づかぬほどの遠雷の音

月蒼くエンゼルフィッシュ揺らめける

︵於・鋳物会館︶
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河合はつ江

江

ゥ教科書の小泉八雲鼻めがね
だるまストーブ煙もくもく

守

花罪々と夢幻の刻を埋めてなほ
美濃の佳き日に吹ける軟東風

写経の集ひ母と連れだち

ナゥ石綿に蝕まれゐる住宅地

サッカーの彼のシュートの虜なる

辛早

生

恋の痛みをまだ知らぬ頃
信号機青から黄へと移りゆき

満

守

＊

花の苑笑酒一本軽く空け

都会に馴染む噴太鴉

弊衣破帽に春を惜しみぬ

平成十七年九月十六日首尾

＊笑酒Ⅱゑぐし

江草生満草江満江草満守草

八大垣・獅子門麗水社ｌその一Ｖ

田辺桂月捌
田辺桂
河合勝
竹内昭

堀内洋

ナォ遍路笠記念写真のまん中に

宇宙飛行士夢を実現

縁の下より栗鼠が覗きぬ

ゆるやかに円を描ける太極拳

孫と子に祝福される古稀の恋

昭月笙靖常昭月笙靖勝常月

短歌行﹃盆踊﹄
肴町鍛冶屋町あり盆踊
山の端の月掬ふ指先

戸田華

福永常

美術展広告の色鮮やかに

メトロの駅へ降りる階段
ゥ旅鞄名札に記すアラビア語
日焼せし娘のすきな蜜豆

バンダナきりり細きジーンズ

薬喰ひして逢瀬重ねる
煤竹で月の面をひと払ひ

ナゥキャンパスにクラフトクラブ活気あり

春を惜しみて交す盃

鳩には餌をやらないと決め
たらひ舟流るるままに花の昼

︵於・大垣市スイトピアセンター︶

平成十七年九月二十日首尾
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五十川直

冷房にふたりの時間心地よく

うまいの稚の抱く人形
少子化に郵政年金増税も
並んで走るびりと一着

花吹雪ファンファーレの鳴り響く
エープリルフール編されたふり

笙洋靖昭勝笙子子靖子子月

八大垣・獅子門麗水社その二Ｖ

雑吟脇雌﹃埋火や﹄

松岡裕

︾司却

窒剖

清水青瓢捌

田辺桂

久世竹

清水青

片言英語交す店先

堀内洋

福永常

リュックサックにチョコとクッキー

ニォ燧道が麓を抜けて山笑ふ

君と僕互ひにかたる夢の数
徳川財宝掘り当つるべく

赤べこが首を振ってる隙間風

惚れたふりして覇す小悪魔

カウチンセーター灰神楽浴び
携帯の待ち受け画面ウインクで

古きシネマを居間で楽しむ

こつこつと遠ざかり行く靴の音

純林を皓と照らして望の月
豊年まつり幕の張らるる

ダックスフント腹をひきずる

一一ゥ吊し柿大垣誰﹁おいじゃあす﹂

執筆裕

伊藤百

自作の碗に立てる茶柱

長椅子に来し変転を懐かしみ

紙ふうせんを飛ばす青空

文字を書くからくり人形花の宮

︵於・円通寺本堂興行︶

平成十七年十一月十二日首尾
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埋火や壁には客の影ぼうし
味もほどよく煮える寒鮒
はね橋の架かる港の賑ひて
金色に雲を染めたる今日の月

五十川直

戸田華

加藤渓

庭の石にも露のしっとり

生涯学習隣り合はせに

ウトラックに器材積み込む菊花展

付け文をそっと鞄に忍ばせる
ときめく胸のペースメーカー

弥次郎兵衛平衡保つ棚の上
洗濯物の干されたるまま

澤井国

月昇る流行りの唄に酌む麦酒

納涼船の下る大川

ブルガリア

勃牙利生れの力士生真面目に

十字をきって祈る朝夕

薬湯にはらから揃ふ花の昼

春告烏の声はすれども

笙月草造子洋靖洋瓢笙草靖子水子瓢月

子雲造瓢草洋靖笙瓢月常靖笙造草洋常裕

八東京・下町連句会ｖ

歌仙﹃錦糸町﹂
伊藤哲子捌

ナォ湧水にクレソン揺らぐ午後の頃

鵜飼佐知子

泉浩一

高山英子

病棟の窓丹沢の悠然と

藪彦

帽子置かれる木製の椅子

そろり振りむく挙措の優雅さ

黒川洋

鮫鰊鍋に眼鏡真白

丁途

月を背に関取衆の火の用心

誠一郎

錦糸町蕎麦屋路地裏諸葛菜

何事もなく銀婚の旅

パンドラの函閉ざされしまま

緋連雀とか黄連雀とか

音なく消えるかすか淡雪

花大樹霞ケ浦の帆曳舟

家族がひとり増えし野遊び

平成十七年四月十三日首

高野和子
高橋賢

誠一郎

藪彦

︵於・そばの里﹁みつまさ﹂︶

平成十七年五月九日尾

〃

小野誠一郎

長嶺の踏むフラメンコ猫匂う

濃茶を点てる寶戸建て回し
ひんがし

東にあっけらかんと盆の月

幼き孫が蛇味線を弾く

スケートは静香を真似てイナバウワ

﹁もう出ましよ﹂﹁まだまだまだ﹂の胴間声

伊藤藪彦

修道尼イエスと共に月の宴

伊藤哲子
並木丁途

誠一郎

哲子
藪彦

丁途
哲子
藪彦

スペインへ君も行こうよ僕は行く

まぜ

品定めやら人定めやら
名月を鏡の如く仰ぎみん
母屋の婆は黍粉塗れに

ナゥ吾ながらサイケな案山子薮睨み

誠一郎

上衣片手に油南風嫌
夏隣骨董市の賑わいて

ゥ金木犀駅から五分登り坂

藪彦

イーゼル立てて空をぼんやり

亜麻色髪のマリー手まねき

哲子
藪彦
丁途
藪彦
哲子
丁途
哲子
丁途

爪に火を灯し仕立てし恋衣

宇宙の果は神のみぞ知る
宴終えほっとひと息花朧

誠一郎

まみ

鳴り放しの携帯電話

誠一郎

七三のういろう売りの團十郎

丁途
哲子

お玉杓子をランチボックス
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八東京・四宮会ｌその一Ｖ

歌仙﹃餌台の﹂
餌台の屋根に日あたる彼岸かな

鈴木了斎捌

ＩＣチップ付いた産物

ナォ村中に蚕の気配立ち初めて

納采の儀はけふかあしたか

牛丼の肉の出自を聞き忘れ

古暦きっぱり裂いて屑籠に
軒にうっすら積もる新雪

未来自動車孵卵器のやう

遅筆作家が喰らふ毒茸
ナゥ鶏も鶉も放つ広き庭

塔に月サイコセラピー地下室で

また撫でてゐる夫の餅肌

ドーナツに砂糖まぶしてお茶にしょ

不眠のときの闇の明るさ

勝ち犬となる胱惚とおののきと

踏石に置く入園の靴
石原英一

鈴木了斎
式田恭子
島村暁巳
日高玲

春毎つぶす小匙の先割れて

抽斗ばかり多き茶箪笥

山田美代子

巳

西田一枝
北村良輔

︵於・桃径庵︶
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釣人の仕掛けを結ぶ月明り

口笛の音の鈴虫に和す

ゥ草紅葉揺らして止まるサイドカー

映す８粍消えぬ想ひ出
鴨川の瀬水枕に君とゐる

大の字で見る空ののどけさ

酒焼けの翁に似合ふチェック柄
ジム帰りにはポカリスエット
花の世に倦みてひた降る花の舞
枝
英

玲

恭

馬糞よけつつ来る神の使徒

シルクドレスのファスナーはここ

ゆらゆらと空飛ぶ夢のハンモック

巳

恭

銃眼の向うに民の竈見え

汗をふきふき月の万博

巳

代
恭

平成十七年三月二十一日首尾

関西に振り込め詐欺は効かぬとか
はなかたみ

腹式呼吸声ののびやか
半珈思惟の仏に供へ花筐

黄沙を払ふ旅の狭衣

輔斎代玲輔恭枝巳玲輔代巳恭枝玲恭枝玲

八東京・四宮会その二ｖ

歌仙﹁音もせで﹄
林鐵男捌
林鐵
鈴木了

音もせで背中にひたと歳の暮
遠藤央
永島靖

ナォ辿り来てリュックを下ろす春暖炉

風は吹いたか雨は降ったか

灯台は方百浬照らすらし
腹が立つ度割ってゐる皿
貝塚の謎の遺物を長論議

トレードマークの黒マント着て

東北のドン・ファンといふ名も高し

四十八回﹁寅﹂の失恋

神祀り仏を祈り伎楽面

辣腕記者に金なかりけり

しばらくは月影砕き山の湯に
はるけくととく小牡鹿の声

ナゥエトランゼ仰ぐ帰燕に査証なし

痛風の足じんわりともむ

母がりの今は昔の外剛

どこを切っても桃太郎飴
燗漫といふ酒飲まむ花の宴

蝶を見送︲る北の海原

平成十七年十二月十八日首尾

︵於・桃径庵︶
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シュボと燐寸をこする数へ日
父似の子母似の子らの集ひゐて

紙飛行機がどこまでも飛ぶ
屋根屋根に月光映ゆる城下町
松手入れして静かなる夜気

ゥ新走り注ぐ指飾る紅き石
水茎美しき文とどきたる
見慣れない仕草に疑心ふときざし

キープ君てふ呼名哀しき
猩々を無本で謡ふ声のさび

月の利鎌で夏草を刈る

ここいらあたりみんな同姓
ピレネーの青嶺の奥に長寿村
十字架揺るるシスターの胸

手づくりの焼菓子の形ふぞろひに

業平蜆策に押し合ひ

花ひとひら黒髪にこそふさわしき

央〃靖央〃斎男央参斎靖斎央〃子子斎男

靖男央靖男斎靖央男央靖斎央斎〃靖斎男

八東京・四宮会ｌその三Ｖ

古賀一郎丈追悼歌仙興行

歌仙﹁栓抜かぬワイン﹂

半ズボンからつまむ空蝉

栓抜かぬままのワインや夏薊

向う岸から上がる喚声

野の果を自転車少女急ぎゐて

どこまでころぶ床のどんぐり

式田恭子捌

ナォかすかなる春雷を聞く相宿に

ちょっといけるよ番頭の喉
小鼠を大きな猫が追ひかけて

心療内科いつも満員

叩いても全然効かぬ冷房機
厨の甕に生るるぼうふら
☆

さでこけたあたまでつかち不安定

美僧ぞよけれ恋の極みは
細雪受けて情を重ねをり

ヴェニスは刻む海の歴史を

石切の親方いつも爽やかに

一風呂浴びて居酒屋に待つ
こけら

丹塗の社朧おぼろに

平成十七年七月十八日首尾

☆さでこけたⅡ肥後弁でころぶこと

︵於・桃径庵︶
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新築の高きマンション月丸し

月明き道子等の影踏
實

老ひてなほ稀有の世強く生き延びて

ナゥばらばらと刈田に降りる群雀
靖

巳

式Ⅲ恭子
島村暁巳
永島靖子
梅田實
山本要子
倉本路子
西田一枝

要

ゥ楽しみは運動会の徒競走
アーカイヴスに青春の君
紅顔の海軍士官に囲まれて

恋文小さく折り畳む胸

路

柿おとしに那須の語りを
山川を埋め尽せる花吹雪

シュプールの跡照らす凍月

ツィゴイネルワイゼン低く流れくる

靖

巳

珈琲緑茶どちらにしませう

かはごろも

椙介な五輪委員は襄

靖

實

路

枝

平成はやも十と七年

アイロンをピシッとかけた新聞紙

遠き湊は鯛網の頃

御大典植樹の花は燗漫と

枝恭實路實枝靖巳靖恭靖枝巳實巳路巳枝

八大阪・紫薇の会ｖ

歌仙﹃春宵﹂
澁谷道捌

ナォあんないは尉の面に似し小柄
雲ゆっくりとかたち変へつつ

お市よりお茶々いとしと仰せられ

その後逢はざる初恋の人

割箸を割りたるごとき挾れにて

帳場格子をひたに磨ける

砂漠に強き夏の月あり

あ

ゴルフボールに逆らはい芝

生

代

平成十七年十一月十四日首尾

春の岬に野生馬とぶ

腕時計机の上におきゐたり
読み明かしたる朝の聴り
姿見にいく度もうつし花衣

ナゥ面妖な病なんどと笑ひすて
うはさ咄は絶えることなし

秘かに望む占ひの吉

アフリカに出でし女の大統領

神の祠の対きあふがまま

玉砂利の広きを踏めるけはいして

渇きては扇芭蕉を切りて飲み

春宵の声をそろへておこしやす
西野文代
茨木和生
岩城久治
澁谷道
加田由美

目のなき者にでる桜餅

生

代

夢のうつつに風車舞ふ

治

︵於・大阪住吉︶
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黒猫のひかりあふるる縁に生れ

月遠し高層ビルを移りゆき
新酒醸すか匂ひ立ちそむ

治

ゥ火ィ恋し随筆を書きあぐねゐて

道

子どもを叱る家に棲み込み
散らかして騒いで濃ゆくなる絆

美
生

身ごなし軽く角帯を纒く

治

代

木枯の吹く伊勢湾の月

正面をいづくにせむかこのうつは

傘立に寒き弓矢の傾ぎをり

美

花の山白波沖に立ちて来て

道

道具袋の標いろ佳し
先代は幸菱を好まれて

千年を経し寺の開帳

生美道治生代道美治生代美道治生代美道

八宮山・樹氷連句会ｖ

歌仙﹃梅雨明け﹄
いぬじま正一捌

是行修

紺野愛

木橋のかかる睡蓮の池
久我妙

梅雨明けの陰をつたうや乳母車

久々の友との会を楽しみに

紺野笙
いぬじま正

女性杜氏の声弾む蔵

ちょっと贄沢焼いた松茸

作柄も良しという田に月円か

ゥ台風の進路気になる船の宿

島の娘の情身に沁み

病床の窓の外なる妻の声
内助の功を言い立てる年齢
若き日の夢を適えて飛行士に

鴉鶏とんだ災難

月明かり骸のごとき裸木立っ

高層ビルを包む底冷

初孫をお披露目し合う垣根越し
糸が切れたで買い替える数珠

燗漫の花に媚のそよと佇つ
品よく巻いた春のスカーフ

ナォ廃屋の硝子の割れに牡丹雪

熊野古道を駆ける山伏

うっかりと持病の薬入れ忘れ

自然災害悪意あるごと

蝸牛土塀這い行くマイペース

裸の子らのはしゃぐせせらぎ
素直にはなれず今宵は酒まかせ

乙女どころは迷路さながら

押し花に思いのたけを閉じ込めて

煙草の禁を破る二週目

月痩せて風に押さるるビル谷間
ホームレスでも赤い羽根付け

ナゥ紅葉の湖東に出会う仏達

誰が手向けしや柿と林檎と
外シ国へ臓器移植に旅立ちて

ボール弾けて子らの歓声

フォッサマグナ辿る信濃に花の彩

汁牝舛曄即一十封印串︵文音︶

畦に並んで休む春耕

秤
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治子吉子

妙愛正修笙妙修愛正笙妙修愛

妙正笙妙愛正修笙正愛妙正笙妙愛正修笙

八東京・湘南吟社ｌその一Ｖ

百韻﹃初富士﹄
初富士や泰然として脾睨す

浜風に乗る淑気鶏鳴

ラッパ水仙黄色目にしむ

遇﹂︒ｂ

釣釜の点前復習うに付き合うて

蛭海停雲子捌
蛭海停雲子

小林静司
土屋実郎
岡村糸子
和田洋子
原崎弥生
藤井弘美
久良木憲

卒小

坂田武彦
横山わこ
今村苗
竹崎梨野

中国は貧富差ついていちじるし

近頃禁止庭の焚火は

介護保険の掛捨てはいや
花塗の兎跳ねたり坐ったり

云われてみれば我も罪人

一↓ォ慈善鍋たどたどしくもコルネット

静御前の舞に別るる

豊かなる乳房涙の谷と言い

荒波は七里ヶ浜にとどろきて

ミサイルが行く頭上はるかに

定年延長妻の喜ぴ

けづくろい

猿山に猿はひねもす毛繕

張子の虎の髭のふるえる

憎かりし忘れ上手の人老いず

大阪場所は遂に見ざりき

テキストの論語解説とりつきて

朧ゆらぎて里曲明滅

月読の道あたたかに歩み来ょ

爺の取り出す古りしハモニカ

一ゥ羊の毛刈るを印せし農暦

イタリアのスローフードの小さき店

蝋燭を手に詣る教会

たま

猟犬の魂を残せし遠き声
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ネクタイを締めるも弾む新社員

世界果てよりＥメール着く
高層のビルに映りし月いくつ

バケツに稲を育て豊作

ゥふるざけをぶらりと提げて囲碁の友

錆鮎焼きし大皿は藍

能舞台落成したる屋敷内
姥皮脱いで君に逢いたし
ペアルックジーンズはいて朝散歩

苗

十田

憲

︸﹂

束の間と知りなおも溺れる

洋

大欠伸して臥せる瓜番

占いし一天地六摩訶不思議
数寄屋の廊に邪気の漂い
鎌の月源氏蛍がふっと消え

こ苗憲洋こ彦こ苗弥憲司糸苗野苗こ苗彦郎糸司こ洋

山しんしんと雪は降り積む

ひとりごと

独言独り笑って独裁者
気ままに蹴りしゴムの地球儀
虫の音が端から聞こゆおもちゃ箱

淵にひそみて龍の呑む月

国東の粧う山の磨崖仏
﹁氷室﹂必ず夏の定番

船宿の窓辺にしばし大花火

土用うなぎは粋に白焼

トルストイ読む少年の頃

一ウーと鞭に橇一陣の風となる

心の髪に君の影濃き

アッシーの労をいとわぬつくし恋

森の奥より時鳥啼く

洗濯機中でまわっている炎暑

株価操作でテンャワンャに

小流れに牛冷やされて目を細め

黒は黒出雲大社に祈れども

高知マラソンタイム爽やか

冥府の使い鳴らす竪琴
囮籠職人芸の細やかさ

政界を退く花道に月円か
地震の予知に猪の鼻先

サプリメントはソフトカプセル

プォぶどう糖百パーセントすぐ解けて

黒潮に育つ南紀のサンゴ礁

ジュエリーボックス酋長の孫
要領は腰の捻りとフラフープ
羽織の裏は派手なあぶな絵
常間の芸絶えかかる東てし街
抜けられますとパラダイス行
バチカンの最も奥はカビ臭き
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ォ領事館宴の終りにシェフを呼び

相撲将棋にプロとアマの差

妻に誇る鍋蓋大工ほどの技

梵字くずして蛇穴を出づ

眠りつくまで背をさすりつつ
若布しか採れぬと云えど長寿村

膝打って大浬藥図の子細見ん
嘘とほんとの差は微妙なり
いつの間に借金増えるねずみ算

海へはみ出す多き鳶の輪
冒険のたぎる血潮を押えかね

尊皇撰夷幕末の志士

寒月に軋みて閉づる大手門

噺く馬の白き鼻息

弥憲郎苗弥野雲司野彦洋郎弥苗こ苗雲弥彦糸野司苗

司こ苗こ雲こ郎こ洋憲雲彦こ苗弥こ雲苗司野こ憲司

入浴剤で汗を押うる
蒙古斑逃げる子供を追いかけて

ウラルァルタイ系の文法
書架に尚あふれし本に月が差し

見る間に枝を渡る蓑虫

ナゥ橡の実の落ちて驚く庭の石

医学を以てつくす決心

古びたる自転車を漕ぐ夕まぐれ

東端と云う本州の岬

平成十七年一月四日首尾

︵於・七里ヶ浜玉寿司︶
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凧合戦勝利の美酒を酌み交す

納税期には心静かに

花の宮三千年の神話秘め
かぎろいの中玉砂利の音

執

筆郎彦こ洋苗司憲洋弥彦こ苗

八東京・湘南吟社その二Ｖ

歌仙﹁札納﹄

冬うららかに香を売る店

八幡宮悪なしとて札納
街中のイタリア料理牡蠣添えて

横山わこ捌

横山わこ
今村苗
藤井弘美
服部秋扇
和田忠勝
久良木害心

ナォ屈託があれば物憂き壬生狂言

有髪の僧は実はシンガー

隠し子の四五人も居て妻九人

バイアグラ飲むハーレムの隅
透き彫りの影の移ろう夏たけて

鵺の羽音に笑う鬼ども

説話集ふるえて読みし庫の中

白内障は手術十分

まだ足らぬ最高記録ただ目指し

ガンジス川に断食の願

萩の葉ずれに踊るどら猫

カラコルム火星の隣月太る

ナゥこおろぎの声細りゆき六地蔵

蜷川演出うたうチェンバロ

夢の中七度死んで生き返り

鯛艘をなでるあたたかき指

花万朶小町の寺の包まるる

貝の華にも偲ぶ面差し

平成十七年十二月二十三日首尾
︵於・鎌倉小町通り二楽荘︶
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グラスの合えば揺るるシェリー酒

寝そびれて独り見上げる二十日月

沓脱石に残る乱菊

ゥ猪の垣を破って逃げた跡
時効待てずにプロポーズする

聟殿は三国一と胸を張り
赤き夕陽に高き黒富士

船頭の唄の朗々渡し舟

桑名の宿でまたも会う客
月の窓汗流すまで腹痛み
心くばりの団扇ぱたぱた
ＳＰはブッシュの傍に立っていて

ドミノ倒しの握造のビル
切り通し花巻き揚げる旋風
雁の別れをひとしおに見る

美扇憲勝扇苗憲扇勝美勝苗

苗憲扇こ美勝苗美〃苗美憲勝扇美〃勝苗

ハ桑名︑白魚連句会ｖ

歌仙﹃住吉浦﹂
秒莊と住吉浦は水の秋
沖の七里を渡る月影
刺鯖を捌く母の背丸くして
そしらぬ顔で迎へ酒呑む

熊蝉増える地球温暖

はやばやとほおずき市は客を呼び

うしる姿にあつい眼差し

ゥ待ち侘びた一輔電車来て停る

見知らぬ街に風の吹くまま

すれ違ふ恋はいつまで続くやら

夢を見てゐたあどけなき頃

ナモガ風の帽子を買ひて夏近し

あしたまたねと手を振りて行く

島結ぶ親子二代の渡し船

ちあきなおみの歌に聴き惚れ

写経する青墨の香に涼しさを

浮気性妻の悟気がエネルギー

どこか艶めく起居振舞

岡本耕史捌

加藤よしみ

岡本耕史
西田青沙
蛭川晶代

三人称で呼ぶは馴染めず
満月の照らす河原で芋煮会

夏菊の咲く露地の片隅

市川雄二
佐藤清江

新走り酌む志野のぐい呑み
ナゥ黄落に雄鹿が追へる雌の鹿

よしみ

清江
晶代
青沙
雄二

青沙
晶代
耕史
清江

よしみ

情江
雄二
晶代
耕史
青沙
晶代

東大寺嶋尾に遊べる花吹雪

逆しまに自転車がゆく運河道

親に守られ登校の子ら

万事塞翁中吉を引く

青沙

平成十七年十月十六日首

︵於・桑名市シティ・ホテル︶

平成十七年十二月十一日尾

″

霞たなびく遠き山なみ

待ち人を入れし座敷に灯をともす

青沙
耕史
よしみ

雄二
″

青沙
耕史
晶代

キッコロとモリゾー消えし森の奥

語り継ぐ民話悲しき冬の月
おでん屋台のひそと駅裏

〃

青沙
雄二

よしみ

宰相は信長好きと世に知られ

猫も迷惑猫背猫パパ

花の雨静かに暮るる城下町
野山の息吹き春の深まる
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八大宮・白河連句会ｖ

﹃拍子木の﹄

拍子木の離子で担ふ初荷かな

ナォ那須岳を逆しまにして春の湖

赤児の幸を祈る虚無僧

絵図面の要所要所に朱を入れる

ソプラノの案内優しケーブルカー

鈴羊憩ふ崖の中腹

サイコロの目で競ふ陳取り
病む人の痛み和らぎ毛糸編む

荒井美三雄

吉成正夫捌

藤田とよ

有無を言はせぬ熱き告白

河西克員
古成正夫

銅像の壁くっきりと月の丘
テープ百本虫の音を録る

それならば同棲してとねだられる

お手製の嶌餅に月円か

よ

ナゥ頬杖の至福のときのへちま棚

瀬谷智恵子

林を行けば巣箱三つ四つ

雄

いつの間に葉っぱの詰まる革財布

株分割で君に一億

夫

よ

夫

雄

子

花吹雪色とりどりのランドセル

迷ひこみたる孕み猫抱く

潮騒の座敷に蕎麦の客となり

還暦過ぎてお肌艶やか

ガセであたふた与党にんまり

ゥ半そでのブラウスを買ひ夏隣

あき家となりし庭の石組み

員

義理チョコと知らずに口説く腹を決め

放浪の松にかかれる望の月
ケルトの秋に伝説を聞く

員

雄

︵於・

平成八年三月十九日尾

平成八年一月一日首

エピナール那須・一直会︶

︵文音︶

雪洞ゆれて春惜しむ街

天金の書を積み終へて新酒汲む

よ

総立ちの松健サンバ花嵐

子

物捨ててより癒ゆる肩こり

受付嬢は薄化粧して

員

朝まだき東の海へ帆を上げて
今日は恩師の古希の祝ひへ

きびきび仕切る年男衆

仙

八十八夜茶柱を飲む
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歌

よ員夫よ子夫雄子員雄よ員夫子よ夫雄子

復活祭の鐘の響ける

西田青沙捌

奥西水
山田谷

晶青草

八四日市・泗楽連句会ｖ

﹃鈴虫の髭﹄

子をあやしつつ畠打つ母

シルエット女ひらりと馬に乗る

鈴鹿七峰雪を冠せり

行きつけの書騨に立ち寄る冬の月

胡椒利かせて畷る拉麺

さまざまな出会ひと別れその一人
フェリー乗り場に降りしきる雨
トラックの荷台の何処か猫が啼く

お下げのままに槌せぬ面影

ゥ掌を見れば生命線のありやなし

若葉の色の川床に汲む酒

洗ひ鯉伊万里の藍の透き通る

小首かしげて句など詠みけり

鈴虫の髭のひしめく壷中天
二日の月のかかる山の端
秋灯し主まうけの夕ざりに

仙

顔映す落花縁どる瞭

ナォ初虹にふわりと浮かぶ熱気球

郵政民営愚民走らす

足湯する練馬から来た五六人

獺の栖と扁額をあげ

初胡瓜神に捧げて味噌で食み

びいどろ鉢にめだか列なす
万博でただ忍耐を学ぶ日々
欠伸まじりに愛を告げたり

絵葉書の夢二のお葉背の高し

いつか史跡となりし色町

芒野の月は今宵と知らせあり

秋刀魚を焦がす狭き裏庭

ナゥ爽籟に石碑をめぐる探史会

大器晩成せずに定年

落選し片目の達磨片付ける
団地五月蝿いゴミの分別

︵於

佐

清

藤

四日市市文化会館︶

花の山埋蔵金の噂あり
亀鳴く夕べ渡る浮橋

平成十七年八月九日首

平成十七年九月十三日尾
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歌

沙央晶沙〃央晶〃沙〃晶央沙〃央子沙央

沙江沙央江央沙晶江央〃沙央晶〃江央沙

﹃天高し﹄
連衆捌

た泰重喜秋

八津・城ｖ

歌仙

天高し海上渡御の笛太鼓
登りくる月老松のかげ
料亭の門に茸の香をかぎて

ナォ仮面劇入学祭の賑ひて
本音出さぬが外交の技

でっぷりと和服宰相なつかしき

馬を購ふ一豊の妻

鞁にユベラクリームすり込んで

冬晴れ続き鴫の早贄

煩悩は抗ひ難し色に出る

タイプでないと返事すげなし

知らぬ間に飛び出しナイフポケットに

忘るる勿れモーゼ十戒

試写会のはねて満月帰る道

虫のいろいろ聴き分けてゐし

ナゥ初猟の皮算用を地図広げ

てるてる坊主ゆらりゆらゆら

言ふことはおぼつかないが気楽なり

乳母車押す園は下萌え

花万朶小さな滝が集まりて

霞のとばり淡く装ふ

︵於・津市中央公民館︶

秤唖什佳呼十手則に廿叩津︵一部文音︶
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ねぐらへ帰るうすれずみ色
ロボコンに出場するといふ知らせ

先輩後輩汗の結晶
ゥ棗咲く裏の小川の洗濯場

幹に刻んだあの人の名

雨の日も風吹く夜も通ひづめ

介護士といふ愛しお仕事
仁術も民営の伽脱けられず
インターネット襲ふウイルス

止まり木で悪友を待つ寒の月
膝に乗りくるかじけ猫をり
救援の手が届かないパキスタン
詩人はうたふ﹁時は過ぎゆく﹂

夢にみる故郷遠し花の雲

旅の夕餉は鯛の浜焼

伊中湯瀬後
串
H1
浅野藤

千好代左代千き千き好代左好き左好代千

左き好千代き左好代千き左千代き左好左

八調布・深大寺連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃白樺に﹄
白樺に流れて霧の朝なる
見え隠れする有明の月
落鮎の漁に小舟を漕ぎ出でて

名和未知男捌

ナォ大空へシャボン玉吹く思ひきり

今日も早足加茂川の土手
漬物は購ふ店が決りゐて

悩みはひとつ世継ぎなきこと

板塀に見越の松の家屋敷

掘出しものは古伊万里の皿

お向かひに酒落た料亭河豚料理

契りし夜に綴る言の葉

名和未知男

月見てはかの面影にむせび泣く

泡盛をさしつさされつ月を愛づ

連絡船の汽笛遥かに

天神様に恋の願掛け

腕組んでペアのパジャマを買ひもとめ

新婚家庭準備着々

陶

弘

力

男

弘

浩

男

花吹雪学校巣立つ子供らに

デジカメで撮るふるさとの山

国籍も年齢さへも気にならず

袷羽織で三味をつまびく

弘

川崎陶子
牧野正弘
鴻巣浩子
香西力

土産に貰ふ麻の甚平

力

旅の一座に幟はためき

ハイテクの町に変はりてＵターン

什吐嘩十訓朋卦極印函︵文音︶

鴬餅のならぶ軒先

秤
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こころ楽しく口ずさむ歌
おんぶせる乳飲み子のはやすやすやと

厨の外にたれる文旦

ゐのこづちつけ帰り来る猫

自画像に納まる吾はすまし顔

浩

ナゥ坊っちゃんの湯を訪ねたる獺祭忌

パン焼く匂ひ部屋に立ちこめ

陶

ゥ今頃が襖貼るには良き日和

陶

︑

城跡をぐるりと囲む花の雲

男

海晴れて一二三四島多数

母を偲びて糸瓜種蒔く

浩力陶弘力男弘浩男陶浩力陶弘力男弘浩

八調布・深大寺連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹁みづうみの﹄

みづうみの水遠くある菊謄

色鳥のくる庭の華やぎ

夕月夜あの月面に士地買うて

ナォ蕗味噌の苦さは今も忘られず

返せ返さぬ北の四島

あっさりと露西亜旅行の夢は消え

ゆるり流るる悠久の時

ローソクの灯のゆらぎゐてクリスマス

雪のテラスでシヤルウィダンス

名和未知男捌
名和未知男

別れるなどと口が裂けても
あの頃の三田界隈の懐かしく

秋の祭に応分の寄付

月影映る池に漕ぎ出す

夜半の鐘逃げては困る君を抱き

福島壺春
酒井夢民
吉成正夫

ナゥわれながら鮮やかな筆惚れぼれと
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相好くづし盃を乾す

夫

画龍点晴城の襖絵

食客の牡丹の根わけ手伝ひて
民

この孫に託することは多々ありぬ

春

男

男

大根洗ふ小流れの町

民

春

優勝の記念ボールもいつか古り
ウエストサイズまたもふえたる
ゥ羽根布団二度と離せぬ心地よさ

夫立てるふりして鳩天下なり
馬耳東風とペァールックで

悴雌什畦斡十弐朋十計肥噛︵文音︶

匂やかに老いてゆきたし花衣
まどろんでゐるぬくき縁側

朝日のぼりて波高き海

試験紙の妊娠色に青ざめる

夫
春

民

何でもありの裏の駆け引き
作りものめいて北京の夏の月

男

男

股関節痛めて止めるジム通ひ
隠居にも似て論語読む日々

春

夫

花篝あの笛の音は麻椰チャンか

短夜明けて自転車の群

春風吹いて父母蓋なし

夫民春男民夫男春夫民春男民夫男春夫民

八調布・深大寺連句会ｌその三Ｖ

中島子

歌仙﹃杉の秀﹄
杣道にならふ杉の秀霧生るる
東木口

中島子路捌

突如こだます啄木鳥の声
月の客和服姿の人も居て
奥山晃

河西克

しきりにほめる掛軸の文字

雑音混じるジャズのレコード

ナォ行く春の馴染みの店にカレーの香

白か黒彼の一言けりがつき
予想外れて下がる株の値

脳裡を去らぬ夏足袋の女

朝焼の告別式に参列す

手相見に好きと言はれて思案顔
銘酒たっぷりカプセルに埋め

藪の中なる偽装設計

骨董屋太鼓判押す夢二の絵

鴉むらがる櫓田の畦

ベランダに家族揃へば月明かし

ナゥ四天王守る山門木の実降る

送るあてなく絵葉書を買ふ

雨の上りて持てあます傘
洋行のラベルなつかし皮鞄

気球の浮ぶのどらかな空

年ごとにかすかにうとき花疲れ

拝雄什牝蓉寸岨一汁圭釦叩壗︵文音︶
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お宝を探しぶらぶら蚤の市
日課となれる昼寝たのしむ

ゥ祭笛父から子へと伝授され
ためらひて引くみくじ吉と出
目くばせがいつものサインそっと抜け

夢の中では君はわが妻

近隣の誼うすれる過疎の村

開拓団の悲話を忘れず

煙突もネオンも無くて冬の月

雪婆飛ぶ駅の裏側

同僚と成約祝ふ縄のれん
頭痛・冑ぐすり肌身離さず
花を待つ宝塔の反りあたらしく
田打ちする見ゆみちのくの旅

員路奴希路員希奴員路奴希路員希奴員路

奴希員路奴希路員希奴員路奴希路員希奴

八調布・深大寺連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃葉鶏頭﹂
箒目に添ひ一本の葉鶏頭
庭の流れに月のたゆたひ
秋収め温泉宿を貸切りて

中島子路捌

滑川美智子

中島子路
藤田とよ
小林公直
岩堀門外
直

ナォ南欧の美術巡りの春帽子

ショーウインドウに赤い高坏

遺されし筆の書きぐせすぐに馴れ

引越荷物片付けぬまま

傘借りて買物に行く夏の雨
七月場所の力士ちらほら

抜き衿のうなじにひとつ艶ぼくる

また出来たのと快惚の笑み

遠ざかるシャシに見得切る写楽の絵

迷ひに迷ふネット検索

寝待月いづこの家の犬二匹
地芝居の楽遠く聞こえる

子

よ

谷へ降り栄枯の夢を懐しむ
テレビ映画の構想を練り

毛沢東の語録熟読

ナゥ古稀過ぎて芸術祭の参加賞

彼の人の記念の釦ふところに

路

汁比嘩斗朋二什垂肥雷︵文音︶
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馴れた手付きで削る鉛筆
舶来の画用紙ひろげ丘の上
良い知らせかと二重虹見る

路
ト
タ

それぞれに行くそれぞれの道

はんなりと昏れて静まる花の寺

ゥもてなされぐいと飲み干す冷し酒

半玉連の音締め聞く頃

リストラの出来ぬ会社へ融資せず

よ

秤

裏の古池もゆる陽炎
直
子

外

うまくあやつる坂の減速
満月の皇居めざして冬の雁

朝餉の膳に沢庵を添へ

よ

まなうらの母と眺めし伊豆の海

最寄り駅まで徒歩で十分

路
子

咲き初めし花に願ひを託しつつ

聖木曜日平凡を謝す

外子直外路よ子外直よ路子直外路よ外直

八肚剛谷・粋酔連句会その一Ｖ

歌仙﹃小春日や﹄

山茶花剪りて飾る文机

小春日や隣は網戸洗ひをり

奥山晃希捌

奥山晃希
鴻巣浩子
牧野正弘
香西力

力弘浩希弘力希浩力弘浩希弘力希浩力弘

かいもん

ナォ開聞岳をまたぐ初虹眺めをり

ハワイの友に絵葉書を書く

バンド組みロック歌った若いとき

お金で買へいもののあるはず
ホリエモン寒き牢屋でまだ強気

ブロック塀に冬蔦の這ふ

朝市の焼き立てパンのつまみ食ひ

手をつなぎゆく巴里の街角

その昔口付けせしはここの坂

五人の孫は皆悪がき

あばら屋に犬と猫入れ月の客

夜の明けるまで濁酒酌む

ナゥテーブルに干し柿残る二つ三つ

前の浜には地曳ひく人

職退きてローカル線のひとり旅

スケッチをする萱葺きの家

満開の花のおほへる川堤

︵インターネット︶

ボートレースに上がる歓声

平成十八年一月二十二日首
平成十八年五月二十五日尾
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本土へのフェリーの汽笛聞こえ来て

栗羊菫を少し厚目に

いつ帰るのか出稼ぎの父
縫物の手を休めれば望の月

肩寄せ合って仰ぐ星空

ゥ鈴虫をプレゼントするバースデイ

住居にはアトリエのある森の家

月影揺れる庭の噴水

九官鳥に餌をたっぷり
久々に田舎の母へ長電話

テラスにて楽師奏でる夜想曲

鳴りだしたのはどの寺の鐘

胸かきむしりホスト血を吐く
寮祭の演技が過ぎてひどい怪我

青い帽子の遠足の子ら

あくびする河馬の背中に花吹雪

浩希弘力希浩力弘浩希弘力希浩

八世田谷・粋酔連句会ｌその二Ｖ

ナォ鳴き声で河鹿蛙の別論ず

博物館に並ぶ生徒ら

初めての彼の訪れ腕振るふ

十字架像の形いろいろ
長崎の骨董街に巽降る
焼き芋売りの休む軒先

陽を受けるヘブンァートに笑ひ声

恥らひみせてにじり寄る膝

歌仙﹃待ち佗ぴし人﹄

滑川美智子

吉成正夫

故郷出てつひに戻らぬ従兄弟たち

吉成正夫捌

荒井美三雄

堀にゆらめく春信の色
小林公直

バレエプリマのオーディション受く

大寒や待ち佗びし人すぐそこに

時代映画の脚本を書く

課題多しとつまむ枝豆

︵於・ウェブ教室︶

︵メール︶
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弓担ぐ袴の群れの過ぎ行きて

智

ナゥ海原に飲まるるごとく烏渡る

満月の祝福受けてイタリアへ

明日のこと明日に任せて月の客

雄

直

青シグナルは機能失ひ

夫

夫

新酒酌みつつ語る思ひ出
ゥ後を継ぐ若者たちの秋祭

智

ステンドグラス光射しこみ

元カレ知ってふるへとまらず

コスプレの少女を連れて銀座ゆく

教室の最前列にノート取り
携帯メール回し読みする

十四日首
十四日尾

懐深く笑ふ山々

乳母車小さき手の出る花の片
智

雄

汗拭きて見る戦場の月

夫

直

系譜持ち出し誇る家筋

心電図読める振りする研修医
野馬追ひのふるさと遠く母の顔

月月

直

四一

雄
夫

八八

探偵モノはスリラーの棚

智

年年

凛として自説を曲げぬ髭殿下

寅さん好きな草団子買ふ

舞ふ花の迷ひ迷ひて川面へと

平平
成成
十十

直雄智夫雄直夫智直雄智夫雄直夫智直雄

八松山・清流連句会ｖ

ず

戒能多喜捌

静か信政多十

歌仙﹃よき婆を﹂
よき婆を演じ疲れし敬老日
や魁欠け初めし立待の月
虫時雨音色それぞれ聞き分けて
ノートパソコン新機種に替へ

堂々と聴講生の席に座し

ナォ虚子忌とて一門ずらと華やかに

画賛の筆を徐に措く

パキスタン又も起こりし自爆テロ

ポケットマネーで詣る宰相
並び建つ新居の映ゆる代田径

涼風受けてバイク走らす

暹しき彼の背中に頬をよせ

出世払ひの糟糠の妻

八十年過ぎし開拓移民団

哀愁帯びてひびくムックリ

月蒼く森羅万象しづもりて

剥けば酸っぱき早生蜜柑の香

ナゥ爽やかに﹁日々好日﹂の軸を掛け

限りなき夢追っかける子等

大空にくるりと鳶輪を描き

朝寝朝湯で天下泰平

記念樹の花の盛りをビデオ撮り

風暖かき島の奥津城

平成十七年九月一 十四日首
平成十七年十月一 十六日尾

︵於・清流庵︶
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遠く青嶺を臨む窓際

ゥ集落は貧富の差なく住み涼し

ちりんちりんと郵便夫来る
うわさでは小金貯めたる爺の仲
うなじの瘤がチャームポイント

何処も彼も不祥事隠すお偉方
まるまる肥えて美味さふな豚

急患を月下に運ぶ雪の道
鰭酒あほりて過去捨てたり
﹁よくもまあ生きていたか﹂と抱き合ひ

お弓お鵺の泣かす浄瑠璃
御狩場の丘の斜面の花大樹

士筆蕨は故里の味

石中石永戒藤
丸野
メL 井能原

月信政か十月か十政信多十月え子子喜重

月政か多月政多か政月多か政月か政多か

八東京・草門会ｖ

歌仙﹃これにて幕﹄

川野蓼艸
西川なほ

川野蓼艸捌

梅雨寒や光背裏のうすら闇
額紫陽花の鎖ざしたる門
山地春眠子

ナォ暮おそしけふはカフカを十頁

独和辞書には髭文字の満ち
海に向け大砲のドン鳴りし町

愉快痛快オしは妖怪

蛍籠揺らして女待ちゐたり

万緑の中影もつれつつ

地下室に涙ひと粒隠します

深い情を剥製にして

紙飛行機人の頭をすいと行く

ムンクの叫び虚空転々

戦場を一眼レフで追ひて月

炉火欲しき夜に集ふ輩

ナゥ地虫鳴き嬰児連れ泣きする刻よ

大河の上を歩き行く夢

左京区ぞ雪の小路をあまた持ち

真み粗真実な粗

ノN

舞

︵於・東京文化会館︶

みち
真史

舞

粗俊と慶実なと

史ち濫史早ほ濫

濫彦こ子早ほこ

緋目高に右向け右と声かけて
ジャングルジムに子供鈴なり

大橋俊彦
高岡粗濫
葛城真史
坂根慶子
小池舞
村川実早
神山みち

力をためて猫跳び移る

花散らしガラスの靴の駆けてゆく

カタカナ打越不問

平成十七年六Ｈ十八Ⅱ︵土︶

これにて幕で御座います春

一三ロ

主
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待宵に駅名ほのと浮きあがる

敬老の日に贈るケータイ
ゥ町長どのが主役マクベス村芝居

捨て頃のガムいつまでも噛む
﹁俺は何故好かれないのか﹂泣きにけり

指もて柿くよ東つる黒髪

慶子
粗濫
真史

冴えざえと月光照らす滑走路
野球部部室ドアさへもなし
記憶ではここに何かがあった筈

春眠子

舞

俊彦
慶子

〃

トヵトントンと振ふ金槌
神様がよそ見してゐるうちに酒

ぽつかり開いた異次元の穴
花に死す父祖北面の武士なりき
寝返り打てばぐわらり目借時

沢

八寄居・畔啄会ｌその一Ｖ

歌仙﹃葉桜一

西陣の帯京の土産に

ナォ曲水の雅ぴを今に小盃

ちび筆に篭もる思いの捨て難く

理趣経を詞する寺の像仰ぐ
砂漠の果てに日輪の落つ

石川光男捌

石川光男
眞下草笠
柏原和宏

焦げる臭いに誰も怯える

自衛隊イラク派遣の留守家族

古き家並みの続く街道
杏椀ぐ男無言の長はしご
汗拭く所作の清き人妻

杉野辨一郎

葉桜やものを思うも疎ましく

柏原知子

梅雨兆したる農の一日

家訓家令を孫に託せる

隙間風とも会話してみる

癖のある靴の音するコッコッと

若き乙女の胸は切なく

高館に恋も野望も消え果てて

ルーツ求めて向かうみちのく

知子

美代子

草笠
和宏
森三郎

辨一郎

やどかり又も棲家かえたり

城門をくぐれば大樹花盛る

観世音可々大笑と口開く

ナゥ暁に小さく鳴いて草ひばり

十五日首
十七日尾

節知和三節辨節和知節知光和節知辨知節

田

︵於・寄居町無腸庵︶

持病を宥め春を散策

平成十七年四月
平成十七年六月

−203−

植え替えの士の匂いのやさしくて

秋刀魚焼く路地の向うに月丸き

月寒く塾から帰る子を待てば

辨一郎

峡の芒野影絵見るごと

月ひとつ一人つきりの露天風呂
市川美代子

サイレン鳴らしパトカーの過ぐ

草笠

野分の後の空澄みわたる

郊外に大型店の開かれて

草笠
知子
和宏

ゥ墓建てる話もち出す秋彼岸

友の届けし草餅五つ
花吹雪関八州を一望に

美代子

カメラアングル決め兼ねている

長閑かさの中うつらうつらと

町

子子宏郎子郎子宏子子子男宏子子郎子子

八寄居・埣啄会その二Ｖ

歌仙﹁じゃがいも﹄
石川光男捌

眞下草笠

市川美代子

町田節子

風の揺らして緑濃き枝

じゃがいもの太り畑の重くなる

吟行のスナップ写真配られて

杉野辨一郎

節子

柏原知子
石川光男

元祖を認う菓子の山盛り
月天心錆びゆく町の影薄く

落ち行く鮎に残る白蝶

″

ゥ梨の木に泥棒避けの札下がり
となた

ナォ春の土突かずに起きて褒められる

美代子

節子

島崎和子

和宏
ひとひ

灰になるまで恋に恋する

︵於・寄居町無腸庵︶

草笠
節子
知子
節子
知子
節子
光男
光子
草笠
光男

辨一郎

田島光子

草笠
知子

その日一日は忘れ得ぬ日に
豊満な胸に埋めくロザリオの

海の幸提げ訪ねくる友

自分史に書いては置けぬ一頁

烏獣戯画の負けし猪

蛍火の飛びゆく先の闇深く
山のたるみに物の怪の音
永田町筋を通して生き難し

蛇行する原野の川の白く見ゆ
月ゆるやかに照らす鄙の家

ナゥ芒散る変体がなの道標
草笠

史蹟めぐりのがやノ︑と過ぐ
如意輪の菩薩の笑みは謎めいて

あらぬ方へと行くは何方か
銀髪を売りものにして喜寿を生く

辨一郎

平成十七年七月二十五日首
平成十七年八月二十二日尾

橋陽炎いて宿は左へ

浮きて沈むは人の世の常

泣かされたるは遠き日のこと
持てるもの全てを賭けて得たものは

師の句碑になだれて花の咲き誇る
美代子

光男
草笠

骨董店に金鶉勲章

節子
草笠
知子

炭焼きの一柱となり立ち昇る
月を仰ぎて喰らうどびろく

柏原和宏

しみか︑と聞く語り部の国誰り

動く影絵に目を輝かす

草笠

瀬音して雲押しのけて花明かり

合格通知握り駈け出す
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八桑名・大智院連句会ｖ

芭蕉追善大智院奉納

脇起歌仙﹃秋の寺﹄
うき我をさびしがらせよ秋の寺

川風たちて萩の零るる
月明に狸嚥子の賑はひて
平和な世界夢に描きし

岡本耕史捌

ナ長閑やかに飛行船浮く地球博
動きさまざま人気ロボット

前略とのみとりあへず書く

あるじ

主より先に出迎へ座敷犬

裏町の鈴蘭灯に雪しまき
炬燵嫌ひを押し通す父

かにかくも昭和ひとけた古希を過ぎ

公羽

岡本耕史

顔には出さず片思ひ秘め

さだめ

小田中柑子

ナゥ数珠玉に輪中の里の草さやぎ

澄む月に素謡ゆかし見越松
鮭を手土産恩師とぶらふ

赤楽茶碗渋き色艶

薄幸の壽貞の運命切なくて

小原みどり

福井栄一

西田青沙

句碑を囲みて記念撮影
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上田忠秀
伊藤文夫

今も心にひびく一言

人気者なりしともどち便りなく

自然には人智及ばぬこと多く
忍者のごとく走るあめんぼ
ゥ掛香に尼来し方をふりかへり

耕

舌焦したる朴葉焼みそ

悶々と眠れぬ夜のひとり酒

未知の国へと友好の船
文

中心

柑
まな

アルプスの嶺々展け眼さきに

熊野古道の春を追ひゆく

續紛と風にまかせて花は舞ひ
み

件鰔什吐嘩五期金肥函︵文音︶

栄

洗濯せよと臭の鳴く

構想を練る映画シナリオ
悲しみの現場に仰ぐ冬の月

耕

中心

聿月

聖者の道を辿る修行者

柑

秘めし大志を語る春宴

軒先で礫刑にあふつなぎ服
晩学の炎かきたて花を見ん

青み栄文忠柑耕青み栄文忠柑耕青み栄文

雅

之赤眞
扶ひ砂
之雅之雅眞之赤雅之赤眞之子赤眞子げ女
江

八東京・多摩連句会ｖ

安
中

衆判

田

川

歌仙﹃飛天一
昔を今に汲みし若水

飛天らのゆかしき舞や初鼓

ナォ次々と画帳埋まりあたたかに

杢太郎師の死して幾年

鳴り止まぬ喝采堂を響かせて
ニートと呼ばれこもる若者

母さんの横たわる腰金色に
少女の頃は夢かまぼろし

転校生アイススケート華やかな

日脚伸びたる鳶の滑空
天国と地獄の道は紙一重
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黄泉の坂をばいつ越えたやら

有明に天皇陵の黒々と
桔梗数輪開き初めたる

ナゥ臨月のお代わりをする栗おこわ

奥の部屋から紬織る音
門先を一陣の風吹き通り

芹育ちゆく細き流水

漂泊の涯へ導け花の冷え

岩

田

︵於・目黒都ホテル︶

︵後半文音︶

香箱猫にかかる春塵

平成十八年正月首

平成十八年三月吉日尾

玲

執

春近し古本市の賑わいて
遅く出来たる地下鉄の駅
夕映えの三日月殊に美しく
風ひとふきに揺れる紅葉

木曾大黒屋銀婚の旅

ゥ枝先に鴎の早贄まざまざと

酒を過ごせし沈金の盃

瀬の音に思い出すことあまたあり

飛び込んで来た兜虫なり

じじばばは天ぷら膳に舌つづみ
サーフィンの影の絶えざる月の浜
ビュッフェに似たる絵のような景
三叉路の石はなんばとかすれ文字

若鮎遡る山峡の里

暖簾守りて半世紀とか
改築は花を残して地鎮祭

村

筆玲赤眞之雅眞赤玲之雅眞赤子之雅眞赤

塙於玉捌
喜祥思主於喜祥安思酔主於酔安喜祥思主
案
案
案
一風人水玉一風芸人陶水玉陶芸一風人水

八東京・遅刻坂連句会ｖ

歌仙﹃雨自在﹄

鉄橋くぐり夏燕飛ぶ

雨自在身の丈を越すたち葵

談論風発友と一献

ナォ読み返す文庫窓辺に春うらら

病自慢が集う還暦

そこはそれ他人の不幸は蜜の味

真珠の涙にまたもだまされ

いやいやとお化け屋敷の暗闇へ

遠雷響く東宮の杜

宙に舞う自由な烏になった夢

オーケストラはひとつ合わずで
惚けたふり妻の怒りを受け兼ねて

飼い馴らされて牙もなくなり
この夜景一○○万ドルと窓に月

金木犀を加えし珍菓

ナゥ縁側で行く秋惜しみへぼ将棋

通天閣が俺のふるさと

振り出しに巻き戻してはみるものの

交わす挨拶差し障りなく

飛花落花遊動円木揺れるまま

河原の蝶はまどろみの中

平成十七年七月三日首

︵於・四谷一 生 庵

平成十七年十月二十八日尾

執於祥安於喜酔思於酔安喜祥思主於酔安
案
案
筆玉風芸玉一陶人玉陶芸一風人水玉陶芸

ウ五より文音︶
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活造り青磁の皿に盛りつけて

命限りにすだく虫の音

選ばれて宇宙飛行士月間近
ゥ地芝居の主役取り合う村の衆
仮面夫婦の仕切るパーティ
アクセル吹かす真っ赤なクーペ

髪の香に狂おしき日を思い出す

たった三日も保たぬ禁煙

鼻先にチューインガムがパッチンと

犬の遠吠え寒月の町

地を這わん苦しき稽古の懐かしき

堀り炬燵暫し舟こぐ子だくさん

旅路を癒すカフェに陽炎

リトルリーグのチーム結成
凱旋のトリコロールに花吹雪

塙小田小青横山
野中林柳田中

八東京・中央連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃彼岸過﹄

名門校の揃う球場

今村苗捌

郎

今村苗
坂田武彦
酒井郁郎
伊藤藪彦
青山満子

ナォ移り香のあなたの抱いた猫を抱き

美空ひばりの歌が流れる

エーゲ海観光案内日本語で

乱杭歯むき二嘆三嘆

ちょっとだけピーターパンになった夢

シオカラトンボ止まるお地蔵

新築のビルに後光の月昇り

リストラばやり風が身に入む

前後右も左もテロの国

海賊ならば無事に帰れる

リッチなホームレスは地下道
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橋くぐる船のびやかに彼岸過
磯遊びする子等のはつらつ
五加木飯雑穀飯も売りに来て

触れなば落ちん零余子たわわに

寝そべれば安酒もまた大吟醸

白鳥は父の墓から飛び立ちて
ぎっくり腰をかばう年の瀬
ナゥ近頃の魚の骨は捨てるだけ
郎

︵於・中央区立産業会館︶

平成十七年三月二十四日首尾

本丸に花凛然と鎮まりて
仰げば二重かかる初虹

風のまにまにシャボン玉舞う

苗

武

藪

雨上がり雲間に月の影蒼く

姐御を慕う粋な若衆

ゥ衿元のすっきりとして秋袷

旗風巻く旅の玻璃窓

掌にホテルの鍵を握らされ

藪

武

八十翁は泰然として

ＩＴがテレビラジオを脅かし

井田

藪

満

郎

弁田

郎

大山参り独楽の石段

月まどか光る蜘蛛の巣軒の先

あれこれと幻の酒試し飲み

和蝋燭売る店は鄙びて
椀然と見返り美人帰り花
炬燵の中で足をからませ

武苗武郎満武満苗武郎藪武郎満藪郎満武

八東京・中央連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃瓜坊﹂
沢田洋々捌

沢田洋々
伊藤哲子
坂田武彦

瓜坊の出たがっている梅雨の月

どこもかしこも石糾の花
強壮の漢方とくと試しみて
蛭海停雲子

哲

彦

折口

壼云

どら焼とても味はいろいろ

彦

おらが畑案山子がシートベルト着け

敬老日には孫をお供に

踊り子さんに手など触るるな

ワかぶりつき﹁孝女白菊﹂村芝居
髪乱しモンマルトルヘピンヒール

〃

執筆

折ロ

壼云

洋

壺云

壼云

折ロ

洋

特定局婦人連中デモ行進
セパ交流でなるか復活

心変りに刃磨けり

春を待つロシア教会月菅し

戦陣訓を今に守らん

鬼が島出づ桃太郎胸張って
急性アル中殖える合コン
千年の三春の花の夢うつつ

海のたいらに鴬鳴くも

︵於・中央区立産業会館︶

平成十七年六月十七日首尾

−209−

八東京・中央連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃年忘れ﹄
斉藤一灯捌

伊藤哲

士屋実

斉藤一

水怠らず蝦姑葉仙人掌
坂田武

いくたびも日時確かめ年忘れ

紐細工丸い小窓に飾られて
きつい珈琲ひとり楽しむ

甘え上手はわがままを言う

烏渡るときいつもＶの字
ゥ鰯雲羽二重団子子規ごのみ
吉原へ行く溝はおはぐろ
デートには懐少し淋しくて

実

青木秀

実

横山わ

ピアノ弾く指先躍る月の光ゲ

香水はシャネル五番とかたくなに

秀

哲
わ

折口

ナォ哲人の背中真っ直ぐ種案山子

構造設計とんだインチキ
おみくじの大吉ばかり大社
憂いは深く想いはてなく

媚薬にまがう美酒に溺れて

銀幕のマドンナ今はひっそりと

冬将軍の机上作戦

自爆テロ仕掛けておいて逃げてくる

流感の予防注射は二千円
見知らぬ街の変な信号
盤上は死石累々月照らし
墓も泣いてる虫時雨とか

宅配便はいつどこへでも

ナゥ新蕎麦を初めましたと長寿庵

よだれかけ新しくした地蔵尊
歴史教科書書き替えもすみ

隆盛の実像あやし花万朶
ワルツと風と笑う山々

哲一実秀わ秀哲実哲秀わ実わ秀哲わ秀武

︵於・中央区立産業会館︶

平成十七年十二月八Ｈ首尾
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わ

汗ばむ肌に月の涼しく

遠き日の煙草の芯は山帰来

わ

秀

実

尾張三河は反りが合わない

秀

弥次喜多の慌てふためく道中記
一九の辞世﹁はいさようなら﹂

実

割算の答えが出ない花の下

低空飛行無事に卒業

郎樹郎こ樹子樹郎樹郎こ子こ彦子こ郎灯

子灯郎樹こ樹子郎子樹こ郎こ樹子こ樹彦

八川崎・土筆・有楽帖三吟会ｖ

歌仙﹃門前に﹄
鵜澤治久捌

白井風

遠藤嘉

鵜澤治

心静かに茶屋先の月

門前に百二十年衣被
虫の音をしみじみひとり縁に出て

本丸跡に廉太郎像

ナォ春闘くる七万石の城仰ぐ

玉垣のあたりを歩く下駄の音

青大将に道をふさがれ

男つらしと寅さんが行く
町中にかき氷屋の旗なびく

裳裾の糸をたどれる女

夜毎来て枕交はすは三輪の神

酒の屋台を微風がぬける

間を置きて犬の遠吠え気にしつつ

窓辺に寄りて蟠蝉を聴く

月の出に喚声あげる飲み仲間

街道をゆく旅人の群れ

ナゥ思ひきや秋冷到るわが狭庭

連中のなかのひとりはハイヒール
とある家から洩れるヴィオロン

字凧の吃り聞きをる響

見上げれば夕空高く花の飛ぶ

秤雌廿陸轌弐朋二什一︿肥唾︵文音︶
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メトロノームはとき刻むのみ

語りつぐ昔男のものがたり

白団扇手に襖絵を見る

ゥ鉾町に宵山の燈の灯り初め

うはさとなりし一葉の恋

色里のまだ幼きの片思ひ
山またあ山
の熊野への道
りまのみこ

藤白の有間皇子の墓小さし

あづまや

友とならびて歴史をしのぶ
四阿に四温の月を浴びてをり

朴落葉して途絶えたる路
転げ来しボールを返すホームレス

則天去私と漱石は云ふ

津久井湖の花の雲より楽湧きい

野遊びの子ら大声で呼び

人章久人章久人章久人章久人章久人章久

人章久人章久人章久人章久人章久人章久

八船橋・筑波ｌその一ｖ

歌仙﹃宮降嫁﹄
引地冬樹捌

引地匁︑

二羽智

茶の花の芯の金色宮降嫁

冬麗かに祝げる人波
酒井愛

吉本芳

帯締のみを更えし装い

田川利

谷本綾

密旧妖

ナォ新聞を読みつ春眠ほしいまま
覚めて悔しい偽造マンション

舌を抜く閻魔大王現われよ

才色兼ねた美人大臣

羅の君が宝と抱き寄せて

あわれ荒野の石と添い寝す

旅芸人は三味を小脇に

あきらかに悪戯猫の爪の痕

近松は虚実皮膜に芸ありと

浮世の義理のうすきこの頃
自販機に有難う言う月の夜半
貴方の眸には葦火ゆらめき

ナゥ身にしみる夢の叶わぬ人魚姫

捨てる神あり拾う神あり

くちぐせの﹁もったいない﹂を繰返し

明治生まれの婆は健映
續紛と大内山に花ぞ舞う

日永の寺に光る相輪

忰雌什哉蕪卦一一朋什此叩函︵文音︶
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和やかな聞香の会開かれて

涯なき空を雁鳴き渡る

月の道酪駝にゆられ影二つ

良縁という薮のお裁き

ワ龍田姫ほほえみ深く古都に在り

息をのむほど艶やかな肌

宿りたる愛の結晶めでながら

その間に走るトイレ混み合い

メロドラマここぞというにコマーシャル

マント姿の今は昔に

若き等の寮歌高吟冬の月

カクテルのシェーカーを振るラスベガス

籠より匂う母の草餅

魔法のように変る踊り子
みはるかす端山茂山花盛り

愛芳智冬妖利綾愛芳智冬子公子子香子樹

妖冬利綾愛芳智妖冬利綾智愛芳冬妖綾利

二羽智子捌

綾利愛尚妖芳智

八船怖・筑波ｌその二Ｖ

歌仙﹃松飾﹄
ふるさとの駅舎大きく松飾
夢のふくらむあらたまの年
入学の頬つやつやと上気して

ナォ古代史を習う蛙のめかり時
はてと眼鏡を探すこのごろ
事件事故水も洩らさぬ捜査網
母の手料理じっくりと炊き

急降下して舞う都鳥

冬浪を聞きすくすくと育ちたり

語らえば直ぐわだかまり解けるよな

龍宮城になおも居続け

ジェラシー隠すシャンパンの泡
骨抜きとなりし果報に浮かされて

秋思こもごも幼な友達

搦搦の胡弓に月の坂いくつ

オバＱもリカちゃんもいるハロウィン

トリノを目指し励む特訓
校庭を啼き渡りゆく夕鴉
かくれん坊の鬼もお眠に

揃う鼓笛へ風の光りし

みはるかす能登半島は花盛り

秤雌什皿無一一一地二弐叩雷︵文音︶
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仔猫三匹もらわれてゆく
自販機につり銭忘るおぼろ月
口あたりよき酒の効きたり
ゥ寂聴の説法いつも人が群れ
片恋ばかり干支の所為かも
赤い糸結ばれる君どこかしら
惑わすように跳ぶ道おしえ
ひとすじに系譜守りし歩荷村

鑿にておこす桶の岩飴

月仰ぎもらす軍歌が胸を攻め

惨禍身に沁む鎮魂の旅
万物を浄め火祭る鞍馬山

あっけらかんと株価操作を
花見とて綺麗どころを侍らせて

苑めぐりゆく声ものどけし

谷田酒瀧密吉二
本川井澤田本羽

愛尚智妖綾利愛尚智芳妖子公子子子香子

妖芳綾愛尚芳利綾智愛尚利妖芳智綾利芳

ハ赤穂・つばさ連句会ｖ

三暁

八尾暁吉女捌

千士
．ロ

歌仙﹃松島や﹄
松島ややがて墨画となる寒夜

深き廟を鳴らす北風

婆様の昔話はきりもなし
立つしほどきを失ひしまま

ナォ長雨を殼雨と呼べば楽し畑

ゆるゆる進む移動図書館
小児科の壁に妖精描かれて
恐さ忘るる母のふところ

赤い糸むすびなほしに神の旅
愛紡ぎつつセーターを編む

町の茶房の昼は閑散

くりかへしモーッアルトの曲ながれ

お裾分けとて盆にとりどり

何処からか宅急便が姪の許

美術の秋の話題豊かに

いざよひの照らす禅寺の白砂波

ナゥ走り蕎麦﹁通﹂は産地へ馳せ参じ

法被姿の粋ないでたち
襲名の披露公演触れ太鼓
十台つらね人力車ゆく

翁に倣ひ惜しみあふ春

花の宴望楼型の天守閣

秤唖廿皿等一一叩什朋壗︵文音︶
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折もよく桂男の顔を出す
ひさごの酒をなみなみと注ぎ

ゥ粧へる山まなかひに坊泊り

女王然と銀色の猫

堅琴を奏する人に寄りそひて

明日は戦場恋はせつなく
言の葉のいらず心の通ふ時

思ふ存分轆轤三味

緋鯉跳ね水面の月の乱れたる

提灯つるす宵宮の街
先達に師の碑に導かれ
留学生の姿ちらほら

なかんづく若木の花の瑞々し

夢の世界に佐保姫の舞

飯八
沼尾

暁三暁三暁三暁三暁三暁〃三暁三暁古女

三暁三暁三〃暁〃三暁三暁三暁三暁三暁

藤江紫虹捌

暁吉比小史利紫
佐夜
夜代公虹暁吉佐夜代公虹夫女子子代公虹

八津幡・津幡連句クラブその一Ｖ

歌仙﹃かなかな﹄

かなかなの能登の果ゆく旅芝居

笛の音とおく窓に射す月
朝寒の河岸へいつもの顔ぶれで

沖にあやつるはえなわの漁
新名所足湯に浸りリラックス
フル回転にクーラーうならせ
ワたそがれて夜店にわかに活気づき

洩れる灯りにしのび逢う影
もの言えず鼓動高鳴る胸の内

異国に流るふるさとの唄
板前の腕を磨いて暖簾分け

ゴジラ松井へ熱い声援

冴え冴えと写経の筆を照らす月

炬燵にもぐり眠る三毛猫
盆栽がいつの間にやら増えはじめ

昔のままに残る街筋

咲き満ちてライトァップの花の城

蛙鳴くにもつのる望郷

好きなジーンズ綻びしまま

ナォぬくもりの句集ひもとく春座敷

長押にずらり褒賞の額

相伝の味覚をそろえ榑詰に

藍の浴衣を粋に着こなし

灘の酒提げて乗りこむ涼み舟

金の鈴振りシルクロードへ

蛇の目傘さしかけられし歌仙橋
ぐっと抱きしめ愛をささやく
糟糠をねぎらいながら酪駝の背

楢山の月をながめて物思い
畦焼くけむりほのと漂よう

譜面どおりに摸が動かず

ナゥ雨近き佛間にすだくきりぎりす

古鏡の謎が解けてにっこり

やや丸き墳丘の土やわらかく

陽ざしおだやか園のぶらんこ

燗漫の花の下ゆく肩車

秤雌叶い舞皿叩二千叩菌︵文音︶
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IH
I慨
川江
ボlll
山藤多
山本田
田
藤
H1

代佐虹暁吉夜代公虹暁吉夜代公虹暁吉佐

八津幡・津幡連句クラブーその二Ｖ

歌仙﹃啓蟄の雪﹄
酒井愛子捌
酒井愛

木上紫

加納俊

Ｊくつ

赤坂久

畦道それる春泥の沓

一人っ子の入学試験祈るらん
習いしパソコン徹夜していた
出見世裕

啓蟄の雪や地虫ら二度寝かも

馥郁として金木犀が

ロボット犬は尻尾振り振り

俊

紫

ナォ飛燕鳴く路に佇む昼下り

マップ広げて夢ふくらませ

︵ブル期ぞ暮し再び潤うか

株価操作の堀江貴文

立冬の暁闇わたる雷激し
炬燵にもぐる我輩は猫

電卓を机に入れて憶うこと

傍に貴方が居たらいいのに

病みてよりますます深まる夫婦愛

窓の白山倖せエールを

月の宴手向ける酒は﹁天狗舞﹂

秋刀魚焼く香の漂う隣家

ナゥ幌馬車の通り過ぐ街木の実落つ

自然が馳走と旅の話題に

誰が勝つポスト小泉熱を帯び

格式のある老舗繁盛

什皿粋皿朋什

叩壗︵文音︶

八重櫻鳳凰殿の鴫尾光る
城下の川をのぼる若鮎

秤
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多田圭戸

音楽会の余韻ひく友月今宵

村上町

小机に筆執る寺の若き僧

久

辛一戸

愛

ゥ秋祭りいつか踊りの輪の中に

想ふ彼の瞳やつ
と私を
ちづけ
物影へ誘われ接く吻
幾そ度

果報白髪を抜くをためらい

裕

久

紫

垂戸

愛

町

月凉しスポーックラブの汗も引き

深き夏帽外人らしき

散居村隣といへど半里先
コキリコ竹は七寸五分じゃ

釣糸たらす潟舟のどか

舞ふ花に新任課長の隠し芸

子雲畔子子子子子雲畔子子子子子畔雲子

愛芦町裕久俊紫芦町裕俊久紫愛芦裕町俊

子畔子子子子雲畔子子子子雲子畔子子子

ハ津幡・津幡連句クラブーその三Ｖ

歌仙﹃草の餅﹄
二羽智子捌

二羽智子
中田風来
谷本綾子
紙谷湖秋

ふる里も母も掌中に草の餅
けけろけけると蛙鳴く宵

仲良しこよし学校へゆく

ナォ予定なき黄金週間もて余し
嵌まっちゃったのビデオ鑑賞

つぎつぎと勝ち抜く頭脳クイズ王

香辛料の効いた漬けもの

遮断機も上がらぬほどの雪の嵩

卿大漁の知らせ届けり
刺繍せし十二単が絢燗と

つつみきれざる思い焦がせる

月皓と照らす熊野の石畳
紅葉の彩に染まる硲流

密会のスクープ写真尾鰭つき
浮き世はなれて入りし仏門

ナゥ温め酒独りの刻を楽しみて

春泥の道かるがると跳び越えて

小川ひろ子

智

芝田祥子
水野道代

綾

風

三文の得と早起き鍛冶屋さん

便利になった炊事洗濯

エキゾチックな秋の街並
ゥ髪切ってむすぶスカーフ爽やかに

酔い借りて一途な恋が消す灯り

晴耕雨読つどうグループ
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停泊のマストに懸かる月円か

じれったいほど純情の彼
私の胸に魔もの棲みつき

飛花落花日本海にも舞い込めり

忰鰄什皿斡釧朋什四肥壗︵文音︶

未来の夢へ駆ける若駒

ひ

祥

湖

インフレを招く原油の高騰価
ウクライナでの生活語らず

湖

風

道
智

祭笛搦搦月の路地をぬけ
特養ホームにならぶ藤椅子
ダイエット頼みの綱の万歩計
磯に干さるる策の小かれい

綾

谷渡りする枝の鴬

花莚おはこの芸に湧く拍手

道風祥ひ湖綾風道智祥ひ湖綾風智道祥ひ

争

八津幡・津幡連句クラフーその四ｖ

ナォカンバスに春の息吹を描き入れ

からくり時計時を奏でて
糸魚棲む川の流れの美しく
寄り添うている塞の神様
梢もえて昔語りに集う児等
悴かむ指を頬にあてつつ

﹃つノ︑しんぽ﹄

吉本芳香

吉本芳香捌

ままごとの母似の仕種つくしんぼ

世を渡る苦労してこそ天下人

加藤定雄
宮嶋茂

月あかりＷの坂に半夏生

朝の散歩が縁の友だち
安全を地域で守る通学路

芳

よ

茂

澄
優

ゆ

︽疋

秤雌什皿舜型朋什地叩噛︵文音︶

変遷の歴史見まもる花の山
夢ふくらませ飛ばす風船

天気図の日の丸マーク明るくて
サファリーパーク駆ける縞馬

向う三軒交わす挨拶

ナゥ喫煙は玄関の隅うそ寒く

どこからとなく鈴虫の声

セピア色した古きアルバム
秋の月湖面に映ゆる出湯の灯

そんなこと言われる頃が華だった

亭主関白私好きです

夷藤ゆう子
石本よし子

池のほとりに燃ゆる陽炎

ゥ捨てがたき古着案山子にそっと着せ

ゆ

芳

前山優美子

永多澄枝

繰り返し読む手文庫の文

汗の手合わせ南無と唱える

︷疋

ストレスをほぐす旨酒ひとり酌み

澄

日本兵まだ残る南島

逆点ヒットにあがる歓声
内灘の試射場跡に落花罪々

ひと

悲しい眼モディリアーニの女のよう

笛や太鼓で祝う豊年

のどかさに野猿も園に遊ぶらん
口に転がすミルクキャンディ
まんまるの大きな月がかかる峰

仙

世界が競う凧の祭典
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歌

よ茂芳優定ゆ澄よ芳茂定優澄ゆ芳優よ茂

ハ福岡・天神連句会ｌその一Ｖ

短歌行﹃龍王山﹂

諏訪欣

熱水轍

ナォ寒村にしげく唇楼現るるなり

はん

知事を悩ます恨の幻聴

ひと尋の浅瀬があると澪標
地球の姿ミールより見る

パソコンの情報開示物知りに

素麺流し記録長竹

かんきん

乃穂川暁穂乃暁川司二乃穂

八木紫暁捌

秋の空龍王山を貼り絵かな
田畑を区切る曼珠沙華群
柳井栄

浅野黍

月高しリゴレット聞く街路樹に

最終電車やっと間にあひ
八木紫

母恋の青大将に丸い月
組踊りとて清姫の認

ナゥ安酒で口説並べる嫌な奴
入港ぜんざい好む船乗り

けみかずち
花の雲建た御
雷の古社

ひたちひたちと亀の看経

︵於・福岡・行動医学研究所︶

平成十七年九月二十五日首尾
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三村桂

ゥ身をかがめ若き旅人風に立ち
粋なマフラ−細きジーンズ
凍鶴の抱きしめられてほどけゆく

菊舎気どりに肝を据えをり
チエロキーを集め足りずにマニアック

木槌を持ちてモグラ打ちする

縄電車花の大樹を廻りきて

春の泥つけ夕食の膳

川暁二司穂乃暁川司二乃穂

浅野黍穂捌

黍撤紫玲紫黍玲撤黍紫撤玲紫黍玲轍黍紫
澤木野木

ハ福岡・天神連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃菜の花﹄
菜の花や岬被ひて海に果つ
ベンチぐるりと虻蜂の声
春蜜柑剥かんと金の虹立てて

ナォ山焼きの煙そぞろと流れくる

ナノテクで売る家内工業

ドリーネの岩まるでお地蔵
一級の名にこだはれる建築士

薄物のスポーツブランド肌光り

二人でそっと笹巻の鮨

といめん

あれこれの味評定が対面で

生クリームを撞す珈琲

あきらめ積んでやっと悟れる
パステル画友に乞はれて展覧会

やうやうに上りし月はまた隠れ

指揮者不在の虫のコーラス
ナゥ退院は秋の別れの頃となり

姿見の前座り放しで

とおや
遠
祖は水軍島に今なほ
勇ましく神楽舞台の鳥兜
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ビーズ刺繍のクッション直す

窓枠にレイさらさらと月の舟

葡萄酒醸す蔵に湯蒸気

ゥ秋晴れに子らが並んでョ−イドン

新婚帽を飛機に忘れる

へそ繰りと古き恋文見つかりて

心にいつも﹁遺愛集﹂あり

唇楼揺るる日差やはらか

絶壁の花は吹雪と降りそそぐ

柳諏福
井訪田

︵於・福岡・行動医学研究所︶

平成十八年三月二十六日首
平成十八年四月二十三日尾

黍紫栄欣一黍紫栄欣一黍紫栄欣一

栄欣

坊ヶ鶴小唄やさしやちんぐるま
テレビでまねるイナバウアーを

仁術の医業絶滅危倶種たる

寒垢離曝す青き月光ゲ

すきま風猫まんまるくこたつにて

四コマ漫画風刺面白

ほろ酔ひの河童主従に花ほろほる

雁風呂に入る卒寿すこやか

飛黒洩八

穂乃暁子暁穂子乃穂暁乃子暁穗子乃穂暁

司二也穂暁司二也穂暁司二也穂暁司二也

ハ横浜・都心連句会Ｉその一ｖ

大山阿夫利神社奉納

歌仙﹁俳譜之連歌﹄
阿夫利嶺や納大太刀大天狗

神鼓とどろく杜の涼風

夏帽子写生の子らは池の辺に
目に焼きつきし高層のビル
飛行船静かに月へ向かうらん

クレーン動く埠頭行く秋
ゥ弁当は落鮎入りの特製で
老いらくなれど健脚の会

小林静司
目黒雨峰
土屋実郎
和田忠勝
坂田武彦

千場ひで子

横山わこ
和田洋子
伊藤哲子
西田一枝

蛙海停雲子

ラピスラズリで描きし碧空

楼蘭の幻の美女西安へ

オークション掘出物を握り締め

わこ
哲子

忠勝
秋山よう子

西部周子

穴熊さえも姿勢よく立ち
氷壁に突き刺す如く月尖り
うかつな答え出せぬ外交

高島幸子
成田玲子

それなりに触らなば艶な振りをして

泡沫ならじ我が深き愛
耕して花嫁いつか十余年
川音忘れ土筆摘みおり

復活祭のワイン赤色

哲子
周子

ナォ昼前は羊の毛刈る牧師たち

間柳慶子

高橋美智子

哲子

忠勝

飯田紫苑

素人のバザー作品よく売れて
マッサージ券孫に差し出し
ひと時も離れぬ彼の頼りがい

平和守れと夫婦相和す
後朝に手櫛を入れる後髪
汗ばみており憎い残り香

歌垣に集う縁を滝殿に

大津博山

わこ
紫苑
玲子
幸子

旧街道の標うそ寒

雲の晴れ間にのぞく名月
染色の藍したたらせ秋の絹

茂旧キヨコ

哲子

戦時しのびてカメラ背に負い

ナゥ旅情なる果て無き川を渡るらん

村上敦子

よう子

去来の言葉好む宰相

宗匠
執筆

能舞台篁第の音のりゅうりゅうと

四半世紀を歌う鴬

初花に励まされたる志

平成十七年五Ⅱ二十九Ⅱ首尾

︵於・大山阿夫利神社能舞台︶
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八横浜・都心連句会その二Ｖ

第十七回青時雨忌追善

歌仙﹃俳譜連歌﹄
新緑に師の影偲べ亀と鯉
伝記待たる砥書斎薫風
矢車の音高らかに嬉しげに
老舗のお菓子だんご三色

秋の扇を帯にさし入れ

暮早しそのまま月の客となる

活ける大鉢ねずみ志野焼

ゥ古寺の庭に満ち咲く曼珠沙華

優しぐさする手を握りしめ

畳の目数えて痛さこらえつ︑

番の鴛鴦の岸に眠れる

一体となりし夜明けの月凍て︑

羽抜鳥貧しき首で品つくり
蚊帳の中なる死者の鼻高

羅麗傑

横山わこ
坂田武彦
藤沼和ヱ
柴川寿賀
山口良子
近藤蕉肝
引地冬樹
川野蓼艸

ナォまり千代は東踊を盛んにし

奥深くタイムスリップ京座敷

お年がわかる女声高

土屋実郎
小林静司
和田忠勝

余韻を引きて改札を出る

赤川玖實子

伊藤哲子
宮下太郎
川名将義
臼杵瀞児
松本杏花

花浴びて烏語四辺にしきりなり

プロポーズする出だし考え

宗匠
執筆

奥田亡羊

平成十七年六月十二日首尾
︵於・淺草伝法院大言院︶

貴賓の衿にわたる春風

ナゥ小面にかすかな愁い冬近し

紅葉の錦夢の間に間に

月の出に動き出したる遊覧船

少しでも美女に見せたい眼鏡買う

無声映画の宝庫淺草

バイキンマンも世には必要

トランプのパパ抜きいつもパパを引く

次男にせまる改姓の難

七難のうちの五難ははや済ませ

和久井八重

高島幸子
藤井弘美
原崎弥生
村上敦子
鈴木良治
和田洋子
秋山よう子

久良木垂忠

竹崎梨野
今村苗
蛭海停雲子

定番のチャイコフスキーＣＤに
手話サークルのボランティアして
スフィンクスマクドナルドの真正面

池田紅魚
小張昭一

小林しげと

らくだの列に仔もついてゆく

土筆佃煮懐かしき味

花便りマウス操り故郷へ

フフ2

八横浜・都心連句会ｌその三ｖ

歌仙﹃柚湯浴ぶ﹄

てき

ひと

らよく

ナォ達筆の句碑読みあぐね宗因忌
ィは左歩にて一丁は右歩なり
道問えば嫁にもしたき優しさに

電話美人と他人に言わるる

無視出来ぬ高血圧と体脂肪

愚痴こぼすおでん屋台の今昔

鈴木良治捌

鈴木良治
士屋実郎

漢方薬と鍼が効くらし

門松迎う家がちらほら

平凡な人でありたし柚湯浴ぶ

フィギアに賭ける純な魂

ＢＧＭは古き童謡

あれこれと楽し百円ショッピング

スペアの電池いつも携帯

ナゥシルバーは有効と聞きうそ寒し

搬入済みし芸術の秋

四角にならぬ三角の月
泰然と猿の腰掛け猿坐る

魔女集うワルプルギスの夜は更けて

和久井八重

秋山よう子

刷田ひろ子

冬晴れに大きな鳶輪をかいて

藤沼和ヱ

櫓太鼓の調子良きこと

郎

竹崎梨野
重

山ごもりはるかに望む花盛り

語つ

野

郎

蛙並びて渡る踏切

︵於・鎌倉小町通り

平成十七年十二Ⅱ二十三日首尾
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打ち寄す波に引き出す舩
茄で上げて豆名月の旅一杯
めつむ

大道易者瞑りしまま

ワ首を振り芦屋の街のうりん坊

子は鑑と親の説教

あなただけ見えてた日々が悔やまれる

立ち上がり遅い旧式コンピュータ

〃

ろ

野

重

アルハンブラの岩に蛎輻

手も足も出ず笑顔プリーズ
黒雲を抜け出て月のいと涼し

肴はこれと酌み交わす酒

参

︾つ

大リーグ日本選手が気を吐いて

風鐸をゆらして舞える花吹雪

雄の一と声山畑の奥

>Ⅱ二

、､−一

楽

卜1口

ヱ治野重郎治る野重うろ野ヱ治重ろ郎ろ

八栃木・栃木県連句協会ｖ

半歌仙﹃初山河﹄
麦の芽の縞目正しき初山河
振袖の娘のかざす羽子板
昼の園ライオン四肢を伸ばしいて

落選の絵のそれも秋興

携帯電話ふいに鳴り出す
団蘂の窓に出でたる望の月

富田昌宏捌

一一一井靜怡

富田昌宏
宏

大豆生田伴子
靜

大鵬邦子
〃

靜

宏

笹川伊之助

地の果てまでとそっと騒ぐ

ほんとうの空の青さを仰ぎみる

邦

素数が創る敷島の道

ワ濁り酒呑みて気安く無神論

ついに崩れしホリエモン株

宿の灯のゆらめくままに身を委ね

デジカメをはみ出しそうな笑い顔

宏

靜

邦

飯野きよ子

伏木ケイ
田浪富布

はじめて乗れた一輪車です

伊

荒御輿回る浜辺の月凉し
皿に盛られし西瓜配られ

詩人の目には見える春風

花深きところに楽のおこりいて

平成十七年一Ⅱ十九日首

平成十七年四凡十日尾

︵於・レストラン飛呂馬︶

−224−

二村文人捌

伊大宮二北江
勢村村村野沼

八富山・富山県連句協会ｌその一Ｖ

歌仙﹃母の日や﹄

母の日やはじめて母の無き若葉

衣桁に残るセルの普段着
怠け者万年床に腹這いて
いつまで続く子らの石蹴

ナォ追伸に仔馬生まれしこと二行

蒙古平原映画ロケ班

ショパンを復習う鎧扉の窓

碧眼の関取受ける勝名乗り

切ればまだ固きメロンが円卓に

浜を彩る水着さまさま

額の傷に小さき悔恨

おいちにい兵隊ごっこ遠い夢

繰り返す離婚の末のめぐりあい

新酒酌み交う﹁熊野﹂という店

ゆや

風吹けば雨雨止めば晴れ
香焚いて八雲怪談鎌の月

ナゥこの道はあふれるばかり烏瓜

テロ対策の法整備操め

脳年齢測るゲームを贈られて

淡く大きく峡の初虹

鞁しみともにわれに添うまま
ゆったりと画紡に座して花名残

︵於・富山市星井町公民館︶

平成十八年五月十四日首尾
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月円か揚げたてのカツ匂う辻

駐輪場にこおろぎの鳴く

振り回される妻の妄言

ゥ生い立ちは幸薄いのとそぞろ寒

肩寄せて道頓堀の雨に濡れ

忘年会は少し奮発

輸入雑貨の並ぶ地下街
福招く金ピカの猫神棚に

電話ボックスやっと見つける

笹売の大通り行く暮の月
石棺にひそと侵入徴幾種
リハビリ効果腰痛の消え
山の陰なお盛り立つ花に遇う

田に水引けば蛙ころころ

良歌千文眞半
鶴
知
良歌良眞千夏歌良千夏人眞子子子人子夏

人夏歌眞歌千歌良夏千人眞良人夏眞歌千

山中狐太捌

ぬ

い

孝狐敏弘敏正一弘正孝一正弘敏一正孝狐

八富山・富山県連句協会その二Ｖ

歌仙﹃ご開帳﹄
しか
玲かも羊
と出会う縁やご開帳

稚児冠に揺れる藤房

漆の椀に団子汁盛る

ナォ歓声に威張る奴の風の陣
負けた若衆地団駄を踏み
当蕊の組違い札しまい置く
土蔵破りを見張る丑三ッ
とおなだれ
遠雪崩猫金色の目をすぼめ

正一

敏子
孝子
狐太

一枝

正一

上杉重章

寺林狸伯

太った女将あだ名大福

歌麿をめくる皇帝しなやかに

星姑ら吻

雁が見下ろすナスカ地上絵

菅谷華子

大畑螢魚

秀夫

金山嘉城
山本秀夫
藤縄慶昭
瀧澤尚子
密田妖子
金子容士

重章

拝謁のキス邪魔になる寶
南無般若孕んだ尼の岩田帯

要請数多土日救急

眉月の船は静かに宙渡る

ナゥ太公望動かぬ影の秋小寒

稽古通いの凛々し少年

生い立ちの記は清流に筆起こし

望む麓邑墨を磨りつつ

んこ
扁へ壺
から流れる茜花筏

たけなわの宴つつむ春宵

秤雌什皿粋琿皿一十祁叩唾︵文音︶

−226−

大杉の花粉舞い散る月明に
身ほとりに少しのゆとり母を訪い

延長戦に入るナイター

とぼけた顔で客と問答

ゥ留守番は勝手気ままに泡盛を
わたくしと一緒に逃げてくださいな

サイボーグとはつゆ知らぬ恋

懐も団塊世代当てにされ

海馬神経瘤く長旅

殿様飛蝮申すひと言

竿灯の先ばに
満月踊り出て
つた
音符スキップモーッアルト弾く

ノート取る講座の窓に露の玉

唇楼を見にわれもわれもと

海に向く低床電車花吹雪

子枝一美子枝一子太
子太子美子一枝美

八山
水中
じ
ま
富平野
尾訳島

八高松・渚の会ｖ

半歌仙﹃海涼し﹄

与一射るあふぎや瀬戸の海涼し

はかなき風に門の優曇華
乾坤と石切る音の筋して
をりから刀自のお茶の誘ひ

西岡恭平捌

西岡恭平
西岡ふめい

八尾暁吉女

鎌田耕仁
今井水映
河野素人
広谷青石

平

瀧澤尚子
密田妖子
宇野恭子
三価早苗
陶山泰子

秤鰄什仕響社朋に斗朋雷︵文音︶

ノ

〆ノ

夕月に河岸の仕舞ひもひっそりと

千草どさりとジャズ流る店
ゥうり坊の噂しきりに宮の森

青き果実の恋は直球

ディフェンスを巧みに蝶しゴールイン

日本列島走る政治家

はなやかな刺客を放つ恐ろしさ

天守閣より狼煙のぞみて
寒析のひびく広場を月照し

暁

あ
尚

幼な寝顔にサンタクロース
自然よりしっぺ返しの温暖化

雪解の川にさらす友禅
花の板宝生流の揃ひ踏み

妖

恭

飛鳥の空を舞へる佐保姫

．今つワ

八三重・南草連句会ｌその一Ｖ

田島竹四捌

も一竹ふ葵美一も一竹ふ葵美一も一竹ふ
代
代
り郎四う郎女点り郎四う邸女点り郎四う

歌仙﹃更衣﹄
一車両同じ制服更衣

幟豪華な山上の家

ナォうららけし螺旋に滑るすべり台

青い瞳の人形が泣く

着地のポーズ決めて国体
震災と戦禍の惨を語り継ぎ

胡弓の調べ長城の辺に

暁天の座禅道場ほととぎす
森の涼気を深く吸ひ込み
孫悟空巾斗雲にて旅もどり

一占州

美代女

ふ︑っ

葵邸

一郎

竹四

一占岬

もり

葵邸

美代女

もも夜通ひのこの男坂

傾けしワイングラスに夢注ぐ

竹四

一占恥

一郎

ふ︑っ

菊人形に一首詠まなむ

もり

妾宅といふも清楚に月祀る

列を乱さず鼓笛隊きて

美代女

ナゥいづこより湧き出でたるか赤蜻蛉

Ｕターンして父祖の畑打つ

川噛︵文音︶

葵邸
もり

バンザイが恒例解散総選挙

汁仕軒睦則十

新特急は春野蟇進

長堤の限り盛りの花続き

秤
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指先を染めしパステル拭いてゐて

名刺渡さる知らぬ人から
若者の携帯電話月を撮る

風爽やかに動く湯煙

ゥくさぐさの秋草壺に溢れさせ

ほくりと炊ける刀自の栗飯

暖房に夫の心推し量り

赤ちやん欲しと語らひの日々
親子ほど違ふ年の差あせり気味

鎮守の神に通ふ願掛け

凍月の鉄塔に触れ壊れさう
雪負へる瀬に岩魚かくれし
ゆっくりと時の流るる酒母の里

推した熊野路世界遺産に
手機織る嘔に花の二三片
貰ひし仔猫名前まだ無し

黒西出田吉田木
沼岡口島藤島村

八三重・南草連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃雁の列﹄
マンションの隙間つなぎて雁の列

都心ながらも今日は澄む月

新米を産地直送注文し

晴耕雨読豊礫と父

吉藤一郎捌

下町育ちあつい人情

ナォ紺背広ぴたりと決めて新社員

円生のＣＤ幾度もかけ直し
あらためて見る侘の伝統

南部風鈴高き音の澄む

ゆったりと時の流るる坊のうち

帰り遅しと激しやきもち

しづしづと茶を運ぶ娘が見合にて

浮気などする気も暇も無いけれど

蜂の仔捕ってひとりにんまり

ぴたと張りつく探偵の影
月の精踊り出したり森の中

アニメのやうな流行りデザイン

ナゥ案山子展子供に頼む審査員

︑１
天の便りか届く屈Ｉ班

新しき歴史教科書採択し

優勝とげてうららかな午後

産土の杜を包める花吹雪

秤鰄什仕粋十斗朋吐叩蕗︵文音︶

−フク9

海風に傾げるままの木の姿
リュックにチワワ夏の山行く
ゥ遠くより檀尻夢のやう聞こえ

並び干さるる湯治場の下駄

弄ぶつもりの恋に遊ばれて
地の果てまでも追ひ掛ける羽目

浮き沈み繰り返したること思ひ

ふも一も葵ふ竹一も葵ふ竹一も葵ふ竹一

も葵

葵ふ竹一も葵ふ竹一竹葵ふ竹

も

雪に籠もりて自分史を書く

少年は水仙となる月の光ゲ
アカデミー賞ノミネートされ

何はさて酒酌み交し福を待つ

り郎り邸う四郎り邸う四郎り邸う四郎
う

大魚まぶたに磨く釣竿

本流も支流も花の名所なる
足りなくなりし草餅の箱

田黒木田吉
島沼村島藤

り郎邸う四郎り邸う四郎四邸う四郎り邸

窪田阿空編

漣

憶い切り今日からという夏帽子

跣の足を洗う漣

付き添うて夕焼空に車椅子
髭面

広場から銃殺刑の発射音
テーブル囲む髭の面々

独吟

独

八所沢・俳諮工房ｖ

俳譜トロワ﹃指先﹂

指先
と

長蔵

小舟に掛けた莚一枚

炭焼き小屋に桜咲くころ

長蔵と唯それだけの名で死んで

少年

艶然と白き裸身の昼下り
息をひそめし椅子の少年

鉛筆でたださよならとだけ書いて

平成十八年三川末日綿

−230−

空葦空

空苗空

吟

村丼とき女

ロ弓４回も町■ｆＢｃグ〃

苗

色はんなりと京菓子の紅
墨染めの尼の指先美しく

UP

小鳥来る上野の杜のレストラン

一J

窪田阿空

へ

菟召Ｌハ

村

つい取り落とす駅の釣銭
婆

嫁さんに猫と赤子を預けられ

隣と話す婆の声高

〃空

牢葦苗

検札の車掌辛抱強い質
頬杖

頬杖をつき新涼の

有明に練習船は帆をあげ
千年の寺の修理もあと僅

か窓て

オ

八東京︑芭蕉記念館連句会その一Ｖ

歌仙﹃正倉院曝涼﹄
三枝正子捌
三枝正
字咲久﹃

伊藤斗さ

横山繁

戸田徳

哩トルコ石の碧や正倉院曝涼
ー深く澄み行くまほろばの月
鵤高音学究の意地抱くらん

母校に帰り語る来し方

篠崎ゆ

原一号

肱来年の遷宮控え伊勢参り

ナオ

ー団十郎は癌を克服

望遠レンズで覗く犯人

屋上で日課となりし竹刀打ち

長きショールをぐるぐる巻きに

冬謂の厚み増えゆく夜の静寂

コップ酒飲む断崖の上

相逢うて秘密持つ身となりし宿

暗転へ変る舞台の汐の果て
シテッレ共に笛に狂える
牛車着く垣に月光青くして
名残りの虫のすだく有明

脇もてなしの部屋の隅まで棋櫨の香
ナウ

ー受賞の壺に太き枝挿す

寄せくる春の波のさざめき

読みつぐは奥の細道種の浜

竹の皮脱ぐ美し国原

蒼天に諸手をあげて花握む

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成十七年十一月二十三日首
平成十七年十二月二十四日尾
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顕微鏡のぞくはミクロ世界なる

雪の結晶塩の結晶

雌双六の上りはパリーシャンゼリゼ
口説き方まるでドンホセもどきにて

ウ

ー落ちそうなほどベレー斜に

慾望という電車同乗

本堂に愛染さまの蔓茶羅華
パッチワークのとりどりの彩

夏の霜竹取姫のたたずめる
雄蟆という虫あるやなし
ゼロ文字はすべての物の起源とも

ボタンを押せば動く世の中

花の御所宴の余韻残りいし
もんどり打って遊ぶ子雀

繁正久繁正徳きゆ冬正き繁き子よ子男子

繁ゆ正徳きゆ正き徳ゆ繁冬きゆ喜徳き冬

オ

八東京・芭蕉記念館連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃君子藺﹂
腱内剛と言う性ありぬ君子蘭

中野稔子捌
中野稔
後藤曲︿

谷田男
新井世

岸田芳

︑朧入学児重々背負うランドセル

ナオ

ーまことゆったり宇宙遊泳

馬橇あやつる北辺育ち

やじろべえ天球座標軸として

ゆるむ氷柱の砕け落つ音

ウォッカを岬りし閨に楕火熾る

やってられない狂躁社会

新しき市制施かるるきりもなく

写経の筆の運びなめらか

精神を病んで療養するはめに

ツアー手引きに鹿の角切

仲磨呂は異国の月を詠み愛ずる

Ｉ脇軒連ねショーウインドーは冬近し
ナウ

ー庄屋の跡の残る板塀

男雛女雛の衣裳みやびに

ロケ隊は駄目押し続き大欠伸

風を光らせ広やかな海

金婚を祝う宴の花筵

執

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成十七年二月二十三日首
平成十七年三月二十三日尾
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く組みし腕へ虻の狼籍

ウ

遥かなる岬に牧の開かれて
汽笛鳴らしてＳＬの行く
帷月今宵登り窯焚く人は黙
く粧う山をふりかえりみる
重陽の酒に酔いたる菊慈童

高級外車乗り回す娘ら

六本木ヒルズに若き経営者

寝物語りは天下とる夢
唐突に懐中時計狂い出し
鎮守の杜の深みゆく闇

冷し紅茶に冷し珈琲

夏の霜たぬき聯しの賑やかに

旅のよすがの供にデジカメ

ママさんの好みの額はルノァール

霞む空へとふらここを漕ぐ

ゆっさりと三春ざくらの花溢る

芳男稔世〃芳典稔男典芳男雄世紫児雄子

筆典芳男世稔世男稔世典男世〃典男典男

オ

松澤晴美捌

原豈目

横山繁

澄季綾晴

八東京・芭蕉記念館連句会その三Ｖ

歌仙﹃大枯野﹂
哩大枯野縄文人の深眠り
く燃ゆる楕火に鎮もる館
盛況の万博会場列なして

民族衣裳彩の鮮やか

二胡の音の調べやさしき月の夜

番の鵺の渡り来たれる

雌紅葉舟揺られつ交わす盃と盃
ウ

ー白磁の壺のなめらかな肌
胸高に帯を〆上げ見合席
会話弾まず伏目がちにて
ダンディな漢にハート射止められ

明日へ開こうパラグライダー

夏の月酪駝の隊商行く砂漠
氷菓は六肺めぐりめぐれる

銀座線丸の内線日比谷線

老眼鏡で値札確かむ

集まりてまた離れては花筏
空をめざして漕ぐ半仙戯

恥頭出し先陣競う蝸糾の国

ナオ

ー鹿島詣で竹刀一振り

鬼平の腹におさめる犯科帖
住居跡地は今歯医者さん

毛糸編む指からませつ心まで

雪にまるびつ恋の道行

幸せの双子の声のはじけとぶ

和食洋食並ぶテーブル

何十年ぶりに集まるクラス会

目にしみじみと遠き山脈

松ヶ枝を透かして月の昇るらん

朝寒の中市の賑わい

ナウ

脇秋懐の骨董品をとつ眺め

次々と婆のお噺玉手箱

ーちびくろさんぼおどるのらくろ

鴬笛に夢の広ごる

除幕待つ短詩形碑の花の寺

江東区芭蕉記念館︶

穀雨の恵み受けし同胞

︵於

平成十七年二月二十三Ⅱ荷
平成十七年四月二十七Ⅲ尾
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矢石川松
倉井上澤

〃喜季澄綾晴綾喜久綾季晴子綾子康子美

澄晴季澄綾澄綾喜〃繁澄綾繁喜晴繁季綾

ハ岐阜・巴世里連句会ｌその一ｖ

短歌行﹃ナイター﹄

ナイターのどよめき届く河原かな

納涼船の橋をくぐれる

群れて飛ぶ鳥の姿を仰ぎ見て

掃き清めたる庭の朝月

ゥ白露に下駄濡らしつつ客出かけ

鬼の居ぬ間の虫のつぶやき
少しだけ紅を濃いめに粧へる

手当たり次第恋の占ひ

清水貴久彦Ｉ

各務恵子枡
清水貴久彦

大野鵲士
各務恵子
松尾一歩
大竹恵子
士

歩
各宙必

箆浦卓夫

｜ォ観潮の船傾きて悲鳴あり

胸に下げたる母のお守り
蝋燭の灯の照らす四畳半
神田川こそ僕たちの夢

大根汁の匂ひ溢るる

太ってもやつれてもまた幸せと

黒塗りの盃に受けたる寒の月

同窓会は二十年ぶり

ニゥ離れより歌声響く旅の宿

士付く野菜並ぶ朝市
奥山節子

とくと味はふ古都の永き日

名木と呼ばるる花へ人の列

大宙心

廠瀬矢須維
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大

大

大

大谷

水晶の玉マジシャンは浮かせをり

株の上下に一喜一蟇
ビル街の公園覆ふ花朧

空に大きくかかる初虹

平成十七年七月二十三日首

︵於・岐阜西柳ヶ瀬羽油︶

平成十七年九月十七Ｈ尾

恵恵節卓節〃恵節恵卓恵卓

八岐阜・巴世里連句会その二Ｖ

十八公﹃きちかう﹄

添水の音の満つる一刻

きちかうの筋目正しき姿かな

先に眠ると母のほほゑむ

集ひたるうからやからの名月に
テーブルに料理の本の伏せてあり

ＣＯ２も売り買ひのされ

テレビに映るペンギンの国
氷山が次から次へ溶けるとか

大野鵲士捌

水野由紀子

大野鵠士
各務恵子
大山功
馬淵智美
藤塚晶子
日申

功

功

由

仕事は仕事恋も仕事に

士

由

百分のデートするため飛行機を

開けてしまったパンドラの箱

ゥ怪しげな易者に金を惜しみなく

功

士

由

宙心

由

功

デパートに世界の兜虫並ぶ
どんな時にも秘書はにこにこ

ビアガーデンへ誘ひたる月
片隅にお稲荷さんが祀らるる

風に旅立つ赤い風船

蘇へる古木に花の咲き溢れ

平成十七年八月十九日首
平成１七年九月十七日尾

︵於・岐阜西柳ヶ瀬羽酒︶
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八岐阜・巴世里連句会ｌその三Ｖ

半歌仙﹁雛あられ﹄
各務恵子捌

堀部比呂美

大野鵠士
奥山節子
馬淵智美

桐林杏雨子

ベルを響かせ過ぎる自転車

大山功

柔らかき灯の中に雛あられ
酔ひほのかなる盃の白酒
縁先の春風さっと頬なでて

海の香りをめざす落鮎

杏

功

塗りたての橋のペンキを月照らし

昔話を語る横顔

ゥ古民家の宿に火を恋ふ旅一座

士

捨即

ハンバーガーを醤り醤らせ

助手席は私ひとりの指定席

比

杏

道頓堀に立てる蚊柱

見習ひのコック修業に明け暮れて

節

士

講義録には長年の染み

智

西鶴に浮世の月は涼しすぎ
窓近く鴉の群れがつぎつぎと

功

比

各務惠子

托鉢僧を包む黄昏

極楽は花の下にぞあると知り
霞突き抜け上がるロケット

︵於

五Ⅱ尾

平成十八年二月十八日首

平成十八年三月二

岐阜西柳ヶ瀬羽酒︶
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ハ大阪・羽曳野連句会ｖ
かげ

歌仙夏︑の光﹄
西田舟人捌

和旧澄

西田秀

西田舟

晩年の幸梅の一輪

冬の光しらしらしらと雲間より

内視鏡検査のほどは良と出て
阿部愛

ナォ春惜しむ江戸紫の似合ふ人
パラリンピック若き夢かけ

恐竜は烏と同じく気嚢持ち
海の底には未知の生き物

何はともあれふぐり落しを

酔ふほどに本音飛び出すふぐの鍋

瞳を燃やし連理の枝と

いま一度いとし面影むねに抱き

きぬか︑の嬉しさいつかうたかたに

河内源氏の子孫この座へ

秋蝶舞ふやあうんの仁王

澄みわたり干菓子も玉兎茶の香り

世代かはりて敗戦忘る

ナゥ紅葉して映えど返らぬ若き日々

島莊々と料蛸のなか

いづこにも長幼のあり核家族

︵於・羽曳野市比会館︶

曲水の宴筆はしりゆく

物忘れ日々につのりて養花天

平成十八年一月吉日首

平成十八年五月十八Ⅱ尾
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お針仕事に日々癒さる︑
月読の尊はいつも笑みてをり

見果てぬ願ひ託す七夕

ゥ田の畦に実りの応援曼珠沙華

恋に焦がれしオランダ屋敷
今の世も卒都婆小町のゐるならむ

喜寿の愛をば独り芝居に
一生を背負ふて行くや女紋

豪華船にて地球を回る

夏の月ガラスに映るシルエット

花火のひずき空をつたはり
王ジャパン世界制覇に紙吹雪
預かるオーム日ごと可愛ゆし

美術館出て山桜風と雨

木の芽田楽まほろばの店

澄愛舟澄舟秀愛秀澄舟愛澄秀舟子子花人

澄愛舟秀愛澄秀愛舟秀澄愛舟秀澄舟愛秀

八横浜・浜風連句会ｖ

加藤亀

加藤亀女捌

獅子の子﹃川上に素美鳴尊の﹄

ォ川上に素菱鳴尊のゐる春の月
城倉士ロ

福島朱

雪代山女岩伝ふころ
水野禾

小林節子
山本木綿
鈴木圭子
渡辺柚

朱鷺
黒住尚子
柚

吉野
朱鶯
亀女
禾甫

鵜澤八千代

金の延べ棒株買ふくしゃ

山荘を閉ぢてしきりと虫の声

飛行船浮く空の胎蕩

受付にロボットも立つ花フェスタ

八千代

圭子
節子
木綿

︵於・神奈川県民センター︶

平成十七年三月十六Ｈ首尾
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芽吹き立つ屋敷林をめぐらせて
刀自の目ひかる味噌の口切り

踊る埴輪は馬を引くらし

ウチェロ弾きの通奏低音風に和す

膿たけき噂の姫をかいま見に

泡盛の甕匂ふ荒壁

砂にまみれて白き二の腕
夏野菜かつぎ屋女房奮闘し
阿修羅面ほとけ顔して鑿の音
いぐさ無き代は雀群れゆく
みかきもりイラク・サマーワ母遠し

秋はやさしいソフトクリーム

駅舎の中に足湯しつらへ
満月に大道芸人帽を振る

甫鷺野女

八束京・Ｂ面ｖ

ひめみこ

両吟歌仙﹃内親王の﹄

ひめみこ

ォ内親王の面乙女さび春浅し

子安貝などお手箱の内

いろは歌推のほろろと鳴く宵に

ナォ音立てぬ暮しに馴れて烏雲に

更紗の帯をふつつかに巻く

箱形の乗合バスの揺れ具合

誰もやさし伊賀の桑町

真跡が出たとの知らせ雪もよひ

は

虫くひのあと丹念に接ぐ

十分早く着くＢＵＮＫＡＭＵＲＡ

メトロ駅出口をさがすややこしさ

すれ違ふ噂の二人悪びれず

すがれすすきを活けて佳しとし

重さうなドアすっと閉ぢたり
月読といふ題出でて和歌の家

ナゥ観音の下絵完成ちちろ虫

誰かがそっと酒置いてゆく
ざざんざとこの世楽しき酌謡

田家の風趣庭にさながら

嚇子の間のび壬生の狂言

花一樹咲き満ちたりと言つつくし

岼沌什吐秤に叩弐肥噛︵文音︶

−239−

創作こけし売れる嬉しさ

卵焼厚さ一寸月まどか
造りものめく蘭の舌弁

ゥ踏み込んで花野恐し風が吹く

まつげおののく少年の純
一点を蹟めゆるがい人の妻

壜詰の蓋あかい底冷

売れ筋は赤字国債風瘤く
何だか変な話ばっかり
汗飛ばす鬼の太鼓に月跳ねて

明日別るる佐渡の白波

テポドンの射程距離とて弧線描く

見返り美人構図三角

花あれば夜気ふくよかに息づきて

典座の旅にわらぴぜんまい

鈴内
木旧

アさ

ち
ちヤちヤちヤちクヤちヤちヤちヤちヤ子

ヤちヤちヤちヤ〃ちヤちヤちヤちヤち七

八松山・東松山連句会ｖ

歌仙﹃俳譜の徒﹄
青野竜斗捌

渡部尤

青野垂屯

のどかにひびく鴬の声

相集ふ俳譜の徒や木の芽時

樋口中へ

藤田節

ナォ馬塞沿ひに親仔で駈くる春の駒

骨粗惹症すぐに骨折

美事なる匠の技に目を見張り

もてはやされる家のリフォーム

薮柑子ひそと色づく庭の隅

蛎輻傘へ玉譲散る

ケータイの着信音はセレナーデ

ラテンを踊るニューハーフ好き
ひそ／︑と出来ちゃった婚噂され

ふいになりたる跡目相続

三日月へ蟷螂斧を振り上げて

絵筆遊ばす爽涼の園

ナゥ運動会借り物走の賑はへる

町長さんの髭は絶品

おばＱの石像どかと集会所

紙芝居見る村の童べ

海を越え親善の花咲き継ぎて
風にひらめく春のスカーフ

執

︵於・松山市小野公民館︶

平成十八年三月二十三日首尾
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浅鯏籠青き小石の混じりゐて

松茸飯の香り漂ふ

晴耕雨読明け暮れの日々
宝刀を月に窮して磨きをり

おぼこ娘と見しは人妻

ゥ陸奥に芭蕉訪ぬる秋の末
身の上を聞くにつけてもいとほしく

おはこ

まんまと掛かる振り込めの詐欺
朝市の人気のおばさん張り切って

自慢の喉で十八番ひとふし

団扇風来てうつらうつらと

出港の納涼船に望の月

王ジャパンＷＢＣ優勝す

お礼参りに和服新調

ゆるりと揚がる伝承の凧

回し飲む朱の大盃に花ふぜき

史節史尤史竜節史節〃尤竜節史子子京斗

筆〃尤史竜節史尤竜史節尤節尤節史尤竜

品川鈴子捌

而

は辰直
じ
廣

八神戸・ひよどり連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃鰭酒﹄
炬燵の上に求人のビラ

鰭酒に難問溶けてしまひけり

心づくしの鈴の置物

ナォ俊寛忌連衆黙して修しをり

出費のかさむホールインワン

清流の石を集めてつくる庭
入門すれど続くことなし

輪

三

慶

︵於・北とぴあ︶

どうしても着る気になれぬちゃんちゃんこ

冬構してホテル休業

対岸も水脈も静もる大き湖

髪型変へて密会の舟

道行に身分の上下なきものを

まことしやかな嘘をかさねて

コロラドの画像届きい月今宵

色なき風の中の碑

ナゥ行きつけの虫の奏づる喫茶店

顔に似合はい鼈甲の縁

太極拳やつと覚えて快調に

とにもかくにも昼はラーメン

花吹雪古城にひとつ隠し部屋

北の海辺を駆ける若駒

平成十七年十一月六日首
平成十七年十二月五日尾
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舞ふ鳶に広き山河の見ゆるらん

樫の実拾ふ洋館の裏

月の座のにはか通訳買って出て

ゥ実習の子ら迎ふるに茸飯
すらりと長き脚の白さよ
ロビーの隅にうづくまる猫

すぐに消す妻に内緒のこのメール

不安いや増す地震の前触れ

吟行は世界遺産の熊野路へ

終列車脱線しさう夏の月
避暑の宿より送る産物

実力を競ふ小泉内閣に

離れ小島にかかる初虹

移転先には歯科と脳外科
鰻幕の客と三味の音花の宴

岸山戸内
崎谷藤

は〃直辰廣は直辰廣直は辰直廣め見紀

子辰廣子廣辰廣辰子辰廣子辰廣子辰廣子

八神戸・ひよどり連句会ｌその二Ｖ

品川鈴子捌

登芳泰蓉
美
泰芳登蓉芳登泰芳蓉泰芳登蓉泰子枝子子

歌仙﹁空と海﹄
空と海今し夕焼けに焦げんとす
するり飛びかふ二羽の子つばめ

新人のホームラン打つ場外に
もてはやされるクイズ番組

ナォひしめいて乳を吸ふ豚あたたかに

外つ国までも流行る和太鼓

しあはせは﹁生きちよるだけで丸まうけ﹂

自転車押してのぼる坂道
吟行に筍飯をもてなされ

嶬出合ひては急ぎ耳打ち

怒ったり泣いたり凹んだりもして

再会をしたダンスクラブで
家事育児夫にまかせて妻社長

出世稲荷へ供ふあぶらげ
地下鉄が地上を走る月の影

阿呆となって阿波に踊れば
ナゥ毒舌の変りもなしに生身魂

黄綬褒章ともにまねかれ

タイル貼り合はせて壁の天使像

巻毛カナリア透きとほる声
白砂に池に落花の惜しみなく

︵於・毎日連句教室︶

毎の苗をふやす減反

平成十七年Ⅲ川十四日首
平成十七年五月十二日尾
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望遠鏡月のあばたのありありと

うねりのつづく稲も刈り頃
ゥ﹁乙姫﹂の味はいかにと今年酒

クラス会には禿頭の彼

消しゴムを半分こしたあれが恋

寂庵法話ほろりわつはは
紅型のあでやかな染め沖縄に
現代アートなにかわからず
月光にきらら樹氷の列なして

椎にすがりて餌ねだる熊
チャイム鳴りお札せんべいのみこんで

大志をいだく被災地の児ら

清水の舞台に立てば花の雲
笑窪のやうな草餅のへそ

岩石河森
田神村
11

泰蓉登芳泰蓉芳泰蓉芳泰蓉芳登蓉泰登蓉

八神戸・ひよどり連句会ｌその三Ｖ

﹃ひょっとこ﹄

ひょっとこの顔で髭剃る初鏡

ナォ春駒を撫でて幼のはにかみし

出島の坂へサンバ繰り出す

太閤の装束借りて綾錦

やんはり振られ又も鯆酒

臓器提供約す遺言

隙間風マンハッタンの億マンション

香典の額決めかねて入れ忘れ

野口喜久子捌

藤田かもめ

野口喜久子

翁も試す小雛クリーム

岡田禎子
蔵本博美

へのへのもへの案山子いつから

一皇宮

のどかに廻る挽臼の豆
鱒踞に淀ぴて淡き春の月
色とりどりの人形の材

ナゥ秋鯖の堂々めぐり玻璃生寶

谷泰子

ゥなぜかしら仲間はづれのマルチーズ

か

泰

クイズの答ふっと閃めく

禎

一塁ロ

か

平成十七年一月二十八日首
平成十七年三月二十五日尾

玲

溝

中

︵於・柿衞連句教室︶

にじむ崩し字曲水の宴

万愚節とて舌は抜かれず
持ち寄りの豪華弁当花の幕

熟寝してやをら起き立つ宿の朝

森深く茸の穴場国有地

本読みの主役の台訶古語ばかり
琵琶の洩れくる月のさやけさ

軋むベッドに寝返りをうつ
姫の恋記者会見もゆほぴかに

圭呈巨

禎
泰
か

後生大事に贋のお宝

月照らす木曾追分の石畳

見え隠れするお遍路の笠

圭呈ロ

ふと拾ひたる鍵のやや寒
登高のベルトに挟む歩数計

泰

ふるさとの紺の縮に着痩せして

バージンロード父はぎくしゃく

禎

うぐひすの次の声待つ渓ならん

蓬莱台に飾る橘

仙

ただ独り居て勘ねるロボット
そのかみの特攻基地へ飛花落花
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歌

か泰喜博泰玲喜か博玲喜博か玲か喜博子

八神戸・ひよどり連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃除夜の僧﹄
竹下昭子捌

荒木治

平川倫

竹下昭

墨絵のごとく眠る山並

試し撞く剃りあと青き除夜の僧

同窓会お国誰りで賑やかに

電波時計はいつも正確

長谷川鮎

ナォ休日はうから総出で畦を塗り
塵山へ烏つぎつぎ飛び降り来

暴動の起きる町へと転勤す
選挙で決めるローマ教皇
整然と雪吊組みし武家屋敷
小指の先も瘤くあかぎれ

駆落ち者と噂たてられ

灯を消して般若となりて夫を待ち

お肌には美容液やら鮫の軟骨

ミニコンサート駅の構内
熱戦にはやも夕月ゴルフ場
嫌はれどうし蛇穴に入る

わざと破りし服が流行

ナゥ秋うちは備前の壺に癒されて

覗きからくり話おもしろ

ボン菓子の爆ぜれば児らの逃げ出しぬ

十七日首
十一日尾
神戸情報文化ビルＫＣＣ教室︶

飛行機雲の果てに初虹

露天の湯思ひのままの花あかり

︵於

平成十七年二月
平成十七年川川
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島々をつなぎし橋に月まどか
ショーウインドーを飾るコスモス

ゥうり坊をひきつれ越える逆落し

納得ゆかぬ彼の言ひ訳

新聞は占ひ欄をまづ読みて

世紀を跨ぐ王冠の恋

東洋のモナリザ壁画砂漠から

五千円札装い新たに
ゆか

月高し宴はたけなは加茂の川床
蜘蛛の巣ばかり増えるこの頃

あら不思議手品の紐はするり解け

厚司姿で息ぬきの酒

吹かれ来し花舞ひもどる小町井戸

元祖はこちら競ふ草餅

倫昭治倫治倫昭代子子
昭治鮎昭倫治昭

倫鮎昭治昭倫治昭鮎昭治鮎昭治鮎昭倫鮎

Ａ神戸・ひよどり述句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃萩の寺﹄
品川鈴子捌

ナォ幼虫を育てし我に蝶の寄り
隠しカメラはところ選びて

地球の震へ山を動かす

白寿とて身振り手振りの民謡など

豊かな嵩の夏落葉掃く

打ち水で新に焼える決勝戦

岩田登美子

須賀悦子

木津左那子

山の端に浮く有明の月

いつまで待つか開かぬ踏切

手弱女の頭に載せる柴の束

東光寺萩のトンネル幾曲り
秋場所も外つ国勢の強からん

悦

木村美猫

宅急便で届く恋文

ときめきし能の役者は目も涼し

襲名披露予約やっとこ

登

美

寝坊をさせぬ庭の鵯

浅

早

野

︵於・夙川公民館︶

宝の在り処示す戯歌

ローカル空港国賓の降り立ちて

LIH
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蛇の衣怖怖ちぎるピンセット

ワ駅舎に竝ぶ不在投票

美

去来の墓に供ふ栗飯

公園の松より漏るる月明り

見合ひ相手のメール友達

左

左

演技とは思へぬ涙うっすらと

悦

引き潮待ちて和布拾はん

城趾の花に浮かれてひょっとこ面

もてなしはただ冷し素麺

出征ひかへ話すことなく

登

ナゥ今日ばかり紳士であれと七五三

憲法の九条いかになすべきか

左

平成十七年九月

尾首

登

悦

平成十七年十一月

ノ、

左
美

一L今

悦

ミイラと仮面出でし敦煙
近道をひとり帰らん月寒し

絹の布団にどろ足の猫
伯爵の懐中時計讓られて
能書多くまぼろしの酒
花筏速き流れに逆らはず

復活祭に卵売切れ

十十

登左美登美左早登早悦左登早美悦左登智

八神戸・ひょんの会ｖ

歌仙﹁駅舎﹄

せな

襟立てて駅舎出づるや枯野星

左翼詩人の背に朔風

吉凶はいかにと問はん手相見に

夜の散策横丁を抜け

既にして欠け始めしか望の月

後継者なく菊師老いたり
ゥ黄八丈染めに刈安煮詰む技
小鮒を釣りし恋しふるさと

涙ぐみ橋の畔で別れける

をとめのまみに映る島の灯

アセチレン瓦斯の焔と祭笛
地ビールらしき瓶のラベルも
ジェンダーは無視の合コン盛況で

我楽多市に探すお宝

遠景に近景重ね月おぼろ
眼鏡幾度も拭く梅若忌
草生ふる塚に供養の花吹雪
彼岸は未知の都邑なるらん

鈴木漠捌
宮崎鬼持
松本昌子
鈴木漠

鬼持
昌子
漠

鬼持
昌子
漠

鬼持
昌子
漠

漠

鬼持
昌子
鬼持
昌子
漠

ナォ漆黒の闇の深さは測り得ず

士俵の砂を払ひ引退

減量は思ひまかせず衣更へ

凝脂に響く白昼の
雷
みそごと
かた

あなど

薪積む森番さては密か事
逢瀬重ねて愛を育てん
月昇る方違へなど侮りて

姿可憐に鳥渡るなり

コスモスの乱れ咲きたる過疎の村

Ｕターンてふ言葉奈辺へ

沈没か隆起か日本海溝は
憂ひをよそに眠る穴熊

ナゥ雪焼けのまたぎ営む湯宿にて

猟銃音がやまびこを呼び
少年は純文学に読み耽る

ヱルテルと書きギョエテとも記す

球根植ゑて仰ぐ夕雲

かこ

青春の愁ひを託つ花の蔭

鬼持

漠

漠

昌子
鬼持

昌子
鬼持

漠

漠

昌子
鬼持

昌子
鬼持

漠

漠

昌子
鬼持

昌子

拝峨什珪呼什二朋弐価叩雷︵ファクシミリ︶
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八東京・風藺舎ｖ

歌仙﹃白い薔薇﹄
若尾よしえ捌

山笑う大いに笑い卒業す

齢さぞかし老ゆる象の目

アラームは五分早めに鳴り出して

少年野球飛ばす自転車

思い切れない愛の引力
星屑を詰めて軒場の蛍籠

その恋は手さえ握れぬ恥しさ

小林静司

岩尼よし遥え

言葉凉しき傘寿答礼

鳥も寝たるや湖の静けさ

余生にも輝く日あり白い薔薇
茂田キヨコ

笛吹きケトル急に鳴りだす

栗まんじゅうののぼりはためき

秋の風仁王の口の中にまで

源泉はリューマチによし美にもよし

待ちかねの河原舞台の能狂言
月をたよりに母の手を引く

夏座敷水彩の軸下げかえん

群を離れし鹿の出没

よ

小野シズ
川田順風
川溌みよ
成田玲子

︵於・梅丘会館︶
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鉄塔の雲払われて望の月
借物の帽子で走る運動会
彼との事を絵馬に念じて

訴訟を前に鮎の磯釣り

ガードレールは大根干し場に
ズ

花吹雪国境越ゆる医師団へ

ポケットに何でも出てくるドラエモン
司

︾え

駅裏通り易者こっくり

玲

イラクより突如歸国の報せ受け
埋め立て︑地図に古き名止どめたり

連凧あがる野辺のどらかに
風

平成十八年五月二十一日首尾

コ

今年の村の収支健全

凍れる湖に芦のひと叢
転勤の噂気になる寒月夜

風

﹄え

．

ズ

天皇賞に春眠の夢

下町の防災井戸の整備なり

﹁一葉﹄の札拝む酒代
花の下匂い袋の鈴きらり

執

筆司．怜ズ風よ玲よ．風ズ司え玲．よ司

八仙台北杜連句塾ｖ

歌仙﹃飛天図﹄

ナォ車椅子操る術も麗らかに
オーダーの靴自分への賞

王室を流転のダイヤ﹁コイヌール﹂

蒼弩に立つひとつ十字架

母の日に子らから届くありがとう
狩野康子
熊坂昌子

濡れ場なら俺の出番と役者馬鹿

飼ひ馴らしたる年下の夫

気をつけて惑ひ箸やら舐り箸

狩野康子捌

谷田部弓子

葛饅頭は皿に不揃ひ

松ノ井洋子

剥落の飛天図へ毛虫いそぎをり

ビタミンカラーのかもす安らぎ

何時にもまして早き梅雨明
山野草小さき庭にあしらひて

て

ナゥ白露置く大地を鋤けば勇みたち

方舟の痕跡月は見逃さテず
地震津波に台風の地球ラ
日日

洋

痴呆改め認知症なり
秋田てる子

たなご

絶滅危倶種多しこの頃
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今日の月ばんざいの児の寝姿に

過疎の村から力士誕生

ゥひらひらと紅葉鰻の沈下橋

里人と猿はかる共生

モナリザに髭万愚節なる

お揃ひのギンガムチェック写真帳

日日

て

※

深窓の令嬢の弾くクラヴサン

洋

康

平成十六年十一月九日首

平成十六年十二〃十四日尾

クラヴサンⅡハープシコード︵仏語︶

︵於・双葉西集会所︶

望郷募る頬白の声

分け入らば過呼吸となる花の山

酢に変はりたる葡萄酒の澱

飛石よう子

日日

ドレスの裾をつまむギャルソン
それとなく愛確かむるさみしさよ

忍者ごつこの森に野兎

月白に記憶の父は懐手

弓

日日

て

康

インサイダー取引き神も度胆抜き
エレベーターからビルを見下す

池に淡雪ささめごとめく

花前線琉球桜蝦夷桜

※

よ洋弓て洋弓て洋弓昌弓洋て昌弓洋弓て

ハ仙台・北杜連句塾﹁婆﹂ｖ

﹃男の流離﹄
狩野康子捌

高橋玻斗子

魂の重さを尋ぬ黄泉から

生涯を守る約束腰くだけ

も

山田史子

大くさめ監視カメラの捕へたる
ぶんくつ

分別省エネ励む月山

新星へ引越し始む天狗茸

運転免許返上の秋
枝

四月大根入れて粥炊く

美酒想ひ笑みの零れる無事の民

雨に湿りし弥撒の長椅子

ナゥ後の雛母の遣せる帯締めて

鍵穴に少年の恋青白く

玻

火の山の麓に花の咲き乱れ

史枝〃良史玻枝玻史康良史玻枝玻枝史枝

おんでこばち

ナォうららかに鬼太鼓抱をふりかぶり

ラッパ飲みするお茶は﹁伊右衛門﹂

根回しも巧を奏せば政界へ

仏瞑想鶏寄相槌

海開きサーファー金づち自由主義

キスで酸欠百合の香に晴せ

佐藤千枝子

狩野康子

盟船揃ひて浮かぶ湾内に
棚田守ると声の高まる

佐々木嘉宇

たま

外シ国の人も混へし月の宴

鈴木良子

うせん

秋刀魚焼く煙風のまにまに

史

吃りの癖が語尾をもみ消す

史

肌も露に化粧いそがし

レストランエッフェル塔の見える窓

良

︵於・１４１エルパーク仙台︶

平成十六年九月二日首
平成十六年十月四日尾

動物園へ迷ふ風船

凍月へ飛ぶセント・ミヵエル

史

枝
玻

史

康

″

存命のうち念願の歌碑

花の昼都会暮しに乾く唇

続編繰れば麺狸が焦げてる

白壁の白緩やかな坂沿ひに

傘寿なり数へ違へる年の豆

宇

ゥ銀杏散る芋銭の河童百と二図

夏草を踏んで男の流離かな
繭ひき破る蚕蛾なりけり

仙

働き蜂の羽音著けき
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歌

八東京・ほほほ連ｖ

歌仙﹃乙酉﹄
乙酉暦は還りおらが春

和田忠勝捌
大久保風子

防犯カメラ死角なきよう

ナォ自販機のジュースが出ぬと騒がしく

半信半疑脂肪減ります

スキミングされない財布売り出され

絶え間なく背戸を鳴らして風ふけど

からます指に燃えるペーチカ
愛してる言った貴方の声冴えて

貰い物ジグソーパズル填めてみる

猫のあくびは銀座裏道

和田忠勝
岡村糸子
竹崎梨野
大城里水

お化けカボチャの灯り瞬き

タイトル読んで名画納得
世界中月見る気持ち色々に

ニューバージョンに替わる初夢

和田ひろ子

針供養丹精の帯半ばにて
リラの香の学園に満ち月おぼろ

鈴木山波

新型疫病猛威ふるうと

ナゥ警告は不法侵入そぞろ寒

ふらこここげば時の過ぎゆく

諺に樋屋儲かるためしあり
ちりちりと飛ぶ愛し頬白
花の蔭乳母車置くよき日和

仲鰄什吐響一一一期︲ｒ叩睡︵文音︶

−250−

流氷浮かぶ黒き海原

初の主役にときめきし胸

水

野

レホ

風

森脇甘蘭
宮澤うか

伊東あさぢ

ゥ車窓より見える故郷眠る山

計報回覧風花の舞う

路地裏の石蹴り遊び見なくなり

ナンバーワンの宇宙飛行士

経歴と趣味と家柄吊耆に
ふと思い出す元彼の癖

荒き盆波岩にくだかれ

波

月の夜に恋の終わりを告げられて

災害の特使ベッヵム爽やかに
あっという間に積もる献金

ぢ

ろ

花道を武者人形の如く駆け

蘭

こわつば

雷に葵を摘める小童

ぢ藺波ろ水野風糸か蘭ぢ波ろ水野糸風か

ハ伊勢・勾玉連句会ｖ

歌仙﹃蜻蛉の眼﹄

とんぼう

蜻蛉の眼に映りたる宇宙かな

半月淡き少年の森

ヴィオロンの音に秋興を味わいて

藤岡よし子捌
藤岡よし子

五百羅漢の慈眼穏やか

ナォ先祖の血細々と嗣ぐひとりっ子

後添の座にやっと落着く

共鳴の鐘の音まこと幽かにて

添乗員と仰ぐ東滝

讓り合う懐炉ひとつにある想い

ーＴ界の資金流入

殉職碑ダム湖静かにエメラルド

小凹澄子
小林靜司

園の砂場に残るビー玉

よ

幸

拝峨什吐斡十ユ朋十唾叩唖︵文音︶

初花は親善野球祝うかに
野に佇めば風光りゆく

士の雛を飾る店先

師も友も共に老いたり故郷言葉

鴎くに

若き女将の仕切る料亭

神馬と言われ少し肥えすぎ
ナゥ落鮎の串抜く後に火が匂う

コロセウム月は古代と変らねど

車椅子ごと史蹟拝見

六本木趣味のデジカメぶら下げて
よ

西村幸子

山口龍一

ひまわり畑にひとの声する

司

澄

縦横に積む書架の全集
一村の閑かなる刻郵便夫
はち切れそうな胸のふくらみ

ゥ羅の婦人立たせて下絵画く

風と言うはいずこより来ていずこ指す

澄

乾かぬよう愛の絆に水を足す

銃声こだま海馬を仕留める

司

よ

幸

夢を語りつ酒を勧める

とと

北方の四島見えて寒きびし

山の深きに春はふたたび

司

澄

にぎやかな外湯めぐりに月朧

世界遺産に知事の満悦

花の波はるか続きて紀伊熊野
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司幸一司よ幸

澄司澄よ幸一司よ澄幸

八松山・松山連句教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃下戸の身も﹄

下戸の身もほろと酔いたし年忘れ

井上弥生捌

永井政

井上弥

松永串圃

吉金一口

ちょっと外れて歌うシャンソン

ナォエープリルフールか何故かまだらぼけ

法で守れぬ個人情報

交差点又も出合いし霊枢車

埋み火掻きて畷る雑炊

高級の輸入の毛皮ばれもして

秘めし想いを君は知らずや

遠き日の馴れ初めの頃語りつつ

気楽なものよ独り暮らしは

丹念に針を運びし﹁こぎん刺し﹂

稲雀等の屯ろする宮

岩壁に弓張月の見えかくれ

芋煮会おいでんかなとメール打ち

修復終へし天守すつくり
入賞はかまぼこ板の風景画

卒業証書手作りの和紙
花追うて南船北馬忙しく
ちらりほらりと耕人の影

平成十七年十二月三Ⅱ首

戒
能

多

︵於・松山市余戸井上弥生宅︶

平成十七年十二Ⅱｉ七日尾
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外はしんしん降り続く雪
道の駅産直市の開かれて
ペダルも軽く赤い自転車

時折鳴れる名残り風鈴

ビル街をくきと照らせる望の月

ゥ借景の富士爽やかな旅の宿

貴男まかせに過す好日

パートナ−若いつばめに替えました

ポスト小泉不安いっぱい

土用蜆で守る健康

ひたすらに平和祈願の鐘を撞き

猿がみつけし出で湯渡々

夏月に故郷の山河しずもりて
ありがとう．お休みなさい．また明日

小指からませ指きりの子等
咲き満ちてピンクの匂う花並木

うららうららと時は流るる

白弥政由弥由白政弥〃由白政弥紀水子生

弥多由政多由多政白由多弥由政多白弥喜

八松山・松山連句教室ｌその二Ｖ

松永中山

半歌仙﹃石蕗の黄に﹄

石蕗の黄に時の流れをおぼゆなり
吉金︷ロ

井上弥

松永由紀捌

毛糸編みつつ見やる中庭
永仲政

平成十八年三月川Ｈ首

︵於・松山市余戸井上弥生宅︶

平成十八年三川十九Ｈ尼
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チュン・チュッと烏のコーラス賑やかに

宅配便で届く原槁
松永勝

戒能楽シ

月を愛づ白寿の父の蓋なく
味も香もよく畷る新蕎麦
ゥ舟渡行の鹿島神社の秋祭り
おかめひょっとこなんと駆け落ち

十人の子に囲まれる真珠婚
衣桁にかかる手描き友禅
不景気も何処吹く風と知らぬげに

与党・野党の汗の対決

蝮蛇酒呑めど酔えない無月の夜
急患告げるチャイムせわしく
なむなむとお不動様を念じつつ
愛犬﹁チコ﹂が裾にまつわる
いのち
咲き満ちて生命かがよう花大樹

連句碑を訪う旅は麗らか

政白弥由弥白政勝弥喜政由政弥子水生紀

八東京・窓ｖ

歌仙

﹃木橦﹄
菅野陽子捌

ナォつくづくと空見てをりぬ弥生尽

電脳時代生きにくきこと
百名山登ると宣言声若し

インコ群れ棲む大学の杜

朴咲きて波よせるごと香はながれ
杉浦喜久代

夢枕意中の人の背を追ひて
あの情熱がなつかしい今

闇にほのめく白地誰が子ぞ

野口敏子

内田さち子

町の路地にも豊年太鼓

バーボンの瓶本棚に忘れられ

新しき御輿据えある木橦かな
お月様ついてくるねと子は笑みて

高月三世子

晩学講座無遅刻とやら

平灰を合はせあぐねて仰ぐ月

芒野を行く放牧の牛

四方より花満ちきたり峰と峰

下手さ加減今さらながら親しくて
おろしたてなるリネンごわごわ
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パッチワークの小布散らかし

深き塗椀透ける葛切

振袖は市松模様と決め込んで
ワチンをしてさっと出てくる蒸しタオル

ナゥ鉢植の名も分かいまま末枯るる

ヤ

余白に添へて即興の句を

玲

浅葱いるした春日傘行く

深井玲
倉橋澄子
鈴木アヤ
白濱節子
小林知恵

冬天の月江水に浮く

代

斗ｂ

上海でコンビニおでんが人気とか

敏

返信メール待ちつづけゐる
愛あれば何もいらぬと錯覚し
旅路の果ての収支とんとん

頑固に續ける靖国参拝

ち

サーカス団消えた空地は風ばかり

紋服の紐しっかりと結び上げ

代

菅
野

︵於・東京女子大学同窓会館︶

平成十七年十一月十二日尾

平成十七年九月十日首

出版記念に揃ふ一族

敏

捨即

春の陽を浴び馬頭観音

ゆるやかにまはる水車に花吹雪

陽

子玲〃ヤ代澄代ち節ち敏ヤち玲敏代ヤち

る都

街烏

八神戸・摩耶連句会ｖ

寒々と大

月傾きて

まの

佐野千遊捌

喜昭千秀繁
美
千秀繁喜昭千秀繁喜昭千秀繁子子遊子子

非懐紙﹃うららかや﹄

うららかや飛天は笛を構えたり

水面を渡るたんぽぽの紫
小指のさきでのばす口紅

評判の壬生狂言にさそわれて

丹塗の椀に沈む葛切

︵於

静端

六日首
卜日尾
神戸市男女共Ⅲ参画センター︶

寝川

平成十七年九月
平成十七年十月

ｎ口

Ｊ１
７に

一皇宮
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夕立に人の目を惹く蛇の目傘

野菊乱れる庭の片隅

湖の空にぎやかに小鳥来る

又も転居の案内がくる

新蕎麦を打つとて客を引きとどめ

鞍馬越えなる木々の風音

こまごまと詰めてふくらむ旅鞄
観世音ほのかに笑みて立ち給う

煩悩一つ捨てかねていて
雪解に飴色の牛草を食み
かつては鰊押し寄せし海
踊り場のガレのランプに灯が点り

行方わからぬ男爵の商

河野佐岩藤
原崎野井原

八丸亀・丸亀連句会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃魏志倭人伝﹄
今井水映捌

霞もあやに万葉の里
河野素

鎌田耕

今井水

広谷奎目

初蝶のあれよそれよと草の間に

梅佳節手にとりし魏志倭人伝
いのちを躯ふ若きグループ
わらぺ

茱萸袋提げ莫逆の友

平成十八年四月三日首

平成十八年四″二十八Ⅱ尾

︵於・丸岨市望城書屋︶
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櫓田の月に童女の靴ひとつ

ワ菊枕縫ひ賜りし人ありて
みくじ通りに結ばれし仲

若さがあだの野党滅裂

筋書きの儘にはならぬ恋の糸

西域力士四股も高らか

常磐木の姉歯の松も枯れかかり

ワインゼリーに心ほのぼの

猫も観よ杓子も是へ涼み月
おほらかに隣国同士手をつなぎ

玉堂聰きし百千烏の声

明るき未来に君の遺伝子
奥多摩に花を撞くて川迅し

仁映石人仁映石人映人石仁映石人仁映石

ハ丸亀・丸亀連句会ｌその二Ｖ

河野素人捌

河野素

鎌田耕

広谷圭月

今井水

筆映仁石人石映仁〃人映仁映石石映人仁

半歌仙﹃大内山﹂

月白々と高き祝ぎ歌

錦秋の大内山や二人して

世界遺産の次を夢みる

今年酒朱杯楽しく巡るらん

夏山に挑むヤング溌刺

平成十七年十一月二十六日首

︵於・丸亀市望城書屋︶

平成十七年十二月三日尾
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温暖化地球に酷暑もたらして

彼女の弁当お茶まで添へて

ゥ好天気三日振りなり瀬戸の島

幸多かれと揚がる歓声

車にはカランコランと缶を曳き

これは大物僥む釣り竿

万博はホクホク突破二千万

葡萄棚から粉雪が舞ふ

新内のかぼそく突いて月冴ゆる
永田町﹁小泉劇場﹂沸きに沸く

子犬抱きて揺らすふらここ

カルメラ糖の懐かしき味
花のした初の曾孫の花の袖
執

八四日市三重県連句協会ｖ
三重連句復興十五年記念

歌仙﹃三重の句座﹄
衆議判
名古則子宗匠加朱

この道行かん風光る中

芳春や翁みそなはせ三重の句座

ゥ故郷も鰯景気の頃ありき

オルガン奏者指も悴み

いつまた起る不条理なテロ
聖誕祭俄か信者と言はれても

砂漠ゆく酪駝の脚の影長く

ナ観客にどっと笑ひの壬生狂言
買ひたて帽子風に飛ばされ

廣波青

川島竹四
Ⅲ烏もり

ひとりして水琴窟を夜もすがら

山村としお

小西澄子
西村幸子
杉本従子
奥田雅生

藤岡よし子

山口龍一

復興の七十年祝ぐ花の城

豐住とし子

江戸の面影残る街並

人の噂もやがて消えなん
阪君江

手をとりあひて陽炎のなか

拝雌什吐舛釧朋二十に叩菌︵文音︶

町野とし子

岡田陽邨
湯浅重好
多村遼
後藤秋千
瀬野喜代
中田泰左

外来なれど新蕎麦の味

月僅々愛地球博夜の顔

刻や疾し益荒男征きて帰らざり

名古則子
岡本耕史
西田青沙
上川忠秀

突如エラーでとまるパソコン

山岸れい子

町うらら睦みあふ声門ごとに
絵手紙自慢それもゆるされ

松平菩提子

ナゥ菊を焚く煙に僧は身じろがず

御辺卯径
松井郁子
山根於京
増田喬子
村野正夫

松影に同じ影なし雨後の月

水谷草央
伊藤千秋
岡川重義

忘れようとて忘られぬ笑み

クラス会での遅き告白

駒木根マチ

赤い糸運命の糸かたく結ひ

明日嫁ぐ娘の横顔をしみじみと

滝川史
北川英昭

番屋の跡に細き虫の音

つけつ放しのラジオ大音
語り部の研修会場薬師宿

滝に打たれて極意開眼

多生の縁に時は過ぎゆき
夕月を切る蛎輻の甲矢乙矢

接待役は呑む暇もなし

まさかまさかホールインワン息つめて

村に正午のチャイムのどけし

宗匠の長寿うれしき花便り
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八日立・水無月会ｌその一Ｖ

歌仙﹃春の水一
やや広き棚田一枚春の水
日の差す畦に土筆摘む人

ナォ空を蹴りぶらんこをこぐ小学生

至急の使いすっかり忘れ

大道芸横目に見つつひた走る

草原の馬鼻息荒し

夕陽に浮ぶ愛のシルエット

冬の涛岩に轟く音高く

逃避行激しく熱く求め合い

堀江水城捌

大山とし子

堀江水城

メール届かぬ秘湯にこもる

街角を曲がれば土蔵照らす月
風に吹かれて紫苑がなびく

文

洲

と

燧道を抜ければ家郷花盛り

キャッシュでボンとロールスロイス

セクハラの補償の額を話題とし

幼馴染も今はパパママ

ワイナリーなどたまたま訪えり

携帯のＣＤで聴くモーッアルト

岩下秋月
雨宮文江
上条洲紅
筒井香

ナゥ子を連れて精霊送る野辺の道

決断鈍る海外赴任

望の月豪華客船くっきりと
ポッケのなかの団栗握り

秋

水

観覧車揺れるにまかせ抱きよせる
よそよそしくて目立つカップル

香
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山独活に母のたよりの添えられて

惚れた弱みで今はアッシー

ゥ角切りにおびえ泣く子をなだめつつ

髪なびかせて路地に消えゆく

︵於・石神コミニティセンター︶

秤峨什 嘩哩叩二什一や叩噛︵文音︶及び

草菜生うる分校の池

しきたりの多き旧家の殻破り

文

水

雨に洗われ月光涼し

あどけなく笑みし遺影は晴れ着にて

洲

と

香

秋

八重葎はびこる家の侘び住まい
地上デジタルプラズマを買う

中継は四万十川の花巡り
飛沫に透けて若鮎が跳ね

と秋洲文香水と香洲秋文と水洲香文秋水

八日立・水無月会ｌその二Ｖ

﹃落椿﹂

枝移りして鵯の噸

手桶にあまる秋の七草

根本美茄子捌
根本美茄子
長澤矢麻女

ナォ母からの便りに仔馬生まれたと

先の見えないイラク駐留

﹁大君の辺にこそ死なめ﹂とはむかし

権利ばかりが大手をふって

力こめもぐら叩くも逃げられて

冬の帽子が良く似合う彼

はからずもトレドの町で再会し
日差しまぶしいきぬぎぬの門

白い船汽笛残して遠ざかり

真東に今昇りくる望の月

明日を見据えて竜馬像佇つ
美

片野弥恵
小宕菖蒲
船旧純子

秤雌什

︵於・石神コミニティセンター︶

唾一両三十泗肥函︵文音︶及び

霞たなびく三十六峰

散る花に太閤の宴偲ぶ夕

もうかりまっかと交す挨拶

ドラエモンどこでもドアを押し開けて

一夜のうちに島の持︑王

ナゥ籔運も力のうちとカンナ燃え

イレブン集いボジョレヌーボー
昔日

矢
弥

矢

屯
糸
美

栗鼠が顔出す山門の上

純

美

昔曰

弥

昼のチャイムがのびやかに鳴る

昔日

矢

青葡萄ころころ柵を潜り抜け

月影の中巴里祭に酔う

香りたつ鳩サブレーの店混んで

風音にまた耳澄ます夜の闇

グラス揃えてあの人を待つ

ひそやかに灯の点る金曜日

湖の向こうのセカンドハウス

ワニ科展に入選したと弾む声

名物の和菓子は月を見ながらと

入社式スーツきりりと着こなして
朝なあさなにメールのチェック

参道を覆う大樹の落椿

仙

まつすぐに続く堤の花の雲
舞う風船を声上げて追う
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歌

弥美純菖矢美菖弥矢菖弥美菖美矢弥純純

八日立・水無月会その三Ｖ

歌仙﹁︑水き︺日﹄
宮本茂登捌

後藤算

宮本茂

永き日や岸打つ波のたぽたぽと
柳背を押すジョギングコース
高木や唾

携帯電話新しくする

山深良

女島茨

ナォ山麓の牧に仔馬の放たれし
雲の行方を寝そべって見る
条幅の筆の運びのなめらかに
タータン言葉に相槌を打つ
まつさらな手袋用意大根引き

炎あかあか薪のストーブ
突然の激しいキスに驚いて
寝れぬ夜を酒にまぎらす

パソコンでブランド品を買いあさり

巻き毛の犬がじゃれついて来る

ぽっかりとビルの谷間に丸い月

銀杏並木に飾る似顔絵

ナゥかからぬと強がり云ってかかる詐欺

姿を見せぬ二千円札

骨折の松井の復帰待つファン

春一番を告げる予報士

舟

笙

生

︵於・石神コミセン︶

嬰抱いてはみ出し座る花莚
うつらうつらに四囲の噂

平成十八年四月十九日首

平成十八年五月十日尾
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蝸叫生れ郷土誌編纂捗りて

笹竜胆は家紋なりしと

月の夜の夫の土産のストラップ

好きな民謡口ずさみつつ

ウサハリンの海峡わたる秋の蝶

玉の輿には乗りそこなった

悪友は媚薬の効き目ほのめかす

原油価格の高騰続く

いつからかエステ通いも遠のいて

活性化祭りにかける商店街

浴衣の肩に月の影さす
大時計時を刻んで半世紀

老後に備えシンプルライフ

蕨餅買ういきつけの店

角館花舞う中を人力車

茂茨良穂算茂算遥子算茂遥茂遥算子子登

茨笙茂遥良茂算良笙遥算茨遥算風茨算遥

八富士見・美々つと連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃電子言葉﹂

長き夜を飛び交う電子言葉かな

三日月仰ぐマンモスの骨
紅に黄に草の錦の彩なして

成田淑美捌

ナォ山笑うアルデルセンの国はるか

宇宙旅行に二十億円

健康と真面目が私の取得です

母の形見は肌身はなさず
本殿をぐるりと囲む蚤の市

昔懐かし香具師の口上

ひなげしの嫌よ嫌よと首を振り

悪阻に細り夏半ば過ぐ

優しさは後めたさの裏がえし

輝

坂本昌子

早々とドーム球場満員に

またもお詑びの天気予報士

ナゥ秋深く焼きおむすびに味噌をつけ

政争に破れ逃がれし月の海
仕舞う扇に名残る華やぎ

列島挙げて韓流ブーム

ゆ

雪の別れのチェロコンサート

中村ゆみ子

輝

吉野より届きし品に花一枝

ゆ

辺

東京文化会館︶
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後藤清美
仲澤輝子
成田淑美
大堀春野
飯肌春紅

預かりし荷が臭い始める

ゥ緑蔭のＫＯＢＡＮただ今巡回中

紅

陶風鈴の音の涼しさ

老舗の銘菓蒸しあがる頃
端然と主の座せる奥座敷

袖すり合うは良縁のもと

新幹線立往生の震度六

清

︵於・上野

平成十七年十月尾

平成十七年八月二十四日首

古墳に隣る畑を打つ影

道にころがるドロップの缶

淑

紅

春

回附冨美子

輝

春

案じたる連れ児はパパによくなつき

もののけが大樹を揺する冬の月
火の番小屋に火の手めらめら

孫々が誇る﹁め組﹂の辰五郎
酒かたわらに曼陀羅絵描く

苑をうるおす暖かき雨

濃く薄く人情集う花筵

渡

り
昌冨紅昌清ゆ紅子清淑春冨昌ゆ輝紅清紅

八富士見・美々っと連句会ｌその二Ｖ

ゆ淑春清春輝昌輝清昌野輝

成田淑美捌

ナォ馬鹿貝を貰い馬刀貝お返しに

春

短歌行﹃ドンキホーテ﹄

ドンキホーテは夢追い人よ枯蟷螂

女子寮の規則厳しく容赦なく
渡る想いをメールで飛ばす

町内中に噂ひろまる

近頃は出来ちゃった婚あたり前

千年杉にかかる冬虹
品田冨美子

成田淑美
後藤清美
仲澤輝子
坂本昌子

乳搾る牧舎に楽の流れいて
散歩コースはいつも川沿い

戦後生まれも六十を越し
鎮魂の祭太鼓を伝え継ぎ

飯盛山に雨後の夏月

ナゥマンションの強度不足が曝露され

放棄を決めし遺産相続

ひらひらと海苔弁当に花の散り

春の愁いを解く言の葉
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ワ連れだちて橋渡りくる月の客

輝

清

ゆ

清

日日

百国

汚れを知らぬ白菊の笑み
裏庭に恋を教える石たたき
ぎっくり腰で救急車呼ぶ

中村ゆみ子

タヒチから火の輪くぐりの大道芸

香り自慢のフルーツの酒

長命を祝ぎて雅ぴな花衣
淡雪の舞う今朝の旅立

大

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十七年十一月十六日首尾

堀

八仙台・宮城県連句協会ｖ

歌仙﹃たずねれば﹄
狩野康子捌

毬藻ゆっくり太るころおい

ナォ春風にのせてアイヌの座り歌

腕白坊主の永字八法

濃き深きインクの色に替えてみる

元彼を恋しと思う結氷期

梯子党せる短日の壁

言い合いも墓前に誓う仲直り
狩野康子
浅野光子
中村記康

月追いかけしフェリー何処へ

三方にじろりと睨む御饒の魚

たずねれば雨に桜の匂いけり

佐藤千賀子

サティの調べ身に入みており

さくろの実ホラー映画のように裂け

メロメロヘロヘロ死ぬの生きるの

親の後慕い若駒駆けるらん

浅野史郎

一服の茶に添える草餅

ライトブルーの屋根はおしゃれに

光

谷田部弓子

クローン作れぬマンモスの肉

ナゥ末枯の野にイーゼルを組み立てて

記

達

山

︵於・匂当台会館︶

質屋の暖簾くぐる夕闇
石庭を借景にして花枝垂

旨し枡酒鐘は朧に

平成十七年四月十四Ⅲ首
平成十七年六月十七日尾
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吉報に真昼の月を引き寄せる

妹の折りし舟に鈴虫

史

康

ゥハロウィン思い思いの仮装して

罪あるごとく身を潜めいる

新聞は広告膨れ十二月

千
史
千

仲買の長はいつもの野球帽

きぬぎぬの未練断ち切る冷シャワー

凍てつく空にゲルニカの声

記

弓

あれやこれ想定内の結末に
段誉褒艇も笑い飛ばせよ
水底に婚影しゃぶる銀の匙
腹満ち足りて紫煙煉らす

弓

セダン横づけホテルプリンス

花の門破れジーンズビンテージ

史

光

卒業旅行長万部まで

高

記光干雄史千光千雄康史光記史記千光雄

八東京・未来図連句会ｌその一Ｖ

二十韻﹃薄荷含む﹄

春田千歳
小室勉

原田千町捌

しきりに騒ぐ子燕の声

薄荷含み身の蒼みゆく聖五月
須賀一宙心

紅露ゆき子

清水豊次
平野美子

洋銀製の写真立置く

蘭の香りが包む恋仲

水平線大漁の船もどるらん
ゥ起き出でし君が手をとる望の月

美

歳

勉

些旱

歳

〃

宙心

ゆ

些呈

三日働き休む一日

美

東京都港区麻布っづれさせ
時計台遠くに見つつグラス干す
カストロ首相まだ生きてゐた

月の砂漠へ吠ゆる寒犬

ナォ先物買高騰つづく金・石油

腎虚といふは未だ知らざり

ダウンコート早退をして行くシネマ

容疑者某と新聞に載る

まるっきりたべちまいたいその笑顔

地虫が穴を出でておどろく

ナゥ八十歳聖堂に描く大壁画

宙心

美

ゆ

原田千町

︵於・東京文化会館︶

夢はるかなり霞立つ山

やァぽんと花の奥より響き来て

平成十八年五月二十二日満尾
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八東京・未来図連句会Ｉその二Ｖ

半歌仙﹃雁の棹﹄

雁の棹銀座通りをよぎりけり

裏の老舗で買ふ栗鹿の子
三日月に太極拳の腕上げて
湯あがりの顔娑婆つ気の抜け
朗々とオペラのアリア聞え来る

原田千町捌
原田イＴｍ叫

紅露ゆき子

春田千歳
小室勉
平野美子
清水豊次

勉

竺呈

ゆ

美

ポインセチアの置かる船室
ゥ篝の火大きく跳ねし除夜詣
身いちにのこる二合半の酒
コンクラーベの白煙の立ち

奏上の駆け抜けてゆく騎馬一騎

歳

美

１
１

勉

幽豆

ゆ

歳

勉

手鎖心中薄翅艀蛎

毒薬と媚薬に詳し家系にて

月涼し山の端仏迎へ来る
放送曲の売り買ひもあり
一生を担ぎ呉服で悔いもなし

春の炬燵に伏せる西鶴

花吹雪追ひかけてゆく子供達
陽はのったりと凧の糸引く

平成十七年十月十五日満尾

︵於・東京文化会館︶

−266−

﹃菖蒲
蒲太
太刀﹄

八相模原・八千草連句会その一Ｖ

半歌仙

尻取

綜食べつつ廻す地球儀

山元志津香捌
山元志津香

浅井よしみ

内山弘幸
都留嘉男

利かんぼの次兄健在菖蒲太刀

手鏡のぞくキャリアウーマン

原喜久

志津香

〃

嘉男

議事録に署名太々書き了えて

満席の夜間飛行の窓良夜
椰子の葉蔭に遊ぶ色烏
メリケンコとう呼び名のすたれ

嘉男

倉田光栄

ゥ琳派画の二曲一双秋澄めり

霊媒師水晶玉を覗きこみ

中村禎子

﹁ミッコ﹂の香り残して行きぬ

ぬれぬれと顔をくずして巡査長

弘幸
喜久

禎子

よしみ

〃

弘幸

志津香

調子つばずれ吃るど演歌
寒月院戒名を得て成仏す
須磨の浦浪白く凍てくる

化粧回しに跳ねる春駒

留守居してつい手が伸びるコップ酒

ペンションの窓東風へ開きぬ

まどろみの嬰の産毛に花片々

︵於・下北沢タウンホール︶

平成十七年五月四日首尾
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ハ相模原・八千草連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃風
大呂
敷﹄

山元志津香

中村禎子

中村禎子捌

雨滴はらりと匂う山楯子

蜘蛛の囲の大風呂敷をもてあます

寝覚めの嬰が耳朶をくすぐる

倉田光栄
春日久子

新しきホームページを立ち上げて

志津香

光栄

るか
躍う嬢
ちびちび到来の酒

望の月八方星を寄せつけず

久子
光栄
禎子

旅の鞄は赤かピンクか

田中時子

ゥ品川宿祝賀のテープ切る秋麗

過去も未来も炎え尽きる今

刺青に妖しきまでの胸騒ぎ

舟橋千枝子

志津香

返されしダイヤの指輪質に入れ

封も切らずにＤＭはぽい

千枝子

禎子
光栄
久子

森のチャペルを透かす寒月
椎間板ぎしぎしと鳴る草城忌
しなり寄り来る仔猫抱きあぐ

時子

志津香

名画背に弾くビオロンはクリスタル

鉄観音茶似合う草餅

花満ちて西湖十景新たなり

︵於・下北沢タウンホール︶

平成十七年七月十五日首尾
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八相模原・八千草連句会ｌその一一一Ｖ

半歌仙﹃馬肥ゆる﹄

草千里そぞろ歩きの馬肥ゆる
大きキャンバス据える秋麗

月上る閉館の扉を軋ませて

定年の父予定びっしり
入賞の栄を逃せし書道展
街騒こばむ沙羅の白々
ゥ音頭とる祭櫓の豆絞り
﹁小欲知足﹂唱う堀内
その火の玉の正体は何

新妻の思いの丈というベール

生首を抱きサロメの絶唱し
冬蔦美しき山小屋に来て

中島英子捌

孝子

中島英子
渡部孝子
春日久子

山元志津香

矢倉澄子

薩原りくを

久子
英子
澄子
久子
澄子
久子
英子

起業家の夢を消し得ぬ寒の月
伸ばした髭を濡らし酌む酒

久子
みくまり

陀羅助ふふみ忘る春眠

澄子

りくを

志津香

下仁田か否下ネタと論沸騰

蛇穴を出る蟇穴を出る

花の雲威儀正したる水分宮

︵於・相模原市立大野南公民館︶

平成十七年十月十日首尾
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ハ相模原・八千草連句会その四Ｖ

ソネット﹃酢牡蠣かな﹂

ささめ雪舞う谷ッの篁

ひと口に海を呑み込む酢牡蠣かな

靴・袴大正ロマンを匂わせて
とんがり屋根にひびく歌声

菊月夜横顔美しき老神父
色なき風に愛は素通り

花島みゆき捌

山元志津香

花島みゆき

中野英歩
芦川まり
志津香

真木早苗
山下升子

升子
まり

みゆき

西島みね子

秋蛍揺らすバカラのロゼワイン
ユングフラウを描きし友亡し

走馬燈いま過去へ過去へと

一升餅しよわされし嬰ぺったんこ

炎昼の歯朶のとりまくムーア像
寺一〃詮︑

英歩
みね子

志津香

換気扇より魑魅を追い出す

花卍角川源義来そうなり

草は朧に生まる仔羊

平成十七年二月二Ｈ首尾

︵於・盤烏区民センター︶
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八北本・山利喜会ｖ

歌仙﹃いつしかに﹄

いつしかに齢重ねし鬼やらひ

紅梅一輪二輪白梅

陽炎を背に黒猫の散歩して
スケッチブック膝に広げる

粒針楽亭捌

ナォフビライは日本を征す平成に

五風十雨の年でありたし

音もなく点滴ぼろと落ちる部屋

テレビニュースは愛知万博

大事故を知りつつ宴あさましく

打上花火きらめきて消ゆ

ゅふらりとロシアひまはり空へ伸び

反戦集会若者を見ず

ぺったりと尻を地につけする化粧

膳出す当世次は乳房か

月見酒マッケンサンバも飛出して

十七匹もペット飼ふひと

貯へも物も持たなひ身の軽さ
気に入りの服今年きつくて

花疲れ身辺整理やり始め
遍路ごゆるり同行二人

秤唖汁吐祁起叩十五肥嘩︵文音︶
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燃え津のやふにひっそり昼の月

黄金に実り落ちる銀杏

爽やか銀座ネオンなつかし
楽

中幽誠
粒針楽亭
梅田孝
山田久喜
谷内令
加藤哲夫
松本安夫

ゥお茶会の器彩染む秋の雨
たんすの肥やし和服数々
ほる苦き情に似たる片思ひ

令

ナゥ有躰に申せばすでに吊るし柿

ペアウォッチで歩くうれしさ

久

高井百合子

金の世にカネで買へないものもあり

哲

孝

老いた夫婦は二人称抜き
有明にいそがば回れ冬鴎

安
令

楽

花の吉野に偲ぶ縁を

誠

盃そぞろつまむ河豚刺し
生足は新入社員でみな茶髪

哲

義経は天晴れにして哀れにて

卒業式の歌のいづこへ

孝令百久誠楽安哲孝久誠令哲百久安楽孝

八東京・璃沙連句会ｖ

半歌仙﹃大カンナ﹄

大カンナ最後の花を天に向け
差らいつつも出でし十六夜
話聞く時に栗むく手を止めて

池田耕治捌

枯芝生円く囲んで同期生
兎はしばし穴に隠れる

苗

治

苗

小張昭一

彦

ワ好き者の父の残せし炉を開く

彦

坂隈武彦
今村苗
池田耕治
山口武雄

ツルゲーネフの本は初恋

ベースボールのルールあれこれ

モスクワで愛した人はニヒリスト

南無阿弥陀仏曰く不可解

土屋実郎
十田

治

こんな日はこれに限ると冷奴
瀧のしぶきに揺るる青羊歯
一瞬のボタンのミスで株価荒れ

治
わたり

苗

雄

御物手にしてニャリ黒幕
天皇制女系男系論尽きず

彦

月の朧に響く吟声

とわ
花万朶里さ曲
の辺人集い

永き春日を酌み交わす酒

平成十七年十月十二日首

︵於・虎ノ門浦高同窓会事務所︶

平成十七年十二月十二日尾

２

フー

７

八川口・読売文化センター川川ｖ

歌仙﹃落人の﹄
久保田先一捌

ナォ草庵の窓より覗くお年寄り

イラクへ飛んだ飛機の安否を

恋の病にきかいお薬

色黒をメークでかわす厚化粧

一つ二つと咲ける寒梅

砂に書く文字はたちまち波に消え
佐渡谷ふみ子

大型のブックショップを出れば雪

久保Ⅲ先一

反省をしてもお猿はお猿にて

干し大根を吊す軒先
河合澄江
田村昌江

酒豪といわれ始終赤鼻

落人の隠れ部落や冬景色
猫が甘えてすりよってきし

先

コンサート楽章変わる夕月夜

高いプライドつかぬ実力

ふる里は晴れ渡りたる今日の月

ふ

子規忌の糸瓜ぶらりぶらりと
ナゥ秋燕すいとよぎれば果てし旅
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なぞなぞをする孫膝に抱き上げて

芋の煮〆の香りただよい

澄

永田町では何が頼りか

母のおともでぶらり長閑さ

郵便物はポストいっぱい
由緒ある旧街道の山と川

日日

ゥ霊棚に真菰の馬と茄子の牛

ふ

先

覺礫と歩ける幸をかみしめて
空気のような妻がサポート

澄

月夜のテラス毛虫くっつき

︵於・読売文化センター川口︶

平成十六年三月五日尾

平成十六年一月十六日首

卒業生のにこやかな顔

落花急思い出なくて夢心地

羅に重い乳房のでんとあり

日日

ふ

先

携帯傘が役に立つ雨

老舗とてあぐらをかけぬ蕎麦の店

澄

ふ

先

日日

親王のゆかりの丘と伝えられ

残雪光る遠き山並

大鳥居くぐれば花の浮かれ客

琴の音色にふわり春風

昌澄ふ先昌澄ふ先昌澄ふ先昌澄ふ先昌澄

ハ豊田・竜抑連句会ｖ

長坂節子捌

ナォ受難節松井の記録ついに切れ

せな

くっきりはっきりデジタル放送

カルチャーの水彩教室満員に
遠い記憶をたぐりつづけて

着ぶくれてちょこんと坐る母の背

招き猫置く文机の上

﹁酔ってるね﹂﹁酔ってないよ﹂と一途な眼

奥さんよりも私が好きでしょ

団塊の世代時代を動かして

席をゆずられ落ちこんだ午後

ちゃんづけで呼んで呼ばれて月の宴

産廃の島ちちろ虫鳴く

ナゥ秋遍路同行二人経を読む

官民あげてニート応援

スキップにかばんがゆれる幼稚園

全快祝う酒のまろやか

美益文

美

﹃蒲公英の紫﹄

子雀チュンと覗く水の面

廃校に蒲公英の紫翔ちにけり
まじめな顔で父は碁を打つ

いかなどのくぎ煮ネットで取り寄せて

吊した柿がベランダに揺れ

益渥美節美美美渥節美富渥富節節美渥冨
耶
恵耶恵
恵
耶
美子子子子子子子子子子子子子子子子子

松
井

字
井

︵於・竜神交流館︶

空一枚使い切ったる花大樹
ころもの町に陽炎の立つ

平成十八年四月二十Ｈ首
平成十八年五月十八Ｈ尾
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月高し白緒の下駄のしんとあり

ゥ方言が巾を利かせる秋祭
あんたの仕種心ほぐれる
悪女のふりで人悲しませ

ひそやかに焦がれせつなくのめりこむ

歯ブラシは一本だけの洗面台

介護施設の夜はひっそり
焼いも屋声の近づく道の月
片耳ピアスボード抱えて
マンハッタンに支店殖やそう

パティシエの腕はなかなか世渡りも

歓声あげてシャボン玉追う

美子子美子美子

美

子

〃恵〃希耶
子
子美子

〃

〃

文

益

益節文益文益節

仙

花万朶女神の像は海に向く

長森稲近
坂田垣藤
武
藤
塚
本

歌

ハ仙台・連句会せんだい座ｖ

歌仙﹃古代蓮﹂
混沌の世に古代蓮清らなり

水の深さと夏の深さと

夜もすがら隣家の軒ひずききて
朝のニュースをぼんやりと見る

天気図は残念此宵無月らし
夜学校舎に駆け込む工員

萱場健之捌

佐藤阿房
若生芥子
伊藤鈍
宮腰滝
佐藤無風
妊州

芥

ナォ春うらら故郷遠く偲ばれて
プライド高き女性のクラス

コーヒーの香の部屋に満ちみつ

夫今ゴミ当番をよろこんで

編笠をもつ髭の浪人

青時雨たず一灯の渡し船

恋の足音小石が聞くの

番入りを富岡八幡に願かけて

狂

房

〃

芥

鈍

房

鉦州

阿

芥

伊藤南三

阿

房

北上川の尽きぬ流れに

星の夜思ひ出すのは君のこと

夜更しの背に冷気身に入む

むら雲に見えつかくれつ今日の月

芥

ウパパ歌う﹁秋の夕陽に﹂音痴だなあ

もはや旅券も使ふことなく

房

思ひ思ひの熱気球舞ふ

阿

南

笹場健之

パーク仙台セミナー室︶

︵ナオ六より文音︶

限りあるいのち木花之聞耶姫
さくらひとひら夜光の杯に

鉦恥

鈍

芥

行きつけの本屋の立ち読みな蕩め読み

ナゥさりげなく娘の繰り言残る虫

こいもうすいも数の中から

房

中島房子
阿

紫の似合ふ人妻気になって
軒の雀のちょっと振る羽

芥

浮世にはうとくなりけり村眠る

がっちり税金督促状来

鈍

芥

︵於・エル

平成十七年八月八日首
平成十八年五月七日尾

鈍

鉦恥

かたくなに生きて熱燗月に酔ひ

雪女郎遊んでほしいよ

天上天下唯我独尊

滝

﹁ガロ﹂なんて読んでお前は何しとる

花びらに顔なでられて蛙の子
芹摘みし手のかすかに匂ふ
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八仙台・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・パル長町︶

田

佐藤千賀子捌

横山浜江
中村記康

二杯目はごくつと呑みほす新走

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

春暁やコペルニクスの地動説
鉄路に沿いて土筆四・五本
眼張釣りぐいと竿先僥うらん
堀越満里子

中村孝史
狩野康子
小岩秀子

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

瞑りおれば大河酒楢

花燗漫鹿毛の瞳の奥に花
稚児打揃う灌仏会なり

十川日首
十二日尾
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古帽子なり軽くおさえる
ワ今日も会うハローワークの若き友

積木の森は蟻の隠家

記
康
記

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

木田眞智子

満

引揚げの船を迎えし帰り花
冬日を受けて鴫尾の輝き

平成十七年三月
平成十七年五川

中

ハ仙台︑連句会ひらめきその二Ｖ

二十韻﹃河鹿笛﹄
緑抜け河鹿の笛に迎えらる
卯月曇に馴染むランナー

イラクの空に揚がる連凧

山笑うころ絵筆新調
天恵か静寂彩る花吹雪

中村記康捌

中村記康
永渕丹
尚山達雄

ナゥ電子辞書介護ロボット電池切れ

佐々木勝子
丹

ヘ弓弓

回転寿司の世界進出

瀞

記

一畠／／−

新聞の特集記事はカラーにて
ゥ臥待に出あえ出あえと長屋衆

達
淋

達

湖水渡るはポロネーズなり

蹴出し濡らせし秋雨の軒
別れ来て余情切なし菊の酒
百億の宇宙旅行を申し込み

勝

記

丹

神楽の舞に月も浮き浮き

ヘタな一日またも過ごして
ナォ鱒踞の陰から出でし残る虫

丹

達

この吊橋は猿ご用達

達

サロンバス道の駅へと遠回り

肌色違うもみんな吾が子よ

赤坂のママの恋人鳶のひと

︵於・鋸識蝉艤織鐸州糀センター︶

平成十七年七月二十一日首
平成十七年八月二十九日尾

達丹瀞丹

ハ仙台・連句会﹁遊﹂ｖ

歌仙﹃噴水﹄
奈良榮夫捌

侮り難き孫の駒打ち

ニォ初虹の消えるまでやや立ち尽くし

内祝言を早く早くと

脈をとる白衣ナースの手の温み

背丈に余る夏草の土手

万緑に押し包まれしハイウェー

中村記康

小野寺妙子

奈良榮夫

噴水や湖底に沈む宿場町
野営のテント炊飯の烟

老眼鏡と地図とコンパス

さっばりと髪刈り上げて旅仕度

今の幸せ夢か現か

拉致家族佐渡に四人が肩を寄せ

急斜面喚声あげて滑るらん

夫

小野寺信一郎

紺の脚半に紺の股引

一一ゥ三度笠現われそうな芒原

借りてきし古き映画のビデオ観る

春の終わりに響く篁菓

天才ダリを巡る幻想
源平の戦史の浦の花霞

秤雌汁け粋弍朋に叫朋函︵文音︶
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口で封切る袋妙菓子

子

郎

余生幾ばくすだく虫の音

城跡に寝そべって見る望の月
色なき風が吹き抜けてゆく
ゥ少年の頭上掠めて鬼やんま
昼を灯してこけし挽きおり

泪して武器よさらばと月仰ぎ

クラス会恩師に贈る記念品

郎

夫

子

チャイナドレスの深きスリット

子

康

康

手も触れず過ぎし青春懐かしく

地域の足もついに廃線

郎

夫

大根干す軒端にかかる月明り

熱燗銚子の首つまみ酌む

子

康

夫

枕辺の小型ラジオの﹁深夜便﹂

おれおれ詐欺の手口巧妙
故郷の移るい残す花の山

入江賑わう磯の口開

康郎子夫康郎夫康子郎夫子郎康子夫郎康

ハ横浜・連句会遊子座ｌその一Ｖ

歌仙﹃酉の市﹄
和田忠勝捌

下手の横好き友の輪が増え

ナォのどかなるエーゲクルーズサンセット

留守番電話頼る片腕

ひまかきて忙しすぎるひまつぶし

宮坂和之

夜の雪明治の都現れて

拾った財布届け褒められ

朝惑いラブラドールが吾を引き

神鈴の綱に温みの酉の市
和田ひろ子

鮮やかな職人の技みせられて

きしがね

のっそり十兵衛腰に指矩

わけ知り顔の巨き鮫鰊

孫の手を引き冬陽さす町

木谷睦皿

木谷英子
土肥暢子

旅の香りの柚餅子裾分け

月天にデジタル放送きりもなく

顔見世の大看板は目をむいて

ねぐらを探す鴉にぎやか

中井淑子

什此粋十一一一胆一汁斗叩顕︵文音︶
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石投げて川面に映る月ゆらり

辻松雄

拝

ここかしこタワー眺望花の雲
煉瓦倉庫を吹き抜ける東風

卒業生ら泣きつ笑いつ

琴の音の流れる家に足を止め

奥より暮れる京の仕舞屋

しもたや

ナゥ賑賑と姉妹集いて風炉名残

そぞろに寒く合わす襟元

玉生うめ子

諫武雪諮
中井啓輔
和田晶子
宮脇昌子

ワ塗盆に酢橘を添えた小吸物

漢詩を好む酒亭お内儀

伝法な口を利いても可愛らし

ラブラブ写真壁に飾って
マイホーム震度三にも恐れつつ

単鴨地蔵に足が向く老

丹精の仙人掌鉢を照らす月

辻賢次郎
岡本貞子
内海鉄弥

すで
音もなく這う馬や陸
俊足

病癒え一歩一歩の好きな山

榎本良之助

大駒誠一

時ならぬ風に掃かれる花の屑

海津桂子

わがコレクションしまう場所なく

足取り軽く過ぎゆける春

和

忠

H1

弥一助桂郎昌め貞輔晶雄諮藍淑英暢和勝

八横浜・連句会遊子座その二ｖ

歌仙﹃北越雪譜﹄
読み初めは北越雪譜縮袖
松過ぎてなお続く晴天

和田忠勝捌

ナォ青年の夢のゆがみを哀しみて

道義地に墜っ豊饒の御代
牧神の笛草原を渡り来る

楽聖の街ザルッブルグヘ

後朝の空わたる白鳥

再開に語りあかしてカプチーノ

辻松雄

月の出にゆっくり背伸びご出勤
秋刀魚焼く香に惹かれ居酒屋

鼠をとらぬ片影の猫

耕牛の背のたくましく引き出して

若桜咲く丘を見上げる
船頭の棹の向こうに月朧

榎本良之助

海津桂子

角巻に肺病む胸を包み込み
人との距離に溝を作らず
隣国の軍事脅威が騒がしく

しじまを破るとびはねし魚

ナゥ終い湯にしみじみと聞く虫しぐれ
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諌武雪路
和田忠勝
辻賢次郎
岡本貞子

ワ練習の虫はいつかはチャンピオン

大駒誠一

宮脇昌子

秤雄什皿粋咋朋十八四津︵文音︶

記念撮影風のうららか

花吹雪西郷どんのおつむまで

老若問わぬ税の通知書
厄払い念仏呪文唱えられ
大枚はたき実家屋根替え

四柱推命運気到来

和川晶子
内海鉄弥
中井淑子
本谷英子

玉生うめ子

士肥暢子
木谷藍
中井啓輔
宮坂和之

きっかけは出会い頭のようなもの

誘う磯釣り糸は赤色

うなずきの仕草に長き髪ゆれて

絶叫マシーン蜻蛉かきわけ

タワーの灯港の月に抗うや

生けるが如き菊の人形

初孫と水天宮に手を合わせ

開運日本世界平和を

今頃は若葉の花かふるさとは

グラスくもらせ好む冷酒

和

ひ
ろ

田

淑英晶弥和め藍暢一輔助昌雄桂郎貞諮子

八横浜・連句会遊子座その三Ｖ

歌仙﹁啓蟄や﹄
啓蟄や地鶏しきりに餌をあさる

縁で呼ばれる木の芽田楽
て

ガス吹く島に帰る一陣

皷の掌も団扇作りの手伝いに

和田忠勝捌
榎本良之助

ナォ彼岸寒﹁風樹の嘆﹂の生く限り
ペンシルハウスつぎつぎと建つ

十九の女性がゴルフ頂点に

今も忘れぬあの時の疵

大江山酒呑童子に絡まれて

辞書を片手に英字新聞

汗巾の要る愛地球博

微笑みを交わす姫宮月照らし

心して行け女難剣難

あせふき

夢のせてリニアモーター試運転

明易しサモアにラッパ鳴り響き

玉生うめ子

寓脇昌子
和川忠勝

木谷藤畢

堀割沿いに春日傘行く

蔵出しの酒荷の列に花吹雪

草原を走る幼い頃思い
彼岸法会の読経流るる

ナゥ手鏡の中に流るる秋の雲
虚虚実実に政治かけひき

希い叶いし爽やかな恋

中井啓輔

藍

件唖什珪響咋朋二十弐肥壗︵文音︶
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バイパスの大きなカーブ眉の月

助

辻賢次郎
大駒泰子
岡本貞子

紅葉情報載せるミニコミ
ゥ病癒え敬老の日に旅行券
ブランドバッグ暦に用心
だいじなものをみんなあげます

肩越しにウインク返すセニョリータ

日日

勝
輔

神父の声は低く厳しく

告白は受胎告知の画の前で

月明り氷像並ぶ雪の道
懐手して品定めする

郎

め

ネオン七色歓楽の街

貞

泰

愛らしきウーパールーパーおっとりと

体寄せ来てじやれる猫の子

肩に花ひとひらのせてドアを開け

貞郎泰藍輔め勝昌助貞泰郎藍輔め勝昌助

八横浜・迎句会遊子座ｌその四ｖ

歌仙﹃日脚伸ぶ﹄

登校の子等冬萌の道

復興の槌音高く日脚伸ぶ

車社会のつけも大きく

ナォ全快の祝いに届く春ショール

勘三郎の口上を観に

地下駅のエスカレーター深きこと

名所旧跡ロンドンの街

好きを通すに嘗めた辛酸

古き佳き思い出友と語り合う

寄り添えど言葉すぐなに汽車の旅

和田忠勝捌

和田ひろ子

ナゥ長寿村新酒酌み合う宴続き

甘蕨の歌に心うたれり

株の操作に揺れる世の中
望月の潮引きし浜淋しくて

苔むしてつくねんと座す石仏

マイナスイオン滝にたちこめ

松本力ヨ

ヨ

下田博
中川謙人
下田幸枝
和田忠勝
和田晶子

語りつがれし風葬の丘

腕白の基地此処宇宙ステーション
おたまじゃくしを両の手で取り

ろ

ようやくに咲き出す花のビオトープ

博
勝

拝雌什吐露一一叩に対叩噛︵文音︶

歌声はずみ霞む霊峰

幸

博
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万歩計かならずグラフ付けるらん

孫に教える雁の文字

山里に仰ぎし月の情しくて
ステンドグラス白壁に映え

ワ手をつなぎバスはまだかと紅葉踏む

ネーム入りマリッジリング揃えられ

すでに宿りし愛の結晶
浴衣がけ水天宮に月高く

ろ

日印

怒号の中に打ち振りし旗

ぐいと一気にビール飲み干し
ロスタイム大観衆の夢のせて

幸

土肥暢子

ヨ

南北に別れし民の逢えぬまま
荒れ果てし畑走る野ねずみ

老母舟漕ぐ麗らかな午後

造成の宅地角々花万朶

博ろヨ晶勝博幸暢ろヨ晶暢勝幸博ろヨ晶

八東京・連句研究会ｖ

百韻﹁黄水仙﹄

今日からは世界遺産のお里つき

歴史をきざむ生のいとなみ

空白を埋め百花の咲き乱れ

鳴声ばかり高き小綬鶏

一ォ初虹の立つ方向いて歩を運ぶ
阿片瓢郎
小林梁

寂庵を訪へど庵主は留守がちに

愛を信じて耐えし波風

衆判

飯淵三千古

幾年ぶりか奇しき避遁

筆持たずして四温過ぎゆく
山本房子
古

咲きしえごほのかに香る辻社

水静か乱れず映す空の青
古き織機の挨にまみれ

廻ってみれば鯉のゐる庭

あれ以後の話もどかし抱き合って

出湯の煙立ちのぼる町

初ォ黄水仙無為の平穏つづきけり
山裾をめぐる流れに沿ひゆきて

房

梁

振り出しに戻りこの世のやりなほし

木の香漂ふ新しき部屋

283−

梁

銅羅響き離島かよひの船が発つ
亀を生け捕りあそぶわらんべ

梁

浴衣の糊の肩にこわばる
一病を守りて息災百寿まで
先づはめでたし交はす盃

下宿を出でて柳散る道

ふるさとを忘れて暫し月の雁

明日からは新任教師小望月

梁

秋思の詩を武将とて詠む

房

古

・ゥちちろ鳴く姉の思ひはシベリアへ

古

房

涙の街道空路ひととび

つわりの妻をそっと庇ひて

今更に家長の重み恩ひ知る
屋敷稲荷を池のほとりに

梁

魂となりて浮遊す彼の人と

初ゥ身に入むる母よりの文ふところに

襟もと合はす梅雨寒ムの窓

つややかに赤を光らせゆすらの実

房

古

古

留学中の友は如何にか

ロンドンのテロの惨状まざまざと

屯をなせるアザラシの群

ブリザード吹き荒れ極地月冴えて

梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房

次男となればやる気満々
マドンナといふ刺客くのいち

どこにでも地盤もらってでるつもり

吊忍などかざる休所

月涼しくるりくるりとからくり戸

気軽さはひとり留守居の店屋物

妻子は故郷の万博へ行き

春陽の恵み天地あまねく

こんじき

轆の金色燦と花の城
薬売りより貰ふ風船

．⁝ゥ筆措きて新酒の味をこころみん

自分史に書く初恋のこと

桃色のリボンに夢をふくらませ

戦火震災くぐりての今日
境内に新旧交ざる慰霊の碑
両手にあまる太き鈴の緒

飛び立ってまた戻りたる鳩の群れ

特急電車ごうと過ぎゆく
名物の弁当膝に開きつつ

冬三日月にひそまれる駅

サッカー場どよめくファンの一体感

さよなら神戸カズよ世界へ
嵐往け堪えて万朶の花を見ん

大漁にわく浜のいかなど

ナォ傾ける磯馴れの松の緑立つ

意気いやまさる青春群像
後輩のアルトに夢中音大生

愛のことばを歌によせつつ

寄り添へば五色のライト縦横に

笠竹手繰る人のひそやか

ほの暗きビルの谷間の正一位
消えたネオンに幟はためく

打水の老舗名菓に列ができ
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ォ縁の内虻一匹の吃り声
西国の噂ぱなしに時移り
襲名披露の芝居誘はれ
大観衆を酔はすひととき

代々の睨み利かせて見得を切る

時雨止むまで漫画立ち読み

皮ジャンの若者はいる地下道路

映像分野に女性活躍

この続き別のお店で明日見る

黄金の矢射る宇宙センター

こかね

青踏の太陽説をそのままに
ぶらりぶらりと揺るる瓢箪

雲切れて一瞬光る真夜の月

古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁房古梁房古

房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁

志野の茶碗を愛づるご隠居
えにＬ

この佳品この世預る縁にや

木立も深き公卿の別邸

雪つもる庭に月光あまれかり
おどるしき影物の怪に似て

アゥ老三人連句談議の武生宿

式部ゆかりの蓬菜の里

名どころについ誘はれる歌どころ

墨すり初めし頃は十才

岼雌什吐等十一ハ皿一汁一一ｍ唖︵文音︶
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母さんの手製も嬉れしお洋服

別冊付録に残る型紙

花を待ち花に守られ始業式

仔馬生まれる丘の牧場

古房梁古房梁古房梁古房梁古

しよ︾？こ

くＩ

みんなみ

土屋実郎捌

昭勝子正子勝英子昭勝子実勝昭英正実子

ハ横浜連句ななの会ｖ

歌仙一銀座裏﹄
露地奥で鮫蝉捌く銀座裏

落葉舞う中池畔一服

顔見世の役操めもなくお開きに

右も左も還暦を過ぎ

月仰ぐ未来志向に歩を進め

尾越の鴨のめざす南

ゥ江の島をはるかに望み御命講

正五九に詣り欠かさぬ

本音まであと一息と独り言
二人っきりの山小屋の宿
雷鳥のうぶなるつがい岩かげに

夏雲高し初志は貫徹

留学はバイリンガルを看板に

漱石先生ひげのお手入れ
猫じゃらし揺れて故人の招くごと

花灯籠を灯すあやかし

いつまでも男のロマン月の舟

夢を求めて果てしない旅

浜焼鯛の苞に短冊

ナォ菜の花に遍路埋れて消えゆきし

円満に生きて幸せ春日和
曽孫が書きし博士論文

ピサの斜塔の修復も成り

フーコーの振子眺める気の永さ

日本の特技青色発光

珊瑚礁ボートの底にきらめきて

政界に骨抜き妙技あるらしく

飴玉喉に詰まらせる馬鹿
河豚鍋を照らす玄界灘の月

先づは下戸より廻す熱燗
ナゥ冬五輪強化合宿正念場
監督離れしたるＱチャン

平成のあとは女帝の世とならん

人づくりこそ国の礎

昭正勝子実英正昭子実勝昭英実正勝実子

︵於・銀座ピッコロ︶

せん
春潮傭臓弥み山
山頂

縄文の火を守り続け花の宮

平成十七年十二月七日首尾
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服
IH
t
屋
楠
佐
萩村
々
本井木

三夫楓三楓夫男楓三夫楓郎夫三男三郎楓

三三夫楓郎男三三楓郎夫三男郎三夫郎楓

八東京・連楽会ｖ

﹃昼顔﹂

オワリ

高畑自遊捌

ナォ棚の上に目刺しパラリと士間広く

相撲部屋より裂帛の声

残り香を案内に奥の座敷まで
逢わざる恋のかくも久しき

暫くはしじまの流れ見つめ合い

ソンコ・マージュの高鳴るギター

ナゥ神木のうつる朽ちつつ神の旅

読み進む碑の文字月の光ゲ

征きて帰らぬ動員学徒

繰り返し曲に聰き入るＤＶＤ
冷房なかりし頃のモノクロ
夏草のモンテンルパに兵の墓

山紫水明日本がんばれ

沢水智恵子

小林静司
中村洋右
伊藤緑雨

本川耕一

小林梁

精進の柔道なりて金メダル

秤

什吐嘩私岨一汁迄叩唾︵文音︶

常念岳にかかる初虹

香味爽快銘酒シャンパン
花万朶村に久しき新所帯

岬の風のすこしすいつちょ

司

徳住玲
酒井湧甫
高畑自遊
右

ヒト

色仕掛けクレオパトラの姦計に

梁

司

遊

甫

函世

エジプトついにテロの標的
月冴えてミイラ見守る興亡史

玲

女帝の御世のあるかもしれぬ
花の宴レディファースト当然に

昭和の古暦評価いろいろ
憲法に戦争放棄民︑王主義

情ばかりにて濁のなき漢

ふと浮かぶ容れられざりし恋のこと

腰痛治療コルセット締め

ゥミステリー﹁完﹂まで読む虫しぐれ

長考の棋盤を照らす居待月
西瓜の種の山を成しけり

父の顎から唐黍の髭

ヒトケ
人気なき校ヘリ日の盛り
産直の野菜市場は賑いて

昼顔やまだ地図にある廃止線

仙

名水ほめる釣釜の客
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歌

執

筆司甫玲一梁恵雨右司遊甫玲一梁恵雨右

岡山県連句協会

香川県連句協会
会長鎌l l l孝獲

会握米林真

副会長柚松l晴子・広谷高士

Mll会長花房八映
事務局

西岡恭平・今井盈

〒700‑0904岡山市柳町22 1

事務局鎌田孝義
〒763‑0013丸岨'II城東町1‑326

(0862226176)

山形県連句協会

福岡県連句協会
会長八木紫暁

会長内田素舟

副会長木部八千代

MII会長浅沼葛子・三illi和枝

安部英子

事務局八木紫暁

事務局内田素舟

〒816‑0931大野城市筒井3 13 12

〒996‑0035新庄市鉄砲町371

（092‑593‑2575）

(0233221285)

大分県連句協会
会長

連句協会群馬県支部

+'森順和

事務局南雲玉江

支部長伊藤稜志

〒874‑09()2別府市青山町272

〒371‑0811前橋市朝倉町357
（0272‑61‑2297）

（097726‑94()7）

茨城県連句協会

連句協会広島県支部
支部長
事務局

会長堀江信男

,WjifIW{三
'1

岡￨｣会長西幾多・城順j亀

上

事務局根本美加子

〒731‑0223広烏県安佐北区可部南

〒319‑1225日立市石墹坂Ⅲ1.1 31 9

4−547

(0294536635)

(082‑815‑1914)

やまぐち連句会

宮城県連句協会

会長狩野康r‑

会提諏訪欣二

副会長佐喋千賀子・中村孝史

事務局中本蒼水

事務局狩野康子

〒746‑0025周南市占市2343

〒981‑0924仙台市青葉区双葉ケ丘

（083462 140()）

2−5−12

（()22271‑0005）

鳥取県連句協会
会長音111碇治

副会長新IH幸子・永江重昭
尚野重子・山崎君子
事務局

lll! ￨ 1史郎

〒6820402鳥取県東伯郡関金町大脇
届関金町教育委員会内
(0858‑452111,

FAX3961)
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地方連句組織

岐阜県連句協会

愛媛県連句連盟
支部長大西素之

会長伊藤白雲

品I会長井上雨道. ￨岡本眸

副会長水野隆・小瀬i砂美

戒能多喜

理事長大野鵠士

事務局長山口博三

事務局船渡文子
〒502‑0817岐阜市長良福光2521‑12

〒791‑0311松山市白水台1‑1‑9

(058‑231‑1716)

(089‑927‑3231)

連句協会千葉県支部

連句協会関西支部

顧問上田渓水・伊藤藪彦

支部長近松寿子

事務局

支部長下鉢清子

llil

事務局長伊藤貴子

〒567茨木市北春H丘2 13‑7

〒2640006干葉市若葉区小倉台1‑12‑3

(0726‑23‑8817)

（043233‑3555）

連句協会石川県支部
連句協会岩手県支部

支部長木k紫雲

支部長小原啄葉

事務局宮￨鴫茂

副支部長志和正巳菅原多つを

〒929‑03石川県河北郡津幡llll.字
加倒爪二3

事務局沼宮内凌子

津'幟町役場

〒020‑01盛岡市西青山2‑4‑41

(076‑288‑2121)

(0197‑46‑5164)

連句協会三重県支部
連句協会栃木県支部

支部長岡本耕史

支部長中尾硫苦

事務局西田青沙

副支部長高井利夫・田中きみ

〒512‑0921四日市市尾平町3768‑188

田浪富布

（059332‑8931）

事務局長富田昌宏

〒3294406栃木県下都賀郡大平川

埼玉県連句協会
顧問金子兜太・宇咲冬男

下皆川721

会長磯直道

（0282‑43‑2664）

副会長白根順子・福田太ろを

事務局長石川光男

連句協会富山県支部
支部長二村文人

〒369 1203埼玉県大里郡寄居町
寄居535

事務局

(0485815943)

〒930富山市大手5‑l
（0764‑918111）
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富山新聞社内

事業計画および収支予算についての事項
事業報告および収支決算についての事項
役員の選任
その他この会の業務に関する重要事項で
理事会において必要と認めた事項
（総会の議決方法）
第22条総会の議事は会員である出席者の過半

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

1.
2．
3．
4．

数をもって決し、 可否llil数のときは議長の決
するところによる。

第7章会
計
（会計の種類）
第23条この会の会il･は次のとおりとする。
1． 経常会計
2．

ことができる。
（会計年度）

第27条この会の会計年度は、毎年1月1日に
始まり12月31日に終わる。

第8章規約の変更
（規約の変更）

第28条この規約は理事会において理事現在数
の4分の3以上の議決を経、かつ総会におい

特別会i汁

（維常会計）
第24条経常会計の収入は会費、協力金その他
とし、 これによってこの会の経常的運営の支
出にあてる。

（特別会計）
第25条特別会計の収入は連句グループ、会
員、関係間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。

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29条この会の解散については前条に定める
手続きを準用する。
この規約の制定、施行は昭和63年10月1日と
する。

平成2年9月1H一部改訂。
平成8年6月23日 一部改訂。
平成16年4月18日一部改訂。
平成18年3月19日一部改訂。

（経常会古l‑の剰余金）
第26条経常会計に剰余金があるときは、理事

『連句協会」顧問・役員名簿
(職

問)

luRI"￨‑I;M･ 'ナミ咲冬男・上屋実郎.
上川渓水・小林しげと

(役
側）
会
長磯 1111道
副会長近松か｢‑ ・中崎tr'i'j. ･引地冬樹
理事艮宮￨､,太郎

常任理事青木秀樹・青野晒斗・伊藤白雲・
伊藤稜志・今村苗・臼杵瀞児.

理

小川)茂り） ・川野鎮艸・品川鈴子・
島村暁巳・白根lllri子・富川昌宏・
柵￨Ⅱ太ろを・八木紫暁・和田忠勝
事新井秋芳・ ｲﾉ嘘尚子・井門可奈女

会
監

梅村光明・ '呵本眸・狩野康子・
鈴木漢・高橋昭三・西幾多・
二村文人・松尾博雄・矢崎藍
計臼杵勝児（兼） ・島村暁巳（兼）
事内藤廣・東浦佳子
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｢連句協会」規約
第1章総

1．

理事35名以内（うち会長1名、 M￨｣会長
5名以内、即事長1名、常任理事若干名）
2． 監事2需

則

（名称）

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

第3条この会は理事会の議決を経て必要の地
に支部を置くことができる。

（役員の選任）

第12条理事および監事は会員のなかから総会
でこれを選任する。会長､副会長､理事長およ
び常任理事は恥靭会の互選でこれを定める。
（理事の職務）
第13条

第2章目的および事業

1．

（目的）

2．

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

3．

（事業）
第5条この会は前条のl l的を達成するために
次の事業を行う。
1．

全国大会および地方大会の開催

2．
3．

会報（隔月）の発行
連句年鑑の出版

4．

ホームページの運営

6．

国民文化祭への後援と参加

4．

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

第5章顧

問

（顧問）

第16条この会に顧問を置くことができる。顧

問は理事会の議決を経て会長が委嘱する。顧
問はこの会の業務について意見を述べ、 また
会長の諮問に応じる。顧問は会曲を納めるこ

第7条正会員になろうとする者は、入会金2
千円と所定の会謎を納入することにより入会

とを要しない。
第6章会

できるものとする。

（会費）

第8条この会の会費は次のとおりとする。
正会員

常任理事は会長、副会長および理堺長を
補佐し翻事会の議決に基づき業務に従事す

員

（種別）
第6条この会の会貝は次のとおりとする。
1．
正会員
（入会）

1．

理事長は会長、副会長を補佐してこの会
の業務を掌叩する。

る。

その他前条の￨ ￨的を達成するために必喫
な事業

第3章会

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

的とする。

5．

会長はこの会の業務を総理しこの会を代
表する。

年額3千円

但し1月から12月まで

（資格の喪失）

第9条会員は次の1;￨ ￨ ￨によってその資幣を喪
失する。

l.

退会したとき

2．

理由なくして会甜を2年以上滞納したと
き

（退会）
第10条会員が退会しようとするときは退会届
を会長に提出しなければならない。
第4章役
員
（穂別）
第11条この会には次の役員を置く。

議

（理事会）
第17条理事会は原則として年3回会長が招集
する。理事会の議長は会長とする。理事会の
運営については別に定めるところによる。
（常任理事会）
第18条常任HI!"会は原則として￨鞘ﾉ1に会長が
招集する。常任即事会の運営については別に
定めるところによる。
（総会）
第19条総会は毎年1回会長が招集する。また
必要と認めたとき会長は臨時に総会を招集す
ることができる。

（総会の誰氏）

第20条総会の縦長は会長がこれを務める。
（総会の識決事項）
第21条総会は次の事項を議決する。
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今云

連句協

規約

川端秀夫
連絡先152‑0035M黒区自由がIf
2‑159高橘ビル302メヌエット

の会事務局川端秀夫(03‑3724
4263)会員3名

謡沙連句会
上屋実郎

師系・滴水瓢左連絡先233
0012横浜市港南区上永谷3‑20‑
34土屋実郎(045843‑8059)会員

伊藤敬子
連絡先465‑0083名古屋｢￨端東区
神丘町251‑1伊藤敬子(052
701‑5050)会員7名
連句研究会
小林

15名

木曜会
青野竜斗
連絡先791‑0204愛媛県温泉郡重
信町志津川98−5
杜の会
喜多さかえ
連絡先516‑0008伊勢市船江1 9‑
29喜多さかえ(059622‑3317)会

葉門連句会
井口呂光
師系・字、零雨・木村葉l 1 l ･磯
直道連絡先1560057世田谷区
上北沢3‑28‑13内田たづ(03‑

八千草連句会
山本志津香
師系・字咲冬ﾘ） 連絡先215‑
0006川崎市麻生I又金程498111
本志津香(044‑955‑9886･FAX
9882)会員30名
やまくに連句の会
水谷純一郎
連絡先871‑0712大分県トー毛郡111
国町守実水谷純一郎(0979‑62‑
2009)会員33名

連句ななの会
土屋実郎

33035457)会員1l名

連絡先233‑0012横浜｢￨j港￨*ilXk
永谷320‑34土屋実郎(045‑843‑

よみうり文化センター川口

磯
直道
師系･¥lll零雨連絡先332
0023川口IIj飯塚4‑4‑7磯直道

R15名

(048‑251‑3033)

よみうり文化センター京葉
引地冬樹
師系・今泉宇涯連絡先274
0812船橋市三咲832O引地冬樹
(047‑4487260)会員10名
ラピロス連句会
本屋良子
師系・東明雅・國島十雨連
絡先248‑0008逗子市小坪2‑12‑6

8059）

連句パワー
浅沼
瑛
師系・坑鍋天魚連絡先241
0825横浜'li旭区中希望ケ脈97
14浅淵醜(045362‑2717）
連楽会
高畑
'1遊
師系･ I111N．瓢郎連絡先168
0063杉､1flX和泉4‑26‑15IMtlll[1
遊(03‑3323‑2454)会員10"!
鹿吟舎
池

本屋良子'1,11L＆FAX(0467‑25‑

山利喜会
粒針
修
連絡先364‑0014北本I￨丁ニツ家2
51粒針修(048592‑8957)会員

855‑8546）

落柿舎連句会
奥西

保

連絡先616‑8395京都市右京区嵯
峨小倉山落柿舎奥西保(075‑

鈴木春山洞
連絡先7918061松lll市三津1‑3
13鈴木春111洞(089‑9510064)

央歌

連絡先216‑0006川崎市宮前区宮
前平2‑16‑2‑502池央收(044‑

5139）

8名

大和屋別荘連句の会

梁

師系・松根東洋城・野村喜舟・
阿片瓢郎連絡先214‑0012川崎
市多摩区中野烏4‑23‑14小林
梁(044‑922‑7868）

8811953)会員9名
竜神連句会

若泉連句会
11 1田章夫
師系・宇咲冬男連絡先372‑
0842伊勢II＃市馬見塚町1121‑4川
田章夫(0270328410)会118椚

長坂節子
やみつくば会
下房桃推

連絡先690‑0823松江市西川津町
106O島根大学文学部内下房桃推
(0852‑326206)会員6名

師系・矢崎藍連絡先471
OO27豊田市専多町453長坂節子
会員15堀

林
道子
師系・岡本存人・岡本星女連
絡先5630341大阪府豊能郡能勢
町宿野1507林道ja(072734‑
0023)会員5名

深沢坑二
連絡先406‑0002山梨県東lll梨郡
春ロ居町別m520‑3深沢憶二

連句会遊子座
和田忠勝

弥生会

和光大学

若笹連句会
笹川

」;f‑

師系・清水瓢左連絡先223‑
0052横浜市港北区綱島東5‑22‑4
和田忠勝(045‑531‑7174)会員24

連絡先982‑0003仙台市太白区郡
山2‑9‑11笹川圭子(022‑246

名

2892)会j110名

ワラハナ連句会

連句倶楽部
城

児玉俊子

依子

師系・宇咲冬男連絡先300‑
1636茨城県北相馬郡利根町羽根

連絡先336‑0012さいたま市浦和
区岸町1‑11‑12児玉俊･子(048‑

連絡先980‑0005仙台市青葉Ⅸ椛

野80055城依子(0297‑68

886‑882()）

田町4‑28小野寺妙子(022‑233‑

4424)会貝10名

遊連句会
小野寺妙y‑

0693）

連句「笹」
−36

伯葉(089‑975‑3251）
菱の実会

連絡先4101114裾野市桃園149‑
4田口明子(055‑992‑1628)会員
8名

巌
涼江
師系・中尾青宵連絡先210
0824川崎市川崎区Hノ出1 15‑

11プロビデンス202巌涼江
（044‑277‑5143）

PC‑VAN電脳連句

映（0877‑23‑1300 . FAX25
紅の会

0664)会員6名

神山愛子
連絡先502‑0017岐阜市長良雄総
195‑2神山愛子会員5名
ほほほ連

木原幹雄
連絡先185‑00141II分寺市東恋ケ
窪2‑293

今井水映
連絡先7638691丸亀市土器町北
1‑18平和写真印刷㈱気付今井水

大久保風子
連絡先330‑0053さいたま市浦和
区前地2‑9‑2l大久保風子(048‑
881‑2756)会員11名

三重県連句協会
西田青沙
会長岡本耕史・副会長山村俊
夫連絡先5120921四日市市尾
平町3768188西田青沙(0593‑
32‑8931）

宮城県連句協会

美々つと

狩野康子
成旧淑美

帥系・宇咲冬男連絡先354
0018富士見市西みずほ台3−6−1
402成田淑美(049252‑5318)会
員7名

ひよどり連句会

北杜連句塾
狩野康子
連絡先981‑0924仙台市青葉区双
葉が丘2−5‑12狩野康子(022‑
271‑0005)会員15名
匂玉の会

III!川鈴子
帥系・橋間石連絡先651‑
1123神戸市北区ひよどり台l‑
17‑1品川鈴子(078‑741‑4472)会
員74名

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

松本昌子
連絡先6500046#III戸市中央区港
島中町6‑2‑1‑2‑912松本昌子
(078‑303‑0780)会員4名

大西素之
連絡先7910113松山市白水台4
12‑11大西素之(086‑923‑3993)
会員10名

狩野康子
連絡先9810924仙台市青葉区双
葉ケ丘2‑5‑12狩野康子(022
271‑0005)会員8名

井上弥生
師系・宇田零雨連絡先790‑
0045松山市余戸中2‑13‑19(089‑
973‑6055）

村木佐紀夫
連絡先52断0026大津市桜野町1‑
13‑16村木佐紀夫(0775‑22‑
5444)会員15名
風蘭社連句会

星野石雀
師系・野村牛耳連絡先262‑
0046干葉市花見川区花見川2−6
105星野石雀(043‑286‑0725)会
員6名

水無月連句会

1147‑18堀江信男(029‑252‑

2634)会員12名

連絡先233‑0012横浜市港南区上
永谷3‑2ヶ34土屋実郎(045‑843‑
8059･FAX8461526)

未来図連句会
鍵和田柚子

小林和恵

師系・名古則子連絡先154‑
0004世田谷区太子堂3‑5‑13小林
和恵(033413‑4431)会員11名
摩耶連句会

中村雄爾
連絡先410‑1126裾野市桃園149‑
4中村雄爾(055‑992‑0264)定輪
寺内会員16名

52‑2137）

連絡先108‑0074港区高輪2−1−
51‑302鍵和田柚子会員13名

窓連句会

富士裾野連句会

植松晴子
連絡先7691613香川県三豊郡大
野原町花稲9O7植松晴子(0875‑

土屋実郎

若尾よしえ

師系・東明雅連絡先155‑
0033世田谷区代田3−1俳22若尾
よしえ(03‑3422‑6874)会員8名

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

美晴連句会

摩天楼連句会
広野連句会

三河連句会

堀江信男
連絡先3100903水戸市堀町

松山連句教室
連句会ひらめき

271‑0005)

三豊連句会

松山連句協会
ひょんの会

連絡先981‑0924仙台市青葉区双
葉ケ丘2−5‑12狩野康子(022‑

佐野千遊
師系・橋間石連絡先654
0075神戸市須磨区潮見台町3−2−
3O佐野千遊(078‑731‑0334)会員
11名

WebBBSめぎつれ座

八木聖子

連絡先4710822豊田市水源町4
1‑16矢崎藍(0565‑26‑9324)会
員不特定数
目黒連句会

渡邊
博
師系・宮下太郎連絡先152‑
0001目黒区中央町2‑25‑1‑204

富士裾野ひよ子連句会
川口明子

丸亀連句会

メヌエット若い現代連句の会
−35−

144永坂博美(0562‑92‑1030)会
員18名

青木秀樹
師系・東明雅・根津芦丈連

花野連句会
小出きよみ

絡先182‑0003調布市若葉町2−
2116青木秀樹(0333090953)

どん・あ．〈らぶ

豊島呑烏

師系・根津芦丈・東明雅連

絡先3910821松本市筑摩東2419

会員170名

小出きよみ(0263‑25‑5436)会員
l1名

師系・鈴水春111洞連絡先790‑

0844松山市道後一万11‑13豊島
呑烏(089‑9262331)会員7名

能登川連句友遊クラブ
踵谷川美雄

はねだ連句会
内海良太
師系・名古則子連絡先216‑

連絡先521‑1204滋賀県東近江市
なでしこ連句会

小川111].668

大平堯子

連絡先870‑0131大分市皆春366‑

0001川lll奇市宮前￨又野川313817

山口和義(044‑777‑2460)会員16

俳譜工房

7大平尭子(097‑527‑4887)

長尾連句会
砂井斗志男
師系・渡邊陽行連絡先769

2302香川県大川郡長尾町西683
10砂井斗志男(087952‑4391)会
員10名

窪lll

阿空

連絡先359‑1146所沢術小手指南
233 12窪Ⅲ阿空(0429‑48‑
6618)会員6名

名

羽曳野連句会
西田舟人

連絡先583‑0864羽曳野市羽曳が
丘3169西田舟人(0729‑56‑

俳諸田園(協会主催）
中尾青宵
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
が丘2‑25‑2(休会I￨｣)

8576）

浜

西岡恭平
帥系・長谷川ひさを連絡先
7600011尚松市浜ノ町60‑25‑

705西￨州恭平(0878519006)会
員9涌

風

城倉吉野
師系・加藤亀女連絡先241‑
0831横浜市旭区今循2666 1城倉
吉野(045‑391‑2362)会員15名

渚の会

俳話文芸考究会
中尾青宵
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
が丘2‑252巾尼育'i苛'1,EL＆FAX

はらい

がわ

（045‑973‑1760) I1)mail :sss@r()7.

祓

川

照Ⅱl

1t目c()m､11ぞI

夏炉の会

耕三

師系・鈴木春lIl洞連絡先791‑
岩村牙童

連絡先781‑0252高知市瀬戸東町
2323岩村牙竜(0888‑42‑7656）
会員20名
習志野連句会

8083松山市新浜9‑25製旧耕三
(089951‑2889)会員9名

白水台連句会
山￨］博三

師系・宇田零I1:j ･寺￨呵情I:ij連
絡先791‑0113松山l.￨丁白水台1−1−
9山口博三(089‑927‑3231)会員

は

鈴木春山洞
師系・松根東洋城連絡先791‑
8061松山市三津1‑3‑13鈴木春ll」
洞(089‑951‑0064)会員30名

4名
四十九院科峰

師系・阿片瓢郎連絡先276
0046八千代市大和田新田122‑18
四十九￨堤科峰(047‑450‑9029)会
員7名

白塔歌仙会

佐藤俊一郎
連絡先350‑0275坂戸市伊豆の山
町17‑30佐藤俊一郎会員11名

芭蕉記念館連句会

南草連句会
l11島竹囚

連絡先517‑0506三重県志摩郡阿
児町IRI府南草112069田島竹四
（05994‑3‑1846)会員9輻

宇咲冬男
帥系・藤井紫膨･ 'TzI I I零雨連
絡先1350003江東I又猿江1 22
501松澤晴美(033634‑4094)会
員30名

にほんご連句会
岡本康子

連絡先182‑0006調布市西つつじ
が丘2‑5‑2岡本康子(03‑3326‑
0496)会員10名

日本作家クラブ連句会
市村美就夫
連絡先150‑0012渋谷区広尾3
17−4二村マンション205巾島ま
さし(03‑3407‑5368)会員20名

円惜宰連句会

るしゆ

芭流朱連句会

B

面

内田さち子
師系・名古則子連絡先176

0023練馬区中村北4‑23‑41ﾉ1111さ
ち子(0339702468)会側5名
ひうら

燧連句会
植松晴子(I職峰）
師系・鈴木春山洞連絡先769‑
1613香川県三豊郡大野原町花稲

9O7植松晴子(0875‑522137)

大野鵠士
師系・東明雅・國島十雨連
絡先5016081岐阜県羽島郡笠松
町東陽町l大野鵠士(058‑387
2035)会員20名

日ノ出連句会
山根於京

連絡先5190600三重県度会郡二
見町茶屋50‑9山根於京(05964‑
3‑2112)会員3名

八戸俳諸倶楽部
野'11

尚

連絡先0310001八戸市類家1‑2
26

猫蓑会
34−

東松山連句会
宇都宮伯葉
師系・阿片瓢郎連絡先791‑
0245松山市南柿本町619字部宮

0003喬川県仲多度郡多度津町青

せんだい座
伊藤直子
連絡先981‑8003仙台市泉区南光

台3‑3‑9伊藤直子(022233
7732)会貝9名

八木紫暁

連絡先816‑‑0931大野城市大字筒
井298‑1八木紫暁(092593

多摩連句会
宮下太郎
連絡先206‑0034多摩市鶴牧2

宗祇法師研究会

26‑1‑112(042‑3747002)

林
茂樹
IIIj系・金子金沽郎連絡先521‑

丹

秋山正明
連絡先6610002尼崎市塚口町1−

会員8稲

22‑1‑207秋III正明(06421

1606)会員13名

東京義仲寺連句会馬山人記念会
WIIj系・野村牛耳・高藤馬111人
27‑9川野蓼艸(0424‑85‑5480)会
1110名
桃雅会

草門会
師系・野村牛耳連絡先182‑
00351淵布市上石原2279川野蓼
艸(042485‑5480)会員10名

2575）

迎絡先182‑0035詞布市上石原2

想

1200滋賀鼎ﾈIII崎郡能登川町泉台
215‑24林茂樹(0748422037)

川野蓼艸

天神連句会

木l69

遅刻坂連句会
大久保風子
連絡先3300053さいたま市浦和

区前地2‑9‑21大久保風子(048

杉山壽子
師系・東明雅・式田和子連
絡先470‑0116日進市東lll2602

武村利子(05617‑22392)会員10
稲

881‑2756)会員20名
倉リ

の会

道後連句会

村￨Ⅱ治男
連絡先519‑0503三重県度会郡小
俣町元lllll718村田治男(0596
24‑1324)会員10名
埣啄会

中央連句会(協会主催）
連絡先233‑0012横浜市港南区k
永谷3‑20‑34土屋実郎(045‑843
8059

和久(089‑971‑2727)会員8名

FAX846‑1526）

桃天樹ﾛ金聚

千代の会
森

三郎

師系・石沢雌腸連絡先369‑
1216埼玉県大里郡寄居町富田
39694杉野辨一郎(0485‑82
2216)会典10名

奥村當久女
連絡先6068433京都市左京区永
観堂西町20奥村富久女(075‑

絡先228‑0802相模原市上鶴間本

7710767)

llll.8‑3‑6

土筆・有楽帖三吟会
染井の会
蒲

幾美

RIIj系・中村俊定連絡先215
0013川￨崎市麻生区王禅寺767‑36
茄幾美(044‑9558726）

大智院連句会
岡本耕治

師系・名古llll子連絡先511
1112三通県桑名郡長島町大倉1−
450岡本俳治(0594421469)会
員6箔

井上和久

HIli系・ fi: ' ' '零￨:11 連絡先791‑
8031松山市北斉院町1040‑3井上

赤田玖實子
帥系・根津芦丈・清水瓢左連

徳島連句懇話会

遠藤嘉章
連絡先214‑0039川￨崎市多摩区栗
谷l‑14‑l6

鈴木
漠
迎絡先7700868徳島市福島1
10 16柚村光明(0886521989)

会1156"
筑波連句会
ジ￨地冬樹
師系・今泉宇涯連絡先274
0812船橋市三咲83‑20引地冬樹
(0474487260o FAX7274)会員
16才，

都心連句会
土屋実郎

IIIi系・満水瓢左・大林杣平連
絡先233‑0012横浜市港南区上永
芥3‑20‑34土屋実郎(045‑843‑

8059)会員40名
つばさ連句会
八尾暁吉女

第六天運句会
浅野黍穂

illi系・ 上ll]平谷・清水瓢左・今
泉忘機述絡先2720836市川市
北IK1分1‑2‑19足野恵則(047

IIIj系・磯直道連絡先678
0232亦總I Ij' ￨1広845八尾焼吉女
（0791‑436117）

佐伯俊介
連絡先2730005船橋市本町6
16−9仏ｲ[1俊介(0474225782)
多度津連句会
渡邊陽行
IIIIj系・鈴水春I I Iili1 連絡先764‑

中尾硫苦
辿絡先329‑4406栃木県下都慨郡
人平￨IIIF皆川721富田昌宏
（0282‑432664）

津幡連句クラブ

372‑6448)会員30名

高田馬場連句会

栃木県連句協会

中田風来

師系・今泉宇涯連絡先929
0325粁川県河北郡津幡町字加賀
爪二3

富山県連句協会
二村文人
連絡先930‑0123富山市呉羽富田
町414318二村文人(076436‑
2257)会員40名

つらつら吟社
榊原由美
連絡先516‑0072伊勢市宮後1−

とよあけ連句会

10−16榊原Ill美'1､EL＆FAX

永坂博美
WIij系・矢111断藍連絡先470

（0596‑28‑2284）

1152Wｿ川I IIj前後町仙人塚1736

−33−

獅子門麗水社

f(0592680267)会115名

11‑1 608

、辺桂川
帥系・価IR1･l:1:j 連絡先5()2

正

風

藤野鶴山
師系・寺崎ﾉj堂連絡先520

0879大垣市新￨IIJ267田辺桂月
(058478‑4693)会員19名

0822大津市秋葉台35‑9正風発行

尋牛会
帥系・矢崎藍連絡先46叶
8445名古屋市中区栄4‑1636(Ih
魎迪中部支社内(052‑2638324)

所藤野鶴山(0775‑25‑9159)会員

獅子門友楽社
河合勝子

師系・國島I‑ ￨:1j 連絡先5()3
2213大垣｢h赤坂l111.261河合勝子

会員8名

100名
新月座

正風大府支部

二上貴夫

(058471‑0685)会興8名

迎絡先2570024秦野市名古木

久野溪流

117‑1二上貴夫(0463826315)

帥系・寺崎方堂連絡先471
1143豐明市阿野町上納916鈴置

下町連句会
伊藤哲子
連絡先136‑0072江東区大鳥3
26‑1‑911伊膿1 『r･(033637
8990)会員10名

一花(0562‑924521)会員25名

宮坂靜生
Will l l

新庄・氷室の会
師系・笹白州迎絡先996
0082新庄'1:j北町5‑19ﾉk沢安栄会

〃唯稜志
帥系・宮下太郎連絡先371‑

0811前橋市朝倉町3‑5‑37伊藤稜
j&(027‑2612297)会員15名

jl甚上鶴鳴

師系・東明雅迎絡先l36‑
0074江東区東砂7‑522アルス南

みや

粭

水沢安栄

しめぃあん

しの

宮坂静生(0263‑572461)会員40

上毛連句会

紫明庵連句会

砂サルーテ302井上鶴鳴(03
56320400)会員29"i

此6名

新庄北陽社
内III

荒jl美三雄
巡絡先3300841さいたま市人宮
Ⅸ東町2‑2031502荒ll:美三雄
（048644‑6446)会115名

四宮会
式IH恭子

深大寺連句会
吉成 IE夫
連絡先179‑0085練馬区早宮3
3422吉成正夫(03‑3994‑8055)

しらぎ<

貝10名

会風20名

大1吋貞子
連絡先510‑0304三聴県安裟郡河

すす

段町上野ll68‑73

篠
IMIH

朱の会
柴｢II I I1乃
巡絡先503‑0937大虹市釜笛1
177 2柴田｢ll乃(058‑273‑4499)
会員9名

しらさぎ連句会

武

師系・春秋庵幹雄連絡先996
0035新庄市鉄砲町371

白川連句会

かい

師系・東明雅・式田和子連
絡先107‑0062港lX南青山733‑
501式田恭子(03‑3498‑0029)会

IﾘI雅連

絡先399‑0025松本市が台4−5−3

北天

illlj系・寺崎方堂迎絡先709
0441岡山県和気郡*I1気町衣笠
171桐山北天(0869‑92‑0807)会
貝10名

道

師系・橋 ｜ﾙ1石連絡先558‑
0002大阪市住吉区促居西l92
澁谷道(066691‑1395)会員8名

NIIj系・根津芦丈・東

正風和気支部

紫薇の会
澁谷

信州大学連句会

史乃

連絡先107‑0052港区赤坂694‑
301IMI I I I史乃(03‑3582‑0081)

l1l中一火女
nllj系・寺岡情雨連絡先799‑

すいすい

1303束予市河原津甲484 1

粋酔連句会
牧野正弘

迩絡先158‑0098世111谷区上用賀

白魚連句会

樹氷連句会

｜川本耕史
迎絡先5111112三亜県桑名市長
ノル町大倉1‑4501吋本緋史(0594‑

人バル 正一
連絡先93980831;;l1111丁西中野本
町5 14犬島正一(O764‑21‑3494）

421469)会員3名
湘南吟社
小林靜司

￨)qIII 青沙
迎絡先512‑09211几l l l巾市尾平町

絡先1410031Ah川区西五反田6

清流連句会
戒能多喜
帥系，宇田零雨・松永静￨判連
絡先791‑0312愛媛県東温市則之

泗楽連句会

師系・根津芦丈・清水瓢左連

63‑8テラス上用賀103

23−8小林靜,il (03‑34922983)会

3768 188両［Ⅱ青沙(()593‑32‑

RlOf

8931)会員9名

内乙25903戒能多喜(0899‑66‑
3096)会員7名

浅春連句会
谷敷

湘南連句うらら会
師系・東明雅連絡先240

瀬野喜代子
師系・名古則子連絡先514‑

0023横浜市保北ケ谷区岩井町

2317津市安濃町前野24瀬野喜代

術原志げ子

寛

述絡先1120003文京区春日2

城

つへ

コムー

25‑2谷敷寛(03‑3811‑8519)会
119名

天野收一
幡町本町天野收‑(057565‑

永野
薫
連絡先739‑0646広島県大竹ili%
谷町大栗林739永野薫(08275‑

1591）

6‑0344）

連絡先501‑4216岐阜県郡上郡八

くさくき・スコーレ連句会

ころも連句会

高須節子

矢崎

IIIj系・磯直道連絡先599‑
8114堺市日￨侭荘西町239‑1高

須節子(072‑285‑0588)会員16名
<のいち連句会
帥系・岬峻桐￨:lj

儲

師系・東 lﾘl雅連絡先448‑
0803刈谷市野田町東屋蚊112稲
垣渥子(0566‑216316)会員22名
さい

あん

柴

庵

内山秀子
連絡先101‑

中尾青宵

1口I漕店方内山秀子(03‑3252‑
2941)会員8名

鹿の会

宮下太郎
師系・松根東洋城・野村喜舟・
阿片瓢郎連絡先206‑0034多摩
市鶴牧2‑26‑1‑112(042‑374
7002）

滋賀連句友遊クラブ
長谷川美雄
連絡先521 1204滋賀県神崎郡能

連絡先227‑0043横浜市青菜IX"
が丘2‑25‑2''1尾青宵(045‑973‑

0047千代Ⅲ区内神￨H2‑12‑5内l11

会員15fi

1760）

登川町小川668長谷川美雄
(0748‑421029)

慈眼舎

師系、矢崎藍連絡先480

赤田玖實子
師系・清水瓢左・三好龍肝連
絡先228‑0818相模原市上鶴間本
町8‑3‑6赤旧玖實子(0427‑45‑

HIIi系・宇咲冬男連絡先366
0034深谷市常盤町7128111司英

0146愛知県丹羽郡大口町余野浅

0407)会員7名

子(048572‑2892)会員20名

会員15名

栄連句サロン
熊谷梶の葉連句会

福井直子
中

和枝

畑282福井直子(0587‑956760)

重信・木曜会
青野竜斗

雲の会

佐久良連句会
村野夏生

井門ul奈女
師系・栗l 1･1樗堂・富田狸迪・鈴
木春山洞連絡先7908503松111
市湊町46‑6丸三書店内井門可
奈女(089931‑8501)会員7堀

師系・野村'￨鷺耳連絡先165‑
0022中野区江11 ,. IH4‑18‑2杏花村
塾村野夏生(03‑3387‑2321)
栗の木連句会
白井風人

さくら草連句会

連絡先214‑0005川￨崎市多摩区が
尼台1 15‑9FI井風人(044‑955‑
3393)会員5名

小林しげと

連絡先791 1101松山市久米窪田
町97139青野竜斗(089‑970
2846)会員5名
獅子門
伊藤白雲

師系・各務支考連絡先503‑
0026大堀市室村町4‑156伊藤白
雲(058473‑0774)会員100名

連絡先334‑0001鳩ケ谷市桜川4−

ゆうけんしや

4‑4‑301小林しげと(048281‑

獅子門又玄社

8161)

成瀬貞子

耕

師系・閏島十雨連絡先501

加藤耕子
連絡先467‑0067名古屋市瑞穂区

里の会

菅谷イ『111.
師系・清水瓢左連絡先248‑
0017鎌倉市佐助1‑149

石[n町1‑36川藤耕子(052‑841‑
5054）
さん

興聖寺連句会

じゃく

獅子門源氏連句会

どう

三尺童
岡本

眸

師系･¥Hl零ﾄN・松永静雨迎
絡先790‑0052松山'1f竹原町1−4−
l岡本瞳(0899‑45‑1154)

ll59岐阜市Iﾉﾘ改田松の木157成
瀬貞子'1,E1"&FAX(058‑239‑
1762)会員10名

丹下博之
連絡先338‑0()12さいたま巾! ￨ !央
区大戸4‑6‑3丹下博之(048‑832

船渡文子
師系・岡島十雨連絡先502‑
0817岐単市長良福光2521 12船

渡文子(0582311716)会員8名

3727)会員10名
獅子門花わさび

郡山連句会

三川連句会

森川淳子

堀越ふみ子

磯部摂子

連絡先969‑1103福島県安達郡本

連絡先501‑6242羽島市竹鼻町錦

窩町二井田下の原28‑124

町35磯部摂f(058‑3912288)a
員23名

国際連句協会

獅子門蕊杖社
塚本田天志

連絡先273‑0048船橋市丸￨ll2‑

三冊子（改め「高知癒しの連句桜
蓼会｣）

4535塚本川天志TEL＆FAX
（047‑4382380）

山崎

l鴫

師系・寺IⅡ寅彦連絡先780‑
001O高知県高岡郡窪川町窪川

小瀬ﾉ￨ ￨連句会

師系･ l劇島十雨連絡先509‑
7205忠那市長島町中野8293森
川涼子(0573‑25‑4864)会員11名

1145‑5111崎曙(08802‑2‑2097)

‑31

本屋良子

師系・國島十雨連絡先502‑
0857岐阜巾正木1979‑25瀬尾千
草方本膣良子(058231‑1716)会
員25名

雅秀会
小川邦昭

連絡先9995201山形県最上郡鮭
川村京塚3430小川邦昭(0233

84721岐阜I IT加納清野川14小潮il#
美(058‑273‑1591)会員5名
兜の会

552401)

山ドセ志郎

風の香連句会
笹
貞子
連絡先9960051新庄市松本348

述絡先594‑0041和泉｢￨jいぶき野
220‑8小池IEI#(0725‑56‑2895)
会H10"

連絡先923‑0938小松｢￨j芦Ⅱ1町2−
2松ド京子(0761‑213464)会員
18名

義仲寺横浜戸塚連句会
八木

;II;一

連絡先245‑0067横浜市戸塚区深
谷町671八木莊一(045‑851‑

1655)会員17名
からむし庵連句会

風の巷

根津芙紗

守口津夜子
師系・松根東洋城・阿片瓢郎・
鈴木春山洞連絡先799‑1341*
予市壬生川191 7守口津夜子

師系・根津芦丈・束明雅連
絡先3960000伊那巾1I1寺区111本
町3185根津芙紗(0265‑78‑4723)
会員18名

(0898‑64‑2634)会員10名

義仲寺連句協会
師系・斉藤石型連絡先520‑
0802大津市馬場1‑5‑12義仲寺
(0775‑23‑2811)会貝15名

岐阜県連句協会
歌林連句会

風の道連句会

坂手手留

白井風人
連絡先2140005川崎市多摩区寺
尾台1‑15‑9白井風人(044955
3393)会員2名

連絡先1850011IE1分寺I￨j本多1−
11‑13小向敏江(042‑321‑0285)
会員20名

渡文子(058‑231‑1716)
錦心会

歌留蓑連句会
河童連句会

金子鳴陣

矢崎硯水
師系・宇田零雨連絡先392‑

伊藤白雲
師系・各務支考連絡先502
0817岐阜｢￨j挺良棉光2521‑12船

連絡先220‑0061横浜市西区久保
町48 14金子鴫陣会貝18名

渡部仲居
ilij系・野村専舟連絡先791‑
0241松山市小野町15渡部伸居
（089975‑1532)会員10名

0004諏訪市諏訪2 1022矢崎硯

水(0266‑52‑0251)会員15名

川内連句会

句華苑吟社
戒能多欝

師系・松根東洋城・阿片瓢郎

吉本 llt紀
迎絡先328‑0036栃木市室町1−13

師系・松根東洋城・佐伯巨星塔

連絡先791‑0311束温市1111之内
2153‑1小倉靜波(0899662781)

3665）

連絡先7900878松山市勝山町2−

会員3名

勝山連句会
井手光子

，ﾔ本画廊内吉本世紀(028223‑

くさくき

155−1−501

神田川連句会
花扇会

磯
岡部桂一郎

宮

県人

連絡先344‑0116埼玉県北葛飾郡
庄和町大衾600‑4二宮方宮県
人(0487‑46‑1443)会員5名

直進

宇旧零雨連

連絡先134‑0085江戸川区南葛西

絡先3320023川l 1巾飯塚4‑4‑7

7 1‑6‑201松井青堂(033680

磯

0053）

240名

神田義仲寺連句会
桂の会

師系・腱ﾉ1紫影

l尚道(048‑251‑3033)会貝

くさくき北九州支部

伊藤秀峰
帥系・斉藤心聖連絡先101−

木部八千代
WI1j系・宇川零I:N連絡先803‑

連絡先227‑0047横浜市青葉区み

0047千代田区内神Ⅱll‑6‑6伊藤

0834北九州市小倉北区都2−7−12

たけ台2‑22臼杵勝児(045971‑

秀峰(03‑3292‑0835)

臼杵瀞児

木部八千代(093651‑1393)会員

3293)会員16名
かないわ

金石公民館俳譜研究会
松本苔花

連絡先9210337金沢市金石西4−
5‑32松本苔花(0762671045)
かびれ連句会
小松lll計爽育
師系・大竹孤悠連絡先319
1225日立市名坂町1 31 l2

25名

観音寺連句会
野i l

雅澄

油井野I 1雅澄(0875250979)会
員8名

寺岡情￨:1:j

師系･ :#: III零雨連絡先791
0113松山' ￨jIJI水台4‑12‑8寺￨Ⅲ'i,'i
1:11(089923‑6028)会貝10名

神田分教場連句会
川名將義

草笛連句会

帥系・ねこみの連絡先232‑

大Iノリ素之

0076横浜市南区永I{1台48‑16

帥系・が￨川↑,'i l洞迎絡先791‑

（045713‑1388)

0113松l 1 1 1li l'l水台4‑12‑12大I脚

加納連句会
小瀬柵美
師系・各務於莵連絡先500

くさくき松山支部

連絡先768‑0040観音寺巾柞川町

素之(089‑923‑3993）
きさらぎ連句会
小池正博

−30

郡上みよし野連句会

男(0265‑231484)会員10名

奥美濃連句会

茨城県連句協会

水野
隆
連絡先5014226岐阜県群上郡八
幡町新町929おもだか家水野
隆(05756‑5‑3332)会員13名

堀江信男

伊賀連句会
山村俊夫

師系・清水瓢左・名古則子・村

連絡先319‑1225日立市石名坂町
1‑31‑9根本美茄子(0294‑53‑
6635）

田治男連絡先5180878三重県

上野市西大手町36879(0595
21‑5068)会員13名
伊勢原連句会
近藤蕉肝
連絡先259‑1141"卜勢服市上粕屋

1766大津仲山(0463943402)会
R13名

おこおり

茨の会

小郡連句会

近松寿子
連絡先567‑0048茨木!li北春Ⅱ丘
213‑7近松寿子(0726‑238817)
会員25名

帥系・松根東洋城・ II11片瓢郎・
鈴木春山洞連絡先754‑0()00山
1 1県吉敷郡小郡町il': IIj上111J野玄
磨(08397‑20599)会則5名

岩手県連句協会
小服啄葉

連絡先020‑0132RWIMI市1W青山2

おたくさ(OTAKSA)の会
鈴木

441沼宮内俊子(0197‑46‑5164)

五十鈴吟社

島巾町3 1 47‑202鈴木漠
上野連句会

(0783022230)会員8名
桜井つばな

絡先5160805三重県度会郡御薗

村高向656高山孝子(0596‑28
9936)会員4堀

師系・宇咲冬男連絡先336‑

小野連句会

0931さいたま市浦和区原山2−
3322桜井つばな(048‑882‑

渡部仲勝

師系・松根東洋城・阿片瓢郎
連絡先7910241松1l1市小野町15

6943)会員15"

いさよひの会

渡部伸居(089‑975‑1532)

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

WebSIG電脳連句
木1%（

幹雄

おぼろ連句会

連絡先185‑001411il分寺巾東恋ケ
窪2‑293

l朧本純一

師系・鈴木春山il'1 連絡先790‑
0062松ll l市南江戸5‑2‑26雌本純

石手寺連句会
岡本
眸
師系･¥l l l零I:11 ･松永静雨連
絡先7900052松l l 1市竹原町l4
llm本雌'1,EL&FAX(089945

1154)会員8名

漢

連絡先6500045神戸市' ￨』央区港

高山孝子

師系・清水瓢左・名古則子連

しず蜜ろ
i' II野玄磨

NHK文化センター青山

一(0899258279)会員6墹

上田渓水

師系・大竹孤悠・小松崎爽青
連絡先2710092松戸市松戸1407
上田渓水(047‑362‑3822)会員12

貝の会
戸ll1

l1江

師系・阿片瓢郎連絡先183−
0055府中市府中231 9戸1I1貝江

塙

(0422‑68‑6063)会員6名

伊豆芭蕉堂連句会
石渡蒼水
師系・斉藤石盟連絡先414‑
0014伊東市弥生IIIJ32石渡蒼水
（055737‑1831)会員10名
市ﾉ￨ ￨俳話教室

大分県連句協会
中森順和
HII会長・近藤美穂・水谷純一
郎・事務局・南雲玉江連絡先
8470902大分県別府市青山町8−

海市の会

鈴木

漠

連絡先6500045神戸市!￨!央区港

島中町3‑1‑47202鈴木漠(078‑
302‑2230)会員4名

27

伊藤貴子

師系・鵬腓紫影・宇川零雨・今
泉字派連絡先2640006干葉市
若葉￨><小衡台1‑12‑3伊藤貴子
(043233‑3555)

桜花学園大学連句研究会
矢崎
鑑
連絡先471‑0057MMI} l市大平町七
曲12‑1比較文化学科424研究室
矢崎藍(O56535‑3131）

一粋会
師系・尚藤馬山人・浜本青海
連絡先166‑0001杉並区阿佐ケ谷
北5‑33‑9大城里水(03‑3338‑
1353)会員15名

桶川連句会

解

續
1￨｣所典紀r･
帥系・野村牛耳. ・林空イピ述
絡先1870023小平'￨j上水新￨I1｣.2‑
21 7別所真紀子(0423‑45‑0635）

蛙の会

稲田太ろを
連絡先363‑0025M)1 1117下11出谷

375 1福川太ろをTEI"＆FAX

「￨'尼青宵
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
が丘2‑25‑2中雌青宵(045‑973‑

（048787‑4477)会風10名

1760）

いなみ連句の会
l11本秀夫

師系・東明雅・二村文人連
絡先9320211南砺市井波2077 l
山本秀夫TEL&FAX(0763‑82‑
0270)会1131名

丘の上連句会

香川連句会
『￨ '尼青宵

鎌' 11

紫義

連絡先166‑0001多摩市貝収

帥系・鈴木春山洞連絡先763

17571104燗於玉(042‑375‑
2543)会員15*!

0013丸亀市城東町1326"III孝
義会員50名
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Dグループ潴穆代表音氏名③師系
D連絡先(1Iﾐ所・晒話番号）⑤会員数
（五十肖順）
あや

亜の会

前川圭衛子
連絡先6638156西宮II丁甲子陳￨網
引町821403前Ⅲ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l65
0022中野区江･ftilll4‑182杏花村
塾

絡先364‑0035北本Ih西高尾783
川岸冨買(0485‑915208)会員50
名

あした連句会えびね支部
宇咲冬男
帥系・藤ﾅﾄ紫影･*IH零雨連
絡先1940041町田市玉川学園8−

磯
I''':jh
連絡先332‑0023川I I IIj飯塚4−4−

7磯直道(048‑251‑3033)会則
5名

児玉俊子
師系・宇田零雨連絡先330‑

0052さいたま市浦和区本太5−
16‑6児玉俊子(048‑886‑8820)会
員10名

鮎可部連句会

7‑1大平災代子(042724‑3800)

会1115名

久保俊子

連絡先731‑0202広島市安佐北区
大林町315久保俊f(082‑818‑

あしべ俳話塾
会津の会

彩連句会

2719）

片山多迦夫
師系・治水瓢左・吉￨川梅淋連
絡先666‑0013川ﾛﾘ巾奨陸1町1 3

406片山多迦夫
梓川連句会

鮎倉橋島連句会
奥田忠以子
連絡先7371314広島県安芸祁魚
橋町鹿老渡奥、恵以f･(0823
54 1296）

青葉連句会

金井教r‑

八ル災枝r･

ilij系・根派芦丈・寓坂静生連

HIli系・字Ⅲ零ルj 迎絡先145‑
0061大lfl区ｲi川l111 2‑32‑8八脇美
枝子(0337280712)会貝9ｷﾉi

絡先390‑1700長野県Ih安曇郡梓
川村杏金井教子(()263783808）
会j125f',

鮎須川連句会
藤本幸子
連絡先7372100広島県安芸郡倉

橋町須川藤本幸子(082353‑
1ワ貫匡｝

上白JJﾉ

青葉城連句会

天霧連句会
小野､¥妙子

連絡先980‑0005ｲ111台I Ij背紫IXW
H1町428小野寺妙子(022233
0693)会員7名

高森秋義
iillj系・鈴木春山洞 渡邊陽行
連絡先764‑0027香川県仲多度郡
多皮派llll‑世福寺200‑13高森秋義

鮎連句同好会
高橘昭三

連絡先731‑0223広島市安佐北Ⅸ
可部南4‑5‑47高橋昭二(082‑
815‑1914)会員35名

(0877‑332475)

茜連句会
IMJll l

*r‑

天の川連句会

師系・砧川鈴f･ 連絡先769‑
1602香川県三豊郡哩浜1II1.峨浜
1358 1陶山泰子(0785525131)
会員12名

あらくさ連句会
本間泰義

MIIj系･=好龍肝・稲田眞久連
絡先9520206佐渡市畑野甲35‑2
本IMj泰義(0259‑663606)会員10

限定

キ'｜

あこね

茜連句会

あるふあ会

天の川連句会東京支部

竹内茂翁

連絡先5160036ｲﾘ+勢市勢多町
91531竹￨ﾉ1茂翁(0596247673)
会員3名
紫

連絡先2940006iZf‑市逗子2−4−
5北沢義弘(0468‑71‑5393)会貝

陽

nllj系・三好龍ll+: ・棚田眞久連
絡先2420001大和市下鶴問4266
大谷似御子(046274‑3420)会員

高津明生子
連絡先241‑0833横浜ilj旭区南本
宿町72 14
阿畔の会
梅村光明

13名
縢Ⅱ1

lﾘl

連絡先770‑0868徳島市ﾈM品1−

連絡先514‑0114津IIj一身I I I IIII
285IfHI
員6名

大谷似智子

明(0592326438)a

天の川連句会新宿西塾
芹III EI‑
IIIj系・三好能肝・福IH眞久連
絡先330‑.0015さいたま市見淵Ⅸ

あした連句会

迩沼873 17芹川忠皇r･(048‑686‑
6549)会員10名

'i･:l'X冬ﾘ）
師系・藤井紫影･ 2i:l l l零￨:￨:j

]016梅村光明(0886521989)
会員6名
飯田連句会
占池保男
帥系・東リ]雅連絡先395

0806飯￨Ⅱ市鼎上山3181‑1占池保

jJL
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年鑑担当
○編集
｜ＴⅧｌ岫港区三田二

一二

三四

︵電話・ＦＡＸ○三

九○一

一八六二

今村苗

一○五

三四五一
二

○二三五︶

小川廣男

三四八二
一

福田太ろを
七八七 四四七七︶

｜Ｔ畑ｌ畑桶川市下日出谷三七五

︵電話○三

○購入申込・発送一ＴＷＩ伽世田谷区千歳台四二六

○会計・送金先

︵電話・ＦＡＸ○四八

二

四六二○七九

郵便振替○○一三○

四

五三一

七一七四︶

和田忠勝

一三

加入者名福田太郎
○連句璽蟇三景簿担当〒畑ｌ岬横浜市港北区綱島東五

︵電話・ＦＡＸ○四五

回編集後記回
作品依頼のお知らせが届くとすぐ送ってくださる出足の早いグ
ループもありますが︑矢張り作品がどっと送られてくるのは五月

末締め切り間近です︒中には締め切り後の駆け込みもあります

ります︒

が︒それをグループごとに五十音順に整理してゆくことから編集
作業は始まるのですが︑一つ一つ目を通すとこの一年の各グルー
プの活動が伝わってくるのはとても嬉しいものです︒しかし編集
者泣かせのものも時にはあります︒作者名が抜けているもの︑一
句の中の字が訂正液で消されたままのもの︑捌きの名前がすっぽ
り抜けているもの︑連絡先も書いてなくて問い合わせようにも年
鑑名簿にも名前が載っていないもの︑連衆の名を頼りに迂艸路で
調べることもあります︒皆様気がお急きのこととは思いますが︑
お出しになる前にもう一度確かめていただけたらと願わずにはい
られません︒それからまた会員名簿に名前の無い方たちは︑どう
ぞ協会にお入り下さって活躍の場を広げて下さることを願ってお
︵今村鮒︶

○﹁あっしノ︑と門々の盤芭蕉﹂の前句は﹁年鑑の校正皿き八
した︒

Ⅱよ﹂ではなかったかと︑良れ多いことをふと思ったりいたしま

○この平成十八年版には︑二六グループ・一二九巻が褐戦され
ております︒作品形式には様々な試みがなされ︑非定剛連句など
を含め︑一八の形式がありました︒歌仙︵一五七巻︶半歌仙︵二
一巻︶短歌行︵二巻︶の三形式で本年皮作仙の八六％を占めて
おり︑昨年度一三巻掲載された﹁百韻﹂は三巻のみとなりました︒
十八韻︵五巻︶非定型連句︵五巻︶二十識︵三巻︶梛心︵二巻︶︑
その他九形式が一巻ずつ掲載されております︒
○新旧入り雑じった仮名遣いには肘りました︒﹁ゐ﹂の文字の使
用がある場合は旧仮名遣いとし︑促音は大文字に統一しました︒
ただ︑外来語の促音は小文字のままとしました︒
○巻頭の評論・エッセイご執筆の廣木一人先生︑宮脇真彦先生︑

小林しげと先生に︑厚くお礼申し上げます︒︵白根順子︶

平成十八年九月二十日印刷

平成十八年九月二卜五日発行

平成十八年版連句年鑑

定価二︑五○○円

編集人代表今村苗

宮下方

発行所〒剛ｌ岬多摩市鶴牧ニノニ六ノーノニニ

連句協会

迩燗○四二三七四し○○二

三九一三猟五三○

三九一三五五二八

株式会社朝陽会

印刷所〒川ｌ岬東戚都北区蝋脇叫ノニノ川

ＦＡＸ○三

迩話○三

