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かるところであった︒

三月二十五日第二十六回総会及び全国連句大会が日本青
年館において開催された︒
前日前夜からなま温き強風に明日の大会を案じていたが
案の定大会日は吹き降りの春嵐︑走行不能線も出て気にか

︵伊藤貴子︶

定刻どおり中尾青宵副会長の進行で総会がはじまる︒先
ず磯直道会長の挨拶︑要旨は次のとおりである︒
一︑青年層に対する普及に取り組む
二︑インターネットのホームページにトライを
三︑活動において会員が伸び悩んでいる各地で続いている
ことを伸ばしたい
四︑手を携えて連句のピーアールをしましょう
続いて︑宮下太郎理事長の﹁連句は風︑連句のキーワー
ドは風﹂のお言葉も琴線に触れる︒次に︑事業報告臼杵勝
児常任理事の会計報告も承認される︒続いて︑亡き福田眞
空先生のご冥福をお祈りし次期人事も承認された︒次に︑
その他各地の催し活動の報告︑案内があった︒
総会終了後昼食︑いよいよ実作会に入る︒悪天候に出席
者を案じていたが幸い出席者皆様の熱意に二十五卓の座の
盛会になった︒又︑今年は特に若年層の席が一卓設けられ︑
実作の参加があったのも嬉しいことであった︒常連の方︑
何年ぶりかの方︑初対面の方々にお目にかかれ談笑も弾み
充実の一日であった︒来年の大会で再会することを約束し
和やかに散会する︒
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第一一十六回連句協会総会・全国大会の記

誼鑓
叙

第一一十一回国民文化祭やまぐち一一○○六

きらめき公募事業
連句大会を顧みて
平成十八年十一月十〜十一日に山口県岩国市由宇町の山
口県ふれあいパークを会場にして行われた国民文化祭﹁連
句大会﹂は︑成功裡に終えることが出来た︒
平成十九年三月に山口県が発行した第二十一回国民文化
祭・やまぐち二○○六﹁公式記録集﹂によると平成十八年
十一月三〜十二日の十日間の開催期間中に﹁一○五の主催
事業﹂が県内一円で実施され︑観客総数は一四五万人強で
あったという︒

山口県に於いての連句大会は︑全県組織がなく県内連句
人が少数などの事情で文芸祭から外れて﹁きらめき公募事
業﹂というカテゴリーでの実施となった︒種目として従来
の分野別・文芸の領域ではなかったため︑多くの連句関係
の機関誌紙上や連句人の口コミ等では﹁協賛事業﹂あるい
は﹁自主企画事業﹂での実施になったと︑伝言ゲームのよ
うに情報が流れていった︒しかし︑山口県で実施された連
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﹁主催事業﹂であったということを︑誤認を回避するため

句大会についての公的かつ正式な国および県の位置付けは

国市教育委員会由宇支所職員が一致団結して﹁お客様をお

イァと大会会場山口県ふれあいパークのスタッフ並びに岩

た︒そのお蔭もあって︑事務局の方針として決めていた

もてなしする﹂という姿勢に徹しきり︑最も力を発揮し

山口県での国民文化祭は﹁総合フェスティバル﹂﹁シン

﹁誰に対してもＶＩＰ対応はしない﹂ことと﹁参加者を含

に最初に明記しておくことにする︒

ポジウム﹂﹁分野別フェスティバル﹂﹁きらめき公募事業﹂

め自己責任の下で主体的に関わる﹂ことも終始︑貫徹出来

この自然発生的な判断力と行動力は大会を下支えした人

﹁子ども夢プロジェクト﹂﹁特別企画展﹂が実施された︒そ

個々のカテゴリーで扱いや助成金額等々の基本的な面で差

たちや大会に参加した人たち全員の信頼へと繋がってい

た︒

があり過ぎ︑主催事業すべてに於いて平等な扱いや形式で

き︑第二十一回国民文化祭・やまぐち二○○六連句大会の

して︑そのすべてが主催事業であった︒しかし︑実際には

実施されたものではなかったことも︑ここに併せて明記し

キャッチコピーに表現したような﹁潮風に乗せ未来につな

次のようなものだった︒

そうした中で実施された連句大会のプログラムの大枠は

ぐ連句の世界﹂としての文化が芽生えていった︒

ておくことにする︒

従来の文芸祭・連句では︑国・県・開催市町村の助成総
額は大枠として約一○○○万円内外が充てられるが︑やま
ぐちでは国・県の助成総額一五○万円だけでの課題の多い

吟行会︵二二○名参加・錦帯橋などの散

策︶／交流会︵二六○名参加・レイフラワーゆうと生演奏

十一月十日

ったからこそ︑その結果として︑手づくり感覚並びにオリ

による歓迎フラダンス〜地元の味覚を中心とした食材によ

実施となった︒だが︑枚挙に厭わないほどの悪条件下であ

ジナリティ溢れる連句大会が実現したのだということは︑

開会式典︵二三○名参加・由宇銭壺太鼓

る会食と懇親︶・

十一月十一日

自他共に認めるところであろう︒
特に大会二日間は︑開催地岩国市由宇町の地元ボランテ
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保存会による開会アトラクション〜受賞作品表彰式十二賞
十八作品︶／出番だ連句トーク＆セッション︵パネルディ

スカッション形式︶／実作会二般二○一名四十席︑中学
生二十六名一席︶／閉会式︵指定披講・徳島県引継︶・

緊縮財政で且つ課題が山積されながらも︑従来にも増し
て充実した内容と規模で奇蹟的と言っても過言ではない形
で感動的な大会が実施出来たのは︑前述した諸氏の功績は
言うまでもないことだが︑様々な立場で参画した民間人の
知恵と工夫や努力︑参加くださったご連衆の皆さんの溢れ
る笑顔や
や熱
熱心
心さ
さ︑
︑都
都合
合に
によ
よりり
参参
柿加出来なかった方々から寄
せられた
た暖
暖か
かい
い思
思い
い︑
︑連
連句
句協協会会
串関 係 者 の 方 々 の 愛 情 と ご 協
力︑それらすべての賜物である︒
大会を終えて思うことは︑上げ膳据え膳とはかけ離れた
状態で一から十まで関わると何かと大変ではあるが︑五年
に一度くらいはこんな形式での大会も意義深く楽しく愉快
なものだ︑ということが事務局を担った裏方としての偽ら

ざる感想でもある︒常にこのような形式での開催になる
と︑準備・参加双方しんどさが優先するのは必至だ︒しか
し︑時々はイレギュラーな状態も面白い︒勿論︑何をする

にしても﹁ほどほどに﹂が良い︒

︵中本蒼水記︶
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評論
芭蕉の旅の転機
やむら

石寒太

ｌ甲州谷村での四ヶ月

乙るし

五月二十六日︑いま︑山梨県都留市から帰りついたとこ
ろである︒

きょうは︑第十四回都留市ふれあい全国俳句大会で︑講
演を依頼された︒

演題は﹁芭蕉の転機﹂︒廣瀬直人氏から講演の依頼を電
話で受けたあと︑追いかけるように担当の奈良健三さんか
ら連絡があり︑﹁題だけでもいますぐに教えて欲しい﹂と
いわれて︑とりあえず演題の通知をした︒別に︑内容の詳
しい当てがあったわけではない︒
それからしばらくして︑再び細かい打合わせの連絡があ
ったものの︑講演当日は︑あっという間に来てしまった︒

何故︑私が﹁芭蕉の転機﹂とあの時に突嵯に答えたの

か︑今になって考えてみる︒都留市といえば︑芭蕉が四ヶ

月ほど滞在したことがあったな︑という記憶が頭の隅にあ
ったからであろう︒

会場に着いて︑講演までには一時間ほど問があった︒そ

こで︑渡された﹁自然と歴史文化が織りなすまち都留﹂

という市の案内パンフレットをパラパラめくってみて︑は

じめて来たこの町をぶらぶら歩いてみたくなった︒外に出

ると︑ちょうど居合せた安富一夫さんという土地の方がい

て︑案内をしてくれるという︒そこで︑ガイドを頼むこと
にした︒

はじめは︑芭蕉が︑

勢ひあり氷消えては瀧津魚

という句を詠んだという山向うの田原の滝か︑曹洞宗大

儀山長生寺がよさそうだと︑そのあたりをお願いしたかっ

たのだが︑午後二時の講演の時間までには遠すぎてとても

無理だという︒そこで︑安富さんにおまかせして︑近くの
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当時︑谷村城主の秋元喬朝︵喬知︶の国家老の高山侍右

衛門繁文がその人で︑俳号を巽塒といった︒後には幻世︑

お寺を廻ることにした︒歩いて行ける田通院界隈と︑祭の
屋台を展示してある建物を見学して戻ってくると︑ちょう
と改めた︒

年︵一六七二︶十二月二十八日︑二十四歳の時家老職に就

二十歳にして没したため︑五百石の家督を継ぎ︑寛文十二

知に仕えたが︑長男三右衛門繁孝が万治三年九月二十日︑

候の家老職で︑繁文は幼少時より江戸定府の家臣として喬

先の小林貞夫氏の著書によれば︑檗塒の家系は代々秋元

のちに繁文と改めた︒

市︶に生まれ 童名を彦四郎︒はじめは繁実︑次に繁元︑

高山文左衛門孝繁の二男として︑甲州谷村︵いまの都留

巽塒は慶安二年︵一六四九︶六月二十日︑秋元家家老の

ど一時半で︑講演の三十分前であった︒
ほとんど縁もゆかりもない町と思っていたが︑そうでも
ないことが分かった︒
たかやまぴじ

安富さんの話によると︑高山蕊塒の墓が埼玉県川越市の
本応寺にある︑ということである︒そこには︑緊塒夫妻の
ほか︑息繁夫妻の墓︑山形に没した繁英および︑王鈴の墓ま
でもあるという︒

川越は︑いま私の住んでいる埼玉県の志木市からすぐ近
くで︑小江戸の町︑として観光で売り出している︒
帰りに︑小林貞夫︵俳号佐多夫︶氏の書いた﹃芭蕉の谷

また︑繁文および高山一族は︑神仏を信仰する念が深

任した︑という︒

くと︑この巽塒に関するあらゆる資料が調べられて載って

く︑谷村・川越の神社仏閣に寄進したものが︑現在まで数

村流寓と高山蕊塒﹂という本を買ったので︑ページをひら

いる︒ついでにいうと︑この小林貞夫氏と私を案内してく

多く残されているという︒

さて︑先の蕊塒の墓であるが§これは昭和二十四年五

れた安富さんは友人だということである︒
さて︑芭蕉を一時自宅に引きとり︑四ヶ月の世話をした

月︑元川越図書館長であった岸伝平氏が︑太陽寺盛胤の﹁多

びじ

濃武之雁﹂によって不明であった檗塒の墓を発見したのだ

というこの地の高山蕊塒とは︑いったいどういう人物だっ
たのか︒
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さて︑前置がずいぶん長くなってしまった︒芭蕉は伊賀

また詳しい系図なども載っている︒

幻世常爾覚霊﹂とあり︑側面に﹁平姓高山侍右衛門繁文正

上野で出生したが︑二十九歳で郷里を捨て︑専業の俳譜師

という︒川越本応寺に発見された墓碑は︑中央に﹁融心院

徳四年八月二十八日以行年六十六剃髪﹂とだけ刻まれてい

をめざして大江戸に移住する︒その頃は︑半世紀にわたつ

て俳風を支配した貞門古風︵松永貞徳中心の俳風︶に漸く

まつなかていとく

るというのだ︒

明日にでも︑ぜひ出掛けて行って︑この目で墓面をみて

正徳四年︵一七一四︶八月十四日には︑繁文が永年厚恩

ら﹁ここのとせ春秋市中に住み侘びて居を深川のほとりに

延宝八年二六八○︶の冬︑桃青︵芭蕉︶三十七歳︒自

飽き︑談林の新風が台頭しつつあった︒

を受けた喬知の墓もあるらしい︒氏の著書に﹁ここに︑こ

移す﹂と書くように︑江戸移住後の九年間は︑都心部で俳

みたいと思っている︒

の月二十八日︑行年六十六歳を以て藩主に殉じ︑二七日の

諾生活を送った︒

しかし︑当初の三年間の消息はほとんど不明で︑俳譜上

法要をすませた二十八日に︑静に剃髪して法体となり︑そ
の回向に余生を送ったものであろう︒喬知に遅れること五

の足跡は延宝三年になってはじめて文献上にあらわれる︒

にしやまそういん

年︑享保三年二七一八︶二月七日に繁文は亡した︒行年

それは︑大坂の談林の宗匠西山宗因の江戸下りを機に興行

い宗匠になった︒

は江戸でも屈指の俳諾点者になって︑押しもおされもしな

生活に入り︑次第に一門の勢力も増して︑延宝のおわりに

延宝三年ころからは門人もふえ﹁坐興庵﹂を称して点者

る︒

された百韻俳詣に﹁桃青﹂の号をもって一座する時であ

とうせい

七十﹂と書かれている︒

また︑蕊塒の妻は︑巽塒に先立って︑正徳三年︵一七一
三︶十一月十七日に没していることも添えられ︑その法名
は﹁光明院妙貞日実大姉﹂である︒
檗塒の墓は︑昭和二十四年前の功績と徳行により︑埼玉
県および川越市の史跡となった︒
この著書には︑その寺の全景と高山蕊塒の墓石の写真︑
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などもあり︑点者生活の基本にかかわる疑問などを深め︑

点料で生活を立てるという︑点者間の顧客争奪の生存競争

が︑その反面で︑点取り競争に狂奔する俳壇大衆のその

芭蕉庵を営むことになる︒

は元番所の森田惣左衛門屋敷内の貸長屋の一戸に︑第二次

は︑山口素堂など多数の知友の喜捨を得て︑再び同じ深川

それが︑冒頭の山梨県の都留市なのだ︒その年の九月に

べく︑都心からわざわざ辺ぴな江戸深川に隠棲した︒時︑

ら点者生活から足を洗って︑自分の俳譜そのものに専念す

反俗︑反実利主義の﹃荘子﹂の思影を強く受けながら︑自

がら︑芭蕉が思い悩んだことが︑芭蕉に大きな転機をもた

とをどう思ったのか︒江戸から遠くはるかな地に滞在しな

が住みなれた江戸の地を離れて何を考え︑自分の行末のこ

この地で住んだのは︑たった四ヶ月ではあったが︑芭蕉

やまぐちそどう

芭蕉はつくづくそんな俳壇にいや気がさしていた︒芭蕉は

あたかも年号が延宝から天和に変わる︒

を大変気に入り︑その葉が夏の間に庭中に繁茂したことか

天和元年の春︑門人の李下から贈られた一株のバショウ

もよらなかった甲州の地で来し方行く末を真剣に考えざる

焼け出された芭蕉は︑はげしい挫折感におそわれ︑思い

らしたにちがいない︑というのは想像できることである︒

りか

ら︑バショウが草庵の名物となり︑人々に﹁芭蕉庵﹂とよ

さて︑いささか話が遠廻りしてしまったが︑先の演題の

も避けることが出来ない不幸な出来事が起こった︒それ

そして︑その翌年の六月二十日︑芭蕉にとってまたして

を得なかった︒

はなしに戻ろう︒その芭蕉庵が天和二年の十二月二十八

は︑故郷の伊賀上野の実母が亡くなったという知らせが︑

ばれ︑自身も庵号を芭蕉と称するようになった︒

日︑江戸の駒込を火元とに隅田川ぞいに火が移り︑芭蕉庵

兄半左衛門から届いたのだ︒

そうした︑さまざまな苦悩や難関を乗り越えるたびに︑

が焼かれ︑大火︵八百屋お七の振袖火事として有名︶に遭
って類焼する︒そしてその後の︑数ヶ月の一時避難先は不
たかむらびじ

芭蕉は新しい生き方を模作した︒芭蕉の詩魂はきびしい現

やむら

実の葛藤を乗り越えながら︑体験に密着した深化をみせて

明ながら︑天和三年の夏には甲州谷村藩の家老︑高村巽塒
方に逗留しているのである︒
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で

か

しま

変り手濡るる滝凋む滝
ニヒェ蛤

いったのである︒そのきっかけをみつけたのが︑たった四
口小．牡﹂

蕗の葉に酒漉ぐ竹の宿徽びて

やむら

ヶ月であったが︑甲州谷村での月日ではなかったか︑とい
う結論を︑私の講演のしめくくりとした︒

へぼちぐさ

皇寺︑７Ｌリ

笠おもしるや卯の実むらさめ

年表によれば天和二年︑つまり芭蕉庵が焼失する年の八

胡草垣穂に胡瓜もむ屋かな
うみ

月十四日︑高山巽塒主催の月見の宴がひらかれている︒そ

散る蛍沓に桜を払ふらん

蕊塒

︒
日
一日日

緊塒

一日申

芭蕉

二一葉集﹄以下略︶

と直し︑夏野を馬でいく僧形の画の賛を︑つぎのように

馬ぼくぼく我をゑに見る夏野かな

蕉も︑そう感じたらしく︑後に︑

し︑この句は︑いかにも硬くて表現がこなれていない︑芭

それは甲州の実感をそのまま詠んだものである︒しか

がめている︑という意である︒

うんざりしている︒そういう自分を︑画中のものとしてな

のろと田舎道をたどっていく︒馬上の自分も︑もう暑さに

﹁夏馬の遅行﹂の句は︑夏の暑い日︑駄馬にのってのろ

Ｊくつ

こには京都の信徳︑素堂とともに芭蕉もその席に臨み︑発
句を詠んでいる︒年表には︑

高山巽塒興行にて草庵の月見ける︒洛の信徳︑山
じゅうよっか

月十四日今宵三十九の童部︵﹃三津和久美﹄︶

素堂︑各々佳作あり︒素堂︑月見の記を書く︒
わらべみつわくみ

とみえる︒
やむら

そして︑翌︑天和三年の夏には︑甲州の国谷村に高山蕊
いつしよう

塒を訪ねて逗留することになる︒その時は芳賀一晶も同

芭蕉

道している︒その三人の作砧が︑逗留中の三吟歌仙二巻と
なって結実した︒
かばちこうわれ

夏馬の遅行我を絵に見る心かな
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訳したあとに付けた︒そして﹃野ざらし紀行﹂の中に収め

年の十年︑芭蕉庵に住んだ以後である︑といっていい・

にいえば︑芭蕉が本当に芭蕉らしい俳詰を成したのは︑晩

延宝八年二六八○︶の冬︑三十七歳の芭蕉は︑江戸の

ている︒

﹁笠着て馬に乗たる坊主は︑いづれの境より出て︑何をむ

中心地日本橋近くから深川に移った︒江戸市中に俳譜師と

これよ

さぼりありくにや︒このぬしのいえる︒是は予が旅の姿を

して自立の目途が立っていた芭蕉が︑どうして当時として

さんかいるろうももじり

を与える出来事がつぎつぎに起こった︒まず︑天和二年の

天和年間に入り︑先にも記したように︑芭蕉にショック

きたかったからである︒

譜師としての生き方を拒否し︑新しい自分の俳譜の道を拓

は辺地な深川に棲む決意をしたのか︒それは世間並みの俳

めど

写せりとかや︒さればこそ三界流浪の桃尻︑おちてあやま
ちすることなかれ﹂

﹁三界流浪﹂とは︑過去︑現在︑未来︑そこを放浪する
意で︑﹁桃尻﹂は桃の実がごろごろしてすわりが悪いよう
に︑馬によく安定していない︑へたな乗り手の自分をあざ
けっているのである︒余裕あるユーモラスな句になった︒

芭蕉の当時は︑人生五十年︒五十年生きれば平均寿命だ

もう

飢餓︒自分の目の前で飢えてバタバタと死んでいく人々︒

末の芭蕉庵の火事︑つづく三年の実母の死︒そして江戸の

芭蕉は︑後に﹁古人の跡を求めず︑古人の求めたるとこ

これらを目にした時︑芭蕉はつくづくと感じたのである︒

こうして︑芭蕉は︑甲州を去った︒

ろを求めよ﹂といっている︒﹁跡﹂とは足跡のこと︒自分
の先達の跡をなぞるだけでは駄目︑﹁求めたるところ﹂︑つ

った︒年号は天和から貞享に移っていった︒芭蕉もすでに

りの十年をどう生きるかで人生は決まる︒芭蕉は真剣に考

まり︑自分より先人が︑何を凝視し理想として求めたの

一般の人は︑芭蕉はその一筋︑つまり俳譜においては天

えぬいた末︑旅に出ることを決意した︒旅に出て自分の俳

四十一歳となった︒あと生きられるのはせいぜい十年︒残

才であった︒そう思っている人は多い︒確かに芭蕉は周囲

詰と旅をひとつにすることだった︒

か︑その未来を目指して学べ︑と教えているのだ︒

の人々により俳諸の才においては秀でていた︒が︑結論的
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芭蕉がそれを決意したころは︑談林派の人々も滑稽俳諮
に行きずまりを感じはじめていた︒芭蕉は︑旅に出てそこ
からの脱出をはかり︑自分の蕉風俳諮を目指すことを︑残

い︑はるかな宇宙の意志によってつくられ︑営まれる一大
調和の世界である︒

そこでは︑目の前の石も草も木も虫も美しい烏も人間

限りがある︒いかに栄華をむさぼっても︑墓にまで財産を

あるものは永遠に生きることは不可能である︒命には必ず

ある︒また︑どんなに長生きしたくても︑人間は︑いや生

なく焼失する︒形あるものは必ず消滅する︒それが天命で

つあった︒立派な庵を建てても大火事になればあとかたも

そのころの芭蕉は︑生活の中にも大きな無常感を抱きつ

人間はそんな争いの中で自然の姿をすりへらしていく︒人

であり︑それがあるために人間界に無益の争いが起こり︑

それを差別するのは︑人間がとらわれた小知・小我の仕業

ろうはずはない・自分の上下︑財産の多寡︑有能無能・⁝︒︑

はまったくない︒まして︑人間相互の間の価値の差などあ

があり︑宇宙の前には完全に平均であり︑その価値に差別

無駄な無意味なものない︒存在するすべてのものには理由

ずからなるあらわれとして存在するのであって︑何ひとつ

も︑生死すら︑いっさいの森羅万象は︑宇宙の意志のおの

持ってゆけるわけではない︒現に︑芭蕉も母を亡くし多く

間は︑すべからく小知・小我の働き︑すなわち人為・有為

りの十年に賭けたのである︒

の知人を喪った︒自分もあと十年で死を迎えるのは確実で

をすべて無為に徹し︑宇宙の意志に従ってあるがままの自

たか

ある︒そんななかで︑芭蕉は大いなる無常を心に抱き︑ど

はじめに︑芭蕉が﹃荘子﹄の反俗精神に共鳴したころ

の中で実践し深めていく人生だった︑といっていい︒

芭蕉の晩年の十年は﹁荘子﹂のこの哲学を体験的に自己

う︵︾○

然に帰るべきである︒﹃荘子﹂は︑そんなふうに教えてい

しわざ

う生きようかまよっていたのである︒
芭蕉に懐疑を抱かせ︑煩悩を植えつけたのは︑中国の書
多﹄﹄７昨し

物﹃荘子﹂の人生哲学だった︒﹁荘子﹄は︑老荘思想とい
われるように︑老子とともに︑宇宙の根本原理から人間と
人生の理想的なあり方を説いている書物である︒天地のあ

らゆる現象は︑人知をもってははかり知ることができな
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は︑日本橋に近い小田原町に住んでいた︒まわりは江戸一

たることよ︑の意である︒

いま旅立とう︒折からの秋風が︑いっそうわが身にしみわ

当時の旅は︑今日の旅とは異り︑旅先で死ぬことも覚悟

こんにも

﹁野ざらし﹂の一歩を踏み出したのである︒

芭蕉は︑野たれ死した自分の姿を思い描き死を覚悟して

番の繁華街で︑俳詣点者としてはまたとない便利な場所で
あった︒ここで︑俳譜点者として高名を馳せ︑一方︑水道
工事の事務のアルバイトをしながら︑次第に蕉風をひろめ
ていったのだ︒

貞享元年︵一六八四︶八月︑芭蕉は門人の苗村千里を

じ上︑りえ﹄ょ・り

をとりもどし︑

辛崎の松は花より朧にて

海くれて鴨の声ほのかに白し

道のべの木橦は馬に食はれけり

むくげ

この旅は︑はじめは悲憶な雰囲気ながら︑次第に明るさ

戸に帰りつくのだ︒

海へ︑四月のはじめ木曽に入り︑甲州路を経て同月末に江

なえむらちり

そんな中で︑文学上で世俗を去って高雅な詩の世界に孤
とほりはくそとうば
高の人生を送った中国の詩人たち︑杜甫・李白・蘇東域・

ともなって江戸を出立︑東海道を西へ︑九月上旬には伊賀

していたのだ︒

陶淵明・黄山谷など︑また日本の西行・宗祇などを新た

に着き︑その後︑近畿︑美濃︑尾張を経て︑年末には名古

さい碁写ようそう蕊﹄

な文人先達として︑その理想像にあこがれるようになって

屋から再び伊賀へ帰って越年する︒さらに尾張の熱田︑鳴

とうえんめいこうざんこＪく

いった︒

そして︑芭蕉はついに旅立った︒
このはじめの旅が﹁野ざらし紀行﹄︵﹁甲子吟行﹂﹁草枕﹂
とも︶だった︒
その冒頭には︑

野ざらしを心に風のしむ身かな

とぐろ

が掲げられている︒

自分が燭艘︵しゃれこうべ︶になることをも覚悟して︑
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などの名吟を生む︒

﹃野ざらし紀行﹄により︑旅と自分の俳譜をひとつにし

ようと志した芭蕉は︑この旅によって得たさまざまな体験

たにぼくいん

を生かして︑次の旅への〃旅心〃をかきたてていったの

かけい

前年に死亡した実母の墓参をし︑途上で美濃の谷木因を
やすい

訪ね︑また岡田野水︑山本荷号らと巻いた﹃冬の日﹄歌仙

おいこぶみ

十月︑ふたたび上方への旅へ出る︒これが﹃笈の小文﹂

だ︒

門代表の七つのアンソロジー︶のはじめに置かれている︒

︵﹁芳野紀行﹂﹃大和紀行﹂﹁卯辰紀行﹄とも︶である︒東海

は︑蕉風確立の第一歩として︑後年の﹃俳詰七部集﹂︵蕉

そんな意味からも﹁野ざらし紀行﹄の﹁野ざらし﹂の一句

道を西へ︒十二月には伊賀に入り越年︒翌春には伊勢神宮

この旅については︑紀行文は明石までで終わっている

明石をめぐった旅である︒

入り︑さらに高野山︑和歌の浦︑奈良︑大坂を経て須磨︑

に参詣︒花のころには門人の坪井杜国をともなって吉野へ

とこぐ

は︑芭蕉の大きな転機にもなった︒
その︑きっかけになったのが︑冒頭の谷村の滞在だった
のではないか︑そう考えられるのである︒

かわずあわせ

古池や蛙とび込む水の音︵﹁蛙合﹂︶

屋に入り︑八月はじめ越智越人をともなって︑帰路木曽路

おちえつじん

が︑芭蕉は帰途︑京都︑岐阜を経て︑七月はじめ再び名古
が詠まれたのは︑﹁野ざらし紀行﹂の旅を終えた翌年の︑

に向かい︑更科の月を賞でている︒これが﹁更科紀行﹄と

め

貞享三年︵一六八六︶の春︑芭蕉庵で詠まれた︒この句

して残された︒

この紀行は︑わずか数十行の短篇であるが︑﹃野ざらし

きらしな

は︑蕉風開眼の一句として世に知られている︒

この年︑七部集としては二番目の﹃春の旦が尾張蕉門

紀行﹂のような﹁わび﹂を風狂する思いもなく︑かといっ

も余裕ある文体で﹁あわれ﹂と﹁おかしみ﹂のとけ合った

ぎ

の人びとの手によって出版された︒翌年︑芭蕉は門人の河

て風雅をきどる﹃鹿島紀行﹂の擬古文とも異なり︑いかに

そらそうは

合曽良と宗波をともなって月見がてらの﹃鹿島紀行﹂の旅
に出た︒
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しみじみとした私情を︑芭蕉独自の客観的な描写で綴りあ
げた芭蕉紀行のひとつである︒この旅では︑

かけなし

桟やいのちをからむつたかづら
身にしみて大根からし秋の風
吹きとばす石は浅間の野分かな

なみだ

行く春や烏啼き魚の目は泪

しのぶもじずり

の句を残し︑室の八島から日光に参詣し︑那須の黒羽︑

雲厳寺︑浅香山︑黒塚の岩屋︑信天文字摺合︑佐藤庄司の

しおがま

の碑︑から塩竈神社に詣で︑出発当初からの目的の一つで

いしぶみ

旧跡︑武隈の松などを見学︑五月四日には仙台に入りゞ壺
などの句を収めている︒特に︑三句目の﹁吹きとばす﹂

あった松島に着き︑さらに石巻を経て平泉︒高館の古戦場

たかだち

は︑初案から定槁を得るまでに︑四回の推敲を重ね︑芭蕉

では︑あの︑

の句を︑山形領の立石寺でも︑

りつしやくじ

五月雨を集めて早し最上川

１しし﹂手工﹄え

の名句を詠み︑尿前の関から最上川の庄に出て︑

夏草や兵どもが夢の跡

つわもの

が練り上げた末に整った句としてよく知られている︒
さて︑元禄二年︵一六八九︶の春︑芭蕉はまた大きな旅
を企画した︒﹁おくのほそ道﹄である︒

芭蕉は︑門人の河合曽良をともない︑奥州・北陸への旅
六百里︵約二千四百キロ︶の旅に出立した︒
この紀行は︑三月二十七日︵旧暦︶に江戸を立ち︑同年
九月六日に美濃︵岐阜︶の大垣に着くまで︑約百五十日か
かつている︒
はくたい

冒頭は李白の文をふまえた ﹁ 月 日 は 百 代 の 過 客 に し て ︑
行きかふ年もまた旅人なり﹂ の 有 名 な 書 き 出 し で は じ ま
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り

しつ

いわ

閑かさや岩にしみ入蝉の声

きさかた

を詠み︑酒田から出羽三山をめぐって象潟に着き︑あら
ためてその感慨を深めた︒

さらに︑日本海を南下し︑佐渡島を眺めて︑

荒海や佐渡に横たふ天の河

と詠い︑市振に︒七月十五日に金沢に入り︑山中温泉か
ら永平寺を経て福井から敦賀におもむき︑気比神社に詣で
て︑種の浜に遊び︑八月の下旬に大垣にたどりついて︑結
びの地で︑

はまぐり

蛤のふたみに別れ行く秋ぞ

の句をもって︑この紀行を結んでいる︒
さて︑﹃野ざらし紀行﹂以後の旅を通して︑急ぎ足で芭
蕉の人生をたどってみた︒

まさに︑芭蕉の人生や俳譜は︑後半生が旅とともにあっ

た︑といっていい︒

芭蕉は旅の詩人であり︑まさに旅にいのちをかけたので
ある︒

そのきっかけになったのは︑先の︑

野ざらしを心に風のしむ身かな

の一句だった︒

さて︑この槁を依頼されて︑私は当初違うことを書く予
定であった︒

が︑きょう都留市から講演を終えて帰って来て︑急拠︑

テーマをかえたくなった︒

それは︑たった四ヶ月という︑短期間しか滞在しなかっ

た芭蕉のゆかりの地に︑もっと芭蕉の生涯の中では注目す

べきである︒そう感じたからである︒

もしかしたら︑芭蕉の一大転機をもたらした重要な地で

ある可能性もある︑そう思ったのである︒

甲州谷村︑いまの都留市は︑これといってあまり特色の

ないところ︵といっては失礼︶である︒だが︑ここは︑芭
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蕉の生まれたふるさと伊賀盆地に地形もよく似ている︒
芭蕉は︑この地を訪れて︑大変なつかしく思ったに相違
○

帰りの電車の中からは︑きょうは残念ながら︑その富士

のではなかったろうか︒そう思えたのである︒

らは人間らしく生きよう︑そう思って旅に出る決意をした

関係のわずらわしさからも隔絶されていた︒さあ︑これか

の中であくせく出世しようとかいう欲はすべて捨て︑人間

芭蕉は︑この地では歌仙を巻くゆとりさえもあった︒世

そるしく近く目の前にそびえて見えた︑

しく
く小
小さ
さく
く見
見え
えた
た富
富士
士が
が︑︑
し
ここ
ここ
のの
山山
麓麓
︸近い谷村からは︑お

つて焼ける前に住んでいた芭蕉庵からは︑西の方に可愛ら

ここから仰ぐ富士山は︑やや︑南にそびえてみえる︒か

な

の雄姿をみることが出来なかった︒

八俳誌﹁炎環﹂主宰﹁俳誌αあるふぁ﹂編集長Ｖ
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評論
文芸作品に見る美濃派

獅子門道統

大野鵲士

ｌ島崎藤村﹃夜明け前﹂の場合Ｉ

はじめに

美濃派の俳譜は︑近世後期から近代にかけて広域的な活

が︑小説は予想以上に多くの事実に依るようである︒

そこで︑﹃夜明け前﹄においてどのように美濃派が具体

的に描かれているか取り上げつつ︑描写の基となった事実

を確かめていく︒同時に描写されるには至らなかった事実

にも言及したい︒付随して︑関連する事実自体がいろいろ

な問題点ないしは疑問点を抱えているので︑それらの点に

ついてできるだけ解決を図りたいと思う︒そういった過程

において︑美濃派という俳詣集団の方法の一端も明らかに

浮かび上がってくるのではないかと期待するのである︒

俳譜が盛んな東美濃

﹃夜明け前﹂に登場する俳事が行われた年代は︑天保十

三年二八四二︶から翌十四年にかけてである︒その前

動を展開した︒その様相は︑いくつかの文芸作品に描かれ
て影を残している︒今回は美濃派を取り扱った例として︑

後︑﹁夜明け前﹂の舞台となる地域一帯において︑俳諸は

かなり盛んに行われていた︒

島崎藤村の﹃夜明け前﹂を取り上げる︒
一般に︑文芸作品にある事象が描かれるに際しては︑ま

濃派俳譜の例ともなるのであるが︑十返舎一九の﹁木曽街

たとえば︑これもまたほかならぬ文芸作品に影を残す美

事実がいくらか虚構を加えつつ︑作品中に描かれていく．

道続膝栗毛﹂四編に︑次のような一節がある︒

ず作者による取材という段階がある︒そして︑取材された

文芸作品︑とりわけ小説の場合︑かなりの程度虚構が加え

られると思いがちである︒もちろんそうした場合もある

−24−

：

︑う画ｂ

ふし﹂

おやぢ﹁さうだノ︑︑俺が村にもでこ大きな身代の人

ふ句をして旱りに雨を降らせた男さ︒﹂

これは︑﹃夜明け前﹄の舞台となった馬籠宿の二つ西の

が一人ござったが︑家職のゥぶち止めて俳詰
とやらが好きで︑発句くい読んで︑あに尻の

中津川宿でのやりとりの場面である︒作者自身も記してい

みんな

しまひにやァ︑その身代のゥ皆詠み無くな

る︒

で︑﹃夜明け前﹄に登場する俳事の約三十年前のことにな

栗毛﹂の第四編が刊行されたのは︑文化十二年︵一八一五︶

存在していると考えることができる︒この﹃木曽街道続膝

け美濃派のそれが盛んであったことが︑事実として背後に

しても︑当時この地域では山間部においても俳諾︑とりわ

るが︑其角のよく知られた句を編るなどというのは虚構と

八は結局近郷の親仁の宅へ行って泊まることになるのであ

かなり綿密な取材をしたらしいことが知られる︒弥次と北

ることであるが︑方言を駆使している点などからしても︑

はや

らかいて︑しまひをつた人がござらァ・﹂
めへがた

弥次﹁そんならお前方の方でも俳諾が時花りやす
か︑蕉門か美濃風かえ・﹂

親仁﹁イヤ証文は美濃にやァ滅多に書き申さぬ︑西
の内へ書き申すわ︒﹂

弥次﹁ハ︑︑︑その証文ぢやァねえ︑俳譜の蕉門の
事さ・﹂

おやぢ﹁ハァ俳譜の蕉門たァ知り申さないが︑横っ腹
こぢう

の蕉門なら此ん中うらァすゑ申した︒﹂

北八﹁ハ︑︑︑面白い親仁様だ︑お前その俳諾が出

加えておくならば︑中津川宿の一つ西の大井宿︵現︑恵那

盛を窺い知ることができるのであるが︑なお一︑二の例を

以上のような一事をもってしても︑この地域の俳諾の隆

弥次﹁それが出来ると話しながらいい道連だ者を︒﹂

市︶においても︑文化・文政から天保︑さらには安政年間

来やすか︒﹂

親仁﹁お前方ァ俳譜のゥさつせるか︒﹂

にかけて︑俳譜が盛んであった︒美濃派は当時二派に分か

わつち

斗工へ

弥次﹁アイ私は江戸の者だが︑江戸の三囲といふ所

みめぐり

で︑﹁夕立や田を見めぐりの神ならば︒﹄と云
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︒えら

あるいは︑馬籠から東の方へ目を転ずれば︑尾張藩領で

句碑を置くＩその楽しい考へが︑日頃俳譜なぞに遊

に休息の思ひを与える︑土を盛りあげた塚の上に翁の

おきな

の国境にあたる一里塚に近い位置を撰んで街道を往来

ある木曽の代官山村氏にも︑美濃派の道統に師事して俳譜

ぶと聞いたこともない金兵衛の胸に浮んだといふこと

なだらか

れていたが︑以哉派の道統とも交流があり︑文台を所持す

する旅人の眼にもよくつくやうな緩慢な丘の裾に翁

活動を行う者がいたなど︑文化・文政から天保を経て安政

は︑それだけでも吉左衛門を驚かした︒さういふ吉左

つ︑じらん

る者もいて︑撰集をまとめたり︑歳旦帳を刊行するなど︑

塚を建てる︑山石や郷燭や蘭などを運んで行って周囲

年間に至るまで︑東美濃と木曽を一体の連続性でもってと

衛門はいくらか風雅の道に嗜みもあって︑本陣や庄屋

づか

活発な活動が見られる︒

らえ︑きわめて俳諸が盛んであったと言えるのである︒そ

の仕事のかたはら︑美濃派の俳詰の流れを酌んだ句作

こ︑ろもち

ってゐました︒まあ︑あの親父の供養にと思って︑わ

Ｊ§やう

翁塚の一つも建て︑置きたいと︑口癖のやうにさう言

﹁親父も俳諾は好きでした︒自分の生きてるうちに

おやぢ

たものだ︒

︵地方により︑もんぺいといふもの︶をはいて出掛け

事を見に吉左衛門を誘った︒二人とも山家風な軽診

かるさん

渡した仕事もほ薮出来たと言って︑その都度句碑の工

つど

吉左衛門等にはめづらしかった︒金兵衛はまた石屋に

あれほど山里に住む心持を引き出されたことも︑

ひごろ

してその中で︑天保十三年︑十四年の馬籠における俳事と

に耽ることもあったからで︒

たしな

いう︑時間的また地理的な位置付けがなされる︒
翁塚建立の経緯をめぐって
﹁夜明け前﹄で俳事が描かれているのは︑第一部序章の
四である︒

新茶屋に︑馬篭の宿の一番西のはづれのところに︑
みちばた

その路傍に芭蕉の句塚の建てられた頃は︑何と言って
も徳川の代はまだ平和であった︒
木曽路の入口に新しい名所を一つ造る︑信濃と美濃
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当時とほとんど変らないたたずまいを見せている︒この馬

篭はかつては信濃国であり︑近年まで長野県木曽郡山口村

たしもこんなことを思ひ立ちましたよ︒﹂

さう言って見せる金兵衛の案内で︑吉左衛門も工作

る︒

れた︒元来︑東美濃との結びつきの強い土地だったのであ

であったが︑平成十七年の越県合併により岐阜県に編入さ

そぱ

あき

された石の側に寄って見た︒碑の表面には︑左の文字
が読まれた︒
はて

一本文引用は筑摩書房版﹃藤村全集﹂より︒一

の主人公である青山半蔵の父にあたる︒青山半蔵のモデル

諾に親しむ人物とされているが︑この人物は﹃夜明け前﹄

送られつ送りつ果は木曽の秋はせを

一ただし新字体に改めた︒以下の引用も同様︒一

は藤村の父の島崎正樹であり︑したがって吉左衛門のモデ

西の外れの新茶屋である︒東へ向かう旅人にとってはいよ

﹁年内諸事日記帳﹂︑通称﹁大黒屋日記﹂で︑文政九年︵一

大脇家には信興の記した大部な日記が残されていた︒

ムノ

登場人物の吉左衛門は︑本陣や庄屋の業のかたわら︑俳

翁塚が建立されたのは︑天保十三年のことであった︒折

ルは藤村の祖父島崎重詔ということになる︒島崎家は馬籠

しげつぐ

から水野忠邦の主導する︑いわゆる天保の改革が行われて

宿の本陣︑庄屋︑問屋を兼ねる旧家であった︒

一方伏見屋金兵衛は年寄役とされており︑そのモデルは

いた頃であり︑各種年表を鐇いてみても︑少し以前から外
国船が本土を窺う気配があったものの︑国情騒然とする驚

島崎家の隣家大黒屋の大脇信興である︒その金兵衛が俳諮

好きと語る父親のモデルは大脇信親︑俳号を古狂という︒

天動地の事件が起きるような時代には︑まだ至っていなか
った︒

いよ山間に入らんとするあたり︑西へ向かう者にとっては

八二六︶から明治三年︵一八七○︶にかけての四十五年間

なお︑信興は信親の実子ではなく養子である︒

今しがた通ってきた険阻な木曽路がようやく終り︑美濃を

にわたる記録である︒昭和三年春︑馬籠に帰省した藤村は

建立された場所は︑中山道の木曽十一宿の一つ馬篭宿の

眼前にするような位置である︒今日でも︑句碑のあたりは

−つワー

この日記と出合い︑﹁大黒屋日記抄﹂という全九冊に及ぶ
抄録を作成した︒﹁夜明け前﹄の創作に貴重な資料となっ
たのである︒

翁塚の句碑に刻まれた句﹁送られつ送りつ果は木曽の
秋﹂は︑﹁更科紀行﹄では中七が﹁別ッ果は﹂となってい
るのでそうではなく︑﹁曠野﹄や﹃笈日記﹄の句形に従っ

翁塚供養の実態

次に︑実際には供養ということになってしまったのであ

るが︑句碑建立の披露がどのようになされ︑いかに描写さ

れているかという点についてである︒

あい

翁塚の供養はその年の四月のはじめに行はれた︒生

やはんどき

ているということになる︒なお﹁木曽の秋﹂の﹁秋﹂の字

憎と曇った日で︑八つ半時より雨も降り出した︒招き
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にく

体について問題になる点があるが︑それについては後程触

なまじひたけ

を受けた客は︑おもに美濃の連中で︑手土産も田舎ら

つけあひ

の付合があった︒

主人役の金兵衛は︑自分で五十韻︑乃至百韻の仲間

ないし

頓の図﹂なぞの壁に懸けられたところで︑やがて連中

て︑？

た︒この人の世話で︑美濃派の俳席らしい支考の﹃三

ざん

たところに住む隣宿落合の宗匠︑崇佐坊も招かれて来

す封﹄ばう

もまた二つに入れまじった︒その中には︑峠一つ降り

金兵衛方へ集まって見た時は︑国も二つ︑言葉の誰り

なま

幡鼎厩識轆總輝輔絃一願鮮搾

しく︑扇子に羊葵を添へて来るもの︑生椎茸を提げて

やうかん

れることにしたい︒

馬籠新茶屋の句碑

入は出来ないまでも︑

りの理由があるが︑十二日と記するとなると日付があまり

ている︒後に触れるように︑十二日であったのにはそれな
よるこ

こで吟声供養を済ます筈であった︒ところが︑記念の

照しなければならない︒ここでは藤村が﹁日記﹂から抄出

作中の描写の基となった事柄については︑事実の記録を参

実際に翁塚供養においてどのようなことが行われたか︒

くなるので︑あえて朧化表現を試みたのであろう︒

にも意味を持ち過ぎるし︑理由についても触れざるを得な

﹁これで︑さぞ親父も悦びませうよ・﹂
ぢゆうづめ

と言って︑弁当に酒さかな︑ど重詰にして出し︑
あっせん

招いた人達の間を斡旋した︒

その日は新たに出来た塚のもとに一同集まって︑そ

一巻を巻き終るのに日暮方まで掛って︑吟声は金兵衛

記録した﹁大黒屋日記抄﹂︵以下﹁日記抄﹂︶の︑供養前日

はず

の宅で済ました︒供養の式だけを新茶屋の方で行っ

の十一日と当日の十二日に関する記述を引用する︒

むかしかたざ

た︒

昔気質の金兵衛は亡父の形見だと言って︑その日

Ｉ十一日︑曇︑︿昼より天気﹀八つ半時より雨降る︒翁

ちやじま

の宗匠崇佐坊へ茶綿の綿入羽織なぞを贈るために︑わ

塚供養執行につき︑落︑中︑御社中御出席被下候御名前

︵ママ︶

外に長門屋反八付添

羽間忠七様箱入盃︿壱つ﹀︑扇子︿壱対﹀

扇子

羽間立右衛門様棟羊葵箱入︑半切紙︿百枚﹀︑地紙包

肥田与六様

市岡長右衛門様お土産︑徳利︿壱﹀

宗泉寺和尚様お土産︑盃︿壱﹀︑かねさじく二本﹀

ざ／︑自分で落合まで出掛けて行く人である．
吉左衛門は金兵衛に言った︒
﹁やっぱり君はわたしの好い友達だ︒﹂

翁塚供養の行われた﹁その年﹂というのは︑引用部分の

少し前の箇所からも︑天保十四年︵一八四一三と知られ
る︒日付は﹁年内諸事日記帳﹂︵以下﹁日記﹂︶等から︑川
月十二日とわかる︒それを作中では﹁四月のはじめ﹂とし
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辻村幸蔵殿

お遊びにお出相成候

作品と﹁日記抄﹂を比較すると︑十一日︑十二日の両日

にわたる内容を︑作品では一つにして一日で行われたかの

ような記述となっていることがわかる︒天候も︑前日から

落合

鈴木利兵衛様

の雨が午前中降り続いていたが︑当日のお昼頃には回復し

﹁日記抄﹂に﹁宗匠代役﹂と記される鈴木利兵衛は︑嵩

れたか知ることができ︑興味を引く︒

いるが︑当時このような行事の折にどのような品が持参さ

持ち寄られた土産の品については概略を示すに止まって

襲されている︒

たようである︒しかし︑作品では前日の天候がそのまま踏

これは此度宗匠代役お勤被下候
湯舟沢

島田耕作様地紙包扇子︿壱﹀︑生椎茸︿壱連﹀
︿山口﹀

︿外垣三左衛門様御土産鶏卵十五﹀
○

︿十二日︑雨降﹀古屋寛三参り申候

声供養相済す筈に御相談被下候︒然るところ︑暮合まで巻

巻出来の上御出席社中へ差上申候︒それより塚元へ参り吟

候間︑矢張此方にて御馳走︑弁当に酒さかな重詰にいたし︑

九つ頃より天気に相成候得共︑大人数ゆへ新茶屋も手狭に

崇︹嵩︺佐坊御出席被下候︑玉あられ一箱仏前へ被下候

抄﹂ではすでに﹁崇﹂の字になっており︑抜き書きを作成

いる︒元の﹁日記﹂においては﹁嵩﹂であるのに︑﹁日記

なお︑嵩佐坊については︑作中では﹁崇佐坊﹂と記して

われる︒ただし作品では︑代役のことは一切触れていない︒

十一歳であり︑高齢ということで幾昔が代役を務めたと思

と嵩佐坊が宗匠役を務めるべきところであるが︑当時は七

佐坊の養子となった人物で︑号は幾昔︒本来なら当然のこ

︹供養︺相懸り︑吟声は野亭に於いて相済︑開眼ばかり社中

する段階で﹁嵩﹂から﹁崇﹂に書き写し︑そのまま﹃夜明

上田鶴太郎様御出席被下候

不残参詣いたし美濃御社中それより直に御引取相成り候︒

け前﹄でも﹁崇佐坊﹂としたことが知られる︒何らかの創
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作意図があったのかもしれないが︑音の共通と字形の類似

の俳席にあっては天神図などとともに必ず飾りつけられる

で床飾りがしつらえられたものと思われる︒いずれにせよ

ものであり︑この時も今日目にするとほぼ同じような状態

俳席のしつらい︑とりわけ床飾りについて︑﹁美濃派の

藤村は︑三噸図は美濃派の特徴の一つであったことを知っ

からくる誤りではなかろうか︒

俳席らしい支考の﹃三噸図﹂なぞの壁に懸けられたところ

さて︑当日の俳席で興行された連句の形式は︑短歌行で

ていたのである︒

図﹂とは︑円窓の中に三人の人物が描かれ︑上に﹁あふむ

あった︒短歌行は享保年間に支考が創案した二十四句から

して求韻は廃止したらしい︒一の折表四句︑裏八句︑二の

折表八句︑裏四句で構成され︑月花それぞれ二句を配置し︑

全体に歌仙を圧縮した形となっている︒

短歌行ももともと美濃派に特有の形式であったが︑この

時代には美濃派に限らず普及していたようだ︒この馬龍に

おける興行の八年後の嘉永川年︵一八五二に刊行された

曲亭馬琴編・藍亭青藍補雷補俳詰歳時記栞草﹄には︑連

句の各種の形式が掲載されているが︑その中に短歌行も入

れられており︑﹁長歌行も短歌行も︑求韻の俳諾の為にと︑

例の支考が新製なり︒﹂と解説が加えられている︒
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で﹂とあり︑文字通り美濃派らしい描写である︒﹁三噸

美濃派俳席の床飾り左が三傾図

くもうつむくも淋し百合の花﹂という支考の句の賛が添え

罫

なる形式で︑元来は四句単位の一︑二︑四番目の句末で韻

Ｌ

一一・−

られるものである︒支考自画自賛のものを指すのか︑後の

軽
壁
工エ心
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蝋
ボ

薑
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丑

を踏む求韻の形をとっていたが︑創案された頃から程なく

I" ､＃

道統宗匠の手になるものなのかは詳らかではない︒美濃派

覚尊

句形に若干の異同があり︑また一部に作者名の変更が見い

﹁塚供養﹂で作品を見ることができる︒両者を比較すると

紙と︑後に手向句なども加えて京都の橘屋から刊行された

またはつものの雪のちらノ︑

朔日はあらゆる神を崇ぶる日

鶏鵡返しの奇の面目

のどかなれとて名も屏風川
戸一まいなき垣生にも住馴て

ここで︑当日の短歌行の作品を掲載しておく︒当日の懐

出せる︒ここでは定槁と見なせるかと思うので︑﹃塚供養﹂

路次下駄に禿の肩を仮の杖

酒がさせますわやくへいはい

名月は異国迄ももて職し
なみの面もすんで岑閑

供揃ひ出来て野袴しゃんと召

時計は分厘をふるが商売

ちよ八千代かぎりはあらじ徳の花

けふや霞と昇る焼香

時

おり︑年齢は七十二歳で嵩佐坊の一つ上であった︒当日は

ていた︒笑花坊は美濃国本巣郡の人︒当時は岐阜に住んで

二世道統宗匠︒当時の美濃派は以哉︑再和の両派に分かれ

発句作者実花坊は青木氏︒美濃派︵獅子門︶以哉派第十

中笑雨貞子文調雨裳扁悠南風

年齢やら遠路のゆえ出席せず︑事前に発句を送っておいた

．皇−

の方を掲出する︒

笑花坊

古狂
嵩佐
幾昔
哺和
豐路
東烏
寛三
兎乙
五調
至徳

勺へ

前書有略

塚あらた新に恩を送る夏
成りし願ひも道茂る陰
なく時は狐も占に遣はれて
兎角してつひ夜の明に鳧
相宿の衆はお先へと月の笠
鯛やすぎきに飽く汐湯治
暦では寸に足らずも旬余り

大黒天の明し赫々

懇に尋る家をおしえ呉れ
な§つか八つか竹馬の若子

さく花の中に桜のはなぞ華

士鬼露君三露其嵐峨雄霞斗馬

脇句の古狂は︑大脇信親︒別号に裏梅園︒長女の夫が養

う際の興行作品として︑準備が進められたはずである︒現

本来この巻は︑天保十三年夏六月あたりに句碑除幕を行

いたと私は考えている︒

子となった大脇信興で︑﹁日記﹂を記した人物︒﹁夜明け

在でも句碑の裏側に︑﹁天保十三壬寅年水無月吉日建之

のであろうｃ

前﹂に年寄役として登場する伏見屋金兵衛のモデルである

裏梅園古狂﹂と刻まれているのを見ることができる︒美濃

派においては︑今日でも行事によっては二か月三か月前か

ことは先に触れた︒

第三は嵩佐坊︒四句目の幾昔のことも先に触れた︒

ら下巻きに取りかかるから︑この時も初夏の頃にはすでに

巻き始めていただろうと思われる︒

以下︑付合が進行して︑古狂のことを偲ぶ趣の花の句と
挙句をもって一巻は満尾している︒なお挙句作者の士中が

ところが︑下巻きの方はある程度進んだのであるが︑六

勺つ

大脇信興である︒

月に除幕披露を行うことが不可能となった︒工事が遅れた

のである︒﹁日記﹂によれば︑天保十三年九月の記事の中

ところで︑北小路健﹃木曽路文献の旅﹂では︑天保十三
年十二月十七日に没した古狂が︑十四年四月十二日供養の

に︑﹁十五日曇り翁塚新茶屋江建立致候﹂と見える︒

また︑古狂の健康状態について︑﹁日記﹂の六月の記事

俳譜においてなぜ脇句をつとめることができたか︑疑問を

初めの方が巻かれていたからと控えめに推論がなされてい

に︑﹁四日雨大井入山御主人︑親父病気御見舞二御出被

実に三か月も遅れたことが知られる︒

る︒それはそれで正しいと思う︒今日でもこういった行事

下候﹂などと見え︑その他にも見舞の記事が目につく︒

呈している︒この点について︑古狂の亡くなる前にすでに

においては︑下巻きと称してあらかじめ付け進めておき︑

気になってしまったのである︒石工の作業が遅れ︑一方で

折から句碑建立披露の予定時期と相前後して︑古狂も病

しかしながら︑少しこみ入った事情が背景にあり︑以下

古狂の病勢が募っていき︑ようやく九月十五日に建立でき

残りを当日の座において文台を立てて付合をする︒

に述べるような経緯があって︑相当早い時期に準備されて
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ところで︑当日の付合について︑作品では記念の一巻を

がったのであろう︒今日の正式俳譜においても時間的な都

たものの披露の儀どころではなくなったのではないか︒そ

合もあって︑あらかじめ途中まで付け進めておく方法が採

巻き終るのに日暮方まで要したとあるのは︑﹁日記抄﹂な

古狂の病没という事態も重なって︑建立披露は少し間を

うこうするうち︑古狂は十二月七日に帰らぬ人となってし

置かねばならなくなった︒そこで百ヶ日もいくらか過ぎた

られているが︑では天保十四年の興行ではどのあたりまで

どの記述をそのまま流用している︒実際に時間がかなり下

ところで︑嵩佐坊の手向の前書の一節に︑﹁今年阿翁の法

付け進めてあり︑どこから文台を立てて付合を開始したの

まった︒

命忌に尊遺詠を彫りて﹂とあるように︑時節を考慮し芭蕉

であろうか︒

当日の懐紙に記された作品と﹃塚供養﹄所収の作品とを

の月命日にも当たる四月十二日に日を選び︑単に句碑除幕

披露のみならず︑古狂の追福も兼ねて営まれたのであろ

係ではあるまい︒なお翁塚供養記念の集が︑﹁日記抄﹂に

にあたっていることと︑この翁塚供養とは︑まったく無関

花﹄が刊行されている︒美濃派におけるそうした重要な年

世に至るまでの連塔碑が建立され︑記念として﹁世々の

れ︑支考の鑑塔が修理され︑また芭蕉以降以哉派の第十一

から美濃国山県郡北野の獅子庵の大がかりな補修が行わ

実は︑この天保十四年は芭蕉百四十回忌の年である︒折

た修正があるということは→少なくとも二の表一句目まで

を考慮して作者名が記されていたと思われるので︑こうし

にはおそらく事前に付合の済んでいる分については︑時間

の修正は三子に名配を変更する処置を示していよう︒懐紙

は三子となっている︒里融は当日不参だったらしく︑懐紙

の表の八句目︑折端の作者は︑懐紙は斗南︑﹃塚供養﹄で

あり︑﹁塚供養﹂では斗南に変更されている︒また同じ二

立の作者は︑懐紙は里融として右側に小さく三子と記して

校合すると︑手がかりが見えてくる︒二の折の一句目︑折

よれば翌天保十五年に刊行されているｃすなわち﹃塚供養﹂

は付け進めてあったと考えられるのである︒

う︒おおよそ以上のような推測である︒

である︒
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れた﹁庵の夜話﹄︵雨岡庵口授︶などが参考になろう︒次

は伝わらないが︑たとえば同じ美濃派でも再和派に伝えら

宅で行われた︒この時の吟声がどのように行われたか詳細

を行うはずであったところ︑時間が下がったので大脇士中

巻き上がった短歌行一巻は︑本来なら翁塚において吟声

察される︒

この時の吟声も︑美濃派特有の方式によって行われたと推

つぎや︑句末を少し引いて吟ずるのも同じと言ってよい︒

であるならば︑ほぼ同様である︒また︑一句の切り方︑息

句のことが入っていないけれど︑それも含めてということ

れを二度読む方式で行っていて︑右の記述の中に脇句と挙

句碑の字体の問題

のような記述がある︒

一満巻之上吟声の次第は︑左の膝を立︑左の手で懐

馬籠新茶屋に建てられた碑について︑大きな問題があ

弼一

紙を持︑右の手に筆をもちながら︑懐紙に添へて︑先
発句を平音にすらりと読︑うちかへして二返目は調子
をあげてよむべし︒よみやう︑上の五文字でて息をつ
ぎ︑中七文字を下五文字とつずけてよむべし︒読終を
いつにても引くし︒短句は七文字づ︑に切て読くし︒
もとより句主の名をよむべし︒抑︑折ごとに少し調子
をはや
やめ
めて
て︑
︑匂
匂ひひ︵の花は二返めにいたりて改めて静に
一調子上て吟くし︒

現在の美濃派では︑吟声役が懐紙を文台の上に載せて吟
声を行う︒その他︑発句と脇句︑匂いの花と挙句のそれぞ

｢送られつ」句碑部分

鵜

筆跡の古体の﹁秋﹂の字が︑﹁蝿﹂という字に見えるので

いがないが︑問題は句碑の文字の書体である︒大脇古狂の

る︒採用された句形は﹁曠野﹄等に依拠していることは疑

にした者は︑吉左衛門ならずとも﹁蝿﹂と思うのも無理は

いるために﹁龍﹂の妾に近く感じられもする︒この字を目

に近い︒妾は﹁蠅﹂の妾とよく似ているが︑上へ突き出て

まず偏の崩し方であるが︑たしかに禾偏というより虫偏

現に供養の会の列席者の中にもそう思った者もあったよ

ない︒

ある︒

これについては︑先に引用した﹁送られつ﹂の句の部分
に引き続いて︑次のようなやりとりがある︒

うだ︒手向句で蝿を詠んでいるのである︒

蝿を追ふ迄を手向や供養の日
憎まれず塚の供養に寄る蝿は

蝿塚や木曽をわすれぬ枝折にも

蝿送りノ︑守らん恩の塚

本当に﹁蝿﹂だと思ったのかどうか︒あるいは﹁蝿﹂の

作品で吉左衛門にこうした発言をさせたのかもしれない︒

書が付けられており︑﹁塚供養﹂のその中で引かれている

もっとも︑先に短歌行を引いたが︑笑花坊の発句には前
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﹁これは達者に害いてある︒﹂

かめ

﹁でも︑この秋といふ字がわたしはすこし気に入らん︒
のぎ

禾へんが崩して書いてあって︑それにつくりが亀でせ
︾っＯ﹂

﹁かういふ書き方もありますサ・﹂

﹁どうもこれでは木曽の蝿としか読めない︒﹂

こんな話の出たのも︑一昔前だ︒

ように見えるので︑あえて興じるような気持ちもあったの

あるいはまた︑そうした話が地元で語り伝えられていたの

﹁送られつ﹂の句の字体も﹁蝿﹂に近い︒

かもしれない︒

かもしれない︒

藤村も碑の前に立った時に同じように感じたがゆえに︑

席霞聰峨
外
雄坊古裳

いずれにしても︑芭蕉の句は﹁木曽の樋﹂なのだから︑

国民図耆株式会社

﹁十返舎一九集﹂近代日本文学大系第十八巻

﹁塚供養﹄

そのように読まれるべきであろう︒結局は古狂の筆癖なの
か︑あるいはまた金兵衛の言うように﹁かういふ書き方も

﹃庵の夜話﹂

ひしや古文書研究会・恵那市教育委員会

﹁中山道大井宿俳諸研究レポート﹂

ありますサ・﹂ということになるのであろうか︒

むすび
そうした字体の問題を孕みつつ︑碑は今日も旧街道の傍
に静かなたたずまいを見せている︒﹃夜明け前﹄の冒頭近

句弓

くに描かれた翁塚供養をめぐる一件は︑美濃派という結社

探求﹂北小路健芸艸堂

を紙碑として建立したものとして考えてよいのかもしれな
い○

︿主要参考文献﹀

﹃藤村全集﹄筑摩書房
﹁評伝島崎藤村﹂瀬沼 茂樹
﹃木曽路文献の旅﹃夜
﹃夜
叩明け前﹄
﹃中津川市史﹄
﹃恵那市史﹂

﹃落合郷土史﹂

一・j／

エッセイ

花幻想
山村俊夫

投稿されている当欄の稿は研究発表の場となる様な香り
高い素晴らしい内容のものばかりで庶民の小生には投稿自
体畏れ多い事であると迷いながら︑しかし誰かの何らかの
切っ掛け作りにでもなればと︑敢えて主観的で憶測もあり
浅い見識であることを覚悟の上で出稿した事を先ずお詫び
申しあげておきたいと思います︒

野の合唱団が毎年芭蕉祭で献唱する曲を奉唱致しました︒

舞台は青芝の上︑背景は立石寺の岩山と言うすばらしい記

念館の庭︑当時十一億の巨費を投じて作られた記念館には

翁に対する当地の人達の心根がつまっておりました︒歌わ

しづか

ひじり

せていただいた組曲の一節
﹁閑さや

古き聖僧の跡とめて
いわば

佛の山の苔生ふる

こごし岩秀に汗拭ふ

こめかみ淋し身の細り

出で入る息と松風と

こころ澄みゆく山寺は

岩にしみ入る蝉の声﹂

と言うくだりでは﹁あ猶此処なんだ﹂と思うと眼が熱くな

年記念行事が芭蕉の旅した各地で種々実施され︑伊賀上野

駒が飾られ︑道巾も広く明るい印象がありました︒駒作り

天童の町は将棋の駒作りで有名な処︑至る所にでっかい

ったのを昨日の様に思います︒

からはキャラバンを組んで翁の跡を巡るイベントがなされ

の実演をしている喫茶店に入り店の︑王と雑談しながらコー

もう足掛け二十年近く前の事になりますが奥の細道三百

ました︒その途上の平成元年八月二十四日は山寺で芭蕉記

ヒーの香を楽しんでいたのですが︑主が昨夜歓迎会をして

あるじ

念館の完成に合せて記念行事が行われ︑式典の中で伊賀上
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組

ることは﹁翁が紅花にどんな思いがあったのか﹂︑﹁果たし

米沢は適所﹂と言われました︒この話を聞いて妙に気にな

暑く冬寒さ厳しく︑春と秋は霧が出る土地が条件で山形・

る︒また紅花とサクランボは気象条件的にセットで︑﹁夏

初めて紅花畑の一つが咲く︑するとどんどん花が咲いて来

には半夏生の一つ咲きというものがあって︑半夏生の日に

を見る事が奥の細道行の目的の一つであったこと︑紅の花

芭蕉に向けられました︒彼は熱っぽい口調で﹁芭蕉は紅花

くれた観光協会の役員の会田さんと判り︑当然の様に話は

伊勢と大差はないけれども︑夏の三十度以上の日数と冬の

あっても持越すことなく︑年間平均気温は十四度くらいで

であります︒冬は京都に似て底冷えが名物︑さりとて積雪

勢︑盆地の伊賀の気候の違いは顕著で通勤者泣かせの地域

なのに伊賀では連日雨や雲が降ったり止んだりで臨海の伊

で菜の花盛りでも伊賀は花芽︑連日伊勢は暖かい晴の日々

気候は典型的な内陸型︑俗に言う盆地気候で︑隣りの伊勢

ば行けない処で︑伊賀一国がそのまま伊賀盆地なのです︒

の大津から︑大和の奈良から各々九里の山道を越えなけれ

ら九里︵栗︶﹂と言われて来ました︒伊勢の津から︑近江

クリ

て紅花について尾花沢の渭風の元へ来るまでに紅花の智識

す︒特徴のもう一つは春と秋のロマンチックを通り越した

零度以下の日数では断然伊賀の数値が飛び抜けておりま

盆地のことを言ってる様だが伊賀の地に紅花に関する手が

霧で全国を見ても釧路︑根室などを別にして上野より霧の

が深かったのか﹂︑又﹁紅花に合う気候条件はまるで伊賀

かりがあるのだろうか﹂﹁それが芭蕉につながるものにな

多い所はあまり無い︵福永正三著秘蔵の国参考︶と言われ

関係がないので紅花を探ってみました︒

われたがさすがにサクランボは近世のことでもあり伊賀は

ています︒会田氏の言では紅花とサクランボはセットと言

るであろうか﹂・⁝・・思い巡るまま糸口を探ってみました︒

一︑伊賀の気候

みなくち

伊賀の国は四方山壁に囲まれた所で西は笠置山地︑南は

いがむ

高見山地︑東は布引山地︑北は水口丘陵があって昔から伊
賀は秘蔵の国︑山壁の向うの地﹁伊賀︵毬︶向︵剥︶いた
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二︑伊賀と紅花

国地誌二七六三︶の巻五十八租税の項に引用され︑

尾張・参河︵三河︶・駿河・甲斐・相模・武蔵・安房・上

するがかいさがみむきしあわかず

延喜式にみる﹁紅花﹂の貢納主要産地国は伊賀・伊勢・

西暦九○五年に編まれた延喜式というものがあります︒

おわりみかわ

延喜五年醍醐天皇の命によって律令の施行細則を編集した

総・下総・常陸・信濃・上野・下野・越前・加賀・越中・
いなばほうきいわみびんごあき
因幡・伯耆・石見・備後・安芸・紀伊の二十四カ国に及ぶ

歩

法令集で︑古代国家からの法の集成と体系化がなされてお

とあります︒

生活の重要な三草の一つであった訳です︒

及し江戸時代最も栽培が盛んになり麻・藍と並んで紅花は

ておりますｃやがて近世初頭には東北地方や九州地方へ普

世紀に阿波︑土佐の地方が主要な産地であったと伝えられ

その後中世に入り十三〜十四世紀は大和が︑十五〜十六

さしもふさひたちしなのこうずけしもつけ

り全五十巻から成っているというものです︒その巻二十四
に各国から朝廷へ上納した品が記された中で伊賀の国の部
では次の様に記されております︒
あはい

伊賀国︵阿拝・山田・伊賀・名張︶の調・庸・中男作物
等の税目の中に
東海道

江戸初期の正保二年︵一六四五︶京都の俳謂師松江重頼

により﹁毛吹草﹂なるものが刊行されております︒この本

伊賀国行程上二日下一日
調庸⁝⁝︵略︶

は俳譜の入門書とも言うべきもので俳諸撰集と辞耆を兼ね

備えたものですが︑この巻四には諸国の古今の名物を国別

中男作物
なるはじかみ

紅花七斤八両・紙・茜・胡麻油・蜀椒

に紹介しております︒伊賀の項を見ますと︑

たばこ

とあり︑伊賀焼︑たばこ︑松茸等と共にやはり紅花は伊

焼物︑紅花︑多葉古︑松茸︑目薬癖理ケ蠣嶋

伊賀東海道

と規定されております︒中男は中世において十七歳〜二
十二歳までの青年とされ︑紅花などの品々が中男の使役に

より都へ納められております︒この記事は後に伊勢・伊
賀・志摩三国の地誌を江戸中期に藤堂元甫が編集した﹁三
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正徳︵一七○四 一七二︶の頃の湿草類の部に紅花の産

れております︒その後刊行された﹁和漢三才図会﹂宝永〜

も紅花の産地として相模︑伊賀︑出羽︑筑後︑薩摩が記さ

野細道行二年後に出版された﹁日本鹿子﹂︵磯貝舟也著︶に

賀の名産品であった事を記しております︒元禄四年芭蕉奥

﹁西河旧事﹂というのがありますがその一文に

国では古くから化粧用に用いられ最も古い記録に中国の

リウス︵アラビア語の染料用の意︶と呼ばれています︒中

などと呼ばれ植物学上ラテン名カルタームス・ティンクト

ム︵Ｃｇさョ︶クルトウム︵嗣巨１匡日︶カルタム︵ｐ員冨日の︶

採られております︒紅花の原産地はアラビアで︑クオルト

時どのように良しと判定したのかは判らないまでも︑西国

予州ノ今治及ビ摂播二州之産又之二次グ﹂とありますが当

﹁羽州最上及山形之産ヲ良ト爲ス︒伊賀筑後之二次グ︑

のとれる山を失い化粧ができなくなって顔が白い︒此処か

る山を取られてしまった︒我が方の女性達は使っている紅

の初めの頃︑甸奴と漢が戦って甸土の王が破れ︑紅の採れ

﹁失我燕支山使我婦女無顔色﹂というのがあります︒漢

かのこ

地と品質について

から東国へつまり東北地方へ産地が移っていったことが伺

その紅というものがどのようにして作られるのか︑製法に

ら﹁面目なし﹂ということばが生れたといわれます︒さて

茂貴氏の研究によれば﹁平安時代の﹁倭名抄﹂によると﹁禎

ついて古い文献は﹁史記﹂の﹁甸土伝﹂の中に現れる﹁閼

一Ｌい

粉﹂を﹁閉迩﹂と称し﹁おしろい﹂を紅で赤く染めて化粧

氏﹂のところに紅の製法や使用のことが言かれており︑後

われます︒紅花について元伊賀上野芭蕉翁記念館長の山本

に使ったことをいう﹂とあります︒今は﹁べに﹂と称する

魏朝になってから﹁斎民要術﹂と言う書ができました︒こ

エン

ものは赤い色素そのものを言いますが︑エジプトのミイラ

れは農産業の指導書で﹁種紅花及楯子﹂のところに﹁花地

べに

の赤い爪は﹁つまくれないの木﹂指甲花︵一名柴指甲︶と

は良熟を得るを欲す︑二月末三月初種するなり．⁝：花出ん

ふん

称する葉で染めたもの︑インドでは化粧用ではなく呪いの

と欲すれば日々涼に乗じて摘み取る︑摘まざれば即ち乾

亘ン

ものとか︑ヒンズー教の妖邪を払う目的で使われ美人画に

く︑摘んで必ず尽すべし：．⁝七月中摘む．⁝：紅深色鮮明久

ほうせんか

見られる前額の花畑はその類によるものでこれは紅花から
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こし一夜甕で寝かせてから搗き日に曝して乾かし︑丸くう

更に搗いてさらに粟飯から作った酢で処理し︑此れを袋で

は﹁碓で搗き水を加えてとぎ︑布袋で絞って黄汁を捨て︑

知られ︑古くは元久二年︵一二○五︶菅原道真公を産士神

合併されております︒此処は天下の名勝月ヶ瀬梅渓で広く

国であったり奈良興福寺の寺領になったり︑今は奈良市に

伊賀市の西隣りに月ヶ瀬という所があり︑旧来は伊賀の

深いものがやはり伊賀の周辺で作られております︒

すく煎餅状にしたものを餅紅と云う﹂︑とあります︒現在

とし祭祀し︑神霊を慰める意味で公の好んだ梅を植えまし

しきに耐えて色槌せず．：⁝﹂尚その処理に関するところで

再現した紅花餅は大同小異の方法でなされております︒ほ

た︒降って元弘二年︵一三三一︶後醍醐天皇が笠置の行在

あんざい

んのりと紅をさした女性の艶やかさ︑華やかさは周辺まで

所から落ちのびられた折女官達の一群が月ヶ瀬へ逃げて来

うばい

くだ

も浮き浮きした雰囲気を醸し出す力があります︒此の艶や

られ︑この中の一人姫若︵園生とも︶も寓居された︒熟れ

︐しよ

かさを演出する紅は﹁紅一匁・金一匁二匁は三・七五瓦︶

た梅の実をみて京の都で紅花から紅染をする際の媒薬とし

女性にとって化粧は一番気になるもの︑あまりの暑さと喉

ります︒この烏梅製造のための梅林拡大が名勝月ヶ瀬を育

た︒そこから村の産業烏梅生産が始まったと伝承されてお

ばか
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ひめわかそのお

と言われる程高価なもので︑加賀の千代女の句に

の渇きに清水をいただいたもののうっかり大切な口紅のこ

て︑山紫水明の雄大な景は世の文人・墨客の憧れの地とな

て烏梅というものがあってこの実から作る話を村人に伝え

とを忘れて了っていた︑句︵苦︶になる程の紅の大事さが

り︑明和九年︵一七七二︶京の町奉行与力神沢其蝸の筆に

﹁紅さいた口も忘るる清水かな﹂

彦み出た句です︒

よる﹁翁草﹂が刊行されました︒

さかい

﹁予大和に遊びし尾山・月瀬・長引など山里ありこれは

およ

伊賀大和の界︵境︶なり︒この間前後皆梅林にて誠に梅

梅階

さて伊賀で紅花が採取され紅花餅の形で京へ送られてい

、

世界というべし︑凡そ南北二里余り東西一里半斗りの梅林

烏う

た頃から︑もう一つ紅花にとって切っても切れない関係の

＝

末から明治にかけての文人達に最も賞讃され︑これにより

人集めて来遊しました︒書簡・詩の中で特に山陽三絶は幕

瀬記勝﹂を︑これをみた頼山陽が遊行し︑天保二年二月文

瀬日記﹂︑儒者韓聯玉が﹁遊月瀬記﹂を︑斉藤拙堂が﹁月

外の佳境に至るが如し・・⁝・﹂︒これを契機に小津久足の﹁月

には山梅ゆへ花遅し︑盛の頃は馥郁鼻に満つ︑まことに海

した︒烏梅を用いて作る紅は体を温める効果があるといわ

を越え京の西陣織などの高級染物の問屋へ運ばれて行きま

合で作られる烏梅を三○貫︵百二十砥︶一駄とし笠置の山

なれば完成と言うことです︒梅二十砥で三・七砥と言う割

来た烏梅を十日程天日乾し︑カラカラ良い音が出るように

ろをのせ煙蒸します︒二十四時間︑時々水をかけながら出

糎の深さ掘り籾殻と木・炭を入れ燃焼させ︑この上にせい

もみから

名勝を不動のものに昨今尚多くの人達が訪ねております︒

れ十二単衣の肌に近い衣に烏梅染が用いられたそうです

ふくいく

しかし近代化の波は紅花だけでなく烏梅にも及び今は文化

が︑一般庶民は紅色を身に付ける事は許されていなかった

封﹄力

保存技術へ行こうとしておりますｃ烏梅は染物の媒薬にだ

ので高貴な身分の人のみであったのではないかとの恨み節

四︑奥の細道山寺行

もあります︒

けでなく漢方で用いるすぐれものでありました︒江戸末期
は大盛況の時代で収益は米麦の比ではなく︑栽培への力の
入れようは相当なものでした︒面白いことに烏梅製造に入
る日は半夏生の翌日からと決められておりまして丁度紅花

さらさらとまんべんなく掛け︑台を揺らせてゴロゴロし梅

め︑この梅に刷毛で水を打ち濡らし︑この上に真黒の煤を

完熟した梅の実を﹁朝飯前の梅一荷﹂といって早朝に集

絞って日光街道一歩踏み込んだのは五月十五日かそれとも

のでしょうか︑千住を渡り見送りのともどちと離別の涙を

めますと五月九日深川を出て杉風の所で旅の諸準備をした

て⁝⁝﹂奥の細道旅立ちの書き始めですが︑陽暦で話を進

元禄二年﹁弥生も末の七日︑明ぼのの空朧々とし

の墨団子を作ります︒五〜六回くり返し竹製のすだれ︵せ

十六日なのか︑芭蕉はその日千住から二里くらいの草加煎

の一つ咲きに合せる様に作業が始まります︒

いろと言う︶に並べ︑このせいろが入るくらいの穴を七十
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とは判らない・草加から春日部は四里足らずで早や宿と︑

出船し十一時頃千住に上るとのみ記しているので定かなこ

六日泊まるということから始まりその前文は五月九日深川

餅の地である草加に宿すとありますが︑曽良は春日部に十

れ︑この日を第一日目として五日間が半夏生の季節で古来

という日は先に述べましたように夏至より十一日目とさ

も紅さす若い姫君であったのでしょうか︒またこの半夏生

は﹁末摘花﹂という女性の名前で出ておりますが︑頬も鼻

む花の色に出ずとも﹂と詠われ︑又源氏物語の第六帖の巻

離・地名・名所をいちいち人に尋ねても正確な情報は得ら

う通りその間の距離も細かく記しているけれども旅先で距

したのではないかと思われます︒彼は日記の中で何処をど

多分曽良は地理の専門家でありますから旅の企画設計を

ことです︒紅花はこの時季を外すと見られないものである

の名がありますがいづれにしても毒に関係するのが面白い

毒草が花をつけます︒梢の葉二三枚が半分白くなるのでこ

習がありました︒丁度其の頃は片白草とか半化粧という

この間は天から毒素が降るので野菜類は食しないという風

すえつむばな

ずい分ゆっくりです︒

れるものではなく彼は十分な調査をして旅に臨んだと思わ

ことは事実なのですから旅の目的の一つに計画されていた

かも知れない︒千住から山寺まで約六八○粁︑宿数は山寺

はんげしよう

れます︒紅花の咲くのは半夏生からといわれ︑夏至から十
一日目︑つまり七月二日ごろ梅雨が明け田植の終る頃とい

を含み二六宿となりますので一日平均二六・二粁︵六里

つみとりは開花したばかりをつみとってゆきますが紅花

が五月十五日出発して二九六粁の須賀川で七日間滞在︑雨

うか︒実際には千住から五八日目に山寺に到着しています

めど

われ︑この日に紅花の一つ咲が始まり一斉に開花︑つまり

半︶を目途の旅とし︑途中調整する段取りではなかったろ

の葉は鋭い疎があって痛いので朝露で鰊が濡れ柔らかい間

の日が殆どだけれど雨で滞在したのではなく連日俳諾を乞

はんげ

﹁半夏のひとつ咲き﹂から始まり半月くらいで終ります︒

に花の先だけ摘みとります︒だから何時でも見られるもの

われ巻いております︒

すえつむはな

須賀川までの一日の移動距離は二四粁とゆっくりで恐ら

ではなかったのでしょう︒こんなことから末摘花といわ
くれない

れ︑万葉集巻第十に﹁よそのみに見つつ恋ひなむ紅の末摘
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す︒東根市史編集委員長の梅津保一氏の﹁羽州街道六田宿

月十三日﹁待ち侘びた﹂晴れで山寺向け出発しておりま

り着けていたわけです︒尾花沢では連日の大雨で動けず七

められさえしなければ︑七月二日半夏生の日に尾花沢へ辿

に合わせているようです︒堺田で思わぬ豪雨で一日降り込

と随分早くなっており成行き任せの旅ではなくまるで紅花

六日に須賀川を出てからは一日の平均移動の早さが三○粁

に気を操んでいたのでしょう︒出立して一卜月目の六月十

の半分も来ていないのに日数を半分以上費やしていること

く曽良は千住から二九六粁︑あと三八四粁の山寺への距離

が眩いております︒

句は此の辺りが舞台であることに間違いないと当地の風物

されます︒紅花畑で働く若い娘達をみて詠まれたであろう

粉の行末を一歩踏込んで詠まれた﹁行末の句﹂も十分想像

刷毛は紅花の一つ咲きの姿に似ており︑これからとれる紅

りであったことは疑いのないことであります︒まゆはきの

月十三〜十四日の翁の見たものは一面に咲く紅花の真っ盛

石倉あたりでの作だと梅津氏は想定しているようです︒七

ります︒又まゆはきの句は天童の郊外紅花の名産地である

翁の句だと言う人からきいたが題も判らん﹂と注記してお

この句があります︒支考は﹁いつどんな時に作られたのか

きを悌にして紅粉の花﹂︵加藤鰍邨筆一九八三建之︶の句碑

花﹂二九八六建之︶の句碑︑また旧山寺街道には﹁まゆは

だったに違いないのですが何が旅の目的にさせたのかは五

花が単なる旅先で偶然見かけた花ではなく旅の目的の一つ

曽良を伴って一泊で過ぎていった芭蕉でありましたが紅

五︑紅花余話

はけ

と芭蕉さん﹂の中で芭蕉と曽良は朝六時半頃尾花沢を発ち
山寺へ馬で向かわれた︒天童から山寺街道に入るところ念

があります︒行末の句は存疑問われる句ながら紅の花の中

里霧中の状況です︒芭蕉が育った故郷伊賀上野赤坂町辺り

佛寺跡に翁が立ち寄ったとあり﹁行末は誰肌ふれむ紅の

心地であるこの辺りの人達の熱き思いが句碑に感じられる

は武家町ではなく町人の町で︑芭蕉の育った頃は農人町と

べに

ものがあります︒初出は元禄十二年刊行の支考編﹁西華

記されております︒農人町は市街地の東部分になりますが

おもかげ

集﹂にあり︑その坤巻に余興として翁の句が四句載る中に
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町の真ン中に旧本街道の追分があって︑﹁西へは京︑大阪︑
奈良︑初瀬へ﹂︑﹁東へは伊勢へ﹂︑﹁北へは東海道︑関へ﹂

おおたな

の道標が立てられております︒この道標のある角の店は
﹁紅屋﹂という店で昭和の終り頃まであった大店でした︒
紅屋について何時の頃からの創業か︑紅屋の称号が紅花を
扱った店かどうか手がかりが無いのが残念です︒明治の初
期の豪商時代の繁盛振りを思わせる荷に付けた絵図や︑芭
蕉の生家近くまでのびる紅屋の横の通りを紅屋通りと俗称
していたという古老の話などなどの中で唯一つ家敷の一部

一六九四︶は

が今も追分の所にあり︑その煉瓦は朝日を受け︑③の彫り
が輝いております︒芭蕉の時代︵一六四四

や

前述の和漢三才図会による紅花栽培の移動期とも思われ伊
賀はすでに栽培を止めていたのではないか︑藩の種々の文
書にも紅花又は紅について一切出て来ていないという事で
あります︒したがって従来の紅花を扱う店も薬屋︑小間物
屋︑呉服屋へ転向していった中で屋号だけが残ったのでは
ないのでしょうか︒

芭蕉が︑仕官した藤堂新七郎家では多くの女性達が仕え
ており︑若き桃青時代の芭蕉の胸の高鳴りを煽る女性達の

芋
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﹁紅屋の娘﹂で大ヒットした詩を作られたと大野さんは聞

かいの紅屋さんに美しい娘さんが居られたのをみて︑後年

吉︵雨情︶さんが茨城から来て暫く居られた︒この時筋向

でおられた︒ある日︵大正末期頃？︶親戚であった野口英

養子先が野口さんと言って農人町で時計・貴金属店を営ん

さんと言う方がおられます︒この人のお母様の伯父さんの

在いがうえの語り部の会の副会長をしておられる大野利江

分けにある③の瓦が見下す界隈に面白い話があります︒現

る思いと言うものがあったと推察されます︒今農人町の追

価なるものでありました︒現代感覚では判らない紅に対す

紅はやはり紅花によるもので町人には手の届かないもの高

のを発刊されました︒大きなロマンを追う男を見ました︒

のをつなぎ合わせながら真実を追う指針のような貴重なも

口碑伝説は火の無い所に煙は立たぬ﹂と︒信懸性の無いも

のを刊行しました︒彼の曰く﹁文献的足組の源となる俗伝

マンが拡がるもので︑最近友人が﹁芭蕉伝記叢考﹂なるも

ロマンが消えることもあります︒しかし資料が出る度にロ

は論より証拠のない神代ではないけれども証拠が出て来て

寄せ美しい染め物など出来ております︒歴史を辿るロマン

栽培から染色の研究を続け︑隣りの月ヶ瀬から烏梅をとり

そそります︒最近になって伊賀で紅花を育てる会ができ︑

農人町が芭蕉・紅屋・雨情と紅い糸の様に引くのが興味を

いておられる様です︒雨情といえば﹁七つの子﹂﹁青の眼
の
形﹂
﹂﹁
﹁波波
の人
人形
浮浮
︵の港﹂﹁しょじょ寺の狸ばやし﹂等日本の原

風景を詠っている様な唄をのこした人です︒
紅屋の娘
こ とにや
紅屋の娘のいい
ううこ

サノいうことにや
うす
す 曇り
春のお月さまう
す曇
曇り︵以下略︶
トサイサイううす
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回顧

１
Ｉ
平成十八年の連句界

宮下太郎
昭和五十年代の前半の頃︑いわゆる第一次の連句ブーム
が起こり︑それから三十年近く経過した現在︑第二次のブー
ムが到来しつつあるように思える︒あえて少々大げさな表
現を用いたのは次に述べる理由からである︒
連句年鑑﹁十八年版﹂でも触れたが︑五十年代の前半に

た︒連句の普及という意味ではこれは願っても無いことで

あり︑県の持ち回り継続事業となったということは協会に

とっては勿論︑それまで連句に全く無関係であった人々に

も連句の面白さ︑今日性を解ってもらういい機会となっ

た︒付け合いの原点として︑連句に触れることにより︑佃

を越え︑共生の心の必要性がわかってくる︑そんなコミュ

ニケーションの原点のような付け合いを︑心のオープンな

働きとして捉え普及していけるのではということである︒

さて︑手元の協会報を﹁俳海往来﹂からピックアップし

ながら今年の連句界を振り返ってみよう︒

まず一月︑磯直道・当協会会長が連句集﹁初みくじ﹂を

刊行︒主催される﹁くさくき﹂誌上で巻き続けた歌仙実習

からの俳諸結社を初め︑新しいグループも加わり︑いわば

圭より﹁二○○五年連句作品集﹂が刊行された︒両結社

都心連句会主屋実郎氏代表一湘南吟社一小林静司氏代

を加筆して一冊にまとめたもの︒

我国独自ともいうべき付け合い︑座の文芸の消えかかった

が昨年巻いた一四二巻すべてを収録︒

は多くの連句関係の耆籍や雑誌が刊行・発刊された︒古く

火を再び燃え上がらそうという趣旨から︑昭和五十六年の

表︑並びに連句大会開催︒二十六日︑江戸東京博物館にお

二月十八日﹁平成連句競泳二○○五年連句文芸賞﹂発

それ以来二十五年が経過し︑懇話会は連句協会と改組︑

いて﹁宝井其角三百回文学忌記念シンポジウム﹂が開催さ

連句懇話会発足へとつながってゆく︒

その背景には国民文化祭参加という大きな出来事があっ
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れた︒

三月︑片山多迦夫氏は俳譜自選集﹁ペガサス﹂を刊行︒
四月二日︑熊谷市常光院境内において︑国際俳句・連句
の碑建立除幕式が行われた︒

五月四日︑伊勢原連句会は連歌師心敬生誕六百年を記念
して洞昌院において法要と連句会を開催︒同時に﹁伊勢原
の心敬﹂と題する大著﹁近藤蕉肝編﹂を刊行︒
六月︑連句協会報は通巻百五十号を迎えた︒
六月十八日︑浅草伝法院において﹁青時雨忌正式俳諸興
行﹂が行われたが︑この席上このほど刊行された別所真紀
子著﹁古松新涛﹂が披露された︒昭和の俳譜師・抱虚庵故
清水瓢左の伝記︒蕉風一筋の生涯を活写した労作︒

た︒故東明雅氏の名著で長く絶版だった﹁連句入門﹂が第

九版として中公新書より刊行された︒

﹁遊星﹂三五号は﹁風狂のアニメーション﹂と題する川

本喜八郎氏の講演を特集︒冬の日を題材にした連句アニメ
の解説が興味深い︒

﹁草門帖﹂四が刊行された︒二○○四年から○五年の作

品集︒こぐのある作品五十編・全て文章付き︒

九月二日︑京都清庵において﹁落合まつり﹂昨年亡くな

られた福田眞久氏の追悼の会も兼ねた︒席上︑追悼集﹁芭

蕉絶句のこころ﹂が披露された︒

八日︑第十八回﹁全国連句新庄大会﹂が新庄市民プラザ
に於いて開催された︒

十月八日︑熊谷常光院に於いてさきたま連句大会が開催

十月﹁連句年鑑﹂平成十八年版が刊行された︒

開催された︒今年をもってしばらく休会とのこと︒字咲冬

され約五十名が参集︑一○席の連句の座︒昨年の記録﹁俳

二十五日︑第五回﹁あやめ草連句大会﹂が仙台に於いて

男氏は二十日︑米国ニューョークの国際学士院大学より文

諾・彩の国﹂も刊行された︒

十一月三日︑町田市文学館の開館イベントとして連句シ

が開催され︑約七十名が参集︑十二席の座︒

二十九日︑徳島市に於いて﹁国民文化祭・連句プレ大会﹂

学博士の称号を授与された︒

二十八日当協会元常任理事︑森三郎氏が逝去された︒石
沢無腸門で寄居を拠点とし埣琢会を主宰︒享年八十五︒

磯直道氏は﹁江戸の俳譜に見る魚食文化﹂を出版され
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ンポジウムが開催された︒﹁今なぜ連句か﹂のテーマで田
中優子氏らの話のあと別所真紀子氏による五十嵐浜藻につ
いての講演︒次いで十四席に分かれての連句実作︒
三日︑山形県の﹁斎藤茂吉文化賞﹂を新庄市の北陽社が
受賞・表
表彰
彰さ
され
れた
た︒
︒伝
伝統
統的的
なな
小俳 諮 結 社 と し て ︑ 連 句 と 俳 句
の百年に及ぶ活動が受賞理由︒

四日︑岐阜市に於いて獅子門道統四十一世に就いた大野
鵲士宗匠の立机式が挙行され二百名が参集︑正式俳譜の付
け合いのほか﹁鴻々園連句集﹂が披露された︒

十一日︑岩国市に於いて国民文化祭やまぐちが開催さ
れ︑約二百五十名が参加︒シンポジウムのほか四十一席の
座︒中学生も二十数名参加する盛況であった︒
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平成十八年連句行事一覧表
i
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1

28

︐︸

I

協会行事

断

事

'附任珊事会（日本青年館）

1

協会繩148号発ｲ1

4

IIM￨lf会(II本青年館）

19

"251' II総会全l可大会

1

￨洲会報149号発ｲ1

2

26

其角シンポジウム

4／23節林連ｲﾘ大会
4

５

13

行

即事会（Ⅱ本青年館

29俵口述ｲﾘ大会（松山）
伊勢原心敬 毬連句入会

6

25

あやめ草迎ｲIJ大会（仙台）

9

8

全l'1新庄血ｲIJ入会（新（

６

4

7

8

Ll

1

協会椛150¥‑発行

7

IKI民文化祭説明会（文化月

8

常任理事会（日本青年館）

1

協会繩1513‑発行

9

附任理W会(R本青年館）

4，戸

／河
当哩

1(）

1

29

11

12

､￨え成18年版｢連ｲﾘ年鑑」発行
￨〃会報152号発行
lIl民文化祭徳島プレ大会

4

理事会（日本青年館）

11

Ifl民文化祭やまぐち連句大会

1

協会報153号発布

10

8

さきたま迎ｲﾘ大会

10

12

芭蕉忌述ｲIJ大会（伊賀上野）

11

3

町￨Ⅱ文学館迎ｲIjシンポジウム

12

9

俳I蒋時胴 監連ｲ1j大会（上野）
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作

口叩

連句グループ五十音順Ｉ

八川口︑会津の会ｖ

歌仙夏﹃の池﹄

若き庭師の飛ばす白息

付廻し

渡部春

磯直

大内釜口

田中雅

大鯉は石と化したり冬の池
家宝の茶碗おもむろに出し

引地久

山崎捷
鈴木光

ナォ灯を消せば蛙の声が闇に満ち

目あきすべって尻餅をつき
計報きて夕餉の支度慌てたる

メモに書きとる電話番号

どの紅をさして行こうかクリスマス

不器用なのは君と臭

まちがえの点字打つ穴多くして

てるてる坊主きょうもビショ濡れ

お迎えの母と一緒に傘の内

発表会の服を誰え

三日月が顎つきだして覗きこみ

夜長にあきぬ推理小説
ナゥ菊枕我が万年の偏頭痛

黙阿弥オペラ戯曲遅れて

にこやかに木喰仏の笑み在す

古里は今雪解けの頃

咲き満ちて六十年の花明かり

女王に尽くす蜂の兵隊

平成十七年二月首
平成十八年十月尾

一言勺一

手遊びの趣味の昂じて講座持ち

ジパング手帳ポケットの中

月今宵問わず語りを間くは猫
風さわやかにぐっすりと我児
ワ会津路は見渡す限り蕎麦の花
愛さえあれば何もいらない

ウインドの金の指輪に人だかり

にせのメールで政治空転

前のツレどうしたこととどなりこみ

版画家のアトリエ照らす夏の月

万緑の中白く浮き立ち
神苑の手水の柄杓傾きて

曲がったことを嫌う性分
花守は寡黙な御仁カップ酒
水車が水を入るる山葵田

善雅春直光捷冬善雅春直枝子樹一子水道

春光捷冬善雅春直光捷冬善雅春直光捷冬

八仙台・青葉城連句会ｖ

歌仙﹃茗荷汁﹄
朝の膳茗荷汁の香楽しめり

機嫌上々甚平の父

佐藤ちよ子捌
佐藤ちよ子

漢方薬を信じ煎ずる

ナォ啄木忌ちびた鉛筆まだ削り

古典講座に集う老人

グルメ族血圧測定高止まり

闇に弾けて遠花火散る

涼み台将棋は孫に負けてやる

ゥ棹になり鉤になりして雁の声

早瀬にきらり疾き落鮎

宿下駄を鳴らして月の露天湯へ

史蹟公園古城語らず

文

妙

ち

文

妙

ち

安堵の絵文字ケータイに見る

避難所に笑顔を運ぶボランティア

新車お祓い済んで遠出に

ナゥ小岩井の牧閉ざされて道しるべ

残業の夫の臥所に寝待月
ビルの植込鈴虫の止む

イナバウアーの肢体うつくし

耐震の対策工事両隣

初恋やっと手をつなぐ径

ち

鈴木文男

小野寺妙子

レース編むかぎ針さばき搦やかに

妙

鑿一丁匠魂刃の先に

物忘れして齢のせいかと

蝶もつれ飛ぶおだやかな午後

花筏風に押されて湖をゆく

文

平成十八年十二月二

二日尾

平成十八年八月一日首

︵文音︶

−56−

手弱女の水茎の跡よどみなく
シングルマザー堂々として

続々と酒気帯び運転するニュース

ち

文

妙

おれおれ詐欺の手口進化も

庫裡の氷柱の伸びる禅刹
球団を応援する子の赤帽子
ハムの安売り行列の主婦

ち

寒月に町の灯遠くバスを待つ

花の下ロックンロールのさんざめき

文

妙

靴音遅き春愁の夜

文妙ち文〃妙ち文妙文ち妙文妙ち文ち妙

八東京・あした上野連句会ｌその一Ｖ

十八韻順候式雪月花﹃文豪の﹄
渡部春水捌

渡部春水
新丼秋芳
次山和子

落葉重なる石の坂道

新曲の発表会の通知来て

竹本いくこ

戸田徳子

起文豪の未完の稿や冬館

素肌の艶をはやすオパール

ホールの庭に燕すいすい
承南国の大使脅かす春の雪

和

宮脇美智子

陶酔の一夜に絹の裾乱れ

救急隊の汗の奮闘

秋

美

徳

秋

美

座右の銘の大き扁額

潮引く浜に残る流木
激震に裏山の岩崩落し

秋の宿果てなく続く碁の勝負

徳

春

い

い

新酒酌み合い絆深まる

美

物月涼し梵鐘心の髄を打ち

東京の地下鉄の駅迷路めき

ゆっくり昇る非常階段

和

結返り花時計の針の戻りなく

襟元正す元日の朝

︵於・東京内幸町・日本記者クラブサロン︶

平成十八年十二月十三日首尾

57

次山和子捌

徳春秋い美冬和
く智
秋美春い和春美秋冬和徳子水芳こ子男子

八東京・あした上野連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃初懐紙﹄

くまつたりとする松過ぎの椅子

オ

砲初懐紙飾り手毬の糸の綾
諸烏の見えがくれして遊ぶらん

ウ

口づけはクリムトの絵のごとく抱き

ナオ

︑肱新社員応援団の猛者の面
ー靴もはかずに外へ飛び出す
木彫の仏がすべてお見通し

ロケ跡の富良野はるかに立つポプラ

人営める生活様々

花氷あるセレブの集い

ブランドに振り向きもせぬ硬骨漢

プラスマイナス付きて離れず

軟弱な地盤のビルの崩れ落ち

細木数子が声を呑み込む

誰も居ぬ二十三夜の月深沈
欠けし器であおるどぶろく
燃鹿の声自然が溢る野に山に

響き佳き長持唄の奥座敷

ナウ

ーもぐらの穴のあちらこちらと

垣を繕い清し樽い

石に掛け夢を旅する花筏
春の阿畔の十方を踏む

平成十九年一月十日首

佐
々
木

朱

彩

︵於・東京内幸町・日本記者クラブサロン︶

平成十九年一月十七日尾
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堀

執

イーゼルの立つ公園の中

月今宵友の栄達祝う宴
秋の景色の螺旋階段
雌熱気起つ吉田火祭たけなわに

ー俄かの雨に探す軒先

汀の貝の片割の紅

さい果ての竜巻九人即死とは

机の上の小さき消しゴム

狼の月に鋭く吠え付いて
寒餅を切る包丁の綺羅

喉通る酔い覚めの水すっきりと

素直に落ちる砂時計なる
花の昼何とはなくて気怠るかり

もつれながらに舞える蝶々

戸渡新竹宮宇次
田部井本脇咲山

筆朱秋春い彩春い芽春和冬徳秋美徳春女

八町田・あしたえびね句会ｖ

歌仙﹃花火待２
小谷伸子捌

小谷伸子
山田他美子

才

広田節子

堤花火待つ間を水の香に喧せおりぬ

放課後も塾へと急ぐ子等ありて

く合歓咲く下を曲る裏道
他

米田謙次
他

伸

ｉ恥賞められて欲が出てきてプロ志望

ナオ

ー入選話またも立ち消え

心に響く能登の御陣所

ふるさとへ帰りたいのに金がなく

嫁ぐと決めたる涼風の橡

浴衣からのぞく素肌に胸ふるえ

芸達者なる鴎飛び交い

赤灯台過ぎて入りくる定期船

政治論客今は重役

やみくもに自由求めし時ありて

折からに月光の曲誰ぞ弾く

焼き栗の香の漂うてきし
︑脇街角の秋教会の塔尖り
ナウ

ー回転木馬廻りだしたる

防衛庁昇格に湧く自衛隊
さもうららかに野球観戦

み

｜{ l

玉川学園文化センター︶

万葉歌碑にもつれ合う蝶

花明りはるかなる山染めあげて

︵於

平成十八年七Ⅱ川Ⅱ前
平成十九年二川六Ⅱ尾
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〃他澄節里他里伸謙

〃

澄里他謙他謙里り

五七五と指を折りつつ

今日の月にっこり笑うように見え

宅急便の新酒吟醸

鵬山門の少し破れいて鹿の声

橋本里子

ウ

探訪記者の及び腰なる

謙

里

儘即

澄

捨即

澄

里

捨即

矢倉澄子

節

妄想がふくらむだけの片想い
いつも付け文とりもてる役

通販の安定剤に頼らされ

鯉を沈めて氷張る池

雲間から寒げにのぞく月の顔
ウォークラリー街道を継ぎ
しめやかな葬送の列横切りて

北より届く雪解けの報
玉垣に枝垂桜の紅ほのと

春惜しみつつ向かうカンバス

依

ど

八東京・あした梶の葉連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃曼陀羅図﹄
山司英子捌

１雌駆け出した幼児が転び春の雷
ナオ

ーロダンの像は傭いたまま

遊学のはずの渡欧も早や耳順
社交ダンスの軽きステップ

営業マンを縛るＩＴ

羅の伯爵夫人たおやかに
肌と肌とを埋める香水

山司英子
白根順子

測らるる農機の余命いくばくも

山小屋の吹き抜く風の乾きいて

︲走り根長き菩提樹の涼
高橋たかえ

オ

選ばれし若き企業家集まりて

川岸冨貴

起梅雨近し劫重々と曼陀羅図

潮の香とどく窓の開かれ

押して駄目なら引いてごらんよ

茄であがりたる衣被ぎ盛り

書割に白き烏舞う後の月
頁

︑脇団藥に祖父は御きげん今年酒

一畠

順

母に捧げん曲の爽やか

た

ナウ

︵於

斑
Ⅱ
ヰイ不

熊谷市障害福祉会館︶

空に大きくかかる初虹

ユニホームだけは立派な草野球

芝焼く煙り川沿いに這い
清水うた子

平成十八年六月七日首
平成十八年七月六日尾
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チェリストの今宵の月に弓を取る

ウ

城秋袷身にしっくりと美術展
く灯ともし頃の街はむらさき

ー骨董品にすべて注ぎ込み
順

夢乗せて散る花びらを仰ぐ椅子

言田

ふと気になりし糠漬のこと

た

ラウンジに肩を抱かれてささやかれ

順

凍月を連れて荒原過る汽車

た

愛國心を青年に問い

テポドンのニュースを流す外務省

さみしくなれば吠える狼
三峰の社の木霊かと思う

英

諺つ

た

言田

語りつがれし民話いろいろ

隠沼の花影抱く水の照り

おたまじゃくしは陣を構える

う冨た順冨た英和順冨た順和冨た順枝冨

八束京・あした梶の莱辿句会ｌその二Ｖ

歌仙ご人静﹄

肱小流れの尚細くなる渇水期

思い出が画廊にでんと飾られて

ナオ

ー撤退決まるサマワの自衛

カイゼル髭の手入れ大変

果ててこのまま雪を聴きたし

妙薬の壺を炬燵であたためる

補陀落に向かう山道険しかり

関根雪子捌

高橋たかえ

関根雪子

景気よく祭終えたる夜半の月

オ

狸はらからを育み一人静かな
Ｉつかず離れず舞える初蝶
江森京香
川岸冨貴
柴原英甫
山刈英子

棚の糸瓜は風もなく揺れ

ＤＮＡは味噌醤油恋う

笑うこと泣くことつまり生きること

ナウ

︑胤酒を酌み偲んでいたり夢二の忌

ぽいぽいとゴミを捨ててはいけません

ーもっとあそんでおけばよかった

命を賭して獣交めり

百選の長堤鎮む花時雨

熊谷市障霄福祉会節︶
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鶏鵡はいつも同じ経文

入学の児等賑やかに歩くらん

た

ビオトープでは棒の釣竿
名月に笙の音色の渡り来る

簾はずして憩う隠居所

幸ヨ

英

甫

言田

一足

確赤い羽根募金の通知回覧で

ウ

ー美容師求む広告のあり

うなじから水のしたたる好男子
恋はゲームと抱いて抱かれて
スポーツカー海岸線を走り抜く

l l l l

春の夕べに永久の語らい

m尼前

ー尿

今

l

た

一ノ、

異常気象にゆれる列島
量大き夏月かかる摩天楼
恐いこわいと土用狂言

/ilノリ

一邑

)I II
十

奉ヨ

八八

たまゆらの刻庭の掃除を

甫

ロ根川子

年年

脂肪肝メタボリックを指摘され

木彫の盆に匂う草餅

花満つる八幡さまに由来の碑

平平
成成
十十

英た順冨甫京順冨英た甫英順京英雪京冨

松澤晴美捌

宇咲久﹁

松澤晴

信玄の隠し湯とかや峡の奥

淡

ゆ

ナオ

肱牧萌えて噺く岬の春の駒
ー尋ね尋ねて地図にない町

研となりし若きらの歌

雪しまく抱きすくめられ倒るるも

囲炉裏に赤く楕火うつろう
タレントが高得点の知事選挙
地球のどこか輝割れてゆく

仮の世は何が起きても不思議なし

きりなく続く尻取り遊び

登り窯雨月を愛でて酌める酒

ナウ

舌をやくクリームパンに髭爺

崎

八東京・あした芭蕉記念館連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃霜夜かな﹄

哩声に出して帰去来を読む霜夜かな

オ

く凛と薫れる壷の水仙
後藤曲︿

岸田芳
中野稔

そぞろに寒しらせん階段

脇秋燈の遠く近くに灯り初め

ー鴨居にかかる扁額の訓
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寒獅の大漁旗をなびかせて

辺り一面歓呼どよめく
満月の鏡となれり宙天に

野山の錦映ゆる白壁

いつからか足長おじさん変身し

ウ

碓駅ごとに人だかりせる愛の羽根

く思春期の瞳の潤む前髪

観音さまが微笑んでいる
学習にモーッアルトが見直され

雛の宿に笑いうずまき
花巡り花に溺れし花疲れ

蝸叫の群れいるはるかなる里

平成十八年ｌ・一川二卜川Ⅱ前

篠

雌

︵於・江東区芭蕉肥念館︶

平成十九年二川二卜八Ⅱ尼

伊

執

しとねの上で胎児夢みて
ハンモックゆらりと峰にかかる月

姿かくして鳴くほととぎす
鬼婆がひとを食ったと伝えらる

鎮まりかえる昼の演目
花道も千鳥ヶ渕も花吹雪

かすかな風に揺るるふらここ

典稔晴芳稔晴冬典稔芳冬典晴子雄雄男美

筆典芳々稔典稔典ゆ典ゆ晴典典稔晴き芳

八東京・あした芭蕉記念館連句会ｌその二ｖ

歌仙﹃ふらここよ﹄

腱ふらここよ恋の止り木かも知れぬ

中野稔子捌
中野稔
松澤晴

オ

Ｉ鴫り繁くなり来たる苑
岸田芳

後薩曲︿

二階建バスは長閑に過ぎゆきて

太極拳の動きなめらか

字咲匁︑

ナオ

Ｉ朧メーデーの歌も聖子やみゆきなる

塀を境いに地獄極楽

１痩せたモデルがはじき出されし
分校のいじめっ子今どこへやら

愛憎を抱き訪ねる枯野道

雪に埋もれて命結晶

しみじみとアイヌ挽歌の聰こえ来て

点となりゆく幌馬車の影
硫黄島からの手紙を大切に

渚の波の実におだやか

探査機のハッチに後の月耀りし
澄みゆく静寂みみず鳴くなり

ドンペリを酌んで旧交ぬくめ合い

ナウ

膳望郷の祖母の好みの衣被
ー家紋ゆゆしき桐の長持ち

新築校舎晴れて艇か

花を詠み花に酔いけり日もすがら

肝に銘じし塵劫の春

江東Ⅸ芭蕉肥念飢︶
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月餅に桂男が夢を見る
青から蒼へきざす大潮

ウ

帷はるかより到来物の今年米
ー社の弊のひらひら吹かる
縁遠きことの淋しさ胸に秘め

渡る思いを託すヒーロー
念願の高級マンション引き当てて

世相はまさに一喜一憂

侭足首

月旱りたまりかねたる冷し酒

六.二
I l l］

土用狂言果てることなく

平成卜八年三川一
平成Ｉ八年山川一

｜・

旅烏流れ流れて三千里

親ばなれして子は育つもの
韓国へ寄贈の花の咲き満てり

深き絆に架かる初虹

稔晴典典稔冬稔芳晴男晴稔芳雄晴雄美子

典芳晴典稔晴典芳稔冬晴典冬晴芳芳典冬

八東京・あした芭蕉記念館連句会ｌその三Ｖ

十八韻順候式雪月花﹃秋冷や﹄
新井世紫捌

石井季

篠崎ゆ

新井世

佇みて見る霧らう大川

起秋冷や矢立初めの碑を鎮め

新装の茶房に人の集うらん

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成十八年二月二十八日首尾
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石蕗の色映える石垣

承語り継ぐ今も豪雪この辺り
うなじの美しき妙齢の人
氏素性知らねど確か資産家で

十二単で誓う神前

乗客のチェック厳しきエアポート

スピーカーより噂りの声
牝朧朧と月がかかりし芽吹山

私の好きな酒は辛口
将門の首塚涼し大手町

暑気中りして休みぐせつき
犬を引きいつの間にやら引きずられ

飛行機雲のぐんぐん伸びる
粁花野行く果てなき果ての地平線

色なき風の吹きて流るる

ゆ季ゆ季世ゆ季ゆ世ゆ世ゆ季世季康き紫

オ

八東京・あした連句会ｌその一Ｖ

﹃歌会始﹄

腿歌会始の訶の花のうるわしや

活き活きとリズム体操海の辺に

字咲冬男捌

宇咲冬男
中野稔子
宮本艶子
鈴木哲也
愛沼真彦
金川叡豐
折口

恩田紀三子

久︑

野口きみ子

陶工ひとり窯出し披露

紀

叡

艶

稔

船唄にのる月の涼しさ

き

首云

折口

デジタル化テレビ・ＣＤ・ＤＶＤ
アラーキさんのショット鮮やか

稔

ドイツでも冷房のいる夏となり

楽器にはなき美しき聡

単線をきしませ離れ行く列車

連理の枝の宮居尊き

ウ

曇りを拭うやや寒の玻璃
帷芸達者数多揃いし文化祭
く女教師の四肢のしなやか
宝石の次はお酒で惑わされ

宙天の月を邪魔する何もなく

どこまで続く犬の足跡

Ｉ松籟高く淑気満つ中

仙

桜見の重箱ラップ相乗りし

脇黄砂降るオープンカーの幌の上

ナオ

ー晶子の詠みし大仏の顔

思い出に千人針の赤い玉
イージス艦は進水をする

胸を刺す声を挙げたる冬の鴎

ひとつになりし角巻の内

膳の緒の函は誰にも渡せざり

無常の風の吹く法の壁

フラスコで再生さるる人工胚

幻のどと妖精の舞う

月昇るグリム童話を抜けだして

小人の料理茸いろいろ

写生画の入選と云うご褒美を

ナウ

脇稲干され黄金に光る大棚田
ー曾孫玄孫を引き連れて来る

得意顔なるマジヅク遊び
花燦々深々とある湖の紺

初の出座の三人に春

執

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十八年一Ⅱ十五Ⅲ筒尾
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歌

筆艶叡稔真哲艶稔冬き紀冬艶稔叡真哲艶

オ

八東京・あした連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹁蝉しぐれ﹄

哩蝉しぐれ校風名残る記念の碑

ー偕の木伸びて深む緑蔭

ウ

ゴルフバックを背負う若者

角田双柿捌

桜井つばな

角田双柿

つ

新井正子
飯田春紅
今泉房枝
正

春

つ

房

肱本物の味に魅せられグルメ旅

ナオ

ー満天の星玻璃をこぼれる

ケイタイで小説を読む娘に育ち
坊っちゃん生れて百年が立つ

古時計時を刻める夏座敷

燃えて崩るる牡丹艶やか

糟糠の妻に気品のおのずから
スローライフは自給自足で

突然の癌の告知に動転し

静もり返る湖の面

望月の研ぎ済ましたる神の庭

紅葉且つ散る高雄栂尾

久方にＤ副走る海岸線

臘行く秋に鳥獣戯画を描きもし
ナウ
ーバッハ奏でるパイプオルガン

新品の角帽祝す花吹雪
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自転車のロード果てなく続きいて

土産片手にうそ寒の中

岩畳上り下りの月見船
確酌む酒の肴は苦き初さんま

く床に掛りし山水の軸

白きうなじに心うばわる

隠れ家の茶釜ほどよき音をたて

正

ボートレースに賭ける青春

芝焼く匂い漂いて来る
房

春

春

佳境の民話はぜる囲炉裏火

夕鶴にマリオネットのような月

正

レッスンを止めて教師の懐に
ハーブの香り溢るひととき

連鎖して絶ゆることなき子のいじめ

︵於・さいたま市立常雛公民館︶

平成十八年八月二十五日足

平成十八年七月十日首

房
房

つ

雨ニモマケズ風ニモ負ケズ

堂々と今が盛りの花大樹
いる鮮やかな鄙の草餅

執

筆房つ正房春双つ春つ正房つ正房つ春双

八東京・あした連句会その三Ｖ

﹃聖五月﹄

ナオ

雌別れ霜脳血栓の病窓に
ーゴルフ三昧夢のまた夢

チンギスハンの映画撮影

繋ぎ着て牧夫が追いし牛の群

いつの間に雨となりたる裏通り

白根順子捌

︑根順子
関根雪子
篠崎ゆき

成就するまでは禁煙ひたすらに

閨の冷房〃強〃に切り換え

めくるめく汗の飛び散る筋肉美

桜井つぱな

オ

顕微鏡実験室に据えられて

川上綾子

砲聖五月翅あるものの撒く光

モーッアルトの曲の流れ来

秋思の一句書き留むるなり

月今宵潮の香とどく旅の宿

男松女松の見事なる枝
菅谷ユキエ

つ

平成十八年五川・一ＩⅡ首尾
︵於・上野・東京文化会館︶

遙かにつづく摘草の丘

朱印寺文字鮮やかに花御堂

餅のごとくに庭の残雪

団塊の世代さらりとピアノ弾き

丁ウ

ー上着の柄の少し破廉恥

除からすみを肴に酒を幾重ね

髄田初子
つ

綾

つ

手を握らるるタクシーの中

予言そのまま続く偶然
凍月にサイロ点々銀世界

ゆ

ゆ

さっと現わるむささびの影

雪

初

吉と出し神籔をしかと確かめて

綾

ユ

西に東に精桿な香具師

頁

信じたるその正体はストーカー

ウ

鉢の小菊のほのと匂える
噸どっしりと秩父連山冬隣
Ｉ昔語りを今も引き継ぎ
誘い合う害道教室隠れ蓑

拉致問題の混沌として

高階に馴染み初めたる良夜なり

ｉ青葉の中を若き看護師

仙

ままごとの飯と集むる花の屑
春の小川はさらさらと行き

67−

歌

綾雪ゆ順綾つ順ゆ雪つ初綾順雪つゆ初ユ

八東京・あした連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃紅梅や﹄
新井秋芳捌

新井秋芳

オ

陛紅梅や海のまるさを遥かにす

宮脇美智子

高橋たかえ

矢倉澄子

細くけずらる鉛筆の芯

くおおどかに舞う春天の鳶
新社員決意の肩の凛として

１峰大吉のおみくじたたみ伊勢参り

性善説と性悪説と

ナオ

ー森の奥よりせせらぎの音
爺婆の医療費負担三割に

雪の積もりし黒き板塀

狐火の点滅こころ迷わせる

幼な名で呼び解く腰紐

閨までの下駄の二の字のくっきりと

街道を広告バスの通り抜け

黄菊白菊由緒ある庭

島をつなげる橋の数々
王朝の月を偲びつ紡ぐ夢

ナウ

穿きへらしたる靴の勲章

気がつけばあなた任せとなる齢

出湯の街に千の風船

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十八年十月一日首尾
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新井世紫
た

秋

彫り深き歌碑になだるる望の月

見渡す限り青き櫓田

ウ

︑焔葡萄酒の重文の蔵香を満たし

ー太極拳を皆で始める
秋

澄

初花に未来への糸たぐり寄せ

美

世

澄

啄早々と松の手入れも整いし
くファッションショーに集う人々
イケメンのモデルの脚のスマートに

移り香に酔いなおも近付く
弁当を食べる時刻を異にする

美

た

世

泳ぎ疲れし子らの寝顔よ

本堂までの長き参道
夏の霜発堀跡の広々と

しくしくと痛みし膝を抱えおり

た

秋
世

ロックに乗りしこともありしを

目借り時なる旅の出立ち

埋め尽くす嶺練乱と飛下落花

執

筆美澄世美た秋澄た世澄美世た澄秋世澄

三枝正子捌

英雅京晴正

八東京・あした連句会ｌその五ｖ

歌仙﹃逝く春や﹄

腱逝く春や与謝野晶子の緋の色紙

朝東風に厨の窓の膨らみて

オ

ー松の緑の映ゆる池の面
誰が吹くのか細き口笛

柿ころころとゆるき坂径

Ｉ雌青き踏む靴下ついに脱ぎすてて

ナオ

ー太極拳とラジオ体操

九十九折りなる木の根をふめば

金婚の旅に出合いし釈迦如来

東てつまるぴつ峠越えゆく

雪中の道行となる予感して

ギロチンの斧に消えたる恋の果

セーヌの川はいまも変らず
組閣済む戦後うまれの総理殿

素直にみえて無くて七癖
満月の昇る迅さを怖れたる
古都に伝わる鹿の角切り

脇山粧うバス時刻表赤錆びて
ナウ

ｉ橋渡りつつ交す挨拶

人は皆望みかなわずそれもよし

健脚誇るうちのかあさん
花衣まといて棒ぐ楽茶碗
ときは移ろう曲水の宴

宇

冬

咲

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十八年十月一Ⅲ首尾
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背の児の玉兎が欲しとせがむらん

ウ

城新走り民話の宿の太柱
イケメンの坊やズボンが落ちそうよ

くおしゃれの好きな河童の少女

純潔もはや死語となりたる

教会の祈りの台に儀悔して

舟を漕ぎだす碧き海原

新王生る禁裏の月の涼しさに

竹の若葉のしなう村里

療養の日々に小雨の降りつづき
憂さもふっ飛ぶジャズの演奏

韓国の大使公邸花満ちて

宮廷料理浅利蛤

山松江松三
司谷森澤枝

雅晴英晴京英京晴〃京正京雅子子香美子

雅正英正京〃雅正京晴英正晴男雅晴〃英

オ

ウ

高橋たかえ捌

ハ冨英た

八東京・あした迎句会ｌその六ｖ

楓爽とサラブレッドを駅せる人

か
ル

歌仙﹁野菊の香﹄
提相寄れる紺透明に野菊の香
月光ゲ浴びてたどる細道
蓑虫の蓑を軽々揺らしいて
パパと子供のでんぐりごっこ

風鈴のしのび音かもす深廟
夏至を迎えるはるかな便り
砿瑞国のギヤマン展に受賞せる

ー八頭身の美女の案内

ひと夜のはずが偕老同穴
脆きもの砂のお山を波が打ち

蓮如上人白骨の文

雪原の荒蓼として鎌の月

町へ街へと冬枯列車

久閼をドライマティーニ傾けし

熟年バンドライブ楽しむ
ぼんぼりの誘う多摩川花万朶

時を忘れて引き残る鴨

ナオ

雌春の風邪あなどり難く病みいたり

ー砂糖たっぷりコーヒーを濃く

ソフトバンクは全紙にて詫び

ドガ・マチス壁にかけられたるロビー

テントの中で悶々とする

うれどきを倒してしまう麦嵐

出雲の神がにんまりと笑み

屈強な漢はまこと口下手で

ロボットエ場活気あふれて

生まれては消えて華やぐ万華鏡

満月に覗かれている会議室
どう転んでも草の紫飛ぶ

燃地芝居の幟はためく無人駅
ナウ

ー肩で風きり名優のまね

今どきは傘寿・米寿は当たり前
木彫りの面のどこかおかしき

咲

子

冬

熊谷市障害福祉会館︶

切炉の名残り愁いそこはか

鰯やかに枝垂れし花の十重二十重

平成十八年十川五Ⅱ首

︵於

平成十八年十一川二Ⅱ尾
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岸司橋
1 1

山高
堀川

冨英た英ハ冨英ハ冨たハ英冨た子貴子え

ハ冨英冬た冨英ハた冨冬ハ英冨た男ハ英

才

八東京・あした連句会ｌその七Ｖ

歌仙﹁葉鶏頭﹄
狸蔵街の橋にて終る葉鶏頭

月中天にひびく篠笛

待ちわびし運動会の始まりて

背丈の急に伸びし長男

大豆生田伴子捌
大豆生田伴子

栗原英甫
渡部春水
川岸冨貴
春

ウ

言田

ナオ

ーレンジでチンとおふくろの味

ｆ雌新社員高層ビルに揚々と

膨らみ過ぎる赤字国債

体脂肪気になりのぞくクリニック

ながきブーツの脚に魅せらる

ストーブにチョイ悪仲間集まれば

からまわりする回転木馬

堕ちるだけ堕ちたる果ての無我の境

チチシスのメールの届き大慌て
胸の裂け目がぎしぎしと鳴る

稜線をでて望月の僅々と
宮のもみじの浴びる絶賛

脇盛りあがる千人鍋の芋煮です
ナウ

ー民謡を和す老若男女

ロシアンティーをゆったりといれ

旅先の窓に傾げるやじろべえ

ハ

春

だれも乗らぬに揺るる鰍軽

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十八年十月一Ｈ首尾
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堀︑ハル子

息白く飛び出せる猫弾むごと
軒の氷柱のぽっきりと折れ

英

雌けむるごと画布一面のパステル画

ー伝言板に遠き日の名が

伴

憧れの講師の仕草ぐっときて

手練手管に操崩るる

英
ハ

雪洞の消えて鎮もる花の城

朝まだき寄せては返す波の音

春

言田

アラビアのオアシスに来て月涼し

春

石油備蓄のタンク林立

サングラスとり開く経典
倫理観乱るる世とて岬る酒

伴

ハ

まっすぐな道続くふるさと

サイクリングで春郊を行き

薄墨の花と語らん小半時

執

筆英冨ハ英冨春ハ冨ハ英冨伴冨春ハ英春

八東京・あした連句会ｌその八Ｖ

歌仙雷灰つぎぬ﹄

碍灰つぎぬ燃やせざるもの燃えしもの

オ

Ｉ窓の闇より臭の声

高尾秀四郎捌
高尾秀四郎

ｉ雌マチュピチュは天空の都市春疾風

ナオ

ー埋蔵金は今もどこかに

心配するななるようになる

近頃は引っ張り蛸の鑑定団

書けぬ愛語を揺るる繭玉

ブティックに売れっ子作家マスクせり

託す未来よ﹁美しい国﹂

開かぬ踏切ひとりたたずむ
癒すくし万病すべて気持から

明け白む襟掻き合わせ引きし紅

竹本いくこ

三澤律乃
次山和子
後藤典雄

此の月の月よと見上ぐ浦の月
アイヌ部落の娘は鮭を打つ

ノムー

竣工の壁にゴンドラ上下して
スクランブルの交叉点行く

曲︿

和

ナウ

偽城垣に炎の如く蔦紅葉
ー銅像今も町をみまもり
律
秀

グライダー大利根の空雄大に

川魚料理暖簾くぐりて
花万朶晋山式の華やかに
軽やかに越ゆ春泥の道

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十八年十一月十日首尾

弓句

灰白く夢見心地の月の弓
しとどに濡れし深山竜胆
砿鬼の子のぶらり世の中覗きみる

仕送りと手紙言くことだけが趣味

ウ

く保母が見守る遊動円木

い

律

待ちし夕餉は三畳一間

オフィースで配る朝の茶濃く熱く

和
曲︿

大人のぬり絵流行るこの頃

旱月広重ばりの富士浮かせ

和

和

律

い

鰺の刺身で傾ける盃

秀

旅芝居みんな知ってる顔ばかり

鎮守に祀る村の英霊

里の歌畦道に聞く花の昼
山笑うたび胸のふくらむ

和秀〃律い和典和い秀律典秀和律典律ヤ

八東京・あした連句会ｌその九ｖ

十八韻順候式雪月花﹃羽蟻飛び﹄

高橋たかえ

川岸冨貴
山司英子

川岸冨貴捌

裸足で駆ける分校の子等

起羽蟻飛びあくまで進化求めけり

大作の迫力画布をはみ出して

堀口ハル子

関根雪子
江森京香
栗原英甫

北の棚田に稲穂垂れ初む
営業マンはお世辞たっぷり

英

柳瀬富子

ー泉

ハ

ーロ田

一邑

英

一泉

平成十八年七月二

︵於・熊谷巾障害福祉会館︶

七Ⅲ首尾

弓へ

承写メールで届くは早も秋の雪
洋間より服脱ぐ気配そこはかと

編し上手にだまされ上手

た

かしましき名前の羅列総理選

万両の実は風に昂り

甫

幸ヨ

転寒月に小人のピエロ腰をかけ
やさしさ醸すフルートの曲
上海の旅に会いたる浮かれ猫

櫓舟で揺るる芽柳の宵

カクテルにバーテンダーは技を見せ

愛・真央・美姫の少女活躍
結地に満てる若葉の花の影あらた

涼しき庭に響く神鈴

−／j−

八榛原・あしべ俳譜塾ｖ

迦
司郎迦郎司迦郎司迦郎司迦郎司迦郎司夫

片山多迦夫捌

士静多

歌仙哀羽己僅
翁忌や大和も伊賀も霧深く
ヘリコプターで撮す鷹影

揮毫の硯洗ふつくばひ

ナォ磯ぴらき青春讃歌合唱し

国際交流身ぶり混りで

転ばれし神父のギプス未だとれず

気象衛星無事に打ち揚げ
列島を真白に染めて年移る
新所帯持つ雪の倶利伽羅

恋の果て地獄のごとき辛苦経て

悪女の噂立つも厭はじ

羽化したるその変身の鮮やかさ

覚めてはかなき人の世の夢

槍投げの的は月まで届けよと

きもろこし
焼や玉
蜀黍の匂ひ流るる
ナゥ私の稚いころは明治節

ブンカブンカと鳴らす楽隊

このあたり株屋多くて兜町
蛇も蜥蜴も穴を出るころ

什皿蓉廿一一朋二信弐叩函︵文音︶

花の中落慶供養の人集ひ
春雷ひとつ吉兆と聞く

粋
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惜しみなく新しき布断ち切って

火山灰わづかに被る月の椅子
秘密めきたる石榴つぶらか

心変りの手紙三通

ゥ瞳無しモジリアーニの裸婦の目に

下手な将棋をのらりくらりと

押せば引き引けば押したくなる想ひ

貿易港に波荒き風

建て替へか古き商社の赤煉瓦

僧を継ぐ子の帰省短かし

銅錦涼し月にギターの弾き語り

老人ホーム百寿祝へる

ふるさとの縄文遺蹟鎮もりて

素潜りしては栄螺・常節

花はよし佳肴のあれば尚更に

東小片
條林山

司迦郎司郎迦司郎迦司郎迦司郎迦司郎迦

八大和・天の川連句会ｌその一ｖ

歌仙﹃またも師走﹄
高木厚子捌

尚木厚子

ナォ春光に赤福を提げ笑みあふる

賑はふ居間に緑茶運ばれ
老の文字家老大老敬語なの
帝にのれぬ太りすぎ魔女

吊し切りして捌く鰔鰊

ゆるるりと襖を開ける爪長し

電飾の街の駅裏待ち合はせ

またも師走師の逝きしこと肯んぜず
大谷似智子

奥様はキャリアウーマン格差見せ

あれこれみんな夢を実現
改築の屋根の満月皓々と
後の袷はよろけ縞にて

恋の舞台はパリヘローマヘ

清水みゆき

橘朱鷺子
浜︑泰子

墨にこだはり賀状書く頃
細き道ただ一筋に続くらん
ママさんコーラス澄んだ歌声

酒匂道代
内山良子

野次馬どもが駄泗落ばっかり
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月の友受けしスカーフ色深く

金木犀の匂ふ広庭

似

コンポートてこ盛りにした極め付き

ナゥ景気付け吉の枡買ふ宝市
朱

厚子

泰

ゥ初鴨の水面に描く大きな輪
新車選みは君の言ふまま

鎌倉の愛染堂に抱き合ふ
独りで産むと強い決心

月十二日首
月十二日尾
︵於・コープかながわ中央林間︶

苦労厭はず蜂を飼ふ人

花らんまん登る峠路九十九折

佐保姫様の潔き襟元

うったへるチワワの黒い瞳の優し

み

道

廊下を拭くはストレッチとて

涼しさは縁台将棋月の影

似

1I

良

朱

r 『

厚

復党にゆれ支持の低迷

八八

麦酒はやめて甘藷焼酎に
樹木医は花の御機嫌伺って

泰

年年

人生は汐の流れかキャンバスか

そろひのリュック遠足の列

平平
成成
十十

朱良厚み泰朱似泰良道み道朱似厚良道み

八大和・天の川連句会Ｉその二Ｖ

歌仙﹃春雨や﹄
篠原正行
内山良子

内山良子捌

蜥蜴穴出づ庭石の陰

春雨や木々密やかに耳を立て

ナォ種蒔の農夫広げる握り飯

骨董市で陶壺を買ふ

パソコンのトランプゲームにのめり込み

夕鶴追ひて順二昇天

枯かづら九十を看る七十代

彼の写真は雪像の前

カラオケのマイクくるくるデュエットで

兄嫁なれど想ひ隠せず
謎秘めし泰西名画公開に

高木厚

大谷似智子

清川みゆき

パンダのそばへ児らは殺到
月の道なだめすかして腰と膝

古谷義

奈良岡瑞

並べ了りし絹の座布団

箱に並びし林檎つややか
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女の子ぎゆつと猫の仔抱くらん

ナゥ雀来て稲架に止りて姦しく

バイエルを繰り返す指照らす月

行

酒匂道代
橘朱鷺子
浜口泰子

関口博

迷ふことのみ多きこの頃

くり−．ダンスに夜は更けゆく

爽涼の気の満つる街中
ゥ新走入賞祝し集ひ来る

リダイヤルやっと繋ぐも売り切れと

︵於・コープかながわ中央林間︶

平成十九年四月三日尾

平成十九年三月十三日首

心うきたつ陽炎の景

花朧袴彩彩夢語る

琵琶湖名産これぞ初鮒

み

似

良

道

ブランドパジャマ色白の肌

朱

あの時の女将のしぐさ測りかね

締め忘れたか瓦斯の元栓

気忙しくクラクション鳴る門の前

泰
行

六根清浄浴びる滝水

名刹の懸魚の古びて荘厳す

良

いひ逃れどきぶり大臣月も恥づ

エコノミーやめビジネスで行く

み

似

は

モナコにて孫と散策花の下
笑ひ初めたる美しき山々

次良厚瑞美次穂子泰朱道似み良行泰朱道

ハ伊賀︐伊賀連句会ｖ

歌仙﹃初明かり﹄

ナォ耕さる人手頼みの千枚田

弘二

妙子

しもやけの手で囲むボルシチ

としお

弘二
雅生
従子
弘こ

とし子

ママさんコーラスすぐに復活

宇宙から地球を語る眼の優し
末たのもしき若きドクター

里山に深く入りたる薬採り

白夜の野北狐らし跡つづき
山村としお

テキーラの力を借りてかき抱き

奥田雅生捌

町野とし子

羽毛のソファー独り寝の夢

影法師顔見え出すや初明かり

丹精込めし福寿草咲く
杉本従子
奥田雅生

月今宵高速道はスリリング

野守りは見ずや君が袖振る

そぞろ心のお受験の母

としお

雛の間笑ひの渦のあふれゐて

先輩の去ったグランド朧月

とし子

妙子
従子
弘二
妙子
雅生

とし子

従子
妙子

弘二
雅生

ノノ

スポーツニュースは大リーガーから

ナゥ瓢箪のくびれに自問自答して
アバンチュールな絵を好む人

秋の日差を吸ひし砂浜

アンデスの空中都市に肝潰す

従子
片山妙子

昭和も遠く思い出となる

ゥ始発待つキルト座布団あたたかく

うら若き喪服のうなじか細くて

としお

児の喚声花巻き込みしつむじ風

としお

寝息小さき蚊帳くぐり入る

妙子

一期一会のあたたかき街

リボンで結ぶ菓子折の箱
雷鳴に揺るる草の家夢破れ

としお

︵於・上野西部公民館︶

恒岡弘こ

平成十八年一月十三日首
平成十八年三月十四日尾

長い眼でみる町の財政

妙子
従子
従子
雅生
弘二

また一戸月の見守るニュータウン

小判掘るごと自然薯掘る
新酒酌む女杜氏の意気軒昂
自立支援のグループホーム
芽吹くもの花の蕾と分るまで

霞む山坂室生への道

−ワヮー

ハ伊賀・伊賀連句会ｖ

歌仙﹃場雲雀﹄

迷彩色に芽吹く山々

天上に桟敷あるらし揚雲雀

すずめ百まで踊り忘れず

ナォ掃き清め限りなくこぼれ竹の秋

とし子

と

妙

き

紐綴じの手習帖はすり切れて

と

従

妙

奥川雅生

道掘り返す年の瀬の街

欽ちゃんチーム球界引っぱる
熱燗に捨てたものでもない濁世

占いのでかいレンズで見ゆ行方

妙

とし子

山村俊夫捌

片山妙子
杉本従子

もつれもつれし朱い糸繰る

雅

バーヂンスノー願ひ届いて鐘が鳴る

とし子

従

機影さっさと消える空港

町野とし子

妙

雅

従

寝て一畳起きて半畳行乞俳

百円カップおっちゃんイメージ

雅

と

従

妙

くと

いとど跳び出す土間の大竈

時差呆けの眼の癒されし月明かり
〃

うや
ナゥ里祭と頭
屋朝から杵の音

ひょいと四国は終の住処に

従

とし子

妙

とし子

花の湾潮吹く魚の泳ぐとこ

も
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陶芸展団塊世代のどやかに
行きずりに会ひ肩叩く仲
名所なる月見に来いと便りくれ

新蕎麦打ちの長い講釈

笑顔の写真メダル輝く

ゥ出番待つ緊張解けぬ文化祭

従

古代埴輪の胸の豊かさ

とし子

こころ

士と生く意決して過疎の地へ

膝枕酔ひにまかせて眠りこけ
押しかけ女房ことの始まり

従

と

妙

︵於

春日遅々と軒を守る詩

糊利く浴衣バリバリとはぐ

九日首
十七日尾

化野西部公民館︶

月涼し湯の香流れる窓の下

月月

従
年年

山村としお

五Iノリ

公魚釣りの天幕自家製

妙
シ︸−亭丁

八八

面構へ浮世に負けぬ過去を持ち

い

紅かざぐるま野佛の囲に

花ならば醍醐訪ねて語られよ

平平
成成
十十

祐力郁

内本吋肌

宇都宮国

井

加代力祐子祐郁力郁祐郁力祐力郁子子子

八松山・石手寺連句会ｖ

歌仙﹃芽立風﹄
新しき出合ひのありぬ芽立風

希望に燃えて晴れの入学
若鮎の跳ねる水の面はきらめきて

揃ひの靴で励むジョギング
名月にお茶事の席は和やかに

ずらりと並ぶ鉢植の菊

ゥ威勢よき喧嘩御輿の在祭

愁ひをふふむ熱き目差

初恋の募る慕情の切なくて
すり寄ってくる猫を抱き上げ

六ヶ国協議またもや休会し
ひそかに待てる地下の葡萄酒

短夜の小人の遊ぶ月の庭

寝冷え知らずで眠る幼ナ児
あれこれとサプリメントを取り揃へ

コーヒーの香に憩ふひととき

文庫本置き忘れたる花の下
ジーワジーワと松蝉の鳴く

宝義手に束の間の夢

しやぼん

ナォ将来を占ひ飛ばす石鹸玉

エメラルド◆ダイヤ・サファイヤキヤッツアイ

マクベス夫人森を動かす
底冷の座禅の堂に結珈畉坐

静寂を破る雪折の音

ゆ

湯泉の街の湯煙に消ゆ艶姿
三十一文字に想ひ託さむ

逢びきの移り香いまも忘れ得ず

ＣＤＲＯＭに記録満載

落ちそで落ちぬ芋の葉の露

甲斐駒に矢を射るごとき下弦月

ナゥ行く秋をグルメざんまいゆるり旅

好みの色のスカーフを巻き

もるる溜息余韻尾をひく

はなやかな歌舞伎舞台にうっとりと

四海波静かに花の咲き初めて

雲雀の揚がる野辺は広々

平成十九年三川二十九Ⅱ竹
平成十九年几Ⅱ二十川Ⅱ尼

岡本眸

︵於・獅手が︶
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郁力加国郁祐

祐加郁眸祐眸加眸加郁祐

紀
伊
郁
子
捌
紀
伊
ノ
1 1
加
喋

八東京一粋会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃雲誇っつす﹄

遠く郭公近く狂鶯

雲うつす早瀬を鮎の水脈走る

ナォ新婚の約束果たす二人旅

連絡船のテープ絡まり

紅ひいて鏡に込めん秘めし恋

金をつんでも釈放はなし

麗

酔陶
安芸

思いはドイツ授業進まず

思案人

三千代

童子
念魚

黒板にサインコサインタンジェント

螺々子

あんず煮る病める友への届けもの
浜本青海

地引聡亭

大久保風子捌

大久保風子

だるまストーブ音たてて燃え

田中安芸
横田童子
中澤念魚

ナゥ気のきかぬ歳かえりみつ冬支度

糸あやつりは行儀よく座し

異国の地産湯つけんと駆けつけて

屋台のピザとコークで昼食
濃く薄く波打つ華に包まれよ

千本念仏堂を揺るがす

秤雌什皿蓉十一︽叩十ル叩唖︵文音︶

洋子

螺々子

念魚

三千代

白玉
安芸
風子

麗

暢子

唐突に屋号で呼んだくに誰り

この地にも八景のあり秋の月

初猟のポインターニ頭月に濡れ

文房四宝凝りに凝ったり

大城里水
小野酔陶
品田白玉
杉崎華

大きめの杯新酒なみなみ

古筆切線をまねぶに余念なし

山あいの霧立ち上がり来る

高根沢洋子

長浜三千代

道祖神たつ街道のまち

ワ野天風呂初茸しめじ焼き岩魚

ミネラル水で悪夢から醒め

中村麗

餌で釣られし女将見習い
玉肌に後れ毛はらり夜の風

西の国へと巡礼の路

横田思案人

山内螺々子

つかの間の二重の虹に声をあげ

インディージョンズ謎は深まり

土肥暢子

隊商の遠く過ぎゆく古代都市
凧上がりこれを合図に爆弾テロ

里水
風子
白玉
彩のあふるるプリズムの中

欠けた天守に三日の淡月
舞う姿我も我もと花の宴
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八東京・一粋会ｌその二Ｖ

歌仙﹃つつがなノ︑﹄

好みの杯でとつときの秘酒

ナォ網おろし上り鮎待つ雨しぶき

思案人

念魚

安芸
風子

川中安芸
中澤念魚

偉丈夫が生娘さらふ夏祭
まさぐる先に香る黒髪

大城里水捌

螺々子

人久保風子

共に焼くるか灯虫寄りくる

この国を総立ちにせし金メダル
トゥーランドット姫のわがまま
食べきれぬ飴を六つのポケットに

ほる酔ひで聞く三河万歳

つつがなく犬の寝そべる賀状かな

老舗まで野蒜蕨を売りに来て

百千鳥鳴く窓辺のどらか

床につく母小さくなり花開く

研究論文書き終へし朝

逃水を追ひ春の箱根路

螺々子

思案人

暢子

風子
白玉

ウ十一より文音︶

一服はギアートップに入れてから

︵於・麹町秋紫庵

平成十八年旧勝派月四Ⅱ首
平成十八年旧暦五川二Ⅱ尾

思案人

鱒踞の水はちろろと絶え間なく

仙田白玉

安芸
暢子
念魚
風子

山内螺々子

オリーブの実の重いエプロン

金精夜馬上の騎士の見え隠れ

安芸
酔陶
暢子
風子
安芸

ナゥ雲去りて艶やかになるななかまど

柚川思案人

古き館は世界遺産に

土産楽しき幼子の笑

土肥暢子
大城里水
小卿酔陶

十五夜の静かさ充つる路地の奥

芭蕉の大葉裏返りたり
小鳥狩命限りの骨を食む

安芸
念魚

ただ抱きしめる揺るる笹舟
もろともにいざ超えゆかん深き河

仔鼠ずらり親のしっぽに
天下り臆面もなく恥もなく
錆びたレールの続く故郷
復旧の作業見守る東てし月

寒天さらし瘤く古傷

風子
酔陶
暢子
螺々子

寿司喰ひねえ手袋はめて加州巻
モダンな意匠パッチワークで

里水

天蓋に溢るる花を石地蔵

広野の果に霞む遠山
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八市川・市川俳譜教室その一Ｖ

歌仙﹃鬼やらい﹄

雪まだふかき裏の竹簸

斉藤一灯捌

斉藤一灯
伊藤貴子
伊喋藪彦

ドラム缶透くほど焚いて鬼やらい

腕相撲孫の成長ぶり見えて

貴

佐藤昌子

ワそれぞれのお酒落が決まる風呂名残

貴

彦

ナォ重たくもなきⅢおとす目かりどき

雀の舌をチョンとちょん切る

姥捨へ参るほかなき身の定め

綾藺笠ゆく市女笠脱ぐ

監督の地獄しごきにメダル賭け

頻りに痒き足の霜焼

労りの気持がいつか火と燃えて

越えてはならぬ一線を越ゆ
永田議員嘘情報に嵌められし

陰で誰かが北嬰笑んでる

大甕に水満々と月の澄む
白露こぼすひと叢の萩

ナゥ元禄の津波偲べば渡る雁
着替え済ませて急ぐ友の計

酒の肴に鯉のカラ揚げ

輪番でゴルフコンペの幹事たり

花燗漫うぶすな神の社殿寂ぴ

連凧を繰る九十九里浜

︵於・今泉ビル

平成十八年二川一川竹
平成十八年三川一Ⅱ雌

巾川俳話教室︶
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斉藤冨美子

街の灯近くみみず鳴く畑

はにかむさまも息子そっくり
望月夜ひとまわりして帰りたや

老舗のお嬢みながちやほや

彦
言田

いつの世も憎まれ役はいるものよ

氏素性より立ち居振る舞い

貴

日日

四六時中をママとバーテン

年上の女ときには深なさけ

彦

勝田みつ子

いい汗かいて肥満解消

あかあかとビルの谷間に夏の月

み

日日

言田

み

腹話術奇声をあげて驚かす

催促されて犬と散歩に

狭庭なれどもあそぶ陽炎

借景の山もほつほつ花みごろ

貴灯彦貴彦貴冨貴彦貴昌貴彦冨貴彦み責

八市川・市川俳諮教室その二Ｖ

﹃梅雨に入る﹄
伊藤貴子捌

行方どうなる高齢社会

ナォ朝寝醒め夢みたけれど何かしら

お達者で玉の箸よく似合う

浄き火を採る火切り臼から

降神の四百年の高野槙

扇風機かけ乳搾りする

どうしてくれる君に迫れり
結婚は土用芝居がすんですぐ

時烏詠むなめらかな筆
小野久和子

幸せもらう落語漫談

ナゥ鬼の子の大きく揺れてなお元気

招待されて運動会に

向かい家の棟を離れし居待ち月

祝杯はまだまだ先のこと

再びの東京五輪名のり出ん

伊藤貴子
木暮佳右

先生たちの一人二役

書割りを想わす松に望の月
色なき風にそぞろ歩きし

青き瞳の肢体豊満

ゥ人づてに忘れ扇の届けられ

せ

茶の間のテレビ誰も見てない

唐突に持ってけ泥棒香具師らしき

佳

知

泰

腰蓑を付けたろ芋を蒸す

千柴巾貯松公氏節︶

ふらここ漕ぎて別れ惜しめり

於

寺の鐘響き渡れる花の昼

l l l l

佳

〆−

足首

久

二八

知

泰

九六
ノj月
｜‐

ひびあかぎれの治るひまなし

新兵に演習ラッパ忙しなく

石怖和子

八八

里貝

遠き日憶う木々のざわめき
花明り祝ぎの桜湯飲み干して

久

年年

月光を閉ざし暗室寒むざむと

耳元の殺し文句に堕ちてゆく
さよなら日本機窓はるかに
ゴーギャンの心休めし珊瑚礁

相良知子
庇島泰老
松岡せき
篠崎初枝

じゃんけんぼん子らの歌声軽やかに

梅雨に入る揚羽螺釧の蒔絵箱

仙

春の霞のちりりちりちり

平平
成成
'一十
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歌

佳貴泰知久泰せ初知泰佳初知〃佳久泰知

八市川・市川俳請教室ｌその三Ｖ

歌仙﹃吾亦紅﹂
伊藤貴子捌

ナォ虚子の墓紙風船の供えらる
所在のなさに街をぶらつき

百円の望遠鏡に二人づれ

野獣のひそむ森に深入り

描きたるピエロの涙汗と消え

品格などは死語となりしか

天道虫が羽根割って飛ぶ
幾段も献酒積まるる広前に
婦人会にてフラダンス中
ばればれの偽装設計鬘まで

ひややかに家壊つ音聞くならん

あい

伊藤貴子
廣島泰老
篠崎初枝
木暮佳右

筋雲の間淡き昼月

学習塾に送り届ける

泰

城垣残る色なき風ょ

ナゥ秋袷ほどきて袋作りおり
誕生祝い何にしましょう

水の流れの向きかわる頃

落書きのへマムシ入道懐かしく

︵於

千葉巾將松公乢館︶

花の席西行まんじゅう分ちけり
しゃぼん玉吹く夢舞いあがれ

平成十八年十月十二円首

平成十九年一月八日尾
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石棺に添えてありけり吾亦紅

駅頭に自作の曲を弾き語り

相良知子

騎馬武者の兜の月と満月と

そっと目を拭く青いハンカチ

佳

噂でのみの七十五日

小野久和子

ゥ恋文は暑さのせいにすることに

風わたる祖谷の吊橋しなりよく

松岡せき
石橋和子
佳

初

底豆痛く痙壁の脚

初

山里なれどよさこいの歌
擦り減りて燈千段の札所寺
アラビアの砂漠に仰ぐ月寒く

久
初

知

鉤針で編む極太セーター
珈琲はいかがですかと厨口

煩悩坂に住居構えて

せ

知

腐れ錨に亀の鳴くなり

花筏棹さすこともなく過ぎし

執

筆貴知佳和せ久佳〃知泰〃せ初知泰佳〃

八市川・市川俳詰教室その四Ｖ

歌仙﹃虫出しの雷﹄
斉藤一灯捌

岡田十

伊藤貴

斉藤一

土筆手に手に子ら一目散

虫出しの雷臓朏にとどろけり
公園のふらここに猫集まりて

大内釜ロ

佐藤日日

ナォ祖父祖母と田打ち畑打ち地震のあと

幼き鯉のいのちはかなし
通勤の車内で化粧堂々と
制服替えて靴も履き替え

腕にタトーの碧い瞳のひと

旦那さまいらっしゃいませの喫茶室

サマードレスの女去りゆく

手真似語の情事に倦みて避暑三日

不意うちの腰の痛みに堪えかねて

万葉歌碑にすだくすず虫

多額の出費サプリメントに
まんまるな月藁屋根の郷土館

測量技師と宿の露天湯

ナゥ照りもみじ谷の吊橋ゆれどおし

どの山も雨後の優しき貌を持ち

みんなで見てる鯏糾のお遊戯

種播きどきを知らす雪形
神泉のひもろぎ暗く花の冷

平成十九年三月七Ｈ首
平成十九年五月二Ⅱ尾
︵於・今泉ビル市川俳詰教室︶
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白黒プチと毛色さまざま

流木で額縁つくり覗く月
四角な空に雁を数える
農協ツアー旗振るガイド
昼食の席で互いに熱くなり
セーヌのほとり長き抱擁

ゥ半眼のみほとけ御座す秋の風

刷り上がる大統領の選挙ビラ

喉の渇きに発泡酒買う
寒月の皓々と射す海鼠壁

味噌豆煮てる五斗炊きの釜

叙勲され寂聴いよよ若返る
持病も癒えてたどる嵯峨野路
花びらの舞い込んでくるカメラ店

テープが聞かす噂の楽

足昌貴善貴昌貴一子灯足貴足貴灯足子灯

昌貴足昌貴昌貴灯貴灯昌貴善貴善昌足善

ハ伊東・伊豆芭蕉蛍連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃歳旦の街﹄
禽声の澄む歳旦の温泉の街

上り権に置く飾り臼

芽柳の賑はふ湖畔物静か

石渡蒼水捌

石渡蒼水
中根明美
梅谷静子

カーテン開けて浮きし初島

ナォ峠まで道程如何にのどかなり

会席の旨さで店の相を識る
旅のナンバー満車札止め

野面に凛と生きる水仙

雪おろし雪とた︑かふ老夫婦

別れのほてり包むハンカチ

増税の波紋漂ふ両隣

雨音聞きつマニュキアを塗る
髪を染めけふは久しきクラス会

ゥ無理せずに頑張りせずに生きてゐる

団地の灯り消えぬ真夜中

月おぼろ喋る相手は陶狸

次

静

川中てつ

八谷美枝子

宮沢次男

運搬に手を貸す女はハイヒール

暮しの中の宴のほ蚤ゑみ

胡桃ならして指のリハビリ

十六夜の長老悦の盃交す

ナゥ蕎麦の花あうらに風を踏む記憶

さすらひ続く蝶の連舞ひ

身動きのできないほどに花ざかり

百円ショップ品に開眼
八

︵於・伊東市料亭淌開︶

平成十八年一川二十二日首尾

静

て

マネーゲームに揺れる列島

麸の味喧せておしまひ

日

次

人目ひく春画一幅展示会

さわやかな噂簾を透りくる
小人が踊るからくり時計
あれこれと夢展りつ月明り
幽かに迫る背戸の虫の音

渡辺日出子

椎の実の浄土につずく寺の径

静

美

て
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晴着の柄に春の築山

備前の壷に炎の名残

八

捨て猫を慣らす駅員花の縁

働き蜂もいまは年金

静次八〃て美静水次水美八静次て八次水

八伊東◆伊豆芭蕉堂連句会その二Ｖ

歌仙﹃若草の里﹄
石渡蒼水捌

浜のジョギング咽喉のからから

ナォずんぐりもひょうひょうもゐてつくしんぼ

幸の座にほころぶ目もと

舟ぴとの櫓を漕ぐ腕二十歳前

冬落暉列車はさらにひた走る
梢を焚く手に寄せる年なみ

火の酒にして﹁百年の孤独﹂てふ

若草の里の表情煙けり
春日移ふ靴脱ぎの石
渡辺日出子

石渡蒼水
中根明美
宮沢次男

噺槐たへあなたのこ︑ろにコンタクト

ロ髭の医師指は白魚

芒ヶ原の眠る静寂

ナゥ虫すだき一日の疲れ癒されん
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受ける仲人仕立てる晴着

足の関節くきくきとなり

電車待つ間に鶯のこゑ聞きて

梅谷静子
古川さち

友の話にバッタ舞来る

画仙紙に水をたっぷり淡い月

八谷美枝子

田中てつ

月の夜のメールぼくらの空繋ぐ

ワ秋耕のほ︑にふんわり山の風

莨の味の苦みのこれる
日

式︶

水

静

蓬摘みつ︑唄ふ子とち︑

花の宿小犬のワルツ零れきく

手と手をつなぐ半年の恋
キーボード手許涙の一雫
路地うらに湧く若者の衆
野の花清楚小雨降るなか

つ魁ましく屋台でぼやき晴らさばや

八

水

道路工事で旗を振る女

海岸の芥に混る韓国語

金魚売る声迷子出るこゑ

人消えて月の見透かす海の家

て

︵於・伊東市中央会館︶

次
日

平成十八年川〃十六日首尾

噂ばなしに膨れる宴

花さかり読経ひねもす奥の院

次

アルバムに妻が生きてる笑ってる

そ蘭る食欲匂ふ田楽

静日て次美次静てさ日静美次て日さ静美

八南砺・いなみ連句会ｖ

歌仙﹃傘雨忌﹂
傘雨忌の縁に爪切る余生かな

植替えを待つ朝顔の苗

いぬじま正一捌
いぬじま正一

柴田きょうこ

宇野恭子
長谷豊子
大島朋子
杉本聰

ナォ潮干狩孫に負けたる貝の数

諭吉一葉眠る胴巻

右左改憲論議すくり出す

陰膳据えて細き念佛

金魚鉢出目の目玉の馬鹿でかく

夫の文箱に艶書絵草紙

酷暑の事故死新聞に載る
うら若き依頼の主の尋ね人

愛犬が喧嘩の種を食べ尽くし

座敷童子はにこりともせず
雨晴れて千の小枝に千の月
葡萄ジュースで下戸の乾杯
ナゥ神官の沓ぽこぽこと冬隣

鰻絵の龍の睨む米蔵

天井が碁盤に見えて腰痛し

籠の鶏鵡が返す物真似
蝶まとう大道芸に花万朶

可々大笑の越中の山

貴
志

谷

︵於・井波総合文化センター︶

平成十九年五月六日首尾
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〃恭豊聰貴秀聰夫き正

恭秀豊貴正朋恭き

エコバヅグ携え母は買物に

手編みの紐で鈴もらう猫
月の出に色移りゆく茅庇
句帖ひろげて虫集く庭

聰

些早

女客とて酒は控えめ

ゥ落鮒の甘露煮を盛る九谷皿

塾呈

正

ごま塩髪をさらり撫でつけ

抜け目なく電話番号聞き出して

朋

恭
聰

新人賞にノミネートされ

山本秀夫

入り組んだサイン・コサイン解きあぐね

木守りひとつかかる舟月

眉太き少年剣士寒稽古

き

朋

恭

聰

おもしろく世相風刺の落語会
水雲酸っばく口をすぼめて

ポッケの中の蛙もぞもぞ

セレナード休止符に花舞い落ちる

三

八インターネット・ＷＥＢめぎつれ座ｖ

ＫＵＳＡＲＩ﹃たのしい三句たち﹄

︵ｚｐｍ﹂ｍｍｇ

小晴
ｆ
ｊ
Ｊ︲１

一月一日︵日︶

一期一会の心豊かに

ちいぱば

旅衣しつけし糸をほどくらん
恵まれて友と学びし戦後なる

五月十九日︵金︶

水辺に咲いた水仙の花

ロボットの目に君が一○○コマ
好きだよと言えばエコーが次々と
七月八日︵土︶

アンデスの険しい谷に羽広げ

ケーナは歌う千年のなぞ

ハンプティ卵は元にもどらない

七月十一日︵火︶

ふさ子

︵ｚ○．切印︑﹃巴

客
＃

カンちゃん

わび太

︵ｚｐｍ司酌印ご

風

のら

雨乞小町

︵ｚｐｍ司吟四三

道草

ななちゃん

大統領に誕生日来て

真夏の夜のジャズのセッション

タリバンとカスタネットとアルカイダ

︵ｚｐｍいつ③巴

たすけ

二月十五日︵水︶

涼しき影をおとす八つ橋

︵ｚＰｍ的巨ｅ

藍

八月四日︵金︶

貝殼骨に刻まれた傷

ｆ
ｊ
斗Ｉ︲

たつみ

ばらずし

麦

︵ｚＰｍ④巨巴

客
鼎

九月一日︵金︶

彗

考古学一万年後の展示室

国境に咲く秋の七草

詞旬する迷彩服は泥まみれ

ミミズが開く作戦会議

あの恋もこの恋もみな忘れはて

︵ｚ○・ｍい﹄由ご

場
１

二月十七日︵金︶

桂

ひわ

細やかなネイルアートがお気に入り

ふと熱をもつメール打つ指

不用之助

人類という愚かなるもの

唖切巴

信じれば神はイワシの頭にも

平成十八年一月一日より十二月三十一Ｈ

暢

氷心

あづさ

︵ｚＰｑ

ここからは恋これまでは愛という
三月十六日︵木︶

荒れ狂う海の色したタィ結ぶ

近くて遠い半島の国

まだ熱が弼度で動けない

︵５１６５５番〜６２４３３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

半歌仙﹃縄文の遺跡﹄

冬の支度を急ぐ山里

縄文の遺跡に拾ふ栗一つ

衆判

宮脇美智子
佐崎静緒子

河田水尾
臼杵勝児
池田笑子

今村苗
原田安恵

じゃれつきたくて犬の駈けくる

テーブルの酒の肴はすぐれもの

東海林あとり

後の月宿直教師庭に出て

震度５でさへ怖いマンション

土屋実郎

澁

吉江康子
山本博通

ヨットを繋ぐ賑やかな声
ゥ三尺寝南十字を夢に見し
やや恥づかしきできちゃった婚

新妻のエプロン姿愛らしく

出征の兵士を送る旗の波

苗

笑

あつと驚く株の暴落

芽が出たばかり続く麦畑
凍蝶にうすうす月の残る朝

源

勝

〃

通

負け組も悪くはないと負け惜しみ

村の地蔵の知らぬ顔して
陣取りに部長みづから花の土手

ばらもん凧を揚げる蒼天

平成十八年一月十六Ⅱ首

︵於・ＮＨＫ文化センター青山︶

平成十八年三月六Ⅱ尾

−90−

八東京・ＮＨＫ文化センター青山その二ｖ

半歌仙﹁良夜﹂
隣から落語聞ゆる良夜かな
そよるそよると渡る秋風
色烏の小首かしげて高枝に
速藤尹希子

山本博通

佐崎静緒子

河田水尾
臼杵瀞児
池田笑子
原田安恵
今村苗

午後の紅茶を友と楽しむ
山手より下町選び半世紀
石蕗の花咲く端唄指南所
迷い犬らし後をつきくる

ウスキップでお使いの子に冬ぬくし

尾

ワイン妖しきホテル一室

宙心

東京の暮しに慣れて黒が好き

士屋実郎

宮脇美智子

色即是空しゃれた言訳

智

ご無体な名だたる僧に懸想され

判
静

村井昭三

静

幸田

淋

夏の霜列車の尾灯去っていく
ダムの湖底に沈むふるさと

石原都知事三選に立つ

絵手紙を受けとる人はもはや無し

酒蒸しにした浅鯏・蛤

優勝を賭けたゴルフに花吹雪

平成十八年十月十六日首
平成十九年三月十九Ⅱ尾
︵於・ＮＨＫ文化センター青山︶
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衆

尾

八豊田・桜花学園大学連句研究会ｖ

衆議判

芭
徐彩

歌仙﹃夕立のあと﹄

清滝や波に散り込む青松葉
夕立のあとを照らす月光

ナォランドセル背負って入学胸張って

追っかけてくるばあちゃんの声

戻り橋百鬼夜行が振り返る

しだいににじむ明けの明星

蚊にさされ殺生できぬ試験の日

デートの街に匂う楯子

沈黙も手と手かさねて心地よく

別れの予感遠い潮鳴り

漁火に浮ぶ若衆の男振

ＧＩＳＨＯＣＫ自慢大会

一陣の風に銀杏の舞いおりて

夕張月に負けず矢を射る

ナゥ父と子と意地張っている濁り酒

鋤秒でおえるお見合

アパートの天井に飼うねずみたち

七日首
十日尾

︵於・桜花学園大学卿研究室︶
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オフィス街三度呼び出し急ぐらん

山も笑って猫も笑って

古典教える﹁文化中心﹂
春聯の文字鮮やかに福招き
ゥ温もりを抱え並んで朝寝する
恋に落ちてるあなたの天使
言の葉の吐息に溶けし丘の上
レモンのキスが風に香って

モッッァレラチーズとろりパスタに

花吹雪化粧なおしていぐさ場へ

月月

神のお留守で先生も留守

十十

ロードショー白いハンカチ握りしめ

年年

蒼天絶佳夏近き午後

八八

そぞろ歩きの友は野良犬

平平
成成
十十

東大寺千年の夢月寒し

来客にちょっと待ってと大掃除

古書に珍本偽の浮世絵
残雪に凛々と咲く花一樹
国のまほらに鶯の鳴く

松

彩艶藍艶彩艶藍彩艶彩艶彩藍〃艶火藍蕉

〃彩藍〃艶藍彩艶〃彩艶彩藍艶〃彩艶〃

八東京・丘の上連句会ｌその一Ｖ

二十四韻﹃真名鶴の﹄

酔っての管は樫のとまり木

金メダル擢ってこいよな静香ちゃん

一手遅れの悔し手の談

ジャストナウ賞味期限で婚約す

＊

中尾青宵捌

暮遅くなる廊の揺り椅子

︵於・慶應義塾三川キャンパス北館会議室︶

平成十八年二月四Ｈ首尾

ライブドアの中国表記
発音は国呈昌国︺フオリイメン︵ホリエモン︶
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背を丸く眠れる山をそのま猫に

ー

真名鶴の寒越す話初句会中尾青
はや六春の丘の上によ東浦佳

へ

金繧梅の枝先広く踊りゐて坂田武
試験の上り無事のさざめき佐藤良
風強き午后何となく面白く和田忠
ディズニー園にお泊りの月竹崎梨
ふと耳に昔習ひしタガログ語大久保風

神父にしかと守秘の法ある大駒誠
掃き溜めの街さまよへる人の恋

嘘を実と生きるわたくし
ひろごりて行き方知れぬ大河なり

ウスリー豹は落花千里ぞ
ＩＴに何の罪ある活力門︵＊︶

怠惰の規模を不意の東証
ニタ皮に三皮重ねる薮の竹
蜘蛛の囲光る夕立のあと
叡山を担ぎ出されし荒御輿
加茂の河原で莚あらがふ

一佳勝風野一彌佳風宵一子野勝彌彦子宵

風佳一彦野彌

III

…

勝一樹一

八東京・丘の上連句会ｌその二Ｖ

寒さの残る日銀の屋根

ナゥ市電から遥拝をした時期もあり

松井頑張れ米国の春

碧い眼と茶色の眼とが花人に

IxI
iII:
航

二十韻﹃右に揺れ﹂

勝

三

青木秀樹捌

名和未知男

青木秀樹

刃傷沙汰で東慶寺まで

男
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霧に隠るる火口湖の面

鼻緒ずれ手当の指の温かく

勝

港
Ⅸ
立

右に揺れまた右に揺れ吾亦紅

いざ市議選に固き一票

男

於

福島壷春
和旧忠勝

食べようか我慢しようか串団子

春

七
l 1

城跡の宿に無月の酒を酌み
つけたテレビに喧騒の町

贋のヴィトンにとまる凍蝶

男

ノ、

春

ナォ歩くのに程よきほどの初時雨

樹

年
｜・
〃

ゥサーカスのライオン逃げてきたといふ

郵便配達鳴らす呼び鈴

暗号で内緒の用事伝へ合ひ

春

大駒誠一
勝

火照る肌に掛ける羅

郭公の声月光をふるはせり

男

首
尾

へ

あの山越えて明日は聖地へ

平
成
l−

八桶川・桶川連句会ｖ

歌仙﹃唐辛子﹄

昼の虫鳴く有機栽培

福田太ろを捌
縞Ⅲ太ろを

沢沖三柳
小池夕力
澤田佳久

唐辛子赤極めむと青きわむ
月細く雲の流れにあらがいて
ばれんを強くこする浮世絵

小田原喜代子

ナォ遍路旅杖を小脇に橋渡る
遥かな沖を黒きタンカー
社を誇る写真大きく社長室

秘書の選考酒の強さで

報告の墓へ御土産初鰹

紫蘭鈴蘭うばらねじばな

物忘れ口説きの手順取り違え
眸うるませ︵−ジンロード

あわあわと身を反らしいる影法師

月の宿れる露の一粒

往診の医者薮風つけてくる

秋の深まり火鉢恋しく

葭の簾に風の涼しく

ナゥ飛行船空にゆったりリニューアル

坂本禮
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羅をまといひとすじ技の道

佳

伊東康之
岡価眞次

︵於・さいたま文学節︶

陽炎ゆらぐうたた寝の夢

よ−し行け！浅田次郎は花の馬場

春の背広を茶箱より出す

どこの町にもセブンイレブン
下駄履きの定年暮らし堂に入り

ミーハー族はホント神様

一県

佳

ウタレントがそのまんま座す知事のイス

ゆらゆらと鈴の緒ゆれる天満宮

足踏まれしが事のはじめで
看板の後の手料理ワンルーム
朝はさっぱり湯漬け味噌漬け

佳

IIII

廩して思わず上がる月仰ぐ
函谷関の東つるきりぎし

尾甘

一塁ロ

三五

止月叩子

年年
￨ ･九
ll)l

地球半分進む砂漠化

タ

八八

魏も蜀も呉も読まれつぐ三国志

双眼鏡で追える蝿り

遠くまで山を越えゆく花ふぶき

平平
成成
l− l‐

康太佳三眞タ康佳子佳喜眞佳三眞三佳康

八柚川・柵川連句会ｖ

歌仙﹃渦潮﹄
月あかあかと三百の連

渦潮のいのちを貰う踊りかな
田の隅に背広の案山子捨てられて

どこまで伸びる高速道路
雪をのがれて猿がまた出る

ナォ後先に炎ゆる陽炎遍路笠

時計代りのバスは村営

おひまちに年寄ばかり集まって

手ぐすねを引く選対本部

声のかすれて冬の鴬

熱燗も寝酒もすべて事務所費に

腕組んで米寿の恋はイヶメンと

福田太ろを捌

柵川太ろを

歌麿は輪郭描かぬ筆遣い

ピンクに染まりはずむ餅肌

沢井三柳
澤田佳久

動物園の裏に芸大

救急車月のしずくを跳ねとばし

秋の七草しげる築山

ナゥ橋いくつ潜りていそぐ落し水

平家の商の隠れ棲む里

ｋｉＯＳｋのガイドブックに魅せられて

高橋眞次
上月叩子
伊東康之
小池タ力
康

︵於・さいたま文学館︶
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湯気の立つ蒸まんじゅうを名物に

ワうやうやし天を衝くよな大烏居

世界遺産になりて十年

土地っ子もようやく馴染む案内図

携帯のナビ蝶の羽化する

違う誰りが直ぐに打解け

佳

平成十八年十月二十冊首
平成十八年 二月五Ⅱ尾

飴玉口に揺するふらここ

花妖しひそひそ骸埋もれおり

早鐘の心音二つ旅重ね

佳

タ

月

一一一

テールランプの反射遠のく
夏の霜佇むアンナカレーニナ

あたり一面匂う香水

佳

此の道はいつか来た道犬駆ける

小川原喜代子

康

上り梁には雑魚も飛び込む

お化け出るよと古い公園
篝火の爆ぜ花吹雪花吹雪

喜太佳三康三康佳眞太月タ眞佳三佳三眞

八神戸・おた〆︑さの会ｖ

歌仙﹃定位置﹄

やもり

名告る程のものにはあらず冷奴

山容もよく巨木紅葉づる

もみ

守宮ひっそりまもる定位置
生涯を一捕手といふ気概にて
ひな

新酒味はひ語り明かさん

友と来て後の月見る鄙の湯に

腕の時計は女物らし

ゥ数奇なる身の上を秘し好好爺

画家とモデルの関係の頃

亡き人はいよよ優しく美しく

鈴木漠捌

はしけ

ナォ艀より真水流るる春昼に

土産売る店老婆舟漕ぐ

行啓の記念植樹も枝を伸べ

漠

昭子
昌子

正美
雅代

不戦の誓ひ原爆の碑に

漠

多衣

才

三千子

蝉の声牒雨のごとき谷潜り

包冒吻

昭子
昌子

三千子

猛犬注意貼札のあり

正美
雅代

漠

洋子

才

十Ⅱ尼
︵於・ＮＨＫ神戸文化センター︶

一十Ⅱ首

降りそそぐ花にも湖面寂として

平成十八年五月
平成−八年六月

近づいてゐる黄金週間

うす・りひ

心の涯に薄氷は張り

かた

ナゥ極北へ橇連ねたる探検隊
燃ゆる媛炉に久闇を紋す
稀襯本傍へに積んで執着し

浪がしら砕けて散って月の磯

踊らな損と阿波へ踊りに

いＬ﹂

坐禅の悟り星飛ぶを知る

洋子

音もせず隣に住むは子櫻ひか

振り向く姿ことに愛しく
戯れに占ふ恋は吉と出て

小林三千子

助野昭子
松本昌子
鈴木漠
道鴫正美
喬山雅代

漠

在間洋子
山名才
森本多衣

昌子
昭子

洋子

才

三千子

嬉嬉として千鳥と遊ぶ月の浜
天衣無縫の著ぶくれの師に

門下生雑事分担睦まじく

イレギュラーの器貴ぶ茶匠たち

うつはたつと

歪む鏡に写る世相か

雅代
正美
多衣

嶌餅の餡のほどよさ

わがシャングリラ霞たなびき

口笛がかすかに聞え花の奥
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八松山・小野連句会ｖ

歌仙﹃研ぎ澄ます﹄

ナォ新橋の東をどりに誘はるる

自費出版を祝ふ角樽

さすらひの日もありしかど斯く生きて

毛槍一対古き宝と

無農薬野菜が売りの小料理屋

暖冬異変スキー客減り

久閼の友と対局掘炬燵

渡部伸居

渡部伸居捌

宇都街柏葉

研ぎ澄ます刃物に香あり冬の朝

白き息吐き過ぐる黒牛
村上宕王子

居

夕張救ふ策や如何にと
金鏡に和漢朗詠吟じつつ

支え合ひ介護疲れの老ィ夫婦

掌の温もりも遠き想ひ出

人形と共にねる子の寝顔にて

渡部尤京

めぐ

ひそかにブームつづくお手玉

葉

菩提樹の実の降りしきる寺

生
谷

遊

︵於・小野公民館︶
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観覧車ゆるく回りて月の量

蝸二つ掛け合ひに鳴く

ナゥゆく雁を見送る峡の捨案山子

︵注︶華表Ⅱ鳥居

平成十九年一月二十二Ⅲ首
平成十九年五月二十八日足

瞳かがやく入学の児等

果たせぬ夢を抱き眠るや
千の風満開の花散らし初む

太ト腹の西郷さんの逸話聞き

親父讓りの桔梗紋服

王

居

尤

葉

ワ身を潔め伊勢遷宮のお木曳きに

学業を終へて間もなきみどり妻

想ひ募れど文も渡せず

蜜月ベビー温泉に授かる

王

葉

灸据うる祖母の背中の細きこと

トンネルエ事近く貫通

尤

王

尤

居

夕凪に涼しき月の昇り初め
社保庁も談合も皆根が深く

化物祭り準備忙し

明るいニュース欲しきこの頃

居
葉

木の毒︶表花の梢を高く抜け

霞む川面を下る川舟

丹

王梨梨葉王葉尤王尤葉王尤葉王尤葉王尤

﹃草餅一
梶野浩楽捌

印田

印田

楽

印田
茜蚕

辿りしあとを自伝に綴る

ナォ足湯へと歩き遍路の杖引きて

チルドレンたち去就そはそは

任期わずか改革案を矢継ぎ早

登校の姉妹揃ひのセーターで

ざ
浪寄す磯に牡か蛎
打つ蝦

はぎ

蹴出しから真白い脛を覗かせて

思はず肩を抱きよせたる

台風一過胸なでおろす

ね

忍ぶ音の漏るるしじまの薄明かり
カウント・ダウンワールドカップ
ベルリンで眺むる月は如何ならむ

ナゥ稲田晴れ祭り太鼓の聞こえきて

並ぶ屋台にひやかしの客

定期検診何事も無く

酔ふほどに昔語りをくり返し

三Ⅱ間
九Ⅲ尼
︵於・松山巾総合柵祉センター︶

遠く霞める石鎚の嶺

古里の峠につづく花の道

平成Ｉ八年二Ⅱ二
平成十八年大川二

留一楽留一楽留楽夢一夢留一楽留夢楽

八松山・おぼろ連句会その一Ｖ

いこえ︲つみ﹂

しし

楽

留
今沖比呂夢

たすき

皆既食砂漠ひととき暗闇に
やごと戯れはねる大山椒魚

はんざき

窓開けて月を眺むる熱帯夜

ゲートボール興ずる声の賑やかに

ベンチに憩ひ仰ぐ青空
若者に幸多かれと花吹雪

楽留一楽
益室

紅い襟の似合ふ若妻

、↑
磯捉
坂本野

楽

十純浩

次の総理に望みを託す

新家庭人目忍んで路地裏に

ひと風呂浴びて酌み交はす酒

ワ猪担ぎ坂を下りくる男たち

そそり立つビルにかかれる望の月
紅葉たずねてハイウェイをゆく

こだま

山笑ふ子どもらの声断して
背戸の小川は豊かに流る

旅の話も楽し春宵

家苞の草餅ひとつ供へけり

仙

旅立つ朝を祝ふ初虹
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歌

八松山・おぼろ連句会その二Ｖ

﹃炎昼﹄

炎昼やリフト無人のまま動く

氷菓に群るる土産物店

古稀なれどしやれた洋服着こなして
こ︑つこ︑７

野菜作りが生き甲斐となり
皓皓とカルデラ照らす月の宿

原一面にコスモスの咲く
一﹂

ゥ稲雀むれゐし頃の懐かしく

目にもの言はす愛の畷き

あの娘もいっしょぐうちよきぱあ
待ちあはせ手をとりて乗る渡し舟

再試合最後の打者は空を切り

総裁選は安倍の独走

月寒し馴染の屋台祝ひ酒
木の葉舞ふ街襟立て歩む
職退きてすぐ自治会の世話役に

名所巡りの遠足の列

藤本純一捌

郷土の期待官房長官

ナォ丘の上古き番屋に春の風

親王誕生先づはひといき

Ｊリーグどちらが勝つかはらはらし

色とりどりの水着あでやか

山開き神霊守る男たち

あれこれと旅の楽しみ思案して

藤本純一
今井比呂夢

相離れ身形ととのへ染める頬

﹁必修科目﹂僕どうなるの
老友と世の移るひを嘆き合ひ

見守り隊で児等と交流
賑やかな運動公園花の季
川瀬を上る若鮎の見ゆ

︵於・松山巾総合柵祉センター︶

平成十八年七〃二十七旧首
平成十八年十一月三十Ⅲ尾

とき

ナゥ赤い羽根襟に刺しおく外出着

黄ばみし書籍廃品に出す
枯山水濡るる白砂望の月
参道に添ふ野菊清らか

出湯で交す睦言ひそか

寺坂十留
梶野浩楽
茜声

印田

楽

夢
印田

夢
楽
楽
即田

夢
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仙

弾むはなしは介護のレベル
ミス・ミセス艶競ひあふ花衣

楽留一夢留楽留夢一留楽一夢楽留

夢楽

歌

八神戸︑海市の会ｖ

歌仙﹃凸凹﹄
きこりでこぼこ

鈴木漠捌

圭介

鈴木漠
永田圭介
三木英治
梅村光明

父は樵夫凸凹のまま山眠る

背を震はせ語る門付け

せな

たかま

三味の音は序破から急へ昂って

漠

闇を隔てて潤む寒燈

名月も雲のヴェールか縄のれん

かしこ

岬の原野海へかたむき

ナォ若駒の鼻面掠め風ぬるむ

郵便物で届く朝刊

内陸は貧富の格差広がると

白耕着て性時偲ばん

のこ

予科練の兄貴が空に遣す虹

マドンナと呼ばれ続けて古希迎へ

いまだに女性専用車のみ

漠

英治

圭介
光明

漠

漠

英治
光明
圭介
英治

圭介
光明

みが

がま
利と鎌
の月を研く星屑

いほ

瓢箪を軒にぶら下げ庵となし

失楽園を想ふ秋寂ぴ

穴惑ひ世に遅れたる身を嘆き

漠

幸あれかしと神も旅ゆく

英治
圭介

漠

英治
光明

ナゥ文体の荘厳旧約聖書こそ

︵文音︶
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古酒と新酒の見境ひもなし
はぢ

ゥ蓋らひの色を染めなす龍田姫

柚子の香りは彼の気造ひ

ひれ

領巾を振りそれが合図の逢引に

畏き辺り天の声して

かざ

かみこをう
細道に紙
衣の翁の馴れ姿
竹藪の奥隠れ建つ句碑

1 1 11

女郎蜘蛛月光を浴びきらめける

尾首

麗らかにして燃ゆる夕映

秘めやかな花を鶏して舞ひをさめ

十十

せいあら
刺し青
顕
は
に使ふ行水
おどすか

月月

泣く児には威し嫌しも種がつき
ブリキの玩具ぎこちなく鳴る

二二

にがな

年年
十十

鑑定の値を算盤で示されて

八八

菊苦菜にも乙なおもむき
美しき姉妹が揃ふ花の庭
復活祭を讃むるコラール

平平
成成
十十

治明

介明治介
介明治

漠
漠漠

英光
圭光英圭
主光英

八東京・解績ｖ

けらま

世吉﹃慶良間まで﹄
別所真紀捌

石田一凧

滝田遊耳
服部秋扇
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ゥ火鉢など抱へて存在論交し

気ながに焼かう塩餡の餅
黒八丈手描き染帯凛と着て

浜藻師匠におくれ毛もなし

﹁江戸をんな歳時記﹂綴る夜もすがら

さだめ

はるかな島に残しおく恋

ヴェネシャングラスに散れる春の陽

老いたのし和紙のやうなるおぼろ月

唐三彩の酪駝目覚める

夕風よ釣鐘草を鴫らさうよ

素足で駈けるアドレス消去し

木偶なればあやつらるるも運命にて

琴弾烏よ孤独ではない

慶良間まで海叩く雨終戦忌

渡辺祐子
別所真紀
小林節子
福永千晴
伊藤哲子

花一片とどむ神父のカソックに

雲裁ちおとす一閃の月

螢坂かり／ん

コスモスにふぞろひの美を見出して

友どちと丘に登りて道遥歌

中島みどｈノ

ゼミの学生林檎醤りつ

町おこししてダウン誌を編む

横山わこ

玻璃の窓磨く明日を磨かむと

大綿虫のふはふはと飛び

祐京耳節り扇こ晴哲紀扇

楽市楽座集ふ民草

ナォ蝶死して流浪のかたち全うす

萬國地圖で包むカステラ

今の世に殿と呼ばれる人も居り

夏至の兵士は元闘牛士

フアド聴くナザレの浜に寄する波

泪の谷に汗の玉浮く

ジン飲めば薔薇のタトウの朱が彦み

続々生るる九条の会

七種粥に眼鏡くもらせ

ナゥ煤逃げと云はずカフェに長居して

アナログの時計の螺子を巻くが好き
ドレミファのミをのばすテノール

引鶴いまや転生のとき

迷ひ入る埴谷雄高の虚の世界

︵於・セシオン杉並︶

蝸叫の卵のうねる古池

初花にまほろばの里さざめける

平成十八年九月二十一日首尾

注慶良間Ⅱ沖繩本烏西方の列島︑太平洋戦争末期の激職地
カソックⅡカトリックの神父の僻服
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冤罪を晴らせぬままに杭を打つ

後の彼岸に帰る同胞

ちさき等の尿まで美しき月の光ゲ

高麗台子据ゑてお点前

曼珠沙華百万本が湧くやうな

晴哲ん晴哲晴哲祐晴耳扇んり耳

り紀扇ん耳哲京扇

八横浜・蛙の会ｌその一Ｖ

初懐紙賦百人一首

新歌仙﹃明けぬれば﹄

明けぬれば当然暮る︑去年今年塊

弱りもぞする犬の還暦朋
舟人は梶の力を頼りつ塗蛆
ふと見し乙女何処とどめし岨
黒髪の乱れ今朝より茶髪なる帥

幣とりあへず車内お化粧別

なほ余りある株の分割川

中尾青宵捌

中尾圭月

東浦佳

大久保風

佳

大城里

圭月

塙於玉

竹崎梨野

佳子
紳根原梓

まだふみも見ぬ郵政改革Ⅱ於玉

からくれなゐの眼コこすりつⅣ

朝法螺化夢のかよひ路酔ひごころ肥

雲がくれにし営業担当研

人もをし腹もうらめし牛の骨鮒

すみぞめの袖神せせりする日々開

わが庵は都発つ身で雪卸し８

はげしかれとは祈りをるのに別

わびぬれば今はた同じ男なる即

無情に告げる試験終ベルⅡ

ながらへぱ鶏の鳴く音も絶へだへに別

人に知られで財布陶り取り開

あらなんと三室の人がサクラサク的

久方を光りのどけく定年に淵

今日をかぎりのインフルエンザよ別

八重葎しげれる宿の懐かしさ岬
雲居にまがふ柔らかきもの川

難波潟みじかき葦のふしの間にⅡ
つらぬきとめぬ玉のしらつゆ〃

平成十八年一月二十四日首尾

︵於・柴庵︶

垂云

宵

十一云
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野玉子芸

子芸水子玉宵子

玉野

見せばやな六本木ヒルズ裏事情帥

別れ話は知るも知らぬもⅢ

〃

川中安芸

佳子
於玉
梨野
佳子
梨野

梓

歩

梨於佳安

佳安里風於青佳

於梨

安青安

夜をこめて囮太鼓に飯食らふ腿

かひなく畳む腰の巻物〃

もるともにあはれと思へ焚火跡肺

名こそ流る鼠山の端の月弱

花のいる合はせ鏡のうつるふに９

いづくも同じ弟子はちょぼちょぼ川

みちのくや翁偲びの破れ草鮭川
君が溜む金の成る木を探しつ︑閲

宵子水子子宵

八横浜・蛙の会ｌその二Ｖ

竹崎梨野捌

竹崎梨野
中尾青宵
冊中安芸
東浦佳子

曽根原梓

連句一二十韻﹃へえおおきに﹄

梅雨の晴へえおおきにと舞妓はん

六
月雲はどの山に置き
アホウドリ

信天翁万の夢を振りまいて

己の穴を砂に水松貝

テポドンの射程の内を呪いける

塙於玉

〃

宵

若者は深夜喫茶で漫画読む
画面食み出すくそ長い脚

不玉思わぬ名前残して

あめんぼの影騒ぎ立つ山の池

見ては聞いては宝其処此処

葛の這う松原歩む嬉しさよ

お前じゃなくてこちの吊り眉

早刷りの競馬新聞赤い丸

海の底ひに魚は眠れる

特攻の生き残りなる夫寡黙

︵於・柴庵︶

︵ｎ句Ⅱより文音︶

風の渦放浪癖をくすぐって
象牙の塔のとびら釘打つ

１日首
三Ⅱ尾
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−ルドカツプ
世ワ界
足球若者は留守

割り切れる数が好きですさぐらんぼ

宵

梨

大久保風子

あのカルピスの味は忘れて

マニキュアが乾けば摘むｊＯｌｉｇａｒｃＯｎ

駅前広場宿の気安さ

月照らす拘置所の窓鉄格子

垂云

梓
玉

下がる蓑虫父を求めず

風

九六
〃月

岩肌の一群れの花撮り歩き
海市の向うさかさまの国

梨

年年

宵

垂云

八八

へその緒に響き聞こえる別の声

思わず覗く草の背負い篭
三叉の鉾に乗りたる黒天使
何処も彼処も砂の曼茶羅

平平
成成
十十

宵風玉佳梓芸梨宵風玉佳梓

八横浜・桂の会ｌその一ｖ

歌仙﹃小鳥来る﹄

胞衣塚の残る旧家や小鳥来る

庭も狭しとご自慢の菊

臼杵瀞児捌

くの一夫婦燃やす情念

ナォ遍路笠のぞいてみればまだ少女
くしみ

瘤見面内に秘めたる悲史哀史

くさめ

爆弾テロは際限もなく
風冴ゆる隊商の列粛々と
大境して飛び去りし夢

君主論など輪読の午后

七彩の金平糖をそっと舐め

木の実しぐれにリズム合はせて

満月にかくすすべなきこの体

銅版の絵のさりげなき線

武士道を忘れ果てたる日本人
安

〃

瀞

臼杵瀞児
原田安恵
河田水尾
北川稔

選り取り見取りマフラーの柄

鈴木曲豆

萩谷悦

矢倉澄

佐々木允

渡部葉

浅沼小
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幼児に月のうさぎを指さして
百科辞典は書架にまします
予備校の名物教師スターなみ

ゥ耀落す鮪は己が背に余り

衝動買ひの情なき癖

実感のなきまま岩戸景気越え

朱塗りの鳥居槌せし小社

ナゥ舞ふさまも心許なき秋の蝶
水
〃

五輪誘致は知事の公約

開かぬ窓列車の別れ味気なく

安
稔

雌ヶ丘地区センター︶

濁世をよそに泳ぐ大凧

花の宴お巡りさんも仲間入り

腐尾首

稔
瀞

二｜‐
￨ ･九
ll l l

安

重荷を負ひて歩む人生

水

八八

パソコン頼り異国との恋
約束の刻を違へてひとり酒
風なきままに風鈴の鳴る

秋葉原オタク文化のメッカとて

稔

年年
十九
ノ]jl

絶顛に続く雪渓月明り

機内サービス苦いコーヒー

安
瀞

摩天楼片々の花いづこより

太古さながら淡き春虹

平平
成成
十‑￨‐

葉澄葦悦葉稔葦允葉水悦安葦月明子二子

八横浜・桂の会その二Ｖ

歌仙﹃八千草﹂
八千草を野にあるままに活けにけり

月代ほのと遠き山の端

一念発起親の跡継ぐ

ナォ春の潮傾く舟に肝冷す

町工場世界に売れる技術持ち

河川水

臼杵瀞児捌

静かなる闇に夕顔ほのと浮き

佐々木允

無菌の部屋で投げキッスする
近づけば火傷しそうなイヴの肌
何も知らずにかかる蜘蛛の囲

臼杵瀞児
原田安恵
渡部葉月

ゴルフと囲碁を孫に特訓

シルバーがシルバーどうし譲り合ふ

色なき風の吹き抜ける路地

亡き師を憶ひ酌める盃

鈴木典旦二

ジャンボ機の窓に月見て異国へと

北川稔
葉

金運はかるカード占い

ナゥ配られし名残りの茶事の紅干菓子

絵凧くっきり空に張りつく

ささやかな鳥居寄進し礼参り

昔ながらの田打畦塗

花万朶花見の宴の花見鯛

平成十八年１月二十Ｈ首

︵於・藤ヶ丘地区センター︶

平成十八年十二月十五Ⅱ尾
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城下町雁の声きく頃ならむ
テレビで知りし友の成功
若者に酒の礼儀を教へもし
遅刻はづかし時の記念日
ワ白南風のわたる湖面は浪高く

勝

稔

葉

稔

医心方朗々と読む老教授
平安の世は乱にして槍

足湯に客のならぶ湯の街

改革をやるのやらぬの詮もなし

足跡消えて迷ふ雪道

恋もまた色即是空寒の月
それでも君の何もかも好き
信号のままに進めばユートピア

未開の国で人情を知る

ユニセフのチャリティー画集花の昼

猫の仔の見る夢はうつつか

安葉淋安瀞安

稔水葉安稔葉二允明尾安葉瀞安澁葉安瀞

ハ諏訪・河童連句会ｖ

怪怪尽くし

Ｗスワンスワン﹃何か妖怪？﹂

愛しい吾子が﹁神隠し﹂とは
参面

﹁竜宮﹂でときを忘れて呑んでます

﹁杖突蝦﹂のフラダンス見よ

妙子

秀夫
芳香
硯水

暁吉女

ブッシュ氏へボチのさしだす﹁化け葛篭﹂

あすか

矢崎硯水捌
﹃初折﹂

﹁第五次元﹂へ抜ける暗闇

振り向きて﹁何か妖怪？﹂獺祭り

八尾暁吉女

矢崎硯水

壱面

﹃二折﹄

妙子

花霞手庇すれば﹁千里眼﹂

﹁河童天国﹂おぼろなる月

三神あすか

長閑なりける﹁ＵＦＯ﹂の空

壱面

﹁ろくろ首﹂ロックンロール愉しまん

﹁飯取り﹂は天竺までも追ってきし

硯水
妙子

暁吉女

芳香
秀夫
硯水

あすか

摂津には﹁油返し﹂といふ狼火

弐面

﹁豆腐小僧﹂がおれを食ひねえ
あすか

﹁底なし沼﹂に納涼の舟

水澄まし﹁呪図﹂を描きてダイエット

ァモレミオとて﹁寝肥り﹂の愛

﹁化け傘﹂に姿をかくす嫁御寮
﹁阿毘羅畔欠蘇婆訶﹂唱へる

あすか

硯水
妙子

暁吉女

芳香
秀夫

暁吉女

ドーランを塗って﹁赤鬼﹂初芝居
淑気みなぎり﹁如意棒﹂をふり

﹁オッケルイペ﹂の我慢しどころ

﹁迷ひ家﹂に香聞く会が開かれて

﹁テレパシー﹂受け集ふ若者
﹁光年の時差﹂で会議は乱れきて

久我妙子
山本秀夫
吉本芳香

弐面

懐手する﹁ぬらりひょん﹂殿
大いなる鶴が﹁小人﹂を街へとび
これが﹁魔法﹂かこれも魔法か
濡れ髪を柿るのは﹁マーメード﹂
﹁ペガソス﹂跨ぎ王子見惚れる

暁吉女

妙子
秀夫
芳香
硯水

時空越え﹁雲外鏡﹂に映されて
﹁がたがた橋﹂のかかる渓谷

白狐の﹁毛文字﹂葛の葉裏に

あすか

旅好きな桂男の﹁片車輪﹂
もしやもし﹁虫の知らせ﹂か胸騒ぎ
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うなりつつ﹁金霊﹂落ちる月の藪

秋の狩場の﹁せこ﹂どもの狩
﹁槌の子﹂は死んだふりしてあつかんべ

平
の平左﹁天狗つぶて﹂は
平気
気︿

芳香
秀夫
暁吉女

硯水
妙子

参面

﹁不思議﹂には七つの他になくもがな
あすか

暁吉女

芳香
秀夫

さういふあなた﹁笑ひ地蔵﹂か
出し抜けに﹁のっぺらぼう﹂が今晩は！

﹁プテラノドン﹂は隠れコンドル

執筆
秤

汁皿群十一二叩十一一一叩趣函︵文音︶

形式﹁スワンスワン﹂について︒

珍種御品書Ⅱ﹁何か妖怪？﹂Ⅱ何か用かい？﹁ぬらりひょん﹂Ⅱ
勝手に部屋に上がり込む妖怪大将︒﹁ペガソス﹂Ⅱ天馬︒﹁雲外
鏡﹂Ⅱあやかしを映す鏡︒﹁オッケルイペ﹂Ⅱお庇の妖怪︒﹁飯
取り﹂Ⅱ空腹にさせる妖怪︒﹁豆腐小僧﹂Ⅱ悪意のない江戸の妖
怪キャラクター︒﹁金霊﹂Ⅱお金の妖怪︒﹁せこ﹂Ⅱ子形の狩の
妖怪︒﹁プテラノドン﹂Ⅱ飛行恐竜︒﹁化けくらべ﹂Ⅱ狐と狸︑
刈耽と棚︒与野党も？

アラビア数字理︵句数︶を二羽の白鳥に兇立てる︒春秋二句か
ら三句︒夏冬一句から二句︒二月一花一烏︵烏は定座ではな
い︶︒恋二句から三句︵弐面か参面︶︒三つの伽による序破
急︒矢崎脱水考案︒﹁Ｗスワンスワン﹂は﹁スワンスワン﹂の
ダブル︒烏は﹁初折﹂に一羽︑﹁二折﹂に一羽︒この巻は﹁悌
怪尽くし﹂の特殊作品︒
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風吹けば﹁フェァリー﹂踊る花莚

﹁化けくらべ﹂する六人の春

ＦＬ

可Ｊ

●

八日立・かびれその一Ｖ

春日傘回しながらに友が来る
手帳へしかと予定書き込む

約束の空港へ息はづませて
ハイビスカスの影に契を

歌仙﹃風落ちて﹄

小松崎爽青

草深き里にしばらく身を隠し

幼なじみに肩を叩かれ

応援は日本シリーズ北と西

鈴木ヨ︑ンエ

滑川美智子捌

風落ちて明日も晴なる葱坊主
斉薩弘子

鴉の声が遠ざかりゆく
開墾の牛舎静かに昇る月

杉暗き熊野古道をひたすらに

思ひたち切る滝の荒行

手つなぎ帰る遠足の子等
小林真理子

定年後榔燭いぢりに凝り出して

石塀の上歩く雀ら

弘

滑川美智子

みちのくへ車走らせ雪の宿

駅の広場にいつまでも待つ

ヨ

弘

真

ヨ

アメリカの映画スターに熱狂し

帰国ロビーに松坂投手

春の夕日に染まる碑

列なして巡る古刹の花万朶

平成十八年十二Ⅱ一

平成十八年九Ⅱ一
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吉云

顕彰碑読む声の爽やか

焚火をかこみ自慢話を

公園の遊具を照らす月天心
赤い羽根つけたる胸を得意気に

おけさ節二上り調子いづこより

美

真

芒ヶ原にジープ分け入る
青年ら眼を輝かせ新酒酌む

見渡す限りつづく山並

連絡船の汽笛尾を曳く

月の露地名残りの茶事にまねかれて

ヨ

吉云

朝のジョギング流行るこのごろ

弘

巾
小
路
交
流

ヨ

久に見る花の名所の六義園

ヨ

剛N

よく鳴いてゐる籠の鈴虫
故里の匂ひなつかし栗御飯
亀が甲干す午後のうららか

￨‐ ｜

セ

ン

タ

ヨ美真弘ヨ真弘ヨ真弘美真ヨ弘真ヨ弘真

八凹立︒かびれその二Ｖ

脇起歌仙﹃雁鳴くや﹄

眉月掲げ鎮もれる里

加藤士筆捌

渚

雁鳴くや暮色の森が針のごと

寺述

土育斐

弥多
可
恵志

恵渚枝筆渚子筆恵子枝恵渚筆枝子

深秋をパッチワークに励むらん

カメラを構へ写すＳＬ

ナォ待望の黄金週間始まりて

髪など洗ひ寛げる午後

弥次喜多がゆっくり歩く東海道

勾玉のピアスが似合ふ君とをり
何も持たずにイスタンブール
くちづけの髭の痛さも嬉しくて

猫のっそりと塀の上行く
謎秘めし黒衣の女占ひ師
大手製菓に倒産の危機

らき
水引草のゆるる信し
楽が焼

月明かり琵琶の音色のしみじみと

遊び惚けて今日は温泉

ナゥ古酒酌みて隣は何をする人ぞ

あつといふ間に経ちし歳月

教会のクルスが見ゆるカフェテラス

ボートレースに送る声援

故郷のうからやからに花満ちて

秤雌叶皿舛トユ山一上一ｍ櫛︵文音︶
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水平線に白きフェリーカ
開かれし出窓に並ぶゼラニウム

児ら走りゆく夕立の中

ゥこの時刻いつもの駅でまた出会ひ

明日は聞こうメールアドレス
ジュテームと甘くやさしく畷やかれ

夢でありしよ茜さす雲

カラオケのおはこは三橋美智也にて

よく学べよと父の口癖

犬が尾を振る雪の玄関

一徹の医者の背中に月冴ゅる
ちひろの絵眺めてしばしうっとりと

パン焼く香り風に運ばれ
ふはふはとパラグライダー花の晴

天に届けとしゃぼん玉吹く

加鶴石伊片大
縢
｜州
井昏野竹

枝筆渚子筆恵子枝恵渚枝筆渚子筆恵子枝

八日立・かびれｌその三Ｖ

歌仙﹃河童の目﹄
西幾多捌

長押に差せる団扇一本
西幾多

大竹多可志

サッカーの応援声をはりあげて

佐藤こ︾っ

渡辺加寿
吉成満子

緑愁や遠を見て居る河童の目

駅までの道楓爽とゆく

︸﹂ヱハノ

鈴木ヨシエ

幾多
加寿
満子

︸﹂壷ハノ

幾多
加寿
満子

月丸く大きくあがる松の上
衿やや寒むとつぶやいてをり
ワ変りゆく世はそれとして秋惜む

中也の詩集読み返す午後
この思ひ観音様に槌ろうと
ととせ

子の無きままに十年過ぎたる
赤い糸ぎゆつと結ばれをるらしき

すっぽり入る暹しい腕
中天の冬満月に酔覚めて

炬燵の上の茶道具を描く

幾多
加寿
満子

沙汰もなく今日も終りし風の音

山白く染める花にも歴史あり

ヨシエ

渚を走る首輪なき犬

西の国より黄砂降り来る

久に逢ふ人ナイスミドルに

ナォ芝居見に誘はれてゆくくれの春

燃ゆる思ひを今宵かくせず

これからの私は彼のためにこそ

パラソル回し覗くブティック

北窓をふはりふはりと雲流れ

噴水に戯れてをり子と鳩と
雑穀米のおにぎりに凝る
神棚へお札を並べご利益を
大あくび出る仕舞湯の中

法被の菊師金賞をとり

ひとり言聞き返されし望の月

胴体着陸拍手喝采

ナゥ長き夜の時計修理も半世紀

老いて楽しむ趣味のあれこれ

街騒もやがてやさしき雨音に

春の嵐の過ぎて出航

大会に合せて花の三分咲き

平成十九年四月五日首尾︵文音︶

︸﹂︑﹁ノ

ヨシエ

︾﹂モヘノ

満子
加寿
幾多

ヨシエ

満子

︸﹂︑︽︐ノ

ヨシエ

幾多
加寿

︸﹂︾﹁ノ

満子

ヨシエ

ヨシエ

加寿
幾多
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八日立・かびれＩその四Ｖ

歌仙﹃浜木綿﹄

水平線に育っ夏雲

浜木綿や旅愁の胸があをく濡れ

那須高原の写真集みる

聞き分けて烏の鳴声数ふらん

﹁何があってももういい﹂と言ふ

中天の月に明るき路地の奥
枝折戸越しに柿が色づく
ゥ燧道を出れば俄かに威銃
小さなダイヤお揃ひにする

西幾多捌
大竹多可志

ナォおみやげの漬物重き日永にて

隣の小犬足にからまり

エスコートして雨の帰り路

くらくらとラストダンスに酔うてをる

念入りに浴ぶシャワー全開

駆落ちのかたい約束見つめ合ひ
片野弥恵

磨き抜かれし廊下つるりと

たっぷりと薬味をきかせ冷素麺

平成十九年山川三十Ｈ首尾
︵於・日立巾多闘交流センター︶

霞たなびく遠き山並

あめ横をお国言葉が闇歩する
ミシンの音の軽やかな午後
吾が町の花の遅速を見て歩き

久の帰郷にうから集へば

ナゥよく晴れし菊人形の二本松

バッカスたたへ交すどぴろく

満月に潮の匂ひの濃くなりて

勤行の声を揃へて若き僧
野菜はすべて有機栽培

鈴木ヨシエ

吉成満子
斉藤弘子
加縢土筆
ヨシエ

ヨシエ

弥恵
弘子
満子
弥恵
士筆
満子
土筆
弘子
弥恵
ヨシエ
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シ

シ

シ

抱き寄せる衿の黒子の艶っぽく

瞼の母を尋ねあぐねて

是よりは左大阪右京都

室咲きの鉢飾る交番

寒の月市場で買ひし古代裂
牛鳴いてゆるやかに時流れたる

濃いめに熱き珈琲を入れ
初花に一句得たりと上機嫌

真赤な鳥居春の野末に

弘土満ヨ弥弘土ヨ満土弥満弘弥ヨ土弘満

子筆子エ恵子筆エ子筆恵子子恵エ筆子子

八多摩・歌林連句会ｖ

短歌行一父よりも祖父﹄

冥界の星の無念や茶立虫

月の浜辺に踊る流木

新米とひと言添えてもてなされ

宮居離れて笑顔はじける
ゥ青ハンカチ今日も追いかけ右往左往

シモッケ草を形見代りに
父よりも祖父の名前が先に立ち

眼差しに触れ恋かと思った
ポアゾンと真昼の駅ですれちがう

共に食べたいワニの姿煮

天女舞う慶州瓦花淡し

千年の色顕れて春

坂手手留捌

小向敏江
平川宏子
古川智
亀田よ し麓え

坂手手留
大久保壺塵

渡辺実枝
飯岡左痴
矢部節子
壺題

宏
壷霞

ソバリエなんぞで満足するか

ナォ休暇取り車で遍路パートⅡ

ゲーム・コンビニ・サンダルは駄目！

雨しとど心病ませる地方都市

優男ネールペィントに精を出し

葡萄酒醸す土間の片隅

独り相撲で神に投げられ
観月会水上バスの鈴なりに

東京ガスの料理教室

ナゥ贈られた新巻一尾奮闘す

弥生狂言枡席の燭

象さんを覆いつくして花吹雪

平成十八年九Ⅱ九日首尾

揖斐茶

︵於・桜蔭会館︶
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〃手左

霞実智実節智敏よ

八東温・川内連句会ｖ

見渡すかぎり澄める秋空

芋を掘る園児の元気野に溢れ
戒能楽シ

荻山玲

有光静

歌仙﹃野に溢れ﹄

月の句座・月の茶会の案内きて
三好信

戒能多喜捌

よもやま話みんな饒舌
ｋ甲洋

松永︷出

転勤辞令恐れつ︑承く

ナォ咳だけがいまも治らぬ余寒なほ

レトルトカレー今日も昨日も

妻も子も置きて下宿の侘住居

いつしか屋根を覆ふ大雪

ボーナスは金利の高い株投資

赤ちやんポスト設置是か否か

﹁美しい国をつくる﹂と鶏鵡言ふ

思惟観音の美しき横顔

痩せる程想ひつづけた筈の人

﹁勿体ない﹂で貯まる望月

格安のプリマのシャツで爽やかに

タミフルときにこはい薬剤

ナゥうそ寒くお化が棲みし開かずの間

古櫃に鎧兜の納めたる
絵筆握ぎれば霞む山城

1 15−

電子辞書呉れて﹁頑張れ﹂とは言はず

ジングルベルの曲が流れる

小倉静

ゥ大根のおでんに添へる芥子味噌

備前の徳利萩の盃

ふたりして猫をからかふネオン街

彼の軒に眠れない夜

四苦八苦しても万物生きてゐる

春を装ひて哲学の道

侭尼ri

！｛,
野

永
井

ず

か

政

規
椰
物
餓

腰おろす石を探せる花疲れ

｜･ ・

スローライフが理想的なの

九三
l l l l

白々と梅雨月傾ぎ船戻り

ノ1)

涼しく仰ぐ御殿場の富士
夢にみる戦友の顔微笑みて

平成十八年十一

平成十九年一

二二

そつと姿を隠すペコちゃん

春光浴ぴつ渡る吊橋

産士の千木中空に映ゆる花

信波多波静玲多静洋玲波子紀静子喜幸夫

松
111

』‐

〆

静信由玲かえ静洋波多玲静信政玲波玲子

八千代田・神田義仲寺連句会ｖ

﹃ねぶた送り絵﹄

田辺昇捌

ナォ懐かしき故郷の山も木の芽晴れ

秘湯にぎわう山間の宿
岐阜県庁裏金隠し十二年
ほっと一息道祖神の笑み

西瓜喰って古仏を拝む

営業マン今日も憂うつ走り梅雨

子守歌に眠るやすらかな顔

孫が生れた二人目も姫
愛子様相撲観戦楽しげに

ノ︑才︲巳トー

山本芳岳
伊藤秀峰
田辺昇
佐藤宗文

大川端で花火見物

文

峰

朝顔や日毎に花が小さくて

ゥ日本中高校野球盛り上り

我も我もと銀杏拾う

十五夜も豪雨で兎隠れたり

術后の王さんグランドに立つ

ナゥ正倉院鹿の角切り風物誌
峰

高齢者医療負担が重くなり

村仲宗良

文

岳

耳元曝き顔を赤らめ

候補に指名東京五輪

︵於・神Ⅲ伊藤別邸︶

通勤の桜並木も見納めに
感謝をこめて針供養する

能楽堂も字幕解説

悲惨なり飲酒運転幼児犠牲

昇

日日

良

尾首

意見分れる靖国参拝

昇

ノ、

文

岳

−し

平本宗嘉

低カロリー家族の健康桜鍋
自民総裁出来レースかも

八八

雪道の足下照らす冬の月
綾取り夢中小さな手先
参道のところどころに花篝り

昇

年年
十九
月月

久しぶりデートの夜はトヅプレス

世界は厳しデープインパクト

車中で化粧恥じらいもなく

岳

みちのく山影満月涼風

珍らしや初蝸の鳴く木立

頼もしげねぶた送り絵跳人とぶ

仙

かすかな温み北窓開く

平平
成成
￨ ･十

‑116‑

歌

昇岳峰岳文峰文嘉岳文峰嘉峰昇良岳嘉岳

八堺・きさらぎ連句会ｖ

歌仙﹃樹の街﹂
小池正博捌

外山安

内山中向

小池正

八百八橋そよぐ初秋

桑原博

中向

ナォ補陀落の海を眺むる遍路笠

即身成仏入門手引

恋の運勢ズバリ言うわよ

パソコンを珈琲片手にたち上げて

その人は三秒後にはやって来る

誤発射続くミサイルの謎

夏休みにはラジオ体操

銅像にロープをかけて引く朝

Ａ君のいつもはいてる半ズボン

足長基金先頭に立つ

望月の少しへこみし海の跡
火口に落ちる草の実の数

ナゥホップステップジャンプで馬も肥りゆく
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龍博美良美博美龍良龍

美博美良イ美良

大阪は樹の街なりや法師蝉
月見宴唄の誰りも飛び交いて
屋号で呼びし近所付き合い

吉澤久
叩向

直

博覧会へ続く行列

玩具の銃に吠える猟犬
誕生日蝋人形を配置する

アデュー再見春が手を振る

咲く時機を花に命じる花の画家

︵於・アウィーナ大阪︶

平成十八年八月二十六日首尾

安正尚久尚正尚安久安

尚正尚久ギ尚久

松永直

裸電球凍る指先

銭湯の飼い猫はよく顔洗う
ゥ鋼に入江は白く沸きたちぬ

バイクで北へ帰る旅人

ぽろぽろの中也の詩集携えて

駒木根ギ

尚美
久良

イ子美良美美龍子美博
子美龍美

沙漠に探す玻璃の楼閣

イヌゲノム解読されてしまったが

僕が生き抜く君の胎内

〃
〃

ウェディングケーキを月で切り分ける

太刀魚の眼は悔恨に濡れ
紫も紅もこぼるる萩の坂

兄と妹名水を汲み

花満ちて山椒太夫ほくそ笑む

女王蜂は尊大に舞う

直尚安尚

〃

八川口．くさくきその一Ｖ

歌仙﹃戸
戸隠の神の声とも滝に佇つ

涼しき風の渡る老杉

久々に連句巻く友集い来て

渡邉梅子捌

ギプス仲々とれぬ苛立ち

ナォ畑焼いて離農の心定まりぬ

二度三度世界震わす自爆テロ
無事を確かめ緯と抱き合い

面倒見良い課長モテモテ

夕映に赤く染まりしビアガーデン

水藻をわけて金魚反転

柔肌の胸の鼓動の激しくて

駒村多賀子

梅

夢見るような春の曙

湯浴みのあとのテレビ娯しく
屋根瓦しづかに濡らす細き雨
忘れられたる古きぶらんこ
花の雲峰から峰にたなびきて

栗やぎんなん焼く香ただよい
ナゥ鰯売来ているらしき気配して

月かもげ豪華屋台の人の渦

瞼に残る姉の悌

和服着てお茶の稽古に通いもし

渡邊梅子
柏村誠子

倉沢以世子

躰中ぬい子

小野良子

中山英子

十五夜の月皓皓とビルの肩
工事現場にすだく虫の音

孫の自慢や犬の自慢を

ゥにごり酒酌みて手拍子﹁どんばんぱ﹂

誠

山沢カツ子

妻に逢う日はいつになるやら
金撒けば寄ってくるよな女は嫌
鴉﹁阿呆﹂とついと飛び翔つ

多賀

ひと

お供物を狙われている地蔵尊

英

ぬい

︵於・駒村別莊︶
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賀

世い

ツ

世い賀

多

以ぬ

力

英

良

英誠〃梅

良

誠英

以ぬ多

力

執

ツ

筆

東てし雪道照らす月光ゲ
橇に乗りサンタクロースくると云う

良

Ⅱ｜ ｜

以世

梅

力ツ

平成十七年七Ⅱ
平成十七年九Ⅱ

尾甘

シフォンケーキの出来は上々

入賞の褒美に貰う旅行券
誰を誘うか思案投げ首

誠

￨･I‐

一

ふるさとのお城の花も年古りし

遥かに見える麗かな海

二I[=

隠

磯直道捌

遠流となりし帝火葬に

ナォ海浜を鬼女の面にて疾走し

大吟醸の酔いも上々

歌舞伎座の豪華な幕が下がりたる

眉に迫りて滴れる山

涼風が体の凝りをときほぐし

入籍出来て恋の勝組

メールにはハートマークが添えられし

聴くレシーバーよりお笑いを

父母はほっと安堵で飛機の中

災害地にもなびく秋草

煎餅を噛む音のして月細く

校長室に楯の光れる

ナゥ優勝は酒樽案山子コンクール

蛙合戦今やたけなわ

降り出した雨にしっとり門警備

川

川

英

有

︵於・北沢タウンホール︶

あわあわと立つ初虹の橋

散りかかる花に旅愁のつのりつつ

平成十七年六月首

荒

森

八川口．くさくきＩその二ｖ

﹃水無月や﹄

水無月や移りそめたる水の色

鷺草の鉢並ぶ船宿

挨拶の声がきりりと聞こえきて

肩に馴じみし刺子稽古着

一筋
の道尚遠く十三夜
くに
故里よりどさと届く吊り柿

ゥ奈良の鹿もう角伐りは終わりしと

夫とはぐれた心細さよ

イケメンの放つ流し目ご要慎

刺客切り札脅す政治屋

ひたひたと冬将軍の来る気配

月を従え橇の鈴の音

骨折のベッドのラジオ穏やかに

壁にはりたる孫の自画像

灯明は神よ仏は線香を

鳶の輪を描く暖かな昼

花満てる城のブロンズ廉太郎

平成十七年十二月尾
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仙

陽炎に佇ち偲ぶ往年

東高東

高

東

東

東

東東

佳佳梅直
瑛

美
と徳

i断代
東

高東渡磯
山浦邊
青
山

舟．
木
仁永
杉見

歌

美瑛よ代瑛瑛子佳佳子梅佳佳佳子子子道

佳佳有佳瑛徳と佳有瑛子佳梅有佳美徳史

八川口・くさくきｌその三Ｖ

歌仙﹃六月や﹄
六月やショウウインドに映ゆる雨
マヌカンの手のレースハンカチ

磯直道捌

磯直道

伸

西尾みゐ
岩垂道子
小谷伸子

新品の楽器の木の香漂いて

この一芸を貫いて来し

手練手管のチョコとボンボン

ナォ春惜しむポアロは髭をひねりつつ

出世のかげにあげまんの妻

年上を甘く見るのは間違いよ

雷鳥ひそむらしき雪渓

飛機揺れて積乱雲にお念仏

由緒ある軸は国宝級だとか
鹿爪らしく膝に手を置き

油断のならぬ株の変動

おもむろに病状告げる担当医

金色の片月灰と中空に

傍らにあるさめたコーヒー

ナゥ歌女鳴くとちび筆で書く俳句帳
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待宵に師弟の酒のしみじみと

伸

渡辺ハツヱ

平成十七年六川首

平成十七年十二月尾
＊歌女⁝駈矧のこと

善

内

︵於・北沢タウンホール︶

おかげさまでと卒業の子等
近々に咲く気配なる花を待ち
淡雪すでに消えてあたたか

わしや知らん夷大黒招き猫

＊

廣田節子

秋狂言に笑いさざめく

若者たちは屈託のなく

道

道

車内でもボン煎餅を口移し

古田悦子

時にかちりと胡桃割る音
ゥ曝涼の正倉院は扉を開き
いろいろあってやっと結婚

北風すさび傾ぐ夕月

党

揺即

悦

小川廣男

跨即

み

燐即

父祖よりの裏山ついに売られたる
おでん屋ののれん通して白い湯気

テレビが伝う自民圧勝

向う脛けられピョンピョン越す敷居

餓鬼大将が神官となり

花の下同級会は酌に

緑の羽根を付けしプードル

大

廣ハ〃廣節道一節道悦伸み伸道悦道廣道

八川口．くさくきＩその囚ｖ

ご城下へ三騎駆けゆく青田波
利根川裕

磯直道

田島正夫

歌仙垂月田波﹄

胸吹き抜けて薫りゆく風

磯直道捌

いまどきに豆腐屋の来る坂ありて

一軒先に謡響きし

ナォ劇評に成長のこと若女形

産土神の札貼りしマイカー
弦の音の沙漠に沁みる絹の道

羊を追いて帰る牧童

面影さぐる遠き初恋

一﹂

薪運ぶ娘らの一人に目をつけて

緋鯉の群に階層のあり

腹回り気になる水着Ｌサイズ

まだ紫煙揺らぎ残りて夕陽墜ち
途切れとぎれのサイレンの音

空瓶に芒を挿して月用意
碁打ち仲間の敬老の席

ナゥ秋雨に帽子の庇深くして
ゆ

き

確かにあれは柴又の寅

南の島を燕語らう

嫁ぐとかや生の強き酒まだ足らず

タカラジェンヌの卒業の宴

枝垂れたる花の薄紅いとおしみ

平成十八年三月満尾︵文音︶
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開け放つ窓にくっきり望の月

雨のあがりて楓色づき

ゥ新蕎麦を打ち振舞って休暇明け
ジーパンの膝すり切れしまま
去りし愛まだ感興の符は尽きず

ホテルは海辺躍らせし胸
枯草の中にお地蔵様が佇ち

酔余の裾に冬の月影

フイレンッェも長く住んだり白髪増し

通訳業をなりわいとして
われに似た孫の仕種のいたわしき

子猫ソファーで仰向けに伸び
散りどきを失いし花掌にそえる

口にはすまじ落第の悔い

道裕夫裕道夫裕道夫裕道夫裕道夫

裕道夫裕道夫裕道夫裕道夫裕道夫裕道夫

八川口．／︑さくき

その五Ｖ

歌仙冨貝初や﹄
買初や孫の手にある漫画本

三ヶ日はや丙戌年

眠るにはあらずと鯉の向き変えて

水清らかな城趾公園

精進料理長生きのもと

ナォ骨壺を焼いてくれよと頼まれて

良く笑うオカチメンコの出来た妻

不倫の事実見ても見ぬふり

寒鴉朝も早よからビルの谷

社会鍋たつ枯葉舞う中

磯直道捌

磯直道

真打ちの﹁今何ン刻で﹂間のよるし

戸格子の磨き抜かれて骨細り

文字も小粋に万太郎翁

高山佳子
小川廣男
渡辺ハツヱ

ほろ酔うていびつな月を眺めつつ

ダムの底なるもののふの夢

ナゥ乱雁に伏兵を知る物見衆

主松茸飯はまだかな

上る下ると京の町々
渡邊梅子
廣田節子
古田悦子
大内釜ロー

悦

機嫌そこねて逃げる風船

‑122‑

見返れば山の端匂う望の月
耳朶に触れたる爽やかな風
ワ神棚に供えて新酒出荷され

馬牛おらぬ曲家に住み

ジーパンの穴の数ほど消えし恋

西尾みゐ
小谷伸子

百噸りのにぎやかなこと

散りしける掃かれぬままの花の塵

〃道佳廣節〃伸多佳悦佳ハ佳悦佳

クハ〃

軽快にサイクリングの通り過ぎ
伸

悪振っててもマザコンの僕

無関係金融緩和終了し

廣
梅

︵於・北沢タウンホール︶

月が汗拭く雲のハンカチ
蛎娼の闇に吸われし療養所

佳

月〃
尾首

誰が唄うか江差追分

七一

岳父殿ネットワークは旅の友

八八

〃

悦

岩垂道子

年年

糠雨あがり日射し暖か

咲く花に一郷なくてこともなく

大蛤の吐ける蚕楼

平平
成成
'一十

八川ｎ．くさくき その六ｖ

磯直道捌

磯直道
田村昌江

ナォ伝来の長押の槍を売り払い

吉原狂い聞かい諫言

エレベーターが怖いこの頃

閻魔さまあてもほんまにょう云わん

枯落葉吹きだまりたるビル谷間

陶の狸が寒々と佇ち

携帯で約束の場所変更し

今日こそきっと愛の告白

セーヌ左岸の古本の市

従順なマダムキュリーは才長けて

故里をふと引寄せる望の月

舟木美代子

東浦佳子
深村素水

由

﹃初便り﹄

誰やらに似し抑の画や初便り

歳菊の咲く床の盆栽

何よりも卒寿の母の健やかに

小学唱歌ふと聞こえくる

佳

形見の着物まとい冷や冷や
ナゥ紅葉映え片手拝みの八幡宮

莞の寄付をつのる張紙

仁杉とよ
永見徳代

世話役は汁粉ぜんざい振る舞って

上げ潮の香に長閖なる時

〃

遠き山花はちらほら三分咲き

日日

佳

川

瑞

︵於・北沢タウンホール︶

志なかれと送る引鶴

徳

平成十八年一月首
平成十八年七〃尾
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新月の灰かに匂う苑の径
水澄む池にかかる石橋
ゥもてなしのうるか嬉しき旅にして

杯を重ねてよよと酔う夫
平成の調査熟年離婚増え
エコバッグ持ち通うスーパー

いぼ痛き曲り胡瓜の並べられ

河童が渕の月は涼しく

盲目の指の奏でる秘曲聴き

佳

荒川有史
森川英子
〃

コーヒー滝れてほっとする午後

高山瑛子

先生は土日となれば和尚様
すべり台ありブランコがあり

花の渦ズック片方泳がせて

日日

荒

水

仙

絹の春雨つつむ街道

雄

歌

佳昌〃子徳瑛〃佳美瑛と子と美と有佳徳

美

八川口・くさくきｌその七Ｖ

歌仙﹃生きてある﹄

生きてある幸かみしめぬ大花火

東浦佳子捌

永見徳

東浦佳

涼しき風の渡る川の面
田村日日

小川廣

ぱっくり口を開ける地下鉄

町売りの影のびやかに行き交いて

月の出はどこら辺りとふり返り

磯直

三笑亭笑

永見純

棚田に老いし燕舞いたる

盃あげてさあゆきましょう久しぶり

じんじんと瘤き続けるキスマーク
更けゆくままにネオンまたたき

汽笛にゆらぐ寄り添いし肩

ナォ春光の中機関車へカメラ据え

佳

小島北草

渡辺雪之丞

山口寿美子

笑

伸

徳

直

かたばみは丈の十倍根のありて

廣

直

徳

佳

伸

北

雪

寿

純

日日

いずれ次官と云えるお隣

︵於・永見宅︶

総裁選そこのけ安倍がどまん中

仏にしよか神にしようか

望月の隅なき光ゲを仰ぎつつ

父母偲ぶ強き菊の香

ナゥ波待てば波来る土佐の水澄みて

五彩の綱をぴんと張る犬
顔役をどんと引受け父の髭
上戸に見えて好きな草餅
目の限り故里の花盛りなる

雲の上なる館暖か

平成十八年七〃二十九日首尾
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小谷伸

静まりかえる秋の山々

はぎ

ゥ旅の宿新酒の酔は忽ちに
乱れし裾に脛ののぞける
くっきりと愛のタトウの炎えたちて

動物園へふらり寄り道

積りたる銀杏落葉の鮮やかさ

実は茶碗蒸し凧の月

電卓を叩きカロリー計算を
粋な師匠は着流しのまま

あお

路地の奥名入りの暖簾押し分けて

石蹴りの子ら賑やかな声

退院の窓に祝いの花吹雪
遠くに見える苗代の緑

佳直三伸昌廣徳佳道子江男代子
昌廣徳

八川口．くさくきその八Ｖ

歌仙﹃春うらら﹄

師の句碑の彫りの深さよ春うらら

磯直道捌

ナォぱっちりと眠り人形目をあけて

ウォーターゲート明かす真相
現し世に生きてしあれば悔多く
アダムとイヴの果てしなき道

渡辺ハツヱ

小谷伸子
紀伊郁子

大江加代子

悦

占田悦子
吉池保男

黒光りして廊下冷たき
山奥の臭の鳴く出湯の宿
祢宜も和尚も同窓の友

ナゥやや寒く鍋を囲みていぐら飯

雨降る中でバイク停まりて
鮮やかなネオン樛ませ電気街
仕立て直しの着物ゆかしぐ
花万朶望郷の眸に散るとせず

何処ともなく鶯の声

平成十八年十二月満尾︵文音︶

に杉と︑よ

中野かずえ

緒方幸子

徳

安曝君子
池川昭子

倉澤以世子

長濱喜代子

躰中ぬい子

虫喰いの家宝の古書を売りとばし

側室と歌舞伎役者の不倫沙汰

日笠靖子
柏村誠子

磯直道

木部八千代

渡邊常子
西足みゐ

梅の香ふふみよぎりゆく風
仔猫抱く少女猫語で話しいて
動画の夢にあそぶひととき

あるときは鬼にも蛇にもなりました

茂りの中に静もれる沼

見はるかす大海原に望の月
活気満ちたる鮭の番小屋

吹かるるままの選挙ポスター
松田千佐代

駒村多賀子

物干し竿に並ぶころ柿

稲川久見子

月光ゲは屋根裏部屋にふりそそぎ

ゥ病癒えみちのくを訪う菊日和

永兇徳代
木村幹
清きくえ
武知千代
東浦佳子
高須節子

地酒の蔵の立ち呑みは塩
先代の婚儀祝いし大時計

名城の栄枯を照らす夏の月

八尾暁吉女

山澤カツ子

身持ち崩さぬ後家の頑張り

箏と打楽器セッションの妙

渡邊梅子
濱崎琴代

永雄ｊｂｍリ猫え

ユネスコの親善大使にこやかに

霞たなびく美しき里

千年の齢めでたく花枝垂れ
ふと聞きもらす亀の看経
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八川口・くさくき川口支部ｖ

歌仙﹃冬凪﹄
磯直道捌

ナォ七色の布ひるがえり混雑し
舞台は今やクライマックス

どうしてもオペラグラスがぼやけぎみ

うぶなあの娘の胸にたじたじ

年の差は考えません恋夢中

部屋は暖房シチューとろとろ

久保Ⅲ先一

磯直道

静かに眠る遠き山脈

危機続く景気浮揚は神頼み
ユーロ株には希望託して

冬凪に豪華客船動き初む
田村昌江
磯喜代子

月の下ぱっとあかるくクラス会

玻璃窓のくもりて外は雪催い
つとよぎりたるあれは烏か

お国自慢の陳列の品

直

稲川久見子

校歌に和して庭の郡鄭

ナゥ捨て団扇分別ごみに仕分けされ

︵於・磯宅︶
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楽焼の窯の煙のたちのぼり
いまたけなわの萩を観る会

日日

先

伽羅の香に誘われ月の覗くらん

ゥ丸子宿麦とろ畷る人の群
古りし立札黒くすすけて

陰でこっそり煙草吸い出し
久

十七は次から次と試みる
甲子園では春の試合が

一旦ロ

忌日間近く忙しき日々

ふっくらと花の蕾はピンク色

トンネルが出来て商売らくになり

新婚の妻はしきたりにはうとく

先

平成十八年十二Ⅱ首尾

温み温みて流れゆく川

直

一塁目

日日

月涼しさに化粧濃い目に

修学旅行上がる歓声

噴水にラィトアップの虹がたち

直

久

子猫くわえて走る親猫

過ぎゆきし昔懐かし試歩の道

日日

先

烏語明るく出開帳です

花の宴庄助酔って泣くばかり

執

筆久喜昌先直久喜昌先直久喜昌先直久喜

八北九州・くさくき北九州支部その一Ｖ

歌仙﹃のど渇く﹄
濱崎琴代捌
木部八千代

松川干佐代

池川昭子

のど渇く日なりサルビア朱ヶに燃え

高く上がりし苑の噴水

心ゆたかに流れゆく時

手を叩く孫の笑顔の可愛くて
中天にいざよう月の見え隠れ

千

宮川佐利
演崎琴代
禍泉淑子

廊下の隅で睨むシャム猫

ナォ郵政の法案ならず解散に

もうこれっきり妻の反乱

ギャンブルでパパは借金ばかりして

涼しくおわす不動明王

近づけば梅雨滝の音すさまじく

丘の公園望むビル街

介護士は車押しつつ語りかけ

ポケットのミントの飴をそっとだし

海峡越えて渡りゆく雁

障子貼り替え済んでひと息
連句座の佳境に入りて月昇る

古びし塚に偲ぶ琵琶の音

−127

窓辺に近き虫の声々

千

芝生うららにショット快調

地方紙に載りし写真のでかでかと

ナゥ義経の大河ドラマを楽しみに

八

昭

八

仲睦まじき息子娘等

ゥ新米の取り入れ終えて湯治旅
ローカル線の客は気さくな
あの人はこれで結婚三度目よ

久里浜の渚につづく白い砂

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成十八年七月二十八日首
平成十八年九月二十二日尾

入学式を終えし学童

満開の枝垂れ桜の匂い来て
淑

八

淑

琴

千

″

琴

河豚鰭をあぶり楽しむ独り酒
﹁帰って来い﹂と故郷の母

傾く松に月の冴えざえ

ジャイカーの任務いよいよ忙しく

昼も夜もなくあびる春塵

雪残りたる遠き山脈

はらはらと並木の花の舞いそめし

佐昭淑琴八千淑八〃昭千淑琴〃佐千琴昭

八北九州・くさくき北九州支部Ｉその二Ｖ

歌仙﹃滝乾坤﹄

ナォ目借時縁の婆さま針仕事

振り込め詐欺は手法新たに

突然の雨に持参の傘もなく

知能指数がいつも邪魔する

勝ち犬になると花火を打ち上げて

炎となりて悶う短夜

渡邉常子捌

オットセイ浮きつ沈みつ芸を見せ

昏れてなお滝乾坤に強気吐く
白石喜代子

渡邊常子

宇宙へと旅立つことも夢でなく

炎暑忘れる一陣の風
田尻槽子
贋渡雪路

齢七掛いつも溌渕

新空港は海の真中

ショートケーキに香るコーヒー

常

米谷志奈英

高層のビルに弦月渡りいて
野菊・色草壺に盛られる

ナゥ微笑みの父の遺影にそぞろ寒

誰りなつかし故里の景

Ｉ．Ｔの部品工場出来るとか

四方に流れる高き聴り

薄紅にゆらりゆらりと花筏

杣径はるかにじむ初虹

孝

上

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成十八年七月二十八日首
平成十八年九几二十二日尾
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久々に集うはらからくつろぎて

櫟・橡の実ほろとこぼれる

十五夜に杵つく兎遊ぶらん

ワ人気山車義経跳べる秋祭

圭呈口

士心

攪

断つに断たれぬ恋のしがらみ
あなたの子私ひとりで育てます

宅地造成進む街中

一塁ロ

士心

攪

士心

常

檀

一塁ロ

幸ヨ

中国の管理フロートしたたかに

常

知らぬ存ぜぬ大きボス猫
稜線の端に光ゲ置く冴える月

寒念仏して祈る全快

万博にプラチナ箔の茶室出来

郷土自慢の料理つぎつぎ
花万朶ひとさし舞いて興を添え

蓋きい話題も弥生野の詩

村

雪孝雪喜雪志禮孝常喜〃志槽孝常喜枝攪

八北九州・くさくき北九州支部ｌその三Ｖ

歌仙﹃滴りぬ﹂
土師満智子捌
土師満智子

灯心蜻蛉止まる石段
佐藤ゑつ子

射ぬかるる的に新緑滴りぬ
大江加代子

跡取り孫のねじり鉢巻

満

匂いたつ藍染暖簾はためきて

露ころころと芋の葉の上

リフォーム成りてみちがえる駅

ナォ蒲焼の鮭五郎とて家苞に

いつか上がりしどしゃぶりの雨

改革は攻めも守りも総選挙

情十郎になりし菅笠

宵祭社務所の準備整いて

亭主手をとり料理洗濯

うっとりと見つめる眸の幼な妻

故郷は山並遠く晴れわたり
乗り遅れたる最終のバス

真夜の月流るる雲に落ち着かず

郵便夫とめ話し相手に

今日を命とすだく虫の音

山口安子
一言玲子
梁腓和子

ナゥ子ら離り一人住まいの囲炉裏欲し
ゑ

翁の像をつつむ陽炎

たまゆらの風にちらほら花の散り

︵於・北九州市立貴船巾氏センター︶

平成十八年七Ⅱ二十八Ⅱ首
平成十八年九〃二 二Ⅱ尼
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月まるく夢のロケット飛ばすらん

ワ香煙に烟せて経よむ秋遍路

和

ゑ

招待されし曲水の宴

秘めごと発く泥酔の彼

セピア色した父母のアルバム
キャリア積み婚期逃した女医師

安

随筆がロングセラーになって売れ

汽笛の遠くひびく路地裏

和

加

年の瀬に捻挫の足が痛み出し

玲

玲

百鬼夜行に冴ゆる月代
大王の枢は阿蘇の馬門石
学者のたまご興味津々

加

野良猫は長椅子でんとひとり占め

咲き誇る花に閼歩の朴歯下駄

安

加

どちら向いても春のうららか

安満加加和ゑ玲玲和ゑ安満加ゑ玲和安ゑ

八北九州・くさくき北九州支部ｌその四Ｖ

支部創立四十周年記念

歌仙﹃天駈ける﹄
天駈ける四十年や薫る風

磯直道捌

木部八千代

磯直道

古賀フサ子

一一豆卵玲子

旧腿禮子

ナォひっかけてひっかけられし万愚節

ころと転がる瓢箪の駒

ナゥ苦なき八十路の母は稲刈し
五百羅漢のそれぞれの笑み

俊

安

昭

常

優勝の祝いの膳は土地の物

ゑ

大江加代子

一塁ロ

村上弘子
廣渡雪路
梁井和子
緒方幸子
村ｋ孝枝
佐藤鈴子

一枚の当たり蕊から世が変わり

停年またず妻の去り状

熟女たちジェンダーの会立ち上げて

虹の彼方は夢にみた街

据えられし氷柱の魚涼しげに

イタリア仕込みシェフの腕前
モーッアルト曲の流るる昼下り

屋根にカラカラ回る矢車
白石喜代子

猫ぐっすりと居眠りの椅子

渡邊常子
丼生素子

小川廣男
松川千佐代

月の出の尾根なだらかに高からず

大漁を期して出船のつづきいて

上師満智子

吟醸の酒皆にふるまい

佐藤ゑつ子

埋々と明月里を照らすらん

祖父丹精の懸崖の菊

素

琴

米谷志奈英

殖伽娠版餅雛﹂︶

︵ナオニ句より文青︶

沖つ島影霞たなびき
名城の莞明るく花万朶

︵於

平成十八年十川三Ⅱ尾

平成十八年五月十四Ⅱ首

別れ惜しみつ雲に入る烏

しめじ
松茸湿
地茸届く宅配

ゥ梅鉢の法被ゆゆしき秋祭
あの人と恋に落ちたははずみです

満

教授を囲む学生の群

浮気亭主にダイヤ買わせて

濱崎琴代
池川昭子

千

満

稲泉淑子
山口安子
渡辺俊子

居場所なくさまよい歩く冬の蝿

癌の告知にふるう寒月

肝きめて郷士の歴史編纂し
アーカイブスのテレビ放映
真っ白い壁を飾れる伊万里Ⅲ

思い出さるる旅の数々

灯の入りし花雪洞の華やかに

集えばうれし独活和の膳
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八堺・くさくき・スコーレーその一Ｖ

﹃﹁涼﹂一字﹄

簾巻き上げ仰ぐ山脈

﹁涼﹂一字掲げし部屋の広さかな

高須節子捌

高須儘即

北潰祥

中村友

内山叩同

河村弘

ＳＬの汽笛大きく冊して
友と語らう若き日の夢
利安和

到来物の珍味からすみ

具伏晴

ナォわかめ苅る海女の姿に絵筆とり

病も癒えてイタリーで賞

戦争を知らぬ世代の安倍首相

闇の夜に舞う蛍妖しく
浴衣帯粋に結びし貝の口

男勝りに匂うお色気

ケイワンのプロレスラーに見染められ

朝昼晩とテレビ出演

故郷の宅急便が届けられ

ポチ抱く母の写真微笑み
氏神の古木を照らす望の月

千草乱れて深みゆく秋

ナゥ渓川のゆるぶ瀬音に鮎錆びて

名代料理に舌鼓打ち

おこしやす言葉はんなり京娘

都踊りも近きこの頃

花吹雪散るを愛しみ刻の過ぎ

︵於・高弧宅︶

−131−

盃に写りし月を酌み交わし

岩丼秀

人弁信

お休みコール今日はキャンセル

ゥ群れなして雁渡り行く旅の空
ポンチーヵンとゲーム和やか
シンデレラ時を忘れて大慌て

加曝﹄貝

塩田渭

占本蓉

久しぶり遠距離愛も楽しくて

春を惜しみて躯う連衆

IIII

田端幸

足首

佐藤允

ﾉlﾉ1
1．
/1: ｜ ‐

中沢日日

二八

器本朝

年年
｜・

煙草くゆらす思い出の店
暹しく子等育ち行く寒稽古
追いかけて来る蒼い冬月
繁華街喧騒のあと静かなる
虚無僧の吹くその音蓼蓼
滝のごと枝垂れの花の咲き揃い

ノLノ、

仙

遠くにかかる淡き初虹

､I心ド
成成
十l−

歌

信蓉二重子子子子子美子恵美子美子子子

昌朝晴蓉秀祥尚信貞清幸允弘晴祥和節友

八堺・／︑さくき・スコーレーその二Ｖ

歌仙﹃祇園祭﹄
伝統の祇園祭の鉾建ちぬ

胸高々と結ぶ夏帯

大谷信恵捌

内山地向

大谷信

加藤﹄貝

中村友

音もなくのつと飼い猫現れて

磨き込まれし広き縁側

吉本蓉

ナォ菜飯炊き孫ら綺麗に食べ尽くし

魚篭をぶらさげ心ウキウキ

安倍さんは総裁選に名乗り出て

水面下にも潮の流れが

梅雨晴れ間腰の病みも忘れかけ

時の記念日電池交換

還暦を前に仲良く連弾し

阿畔の呼吸今も変わらず

大好きな映画オバケのＱ太郎

リュックサックは母の手作り

望の月明日の収穫待ちわびる

うねるが如く座く稲波
ナゥ美術展力作見事優賞し

その名は何と教科書に載り
家紋入り老舗の暖簾色あせて

屋根の葺替え終えて安心

ゆくりなく万だの花にめぐり合い

汁皿唾叱叩什叩叩鮪︵文背︶

琴の音流れ宴うららか

秤
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杯に月を浮べて呑み干さん
忘れ団扇に句などしたため

ゥ鉦叩なくて無常とうち韻く
世界の平和またも遠のき
ひさしぶり恋の痛みにキュンとなり

想いを寄せる歳下の彼

だだこれて通す我儘許されず

人見て法を説けと格言

尼寺の月に映えたる冬紅葉
寒さいたわりすそに藁敷く
雨も良し晴も尚良しウォーキング
マチュピチュの旅夢にまでみて

風一陣峪に渦巻く飛花落花

山野を移る鶯の声

貞尚信蓉友貞尚信蓉友貞尚信子美子美恵

尚蓉友貞尚信蓉友貞尚信蓉友貞尚信蓉友

八堺・くさくき・スコーレーその三Ｖ

歌仙﹃麗日や﹄
河村弘子捌

こぞりて芽吹く校庭の木々
岩井秀

岩本朝

北演祥

河村弘

風光るショウウィンドウの艶めきて
真伏晴

麗日や袴姿の乙女達
会社帰りにちょっと寄り道

尚須播即

願うは愛と世界平和を

ナォ開帳の弥勒菩薩に会いにゆき

村時雨きて紅葉散りしき

華やかに公園デビュー母と娘で

行方の見えぬ拉致の問題

箒持つ手に追われたるかまど猫

思いだしては頬を染めおり

夢でいい夢でいいから抱きしめて

農夫の祈り描く﹁晩鐘﹂

喜寿にして原語でうたうカンツォーネ

神嘗祭の外宮内宮

芒野をくまなく照らす望の月

実現なるや五輪招聰

ナゥ山粧い水清らかに気も澄みて

青き地球を守り継ぎたし

悪しこと何でもありの美しき国

雲雀果敢にめざす中天

豪快に吹雪ける花はとめどなく

秤鰄什皿斡に皿一廿一叩噛︵文音︶
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月の宴竹馬の友と酌み交し

湖畔の宿にわたる爽籟

ワ木犀の路地にこぼれて匂い立ち

夕飼の子等の会話はずみて
写経する細き小筆の書き易く

病の貴方吾は杖にと

なつかしく馴れ初めの頃よみがえり

螢放ちし野辺の草むら

縁側に蚊遣火たいて月を愛で

蛇皮線ひびき琉球の舞
一沫の愁いを抱き蒼き海

畑のざわめき今も変らず
たたなわる薄くれないの花の峯

はんなり暮るる千金の宵

祥朝秀子晴秀祥朝晴祥弘秀朝美子二子子

祥節晴朝弘秀晴祥弘朝秀晴節祥朝秀弘晴

八川崎・栗の木迎句会その一Ｖ

歌仙﹃すれ違ふ﹄
白井風人捌

辻占ひは幸先よしと

深入りはしないでおこう妻ある身

最終回に逆転ホーマー

摘み草に夢中になりて日の暮れて

妙

表情をのがさじとばかりカメラ追ひ

陽炎もゆる武蔵野の丘

少女らの鼓笛隊ゆく花のなか

︵於・白井風人宅︶

人妙陽妙紋妙紋陽妙紋妙陽紋妙紋人紋妙

ゼンマイ

薇と灰汁抜きのメモ屈きけり
テルテル坊主ぶらさがる軒

ハスキーボイス聞き惚れてゐる

﹁もういいよ﹂隠れんぼする童べたち

白井風人
西山妙
山崎紋子
諏訪陽子

嚥子方去り薪能果つ

サングラス外してもとのやさ男

夕餉の膳の準備に立てり

紋

温泉宿でカラオケうたう
墓参り列車の窓に月仰ぐ
ふところ寂し共同募金

すれ違ふバスとトラック風光る

月光にさらされてゐる貨物駅

人

妙

人の渦巻き込まれぬやう一人立ち

路あるきつつ鬼灯ならす

ナゥ朝もぎの唐黍を焼く大通り
紋

陽

五日首
１日尾
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湾のむこうに浮く蚕気楼

ゥ幼な子の胸にもひとつ赤い羽根

陽

若い家族のうひうひし父
頁くる交換日記遠い日よ

紋
妙

真実語る涙と焦り

紫煙追ひつつ思ひ出たどる
犬連れてたち話しする雨上り
カメラに向かう笑顔の人々

紋
陽

年年
九四
)1)1

妙

冬濤や照り渡りたる白き月
ハタハタ漁に村活気づき
オペラ歌手魂込めて大団円

紋
陽

八八

椴帳上がり緊張高まる

髪型を変へて花見の列にいる
小川のほとりや魁水ぬるむ

平平
成成
十十

八川崎・栗の木連句会ｌその二Ｖ

白井風人捌

紋風

﹃素直なる﹄

素直なるいろはの﹁い﹂の字夜長星

月も聞いてる四方山話

休暇明け幼な兄弟腕組みて

青春彩る思い出尽きず

若布干す漁村の宿で一夜明け
二階の窓もすっきりと晴れ

すっとんとんと石段を下り

鉢巻もキリリと締めてランニング

すれ違う人の目深な夏帽子
浴衣の児読む英語の童話

奥で彼女と暫しの逢瀬

山猫の注文多き料理店

始末に困る昔の手紙

ポケットの婚約指輪握りしめ

夜長の卓に読みかけの本

ざわめきも雲間の月に制せられ

隣の部屋の友手打ち呼ぶ

ナゥ火にくくた栗パチパチとはじけをり

やわらかな心に触れる至福の日
午後の陽射しの縁にあふれて

セナ
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亀の子の歩む今かと見ておりぬ

日傘くるくる水面に映る
ゥ夕空へ泡浮かびゆく庭の池
二人乗りして高速飛ばす
手を振って彼女の母へ挨拶し

修羅場潜った友と飲む酒
よく晴れて遠く連峰くっきりと

I」H

おぼろに霞む旅人の背

一行目書き始めてる花便り

尾首

オーケストラの団員となる

l−L

寒月光演奏会の楽譜読み

八二

川を横切りカモシカ走る
カメラ持ち堤追ひゆく優男
城跡に着き草に寝そべる
散る花のいつ知らぬ間に髪飾り

平成十八年十一月

平成十八年六月

ll

l I
Ill

仙

一人静に小腰かがめる

崎井

歌

紋人紋人紋人紋人紋人紋人紋人紋人子人

工乙

且

文

人紋人紋人紋人紋人紋人紋人紋人紋人紋

八松山・興聖寺連句会ｖ

歌仙﹃今朝の冬﹄
凛然と聟ゆ霊峰今朝の冬

花柊の香り馥郁

とくと﹄つ

岡本眸捌

打ち抜き水の味は抜群

ナォほっぺたを叩いてもみる目借時

三分で即食べられるカップ麺

同期会あらぬ噂に傷つきて
恋に恋して今もシングル

胸を挟りて空っ風吹く

ワーキングプア増えるこの頃
暖冬に残るコートのたたき売り

岡本眸
高木潤
薦田紅子

殿様蛙座せる風格

花盛り記念写真に笑みこぼれ

瀬戸の海水尾曳く船の行き交ひて
リハビリ兼ねて軽くジョギング

優しく響く子等の歌声

ナゥ雁の列数えし頃を懐かしむ

夢を誘ひ昇る夕月

故郷の豊かに実る黍畑

お寺参りに近道のあり

出来心いつの間にやら泥沼に
〃

百合田紀子

眸

大月西女
紀伊郁子
川嶋七重
紅

月八日首

月十一日尾

福
井

泰

︵於・岡本宅︶

−136−

尺八の深き音色に魅せられて

気品あふるる祖父は白髪
望月をかかげ天守は堂々と

潤
紅

眸

眸

新酒たしなみ古典繕く

いとしき彼に送る写メール

ゥ行く秋にオペラ観る旅思ひ立ち
逢へぱなほ焦がるる想ひ切なくて

低き鴨居で打ちし禿頭

並ぶ干物にたかる銀蠅

西

談合の知事の不正が又しても
梅雨晴間淡く浮かびし昼の月
忘れぬうちにメモるアイディア

七

十

郁
眸

年年

飛びすさる車窓の景の楽しさに

雪舟の絵に話題あれこれ
散りそめし花に戯る池の鯉
ベンチ包みて揺るる陽炎

平平
成成
十十
九八

紅七紅七眸七潤泰〃紅眸泰潤紅眸子潤西

ハ豊田・ころも連句会ｌその一Ｖ

秋灯恋さまさまの七部集
秘めし思ひも更待の月
東明雅
東郁子

明雅先生追悼

源心﹃秋灯﹄

金木犀匂ひかなたにはなつらん

藍

矢崎藍
石川葵
長坂節子
伊藤良重
稲垣渥子
間瀬芙美

ゥ料亭は老舗を予約パソコンキー

千家入門まづ形から

小悪魔のかしこまってる凹面鏡

渥

節

冬眠の蛇のとぐろは左巻
木村拓哉の武士の一分

ほほづき鳴らす赤い唇

死ぬほどに好きなら好きと言ふくきよ

機織バッタ旅に出かける

屋根の猫ひらりと月へ入るを見た

ナゥ朽ちかけしマリア観音祈りなり

電話で貰ふ春の風邪つ気

先生にお逢ひした夢花ほろろ
飽かず雲雀のあがる三河野

原

敏

︵於・桜花学園大学二一四教室︶

平成十八年十一月二十一日首尾

繁

’'1

矢崎藍捌

巴里コレモデル流し目の夏

スケートボード斜め横断

噴水のしぶきと空とディープキス

次の便まであと五分です

渥

小野芳梅

世界史を未履習のまま世の中に

尻尾ふりふり歩くプードル

老人会御一行様花の宿

重

黒木美代子
梅

名演者あり更ける朧夜
ナォ遠蛙田の畦道に忘れ物
豆大福をひとつ食べたく

代
儘即

おごそかに教授回診始まりぬ

以心伝心隠す裏金
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川

慶

芙藍子節芙女葵代重葵

八豊田・ころも連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃春立つや﹄
春立つや仕事始めの肥一荷
谷にほつほつ点す金繼梅

谷本守枝捌

ナォ少子化を佐保姫さまはご心配

核とイランにブッシュてこずり
テント打つ雨はいつしか本降りに

胎児のやうにくるまって寝る

手袋を落した事をとがめられ

ふつふつふつと鞍錬の鍋
嫉妬とは玉三郎のかすれ声
左棲とり意地の張り合ひ

大聖堂にぬかづきし影
月天心砂漠の国に駐屯し
蝮の群の押し寄せる報

角のある蛇を象るヒエログリフ

ナゥそぞろ寒強迫神経症らしく

窓開け放ち深呼吸する

入学の通知コトリと音のして

葵

少い遺産争ひの元

缶チューハイもどぶろくもよし

ワ美術展貴婦人像の目が動き

花ゆらら前世でお会ひしたやうな

和毛逆立て仔猫身構へ

薩ユ

女

庭先へゴルフボールが飛んでくる

谷本守枝
矢崎藍
石川葵
繁原敏女
間瀬芙美

ぴたりと当てた女占ひ

枝

芙
女
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月渡る客わづかなる温泉郷

獄舎にありて眠られぬ夜

ナナハンに揃ひのタイツ逃避行

藍

対局のあの手この手を考へて

藍

霞める空にハングライダー

ゴミの山から鴉二︑三羽
楢々とダム満されて夏の月
老夫婦あり瓜のかりかり

︵於・桜花学園大学五一三教室︶

平成十九年二月二十日首尾

枝

ことあれば般若心経つぶやいて

藍

″

葵

芙

肩書きの無き名刺交換

お玉杓子が続々と生れ

ひやうと矢の放たれ舞ひし花吹雪

執

筆藍葵芙枝藍葵女〃藍女藍芙〃枝藍〃芙

八豊田・ころも連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃筆塚に﹄
筆塚に訪う人のあり春の雨

薄紅梅の匂う山門

大鉢の菜飯の緑鮮やかに

稲垣渥子捌

佐藤ふさ子

稲垣渥子
由川慶子

ナォこの国の憲法揺らぐ弥生尽
浅鯏うどんをふうふうと吹く
お抱えのピアノ教師と連弾し
ブランド質屋にかける検索

心をキャッチゴールキーパー

ささやかに誕生石の首飾り

枢の蓋に止まる凍蝶

祭殿のヒエログリフの恋の文

伊藤良重
長坂節子

跳人の列が鈴鳴らしゆく

ふるさとの月見団子の小振りなる

︵於・桜花学園大学五一三教室︶

平成卜九年二月二十日首尾

羊の毛刈るそよ風の中

体重計父の気にする体脂肪
あした蒔こうと種袋振る
花吹雪受験戦線くぐり抜け

趣味に講座に明け暮れる日々

ナゥ紙飛行機飛べば紛れる稲雀

はねと

屋台の主お勧めの酒
慶

重たげな外套の裾持ち上げて

月満ちて誘われているビルのジム

節

〃

儘即

渥

ふ

節

儘即
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二胡が知らせるメール着信
指をまわして狙うとんぼう
ゥ秋袷すらり着こなす老紳士

渥

重
慶

脇役なれど思い募らせ

お笑いが粋な女優を射落として
ニースに向かう旅のチケット
風任せョツトは波をきらめかせ

重

ふ

氷あずきの山をさくさく

貧乏を清貧という子沢山
地方誰の取れぬ介護士

仏壇の預け所が見つからず

お伽噺のような木の靴

花片を縫って月下の運動会
金眼の猫が蝶を追いかけ

節重節渥ふ節渥慶ふ重慶渥節慶重ふ節渥

八名古屋・栄連句サロンｖ

半歌仙﹃料

はだれ雪なお残す山蔭

I＝＝

福井直子捌

芙

二村鉄男
福井直子
間瀬芙美

多

山内多美子

鉄

渡辺昭之

恋の炎が闇を焦がして

芙

直

正木克彦

ツアー客ひなたぼこしてお弁当

多
克
鉄

どこの猫やらしっぽ掲げつ

多

直

花満ちて湯もたっぷりと露天風呂

芙

昭

懐かしき歌口ずさむ友
敗戦の路傍に残る道祖神

涼夜とて軒端の月と美酒に酔い

絵てがみのかた添えるひとこと

鐘冴え冴えとポタラ宮殿

イヵロスの翼は溶けて空に散る

ゥもう逢えぬただ見つめ合う秋祭り

糸瓜の水で肌を磨かん

灯台の上にかかりし月の舟

本日多忙塾の先生

オレンジの転がるを追う子らのいて

料哨や大鷺ふわり二の池へ

や

夢を叶えて春の輿入れ

︵於・桜花学園大学栄キャンパス︶

平成十八年二月十四日首尾
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蛸

掛け軸の墨絵の月の幽かなる

木口

〃

八さいたま・さくら草連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁芝居みな﹄
萩谷準一捌

田中安

萩谷準

青山満

芝居みな忠臣蔵や年の暮

満

松本杏

塾帰り下げし鞄の鈴鳴りて
熱々スコーン母の手作り

安

背ナに降りくる雪交ぜの町

揺るる薄は川の岸形

満

安

伊藤折ロ

合鍵持ちて通ふ幸せ

哲

ナォふところにダムを抱き込む山の春杏花

孕み馬見る南部曲屋哲子

＊＊

翼立つるガルウイング車おらのもの安芸

古城めぐりに集ふ悪がき準一

＊＊＊

ドンペリの身振り手振りで栓を抜き満子

ボタンの穴のいやに小さく杏花
浮雲は何処に行きし熊手市安芸
釜揚鯛鈍すする連れ合ひ準一
その昔小町娘と言はれしが満子

港のマリーあなたご存知？哲子
月の夜のドラの音遠き喫茶室満子
遠慮がちなる秋刀魚焼く庫裏杏花

カイゼル髭の祖父は美丈夫哲子

ナゥ文矢射る的はふるさと末枯野安芸

煙る校庭小糠雨らし満子

朗々とボーイソプラノ流れ来て準一

︵於・さいたま市比会館うらわ︶

スコーンⅡ丸い小型のイギリス・パン

註

平成十九年一月八日尾

平成十八年十二月十三日首

見知らぬ猿と足湯うららか準一

ゆさゆさと踏んばつてをり花大樹杏花

＊

＊＊ガルウイング巾Ⅱ﹁カモメの翼﹂のような塊を立てた車
＊＊＊ドンペリⅡ尚仙なシャンパン

−141

＊

ワ行く秋を僧侶バイクで追ひかくる

才媛なれど惚れるスピード
菊坂の一葉の井戸きしませて

安

小さき夢とろり溶ければ君の胸

古りし図鑑の鯰跳ねたる

非常口目でしかと確かめ

芸子子芸子芸子花子花芸一
芸子子子花

風神の袋を覗く夏の月

手をつなぎ幼稚園児のカニ歩き

逆さ上がりの竹の人形

青帝の帯にじみ色なり

キムタクの清きもののふ花の道

安哲満哲杏

ハさいたま・さくら草連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃松過ぎ﹄
田中安芸捌

田中安芸

澁谷盛興
清水敬信

城戸崎丹花

潮引いたあと残る貝殻

一人居の餅焼く昼や松過ぎぬ
遊び上手で歌留多トランプ
鉄道を乗り尽さんと決意して
夜々の月黒きタンカーぬらすかに

立花杢公

木之下みなみ

皿︿

安

木エ

み

睡く

丹

新酒の泡のもろみつぶやく
ゥ無住とて村のお薬師露けしく

人目はばかるかりそめの仲
風に揺れ夫の知らないイヤリング

髪のほどけて舞台暗転

赤い靴踊りつづけて何処へ行く

万里の城に招く三毛猫

泣きべそのまま眠る子に月涼し

丹

安

み

丹

睡︿

敬

蜥蜴するりと光消えたる
それぞれに護憲改憲打ち出して

こわごわ渡る道の薄氷
初花の枝さしかわし段葛

回転木馬聴れる中

︵於・さいたま市乢会館うらわ︶

平成十八年一Ⅱ十八Ⅱ首尾
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八松山・佐久良連句会ｌその一Ｖ

﹃屠蘇祝ふ﹄
井門可奈女捌

壹餉は皆ナコンビニ弁当

ナォ紺碧に八十八夜の茶摘み唄

眼をこすりオリンピックのにぎやかに

声だけ高き老猫の顔

豪雪に孤軍奮闘頑張るぞ

西原ちづ子

上野千艸

林半星

月と居て見とれ過ぎたか句も出きず

後味のよきカルピスを飲む

抱きしめて云葉もどかしいつまでも

この花籠に愛情こめて

フグ鍋つつきはずむ夜噺

半

風呂ふき大根湯気を吹きノ︑

アイーニアィリ

梅雨晴に傘を忘れて引きかえし

声をかけられ胸の汗ばみ

好きだとは云えないままに炎ゆる恋

雅

ち

半

奈

千

飛花落花古刹の庭を敷きつめる

涙流るる感激の時

船台のしきりで徐々に進水す

ナゥ初紅葉名刹と聞く本堂に
クレーン高く青空を指す

うとうとと忘却彼方へつり込まれ

老いに曽孫に溢る正月

干

井門可奈女

深呼吸かげろうに立つ湖畔にて

弓崎雅美

卒業の朝小犬じゃれつく
月満ちて梅の香りの一汐に

テレビ賑わすＩＴ産業

お口直しの甘くとろけて

町角ライブ取り囲む父

望の月ワインかかげて仰ぎ見る

千

半

や︑つ坐り

︑可ｊ
三一口

︑うちに

平成十八年一月十七日首
平成十八年二月十四日尾

︵於

生活文化センター︶

うららかな道廻り途する

馬市の日に一豊の妻

千

半

奈

栗おこわ暖かやつちに届けられ

オリンピックの頭そろいぬ
場所取りの新入社員よ花の山

半

ゥ地震の来て早十一年の阪神ょ

屠蘇祝ふや家紋の盃の胸にしみ

仙

老母腰まげ磯遊びする

7J
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歌

半千奈半雅半奈ち奈千半雅千半奈干半ち

井門可奈女捌

弓西林山井

雅ち半千可
づ
奈

八松山・佐久良連句会その二Ｖ

歌仙﹃ていれぎ﹄

月あび急ぎ帰る塾の子

マンションのテラスに門火焚きにけり

一升下げて陣中見舞

ナォ朧夜にゆうらりと来る白き顔

郷土士産を両手に持ちて

次々と飲酒の事故の続きゐる

喜怒哀楽のテレビ報道

夏祭り賑わい横目ボランティア

岩水落ちて丸虹絵描く

演説会総裁戦は形だけ

好きよ好きよと愁波を送る

いつの間にラブホテル中消えもして

行きと帰りは他人なりけり

ほろ酔ひて見上げる空に望の月

秋朝沸きし新王生誕

ナゥ新涼に昨夜の酒はさっぱりと

ちよいわる親父勝負服着て

野につみし一輪供へ石地蔵
海岸線に沿ひてドライブ

花万朶野立ての席に散りかかる

︵於・生活文化センター︶

﹁よおーいやあ−さあ−﹂踊りゆく春

平成十八年八月八日首

平成十八年九月十二日尾

のっぽさん⁝ＮＨＫ子供番組のおじさん
くるりん⁝観覧車の名
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よろばいて残る暑さに術なくて

○○

山の牧場に青嵐くる

海亀の旅の途中の落し穴
○

声かけられて心どきどき

ゥのっぽさんタップダンスの名手なり
はからずもひょんな事から口のはに

何処へ行くか恋の行方は
老いも子も高校野球咲く話
天を恨んで地団駄をふむ
寄鍋の具を盛りて月待つ

スキー場銀世界となり月蒼く
流行は木にも草にもあるごとし

清き川には捲るるていれぎ

○○○Ｃ
く
るりんで見る下界広々
広野原眞中に若さ花一樹

注

野門
崎原

千半奈雅千ち半千奈半千奈半美子星艸女

半奈千ち雅半奈千雅奈千半ち干半ち千半

八さいたま・三尺童ｌその一ｖ

鋤鎚仙﹃空飛ぶライ；オン﹄

立原道造
丹下博之

丹下博之捌

ようやく五月風がやさしい

背のびして鯛はりし枝の径なりし

白壁に朝の陽ざしがちらついて

関口せう子

華尤子

幼な子二人ふざけ合ってる
じゃんけんのパーは大きく月遠く

柳田寺朋

小宮幸子

博之
幸子

今朋

幸子
英雄

せう子

伸一

芋朋

博之
尤子

原伸一

松下英雄

ふらりふらりと窓に残る蚊

ワ秋更けて山塊魁偉影黒く
むっつり蕎麦を打ち続けおり
シャィな奴新妻部屋に淋しそう
空飛ぶライオンクレョンで画き

月青し暖炉の炎燃え尽きて
Ｏ・ヘンリーは貧しさを友

散歩道犬連れし人連れぬ人
アイスキャンディー客が集まる

浅草は三社祭に賑わって
電気プランに青春の日々
前線を追って北上花の旅
一声高く錐が鳴き立つ

︵於・さいたま市ヒアシンスハウス︶

平成十八年四月二十五日首尾
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華尤子捌
柳関原小丹華
I{ l
にI
樹
ド

せ尤博伸幸伸
せ尤博
博
せ伸幸博尤
う
萠う
萠
萠う
子子之一子一
子子之
之
子一子之子

八さいたま・三尺童ｌその二Ｖ

﹃朴落葉﹄

風に音朴の落葉の五六枚

切り立った崖にすつくと観音像

花ひとひらまたひとひらの無縁塚

踏絵の日には出自恨みし

忘れたきいじめの記憶ほる苦く

レモンスカッシュ舌にしみいる

時に見ゆ雲の隙間に夏の月

新幹線が遠景を裂く

夢幻泡影午後のひととき

男なら聞いてよ切ないこの思い

チロリアンハット粋にかぶって

ゥ小鳥狩村の若衆駆り出され

新酒溢れて香り漂う

商談を終えタバコ取り出す
月の舟ゆっくりよぎる蔵の街

小脇にはノートパソコン携えて

人足早に初霜の朝

仙

畔道の子ら風船を持ち

ナォ軽やかにからくり使う春祭

いとこはとこもみんな集まる
大鍋に硬いものから追い追いと

古い魚板を小僧見あげる

冬の夜の影もゆかしき龍り人

雪の初頼につづく足跡

こつこつと岩を削るも十余年
離島をつなぐ海底トンネル

せう子

芋朋

幸子

博之
尤子

せつ子

博之

〃

峠朋

幸子
博之

よるず屋の看板たちまちカタカナで

がんこ親父の口はへの字に
月面にハモニカの音はね返し

松卜英雄

伸一

寺朋

せう子

博之

伸一

幸子

君が好きだよ秋は寂しい

ナゥ詩集にはコスモス一輪添えられて

ヘルマンヘッセ懐かしい名だ

横町のとある酒場に常連が

ウイ・アー・レッズと拳突き上げ

花吹雪市庁舎広場埋め尽くし
きぎすの紋章高くはためく

︵於・さいたま市・案愚庵︶

平成十八年十一月二十八日首尾
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歌

八東京・鹿の会その一Ｖ

歌仙﹃春近し﹄
春近し鹿苑発刊二十年
窓に光れる富士の冠雪

小公園カメラ構える人のあり
赤いコートの子犬ころがる
月の出に古き時計のぽんぽんと

芙蓉の花に残る夕映え

ワ新蕎麦を打ちつつ粋な男前

団体旅行︵スの嫡声

宮下太郎捌

ナォ小説の題材拾う畷りに
燧道くぐる伊豆の踊子

前髪のいまだ幼く恋知らず
時は流れて共に死のうか

太

よ

利

鈴

官云

房

しゃぶしゃぶの米国肉の柔らかき

フィギュアスケート金に輝く

宮下太郎

利

治

セーターは歳に似合わず派手ながら

東西分かつ大川の橋

赤松よう子

太

中関昭子

武

治

月明しＨ２ロケット成功す
長夜刻めるデジタルの音

小泉さんの後継は誰

魚河岸の引越し決まる話など

ナゥ病める身の秋風ことに身に入みて
利

藤井治
徳住玲
刈村扶美
川Ⅱ利夫
西山真樹
山本房子

竹花美代恵

縦非裕子
神戸茅乃
鈴木麻子

遂げぬ想いを仕舞う筥迫

湯上りの香りほのかに匂うらん

路地の中にも黄沙降り来る

丹精込めし鯉は太れり
毎朝の発声練習隣家から
よ

執筆

伊藤稜志

首云

ネオン輝く六本木ビル

昼あたたかに立てるイーゼル

満開の花の年輪ここに尚

しまったと顔には出さぬホリエモン

よ

治
玲
首云

房
扶

︵於・俳句文挙館︶

秤雌廿皿癖咋朋二十訓叩蹄︵二十七句より文音︶

扶

有明の少年泳ぐ暑き海
鯖の大群すり抜けてゆく
だんまりの勘三郎の剣捌き

息子と共に目下好調

遠山は寝釈迦のかたち花吹雪
地酒に酔うてうららかな旅
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八東京・鹿の会ｌその二Ｖ

星韻﹃花の上一

鴉の声も交じる聯り

宮下太郎捌
赤松よう子

藤井治

抱きしめられる凍星の下

占いのスペード伏せし指震え

拉致問題の解決は何時

国境を越した途端に捉えられ

秋の祭を遠く眺めて

山峡に拡がり咲くは蕎麦の花

︵於・名主の滝会館︶

武美治太よ京

筆太美治京よ

花の上新幹線の滑り行く

三毛猫の此の頃減りし三日月
あらなつかしきブギウギの唄

嶺武志

花嫁と呼ばれて今日のあたたかに

小町娘とあだ名付けたる

縁結び世話好きおばさんお手のもの
よ

執

︵第川楽章より文音︶

どこへ飛び行く双つ蝶々

平成十八年三月二十八日首

平成十八年五月吉日尾
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竹花美代恵

下

石田一足

太

潅仏会なつかしき人集い来て

デジカメ持ちし白鷺の翁
月光の一筋よぎるけもの道

水辺に近く祁跳の声

蓮の実を遊ばす卑弥呼の掌

赤き腰巻竹棹に干し

八人を生みし母さん笑い顔

行水のお湯少し熱すぎ
夏帽の我と別れて半世紀

よ美治武よ郎武京
武太

開発迫る武蔵丘陵
ひと肌に酒をあたため夜桜を
大蛤を黒塗りの椀

砂漠の端に黒人の町

海市見に飛ばすハーレーダビッドソン

宮

八東京・鹿の会ｌその三Ｖ

歌仙﹃老猿﹄
老猿の寄り集まりし初時雨
落葉埋もれの山あいの道

国立劇場今日も満席

狂言に飲んではならぬ酒ありて

銀木犀の香り菫たく

ナォ春光を出雲阿国の長刀

いやじゃいやじゃと京へ追いくる

瀬の音を聴きつつ宿の夜は更けて

棚のこけしがほっと息づく

笑って暮らすこれが第一

あの世でもいじわる婆さん人気者

枕木を跨ぎまたぎて鴉等は
罠嵩山を越せばチベット

宮下太郎捌

嶺武志

破れ袈裟月読む人は誰ならむ

黙って過ぎる冬の葬列

どてら着て尻餅つきつ大根引き

石田一足

河村扶美
西山真樹
徳住玲
中西昭子

名残の茶事に活けし竜胆

何かいるらしき水輪がビオトープ

定年過ぎて時間たっぷり

ナゥ行秋の今宵しみじみ独り酔い
武

山本房子
宮下太郎
房

お玉杓子が卵から出る
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三日月遅延を知らすアナウンス

ゥ運動会風にはためく万国旗

八腿の烏を祀るお社

マラソンが終り花蕾のまだ堅し

ひときわ目立つ胸のふくらみ
巫女の舞森に見つめる天狗の目

昭

真

白玉団子形まちまち

︵於・俳句文学館︶

︵後半文音︶

みどりの髪に胡蝶つきくる
鈴

平成十九年二月吉日尾

平成十八年十一月二十八日首

扶

序破急の太鼓の音の高まりし
月涼し島をつなげる橋いくつ

一尿

玲

太
武

車は遠きナンバーをつけ
思いきや造反議員返り咲き
海市の中へ消えてゆく船

生れしばかりの蜂に刺さるる
バッカスも来て賑やかな花吹雪

京真武扶昭玲房太扶京真武鈴昭太扶京真

八相模原・慈眼舎連句会ｖ

漢和行半歌仙﹃香雲﹄・標陽韻
赤田玖實子捌

〃

〃

赤田玖實子

泉浩一

藤房遥香襲
春月へ幼き児等はのけぞりて

五味蓉子

松聿烏驚翔○

インターネットで集む文章○

扇
サマョウ

黒川洋
横山わこ

浩

蓉

〃

扇

〃

浩

扇

蓉

蓉

服部秋扇

片手袋忘し駅
両班拝一廟堂一○
万難排尽レ君
蔀揚視麗娘○

影噂渦一一水門一
名画に冴ゆる胸の青眼○

げんまんよパンドラの箱開けないで

皓月照小波

神の御使者の鹿が倖○

秋風戦登梼○

盲目へ殺気を孕む峠みち

唄高らかに馬方が行○

饗しの心に飾る花氷

裁きに秘めし慈悲の閻王○

平成十九年五月三日首尾

︵於・相模原桃天樹︶
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八松山・重信・木曜会ｖ

秋天や蔵より高き屋敷松
青野弥

小池郁

江崎七

歌仙﹁屋敷松﹄

つんざくやうな初賜の声

江崎七七捌

十六夜の月を小窓に眺めゐて
野旦昆
青野一屯

叙勲の沙汰の友を祝はん

菅野茂
丹生谷遊

いつぷく如何妻の呼ぶ声

ナォ鍬を止め見上げる空に巣立烏

話題の映画﹁武士の一分﹂

自治トップ賄賂に弱き立場にて

墓食む娘の指の搦やか

回顧しつ汗の坂道家路へと

やつと射止めしカフェのママさん

大法螺を吹いて気を引く茶髪の子

熱さめて見ると聞くとは桁違ひ

しこりを残す自民復党
月皓と修復なりし松山城
八雲旧居に蟠蝉の鳴く

母の手織の半巾の帯

ナゥ好物は煮物・煮魚・零余子飯

弥生の空に軽気球飛ぶ

眠れぬ夜深夜放送好まれて
ゆぴ折り待てる友の来訪
舞妓はん囲みてポーズ花篝

平成十八年十月三十Ⅱ首

執

︵於・松川巾行野晒斗宅︶

平成十八年十二月十一Ⅱ尾
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羅に豐礫とせし老夫人
そよと揺らげる軒の風鈴
ゥ禅寺に宗祇の墓の小さきこと
人見知りせずまとひつく犬
足音を待ちに待ちゐて相見え
つひに口説かれ永久の契りを

日本ハム地元ドームで優勝し

居酒屋に寄り酌める鰭酒
凍凪の一湾照らす夜半の月

今後どうなる北の動静

ライバルを抜きてミキティ金メダル

煎じ薬の効かぬ春風邪

枝垂れ咲く平安宮の花万朶

埴輪の丘にもゆる陽炎

遊竜茂七遊茂竜京弥郁七梨美斗子幸子七

筆郁茂遊茂郁遊京〃茂竜郁弥京〃遊〃茂

八岐阜・獅子門その一ｖ

短歌行﹃鶯や﹄

李畑より渡りくる風

大野鵠士捌

各務支考
梅村五月
恩田静村

修道尼祈りの声の清らかに

ナォ縁におく紙ふうせんと置き薬

武仲登志春

鶯や生きとし生ける物がしら
ボートレース校章入りの旗振りて

清水青瓢

君を想へば雪螢とぶ

ナゥ復元のラスター彩の飾りⅢ
雪の行方をしばし目で追ふ

技を大きく扁額の文字

バス待ちのベンチに座り雑誌読む

金ぶち眼鏡丁寧に拭く

ポップコーンの袋小脇に

寒稽古月に竹刀を振り下ろす

芽立ちの山の淡き紫

ゥ韓流の深夜劇場月の窓

西田日士口

竹中定男
藤塚晶子
大山功
中尾青宵
堀内洋子
宮本輝子
田辺桂月
村瀬仁子
松尾博雄
井口ひろ
伊藤百雲
桐林杏雨子

花衣脱げど匂へる花の香よ

執兼瀬尾千草

やや寒かこち肩を寄せ合ふ

美濃の平野に春のいちめん

妻の座をねだり酌みたる新走り

伊藤英司
矢僑初美

のっぺらぼうの猿ぼぼの貌

財布より想定外の出費して

大竹とみ江

大野鵠士
各務恵子

巷にニート・フリーター増え

花三分西郷像に雀来る

寝そべる猫の欠伸のどけし

︵於・岐阜・獅子庵・大智寺︶

平成十八年三月二十六日首尾
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八岐阜・獅子門ｌその二Ｖ

繼吟脇雌晃び寝よし﹄
大野鵠士捌

松尾芭蕉
大野鵲士
成瀬貞子

たび寝よし宿は師走の夕月夜
パソコンを都市景観のデザインに

形整へ雪吊の松
河合はつ江

松尾一歩
大山功
堀内洋子
青木久美
清水青瓢
田中啓子

堀部比呂美

伊藤英司
馬渕智美
筒松正水

後藤キヌエ

田辺桂月
瀬尾千草
沖口ひろ

新幹線のカーブゆるやか
にこやかに蜂の子飯の売られたる

今年酒酌む利酒の会

ゥ難より黄菊白菊香り来て
猫を侍らせ縁に素峨待つ
単身の赴任淋しき六畳間
ネオンまたたく街の誘惑
人妻と知らずついついずるずると

尾行調査の結果公開

お支払ひ月賦にしてもいいかしら

レモンスカッシュ泡の弾ける
テーブルも椅子も真白に塗られたり

ミロの複製などを求めむ
花便り地中海まで届けよと
プレタポルテの春コート着る

柏手響く神の御前

ナォ初蝶の翅やはらかにやはらかに

研修会で目が合った彼

当選は確実なれど念を入れ
長い挨拶がまんして聞く
掲げたる社訓は挨被りをり

早野さと子

宮本輝子
箕浦琢翁
矢橋初美
松橋慎吾
藤塚晶子

大竹恵子

執兼瀬尾千草

伊藤百雲

水野由紀子

小坂五百子

船渡文子

岡本満智子

桐林杏雨子

映画ならこのあたりにて結ばれむ

各務惠子
沢井国造
高木和子
宇野久恵

思ひ思ひに流す灯籠

クリスマスまで二週間切り
テノールの人員足らぬ合唱団

女ばかりの出稼ぎの村
一条の月光雲を貫ける

ナゥ虫の音を聞き分けしこと懐しく

種袋付け飛ばす風船

僻地医療に余生棒ぐる
綴糸の少しゆるめる謡本
京格子にも雀来てをり
守らぱや三百年の花大樹

︵於・岐阜市長良真性寺︶

平成十八年十二月三日首尾
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ハ岐阜・獅子門友楽社ｖ

国

追善俳請

野木

執百

短歌行﹃久﹃ ごもり﹄

ナォ空晴れて遠足の列伸び縮み

杉高富

柳

市橋みち捌

公羽

これが最後と老いらくの恋

ゴム鉄砲の的になりたる
運勢を占ひますと誘はれて

村岡美智江

早野さと子

河合勝子

矢橋初美

街角に水琴窟の作られて
夕餉の仕度終へて一息

折々に伊吹をみては冬ごもり
日溜りに咲くひと叢の石蕗

ゥまんまるく木の間に覗く望の月

古刹の鐘がゴーンと涼しく

クレパスに無き色湖の暮れかかり

本陣跡に集ふ小雀

殿様の行列続く花の道

六段の調べ流れる城の跡
伝承遊びこの指止まれ

愛犬連れて安全祈願

湯浴して夏満月を歪ませる

清水みよ子

宝物殿のかまっかの朱

美

宮本輝子
市橋みち

忘れ得ぬ思ひ出胸に扇置く
手帳にいつも彼のイニシャル

野村芳古
清水蛙亭
寺井淑子

愛しさの寝物語りに刻忘れ

中仙道の宿場賑やか

笈摺を納め安堵の花の寺
地酒持ち込み木の芽田楽
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lH

一

藤

︵於・岐阜・大垣赤坂港会館︶

平成十八年十一月二十日首尾

ち初美
ゑ
佐
筆雲淑子輝ちみ芳さ子枝子

伊

八岐阜・獅子門蕊杖社その一ｖ

歌仙﹃春の雲﹄
瀬尾千草捌

河合はつ江

春の雲悠々と浮く稲葉山
蛤を朱塗の椀に賞味して

船渡文子
清水青瓢
後藤嶺子

本屋良子
瀬尾千草

甲冑に月光の射す古き城
湖の小波散らす雁が音

後藤キヌエ

松の緑の香りたつ頃

ゥマリア像に掛ける木の実のネックレス

留学生の辞書を引きつつ

禁じられたる遊びいくたび

少年は少女の細き肩抱き
プラトニックなラヴの復活

ＳＰのレコード並ぶ店の棚

陶器の犬の首を傾げる

端元凉子
矢橋初美
大野鵠士
小川守

小坂五百子

松尾博雄
成瀬貞子
宇野久恵
神山初子
堀内洋子
梅村五月

宵の月稽古帰りの夏袴

美雷をしごく父の絵扇

碁敵に長考癖を急かされて

堂々めぐりテレビ討論

泣き上戸笑ひ上戸も花に酔ふ
虻に刺されてたんこぶが出来

ナォ霊晦オープンカーの薄挨

ビートを刻むリズム軽やか

皿廻し五枚六枚数が増え

王府井に贋作の壺

絨毯の毛足に指輪絡まれる

君の寒紅著き後朝

天空の哀しきまでに晴れ渡り
サラブレッドの瞳おだやか
プレス呼び大統領のお茶の会
護衛の人のあちらこちらに
月皓と並木通りのしづもれり

鬼の捨子の銀の糸

田辺桂月
竹内昭子
河合勝子

富川美佐子

岡本満智子

伊礫弥生
森川淳子
尾関芳子
田中啓子

断水久美

昔懐かしキャラメルの箱

淳子

キヌエ

博雄
嶺子

団塊の世代まだまだ意気盛ん

渡辺靖子
井口ひろ
伊藤百雲
執推文子

ナゥさはやかに莉庵のけふを住みなせる

ＮＰＯを友と立ち上げ
燗漫の花房風に逆らはず
莞を渡る鐘のうららか

︵於・伊奈波神社・水月亭︶

平成十八年四月二十一日首尾
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ハ岐阜︑獅子門蕊杖社その二Ｖ

短歌行﹃行々子﹄

青葦そよぐ岸の川舟

雨きざす日はことさらに行々子

登校の生徒の列に手を振りて
フォトフレームを飾る窓際

後藤嶺子捌

後藤嶺子
船渡文子

ナォ浮遊するハングライダーかぎろへる

小さな村に小さき城あり
甲冑の王の紋章騎士偲ぶ

出船入船綿虫のとぶ

戦下に燃えしうたかたの恋

小坂五百子

いつの世も自国利権に終始して

ふるさと誰の話きりなし

冬の月欠けた茶碗に酌む地酒

嶺

神山初子
田中啓子

初

ぽつかり浮かぶ雲のひとひら

ナゥ婆さまが計算ドリルやるとかや

文
啓

千年の大樹妖しき花明り
庵の池に蝸叫の影見ゆ

初

五

文

︵於・鋳物会館︶
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ウドビュッシー聴く月光の卓に寄り

白露おきて果実熟れたる
秋祭赤古里の人も輪の中に
長い朧毛をゆらす口づけ
嫉妬心一瞬にしてかき消され
あたりうろつく野良の黒猫

ポシェット掛けて春日傘ゆく

明治村漱石邸の花に会ふ

平成十八年七月二十一日首尾

五嶺文五啓〃初啓〃文嶺啓

ハ岐阜獅子門蕊杖社ｌその三Ｖ

鑪吟脇雌蚕屏の松﹄

貞

堀内洋子

五

双眼鏡で伊吹山見る

ナォ一斉にボートレースの權揃へ

藁葺の庵に薬草干されゐて

神山初子
尾関芳子

熊に注意の新しき札

江

毛糸帽深々被るふたり連れ

城にある沙翁全集初版本

芳

啓

瀬尾千草捌

午後の紅茶に添へる焼き菓子

五

松尾芭蕉
瀬尾千草

翅映すデジタルＴＶ鮮明に

わたしあげます心の臓まで

差しつ差されつ熱燗の盃
河合はつ江

金屏の松の古さよ冬籠
たをやかなセロの調べの流れきて

五

洋

文

文

キ

ちんちん電車渡る鉄橋

江

キ

独り居の爺に付き合ひ立ち話
あすは晴れると西を指差す

本朧良子
執縦嶺子

︵於・ドリームシアター岐阜︶

平成十八年十一月十七日首尾

花を待つ心たゆたふ池の面

庭の片方に姫菫咲く

柱に今も温度計掛く

好きなパターを磨くひととき
満ち潮の見る間に月を中空へ

有明を仰ぎつつ聞く寺の鐘
なびく薄に頬をなでられ

北をめざせる雁の列

ナゥ錆鮎の反り美しく焼き上る

宇野久恵
後膿嶺子
青木久美

﹄貝

後雌キヌエ

富川美佐子

松尾博雄
伊藤弥生
船渡文子
成瀬貞子
田中啓子

ゥ木の実降る火入れの近き登り窯
スキンヘッドにバンダナを巻き

明日会ふ約束をしてすぐメール

恋の梯子の足を滑らす

自販機のごとり吐きだす烏龍茶

小坂五百子

六本木から吹いてくる風

祭の屋台仕切る若者

うっかりと月夜にかけるサングラス

蒸したての赤飯匂ふ半桶に

森川淳子
キ

文

下駄や草履の土間に散らばり

発掘の古墳の話花筵

逃水を追ふ児らのスキップ
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八大垣・獅子門龍水社その一Ｖ

清水圭月

田辺桂

籠﹄

金屏に松のふるびや冬籠
膨らみ初むる庭の侘助
戸田華

鑪吟脇雌﹃冬﹃

語り部囲みひらく弁当

田辺桂月捌

せせらぎに和して子供の声流れ

堀内洋

五十川直

石の上にも白き露おく

描永常

我関せずとニート本読む

正

澤井国造
内藤安子

ナォ喫茶店メーデーの歌流しをり

甘え来る捨て猫膝に抱き上げて

司

代

早崎都

夢を求めて宝くじ買ふ

彼方の山に冬の虹立つ

安

新町恵子

少年よ大志を持てと七五三祝

イベントに土地の物産並べられ
あの娘どこの娘嫁に欲しいが

竹

水

鑑生

名和よちゑ

洋

寺早

雅

式場は牛に曳かれて信州路

こがれで継ぎし手作りの碗

潮騒の聞えくる庭月の宴

異国水兵秋灯に消え

井戸を掘り当て拍手喝采

ナゥ草紅葉イラクの原にありやなし

胡麻塩の觜のなかなる幼な顔

常

伊藤百雲
執祇裕子

︵於・大垣市円通寺︶

ビー玉遊び勝負お預け
町を守る社の裾の花大樹
風の麗らに道行きの笛

平成十八年︲トーⅡ十九Ⅱ首尾

−158−

悠久の世界遺産に今日の月
ゥ新酒あり屋台の暖簾はねあげる

久世竹

松岡裕

ねぢり鉢巻節くれの指

佐々木一昂

大橋正

加膿渓

鴉の親子寝ぐらめざして

優勝のバーゲンセール賑やかに

伊縢英

エーゲ海へと蜜月旅行

あをい瞳のソーラン踊り胸キュンと

納涼映画芝にねころぶ

月明り雫を宿す釣忍

商松正

百観音の窪に鎮まり

広瀬雅

ろくろ首一ッ目小僧ハムレット

てふてふ見つけ列の乱るる

引率の教師旗ふる花の中

女瓢靖水司桂代子子草水子子靖笙瓢月翁

八大垣・獅子門麗水社ｌその二Ｖ

半歌仙﹃火鉢﹄

春の便りを待てる里人

お互ひの手と手語らふ火鉢かな

五十川直靖捌

竹内昭

五十川直

戸Ⅲ華

田辺桂

合併の町庁舎新し

鼓笛隊園児元気にくり出して

河合勝

堀内洋

芸術祭の準備仲間と

宮本輝

長押の槍が睨みきかせる

︵於・大皿スイトピァセンター︶

平成十八年二〃十五Ⅲ前雌
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月の影波間に揺れる澪標
ゥ富有柿祖父の自慢を丸かじり

その時を静かにまてる赤い糸

要りたる人同じ御守り
新装に夢と期待の道の駅
魚くはへて猫がするりと

サングラスあげ渋谷原宿

シースルーマネキンに着せ月涼し

氏神さまに絵馬を奉納

出る釘を叩く世相に先見えず

九曜の紋のうららご城下

三味の音に酒に酔ひもし花の宿

勝靖輝靖昭輝月昭昭笙月子子子笙月子靖

﹁おきゃん﹂捌・前同

幟り立つ猿若町の初芝居

同

八東京・下町連句会ｖ

おきゃん娘も春小袖着て

玉の子を抱いて一家の宮参り

﹁駕篭界﹂捌・伊藤哲子

秋風の吹き抜けて行く宿場町

丁英規

哲英規

編・伊藤哲子

伊藤薮
窪川素

駕篭界二人びた銭を賭け
壁穴に隣の鳩の怒鳴り声

﹁ベカ船﹂捌・前同

軒先にお仕立て物の札がゆれ

隣のじじはベカ船を漕ぎ
棒手振りの弁当つかう柳蔭

き酒く

俳譜トロワ﹃江戸模様﹄

﹁宿場町﹂捌・高山英子
按摩の笛が月を震わせ
海風のごうごうと吹く宿場町
間山英

規

英

並木丁途
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笠傾けて急ぐ旅人

﹁尼の庵﹂捌・前同
初釜の井水もらいに半里ほど

尼の庵に薮椿咲き

﹁岬る﹂

欠け 丼に岬

甲州の 山 家 育 ち か

破れ障 子 帰 参 叶 っ

罵安常削

手習いの童ら蝶を追いまわし

規

伊藤哲子
丁

てる気捌

〃哲規

〃哲規

﹁いなせ﹂捌・並木丁途
深川に遊ぶ火消しの若い衆

姿いなせに羽織る半纒
包丁の恩を忘れず墓参り

子規彦

﹁親切﹂捌・小野誠一郎
秋のしぐれを見やる箱入り
忘られぬあの渡し場のご親切
誠規郎
誠英規

今ある身をば語る検校

﹁月代﹂捌・前同
大刀を抱えて隅に舐める酒
伸びた月代そっとなでつけ
写楽描く役者面してくどく奴

﹁立込む﹂捌・高橋賢

誠

野

回向橋匪員

﹁気取る﹂捌・泉浩一

丑三ッに襲う手筈をととのえて

穰夷の志士を気取る浪人

見かけよりお人好しさと大家言い

呆浩

規

もｖ″１０

生口

規

﹁ご隠居﹂捌・鵜飼佐知子

薬湯の効かぬ病と医者は投げ

鵜飼佐知子

〃

大谷真智子

規

〃

遊山にでもと裏のご隠居

町駕篭も呼ばずに一人笠を付け

﹁絵模様﹂捌・大谷真智子

枕屏風の粋な絵模様

行灯の火影におんな帯を解き

︵於・そばの里﹁みつまさ一︶

さらさらと昔のままの雪の声

平成十九年三月末編
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小
哩岬川

洋

造り手婆ァは飯をそそくさ

宿一騒ぎ

に化け

はぐれ雲

捌・黒川洋

明々と内は立込む春の宵
帳幕張って花嫁を待ち
﹁枕探し﹂

が

の礼た

賢規
洋規

西 東 風 に まか

枕探し
菜種つゆ 川止

め巡せ

八東京・四宮会ｖ

二十韻﹁万年筆﹄

開けても出ない水道の栓

濁酒芝居談義の果もなし

月光の部屋本とＣＤ

式田恭

杉崎優

峯田政

鈴木了

松尾昭

孕雀をそつと抱ける

ナゥ観音のお顔のどこか母に似て

初虹めざし石鹸玉消ゆ

遠来の客もてなせる花の庭

︵於・桃径庵︶

志優こ斎

永島靖子捌

ゥ公園の鳩と鴉にパンを撒き

横山わ

永島靖

ここで会へさうジョギングの径

平成十八年十月十六Ｈ首尾

‑162‑

逝く秋の万年筆の手許かな

縁ありてあれやこれやで今の婚

また叱られる灰色のぽち
凧のヴィオロンすこし上達し
ジャケット羽織り描く武蔵野
ナォ宰相の出身 校はここですか
飲み屋の看板すぐに変はれる

表情はさあらぬ体に脈はげし
水中花にはなれぬをんなと

昔々月に端居のかぐや姫

韓流シネマジャパニメーション

正斎恭正優恭こ斎志こ子子志斎正子

八東京・四宮会ｖ

桃径庵和子宗匠追善

歌仙尋化うばら﹂

まなかひ

ついと目交よぎる蒻翠

花うばら遠くの音を運ぶ風

鈴木了斎捌

ナォ浅鯏撒く人拾ふ人稲毛浜

民に選ばれ住む永田町

ケータイに孫の写真をインプット

テトリスの駒すぐに溢れる
腕ひしぎ三角締めは露西亜式
このまま命絶えてかまはい

血の色の葡萄酒岬る後朝に

龍笛か胡弓の弦か哀れなる
煤けた梁に咲きし優曇華

見目よき人の泣く声も佳き

月光に浮かぶ菩薩に手を合はせ

中川真紀子
良

鈴木了斎
本屋良子
遠藤央子

斎

千年の花一夕に散り尽し

春の灯の揺るる川筋

平成十八年五月十四日首尾

︵於・桃径庵︶
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弟は姉のしぐさをすぐ真似て

絵本次々読みきかせやる
船縁の波に玉散る月の影
大魚に追はれ真鰯の群

づくひきおはこ
ナゥ木菟引は十八番に九郎判官を
コンシェルジェ行く古き街々
央

慶応の仏文学を出てゐます

わが末枯の生の尊き
紀

良

斎

桟留縞を軽く着流す

ゥ路刈に急坂の露地登りゆき

差して差されてほろほると酔ふ

央

休日ごとに遺跡発掘

夫より舅に惚れて嫁いだの

冬のボ−ナス返済に飛び

猫五匹あつといふ間に五十匹

良

己
糸
斎

白透き通る藤田嗣治

央

寒月に聰く電線のプレリュード

みづから辿る姥捨の道

良

己
糸

あやにくの花の心を見まほしと

斎

大天使翼をひろげ身をそらし

都踊のとんと足踏む

央斎紀央紀斎央紀良央良斎央紀斎良紀央

八東京・四宮会ｖ

卯遊庵志げ子宗匠追悼

歌仙﹃人肌の﹄

つぶらな瞳笑ふ夜咄

人肌の酒供へたる師走かな

式田恭子捌
式田恭
鈴木了

ジャリの頃からラッパ離さず

ナォタイガースまた二番手と差を拡げ

いつしかに舞台の上に老いにけり

雪を見せると汽車を乗り継ぐ

ルソン

大寒の寝物語に呂宋の地

噛んで心に刻む幸せ

干し魚と五穀の粥と柴漬と

行書草耆も交じる巻封
紛れ込む博物館の雑踏に
決まり文句を学ぶ営業

秋の螢は掌のなか

月影にピアスの跡の残る耳

物干竿に下がる前掛

ナゥ馬にする茄子は形佳きものを選り

生きてるなんてちよいとした夢

つぶやきのやうなシャンソンいつまでも

鳥一羽翔てば花降る夕間暮
名残の霜を照らす村の灯

秤鰔什此斡十一一朋十腓叩蕗︵文音︶
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金と銀猫の姉妹のじゃれあひて
そろそろ風呂の沸いた頃ほひ

速達と書いてポストの右側に

予報外れを祈る名月

ワ酸漿のたわわに実る里の路

運動会はいつもヒーロー
新聞もたたんでくれる恋女房
ついつい笑窪つつきたくなり
すり鉢に少し残った胡麻のあと

若者をらぬ島のお彼岸

柤春の詩を高楼に賦す

淡月を乗せて小舟の權をこぎ

有機野菜に作者名あり

フランスの通が顔出すレストラン

裸足の脚の並ぶ川縁

仰向けにころがって聞く昼花火

斎恭斎恭斎恭斎恭斎恭斎恭斎恭斎恭斎子

執

筆斎恭斎恭斎恭斎恭斎恭斎恭斎恭斎恭斎

八大阪・紫薇の会ｖ

歌仙﹃金色の﹄
金色の一瞬ありし朴落葉

澁谷道捌

ナォ昼休み禁断の言を読んでをり

で﹂

枕屏風に曇の呪文みえ

飽きて帽子を顔にかぶせる
ロンパリの女は魅力的といふ

竹の匂ひの割箸を置く

城あとよ茶屋町あととへめぐりて
茨木和生
澁谷道
西野文代
岩城久治
加田由美

遣戸の桟のいやうつくしき

ふぶきゐる夢のつづきを見るまじく

やすやすとからくりの壁ぬけて出て

柱時計の止まりてゐたる

はじめての峰越ゆる寒月

この歳なればなにかあるやろ
ハンドルを切り課しては七曲り

父を待つ鯛の大皿前にして

生

ぶれ

満月に子はとびはねてうさぎ指す

道

ナゥ岩々の不思議何より明日香村
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紙漉槽を日の移る頃

毛見の権などをらぬ世にして

治

代

ワ濁り酒ひっそり頬を染めながら

くらがり坂に影を並べる
風呂敷の女のものを男提げ

なんとみごとな竿師のルアー

︵於・大阪住吉︶

秤鰄什皿秤誌朋十至叩噸︵一部文音︶

蛙に目玉かへし忘るる

花どきの粥をさらりと炊きくれて

唄のいほれも知らず大声
磧辺を歩け歩けと歩数計

代

道

生

黒く角張るＩＴアップル

美

羽脱鳥ひょいとよぎりし月の面

美

治

もとの暮しにもどりつつあり
このところ葬式坊︑王小銭ため

青磁涼しく玄関に据ゑ

代

道

生

さまざまな音たちそむる町の朝

つり天井の籾を
卸せり
ぬひ

花ごろも裾には刺繍の花車
ながえの先を雀がくれに

代生美治道生美代治道生美治代道生美治

ぬ

い

行ま

修箙

八富山・樹氷連句会ｖ

し

いぬじま正一捌

T・

正

歌仙﹃掻い巻きを﹂

初氷張る欠けし徳利

掻い巻きをもらいし陶の狸かな

ストリートライヴ今やたけなわ

竹トンボ歩く鴉を飛び越えて

秋の蚊ひとつ過ぎる耳元

ＣＭになりて気がつく窓の月

思いのたけを載せて太棹

ゥ押し相撲髪の乱れの男ぶり

時空を越えて縄文の杉

じょっばりの一人暮らしに出る噂

ウオークラリーコース違えず

まんぼうは夢の今昔忘れ果て
是非なしと手勢五百に夏の月

企業犯罪株価どん底

水の喧嘩もこれで七日目
天領のいまは女街の稼ぎ時

野辺の石仏笑み給う春

埋められしものの伝説花妖し

ナォ試食して悲鳴を漏らす山葵漬

観光客の忘れたる杖

初恋の君にぱったり出会うとは

匂うシャボンによみがえる夜
馬子唄が十八番で酒は熱燗で

熊出没の話持ち切り

無残やな松枯れ目立つ旧街道

アンカー勝負燃える駅伝
母国語で自己紹介の月見会
見様見真似で鳴らす鬼灯

抜けた歯を投げる夜露の軒高く

厚物咲に金賞の札

ナゥ暇見ては地図の四国に旅をする

歳重ねて慕う弘法

語部となりて家系を孫に説き
長押の槍は錆びてそのまま

花生は紅龍昇る呉須の甕
縁に窓辺に光あたたか

秤鰄什社斡十一胆一腓ル叩壗︵文音︶
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日

修正修正修正修正修正修正修正修正吉一

久
我

妙

妙正妙正妙正妙正修妙正修妙正修子〃正

八東京・湘南吟社ｌその一Ｖ

初懐紙百韻﹁大仏の印﹄
小林静司︵前半︶捌
土屋実郎︵後半︶捌

初勤行の透き徹る声

小林静司
原崎弥生

大仏の結べる印の淑気かな

楠正三
久良木憲

郎

二﹂

憲

一﹂

秋山よう子

横山わこ
坂田武彦
村上敦子
土屋実郎
高島幸子

蛭海停雲子

長くなびかす春のスカーフ

おおおみ

今村苗
彦

たゆたいて留学五年セーヌ河

知らんぷりして仔猫伸びする

灯を消せば部屋にひろがる花明り

名残の炉にて一服のお茶

ニォさだめとは何と問いかけ小町の忌

鬼嫁風に乱れ舞いつつ

甘い恋どんでん返し苦い恋

想定内の言葉流行りて

鞁深く象より老いし象使い

ＮＰＯで作る団体

一杯を酌みたい気分誰とせん

へのへのもへじ落書きが笑む

泥棒が狙いをつける雪の蔵

着膨れている親子三代
何事も荒神様はお見通し

やまんば

パソコン操作判じ物なり

影ひややかに町の四つ辻

ボランティア山姥ギャルを月照らす

ニゥ愛すほど孤独深まる黍嵐

めつちや嬉しい胸のときめき
チーパオ

旗抱をまとい天安門で逢う
広場を埋める自転車の群

あるだけの御守りを買う初詣
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駅伝は風の光れる海沿いに

巣立烏親に続いて枝渡る
樽作り居る木の香芳し

やから

月覗く族総出の俵編み
文机に置く桔梗一輪
ゥ新蕎麦は秀衡塗りの椀に盛り
イーハトーブの山の重なり
風小僧さっきまで居た小学校

少子化対策姫の大臣

後宮に女盛りの身を寄せて

壁を通して響くソプラノ

気になり出した愛の偏差値
うなり声哺語へつづく声遊び
早苗蜻蛉のつかずはなれず
白百合は夕月に向き開きゆく

竹
崎

梨

雲う苗幸敦憲野こ郎幸苗弥敦苗司三こ三苗弥幸こう

肩越しに見る恵方瑞雲
年金を一本化してどうなるの

団塊世代どっと定年

耐震の計算上目遣いにて
キャンセル待ちの豪華客船
薄氷の池に小石を投げ込んで

落第生のやるせなき宵

竜月へ花の精気に乗じては

：ゥ島唄で旅さわやかにしめくくり

ずみ
出い水
の里に鶴の誕生

くさやの干物無理に持たされ
新任の教師の履きしスニーカー

桜東風添い遂げますと呼び合って
ひとめで惚れてライバルが増え

おのこ

昔男の都鳥問う

半世紀手仕事で食う町工場
角度で変わるお化け煙突
大川をそぞろに歩く冬の月

阿畔の呼吸以心伝心

後継は総裁選へ爪を研ぎ

花嫁の衣裳プラチナ織り込んで
隠しおおせた出来ちゃった婚

ナォ車椅子自動で二人後先に

やっと開けたる薫菜の瓶
黒鯛の到来物が尾鰭立て
時鳥聴くログの山小屋

峯一つ遺産分けにと名義換え

めんつ
東南西北面子
揃いて

朱も鮮やかに背なの刺青
控えおれ片肌脱ぎし名奉行

学生街今は昔のさま変り
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振り向きもせず遍路逆打ち
︽・ォ永き日に手足を伸ばす秋津島

円錐形に時きざむ砂

電話代気になりながら長電話

目当ての株に粉飾の影

負け組が勝ち組たちを支う羽目

雪だるま出来子等の喚声
湯豆腐で銘酒一本封を切り

廻り舞台で大鼠待ち

メゾネットニ階のベッド広くして

女の勘に移り香のばれ

計画の熟年離婚あとすこし

空即是色すべて幻想

白々とカルスト台地月の光ゲ

放哉を抱き草泊りする

苗う敦彦司こ司雲弥彦司苗う憲野司郎苗雲こ野雲弥

う野幸雲司こ苗こ彦う雲う野敦憲郎こ司野弥苗郎幸

ノンポリ通す９条のこと
土井たか子世を憂えても術はなし

女百まで歳を隠して

賞味する月の雫を共白髪
手入れの松に箒立てあり
ナゥ﹁高砂や﹂秋の別会初番です︒
ほれいた

痩の骨痛治る喜ぴ

あがらんしょ勧め上手に田舎そば
なるご

鳴子こけしの並ぶ床の間
ふるさと史書き上げ肩の荷をおろし

︵於・鎌倉生涯学習センター︶

平成十八年一月四日首尾
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心ふくらみ笑まう山々

西行は花の真上に浄土見る
春惜しむかに浮かぶ綿雲

憲敦三郎う幸苗雲彦弥司野こ

八東京・湘南吟社ｌその二Ｖ

第十八回青時雨忌追善

歌仙﹃俳譜連歌﹄

子亀親亀泳ぎ寄る池

瓢左伝供えて風の薫りけり

地震対策見直しの時

夏場所の櫓太鼓の響ききて

忘れ扇に覇気の二文字

お持たせの菓子にお薄の月の客

ゥ菊人形武士家康に相違なし

鬼も十八恋を知り初め

鼻のてつぺんちょっとお白粉
おてもやんあんたこの頃超綺麗

小林静司
土屋実郎
和田忠勝
高島幸子
藤沼和ヱ
村上敦子
竹崎梨野
鈴木良治
秋山よう子

久良木憲
和田ひろ子

原崎弥生
白井暎子
藤井弘美

クリスマス聖歌街に流るる

オペラ座の角を曲がって河畔まで

暖炉の脇に猫と老人

和久井八重

赤い傘小雪あがれば月覗く
ソムリエとワイン談議もかしましく

坂田武彦

今村寺田

横山わこ

写真の中に詰まる思い出
帰還兵父母の墓前に花捧げ
いかなご
玉筋魚の味それぞれの家

ナォ廃れたる引っ込み線を蝶よぎる小林しげと

掘出物にマニア飛びつく蛭海停雲子
解説はいつか自慢に模型展小林富子

エステの付けはそっと亭主に山口良子

可愛げのあるのないのとフルムーン服部秋扇

先端医療危険うらはら近藤蕉肝

青しぐれ志てふはしきもの別所真紀

山ほととぎす鳴きわたるなり宮下太郎

めぐりたる五百羅漢に父の顔引地冬樹

選挙近づき愛想よき人小野シズ

月さして古書店の奥薄明り川野蓼艸

夜鍋仕事はパソコンの技こ

ナゥ秋深し翁の一句語り合う松本杏花
落語作家の腕にかかれば露崎誠一

ロザリオのソナタ静かに聴く夕べ伊藤哲子

サッカー応援湧ける隣家高柳尚子

昇りくる太陽を待つ花大樹宗匠

夢の未来をめざす若鮎執筆

平成十八年六月十八日首尾
︵於・浅草伝法院大書院︶

脇宗匠抱虚庵実郎花司秋山よう子

宗匠松涛軒静司座配坂田武彦

知司小林しげと香元和田ひろ子
副知司松聴軒忠勝配硯西郷公貴

執筆鈴木良治〃西郷潤哉
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八東京・湘南吟社ｌその三Ｖ

歌仙﹃あじさいの客﹄

とみこうみ

村上敦子捌

村上敦子
土屋実郎

変心多き浮動票族

ナォ春ショールクリーム色に決めており

密約はなぜかアメリカから漏れる

一まわり下実は本命

うそぶ

どこを向いてるテポドンの先
じゃじゃ馬は男嫌いと嚥いて

宝銭銀座の売り場に行列し

正月小袖飾るあたりに

左見右見あじさいの客溢る町
和田ひろ子

舟起し暗いうちから起きだして

歳の順よと並ぶ腕白

ふなおこ

橋野代々子

白井暎子

せいこぐ

梅雨の雲れ間に翻る酒旗
莊々と広がる海に島ありて
頼みにしたき漁師跡継ぎ

ろ

迷いつめぐる田谷の洞窟

ナゥ籾殻を燃やす煙の地を詞いて

ニーハオ交わす軟東風の中

近頃は寿手帳持ち歩き

老杉の鎮守の杜に花栄え
碁敵でんと縁に永き日

︵於・鎌倉生涯学習センター︶

平成十八年六月二十四日首尾
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宵月夜みごと正鵠射抜きたる

暎

ちんちろりんと松虫の声

話に夢中冷える珈琲

代

ケータイに上弦写す指さばき

ポケットの指輪なかなか取り出せず

敦

敦

二十五回で見合い成功

郎

笑みこぼる﹁早よお帰り﹂はいつまでか

ろ

郎

いのこずち着けかしこまる犬

トランペットが趣味でバイトも

ワ地芝居の子役払底嘆かれて

ペンションのとんがり屋根に東てし月

代

ろ

郎

敦

暎

風邪に吸入早め早めに
全国の単線訪ね旅に出る

谷間の秘湯地鶏串焼

目の下の落人部落花吹雪

太宰全集開く清明

代敦暎ろ郎敦代暎ろ郎敦代暎ろ郎敦代暎

八埼玉・白河連句会ｖ

歌仙﹃春の雪﹄
ォ四阿に消えてまた積む春の雪
古木のもとに見ゆる野すみれ

ナォ伊勢参りまづしやぶしやぶの店尋ね

折り合ひつかぬ輸入条件

不惑なほ自分探しのフリーター

五百万貯め綿入れを買ふ

コンパニオンの笑みに誘はれ

愛唱の歌口遊む寒昴

解き捨てる紐いろいろを数へをり

吉成正夫捌

瀬谷智恵子

吉成正夫

藤田し﹂よ

水彩に描くふるさとの空
牧場に小野田少尉の淡き影
いまも暮しに活かす薬草
荒井美三雄

月はるか傾ぐョツトの寝酒人

舞台衣裳の仮縫ひをする

子

河西克員
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数珠子湧く湖にフルート響かせて

くりやの隅にすだく蟠蝉

月光のあまねく至る里に住み

院展飾る大御所の作

ナゥそれぞれの願ひ照らして夜学の灯

外で一服休憩の刻

よ

伝統の味を受け継ぐ城下町

夫

慣れたサンダルそぞろ歩きす

プリクラ入れるペアのロケット

夫

〃雄

ひと刷けの雲の烏舞ふ花盛り

︵於・大宮市盆栽四季の家及び文音︶

平成十七年七月十五日尾

平成十七年四月四日首

うららに映ゆる陶芸のⅡ

貝

よ

夫

子

よ

員

子

雄

ゥ電網に反日あふれそぞろ寒

朝の新間まづは小説

草むしりファーストキスを思ひつつ

脳梗塞を皆が疑ふ

胸を張る答弁なれど手のふるへ

渋滞のライト落して夏の月
母の白髪を帰省して知る
桐下駄の重なる店の古暖簾

名もなき墓に煙る線香
頂へ咲き上りゆく花の山
気流に乗れる紙の風船

よ員よ雄員夫雄よ夫子よ員子雄員夫雄

〕

八四日市・泗楽連句会ｖ

﹃命の字﹄
西田青沙捌

西田主月

水谷号早

耆初や大きく太く命の字
萬古の瓶に汲みし若水
岡本耕

吠えたところで所詮負け組

また今日も馴染みの店で出来上がり

泡盛の古酒口あたり良き

蜘蛛の囲の捕らへかねたり鎌の月

無党派層の味な気まぐれ

此頃はケイチュウといふ病ふえ

丸たん棒の孤独はじまる

小悪魔のやうな女が好きになり

か−ごめかごめそれがなれそめ

ひしを

ゥ蔵並ぶ路地に醤の香り満つ

首ふるばかり父の尺八

白魚の淡きを掬ひ月を賞で

畷きながら石鹸玉飛ぶ

庭前の斑雪は消えて痕もなし

仙

助六の与作見得きる花舞台
日和のどかに馬の足眠る

ナォ街道を吹き抜けてゆく春の風

噂の中にひょっと顔出し
復党の朝令暮改見苦しく
平常心などととぼける

懐手して思ふ来し方

小石川坂に冬木の多いとこ

女数々虫ピンで留め

恐竜の卵を飾るコレクター

自分史の筆とどこほる秘事もあり

深海に棲む魚は醜悪

月照りて濃尾二州の明らかに
待ちかねていた新蕎麦の会

黄色い声の遠く聞こゆる

ナゥ赤い羽根帽子につけて友は笑む

生々流転人はそれぞれ

いつからか駅前銀座寂れ果て

伊

千

藤

︵於・四日市市文化会館︶

士筆を和えて客人を待つ

名どころの花の屋形船のゆるゆると

平成十九年一月九日首
平成十九年二月十日尾
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歌

沙史央史沙央史沙央史沙央史沙央史沙央

〃秋央沙秋沙史秋央秋沙央史秋史央秋沙

八調布・深大寺連句会ｌその一Ｖ

歌仙宣筋の﹄
一筋の潮目は沖へ冬晴るる

名和未知男捌
名和未知男

ナォ懐しき歌声喫茶暮の春

孫に教へる拳玉の技

行く道はカーナビまかせ風まかせ

眠くなるよな瀬戸内の島

橋かける夢ばかり見て年をとり

心療科医と懇ろになる
恋文を熊手に結び酉の市
着ぶくれて座す金婚の席

酒井夢民
福島壷春

乾鮭吊るす海風の窓

職を退きこころ豊かに書を読みて

ハワイでゴルフパリで買物

﹁死なないやうな気がする﹂と宇野千代女

美術の秋は六本木から

地下鉄を出て月明の街角に

河西克員
男

東杏奴

民

いつもの猫に出会ふ散策
季節外れの赤い羽根つけ

什地蓉畦胆一十乍肥函︵文音︶
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日が昇り遠慮がちなる朝の月

ゥ談合も合コンもあり芋煮会

アゥ乃木邸に厩舎は残り蔦紅葉

護国神社に人影もなし

春
奴

雨にも負けず騒ぐ烏たち

教育が大事とやっと言ひはじめ

昔の写真隠すふところ

このままじゃ未婚の母になりかねず

員

秤

白蝶の舞ふビルの屋上

胸を張るフレッシュマンに花吹雪

男

春

秘すれど洩るる個人情報

宵の月忍者屋敷に蛍飛び

奴

ダイエット効果はなくも納豆好き

ふるさと遠く酌める地麦酒

男

民

悪がきの面影残しひげ面に
重文の家に徹裸干さるる

民

印篭忘れ水戸の老公

花おぼろお国さまざまツアー客

春

員

東踊りにイスラムの人

春員奴春民男員奴春民男員奴春民男員奴

ハ調布・深大寺連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃茶柱﹄
茶柱の立ちて走り茶美しき
あれこれ迷ふけふの夏物

名和未知男捌

山形端坊
名和未知男

小学生の引けてくる頃

男

村木流矢

東杏奴

飲むほどに酔ふほどに月明るくて

坊

記憶の中の友の若さょ

ナォ唇気楼遠くふるさとまた遠し

秘密基地ありし辺りの森伐られ

日に日に進む地球温暖
冷房を巡る対立祖父と孫

祇園嚇に揺るる町並

制服の美人看護師キビキビと
口説き文句を軽くいなされ

手作りに拘り靴を誰へる

天守閣から月に一礼

飛石の水漬くをわたり茸山

花大樹喝采浴びる大道芸

赤青黄色浮かぶ風船

秤雄什皿斡伍湘一汁↑叩雷︵文音︶
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風に乗りサイクリングのかろやかに

紅葉日和の三日続きぬ

あとはわづかと落葉踏み踏み
ナゥ豊作のうれしさ顔に出る今年

抱一かと見る床の間の軸

奴

達筆の手紙返事を害きなづみ

矢
坊

ゥ秋の蚊に追ひ掛けられて風呂に入る

近頃は何故か年増が気にかかり

男

電話の主はもしや彼のひと

帰るか寄るか踏み迷ふ道

奴

坊

天神様にはづむ費銭

月の出におでん屋台の店開き

矢

男

矢

奴

弘前は五月の城の花の宴

男

坊

失敗談義尽きることなく
後楽園巨人不振で入り悪し

冬のボーナスパソコンに当て
写真機はみなデジヵメの旅仲間

はやばや食べるまづき弁当

すこし誰ってうぐひすの声

矢奴男坊奴矢坊男矢奴男坊奴矢坊男矢奴

八調布・深大寺連句会ｌその三Ｖ

﹃かいつぶｈノ﹂

中島子路捌

藤田シ﹂

吉成正

中島子

さかしまの鳥居くぐりぬかいつぶり

面白き陶器教室開くらん
川崎陶
岩堀門

祖母の自慢の干瓢を剥く
山深き里に伝はる古浄瑠璃
ひと事でない原発の事故
高波の来れば擢はれ花の影

今も直らぬ爪を噛む癖
快方へ抱へて帰る薬五種
念願叶ひシルクロードへ
月涼し応援つづく草競馬

道訊きしことの弾みが縁となり

機織る姿胸に焼きつき

ゥ田仕舞の点心残し賑やかに

朋友つどひ新走り酌む

パントマイムに拍手喝采
町を去る旅の一座に月蒼く

俗塵払ふ寒林の径

仙

定年後には四国遍路へ

ナォしっかりと磨く欄間に夏近し

おほきにの声株価上昇

看護師の夢に向かってまつしぐら

マリオネットを巧くあやつり

時雨きて歌口遊むへプバーン

相合傘の落ち葉踏み行く

約束のつぶてを投げる君の窓

養の目頼る澳門・香港

今様の﹁王子と乞食﹂街に充ち
川のほとりのダンボール小屋

月の出にやをら笛吹く蛇使ひ

評判の良い菊の人形

ナゥ薙刀の切先とまる秋の蝶

卒寿迎へて免許更新

阿舎に弁当持ちてひと休み

そっと披露の代々の技

花片が身体の中を通り抜け

棹さす舟に渡る春風

秤雌什地坪缶幽有託叩函︵文音︶
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歌

子よ夫外子路夫よ外路子よ夫外子路夫よ

外夫よ子路夫外子よ夫路よ外夫路子外路

八柏・粋酔連句会その一Ｖ

歌仙﹃花樗﹂

滑川美智子

牧野正弘

牧野正弘捌

ゆったりと行く白いパラソル

風抜ける二階の小部屋花樗

ナォ潮干狩ムーミン谷のフルキャスト

ポスター目だつ交番の壁

自販機のお茶買ってゐるおばあさん

月命日でお寺さんへと

突然の別れは夏の午後でした

水鉄砲で遊ぶ子供ら

智

吉成正夫
小林公直

猫じやらし路傍にあるを採りもちて

ビルの間に浮かぶ満月

常連とちょっと一杯立ち飲みで
にこつとのぞくマドンナの顔

骨董趣味の店でコーヒー

弘

ナゥ走り去る新幹線は長い鼻

赤い羽つけ信号を待つ

君となら過去は間はいとかき口説く

唐黍を焼く匂ひ流れ来

直
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チャンバラの無声映画を見終はりて

船宿のにぎにぎしきに月笑ふ

夫

試打のクラブでホールインワン

ワふるさとの暫くぶりの秋祭
土間にあらはる妙齢のひと

智

弘

鏡の中の彼にウインク

一目ぼれヘップバーンのスタイルに

夫

ご自慢の中華料理に腕振るひ
フィレンツェ製の石の食卓
花便り俳句と俳画添へられて
直

向かひの丘に茶摘する人

胃の肺にしみる酔ひ覚めの水

智

支払ひはあとでいいのよまた来てね

弘

什皿癖極叩一十誌朋津︵文音︶

朱藥垂れゐる板塀の上

秤

拍子木を打つ音遠く月の冴ゆ

夫

直
弘

夕日の町をデジカメで撮る

智

疎開せし祖父母の家を思ひ出す

マンドリン弾き春惜しむ人

海峡を見下ろす丘は花吹雪

直夫智弘夫直弘智直夫智弘夫直弘智直夫

八柏粋酔連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃夏便り﹄
荒井美三雄捌

ナォ本閉ぢて耳を済ませば春の蝉

柤父創業の料亭の主

内々の視察旅行はロンドンヘ
スピーチとちるヒゲの団長

渦巻きの蚊取線香愛用す

庭の片隅八重葎咲く

むつかしい練習曲を弾き終へて

珈琲店で暫し体憩

残業で急ぐ帰り路月が友
踊る嚥子の遠く賑やか

家計助ける洋裁の技

オオトカゲ古都に現れキャァ怖はと

荒井美三雄

和服の彼女強く抱きしめ
一徹の父に背いて同棲す

夏便り黒潮洗ふ小島より
香西力
鴻巣浩子
奥山晃希

メロンを切って家族団藥

文芸雑誌拾ひ読みする

雄

廃船に猫ながながと朝の凪

奪い即二十圭司叩津︵文音︶

お玉杓子に子らの歓声

秤鰄什
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力

理髪屋の親爺指さす窓の月
白衣にとまる肥えた蟷螂

雄

ナゥ鬼平の菊人形に人だかり

口付けしペットボトルを手渡され

力

希

映画を見つつ決めし結婚

浩

浩

胡同を駆け抜けていく人力車

力

希

ゥ病室にコスモス活ける医学生
好きな石ころそっと差し出す

城門照らす蒼い寒月

希
雄

ほんのちらほら干物買ふ客
花吹雪やつと見出す古い句碑

着膨れて夜の明けるまで絵を描く

浩

雄

胃の全摘に負けてたまるか
碁敵の幼馴染みがなつかしい
ダムに沈みしふるさとの村

力

北越路バス傾ぎゆく花峠

穀雨の中の戊辰戦争

希浩力雄浩希雄力希浩力雄浩希雄力希浩

八松山・清流連句会ｖ

歌仙﹃闇
一年の句座闇汁で納めけり
解き初めたる葉牡丹の渦
鱒踞に鳩の水浴ぶ音のして

塾の先生今日も出勤

コーヒー飲んで徹夜麻雀

何処も彼も不祥事ばれるお偉方

風鈴鳴らすありなしの風

払暁の月のまどかに梅雨明けて

電池の切れた犬のロボット

﹁美しき国﹂を目指して指揮をとる

千代と一豊土佐の城主に

折々は勘ねてもみたりじらしたり

色と欲とで選ぶ後添ひ

ゥ無農薬野菜積まれし文化祭

釣人は月の浜辺にテント張り
ポケット瓶の新酒ちびちび

G＝＝

花愛づるゆとりもありて旅仕度

かぎろふ中に院殿の墓碑

戒能多喜捌
藤原十
戒能々夕

石丸静
石丸信

ナォ遠足の子等もまじりて写真とる

十年かゞる鮪養殖

クルリンに乗り城下見下ろす
長生きはするものだよと白寿婆

腕組みを解かぬゴリラに雪積り

犠牲次々ガス洩れの事故
余剰品陳列台に並べられ
振り廻はされる嘘の情報

寝ても覚めても想ひ一筋

ダイエットしてもちっとも痩せもせず

惚けて来て介護施設の窓の月
秋のまつりの太鼓とんとこ

ナゥ鱸釣る海の重さを手繰りよせ
﹁紅マドンナ﹂は柑橘の名よ

坊つちやん列車停る湯ノ町

どうしたのペコちゃん人形傭きて

はらからの傘寿に集ふ花衣
夢か現つか雑子啼きをり

平成十八年十二月二十七日首

平成十九年一月二十四日尾

︵於・清流庵︶
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汁

月信多十信月十多月信十月多十子月喜重

多月十多信十月多十多々信月十月多十信

八仙台・せんだい座ｌその一Ｖ

歌仙室唾野物語﹂

昌恵か０と

綿虫や﹁寒戸の婆﹂が来るといふ

座敷に遊ぶ着ぶくれの子ら

山際少し雲のかかりて

筆硯紙の始末の姉走り

萱場健之捌

伊藤南三
伊藤鈍
萱場健之
若生芥子
中島房子
佐藤阿房
佐藤無風

ナォ再会の友の好物蓬餅

暗いニュースが途切れず続く
泣かないで千の風空吹き渡る
洗濯ものを追ひかけたれば

雪明り浜に置かれし玉手箱
物ぐさ太郎は冬ごもり中

そっとうつむき引き直す紅

隙間からするり三毛猫ぬけだして

髭剃りて舅いそいそとディサービスヘ

芋蛸南京大阪暮らし

行きはよいよい帰りは恐い
思ひ切り荷を軽くして月今宵

鈍

夢うつつ笛や太鼓が遠ざかり

歌麿の絵の紫鮮やか

お伽峠に春の鳥啼く

花盛り花咲爺に招かれて

平成十八年十二月十八日首

︵於・エル・パーク仙台・セミナー室︶

平成十九年三月十日尾
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遅れたるバス曲がり行く月の道

秋の七草指折り数ふ

ゥ夜長し女長々長話

健

ナゥ旅の秋二八に帰るすべもなし

芥

南

後朝の煙草のけむり涙雨
帰りの舟の沁みる川風

これきり逢はぬと今日は言はむか

鴎外の短編につい引き込まれ

阿

房

不登校の子もぞもぞ這ひ出す

父のお得意カレーの香り

南

鉦拙

簾ごし眺むる月のかくれたり

鈍

妖怪の闇蛍火が飛ぶ

廃線の錆びた鉄路につむじ風

健

芥

五重塔の見えるラウンジ

元茶畑の男子高生

鶉りなきみ寺の春に花を待つ

健無阿房芥健鈍南無阿房芥健鈍南無阿房

八仙台・せんだい座ｌその二Ｖ

歌仙﹁桜餅﹂
店頭に墨痕著し﹁桜餅﹂
﹁も−し﹂と云へばホッペは春だ

亀鳴くをおやじ信じてうたがはず

長生きするも芸のうちとか

萱場健之捌

阿

下着泥棒捕へてみれば

芥

南

ナォ春一日各駅停車いづこにか
尋ねまほしき那須の篠はら

波に揺られて木の葉のお舟

滋藤の弓脇はさみ与一なり

地下鉄を出て凧に迎へられ
あのうら若き日の一場面

快晴の山脈を背にペダル踏む

粋な小政のあの旅姿

﹁私より母に驫惑的よ﹂
その昔浮名たちたる伊達男

十三夜十五娘の長き風呂
風に吹かれて一葉の秋は

双児をふくめ八人の孫

ナゥ仏壇の父の好物梨をむく

水平線に浮ぶ船影

温暖化あまたシナリオ並びたり

花の咲く想ひ出の道丘の道
庭をよぎりて黒揚羽舞ふ

平成十九年三月十九日首

平成十九年五月二十一日尾
︵於・エル・パーク仙台

セミナー室︶
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川くりに月見団子屋来るを待つ

ひいふうみいよ雁がね渡る

ゥわが多忙口実に冬仕度せず

鉦州

若生芥子
佐藤無風
萱場健之
伊藤鈍
佐藤阿房
斎藤信
伊藤南三
中島房子
芥

すこし痩せたと肩を抱かれて
今宵また移り香のこし彼女消え

書架立ち並ぶ図書館ひそと

健

房

正体も無くなる程に花見酒

房

信

ふるさとの屋根に矢車月淡し
蝿叩き手にうろうろとして

鈍

宿直の青き文字盤午前四時
つづくはてない第二国道
アパートで一人暮らしの気楽な身

ちらりほらりと淡雪の舞ふ

南健芥無南信阿鈍健房無芥南阿信健鈍無

八東京・草門会ｌその一Ｖ

胡蝶﹃誤訳﹄
雲海の底初富士が座す

博多女なり雪華を連れ来たり

軽く抑へる弁当の蓋

むくむくと石庭の狗起きいでて

失楽園は立入禁止

きりぎりす

満月を秤に載せて量ってみた
水澄むほどに言葉研げよと
ナカ香箱にしがみつきたる盆斯
触れてみるショパンを弾いたその指で

恐竜の骨しらじらと泣く

阿弥陀如来を拝むすててこ

挑発的逆光に佇つ青芒

ドア

へプライ語の誤訳気付かず安ワイン
しあはせ

忍びこんだる編し絵の扉

すりきれたはずの幸福ではないか

歪みしままにごろりと置かれ
ケータイのやうに震へる春の月

哲学してる無人ブランコ

工藤繭捌
山地春眠子

春眠子

工藤繭
坂根慶子
大橋俊彦
小池舞
山口優夢
村松定史
上野遊馬
葛城真史
西川なほ

俊彦
真史
定史
遊馬
舞

優夢
慶子

ウラ枝垂桜一寸法師を横抱きに

天馬に頼むじゃじや馬馴らし

透けゆくばかり恋の竪琴
憲法の表紙の汚れ雨しとど

︵於・東京文化会館︶

厚物咲を微速度撮影

イーン夕Ｉ

革命歌は遠し花火の音遠し

平成十八年一月二十一日首尾
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な

粗春優粗

眠

濫子夢濫舞ほ

八東京・草門会ｌその二ｖ

歌仙﹃大烏賊の腸﹄

わた

大烏賊の腸つかみだす暑さかな

眞鍋天魚捌

慶子

眞鍋天魚
高岡粗濫
川野蓼艸
葛城真史
坂根慶子
小池舞
大橋俊彦
西川なほ

ゥ菊人形の股間を抜けるスネコスリ

もだ

時には黙せ壁の虫達

留守電に昨日の月の伝言が

世界が徐々に剥がれはじめる

白南風の棒高選手空にゐて

冷房強うしたる船宿

逢魔が刻を指なぞりつつ

舞

柴小夏

︑し﹂︸﹂

和子
真史

篠原詠美
穴澤とこ
越川和子
工藤繭

彼女ピザ僕は﹁娼婦のスパゲティ﹂

恋の単位はデシベルと言ふ
霜つよき多摩の横山月射して
豆撒き鬼がひよるとよろける
やれでら

憂きことは黒猫の背に乗せてやる

鶴噴しよって参る破寺

戦争は終るあなたが望むなら

洗濯ものが竿にいっぱい
わが四隅花に取られて追ひつめらる

老いてゆくかよ初虹の端

ポチのごはんはおいしさうだれ

ナォぶらんこの椅子の予約は今ここで

手話に夢中の二人が通る

裏口がことに濡れゐるビル古き

魂触れしきはみの息のかぐはしく

ピアノの弦が切れてしまった

ゆつくり閉ぢる君の日傘よ
やむどり
太平洋病烏の眼にひろがれり

バツタ弔ふ屋上の園

ヒト科とはとても言へないヒトデナシ

満月に右脳左脳の仲違ひ
タトウー

新酒の肴うるかからすみ

ナゥ肩先に刺青の案山子突っ張って

旅をしようよ地図にない国

﹁女は存在男は現象﹂
考へに考へた末何もせず

つれてふ

連蝶の樽つ空気透明

ひっそりとここにも花が咲いてゐる

︵於・東京文化会館︶

平成十八年七月十五日首尾
︵オモテ六句天魚捌︑その後︑蓼艸︑春眠子捌︶
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濫魚ほ濫史子

ほこ人ほ魚彦

粗天な粗真慶

なと蕩な天俊

繭

春
俊
眠〃舞
〃
子
彦

粉
川

山
地

人寄居・埣啄会Ｉその一Ｖ

歌仙﹃春隣り﹄
祈るほか術なき日々や春隣り

石川光男捌

坂東太郎櫃々とゆく

ナォ頬撫でる風もうきうき麗らかに

朝ぼらけ見渡す山の薄化粧
恋知り初めて変わる風景

襟かき合わせ岬る熱燗

キスだけで帰る男の気が知れず

アルバムセピァ遠き日の友

開花する文豪の歌碑面白く

破れ寺の円空仏の笑み凄味

石川光男
町田節子
柏原和宏
市川美代子

豊年太鼓バシッと打込む

名月は大層の屋根を低く見て

撒かれたる餌に騒ぐ葦鴨
流れには魚の影の群なして

週に一度のＳＬの音

杉野辨一郎

柏原知子
島崎和子

辨一郎

柱時計の動かざるま泌

ナゥ暮早し独り住まいの灯の細く

人の世の本音建前振り分けて

地蔵の杖に止まる
紋白
ひとひお

草美辨美光知辨和草知和知草美光和草和
代一代
代
笠子郎子男子郎宏笠子子子笠子子子笠子

下

寄居町よりい会館︶

性時芒々霞たなびく

花衣打ち脱ぎ捨てて一日終ゆ

平成十八年一月三十日首

︵於

平成十八年三月二十七日尾
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常滑焼
きの狸とぼける
たいか

楽しみは出で湯の月と茸飯
紅葉踏み分け膝笑うまで

田島光子

わくらば

和宏

和子
節子
光男
節子
和子

ゥ運動会黄色い声のどっと湧き
後振り向けば明日は吾が身と

慎重にいよいよ更に慎重に
抱きしめられて夢を見ている
やも癖のある髪なれどいとおしく

朝のしじまに落ちし病葉

友の句集の重き一冊

夏の月揺れて眺める揺り椅子に
日の陰るおよそ昔のままの路地

美代子

節子
光子

ゆたりゆたりと猫が横切る

大勢の眼引き寄せ花大樹
焦がれし古都の春を満喫

眞

八寄居・埣啄会ｌその二ｖ

ナォ蝸叫の紐どちら前やら後ろやら

信濃土産に顔がほころぶ
若き日の峡の分校眼下にし
髪掻き上げる仕草清らに

森三郎師追悼

石川光男捌

プロマイド奉公袋に潜めたる
焚かれぬままに在りし夏の炉

歌仙﹃夏至迎う﹄
わが町の山野閑かに夏至迎う 故森三郎

姿隠して啼く杜鵲

きわ

︵於

平成十八年七月三十一日首
平成十八年八月二十八日尾

辨一郎

節子

″

美代子

光男
草笠
節子
和子
光子
草笠

和宏
光子
節子
知子

美代子

節子
知子
和宏

寄居町よりい会館︶

垣根にそって去ってゆく蝶

すべ

始皇帝墳墓発掘極も無し
波櫻いたる浜の寄居虫
癌告知術なく帰る花の下

ナゥクリスタルタワーに映る月の影
煙草吹かしてラプソディー聞く

濁り酒濁れる呑みて饒舌に
見ざる聞かざる秋の三猿

冥王星はどの星ですか

開票結果一喜一憂

暑き宵善男善女輪になって

明日の世が読めぬ神様仏様

長谷川安

杉野辨一郎

石川光男
眞下草笠
町田節子

歳時記を片手に黄泉の旅ならん
おいでおいでと呼んでいる友

月昇り寓と害かれし門照らす
虚し栗をばそっと掃き寄す

島崎和子
柏原和宏
柏原知子
田島光子

ゥ物干しに止まるトンボの右左

千年の不作でもなき夫と居て
身を助けると云う芸もなし

市川美代子

細き腕と薄き胸元

カタカナ語引くと持ち出す広辞苑

蝉ありし節くれの指

美代子

節子
草笠
節子

寒月に銭の工面のあれこれと

鴉もちょっと首を傾げて

美代子

安

節子

迷彩のヘリコプターの連なりて

海の向うの恐き外シ国
新しきベンチ設え花の道

朧の方に鐘のか細く
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八桑名・大智院連句会ｖ

歌仙﹃若竹の風﹄

田舎教師で迎ふ定年

岡本耕史捌

岡本耕

小田中柑

ナォ島唄の流れる浜に春惜しみ
デジカメで撮る写真色よし

娘らは民族衣裳着飾りて

親は子を真似子は親に真似
夏祭山車の鉦の音にぎやかに

海くらくして羽抜軍鶏なく
故郷はしがらみ多き暮しぶり
惚れては別れ絶えぬ気苦労

お互いに触れてはならぬ過去の傷

団塊の子は話通じぬ

喚声の月ふるはせるサッカー場

わいわい騒ぎ倒れ稲刈る

ナゥ秋場所にかけし綱とり夢と消え

待ち惚けしてタクシーを待つ

里山に国際村がつくられて
てんてこ舞ひの外語塾生

連れ立ちて古寺巡礼の花の道

遥かに聞こゆ引鶴の声

秤雌什皿蓉十一計叩什唾叩唖︵文音︶
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若竹の風擦る音ややすみ窯
汗ふきながら登りきし丘
上梓する本の目録整理して

秋の袷の着心地のよき

月今宵妻と聴きゐる夜想曲
意気投合が好きのはじまり

ゥ約束の新酒主治医と酌みかはし

顔には出さぬ損得勘定

はらはらと恋の行方を見守りて
県知事の多選の意味を論じ合ひ

無人の駅はしんしんと冷え

年寄りばかり目立つ病院
胸中に冬満月のさびしくて

競馬狂ひにきかぬ忠告

迷ひ子の父親探す宴のあと

聴りこぼす方丈の屋根

花の下散り敷く雨の座禅石

耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑史子

執

筆耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕

八東京・多摩連句会ｖ

過去には鍵をかけておこうよ

ナォ船旅で祝う還暦唇気楼

宮下太郎

迷妄を洗い流せと夕立来る

トラックは星のマークの深夜便
ラジオを友に酒もちょっぴり

歌仙﹃アワダチソウ﹂

田中之扶子

天下晴れての女ぶりとて

三年の苦界づとめも吉となり

金風やお山のセイタカアワダチソウ
安江眞砂女

五吟付回し

雲の切れ目に上り来る月

旅の一行はや芋煮会

寝転んで仰ぐ北斎天井絵

寺に現る蟇蛙たち

渋柿をひと口噛めば吐き出して

村川雅子
岩田玲子

忘れ扇を捨てかねており

河口まで帯なす川の月浮かべ

テレビに流る地震情報
甦る源氏絵巻の華やかに
春潮に乗る和太鼓の音

花曇り海彦沖へ行ったきり
胡蝶の夢もあたたかき昼

拝雌什私斡酎朋詰叩密︵文音︶
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童の笑顔こぼす晧き歯

アルペジオ・アルペジオーニよどみなく

之

之

太

眞
雅

玲
太
之
一県

ナゥ秋深き苦吟続けて小半時

太

雅

大蝸牛角を振りつつ

ゥ薔薇の香を浴衣の袖に通わせん
主待ちおれば化けてでも来よ
着ぐるみの余興の声音色に出ず

玲

政界の一寸先は闇と言い
ローカル線で回る遊説

眞

すぱっと割りし竹の清しさ

雪しまき四海閉ざさる無月なり

コンサート終え長き姿
東方へ神の子尋ね博士達
ここだここだと馬の噺く
花吹雪襲名披露賑やかに

赤き鳥居の伏見あたたか

執

筆玲雅眞之太玲雅眞之太玲雅眞之太玲雅

八東京・遅刻坂連句会ｌその一Ｖ

大久保風子捌

風直敬翠喜一千丈祥安丈敬翠喜一千風祥

ナォ高端折かっぽれ踊る脚温し

もつれもつれてあすを計れず
イロとカネ名誉も欲しい本当は

三段切り替え老いらくの恋

鳴呼すべて遠い昔の琉珀色

水金地火木土天海冴ゆ

除夜の鐘いくつ数えて眠り落っ

初旅の朝心浮き立ち

アルパカは瓦礫の山のけもの道

山
内

新
田

歌仙﹃水金地火木土天海﹄

鶯笛を吹けばのどけし

春風や手のひらで解く歌碑の文字

アロハ着流し気分転換

古い毛布を被る子供ら

後ろ背に月さすばかり峡の町

発掘こばむ歴史深秋

ナゥ雪迎え土手を銀輪駆け抜けて

くねりも床し煙野に立つ
念入りに刷毛を重ねて漆椀

かあさんと呼ぶ青い目の嫁
濃き薄き刻のうつろう花の波

浮雲はるか入日影伸ぶ

秤唖什皿轌梱甑一に叩露︵文音︶
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蓋物に針魚するりとゆわかれて

木犀の香の夜道導く

垣根ごし梢の間に間の月さやか

酒ほる苦く夢はこわれて

ワ聞こえるも姿を見せぬかねたたき

潤む瞳に僕はパニック

大

々

々

々

つまずいた九九﹁七の段﹂もう一度
カフェオーレままならぬもの少し溶け

闇に置かれる蚊取線香
月涼し熱闘閉じて甲子園
砂に描いたふるさとの家

じっくり探そう掘り出し物を

売られ行く階下のピアノアンダンテ

校庭を駆け抜けた日の花栞
甘茶の列にまたも並ぴぬ

田石山遠小秀今久青
中原縣藤林島富保柳
山
中

子子二鶏一生辺行風芸行二鶏一生辺子風

透安螺風透螺直丈敬安喜翠千透一螺直祥

舟芸子子舟子子行二芸一鶏辺舟生子子風

八東京・遅刻坂連句会Ｉその二Ｖ

ナォ佳句あらば永き日あるを喜びて

塙於玉捌

歳末の今年の一語﹁命﹂なり
ネットで取り寄せ今宵猪鍋

新聞の運勢欄に目をやれば
張り倒すくし似非占い師

屏風の松はほのとあかるく

塙於玉

苦き思いで紫煙くゆらす

歌仙﹃春の光﹄
風止みて春の光のめでたさよ

月煙煙わが家を探す車ナビ

ひとりじめすると思えば気のはやり

大殿油の消えた塗籠

モナリザを横から見ればきっと君

土手につくしの丈競う頃
半田有杜
仲本お池
武井蛙女
大城里水

猫眠る板根のうろの麗らかに
ジュース旨しと子らの歓声
山の端をボンと満月離れいで

木犀の香の馥郁として

ナゥともかくも息災祝い新走

ヴェネッィアの石の広場に楽ひびき

豚の置物ところ狭しと
思案人

色とりどりの風船の飛ぶ
花開く士のぬくみの飽和点

秤雌什

粋佃朋細叩函︵文音︶

朝寝して聞く潮騒の歌

於玉
里水
主水
蛙女
哲舟
お池
有杜
里水

小野酔陶
今城哲舟
山中主水

横田思案人

菊華展には自慢の鉢を

ウニ十年も柚送り来る由布の宿
いるかいないか湯気立ち込めて

薄壁も障りにならぬ吐息やむ
夜のしじまに漕ぎ出す舟は
道案内頼みましょうやはぐれ鳥

ただ立ちつくす雑踏の中
夕立の後は奴に江戸切子
藍の浴衣で月の出を待つ
幼らのカランコロンと紅き下駄

また明日ねと犬に手を振り

花吹雪草の庵を通り抜け
笠とりなおし遍路出で立つ

思案人

哲舟
蛙女
於玉
主水

思案人

お池
有杜
里水
主水
酔陶

於玉
お池
里水
有杜
蛙女
主水
執筆
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八東京・遅刻坂連句会ｌその一一一Ｖ

主安風主風安主風安主風安主風安主風安

三吟付回し

大

歌仙﹃水下経﹄
ふ
水みな下した経
魚の口あく月天心

あか

筆と硯と銅の水滴

かぜきき草につながれし舟
冬支度帰る子どもの気配して

ナォ首すくめぎつたんばつこん万愚節

いざご破算に願ひましては
呑川は暗渠となりぬ世田谷区

背ナになぞった﹁ん﹂なるひらがな

初々し一夜の契り宝船

聖セバスチャン共寝見んとぞ

ルージュには至福のあとのぬめりあり
わけ

一身上の理由は言へない

起業家に教室分譲リトマス紙

ポンズ醤油の薄く手塩に

月出でし大海原の潮の満つ

フルート吹けば合歓紅葉閉じ

ナゥ暫くの隈取にして村芝居
ズーズー弁で地酒勧める

あひまひな記憶の尾鰭噛みしめて

灸日なれば手足三里に

花の宿秘湯はさらにうゐのおく

草餅ずしり春に悔ひなし

秤鰄廿い︾乱朋二十皿叩噛︵文音︶
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まし告わ

作庭の石を転がすコロの音
木枯らし千里猿飛びゆく

野ざらしとなる何の頭か

ゥ時は今毘需の山鶴渡る
寝息なめれば吾のものなり

つんつるてん放っておけない大男

核融合ぞ炉心熔解

鬼子母神にうんと産ませておきながら

風死する夜は月忘れられ

よろめきつ仏壇脇をどきかぶり

繕ひ物の糸を通して

安堵せよ咀噌せわしき飼葉桶

球形の空を溢るる花天天
畦にゆるりと蛇穴を出て

山久田
中保中

水芸子水子芸水子芸水子芸水子芸水子芸

主風安主風安風主安主風安主風安主風安

水子芸水子芸子水芸水子芸水子芸水子芸

八東京・中央連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃惜春の雨﹄

あさり佃煮篶ぐ船宿

ゆく春やそぼ降る雨のやなぎ橋
母と子の会話うららに切りもなし

小林しげと捌
小林しげと

苗

今村苗
伊藤藪彦
柴田寿賀
しげと

しげと

寿賀
藪彦

ママの手袋りバッグぶら下げ

ナォぴかぴかの一年生が勢揃い

駿河も奥の寸又峡まで

トンネルを抜けては入る汽車の旅

ひょんなことからずっと同棲

熟女らの励む地域のボランティア

子宝も嬉しや神の思し召し

旧海兵の分隊の会

フォークダンスを涼風にのせ
楓爽と麻のジャケット肩に掛け

四方八方秋気脹る

三日の月選挙に打って出る決意

居間に梅原描く油彩画

ナゥ小鳥来る粋なテラスの揺り椅子に

脳トレに馬券・パチンコ・囲碁将棋

的に発止と放つ初弓

党首交替民︑王息衝く
養銭を弾んで祈る花の春

寿藪

し藪寿し

︵於・中央区立産業会館︶

平成十八年四月二十日首尾
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げ

げ

げ

寿藪

執実武洋藪寿し

好きな運動靴の片減り
里山の林にかかる丸い月
教わりながら菊を仕立てる
ワ虫の音を聞きつつ手足伸ばしけり

隣り部屋より洩れる嬬声
そもそもの仲を語るももどかしく

苗

苗

藪彦
寿賀
しげと

寿賀
しげと

藪彦
寺田

田

屋田

妙見さまに結ぶおみくじ
ご利益の先取りをして買う宅地

寒月仰ぎ屋台酒酌む

マフラーの色の渋さを褒めちぎり

潭名は漫画博士とか言う
息災の日課は犬と散歩して
あすの天気がちょっと気になる

花の屑率いて泳ぐ池の亀

朱塗りの橋の午後の暖か

土坂沢

筆郎彦々彦賀と苗賀彦苗と彦賀と苗賀彦

八東京・中央連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃銀行隠語﹄

柳散る細き道なり薬研堀

幟爽やか誘う縁日

子守唄月の兎を呼び寄せん
老人会に囲碁部立ち上げ
名を隠し慈善活動ひたすらに

今村苗捌
今村寺田

蛭海停雲子

臼杵勝児
土屋実郎
坂田武彦
苗

彦

日し
Ｉノ

郎

壷云

寺田

郎

児

壷三

皆で海亀送る砂浜

彦

ウビァホール煉瓦倉庫に店開き

活断層に震度五の揺れ
何事も慎重居士の大慌て
惰気は損気されど焼餅

めぐらせし網に捉えし好い男

銀行隠語予手約手支手

月浴びて帰路それぞれの大晦日

痛恨の池に打ち込むアプローチ

くぐい

倭健の鵠羽樽く

苗
幸一云

神経質に握るお守り

児

惑星をひとつ減らして花見とか

胡蝶の舞に山の笑える

︵於・中央区立産業会館︶

平成十八年十月十七日首尾
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八東京・中央連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃白髪増ゆ﹄
青山満子捌

伊藤哲

坂田武

土屋実

心も写す中天の月
青山満

秋風やポートレートに白髪増ゆ

双子競いて石蹴りをする

ナォ子持猫佃の渡し思案顔

定年間近強いかみさん

お好み焼きに家族賑やか
サラ金の苛敵詠求逃れし日

たか

笠雲懸かる貴き赤富士

湯の宿に彼をいざない杯重ね

ホリデーパスは重宝なもの

人気なきョツトハーバー波が立ち

身振り爽やかお辞儀ロボット

可愛い月メルヘン童話さながらに

遠き噂は良きも悪しきも

村芝居特等席を早々と

雪降る道を真っ直ぐに行く

ナゥ岬に立つ慈母観音は微笑みて

落第をしてバイトその儘

梁上の君子暫く一服す

羊の毛刈る今日も朝から

散り敷ける花をも濡らす小糠雨

︵於・中央区立産業会館︶

平成十八年十月十七日首尾
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ゆるやかに何時迄草のゆれゆれて

声を掛け合い叩く寒析

南北の和平近づきかけたのに
ゥ油断してくさめ水洩風邪の気味
明日はフランスヒール揃える
高飛びに恋の重荷をかかえこみ
カプセルホテル上下それぞれ

参道長い春日大社に

薄塩のコーンスープを口移し

庭石伝い瑠璃鵜行く

月涼し池に映りし塔の影

歴史発掘励む清張

やる事はやったぞ吾も大リーグ

幾千の婚儀見守る花大樹
小町忌もあり式部忌もあり

実武哲満武実満哲武実哲満実武子子彦郎

哲満実武哲満武実満哲実武哲満武実満哲

八京都・千代の会ｌその一Ｖ

出来千恵
品部一朝
高岡裕子

奥村富久女

歌仙﹃往くもよし﹄

あまたのことは夢のかぎろひ

往くもよし在るもまたよし春を舞ふ

上田真而子

奥村冨久女捌

小堰に落つるせせらぎの音

長尾信子

ナォ山笑ふおばば辨当列をなし

テニス帰りにちょっと寄り道
賞められる同じ数ほど妬まれて

ケチではなくて質素倹約

嬢さんと呼ぶたび胸の波立ちて

時にはならむ蛸壺の蛸

白玉をつるりと喉にはふり込み

ミスタイプから出るおもしろさ

菊の酒とて露ほど含む

生前葬早く済ませてすこやかに
荷はかるがると人に持たせて
贈られし玻璃戸を透し子規に月

ナゥ大名跡ついで身に入む深き恩

︵於・京都京新山︶
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花篝ゆれて紅濃く淡く
目覚めを誘ふ爽やかな風

峰ひとつ越ゆれば月も昇るらん

女

平成十八年二月四日首
平成十八年四月一日尾

孫にっこりと風船の束

拍手打てば亀も鳴くなる
大木の花散りやまず神の杜

朝晴れゆく富士を間近かに
無風なり四次元の旅無事帰還

朝

大極拳を習ってみよか

洋

丸山景子

朝

友田洋子

ゥとんぼうのついと飛びたつ竹雄

国民年金又も未払

明日のこと考へないで群のなか

綱渡り的恋は止めやう

太っ腹親も気に入るこの縁談

千

朝

三晁

千

女

狐火と見しは蛍光塗料なり
丹前羽織り月の出を待つ

朝

創作料理猫またぎかも

湯の町の坂カラコロと下駄の音
いちめんの花に酔ひつつ陀羅尼助

鬼の瓦に遊ぶ子雀

千信朝千女而女裕景信而千景女朝女千洋

八京都・千代の会ｌその二ｖ

奥村當久女捌

信千真富千真一冨真富千一信千富一真信
而久
而
久而久
久
而
子恵子女恵子朝女子女恵朝子恵女朝子子

半歌仙﹃笑み酒づくし﹄

千代の連衆ほのと初酔ひ

﹁業平の笑み﹂聴きほるる七日かな

時間長者となりし朝酒

山わらふ戌ころころと戯れて

株価連騰にごり酒酌む

平成十八年一月七日首尾

︵於・京都京新山︶

︵発句の﹁業平の笑み﹂は勅題による新年の小謡︶
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にんまりと眺めて居りぬ夜明け月

ゥ妾宅へ茸苞さげて千鳥足
ビールでもよしワインでもよし

目覚めてみれば鬼嫁のゑみ
まあまあと円く治めて廻し酒

団扇もて百叩きして苦笑ひ
飲むなら乗るな車で来るな

お神酒徳利棚から落ちて
豪雪の村はやけ酒月歌々
年頃は箸がこけてもホホホホホ
注しつ注されつ顔見つめ合ひ
名指されてにこやかに舞ふ花の宴

初虹の空挙げる玉杯

出奥品上長
来村部田尾

ハ川崎・土筆・有楽帖三吟会ｖ

白井風

歌仙﹁晴れやかに﹂

鵜澤治

白井風人捌

ひかりて飛べる夏のつばくろ

晴れやかに朝の心音風薫る
遠藤嘉

ナォテーブルに鶯餅の皿も出て
やつちやぱ
青物市場跡はＩ．Ｔタウン

庭広く柵を構へて人を呼ぶ

おおいおおいと塀の中から
着流しの上布涼しく縁に在り

遠く聞こゆる船祭笛

岸にゐる女へ目交ぜ通はする

塩瀬の帯の粋な締め様

鐘の音は諸行無常の偶の響き

悟りは知らぬ老の楽しみ

窓に掎り微醇のままに望の月

雁来紅に灯の洩るる

ナゥ庭に出て木賊刈するやさ男
いほ

山の庵より平曲聞こえ

祇王寺の竹林過ぎて河蕃るる

胸に腕組み仰ぐ大空

隣家より散り込む花のたまゆらに

什皿舛結岨一十瀝叩龍︵文音︶

蝶のひらひら軒に舞ひ立つ

秤
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絵手紙を書きくらべする子等と居て

土産の銘菓みんなの前に
萩の庭月美しくふさはしく

壷の声聴く遠来の客

ゥゆっくりと硯を洗ふ老ひとり

噂封じの日暮の逢瀬

窓一杯にうつる夕映え

二人して携帯電話確かむる
何狙ふそろりそろりと縁の猫

時におどろく山頂の径

ふと気がつけば討入りの夜ぞ

つつがなく明日もと祈る冬三日月
ラッパ手が進軍ラッパ吹いてゐる

マンガの童話ひらき見てをり

遍路同志が別れの茶店

満開の花に来し方行く末を

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人

八船橋・筑波連句会ｌその一Ｖ

引地久︑

引地冬樹捌

歌仙﹃マリリン・モンロー﹄

マリリン・モンロー死すの報飛ぶ雲の峰
二羽智

月まどか城下に多き袋こうじ

一陣の風裾を乱して
酒井愛

田川利

吉本芳

谷本綾

密田妖

竹馬の友が新酒提げ来る

その唇に神も陣れて

芳

綾

妖

老いらくの恋浮世絵のごと

ナォ春障子閉じたるままの四畳半

﹁オレオレ﹂詐欺が荒ぶ世の風

手相見に胸の諮りを見透かされ

球児らの熱斗汗をしたたらせ
輪を描くとんび何を狙うや

アロマオイルの薫りいろいろ

今まさに政変劇の幕上り

早も露おく月の山里

ともかくも隣近所は睦み合い

秋刀魚秋刀魚の詩をくぐもり

伊豆の湯に身を沈め聴く鉦叩

鄙には稀なスター誕生

ナゥ辻ごとにヨサコイソーラン街あげて

乙女らの輝く肌に目を細め

什私奪い朋三伍肥密︵文音︶

うつらとろりと朝寝楽しむ
千歳を枝垂るる花に舞い踊り
うぶむらさきに霞む筑波嶺

秤
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身ほとりにふと匂う香水
久々に盛装をして観劇に

ゥもてなしは﹁もってのほか﹂の菊謄

智

防人の旅立ち↑送る国ざかい

利

久︑

年歯ゆかぬに小町と呼ばれ
なで肩にかかる金髪愁いあり
ちぎれるほどに仔犬尾をふり

愛

学童が寒月仰ぐ塾通い

咳なだめんとしゃぶる飴玉

智

妖

久﹃

棹しならせて流す舟唄

綾

昭和史を心静かに読み返し
十重二十重伽藍を囲む花の雲
琴の音洩らす築地うららか

子子子樹子公香子子子樹子公香子子子樹

愛冬利芳綾妖智冬愛利芳綾妖智冬愛利芳

子樹公香子子子樹子公香子子子樹子公香

引地冬樹捌

智妖芳冬

八船橋・筑波連句会ｌその二ｖ

歌仙﹃悠仁親王誕生﹄

親王の誕生祝う桔梗濃し

玲聡と今のぼる満月

新走り酌みつつ宴たけなわに

ナォ永き日の農衣繕ろう鼻めがね

餓鬼大将はポロのジーパン

鳥もちで妻銭箱の銭を釣り

話のわかる長屋ご隠居

暇もてあます後家の流し目

揚浜の塩に炎天じりじりと

いで湯の町でギター爪弾く

据え膳に箸つけ恋の泥沼に

ジプシーの芸に出遭うた旅の夜

幕間に見せる素顔千両
古九谷の盃美しや月今宵
工房小さくちちろ虫鳴く

とも白髪なる夫婦嬉しき

ナゥ秋思ふと認知症かの疑いも

﹁棚ぼた﹂が現実となる宝くじ

胡蝶の舞のさてものどけし

伊勢の社へお礼参りに
寿ぎて筑波の空の花吹雪

秤雌什秘粋仇朋硅叩雷︵文音︶
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つっかけ下駄の緒の固きこと
路地をゆく風鈴売りに声かけて

羽抜け鶏追う婆のしたたか
ウグラビアに誌面にぎわすニューモード

ルージュの色を少し濃いめに

抱きしめられて息も絶え絶え

修羅のごと振り向きざまに熱いキス

銀幕の女王夢みる少女たち

神を迎える準備整う

進軍ラッパ耳をはなれず
せ
残月に噺く馬の馬ま塞
の霜
アイヌ住むコタンの酋長手をあげて

涙して待つ北方領士

文豪の愛でし早瀬を花見船

若鮎放ち園児ほほ笑む

二密吉引
羽田本地

妖智冬妖芳冬智妖芳冬妖智冬芳子子香樹

智冬芳妖冬智芳妖冬妖智芳冬智妖冬智芳

八船橋・筑波連句会Ｉその三Ｖ

歌仙﹃寒椿﹄
寒椿湖は筑波の影正す
万里の空を翔る群鶴
はらからの祝ぎ歌高く響くらん

古式ゆたかに朱盃傾け

引地冬樹捌

銘菓銘茶で弟子をもてなす

ナォうらうらと一弦琴を奏でおり

徴兵制知らぬ人増え平和ボケ
八重歯がのぞく笑顔忘れじ

ひそと生く未婚の母に北颪

北前船の風は満帆

神ありて娘はプリマ・ドンナに
研ぎ出しの艶が浮きくる加賀蒔絵

居間には好きなユトリロを掛け

あこがれの欧州巡り古希の旅

奥山遠く鹿の鳴く声

薄絹の雲をまといて月さやか

新聞にらむ眼鏡ずつこけ

ナゥ手作りのケーキ届ける敬老日

未来の夢を描く嬉しさ

省略語造語飛び交う巫女溜り

什地唾一一一卵一十壮叩津︵文音︶

相間往来かぎろいの中

花陰ゆ招ける人の夫に似て

秤

−199−

書割の月に御箱も飛び出して
ちんちろちちろすいちょがちゃがちゃ

ゥ横ちよむきひとり勘ねいる思草

冬綾智愛芳利尚妖冬
冬妖智愛芳利尚妖

男つらいと嘆く寅さん

いずこにか妖しき小町在すらん

むなしき恋の骸累々

団塊の世代は死ぬも団塊で
スローライフの工夫あれこれ

買い替えて新車涼しき窓の月

曝書楽しや拾い読みつつ
よく見れば倖せありぬ足もとに

赤いおはじきボンと弾かれ

燗漫の花を映せる如意宝珠

棚田の牛は天を耕し

谷二酒吉田瀧密引
本羽井本川澤田地

樹子子子香公子子〃樹子子子香公子子樹

尚冬智尚芳綾利愛妖尚冬智綾芳愛利尚綾

子樹子子香子公子子子樹子子香子公子子

両吟

ゥ湯の宿に猪に出会いし話など

笑えばまたも痛む傷口

さかさまに貼りし御札の効き目あり

まぐれ重なり恋の始まる

彼からのメールはパズル解く如く
ジョークまでもが固いドイツ語

碧眼で髪は鴉の濡れ羽色
前評判で売れる夏場所
飯沼三千古
八尾暁吉女

鱸鉾にかかりし弓の月涼し
母なる河は海にそそぎて
暁

行き暮れて一夜を花の傘の下
亀の鳴くとは誰がいいしか

和服に合せ選ぶ小歌紗

古渡りの壺に風雅を求めつつ

暁

暁

−200−

八赤穂・つばさ連句会ｖ

世吉﹃石の声﹄

石の声水の声聴く淑気かな

木の香の高き床に羽子板
門前に遠来の客迎え出て
幼ナがひとりふたりさんにん
鬼ごっこ隠れん坊ときりもなく

新刊本の大き広告

賞受けし玉盃に月浮べつつ
山菜蕎麦にのせる紫蘇の実

暁三暁三暁三暁三暁三暁三暁三

卍くずしの回廊をゆく

ナォのどろかな南蛮寺へ絵を描きに

空かき曇り妖し雲色

怪盗はどこに潜んでいるのやら

温暖化及ぶ災い地球規模
植樹事業を募るポスター
よりそいてホットココアを飲みました

︲先斗町へと襟巻の人
仏蘭西映画観ての帰えるさ

柴折戸押して現われし友

ナゥ名物の栗ようかんを厚く切り

皇后様の平癒祈らん

夕刊をネタにうだうだ話し込む

琴弾鳥のハープにも似て

あどけなき御所人形を飾る部屋

汁地震一一朋二暹叩雷︵文音︶

ひたひた寄せて返す春潮

銀輪をおりてゆっくり花の島

秤
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橋わたる靴の音さえ・粋にして

百面相をうつす鏡台

化粧品たまにはちょっと変えてみる

蓑虫ぶらり錆びし鉄塔

望の月スカイウェイのその上に

三暁三暁三暁三暁三暁三暁三〃

三暁三暁三暁三暁

八津幡・津幡連句クラブーその一Ｖ

歌仙﹁草笛﹄
酒井愛子捌

ナォしゃぼん玉追ひかけゆけば向きを変へ

思ひもかけぬ地震発生

風評に客も来ずなる温泉地

静まる街に犬の遠吠

ロケーションの遥かの丘に虹浮び

日焼の球児ホームラン打つ

胸奥走る恋の電流

草笛に誘はれ遠雲流れくる
酒井愛子
加納俊子
中田風来

目をつむりそっと手を取り身を寄せる

天心の月を呼ぶかに鹿の声
ワ軽やかなピアノの調べ秋惜しみ

平成十九年三月二十四日首

︵於

平成十九年四月十日尾

優美子

嘉雄
愛子
風来
利公

俊子
嘉雄
愛子
風来

優美子

俊子
嘉雄
利公

優美子

愛子
俊子
風来
利公

文化会館シグナス︶

蓋きい話がつづく春昼

いかだ

世界遺産の合掌集落
花筏先師の町の舟溜り

戦後生れは六十を越し
煎薬の匂ひ残れる蔵座敷

風にのり来る豊年太鼓

やっと見つけた青い小鳥よ

あだ

ぴったりの緯名で呼ばれ苦笑ひ

前山優美子

露天湯に月をゆらして憩ひけり

たらひ

盟舟島の人等と和やかに
するめ肴にはづむ浜酒

田中嘉雄
田川利公

吊橋かかる山は万緑

夜長を語る刎頸の友

ナゥ秋祭り法被の若者意気盛ん

利公
俊子

優美子

風来
愛子
風来
嘉雄
愛子
風来

優美子

俊子
嘉雄

そっと差し出すいがら饅頭
宿帳に妻と書かれし嬉しさに

ガイドの歌にしばし瞑想
脇道に拾ふ歴史のこぼれあと

振り廻される北の横暴

炭を焼く煙にくもる冬の月
煮込みおでんに家族団簗
叫びつつ雨に飛び出す選挙カー

しかと踏みしむ故郷の土
記念樹は壮大となり花万朶

噂りの中吾子の歓声
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八津幡︐津幡連句クラブーその二ｖ

覚えの早きゲームパソコン

遠足の児等の歓声賑やかに

三州を結ぶ峠路春動く
白梅ほのと匂う吊橋
加藤︷疋

谷本綾

芝田祥

多田史

歌仙﹃春動く﹄
二羽智子捌

髭を剃る鏡に映ゆる望の月

木上紫

茶髪長髪破れジーンズ

ナォ千枚田耕す助っ人公務員

和食の店が増える街並

パスポート懐にしてニューョーク

雪踏みを労り合うて姉いもと

脳梗塞に冴ゆる病棟
念願の再就職に靴軽く

ネットが洩らす不倫情報
君だけと言いし言葉の裏表

何だ彼んだと進む少子化
皓皓と月天心に遊びおり
菊丹精を生甲斐として

忘れた頃に襲う激震

ナゥ新米のおむすびの艶美味しそう

もう︵しているマジシャンの種

迂閼にも適切欠いた口上に

文化会館シグナス︶

ころろころころ蛙鳴きだす

悠久の歴史伝えて花万朶

︵於

平成十九年三月二十四日首
平成十九年三月二十八日尾
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二羽智

水琴窟の音色澄みたる

ゥ愛猫を抱きて着こなす秋袷
宿帳に記す妻のひと文字
馴れ染めは豪華客船パーテイで
夢のつづきを見たいものです
タレントの出馬ばやりの選挙戦

ごみの袋を狙う鳥影

月涼し怪談に身をのりだして

夏断ちの酒にしかと封印

碁会所へ通う年金先細り
期待をかける投手松坂
斧入らぬ気多の神苑花の雲
のたりのたりと波も麗らか

定紫綾史智綾智紫定祥史綾雲雄子子代子

綾智史紫定祥綾史智定綾史紫祥祥史定綾

八津幡・津幡連句クラブその三Ｖ

歌仙﹃入学子﹄
藤江紫虹捌

永多澄枝
宮嶋茂
村上町子

夷藤ゆう子

石本よし子

ペダル軽やか陽炎の丘

ちらし弁当飛ぶように売れ

藤江紫虹

昨日より凛々しく見ゆる入学子

芋焼酎を里のみやげに

球春に金属音がこだまして
︑廷りこむ新幹線に月皓く

ナォ塗畦に影をおとしてマンションが

ほっと一息舐めるのど飴

だしぬけに火災防御の非常ベル

臨界事故を包み隠して

マフラーの酪駝の色がお気に入り

古城とりまく雪吊りの鉾

おかつばも社長も勵む弓道場
腱毛を濡らすパーティの夜

メディアをひそかに遁れ国際婚

見様見真似で変るだまし絵
聖堂のとんがり屋根に懸る月

うたた寝映す議会中継

雁啼きつれて点となりゆく
ナゥ観光のひまに銀杏拾う人
町

文明が卑弥呼のロマン解かずとも

ゆう

交換メールそっと抱きしめ

澄

ゥ赤い羽根つけてもらって弛む頬

茂

︵於

平成十九年一 一月二十四日首
平成十九年一 一月三十一日尾

文化会館シグナス︶

汽笛のどかにＳＬの旅

満開の花のトンネルくぐり抜け

汚染がじわり水の惑星

いつのまにやら彼の虜に

澄

紫

ゆう

茂

澄

町

ゆう
よし

はっ恋は実らぬものと言うけれど

古美術の趣味が昂じた鑑定士

骨董市の旗がひらひら

月涼し湖畔に写るいで湯の灯

縁台将棋蚊遣り煙らせ
上海の株暴落で冑が痛み
名前かえてと迫る占い
友禅のほそ筆洗う花明り
歩いてみたい初虹の空
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よ

ゆ

ゆ

よ

よ

ゆよ

町うし紫茂澄し町う茂澄し町う茂し澄町

八津幡・津幡連句クラブーその四Ｖ

歌仙﹃春の藺﹄
吉本芳香捌

支え合いたる仮設住宅

ナォ四月馬鹿一等賞の宝くじ

外国の人も震災ボランティア

山本比佐子

手編みマフラーふんわりと巻き

迷い仔犬のじやれる足元
雪吊りの兼六園の冬の景

赤坂久子

吉本芳香

遠く近くに間ゆ騨

燃え上る熱き思いを告白し

千年の棒に根付く春の藺
父と子の料理教室のどろかに

出見世裕子

山の端にまどかなる月昇りきて

比

秤趣叶い斡釧朋二什琿叩澪︵文音︶

さざ波寄せる水温む湖

環境を守る施策のあれこれと
年金ぐらしそれも良きかな
開かれる弥陀の浄土の花の門

座敷童子が福をもたらし

ナゥ爽やかなベースボールの交歓会

焼松茸に吟醸の酒

重なる影の崩れゆく窓

胸ときめかす隣席の人

オーロラに会えるか夢のチャーター便

喉を潤すソフトドリンク

藤田小夜子

水野道代
藤田暁夫

久

末は博士か大志抱きて

久
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露天湯に肩までつかり仰ぐ月

転がっている庭の落栗

裕

比

芳

ゥ人住まぬ家に秋草生い乱れ

訳ありそうな女佇み

韓流ブ−ム今も健在

いつまでも忘れないこと罪ですか
こつこつと貯めた預金でひとり旅

小

盛り上る野外ライブに花吹雪

裕

暁

芳

道

夏の月杜の都の天心に
明治の館抜ける涼風

ぎっくり腰に湿布薬はり

沖をゆく古き帆船眺めつつ

道祖神にもゆる陽炎

小暁道芳裕比久芳小暁道裕比久芳小暁道

八伊勢つらつら吟社ｖ

半歌仙﹃風眩し﹄

新しき学生服に風眩し
掌の上に蒲公英のわた

夏隣赤児に乳をふくませて
ピアノに合わせ踊るロボット

中北ひろみ捌
中北ひろみ

急ぐ家路に遠鵤の声

圭

み

孝

高山孝子
榊原由美
山口圭子

ゥ背伸びして娘十八レモン椀ぐ

み

美

月渡る修復なりし大天守

笹舟流る石瀬激しき

圭

孝

多角なす恋の幾何学解き難し

挨を払うソロバンの玉

神官の曳く馬の白息

圭

美

み

美

ケニアから﹁もったいない﹂の声上がる

パッチワークの布もいろいろ

来し方をテレビドラマに重ね観る

美

旧友と囲むちり鍋月円か

紙の飛行機くるり旋回
電波塔覆い隠せり花の雲

孝

み

写経の膝に陽差しあたたか

︵於・大豊和紙工業︵株︶和紙館︶

平成十八年一月二十日首
平成十八年三月三十日尾
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浅野黍穂捌
八木紫
浅野黍
黒木獺

ナォ野遊びに地酒の瓢腰にさげ

旭四胸につける差ひ

ひょいとた勘んで担ぐ自転車
半生は七つの海も倦きたりけり

山の手の館は内助の功と知る

なぜか美人の多いこの里

気になるよ屏風の陰のひそ話し

放蕩息子燃やす狐火

アザーンのとぎれとぎれの砂嵐

せんべい状のパン香ばしき

諏訪欣

乃穂暁

穂二乃二暁穂二乃穗暁乃二暁穂

八福岡・天神連句会その一Ｖ

歌仙﹃山時雨﹂
山時雨名代蕎麦屋の湯気白し

熔岩の貌かくす石蕗

足早に破れ三度笠傾けて

草畦を吊し宿の目印

ガンジスも澄むか満月さやかなり

投錨の音狭霧に響く

ナゥまともとはぼんやり過ぎる秋の暮

痴呆の父を捜す路地裏

ペコペコと頭を下げる役員さん

ぼんぽこ族の太鼓にぎやか

花に明け花に暮れゆく花見どき

行動医学研究所︶

シテイマラソン坂の初虹

︵於・福岡

平成十八年十一月二十五日首
平成十八年十二月二十四日尾
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月と雲写真家の待つ十年目
チノパンの裾露に濡れつつ
おとめ

ゥ初猟の獲物の壁にぶら下がり
書き溜められしアイヌ語の歌
さみどりの未通女をめぐるさやあても

あなた一筋死に狂ひ好き
遺族には棺にもひとし模型船

池子の森に筒鳥の声

引き籠り子の誰と語るや
がた
鍬くわ形
虫と戯れる縁月青し
空砲と知られてよりの体たらく

箪笥の奥に隠せ裏帳

名残の霜に出つる畑打

養花天橋かけ替わる仮設小屋

乃穂暁乃穂暁乃穂暁乃穂暁乃穂暁乃穂暁

八福岡・天神連句会ｌその二ｖ

短歌行﹃街角の﹄

核・ミサイルと将軍のⅢゆ

ナォ振舞ひは小犬のごとき素直さに

愛はモノクロキューポラの町

代筆業ラブラブソングままならず

家解いて捨て大鍋の存在感
惚けの父の背中ほっそり

柳井栄

水谷卯

司暁波穂司波暁乃穂二暁月

八木紫暁捌

黒木撤

浅野黍

造花の桃に風の戯れ

街角のオブジェの段や雛人形

八木紫

森田子

浜の広場に刺網を干す

諏訪欣

降誕祭に新調の服

寒月の懐覗くＡＴＭ

スケッチブック軽くデッサン

ナゥマリーンの任地遥かにギルバード

鴬笛の耳に優しく

︵於・福岡

十八日首
十二日尾

行動医学研究所︶

花盛り仮寝の筵心地よし

平成十九年二月
平成十九年四月
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髪飾り飛ばした先に春入江
ゥ月見する座敷へ団子盆に乗せ
琉球グラス愛ずるヌーヴォー
想ふ人﹁涙さうさう﹂を身にしみて

母校チャペルの蔦紅葉道
海外へ技術支援の夢を抱き
三日坊主の言葉駆使する

白半ズボン孫は青僧

手を上げるドロップハンドル花田植

乃穂二暁月乃穂二暁月乃穂

八東京・東京かびれＩその一Ｖ

ながらへて幸せ得たり冬帽子
福田安子

大竹多可志

小松崎爽青

脇起歌仙夏︑帽子﹄

雪も止みたる﹁かびれ﹂山房

石田榮子捌

乳母車押して帰る娘見送りて

多

森本節子
石田榮子

早田維紀子

木の葉はらりと膝に舞ひくる

ナォ逝く春の暮六つの鐘韻々と
ひげくっきりと見えて観音

古城街道巡るよろこび

夢ははやワールドカップのドイッヘと

手袋を貸したる縁で恋仲に
熱き吐息のからまりし闇

トトロの森と猫バスが行く

さめざめと夜が明けゆく四帖半
かもめのこゑが空を舞ふなり
振り返ることはしないと心して

漁火の海が見たいと畷かれ
遠まはりして家に戻りぬ

多

榮

節

維

健やかに古稀を迎える訪問着

総裁選のまこと賑やか

什牝嘩十走朋社即密︵文音︶
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厨に匂ふ手作りのジャム
月光の照らせし谷の裳深く
ゥ色鳥がかさりこそりとベランダに

鎖橋ブタとペストを繋ぐなり

安

かあさんの指やはらかき月の道
羽音をたててきりぎりす来る
ナゥ茄で上げて大皿へ盛る衣被ぎ

丘の上なる古き温泉

安

夏の月自慢の地酒飲みくらべ

維

いつになるやら拉致の解決

陶芸展を飾る白薔薇

節

秤

夕日に染まる縦走の尾根
花吹雪風吹きぬける能舞台
巣立つ気配の推鳩のひな

夜の園に眠れるメリーゴーランド

榮
安

多

試験勉強今日はここまで

花の下団塊世代揃うたる
亀鳴くといふ不忍の池

榮節維安多榮節維安多榮節維安多榮節維

八東京・東京かびれＩその二Ｖ

脇起歌仙﹃海鳴り﹄
福田安子捌

ナォおまえもかクレオパトラの笑まう春

ジグソーパズルやつと仕上がる

小太りの株を操るヒルズ族
おっと危ない人妻が好き

暖炉燃ゆ部屋で誓ひし永遠の愛

移り香残るコートたたみぬ

早田維紀子

ぽつぽつと雨に濡れゆく百度石
予後の身なれど元気いっぱい

大竹多可志

大根干さるる蜑の庭先

逆転のまさかに泣けるサポーター

海鳴りの絡みし冬木仰ぎけり

大山とし子

石田榮子
小出民子
福田安子

はかなく消えてこれが現実
山の端に名残の月の上りきて

手先器用なうちの姑

袋折る新聞ちらし持出して

染め付けに盛る小芋枝豆

ナゥ搬入も大方終る美術館
青の時代はすでに卒業

鴉鳴き河口静かに夕さるる
中也の詩集くり返し読む
故郷の古城の花に皆酔うて

舞扇持つ噸りの中

秤雌什皿嘩に朋十廿叩唖︵文音︶
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廃校となりし屋根にも望の月

榮

維

安

安

新酒さらりと円座はづめり

模の食べたる夢の果てなし

ゥ凶と出し朝の占ひひやひやと

︲ン﹂

維

民

あまのじやくより来る礼状

トリノ五輪にあがる歓声
天国も地獄も見たる若者に

榮

園児らにあこがれの人あるらしく

捨て舟を走るふな虫きりもなく

民

旅も半ばの閑かなる宿

と

磯馴れの松に月の涼しき
口湿しやをら尺八吹き始め

榮

維

蕉翁の蓑をこぼるる花の雨
仔猫の鼻のややに上向き

安民と榮維安民と榮維安民と榮維多民と

八東京・東京かびれＩその三Ｖ

脇起歌仙一糸蜻蛉﹂

昼の：時報が渡る麦秋

さらさらと風が湧きたり糸蜻蛉

木崎節子捌

ナォ行く春の色紙一枚ねだられて

濃茶点前の正客になる

言葉の壁が恋のかくにも

パソコンを買っては探すよき出逢ひ

明滅しつつよぎる螢火

暑き夜の別れは頬に軽いキス
小出民子

ふっと唱える般若心経

現世に天使と悪魔ゐるといふ

大竹多可志
早田維紀子

古校舎静かに照らす後の月
落書かくす蔦のもみぢ葉

友の画展の案内届きい

木崎節子
水野公子
稲田安子

ナゥ秋深く自分史やっと仕上がりて

麺麹生地が徐々に膨らむ気配して

民

骨董好きの裏のご隠居

九谷の壺に活ける竜胆

維

湯殿より洩る夫のハミング

秤峨什

響奉朋オ托卵鮪︵文音︶
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信楽の狸ぎょろりと睨みをり

片袖濡るる雨の階

公

節

山の端にほつかり浮かび月円か

ゥ話込む宿坊に火の欲しくなり

美しき母は持病の目まいして

かたまって行くマラソンの列
民

儘即

維

公

安
民
維

花の昼嬰の寝息のすこやかに
手をすり抜けてのぼる風船

安

ボランティア仲間が増える定年後

門限忘れ踊るパーティー
タロットの占ひ信ず幼妻
鳥影よぎるかぐや姫塚

半月寒く奥歯かみしむ

ひもすがら策編み続け冬籠

仲直りして歌ふ童謡

親王の誕生祝ふ佳き日なり
屋形船繰り出し花は満開に
男の料理木の芽和へなど

節公節維民節公安維民安公節維民志公節

八東京・東京かびれＩその四Ｖ

脇起歌仙﹁麦の秋﹄

山羊の目が風を見てをり麦の秋

草笛るると下校児の列
念願の陶芸個展開くらん
故郷の地酒の甘き喉越し

跡継が決り寿ぐ月今宵
檀の紅葉揺れの豊かに

ゥ行く秋の古都を駆け行く人力車

十年振りのクラス会なり

思へば適ふ運の強さょ

粧しこみ老らくの恋悟られて
流れくるオカリナの曲マイウエィ

帰らぬ吾子を待ち侘びる母

自由の女神高く手を挙ぐ
中天に冬月皓と船のゆく

ナォ麗かに絡繰時計踊り出す

電車乗り継ぎ通ふ病院

元彼に似たる背中にどっきりと

未婚の母の香しき日々

啼き連れし水鶏もいつか静もりて

奥の細道写す鉛筆

佐々木リサ捌
大竹多可志

坊さんと話が合ふは齢かとも

幼き日から野球仲間で

小出民子

夢に描くアメリカの空あをあをと

うテン音楽だいすきと言ふ

大山とし子

鈴木鈴子
西室允恵

国境を越ゆ難民に月まるく

秤唾什皿蓉咋朋十釧朋函︵文音︶

点となりつつ伸びる連凧

鐘の音が万朶の花に吸はれゆく

平和を願ふ心ひとつに

悪無く予定こなせし温首相

モカブレンドを深く味はひ

ナゥ尾瀬小屋の窓に活けある吾亦紅

忽とこえ張る閻魔蟠蝉

とし子

民子
允恵
鈴子
民子
とし子
佐々木リサ

とし子

鈴子
允恵
民子
リサ
鈴子

後生大事に贋のお宝

膝に来てのど鳴らす猫いとほしく

野遊びの声追ひつ追はれつ

咲き初むる祖父が守りし花街道
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し

し

し

し

と民允

允民と民リと民リ允鈴と民允鈴リ

恵子子子サ子子サ恵子子子恵子サ子子恵

八東京・刀水の宴連句会ｖ

歌仙﹃利根の出湯﹄

田島呑空

太田島秋山捌

文月や利根の出湯とたはむれん
太田里空

立ち去り難きいつもの酒場

ナォ健診に懲りて毎朝蜆汁

庭の植木の手入れ忘れず

二丁目の星と呼ばれて六十年

恋なぞと言葉もなくて忍ぶ草

金崎きよ見

三武二畳庵

台風すぎて活きかへる浜

ニートばかりを責める両親
満月に吠える犬居てねむる村

裏も返せぬ勘当の身

ことのはじめは切れた下駄の緒
思春期の秘めたる想ひたけくらべ

闘志抱かん雨中の川辺

秋山柿生

矢野徳三郎

十六夜にして薄目あく猫
古酒濁酒団塊世代の宴にて
高層の足場の上で昼寝する

利根川たらう

ナゥ新築の家に降り注ぐ虫の声
液晶テレビのビオラの響き

さへづりをきく今朝のうれしさ

涙腺の弱きを自戒職退く日

︵於・上牧温泉辰巳館︶

春燗漫の助六役者

闇に来る熟女の香り花堤

平成十八年七月二日首
平成十八年七月三日尾
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オパールの指が引かせる婆婆の札

夏雲めでてロケは快調

庵

生方孝坊
里

ゥ一人去りまた一人去る追悼忌
わからずの母ステーキが好き
いとほしき女の姿に誰をみる

言訳もなし宵の乱れ衣

自

生

呑

６

ためらはず嫉妬といふ語をひきにけり

男名前のプレゼント着く

坊

たらう

巴里の灯の日本料理に冬の月

雪また雪の二の糸の道

庵

里

見

若後家の祖母の寝語り鶴女房

古き運河の光と影と
北面の武士の背を花嵐

弥生すぎての行き着くところ

た
ら

た
ら

た
ら

郎う坊里う生見坊呑郎里庵坊う生見郎呑

八徳島・徳島県連句協会ｖ

お四国﹃蝋石﹄
阿波表蝋石で綴る詩もあり原爆忌

平和の鐘の響く炎天

はちす

街道に咲きし蓮を眺むらん

産直市へ誘はれて入る

阿羅漢の笑ひこらへる顔見つけ
巧みに跳ねるおかまこほろぎ

望月をひととき隠す雲も出て
宮つ＋工

大河の恵み美し川苔

阿波裏父と子と初めて酌むは今年酒

絵描きの夢を捨てられぬまま

口紅の赤き女と貧のなか

うろくづ

ふたり沈まん魚族となり
岩礁は破船のマスト墓標とし

貯金はたいて宝探しに

古地図にだんだんふゆる×印
どてら

ベンチに猫と悴んでゐる

名の草枯るる山裾の径

モラエスの禍抱を月の包み込み

の・り

移動図書館皆が待兼ね

有線に聞き覚えある声流れ

花屑の打ちひろごりぬ花の庭

梅村光明捌選ばれて座す曲水の宴

春光に襲の色目照らひをり
つ
梅村光明土佐表室戸岬に海を凝み視
める

〃

相方にタトゥーの意味を教えられ

改革の志もて集ふ友
赤坂恒子あなた命と矢面に立つ
〃

店仕舞ふ風鈴蕎麦へ月あかり

西條裕子使ひ果して帰る遊郭
〃

付き合ひのゴルフコンペは避けられず

光明曰く因縁暑気あたりにも
〃

収蔵の龍馬の手跡いきいきと

恒子土佐裏お誕生日に添へる詫び状
〃

ほて

湯上がりの熱る体をかき抱き

はじ

裕子新婚旅行我ら創めん
″

三代の家族写真へ花吹雪

つぶ

光明ひとみ円らなダックスフント
″

頬刺をあっと言う間に平らげて

恒子茶摘みも終へて囲む団藥
〃

頂へ段段畑南伊予

裕子伊予炎各駅停車夏隣抜け
〃
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明

子

子

子

明

子

子

明

子

子

明

子

光

恒

裕

恒

〃

〃

〃

〃

〃

〃

光

裕

恒

光

裕

〃

ク

ク

ク

〃

恒

光

裕

草にも木にも仏宿らん
分校の押しくら饅頭昼休み

枯蟷螂の留まる鉄棒

せつせつと語る浄瑠璃情趣増し

肩で泣く癖男捉へる

口づけは愛の証と濃厚に
マーマレードは甘酸つばくて
かた

たい
名月を形に借銭無む台
なり

島原連衆参る太祇忌

枝道は紅葉且つ散る音の中

柄差箒の洋館に古る

伊ｆ裏騒然と魔女裁判の幕があき
まこと

実を映す鏡曇りて

さか

離るるは鼻孔くすぐる袖の香も

有夫なれども恋の虜に

うた

想念をあっけらかんと詩に詠む

短夜の月濡らすガス燈

蜘蛛の巣の塞ぐ商舗の増すばかり

巷潤す水の清らか

Ｔシャツは奇抜なロゴが定番に

通販で買ふマジックの種
灰撒きて老樹に花を咲かさんか

遍路の杖は霊峰を指す

寝袋を背負ひ初虹潜りたる

現代美術はてな堪能

慨岐炎うどん打つ彼うっとりと見ん
デートには瀬戸の架橋を往復し

塔残る万国博の懐かしく
枯芝蔽ふタイムカプセル

おめざに貰ふ金平糖を

ウトウトとゆうちゃんみつちゃんひなたぼこ

破婚の噂友に知らされ

締切りに追はれ新作書き上げて

秋の鴉に哀憐のとき

顛末を涙ながらに述べる妻

立待の影の染めたる峡深く

はな

窓あけ放ち聞くはわれから

満濃池へアーチ伝来

どぶろくを醸す端から飲み干され

讃岐嬰み恵みは青田豊かに施して
帰省迎へる父母のほほ笑み

お手製の槌せし団扇のぱたぱたと

昔話へ琵琶の共演

０もののふ

武士の凧浦風に舞ふ

〃く﹄？

梓弓以て射たれば空を斬り

咲き誇る姿焼き付け花の昼
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明
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子

明

子

子

明

子

子

子

明
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光
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〃

〃

〃

〃

〃

〃

光

裕

恒

光

裕
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〃

〃

〃

〃

恒
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光

明子
子
子
明
子
子
明
子
子
明
子

光裕
恒
裕
光

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

恒
裕
光
恒
裕
光
裕

〃
〃
〃
〃

米寿を祝ふ集ひ暖か
恒子

秤鰄什

奪い朗二十嶬叩龍︵文音︶

﹁お四国﹂の特徴︒︵考案者・梅村光明︶
四国八十八ヶ所巡りに因み︑阿波・土佐・伊予・讃岐の国々
をそれぞれ表と裏に分け︑八十八句に森羅万象を詠み込んで
いく︒阿波表から神祇・釈教・無情・述懐を嫌わない︒また︑
各国の表裏それぞれに必ず一句は所縁の句を入れること︒
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和田忠勝捌

和田忠勝
今村苗
藤井弘美
土屋実郎
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ゥ風呂敷をかけてもわかる囮篭

素知らぬ顔でひそむ新発意

小袖曽我薊色縫恋心

知らざあ言って聞かす二枚目

お見合いの今度の相手マザコンで

ケーキ好きにて糖尿の気味

病院の長い廊下のリノリューム

糸瓜の花の妙になつかし

椰子の実の流れ着く浜夏の月

極貧話賞に選ばれ

ボルドーよりの土産フォアグラ

くに
異とつ国
の酒ではぐくみ夢太る

渡月橋花ひとしきり舞いしまき

楠正三
郎

瑠璃蝶々の羽光るらん

苗
美

和

藤
沼

ヱ苗美ヱ郎三美苗郎苗三美苗郎

八東京・都心連句会ｌその一ｖ

世吉﹃小正月﹂

富士のぞむ晴天の丘小正

初東風にのり上りゆく
雛の客双子二組揃い居

新入社貝胸張って

春めきし海の彼方に島の
ははそ

村のはずれの雑貨屋の
月を愛で晴耕雨読楽隠
柞紅葉も又良かりけ

る居猫影礼て凧月

海軍士官候補生立つ

ナゥロ笛を吹けば応える尉鵠

赤い鳥居の続くお稲荷
隅田川水上バスに業平忌
手織紬は草木染めなる

サバンナの象はこの世に縁もなく

技術指導で忙し畦塗

経典馬にのせる麗か

天山路飛天の窟飛花落花

三ヱ郎苗美ヱ〃苗

とも

ナォ鮭五郎上目使いに羨しみて

乙女等よ略吋ウエストよ
乳房の先をちよいとつついて
古希近しプラトニックは過去のこと

猟師は古き銃を清める
雪深し九十人も死せる谷
黒煙を吐きＤ別の来る

金帰木来票田の渦

平成十八年一月十五日首尾
︵於・横浜市抱虚庵実郎居︶
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堂々と総裁選に名乗り出ん
のびのついでに体操をする

底なしの負け碁ポロポロきりもなし

上棟式に手作りの稲

児を抱きののさまと云い月の出る

郎〃美郎苗ヱ三美苗勝〃美苗郎

八東京︑都心連句会その二Ｖ

歌仙﹃梅百種﹄
小林しげと捌

ナォゆく春の嫁入先は檀那寺
これを限りに変えた本籍
こつこつと柱時計の針動く
震度五弱と揺れを確かめ

ポトフの鍋のにおうストーブ

壮麗に弾き初めたるアパショナタ
小林しげと

飛鳥山あたりで都電カーブする

梅百種和して同ぜず研競う

小張昭一

土屋実郎
今村苗
坂田武彦

コールマン髭の形をととのえて

〆連結決算少し粉飾

ナゥさお鹿の見せぬ姿の気配あり

秋の小寒を癒す熱風呂

月の出に文学散歩まだ続き

ビルの二階に移る扇屋

葉牡丹買って門の両脇

日めくりは気の引き締まる三の酉

叱られている茶目な学童

池水ぬるむ元の藩邸

三方にきちんと月見だんご盛る

と

竹崎梨野

猫の仔のお蚕ぐるみ貰われて

軒のみの虫顔を覗かせ

野

ゥ判官の菊人形で知事賞を

安宅の関を恋の道行

得手勝手気ままな君が恨めしく

寺田

ウイルスにレトロがあってモダンなく

野

郎

郎

キリキリコロと河原鵜鳴く

日の暮れかねる銀座八丁
万歩計つけて余生の花探る

むしり取りたい億の財宝

彦

苗
さや

天災と運は忘れたころに来る

卵を生んで帰る海亀

フォークダンスの軽いステップ

苗

平成十八年三月十一日首尾
︵於・東神田国際外語学院︶

かんながら伊勢のお田植え月清か

ほろ酔いに花の宴の夢心地

彦

量的緩和なにが何やら

しめし合わせて菜めし茶屋まで
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苗一と一苗

郎と一彦郎苗と郎と苗郎梨

八東京・都心連句会ｌその三Ｖ

松涛軒静司

目黒雨峰

抱虚庵実郎

第二十六回大山阿夫利神社奉納正式俳譜興行

歌仙﹃俳譜之連歌﹄
たぎほか

山時鳥和する新緑

走り梅雨猿ち祝うや喜寿誕辰

新蕎麦の香の部屋にいっぱい

鮎釣りに川の源流尋ねいて
元気に遊ぶ土地の子供ら
ビル街の空中庭園照らす月

生田目常義

和田忠勝
横山わこ
成田玲子
伊藤哲子

上るハイカー下る杣人

ゥ霧ぶすまさながら大山祇の宴

今村苗

義

秋山よう子

和田ひろ子

見交わせる瞳想えば切なくて
やすみこ

真っ直ぐなりし青年の恋
は

大臣官房今日も繁忙

愛しきやし安見児得たりあなうれし

苗

村上敦子
藤沼和ヱ
鈴木良治
高島幸子
渡辺祐子

んばるくいな
山や原
水鶏早き逃げ足

爆音を屈ませへりは雲を抜け

福寿会燗漫の花仰ぎつつ
春の叙勲に金ぴかの額

哲

おぼろの月に耕しの翁

智恵くらべ無益な戦避けるべく

ナォイースター卵籠よりこぼれそう

声﹂

勝

アリスの童話つづる五次元

蒼き池青き魚棲む別天地
どてらに誘う柔かき掌

坂田武彦

久良木憲

海津桂子

茂田キヨコ

ヱ

哲

乳房もつ埴輪面差し妻に似て

原崎弥生

酒の肴は虎屋羊葵

蒻翠のピアス揺らせつつ来る
このバッグ半値と否も応もなく

サッカーの選手追いかけドイツまで

ナショナリズムへ雷の一撃

秋気吐き出す能面のロ

ゆるやかなトロイメライよ月移る

杉内徒司
大津博山
高柳慶子
小林富子

ナゥわが心彼に重なり爽やかに

世過ぎ下手だがとても好きなの

幸

宗匠
執筆

近藤蕉肝

乙女座も射手座も運気絶好調

郷関出づる初虹を背に

權も櫓もなくくだる雛舟
花を愛で旅愛で前途三千里

︵於・大山阿夫利神社能楽殿︶

平成十八年五月二十八日首尾

脇宗匠松濤軒静司花司和田ひろ子

宗匠抱虚庵実郎座配大津博山

知司近藤蕉肝配硯横山わこ
執筆山口良子〃秋山よう子
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八富山・富山県連句協会ｌその一Ｖ

二村文人捌

文良千狐眞
鶴
知

歌仙﹁母の日や﹄

母の日や赤ちゃんポスト蓋重し

匂半夏の伸びる青鬚

街角のにぎわう群に誘われて
シフォンケーキを十に切り分け

嘘と妥協が作る円満

ナォ招魂祭大臣議員連れ立ちて

幌馬車はレディーファーストタラの地へ

杖と頼めば柱横向く

孫の張り切る鼓笛隊待つ
手に余る西瓜を盗む漢ども
足跡残す縁のまいまい
一生の不作が金婚式迎え

朽ちかける蔵ばかり建つ武家屋敷

辰巳芸者のべらんめえ調
月今宵揺れて流れて水鏡
放置自転車叱るやや寒

ナゥクラス会恩師を囲み新酒酌む

航空便で届く激励

たこ焼提げてのぞく犬小屋
公園に暗くなるまで球を打ち

花盛りダ・ヴィンチ展の列長き
エコロジストの蛙声聞き入る

︵於・富山市星井町公民館︶

平成十九年五月十三日首尾
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ゼミ室の灯りは消えず夜半の月

非常階段蟠蝉の跳ね

ゥ阿波踊阿呆になりにやって来る

故郷の風に悟る運命

家族待つ君の仮寝に膝枕
やきもちの火が焦がす肉じゃが
にこにこと八百屋の親父負けてくれ

廃盤のジャズごっそりと持ち

東の月無人交番浮き上がり

節分の夜の鬼の逃げ道

地球儀に手を当て計る温暖化

末広がりの宝くじ買う
花吹雪成政の城隠すかに

若鮎を追う清きせせらぎ

二伊宮山北
村勢村中野

太良太良千眞千太人〃眞良千人子子太子

太人眞千人眞千太眞千人良千太良太〃眞

八富山・富山県連句協会ｌその二ｖ

歌仙﹁サンクチュアリ﹄
いぬじま正一捌

野島一

江沼半

瀧澤叩向

岸の木立にさわぐ葭切
大村歌

新緑や橋の向こうはサンクチュアリ

能舞台為手の摺り足なめらかに
いぬじま正

ナォ永き日のラジオはョハンシュトラウス

開店準備すべて整え

暗号を盗まれ口座空っぽに

鰻丼二杯凄い食欲

子連れ狼のそり立ち去る
炎天の球場に湧く応援歌

またも見え見え彼の言い訳

心配の微熱ようやく引きはじめ

国民投票法案が成る

福耳をいじる照れ屋の癖が好き

へへへ

モノクロ写真会心の作

捨てた故郷は茜掘る頃

白玉の歯にしむ酒の月今宵

取っ手の錆びた南部鉄瓶

ナゥ先生が教えてくれた鴫の贄

盲いの子﹁私の目玉拾ってよ﹂
詩を読む声の澄んだバリトン

追想いっか美しき春

金婚のしだれる花を潜りゆく

︵於・富山市星井町公民館︶

平成十九年五月十三日首尾

−ムム圭一

ビル谷間村雨に月洗われて

厨の隅に細るこおろぎ

ワ良寛の軸に添え置く吾亦紅

仏間の遺影外す再婚

お見合いの席の酒量が気になれど
染めのサンプル今はクッション

原発のトラブル隠す管理職
打ち下ろす斧割れて飛ぶ薪
底引きの網に古伊万里ひろわれて

月寒々と伴天連の島

望遠でのぞく狐の尾がみごと

バス貸し切りの吟行の旅
花守となりて十年並木道
泥鱸こ鮒っこ上る田の溝

正歌尚半尚枝半枝歌尚正歌半一子枝夏子

尚半歌〃枝〃尚〃半正〃尚〃歌枝正歌尚

八富山・富山県連句協会ｌその三Ｖ

白梅や絵馬の願いは縁結び
本屋良

瀧澤叩向

いぬじま正

短歌行﹃白梅や﹄

ともに選んだ春のスカーフ

ナォ呑舟の魚か首席で卒業す

王家の墓の謎に没頭

堆肥より顔を出したる黄金虫

尚良正良尚正良尚正良尚正

膝送り

風光る大道芸の新顔に

在庫過剰で赤字転落

信心は海の深さに劣らねど

自由奔放そのままの恋

女狐にたぶらかされて月の街
調子の悪いだるまストーブ

少し大きい靴がまた脱げ

ナゥ集まって哺々喋々中国語

おもむろに詩嚢ふくらむ花明り

什皿轌一杢朋二什皿叩雷︵文音︶

墨の香りに暮れし永き日

秤
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俺も太棹弾いてみようか
ゥ篇干して軒端触れ合う宿場町

紅葉かつ散る月の莞石

いつしかに妻の手を取る菊供養

胎動知ってからのやさしさ
百薬の長なる酒の度が過ぎて

討論よりも根回しの国

花便り気象予報に添えられる

雲へとどけと引けや連凧

良尚正良尚正良尚正子子一

八高松・渚の会ｖ

歌仙﹃街朧﹂
メビウスの輪を歩むかや街朧

西岡恭平捌

ナォ利かん坊ほっぺに春の泥つけて

僅かばかりの兄の貫禄

配達夫噂ぱなしも届けつつ

あなじ

猛犬注意！チワワじゃれつく

人影の絶えて乾風の涛ばかり
力ピタン

友を見送る庭の侘助

オランダざか

甲比丹はゆるりとパイプくゆらせて
いきか

阿蘭陀坂にかるく手を振る
謡ひに終止符熱きくちづけで

魔女にちょっぴり嫉妬しただけ

べ〃くさかづき

騒客ら可酒杯のル月
今宵
ピーこぼ

柘榴ぱっくり紅玉零せり

ナゥ村芝居科白とちりし内蔵助

こごめのなまかみこまこなまかみ

人生の些細な齪儲も万化鏡

恐竜展に胸ときめさか
す
びしお

花に寄す大和どころの寂・僥り

若駒はねるまほらなる国

秤雌什皿唾に叩二十五耶露︵文音︶
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よどむことなき啓蟄の川
雛菓子色も形もとりどりに
ふんはり包む和紙に水茎

子女子子平
尚妖聡暁恭平妖聡尚暁平恭

妖暁尚恭恭
吉
聡

髄﹄︒ｂ

琴復習ふ手をとめ月を招き入れ

芒振りふり歌ふ幼児

不良熟年モテ服で決め

ゥ立山をぐゐと睨みしかかし佇つ

ドア

さぞやと思ふ﹁扉﹂の内外

離婚され人の鑑もうす曇り
あちらこちらに猫殿のかげ

火宅僧お悔やみ欄をぬかりなく

講釈付きの父の鮒鮓

繊月のアカシア並木薫る道

夢ですませた世界周遊

蕎麦猪口で独り至福の酒を酌み
ゆた
花筏伸びつ縮みつ揺た蕩
ひつ
画帳ひらけば踊りでる蝶

杉密八瀧字西
本田尾澤野岡

妖尚暁聡平恭暁平尚恭聡暁尚平妖聡恭平

八志摩・南草連句会ｌその一ｖ

田島竹四捌

も葵竹一美も葵竹一美も葵竹一美も葵竹

歌仙﹃松手入﹄
松手入すみ内宮の匂立つ

名残の月を仰ぐ人騒

陶器市にて買ひし風鎮

ＣＴ検査終へて笑顔に

ナォ膨らます風船われるな割れるなと

男も今も入るキッチン

一郎

美代女

美代女

竹四
葵邸
もり

これからは世界旅行に精出さむ

初なり茄子みんな見に来る

一郎

水泳の勝敗分けたこのメニュー

純愛ドラマ書いてみようか

逢ひたしと焦がれし君は尼となり

一郎

美代女

竹四
葵邸
もり

終電車には忘れ傘あり

寅さんに似たる映呵のバナナ売

命あるもの皆眠り真夜の月
釣場替へれど見えぬ落鮎

鍜へ抜かれし新内の寂ぴ

美代女

竹四
葵邸
もり

ナゥ鹿鳴くと仲居の言ふも馳走なる

おぼつかなくも歩む振袖

葵邸

一郎

ロボットは人間よりも役に立ち

英語の会話などむ春風

ままごとの仕種を包む花吹雪

秤鰔什牝群十一一一朋二信明電︵文音︶
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古酒新酒飲み比べんと友の来て

味噌藏並ぴあまた蛍が

伝統の業を受け継ぎ六代目

真っ赤な嘘が本当になり

ワラムネ抜く泡のごとくに言葉湧き

あの娘かこの娘迷ふ選択

代
代
代

夢に見し宝くじ買ふことに決め

一生の不作になると兄は言ひ

汚職隠蔽とけい謎々

嫉妬を載せる電話底冷え
月光に目を泣きはらす雪兎
渡さるる資料に伏字ある本も
ぶらんこの児に母の呼ぶ声

英虞湾の夕陽に畳む花筵
句碑の丘より巣立烏翔ち

吉西田黒田
藤岡島沼島

り邸四郎女り邸四郎女り邸四郎女り邸四

田島竹四捌

波も一一美ミ葵ふ竹波も一一美ミ葵ふ竹
島藤口岡本沼村島

八志摩・南草連句会ｌその二Ｖ

歌仙室月畝忌や﹄

深き眠りのかつらぎの山

ナォエイプリル・フールに届くこの手紙

埋蔵金の地図に×書く

逢ふ毎に口説き続けて華燭の日

あげまん讃ふ功名ヶ辻

こんなにも美味いものとは根深汁

豪雪見舞ふ北国の友

古稀と喜寿落書消さんと誘ひ合ひ

書棚になほも修身の本

神宮を巡るマラソン雲もなく

文明忘れ太古森厳

団栗のひとつひとつに在る命

むせぶかのどと閻魔こほろぎ

ナゥ霧雨の句碑読むひとの背に肩に

しぶきと共に釣り上げし魚

金メダルイナバウアーが国沸かす

残る寒さにきざす明るさ

花守の間はず語りの月おぼろ

ぶらんこで蹴る土のやはらか

拝雌什皿奪一一一朋一に計叩密︵文音︶
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代ヨ

代ヨ

青畝忌や己の駄句の斯く多き

代ヨ
代ヨ

出土せし甕の周りに集まりて
夢あるロマン追ひ求めつつ

海風そよと揺らす秋草

天辺に月の乗りゐる観覧車

今か今かと吉報を待ち

ゥ先生の指差す彼方雁の列
百万円超える時計を着け見合
ひとり産んだら御役御免よ

泡盛嘗めて掴む雀牌

大奥を自由気儘にお犬さま
父の詩集を何時もポケット

フランスへ明日旅立ちの月涼し

油絵は今も人気の印象派
萌え初むる野に光遊べる
満願の杖を納めて花仰ぐ
合格知らす声の上づり

広田吉出西坂黒木田

青り郎点女子邸う四青り郎点女子邸う四

波一も一美ミ葵ふ竹波も一一美ミ葵ふ竹

青郎り点女子邸う四青り郎点女子邸う四

八東京・にほんご連句会ｖ

半歌仙﹃天梯の国﹄

抱くみどり児にたわむれる蝶

風光る豪華客船就航す
壁開きワッショイからくり時計

春愁果実の皮を煮つめいて

水澄む里に車座の人

皓々と月天梯の国照らす

杉田茅捌
柳澤その
石崎葵
鈴木六美
岡本夕子
杉田茅
香林香

夕

香

そ

逢瀬に備え筋トレの日々

茅

ゥ部活終え化粧しながらちちろ蹴る

伊邪那岐オルフェも黄泉におののく

茅

そ

迷惑メ−ル守勢一方

香

茅

そ

一ハ

かまぼこもうなぎももどき庫裏の月

タ

パキスタン帰村の民に道険し

初恋の君に今年も手作り野菜

江水谷楡

ラリラリラリラアマリリス咲く
モーッアルト聴かせ銘酒の仕込中

ボキャ貧出番四三奉行で
絶叫が花のトンネル急降下
水がめ覗く茶の子猫たち

︵於・下北沢にほんご舎︶

平成十八年四月十一日首尾
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←

八東京・拍華連句会ｖ

半歌仙﹃子の声父の声﹄

花の庭子の声やがて父の声
のどかに過ぎし二十七年

山高帽にステッキの入

細めなる春手袋をあつらえて
国ざかい月まどかなる沖の島
のこる蛍がひっそりと飛ぶ

近藤蕉肝捌

中島好江
近藤蕉肝
横山わこ
林ジョウ
峯田政志

わこ
政志
好江
〃

わこ

ウハロウィーン街のざわめき静まりて

突き抜けて行く狂恋の闇

蕉肝
わこ
好江

〃

︾ンヨ古／

好江
わこ
政志

こ人の会話オウム真似てる
空耳に呪文めきたる閨うなり

夏の霜ふむサンテグジュペリ

宇宙葬星になりたく申し込む

形代流し鯉の群れ寄る

猪牙船のぼんぼり淡く橋涼し

所詮世界は資源競争

米国の景気でうごく日本株

探梅は旅路の奥に白と紅
蕎麦掻これる湯治場の婆

平成十九年四月六日首尾

︵於・人形町区民館︶
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八埼玉・俳謂工房ｖ

俳謂トロワ﹃江戸模様﹄

両国橋

両国橋の空に雁

新造の小走りになる春しぐれ

窪田阿空編

独吟

独吟

南部坂

辻番小屋にひとり茶を入れ

門を去り行く傘の大石

しんしんと雪の降り積む南部坂

簾売り

今日はさっぱり衣更えして
ついたち

朔の町に一声簾売り

路地へ小格子あける文字豊
柳の先

三味線の稽古帰りは口で弾く

独吟

独吟
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手の者と深編笠に月を見る
永代橋

蝶々
嫁にきて未だ幾日の組屋敷
菜売りが置いて帰る蝶々

小娘の泣く子をあやす風ぐるま

平成十九年三月末日編

吟

吟

独

独

帰るやら二八そば屋の火を落とし

独

吟

柳の先に見ゆる湯女風呂

束り参

鮨売りが屋台を下ろす春の宵

か代

永代橋に冬空の明け

装、

血まみれの槍高々と義士の列
︑回廊

彼岸の寺へ
身は切腹の白

回廊の人影に花散

き り局

Ａ岐阜・巴世里連句会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃若あまご﹄

各務恵紅
大竹恵子

各務恵紅捌

春の名残りの届く絵手紙

斑点を花とも見んや若あまご

清水貴久彦

彦

宙心

紅

彦

美

〃

紅

堀部比呂美

宙必

苔やはらかな庭の飛石

のどやかに大欠伸する子犬ゐて

摺り足の能装束を月照らす
目をつむり聞く郡郭の声
ゥゆっくりと味はひ尽す今年酒

恋占ひは前途多難と

信楽焼のたぬきまるまる
単線の駅に降り立つ一人旅
親も子も扶養家族に持つ覚悟

美

藤塚晶子
紅

夏草蔽ふ朽ちた卒塔婆

肩に力の入るピッチヤー
夕立に拭はれたるか月皓と
ミステリー映画のロケも順調に

彦

宙心

日申

ギターの音色胸に沁み入る
肥後椿咲き揃ひたる昼下がり
菜飯ふるまふ里のをとめど

︵於・岐阜西柳ヶ瀬羽酒︶

平成十八年四月十五日首尾
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ハ岐阜︑巴世里連句会ｌその二Ｖ

ナォ阿波・讃岐巡礼つづく春の宵

うどん屋出れば葱坊主をり
段々とヘリコプターの音近く

歩杏紅歩翁紅杏歩士杏子功

大野鵠士捌

大野鵠士
桐林杏雨子

百億円を貢ぎたる恋

島ひとつまるごと買ふも君のため

砂に埋めたき辛い思ひ出
万物を白と化したる月涼し

夢かうつつか音は篠笛

ナゥ仕事済む徹夜続きの脚本家
縁に寝転ぶ日差しやはらか

守りたる花にいつしか守らるる

春の社を駆け巡る鹿

野

求韻短歌行﹃緋山茶花﹄

竹斎となるもよるしや緋山茶花

雪囲とて薄黒き板

海鳴りのかすかに届く静けさに

松尾一歩
各務恵紅
大山功
箕浦琢翁
歩

″

紅

公羽

大竹恵子
杏
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パッチワークの進む楽しさ
ゥ家族みな揃ひ今年も月を見る

卒寿の祖父と新酒酌みたり

白式部紫式部活けあるは

宮の長子の熱き唇

運命の出会ひは国を減すも

首脳会談合意できずと
花筏流れに集ひまた離れ
雲雀も告げる風の行方を

由
紀

︵於・岐阜西柳ヶ瀬羽酒︶

平成十八年十二月二十三日首尾

水

八岐阜・巴世里連句会ｌその三Ｖ

短歌行﹁若楓﹂
大野鵠士
箕浦琢翁

健康器具の揃ふ通販

ナォ春愁にゆるくなりたる革ベルト

善悪を越えただ彼が好きなだけ

夢食ふ模を恋のペットに

こくりこくりとロッキングチェア−

翁功節紅功翁美節士功翁士

各務恵紅捌

菖蒲を飾る初孫の家

若楓額も兜の絵に替へむ
大山功

公羽

水面より鳥影さっと飛び立ちて
岸辺の道をたどるジョギング

不出来の子ゆゑ心砕かむ

両の手に息吹きかけて冬の月

炭焼き小屋かけむり一条

スポーツカートンネル抜けてまつしぐら
功

″

士

奥山節子

ドイツ語で鳴く虫もありなむ

功
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ワ鴎外の生まれし町の月今宵
色のなき風に不思議の扉開く
美女と野獣と人は言ふけど

堀部比呂美

ゆったりと歩くのもよし花の下

ナゥこのコマでオセロの黒は白となり

宇宙空間ニュートリノ飛び

包みたる優しき指と夜の闇

士

美

連山はるか霞たなびく

道明寺てふその名ゆかしぐ

薄墨の花千年の命継ぐ

恵

︵於・岐阜西柳ヶ瀬羽酒︶

平成十九年五月十二日首尾

各
務

八羽曳野・羽曳野連句会ｖ

四季花尽くし三十六韻﹃女王花﹄

西田舟

西田舟人捌

これがまあかの女王花朝無残
阿部愛

西田秀

ステンドガラス薫るサフラン
コスモスに畷かれつつ遍路行く
和田澄

やさしく矯めて猫柳入れ

ナォ脇役の余生となりぬ福寿草

青空眺むイヌフグリ花

連翅のいま飛び立つや日に向かひ

白もくれん天然の美のシャンデリヤ

十二単の咲き粧ふ

花束を抱え二人は報告に
あざみ窓辺に恋唄流る

椀然とバラは笑ひつ人を刺す

自然公園卯の花匂ふ

浦島草のおどるおどるに
桐の花雲流れきて島の行く

ナゥ芥子ゆれて嬬峨の故事や城の道

夕顔の庭湯上がりの人
杜若宝恵駕かつぎ清め酒
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すすきの風を友と思ひて
月眺め何を案じる煙管草
はらはらこぼる白秋明菊
ゥ桔梗や女は老いを恐れけり

子ども夢見る小車草に

カンナカンナ若き日いかに過ごさん

解熱うれしく茶の花活ける

柊の鬼門に咲くも丸く散り

︵於・羽曳野連句会︶

心づくしの酔芙蓉かな

皿にピクルスサルビアの花
烏瓜咲いて夜蛾の舞ひをれり

平成十八年十二月九日首

平成十八年十二月十四日尾

秀舟澄愛秀澄愛澄舟秀澄愛秀舟澄舟愛秀

形式﹁四季花尽くし三十六韻﹂ について
春 夏 秋 冬 の 花 を 各 九 句 づ っ 詠 み ︑ 歌仙と同じく︑月三句と恋
二箇所を入れる︒
注

山茶花開き胸に住む恋

贈られしポインセチアに愛の燃え

葉ぼたんの渦喜び抱き
藁苞の牡丹二輪や夫婦仲

ひたぶる想ひクリスマスローズ

水仙や月白沢に映えてをり
八方美人シャコバサボテン

澄舟愛澄秀澄愛秀澄舟愛秀澄舟子子花人

両吟

さア

ち

八東京・Ｂ面ｖ

歌仙宣奎叩して﹄

指ひいやりと探る那智黒

一語して返事に間ある良夜かな
きいかち

皀角子の風からからとらちもなし

ナォ白玉クのかすかな碧朧めく

﹁おもろさうし﹂をゆったりと読む

横顔にまつはる髪の素直さよ

和風ネームのコスメ発売

居ながらにインターネットで物を買ふ

むなしき汗を乗馬マシンで

酒飲めぬ男一人の影法師
消毒液の匂ひうなじに

明方の雲の行き来のうすうすと

別れの言葉ワンフレーズで

紅葉の関に鬼笑ふらし

ファスナーを喉まで上げて仰ぐ月

ナゥ都古り九条あたりの秋の風

打ち菓子の型たんねんに彫り

ねぢ巻時計の音がしじまに

親方の前掛の紐縦結び

焼蛤の香に飽きる頃

満開の花さしかかる道の駅

秤唖什皿蓉乱朋十一一朋雷︵文音︶
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猟夫うたへる酒ほぎの唄
生きる智恵ぎつちりつまる身の厚さ

氷を割って洗ふお葉潰

ゥ尼寺に紅の梅むざと咲き

六時不断の声の若さよ

女将だけ出自心得遊ばせて
地酒の好み合ふもうれしき
庖丁の切れ味更に研ぎ上ぐる

鋼の匂ひときに腱

ささやかに祭も果てて月天に

神馬いたはり脚冷しやる
ポケットに小銭たまりて重いこと

ぽつぷこ−んの袋かさかさ

シテ無心三段の舞花吹雪
登仙の入やがて霞みて

内鈴

田木

ヤちヤちヤちヤ〃ちヤちヤちヤちヤ子ヤ

ちクヤちヤちヤちヤちヤちヤちヤちヤち

ハ富士見・美々つと連句会ｌその一ｖ

脇起歌仙﹃初しぐれ﹄

ナォ職を退き団塊世代ただの蜂

大浴場は富士が真向い
着流しに雪駄の粋の男前
あなた好みの寝化粧の眉

渡辺ゆり子

松尾芭蕉
成田淑美
後藤清美

ちちははに珍しきもの贈らんと

﹁硫黄島からの手紙﹂が賞を受け

成田淑美捌

万国旗シルクハットを湧き出でて

仲澤輝子

紅葉を仰ぎそぞろ歩める

満月へ紋章刻む扉開け

要らぬ映像消せるデジカメ

乱れては嬉し恥ずかし夢うつつ

猫のっそりと膝を下り立つ

中村ゆみ子

旅人と我名よばれん初しぐれ

佳き酒のありて月見のことのほか

坂本昌子
品田冨美子

テントの並ぶパリのバザール

ナゥ美術展水彩・油彩・水墨画

古城を模した洋菓子の店

神の使いのごとく冬鹿

白きベンチは菊の香の中

江口和美

湖の氷の解けて岸打ち

唇に歌を心に太陽を

︵於・上野

平成十八年九月二十日尾

東京文化会館︶
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灯ともし頃の数え日の辻

ゥ秋麗のジョギングコース海に沿い
﹁あしたまたね﹂と指切りげんまん

日日

春の炉端に持てなしの膳

われがちに舞い散る花のあわれなり

輝

あの頃の幼いふたり今夫婦

疑心暗鬼の老齢年金

ゆみ

大堀春野

じわじわと肺を蝕むアスベスト

観音堂に時烏間く

晉田

淑

ゆみ

ゆり
日日

平成十八年六月二十一日首

若竹のそよぎに上る夏の月

真贋間わる一幅の軸

遺産などどうでもいいと言いながら

山村美沙のサスペンスファン

花影にソーラーカーの試乗会

微笑み零し配る風船

ゆ

ゆ

春淑清み冨昌り和輝和輝春和清淑冨輝清

八富士見・美々つと連句会Ｉその二Ｖ

半歌仙﹃蓬の香﹄
成田淑美捌

品田冨美子

成田淑美
仲澤輝子
後藤清美
江口和美

母の在る処が故郷蓬の香
はやも燕の来たる軒先

観客席に沸きし歓声

逃水をスポーツカーで追いかけて

弦月へ弓きりきりと引き絞り

中村ゆみ子

ゆみ
輝

言田

和

坂本昌子

竜の潜みし淵の満々

ゥ利酒に足をとられて立往生
浮気の虫は飼いならせずに

今様の光源氏の記者会見

離婚結婚くりかえす馬鹿
命掛けマネーゲームに狂奔し

大堀春野

春

淑

ゆみ

和

日日

落葉曼茶羅彩を尽せる

清

傘寿翁ちゃんちゃんこ着て日向ぼこ

理想は上下八○二○

長旅の疲れを癒す夏料理
大川端を行きつ戻りつ
月に舞う雪より白き花の精
はるかに仰ぐ嶺のうららか

︵於・上野・東京文化会館︶

平成十八年四月十九日首尾
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八神戸・ひよどり連句会ｌその一ｖ

﹃金モール﹄
品川鈴子捌

範

水野範子
馬越幸子
勝野薫
細野恵久

初売りの農機に太き金モール

西の空には淡月残り

髭の男が歯医者こはがる

薫

幸

彼からのルビーの時計懐に

薫

幸

範

宙必

バナナ料理もいくつか覚え

宙心

範
薫

幸

範

宙必

六香庵の簾あふるる花の滝

幸

埋立て島に神戸空港

紅葉に見惚れ財布忘れる
校長の根魚釣するおよび腰

煉瓦倉庫の生まれ変はりて
盲ひたる人のフルート月の下

小流れに糺の納涼魯山人

好きな人の字書いて飛ばして

ゥ豆の木を登るジャックの身のこなし

梅見茶屋より海峡を指呼にして

子雀のまた迷ひ込む自動ドア

すず菜逃げ出す古き俎

仙

園児ら並びしやぼん玉吹く

遺品の中にカップラーメン

ナォ見上ぐればマッターホルン霞みゐて

メダルひとつに国中が沸き

柴犬に将棋仇の名を付けて

てるてる坊︑王ゆれる軒先

予後なれどちびりぐびりと松葉酒

身八つ口よりちょっと手を入れ

追伸に含みをもたせ和紙に絵を

臥薪嘗胆今は遠くに

生薬の冬虫夏草夫のため

観月の港をはしる巡視艇
言ひ訳もせず秋の夕暮

渡米みやげにビッグ商談

ナゥ廃線のトンネル抜ける鬼やんま

外務大臣マンガ愛読

﹁元﹂安もＢＳＥも棚に上げ

広き河口に春の潮満つ

この街にモスクもありて花御堂

竹

昭

下

︵於・ＫＣＣハーバーランド連句教室︶

平成十八年一月十九日首
平成十八年四月二十日尾
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歌

恵幸範薫恵薫範幸恵薫幸範昭恵範子幸恵

八神戸・ひよどり連句会ｌその二Ｖ

追悼歌仙﹃誰待つと﹄

誰待つと言ふでもなくて花の下

品川鈴子捌

森田蓉子
小原みどｈ／

野口喜久子

蓬大福香りほんのり

猫の子は懐く間もなく貰はれて

のらりくらりと云ひ訳上手

ナォ春雷に眉の片端剃り落す

新幹線で富士を見ながら

再編の私鉄はどこがどちらへと

顔見世へ阿国の像は裾を上ぐ
卿が跳ねてはすざるトロ箱

大入の俳譜興行酒蔵に

万の言葉に勝る微笑み
旅先に夫婦茶碗の品定め
単身赴任待てど戻らぬ

シーサーの尾つぼとがらせ月に吠え

折紙細工老の指より

賑やかな虫屋上に棲み
ナゥ高原の自然薬局鳥兜
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岩田登美子

大井邦子
中田寿子
河村泰子
田中千代子

壬生狂言の檜舞台に

宮参り金の縫取り木実紋
女楽てふ琵琶に魅せられ
頬丸き志功の飛天花明り

平成十八年五月二十五日尾

平成十八年四月十三日首

︵於・椹諏蝉膣教華経礎諏嘩匡バランド教室

…

も

村

思ひのままにならぬ筋書
月さやか小舟をゆらすつづれ波

秋扇には見覚えの文字

山口杏子

ウベレー帽紅葉の寺へ旅続け

心伝へる言ぱ失ひ

細野恵久
中島節子

長谷川鮎

岡本幸枝
木村美猫
竹下昭子
平川倫子

谷泰子

角谷美惠子

今はただ静かに夫を恋ふばかり

最上階のバーの止り木

高槻のぐろつけ句会無事に済み
パオ

行方も知らぬメール発信
旱草包の眠りに月やさし
ふくれっ面ほど高い蘭鋳
ハーブチョコ舐めつつテレビ佳境へと

木目くっきり螺旋階段

二代目の枝垂桜も咲き初めて

望遠鏡で覗く鳥の巣

冶場橋倉本田野

田川

繁赤照正一か範

河

克鈴

鍛弓高大山藤水

村品

彦子杏み喜千寿泰登邦蓉子松葉也恵め子

八神戸・ひよどり連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃トナカイ﹄

小原みどり

品川鈴子捌

電飾のトナカイ翔ける大聖樹

合唱団の子等は着ぶくれ
大井邦子
森早和世
森田蓉子
品川鈴子

北のオーロラ届く絵葉書

ナォ間こゆるは茶沸かし鐘か霞む山

げん

験を担いで右の足より

芝居着の裾濃に銀糸刺しの鈴

一夜庵にもあまた雪折

ここにきて身動きならぬ年の市

や

老いらくは想ひの丈を金釘で
やけ
妬きて自棄酒癖となりつつ

たてがみの如き長城月まどか
ハーンの墓にひよろり白茸

訳ありの恋患ひに救急車
信号無視の付けは大きく
み

早
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雑踏に金の鎖を探すらん
百五十戸が同じ番地に

鴉つぎつぎあさる櫓田

望月に離郷の頃のこころざし
ゥ手作りを秋振舞に持ち寄れば

秤雄廿皿舛叶二卵一十峅朋澪︵文音︶

目借る蛙に合はい算用

吉の報せをいまかいまかと
再びを約しおひらき花の句座

いぶ

文化財にて懐されし梁

ナゥ新蕎麦を平家の青にもてなされ
早

島々をつなぐ吊橋堅琴めき

邦
蓉

早

鈴

ハープ

窓へのつぶて君の誘ひか
体温を寝台に残し帰る朝

鈴
邦

くツレト

お化け草紙の伸びる売り上げ

屋号で通る先祖代々

あぜくら

経文の版木ぎっしり校倉に
旅に出る思案いく度も夏の月

モヒカン刈の石頭とて

早

み

蓉

途中からひとり加はる花の宴

邦

息もつかずにビール飲み干し
フリーター博士課程に籍を置き

瀬田の蜆を飯に炊き込み

鈴み蓉邦早み鈴蓉早邦鈴み早蓉邦鈴み蓉

あふ

人神戸・ひよどり連句会ｌその四Ｖ

よ

品川鈴子捌

やみ廣し
あふあふよあ廣よふふ廣あよ廣子子
子

歌仙一走り梅雨﹄

青大将ののぞく玄関

走り梅雨重たくなりし古ミシン

ゑのころ草が庭先に群れ

ナォ春炬燵ところせましと物を置き

また確かめる預金残高

合併の市長候補に担がれて

接待づかれ朝昼は粥

明珍の火箸風鈴響き合ひ

鼻緒とりどりビーチサンダル

職場では知らぬものなきペンネーム

カメラにかざす婚約リング

通へども何ともならぬ銀座ママ

最終電車またも脱線

絶壁に瑞雲の湧く月今宵

二科展までもお供たのまれ

ナゥ参拝の帰り秋刀魚をまとめ買ひ

空巣の噂ぱっと拡がり

通訳を抜きて政局語り合ひ

塵ひとつなき哲学の道

花の下銘酒菰樽積まれたる

神
田

山
崎

の

辰

︵於・江戸東京博物館︶

つひに見つけしまぼろしの蝶

平成十八年五月十四日首

平成十八年七月九日尾
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駅近きオフィス街の静もりて
お上りさんは地図を片手に
ひっそりと算盤塾を月照らし
ワ湯あがりのほてりの灰か秋袷

すねてもつれしままの初恋
小布施の菓子をそっとさし出す

数独にはまる夫の艶ぱなし

先生が一番先の句会場

戦後終らぬ基地の島々

月渡る犬の遠吠え寒ざむと
結珈跣坐して留まる冬蜂
旅さなか血圧計とにらめっこ
カラオケルーム酔ひもほどよく

花降らし鴉は何を争へる
山の端越えて消えし連凧

岡市内三
田橋藤輪

の辰廣ふの廣のふ廣辰ぶ廣よふ辰よ廣見

八神戸・ひよどり連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹁跣の子﹄
品川鈴子捌

ナォ石鹸玉ビルの谷間を悠々と

四十年ぶり皇子の誕生

税金と年金の差にギブアップ
パソコン嫌ひ今日も墨摺る

いざといふ時甕のすつぼん

博士号あれどひっそり路地裏に

夏枯の寄席嗽し賑やか

羽衣の見つかるかもと富士登山
木津左耶子

古井公代
木村美猫

採りしもの海に返して跣の子

松の林にハンモック吊り

流し目に死んでもいいとつぶやきて

叱られし猫吃りつつ押し入れに

公

左

思ひ出の品全てバザーに
川岸にもやふ釣舟月照らす
本を片手にきのこ狩とは

皆勤賞に金の額縁

公

美

公

宝塚へと春宵の道
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月明りお国誰で酌み交す
遠き砧もいつか途絶えて

囮の逃げてなすすべもなく

ウロボットに案内される芸術祭

美

お茶の稽古をずる休みして

予約せし録画はまたも砂あらし

ナゥ菓子賭けて気合を入れる海扇廻し
公

登

平成十八年七月十九日首

平成十八年十二月十七日尾

︵於・夙川公民館︶

保育所のジャングルジムに花ふぶき

岩田登美子

左

下心にはまるで気付かず
ふくれゆく歌垣の群れ狂ほしく
よくよく見れば若づくりなり

身構へる時鷹の鈴鳴る

左

後継ぎの少なくなりし宮大工

公

左

美

朝礼前のうジオ体操

三度目は隣で停まる救急車
優等生がホームレスとは

ヘリコプター迷ひ込みたる花の雲

美

昭和基地日の丸破れて月凍つる

鰊の匂ふ北の刑務所

左公登美左公美登美左公登美公左美公左

八神戸・ひよどり連句会ｌその六Ｖ

歌仙﹃紅葉谷﹄
品川鈴子捌

片仮名ことば街に氾濫

ナォ風光る鳩ふくらみて喉鳴らす

ストレスだらけまたも肥えぎみ

海外に留まって絵に打ちこむと

月に輝く池のさざ波
緒方喜代子

野口喜久子

新聞の字がぼやけ眼科へ

たぐり寄せしっかり結ぶ赤き糸

出勤に幼馴染とすれ違ひ
選り好みして未だ独身

考へてゐる蚊柱の芯

一条の行者滝にて深山裂く

ぬくめ酒少しすこしと廻されて

岡田禎子

谷泰子

歳を取っても歩み溌渕

泰

旅の鞄に添へるままかり

靖国の神落ちつかぬいつ迄も
取材がてらにテニス楽しむ

老の指より千羽鶴生れ

ナゥえつとあれあれて何です林檎むく
泰
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橋の名のバス停続く紅葉谷

竹垣の筒にすっぽりかたつむり

代

越天楽佳境にいよよ月は澄み

ランプの宿に吊す青蚊帳
ワ飼犬と夫の会話に佇みて

禎

一塁宮

秘めし想ひに夜ごといらだち
淨士にて待つゆっくりと来よ

禎

ちょっとこいとて褒める小綬鶏

花万朶ゆっくり曲がる川堤

童口

新宮は高野の槙をおしるしに

代

雨しとど濡らしてならじ手紙抱き

やんちゃおきゃんのいたづらが過ぎ

泰

︵於・柿衞文庫連句教室︶

平成十八年九月二十二日首
平成十八年十月二十七日尾

禎

冴ゆる月大道芸に人だかり

禎

一塁宮

写真に残る若人の笑み

雪だるまさへ眉をつり上げ
新庄の札幌ドーム揺れにゆれ

泰

代

花ふぶき車の窓に貼りつきて
補聴器とらず眠るうららか

泰喜代禎泰喜禎代喜泰代禎泰喜代禎泰喜

八神戸・ひょんの会ｖ

歌仙朝
﹃顔
﹄

ナォ鐘霞むゆあ−んゆよ−んと撞木揺れ

しぶきもあげず競ふ遠泳

み

サーカスを観に遊園地まで
祭には象をブーケで飾りやる

あひたいじ

し﹂身ご

な

人恋はばおのづから抱く歌境にて

こはもて

強面
が氷金時崩しをり
かじめ
見みケ
〆料を挟む腹巻

鈴木漠捌
服部恵美子

相対死にの美学とは何ぞ
かうぞり
髪剃を終へて色なき風の中

あひ

鈴木漠
宮崎鬼持
松本昌子

月はどちらと位置を確かめ
星座図に親しむ灯火明るくす

いざな

朝顔や螺旋に開く間の垣
万象映し澄みわたる水
古町の月が誘ふ唄もなし
虫集くなか鉄路光れり
恵美子

嘆きの壁をテレヴィにて知る
ナゥ山眠る絶滅危倶種朱鷺もまた

すだ

幸福はむしろ身近な起居の内
つつがなく過ぎ夕映の尾根

昌子
鬼持

あなうら

を

いのち養ふ寒卵食す

軽い卵一十吋叩函︵文音︶

ひさ

参道脇に喬ぐ草餅

＊

最果てへＧ
ＰＳに導かれ
ありか
秘湯の在処探し当てたり
しみせ
花更けて乾ほ店
畳む寅次郎

秤峨什
略︒

鬼持
昌子

漠

恵美子

昌子
鬼持

漠

恵美子

鬼持
昌子

漠

恵美子

昌子
鬼持

漠

恵美子

鬼持
昌子

ＧＰＳ・哩呂塾冒切三○昌侭望里①日︵全地球測位システム︶の
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漠

冬の韻律蹄に間き

恵美子

ワ霜柱うす紫に匂ひ立つ
糸電話にて好きと告げたり

馴初めのエピソード沸く披露宴

漠

いきた

鬼持
昌子
漠

びろ

恵美子

海の家では帽子つば広

亡き姉の幼年絵帖出で来る
気がつけばバルコニーより覗く月
ヤー・チヤイカ

宇宙旅行も夢でなくなり
一﹂

﹁私は鴎﹂以後を女性は凛として
と

昌子
鬼持

基﹄

鯨ける目も鋭く春宵の娘ら

漠

恵美子
ふロ匂ここ

アンテナとなる鰍篭の綱

じゃんけんで花いちもんめ婚成りい

＊

町田順風捌

玲順みシ玲順シキみ玲キ順シ玲みキ順シ

八東京・風蘭社その一Ｖ

若尾よしえ先生追悼

歌仙﹃盆の月﹂

かそけき音に桐一葉落つ

師の黄泉路明るく照らせ盆の月
文化祭ガラスのオブジェ飾られて

シズ

小林静司

みよ

団塊世代嘱託の憂き

ナォ男性の料理教室和やかに

追分を渡れば可愛い地蔵尊

順風
静司

飲酒運転平に御容赦

近松はどれも法度の恋ばかり

キヨコ

叩ン︾ン

キヨコ

順風
シズ
順風
みよ
静司

キヨコ

玲子
みよ
シズ
静司
玲子

駆け落ちおいで過疎の村まで

半夏生色よく咲ける庭の隅
ひらノ︑ゆれる蛇の脱殻

ボリュームを上げて選挙の車行く

憲法をどう変えて行くのか

月の庭爺と孫との糸電話

冷やりとしたるゲゲゲ鬼太郎
ナゥ盗作で訴訟沙汰など肌寒し

穴の空いたるジーンズの膝

駅前のスクランブルの交差点

弾き語りへとコイン暖か

叡山を散って来たのか花吹雪

さざ波寄する東風の湖

︵於・東京都世田谷梅丘会館︶

平成十八年十月十五日首
平成十九年四月十五日尾
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メトロを出でて探すバス停

雲を払いて夏兆す山

コンビニのソフトクリーム好きな子等

ゥ草を喰む牧場の牛の優しき目

ヨ
ヨ
ヨ

旅の途中の足湯楽しむ

行く先が一諸の女と地図広げ
ハートときめく君のひと言

岩壁を照らす月影千鳥啼く

校舎の窓にからむ枯蔦

北京五輪へ夢賭ける人

防衛庁省へと格の上りたる
羅終えて静けさ戻る魚市場
ハミングで行く春の坂道

塀の外へと消えし白蝶

咲き満ちし花に面影偲ぶらん

成川茂町小
田澄田
田野

子風よズ子風ズコよ子．風ズ子よ．風ズ

八東京・風蘭社ｌその二Ｖ

若尾よしえ先生追悼

歌仙﹃花詠み継がん﹄

生まれ変り花詠み継がん花愛でて

蝶よ蜂よと噸りの中

カタ

石彫の形整いて窓の東風
教授ひと言クラブ活動
水質の検査に汲みし月の池
ボランティアで心爽やか
ナカ

ゥ早稲の穂の実り豊かに黄金色

赤岳央に八ッの連峰

・ンヨウイ︲ン

正調を音譜に記す馬子唄を
相依りてよりいつか恋仲
松陰の社で式を挙げんとて
猫がじゃれ合う暖炉赫々

靴あとの著き雪原月碧く
昨日の夢は何の前触れ
声高に三選知事のインタビュー

首都の移転に賛否かしまし
古里の傘寿の母とすみれ摘む

温泉玉子剥いてうら魁か

小林静司捌
故若尾よしえ

茂田キヨ子

小林静司
町田順風
小野シズ
成田玲子
川澄みよ

順風
静司
キヨコ

玲子
みよ
順風
シズ
静司
玲子
シズ
みよ

ナォ春愁をピアノセラピー癒されて

潮の香りを運ぶ浜風

オトコ

漢想う写経の筆の乱れあり

太極拳は緑陰を選る

三十一文字の愛のつれづれ
バケガク
化学のフラスコ沸かす汗の顔

蝮酒われには利かず妻に利き

秋鰺穴場釣りの情報

ざわわざわわと畑渡る声
琉球の首里城世界遺産なり

キヨコ

シズ

順風
静司

キヨコ

みよ
玲子
順風

シズ

静司
みよ
玲子
順風

小説はいよ猶佳境に夜半の月

煎り銀杏がはぜる音して

ガラスの瓶に硯磨る水

シズ

みよ
玲子
静司

キヨコ

ナゥ山二つ越したる先は永平寺

好きと言う耕のもんぺよく似合い
サンダラボッチに雛を乗せたる

笙の音色を運ぶ春風

極楽の花の盛りを知らされる

︵於・東京世田谷梅丘会館︶

平成十九年四月十五日首尾
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八裾野・富士裾野ひよこ連句会ｖ

歌仙﹃宗祇眠る﹄

いちはつ

宗祇眠る雪解の富士の裾野かな

御霊鎮めん白き鳶尾

朝茶の湯銘ある茶碗とり出して

小林静司捌

碧い瞳も和服似合いて

ナォ良き友に一句乞わるる春の興

翔びたつ鳩の羽音凄まじ

薙刀の掛声凛と神の前

日焼親しく船で手を振る

明易の夢にまみえし君なれば

馬駈けてくる広き牧場

胸板の厚きにクルス光りいて

国盗りの昔を今に手綱武者

小林静司
中村雄爾
田口明子
宮原うた子

ナゥ菊の酒上戸も下戸もならいとす

とき

ゥ一と竿の稲掛けてゆく手の早さ

風とたわむる苗代の水

一と隅を照らさん花に心して

火渡り行者呪文唱えつ

幸せは山の彼方に棲むと言う

お伽噺を孫に聞かせる

包み開けば茸弁当

ナイターの月下親善始球式

市町合併新市長です
鈴木芳子
吉住達也
大庭初江
鈴木玲子

芳
明

︵於・東西公民館会議室︶

平成十八年五月十四日首尾
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久々に逢う遠来の客

二人のコンビ仲も深まる

長田友子
吉住直子

孫の画く鴇色の月目鼻あり
とんぼ捕ったる蟷螂の技
予約席愛のランプの灯り初め
ソナタの調べ胸に沁み入る
にぎりしむ嬰の手意外力あり

爾
司

落葉の苑を乳母車行く

高木千代子

せきとくしゃくもん
尺
續の釈文会得寒の月

書斎の窓辺父を偲びて

芳

芹沢充寛

た

村長は四期にわたり私財投げ

箱根用水田畑潤す

花大樹色とりもどす朝ぼらけ
河豚供養する準備おさおさ

寛司爾直友代玲明江也た寛直友代玲江也

八神戸・ふらノ︑たるｌその一Ｖ

歌仙﹃海風を入れ﹄

半袖似合ふウォーカーの連れ

藤井木良捌

田寺舞
高階和音
水堂栞
池永英沙
藤井木良

堀瞳子

ナォ文人と紅茶たのしむ弥生尽

螺細細工の舶来の卓

船旅の世界一周早半ば

右に傾げば右の盃

先代は金魚売りから身を興す
歩荷志願の男の子ぞくぞく

供華ひとつ置かれてゐたる遭難碑

歯形くっきり残る二の腕

ョ−チンの塗れぬ心の病にて

マリオネットの影の揺らぎつ

夕月が低き軒端に落す秋

蒔ひろげて椎の実を干す

ナゥ故郷の香りただよふ日を握り

特産の売場増設また拡充
未黒転がる段ボール箱

タレント上り知事の顔して

拾ひたる猫の花片拭ひやる

栞
良
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海風を入れ初夏の書院かな
墨磨りをれぱ笹の散る音
少年のまぶたに腱重たくて

忘れられたる縁の茸籠

望月に小簑を猿が引きゆけり

舞

垂日

手も足も出ぬ恋のからくり

ゥ新米を炊けば煙が目に染みて

沙

瞳

摩天楼まで長き道程

偶然のきみまた夢に竜田川

食料自給率を議題に

たんぽぽ吹けばふはりふはふは
沙

ハンドルをどう違えてかニュデリィ

栞

八雲神社の木菟を聴く

瞳

舞

秤輌什皿蓉唾朋十一Ｆ即函︵文音︶

冬月は擦った操んだと昇りつつ

無邪気なる児の眠り深くて

良

幸日

廃屋に鬼女棲むといふ声しきり

毛蔑に欠伸こらへる花の昼
春の愁ひのギター爪弾く

沙瞳栞音良舞音沙舞良栞瞳舞良栞瞳音沙

人神戸・ふら／︑たるｌその二Ｖ

半歌仙﹁稻の花﹄

昼とは言へどすだく虫の音

堀瞳子捌
瞳
和

青空に浮く雲白し稻の花
するりと解けぬ小鼓の紐

栞
舞

子
音
舞栞瞳音栞瞳舞音栞瞳舞音栞瞳

聞香の座にをり月を待ちつつに

水音激し室咲の薔薇

秤鰄什

辱い朋十私叩密︵文音︶

−248−

襟巻の楽屋裏へと押し合ひて
ゥ山中の垢離場に残る沓のあと
焔の色うつす茶碗手にのせて
冥土までもと注しつさされつ

後継ぎの嫁取り婆が口挟み

都大路の妙に静けし

断りをメールで済ます現代派

夏の霜熊野詣の足さすり
ビキニで入る判官の湯に

海に日差の残る春宵

石鹸を見知らぬ人に貰ひ受け

羊の毛刈る少年の背ナ

ひとひらの花の雨享くたなごころ

田高水堀
寺階壁

八仙台・北杜連句塾ｖ

半歌仙﹃シリウス﹂
松ノ井洋子捌
松ノ井洋子

垂石よう子

谷田部弓子

シリウスは天に二夜の風邪籠り

はや雪兎解けはじむ頃
進水の船歓声に送られて
吹奏楽の勇みうち添う
て

よ

熊坂昌子

秋田てる子

暗転に書割の月ぽっと浮く

街角流る焼栗の煙

ぎしぎしとアパルトマンの昇降機

夢追う彼を支え続けて

弓

よ

洋

て

曰日

ヨワ

丘の斜面に譽粟坊主揺れ

ワ教会の扉清めし諸聖徒日
異端の思い深くなりゆく
老画伯眩しき裸身愛おしむ

月涼し写経の墨を磨りはじめ

弓

て

よ

日日

利子はグレーのノンバンクなり
泪目のペットショップのチワワ犬

千鳥足にて殿の御帰還

日日

隠し湯に花の散り込む出羽の国

策の山独活土つきのまま

平成十八年二月二十八日首

︵於・北仙台コミュニティセンター︶

平成十八年四月七日尾
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八仙台・北杜連句塾襲ｖ

半歌仙﹃冬︑

の蝶﹄
高橋玻斗子捌

佐藤千枝子

山田史子

高橋玻斗子

雪囲とて梯渡せ︑る
鈴木良子

老木の洞の湿りや冬の蝶
ぴくりと耳を縁のとら猫

成長をキャッチボールに受けとめて

枝

佐々木嘉宇
史

芸術祭のテープカットを

枝

白焼きの壺に写せし今日の月

乙女の視線かるく流して

ゥ鎌納め乱れ太鼓の響動たる

玻
宇

ともかくも料理上手が決定打

史

枝

宇

北の海には幻の鰻

身籠る予感茶柱の立つ
一針に祈りを込めて繍佛

イヌイット短き夏を月の宴
傷んだ壁を白に塗り替え

良
史

〃

枝

支援の輪拉致の記憶をうすれさせ

宇

唇市の現れし船は逆しまに

花最中大往生を遂げし父
酒振舞えば鳴く告天子

平成十八年四月十二日首
平成十八年五月三十日尾

︵於・山田史子宅︶
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八東京・ほほほ連Ｉその一Ｖ

歌仙﹃夏の鶯﹂

ナォはんなりと雲流れゆく竹の秋

Ｍ＆Ａすでに茶飯事

手術の傷のまだ癒えぬまま
監督は僕には野球しかないと

思い出の故郷調に包まれて

好みのハーブ入れし冷汁

小舟浮かべて怪魚追いかけ
定年の夫のネクタイ徽めける

和田忠勝捌

鈴木山波
和田忠勝

払暁や夏の鶯膓たけて

滴りの宿石走る渓

後朝にふたり黙って見つめ合い

平良木遊虹

人形つくる職人も減り

舞姿静かに気迫こめるらん

外へ出してと猫は擦り寄り

大城里水

和田ひろ子

うたた寝の夢ビルに初虹

細やかな心遣いの溢るほど

首相交代決まるやや寒

迷うこと多かりし季に月やさし

本屋立ち読み俄勉強

伊東あさぢ

大久保風子

賢治の料理店の看板

什皿嘩岻恥一十壮叩密︵文音︶

入園式は一家揃わん

開花日を我にもあらず数え居て

秤
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十三夜少子対策市町村
垣根に沿いて実るほおずき
ワイン通口に含みてにっこりと

波

森脇甘蘭
岡村糸子
竹崎梨野
宮澤うか

再婚と聞き鈍る決心

勝

ゥ迎え火を焚くボランティア頼まれて

銭苔憎し士こそげとり

虹

ナゥ初猟の現場はみんな勇み立ち

老樹退陣凍裂の音

伽羅の香を残せし人を忘れ得ず

Ｗ杯終わりしピッチ月冴えて

梨

卒小

蘭

か

土産選びも旅の楽しみ

杜の中赤い鳥居を数えつつ
嵯峨野の茶屋に似合う草餅

花を追い満ち足り顔の親子連れ

蘭虹波ぢ風虹ろか梨水蘭糸勝波ぢ風水ろ

八東京・ほほほ連ｌその二Ｖ

歌仙﹃除夜詣﹄
除夜詣砂利噛む音も真新し

鐘冴ゆる中手水汲む袖
寒稽古弓弾く姿凛として

和田忠勝捌

ナォ池ポチャのボール突っつく残り鴨

ホストの世界仁義厳しく

右翼くずれのインテリの甥

女人にはくだけ過ぎない慰勲さ

実感のない景気回復

お神蕊に何托せしか二人連れ
鈴木山波

父の好みで牡蠣の味噌鍋

溶けとけて手直し急ぐ雪祭り

写経講座も筆選びから
勅題の月に波寄す香被紗
虫集く堀いつか鎮まる

その齢迎えて気づく悲しみに

和田ひろ子

岡村糸子
竹崎梨野

平良木遊虹

モノレール窓の向こうに望の月

大久保風子

逸れた鬼の手受ける客席

ナゥ村芝居見慣れた顔に祝儀投げ
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携帯メール絵文字行き交う
紅葉の茶屋でたのむ旅蕎麦

伊東あさぢ

宮澤うか
森脇甘蘭

ゥ銀やんまめがけて仕掛け投げる子等

若きリーダー目元清らか

大城里水
和田忠勝

背の丈は肩に届かず手をからめ

ジゼルは皇子の胸に抱かれ

光りあふれて野の道は春

隠しごとやがて大きな疵となり
さよりのごとく清くありたし
散ることの美しきも花の喜びに

山裾の城に響けるファンファーレ

ろ

波

什皿雲一助一︲即嘩︵文音︶

交わす杯高々と揚げ

虹

糸
野

風
か

秤

長旅・のヨットをつなぐ月の海

カロリー過剰夏痩せは過去
ワンちゃんのしつけ教室大人気
シルバーパワー利用する智恵

四世代春属揃う花筵

ぶらさがり凧佳き系譜笑み

虹ろ波勝水ぢ蘭か風野糸虹ろ波勝水ぢ蘭

ハ伊勢・勾玉連句会ｖ

歌仙﹃お木曳﹄

はるけくも航く沖の帆船

ナォ緩やかな坂は海辺に南風

古い紬を粋に着こなす

辻棲の合わぬ言訳エンドレス

藤岡よし子

しばらくは王朝絵巻雛の間

藤岡よし子捌

ョイヤサーお木曳き進む伊勢の夏
山口龍一

故郷でしばし酒酌む啄木忌
羽の国を出て越に至りて

エステ通いの付けは亭主に

肥満いやせめて豊満ならいいわ

木遣り涼しくいさぎよき衆
小林静司
小西澄子
西村幸子

良夜には稲穂のうねり輝きぬ

ゥもてなしは母直伝の栗の飯

香をくゆらす離れ空間

秋の叙勲の噂ちらほら

薮をつらぬく鶯の声

名月にやさしく笑める埴輪の眼

よ

ナゥ世渡りにかかわりのなきちちろ聞く

待ちわびし甲斐ある孫の宮詣
キーホルダーの蛙ゆらゆら

明日香の春を惜しむひととき

花吹雪シテ引く拍手橋懸り

秤雌什皿鉾弛亜一汁柳叩麗︵文音︶
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稿起こす滴る山を窓にして
負けじと競い魚の遡上す
ヴィオロンの音にひたる長き夜

司

物理学科の師弟面々

幸

澄

二人で掬う愛の星砂

よ

硬派かと見えてハートは燃えており

思い出は夢にやあらん波の音

終相場は穏やかに過ぎ

司

司

よ

澄

浮寝鳥ひと固まりに月浴びて

幸

金剛力士睨み立つ寺

門を閉ざして街に帰らん
余白にも残りし記憶日記帳

衝動買いの初鰹下げ

花若葉ライトアップのバスの旅

幸司一よ澄幸よ澄司一幸よ澄司一幸よ澄

八松山・松山連句教室Ｉその一Ｖ

歌仙﹃薔薇練乱﹂
井上弥生捌

新人賞を受ける会場

流暢なスピーチ時を忘るらん

単衣の袖に孕む涼風
吉金白Ｈ

永井政

有光静

戒能全シ

井上弥

ほのぼのと昇り初めたる望の月

松永山山

うそぶ

仲人役の長い紹介

ナォ俎板で大欠伸する桜鯛

抱きしめてみたいものだよあのおぼこ

ドラマのような華やかな恋

原爆投下甦りたる

ふつかよい

五月雨に癒されている宿酔

お早ようといってらっしやいくり返し

両吟歌仙やつと巻き揚げ
菩提寺へ掲額話まとまりて
今日の献立何にしようか

トロッコ列車いつも満員

月影をひとり占めする露天風呂
ここかしこにてすだく虫の音
ナゥ落鮎を老いも若きも競い釣る

次々とイベント行事企画され

朝の散歩はモデラート調
散る花にまみれて匂う花衣
名残惜しみつ雲に入る鳥

平成十八年六月三日首

平成十八年六月十七日尾

︵於・井上邸︶
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薔薇線乱曽孫抱く夢遠からじ

白砂洗い匂う秋汐

ゥ猪の食い残したる甘藷を掘り
ゆ

詮方無いと笑いとばせる
金婚の旅を言祝ぐ有馬の温泉

お前貴男で子供三人

クレジットカードがないわ呆けたかな

鍋焼うどん七味かけすぎ

ノ︑ちよう
寒かん苦
鳥月に嚥く神の留守
自民公明数でごり押し

容赦なく路上駐車を取締り

盲亀浮木と揮う彩管

花に酔い﹁はこや﹂の踊る先斗町

朧おぼろに今日も暮れゆく

由静白政弥多由政弥静白多紀水子夫喜生

由弥静白政静政静由白弥由静静政白弥静

勝由政弥

八松山・松山連句教室ｌその二Ｖ

多白

井上弥生捌

松松永井
水永井上

歌仙﹃新樹光﹄
めまふ

回生の眸に眩しかり新樹光
耳を澄ませて聞ける残鶯
じようざげざ

お抹茶に老舗の和菓子添えられて

上座下座なき久々の句座
名月に天守小天守くっきりと

ナォ廃校の庭のブランコ風に揺れ

むなうち

思い出ばかりよぎる胸内
憲法の九条だけは護りたい
獅子文六がつけし餅の名

涼しげな浴衣姿にひとめ惚れ
ぽとりと落つる手花火の玉

おきど

長生きをしてねと孫のメールあり

かけた眼鏡の置処尋ねる

山猿といっしょに入る秘湯にて

懸賞金のつきし犯人

しずまりて月影淡き神の森
菊酒好む趣味のグループ
は

とくに

ナゥテノールは美しき歌曲も爽やかに

絵葉書いつも外つ国の城

団塊の世代というもまだ若く

琵琶湖湖畔にのぞむ競艇

はらはらと散る花なくて惜しむらん

春の袷のうすき紫

平成十九年四月七日首
平成十九年五月五日尾

執

︵於・井上邸︶
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団栗独楽で遊ぶ幼子

ゥ貼り替えし障子ににゅっと足が出る

震度六とはすごい大揺れ
来ては駄目奥の八畳入らずの間

恋は魔物と人の言うなり
ふる里へ夢を求めし飛機の旅

海の碧さに心ときめく

茎漬の重石傾く月明り

餌をさがして熊がうろつく
学僧がずらりとならぶ座禅堂

記念写真の顔は豆粒

さわらび萌ゆる散策の道

この峡の千本桜一望に

戒吉
能金

由政多弥政喜水弥政勝由政弥由政紀子生

筆白多由政弥白弥由政弥白多由政弥白多

八東京窓連句会ｖ

歌仙﹁春の暮﹄

杉浦喜久代

小林和恵
野口敏子
深井玲
菅野陽子
倉橋澄子
鈴木アヤ

内田さち子捌

仲良しの二人まだ来ぬ月の宴
和風サラダに貝割れ菜添ヘ

白濱節子

もう讃まぬ本箱に詰め春の暮

世界周遊豪華客船

ナォ逃水を追ふ犬とゆく野は真昼

民宿戸口に﹁今日有房﹂

戦サ世の記憶それぞれ抱へつつ
百年たったら誰ァれもゐない
トンネルを出れば彼方に冬の虹

同姓多き山間の里

家系図を前にたぢろぐ成上り

紅白帳幕トラックにかけ

新しき本麻しとねさらさらと

手だれの權に追分を乗せ

月待てばややに瀬音の高まりく

有機を誇る新籾の嵩
代

築地たどりて斑鳩をゆく
楽しみに半ばは残す袋菓子
おみやげ屋とふ店並ぶ道

ナゥ大見得で台訶のつまる村芝居
玲

み仏のかすかに笑みて花の寺
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いつぷくの目に海巣の紅
螢烏賊愛しき光放つらん
宿の座布団少し色槌せ
ワ団塊の我に定年虫すだく
雨は降らねど品さだめして

シャンデリアハープ爪弾く淡き恋

陽

内

田

︵於・東京女子大学同窓会館︶

平成十八年六月十日尾

平成十八年四月二十二日首

終の泊は夕霞して

敏
代

寝酒はいつも博多白波

高月三世子

奔放な真赤な薔薇にむせかへり

こけら落しの﹁天地創造﹂

発射待つスペースシャトル月寒く

敏
陽

百四歳繪を描きつづけ﹁まりさん﹂逝く

好みし帯は柔き半巾

代

玲

御身拭して心すがしく

灯に映ゆる銀のひら花吹雪

さ

ち
子節代澄世陽ヤ澄代陽世代陽玲恵世ヤ節

繁千
美

八神戸摩耶連句会ｖ

原野

喜昭秀

佐野千遊捌

原崎井

非懐紙﹃龍となり﹄

畦道に添い曼珠沙華咲く

龍となり飛天となりて秋の雲
晩酌は菊謄にて︒呑み過ごし

袖垣の上雪の降りつむ

古丹波壷の釉のあざやか
寒々と印刀光る夜は更けて
今朝の化粧は少し濃い目に

トランプのひとり占いきりもなく

赤く燃えるはサソリ座の星

ハネムーン見送って来し海の色
橋の上うちわ片手に行きもどり
カーネーションを病気見舞に

青いリボンを付けし団体

一望の窓のかなたの飛天場
笛の音にさっと寄りくる奈良の鹿

薄紅葉して神事はじまる
腰かけて揺らしてみたし三日月

潮路はるかに龍宮の門

桜貝拾うて旅の思い出
蓬だんどの味のよるし

平成十八年十月十日首

きに

平成十八年十一月二十四日尾
︵於・神戸市男女共同参画センター︶
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藤佐
河野岩

秀繁喜千昭秀繁喜昭秀千繁子子子千子遊

昭千

八丸亀・丸亀連句会ｖ

歌仙﹃年忘れ﹂
なみなみと朱盃めぐるや年忘れ

千両活けし床の間の壺

今うた

今井水映捌
今井水
河野素
鎌田耕
広谷圭目

ナォ寄り添へる牧の仔馬の甘えぶり

偲べば遠き故里の町

延年の舞で越えたる安宅の関所

夜行列車で旅を愉しく

シャンツェより一気に滑る爽快さ

北の狐のつけし足跡

アリランの唄は悲しき国境
繪空事でも老いらくの恋

でも私八十路の唇に紅をひき

ハンカチ王子燃ゆるスタンド

酒蔵の黒壁伝ふ月白し

句を催せし古都の富有柿

ナゥ秋冷えに着更への色を決めかねて

明日は遇へるか遠来の友

かほ

バーミャン遺跡に残る佛足が

孔雀明王穏やかな玉顔

こぼ

篝火にはらりと花の零れ落ち

蒔繪の椀に鎮む蛤

執

平成十八年十二月二十日首尾
︵於・丸亀市望城書屋︶
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口上は朗々として響くらん
︑７ろ
島の老医と烏鷺を楽しむ
たそがれに弦引き絞る繊き月

雑木紅葉の坂登りゆく

ゥ道の駅木犀の香の風に乗り

詩口ずさむ鎖骨透く胸

清純な心も迷ふ思案橋

天の声てふ談合ばかり

復党はにんまり刺客泣きっ面

綾取縫れ母を呼ぶ児ら

帰省子にはらから集ひ月の宴
穴子の鮨は刀自の手づから
回顧するおまけ人生雨読の日
モーツァルトの調べうつとり

先達は鯉か河童か花筏

春の堤を日傘洋傘

映仁石人映仁映石人映仁人仁〃石仁人映

筆映〃人石人石映仁石人仁石映仁人映石

八三重・三重県連句協会ｖ

三重連句協会設立十五年記念俳譜之連歌

水上バイク飛沫巻き上げ
羽化終へし蝉の動かぬ月の庭南草

殉死いとはい武士の墓

池田利一

吉藤一郎

木村ふ声ワ

風鐸にあらず笛の音にもあらず

田島竹四
田島もり
黒沼葵邸

百韻﹃伊勢俳譜﹄
初折田島竹四捌

誰よりも花の陣とりいちはやく

坂本ミヨ子

イナバウァーに酔ひしれる刻

二の折瀬野喜代捌
三の折西田青沙捌
四の折岡本耕史捌
松濤軒五世小林静司宗匠加朱

生きて帰れよ拉致された人

出口一占佃

西岡美代女

廣波青

赤い帽子の園児遠足

故

元の相場に米の圧力

新聞の読めぬ字を引く電子辞書

一ォ莊々と霊天過去をかくすべく

伊勢俳譜語れど尽きず春の雨

岡田美代子

筒井安子
岡本耕史

ウォン

五十鈴

山村としお

山本みほ
豊住敏子

大智院

峰割れの特効薬を届けられ伊賀
雪の多度山あつき鯉濃
中北ひろみ

お出かけ前の化粧念入り

フェスティバル周期恵まれ四温晴

鋤ねて甘えて焦らす駆け引き

馴れ染めはそも飼犬のことなりし

山岸れい子

藤岡よし子

榊原由美

高山孝子
山口圭子

芭蕉の新芽今ぞ萌え立つ

つらつら

卒業生大きな翼賜りて
望遠鏡を据うるベランダ
白壁の土蔵につづく問屋街

鳩一列に並ぶ橋桁

月今宵酌むスコッチの馥郁と
勾玉

小西澄子

想定外の多き合併

セロの調弦耳にさやけし
ワ神奈備の山を彩る蔦紅葉

町野とし子

永田照子
奥田雅生
川本政子
杉本従子

ここにも残る平家伝説

山口龍一

恒岡弘二

なすり合ふ耐震偽装あきらかに

カーナビが無口になった初デート

水彩で描く桔梗朝顔安濃津

片山妙子
湯浅重好
多村遼

今日の月深き山檗あきらけく
中世古正郎

一ゥ素逝忌に揃ふ面々つつがなく

三澤かずみ

西村幸子
些含ノ︑練り

山根於京
野口良夫

松そびえ立つ城の内堀

心ふるはせ握り返す手
民宿に仮寝の夢をかみしめて

山菜つきのお茶漬けの味
外人の知恵も交へて町興し
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後藤秋千
瀬野喜代
田口壬都
伊串たき
風蘭奥山とみ子
岡田陽邨

城中田泰左

ニゥ銀杏散る着心地の良き紺耕蛭川晶代
青年団の議長根まはし大智院上田忠秀

涙をこらへそっと目を拭く白魚佐藤清江

うるさくて誘はれたくて迷ってる

門川に鍬を洗へぱ月おぼろ

阪君江

涙ぐみ時よ戻れと君は言ふ

カップの底に残る珈琲
春泥の靴が混みあふ歯科医院

軒下の巣に子雀の鳴く

名残狂言稽古たけなは加藤よしみ

蔵元を継ぐ婿は美男子小原みどり

携帯に恋のサインがぴぴと鳴り小田中柑子

終りの見えて投げやりになる森倭子

なによりも模型づくりを楽しみに伊藤文夫

廃線の鉄路錆びゆく冬枯れに福井栄一
父の形見の酒落た襟巻日の出増田喬子

時雨傘たためば真夜の月迅し泗楽西田青沙

友と馴染みの普茶料理店重好
座布団に悟り顔なる招き猫遼
ペルシャ渡りの唐草の柄泰左
山径を百選の花訪ね来て喜代

世界遺産の囲炉裏かこみて

泗楽伊藤千秋

誰か射る職場小町に鍔競り合ひとし子

堀ォ腕伸ばす造船所のクレーンかぎろへるとしお

ドツク

聴充つる雲雀野の空秋千

北風が綾取りするか送電線

水谷草央
岡田重義
奥山晶子

悟空自在の分身の術

産土神の社殿明るき良夜なり市川雄二

銘酒一本提げて友来る

牧野涛女

後家の憧れメリー・ウィドウ

モチベーションもつと上げよと選挙戦

鈴峰北川英昭
滝川史
山中悦子
橋本倫子
平田喜久

日傘の人と交す挨拶

新美千代子

増田みさを

縁起をかつぎ探す黄財布
信綱の鈴鹿の歌に余花匂ひ

ペットに着せたブランドの服

縁側も軒も無い家誰が住む

大泉美千代

三ォ海開き宿題の子ら落ち着かず

金婚の旅に地酒の味まろく

一枚の絵のため建てし美術館

松平菩提子

駒木根マチ

列島覆ふ梅雨前線みほ

Ｗ杯チケット詐欺で行けもせずもり

若葉マークで愛のドライブ雅生

笠竹に得し地天泰なり妙子

聖母マリアに亡き母の影

口笛吹いて餌付する鳶

甘えつつ乳房に槌りつけば覚め
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詩碑に鑿打つ連錦の文字
美代女

竹四

静司
青沙

栄一

菩提子

幸子
澄子
陽邨
英昭
清江

よし子

圭子
由美
耕史
正郎

一声が新市をよぎるほととぎす

脳を鍛えるゲーム熱中

堅物の父も孫にはいひなりに
風狂の人といはれてとぼけ顔

損続きでも止められぬ株
玲瀧の月に万象鶏りなく
落鮎跳ねし川のさざなみ
秘ゥ芝居はね女ばかりで菊の酒
田舎教師を生き甲斐とする
意味不明ハングル唱和聞こえきて

吾ら寿ぎ初虹のたつ

螺釧細工の馴れた指先
老桧な眼が動く奥の椅子
茶釜沸き立つ音の静けさ
本尊の鈍色ほのと花明り

秤鰄什皿奪橲朋十孟叩雷︵文音︶
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八日立・水無月会ｌその一Ｖ

歌仙﹃杣の秋﹄
釈迦牟尼の籠りておわす杣の秋

堀江水城捌

堀江水城

ナォ遠足の帰りの列の乱れきて

ゴミの置き場に集まる鴉

ファッションの奇抜求めて六本木

振り向かせたい彼は冷淡
ほむら

夜叉となる炎を秘めて家を棄つ

杖を頼りに幾山河越え

ふたりが消えた夏のパーティー
かかさんとお鶴呼ぶ声あわれなり

宮本茂登
山澤良子

大山とし子

老若集いて趣味のひととき

水

澄みし海水分け続く航跡

木に登り遊んだ友はもういない
郷士の誇りメジャーリーガー
月明かし自由の女神すぐと立つ

︵於・石神コミセン︶

︵一部文音︶
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屏風ヶ岩にかかる三日月
新走り青磁の盃にお酌して
砂日傘担げる吾子の暹しく

茂

平成十八年九月十日首
平成十九年三月七日尾

湖上に浮かぶ生活のどかに

路地の裏にも遊ぶ幼ら
千の風過ぎ千年たの
花吹雪
ずき

謡に残る太古の記憶
街中に妖怪変化俳個し

ナゥ出し物は島の手踊り運動会

みず

ボランティア終えここちよき汗

水

と

作業着似合う新婚の妻

と

良

ゥ特番は被災の様を繰り返し
愛しあっていたはずのあの人

茂

君がいる姿とらえて黙々と
リサイクル一把からげて出してくる

茂

水

良

枯葉舞う道よぎるシャム猫

赤煉瓦映す運河に冬の月

と

マラカス持ってレトロな世界

過ぎし日を今に読み継ぐヴェルレーヌ

良

水
と

チャルメラの音に窓開け放つ

岩海苔を採る媚四五人

雪洞の揺れて賑わう花の下

良茂と水茂良水と良茂と良茂水良と水茂

岩下秋月捌

香

菖弥秋

八日立・水無月会ｌその二Ｖ

歌仙﹁烏渡る﹂
烏渡る空に投網を放つごと

昼月淡く浮かぶ山の端

蒲恵月
香弥秋香菖秋弥菖香秋弥秋弥菖

団藥の座に木犀の香るらん
買ったばかりの筆は軽やか

ナォ一輪車上手に乗れてみどりの日
ハーモニカなど手にとってみる

念願果し桧舞台に

大望を心に秘めて修行旅

ピカチュウの扇子の絵柄お気に入り

若衆総出の博多山笠

焼け木杭にいつか火の付き

暹しくなって帰郷の人眩し

買収攻勢株の行く末

坂道を転がっていく赤い毬

蜷局を巻いて新走り酌む

とぐろ

月皓々じょんがら節の聞こえ来て

街と街とを繋ぐ橋懸く

ナゥ蓮の実の音なく爆ぜる水の面

日本晴れの仰ぎ見る富士

少年の夢はメジャーかＪリーグ

︵於・石神コミセン︶

風に委ねしふわり風船

幾世経て城を守りし花枝垂る

平成十九年一月十日首
平成十九年二月十日尾
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往年の願い叶いてジャズバンド

団塊世代脱げぬ白シャッ
ゥ水草に目高の群れの緩やかに

土地の言葉になじむこの頃

求婚の熱き思いに絆されて
胸のリボンをゆっくりと解く

女優とて主役見事に演じきり

ふるさとは今底冷えの頃
雪丸げ大小ありて月の光γ

夜咄何時か年金のこと

週刊誌斜めに読んで知識人

時時耳が遠くなるとか

還暦の悲哀こもごも花の宴

改装終えし窓に初虹

筒小片岩
井岩野下

菖香弥香秋弥香菖香秋菖弥秋菖弥秋菖弥

八日立・水無月会ｌその三Ｖ

根本美茄子

上条洲紅

歌仙﹃夏めくや﹄
長澤矢麻女捌

夏めくや好文亭に水の音
鉄漿蜻蛤とまるⅢ舟杭
長澤矢麻女

走り込む野球少年凛々しくて

カプチーノとて有名な店

ナォ遥かきてサンピエトロに春惜しむ

サーカス小屋は今日はからっぽ

落書きの犬に首輪を描き加え

風さやさやと麦秋の島

鯉幟財布はたいて孫に買い

黒い瞳に一目惚れする

藻汐焼く少女ら裳裾濡れどおし

動き気になる改憲の議事

幾百の甘い言葉をならべたて

松茸届き酒の支度を

十六夜の月は雲間にかくれおり

矢
美

雨宮文江

洲

シフォンケーキが焼き上るなり

気にかけている紅葉情報

︵於・石神コミセン︶

︵一部文音︶

大の字に寝転んで見る花大樹
ぽかりぽかりと春の雲ゆく

平成十八年十月十日首
平成十九年二月十日尾
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飛行機の窓に満月ついて来る
ゥ背の高き禰宜の衣のさわやかに

ナゥ芸術祭大賞受賞と知らせ来る

同窓会はガーデンパーティ

文
矢

ビルが建ちタイムカプセル見当らず

門鎖す時刻つげられてをり

洲

四十路とて手当り次第見合いをし

美
矢

温泉が出てさわぐ古里

娘の彼は昔の恋人

文

かもしか

身じろがぬ白い蔑鹿断崖に

改革叫ぴ市長当選

洲

美

文

洲

美

夕張の家並は低く冴ゆる月
店番をして風邪をもらいぬ
公園に乗り捨てられて三輪車

学芸会の写真セピアに

菩提寺の桜は今も花枝垂れ
砂場にもたつ小さき陽炎

洲矢文美矢文矢文美洲矢美文洲文洲矢美

八日立︑水無月会ｌその四Ｖ

高木遥子捌

か茨算遥
す
遥算茨か遥か算茨算遥茨か遥算み穂子子

歌仙﹃芽吹き﹄
芽吹きたる樫に雨のけぶるなり

畑打ち済みし峡の山里
磨きあぐ大黒柱日永にて
帳場に置かる英字新聞

いつもの薬効いてすっきり

ナォ携帯が不意に鳴り出す目借時

気に入りのリュックひとつで旅に出ん

アムール川は流れ悠かに
凍蝶に残る紅色いとおしく
抱き寄せれば雪しまく窓

ピアノ連弾迷う選曲

端正なキャスター今日も歯切れよく

横綱相撲西に軍配

オプションのカーナビを付け車買う

今年の藁の匂い漂う

本堂をあまねく照らす月の光ゲ

母が呼ぶ声夢の中なる

ナゥころころとくい独楽ひとつ抽斗に

轆轤廻して自適三昧

綿雲の動くともなくゆったりと

︵於・石神コミセン︶

︵一部文音︶

巣立ち間近な鳥の羽榑き

見上げればあの花もよきこの花も

平成十八年四月三日首

平成十八年五月二十五日尾
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まどかなる月の名園たもとおる

さわやかに聞く松風の音
ゥ走り来る犬と少年秋深く
そぞろ気になる軒の提灯
僚友に意中の人を見抜かれて
わが身はシラノ・ド・ベルジュラック

船出するテープ波間に消えゆきぬ

機密漏洩どこのだれから

一気にあおる冷酒の酔

夜鷹鳴き鎮まる森に月あかく
カリスマの髪を切る手のあざやかさ

﹁むかしむかし﹂と噺はじまる

花守はジーンズ似合う好々爺

家づとに買う鄙の草餅

黒安後高
澤島藤木

算茨遥か遥茨算茨か算茨か遥算遥かか茨

ハ横浜・美晴連句会ｖ

歌仙﹁柚子風呂﹂

柚子風呂や肩の荷ひとつ置いて出る

大吟醸の寝酒少々

ほうほうと遠木菟のきりもなし

陽の射す窓に頬杖の人

土屋実郎捌

吉田安芸
土屋実郎
山本ゆう
大木佳

つ寺工

退職の夫早も三年

ナォ深呼吸ペダルを踏んで図書館へ

おくれ毛あげて伝う温もり

銀婚の旅は四国の最南端

百円で願の丈を神の前
粉雪かかる狛犬の顔

友の音痴の知れたカラオケ

夜廻りに少年の声甲ん高く

しつけいと

独立独歩驍糸とれ

生活の知恵を貰った内務班

一つ欠けたる秋の七草

大射会済みし矢庭に月上り

ナゥ十徳の翁敬い足るくらし
本卦還りにもどるわがまま

国際喫茶日本語はだめ

町内の天狗集まる囲碁の会

︵於・横浜抱虚庵︶

放哉の忌につづく虚子の忌

花の留守芝に寝そべる三毛とシャム

平成十八年十二月二十二日首

平成十九年一月二十六日尾
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つれづれに月の異名を書きつらね

ネットサーフィン灯下親しむ
ゥ人生のリセットボタン秋の靴

岩盤浴の流行るこのごろ
デート前合せ鏡でチェックして

マダムキラーと噂もちきり

雨あがり今年の水着品定め

湖面の月に半夏生ゆれ
鯖街道若狭に仏尋ねては

炊きたて飯に添える漬物
勝ち組も負け組みもなく襟開き

朝日を浴びて目白巣立てる

新しきスーツの息子花万朶
エンジン快調すすむ耕し

郎安ゆ佳安郎佳ゆ郎安ゆ佳安郎

郎ゆ佳郎ゆ佳郎ゆ佳郎ゆ佳郎ゆ佳郎ゆ佳

八仙台・宮城県連句協会ｖ

胡蝶﹃山頭火﹄

仏法僧の鳴く宵の口

狩野康子捌

佐藤千賀子

狩野康子
中村孝史
浅野光子

苔の花板戸の隙を山頭火
ふっと過ぎるは窯開けのこと

浅野史郎

高橋玻斗子

秋隣味噌を肴に語らいて
屈託もなく欠けてゆく月の面

光子

千賀子

ダビンチコード謎解けぬまま

芋虫ころりころり策から
ナカ稀襯本蒐集の旅そぞろ寒

孝史

玻斗子

心の傷にそっと唇あて

地の底に魔女の目覚めるあかときに

椴帳下りて劇場は闇

玻斗子

史郎
孝史
康子
史郎

雪罪罪とわが晩年に降り積もる

見果てぬ夢の跡や煮凝

千賀子

光子

〃

知事三期辞めてさらりとボランティア

なまめける君の姿態に寄り添えば

犬に新聞取りに行かせる
ゥラ初富士は有明の月従えて

輪始に揃う春族

響きくる通奏低音バロック風

玻斗子

千賀子

︵於・やま鮨︶

孝史
康子
史郎
光子

赤道祭には躁となるらん

カクテルはブルースカイと名づけられ

無垢なるままにしやぼん玉消ゆ

結界の岸を溢れる花筏

陽炎の中吾子とゆぴきり

平成十八年八月二日首尾
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八名古屋・未恋座ｖ

歌仙﹁伊那谷は﹄
辻幸雄

坂田武彦捌

アルプスさえも越えて夏蝶

伊那谷は薔薇に十日の遅れかな
拾い来し貝ひとひらや海暮れて

坂田武彦
馬場英子
金枝純

早稲の香りは軒に吹く風

琴の音洩れて龍馬いるらし

ナォ鐘遠く里曲の木陰灯の朧

遥かサマワを想う眼差

雲騒ぐ果てに焦がれし人ありて

定年久し吊り床に寝る

あの日より砂の切れたる砂時計

幾重によぎる山彦の声

帰省子は振り向かで去り野に溶けし

大和美わし嬢捨の知恵

駄々っ子を何とかしろと国連に

背に負いし杣の重さよ月今宵
明日は端役で地芝居に出る

ナゥ掘っ立ての黒御簾濡らす秋時雨
グッチのカバン提げるルンペン

若き日はフルブライトで留学し

川の流れはいつもゆるやか

什皿蓉跡朋十︐↑叩蕗︵文音︶

武道館歌手公演に花の門
古式の型に燃える陽炎

秤
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日記の終いに添えたイラスト
有明の月とゴルフの友を待つ

女房相手に酒の源蓄

ゥ炭爆ぜて良い塩梅にサンマ焦げ

母から娘へと渡す枕絵

慎ましき明治の恋を読み了えて

凍て月残るヒルズビル街

かあかあとはや啼き初めて明烏

卒土の浜に玉藻刈る夢

塀の中薄い布団の身に沁みる

ピッチに残したシュプレヒコール

故郷へ向う航跡白々と

詩人の通夜に蛙出て来る

碧空に花開きては散るを見よ

英幸純英幸彦純英彦幸英純幸彦

純彦英幸彦純幸英純彦英幸彦純幸英純彦

八神奈川・八千草連句会その一ｖ

歌仙﹃力のしずく﹄

碧天の力のしずく濃竜胆
池塘すれすれ飛ぶ大やんま
月今宵十九になりし猫ありて

釦を付ける穴糸きらし

ひとまたぎバイク走らす隣町

小首傾げるサンタ人形

ゥ伊勢海老は髭をぴくりと茶碗酒

東てるプラハに肌合わす夜

タラップをのぼるは愛を誓うこと

香典帳調べることの多くなり
紺のスーツの君に見惚れて

戦い済んで車座の宴

光栄
禎子
弘幸

志津香

弘幸

禎子
弘幸

ナォ手ほどきの木の芽田楽嫁姑

山元志津香

はしゃぐ首相の任期のわずか

何もかも見通すように枯樫

弘幸
禎子

志津香

宗久
喜久
光栄
宗久
喜久
光栄

志津香

中村禎子

志津香

山元志津香捌

浅井よしみ

とんびの睨む浜の昼食

還暦だ夢をリュックに詰め替える

禎子
原喜久

夕月に太鼓叩いて笛吹いて
簾名残りの風はむらさき

ナゥをりとりてはらりとすすき蛇笏の忌

舌を切るぞと閻魔大王

内山弘幸
今成宗久
倉田光栄
志津香

遠近両用眼鏡ぼやけて

オペラ座の怪人を観に肩を借り

女でもいつか隠れ家持ちたいと

子等にきかせる川獺祭

︵於・北沢タウンホール・らぶらす︶

平成十七年十一月四日首尾

スカイライン右に左の花に酔う

野焼の火先ゆらぐ山裾

よしみ

光栄

志津香

宗久
弘幸
喜久
禎子
光栄
禎子

仮面の下のまことが欲しい
もしかしてさっきのコーラ誘眠剤

茅の輪をくぐる神妙な顔

堅く閉ざさる質倉の門

一湾をきらら光りに月涼し
オークション落すつもりが落されて

毬が欲しいと兄弟ふたり
花ふぶき猿山の猿瞑想す
古墳の跡に果てし逃水
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八神奈川・八千草連句会ｌその二Ｖ

から

上間和子捌

志英り
志和り
英志和英り志り志英和
津
く 〃津
く 〃
津
く津く津
香子を
香子を
子香子子を香を香子子

半歌仙﹃かたつむｂ／﹄

海原へ行きそびれたか蝸牛
サーフィンの子の帽子みな黒
熱々のジャンボ肉まん頬張って
居留守の詰碁しずかに倦きず

豊作告げる風の花蕎麦

みぞれ

︵於・相模原市立大野南公民館︶

平成十八年六月十五日首尾
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二胡の音のふるえんばかり満月光

ゥ文化祭セブンイレブン大繁盛
疎開っ子です捨てられません

愛の証の鈴しのばせて

君の声鎮守の杜に残ってる
再会をトレビの泉と約すＴＥＬ

出世縁なき地酒乾酒

雲月これも人世はひふへほ
俳諸の座に電子辞書ひく

後を濁さず帰る白鳥

チャングムの医女の誉れにある悲哀
はしゃぐ児の吹き溜まる花舞い上げて

円空さんの笑みは長閑けし

藤山中上
原元島間

八神奈川・八千草連句会ｌその三Ｖ

尻取り半歌仙﹃里のコーヒー﹄
内山弘幸捌

原喜久

内山弘幸

皓々と上ぐ月白の尾根
中村禎子

陶芸の里のコーヒー吾亦紅

停留所にも派手な広告

志津香

﹄︶

よしみ

弘幸

志津香

山元志津香

国際学博士ぶってる蝶ネクタイ

浅井よしみ

ねんごろに朱鷺を育てる話して

鯛焼の列横目に過ぎる

ウギルド織る聖ザビエルのタペストリー

リーチの声に手を引っ込めて
せな

敵の中ちょっとホの字の娘が見つめ

志津香

喜久
禎子
喜久

爪立てて妻背を引っ掻く
わさびの利いた鮨でも食うか

弘幸
禎子

き

志津香

苦衷して逃ぐるに如かずこの上は

神田川祭果てたる夏の月
しょんぼりと老犬のまた遠吠えす

弘幸

限りなく出てくる欠陥マンション

スーラーの絵に架け代えし春

志津香

瑠璃光寺酒杯ささげて花の塔

通し鴨曳く水脈の燦々

︵於・下北沢タウンホール︶

平成十七年十一月八日首尾
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﹃雪ふる街﹄

八神奈川・八千草連句会ｌその四Ｖ
ソネットー

山下升子捌

山元志津香

山下升子
舟橋千枝子

エレベーター雪ふる街を上がりけり

冬ばら百本いだく少年
升子

狂詩曲ほほえみ交し果てもして

藪清らかに生まる初蝶

今成宗久
中野英歩

キツス

いつの間に歩幅のそろう花の夜

志津香

八塩グレース

竹の器の酒の旨しよ

英歩

琶﹄暑﹂

ベルギーの馬穴盛りムール貝

宗久

グレース

君が接吻あとノートに温し
ふり向かぬ僧へ会釈す渡月橋

じり
海
霧を裂きくる客船

千枝子

志津香

グレース

ダンス教師一級免許ちらつかせ

縁にごろんと棋楕転がる
水使う音の零れて望の月
Ｖ字描きてかりがねの棹

︵於・豊島区立生活産業プラザ︶

平成十八年一月二十五日首尾
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八東京・やぶれ傘連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃竹の子﹄
牧野正弘捌

じっと見つめる釣り糸の先

ナォバーベキュー摘みし三つ葉を前菜に

托鉢をする若き雲水

チンドン屋サックス吹いて橋の上

﹁氷﹂の旗の風にはためく

炎昼をてくてく歩く東海道

湯治場の長逗留の効き目なく
ワールドカップ全試合見る

滝の音聞きくだる山道

秋丸康彦
牧野正弘
富田要
太田直史
高橋昭

掘割沿ひに揺るるコスモス

白々と明けゆく空に残る月

足裏を竹の子つんと突つきけり

弘

牧舎に帰る乳牛の列

懐メロのラヂオつければ盆の月

ゲートボールヘ向ふぢぢばば

膝枕してまどろめば波の音
乱れし髪を掻きあぐる君

糸瓜に豆腐母の手料理

康

伽羅沈香の香り楽しむ

要

史

廿皿癖釧朋二程卦叩密︵文音︶
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家々の夕餉の煙たなびきて

ゥ神棚に供へられたる今年米

虜にされる褐色の肌

土手に寝転びしばしまどろむ

三脚を立て漣棚田を写す人

粋

庭の敷石濡らす春雨

舞ひ上がり渦となりゐる飛花落花

ナゥ鬼やんま来たよと孫の声はづむ

流し目のサリーの女夕闇に

昭

康

五右衛門風呂にくくる桑の根

街の灯のはるか遠くにまたたける

要

昭

弘

湖面に揺るる寒月の影

史

座敷より熱燗くれと声高く
寝袋に顔までもぐり夢のなか

康
要

弘

そぞろ歩きに唄ふシャンソン

噸りこぼす椋の大木

花の雲小さな町を囲むごと

弘要史昭弘康昭史弘要昭康要史康弘昭史

八東京・やぶれ傘連句会その二Ｖ

﹃菊日和一

鳶の声高きよりあり菊日和

牧野正弘捌

齊藤眞人
井之前動︽

でこぼこ道を牛のゆっくり

ナォ春雷のとどろき雨の降りだせる

産士の社に絵馬と酒納む
朝市終へて掃除する人

耳をすまして初蝉を聞く

白南風に栴檀の葉のそよぎゐて

デートの費用これでがっぽり

大穴の当たり馬券を握りしめ

晴

人

谷沿ひの段々畑は蕎麦の花
雲の流れて月のかがやく

鶏の鳴くまで抱きあひしまま

忍びつつ相会ふ夜の繁くなり

母といっしょにアイスキャンデー

動へ

牧野正弘
藤井美晴

ゥ見晴るかす海に二重の虹の立つ

晴

人

秤雌汁

稗十一一一朋十橲叩唾︵文音︶

乗込鮒を狙ふ釣人

花びらを四方に散らす江戸彼岸

念願かなひ天守復元

伯母たちの昔話に大笑ひ

遅き帰省を父祖に詫びつつ

ナゥ棚経の僧を今かと待ちうくる
人

弘

世間の目避けてデートは貸別荘

勲

酔ひどれ天使わめき騒げる

動小

弘

おしやくり止める不意の口付け

晴

午後の陽に川面まぶしき橋の上

動小

人

弘

吉兆や盃に花浮きてをり

小学生の鼓笛隊行く

寒風に押されディスコの戸を開く

消防車サイレン鳴らし次々と
アルハンブラに冴ゆる糸月

オープンカーで越える林道

呼びこみのかしまし六区芝居小屋

物煮る匂ひ腹に染み入る

夕月を仰ぎ家路をたどりゐて

山の刈田に煙たなびく

仙

風船飛ばす新規開店

−274−

歌

弘晴人勲晴弘勲人弘晴人勲晴弘勲人晴弘

八埼玉・山利喜会ｖ

白韻﹁はらはらと﹄

粒針楽亭
山田久喜

粒針楽亭捌

柳の糸のゆれる夕刻

はらはらとひと村雨や梅若忌
高井百合子

加藤哲夫
松本安夫
中西誠
梅田孝
谷内令

ままよとて甘味処で迷ひ捨て

珊瑚の海をマンタ悠々

花吹雪無病息災こひねがふ

佐保姫嘆く母の悪業

一才当節は四月馬鹿みな下流へと

大和三山黄砂にかくれ
新しき旅行鞄に荷物詰め
隆達小歌口ずさみつつ
南蛮の我楽多積んで宝船
蔵の掛け軸少し虫干し

徴兵なき日本てふ国土用波

酸漿市が燃ゆる始まり

車内にてデートの化粧する娘たち

窓際に月を見てゐる木彫り馬

井戸端会議続く秋寒

ズボン落ちるぞ脳足りん餓鬼
世も末と悲憤懐慨八つ当たり
哲

乱れコスモス行く手さへぎる
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場雲雀鳴き声高くきりもなし

下世話話に寄席の賑はひ
戌笑ふ相場は堅いご託宣
耐震偽装に被害者の会
月落ちて国も低落民ぞ泣く
おいでおいでと芒が招く
ゥ新そばの香りいっぱい含む口

一塁ロ

百

ニゥ坂道で交す会釈に虫時雨

古宇

誠

奥の深さにはまり魅せられ

夜風に乱す髪が手にふれ
剛腕が変化球とは軟弱な

安

日本海いまミサイルが飛ぶ

衣ずれの音慎ましく闇の中

歩くのうれし浴衣藍染め
紫陽花が維盛塚に色そへて

基地撃てと本土灰壗知らぬのに

ＮＨＫ次の朝ドラ﹁どんど晴れ﹂

時計の針を逆に進める

令

一塁ロ

古宇

孝

高速道路に息詰まる森

弓張りの月傾けて冬日果つ

今川焼でふくらます頬

亭喜孝誠安哲百喜亭孝令安誠百哲亭喜令孝誠安哲百

虚仮の世界にこころ迷はす
冬ざれの哀しみ石の鶏に座し

北の大地にストーブ列車
愛嬬を振りまく熊に月笑ふ

欠伸と伸びは猫の挨拶

坊ちゃんは英語嫌ひの成れの果て

真実寂し青葉木菟啼く

花氷ホテルのロビー老ひとり

輪廻転生いろは歌あり

三ゥ性善説信じてみたき文化の日

成田屋顔の政党党首

建前と本音を上手く使ひ分け

面舵いっぱい漂へる船

猫好きに犬好きそれに女好き

結ひ上げし髪妖艶にして

われ五・一五妻二・二六の生まれ
﹁春はあけぼの﹂山ごみだらけ

東風に乗り月はさっさと西の空

ちぢに乱れし千本分葱

殺し刻む夫婦親子に兄弟が

秋刀魚の煙向かう三軒

花灯籠用のないもの寄って来ょ

子や姑にもやらぬ秋茄子

ナォいのちある海は柞の森慕ふ

詩情豊かに明日を夢みて
求め来し人の顔して羅漢様
働き蟻より産む機械では
知らず掘る冬眠中の蛙をり
重着をして説きし省エネ

蛸焼きにたっぷりソースマョネーズ

三つ編みの項濡れにしかの駅舎

ー不見転呼んで遊ぶ待合
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ニォ惑星の入れ替へ人に因果なし

欠かさずにする朝の屈伸
凱旋門挑む武乗る三冠馬
カルバドス飲みエスカルゴ美味

春疾風さきたま古墳たじろがず

都忘れが色鮮やかに

島に来て幾年過ぎし菩薩祭

女ら住んで山賊の宴

行きずりの未練徒なす片情け
世はイザナギの景気といふが

タガはづれ格差社会へ直行便
堕ちゆく日本秋とこそ言へ
大公園我ものとして赤とんぼ
月どこまでも追ひかけてきて

亭喜孝誠安亭孝喜安誠哲亭喜孝誠安亭哲孝喜安誠哲

誠亭哲喜孝誠安哲亭孝喜安誠亭喜孝誠安亭孝喜安誠

暗いニュースに心は砂漠

派遣社貝で左団扇に

リサイクル進めば景気後退し

珍味どこまでビールフロート

欠け細る残月透かし青簾

孫の宰相戦への道

ナゥ故郷の土偶国宝指定され
うたかた

電光文字は泡沫のごと

婆さんら言はれて懲りず都知事選

深川飯に蕗味噌を添へ

拝鰄什巫鉾迦胆雨壗︵文音︶
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奥つ城に憩ふときあり千の風

希望を胸に春の旅立ち

津軽越え蝦夷地往きつく花前線

安誠亭哲喜孝誠安哲亭孝喜安

八東京・璃沙連句会ｌその一ｖ

歌仙宣輪の梅﹄
一輪の梅の香りに合掌す
名を知らぬまま嶬れる鳥
日の丸は揚らぬ春のゲレンデに
ハートに彦みるイマジンの歌

秋扇手に生返事する

天心の月は今宵とＦＡＸし

別れのベルの霧の駅頭

ゥ乱れ髪江口の君は虫を聴き

ＮＧＯ難民の世話忙しなく
溢れる美酒に酔い痴れしまま

冒してならぬイスラムの神
十八年振りの勝利に胴上げを

すうそう

土屋実郎捌

防犯ブザーランドセルにも

耳垂れし大きな犬はおとなしげ
ベットＯＫ流行るマンション
交番の留守なくすため予算つき

ナォ雛僧のしきりに祈る寒の雷
ヘリコプターは山の救助へ

小張昭一

青葉闇王の嫉妬の燃え上り

苗

苗

武雄

昭一

実郎

アントワネット纒う羅

昭一

武彦

↑田

武雄
耕治

竪琴は鳴る空の極みに

〃

澄みに澄む月の明るき街はずれ

路地の子のやたらめたらの水鉄砲

今村苗
山口武雄
坂田武彦
土屋実郎
池田耕治

昭一

苗

耕治
実郎

ナゥそぞろ寒付く運願う運もなく
イエローキャブの軋ませる霜

盆石磨く秋の広縁

つんのめりぎっくり腰はだいじよぶか

苗

昭一

耕治
武彦

合格の報一家うきうき

千年の苦楽を享けて花大樹

春のうららに英気養う

︵於・浦高同窓会事務所︶

平成十八年二月十四日首尾

耕治
武彦
武雄
耕治
武雄
実郎

苗

どんどこ船の手打ち賑やか

昭一

草蛍追って覗きし月の川

株価吊り上げドロン決め込む

その筋の親分衆の顔揃い

武雄
耕治
実郎

初みくじには女難剣難

餅花に触れて芸妓と奥座敷
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八東京・璃沙連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃鯛の石橋﹄

紅のこぼるる初萩の径

秋時雨鯛の石橋生き生きと

総裁選は今やたけなは

月の縁織部の壺を手にとりて

定年同士さしの熱燗

木枯しの吹く夜はものを思ふとや

ゥ辣腕の記者の遺影を壁に懸け

土屋実郎捌

坂田武彦
今村苗
池田耕治
山口武雄
阿住一雄
土屋実郎
井田

耕治
武雄
実郎

延長戦はサョナラで果つ
進路決めハンカチ王子椅子直し

寺田

武雄

濡れて行かうよ小雨ムーチョで
捨てないでなどとまたまた喜ぱせ

矢切の渡し茂る夏草

苗

耕治
あす

留学の日の翌に迫りて

オカリナの月に涼しき節まはし

一雄

耕治
武彦

苗

はよ飛べとひなの頭をつつく親

見上げる空にシャボン玉浮く

鵜戸の奥宮潮の満ちくる
散る花を窓に徒然草を読む

ナォ法螺鳴って皆駆け出せる磯開き

アオウミガメの欠伸大きく

浦島の釣竿の先糸蜻蛉

納涼映画雨降ってくる

親王の第一声もオギャァとか

隠しカメラの潜む空間
核心を突かれ顔色急変し

実と不実で口説く二枚目

かにかくに恋しき祇園紅の帯

写経に励む筆のひたすら

望の月スタンフォードの学び舎に

ボルドーならばロットシルトを

くるりと殼斗むけるどんぐり
ナゥ秋風とみゆき通りを小半時

門前の文房具店児童群れ
若鮎跳ねて明くる里山

すめらみこと

悠々と皇尊の花大樹

ことほ

大内山の春旗寿ぐ

︵於・浦高同窓会事務所︶

平成十八年九月十二日首尾
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武実

実武

雄郎

郎彦

治

治郎雄治雄

郎彦雄雄

苗

苗

苗

苗

耕

耕実一耕武

実武一武

八川口・読売文化センター川口ｖ

歌仙﹃ぽうたんの﹄

ナォ凸凹の石につまづく春日傘

柔らかき手は腰を支えつ

帯紐を解くももどかし四畳半
田中絹代のフイルム雨降り

夏風邪をひいてしまった困ったわ

躰中ぬい子

和

岡村和可
安藤君子

色変えぬ松心これなり

一つの座ぐらつく椅子に月の光ゲ

しっかりと願いごとありお賓銭

岡村和可捌

眠る赤子に舞うは黄楊羽
柏村誠子
桜庭康夫

ナゥ赤蜻蛉自由自在にすいすいと

夕焼空をよぎる鳥影

パンを焼く香りのほのと漂いて

君

スカートをつまんで登る旅の宿

しっとり濡れる螺旋階段

首相願望果たすトロイカ

魑魅魍魎が刻を狂わせ

正確な和光の時計電波より

きちんと並ぶペンと鉛筆
望の月雲と遊びて隠れん坊
気まぐれに鳴る秋の風鈴

誠

ぬ
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ぼうたんの蕾ふくらみ夢追いぬ

ゥ故里は母ひとり住む孟蘭盆会

笠原悦子

和

年金制度改革の渦

﹁私再婚致しますのよ﹂
僕八十良くぞ決心下された

薄闇に今を盛りと花浄土

朧夜岬明き灯台
悦

木の芽田楽食みて楽しむ
和

誠

波高き大海原に揺れる船
弔辞読む手に寒月がさし

佐藤治子

こなから酒が誘う悪酔

前川恵美

︵於・読売文化センター川口︶

平成十八年五月十九日首
平成十八年八月十八日尾

そのままに寝ころんでいる東てし蜂

素知らぬ顔でたてる聞き耳

ベルの音慌てて受話器取り上げて

治

悦

霞の中に彩変える山

花と花散りゆく定め嘆きあい

和誠治君悦和和ぬ君治誠君誠和ぬ〃誠君

八神奈川・ラピロス連句会ｖ

﹃少年の瞳﹂

チベットの少年の瞳よ風光る

ナォ記念日はアスパラガスのサラダです

カルチエラタンにシャンソンを聰き

重たげな信玄袋旅姿

海豚の群に囲まれる舟

七十過ぎて恋に狂へり

奏の目の付き過ぎ怖し懐手

糟糠の妻の嘆きを如何せん

本屋良子捌

本屋良子

平成十九年三月八日首尾

︵於・六本木ぎふ倶楽部︶

忘れ霜置く宿の庭下駄

腹わた透きて白魚の美し
金継ぎの茶碗に注ぐ花吹雪

クラス会﹁うれしかなし﹂と肥後誰

同志と言ふよりただの友だち

ナゥこれはまた拝み太郎の現はれて

木守柿に学ぶプライド

犬吠の岬に出づる今日の月

国土交通省の警鐘

なつかしいブリキの玩具高値つき

舌をぺろりとペコちゃんの顔

赤松よう子

横山わこ
永島董玉
高橋賢
古川直司
服部秋扇
卜圭

扇

一﹂

受胎告知の天使慰勲

よ

扇

〃

玉

賢

︸﹂

〃

賢

人知らぬ花を尋ねて還らざる

村外れひときは高き酒の蔵
岩を噛みつつ流れゆく川

山伏こえる道の険しき

クーラー壊れパンツ一枚
月光に夏痩せしたる己が影

老画家は絵の具の赤にこだはりて

耳からも感じて欲しい僕の息

手毬を抱く夢に見しひと

ゥ良寛の仮名揺るるごと柳散る

また鉤となる雁の棹

父と子と銭湯帰り月清か

ひたと止みたる路地の三味線

寒食の古き慣ひを楽しみて

ヤク登りゆく草萌の丘

仙

黒子の飛ばす双つ蝶々
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歌

玉良扇司こ扇賢玉司こ玉司こ扇〃司よ賢

ハ豊田・竜神連句会ｖ

歌仙﹃端座して﹄

端座して﹁命﹂と記す吉書かな

ナォ裏町の仔猫白黒シャムも居て

とみ子

美和子

稲垣渥子

入札前の裏の取引

節子
文子

観音様の慈悲深きこと
下水管埋設工事音たかく

長坂節子捌

ラグビーの七人抜きのトライして
カシミヤセータータイムサービス

益美

美和子

美耶子

とみ子

益美
渥子
益美

美恵子

親王雛は髭をはやして

︵於・竜神交流館︶

とみ子

美耶子

平成十九年四月十九日首
平成十九年五月十七日尾

花満ちてしばし鎮もる城の昼

そよ風の中若布干す人

ナゥななかまど色づいて行く金華山

とみ子

塚本益美

同期名簿にふえる死去の文字
転校の日のえくぼそのまま

田中イスズ

とみ子

宇井美和子

武藤美恵子

屹立の高層ビルにおぼろ月
隣の部屋で電話鳴り出し

夢占いを信じてみよう

とみ子

とみ子
森田美耶子

いい塩梅に秋鯖を焼く

ゥいつのまに仕掛けられたか盗聴器

松井文子

やりすぎの上司に部下はノイローゼ

蒲公英の紫のとび立つのびやかに

近藤とみ子

イスズ

福茶で祝う女系三代

追いかけて追いかけられてキスしたわ

長坂節子

節子

黄蝶のとまる橋の欄干

源泉の湯は熱く渡々
脇役で通す人生月見酒

アリバイわれるお泊りの旅
マドンナのお腹に育つ僕の愛

益美

ベンチにぽつりＳＦ小説

美恵子

草いきれする里の戦跡
夏果てて運転免許返上し

月仰ぐカリフォルニアのラッコの眼

文子
イスズ

美和子

無国籍船闇そぞろ寒

文子

残された靴の片方虫の声
泣き出しそうなペコちゃんの顔

美和子

母の臥す窓いっぱいの花吹雪
刺繍楽しむ日ざしうららか

−282−

八横浜・連句会﹁浜風﹂ｌその一Ｖ

歌仙﹃汐まねき﹄

山のあなたは種を蒔く頃

汐まねき視界にきっと青い烏
交差点リラの香りと渡りゐて
ニューアルバムの入荷広告

小林節子捌

節子
亀女
吉野
圭子
禾甫

ナォ居酒屋に珍味あります田螺和へ

柚

ノバ友達も誘ふ俳席

電子辞書忘れず持って旅衣
鴨脚さんは御所の水守り
冬の虹石仏の笑み謎めきて

八千代

ももよ
百
夜通ひは新幹線で

枯野の端にハワイアンセンター

シングルの長女に回る介護役

おらおしよしおら−あんだがすぎだっぺ

鵜澤八干代

小林節子
水野禾甫
城倉吉野

巾着袋に薄荷キャンディ
月明り白砂ばかりの牢の跡

呼子の音の消ゆる露霜

横とびもありかまどうま跳ぶ

ナゥ湖上する鱸に岸辺の人だかり

月の窓夜間中学なごやかに

吉野

渡辺柚
加藤亀女
鈴木圭子

くち

ゥ境内の念仏踊り遊行の忌

亀女
禾甫
圭子
節子
吉野
圭子
禾甫
節子

亀女

八千代

莫産一つ敷くやたちまち花吹雪

おしよし⁝恥ずかしい

︵於・神奈川県民サポートセンター︶

平成十八年四月二十六Ⅱ首尾

柚

二 口

王

ペットボトルに透かす陽炎

藪鶯の声のをちこち

うつし世のタイムカプセル夢を秘め

鼻っぱしらの強い角刈

ぼら

少し乱れて唇も盗んで

柚

ティーンエージャーけふでお別れ

八千代

柚

節子
圭子

八千代

吉野
禾甫

柚

亀女

万華鏡ピアス転がる椅子の下
もんじ

主顔して古時計鳴る

合併の社名いつやら横文字

行水の盟の月とたはむれて
ほほづき市の遠き賑はひ
原っぱの無用の用を見直せり
老子の訳が占めるコーナー

伝統のレガッタ競ふ花堤

盲導犬に引かれ春風

283−

八横浜・連句会﹁浜風﹂ｌその二Ｖ

短歌行︒陽来復﹄

ゥ大陸の夜々に太れる月を追ひ

福島朱鷺捌

母によく似たマリア観音

ひと泣かす恋の重さに耐へかねて

ボンボン時計告げる少子化

ナゥむかしから橋のたもとの理髪店

弥生の日課九段坂ゆく

初花に莞爾と笑まふ予報官

亀女
禾甫
朱鷺
圭子

柚

女ばかりで艶な飲み会
厨には薬湯煎じ匂ひ立ち
若葉の風に犬を遊ばす

冬晴や一陽来復誕生日
福島朱鷺
城倉吉野
水野禾甫
加藤亀女
渡辺柚
鈴木圭子

ナォ頭にかけし眼鏡をさがす目借り時

草紅葉這ふホーミーの声

八千代

吉野
禾甫
朱鷺
圭子
亀女
吉野

番ひの鴛鴦の描く水の輪
ＳＬの渡る鉄橋アーチにて
見知らぬ人と交す異国語
相伝のどんぐり独楽やヤジロベー

生まれし村の消えて町とか

かき氷崩せば揺るる赤い月

圭子
禾甫
朱鷺
亀女
吉野

鵜澤八千代

役者のやうな私の彼氏

好き好きと書いては消してハートの絵

山また山のここ塩の道

隠れ棲む明智が里は花明り
ゆるりと背なを伸ばす川蜷

︵於・神奈川県民サポートセンター︶

平成十八年十二月二十日首尾
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ハ仙台・連句会ひらめきｌその一Ｖ

半歌仙﹁森羅万象﹄

小岩秀子
中村孝史

佐藤千賀子捌

雪の下なる蕪菩白菜

大寒の森羅万象ゅるぎなく
中村記康

佐藤千賀子

人形師日がな一日膠煮て
鶏寄の声に耳そばだてる

木田眞智子

不知火の立つ弓なりの湾

道問われ道連れとなる月の夜

田中裕子
横山浜江

〃

記

ゥななかまど燃ゆサーカスの去りし跡

孝

愛あらばこそあらぬやきもち

鞄抱えて嬉嬉と追っかけ
数式の忽ち解ける閨明かり

記

孝

浜

マンモス象深き溜息ひとつして

秀

恵方に向かい食らう太巻
寝冷えの子には赤き月着せ
左官屋の饅手入れする夏の果

千

わが国は多神教にて平らけし

厨の酒は﹁あらえびす﹂とや

記

堀越満里子

一県

へら鮒を待つ昼のうららか

切り岸の花燗漫と咲き誇り

平成十八年一月二十六日首

平成十八年三月九日尾

︵於・パル長町︶
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八仙台︑連句会ひらめきｌその二ｖ

おろおろ教授の蔵書賦物

歌仙ヨリラの季節﹄
生を問う先人の書や春の宵
あいまいの知で蓬摘む頃
ジレンマの落し角なり甲斐もなし
アホかて活きてるて言うてますんや

表と裏を行き戻る秋

三日の月時間と宇宙の序説なり

ワ旅立ちの朝の膳に新走

嵐の中のおんな先生

性と愛おもちゃに詰めて夜もすがら

ヨブの答えは白き裸身よ
村はずれ父よ母よとしずり雪
ゴリラの季節御高祖頭巾で

現代のエスプリ臨死体験か
もの・ひと・ことば駆け巡る時

一筆啓上未来都市への発想を
老いと孤独にメンタルヘルス

魂の殺人犯し花咲かす

ぼくは負けない蹴って陽炎

衆議判

高山達雄
佐々木勝子

永渕丹
中村記康
狩野康子

ナォ弥生山大空に舞った少年よ
飛べない教室イラクから文
日の丸は命の行方見つめつ鷺

寺に駆け込む動物の智恵

近代主義ひとりぼっちで泣く可奈子

二重の顔の剥がす一枚
瞬間を探検せしは閨の内

悪魔引きゆく夏のわだつみ

五月富士月は左に誇かれる

街の教科書映画三昧

みすやさん鰯の供養するだろう

ナゥチベッ卜に夜と霧とが構造化

後の雛に神隠しとや
丹

達雄
勝子

人間所詮分子こもごも
有限と無限の世界花の雲

勝達康記

平成十八年四月二十五Ⅱ首尾
︵於・寒河江市ホーテロ村・静心荘︶

ボディ・タイムで別れゆく雁

垣間見たワンダーランド十二歳

学ぴて変わる自己実現は

記康
康子
達雄
勝子
丹

丹

記康
康子
達雄
勝子
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子雄子康

子雄子康

子雄子康

雄子康

丹

丹

丹

勝達康記

勝達康記

達康記

ハ仙台・連句会﹁遊﹂ｖ

歌仙﹃座敷わらし﹄

くまぐまに狭庭息吹くや春の雨

茶の間に幼なの雛飾る声
巣立烏ままよ何処へ飛べるらん

小野寺妙子捌
小野寺妙子

奈良榮夫
中村記康

郎

子

ナォ大掃除終えし手許に在の酒
寡黙の人の歯切れ良くなる
旅の果て成田離婚の上司の娘
憶いに残るうなじほっそり

煎餅に藩主の家紋街薄暑
祇紗典雅に捌く初風炉

辻棲合わぬ夢の道筋

空耳か座敷わらしが呼ぶ夕べ

老老介護頼り頼られ

鞭揚げて一気に抜きし三冠馬

コンビニで買う栗飯の折

望の月高層ビルにぬっとでる

帽子被らず傘も持たずに

ナゥ紅葉渓ひと駅だけの乗車券
子

夫

月照らす臥竜の松の這いし池
案山子並んで役を待ちおり

小野寺信一郎

ゥ通したる意地に悔あり敬老日

康

土師器須恵器の出土相次ぐ

王義之の書体のごとき御仁なり

什皿癖垂朋什趣叩密︵文音︶
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宿場卯建に暫し佇む

針の穴とて容易ならざる

夫

都知事選かまぴすしくてとんびの輪

康

ｗ

天神の鶯に食まれし花の山
ゴルフボールの転ぶ若芝

入口違うだけの混浴

郎

夫

掠奪の美女後宮に侍らせて

嘘を平気で語る目差し

子
子
康

郎

雪隠を出るに出られぬ吐き下し
新薬の名をコマーシャルにて

夫

薪積みし窯屋の軒に月凍つる
ねんねこの嬰寝込む頃なり

花の寺邪念を払い結珈跣坐
轍の水に生まれいる蝸叫

郎夫康子康郎夫子郎康夫子康郎子夫郎康

八横浜・連句会遊子座ｌその一Ｖ

歌仙﹃春一番﹂
春一番吹くも初雪いまだなり

市民マラソン暮れ遅き街

卒業の文集の夢実現に
時を忘れて轆轤場に座す
公転の宇宙黙して月冴ゆる
樹氷の森にひそむ生き物

和田ひろ子捌

和田ひろ子

和田忠勝
大駒泰子
下田幸枝
中井啓輔
玉生うめ子

強く抱かれ息も出来ない

榎本良之助

内海鉄弥
木谷藍

ナォ海女の笛聡瑠拾いし北の旅

逢うたびにバストの高さ違ってる

起伏なき地ようランダースは

懐かしき風の香りも草の香も

鶏

桂

宮下螢子
岡本貞子
和田晶子

幸

車椅子にて見回りし馬場
本日の全てつつみて夕焼雲

太鼓お嚥子酒座もにぎわう

輔

今は亡き植木等の物真似も

画伯を気取りベレー・スモック
ものうげに砂漠を照らす痩せた月

ヨ

淑

ゥめん烏も愚痴を言いたし産む機械

楽の茶碗にたっぷりのお茶

ろ

朝早く待ちかね集う老人会

英

辻賢次郎
海津桂子
下田博
士肥暢子

神秘の水を買いし漸寒

辻松雄

藍

雄

拝鰄什皿蓉一坐朋十弐叩蕗︵文音︶

ナゥ落ち鮎は焼き加減良く運ばれて

逆しまを繰り返し見る砂時計
つのる想いを秘めてお喋り

山遊びとてまずカメラ持ち

五体投地の険し道程

キューピッドエロスの火矢を射かけたる

花吹雪大河の如く流れたり

和

民意に応えのぞむ知事選

長閑な土手に光る銀輪

月浴びてピッチに満ちる応援歌

はじかみ生姜添える弁当
角乗りの水場に光る赤とんぼ

八幡様に寄ってお詣り

大駒誠一

中井淑子
木谷英子
松本力ヨ
宮坂和之
宮脇昌子
諫武雪諮

花守はゆかりの詩碑の傍に佇ち

地元の雲丹の並ぶ店先
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八横浜・連句会遊子座ｌその二Ｖ

歌仙﹃午の刻﹄

雑木林に遊ぶ山鳥

梅が香や鐘守午の刻を撞く
コース試さんシティマラソン

春炬燵恩師の文の健やかに

雪走る野分の月は皓々と
一瞬の闇こおろぎの声

和田忠勝捌

宮坂和之
和田忠勝
中井淑子
和田晶子

辻松雄

木谷睦皿

内海鉄弥
木谷英子
中井啓輔
大駒泰子
下田博
諫武雪諮
宮脇昌子
辻賢次郎

二人で同じ夢を追いつつ

名も似合うふれあい広場睦まじく

灯りの消えぬ中層の窓

毛筆の昭和の日誌見つかりて

土蔵に掛かる古き薙刀

ゥ新そばを打つ母の手に力あり

ビー玉欲しとラムネ瓶割る

ロングステイ涼風受けて月の宴

蛙合戦はたと止まりて

被災の地にも晴着きる子等

海津桂子

榎本良之助

松本力ヨ
岡本貞子

失敗のゆとり教育見直され
投票所落花吹き入る地方選

ナォ山遊び道々拝む道祖神
老人ばかりバスの乗客

五穀米お試し貰い炊いてみる

賢治の詩歌独りつぶやき

速足でニューヨーカーの姻爽と

旅の夜なれば抱き合いし肩
咳き込んで愛の告白やり直し

宮下螢子

Ｋ生うめ子

大駒誠一

和田ひろ子

郎

下田幸枝
土肥暢子

評判も下がり台本言き替えて

名もうすれゆく墓碑の傾き

ナゥ方丈の庵に一人萩紅く

下り月乱れつつある世の秩序
テレビを消せばひびく川音

分別ごみの区別難解

博

泰

輔

英

弥

雄

券
Ｉ
淑

和

残る寒さもあと僅かなり

仕事休めず寝酒ほどほど
数匹のペット散歩屋忙しげ

ぼんやりと花明かりする国境

諮

日明

若鮎おどる多摩の堰堤

秤雌什皿軒に刈什雌叩闇︵文音︶
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八横浜・連句会遊子座その三ｖ

歌仙﹃無為を癒す﹂
和田忠勝捌

ナォめかり時アセスメントを枕して

富士の裾野に鍬ふるう夢
雨降りは読書三昧師は元気

録画予約はいまだできない

性格と行動までも親似にて
宮坂和之

手も握られぬクリスマスイブ

命尊く香る白梅
辻松雄

名月に泣く子を高く抱き上げて

秤雌什地粋咋胆一コに叩壗︵文音︶

回りまわって﹁昭和の日﹂成る

風船売りが愛想ふりまく
北国の未だ届かぬ花便り

ベルリンの壁語り継ぐ今昔

別れし友を恋うる夕暮

ナゥ遠砧音やわらかく蝿らし

故郷に帰り祭笛吹く

孤絶挑戦老のこれから
日本発柔よく剛を制す道

セーターに熱き思いを編み込んで

牧開き駒いきいきと野に散りて

中井淑子
木谷英子
中井啓輔

和田ひろ子

影絵操る舞台漸寒

忌明けの浜に寄せる初潮
松本力ヨ
下田博
和田晶子
内海鉄弥
下田幸枝
辻賢次郎
和田忠勝
る

和
淑

雄
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百円の経本無為を癒す春
風をはらんでポッケ膨らむ
妖精をのせてただよう月の舟

大駒誠一

地方財政町を潤す

ゥ最上川鍋と格闘芋煮会
しのび逢う二人に優し木の間径
和菓子もすきなパテシエの彼

膝の痛みは堪え難くなり

ゴダールの気狂いピエロ夢に見る

燥煙あぴる壁の塩鮭

底冷えの土間に影差す残り月
パレットにバーミリオンを絞り出し

餌をせっせと運ぶ親鳥

来た甲斐ありて仰ぐオーロラ
花の宿酌み合う盃はきりもなし

ヨー輔英淑雄ろ和郎勝弥幸博晶一ヨ英輔

八横浜・連句会遊子座その四Ｖ

歌仙﹃雪間草﹄
雪間草持ち上げる土香ぐわしく

雲の中からひばり鳴く声
雛飾り子等の着物も華やかに

和田忠勝捌
ド川愉吋

ｒⅢ幸枝
和田晶子
和冊ひろ子

和川忠勝
松本力ヨ
ｋ肥暢子

ろ

髪のみだれを直す細き手

ナォ難病の告知を受けて氏神へ

テトラポットに砕け散る波

殺してと言わせる愛の極致にて

ルーキーにプロの洗礼容赦なく

北の脅威は妖怪に似て

落とした肩にとまる天牛
平和への願い新たに御来迎

人々は食べることさえ侭ならず
思い通りに染めるキャンバス

落ち鮎下る里の渓谷

気がつけば山並み遠く月昇る

ナゥ霧雨に演説続く市長選
暴徒発砲聞けぬ言い訳

朧になりて消える追憶

ｗ雌什地僻に仙二什唖叩噛︵文背︶
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礼に始まる薄茶お点前

川沿いの月の涼しき帰り道

麻の暖簾を仕舞う店先

博

幸

ワ隠居して蕎麦打つ人の評判に
ねこ踏んじゃったピアノ教室

初恋の面影留む片えくぼ

あたりに満ちる春の喜び

花びらが風にくるくる頬に掌に
暢

幸
日叩

ろ

漆黒の闇の向こうに遠灯り

ヨ

勝

十三夜人には秘めしこと多く

日申

塑壕の残る南の島訪ね
乙女の無念語る同胞

博

文束眠る宝物入れ

枳殼の垣にゆれる速贄
新走り酌み合う友の長話

パリ留学は積年の夢

返り花モデルの歩く石畳
路面電車の寒風を押す

幸暢ヨ勝る晶博幸暢ヨ勝る晶幸博暢ヨ勝

八東京・連句研究会ｖ

百韻﹃海苔舟﹄

法難の跡も著けき小松原

網をつくらふ汐焼けの爺

旅に来て花ちらほらと湖の町

画帳に通ふ風のあたたか

点となりつつ帰る雁
山本房子
小林梁

飯沼三千古

阿片瓢郎

いつしかに平均寿命越す齢

恋知らぬ間に過ぎる青春

ラジオには戦争孤児の歌ありて

知らざりき聖母子像のポーズとる

乳ふくませて座るキッチン

ニォぶらんこの揺れて人なき遊園地

職定まりし便り短く

古

衆判

縦横にのびる道筋尋ねつつ

房

漢字検定見事一級

初ォ海苔舟の細かき波を織りにけり

広場に立ちし王の銅像

梁

寺子屋の秀才廊の訳知らず
房

名所の焼酎軽く付き合って

寄席のもどりの冷やし索麺

昌︾し﹂

とんがり屋根に光る十字架

解放の農奴の小屋に月清く

古
梁

鬼灯の実のいよよ赤濃く

路地照らす下弦の月の影さやか
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雛飾り訪れて來む人もなし

黍の穂わたる風のざわめき

古
房

初ゥ練り上げる柚味噌に小さき幸こめて

雑用終へし連休の午後

梁

縁台将棋今日も受太刀

嫁ぎ来て庫裡を守りつつ幾年ぞ

声高らかに園児合唱

洛北に無声映画の刻もどり

町騒遠き山荘の宵

めぐり逢ひたる初恋の女
借景を賞でて二人の晩餐会

ゥ肌寒のリフトで昇る五十階

ウィーンの森の茂みに木魂して

房

古
梁

古典学派の集ふバルコン

古

パソコンはついて行けぬとそつぼ向き

淵は瀬となり瀬は淵となる

房

飛鳥川明日への命冴ゆる月

怨み鎮めて冬野荘々

古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁

阪妻子息の計報伝へる
国被ふ児童受難の末の世に

道を妨ぐ放置自転車

夕月夜線香花火の雫落ち
気づかぬままに忍びよる闇
異次元の世界さまよひ夢うつつ

ナウマン象の遊ぶ原っぱ

大気圏見渡す限り桜満ち
霞たなびく天女の裳裾

旧姓最後の便りしたため

ニゥ結納も近き障子を貼りかへて

山の彼方の幸せを追ふ

気付いてはくれぬ隣の兄ちゃんへ

コーヒーの沸く午後のひと時

青い鳥尋ね求めて永遠の国

アイティー

播磨・武蔵を結ぶＩＴ

今日も又ファックス文音楽しみに

寒施行ゆく月のほそ径

陸蒸気走り出したる百年前

夜もすがら雨戸の冷えを叩く風
買ったばかりの服に着替えて

花に酔ひ花にたはむれ舞ひあそぶ

摘草の野にわが名間ふ君

﹁春鴬騨﹂の曲もかしこし
ナォ万葉の旅の始めは伊勢参り

逢ひ見ては愛ぐし吾妹子離すまじ

戦などなき世を祈りつつ
九条を守る会とて若き等も

心高くも定職はなく

次々と未踏の山に登肇し

ケルンを積みてのぞむ断崖
雷鳥の飛び立ち隠れ跡知れず
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二ォ東風に乗る迦陵頻伽の声妙に

目覚め清かに宿坊の朝

床の間に﹁喝﹂の一文字懸けられて

しじまの庭に小糠雨降る
忘れゐし神経痛がまた痛み
やつと見つけし峡の名湯
岩風呂に散りこむ紅葉たそがれて

のつぺい汁に母を偲ばむ

長者屋敷の蔵古びたり

塗り椀の朱の腿せたるもなつかしく

手仕事の品を並べて町おこし

ひとしほ美味いワイン・太刀魚

野菜を盛りし竹籠の艶
秋冷を襟元にして朝の月

房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古梁房古梁房古梁房

梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古

雲に残るは悟空なるらん
師の御坊なやましつつも到軽に

裏小路までひびく寒析

逸話いつぱい院の胤とも
月高し冬三つ星を供にして

必勝の文字並ぶ鉢巻

ナゥ筆耕のなりはひ乏し白紙展ぶ

涙こらへつ金色の島

覇者証ふ校旗はためく甲子園

枠雌什

秤にＭヨ腓叩噺︵文背︶
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クラス会喜寿の記念に橋めぐり

釣り人静か小さき初虹

鴎はゆるく弧を画きつつ
權とどめ流れにまかす花筏

房梁古房梁古房梁古房梁古房

ハ横浜・連句ななの会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃樹々若葉﹄

公園に老の団藥樹々若葉
亀の親子の甲羅干す岩
立葵背比べするつま立ちて

蚤﹂し︶

土屋実郎捌

原田マ丁

土屋実

楠正
萩本勝
村井昭

︵於・横浜柳川ビル士官室︶

平成十八年五月二十五日首尾
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地球愛して平凡に生く
窓外に有明を見る宇宙船
悪酔もせず歌うこおろぎ
ゥ楽聖の生誕祝う曲さやか
たつきに疲れヴィオロンを売る

テレメール覗いて少女頬赤め

想いは二つ身は一つなる
子沢山甘口ソース奪い合い

塾通いには辛き冬の夜

進む道しかと歩めよ月冴ゆる

初天神へ絵馬を奉納

算額に酒落たデザイン小正月

手品の好きな理科の先生
思い出を︑返れば実家の花衣

米寿をめざし春の道行く

楓勝郎正昭勝楓正郎勝楓昭郎三夫三郎楓

ハ横浜・連句ななの会ｌその二ｖ

﹃五分前﹂

五分前精神失せぬ落葉道

土屋実郎捌
土屋実

楠正
萩本勝

正

村井昭

佐々木英

鳴き疲れたる庭のこおろぎ

にこにこと笑ってござる月暑し

西伊豆の古き眩しき石地蔵
世界遺産を目指す街並み

どうも解らぬ若者の恋
艶話出てくる母の百寿会
声弾ませて旅の試案も

昭

英

正

昭

勝

勝

タオル代りの腹掛に汗

潮干狩には家族総出で

実

英

正

正

英

実

湯上りにビールいっきのコマーシャル

ゥベストセラー書評通りの秋高し

お国誰りの楽し行き交い
遠山の居待の月の皓皓と

ポジティブに生きよ晩節大切に

心小春に似たる中空

仙

ケータイ電話突然に鳴る
染付けの銚子一輪花活けて

想定外の多き世の中

ナォ唇気楼水平線にビル生るる

チャイナ大理石色はとりどり

マ−プル

アメリカへメールしている小学生

パリの雄猫ジュテームと啼く

燃えさかるほむらの行方とめどなし

悴む指に息を吹きかけ

名器持つ音楽会のヒロインは

さが

神棚めぐりお下りの酒

長生きの相と言われて足袋はかず

夜もすがら今日の月賞で老夫婦

夢のひろがるタイムカプセル

志功の版画木の実時雨るる
ナゥ伝統をしかと引き継ぎ冬隣

人口の減少予想トップ記事

育児手当に目を瞠るひと
俗名は武原はん女花の墓
佐保姫二人阿波の鳴門に

平成十八年十一月三十日首

原

昭子英実正勝英昭実勝子英子昭正英勝子

田

︵於・横浜柳川ビル士官室︶

平成十八年十二月二十一日尾
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歌

郎男三三男三三三夫男郎夫三三男夫三郎

三楓男郎三夫男三郎夫楓男楓三三男夫楓

八仙台・若笹連句会ｖ

ナォ縄文の雛発掘はだれ雪
女帝問題賛否さまさま

ほつれ毛はほつれ毛のまま帰されて

悪人正機と嚥くは誰

笹川圭子

血液をサラサラにして余命伸び

鮪味噌漬焦げて煙が

冬の朝葛藤続く﹁あと５分﹂
小野寺妙子

寅が言うありが十なら芋虫は

龍頭船に管弦の月

体の模型怖怖と見る

レポートはキトラ古墳の天文図

笹川圭子捌

歌仙﹃チョゴリ振らすや﹄

山脈近く雲雀東風受け

故郷のチョゴリ振らすや半仙戯

手に短くて駅弁の箸

卒業の笑顔いっぱい夢抱きて

妙

飽食の民南瓜ごろごろ

ナゥハロウィンの魔女の鉤鼻うまくゆき
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坂本浩子
今野福子
伊藤航

航

福

時間・労力経費削減

月昇り恩師を囲み酒も良し
色づきそめしかまっかの赤
ゥ秋出水見舞に峠越えていく

カタカナ駆使し気取るパティシエ

隠せずに性格が出る捨てぜりふ
アンバランスな思春期の部屋

妙

グランドの照明灯に花吹雪

航
圭

条理など無し恋も情事も

妙

一里塚この土橋まで市となって

プチ整形貴方好みにくり返し
妖怪の出るマンガねだる子

挨舞い立ち初の御遍路
安斎厚子

十一日首

一十四日尾
︵於・荒町市民センター︶

月月

井上せつ子

名探偵セルゆったりと着て月下
どうにもならぬみずむしの足

八四

〃

福

年年

長居して逆さ箒に蹴つまずく

航

八八

妙

ダビンチ・コード解く日麗らか

床に由緒の古伊万里の壺
花片を糸につなぎて姉弟

平平
成成
十十

航浩せ圭厚せ妙航厚せ福妙航浩圭せ妙せ

徳島県連句協会
会長東條浩士

副会長竹内菊世・梅村光明
事務局梅村光明
〒77げ0868徳島市福島1 10‑16
(088‑652‑1989)
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香川県連句協会

岡山県連句協会

会長鎌田孝義

会長米林真

副会長植松晴子・広谷高士

副会長花房八映

西岡恭平・今井盈

事務局

事務局鎌田孝義

〒7010904岡山市柳町2‑2‑1

〒763‑0013丸亀市城東町1−3−26

（086‑222‑6176)

福岡県連句協会

山形県連句協会

会長八木紫暁

会長内田素舟

副会長守口薫

副会長浅沼葛子・三浦和枝

事務局八木紫暁

安部英子
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3‑71

(0925932575)

(0233‑22‑1285)

大分県連句協会
会長中森順和

連句協会群馬県支部

事務局南雲玉江

支部長伊藤稜志

〒874‑09()2別府市青山町2‑72

事務局

(0977269407)

〒371‑0811前橋市朝倉町3‑5‑7
(0272‑61‑2297)

連句協会広島県支部
支部長高橋昭三
事務局同

茨城県連句協会

上

会長堀江信男

〒731‑0223広島県安佐北区可部南

副会長西幾多・城順子

4−547

事務局根本美茄子

(082‑815‑l914）

〒319‑1225日立市石名坂町1‑31 9
（0294‑53‑6635）

宮城県連句協会
会長狩野康子

やまぐち連句会

副会長佐藤千賀子・中村孝史

会長諏訪欣二

事務局狩野康子

事務局中本蒼水

〒981‑0924仙台市青葉区双葉ケ丘

〒746‑0()25周南市古市2‑3‑43
(0834‑621400)

2−5−12

(0222710005)

静岡県連句協会
鳥取県連句協会

会長石渡蒼水

会長音田誌治

副会長中村雄爾・宮沢次男

副会長新田幸子・永江重昭

事務局宮沢次男

高野重子・山崎君子

〒414‑0051伊東市吉田保代山

事務局田中史郎

(0557‑45‑2244)

〒682‑0402烏取県東伯郡関金町大烏
居関金町教育委員会内
(0858452111．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

会長伊藤百雲

副会長井上雨道・岡本眸

副会長水野隆

戒能多喜

理事長大野鵠士

事務局長山口博三

事務局松尾一歩
〒500‑8415岐阜市加納中広江町68

〒791‑0311松山市白水台1‑19

横山ビル

(089‑927‑3231)

(058274‑9479)

連句協会関西支部
連句協会千葉県支部

支部長近松寿子
事務局

顧問上田渓水・伊藤藪彦

同

支部長下鉢清子

〒567‑0048茨木市北春日丘2‑137

事務局長伊藤貴子

（0726‑23‑8817）

〒264‑0006干葉市若葉区小倉台1−12−3
（043‑233‑3555）

連句協会石川県支部
支部長木上紫雲
連句協会岩手県支部

事務局宮嶋茂

支部長小原啄葉

〒929‑03石川県河北郡津幡町字
加賀爪二3

副支部長志和正巳菅原多つを

津幡町役場

事務局沼宮内凌子

(076‑288‑2121)

〒020‑01盛岡市西青lll24‑41
(0197‑465164)

連句協会三重県支部
支部長岡本耕史
事務局西田青沙
〒512‑092l四日市市尾平町3768188

連句協会栃木県支部
支部長中尾硫苦
副支部長高井利夫・田中きみ

（0593‑328931）

田浪富布

事務局長富田昌宏

埼玉県連句協会

〒3294406栃木県下都賀郡大平町

顧問金子兜太・宇咲冬男
会長磯直道

下皆川721

副会長白根順子・福田太ろを

（0282‑432664）

事務局長石川光男
〒369‑1203埼玉県大里郡寄居町

連句協会富山県支部

寄居535

支部長二村文人

(048‑581‑5943)

事務局

〒930富山市大手5‑1
(0764‑91‑8111)
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富山新聞社内

1．
2．
3．
4．

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
数をもって決し、可否同数のときは議長の決
するところによる。

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

会の議決および総会の承認を経て、その一部
もしくは全部を特別会計の基金へ繰り入れる
ことができる。

（会計年度）
第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
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

出にあてる。

する。

（特別会計）
第25条特別会計の収入は連句グループ、会
員、関係団体等よりの寄付金とし、 これを基
金として積み立てるものとする。
（経常会計の剰余金）
第26条経常会計に剰余金があるときは、理事

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

｢連句協会」顧問・役員名簿

(顧

問）

宇咲冬男・土屋実郎・上H1渓水．
小林しげと .近松寿子

(役
貝）
会
長磯直道
副会長中尾青宵・引地冬樹・品川鈴子
理事長宮下太郎

常任理事青木秀樹・伊藤百雲・伊藤稜志・
今村苗・臼杵勝児・小川廣男・
川野蓼艸 島村暁巳・白根順子・
福田太ろを．八木紫暁・和田忠勝
狩野康子
理
事新井秋芳・伊藤貴子・井門可奈女
梅村光明・岡本眸・鈴木漢・
高橋昭三・西幾多・二村文人・
松尾博雄・矢崎藍・富田昌宏・
大西素之・小池正博・近藤蕉肝・
城依子

会
監
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計臼杵瀞児（兼） ・島村暁巳（兼）
事内藤廣・東浦佳子

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

（支部）
第3条この会は理事会の議決を経て必要の地
に支部を置くことができる。

第2章目的および事業

l.

理事35名以内（うち会長1名、副会長
5名以内、理事長1名、常任理事若干名）
2． 監事2名
（役員の選任）

第12条理事および監事は会員のなかから総会
でこれを選任する。会長､副会長､理事長およ
び常任理事は理事会の互選でこれを定める。
（理事の職務）
第13条
1． 会長はこの会の業務を総理しこの会を代
表する。

（目的）

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

（事業）
第5条この会は前条の目的を達成するために
次の事業を行う。
1． 全国大会および地方大会の開催
2．
会報（隔月）の発行
3．
4．
5．

6．

連句年鑑の出版
ホームページの運営
国民文化祭への後援と参加

その他前条の目的を達成するために必要
な事業
第3章会

2．

副会長は会長を補佐し会長に事故あると
きは、あらかじめ会長が指名した順序でそ
の職務を代行する。
3． 理事長は会長、副会長を補佐してこの会
の業務を掌理する。
4． 常任理事は会長、 園￨｣会長および理事長を
補佐し理事会の議決に基づき業務に従事す
る。

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

員

（種別）

問

（顧問）

第6条この会の会員は次のとおりとする。
1． 正会員
（入会）

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

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。顧問は会費を納めるこ
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。
1. 正会員
年額3千円
但し1月から12月まで
（査格の喪失）

第9条会員は次の事由によってその資格を喪
失する。
1．
退会したとき
2．
理由なくして会費を2年以上滞納したと

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条常任理事会は原則として隔月に会長が
招集する。常任理事会の運営については別に
定めるところによる。
（総会）

第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

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

（種別）
第11条この会には次の役員を侭く。

ることができる。

（総会の議長）
第20条総会の議長は会長がこれを務める。

（総会の議決事項）
第21条総会は次の事項を議決する。
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州
連句協

前平2‑16‑2‑502池央歌(044‑
855‑8546）

若泉連句会
川田章夫
師系・宇咲冬男連絡先372‑
0842伊勢崎市馬見塚町ll21‑4川
田章夫(0270‑32‑8410)会員8名
和光大学
深沢眞二
連絡先406‑0002山梨県東山梨郡
春日居町別田5203深沢眞二
若笹連句会
笹川圭子

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

2892)会員8名
ワラハナ連句会
児玉俊子
連絡先3360012さいたま市浦和
区岸町1‑11‑12児玉俊子(048‑
886‑8820）
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連絡先471‑0822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

絡先563‑0341大阪府豊能郡能勢

町宿野1507林道子(0727‑34
0023)会員5名
瑞沙連句会

渡邊

博

師系・宮下太郎連絡先152−
0001同異区中央町2‑25‑1‑204渡

遥博

15名
川端秀夫

葉門連句会

絡先1560057世田谷区上北沢3−

八千草連句会
山元志津香

師系・宇咲冬男連絡先215
0006川崎市麻生区金程4‑9‑8山
元志津香(044‑955‑9886･FAX
9882)会員30名
やぶれ傘連句会

磯
直道
HIIJ系・宇川零雨連絡先332‑
0023川口市飯塚4‑47磯直道
(048‑2513033)

よみうり文化センター京葉
引地冬樹
師系・今泉宇涯連絡先274
0812船橋市三咲8‑3‑20引地冬樹
（047448‑7260)会員10名

やまくに連句の会

本歴良子TEL&FAX(046725‑
5139）

連絡先8710712大分県下毛郡山

落柿舎連句会

依子

連句「笹」
伊藤敬子

連絡先465‑0083名古屋市名東区
神丘町2‑51‑l伊藤敬子(052‑

連句研究会
小林
梁
師系・松根東洋城・野村喜舟
連絡先214‑0012川崎市多摩区中
野島4‑23‑14小林梁(044922‑

保

連絡先6168395京都市右京区嵯

51粒針修(048‑592‑8957)会員

城

師系・宇咲冬男連絡先300‑
1636茨城県北相馬郡利根町羽根
野800‑55城依子(0297‑68‑
4424)会員10名

7868）

奥西

峨小倉山落柿舎奥西保(075‑

粒針
修
連絡先3640014北本市ニツ家2

連句倶楽部

本屋良子

師系・東明雅・國島十雨連
絡先2480008逗子市小坪2‑12‑6

山利喜会

小野寺妙子
連絡先98r0005仙台市青葉区梅

701‑5050)会員7名

ラピロス連句会

4698)会員14名

国町守実水谷純一郎(0979‑62‑
2009)会員33名

連句会「遊」

よみうり文化センター川口

3−8‑103牧野正弘(033426‑

水谷純一郎

和田忠勝

師系・清水瓢左連絡先223‑
0052横浜市港北区綱島東5‑22‑4
和田忠勝(045‑5317174)会員25

0693)会員4名

牧野正弘

連絡先158‑0098世田谷区用賀6

連句会遊子座

田町4‑28小野寺妙子(022233‑

会員l1名

青野竜斗
連絡先791‑0204愛媛県温泉郡重
信町志津川98‑5青野竜斗

純

名

井口昌亮
師系・宇田零雨・木村葉山連
28‑13内旧たづ(03‑3303‑5457)

木曜会

金枝

連絡先459‑8004名古屋市緑区有
松南501‑E‑102金枝純(052‑
624‑5149)会員4名

土屋実郎

師系・清水瓢左連絡先233‑
0012横浜市港南区上永谷3‑20
34土屋実郎(045‑843‑8059)会員

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

連句会未恋座

881‑1953)会員9名

竜神連句会

連句朴の会
赤田玖實子
連絡先195‑0062町田市大蔵町
3089‑4小島七重(042‑7342564）
会員10名

長坂節子

8名

師系・矢崎藍連絡先471
0027豊田市喜多町4‑53長坂節子

大和屋別荘連句の会

鈴木春山洞
連絡先791‑8061松山市三津l3
l3鈴木春山洞(089‑9510064)

連句パワー
浅沼

瑛

師系・眞鍋天魚連絡先241‑
0825横浜市旭区中希望ケ丘97

会員15名

連句ななの会

14浅沼璃(045‑362‑2717)
土屋実郎

やみつくば会
下房桃庵

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

連絡先2330012横浜市港南区上
永谷3‑20‑34土屋実郎(045‑843‑

連楽会
高畑自遊

師系・阿片瓢郎連絡先168−
0063杉並区和泉42615高畑自

8059）

遊(03‑3323‑2454)会員10名

鈴峰連句会
北川英昭

弥生会
林
道子
師系・岡本春人・岡本星女連

連絡先5130012鈴鹿市石薬師町
35‑1北川英昭(0593741784)会
員7名
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鹿吟舎
池
央敢
連絡先2160006川崎市宮前区宮

ひうち

燧連句会

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

中村雄爾
連絡先4101126裾野市桃園l54
中村雄爾(055992‑0264)会員16
名
富士裾野ひよ子連句会

菱の実会
巌

涼江

師系・中尾青宵連絡先210‑
0824川崎市川崎区日ノ出l‑l5‑

小林和惠

師系・名古則子連絡先l54‑
0004世田谷区太子堂3−5−13小林
和惠(03‑3413‑4431)会員11名
摩耶連句会

宮原うた子
連絡先4111127裾野市平松611‑
l宮原うた子(055‑992‑2932)会

佐野干遊
師系・橋間石連絡先654‑
0075神戸市須磨区潮見台町32

員8名

30佐野干遊(078‑731‑0334)会員

11202巌涼江(044277‑5143)

11名
ふら〈たる

PCVAN電脳連句
木原幹雄
連絡先185‑0014国分寺市東恋ケ
窪2‑29‑3木原幹雄
美々つと連句会

藤井
清
連絡先655‑0007神戸市垂水区多
聞台5‑3‑34藤井清(078‑781‑
7766）

紅の会
成田淑美

師系・宇咲冬男連絡先354‑
0018富士見市西みずほ台3‑6‑1‑
402成田淑美(049252‑6318)会
員9名
ひよどり連句会
品川鈴子
師系・橋間石連絡先651‑
1123神戸市北区ひよと．り台l
17−l品川鈴子(078‑741‑4472)会

連句会ひらめき
狩野康子

連絡先981‑0924仙台市青葉区双
葉ケ丘2−5−12狩野康子(022‑
271‑0005)会員8名

広野連句会
村木佐紀夫
連絡先520‑0026大津市桜野町1‑
13‑16村木佐紀夫(0775‑22‑

大久保風子
連絡先3360053さいたま市浦和
区前地2‑9‑21大久保風子(048‑
881‑2756)会員11名

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

山口龍一
連絡先516‑0078伊勢市曽祢2‑1
16山口龍一(059628‑5343)会員
5名

師系・東明雅会員8名
富士裾野連句会

三河連句会
斉藤吾朗
師系・宮下太郎連絡先445‑
0806西尾市伊藤町伊藤前15‑l斉
藤吾朗(0563‑57‑8332)会員12名
三豊連句会
植松晴子
連絡先769‑1613香川県三豊郡大
野原町花稲907植松晴子(0875
52‑2137）

松山連句協会
大西素之
連絡先791‑0113松山市白水台4‑
1211大西素之(086‑923‑3993)
会員10名

水無月連句会
堀江信男
連絡先31$0903水戸市堀町
1147‑18堀江信男(029252

2634)会員12名
松山連句教室

弥生(089‑9736055)

美晴連句会
土屋実郎

連絡先233‑0012横浜市港南区上
永谷3‑2034土屋実郎(045‑843‑
8059･FAX846‑1526)会員6名

摩天楼連句会

名

風蘭社運句会

狩野康子

連絡先981‑0924仙台市青葉区双
葉ケ丘2‑512狩野康子(022‑

匂玉の会

井上弥生

岡田陽邨

宮城県連句協会

2710005)

帥系・宇田零雨連絡先790‑
0045松山市余戸中2‑13‑19井上

連絡先514‑0058津市安東町l941
岡田陽邨(0592280962)会員4

3768‑188西田青沙(0593‑32‑
8931)

北杜連句塾

5444)会員15名
風蘭連句会

岡本耕史

連絡先512‑0921四日市市尾平町

ほほほ連

狩野康子

松本昌子
連絡先65併0046神戸市中央区港
島中町6‑2‑1‑2‑912松本昌子
(078303‑0780)会員4名

廣谷高士
連絡先763‑0031丸亀市城南町75
廣谷高士
三重県連句協会

神山愛子
連絡先5020017岐阜市長良雄総
195‑2神山愛子･会員5名

員74名
ひょんの会

丸亀連句会

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

未来図連句会
鍵和田柚子

連絡先108‑0074港区高輪2−1
51302鍵和田柚子会員13名
WebBBSめぎつれ座
八木聖子

窓連句会
うぅ

一コ.3−

大平町下皆川721富田昌宏
（0282‑43‑2664）

絡先1350003江東区猿江1‑2‑2
50l松澤晴美(03‑36344094)会

が丘2‑5‑2岡本康子(033326‑
0496)会員10名

員30名

富山県連句協会
二村文人

連絡先930‑0123富山市呉羽富田
町4143‑18二村文人(076436‑
2257)会員40名

日本作家クラブ連句会
市村美就夫
連絡先1500012渋谷区広尾3‑

巴1廿串津句会
各務恵紅
師系・東明雅・國島十雨連
絡先500‑8367岐阜市宇佐南1−2−
5各務恵紅(058‑273‑0539)会員

17‑4205中島まさし(03‑3407

5368)会員20名

20名

猫蓑会

とよあけ連句会

永坂博美
師系・矢崎藍連絡先470‑
1152豊明市前後町仙人塚1736‑
144永坂博美(0562921030)会
員18名

青木秀樹

師系・東明雅・根津芦丈連

花野連句会

0844松山市道後一万11 13豊島
呑烏(089‑926‑2331)会員7名

小出きよみ

近藤蕉肝

豊島呑烏
師系・鈴木春山洞連絡先790

名久井白好

連絡先039‑1114八戸市北白山台
3‑6‑8森きよし(0178‑27‑0311)

21‑16青木秀樹(0333090953)
会員170名
枯華連句会

どん・あ・ くらぶ

八戸俳諸倶楽部

絡先182‑0003調布市若葉町2−

帥系・根津芦丈・東明雅連
絡先390‑0821松本市筑摩東2419
小川きよみ(026325‑5436)会員
11名

連絡先1020074千代田区九段南
3‑3‑3横山わこ(0332614425)
会員10名
能登川連句友遊クラブ

なでしこ連句会
大平堯子
連絡先8740902別府市青山町8−
13村橋公子(0977‑23‑6526)

長谷川美雄

はねだ連句会
内海良太

連絡先521‑1204東近江市小川町
668長谷川美雄

師系・名古則子連絡先216
0001川崎市宮前区野川313817

山口和義(044‑777‑2460)会員16

俳諸工房

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(0879524391)会
R10名

窪田阿空
連絡先359‑1146所沢市小手指南
2‑33‑12窪田阿空(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3‑16‑9西田舟人(0729‑56‑

俳諸田園(協会主催）
中尾青宵

渚の会

西岡恭平
師系・長谷川ひさを連絡先
760‑0011高松市浜ノ町6025
705西岡恭平(087‑851‑9006)会
員9名
夏炉の会

岩村牙童
連絡先781‑0252高知市瀬戸東町
2‑323岩村牙童(088842‑7656)
会員20名

連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
が丘2‑25‑2中尾青宵

3576）

浜

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

俳譜文芸考究会
中尾青宵
連絡先2270043横浜市青葉区藤
が丘225‑2中尾青宵TEI＆FAX

はbぃ

がわ

(045‑973‑1760)Email :sss@fO7.

祓

川
黒田耕三

1t§(x)m､net

師系・鈴木春ll1洞連絡先791‑
8083松山市新浜925黒田耕三

白水台連句会

（0899‑51‑2889)会員9名

山口博三

師系・宇田零雨・寺岡情雨連

習志野連句会

絡先791‑0113松山市白水台1−1−

師系・阿片瓢郎会員7名

ば

鈴木春山洞

9山口博三(089‑9273231)会員
4名

師系・松根東洋城連絡先791‑
8061松山市三津1313鈴木春山
洞(089‑951‑0064)会員30名

白塔歌仙会

連絡先517‑0506三重県志摩郡阿
児町国府南草1120‑69田島竹四
（05994‑3‑1846)会員9名
にほんご連句会
岡本康子
連絡先1820006調布市西つつじ

るしゆ

芭流朱連句会

南草連句会
田島竹四

風

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
宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
つへ

−。圭一

B

面

内田さち子
師系・名古則子連絡先176‑

0023練馬区中村北4‑23‑4内田さ
ち子(033970‑2468)会員5名

連絡先227‑0047横浜市青葉区み
たけ台2‑22臼杵瀞児(045‑971
3293)会員6名

19星野惠則(047‑372‑6448)会員

榊原由美

連絡先516‑0072伊勢市宮後'一
高田馬場連句会

清流連句会

佐伯俊介

戒能多喜
師系・宇田零雨・松永静雨連
絡先791‑0312束温市則之内乙
25903戒能多喜(089966‑3096)
会員7名
浅春連句会
谷敷

寛

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

伊藤直子
連絡先981‑8003仙台市泉区南光
台3‑3一9伊藤直子(022‑233
7732)会員9名
宗祇法師研究会
林
茂樹
師系・金子金治郎連絡先521‑
1200滋賀県神崎郡能登川町泉台
215‑24林茂樹(0748‑422037）
会員8名

つらつら吟社

30名

連絡先273‑0005船橋市本町6−
169佐伯俊介(0474‑22‑5782）

10−16榊原由美TEL＆FAX
(0596‑28‑2284)

天神連句会
八木紫暁
連絡先816‑0931大野城市大字筒
井298 1八木紫暁(092‑593

多度津連句会
師系・鈴木春山洞連絡先764
0003香川県仲多度郡多度津町青
木169
多摩連句会

宮下太郎
連絡先206‑0034多摩市鶴牧2−
261112宮下太郎(042374‑
7002）

2575）

東京義仲寺連句会馬山人記念会
師系・野村牛耳・高藤馬山人
連絡先1820035調布市上石原2−
27−9川野蓼艸(0424‑85‑5480)会
員10名

桃雅会
杉山壽子

遅刻坂連句会
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(()48‑
881‑2756)会員20名

師系・東明雅・式田和子連
絡先464‑0032名古屋市千種区猫
洞通1‑5‑1‑409杉山壽子(052
7823751)会員15名
道後連句会

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

井上和久
師系・宇田零雨連絡先791‑
8031松山市北斉院町1040‑3井上
和久(089‑971‑2727)会員8名

草門会
川野蓼艸

師系・野村牛耳連絡先182‑
0035調布市上石原2279川野蓼
艸(0424‑85‑5480)会員10名

千代の会

刀水の宴連句会

奥村冨久女
連絡先606‑8433京都市左京区永
観堂西町20奥村冨久女(075‑

太田
博
連絡先2530054茅ケ崎市東海岸
南6333太田博(0467‑87

7710767）

5703）

埣啄会
柏原和宏
師系･石沢無腸・森三郎連
絡先369‑1203埼玉県大里郡寄居
町寄居958‑2柏原和宏(048‑581
087)会員11名

土筆・有楽帖三吟会
遠藤嘉章
連絡先214‑0039川崎市多摩区栗
谷1‑14‑16遠藤嘉章
筑波連句会

染井の会
浦

幾美

師系・中村俊定連絡先215‑
0013川崎市麻生区王禅寺76736
蒲幾美(044‑9558726)
大智院連句会

引地冬樹
師系・今泉宇涯連絡先272
0812船橋市三咲8‑3‑20引地冬樹
(0474‑48‑7260, FAX7274)会員
16名

桃天樹畦聚

赤田玖實子
師系・根津芦丈・清水瓢左連
絡先228‑0818相模原市上鶴間本
町836赤田玖實子
徳島連句懇話会
高田．保二
連絡先650‑0046神戸市中央区港

島中町3 1‑47‑202鈴木漠
(0783022230)会員3名

つばさ連句会
岡本耕治

師系・名古則子連絡先511
1112三重県桑名郡長島町大倉1
45O岡本耕治(0594‑42‑1469)会
員6名

八尾暁吉女

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

津幡連句クラブ
第六天運句会

都心連句会
土屋実郎

師系・清水瓢左・大林杣平連
絡先233‑0012横浜市港南区上永
谷3‑2缶34土屋実郎(045‑843‑
8059)会員40名

中田風来

師系・上}II平谷・清水瓢左連

師系・今泉宇涯連絡先929‑
0325石川県河北郡津帖町字加賀

絡先2720836市川市北国分1 2

爪二3中田風来

浅野黍穂

−31−

栃木県連句協会
中尾硫苦

連絡先329‑4406栃木県下都賀郡

船渡文子

柴田由乃

師系・閉島十雨連絡先502‑
08l7岐阜市長良福光2521‑12船
渡文子(058‑231‑1716)会員8名
獅子門花わさび

白魚連句会

連絡先5030937大垣市釜笛1−
177‑2柴田由乃(0582734499)
会員9名

岡本耕史

連絡先5111112桑名市長島町大
倉l 450岡本耕史(059442
1469)会員3名

樹氷連句会
森川淳子

犬島正一

師系･ l刈島十雨連絡先509‑
7205恵那市長島町中野829‑3森
川淳子(0573254864)会員11名

泗楽連句会

述絡先9398083富山市西中野本

西Ⅲ青沙

町5‑14犬島正‑(0764‑21‑3494)

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

湘南吟社
獅子門蕊杖社

小林靜司
師系・根津芦丈・清水瓢左連
絡先141‑0031品川区西五反田6−
238小林靜司(03‑3492‑2983)会

瀬尾千草

師系・國島十雨連絡先502‑
0857岐阜市正木197925瀬尾千
"(058‑231‑2400)会員23名
獅子門麗水社

城

瀬野喜代子
師系・名古則子連絡先514‑

員10名

2317津市安濃町前野24潮野喜代
子(059‑268‑0267)会員5名

湘南連句うらら会
田辺桂j1

橘

師系・國島十雨連絡先502
0879大垣市新町2‑67田辺桂月
（0584‑78‑4693)会員19名

文子

尋牛会

HIIj系・束明雅連絡先195‑
0074町田市山崎町2130‑6‑2‑105

師系・矢崎藍連絡先460‑
8445名古屋市中区栄4‑1636(I*j

橘文子

電通中部支社内(052‑263‑8324）

会員8名
獅子門友楽社

正

河合勝子

師系・國島十雨連絡先503
2213大垣市赤坂町261河合勝子
(0584‑71‑0685)会員8名

風

藤野鶴111
師系・寺崎方堂連絡先520
0822大津市秋葉台35‑9正風発行
所藤野鶴山(0775‑259159)会員

信州大学連句会
宮坂静生

師系・根津芦丈・東明雅連
絡先3990025松本市寿台4‑5‑3
宮坂静生(0263572461)会員40

100名
静岡県連句協会

名

石渡蒼水
連絡先4140051伊東市吉田保代
lll宮沢次男(0557‑45‑2244)

下町連句会

正風大府支部
久野溌流
師系・寺崎方堂連絡先470
ll43豊明市阿野町上納91‑6鈴置
一花(0562‑92‑4521)会員25名

伊藤哲子

連絡先1360072江東区大島3−

員6名
桐山北天

澁谷

道

しめいあん

井上鶴鳴

師系・東明雅連絡先136‑
0074江東区東砂7‑5‑22302井上
鶴鳴(0356320400)会員29名
かい

四宮会
式田恭子
HIIj系・東明雅・式田和子連
絡先107‑0062港区南青山7‑33
501式田恭子(03‑3498‑0029)会
員10名
朱の会

0035新庄市鉄砲町3‑71内￨Ⅱ武

深大寺連句会
上毛連句会

澁谷道(066691‑1395)会員8名
紫明庵連句会

内田
武
師系・春秋庵幹雄連絡先996‑

員10名

師系・術間石連絡先558
0002大阪市住吉区長居西1‑9‑2

みや

新庄北陽社

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

紫薇の会

しの

永沢安栄
師系・笹白州連絡先996‑
0082新庄市北町5‑19永沢安栄会

正風和気支部

26‑1‑911伊藤哲子(033637‑

8990)会員10名

新庄・氷室の会

吉成正夫

伊藤稜志

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

連絡先1790085練馬区早宮3−
3422吉成正夫(03‑3994‑8055)
会員20名
すす

篠
白川連句会
荒井美三雄

連絡先330‑0841さいたま市大宮
区東町2‑203‑1502荒井美三雄
（048‑644‑6446)会員5名
しらさぎ連句会
森川

年

師系・寺岡情雨連絡先799‑
1303西条市河原津甲484 1森川
年(0898‑66‑5232)会員3名
−30−

岡田史乃
連絡先1070052港区赤坂6‑9‑4‑
301岡田史乃(03‑3582‑0081)
すい1−い

粋酔連句会
奥山晃希
連絡先2770823柏市布施新町3−
4‑5奥山晃希(0471398253)
成城連句会
臼杵勝児

0017鎌倉市佐助1‑14‑9菅谷有里

会員15名

草笛連句会
大西素之

師系・寺岡情雨連絡先791

清の會

郡山連句会

下鉢清子
連絡先277‑0052柏市増尾台2‑
13‑5下鉢清子(04‑7172‑7549)会
R30名

堀越ふみ子

0113松山市白水台4‑12‑12大西

連絡先969‑1103福島県安達郡本
宮町二井田下の原28124堀越ふ

素之(089‑923‑3993）
郡上みよし野連句会

み子

天野收一

連絡先50142161岐阜県郡上郡八
幡町本町天野收‑(0575‑65‑

さん

塚本田天志

連絡先273‑0048船橋市丸山2−
45‑35塚本田天志'1､EL＆FAX
(047‑438‑2380)

l591）

くさくき・スコーレ連句会
高須節子
師系・磯直道連絡先599‑
8114堺市日置荘西町2‑39−1高
須節子(072‑2850588)会員16名

とう

丹下博之
連絡先3380012さいたま市中央
区大戸4‑6‑3丹下博之(048‑832‑
3727)会員1()名
三川連句会

小瀬川連句会

<のいち連句会

じゃく

三尺童

国際連句協会

磯部摂子

永野
薫
連絡先739‑0646大竹市栗谷町大
栗林739永野薫（08275‑6‑

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

0344）

員23名

内山秀子

帥系･ l叩峻桐雨連絡先101
0047千代田区内神田2‑12‑5内山
回漕店方内山秀子(03‑3252‑
2941)会員8名
熊谷梶の葉連句会
中

和枝

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

鹿の会

ころも連句会
矢崎

師系・東明雅連絡先470‑
O335豊田市青木町1‑719由川慶
子(0565‑46‑2236)会員22名
さい

あん

柴

庵

宮下太郎

藍

師系・松根東洋城・野村喜舟
連絡先206‑0034多摩市鶴牧2−
26‑1‑ll2宮下太郎(042‑374‑
7002)

中尾青宵
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
が丘225‑2中尾青宵(045‑973‑
1760)E:§鵠@I()7.itScom・nel

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
登川町小川668長谷川美雄
(0748‑42‑1029)

雲の会
村野夏生

帥系・野村牛耳連絡先l65‑
0022中野区江古田4‑18‑2杏花村
塾村野夏生(03‑3387‑2321）

栄連句サロン
間瀬芙美

師系・矢崎藍連絡先471
0066豊田市栄町6‑6‑10間瀬芙美
（0565‑31‑5552)会員15名

栗の木連句会
白井風人
連絡先214‑0005川崎市多摩区寺
尾台1‑15‑9白井風人(044‑955‑
3393)会員5名
耕

佐久良連句会
井門可奈女
師系・栗田樗堂・富田狸通連
絡先790‑8503松山市湊町4‑6‑6
丸三書店内井門可奈女(089‑
931‑8501)会員7名

石111町1‑36加藤耕子(052‑841‑
5054)

興聖寺連句会
岡本

中世古正郎
連絡先519‑0601伊勢市二見町松
下2085中世古正郎(0596‑43‑
3177)会員4名
さくら草連句会

4‑4‑30l小林しげと(048281
8161)

高知癒しの連句桜蓼会
山崎

曙

師系・寺田寅彦連絡先780‑

0010高知県高岡郡窪川町窪川
ll45‑5山崎曙(0880222097)

青野竜斗
連絡先7911101松山市久米窪田
町971‑39青野竜斗(089‑970

獅子門
伊藤百雲

師系・各務支考連絡先503‑
0026大垣市室村町4‑156伊藤百
雲(0584‑73‑0774)会員100名
ゆうげ人しや

小林しげと

連絡先334‑0001鳩ヶ谷市桜町4

l岡本眸(0899‑451154)

重信・木曜会

さくら連句会

眸

師系・宇田零雨・松永静雨連
絡先790‑0052松山市竹原町l−4−

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8‑36赤田玖實子(0427‑45‑
0407)会員7名

2846)会員5名

加藤耕子

連絡先467‑0067名古屋市瑞穂区

慈眼舎

獅子門又玄社
成瀬貞子
帥系・國島十雨連絡先501‑
1159岐阜市西改田松の木157成
瀬貞子TEL&FAX(058 239‑
1762)会員10名

里の会

菅谷有里
師系・清水瓢左連絡先248
−29−

獅子門源氏連句会

香川連句会
鎌田孝義

師系・鈴木春山洞連絡先763‑

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

0013丸亀市城東町1‑326鎌ⅡI孝

義会員50名

小池正博
連絡先5940041和泉市いぶき野
2‑208小池正博(0725‑56‑2895)
会員10名

兜の会
山下七志郎

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‑

其角座

連絡先9230938小松市芦田町2
2松下京子(076121‑3464)会員

土屋実郎
連絡先2570024秦野市名古木

18名

1171二上貴夫(0463‑82‑6315)

会員13名
からむし庵連句会

55‑2401)

風の香連句会
笹

貞子

連絡先996‑0051新庄市松本348

笹貞子
風の道連句会

根津芙紗
師系・根津芦丈・東明雅連
絡先396‑000O伊那市山寺区山本
町3185根津芙紗(0265784723)
会員18名
歌林連句会

白井風人
連絡先214‑0005川崎市多摩区寺
尾台1‑15‑9白井風人(044‑955‑
3393)会員2名

坂手手留
連絡先185‑0011国分寺市本多1−
11‑13小向敏江(042‑3210825)

義仲寺横浜戸塚連句会
八木荘一

連絡先245‑0067横浜市戸塚区深
谷町671八木荘‑(045‑851‑

1655)会員17名
義仲寺連句協会
師系・斉藤石盟連絡先520
0802大津市馬場1‑512義仲寺
(0775‑232811)会員15名

会員20名
岐阜県連句協会

河童連句会

歌留蓑連句会
矢崎硯水

師系・宇田零雨連絡先392
0004諏訪市諏訪2‑10‑22矢崎悦

伊藤百雲

金子鳴陣
連絡先2200061横浜市西区久保
￨11.48‑14金子鳴陣会員18名

師系・各務支考連絡先502‑
0817岐阜市長良福光2521‑12船
渡文子(058231 1716)

水(0266‑52‑0251)会員15名
川内連句会
勝山連句会

錦心会
小倉靜波

井手光子
師系・松根東洋城・佐伯巨星塔
連絡先7900878松山市勝'1｣町2−
155‑1‑501井手光子

師系・松根東洋城・阿片瓢郎
連絡先791‑0311束温市則之内
2153‑l小倉靜波(089966‑2781)

渡部伸居

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

会員3名
句華苑吟社

花扇会

神田川連句会
宮

県人

連絡先3440116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

吉本世紀

岡部桂一郎
連絡先134‑0085江戸川区南葛西
7‑1 6‑201松井青堂(03‑3680‑

連絡先3280036栃木市室町1−13
吉本画廊内吉本世紀(0282‑23‑
3665）

0053)

くさくき

桂の会

神田義仲寺連句会

臼杵瀞児
連絡先227‑0047横浜市青葉区み

磯
伊藤秀峰

たけ台2‑22臼杵瀞児(045971‑

師系・斉藤石里連絡先101
0047千代田区内神田l‑6‑6伊藤

3293)会員16名

秀峰(03‑3292‑0835)

直道

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先3320023川口市飯塚4‑4‑7
磯直道(0482513033)会員
240名

かないわ

金石公民館俳諸研究会

観音寺連句会

松本苔花

くさくき北九州支部
守口薫

野口雅澄

連絡先9200337金沢市金石西4−

連絡先768‑0040観音寺市柞田町

5−32松本苔花(0762‑67 1045）

油井野口雅澄(0875‑25‑0979)会

員8名
かびれ連句会

師系・宇田零雨連絡先871‑
0811福岡県築上郡吉富町大字広
津915守口薫(0979‑23‑3145）
会員25名

西幾多
師系・大竹孤悠連絡先319‑
1225日立市名坂町1‑31‑12西
幾多(029452‑3671）

神田分教場連句会

川名將義
連絡先232‑0076横浜市南区永田
台48‑16川名將義(045 713
1388)

加納句会

くさくき松山支部
寺岡情雨
師系・宇田零雨連絡先791‑
0113松山市白水台4‑12‑8寺岡情

雨(0899236028)会員10名
小潮

i砂美

きさらぎ連句会
−28−

いなみ連句の会

名

飯田連句会
吉池保男

師系・東明雅連絡先395
0806飯田市鼎上山3181‑1吉池保

山本秀夫
師系・東明雅・二村文人連
絡先932‑0211南砺市井波2077‑1
山本秀夫TEL&FAX(0763‑82‑
0270)会員31名

中尾青宵
連絡先206‑0031多摩市豊ケ丘1−
40‑2‑203塙於玉(042 375
2543)会員15名
奥美濃連句会
水野
隆
連絡先501‑4226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

男(0265‑23‑1484)会員10名

茨城県連句協会
伊賀連句会
奥田雅生
師系・清水瓢左・名古則子連
絡先514‑0804津市上弁財津興
3212奥Ⅲ雅生(059‑226‑7533)会

堀江信男
連絡先319‑1225日立市石名坂町
1319根本美茄子(0294‑53‑

おどおり

小郡連句会

6635）

師系・松根東洋城・阿片瓢郎
連絡先754‑0000山口県吉敷郡小
郡町津市上河野玄磨(083972
0599)会員5名

茨の会

員8名

近松寿子

伊勢原連句会
近滕蕉肝

連絡先259‑1141伊勢原市上粕屋
1766大津博山(0463‑94‑3402)会

連絡先567‑0048茨木市北春日丘
2 137近松寿子(0726‑23‑8817)
会員25名

おたくさ(OTAKSA)の会
鈴木

岩手県連句協会

R13名

小原啄葉
五十鈴吟社
山口圭子

師系・清水瓢左・名古則子連
絡先519‑0502伊勢市小俣町相合

上野連句会

いさよひの会

鈴木美智子

島中町3‑1‑47 202鈴木漠
(078‑302‑2230)会員8名

小野連句会
新井秋芳

渡部伸居

師系・宇咲冬男連絡先299‑
0246袖ケ浦市長浦駅前6‑15‑14

師系・松根東洋城・阿片瓢郎
連絡先791‑0241松山市小野町15

新丼秋芳(043862‑4330)会員15
名

渡部仲居(089‑975‑1532)

おぼろ連句会

連絡先177‑0032練馬区谷原5−

20‑14鈴木美智子(03‑3925‑

WebSIG電脳連句

藤本純一

木原幹雄
連絡先185‑0014国分寺市東恋ケ
窪2‑29‑3木原幹雄

5930)会員4名

石手寺連句会
岡本

漠

連絡先650‑0045神戸市中央区港

連絡先0200132盛岡市西青山2−
441沼宮内凌子(0197‑46‑5164)

605山口圭子(059622‑2877)会

員3名

しず護る
河野玄磨

師系・鈴木春山洞連絡先790
0062松山市南江戸5‑2‑26藤本純
‑(089‑925‑8279)会員6名

眸

帥系・宇田零雨・松永静胴連
絡先790‑0052松111市竹原町l‑4‑
l岡本眸TEI,&FAX(089‑945‑
1154)会員8名

NHK文化センター青山

貝の会

土屋実郎

戸田貝江

連絡先233‑0012横浜市港南区上
永谷320‑34土屋実郎(045‑843‑
8059)会員12名

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

伊豆芭蕉堂連句会
石渡蒼水
師系・斉藤石翌連絡先414
0014伊東市弥生町3‑2石渡蒼水
(0557‑37‑1831)会員10名

大分県連句協会

海市の会
中森順和

鈴木
漠
連絡先650‑0046神戸市中央区港

連絡先847‑0902別府市青山町8−
72事務局南雲玉江

島中町3‑1‑47202鈴木漠(078‑
302‑2230)会員4名

市jl l俳諸教室

桜花学園大学連句研究会
矢崎

藍

伊藤貴子
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先2640006干葉市若葉区小倉

連絡先471‑0057豊田市大平町七
曲12‑1比較文化学科424研究室

別所真紀子
師系・野村牛耳・林空花連

台1 123伊藤貴子(043‑233

(0565‑35‑3131)

絡先187‑0023小平市上水新町2−

解

撹

21‑7別所真紀子(0423‑45‑0635）

3555）

桶川連句会

福田太ろを

−粋会

師系・高藤馬山人・浜本青海

連絡先363‑0028桶川市下[1出谷

連絡先166‑0001杉並区阿佐ケ谷

西2‑64福田太ろをTEL＆FAX
(048787‑4477)会員10名

北5‑33‑9大城里水(03‑3338‑
1353)会員15名

蛙の会

中尾青宵
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
が丘2‑25‑2中尾青宵(045‑973
1760)

丘の上連句会
うワ
ムノ

｜

1

全国連句グループ概況

1

①グループ名②代表者氏名③師系
④連絡先（住所・電話番号）⑤会員数
（五十音順）
あや

亜の会
前田圭衛子
連絡先655‑0004神戸市垂水区学
が丘2−1‑418‑202(078‑786‑
1868)会員15名

絡先364‑0035北本市西高尾7‑83彩連句会
川岸冨貴(0485‑91‑5208)会員50
児玉俊子
名
師系・宇田零雨連絡先330‑
0052さいたま市浦和区本太5‑
あした連句会えびね支部
16‑6児玉俊子(0488868820)会
宇咲冬男

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

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先194‑0041町田市玉川学園8
7‑1大平美代子(042‑724‑3800)
会員15名
あしべ俳詣塾

会津の会
磯
直道
連絡先332‑0023川口市飯塚4‑4
7磯直道(0482513033)会員
5名
青葉連句会
八島美枝子
師系・宇田零雨連絡先145‑
0061大田区石川町2‑32‑8八島美
枝子(03‑3728‑0712)会員9名

員10名

鮎可部連句会
久保俊子
連絡先731‑0202広島市安佐北区
大林町315久保俊子(082‑818
2719）

片山多迎夫
師系・清水瓢左・吉岡梅淋連鮎倉橋島連句会
絡先666‑0013川西市美園町1−3‑
奥田惠以子
406片山多迦夫
連絡先7371314広島県安芸郡倉
橋町鹿老渡奥田恵以子(0823
梓川連句会
54‑1296）
金井教子
師系・根津芦丈・宮坂静生連鮎須川連句会
絡先390‑1700長野県南安曇郡梓
藤本幸子
川村杏金井教子(026378‑3808)
連絡先737‑2100広島県安芸郡倉
会員25名
橋町須川藤本幸子(082353
1255）

青葉城連句会

天霧連句会

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

高森秋義
師系・鈴木春山洞・渡邊陽行
連絡先764‑0027香川県仲多度郡
多度津町道福寺200‑13高森秋義
(087733‑2475)

鮎連句同好会
高橋昭三
連絡先7310223広島市安佐北区
可部南4547高怖昭三(082‑
815‑1914)会員35名

茜連句会

陶山泰子
師系・品川鈴子連絡先769‑
l602香川県三豊郡豊浜町姫浜
1358 l陶山泰子(0785‑52‑5131)
会員12名

天の川連句会

あらくさ連句会

本間泰義
師系・三好龍肝・福田眞久連
絡先952‑0206佐渡市畑野甲35‑2
本間泰義(025966‑3606)会員10
名

あこね

茜連句会

あるふあ会

竹内茂翁
連絡先5160036伊勢市勢多町
91531冨田方竹内茂翁(0596‑
24‑7673)会員3名

紫

連絡先294‑0006逗子市逗子24
5北沢義弘(0468715393)会員
限定

天の川連句会東京支部
大谷似智子
師系・三好龍肝・福田眞久連

i!鮒津明生子
連絡先241‑0833横浜市旭区南本
宿町72‑14高津明生子

絡先242‑0001大和市下鶴間4266
大谷似智子(046‑2743420)会員阿畔の会

陽

13名
藤田

梅村光明

明

連絡先770‑0868徳島市福島1

連絡先514‑0114津市一身田町天の川連句会新宿西塾

10‑16梅村光明(0886521989)

285藤田明(059232‑6438)会

会員6名

貝6名

芹田恵子

師系・三好龍肝・福田眞久連
絡先330‑0015さいたま市見沼I又安津濃連句会

あした連句会
宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連

蓮沼873‑17芹田恵子(048686‑
6549)会員10名

−26−

湯浅重好
連絡先514‑0823津市半田934‑47
湯浅重好(059‑225‑3094)会員3

全国連句グループ概況

年鑑担当
○編集

○購入申込・発送

○会計・送金先

一○五

小川廣男

二

三四五一一八六二

今村苗

〒肌ｌ岬港区三田二 三 三四 九○一

二六

︵電話・ＦＡＸ○三
｜ＴⅣｌ叩世田谷区千歳台四

一

四六二○七九

四四七七︶

福田太ろを

︵電話○三 三四八二ｌｏ二三五︶
｜Ｔ淵ｌⅧ桶川市下日出谷三七五

二

︵電話・ＦＡＸ○四八七八七

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
○連句璽雲亘暑簿担当〒畑ｌ岬横浜市港北区綱島東五

︵電話・ＦＡＸ○四五

回編集後記回
人間の集中度は気温何度ぐらいまで正常に働くものか︑今まで
ほとんど考えもしなかったことを考えさせられた今年の酷衿でし
た︒気温四十・九度とか︒校正をする身には辛い気温です︒とい
う愚痴はとりあえずおきまして今年から大きく変わった個所があ
ります︒連句協会名簿の海外の欄を廃止しました︒協力して下さ
る方があって海外の調査をしたところ︑多くの組織が実態が解ら
なくなってしまっていたからです︒もちろん活発な活動をしてい

る組織があれば今後もその情報はお伝えしたいと思っておりま
す︒あとの悩みは例によって連絡場所︑担淵者名︑作者名の書き
落とし︒皆様封をなさる前にもう一度お確かめ下さい︒編集部よ

りの切なるお願いです︒︵今村苗︶

○朝夕の風に小さい秋を感じるようになり︑校正を手放すことが
出来ました︒この平成十九年版には︑一二一グループ・二二八巻
が掲載されております︒そのうちの一七○巻︵約七五％︶が﹁歌
仙﹂で︑あとの二五％は﹁半歌仙﹂﹁百韻﹂﹁短歌行﹂など十七の
形式により巻かれております︒
○原稿の文字の表記が明らかに違っていると思われる箇所は修正
し︑原稿に﹁旧仮名遣い﹂とある中の促音・鋤音は大文字に統一
しました︒ただ︑外来語の促音は小文字のままとしました︒
○首尾の日付．巻かれた場所をお忘れなく︒ＦＡＸ．Ｅメールな
どは﹁文音﹂としました︒

○巻頭の評論・エッセイご執筆の石寒太先生︑大野鵲士先生︑

山村俊夫先生に厚くお礼申し上げます︒︵白根順子︶

平成十九年九月二十日印刷

平成十九年九月二十五日発行

平成十九年版連句年鑑

定価二︑五○○円

編集人代表今村苗

宮下方

発行所一Ｔ畑ｌ蝿多摩市鶴牧ニノニ六ノーノーニー

三七四

七○○二

連句協会

電話○四二

印刷所〒Ⅲｌ岬東京都北区豊島四ノニノ四

株式会社朝陽会

五五二八

三九一三五五三○

三九一三

ＦＡＸ○三

電話○三

