I

'90RENKUNENKAN

蕊

連句協 会

連句年鑑

平成二年版

連句年鑑︵平成二年版︶目

次

﹁第八回全国大会﹂開催さる⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝．：．⁝：⁝：⁝：⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝：．⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝６

雨轆轤鯉哩蠅一端關熱難難露難塞熱熱蜂和制蹄識酔

35343332313028262423

︒：．．：⁝⁝・⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝：阿片瓢郎・：⁝犯

；男平涯雨郎

｡

■

甲

■

､

■●

；

由

・・選考委員長

．．⁝選考委員

冬杣宇十瓢

異体生類打越不嫌のこと⁝・⁝：︒：⁝：．

連句協会賞を審査して：．⁝：．：：：：⁝・⁝⁝：：⁝⁝：⁝⁝⁝．：⁝⁝：︒：

″

″″

；

●

第八回連句協会賞の選考について．．⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝・・⁝・⁝：⁝

●︒①︑●

咲林泉島片

■■●

；

●

−2−

■

；

●

■■由■●

■？

由

選考雑感：：⁝：：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．⁝：：：：⁝⁝・・・⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝：

″

車

■

審査所感・⁝⁝：．⁝：⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：︒：⁝⁝⁝︒：⁝⁝：⁝・・・

Ｇｏ凸●●

｡

⁝⁝⁝束明雅・⁝：羽

●

●

宇大今国阿

●

●

入賞作品について⁝：．⁝⁝：：⁝：：．⁝⁝⁝⁝．：．：．．⁝⁝⁝：．⁝⁝⁝．：

■

●

｡

連句協会賞﹁ゆく春﹂都心連句会︿小林しげと捌﹀⁝⁝：⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝︒：

｡

″﹁風花﹂東京義仲寺連句会水分の会︿真鍋天魚捌﹀⁝⁝・⁝⁝⁝：

●

●

佳作﹁子規山脈﹂茨の会︿近松寿子捌﹀：⁝⁝：⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝︽
″﹁龍の髭﹂風信子の会︿別所真紀捌﹀．：・・・⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝．

■●色■●■︑■■●●︒●●︒■■■

連句協会賞選考経緯・⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝：⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：
顧

平成元年連句界の一年・⁝⁝

、

●

●

第八回連句協会賞発表

回

｜回顧一

｡

作品
口叩

藍の華連句会
﹁革ジャン﹂

青葉城連句会

﹁梅一輪﹂
あした連句会

﹁大いなる時﹂

﹁敗戦日﹂：⁝・⁝・・⁝⁝・⁝弱
﹁新世紀﹂⁝⁝：：．．⁝：︒⁝帥

﹁如月﹂・・⁝⁝⁝：⁝．．⁝田
﹁薄暑﹂・⁝．：・・・・⁝．：．⁝艶

﹁師走﹂⁝⁝⁝⁝・⁝．．：・田

﹁出漁﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・・

伊豆芭蕉堂連句会

﹁こま犬の﹂・・・・：．：

﹁葭切﹂・⁝⁝：

風の巷

﹁曲馬団﹂⁝．：⁝

花一扇会

﹁伝統を﹂・・⁝⁝．

かつらぎ

金石公民館俳話研究会

﹁太箸を﹂⁝・⁝：

﹁美の山の﹂．：・・⁝・⁝⁝⁝⁝閃

今次の今云

﹁明け易く﹂⁝：︒⁝

﹁初蝶の﹂⁝．：⁝

義仲寺横浜戸塚連句会

﹁青梅﹂・・⁝・⁝

義仲寺婦人連句会

﹁梅實る﹂⁝⁝⁝

歌留蓑連句会

﹁鬼やんま﹂・⁝・・・・・

﹁故里や﹂⁝・⁝．．

﹁花乞食﹂・・⁝⁝．

からむし庵連句会

﹁春落葉﹂⁝：．⁝

﹁短夜﹂：⁝⁝．

﹁木賊﹂⁝・・・⁝

﹁目借時﹂．．⁝・・・・

﹁牡丹﹂⁝⁝⁝

かびれ連句会

﹁夏氷﹂⁝⁝⁝

﹁しら魚﹂・・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝師

ＮＨＫ文化センター青山
﹁メーデー歌﹂・⁝・⁝：⁝・⁝・⁝師

﹁五月﹂⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝・開

﹁夏痩せ﹂・⁝・⁝・・・・・・・⁝⁝的

ＮＨＫ文化センター松山教室の会
黄鐘連句会
﹁まなぶたは﹂・⁝⁝⁝⁝・⁝・・・・︑

﹁八幡が﹂：⁝⁝⁝⁝⁝・・・・江

奥美濃連句会
小野連句会
﹁｜ こ
酊こ３盟一⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．
ｌＩ１ｖｊｌ１Ｖｒｐ酌﹂

おぼろ連句会
﹁明易﹂⁝⁝・・・⁝・⁝：⁝乃

海市の会
﹁合歓﹂・⁝・⁝．．⁝⁝・・・：両

﹁夏帽﹂⁝・⁝：⁝・⁝：・・・布

かすみ会

﹁秋蝶の﹂

﹁海の香﹂

木の会

﹁藤の房﹂

錦心会

﹁花山に﹂

句華苑吟社

﹁上天﹂

草茎

﹁末黒野﹂
﹁月冥し﹂

﹁隠岐の海﹂

﹁雁ネ﹂

草茎松山支部

﹁昼深し﹂
﹁雲の峰﹂

﹁春の海﹂

くのいち連句会

﹁夜長﹂

﹁風の盆﹂

興聖寺連句会

﹁夏行﹂

﹁蹟きし﹂

郡山連句会

﹁春眠﹂

小松連句研究会

ころも連句会
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﹁蓬餅﹂
﹁鍬始﹂
﹁青春﹂
﹁春や春﹂
﹁貝拾う﹂
﹁風の香も﹂

あしべ俳話塾

﹁星垂るこ
梓川連句会

﹁吹雪﹂
﹁冬木﹂
あらくさ連句会
﹁終戦の日﹂

﹁白山茶花﹂
﹁コーヒー﹂

市ケ谷連句会
﹁クリスマス﹂

﹁情浄と﹂

作

市川俳話教室
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﹁梅雨晴れ﹂・⁝⁝⁝・・⁝⁝・・・ｌ

﹁懸想文﹂⁝⁝・⁝・⁝・・・⁝・肥

佐久良連句会

﹁白雁の﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・・川

札幌俳話接心

三如会
﹁街騒﹂⁝︒：．⁝・⁝⁝・⁝川

三冊子研究会
﹁仏蘭西の﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝・

・川

﹁枯木道﹂・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・肥

﹁母の日や﹂⁝⁝・・・・・⁝・・・・・・・Ｗ

﹁山門を﹂⁝・⁝．．：⁝⁝⁝Ⅲ

﹁冬帝や﹂・⁝．．⁝⁝⁝・・⁝・川

鹿の会
﹁凧や﹂⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・・剛
﹁水鶏﹂・⁝・・・・⁝・⁝⁝⁝皿

﹁針箱﹂・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・別
﹁花野﹂⁝⁝⁝⁝・・・⁝⁝路
子規記念博物館友の会連句教室
﹁師走﹂・・・⁝⁝⁝・⁝・⁝・剛

﹁片時雨﹂・⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝噸

慈眼舎

﹁十徳は﹂．
﹁サングラス﹂．

秋紅雅友連

﹁うろ有漏と﹂．

樹氷連句会

湘南吟社
﹁あた畠かや﹂・

﹁花通草﹂．

﹁秋燕﹂．

正風大府支部
正風和気支部
﹁廟前の槽﹂．

信州大学連句会

﹁雪代﹂．
﹁雪形﹂・
﹁緑濃し﹂．

新庄北陽社

﹁弥栄の﹂．
﹁十年の﹂．
すみれ連句会
﹁モビールの﹂．

﹁平成と﹂．

埣啄会

﹁春の雪﹂：⁝⁝．．⁝⁝⁝：〃

﹁蟇の子﹂・

﹁梅雨蝶﹂⁝・・⁝：⁝⁝⁝：酬

﹁初明り﹂⁝・⁝⁝⁝⁝・・⁝肥

﹁雛の日﹂︒

﹁鰯雲﹂．
染井の会

﹁赤城颪﹂．

﹁父︑ごもり﹂⁝・⁝⁝⁝・・⁝⁝別

獅子門

﹁初時雨﹂：．⁝⁝・⁝：⁝：加

﹁朴の花﹂・・・・・⁝⁝・・・⁝．

﹁諒闇﹂⁝⁝⁝・⁝・⁝．

第六天連句会
﹁筆欄く﹂⁝⁝・・・・⁝．．⁝

﹁樹影﹂⁝⁝⁝．．⁝・⁝
﹁秋の蝶﹂；⁝⁝・・・⁝⁝．

﹁霧立ちて﹂︲⁝・⁝⁝：⁝：

多摩連句会

﹁花守﹂・・⁝⁝⁝⁝・⁝

出合川

東京義仲寺連句会芭蕉庵の会
﹁畑霞む﹂・⁝：︒⁝・・・：⁝
﹁若竹﹂・⁝・⁝：．・・・・⁝

東京義仲寺連句会水分の会
﹁現身﹂⁝・⁝・⁝．．・・・：

﹁ささむか﹂・⁝⁝・・・⁝・⁝◆

桃天樹畦緊

﹁春水﹂⁝・・⁝・・・・・⁝：

都心連句会
﹁立秋﹂⁝・⁝⁝⁝⁝．．
﹁梅雨鯰﹂⁝・⁝⁝・⁝．．：

﹁みどり﹂⁝・⁝⁝．．⁝⁝
習志野連句会

﹁山宿﹂⁝⁝⁝・⁝．．⁝
南海放送学苑連句教室
﹁巻毛筆﹂．．⁝⁝⁝⁝⁝．
﹁風光る﹂・⁝・・⁝・・・⁝．：

虹の会

﹁春雨﹂⁝⁝

﹁梅散るや﹂⁝⁝

乃木坂散人連

﹁歳旦三つ物﹂⁝⁝

俳話寺芭蕉舎

﹁ふと開けし﹂・・・：．

﹁芭蕉待ちながら﹂

俳譜接心

﹁黒猫の﹂・・⁝．

﹁猫の皿﹂・⁝：

﹁坐っても﹂・⁝．．

﹁梅雨雲の﹂・⁝：

﹁生身魂﹂・・⁝．

﹁てつちりの﹂⁝⁝

﹁湯葉求む﹂：・・：

白塔歌仙会

﹁夜長﹂⁝・⁝

﹁冬の鴫﹂．．⁝．

芭蕉記念館連句会

﹁春風や﹂・・⁝．

﹁初雀﹂︑⁝︒．

﹁彼岸寺﹂・・・⁝

﹁青葉の雫﹂⁝・⁝

巴世里の会

八戸俳話倶楽部

﹁雛あられ﹂．．⁝．

﹁漣﹂・・：：

花野連句会
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﹁とうがらし﹂

祓川
﹁石伝ひ﹂
芭流朱連句会

﹁花白む﹂
﹁忘れ島﹂

﹁良夜﹂
﹁碧空に﹂
﹁二色に﹂
﹁天の破れ﹂

東松山連句会

﹁ばつたの影﹂

﹁夕立や﹂

﹁蚕気楼﹂⁝⁝
﹁ョツトの帆﹂・⁝：

﹁夏の河﹂．：⁝
﹁夕暮れて﹂・⁝︒．

広野連句会

﹁あはれさひとつ﹂

風信子の会

﹁白烏翔ぶよ﹂・・・⁝

鳳松園連句会
﹁紫木蓮﹂．．：．︑

北杜連句塾
﹁雪女郎﹂・・・・．．

﹁松蝉﹂⁝⁝
松喜久会
﹁秋空﹂⁝⁝
松山連句会
﹁野火猛れ﹂⁝⁝

﹁改元﹂⁝⁝

ｎｕＪ
ｎⅡＵ
︑ノ﹄

﹁禅僧の﹂
摩天楼連句会

﹁埋火﹂
﹁月挙げん﹂

三河連句会

﹁投げ捨てし﹂

夢茶の会

﹁夏深し﹂

璃沙連句会

﹁錦秋﹂
葉門連句会

﹁たんぽぽや﹂

﹁秋出水﹂
連句愛好会

﹁照りくもり﹂

﹁鬼灯市﹂
﹁春相撲﹂
﹁白菊の﹂

■由■七︒□申■●由り●

●ａａｅ■■■ｇ巳●白さ●●①

●■●○■●ｅ①■●●Ｇｅ●●①●■■■■■■■■●■■■■●由●●■■■●■■■●ゅ●■■■■参り凸︒■

●■︑●■①①①●●●●由︒や●

占入と

学』』

﹁いろはかるた﹂

連句会﹁園且

﹁北風ぞ﹂⁝

連句研究会

﹁素麺﹂︒：

﹁崖松﹂⁝
﹁汐騒﹂⁝

﹁秋の蝶﹂：・

﹁落葉﹂：

﹁鐘楼の﹂⁝

連楽会

﹁万両﹂．：

鹿吟舎

●︑●●●●●●●■■■●

﹁寒晴れ﹂⁝

若泉連句会

■●①甲

︿表紙題字・今泉宇涯カット岩佐文子・安田芳苑﹀

：⁝⁝⁝⁝⁝・・⁝：．：．⁝⁝⁝︒：．⁝：⁝⁝⁝：⁝：．宇咲冬男／福井隆秀

U

とJJ

白燕連句会

﹁かたっぷり﹂

﹁夏鴬﹂
﹁加賀染の﹂
ひよどり連句会

■■●ｂ●

■■

連句協会・顧問︑名誉会員︑評議員及び役員名簿
連句協会規約．．⁝⁝⁝．

全国連句グループ概況

全国連句人名簿
八編集後記Ｖ⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝．
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﹁第八回全国大会﹂開催さる

熱心にメモをとられる参加者

平成元年六月十七日︵土︶午後一時より︑前日の雨もど

うやらあがって紫陽花が一際見事な︑東京・芝・増上寺山

内の会館大広間にて︑連句協会発足後初めての﹁第八回全
国大会﹂が開催された︒

開会の挨拶︑事業報告ののち︑﹁おくのほそ道と連句﹂の

演題で︑東京大学教授森川昭先生が蕪村や小杉放庵などの

絵画を示されながらユニークな講演をされて︑会員一同に
感銘を与えられた︒

続いて︑連句協会賞の表彰︑今秋埼玉にて開催の国民文

化祭協賛や︑新庄︑郡上八幡等各地で予定されている行事

の紹介等があって︑祝電が披露され︑小憩のあと︑二十数

席に分かれて熱気あふれる連句実作に入った︒

午後五時和気蒻々裡に巻き終え︑今度は会場を階下食堂

に移して︑乾杯︒久闇を叙す連衆と話も弾み一同名残りも

尽きなかったが︑三本締めの手締めを以て︑午後七時閉会
となった︒
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７

連句大会﹂開かる

地元有志による秩父音頭

﹁国民文化祭さいたま四協賛

︾

第四回国民文化祭さいたまｗ協賛連句大会が︑十月十四

日︑十五日にかけて︑埼玉県秩父郡皆野町︑﹁いこいの村．

美の山﹂にて︑全国より馳せ参じられた百五十余名の参加

を得て︑開かれた︒これまで過去三回︑俳句︑短歌︑川柳

三部門による国民文化祭であったが︑関係各位のご尽力に

よりいよいよ連句部門も参加できた意義は︑極めて大きい︒

前夜祭の十四日は︑名月が時折り顔を覗かせるまずまず

の天候で︑地元土屋助役始め︑来賓各位の挨拶があって︑

皆野町有志による正調秩父音頭の披露に祝宴はいよいよ盛

りあがり︑一段と華を添えて頂いたことを感謝致します︒

翌十五日は九時より会場ホールにて︑開会の挨拶を皮切

りに︑祝辞︑祝電を多数頂き︑募吟表彰式ののち︑お茶の

水女子大学名誉教授井本農一先生の﹁連句私見﹂の講演が
あった︒

続いて︑二十三席に分かれて連句興行︒そして談笑のう

ちに午後三時過ぎ︑めでたく幕を閉じることができた︒
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評論
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寺田寅彦の
連句実作とその理論

むっていた文学への情熱がふたたびよみがえってくる︒

大正十一年︵一一一華ころから小宮豊隆の勧誘による俳譜の

連句実作の試みもそのあらわれの一つである︒漱石残後大

正十年︵一一一コ十二月二十一日︑小宮豊隆・松根東洋城・寺田

寅彦の共同研究による﹁漱石俳句研究﹂の合評は回を追う

一壷︶七月に結実︑岩

てその成果が集積されていったが︑この仕事も寅彦大患後

の文学活動の一つであり大正十四年︵

正五年︵寂︶十一月十八日であった︒そしてその年の十二

寺田寅彦が東京帝国大学理科大学教授に昇進したのは大

雲麹横權巻︶となって俳誌﹁渋柿﹂に連載された︒そしてこの

た松根東洋城との﹁芭蕉連句研究﹂は﹁日本文学の諸断片﹂

としての地位をかためた︒さらにこの年の二月からはじめ

宇和川匠助

波書店より出版された︒また同じ岩波から寅彦の最初の随

月九日には彼に強い影響を与え︑特に熊本五高時代︑彼に

古典連句研究が実作連句の基盤となり︑処女歌仙﹁水団扇﹂

筆集﹁藪柑子集﹂が出たのもこの年で︑彼のエッセイスト

俳句の手ほどきをした夏目漱石が残した︒

じめることとなるが︑この時期から読書に絵画に音楽に随

寅彦は大学病院に入院したが間もなく退院︑自宅療養をは

歌仙を残すこととなった︒なおこの古典連句研究と連句の

年︵一五︶にいたるまで継続的に制作され︑総数四十七巻の

︵

の巻となって上記俳誌に発表されたのが︑大正十四年

筆に︑彼の多方面にわたる芸術活動が活発化する︒彼の師

実作は︑これと併行執筆した﹁連句雑俎﹂﹁俳譜の本質的概

大正八年︵冠︶十二月五日︑冑かいようのため吐血した

漱石が修善寺の大患以後︑その作風にエポックを劃したご

論﹂等一連の俳譜文学理論を執筆させる動機ともなった︒

一一塾であった︒以後松根︑小宮らとの歌仙が残年の昭和十

とく寅彦もまた︑せかれた水がほとばしるように久しくね
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(一）

るが︑それでは多忙な物理学者寅彦をして何が彼の晩年の

以上が寅彦の俳譜の連句へのアプローチのステップであ

理﹂に書いている次の文章である︒

に想起するのは彼の﹁連句雑俎﹂の﹁連句の心理と夢の心

わたくしはこの中谷宇吉郎の﹁応接間の講義﹂からすぐ

供されている︒わたしがその句をじっと見つめているとそ

﹁眼前に一つの長句なら長句が与えられた前句として提

十年を異常とも思えるほどに俳譜文学に執念を注がせたの
か︑その契機は何であったのか︑などについて少しばかり
書きとどめておくことにした︒

の句の面に一つの扉が開かれてその向こう側に一つの光景

して伝えていることばに︑﹁われわれの眼にごく平凡なつま

寅彦の弟子の中谷宇吉郎が︑先生の﹁応接間の講義﹂と

へと活動写真のように変転推移して行く︒もしこれをその

その中にいた︑あるいはあった人物も風景もそれからそれ

んだん上下左右にもまた前後にも広がって行き︑そうして

なり場面なりが展開される︒見ているうちにその視界がだ

らぬ事柄のように見える事実でも︑それをつまらぬことと

とこれを見直してみる︒すると前には見えなかった別の扉

まま放任して行けば末はどこまで行くかわからない︒しか

物理学者の寅彦はわれわれの身のまわりにいくらでもこ

のようなものがすうつと開いて︑それをはいって行くと前

簡単に考えないでいつもそれを通して奥の方を見なくては

ろがっている︑たとえば︑椿の花の落ち方とか︑金平糖の

とはまたまるでちがった風物の花園が眼前に広がって行く

し私は途中でこのあてなしの道遙を切り上げ︑もう一ぺん

でき方︑霜柱とお白粉︑トンビと油揚︑茶碗の湯などなど

のである︒そういうことを繰り返していると単なる前句の

いけません︒そうするとその奥には驚くべき事実がひそん

⁝⁝一見平凡な物象を凝視観察することから︑その奥にひ

十七字には無数の扉があり窓があってそれがみなそれなり

もとのところに立ち帰り︑前句の場面に立ちもどってしか

そむ驚くべき宇宙の真理が顔をのぞかせているのを発見し

の世界への入り口であることに気がつくのである︒﹂

でいることがわかります﹂と言うのがある︒

たいわば仮設発見型の物理学者であった︒
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(二）

それらの関連性をバネとしてもっと高度のお化粧映えとか

をもっていたり︑さらにもう一つの扉をあけると潜在的に

であるがよく観察凝視すれば両者が膠質的特性と言う付筋

た霜柱とお白粉は︑それぞれ単独では何の関係もなさそう

と言う付句であったりするのが付味の醍醐味であった︒ま

究であり︑流体力学の研究であり︑飛行機の飛行との関係

椿の花の統計的研究であったり︑また一つが空気抵抗の研

花の落ち方と言う事象とみればよいので︑その一つの扉が

る︒物理学者寅彦のばあいその前句をたとえば眼前の椿の

連句は前句と言う前提があってそれに付句する文学であ

自らのことばで語ったものであると言えよう︒

開けてくる﹂これが彼の連句実作の魅力の内面的契機を彼

そこから何物かをつかんで浮び上ってくると自分の世界が

妙諦は自己を生かす道である︒前句の世界に身を沈めて︑

残ったのであった︒寅彦は自らも﹁断片﹂の中で﹁連句の

ものが同じ漱石門の小宮や松根との五十余巻の歌仙として

した上で彼のゆたかな人生経験が自由自在に発揮展開した

と言う前提条件︑式目と言う条件︑この二つの条件を肯定

されることのよろこびを味ったのだと言っているが︑前句

見ることと心を自由に遊ばせること︑それら二つの具体化

お白粉ののりと言う物理現象の蓮の糸をたぐり寄せるよろ
こびがあったのかも知れない︒

これが彼の言う前句の世界に身を沈めてその底から何物

終りに寅彦の連句論について紙数の許す範囲内で簡単に

底にはいろいろな可能性がひそんでいると考えたのであ

とであった︒たといその前句がどんなものであってもその

句論御暇の節は御笑覧を願上候︒もし出来ればずっと書き

︵当時京城帝国大学法文学部長︶あて書翰をみると﹁小生連

寺田寅彦発信︑昭和六年︵一弐︶五月十七日付︑安倍能成

ふれてみることにした︒

る︒そしてこのことが晩年の十年間を松根東洋城らと巻き

も請求に及ぶかも知れません︒御用心願上げます﹂とある︒

続けて大冊とした上で京城大学へ提出︑文学博士の学位で

評論家の寺田透は連句において寅彦は︑はっきりものを

つづけた連句実作の魅力の凡てであったとも思われる︒

かをつかんで浮び上ってくると自分の世界が開けてくるこ

(三）
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連句に関する学位論文を生前審査できなくて︑死後に読み︑

はその著﹁草野集﹂に寅彦の連句論に触れて︑上記書翰の

論﹂とともに今日も連句人必読の書と言えよう︒後年能成

講座﹂に発表した﹁連句雑姐﹂で︑彼の﹁俳譜の本質的概

﹁連句芸術の性格﹂霊型において高く賞讃評価されること

く專門の国文学者のしかも俳譜文学専門の能勢朝次の名著

過ぎなかったのであるが︑寅彦の死後この俳譜論はまもな

だからその意味ではこの論文はアマチュアーの一俳譜論に

はすでに三十一歳の若さで理学博士の学位をもっていた︶

もちろん能成は一哲学者︑寅彦も一地球物理学者︵寅彦

その努力と価値とを認識し得なかったことを友情の上から

になった︒

文中﹁連句論﹂とあるのは翌昭和七年︑改造社の﹁俳句

も遺憾千萬であったと回想し︑さらにつづけて寺田さんは

もの﹂と言い︑寺田さんは作者として連句創作心理を経験

問的情熱がまともに現われ極めて充実した調子の昂揚した

また能成自身も﹁この論文は寺田さんの随筆とちがって学

である︒︵中略︶連俳の妙味の複雑さは︑発句のそれと次序

しまったのである︒併し歴史的に見ても連俳あっての発句

は殆どない︒子規の一蹴によって此固有芸術は形を消して

﹁現代の所謂俳壇には︑事実上唯発句があるばかりで連句

能勢朝次はその著書の扉のことばに相当する﹁連句研究

するとともに︑連句指揮者として古今に卓越した芭蕉の主

を異にする︒発句が一枚の写真であれば︑連俳は一巻の映

いつでも半分冗談のように言う人だからもちろん文学博士

宰せる連句を材料として新しき連句理論を打ち建ててい

画である︒実際最も新しくて最も綜合的な芸術としての映

の現代的意義﹂の主文に︑寅彦の次のことばを引用するこ

る︒本人は未熟で大胆な提説だとは言っているが︑わたし

画芸術が︑段々に日本固有のしかも現代日本でほとんど問

を請求するはずはないが︑自分では学位論文ぐらいの学問

は今まで連句に対してこのくらい本質的に委曲を尽くして

題にもされない連俳芸術に接近する傾向を示すのは興味の

とから所論を展開する︒

連句の構造と展開とを論じたものを見ないとも評価賞讃し

深い現象であると言わなければならない︒﹂

的価値があると思っていたのかも知れないと書いている︒

ている︒
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に散らばっているようでも水の底では一つの根につながっ

る︒たとえば水面に浮かんでいる睡蓮の花が一見ばらばら

の下で行なわれる時にはじめて力学的な意味を特っのであ

映画の画面の連結と連句の句間の連結とは︑意識の水準面

は結局寺田氏の指摘したモンタージュ手法にありとする︒

自然界の推移の如く自然の運行に似ている︒人間はそれに

句々の進行変化の節度が音楽の原理で進められる︒それは

定した上で︑﹁俳譜連句はいわば小さい宇宙である︒また

もって編まれた音楽である﹂という連句音楽論をも包括肯

寅彦の説を引用し︑﹁連句は音をもってする代りに象徴を

タ・シンフォニーが低級であると言うのと同様である﹂と

ないから低級なものと考えるのは表題音楽が高級で︑ソナ

ているようなものである︒と言い﹁一つ一つの意識的な具

対してさまざまの感情を投影しこれを送迎しているに過ぎ

能勢朝次は寅彦のこのことばを前提として連句の特異性

象からは識域の下に無数の根を引いてをり︑その根の一つ

ない﹂と言っている︒

紙数も超過したので︑ここらあたりで﹁草野集﹂安倍能

一つはまた他のたくさんの具象の根と連結されている︒か
ようにして天地間の万象は複雑きはまる網目によって無限

心をつなぐことばの通路は︑匂ひ・ひびき・うつりなど作

ことばという通路を通して連結させることであり︑その詩

的な潜在的網目を︑作者と鑑賞者の詩心と詩心との交流を

年の傑出した研究だと断言する︒などなど︑これら二人の

構造と開展とを論じたものを見ない︒国文学界に於ける近

私は今までこれほど連句に対して本質的に委曲を尽くし︑

寺田さんの随筆とちがって学問的情熱が昂揚している︒

成のことばを思いだしながらこの稿を終ることとする︒

者の心理の深奥にあるものと鑑賞者の心理の深奥にあるも

アマチュアの自画自讃の連句論が間もなく能勢朝次と言う

多義的に連関している︒﹂したがって付句はその無限の多義

のとの交流にほかならない︒と寅彦の映画モンタージュ論

専門の国文学者の公認を得たのであった︒

︵高知大学名誉教授・三冊子研究会︶

をとりあげることを忘れない．付句の鑑賞者は同時に付句
の作者であることは言うまでもない︒
なお能勢朝次は﹁連句が全体を通じて物語的な筋をもた
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評論

ｌ
Ｉ

定時相談室に詰めて訪ねてきた学生の文字通り相談に当た

るというわけである︒もちろん秘密厳守である︒私はこの

相談室員を三年間勤めた︒

持ち込まれる悩みごとはさまざまで︑それを聞くことで︑

現代の若者の生活の裏面を知らされ︑むしろこれは私自分

のであろうが︑五月ごろになると︑一種の虚脱状態になる︒

月病と言って︑大学へ合格してほっと一息︑というわけな

機関がある︒いまはあまり聞かれなくなったが︑一ころ五

私の勤めていた大学での経験である︒学生相談室という

綴らせ︑これを読んで自分の考えを書いて返す︑というよ

て対応の仕方はいろいろであるが︑中には悩みを日記式に

の認められない学生の場合︑教師が対応する︒教師によっ

るものは︑専門委員に治療を依頼するが︑そのような症状

医・心理学カウンセラーもいる︒明らかな症状の認められ

ある︒相談員の中には専門委員として教師の他に精神科

回顧と将来

の勉強になった︒しかし︑ここで述べたいことはそのこと

すべての学生がそうではないが︑またその情況も軽重があ

うな方法をとる人もいる︒そのような姿を見て私はこの誠

ではない︒相談に来る学生の多くはいわゆるノイローゼで

るが︑このような情況になった学生に適切に対応・指導す

今泉忘

る場が必要となる︒もちろんこれだけが学生相談室の設置

意に頭が下がるような思いがした︒

丁度︑そのころのことである︒私の所属する第六天連句

となったすべての理由ではないが︑要するに︑学生がひと
り思い悩んでいることの相談相手になってやり︑可能な限

会の連衆の一人︑浅野欣也︵俳号黍穗︶氏が︑氏は精神科

に発表された︒氏はその後の療法症例を加えて︑今回︑﹃俳

医であるが︑治療に連句をとり入れ︑その治療効果を学会

りにおいてこれを解決してやろうというのがその設置の主
要な役目である︒

各学部から二名の教師が選出され︑これらが分担して︑

−13−

機

の先生の話を聞きたいとの意見が出た︒

のとき何気ないきっかけでこのことを話したところ是非そ

されたので御存じの方も多いかと思う︒私は相談員の会合

句・連句療法﹂と題する一言を編著として創元社から刊行

ので連句療法に関心が集まったのだと思う︒しかし︑箱根

くる学生との心の交流である︒この必要性を痛感していた

あった︒相談員にとって何としても必要なことは︑相談に

たが︑さらに箱根で行われた連句の会はまた一層の驚きで

あと質疑応答︑われわれ相談員の勉強会をするのが恒例と

ばかりであったろう︒発句は私が作って発句の条件はこの

連句をやるなどということは生まれてはじめてという人

での会はまたこれと別の驚きを感じた︒

なっていた︒講師依頼の件は私に任された︒氏の講演は相

ようなものと説明し︑脇はこのようにと説明したら︑たち

毎年︑年度始めに各方面の講師を委嘱して講演を依頼︑

談員に強い関心をよんだ︒夏には二泊三日の合宿セミナー

で︑第三に移ったが十数句のほとんどが脇の句の条件に

どころ十数句が集まった︒全員で三十名ほどである︒時間

晩と各種の問題が提起され︑その解決策をいわば模索する

適っており︑しかもなかなか優れた句が多い︒まず理解の

がある︒その年のセミナーは箱根で行われた︒ここで連句

会であったが︑二日目の晩の会にこれが割り当てられた．

速さと作句の速さに驚いた︒第三・四句目以下同様である︒

の関係もあり︑そこで打ち切って︑その中から一句を選ん

時間は二時間ほどである︒式目をただ解説するだけでは意

しかもはじめての人とは思えないすぐれた句が多い︒とく

の手ほどきを私にしてくれ︑ということになった︒朝・昼．

味がないと思った私は半歌仙は無理としてもとにかく実作

に驚いたのは農学部・工学部の先生方の句にそれが多いこ

あっという間に過ぎて︑裏八句目で終わった︒しかも終わっ

を行けるところまでやり︑皆に実体験をして貰うのが一番

連句療法の話を偶然にも話したとき︑これに強い関心を

てからその楽しさを多くの先生方︑また職員の方々から聞

とであった︒式目の説明をしながらであるから二時間は

相談員の方々が示されたのも驚きであり︑また浅野氏の講

く機会を得た︒

の方法と考えた︒

演に同様の関心を寄せられたことも私にとって驚きであっ

14−

が知り得たことは︑連句愛好者は極めて多く潜在している︑

連句は楽しい︑ということばをよく聞く︒この経験で私

譜の実情を調べてみればすぐわかるように︑芭蕉はその特

われの頭の中に芭蕉が浮かぶであろう︒だが元禄時代の俳

元禄時代を例にとってみよう︒元禄時代というとすぐわれ

なる語で言われている初心者を指導し︑一巻に仕上げるこ

ということである︒しかもとくに知識人に多い︒ただ︑こ

連句は徐々に復興しつつある︒しかしこれにも消長があ

とのできる人は当時高名なものだけで数えても正確に計算

異な作風で︑世に蕉風とよばれていた一グループという存

る︒右の経験は昭和五十九年の夏のことである︒最近まで

したわけではないが︑百名は下らないと思う︒それらの人々

ういうものがある︑これを知らずにいるだけである︒この

ここ十年間ほど新聞や雑誌に連句についての報道や名士の

の作品を見ると︑それぞれにそれぞれの特色をもち︑それ

在である︒俳諾師と言われる︑式目を知り︑現在﹁捌き﹂

作品などが掲載され︑かなりこの伝統文芸の存在が話題に

なりに味わえる作品が随所に見られる︒それぞれにそれぞ

事実は私にとって貴重な体験であった︒

なったが︑これも物珍しさが手伝ってのものか︑連句を話

いるという事実である︒上述の箱根の経験のあと︑またやっ

この種の対話文芸を求めている人がきわめて多く潜在して

に述べたときの経験で感じたことの一つに現代人の中には

るいはおのずからに増える︑このことが必要であろう︒し

う︑であるならば︑﹁捌き﹂のできる人の人口を増やす︑あ

も︑この無数の底辺の存在があったから生まれたのであろ

連句の復興をもし望むなら︑芭蕉のような傑出した詩人

れの創意工夫が見られる︒

てくれという依頼を所属を異にする数箇所から受けた︒応

かし︑これは量の問題である︒質の問題があろう︒元禄期

題とする傾向もやや下火になってきたように思われる︒前

え得たのは一回だけである︒身が持たない︒俳句なら全員

の俳諾を見ると︑いま書いたようにそれぞれがそれぞれに

いことばかも知れないが精進が必要といえよう︒

それなりの創意工夫をしている︒いまどきあまりはやらな

を集めて一回ですむだろう︒

連句の前身は江戸時代の俳譜︑さらにさかのぼれば鎌
倉・室町時代の連歌であることは周知のことである︒いま

15−

しまうと︑これは言い過ぎかも知れないが︑対話文芸とこ

芸の一種となっての発展かも知れない︒とここまで言って

形となり︑さらに言えば連句とは別の名となっての対話文

もしかしたら︑いまやっている連句とは似ても似つかない

句は必ず復興するのではないかとの予感がする︒ただし︑

に考え込まされるような句に出会う︒下の作者名を見ると

一・二句︑あつと息を呑むような句︑あるいは意味の深さ

るものが多い︒しかしこれを読んで行くと︑一巻のうちに

も連句をやる︒従って芭蕉の作品と違って一見駄作と見え

﹁去るものは追わず︑来るものは拒まず﹂式の態度で誰とで

角を研究しているひとりであるが︑其角は気楽に句を作り︑

このような孤高の方法もその一つであろう︒一方︑私は其

こで言っているのは︑現代の文芸がすべて独白文芸となっ

其角とある場合がほとんどである︒このような魅力ある作

前に述べた潜在人口を思うとき︑私は何らかの形で︑連

てしまっているのに対しての語である︒連句をやりたいと

あまり知られていないが︑芭蕉没後の其角の俳譜撰集﹁蕉

品が人々を惹きつけてあの大集団が生じたのであろう︒

終始する現状に発する対話文芸の要求現象とも考えられ

尾琴﹄を見ると︑連衆の多彩さに驚くが︑また末端まで加

いう潜在人口の存在を述べたが︑これらは独白文芸のみに

る︒従って︑もし連句の復興を望むなら︑このことも考え

えると門弟が数百を超すであろうと思われる当時名の知ら

これらはともにその作家がもつ天分がそうさせたのであ

るべきではなかろうか︒潜在人口に対して量的にも質的に

こんなことは口でいうことは簡単だが︑実際に連句を

ろう︒そのような天分を持ち合わせないものが︑ただこれ

れた俳譜師もその配下の連衆の一人となっている︒芭蕉と

やっているもののひとりとして︑連句のもつ複雑な要素が

をまねてみても︑それはできない相談ということになるか

も連句の名の下にこれに応え得る創意工夫が必要であろ

からんでそんな生やさしいものでないことは痛感してい

も知れない︒だが人それぞれの行き方があろう︒石の上に

は正反対の行き方である︒

る︒芭蕉は﹁俳譜においては老翁が骨髄﹂と語ったという︒

も三年︑ということわざもある︒創意工夫で人それぞれに

う︒根本は質であろう︒

連衆を選び︑一句一句に骨身を削っている︒分に応じて︑

−16−

それぞれのやり方がある・これを試みるのも一方法である︒
昨今︑こんなことを考え︑自分なりの連句を模索中である︒
なお︑この文の最初のところで︑連句へ潜在人口の多さの
一具体例を書いたが︑これは一例で︑これより前もまた後
も同じような思いは何度もしている︒
以上は︑昨年の連句協会の評議員会の席で発言したこと
をそのときはあまり十分に意を尽し得なかったので︑丁度
よい機会を与えていただいたので︑一文としてみたもので
圭仇︾ブ︵︾０

︵明治大学講師・第六天連句会︶
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評論

Ｉ
俳譜と茶の湯

抱虚庵大林杣平

ろ利休を畏敬し︑﹁茶の湯における利休の如くあれ﹂と諭し
ている︒

季節を重んずる

以下両者の相似点︑あるいは相通ずるものを考えてみよ
浄︵ノＯ

第一に挙げるのは︑季節を重んずることである︒

までは連歌師であったが︑後半生は堺の町人茶の湯の第一

の勉強も続けられなくなった︒利休の師武野紹鴎は三十才

三條西孝基に入門したけれども︑堺に引き退いたために歌

したものである︒その利休も堺から上洛した初期は歌道の

茶の湯は珠光︑紹鴎によって始められ︑利休がこれを大成

歌であることが頷ける︵以下連句のことを﹁俳譜﹂と云う︶︒

の代表的なものとして植物を用いることが多いけれども︑

前者の実状を俳譜の季語にも引用している︒俳譜では季節

きぎがま︶を四月というように細かい心くばりをしており︑

によって同じ炉でも釣釜︵つりがま︶を三月︑透木釜︵す

風炉に使い分け︑しかも客を快適にするために寒暖の程度

は温くして客を遇せよとの基本的な精神から冬は炉︑夏は

一方茶の湯では︑暑い季節は涼しいように︑また寒いとき

俳譜の発句では必ず季語を詠み込まなければならない︒

人者と目され︑また室町時代の連歌の最後を飾った里村紹

烏︑虫︑獣あるいは天象︑時候とか季節独特の行事をあし

連句は正しくは﹁俳譜の連歌﹂と云い︑そのルーツが連

巴は︑一方茶の湯でも相当に名を上げている︒このように

そして両者共重要なテーマに扱い︑特に俳譜の花は自然界

らい︑ともかく春夏秋冬を必ず取り入れることにしている︒

芭蕉も茶の湯に深い関心を持ち︑郷里上野の蓑虫庵月見

の最も美しいものとして賞美し︑それも春の代表格として

人のつながりでも両者が関係深いことが判る︒

の興行のときの献立表も茶の湯に則って書かれ︑芭蕉は寧
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わち夏︑秋︑冬あるいは雑の正花を必ず用いることになっ

花の意味における﹁さくら﹂がないときは︑他の季節すな

の冒頭の三句は次のとおりである︒

れることのないようつとめたこともはっきりしている︒そ

ける﹂とは云わず﹁挿す﹂とか﹁入れる﹂とかで表現する︒

になっている︒しかも﹁野に在る如く﹂の意味から所謂﹁活

茶の湯でも季節の代表的なものとして必ず花を挿すこと

花の句の紹巴は前掲のように連歌の宗匠であり茶の湯に

︵以下略︶

花落つる流れの末をせきとめて紹巴

水上まさる庭の松山行祐

時は今天が下知る五月かな光秀

利休が秀吉を客として迎え遇するために庭の朝顔の花を全

も長じた人である︒あるいは利休の消息文にも茶の湯の会

ている︒

部摘みとって︑床にたった一輪だけ咲かせた有名なエピ

の後︑古田織部なども加わって座興に俳譜を巻いた模様を
紹巴に書き送っている︒

ソードが伝えられている︒

日常生活とのつながり

記録に残っている︒また織田信長の最期のとどめを京都本

ば楠木正成の軍勢が千早城にたてこもったときのことなど

機する幾日間の休養を利用して俳譜を巻いた例など︑例え

せている︒また古い時代では武士が戦場において敵方を待

も小学校の国語教科書に俳句を例示してその季節を答えさ

を上手にあしらった俳譜では︑変化の妙味を味うことがで

ときなどには気分転換のために軽妙な遣句を付ける︒遣句

つかしいときや︑手のこんだ句が連続して重苦しくなった

に順次付けて一句ずつ前へ進めていくけれども︑前句がむ

の序破急﹂という型がある︒俳譜では長句と短句とを交互

文芸も芸能も一定の進め方があり﹁俳譜の序破急﹂︑﹃能

遣句と箸洗

能寺に刺した明智光秀も︑その突入の直前に俳譜一巻を巻

きて興が深い︒

次には日常の生活と極めて深いつながりをもち︑現代で

いて悠々たる態度を示し︑部下たちに謀叛の意図を感づか

−19−

今日では茶の湯といえば一定の点前︵てまえ︶で抹茶を

るとか︑進行途中に亭主が茶を挽いて茶臼の音を立てて風

見える︒これによると亭主と客が発句と脇句で挨拶してい

その後にあっても寛政六︑七年︵一七九五︶の頃︑久村

点てて喫むだけと誤解されがちであるが︑本来は食事︵懐

のである︒これを茶事︵ちゃじｌ一般にはオチャジという︶

暁台︵本姓︑加藤︶の江戸に赴く送別に名古屋で井上士朗

情を添えるなど︑心にくいほどの演出をしている︒

と呼んでいる︒茶事では料理を提供する順序が一定されて

が俳茶会を興行した記録があり︑これをみても慶事︑送別︑

石料理︶した後暫時休憩したうえ︑再入席して茶を喫むも

おり︑淡泊から順次濃厚へ五品くらい出したところで﹁箸

遊楽などにはうってつけの催事と思われる︒

三年栗名月を卜して興行してみた︒そのときの要点を摘記

るので夫妻の二人三脚︑ほかに四人の参加を得て昭和六十

の流れは心得ている︒幸い荊妻は茶の湯には深く通じてい

私は︑茶の湯の細かい点前は稽古していないけれども概ね

座は成り立たないが︑実際にかようなことは容易ではない︒

ところがこれには両道に通じた主客数人を得なければ一

洗ｌはしあらい﹂というさらっとして味があるかないかく
らいの吸物の小椀を出す︒これで転じたうえで献立の最後
に進み︑俳譜の遣句と同じような効果が考えられる︒

俳譜の茶事
この茶事と俳譜とを組み合わせた興行を﹁俳譜の茶事Ⅱ
略称︑俳茶会﹂と云う︒

すれば次のとおり︑

一︑俳・茶共に基本的の点は崩さず︑楽しみつつ進める︒

元禄六年刊行の﹁曠野後集﹂に俳茶会が興行された記事
があり︑俳譜と茶の湯が近い関連にある証左と見られ︑ま

二︑両道いずれにも偏らずバランスをとって進め︑俳譜

匠を担当︒

三︑正客は両道に通ずるが茶に重点をおき︑次客が俳宗

の満尾と茶の終了が同時になるようにする︒

たこれがその端緒と思われる︒越人︑荷今など芭蕉門人の
名も見え︑この時代既に両者のかかわりがあったわけであ
る︒実質的に深く関連をもち形式のうえでも略々整った会

は︑宝暦九年二七五九︶浪花の了還庵茶湯興行の記事に
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四︑俳譜は十八公十三夜の巻とし︑正式興行の形式︑茶

日の隆盛をみるに至った︒茶の湯にあっても文芸と連繋を

が衰微の阻止︑復興に並々ならぬ努力を払われた結果が今

を詠む型がある︒

と同じように文台を用い︑その点前の間に俳句または短歌

もたす意味においてか︑裏千家流の花月式にあっては俳譜

事は床荘︵とこかざり︶その他は普通の茶懐石の形式︒

宗匠
世間には宗匠なる語があるが今日では茶の湯の専門語の

興の機運にあるとは云え︑茶の湯の旺盛振りに比べればま

今日俳譜が国民文化祭にも正式種目として採用されて復

世紀に源俊頼が柿本人麿の影供に用いたのが最初であり︑

だまだ雲泥の差がある︒二十一世紀を期して大いに発展さ

ように誤解されているけれども︑起源はさにあらず︒十二

十五世紀に下って俳譜の祖である飯尾宗祇が宗匠なる称号

せたいものである︒

︵都心連句会︶

身分を後土御門天皇より賜っているのが公式での起源であ
る︒江戸時代までは俳譜でも常用され︑その末期には江戸
だけでも数百人の俳譜宗匠が居たと記録されている︒とこ
ろが今日では俳譜宗匠と呼ぶのは正式興行くらいで︑その
ほかには殆んど用いられない︒

むすび

明治維新は総べての事物の旧態を一切放榔して︑欧米に
倣った新しい姿に改める基本理念であった︒俳譜も茶の湯
も例外ではなかった︒明治時代から俳譜が衰頽した理由の
一つでもあろう︒茶の湯にあってはこの時期に玄々齋師匠
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指導者や有為な連句人は此の一書を座右に置いて照合され

ることをお勧め致します︒

なお︑宇咲委員の昨年度埼玉国民文化祭へのご尽力や︑

議されましたので今後は虚心坦懐に親睦され︑新しい連句

異体生類打越不嫌のこと

協会報の編集発送への宮下氏の公正な態度や︑連句年鑑引

継者福井氏の周到な発行方法には常々感銘しております︒

さて︑本問題を通し若干風波を生じたことは︑凡て筆者

昨年度連句協会賞選考に関する宇咲委員の文章に関し

の普及と興隆にお心掛け下さいますようお願いする次第で

阿片瓢郎

て︑同氏より﹁貞享式海印録﹂の記載内容は知らなかった

あります︒

の責任と痛感し深く反省しておりますが︑各位が自由に論

由で︑毫も非難する気持はなかった旨回答がありました︒
生類に限らず異体打越不嫌については︑俳譜大辞典や殆
んどの連句入門書には記載がないが︑東明雅氏の﹁連句入
門﹂のな
なか
かに
には
は詳
詳記
記さ
され
れて
て
おお
りり
斗ま す ︒ し か し ﹁ 貞 享 式 海 印
録﹂が容
容易
易に
に入
入手
手出
出来
来な
ないい
のの
でで
︑︑ 結 社 指 導 者 の な か に も 閲
読していない人が多いようです︒
東明雅氏はこの著書の多年に亘る精繊な研究態度を高く
評価し︑各種異体の打越不嫌や式目全体に例外事項の多い
ことを知悉せしめ︑余り微細な点に拘束せず現代連句を進
めるようにと協会報に執筆されたと思っております︒結社
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第八回連句協会賞発表

第八回連句協会賞の
選考について

選考委員長阿片瓢郎

｜一式目の基本である春秋三

五句続け︑夏冬一

続けることに反した例があったこと︒

ホ現代情勢に触れた句が少なかったこと︒

へ恋の句の表現に未だしの句があったこと︒

今主要作品についての感想を若干記せば︑

二句

﹁ゆく春﹂全体としてなだらかに進められ現代世相も適

当に詠われ︵四月馬鹿︑発毛剤と長城の天︶︵地価安と傷害

﹁子規山脈﹂体言留字余り等に従来の型式打破の底意が

保険︶︵押し隠くしと椅子席︶の付味の巧さ︑

今泉︑宇咲︑国島各副会長の外各常務理事出席の上各理事

見られ︵民兵︑蜴︑微熱︶︵叶うまでと長電話︶に異様な熱

第八回連句協会賞の選考は四月二十八日阿片会長︑大林︑

予選の作品を対象に慎重審議された結果﹁ゆく春﹂四票︑

意が見出され︑

れた松村理事に深く感謝をする次第である︒

最後に予選に参加された各理事の御尽力と︑集計に当ら

真底驚嘆し連句の普及もここまで来たのかと感銘した︒

併し全体として詩情深い表現で大胆に連作する態度には

袋と鋲打ち︶︵春怨と魚島︶のような佳句に打たれた︒

﹁龍の髭﹂は片仮名の使用が絶対必要か疑問があるが︵足

付味の凝った面白さに感服した︒

﹁風花﹂の︵増渦と緋裏のマント︶︵春楡とごんずい︶の

﹁子規山脈﹂︑﹁風花﹂︑﹁龍の髭﹂各三票︑﹁天の河﹂︑﹁三井
寺﹂︑﹁具足煮﹂︑﹁津和野﹂各一票となり︑順位は優秀賞﹁ゆ

く春﹂︑佳作は三票の三作品と決定した︒︵筆者は﹁具足煮﹂
を一位に推した︶

今年度の作品は詩情豊かな佳句が多く︑必しも旧来の表
現に把らわれず清新さが目立ったが︑

イ難解な句が少くなかったこと︒
ロ片仮名の使用が多かったこと．
ハ音調整わず字余りや体言留の句があったこと︒
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｜

連句協会賞を審査して

選考委員國島十雨

選考の結果については委員長より委細報告があるから︑
私の思いのままを述べる︒

予選に当った者は十四名︑予選をパスした作品は十五篇
であった︒最終選考会の資料を作製するため︑五人の選考
委員には一週間程前に︑その選考資料を送付するよう︑の
文書が出されたのである︒
私はこれに︑予選に当られた各位に選には適当な計量器︑

事実︑連句賞は︑短歌や俳句の選とは雲泥の差のある︑

困難なものであると思っている︒
○

ちなみに選考に当った年鑑の作品は百七十八篇︑数えな

がらふと気がかりになり︑同一人の捌きになる篇数を表に

とって見たのである︒参考までに一人での捌が︑十二篇の

もの一︑九篇のもの一︑七篇のもの一︑六篇のもの一︑四

篇のもの四︑三篇のもの六︑次下二篇が二十二︑あとは一

篇と︑捌きの記名なきもの︑ということであった︒

幸か不幸か︑四篇以上にわたる多数の捌きの作品は一つ

あったが︑まあ予選に入って来なくて︑ほっとした︒

表現は変かも知れないが︑私は昨年の﹁選のことば﹂の

中にて︑﹁既に六回にもわたり選が行われて来たので︑一度

選に入ったところは︑︵捌き作品も含む︶は入選からはずし

人の出版記念会で同席し︑このごろの芥川賞の変りようの

﹁去る日︑芥川賞の作家小島信夫氏︵旧制中学同窓︶と友

予選の結果は︑その文意とは関係なく︑前記のような結果

ものではなかろう⁝⁝﹂とこのような︑私見を述べている︒

回も同じ組︑同一人の捌きに依る作品が︑賞を受けてよい

てはの取決めはなく︑示唆もなかったが︑賞であれば︑何

激しさ︑その選は大変むづかしいことだろうなどと話した

が出たのであろうが︑日展などのように︑入選の回が重な

秤もないし御苦労を謝し︑次のようなことを記した︒

ばかりである︒﹂と︒
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連句協会賞である︑の方向つけになりつつあるのではない

ることにより一段階ずつ︑登って行くものでないのが︑当

浅草寺の四万六千日の市が﹁秋季﹂となっていた︒第二の

﹁薪能﹂が夏季としてあったこと︑もう一つは︑﹁酸漿市﹂

査会で暇理が出て圏外に去った︒即ち﹁季﹂の問題である︒

り︑それ位でパスしたが︑二つの季の問題が大きかった︒

﹁青き林檎﹂も問題となったが︑﹁林檎の種類﹂の見方もあ

かと私考している︒

秤がないと述べたが︑連句は﹁季﹂を大切にする︒﹁月﹂

薪能が﹁袴能﹂なら︑これは夏季となり︑一つは救われた

○

﹁花﹂﹁恋﹂︑﹁式目﹂︑﹁序破急﹂﹁変化﹂の流れ︑﹁打越﹂の

ろうと思う︒

責任を負うべきものである︒

審査に当ったものは自分が点数を入れなくても︑等しい

問題など︑さまざまな構成や方法がある︒
紙幅の都合で︑一つだけ裏話のようなことを述べる︒予
選通過作品は十五篇︑それぞれの予選による獲得点が記入
され︑
︑予
予選
選者
者の
の氏
氏名
名も
も明
明らら
﹄かにされたのが一目でわかるよ
う︑表にされて送付された︒

私達五人の選考者の報告も︑同様に獲得点と︑選者賛成
名が記された表が︑製作されて最後の選の協議会に提出さ
れた︒五人の選は予選者の予選を尊重し︑その中から優劣
たの
ので
であ
ある
るが
が︑
︑予
予選選者者
を決めた
︵の点数は頭の中に考えること
なく︑選に当られたのである︒

私が協会賞候補としたのは﹁風花﹂と﹁虚空﹂である︒
﹁風花﹂は八胡蝶Ｖの名の形式で二十四句ものである︒

﹁虚空﹂は五人の選者の同意を得た満票ものだったが︑審
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選考雑感
選考委員今泉宇涯

みの花︑傷の花の座として温和︒山場としてウ２〜４︑と

ナオ６〜８を挙げよう︒呼吸の合った連衆の詩性高き句々

のハッスルした割りには淡々としたナウ六句に好感がもて

た︒小さな難をいえば式目性にやや弱いが他の良さに免じ

問題とするに足らず︑今一ついえばどこかに俗談平話的な

個所があってもよかった︒

第二位︑小林しげと捌き︑﹃ゆく春﹂

割合に穏健な作品であるが︑そっなくまとまり︑わざと

らしいハッタリもなく︑素直に付き進んでいるのに好感が

私は予選二点以上の作品を鑑賞した︒例によって鑑賞基
準の大きな項目として︑式目︑一句の余情︑変化・展開︑

もてた︒月・花の定座はしっかりしており︑恋句は美しく

一句一句の調べもよく︑時代性も程よく出ており︑自然に

時代性及び全体の流れの五つに大別した︒そして各項目別
点数の合計により順位を定めた︒

蔽わしめるに充分であった︒表六句は貫禄十分な立句に率

は私の鑑賞の心をとらえて離さない︒細微な暇理から目を

立句は容認できない︑という審査員も居られた︒むずかし

選考会議の席上︑﹁子規山脈﹂という山脈は架空であり︑

第三位︑近松寿子捌き︑﹃子規山脈﹄

変化展開しているのは︑連衆の呼吸のあっている故か︒欲

いられて︑新鮮︑自在︑穏健なうちに美くしい想像の羽を

い問題であり︑一理はあると思う︒然し題名の前書に﹁子

第一位︑別所真紀子捌き︑﹁龍の髭﹂

はばたかせる︒ウ２﹁きれいなピンクの心臓売ります﹂に

規研究家坪内氏と一座﹂とあり︑架空ではあるが︑この山

をいえば今少し気骨のある句がほしかった︒

ビクッと驚ろく︒幸福の夢追う︑お婆ちゃんの自殺の物語

脈に春風を吹かせた立句は︑坪内氏に対する鄭重な挨拶で

二回ばかり通読する︒全体を蔽う新鮮な句︑新鮮な発想

り性にどぎつい恋の場を思う︒月の定座の変化に対し悲し
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あり︑私は単なる架空なる﹁子規山脈﹂ではなく立句作者

ろう︒それにしても︑表向きに酒の句が無いのはどうした

品は細微に穿鑿するより一本つけてたのしく読むものであ

ことであろう︒

の心象風景の中の山脈として容認できると思う︒別に﹁蕉
風山脈﹂という言葉もあった筈︒ウ２と４に恋と愛の打越︑

恋の場に一の表に﹁父出奔﹂︑名表に﹁縁切﹂の類似︒等は
細微な欠陥︑他は級密に捌いてあり一句一句余情あり変化
展開もよく︑全体の流れ︑時代性もあり︑佳作と思う︒

へ再

第四位︑﹁虚空﹄

一≦／−

仲々の作品であるが︑順付でもなく出勝作品らしいのに
捌手の記名のないのは責任の所在なく遺憾であった︒選考
会議でオ３の﹁青き林檎﹂は夏か秋か︑問題になった︒﹁青
き林檎﹂を﹁冑林檎﹂ととれば夏になり不可という委員あ
り︑私は︑後者即ち﹁青い林檎﹂として﹁秋季﹂と解釈し
た︒連句は共同制作でありコミュニティーの精神であり︑
反擢よりは寛容の精神を尊びたい︒
第五位︑川野蓼艸捌き︑﹁三井寺の門﹄

通読して一番おもしろく︑楽しく読める作品ではなかろ
うか︒表六句は気ばらぬ軽妙なタッチに対し名裏は静かな
フィナーレ︒連衆の呼吸もぴったり合い︑一句の余韻とい
うより変化・起伏に富み︑特に時代性に富む︒こうゅう作

認

審査所感
選考委員大林杣平

連句の捌きには蕉風の真髄を要約した．巻の変化を第
一として滞らず︑新しみを心掛くくし︒妙句の古きよりは︑

悪しき句の新しきを俳譜の第一とす﹂を常に念頭において
進めている︒したがってこの協会賞の審査にもこのことを

付かない︑②歳時記ではＸ季であろうが︑現実にＹ季にあ

ればＹ季として使え︑③昔はあったけれども今はないもの

はそのことが判るように表現せよと教わり指導された︒例

えば﹁海亀﹂は仲夏になっているけれども︑阿波国日和佐

海岸で晩春に現実に見た話をして治定された体験がある︒

また﹁管物﹂の語は歳時記には記されていないけれども菊

作り仲間や業界で菊の別名として使われている如きはその

用語でよろしい︑と︒恰も﹁底紅﹂が﹁むくげ﹂の代名詞

である︒

の如きである︒要するに型に嵌まり過ぎるより運用が大切

さらにまた︑普通秋は三〜五句続けよとされているが︑

月の句が含まれている場合は二句でも差支えないことが︑

しかのみならず

踏まえ︑加之﹁不易流行﹂を併せ考慮して︑伝統を守り

正確には何の書名か忘れたが古書に記されていることを附
言しておく︒

つつ時代即応の作品選を進めた︒また如何なる式目による
かの細部については異なるところもあろうが︑基本として

季語のことが審査会でも意見が交換された︒私は︑伊勢

あり︑殊に俳譜は唱和ものであり︑昔から俳譜の序破急と

滞りなくということは︑結局流れを滑らかにせよとの意で

は大差ないと思う︒以下審査に際しての所感を列記しよう︒

流︵清水瓢左先生からも︑伊勢派でなく伊勢流というのが

強調されたことに思いを致せばその感を深くする︒現代に

次は全体の流れと三句目の変化︒冒頭にも記したように

正しい︑と教えられた︶の根津芦丈師匠から①ないものは
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あっては野球︑相撲のようなスポーツでも流れに注目する
このころである︒その点からみて協会賞の﹁ゆく春﹂はサ
ラッとしている︒

三句目の変化は流れとして当然であるから詳記を省く︒

第三の句を起承転合の転にすることと︑二章体にしてあ
るか如何が一つのポイントである︒全作品を通覧して二章
体が行われているのは極めて少ない︒勿論流派によって異

連句専門誌︵隔月刊︶

連句研究

〒麺埼玉県新座市石神一

五

九阿片方

三七三七八番

連句研究会

振替口座・東京七

ｂ

︵送料共︶

誌代一年分二︑五○○円

文音の連句と俳句︵月刊︶

俳譜接心

六四○九番

︵月刊︶

︵送料共︶

誌代一年分八︑四○○円

振替口座・神戸二

〒柵兵庫県西宮市二見町一四 三一二岡本方

杼情に根ざした象徴句
連句の現代復興を目ざす

主宰・宇咲冬男

あした

発行所〒川東京都北区豊島四ノー六ノ三四ノ四○三

誌代寺葬蠣唾叩叩叩︵送料共︶

あしたの会振替・東京五九七一三八
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にするところかもしれないが︑この点を守られることが望
ましいと私は思う︒

蕉風で不易流行を唱え︑妙句の古きよりは悪しき句の新
しきを求めているのに対応して︑新しい語あるいは内容を
採りあげるは結構ではあるが︑さりとて一般に通用しない
ような詞をそのまま用いることは好ましくないし︑古き適
語が見当たらないときは註記すべきである︒佳作の﹁子規
山脈﹂の如きは擬景的用法は理解はできるけれども︑少な
くとも註を付すべきである︒

’

てよかった︒ナオの夏ｌ〃さそり〃の句一句では弱かったが︑
あとは難がない︒

同じく佳作の真鍋天魚捌の胡蝶﹃風花﹄は︑付句の言葉

連衆の個性がうまくかみ合っていて︑現代的な匂いのする

入賞作品について

の変化に惹かれた︒俳譜性にも富んでいたし︑恋句の措辞

も気がきいている︒ただ転じ方で︑二三︑前句とどう付く

か解らぬところがあった︒

最終選考では︑小林しげと捌の﹃ゆく春﹂を第一に推し

歌仙となった︒ただし︑オの月の句やウの二句目︑ナオの

選考委員宇咲冬男

た︒発句よし︒三月の月の句に変化あり︑三本目の月を﹁明

十一句目などの字余りが気になった︒捌としては承知の上

同じく佳作の︑別所真紀子捌の﹃龍の髭﹄は捌の個性と

月﹂とした配慮もよい︒花の座も︑ウの花が人事の句に対

のことだろうが︑連句の付句は︑字余りを許さない方が︑
リズムが整うと思う︒

し匂いの花は叙景的にまとめたことをよしとする︒恋も︑

ゥの恋とナオの恋が同想でなかった︒発句もふくらみが

以上が︑入賞の作品の感想だが︑年鑑全体を見渡して︑

どうも恋の句が弱いのが目立った︒連句はやはり︑恋の座

あって佳品︒

季語と雑の句の配分︑一巻の流れよろしく︑リズムあり︒

はひとつの山場であり︑大いに火花をちらしたり︑恋曼陀

続いている作品も散見された︒

︵原槁到着順︶

羅に仕上げてほしいものだ︒また︑仮名の留字が五句以上

冒険はしていないが︑完成度が高いので︑協会賞は妥当で
↑妬︾ブ︵︾○

佳作に入った近松寿子捌の﹁子規山脈﹂は︑六十三年に
催された関西大会︵大阪天満神社︶で一気に巻かれたもの
ながら︑ところどころに︑新鮮な詩語がはさみこまれてい
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第八回連句協会賞
Ⅷ Ⅲ 川 １ Ⅱ ｌ ｌ ｈ Ⅱ Ｉ ｌ 州 Ⅶ 川 Ⅱ Ⅱ い

八東京・都心連句会ｖ

歌仙﹃ゆく春﹄
小林しげと捌
小林しげと

名古則子

ゆく春や反故には惜しき小短冊

朝顔蒔きて一服の贄

見学玄

稜線のなだらかなるに月仰ぎ

と

則
烏

垂云

エ

玄

エ

蛭海停雲子

保坂リエ

わらしの群れる壁に落書

岩永極鳥

隣保館町に誕生藤咲きて

酒を温めて旅を楽しむ

ゥ鬼灯を鳴らしっそれを實る少女

押し隠しをる胸のときめき
椅子席を讓られ彼の戸惑ひて

パチパチはじく算盤の玉

玄

傘を忘れし争ひのすゑ
貿易の包括法案通過せり

蝿幅翅を月に拡げる

則

″

エ

山口良子

麦飯を炊きて﹁日暮硯﹂操り

境内の素人歌舞伎賑はうて

弘化丙午と読みし道標

かすかな風に揺るるふらここ

花守の豐礫として鶴のごと

ナォ四月馬鹿発毛剤をっかまされ則

どこまでつづく長城の天玄
受身の稽古隣を噛めとょ良

メガホンのうしろいきなり撮影班と

冷えたる恋にふれぬいたはり小林静司

白衿の清らに紺のうつりよく則

傷害保険受ける災難烏

冬ざれの縁切榎注連はられ則
一の鳥居は町並の端玄
地下安の分だけ高き交通費司

光陰は矢に明月の同期会司

澄むせせらぎに萩のこぼるるエ
ナゥ親王を偲ぶ御座所に虫しげし良

もと来た道へ戻す飛石烏
裏表流派の呼び名異にして玄
口にふくめる蕨餅美味司
花前線近づき城の絶頂にと
三つつ五つと石鹸玉舞ひ雲

︵於・日本鋼管高輪クラブ︶

昭和六十三年五月二日首尾
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第八回連句協会賞佳作
ハ茨木・茨の会ｖ

歌仙﹃子規山脈﹄

理律千康寿稔理律千康寿稔子恵子恵典子

近松寿子捌
律理康千稔寿

子規研究家坪内氏と一座

東風はるか子規山脈より吹きにけり

ナォぶらんこの軋み心の軋みとも寿

康

フリル揺らしてとんと跳ぶ溝千

ふところにあるはあなたの文ばか

つと口ずさみ﹁黒髪﹂の姿媚理
耳奥にとどまり煽まい声ふとし律

縁切り願い鳴らす神鈴寿
丈高き草絡み合う河川敷千
民兵たちは銃を構える康
砂あらし鋤の寝ぐらの在り処理
微熱がつづく淋巴腺炎律
宇野重吉は柿の木の上千

孤り居もよし此の月をひとりじめ寿

−つつ−

ふわふわふわとまろぶ猫の仔

薩摩出水の手がき地図帖理

ナゥおおらかに翼ひろげて鶴きたれ康

元禄の香と明治の匂い寿

道具屋の灯りの隅にかがまりぬ律

若鮎のぼるせせらぎの音康

緋毛蔑ゆたかに延べて花点前千

︵於・大阪天満神宮︶

昭和六十三年四月二十四日首尾

j色

つっかけ下駄の鼻緒のきつさ

山来内松
野

蕨餅隣へわける気になって
潮騒の遠ざかりゆく月の浜

〃叶う″とでるまで恋を占い

睡むる茸の夢のはじまる
秋冷の仮宿で読む鏡花伝

長電話十円玉もあとわずか

雪の深さに愛埋もれず

郵便受けの昨日の夕刊

狂いたる時計をはめて父出奔

酒あふれさ薮ぬ献杯作法

にこやかな詐欺師を照らす夏の月

異人街さまざまな衣ゆき交うよ

径畔をぬい響く噂

托鉢の頬まだ柔らかな
暁の闇のまつわる残り花

天薗横出坪近

第八回連句協会賞佳作
八東京・東京義仲寺連句会水分の会ｖ

胡蝶﹃風花﹄
眞鍋天魚捌

真鍋天魚

戊辰極月十五日︑山口青邨他界︑享年九十六

風花の増墹へ御魂帰りゆく

滝田遊耳

万波鮎

一行の日記に干支を書きこんで

草苅澄

緋裏のマントいまも鮮やか
どこからが海どこからが川

山内加代
澄

月の出を床の中から聞いてゐる
明日のバイトは秋のバーゲン

鈴木喜久

吉田梨江
藤原千惠

てらてら光るサンプルの海老
はんなりとすすめ上手や京薄暑

原口一草

ゥ男坂飯桐の実の美しく
約束だけは忘れないでね

梨

色小

断崖のガラの記憶に固執する
ボルサリーノにのこる弾痕

ばけ

穴場さがしの相対性理論草

ナォ七変化といふ銘柄の酒を飲み耳

春楡の深き眠りを出でんとし鮎
吹けば飛ぶよなどんずいの髭千

いかならんと問へば横向くひとでなし加

朱雀門にて東つる月光鮎

ナゥあんこうの肝の太きを喰らひける草

時計回りが反対になり喜

このしじま学徒の息吹聴かんとす加

春の袷のしつけ糸抜く鮎

棲藺の町かげろふのなか澄

花咲いて非常階段のぼりゆき千

注ウラ五句目のガラはダリ夫人

︵於・関口芭蕉庵︶

昭和六十三年十二月二十三日首尾
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第八回連句協会賞佳作
八東京・風信子の会ｖ

歌仙﹃龍の髭﹄
記憶の奥拠叩く寒雷

去年今年龍の髭珠を抱きしまま

別所真紀捌

紀

別所真紀
滝田遊耳
川野蓼艸
神山みち
川端秀夫
村田実早
小倉流花

ビルのまとへるたをやかな霧

月に触れて飛行士の顔まんまるに

渡殿を十能の襖なびかせて
自由自在に話題あやつる

﹁きれいなピンクの心臓売ります﹂

ゥ枯露柿の村トロッコのとことこと

夫

村野夏生
紀

地震雲ふとし東京の空

幸福な後追ひ自殺のお婆ちやん

初夏の瀬田ノ唐橋営瓜提げて
オーボエの吹く黄金の噴水

早

艸

ち

寺化

寺化

艸

紫式部てふラブホテル

ち

アカシアの直線上のＺＯＯに月
﹁叔母﹂と書く獄中書簡ねんごろに

種子袋より叫び声して

長押にかしぐ春怨の面

悲しみの家あかあかと花の奥

ホーン岬の信天翁恋ふ耳

う

ナォ魚島のざわめく光耳に享け生

平行線交はるあたりわが故郷夫
ウソをぬぐったナプキンの白耳

鋲打つ音のとよむ霜の夜艸

足袋脱がせくれたる指の冷たくて花

羽根生えたバイクが朝の天駆ける夫

トーテムポールの化けし煙突早
団蘂にうつすり笑っている檸檬紀
プッシュホーンで椋鳥を呼び夫

ほの薔薇色に月と教会生

弓状火山列島秋の影落ちて梅田智江

いとけなき日の歯の痛みなどち

ナゥ籾殼にまみれし手つき母のごと花

神楽坂淡雪夏目写真館艸

弧旋舞続く沙漠あたたかち
電気炊飯器のたてる陽炎生

花ひらく傷そのものとして絢燗紀

︵於・東京・文京・関口芭蕉庵︶

昭和六十三年一月二十三日首尾
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第八回連句協会賞選考経緯

解している付句︑作品もあった︒﹂︵近松壽子︶

﹁予選対象の中には練習で巻いたものもある・予選対象は

もっと絞るべきではないか︒雑多過ぎるのである︒一つの

考え方だが対象作品は同一日に首尾したもの︑また一名の

◆予選は協会常任理事︑理事計二十二名に対し﹁平成元年

少々式目に外れているがおもしろいという作品のほうが印

﹁式目には合っているがそれだけだという作品よりは︑

連句協会賞事務担当

版連句年鑑所載一七八作品を対象に︑その中から五篇の選

象に残る︒作品の水準は年々高くなっていると思う︒﹂︵山

捌の作品は三巻以内としたらどうか・﹂︵八木荘一︶

出﹂を依頼した︒選者の都合もあり十四名より選考を得た︒

地春眠子︶

る︒協会賞として年鑑と関係なく募集するなど抜本的に改

﹁一句ごとの吟味が極めて乏しい︒予選対象作品が多すぎ

その一覧表がＡ表であり︑この表に基づいて二点以上を得
た作品を予選通過とした︒この一覧表がＢ表である︒
予選委員からは別に予選を終わっての所感を添付して頂

﹁詰め込み過ぎた句の羅列になっている作品が多い︒一句

がこれは連句作品の質的面で問題があろう﹂︵柴崎正壽郎︶

多い︒また体言止めの句の連続も気になった︒文音が多い

にしてほしい︒恋の句も同様で簡単に通過しているものが

﹁月と花の定座は形式的になっている感じでもっと大切

﹁ゆく春﹂を連句協会賞に︑﹁子規山脈﹂﹁風花﹂﹁龍の髭﹂

二篇につき率直な意見の交換︑論議の応酬がなされた結果

かじめ各委員がＡおよびＢ表により選考してあった作品十

て行われ︑常務理事・在京の理事若干名も同席した︒あら

で開催の常任理事会の席上︑会長・副会長五名を委員とし

◆最終選考は平成二年四月二十八日︑東京都北区赤羽会館

正の要あり︒﹂︵松村武雄︶

一句がおもしろくユニークでそれが互いに生かしあって別

の三篇を同佳作とすることに決定をみた︒

いたが︑そのうちの一部を左に記す︒︵順不同︶

のおもしろさを生む付合がほしい︒下卑た表現を俳譜と誤
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第八回『連句協会賞』予選通過作品一覧表

B表
得点

ページ

作品

名

所属グループ

得点

ページ

作

品名

２

子規山脈

茨の会

170

風

花

東京義仲寺水分の会

3

88

水

鳥

奥美濃連句会

3

91

天の河

海市の会

3

123

虚

空

ころも連句会

3

171

ゆ

春

都心連句会

3

204

具足煮

白燕連句会

82

5

65

烏渡る

あした連句会

99

切

株

かびれ連句会

103

みどりさす

歌留蓑連句会

120

野火猛れ

興聖寺連句会

155

津和野の水

草門会

168

三井寺の門

東京義仲寺鑑の会

2

210

白九火ひとつ

風信子の会

2

211

龍の髭

風信子の会

２

5

2
２
2
２

く

所属グループ

2点以下、略
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評論

ｌ
Ｉ
平成元年連句界の一年

東明雅
﹁おくのほそ道﹂三百年を迎え︑待望の国民文化祭への初
参加を来年に控え︑連句界は大いに活気づき賑やかになっ
た︒全国大会と名のっくもの三つがそれぞれ盛況であった
ことも︑それが分るというものである︒

｜︑行事
①六月十七日︑連句協会全国大会︑東京芝の増上寺会館

いの村・美の山﹂で挙行︒これは来年の愛媛国民文化祭へ

の本格的参加を前に︑第四回国民文化祭さいたまｗ協賛事

業として行なわれたもので︑埼玉在住の連句人の総力で実
現した︒

側その他

③五月十四日︑青時雨忌︵松濤軒三世清水瓢左忌︶が深

川の芭蕉記念館で挙行された︒

⑤七月十六日︑恒例の﹁連句フェスタ宗祇水﹂が岐阜県

郡上八幡町で挙行された︒

︑十月二十二日︑これも恒例の俳譜時雨忌が︑東京グリー

ンホテル水道橋で挙行された︒

⑥十一月二十三日︑愛媛県プレ国民文化祭が松山市道後

にぎたつ会館で挙行された︒

︑正式俳譜は四月二十五日︑猫蓑会で亀戸天神藤祭りに

行なわれたのを始めとし︑五月十四日︑青時雨忌︑五月二

十八日︑大山阿夫利神社で︑ともに都心連句会で興行︑十

月十日には新庄市の北陽社で︑また︑十月二十一日には黒

で挙行された︒

②九月九・十日︑山形県新庄市主催全国大会︑﹁おくのほ

磯で獅子門の正式俳譜が行なわれた︒これも﹁おくのほそ

道﹂にちなんだ行事であった︒

そ道﹂を記念し︑同市の俳譜結社北陽社が中心となり挙行︒
③十月十四・十五日︑埼玉連句大会が秩父皆野町﹁いこ
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二︑出版物

①作品集窪田薫﹁二十世紀は米寿棚﹂・鳴弦会編﹁鳴

月︶は全国大会の報告︑作品の外︑各種行事の案内︑会員

の動静を掲載︑論文や座談会の記事などにも有益なものが

独吟百韻評釈﹂などの外︑別所真紀子﹁芭蕉にひらかれた

渭︑乾裕幸︑桜井武次郎編﹁芭蕉連句粋﹂・中村幸彦﹁宗因

②俳論・研究書桜井武次郎著﹁連句文芸の流れ﹂・島居

ある外︑新庄の全国連句大会作品も直ちに編集出版された︒

五月二十九号︵十五周年記念号︶︑﹁獅子呪﹂は四月︑六百

燕﹂は六月に三百七号︵創刊四十周年記念号︶︑﹁丹想﹂は

七号︶など︑それぞれ順調に発刊されている︒この外︑﹁白

十五号︶︑﹁連句かつらぎ﹂︵五百三号︶︑﹁季刊連句﹂︵二十

側主要連句グループ発行誌連句研究会﹁連句研究﹂︵八

多かった︒

俳譜の女性史﹂は︑未開拓の処女地に鍬を入れたものとい

号に達し︑﹁草茎﹂は十二月増刊号を出し六百五十号︑﹁あ

版九十二グループ︶︑作品一七八編︵六十三年度版一七二

ＮＨＫ文化センターの連句入門と実作の教室はともに︑前

①朝日カルチャー・センターの連句教室︵実作と理論︶・

リン

弦﹂・電通連句部﹁電通連句﹂・鹿吟舎﹁鹿柴巻四﹂などが

うべく︑女性特有の観察眼が冴えている︒また︑獅子門﹁黄

れぞれ順調である︒﹁句と連句﹂九月︵三十七号︶・﹁かびれ﹂

した﹂は七月に二百五十号記念特集号を出し︑その後もそ

た句集・連句集であるが︑作品の外︑始祖以来門外不出の

十二月︵六百九十六号︶・﹁摩天楼﹂十月︵第五巻第八・九

山﹂は︑岐阜美濃派が﹁獅子咄﹂六百号を記念して出され

資料を多く公開︑掲載している︒また︑新庄北陽社から﹁八

号︶︑その外︑久しく休刊していた﹁都心連句﹂が復刊した

のと︑新しい俳譜誌として六月︑﹁水分﹂が発刊された︒

十年のあゆみ﹂が刊行された︒これも貴重な文献である︒

③連句年鑑・連句協会会報九月二十日︑平成元年版が

編︶︑第七回連句協会賞の発表︑全国連句人名簿︑全国連句

年通り引き続いて行なわれている︒また︑その他︑各結社

三︑連句教室

グループ概況などの外︑評論欄には︑上野洋三﹁蕉門連句

毎に︑月例の連句会が開かれ︑それらの作品は二の側の各

発刊された︒参加結社は九十六グループ︵昭和六十三年度

の評釈﹂など貴重な論文を含んでいる︒連句協会会報︵隔
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誌を飾っている︒

②一月四・五日の二日間︑ＮＨＫ教育テレビ朝の番組に
連句実作が放映された．出席は暉峻康隆・草間時彦・宇咲
冬男︒また︑七月十五日︑山形市で開催された世界俳句大
会で︑連句の座が公開され︑衛星第二テレビで放映された︒
連衆七人︑新庄北陽社の笹白舟捌き︒
③十月十三・十四及び二十・二十一日の二回︑芝迎賓館
で連句講座及び公開連句会が開催された︒東京都主催によ
る江戸東京自由大学の講座の一つで︑講師は東明雅︒

四︑褒賞
第七回連句協会賞として︑佳作に宇咲冬男捌﹁冬の雪﹂．

小松崎爽青捌﹁雪の奥﹂・宮下太郎捌﹁雄の声﹂・高藤馬山
人捌﹁いかに見よと﹂・土屋実郎捌﹁大暑﹂が選ばれた︒
また︑第六回武翁賞には︑大窪瑞枝捌﹁秋暑し﹂︑また八
木聖子・矢崎藍の文音﹁恥多き日﹂が佳作に選ばれた︒
︵帥年版俳誼年鑑より転載︶

一
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｜作血
作

口叩

ｌ連句グループ五十音順

八松山・藍の華連句会ｖ

歌仙﹃革ジャン﹄

タラップを降る革ジャンのひとりかな

パイプ唖へて暖房の部屋
″

鈴木春山洞

減反の蜜柑の畑に実の熟れて

井門可奈女

白方筍子

奉示

筍

森法輪

針を持つ手に児のたはむるる

佇ちてみる波縮緬に月揺らぎ
舞ひ戻りたるはたはたの数
ゥ小伝馬でくったら市の人の渦

洞

輪

振り袖に入る紅二の付け文

筍

筍

伯林の壁開きしニュース

洞

忍ぶ夜のをかしくなりて連れ笑ひ

短き命チ野牡丹億ふ

しづ

とんとんとんとリズムとる毬

相ついで交通事故の身近かなる

ベルリン

北齋の版画の富士の月涼し

輪

春光今は遮りもなし

輪

筍

奉示

岑示

琴示

閑かなる社の庭に雀来て

風車など木戸に忘れて

花の色ほのかに茶店こみあへる

ナォ起きぬけに煙草くゆらす朝寝床洞

水にひたせる古き鋤鍬久

猫ののびしてゅるり去りゆく奈
傾ける納屋のかぶさる樹冠なり筍

炉ばたのあたりいざなひにけり洞

角巻の老女と会ひし馬場の辻奈

裏口を包みを抱きて急ぎたる久
涙を出るをひとには見せず筍
赴任せし留守を守れる岩田帯奈

ローヒール履くことに馴れたる洞

語らひもはづむ明るき月の窓久

赤き実石榴到来の品奈
ナゥ馬追が機のたて糸切るといひ筍
瓦祠に銭たてまつり久

小きざみに大店法の話出て奈

陽炎たてる島の浦里久

アテネ旅行にシンガポールへ筍
花うらら海うららかに飛機の景洞

︵於・久万の台松久庵︶

平成元年十二月二十三日首尾
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ハ仙台・青葉城連句会ｖ

歌仙﹃梅一輪﹄

婚前旅行何喰わぬ顔

ナォぶらんこに飛行機雲をのぞみつつ

手をつなぎみやげいろいろさがしてる

掃き目たつ庭尼僧明かるき

佐々木志遙

小野寺妙子

六尺の間口で商う何でも屋

味噌の香たちて母の温もり

朝まだき東てる川辺にねぎ洗い

日和続きの春の縁日

梅一輪大寺の庇反り返る

前掛はずし渋茶一服

佐藤ちよ子

テレビ見てシスコ地震に驚きぬ
電子ロックのマンションの増え

長田雅道
福田けい子

野の上に位置うつりゆく赤き月

ナゥ廃鉱のケーブル宙に冬隣

夜なべして書く事故の報告

鈴木文男
士心

ち

正造の本読み更けるまで
志成らねば帰る町ならず
東西の壁除かれし世に
花の下異国の人の多き群
風やわらかに野点毛蔑

秤趣唖蓉十一一一朋三払甲密︵文音︶
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檬朧の小網さす湖水烏引きて

酒温めて友をもてなす

遠くつづきて低き山なみ
薄揺れ恥らうごとき上り月
ゥ湯の宿の秋炉に渡る鍋の汁

文

雅

歩け歩けでめぐる観音

け

妙

ゆりかもめ巡航船に餌をねだり

ち

紅のたすきの娘の目秘めやか

波間に見えし巌の奇しき

いつよりか恋知りそめしおさげ髪

真夏日の幾日もありて月のやせ

士心

妙

団扇持ちかえおくる夕風
消費税話題おちつく事もなく

雅
け

士心

県知事選挙棄権しようか
自慢高らか鱒釣りし子ら

この坂の行きも帰りも花の屑

け文ち雅妙志文雅けち志妙け文ち雅妙文

八東京・あした連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃蓬餅﹄
応接室に飾る連麹

宇咲冬男捌
宇咲冬﹃

中和
柴崎絢

万葉の歌の匂いぬ蓬餅
小久保以

襲ご坐ご芦﹂

絵のある舗道靴鳴らし踏む

幼な児の細螺にぎりてかくすらん
西原山石

保険のきかぬ診療所なり以

ナォ母猫と毛並の違う猫生まる絢

警官のスピード違反夏季休暇岩

歩く小径に岩桔梗咲く和

信濃路に見る双体の道祖神絢

姉と妹が似たる恋文以

婿殿は気がやさしくて力持ち岩

ゆっくりとのむ熱燗の酒和

行く年を任地で過すことに決め以

北方領土いまだ還らず和

コツと時間をつつく啄木鳥岩

せめてもの松の影おく良夜なり絢

土橋がひとつ村に残りて以

ナゥ成すことの胸に重たく冬近み絢

大小置かる銘石の盆和

長老の謡きこゆる檜門岩

日は燗漫とさきたまの春絢

花の下﹁あした﹂は二百五十号冬

︵於・熊谷・ニットーモール文化教室︶

平成元年二月九日首
平成元年三月九日尾
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どの家もみな新しく月の町
ところどころに水の澄みいる
ゥ人かとも声をかければ案山子なり

手をつなぎたる老人夫婦
お揃のジーンズ選ぶ嬉しさに

別れる時は死ぬ時と言い
静けさに教会の鐘渡りきて
正義が裁く世の建て直し
水戸黄門宿を追われて東てる月

仲々殖えぬ貯金通帳

食べ損った河豚恨めしく
豪華船沖へ沖へと遠ざかる

天井低く七段の雛

花の苗団地住いで持てあます

和以岩絢岩和以絢和岩以絢和子久子枝男

八東京・あした連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃鍬始﹄
鍬始大地の鼓動空より来

宇咲冬男捌

宇咲冬男
白根順子

代文子
菅谷ユキエ

初霞して渡る川筋

ぷかぷかぷかとマドロスパイプ

ユ

文

真四角の貨物倉庫のふえゆきて

北欧の山Ｍの字に月照らす
落葉松の木にからむ玉章

順

文

順

ゥ首すじの雁瘡の身をあわれみる

誰に似しかと口論のもと
再婚の相手は又も外国人

ユ

高橋たかえ

西も東も金の世の中

炎昼の竹林に掘る大き穴

漆原邦子
順

文

傘のお化けが追いかけてくる

僧上の念仏低く雨後の月

文

邦

た

ユ

車座となり新酒くみ合う
またたびを嗅ぎたる猫の踊り出し

忘れられたる東京音頭

しじまなる苑に万朶の花の濃く
歩をはこびつつ春をかなしむ

ナォ胸底に琴を聰きいる康成忌１

詩に痩せつつ洛陽にいる順

暴乱の余波の円安ふくらみて邦

水烏くぐる沼は黄昏た

来々軒の女将の目張り順

マスクしてねずみ小僧のすぐそこに文

年子に双子抱く街角１

学問を捨て恋情にころげこむ冬

いつまでもサルビアの炎の燃えていした

月光蒼く壺に入りこみユ

土用の灸のやけにききたる文
客迎う鯛の料理のはやばやと邦

ナゥアラジンのアブラカタブラ秋の窓文

あっという間に消ゆる鵲鵠順
締切りの期日近づく投句箱１

人影のなきふらここは揺れ邦
花の枝に透けて未来の宙燦とた

平成元年一月十九日首

夏を隣に疾る白雲順

︵於・熊谷・ニットーモール文化教室︶

平成元年六月八日尾
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八東京・あした連句会ｌその三Ｖ

歌仙二月
春﹄

青春の遠さ雪解のきらびやか

宇咲冬男捌

宇咲冬男
山司英子
小岩秀子

落葉松芽吹く山裾の町

つくばいに影を落せる蝶の居て

岩上千枝子
清水うた子

林泉を廻れば秋気満ちくる

うこんの布で磨く茶箪笥
女客四五人寄りて月を待つ

英

千

蓮見林
関根雪子

何時も寄るダンプの若き運転手
身ごもる妻をいたわりていし

林

甲斐甲斐しくも赤い前掛け

港を離る汽笛一声

英

ゥ嗽されて新蕎麦の味がた落ちに

宙ぶらりんの蓑虫の殻

秀

有明の月教会の尖塔に

宝石付きの眼鏡かけいし

千

ア︽ｊｚ

幸三

壷つ

秀

財テクは株か保険か冷まじく

林

終の地を決めて来りし冬の宿

花片を土産に帰る花疲れ
車の先を逃げる逃げ水

ナォ突然の黄砂に巻かれ黄泉の旅雪

学位を得たる自慢の吾が娘英

全国を招待講演休みなく秀

伊豆の地震の止むを願いつ千
帷子のひと縫いごとに心こめう

稀れの逢瀬に憎き短夜林

ポケットに動かぬ時計握りしむ雪

宿場街道昔のままに英
曉をひとつ葉書投函千

軒深く大きな氷柱ならびおり秀

灯が多すぎて歪みいる月林

駅売りの新聞派手な見出しにて冬

雨戸を繰れば声のうそ寒雪

ナゥ濁酒体ゆらして飲みいたるう

庭石の蔭より猫の飛びいでし英
思わず閉じる読みかけの本う

風なきに花はらはらと舞いかかり冬

平成元年二月九日首

さゆらぎ匂う佐保姫の衣秀

︵於・熊谷・ニットーモール文化教室︶

平成元年九月十四日尾
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八東京・あした連句会ｌその四Ｖ

脇起歌仙﹃大いなる時﹄

宇咲冬男
高橋良風

高橋良風捌

大いなる時の白さや鏡餅
淑気の満てる書斉内外
鳥居曼珠子

ナォ新社員３Ｋ嫌う者ばかり曼
マネーゲームで国は危うし保

人間万事塞翁が馬良

超電導リニアモーター走らせる哲

粋な毛皮で駅に降り立ち保

軒氷柱垂れしままにて空家なり曼

お見合の相手はエリート外交官哲

こっくりさんに恋の占い良

ブッセの詩いつも一節口ずさみ曼

ナゥ錆鮎の簗にかかりしままにいて哲

北斉版画帰り来る秋良

訪ね来りしスペインの古都保
無月にも船の霧笛は鳴り響き曼
曼

保

哲

︵冬男一直︶

︵於・名古屋・芸術創造センター︶

平成元年一月十五日首尾

春うららかな平成の御代保

金鰄を空に頂く城の花曼

客足の途絶えて久し出湯の町哲
おぼろおぼろと亀の鳴きいる良

群発地震止む気配なし保

保

良

崔岡保憲
服部哲子

川岸へきょうは散歩の犬連れて

昂ぶってくるせり市の声

撫子の花壺にたおやか

昼月のまるく呆けていたりしに

少し濃目に刷きし唇紅

ゥ特製の新酒はるばる届きたる

良

哲

月曜日には帰りゆく君

此の頃は酢の物ばかり食べたくて

哲

保

ニヱ

良

デザイン博開催準備こまごまと

銭で引いたる町内会長
涼み台月の光で将棋さし

逝きたる母の悌淡く

良

曼

盟の浅鯏土間に塩ふく

肌身はなさず暑気よけの薬
千社札びっしり貼らる大鳥居
花吹雪海軍の基地そのままに
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八東京・あした連句会Ｉその五Ｖ

歌仙﹃春や春﹄

あしたを綴る百々の噂り

春や春天に展ごる大檸
ふらここの少年の膝まぶしくて

埋め立て進み街の生まるる
波蹴って月まろまろと昇るらん

望遠鏡に映る露草

ワ変り種体育祭を部屋暮らし
壁のモナリザ微笑んでおり

柚木治郎捌

柚木治郎
加藤光樹
白根順子
天野正三
宇咲冬男
山元志津香

士心

平本三保子

代文子

正

何見ても貴殿を思い出し候

泣き疲れ眼真赤な白兎

光

順

めっきり減りし邑の語部
月鉾の鉾にかかれる夏の月

順

三国峠の雪に抱かれて

あずき氷を食べとうおます

正

文

士心

一一一

ぶらり馬券を買いに行くらし

犀星のあにいもうとを読み了えて

治

このごろ地酒はやるうららか

花小路花燗漫と咲き乱れ

ナォ日高川鐘鳴りやまず鐘供養三

旅に戦傷癒やす隠し湯文

どかどかと新人類がやって来て三

けたたましくも時烏鳴き光

またの嘘信ずるふりの扇風志

同棲時代なおもつづける文

窓の辺に並べ置かれし冬菫三

隠密説のおくのほそ道志

健脚の老い山盛りの飯を喰い順

運動会の楽を練習光

月の量てるてる坊主軒に揺れ正
テトラポットを越える秋潮文

気だるき午後の地震におどろく三

ナゥ狂院の塀がっしりとめぐりいて順

色つきの砂落ちつづく砂時計文

卒業記念金文字の銘光
異邦の友と仰ぐ蝶々正

きょう晴れて俳譜を祝ぐ飛花落花冬

︵於・東京・江東区芭蕉記念館︶

平成元年三月二十六日首尾
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八東京・あした連句会その六Ｖ

歌仙﹃貝拾う﹄
宇咲冬男捌

宇咲冬男
一一一沢律乃

貝拾う冬浜暮れて欲しくなし

眉掠めっ舞える風花

やくざ渡世の仁義はかたし冨

ナォ遠足の師弟の見分けつきにくくマ

立ち直りたる酒乱半生千

ひとりでは何も出来ない意気地なさ律

顔を淋しく襟立てて行く冨

シャッターの降りて無音に東つる街マ

病める子の親との逢瀬重ねたる律

とぼけた声で鷆鵡おしゃべり千
白々と浄く散り敷く沙羅の花マ

夏場所入りの宿の賑わい冨

旅にいて平安絵巻見る果報千

弓張月のうつる湖マ

くちなわ穴にまどい居るらし冨

ナゥひょうひょうと穂草吹かれていたりける律

十二時に魔法がとけるシンデレラ律

︵於・熊谷・ニットーモール文化教室︶

平成元年一月十九日首
平成元年三月十四日尾

槌音高く春の棟上マ

初花の色ひかえめに水明り冬

静かに眠る日本庭園千

千

マ

律

言田

千

マ

律

言田

マ

律

清水千代子

川岸一畠一員

桜沢マサ枝

店先埋めし客の自転車

賑やかに女子マラソンの走り来て

名月を人それぞれにまかせおき

動物達の慰霊碑の立つ

座椅子にもたれ柿の皮むく
ゥ院展へ搬入するを間違えり

制服を脱ぎて君待つ駅広場
光⑦両ｚ旨に共に酔いたる
ＣＤに老舗のお株うばわれて

納涼船の大川を行く

荒御輿過ぎたるあとの呆け月

整骨院の混みに混みたり
十円の貸しスリッパにおどろきし

律

冒田

﹁秋色の句碑﹂ひっそりと花の山

千

探しさがして鈴本の木戸
ぶんぶんうなる蜜蜂の群れ
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ハ大阪・あしべ俳譜塾ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃風の香も﹄

風の香も南に近し最上川
句碑に眺むる月の涼しさ

片山多迦夫捌

片山多迦夫

祖公羽

宅急便で土産物着く

ナォ今も尚旧暦の雛飾られて

芭蕉・寿貞のかかはりは何

凶と出た仲なればこそ添ふことに

平成元年事多きなり

昨日から点滅しきり非常口

大将が何度も変る雪合戦
又ぶりかへす肩凝の癖

厚

興

司

花ふぶく朝より心そぞろにて

ゴルフボールを鴉撞へる

流離の愁ひ我と椰子の実
音楽に遊ぶ息子の留学費

トリトンといふ月写し出すテレビ

千草の鉢は老の生甲斐

霊験は知らずおるがむ屋敷神

出羽三山は蝿に暮る

緑蔭にテント張る子ら賑はひて

斉藤実
杉内徒司
高木義厚
清水一興

ナゥうそぶけり生死一如に達せしと

マルクスはペレストロイカに苦笑せん

実

著書等身を越ゆる碩学

平成元年九月十日首尾︵於・新庄市文化会館︶

ジ

厚く切りたる抹茶羊菫

雪原よぎるブルートレイン

高橋初子

松ノ井洋子

日本全国同じファッション

洋
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手袋の片方どこかに行きたがり

恋の一句の何とむつかし

ゥま夜中の電話のベルに胸騒ぎ

盆踊果てし広場を月照らし

司

初

背丈をかくす芒一面

興

隈取りの睨みも凄き役者絵に

従軍の思ひ出話そゴろ寒
猫の欠伸を貰ふ留守番

霞の奥にたがやせる人

眺めよき宿はとれずに花吉野

迦

司

春の夕べの陀羅尼助飲む

実迦厚興司厚実司実司厚洋迦司司興実洋

八大阪・あしべ俳譜塾ｌその二Ｖ

﹃星垂るこ

赤い羽根挿してこ粋なベレー帽
ゥ日もすがら瀬戸大橋の混みやうは

遍路重ねて疲れたる脚

黄金出し趾と口碑のあるばかり

一挺の銃大切に狩り暮らし
秘密と謎に満ちしこの谷

けどろも

葉巻の薫り棗の服

マチスより入場多きピカソ展

若さとは化粧せずとも美しく
あと何年かバルセロナまで

アイニイ
我ウオ愛
仲と酔のまぎれに

新幹線の眺めひろびろ

白露のころは人もかそけし

壁に積む万巻の書のひや公かに

夜鷹の声に覚めて見る月

星垂る畠天の河原にキャンプかな

仙

月と花長き昭和史共に生き
天皇の日も暮れていく空

ナォ子供らはファミコンゲーム余念なく

髭たくはへてマンガ読む叔父

鶏犬の声ものんびり隠れ里
粥を煮る香に覚めし初夢

〃咳をしてもひとり〃の暮らし続きっ蚤

〃両手で受ける〃布施と愛語と

人妻の笑窪の中に住む小蛇

しろきほむらの水芭蕉咲く

月昏く神々の声山の声

師資相承の芸は冷まじ

何ぞといへば頭痛肩凝

己の愚つくづく悟る秋深く

キムチ肴にあほるウォッカ

ナゥ船員は黒人・白人・アジア人

続騰の株の勢ひ止まらず

畦にはびこる輸入たんぽぽ

四月馬鹿にはからる新税
不断著のままの親子の花筵

罷輌六土仁蓉酎朋一計明牽︵文音︶

−51−

歌

東片

明多

山

雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅夫

迦

迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅

ハ長野︑梓川連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃吹雪﹄

恋が芽生えて芸が上達和

ナォ春愁の風呂敷包み首に下げみ
フェルト帽子粋にかぶりてフ
夫婦して衆議員選に出馬する〃

箪笥の底にかくすあぶな絵幾
誰彼に似たると羅漢見て廻り和

歳月をかけブラジャーを改良す教

曽根原幾子

脱サラのペンションが夢ログハウスフ

宮坂静生捌

柳沢和子
竹内正子

樅の下枝に手甲忘れて正

漢方薬は空腹に飲め幾

宮坂静生

田多井みす安

吹雪ゐて高まる嶺を西に置き

窯出しの壺庭で鳴き出す

雪花菜に入るる銀杏の実は教

風呂
桶をどすんと据ゑて月天心翠
きらず

売出しの金庫たちまち売り切れぬ和

ナゥ秋刀魚焼くまな箸の先燃えにけりみ
み

和

ゥ蓄音機竹針で聞きし虫の音よ

丈夫で長生きそれも才能み

名月の射しこむ部屋に誰もゐず

井口フミ子

水蹴って翔っ白鳥の数

夜なべ仕事はねぢ締るだけ

金井教子
本間美翠

毎日が日曜日なる師を訪ひて

泥酔のあとお薄一服

ふむふむと溌てふ字を書いてみる

正

和

︵於・杏集落センター︶

平成元年十一月二十五日首尾

つむじ風立つふらここの辺に翠

桜狩日本武尊に身を籍りて生

八面大王住みし洞とかみ

若き日の創ずきずきとして
長き首のばし騏麟は空に飽き

教

堰をからから缶の流るる

和

夏の月ブランデン・ブルグ門の上

西瓜作りにかけし半生

翠

幾

″

教

海に囲まれ平和なる国

親子してゲームポーイに熱中し

馬のいななく陽炎の中

栃若の相撲呼びもの花ざかり
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ハ長野・梓川連句会その二Ｖ

歌仙﹃冬﹃
木﹂

宮坂静生捌

曽根原幾子

宮坂静生

熱気球とぶ小春日の空

楢山のいまだ冬木になりきらず
柳沢和子
小林貴子
金井教子

駐車場そなへ銭湯建て替へて

肌身離さず革の手帳を

金星を抱く三日月うれしげに

本間美翠

教

み

里貝

皇員

ゥ玉葱を植ゑモスクワへ行くつもり
ドミグラソースたっぷりとかけ

田多井みす宜

名を秘めて仮りの夫婦になりすまし

幾

声も立てずに渡る雁

浮気ばれたる政治家の弁

井口フミ子

水槽の鱸のキッスの気持よく

老人会に手話の歌声

皇貝

幾

和

唐三彩に億の値がつく

翠

教

遊覧船通れば月もゅるるかに
子の夏掛けに笑ふのらくろ
空き寺に移り住みたる陶芸家

雲雀さがして安曇野に来し

鮮やかな花見小袖にただ見とれ

ナォ搾乳機ピコピコ動く春の風フ

脳死脳死とさわぐ学界和
中年のスワッピングの大流行幾
彼の意地悪恋の初めよみ

その前にまづカーテンを閉めてくれ貴

試着する服ヒップ合はずよ幾
パリ帰り変色口紅もらひたるフ

峡の田んぼの水車ことりと和
教会の屋根の天辺孔雀ゐて〃

狸が化けて通ひ徳利教
鐘の音ひヅく秋の曙み

父母未生以前のわれが月空に貴

泣き笑ひして田中角栄フ

ナゥ烏瓜名残の裏といふ風情貴

︵於・杏集落センター︶

雪解け道をランドセル鳴り翠

音消してヌードテレビをじっと見る幾
煮炊きの湯気の模糊々々としてみ
花冷えに酒のまはりのよかりけり生

平成元年十二月十九日首尾
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ハ逗子．あらくさ連句會その一Ｖ

歌仙﹃終戦の日﹄

網戸を左右吊り鉢の揺れ

思ひ出す終戦の日の暑さかな
暴發の花火と知らず拍手して
眞書の波止場猫がつ塾切る
さびしきは好きなコラムの終るとき

肩にあまれる三浪の髪

ナォわが胸は泣いて嘆けど山笑ふ

とぼけてもディスコで分る放浪度

年増好みと生意気な口

佳き人は肩熱くしてカンツォーネ

夕立来たりビルは孤濁に

草間時彦捌

草間時彦
笠井まを
柳田尚宏

窓際はやけにい塾陽のあたる席

割に冷き尻の肉かな

ま

十六夜の残影淡き能登の山

碁會所通ひ気晴らしの日々

調教師馬に等しき長い顔

内田英夫
北澤葭

平野山嶽河川海洋

みちのく目指す養蜂の旅

皆歩く注ぐ光の花の下

平成元年八月十三日首尾︵於・笠井宅︶
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枯山水に冬の月影

英

病室の窓ななかまど見え

桔梗數輪投入れて寂

ワ抜いたあと大根畑の黒々と

鈴木雪王

地球上どこにもあるよこんな景

ナゥそプろ寒人の情をなつかしみ

友禅をたあむ手稚き女客

ま

尚

幸ヨ

ま

ま

尚

幸ヨ

英

幸ヨ

一霞

目くばせ空し側に父あり

夕べの空を歸る鴉か

急停車ラジアルタイヤきしませて

ロックと競ふ鯛の聲

芋幹の煮付けで我慢月あかり

白き木樫に墨染の僧

ふるさとの創生やがて早逝し
しばらくありて風渡るなり
櫻餅しにせはさして甘からず
浅鯏とる子ら水ぬるみたり

雪英時葭雪葭尚雪雪ま尚雪葭雪葭尚ま英

ハ逗子︒あらくさ連句會その二Ｖ

歌仙﹃白山茶花﹂
草間時彦
内田英夫

草間時彦捌

昔の炭團出でし物置
笠井ま↑芒

散りっヌく白山茶花のよき日和

しぐれっ易節分市の賑ひて

犬も迷ひて人探し顔

この月はたしか砂漠で見たやうな

鈴木雪王
北澤葭
柳田尚宏
英

尚

ま

葭

幸三

圭ヨ

ナォをかしさはけんか夫婦の子澤山

出るの出ないの山の湯のバス
トンカッの衣ばかりの部厚くて

静かに向きを愛へる寒鯉
雪明り墨磨る音の何がなし
竹籔見ると探したくなる

鴬のよな美人のさぎに氣が動き
ながし目だけで今日も終りか

これしきで何よ弱虫残暑にて

われは葦なりそよぐ秋風

ドビッシー月の光のあまねくて

外人墓地に老女佇む

ナゥ蒼九を焼く手の雛の深くして

杜若咲く業平の里

釣人のもの言ひかけし誰となく

花にほふ富士借景のぜいたくに

鰭白魚浅鯏蛤

平成元年十二月十一日首尾︵於・内田邸︶

荷物両手に陽炎の道
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夜の夜中に三國志讃む

ワ風船が子の手をはなれ菊日和
胸を燃やしてもやしら−めん
口説いてもたヌ頷いてゐるばかり

やがてほろりと涙落せし
後朝の別れ手を振り始發騨
ベイブリッジに夏の宵月

ま

葭

涼しさのものにワインのうす鬚り

二頭會談兆しよきなり

尚

英

尚

ま

曼陀羅の講緯終へてあぐらかき

春一番の吹きぬける街

選抜野球にきび闘ふ

連隊の趾はいづこも花ばかり

尚英尚ま ノノ葭雪英雪ま尚英英雪ま尚ま英

八東京・市ヶ谷連句会その一Ｖ

歌仙﹃コーヒー﹂
朝曇まづコーヒーのモカす当る

強き糊ひく袖の浴衣着

出稼の村にうだっの残りゐて

伴野渓水捌

新駅できて土地の値上り

ナォ山の灯を眺めてゐれば初蛙

かはらけ投げも楽しみのうち

辿りつく札所でひさぐコカコーラ

汗の掌にマイク握って挨拶し

ウーマンリブで縁を失ふ

砂浜馳けてすぐ泳ぎだす
噴煙のうっすら上る三原山

仲磨が詠みける月は望ならん

蓮の実はぜる音の淋しさ

キューピット再度あたらぬ矢を放ち

島のアンコがミスに選ばれ

阿部喜美子

野口里井
伴野渓水
家室翠雨
山本朝子
宮下太郎
水

ナゥ講談は本牧亭に秋幟

畳の席の客は四五人

井
橋本多佳子

吸殻の国産煙草いぶりだし
水

秤鰄一唾嘩拮朋計払叩率︵於・師蓋

金眼銀眼の仔猫じゃれ合ひ
花見茶屋ベトナム生れ働きて
片言まじりいろはうら塾か

岩崎泉渓
太
翠

宣巨

井

喜筆称詫︶
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塾の帰りに子供小走り
居待月何か魚を焼く匂ひ
近くの丘は初紅葉して
ゥ終盤の運動会のとりこめる

乳房ふくます婚前の妻

寝返りに心使ひの膝枕

掘りおこされし華清池のあと
風邪ひきに葛根湯をす塾められ
ふとり気味にて水ばかり飲み

寒行の列消えてゆく宵の月

石焼藷はテープまかせに
屋上のタンクに止る大鴉

水

泉
朝

さすが銀座のゴミにソーファー

のどかに暮れて人声を絶つ

薄墨のさくらは花の司にて

翠井喜水太多翠井水喜水太多翠井朝水太

八東京・市ヶ谷連句会その二Ｖ

歌仙﹃クリスマス﹄

静かなる街の風情やクリスマス

ミサの開始に美しき鐘

年越しの蕎麦をす蔓れば悔なくて

丁稚小僧を御用間と呼ぶ

月今宵赤き火星を従へて
筧の落葉溜るつくばひ
ゥ送られしカナダ松茸汁にせん

伴野渓水捌

岩崎泉渓
阿部喜美子

宣目

伴野渓水
家室翠雨
宮下太郎
山本朝子
水

泉
宣巨

太

朝

野口里井

主じ帰らずすぎし最夜中
愛用の首飾りまで憎くなり
古き映画の影はうすらぎ
真剣を使ひて人を殺めたる

飛沫あげたる荒磯の波

太

宣宮

泉

水

壹宮

月仰ぐ賑はひ果てし暑さにて

浴衣干しには長い竹竿

選ぴ抜かれし芥川賞

なりわひの小唄の弟子はいと少な

吉野すぎれば紀の川の春

花に明け花に暮れたる名所にて

ナォ歌書よりも軍書を学び卒業し井

寿如南山と結び文くる太

揚底に薄皮まんじゅう詰められて喜

番茶土瓶に描ける唐草水
峠路は頂き近く雪となり泉
木の幹深く熊の爪跡翠
引率の若き教師は声高に朝
写真みてから見合断わる井

特選となりし揮毫は恋の仮名太

変はらぬものに龍胆の道泉

っんどく本が増え初めたり喜
姥捨も田毎の月も今はなく水

異国の言葉多く聞こえる橋本多佳子

ナゥ新走り小芋をっシく竹の箸翠

もとはといへば家内工場太

改めし胸のバッジはいかならん井

春のコートに軽塵の舞ふ喜

風雅には花盗人も偉からず水

昭和六十三年十二月十七日首

平成元年三月二十六日皐於・師霊喜華称密︶
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八市川・市川俳譜教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃清浄と﹄
清浄とさっきの白き微光かな

涼風わたる庭の静寂

足並に喜寿も傘寿も混るらん

能管の音にゆるむ涙腺

天平の月やわらかに古都更けて
ひさごの新酒さしつさされっ

今泉宇涯捌

今泉宇涯
松葉屋善子

厳

彦

姜巨

伊藤藪彦
伊藤孝子
牧野厳
笠間文子

ホテルばかりの変な一角

ゥ蟷螂が小首かしげて覗きおり

強気よそおう秀才家系

孝

縁談を先ず土地付きと切出して

文

文

献燈の灯がゆらゆらと成田山

厳

涯

孝

涯

″

彦

窓のむこうはいつか氷雨に

己れの墓の検分をする
宝石は贋物ばかり冬の月

朝食はジュースで済ますダイエット

うず高く積む病床日誌
鮮烈な水煙りあげ花の湖
木の間を縫って孕鹿去る

ナォ亀鳴いて女にはない喉仏厳

孫に引けとるツーテンジャック文
いらいらが昂じ喚問はかどらず彦

珊瑚に刻むＫＹの文字〃
いずこより蛍飛びくる露天風呂厳
雨脚しげき夏帯を解く孝

人間の急所急所に陰をもち彦

竹藪の中さがす札束厳

インコの死悼む小石を一つ置き文
萎れはじめし黄菊数片塚本田天志
満月を破れ網で捕る蜘蛛の知恵〃

事の消えゆく朝の空港厳

母の言葉のそぞろ身に入む彦
ナゥ新聞に包んだ鯉が届けられ文

ビジネスマンの平安の刻孝

アナウンスひびくコーヒー飲み干して善

東風に送られ塩原の旅厳

渓流に花を舞わせて独歩の碑涯

︵於・塩原ロイヤルホテル︶

平成元年五月二十八日首
平成元年五月二十九日尾
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ハ市川・市川俳譜教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃敗戦日﹂
今泉宇涯捌

今泉宇涯
松葉屋善子

敗戦日湖面も空も澄みきわむ

窓開け放ち入るる月光
伊藤藪彦
笠間文子
藤川澄子

つぎつぎと夜食の膳に集まりて

屈託もなき話みじかく

ワ炎天の対岸に打つ杭の音

蒻翠飛びて凝れる碧潭

須佐たけしげ

伊藤孝子

彦

同級のかたき握手で別れけり

恋の手引書ふところにして

文

塚本田天志

のらりくらりと交わす鉾先善

ナォ鯏糾群れて幼稚園児が黒山に志
寸分非なき体操鞍馬杉山起誉女
政局のアキレス腱のリクルートや

いつうつされし冬の毛軋涯

剥落の増したる飛騨の阿弥陀仏や

更けし夜のしのび寝雪は罪々として孝

風に生まるる暁の明星げ
友の計を友に知らせて受話器置く八
何はともあれ一杯の酒文
水貝の鉢にさし入る夏の月野
子鹿の影が苑を横切る彦

ナゥ練りあるく葵祭の絵巻物女

面輪よく似し姉と妹澄

行動も思考も別のふたりにて椎名純子

お釣りのような金婚の旅

自由化にジキルとハイドの顔秘めて

げ

島根兵堂

郷みや

蝿輌六十一仁︾十訓朋主申壼︵於・市川俳譜教室︶

鶴引く声に玲朧の富士彦

猫に餌やることは忘れず文

めくるめく花のあふれし大樹なり涯
彦

石渡夢八
牧野厳

高鳴れる胸の鼓動のなやましく

天皇の快癒をいのる列つづく

霧立ちこむる朝のビル街
後の月女ばかりの岩風呂に
舞台せましと踊る道化師

大柿春野

孝

初蝶出でて春を躯歌す

芒乱るる議長の辞任

花遠くなぎさに波のあふれおり
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八市川・市川俳譜教室ｌその三Ｖ

歌仙﹃新世紀﹄

空の鏡に舞い継げる贋

新世紀へ雪の稜線そそり立つ

今泉宇涯捌

今泉宇涯
湯橋喜美

ナォ庭深く風の光れる茶笑塚

堆積物に恐龍の骨

シャッターを切る音のかすかに
タクシーを二台つらねて戸隠へ

卒寿の蝿の初化粧して

枯れてなお緋いろを秘めし大賀蓮

乳母車忘れられたる小公園
月蒼くして古城きまれり

心中未遂の噂ひろがる

老いらくの恋は怖るるものもなく

槍ぶすま分け入るさまの芦刈は

小倉とし
尾高せつ子

伴和子
石渡夢八

にじり口より客を招ずる

床の間に夢一文字の軸かけて

裾の糸引き眠る蓑虫

牛尾清子

アゥ雁のラストシーンのように消え

一面占むる軍縮の記事

生国はスリランカとう青年の

司法試験に向ける眼ナ差
名刹の裏には永遠の花匂う

心字の池に燗春の声

轆輌六十一猩蓉十一躬十仁印窪︵於・市川俳譜教室︶

−6o−

名月のすでに西へとかたむけば

吉のみくじを懐ろにして

二百十日の被害甚大

ゥ栗飯をふたりで食べる仲となり

久礼ちえ子

嫁に来てよかったという捜の

小田夫佐恵

富樫泰子
梅田七緒

和

膝に甘える先妻の稚児

鐘の音にまなざしけぶる微笑仏

切通しゆく搦々の雨

シえ

し

美

リクルート疑惑に灼けて月匿れ

過去をひきずり流す形代

緒

腰痛は持病とつとにあきらめて

遊歩道にはとびとびの椅子

恵
緒

レガッタの頭上につづく花の雲

枝の先には烏のつるめる

美涯八和美え八泰恵ノノ八しつえ美えし和

ハ市川・市川俳譜教室ｌその四Ｖ

歌仙﹃如月﹄
今泉宇涯捌

今泉宇涯

郷みや

松葉屋善子

平成となり如月の雨に逢う

荘とけぶれる草萌の道

や

笠間文子
伊藤孝子
牧野厳

ナォ小児科の診察室に押絵雛

賢兄愚弟憂う将来

半世紀前の己れのセピア色

予備役見習医官たり

日のある方へ移る東て蝶

黒枠の葉書の多き師走にて

醒めても姪く恋の傷跡

へべれけに酔うてこ駅乗越せし

縫いぐるみ置いて帰りぬパート妻

くすり

破れた茶碗の釉冷やか
落人の隠れ里とや星月夜
昼咲く朝顔バイオ栽培

銀座ひと刷け日照雨すぎゆく

ナゥ遠目して風の白さの見えはじめ
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春駒のたてがみ聡くいななきて

跳ね橋通る帆舟なめらか
組ひもに金銀綴る十三夜

窓に映れる雁の列

ワ佇っ影も霧のガウンに包まれて

ロンドンよりとどく絵葉書

ウィンドのプレタポルテはハナエ・モリ

青い鳥追うチルチルミチル
花ふぶきして万象を輝やかす

藤川澄子
伊藤藪彦

新幹線を乗り継ぐおぼろ

会えばまた七年前の恨み言

彦

須佐たけしげ

塚本田天志

石渡夢八

文

ひらりと課す術も身につき
神の名を彫りし銅鐸出土して
ワープロで打つ赤字家計簿

や

秤鰔一皿蓉垂朋一叩蕾︵於・市川俳譜教室︶

篝火の焔先におどる夏の月

波紋ひろげる鮎の反転

孝

厳

文

政局の﹁松の廊下﹂を盗み見て

予報曇天朝のカフェオレ
花の門駈けこみ寺の顛末記
蜂に刺されて薬塗り込む

孝涯厳志子彦厳善志八や志文厳涯彦八彦

今泉宇涯捌

久夫泰清夢せち和喜と宇

八市川・市川俳譜教室ｌその五Ｖ

歌仙﹃簿暑﹄
由緒ある茅茸屋根も薄暑かな

早苗田つづく邑の街道

天稟の絵ごこる高き評受けて
ひょろひょろとして風の音聞く

ナォ死に近き母に添寝の昼の蝶し

はるかにひかる補陀落の山和
議事堂の門に渋滞夢ならず涯

説得欠くる総裁えらび美

十和田湖の乙女の像にかかる虹恵

握れば熱きポケットの文泰

国際化せる学園の都市八

はじめての出会いはテニスコートにてっ

不易の額のそぞろ身に入む泰

素美鳴尊を祀る官幣社え
千年杉の太き走り根和
月明の蓑虫庵に翁の影し

同居別居の声のかしまし泰

ナゥ落鮎のあわれ流れに逆らわず八

鏡の前で猫が首振る和

五分間テレビ電話のアンケートっ

平成元年三月十一日首

花の酒三百年の梁に酌む涯
春意満ちゆく麿の羽の紋美

︵諏粋︽麸訴市小倉とし邸︶

平成元年六月八日尾
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間合をはかる籠の鈴虫

つえ
佐

月光を浴びつつ句座の和やかに

１︐Ｋを嫌う新婚

ゥ逝く秋の名刹の鐘地を走る
顔寄せてベンツの中でプラン練り
いずくともなく飛機の去りゆく

時差の狂いに迷う風紋

ベネチアに来て突堤の海泳ぐ
味噌を炊く香に年もつまりて

完円の月に浮かれて鳴く臭
古文書に京の音とも庄屋とも

蒔絵の重に影のかさなり
花ごろも中のひとりは雨女

何におどろく殿様蛙

西小富牛石尾久伴湯小今
原田樫尾渡高礼
橋倉泉

和八涯美泰美八女恵子子八子子子美し涯

八市川・市川俳譜教室ｌその六Ｖ

歌仙﹃師走﹄
石焼芋買えば星ふる師走かな

東てし舗道に響く靴音

リビングルームは南向きなり

爪を切る幼な言葉の母子にて

高層の谷間隈なき月の影
夜長の街の酒とカラオヶ
ゥのら犬のゴミ箱あさる広島忌

今泉宇涯捌

今泉宇涯
牧野厳
伊藤藪彦
藤川澄子
笠間文子

郷みや
杉山起誉女

松葉屋善子

伊藤孝子
大柿春野

須佐たけしげ

いくら拭いてもとれぬ移り香
永すぎて胸のすきまに風が吹き

男の弱き世紀末なり

彦

厳

コーヒーの苦さに昔忘れ得ず

裏山深く郭公の鳴く

姜自

厳
や

澄

郊外へ通勤距離の伸びにけり
棚から落ちたぽた餅のごと
様変る世をかい間見し花吹雪

彦

打水に笹したたらせ三日月
四十肩とは難儀なるもの

丸文字躍る東風の絵馬堂

ナォ白線の陽にきらきらと入学児げ
じゃんけんぽんで石段を跳ぶ文

雲にけぶれるまほろばの路涯

長屋王オンザロックを酌まれしとや

湖に山逆さまに深眠り厳

囲炉裡かこみて祖母の夜咄野

コーラスの端でウインク受けとめて文

君瞼閉ず我が腕の中厳

鳴乎ああとからすが嘆き唾呑む涯

流されてゆく若き病葉彦

慈悲もせず悪事もせぬは月の夜の孝

思案に蟇るる秋風の椅子野

なりわい

かたくなに継ぐ農の生業志

ナゥあれこれと為すこと多き賢治の忌女

地平の果に飛行雲湧くげ

大時代めきて識者を寄せあつめ文

古墳残して走りゆく野火澄

一花舞い一花落ちゆく渓の昼涯

悪銅六土産︾十二朋弍印壼︵於・市川俳譜教室︶
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ハ伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｖ

歌仙﹃出漁﹄
岬はみだす初鳶の声

出漁の明日へひしめく飾り船

白木蓮の盛る旧邸

頑丈な畑打つ人に道聞いて
空手の稽古けふはおしまひ

石渡蒼水捌
石渡蒼
山老成
小出文

丸山嵐

防災訓練やかましくなる

ナォ噴煙か霞かけむる三原山

往来は何か知らずに走るひと
テレビ見ながら飯を食ぶ癖

雪催ひ賢姫事件の捜査官
纒ふコートの厭に膨らむ

時間をかけて頬に紅刷く

独り身の旅の情は身に沁みて

水に浮き海女と海士とが投げキッス

問はず語りは酒の利くころ

嬉々と古城にやどる望の月

きのこご飯が湯気たててゐる
ナゥァルバイト菊人形と問違はれ

日数重ねて学業を終へ

買ひたての三文判の忙しく

一打で判る測量の杭

せせらぎの音に解るる花筏

風車を廻す行く春の風

蹄榊誌什一一︾一一一朋二什一ヘ肥霊︵文音︶
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雛の宴賑ふ窓に朧月
ワ乱れてるこころ鎮めて朱の鳥居

お下げに編んだ長き黒髪
縁談を一つ二つとふり払ひ

專用道は雲峰に消ゆ

雨を呼び風を募りしノッポビル

飲食店に客のさっぱり

月影を踏んでジョギングする漢

芒ヶ原でさすらひの曲

葬列をどこまでも追ふ虫のこゑ

胎児も同じ遺産貰へる

靴干してある浜はのどけし

花片を皿にどうぞとおままごと

成文蒼嵐文成蒼嵐文成嵐文蒼文人子子水

嵐成文嵐成文嵐蒼嵐蒼成文成文嵐文蒼文

ハ茨木・茨の会そ２Ｖ

美の山の霧の上なる目覚めかな
久保田堅

横山康

近松寿

胡蝶﹃美の山の﹄

まなうらに濃き昨夜の望月

近松寿子捌

古書店のこの匂いこそ秋ならん
薗理
出来千

積みあげられた階段の箱
ぶち

ナゴリ勝関のうねりとなりぬバファローズ理

寄席の幟のはたはたと鳴る千
弁当は破天荒なる名から売れ寿

一撲の村は川に流氷康

初花へ人ひと人の重なりて堅
かな

引鴨愛し昨日より今日理

︵於・秩父・いこいの村・美の山︶

平成元年十月十五日首尾
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誕生日おとなの声はかき消され

三毛と駁猫順に抱かれる
ナカ外出の帯決めかねてつむじ風

信号待ちに恋の告白

帰り花思いのたけは記し得ず
モン●ぺ

ちょっぴり辛い枡酒に塩
もんぺとは私の足のことよ副都心

舞いつつ昇る蛆ビート

蒼沼に棲む鯰追いつめ

縁日の仮面彼奴にさも似たる

蚊遣りの煙絡む羨しさ

夏の月明る過ぎるな今宵のみ

西と東のドイッ国境

すくめられ子の悌を断ち切りぬ

堅康寿千康堅理寿千理堅康寿恵恵市子子

ハ茨木・茨の会ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃しら魚﹄

和装してお越し下され月の宿

泰

妙

松尾芭蕉
伊藤妙
小倉泰子
辻岡久子
林喜代子

明ぼのやしら魚しろきこと一寸

そぞろ寒しと言い合いながら

蔦若葉この地もいつか身になれて

主のこのみ庭にあふるる

妙

ナォ軒に乾す薬草の影春障子
口も手もよく動く紙切り
席亭の脇につらなる年の市
煽られついで塩鮭も買う

門限の厳しき父の眼をぬすみ

夜明けの珈琲君とのみたし

フライトの朝マリオをふりすてて

につ・く

九官烏の口の憎き

何も出てこない草藪すぐとなり

枝豆食うて夜咄つきず

だんだんずれるバスの標識
藍空に何時か新月浮かびけり

炭火恋しと肩を寄せ合う

ナゥひとしきり母屋の秋蚕ざわつきて

子孫に財を残さぬ気風

ほどのよき付き合いおぼえ町住まい
きぞ

｜瓦辱梱朋什串ま︵文音︶

雪しろ水も思い出の内

昨日発ちて仰ぎみる花ポトマック

蓉
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しごと支度の海女の鋭き声

ゥ飯櫃を気にしすすめる茸飯

久
壹自

駈け落ちものはうす闇のなか

妙

おくれ毛をかき上げくるる手のぬくみ

また向き変えて去る飛行船

久

泰

ほんとかなあれは鯨の孫なぞと
クレパスをみな縁に持ち出す

狂人の横顔てらす夏の月

泰

宣巨

久

戸閉すと立てば竹の葉の散る
弾丸がふらねば云いたい放題

淀みなき首相答弁背に間きて

妙

壹巨

札所の寺は噂りばかり

知る人の今年は見えず花疲れ

久泰喜久泰妙喜久泰妙喜久泰妙喜久泰妙

Ａ東京・ＮＨＫ文化センター青山ｌその一Ｖ

歌仙﹃メーデー歌﹄

しゆるしゅると濁り空鳴るメーデー歌

今泉宇涯捌

今泉宇涯
伊藤遙

尾高せつ子

吉岡三重子

カーネーション振る若き一群

山拓き工業団地の札立ちて
海渡りくる風のとまどい

伴和子

月光のさし入る窓を開け放ち

和

玉置美乃
小倉とし
富樫泰子

枕辺に聞く鈴虫の声

頬美しき想い出のひと

涯

ゥ草の実を勲章にして子ら遊び

清潔で知的で厚き胸なりし

甲板に見る富士の山容

し

遙

泰

久礼ちえ子

逢魔が刻か白昼の街

翔ぶ烏のゆくも帰るも跡絶ちて

ゴロスケホーと森の臭

冬月のひかりはじめし鍼・按摩

シえ

つ

乃

和

大正・昭和・平成と生き

自画像のパレット画ある美術館

たどり着きたる渡舟おぼろに

花三分一直線の長い道

ナォふところに野崎参りのお札秘め重

原発廃止を声高に云うし

ゴルバチョフペレストロイカ踏み切って重

成層圏の気温上昇し

心太すする不惑の顔の汗和
耳元の蚊を払う白き手〃

夢果てず﹁おしん﹂ぐらしのワンルーム遙

幼馴染とはからずも会う乃

サラリーマンは睡眠不足乃

永遠に変らぬ波の押し寄せてえ

月連れて全速力のこだま号重

大船観音露もしとどに和
復元したる弥生の住居乃

ナゥたわむれに穂紫を吹ける丘の上っ

ＵＦＯのかげ黄塵に透くし

中国は農村までもビリャードえ

水平線に春の虹立つえ

われ性かな花も嵐も踏み越えて涯

︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶

平成元年五月一日首
平成元年八月七日尾
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八東京・ＮＨＫ文化センター青山ｌその二Ｖ

歌仙﹃五
今泉宇涯捌

小田夫佐恵

今泉宇涯

薫風そよぐアンテナの塔
相伝の一刀床に飾られて
猪瀬六郎
笠間文子
文

須佐たけしげ

る

水谷寿美

訪う人ごとに菊の酒出す
タンゴにのせてふたりで踊る

美

げ

文

眼に綾なせるステンドグラス

郎

母子の家庭の転居いくたび

美

る

旧
目
恵

鈴木いと

山門不幸の鐘が鳴りだす

互にゆずる細き東道

産土をあまねく照らす冬の月

よく当る占いばばに娘等の列

触れる手の温みつたわるミ

一ホール

ウマヌカンの装う秋のアラモード

沢口てる子

待ちわびし児の遊学きまる
宇宙船見ゆるごとくに望の月

鳴烏の空にとどまる五月かな

一

ポケットに小銭が鳴って消費税

水蒼き隅田堤の花吹雪
霞に消ゆる赤き風船

ナォ埋め立てて蛙合戦ありし寮文

今は昔よ︵イク吹かせて恵

つぎつぎに新製品の売り出されと

骨ぽきぽきと首の運動文

麦焼酎に優勝を祝ぐ郎

闘牛の横綱そだてお大尽げ

いつも待合う電話ボックスと

町角にぐるりと土塀めぐらせる宮下久美子

昨日のような山の思い出文

嬉しさにうなじの黒子ふきいでてげ

花野よぎるは犬か狐か↑文

ＳＯＳの文字いつぱいに月を乞う恵

ナゥ木の実降る音のみ間ゅ闇の中る

看病つかれ遂にうとうとげ
石段をいく日登りし神詣郎
宅急便でふるさとのもの美

魂のとろける如き花篝涯
水の色してあわれ白魚文

︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶

平成元年五月一日首
平成元年八月七日尾
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月

鈴木春山洞捌

洞〃美洞美洞美ノノ洞ノノ美ノノ洞〃美洞洞美

八松山・ＮＨＫ文化センター松山教室の会ｖ

や﹂

春良
山

半歌仙﹃夏痩せ﹄

顔見知り来し今日の晒井

夏痩せや女形は化粧塗り重ね

軒並ミ低き漁師町なり

渡舟場をあがれば地熱押し寄せて

築山あたり草雲雀聞く

つｈ夕いと

味噌豆を煮る匂こただょひ

平成元年四月吉日満尾︵文音︶
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舞茸を酒の肴に月の膳
ゥあさぎ焚く砂採りの子に浜遠き

膝にこぼるるトーストの屑
胸の内コンピューターに弾かれて

時計塔下いつまでも待ち
鳴きながら飛びゆく鴉眺むる娘

遊動円木ゆるやかに揺れ

城山も天守も寒き月昇り
孟冬の旬父の忌をとふ

論を切りし大物したたかに
億のついたる脱税うらら
花の門休診の札かかりゐて

鈴芥
木川

ハ高砂・黄鐘連句会ｖ

居待﹃まなぶたは﹄

まなぶたは今萬華鏡日向ぽこ

大漁旗にしぶく冬波

米倉に隣る味噌倉扉を開けて
赤のまんまのほっりほつりと
ギヤマンの杯を賞でつつ月に酌む

加藤三七子捌
加藤三七子

河田さちこ

森嶋静女
鈴木一睡
永井一子
宮原悦子

岩井双葉女

小野節子
民岡照子
岡村紀洋
岡本星女

母の匂ひを秋の袷に
長き夜の葛の葉狐物語
うたかたの恋没薬の味

ビュウティサロン金魚玉吊る

水櫛に髪のほつれをかきあげて

四つ竹鳴らす狂ひ舞なり
齢のほどサバよみ女社長派手

からころと水掛不動の石畳

流しギターのしはがれし声

路地路地に灯の入りそめて六日月

廃嘘の高炉陽炎の燃ゆ

橋本みつえ

下田喜代
平井洋子
岡本典子
井上皆子
藤井和彦

西静子

車椅子の手をのばしけり花吹雪

富士より高く凧の場がれり

悪輌六十一一狸辱十↓朋器雷︵誌上募集︶
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ハ郡上八幡・奥美濃連句会ｖ

歌仙﹃八幡が﹄
いさ我らは荒田開かむ

月は笠着る八幡は種蒔く

一
隆健隆健隆〃健隆健隆健〃隆健隆健

八幡が月に種蒔く踊かな
たな

芒湧きっ易掌底の鉛

耳洗ひ瓢を掛くる庵にて
鼠ごそつく玻璃棚の奥

ナォ樫葉かげ宇宙の嬰児微笑まむ隆

垂乳根の乳の流るシ銀河健
撃たれし鴨の更にとぶ湖健

はっ秋の廃都の宙のひとつ光る隆

袖つかまるシ辻占の老爺健

みこ
草摩く皇
子の剣を尋め
ゆきて隆
おぢ

宝くじ買ふ行列もたそがれて〃
火酒の溢れに灯のやどるなり隆
ひと

女を待つ車を風の磨く夜健

霜踏みしめてひらく傘隆

箔勤める襖絵の寺隆

ノ▲

冬の月金實吉次はみちのくに健

ためらって行け媚の山健

ナゥ未来よりの川逆流す千年後〃

鏡のうらを鶯の啼く健

墓の詩手にさぐり読む雨もよひ隆
はな漁振りたてシででむしの路健
花礁とふ一語まぶしも花舞ひて隆

秤鰄一瓦︾狐朋一堂一頭率︵於・郡上八幡大乗寺︶

弓T

乾鮭を臆の火に煉べ蟇る易歳

オルガン坂に粉雪流れて
しじま

ゥ伴天連の目見の青さの昼沈黙
胸ふさがりて今日も米とぐ
籠城の十日めにして琴鳴れり
くぴ
かね
鐵漿塗りし首級笈に蔵ひつ

夏の月わが霊のつ
やシかに
はみぐは

ロブ・ノールの暗密瓜なっかし

雨戸一枚はづす星空

紅皿を蝋の涙の溶かす宵

﹁カラマゾフ﹂閉づ春寒の牢

束の間の人の温みを忘れ果て

潮満ちて回廊に花吹き通る
壁画のをとめ面痩せて蝶

水谷

野川

隆

健

八松山・小野連句会ｖ

歌仙﹃にいにい蝉﹄

にいにい蝉真昼の時間とどめけり

週刊誌見っ筒れる藤椅子

渡部伸居捌

渡部伸居
重松冬楊
佐伯飛烏
奥村百合子

居

倉本坦石
野中史香

中須賀畦月

ゥ虫の声もとめもとめて忍び足

楊

秋刀魚やきゐる煙軒這ふ
濡れ羽の髪に黄楊の櫛置き

百

香

石

孫の寄り来て声の賑はふ飛

ナォどこからか切山椒の香座敷まで居

行燈型の電燈もよし居

新調の自動車手入れ行き届き楊

いつか心に棲みつきし人飛

夏芝居お嬢吉三に酔ひ痴れて飛
ビールの栓を吹き飛ばす泡楊
村雨に軒を借りしが縁となり居

相逢ふて言なきときの双っの瞳楊

戦サ止めよと祈れ秋風楊

降って湧いたる転勤の沙汰居
皎々と鎮守の杜を照らす月飛

ナゥやシ寒の橋渡り来る脛細き居

外シ国ぴとも長寿うらやむ飛
古代史の文物蔵に眠りゐて楊

駄桶ことりと秣食ふ馬居

雲分けて旭光はしる山の花楊

︵於・松山市小野公民館︶

紫の溶け春の川逝く飛

平成元年七月二十五日首
平成元年八月二十二日尾

｡

冷奴口ざはり良きもてなしに
ハウス並べる過疎の里なる
鉾杉の峯ほのとして月かかげ

美人絵の艶めく切手貼られたる

月

鋤焼鍋に集ふはらから

飛

長距離トラック昼夜分たず

思ひもかけぬ人よりの文
庄屋跡大スーパーを開店し
霜置ける広野厳しき月の影

居
飛

楊

自由化の波に農政論じつつ

休耕田の殖ゆる山あひ

百

名刹に枝垂れ古木の花を賞で
ネッカチーフを東風に座かす
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八松山・おぼろ連句会ｖ

歌仙﹃明易﹄
鈴木春山洞捌

浅木巨牛

鈴木春山洞

鳰の浮巣の揺るる芦原

明易や川遡る膨れ潮
長井南茶亭

山本冑芝
高橋乱水
梶野浩楽

低く謡の声の洩れ来る

眠る児の夢に乳吸ふ唇をして

見送りに立つ街の霧濃く

牛

峠路西に東に岐れ路

洞

芝

水

ナォ松蝉の鳴き連る林通り抜け洞

飛び石伝ひ導かれたる芝

廃屋に転がってゐる一升瓶水

発破とどろく過疎の山村牛

帰省子は重き荷物を手に提げて楽
汗拭く間なく馬車に乗りけり亭

風呂上り着るもそこそこ飲みに出で芝

うるめる眼ミにみつめられたる洞
あらはなる黒きドレスの肩を抱き牛
ウィスキーサワ−ほろにがき味水

みなも

漣の水面に月の乱れたり亭
終戦記念日また巡り来て楽

しし

ナゥ猪のこと噂もちきり町狭く洞
甘いマスクで受けに受けたる芝

赤き頭巾で祝ふ還暦牛

妻籠宿ク囲炉火燃えてとろとろと水

揚雲雀啼く野辺果てしなく亭

花明り嫁ぐ娘と散歩する楽

︵於・松山市大街道夢茶︶

平成元年六月二十八日首尾

ノJ

大空に量する月のかかりけり
ゥ北国の友と新酒を酌み交はし

洞
芝

移り香残る衣ヌの艶めき

楽

吉一

水

意識せぬままに憧れ深まりて
鳴咽の中を﹁ひばり﹂の枢
真っ直ぐの道果てしなきバスの旅

牛

み

ストーヴ囲み賜焼くなり
でゆ

寒月を温泉の湯槽に孤り眺る

春光あふる里に住み馴れ

楽

吉手

花片の部屋に舞ひ込む昼下り

粛清を避け亡命の女卜

石鎚遠く霞たなびく

一旬勺一

八神戸・海市の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃合歓﹄
かいかうもんじ

合歓咲くや蟹行文字坂のまち
倶楽部のかどにほめく瓦斯灯

少年の少女めきたる声もして
汚れを知らぬ者のいたづら

鈴木漠捌

結ぶ水のみ透きとほりける

ナォ来し方もゆくても霞む世紀尽

生れ出でてすぐと獣の立てるかな

つぶら瞳に映ゆる夕焼

梧桐揺る風草笛の音を運ぶ

菟名日処女の面をこそ思へ

独り住ひのたまの沈香

鈴木漠
原田昌雄
永田圭介

懸けなほし組みなほし恋流れ橋

うなひをとめ

地図帖にゅかしき土地の名を拾ひ

漠

積木細工の夜々過ごしつつ

岩にひっそり秋の草の実

月あかりなくて黒衣の人ならん

日自

圭

74−

有明に飛行機雲のなびく月

漠

拝鰄一巫辱結朋一斗申肇︵文音︶

花挿頭す童の歌に聴き惚るる
山うららかに谷の湯けむり

右か八
丁と指すへんろ道
ざ

いつかしら見分かい顔になりもして

言葉途絶えて滝れる珈琲

ナゥ父母在す部屋暖かくいと︑ど跳ぶ

白露百珠に野も冷ゆるなり

圭

日日

ゥ馬肥ゅと鄙の友より便り来て

ふっと庖丁とぐ手休める
獲物らの死を忌むごとく時計鳴り

漠
圭

日冒

疾風となりて猫の戯る

愛は奪ひて惜しむことなし
黒髪を夢のふり投げかける床

漠
日自

見の限り冬浪寄るよ月の下
無人の駅に注連かざりけり

漠

圭

懇ろに拭く名物の碗

白く息吐きて眼を閉づ客も去り

圭

日日

弓忘れ果つ郡郵の春

大いなるうつぼを花の吹き溜めて

昌圭漠昌圭漠昌圭漠昌圭漠昌圭漠昌圭漠

ハ神戸・海市の会その二Ｖ

歌仙﹃夏帽﹄
鈴木漠捌

人麻呂の謎いよよ深みて

ナォ鯏斜生れ水面もたぐる如くなり

夜すがらまはれわが走馬燈

岩またぎ見知りの盗人西すすむ

ともかくも一城の主よ椎の猿

少年倶楽部痛快小説

渓水にざぶりと冷やすラムネ壜

堀の月みる友もあらなく

夏帽や光と影と織りなして
鈴木漠
藤富保男
高垣憲正
松本建彦

明るみに白髪なびくすすきの穂

むく

子はねむり門とぢ尚も月あかり

漠

出作り小屋に運ぶ草餅

花ふぶき酔生夢死の刻過ぎて

空樽はそと転がして置け

淡きものそのかみ愛でし流行歌

きしむ障子に湯の香す
る
はやり

ナゥ単線のレール分けゆく山と海

嫁ぎ行く姉のうなじの透きとほり
ハートのチョコを丸かじりして

保

蝉にあはせて唄ふ船頭

漠

残り数へて秋のななくさ

保
建

秤唾皿︾抹朋二十峠叩霊︵文音︶
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ふるさとは並倉残すしづかさょ

昔語りも今は細々
露の葎を戻る彪犬

建

保

仮の宿にて妻を恋ふなり
忘れし悲喜を笛吹きたどる

手箱にはかしぐと結ぶ文を秘め

漠

害心

ゥ肌寒の酒ぬくめ居るうどん鍋

月凍てて須磨寺といふ駅あたり
ものの怪込めてこごる薄ら氷
明けぬればただ乾くなり喉と口

建

害世

砂に愚かれし探検の日々

漠

こひねが

蒸しタオル目深き椅子を希ひ

漠
保

心に懸かる定年のこと

いつに変らぬ入試発表

道も狭に粧ふ花と散る花と

建憲保漠憲建漠保建憲保漠憲建漠保建憲

八京都・かすみ会ｖ

歌仙﹃こま犬の﹄

森島香代子

隅田啓子

首相の浮気週刊誌沙汰

ナォ春宵の祇園小路の石畳

浮世離れて朝寺散歩

蓄妾を甲斐性者など誰が言ひし

大玻璃戸越し雪の富士見る

裏山の狸親子に撒餌する

松の枝透かし半月金色に

こま犬の足まだ濡れぬ春の雨
ちらりほらりと梅を見る人

露置きそめし野路を行くなり

酒の肴につまむ羊葵

病得て人生観の変りけり

香

ナゥ稲架けの見ゆるわたりや友の家
香

室の中ではジャズのステップ

由緒ある門を残して鉄筋に

小学校のクラス会待つ

長江澄

啓

慶長の醍醐の花見さぞかしと

変体仮名の美しき線

す

啓

西村すみ子

漁りの水温みけり鷺遠く
生賓の竹のふるび破れる
新築の祝を兼ねて月の宴
爽かな気の満ち溢れたり

す

澄

澄

秤唾唾︾十一一一朋二廿廻肥誇︵文音︶
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機械にて字を書く時代書を習ふ

一円足して葉書出す世に

ワ叢芒野ざらし紀行の道の辺に

朝の薄月足元に蛇

啓

さりげなく親に知らせぬ筆の跡

プロ野球今日の辻占凶と出る

澄

香

電話離れず呼出しを待つ
若葉して山門鐘楼藁葺に

八十蝿は阪神ぴいき

す

土人形の飾る春駒

新幹線ひかりは神戸止まらずに

女ばかりの旅の楽しさ

啓

香

花賞でっはしやぎっ探す土産物
留守居ばかりに日の永きかな

澄す香啓す澄啓香澄す啓香す澄香啓澄す

八東予・風の巷ｖ

歌仙﹃葭切﹄

うきぐさ

鈴木春山洞捌
守口津夜子
田中一火女

鈴木春山洞

葭切や汐さしくれば沈む階

遡る芥揺る蚤藻

友達ともに戻り来るなり

″

玻璃皿に白玉盛られ涼しげに
背ナの子の﹁月が欲しい﹂とべそをかき
ゑまひ

三宅品女
藤村責美
武田玄女
芥川良美
洞

森風女
洞

夜

口叩

火

一員

玄
風

美

ナォ子の飼へる盟の蛸糾に肢が出て

山下渭旅に出でたつ

辻の地蔵の前掛は赤

道づれと膳の向くま蚤雲ながれ

緑蔭に訪ふ移動図書館

五月場所ふれの大鼓のひダきけり

忍び逢ふ時刻々せまり

さりげなく置かれし紙の走り書き

口づけもオフィスラブなる涙味

白兎海岸ドライヴをする池田澄

あら

断崖を離れし月の革たまり
ひっそり浸る湯舟秋寂び

ナゥ軒を打つ木の実の音を聞きゐたる
くすし

送電線に鴉止まれり

書者乗る自転車曲るパン屋角

弁当箱に詰めるおむすび

平成元年六月二十五日首尾︵於・桐瑠庵︶

花大樹忘れ瓢のかけらるる
古びし雛の息吹き間こゅる藤岡信

−ﾗヲー

ダノ

萩乱れ咲き露地を狭ばめし
ゥ鼻欠けの微笑仏ヶに鹿寄りて

ついだまされし主の声色
四畳半手鍋提げても連れ添はん

全て忘る皇純情の世よ

馬車とめし村のはづれのなんでも屋

角巻女雪に消えゆく

月冴ゆる窓辺に群るシェスニック

庭の一隅高き築山

目路をはるかに凧を挿しゐる

信楽のとぼけ顔なる土狸
招魂の花の祭にまねかれて
菜種梅雨にもなる昼下り

子洞夜玄貴玄貴玄子火夜洞美玄美洞玄夜

米

拓県里

良

里拓県里良米県米里良県里夫拓夫人程

Ａ春日部・花扇会ｖ

昌木良捌
来宮岬昌

歌仙﹃曲馬団﹄
鯖雲や駅の跡地に曲馬団

高速道の上に月の出

斜へ畑いちめん蕎麦の花咲いて

揃ひ浴衣の娘三人

ベルリンの壁ハンマーで割る

ナォ角笛を高らかに吹き牧開き

そこここの道路工事に異邦人
一羽にっられ鳩の群れ翔び

聖火台さながらアサヒビヤホール

東京湾へ涼み舟発つ

遠チの灯は木更津あたり汐どまり

藪から棒に娘出戻る

ラブレターはさみし本を探しゐて
ひらひら落ちる木の葉いちまい

名月の城趾石垣のみ残し
太郎次郎と柿の大成り

ひとり息子の先ざきのこと

ナゥ神の留守なれど社を掃き清め

鳶の舞ふこの霊園が気に入って
日当りばかり良くてあばら家

子猫遊ばす山寺の縁

来し方も行く方もなほ花吹雪

平成元年十一月四日尾

平成元年九月二日首
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二日まとめて新聞の来る
土用波越え難民の船いくつ
ゥ競輪の予想いろいろ喫茶店
悪蓄ばかり吐いて口説かず

手八丁口八丁の色事師

ひそかに成りし都銀合併
特上の象牙の判を頼みける
また棒に振る大臣の椅子
明日は狸の罠を仕掛けむ

まあなんもねえが見るやと寒の月

葡萄酒飲みに空港へ急ぐ

トランプのばばを引いたと大騒ぎ

花筏ぽかっと割って亀浮かぶ

お神楽殿に白蝶の舞ひ

木

中

米里拓県良里拓県良里拓県良里拓県拓良

ハ西宮・かつらぎその一Ｖ

歌仙﹃伝統を﹄
伝統をうるさう説くな花に雪

春あけぼののものの輝き
乾蔵巣づくる燕いそがしく

へちまの水を取り忘れたり

阿波野胄畝捌

岡本春

阿波野青

岡本星

水引掛けて古ぶへその緒

ナォ衝突のしさうな舷に観潮す

ふだらくの嶺目のまへに現はるる

その腫ものはものもらひなり

袖口をキッと噛みしめてゐる役者

炎と燃ゆるくちなはの舌

隠すべきものを隠さず写すとは

小説の﹁鍵﹂仮表紙とす

ばかでかい旅行鞄の処女ばかり

馬肥えてゐる那須の篠原
月の面豊旗雲の一卜ならび

伽羅たきしめて露の起き伏し

ナゥ情なしロッキード又リクルート

水ぬるめども亀は目覚めず

掘り尽したる佐渡の金山
分限者の昔のことは口堅し

初花の阿国の墓は丸き石
蓬だんどの味のよろしき

蝿銅六十一仁響十一一一朋廿程肥雷︵文音︶
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丹波杜氏の酒焼けの鼻
月明に裾のほつれて腰衣
ファミリーランドにホワイトタイガー

ゥ改元の沙汰なく秋は暮れにける
十九カラットダイヤモンドの妖光が

もの狂ひして向日葵を描く

炎天の空美しと詠へる句
無明の渕の片目無き魚

埋火の灰に内緒の文字あり
下ばりの絵ののぞく唐紙
歌占の末うたかたの恋なりし
市章山の灯おぼろなるかな

古備前の壷に桜の大枝垂

東風によそ見をせぬ風見鶏

人星畝星人畝星人畝星人畝星人畝女人畝

星人畝人星畝人星畝人星畝人星畝人星畝

ハ西宮・かつらぎその二Ｖ

出花﹃太箸を﹄
太箸を恭々しくも奉書紙
射初の弓の膳の羽の紋

阿波野冑畝捌

岡本春人

阿波野青畝

久保田一九

須田三吐垣

空碧く東西南北よく晴れて
日々平穏に巡査老いたり

佐々木裸木

なかなかぬけぬ鬼灯の種

身の薄き月夜の蟹をせせりつつ

三味線の胴左り馬の字

辻静穂

永井一子
峯友昭舟

酒断たん望みを叶へさせたまへ

岡田水都子

岡本星女
森嶋静女
小川里風
田島竹四

煙立つ湯の香の溝のそぞろ寒

土用灸の匂ひこもりて

伊勢音頭のにぎにぎしさよ
風鈴の舌が舞はざる雨もよひ

窓際の土塀を猫が通り過ぎ

森田蓉子
宮原悦子
藤本冑舟
鶴田邦子

東司の遠き雪安居なり

かすみの涯は天草の灘
銅像の天を指さす花曇り

岩井双葉女

切れ切れに尺八の音の面白き

帰りゆく雁一の字となる

輻輌六十一一狸蓉幸朋睾率︵誌上募集︶
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ハ金沢・金石公民館俳譜研究会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃明け易く﹄

庭近う聞く初蝉の声

江森峰雲捌
故

蔵月明
桶千代子
八田豊子
玉井富子

わが耳に海も鳴る日の明け易く

お稽古終へて帰る夜の道

松本垂口寺化

三浦竜居堂

空港のロビーの会釈誰やらん

友より柚餅子宅配でつく

足とめて雲のぞきゐる後の月
ゥ水引の花の可憐にたシずめり

蓮池かつみ

大崎光子

ナォ石窪にパッチリ瞼青蛙夏岸渭枝

リクルートでは知らぬ半兵衛竜

乳房ふくみて母を見上げる豊
気に止めぬ百万円も塵の中代

ビキニ水着で浜辺闇歩す美

昼顔の細かに揺る塾海の風富

ＮＨＫ公募キャスターは皆女性花
酔ふた振りして胸にとびつく情

どさくさにまぎれてくどく所存なり重

旗押し立て塾名のりをあげんか

謙信の七尾城跡に見上ぐ月た

御陣乗太鼓に揺れる穂芒文

ナゥ刈終へし笠にかくれる千枚田敏

観光パスも徐行して行く愛

蓉鰔一皿辱姉朗一十匡串露︵於・金石公民館︶

波もうらうな金石の浜雲

三疎み台上の尊像幸

小力
士が大型力士うつちやりぬお
みすぐ

茜文子

お店の前を行きつ戻りつ
ひき

噂にははばかりもなく落籍祝

道に声して三毛の鈴の音

梅原千重子

ひばり逝き悲しき酒の曲流れ

達田幸枝

しろ山は今満開の花あかりと

いつも忘れぬ思ひ出の顔
偲びつ塾仰げば潤む冬の月
のれんくヌリて熱燗一杯

江森峰雲
村上富美
藏たか子

気の合った友と語れば夜もふける

神尾うしお

番匠敏子

畝愛子

車谷とみ子

三味の爪弾き軍歌飛び入り

花吹雪肩にか蚤れし紺屋坂

石川門に燃える陽炎
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八金沢・金石公民館俳譜研究会ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃夏氷﹄
箸つけていたヌかせけり夏氷

棚に並びし朝顔の鉢

海渡る渋き青磁に魅せられて

濃茶を運ぶ裾のなまめき
松風を聞くと覗けり月の屑

山の出湯に猿も顔出し

ゥ色鳥の行くてをよぎる杣の居て

江森峰雲捌
故桜井梅室

桶千代子
八田豊子
玉井富子
三浦竜居堂

蓮池かつみ

松本苔花
大崎光子

茜文子

古き手紙を胸に抱きしめ
映画観てそっと握った手の温さ

車谷とみ子

江森峰雲
村上富美
藏たか子

毛蟹うごめくおが屑の函
道産子も一時間の飛機の旅

一家揃ひて話はづみぬ

番匠敏子

畝愛子

神尾うしお

達田幸枝

梅原千重子

潮騒を窓聞く浜に東てし月
テレビ見ながら炬燵入る吾
消費税は高齢福祉と言ふ先生

またまた変る総理総裁

花満開醍醐の宴偲ぶ青
春雨煙る寺に琴の音

ナォヒャシンス医師のカルテの文字細し夏岸清枝

白衣の天使と今もはやされ豊

村はしのポックリ地蔵拝み来る代

﹁いたこ﹂から聞く母の﹁口よせ﹂竜
こはきもの見たさに連れだっ夏芝居富

牡丹灯籠カランコロンと美

小指からます土堤の風筋清

﹁しんかい﹂の六千五百海の底花

いっまでも昔の恋が忘られず重
やうやく馴れた里言葉にてか

コスモス揺れる辻の野仏文

月今宵思出多き母のことた

ナゥ虫時雨家の小窓も灯り消え敏

更けゆくま鼻に読書三昧愛
飛行機で東京よりの俳譜師お
ベレー帽子で銭五像見る幸
花莚草餅食べて史を語ると
庭もうら皇に渋茶飲む老雲

蓉唾唾蓉准朋二十匡朋諾︵於・金石公民館︶
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八日立・かびれ連句会１その一Ｖ

歌仙﹃牡丹﹄
薄暑の園に白き立像

牡丹に雲裏の陽の倦んでをり
はろばろと富士を車窓に眺むらん

西幾多捌
小松崎爽青
滑川美智子

澤田冨美
黒澤朝子
鈴木美代
鈴木かつ
朝

睡気さましの飴をふふめる
月見上げ児らと兎の歌うたふ
枝をこぼれて露のきららか

ゥ万国旗五輪旗摩け雁渡し
お稽古事へ精を出すなり

代

鰊抜地蔵あすは縁日っ

ナォ大振りの草餅隣より届く代

この人にこんな所で逢はふとは西幾多

衿足白く振り向かぬ君智
佳境に入りし推理小説朝

恋といふ思ひをとほく冬日落ち代

回転扉くるりと風が眩しけれ智
思ひきったるバット空振り〃

記譜のごとくに並ぶ雀ら智

べったりと駐車違反の紙貼られつ

夏を惜しめる脛長き子ら代

二次会のビヤーガーデン月晄と朝

露地に漂ふ香のゆかしき

買ふて来し小芥子を欲かせ涙ぐみ

智

朝

代

智

花溢れローラースケートはずみたる冨

噴太鴉睨めまはすなりっ
童謡が口ついて出る野の道に朝
熱気球浮く空の冑さよ代

ナゥ繕ひのミシンひねもす音をあげ〃

大いなる月が昇ると急かされて
垣の零余子がぱらぱらと落っ

代

一邑

つ

茄上がり蝮莚に干されたり

智

面影いつも瞼に浮く

柱時計の刻を打っ音

代

イニシァルの編込まれたるマフラーに

約束の万朶の花を訪ね得て

朝

平成元年一月二十六日首尾︵於・多賀公民館︶

鯉の背鰭が曳ける春の陽多

ふらここを漕ぎ奇声あげるも
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Ａ日立・かびれ連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃目借時﹄
父に似ぬ不器用可笑し目借時

指あとくきと大き草餅

小松崎爽青捌
小松崎爽青

松川五十五

飯泉葉子
矢島艶子
田川節代
木崎節子
福田安子
上田渓水

冷ひやしめる宿の庭下駄

まなかひにまどかな月の昇り来て

島発つ水尾をしろじろと曳く

里言葉のぴらかに春惜むらん

漢方医学流行るこのごろ

ゥこはごはと突けば煙りて鬼ふすべ

代

新井佳津子
佳

ふっと消えたる枕行燈

攻めどころつぼをはづさぬ文届き
いつよりか瀬の音高くひびくらん

渓

引地冬樹

渓

高鳥三津子

冬︑

佳

渓

瓢の古酒を水夫と酌みあふ

九字を切りつつ歩む山伏
猿啼いて岨に尖りし二日月
ほろほると木の実時雨に更けまさり
けい
土と患
の音の心もとなき

花吹雪く真直中に身を置いて
餌をあさりつつ鳴ける子雀

痒いところに届く孫の手佳

ナォ惜春の旅に求めし竹細工石田栄子

誰が袖匂ふ閨のともしび渓

いつしかに本音が出たる酔心地葉

庭の八つ手があはあはと咲く冬

男物人目をさけて干されたり渡辺芳子

友禅流す水の明るさ艶

細格子磨きいかれし京洛に渓

厨にひびく俎の音冬

尼さまの墨染の裾いと軽く葉

お月見にことよせ酒をほしいまま江川玉鳳

鹿火屋を守りて半歌仙巻く渓

ひたすらに待つ孫の誕生安

せせ

ナゥ膝に来る拝み太郎を拝りもし代

戸ぽそ打つ風にも帰心急かされて佳

明治の時計間延びして鳴る葉
卒寿祝ぐ舞一差へ花あふれ爽

平成元年二月二十二日首尾︵於・俳句文学館︶

霞に浮ぶ白き山々冬
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八日立・かびれ連句会ｌその一一一Ｖ

小松崎爽青

歌仙﹃木賊﹄
風落ちて木賊のみどり濃くなりぬ

西幾多捌

廊下に出せる古き藤椅子
パソコンの仕事を受けて励むらん

吟朗々と二階より降る

滑川美智子

黒澤朝子
澤田冨美
鈴木かつ
鈴木美代

つ

代

満月の碑の文字くっきりと
散歩の沼に水の澄みゆく
ゥ蓑虫は風吹くままに揺れ動き

つ

智
︑
ｆ

一邑

逢ふかあはぬかトランプを抜く

肩入れる相合傘は蛇の目にて

女丈夫なりと噂ちらほら

手作りの鎌倉彫に鮨並べ
般若心経書ける静かさ

言田

代

智

澄みませる月に見惚れてビル住ひ

木の実の独楽がよく廻るなり

西幾多

智

つ

河面より夜霧むくむく湧き立ちて

リボンを付けし犬に吠えらる

陽炎の中のぼり来る人

花片をコップに浮かせ酔ふてをり

妹に赤き櫛を買ひやる朝

ナォ遍路杖置きてズックの紐結び冨

長電話してをる側で気をもめば智

飛行機雲が山へ延びゆく〃

片附けの進まぬ暑さ身にこたへ冨

キャッチボールをせがまれてをり代

会長は遣手と言はれ恵比須顔〃
親の器用さ受けて菓子焼く朝

屋根走る雀ちよんちよん良き日和〃

セールスマンは言葉たくみに智

月の出を履き心地よき下駄鳴らし冨

初鮭提げて友を訪ふ代

ナゥ草風つけて子供ら駈け廻り〃

持駒うかとこぼす縁側朝
大皿にカレーが運び込まれ来て冨
地面に鯉の小波がたつつ

朧々として春のあけぼの智

ゆくりなく七百号の花に逢ひ多

平成元年七月二十日首尾︵於・多賀公民館︶
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八日立・かびれ連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹁短夜﹄
西幾多捌

短夜の闇ほのゆるる雨の音
澤田冨美

小松崎爽青
滑川美智子

縫ひあがりたる子等の甚平
猿山を飽かず撮りをる一日にて

飾り水車のひびき清しも

天気予報の当るこの頃冨

ナォ春風に古き暖簾のゆらゆらと智

旅行会社の彼の言ふまま冨

百円のおみくじそっと胸に抱き朝

電線渡る栗鼠のすばやきっ

ふり向けば岐れ道にて手を振れる智

温泉の宿重き絹抱をもてあまし朝

衝動買ひをまたもやつたる代

引出しの錠あたらしく取付けて冨

鈴虫の籠送られて来る

朝

智

ナゥ赤い羽根差してにっこり胸を張り智

謡曲の流れ床しき月の宴代
秋の七草壷にあふるる〃

走り根太き門冠り松朝

ウコスモスの伸び過ぎたるに身を沈め

代

鈴木美代
黒澤朝子

口の達者なおしやま娘よ

鈴木かつ

お茶席の軒にあがりて月洸と

待つ人の来ぬにじれをる駅の隅

代

平成元年十一月二十八日首尾︵於・多賀公民館︶

にほふがごとき春の山々西幾多

賞受くる顔に舞ふ花吹雪冨

地球儀を回し話がはずみ来て智
しびれし足をそっと操みをる朝

一朶の雲の流れ見て佇っっ

書きし手紙をまたも破りぬ

言田

ピアノの曲が窓に流るる

つ

智

膝に来る猫を抱きあげ話しかく

賜はりし句集に望の月あがり

朝

代

智

言田

智

里より届く刈上げの餅

ちょっと派手目の帽子買ふたる

杖を曳く寺への坂の照紅葉

都踊りの舞妓ゆききす

花の灯に浮かれて通る千烏足
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八日立・かびれ連句会ｌその五Ｖ

かびれ七百号記念

歌仙﹃春落葉﹄
軒端の奥に光る斑雪嶺

小松崎爽胄捌
小松崎爽青

引地冬樹
上田渓水
小出民子

掃き寄せて焚くほどもなき春落葉

草餅を焼けば埴生の匂ひして
雨ぱらぱらと弾みくるなり

中村奈美子

田川節代
石田栄子

櫓の音に月のけぶれる青のほど

京人形の瞳さはやか

ゥ柘榴酒に指の先まで酔ひしれて

冬﹃

″

小駿ながらの幼ナ顔なり
相抱けばか細き肩のいとほしく

一億円で金を買ふ村

栄

渓

松川五十五

民

冬︑

渡辺芳子
矢島艶子

渓
新井佳津子

男が通ふ料理教室

口紅あはく引けるきぬぎぬ
仲見世に灯の点りたる美しさ

陶狸とぼけ貌なる十六夜に
ちちよははよと蓑虫が鳴く
奥山を覆へる花の見つけられ

新米の茶粥とろりと出来されて

抱卵の鶏眠る遅き日

ナォ菜畑も地価高騰の渦にあり高鳥三津子

と金ばかりが目立つ持将棋渓

観音の方便力を侍みゐて木崎節子

外れ馬券が木枯に舞ふ芳

傘にかくれて忍び泣きする冬

見せ掛けの平和いつまで続くらん海老沢礼子

夢うつつしづのをだまき舞ひをさめ〃

人目の関を越ゆる判官渓
磯の鴎が名残り惜める佳

柿本人麻呂像を掌に載せて爽

膝の栗毛を嗽す馬追冬

街道の松に懸りて御油の月民

大当り籔棒にふりたる〃

ナゥ刈上の振舞酒に酔ひ潰れ飯泉葉子

写楽顔して煙草くゆらす冬

青空にぽっかり浮ぶ飛行船民

天女舞ふ花の大樹を振り仰ぎ〃

平成元年十二月二十二日首尾︵於・俳句文学館︶

七百歳の春愛づるなむ爽

−87−

ハ伊那・からむし庵連句会その一Ｖ

根津芦丈二十三回忌追善俳譜

脇起半歌仙﹃花乞

春とこしへに慕ふ蕉風

雲ょ霞と六十余年の花乞食

太柱卯月の灯輝きて
書画の色紙を襖貼りまぜ

宮脇昌三捌
宮脇白目三

根津芦丈仏

赤田玖実子

大林杣平

氷輪を手に把らばやとざれしぐさ

春日愚良子

三好龍肝

愚

芙

日冒

龍

玖

愚

杣

き

正

根津芙紗

小出きよみ

秋元正江

百舌の鳴き声真似てみるなり

l＝＝

ゥ藁塚をめぐりて遂に待ちぼうけ

ロミオ気取りの村の若い衆
壁鏡あるとも知らず着替する

無縁坂からひとつめの宿
石濡らす時雨のささと通り抜け

稽古帰りに冴ゆる凍月

東欧のペレストロイカ進行し
ブルーモスクに響くコーラン

六根は八幡不動汗行者

ゴルフ場案またも流産

世紀末今目前に花吹雪

からむし庵は暮れなづむなり

平成二年四月十五日首尾︵於・からむし庵︶
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食

ハ伊那・からむし庵連句会ｌその二Ｖ

根津芦丈二十三回忌追善俳譜

脇起半歌仙一故里
故里や土掘れば土の暖かき

軒に明るき巣燕の声

根津芦丈仏

東明雅捌

代田敬一郎

東明雅

平出つる子

橋爪万津子

戸田恵美子

倉沢友子
笠松道代
堀田澄子
″

る

郎

る

津

収賄事件うやむやのまま

代

己が魅力を知った唇

津
友

雅

ブランコに乗りありったけ漕ぐ

月と灯が雪と睦める高楼に

じり安の株をかかへて不眠症
神も留守なり呑むジンの味

赤蝮舌チョロチョロとみやげ店

ブルートレイン放浪の旅

露しっとりと置ける草むら
ゥ秋深き絵島の墓をふし拝み

連山の威儀整ひぬ月の影

きなこだんごを大皿に盛り

新入生下宿の部屋の気に入りて

ー

ふっとまた逢へる予感のイヤリング

評判の万国博は花盛り
猫も杓子も春風の中

平成二年四月十五日首尾︵於・からむし庵︶
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や

ハ伊那・からむし庵連句会その三Ｖ

歌仙﹃鬼やんま﹄
ダム渡るまなこ蒻翠の鬼やんま

旅芸人の笑ひ満っ宿

秋風に乗るパラグライダー
画架たたみ仰ぐ夕月雲引きて

宮脇昌三捌
戸田恵美子
代田敬一郎

堀田澄子
笠松道代
倉沢友子
根津芙紗

みその

軒氷柱折りて入り来る人のあり
咳き込みしあとくさめ幾度も

道

見直し税の行方案ずる

澄

芙

友

春日愚良子

宙心

ゥ腹底に響く神園の木遣節

殿下の恋は青信号に

サッチャーの弁舌巧みサマドレス

燈明あげて二十二夜様

ひそやかに地球を潰す酸性雨

愚

谷一つ渡り届きい祭笛

友

道

友

ひやひやと凉けの立ちて食進む

ちらほら町の灯がともり初む

敬

花の下ちんまりとゐる核家族

愚

鹿牧場を守るチョビ髭

風船放ちて挙ぐる歓声

ナォのんびりと糸を垂らして鱒を釣る芙

貌さまざまに野良猫の群れ道

米めぐり本音建前入り混り宮脇昌三

おばしま

カップル好む橋の欄干道

なほいかめしきベルリンの壁芙
永劫に飛天は天衣ひるがへし〃

上から融ける霜の玻璃窓敬

＊制服の第二ボタンを渡されて芙

利久ブームにわく映画館芙

半床に白隠の書を掛けてみる〃

月上げて侘びしき里となりにけり道

老いの身ながら茸山主敬
ポニーが目玉特殊学級〃

ナゥグランドで仰ぐ雁群海越えむ芙

妙高山を遙か彼方に道

善光寺如来は深き秘仏にて敬

小屋の古巣をいとほしみつつ昌

花の塵流るる水のささ濁り敬

＊﹁制服の第二ボタン﹂をとって渡すのは︑今若者た
ちの間ではやる求愛の表示

秤唾唖蓉枕胆一一計一弘甲霊︵於・からむし庵︶
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八横濱・歌留蓑逹句會ｖ

歌仙﹃梅實る﹄
ひっそりと梅實りをり傘竝ぶ

葉蘭を敷きて盛れる鯖鮨
棟梁の自慢話はさま〃︑に

畳の上で眠る猫逹

再掲天上大風凧と良寛

スーパーレストランへ倉庫登身

ナォ春曉の夢の續きは端折りて

霜やけもひヌも知らないギャルの群

繁榮の世に流行る占

前歯を折りてつい獣し勝ち

象形文字が現はれて消え
棲蘭のミイラ守りし砂嵐

池田佳捌
阿部美也
池田佳
金子鳴陣

同人誌参號までの命なり

おもかげに熱もつ夜の寝ねがたく

也

秋蝶とまる紫式部

渡遇佐加江

佳

能舞臺床板に射す月の光ゲ

曇れば悲し白扇を置く

江
也

地︾極朋辻錨牽︵於・横濱︶

奥千本色や鼻淡き花の雲
しやらんノ︑と若駒の鈴

一秘
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この道は何虚へ行く道月と行く

出遇ひし人の尾花手にして
ゥ秋祭り首すぢ緒くおかめ面
甲斐性なしと知れど感する

佳

初節句の雛抱きか易へける

滿員の席讓り合ふバスの中

佳

先祀代農放浪の癖
也

ナゥ濁り子を碁打にせむと思ひをり

一ト目づシつのる想ひを編みこんで

陣

江

母の逝きたる部屋の擴がり

シ蚤と動いた日時計の針
にぎやかな酸漿市も店仕舞

江

也

直角降で山の宿まで

也

ふくろうの眼より大きく月上る

にたりよったり名物の菓子

硫黄の香ぬるき湯舟にもたれっ塾

佳

江

天上大風凧と良寛

幼ナ兒の鬼ごっこする花むしろ

江佳也陣佳也陣江佳陣也佳也江佳陣江也佳

ハ浦和・義仲寺婦人連句会ｖ

歌仙望月
梅﹂

青梅の生毛はもっと光るくし

白き雀のゐる朝曇り

二十歳初投票に意気込んで
造花の薔薇が足りないといふ

川面の月乱して艀突進す

副癖繰作捌
八木十壮一

ナォベルリンの壁の上ゆく春の雲佐

熊のかたちと鯨のかたち荘

まとひつく子は預けられ教壇に好

髭の男と焼酎をくむ美

新しき義足が涼し整形室和
不老長寿の玉だれの滝光

日本語の達者な外国人ばかり稲
わる

悪ほど私ときめかすなり光

ハチ公前彼を待ってる気になりてひ

着更へは駅のコインロッカー好

竹藪に月光浴びる札の束稲
鈴虫浄土うっらうっらと微
微

赤いホテルの屋根が虹色和

荘

高橋微代
中島好江
吉江和香
永山ひろ
塚本稲子

石井美雪

前菜につく鴬の佃煮

ゥ自愛せむ銀河の粒の燦々と
ふたりで渡る真間の継ぎ橋

アゥ霧の海ここで振返って見やう荘

見つめ合ひ時間が止まりたる畳

もしもしと幼児受話機をすぐ取ってひ
美

平成元年七月六日首尾︵於・東京都港区三田︶

曳山の子供歌舞伎へ花吹雪微

天幕の下で青き飴売る佐
大切に持つ春の絵日傘稲

藤井佐和女

曜変の天目茶碗日の滴
訪問商法年寄がかも

荘

美

光

美

和

吉田光第

凍る月悲劇の月を仰ぎみる

好

こころ一字で見事入選

引きつけられる栗鼠の襟巻

母上に買ふ苧環の鉢

金髪を緑に染める酸性雨
怪奇映画へならぶ行列
花の冷え夜は断水
する厨
をだまき
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八横浜・義仲寺横浜戸塚連句会その一Ｖ

歌仙﹃初蝶の﹂
ゆらぎゐる黄を初蝶と見付けたり

畑の起伏に遠足の子等

春の雷戻りくる刻すぎてゐて
電話のベルを待てる月なり

新涼の大きな顔の朴ひと葉
見得を切ったる菊の人形

八木荘一

斎藤徳治
吉沢保代
岡本富士枝

海野金魚
浅沼︷口

堀口喜美男
徳
魚

保

冨

ゥ暗転の桟敷は眼鏡きらめける
言伝てをして人知れず発つ

流暢な英語美人の宇宙館
瞑れる君まばたける星

徳

白

宣巨

蟹の卵嚢あらそって食ふ

ネオンかと思へば夏の月出でて

正木万喜江

富

魚

少なくなりぬ到来の品

戸籍謄本われひとりのみのこされて

吉沢茂

﹁鳴呼昭和敗戦平等リクルート﹂

腱のパ−マ五千円也

朧にうすれゆける嗅覚

連れ立ちて花咲く里を訪ねきい

ナォ蛍烏賊己が悲しみに発光す徳

銀行員がワープロを打つ白

熱心の鉄筆が持つ磁力線徳
地球自転に音は起さず魚

物怪の棲む崖となり風花す富

隣の部屋で衣擦れの音喜

冬の林檎をとろとろと煮る〃
点滴の患者に午後の陽の移る徳

言はれるままに伊勢へ出張白

クレーンを操り君もあやっらむ魚

月の宴司祭真紅の酒岬る徳
華麗に紅葉して山は老ゅ魚

ナゥ給食のむかご御飯の評判記白

外側ばかり踵減りゆく富
腐る札一億円は拾はれて魚
道成寺には松のみどりを喜

︵於・横浜婦人ホーラム︶

橋を渡って霞みゆくなり白

はからずも花の下にて眠りこけ〃

平成元年三月二十一日首

平成元年四月十七日尾

93

ハ横浜・義仲寺横浜戸塚連句会その二Ｖ

歌仙﹃秋蝶の﹄

雲来て昼の月をおほへり

秋蝶の交る大根畠かな

斎藤徳治捌

八木荘一

斎藤徳治
斎藤龍亭
浅沼白﹈

澄む水の流れに網を投げ入れて

流行の鞄背負ふ学生

ナォむらぎもの龍ともならで万愚節斎藤石嬰

笑ふ烏が大笑ひする荘
人類は歯から亡ぶと教授言ひ白
英和辞典の誤植詰難喜

海水垂らし愛を確かむ荘

日焼けして砂浜に書く君のこと池田信彩

ベルリンの壁買ってくるなり荘

人去ってまだ揺れてゐるハンモック喜

バッハ聴きデューラーを観る﹁ながら族﹂喜

生きてるやうな土偶の人形白
文台を引くも引かぬも神無月徳
コロッケの歌こほろぎが鳴く荘
岡本富士枝

荘

海野金魚

青い蜥蜴の尾は光りたり

堀口喜美男

平成元年九月十八日首

平成元年十二月十八日尾

︵於・横浜婦人ホーラム︶

霞の奥に眠りたる姫喜

猫に子鳩を殺らる口惜しさ徳
花屑に残る足跡果てもなく白

蒼弩に牌の始末もそこそこに喜

四面硝子の電話機の箱荘

ナゥ畦道で案山子の真似をする子供白

ちょっとした地震に夏の薔薇顔へ

案内の仲居項眩しく

ゥ十二支が着物を着たる板絵掲げ

宿の傘差し出す所作も懐かしく

龍
白
龍

モノクロ映画只今上映
独り暮し半生狂はざる男

後の先をとる家の太刀風

魚

冬の月重くなりたる午前二時

徳

壹口

龍

一宮田

魚

荘

鯛鈍の鍋に卵を落す

衰へし視力ためらふときならず

貿易黒字今月もまた

花の下鰡遡る柏尾川

ゴッホの手紙読む春の宵
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ハ逗子・木の会ｖ

歌仙﹃海の香﹄
海の香の濃くなる彼岸過ぎしより

若布千場もやうやくに暇
春休み日頃の家事を引受けて
テレビアンテナ動かしてみる

昇る月犬と並んで仰ぎたり

人に教へず茱萸の細道

ゥ寅さんが又旅に出る秋深く

草間時彦捌

草間時彦
本井騨
北沢葭
大輪靖宏
藤井弘美
近藤正
近藤栗子

宏

鰐

小野寺健

而して﹁最後の授業﹂終りたり

フラン︑マルクで頭どちやごちや

あとは手紙と乙女去り行く

美

一段

″

追ひ来れば魔女となりしか赤き爪

贋心中に冬の月照る

もつこりと雪に埋もれて越の家

堀口みゆき

鱈

葭

長き梯子をかけし生垣

日に三本のバスを待ちをり

″

き

いつの間に脱ぎ捨てありし蛇の衣

鶯餅の残されし皿

去年より淡しと思ふ花の色

女の声は遠きこだまよ健

ナォ春惜しむ心は老いのゆゑなるか宏

熱き太陽燃える情熱健

単身で地球の裏に赴任して正

ジングルベルに行く人の波健

消防夫募るポスター貼ってある鱈

冷酒もよきと寿司をつまんで美

五番街見おろすビルを手に入れて正

立ち折れの黍の畠の秋近く葭

捨て扇など膝のかたはら美
月光のさし来る隅に筆硯宏
美男蔓も色づきにけり正

っらい別れを嘆く束の間〃

ナゥローマ駅まだ抱き合ってゐる男女葭

石室のゴトリと閉まる音低し鱈

初蝶舞ひて風渡るらむき

乳母車花のトンネル押し進む子

陽炎たちぬけふの日和にき

︵於・葉山マリーナ︑コーラルルーム︶

平成二年三月二十二日首尾
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八松山・錦心会ｖ

歌仙﹃藤の房﹄

霞みわたれる借景の山

笏を手に佇ちてもみたし藤の房

三獣鏡埋もれし里の春たけて

なんでもこなす器用貧乏

輝罪賀腱閉捌

曽我部登志子

中須賀畦月

稲垣杜駆子

三好郁子

土居りつ子

荻山幸子

ワ溪谷に鵠するなり鹿の声

月

乃万易子

主ジ自慢の松茸の飯

月見んと池のほとりの盾にをり

思はず触れしやさしもの肌

訪問客は選挙運動志

ナォロ数のへらぬ子等にもある稚心藤田節子

振舞酒に酔へる旅先り

揺れうごく東欧諸国不穏なる幸

綿砲を透す膝よりの冷え節

夜もすがら焚火神楽につきあひて居

お茶屋通ひに商上を捨て幸

京の街べんがら格子よくうつり志

書きためて出すこともなき文の束り

思ひのたけの歌もかずかず居
かぐゃ姫涙の眼ミに仰ぐ月節
露をふくみし萩のゆらゆら志

ナゥひれもすを蓑虫の蓑風のまま幸

海見はるかす窓に患ひり
郁

逢ふ時毎に変はる言ひ訳節

士心

目より鱗の剥がれ落ちたり

杜

ひと日とて花に浮かるる暇もなく志

ひとまはり年上といふ妻貰ひ
紙漉きの手だれにをどる水のあや

幸

交際も薄き義理なる金を貸し居

休耕田は畦も絶えだえ

平成元年三月二十日首
平成元年四月十七日尾

︵於・松山市久米公民館︶

段々畠てふてふのとぶ幸
易

渡部伸居

郁

圭心

月

り

草原のキャンプの村に月更けて
涼みがてらに吹けるハモニカ

戦友を懐へば悲し今むかし
浬藥会にだす寺宝曼陀羅
はらりひら花降りしきる石畳
瀬音まじりに小綬鶏の啼く
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ハ栃木・句華苑吟社ｖ

歌仙尋化巾閂に﹂

ナォ鳳仙花わが感傷の日もむかし

拾った銭を誰に渡さう

角の家人影らしき動きをり
唄のリズムに雨だれの音

胄赤のネオンマップを色どりて

忘れて行ったハンカチ撫づる

ホテルを出でて右と左に

桑原民人
沼尾虹

思慕しらじらとすさびてありぬ荒磯に

早乙女房土口

新村正一

踊りの好きな僧のまなざし

夜も白みて明けの風吹く
残る月鏡磨けば匂ひ立つ

あたふたと別れ去りしもうっっなの

三味線がきこえる虫が啼きだす

島海順之亮

吉本三蔓
石川白路

悔のうすらに残る行程

防塵マスク赤き旗ふる

雀と唄ふ都踊りよ

散り敷きてわれを遊ばす花吹雪

蓉鰄一画毒唾朋一に甲霊︵於・句華苑吟社︶
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花山に見立ての松や翁舞
春惜しみつつ唐様の笛
猫柳橋あれば橋渡り来て
いつなん時も媚含みをり
月皎々田夫野人の面構へ
ワ秋風のはや立ちにけり門の影

民

房

正

ナゥ連れ添ひて戻る山路のやや寒く
虹
正

房

吾が自画像の仙に似て来し

酒旨き日は鯉になりたや
酔石を夢に見し夜や草枕

間をおいて発破のけむり石灰沢に

水鏡人と名乗るおいぼれ

瞑想のやがて失せたる熟寝かな

白

民

順

空に浮くまどかな月に髪匂ふ
流星ありて夜の更けにけり
奇蹟なく妙案なくて耳が効く
たのみの米もいづれ弗立て

虹

慮外に酷なビルの秋風

売り逃げの利かぬ下げ幅廿日月

白三民房正虹民房順三白正虹民房順白三

八東京・草茎ｌその一Ｖ

歌仙﹃上天﹄
宇田零雨
宇田都子

宇田零雨捌

磯直道

上天の喪章となりて鶴引きい

春雲ふる大葬の礼

都

佐野とし子

都

芽立ちゆく杜深閖と静もりて
初雁のさだかに見ゆる今日の月

広田節子

四方の山々沈む湖

秋興の歌うたふはらから

″

都

と

日笠靖子

と

直

″

ゥみちのくの地酒酌みあひ孟蘭盆会

ここの話題もリクルートとか

ＯＬがお化粧なほす昼休み
意中のひとに贈る紅ばら
噴水は七彩の夢まきちらし

啄木の碑は汐騒に立つ

″

凧に寒三郎の月蒼く

臭の啼く産土神の杜

節

靖

小川広男

旅愁の雲の流れゆくなり

明治育ちは白酒に酔ふ

古里に病む母の身のしのばれて
せせらぎに愚かれひらひら散る花よ

ナォ噂りにとりまかれたる草の庵小林三代子

恩師の筆になりし扁額直

婚約の済みしを告げに来し二人永雄もりえ

口紅つきし銀のスプーン直

涼しさを生みて風鈴鳴りつづけ鈴木佳子

夕立去りて青き山脈節

枯葉からからころがりて行く渡辺ハッヱ

狂院の門閉ざされてひっそりとと

いささかの小銭をいるる慈善鍋も

駅前広場いつも賑やか都
鰯を焼ける煙もうもう〃

月影に新酒入荷のビラゆらぎ直

寺苑くづして建ちしマンション節

ナゥ幼ならは拾ひし木の実分けあひて三

幽霊が出るてふ噂たち始め三

昼を灯ともす深き春陰ハ
一烏黒くよぎる末黒野三

奉納の歌仙をかかぐ花の宮〃

平成元年三月十九日首尾︵於・草茎社︶
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八東京・草茎ｌその二Ｖ

歌仙﹃末黒野﹄
末黒野に醜のますらを突きにけり

春のしぐれに響く沓音

宇田零雨捌

宇田零雨
稲垣治子
古田悦子
田坂八重子

治

西郡真佐女

白梅に来し方偲ぶ昨日今日
故里遠くなるばかりなる
雁の声聞きしと思ふ夕月夜
岸本花子

汐の香高き新涼の浜

ワ在祭近づき何か忙しく

″

鈴木つとむ

山尾糸江

ひそかに抱く面影のひと

枯草の中に傾く兵の墓

八

益田きみ江

馳落ののちの便りは絶えはてて

とぎれとぎれのほろ酔の唄

治

蛍飛ぶ川面にゆらぐ夏の月

異国の丘に北風すさぶなり

浴衣姿の人もちらほら

つ

糸

加藤えう子

花

下村てつ男

テレビニュースはいとも賑やか

竹藪に億の紙幣がすててあり

前に後に燃える陽炎

天守閣復元成りて花万朶

すぐ新婚とわかるカップルっ

ナォ嵐山のほとりの茶屋の草だんごき

空港は気狂ひ沙汰のラブシーンえ
窓の外には時ならぬ雪東浦佳子
幼な児の誘拐の記事さむざむと〃

踏みはづしたる駅の階段花

四の日とてとげぬき地蔵列をなし渡辺志計子

アイスクリーム売れゆきのよく花
向っ嶺にしかとそびゆる雲の峰〃

大繁昌の高原の宿て

中天にしみじみ仰ぐ月今宵真

快気祝ひの近きやや寒え

ナゥ坪庭も黄菊白菊咲きそろひ志

百噂りの絶えぬのどけさ〃

明け暮れ馴染む一一コライの鐘悦
ひしひしと平和な国のありがたく花

昔を偲ぶ千金の宵佳

花舞へば西行の歌書きつらねえ

平成元年四月十六日首尾︵於・草茎社︶
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八東京・草茎ｌその三Ｖ

水無瀬神宮奉納歌仙

歌仙育月冥し﹄
月冥し憂き身の果ての隠岐の島
蒼かたむけて木の実降りつぐ

あるときは声を落して渡る雁

思ひ出の唄口ずさみつつ

碑の古びしあたり森閑と
青嶺の囲む湖沿ひの径
ワ葭簾かけて山寺涼しげに
法要終へしこころ易さょ
ひとり居の篭のインコに話しかけ

出張の夫偲ぶ雪の夜

ナォ離りゆく遍路の鈴に春惜しみ鈴木佳子

雲わきいづる国境の山伊藤芳子

つぎつぎの地震噴火におびえつつ木村筧水

お揃ひの浴衣で拝む荒神輿堀内一子

肩寄せあへば灯蛾のまつはる河合澄江
宇田零雨捌

やかましく走りすぎたる選挙カー宇田川貞子

小林三代子
永雄もりえ

渡辺志計子

平成元年八月二十日首尾︵於・草茎社︶

盃まはす春愁の宿大江加代子

ほっほっとほころび初めし糸桜松田千佐代

ギブスもとれて長閑なる昼奥平ふみ子

手作りのサンドイッチを篭に盛り山口安子

遊びつかれて帰りくる子ら秋葉文子

ナゥ光りつつ空流れゆく赤とんぼ渡辺梅子

湯煙りの匂ふ細道月出でて井上きょ
揺れるともなく揺れる穗芒清水せつ

評判わるき消費税なり大沼三栄

北風強くつとめ帰りの年の暮馬渕通子

俟りをかぶる千両の鉢春日やす代

様変りたる浅草の街仁杉とょ

宇田零雨
宇田都子

磯直道
田坂八重子

下村てつ男

岸本花子
加藤えう子

帰る故里持たぬ淋しさ

稲垣治子

古田悦子
山尾糸江
東浦佳子
広田節子

臥待の海鳴りどどと岩を噛み
やや寒の衿かき合はすなり
白萩をはらはらこぼし風の筋

西郡真佐女

益田きみ江

姫りしいのちいとしみ毛糸編む

築地の隅の小さき抜け穴

日笠靖子

花屑の吹きよせられし一ところ

水かげろふのゆるる池の面
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八東京・草茎ｌその四Ｖ

水無瀬神宮奉納歌仙

ナォうらうらと大空に浮く飛行船水野幸

ＳＯＳの文字をみつける富田鈴

五月富士いただき樹海くるぐろと野口郁子

餌を返す郭公の声鶴田裕樹

松葉杖やっと馴れたる試歩の道浅田みゑ子

雁ネ﹄
宇田零雨捌

このわたに二人で酌めば冬ぬくく春日やす代

歌仙﹁
宇田零雨
東浦佳子
仁杉とよ

沖繩へ行ってみたいと子に云はれ岸本花子

憂ふることの多き此の頃山尾糸江

ビル街に高いアンテナ乱立し河合澄江

ひばりの歌に凧が吹き宇田川貞子

そっと従ふ糟糠の妻岡本きくゑ

身のほとり爽かな風吹き抜けて

木部八千代

鴉がわがわかしましきこと木村筧水
産土神の森の明るき十三夜鈴木佳子
新酒の樽の荷ひ込まるる永雄もりえ

雁ネに托すかなしみ限りなし
ぺダルも軽く自転車の子等

田村登喜子

梅主共栄
佐藤寒郎

月に浮かべる遠き島影

しきりに思ふ故里の冬

ナゥ秋まつりひょっとこの面よく売れて広田節子
佐野とし子

幾本か枯れ残りたる杉並木
ウロ笛を吹けば亡き人返りくる

永見徳代

しっぽを振ってついてくる犬
向っ嶺にむくむくと湧く雲の峰

野口能武子

大海原を帰りゆく鳥下村てつ男
古へのみかど偲べば花吹雪磯直道

浜木綿の道海へつづきて

高須節子
小谷伸子

水無瀬の春は静かなるかな宇田都子

立ちならぶ売地の札の新しく

皮算用をはじくそろばん

佐渡谷ふみ子

平成元年八月三十日首尾︵於・隠岐ホテル︶

何事もなく月が出し出水あと

蜻蛉とまる狛犬の鼻

黒須静江
西尾みゐ
清水福子

来るひとを待つ間佗しき秋の暮

髪になじまぬ買ひたての櫛

鈴木喜久

飯沼しほ女

町内のお花見の宴賑やかに
味噌田楽の匂ひただょふ
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八東京・草茎ｌその五Ｖ

水無瀬神宮奉納歌仙

遙かに浮ぶ瀬戸の大橋春日やす代

ナォお遍路の鈴暖かく聞こえきて小林三代子

耳のうしろにつけし香水仁杉とよ

髪のくせ気にしカメラの前に立ち木部八千代

手をつなぎ子供が帰る町の辻宇田川貞子

歌仙﹃隠岐の海﹄
宇田零雨

積みあげし新藁ほのと匂ひたる奥平ふみ子

宇田零雨捌
下村てつ男

芭蕉破れ翁をしのぶ今日の月田村登喜子

低く舞ひきて消えし烏影井上きよ

予後の身に虞美人草のたよりなく伊藤芳子

残ンの月の淡くかかれる

隠岐の海に白菊を撒く遠忌かな

益田きみ江

木村筧水
日笠靖子
佐藤寒郎

土橋わたれば産土神の宮加藤えう子

髭のぞかせる閻魔蟠蜂鈴木佳子

哀愁こもる豆腐屋の笛河合澄江

来し方しのぶ風は涼しき

添水鳴る故里の径なっかしぐ
まぶたに浮ぶはらからの顔
窓越しに青い山脈つらなりて

お揃ひのシャシお揃ひの靴
お土産にケーキの箱をたずさへて

平成元年八月三十日首尾︵於・隠岐ホテル︶

一樹をたのむ高き噂り岸本花子
花吹雪はらはらかかる旅衣宇田都子
春惜みつつ嘆きあふのみ山尾糸江

街騒を離れて小さき駅に着き西郡真佐女

冬空晴れて鳶の輪をかく佐野とし子

ナゥ腰伸ばし爺いそいそと年用意小谷伸子

松田千佐代

高須節子
東浦佳子
渡辺梅子
山口安子
広田節子

お銚子二本夕食の膳

田坂八重子

ゥ甚平を着て亡き父に似しといふ

降誕祭の聖樹かがやき

大江加代子

好きな娘を連れて婚約許さるる

コーヒーの香の流れくるなり

磯直道

稲垣治子
古田悦子
永見徳代

雪やみし異国の空に仰ぐ月
映像に誘拐犯がうっされし
歯ぎしりをする癖が直らず

定年の間近になりし花今宵
石投げてみる鯏糾の古池
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八松山・草茎松山支部その一Ｖ

附勝歌仙﹃昼深し﹄

散る他はなく散る花に昼深し

寺岡情雨捌

井上弥

寺岡情

武知千

遠噂りの間こゆ杣径

屋根替への用意すっかり調へて

松永静

大西素

永井政

ナォ闘牛の鼻息荒く土蹴りて

的屋あがりの町の顔役

後添ひは若く小さく愛らしく

臨月の身を包む羅

操まれっっ鬼灯市を通り抜け

胡散臭げに犬が嗅ぎ寄る

閉店のシャッタ−堅く閉ざされて

お巡りさんの爽かな顔

乗り捨てられし古き自転車
秋桜抱くほど剪りて手土産に

ともづな

遊覧船をっなぐ續

十六夜の瀬戸大橋にぽっかりと

ナゥ着ぶくれて昔文学教授とか
東てゆるみたるベルリンの街
東西の緊張やっとほぐれそめ

独活の酢和へに舌つづみ打つ

うぶ毛の残る三毛猫の玉
御造
営寄進を募る花の宮
うど

秤 一一審皿朋特種肥雷︵於・武知邸︶
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銭湯さして小走りに行く
煙突の上にかかりし望の月

柿も豊作栗も豊作

野原初

ワ去来忌を独り静かに修し終へ

不倫の恋をぶつつりと断つ
美人ではないがマスクのよく似合ひ

海鼠腸を置く砥部焼の皿

攻防の末持碁で白勝

当直の医局ひろびろ片付きて
カーテンを涼しく透す夏の月

一筋しるく蚊取線香

地酒の酔ひが急に出てくる

語り部の身振り手振りの調子よく

苗代光る長閑なる里

招かれし桜大樹の匂ひ立ち

素千政〃弥千静弥子情千子雨之弥代生雨

吉

杉

山

金

浦

田

白

朝

久

情朝情千朝情白久朝水朝千情子千情千栄

八松山・草茎松山支部Ｉその二Ｖ

附勝歌仙﹃雲の峰﹄

わが胸に崩れはてけり雲の峰

海風誘ふ白き浜木綿

寺岡情雨捌

朝

千

宇田零雨
寺岡情雨
杉浦朝子
武知千代
寺岡冬煽

落人の砦の森の月蒼く
声交しっっ渡る雁金

富田きみ枝

バス俟かぶり小店の傾きて
そぞろ身に入む故里の秋

目路遙かなる山の湖

朝

千

冬︑

き

冬︑

ゥ道祖神片手拝みに過ぎ行けば

越後の宿の熱き思ひ出

婚前の旅を楽しく続けゐて

深深として更ける冬の夜

総体の旗手たりしこと得意げに

枯野路に添ふ単線の月に濡れ

冬︑

千

神経痛に悩むこの頃

借金の目途もたたずにうろうろと

朝
情

冬﹃

今日はパチンコ明日は競輪

搦手の花潔く散りかかり

石を枕に仰ぐ春空

ナォおもむろに鶯餅をほふばりっ千
子等同意さす老楽の恋山田久栄

久々のデート仲よく並び佇ち吉金白水

波たはむるる白き灯台千

石蕗咲けば風ひょうひょうと荒ぶなり朝

枝ぶりの良き松の盆栽冬

炭焼小屋に住みて幾年野原初子
Ｕターン思ひたちたる日は遠く久

建て増しの離れ座敷に寝ころんで朝

秋の祭の寄付の算用久
鉄塔に暫しかかれる後の月千
お大師様へ続く坂道冬
目元涼しく仰ぐ夕虹初

ナゥ軒先に南部風鈴釣り下げて白

やや癒え初めし長き患ひ冬

智恵子抄藤村詩集読み耽り千

幻の蝶追へば麗か朝

紅白の幕をめぐらす花の宴初

秤癖一坪奪い胆一廿一申雷︵於・東雲公民館︶
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八東京・くのいち連句会その一Ｖ

歌仙﹃春の海﹄
潮騒のほどは動かず春の海

暉峻桐雨捌

暉峻桐雨
矢島眸
内山司花
鳥沢霞
伊藤紫苑
仙波鶴女
吉田吉女

霞に沈む瀬戸の島山

ゥひよどりの高音に榎ゆれており

桐

念入りにするテレビ体操

ナォひらひらと蝶見えかくれ俄雨

まだなじめない転校の日々
片言でやっと通じた我が想い

顔をうずめる褐色の胸

先頭のョツトをすいと追いこして

大夕焼のシドニーの街

ゆり椅子でちびりちびりと食前酒

あすの法事の手配もれなく

あたりかまわぬ下手の横好き

いつのまに減った斜めの墨ばかり

ぽとりぽとりと落ちる銀杏

文楽の﹁寝床﹂をきけば月ふけて

髭剃りきずにしみるローション

我が家から駅まで五分明けの月
しかけておいた粟めしを炊く

眸

抜擢とひとははやせど偏頭痛

ナゥブレンドのコーヒーを挽く秋日和
司
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畑打はひとりで足るとつぶやいて

園児の列のつづく土手道

霞

蛍いかとる浜のにぎわい

北へゆく花の流れにさからえず

待ちぼうけ誰にやろうぞこのネクタイ

車とともに彼も取り替え

紫

秤唾唖霊一頭二十辿申窪︵文音︶

どこまでつづく地方巡業

脱税は秘書がやったと言いのがれ

鶴

すりばん

遠くの火事が播半になる

霞

司

眸

桐

士ロ

湯ざめして急ぐゆくてに月細し

なまこの壁の残る裏町

篤農といわれてこシに五十年
あと継がぬ子はタレントとなり
カラオケに上野の花も散りはじめ

風船売りが早じまいする

吉桐鶴紫霞司眸吉桐鶴紫霞司眸吉桐鶴紫

八東京・くのいち連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃夜長﹄

飲み友だちもいつかちりぢり

ナォタ陽さす畠のすみの葱坊主

今夜は女房で問に合わせよう

お目当てが来てすぐ帰るコンサート

いつしかそろう虫のコーラス

かもしか

暉峻桐雨
内山司花
伊藤紫苑
矢島眸
仙波鶴女
吉田吉女
鳥沢霞

ナゥ赤々とことしも谷戸の烏瓜

暉峻桐雨捌

おにぎりをそしらぬ顔でほめちぎる

たまにゃ玲羊とおる道筋

桐

なんとか黒字ペンション経営

熱燗をまず一杯とさシれけり
散りはじめたる垣のさざんか

現役の選手に鬼とこわがられ
意地ではじめた禁煙っヌく
手鏡にうつして見たる十三夜

雨になるのか痛むリュウマチ

炭を焼く木を切りたおす昼さがり

ゥシャンソンを口ずさみっ塾はたき掛け

司

つくろいをする縁の陽炎

てのひらの餌をついぱむまでに馴れ

すこしずつ噂がふとる夜長かな

ちかごろ派手になったお化粧

紫

いよいよ深しくのいちの春

老木の齢わすれて花吹雪

秤燕一画垂枕朋二弐梱申率︵文音︶
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釣った鱸をみた者はなし
白々と月なか空に忘られて
やっとまとまる談合の席

ぱったりとあってはならぬ人と逢い

眸

朝の散歩は犬まかせなり
新しい貼紙バイト求めいて
線香たえぬとげぬき地蔵

士口

鶴
霞

風知草ゆれる床几に月ほのか
冷えたビールで消えたストレス

眸

紫

司

桐

古都見学の旅もちかづき

はじめての出品売れた展示会

孫にせがまれ草餅を買う

法螺の音に山内ゆらぐ花会式

桐霞吉鶴眸紫司桐霞吉鶴眸紫司桐霞吉鶴

八松山・興聖寺連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃風の盆﹄

ナォふるとなく降る春雨に濡れつつも政
出稼ぎのまま帰り来ぬ夫高須賀文江

コッコッと部品造りを内職に政

小牡鹿の声が遠くにひびかひて

井上弥生

葉

松永静雨
白石葉子
桑原光子

飼ひならしたる壺の鈴虫千

お中元への売り込みはすでに早中野かずえ

似たやうなテレビ番組らちもなく松田絹恵

松永静雨捌

通行止でかへすジョギング

神尾千津子

能面だけが知ってゐる謎安野哲二

ボーナスまでも株につぎ込む安野次子
なっかしき香のたちこむる河豚料理政

城堀にすいすい泳ぐ鯉の群

永井政子

許されぬ逢ふ瀬ありけり風の盆

お絵描きをする幼稚園児等

ナゥそれぞれの好みに活けし萩桔梗か

窓の花とどむ術なく吹雪きそめ千

手袋ぬぎて偲ぶ身の上次
口ずさむ唄は異国の唄ばかりか
カード捌きは黄金の腕静

屋上に祀る稲荷に月ほのと静

若禿ゲ嘆く課長なりける芙

汗をぬぐふてほっとひと息次

ゥ感謝の意母に捧ぐるバースデー

弥

匂ふ如くに洩るる月光

出湯の宿で菖蒲酒くむ

静
政

羅に胸のふるへを包みかね

医師と思へぬ一徹の恋

静
政

平成二年三月二十九日首尾︵於・松山市民会館︶

小烏のつるむ湖の空哲

留学のドイツの癖がまだぬけず

温暖化とは大変なこと

政

前原四月
静

龍馬の像に立てば身に入む

矢野通子

海原の凪ぎ極れる今日の月
寄ってたかつて意見さまざま

鎌きりは鎌をかざしてきおひたち

二神英久子

政

花満てる八尾根七谷一望に
食ふくつくせし草餅の味
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八松山・興聖寺連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃夏行﹄
松永静雨捌

松永静雨
白石葉子

隠岐を訪ひ水無瀬に奏し夏行とす

大樹にすがる一匹の蝉
井上弥生

風爽やかになびく穗芒

永井政子

神尾千津子

葉

静

きっちりと並ぶ車のカラフルに
やっと見せ場を撮りしロケ隊
吊橋のゆらりゆらりと月に浮き
ゥ御会式の団扇太鼓が聞こえきて

日毎夜毎にせまる地上屋

弥

政

葉

二人の外は知らぬ暗合

若後家はみめ美はしくポッチャリと

弥
″

静

金を打て角で誘ふて桂で釣れ
暮れの早さを告げる鐘の音

月冴ゆる岩木お山は唄の山

腰に下げたる日本手拭

寺岡情雨
武知千代
吉金白水

見るからにドスの利いたる若い衆

超満員の文化センター

静
千

脱藩の志士にゆかりの花清く

丘より望むうららかな海

納得ゆかぬ株の揚げ下げ静

ナォ獺魚を祭る話の珍らしき情

病院の建設までも中止して千

妻子を捨てて行方晦ます情

七十を過ぎても今に腹が立つ野原初子

むしりむしりと噛める酢海鼠情

庭石の上に降りつむ牡丹雪初

歌仙数巻置きし文机千

政界の黒幕にして名を出さず情

折り目正しく生きし生涯千

快く酔ひを覚ゆる月の宴杉浦朝子

チンチロリンと松虫も鳴く水

ナゥ草庵の風呂焚く煙身に入みて朝

会長もいや館長もいや水
ぷんぷん匂ふ藍染の店朝

横文字の看板あげて避暑の町千

陽炎もゅる閾牛の里情

門川に沿ひつっ行けば花すでに千

平成二年三月三十日首尾︵於・松山東雲公民館︶
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八郡山・郡山連句会ｖ

脇起歌仙﹃蹟きし﹄

蹟きし石にもの云ふ寒さかな

霜を踏み行く幾とせの路
街角に発展誇るビル建ちて
フロントにあり英字新聞

佐藤淳捌

進学塾を頼る偏差値

ナォ烏雲に長き無沙汰を詑びる文

突然に事故発生の電話受け

酔ひ覚の水したたかな味教へ
赤じゆうたんのバッヂ嬉しく

慌てて探す不義理せし銭
凧を避けて落合ふ隠れ宿
暖房利きて露はなる乳

名月に昭和も積り改元と
菊人形の秘むる哀れさ

野村喜舟
大和田悠紀

ナゥカラフルなバイクの列と渡る雁

佐藤一得

中西瞭
佐藤春
大槻芳野
大原紗都

温泉湧き出里は賑やか

はや移るひて冷やかな野辺

札束の重さが光るお国入り

依田髪寿よの

入学準備了へし弟妹

ファミコンの遊び夢中に更くる夜

日は寧く天の賜へる花の庭

一存

野

瞭
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澄み渡り吾れに付き来る後の月

名も無き草に光る露玉

ワジョギングに交はす挨拶さはやかに

軽き姿のナウイ良き入

会ひ度くて通ふ日課の駅茶房

紀

舞ひ合ふ袖に春を借しみて

先づやんはりと恋の手ほどき

の

湖に影をとどめて月涼し

贈られし拾萬金貨偽ものと

文化財とて眠る仏像

春

秤鰄一面︾十計朋十亜肥壼︵於・佐藤淳宅︶

宵待草の匂ふ民宿

都

瞭

紀

野

このところ大国揺れる地球上

西と東に現れませる神
花吹雪水上バスの懐しき
写楽の額にのどかなる風

紀春都瞭野の淳紀春都の瞭野紀淳都春の

鈴木春山洞捌

曽

介信春
山

以義洞以義洞以義洞以義洞以義洞以義洞

人愛媛県・小松連句研究会ｖ

歌仙﹃春眠﹄
春眠や読みさし本に頭を預け

するすると開け覗く麗か
揚雲雀天一枚の蒼さにて

広き裾野の忘れ湖ミ

皿ヶ嶺登る下駄履きの人義

ナォ城師の句思ひ深吟朧なり洞

くねくねの道バス挨あげ洞

教会の塔いち高き邑にして以

何事ならんかの大焚火以

滑川の洞れを跳び跳ぶ猿の尻義

犬走り去る街の横町洞

円陣に顔みしり皆まじりゐる洞
胸おどらせてそばにちかより義
結局は泣かせて帰すうなゐ髪以

満月を揺れ揺れ渡る葛ラ橋義
ひとに知られな松茸在り処以

ナゥ冬を越す支度に板戸うちなほし洞

翁のあとをみちのくの旅義

ターミナルデパート冷房効きすぎて以

ロングスカート脚にまつはる洞

とみかうみ花見の場所を定めかね以

小袖の色を杉菜と選ぶ執筆

︵於・愛媛県周桑郡小松町・石丸邸︶

平成元年二月二十二日首尾
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肩落し行くを案山子に見送られ

月も待たずて酒の座となり
ワ老僧と歌ふカラオケ秋深く
ベッドの下に衣ヌを脱ぎ捨て

札束に出張妻の契約し

雑煮の膳を独りで祝ふ

ベルリンの壁も話題の選挙戦

せはったい
悪戯電話に喧むぶ
甦
月照らす水着乙女の肢体あり
鬘姿に早変りする

昂りのまま噂ってゐる

石鎚の山は神なる座にゐまし

鳴く浅鯏聞く真夜中の桶

幼な掌に花ひとひらのこぼすなく

我石鈴
部丸木

ハ豊田・ころも連句会ｖ

歌仙﹃梅雨晴れ﹄

梅雨晴れの矢作大川見て飽かず

釣糸かすめ泳ぐあめんぼ

加藤治子捌

東郁子

阿部都美子

岡本道子
柿本時代
由川慶子
加藤治子
小園好

名月の光ななめに連子窓

つくるおかずはコーンコロッヶ

半ズボン腕白坊やの声のして

秋の芝居のちらし貼らるる

美

慶

ゥそぞろ寒衿かき合はせ急ぎ足

言はせてみたいお前美人と
さりげなくデートスナップ親の前

慶
代

束子ゴシゴシ洗ふ鍋底

老年の料理教室繁盛し

郁

慶

数珠も入れてる手提鞄に

代
美

慶

動乱の天安門に東つる月
特派員から受けし速報
つちのこが村のはづれに出たと触れ

郁

好

観光コースで売店も立つ

花万朶修学旅行の人の波
巫女の緋袴揺らす春風

ナォ初虹の消え入りさうな山の端美

ぶちの飼犬首をかしげる〃
一区画三十万の墓地を買ひ慶

入歯は延期歯痛こらへよ美

ロールスロイスのお迎へが来て代
あざやかに茶笑捌きの風炉点前郁

思ひのたけをキャンバスに塗る〃

外出に末っ子だけを供につれ代

隣り近所が立てる聞き耳代

不倫ばれ言ひ訳の種使ひきり治

月蒼く尺八の音の澄み渡る美

妖怪変化古都の冷まじ代
暴走族にモニター制度〃

ナゥ烏来て軒の干し柿っいばみぬ治

無農薬野菜の籠の広げられ好

柱時計のふりこせはしく美

昇格の辞令ふところ花吹雪代

のどかに酌まん﹁菊石﹂の酒治

︵於・豊田市棒の手会館︶

平成元年六月二十一日首尾
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八松山・佐久良連句会ｖ

歌仙﹃懸想文﹄
誰が筆のその紅や懸想文
箱つるす枝に射す初日影
揚げ雲雀聞き睡うなる部屋居して

白酒をのむ老夫婦あり

鈴木春山洞捌
松根東洋城
鈴木春山洞
丼門可奈女

白方筍子

石丸律子

かすかなる遠潮騒を春の月
ゥあまが家は一すぢ煙おこしそめ

筍

大本まこと

次第次第にやするあはれさ

洞

古川任子

船霊に愚かれし恋にやつれゐて

任

ぺたりぺたりと櫓音近づく

行水流す庭のくらさよ

律

奉示

抹茶をたててすすめける席

ま

夏帯を胸高キュッとしめて出て
池の月くだきて烏の飛びたちぬ

洞

筍

琵琶を弾いて秋の詩を賦す

農繁期林檎の青き久万の里

奉示

ま

任

平和を祈る平成二年

凧の思ひ出アルバムに貼る

ワシントン旅して花を拾ひきて

藍染がすり上りよろしく筍

ナォ大川に稚魚放したるうららかに律

右手をあげて金まねく猫任

道後の温泉宿屋満員高景気洞

焚火の輪して五六人ゐるま

雪だるま空にらむ様写しけり奈

口争ひもながすぎし仲奈

年よりのなかうど役はうってつけ律

往き摺りに触れし小指のうづきおり任

三味のねじめをしめあげし夜洞
目をとぢて無念夢想に月広野筍

虫鳴く声にしばし佇む律

ナゥ紅葉背に白哲の僧箒持つま

華やぎて来し振袖の舞ふ任

山頂湖朱き鳥居の波に浮く奈

かな女の像に糸遊のたつ筍

しをり戸をおし花の径散歩する洞

鱒のぼる瀬に沿ふ坂をゆく律

︵於・愛媛県生活文化センター︶

平成元年一月二十四日首尾
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八札幌・札幌俳譜接心ｖ

歌仙﹃白雁の﹄
久保田一九捌
岡本春人加朱

和田嚥

小川里

遠山脈の春の夕焼
有原踊四

白雁の一羽従ふ北帰行
塗りかへし無人灯台うら蚤かに

万歩計さげ運河散策
久保田一

一合だけで足りる晩酌風

ニォひもすがら段々畑を打てる老安西須枝子

三味爪弾いて待ちし短夜風

舞ふうちにピリカメノコは鶴と化し悦

学会に逢ふ誰彼の白髪ふえ九

亀の形のお手植の松須

胄畝句碑除幕の集ひみちのくに裸

玉砂利を噛む日和下駄なり遠藤智恵子

妖しくも美しきかなトウダンス里

町の小さな文化教室高野弘子
点滴をまたとり替へて窓の月風

落人ねむる露の奥津城弘
ニゥ脆風はそれ漁火の噴火湾九
大根焚を丹塗りの椀に須
野党々主の気焔高らか須

消費税ついて端数の旅籠賃風

ものシ芽に佇ち口ずさむ古歌九

のぼる階一段ごとの花の塵智

評 一皿鋒醒朋二托朋雷︵於・平岸会館︶

112−

曹

月かシる母校のポプラ並木にて

萩の裏木戸錠赤錆し

佐々木裸

ウート掃きの稲妻に村浮びたり

香水ほのと満員のバス

猫の額ほどの畑に茄子胡瓜
アンモナイトを掘りあてしとは

南蛮渡来の壺と伝へて家宝たり
豪華客船のダンスパーティー

月明の大雪原を恋の橇

罠のあたりに残る足跡

煎餅噛む度に眼鏡のずりさがり

多喜二の詩碑に春蝉の鳴き

面打てば即胴とられたり
秀峰のふところ深く花の院

裸悦里裸風里九悦裸風木悦九風里子風風

八松山・三如会ｖ

半歌仙﹁街騒﹄
中須賀畦月

中須賀畦月捌

街騒の橋をいくつや浮寝鳥

月

月

稲垣杜駆子

乃万易子

到来ものの葉巻くゆらす
山の端を月玲瀧と昇りゆく

易

吐く息白きジョギングの足

あまりに近き虫のすだきょ

易

月

易

ゥごはさんといかぬ仲なる濁り酒

杜

金ぴかの背皮の本を取り出して

知ってはゐたが手の早い人
顔だちのよさが自慢の男なり

吐

月
易

大小黒のだだぽりの家

しどろもどろの政治改革

東西も南北もなき旋風

佐渡に見る涼しき月も流人めき

吐

月
易

浜木綿の径そぞろ歩めば
さらさらさらと流る舂水

思ひ出に笑ひころげるお茶の会

吐

月

市制百年とばす風船

札所寺を花から花へ経めぐりて

平成元年十二月十九日首尾︵於・久米公民館︶

−1 14−

ハ高知・三冊子研究会ｌその一Ｖ

歌仙﹃枯木道﹄

冬霞むはて黒潮の海

枯木道ただ明るくてつヌきけり

同窓会の一番の客

とっくにのあまたの匙を飾りゐて

石原涼捌

石原些掘

高藤馬山人

中島啓世
徳岡紫乃

工房の灯の強くまたたき

ナォ染付の皿にこごみを盛りつけん

連れそひは鄙には稀の美形にて
初夜が終ればいびきかき出す

神農祭の首を振る虎

そはそはとかへり仕度の足袋をはく

妙好人彼が無心の傑作か
時移るとも人かはるとも

馬

ナゥミレエの絵いくたび見ても貧しさよ

一瞬赫き秋の落日

アラビァンナイトの国も泥仕合
せりあがりつつゆがみたる月

秋の夜長をひとりかも寝ん

紫

窓一つ明け詩集読む人

秤鰄一ユ蓉十唾朋一串霊︵文音︶

疲れし蝶の翅を休むる

伸びし手の影やはらかく菓子つつむ

花に酔ひ花にうかれて五十年

一線

啓

演奏の虫の楽団鼻めがね

ゥ青桐の葉もいつしかに淡もみぢ

啓

ステンドグラス高き天井

一況

木かげに誘ひそっと口づけ

馬

五百羅漢をきざむ供養に
満寿泉大吟醸を振舞はれ

紫
馬

1 15−

次の間もまた次の間も月さして

さまざまに恋の姿態を繰りひろげ

武家屋敷にも個展ポスター

紫

些況

夢の中道蛍飛ぶ頃

夏の月身は水底にある思ひ
薪割が今日の日課の世捨人

馬
︸源

啓

なかなか出来ぬトランプ占ひ
花の香の窓のあたりに流れ来て

春を惜しみて安曇野の旅

涼馬啓紫涼啓紫涼啓啓涼馬啓紫馬涼紫啓

正

涼

人高知・三冊子研究会その二Ｖ

久

石原涼捌
岩石
塚原

歌仙﹁仏藺西の﹄
仏蘭西の原書花文字読み初め

あれこれ探し七草の粥

床の間に薄紅梅の鉢おきて

髪型変へて春の街行く

おぼろ月まるまる眠る籠の烏

おもひおさへて弾くノクターン

庭の小犬のぐんぐんと鳴く
ゥ所在なさ閉ぢて開いて謡本
あふるるは涙きれいな十五才

志願者あまた白衣の天使
病棟の窓それぞれに植木鉢

水平線は黒潮の海

湯あがりの部屋の静けさ月蒼く

霧湧くチャペル高らかに鐘

三々五々と小烏観察

落穂拾ふひとの散らばる野の広さ

嘘のつけないエイプリルフール

花だより話まとまる同期会

ナォ軽やかに蝶ひらひらと舞ひおりる久

思ひ出ゑくぼ今も変らじ久

おさげなびかせ窓にならぶ娘正
学友に胸こがしたる日も遠く涼

生気もどりし喜雨の庭あり涼

さりげなくことばかはして別れ来し正

芝青きプールサイドの白き椅子久

一語一語の選手宣誓正

臨場の若きプリンス手を振りて涼

昭和はすでに遠き過去なり久

思ふこと千々にこころのけふの月涼

ざくる美し寺の山門正

ナゥ旅どころかきたてらるる秋の京久

白く散りしく塀の山茶花正

面影の物語めくひとと居て涼

最終便の夜の空港久

干潟平らに飛ぶ鮭五郎正

いづこより吹きたまりたる花の屑涼

秤鰄二雲畦朋一叩牽︵於・高知新聞社文化教室︶
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門
田

涼正久涼正久涼正久涼正久涼正亥涼子

ハ高知・三冊子研究会ｌその三Ｖ

逸

歌仙﹃母の日や﹄

た
み涼

石原涼捌

田

おひるはいつも冷やし素麺

日日

母の日や老いてなほかつ母を恋ふ

退職の身軽きくらしはじまりて

茶畠はみな湖に映れる
国境は山また山の朝月夜
紅葉いろいろ流す溪流
ゥパレットにしぼり出したる秋の空

想出こもる赤のイニシャル
親しさの三重奏の夜も更けし

羅を透く肌のうつくし

オリンピック色あざやかにチマチョゴリ

早朝野球健康のもと

月寒く一番難の声のして
枯野をわたる風の音する
犬連れし老人の行く橋の上
ひとりぐらしに慣れしこのころ

とっくにの友より届く花だより

温泉の春も終らんとする

まよひどころの唇を噛むた

ナォかげろうのゆらゆらゆるる道ありて逸

乳にさはらせてころりとだます逸

いつまでも待つと言へるを信ずべし涼

白浪の弁天小僧菊之助た
丘のむかうの新築の家涼
青空に一筋残る飛行雲逸

幸ひ住むとひとの言ふなりた

パチンコをこのころ午後の日課とし涼

吹き来る風の爽やかなこと逸

湯あがりのビール片手に寝待月た
町のあき地にしげるコスモス涼

駿馬の駈ける原野せましとた

逸

ナゥ鱗雲うろこいっぱいひろがりて逸

燃やせ青春高校球児た

暁の空に輝く星ひとつ逸

入学式はみんなよい子でた

花の川へだててうぶすなやしろあり

秤睡一一ユ罐酷朋一申誇︵於・高知新聞社文化教室︶
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栗石
田原
1J

涼た逸涼た逸涼た逸涼た子た涼た涼子

八高知・三冊子研究会ｌその四Ｖ

歌仙﹃山門を﹄

ナォ白子干す望郷のおもひ果てしなくた

カバンひとつでジェット機の人た

うつむくうなじそよぐ後れ毛潤
憧れがいつか身近き愛となり幹

石原一源

久びさにこだまひびきて子らの声た

祖母の好物金山寺味噌幹

虎落笛寝物語りの夜は更けて潤

友永幹子

石原涼捌

手をつなぎたる子らの羽子板

山門を額縁にして初景色

たもとほる君住む宿の竹落葉

身体検査胸のふくらみ

幹

潤

た

秤鰔一一ユ等一一一朋一申澤︵於・高知新聞社文化教室︶

海に落ちゆく春の川音幹

明けそむる山路に白く花吹雪た

話がつきてお開きとなる潤

残業のたこ焼買ひのあみだくじ幹

ナゥ段畑に腰を伸ばせば渡る烏た
夕陽に映ゆる天守よぎりて潤

柚貰ひたる鞄重たき幹

地下街を出てふりかへる夜半の月潤

俳個族に仲間入りするた

だんだんに週休二日もてあまし幹

宵のしじまをっ塾む板塀潤

栗田たみ子

春風のバスより降ろす心して

雲雀噂るふるさとの道

田内潤一郎

た

一線

一源

月おぼろ草の残り香服たたむ

幹

耳をすませば雨だれの音
ゥ入門のピアノのリズムもどかしぐ

新人賞に指輪贈らる

睡眠薬のききすぎし朝

潤

幹

澄みわたる月に心の洗はれて
砂丘にたるる浜万年青の実

幹

ぬひぐるみばかり集むるお年ごろ

写生子の描くかまきりの動きだし

た

幹

た

上段がまへなぎなた道場

潤

霞の海に汽車の沿ひゆく

みちのくの佐藤館の花うたげ

−118−

八東京・鹿の会その一Ｖ

脇起歌仙﹁冬帝や﹄
高畑自遊捌

ナォ黄の帯に紫の衣芝若く貞
とんでもない処空家一軒竜

馬の鈴売るバス停の前と

またしても地価のさわぎか軽井沢〃

樹氷にぶつけギブス包帯翠

役所より火の用心のビラ届き〃

川へだて家並の黒く月の道貞
つい食べ過ぎる鴬の天ぷら竜

名もなき草にふと佇みぬ
旅にあり待宵なりとはからずも

こつ︲そり抜けてあすの手筈を

︵於・俳句文学館︶

秤趣唖等一一一肥一粁晒叩霊二十八句より文音

碧眼なりし托鉢の僧江
はらはらと出船の銅鍵に花ぞ散ると
桶にっぶやく浅鯏蛤竜

夕まぐれ境内を掃く巫女ひとり翠

見返り期待しない浄財遊

ピヨンヤン

北京廻りで平壌を訪ふ江

ワルツ楽しむ老いらくの仲翠
旧姓のひびき懐かし同期会〃

汽車の中面倒かけし女ありて遊

翠

阿片瓢郎
高畑自遊
戸田貝江
山本貞子
遠藤翠
芳田竜子

冬帝や貢のかはり詩を呈す
聴きいれられて届く春信

かまどうま跳ぶ土間の履物

小林しげと

あさみどり大空明く晴れてゐて

ワ久びさに友との集ひ新酒酌む

と

江

と

江

ナゥ赤い羽根！お願します赤い羽根！と

駈落と言はれてもよし山の宿
時には犬も喰はぬいさかひ

諸行無常と水の流るる

腹上死縁者呼ばれてもてあまし

貞

垂咀

樹下に憩ひてアイスコーヒー

と

江

涼しげに雲より離れ月上る

われもわれもと奥の細道

翠

遊

携へるベストセラーのサスペンス

谷戸の蛙の啼き交す声

これやこの行きゆく花のいよよ濃く

−1 19

八東京・鹿の会ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃凧や﹄
凧や座敷わらしの磑ひ声
蜜柑の皮のうづ高き山

信号赤に溜る人波

寒雀群から離れっいばみて
月の海上司の愚痴も出尽しぬ
厄日は無事に過ぎゆくごとし
ゥ清水の紅葉も今はさかりなる

彼の人が出る駅伝競走
恋に勝つ炎と燃ゆる下心
三鬼の海の色さだまれる

里外れかまぐれひとり黙々と
団扇ぱたぱた月の出を待ち

山田章子捌

阿片瓢郎
安江真砂女
山口みづゑ

畑村春子

ナォおほらかに鐘鳴りひびく復活祭照

馬の背並べトロットで行くみ

つきし口紅直ぐ答められ真

ジャムを煮る孫娘より便りあり春

氷を割りて藺草植ゑたる真

離婚式挙げて笑って別れやうみ

自信作なる﹁卒寿漫遊﹂章

丸まって炬燵にもぐる老いし猫照

ひつきりなしに鉦叩鳴く真

夜明来るエルミタージュの美術館春

漣の長江下る月の船春
菊の膳に母を偲びて照

若松照代
山田章子
真

ナゥなつかしきショパンのワルツ弾いてをりみ

み

平成元年一月二十四日首尾︵於・俳句文学館︶

のどかにふかす細巻煙草み

みちのくへ花誘ひゆく日本晴章

潭名呼ばるる公園の径春
ひやかしに銀座八丁足伸ばし照
時計の裏に名前刻まれ真

み

春

章

昭州

真

真

心太へルシープームによく売れる

ブランドに凝り中流意識
大喪の手筈すすめる宮内庁

章

昭州

医術の進歩目のあたりして

春

み

渦汐の巻き余したり花吹雪
雨あたたかき瀬戸の大橋

−120−

八東京・鹿の会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃針箱﹄
針箱の赤糸へらず烏帰る
枝詰める音ひびく春昼

風光る岬親汐遠のきて
婆より貰ふ珍らかな貝

月のぼる博物館の鬼瓦
銀木犀の香にまぎれなし
ワそぞろ寒アダムとイブの恥らひに

変身の朝右と左へ

づきづきとこめかみ痛き二日酔

百円入れて駅売の水

漱石もこの同じ道道後へと

船にて仰ぐ瀬戸の大橋

阿片瓢郎捌

青木綾子
高畑自遊
佐々木展子

石田一皐

芳田竜子
畑村春子
阿片瓢郎
加藤望子
山里旱子
小林梁
戸田貝江
遠藤翠
一咀

遊

一早

展

金柑なりて祀る人麿

月冴えて納言式部の住みし荘

話題はなくてリクルート株

徳永佐和女

垂弓

ふぐちりを囲みて競ふ一座なり

花霞耶馬台国の深き謎
何も忘れて烏の噛り

平成元年三月十四日首尾︵於・俳句文学館︶
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八東京・鹿の会ｌその四Ｖ

脇起歌仙﹃水鶏﹄
一つ家を叩く水鶏の薄暮より

青葉の下に湛ふ湧き水

蹴りろくろこけしの衣装生まれ来て

なで肩もあり肩張りもあり

月光の校門くぐる生徒たち
売上げを〆め灯下親しむ

男性美容はやる昨今

ワ身にしみて転嫁うたてし消費税

婚前旅行つかれ覚えず

ドレスアップばっちり決めて時計見る

段かづらたどれば赤き大鳥居

順付衆判
松本たかし

小林梁
河村扶美
山田章子
芳田竜子
佐々木展子
梁
扶

垂咀

章
展
梁
扶
垂早

高血圧ウォッカ過ぎし災ひか
古寺のほとりに仮住ひなる

梁

展

八百年の興亡は夢
長城の曲折はるか月凍てて
嘉子良吉雪の越境

細道は花の吹雪に埋もれて

扶

垂屯

塩漬にするわらぴぜんまい

ナォ引烏を見送り今日の水流れ章

次々灯る山峡の村竜

遠距離の電話誰やら居る気配展

忍びがちなる溜息の洩れ梁

生涯の切っても切れぬ縁なり志甫江美子

横向き好む姥百合の夕章

葛ざくら皆食べ了りお開きに竜

ひぱり松緑追悼番組展
老人の世紀とやらが近づき来梁
出生率は最低となり江
秋時雨来し甲板の上竜

海航けば地球の円さ望の月章

爪先細き新調の靴梁

ナゥ七五三ニュース写真に孫を見る展

青麦の穂の風にそよげる展

万雷の拍手をうけて初舞台江
度胸坐らず慣れをうらやむ章
花燗漫藁家につづく土の橋竜

蓉唖唾轌極朋二什匡甲牽︵於・俳句文学館︶
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八東京・鹿の会その五Ｖ

脇起歌仙﹃花野﹄
阿片瓢郎

宮下太郎捌

みちのくに荘園ありし花野かな
芳田竜子
佐々木展子

安江真佐女

とぎれとぎれに蟠蝉の声
月させる縁に縫針進めゐて
乳のしみある母の八つ口
煤払ひ御用納めも明後日

ナォ白鷺城少し霞める美しさ竜

元亀元正戦さあけくれ太

大奥の大河ドラマに夜を更かし綾
睡気をとばす美人キャスター展

神前の結婚知らす新年号真
荒磯づたひ浜千鳥啼く翠
坊主あたまの男四五人太

寒昴風にきらきら露天風呂竜

仮の世の仮の姿のそれぞれに綾
お百度石を往きっもどりっ展

チャペルの塔にかかる夕月翠

︵於・俳句文学館︶

蓉趣亜轌壮朋一一粁垂申窪後半文音

いつのまにやらあたたかき雨太

佐保姫のそぞろ行くまま花もまた展

旅の記録のふえるアルバム真

海山の幸を広げて市の婆綾

抱へて重き舞茸の嵩太

櫨紅葉ちらりと白き実もつけて真

遠藤翠
黒坂綾子
宮下太郎

厨に吊す塩鮭の数

ゥ回遊にアラスカを経てカムチャッヵ

ナゥ秋灯下ルーペの中に地図を読む竜
展

翠

小屋出でて少年口笛それつきり

展

真

夢のやうなる遠き日のこと
胸元おさへさりげなくせる

展

太

垂亀

アクセルを思ひ切り踏む高速路

消費税をば廃止するてふ

真

アントニオ猪木が笑ふ夏の月

土用鰻をつぎつぎと焼き
行列の裾にからまる犬の鼻

翠

″

綾

マイクにのって読経流るる
散る花のまっただなかに坐してをり

地酒一献春宵一刻

V
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八松山・子規記念博物館友の会連句教室ｖ

珍味多きをする迷ひ箸朋

ナォ東西の壁を破りて噴きし春代

目を倫みさりげなく置く走り書き洞

人形も風邪声なりし腹話術波
懐手して喝采の嘆ン先野信子

脇起歌仙﹃師走﹄

松根東洋城

渦潮とけて流れ来るなり代

瀬戸内の一本釣は鯛あげて洞

恋わたる人に文ミかく師走かな
鈴木春山洞

鈴木春山洞捌

夜着の手が持つ筆の冷たき
岡本美代子

化粧せずとも新婦艶めき靖

絵画市バーゲンセール始まりて

松茸狩の獲物高々

洞

朋

加藤朋子
後藤波久
松田靖夫

ナゥ新酒呑み児を抱きあげて神輿守り靖

舷を打っ舟唄の秋朋

イヤリングはづす耳許昂れる朋

悌ゲ愛し狂ほしきまで

朋

電車カーブを走る堀端

口を拭って出し藪の径

波

靖

菅伸太郎

ゥ木の実降る子規漱石の住みし庵

大盃に月を映して飲み干さん

紫の闇にシャネルの匂ひくる

朋

楽隠居して縁ンに涼める

波
″

平成元年十一月二十三日首尾
︵於・松山市道後公園・子規記念博物館和室︶

花夕べ雨を静かに弾奏す朋
雲雀啼く土堤足どり軽く靖

﹁好きになったらプリンスだったの﹂洞

国民の関心あつめ紀子ブーム波

記念写真を撮って貰ひし代

ひとりふらりと入るスナック波
路地裏に射し込む月の山はなれ代

住職の身代金は六億円

草刈を終へたる我を月の射し

洞

伸

牛売りし銭妻に渡しぬ
解散を近くし首相外遊す

代

伊佐爾波神社朧磑ン

瓢ゴも腰に揺るるうららか

賑やかに道後公園花見客
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八東京・慈眼舎その一Ｖ

歌仙﹃片時雨﹄
俳譜の国の風雅や片時雨
晴れ間ノ︑に潜む蒼月
三好龍肝

三好龍肝捌

機嫌よき狐の顔を見つむらん
金子恭子
クリス
近藤栗子
近藤蕉肝

林近藤蕉肝雅君入室

ふらこ易の下の泥靴はね返る

木戸□てる代

赤田玖実子

むせぶ胡弓にゆれる青柳

蛭海停雲子

栗

清水由江

重代の雛愛し初孫

ワ斜に構ふ冷酒のグラスも浅い智恵

肉もてあましつかふ行水
宝物剣玉めんこマジンガー

玖

安江真砂女

バスの遅れか早く来過ぎか

飛天菩薩は領巾をふるはせ

傷痕の戦さがたりに雁渡る

宿はいづこぞ秋の蝶々

栗

玖

蕉

由

砂

恭

株の線シスコの地震に動かされ

文があふれる平内の箱

踏み迷ふ吉野の霞乱れ舞ふ

蕉

月齢は妬・６円となり

奥の桜もあとを慕ひて

右翼街宣我鳴る防共恭

ナォ卒業でねだりにねだるコンピューター蕉

ひそやかに公益質屋店を閉ぢ玖

心せつなく理より穀たれ雲

シャモニーをスキーで下る半ズボン蕉

パズルのピーステンサウザンド栗

ぬか味噌の樽に錺釘牛王札恭

産前の妻榊ささげる砂

流れ星罪の自覚の足らぬ月る

道のくらきに誘ふ躍り手由

黄瀬戸傘立て破れ傘る

案山子守るバイオ育ちの大南瓜雲

課題レポート不審紙貼り栗

ナゥ喜こんではしやいでかける赤電話蕉

旧の元旦しづかなる市肝

波羅門とハリジャンの佇っ孔雀園玖

眼まぶしく光る残雪恭

花は咲きかねての件も落着し蕉

平成元年十一月二十八日
︵於・相模原市上鶴間桃天樹︶
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八東京・慈眼舎その二Ｖ

六法全書新版を買ふ

ナォ宿命と心に間かせ家を継ぎ

一一一好龍肝

金子恭子

かくてかくして財を失ひ

お疲れと労はれるのもこそばゆい

歌仙﹃梅雨蝶﹄

時をかまはずヨナを吹き上げ

ピッチャーはこれ見よがしに腕を振り

国会のテレビ放映そらか︑し

赤田玖実子

鍬形はヲスかメスかと調べられ

金子恭子捌

船本志紅

濡れ雑布がぺたり吸ひつき

緑胄浮きし考へる像

照り曇る駅の広場や梅雨の蝶

安江真砂女

五十階ビルのガラスに月うつる

遠山の間より月の昇るらん

しづくをこぼす重き茶梅

冷奴フリズナ化石肴にし
無声映画のビデオ一刻

近藤クリス

ナゥ秋刀魚焼く煙りの行方を目で追ひぬ

母の忌日に懸畦の白
蛭海停雲子

クラゼウイッで負けた独軍

近藤正
ク

平成元年六月十三日興行

玉のなりして柳紫転々

フォーカスは三百年の花の枝

ぼんぽりの歌雛も嬉し気

掘られたる庭が史蹟に指定され
垂云

玖

壼二

成毛能利栄
砂
ク

砂

ク

恭
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観光バスは薄野をゆく

ゥ真打の嚥流る皇盆踊
電気缶切とんと動かず

花背の里に雪は降り積む

喧嘩して泣いて騒いで死んでやる

渋い語りにみんなくつろぐ

神域に棲むむささびは月に飛び
インタホン親爺の声が﹁居りまシせん﹂

漢方薬で治す難病
川尻埋む白魚の網

筆休め龍の文鎮句を待たば

負はれた子がつかむ田楽

美しや花盗人の花衣

恭ク雲正肝正ク正恭ク肝恭玖恭正雲紅栄

ハ岐阜・獅子門その一Ｖ

脇起歌仙﹃春の雪﹄

今一俵炭を買はうか春の雪

梅まだ固き山の鑑塔

停年の垣繕ひにとりついて

國島十雨捌

各務支考
國島十雨
伊藤白雲
唐渡北勢子

尾藤静風
近藤寿仙

宝くじにはいつも外れる

ナォ終点とゆり起される目借時

口をとがらせくち付を待つ

ぐっと引く浮子に胸ををどらせて

履いて冷たき後朝の靴

鮫鰊のやうな女の深なさけ

創生のばらまき予算一億円

村起しにつは
温泉を掘る
れのりいし

那比の宮﹁常縁﹂の碑草むして
行脚のわらぢ脱げるあばら家

枕上み牛が尿する後の月

長話用事ころつと忘れけり

油で揚げし母の煎餅

平成元年三月五日首尾︵於・獅子庵︶

梅田双

岸一
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ほうろく灸に誘はれてゆく
ドームにて見る月面の様変り

ことし早くも渡り来る鶴

風

とぎれノ︑にっづれさせ鳴く
ナゥ大小の竹刀構へし案山子立ち
雨

あとしばらくでレールバス発つ

奉一云

風

勢

姥ざくらとて頬紅をうっ
試みに作りて送る相間歌

高木和子

ゥ外国の松茸とんとかをりなし

お茶を濃くして徹夜マージャン

″

仙

風

和
雨

花古木あまた支柱を従へて
刷毛かけられて跳ねる若駒

思案のほかと瀬戸内の旅
源平も天下分け目も水の泡
藪騒の裾にころがる夏の月
背丈ほどある蛇のぬけ殻

幻の五百円玉守り神

春日井朱雀

すっぽんぽんになって気がつき

っぽの田楽地酒たらふく

花の山桃太郎らが繰り込んで

勢ノノ雨ノノ和悟仙雨勢十悟ノノ勢雨仙雨勢雲

ハ岐阜・獅子門ｌその二Ｖ

初懐紙歌仙﹃初明り﹄

初明り昭和の御代の思はるる

大内山に新しき年

春昼の島の港に船着きて

國島十雨捌

國島十雨
工藤星峰
大野嵐山
本屋良子
高木和子

庭下駄の鼻緒のゆるき朧月
養鱒場はすぐそこにあり

雨

唐渡北勢子

鶯餅に舌鼓打つ

ゥポットリが谷水うけて米を搗く

勢
雨

幼な馴染は未亡人とか

小川守
守

勢

若づくりゲートボールに熱あげて
下呂はどうじやと尻たたき言ふ
うすものの雛の目立ちし旅づかれ

遠く近くに熊蝉の鳴く

雨

守

地蔵横丁ぐっとどぶろく

勢

城の灯の消されて月は中天に

雨
守

一円増しの葉書売り出す
通り抜け天下御免の花ざかり

和

からすみとはあ鴬有難やお土産に

ひらひらさせる絹の夏服

ナォ連れだって顔の輝き新社員守
つくり笑ひでお茶運びくる〃
又しても藪から億の銭がでて雨

隠れ家としてマンションを買ふ伊藤白雲

差し向ひ鹿の子しぼりの掛布団雨
夜啼きうどんに玉子たっぷり雲

街角に火消の犬の現はれて勢

御用々々と捕手馳せ行く和

舌出す代りにＶサインする守

太秦で主役と並び撮る写真尾藤静風

僥みて露の菫き白萩常川和光

野球戦ドームの上に月を吊り近藤寿仙

アゥ秋祭りベコノ︑笛のよく売れて守

ミルク多めに朝の珈琲峰
改定の公定歩合縁うすく雨
小ものぱかりがか曇る網漁風
平成の花万人に華やぎて〃

平成元年一月八日首

創世の歌曲水の宴勢

︵於・雌篝柿標晒紅即蜘躍鑑館︶

平成元年五月二十八日尾
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ハ岐阜・獅子門ｌその三Ｖ

脇起歌仙﹃冬﹃ごもり﹄

折ノ︑に伊吹をみては冬ごもり

炭をつぎ足し鳴り出せる釜

連塔の拓本とりに誘はれて
信号待ちで一句浮かべる
萩芒月なかなかに顔出さず

軒より外す名残り風鈴

再婚したと挨拶の来る

ゥ溢れ蚊がちくりと刺せし夕厨
泣き黒子には魅力たっぷり
赤丸の逢瀬ばかりが日毎殖え

惚気られ酒の肴にしそこなひ

湖上に浮ぶ海賊の島

松ヶ枝を高く離れて月涼し
夏期大学の講座受け持つ

唐渡北勢子捌

ナォ風船がいたづら風に連れ去られ勢

まとめて送る書籍小包小林久月

膏薬をあちらこちらにおよび腰伊藤錦石

お国自慢は相撲甚句で子安美代子

薄化粧くるこぬ来ると蜜柑むき啓
鹿の子蒲団に二つの枕木村和喜

赤い国から舞ひおりる鶴沢島郁子

吟ずれば音痴と笑ふ月まるく野呂しづ女

平成元年十一月二十三日首尾

︵於・大垣文化会館︶

焼蛤は伝統の味雲

民謡に花の踊りを添へられて山本次能

紡ひの綱をしばる橋杭美

挟に残るパチンコの玉高田久枝
答弁も政治言葉でごまかされ裕

ナゥ文化の日教科書展の珍らしき曽根須恵子

電気ポットで地酒燗する民

ネクタイは父も好みし縞模様城

新銘柄の煙草宣伝浅野繁子

朝帰り知らぬがほとけキスマーク堀内洋子

西脇美智子

松尾芭蕉
國島十雨
田中湖城
近藤正
杉原明雄
久世竹水

伊藤︷ロ圭云

田辺啓子

松岡裕子
清水青瓢
藤墳淑女
松澤光津
近藤クリス

清水春一

唐渡北勢子

堤民女
小阪芳子

地図の名所に旅を楽しみ

掛時計順番きめて捻子を巻く

牧場せましと跳ねる若駒

石段を駕篭でゆらゆら花の寺
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ハ岐阜・獅子門ｌその四Ｖ

脇起歌仙﹃初時雨﹄

引被る衣の香床初時雨
盆景とする慈姑二三個

隣より大正琴のきこえ来て

手毬と狂ひ縁落ちる猫
築山の全貌照らす月円か
松茸狩のプラン持寄る

國島十雨捌

松尾芭蕉
國島十雨
伊藤︷ロ奎云

奉云

常川和光
尾藤静風
″

風

雨

振りだしへ戻れば乳をしぼる村

高木和子

−億円で温泉を掘り

ゥ懸賞のつちのこ探し蕎麦出され

出来たやうねと言はれびっくり

和

垂舂

大野嵐山
小山

雨

唐渡北勢子

岸一悟

小川守

マスコミに弄ばれし恋の果
茶碗酒にてストレスを消す

立札に川汚すなと夏の月
十対零で終るナイター

やあやあと声かけ合ひて山の道

入歯を泣かす田螺味噌和へ

屋根なほしゐる馬頭観音
花衣脱ぎ捨て只の人となり

肩を叩いてはじく算盤〃

ナォ浪速場所阿畔を行司まだノ︑と守

心の憂さも捨てるカラオケ悟

提灯をともしお客を招き寄せ近藤寿仙

白足袋に返事如何とつめ寄られ和

肌に聞いてと柚子風呂の中悟

客立ちて捻子のゆるみし時計鳴り守

化石となりて恐龍の跡悟
老楽の天眼鏡を持ち歩き仙
国語辞典も活字大きく風
宇宙船月宮殿に着陸し勢

兎小屋でも聞けるこほろぎ風

ナゥまだ少し青さののこる桐一葉光

消費税にて悩む与野党村瀬良寛
金余り世界の絵画買ひあさり悟
都をどりに外国の人田中湖城

︵於・岐阜市忠節公民館︶

朱塗りの椀に蛤の汁雲

ちらちらと散り始めたる花の岸仙

平成元年十二月三日首尾
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八岐阜・獅子門ｌその五Ｖ

勝付歌仙一十徳は﹄
國島十雨捌

常川和光

大野当風小山

國島十雨

伊藤美和子

十徳は袴の要らぬお元旦
蓬来盆に髭を振る海老
借景の霞棚引く嶺々にして
馴れし鍬にて畠打つなり
谷口章部

唐渡北勢子

机一ぱい読みかけの本

岸一悟

手毬作りは老いの楽しみ光

ナォポシェットに仔猫を拾ひ帰り来る良

砂漠緑化の奉仕計画伸

どこまでも夢はひろがる空の色和

縁談は馬耳東風と聞き流し烏

芝枯れていづこに球のころがれる宵

第一陣の冬烏の群部

富士をまともに飛ばす小便伊藤白雲

燃えさかる不義の火遊びたのしくて川島四郎

人には言へぬ恋の柵月

ふかぶかと霧に流るる十三夜土

ひそかに渕を下だる落鮎伸

ナゥ野あがり酒案山子に軒を守らせて和

薬持参の一泊の旅敏

マドンナ旋風吹き抜けて行く牛
さぐり合ふ攻守を逆に消費税勢

鯉はねて動き出したる花筏雨
伝統ここに俳譜の春近藤寿仙

悪蔀六十一巫蓉十一一一朋一粁壺申壼︵於・獅子呪誌上︶
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朧月やうやく背ナの児が眠り
ゥ斑鳩に太子の遺跡見つけられ

思ひ出はみな美しきもの

悟

鈴木北伸
岡崎愛土
岩永極烏

誓ひ合ふことば神父の前に立ち

上のそらにて退社待たるる
た

高木和子
飯田呼牛
中尾青宵

部

松井敏子
本屋良子

白潟田心﹇月

核家族ふえて団地があちこちに
テレビアンテナにょきにょきと時つ

おとがひに月の光の寝付かれず

羽音たよりに払ふ溢蚊

天籟に色そへにけり網代打
瀬田の唐橋からかね勾欄
春の声撒くジェットコースター

花の山法灯たえぬ屋根の反り

T句T

一一一

ハ安城・秋紅雅友連ｖ

歌仙﹃サングラス﹄

今を盛りに競ふはまなす

サングラス外したしかに故郷のいる

最果ての蟹族といふ名を負ひて

流行り廃りは時のなりゆき
夜の水月汲みこぼし汲みこぼし

ナォ社日とて種蒔く支度急がるる

同じ所でまたも蹟く

公金の授受に汚職がからみあひ

リコール前に市長退任
病院へ逃げて面会お断り

待ちうけて読む朝の新聞

打水の庭木の緑鮮やかに
空蝉の目の生きて輝く

落人のいはれ伝へる峡の村
変色のまま残るフィルム

ひとり宿りし部屋のうそ寒む

月の出とおぽしき頃の薄明り

浅間の煙のをさまるはいつ

ナゥー茶にも句ありおどけた放屈虫

減税の餌に倍増す消費税
小さい川に橋の多さよ

覚悟新たに平成の春

ゆく水につれて散り浮く花の屑

秤鍼一一ユ毒ユ朋二極申率︵文音︶
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噂

裏山かけて鹿の鳴くなり
ゥ丹精の主は誰そや青ひさご

独自にひらく土光哲学

連日の会議に魂をすりへらし

もう一本と頼む晩酌

何事も世話女房に任せきり

商品券ですます御歳暮

ビル谷間冬三日月の見え隠れ

臨時ニュースの走る電光

龍天を指し登る勢ひ

棚ぽたで選ばれ総理強気なり
お人柄ともあれでなかなか
花の下唄ひ踊って且つ飲んで

金大
谷野

松秋

翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅

紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠

八富山・樹氷連句会ｖ

肩に優しき枯葉ひとひら

うろ有漏と遠き日辿る冬日向

久我妙

犬島正

紺野笙

是行修

歌仙﹃うろ有漏と﹂

﹁そしてまたあした﹂となのるカフェありて

紺野愛

是行修吉捌

片下駄ぽんと空を占う

ナォ風船で飛ばした便り返事来て

こはそもいかに達筆の婆

拝領の品と自慢の名器見せ

時を経てなお問いかける謎

年が明けても茶断ち塩断ち

枯野には母の守りし石仏

福は寝て待て馬で来る騎士

でしゃばりと男勝りが邪魔をして

悲しき心風になびかせ

ナナハンに武者振りつけば海走る

秋の山へと試す階段

高層に住んでひときわ月白し

学芸会でセリフ忘れる

ナゥ松茸の籠に集まる目の重さ

若草萌ゆる古里を恋う

予備校のオウムがしゃべる京説り

雲の形に託す春愁

角隠し見え隠れ行く花吹雪

蝿蔀六十一猩簿十咋胆一汁弘申率︵文音︶
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人気なき公園広く黄なる月

白露踏んでＥＴが来る
ゥ木犀の館賑わう舞踏会
ワルツなどよりサンバがお好き

両親へ土産にリオの嫁連れて
火照る身を先ず浴衣に包む
たもとにも胸にも蛍入れてみる

ゆらぐ星空手にとるごとく

ひとすじに干魚匂う月の町

艶歌聞きつつ飲む温め酒
秋時雨猫背の杣の独り言
餌を頬ばりて栗鼠鞠となり

急流を誰が棹さすや花筏
Ｆ１レース春をつんざく

修笙愛笙妙正愛修笙妙正妙修子子一治吉

正愛妙笙修愛正妙笙修愛妙正笙愛妙正妙

八千葉・湘南吟社その一Ｖ

歌仙﹁花通草﹄
倉間千代捌
倉問千

ボ−卜の舳掠め乙烏

師の笑顔深空にありき花通草
名古則
金子恭

土屋実

鮒謄格別なりと杯あげて
小林静

杉浦智
伊東桃

局木義

ナォ春昼の爪の先まで無為無策厚

易者宣ふ剣難の相郎

北京に飛火学生のデモ庵

社会記事よりも漫画の辛辣に恵

寒天小屋の熱き抱擁郎

歌留多取り手の甲の傷大切に〃

色紙一枚般若心経司

花嫁は倖にゆられ振りかへり則

ペットのチワワぐんぐんと鳴く恭

いかにせん地球の汚染続々と則

柿熟れそめぬ速歩楽しむ代

休耕田あまねき月に静もりて厚

ナゥ秋刀魚焼く煙流して疎まる蚤庵

酒は男の子守唄とや厚
携帯の硯に垂らす宗祇水〃
晩霜予報触る塾農協恵

いこう
御ぎよ衣
黄の一本司法研修所郎

平成元年四月二十三日首尾︵於・鎌倉松隣居︶

風鐸古び塔のかげらふ代
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ポケットの中小銭ふくらむ
月良しと駅まで迎へ頼みけり

案山子の被る笠は斜めに
ワ泉石を洗ひ清むる秋の水
釉の肌合ひ志野の皿らし
身を助けたる三味を抱へて

文出してときめきてゐしこともあり

小さき八百屋が消費税とる

危いよ横断歩道立ち話

扇開いて白檀の風

月昇る河童が山の神となり

姉と旅昔語りに時忘れ
コーヒーよりも緑茶好まる
花の里耶馬台国のほの見えて

蝶の仲間に入る童等

厚司恵庵恭則代郎恭則司庵恵司子子郎代

八千葉・湘南吟社ｌその二Ｖ

歌仙﹁あたシかや﹂

忙中の閑あたシかや谷戸の道

菅谷有里捌
菅谷有

小林静

倉間千

名古則

潮騒遠く香り来る梅
高木義

招きたる風韻の雅士雛の日に

酔の残りておぼろなる月

ナォひとり旅復活祭のローマ行く代
ブイヤベースの運ばれて来し里

お代は見てのお帰りにして恵

ぬらりひよんのっぺらぼうにろくろ首則

頭寒鉢巻足にホカロン土屋実郎

大物とデ力が意気込むヤク手入れ司

きしむベッドの二階気になり庵

いと軽くあしらはれたるプロポーズ司

老兆すこと何事も下り坂郎

レシ

違ひ棚振り子時計の音かすか

伊東桃

猫欠伸する藁塚の上庵
山を背に月光瓦濡らしける厚
要返しを爽かに決め代
ナゥ肉親の手がかりあれと孤児来たるェ
昭和を送る大喪の雪郎

ランプの灯まだ残りをり尾瀬の宿ェ

青磁の皿に盛れる蕗味噌恵

花の頃蔵書ゆづらむ人を得し郎

平成元年二月二十六日首尾︵於・鎌倉松涛軒︶

若者たちは陽炎の中里

TうP
上、可

-

保坂剛／

紺の浴衣の挟ふくらむ

杉浦智

ゥ駅前のタバコ屋が売る夏帽子

他人事ならず政治論争

今日は又やたらと美女に出遭ふ日ょ

神蕊大吉勇気凛々

マニキュアの指にてほどく帯厚く

ショパンのワルツ和せる鈴虫

月草に月の明りの細い道

散逸歌仙蒐むや易寒

吾師あらばいかに乱世を嘆かれん

地蔵の慈悲は口元の笑

ホールインワン決めて春光

花すこしこぼして鵯が笛吹きい

厚恵則司厚エ里庵代則恵エ庵厚子司代里

鈴置一

山岡暁

ナォ家苞に鶯餅もよからむや
茶道指南は祢宜の片手間

狭間潜りしてより幾世此処に住み

美林となりし桧山杉山
縁組は今も家格を言々し
既成事実を示す腹の子

家の中でも頭布離さず

卵酒作る銅壺をたぎらせて

墨柄に挟めぬ程に墨ちびり

花風花風花風花風花風花風花風花風花風

八大府・正風大府支部ｖ

歌仙﹃秋燕﹄
澄みたる空に白き昼月

山袰の深き男りや秋燕
賓客に新酒の味を誉められて

瓜籠作りも地方色あり

無の字の多き般若心経
葦葺の高屋聟ゆる望の月
妻恋ふ鹿の声のをりをり

硫黄の匂ひ強き湯の宿

ナゥ紅葉する山にカメラを撮りっ茸け

日和続きに心浮き立つ

壁羽二重とて余所行に賛ならず

降る花の中を園児のがやがやと

行方定めず逃げる風船

拝鰄一唾雲匡朋二千肥霊︵文音︶
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払へど猫の膝に寄り来る
夜の間に積りし雪の尺近く
ウロ伝に古き民話のったへられ
祖谷の乙女のどこかたをやか

恋病とは今時に珍らしき

愛染明王に朝夕の願

大荒れのあとに静かな波の音

老舗の暖簾落付のあり

月ほめて寝るには惜しき門涼み

祭用意に作る早鮨

民営の一番電車飾り立て
切通しからっ武く浜道
此のあたり花はちらちら咲きはじめ

門葉揃ふ野遊びの興

風花風花風花風花風花風花風花風花風花

八岡山・正風和気支部ｖ

鼎吟歌仙﹃廟前の槽﹄

桐山北

桐山北天捌

変りゆく世を廟前の槽芽吹く
藤本花

桐山和

蝶舞ひ上がる苑のそよ風
春の雪独り句集を緒きて

煮つまってくる再婚話

ナォ御殿雛下段にあれば胡坐掻く

広間狭しと高脚の膳

妊婦服工夫こらして二枚縫ひ

賑やかに外孫集ふ一周忌
北風を防いで寒牡丹守る

外人投手何時もガム噛む

森繁の十八番を真似て﹁枯すうき﹂

久々に伏見稲荷へ連れだちて
預けもせぬが銭は借らない
忘られし案山子を照す後の月

新米入れて満たす米缶

ナゥ初猟の犬も帰りの顔となる

不動明王いかめしき面

松割木山と積まれし陶の町

銀の胴皆しごく宗匠

噌りは日々賑やかに背戸の花
陽も麗らかに歌仙巻き終ゅ

秤鰄一一︾三朋什唖甲率︵於・北天居︶
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傘寿の我れに古稀の門弟
臥待ちの月に棹さす渡し守
夜をとほしてしげき虫の音
ゥ和気冨士の霧も晴れたり稲を刈る

掛軸売りの誰馴染めず

姑留守とまことしやかに断りて
婿には呉れずやりたくはなし

光政公の墓所に参拝

屋台骨揺るがす娘みたり居り

俳談の尽きぬ麦酒を月の縁

祭唯しの峠越え来る

界ぎ出さる蔓選挙参謀

定年後二度の勤めの口ありて

黄砂蔽ひて山も霞める

次々に人の増えゆく花の城

子美天子美天子美天子美天子美天子美天

子美天子美天子美天子美天子美天子美天

Ａ松本・信州大学連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃雪代﹄

ナォ島畑に若布鋤き込み教師住む和

四シ谷怪談カセットで聞き幾
天井の動いてゐたる共寝して和
はやる病院すたるピンサロ貴

エアロビックスはやるこの頃

ぶらんこを漕ぎて旅立つこともなし

柳沢和子
金井教子

曽根原幾子

宮坂静生
市川葉
小林貴子

石掘るに石を枕の良夜なる琴

老も死も飲食ごとに近づいて幾

宮坂静生捌

秋のスカーフ風になびかせ

和

電気うなぎは十一ボルト葉

尼さまのかつら干さるる蔵の裏琴

ゥ鵯の母呼ぶ声に聞えたる

葉

幾

﹁恋になってもよい﹂と言はれて

陶然と蒻翠打ち寄す月の浜

はや馬の仔につきし号数

象舎に隣る蒸気機関車

折井一県琴

雪代に鑿たるる牧の一夜かな

草原にカラオケボックス忽と現る

葉

一員

皇貝

︵於・信州大学宮坂研究室︶

平成元年三月十九日首尾

甘口も辛口もよし花冷ゆる生
毬を透かせて春のまくなぎ琴

日向日向に移す烏籠和

待合室クルスを胸に少女ゐて教

せんせい

いつも呼び捨て山の医者葉

ナゥ信濃川上り下りの鮭の漁和

木の実草の実ころころころころ貴

背広の背なににじむ性格責

鬼女豆腐てふ固きお豆腐教

ビニールの雨傘ばかりたまりたる〃

芸術は男性遍歴より生れ

和

教

出港の銅鑛の響ける夏の月

教

里貝

一つコップにストロー二本

泣きたき時は空を見上げて
人類がオゾンの層に穴を開け
みどりの塗料壁に吹きつく

塞寺

二度おぼこ花に触れつつ歩みゆき

淡し淡しと食うぶ公魚
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八松本・信州大学連句会ｌその一▽

歌仙﹃雪形﹄
雪形の蝶の耀ふ村祭
拡声器よりうぐひすの声
霞みをり絵の中の川そのままに

早めに灯す一人居の部屋
月出づるからまつの森歩み来て

相撲甚句を好きな校長

宮坂静生捌

宮坂静生
柳沢和子
市川葉
窪田英治
小林責子
曽根原幾子
田多井みすヌ

一員

余生たのしむ為に連句を

ワ秋逝くと紫蘇かまぼこのほくほく煮

和

折井一県塞﹁

本間美翠

海の際まで続く牛糞

赤髭の祖父の喉のきびしくて
アメリカへ飛行免許を取りに行き

里自︿

治

葉

幾

星占ひの恋は信じず
蛎娼が蝿輻慕ふ月の夜

かつらはづして湯浴みする尼

葉

寒﹃

和

ほら吹きのなんのかんのとパンを食べ

寄付金つきの切手買はされ
匡気楼出て鴎ぎやあぎやあ

花万朶馬券ちりぢりばらばらに

ナォ日脚伸ぶ筬目数ふる蝿ゐてず

ふみ

よき恋せよと恩師より文貴

眼鏡のつるにピエールカルダン葉
混浴の湯気にあわてぬふりをして翠

涙落して埋火の上ず

婿様がドレス踏み踏み祭壇へ琴

三滴は消費税なり酒一升貴
牡丹灯籠からんこるんと幾

夕凪の天草小屋に捨て赤子治

木の実降る降るにまかせて月が出る葉

岩の形の象亀蛙和

くるくるぱあと案山子に言はれ貴
ナゥ露けしよ夫より先に床に入り和

壁の中から都々逸の声翠

高原に教会忽とあらはれて幾

身づくろひする暮れの鶏琴

花冷えの身欠鰊の哀れなる生
野焼の煙たゆたへる碑にず

︵於・信州大学宮坂研究室︶

平成元年四月二十八日首尾
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ハ新庄・新庄北陽社ｌその一Ｖ

斎藤孤

内田素

歌仙﹃緑濃し﹄
笹白舟捌

雨衝いて走る列車や緑濃し
色つきそめて垂るふ桜桃
笹︷口

家具も替え電化の品も整って

手提袋の中は何やら

スコッチを供え月見の友を待つ

ナォ橋板に靴跡残す別れ霜白
ボケ観音に香の絶えざる柳

熟年は社会尻目に趣味に生き素

公民館で育てたる愛白

噂などどこ吹く風と蹴飛ばして柳

判決終えて御神酒捧げる素

暁の杜に声あり時烏白

鮭のせり場で男売り出す白

柳

吉野ヶ里からロマン広がる柳
本命に賭けて財布の底がつき素

秋深まりて囲う干草素

月高し石狩川は悠々と

窓を開けば雪のちらつく素

ナゥ汽車の旅三吟歌仙満尾して白

無医村に迎えられたるお医者さま柳

母娘うなずく減塩の味素
色とりどりに揚る風船柳

小節効く歌手の拍手に花も舞い白

︵於・東京青時雨忌出席車中︶

平成元年五月十四日首尾
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虫籠置いた狭きベランダ

遂に投出す総裁の椅子

ゥ座布団に所在をかこつ秋扇
建てさせぬ論議喧ましラブホテル

海おだやかに往き来する船

娘には叶わぬ恋の道行き
田に浮ぶ島を見下す鉗満寺
貫一の紅涙しぽる月冴えて

疎林ふるわす狼の声

手造りのこけしどうやらまとめあげ

頑固親父の頬のほころび
碑の除幕に花の咲き揃い
日永の土堤に眠る土建夫

素柳白柳素白柳素白柳素白柳素白柳舟舟

ハ新庄・新庄北陽社ｌその二Ｖ

新庄市民プラザ完成祝賀

歌仙﹃弥栄の﹄
弥栄の市民プラザに風涼し

笹白舟捌

笹白舟
斎藤一竿
金沢苫舟

夏期講習に励む若者

金扇に仕舞の捌き軽やかに

富沢比佐女

浅野目弄風

早坂和風
八戸一橋
内田素舟
熊谷喜楽
井上玲虹
山崎茶香
渡辺竹園

カメラに納むよき角度なり

新庄節弾む太鼓に秋の月

隣に分ける刈上の餅

ゥ役終えた案山子は畦に捨てられて

娘にさとられし老らくの恋
宿帳に妻と書かれて恥かしぐ

創生を練る一億の金

姉崎明峰

掘り起す謎も解けゆく多賀城碑

余韻を残す慈恩寺の鐘

苫

終列車降り立つホーム月冴えて

梢を囲んで新酒鱈鍋

橋

香

浅沼葛子
大川耕月

この駒に勝負を賭ける将棋盤

奥義を伝う以心伝心
草分の家百年や庭の花
休耕田に揚雲雀舞う

派遣留学はやるこの頃和

ナォ長閖さに煙もうすき浅間山岸舂生

イヤリング攝くように揺れ動き横山稲園

不倫の恋に選ぶ暗がり荒木清玉
あじさいに明ける城趾を時烏素
天安門に風雨おさまる伊藤緑雨

帆を孕む小鵜飼舟の最上川斎藤一葉

亀綾織の受けし表彰竹

国体の看板高く掲げたり高山桃里

どこもかしこも奥の細道竿

師と弟子の陶像据えて月渭し斎藤孤柳

山車をつらねて巷湧きたつ苫

ナゥ名も高き氷室の句碑に秋の風門脇桃園

女性議員の目立つ進出橋

雪の宮かつぎあげたる大草蛙柳

道のり遠き唄の手ほどき阿部一笠

︵於・新庄南部公民館︶

風流の過客迎えて花の宴白
世界の粋を展く麗武田富水

平成元年六月二十六日首尾
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ハ新庄・新庄北陽社ｌその三Ｖ

新庄市文化団体会議十周年祝賀

歌仙﹃十年の﹄
笹白舟捌

笹白舟

新酒の樽の並ぶ御祝

十年のキャリアめでたし菊作り
大川耕月
坂本露香
早坂和風

和

露

井上玲虹
小川庭水
山崎松風
沓沢庭月
山崎茶香

浅野目弄風

富沢比佐女

月今宵郷土の踊披露して
団地の子等のこぼす方言

草刈唄の流れくる丘

白雨に泡吹いているアスファルト

京の土産に八橋を買う

ゥ新幹線車窓に富士の嶺仰ぎ

箸の袋に君だけと書く

ほろ酔ののぞきとがむる女風呂

次々に偽装難民着く港
解散はらむ臨時国会

幾星霜経し堂塔に冬の月

神楽終りて牡蠣飯を食う

耕

斎藤一竿
影沢笑山
熊谷喜楽

若々し恩師の顔のなつかしく
髪なびかせてペダル踏みくる

茶

花霞城趾舞台のロケーション

黄蝶白蝶棟上の旗

ナォ春雨の中陶像の曽良翁荒木清玉

恋の樺に勇む安兵衛浅沼葛子

選ばれた着物女王の片笑凹斎藤孤柳

杉の秀横切り時烏啼く伊藤緑雨

夢を包んだ古墳開かる斎藤一葉

ボィジャーは宇宙の旅のメッセージ阿部一笠

雪の広野を走る犬橇姉崎明峰

婚約の話題明るき週刊誌佐

バイオの鶏卵ふれ売りの声渡辺竹園

出稼の夫送りて風邪加減水

波押し立て曇上る初鮭楽

月高し国体を待つ主会場武田富水

ナゥ豊作を寿ぐ村の秋祭横山稲園
藪に顔出す二億もの金伊藤香月

のつしノ︑と小錦のゆく高橋雄悦

ベテランも新参も居る村議選八戸一橋

花見頃招待状にご同伴白

平成元年十月十日首尾︵於・新庄市民プラザ︶

プラザの句碑をなでる春風内田素舟
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八三田・すみれ連句会ｌその一Ｖ

岡本春人

歌仙﹃モビールの﹄

岡田水都子

岡田水都子捌
岡本春人加朱

茗荷汁などもてなしとせん

ナォ香りよきスーパー・ライト・シガレット

肘鉄砲がこれで何人舟

都

医師の言葉の端が気がかり綾
三面鏡私こんなだったかしらみ

呆け芒がおいでおいでを星

百歳の卒塔婆小町の舞姿

霜柱飯場住ひも小半月代

踊浴衣の異人さんなり由

カセットラジオ電池切れたるみ
青鷺の羽ばたく川に波立ちて黛

後ろボタンをとめてもらひしり

影絵遊びの狐コンコン

人

り

星

平成元年五月二十二日首尾
︵於・三田・風の館岡田水都子居︶

すみれ咲く野に蝶々の舞ふ岡田丁珠

帰り来てふるさとは佳し花霞都

春秋語り筒井筒なり人

ナゥ玄芙の跡を探れて旅重ね舟

ただうろうろと初猟の犬綾

夏炉冬扇の額につどひてなごやかに代

月の碑の熊野懐紙をたどり読む藻

中島ふゆみ

トンネルの中の武田尾温泉駅
朝寝の夢のつづき見たくて

由

藻

竹山美代子

竹山みどり

山崎綾子
峯友昭舟
歌川山黛
永井一子

林由子

岡本星女
宮本藻屑

モビールの風子人形若葉風

銀盆の月花の文字面白く
今日は裏戸を開けっぱなしに

良夜なり地酒の盃を重ねつつ

東の方へ雁渡り行く

ゥ松手入そこそこすませさはやかに

三田青磁の窯の跡とか

調度みな渋好みなり新世帯

碁敵ながら恋敵にて

欄干に身をのり出して懐手

角座の櫓月の東てをり

湖国みやげの諸子佃煮

一願をこめて剣を山神に

紅枝垂ざくらに雨のしとしとと
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八一一一田・すみれ連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃平成と﹄
平成と四たびの元号老の春
歯ごたへしかと粥柱佳し

岡田水都子捌

歌川山黛
岡田水都子

山崎綾子

ナォ朝涼に産士さまへ詣でんと

濠をめぐりて藻刈棹さす

君の瞳はエメラルドグリーン

飛鳥路を銀輪連ね光らせて

女出入で大臣失脚

﹁ベルばら﹂の恋のさまざま絢備と

断酒の会へ木枯の道

右ひだり行ったり来たり桧の熊

すは幽霊小田原提灯ふっと消え

梅が香に庭の陶楊ところ得て
輪を画く鳶の笛ののどかさ

林由子

ゥ鉢巻を締めて蒻翠を磨かなん

群なして鮭遡りくる月の川
秋のしぐれに打上げの寺

ほほけ芒にだまされはせず
民岡照子
田島竹四
小林樹巴
峯友昭代

目白通りをデートコースに

ナゥ礼宮さま紀子さん晴れて御婚約

ゆれノ︑てプリーッスカート清楚なる

遊び足らざる永き日も暮れ

初花の牡丹桜や表坂

陽炎もゆる曲水の宴

秤唾唖蓉十一朋淋申龍︵文音︶
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大いなる渦の海峡おぼろ月
科学技術は日々に新たに

毛槍拠り上げ奴道中

山田八重椿

遊船淀べ思ひ告げんと

中島ふゆみ

一山の松蝉はたと鳴きやみて

宮本藻屑
永井一子

夢うつつラストダンスの灯の暗く

婿になるならこいさんの方

竹山美代子

松宮弘枝
関本正緒

うらなりの瓢箪ころぶ土間の月

そぞろ寒さの無人駅なり

四

綾

出来秋に活気あふるるＵターン

総檜建て校舎落成

巴

作り花リボンたたみて七重八重

ほうほうほうと鳩時計鳴く

松
本

糸

都綾黛枝由生藻巴椿四一み黛都代舟生由

八寄居・埣啄会ｌその一Ｖ

歌仙﹃赤城颪﹄

水碧くして映す寒林

表戸へ背戸へと赤城颪かな

都の振りに庭の説明

甘え猫膝に重みを乗せて来て

森三郎捌

真下草笠

森三郎
郎

森恒子

郎

恒

笠

竹伐る音の概夏々

坂本純子

月明のなまこの壁は武家屋敷
貴女のファンと口ごもりっ蚤

笠

ゥ年寄りが大事に虫篭提げて来て

恒
純

虚空に消ゆる遠き海鳴り
雌木雄木の区別も句座の肴にて

郎

コップ酒あほり一途の無法松

単線駅に不時の団体

恒

市川美代子

郎

月待ちて浴衣姿の往き戻り

土用鰻の旗がひらノ︑

笠

石川光男
佐伯茂子

自民党総主流とてかぱひ合ひ
ゴシップ雑誌直ぐに売り切れ

方便を究寛と為すと花の僧

烏雲に入る武蔵野の涯

城杜保存の槌せた立札郎

ナォ配達の車を停めて芹を摘む福島正入

うしろ姿に舸梛を残して純

モンスラを昔小町の選り好み恒

後朝に水白粉の冷え入︑と光
くもりガラスに山茶花の彩美

鳴り出せば孫の眼が追ふオルゴール柏原和宏

港未来の夢よ横浜笠

霊峰を朝夕眺む土地求め郎

野烏の声の小うるさくなる杉野弁一郎

一筋の川皓々と月高し柏原知子

詩碑のほとりは草紅葉して町田節子

ナゥ旅の宿早めにともす秋灯茂
ニッキの飴を舌で転がす宏

退院も間近かですねと配膳婦恒

野焼の煙り遠く流るる知

雪洞に浮き出づ花の影幾重美
春のショールにうたふ倖せ純

秤鰄一瓦︾垂朋唾申窪︵於・佐伯茂子宅︶
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ハ寄居・埣啄会ｌその二Ｖ

蟇 子﹄
歌仙﹃の

蟇の子を静かに追ひて門を閉づ

森三郎捌

森三郎

ナォ筆太に代々自慢の蜆汁
寺の庭には風の音して
山削り宅地造成迫りくる
保守逆風の都議選はさて

夜の茂りに遠花火見る

ががんぽは長き脚もて窓叩く

人声の二つ三つ四つ通り過ぐ

芒の原を分くる風筋

月と潮待ちて船出の浜に立つ

艶徳院と祖母の戒名

杉野弁一郎

幼なさの残る仏に紅引いて
蜂蜜入れてなれし果実酒

闇に匂ひを放つ十薬
柏原知子
柏原和宏
真下草笠
町田節子

犬に牽かれてゆづる裏道
崩れたる雲の合間を月流る

佐伯茂子

名水提げてお茶に呼ばれる

ナゥ両隣り饅頭くらべて秋祭り

蝶のまつはる万歩計つけ

風流に弾む姑退院す

石畳み天守は花の雲に起っ
正

秤鰄一瓦奪い朋梱朋牽︵於・佐伯茂子宅︶

146̲

乳母車孫あやし行く声のして

枝豆横に対す碁敵

森恒子
郎

福島正人
坂本純子

ホルモン焼は石段の店

市川美代子

ゥ翻へる裾をおさへる雁渡し
翼をゆりて翔ちし君なり
潮騒に開聞岳は暮れ初むる
作務衣の紺のてらてらとして

茂

性時荘々霞む歳月

追ひかけて贋ブランドを押しつける

故郷を遠く届く寒鮒

宏

︽汁

留年のおそれちらつく追試験
烏はちひさく空に消えゆく

窓前の小庭をのぞく冬の月

隠し湯はあそこと教ふ花のかげ

節

宏

研の薬買へば長閑けし

笠知美茂笠純弁恒郎節宏知宏節恒知節恒

ハ寄居・埣啄会その三Ｖ

脇起歌仙﹃鰯雲﹄
森三郎捌

ハヤシライスが又好きになる

ナォ春塵を払ひてくれし古本屋

昭和史は負ひ目の多きことばかり

思ひもかけぬ壺の窯変

夕顔の算盤塾の灰明り

森三郎

お百度石に凝りし物音
月天心瀬戸大橋は渦の上

打ち打てど綾の鼓は鳴らぬもの

助手兼帯の妻は汗拭く

町田節子
柏原和宏
真下草笠
柏原知子

分校の屋根に入る日や鰯雲

佐伯茂子

舌にまるばす吟醸の酒

石沢無腸

角巻重く急ぐ坂道

笠

ドナウの河は水ぬるむらし

また聞きの野鳥の名前メモにして

ゥ町医者の訓へ律義に守りっ蔓

リズムを持たぬちちろさび行く
アゥ城崖の崩れに野菊ゆらぎっ皇

拍動がブラウン管の波形に

明くるが怖き恋の葉隠れ

何年ぶりの遊山旅立ち

宏

坂本純子

また蚤き初むる町の春の灯

重々と花枝垂るる無人駅

揺れをさまりて黙すコスモス
月掲げそば味噌独りたしなみて

恋文をた蚤むかに蝶翅閉ぢて

恒

髻の頬なで風渡りゆく

都の手ぶり匂ふ黒髪

杉野弁一郎

秤趣唖垂枕朋二串率︵於・佐伯茂子宅︶
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山並の稜線尖り寒坐る

堂塔の影をひたして湖昏るる
過ぎこし方は返り見もせず

郎

涼しさは月の峠の休み茶屋

市川美代子

笠

郎

茂

石川光男

夜泣きする児に風鈴の音
長官が不徳を妻に謝りて
闇の作りし政界の地図
仔づれの猫は痩せてしなやか

執心の果てなる鬼の花無心

郎笠知弁宏節笠美恒茂宏美恒茂郎笠知節

ハ川崎・染井の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃雛の日﹄
蒲幾美捌

しゃぼん玉吹く姉と弟
久保田富子

嶋津亜希

蒲幾美

歩道橋はるさめ傘の彩映えて

雛の日や雑木明りの丘住ひ
ベランダあたり烏が翔ぴ立つ

うしる姿の亡き人に似る

ナォ踏切をゆらりと蝶に追越され

回転書架の文庫本抜く

今更にいぐさをうらむ車椅子

雪晴れのシャガールの空きらめける

石臼一つ庭にころがる

ポインセチアの溢る店先
相続税地価高騰に四苦八苦

郵便の符菱の付きて戻りたり
先づ健康で暮らすしあはせ
夕月に意気合ひて巻く半歌仙

誰が添へしか盆の紺菊

菊谷由起子

湯川道子
片倉綾子

綾

手描きのちらし飛ばす突風

山口たま子

マストの灯青く岬を過ぐる船

ナゥ先生の仮装に湧ける運動会
亜

大江秋光

汽笛かすかにおぼろ深まる
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三宝の団子減りゐて月出づる
さはさはさはと揺れる藤の実
ワ鎮守さま菊見の人の賑はへり
ひしと寄り添ふ胸のときめき

白波たちて北を指す川

べらんめえ育ての親を見捨ててか

名にしおふ勿来の関に花満ちて

秤唖巫辱垂朋垂即誇︵於・柿生会館︶

遠祖の地を継ぎて耕す

た

″

田中つる

木地師の墓の集ふ山の端
大寺を淡く涼しき月渡る

秋

格子戸を開け地酒買ふ飛騨の旅

浴衣に白きうなじ匂へる

幾
つ

遠き日の炎えたちし恋悔なくて

″

道

若者群るる渋谷原宿

番犬呆けて眠るのどけさ

荘苑に静かに浮かぶ花筏

秋由富秋つ道綾亜富つた由ノノた由富道亜

ハ川崎・染井の会ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃朴の花﹂
蒲幾美捌

近所の藪に億の金出る

むなしさに雲は流れてゆきにけり

親も折れたる碧い瞳の人

ゥ隠しごと心にもちて星祭る

勤め帰りに秋茄子を買ふ

まんまるの赤い月出づ高速路

やうやくに連休さわぎおさまりて

みどり薫れる山の参道

幾

た

道

亜

山口たま子

田中ツル

久保田富子

湯川道子
片倉綾子
嶋津亜希

蒲幾美

阿片瓢郎

狛犬のずんべらぼうの古き宮

菊谷由起子

朴の花風鐸かんらノ＼かな

万葉よりの多摩の川波

ツ

スクールバスは園児待つなり

ガードマン巡る倉庫の月寒し

大江秋光
亜

陣中見舞聖菓持ち来る

綾

新劇のビラ貼り歩く雨催ひ

岬に残る小さき学校

亜

記念樹は花の盛りとなりゐたり

土産物屋の篭の蛤

病癒えたる友と酒酌む富

ナォ霞たつ便り一円切手足し由

昨日までありししもたや今日更地〃

群発地震伊東網代にシ

そこここに猫の目光る夏の闇た

寄り添ふ腕に洗ひ髪触れ綾

還暦の恋の噂の厚化粧た
自動販売回路狂へり〃

代議士の顔で新幹線を停め道

近くなりたる奥の細道富

残月に漁火淡くなりゆけり〃
ごってり届く刈り上げの餅由

深川育ちの荒き早口秋

ナゥ爽やかに藍の紬を着ながして亜

唐丸籠に軍鶏が顔出し秋

汐満ちて橋にっかへし屋形船綾

幾世紀咲き継ぎて来し花の色幾
碑にたたずめば春の蝉鳴く由

秤唾唾︾極朋二十社叩霊︵於・巣鴨厚生会館︶
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八東京・第六天運句会ｌその一Ｖ

二十韻﹃諒闇﹄
馬場彬風捌

馬場彬風
穴澤篤子

諒闇や唇寒く雨烟る
早梅の香にひとり瞑目

浅野黍穂

譲り受けたる骨董の壺

石畳新車静かにのぼり来て

穂

子

風

田村宏

ゥ月見酒海鳴りいよ易高まりぬ
夜長しみか︑過ごす淑きひと

宏

鰻屋はやる回向院裏

よ

筆を欄き飛脚に託せし文の露
マンションの影も映せる橋涼み

子

風

事が起れば何か儲かる

穂
宏

ナォ定年後未だ勉強の得意にて

人工弁で笑ふ先生

子

風

雪女近づき見るとつけ腱毛

ほうと木菟啼ける満月

穂

宏

咳ばらひして床を敷く若内儀
夢も一つになりしまどろみ

ナゥ幾山を越えたる彼方なっかしぐ風

薄氷割れて水を呑む鹿子

マィンッの紋章古りぬ花の散り穂

赤児に見せる蝶の訪れ宏

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成元年一月八日首尾
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八東京・第六天連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃筆燗く﹄

小谷参木
赤田聰雨
田村宏
品川秀夫

小谷参木捌

雨

陶然と見る霞立つ野邊

去年の穴場はそのまぁ残り

秀

あとがきの筆摺く庭に沈丁花

夜寒の道に信號を待つ

蜆取腰まで水に漬かりゐて
月影に遠山脈もありノ︑と

宏

つととも

ワとろ堅芋一つを土産に朋友来る

秀

″

木

兎追ひしかの山の聲っぶらの目

木

嶌眞焦茶に木造校舎

雪チラホラと晴着の娘にも
河田町小町と言はれはや十年
知りつくしたる七癖の書者

木

雨

宏

秀

雨

宏

雨

人臣の極にも﹁御用﹂﹁御用﹂の燈

妬み恨みに暑しこの月

し

發心にまづは尋ねん筑波山
肥えた坊主に道は委ねじ
花見酒参む土に猶花の散り
きれいに取れる土筆の袴

平成元年三月十二日首尾
︵於・東京女子医大精神科会議室︶
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八東京・第六天運句会ｌその三Ｖ

草の面の樹影円かに夏来たる
テニスポールのしるき薫風
松崎桃

浅野黍

世吉桐﹃樹影﹄
星野惠則捌

とりどりの色の声聞く正午にて
尾崎淑

星野惠

手作り弁当開く喜び

我が意志の強さと弱さパイポ喫ふ則

若人集ふ風光る街淑

海にむかひてれんげ蒲公英古
貝塚の貝埋めつくし花の片則

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成元年五月十四日首尾
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片づけて広きデスクのひややかに

鉢植ゑの梨実は一つなり
年重ね眺むる月の母に似て

渡しの艫を繋ぐ深秋

見合写真のネクタイの染み

ゥ川上に筑波の峰の分れたる
はにかんでゐる少年の頬
姉らしき言葉一言紅茶飲む

庭の隅より猫の足跡

和風なるペルシャ三彩壺のあり

置炬燵することもなき老の月
ブザーに出れば布教物乞ひ

冷凍食品味覚音痴に

献血も輸血も神を潰す業

淑穂則古淑穂則古淑穂則淑穂古子古穂則

八東京・第六天連句会その四Ｖ

世吉桐﹃秋の蝶﹂
尾崎淑子捌

馬場彬

尾崎淑

残暑の夕べ淡き三日月

秋の蝶猫戯れてそら寝かな

浅井園

浅野黍

楽の調に踊る若人
穴沢篤

量程器とは源内が万歩計穂
翔んでるテレビ娯楽番組風

まづ済ます校正によし花明り穂
ふるさとはここ弥生野にたち篤

平成元年九月十日首尾
︵於・東京女子医大精神科会議室︶
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ワイン透く白磁の膚冷やかに

扇風機翼休むを忘れゐて
麦藁帽子よく似合ふ兄

連絡船の遠き島発つ

波しづか釣糸垂る蛍岩の上
火の番小屋で逢ふがはじまり

ゥ闇千鳥あとに残りし靴二足
ときめきを絵具に託す胸の内
モンマルトルに住みて半年
今の世に王います国うらやまれ

男は家で忍辱の日々

月天心教会の扉の開かれて

鈴虫響く草むらのなか

皿ならべ双子の姉妹赤まんま
これで遊べとそろばんを出し

穗風淑篤丁穗風淑篤丁穂風淑子丁穂風子

八東京・多摩連句会ｖ

半歌仙﹁霧立ちて﹄

霧立ちてけぶる朝日の多摩河原
あわだちそうの黄色ほのぼの

髭の爺孫を想いて月眺め

背の高さは君とおんなじ

土産どっさりかかえ来し友
珍品の鶏血石の冷えびえと
焚火のなかに混じる栃の葉
ゥ細道を頬赤らめてすれ違う
やがて小さき方が枯れぬる

相愛の二人か木と木寄り添うて

書道展陶淵明の長詩あり
今宵はゆるり越の地酒を

佐久間むつみ

宮下太郎
江頭喜平
む

太
一三目

む

一皇宮

太

む

壹宮

太

む

太

壹宮

む

宣宮

櫓の中をかぶと虫飛ぶ

ふるさとは月をうしろに盆踊り
政局も伊豆も大きく揺れに揺れ

風に押されて登る階段
花の雲鴫尾金色に東大寺

太

噌りやめば雨となりゆく

報輌六十一垂︾十弐朋率︵文音︶
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人松山・出合川ｖ

ナォベンチにも腰掛けうたふ春の歌禎

札所参りの男女つらなる久

み

烏の声する峡の吊り橋朗

中川久子

愛らしき双手合はする願ひごと久

歌仙﹃花守﹄

断崖の下に瀞瞼る散歩して洞

鈴木春山洞

彼の名をばかり書いたるノートなり洞

鈴木春山洞捌

花守の街騒遠き庵かな
中川娘朗
麻生禎子

炭担ぎ屋と擦れちがひたる洞

はらはらと美しき紅葉の散りかかり禎

炉の名残りなる松風の音

久
朗

︵於・松山市南余戸中川邸︶

平成元年三月二十六日首尾

観覧車稼動長閖なる空禎

世界的不況のきざし花乱れ洞

衝動買に走る思惑朗

旅すがら異人館の珈琲飲む久

廻転木馬高く低くに禎

ナゥ引板の縄引く学童の帽まぶか朗

み

母危篤急ぐ車窓の月暗く久
芒をくぐる鹿の群眺る洞

ホルンの響くアルプスの嶺朗

大吉と出し神籔喜び禎

キャンディーの店堤に並ぶ

禎
久

子供連れボートレースの応援に
やうやくに月出かかりし杜の上
ひとり住まひの虫にかこまれ

舞扇持っ面影を恋ひ

洞

洞

ゥ義経を偲ぶ北上川澄める
狂ほしき思ひのたけを書きつづり
にき

短藥かかげ日記読める冬
みこ

朗

禎

王たちの流離の説のとりどりに

洞

朗

樟とびこむ裸祭よ

朗

禎

西の孤島に立てるざわめき
月の光ゲ笛あはあはと簾越し
よもやま話ひとくさりして

禎

久

たちよりしひっかけ酒の屋台店

ふるさとは紅白桃の花盛り
野面ラ埋むる葱坊主見ゅ
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小林しげと

内田麻子捌

八東京・東京義仲寺連句会芭蕉庵の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃畑霞む﹂
川上の山から霞む畠かな
蛇穴を出でゆらぐ草叢

漫画立読余念なき子等

内田麻子
浜本青海

中島まさし

川野蓼艸
井手樛晴

探しあてたる残菊の家

久木田朱美子

春惜しむ窓にイーゼル寄せかけて

ゥ木のもとに酒も肴も肌寒く
話は何時かピガールヘ行き

手ぐすね引いて碁仇を待つ晴

ナォ干鰈目刺し干鱈白子干し

天狗とは言っても烏かあと鳴きと

分って居ても編されてゐると

留学の子の便り絶えたり良
荒波の珠洲の生れと雪女艸

ちょっと待ってＣＤの音高くする朱

新装なりし古き常盤座し

どの家もそれ相応のタブー持ち晴

ゆっくり首をあげよ起重機と
爺と婆孫をはさんで月の道し

天皇陵はいま虫時雨艸
ナゥちやぽ追へば雁来紅に紛れけり海
日がな野球に遊ぶ弟し
海

平成元年三月十二日首尾︵於・関口芭蕉庵︶

横浜ナンバー渡る踏切朱
江の島の弁天詣花の昼麻
幕の中より飛ばす風船良

晴

晴

ぼろ市に臼のっそりと置かれたる艸

と

夏の月五体投地の僧照らし

風の涼しく通る民宿

年号四代一身にあり

良

弦の月街灯ともして鈍色に

閨ねだり又要職を棒に振り
越すに越されぬ上院の関

晴

艸

石飛千可良

命樽さびれし磯に朽ちるまま

国の内外続く誘拐

と

これはまた在らずもがなの刀掛

晴

艸

障子に映るてふてふの影

夢うつつ黄泉のくにまで花筏
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小林しげと捌

八東京・東京義仲寺連句会芭蕉庵の会ｌその一一Ｖ

歌仙﹃若竹﹄
若竹や風のそよ吹く庵ぞえ窓
そぎく
久

島本田田松林

ま青朱麻照し
さ
美
げ

ナォ手術室メスの反射のかげろへば朱

海
烏鷺たたかはす盤の巣ごもり
人の気も知らずに三毛が一一ヤーと鳴き麻

かちんと動く秒針の音と

まんじゅうで岬る麦酒の飲み心地海

野暮は野暮でも憎めない奴代

ラブホテルゴルフバッグをかつぎ込み朱

少年野球銀輪で行く朱

いざよひせいしんばれて居直る代
市議会は補正予算の是非でもめ麻
ほつけ

靴が安く罐られ出廻りと

潮どきの小樽運河に淀ぶ月し

候文のハガキ珍重し

ナゥ幸便に紅玉もあり母在し代

珈琲をキリマンジャロで聴くフーガ代

平成元年七月九日首尾︵於・東京関ロ芭蕉庵︶

鎮守の裏の畑の雪解海
薄墨のさくらは花のなかの華と
鶯笛を鳴らす笛売りし
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色さまざまの庭の翠菊
前衛の移動劇団賑はひて
書店の時給五百円なり
山脈は檗くっきりと望の月
早稲の話で弾む寄り合ひ
ゥ目を入れて見事にかがし出来上り

追はれ追はれて雀追ふ鳩

半玉の傘くるくると涼
愛噛の味・虚無の決算

アルシュサミットシャンパンで開く

ダリ逝きしそこは地の果海の果

隣の村の藁葺の火事

空港の灯も凍てついて月走る

孫は毎年ふえるいっ方

念仏をひとり律義に繰り返し
花ふぶくおくのほそ道結びの地

勤めを了へて春の雁見る

中浜木内若小

し〃麻とし代朱麻海朱海とし海子子代と

八東京・東京義仲寺連句会水分の会ｖ

胡蝶﹃現身﹄
現身の量顕れしぐさめかな
天より魚の冴えわたる声

三角空地何が建つのか

っっかひ棒いつのまにやらはづされて

万年床で灯下したしむ

真鍋天魚捌

千

ク

占
魚

″

山内加代

草苅澄

ナゥ手拍子もみな六調子酒のんで梨

口にあそばす蛸の切れ端耳
砂から涙をながす天邪鬼加

プラハの春の記録掘りだし草
花屑が車窓を擦過する真昼ク

平成元年十二月二十四日首尾︵於・関口芭蕉庵︶

炬燵ふさいでオカリナを吹く梨
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大写し月光仮面まむかひに

色小

真鍋天魚
浅沼ハク
鈴木喜久
万波鮎
原口一草
瀧田遊耳
吉田梨江

耳

さめがゐ

摺針越えて醒井に着き

ゥはらからも少くなりぬとろろ汁

鮮やかに今も台詞をおぼえてる
ふいに抱かれて靴のころがり

藤原千恵

圭皇宮

短夜の蚊やりの灰のおちる音
仕掛人どもひそむくさむら
ナォ雛の前赤ん坊の足よく動き

椿黄梅辛夷海業

トラバーユしても駄目ならデューダして

うどんの玉のもつれしを解き

月光に輝く蜘蛛の糸の揺れ

引越先を玄関に貼り

ﾉノ

八相模原・桃天樹嶮聚ｖ

歌仙﹃ささむか﹄

嶮聚法度聰くや白炭

ささむかの散り敷く庭や昼の酔

三好龍肝捌

赤田玖実子

清水由江

蛭海停雲子

木戸口てる女

玖

三好龍肝

新製品が街に出廻る

浮寝烏波の騒ぎに流れ来て
アマチュア芸の笛のうそ寒

鋭さが心をひかむ三日の月

″

由

垂云

ゥ刈急ぐ田圃はづれの立木稲架

助言を信じ株で儲けん

″

玖

逢はずとの文に逆らひ又も逢ひ
あがめたきものカーマスートラ

玖

垂云

る

壼云

県知事が賞めるど健
康優良児
んぽ
注連の絢ひ方牛菩くちなは

西南の月に金星摺り寄りぬ
オキシダントが許容量超す

壺云

帝国

この選挙タタカエマスカカテマスカ

ガラス張りとは嘘の上塗り

由

花の茶屋美味求真も緋毛蔑

友禅の袖ひろふ春泥

ビデオ映画が秘めた楽しみ〃

ナォゴム風船はちきれさうにふくらませる

プチブルは銭で済ませる恥知らず由

スポーツ競技ルール厳し肝

厳島著る平氏に変る潮玖

暗闇の底なにか毒めく〃

鈍妻をやさしく月はっ蚤みこむ雲

宅英寺の尼が親戚由

手負猪謁堯の道跡もなきる
砂漠の下にＵＦＯの基地近藤蕉肝
消費税見直し論は棚腐れ由

米ソ融和で溶ける冷戦蕉

ダイャカットに探る年代〃

ナゥディスコでも古いワルツがラスト曲〃

啓蟄の亀まなこ半閉ぢ蕉

フラッシュを浴びて笑顔の人気者近藤栗子

耕し終り戻る本職蕉

絵馬札も花の吹雪にでんぽ神玖

平成元年十二月五日首尾︵於・相模原市桃天樹︶
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八東京・都心連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃春水﹄
芽柳肩にふれて散策

春水の昏るるに間あり石叩
し武み汁停年の朝くつろぎて

青磁の壺の静かなる色
月情し句莚いよノ︑酌に

主は秋の簾まき揚げ

名古則子捌

高津明生子

小野静香
峰岸藍
吉田光子
名古則子
香

口元にホクロの目立つ女ボス

身代金は全部贋札

″

也

則

香

山本修也

乳呑子あるにだかれたがりて

ゥ風ひとつす塾きの原をかけぬけり

一一ユース言ふ今の地震は震度四

藍
香

香

裏の古沼水鶏鳴きをり
月涼し稽古通ひの桂坂

揃ひの浴衣帯は色替へ
耳たぶに縄文型と古墳型

明

光

明

光

紋白蝶を追ふランドセル

ゆらゆらゆらと立つや陽炎
便り来て訪ねし故郷に花見酒

ナォバイエルの指おぼっかな日旺日藍

ローン支払家計やりくり香

内閣の命取りかも消費税池田みち女

隠しそこねた男靴みえ明
ありしこと鏡はすべて知るやらん香
膝にのる猫空欠伸して藍

火事近し野次馬荒く駈けゆけり光

銀座八丁社会鍋出る藍

絶滅の危機アフリカ展開かる勢〃

習ひし英語役に立たざり光

山門を閉してよりの月世界み
闇の鳴子のひくきつぶやき香

とヅむを知らず経済の伸み

ナゥ新顔の担ぎ女が来て黄金甘藷〃

予報はづれの春時雨なりみ

満塁に一打がおとす先取点明

春灯かざす巫女の緋袴明

み吉野に花の朝風呂たまはりぬ〃

平成元年四月五日首尾︵於・日鋼高輪クラブ︶

−I6o−

八東京・都心連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃立秋﹄
底紅の一花あざやかけさの秋

大林杣平捌
大林杣

横もの軸に光る盃
小林静

伊東桃

小張昭

土屋実

鰡漁の値踏厳しき市場にて

帽子代りにいつも鉢巻

切り妻屋根に里の冬ざれ

ナォ弁当に烏龍茶添へ卵焼

株天井を売れば値上り郎

寛いで酒の旨しと旅の宿庵

テレフォンカード源氏名を入れ平

壼裳羽衣の舞の一曲
色仕掛企業秘密を盗ません司

蛍火の一つ離れて夏の風邪司

リクルー卜

利狂人とは出来過の酒落郎

金平糖の芯は嬰粟の実郎
自民党総裁候補三人で平

ぽとりと落つる露草の露司

﹁刈萱﹂の月に名乗れぬ子の面庵

独り立ちする社内弁護士

ナゥ新事実棺覆はれてうそ寒し郎

猪牙舟もありて大江戸資料館郎

熱低来ると静止衛星司

産土へ若人献ず花相撲平

平成元年八月七日首尾︵於・日鋼高輪クラブ︶

萩桔梗など寄せ植ゑの鉢郎
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急カーブ征矢の如くボブスレー

それが縁にて女寄り来る

ゥ気にしても人に言はれる国訓り

爪立ち暦はがす細腰

二句去りの間もて吾は程々に

漆かぶれかゴルフ日灼けか

ホメイニは死すともイラン尚暑し

肪ふあたりに法鼓鳴り出す

夏芝居月と本水凄くして

町角に猫を抱きて迎へらる

子雀に撒く稗の摺粉

財界を背負ふ意気なり花の主

新入社員訓辞謹聴

庵司一庵平郎一司庵郎平庵司一郎司庵平

八東京・都心連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃梅雨鯰﹄
小林静司捌

小林静司
土屋実郎

司

郎

近藤クリ／ス

梅雨鯰生き餌くらへる早さかな
半ズボンより好きなステテコ
近藤蕉肝

見本市新車の試乗万緑に

借入利息上る噂も

郎

同期会月見の宴兼ねてゐて
野分の過ぎて魚簗の崩るる

ス

ワ宅配の箱より覗く次郎柿

当てなく辿る紅葉の里

高木義厚

郎

厚

郎

来演のリヒテル稲荷信仰し
惚れてより友の意中の女と知る

ひと

学園祭の美人投票

三面待ちの胸のときめき

肝
ス

シベリアの捕虜記綴りし月凍てて

厚

郎

ス

司

狼罠を噛みかじる音

陽気ぐらしのひのきしんなる

原発に金属疲労出る頃か
クラゲルームに遠足の子等

花万朶陛下手植の大樹見ゅ

ナォ退職をきめかねてをり舂愁厚
舌でまさぐる智歯抜きしあと郎

歴史に汚点北京弾圧肝

ホメイニは死すともイラン尚征くか司

ゴルフ仲間は皆ビール党厚

駒台に飛車角あれどよう詰まぬ司

気があるやうな素振り嬉しく厚

試し釣鮎の育ちの程よくて司

異邦の月の白い丸窓ス

新しき受付嬢の伏せ目がち肝

秋祭り終へ神輿をさめるス

烏渡る湖の騒ぎのたヌならず肝

ナゥ豪邸の相続策に金借りて司

平成元年六月五日首尾︵於・日鋼高輪クラブ︶

本命の馬買はい予想屋郎
肝
一台の小型テレビに人だかり
入学式を吹き抜ける風ス
朝耀る花に鼓の緒を〆めて厚
裏は名所の雄子聞く森肝
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八東京・都心連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃みどり﹄
百年のみどりに埋もれ新茶室

水美しく打ちし飛石

固焼せんべい味も激辛

汗の衣団扇あぐらも許されて

駕釣舟の岸を離るる

待宵に筆のすさびの酔虎伝

灰皿に置く吸口の紅

ワ生垣に見えっかくれっ秋桜

岩永極烏捌

ナォふらこシは残雪の山蹴上ぐる里
あくびするのも気がね気づかひ肝
リモコンの電気掃除機ピンク色烏

梅雨に柳のけむる洋傘小林しげと

凶のみくじは枝に結ばれ恭
変身の願望かなふ美容院里
人間国宝しやがれたる声玄
軽鴨は将門塚を横に見て肝

一合も二合も腰かけガード下玄
忍といふ字をぐいと呑み込む恭

ざんばら髪で砂の取的肝

潮騒の時折障子ふるはせてと
恭

烏

岩永極烏
金子恭子
見学玄
菅谷有里
三好龍肝

玄
里

長寿の里に福祉こまやか里

ナゥコマーシャルほどには効かずエレキパン玄
肝

恭

初花の漸く開く月の下玄

道具屋の雛やはらかな笑み肝

マンションに見晴のよく棲み古りて恭

金銭に汚れる田舎代議士

パイパイと言ひてひと夜の謎めける

恭

平成元年七月三日首尾︵於・日鋼高輪クラブ︶

背負へる篭に摘み終へし桑と

烏

焚火の炎天をこがせり

里

玄

烏

群衆を解放軍が追払ひ

消えた足音猫につまづく

頬被りしては月夜に釜を抜き
通ひ路の解釈めぐり粋と野暮
生れながらの凡愚つらぬく

玄

肝

花万朶心経調する護摩の僧
春の小川を流れゆくもの
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八習志野・習志野連句会ｖ

歌仙﹃山宿﹂
話ほちほち開く北窓
田中万茂留

古川砂洲男

鈴木富江

街筋を燕左右に飛び交ひて

四十九院科峰

山宿や楕火の前に雛の段

渡しの小舟水滑りゆく

酒の機嫌で腰を上げたる

ナォ遠霞奥千本は来年に

焼くのも惜しき古き恋文

万歩計贈られしより所在なく

想出の人六十路こえたり

襟巻に顔をうづめてなやむさま

この島の洞る易ことなき耶蘇の井戸

名物紬渋き色艶

地酒に餃子夜がわびしき

三笠優子しみじみ歌ふ夫婦船

路傍石仏風狂の貌

万

昼の月竣工近きダムエ事
軒下借りる野良猫に秋

鴇田秋甫

富

小川茶村

ナゥ飛鳥路の築地曲りて柿たわ曇

‑164‑

月の照る入江は蜑の家並なる

人気なき駅匂ふ木犀

ゥ秋袷小包にして寮の子に
七十なれば紅はひかへめ

亀を聞くとて集ふ村人

千年も雲の形の出来不出来

花の酒ほろ酔ふひまを頒ちあひ

秋
万

科
茶

逢ふ瀬待ちハワイッァーに参加して

不夜城の灯に心くるめく
鐘叩く力も自棄の月詣り

いつの間にやら夕霞たち

辞輌六十一仁等仁朋一十錺串雷︵文音︶

富

砂

茶

万

科

秋

風は吹もの雨は降るもの
夏の月真砂の上を素足にて

木剣振りて百回の汗

野馬追の侍大将代々勤め
雷のうすさをうらむ朝夕
花すぎの峯の松風水の音
八一の歌碑に春の深まる

万科砂茶科秋砂茶万科秋砂富茶万科秋富

八松山・南海放送学苑連句教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃巻毛筆﹄
永田黙泉捌

永田黙泉
新海左人

ナォ本堂の昼の灯に春は暮れ代

天災人災世界あちこち照
世の中は神も悪魔も共に棲みき
吃水浅き砂利舟のゆく仁
厳寒に心の温みひろげたし泉
客待つ床に水仙を活け人

平成を空しい世にはさせまいぞる

思ひの丈をつづる此の文香

宵待草に夢二を偲び

コスモスに園児らの声はなやぎっ

米がだぶつく豊作貧乏

順

仙

香

る

︵於・南海放送本町会館︶

平成元年一月二十六日首尾

大地の目覚め犬ふぐり咲くる

玉杯の花の寮歌を合唱す人

拾ひ上げたる縄文石器泉

身ほとりにうまい話のころがれり仁

八十路の元気見習ひたしと照

ナゥ落鮎を釣る人一日土手に立ちき

水澄む川を旅の渡りに代

あの子にあげるチョコレート買ふ順

白系のロシヤ娘にひと目惚れ仙

越智しげる

明るき空に小烏噂る

大橋も島も浮き立つ瀬戸の月す

書初は春日の鹿の巻毛筆
巫子の溜り場賑はふ福茶
名園の紅梅すでに綻びて
長戸弥香
日野泰仙
早田順子

かげ

岩を噛む波もおぼろに月の光
書を繕きてひたすらに読む

茅田やす子

送られ帰る愛する人に

ゥ昭和史の中の自分史振り返り

泉美代子
平田照子
岩城ゆき
木村仁美

門に立ちバツ悪さうな彼の顔

鯛飯をかこむ座敷の伊予簾

泉

引率教師地に絵図広げ

入

ここらあたりは岬じや一故に

花見酒乙女の頬もほんのりと

す

清澄の月天心に輝きぬ

厩の仔馬朝駆けねだり
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八松山・南海放送学苑連句教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃風光る﹄
風光る鰈はどれも子を抱き
海路はるかに立つ屋気楼
労働歌聞きっ窓辺の椅子にゐて

永田黙泉捌

遠慮しながら犬甘え寄る順

ナォ友招き四方山ぱなし春惜しむよ

流浪の旅の続くサーカスき

瞑想の果てに間ゅる神の声泉

寒鮒を魚拓にとりて放生する

八郎潟にっもる初雪仁

昇進の電話夜更けも苦にならず照

不倫と言はれ猶燃ゆる恋仙

二人ともかくし了せぬ頬の紅左

岩城ゆき
永田黙泉
木村仁美
越智しげる

ナゥ朝冷の厨の棚に鍋四つき

温泉の宿は観光ブーム

日野泰仙
平田照子
新海左人
泉美代子

口笛を吹き花野さまよふ
ワ雲走る山家の軒の吊し柿

︵於・南海放送本町会館︶

平成元年四月二十七日首尾

北へ悠々烏雲に入る仙

古木には古木の誇り花万朶照

二銭銅貨の昔なっかしる

木守てふ御菓子賜はる寺の庫裡仁

今日の料理は何にしやうか泉

コスモスゆれて汽車トンネルに順

楽園の床几を照らす望の月代

消費税生れ小銭の出番よ

晴着を並べ慶びを待つ

黒田きよ子

松の秀に匂ふが如き今日の月

出迎へはペアのエプロン新婚さん

き

早田順子
泉

寝覚めうれしくコーヒー香る
風呂の栓抜けば小さき渦生まれ

下水工事はいつまで続く

仁
る

夜のプール月の雫を容れて澄む

お山開きの法螺貝高し

仙
左

昭小

内閣のいのちとりたるリクルート

代

辛い役目と秘書のつぶやき

駈け上る谷間の嵐花吹雪
春蘭活けてお茶を一服
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八東京・虹の会ｖ

歌仙﹃春雨﹄

ナォ田螺篭無沙汰ほどきの縁先に

塗師の爺もけふは宗匠

残業といっても実は雀業で
穴澤篤子
馬場東夷

行き合ひ同士ことし銀婚

現世の最果ての恋しみじみと

穴澤篤子捌

線路に沿ひてつづく下萌
杉戸金一

障子を閉めて寝たふりをする
嘆息に似たる風吹き散る木の葉
骨盤まはすモンローウォーク

ランドセルかたかた鳴らし蝶追ひに

春雨に多摩の横山しづみをり

プリンを作りおでかけのママ
十六夜に二番を強ひる負け将棋

中島啓世
井手樺晴
内田麻子
雑賀遊

ホットドッグに辛子利きすぎ

客を迎へる猿の腰掛

湖る鮭のきらめく月の川

昨日の神籔ポケットの底

ナゥ運動会家を出るなり走り出し

蟇交るころ雲の流るる

大賢にあらねど市に隠れ住み
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交差点自慢の帽子とばされて

秋の浪よせ岩にくだける
ゥ人伝に消息のあり渡り烏

篤
夷

年の︲ちがひに絶えぬ気苦労
セクシーのダンスパリより上陸す

世

呂宋茶壷に銘す﹁朧夜﹂

花一樹灯して色の濃くなりぬ

見ざる聞かざる参考書開け
湖青くひそかに金貨作るひと

晴

平成二年二月五日首尾︵於・房連庵︶

麻
遊

蝋涙しるき片減りの燭

篤

大ジョッキビールかかげし窓に月

パン屑置きしバードテーブル

世

夷

自動車のこんなところに入り来て

谷中寺町外人の宿

殿様の宴に負けぬ花筵
日永の水面糸をたれつつ

遊篤麻晴世一夷遊篤麻晴世一夷篤遊麻晴

八東京・乃木坂散人連ｖ

三吟歌仙﹃梅散るや﹄
宇咲冬男捌

有馬朗

古舘曹

大朝寝して遠き世の塵
宇咲冬へ

梅散るや声も立てずに烏骨鶏
異国より便りの届きうららけし

紫檀の机山荘に置き

うんかの話聞かずなりける

ナォ蘭州の鼓楼鐘楼鎮まれる曹
替え着すぐなく句帳は重く朗

恰好よき者よりキャッシュレスの代に冬

ないようであるお布施の値段曹

夏の夜のゆすりたかりは付きもので朗

忘れた鉢に土用芽の吹く冬

裏方と駈け落ちしたる女形曹

車の中に銀のライター朗

きれ

誘拐の電話の口に裂かぶせ冬

たしなめられし悪ふざけの児曹

名残の月の雲の払われ冬

どれも皆あかんべえして案山子立つ朗

すこしおごりて書斎六畳朗

ナゥそのほかの冬遠からぬ厨事曹

東大のついに学長とはなりし冬
羽織を落すときでありける朗

万歩あるきし春日の下曹

初花を見つけてうれし苑の午後冬

平成元年二月二十六日首尾
︵於・東京乃木坂古舘曹人事務所︶

−168−

月光へかぎりなく湯の湧き出でて

ワ秋渇く首都に集る警備陣
しみじみとして雨の大喪
あしたまちこ
明
日待子に似たる学生

アルバムのセピア色なる二十代

海峡の潮渦巻いている

いくとせのくどき言葉を胸に秘め

さい果ての漁師が負える寒の月

熱燗一升御飯一杯

復活祭に門弟を率て

蕊れても人のいさめは聞きもせず

振返る顔のおさなき花明り

霊降る中に猿の涙目

冬朗曹冬朗曹冬朗曹冬朗曹冬朗曹男人人

八札幌・俳譜寺芭蕉舎その一Ｖ

三つ物﹃歳旦三つ物﹄
窪田薫捌

尿ご国○弓少尻四日●巨

蛇年の輪を吹きリュパン莨喫ふ窪田薫
○㎡降伊匡己ヨロ日︷昌昌①
詞里①冨昌庁︒①Ｈｇ⑦四︼の①門口①具．

○㎡鴛庁自○屋ご巴幽目

︻シ詞匿ご塵画琶四○

讃 ま れ た 松 で 作 る 門松家細速雄
﹈のＱの○○吋の目︺○口一色局・一口．

Ｐぐ円庁己旨胤己胃︑

ロゴご色目ｎヶ①日呉冒︑国津画ン三自画の四目国

待たせずに出かけますわよ帯締めて馬場雅美

Ｆ騨○の己庁匡吋①口︺のの①吋禺の

シロＱｍｐ胃庁︒①員国昏詳①︾

★

初明り媛艫に諸兄思ふかな

く初鴉はやめづる有明

地下鐵の扉はいまだ閉ぢをりて

★

薫

Ｈ・葉道

明石雅子

薫

新妻博

裕幸

万里子

薫

四方万里子

薫

乾裕幸

葉道

正月にとどかぬ梯子なかりけり

夕はや生れたりけむ春蚊出て

ｃ年の瀬を乗り越え月の舟

★

初陽さすやぶら柑子のぶら柑子

挨拶の顎やはらかく應へゐて

ｃ後光すり切れ新年の月

★

お國ことばに揺るる楪

蛇殿の絞めはじめかな嫁が君

昭和六十四年一月一日首尾︵風音︶

根っからの歌舞伎踊の晶眉にて
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八札幌・俳譜寺芭蕉舎その二Ｖ

歌仙軍巴蕉待ちながら﹄

芭蕉待ちながら蟇坐す池の端

忍者となって歸らざる夏
さつ

捨て札があまた稗めき裏返り

空罐笑ふかんらかんらと
ｃ泣きやまぬ子はお月様欲しがるの

揺られてみやれ銀河鐵道
ゥ岩手ではどつてこどつてこ茸生え
惚れた腫れたは見たらわかるべ

今をはやりの黒い革ジャン

ひとり酒悌しのびただ涕

痕痛の寅冬の旅ゆく

てのひらの薄き男の感冒ごこち

窪田薫捌

保

綾

螢袋はうつむいて咲き

勝

ナォ忙しく吐き出す自動販實機

螢狩りしてみませんか顔あげて

雅

薫

憧るる魂捕へ給へや

神々がみな感をする神の森

綾

肩をつらねて流るるよ霧

保

四方万里子

夫

林檎盗ったが間違ひのもと
秋の蝶欲得もなく吹かれゆき

匹五里ほどを浮かれ誘はれ宵の月

執筆

万

室丙

刻告げる音失った時計東む
蝋人形に詔のオーヴァー

薫

近藤蕉肝

雅

ナゥリピドーをもてあましますクリスマス

綾

キッチン・リヴイング等をきちんと

長い電話を待たされてゐる

夫

窪田薫
白石悌三
島田美保
近松壽子
笠原勝子
馬場雅美
家柳速雄
薫

二階バス若者たちも乘り合はす

チンギスハンの陵に草萌え

行方ちらほらする唇氣棲
美

明石雅子
杉崎恒夫
杉崎綾子

〃市が立つオアシスの花匂ひたち

秤唖亜蓉砿朋一十郵申雷︵文音︶

雄
勝

保

ｃ帝輝と修羅戦はす月の冴え
苦き怒りと青き歯ぎしり

幻の樂章廻る風車

薫

圭奇

〃鍋島の城は妖しの花ざかり

夫

猫じや猫じやと踊る猫の仔

タレントはよく喰べてをります

−170−

八札幌・俳譜寺芭蕉舎ｌその三Ｖ

歌仙﹃ふと開けし﹄
窪田薫捌

さんせう

秦椒の木に偲ぶ鶴富雄

ナォ浬藥會の落つる涙を數珠として勝

美男美女少なくなったと老いの愚痴美
對人恐怖症もなし雨が降る明石雅子

さればこそ寝痩せするほど合歓が咲き保

西施が夢にたてる象潟薫

アンモナイトの谷湖る鮭保

百国を翔ぶ殻睦月富①８蔚曼〆爽やかに雅

此の惑星衛星あまた侍らせる美

凝りに凝る奥の細道藝の道木

小谷参木
窪田薫

クロスオーヴァーするが好みで万

ふと開けし娘の部屋や閖子烏

廻燈籠金魚綜凱
四方万里子

デフォルメされた姿映れる

微風がガラスの街に吹いてゐて

ｃ月の座三個あり歌仙には薫
木

家柳速雄
笠原勝子

尻からげして露の山路

雄

薫

ナゥ凄まじき形相のまま立往生木
護摩を焚く火に煙管さし込む郎

雪催ひ梁の傷痕しくしくと万

櫻の園に今は愛りて藤田菖園

昭和も遙か遠くなりけり薫
〃入學の晴着に花の奉安殿木

＊シ﹃ｎｇｇ冒閂頁⁝⁝アーケオプテリックス︑始祖鳥︒

秤鰔唾善雄朋什走申藷︵文音︶

〃

ｃセスイボン！みんな踊らう盆の月

夜のおとなひ姫は待ちわび

ゥ龍膳のきりきりしやんと粋なりき

勝

馬場雅美
島田美保

ひばり逝く感に憧れ唄ひつっ

熱燗ばかり泣き上戸の癖

木

坂西八郎

寒稽古やっと抜キ胴覺えたり
あら不思議金釘細工ルーネ文字

雄

ｃ諏訪の神樹にかかる月冴え
魔法の絨椴隠すアラディン

美

木

保

薫

宙返りサルタンバンク春うらら

水温み泡結び且つさ消
え
くら

〃狩衣を借りて花見の小暗がり
蜂にいただく凸のたんこぶ
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ハ西宮・俳譜接心ｌその一Ｖ

歌仙﹁猫の皿﹄
猫の皿へと煮凝りを分ちやる

みるみるうちに霜柱とけ
坪庭に白の佗助ただ一つ

午前十時の学校の鐘

岡本春人捌

山川真智子

高本時子
岡本春人
竹山みどり

森田蓉子
岡本星女

林由子

青きふくべの形ととのふ
ワ夷市女どころのすぐ変り

岡田水都子

竹山美代子

酌み交す竹馬の友に月まるく
紐ネクタイのからむきぬぎぬ

小西須麻
永井一子
奥村勘甫
歌川山黛

時

三つ指をついて温泉芸者なり

打吹だんご伯耆土産に

岩尾美智子

星

久賀田栄子

水馬月の面を乱しつつ

夏書の文字のたどたどしさよ

舟漕ぎ出だす広沢の池

岩井双葉女

賑かに機織り休みの十五分

子を抱きあげて甘茶まいらす

高左右といふめづらしき名の大臣

漫画草子の﹁春はあけぼの﹂

花ふぶき一枚石の橋かかり

乳を含みし幼な児の顔ど

ナォオルゴールメルヘンチックの家並び美

更年期にもいろいろとお年頃

ウェディングドレス臆面もなく麻

生命線運命線のはっきりと甫
土地も買ひたり別荘も建ち葉

星眺めサンタルチアをハモニカで由

昔の水着またはやり出す真
陀羅尼助元祖看板蚊喰烏代

亭主の好きな茶粥あっさり都
邪心いま仏心となり月を見る葉
がてんがてんと風の芋の葉蓉

ナゥ枯山野奥の細道辿る旅由

げんげ畑に虹のうするる星

忍者屋敷に狐火の立つ甫
汐いたみせる能舞台厳島黛
白髪抜き合ふ妹背うららか栄
＊武蔵野陵の花まだ固し代

平成元年一月二十八日首尾︵於・寒菊堂文庫︶

＊ムサシノノミササギ︵昭和天皇陵︶
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八西宮・俳譜接心その二Ｖ

歌仙﹃黒猫の﹄
黒猫の瞳の金色や春惜しむ
﹁みどりの日﹂なる旗のなびけり
リラ匂ふ道たづねつったづねつつ

せんべい羊葵みんなおもたせ
拭き込まれたる縁側に月さして

かすかに鳴りし瓢の実の笛

ゥ朝顔に俳譜接心十四人

岡本星女捌

岡本舂人
奥村勘甫
星野かの子

永井一子
田中珠生

林由子
竹山美代子
中島きみ子

岡田水都子

つり合はい縁と断はられたるものの

森田蓉子

提灯箱の違ひ鷹の羽

結びの神の今日はお休み

蓉

山川真智子
代

の

三等ながら重役の椅子

漬かり頃よきはやと瓜なり

岡本星女

シンデレラボーイめざして初一念
消費税かこちて月のビヤガーデン

チョモロ人ガイドの大阪弁上手
時ところなしくさめ飛ばして

岩尾美智子
み

生

餅花のゆらゆら京の薬みせ

冬籠りをり人の恋しき

ナォ手酌酒男やもめの無精雷竹山みどり

暴走族の外すマフラー甫

午後二時のテレビドラマを欠かさずにど

電気掃除機赤ランプつく真

お互ひに多くを望まず再婚に美

家族会議の無言劇ともの

袖の下使ひ一件落着すみ
蟹が泡吹く夕凪の浜都
珊瑚玉よく売れてをり竜馬像由
威銃鳴りぱつと雀が蓉

木の実の落ちる音の強弱一︐

ヴァイオリンを作る月夜の裏通り代

ルイ王朝のドレス流行星

ナゥダイエット涙ぐましく年暮るる〃

住み馴れし家に天寿を全うす美

噌止みし雨のっり橋由

笑ふ山より金銀の太刀真
本宮へ蟻の戸渡り花霞人

︵於・大阪・永井一子居︶

平成元年四月二十九日首尾
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ハ西宮・俳譜接心その三Ｖ

歌仙﹃梅雨雲の﹄

等間隔に鮎を掛けゐる

梅雨雲のしげきゆききや吉野山

岡本星女捌

岡本舂人

林由子

竹山美代子

万緑に昼を灯せる元湯にて
甘さ押へし手作りの菓子

岩尾美智子

中沢早太

ナォ喜寿の背ナぴんと伸ばして畑を打つ辻静穂

握りつぶしの選挙公約重

お預けとお手だけ出来てうちのポチ星

郊外の土地又も高騰恵
蚊帳ひき被き雷恐しい

栗の花ざんばら髪を乱したる穎

白きうなじに熱き口づけ太

艸号のモジリァニの裸婦落札す美

ナゥ置炬燵中将湯の匂ひして穂

野辺送りの煙まっすぐ二日月葉

上七軒は秋簾吊る真

病み臥して紺朝顔のきのふけふ咲

剪定のめいめい腰にミニラジオ湖

旅の雑魚寝の枕取り合ひ葉

小春日和の千代紙を折る生
山川真智子

パック惣菜蕗の薑なり由

花の雨静御前の舞塚に葉
増見咲子
安藤ぬい

平成元年六月十七日首尾︵於・吉野温泉元湯︶

もつれもつれて低く飛ぶ蝶顎

増地正恵
岡本星女

重

湖

岩井双葉女

代

田中珠生
藤野八重
清水幾湖

岡下胄穎

ロングスカート紅葉踏みつつ

低吟のいづくともなく月今宵

涙語りに道行の段

ワ秋深し自費出版の和綴本
諦めて嫁ぎ来りし日の遠く
かな文字教へ若き尼なり
ベトナムのボートピープル漂着す

聖夜の祈り五指かたく組み

凍月の杉の梢にかかりゐて

道しるべ石影の妖しき
鶏の声に目覚めし大藁屋

オープンカーで里帰りせり

連衆の揃ひて花に乾杯す
昭和の御代も終る春愁
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ハ西宮・俳譜接心その四Ｖ

歌仙﹃坐っても﹄

いつも夏雲まとふ山腹

坐っても立っても独り簾巻く
遣されし文房四宝身ほとりに

床の柱の乾拭きの艶

岡本春人捌
岩井双葉女

山川真智子

高祖カョ子

岡本春人
岡本星女
永井一子
小西須麻

露地灯籠にほのと白萩

歌膝を並べて月を仰ぎつつ
ゥとりどりの吹き寄せ皿にむかご飯

岡田水都子

中島きみ子
岩尾美智子

森田蓉子

いたづら電話かかる毎晩

ひつつめ髪のよく似合ふなり

消しゴムを半分切ってプレゼント

竹山美代子

奥村勘甫

御落胤と噂されゐて器量よし

ハワイより来しクリスマスカード

高本時子

代

岡本章子

葉

曲り家の牛寝しづまり月凍てし

源左衛門継ぐ心決めかね

分校の生徒十人姓同じ

小貝を拾ふマニキュアの指

花欄漫色即是空の水平線
巣づくる錐に耕しの老

ナォ栄爵と云ふ名の地酒旅土産甫

たらひ廻しの大臣の椅子麻

フィーリングあひて話は急テンポ葉

かくし抽斗に初恋の文真

今にして母も女でありしよと美

貴船の宮の鉄輪掛石星

能舞台披露目の嗽子涼しくて時

蓮の浮葉のをどる夕立都

マグマ噴くらしき海面泡立てり代
やもめぐらしの秋刀魚焼きつつ星

這松の道霧の深しや蓉

飛石の千鳥がかりに十三夜ョ

国民栄誉賞受けて本葬甫

ナゥ血圧の気になる日頃着ぶくれて〃

仔馬かけして子猫たはむる時

選挙カーボリュームあげて右左

亡き子を偲ぶ遍路笠なりみ

抱茗荷の紋の盃花の宴葉

平成元年七月二十二日首尾︵於・寒菊堂文庫︶
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八西宮・俳譜接心ｌその五Ｖ

十二調﹃生身魂﹄
岡本春人捌

生身魂気ずい気ままの傘寿なり岡本春人

目鼻くづれし西瓜提灯葦生はてお
ペルシャ絨椴日に５ミリづっ織り進み竹山美代子

とうとうたらりたらりらたらり岡本星女

山重畳三千丈の滝落下人
課長のままで僻地転勤お
虎使ふ鞭一閃の美女なりし星
バレンタインのチョコをこっそり代

そこはかとなく梅匂ふ薄月夜お

灘の地酒の名前知られず人
舌もつれ河豚あたりかや切炬燵星

浮寝の鴛鴦に降りしきる雪代

平成元年八月十六日首尾︵於・寒菊堂文庫︶
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ハ西宮・俳譜接心ｌその六Ｖ

居待﹃てつちりの﹂
岡本春人捌

岩井双葉女

岡本春人
永井一子

てっちりの皿の底より福の文字

どてらの眉の湯気の水玉

竹山美代子

岡本星女

何事もよっしやよっしやと引受けて

里の祭の太鼓遠音に

猫がしきりに顔洗ふなり
月光の土蔵の棚に捜しもの

中島ふゆみ

土方艸成
小西須麻

柴崎正寿郎

奥村勘甫

愚妻豚女の漬物上手

秋扇縁組ちょっと不安とも

ささずじまひの旅の雨傘

岡田ふさの

下田喜代

心では賞めて口ではぶつくさと

白塗の手がぬっと出て定九郎
ヌエッグミ鳴く夜の天狗杉

島林由記子

森恒子

押田たつを

陽関に立てばはるかに砂嵐

松内絹女
二塚元子
小西よ志

忽ち集ふ三千の兵

月高し大滝に霧湧き上り

しばし漂ふ曲水の杯

長青しごき春は獺うし
半眼の如意輪観音花明り

羅輌六十一涯辱叫朋器壼︵誌上募集︶
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八東京・白塔歌仙会ｌその一Ｖ

歌仙﹃湯葉求む﹄
湯葉求む祇園会ちかき夕間暮

西川名丸捌
山本やよい

荒井道三
木本ひでよ

坂口玲子

染めてみたきは藍のあぢさゐ
黒き鳩朝日に追へる子等ありて

練習曲の絶えざる館

上村以和於

大川端に秋雨の傘

道

西川名丸
山本隆則

宿題の手につかないで窓の月

転々とする独り寝の閨

ゥひっそりと撫子の咲く狭庭なる

土産買ふ亭主は脛に傷を持ち

ナォ耕して天に至れる真昼どき以
カレーライスは印度に限る隆

こんなものあんなものにも消費税道

短夜といふ不思議なる刻名

まづ署名簿に書いて下さいひ
地の憂ひ包みて深き夏木立美

いとほしき知の鎧なきムイシュキン玲

縊らるる間も君の名を呼ぶ木本公世
マドンナを待てど汚職で行方不明隆

無理を通して列車停まらす道
喧喋を吸ひて昇れる赫い月ひ

貧しき町に初時雨降る以

ナゥちちろ啼く奈落に竹刀おちてあり名

明日は明日と不貞寝する宵美

野良犬が自殺をやめて歩き去るや

香水はギ・ラロッシュなり冬の月

ハックルベリー・フィンよ何処に

海賊はこの入江にも帆を揚げし

美

以

名

ひ

玲

元成元年八月五日首尾︵於・神田﹁竹むら﹂︶

残雪淡き山越えの道玲

や

加地美知子

狸の如き付け礎濃き

隆

口座の金は遂にマイナス

人形にあらずとノラは家を出る

玲

風船高く高く飛べ飛べひ
今生を楊貴妃桜花咲きぬ公

あとは野となれケーキ無茶喰ひ

や

縄文の謎に満ちたる花の種子

春塵の舞ふ発掘現場
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八東京・白塔歌仙会ｌその二Ｖ

歌仙﹁夜長﹄

はは

やはらかにものの言ひたき夜長かな

柿剥く姑は灯の下
孫三人はみな大学生

主なきゆかりの琴の月浴びて

西川名丸捌

加地美知子

木本公世

阿部つぎを

坂口玲子
西川名丸
荒井道三
公

太鼓叩いて待ちかねし喜雨

美

帰省の日それぞれ違ひとまどへる

君に見しよとて答買ふた

ゥそのかみの女人禁制透かし橋

ナォしやぼん玉屋根のあたりで消えにける上村以和於

いくたり乗れば沈む川舟名

影立ちあがるウィーンの宵公
森の奥ひときは高き呪誼の声美

線香花火はたと落っ闇玲

江ノ島の宿の浴衣が短か過ぎっ

山頭火ゆく真っ直ぐな道名

いつしかに単身赴任もみとせ経ち道
あしたテレビでアンナ・カレニナ以
共白髪ヴェールをかかげ球を追ふ公

杖曳いて按摩無月の手提灯以

叫び飛び交ふ宮相撲なるっ

ナゥ熊坂がぎょろりと動く菊人形名

黒衣遣ひの入込みの段公

客薄き場末の寄席の空笑ひ以

冬の月だあれもゐない街の角

面壁九年この方寸を出でざれば
尻尾を巻いて逃げるほかなし

名

美

名

道

平成元年十一月四日首尾︵於・神田﹁竹むら﹂︶

朧ろに暮れて鐘の鳴る郷道

つ

玲

木の葉小判に変へる仔狸

つ

脇目もふらず外国旅行

労咳のショートカットの椿姫

一円を莫迦にした罪今悟り

玲

座蒲団古き春の縁側玲

カウンターでは水ばかり飲む

公

平皿の割れる気配の花曇

道

花疲れきのふ鎌倉けふ上野美

雲雀は啼けど姿はあらず
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八東京・芭蕉記念館連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃冬の鴫﹄

こらえきれずに折れる枯蓮

冬の鴫鳴かねばならぬときは鳴く

宇咲冬男捌

松葉屋善子

宇咲冬男
岩城順子
萩谷悦子

街を見渡し深呼吸する

順

福井篤子

高速路列なす車とどまりて

下り簗には影もなかりし

時じくも山の端に出づ三日の月

海に向き西郷さんがにらんでる

ゆ

弘

ナォ開店すドライブインに夏隣善
手持ち無沙汰に大欠伸する喜
年寄りの碁仇の来て尻ながき三
いただきもののくさや臭いて善

東京の真っ只中の雪催冬
平成の代に変る松過ぎ弘

なんとなく急ぐ心もてクラス会篤

別れのあとに未練濃くなる悦
ひび入りし鏡の奥の夏の蝶順
夢遊病者のさまよいておりゆ
どこからか笛の音届く居待月善
屋根に軒にと柿の干されて喜

︵於・東京・江東区芭蕉記念館︶

平成元年二月二十二日尾

昭和六十三年十二月二十日首

そこはかとなく匂う春風悦

今年こそ尋ねん花は滝ざくら冬

玻璃窓越しの遠き末黒野三

ナゥ秋出水被害のニュースつぎつぎとゆ
渡辺ゆり子

引越のごみうず高く積む三

姜目

勿体ないと猫になめさせ

順

ゥやや寒の膝にこぼれし胄腸薬
時折はマニキュアの紅もて余す

医師という仕事はいつも気のぬけず篤
ゆ

順

橘高弘子

悦

堕ちてゆく坂の途中にある鳥居
子とろ遊びにあきたころなり

貢いだ金も億を越えたる
月の出て涼しき風の渡るらん

お国説りのようやくとれて

篤

平本三保子

浅井喜三郎

たゆとうて薄墨の花散りもせず

黍焼酎に馬刺︒鴫焼

野に坐す仏かぎろいており
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八東京・芭蕉記念館連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃初雀﹄
家紋あらたに屠蘇の盃

月白に椰子の実の歌思わるる
ゥ冷やかに腹切りのロケ奥書院
死ぬわよと職場に電話かかり来て

見上げる空に阿呆烏鳴く
リクルート事件はいよよ泥沼に

足踏みはずす尾瀬の木道
黒南風の月なまぐさく出で隠れ

顔の涼しと地蔵立ちいし
学生が考古学者をとり囲み
金では買えぬものが世にあり

花蔭に路通好みの肌の石
糸の切れたる風船何処へ

宇咲冬男捌

宗
男
秋
寅

記憶喪失したる人居て和

ナォ大入りのドリームランド麗かに宗

ぱくぱくと饅頭だけは平らげる正

赤い橇に白き二の腕太

狩が不得手で番犬となり秋
杉玉の静かにゆれる冬構寅

鞘当ての深傷を消すことできず冬
かたちのままに蚊遣り香の灰亜
マンションの壁に空蝉爪立てて宗

喪の矢印について曲りし和

ひと本の古木にかかる後の月男

澄みたる川を渡る少年秋

ナゥ銘仙の織らるる音の秋深め正

茶渋に照れる急須大ぶり寅

行幸の記念碑の文字彫深く太

入学式に張らる慢幕亜

遙かなる想いにかかる花の虹冬

どの道もみな溢れいる春宗

︵於・東京・江東区芭蕉記念館︶

平式元年一月二十五日首
平成元年三月二十二日尾
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ろ
緋

生きもののもっとも親し初雀

忘れ扇の少しひらかれ

藤松福小安宇
沼澤田林藤咲

三代の母系を守る老舗にて
潮の香のする坂の中ほど

嘘が実になりて慌てし

亜晴太和正冬
山
崎

谷
田

新
井

島
川

亜太一冬芳正亜児和太喜正子美を夫一男

八東京・芭蕉記念館連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃春風や﹄
春風やたて髪荒き岬馬

宇咲冬男捌

山元志津香

安藤正一

宇咲冬男

海が誘うたんぽぽの繁

士心

成田淑美
松澤晴美
阿部朝子
岩松光子

子等集い移動文庫はうららかに

育まれゆく夢の数々

月見豆つまみては聴くセレナーデ
うすばかげろう玻璃に透き透く

ゥ深山越しぱっと展ける大花野

五体投地の形に伏したる

夜々を通いし少将の沓

正

朝

淑

検温の声隣室にあり

若き日の瘻きは酒であがなえず
汗ばみてそっと閉じたる和綴じ本

淑

士心

晴

数千年の黙の露けし

菊月の菊の溢るるペルシャ壺

朝

晴

毛沢東も卵投げらる

怪獣が応援旗振る運動会

光

正

瞼の裏に浮かぶ逃水

戦友の計より始まる花見時

信玄袋知らぬ若者正

ナォタ霞む東京駅の煉瓦古り志

焼きたてのピザを電話で取り寄せて暗

抱かれて見るレンタルビデオ志
濃き闇へ冬しんしんと横たわる冬

兎の足跡雪に残れり朝

母たちが歌う輪唱わらべ唄晴

世に団塊の世代と言われ志
夏休み農事体験広まりて光

小学卒の俄か先生淑

来し方をふと振返る二十日月朝

伊勢御遷宮準備着々晴

ナゥ新松子まろみ似顔を描かれいる正

フランス人と解るスタイル冬

深き流儀の書体めずらし正

時かけてやっと縫いあぐお祝着光

天を自在にうなる大凧淑

花びらが茶室にひらと舞い込みて冬

︵於・東京・江東区芭蕉記念館︶

平成元年三月二十二日首
平成元年五月二十四日尾
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八東京・芭蕉記念館連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃彼岸寺﹄
宇咲冬男捌

渡辺ゆり子

宇咲冬男
福井篤子

彼岸寺こぼれるように雀いて

白き築地に紅き蔦の芽

順

松葉屋善子

浅井喜三郎

萩谷悦子
岩城順子

絵筆もて春野の眺め描きとめん

はるかを指して水の流るる
宙天へだんだん月の小さくなり

そぞろ寒さに欲しき膝掛

ソ友と居て友を偲べるぬくめ酒
出来る楽器はハーモニカだけ

篤

冬︑

穴に籠ってでてこない蟹
辻廻り能登の七尾の胄柏祭

善

無骨さがかえって乙女惹きつける

縁にお面がころがっていし

ゆ

菫自

ゆ

姜自

順

悦

順

寝待月男の子産まると電話来て

新米炊いて隣に配る
行く秋の噂話に革命論

フレアスカートあおる強東風

猫がねずみを取らぬ世の中
列島は花見花見で浮かれおり

ナォのどかさに足手まといのお手伝い悦

広き座敷でうなる謡曲喜

医者の看板目の前にありゅ

総毛立つ戸隠に霊顕われし悦

うずくまる人に夜の雪降りしきる篤
ふところぬくむ冬旅の情佐藤哲三

ならわしの一糸まとわぬゆえ燃えて冬
悦
窓のガラスに思いととのう

置き忘られて麦わら帽子哲

紫陽花の藍のしずかに揺れていし順

公園の池に浮かべる笹の舟篤

悦

手持無沙汰の宿直の月悦
ナゥ露冷のニトロを首にかけているゅ
不意に届きし初猟の音順

青目刺焼き傘寿を越えし哲

都より便りのないは無事と言う

中庭に植え継がれたる花満てり冬

平成元年四月十九日首

名残の霜のひかる階善

︵於・東京・江東区芭蕉記念館︶

平成元年六月二十八日尾
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八岐阜・巴世里の会ｖ

歌仙﹃青葉の雫﹄

玉章しるす羅の袖

あけぼのは青葉の雫硯石

大野国士捌

塚本真博
大野国士
加藤洋治

成瀬多恵子

トンネル抜けるブルートレイン

源に近き流れに佇みて

伊藤慎一
子

クレーンを月の渡れる造船所

甘き西瓜の冷えてゐる縁

博

士

″

子

博

子

士

″

徳利かかへ潜る山門

ゥ若き弟子連れて庭師の松手入れ

かたくなに天動説を信奉し
悪夢の去りて妊るを告ぐ
考へる人罪多き日も過去に
オホーックヘと駈ける野兎
飛び交へる軍事衛星月冴ゆる

座敷童は淋しがりやよ

士

博

縫ひぐるみ抱いてやさしく語りかけ

寅次郎ゆく雄子の参道

子

花婿の雅楽に眉のうらうらと

畑焼く煙まつすぐに伸び

ナォ蛇・蜥蜴・蟻・地虫・蟇穴を出づ士

暴走族のァジ卜摘発子

特種に胸踊らせる女性記者博

ボーイフレンド五つ年下子

教室の席かへの日の待ち遠し〃

海から上り海へ入る虹士

こけら落としに集ふ村人博

炎天の難民キャンプ満員に子

猫が隠るる鬼灯の畑博

子

アタックのたびに黄色い声が湧き士

去年ありて今年は見えぬ月の客〃

栗むく母の指細りし

坂の上にはニコライの鐘士

ナゥ古書店に捜しあてたる文庫本

留学生故国へ帰る日も近く博
息をととのへ引きしぼる弓士

真昼間の城跡に花降り止まぬ

子守りの人に吹ける軟東風子

秤鰄一瓦蓉忙朋二廿唾申率︵於・喫茶フィールド︶

184-

八八戸・八戸俳譜倶楽部ｌその一Ｖ

歌仙﹃漣﹄
関川竹四捌

ナォ鐘の音のいづちより来る春夕べ

取り払はれしベルリンの壁

王室の恋の噂のそこはかと

冬ざれの高速道路をひた走り

空に懸かりぬ夢の架け橋
暁や雀・鴉のかしましく
遙かに望む富士の初雪

関川竹四
菊池敏子
瀬知和子

遮断機降りし無人踏切り

落したるビニール袋に逃げられて

漣をさざなみが追ふ植田風

高橋白晶女

和

平成元年六月十日首尾

雨冷えの枝八方に朝桜
墨絵のごとく霞む大寺

ナゥ露けくて絲ほつれたる琴袋
妻の寝息のあるかなきかに
コップ酒独りの喉うるほして
厨の羽目のカレンダー見る

人を待つ気に床の秋草

月明りたよりに家路戻りけり

風の予報の吹き流し立つ

大橋たつを

四方の山より郭公の声

ほつほつと遠くの町の灯りきて
そぞろ歩きの下駄鳴らしけり
振り向けば影も振り向く松の月

和

星野佑美

日明

敏

を
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新米積みて蔵の明けゆく

ゥ秋祭近づく南部一の宮
緋袴の巫女みくじ売りをり
ドライブの若き二人がジュース飲み

四

和
美

旅行のみやげそっと手渡す

少年の日のあはき思ひ出

苫米地古北

足許に戯るる小犬を持てあまし

冴え冴えと海より大き月昇る

敏

薬売り来て茶飲み話や

美

日崩

蜑家の軒に氷柱そだちぬ
鶏の何か言ひたい脚づかひ
もつれつつ舞ふ蝶の眩しき

ゆっくりと雲の行くなり花の昼

晶和敏四北美を四晶敏美和晶北を美四敏

八八戸・八戸俳譜倶楽部ｌその二Ｖ

歌仙﹃雛あられ﹄

霞棚引く落人の村

関川竹四捌
池田風信子

小池美千子

関川竹四
瀬知和子

雛あられ紅もみどりも淡き色
こけしにっこり微笑みてをり

藤井泊陽

苫米地古北

弥陀の燭しばたたく目に灰揺れて

刈り残したる芦原の風

産土の杜の鳥居に月上げて

ナォ帰る鴨畦の一樹に見送られ

主従のごとく高舘を越す

テレビより艶歌流るる基地の町
目は口ほどにものを言ふとか
まどろめば添水の音の心地よく

夏座敷より岩手富士見え
すれちがふ新幹線と夏燕
雨に降られし筑波万博

牧場の朝の遠き角笛

転げ落ち子等がロディオに大はしやぎ

痩せ馬がきて柵で肩擦る

ナゥ山の影菱の実水に揺れどほし

沼の面わたる白き秋風
和

佐々木ツタ子

まぎれなく獣の匂ひ立ちのぼり
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あはあはと紙のごとくに月かかり

木の皮剥いて刺叺吹くなり

ゥ霧流れ恐山への道しるべ

陽

岩岡吐雲

書き損じたる恋文の数

赤子のこゑで海猫が啼く
桜いま盛り港の見える丘

女狐に二度と三度とだまされて

風

高橋白晶女

沖うららかに淀かぶ下北

はぐれ烏岳より高く風に舞ひ
だんだん遠くなりしふるさと

駅裏に人待ち顔の月昇り

四

大橋たつを

ツ

花影に心のあそぶ扇塚

和

平成元年三月二十七日首尾
美

風

巷にふゆる秋のともしび
露めきて掌に一滴の化粧水
写経の筆をしばし休めて

あさきゆめみし春のあけぼの

を風和陽四北晶美雲和ツを美晶雲北陽四

ハ松本・花野連句会ｖ

ビニール色に漂へる月

野分去りあちこち向きてとうがらし

川口栄子

小出きよみ

橋爪万津子

二十韻﹁とうがらし﹂

四十雀の籠の掃除をしてやって

増田真波

小出きよみ捌

帽子に飾る赤きブローチ
ひそひそ話に猫が耳立て

翠

み

万

布山翠

いい男みな妻子ある口惜しさよ

波

ナゥ打ち寄せる波に芥ももる共に

平成元年九月十日首尾

地球汚染に鳶のうららか
尋ね来て花の吉野の奥の奥
田打人見ゆやすらけき国
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ゥバス待ちのカバン持つ手の十あまり

障子の穴のかすか音立て

翠
栄

襟巻の人犬抱いて来る
ナォ舶来の時計の振子ゆったりと

万

雪舞ひて讃美歌洩るる夜の道

開きっぱなしの廻転扉

波

波

栄

小出まこと

宮様の恋の噂に螢とぶ

ビールのむかう月と君の目
ＵＦＯの青き光にまどはされ

作務衣の僧の肩の細々

波み栄万

八松山・祓川ｖ

半歌仙﹃石伝ひ﹄
鈴木春山洞捌

鈴木春山洞

黒田耕三
洞

石伝ひ奔る魚影や冑葉風
音を間近く落つる大滝
炎天を喘ぎ汽車ゆく真昼にて

洞

″

″

締切原稿書き終へにけり
月を待つビル屋上の芋煮会
ゴルフ賞品めづる佳き秋

″

洞

庭下駄の緒のゆるみかけたる

ゥ人誘ふ踊の太鼓聞こえ来て

﹁いやよいやよ﹂と肌をすりよす

﹁いじわる﹂と紅い唇とんがらせ

″

洞

″

洞

洞

黄昏るる校舎の隅の吹きだまり

ドーナツ現象すすみゆく町
皮ジャンでバイクをとばす夜半の月

虎落笛聴く寝間の静かさ
妻の目を愉み暦繰り持ち出して

読めぬ浜札さかさまうらら
フェリー着く伊予の小富士の花盛り

反転し翔ぶ腹白燕

平成元年九月五日首尾︵文音︶
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筆ノノ洞〃以洞以洞以洞以洞以洞以洞以洞
山

八松山・芭流朱連句会ｌその一Ｖ

部木

鈴木春山洞捌

曽

半歌仙享化白む﹄
花白む昼なり碧き弩かぶる

無人売店売り切れにけり

ひとりどちしっ吹くシャボン玉
アクセルを踏み逃水へいそがせて

平成元年四月吉日首尾︵於・愛媛県小松町︶

I8Q"

むっくり起きて払ふあぶれ蚊

介春
執

月天心あっけらかんと澄みわたる

美大卒業待たず入籍

ゥ上野駅着いたばかりで柿を買ひ

引越しの荷の中の菫石

補檜に隠れもやらぬ腹目立ち

放哉の島放哉の句碑

荒れ寺を暫しの宿と決めこんで

月映しゐる睡蓮の池

蠅叩キ持ちうろうろと目はしらせ
にぎり寿司わさびの効きをいはれもし

熱き茶入るる店のサービス
桃花咲く武陵を見せしテレビなり

春うららかに廣き田園

我鈴

八松山・芭流朱連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃忘れ島﹄
長閖さや橋脚据ゑし忘れ島

漣しきり瀞ぎゐる蛸糾

春ショール手に知り人を訪ねきて

鈴木春山洞
鈴木春山洞
″

植田孝一郎

孝

″

洞

野辺の径に萩の乱るる

洞

ピアノ奥から聞えくるなり
母も子も共に眺むる今日の月

文の中には切符が二枚

孝

すててこに前垂れ〆めて夏の月

老眼鏡を掛け初めし鼻

洞

孝

洞

洞

″

髪長き女がいそぐコンサート

孝

末の娘がかちわり運ぶ

洞

ゥ秋風を身にしみじみと覚悟して

﹁仔犬あげます﹂貼り紙の冬
ふり仰ぐ顔にちらちら雪が降り

黄信号そのまま入るオートバイ
サイレンが鳴る昼うららなり

孝

執筆

孝

信濃路は遅き花咲く便り来て

鳩の詩夕詠む暖かな人

平成元年三月三日首尾︵文音︶
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洞ノノ乙洞乙〃洞乙洞乙洞乙洞乙洞乙洞乙

八松山・芭流朱連句会ｌその三Ｖ

春軒
山

半歌仙﹃良夜﹂
連衆となりし二人の良夜かな

芒のたばを挿す壺青磁

厨から酒の肴ナの来る待ちて

平成元年九月十八日首尾︵文音︶
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黙って莨くゆらしてをり
縁台に片膝立てて端居する
井戸波へせし昨ク日のこと
ゥお頭ラの法被は宙を飛んでゆき
いなせな肌にちょっと惚れこみ

窓から声をかけし黄昏

つかれ髪おさな馴染の気安さに

山家暮らしに暮れし三年

賞状の物言ふ文字もうすぼけて

黄塵の中蒙塵の輿

雪女いつに失せしか月くらく
燗熱うしてひっかけにけり
あさぽらけ安禄山の銅鍵と鐘
いかるがの野は塔の霞める

少年の銀鞍白馬花の門

鈴松
木岡

胄洞〃青洞胄洞冑洞胄洞〃青洞青洞女洞
山

八松山・芭流朱連句会ｌその四Ｖ

木木

鈴木春山洞捌

青春

半歌仙﹃碧空に﹄
碧空に心弾まぬ風邪かな

妻手作りに飲む卵酒

跳び石の二三埋もるる古庭に

見知らぬ顔の人が横ぎる
月光をすたすたとゆく影薄く

ひと

平成元年十二月十五日首尾

︵於・松山市三津朱庵︶
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草むらに啼く虫の声聞き

ゥ秋袷姉と妹と指切りし
ひとりの男を恋ひし諦め
マニキュアを遊び心でつけそめて
リップポマード塗れるゲレンデ

氏神様の鳥居寂びたる

遠山の頂キ白く冬深し

街の工場に勤め四十年

青芒分けて出し月仰ぎゐて

烏の巣かかる枝に近寄る

双子生れ家族ふくれし家狭く

旅の共寝に観し唇気楼

花びらの幻想醸し散りかかり

鈴鈴

八松山・芭流朱連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃二色に﹄

窓開け放ち入るる薫風

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

美

芥川良美
池田澄子

二色に盛り合ひアイスクリームかな

頼まれ事を果たし来しなり

砂浜に置かれし舟を漕ぎ出して

藤村責美

守口津夜子

刷く薄墨に忍びよる秋

人形師眉かく筆を照らす月

澄

美

夜

洞

里貝

澄

美

夜

洞

一員

澄

美

いでたち

迷ひ心で装選び

ゥあれこれと冬の仕度に気を配り

仏間に籠り鳴らす鉦の音

灯を消さば素直にならん愛深く

白鳳の蔓に遊ぶ雀見て
礎によせ億ふ遠っ世

御手植ゑの大樹にかかる寒の月

剥製の熊射く止
め親爺よ
るま

故郷をあとに自動車で旅に出で

春加茂川の友禅流し

花ありて花と緑の博覧会
子を背負ひたるピクニックなり

家鴨の列のくぐりゆく橋洞

夜

ナォストローを空にめがけてシャボン玉貴

かもつ
竹藪を煽り貨物列車の長々と

低調講義にうんざりとする美
ち

乳のあたり汗の浮き出る恋をして澄

美

いなす素振りに廻す絵日傘貴
ぶつつけに唇奪ふ真昼中ヵ洞
古き軍歌のメロデーに酔ひ夜

玉串料訴訟関せず参拝し

読みさししまま捨て週刊誌澄

芋煮会月の光も味に添へ貴

一際高き新酒の香り洞

すさ

ナゥ失言の悔上いつまでも冷まじく夜

利休を修す集ひこのごろ美

東予銀座女友達連れ立ちて澄

平成二年四月十六日首尾︵於・東予市桐瑠庵︶

青雷ならぬ先生多き貴
そよりともせず暮れかかる花の白洞
唇楼惜しみ渚を歩む澄
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八松山・東松山連句会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃天の破れ﹂
重松冬楊捌
松根東洋城

うす白雲の浮べるを見る

ナォ浴み給ふみ堂の内の甘茶仏

止めやうのなき株の暴騰

開かれし国体の無事祈りゐて

にぎやかに鳴る軒の風鈴

鮓香ふ浪速裏街昼下り

速度増しゆくペアの自転車
フロントに新婚様と慶ばれ

瀧落つる天の破れや時烏

千年の松を離る蚤望の月

郵便の配達いかん待ち兼ねて

中須賀畦月

団栗の実に踏み転びたり

重松冬楊
渡部伸居
池川媚谷
森本蛍子

ナゥ招かれて在の祭の客となる
へぼ碁の石を並べたるま蚤

さつと素麺流す竹樋

いづくともなく匂ふ木犀

居

楊

塀越しに紙飛行機の舞ひ込んで

湖へひらける見晴しのよさ

ゥ古備前の徳利は早稲酒満たしたく

月

遠筆に三行ばかり書き添へて
めくれるま塾のしぶき絵暦

言ひ寄る隙をわざと与へっ

谷
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ゐながらの月に消されし星の影

はやつながりし瀬戸の大橋

毒舌の男らしさに絆さる蛍

朝の公園塵一つなき

秤癖一睡︾号朋十叶弱率︵文音︶

接木上手がすませ法楽

ひらひらと散りゆく花の狂詩曲
居

蛍

月

楊

鬼の岩屋の今に残りし
鉄窓に心も東つる冬の月

蛍

くたくたと観光ポスター壁に貼り

届けとばかり寒声をあげ

楊
居

谷

思ひ出は午砲の鳴りしお城山
セピアに槌せし遠き写真ぞ

自由創造碑文うら易か

ニュールックの制服映ゆる花の下

谷蛍月居楊蛍谷月居楊蛍谷月居楊蛍谷月

八松山・東松山連句会ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃夕立や﹄

夕立や並べる山を皆買はう

白い腹みせとぶ岩燕

童等は大樹の下にざわめきて

森本蛍子捌
松根東洋城

ナォ春炬燵母の背中の小さくて

バイブルはさて漫画堪能

幸運にプロダクションに認められ

風強ければ波の逆巻く

逢坂の関暮れそむる蝉丸忌

花火見んとて土手の道行き
すっきりと衿足ぬける艶な人

夜長をあかず友と語らふ

満月を浮べて池の澄みわたり

静かなる丘にあるてふ古墳群
紙飛行機のついとかすめる

弥勒菩薩のたおやかな指

ナゥひとくぎりつけばついたでそぞろ寒

枯れて切られし名勝の松

また聞かされる惚けたらたら
テレビ今エイズ死亡を報じゐて

蛍

森本蛍子
池川媚谷
奥村京子
宮内竹仙
佐伯飛烏

仙

一尿

谷

鳥

花片を杯に受け酌み交し
草餅よりもうまき田楽

秤趣唖蓉仁朋作串誇︵文音︶
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厨の匂ひただよひにけり
あけ放ち居間より仰ぐ三日の月

耳傾けて虫の音に酔ふ

ゥむくつけきかかし誰かに似てるらし

知らぬ素振りの目だっこの頃

証文一束中味そこばく

蛍

いいじやない過去のことなぞ言はないで

路地をうろつく野良犬のむれ

廃屋になりたる窓に打ちし釘

谷
一尿

吾が影を明らさまなる冬の月
ふところにある蜜柑まさぐる

仙
烏
谷

蛍

点てくれしおうすに疲れ癒しゐて

はやあちこちにきこゆさへずり

ぼってり厚き砥部焼の茶器
咲きそめし花の便りも故里の

仙烏京谷蛍仙烏京谷蛍仙烏京蛍谷烏仙京

渡部伸居捌

予京竹百伸
志
合
仙居百予京仙百居予京仙百居女子仙子居
間村内村部

八松山・東松山連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃ばつたの影﹄

干し物にばつたの影の日和かな

空高々と昼の玉盤

渡り廊下を急ぐ登音

柿の実へ子等竹竿をさしのべて

ナォまくら辺は旅行鞄と朧の灯

ペットホテルの臭ひ公害

ありのまま述べし匿名アンケート

隣の喧嘩見っっ見ぬふり

棚越えて来し隼人瓜花をつけ

涼しく水の溢れゐる堰

ひしと抱かれ息つまる胸

ひさぴさに心の君と再会し

目覚ましに呼び起こされし恨めしさ

すったもんだで事は落着
月明の畠は既にひとのもの
よぼろ
白丁に追はせ鹿の角切る

細き流れに沿へる寒村

ナゥ古都奈良の社あたりに残る秋

聞きおぼえなる歌をハミング

早々と風呂を仕立てているとせむ

幼ナ児の手に銀の風船

燗漫の花にた鼻ずむだらり帯

秤趣垂蓉十罰朋三十斗申霊︵文音︶
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ふところにくくむ涼風快く
帆の赤ければ湖に映れり

ゥ卓上に白磁の如く茄卵
妖艶にやはくまとはるネグリージェ

膝枕てふ味な倖

髪をまとめて終バスを待つ
四シ辻に風ゥの欠けたる五輪塔

門掛けの松塀の上這ふ

貧乏徳利春を詰め込む

玻璃戸透く屈折見入る冬の月
病上いたはり炬燵守りゐる
先代の遺して逝きし古書の櫃
坊っちゃん列車ロケに復活
いよいよの大団円に花の散り

野奥宮奥渡

京予居仙百居予京仙百居予京仙百居予京

ハ神戸・白燕連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁夏鶯﹄
夏鶯山ふところをひろげけり

画帳の端を煽る滝風

棟上げの日の丸扇高らかに

佐野千
奥村方

ナォ亡き人の昔噺に時忘れ
魚の煙にぽっと火がつく

異母兄妹の情深まる

れず

かくすより頬の赤さが気にかかり

天井裏をかけ廻る鼠

水餅の残り少なく寄りそうて

ひそかに蒐む角力錦絵

いつよりか読経の声も絶えはてし

筑波の空は夕茜して

ひやかしの鬼灯市の賑わいは

十六階で飼う虫の声

子供らも鴉も帰り月上る

ナゥ爽やかにパラボラアンテナ風を受け

松葉杖とも今日でお別れ

青い地球のかげりみえそむ
飽食の世にして骨の細きかな

一斉に窓開け放つ花霞

牛乳配る音の暖か

秤趣瓦蓉払朋什恥串誇︵文音︶
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赤銅色の肌もつややか

満月の頃は魚のくいつかず

衣被にはほどほどの塩

ゥはしばしに露をおきたる京言葉

匂袋の小さきぬくもり

天神の森の逢瀬もはかなくて

橋のたもとを限る地境

サーカスのテント一夜でたたまれる

ところによって雨又は雪

円空の仏尋ねる冬の旅

地酒の酔のさめやすきなり

牛蛙ひと声鳴けば十声鳴き

豊かに水を充たす種池

この度の受賞沙汰ある月に花
もの言う毎に衣紋つくろう

月遊月遊月遊月遊月遊月遊月遊月遊月遊

遊月遊月遊月遊月遊月遊月遊月遊月遊月

八神戸・白燕連句会その二Ｖ

歌仙﹃かたつぶり﹄

かたっぶり昨日の野山老いしかな

祖父似の息子趣味が多過ぎ

新茶の香り舌にまろやか
手繕う垣に石臼積みまぜて

萩とすすきは歌に恰好

ナォ矢橋船霞の中へ乗り入れて
あとよりそれと気付く野呂松
そこはそこ魚の心に水どころ

水鶏と断じあがる岸の辺
や

身成から卑しむ心の恥ずかしく

ほとほと香具師の芸に見惚れる

建前の唄も流れて来る小春
年増四︑五人午後の色街

願も無ければ弥陀と遊ばん

金を借る借られることも苦にならず

五日月互いに齢を笑い合い
とんと忘れし牡丹株分け

京の九条に独り酒する

かまどうま

ナゥ裏口を昼から去らぬ竈馬

鷺しわしわと春を発ちけり

堅気とは思えぬ人の身のこなし

種播く人の出でておちこち

深閖と花散りかかる古墳塚

報輌六十一仁蓉圭朋十札叩澤︵文音︶
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待つ客のまだ現れぬ荻の月
言葉に文字にならぬ想いを

ゥ行く秋の飛ぶ烏迅き明日香村

雪の峠でとんだ難渋

にくからぬ娘の橋渡し頼まれて

偽の乞食を雨に走らす

かつぎ屋に当たらぬ八卦ばかり良く

姥捨てに無月の魚の小跳ねして

詑る思いに風鈴の秋

山峡を霧の降りいる四十雀
小屋もろともに水車まで朽ち

塔頭をめぐりて小さき初桜

札打ち和讃そそる春眠

村坂
木本

佐ひ
紀ろ

夫し夫し夫し夫し夫し夫し夫し夫し夫し

し夫し夫し夫し夫し夫し夫し夫し夫し夫

ハ神戸・白燕連句会ｌその三Ｖ

非懐紙﹃加賀染の﹄

標色なる冬晴の朝

加賀染のさらされている寒ざくら
がっしりと棟の上りし佳き日にて

床に落ちたる赤き蝦蟇口

秋山正明
佐野千遊
渋谷道

秤趣極等壺朋二粁極肥壼︵文音︶
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木遣くずしにしばし聴きほれ
幕間のざわめき潮の引くごとく

ビールの泡と朧夜の夢

うかつにもデートの電話掛けわすれ

コンピューターという仕掛人

春なれど風吹きあれる管財課

道祖神の目鼻そっとなぞれる

くなど

雑草の花一輪のいとしさよ

湖は青木木崎湖閑古鳥

ボオドレエルの詩の六月
病室に夕闇の色濃くなりて

イヤホンつける深夜放送
懐の逸民なれどやや寒く
少し離れて渡るかりがね

明遊明遊明遊明遊明道遊明道遊明

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃唇気楼﹄

土橋てる子

品川鈴子捌

流人島迎への舟の冨気楼
崖に生ひたる虎杖の丈
大越稠子

姉様人形眉もほっそり

稠

て

鈴

品川鈴子

百千烏負はれたる子の身の反りて

軒端に赤き唐辛子吊る

て

鈴

集ひ来る三々五々の月見人
合図はドアをノックする数

て

ゥいつしかに壷のどびろく減るばかり

のち晴を信じて深き思ひ川
芦の根方に結ぶうたかた
永田町億万の金飛び交ひて

稠

鈴

稠

将棋の詰めは押しの一手で

鈴

鈴

夕顔の壁にもやどる月の鬚
パリ祭に着るドレスあれこれ
だしぬけに九官鳥のこんにちは
とんだことから崩るアリバイ

稠

て

稠

て

み仏を力とたのみ花を待つ
掻けど掻けども樟落葉して

ナォ四月馬鹿橋で四国をひき寄せし鈴

ジャングル風呂に伸ばす足腰て
火檸の湯呑にお茶を満たしたる稠

犬もまどろむ巻狩のあと鈴

外に出ればさくと音して霜柱て

しるべの石をなぞりつつ読む稠
縄文の土鈴は誰れに振られたる鈴
身じろぎすれば伽羅の移り香て

こ筋の靴跡つづく大砂丘稠

色即是空空即是色鈴
水引草の影も水引稠

老杉の幹にしらじら月あかりて

新装うれし保養センターて

ナゥ藷ケーキバターたっぷり焼きあげて鈴

峯越えてゅくへも知れぬ飛行雲稠
きりきりきりと竹とんぼ舞ふて

白鷺が階でつつける花筏鈴

しごいてもみる春挽きの糸稠

︵於・神戸市北区しあわせの村︶

平成元年四月二十八日首尾
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八神戸・ひよどり連句会その二Ｖ

脇起歌仙冒ツトの帆﹄
品川鈴子捌

松原フクヱ

品川鈴子

大越稠子

防人の行きし大門をョツトの帆

石を蹴りっシランドセル行く

さまがはりする高き峯雲
牧の牛番号札のあざやかに
久島千枝

ゥ心柱の穴にたまりし水澄めり

枝

み

ヱ

ヱ

″

長谷川みなみ

草の中から蝮とび出す

み

練習曲ポロンポロンと昼の月

思ひ抱きてお百度参り

黒髪長き女事業家

ヱ

明日香野にマイクで流す相間歌
つぎつぎと新しきビル建てられて

み

稠

ウインドーには西洋人形

高木洋子

月影をうす目で見てる炬燵猫

遠ざかりゆく寒行太鼓

ヱ

″

淡墨の俳画の筆を休めたり
幼なき頃にタイムスリップ

洋

花こぼし回廊渡る風そぞろ
忘れたころにものの芽の出る

ナォ烏の巣や親鳥の声宿高き洋

門川で研ぐ庖丁二三稠

まはれ右したき心を押へたり洋

質問席の国会議員〃
遠くの空で雷の音枝

昼寝する猛犬さけてしのび足み

同窓会の誘ひに惑ふ洋

卓上に汚れしままの醤油さし稠

東西の壁壊されて抱き合ふ稠
水くぐりても消えぬ移り香洋
月光に浮び出でたる庭の石枝

ぶらりぶらりと糸瓜揺れゐる稠
ナゥ七五三帯に下げたる鈴鳴りてみ

店に並べるお多福の面ヱ
一人居てた宜ぼんやりと豆を煮る洋
李朝の壷に青き鷺翔っ稠
泉源の碑をかこむ陽炎稠

花万朶有馬茶会もたけなはにヱ

蓉鰄一唖辱十ユ卵二十正明霊︵於・大丸産経学園︶
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人神戸・ひよどり連句会その一一一Ｖ

脇起歌仙﹁夏の河﹄

高き梢に鳴く油蝉

夏の河赤き鉄鎖のはし浸る
ウヰンドの硝子に映る姿見て
園児募集のビラを貼りをり
本陣の月見の宴もたけなはに

品川鈴子捌

ナォ揚舟の擢の雫もぬるみたり波

大原の野に渡る涼風岡田麗

帝釈天へ人途切れなし高
思ひきや団地住ひの三十年波
測候所員今はタレント高
無農薬夏大根の繁り様波

金田美恵子

コーヒーを待つ間も指をからめゐて波

山口誓子

ガキ大将四十を過ぎて思ひとげ麗

︵於・産経学園神戸教室︶

平成元年十二月五日尾

平成元年八月二十二日首

土星火星とひくく連なる〃
鬼棲みし山と思へず花の雲高
ヘリコプターに風光るなり波

歩道より手をあげている車椅子波

過疎の村にて駐在も留守高

ナゥ色鳥の森へ入りゆく探烏会波

残す一つの柿を決めかね〃

天心の月にガチャリと販売機高

かけら持てくる伯林の壁波

個展を開く出戻りの姉高

浜田漁子
山照高雄
漁

″

犬が歩けば蝮跳び越ゆ

漁

″

″

″

″

吉向

吉向

ゥ蛸壷に丹精の菊挿し入れて
煮物を焦がす思ひつめては

宗匠の男手前に惚れるなり

三連水車夜も止まらず

消費税含む吉野の陀羅尼助
一円玉にポケットが脹る
寒行の僧佇っ街を月照らす

″

小林波留
″

聖樹きらめく垂直の壁
救急車隣の門に止りたり

たたみにおちし白き折鶴

″

高

卍巴の蜷の道筋

外人も子を連れてくる花の宴
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八大津・広野連句会ｖ

歌仙﹃夕暮れて﹄
村木佐紀夫捌

安田柾比呂

村木佐紀夫

小菅信一

煙のどとき白木橦垣

夕暮れて音なき音や秋しぐれ

叢雲に月見の団子頬ばれば

夫
呂

呂

夫

呂

夫

無い袖は振れぬ道理と知り乍ら

夫

ナォ御詠歌に鉦が供する遍路道

夕辺を帰る鴉二三羽

居酒屋へふらりと入る背広連れ

酔った弾みで仲人の役

夢うつつ三三九度の素焼盃

裏参道に石碑の古り

昭和史を手に夏蜜柑買う
先帝の声懐かしき夜の秋

歩き疲れて腰おろす芝

平日も矢張り混み合うゴルフ場

渋柿剥けば間こゆ追分

月代に宵待草のやるせなく

ナゥ萩芒過ぎたる年を数えても
胃カメラ呑みし今日の一日

瀬戸と有田が並ぶテーブル

路地曲がり肉焼く匂い流れきて

丘はなだらか八十八夜

花の家留守居の役も気にならず

蓉趣矼唾十ユ朋三伍明窪︵文音︶
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俗事に疎く農を一筋

凧に潜りて遊ぶかいつむり

焚火に明ける崎の名園
ゥ由緒書因果話の面白く
何時も泣くのは女性ばかりか

雨降って地の固まるの置手紙

とにもかくにも赤飯配る

呂

大山鳴動鼠一匹

夜蝉の声は旅の慰め

植え終えし田の面に溢る月の光ゲ

新聞の死亡欄にも目を通し

呂

夫

ラジオ相手に老の閖日

野辺の送りも霞とぞなり

ちらほらと花散りかかる古墳塚

呂夫一呂夫一呂夫一呂夫一呂夫一呂夫一

八東京・風信子の会ｌその一Ｖ

歌仙﹁あはれさひと２
時雨忌

月下の沼を胸に棲ましめ

東西のあはれさひとつ秋の風

右巻きネジの児かくれんぼしてゐる

ときじくの棋植かりりと歯を当てて

別所真紀捌
翁

津

片時雨格子戸古き麩屋匂ふ
トロッコ駆ける冬麗の空

ゥ逃走の準備喀疾培養す
今日を占ふ犬の遠吠え

紀

川端秀夫

村野夏生
別所真紀
黒田多津
村田実早
神山みち
小倉流花

じんじんじんと淋しい海だよ

口わるし足癖わるし顔は佳し

早

ナォらんらんらんペンペン草を君に投げ津

インデックスだけ詰めた大脳生

刑務所に流れるバッハのカンタータ〃
間抜けなランプ点いたり消えたり夫

蛤御門でめぐり会ふ夏早

魔法陣解いて少年行方知れず生

突然破れる祭の太鼓津

パップ剤脚気の猫に貼り着けて花

小南描く寄席に入って行きたいナち
爪の先までモーリス・ベジャール紀

水引草は何も語らず夫

赤手蟹月に放ちし子百万ち

ナゥ蛇笏忌の堕ち行くものは皆澄みて生

尉の面をはすかひに見る松平博之
立冬の髪結ひ上げてゐるこころ早

花載って氷窒素のきららかに紀

答と長靴古草の中夫
生

︵於・東京文京・関口芭蕉庵︶

平成元年十月十五日首尾

かぎろひ燃ゅるばかり阿騎野は執筆
津

″

ち

一葉の櫛笄の小さくして
龍泉寺町はちょっと坂下
夏の月魂乾き居るかたち
河で洗濯ついでに泳がう
水洗のタンク上なる圃神

夫

寺化

花と我とどちらがワープすればいい

生

火星都市から届くバーボン
つばくろ過ぎるホープヘッドを
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八東京・風信子の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃白烏翔ぶよ﹂
真紀新著上梓を祝って

村野夏生捌

ゆっくりとポトフと言葉煮てをりし

海には鯨潮を吹くなり
神山み

別所真

川野蓼

村野夏

レンズの中に消える少年
月面に我を詰問するは誰そ

川端秀

岸本葉

白烏翔ぶよ白いページを載る匂ひ

きちきちバッタの顎の恐ろし
ゥ秋冷の竹の青さにおどろきぬ

村田実

ナォ死刑囚護送車還る草おぼろ紀
うなじにそっと触れて行く風ち
繊き指閉ぢる﹁国際摩擦論﹂夫

落した魂拾ふ沖縄生

ハバナ葉巻の賦力の男ち
船箪笥真珠かけらこぼれゐて紀
クレーン見舞ふ病室の窓早
甲冑の光秀と遭ふ木下闇艸

犬会話する川をはさんで早

指物屋畳屋ここは父祖の町紀

狭窄の視野には何と萩月夜艸

テニスコートへ櫓田の道花

ナゥすさまじの群衆針のかたちして紀

胎内仏もまた秋思かも艸

黒塀の中に火の手の上がりけり花
おしやれな人が生き残るのだ夫

山頂の石蹴り花の刻暮れず生

洛中洛外帰雁しきりに早

︵於・東京文京・関口芭蕉庵︶

平成元年十一月十九日首尾
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小倉流

ボトル転がりカーテンは揺れる
かな

美しきガラス細工の骨を持つ
愛しきものにくちなはの衣
フィレンツェの涼しきフェレの店に寄り

伊万里の皿のゼリーぷるぷる

蘇る月光仮面暖炉買ふ

歯切れよろしく久潤を叙す

春の社の釜鳴りの音

異界の扉開いてジャズと声明と
ふつふつと立つ泡を見つめる
花落ちる幽かに空気踏みならし

早花子艸早紀艸生紀ち夫子早ち花紀艸生

八松山・鳳松園連句会ｖ

六吟歌仙﹃紫木蓮﹄

合はせさへずる野の鳥の影

紫木蓮崩れんとあり疾風雲
笑ふ山遠く遙かに望みきて
通学生のバスを降りたる

リクルートにて奪はれし職

ナォ点点と沖の白帆の霞む海

天安門に会ひし知りびと

旅仕度身軽に持ちしルイヴィトン

電線鳴らし吹雪く最中
産土の社に打たぬ大太鼓
八百屋お七の芝居始まる

重松冬楊捌

断ち難き未練に狂ふさま悲し

おとがひを埋む毛皮の襟巻に

大沢津弥子

矢野盛正
重松冬楊
三好柾秋

窓開け放つ時の流れよ

訪ねし友のくれし甘柿

さ武波の消えっ蚤浮かぶ池の月

ナゥふるさとの秋の祭を久しぶり

下駄の音からころとして月の路
正

楊
秋

佐藤喜代

津

琴の調べはゆるやかにして
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香焚かれある座敷さはやか

逃げし女をふと思ひだす

ゥ焼味噌の好みの味を愛でながら

裏戸打つ荒息づかひ迎へ入れ

楊

短冊へした易むる詩に詠める花

瀬戸の大橋島をつないで
茜空西へ連れ翔ぶ磯千鳥
野中史香

くるりと廻す春の絵日傘

一旦宮

秋

不在電話のベルの寒さよ
釣銭の壱円アルミ新しく
消費税には振りまはさるる
夕月に端居の声のはづみゐて

津

秤軸一睡蓉匡朋二拝皿申誇︵於・鳳松園︶

正

鈍行列車のがたぴしとゆく

秋

″

ラガービールをぐいと飲み干す

花に酔ひそゾろ歩きの人のむれ

楊

地蔵様の赤き前掛色槌せし
沖ころの消ゆおぼろの小径

津正津秋楊正秋津楊秋正秋津楊正津ノノ秋

ハ仙台・北杜連句塾ｌその一Ｖ

歌仙﹃雪女郎﹄
狩野康子
舟岡富子

狩野康子捌

北風極む深夜の窓辺
佐藤千枝子

ナォ訪れも遠慮がちなる春の蠅

屋台の並ぶ駅の裏道

煩悶の徒のふところに﹁歎異抄﹂

あの字この字と辞典を開き

枯園であやかりジョギング髪ゆらし

肌よき蕪下がるベランダ

移り香はシャネル５番の午前様
手切れはずんで老舗の若ぼん

オクションが版行ひとつで転がって

満願成就烏居献納

逃げ水追いっハイウェー伸ぶ

遅咲きの深山の花の盛るらん
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雪女郎ふと親しみをおぼえけり

喧騒の街思い出す秘湯にて
立見チェックの本屋の旦那
岡っ引手柄もなくて明けの月

金星をアクセサリーに三日月
隠した濁酒知らぬまに減り

山田史子
高橋初子
大沼節子
史

藪乱っけ裸足で走り

ゥもぎごろと他家の柿の木眺めては

バイクずらりと仙台新港

ナゥピチピチのジーパン気にし障子張る
枝

富める国おやつ気分で飲む薬

初
初

共に地獄と覚悟の二人

ワイドショー帰ってくれと叫ぶ夫

枝
富

秤唾郵幹封一一朋廿砿申牽︵於・山田宅︶

節

烏が鳴くよ吉か凶かと

千島の浜は今も荒れてか
突然の自由の旗に壁陥ちる

ガレキ早速商売になり

胄簾病の床に月漏れて

富

史

節

バナナを食べてバナナさん読む
好プレーゲートボールに夢中です

空き地の朝は名犬駄犬
京紅の花魁歩く古都の花

史

初

ペンペン草の昔なつかし

初康富史節史枝康富節初枝史富節初史枝

八仙台・北杜連句塾ｌその一一Ｖ

歌仙﹃松蝉﹄

ユトリロの静酔の切れ切れ

ナォビル谷間ジグソーパズル風は勘ね

塞翁が馬に任せて一安心

狩野康子

佐藤千賀子

貝殻骨まで優にいとおし

水色のレインコートが良く似合い

入道雲の天に怒れる

取り殺せ垣の夕顔ひっそりと

亭主午歳私丙午

足立かほる

あばたさえ笑くぼにかえて恋勝利

狩野康子捌

影曳きずればむせる新緑
芝居茶屋噂の役者姿見せ
賀

松蝉の峠揺らして昏れにけり

群れるディンクス生気溌刺

康

砂千里隊商月の下歩み

開けふたたびパンドラの壺

ウィンドー様がわりして秋に入る

る
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ぎっちら漕いで渡る三日月

涙含みてマリア観音

さそりのしっぽ星くずを呼ぶ
る

賀

康

熱に浮かされ片恋に泣く

かくれんぽ子に犬すり寄って

石畳つづく露路裏濡れそぽつ

ゥ往診の料は初鮭鼻曲
黒塀まわす粋な別宅

康

平成元年五月十五日首尾︵於・佐藤宅︶

夢か現かもえる陽炎

大木に古木に花のまつ盛り

ナゥ由緒ある膳椀並べ秋祭

えいままよ女小袖をまたも振る

賀

康

念仏唱え寒空を行く

限りなく黒に近いとマスメディア

る

る

市場経済いやよマルクス

賀

賀

蔵に雛段匂い懐かし

極月の月嵌めこんで祖谷の宿
宝もの在所は誰も知らぬまま

る

康

彼方此方に岩燕飛ぶ

潮騒の磯伝わりし花の昼

る賀康る康る賀康賀る康賀る康賀る康賀

八東京・松喜久会ｖ

ちょっと欠けたる十三夜月

秋空や常にもあらず澄みわたり
中原刀

中島櫟

岩崎泉

歌仙﹃秋空﹄

鴨の鍋ふつふつと煮え心みちて

古い映画に秘めし青春

入道雲に機影かくれる

ナォ八重椿漸く咲いて見事なる

救世主なき近頃の政治

英詩人伝寄附し嬉しき

ソドムには硫黄の雨の降りぬくし

蟇拾ひたる雨の道の辺

書を乾して苦渋の日々を送るのみ

横笛の音にいそいそと出る

久々に会ひて酒酌む灘の宿

群発地震揺らぐ保養地

あでやかにプレーンの髪をなびかせて

大雁塔は白露の中

長安の月も黄沙におほはれて

おは

田も畑もなく父母も在さぬ

ナゥ今年また巨峰の葡萄故郷より

世界中行かぬ地は無しビザの印

曽遊の家を尋ねあぐねて

花うけて稿了の湯に身を沈め

藤浪ゅれる長き堤防

蝿卿六土産蓉叶胆一十三串塞︵於・交訶社︶
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夏の山キレット小舎の今も在り

ゥ老いらくの濠洲旅行思ひ立ち

肩寄り添ひてそっと攝く

心経覚えめぐる観音

二三人昨夜の舞妓がスナックに
沁みじみ見入る三鬼のテレビ
囚はれのエスペラントの会の友

梢を焚く煙の上の月赤く

厚氷張る庭の水盤

まきびしく平成の代は始まれり

鶯目白競ふ餌台

一にも二にも消費税にて
幸せは榮耀ならず花に住み

禰郊溪禰郊溪禰郊溪禰郊溪禰郊溪禰郊溪

郊禰溪郊禰溪郊禰溪郊禰溪郊禰溪郊禰溪

八松山・松山連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁改元﹄
永田黙泉捌

取手のとれしバケツころがる

ナォ七色にふはりノ︑と石鹸玉

転生の命のバトン石拝む
遠ざかりたる鈴の音淋し

妖しのおつう︵鶴︶雪におとづれ

としよりの五六人寄り焚火の輪
鈴木春山洞

握られし手の温み忘れじ

相槌は気ぬけし言葉ばかりにて

永田黙泉
中須賀畦月

淑気厳と今日改元の日を迎ふ
御降りすこしふりか皇る道
うら公かに二人晴着をきかざりて

井門可奈女

移り香にむせび涙をながしっ蚤

雛の部屋に幼な子はしゃぎ

かくれいは
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小波おこる礁なり

月光に芋炊きの宴笛聞こゆ

蕉翁偲ぶ那須の野の萩

泉

ナゥ祖く秋の名残に詩篇ひもときっ

渡部伸居
洞

うっ塾ともなく時は過ぎゆく

月

眉なせる朧の月が描く影
とびても行かな君が枕辺

ゥ法華津坂トンネル脱けて汽車走る

唐紙をのべて墨をする人
厨から物の匂ひの鼻につき

平成元年一月二十二日首尾︵於・梅之家︶

日永の牛と童連れだっ

女

月

居

旅の草鮭をぬぎし玄関

女

水くきの筆の運びも彼氏の名

月を得てやをら連句の座をひらき

居

レーガン政権ブッシュにわたる

柿の皮むく白き指先

老大樹満開の花あでやかに

大空を雲かとまがふ烏渡る

洞

泉

泉

新築の棟ひらめく御幣

洞

花映す渕に小舟を浮べけり

月

池の太藺に糸とんぼ侭き
万緑に隠れしっとり一軒家

緑に憩へばそよぐ春風

居泉女月洞泉居女月洞泉居女月洞泉居女

八松山・松山連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃野火猛れ﹄
野火猛れわが少年の日の色に

松永静雨捌

ちはや真白き緋袴の巫女

ナォみかへれば遙かに遠く壷りて

勿体なく納め盃仲人へ
胸の黒子も御存じの筈

古式を伝ふ寒の水泳

針灸を始めてすでに十余年

しん／︑と雪しんノ︑と降るばかり

消費税とはややこしき税

疑惑が疑惑よびしうそ寒

坊ちやん猫の落ちし四階
乾坤を鎮めて青き後の月

待望の家もうかつに建てられず
情

ナゥ大籠に一荷の茱萸をこぎためて

松永静雨
寺岡情雨
西原杏花
宮内竹仙

花

果つるともなき談義なりける

接木の台を掘りし穴とも
白魚の酢物肴に酌み合ひて

島影に島重なりて月今宵
にはかに声を落す馬追

仙

情

静

おはじきをさばきて小首かしげたる

つぶてとなりて消えし馬鹿烏
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静

ゅうに腰までとどく黒髪

ゥ障子貼る手つきもなれしカナダ人

からつと晴れて聟ゆ大山

怒ったりすねたりついに泣きもして

千歳の花散るとなく散りはじめ

やっとけじめをつけてくつろぐ
仙

井門可奈女

名物の蕎麦の味さへ懐かしく

いっきに走る水茎のあと

一化

城門の古りしがままに夏の月

平成元年二月二十四日首尾︵於・梅之家︶

くるくる廻る春の絵日傘
仙

静

女

情

御当所ぶりの鯰瓢箪

青龍刀を自由自在に

花万朶湖にうつれる浮御堂

静

真ン中で奇声を上げる人だかり

翁のホ句も暖きかな

女静仙女情静仙情女情静仙女情静仙女情

八松山・松山連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃禅僧の﹄

笹藪渡る鶯の声

禅僧の今日嫁取りや山笑ふ

重松冬楊捌
重松久﹃

寺岡情
渡部伸

鍋の小豆の煮ゆる静けさ楊

ナォ島肌の段畑にある耕人に鈴木春山洞

師走の用を思ひ出したり洞

出張の夫の帰りを待ち佗びて雨
化粧の濃さが少し気になる居
冬鴫の猛りを朝のとつつぱし楊

いつまでも株高といふことのなく雨

河の蛇行に蛍火も添ふ居
信心の人と見てとる薬師寺楊
秋を惜みて風の渡るを雨

月の砂ふみ北の灘波しぶく洞
身をゆだねたる湯槽爽やか楊

ナゥ板の間に木の実の独楽の転りて居

どさと置きたる野菜泥つき洞
鉢巻の手拭しかと締め直し雨

耳をすませば遠き街騒居

花よそにひたすら遺跡掘りすシむ楊

平成元年三月十六日首尾︵於・道後梅之家︶

面壁三年打座のうら鼠か洞
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ゆるみきし枢も春の乾きにて
句碑の写真を挟むアルバム

青々と青々と月中天に
土手の薄の銀と耀き

衿足白き病弱の妻

ゥ稲刈機一杯機嫌に出されゅく

よくの大虎けさのしょんぼり

疑ひを知らぬ瞳の澄み透る
魚は棲まねど水の豊かさ
工場の煙重たく降る木の葉
頬撫づる光やをらに夏の月
団扇に描く俳画おもしろ
化け損じ尻尾かくせぬ破れ笠
がたノ︑揺る塾いまの政界

滝壷の深きへ花の散り続き

視野を斜によぎる蝶々

雨居楊居雨楊居雨楊居雨楊居雨楊居雨楊

八東京・摩天楼連句会ｖ

歌仙﹃埋火﹂
星野石雀捌
翁

堀口みゆき

星野石雀
桜岡素子
木村駿
斎藤徳治
岩田玲子

ォ埋火や壁には客の影ぼうし

ワセリンのやうな昼月捨扇
松茸狩にツアー組みます

櫓の声寒く碁を崩す時

ウスプーンの曲り具合を確かめて

玲

ナォ三疎み三途の川を渡りかね治
身を涙ぢらせる口寄せの婆駿

エイズ怖しさはさりながら稚児ヶ渕玲

見詰められてもみつめてゐてもき

言ひ触らし屋を平手打ちする治

貞淑な婦人と徳の高き僧玲

たちまち沈むウインドサーフィン玲

熱帯夜山鳥の尾の長電話素

月の土地買って老後に備へあり玲
ゆるゆると掘る藪の自然薯素
ナゥ象の足紙屑入れに丁度よい玲
近鉄勝って今日もすき焼き素

後の先覚え大関の座に治

黒百合を挿さう一服盛ったれば素

き

地震計の数字はみんないんちきょき

芒の光る高速路行く

東方の黄金の国に招かれて

鋸引きの手妻おそるし

治

素

馬小屋に少女の髪のながながと

粉をかけよう男装の人

如何せんパチンコ疑惑ただじやらじやら

雀を脅す大目玉なり

″

き

駿

玲

︵於・東京グリーンホテル水道橋︶

平成元年十月二十二日首尾

春睡深き水底の魚紀

ひたすらに落花の下に舞ひつづけ駿

甲斐なきことを思ふ踏青紀子

原作に忠実舞台つまらなく

仮面をつけて陽炎の中

駿

治

駿

花の色あまりに淡く海を見る

酒温めてひとり寝やうか
月の戸を村長叩く強談判

河豚供養する飽食の群
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八西尾・三河連句会ｖ

歌仙﹃月挙げん﹄
宮下太郎捌
鈴木春山洞

白方筍子
井門可奈女

赤き額なる芒大原

秋高く求むる道の俳譜に

中島まさし

宮下太郎
中島啓世

月挙げん騏麟は顔をのぞかせて

ラムネを飲んでほっと一息

太

川部洋子
斎藤吾朗
柴原睦夫
倉内保子
高島秋潮

小林しげと

矢崎藍

白藤花夜子

東郁子
東明雅

絵の具の匂ひこもるアトリエ
桐の花あっという間にすぎし窓

乗馬の夫人椀然と笑む

ワ分去れの地蔵の前で道を聞き

ピバルディーきこゆとぎれとぎれに

てのひらの鞭の痛みに情炎燃え

地球儀の四季は日本が第一番

昨日歩きし吉野の山々

久遠の環境護れかしとぞ

ゆっくりと濃紅色の花開く

別所真紀

画廊にてガラスの向かうよき日和

伴天落葉舞ふ丸の内

何もかも東てて月の出待ってゐる

屋根の上なる陽炎一座

音立ててさす黒きかうもり加藤耕子

ナォ茶摘唄物語りひめ手古奈池高中静美

水戸街道いづくかと問ふ老の顔石崎緑風

揺れる車に腰のぎしぎし加藤治子
夏の風髪飛び放つ夕の刻山田京
医業はゅづり焼酎一気安江真砂女
黒ミサの炎の陰に狂四郎山本正之

国境越えて恋の凱旋山本文夫

慰安婦にしがみついたる少年兵吾
夕ぐれの中ビルの赤々加藤雄二

影法師踊るがごとし酔の月秋

婆々が屋根より柿取りくれし庵崎京子
ナゥ鶏頭と競ふ油絵天高くいづもとっや
ケーブルカーの景色ながめて品川昭代

過ぎし日の想ひ出田んぼアスファルト鈴木桂

三州瓦映えるあけぼの五明竜史

衛士立つ桜田門の中も花神谷瓦村
平成の代の水ぬるみたる行方克巳

︵於・東京丸の内画廊・斎藤吾朗個展会場︶

平成元年十月十六日首
平成元年十一月二日尾
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八松山・夢茶の会ｖ

歌仙﹃投げ捨てし﹄

投げ捨てし衣に紐ある朧かな

嵩ときし影映す春灯

山峡に鮮やかに咲く桜見て

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

黒田耕三
中出夢女
倉本淑女
児玉凡松

ナォよなぐもる原の細路うねりゆき

白髪光る足ながをぢさん

ハモニカメロディ近づいて来て
履き初めの下駄の鼻緒をそとゆるめ

ぼら

寒鰡釣りの竿の並べる

さ

閉す家の軒の氷柱に目をうつし

闇に衣ずれ息ひそめゐる

誘ひの﹁アカデミー賞よ﹂と気を引きて

こと突如野性に戻る気配なり

動かぬ時計みな電池式
駅弁と地酒求めし旅の月
雲の流れて信濃柿ゆれ
ナゥ錦秋の峠を眺め涙ぐみ

群がる鳩のぱっと飛び立つ

す
青あを簾
寺二三子集ふ桂山忌

十円残る財布ワニ皮
松

道後の温泉花の彩濃く咲き乱れ

洞

井門可奈女

原井川酔
淑

ゆ

酔

｜唾癖十泗朋咋叩率︵於・夢茶︶

川さかのぼる競漕のあと
秤
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轆轤挽く手の荒るるこのごろ

昇り初む月に水車の止まる音

萩咲く道を急ぎ足ゆく

ワ喜多郡の芋煮の会にバスッァー

前の座席のリボン揺れたる
初恋のっのれどされど片想ひ

聴診器おき独り笛吹く

手造りの菓子のつるりとすべり込み

面倒くさき消費税なり

奈

屋上のビヤガーデンを照らす月
プールサイドヘギャルの集へる

夢

酔

一一一

酔

甘茶寺には美しき僧

舶来の最高級車横づけに
北へ南へ名所たずぬる
浅鯏取る遠浅海へ花溌ぐ

奈洞酔夢酔凡淑酔奈洞夢淑酔松淑夢酔洞

八横浜・瑠沙連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃夏深し﹄
びいどろに七彩八彩夏深し

戸谷是公捌

ナォ古雛面ざし心なしか怨

わけは言はずに眉濃ゆく引き

をんな

あぢさゐに三味一筋の妓なる

しがらみ多き現世にして

うとまれて空ラ威張する粗大ゴミ

年金おろすＧパンに下駄

神域の影黒々と月高く

風ひっそりと渡り虫の音

平成元年八月四日首尾︵於・横浜びいどろ亭︶

寮歌低吟そぞろ春愁

花守も花疲れせむ夕べには

端艇競ひ權立ての礼

うい
疑は人間にあり羽い衣
の舞

信号待ちの車尻目に

ナゥ山鳩が舗装道路を潤歩する

オートメカメラ構へ押すだけ

あす

十億の自由を戦車踏みにじり

小張昭一

冬支度単身赴任遂に翌

︑白雨柿然そよぐ庭の樹
賓客に秘蔵の梅酒封切りて
読み下しつつ誉むる掛軸

酒井久志
士屋真澄

衛星放送おわんアンテナ

ノクターン楽譜取り出し寝待月
蜻蛉にじやれて仔猫ころげる

北村かつを

五十嵐荘司

澄

し
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戸谷是公
石井瓢士
土屋実郎

ゥ絶壁の灯台めがけ秋の涛
ポット囲んで握り飯喰ふ
碧い眸の娘と席隣り合ひ

長谷川ひとし

往き往きておとなひ得たる伎芸天

し

保坂木羊

凍月を掌にのせ歩むわれ

し

新口村にっもる薄雪

うたかたの恋に溺れし異郷にて

宅急便の河豚魚またるる

郎

と

日の本にひとりの偉人なきや今
ハンチングにて気付かれぬ禿

羊

法典ヶ原駈くる若駒

澄

石鹸玉花すり抜けて昇りゆく

公を一士司澄羊志羊志公郎一し士司志を

ハ横浜・瑠沙連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃錦秋﹄

いなせ兄いの木遣りひと節

ナォ入学に母の着飾る有名校

テニスに凝ってスタイルの佳き

筒井筒深川育ち目まぜして

エイズの恐怖足元をつく

還暦の書棚おほかた要らぬもの

アメリカは遠くにありて近しとも

土屋実郎捌

小張昭一

長谷川ひルデし

泉桜葉

土屋実郎

新月に北の漁場を想ひ出し

次の世紀は宇宙観光

うれ

しばし憩はむ梢に三日月

色ながらあやに散りしく山路かな

つながれてゐる馬の噺き

地蜂の子木樵の宴のたけなはに

往年の闘志うすれて木の葉髪

水子の墓に詣づ虫の音

酒井久志
保坂木羊

量質ともに細る温泉

ナゥ大地震西に東にかけめぐり

圭』ノ

ハイテクカーに寒さ恐れず

士心

し

羊

繕く辞書に陽ざしまぶしく

御用納めに酌み交はす酒
住宅のローン完済去年今年

古人描ける桃源の春

花の散る里の奥なる花所

蓉唾皿︾十斗朋十吐朋霊︵於・浦高事務所︶

つT守

鶴を撮るカメラの手入ぬかりなく
ゥおみくじを引き直したる二人連れ

いづれ裂かるる恋に身を焼く
思ひきりハワイの海に泳ぎもし

士心

郎

葉

羊

忘れたころにあがる噴煙
運動会手作り弁当見当らず

円居の一家すみし稲刈

羊

郎

士心

大利根の月が明るく橋照らす

鱸釣り上げ戻る舟宿
年毎に環境汚染国際化

ビフィズス菌に整腸の効

花吹雪浴びて大村益次郎
て
旅の土産に馬ま蛤
の冷凍

郎羊葉し志一し葉一志羊葉し郎志葉羊志

八東京・葉門連句会ｌその一Ｖ

﹁秋出水﹄

木村葉山先生追悼

脇起半歌仙
葉門連句会捌

木村葉山
福島新吾
末富明子

閻魔無事奪衣婆受難秋出水
月夜に釜を抜く世相にて
猪垣をめぐりまはして峡の村

菊地梨枝子

今井楊

臼井久子
明石潤子

づ

柴田南雄

″

柴田純子

″

矢口美穂子

福島時子
内田たづ
上野好子
高山佳子

五口

しじまに響くチェンソーの音
連載は間に合はないとテレックス

本棚にある葉巻のかをり

北狐みて旅も終りに

ゥ大雪に滑走路閉ぢ日の暮るる

恋を詠みても恋に縁なく

君の胸飾らむと買ふペンダント

甘酒を酌みては苦吟極まりて
やつ
涼やかに吹く八シ岳の山風

体温表に一喜一憂

優曇華のかすかに揺るる月あかり

入学式の学長の笑み

わが庵は家族計画三年目
神の顔した柴犬産まれ
燗漫の花に行き交ふ段葛

昭和六十三年十月十九日尾

昭和六十三年八月八日首

︵於・甲斐大泉賛岳舎︶
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八東京・葉門連句会ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃たんぽぽや﹄

たんぽぽや長江濁るとこしなへ

黄塵に息っめて佇み

葉門連句会捌

黄八丈織る流刑地の島時

ナォ黒潮のうねり乗り越え鯖釣り福島新吾

草ぐさの可憐にそよぐかぜまかせ好

地面すれすれ冬の蠅飛び潤

老妻も髪をまとめて柚子の風呂内田たづ

三代も着て花嫁衣裳好

大櫟伐り倒されてビルが建ち楊

幽霊までが道に迷へる〃

手を引いて俄か孝子になりすまし〃

美

矢口美穂子

″

ナゥ外国の地震のテレビ驚きて井口昌亮

耳をすませばちちろちちろと美

山口冑邨
今井楊
明石潤子
上野好子

おさと自慢のだだちや豆添ヘ

萩芒活けて今宵の月を待つ

楊

この閑けさを一人じめして

ひらひらと蝶がみちびく山の道

ゥ野仏の首なき肩に赤とんぼ
バイクつらねて若者の群れ

菊地梨枝子

新蕎麦の粉の小包がつき時

思ひ出のエリザベス号目の前に

梨

福島時子

久々に手作りケーキ・ティータイム

楊

潤

丸山敬子

︵於・目黒山椒亭︶

拝雄一巫蓉芒朋一弄泗甲澤衆議判

青きを踏みてせせらぎもよき好
雷れ上り酔はんばかりに花疲れ〃
うららうららと時の過ぎ行く亮

職退きてよりひと日のながく敬
下駄音をひびかせ渡る歩道橋〃

人去って越中八尾良夜なり〃

面影似たるフランス娘

好

窓辺にじやれる小猫三匹

たかんな

時

常連の大和をのこの席があき

祐天寺ここ筍の風

楊

花ふぶき渦巻きながら近づける

敬

うみ

孫に間かせしジョン万次郎

地球儀に洋と海あり夏の月

まちまちに置く春泥の靴
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ハ横浜・連句愛好会︵爽睦会︶ｌその一Ｖ
俳画︵画略︶

歌仙﹃鬼灯市﹄
川風に吹かれて帰る鬼灯市

浴衣姿で涼む下町

玩具博老若男女連りて
気の向くままに煙草吹かしっ

岡本睦緒捌

岩佐文子
西野愛子
岡本睦緒
柳楽鶴丸
種田栄子
栄

一筋の鉄路にかかる月淡し

稲刈了えし山峡の里

睦

愛

二人の世界つくる車内で

鶴

ゥお札所の熱き茶を乞う秋遍路

人生の午後手をつなぎゆく

文

ほろ酔に揺れる真珠のイヤリング

愛

栄

おでんの匂のれんもれくる

鶴

睦

したい来るじゃじゃ馬なれど目の細き

寒の月風音遠く又近く
大臣の言に困る列島

栄
文

心そぞろに眠るひまなし
落日を惜しむ入江の花燗漫

睦

愛

伊豆地震政界地震群発す

たんぽぽ摘みて出雲路を行く

ニューョークの窓夜光飛び交う栄

ナォ一人旅無線届かず彼岸潮鶴

逆転打空の彼方に尾をひいて文
バトンガールの足高く揚げ愛

さくらんぽ離れて座るうぶな恋睦

かめ
肩寄せて見る
海亀の産卵鶴

姫りし娘に護符授く子安神栄

烏おびやかす開発の音文

山くずれ寸過の事故に骨折す愛

安全の旗ありてむなしき睦

名月を賞でて乾杯する悪友鶴

蟷螂の眼に魔性ひそみて栄

ナゥ秋の夜に聞きしカラャン今は亡く文

李朝の壷の飾られし部屋愛

煙を吐きて走る貴婦人鶴

古墳群掘られて歴史問われ出す睦

︵於・松江市・原長三宅︶

春菜を洗う池の水口文

花の下ひとかたまりに鯉ねむる栄

平成元年七月十八日首尾
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ハ横浜・連句愛好会︵爽睦会︶ｌその二Ｖ
俳画︵画略︶

歌仙﹃昭へリラ＼もｎ隻

犬の遠吠え上弦の月

照りくもりまた降り秋の定まらず
小ぶくさを葡萄の色に染めあげて

岩佐文子捌

房

鶴

ナォ修行僧衣の裾のみじかくて
きびしさに耐えみがく廻廊

水玉のネクタイパチンコ玉に見え

初の体験保守の厳一冬

さしむかい炬燵論議のきりもなく

老妻の情うすき味つけ

カルチャーセンターときめく恋もいさかいも

隣の芝生広くうつくし

ケチな男の法外な顔

お伊勢さん遷宮の寄附どっときて

虫のすだきに囲まれており

城跡に野武士の如き月の宴

沈丁匂う︵ス停の夕

ナヴ野菊折る北上川の水の音
河原に坐して啄木を読む
退院のあとに残りし千羽鶴

花燗漫なぐさめあってるクラス会

平成元年十月十六日首尾︵於・安来市︶

校庭の果かすむ海みる
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指輪はずしてお茶席につく

棟あげの鳶職軽き足さばき

世

岩佐文子
成相文世
中村房恵
種田栄子
西野愛子
岡本睦緒
柳楽鶴丸

栄

ゆれる鉄塔粉雪の舞う

ワ北風とデュエットしてる高圧線
あの人はいまジェット機の中
図書舘の地図めくりつつ君想う

愛

文

砂漠に西瓜つくるハイテク

名産あさるおしのびの旅
難民船瑞穂の国に夢もとめ

文

睦

心の中に生きている友

敗残兵ゆきたる道か夏の月
山男五人世界の屋根目指し

世
栄

房

目を楽しますしゃくなげの原

下戸上戸おなじ筵の花の下
鮒を追う子等春雷に散る

文鶴睦愛文房世栄鶴栄愛栄房世文鵺睦愛

八横浜・連句愛好会︵大阪部会︶その三Ｖ

空うららかに幟はためく
風光る乾盃の酒飲みほして
何年ぶりのクラス会なり

ふれ太鼓ひびく浪速の春相撲

河野美風

柴崎正寿郎

中島果寿

安田芳苑

二十韻﹁春相撲﹄

ゥ夏の月近道行けば犬吠える

香

柴崎正寿郎捌

紫陽花の咲く白き塀内

芳

相合傘で送る駅まで

由利香佳

夕化粧ときめく心押えつつ

香

正

幼稚園より子らの声する

美

美

ナォ暖炉背にカチカチ山の狸めく

香

内縁のままにいつしか年過ぎて

柴舟ならぶ雪の犀川

果

秋の祭にツアー賑わう

正

美

芳

京土産おたべ八シ橋五色豆
すれ違う妓の髪匂う月の夜
惜しむきぬぎぬ門の初霜

ナゥ連絡船消えても恋は終るまじ果

昭和六十三年三月二十三日首尾︵於・福泉寺︶

合格電話に鯉を注文芳
病みつつも花の便りにはげまされ正
噂りの中口笛を吹く果
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ハ横浜・連句愛好会︵高槻部会︶その四Ｖ

脇起星韻﹃白菊の﹂
柴崎正寿郎捌

猫とじゃれいる姉と妹

後の月子ら影踏みの遊びして

夜々細りゆく庵の虫の音

岡田昌子

長尾信子

福島桂子

柴崎正寿郎

公羽

出目金の大きな尾鰭ゆらゆらと

中野ルツコ

御息所に似たる恋して桂

ナォ霊魂の重さを計る話きくル

黒髪をショートカットに風の中恵

銀輪光る下校一団昌

故郷の潮の遠鳴り蜜柑山ル

晴耕雨読の老いし父母桂

すめらぎは鏡に月を映されて恵

新米俵高々と積むル

ナゥ象潟の雁と行き交う北の旅昌

遊覧船客橋を見上げる桂

乾盃に音立てて抜く赤ワイン恵

都おどりの切符たまわる昌

花吹雪回転木馬の浮き沈みル
風車売り子らにかこまれ執筆

︵於・高槻真上公民舘︶

昭和六十三年十一月二十五日首尾

写

白菊の目にたててみる塵もなし

憩える窓に立ちし夕虹

郷矢恵美子
信

ゥ物忘れはげしくなりぬ人の顔

同窓会は五十年ぶり

正

宙心

挟にそっとかくす付文

桂

今日もまた逢えるかしらとはずみつつ

ほの暗き茶房に流るノクターン

曰日

ル

盗みきし花の枝蝶のつきまとう

吉心

梵字めきたる蜷の道ゆく
た
片言の童う謡
鳥雲に入る
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ハ仙台・連句会﹁酌﹂ｌその一Ｖ

歌仙﹃いろはかるた﹄

論語知らずの肩に夕月

に

は

ろ

萱場建之捌

若生芥子
伊藤鈍子
佐藤無風

犬連れて棒につまづく霧襖
はみ出した子らに団子の夜学校

蓮田まるき

か

よ

宮腰滝
鈍

秋

鈍

芥

一一一上秋桜

芥

ま

芥

にくまれっいで泥棒猫が

へ

ほ

り

と

ぬ

る

わ

ち

骨折って小判盗んで汗まみれ
へくそかずらが道を窄める
ゥ年寄りを塵の如くに捨てる山
律義に愛して扶養が増えて
糠に釘入れて色よく漬ける妻
瑠璃磨く日日夢見て生きる
割れ鍋も骨董屋では破格の値

価格上昇消費税うらむ

滝

良し悪しのわからぬ輩に寒の月

旅の冬道芭蕉気取りで

秋

つ

れ

た

料理して総領息子に味見さす

″

ね

そ

月夜に浮かれオカマもはしゃぐ
念入りに花見仕度で日が暮れる

″

″

泣き虫小僧ももうすぐ入試
な

ナォらくちんとブランコ揺らす若いママ芥
う

む

無理な高速シスコの地震無

﹁ウッソーノほんと／︐﹂キャンパスギャルの一言目鈍
の

乗せられて行く無銭旅行滝

お

鬼首間欠泉が金を生み無

苦しまぎれの帳尻に汗ま

や

け
安物をまま
けさせて買う芸者達無

文はやりたし書く手は持たぬ江戸かるた
ふ

︾﹂

子の棚を外せば不倫の恋となり滝

え

て

得手不得手皆亭主御承知秋

あ

さ

頭はげ月が三遍なでまわす高橋径

き

聞く耳持たぬ秋の食欲芥
し

ナゥ知らぬ身に平家琵琶の音さわやかに鈍
ひ

一人暮しのカルチャー通い滝

も

門前町今はバイパス添いとなり芥
せ

背で笑ってお腹で泣いて秋

京の春着難波の馳走秋

す

粋といき伊達に狂いて花狂い無

︵於・エルパーク仙台セミナー室︶

平成元年八月二十八日首
平成元年十月二十三日尾

＊﹁ゆ・め・み・ん︒ゐ・ゑ・を﹂を抜く
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ハ仙台・連句会﹁鹿﹂ｌその二Ｖ

歌仙﹃北風ぞ﹄

枯木立の影針の如くに

北風ぞ沈黙の呼吸合いて行く

マスターのひげ今日もすっきり

砂時計ものうげに見るティータイム

初紅葉して山峡の宿

新しき看板小さく宵月夜

筒井筒にて生意気盛り

ワどんぐりの独楽つくり合う日曜日

″

蓬田まるき

宮腰滝

オバタリァンの漫画読みつつ無

ナォサラリーマン昼飯につく浅鯏汁ま

津軽海峡景色は見えず径

顔なじみ新幹線の自由席芥

底冷えの室で深夜にラジオ聴く秋

新婚旅行に猫連れで発ち〃

株トップ高毛皮にしようか滝
魚屋が集めにきたよ新聞紙ま

略奪のペルシャの姫の黒ヴェール滝
﹁悲しき口笛﹂もうきこえない秋

三代目ひそと秋移転径

月高く不良少年帰るころま

ナゥ朝寒の門に連載﹁きのね﹂待ち芥

滝

三上秋桜
若生芥子
芥

︵於・エルパーク仙台セミナー室︶

平成元年一月二十三日首
平成元年七月二十四日尾

遍路の鈴の遠くかすかに芥

とびとびの目に入る花の並木なる鈴木圭子

なまりなっかし古里列車滝

ロープ巻きつつ来し方笑い径
山頂にかえるこだまを繰返しま

滝
秋

″

心晴ればれドレス新調

カウンセラー悩み聞きつつ恋に落ち

滝

芥

高橋径
佐藤無風

ジョイナー女史の盛り短し

あと五キロせめて五センチ努力して

草かげろうは川面をよぎり

芥

秋

芥

秋

赤々とつれなく昇る夏の月
今日もまた共稼ぎの妻帰路急ぎ

中国社会子は一人だけ

薄墨で画布一ぱいに花散らす
春の陽ざしの窓にやわらか
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ハ新座・連句研究会Ｉその一Ｖ

脇起歌仙﹃崖松﹄
崖松の次第下りに霞かな
閑かを破り不意の噂り

追分節の録音に来る

いっせいに麦青みたる僻地にて

伴野溪水捌
松根東洋城

阿片瓢郎
野口里井
伴野溪水

こけしの材を積みし軒先

ナォ一徹に総理ことはり鳥雲に

店番はパートタイムの若い主婦

あたり気にして恋文を読み

日曜の座禅に道を求めけり
白山茶花の散り敷ける庭
敦煙に十日の旅を取消して

みとり疲れの捜の後家

座布団を並べて敷いて横になり

古アパートに雨だれのしみ

ゥ肌寒に鼓の紅緒なまめきて
野点の会に計らずも逢ひ
自からが豊満をもて輝かし

郎

水

井

汽車の窓より見ゅる春波

千年の枝垂るる花が咲きかけて

あこがれの女人高野の塔を

一人乗込む早立のバス

郎

郎

井

草芳しき巡礼の笠

秤唾唾辱に朋二什皿申鑑︵文音︶
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郎

ボヘミヤ土産ギヤマンの鉢

井

折からの月に新酒を振舞はれ

教会の修復工事百年も

水

策に盛られて枝豆の色

終講の奥の細道月の秋

広場の鳩の肩に乗りくる

郎

井

たのまれし色紙気になる梅雨の月

井

これ珍重の秋鯖の皿

金魚の水はとりかへいまま

水

両替の古き看板掘り出され

水

動物園裏の下宿よ花の雨

ナゥ那郭の風呂場の隅でこそと鳴き

都心になりし江戸のかねやす

日永へ老の手焼せんべい

郎水井郎水井郎井水井郎水井郎水井郎水

八新座・連句研究会Ｉその二Ｖ

歌仙﹃汐騒﹄
汐騒を聞かぬ月日の落葉かな

息白く行く通勤の朝

声大に宅配便の届くらん

阿片瓢郎捌

ナォ春泥の裾はしよりして妓なり

観光土産どれも揚底

バスの中すでに盃廻りをり

夕茜する地平線見ゆ

捨て犬の何かを漁り苫屋辺り
楕火に寄りて刺子さし継ぐ

老どちのトッポ話を収録し
神楽朧子の習ひ打ちなり

猩々と凱旋門を照らす月
望郷っのる草むらの虫

田中一火女

阿片瓢郎
武田玄女

玄

ナゥー椀の新米の香に安らぎて

いとほしみつつ⑦つづける

火

心根に熱きもの湧く文来る

津

守口津夜子

金木犀の香のまぎれなし
ゥ雁の病後の髪のもつれぐせ
愛の不信を眠り外らせる

郎

芥川良美

幾年を離れ住むことさみしくて

玄

良

津

テニスコートにあがる歓声
振仰ぐ顔に花びら散りかかり

堅き握手の春の友情

平成元年二月十一日首

平成元年九月尾
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読みかけの本伏せて立つなり
とびとびに里の五十戸月渡る

折柄寺の鐘の聞こえる

火

簾越し子供部屋より糸電話

郎

郎

忙中の閑すくふ白玉

月下美人に淡き月出し

玄

偽装難民今日も着きたり
原色の布ひるがへり寮の窓

見下しに廣重の絵の片帆舟

露天風呂まで通ふ吊橋

火

郎

溪川の岩にそれぞれ名をつけて

花社一鳥翔てる空の大
風船売の去る逢魔時

玄良夜火玄郎良夜火玄郎良夜火玄郎良夜

八新座・連句研究会ｌその三Ｖ

歌仙﹃素麺﹂

飯沼三千古

阿片瓢郎

阿片瓢郎捌

麻ののれんの揺るる町角

素麺や昼の文楽見て戻り
志甫江美子

山田章子

ペン使ひ左ぎっちょの女ゐて
囲碁番組をいつもかかさず

畑村春子
章

ナォ四月尽くお六櫛買ふいとまあり

孫子に残す伝統の技

意外なる批評家の言さまざまに

又創刊の週刊誌買ふ

秘めし仲盗み撮りされ夏渚

微笑おくる夕焼の雲

望郷のフィリッピン妻片言に

行方は知れず高齢の国
政界の世代引退続きをり
水量増えし広瀬川なる

運動会のテン卜紅白

目を病めば十三夜月幾重にも

ナゥ悪童の渋柿めがけ石を投ぐ

平成元年十二月十二日尾

平成元年八月二日首
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上げ汐に貝の眩き月今宵

江

小舟の蔭に浜菊の白

ゥ釦ひとつ探しあぐねて秋逝かす

春

思ひ出話さしつさされっ
氏神の絵馬の剥落甚だし
天狗の足駄参道を行く
一一一

章

明日も晴花空の星まばたきて
春
一一一

一早

江
春

亀鳴く池の太鼓橋なり

江

思はい出合ひドラマめきたる
品のよきポシェット下げて目白駅

世にはやされて髭の殿下と
とまどひし婚約つひにピリオッド

寒月高く響く靴音

一日の疲れを癒す薩摩汁
はっと驚く影法師なり
あらためて鏡をのぞく太り過ぎ

夕べの鐘のわたる大和路
はらはらと七堂伽藍花の雨

船旅ばやり春の観光

江草春三章江春三章江舂三章江三春江章

八新座・連句研究会ｌその四Ｖ

歌仙﹃落葉﹄
かばかりの落葉の嵩や楢林
彩を極めし鴛鴦の浮く池

小林梁捌

″

阿片瓢郎
宮内恭子

空路の延びる南半球梁

ナォ羊の毛剪る名人が訪ね来て恭

追ひかけてアメリカで持つ新世帯敏

俳句を添へて恋の自分史恭
朝眩し石蕗の黄の鮮しく〃
ＣＭを見て風邪薬買ふ〃

秘書だけが知るパーティーの金瓢

後悔は先に立たずと二日酔淑

拘置所の塀の高さよ村外れ淑

改元となり平成の雨恭
型染を襲ぎて谷中に月の窓瓢
栃割婆の訓なっかし敏

佐久間淑子

ナゥ日帰りのきのこ狩りとてさそはるる淑

大寒の生みたて卵賜りて
はづむ話は故里のこと

瓢

サルバドールダリの計報の到りけり敏

湖平らかに竈々として恭

ふりむけば町に大きな月のぼり

零余子をそへて縁にそなへる
ゥつけひもをとるほど育ち秋袷

恭
淑

高橋敏子
小林梁

目覚し時計起きろ起きろと

″

花惜しみその一ひらを唇に梁

田螺鳴く夜を寝ねがてに過ぐ恭

鏡台を娘心の立ちかねて
赤信号はかくも長きか

瓢

平成元年一月二十四日首尾︵於・俳句文学館︶

髪をたわわにふらここの揺れ京

梁

回教のモスクこぼたる由の電

淑

恭

タイの双子の分離成功

遠見の海にいかつりの船

石田一尿

瓢

″

梁

蛇の衣ひらひらかかる枝に月

切手の翁破笠描きし

道祖神みちのくの旅思ひ立ち

天皇の日のいかになるらむ

すみぞめの花はむすびの里近く
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ハ新座連句研究会その五Ｖ

歌仙﹃秋の蝶﹄
秋の蝶生命の際を翔びにけり

今をさかりの黄菊白菊

よるづ屋の閉めあぐねたり月の出て

らんちゅう囲む水槽の揺れ

山田章子捌

阿片瓢郎
高畑自遊
加藤望子
小林梁
黄川田美千穂

梁

戸田貝江
山田章子

ナォ桜鯛不器男好みの美酒添へて梁

隠れマリアの雨に洗はれ穂

肩寄せて真っ暗闇の坂下る江

昔の担任髭にばったり章

夏休み親にも口をきかぬ日も遊

様かはりたる老舗﹁かねやす﹂望

惜しき名は消えし弓町真砂町梁

引き直してもみくじ大凶穂

励みあふために屋台ののれん入る江

月まんまるくてらす後頭章

腹鼓くつわ虫など賑やかに遊
ジーパン穿いて案山子屹立望

次々ぱれる幼女誘拐穂

ナゥ新田の息子ナナハン買ひ替へし梁

その心理コンピューターも匙をなげ江

赤絵小鉢に配る青饅望

利根川に添ひ雲かたち変へ章
佇めば花夕映えに融け入るか遊

秤鰄一皿轌壮朋二什極明壗︵二十句以後文音︶

し

チリリンリンと自転車のベル
タ涼の口にひろごるラムネ菓子

薄き化粧の匂ふ衿足

ゥ団藥のいつもの刻の過ぎゆける

遊
江

ひたすらに身をかたくして俟っ言葉

朝餉の卓の卵恥かし

穂

輯王

梁

望

遠くより寄せ来る波の輝きに
客の減りたる地震の湯の町
月凍ててリハビリの身の眠れざる

維摩経謂す猫は炬燵に

遊

江

肌あひちがひ水も違へば

マドンナをからかひ大臣シャッポ脱ぎ

幸早

穂

吊橋に落花の昼をふみしめる

仔牛に隣る親の反謁
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八東京・連楽会ｖ

歌仙﹃
鐘の
楼﹄
高畑自遊
宮内恭子

高畑自遊捌

若葉鬚濃き文豪の像
山崎田鶴子

鐘楼のひびき和するや古都白夜
祖父と孫会話はなんぞ指さして

大崎光枝

枝

恭

たっぷり滝れし紅葉色よく
島ひとつ浮かす大灘月わたる

鶴

遊

あの入今日も違ふ相手に

摘みし磯菊瓶に二三枝
ゥ氏神は何処団地の秋祭

笑ひ声真似る鴉はどのからす

単線電車が唯一の脚

鶴

遊

枝

恭

遊

国木田独歩の武蔵野は今

貝合せやっぱり君でなくてはと

きしきしとあし音なりて月凍る

枝

恭

夕空に形変へっっ雲流る

鶴

寡婦の気楽さつつく煮凝り

曳かれて這ふは短足の犬

恭
遊

花の散るまひる汐鳴り遠く聴く

日蔭の垣に採る茗荷竹

ナォ山裾を見えかくれゆく遍路笠枝

傾きかかる道標あり鶴

吊橋の眼下泡噛む出湯宿遊

父親ゆづり高所恐怖は恭
地声大きく酌む冷し酒枝

鯉のぼりお向ひさんは家族増え鶴

ままよしつぼりこの屋根の下遊

夜がふけて思ひがけなき雨となる恭

しとやかの鍍金のはげるお嬢さま枝

大河はさんでゆれる穂薄鶴

子育てさなかなりも構はず鶴
久方の晴れ間に登場小望月遊

ナゥくつわ虫飼ってはみたがうるさくて枝

宿にさはるはレジのアルミ貨枝
引っこんで女性に政権任せては遊

挨拶交す声のうららか枝

蛇もとかげも穴を出でける恭
軒ひくく武家屋敷とや花大樹鶴

秤鰄一唖︾十記朋十斗申誇第五以降文音

︵於・杉宝庵︶
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ハ川崎・鹿吟舎ｖ

ナォボランティア募る貼紙カラフルに

壺坂寺の塔見えてくる

Ａ型のフォードの幌を巻き上げて

浅鯏金気の水の泡吹く

歌仙﹃万両﹄

鼻の記憶が戻るドクダミ

池鬚錐

貝寄せや阿房宮から長き文

轆碓季卉捌

瀧波信子

束の間の失業保険切れにけり

万両の実を懸崖に夕焼富士
すとんと暮るる大年の市
朱牟田恵洲

風に眩しき耳飾り揺れ

むべ幽霊に紛う穂芒

わりなしや石部の宿のかの月夜

裸身いとしむ春昼の浴
姉妹に桂楓と名を付けて
ＤＮＡの記録くらべる

名画座は佛藺西映画ウィークにて

籠抜けの鶏鵡呼びおり春の月
干潟に小さき波の寄りいて

鈴木撫蘭亭

中岡幸子
黒崎桃難
白井風人
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ゥ国境を今日越えにけり烏雲に

後ろ姿の頼母しき影

桜井蹴石
吉原涕黛
坂口暗吾

蛇の目の傘に紅の塗下駄

三越のライオンで待てと言い残し
鶯

百千の船の春を乗せ来る

雲の上の飛天や花に歌うらん

平成元年十二月二日首尾︵於・鷺沼・いずみ︶

錐

ナゥ夜長よし超鋼の刃の研ぎ具合

軋る車を攻めるアクセル
泥淳に馬糞の数を数えゆく
近頃流行る占のいろいろ

人

失うものの何もない秋

独乙にて若き教主の記者会見
月も泣けと赤道直下井戸を掘る

洲

五口

ふられ同士片思い同士仲が好く

石

椰子を器に回すどぶろく

電気磁気学プラスマイナス
花の頃計器いささか狂い気味

雄

人

ツチノコはまた逃げおおせたり

幸雄鶯吾人石洲藺雛錐藺人雄藺洲吾藺雛

八本庄・若泉連句会ｖ

半歌仙﹃寒晴れ﹄

寒晴れの浅間にこころひきしまる

垣根の下ですだく鈴虫

川田章夫捌

川田一早
宇咲冬﹃

小泉史

今野菊

小林一見

金沢順

野村仁

山田悟

︵於・埼玉県立本庄高校︶

平成二年一月十三日首尾
連衆は高校二︑三年生・冬男一直
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冴えてりりしき生徒等の声
伸びまさる柏木高く仰がれて
埋め立て進み街生まれゆく
満月の光り川面に照りかえり

税は嫌いでもらう年金

ゥ干柿を作る卒寿のおばあさん

めし恋しくてはいる寿司屋へ

警察に目をつけられてロスに飛び

灼けた砂丘を二人駆け行き

金髪の彼女に言えぬアイラブュー

めぐりめぐりて三井寺に着く

夏の月小町の末の思われて
カンバスを立てるところを探しつつ

酒くみかわす外は春雨

目にもしみ心にしみる花の色

夢の架け橋走れ仔馬ょ

章菊亮史悟史仁順菊亮智史一子人男男夫

『連句協会」顧問・名誉会員・評議員及び役員名簿
(顧

問）

副会長大林杣平・今泉宇涯・宇咲冬男・

阿波野青畝･宇田零雨･暉峻桐雨・

国島十雨

東明雅

(名誉会員）

橋間石・草間時彦・伴野溪水・
岡本春人

(評議員）

今泉忘機・宇和川匠助・片山多迦
夫・加藤三七子・見学玄・小松崎
爽青・重松冬楊・品川鈴子・関川竹
四・永田黙泉･水野隆･宮坂静生・

理事長阿片瓢郎（兼務）
常任理事赤田聴雨・秋元正江・磯直道・小
林しげと・鈴木春山洞・近松寿子・
土屋実郎・福井隆秀・宮下太郎

理

窪田薫・式田和子・柴崎正寿郎・
名古則子・松村武雄・森三郎・八

森月鼠
(役
会

事大野国士・唐渡北勢子・川野蓼艸・

木荘一・山田章子・山地春眠子・柚

員）
長阿片瓢郎

木治郎
監
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事城戸崎丹花・小林梁

（理事会）

2
特別会計
（経常会計）

第20条理事会は原則として年3回会長が招集
する。理事会の議長は会長とする。理事会の
運営については別に定めるところによる。

第27条経常会計の収入は会費、協力金その他
とし、

（常任理事会）

第21条常任理事会は原則として隔月に会長が
招集する。常任理事会の運営については別に
定めるところによる。
（総会）

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

（特別会計）

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

第29条経常会計に剰余金があるときは、理事
会の議決および総会の承認を経て、その一部

（総会の議長）

もしくは全部を特別会計の基金へ繰り入れる

第23条総会の議長は会長がこれを務める。

ことができる。

（総会の議決事項）

（会計年度）

第24条総会は次の事項を議決する。
1． 事業計画および収支予算についての事項
2． 事業報告および収支決算についての事項
3．
4．
5．

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

第30条この会の会計年度は、毎年1月1日に
始まり12月31日に終わる。
第8章規約の変更
（規約の変更）

第31条この規約は理事会において理事現在数
の4分の3以上の議決を経、かつ総会におい
て出席者の4分の3以上の議決を経なければ
変更することができない。

第25条総会の議事は会員である出席者の過半
数をもって決し、可否同数のときは議長の決
するところによる。
第7章会
（会計の種類）

第9章解

散

（解散）

第32条この会の解散については前条に定める
計

手続きを準用する。
この規約の制定､施行は昭和63年10月1日とす

第26条この会の会計は次のとおりとする。
1.

これによってこの会の経常的運営の支

出にあてる。

る。

経常会計

連句協会支部
連句協会愛媛県支部

連句協会埼玉県支部

支部長永田黙泉

顧問金子兜太

事務局鈴木春山洞

支部長宇咲冬男

〒791松山市三津1‑3‑13

事務局小林しげと

(0899‑51‑0064)

〒334鳩ケ谷市桜町4−11−35−1
(0482‑81‑8161)

連句協会関西支部

支部長近松寿子
事務局

連句協会千葉県支部

同

顧問阿片瓢郎・東明雅・今泉忘機

〒567茨木市北春日丘2‑13‑7

支部長今泉宇涯

(0726‑23‑8817)

事務局

同

〒272市川市市川1

8

（0473‑22‑4214）
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1

｢連句協会j規約
第1章総

第4章役

則

第11条この会には次の役員を置く。
1． 理事30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）

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

2
監事2名
（役員の選任）

に置く。
（支部）

第3条この会は理事会の議決を経て必要の地
に支部を置くことができる。

第2章目的および事業
（目的）

第4条この会は連句文芸の創造的発展とその

普及ならびに連句実作者、連句愛好者の交流
を図り、連句文芸の興隆に寄与することを目
的とする。

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
よび常任理事の互選でこれを定める。
（理事の職務）
第13条

1．

会長はこの会の業務を総理しこの会を代
表する。

2．

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

（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−
2．
3．
4．
5．
6．

全国大会および地方大会の開催
会報（隔月）の発行
連句年鑑の出版
連句協会賞の選定
国民文化祭への参加
その他前条の目的を達成するために必要
第3条会

員

（種別）

理事長は会長、副会長を補佐してこの会
の業務を掌理する。

4．

常任理事は会長、副会長および理事長を
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）

だし再任を妨げない。

第6条この会の会員は次のとおりとする。

第5章名誉会長、顧問、名誉会員、評議員

正会員

（名誉会長）

2． 賛助会員
3． 名誉会員
（入会）

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

第7条正会員または賛助会員になろうとする
者は所定の会費を納入することにより入会で
きるものとする。

（顧問）

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

（会費）

会長の諮問に応じる。
（名誉会員）

第8条この会の会費は次のとおりとする。
1． 正会員
年額2千円
2． 賛助会員年額1万円以上
名誉会員は会費を納めることを要しない。

第18条この会に名誉会員を置くことができ

（資格の喪失）

第9条会員は次の事由によってその資格を喪

る。名誉会員は理事会の議決を経て、会員の
中から会長が委嘱する。名誉会員はこの会の
業務について意見を述べ、 また会長の諮問に
応じる。

失する。
1． 退会したとき

2．

の職務を代行する。

3．

第14条監事は会の会計を監査する。
（役員の任期）
第15条この会の役員の任期は2年とする。た

な事業

1．

員

（種別）

（名称）

（評議員）

理由なくして会費を1年以上滞納したと
き

（退会）

第10条会員が退会しようとするときは退会届
を会長に提出しなければならない。
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第19条この会に評議員を置くことができる。
評議員は理事会の議決を経て、会員の中から
会長が委嘱する。評議員は理事会の諮問に応
じる。

第6章会

議

今云

連句協

規約

口

連楽会

高畑自遊

師系･阿片瓢郎連絡先168杉並
区和泉4‑26‑15(03‑323‑2454)会
員6名
鹿吟舎

連絡先213川崎市宮前区土橋6‑
15‑1A214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伊勢
崎市中町15‑2川田章夫(0270‑32
8410)会員8名
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乃木坂散人連

(0899‑51‑0064)会員68名

田黙泉(089977‑0015)会員15名

古館曹人

師系・宇田零雨・宇咲冬男連
絡先102千代田区一番町20‑10‑
202古館曹人(03‑262‑9350)会員
3名
俳話寺芭蕉舎

東松山連句会

摩天楼連句会
重松冬楊

師系・阿片瓢郎・永田黙泉連
絡先791‑02松山市平井町1508重
松冬楊(089975‑1461)会員15名
ぴやくえん

窪田

薫

連絡先060札幌市中央区北6条西
23丁目窪田薫(011‑631‑4009)会
員65名

岡本春人

名
白塔歌仙会

橋

間石

師系･寺崎方堂連絡先654神戸
市須磨区潮見台3‑2‑3O佐野千遊
(078‑731‑0334)会員20名

連絡先166杉並区阿佐ケ谷北5−
24‑12上村以和於(03‑337‑7942)
会員11名

品川鈴子

師系・橋間石連絡先651‑1l
神戸市北区ひよどり台1‑17‑1品
川鈴子(078‑743‑2221)会員34名

村木佐紀夫
連絡先520大津市桜野町l‑13‑
16村木佐紀夫(0775‑22‑5444)会

風信子の会

宇咲冬男

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先135江東区猿江1‑22‑501松
沢晴美(03‑634‑4094)会員20名
ぱせ

387‑2331)会員12名
藤が谷連句会

大野国士

師系・東明雅・国島十雨連絡
先50161岐阜県羽島郡笠松町東
陽町1(05838‑7‑2035)会員6名
八戸俳話倶楽部

師系･東明雅連絡先251藤沢市
鵠沼松が岡4‑14‑19A22中島啓
世(0466‑27‑3556)会員6名

重松冬楊

2関川竹四(0178‑333432)会員
58名

名
北杜連句塾
小出きよみ

師系・根津芦丈・東明雅連絡
先390松本市筑摩東2419小出き
よみ(0263‑25‑5136)会員1l名
はらい

がわ

祓

川

狩野康子
連絡先981仙台市青葉区双葉ケ
丘2‑5‑12狩野康子(022‑271‑
0005)会員15名

岩崎利一
師系･阿片瓢郎連絡先104中央
区銀座6‑9‑4岩崎利‑(03‑571‑
0319)会員4名

ぱるしゆ

芭流朱連句会

松山連句会
鈴木春山洞

師系･松根東洋城連絡先791松
山市三津1‑3‑13鈴木春山洞

土屋実郎

葉門連句会
井口昌亮

師系・宇田零雨・木村葉山連
絡先153目黒区中目黒5‑31井口

落柿舎連句会
奥西
保
連絡先616京都市右京区嵯峨小
倉山落柿舎(075‑881‑1953)会員
9名
連句愛好会
柴崎正寿郎
連絡先241横浜市旭区若葉台47
‑704柴崎正寿郎(045922‑2851)
会員30名
連句会「Za」
伊藤直子

連絡先981仙台市泉区南光台3‑3
‑9伊藤直子(022‑232‑0623)会員

松喜久会

黒田耕三
師系･鈴木春山洞連絡先791松
山市新浜9‑25黒田耕三(0899‑51
‑2889)会員9名

瑠沙連句会

昌亮(03‑713‑6810)会員16名

連絡先791‑02松山市平井町1508
重松冬楊(0899‑75‑1461)会員5

花野連句会

中出絢女

師系･鈴木春山洞連絡先790松
山市大街道2‑2‑7香和ビル3F中
出絢子(0899‑32‑0105)会員6名

中島啓世

鳳松園連句会

関川竹四
連絡先031八戸市湊町上の山55‑

夢茶の会

村野夏生

師系･野村牛耳連絡先165中野
区江古田4‑18‑2杏花村塾(03‑

り

四1廿里の会

斉藤吾朗

師系･宮下太郎連絡先445西尾
市伊藤町伊藤前15‑1(0563‑57‑

師系･清水瓢左連絡先233横浜
市港南区上永谷3‑20‑34土屋実
郎(045‑843‑8059)会員15名

員15名

芭蕉記念館連句会

三河連句会

8332)会員12名

ひよどり連句会

広野連句会
上村以和於

レジデンス306星野石雀(03‑691
‑0912)会員6名

白燕連句会

俳話接心

師系･岡本松浜･阿波野青畝連
絡先663西宮市二見町14‑231岡
本春人(0793‑67‑6051)会員300

星野石雀

師系･野村牛耳連絡先124葛飾
区東四ツ木211‑5秀和東四ツ木

永田黙泉
師系・星加帯木・富田狸通連
絡先791‑01松山市溝辺町1009永
−45−

9名

連句研究会
阿片瓢郎

師系・松根東洋城・野村喜舟連
絡先352新座市石神1‑5‑9阿片瓢
郎(042473‑8714)会員300名以
上

4080)会員10名

すみれ連句会

電通連句会

岡田水都子
師系・岡本春人連絡先669‑13
三田市中町7‑39岡田水都子
(07956‑24110)会員20名

秋紅雅友連

大野秋紅
連絡先446安城市里町荒井31大
野秋紅(056677‑8083)会員9名

浅春連句会
樹氷連句会

谷敷
寛
連絡先112文京区春日2‑25‑2谷
敷寛会員5名

犬島正一
連絡先939富山市西中野本町5−
14犬島正‑(0764‑21‑3494)会員
5名

東京義仲寺連句会芭蕉庵の会
高藤馬山人
師系･野村牛耳連絡先182調布
市上石原2‑27‑9川野蓼艸(0424
85‑5480)会員10名

草門会

みく虫り

工藤真理子

樹林連句会

師系･野村牛耳連絡先102千代

師系･林空花連絡先177練馬区
石神井町3‑9‑12‑401(03‑996

田区二番町11麹町山王マンショ

ン8O7工藤真理子(03222‑6502)
会員10名

8530)草刈澄会員15名
湘南吟社

名古則子
師系・根津芦丈・清水瓢左連
絡先281千葉市幕張町6‑80‑14名
古則子(0472‑725172)会員10名
正

逸見篤
連絡先101中央区築地1‑11電通
マーケッティング局逸見篤気付
(03‑544‑5468)会員20名

風

美濃豊月

正風大府支部
久野溪流

森
三郎
師系・石沢無腸連絡先369‑l2
埼玉県大里郡寄居町寄居982森
三郎(0485‑81‑0077)会員10名

正風和気支部

桐山北天

蒲

幾美

師系･中村俊定連絡先215川崎
市麻生区王禅寺76736蒲幾美
(0449558726)会員1l名

今泉忘機
師系・上甲平谷・清水瓢左連
絡先272市川市平田3‑23‑14浅野
黍穂(0473‑76‑8196)会員24名

宮下太郎

師系･小笠原樹々連絡先206多
摩市一ノ宮250‑17宮下太郎
（042374‑7002）

師系・根津芦丈・東明雅連
絡先399‑65松本市寿台4‑5‑3宮
坂静生(0263‑57‑2461)会員40名

丹

宮崎明月女
師系・太白堂桃隣・太白堂桃旭
連絡先17l豊島区池袋2‑1066今
村ゆき(03‑9847906)会員40名

大林杣平
連絡先167杉並区南荻窪3‑199
大林杣平(033334880)会員40
名
習志野連句会

多摩連句会

信州大学連句会

宮坂静生

会員8名

都心連句会

第六天連句会

師系・寺崎方堂連絡先70904
岡山県和気郡和気町衣笠171桐
山北天(0869‑92‑0807)会員10名

赤田玖実子

師系･三好龍肝連絡先228相模
原市上鶴問395(0427‑45‑0407)

桃林会

染井の会

師系・寺崎方堂連絡先470‑11
豊明市阿野町上納91‑6鈴置一花
（0562‑92‑4521)会員25名

名

桃天樹喰聚

埣啄会

師系･寺崎方堂連絡先520大津
市秋葉台35‑9正風発行所(0775‑
25‑9159)会員100名

東京義仲寺連句会水分の会
眞鍋天魚
連絡先177練馬区南田中5‑20‑2
眞鍋天魚(03‑9972548)会員7

想

秋山正明

連絡先661尼崎市塚口町1‑22‑1‑
207秋山正明(06‑421‑1606)会員
12名

新庄北陽社

鴇田秋甫
連絡先275習志野市実籾町2‑80

鴇田秋甫(047472‑6270)会員13
名

南海放送学苑連句教室
永田黙泉

師系・星加帯木・富田狸通連
絡先791‑01松山市溝辺町1009永
田黙泉(0899‑77‑0015)会員40名
虹の会

笹喜四郎一
師系･春秋庵幹雄連絡先996新
庄市宮内町7‑10笹喜四郎(0233‑

津幡俳談〈らげ会

馬場宏一(東夷）

連絡先929‑03石川県河北郡津幡
町役場中田風来(0762882111）

22‑2086)会員38名

連絡先143大田区中央2‑129馬

場宏一(東夷) (03‑771‑9409)会
員6名

出合川

すず

篠

中川久子

岡田史乃

猫蓑会

赤坂6‑9‑4‑301岡田史乃(03‑582

師系･松根東洋城･米田双葉子・
鈴木春山洞連絡先790松山市
余戸南4‑14‑24中川久子(0899‑

連絡先215川崎市麻生区高石17
5杉内徒司(044‑954‑6052)会員

‑0081)

71‑0486)会員5名

55名

師系･鈴木香歩連絡先107港区
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東

明雅

30名

句華苑吟社
吉本三蔓
連絡先328栃木市室町1‑13吉本
画廊内(0282‑23‑3665)会員7名

かびれ連句会

小松崎爽青
師系･大竹孤悠連絡先317日立
市本宮町2‑7‑25かびれ社(0294‑
21‑1341)会員19名
からむし庵連句会
宮脇昌三

師系・根津芦丈連絡先399‑42
長野県駒ケ根市中沢菅沼(0265
83‑7496)会員9名
歌留蓑連句会

金子鳴陣
連絡先220横浜市西区久保町29‑
9金子鳴陣会員11名
夏炉の会

高橋柿花
連絡先780高知市曙町128‑35高
橋歯科内(0888440409)会員20
名

草

高橋微代
師系･斎藤石嬰連絡先336浦和
市大谷口981‑6高橋微代(0488‑
85‑1668)会員10名

宇田零雨
師系･藤井紫影連絡先156世田
谷区代田4‑6‑14字田零雨(03‑
321‑0420)会員300名

八木荘一
連絡先245横浜市戸塚区深谷町

三如会

中須賀畦月
連絡先790松山市久米窪田町982
中須賀畦月(0899‑754809)会員
6名

草茎松山支部

寺岡情雨
師系・宇田零雨連絡先791‑01
松山市白水台4‑12‑8寺岡情雨
(0899‑23‑6028)会員10名

三冊子研究会

宇和川匠助
師系･寺田寅彦連絡先78O高知
市福井東町23‑11宇和川匠助
(088‑72‑7081)会員15名

くのいち連句会

暉峻桐雨
連絡先101千代田区内神田212‑
5内山回漕店方内山秀子(03‑252
‑2941)会員8名

鹿の会

阿片瓢郎
師系･松根東洋城･野村喜舟連
絡先352新座市石神1‑5‑9阿片瓢
郎(042473‑8714)会員40名

圭連句会

師系･岡本春人連絡先550大阪
市西区西本町1‑13‑5津和田ビル
303藤野弥生(06‑533‑2505)会員

子規記念博物館友の会連句教室
鈴木春山洞

連絡先790松山市道後公園1−30
松山市立子規記念博物館事務室
内(0899‑31‑5566)会員30名

10名
輿聖寺連句会

義仲寺横浜戸塚連句会

久保田一九

師系･岡本春人連絡先001札幌
市北区新川三条2‑3‑22久保田一
九(011‑764‑7140)会員9名

茎

藤野弥生
義仲寺婦人連句会

札幌俳話接心

松永静雨
連絡先790松山市北藤原町6‑6松
永静雨(0899‑43‑8496)会員6名

鴫立庵連句会
草間時彦

師系･山路閑古連絡先249逗子
市桜山1‑6‑16草間時彦(0468‑71
‑5935)会員4名

671八木荘‑(045‑851‑1655)会

員17名

郡山連句会

義仲寺連句会

師系･斎藤石要連絡先520大津
市馬場1‑5‑12義仲寺(0775‑23
2811)会員15名

佐藤
淳
連絡先963‑01郡山市三穂田町川
田字東2佐藤淳(0249‑45‑0218)
会員5名

慈眼舎
三好龍肝

師系･清水瓢左連絡先154世田
谷区下馬5‑35‑3‑101三好龍肝
(03‑424‑8841)会員12名

小松連句研究会
木の会

草間時彦

師系なし連絡先249逗子市桜
山8‑5‑28本井英(046873‑0320)
会員限定
岐阜高校連句会

ころも連句会
佐口修一

師系･各務於菟連絡先500岐阜
市元住町2O佐口修一(0582‑62
8462)会員8名
錦心会

渡部伸居
師系・野村喜舟連絡先791‑02
松山市小野町15渡部伸居(0899‑
75‑1532)会員10名

石丸信義
師系・松根東洋城・阿片瓢郎・
鈴木春山洞連絡先799‑11愛媛
県周桑郡小松町駅前2丁目
(0898‑72‑2616)会員7名

加藤治子
師系･東明雅連絡先473豊田市
竹元町ニツ池6‑44(056553
2224)会員18名
佐久良連句会

井門可奈女
師系・栗田樗堂・富田狸通・鈴
木春山洞連絡先790松山市湊
町4‑6‑6丸三書店内(0899‑31
8501)会員7名
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獅子門

国島十雨

師系・各務支考連絡先501‑1l
岐阜市黒野古市場193国島十雨
(0582‑39‑0037)会員100名
渋

柿

徳永山冬子
師系･松根東洋城･野村喜舟連
絡先160新宿区高田馬場4‑32‑21
松岡六花女(03‑368‑0935）
蛇も蚊も連句会

小枝秀穂女
師系･中村俊定連絡先23O横浜
市鶴見区岸谷4‑25‑25岸谷ハイ
ツ418小枝秀穂女(045‑583‑

全国連句グループ概況

鑑悠篭所○驍蕊f⑤2蕊
藍の華連句会

市川俳話教室

白方筍子
師系・松根東洋城・野口里井・
鈴木春山洞連絡先791松山市
久万ノ台1165白方アキ(0899‑22
‑0111)会員6名

おぼろ連句会

今泉宇涯
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先272市川市市川1‑8‑1今泉ビ

師系･鈴木春山洞連絡先790松
山市余戸中6‑3‑28長井良策

ル(0473‑224214)会員25名

(0899‑71‑6386)会員6名

有馬篝子
師系･宇田零雨連絡先107港区
赤坂4‑8‑15紅仙ビル同人社(03‑
402‑4121)会員11名

石渡蒼水

師系･斎藤石巽連絡先414伊東
市弥生町3‑2石渡蒼水(0557‑37
1831)会員10名

小野寺妙子
連絡先98O仙台市青葉区梅田町4
−28小野寺妙子(0222‑33‑0693)
会員7名

鈴木

漠

連絡先650神戸市中央区港島中
町3‑1‑47202鈴木漠(078‑302
2230)会員2名
香保里会

茨の会

青葉城連句会

長丼南茶亭

海市の会

伊豆芭蕉堂連句会

青葉連句会

（五十音順）

近松寿子
連絡先567茨木市北春日丘2‑13‑
7近松寿子(0726‑23‑8817)会員
20名

野口里井

師系･野村喜舟連絡先203東久
留米市ひばりが丘団地281金田
禾白(0424‑61‑0603)会員5名
佳菊会

NHK文化センター青山

あした連句会

ビユーハイツ403号(03‑927‑

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先114北区豊島4‑16‑34‑403
宇咲冬男(03927‑1022)会員21

1022)会員50名

名

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先114北区豊島416‑34王子

あしべ俳話塾

NHK文化センター松山教室の会
片山多迦夫

師系・清水瓢左連絡先66601
川西市御園町1‑3‑406号片山多
迦夫(0727‑58‑3198)会員6名
梓川連句会

鈴木春山洞
連絡先791松山市三津1‑3‑13鈴
木春山洞(089951‑0064)会員20

師系・根津芦丈・宮坂静生連
絡先390‑17長野県南安曇郡梓川
村杏金井教子(026378‑3808)
会員25名

黄鐘連句会

加藤三七子
師系･阿波野胄畝･岡本春人連
絡先676高砂市高砂町北本町
1189加藤三七子(07944‑2‑3908)
会員30名

あらくさ連句会

草間時彦

師系なし連絡先249逗子市逗
子2‑4‑5北沢義弘(0468‑71‑

5393)会員限定

奥美濃連句会
水野

隆

連絡先501‑42岐阜県郡上郡八幡
町新町929おもだか家(05756‑5‑
3332)会員13名

市ケ谷連句会

森島香代子
連絡先616京都市右京区竜安寺
衣笠下町l森島香代子(075‑463
‑1534)会員6名
風の巷

市壬生川191‑7守口津夜子
（08986‑42634)会員10名
花扇会

宮
県人
連絡先3440l埼玉県北葛飾郡庄
和町大衾6004二宮方(0487‑46‑
1443)会員5名
かつらぎ

阿波野青畝

連絡先663西宮市上甲子園1丁
目5‑6かつらぎ発行所(0798‑41‑

伴野溪水

師系・松根東洋城・小笠原樹々
連絡先162新宿区市ヶ谷加賀町2
‑5‑23伴野溪水(03260‑6750)会

員10名

かすみ会

守口津夜子
師系・松根東洋城・阿片瓢郎・
鈴木春山洞連絡先799‑13東予

名
おうじき

金井教子

森
月鼠
連絡先431‑3l浜松市半田町68森
月鼠(0534‑34‑3711)会員40名

小野連句会

0837）

渡部伸居

師系･松根東洋城･阿片瓢郎連
絡先791‑02松山市小野町15渡部
伸居(0899‑75‑1532)会員10名
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金石公民館俳話研究会

江森峰雲

連絡先920‑03金沢市金石西4−18
−4江森峰雲(0762‑670863)会員

I 全国連句グループ概況 ’

口編集後記□
＊連句年鑑平成二年版が開版されました︒連句協会となってから︑他の俳壇関
役立っています・国民文化祭も連句が伝統文芸として正式に認められましたが︑

係団体やマスコミとの接触がふえ︑連句協会を知って貰うためにも年鑑は大変

＊去る五月のゴールデンウィークに中国の抗州大学で﹁中国和歌俳句研究会﹂

その一助にもなっていると思います顎

現代連句を披露し︑協会の存在をアピールしました︒その結果︑和歌俳句に加え︑

が結成され︑被招待者のひとりとしてシンポジュウムに参加しました︒そこで
中国で連句が研究・実作の対象となりました︒よろこばしいことです︒
＊さて今回集まった作品は一九二編︵昨年は一七八編︶︑参加結社は九五グルー
プ︵昨年は九六グループ︶を数えました︒
八宇咲冬男Ｖ

＊この年鑑が︑より一層︑協会の事業・ＰＲに役立つことを念じます︒
＊ことしの七月半ばから八月にかけては︑例年にない連日三十度を越える猛暑
続きで︑電力消費量も各地で新記録を生み︑そのうえ雨の降らないカラカラ天
気のため貯水池も底をついて大変な夏の季節でした︒会員皆さんは︑いかがお
＊さて︑今号は︑高知大学の宇和川先生︑明治大学の今泉先生︑それに大林副

過しでしたでしょうか︒

会長に評論をご依頼致しました︒それぞれ含蓄のある文章ですので︑味読願い
＊作品の編集︑校正は福井が当りましたが︑提出して頂いた一九二編のうち︑

度く存じます︒

現代仮名遣いの作品は︑四二編︒なかには︑外人の方や︑高校生も居られます
＊猛暑の夏ではありましたが︑ちょうどこの時期が︑年鑑校正のピークでして︑

から︑徐々に新かな使用が増えてゆくのではないか︑と思われます︒
作品に於ては岩城順子さん︵あした︶︑人名簿につきましては五十嵐荘司さん︵瑠

＊なおカットにつきましては︑連句愛好会︵柴崎正寿郎氏主宰︶の方々は︑一

沙︶ご両氏にご尽力を得ましたことを︑厚くお礼申しあげます︒
巻巻かれる席上︑それぞれの出句にふさわしい俳画を画かれるそうで︑今回は
いカットも寄せられておりますので︑次回に使わせて頂きます︒八福井隆秀Ｖ

ご連衆のうちの岩佐さん︑安田さんのお手を煩わしました︒他の方の素晴らし

平成二年九月十五日印刷
平成二年九月二十日発行

平成二年版連句年鑑

定価二︑三○○円

編集人代表宇咲冬男

八七一四

連句協会

発行所醜埼玉県新座市祇神一ノ五ノ九阿片方

電話○四二四七三

印刷局朝陽会

印刷所川東京都北区豊島四ノニノ四
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郵便振替で送金して下さい︒

★．こ注文の方は東京九九○○二四番︵連句協会︶宛

