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﹁第二十八回連句協会総会・全国大会の記﹂

江戸連句のおもしろさｌ評点という方法ｌ：⁝・⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝⁝

くろく四十八が瀬を渡らなかった芭蕉ｌ曾良の随行日記の謎１．：

■●●■■■

執筆のことｌ人麻呂まねび１．⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝

平成二十年の連句界．
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﹁第二十三回国民文化祭いばらき二○○八文芸祭連句大会を顧みて﹂

口

畠

エッセイ

｜粋会
﹁初花や﹂．．⁝⁝⁝．

ロ叩

﹁料蛸や﹂：⁝・⁝：．

海市の会

﹁米寿﹂⁝⁝⁝・・・

おぼろ連句会

﹁フランス麺酩﹂⁝・⁝：

﹁馬車を駆る夢﹂⁝・⁝：

おたくさの会

﹁田打畑打﹂⁝⁝⁝．：

﹁上り鮎﹂⁝⁝⁝⁝

桶川連句会

﹁師の走り﹂⁝⁝⁝：︑

﹁草の実﹂・・・・・⁝・⁝

丘の上連句会

﹁猫ふるい立つ﹂⁝⁝⁝

桜花学園大学連句研究会

﹁新酒とくとく﹂⁝⁝⁝

﹁辛夷散華﹂．．⁝．：・・・．

ＮＨＫ文化センター青山

﹁たのしい三句たち﹂⁝

ＷＥＢめぎつれ座

﹁狛犬は﹂・⁝⁝⁝．

﹁落肺燃ゆ﹂⁝：．．⁝：

いなみ連句の会

﹁白南風﹂：・・・・⁝⁝

﹁鉄線花﹂⁝・・⁝：．．

伊豆芭蕉堂連句会

会津の会
﹁木の葉降り﹂⁝⁝

﹁淡雪や﹂：︒⁝

あした梶の葉連句会
あした芭蕉記念館
﹁白夜﹂．．・・・．

﹁初雀﹂⁝⁝
あした日比谷連句会
﹁水芭蕉﹂．：⁝

﹁リラ冷えや﹂・・・⁝

あした連句会
﹁白露かな﹂⁝⁝
﹁冬晴れや﹂・・・⁝
﹁ブロンズの﹂⁝：︒

﹁水草生う﹂⁝：．

天の川連句会
﹁啓蟄や﹂⁝・⁝
﹁スキー﹂・⁝：
﹁道の駅﹂・・・・：

伊賀連句会

﹁臘梅﹂⁝：ゞ
﹁法師蝉﹂．：．：

石手寺連句会
市川俳譜教室
﹁ますほの小貝﹂・・

﹁能衣裳﹂・⁝⁝

﹁杉形﹂⁝

﹁ちさき地震﹂⁝

解綱
蛙の会

﹁たましひの﹂︒：

﹁鯰公が﹂⁝

桂の会

﹁石蕗咲けり﹂︒：

﹁姫辛夷﹂⁝

﹁薬喰﹂⁝
河童連句会
﹁木の葉の札﹂⁝

神田義仲寺連句会

﹁鰯雲﹂．：
﹁寒葵﹂・・・

其角座
﹁井月の句碑﹂⁝

きさらぎ連句会

くさくき
﹁白南風の﹂⁝
﹁街の灯の﹂⁝
﹁貝寄風や﹂⁝

﹁流氷の﹂⁝
﹁花冷えや﹂⁝
﹁五歳経し﹂⁝
﹁雲上に﹂・・．
﹁馬鈴薯や﹂・・・

くさくき川口支部

﹁万緑の﹂：：︒．

﹁新天地の﹂：．⁝

くさくき北九州支部

﹁夕明かり﹂⁝．：

﹁寒椿﹂⁝⁝

﹁青春譜﹂・・・⁝

﹁句の神﹂・・・・：

くさくき堺

﹁秋灯に﹂：⁝．

﹁大海を﹂：︒⁝

﹁鯨千里﹂・⁝・・

くすのき連句会

﹁水仙や﹂︲・⁝・

﹁永き日や﹂︒：：︒

栗の木連句会

﹁息災の友の便り﹂

﹁虫の夜﹂⁝・§

興聖寺連句会

﹁モネの帆船﹂⁝：

ころも連句会

﹁白無垢の﹂・⁝⁝

﹁心あてに﹂・・・・．

﹁風狂の旅﹂・⁝§

柴庵

﹁草いきれ﹂・・⁝

﹁時雨忌﹂・⁝・

栄連句サロン

さくら草連句会
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﹁新入生﹂︲︲⁝⁝⁝︒
﹁蓑虫何を﹂・・・⁝⁝⁝

﹁三十棒﹂⁝⁝⁝︒：
佐久良連句会
﹁水中翼船﹂・⁝．⁝⁝．

鹿の会
﹁野辺静か﹂・・・・・・・⁝︒．

慈眼舎連句会
﹁長橋の月﹂⁝：⁝⁝．

﹁朧月夜﹂⁝・⁝⁝：

獅子門
﹁置炬燵﹂．．⁝⁝⁝．

獅子門源氏の会
﹁土偶の目﹂⁝・・⁝．．：

獅子門蕊杖社
﹁しぐれよ﹂・⁝⁝・・・・↑

﹁ふれ太鼓﹂．．⁝⁝⁝

獅子門麗水社
﹁采︑ごもｈノ﹂・・・⁝⁝・日

﹁九輪のバ ラ ﹂ ⁝ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ．

下町連句会

﹁方／ラシツクシヨコラ﹂

四宮会
﹁土用太郎と﹂⁝⁝．：：

﹁垂直の﹂⁝・⁝⁝：
﹁巧薬の﹂・⁝⁝⁝：
﹁月の沖﹂・・・・⁝⁝：

紫薇の会

樹氷連句会

﹁凌霄花﹂⁝⁝
﹁子の春﹂・⁝︒．

湘南吟社

﹁木瓜の実﹂⁝・⁝

﹁俳諾連歌﹂⁝⁝

﹁ふるさとの駅﹂・・・

白河連句会
泗楽連句会
﹁柿一樹﹂⁝：．
深大寺連句会
﹁野麦峠﹂：⁝．
成城連句会
﹁樫若葉﹂・・⁝・

清流連句会
﹁初座敷﹂．．⁝・

せんだい座
﹁風に乗り﹂⁝・・．

﹁秋深し﹂：⁝．
﹁それはさかさま﹂

草門会
﹁狐矢﹂⁝：．
埣啄会

﹁夏の海﹂・⁝．．

﹁春嵐や﹂・⁝：
大智院連句会
﹁縄文の土器﹂・⁝．．

武生連句の会

﹁唐いも﹂・・・・・・：・・・・

多摩連句会
﹁さるすべり﹂⁝・・：：・・・

遅刻坂連句会

﹁混迷の壯や﹂⁝・⁝・・⁝

﹁卒業五十年﹂⁝⁝⁝⁝

﹁物の芽の﹂⁝⁝⁝⁝
中央連句会
﹁大川﹂・・・⁝⁝・・．
﹁江戸動きそむ﹂・⁝：・・．

﹁潮の青﹂・⁝⁝．．：

﹁古今なし﹂⁝⁝⁝⁝

千代の会
﹁恋の真︵恋づくしこ

土筆有楽帖三吟会
﹁初雪を﹂・・・・・・・・・⁝

筑波連句会
﹁瑠璃紺の筑波﹂⁝⁝．．．

﹁淡交﹂⁝⁝・⁝︒．
﹁午まつり﹂・・⁝・⁝⁝

﹁神楽笛﹂⁝・⁝：⁝

﹁宙の薬玉﹂⁝・・・・・・・・．

つばさ連句会

﹁初釜や﹂⁝⁝・・⁝．

つらつら吟社五十鈴吟社
天神連句会

﹁ケイタイを﹂・・・・・・・・・・・．

﹁ビル累々﹂⁝⁝⁝︒：

﹁軟東風に﹂⁝

桃雅会

﹁梅紅く﹂⁝

東京かびれ

﹁常磐線﹂⁝

﹁斑雪﹂⁝

﹁落し文﹂⁝

﹁東鶴﹂⁝

﹁今日は処暑﹂⁝

刀水の宴連句会

﹁鼻歌や﹂．：

﹁江戸俳譜遁遥﹂

徳島連句懇話会

﹁俳譜之連歌﹂．．．

都心連句会

﹁篠の子﹂⁝

すず

﹁初茜﹂⁝

﹁はつなつの﹂．．．

富山県連句協会

﹁キャベツ﹂・・．

南草連句会

﹁枯れてなほ﹂⁝

﹁舞初や﹂⁝

﹁職概の路﹂：．

にほんご連句会

﹁狭き更地﹂．：

枯華連句会

﹁大川は﹂⁝
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巴世里連句会
﹁緑雨﹂・・⁝・・・．

﹁鵜川﹂⁝⁝・⁝

﹁折句・ひばり﹂・・⁝．

羽曳野連句会

﹁青田風﹂：⁝⁝．

北社連句塾
﹁滝桜﹂⁝．：：︑
北杜連句塾襲
﹁一望の﹂・・・⁝

ほほほ連
﹁おぼろの宙﹂⁝・⁝：

﹁遠き富士﹂・⁝：⁝

﹁神の旅﹂・・・・．．⁝

勾玉連句会
松山連句教室

﹁水引﹂⁝：．⁝

窓連句会
﹁木の実植う﹂⁝⁝⁝
｜｜｜重県連句協会

ＦＯ

ｎｊ
９と

﹁曲乗りの子ら﹂⁝・⁝

﹁料蛸の﹂：：⁝：

読売文化センター川口

﹁飯盛らん﹂⁝・⁝：

ラピロス連句会

﹁風に聞くや﹂⁝⁝・⁝

連句阿保小菊会

﹁秋祭﹂：．．・・・・

連句会ひらめき

﹁初萩﹂・・・・・⁝

連句会未恋座
連句ななの会
﹁月花恋も﹂・⁝⁝：

﹁花万朶﹂・⁝⁝：

﹁鵺鵠﹂⁝⁝・

連句会﹁遊﹂

連句会遊子座
﹁みどりのｕ﹂⁝．：：

﹁花盛り﹂⁝⁝・⁝
﹁影絵めき﹂⁝：⁝
﹁江戸の蒲﹂⁝：⁝
﹁秋の雨﹂：：．：．

連句研究会

﹁かつば渕﹂・⁝・・・・

若笹連句会
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浜風
﹁残暑かな﹂．．⁝⁝．

Ｂ面
﹁差して出る﹂︲・⁝・⁝．

﹁風の口笛﹂⁝︲⁝：

美々つと連句会
﹁神の旅﹂．．⁝・⁝

日比谷連句会

﹁ゆきゆきて﹂．．⁝・⁝

水無月連句会

﹁匂烏﹂⁝⁝⁝
﹁尉鶚﹂⁝：⁝．
美晴連句会
﹁冬ぬくし一⁝⁝⁝
宮城県連句協会
﹁今朝の春﹂⁝⁝⁝
耶馬渓連句会

﹁黒潮﹂⁝⁝⁝
﹁葦荷舟﹂：⁝・⁝

瑠沙連句会
横浜ベイサイド連句会
﹁傾くブイ﹂：．．⁝．．
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﹁秋の情﹂⁝⁝⁝
富士裾野ひよこ連句会
﹁藍浴衣﹂・・・⁝．．．

﹁雑鳴く﹂⁝・⁝：
ひよどり連句会
﹁新聖堂﹂・・・・・・・：

﹁沙羅の雨﹂⁝・⁝．．

﹁虹の橋﹂：⁝⁝．
﹁論文﹂・・⁝⁝．
﹁植樹祭﹂︲⁝・⁝．
﹁晴るる日﹂．．⁝・⁝

﹁夏の海﹂︲・⁝：：

﹁尼僧﹂：⁝⁝．

ひょんの会
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第二十八回連句協会総会・全国大会の記

平成二十一年三月二十二日︵日︶︑第二十八回総会・全

国大会が日本青年館に於て開催された︒外苑の木々も春め

いて絵画館前の庭には紫雲英の花が咲き︑百五名が参集︒

午前十一時開会︒島村暁己常任理事の司会にて進行︒中

尾青宵副会長の開会のことばに続いて︑磯直道会長は連句

協会三十周年記念誌の発行について協会員の協力を要請︒

協会の法人化の検討︒低年層︑学生への普及︒インターネ

ットの立上げ︒会員増への取組み︒総会及び全国大会の関

西や地方での開催を検討︑等々の問題を提起された︒次に

宮下太郎理事長が﹁連句は心の風﹂横の交りを︑と話され

今年の﹁国民文化祭しずおか﹂を盛上げて下さいと強調さ

れた︒続いて臼杵勝児副会長の決算報告︑新年度の計画案

予算案も承認された︒次に二十一年国民文化祭開催地︑静

岡県裾野市代表の挨拶︒富士高原コースと市内観光コース

に別れ︑宗祇の墓所も参拝の予定との事︒多数の方々の参

加を要望された︒次に国民文化祭を控えた岡山県︑京都府

の代表の挨拶など有り︑昼食︒二十二卓に分れて実作会に

入り︑二卓の作品発表︒引地冬樹副会長の閉会のことばで

第一部を終り︑第二部懇親会をもって和やかに終会︒

︵西幾多︶

− 8 −

第二十三回国民文化祭いばらき

は同年八月であった︒

開催地である筑西市は︑﹁新治・筑波の道﹂の名称の起

こりとなった名峰筑波山の麓にあり︑十万の市民を抱える

市である︒長いこと与謝蕪村が滞在し︑この辺一帯で俳諾

文芸祭連句大会を顧みて
平成二十年十一月九日﹁国文祭いばらき﹂も無事終わ

と絵画に励んだところとして知られている︒そんな土地柄

短歌人口はかなりのものであり︑様々の大会が行われてい

り︑ほっと胸をなで下ろしたのが何か遠い日のことのよう

何も分からず手探り状態で始めた準備だったが︑結果的

る︒連句はかつて︵明治・大正の頃︶は盛んであったと伺

であることから文芸も昔から盛んであった︒今でも俳句や

にはトラブルもなく成功裡に終わったことは︑様々な方々

っているが︑現在連句人は皆無であった︒そこで筑西市は

な気がする︒まだそれほどの月日は経っていないのに︒

の御協力のお陰であり︑お礼の申し上げようもありません︒

市内の文芸愛好家に呼びかけて勉強会を開くことを決定

し︑茨城県連句協会と筑西市とが腕をたずさえて来たるべ

国文祭に向けて茨城県連句協会設立への準備を始めたの
が平成十七年六月のことであった︒と同時に県への陳情︑

月に県文化祭協賛というかたちで連句大会を開催した︒連

るべく︑十七年九月に県立図書館に於いて設立大会︒十一

願いに行き︑同時に県連句協会としての活動をアピールす

ならないことであった︒堀江会長を先頭に何度も県庁へお

に連句大会開催を認めてもらうことが一番にやらなければ

を積みたいとのことで︑十九年六月に茨城県連句協会総会

会への視察に職員を派遣した︒また地元で大会運営の経験

務局は︑今後の運営ノウハウ取得に向けて︑山口・徳島大

二箇所でも勉強会がスタートした︒加えて筑西市の担当事

れ︑更には︑県協会員の実力アップを目的に︑日立市内の

勉強会は県連句協会の指導で毎月一回市内三箇所で行わ

き国文祭に向けて歩き出したのである．

句が正式種目に決定し︑開催地が筑西市に決まったのは十

を開催した︒同年十一月にもプレ国文祭・いばらきを筑西

東海村︑日立・櫻川・筑西各市へのお願いも開始した︒県

八年四月のこと︒筑西市において実行委員会が発足したの
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市コミュニティプラザにおいて開催した︒プレ大会は参加
者九四名と盛会であった︒

このプレ大会には︑俳句甲子園・短歌甲子園等で優秀な
成績をおさめている県立下館第一高等学校の生徒さん達が
参加して下さり︑一般の参加者に混じり新鮮な佳句を沢山
付けて下さったことは︑本大会に向けての明るい材料であ
った︒

二十年七月︑県連句協会員の指導で︑市内の小中学生の

鮭鞭韓

串鍛鍾鍛
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勉強会が始まった︒これには市内全部の小中学校から一校
二〜三名の児童生徒の参加があり︑参加人数は合計六十三
名︵うち中学生十五名︶が六〜七人ずつのグループに分か
れて︑明るく楽しく言葉をつないでいった︒七月二回︑八
月一回︑そして本大会直前の十一月に一回︑計四回の勉強
会だったが子供たちの自在な発想はすばらしく︑我々も良
い勉強をさせていただいた︒

大会は二十年十一月八日吟行会︑交流会︒九日に連句大
会といったスケジュールで行われた︒

吟行会は︑筑波研究学園都市の見学︵宇宙センター︑地
質標本館︶と市内散策の二コースであった︒宇宙センター
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では宇宙飛行士になった気分でさまざまな施設の見学︑体

半から指定披講をお願いした︒閉会式︑次回開催地静岡へ

スタート時には若干のトラブルなどもあったが︑これが

の引き継ぎもスムーズに進行し︑十五時には全ての行事が

かえって県連句協会と地元の役員の方々との結束をより強

験などを楽しんだ︒一方市内散策は︑板谷波山記念館や与

見学など見所もたくさんあった︒更には市内を流れる御行

くし︑災い転じて何とやら⁝⁝で良い結果をもたらしたよ

無事終了した︒

川では鮭の遡上も見ることが出来︑どちらも魅力的なコー

謝蕪村の作品などを数多く所蔵している中村美術サロンの

スであった︒

九代名人︑筑波山江戸屋大女将吉岡久子さんによる﹁ガマ

行われた︒アトラクションは﹁ひとり太鼓﹂︑次いで第十

様々な要求にも快く応えて惜しみないご協力を下さった市

して下さった県連句協会会員の方々︑地元の皆様︑そして

全国からお出で下さった連句人の皆様︑精一杯の協力を

うである︒

の油売り口上﹂に大いに盛り上がった︒場内各所では久閼

長はじめ︑筑西市市役所︑同教育委員会文化課の皆様には

十八時から市内のダイヤモンドホールに於いて交流会が

の友との再会を喜びあい︑酒肴に舌鼓をうち明日への英気

深甚なお礼を申し上げたい︒

し上げます︒

小中学校の関係各位と︑下館一高の皆さんに心から感謝申

最後に︑子供達の連句大会参加に快く御協力下さった各

を養いつつ二十時閉会し︑バスにてそれぞれのホテルへの
移動も順調に行われた︒

翌九日の大会は︑前夜と同じダイヤモンドホールで子供
達による歓迎アトラクションの﹁仕舞・狂言﹂など大きな

の種が︑何時の日か芽を出し︑大きく育ってくれるであろ

大会への参加で︑子供達の心の中に蒔かれた小さな連句

うことを夢に見つつ︑報告のペンを置きたいと思う︒

拍手の中で幕を開けた︒開会式︑表彰式も滞りなくすみ︑

実作会に入った︒出席者は小学生四十三名︑中学生十五

︵城依子︶

名︑高校生十六名を含む三百三十六名︑大盛況であった︒

電車の本数が少ないため︑皆様の帰りの足を考えて十四時
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評論
江戸連句のおもしろさ

ｌ評点という方法１

司朗

〃そうでございますね︒この雨であそこにもここにも

ものなのかな？〃

〃今ここに降り落ちて来る春雨︒これって涙みたいな

大伴黒主︵﹁古今集﹂錦︶

春雨のふるは涙か桜花散るを惜しまぬ人しなければ

たとえば次の歌︒

ノく︑Ｏ

た本をわざわざ開かなくとも︑答えにはある程度察しがつ

連句という︿遊び﹀の妙味は︑その歴史を丁寧に解説し

利

花が散っております︒それが悲しゅうて流す皆の涙

でご理会い幸ま−︶よ︾っ

一人で詠みきる歌にさえ︑一対一のおしゃべりで調子よ

く醸し出されるおもしろさは備わっていたのである︒とい

うより︑このおしゃべり︑もったいぶって言えば︿対話﹀

という性格がなければ︑連句という形式そのものは生まれ

てきようがなかったのかもしれない︒一対一という最低限

の組合せ︑あるいは三人︑四人とその座に連なるメンバー

の数が増えようと︑ここにかわりはない︒

江戸時代の俳譜には︑この連句の︿対話﹀の座に臨んで︑

どう付けようか︑どう応じようか︑苦心惨惜︑頭をひれつ

っている者たちの様子が描かれていて︑実に楽しい︒

顔をふりぬる体はむつかし

さしづめの連歌の付句あんじわび

之春︵明暦二年刊﹁口真似草﹂︶

あた︑めし酒にも顔やしかむらん

もみぢ色付前句むつかし

西翁︵寛文一二年刊﹁続境海草﹄︶
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母

前句にほうと付あぐんだり
おもひ出す廿五日の笠の下

う︒その連句の清書に︑優劣を示す評点と具体的な批評︑

すなわち脇耆の加えられたものが︑評点巻とか点巻などと

芳墨示しに預り︑辱なく拝見致し候・俳詰御修業之旨︑

いわれているものである︒

このような連句の原点にあった︿対話﹀というおもしろ

感心仕り候・則ち御巻一覧を遂げ︑汚墨進じ候・野夫︑

︵延宝三年刊﹁俳詣絵合﹂・高政︶

さの本質は︑今日の連句においても︑たぶんかわることな

病気引込み候て︑点作止め申候へ共︑遠方指し下され候

留められ︑その座にいなかった者たちが後日それを楽しん

へと形を変えていくにつれて︑そこで生まれた連句が書き

ろ執筆と推定される芭蕉書簡である︒桐葉の連句そのもの

から連句の批判を頼まれ︑それに応えた折の︑天和年間こ

﹃野ざらし紀行﹂に名の見える熱田の桐葉︵木示は前号︶

上

五月三日

で読んだり︑あるいは批評するということがおこってきた

は伝わっていないが︑単独で巻いたいわゆる独吟か︒だと

木示雅丈

のである︒その書留を手にとったのは︑多くは同好の仲間

すれば︑連句の巻かれた時点では桐葉一人の独白であった

桃青

故︑仰せに任せ候︒猶御修業御尤の事に存ぜられ候・以

く受け継がれているのではなかろうか︒

ところで︑この連句における︿対話﹀の妙味は︑その座
にいなかった第三者をも新たに巻き込んで︑さらに別のお
もしろさを加える場合もあったようである︒連句が︑その

であったが︑その道の師とされる人たちのところへは︑添

ものに︑芭蕉が後から突っ込みを入れた︑ということにな

場かぎりの言い捨ての座興から︑ある種のまつとうな文芸

削依頼という形で書き留めの清書が届けられたことである
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二

によって︑あるいは点者によって︑実に様々︑変化に富ん

夫を凝らした点印と長々しい脇耆をもったものなど︑時代

び簡単な脇書だけからなる評点巻がある一方︑何種もの工

江戸時代の俳譜における評点の方法は︑長点と平点およ

度お灸を据えてと︑きつい言葉の嵐の一巻もあったはず︒

はぱっとしないが︑本人はいたって自信満々︒ここらで一

込んだ二十年来の弟子筋の一巻︒師匠の眼には最近の作風

い魂胆で点を付けることもあったろう︒逆に︑これはと見

ま予備軍︒ここはずいぶん点を甘くして︑とのうさんくさ

ょくちよく批点の依頼があるやもしれないいわばお得意さ

でいる︒俳譜が大流行し︑多くの評点巻が積み重ねられた

いわば﹁対機説法﹂﹁応病与薬﹂式の批点が︑多くの点者

ブ︵︾Ｏ

十七世紀半ばには︑早くも﹁大坂雪千句﹄︵寛文五年刊︶﹁俳

のやりかたであったかもしれない︒

それが︑これらのこみいった事情も考慮されずにそっく

諾小相撲﹄︵同七年刊︶など︑続々と実際の評点巻が︑そ
っくりそのまま版本の形で出版されることとなった︒

り写され︑不特定多数の愛好家に公開されてしまったとし

こともあってか︑﹃俳諸時勢粧﹄︵寛文十二年刊︶という俳

多くの俳詰愛好者にとっては︑あの先生はこんな指導を

が手に取るようにわかるわけであり︑以後︑連句を巻くさ

書におさめられた数多くの評点巻︵松江重頼の点︶は︑す

たら︑困るのは評点を付けた点者の方である︒そのような

いの格好の御手本になったことは言うまでもない︒あるい

べて一律の点数に書き換えられ︑脇耆も除いた形で出版さ

してくれるのか︑こんな句が好みなのか︑といった具体例

はどの先生に添削を仰ごうかという手引き書としても活用

れることとなったのであるｃ

つ︵︾Ｃ

に成り立った︑プライベートな︿対話﹀であったはずであ

このように︑評点巻は︑本来連句作者と点者との間だけ

されたことであろう︒

ただここで当然問題となったのは︑評点を担当した先生
たちの方である︒町内の伊勢屋さんたちの巻いた一巻は︑

最近俳詰をはじめたばかりの素人衆中心の一巻︒出来はお
世辞にもよくない︒しかし熱心さは相当なもので︑今後ち
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このような無数に残っているであろう江戸時代の俳諮評

点巻のうち︑今日現代の連句好きを楽しませてくれるの
は︑この両者の間合いが︑阿畔の呼吸とでもいうべきほど

両句共に句躰花車風流に候・歌道の本意しられた

る心ざし︑ゆかしぐ候・

秋の野に桶の丸さの分出て

月の輪と侍れば桶の丸さにてもあるべきにや︒一

発句から第三までを右にあげた︒ここだけを見れば︑な

咲々々︒

その好例を一つ︒松平新平あるいは能勢権左衛門の作と

んのおもしろみもない︑﹁よいしょ﹂ばかりが鼻につく脇

絶妙に塩梅されていた幸福な場合である︒

もされる独吟俳諾百韻に︑狂歌で有名な半井ト養が評点を

書である︒ところが︑

諸白樽もかたぶける月

まま︑心なく侍らんとおかしく候・

き枕かやの内いね侍らぱ︑さはるにぼんなふと申候

父子ねころぶ斗はくるしかるまじく候︒夫婦せば

引かこひ寝ころぶ夢の枕蚊や

けたかき句と可申にや︒

よく付申候へり︒一句もよろしく御入候︒誠にた

竹の柱の父子夫婦あひ

付けた十七世紀中頃の評点巻である︒現存する二点の写本
には肝心の点が省略されてしまっており︑卜養の脇耆だけ
が記されている︒しかしそれもそのはず︒卜養の脇害は︑

紋切り型のおざなりな評の真逆︑全句にわたっての評だっ
たのである︒

にるは粟の食焼なれや下女郎花
下女郎花とのたまひ侍りけれど︑此句はなまめき
わたる上郎花にて候︒か嵐るいやしき物をやさしく
のたまふ事︑作者のてがらにて候︒

たる図は汁のみそ萩の露
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三

と︑尤に候︒御作者の御好物なれば一折一折に御酒

和歌は人の心をたれとしてよむとなんいひしこ

門は春帆︑大高源五は子葉︑神崎与五郎は竹平︒すべて渭

泉︒赤穂義士の中には俳詰好きが少なくない︒冨森助右衛

る︒彼は︑江戸の俳詰師水間沽徳の弟子であり︑俳号を渭

に巻いた連句一巻が︑幸いにも伝わっている︵架蔵︶︒

萱野村に戻り︑一族の小畑治左衛門︵俳号和泥︶と早々

その渭泉が︑元禄十四年四月の赤穂開城後︑郷里の摂津

泉と同じく沽徳に俳詣を学んでいる︒

出申候︒おかしく御入候︒

夜さむをこらへ兼てや起ぬらん

毎度か§る事御座候︒能御存知たる判者不存候
故︑点を引不申候︒

こはり立たる秋のしも腹

一巻は元禄十四年五月十五日の西吟評点の日付をもつ・

西吟は︑言うまでもなく西鶴門下の逸材︒﹁好色一代男﹄

の版下を清書したことでも有名である︒渭泉と和泥の両吟

渭泉

歌仙が︑お隣の桜塚村に住む西吟の所へ点取りに出された
のである︒

一巻は次のようにはじまる︒

すがたを人に見する物かは

今更吾子が初音を間から

ほと︑ぎす男振には謂なし

叙文を見合︑最なる御作に候︒

里の例とて苗を打附
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打越の諸白過申候哉と思ひやられ候︒少は御ひか
へ可被成候︒

という所になると︑俄然点者の口はなめらかになる︒﹁ほ
れほれ︑又でございますか︒お好きなのもほどほどになさ
いませ﹂とでもいうような口ぶりが︑この連句作者とのほ
どよい間合いを想像させ︑実に気味が良いのである︒プラ
イベートな評点巻の本質が︑ここにある︒

こんな巻もある︒討ち入りにこそ参加できなかったが︑

むろんあの赤穂義士の一人に加えるべき者に萱野三平がい

和
泥

四

あらむつかしや︒径をゆかれ候︒

梢戦く風に真菰や撫つらん
一躰に候︒

評者西吟の口調はかならずしも饒舌ではない︒

毎も女房にならぬ合算泉
迷惑な文を隣に落し来て全
邑の口の歯にかゞって︒居所躰打越残るやうに
候へども又各別︒

時折このような軽妙な評は交えるものの︑あっさり︑淡々
と脇耆が記されている︒

一巻の成立はおそらく四月末から五月はじめにかけて︒

折しも遅めの時鳥の初音を聞いた渭泉は︑声のみして姿を
見せない時烏を発句にした︒﹁叙文﹂︵前書き︶は︑

郭公いさや姿は見もわかず昔なりける声ばかりして
按察︵﹃宝地御百首﹄︶

声よりも姿やしのぶ時鳥をぐらの山の雲になくなり

︵﹁歌枕名寄﹂︶

などの和歌に詠まれた︑声のみしてなかなか姿を見せない

という本意そのままの一文であった︒次行の﹁今更吾子が

初音を間から﹂の﹁吾子﹂は﹁ごし﹂︒あなた︑そなた︑

というほどの意味で︑ここでは渭泉の聞いたほととぎすを

指す︒待ちわびて待ちわびて︑ようやく間きえた初音では

あるが︑歌に詠まれてきたように︑当然姿は見えない︒そ

こで︑﹁男前かどうか︑確かめようもない﹂というわけな
のである︒

和歌以来の本意に従った典型的な時烏の句である︒しか

し︑はたしてそれだけだろうか︒﹁姿を人に見するものか

は﹂という口ぶりには︑ひょっとして浪士萱野三平のうめ
きが読み取れないか︒

義士討ち入り後︑﹃萱野草﹂︵西吟序宝永五年刊︶を編

んだ藤井蘭風は︑西吟の弟子であり︑三平の叔父にあたる︒

後に討ち入り一件がおこるとは夢にも知り得ない時期であ

るが︑この前書きの一行目には︑赤穂から戻ってきたばか
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同

狂わ
わん
んばばかか
りの三平の︑狂
恥りの心中が︑ひょっとして隠され
しれ
れな
ないい
ていたのかもし
︒︒
うその三平の苦衷をわからない西吟
ではなかったはずである︒
わ か っ た 上 で の ︑ 文 芸 一 一味︑何事もないかのような瓢々

とした脇耆が心憎い︒

江戸の連句の楽しみは︑なにも当時直接関わった者たち

だけに与えられたものではない︒すでに当時においてさ
え︑評点を付けた第三者である点者がおり︑そして何より︑

その絶妙の評点巻を味わうことのできる現代の私たちがい
るのである○
︵京都府立大学教授︶
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エッセイ

くろく四十八が瀬を渡らなかった芭蕉

ｌ曾良の随行日記の謎１

野島清治
元禄二年︵一六八九年︶の芭蕉の﹁おくの細道﹂︒﹁くろ

哀とふくきものをと︑人に尋れぱ︑是より五里︑いそ伝

ひして︑むかふの山陰にいり︑蜑の苫ぶきかすかなれば︑

蘆の一夜の宿かすものあるまじ︑といひをどされて︑
かＦの国に入︒

わせの香や分入右は有磯海

芭蕉の北陸路で越中での紀行はこのようにわずか数行︒

しかも︑宿屋の名も人物も出てこない︒金沢滞在の十日間

に比べても境の関所から倶利伽羅峠越えまで二泊三日行

程︒急ぎ足で越中を通過している︒

が架っていたし︑河口部には二ヶ所に渡守が設置されてい

全ての河川を指すとの説と②黒部川以外のこの間の河川と

貝︑早月︑常願寺︑神通川など﹁那古﹂︵放生津︶までの

冒頭の﹁くろく四十八が瀬とかや︑数しらぬ川をわたり

た︒それなのに︑わざわざ身の危険を冒して急流の川を徒

解釈した説がある︒しかし︑和田徳一元富山大学教授は

く四十八が瀬とかや﹂は︑﹁いろは川﹂﹁四十八が瀬﹂と呼

歩渡りする必要があっただろうか︒芭蕉が大好きだった木

﹁越中俳譜史﹂の中で二つとも否定して﹁数知らぬ川﹂は

て﹂の﹁数知らぬ川﹂は①黒部川をはじめそれ以西の片

曽義仲活躍の軍記物などに登場の﹁いろは川﹂徒歩渡りの

くろく四十八が瀬と一体であるとの説を出している︒しか

ばれてきた黒部川の段である︒当時︑すでに天下の愛本橋

パロディーとしてのロマンで彩られたのではなかっただろ

たら︑芭蕉の頭にひらめいた謡曲﹁羽衣﹂の一節﹁我も数

し︑﹁数知らぬ﹂という表現の反対語が﹁数ある﹂だとし

くろく四十八が瀬とかや︑数知らぬ川をわたりて︑那

ある天乙女﹂の﹁数ある﹂のフレーズがあったに遠いな

うか︒

古と云う浦に出︒担篭の藤浪は︑春ならずとも︑初秋の
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部市︶間に十五本の河川が書きこまれている事と﹁四十八

氏は幕末の﹁新川郡海岸地図﹂の泊︵朝日町︶

三日市︵黒

との文脈の意味を考えれば︑②の説が肯定されよう︒和田

行文にも名高い川であり︑その対語として﹁数知らぬ川﹂

い︒とすれば︑﹁くろく四十八が瀬﹂は中世の軍記物や紀

大学教授・文学博士著重蔀川扇状地﹂によると︑黒部川

にくつけると︑見たような嘘の句になる︒籠瀬良明元日本

米地帯である︒和田教授のように早稲の香と有磯海を無理

状地帯が中心であり︑氷見市を含む旧射水郡はむしろ晩生

戦前までの越中の早場米地帯は富山県東部︑特に黒部川扇

礁の一帯としても﹁早稲の香﹂との関係はどうなるのか︒

礫層のため気温の最も高くなる七月下旬に稲の穂が開花し

が瀬﹂を結び付けているが︑やはり﹁瀬﹂と﹁川﹂の混同

元禄二年ころまでには黒部川扇状地の開拓が進み︑多く

て受粉しないと不稔米になる︒水の浸透がひどく︑ざる田

扇状地は最も典型的な早場米地帯である︒冷水と花崗岩砂

の堤防が築かれ︑河口近くの下流は二本に分流︑それぞれ

とさえいわれていた水田が戦後の流水客土事業でかなり土

の整理が付かない︒

に加賀藩申し付けの渡船と渡守が置かれていた事が奥田淳

芭蕉が﹁早稲の香﹂を感じたのはやはり早場米地帯であ

壌改良が行なわれ︑増産も進んだが︑冷水対策は難しく︑

は︑弥陀の四十八願の﹁いろは川﹂を自分が渡るという﹁わ

るとしたら︑越中路ではまず黒部川扇状地周辺であり︑有

爾元洗足学園魚津短大教授の重蔀奥山と扇状地の歴史﹂

が身﹂の自の句の気分のため︒しかも市振の遊女︵西行に

磯海近くではない︒﹁早稲の香や﹂と上旬が浮かんだもの

早場米地帯は今日も変わらない︒

宿貸す謡曲﹁江口﹂の遊女や境川上流の謡曲﹁山姥﹄の舞

のなかなか下句が出来ず︑そのまま倶利伽羅を越えてしま

に取り上げられている︒芭蕉が﹁四十八が瀬﹂と書いたの

台︶の幻想的釈教の余韻を表現したかったのではなかろう

る越中路に対する惜別の句である︒﹁荒海や﹂の句と手法

った︒加賀入りの挨拶であると同時に気がかりな歌枕のあ

また︑金沢で披露の﹁早稲の香や分入右は有磯海﹂の有

が似た﹁や﹂の切字を生かした虚構のポエジーの句であ

か︒

磯海は万葉集以来の歌枕である高岡市国分浜から天晴の岩
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︶

ているが︑どこに建てようと文句は言えないだろう︒

富山市水橋︑射水市新湊︑氷見市にもこの句碑が建立され

る︒芭蕉の得意な幻術のなせる技である︒朝日町︑滑川市︑

なくない②上流には有名な愛本の刎橋が架っていた③下

渡りしたようなイメージを抱かせる︒しかし︑①水量が少

のだろうか︒曾良の日記によれば︑﹁川ヲ越︵え︶﹂は徒歩

流の河口部近くでは二ヶ所に渡守が設置されていた④当

橋経由につれて右岸の舟見の宿と左岸の浦山の宿にそれぞ

時︑参勤交代では北陸街道は整備され︑官道として愛本刎

一方︑記録魔とも云える随行者の曾良の旅日記にしても

れ本陣が設置され︑宿場には駅馬の頭数が定められてい

○入善ニテ馬ナシの疑問

越中の段の記述は比較的に少ない︒旧暦の元禄二年七月十

た︒しかし︑黒部川の上流の谷川の水が凍結する厳冬期は

入善経由で黒部川を渡る下街道が利用出来た︵ちなみに映

三日の段
入善ニテ馬ナシ・人雇テ荷ヲ持七︑黒部川ヲ越︒雨シや

りに突貫工事を成功させた感動的なシーンのモデルも黒部

画﹁黒部の太陽﹄で工事中のトンネルに大量の地下水を吹

日夜中強い雨︑五日も雨︑六日に晴れたものの七夕の七日

の水で育った不屈の男であった︶︒江戸末期ごろには愛本

ク時ハ山ノ方へ廻ベシ︒橋有︒壱リ半ノ廻り坂有︒

は雨止まず︑しかも肝心の夜中は﹁風雨甚﹂であった︒

橋架け替え工事が遅れてしばしば沿岸の漁船総動員の船橋

き出していた破砕帯の水が厳冬期に凍結︑天の助けとばか

﹁荒海や佐渡によこたふ天河﹂どころではなかった︒八日

仮設で参勤交代行列の通過が記録されている︒愛本橋はい

曾良の日記によると越後の弥彦を出発の七月四日から四

には雨が止んだが︑九日︑十日に﹁折々小雨﹂︒十一日︑

かに大切な官道の橋であったか︒

のは上流の愛本刎橋であった︒このように考察するのが自

日記のような黒部川越えは不自然であり︑黒部川を渡った

当時の天候や加賀藩の交通整備状況からすると︑曾良の

十二日は快晴だったものの︑黒部川を越える三日前までは
かなり激しい雨も降っていた︒奥の深い黒部川の水量は少
なくなかったはずである︒

芭蕉ははたして北陸路で﹁くろく四十八が瀬﹂を渡った
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然ではないだろうか︒

曾良日記の﹁入善ニテ馬ナシ﹂も疑問︒入善は下街道の

そ道﹂には︑地名の誤りや︑言き違いや︑街道からの右左

の指定の間連ひや︑あるいた場所の順序の顛倒などが︑随

戦前︑岩波の肝いりで東北大学で連歌に詳しい山田孝雄

分頻繁に出てくるのである﹂

十二頭︵舟見の宿は二十五頭︶に定められているから︑な

博士︑思想科学者の村岡典嗣博士らと俳詰研究の座長をこ

宿場であり︑宿馬も八年前の天和元年︵一六八一年︶に二

いのはおかしい︒出払った後と見る事も可能だが︑夏場は

道﹂論での指摘である︒なぜこのようなことが起きたの

なしていたドイツ文学者・小宮豊隆教授の﹁おくのほそ

堀切実編﹁﹁おくのほそ道﹂解釈事典﹂を見ても︑上流

か︒元禄二年の旅の事を筋に格調の高い紀行文が公開され

／ ノ

上街道の舟見の宿へ移動の例が記録に見える︒

の愛本刎橋を渡ったと考察する論文は見当たらない︒国文

たのは芭蕉の死後であるが︑曾良の書写本や芭蕉の直筆本

が死亡した元禄七年までの間︑細かい覚え書を土台にした

学者はこんな仮説を相手にしない︒旧加賀藩領の加賀・越

の細道紀行﹂をかつてある旅の雑誌に寄稿した先輩の詩人

ものではなく︑極めて簡単なメモなどを便りに書き上げら

が執筆されたのは元禄四年夏に発行の﹃猿蓑﹂以降で芭蕉

︵戦前の雑誌﹃蝋人形﹄に詩を発表︑元地元新聞文化部長︶

れた︑との卓見であった︒近年︑芭蕉真筆の鑑定に関わっ

中で芭蕉の悪口をたたこうものなら︑消されるという︒﹃奥

が筆者の身を心配してくれた︒しかし︑この仮説を発表す

た上野洋三大阪女子大学教授﹃芭蕉自筆﹁奥の細道﹂の

謎﹂の中で問題の﹁遊女と寝たり萩と月﹂の市振の宿︵越

る天の時に黒部川流域出身の思いの炎を消す事は出来な
い○

中のと書かれている︶の段は芭蕉最晩年に自らが書き加え

と諌め侍る﹂と記入されているが︑曾良の﹁旅日記﹄七月

たと鑑定している︒その文末に﹁曾良にかたれば︑書き

﹁多少でも丁寧に﹃おくのほそ道﹂を読んだ事のある人

十二日の段には﹁市振二着︑宿﹂とあるだけ︒旅日記は﹁お

○小宮豊隆が芭蕉の間違いを指摘

には︑恐らく誰にでも気がついてゐるやうに︑﹁おくのほ

，今勺

書き換えられたものと見られるが︑この市振の段の食い違

くのほそ道﹂の初校の段階あたりでかなり符号を合わせて

の主・佛五左衛門としている︒

う打ち越し︒だから︑﹁室の八島﹂から﹁日光﹂の麓の宿

で泊まり︑佛五左衛門を出すと次ぎは日光で連句の付け嫌

創作的結構の施しのある特長を看破しておられるし︑その

本安三郎編︶出版に際して序文の中で﹁おくのほそ道﹄の

ほそ道﹂の旅に出るその前の年のことであり︑この件は芭

さまを変へ﹂と︑紹介しているが︑曾良の剃髪は﹁おくの

て黒髪山に衣替﹂の句を挙げ︑﹁旅立暁髪を剃りて墨染に

このＨ光の段の後半の黒髪山のところで曾良の﹁剃り捨

○曾良剃髪の時期の芭蕉の嘘

いはなぜ起きたのだろうか︒曾良の﹃旅日記﹄が発見され
た昭和十七年ころには東大講師として俳諾文学を講義して

長男の志田延義博士︵富山県連句協会初代会長︑故人︶も

蕉のデッチ上げの大きなポイントでもある︒これも承知で

いた志田義秀文学博士は﹃曾良奥の細道随行日記﹄︵山

﹃おくのほそ道論釈﹄で歌仙形式と結び付けた虚構性を取

曾良が﹁おくのほそ道﹂を書写したのだから︑まさしく曾

り上げている︒

日光で芭蕉が剛毅朴訓の仁の老人・佛五左衛門を登場さ

た小杉放庵の妻がその佛五左衛門の子孫であった︒子孫の

来たこの曾良の﹁旅日記﹂が︑かなり眉唾ものであり︑芭

加えて芭蕉の﹃おくの細道﹄論考の大きな論拠とされて

良も共同正犯の誇りを免れまい︒

伝によると︑佛五左衛門は日光の手前の今市の脇本陣の主

蕉のある種の虚構的紀行俳文集に大筋を合わせた共同正犯

せている︒しかし︑パリ帰りの洋画家で芭蕉研究者であっ

であったが︑曾良の日記では日光上鉢石町の宿の主人にな

的作為の匂いがぷんぷんとしている事は見逃せないである

昭氏は俳句雑誌﹃くらげ﹄で十四回連載の︒奥の細道﹂

富山県連句協会理事で加賀︑越中俳壇の研究家の藤縄慶

亜ヘノＯ

っている︒放庵は今市と日光上鉢石町の両方に佛五左衛門
が居るはずがないから︑と︑これまでの一族の誇りを失っ
たと︑落胆している︒放庵著﹁故郷﹂の﹁佛五左衛門﹂の
章にその嘆を書き残しているが︑﹁室の八島﹂の後に今市
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で芭蕉︑曾良主従の謎の行動を追って生臭い匂いを嗅ぎ取

あった密田靖夫氏︵故人︶も﹃芭蕉金澤に於ける十日間﹄

どを指摘している︒また︑富山連句協会発足発起人理事で

隠密的行動と雄藩の仙台と加賀での記述の少なさの疑問な

吉川惟足の神道を継いだ吉川源十郎との説を出し︑曾良の

邸で古事記進講の田中一閑の養子・平丞︵式如︶︑川源は

屋︶︑田平は幕府神道方・吉川惟足の高弟で江戸の加賀藩

を出している︒鯉市は鯉屋市兵衛︵杉山杉風・幕府御用魚

良は金沢で仮病を使って江戸の鯉市︑田平︑川源に飛脚便

北陸路の謎ｌ﹁曾良随行日記﹂の事実と裏面﹄を発表︑曾

ら︑絶対に助からないのである︵今は危険防止のため暗渠

てしまった︒水は冷たいし︑流れは速いから︑飛び込んだ

口堰堤から取水の合口用水が出来てから自殺の名所になっ

時々︑新聞に載っている︒黒部川の愛本橋真下あたりの合

事になってしまうのがオチである．今日でも川流れが

ら︑それこそ﹁老人に冷や水﹂︒川流れとなって︑三面記

った筆者が芭蕉の真似をして﹁徒歩渡り﹂しようものな

た西瓜も冷たかった︒だから︑高齢者と呼ばれる世代に入

かった︒黒部川から引いた用水の分流の背戸の川で冷やし

暦の八月下旬︒少年時代の河童の体感でも黒部の水は冷た

用された後︑その大半は扇状地の中央部あたりで本流に戻

のところが目立つ︶︒この両岸の合口用水の水は発電に利

これらの畏友の勇気ある提言を踏まえて問題の﹁四十八

されている︒愛本橋のすぐ下流は水量が少ないから︑それ

っている︒

が瀬﹂の段の疑問点を黒部川流域で生まれ育った筆者とし

を見て下流の黒部大橋辺りで﹁徒歩渡り﹂出来ると早合点

東海道の大井川は水深二尺で川止めされた︒黒部川では

いう記録はまだ見ていない︒

く方もないわけではないが︑黒部川を﹁徒歩渡り﹂したと

うだろう︒﹃おくのほそ道﹄の越中路を踏破したとうそぶ

しては︑それこそ﹁老人に冷や水﹂の危険にはまってしま

ては伏せるわけには行かない︒

○今も続く黒部川に川流れ
まず体験的に夏場の黒部川は徒歩で渡れるほど甘くない
事を知っている︒八月の旧盆ごろに黒部川の鮎がやっと遡
上するのである︒芭蕉が黒部川を渡ったとされる︑現在の
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まう︒足が自慢の飛脚などのプロは足を水に濡らすことを

とも川底の足のふんばりの気を抜くと︑水にさらわれてし

る︒川越人足や馬ならば︑持ち堪えらりょうが︑一瞬たり

水深二尺どころか︑水深一尺でも急流の瀬では足を取られ

れは自の句である︒しかし︑芭蕉の﹁くろく四十八が瀬と

の句に対する凡兆の付けは一種の愛嬬さえ漂っている︒こ

価している︒それに小宮豊隆も賛同している︒芭蕉の静寂

で凡兆がとらえた不安を指摘︑付けの転じをそれなりに評

﹃おくの細道﹄の北陸道では︑市振から越後︑越中国境

かや﹂の詠嘆の深さには沈潜した緊張感が張り詰めてお

プロ︒足を水に濡らすような真似は避けたはずである︒曾

の境川を渡って加賀藩境関所を通過︑滑川と高岡で宿泊し

タブーとしていた︒水に濡れると︑足の疲れが早廻るから

良の旅日記によると︑まして芭蕉は越後の能生を出発後の

て倶利伽羅峠を越えて加賀の国に入った︒とあるから︑そ

り︑凡兆の徒歩渡りの句は及ばない︒

糸魚川市中宿と梶屋敷の間を流れる早川で蹟いて衣類まで

の間の難所﹁くろく四十八が瀬﹂をどのように越えたので

である︒健脚で幕府隠密であった曾良にしては︑その道の

濡らしている︒年のせいか︑長旅の疲れのせいか︒それに

あろうか︒境の関所の次ぎの集落・宮崎あたりから舟に乗

元禄二年当時は黒部川の平野部への出口に日本三大奇桟

○元禄二年に藩主が舟見で昼食

黒部川を徒歩渡りしたのであろうか︒

にあるように﹁入善ニテ馬ナシ︑人ヲ雇ツテ荷ヲ持タセ﹂︑

十村が沖行く船を監視していた︒やはり︑曾良の随行日記

賀藩の許可を得ない舟旅はご法度︑海岸警備隊長役の浦方

り︑滑川あたりまで舟を仕立てたのであろうか︒いや︑加

も懲りず︑芭蕉は愛本橋を渡らず︑下流に展開の﹁黒部四
十八が瀬﹂を渡ったのだろうか︒

さるほどに︑川越えで濡れる︑といえば︑元禄四年七月
刊行の﹃猿蓑﹂の﹁鳶の羽﹂歌仙が先に世に出ている︒

鳶の羽も刷ぬ初しぐれ去来

一ふき風の木の葉しつまる芭蕉
股引の朝からぬる魁川こえて凡兆
東北大学グループの俳請研究で山田孝雄博士は︑芭蕉の
静かな気分を朝発ちの気分で受けながら︑﹁ぬる︑川越え﹂
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として名高かった愛本の刎橋が架っていた︒参勤交代の北

三の橋が流され︑堤防が大半被害に遭っている︒

芭蕉が金沢入りした七月十六日は快晴︵曾良日記︶とな

月五日には八月七日から修繕工事中の犀川橋が完工してい

陸道の官道は金沢を出発︑越中に入って滑川ｌ魚津ｌ三日

加賀藩史料第五編によると︑元禄二年のその年の三月二

る︒ところが︑同じこの九月五日︑名代の愛本橋が焼失し

っているが︑金沢浅野川右岸の観音山が崩壊して浅野川を

十九日に金沢城を出発した加賀藩五代藩主・前田綱紀の参

てしまった︒江戸で藩主・綱紀は八月九日に将軍拝賀の席

市ｌ浦山の宿場から愛本橋を渡り︑対岸の宿場・舟見にた

勤交代の一行は四月九日に江戸に到着︒十日間の日程であ

はご三家に次ぐ座列に昇格︑将軍からの覚え目出度き関係

埋めたのは集中豪雨で地盤がゆるんでいたからだろう︒九

ったが︑その初日の二十九日は高岡︑四月一日魚津で宿

を確かにしたが︑その慶事の留守の間の出来事であった︒

どり︑泊︑そして国境の関所に至ったのである︒

泊︑翌四月二日には愛本橋を渡り︑舟見本陣で昼食を取り︑

芭蕉が越中︑加賀を通過した後の不審火であった︒

寛文二年︵一六六二年︶の愛本橋架橋の際には加賀藩の

境の御旅屋で宿泊している︒三日名立︑四日関川︑五日矢
代︑六日追分︑七日板端︑八日熊谷︑九日の昼食までに江

に関連して︑﹁他国者往来一宿の旅人にても︑不審なる者

この藩主の旅行中の四月四日︑幕府から指名手配の探索

説得︑外作奉行・篠井七兵衛正房に命じてカラクリ仕掛の

危は政治の得失にあり︑山河の嶮岨によるべきならず﹂と

川に橋を架ける事に猛反対︑これに対して綱紀は﹁国の安

筆頭家老本多安房守ら重臣が軍事上の砦の役目をする黒部

候はば︑その支配の御奉行より早速案内有るべきの事﹂と

ような橋脚なしの刎橋を建立させた︒長さ三十三間︒両岸

戸に到着している︒

のお触れが出され︑芭蕉のような他国俳個者の取締りが強

の岩盤から斜めに刎ね上げる重層の支柱には樫材を組み合

法福寺領の杉の大木を伐り出して掛け渡した︒法福寺は高

わせ︑差し渡しの長い木材は近くの明日山︵あけびざん︶

化されている︒

また︑この年は洪水が多かった︒五月十日には大雨で能
登と越中で洪水被害が大きく︑越中で六十六軒流失︑四十
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野山系真言宗で加賀藩主の菩提寺の一つであり︑加賀藩梅

った︒このように愛本橋架橋に伴なって設けられた舟見本

旧公家の名門・烏丸家が疎開︑当主は海軍車医上がりであ

幅の広い濠を回らしたその本陣屋敷跡に昭和の終戦前後︑

三大奇桟の愛本橋は大正時代に鉄橋となり︑それも戦後

鉢紋を飾る法福寺山門前では参勤交代の藩主は篭を降りて

方・吉川惟足の儒家神道︶の手引きも受けた︒古代中国の

の昭和四十四年八月十一日の大洪水で流失︒数十メートル

参拝するのが慣わしであった︒特に藩主綱紀は正室の父の

君主の道を理想とした名君の誉れが高い︒例えば︑九十歳

下流に現在のアーチ型橋に架け替えられた︒元の刎橋の二

陣もその堂々たる濠跡も埋められ︑宅地化してもはやその

以上の高齢者には一日五合の扶養米支給など福祉施策︑大

分の一の模型が黒部市歴史民俗資料館に展示されており︑

会津藩主・保科正之︵三代将軍家光の弟で四代将軍・家綱

日本史編纂を始めた水戸光圀に劣らぬ書府の確立︑職人養

元愛本村等を含む宇奈月町を合併した黒部市の市長も旧愛

面影を残していない︒

成と保護策などを積極果敢に施した︒愛本橋架橋はその徳

本刎橋復元を施策目標の一つに掲げはじめた︒

の後見役︶から儒学の朱子学はもちろん︑神道︵幕府神道

政を象徴する施策であった︒

を命じられ︑その後任に脇坂太郎右衛門家が就き︑信州な

藩十村役として黒部川扇状地の開拓のために入善に引越し

筆者の家系の一族の野島家であり︑後に野島総本家は加賀

つれて設置された浦山と舟見の宿︒初期の舟見本陣の主は

四年︑五年と舟見本陣で中休みをしている︒愛本橋架橋に

これらは︑芭蕉の文筆の彩のおかげで平成九年に入善町で

八ヶ瀬橋﹂が架り︑大きな記念碑と看板が掲げられている︒

段が石碑に刻まれている︒また国道新８号線に﹁黒部四十

十八が瀬とかや数知らぬ川を渡りて那古と云浦に出﹂の

の﹁芭蕉自筆奥の細道﹂の書体の拡大コピーによる黒部四

る︒上野洋三︑櫻井武次郎両氏によって芭蕉自筆本と鑑定

町上飯野の旧街道橋詰に奥の細道記念碑が建てられてい

一方︑国道８号線黒部大橋右岸下流約百メートルの入善

ど国境警備隊長役の加賀藩黒部奥山廻役を歴代務めた︒そ

この綱紀は江戸往復の際は元禄二年に続いて元禄三年︑

の本家筋の近年の当主は脇坂雄治元愛知大学長であった︒
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年︵一四八六年︶加賀の社僧・尭恵は魚津で長雨で足止め

四十八が瀬の渡しを越え︑越後にむかっている︒文明十八

が瀬﹂の文献初出である︒﹃義経記﹂でも義経一行が黒部

越中婦負郡呉服山二陣ヲトル﹂とあり︑黒部川の﹁四十八

今井兼平軍が﹁鬼臥・寒原打過テ︑四十八箇瀬ヲ渡シテ︑

﹁源平盛衰記﹂に寿永二年二一八三年︶木曽義仲勢の

この辺りの下街道は中世までさかのぼる︒

人にも会わずに風のように去った芭蕉とは大きな違いであ

力な俳詰人と交流を交わした︒二泊三日の行程で越中の俳

ヶ月滞在︑滑川︑富山︑高岡などで句会を催し︑貞門の有

文集﹂にこの愛本橋見物紀行を載せている︒越中では約一

白雨かな﹂の一句を残した︒元禄二年に発行の﹃日本行脚

渡り︑﹁日本第一の奇桟﹂と絶賛﹁橋より下に見る川音の

中北陸路を越後から越中に入った︒六月十二日に愛本橋を

の天和三年二六八三年︶に仙台を出発して全国行脚の途

俳詣師匠・大淀三千風は芭蕉の﹁おくのほそ道﹂の六年前

に遇い︑﹁四十あまり八の瀬ながら長雨にひとつうみとも

る︒芭蕉の晩年の弟子・浪化上人はその越中素通りを嘆い

﹁奥の細道サミット﹂が開催された賜物であろう︒

なれる頃かな﹂の一首を残している︒長享三年︵一四八九

て句集﹁有磯海﹄などを編んだが︑芭蕉の心中は計り知れ

芭蕉が愛本橋の句を残せば︑当時俳諾師として全国的に

ない︒

年︶五月二日越後から越中に入った詩僧・万里集九は黒部
四十八が瀬の急流を大竹につかまって渡り︑滑川に向かっ
ている︒

有名であった三千風の二番煎じになってしまう︒誠を責め

架けられてからは︑芭蕉を除いてほとんどの文人︑墨客は

ところが︑江戸時代に入り︑黒部川上流に愛本刎ね橋が

は深く︑本多安房守が架橋に反対した愛本橋に触れる気持

仕えた藤堂家と加賀藩筆頭家老の本多安房守家との繋がり

え難き事であったに違いない︒また︑芭蕉が故郷の伊賀で

る蕉風を確立のための旅人であった芭蕉としてはそれは耐

愛本橋を渡っている︒池大雅︑高山彦九郎︑荒木田久老︑

ちが起こらなかったのかもしれない︒その芭蕉の心中を察

○三千風の二番煎じを忌避

頼三樹三郎らは紀行や詩文を残している︒芭蕉と同時代の
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天下の奇桟・愛本橋の名すら記録していない︒やはり共同

してか曾良も﹁雨シやク時ハ山ノ方へ廻ベシ︒橋有﹂と︑

った発句である︒北の山は﹁加州白山奉納﹂の前書が付い

であった句空編集の﹁北の山﹄︵元禄五年刊︶の題名とな

ていたと伝えられる︒芭蕉と共寝の門弟で加賀俳壇の重鎮

この霊峰も芭蕉が江戸に出る以前の寛文八年︵一六六八

ている︒加賀の霊峰・白山に対するオマージュとされる︒

正犯の誇りは免れないだろう︒

○天領・白山賛辞の句碑

のただならぬすごさを書きとどめているが︑黒部川から三

知︑瀬早き事大石の流る塗音︑遥かの頂に間ゆ﹂と黒部川

子Ｉ加賀松雲公﹂には﹁之処は水蒼ふして深きこと不可

よう︒幕府神道方の吉川惟足︑吉川源十郎と加賀藩主・綱

﹁あらとうと青葉若葉の日の光﹂の加賀版とも解釈が出来

芭蕉の句を選んだのか︒芭蕉の徳川家に対するオマージュ

加賀藩国境山岳警備隊長のような役職の脇坂氏がなぜこの

年︶から天領となり︑美濃笠松の代官所管となっていた︒

キロばかり離れたわが故郷・旧舟見町に育った筆者は洪水

紀︑後に作事奉行にもなった生駒万子︵加賀藩重臣・津田

江戸時代の同じころ愛本橋を渡った近藤磐雄編﹃金砂

になると︑その轟音が聞こえ︑大石のぶつかるときに生ず

真言宗寺院十三寺境内に芭蕉の﹁うらやまし浮き世の北の

舟見本陣で黒部奥山廻役であった脇坂太郎右衛門が舟見の

また︑元禄から時代は下って天保五年︵一八三四年︶に

なこの芭蕉に関する何らかの言い伝えがあり︑国境の黒部

橋を渡らなかったように書き残した芭蕉︒幻術使いのよう

役である芭蕉︒﹁くろく四十八が瀬とかや﹂と︑山手の愛本

吉川神道シンパ︶に結び付く芭蕉随行者の曾良︒その主人

玄蕃姉妹による浪化上人の相婿︑加賀俳壇のスポンサー︑

山桜﹂の句碑を建立︑この﹁北の山﹂の立派な句碑は今日

奥山を警備する舟見本陣の脇坂氏はその謎を解く加賀藩の

る青白い火花を見た記憶は生涯忘れられない︒

も同寺境内に保存されている︒同じ﹁北の山﹂の句碑は金

機密を知っていたのではないだろうか︒

︵俳号・山中狐太︑富山県連句協会事務局長︶

沢市の北陸街道の入り口に位置する同市神谷内町二番地の
野皎神社の境内にも建っている︒もとは北陸街道脇に建つ
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エッセイ

久良木憲

執筆のことｌ人麻呂まねぴＩ

一句座の驚き
しようしきはいかいしゆひつ

過ぐる年︑正式俳諾の﹁執筆﹂を務めることがありま
した︒それまで一介の書生に過ぎなかった身にとって︑こ

芸についてのささやかな感想です︒

まず備忘のために︑私の属している都心連句会の正式俳

譜の次第︵仏前の青時雨忌の場合︶を略記しておきます︒

席入宗匠・貴賓が着座します︒
くげ

かし

配硯配硯方が宗匠並びに貴賓に硯を配ります︒

供花宗匠の﹁供花﹂の発声で花司が中央に進み︑季

しょひつしょひつ

節の花を活けて仏前に供えます︒

執筆登場宗匠の﹁執筆︑執筆﹂という呼び声で︑執筆は

文台を捧げ持って座の中央に進み︑仏前に真の

礼︑諸方に行の礼をして︑正面の執筆の席に着き
ます︒

の中の筆・錐・小刀を改め︑使う水引をしごき︑

文台捌執筆は文台上の硯箱などを席の脇に置き︑硯箱

青天の雰震であって︑とても任には耐えないと最初は断わ

使う懐紙を抜き取って文台に展げ︑硯の墨を摺

のような長時間にわたる所作や朗詠を演ずることはまさに

り続けました︒そもそも執筆とは何なのか︑何をすること

り︑筆を右手に持って﹁句待ちの態﹂をとります︒

てい

なのかというきわめて初歩的なことすらよく分からず︑た

句待ちの態とは左立膝で坐り︑筆を立てて持ち︑

付句︵歌仙の運び︶執筆はまず宗匠に発句を求め︑受け

付句を待つことです︒

だ戸惑うばかりで皆目見当もつかなかったのです︒

以下は︑無芸無才の者のやや自潮めいた経験を通して得
た︑正式俳詣︑ひいては始めてまだ日の浅い連句という文
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岼惟つノ︑

取って脇宗匠の披見を受け︑﹁発句﹂と発声して

けることが慣習になっています︒第三から﹁これ

び吟声します︒脇句は脇宗匠など主たる配役が付

から吟声し︑懐紙に認め︑短冊を返戻してから再

五を二度詠みすること︶︑表六句と匂の花．挙句

す︒その際︑発句・月・花の長句は五文字返し︵上

書きを読み上げ︑以下三十六句を朗々と吟声しま

吟声執筆は句待ちの態で完成した﹁俳諾連歌﹂の端

します︒

に付句をお願いします﹂と促します︒座から﹁付

は化粧詠み︵繰り返し詠むこと︶をします︒最後

したた

け﹂と発言があれば指名し︑短冊を受け取り︑句

に﹁満尾﹂と発声し吟声を終ります︒

まんび

を改めて宗匠に渡し︑可であれば﹁句あり﹂と吟

文台返執筆は文台の周りの筆・錐・小刀を鞘に納めて

硯箱に戻し︑残った懐紙や水引なども脇に纏めま
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声して︑それを懐紙に認め︑再度吟声して次に進
みます︒以下同じようにして運びます︒

す︒そして懐紙を載せた文台を捧げ持ち︑右膝立

か

ナウの四句目が終ったところで︑執筆が﹁花

ちで文台の向きを変えて立ち︑仏前で座り膝行し

て文台ごと歌仙を奉納します︒諸方に礼をして元

前﹂と発声すると︑宗匠が﹁香﹂と唱え︑香元が

ぜんこうこうもと

中央に出て香を焚きます︒それを宗匠に渡し︑宗

の仮座に戻ります︒集硯があって︑知司が正式

以上は﹁正式俳譜﹂のおおよその運びに過ぎません︒実

ちし

匠は仏前に供えます︒引き続き宗匠は﹁匂の花﹂

俳譜の終了を宣言します︒

端作執筆は認め終わった懐紙の初折と名残の二枚を

際には台本があって︑一つ一つの所作や立居振舞に綿密な

しゅうけん

を
付け
け︑︑
を付
︾執筆が挙句を付けて句座の運びはすべて

合わせて端作りをします︒錐で懐紙の右端に穴を

指示指定があり︑事前に稽古を何度かつけてもらっている

終ります︷

穿ち︑仏事の水引で綴じ︵結わえ方にも作法があ

のですが︑初心にはとても覚えきれるものではありません

はしつく

ります︶︑懐紙の右端に年月日と興行場所を記入

香

と言われてもまごつくばかり︒白扇一つの使い方でもとて

でした︒着慣れぬ羽織袴を着て︑進左退右・起右座左など

ても︑出された句の差し合いの判断は執筆がせざるをえ

それらに加えて︑その日の実際の捌きは宗匠がするとし

は︑歌仙本来の付け合いの複雑微妙な方法があり︑二花三

ず︑連句の付け合いは即興にありますから︑満座の中で瞬

私のわずかな経験から︑執筆が行う内容は︑﹁文台捌

月とか恋の座とか自他場など︑打越や句の渡りに注意して

も難しいのです︒茶の会席などより作法の量が圧倒的に多

き﹂︑﹁付句の運び﹂︑﹁歌仙の吟声﹂﹁文台返し﹂の四つの

進めなければならず︑面白いけれども油断のならぬ言葉の

時に捌く難しさは大変なことです︒そもそも付句の運びに

部分から成ると思われます︒つまり執筆の行うことは︑身

やりとりがあるわけですから︑初心の私の緊張ぶりという

いというのが私の実感でした︒

ぶり・書き付け・歌い上げという身体のパフォーマンスの

より動顛ぶりはただごとではなかったのです︒

悩みながら歩いていると︑思わぬものに出会うこともあ

二寄合の芸

総合なのです︒古い﹁俳諾正式鑑﹂︵明治二七年刊︶とい
う心得帳も見せてもらいましたが︑それには絵入りの解説
があって︑執筆・知司・宗匠・連衆・花司・香元のこと細
かな心得が説明されていて驚きますが︑それにも執筆の作

どがいっぺんに了解されましたし︑一句二行書きとか藤の

折り方や書き方を見れば︑初折・名残とかオモテ・ウラな

る文房四宝の実際について知るところが多々あり︑懐紙の

悪戦苦闘するうちに︑一方では文台の使い方や︑いわゆ

三四人ずつ客が並んでいる︒執筆はおおむね若衆で︑半垰

んと坐っています︒宗匠らしき人物が正面に坐り︑左右に

座敷が描かれ︑そこに俳諮連歌で集まる武家や町人がきち

目につくようになりました︒吹抜屋台的にこざっぱりした

歌会席図﹂とか﹁百韻興行図﹂などの板本の絵図がやたら

ります︒たとえば江戸文芸の本などによく載っている﹁連

花房書きなど目から鱗のようなことばかりでした︒化粧詠

を着て中ほどかやや外れた所に坐っています︒文台を前に

法は文台捌・懐紙認方・吟声の三つが立てられています︒

み・五文字返しなどの優雅な演出もあります︒
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野信仰が盛んになった十四世紀後半に連歌の神とみなされ

この屏風は研究家によると一六五○年ころ狩野定信とい

しているからすぐ分かります︒座敷の正面の床の間には︑

そうした知見の中で︑これは一例に過ぎませんが︑ある

う絵師により描かれた作品らしいので︵泉万里︶︑芭蕉よ

るようになったと言われます︵廣木一人︶︒

屏風絵にひどく魅かれました︒若狭小浜の萬徳寺にあると

り少し前のもので︑しかも武家社会の風俗ですから︑歌仙

神像らしき絵が懸けてあります︒

いう﹁武家邸内図屏風﹂という六曲一双の江戸時代初期の

ではないかもしれません︒この屋敷でこれからどんな連歌

私が注目したのは連歌だけではありません︒その隣の座

風俗図屏風です︵大坂大学出版会︶︒そこに何が描かれて

た武家屋敷内のあちこちで弓や薙刀などの武術や︑蹴鞠や

敷では茶を楽しむ人たちがおり︑さらに近くの部屋では花

が巻かれるのか︑とても興味があるところです︒

尺八などの遊びに夢中になっている人たちがいます︒台所

を活ける人たちが描かれています︒つまり近世の座の遊び

いるか︒洛中洛外図のように金雲で分けられがちに描かれ

や風呂にも多くの人たちが動いています︒そして屏風の中

の代表的な三つがこの屏風には集められている︒歌も茶も

花も前近代に盛んに行われた寄り合いの芸ごとです︒

心と思われるのは︑どうやら立花と茶事と連歌の座敷のよ
うです︒いわば武家の稽古事尽くしのような屏風です︒

話をする者と思われます︒執筆は一きわ若い侍で︑華麗な

着いています︒他に三人の武士が控えていますが︑座の世

正面に頭をまるめた連歌の宗匠が坐り︑四人の連衆が席に

れているのに注目しました︒書院造の青畳の八畳間に︑

個だけを際立たせて優劣を競い合うようなものではない︑

るとか︑楽しむ人が少なくなっているのが実情でしょう︒

が近代化の過程で行く先を見失って︑かたちが大方は崩れ

ういう遊び方を昔の人は自然と身につけていましたｃそれ

が︑活け花も連歌も本来は人が座を作って楽しむもの︒そ

現在では座のかたちが崩れていないのは茶道だけです

懐紙箱を文台代りにして︑懐紙を拡げて待機しています︒

いわば近代社会が見捨ててきたものがここにはある︒そう

私としては︑当然のことながら何よりも連歌の席が描か

床の間には﹁天神像﹂が懸けられています︒菅原道真は北
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いう日本の伝統文化の衰退や玻行を︑たとえばこの屏風絵

ながら見えて来るものがあるように思われました︒

大坂の平野の杭全神社に立派な連歌会所があり︑まだ写

いて印象に残った一つは柿本人麻呂のことです︒それも正

の年として和歌の特集を組みました︒それらの展示を見て

は︑古今和歌集二○○年・新古今和歌集八○○年の記念

二○○六年は和歌史の記念すべき年でした︒各美術館

真でみるかぎりなのですが︑その内部の長押には三十六歌

式俳譜の執筆にかかわったことによります︒

は思い返させてくれるように思いました︒

仙の額が掛かっています︒あれは連歌に集う歌びとが和気

性ある老若男女の歌ぴとが座を囲んで歌を詠み交してい

きに坐っています︒それをもう少し詳しく描いたものに歌

ですが︑烏帽子に直垂袴の人麻呂が︑足を崩してやや横向

さしあたり百人一首の歌留多の人麻呂の図柄で十分なの

しゆひつ

藷々と楽しむさまの象徴ではないでしょうか︒それぞれ個

る︒気にかけていると︑あちこちの神社仏閣の絵馬堂にも

仙絵の人麻呂像があります︒例えば有名な﹁佐竹本三十六

歌仙絵﹂の柿本人麻呂像︵出光美術館蔵︶になりますと︑

よく三十六歌仙絵が掛けられているのを見るようになりま

古い所見ですが︑近江の膳所に竜ヶ岡の俳人塚があり︑

同じ姿の人麻呂は右手に筆を立てて持ち︑左手に懐紙を持

した︒

内藤丈草や各務支考など十七人の墓が輪をつなぐように並

歌人人麻呂がまさに歌を詠み出そうとしている瞬間の姿

っています︒右脇には開いた硯箱まで置いてあります︒

ののように思います︒俳人たちが車座になって句会を開い

ですが︑この絵を見たとき︑これは執筆と同じポーズだと

んでいる墓地がありますが︑あれも同じ心性からできたも

ているような︑文字通りこの世離れをしている遊び心が表

直感しました︒立て膝で筆と紙を持って構えている姿な

違なかろかと思われます︒あるいは執筆の所作は︑歌を詠

譜連歌の執筆の恰好は︑歌仙絵の人麻呂を真似たものに相

ど︑句待ちの態とそっくりではありませんか︒おそらく俳

されています︒

三歌仙讃仰
次第に俳譜連歌を巻く座の示すものについて︑おぼろげ
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むときの人麻呂の姿におのずから似てくるとも言えるでし

絵の人麻呂でした︒十四世紀中頃に真宗の覚如の伝記とし

うですが︵片桐洋一ほか︶︑そのとき掲げられたのが歌仙

人麻呂像︵京都国立博物館蔵︶は︑他の歌仙絵から抜きん

にされてきたことと関係があるようです︒伝藤原信実筆の

像があります︒それはどうやら人麻呂が歌の神として大切

んあることでした︒世の中には数えきれないほどの人麻呂

さらに驚いたのは︑歌仙絵の柿本人麻呂像が実にたくさ

ちの態︶に映るのもけだし当然と言えるのではないでしょ

たようです︒絵の中の人麻呂の姿が︑執筆の構え方︵句待

むときの気分と重なり︑歌会や連歌の場で盛んに用いられ

す︒うちくつろいで詩想を練る歌仙の姿が︑人々の歌を詠

を行う場面があり︑このお決まりの図像が掛けられていま

て描かれた絵巻﹁慕帰絵﹂の画面中にも︑﹁人麻呂影供﹂

ぽきえ

ょうか︒これを﹁歌坐り﹂とも言うそうです︒

出た傑作と言われますが︑この像の場合の人麻呂は右に体

うか︒

は誰かといえば言うまでもなく柿本人麻呂です︒いわゆる

︵公任撰︶・百人一首︵定家撰︶とあるなかで︑では一歌仙

時を決めている東経百三十五度の線上にあります︒歌仙と

柿本神社があるのを知り立ち寄りました︒それが日本標準

たまたま他の関心で須磨明石を歩いているとき︑明石に

四人麻呂の歌

﹁山柿の門﹂の山については︑山部赤人か山上憶良かと論

子午線︑偶然の一致でしょうが妙な取り合わせです︒基準

三 ざ

を向けて脇息に寄りかかり︑顔は左上方に向けて今まさに
歌の発想のひらめきを得ようとしているところ︒

は分かれるようですが︑柿は不動の位置を占めています︒

点がある天文科学館の上の高台を人丸山と呼び︑そこに人

歌仙とは歌の聖のこと︒六歌仙︵貫之撰︶・三十六歌仙

古今集仮名序が言うように︑王朝初めにすでに﹁柿本人麻

麻呂を祀る神社がある︒伝説では仁和三年︵八八七︶に人

して建立し︑長く月照寺でしたが︑明治四年︵一八七二

麻呂の霊夢を見た僧覚証が︑大和の柿本寺から観音を勧請

呂なむ歌の聖なりける﹂だったのです︒
えい〆︑

十二世紀以降︑﹁人麻呂影供﹂といって︑歌合や歌会の
とき人麻呂の画像を掲げて供養する儀礼が行われてきたそ

− 列 弓 一

の神仏分離令により柿本神社になったといわれます︒

のはこの槁の目的ではありませんが︑天武持統朝の実際の

り尾のながながし夜をひとりかも寝む﹂︵拾遺集︶ですが︑

風に変質しており︑それから百年ばかり後の藤原公任が三

た古今集のころ︑すでに貴族社会における人麻呂像は王朝

人麻呂の時代からわずか二百年余りの後︑紀貫之が編集し

この地に柿本神社があるのは︑﹁ほのぼのと明石の浦の朝

十六歌仙を選んだ拾遺集や源氏物語の時代には︑歌仙とい

百人一首の人麻呂の歌は︑﹁あしひきの山鳥の尾のしだ

霧に島隠れゆく舟をしぞ思ふ﹂︵古今集︶に拠っているか

う名のみ肥大化した虚像の柿本人麻呂がもうすっかり定着

人麻呂の歌は十首ありますが︑﹁もののふの八十宇治川の

か︒天神菅原道真も同じような聖化によって学問の神にな

像が虚像に変容する時間のいたずらのようなものでしょう

歌人の聖化とは︑そういう人々の讃美と忘却によって実

していました︒

らでしょう︒明石海峡は目の前です︒

網代木にただよふ波の行方知らずも﹂︵万葉集巻三︶以外

ったり連歌の神になったりするのでしょう︒人麻呂の画像

ところがこの歌は万葉集にはありません︒三十六歌仙の

はすべて古今集と拾遺集にしかない歌で占められていま

この五月に︑都心連句会の五十周年と湘南吟社の四十周

五付合の楽しさ

ように思ったものです︒

を見ながら︑正式俳譜の厳かさもそのあたりから来ている

す︒百人一首の﹁あしひきの﹂の歌もしかり︒

柿本人麻呂の不思議の一つは︑あの雄潭な万葉集の歌が
王朝では忘れ去られ︑まったく別の雅やかな歌に取って代
わり人麻呂の歌としてもてはやされていることです︒古今

集の仮名序で挙げている人麻呂の歌がすでに﹁ほのぼの
と﹂であり︑﹁梅の花それとも見えず久方の天霧る雪のな

八︶の足跡を主に伊那と松代に尋ねるツァーに参加する機

丈︵一八七四〜一九六八︶と清水瓢左︵一八九八〜一九八

年を記念して︑近代連句を守り続けた二人の先達︑根津芦

それなのに柿本人麻呂が和歌史の雰頭を飾る歌仙と崇め

くて降れれば﹂という古今調そのものの歌なのです︒

られ︑至上の歌仙絵ともてはやされるのはなぜか︑という
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せんが︑私たちが知っている近代の詩歌とは別の場所で︑

会がありました︒ここはその旅について語る場ではありま

あったときの絶句にも似た感動︒そんな中でふだんの生活

交す言葉のやり取り︑あるいは学習と批評︒見事な付句が

さらに言えば︑﹁連衆﹂という言葉に象徴されているよ

で忘れていたものが甦ってくるような不思議な感覚︒

近代からの伝統を受け継ぎながら︑親しい仲間と遊び続け

うな座における対等自由な関係性︒これは経験的に言うの

子規が﹁連俳は文芸にあらず﹂と切って捨てた連句を︑前

ていた人たちがいたことに感銘を受けました︒近代におけ

ですが︲俳句の句会では得られないものです︒

牛つょ︑うｒ︶

正式俳諮の座には︑芭蕉の真筆による﹁諸礼停止︑出

る連句の衰退は歴史の必然という見方が一般でしょうが︑

時代がここまで進めば︑そしてその近代が行き詰まりを示

合遠近︑一句一直﹂の詞が掲げられます︒歌仙を巻くには

ことば

しているのであれば︑前近代の可能性としての連句が見直

連衆は平等でなければならぬという約束事です︒初学の畏

怖を抱きながらも︑歌仙の句座の楽しさを覚えつつあると

と付合の連句には︑明らかに文芸の質の違いがあり︑それ

片桐洋一﹃柿本人麿異聞﹄二○○三和泉書院

︹参考資料︺

図録﹁歌仙の饗宴﹂二○○六出光美術館

ジ '

されて来るのはむしろ当然のことだと思われます︒

私は仕事を辞めてから俳句と連句に親しんでいる者に過

が近代の問題と深くかかわっているような気がしてならな

廣木一人﹃連歌の心と会席﹄二○○六風間書房

ころです︒︵連句協会会員︶

いのです︒俳句と連句︑それぞれの楽しさと割り切るにし

東明雅他編﹃連句辞典﹂一九八六東京堂

ぎませんが︑そんな浅い経験から見ても︑一句立ての俳句

ては︑越えがたい深淵があるように思われます︒

出勝ちにするか膝送りにするかを決めて︑さて脇から付句

図録﹁歌を描く絵を詠む﹂二○○四サントリー美術館

泉万里﹁武家屋敷の春と秋﹄二○○七大阪大学出版会

を出してゆく︒前句をよく理解し︑自由なイメージを紡ぎ

図録﹁石川の歌仙絵馬﹂二○○三石川県立歴史博物館

親しきどちと歌仙を巻く︒発句を定め︑捌き手を選び︑

だして付けて行くときの緊張︒人の付句を理解するために

− n 7 −

回顧

１
Ｉ
平成二十年の連句界

うことが少しずつでも知られるようになってきたと言って

もよいだろう︒以来国民文化祭全国連句大会は平成ととも

に各県持ち回りで開催されてきたが︑連句人口の少ない県

では正式大会開催が困難で協賛の形での参加が今まで二県

一岩手・山旦あった︒いずれにしろ継続は力なりである︒

さて平成二十年︑この一年を振り返ってみよう︒例年通り

国大会の先がけともなった︒翌平成二年秋に国民文化祭は

タート︒これもまた盛会であり︑自治体がサポートする全

に於て芭蕉奥の細道三百年を記念しての全国連句大会がス

連句大会は大盛会であった︒同年の九月には山形県新庄市

国民文化祭初参加︒協賛の形であったが埼玉県美の山での

句協会になったのが昭和六十三年秋で︑翌平成元年秋には

いつの間にか平成も二十年となった︒連句懇話会から連

句協会﹂の設立総会が開催された︒会長に筒井紘一氏︒総

○三月十八日︒京都八坂神社常盤新殿に於いて﹁京都府連

会の取材・解説記事が掲載された︒捌き役は宮下太郎︒

○二月に﹁長陽﹂という年金生活者むきの雑誌に連句実作

証ともとれ結構なことであろう︒

からオープンな横のつながりを重視するようになってきた

てきたようだ︒これはグループだけでの連句会という催し

での連句行事欄にはオープンな連句大会の案内が随分増え

一月・二月は目立った行事は特にないが︑協会報の各地

連句協会報隔月発行一﹁俳海往来﹂からの記事に拠った︒

正式種目・継続事業と位置付けられ松山市に於いて開催︒

宮下太郎

国のバックアップも得られ︑皇太子殿下のご視察もあり連

会後︑十九席に分かれて連句を楽しんだ︒二年後の国民文

催が決まったのは喜ばしい︒

化祭正式参加を見据えた催し︒その後︑京都市での正式開

句の今日性を広めることとなった︒

すなわち付け合いといういわばコミュニケーションの原
点が︑連句という座におけるやりとりの中に見られるとい
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氏の講演︑次いで十四席に分かれて連句を楽しんだ︒

連句大会が開催された︒募吟入選作品の表彰の後︑鈴木漠

○四月二十九日︑松山市コムズに於いて第十二回俵口全国

決の後︑二十五席に分かれて連句を楽しんだ︒

会長挨拶ののち︑事業報告・事業計画・決算・予算案の議

句協会総会ならびに全国連句大会が開催された︒総会は磯

○四月六日︑東京青山の日本青年館に於いて第二十七回連

氏︒来年以降も市の観光課で継続の予定︒

発表表彰の会﹂が開催された︒三つ物の大賞は清水一與

○三月三十日︑白河市鹿嶋神社に於いて﹁宗祇紀行連句賞

しむ会﹂が開催され︑九席に分かれて連句を楽しんだ︒

○八月二十四日︑町田市立文学館に於いて﹁町田連句を楽

水連句フェスタ﹂が開催された︒

○七月二十三

が初学時代﹂シリーズ︑興味深い企画で次号にも続く︒

○﹁れぎおん﹂はこの夏号で六二号となった︒特集は﹁わ

加に尽力された︒

東奔西走の日々を過ごされた︒国民文化祭への連句正式参

で活躍された︒高校校長で退職された後︑連句に専心され

なられた︒享年九十一・松根東洋城に師事︑長く﹁渋柿﹂

○六月七日︑協会元常任理事の鈴木春山洞氏が松山で亡く

○六月十五日︑水戸市県立図書館に於いて第七回茨城県連

んだ︒

ぶ﹁正式俳詰﹂が行われいずれも引き続き連句実作を楽し

た︒また六月一日には浅草伝法院に於いて清水瓢左氏を偲

○五月二十一日︑大山阿夫利神社で正式俳譜が興行され

連句を楽しんだ︒

された︒法要と近藤蕉肝氏の卓話の後︑十四席に分かれて

庄大会が開催された︒冒頭にも触れたように自治体が関与

○九月五日︑新庄市民プラザにおいて第二十回全国連句新

川市で開催された︒議事の後︑十席で連句を楽しんだ︒

○八月三十日︑連句協会千葉県支部総会および連句会が市

行された︒十七季編集部編︑応募作品を中心とした編集︒

○﹁平成連句抄・月と花と恋と﹂がこのほど三省堂より刊

た︒総会の記録︑十九座の連句作品も収録︒

○京都府連句協会設立を記念して機関紙﹁風﹂が創刊され

二十五日︑郡上八幡大乗寺に於いて﹁宗祇

○五月四Ｈ︑伊勢原洞昌院に於いて第十二回心敬忌が開催

句協会の総会および連句大会が開催された︒十席の座︒
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日は﹁しぐれ忌連句会﹂八席の座で連句を楽しんだ︒

が開催され連句部門の優秀作品の披講もおこなわれた︒前

○十月十二日︑伊賀市俳聖殿において第六十二回﹁芭蕉祭﹂

講演録が充実している︒

となった︒会の歩みを振り返るなかで暉峻康隆氏の論文・

○﹁あした﹂李咲冬男主室十月号で創立四十周年記念号

作品集も刊行された︒

募作品は二二六巻︒四名の選者による優秀作品を掲載した

本年をもって最後の大会となった︒六十名が参集︑募吟応

する連句大会のさきがけとなったが︑二十回をくぎりとし

しんだ︒小中学生︑高校生も多数参加︒学校の協力体制が

実作会には三百五十人が参加︑七十席に分かれて連句を楽

ヤモンドホールにて開催された︒入賞発表︑表彰式に続く

○国民文化祭いばらき連句大会は十一月九日︑筑西市ダイ

コンクールや連句体験コーナーなどで賑わった︒

キャンパス連句まつり﹂が開催された︒全国高校生付け句

○十月二十五・六日︑豊田市の桜花学園において﹁とよた

が四吟歌仙﹁かなかなの巻﹂を自句自解で言い継ぐ内容︒

楽しむ﹂が開催された︒大岡信︑丸谷才一︑岡野弘彦氏ら

○十月十九日︑三島市民文化会館において講演会﹁歌仙を

○十一月三十日︑国民文化祭しずおかプレ大会が裾野市文

見られた︒

が開催され八席に分かれて連句を楽しんだ︒

化センターで開催された︒小林静司氏の講演後十五席で実

○十月十二日︑大阪天満宮において﹁第二回浪速の芭蕉祭﹂

○十月十九日︑第二回山口県芸術文化祭﹁連句大会﹂が下

○この秋︑静岡県裾野市﹁裾野高校﹂二年国語の時間に五

んだ︒

か︑芭蕉﹁冬の日﹂とジャズとのコラボレーションも楽し

なった︒通巻四八四号︒座の文学として現代連句に果たし

○俳誌﹁あした﹂李咲冬男主室はこの十二月で終刊と

館において開催され︑八席に分かれて連句を楽しんだ︒

○十一月三十日︒第三十五回﹁俳諾時雨忌﹂が上野文化会

作︒

回にわたる連句講座が持たれた︒講師は士屋実郎・宮下太

た役割は大きい︒

関赤間神宮において開催された︒十一席での実作会のほ

郎両名︒

−40−

○平成連句競詠会は十二月十四日に開催され︑席上﹁連句
文芸賞﹂が発表された︒
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平成二十年主要連句行事一覧表
月

日

1

26

理事会(H本青年館）

2

1

｢協会報」160号発行

1

常任理事会（日本青年館）

1

｢協会報」161号発行

6

第二十六回総会・全国大会

協会行事

国民文化祭説明会

24

理事会（日本青年館）

1

｢協会報」162号発行

△蓉

6

10

３．４

5

1戸

大ｊ
立山
設松
会
協会
句大
連句
府連
都Ⅱ
京俵
８２
９
１
／
／

３

4

諸 行 事

5／4伊勢原心敬忌連句大会

6／1青時雨連句大会（伝法院）
6/15茨城県連句協会連句大会

1

常任理事会(H本青年館）
｢協会報」163号発行

４３
０
２
８８

8

ＦＤ

7

町田連句大会
千葉県連句協会大会

25

常任理事会(H本青年館）
平成20年版「連句年鑑」発行

５割

6

９９

9

全国新庄連句大会

抱虚庵襲号記念連句大会

｢協会報」164号発ｲI

10

10／12第二回浪速の芭蕉祭

'
1

1｡

乙

1

理事会（日本青年館）

9

国民文化祭「茨城」連句大会

30

国民文化祭「静岡」プレ大会

1

｢協会報」165号発行

l2/14平成連句競詠会連句大会
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ｊｊ

く

関田
下豊

会り
大つ
句ま
連句
ち連
ぐた
まよ
やと
９２
６
１
／／
０１
０
１

10／7さきたま連句大会（桶川）

Ｆ品
作

口叩

ｌ連句グループ五十音順Ｉ

八川口・会津の会ｖ

歌仙﹃木の葉降り﹄
付廻し
渡部春

田中雅

大内善

木の葉降り湖の暗さをふやしけり

水尾一筋に離る水鳥

鈴木光

磯直

引地久︑

山崎捷

香ぱしく石釜ピザを焼き上げて

かまどの煙ゆらりゆらりと

ひときわしげき虫の声々

帽子横ちよに小便小僧

ナォ暖かき息吹感じる池の中

通勤のサラリーマンは振り向かず

大雪隠す地震の傷跡

茶髪ピアスがしかと抱きあい
お互いの離婚歴には触れもせで

産土神のお守りを掛け

再会の女性杜氏の寒仕込み

世界同時の不況恐ろし

十日市干支あかべこに手をあわし

賢治の里に蕎麦の花咲き

しがみつくいたずらピエロ細き月

噂聞きつけテレビ取材に

ナゥ落鮎を狙う釣人瀬にあまた

春の炬燵でうつらうつらと

ホームでは介護ロボット頼りとし

二什乱鋒卦朋三汁一一一叩舘︵文音︶

厩出したる馬の噺き

雪解けは桜の花の開くため

秤

冬捷雅善春光直昌冬捷雅善春光直昌冬捷

樹子子一水枝道江樹子子一水枝道江樹子

︵問合せ先磯直道︶

﹁会津の会﹂は福島や会津に関係する方々の超結社の会です︒
関連ある方々のご参加をお待ちしております︒

−45−

満月の鏡に映す母の顔
ゥ菩提寺の本堂の寄付やや寒く

春

善
雅

礼状の筆遅々と進まず

招かざる祝いの席に議員来て
十八番は﹁嫁にこないか﹂

冬
直

田村日日

捷

高齢化年の差なんて関係ねえ！
﹁大丈夫なの愛があるから﹂

月の光をよぎる蛎輻

光

1
J

滝の音世界遺産を押し上げる
民宿の土間に置かれし石の臼

春
雅

釜口

故郷自慢し合う詰襟

里子つれ皇居靖国花めぐり

蝸糾漆黒の体揺らして

子一水枝道江樹子子一水枝道樹子子一水

ハ埼玉・あした梶の葉連句会ｖ

歌仙﹃淡雪や一

篭いつぱいに摘みし惚の芽

堤淡雪やあるはずも無き天の底
才

釣釜に招きたる客案内して

︑雌村びとのここぞと競う武者絵凧

気がつけば骨の髄まで抜かれおり

楼藺の砂漠へ思い馳せもして
ふつふつと湧く藍がめの泡
毛糸編むひと針ごとに心込め

ナオ

ー風の機嫌も今日はよろしく
山司英子捌

家訓は清く美しく正しく

″

順
た
一足

た

一尿

順

︷泉

た

た

平成二十年四月二Ⅱ首
平成二十年五月七日尾

川
岸

英

冨

︵於・熊谷市障害福祉会館︶

帽子小粋にかぶり麗か

興亡の修羅くぐりきし城の花

濠こえてゆく双つ蝶々

遼くんのようなゴルファー為せば成る

ナウ

脇芸術祭柿落しのオペレッタ
ｉ雑誌あれこれ話題ふりまき

遠き未来
に消ゆる島影
みもうりょう
月蒼く魑ち魅
魍魎の俳個し
新酒供えて禰宜のお祓

胸の埋火さぐりあいつつ

山司英子
江森京香
白根順子

地球儀を廻したしかむ核数多
順

尚橘たかえ

た

セヵンドライフパワー全開
月宮殿宇宙基地より覗かんと

千里も一里帰るつばくろ

順

ウ

突然の雨にかこつけラブホテル

一泉

豚芋煮会旅行企画に組みこまれ

く放って置けぬマザコンの彼
子はかすがいととくと納得

山寺の慈母観音の優しき目
色紙の額を取替えてみる
カーテンに透ける満月涼を呼び

彩とりどりの川床料理

黒猫が闇の中より飛び出して

自転車通勤はやるこの頃
ひるがえる枝の花びら匂い立つ

長寿を祝げる船ののどかに
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栗
原

冨英甫京た順冨甫京た順冨甫京た順英貴

オ

松澤晴美捌

典芳季綾稔晴

ハ埼玉・あした芭蕉記念館ｌその一Ｖ

歌仙﹃白夜﹄
狸ランプシェード古りたるパブや白夜なる

Ｉ壺にたっぷり向日葵の束
浮世絵の並ぶ画廊を歩くらん

ーリュックサックに締める鉢巻

ナオ

肱賑わいし春季闘争家族連れ

ＢＧＭの部屋に流れる

黙々とドライマティーニ飲む男

出来ちゃったのよサングラスして

夕立ちに濡れてあらわな娘の眩し

貝殻細工並ぶ店先

憧れのハワイへ喜々と空の旅

薄れる絆今に間わるる

突然の心肺停止救急車

鍬打ちおろし掘れる自然薯

酒々と大河に映えて望の月

︑塒蜂の子を追って半生悔のなき
ナウ

ー相も変らぬ金権政治

臥挿す潟は太平楽に

妖怪は水木しげるに委せとけ

吉

光

lH

︵於・江東区芭蕉記念館︶

十二日首
十七日尾

オーロラ揺らぐ北国の春

花に酔うライトアップの滝桜

平成二十年十月

平成二十年十二月
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マーチ響かせ進む楽隊

帰る燕の遠ざかりゆく

昇る月吾が全身に享け止めて

ウ

頤見得を切る菊人形の香り立ち

漢字の読めぬ総理大臣

お神籔に吉か凶かの空頼み

私好みの弾けるボディ

抱かれて息絶えぬかと夢うつつ

リズム時計の刻をきざめり
もの言わぬ冬三日月の東てる街

氷の刃抜けば玉散る
赤城山筵桟敷の村芝居

牛鳴く声の遠く近くに

そぞろ巡れば苑のうららか

花筏鎮もる寺の心字池

後 岸 石 川 中 松
藤iH井上野澤

綾稔晴綾季綾稔晴芳綾芳綾雄雄康子子美

典晴芳〃季典季子稔〃綾典季晴芳季典稔

ハ埼玉・あした芭蕉記念館ｌその一▽

歌仙﹃初雀﹄
中野稔子捌

川上綾

石井季

中野稔

く枝たおやかに垂るる繭玉
松潔晴

庭金色の輝き撒くや初雀
制服の少女の夢のふくらみて
岸川芳

才

ヒップホップのダンス盛んに

ｉ雌開帳の六道絵幅公開中

ナオ

ー老舗で売らる塩の羊葵
古時計太き柱に時預け
白内障の進むこの頃

雪原をゴーグル掛けて楓爽と
炬燵のなかで交すシグナル

共しらがひと日後れて逝く日まで

秘湯守れる名物女将

﹁野ざらし紀行﹂たどる海の辺

自転車の荷台に寝具くくりつけ

くいごま打ちの自由自在に

客船のどっしり構う浦の月

膳アルプスの高きに登るスニーカー
ナウ

よったり

ーヶーブルテレビ画像鮮やか

春呼び起こす波の職き

四人の個性豊かにノーベル賞

新入生の集う校庭

千年の歴史縊く花錦

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成二十一年一月二十三日首
平成二十一年三月二十六日尾
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月清しひと筋の道はるかなる

畑にごろごろ巨きな南瓜
矢倉澄

啄秋場所へ挑む力士の大銀杏

露地の奥より響く三弦

後藤曲︿

ウ

駒下駄の紅の鼻緒の華やぎて
手に手をとりて急かる駆落ち

気にもせず世間の噂一過性

伝統確と職人気質

ギヤマンに月の光の皓々と

濡れ縁で酌む友と冷酒

飼猫の鈴を鳴らして横切りゆき

いたずら小僧石蹴りをする

墨堤に荷風を思う花曇り

天に届けとシャボンだま吹く

芳澄季晴澄綾典綾季雄子綾季雄美子康子

典稔季芳晴芳綾典晴芳〃綾季晴季澄芳稔

八東京・あした日比谷連句会ｖ

十八韻順候式雪月花﹃水芭蕉﹄

竹本い〃くこ

渡部春水
三枝正子
次山和子

渡部春水捌

狸水芭蕉清き地球を祈りけり
ー透きとおりたる大瑠璃の声
織機に都会の子等の群がりて
佐々木彩女

オ

隊列組んで立つは藁にお

戸別徳子

ウ

犀北南季節を分つ秋の雪
ー今日の着物はどれにしようか
みやつ口手練の指のしのび込み

正
い

彩

ひとときの炎よチェコグラス割れ

出航の太平洋の穏やかに

春

ナオ

ブルトレのフラッシュ浴びるラストラン

街の角よりメーデーの歌

正

彩

和

徳

い

人それぞれに物語あり

お彼岸の仏の慈顔ことのほか

正

寒流に乗る卿の大群

和

︑朧月影のこなどなに散る久女の忌

ー暴れ太鼓に岬る安酒

１鵬美しく痩せてゆくなり花氷

彩

ナウ

ー夢ふくらます大虹の彩

︵於・東京内幸町日本記者クラブサロン︶

平成二十年五月二十日首尾
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オ

ハ埼玉・あした連句会ｌその一Ｖ

宇咲冬男捌

真 か 彩 徳 京 冬
ず 順
真か京順彩徳か冬京彩彦こ徳女子香男

繩候鰄﹃リラ冷えや﹄

腱リラ冷えや湖の底まで紺沈め
口笛の少年ぶらんこ漕いでいて

１雌今の子はおしくらまんじゅう怖がって

ナオ

ー合唱隊の通り過ぎゆく

ガソリン代はうなぎのぼりに

買い替えし液晶テレビ観るアニメ

芽吹く気配に活気付く市

山肌の土白々と浅き春

私がＳであなたがＭよ

小町忌の人間という悲しさの

悦惚と青酸加里を飲みかわす
醒めれば夢とほっとする貌

冷酒を酌んで意気軒昂に

ギヤマンに神代の月の傾ぐ光ゲ

Ｉ脇炎昼の土手をぶらりと黒日傘
ナウ

ーはやりの服の裳透ける風

なぜかいま明治維新の本が売れ

地球ぐるりと爽やかな朝

豊作祝う夫婦睦まじ
渓谷に突如現れ大花野

︵於・止野・東京文化会館︶

平成二十一年四月六日首尾
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くかたびら雪の舞う煉瓦街
国語算数なんでもこなし

夏の霜回転木馬深眠り
幕間賑わう土用狂言
犀ががんぼも一役かってとんぼ切る
ウ

く﹁勇﹂の首の京を見つめて
町娘声掛けられて立ちすくみ

そつと奪いし紅き唇

きのうきょう潮騒遠くなるばかり

浮かれ浮かれて酒量の増えし

老杉の古刹の闇に月高く
鹿の角きりあがる喚声

摘みたてのオクラ刻んで昼にする

心配いらぬメタボ検診

チェルシーの凹害館裏の帰り花

冬の麗らに二階建てバス

佐
菱 I L I 々 戸 寺 江 宇
沼 府 木 ｜ } ｜ 田 森 咲

順真京徳順彩真京か冬京冬京彩徳順徳彩

オ

白根順子捌

哲綾初い順
く

八埼張・あした連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃白露かな﹄

哩風音に百の木々ある白露かな

ｉ良夜の縁に深む静寂
行き交う人の皆笑顔なる

おくんちの鉢巻姿似合うらん

肱ふるさとは若駒馳せる頃ならん
ナオ

Ｉどこまで持つか麻生内閣

裏表なき絹の風呂敷

じいちゃんの名前が今も生きている

しっぽり濡れて炬燵だいすき

大師講一隅に会いふかき仲

伽羅沈香の香り馥郁

ファクシミリひっそり届く計の報せ

でんと置かれしお造りのⅢ

上棟の祝いの準備着々と

野分雲あやしく月の面をすぎて

葡萄の新酒とても気がかり
偽部門別ノミネートされ芸術祭
ナウ

ー神だのみしてはずむ養銭

手を打てば無柳の鯉の集まり来

舞い降りたもう稚き佐保姫

饒舌となる春のさざなみ
花吹雪登山電車の窓に触れ

︵於・上野・東京文化会館︶

平成二十年九月二十日首尾
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思い出をきれいに塞ぎ雪囲い

ゆらゆら揺れる水鳥の夢
添アニ メ ー シ ョ ン 世 界 を 翔 け る 邦 画 界

ウ

く黒き瞳の愁いたたえて
初恋を忘れきれずに古稀迎え
ひたすら走るマラソンランナー

どうしよう止まぬ地球の温暖化

寡黙決めこみ北のぼた山
野外演奏いまやたけなわ

メロン熟る甘き匂いとまるき月
阿久悠の詩に救われし引き寵り
その鐘鳴らすのはあなたです

出張のポトマック川花の虹
ハロー︒グッバイうららかな午後

鈴 川 樋 竹 白
*kIH本根

順い哲順綾初順い綾哲初綾順也子子こ子

綾哲順い初綾順綾い哲初い初順綾哲い初

才

ハ埼玉・あした連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃冬晴れや﹄

起冬晴れや野面の張りのことのほか

川岸冨貴捌
川岸一邑里貝

１膳ぶらんこをはみ出し描く絵手紙に
ナオ

ーお伊勢さんへは古道選びて

女将ひとりで守る料理屋

接待に携帯電話必需品

雪折れ竹がばりり弾ける

昼火事にばれてしまいしふかき仲

七転びまた八起きして強くなり

乳香に群がる隊商沙漠都市
呪文となえて岩戸開かす

さあどうなるか株や為替は

高尾秀四郎

く兎のものとわかる足跡

ずらりと並ぶ鴬釣りの竿

雲去りて立待月は海の上

念願の写真展まで漕ぎつけて

山司英子
宮本艶子
中野稔子
岸川芳雄

英

声明の朗々とせる大僧正
唐詩選をば春の川辺で
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笑顔の子供走り回れる

望月が鏡のようにベランダに
木犀の香のいずくともなく

秀

艶

ナウ

韓流のスターを口説き過ごす夜

稔

ウ

︑崎国体は御国孔りの競いあい

ｉ失敗談を土産話に

からくり時計十二時を打つ

散る花の地につくまでの自在感

言田

犀目が合って断りきれぬ赤い羽根

く勢いつけるための一杯

お前もか食品偽装次々と

秀

︵於・上野・東京文化会館︶

平成二十年十一月二十八日首尾

夢を育む青陽の頃
芳

稔

英

艶

秀

一邑

何も変らぬ世直しごっこ
庭先の玉巻く芭蕉月を得し
レトロ流行りてラムネ完売
母刀自の配りしものはエコバッグ

原油高にはバイオガスなど
ヒット曲生みたる花の散歩道

耳を澄ませば深山頬白

稔冨英秀艶芳稔艶英秀冨芳稔秀冨英艶芳

オ

ハ埼玉・あした連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃ブロンズの﹄
次山和子捌

次山和子
渡部春水
矢倉澄子

狸ブロンズの四肢のびやかや新樹光

飛び石を二つ飛ばして飛び跳ねて

く山開きする水清き里
高橋たかえ

後膿典雄
曲︿

和

ｉ雌春の夜の街に眩しきダイオード
ナオ

ーマネキン纒うパリコレの粋

記者魂はカメラ離さず

初めてのエッセイ集のサイン会

ワイキキに水着の女の胸恐れ

誰が仕掛けた株乱高下

拝暑の部屋に影の純るる
宙に散る外れ馬券を拾う人

皿に一串みたらし団子

弱き身の所詮最後は神頼み

こんなところに葛の顔出し

月円か恥じらいつ雲引きよせて

春

絵手紙に旅の想いをすらすらと

ー世阿弥の眠る時の静寂

名残り惜しげに窓の淡雪
散り急ぐ花の吐息の深々と
笙の音色に幕るる永き日

︵於・上野・東京文化会館︶

平成二十年五月二十一日首尾
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ペットの犬の鈴のころころ
衛星の綺羅よりもなお望の月

句帳ひろげて歩む秋苑

豚体育祭メダルの余韻みなぎりて

た

典

和

ナウ

春

塒悠然と朱鷺舞う山河美しき

和服姿に合う割烹着

澄

〃

履き慣れた下駄の鼻緒のぶつつりと

春

馴初めは朝のラッシュの中でした

手品の不思議身振りよろしく

ウ

く万国旗にはひたすらな夢

影法師月の都へ冬を連れ

風の行方は追い切れもせず

た

澄

花見酒花の虹立つふた重ね

春

伊万里の壷に盛らる千両
雲水の喜捨乞う経の声透る

蜂の巣育つ大学の杜

執

筆た春澄た和典澄た典〃春典澄和春典春

ハ埼玉・あした連句会ｌその五Ｖ

関根雪子

関根雪子捌

十八韻順候式雪月花﹃水草生う﹄

堤水草生う紋様美しき岩畳
管谷ユキエ

楓爽と銀輪の列通り過ぎ

才

く野点の席に舞う番蝶
川岸冨貴
樋田初子

言嗣

奉ヨ

初

言田

ユ

奉ヨ

言田

初

ユ

壷ヨ

初

言田

ユ

幸ヨ

団扇片手に思考整う

城雪渓を登りビバーク覚悟して

乗せられて乗せて浮気の本気へと

ウ

く圏外となる彼の携帯
テポドン発射秒読みとなる
三人で文珠の知恵をしぼり出し

棚の糸瓜の持て余す暇

ｉ朧月浮かべ徳利浮かべ露天風呂

ラグビーのキックの玉のぐんと伸び

ナオ

ー漢方薬にたよる腰痛

ものぐさ炬燵据えるお茶の間
茄で立ての手打ちうどんは祖母仕込み

大漁船を迎う浜ぴと

脇神の山埋めて花の十重二十重

ナウ

ーパレットに溶く惜春の色

︵於・上野・東京文化会館︶

平成二十一年四月二日首尾
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八東京・天の川連句会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃啓蟄や﹂

戸部よしみ

浜Ⅱ泰子
橘朱鷺子

浜口泰子捌

北窓軽く開かるる頃

啓蟄や陽射に命目覚めたり
春蕊ミルクたっぷりかくるらん

大谷似智子

芹Ⅲ恵子
酒匂道代

ピアノ連弾父と仲良く
公園に銀輪止めて仰ぐ月

運動会に体操着出す

道

道

よ

初沢弘文

宙必

よ

朱

朱

〃

似

宙心

朱

ゥ菊人形大河ドラマの主人公
もらったサイン愛の一文字

焼肉の煙の中で告白し
潮騒背に抱き合ふ宿

五能線車両にあまた寒詣
﹁走れメロス﹂を方言で読む

山時烏不意の初声

月涼し床几で将棋王を取り
政府高官忘れたことだけ覚えてる

リスク大きなネット取引

花筵猫侍らせて酔ふ吟醸

都踊に夢で共演

平成二十一年三月十四︑首尾

︵於・新宿西塾︶
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八大和・天の川連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃スキー﹄
一列にスキー携へ通学路
マガジンラック卓際に寄せ

土塀にかかる早咲きの梅
訪ひの優しき声は誰ならむ

出番間近のえんま蟠蝉

湯上がりの客の背中に月射して

奈良岡瑞穂捌

大谷似智子

奈良岡瑞穂

高木厚子
橘朱鷺子
篠原正行
浜口泰子
内山良子
酒匂道代
穂

清川みゆき

ゥ利酒会区別もできぬ程に飲み
お巡りさんが縁をとりもつ

ルームミラーでメーク確認

厚

似

ポケットで繋ぐ手と手はほっかほか

給付金反論しても辞退せず

行

朱

団扇片手に歩む墨堤

あとはどうなとまかすなりゆき
月も揺れ我れも揺れゐる夜釣舟

泰
代

き

イチローの練習姿記者囲む

厚

朋友集ひ開く北窓

花の奥琴の調べに誘はれ
夢を見るごと淡き初虹

秤雄二什一群一別十訓即雷︵文音︶
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ハ伊賀・伊賀連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃道の駅﹄
山村としお捌

侘び住まいして人目悼る

とほる

満枝

とほる

杏子
満枝

ナォ高台の音のどかなる路地の奥

長距離バスにこの身まかせて

恋一途赤いカンナの血の色よ

ゆったりと大河の流れ幾千年

杏子
満枝

潮あみに悪ぶってみる優等生
チャンス生かして社長就任

スター気取りの皆サングラス

森田満枝

次期五輪ロンドンの地に熱き夢

とほる

杏子
満枝

山村としお

梅田とほる

ライブに集う老いも若きも

道の駅夏野をわたる風も買へ

立葵咲く学童の径
余野杏子

月の出に親子の猿の毛繕い

杏子
満枝
杏子

とほる

杏子
満枝

とほる

郷士史の探究のメモ嵩だかに
ご無沙汰すぎた電話懐かし

満枝

縁台に月の出を待つ杯二つ

とほる

早稲田はやくも値踏み始まる

話とぎれる籾摺りの音

ナゥ秋刀魚焼くスローライフに在る炭火

旅慣れしてるワーキングプァー

北の大地を絵手紙に詰め

とほる

念願の新車厄除け神頼み
杏子
満枝

こうのとりの子巣立ち待たるる

香を焚き万朶の花を愛でる幸

一汁蓉壮朋什岻叩龍︵文音︶

とほる

秤

杏子

とほる

杏子
満枝

ゥ野外能満車のかげでちちろ鳴く
クラシックとなる古代ロマンス

人里を出てから腕を組み始め
汗ばむ肌にピアス揺れおり

ネオン街の弁天様に暇貰ひ

四十にして不惑勧業

煉瓦家紋ずっしり寒の月

としお

杏子

とほる

とほる

人驚かす大瞳して

満枝

年金の範囲で巡るョ−ロッパ

礼拝堂の祈りさまざま

山袰の花は所在をあらわにす

たらの芽太く友の手土産
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ハ伊賀・伊賀連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃臘
山村としお捌
山本よし子

山村としお

片山妙子

ナポレオンの読書せし部屋

としお

妙子

よし子

妙子

ナォ噛れる島に二つの砦跡

寺の後継ぎバイク大好き

新辞書にうざいぎやくぎれ載っていて

妙子

としお

畑から鍋へ入れる白菜

荒みきる雪晴れの日の盆地風

としお

よし子

テレ隠す男の子一ッ時頬染めて
あの娘の写真占めるアルバム

妙子

としお

よし子

忍耐も限界ひそと忍び逢い
一つ山越しや次の山見ゆ
よし子

妙子

妙子

宗祇返しの橋は濃紅葉

としお

としお

妙子

よし子

よし子

ナゥわけありて遊び過ぎたる穴惑い
マンションの空き目立つこの頃

妙子

霞たなびく国のまほろば

名にし負う花の妖しきまでの艶

漢は黙って一議を乾す

泣き笑いさまざまかこつ暖簾中
としお

よし子

″

妙子

″

よし子

段取りは松島の月見ることに

臘梅の香り漂う塀の町
雛の部屋に迎う仲人

彩り豊か母の手料理

この歳で月の世界に取りつかれ

文化の日へと運ぶ力作

ゥ三絃の金風を受く飛天いて
舞所望する漁夫のい・たぶり
松原に白帆のョツトッーショット

手話はんなりと愛の告白

妙子
妙子

よし子

心の叫びムンク展来る

ビールのつまは総理答弁
更年期男もありと居直って

よし子

としお

妙子

︵於・伊賀市西部公民館にて︶

平成二十年四月十二日尾

平成二十年二月十日首

白樺のハンモックより仰ぐ月

胸騒ぎ透かされそうな罪な夜

としお

意気込みは入試に向かう鉢巻に

一

快音ひびくバッターボックス
ポスターに誘われて来る花の山

浜が見えると駆ける子供ら
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梅

八松山・石手寺連句会ｖ

歌仙﹃法
L＝＝

夢は大きく欲は小さく

ナォ春帽のスパンコールはキラキラと

湯あがりに冷酒どんと呑み干して
アロハシャツ着て城下ぶらぶら

解散風に揺れる候補者

はめられた振り込め詐欺に泣きっ面

岡本眸

ドラキュラの現れそうな暗い道

岡本眸捌

西本加代

井ノロカ子

握る彼の手太く頼もし

だび
茶
毘の煙を運ぶ秋風

泣いて笑って迎う金婚

宇都寓國子

そぞろに寒くハーモニカ吹く

旅先の馬籠で眺む今日の月

新枕してより千々に乱れ初め

窓開け放ち向かうキャンバス

力

加

眸

徐々に痩せたる氷金時

島をふたつに分けて綱引き

ナゥ網をかけでびらを干せる秋の浜
眸

子供等の胸のワッペンとりどりに

國

しっとりと差しつ差されつ夜の更けて

國

加

楕耆に行書草書手習い

するりと露地に消ゆる三毛猫

春のショールは砒の思い出

旧交を温め集う花の窓

加

︵於

力

加藤祐子

平成二十年九月二十五日首
平成二十年十一月三十日尾

眸

和やかにトッポ話に時の過ぎ
自慢のケーキ焼き上がる頃

山崎悦子
紀伊郁子

祖父植えし記念の花の咲き満ちて

力

臭は幸せを呼ぶ烏と聞く
雪化粧した街照らす月

停年待たず開くペンション

福田さん選挙にらみと言うて逃げ

粋な姐御の熱きウインク

ゥ諸肌を脱いで祭の盛り上がり

眺むれば遠き山脈紫に

月の影砕きて水の流るらん

葬列に知らぬ顔あり法師蝉

蝉

車椅子押すうららかな土手

石手寺安養閣︶
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師

悦郁祐眸悦國加祐悦郁眸國加力祐郁國眸

ハ市川・市川俳詰教室ｌその一Ｖ

﹃ますほの小貝﹄
伊藤貴子捌

浦山高く渡る雁
貴子

山河を越えて郷をあとにし

昌子
十足

ナォ陽炎に牧水の歌碑もやもやと

釜ロー

長者番付早も難され

貴子

″

″

貴子
十足

タレントで吉本興業からデビュー

迫る腰つきベリーダンスで

イスラムの国ならできる多重婚

子沢山なる烏瓜熟れ

フェラーリにミンクのコート横に乗せ

昌子
貴子
十足

〃

月まるく水神様の湖の面に
釣竿させば赤とんぼ来る

釜ロー

″

″

釜ロー

執筆

︵於・今泉ビル市川俳譜教室︶

平成二十年十二月十二冊尾

平成二十年十月一日首

墓穴を出て築山の石

阿修羅像花の上野に出開帳

マシュマロのようほのぼのと夢

ゆく雲に思いを馳せし極楽の

貴子

食べ残しあり飲み残しなお

姜酉一

還暦を過ぎ入院の沙汰

行儀よくせよが口癖おばあちゃん

畑の隅のちっぽけな納屋

十足

〃

初花を旅篭の客も賞でており

釜ロ一

ナゥ留守がちに鳴りし名残りの風鈴が

大内釜屋一

伊藤貴子
佐藤昌子

朝のジョギング犬もよろこぶ

出品の茶道具さがす蔵座敷
堅焼煎餅差し入れをする
ゥ岩盤が地震にずれそう東れくる

猛吹雪してスキー遭難

中継のテレビ横目に酒を酌み
勢い過ぎて口説くしつこさ

貴子

〃

貴子
昌子
貴子
十足
昌子

舞踏会へと魔女の仮装で
天井に守宮はりつく窓に月

十足

姜ロ一

涼を求めて浜辺さすらう
待ち遠し生活支援五万円

オリエント急行でゆくベニス入り

岡田十足

崩れかけ畦の空稲架月満ちて

秋の声ますほの小貝手のひらに

仙

上総なまりで浅鯏飯食う
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歌

八千葉・市川俳譜教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃能衣裳﹄

持ち疲れたるマイク放さず

ナォ山笑う車窓に富士がついてくる

やにさがりおり整形美女が

暮れ方の胸の高鳴るネオンの灯

自転車かつぎ下りるタラップ

展望のポートタワーへすＩいすい

伊藤貴子捌

松岡世喜女

伊藤貴子
木暮佳右

虎落笛聞く小高き丘に

角三つの鬼で捕僅え枯野原

あたり群れなす赤き蜻蛉

能衣裳展げしさまに菊畑
カンテラで猿の手づかみ良夜にて
相良知子

穴開き硬貨おつり喜ぶ
月今宵加曾利貝塚貝騒ぐ

市街図をひろげ英語と中国語

お裾分けする隣近所へ

世

貴

親子して手習いに行く剣道場

花ざかり鴛鴦寺に酒を酌み
非番の巡査畦焼きにでる

平成二十年十月九日首

執

︵於・千葉市若松公民館︶

平成二十一年二月十二日尾
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佳

吟詠会の会長さんか

見せまくる携帯電話で孫自慢
ゥパリー祭シャンゼリゼーをぶらりする

参加賞とてノート折り紙

どんじゃらほいの茸にょっきり
ナゥ綱引きの父ちゃん頑張れ運動会
知

イーゼルのたたんだままの薄挨

佳
佳

拾って渡す絹のハンカチ

世

運命の出会いとなりしにわか雨

嫁入舟で香取の宮へ

知

講師突然消えて謎めく

元気印の生傷のまた

貴

″

おでん食ぶ屋台の背ナに月射して

火事だ火事だと走る野次馬
保険金詐欺の噂もちらほらと
いつの間にやら大き家建ち
眠そうに重そうに咲く初花の

名残の雪に詩どころ湧く

貴知世

筆〃貴佳知貴知世佳世〃貴世佳知世佳世

八束京・一粋会ｌその一Ｖ

歌仙﹃初花や﹄
初花や番の鳥の枝移り
雪解け水の満ちる谷川

田中安芸捌

大久保風子
横川思案人

品田白玉

中村麗
土肥暢子

夏近しリトルリーグの元気よく
リボンのパスタゆであがる頃

月天心機窓に拾う大都会

長浜三千代

杉崎華

けいこ帰りの夜学生いて
ゥはざ架けを守る案山子の鬼の面

何を指さす千手観音

ナォ遍路して十円受ける頭陀袋

海辺に届くバイク便なり

尾白鷲峰はるばると越え行きて

今宵限りの恋の病葉

豊かなる乳房を抱けば波の音

赤毛のアンは数え百歳

愛食みし薄羽蜻蛉透きとおり

トテチテトララ世界周遊

ありふれた着物と家と食べ物を

この先は浄土であろう月の舟
畑どこまでも綿のはじける

麗

四月馬鹿とて鰯されてみよ

陣取りとビー玉集め紙芝居

ース
いつもの席で古ク酒
泡盛

ナゥ橋渡りや戻りかつおの皿鉢なり

暢子

風子
白玉

遠い日々記憶を紡ぐ異国の地
王女ならねどひとときの愛

三世代してラジオ体操

金婚の水と油とマョネーズ

安芸
″

風子
安芸
大城里水

秤雌一汁稗匡朋十郁朋唖︵文音︶

芭蕉読む図書館脇の花万朶
拾われてゆく子猫愛らし
中澤念魚

思案人

ヵロリーオフのメタボ対策
年の果て眠らぬ街に東てし月
ストーブ列車は吹雪の中を
きょうもまた保険事務所の窓口へ

防犯カメラはつつみ隠さず
おがたま
黄心樹の花夕暮れの香を放ち

雷もかすかに春の村雨
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芸水子亭

水子

玉子

筆水芸子水芸子

〃

〃

麗

安里風聡

里風

白風

執里安風里安風

地
引

八東京・一粋会ｌその二Ｖ

浜本青海先生の命日をしのんで

浜本青海

脇起歌仙﹃料蛸や﹄

大久保風子

大久保風子捌

うつむきかげんかたくりのはな

料哨や水琴音のかすかなる

ナォ凧合戦町内会のうるさがた
﹁春の小川﹂と歌われし川

おかえりと叫ぶ鶚鵡のおんな声

こころの隙に君が膨らむ
手鏡が教えてくれる別れ時

目にうつるもの朽ち葉色して
しんしんと降る雪仰ぐ羅漢さま

おけら詣りの火縄振りゆく
何か変どこか違うと思いつつ
ガラス瓶には硬貨いろいろ

葉月潮盛り上がり来て光ゲこぼる

旅装解けぱものの音の澄む

ナゥ路地裏に石塊けって鰯雲

媚独りの谷戸の侘住み

マイセンのペアカップが形兄とか

海猫渡る風待ちており

︵於・麹町秋葉庵︶

それぞれの頬染めゆけり花篝
夢もおぼろに弥生尽きたり

平成二十一年二月十九日首尾
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親子の影の長々と伸び

街路樹に木屑木っ端の巣箱かけ

麗

華

田巾安芸
大城里水
杉崎華
中村麗
上肥暢子

ひさかたぶりは危険水域

蔵窓を月がのぞけば猫まるく
秋みつけたと赤とんぼ生れ
ゥ紅葉狩り還暦過ぎの同期会

柳行李の恋文の束

天国に電話がしたい眠れぬ夜

安芸
里水

安芸
暢子

麗

″

麗

古書店の入札に手も足もでぬ

華

風子

敗残の兵ふり向きもせず

網戸にかかる蝉の脱けがら

泡盛を供える洞に月署し

カマトトババの服は上ラヒラ

恐慌に人心荒れて生活苦
篭いつぱいに桑を摘まんと

ひこばえに花ふたつみつ杣をゆく

里 安 風 里 安 風 里 安 里 風 安 暢 里 風
麗 麗 華 麗
水 芸 子 水 芸 子 水 芸 水 子 芸 子 水 子

ハ伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃鉄線花﹄

ナォ岩魚釣り忍者のごとく石をとぶ

静寂のじかん絵馬の神苑

柏手を打てば天井の龍が鳴く

婚決まる息子に母のレシピ集

おしゃれして気取る三つ星レストラン

風切り変はるニタ青岬

年金名寄せ見えない着地
夕焼の一眼レフを身構へる

渡辺日出子

石渡蒼水

整形外科のこよみ傾く

石渡蒼水捌

祢谷静子
中根明美

蹴蹟きたたらを踏んで月の家
宮澤次男

鄙びた納屋に野良猫の一族

ナゥ菊謄お茶うけに出て弾むこゑ

障子に映る夜学子の影

着流しの紳士の覗く書道展

ひととシご

静

辞書傍らに涼の一刻

よごれそめける嬰の足うら

Ⅲ中てつ

旧邸の女の主鉄線花

九官烏と眠る長き夜

水

雨上がり傘屋のやうに傘を干す

次
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ひどい誰も愛敬のうち

月の光ゲ差しこむ茶席はじまりぬ

ゥ讃美歌の声の明るく聖堂に

静

のら

清潔感の黒髪の丈

次

伽咄を聞かす民宿

石鹸の香りほのかに膝枕

社会の記事に今の世のみち

静

て

次

︵於・伊東市中央会館︶

平成二十年五月二十五日首尾

花堤手を振りながら屋形船
仔馬は親に付かず離れず

水

灯油値上げで湯たんぽ復活

しんしんと月冴えわたる蜑の里

静

北極の熊解氷の日々に突く
鍋やきうどん路地の名物
人形とお揃ひの服着る幼女
伊豆の燧道かぞへては海

水

日

ふらここ揺れる遊具閑散

花づかれ癒す旅篭の露天風呂

次静日〃静日次水美〃て静美て水次静次

ハ伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃白南風﹄

猫の墓標に供ふまたたび

ナォ菅笠を冠るロボット茶摘をす

峡谷を繋ぐ景勝蔦の橋

修正液の足りない夜長

月僅々寝息の乱れやまぬ街

タクシー拾ひ急ぐ産院

移り住み風土に慣れた暮しにて

なまこ壁より覗く浜木綿

美

静

中根明美

渡辺日出子

梅谷静子

田中てつ

石渡蒼水
宮澤次男

軒下今も生きてる鉄路

﹁ムンクの叫び﹂恋の道行

ゆ
温で泉
の街落雷一つ肝潰す

石渡蒼水捌

ゥ渋といふ甘さを栗の渋皮煮
口説き文句と知って聞く耳

イヤリング箪笥の隅で年とらず

毛虫を焼いた貌にがくなる

遺伝子組み替へ食糧にホッ？
乾杯はジョッキ掲げて生ビール

結ひ上げし項に黒子卒業す

て

水

鐘の音霞み子らは散り去り

花衣脱ぎてひとひら舞ひこぼる

白南風や海を展げて帆を散らす

三面記事を絶やさぬ巷

日

静

て

大事にされる邑の養神

上がり枢にごろり冬瓜

漁火の波間にゆるる月明り

ナゥ秋天に嘆く二宮金次郎

︵於・伊東市中央会館︶

落暉一湾黄金に染め

平成二十年七月二十日首尾
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蝉らず車内で頻りする化粧

置薬土地の誰も置いてゆく

次

大根汁の煮える大鍋

″

口調む婆々嬰が片言

何処へもマイ箸持参エコ社会

次

水

﹂っなじ

信濃路を野武士になりて月寒し

天然水を汲む人の列

日

花びとは叙情溢れる城下町

俄弁当土堤に陽炎

次て水て日静美静水て日水美次水次静て

八南伽・いなみ連句の会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃落暉燃ゆ一

落暉燃ゆ黄金に染まる麦畑
浮葉巻葉のひしめける池
彫刻家裸像の指にこだわりて
孫がそろりと運ぶコーヒー
ぽつねんと末座に侍り後の月

病の妙薬恋を取り持つ

松立ち枯れし山のうそ寒
ゥ阿波誰耳に嬉しき秋遍路
一姫二太郎次はどっちを

酒煙草たしなまぬのが物足りず

月への旅を語る冬の夜

しんしんと雪の降り積む漁師町

一村文人捌

百島木実
字野恭子
杉本聰
大烏朋子
一一一谷貴志夫

柴川きょう子
恭

二村文人

正

恭

いぬじま正一

浅田茂

聰

長谷豊子
き

サプリメントに黒酢蜂蜜

貴

古希過ぎてまたヒマラャヘ挑む人

童話広げて過ごすあたたか

箸り癖財布の中は火の車

幽星

朋

空に溶けゆく離れ風船

人群れる花街道の濃く淡く

︵於・南砺市井波総合文化センター︶

平成二十年五月二十三日首
平成二十年七月二十五日尾
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八南蛎・いなみ連句の会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃狛犬は﹂
杉本聰捌

恭

宇野恭子
二村文人

狛犬は阿々ばかりなり木下闇

朽ちたる門の脇に右薬

絵入りレシピで作るピザパイ

柴田きょう子

三谷貴志夫

長谷豊子

裂織に思いがけなき色が出て

望月に帰郷の友を囲む宴
秋刀魚くわえて猫が逃げ切る

巫女しずしずと浦安の舞

ワ冬支度縄百本の臥龍梅

朋

杉本聰

大烏朋子
浅田茂

メールァドレスやっと聞き出す

恭

物陰にそっと見つめるにきび面

一寸先も見えぬ政界

人生は地図にない道歩く旅

胤
⁝
貴

些呈

里貝

修験者は山寺過ぎて湯殿山

月を背中に畷る鍋焼

あれこそが都鳥だと指でさし

祖父の運転カーナビのまま

き

朋

曲豆

水の意に添うて離れて花筏

遠く近くに松蝉の声

平成二十年五月二十二日首

︵於・南砺市井波総合文化センター︶

平成二十年五月三十日尾
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八ＷＥＢめぎつれ座ｖ

︵ｚｐ﹃﹄画可ビ

ＫＵＳＡＲＩ﹃たのしい三句たち﹄

一月二十八日︵月︶

ザリ
ふさ子

心の奥に届く安らぎ
曾祖母のベッド占領する積木

風

桂

ひわ

︵ｚｐ司呂臼ｅ

しゅつぼと夜汽車通り過ぎ行く
一月三十一日︵木︶

尾瀬ヶ原には水草の花
綿菓子もパンダも眩し雲の峰

道草

親分敵は多国籍です

とけた

のら

あずき

かよれこ

︵ｚＣ．﹃唾↑司撃

テキーラとワイン老酒ウイスキー

三月十一日︵火︶

おなすさん

グラスが割れる錯覚の恋

真っ白なクリスマスローズ咲きました

カンちゃん

Ｒ

ぱび

︵ｚｏ．﹃い﹃﹃写

ご無沙汰ですと届く絵手紙

三月二十七日︵木︶

対立の裏に資源の争奪戦

金の指ぬきプディングに入れ

満月に祈る手芸の上達を

︵ｚｃ司心巨巴

藍

ばらずし

あずき

︵Ｚ︵︶．司四④唾己

氷心

みのｈソ

芳梅

︵ｚｐ司四①﹃撃

暢

麦

︵ｚ○．司四︽望︶︶

かよれこ

五月三日︵土︶

雪駄ちゃらちゃらさせて東寺へ

逢い引きしてる月と憲法
九条の橋のたもとの餡蜜屋

ピアスきらりと光る片耳

︵ｚｏ．﹃﹄︑﹃ｅ

藍

おづぬ

二月十日︵日︶

病院船が明日着くという
天井追ってしくじった株

六月十一日︵水︶

年下の男心のありどころ

薔薇の花束もらうアイドル

クローンのティラノザウルス売り出され

六月一日︵日︶

人も芒も右に左に

五月十七日︵土︶

エレベーター地下三階で降りた客

お待ちかね野外ライブの始まりだ

不用之助

︵ｚｏ．﹃四露韓ご

彗

ひわ
ザリ

︵ｚＣ．﹃﹄︑④巴

あずき

あぐらを掻いてねずみ密談
二月十一日︵月︶

こつとんこつとん電車カーブに

焦るほど上手に眉が引けなくて

三月九日︵日︶

浮き沈みあれこれめぐる世のさだめ

大江戸に響き渡るは呼子笛
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あなたと続くこの海の水
あづさ

ちいばば

自由電子の光速の恋

十一月一日︵士︶

へその緒が干からびきって桐の箱

人の世に人と生まれて面白き

五分の魂一分の魂

十一月二十一日︵金︶

地層の中の化石識く

キスする前に形而上学

空青くメタセコイアは堂々と

十一月二十二日︵土︶

もう少しだけこのままでいて

妖精の竪琴聞いている夜更け

老い迫る三十年の心裂け

暢

︵ｚｐ﹃刃つい巴

今ロ

ザ
ｊ
Ｊ︲−

ふさ子

︵ｚ○．司唖つい巴

ザリ

かなちゃん

︵ｚ○．﹃つつ切望

ひわ
ぎ
サ
リ

ちいばば

海鼠夫婦は今日もお散歩

愚に愚に愚つづく愚に愚に愚に愚に愚

小町

不用之助

ななちゃん

︵ｚ○．司唖・騨巴

大根をすりおろしてる午後六時

十一月二十三日︵日︶

兎

鶇

さむ

︵ｚｐ司今︑Ｃこ

のら
氷心

︵ｚｐ﹃吟︑Ｃｅ

Ｒ

タヌ公

あずき

︵ｚｐ司令塑酊巴

みの︑リ

朝は必ずやってくるから
六月二十五日︵水︶

情報員という職種有り

夏隣スワロフスキーを付け爪に

七月四日︵金︶

正解をツー・トンと打つカンニング

ポップオペラという新ジャンル

古池を前に二人の俳詰師
七月一日︵火︶

待ってましたと蛙飛び込む

竹刀がうなる面で一本
天辺の泰山木のハラと散る

ザリ

マカロン

︵ｚ○．司印唾司巴

食卓の灯火ゆれて影ゆれて

不用之助

八月二日︵土︶

主亡き庭雨戸動かず

蕗

ふさ子

いじけたような安物のいす

あずき

︵ｚｐ﹃︑争昌巴

平均寿命又も更新

聞いてくれ派遣社員になったワケ

︵７１０７０番〜７８８７５番より抜粋︶

平成二十年一月一日より十二月三十一日

十二月十九日︵金︶

一生の幸と不幸は同じ量

キリマンジャロ

可央
氷心
伽才
う
て

︵ｚｐ旬①函⑤望

九月十日︵水︶

蜥蜴の尻尾切れてピクピク

酒保開きたる鉄の艦

風鈴がちりんちりん世は去りがたし

雲行きの怪しい気配インド洋
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八東京・ＮＨＫ文化センター青山ｌその一Ｖ

半歌仙﹃辛夷散華﹄

蒼弩に散華散華の辛夷かな

雀の親子餌待てる顔

故郷の蚕飼ひ継ぐべき者もなし

眼からうろこの道は一筋
宇宙語を創らんと議す月の基地

今村苗捌
今村苗
士屋実郎
池旧笑子
宮脇美智子
旧

智

自
苗

熟れし林檎の甘き香の満ち
ゥ抽象も具象もありし美術展

笑
特田

宮城まり子のライフワークぞ

郎

忍び逢ふ時のおののき罪深き

笑

うなぞこ

儒艮の恋の沈む海底

じゅごん

朝日子に月下美人は消えんとす

智

智

杵田

郎

玉兎仰ぎぬ汗のしたたか

再びの回峰行を志し

襟巻をしてモスクワの︵−

鑑天

寺田

赤い毬ころころころと転げ出し

株の上げ足急に怪しく

郎

花便り当地は雨が降ってます

御蔭参りの続く街道

︵於・ＮＨＫ文化センター青山︶

平成二十年三月十七日首尾
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八束京・ＮＨＫ文化センター吉山ｌその二Ｖ

半歌仙﹃新酒とくとく﹄
土屋実郎捌

冨尹安実笑
希
郎富笑恵尹惠富尹郎笑恵笑尹子子恵郎子

ひびき

とくとくと韻うれしき新酒かな

まる

︵於・ＮＨＫ文化センター青山︶

平成二十年十月二十日首尾
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手入済みたる松透かす月
虫選び集へる人の楽しげに
往きも帰りもあがる笑声
霜柱あれ珍らしとかがみ込み
のすりの影の河原過ぎゆく

何をするにも軍歌ハミング

ゥ父老いて叶ひし夢の画布抱へ

つぶて

恋敵には紙礫せん

気にかかるいつもの席の弥撒ベール

アイディアマンの自負と自潮と

図書館の隅に陣取り猛勉強

青大将のあげし鎌首

月涼しノーベル賞の分野多岐

六地蔵並ぶ路地裏急ぎ足

浮世の風に転び腰痛

つとうじ
花吹雪翁舞い出る勝か持
寺

歌問答に明くる春暁

金速原‑t池
一r・藤田屋閉

ハ豊田・桜花学園大学連句研究会ｖ

猫尽くし

二十韻﹃猫ふるい立つ﹄
彩火捌

嵯都美

たま祐

電光石火胡蝶組み敷く

つむじ

ナゥ天性のご馳走センサーひげキャッチ

タイキ

彩火

ドラえもん連れ春の遠足

花吹雪裾にじゃれつく子どもたち

月待ち揺れる尾つぼしましま
めじろ

秋雨に猫ふるい立つ連句祭

嵯都美

目ゴー天冒

無理やり窓にひっかける爪

光る目が今日もさんまを狙いきて

奏

嵯都美

芙美
彩火
芙美

︵於・桜花学園大学秋桜祭︶

平成二十年十月二十六ｎ首尾

− 7 つ −

J と

ゥニャーと鳴くあなたの声がいとおしい

三毛の男を探す船乗り

キャプテンの帽子の裏はキティちゃん

肉球記す暑中お見舞い
縁側で二匹仲良く夕涼み

じ祐葵祐奏藍

﹄ゴーニハく

む ま ま

鈴をつけても自由気ままに

案内を買って出たケットシー

アォ唐到来帝の日記の黒い珠

こたつに隠れ禁断の恋

夢の中ロシアンブルーおいかけて

ごろごろ懐く甘いぬくもり

柔軟な月夜のタンゴ息白く

つ た た

八東京・丘の上連句会ｌその一Ｖ

歌仙軍早の実﹄
和田忠勝捌

大久保風

東浦佳

和田中心

後の月など近づきし頃

草の実のとぶ快晴のお堀端
風炉名残名物茶碗お披露目に
中尾青

秋葉原には夢の溢れる

ナォ江西の客も利川の友も春

キューピットさん弓を間違え

お姫様だっこをしてと娘はせがみ

麦の穂波を急ぐ旅人

向つ嶺の上にそびえる電波塔

万病に効能ありと香蕾散

止めて欲しいは君が代の歌

父の遺品の整理そのまま
日の丸の幾重にもある畳雛

ぶらりぶらりと軒の蓑虫

蛾眉の杜二拍手凛とひびきけり

旬 へ

塙於
坂田武

枕屏風の金箔の剥げ

ナゥ松茸の香り漂う裏座敷

ひょいと跨いで薄氷の溝

不景気のウォール街をば閼歩して

少し控える今年畑焼き

ふたたびのニッポニアニッボン花を見て

︵於・千代田区九段生涯学習館︶

平成二十年十月四日首尾

一 ／ ゴ ー

祖父の工夫の庭石の置き
尻振って雀を狙う三毛の猫

夜店の灯並ぶがらくた

ゥ市電などありたる街の今昔

女子学生の赤き短パン

ケイタイのメールはハートマーク付き

秘する秘さぬも恋の安売
賑やかな法話に魅かれ出家して

磨きこんだる廊のつめたく

雪吊の松にかかれる鎌の月
地元の意向背負う代議士
そのまんま産めよ増やせと嚇しつつ

一日坐る鶏小屋の前

夕暮れに妖しく変わる花の色

雅遊の宴に流る盃

彦佳宵玉風彦佳玉宵〃佳宵彦玉宵子子勝

宵〃玉〃宵彦佳風宵玉佳玉彦佳風玉勝宵

八東京・丘の上連句会ｌその二Ｖ

連句三十韻﹃師の走り﹄
中尾青宵捌

東浦佳

中尾圭同

坂冊武

師の走り足らずや金融危機に暮れ

銀杏落葉に掬はれる足

みぞゆう

未曾有と読んでマスコミ大騒ぎ
岡山朱

墹於

釦せはしく突付く啄木鳥

ぶら下がり健康器にはシャシ干さん

覆面剥げば少女なりける

アフガンやテロの訓練夜昼に

たぶ

しみじみ聞くは桁の香とぞ

映画にて知ったばかりの投げキッス

ノーベル賞思ひがけずも受賞して

夢覚めてふと唇に露営歌

噂によれば偉さうな人
故郷の雲は山河を悠久に

振り込め詐欺に耳は遠かり

足乳根の炊きくれし粥有り難き

︵於・慶応義塾三田キャンパス北館会議室︶

平成二十年十二Ｈ六日首尾
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時雨が浦雨弄る骨董

不善と書いて門に貼り出す

福島圭亜

壁穴へ暇だ暇だと嘆くもの

和田中﹂

大久保風

柿簾くぐり色もつ秋の風
西へ東へホカロンと杖

大駒誠

こは

歌枕花の盛りに間に合はず
基栓さえ

畳鰯の眼ただ怖

慰め呉れる貧し越し方

ぼんぽこと竹小筒の酒の鳴きもして

青月光に浴衣濡れ髪

息止めて両手を同はす我の腰

サイタサイタのサンスウは丙

菊絵皿数確かめてたしかめて

団塊は三途の川も割引に

かたびら

帷同士粋を競へる

宵玉佳藍彦藍宵佳玉勝春子一玉藍彦子宵

勝玉春勝一彦佳勝宵佳風玉

八杣川・桶川連句会ｌその一Ｖ

尻取り歌仙﹃上り鮎﹂
福田太ろを捌

廻船間屋今は昔に

ナォ耕して間近に迫る日本海

苦もなく落ちる一流女優

シニカルな態度気になる助監督

ろくろつくびが湯浴みしている

むささびが出てこないうち早よ帰る

いつもの病寒波身にしむ

夕刊にもう載っている次の恋
沢丼三柳

禍円太ろを

小川原喜代子

のぼらねば生きるすべなし上り鮎

歩みとどめて覗く春堰

太

権唄和弥

平成二十年七月
平成二十年九月

十五日首
十三日尾

︵於

さいたま文学館︶

どっと繰り出す凧の競り合い

楼高く花の宴の花浄土

七宝の指輪ブローチ首飾り
理屈はぬきで美味い陽炎

清めの切り火棒ぐ玉串

ナゥかにかくに言う人もなき水の秋

軍艦マーチ流れ爽やか

のっそりと起き中天の月仰ぐ

明細書にはゼロが九つ

ルノワール早速絵筆握りしめ

積善の村長の子が畦塗りて
手塩に掛ける雛のアイガモ

伊東康之
上月叩子
小池タ力

爪弾く三味に合わすハミング

澤田佳久

一一一

草津道月賦の外車走らせて

月

かおかおと烏塒へ飛んでゆく

一県
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モザイクの壁画に月の光ゲ躍り

りんご真っ赤に熟れる公園

高橋眞次

康

ゥ円相場目を白黒の竜田姫
秘めたる想い命毛を噛み

定家葛の馥郁と咲き

夕

﹁おかみさん﹂呼ばれ恥ずかし幼な妻

類人猿は悲しげな顔

康

忌中札夏の霜踏み喪服来る

久遠の鐘の越える山脈

料理上手は菜飯青ぬた

一塁自

見るかぎり花また花の花巡り

和太三佳康眞夕三喜佳太和喜眞夕三康佳

ハ桶川・桶川連句会ｌその二Ｖ

子太次佳和三佳康三久太子弥之力三を柳

福田太ろを捌

小

半歌仙﹃田打畑打﹄

あちらこちらで田打畑打

春蝉の鳴く間鳴かぬ間茶の香り
ぴかぴかの新入生の手を引いて

そぞろに寒し浜の漣

平成二十年三月三日首

平成二十年四月二十一日尾

︵於

さいたま文学館︶
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むかし通いしコの字の校舎
松が枝に今も変わらぬ月上る

ワ帆掛け舟絵の片隅に廣重忌
座敷わらしがお尻ぷりんと

やっかみ半分噂話に

カーテンに影のもつれる新所帯

ぶつ飛ばす本四高速ＥＴＣ

まだ書きかけの時代小話

る
代
叩

酒呑みたいよ俺も呑みたい
夜の更けて狛犬あそぶ夏の霜
配役が既に決まってクランクイン
どすえはんなりどすえはんなり

水煙の天女に灰と返り花
見渡す限り冬晴れの里

月 眞 佳 喜 和 康 タ 太 三
上 高 澤 I Ⅱ 権 伊 小 福 沢
橋 田 原 頭 東 池 田 井

ハ神戸・おた．くさの会ｌその一Ｖ

世吉一馬車を駆る夢﹄

ついｈ″

馬車を駆る夢見て醒めし入梅かな

お

ひをどし

菊人形の鎧緋絨

誰を迎へ︒ん蔓薔薇の門
子守唄低く優しく流れ来て
写生帖措きごろり野原に
赤蜻蛉ついと止りし肩の先

二の丸に弓張月を仰ぎをり
尾根を巡れば近道のあり

鈴木漠捌

在間洋子
鈴木漠
三神あすか
安丸てつじ
山名冬琢

松本昌子
森本多衣
正野進

たいりよ

大呂の旅の大気凛凛

ゥ灌木と水個るる沢踏み分けて

たちやく

劇団の座長は若き立役に

秋波とらへてシャッターを押す

故紙類回収今日はごみの日

週刊誌ゴシップ欄にでかでかと

あすか

香山雅代

漠

才

洋子
昌子

雅代

漠

てつじ

てつじ

雅代
洋子
多衣

こけらぶき

明易き卯建の家並み柿葺
郷里の友に新茶贈らる
早口の東京弁で礼を述べ
三浪を経て遂げた目的

あすか

色即是空霞む晩鐘

うだつ

傍らを部活部員らランニング
月へ届けとぶらんこを揺り
花満てる有為の奥山どの辺り
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うた

壺中の天に遊ぶ楽しさ

ナォ白酒の酔もまはって転た寝す
︑水遠は須典の時間に潜むとか

才

昌子
洋子
多衣
進

雅代

ソフトクリーム溶けて涙に
遺品なる薩摩上布で夜も涼し

をみなせな
女
は背で物を言ふらん
乱れ髪なまめく項笠の内

あすか

復刻版の歌集革装

掛軸替へて葡萄小鳥図

漠

てつじ

才

漠

てつじ

端渓の硯洗ふも懇ろに

洋子
昌子

管うなじ

釣瓶落しに帰路を急がる
対岸に灯も露けかり後の月

銀婚なれば何か記念を

名にし負ふ丁稚羊葵妻と分け

い︲も

夕づつ光り炊ける藷粥

ナゥ手に馴染む編み棒をもて毛糸編む

しるべ

かがよ

スキーヤー稜線からの一直線
と

あすか

多衣

進

魚島どきの港にぎはひ

雅代
洋子
昌子

オリンピアなる神話耀ふ
舵を操る雲の行方を標とし

多衣

しやぼん

才

鬼瓦まで飛ぶ石鹸玉

市場へも舞ひ降りしきるさくら花

平成二十年六月二十日首

︵於・ＮＨＫ神戸文化センター︶

平成二十年七月七日尾
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ハ神戸おたくさの会ｌその二Ｖ

鈴木漠

三神あすか

山塙才

鈴木漠捌

テルッァ・リーマ﹃フランス麺胞﹄

︲ハン

緋鯉あぎとふ池の辺の径

抱へ来るフランス麺蚫や蔦若葉
造園の技を祖父より継ぎしかば

洋子

昌子

漠

あすか

てつじ

多衣

かじか

勝敗は天運なりと腹積り
悴みながら丁稚小走る

おばつどもり

掛取りに不在よそほふ大晦日

芯折れ易きシャープペンシル

初湯に浸かりめでたさを知る

漫画家の卵が育つ裏通り

てつじ

洋子

才

金の鈴つけ仔猫貰はれ

なほ

新年会もとの席へと座を直り

花見とて友尋ね寄る我が庵

香はライラック春の表れ
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松本日日

在間洋
森本褒ン

安丸てつじ

正野進

平成二十年五月二十日首

︵於・ＮＨＫ神戸文化センター︶

平成二十年六月十日尾

押韻形式は号ミ胃ごａ具︵一︵︾三里乏宣碕肩三

全曲がこの形式で昔かれている︒

ダンテの﹃神曲﹂はその代表作︒﹁地獄篇﹂﹁煉獄篇﹂﹁天堂篇﹂

定型詩︒三の倍数行プラス一行で構成される︒十四泄紀初頭

テルッァ・リーマ︵三韻詩︶︒中世イタリアに起源をもつ脚韻

進

西瓜喰ふ子ら幸せに満ち

もず

夢のなかは月
の雫は銀の色
やにへ

鴫の速贄真相は未知

は
山仕事にも化け粧
ふ娘ら

草の香の流れる牧場立つサイロ

あすか

f
̲1

すす

才

v1

背の君の肌着を濯ぐ用水路
夕端居して間こゆチャルメラ

メメン卜．モーリ

昌子

しか

漠

月涼し然れども死を忘る勿れ

じつこん
一球入
魂闘志めらめら

衣子子

八松山・おぼろ連句会ｖ

けむり

梶野浩楽捌

呂

﹃米寿一

窓辺に眺む淡き昼月

米寿われ日々好日や鰯雲
障子洗ふ渓間の人々楽しげに
色華やかにビーチパラソル

ナォ春の海糸垂れるひと波まかせ

晴天続く明日も天気か

大統領オバマで小浜大はしゃぎ

どう使はうか定額給付

真夏でも父は専ら日本酒で

ばち

祭り太鼓の抱の鮮やか

定刻に現れぬひと気にかかり

満面の笑み肩抱き合ふ

睦言はいで湯に浸り星の下

名前負けすな﹁日馬富士﹂関

肱川の河原に集ふ芋名月

そぞろ郷愁誘ふ秋風

ナヴ砥部焼の皿に映れる薄紅葉

︑えと
造り並べる来年の干支

老いの身に時の流れの速きこと

早寝早起き腹は八分目

山里の廃校の庭花盛り
霞に浮ぶ瀬戸の島々

執

︵於・松山市総合福祉センター︶

平成二十年八月二十八日首
平成二十年十二月十八日尾
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炊煙たなびく静かな夕べ
寛ぎてテレビ観戦缶ビール
あんど

馴染みの店に新顔の娘が

なじ

ゥ安堵して食べるもの無し中国産
のれん

実らぬ恋を嘆き合ひつつ

今宵こそ暖簾納めてゆっくりと

鈍行で気の向くままに独り旅

あぶら

あかぎれの手に膏塗る母

愛犬連れていつもの散歩
月高し鍋もの囲む団藥に
テロ退治洋上補給は役立つか

サブプライムで世界混乱
憂き事は暫くおきて花巡り

寺 藤 今 梶
坂 本 井 野

仙

友と語らふ若芝の上

十純比浩

歌

一楽留一楽留一楽留一楽留一楽留一夢楽

筆一留楽一留楽一留一楽留一楽留一楽留

ｌ己丑歳日一牛尽し

うづうし

ソネット抱擁韻﹃杉形﹂

ハ神戸・海市の会ｖ

すぎなり

杉形のラグビーの陣痙く齪歯
た︑うし

こ﹄う１しゆ

衆議判

鈴木漢
梅村光明
三木英治
永田圭介

秤唖一汁一稗巨朋伝叩澪︵文音︶

い○ｚ寓目︵︶中世イタリアに起源をもつ脚韻定型詩︒イタリ

カトランテル七

ア語﹁響鴫する︵⑫Ｃ目蔚︶﹂に由来︒

押韻の原型︑四行詩形と三行詩形とで構成︒ヨーロッパ中に
広まり︑イギリスではシェイクスピアが多作した︒
十九世紀フランスではボードレール︑ランボー︑ヴァレリー

形式は四ｇミ向︵一︵ご命ミ命謁

等が秀作を多く残した︒

−81−

こう

まうで

注

蕩子帰りて除夜の団藥

ひ

圭英光

王よりは飛車の攻守に騒ぐらん
見聞きするものなくて物憂し

︑っしほ

はら

介治明
明治介

孕む

濃く
衆国

漠
英 光
漠
治 明

光英圭

麓まで牛に牽かるる摩耶詣
潮に揺れて舟もうらうら
特急は花のトンネル続く浦
．？し
雨師めく君よ槌る二の腕
もつ−し

﹄っ．し

道行の 身は丑三つの
蛍火 燃ゆる後ろ
民草の 緯めき祝ふ

うしやう

し
新酒羽鵤に朗詠の佳か詩

踊り疲れて大人も目眩む
かうしう
しらじらと杭州西湖月高し

︑７１﹄

合闇涼

八束京・解績ｖ

伊予の湯桁﹃ちさき地震﹄

右はらはらと花散りしのみちさき地震

水面の月の蝸叫にゆらめく

柔らかな春手袋を誰へて
セロ弾きが来て楽のはじまる

服部秋扇捌

服部秋扇
別所真紀
横山わこ
福永千晴
渡辺祐子
鈴木美奈子

折ロ

紀
祐
扇

み

晴
奈

鴫の贄子等の声する裏の庭

お化けかぼちゃの半分は口

月光を浴びて鋭きもの研いでをり

うつつの中に鹿をみてゐて

砂時計落ちる間もなく積もる嘘
酔眼なればボケるフォーカス

ＵＦＯの来る左義長の夜

左初茜ピレネー犬の鼻濡るる

君によく似し雛うつむく

野火のごと煙くすぶる片想ひ

樽より答ふ老哲学者

戦ひの日もかく花は咲きたるか

角帽もデカンショ節も速くなり

︵於・セシオン杉並︶

田園将に蕪れなんとして
草庵の戸に立てかける雪箒

平成二十一年二月十九日首尾
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東西をつなぐ列車のいま発車

座右の銘は﹁見る前に跳べ﹂

中島みどり／

伊膿哲子
吉岡雁羽
櫻田野老

エスポワールはもう茜色
手渡しの学生新聞文字激し
サンタクロースピザの配達
うた

河村志乃

中投げ網に掛かりし鴨のあはれさは

樹に党りかかり諸ずる詩

マラケシュの絵タイル空の光溜め

紅ばらのやうな血を吐き天折す
浴衣の纐裸プロレタリアの児

小町変相閉幕のベル

焼酎を愛で極楽のあまり風
奪った男は伊予の湯桁か
方違へ恋路の果ての夢違へ

わ老哲雁奈祐扇紀乃老み乃晴奈わ

ハ横浜・蛙の会ｌその一Ｖ

束捕佳

中尾一目

中尾青宵捌

連句二十四韻﹃鯰公が︵対訳付き崖

四川激励送信ｌ

その尾が擬ねて岩手山落

安

鯰公が大震ひせし四川か

２４駒﹃鯰公﹂

色一尾夏披日山崩

四川激励友送ｌ
鯰公劫四川地震起表隆

一滴不剰黍子酒

主持中尾青宵

︵青宵︶

︵佳子︶

︵梨野︶

︵於玉︶

︵凡子︶
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竹崎梨

田

水畑場照影撤叶其可哀
候忽抜出炎帝釧
熊猫也心服内科成病患

一

塙於
大久保風

中

俄ダム映す青葉の痛々

余る筈なき壜の黍

梨子王野子宵
宵佳芸梨玉佳玉風宵佳

ぎらり抜きしは炎帝の
熊猫も心療内科に罹るべ
握り飯配り忙しきボランティア

父を亡くせし青年の黙

女

細々と段れギターと歌屑と
片陰に臥し暫しまどろむ

零

見る夢は馬子と舟子の競ふ様

送餐仮自鳫者佃勤奔走
喪父青年獣元吉
吉他砕断断錘錘把歌唱
萌地臥坐哲打腕
夢中見弓夫舟子党相争
棺材装怖鋳星月
失偏筒肌中白狗随人来
十萄気味嬰咳降
微光円蹄踊吐吐道教虫
筌真高僧盲目貴

乞

枢の飾り錆びた月星

首かしぎ就き来る観の白き犬

十薬匂ひ嬰が生まれる

輝いてぴょん々々と跳ぶ導教へ

鑑真和上盲しひ尊き

酒し剣しつな

迫りたる五輪は準備万端に
旅券の写真美女に撮れしや

︵於・柴庵︶

喜警句r寛留，薩
室其詰不沙看可眼
吹中尾絶丘慣拍前

寧波大学教諭劉静︵翻訳︶

蛙 眠 箪 缶

︵四川大地震笈生五月十二日︶
︵基本音律３４３＋４３︶
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傾国の蜜に慣れた新世紀

追ひ来し蛇の眼こ白黒

合歓を根付かす砂丘広々
舌先を三寸誰も寝かさぬと
落語のオチを客が先当て
藍甕や飛び込んで出て青蛙

平成二十年六月二十五日首尾
︵四川大地震発生五月十二日︶

宵玉梨佳風芸佳風

蓼 三 新 奥
勝藍客寸合世抄迄
蛇瓶人舌吹妃照会

鞠 :昌騨

宮詣り祝詞は短く頼みま
翔太なる名が今日は三

土用の川が簗に砕ける

連獅子の毛振り︽一号壷三四⑳目匡但・

でで虫が蚕に代り桑畑
仏法僧が馳走荒れ寺

天花粉だらけの女人抱き上げる

聴診器には息を吹きかけ

︵於・柴庵︶

宵風

宵玉佳風芸野

ハ横浜・蛙の会ｌその二Ｖ

連句二十四韻﹃たましひの﹄

塙於

中尾青宵捌

たましひの話などして熱帯夜
中尾青
Ⅲ中安

あっしあつしと藺莫産引っ掻く

束洲佳

大久保風

竹崎梨

平成二十年七月二十三日首尾
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古井戸の主が宿替え申し出て
府水が腐りお茶も沸かせず
マフラーを外した車よく通る

理由なき事件続くこの頃

蔦など絡む衣桁哀しき

かささぎの渡せる橋はボロボロで

嫌がる馬を曳いて化し野

九重の上陽人の栖む都

蚊柱の中ぐんぐんと行く

不美人の必死の工夫サングラス

黒き血の稜れ閉ぢ込む草いきれ

割り切れぬ夢朝の重かり

饅頭は饅頭なりに誠して

百円カレーと違ふひと味

野子子芸宵玉
芸宵佳野風玉
玉野佳〃

人す

八神奈川・桂の会Ｉその一Ｖ

歌仙﹃石蕗咲けり﹄

川文字熟語などもいくつか

ふと気になりぬ歴史書の謎

ナォ行く春の殿下の着物競りに出る

矢倉澄子

葉月

一兀幸早

よはんな

寒の内通夜の遺影は同い年

信也
澄子
信也
葉月

退官の記念講演満員に
柏一兀垂早

浮気をしても許される俺

お見合ひで知能指数を問はれたる

渡部葉月捌

万叢に凛と際立ち石蕗咲けり
楠川よはんな

よはんな

生姜酒もて人心地つき

蕊ふるごとく群れる綿虫

鈴木些呈二

をさなどに箸の持ち方教へゐて

テニスボールを迫ひかける声

ボヘミアン叩きだされてホームレス

葉月
澄子

よはんな

障子を貼りて心安らぐ

噴煙を避けて昇りし月今宵

些呈一一

葉月
水尾

河田水尾
渡部葉月

デマンドバスを愛用の友
月の出を大きく描く筆の先

秋の簾の部屋に風来る

ゥ引 き 捨 て る 蔓 よ り 甘 き 香 の ほ の と

ナゥ母の採る糸瓜の水の瓶溢れ
クロワッサンがいつも評判

よはんな

信也

望三一一

澄子

︵於・藤ヶ丘地区センター︶

平成二十年十一月十日荷
平成二十一年二月十日尾

壬生念仏の黙の半日

よはんな

水尾

下校の児塾に行く児のすれ違ひ
一兀幸早

一元垂早

水尾

森垣信也

か細き指で想夫恋弾き

文学賞の候補作なり

よはんな

日に三度逢って夜には長電話
のんびりとぶらり散歩の鬼子母神

膝を求めて喉鳴らすタマ
どこまでも流れ流れて花筏

馴染みの店も今は更地に

葉月
水尾

一兀垂早

信也
水尾

陶枕の滝の図異国の夢を見し

漢詩読む声月に涼しく

給付金反対ですが貰ひます
歓迎の旗揺れる温泉の町
巡りゆく花の回廊つづら折り

雀の卵きらきらとして
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八神奈川・桂の会ｌその二Ｖ

歌仙﹁姫辛夷﹄
庭先の明るさ増すや姫辛夷

摘みたる蓬籠に山盛り

春の虹追ふ少年の影過ぎて
床の間の絵を掛け替へてみる

櫓捌きはいつも自慢の月の舟

姿を見せず馬追の声

ゥ文出して色なき風と二人連れ

私がゐなきや駄目な貴方ね

玄関に小さき靴の仲間入り
勝ったら飲むぞ飲むぞ負けても

支那そぱの匂に惹かれ寒き夜

鮒釣る人の師の指

小島七重捌

小島七重
北川稔
長川竹風
稔

竹風
七重
竹風
稔

七重
″

稔
風

円杵瀞児

七重

世界遺産をめぐる写真家

稔

七重

佐々木允明

おさらばと別れゆく友花吹雪

勝児

追分で右か左か運だめし
水争ひもやっと治まる
月涼し庭の飛石影を帯び

仏生会とて父の命日

最貧国がミサイルを撃つ

ナォ菜飯には浅鯏の汁と決めました

訳知りの穂蓄どこか怪しげに
やっと終へたる自分史の槁

琴の上手も恋に迷ひて

名将を偲んで楠の生ひ繁り

振袖の女を誘ふ奥座敷
炬燵の中の地獄極楽

ラストコーナー抜ける我が馬

播半を恩ひ切り打つ江戸の華

月明かり真珠の眠る海照らす
やさしい仕種赤い羽根つけ

老校長は停年となり

ナゥ鴫高音里山を行くハイキング

古き社の残る町角

肩をもむ娘の顔に妻を見る

断腸亭忌修す墨東

花守の努力に花も甦り

平成二十一年四月十日首

源竹允竹

︵於・藤ヶ丘地区センター︶

平成二十一年五月十九日尾
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児風明風

児風明重

児風明重

明児軍

稔

稔

稔

瀞竹允七

漉竹允七

允瀞七

八神奈川・桂の会ｌその三Ｖ

歌仙﹃薬喰﹄

漢字テストはやっと一級

ナォ九条を憲法記念日読み返す

手を振るペアー豪華客船

少年の眉のきりりと秀でたり

臼杵勝児

世に憧りて嫁にいぴらる

余命など要らぬと言ひつ寒灸

臼杵勝児捌

鈴木些呈二

枯れを深めて侘し冬庭

郡郵の夢たちまちにさめし朝

川風に背を押されて薬喰
矢倉澄子

せな

雲中ゆたか皮のジャンパー
佐々木允明

箪三一一

允明
澄子

些呈一一

澄子

允明
澄子
曲豆一一

澄子
曲豆一一

允明

︵於・藤ヶ丘地区センター︶

平成二十一年一月十七日尾

平成二十年十二月二十二日首

はるか彼方に耕しの人

花の山カメラと句帳両の手に

家苞にする墨と小刀
雨上がり狭庭に残る濠
槍を揃へて蜂の兵隊

ナゥ目の合ひし鹿の角切り情残る

埋もれし遺跡を篦で探り掘り
シルクロードを隊商の行く
戦乱のガザにも月は変りなし
赤のまんまの咲ける道の辺

若者は雄飛の望み果すらむ

特急列車今ぞ出で行く
月面に青き地球の輝きて
静けさに聰く木の実降る音
ゥ案山子展並ぶアニメの主人公

個性とやらのＧパンの穴
通勤の車中お化粧念入りに
硬骨漢もころりいかれる
この方と行く末長く共にせん

ひとり暮しも何と気楽な
冷し瓜ぷかりぷかりと月の影

正覚坊の戻り来し浜

うま酒に我を忘れし酔心地

北川稔
些旱一一

楊枝削りが武士の内職

小島七重

賑やかに長屋の花見くり出して

凧合戦にあがる勝閏
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子二明

二明二子重明

重子二明重子

澄豊允

豊允豊澄七允

七澄豊允七澄

稔

稔

稔

ハ諏訪・河童連句会ｖ

﹁マジック﹂ショーはすでにネタ切れ

参面

競馬場﹁砂かけ婆﹂のめくらまし

妙子

暁吉女

柚香
芳香
硯水

あやかし尽くし

あめつちを結んで﹁龍﹂がひとつ飛び

あすか

Ｗスワンスワン﹃木の葉の札﹄

﹁彼は誰どき﹂の訪れる頃

妙子
﹃二折﹄

﹁篠崎狐﹂雨を降らせる

﹃初折﹄

黄沙防ぐかぬっと﹁塗り壁﹂

﹁如意棒﹂をふれば翠微は花盛り

矢崎硯水捌

壱面

勇んで帰る掛取りの﹁鬼﹂

仔狸が化けて﹁木の葉の札﹂となり

柚香
芳香

壱面

﹁オッケルイペ﹂がボアと一発

ビー玉は﹁コロポックル﹂の忘れ物

暁吉女

あすか

硯水
妙子

初夢を見な﹁ちちんぶいぶい﹂

東方めざし捜せ﹁槌の子﹂

﹁辻占﹂の売り声ゆかし太郎月

麻酔かけ﹁疫病神﹂を眠らせて

硯水

弐面

暁吉女

芳香
柚香

むらさきの﹁羽衣﹂かかる松の枝

雲からころげ落ちた﹁仙人﹂

硯水
妙子

﹁隠れ家﹂はダリの時計もありません

横恋慕﹁橋姫﹂さまが通せん坊

あすか

美少女とみて﹁パック﹂仕掛ける
暁吉女

急がば廻れ﹁蟻の門渡り﹂

妙子
柚香
芳香
硯水

あすか

暁吉女

芳柚妙あ暁硯
す吉
香香子か女水

あすか

−89−

だれもかも﹁河童が渕﹂と恐れいて

﹁呪文﹂唱える辺り窺い
満月に﹁五寸釘﹂など打ち込まん

新煙草とてふかす﹁寝肥り﹂
弐面
﹁ミステリーサークル﹂とんと解けぬ謎

﹁ドラキュラ博士﹂恋に悩んで

同棲の決心つかず﹁八卦見﹂に
くすりと笑う﹁笑いお地蔵﹂
まんじゅうが怖いと﹁座敷童﹂逃げ

﹁立て繰り返し﹂こける道中
みすずか

水篶刈る信濃に泊まり﹁鵺﹂と月

﹁ずんくら坊﹂の粋な肌脱ぎ
もしかしてこれは﹁ＵＦＯ﹂呼ぶ合図

吉 小 久 三 八 矢
本 山 我 神 尾 崎

芳香
柚香
暁吉女

硯水
妙子

こんろ人

聲えたつ﹁罠需﹂を染めわたる月
からぎょ
崩れ簗には﹁何羅魚﹂とび跳ね
﹁大天狗﹂業火を焚いて天麩羅屋
﹁ろくろっ首﹂にお酌されつつ
岩場にてしばらく憩う﹁ローレライ﹂
あすか

参面
﹁ポルターガイスト﹂やおら目覚める

暁吉女

芳香
柚香

耐震の講演会に﹁ぬらりひょん﹂

﹁聞き耳頭巾﹂遠く飛ばされ

執筆

あげひばり﹁魔笛﹂吹きつつ花の雲

﹁あやかし﹂遣う風狂の春

拝雄二に寸粋十一一一朋什玉朋雷︵文音︶

︒珍種御品書
﹁寝肥り﹂Ⅱ女性がよく食べよく寝るのを戒める怪異で︑体に
狸が入り込んだとの説もある︒﹁立て繰り返し﹂Ⅱ手杵の形を
した︑方向転換できない道具怪︒﹁砂かけ婆﹂Ⅱ物陰に隠れ︑
通行人に砂をふりかける︒﹁篠崎狐﹂Ⅱ篠崎村︵現在の東京都江
戸川区︶の化け上手な狐で︑人を胴し天気まで胴す︒﹁塗り壁﹂Ⅱ

行く手を遮ってとつぜん現れる壁の変化︒﹁オッケルイペ﹂Ⅱ
お庇の妖怪︒﹁パック﹂Ⅱ小柄で半人半獣︑いたずら好き︒シ
ェイクスピアの戯曲﹁夏の夜の夢﹂に現れる︒﹁橘姫﹂Ⅱ源綱
が一条戻り橋で遭遇し︑斬りつけた嫉妬の鬼女︒伝承多し︒
橋の守り神でもある︒﹁何羅魚﹂Ⅱ一つの頭に体が十もある中
国の怪魚︒三蔵法師が旅の途次︑河の水を飲むとき発見した

と伝えられる︒﹁ポルターガイスト﹂Ⅱ家屋を揺すって鳴らす
妖魔︒﹁ぬらりひょん﹂Ⅱ妖怪の総大将︒﹁聞き耳頭巾﹂Ⅱこれ
を被ると︑小鳥たちのおしゃべりが聞こえる古い赤頭巾︒
・形式﹁スワンスワン﹂ついて
アラビア数字塊︵句数︶を二羽の白鳥に見立てる︒春秋二句か
ら三句︒夏冬一句から二句︒二〃一花一烏︵烏は非定座︶︒恋
二句から三句︵弐面か参而︶︒三つの面による序破急︒矢崎硯
水考案︒﹁Ｗスワンスワン﹂は﹁スワンスワン﹂のダブル︒烏は

﹁初折﹂に一羽︑﹁二折﹂に一羽︒この巻は﹁あやかし尽くし﹂の
特殊作品︒
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昇

八束京・神田義仲寺連句会ｖ

田邊昇捌
宗 宗 宗 秀 芳

歌仙﹃鰯雲﹄
聟え立つ峰の頂き鰯雲
肩寄せ合って真夜中の月
重陽を古希の人々寿ほぎて

昭和の名優緒形を悼む

ナォ花御堂稚子ら元気に甘茶かけ

サブプライム株安倒産深刻に

集中豪雨夏山被害

ノーベル賞を四人も同時
夕涼み縁台将棋観客が指し

縄暖簾昔の美人客を待つ
お約束の日指折り数え

借しまれ引退ホームラン王

添い遂げて苦労も怨みもみな忘れ
ワケ

虫の音細く雨の夜の闇

理由もなく淋しさ沁みる降り月

大麻八百長角界激震

ナゥ芋煮会クレーン活躍秋田の川

法案可決解散圧力

白き鳥皇居のお濠日本の美

︵於・東京神田御宿稲荷社務所︶

十年九月十日首
十年十月八Ⅲ尾

お揃いスカートブランコを漕ぐ

川沿いに満開の枝重く垂れ

平成一
平成一
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物価高騰生活きりつめ

イニ︑ンエピト

猫昼寝風通る縁を我がものに
花莫座飾るホームレスの宿
ゥ大都会宅配便もリヤカーで
すれ違いざまコロンの香り

万葉集古人の恋素直

ポニョポニョ歌いアニメ大人気

デジタルや携帯電話追いつけず

千年受け継ぐ源氏物語

高々と﹁歌舞伎まねき﹂冬の月

湯豆腐鍋に至福の時間

総裁戦自民人材不足

中国顕示五輪閉会

長雨に桜蕊降る遊歩道

いづくの主か木蔭の蛙

伊 村 平 伊 Ⅲ 1 1 1
滕 仲 本 藤 邉 本

岳昇良峰嘉文峰岳嘉文嘉文昇良嘉峰岳

昇良峰嘉岳文嘉岳嘉良岳文峰嘉昇峰岳文

ハ横浜・其角座ｖ

歌仙﹃寒葵﹄
慎ましやわが愛培の寒葵
小六月なるたをやかな庭
鯛口膝摺り入るる音させて

うしほ

土屋実郎捌

土屋実郎
二上貴夫
小林静司
梅津半七
福烏壺春
湯浅走水
伊藤哲子
安野ひと枝

ひと枝

貴夫
壺春
哲子
貴夫
半七
静司
半七
哲子
壺春

実郎
走水

ナォ顎撫でてみる春窮のふところ手

不労所得で政府票買ふ

ひと枝

鈴木善春
なゐ

地震の予報に智恵絞る人

ゑ

走水
静司
貴夫
壺春
走水
壺春
静司
半七
善春
貴夫
走水
実郎
善春
半七

いつの間にベンツ納まる車庫となり

一人欠け二人欠けゆく同期会

毛生え薬を熱心に説く

妹の元カレカレーうどん好き
火傷する程燃えてゐるのよ

携帯メールさよならとただ

掘炬燵搦めた脚が恋語る

ピカソを競ふ東京の秋

内戦の終りし国の月まどか

ナゥ鰍売る声通り行く裏長屋

祈る羅漢に笑まふ弁天
新幹線座席に残る漫画本

みを

どん尻ながら卒業をする

陽炎ゆらり君の悌

花見船航跡の彼方に浮かぶ島

︵於・阿佐谷産業商工会館︶

平成二十年十一月十五日首尾
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初めておろす着物身につく

新内の稽古を了へし十三夜

銀杏黄葉を老夫婦踏み

ゥ雁の列仰ぎて友と酒を酌む
献紗の紅のあでやかなこと
ありんすと言葉少なに言ひ訳す

ふと垣間見し指切りのあと
なな

巴里帰り帽子斜めに瀕爽と

潮の流れ風に幾筋

夏の月白き灯台借景に
ハンモックには嬰児すやすや
アンジェラス間ゆる鐘は東から

大和へ戻る放浪の果て

奥山にひらひらひらと花老樹

蛙出て来て城望み居る

、

八堺・きさらぎ連句会ｖ

歌仙﹃井月の句碑﹄

井月の句碑を巡りて夏来る
まずはビールで歓迎の杯

小池正博捌

かれこれ五年病床の妻

ナォ評判の草餅きょうは売れ残り

何を入れようスーツケースに

あんたがな世界で一番美しい

コーランとバイブル・般若心経と

聖火は走る地図をさわがせ
女王のようにぞうきん裏返す
真珠のピアス三つつけても

小池正博

畑美樹

久保田夜虹

ポスターは勝手にしやがれ粗壁に

声なき声が山彦となる

内山尚美

尚美

樋︑由紀子

品部三酔

ナゥ美術展キャプションの文字決めかねる

菊人形はすこし狂って

犬の瞳に映る片雲

オークションにてはかる真贋

清正尚直三直由美尚夜由美清尚直正夜三
紀 紀
明博美子酔子子樹美虹子樹明美子博虹酔

︵於・伊那山荘︶

しゃっくりの止まるまじない靴を蹴り

高遠城並春もたけなわ

平成二十年五月四日首尾
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空瓶の肩のあたりに耳あてて
風のほぐるる音のかすかに

鉄棒は光って見える十三夜
廊下のすみにはねる蟠蝉
ゥ祥を着け刃傷のそぞろ寒

松永直子

花篝後ろ姿も横顔も
三酔
尚美
美樹
尚美
三酔

月の径青の時代をなつかしむ

ロケハン騒ぐカメラアングル

由紀子

美樹
直子
夜虹
正博

あの枝を手折ればきっと明日であり

舟橋の絵島生島読みふける
薬喰いから恋のはじまり

同に飾る憲法九条

あるときは村のはずれの冬の月

傾きながら笑む道祖神

オカリナの﹁猫ふんじゃった﹂名調子

烏の背中もきらきらと揺れ

大河へと早瀬を下る花筏

日永の土堤に絵筆執る人

斎
喋

八川口・くさくきｌその一Ｖ

祝﹁芭蕉語彙改訂版上梓﹂

歌仙﹃白南風２

ナォ釣り釜に赤い毛既野点席

インターネット遊ぶ子供ら

怪しげなものとも知らず開きたる

ふみ子

君子
徳代

ぬい子

和可
治子
道子
昌江

磯直道捌

久見子

磯直道

ホスト通いにバッグエルメス

白南風のキャンパス抜けるとき迅し

あんなとこ縁遠いなとカーナビで

岸に寄りしは玉手箱かな
誕生日八月五日摩訶不思議
さるすべり咲く分校の庭
筒井筒今ナナハンで輝きて

束浦佳子
三井佐恵
熊井文子

涼しげな師の朗々の声

渚に波は寄せて返して

若人のサイクリングは元気よく

かんらかんらと鳴りし神鈴

植え継ぎし花漸くに咲き初め

再開発の町に猫の子

雨降りはタクシー拾う長い列

大人はいつも悠然として

ナゥ形見分けすんなりゆきて新走り

首出している軒の蓑虫

三日月はあごを上向けちょっときざ

佐渡谷ふみ子

卓の葡萄の鮮やかな色

安藤君子
永見徳代

月今宵千代に八千代に照らすらん

ゥ旅の宿蚊帳の別れの惜しまれし

躰中ぬい子

岡村和可
佐藤治子
岩垂道子
田村昌江

ぬい子

君子
徳代

︵於・日本橋﹁舟寿司﹂︶

やから集いて麗かな宴

平成十九年八月九日首尾

ふみ子

廣男
直道
佳子
佐恵
文子

忘れかねたる長き黒髪

稲川久見子

佳きことのあり酌み交わす酒

懐石に故里の味盛り込まれ
ここまで生きて手術八回

小川廣男

ひたすらに晶子曼茶羅なぞりたる

上梓祝いに寒月の笑み

直道
佳子
佐恵
文子

饒舌の中に混じりて朗らかに

俳人卒寿もののふの高

カレンダー師走の日々に丸印
あとさきになり舞える蝶々

山の湯の花ほのぼのと咲き満ちて
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磯直道捌
直信廣

八川口．くさくきＩその二Ｖ

歌仙﹃街の灯の﹄
街の灯のうるむ刻あり春隣

一輪赤く点す侘肋

うきうきと句座の用意をととのえて

玉石踏みて友の次々

沼の岸辺に母を思いつ

ナォ虻峰に問わず語りの古里を

油のしみた英字新聞

肪いたる脇でぽそぽそハンバーグ

想いのたけをホカロンに籠め

片時も身から離せぬ電子辞書

くらんめい猫一匹と妻一人

いとしき地なる加賀膳の店
仏壇に南無阿弥陀仏金文字で
気もそぞろなるヒアリングカ

団塊の七ハンふかす月今宵
置かれしままの懸崖の菊

ナゥ酒くさき禰宜の留守なる古酒の宴

寅さんぬっと風光る中

おろおろおると巫女は派遣で
ポケットに学食の券しのばせつ

Ｈ射し暖か面白き日々

花を愛で花に振られて杣の道

︵於・ホテル・パシフィック東京︶

平成二十年一月二十八日首尾
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見上げればビルの高嶺に昼の月

給食室に秋刀魚焼く香が
ゥじじばばの形見の話うそ寒く

希望を胸に若きらの群

失恋も得恋もただ無言なる

金婚式は船を借り切り
波高き株式相場横にらみ

異国の月はむし暑きまま
汗しとど旅の土産はきりもなく

扇子持つ手にポーズ考え
でんと達磨が睨む床の間

一病は息災なりと昔より
振り返るときに眩しき花万朶
根分けを終えてややに疲れつ

磯111小
【￨！川

道夫男道夫男道夫男道夫男道夫男道夫男

夫道男道夫男道男夫道夫男道〃夫道夫男

八川口・ノ＼さ／︑きＩその三Ｖ

歌仙﹃貝寄風や﹄

ナォかつぎたい友もいなくて万愚節

毛糸編む刻を忘れて夜更けまで
小止みもせずに降り積もる雪

どんどん進み晴れて婚約

孤独かくしてピエロおどける
本心を出し合い恋の灯がともり

磯直道

磯直道捌

貝寄風や潮騒とみに高まりて

物音は絶えて閑けき永平寺

店頭飾る旨き漬物

岩垂道子
″

はや戻りくる海女の磯舟

ツアー客定年過ぎし人ばかり

開け放つ窓に舞い入る双つ蝶

渡辺ハツヱ

座敷童ンが小豆とぎだす

月の出を待ちて柱に背をあずけ

道子

夢のかけらを拾い集めて

ナゥ振り返る事なきままに去ぬ燕

大作のパッチワークに挑みたる
ワインの酔いの心地よきこと

廣田節子

道子

青山満子

伸み伸道み廣伸ハ満ハ満ハ節満伸

︵於・北沢タウンホール︶
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借金もなく暮らし程々

あやせば笑う御機嫌の孫

小谷伸子
小川廣男

昇りくる満月に手が届きそう

雁が腹擦る故郷の山

ハツヱ

ワ冷やぴやと不治の病いを告げらるる

米寿傘寿の多きこの頃
杖を曳く元業平と元小町

逢引き場所はゲームセンター
Ｔシャツの背のデザインは悶儀

教会の鐘鳴り響き散らす花

平成二十年六月首尾

陽はさんさんとぬくき石段

ハツヱ

道子

田村昌江
西尾みゐ

月を濁らし青葉木菟鳴き
この古道世界遺産は滴りつ

贈収賄に揺れる国会

ハツヱ

節子
道子

一面はパスと頑固な父と母

吟醸酒酌み笑顔戻りし

名ある橋くぐる大川花の土手

右も左もなくて霞みし

〃 ツ 〃 ツ ツ

〃

子ゐ子子ゐ男子ヱ子ヱ子ヱ子子子

八川口・くさくきｌその四Ｖ

歌仙﹃流氷

防衛省の大臣の腕

ナォ悪太郎畑にひそむ雲雀追い

荒川有史

美代子

男か女賭けの対象

色気など神棚に置き閼歩せる

冬将軍狂乱のはて腰がひけ
そしらぬ顔で猫は炬燵に

永見徳代

磯直道捌

磯直道

パソコンのマウスなかなか動かせず

瑞子
有史
束佳子
有史

束浦佳子

後の彼岸に姉妹揃いて

やたら拡がる渡来植物

とよ

美代子

東佳子
瑛子

深村素水

温暖化止めよと月は黄信号

古りし校舎の今も変わらず

散歩に出よう空は晴れたる

時刻む柱時計の鈍き音

とよ
徳代
東佳子

︵於・北沢タウンホール︶

汐の香ほのと陽炎の中

罪々と舞う花か天女か幻か

平成二十年六月首尾

美代子

ナゥ故郷の友より届く富有柿

しとしとと狭庭を濡らす小糠雨

また瘤きだす骨折の痕

東佳子

〃

青山瑛子
〃

″

高佳子
束佳子
″

〃

瑛子

東佳子
瑞子

彼方に細く料蛸の月

家紋入りなる印籠を買い

蔵元の大吟醸で乾杯も
納涼舟ゆく川にさざ波

ゥ浴衣の子肩車して追う螢

後に従う身ごもりし妻

もの陰で君を見詰める夜叉のわれ

ペンにピストル怖い世の中
重文の門はぴしやりと閉じらるる

鯉遊ばせて水澄める郷

舟木美代子

瑞子

母の形見の秋袷映え

和食好みの外人の増え

束佳子

仁杉し︶よ

ブラボ−とオペラ座揺らす市川家

月今宵旅に篠笛しみじみと

高山佳子
永雄瑞子

梅林に小さき休み茶屋ありて

流氷の軋みを北の詩と聰く

L＝＝

湯の町の花のトンネル咲き満ちて

四囲をとりまき霞む山々
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の

八川ｎ．くさくき その五Ｖ

尋化冷えや﹄

春の障子にひびく噂り

ナォきょろきょろと嶬穴を出て思案して

たらい回しの医療不祥事

千の風吹かせ戻らぬ夫を恋い

涙で滞らす愛の砂文字

ペディキュアの色鮮やかな素足なる

鬼灯市のたてる境内

柏村誠子捌

近寄りて人を怖れぬ鳩の群

漸くなれし町の生活

駒村多賀子

旅果ての疲れはじわりおくればせ

柏村誠子

倉深以枇子

連縢久美

耳に親しき遠き潮騒

盃に月を浮かべて酌みあいし

ナゥ庭先の紅葉明かりに句集解き

力

山澤カツ子

中山英子

語らいつきぬ老いの繰り言

忘れ団扇の棚に置かれて

背ナに感じる熱きまなざし

久

〃

駄目なのよ子連れの私あきらめて

あの頃の吉田ワンマン懐かしみ

平成二十年七月首尾

お濠の水に揺るる陽炎

ポケットに気づかぬうちに花の屑

ケアハウスある温暖な村

杉山明子
英

多

成毛偕子

光

以

桑原百合子

力

水餅に張った氷を掬い取り
四方を囲める甲斐の山々

鈴木光枝

一人黙々絵筆走らせ

吊り橋の風に揺らぎて陽を透かし

日向ぼこして眺む昼月

おいぼれの猫が寝そべる縁の先

天気予報は雨が続くと

ゥ在祭社務所出入りのしげくして

壺に活けたる桔梗刈萱

衛星の飛び交う空に今日の月

故里の田打ち始まり忙しく
飯詰の中に眠るみどり児

花冷えやあえかに匂う古香念

仙

咲き誇る桜に祈る平和の世
湖を照らせる光のどかに

恵 ぬ
津 い

糸￨￨I躰
'1！￨

︵於・駒村別荘︶
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歌

以英多ぬ百力光誠多誠多力多子力子以英

八川口．くさくきＩその六Ｖ

埼玉文芸家集団会誌︑号記念

歌仙﹃五歳経し﹄
磯直道捌

ナォ医師となる過疎地にかかる春の虹

柳行李の固き結び目

金婚の口とや昔の秘めしこと

キスのマークで届く恋文

なかなかに博士論文仕上がらず

天神様のお守りが失せ

登山姿で昼寝楽しみ

水平に稲妻はじくカラコルム

小川廣男

戸袋の軒から覗く猫の群れ

綿川太ろを

磯直道
直道

集いて温し文芸の友
太ろを

農に生きんと秋の耕し

五歳経し万朶の花の香りたり

幼き文字の残るお絵描き

廣男
直道

ナゥ土倉に夢二の一句かまどうま

めくばせは誤解なれどもゴールイン

岩の畳に刻む思い出

ワ長瀞の旅愁にしげき虫の声

手に受けし蝸叫の泳ぎはこそばゆく

名月の光ゲざわざわと屋敷林

太ろを

村の長町長市長務め上げ
太ろを

太ろを

廣男
直道

蛙天国出現の頃

ケァハウスある海見ゆる丘
裸婦像の肩に初花笑みしかと

大正琴も震災に耐え

全共闘バブル団塊無月の座

竹馬の友のなびく白髪

杉玉上げて新走酌み

廣男
直道

シティバス駅の西口東口

廣男
直道

ゴルフをするは運動のため

平成二十年七月首尾︵文音︶
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ろ

ろ

ろ

ろ

ろ

ろ

る

長寿少子化すすむ故里

鴉鳴き寒月の影ほの動き

太ろを

吐く息白き托鉢の僧

サーチライトに浮かぶ編隊

花満ちて詩歌の岬包み込み

廣男

仲良しは随意契約価格倍

点取り虫も卒業の歌

太廣直太廣太直廣太廣直太廣直太廣直太

を男道を男を道男を男道を男道を男道を

八川口︒／＼さノ︑きＩその七Ｖ

歌仙﹃雲上に﹄
雲上に面影立ちぬ大花火

磯直道捌
永見徳

田村日日

小川廣

磯直

東浦佳

涼しき風に揺らぐ月光ゲ
久々の町の匂いに安らぎて

会釈を交わす犬の友達

佳

日日

廣

徳

ざっと降り出し溢れたる水

ナォ百鳥の噸り浴びる新開地

熱のさめたる恋はむなしく

逢い引きの場所間違えてあわてたる

直

廣

しみ

幣を振る禰宜の背中に汗の汚点

自由研究いつも朝顔

佳

日日

本棚にずらりと並ぶ漫画本
海外へ行くお金貯めつつ

直

徳

ギプスをつけてこれも勲章

コンドー
胎テ拳
道免許皆伝韓国語

廣

一一一笑亭笑三

白萩こぼす峡の校庭

月見酒酔えば善悪区別なく

佳

日日

おにぎりに添え旨い漬物

ナゥ故里の廃屋の軒蓑虫が

渡辺ゆきえ

朧夜の坂そぞろ歩きて

笑

小島春草
永見純

友呉れし糠床かえす掌のぬくみ

春帽高く暖かきかな

花守は手塩にかけて長寿なる

平成二十年七月二十六日首尾︵於・永見邸︶
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山近き公園に歌碑並び建ち

寒稽古らし若者の声

ゥ裸木が講道館に続きたる

離婚結婚不倫も通過

泣く娘なだめながらも舌を出し

お閻魔様の堂は小さく

虫鳴ける叢おそるおそる行き

体耕畑に朽ちし猪垣

望月の大きく総理やけっぱち
ロボット使い何を手土産？

湖の碧色の濃さ魔物めき

世界遺産を巡る船旅

暮れかねて花美しく匂いつつ

入学式につきそいしママ

直佳徳佳昌廣直徳佳昌廣直徳子江男道代

八川口．／︑さノ︑き その八Ｖ

歌仙﹃馬鈴薯や﹂
磯直道捌

磯直道
西尾みゐ
河合澄江

長濱喜代子

瀧ミサ

馬鈴薯や修道院は異郷めき
閉ざされし門照らす満月

雁金が棹の形で渡り行き
童謡歌う仲良しの子等

カメラ片手にポーズチェックし

ナォ永き日の佃煮の店八代目
あれこれ迷う旅のお土産
白鷺城世界遺産を尋ねゆき

新婚か友達なのか気を遣い

ほのかに薫るシャネル香水
テレビでは大地震告げ夏浅く
軍団を組みカラス鳴き交い

ふみ子

直道

喜代子

ともえ

みゐ
ミサ
千代
とよ

直道

ふみ子

片手拝みに小稲荷の前

いつしかに雨も止みては買物に

喜代子

夜目にもしるく柳はらはら

故里の父母健やかと祈る月

通勤電車走りすぎゆき

ナゥ虫寵のころがっている庭の隅
梅主とＪ噂え

執筆

ふみ子

と戦￥え

みゐ
ミサ
千代
とよ

今日虚子の忌と思うひととき

平成二十年十一月首尾︵文音︶

入学児揃った列に花吹雪

平和の続く街は春色

ガード下靴磨きなど居た昔

ふみ子

と私Ｙえ

みゐ
ミサ
千代
とよ

喜代子

直道

佐渡谷ふみ子

岩本千代
仁杉とよ
鈴木佳子

釣り自慢釣った獲物を見せ合いて
ゆ

汗をふきふき夕映えの径
ワ温泉の宿は青葉の茂る谷の底
うまい地酒に酔いのほろほる

携帯の電源切って妻忘れ

一寸の浮気遂に本物
復党を喜びし人拒む人

遠き山々雪をかぶりて

飼い犬のクロ坐して動かず

友の死に寒月白く尖りたる

お寺の鐘が低く響きし

どこからかカレーの匂い流れきて

手術あとジンジン瘤く花の冷え

川は光りて水温むかと
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八川口・くさくき川口支部ｖ

﹃万緑の﹂
久保田先一捌

ナォニューョークヤンキース見に春旅行

つれ

つね

裕子

先一

Ⅲ村昌江

噂広がる熟年の恋

足腰痛くサロンパス貼る

雨煙る水上バスは定刻に

佐恵

出来るなら染まりてみたい貴女色

のどにさわやかサイダーの泡

探査機の間もなく月に着くと云う

エアロビクスでゆれる筋肉

久見子

先一

佐藤治子
星野隆

団塊の世代青春躯歌せる

久見子

つね

″

霞かかりて里は暖か

愛子
君子

︵於・川口西公民館︶

鶯餅の老舗繁盛

平成十八年七月十五日首
平成二十年四月十九日尼

花万朶遠き思い出ふとよぎり

柿を供えて沙彌は鐘つく

はるひ

安藤君子
安部愛子
横櫛邦子
福閉りん

ナゥ破れ案山子無気味に見えて喪の帰り

君子
昌江

久保川先一

星野はるひ

すれ違いざま交わす挨拶

万緑の川重なりてはろかなり

酒井つね
鈴木裕子

掲示板福田総理のポスターカ
先一

奥宮の灯が淡くゆらぎて

にっこりと雲間顔出す今日の月

愛子
君子

ものの怪のひらひらと舞う揚羽蝶

ゆらりゆらりと揺れる蓑虫
ワ天高く馬肥ゆる頃妻も肥え
ショートスカート見事脚線

篠田喜美子

三井佐惠

争通

賛美歌もるる教会の道

月光ゲ冴えてくさめ三つ四つ

新相節子

″

池の鯉寄っては離れかくれんぼ

君子
稲川久見子

つね

子等の歌声たからかに聞き
ほころびし花に誘われ歩く路

墨痕美しき床の掛軸

綿入れの愛のぬくもり身をつつみ

金髪のおくれ毛肩にしなやかに

古里の駅舎ふるびて無人駅

湖の青さにひＦく老鶯
別荘に同窓の友集まりて
つきぬ話題に一霊の酔

仙

陽炎の中よぎる初蝶
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歌

八北九州・くさくき北九州支部ｌその一Ｖ

歌仙﹁新
地天の﹄
新天地求め飛びけり小草の実

月に輝く川囲の山々

爽やかに嬰の寝顔の微笑みて

襖に開けし術の通い路

濱崎琴代捌

涜崎琴代
波避常子
脳渡雪路
幸ヨ

橋本美智子

常
″

壷ヨ

常

死別の夫はとても素敵で

ナォぶつぶつと魚籠の田螺のつぶやける

極楽の土産持参でおいでませ
雨は激しく過ぎるタクシー

レトロなる椅予は飴色部屋の隅

冷酒酌みつＣＤに酔い
枝先に妖しく光る蛇の衣
世界注視のオバマ演説

どう見ても勝日なき碁を捨てかねて

軒に吊せる秋の風鈴

商売まかせ自由気儘に
皓々と万象照らす十三夜

ナゥ古唐津の名品揃い文化祭
塾より帰る子等の賑やか

水は温みて小魚の列

願ぎ事を絵馬に托して拝殿に

スタンド咳し日がな惜春

パレードのバトン・トワラー花吹雪

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成二十年十二月二十五日首
平成二十一年二月二十六日尾
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民芸のⅢに盛らるる老舗菓子

あちらこちらに涼む人影
ゥ城跡に葎茂れるライン川

琴

琴

ホの字の彼にそっと近づき
だきついて愛の口づけ五分間

奉ヨ

常

美

支持率は下がりしままの自民党
冷たき針のインシュリン打ち
木華綺羅狭庭で見上ぐ夜半の月

琴

古い時計の電池入れ替え

色の槌せたる旅のスタンプ

琴

幸ヨ

平安の夢漂いて花万朶

常

婆っ様の昔咄に聞き入りて
赤い当て子の地蔵愛らし

霞まといて舞える佐保姫

琴常美〃雪美琴〃美琴常雪常雪琴美雪琴

■

八北九州・くさくき北九州支部ｌその二Ｖ

歌仙﹃寒椿﹄
寒椿汐騒恋ひて咲きつぎぬ

東雲かかる白き灯台

自転車を連ね若人楓爽と

山口安子捌

白石喜代子

山口安子
村上孝枝

ナォ巣立烏青空めざし羽榑ける

浮気発覚三面の記事

ベンチャー企業今と立ち上げ
コマーシャルテレビ出演大当り

遺言状を仕舞う手文庫

闇汁に嫉妬の炎たぎらせつ
万両の実の赤くひしめき
我が家の埋蔵金を探し当て

はたと止みたるこおろぎの声

鉄塔の先にかかりし望の月

噂は噂呼びて広がり

妖怪はコンビニの灯に怯えたる
昭

孝

池田昭子

安

︵於・北九州市立貴船市民センター︶
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窯出し終えし手すさびの壺
月光を乱しうり坊飛び出して

野を渡り来る風のやや寒

肩車して暹しき父

ナゥ幼な子の負けてべそかく宮相撲

ゥ室生寺をひとりで訪えば秋思濃く
守口薫

昭

量りがたきは愛の行末

美少女に求婚したる老ゲーテ

孝

領布七彩にかざす佐保姫

突然に降り出す雨に走り出し
蓋ゆっくりと開ける寄居虫
夢叶いソウルの花を見る旅に
一皐巨

スポーッジムに精を出す日々

薫

孝

足腰の痛みいつしか忘れゆき

昔語りに月の涼しく

孝
薫

圭皇国

安
孝

平成二十年十二月二十五日首
平成二十一年二月二十六日尾

蚊遣香ゆらゆら煙たちのぼり
付けねばならぬ火災報知機

失職の報せ届きて増す不安
暖簾くぐりてぐっと一杯
花万朶四方の山脈明るうし

琴の音ゆかし曲水の宴

安昭薫喜孝薫昭薫喜薫昭孝安喜昭孝安喜

八北九州・くさくき北九州支部ｌその三Ｖ

﹃夕明かり﹄
大江加代子捌
大江加代子

彼氏なのよと自慢たらたら

ナォライダーのゴーグル眩し風光る

ばつ一がばれているとは露知らず

河豚を肴にちびり熱燗

ソーラーパネル新築の屋根
小糠雨いつのまにやら雪催い

世渡りの嘘も方便使い分け
ねんごろに鳴く庭の松虫

初雁のそれかと思う夕明かり

土師満智子

山尻禮子
梁井和子
宮川佐利

嗅し作りて母は健やか

天井の龍目ン玉を剥き

ノーベル賞をめざす新鋭

勤行の良寛さんを待つ子供

蓬髪が古書を求めて巡るらん

吾が著き影を踏みゆく十三夜
加

ナゥ万華鏡見事に変る彩模様

会釈を交わす麗らかな里

トラブルメーカーきっとあの人
竹とんぼ高くとくとくあの世まで
佐
加

和

満

月光ゲよけて叩く脛の蚊

和

佐

禮

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成二十年十二月二十五日首
平成二十一年二月二十六日尾

大海原の霞むあかとき

落花飛花駒は静かに佇ちつくし

円高でゆく海外の旅

神橋の朱色を映す川の面

満

″

和

戻らぬ猫を探しあぐねつ

和

隣組仲良く集う花の下

あちら立てればこちら膨れて
木下闇拝と抱き合うシルエット

癌怖しそれでも莨やめもせず

リストラ組も持ちしプライド
アメリカの失策のつけ諸に受け

ゥ節分の太物問屋客多く

葱雑炊を作る算段

満

おしろい花の匂う坂道
文机に月見の供え調えて

仙

遠近の山笑いさざめき
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歌

加佐和〃佐和満加佐〃満加満禮佐和満佐

八北九州・くさくき北九州支部ｌその四Ｖ

歌仙﹃青春譜﹄
佐藤ゑつ子捌
佐藤ゑつ子
松田千佐代
米谷志奈英

井生素子

佐藤鈴子

冬浪や寄せては返す青春譜
霜晴れの中上がる跳ね橋
カフェオレ飲んで憩うひととき

ナォ親友に編し編さる万愚節
子供を置いて彼と駆落ち
源氏名を秘めて貫く愛一途
携帯電話不意に鳴り出す

記憶の底に炎ゆる狐火

厳寒に見つけ出したる認知症

ナビゲーターにまかすハンドル

オバマ節ウィキャンチェンジ提唱し

眼病平癒祈る昨今

石段を登り下りの寺詣

ゑ

チョーカーを結びて上着肩に掛け

水彩画展川足良好

二十年十二月二十五Ｒ首

遠く近くに霞む島々

修復の成りたる天守花吹雪

平成

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成一 一十一年二月二十六日尾
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真剣にカメラアングル狙いいて

僅々と窓に張りつく今日の月

鈴
士心

かそけき風に揺るる蓑虫

ゥ夷講七福神の笑い顔

素

弦月にうっすら懸かる白い雲
自慢の猪口で新酒酌み乾す
ナゥ飾られた梱桴甘き香を放ち

鈴

千

食品偽装またも暴かれ

夫婦円満いつもジョギング

搭乗の手続き終える深夜便

千

素

アラフォーはコンシーラーで染み隠し

外つ国の地で医療活動

工場跡地鳩の群れ来て

汗の身を流すシャワーのままならず

土心

千

団扇使いて仰ぐ昼月

故郷の母の忌日も無事終えて

素
〃

雨降り止みて嶺々はくっきり

至福なる花の宴の連句の座

小犬の遊ぶ麗らなる道

千

素ゑ鈴志千素鈴千志千ゑ〃素志鈴ゑ素干

八堺・くさくき堺ｌその一Ｖ

﹃句の
一

草雲雀鈴振るごとく呼ぶごとく

磯直道捌

磯直道

佐藤允子

直

掛本朝二
真伏晴美
田端幸子
中沢昌重
塩田清子
加藤貞子
河村弘子
杉みつる
内山尚美
岩井秀子
大谷信恵
北濱祥子
高須節子

米寿の父と美し酒酌み

朝
晴

花万朶蕩けるような夕まぐれ

幼な馴みはやっと結ばれ
故里の海は平らに凪わたり

大振りの彼のマントに身を寄せて

肩疎めつつ仰ぐ寒月

耳鳴りの音低くなり雨近く
招き猫置く帳場ひっそり
湯の華の浮かぶ名物老舗宿

平和を祈るコスモポリタン

ワ喧燥の世の中みてる蝸牛

どこからか悠久の風流れきて
青葉の下で歌うシャンソン

後期高齢歩け歩けと

句の神も見そなわすらん今日の月

神

秋灯のもと集う連衆

仙

耕し終えし黒き田の土

二声三声競りの掛け声

ナォ春闘も大きな課題背負いこみ

町角のグルメ雑誌に載った店

透けて単衣の裾さばき良く

マスターの髭いつもふさふさ
ロワールの河畔に歴史偲びつつ

気の向くままに突っ走るのみ

尾を残し踵を返す縞蜥蜴

新型ウイルス国は騒然

総選挙前に党首の交代し

供え物には大盛りの柿

月光ゲに路傍の地蔵笑みたまい

揃いの帽子街を閥歩し

ナゥ許されぬ二人であれど爽やかに

未来にかけて心うららか

純喫茶エスプレッソはほろ苦く

四日首
十四日尾

騨りわたる四方の山々

かけ回る子等追いかける花吹雪

平成二十年十一月
平成二十一年五月

︵文音︶
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歌

貞渭昌晴允直幸朝節祥信尚み弘貞渭昌幸

八堺・くさくき堺ｌその二Ｖ

歌仙﹃秋灯に﹄
岩本朝二捌
岩本朝

内山叩向

北濱祥

秋灯に人それぞれの暮らしかな

繊月うすく懸かる山の端

加藤芦且

河村弘

ナォお酒落してうら︑の午後を散歩する

行きつ戻りつブティックの前

壁を埋める絵馬の数々

恐慌に財布の口を締め直し

雪のパリユトリロの白やや鬚り

手足悴みカフェに駆け込む

突然に携帯電話鳴り響き
年増の彼女深情けなる

裁縫台に強き篦痕

酔うほどに嫉み妬みの募りきて

玻璃窓に名月の光ゲ耀きつ

ふるさとの味届く干魚

おしゃべり煩めて虫の声聴く
ナゥ旅にあり夢かうつつか遠砧

宙天めざし揚げひばり翔ぶ

幼ナらは田んぼの畦でけんけんぱ

レガッタの選手も浴びる花吹雪

揚句ライトアップの美しき春宵

秤雄一廿斡什即一汁皿叩電︵文音︶
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けもの径瓜坊連れし猪いでて

婆さまあっと尻餅をつく

好物の饅頭ひとつ卓の上
初時雨きて濡らす縁側
ゥ芭蕉忌に合わせて伊賀を訪ねゆき

振れば何やらゆかし鈴の音

十六の恋に恋するお下げ髪
教師イケメン心ときめく
宿題の代行業者はびこりて
あちらこちらに荒れ果てし土地

病葉も月も水面にたゆたいつ

盆点前にて友をもてなす
軽やかなハミング間こゆ塀のそと

丁稚が運ぶ仕出し弁当

名にし負う枝垂れの花の咲き誇り

風光りたる野辺はそよぎて

尚祥朝貞弘尚祥朝貞弘尚祥朝子子美子二

執

筆貞弘尚祥朝貞弘尚祥朝貞弘尚祥朝貞弘

八堺・くさくき堺ｌその三Ｖ

歌仙﹃大海を﹄

月今宵暗き部屋にも影を差し

中沢昌重捌

北京の空に揚がる日の丸

ナォタ暮れる朧の街に灯の淡く

くぎつけになるドキュメンタリー

ひたすらに力と技で競い合う

色とりどりのゲレンデの朝

初雪にリスの足跡森に消え

二人乗り回転木馬廻りだす
哀歌めんめん稗搗きの唄

下界遥かに清らなる恋

アルプスの連なる山は身をやつし

病む身にあわれ秋の蛍は

蒼き湖月影映えて絵のごとく

大海を夢見て流る春の川
風あたたかな学園の窓

節

中沢昌重
高須節子
真伏晴美
杉みつる
岩井秀子
吉本蓉子

長閑に過ごす故郷の野辺

古の薄墨桜咲き初めて

秤鰄一一粁斡壮肋十伍叩噸︵文音︶
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百千烏吾も誘われ声張りて
ガラスの花器の深き彩り

卒寿祝いて菊の酒くみ

田の神様に柏手を打ち

ナゥ裏庭で静かに落ちる桐一葉
み

み

明治の母はたすききりりと

掌になじむ鍋も杓子も磨きあげ

落人の里薪を割る音

秀

晴

倍即

日日

秀

蓉

晴

日日

ゥ爽やかに旅楽しみて露天の湯

年ふさわしい乗りのいい紅
刻こえて清姫の愛満ちたりて
押しかけ女房どんと居座り

因習に負けぬ改造若き知事
涙のあとに闘志まんまん
短夜に雲散り去りて月光る

滴りのなか磨崖仏みえ

登り来てきらびやかなる花の門

蓉

おろちより天狗でそうな深き谷

都踊りの舞妓出を待ち

節蓉秀み晴昌蓉秀み晴節昌秀蓉晴み昌節

八束京・くすのき連句会ｌその一Ｖ

一鯨千里一

寒凪したる果てに日輪

耕転機より男見送る

テント張りゐるボーイスカウト
うたた寝の顔に花びら散りかかる

風にのり太鼓の音の聞こえくる

夕立あがり月の浮かべる

青い目の浴衣を着たる浅草寺

時間ですよとガイド促す

樵の前ゴリラとじっとにらめっこ

大きな鼻が好きと言はれて

赤白黄と熱気球ゆく
体温を首に感じて膝枕

ゥ落鮎を狙ふ釣り人上流に

キャンバスに描く士手の秋色

月低く寝そべる牛の尻尾振り

ツーリング一団となり駆け抜けて

わたつみの鯨千里を鳴き交す

仙

岬の先に唇気楼たつ

牧野正弘捌
井之前動へ

牧野正弘
人川直史
齊膜眞人
秋丸康彦
窩田要

ナォ軒先で蓬餅売る宿場町

女形の役者ファンを引き連れ

大穴を当てて馬券を握りしむ
気がつけば手に木の葉一枚

炊き出しに人だかりする蟇の街

降誕祭の教会の鐘

天草の潮さす海に魚はねる

水かけあひておこす恋の火

濡れそぼつ胸のふくらみまぶしくて

写真のモデルプールサイドに

朔太郎偲ぶか犬の月に吠ゆ

夜なべ仕事の龍を編みゐる

ナゥ母の出す柿羊葵をつまみつつ

天気予報は曇りのち晴れ

子供らの野外教室山村で

煙もくもく蒸気機関車

枝垂れては咲き満ちにける江戸彼岸

空に消えゆく連れ舞ひの蝶

秤雄二汁一群一恥辻一服函︵文音︶
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歌

勲弘人康弘史康勲史人勲弘

人康弘史康勲史人勲弘人康弘史康勲史人

八束威・くすのき連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃水仙や﹄
水仙や地中に水の音澄める

寒九の雨に祈る豊年

声あげて野球部員の駆けゆきて

牧野正弘捌
Ⅱ尚俊平太

要

浦を越えくる入相の鐘

ナォ巣立烏山桃の木に見え隠れ

指折り数ふ母港帰還日

制服を着て軍艦のダイニング

炉話をする婆の丸き背

雲なくてひと際白し冬銀河

誰が唄ふか隠岐の舟歌

黒猫のまどろんでゐる膝の上
思ひ出すのは君のぬくもり
こひびとの枢を抱き離れ得ず

重箱を囲む円居に花吹雪
霞の中になだらかな山

平成
正叶一睡一期辻一服噸︵文音︶
平成
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男背伸びし畔で一服
東の山の上なる十日月

長き夜の窓辺で本の肚界へと
イルカの群るる月光のなか

ナゥ半島の灯り数多に雁渡し
太鼓の連打二人向き合ひ

要

揃川要
齊藤眞人
高橋昭
牧野正弘
太川直史

昭

広場ではゲートボールのリーグ戦

啄木鳥叩くくわあんくわんくわん
ゥ蔓引けば零余子のあまた降りきたる

匂ひてくるよ晩の肉じゃが
横丁を抜けてあがりし四畳半

人

太

一夜の恋の火花と散るか

人

弘

弘

鮠釣り竿を立てて行く子ら

袖しぼる後朝のうたわれもまた
ケータイ写真すぐにメールす

モスクの屋根に涼し月影

太

モルジブの浜に立ちたる半ズボン

風にのり葦笛の音の聞こえくる

要
太

昭

ひとり旅寝の酒を手酌で
西行が夢に出でたる花の陰

桜餅買ふ門前の列

昭弘要人弘太人昭太要昭弘要人弘太人昭

ハ川崎

栗の木連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃永き日や﹄
白井風人捌

ナォ曲水の宴をしのびて腕を組む

隣家の人の演歌閉ゆる

田舎道なつかし響く土地言葉
子等の笑いで顔などませる

大輪の花火映して隅田川

遠いむかしのほのかな思い
悪い癖内気な客に惚れるママ
雨の夜ふけは屋根の音聞く

ゆかた姿でおしゃれを競う

白井風人
西山妙
諏訪陽子
山崎紋子

過疎もよし向いの山に月のぼる

咲きこぼれてる萩の道行く

またあした別れを惜しむ帰り道

人

岬に立てば頬に春風

迷路辿ってやっと到着

陽

永き日や心の奥の小さき窓

夕闇の中芙蓉は白し

ナゥ水あげのサンマで埋まる魚市場

ヤレャレやっと頂上に来た
留守番の庭に降り敷く花の舞

山王祭太鼓かすかに

平成二十年四月九日首

平成二十年八月二十五日尾

︵於・風人宅︶
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かたかどの丘一面に咲き敷きて

振り返り月を仰ぎて家に入る

妙

紋

仕入れの後で寿司をほおばる
龍総山の遠き山並みはるか見え

紋
陽

コンビニの前待ち合わせ場所

妙

ゥ列島に秋雨前線とどまりて
紙ふうせんをふくらましてる

愛し合う若い二人はメルヘンの仲

紋

陽

妙

願い事月に祈りて神の留守
障子貼りつつ亡き母思う

妙

手品教室父いそいそと

エプロンは勝負服よとヘルパーさん

妙

失敗も笑いの内に紛らせる

仕事引き継ぎ楽隠居の身
新社員シート広げる花の下

紋

紋

ツバメせっせとマイホーム建て

妙陽紋陽紋妙紋妙陽紋陽紋陽妙紋陽妙人

ハ川崎・栗の木連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃息災の友の便り﹄

息災の友の便りや東風の空
レンゲの野原踊る子供ら

ヨガ教室が静かに終わる

烏帰るふるさと偲びゆくならむ

白井風人捌
白井風
山崎紋

窓に顎乗せ眺める翁

ナォ丹念な左官仕事のつばくらめ

何か気になり妻に声掛く

パトカーのサイレンの音通りすぎ

マスクの男窓の外行く

忙しげなキッチンの湯気年用意

ドキドキと胸が高鳴る発表会

あの人に随き演壇に立つ
役目済み彼と楽しく杯重ね
いつか行きたし浜街道へ

ノートの頁爽籟にゆれ

ある過去を月の光が照らし出す

ナゥ折り紙の未完成のまま長電話
今日のおやつは何にしようか

窓の日うけて卓も明るく

蜂蜜をホットケーキにたっぷりと

一汁舜杷期十一一叩噛︵文音︶

都おどりの声ヨーイャサ

舞い上がる花追いかける園児たち

秤
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月仰ぎ家路をたどる男達
コスモス揺れて見え隠れする

大声あげて砂山走る

ゥ駅前の広場人呼ぶ赤い羽根
募金の箱にラブレター入れ
遠山の雲も思いを秘めるごと
突き上げる物始末しかねて

サイレンを遠く鳴らして救急車

サイダー喉をごくりと通る

塀の外犬も吠えおり夏の月
机上の言なんとか今日は読み終えむ

蛙の声に耳澄ます夜

誕生パーティーメンバー揃う
満開の花もみんなを祝うごと

紋人紋人紋人紋人紋人紋人紋人紋人子人

人紋人紋人紋人紋人紋人紋人紋人紋人紋

八松山・與聖寺連句会ｖ

歌仙﹃虫の夜﹄

月の雫を浴びる濡れ縁

病む人を恩へぱ虫の夜は更けぬ

岡本眸捌

ナォ春風はやくざの顔も撫でてゆき

Ｂ・Ｍ．Ｗ靴はご法度

地界を睨む閻魔大王

おちこちで食の偽装が次々に

隠せど彦む恋のフェロモン

ミドルエイジにビキニ良く売れ

小魚は群れてでっかい魚となり

妖怪が出るてふ古き旅の宿

母を偲べば香る残菊

叢雲を脱ぎて名月玲瀧と

傾き癖のつきし貴石画

よろめきが本気に変り汗まみれ

眸
郁

岡本眸
紀伊郁子
福井泰子

スーッジーンズ和服Ｔシャツ
囲碁将棋生き甲斐にする停年後

泰

大月西女

眸

雪の菫さに撲る隈笹

眸

轆轤自在に鶴頸の壺

剣玉の技決めし子の得意顔

平成二十年十月十日首

平成二十年十一月十四日尾

田

二]

紀

︵於・岡本宅︶
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西眸〃じ西眸じ西眸

西紀眸紀丙眸子じ

町あげて芸術祭の開かれて

味はひながら酌める冷酒

泰

眸

郁

暮れ遅き日に捲るアルバム

幸せのせて立てる初虹
花便り記念切手も美しく

ゥ打ち合はすプランに入れる富士登山

すり寄って来るうちの三毛猫
公認が成るか小泉チルドレン

泰

金沢の太鼓に浮かれ踊り出し

西

ナゥチチと鳴く色烏の声ここち良く

スポーッ界はヤング活躍
突然に想ひを告げる喫茶店

眸

郁

甘えて鋤ねて焦らし嫉妬す
狐火のちらちら揺れて眉の月

免れた壁がなんと抜け道

高木じゅん

〃

遠き潮干に遊ぶ人影

胡蝶舞ふ夢に目覚めし花の下

貝

﹃モネの帆船﹄

八醤川・ころも連句会ｌその一Ｖ

歌伽

あかとき

矢崎藍捌
矢崎藤型

ナォ春鰯どっと重たき定置網
海神様はきょうもご機嫌

タンホイザー指揮のタクトは天をさし

燭蛾の羽も狂おしき恋

またこの年も平和はるけく
還らざる者待つ心たそがれに

往復切符そっとポケット

凌霄の散る散る果ての閏の闇

金秋のモネの帆船出航す
佐礫ふさ子

ぼくも辞め君も辞めたか首相の座

繁原敏女

石川葵
芥本守枝

旅ゆけばグランドキャニオン月青し

ヴェールを透かす暁の月

森間しげる

ぽつりぽつりとつまむ枝豆

長坂節子

ハングライダー秋爽のなか
ナゥ栄転も左遷もはこぶ引越屋
介護施設に過去のあれこれ
″

枝

雪ん子と雪まろげする夢を兄む

大道芸人飛ばす風船

ときにさびしい点滅信号
激つ瀬に花の渦巻く矢作川

武
膝

︵於・豊田市美術館又日亭︶

平成二十年九月十六日首尾
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絶え間なく団栗落ちる音聴きて

ゆっくり顔を洗う三毛猫
家元の白扇すいと収めたる

幼児も正座涼風の縁

ゥ町あげて地産地消というけれど
また変えたのねメールアドレス

母に似て小悪魔のような娘です

弾か

葵

君が好きだと狼煙まっすぐ

る

砂丘より砂丘に消えるパイプライン

女

ふ

女

誰皿

冬の月相槌をうっ九官烏
焼き芋売りの声の遠近

枝

名医でも外れてほしいときがある

る

タラップ降りるライス長官

煙草吸いたい酒も飲みたい
はらはらと日照雨のかかる花衣
ケータイ小説売れてうららか

美
恵

る節藍女子女ふる葵節枝藍葵女節る〃葵

ハ豊田・ころも連句会ｌその二Ｖ

﹃白無垢の﹄

蓬餅ほうじ茶たっぷり頂いて

繁原敏女捌

石川葵
間瀬芙美
繁原敏女

女

″

ゥ月涼し口笛の橋渡りゆく
蛍見つめるお下げ髪の子

芙

谷本守枝

何やせん源氏の君がこっそりと

〃

葵
葵

ナォミラノからベニスへの旅企画せり

理学博士の過去がちらつく
おくれ来て餅花飾る上の座に
﹁越の寒梅﹂探すパソコン

女

葵

女

芙

女

忙中閑の編集部長

守

芙

黒猫の瞑想をする屋根の上

芙

ブラックホール不正飲み込む
あれこれと引かれて細る年金者

まんまるな消ゴム転がる廊下まで

相対性理論で結ばれ

墨鮮やかな床の掛軸

白無垢の顔凛と春社

も

巣立ちの烏を送る祝唄

，
し

薫風を受け山峡の里

秋隣回覧板に又計報

あのこと本当ビルに鳴く虫

抱かれた夢はたったいつかい
あどけない仮面の下の恋ぼくる

本を閉じれば柚子の香れり

市民税登録料と払う月

紺のズボンに愛用の下駄

ナゥひょっこりとひょうたん島になりました

四方の山々笑う如くに

花嵐潔しとも哀れとも

︵於・桜花学園大学五一三教室︶

平成二十年四月十五日首
平成二十年五月二十日尾
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源

芙守芙葵〃芙守葵〃芙

ハ豊田・ころも連句会ｌその三Ｖ

ｌ明雅忌ｌ

源心﹁風狂の旅﹄
風狂の旅始まるや竹の春
帰る燕の越えてゆく峰

稲垣渥子捌

菊人形姫の骸の現れて

移り香になお君を慕いつ
銀河系二人の影が浮遊する
三段跳びで逃げるこそ泥

生姜味噌舐め干す茶碗酒

仁丹の看板残る旧街道

東明雅

ナゥリーダーの高き理想を聞かまほし

花の枝上野の森の琳派展
登校の列追いかける蝶

雲雀揚がりて山のくっきり

巾川慶子
小野芳梅
石川葵
深津明子
葵

葵

谷本守枝
稲垣渥子

枝

直

平成 一十年十一月十八日首
平成 一十年十一月三十日尾
︵於・桜花学園大字五一三教室︶
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大釜でしめじ飯炊く月待ちて
片手で叩くパソコンのキー
ゥアイラブュー差出人のない手紙
ゆだちのごとく落ちてくる恋
あの世まで引き連れていく片思い

イラクの兵器見つからぬまま
シーソーのように株価は変動し

梅

負け組も同じ筵の花の宴

葵

〃

寄せては返す浜の松原

明

上目遣いの猫のうららか

慶

梅

舟一つ残されており翁の忌

頑固に守る創業の味

ナォアンティークの腕時計して弥生尽
たっぷり滝れた熱いカフェオレ

梅

慶

月照らす我が半生の罪と罰

醒酔笑にはまる長き夜

福
井

渥梅直渥葵慶葵明子枝

ハ横浜・柴庵ｌその一 ｖ

八重むぐらしげれる里の村起こし

古き軒ばに光回線

有明の釣れたと見えしワカメより

霧たちのぼる芋煮鍋物

１００

４７

８７

まだ酔ひながら補陀落の寺

ねばねばの箸より落つる水戸納豆

１０

５０

３６

１３

３７

加
藤

鵜
沢

圭

は

亀

八
千

３０

初懐紙パロディー一十八韻﹃心あてに﹂
賦百人一首

中尾青宵捌

知るや知らずや故郷の父母

君がため十月十日の岩田帯

３０

９５

３７

電柱に貫きとめし五十雀
口先ばかり憂きは公約

３５

おほけなき民エステ繁盛

９７

６１
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心あてに庵に掛けなむ大根注連 ＊２９中尾青宵
初版下も憂きものはなし︵咄とも︶
３０小林節子
２５城倉吉野
名にし負はば李杜の友雀撚りて来よ
３２黒住尚子

チルドレン花ぞ昔とうつむける

８９

２０淀川し評み
９波乃ゆたか

１１木村ふう

防衛汚職に弱りもぞする

ご用心焼くや渋谷はガスの洩れ

６２

８４

６あまんお玖美

朝茶マスコミ烏のそられに

八百魚篭に︵比丘尼か︶玉と散り／︑

６４

２８

宇治の川霧絶え絶えに這ひ

外圃けふ此処の辺に匂ふかな︵九重か︶

椿咲く冬ぞさびしき人魚浜

ながらへぱ小池百合子に嫌はるる

４６一一神あすか

４３武枝幸子

１２海部用済

５ふ
２か

３３切石嘉代子

平成二十年一月十二日首尾︵文音︶

都
築

つ

しがらみの便風邪のかけたる

わびぬれば空港灯る衛士か誰
我が身世にふるひとは胱惚
住之江の岸にボートの外れ券

行方も知れず妻の俳個
かささぎの渡せる橋か瀬戸渡る

肥効くときぞ秋は豊作

雨の朝蜘蛛の通ひ路掃除せむ

衣干したら健康マシン
逢ひみての昔を笑ふ鬼やんま

しづこころなくＢ面の恋

これやこの尼の土産はうなぎパイ １ ０ 野
昼は燃えつつ夜はどうじゃな ４ ９ 宵
あだ波のかけしも裾はほころびて ７ ２ 尚
１９節

脚のふし問で蟹の喚笑へる

鈴
木

子ぱ宵女野宵代宵野み幸か済幸節ふ野代尚ふ

ハ横浜・柴庵ｌその二Ｖ

現代連句三十六韻﹃草いきれ﹂
加藤亀女捌

淀川しじみ

中尾青宵
加藤亀女

父の罪我が答も込め草いきれ

夏あの空の蛸壷の壕

省エネ球でねぷた灯籠

木の洞に木喰仏ほほ笑ます

松茸そだつブータンの鄙

母も子も釣瓶落しに深寝入り

あなたで丁度十万人目

下界より浮き立つ風のかづら橋

裁判制度少し他所ごと

月の地をネットで一エーカー予約

藁づとの納豆糸の引き具合

ぬくく淋しくほろほろが鳴く

オンドルに客の集まる鍼灸院

田園にはじめて目覚む雑木の芽

鈴木圭子
城倉吉野
森川淳子

山房に番の鳩が棲みついて
風いたずらにめくる詩の集

少年らいつか大人に天高く
オリンピックの主役はつらつ

小林節子
里化尚子

新刊本はどれも読み掛け

私の好きなこの街の匂い

平常を紙のアートに剪り取って

名が出世せぬ淀の味噌汁

一什粋壮朋二什缶叩函︵文音︶

鵜澤八千代

儘即

水野禾甫
亀

宵

渡辺柚
秤

啓女たちに若きも混じり白拍子

荒れ畑なれど麦蒔くは良き

帝のお召そろそろの頃
打掛に隠れ一句を辻の札

下水掃除のホース仲ぴきる

革命を叫び崩せる壁の意気
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節柚亀節禾尚代柚

宵．〃み圭野淳

八名古屋・栄連句サロンｖ

半歌仙﹃時雨忌﹄

時雨忌のきれいな空と思いけり

頬被りして大根を引く

ご自慢は兄と揃いのジーンズで

正木勝彦捌

二村典子
正木勝彦
間瀬芙美
典

山内多美子

克

福井直子

川原に残る青いビー玉
隠すなら月の兎の耳の裏
紅葉酒などちょっとたしなみ

月涼し調べはるかにノクターン

幟旗ゆれ近き夏場所

ひとまわり弁当箱をおおきくし

大人になれぬ恋の火遊び

典

多

直

芙

典

芙

″

多

ワ三度笠刈田の道を急ぎ行く

迷うことなく追う麻薬犬

ヒットメーカー夢は無残に

荒れる海デッキでひしと抱きついて

竹島でおとなりさんとじゃんけんし

多

矢崎藍

執筆

羽色あざやか錐の一声

老いらくの神舞い出ずる花の中

春の嵐はかあさんのよう

︵於・桜花学園大学栄キャンパス︶

平成二十年十一月十一日首尾
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ハさいたま・さくら草連句会ｌその一Ｖ

新入生胸に名札のまぶしけり
春日久

小野シ

松本杏

﹃新入生﹄

見上げる軒に鳴けるつばくろ

松本杏花捌

大型の液晶テレビ春闘けて
︑ン

青山満

木口

満
杏

久

︑ン

満

久

久

木口

満

久

杏

︑ン

バッグに常備頭痛胄薬

炭焼く煙あがる山里

三日の月雲のあわいに冴えざえと

妻を連れ海外赴任のロンドンへ

今もやっぱりかっこいい彼

横顔にガキ大将の悌が

ゥ秋祭り小若の法被寸足らず
交差点にはゼブラゾーンも

玉蜀黍の焼きもほどよく

それぞれに釣果自慢の月の宴

淡水真珠彩もあざやか

仙

重き足札所巡りの宿に解き
先ず一杯と地酒ふるまう
枝垂たる花は湖面に影落し
谷間素早く渡るうぐいす

ＢＧＭは故郷の曲

ナォ艶もよく田楽味噌の仕上がりて

偕老同穴届く願いに

土井さんが無事に帰還のエンデバー

袴能には家族総出で

密やかに愛の余韻の蛍火を

犬の首輪は赤いローラン

吹きぬける風さわさわと遊歩道

これからは離島医療に夢を賭け
にらいかないに馳せる想いは

﹁かぐや﹂から眺むる地球青い月
フォークダンスのリズム爽やか

買うても読まぬ本がまた増え

ナゥ米櫃に溢るるほどの新米が

春の障子に映る団藥

母子家庭フードバンクに救われる

勅使門開かぬままに飛花落花
部おどりに同期︾うち連れ

平成二十年四月九日首

土
屋

実シ満久シ杏久実満シ杏満久シ杏久満シ

︵於・浦和コミュニティセンター︶

平成二十年五月十二日尾
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歌

花子子花ズ子子子ズ花子子花ズ子子ズ花

郎ズ子子ズ花子郎子ズ花子子ズ花子子ズ

ハさいたま・さくら草連句会ｌその二Ｖ

小野シズ

歌仙﹃蓑虫何を﹂

ゆれゆれて蓑虫何を思うらん
松澤龍一

木之下みなみ捌

部屋よりもれる月光の曲
木之下みなみ

龍一

小林しげと

眼裏にあっという間の流れ星
ようやく豆の煮える頃合い

卒業生は島を出て行く

ナォ選り分けし粒の揃った種浸す

フラスコ降れば夢が膨らむ

栄誉なりノーベル賞をトリプルで

もつれもつれた恋を探しに

スペインへもしもクイズが当ったら

伝法が仇な姐御の宵まつり
焼酎を叩りっのる妖しさ

一病と仲よく生きて喜寿迎え

シズ

金木犀の香り漂う

ナイターの中継終わりコマーシャル

子らの浴衣の揚げをおろして

みなみ

なんとはなしに時刻表繰る

ナゥ五百重山越えて小鳥の渡るころ

ここは関宿水門を撮る
弓張りの月城跡に資料館

ワ猫が来てやたらに爪を研ぎたがる

しげと

みなみ

︵於・浦和コミュニティセンター︶

平成二十年九月八日首
平成二十年十月八日尾

背戸の流れを上る若鮎

外に出て皆なと花の鬼ごっこ

並べて遊ぶさくら貝など

街騒を見下ろす階に住み慣れて

シズ
龍一

すぐに機嫌を直す諄い

地球儀を回して決めるハネムーン
ふたりが濡れるどしゃぶりの雨

龍一

しげと

パチンコで稼げば替える調味料
炬燵にもぐりエイリアン見る

宇宙船回遊しては凍る月

しげと

シズ
みなみ

碧眼の僧心経を諭す

シズ

かすれたるひと筆描きの竹の軸

酒欲しくなる啄木の詩

龍一

マイカーを磨いてあすは花の旅

淡雪残る庭の片隅

シしみシしみシしみシしみシしみシしみ

ズとみズとみズとみズとみズとみズとみ

げ な げ な げ な げ な げ な げ な

７↑

フー

１

ハさいたま・さノ＼ら草連句会ｌその三Ｖ

﹃三十棒﹄
大久保風子捌

寒雀飛んで磑には影もなし

無双連子に初時雨くる
大久保風子

木之下みなみ

松本杏花

小林しげと

孫の指差す団子屋の旗

仁村俊子

おおきくなったらゴールキーパー

みなみ

しげと

風子
俊子

ナォ園児らの別れ惜しみつ雛流す

浮世絵風の美人振り向く

そういえば趣味は切手のコレクション

俊子
風子

みなみ

鬼やらいする年男なり

しげと

腰紐をやさしく解く厳つい手

人の顔さえ見ればなく猫

平成二十年十一月十二日首

しげと

みなみ

俊子
風子

みなみ

しげと

風子
執筆

︵於・浦和コミュニティセンター︶

平成二十年十二月三日尾

風子
俊子

つくろいし網干し終えてのっぺ汁

原稿はまだかまだかと留守電に

遅筆庵とはよくぞいいける
いざよい
既望が東寺の塔にほんのりと

富有柿をばお裾分けされ
ナゥ競いしは町内会の菊花展

しげと
みなみ

漆黒のピアノが鳴りてティータイム

酪農家とのハネムーンとか
羨ましたとえ世間は不況でも

杏花
風子
俊子

春夕焼けはグラデュエーション

あの山越えて烏帰るころ
花の雨兵役のない貝ならば
風子
俊子

杏花

青写真には四ＬＤＫ

後添いの里に残した娘がひとり

みなみ

杏花

ゥ桟橋を打つ波白く秋閾けて
軒すれすれに曲がる江ノ電

甘い水もて蛍呼び込む

今やマンモス生き返るかも
目眩して筑紫哲也はもういない

みなみ

しげと

馬柵を気負って駆ける若駒

日本中がいずれデジタル

しげと

選びたるワイングラスに涼し月

たがいに自慢しあう黛釣

旧交をあたためている月の宴

芭蕉忌や師より授かる三十棒

仙

けざやかな風邪に迷いぬ花の道
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歌

八松山・佐久良連句会ｖ

﹃水中翼船﹄
井門可奈女捌

孫の生長互の夢と

ナォ田楽の味噌の良き味母ゆずり

元知事もタレントとなり笑いとる
どこまで上がるガソリンの値段

公園の犬の散歩の顔馴じみ
項互いに手を伸ばしいる

宵待草の土手の真中に

蛍狩り誘いの電話にはずむ声

奈

上野千艸

井門可奈女

見渡す島に萌ゆ柿若葉

後朝の去り思いたち切り

移り香の甘く切ない香りして

ゥ休日を一日ついやし障子貼り

畑を耕しまきし大根

奈

千

奈

千

ナゥ松茸の御飯の匂い家中に
ブリキの戦車高値付く今

ウナジ

ピクニック家族そるいて車にて

千

声のパソコン安くて早い

薄い給料少し不満げ

千

奈

平成二十年五月二十日首

平成二十年六月十日尾

︵於・生活文化センター︶

摘み草遊び今日も日暮れる

花前線北へ北へと進み行く

紙面騒がす参事の凄さ

濁酒酌む同窓の友

白熱の句座の部屋にも月覗く

海外の彼の姿に胸打たれ

オリンピックスピード水着ゆるされる
″

奉示

得意気なゴム飛び写真見つかりて

千

奈

千

﹁王子王子﹂と若者騒ぎ

本不

飛花落花花嫁衣裳降りそそぐ

野道行くほろ酔う二人月冴ゆる

テレビ番組楽しみとなり

千秋の想いとどかぬままに
上手投げ得意満面笑み浮かぶ

千

手作り弁当むすび大きく
月光ゲに守られ暗の山下る

奈

水中翼船奔りに奔り初夏の海

仙

お玉杓子の泳ぐ小池に
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歌

千奈千奈千奈〃千奈千奈千奈千奈千奈千

八束京・鹿の会ｖ

歌仙﹃野辺静か﹄

野辺静か人待つごとく彼岸花

集落照らす有明の月

路面電車とろとろ秋の蝶乗せて

髪を結べるバンダナの柄

男やもめが習い焼く皿

ナォ頬杖をつけば聞こえる鐘おぼろ

ピピシと走る恋の電流

たちまちに妙齢の弟子あらわれて
宮下太郎捌

白樺の脇道入れば野天風呂
木曽の宿屋の岩魚塩焼き

廃線の復旧目指す打ち合わせ

嶺武志
竹花美代恵

潰し合う与党野党に歪む月
人寄りあえば秋風も立つ

階太鴉狙い定めて

残されしお稲荷さまに油揚げ

アウトレットも近くオープン

中西昭子
西山真樹
岡松達夫
藤井治
山本房子
治

アニメ映画の舞台拡がる

昔どおりに守る里山
目印の一本杉は健在に
昭

卜

︵於・後楽園︶

︵後半文音︶

亀の鳴きいる蓬莱の島

平成二十年九月二十三日首

平成二十一年一月吉日尾
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太

執

半そでの親子手を取り渡る橋

風にはためく氷やの旗

ナゥ道行けば飛びついてくる草いなご
達

ワ長江の流れを映すガラス鉢

武

眉根を染める一献の酒
篤姫の攻略婚は恋となり

美

真

虚と実のはざまに揺るる花見舟

見えぬマグマが押し上げてくる

麻生内閣前途多難な

怪獣を形どったる岩の面
月寒しくつさめしたる人は誰

達

昭

治

武

右に左に紅白の幕

クリスマスキャロル魔女も交れる

屏風絵は太閤様の花見らし

房

配役も決まって幼なの遊戯会

かがり火映ゆる今日の春宵

呂

筆太房美治武達昭太房美治武達昭郎真美

ハ相模原・慈眼舎連句会ｖ

赤田玖實子

赤田玖實子捌

歌仙和漢行﹁長橋の月﹂・標咽韻

○

糸蜻蛉止灰○

滴りの色も早緑竹林
服部秋扇
臼杵瀞児
横山わこ

帰省子の書の軒や大の字に
パッチワークを縫うて穏やか

小島七重

ナォ災害の村へ炊きだしのっぺ汁

無頼の徒志士を狙えとつけ回す

巾を利かせる京の仕出屋

兄弟悲一一相剋一○

經求毘帯越

砂洲灼折し摘○
蚊帳責一異國一

直面で齢あきらか能楽師

翁の頃も恋の落書

後日雛我飾○

今年酒君勧

叢雲切れて月は閃閃
わ
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勝

流星破三小塞一○

名月覆二長橋一

ゥ菊枕文を忍ばす時を得て

ナゥ核家族共に棲むのは甥と犬

平成二十年五月十三日首

平成二十年六月十日尾

︵於・相模原・桃天樹︶

夜絃瀞一一櫻墨一○

朝歌韓一一花景一

ぬくぬくとして士甦える

鍬羅望一一山陵一

海外旅行ちつと沙汰やみ

扇
わ

美男蛇穴惑○

勝

七

″

勝

わ

扇

七

″

深淵覗愛極

知育尋一一知識一○

宝探圖隠し箱

扇

日永に遊ぶ﹁あの児はだあれ﹂

花の中迦陵頻伽を飼い慣らし

一輪車をみそなわす神

饒舌表三鮮レ仁一
寡黙秘二淑徳一○

角巻の目だけが外に月は冴ゆ

たよる雪竿握るハンドル

〃瀧七〃扇淋〃扇玖七〃瀞扇七扇海玖扇

ハ岐阜・獅子門ｌその一Ｖ

短歌行

遺吟脇起﹃﹃
蜂 朧月夜﹄
大野鵠士捌

ナォ春の宵丸い誰の心地よく

松の枝影低く這ひたる
五代目の誕生祝ふ月の宴

ゥ羅に草蛙姿の修行僧

占ひといふ頼りたきもの
細波にほどけむすべる花筏
遠山に乗る雲のうららか

新酒の首尾はさぞや上々

海昏く寄せては返す波の音

恋の地獄を覗く悦び

夫も子も孫もある身をふと忘れ

足元注意螺旋階段

早野さと子

各務支考
大野鵲士
矢怖初美
芝とよ子
竹下一峰
松野弘子

ナゥコンビニでなんでも買へるそぞろ寒

水風呂に夢見る朧月夜かな

氷あづきにミルクたっぷり

各務恵紅
澤井国造

縄新しく繕へる垣

このままに二人の時間止ってよ

西田日圭ロ

子雀のもの音にっと飛び立ちて

期末試験はきっと零点
何事も個人情報保護法が

清水青瓢

快速電車乗換の駅

猫の背筋の伸びて穏やか

石田一邑宙︒

天蓋 と 大 樹 を 仰 ぐ 花 筵

都踊りも近き街中

竹中定男
井Ｍひろ
高松正水
蒼井遙
宮本輝子

Ⅲ中日沙子

河合はっ江

成瀬貞子
松橋慎吾

後藤キヌエ

伊藤百雲

執筆大山功

︵於・大智寺・獅子庵︶

平成二十年三月二十三日首尾
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ハ岐阜獅子門ｌその二Ｖ

鑪吟脇帷﹁置炬燵﹂

日和定まる垣の柊

住つかぬ旅のこころや置炬燵
一斉に雀の群れの飛び立ちて
帽子目深に軽くジョギング

防波堤今宵の月に酌み交す
ごろり寝転ぶ虫の音の中
ゥ大寺の大樹を這へる蔦紅葉

語り継がるる渭姫のこと
逃げるから追ひかけたいのどこまでも

エステ駄目なら次は整形
一回で読み捨てらるる週刊誌

炭酸水の色の無き色
絹雲の折々隠す月涼し

ピアノに譜面立てかけたまま

肖像のカイゼル髭に睨まるる
煙草のけむり帯となりゆく

遠近の山畳なはる花朧

ほっこり煮ゆる鮠の佃煮

ナォ姑に長くつかへて春憂ふ

朝と寝る前薬欠かさず
客船はあと半日で喜望峰

堀部比呂美

樋口かほる

測村春陽

則竹美津代

金と心はいつも不可分
主なき城に臭ほうと鳴き

伴野加代子

松尾芭蕉
大野鵠士

ただひっそりと竜の玉あり

ルーレットには強い合方

武仲登志春

現象を皆数式に置き換へむ
ノーベル賞を淡々と受く

川ゆるやかに流れゆくまま

その先は右折禁止でございます

親の望める公務員とか

伊雌百雲

村岡美智江

ひろ

キヌエ

古川聖人
村井枝葉
岩越昊代
松原英
松原政行
蒼井遙
尚島順子
松橘五笑

読めざるは恋の手の内胸の内

藤塚晶子
矢橋初美

ここからは見ることできぬ月の裏

大野鵠士捌

早野さと子

ナゥ新しき背広の衿に赤い羽根

風吹かば風に遊ばむ花吹雪

︵於・笠松町・杉山邸︶

執筆瀬尾千草

平成二十年十二月七日首尾

造化の声を聞くもうららか

菊人形の語る目の色
井口ひろ
宮本輝子
富田美佐子

後藤キヌエ

大山功
松原洋子
小栗知柚
田辺桂月
片桐栄子
佐橋季題

清水青瓢
角田道子
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ハ岐阜・獅子門源氏の会ｖ

歌仙﹃土偶の目﹄

蔦紅葉ぽっかり開く土偶の目

河合はつ江捌
河合はつ江

ナォ胸中に虚も実もなし仏生会
園児の乳歯まだ抜けたまま

じゃんけんぼんみんな負かしてにっこりと

新幹線がおらの村にも

どこか物憂げ麻服の人

バンガローあちら赤屋根こちら青

あら大変夫と彼が親しげに

くっきり残る腕の爪痕

植ゑたばかりの若き糸杉

泰然と微笑み返すマリアさま

つづれさせとて庭の片隅

岡本満智子

船渡文子
本屋良子
瀬尾千草

二百十日も無事に過ぎゆき

月まどかいつもの席に酒を酌む

月の夜思ひつく事みなメモに

主婦と作家の間行き来す

小坂五百子

青木久美

懐手した裏のど隠居

江

五

計枕癖十一一一叩一汁﹃訟叩雷︵文音︶

見上ゐる竜馬の像に花吹雪
春のショールを纒ふ夕暮

秤
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三つ星の鮨屋の鮨の届けられ

葦戸を通し吹きぬける風

どこかで母の呼んでゐるやう

ナゥ蜂の仔取り手柄話に輪ができて
文

このところ落語の良さの見直され

文

荷を満載の帰り来る舟

したたかな外交重ね北の国

安サラリーの定番の蕎麦

満

井早

満

久

良

江

ワかろやかにショパンの調べ連弾し

揃ひのリボン姉と妹

自転車の寵に忍ばす恋の文
雲母の森に君を抱きしめ
踊り出す烏も小人も動物も
タペストリーは少しほころび

花浴びてふと角帽の日の記憶

久

商ひの声の飛び交ふ寒の月

遠くの山に架かる初虹

草良満江五良草文久五満草良五江文草良

ハ岐阜・獅子門蕊杖社ｌその一Ｖ

繼吟脇雌﹃しぐれよ﹄
瀬尾千草捌

公羽

ナォ春風に帽子の羽根のゆれつづく

凱旋門に残る傷痕

江

昭

神山初子
伊藤弥生
宇野久恵

貞

十段の石段下りて裏通り

霜焼けを労り合へる恋心

たけくらべてふ物語害く

メタボの彼とすする雑炊

地球とりまく温暖化急

森川淳子
松尾博雄

人々をしぐれよ宿は寒くとも
瀬尾千草
本睦良子

アメリカを変革の文字埋め尽す

江

たまらなく君に甘えてみたき日ょ

蒼井や唾

綿雲浮かぶ真青なる空

ハートのマーク爪に鎮め

田中啓子

黄昏の光に溶くる花大樹

︵於・ドリームシアター岐阜︶

執筆

辛早

生

嶺

昭

折り癖の著き和服をたたみゐて

岡本満智子

ジーンズ好きのラフな装ひ

小坂五百子

子の任地より届く絵手紙

船渡文子

葡萄酒の栓ぽんと開け月を待つ

おんそはかあぴらうんけん祖母唱へ

波の間に揺れつつ昇る望の月

河合はつ江

文

傾き咲ける冬菊の白

おかかを入れて握る新米

五

デジカメの消去ボタンを押しつづけ

昭

おほむらさきの幻を迫ふ

焼き松茸の香り微かに

ナゥやや寒の駅前広場急ぎ足
現代アート玻璃に描かる

満

ゥ秋祭り須佐之男の木偶操らむ

成瀬貞子
竹内昭子
後藤嶺子

時鐘はけふも刻を告げをり

パソコンでいとも気楽にショッピング

ででっぼうぼう碓鳩の啼く

大橋龍宇

後藤キヌエ

文

満

城跡の椎の上なる月涼し

富田美佐子

青木久美

平成二十年十一月二十一円首尾

しゃれた名前のフレンチの店
蝋爽とアルファロメオを試運転

ビオラ奏づるうららかな午後

黒猫の背しなやかに伸び
思索する脳科学者の花の窓
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ハ岐阜・獅子門蕊杖社Ｉその二Ｖ

短歌行﹃ふれ夫太鼓﹄
蒼井遥捌
蒼井甲琿

岡本満智子

本屋良子

濠端をふれ太鼓ゆく名古屋場所

汗まみれなる白き半纒
良

青木久美

名物の饅頭の餡練りあげて
アイポッドにはレゲエ︒ボサノバ

や唾

満

″

良

や琿

久
︾唾

マリオネットの糸が絡まり

ナォ煮凝りのプルンプルンと皿の上

爺さまは兄弟喧嘩成敗す
据ゑ膳つひに食うて候

ヒースの丘の少し秋めく

ウェディングベル高らかに鳴り渡る

十六夜を魔女の箒のさっと掃き

ぽとりと落とす猿の腰掛
ナゥ内憂も外患もあり大統領

東奔西走休む暇なし

遠足の子の列のふくらむ

花の門潜れば展く宙の蒼

︵於・岐阜鋳物会館︶
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ゥ黒潮の岬に出づる望の月
ひょんの実吹いて奴のあらはる

秋団扇イエスかノーか判じかね

泰西名画謎の微笑み

隣人を愛せよと言ふ福音書

羊の群に見えぬ一匹
奥座敷餅花飾る陣屋跡

威儀を正して年の酒酌む

平成二十年七月十八日首尾

満遥満良久満遥満〃良久良

八大垣・獅子門麗水社ｖ

鑪吟脇雌﹃久﹃ご︑もいノ﹄

折々に伊吹をみては冬ごもり

田辺桂月捌

公羽

田辺桂月
清水青瓢
新町恵子

掛大根を揺らす風音

見知らぬ人と交はす挨拶

五十川直靖

新しきダム湖にはやも画架立てて

時計台照らしてをりぬ月今宵

船長さんの握る大トロ

滝沢郁子

瓢

久世竹水
松岡裕子
高松正水
沢井国造
福永常子
早崎都
広瀬雅女

道の片方にまろぶ団栗

羅の柄扇描かれ

潮騒の寄せては返す浜の宿

どさくさ紛れしかと抱きあふ

スポーツ紙パズルの解は恋となり

届くメールに絵文字いっぱい

ゥ庭石を望む茶房に惜しむ秋

月涼しオカリナ流る苑にいで

佐々木嘉代

名和よちゑ

﹇月

高木君栄

若作り巣鴨地蔵へそぞろ行く

句碑巡りたるうららかな昼

の

客待ち顔のタクシーの列
水分の流れに乗りて花筏

宙心

雅

伊藤錦石

ナォ手作りの蓬だんごをすすめられ

間香の窓よぎる烏影

加藤渓草

靖

筆を摺く紫式部たをやかに

秘密基地出入りする児の冬帽子

ゑ

郁

樹齢千年洞の膨らみ

ドラえもんにも分ける焼芋

大橋正子

ジェラシーといふ喫茶店満席で

目と目で合図つと外へ出る

常

都

戸田華笙

水

燃え上がる銀座の恋の物語
素知らぬふりの愛染明王

合掌の郷平等に後の月

生垣

草

ちんちろりんと虫の鳴き初め

ナゥ漢どち薬缶から呑む温め酒

笙

水

ノーベル賞のニュース飛び込む

安楽椅子世の変転に遠くをり

伊藤百雲
執筆裕子

欠伸しながら猫の留守番

市制祝ぐからくり人形花の中
終の住処に生るるてふてふ

︵於・大垣市圓通寺興行︶

平成二十年十一月十六日首尾
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八東京・下町連句会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃九輪のバラ﹄
赤田玖實子捌

小野誠一郎

伊藤哲子
並木丁途

赤田玖實子

月涼し仰げば影も眺めいて
鵜飼佐知子

九輪のバラの和みやティールーム

絵の具を買いに街へぶらりと

ニ階の窓辺流る夏風

クローゼット使わぬままの旅カバン

綿虫が飛ぶ午の北国

誠

丁

伊藤藪彦
臼杵勝児
高山英子
桜田野老

結婚式を寝言にも言う
鶴青とピンクの靴くわえ
阿波踊もし巡礼もする

ゥ燗熱く居酒屋に酌むひとり酒
ちょっと気になる着流しの奴
遠い瞳で夢みるように宙を踏む

戸を細く開けてしみじみ宵の月

勝
彦

老

佐

哲

玖

口笛吹けば満ちる秋潮
震度四活断層に動きあり

蓬餅にはほのと塩味

英

手古奈見し景その儘の花大樹

でんと構えた殿様蛙

平成二十一年五月二十七日首尾
︵於・本八幡コーヒーハウスポエム︶
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八東京・下町連句会ｌその二Ｖ

伊藤哲子捌

半歌仙﹃クラ︑ンツク︑ンヨコラ﹄

さまざまの鉢植え並べ宵涼し

南風の中を集う連衆

珈琲とクラシックショコラ楽しみて

ゥ孫達の運動会にカメラ提げ

月清し大樹の影の長々と
流星の尾に願い一つを

鵜飼佐知子

小野誠一郎

並木丁途

赤田玖實子

伊藤薮彦
臼杵源児
伊藤哲子
高山英子
桜田野老

ケータイ電話ハートマークで

ピアノの音色揺り椅子に聴く

制服で恋愛談議盛り上がり

彦
哲

何故か不倫をしてみたくなる

漉

荒川土手に野蒜萌え出し

旧制は酒・詩・煙草三とせ程

むなしき限り党首討論

玖

誠

哲

老

英

花の綱つないで世界和やかに

佐

丸雷は想いのままに命賭け
お役所ばかり門松の立つ
連れ立ちて恵方詣の月円か

回転木馬動き出す春

平成二十一年五月二十七日首尾
︵於・本八幡コーヒーハウスポエム︶
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ハ杉並・四宮会ｌその一Ｖ

歌仙﹃土用太郎と﹄

中林あや
山口美恵
坂本孝子
遠藤央子
梅田實

中林あや捌

放課後の工作室を照らす月

孝

秋山志世子

荻窪駅土用太郎と降りにけり

子らの駆けくるコスモスの原

そっと楽しむ壺のいろいろ

ナォ衛兵の噂りまとふ大使館
訓練された犬のみごとさ

付き合ひの酒切りあげるタイミング

知らん顔して手洗ひに立ち

夏の男はなぜか性急

写真帳整理しばらくかかりさう

ミス宇宙しんそこ魔女は愛らしい

まだ当分は逝かぬ住職

ふたりくるまるポリのじゅうたん
けちなのに柚子湯ざぶりと溢れさす

名月の橋それぞれに隅田川
音ひそやかに蛇穴に入る

ナゥ母さんの濃いめの味のきのこ飯
ポストイットをすぐつけるくせ

︵於・桃径庵︶
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しゃれた造りのメロン売る店
セロの弓うねりを高く低くして

ゥ秋祭洗へぱ消えるタトゥー入れ

央

夢も背丈もひとなみでよし

借りっぱなしベストセラーの推理もの

宙心

世

仁丹匂ふくちづけの痕

その目線恋の手管と知りつつも

孝

平成二十年七月二十一日首尾

ももいろの花たっぷりの山日和
わたくしだけの風のぶらんこ

通勤電車いそいそと乗る
凧の巻き上げてをり新聞紙

や

世

孝

實

蠅捕りリボンキッチンに吊る

月光そそぐ切畑の葱

イチローのヒットは野手を擦り抜けて

央

實

郊外の瀧酒な家へ移り住み

なにはともあれ運気良好

壺必

花の雨傘のひとひらそのままに

フォークの背へ載せる豆妙

央や世孝恵世央〃孝や恵世孝央實孝恵孝

ハ杉並・四宮会ｌその二Ｖ

世吉﹃垂直の﹄
鈴木了斎捌

草の縁の初恋のひと

ゥ冬薔薇の墓に心を埋めかね

一点豪華ブランドの服

暗号は好きの度合ひのアドレス帳

ラムネ玉すぽんと抜いてゐる少女

辻の地蔵のびしょ濡れで立ち

雨降りに駆け足でゆく裏通り
鈴木了斎
式田恭子

八十八夜旨き茶を飲む

時計だけ動き続ける無人駅
歴史が歪むダリの絵の中
戦禍の地癒せと贈る花の株

分ける金魚に月のきらめく

酔うて月夜に出逢ふ輩

訳もなく気まづくなった旧き友
脳科学者の髪はもじゃもじゃ

垂直の銀河の裾の麻布かな

林鐵男

たかくするどく馬の噺く

松島アンズ

山本要子
野口明子
横山わこ
青木秀樹

唐黍の稔りのよきを嬉しとて
チェス試合コンピューターが相手なり

尻尾まで入る鯛焼の餡

持って生まれた人格の丈
百名山踏破せんとて山仲間

鈴木千惠子

伊藤哲子

内田遊民
上月淳子
山田政利
倉本路子
佐藤榮市
峯田政志
鷺山京子
金子泉
西田一枝
近藤蕉肝

棚町未悠

佐々木有子
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ナォ水 紋 の 広 が る 鯏 糾 の シ ン フ ォ ニ ー

ソフトチームは金メダル獲る

操縦桿引き蒼弩の高みまで

峻嶺越ゆる烏の隊列

独立を求め民族蜂起せり
三寒四温ョ−グルト食む

母子息白し川中の島

惠
ン

かく生まれかく裸木の如く生き

あばらの次はどこをくすぐる

のれんの奥に福砂屋の主

一枝

淳子
秀樹

ナゥ賑やかに友と酌みゐる鐙日和

ふるさとの街を市電が走り抜け

淳子

蕉肝
了斎
路子

千惠子

坂を登るが健康の素

しあはせと壺を授ける教祖さま

真っ紅な鶯も替へる産土

舞ふ花も歌も絶えない店先に

春の香りを刻む根三つ葉

︵於・麻布十番たぬ吉︶

平成二十年八月二十二日首尾
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洗礼の御名はマリアとヨゼフなり

フランス映画いまは懐かし

焼肉の煙目にしむ別れ時
風になびいてみせばやの蕊

お能よりジャニーズがよい老いの月

口吉田橋

川 榎 永 商

了あ秀アわ明榮哲豊千あ和吉豊

斎や樹ズこ子市子美子や美文美

ハ杉並・四宮会ｌその三Ｖ

桃径庵和子宗匠八回忌追善

歌仙﹃右薬の﹄
巧薬の同じ顔して咲きにけり

式田恭子捌

式田恭子
石浜美々丸

林鐵男

開けっ放しの窓に涼風

腕時計分解掃除趣味として

丸

ナォお蚕は星降る南部曲屋に
ふっと忘れる三番の歌詞

パリ祭までに嫁ぐ約束

謹慎後鳴り物入りで復帰する

金貨の裏に悌をみる

恋苦きノートルダムのガーゴイル

みな振り向いた大鷲の音

この山に帰る兎の足跡が

三人姉妹喜寿を迎へぬ

昭和から酒を力に生きてきて

古城にて舞踏始まる夕月夜
カシオペア座に旅人の夢

松島アンズ

ア

恭

紙コップにもイニシャルをつけ

小烏指さす背の幼児

︵於・桃径庵︶
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月影が池の面に斜にささる
ワ知らぬ間に巾をきかせる馬の市

娩馬故郷に向いていななく

ナゥ追分の標あたりに木の実降る
恭

男

藁の筵にかぼちゃごろごろ
遠征の夫には言へぬこの秘密

昨日なかった雪間見つける

こっそりと香りをかいで餃子食べ

グラデーションの春のスカーフ

四代の渡り初めなる橋に花

丸

ア

男
丸

チャットルームで情のやりとり

少林拳を東月の中

ア

恭

纒足の靴をみがいて頬につけ

荒波でひとつはぐれた鮪船
株主総会まづはパネルで

男

恭
丸

平成二十年五月十八日首尾

開けゴマ音なく開く自動ドア

ひそひそひそと声の階段
お花見の衣裳競ひて母と娘と
暮れかぬる村古きバス行く

ア男丸恭男ア恭丸ア男丸恭男ア恭丸ア男

八大阪・紫薇の会ｖ

歌仙﹃月の沖﹄

はし
石きざ階
の数おぼえゐし蹄に

代

生

茨木和生
西野文代
岩城久治
加円由美
澁谷道

澁谷道捌

狐火炎ゆるところとかいふ

月の沖ひかり崩れてゐたりけり

ゥいつの間の雲の雪にかはりゐし

治

風の来し名残りの蚊帳の鎧鳴りて

顔馴染なる犬が雌きくる

ナォ真桑瓜重く大きな荷となりて

雲走り過ぎたる火口湖に出合ひ
おかみ

肩の雨粒手で払ふては

板前が女将になれとささやきて

上昇飛行のジェット・エンジン

アラブの地図を見せて誘ふ
没薬と乳香に酔ふ夜もあらむ

月に供ふる何物もなき

声あげて団栗独楽のまはるたび

二見浦を染むるしののめ

あしうら

袖をきりりと立ち働ける

文債果たし寧き草むら

砂噴ゆけば去年より繁き轡虫

美

牧場の起伏なだらかにして

持ちネタをさらひ噺家にぎやかに

ナゥ再開の赤福買ふに徹夜とは

今日こそと打ちあけるべき片想ひ

生

道
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人魚掻き上ぐその木の葉髪

有楽町にて春樹を待てる
轆轤まはして吾を見ぬひと

茶事になれたる春の閑けし

花の雲屏風のごとく山聟え

︵於・大阪・住吉︶

代

平成二十年二月十一日首尾

治

ステッキをはじめてつかひ知りしこと

ひひなの酒の苦味よるしき

道

美

むらをさ

産土の高き古巣に月繊ぐ
村長の鬚花のかがりに

ひちりき

しばし聴く余韻消えゆく事業の

生

代

なり

地獄坂極楽坂とクロスして

治

天寿全うせむとする形

夢見の悪しきここいく日か

道生美治代生道治美代生道美治代生道美

紺 紺 久 是 じ
野 野 我 行 ま

笙妙修正
愛

妙修正笙愛妙修正笙愛妙修正治子吉一

八富山・樹氷連句会ｖ

いぬじま正一捌

い

歌仙﹃凌霄花﹄
のうぜん

凌霄花の炎かぶさる地蔵かな

青田の中をたどる巡礼

鴉うごめく人気なき寺

ナォひそやかに希望を告げる蕗の薑

破れても愛着のあるスニーカー

祭の牛に紅白の綱

五輪招致で回る外つ国
夏木立中世の城神秘めく

君をいち途に未だ独身

手拭を裂いて鼻緒をすげくれし

︐団走る錦繍の谷

みめよしと三女が先にもらわるる

月見よと呼ばれて出れば大きくて

餓鬼大将も今はよきパパ

新蕎麦なれば何はともあれ
ナゥ白球を高きに呑んで天高し

時の鐘打つ蔵の町並

長押にはずらり貰った感謝状

牧の水辺にあそぶ若駒

花愛でる涙ながらの花粉症

秤鰄二に千坪吐盟一十一一朋露︵文音︶
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立ち話時を忘れて弾むらん
世界記録へ期待ふくらむ
ずんだ餅月が食うたか皿ばかり

闇にひと声あれは鯛

時計横目に化粧念入り

ゥ佐渡の朱鷺野に放たれし秋彼岸
初恋ははるかかなたへ押しやりて

十日早しと初雪の文

すねていながらしなだれる艶
とりあえず上着を脱がす料理店

あどけない笑み車椅子の子

まんまるの月もサッカー見てござる

これで六度目慣れた引っ越

盆栽に父の猫背の偲ばれて

春山スキー話まとまる

祝杯は隣の花を愛でながら

ぬ

妙正修妙愛笙正妙修正妙修正妙修正笙愛

八東京・湘南吟社ｌその一Ｖ

百韻﹃子の春﹄
大船の丘に衆生をいつくしみ賜いて

一家揃って祝う大福

子の春や観音慈悲の笑みを垂れ

小林静司捌

小林静司
土屋実郎
今村苗
和田忠勝
和田ひろ子

原崎弥生
高島幸子
和久井八重

日本よりも涼し熱帯
白檀の扇子の香り快く

古き雛を出して並べる

いとしさを秘めて佇む花の森

ピンで押さえた蝶の標本

ニォ春雨に蛇の目の傘を傾けて

江戸しぐさなる狭い横丁
碁敵の帰った後に棋譜眺め

他に趣味なき父の面影

犠牲者が出てから直す危険箇所

大観覧車港見下ろす

海亀の産卵守る柵出来て

富士詣には婆々もゆこうぞ

神主の目尻の雛に励まされ
カンボジアまで送る鉛筆

魅せらるる少女はいつか小悪魔

年甲斐もなき熱の入れよう
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木枯の海に漁る船出して
聟える峰に舞い上る鳶
上棟も終えし頃とて樽の酒
親しき人のオルゴール曲

手籠に盛りし秋の七草

藤井弘美
横山わこ

細りゆく月に名残の虫が鳴き

たて結びなりエプロンの紐

ゥ障子貼る姉さんかぶりよく似合い

久良木憲

花魁の長い煙管に朧月
うかれし猫の渡る軒端

秋山よう子

鉢合せする恋仇らし

一一ゥ桜蝦これみよがしの厨口

出るわ出るわの社保庁の膿

繰り返される奥の念仏
銀行の番号変えて年号に

速藤尹希子

ろ

三﹂

彦

坂川武彦

ぶきつちょがかわいらしいと一目惚れ

風が過ぎゆく裏山の径

時代屋の女房いつもおっとりと

耳に残れる犬の遠吠

吉と出るみ銭通りの相場にて

夏の月世界隈なき旅の地図

重彦ろ美ろ苗勝重幸苗美ろう重苗ろこ幸憲苗勝弥郎

潭身のショットが消える藪の中

姉歯の松も枯るる陸奥

人気知事どぎやんかせんといかんぱい

秋のビールで伸ばす売上げ

大川のたもとに昇る小望月

皆爽やかに勝手補聴器

手を叩き密林の象飼いならし

寒紅をひく休息の時

柱時計のネジののどけし

筏流しの若衆の腕

一一一ゥ春一番手櫛で撫でる乱れ髪

逆玉は承服出来ぬ珍しさ

長持唄のひびく正調
万世に一系天皇誕生日
不況脱出寒気和らぐ

スローライフは長生きの素

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩエコに取組む地球人

東京湾上花火炸裂

沸きかえる月の浜辺の西瓜割り

時烏夢のさ中を過りゆく
鬼がつかみし妖怪の魂

同封切符銀河鉄道

知らぬ間に密輸片棒かつがされ

鎌倉盤踞愛し御著書

ナォ何時も笑み何時も静かな敦子さん

海の教会鳩の飛び立つ

世阿弥能あの世この世と変幻し

藁草履ひとつ失せたる長の家

合気道にてダイエットする

氷踏み来し雪女にて
君が為重きを選ぶ寒卵
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花嫁のあくまで白し綿帽子
焼いてしまった文の数々
ニォ世の中は良いことばかり表沙汰
当巨
万劫末代一呼い吸
の間

落柿舎に去来の墓の小さきこと

国文祭は国体の陰

阿波踊り踊り明かして阿呆連
笑っているぞめくるめく月

入選の祝いに届く新走り
両のホッペにキスマークつけ

何もかも袋に入れて許す彼
子午線はダンケルクからぶら下がる

内閣改造噂浮腰

黒牛眠る丘のなだらか

おばんざい壬生菜京菜とグルメ味

藤
沼

和

尹ろ苗彦司う重司憲幸こヱこ郎勝こ苗郎尹弥う憲苗

勝こ弥苗憲美ヱ美幸郎こ苗尹重こヱ重弥ヱ勝彦幸苗

見事に渡る大蜘蛛の糸

吊橋の吹き上げてくる風涼し

よく出来ました算数の積

少子化のせいか産科は店仕舞
テロも戦さも止まぬ世の秋

月の裏﹁かぐや﹂に青い地球出る

自転車辛き山坂の道

ナゥサラリーマン辞めて菊師を継ぐことに

風車の影に突進の槍

︵於・生涯学習センター玉縄︶

平成二十年一月六日首尾
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国境の町に噺く鱸馬の耳
本棚に古典新訳積み重ね
名水汲んで炉塞ぎの茶事

時折間こゆ頬白の声

花盛り谷戸の奥なる侘び住居

ヱう尹憲司苗ヱ幸郎こ美勝る憲

八東京・湘南吟社ｌその二Ｖ

青時雨忌追善正式俳譜

歌仙﹃俳譜連歌﹂

綾の波立つ羅の袖

浄土からの付句なりしや青時雨

正座して刀の打粉も涼しげに
拭きこまれたる広き濡れ縁

坂田武彦
士屋実郎

速藤尹希子

小林静司
和田忠勝
今村苗

赤き筋子を舌で楽しむ

月出れば形を変えて雲流る

ナォ盃かわす東風やわらかに頬撫でる横山わこ

蛇穴を出て向かう広き野大場梅子

遥けくも夢から醒めて埴輪武者原崎弥生

命の電話悩む時直ぐ高島幸子

車椅子押してはじめて知る段差和久井八重

目と目が合って恋が芽生える鈴木善春
抱かれれば海の男の匂いして高木桜子

船虫走る一瞬のこと久良木憲

宇宙士の旅立つ空に丸い月引地冬樹
未来をひらく彩の爽やか小林しげと

カーナビのそこは曲がるな肌寒し川野蓼艸
モディリアーニのかしげたる首東條士郎

赤田玖實子

春日久子

散らしてはならぬ口伝を花とせん宗匠

北の大地は早き雪解け松本杏花

ナゥ三浦さんエベレストニ位おめでとう伊藤哲子
蛭海停雲子

枠に年書く日本ダービー前田明水

小張昭一

予感ときめき上がる心拍

サミットの主たる議題は温暖化宮下太郎

ゥ打ち明けた話と誘う萩の苑

藤沼和ヱ

山口良子

除夜の鐘ラップロックとコラボさせ

藤井弘美
柴田寿賀

百年続く寺の後継ぎ

ナナハンの送り迎えはアッシー君

譽え上手な中国の民

和田ひろ子

︵於・浅草伝法院大書院︶

座配坂田武彦

執筆鈴木善春声明関口真流

知司今村苗配硯春日久子

脇宗匠抱虚庵忠勝配硯和久井八重

宗匠松濤軒静司香元和田ひろ子

老長松浜亭実郎花司高島幸子

平成二十年六月一日

鈴懸の咲く思い出の道執筆

ひとり子を後生大事に育ていて

補正三

鶴荘重に月に羽ばたく
知床を唱いし人の長き髭

神童という噂たちたる

口井暎子
秋山よう子

花アーチ奥の宮殿ロマネスク
ライトァップに惜しむ春宵
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八東京湘南吟社ｌその三Ｖ

歌仙﹃木瓜の実﹄

木瓜の実や無骨に我を主張せる

和田忠勝捌
秋山よう子

藤沼和ヱ

内井暎子

胸騒ぎするモンローウォーク

ナゥ神棚に供えて鎮座母子餅
肩上げをする下手の長糸
往来の茶壺道中このあたり

政治経済空気読めない

ウインクにその気になった伊達男

八百八町大江戸の火事

閻魔様やっとこ持って着ぶくれて

古井戸にまつわる話聞きながら

双子の姉妹天高き夢

宝物探すロフトに月射して
ＬＰ盤の渋いジャケット
和田ひろ子

豆をひく背なに月影やわらかく
久良水宝暦

ヱ

和田忠勝

春

暎

敬老の日の里の賑わい

好きこそ物の上手なれかし

ナゥ秋場所に威信をかける相撲界

結びさよりは朱の椀に映え

愛情を注げば松の枝振りに

幼帝の笛朧々に

舟楽を遊ぶ舳先に花の波

秤唖一一什蓉サーー朗二十型朋雷︵文音︶
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棚に並べる蝉の抜け殻

大場梅子
鈴木善春

キャンパスの芝生に友と寝転がり

汗もしとどに語る哲学

三人寄れば砧定めなり

ワ難しいことさておいて糘食う

嫉妬の炎もてあます夜

キー叩く指先までも愛おしい

︑つ

聖地に尽きぬ争いの種

る

新雪を抱く甲斐の峰々

こくこぐと血潮の如き赤ワイン

月照らす運河を渡る長元坊

勝

梅

︾７

ヱ

憲

旅行記は写真と俳句あしらって

ボクハゲンキとパパに着信

貧困の異郷の空へ花吹雪く
土匂う野を駆ける野生馬

ろ憲うヱ暎勝梅春暎ろヱう勝憲春梅ろ暎

ハさいたま・白河連句会ｖ

歌仙﹃ふるさとの駅﹄
吉成正夫捌

荒井美三雄

河山克貝
藤田とよ

よ

商店街を過るつばくろ

ふるさとの駅降り立つや川笑ふ

弓のポーズのヨガを練習
叢雲の五彩の縁に今日の月

貝

瀬谷智恵子

さやけき部屋に古書を総く

夫

占成正夫

泥沼に入るイラク戦争

子

ひな壇ｈめる勝ち組の人

ナォ闘鶏をちょっと覗き見古希の旅

伝説の末喬いまも平家谷

ポインセチアの映ゆるキャンドル

はんなり言葉いつか身につき
河豚さばく免許の額を飾りおく

来し方を語る媚は誇らしげ

胸の奥なる罪の数々
男性の遍歴重ね直木賞

記念パーティー義理で出席
目標はカーナビが決め二日月
腕に覚えのくい独楽をする
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贈られしアネモネの絵を掛け替へて

ゥあ な 憎 し 後 れ 蚊 打 て ど 逃 げ ら れ る

つかの間の逢瀬の窓に明けの星

ナゥ休耕の水路埋めて秋収め
野鳥の数の年ごとに減り
クラス会がき大将の紳士面
龍甲メガネふさふさの髪
員
雄

マリア像肩に花びら降りしきる

︵於・大宮高鼻コミュニティセンター︶

拝聴二什嘩皿即一什止叩頤︵文音︶

春手袋に切手一枚

子

よ

雄

よ

年経るほどに募る恋しさ

新宿の天井桟敷夢のあと

ナナハン飛ばす青白き頬
夏の月洞門を抜け仰ぎ見る

員

夫

元気かと座敷童を招きよせ
田吾作どんの尽きぬ珍談

夫

海酸漿をお土産にする

大地なだめてわたる初雷

手を入れて座禅の寺の花明り

よ夫雄員よ雄夫よ員夫雄員よ雄夫よ員子

八四日市・泗楽連句会ｖ

歌仙﹃柿一樹﹄
岡本耕史捌
伊膿干
岡本耕

柿一樹金色となる夕落暉

賜の高音の響く里山
水谷今早

西川一目

豊作のうたげに月の影さして
火吹男の面つけておどける

球場の壁覆ふ青蔦

髪付け油ふと匂ひけり

ナ八坂より四条大路の春霞

小雨そぼ降る夜の駅頭

物陰に何の談義か果てもなく

到来ものの大岩魚焼く

藤椅子にまどろむ母の老いにはか

口説く積もりかなどと茶にする

気前よく秘蔵の酒の封を切り

愛人の時代もあった二重顎
曲がりくねって続く道程

今日の月海より昇るとき赤し
かえり見すれば渡る雁がね
ナゥ秋深し故人を語り和尚泣く

いまも変はらぬ土壁の径

ひっそりと火入れを待てる登り窯

受賞のほまれ名工の技

江は碧に山笑ふなり

コロネードめぐれば花の舞ひ遊ぶ

一十四日首

−147−

今年また緋鯉のふえた屋根の上

誰を待つのかひとり才媛

ゥ黄昏にシャンソンを聰くカフェテラス

歌仙絵の伊勢は帷に身を隠す
ポチャリと魚の跳ねる古池

昔ながらの美味いどら焼き

十丈の城の石垣天に反り
風邪をひいたか大喧する

月あげて寒稽古いま剛に

北の国一糸乱れぬマスゲーム

十年十月

十二日尾

︵於・四日市市文化会館︶

十年十二月

平平
成成

紙の兜ですごむ腕白

ゆるゆると犬に曳かせて花堤

蜆汁出す飯屋混みあふ

秋央沙央沙史沙秋沙央〃史秋沙央沙史秋

沙秋史〃沙秋史〃秋沙秋史沙史沙史沙秋

八東京・深大寺連句会ｖ

歌仙﹃野麦峠﹄

電車待つ間も励む脳トレ

名和未知男捌

ナォさざなみの志賀はけぶりて義仲忌

周航の歌口ずさみ漕ぐ

運動もゲームで済ますご時世に

免罪符のごと万歩計つけ
石庭の砂掃いてゐる霜の朝

柚子湯の妻の頬のうつくしき

直

子

お薦めの海辺の宿は星五つ

たかが支持率されど支持率

堕ちてもいいと熱き息吐く
暮れなづむ坂の途中の物思ひ

坊

千年紀宇治十帖はまだはるか

喜寿にして人恋ふることなほありぬ

月皓々とけふは躁の日
新走り抱へ親友尋ね来る
菊薫る部屋烏鷺の戦ひ

名和未知男

涌井夢民
小林公直
川峪陶子
山縣端坊
商橘武彦

ナゥ演説も顔もオバマにゃかなはない

山深くして柿熟るる里

民

かりがねや野麦峠へ道分かれ

関取めざす古本屋の子

男

雨の降る夜はそっと寄り添ふ

着ぐるみを脱いだ貴方にひと目ぼれ

男

鎮守社に露店は並び花万朶
大試験子は自信あふれて

秤雌二に寸斡才岨一十軌肥密︵文音︶
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月青しひらめく曲を書き留めて

にっと笑まふは狐狸か女か

ワ懐炉など買ひて暮雪の街をゆく

皆つどひ銀婚式は華やかに
ときどき魚のはねる水音

民

朝な夕なに違ふ噂り

病葉降りて村は鎮もる

彦

夏の月イカロスのごと昇る影

彦

坊

子

直

依然気になる食の安全

おふくろの味噌の匂ひのなつかしく

春風に乗り法螺の慨す

人知れず花は咲き満ちいつか散り

坊彦直子男民彦坊子直民男坊彦直子男民

八東京・成城連句会ｖ

歌仙﹃樫若葉﹄
南総の到る処に樫若葉
卯波の寄する白き燈台

校庭にバレーのボールはずませて

臼杵瀞児捌

博物館に恐竜の骨

ナォＳＬにあこがれる児等風光る

堕ちる覚悟の紅をひく夜

古代語の石碑に賭けしこの命

目出度くも白寿と卒寿子沢山
スナックバーに天使魚住む

御大層リボンかけたるメロンあり

臼杵瀞児
荒井華心

訪ねゆくシルクロードの月皓と

サンバのリズム踊る若者

有名企業すべて赤字に

ごめんなさい又救急車呼びよせて

浮世の義理に欠けるこの頃

片山茂樹
原円安恵
大森道生
佐島和人

安恵
道生
茂樹

何処にも神御座しますうまし国

平成二十一年五月十六日首尾

︵於・成城クラブ︶

絵凧に字凧負けず挑戦

孤を楽しみて案山子翁立つ
ナゥ出荷待つ新米高く積める庭
割田容子

しづけさの中亀鳴くをきく
花人を見下ろし浮かぶ飛行船
慈

道生
和人
茂樹
道生
安恵
勝児
華心
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テレビ中継準備完了

ほの暗く皆既月食闇に溶け

鬼の捨子の声の間ゆる

ワ秋遍路思ひ立ちたる事のあり
コスモスゆらす艶やかな風
この町に君と僕とのパウリスタ

時計の針を留めし語らひ
深酒に我を忘れし別れの日

正規社員も身分危ふき

月冴ゆる頼りなき灯の絵蝋燭

寒鴉ゆさゆさ人影のなく
どうせなら余生楽しく過ごさうよ

良寛様の仮名ののぴやか
花前線押し戻したる名残り雪

春のスカーフ淡き七彩

玄
玄

児生子恵人

人恵樹生子恵

人子恵児樹

亥
玄
JL、

づし,

勝道容安和

和安茂道容安

和容安瀞茂

八松山・清流連句会ｖ

歌仙﹃初座敷﹂
鉄斎の書軸の品ンや初座敷

春着の袖の匂ひ華やぐ

戒能多喜捌

中野かずえ

戒能多喜

十

信

重荷となりぬ選手宣誓

ナォ蒼弩を遥かに消えし戻り鴫

健やかに恩師傘寿を迎へられ
給付金などわしはいらんぞ

いつの間にやら降り積る雪

七匹の猫と炬燵に篭る日々

ちゃっかりと居留守決め込む若夫婦

ナゥおだてられ案山子をどりを二度三度

新人類も今や還暦

しみじみ語る茸刈りのこと

立ち寄りて久しく月に酌み交し

﹁失楽園﹂は神とサタンと
自家製の生マ蜂蜜を贈られて

白洞かぎ里

藤原十重
石丸信子
永井政子
石丸静月

恒例の趣味の集ひの楽しくて
パッチワークのバッグ完成
昼夜分かたず鳴きしこほろぎ

幼馴染と日帰りの旅

倦きることなくメール応答
混迷の世の行く末を按じつつ

魚島現れて暮れなづむ瀬戸

子は宝とぞ思ふ温くとさ
記念樹の花は庵を包むほど

平成二十年十二月二十五日首
平成二十一年一月二十七冊尾

︵於・清流庵︶
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玻璃越しにほのとさし入る月の光ゲ

ゥ本堂の忘れ団扇を取り除き
叱られて叱って情の深くなり

里
か

政

里

イミテーションのダイヤきらきら

不況の波が襲ふ列島

月

ジャンボくじ買はねば当たる筈もなく

郵便受けに絡む青蔦

か

政

察シ

峡に棲む友の電話の懐かしく

十

雲脱ぎて梅雨満月は朱に彦み

母の散歩に車椅子押す
風が組み風が崩せる花筏

また口遊む惜春の歌

月か信里信十か月里月多十信月か十里多

ハ仙台・せんだい座ｌその一Ｖ

歌仙﹃風に乗り一

風に乗り風に吹かるる胡蝶かな

入学の子のあと先になり
春の山やまびこヤッホウと応へきて

萱場健之捌

中島房子
伊藤南三
佐藤無風
將生芥子
登場健之
佐藤阿房
伊藤鈍

鰈えんがは好む食通

ナォ春の海旅のをはりの鴎どり

夢からさめて深呼吸する

小女子も梅干婆になったげな

ましろなるゆきいちめんのゆき

﹁風水﹂もご利益のなき冬の朝

そのとき彼女すこしも騒がず

携帯は圏外表示地震襲ふ

夫婦善哉織田作を読む

たをやめにあこがれてゐしやさをとこ

時雨が濡らす買ひたての靴

信号を待つ問に仰ぐ宵の月

途切れ途切れに犬の遠吠え

ナゥ焦げ癖のつきし鍋茄子南瓜炊く

恋文横丁全盛の頃

右隣空き家左は代書人

朧の空にふはときえゆく

シラノにもノラにもなれず花のゆめ

平成二十年四月二十一ｎ首

執

︵ 於 ・ エ ル パ −ク仙台セミナー室︶

平成二十年六月三十ｎ尾
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まぶたに浮かぶ父の髭面
とくに見る月にはあらねどなぜか見る

茂りてうとまる風船葛

ワ秋深し下手の横好きギタリスト
目のやり場なきピンクのドレス

ひと口のカクテル恋の味がする

朝刊を買ふ駅の売店

親授式煙めく日ざし満ち溢れ
ワーテルローのウェリントン伯

ナポレオン烏抜け思ふ夏の月

汗だくで見た古い映画館
兄弟で筏組みかへ木場ぐらし

このあたりから翁旅立つ
老もよしかさねがされの花ごろも

赤い床几の日ながのどけし

芥鈍南房無阿健芥鈍南房

筆鈍阿南芥鈍南房無阿健芥鈍南房無阿健

ハ仙台・せんだい座ｌその二Ｖ

歌仙﹃秋深し﹄

謡ひつ歩む静かな月夜

秋深し空き家に今日は灯のともり
菊名人と言はれてからは精が出て
あれさんかぶりで天麩羅揚げる

餌をくはへて夏燕すいっ！

萱場双魚尾捌

健之改

萱場双魚尾

佐藤阿房

芥

ナォでもどりの娘はぐちる春日永

はやぱや終る昼前のロケ

村の鍛冶屋はとんてんかんと

明治村月月火水木金金

デパートで母と内緒の氷水
アオキミアイスタ方の虹

人の名を端から忘れ日々好日
八十路翁のうきな恥づかし

きらめく海面遠ざかる船

なにもかも捨てて悔ひなき旅衣

砂浜に我泣きぬれて月に吠え

秋を主張し木犀香る

︵於・エルパーク仙台セミナー室︶

平成二十年八月十八日首
平成二十年九月十五日尾
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ふうりんのちりりと風の通り道

阿

伊藤南三
伊藤鈍
中島房子
蒋生芥子
佐藤無風
双

六段の調べ奏でる百鬼園
珈琲豆を軽やかにひく

足音聞いて離れる二人

ゥ酒問屋人待ち顔の若旦那

南

ポトマック河畔うららの花便り

ナゥそぞろ寒銭出してみる寺の庭
暮れなづむ池にさざ波が立つ

身に覚えなき目の野良ニャンコ

雨やどり飛び出してみてまたもどる

鈍

双

春眠さます蒸気船来る

房

妊州

芥

久し振りおねしょ布団と良太郎
いつの間にやら仙台くっちゃ

漱石忌倫敦塔は月を負ひ
葛湯を友に胃弱に悩む

飛行機雲は一直線に

南

阿

街のはづれに霞む豪邸

その先を考へてゐる豆のつる
桜花散りそこなって闇屋なり

無芥房鈍南双阿無芥房鈍南双阿無芥房鈍

八東京・草門会ｌその一Ｖ

け

かたち

ば巳

浜崎浩

なほ
宏子
なほ

春眠子

西川なほ
川下宏子

川地春眠子

山地春眠子捌

胡蝶﹃それはさかさま﹄

一蓋を加へむとすも秋蛍
衣被なと手ぴねりに盛る
敬老日白寿は英語あやつりて
月光ひしと受け止められし
刀身の反りゆるやかに端正に

決して開かぬ伝来の筐

ナカ遠めがね夢の像を探りつつ
﹁お頭それはさかさまですよ﹂

春眠子

春眠子

宏子
なほ

″

浩

なほ

宏子

浩

好き嫌ひ嫌ひ好き好き嫌ひ好き

なほ

つばきあやな
椿
姫彩菜は青学仏文

ふたえみえ

三重三重煙幕張りて引きこもる
ごきぶりを打つ顔を見られし
浜木綿に触れて江ノ電曲り来ぬ
ゲリラ豪雨がさっと上がった
リーマン社員荷物担いで帰るなり
﹁猫︵男の子︶﹂探すビラ貼る
くに

故郷恋うて海豚笛吹く月の海

魚藍観音西方に佇つ

ほど

ウラ蓬莱へ旅立ちしまま三千年

浩

春眠子

なほ

なほ
宏子
なほ

︵於・東京文化会館︶

夜毎ペネロプ編目解きつ
中世はペスト戦争魔女異端
隠れん坊遊び鐘の霞みて
花筏橋下の暗さいまさらに
紙風船の舞ひつ打たれつ

平成二十年九月二十日首尾
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八東京・草門会ｌその二Ｖ

村松定史捌

ナォ鮎の子を奇術のごとく取り出して

ずんだ餅なら五分で出来る
錠剤を馬に食はせるほど貰ひ

はちす

うはぱみ

子彦浩子彦浩史枡こ彦史こ子彦

二十八宿﹃狐矢﹄
そら

村松定史
葛城真史
大家雅子
大橋俊彦

全天覆ひつくすＵＦＯ
月光を浴びて蓮の開く音

大寒や氷二尺の宙の色
卵を割れぱ冬の引力
正方形がこんがらかった

穴澤ル︶こ

書を置きて見る朝冷の窓

げいしや

鯨舎あがりで酒は癖蛇

あかときやまなみ
ナゥ
暁に山脈走る甲斐信濃

霞か雲か尻に帆かけて

たふさぎ

出世は弾むとんとことんと
ガス糸で織った揮売り出され
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野を行けばふぐら雀が肩に来て

雲上をいま満月の過ぎるらし

牧内斗枡
浜崎浩

ゥちちろ鳴け異国民謡しみじみと

俊彦
雅子
真史
雅子

虹の橋から落っこちる人
鳴神は女形の乳に編されて

菊人形が流し目をする

アニス酒の濁り加減に汝に我
舌にころころ香るぬくもり
狐矢が折れて砕けてこなごなに

︑可〃１日

止口

︵於・東京文化会館︶

結界に猫うづくまる花の宴
硯の海に触れるてふてふ

平成二十一年一Ｈ十七︑首尾

定斗と俊真と雅俊

雅俊

雅俊

ハドソン河に不時着水す

開帳の権現の青花吉野

東風に吹かれてやや若返る

と斗

こ枡

ハ寄居・埣啄会ｌその一Ｖ

歌仙﹃春嵐や﹄
春嵐や物を思うも疎ましく
鯏叫の紐解けにぎやかな池
召し上がれ難のお客に招かれて

石川光男捌

市川美代子

石川光男
町冊節子
柏原知子
柏原和宏

白磁の壺の値如何程

ナォ朧ろなる京は絵巻の美しく

懐メロのラジオ歌謡の聞こえくる

髪も吐息に震えたる夜
千年の愛
を誓える菩藤堂
なぼし
北斗七な星
何を見つめる

座右の銘は忍の一文字

春日山上杉の軍雪覆う

大屋根に物言いそうな鬼瓦
どこまで伸びる青き瓢箪

後の月仰ぎて生涯一学徒

大祖父讓り眉の濃き顔

南の空に渡る雁が音

のち

杉野辨一郎

ナゥ秋祭り仮装の吾子の愛らしく

給付金不備は書類か手続きか

和宏

島崎和子
山鳥光子
眞下草笠

花埋む肩のふれ合う通り抜け

平成二十一年三月二十三日首
平成二十一年四月二十八日尾

ね

ノ
、

光和光節和知辨和知節隆光美光節辨草節

代

︵於・よりい会館︶

長閑かに明ける里の畑々

のぼ

龍の上りて雲のきらめく

和子
光男
光子
美代子

節子
和宏
節子
知子
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昔庄屋の吹抜けの部屋
城山に昇る月影瀬に砕け
かげろう

草艀蜥の草に沈めり

ゥ馬肥ゆるメタボ気になる体脂肪

しみじみと見て仕舞う鏡台
背に書いた好きに気づかぬ素振りして

びたせん

すったもんだの末に別れる
縁台で一手を見ている夏の月

賭けし錐銭熱き開帳

自由自在の道を極める

紅格子無頼の酒徒の昼下がり

あるじ

主自慢の猫を撫で居り

扁額の恩師の文字の品高く

都踊りのョオーイトサァ

花吹雪鯉の背びれの浮き沈み

巻

男宏子子子子郎宏子子昭子子男子郎笠子

ハ寄居・埣啄会ｌその二Ｖ

歌仙﹃夏の海﹄
大仏や山を背負いて夏の海

切り通しにも緑滴る

外人の姿も多く見えるらん
赤きりボンの犬が舌出す
花火師の吐く息映し月渡る
あかり

夜業仕事の賃機の音

ゥ窓灯うすばかげろう透けし翅

新酒を食めば酔いはほろ酔

吾が心裏も表も知りし君

石川光男捌

市川美代子

柏原和宏
眞下草笠

遠き身内に五輪のメダル

ナォ道すじは誰がつけたか雁帰る

辨一郎

知子

︵於・よりい会館︶

石川光男

知子
節子
草笠
光子
草笠
節子
和宏
和子
隆昭
和宏

〃

美代子

草笠

″

節子

純真なるが故に泣く羽目

豊かなる胸に視線の集まりて
ほうずき

青鬼灯を鉢に枯らして

少年のままに征きたる兵の墓

懐石料理味もそれぞれ

しび

講和会蝉れた足を持て余し

平成二十年七月二十八日首
平成二十年八月二十四日尾

春眠浅く夢の一炊

花疲れ乗せて静かにバス発車

黄昏迫り風は凪ぎたり

カラオケで一人芝居の見得を切る

世界遺産の歴史訪ねる

むなかたしや

湯をたぎらせて新蕎麦を打つ

指を折りつつ捌く宗匠

父想う背戸で拾いし栗三つ

川柳の世相風刺の巧みなり

町田節子
柏原知子
島崎和子

ナゥ月天心銅板葺きの宗像社
〃

節子
和子

美代子

知子
田島光子

杉野辨一郎

辻境お地蔵さまの挺掛け
柿のすだれに夕陽輝く

讃岐うどんに卵おとして
月凍てて兎の姿くっきりと

美代子

八巻隆昭

解散風の止まぬ昨今

永田町狸狐の住むと云う
産婦人科医もてにもててる

城山の外濠越えて花吹雪

和宏
節子
知子

幼児の手を離れ風船
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ハ桑名・大智院連句会ｖ

歌仙﹃縄文の土器﹄

縄文の土器に触れたる小春かな

車座となり学ぶ枯芝

生涯を俳句一途に貫きて

岡本耕史捌
小田中柑

岡本耕

ナォ春園に戊辰の役の招魂碑
負けるが勝と鉾を収める

いまもランプの落人の里

世を捨てて終の住処の裏長屋

帰る島なき鵺は哀れぞ

熱燗をすすり深夜のラジオ聞く

倒産の噂話が真実に

夫唱婦随で腹くくるなり
銀婚の旅とて重い腰をあげ
捻挫で痛む足をいたはる
蔵の町影くっきりと月今宵

蓑虫隠る城の石垣

立志の山河仰ぐふるさと

ナゥ宮相撲村の若衆のきほひたち

乱世を救ふ英雄待ち望み
日の丸眩し宇宙飛行士

二七寸嘩十叫朋二十秘叩壗︵文音︶

盃あげて一期一会の花の下
八十路の峠青き踏みゆく

拝
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手入れ惜しまぬ松の盆栽
月の夜の闇に洩れくる子守唄

座敷の隅に団栗の独楽

ゥ良寛の国の秋鰺うまかりき

年重ねても去らぬ情念

岡惚れと言はれてゐても耳貸さず

不惑の年となりし甥っ子
戦争を知らずに過ぎてハワイ行

財布の紐のゆるむ円高

月涼しひそかに笛の音のして

蛍飛び交ふ芦の川岸

商談を終へて機上の人となり

置き土産なる深き友愛

誰となく借りあるごとく花万朶

弥生の古都をひとり遁遙

耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑史子

柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕

ハ越前・武生連句の会ｖ

歌仙﹃唐いも﹄
唐いもの紫深し朝の膳
下弦の月の残る山際
芸術祭やっと演目間に合って

玄関脇のピアノ磨けり

水上潤子捌

三木蓮

石原淳

水上潤
清水季

石本士心

大谷向口

ナォ吹き出ずる若さの徴巣立烏
三人寄れど解けぬ知恵の輪

おきまりの兄弟喧嘩仲裁し

夜勤交代交番に立つ

ビルの街吹かれて来る夏の蝶

人待ち侘びる楯子の花

屋台では好みの品を分け合いて

口から口へ甘きひととき

﹁メールでは声聞けない﹂と言い寄られ

釣り糸たらす荒磯の岩

深更の割れては結ぶ後の月
紅葉かつ散る嵯峨の古寺

ナゥ楽しげに遠近の栗拾いきて

路地駆け回る自転車の鈴
少子化に餓鬼大将の姿なく
日永の縁に開くアルバム

蛙合戦天を染めあげ

湖へ花のトンネルくぐり抜け

平成二十年九月二十日首
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︵於・越前市生涯学習センター︶

平成二十年十一凡二十二日尾
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前庭に絵筵を敷くおままごと

ようやく細る薮の蝉声

ゥ菩提寺へ心ばかりの寄進もし

喫茶店へと軽い足どり

アッシー君二時間待ちに腹を立て

甘い仕草に恋の極まる

更迭に農水相の追い込まれ
屑物入れに猫がつまずき
ほろ酔いに影も揺らげる冬の月

窓を漏れくるイブの讃美歌
遠望のエルミタージュは浅葱色
江戸の丁稚の着たるお仕着せ

花吹雪散らせる腕舞扇

早慶競う春のレガッタ

潤〃糸扇淳閑扇明糸潤扇明淳糸扇子糸ヨ

扇閑宏潤閑宏閑潤扇宏潤宏閑〃扇宏糸閑

八東京・多摩連句会ｖ

ナォ流るるは硫黄の匂い浬梁西風
ローズマリーを耳たぶに着け

歌姫の腰振り踊るガンダーラ

安江眞砂女

言葉の数のまたも増えたる
竹林に灯しのありて走り梅雨

歌仙﹃さるすべり﹄

異郷に育つ愛の結晶

宮下太郎

電送の孫の写真の日々届き
朝香邸アールヌーボウやさるすべり

七賢という冷酒ちびちび

宮下太郎捌

車椅子押し過ぎてゆく夏

手に提げし寵に野菜のもり沢山
太

田中之扶子

古稀の記念に届く品々

眞

村川雅子

あたり一面背の低き稲

和洋揃えて月のパーティ
行く秋の新刊﹁植物物語﹂
蜂の子採りの里の思い出
ナゥ山懐深し洞湯に紅葉散る

ボジョレーヌーボウ今日の発売

ワンルーム犬猫人と住み分けて
東風とはいえど止まぬ不景気

︵於・都ホテル︶

︵後半文音︶

花の下笙の音色の透き通り
袖ひるがえす佐保姫の舞

平成二十年九月九日首

平成二十年十二月吉日尾
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五十年由緒ののれん守り来て

豊漁の秋刀魚嬉しき大満月

雅

太

之

ワ鴫の空胸の手術を無事に終え

眞

亭主自慢の備前水指

パラリンピック今やたけなわ

偕老の同穴というぴったりな

之

雅

姿着け大麻いつぷく

長城を護る衛兵死の近く

太

﹈呉

ＣＯ２の濃度高まり

寒月の白熊踏める波ざらら

雅

太

之

眞

教会の厚き扉を洩る合唱

昼あたたかに噴煙の島

手焼きの菓子の粋なふるまい
西郷どんついうとうとと花の宴

執

筆雅太之眞雅之太雅眞太之眞雅之太雅眞

八東京・遅刻坂連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃卒業五十年﹂
遠藤翠鶏捌

連翅ゆれる学舎の垣
武井蛙

遠藤翠

今富千

風光る異国のことばに振り向いて
仲本お

︑えん

並ぶ露店の匂ひ来るなり

横冊童

集まれの笛や卒業五十年

ま
月の下炭や鉱
の人らの町おこし
きのこ探せば鳥過ぎりゆく

千

塙於

主

蛙

於

ナォ山郷燭巨利得る人の住むといふ

夢のお告げに心浮き立ち
鑑定を見事編せり柿右衛門
川面を打って水切りの石

わたぼうしふっくらもつこり里の朝

布団にえり掛け宿下がり待つ

食べ残し﹁もったいない﹂で廃業し

齢には見えぬ婿どのの乳母
忍びつつ鏡の中に鬼女の泣く

されかうべ

安達が原に燭散り

浮世とはかくしかじかと月今宵

絵筆揮へば楓舞ひ落つ

ナゥハイカーの自分のためと薬掘り

ゆらり危ふし古し吊り橋

選ばれし種牛の群おとなしく

一汁粋程朋二什二叩蕗︵文音︶

園児軽やか二拍子をとる
花の雲青き地球に紅させり
新たなる道それぞれの春

秤
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山中︑王

消えたる思ひまた結べとや

ゥ方丈記鐇きをれば身に入みて
ほほゑみはワイングラスの向かう側
ハグしたいけどシェイクハンドで

お

童

香辛料を運ぶ隊列

蛙

五輪旗に見え隠れする獅子の顔

啼きしきる蝉昼寝促し

童

千

汗かきて大きとんかつ食へば月

下駄に素足の軽き身支度

翠

於

尼寺へ行けといはれてついその気

花は花秘すればこその花なれど
寂びれし庭にぶらんこの揺れ

鶏玉子辺女池玉子水女辺玉子水池女鶏辺

童千蛙於お主翠蛙童千於お主童千蛙お主

子辺女玉池水鶏女子辺玉池水子辺女池水

八東京・遅刻坂連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃混迷の世や﹄
田中安芸捌

となりぐに
ナォ文明も黄沙も伝ひし隣
国

大地震まで連れてくるなよ
水割はピアノの上に弾き語り
淵にたゆたひ濠つ瀬を駆け

あまがみの手馴れた術と知りつつも

思案人

有杜

丈行
有杜

一塁百一

祥風
里水
安芸

遠き島より流れ寄りしは

螺々子

山内螺々子

ジョン・万と呼ばれし日本男児なり

里水

急かず見渡す春の曙
田中安芸
半旧有杜

実験棟の﹁きぼう﹂見つめる

思案人

混迷の世や蟇蛙穴を出づ
山笑ふ新しき靴軽やかに
横田思案人

聖火台燃ゆる夜空に望の月

冷たきものを溶かす乳房よ
別れ来ておもひとどめぬ寒昴

ダイヤ変はれば別のルートで

大城里水
石原丈行
肯柳祥風

薄の原に風吹きわたり

がやさん
後の月鉄た刀
木なる床柱

ゥ刻まれて介護食なり吊るし柿

小林一号一

ナゥ静寂をなほ深み増す虫の声
座禅組む足しびれはじめて

路地裏の洗濯物に通り雨

鮴射す湖に映る島影

新庁舎窓に見下ろす花や花

何はなくともけふののどらか

件雌一一叶等匡朋二十耗肥雷︵文音︶

執筆

一塁ロー

螺々子

祥風
里水

一塁画一

丈行

お国誰りは耳にやさしく

螺々子

安芸

宴の果てて薫る木犀

金の巻き毛のリボンほどいて

螺々子

有杜
里水
祥風
丈行
安芸
有杜

思案人

アパートの裏階段にキューピッド

湯浴みする女の影の豊かなる

蚊遣くすぶる月の縁側

西へ東へ平次親分

宵宮のさざめき遠き波となり

わづかな湿り底に残れり

いまよけりや廃業ちかし霊長類

花大樹タイトロールの晴れ姿
をさなどの手に摘み草の束
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八東京・遅刻坂連句会ｌその三Ｖ

目元やさしく麿鳩となる

物の芽のふくらむ音す尾根の道

Ⅲ巾安

山縣敬

大久保風

塙於

﹃物の芽の一

水琴窟に添へる竹筒

新田透

大久保風子捌

本陣の深き軒より望の月

秀島一

芒の波に弾む子の声

於

小野酔

風
稲漿和

敬
安

透

和

足跡つずく月冴ゆる浜

毎食あとと薬分けても

酔
風

霞む宍道にヘルンを想ふ
花吹雪バトンガールの良きリズム

行李には紙風船のおみやげが

もののけが口を開けをり焚き火果つ

名画座は我が身に似たり夜もふけて

奥の 手 に ﹁ 泪 ﹂ を と っ て お き ま せ う
ロゼをあひだにひとみからませ

弥生尽草履揃へてにじり入り

ああいとほしき猫の肉球

ワ新任地稲穂黄金にたわわなる

仙

草餅かぢり風ぬくくなり

ナォ春窮の過ぎて間もなし大地震

鉄砲玉の子の便りあり

誰か知る冥王星は今いづこ

樽に金魚よこれぞ風流

うっすらと産毛の額戻り梅雨

柏木ならねど恋し移り香

ポアゾンの瓶にあのこと封じ込め

だらだら坂の先はお社

声ありや海の彼方の信天翁
少子対策産めよ殖やせよ

見上ぐればフライミィ僕をあの月に

木の実しぐれの規則正しく
ナゥデパートは一足先に冬支度

次は卒寿と喜寿の祝ひに
基﹄ワと

久しぶり実家の回りも様変はり

えきす

真空管をあたたかく聴く

人の世の夢の越幾斯か花は八重

脚絆結べば蝶の飛び立つ

拝雌一一什嘩医地一弐信叩露︵文音︶
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歌

生子陶平芸舟二生平子玉陶舟芸二生子玉

於透和敬酔和安一敬於風和酔安一透風敬

E舟平二陶平芸生二玉子平陶芸生舟子二

八束京・中央ｌその一﹀

‐

川﹄

アンモナイトの夢は惨く
姥盛りまとわりつきし花衣

訪ねきし秩父断層あらわなる

耐震構造悩む設計

とろとろとおのころ島の物語
じゅどん仰げる月の涼しさ
帰省子の寝相どったり八畳間

好きと嫌いと交差する時

秘め事のなるかならぬか君次第

旅は地酒と酌みしどぶろく
ワ走り根に紅葉かつ散る峠道
天狗笑いのわははわははと

夕近く遺跡にのぞく繊の月

大川の魚氷にのぼる流れかな
東風をはらめる柳しなやか
抽象の百号の絵のあたたかに

大

男の科理豚の丸焼き

仙

穀雨待ちつつ種を下ろさむ

宮下太郎捌
横山わ
松本木口

宮ド太
臼杵源

ステンドグラス浮かぶ母子像

ナォ雲雀鳴く第三楽章始まりて

恋だったのかあの頃のこと

ソックスのちらりと白きふくらはぎ

歩調とり外人部隊遠ざかる
蝋はぐっと尻尾振り上げ

厨の窓に東てる茶布巾

冬晴れの世界遺産にへりコプター

トランク持ちて歩く薬屋

半欠けの稲荷にあげる餅ならむ

どってこどってこ育つ松茸

かぐやより月のあばたのまざまざと

腹もふくれし豊穣の秋

ナゥ太鼓打つ縄文ぴとの爽やかに

日脚の伸びをひと目ひと目に

思いきや優先席を譲られて

︵於・中央連句会︶

けものの性を残す猫の仔

山の花お地蔵様に降りかかり

平成二十年二月十九日首尾
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歌

杏わ太勝わ杏瀞太杏わ太勝わ杏児郎花こ

瀞太杏わ太瀞わ杏瀞太杏わ太瀞わ杏勝太

八東京・中央ｌその二Ｖ

歌仙﹃江戸動きそむ一

初茜江戸動きそむ隅田川
長熨斗つけて挨拶の品
襲名の披露ひときは声澄みて
いし︺

鈴木美奈子捌

ゴッホのアルル燃ゆる太陽

ナォぶらんこを百八十度漕ぎに漕ぐ

インターネットで学ぶ世界史

坂多き黒のマリアを祀る村

会議は踊り蟻はさ迷ふ

捕まへた鯰が笑ふ地震予知

俳佃により俳諾の深まりて
少し垂れ目の三代目なの

鈴木美奈子

浅沼小葦
土艤実郎

雁渡りゆく湖の上

見て見ぬのさすが真如の月だけに

教祖病ひのまた横恋慕

手品師かわたしのハートわし掴み

上田真而子

小林しげと

葦

奈

と

数独のヒント呪文のやうに読み

全貝救助不時着の翼

︵於・中央産業会館︶
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弦改める太夫厳か

月燥々シャッター通りよぎる猫
なんばんぎせる首をのばせる

而

ナゥ秋の色カクテルにして銀の盃

女房をベターハーフと持ち上げて

奈

郎

咬めぱ咬むほど味の出る齢

ゥ老僧は新酒を隠す床の下
五戒目つむり四海平らか
起きぬけの顔に耐へねばなりませぬ

平成二十一年一月二十日首尾

火伏せの凧を買ひに初午
小紋着て歩めば花の渦の中
ボーイソプラノ弾む若芝
郎
と

葦

而

妖しの影が朽野に棲む

生活重視叫ぶ政党

ありったけ重ね着月のホームレス

包丁を研いで鰈の薄造り

奈
菫旱

三連音符弾む鍵盤

郎

図書館の窓いつぱいに花大樹

ヤマが当って見事入学

執

筆而と郎葦奈而と郎葦奈而と郎葦奈而と

八束京・中央連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃潮の青﹄
大川に満つる秋なり潮の青

今村苗捌
今村十田

行方知れずの女現れ

ナォどうしても旅に出たいな暮れの春

徒厳しきイスラムの国

柔肌の魅力全てを忘れさせ

痛む足腰包む毛衣

真っ直ぐな雪の十字路馬車駆けて

オレオレ詐欺は避けようもあり

和剛忠勝
青山満子

キャンプファイアー囲む若人

神主の語る講話をかしこみて

恐慌に身上遂に守りかね

伝え聞く田毎の月を見まほしと

勝

速喋尹希子

三百余年橋の爽やか

脚絆巻く手の急に急かされ

雁の遠音の消えてゆく涯

月球儀夜長に任せ組み立てる

レシピはいつもネットから取る

ナゥ草紅葉釣果嬉しき魚籠の中

東風を感じしほんの一瞬

先生の遺影に好きな伊万里焼

︵於・中央産業会館︶

故郷の花は盛りと母の文
霞棚引くみちのくの関

平成二十年十月二十一日首尾
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つながれた猫が尻尾を舐めていて

井田

尹

寺田

満
勝

蛍がふわと消える井戸端
ゥ掃除機を瞼らせ汗の大奮闘
セレブの妻は外面がよく
忍び逢う度に深まる罪の闇

満
尹

蝋燭の灯に揺れる観音

勝

総理の座念願の夢すぐそこに

心に何か沈む東月

勝

井田

満

尹

寺田

猛稽古九州場所のみ考えて

老いの体は酒を控える
火の山の頂に浮く飛行船

開店祝い笛や太鼓で

子供らは花のトンネルかくれんぼ

腹いつぱいに食べる草餅

尹満勝苗満尹苗勝尹満勝苗満尹苗勝尹満

奥村富久女捌

景春景智富真三景春當信真三智景春信富
久 而 久 而 久
子屏子子女子酔子屏女子子酔子子屏子女

八京都・千代の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃古今なし﹄
秋麗や雅に遊ぶ古今なし
風にそよぎてこぼる白萩
弦月の弦のはつかにゆるみゐて

隣町までお使ひにゆく

ゾウ

芒の原は果ても知られず

千信富景智真千景千智富真富真信三春智
久 而 久 而 久 而
恵子女子子子恵子恵子女子女子子酔屏子

コナカラ

昨日ライバル今日は大敵

ナォ野遊びに二合半の酒酌み交はし

人愛しめば海は碧に

新設の選挙事務所の向ひ合ひ

彼からのマリア観音胸に秘め

月に歩むは増の女か
義経の笛は薄墨秋の風

妄想空想織り交ぜてをり

パソコンの公開日記読みつぎて

肩いからせる後期高齢

暮れ際の焚火にひとり手をかざし

梢を渡る煙しろじろ

ナゥ料理好き作り過ぎては御近所へ

過疎の村五右衛門風呂を売り物に

出
来

︵於・京都京新山︶

細雪的風情うららか

あれ鶯と吾子が知らせる
校庭の花は乙女と競ひ咲く

平成二十年十一月一日首
平成二十年十二月六日尾
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獣の眼に似たる宝石ならぶ棚
見上げる猫の身じろぎもせず

ゥ地下街の歌声喫茶訪ぬれば

年したの彼青い背広で

くちづけを許した夜は雪でした
ぼくは知りたい君のその後を

日蔭でも思ひはなほも貫かん
すぐすぐ伸びる森のあすなる

喉越しの良さを味はふ心太
カーテンを一気に引けば京の山

桂男の夏姿よき

みえかくれゆく勤行の列
老いづくはやはり哀しと花仰ぐ

川瀬の音も春を連ぴて

上 邑 公 丸 北 長 奥
田 部 文 山 原 尾 村

八攻郁千代の会ｌその二Ｖ

智信千春富春千景智千恕信富景千春冨
久 久 〃 久
子子恵屏女屏恵子子恵子子女子恵屏女

奥村冨久女捌

半歌仙﹃恋の真︵恋づくし直

夏行きて恋の真ぞ残りける

涙拭うて佇てる片蔭

ためらひがちにそっとくちづけ

怖いた白いうなじに手を添へて

平成二十年八月二日首尾

︵於・京都京新山︶
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月射せば誓ひはいつか破れさう

秋の袷の袖をひきとめ

ゥ温め酒ふたりの宴はじまりぬ
舞ふも謡ふもあなたのためよ

横笛の音色遥かに君想ふ

教へてくれぬメールアドレス
いくたびも通ひ通ひて風邪ひいて

小町娘も老ゆる凍月

深くしのびてしたふ歌詠み

法然の心ひらくは誰ならん

飯盛をんな黒猫を抱き

長旅の山路をたどる市女笠

幸せみちて蟇るる麗日

高らかに愛うたひあげ花万朶

公 長 メ L 出 北 奥
文 1 毛 山 来 原 村

八川崎・土筆・有楽帖三吟会ｖ

歌仙﹃初雪を﹄
鵜沢治久捌

白井風

遠藤嘉

鵜沢治

寒し寒しと喜ぶ童

初雪を両掌捧げて受けにけり

老二人終バス待つと街角に

北の夕空ただ青々と

人章久人章久人章久人章久人章久人章久

メヅラ

ナォ引鶴の鶏しさの珍かに

・ンユ

いっこく老爺若い衆叱る

オヤヂ

後ろから呼びとめられて振り返り

冬日の士手に残る自転車

船頭の声を遠くに浮寝烏
イキスヂツネ

粋筋も恒はジーンズでパンツなり

美々しき系図誰も信ぜす

雨となりては恋もあきらめ
本棚のグラフ雑誌で時過ごす

ねぶた雌子が遠く開こゆる

夕月に七難八苦祈る武士

版画を描く棟方志功

ナゥ奥州も果ての果てなり秋寒く

振り仰ぐ雲無き空に鴉来る
野越え山越え早打ちの馬

朧にかすむ仕事着の背な

駒止めの花に見とるる寺小僧

秤唖↓什蓉十十雨二十狂肥壗︵文音︶
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夜風に揺れる屋台提灯

月かかる長屋門より人の聲

別れ蚊帳干す男の姿

メアハ

ゥ型どほり露地笠かざし秋の雨

姿せたしと娘をくどく

慌てたる親に内緒の彼の文

一期一会は幻覚に似て

茶の作法心得なきに招かるる

家の掛け軸絶妙の文字

空海の祈雨偲ぱるる夏の月

涼しき山に妖気を感ず

不意に出る三ッ目小僧に子供逃げ

投げ節踊をどる支考よ

あれにみる花筵には若き僧

朝寝の旦那大声で呼ぶ

人章久人章久人草久人章久人章久人章久

八船橋・筑波ｌその一Ｖ

筑波百五十号祝賀

歌仙﹃瑠璃紺の筑波﹄
瑠璃紺の筑波言祝ぐ五月晴

朗らに歌う庭の矢車

朝市のおまけは秤跳ねあげて

ひやかし客へ槌る魚の目
酌み交わす酒は吟醸月の宿

竹馬の友と夜長語らん

ゥ豊年の稲の香満つる神の庭

土蔵に眠る桐の和箪笥

筑波人付廻し

林茂夫

引地冬樹
密田妖子
二羽智子
藤江紫虹
吉本芳香
山川利公
谷本綾子
永多澄枝
多田史代

出合いサイトにちよいとアクセス

東海林ヨシエ

色槌せし小袖に君を偲びつつ

逢引は帯を緩めて夜の渋谷

鈴木壽子
三浦康子
岸まりこ

篠田謙

パリの旅皿に御馳走盛り込んで

奈良岡良三

街の電飾ひかりさざめく
寒凪の月の出汐を戻り舟
フレンチカンカン裾を蹴り上げ

撒き餌嬉しき白鳥の群れ
花咲けばひとしお故郷懐しみ

朝倉和子
澤田知子

竹串匂う木の芽田楽

閼歩せんレインコートの襟立てて

ナォ心経をとびとびに読む目借時
社交ダンスと囲碁が生きがい

尼子三矢子

安楽明郎
住田靖司

瀧澤尚子

星和子

北野眞知子

宮村千鶴子

見越の松をもるる三味の音

ノラともなれず砂に字をかく

水茎も涼やかなりし離縁状
いつもと違う香水みたい
愛憎の岐路に養の目丁か半

中山百世
酒井愛子
猪口義雄
永井京子
加納俊子
芝田祥子
細山芳絵
村上町子

聖者乗せ月のオアシスゆく酪駝
つかずはなれず渡るかりがね
ナゥソフト帽粋に被った案山子殿

仁丹噛みてこころ安らか

サイフォンの珈琲うまき今日の日よ

不況なんかは何処吹く風と
遼くんの一打が欲しい永田町

赤田玖實子

宇宙の涯へ翔る若駒

執筆

新谷富紗子

万愚節にはチョコをどっさり
世を挙げて百花斉放浮かれだし

秤鰄一汁癖サーー朋三に叩壗︵文音︶
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引地冬樹捌

酒 多 永 山 谷 吉 三 密 引
井旧田jIl本本羽田地

澄冬史利綾芳智妖冬愛史澄利綾芳智妖冬

八船橋・筑波ｌその二Ｖ

歌仙﹃淡
淡交の手酌もよけれ実むらさき

遠まなざしに立つ地蔵尊
月涼し湧き井に浸す堅豆腐
肩書きとれて似合う甚平
総理より定額給付貰うとは

とも白髪むかしの事はみんな夢

会えば忽ち痴話喧嘩して

窓越しにキスせし人の忘られず

手紙を綴る湖畔のホテル

ゥ今のうち句集出さんと思い立ち

松の緑に映える初雪

古民 家 に 炉 火 燃 え サ ロ ン さ ざ め け る

蓑虫の抗いもせず揺られいて
篠笛聞こゆいずこともなく

月に掲げる盃の大ぶり

L一一

犬にも着せる酒落たバンダナ

花かざし高砂を舞う翁あり

霞に浮かぶ加賀の白山

ナォ幻の銀の初鮒釣り上げて
突風に怖じ河童散りぢり

思い起せる母のひと言

留学の苦は麻薬へと溺れつつ

今も好きです初恋の人

嫁取りの話進まず年詰る

御魂は眠る島の椰子陰

兵役の若き写真はセピアにて

並足ぱかり乗馬訓練

バカンスはチェスにうつつをぬかしおり

公達もそぞろ歩かむ月今宵
鹿の鳴く声遠く聞こゆる

履き心地よき桐の駒下駄

ナゥ峡の湯に浮世の疲れほぐすらん

前にうしろに蝶の初舞

からくりの茶運び童子首振りて

顧みすれば霞む筑波嶺

燗漫の瑞穂の国の花に酔い

秤唾一汁痒什一卵一十一一舶壗︵文音︶
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父

枝樹代公子香子子樹子代枝公子香子子樹

愛妖冬澄史芳利綾智妖冬史澄綾芳智妖愛

子子樹枝代香公子子子樹代枝子香子子子

八船橋・筑波ｌその三Ｖ

歌仙﹃午まつり﹄
引地冬樹捌

赤き烏居と香る白梅
吉本芳

谷本綾

密冊妖

引地久﹃

早々と合格決めしよろこびに

三越の空に富士あり午まつり

犬と駆け出す湖沿いの道

久︑

二羽智

妖

ナォなだらかな遠き山並笑うらん

念には念をいれた戸締り

ママちやりの前もうしろも嬰乗せて

離婚の危機もうまくすり抜け

爺婆が差しで燗椚酌む炉端
ほほ笑み賜う阿弥陀三草

鑑定の結果どよめく相場師ら

株も買わずに猫と戯る

ゴミのＨは憎き鴉と知恵くらべ

宰相だって読めない漢字

窯出しの壺にさやけき月の光ゲ

鮭網の鈴ちりりちりりと

ナゥ霧をくるアイヌの長の眉太く

呪文で飛ばす紙の飛行機

ゆっくりと回転木馬動き出し

アクセル踏んで逃げ水を追う
ポトマック河畔を染める花の風

｜一汁一癖一卵二十私印畷︵文音︶

堕天使のごと双蝶の舞

坪
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月を待つ縁へ旨酒持ち出して

綾

枝豆揃う妻の早わざ

ゥ新発意のかしこまりたる秋座敷

智

芳

女難の相があるとささやく

いつの間にやら綻びし袖

愛あればたとえ宇宙の果てまでも

妖

久︑

綾

ほまち金振り込め詐欺にみな盗られ

風紋だけの砂丘広がる

綾

久︑

芳
智

守りたる世界遺産に月涼し

旅の疲れをほぐす菖蒲湯
無農薬地産地消を暹しく

妖

都踊りのいまや酌

足ることを知る人の幸せ
花燗漫美し大和の国を祝ぐ

子子樹子香子子樹子香子子樹子香子子樹

執冬智芳綾妖智芳綾妖冬智芳綾妖冬智芳

筆樹子香子子子香子子樹子香子子樹子香

八船橋・筑波ｌその四Ｖ

歌仙﹃神楽笛﹄
春立つと指を溌ね吹く神楽笛

学生時代思い出さるる

おかめひょっとこ嚇す梅が香
酒のめぱおぼろ話のきりもなし

ナォ船橋にのぼり引鶴指さして

北の大地に石油掘る夢

給付金不要と書いてまたも消す

須磨に聞く夕波音のうらさびし

シテ装束に覗く伽羅色

引地冬樹捌

引地冬樹
鈴木壽子
澤田知子

逢えば恥かし逢わねば淋し
君の肩すこし痩せたと炬燵酒
あきれ果てたる猫が耳掻く

東海林ヨシエ

月天心遠きふるさと思いおり

鞄に拾う貝の数々

般若面とれば昔の餓鬼大将

任田靖司
朝倉和子
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山旅の荷をおろし見る望の月

砂漠の地にも露の結べる

ナゥ女神立つマンハッタンのそぞろ寒

聡りを聞く縁の丸椅子

茂

林茂夫
岸まりこ

匂い立つ紺の法被も花見船

姉さんかぶり似合う色白

ざこねの小屋にすだくこおろぎ
ゥ稲刈りも五年目となるＵターン

靖

波のつづきに大和三山

暮れてより思いの丈の文渡し
妻夫となりて尻に敷かるる

茂

味噌汁とお新香の朝戻りきて

景気回復たのむ念仏

うららうららと仰ぐ筑波嶺

ヨ

宰相の人気は何故か地におちて

ヨ

西瓜を割って一家団藥

︵於・日本ビル後半文音︶

平成二十一年四月六日尾

平成二十一年二月十九日首

井戸端の月の涼しき語り合い

篠田謙
中山百代
安楽明郎

温泉に浸かり四肢をあそばす昼さがり

もの売りの声遠ざかりゆく

知

壽奇

花に酔い花に浮かれて華寿の宴
膝に子を抱き漕げるブランコ

謙樹ヨ靖百壽茂ヨ靖和壽百謙和ヨ茂靖知

ハ赤穂・つばさ連句会ｖ

八尾暁吉女捌

Ｗスワンスワン﹃宙の薬玉﹄

ヨ折﹄

壱面

﹁若菜集﹂などポケットの中
参面

師にそむき作家志望を捨てきれず

ねずみも捕らず居つく野良猫

節穴か寛大な目か迷う時

とんちんかんな婆の口癖

猿楽の催しありて花盛り

マジシャンのあたたかき手に鳩とまる

壱面

﹃二折﹄

霞たなびくまほろばの里

飯沼三千古

外相会議ジョーカーはなく

矢崎硯水

冴ゆる湖上に妖精の舞

八尾暁吉女

宇野恭子

お守りをそっと押さえて深呼吸

雪しまく宙の薬玉割ったかや
お茶を点て無心となれるひとときに

硯

いつも爽やか北斎の富士

ホームでは蚤の夫婦と大人気

愛の比重を計るシーソー

老檜と純情どこか絢い交ぜで

信用もする疑いもする

悪友はたまに真面目な主治医殿

弐面

牡蠣舟の岸を離るる月の宿
なじみ屋台でおでん熱燗

潮の香りの殊更にして

矢崎妙子

蝮飛び込む広い縁側

弐面

神の田にやや間のありて鳴る添水

仲はツーカー恋はジグザグ
堅物のペルソナはずすラテンの血

陽気な男女抱き合ったまま

鈍行の終着駅に珍事あり

夜鴉の啼く山裾の路

どくだみの囲む殉死の碑を拝む

父の日のきょう月は遥けく
格子戸の続く木曽宿歩きつつ
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硯

三硯妙暁恭三

恭三硯妙暁恭

暁恭三硯妙暁

友の便りへ返事したため
月見膳子の手伝いに整いて

妙暁恭三硯妙暁恭三

〆

あちらこちらに育つくさびら

待つほどに居待の月のくっきりと

参面

宿題を終えた子供と飛び石に
おまわりさんが一声をかけ

列島は予報外れて走り梅雨

のどかに響く牧童の笛

烟るがごとき夏野ひろがり
銀輪をしっかり漕げば膝笑い

香り豊かに籠の草餅

開け放つヘルン文庫の花の門

秤越一汁一饗一ｍ三十叫朋唖︵文音︶
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恭三妙硯
暁恭三硯妙暁

ハ伊勢・つらつら吟社・五十鈴吟社合作ｖ

初釜や正客として迎へられ
中北ひろみ

山︑圭子

﹃初釜や﹄

淑気満ちたり庭のたたずみ

山岸れい子

榊原由美
尚山孝子

榊原由美捌

園児手に手に赤き風船

ワぽっぽつぽつものうき午後の鳩時計

サンドイッチに添へるピクルス

美

み

携帯電話ワンセグに換へ

ナォ真新しスーツきりりと風光る

ただより高くつくものはなし

効くのかなサプリメントの試供品

雪だるま泣きっ面して町の角
利尻昆布を敷いて風呂吹き

介護士を目指す子の肩たくましく
ボディシャンプーまつ白な泡
マドロスの寝物語も途絶えたり

葡萄農家は出荷待つ頃

セピア色した写真と青春
六日月尼寺門をかたく閉ぢ

いつしか後期高齢者なり

ナゥこれこそは鹿の行跡追ひゆかん
圭

岡田美代子

キューピッド今がチャンスと矢を放ち

アフリカで技術指導のボランティア

孝

︵於・大豊和紙工業︵株︶︶

平成二十年六月二十日尾

平成二十年三月三十一日首

銀の空蝶の舞ひ立つ

花万朶禰宜の歩みの厳かに

足踏みミシン今も健在
み

美

代

孝

明日は終はる夏の合宿

カメラ構へてタウン誌の記者

西山嘉代子

嘉

奥野純一

寝地蔵のちり払ひ拝む

み

花吹雪動くともなし屋形船

胡桃抱く栗鼠つぶらなる眼を
秋惜しむ父の残せしブランデー

月浴びる大観覧車ゆっくりと

足跡は果てなし灼けし砂浜に

ミニスカートが似合ふよと彼

町騒のなんとはなしに春めきて

図書室の窓より眺む月ぬくし

仙

芳ぱしき香は豆腐田楽
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歌

純み孝美圭み美孝圭み美孝圭み美孝圭純

ハ福岡・天神連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃ビル累々﹄
膝送り
八木紫
福武孝

天神のビル累々や冬来る
浅野黍

キーを合はせるギターボーカル

ナォ受験生胸のお守り握りしめ

好きなやうにと俎板の上
提督は予備役からの復帰組

荒れ放題の盆栽の枝

危機感じ子孫を残す知恵を出し

掠奪婚に雪崩手助け

肺の鰯やかな手にキッスして

ゆとりも出来て苦労ねぎらふ

月光の波寄るサーファーズパラダイス

葡萄酒醸す小屋の連なる
鮮やかな紅葉色した天の窓
棟梁の技見やう見まねで

ナゥ端渓硯古墨磨る音軽やかに
福祉作業所みんなつはもの

解説は傍目八目囲碁の会

やや
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枯れ葉舞ひ飛び急ぐ人びと
カレンダー巻物の如捧げゐて

殼つき半立落花生喰ふ

トンネルを抜け出て空に宵の月

代弁頼む僕のロボット

ゥお捻りの投げ込み数多村芝居
笑ひころげる君もいとしき
イヶメンの主心配は大麻など

思ひ出多き写真白黒

やうかう

影向の松に秋波を花の道

柳 孝

行動医学研究所︶

いずめの稚児に蝶のたはむれ

︵於・福岡

平成二十年十一月十六日首
平成二十一年二月十五日尾

業光蕃

執

新技術介護も楽になってきて
ココアによるし窯出しの碗

敵機来襲壕で汗拭く

夏の月アザーンを呼ぶミナレット

お手玉作る丸い母の背

きりぎしのいのち凝らせば歌となり

雲雀の声と剣豪の墓

故郷で散りゆく花を惜しみつつ

穂義暁穂義暁穂義暁穂義暁穂義暁穂義暁

筆穂風司穗暁司風暁穂義暁穂義暁穂義暁

め

ハ福岡・天神連句会ｌその二Ｖ

膝送り

八木紫

浅野黍

柳井栄
福武光

ナォ弥生尽徳利抱へ無精髭

トランペットをやけくそに吹く

年甲斐もなく栄螺喰ひ飽き
夜中まで鬼教官にしごかれて

冬眠の熊寝返りを打つ

葬のゆく社の杜の夏の果て
故郷しのぶラーゲルの壁
楳のはねあと照す月あかり

シャーボの芯のカチリカチリと

ナゥ顕微鏡細菌美しく燕きて

花の下学生服の胸を張り
うらら輝く菓子の勲章

二風穂暁風二暁穂二風穂暁

短歌行﹃ケイタイを﹄

新入社員急ぐ靴音

ケィタイを鼻の高さや春の風

田舎の母の尋ね出くる

ご近所に配る草餅つくりゐて

写経三昧駈矧鳴く窓

諏訪欣

︵於・福岡・行動医学研究所︶

平成二十一年二月十五日首
平成二十一年三月十五日尾
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ゥ差し渡る庭の箒目月の波
川の向かうはビルのラッシュが

頬杖をついて眺める菊の花
ランニングウエア−軽く束ね髪

雲雀揚りて空の噂り

異国の王女秘めた来訪
浦島の箱の煙に花の咲く

風二暁穂司風穂暁風司暁穂

八名古屋・桃雅会ｌその一Ｖ

歌仙﹃軟東風に﹄
古賀寛哉捌

ナォ若いねと云はれる趾の抜参り

廟突き出た路地に三味の音

けふからは派遣の仕事打ち切りに

カフカの変身ゆっくりと読む

サッカーとメジャーリーグと次は何

上々吉か次の見合ひは

鍋奉行する野暮な着ぶくれ

古間寛哉
杉山壽子

やきもちを激しく焦がす夢の中

酒ワンカップ自販機で買ふ

よく動く後姿がものを言ひ

小高い丘にゆらぐ陽炎
伴野末季

長谷川芳子

軟東風に遠回りする散歩かな

ビデオたづさへ交はす挨拶

育烏ゆみを

ナゥされるまま案山子は烏を友として

リュック担いで悴旅立つ
地球儀に印を付ける通過点

かんた−ぴれの序章さやかに

坂道の切株に座し居待月
島川裕子
足立徳子
宮川尚子
一壽

直線縫とじぐざぐ縫と

哉

花の寺鐘撞堂に日はななめ
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園児らの雛の祭に招かれて

美術展には築刻の文字

デジタル化進化なのかと月に問ひ

森へ性かふと誘ふ浮雲

ゥひとつ減る洗濯竿の品し柿
ふはふはの飛天のやうな足裏好き

芳

季

即かず離れずいとしてふてふ
を

秤雌菫叶牙笠一雨三十一頭頤︵文音︶

裕

検察庁が短夜を来る

思ひのたけを固いベッドで
懸命にリハビリ励む室しづか
はづした入歯さがすこの頃
月明かりいもり数匹動きだし

徳

壽奇

哉

尚

孔り懐かし車内放送

開く扉閉まる扉にご用心
ポトマック河畔すずろに花の舞
スイーッの香も夏のとなりか

季芳壽哉徳尚を季芳裕哉壽尚徳裕を季芳

八名古屋・桃雅会ｌその二Ｖ

﹃梅紅く﹄

梅紅く空どこまでも蒼きかな

松尾博雄捌

松尾博雄
くのあや
宮川仇子

ナォ春の昼心静かに座禅して
ふと思ひ出す囲碁の約束

大統領と同席の栄

横文字の料理メニューはアラビア語

何事もなく過ぎてぬるま湯

いけめんの警護の兵は雪のなか
彼女が編んでくれたセーター
長引きし赴任に今日もひとり酒

温泉の郷に煙の立ちのぼる

ゆるゆると小道たどれよ夏の霜

古書店のおやぢ見上げる鼻メガネ
ショートカットで帰るプードル

泰

幹

通

胱

保

花房と笑みを交はしつくビーカー

方違へ験をかついで北回る
手盛り目安にはかる朝市

慰労会では神妙の態

侍合所には懸崖の菊

茶室へと飛石を踏む月明かり

揃ひの椀を丁寧に拭く

中森美保子

ナゥ秋の園収穫祭のニューフェイス

冷えた西瓜をご馳走になり

や

古賀幹子
大口兀通
田中初子
坪井治泰

体重を減らすやうにと主治医から

初

雄

フォーム真似して打撃練習

や

秤

一汁一笠一卵三十一叩雷︵文音︶

はるか逃水ゆらぐ人影

初花の風のさそひに咲きそむる

雄

破れ角帽高下駄の頃

ひとめ惚れ甘き香りにうっとりと

灯に浮かぶ姿あでやか

睨む案山子の稲をまもれる
ゥ念願の役を演じて村歌舞伎

月映ゆる池のさざなみ絶え間なし

雛の客わらべの唄のなごやかに
シュークリームをばくと一口

蜂歩みたる庭先の縁

仙

炬燵の名残りひろき六畳
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歌

保胱や雄初泰幹保晄通や雄泰初通幹保1光

八束京・東京かびれＩその一Ｖ

脇起歌仙﹃斑雪﹄
斑雪跳ぶ少年翼あるごとく

辛夷咲き初む水色の空

舶子のくぎ煮がどさと届くらん
ホームパーティ英語まじりに

熟年のサッカーチーム善戦し

中国へ馳せ救助活動

ナォ行く春の空気の缶詰家苞に
軒に干さるるもんぺ懐かし

イナバウワーで仕留む金冠

胸張って鶏ときじくに時告ぐる

大寒の痛みきはまる親不知
熱燗まはり本音ぼろりと

早田維紀子捌
大竹多可志

ネオン明かりにベッド軋める

榮子
公子
民子
玲子

維紀子

維紀子

公子
榮子
民子
玲子

なんといふこともないのに電話きて

パートの時給小銭如何程
いえらいしやん

夜来香の匂ふ秋扇

月まどか二胡の奏者は佳人なる

リュック弾んで歩く細道

ナゥ爽秋の指たをやかに伎芸天

囲碁かこむ床几しばらく立見して
ガラスの靴がショーウインドに

白寿まで踊るつもりの花衣
杜で拾ひし仔猫すぐすぐ

秤唾一汁舜仁朋三暹朋密︵文音︶

公子
榮子
民子
玲子
公子
榮子
玲子
民子

直木賞めざす貴方を支えます

早川維紀子

維紀子

小出民子
水野公子
石川榮子
河野玲子

月の夜の波ひたひたと船帰る
丸いポストに止まるとんぼう

維紀子

民子
公子
榮子
玲子
民子

ワ捨案山子信濃の弩をやぶにらみ

クレオパトラに倣ひアタック

年下の彼の甘えを許しをり
すべてを与えそれも幸せ
七人の孫の名前を呼び違へ

頭をよぎる老優の顔

公子
榮子
玲子
民子

泣きに来し里しらしらと夏の月

街騒に長堤の花散り急ぐ

維紀子

蚊遣りの紫煙揺らぐ方丈

かぎろひやまぬ擬宝子勾欄
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八東京・東京かびれ

その二Ｖ

脇起歌仙﹁常磐線﹄

常磐線麦秋の雲ひくく垂る

旧家の庭に矢車の音

大山とし子捌
大竹多可志

とし子

公子
リサ
民子

衆院選挙の近くなる日々

ナォ春闘のシュプレヒコールたからかに

ガンジス川にせまる黄昏

千代子

月下美人が今宵咲き初む

補陀落へむかふ小舟の漂ひて

ダービーを当てて馴染の縄暖簾

千代子

襖絵の天女に届く月の光ゲ

民子
公子
良子

リサ

紫式部色を深める

ナゥ大壺を芸術展に出品し

千代子

座敷童が笑ひ出てゆく

公子
民子

秤雄二に寸忰訓朋叫叩函︵文音︶

合併を祝ふ山里花万朶

乗込鮒の釣れるこの頃

とし子

読めぬ漢字がありて戸惑ふ
自棄おこし久々酔うて千鳥足

とし子

リサ

良子
公子

ひとりで畷る苦いコーヒー

移り香を流すシャワーは熱くして

姉さんの眼大きく開く癖
白馬の王子楓爽と来る

山沢良子
水野公子

入山とし子

佐々木リサ

恐竜の化石にじっと見入るらん

髭の村長ガイド引き受け

井上千代子

小出民子

出迎への誰りもうれし月の友

草の蔭から飛蝮貌出す

千代子

良子
公子
リサ
民子

ゥ河原では趣向凝らした芋煮会

ギター奏でる彼にくぎづけ

遊学の噂に募る胸のうち
北京の街で交はす抱擁
金メダル幾つ取れると数へをり

顔ぶれ揃ふスタジオの前
月冴ゆる人生のギア入れ替へて

一葉忌には古典旙く

良子
公子
リサ
民子

思はざる出会ひの花に刻忘れ

下町に今も残れるつるべ井戸

野面を渡る風の騒めき

良子

千代子

ふるさと便で届く草餅
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八東京・東京かびれＩその三Ｖ

脇起歌仙﹃東鶴﹄
凍鶴に鉄の格子の影伸びる

羽場桂子捌
大竹多可志

永井千代子

羽場桂子
大崎節子

ひっそりと咲く冬のたんぽぽ
画架立てて遥かな山を望むらん
テラスの椅子に香るコーヒー

桂子
節子

出港の船を照らせる今日の月

大漁節を復習ふ爽やか

千代子

桂子
節子

千代子

桂子
節子

千代子

桂子
節子

千代子

桂子
節子

ワ菊人形水替へてより香りきし

光源氏の眼ばつちり

亡き人によく似し仕種忘れかね

手織の着物渋い縞柄

漸くに村に出来たる資料館
ロケ撮影に端役たのまれ

口開いて眠る幼児月涼し

浮き来て金魚夢を吐くなり

野菜料理が若者に受け

減りもせずいつも変はらぬ処方菱

花大樹おとし話に笑ひこけ
風呂屋の暖簾揺らす春風

おやきふっくら山の合宿

雑誌の記者をまいて帰り来

ナォはじめての都踊りをゆっくりと

千代子

節子
桂子

千代子

節子
桂子

行く末はオリンピックと期待され

千代子

バッイチの妙に気の合ふ囲炉裏端

熱燗岬りそっと腰抱く

千代子

節子
桂子

矯めつ砂めつお宝の壺

たちまちに株価暴落広がりて

思ひきりよくイギリスへ発つ

節子
桂子

カッターで真空パックやっと開き

月夜ざし大雁塔は傾ぎ立ち
竹伐る音のひびく清しさ

パトロールする町の老人

千代子

節子

千代子

予定が当り天気晴朗

ナゥあれこれとアイデア品に目が移り

遅くまで賑はってゐる弁当屋

千代子

桂子
節子

いよいよ高き朝の噂

花吹雪生家がありし城の跡

秤雌二に寸稗ユ岨一計肥函︵文音︶
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八東京・東京かびれ

その四Ｖ

歌仙﹃落し文﹄
小出民子捌
大竹多可志

大山とし子

小出民子

かむなび

遠く近くに郭公の声

神南備の風が湿りぬ落し文
宿題の絵日記母を描くらん

西室允恵
鈴木鈴子

﹁源氏﹂の講義いつもいっぱい

ナォ改装の京の旅館に燕来る

くちづけ

その夜のうちに熱き接吻

隣りあふ席に掛けたが縁にて

婦きりりとまとふ薄物

背ナに彫る愛のしるしの観音像

阻むものなき視界良好

楓爽と大統領にオバマ氏が

隣の犬が急に吠え出す

開拓の闘志湧きくる北の果て

碁敵とゆったり交はす月の盃
藤の実飛んで不意打にあふ
ナゥ万国旗はためく校の文化祭
ふるさと行の切符頁ふなり
室生寺の五重の塔の静もりに

に斗癖畦朋十伍即廓︵文音︶

力合はせて揚げる連凧

影のきらりと水底の稚魚
凱旋のＷ・Ｂ．Ｃ花満つる

平成一

平成
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手作りジャムの甘さほどよき

多可志

佐々木リサ

昇りくる満月稲の香るなか

上がり枢に鈴虫の籠

とし子

多可志

リサ

允恵
鈴子

とし子

ゥ行く秋の四方山話きりもなし

秘めたる恋も隠しきれずに
身一 つ で 従 い て ゆ き ま す 何 処 ま で も

張子の虎の首がゆらゆら
総理の座目指し立ちたる五人衆

ＡＴＭの止まる騒動

こ﹄ｂ

月高し年末賞与まだですか
布団を干して寒さ堪へる

多可志

允恵
民子
鈴木

風に揺れつぐ杣の吊橋
幾度も来し方思ふ花の下

リサ

ＳＬに手を振って児ら走り出し

春のショールームに心浮きたつ

民允リと多鈴允リと多鈴允とり多鈴允と

子恵サ子志子恵サ子志子恵子サ志子恵子

し 可 し 可 し 可 し

八東京・刀水の宴連句会ｌその一Ｖ

磯なお

半歌仙﹃今日は処暑﹄

今日は処暑久なる句座の楽しけれ
生方孝坊
秋山柿生
太川里空

付け廻し

西洋長屋軒を連ねる

待っていますよ焼ける落鮎
月光に人影あわく揺るるらん
利根川たらう

なか
夏の最さ中
に盛装をして

なお
柿生
孝坊
里空

若山日夜子

尾形弥生
田島呑空

応援歌忘れかけたるクラス会

猿逃げ回る雑踏の駅

ゥ狂おしき病いの胸にそこかしこ
びっくらとハチコーの眼はぱちぱちと

冬構なる月と酌み合い

憎きあいつをひたすらに待ち
この指があの夜の記憶忘れかね

たらう

矢野徳三郎

弥生
呑空

時雨きて朽ちたるままの神楽殿
巨石もむなしああパルテノン

鐘の音渡る耕しの畑

砂の中わが若き日の旅の跡

徳三郎

日夜子

春に手毬を菊之助これ

ひそやかにままごと遊び花の下

︵於・たまプラザ尾形邸︶

平成二十年八月二十三日首尾
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八東京・刀水の宴連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃鼻歌や﹄

太田里空
窪寺鯨太
山烏呑空

付け廻し

利根川たらう

鼻歌や麿鳩と化す四丁目
下戸はしらじら酔いの戯れ言

磯なお

娘とドアを押す雛菓子の店
白魚のおどりに舌は海を見て

障子貼りかえ白寿祝わん

望月に画の真贋をあげつらい

たらう

なお
柿生
孝坊
里空
鯨太
呑空

たらう

里空
鯨太
呑空

秋山柿生
生方孝坊

場末のママは人生を説き

ワテ ー ブ ル に 故 人 の 文 の 冷 や び や と

羽化登仙す蓮の花の座

今晩は泊まってゆけと迫られて

薬のせいと辞める閣僚

祭り笛止むこともなく風の鳴り

九十九折峠をくだる冬の月
気もはればれと洗う大鍋
砂漠越え村上春樹肌えにけり
なかのちよう

前途はるかに閉ざす椴帳

去来する人烏帰る空

歌舞伎座を花に染めあげ仲之町

︵於・有楽町マリオン談話室︶

平成二十一年二月二十八日首尾
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八神派徳島連句懇話会ｖ

鈴木漠捌

ｌ高田保二著﹁江戸俳諾道遥﹂
徳島県出版文化賞受賞に寄せて

歌仙﹃江戸俳譜這遥﹄
すじつ

うたかたや数日道遥江戸の春鈴木漠

櫓太鼓のとどく梅林東條士郎

しゃぼん玉未来を悩むこともなし紀野恵

鴬張りの細工流々

ナォ開帳の扉ぎしぎし音を立て

鳴神をさへ救国の具に

少数派水面下では次期首相

竹植ゑてパンダ寄贈を待ち焦がれ

ジャンクションへと大曲りする

想ひは消えず残り香のぬし
るつぼ
許されぬ恋の財渦に囚はれて

拉致や核とかく議論はやや寒に

すらり

すね

うぶすな

暖簾はづすは厄落しらし

ナゥ初冬の船場町てふ家居とよ

はっふゆ

詩趣をはぐくむ産土の川

こんぎく
李朝の壷に野の紺
菊挿し

まとろ
キリンは遠い夢に微
睡む三木英治

月明に探し当てたる異端の碑

城山は祭職子の月を上げ斎滕梅子

色なき風に放つわが征矢高田保ニ

ワ豊穣を画布にとどめよ綾錦永田圭介

芸術学科女学生殖え恵

ポーズ取る娚媛と伸びた蠕が好き士郎

士郎

宙心

漠

英治

漠

宙心

圭介
英治
士郎
圭介

漠

士郎

梅子
英治

漠

圭介

秤雌一一什響匡朋二軒叩蹟︵文音︶

ぢやうもん

維新の告示を鼻唄として

ぎまんじ
定紋は父祖拝領の右み万
字

保二

冷奴にも古都のたしなみ英治

ぢぢ い

お庭番とて草餅が欲し恵

ふれ

ワルツ踊って別れけらしな漠

士郎

たそが

さまざまに薔薇は咲けども黄昏れて恵

時ゆったりと田返しの鋤

散る花の有情無情は知らねども
のんべゑ

猪口徳利酒器にこだはる飲兵衛に漠

こころどころに埋み火を秘め圭介

凧に吹き荒らされて月蒼し英治

路地に転がる桶と天秤士郎

爺には憂き枇ながらの花の旅圭介
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八束京・都心連句会ｌその一Ｖ

大山阿夫利神社奉納正式俳諮

歌仙﹃俳諾之連歌﹄
青嶺より神さぶ風の渡りかな

初時鳥湧ける谷間

古文書を読む先生のにこやかに

ネット注文待ちかねる頃
幼児をあやす窓辺に月丸く

抱虚庵忠勝

Ⅱ黒雨峰
Ｒ杵淋児
横山わこ
今村井田

本屋良子
坂本孝子
伊藤哲子
青木秀樹

松涛軒静司

熱い湯好きの町の御隠居

赤田玖實子

頬ふくらませ鳴らすひょんの実
ゥ不惑にてテニス復帰の爽やかさ
俺はいつでもバックダンサー
男なら畷いながらも実くを知れ
取り込みの最中に電話なりだして

春日久子

白鳥の飛来の湖の騒がしく

鮫鰊鍋をつつく月の夜

山口明子
永田吉文

和田ひろ子

生川Ｈ常義

一一上貴夫

オンリーワンとなるはこの艶
乗り降りの多き駅なか彼と逢い

外つ国の横綱囲む花の宴

千場ひで子

餌付一生受ける勲章

世界遺産の城のうららか

ナォ岩礁の見えかくれして春の潮長剛友子

ＣＯ２ファンド成立の謎速藤尹希子
喜寿祝う末広がりに句を一句尚烏幸子

依代の松あとに匿して東條士郎

亡き母に似た人妻を恋う

孝

夕映えに阿修羅の眉の匂い立ち坂田武彦

偶然も三度となればときめける今井みつ代

新発見の徴の培養常

風鈴のかすかにゆれる軒の下成川玲香

阿夫利の雨も上がりたるらし宇佐美湘山

名残月白秋の忌の酔心地勝

朱きを賞ずる苑のかまつか良

ナゥハロウィーン飴玉ポケット一杯に哲

兵士はなくて里へ帰れよ近藤蕉肝

皆希う平和のためのオリンピヅク宮原うた子

写生の椅子に仔猫寄り来る鈴木善春
散りてなお生命あるごと花の舞う宗匠

籾蒔きどきを計る雪形執筆

︵於・大川阿夫利神社能楽殿︶

平成二十年五月二十五日

老長松浜亭実郎座配前田明水

宗匠抱虚庵忠勝花刈千場ひで子
脇宗匠松濤軒静司配硯横山わこ

執筆久良木憲奏楽鈴木権禰宜

知司大津博山配硯春Ｈ久子
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釣師の仲間釣果見せ合い

快速の停まらぬ駅の木のベンチ

稲荷の鳥居いくつくぐりし

塀の猫我関せずと三尺寝

水平線に湧きし雷雲
郎

義太夫節の流れのどかに

御隠居は長屋の花見とり仕切り

秋山よう子

井田

尹

う郎う春尹う郎苗春う郎う苗春
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八東京・都心連句会ｌその二Ｖ

吉﹃初茜﹄

今村寺田

今村苗捌

田舎芝居の濡れ場喝采

ゥ濁り酒昔の話きりもなく
女はみんな座くものらし
気にかかる寡黙な男頬の傷

速藤尹希子

近・現代史特にヤマはる

ロンドンに打って出でたるシェークスピア

初茜風の岬を染め上げぬ
マストの上に掲ぐ門松
老人の準備運動しなやかに

土屋実郎
鈴木善春

大楠の梢飛び立つ鳩の群
すらすら進む自分史の稿
カーテンをすいと開けたる十三夜
はららご

友伽を携えて来る

月代に行水済ませ上機嫌

気合い十分宣誓の声

世

ナォ壺焼の一滴までも賞味して

命がけなり地雷探索

ダッカからカルカッタまでバス旅行

オンボロだけど住めば都と
お母様ハネムーンには来ないでね

仏に近し認知症妻

恋文の束は箪笥の底に秘め

脇にはらりと玉虫の翅

カナヅチも今じゃ泳ぎの名選手

ナゥ落ち鮎の影はらはらと水底に

あばれ天龍治む小太郎
妖怪も恐れて逃げる枯薄

縁起かついで厄落としする
大ダルマ黒目を入れて御繁昌

絵凧字凧の揚がる青空
托鉢の僧の衣に花吹雪

三味線草を摘んでペンペン

︵於・横浜市松浜亭実郎居︶

平成二十年一月十三日首尾
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しぶとく残る政界の謎

奥信濃山懐の茅の家
もんぺ筒袖干柿を吊る
望の月源氏千年紀を祝う
露の湿りを帯びる篠笛

苗春う尹苗春郎う郎尹春苗う郎

う苗尹春郎春う尹

八東京・都心連句会ｌその三Ｖ
すず

歌仙﹃篠の
しんしんと緑にしずむ夕べかな

幟たて人形浄瑠璃来たるらん

バグパイプゆかしぐ響く石の城

モーツァルトの好きな学校

筆塚の草書の文字の美しく

きん
弧ふ経
の僧にそそぐ寒月

ゆたんぽ

新型の湯婆ありと教えられ

天皇陵を発掘調査

大島紬樫きりりと

朝帰り格気諦い埒もなく

ゥ八方の手が取り合いし夷切
なぜ乱れ髪理由を云わせて

どぶろく甕で鈴虫を飼う

空室ありを下ろす民宿
裏山に月のスポット烏瓜

篠の子採りも帰る村里

L＝＝

花びらが窓から子らを誘い来て

春健診にお喋りの列

久良木憲捌

赤川玖實子

久良木窒忠

憲

白井暎子
大津博山
高島幸子
玖

ナォ青き踏み日曜画家の仲間入り

かたち歪な壷がよろしき

デクパージュのニス吟味する工芸店

せきじよう

此の人こそが赤縄の人

割烹着のなりがいいよとぽつり言い

削り氷もある角の雑貨店

日射病あわてて呼んだ救急車

盟回しにされてふらふら

パンドラの函から毒も暴動も

宇宙のゴミもやがて満杯
玉兎見る地球の上の空模様

きっかけがなく黙んまりの仲

貸本二冊夜長読み切る
ナゥ村芝居坂本龍馬男ぶり
山

兵馬冊時空を超えて大行進

暎

幸

千里の運河風の柔らか

百烏も梢に集う花の宴

圭忠

玖

ふらここ揺れて親子暖か

秤唖一汁癖に朋子即賄︵文音︶

暎
山

幸
害凹

玖
暎
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子

幸暎憲山玖幸山憲暎玖憲幸山暎玖憲幸山

八宮山・富山県連句協会ｌその一Ｖ

歌仙﹃はつなつの一

はつなつのはなの黄色を摘んでくる

一村文人捌

村爪弥生
平林香織
野島一枝

幸せを呼ぶ母の日の風

玄米茶どら焼数に切り分けて

片腺真幾子

生

言えないことがころがっている

ナォ春の興カーテンコール老女優

戦友会軍歌に独り傭いて
切子の器江戸か薩摩か

大口の鯉のあぶくも夏めける

二胡弾き偲ぶ辺境の君

阿弥陀薮引き決める順番
宰相は何処へ向ける羅針盤

壁に静かなシャガールの青

格子戸をそっと遊女が抜け出して

ふくべを磨く樵ひそやか

背ナの子に兎の話月今宵

ナゥパソコンのレシピが頼りむかご飯

郊外電車軒をすれすれ
菅笠の列を水面に映す里
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浮かんだ句案メモをしておく

枝

椛澤尚子
大村歌子
二村文人

ゥ負け将棋もう一番と秋扇
身に寄せたきは恋の引綱

月渡る枇屋並ぶ町のうえ
客をもてなす篭の鈴虫
ユニコーン夜半の夢に忍び込み

生

歌

失われたる棚のあれこれ

退院を祝いて甘味処へと

執
織

八木孝

尚

空のはずれに揺れる唇楼

凍港に人影もなく二日月
中世のまま暮らす門前

織

スポーッジムで挙げるダンベル
おしゃべりが過ぎてませんか花衣

棟上げのふるまい酒に国誰り

尚

尚

堆朱の欠けをそっと撫でいる

︵於・富山市星井町公民館︶

平成二十一年五月
十日首
平成二十一年五月 一十八日尾

枝

借景に花舞い初むる山を置き

織

アラン模様を編みしセーター

ラブラドールの座るあたたか

筆子人枝尚歌織真織生枝〃歌生尚人生織

八高山・富山県連句協会ｌその二Ｖ

歌仙﹃キャベツ﹄

箱詰にきゆきゆつとはしゃぐキャベツかな

小笹濡らすは梅雨の前触れ
床の軸紙飛行機をぶつつけて
猫のおしゃべりわかる才能

いぬじま正一捌

速度制限完全に無視

ナォ佐保姫が機嫌ますます麗しく

可でもいいから点もらってよ

数学の証明よそに馬鹿話

正午に鐘の響く炎天

梅干の塩の加減を吟味して

誘わせる気でぐいとカクテル

南洋の淫廃な神にゆさぶられ

いぬじま正一

北野真知子

新藁匂う部屋で麻雀

逃げ出したインコ野生の知恵がつき

竹松幸香

奥野美友紀

朝木敏子

懐に七首呑んで月の駅
音は殺して走る稲妻

低反発のクッションをあて

朝焼けに甘き香りのベーカリー

宇宙戦艦夢は果てなく

ナゥぱい廻し楽しむ子らの得意げに

正

美
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手帳には月の齢と六曜が

山中狐太
富尾弘美

品書の菓子名物の柿

ゥ受け継ぎし衣装を着けて村芝居

弘

結婚相手親ほどの歳

真

ひとり一台テレビ持つ娑婆
社内では草食系とうわさされ

入生の転機となりし横恋慕

千
鶴

︵於・富山巾星井町公民館︶

平成二十一年五月二十六日尾

平成二十一年五月十日首

和む野点は軟東風の中

日本海見晴らす芝に花筵
狐

敏

弘

美

″

真

″

女兵士のきつい眼差

大平原月の明かりに狐罠
納豆汁の湯気のふうわり
監督の千本ノック受けて立ち

内科と外科に隣る小児科
歌詠みの縁の寺は花おぼろ
譜面に止まる春の蝿打つ

宮
村

千正真美敏千狐真弘美正敏子狐真弘正真

ハ志摩・南草連句会ｌその一Ｖ

う四り青四う邸り青四う邸り青四う邸り

田島竹四捌

ふ竹も波竹ふ葵も波竹ふ葵も波竹ふ葵も

半歌仙﹁舞初や﹂

早や松過ぎに高き街騒

舞初や鶴の所作はた亀の所作
マネキンに春色ドレス纒はせて

秤

一廿饗一一卵三杯伝出題︵文音︶
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新入生の並ぶ校門
ＳＬへ手をひらひらと朧月
砂丘越えゆく巨き足あと
ゥ選挙戦オバマ一気に肉薄し

人種の垳墹なれど咲く恋

彼落ち着かずメール来てより

睦み合ふ閨の暗きに時烏

おみやげはテキーラ入りのチョコレート

弾痕伝ふ城垣の露

月まどか開拓村に吸々の声

語り部となり父は豊礫

半ばこぼして零余子採るらん
五輪への選手引き連れ神宮へ

花吹雪除幕の如く富士現るる

盲導犬の添ひてあたたか

広田木黒llI
島 村 沼 島

ハ志摩・南草連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃枯れてなほ一

美代女

一郎

波青

ナォ墨染に付かず離れず紋白蝶

子と仰ぐ虹山に脚置く

波青

もり
竹四

宇宙から笑顔の授業実現し

グローバル化があつといふ間に

おお寒い米国発の大不況

ある日より離れられない仲となり

一郎

田島竹四捌

一ＤＫでままごとのごと

美代女

追っかけの深みに嵌まり離婚とは

雪沓の跡続く葬列

西渕美代女

吉藤一郎
川島もり
Ⅲ烏竹四

枯れてなほ凛と立ちゐる薄かな

教室に九九の暗禰揃ひゐて

彼の名前の犬がまつはる
城阯に月光燦と降りそそぎ

一郎

波青

小春の土手に響くステッキ
ホップステップ雀地を駈け

一郎

広波青

紫式部千年の秋

もり
竹四

美代女

すなどれる背ナに月光痛きほど

ナゥ重陽に蒔絵の文箱出す蝿

もり
竹四

腰に結はへしむすび新米

もり
竹四

オークションでの高値驚く

ゥ村芝居主役は恐いお巡りさん

手を振って別れに雨も泣くがごと

弧刺の効いた政治評論

美代女

美代女

波青

霞める中に投錨の音

竹四
波青

道祖神どこ吹く風と知らん顔

一郎

花の山越えゆく烏に動き初む
天地逆さにしゃぼん玉飛ぶ

婚約指輪おづおづと出す
もういいか恋の年貢の納め時
ヨット住ひでさすらひの旅

美代女

忰雌一什粋辻一叩二私叩頤︵文音︶

もり
竹四
一郎

波青

君知るや赤道直下夏の月
枇界の酒を並べ呑む夢
団塊世代アンチエイジで

もり
竹四

病ひ又一つ増えしに遊びぐせ

岸の飛沫は乗込みの鮒

ある時はワルツ舞ひつつ花散りぬ
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八束京・にほんご連句会ｖ

短歌行﹃灌概の路﹄

菓子匠名月葛に封じ込む
爽籟を聞く離宮の茶屋
コンテストヒーローに似る案山子立て

肩車されこくりこっくり
ゥ寒空に格差怨嵯の声高く
一家総出で煤はらいする

観音の地に紅の草生えて

杉田茅捌

ワンレンボディコン﹁ジユリアナ﹂の恋

ナォ気球から春のプラハを抱きしめて

さりげなく昨夜の首尾を自己リーク

杉川茅
古宮みる子

雨の砂浜望潮呼ぶ

国民目線ってあんた何様
花の庭語らい眺む見舞い客

ナゥ五歳児の平仮名メールおにやんま

長き夜に読む方舟の章

満月の半旗を照らしテロ続く

﹁冷えピタ﹂貼っても怒り消えない

汚染米で仕込んだ焼酎酔いも醒め

黄土に伸びよ灌概の路

柳沢その

岡本夕子
中川舟路
香林香
石崎葵

ペディキュア剥がすパジャマ立て膝

舟

その

キャンペーンの顔女性有利か

葵

鈴木六美
一ハ
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る

の

の

る

醜男がやっとモテたら美人局

百態の猫の塑像に花吹雪

デイサービスできしやご教える

み そ そ み

︵於・下北沢にほんご舎︶

平成二十年九月十一日首尾

香 夕 葵 舟 六 夕 茅 香

八束京・拍華連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃狭き更地﹄
近藤蕉肝捌

中島好江
樅山わこ
峯川政志

まだ売れぬ狭き更地よ冬の草
手土産の新巻ずいと差し出して

狩野びんや

糸遊ゆらぐ姫の艶文

ナォ揚げ雲雀天の高みに溶けて消え

不倫なれども今生の夢

アポロンに織ってあげたい絹衣

蟇いずる君も家族の数の内
縁日の品すぐに売り切れ

送り出しには握手つきもの

旅役者科白忘れた阿呆面

伝説の少女鯨と沖へ去り
歌と踊りを神に捧げる

乱れ黒髪なでる秋風

快きまどいに酔いて月の船

や

夕闇にいつか染み入る脛の傷
メタボ対策はげむのどかさ
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小春日和に猫の集会

舞の仕種で盃をいただく

峯尾博子
林ジョウ
近藤蕉肝

弓張にのけぞり笑う太郎冠者

大臣の膜紅葉ちりしき

ゥジーパンの尻の辺りに薮風

ウ

何はともあれ世渡りの術

ナゥ初恋の小学校にいちょう散る

ここは早や品川あたりパフ叩く

子

わ

ヘビメタロック恋は柔らか

春の小川は地下に吸わるる

悩みつつ流れにまかす花筏

愚物ありと占いが出る

メールではその気なくてもハート付け

わ

江

子

︵於・九段下生涯学習館︶

平成二十年十一月二十八日首尾

拳固めてロボコンを観る

町工場人手不足に月暑く
袋の花火忘れかけてた

ウ

わ

″

迷子の親子アメ屋横丁

江

線香の香りゆかしき観音堂
ふるさとは今も変わらず首稽

苗代美しつんつんの青

肝ウ志やわ子志や〃ウわやウ江志子わや

八東京・拍華連句会Ｉその二Ｖ

歌仙﹃大川
横山わこ捌

ナォ啄木忌求職仲間誰も来ず

うな重囲む矢切の渡

六文銭幾星霜も値上げせず

シユヴァイッァーのパイプオルガン

ややを抱き青蚊帳のなか大笑い

空色ニットユニクロで買う
人形も宇宙時代のイメージで
ロケット基地に蛎幅の飛ぶ

狩野びんや

ルンペンは痩せてつららは太りゆく

中島好江
横山わこ
鵜飼佐知子

アーユルベーダ香汕はてなし

ナゥ秋祭もろ肌脱いで太鼓打ち
天使と悪魔持ちつ持たれつ
見つくせぬ浮世に未練今も尚

美術展への墨絵雄津

地上げされたる北のどや街
月ささり崩れるばかり砂時計

凧あげ競う対岸の空

塩味うすく料理する午後
夕霧のはれて彼方に淡き月

入内雀しばし静まる

ゥ白樺の黄葉舞う中只管打坐

わ

や

實

子

身が恋敵天蓋の下

虚実皮膜に脂たまりぬ

湯上がりの添寝のままに夜が明けて

︵於・九段下生涯学習館︶

平成二十一年四月二十四日首尾

釈迦の国西方浄土花ちりぬ
若布を入れた朝の味噌汁
や

子

ウ

肝

近藤蕉肝

記憶消し去れ一釜の酒

狐狸さえ迷う吹雪く立山
花の宿夢がさめれば人屋にて

實

ケータイも届かぬ里に隠れ住み

士心

スポーツニュース話題沸騰
地獄にも鬼減らしあり月寒し

回り道指を絡めてねだる声

梅川實
峯川政志
林ジョウ

春帽子おのれと共に浮かれいて

大川はへつ波立てり若緑

は

賢者の語録復習う永き日
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L＝＝

實ウわ志や實志わ肝やウ志實肝子やウ志

ハ岐阜巴世里連句会Ｉその一Ｖ

短歌行﹃鵜川﹂
膝送り

大野鵲士
奥山節子

風水の龍憩ひたる鵜川かな
土手の上へと這へるまひまひ
清水貴久彦

塩とおからで軽く一升

ナォ啄木忌賢治も岩手県人か

窓辺に育つ蝦岾葉仙人掌

御神義の恋愛運に大凶と

お店持たすと徒な約束

シルバーのブレスレットを愛用し
子

士

声高く歌ふ子供の声唄れて

彦
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一駅だけの列車通学

萩の群れたる庭に黒猫

ウテレビ塔明かるく点る望の月

春の毎の紅の鮮やか

︵於

岐阜柳ヶ瀬羽酒︶

屋根尖る公民館に花吹雪

帰郷のたびに変はるふるさと

姉に詫びたき事の数々
ナゥ俳優と職業欄に堂々と

目を細めこけしの見たる冬の月
士

彦

子

士

彦

子

仏像の売りに出さるる露けさに

質屋の娘適齢期なり

右肩の下がる字の癖親ゆづり
散歩はいつも堀に沿ひつっ
年を経て艶を増しゆく花大樹

春の駒啼く高原の宿

平成二十一年五月十六Ｒ荷
平成二十一年五月三十日尾

子彦士子彦士子彦士子彦士

ハ岐阜・巴枇里連句会ｌその二Ｖ

短歌行﹁緑雨
畳みたる傘に緑雨の香りかな
ブーケの薔薇の色も鮮やか

混声の歌声高く響きゐて

治水利水の議論沸騰

膝送り

マイナスにマイナス掛けりやプラスです

ナォ若鮎の鱗躍らせ堰越ゆる

堀部比呂美

南天の実の揺るるほかなし
かすむ目で読む六法に冬の月

各務恵紅
大山功

美

牢屋の中は時間たっぷり

おかめひょっとこ夫婦円満

紅

ナゥ鑿の跡今も残れる岩かくに

墓石の俗名に朱を確と入れ

新酒持ち寄る古老若衆

功

耶馬渓めぐるガイド博識

功

峰の子のころりころりと飯の中

美

咲き満つる花に預けむ身と心
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紅

女房三日見れば充分

功

ブロンズ像の清き眼差し
ゥ名月に村の復興始まれる

メールには愛の一文字書き忘れ

美

︵於・岐阜柳ヶ瀬羽酒︶

告天子鳴く空の頂

模も喰はざる夢の数々

紅

定めとて無常の花の散りけるも

春夕焼に雲の後迫ふ

平成二十一年五月十六日首
平成二十一年五月三十日尾

美功紅美功〃紅美功紅美功

ハ羽曳野・羽曳野連句会ｖ

歌仙﹃折句・ひばり﹄

折句 日 は 春 や 婆 娑 羅 の ご と く 曉 々 と

西田舟人捌

西田向加

西田秀

藤本則

則

のどかに鄙の単線電車
阿部愛

初虹は瞼の裏に灼きついて

川面へ映える山の稜々

秀

和田澄

ナォおぼろ夜の小袖のうらは紅のいる

つひ

幼な口笛ひなどりの唄

何をするのも日々をプラスに

アカデミー賞﹁おくりぴと﹂観て終想ふ

囲炉裏ばた見やう見まねの針仕事

厄介な風邪ウイルスがもと
ひと目惚れ隣座席の肩にふれ
添ふてぞ迷へ誰になりとも

お直ししましょブレークハート

忘れたい胸に残るは彼の声

せ︑らぎに金輪の影浮かびをり

家族と共に国内旅行

パステル調の紅葉はらりと
ナゥ猪垣を造りくつろぐ夜の酒

天神の巫女の袴や鈴の音
風が小枝に絡み震はせ

︵於

大阪狭山市金剛︶

美人画の薄墨桜しだれける
寺の池には亀の鳴くなり

平成 一十一年三川十二日首
平成 一十一年四月十六日尾
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則舟澄秀則愛澄則秀

執澄愛澄愛秀愛澄

子人子花子子子子花

筆子子子子花子子

薄持つ月の友あり手話の影

庭の隅にはえんま蟠蝉

ゥ星降りて佐治名産の梨届く
彼と彼女のおしゃべり密か

郡郵の夢か渭容落としける
湯煙りのなか君は艶めき
一合を差しつ差されつ酌み交はし

加齢と病ケセラセラとて
眉月の移ろふ彩の涼やかに
日傘くるノ︑ＵＶカット
天満楼司馬執筆のゆかりなる

これも幸せ本の立ち読み

花の下少し傾く道祖神

降る春雨に食べる春雨

〃
〃

花子子子花子人
花子子子子子人
人子

秀則澄愛澄則舟
舟澄

〃

ハ横浜・浜風ｌその一Ｖ

歌仙﹃青田風﹄
恵那山や棚田を降ろす青田風

夏蚕しづかに眠る板葺き
久々に塗りの片口取り出して

二十四色揃ふクレヨン

羊の群れの谷に迷って

月の影ジャングルジムの幾何模様
心まかせにひょんの実を吹く
ゥ身にぞ入む地震震る街の崩れ壁
バイブルに誓って言ふは好きですと

ジェラート溶けて甘きくちづけ

軽々と鳶擢ひしものは何

送電線の跨ぐ国境

あかぎれ膏薬置いてゆきます

母想ふ凍月の夜の歩哨兵
押入れの奥に手品の革鞄

ライオンの鼻少し湿って

道標西に向いて霞める

花に酔ひ人に酔ひして昏れごころ

鵜沢八千代捌
鵜沢八千代

城倉吉野
渡辺祐子
鈴木圭子
福島朱鷺
水野禾甫
加藤亀女

八千代

吉野
祐子
亀女
亀女
禾甫
圭子
亀女
禾甫
吉野
八千代

紅き刺繍の小さき紺靴

蝋住尚子

亀女
朱鷺

ナォ春の夢遥々広し水瀞伝

ＰＡＳＭＯで通る副都心線

街角の老いたメリーに口説かれて

巫女も携帯のぞく片蔭

草いきれ神宮に沸くホームラン

玄米パンを積んで引き売り

おーい雲よどこかに産科ありますか

ガーデニングの流行る屋上

マイバッグ︑マイ箸みんなお手製で

盃を酌む近き他人と弦月と

書を捨てて野へ敬老の日は
ナゥ新松子井伊大老像海へ向く

亀女

八千代

祐子
亀女
朱鷺
吉野
尚子
祐子
禾甫
圭子
尚子
朱鷺
祐子
禾甫
吉野

かけ声かけて走る生徒ら
賑やかに皮算用の金メダル
慌てて閉じた今朝の株欄

蜂・虻・蝶の忙しき昼

しばらくは何はさておき花行脚

︵於・神奈川県民センター︶

平成二十年五月二十一日首尾

‑201‑

ハ横浜・浜風ｌその二Ｖ

歌仙﹃残暑かな﹄

背丈のほどに伸びし数珠玉

鑿跡の仏のつやも残暑かな
ペットボトルのラベル異国語

月の窓学びの声の若やぎて

罠より抜けて走る野狐

衆議判

小林節子
加藤亀女
水野禾甫
渡辺祐子
鵜沢八千代

ナォ雪占で暦に農事書き記し

猫に小言はもうやめました

メルヘン街道ラララスキップ
正午にはからくり人形酒杯上げ

薔薇のタトゥーを隠す芭蕉布

原子力空母居座る山のごと

後姿のどこか似てゐる

ざわわざわわ束の間の恋身を焼きて

貝になりたい介護難民

この国は世襲議員の椅子並び

何のこと恩賜の煙草まぼろしに

﹁変しい﹂の文抽斗の奥
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リムジンのシートベルトをきつく締め

亀

天蚕の名は小石丸とや

結界のドア押し開けて月の町
くったら市の用意をさをさ
ナゥ今年渋柿搗き唄も加はりて
禾

花吹雪く花噛む河馬のうふふふふ

代

鈴木圭子
城倉吉野

テニスの女王見事復活

圭

代

ワ半生の愁ひのいるに冬障子
大黒さんは脛をちらりと
鴨川の堰転び合ひ忍び音に
草軽づくりは祖母の見真似で

尚喜

︵於・神奈川県此センター︶

平成二十年十一月十九日尾

平成二十年九月十七ｎ首

細螺で遊ぶ太き指先

観光の売りに駄菓子屋横丁も

禾

諮即

底引き船は北風の中

月しばれシルエットなす岬馬

祐

〃

主

〃

オバマ氏のチェンジに民は魅せられて

グランドゼロに響く槌音
来し方にあまたなる橋花の雲

目借時とて名代の七味

黒」､↑
住 11

尚亀節禾祐子郎亀圭祐代禾祐節〃祐圭代

八

『

アさ
ち

両

ちヤちヤちヤ〃ちヤちヤちヤちヤちヤ子

吟

八東京・Ｂ面ｖ

一差して出る﹄

頭巾とる鞍馬天狗の喉ぽとけ

花に来て花に送られ転勤す

白衣の若者少し猫背で

近未来万能細胞おそるしゃ

篝火尽きてあとの暗闇

祭舟嚥子盛大昼の月

芥川賞選者交替

思ひかね又書きましたといふメール

恋慕されては迷惑千万

面相図解は見ひらき２ページ

ワ開けにくき本を押へるそぞろ寒

落鮎の味これも格別

川音と月の白さと湯の匂

連子格子の外通る人

裁ち台に毘沙門亀甲春暮れて

唐織小袖にそよる軟東風

差して出る扇の先のおぼろかな

仙

常念の雪解けそむる頃

ナォ水草生ふ寮歌典雅な文語体

明治の美人眉凛々しくて

つややかに二百三高地結ひ上がり
﹁湖畔﹂の切手惜しみつつ貼る

ごっそりと遺産残して寒の葬

庭石を打つ霞ぱらぱら

離れへと案内の灯シ消え消えに

次の科白が鍵と知りつつ
誠から生まれる嘘の美しく

武士の情に訊かい懐胎

永観おそし見返りの弥陀月まんまる

鬼の捨て子が宙にまどろむ

ナゥ芋の湯気大口開けて召されけり

後期でもよし終期でもよし

忘却の夢のあなたのネックレス

教育勅語は今もすらすら
花を背に小さな村の聖母像

み空は晴れて清き畷り

件唾一汁舜圭へ叩十叶叩蟻︵文音︶
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歌

鈴内
木田

ヤちヤちヤちヤち〃ヤちヤちヤちヤちヤ

八富士見・美々っと連句会ｌその一Ｖ

喜美子

由利

羽山野由紀

情華

柿沼喜美子

津田由利
成田淑美
川口清華

山本としみ

成田淑美捌

順候式ソネット﹃風の口笛﹄

秋扇風の口笛静かなり

茜の空に淡き眉月

祝宴へ松茸篭をたずさえて

設計すすむ新しき船

ゥ願わくぱ世界一周豪華旅
行火がわりに抱いて寝る猫
元カレにぱったり遇いし寒の入

あの頃の髪どこへ消えたか
ナォ池の面に水陽炎の鬼ごっこ

としみ

由利

荒井智恵子

由紀

東てのゆるみし聖橋端
孔子祭大道芸に拍手湧き

二重虹かかる若葉の花の峰

智恵子

ナゥ犬をお伴に朝のジョギング

灼け砂を踏み夏に乾杯

︵於・みずほ台コミュニティセンター︶

平成二十年九月二十四日首尾
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八樹上見・美々っと連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃神の旅﹄

雪嶺仰ぐ木守りの朱ケ

背負うものなければ軽ろし神の旅
キャンパスに異国語あまた交わされて

莞を渡る鐘の音の澄む

物理学者へ賞の祝電
月映す鱒踞の水芳しく

成田淑美捌

ポスト失う程に飲み過ぎ

ナォくしゃみして涙とまらぬ春の風邪

淑美

加藤光樹

輝子

冨美子

情美

ゆみ子

落書で汚れた塀を塗りなおし

バイク噴かしていつも来る人

厳寒の北の岬に愛叫び

炬燵にふれる解の指

ティファニーのリングに彫むＦｏｒｅｖｅｒ

輝子
春野
春生
昌子
清美
春野

てくてくと温泉めぐるハイキング

箱根の関に残る石組

これからは晴れて耕し雨に読み
路上ライブのあちらこちらに

わあっと舞い翔つ数百の鳩

復元の縄文住居月に訪い

有賀秀春

越前春生
成川淑美
坂本昌子
後藤清美

潰えし時へ蓮の実の飛ぶ

品川富美子

仲澤輝子

ナゥ騎馬武者の駈け抜けてゆく冬隣

輝子
春生

兄は卒業弟進級

埋み樋を潜り出でたる花筏

天へ届けとふらここを漕ぐ

平成二十年十一月二十六日首

春生
昌子
秀春
輝子

︵於・東京文化会館︶

平成二十一年三月十八日尾

ゆみ子

中村ゆみ子

大堀春野

ゥ村芝居メタボな屍横たわり
嫌い嫌いと言いつウインク

女児と男児の産着揃える

清美

冨美子

ゆみ子

束ね髪ほどくは海の見える部屋

にぎやかに四万六千日も果て

お勧めはピッツァ・オムレツ・ハンバーグ

アメリカ発の経済恐慌
輪転機徹夜で回す新聞社
藍の涼しき浮世絵の月

輝子
清美
春生
春野
淑美

鬼の平蔵縁に寛ぐ

お玉杓子の影のゆらゆら

川沿いの満開の花デジカメに
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八東京日比谷連句会ｖ

歌仙﹃秋の情一
高尾秀四郎捌

ナォ名山といわれなくとも山笑う

階段を降り腰がギックリ

杖振って魔法使いは空を飛ぶ

石井桃子は夢運ぶ人

大ゆれにぶらんこ毛虫ゆうらゆら

赤きダリヤを剪りかねている

遊び馴れたるあしらいに燃え

選り抜きのひとかとふっと湧く嫉妬

綻びは衣裂くほどに広がれり

尚尾秀四郎

流水の音に揺るる月影
町中に鹿の親子の現れて
宮脇美智子

字咲冬男
渡部春水

共にいて告げえぬ言葉秋の情

考古学者の葉巻くゆらす
エコヵーの期待を乗せし高速道

ナゥ広重忌生誕の地はビルの陰

祭りの後の枝豆の殻

隠し通せる悪事などなく
雲晴れて望月遠く見ゆる浜
次山和子
寺田順
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竹本いくこ

佐々水彩女

千羽の鶴を千代紙で折る

さるすべりなお咲き継いでおり

いなせな大工厚き胸板

あやすほど声高くなる甘えん坊

ゥ浴衣着て化粧直しの大女優
地下にある秘密の部屋に誘われ

春

戸川徳子

．二

正

︵於・内幸町・日本記者クラブ︶

平成二十年七月九日首
平成二十年九月十日尾

手を携えて越ゆる春泥

ときめきも花も映せるウィンドー

日永の池に水輪ひろがり

さざ波のごと漏れる溜息

順

竪琴のいつしか止みし深しじま

対の菩薩の背中尊し

来︑

凍月の耐えよ耐えよと光増す

美

徳

和

久︑

い

秀

過ぐれば早き百年の冬

醸されしボルドーワイン香り立ち

窓辺に寄りて遠汽笛聞く
花の杜西郷像のはにかめり

霞の奥にほのと兄ゆ史

枝

順美和彩和春冬美和春彩い冬正和子美春

八裾野・富士裾野ひよこ連句会Ｉその一Ｖ

歌仙﹃藍浴衣﹄
長田友子捌

宮原うた子

長川友子
大庭初江
鈴木玲子
小林静司

藍浴衣出合い頭を匂いけり
蛍とまれる湯上がりの髪

文債はたす快き朝

た

手作り味噌の講座満員

ナォ勤め上げ熟年パワーみなぎりて

昼下がりゆっくり廻る観覧車

輝く青嶺映す湖

・々羊③

ふっとせつない沈黙の刻
相寄りて息耳元に身の震え

日本の小旗見送りの人

家宝なるピッケルにいざ挑まんや

財布の紐の緩む旅中

ずる休みテレビに写る間の悪さ

友好の十ヶ国へと花便り
海に展けて若き茶摘女

秤雌一汁癖袖期二弐価即噛︵文音︶
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風鈴に音色ほどよき風生れて

西に月東を見れば白みをり

月光を砕きて寄する波頭
紅葉忌には酒そそぐ松
田︑明子
高木千代子

離陸の一路爽秋の空

ナゥささやかな生活の中に障子貼る

明

江

手漉ハガキで知らす近況
放牧の羊の群のたわむれて
アルペンホルン陽炎の中

友
江

ワ休暇果て企業戦士の心意気
メール番号やっと聞き出す
カーナビで知らない土地へ連れ立ちて

司

大きく舞いて冬鷆啼く

玲

イエスの愛にすがる行末

サッカーボール蹴上げる昼の月

友

荒涼と襟裳岬の波高く

一校十台バスをチャータ−
ふる里の母へ電話も久しぶり

代

代

城跡を巡らす濠に花吹雪

司

都踊りの演も間近に

貝塚を掘る奉仕のどけし

執宗

筆匠明た代玲友江代明た司玲江友玲明た

八裾野・富士裾野ひよ子連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃錐鳴く﹂
唯鳴く山河を終の住処とす
春田を打ちて守る父祖の地

かんばせ

大庭初江捌

黄金週間我は関せず

ナォ目に見えぬものを敬い種下ろす

管制官神経凝らす離着陸

ネル・ドリップで珈琲を濃く
漁り火は万華鏡めくテラスにて

自ずから寄り添いし身に炎たつ

娘二人に編みし手袋

寒気をついて赤き冬ばら

ほむら

大庭初江
長川友子
鈴木玲子

教会のステンドグラス笹子鳴く

三とせ越しなる想い告白

宮原うた子
高木千代子

盲導犬はぴたと身近に
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由緒ある雛の顔鰯やかに
おすましをして唄う童謡
月の舟乗って銀波の芒原

江

地唄しみじみ秋の絵扇

京に来て遊びどころの月の茶屋

友

Ⅲｎ明子
小林静司

ゥ話また昭和に戻る盆の僧
軍国乙女散りし碑を読む

春風受けて国旗はためく

参加成るパラリンピック夢のせて

木犀の香のどこよりとなく

一途なる過去はまぼろし此の岬

た

玲

拝唾什一粋一一朋二廿缶朋壗︵文音︶

固き握手にカメラ暖か

条約のサインを交わす花明かり

ナゥ長生きの秘訣の講話文化祭

怒涛に誓う愛の花束

司

餌をねらう鴎悠然群れており

江

明

十七条は和を基として

代

護岸なき自然の川の清らかさ

友

行員幹部夏季の講習

凧々揚がれ男児たくまし

江

異文化の理解深めて月涼し

花のもと風船売のエアポンプ

玲

おのこ

墨絵そのまま霞む山なみ

執宗

筆匠代た玲友江司明代た玲友江司明代た

羊の毛刈る村は総出で

品川鈴子捌

品佐

鈴昭

川｜Ⅱ

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその一Ｖ

﹃新聖堂﹄

冬晴れを極むザビエル新聖堂
膨れし河豚のさらに歯軋り

鎌でこそげる猿の腰掛

毒薬棚の鍵をまかされ

転ぶばかりの達磨目いれむ

赤ワイン・白ワインかと選びかね

アボリジニーの知らぬ水虫

月涼し休日ごとに遺跡掘り

まっすぐな棒もいつかは曲がるらん

心中道行き低き鐘の音

国境を越え来てやっと巡り会ひ

異人好みの引き目鉤鼻

ゥ古物商の奥に置かれし後の雛

思ひ出の丘にのぼりて月の客

万年筆と白線の帽

煙吐きＳＬ列車近づきて

仙

花の雲山はやさしくなってゆく

貧しい中の騎士の一分

ナォメーデーの歌声とどく王宮へ

貞操帯いつしか錆の兆しつつ
そっと懐紙にたたむ忍の字

泰然自若冬安居して

老看護しっぺ返しをたっぷりと

堅物通すスタイリストが

杉焼きの薬膳に下戸ほる酔ひに

ぺこちゃんの衣裳あつめは片っ端

草の実飛ばしチベットへ旅

洗濯屋から戻るへそくり
月に量年金記録うやむやに

活力入れる前頭葉に

ナゥ酸素吸ひ五体投地は蟷螂真似

ぐるぐる回す地球儀の軸

地の果ての鈴触れ合ひてさやぐ庵

斗肌舜十︐咋朋十催即鼬︵文音︶

夢のひととき巣立ちゆく烏

枝垂花亡き悌の佇みて

秤
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歌

〃昭鈴昭鈴昭鈴昭鈴昭鈴昭鈴昭鈴昭子子

昭鈴昭鈴昭鈴昭鈴昭鈴昭鈴昭鈴昭鈴昭鈴

品川鈴子捌
中 野 河 森
田 口 村 l l l

久

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃沙羅の雨一

万蕾のゆるめゆるめと沙羅の雨

でんでん虫は角をふりわけ
珈琲の寄らずに居れぬ香りして

地震の校舎に残る黒板

ナォふくよかな檜葉に畷り静まらず

浪速育ちの肝っ玉振り

ユニセフに世界のことばさまざまと

愛嫡で売上げ伸ばす黒ビール

見物席へ恋の口笛

避暑に行くとて通ふパチンコ
猫かぶり編すつもりが歸されて

タイの料理はすべてピリ辛

マタニティドレスを纒ふ披露宴

もみぢまんだら産士の神

誰に似てだたつ児月を捕るといふ

ナゥ水差しを古曽部に代へて風炉名残

ロイド眼がねのにあふ漫川家

軋む廊下は拭きて鏡に
何ごとも楽天的な交流戦

十川日首
十二日尾

︵於・郷Ⅱ連句教室︶

仮の免許に草の芳し

全山の動くばかりに花ふぶき

平成二十年四Ｈ
平成二十年六月
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ところかまはず塾の広告
月明かり賂駝の列に鈴さやぐ
ふとかき合はすやや寒の衿

セーヌのほとり熱き抱擁

ゥ気がつけば落穂拾ひの聖画めき
かちんこにまた駄目押しのメロドラマ

有無を言はせぬ妻の味付け
子供らの秘密の基地は落し穴
タイムカプセル開けるときめき

月かくし鯨のあげる潮柱

冬帽深くあたふたと旅
連慶の仏入札億のドル

姉妹揃ひてめもと切れ長
花の下太極拳の息づかひ
︑王席を迎へ城のうららか

寿 喜 泰 蓉

蓉喜寿蓉寿喜蓉喜子蓉喜泰喜泰蓉子子子

蓉寿泰喜寿泰蓉寿喜泰蓉喜寿泰蓉喜寿泰

八神加・ひよどり連句会ｌその三Ｖ

﹃虹の橋﹂

角帽正しひびく麦笛

駆込み寺へ妊りしまま

品川鈴子捌
小原みどり

角谷美恵子

美

静寿美子
大井邦子

ナォ春休みスポーツカーに猫を乗せ

踏まれてもなほやじるべゑ起き

借りものよごす消しゴムの屑
改革にのりだす知事は酒豪とか

麻ののれんに庵号の揺れ

琵琶湖にもブラックバスがのさばりて

あどけなき木偶の誰にもらひ泣き
しびれるほどに抱きしめられて

はぐれ鴉の憩ふ磐座

妻の座にひろく根を張りあぐらかく

とんぼの群れを長堤に追ひ

月光に満たされてゆくコロセウム

馴染客にはおまけどっさり

ナゥ隠れ里畦に案山子のコンクール

み

辱材Ｊ

邦

砂風呂の砂の重さにうんざりし

主阿岬

み

貴人のマフを御者がささげる

崖っぶちに駝鳥の眠る寒の月

み

靜

邦

平成二十年四月二十四日首

平成二十年六月十二日尾

︵於・毎日連句教室︶

袋一つでおかげ参りに

おひらきに手締を合はし花の宴

破れ枝折戸推して碁敵

美

主阿脚

軒赫Ｊ

隣国の動き気になる北朝鮮

邦

美

ちびてしまひし筆のいのち毛

靜
美

鬼女 め き て ふ ぶ く 花 び ら ま と ひ つ く

仕事帰りにダンス教室

名物の三色団子ほほばりて

妬きもちの引っ掻き傷は隠さずに

ゥ交番へ忘れ扇を届けては
問はず語りに熱き想ひを

月皓々水漬きの舟の底までも
マィスターなら新豆腐和ヘ

犬小屋なれど名札釘づけ

ビル街に歌舞伎役者の見得きって

功なりて故郷へ帰る虹の橋

仙

地球型なるガリレオの凧
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歌

邦み靜美邦靜美靜み邦美み靜邦み美邦み

八神刑・ひよどり連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃論文﹄
品川鈴子捌

長谷川鮎

ナォ都踊り桟敷にならぶ漢どち

星と神との接点は何処

跳び上がりては太鼓打つ子等

たこ焼きをくるりと知事の仕事ぶり

煤逃げのネットカフェに根をはやし

蜜柑の熟れし庭の記念樹

ビル見上げ現役の頃振り返り
レントゲンには恋の傷あと

論文で過ぎし年明け白エプロン
木内美恵子

美

着のみ着のまま長き船旅

平川倫子

鶯合せテープ相方

美

飾り臼より鼠ちょろちょろ

レンズ透き春月あばたくっきりと

倫

腹いせにブランド品を買ひ漁り

２のボタン思はい人に渡されて

ぬっと出でたる松の大枝
ゥ豪邸の築地の続く迷ひ道
出窓を開けるサリーの女

平川恵美子

鮎

やるせなさ守袋をとり交はし

美

鮎

鮎

蓮の実飛んで防火訓練

ナゥ虫しぐれ昔離宮の外刷

居どころ願す携帯電話

ＫＣＣ三宮連句教室︶

花見時ライトアップのゴルフ場
モボを気取りてナナハン遍路

︵於

平成二十年一月十七日首
平成二十年五月十五日足
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畑焼きの香り潮に誘はれて

乳のあふれて三毛もとぼとぼ

倫
南必

鮎

美
倫
中山勢都子

帰らぬと決めゴーギャンの烏
月光の厨にさがすウイスキー

菅笠を月へ投じて脱藩す
真珠筏の手入れ涼しく

倫

軍事屋は葉巻街へてほくそ笑み

連句を杖と頼る半生

抜け穴をくぐり魔法の王国へ
へんぽんとあり日の丸の旗

最敬礼奉安殿の花たわわ
六甲越ゆる春雨のバス

勢恵鮎美恵勢鮎美倫勢恵勢倫美勢美〃恵

衆議判

森 藤 伊
田 田 藤

蓉か絵
も理

八神瓜・ひよどり連句会ｌその五Ｖ

﹃植樹祭﹄

プレートのまぶしき角度植樹祭

すれ違ふ所が見せ場メロドラマ

いかにせむ堪忍袋テポドンに

愛宕の神の火伏せ札受く

ビール瓶三和土の隅に夏の月

裏金ばれて重加算税

貝合せ小野小町の昔より

深川の雨俎板濡らす

チャンスを狙ひ恋の留年

ゥ黒猫の背ナを尖らす秋の風

ひと回りして踊おぼえる

海峡に竪琴めける月の橋

いつの間にしむ蒟蒻の味

行く春の楽屋のれんは長くして

初蝶の色淡き紫

仙

振り鉢巻どか弁持って
そのかみの寮歌高吟花篝
呉も越もなく霞む山々

ナォ燕来る海のにほひのオフィス街
ＩＣＯＣＡカードにまたも入金
たが

蒼空に近い部屋住み腕枕
樋かけなほす職人の技

軟派の癖は雪しまくとも

冗談のこれっぽっちも牡蠣割女

じゃんけんをして赤ん坊抱く

改装の精養軒に鉢合せ

蝉れ切らして乾せるシャンパン

風神の怪力杉の根をおこし

釣り天狗焼く錆鮎の串

がってんと顎つきあげて月今宵

︵於・柿衞文庫︶

ナゥぞくぞくと現るるくさびら幻視めく

エクスプレスでベネチアを発つ

谷崎源氏読みさしのまま
若者に似合ふ着物の格子縞

伸びるばかりの武者凧の糸

定年の家路は長き花堤

平成二十年三月二十七日首
平成二十年五月二十二日尾
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歌

蓉か絵蓉か絵蓉か絵蓉か絵蓉か絵子め子

か蓉絵か蓉絵か蓉絵蓉か絵蓉か絵蓉か絵

衆議判

lf'l間片北
江 田 野 畠

八神両・ひよどり連句会ｌその六Ｖ

歌仙﹃晴るる日﹄

晴るる日を選び白靴下ろしけり

蝉しぐれ聞き流し素麺

うとうととオリンピックのライブ見て

ミステリッアー着けばふるさと

ナォのどかなり土鳩の声のくぐもりて

自然食品売り場賑はふ

突然の辞任に憶測飛ぴ交ひて

ねずみ花火に逃げ回る子ら

朝焼けをハイウェーで見る夏休み

ダンスホールでタンゴを踊る

俄か雨百円傘に肩寄せて

寝乱れし髪を整へとる朝餉

能楽堂におかまこほろぎ

振り向きもせず駅へと急ぐ
月かかる磯馴れの松に風の音

永井荷風の行きつけの店

ナゥ赤い羽根老若男女胸につけ

未来へつなぐ夢のかけ橋

境内にガス灯ぼんやり点るころ

春泥の庭猫の足跡

先生もつい呑み過ぎて花の宴

︵於・東京ぐろつけ︶
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またも挑戦漢字検定

繰り返し月へと昇る観覧車

美術展へと案内とどく

ゥ紫の汁したたらせ葡萄食む

二人で渡る明石海峡

貝殻を拾ひ揃ひのネックレス
モデルルームで交はすくちづけ

ケイタイの写真笑顔の孫ばかり

氏子献上並ぶ酒樽

尾首

月皓々快気祝の牡丹鍋

一七
｢1「1

ロングコートをバスに引きずる

平成二十年八月
平成二１年九月

十
一
￨
‐

髪染めて浦島太郎若返り
山を仰ぎてしばし黙考
花疲れ人疲れして帰路につく

犬も土竜も朝寝むさぼる

醇章光明

明光章醇明光醇章明光章醇光明子子子子

光章明章醇光明醇章醇光明章醇光明醇章

﹃夏の

ハ神戸・ひよどり連句会Ｉその七Ｖ

半歌仙

脇起

なごや

木村美猫捌

公羽

木津左耶子

岩田登美子

古井公代
木村美猫

羽織袴でオペラ鑑賞

ゥ赤い羽根胸にゆとりの記者会見

鎖賀悦子
浅野早智
登

公

″

公

猫

公

登

猫

人影絶えて残る雪竿

公

猫

登

拾ひ猫シャムとペルシャの血が少し

月照らす手袋片方軒先に

補聴器の電池とり替ふ岩の陰
やっつけ仕事で建ちし学校

五色おにぎりリュックサックに

匿し持つサファイア未練がましくも

有無を言はせぬ尼の還俗

ぶどう酒醸す甕を撫づれば

分れ目に商談成りて望の月

魚小屋涼しくまどろみの刻
地下鉄の下に車道も走るらん

島か︑や千々にくだけて夏の海

E＝＝

続きの句座は苑のベンチで
太極拳伸びするかなた花の雲

行列長き金のふらここ

平成二十年六月二十五日首尾

︵於・夙川公民館︶
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海

ハ神戸・ひょんの会ｖ

こぼ

﹃尼僧﹄

あか

松本昌子捌

びっくり箱から悟空ピノキオ

ナォ雛納めまた会ひませうと雛に告げ

恵美子

雷神
の居眠る軒雲間より
いもなだ

を

ごふ

誰しもがみな業を背負へる
エンジェル

庭いぢり月ほのぼのと昇りをり

ちな

な
醜しこ名
に因む山も粧ふ

執筆

漠

恵美子

三木英治

鬼持
圭介

どき﹄

おやつ時には旨い焼藷

あらが

寒戻るやよ抗ふ勿れ

お坐りＩと尾を振る犬に命令し

麗はしき盛り誇るか花明かり

ひこばえ

埋れ木からも萌ゆる蕊

秤雄二什辱枕朋十一岨壗︵文音︶

漠

昌子
鬼持
圭介

恵美子

昌子
英治

恵美子

漠

英治
鬼持
圭介

漠

英治
圭介
鬼持
昌子

妹を宥めて食さす桑の実
唇の色槌せぬ間に恋せよと

誤読など七癖かくす笑みしきり

松本昌子
服部恵美子

偉丈夫かメタボリズムか草相撲

挿絵の天使軽く羽ばたき

宮崎鬼持
永田圭介
鈴木漠

頭巾被ってちゃんばらの真似
せ

架けし梯子を仕舞ひ忘れて

き

漠

昌子

ナゥ喚声と共に飛び交ふ雪礫

恵美子

たゆ

シュークリームを駅前で買ひ
もてるには弛まぬ努力要すると

百夜通ひのためしもあるぞ

祭太鼓が風に乗り来る

青簾掲げて仰ぐ望の月

敗戦の苦い酒にも滋味を知り
きやつ

帰らぬ者に捧ぐ一献

﹁カチューシャ﹂を彼奴と肩組みハモリしが
き

砂噛み当てし浅鯏汁椀

昌子
圭介
鬼持
昌子

ワ団藥の家路急かるる息白し

大好きな四こま漫画の主人公

新聞配る気配戸口に

暁の月世俗吾を離ることもなし

あけ

作務衣の袖に透る朝冷

尼僧出て掃き清めけり零れ萩

仙

園はいづこも噂りに満ち
ばか
桜伐り梅剪らぬ莫迦花談義
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歌

ハ仙台・北杜連句塾ｖ

半歌仙﹃滝桜﹄
衆議判

谷山部弓子

熊坂昌子

松ノ井洋子

凧や緯き合いてさがる絵馬

南天の実の零る階
洋

秋田てる子

退官の記念講義を準備して

近隣の子に自宅開放

﹁弓

て

平成二十年二月二十六日首

︵於・北仙台コミュニティセンター︶

平成二十年四月一日尾
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草原にホーミー流れ月高し

寝食共に仕込む荒薦

〃

ワ秋の末さしっこ祥纒届けられ
モネもゴッホもみなジャポニズム

て

洋

日自

副賞の留学を手に飛び立てり
かたことながら愛を伝える

ホームラン月とビールとチアガール

水争いは両成敗に

何事も黄金律を糧とする
人形寝かせ看護士の真似
﹁滝桜﹂花の縁の広がりて

蛍烏賊漁浜のにぎわい

筆て弓昌洋昌

充電中の掃除ロボット

君がため髭さっぱりと剃り落とす

執

かさね

ハ仙台・北杜連句塾襲ｖ

短歌行ご望の﹄
狩野康子捌

千枝子

千枝子

ナォ冒険心旺盛なりし巣立烏

雫きらりと雫すまいまい

一望の植田気息のやわらかし

流れ着く地蔵を囲む男衆

康子

佐藤千枝子

狩野康子
鈴木良子

よく見てごらんあれが竹島

帰省の子伸ばす手足の長くして

盛切り酒のはらわたに沁む

玻斗子

通奏低音イヤホーンから

玻斗子

康子
嘉宇

ネガのまま秘めたる恋の発光し

凍月抱けば蒼き残り香

間橋玻斗子

おしゃべりな冬の毎に目配せを

佐々木嘉字

もみじ散らして美女はきまぐれ

康子
良子

ナゥ改革の螺旋の捻子はかみ合わず

千枝子

良子
嘉宇
良子

神の微笑み満ちる弥生野

玻斗子

夢をつなぐも薄氷の上

照れた仕種の介護ロボット

嘉宇
玻斗子

良子
嘉字

花万朶嬰はさくらと名付けられ

千枝子

ゥ月までは未だ遠しと塀の猫
寄り添えばふわりと閉じる霞網

遊べ歌えよ累卵の世は

信玄の湯を守りて代々

警笛は二度ＳＬのカーブする

養花天血圧少し上がりぎみ
マラソンランナーふらここに揺れ

︵於・エルパーク仙台︶

平成二十年上月二十二日満尾
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八東京・ほほほ連ｌその一Ｖ

歌仙﹃おぼろの宙﹄

エンデバーおぼろの宙に打ち上がる

和田忠勝捌
和田ひろ子

伊東あさぢ

大城里水
岡村歌
竹崎梨野
鈴木山波
岡村糸子

きぼう祝いて舞うか昇龍
月あかり荒ぶる心鎮まらせ
鈴虫の音の長くかぼそく

含めば香る御当地の酒

ろ

お局様の品定め受け

ナォ肩硬く新入社員並び居る

心中者の生き残りとは

反対をされれば恋は更に燃え

幼き子等の歌は今様

観音を彫る湯治場は山の奥

瞬きは噺きに似て冬銀河
雪原よぎる狐ふりむき

ユーロの高さ頭かすめる

再訪を望みトレビでコイン投げ

今年酒買い集う翁ら

旧友と見上げる月は少し欠け

今日は歌舞伎に明日は新派に

ナゥ秋袷母の遺愛の帯留と

夕べの鐘に草摘みを止め

街角のシュウシャインボーイ耳遠く

天神の細き道まで花筵
ひねもす続く蛙合戦

秤域一一什斡垂朋叶い出擁函︵文音︶
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春の宵こけら落としに招かれて

ゥ芋煮して互いの垣根はずさるる

平良木遊虹
大久保風子

水

森脇甘蘭
宮澤うか
和田忠勝

自信のなさが答弁に出て
婆さまは丑寅の方清めよと
叶わぬ夢が今変わるかも
しとどの汗に濡れし後れ毛

野

師弟越ゆ小袖に伽羅を焚き込めて

時烏鳴きゆく方に下り月

沖に客船見える別荘

糸

のんびりと城塞都市をひとめぐり

ピッチに復帰中田英寿
薄紅に辺りを包む花大樹

波

歌

浜にシラスの湯けむりの立ち

執

筆か蘭風虹ぢ波糸野取水ろか勝風蘭ぢ虹

八東京・ほほほ連ｌその二Ｖ

歌仙﹃遠き富士﹄

残月細くフェアウェイの上

通草熟れ今朝は見えたり遠き富士

澄む池にさざ波たてる魚のいて

端座の翁視線穏やか

風は冬めき枯葉ささやく

和田忠勝捌

大久保風子

和田忠勝
森脇甘蘭
竹崎梨野
岡村糸子
鈴木山波

ナォ春場所の新大関を応援に
箪笥預金を数え気をもむ

苛立ちつのるタイの足止

ティファニーもローレックスも無縁にて

ダウンジャケット身体三倍

寒昴悠久の世を輝ける

仲人口の結果様々

裁判貝辞退できたらそうしたい

﹁ご−こん﹂の最上級か披露宴

雁高く行く北の故郷

フランス料理舌鼓打ち
灯台の見える港に円き月
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ようやくに携帯交信覚えたり

和田ひろ子

名画劇場昔懐かし

岡村歌
伊東あさぢ

バンジージャンプスリル満点

ワ凍てつけるウォール街へワンウエイ

宮津うか

ナゥ太宰読む旅果つ駅に衿立てる

上手く褒められぽ−つと返杯

秤雄二什嘩汁一一一朋二抽朋蕗︵文音︶

快気祝いか初虹の立つ

花咲きてここにもありと知らされる

火渡り凝視遠足の子ら

運命はあやつの手の内腹の中

入城里水

平良木遊虹

箸使いおぼつかなきも愛らしく

通り雨過ぎ木の香際立つ

ひたすらに尽くしつくして今がある

風

勝

禰宜先頭にくぐる菅貫

浴衣がけ仰ぎし月のほの白く

野

糸

波

蘭

犬二匹歩調揃えて人混みに

歌詠鳥の軽やかな声

ヘリコプターに皆で手を振る
花びらの舞って振袖においたち

水虹かぢ歌ろ波糸野蘭勝風虹水ぢかろ歌

勾玉連句会設立十年記念

八伊勢・勾玉連句会ｖ

百韻﹃神の旅﹄

の

藤岡よし子捌

山口龍一

藤間よし子

松濤軒五世小林静司宗匠指導

神の旅供奉なす風や雲も飛ぶ

遠き文化を変えることなく

蕎麦と鯛鈍の暖簾あちこち

露天風呂イオウの香り気持ちよく

涼しき庭に並ぶ石仏

漆黒の沖に爆じける大花火

酒豪の多き接待の客

一ォ不器用のこれしか知らぬ武田節

ふるさとに向き風見鶏立つ

家督など誕生前の決まり事

わが楽しみをいらぬ止めだて

六阿弥陀詣でに女連れまわし

貼ってみて又貼り替える肩の凝り

赤いバンダナ憎き碁敵
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東て敷き延ぶる碧き海原
梢を焚く叙勲の話弾みいて

白魚すする派手な口紅

雪囲い解いて天地の開かれぬ

ゆっくりと巨船は北へ向けて出る

頂上は一望千里ケルン積み
今年搾った葡萄酒を酌む

よ

古い自転車こぼれ落ちそう

プリントアウトデジカメのフォト

酔芙蓉月光浴びて花開く
湖水に群れて眠る初雁

澄

酔い覚めの寒の井戸水月に汲み

小凹澄子
斉藤正子
渡辺紘男
西村幸子
小林静司

ゥ大太鼓鳴らし故郷は秋祭り
鰡背な法被ぐっとイケメン

正

つ

男

一一ゥ大安に年末ジャンボ長い列

又三郎がもがり笛吹く
司

うなじ

細い項に香る香水

いつも会う朝の電車の二輌目で

打ち出の小槌振る夢を見る
澄

よ

幸

友だちに嘘吐き二人きりとなる
機内サービス甘いキスチョコ

南国の町並み赤き屋根瓦

ピカソの顔は目鼻ちぐはぐ
羽化の蝶心の髪に割り込んで

綿菓子口に溶けてゆく春

朧月鰍の手をとる里の道

男正澄一よ幸司男正澄一よ司幸男正澄一司よ幸男正

風の緑の中の雨脚

藤蔓の絡む吊橋夫婦瀧

極楽浄土願う生き方

楽茶碗押さえて無心濃い茶点て

ミス農協に○く両詞三十歳

オ−︵−サ−テイ

亀の数母と数える寺の池
電子辞書閉じて眺める今Ｈの月

ひとしきり鳴く壷の鈴虫
花道で大見得を切る村芝居
げんげ田越しに城見ゆるなり
ォ駅前のからくり時計正午告げ

覆面列車のホーム離れる
ライブファンも木枯らしの中

新調のダウンコートをひけらかし

サバンナに憧れている独り者

為替相場が買い時となり
糟糠の妻は社交の才を持ち

波打つ岸を泳ぎゆく鯉

若い︑王治医にそっと誘われ
料蛸のシネマの余韻さめやらず

初ほととぎすアトリエで聞く

額ほど川を植え終えた男いて

扇やる蚊遣りの煙月蒼し

よ幸男正澄一よ司幸男正澄よ司一幸男正澄一よ司幸

こみ

五目込出し又も一番

三ゥ不景気に安売り価格つぎつぎと

願ってもない逆玉の輿

そよ風に慕情モナコの夕陽影

忘れ難きは傷心の過去
山脈に響く羊の首の鐘

木霊が遊ぶ樹々をひらりと
生も死も書けば一文字露の玉

ゆかり

祖父の笑顔に祝う菊酒
月の宴家紋縁の笹竜胆

村社の神輿運びこまれる
松嶋の松に寄せ来る波高く
酢味噌のホッキ炉端八寸

返り花きりり帯締め紅を引く

宿の女将の粋な物言い

名ォ流し目は光源氏の君かとも

ケトルの笛にうたた心根

築地塀棗先ず咲き早や散れり

この夏寒く入院の破月

アッシジの聖者のような頭巾して

猪の足跡残す雪原

うっすらと原発二基が霊に立ち

関西弁は今は聞かれず

一よ幸司男正澄一よ男正幸司一澄よ司幸男正澄一司

フー

フー

ヮー

駅前にある長いスロープ

車椅子女子高生のボランティア

石油値上がりドバイ儲けて

回転鮨皿をどんどん積みかさね

洗い終えたる秋耕の鍬

あの歳でメタボ気にする十三夜
潴ゥ我 が 方 へ 来 る と も 見 え て 穴 ま ど い

五輪の記事が増える新聞

中国語講師は若き留学生

秤

卦仇粋牙即一十幽叩函︵文音︶
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行列出来る饅頭の味

転々と格差社会を天下る
風のブランコちぐはぐにゆれ
酌み交わし語り伝えん花の美酒

勾玉飾れ佐保姫の胸

執

筆司幸男正澄一よ男正司幸男澄

八松山・松山連句教室ｖ

歌仙﹃水引﹄

珈琲畷り憩う一刻

ナォめずらしき蝿の蝸糾を覗きこみ

頑張らないは誰の口癖

井上弥生
吉金白水

井上弥生捌

ダイヤ輝く胸のふくらみ

夏帽子今日は真赤に決めました
避暑地はどこも外車ばっかり
すっきりと英語ぺらぺら元小町

パラリンピック涙して見る

世の中に増えしニートに手をやいて

中野かずえ

海外派遣受けて爽やか

小さき幸あつめ水引朱を極む
いとどの髭にありなしの風
ほのぼのと立待月の昇り初め
松永勝政
永井政子
藤本尚枝

ナゥ堂々と揃踏みする秋土俵

伝来の宗家を潰す七代目
玄関脇にうずくまる猫
か

棚に飾れる火襟の壺

満月に何かよきことありそうな

浴衣姿の子らの可愛ゆく

白

何処からか美しきテノール聞えきて

由

︵於・井上弥生邸︶
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ようやくにアニメ小説書き終えて

お目当ての娘はすでに人妻

ゥ音に聞く博多祭りの賑やかに

か

勝

寝耳に水の首相退陣

デマンドタクシー山の奥まで
政

平成二十年九月六Ⅱ首
平成二十年十月四日尾

一陣の風に舞いたつ花吹雪
春を惜しみてしばし佇む

弥

うつり香を流す夜明けの出湯の里

置き薬にて治す鼻風邪

弥

尚

今日も又晴れては曇る日和ぐせ

故郷の友よりメールたびたび

白

戒能々多一号

︐政

か

熱燗にほのと酔いたる月の宵

汚染米安く買取り大儲け
川に向かいて唯る民謡

夢より淡く春の虹立つ

花満ちて京は式部の千年紀

松
永

政か勝か白弥政勝白か弥か多由勝多紀政

八束京・﹁窓﹂連句会ｖ

歌仙﹃木の実植う﹄

木の実植う森を夢みて十粒ほど

内田さち子捌

ナォつぶやきて生返事する春の暮
仏壇の菓子ちょっとつまんで

世

間月三世子

ヤ

鈴木アヤ
佐膿和子
野口敏子

杉浦喜久代

澄

赤坂サカス新しき街

飲み直す辛口碓酒性に合ひ

ていねいすぎても応じ難くて

ナゥ露時雨歌を案ずる額白し

月夜にはお伽噺がよく似合ふ

鬼ヶ島とふ遊園地秋

藍染小鉢ぴたと定位置

久

ヤ

澄

和

久

敏

世

円涜節子

敏

救急サイレン近付いてやみ
手術室メスの音する寒い午後
鞍鱸ふたつつるされてゐる
この辺があきらめ時とＯＫし

陽

ダライラマ眼鏡の奥に燃ゆるもの

主婦でも主夫でもつけよ融通
笹掻をうすくうすくと削るわざ

鮮やかに機影まともに月に落つ

久

千年の世を経し花のあでやかに

陽

深井玲
背野陽子
倉橘澄子

野を行き行きて会ふ初紅葉

ヤ

うっそりと立つ革のジャケット

ポンポンダリアが好きでノンポリ
トレァドル真紅のマントひるがへし

鹿おどし音冴ゆる縁月涼し

久

和

敏

携帯の絵文字にハート氾濫し

昔通ひし映画館なく

ヤ

ち

︵於・東京女子大学同窓会館︶

平成二十年五月十日尾

平成二十年二月十六日首

留拍子踏むかげろふの床

陽

ヤ

恋文といふ古き言の葉

和

校庭の猫赤いリボンで

苗札をさす土のあたたか
卒業子学帽高く投げるらむ

内田さち子

火星へ行かむ銀河鉄道

ワ松茸飯ごはんよと呼ぶ声弾み

平成二十年逢ふ瀬の水も乾き切り

世

呼ばれたか振り向けば花寂として

澄

ヤ

浅鯏の殻に粋な縞目も
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八三重・三敢県連句協会ｖ

花の宮湯神楽を浴び人どよむ

前ゆく御仁河童ならずや
青年団四五人なれど町興し
ラップ絵電車走るくの一

新美千代子

北川英昭

大泉美千代

旅の衣にしとど白露大智院岡本耕史

ゆきゆきてたふれ伏すとも萩の原曽良仏

ノーベル賞受賞会見余裕あり

故郷の杜へ便りしたため

一一ォ海見ゆる雲の高さに揚雲雀

三澤かずみ

奥川雅生

津腸浅重好

脇起百韻﹃ゆきゆきて﹄

明けやらぬ湖に月影隈もなし小田叩柑子

小鼓打てば舞へる一差し
大欠伸あだ名も河馬の大男

橘本倫子
山中悦子

西川青沙捌

河合曽良三百回忌追善俳諮連歌

松涛軒五肚小林静司加朱

弥生のうたげ角樽を抜く

硝子工房熱気あふる︑上川忠秀

瀬野喜代
中川泰左
後藤秋千
後藤彰子

森のエルフが恵方より来る

︑暮れまで溶けずに残る雪まろげ

伊賀片山妙子

跨曙はず長男が胴ぐ家の芸小原みどり

ひのき舞台を締める脇役静寿美子

シャッターチャンス犬に邪魔され

山村としお

梅川とおる

折節に史書を講じて冬籠り柵井榮一

銀幕のセーラー服にときめいて

峠美晴

子連れ狸の覗く庭木戸伊藤文夫

やがて去る大統領に靴が飛び

川島竹四

南草川島もり

振りまはされる恋の駆け引き

結願なりてほっと息つく蛭川品代

衣食足りても足らぬ礼節

ワ大根の味に舌打つ親鷲忌白魚市川雄二
先頭のガイドは赤いチロル帽泗楽松平菩提子

両岡美代女

廣波青

旧き世しのぶ宵のつれづれ

巫女の手で書かれてゐたり愁文

中阯門正郎

増川喬子

形見分けとて桐の厨子棚 さくら卿川良夫

ニゥトラックに柚の香りを積み込んで

墹曉と鳴く庭の郡郷

明月にかざす名刀研ぎ上がり

エスコートするかひな暹し坂和美

溜息をつく娘見て見ぬふりをする西尾泰一

日に何回もメール確かめ伊藤千秋
びいどろの脆さはかなさ夢二の絵水谷草央

夕立あがりし後の涼しさ鈴峰滝川史子
金襖子棲む清き川面に月の舟平田喜久
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宇宙飛行士目指す若者榊原由美

土間深き薬種問屋の招き猫五十鈴岡山孝子

綺麗に掃いて菊師辞すなり

南草竹四
吉藤一郎

もり

三ゥ行く秋に禁煙の身ぞやるせなき

羅漢それぞれ少し傾ぐも
笑ふ顔泣く顔通り雨に濡れ

森川満枝

美代女

聞く耳もたず温暖化など奥野純一

携帯の次々に出る新モデル中北ひるみ

波青

伊賀

指折り数ふ見合ひ回数

妙子
美晴

猫好きのあなたに惚れた犬派われ

御影堂田んぼの果てに見えかくれ

としお

恨岡弘二

消せど燃え立つ蝋燭の芯

センター試験雪を踏みしめ

ついひぢ

七曲がりする築泥の道朧岡よし子

息白く未来を語る昼の月

パソコン用の年賀状買ふ勾玉渡邊紘男
御尊父の白寿祝ひに招かれて小西澄子

声楽しげに野遊びの子ら斎藤正子

地域医療に足らぬ看護士

古城趾に向く図書館の窓広し
デジタルテレビ薄く大きく

倫子

美千代

喜久
史子
悦子

千代子

英昭

かずみ

泰左
秋干
彰子
重好
雅生

花の昼あるじ居眠る理髪店山口龍一

ニォ牛若の五条大橋霞たつよし子

高々か︑る名題看板澄子
単身赴任終る嬉しさ紘男

頼まれた民話いくつかお土産に正子

罰ォ春惜しむ明日香の里の仁王像

初孫のかさね餅おふ花の宴
記念写真に蝶も舞ひ入る

チェンジの言葉世界を駆けめぐる龍一
熱気球浮く夏空のはてつらつら純一

格安ツァー誘ひあはせて

カルチャーの茶会和服に取り澄まし

ほと 笛 ぎ す 冊 の 響 く 森 の 奥 孝 子

二つある散歩コースの常夜燈

眠られぬ夜は羊数へる圭子

乙女座と射手座相性良しと出て由美
シングルマザー縛られず生きひろみ

幼馴染みを隔つ歳月

再会は思ひがけなき避暑の宿

壺中天とぞ床の掛軸

ビュッフェ風回転寿司の常連にさくら喬子

植田広々水匂ひくる

小脇に挟む英字新聞良夫
摩天楼三更の月皓々と正郎

鈴峰

たわ︑なる万面の実の月に濡れ山川圭子

津

７−

７
２

持ち古りし浮世袋の匂ひなき泗楽
愛憎を秘すパンドラの箱

泰一

千秋
和美

みどり

晶代
柑子
忠秀
文夫

草央

女の身ほろりと酔へば目が据はり

白魚雄二

斧振りかざし脅す蟷螂

惣五郎よと伯父の声する
有明に産土参り砂利を踏み

鴨居にならぶ賞状の数

名ゥ鮭漁の勢子の一人は法学士大智院
村の駐在はなし好きにて
家守る汚持はいまも失はず
寿美子

おもて

榮一

あたら

来し方はるか可惜身命

喜代

西田青沙

打ち上げし翁の面滋味深く

俳筵を延ぶ輪中うら︑か

花筏連綿として曽良の寺泗楽

秤雌二に寸舜土萠二十排叩噛︵文音︶
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八冊立・水無月連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃匂烏﹄
寂光院

堀江水城捌

珈江水城
宮本茂登
尚木遥子
雨宮文江
後縢算子

女院の読経に和して匂烏
庭に散り敷く五弁の椿
久々に会ふカレッジの友
望月に錨をおろす油送船

筒井香

厨に入るを生甲斐として

ナォ切れぎれに壬生狂言の口上が

犬が散歩の催促をする

角刈りの少し伸びしが気になりて

水着のあとの残る柔肌

絵文字にて内緒のメール届きをり

名作の息もつかせぬ筋のごと
連覇に挑むトライアスロン

水

黒澤かすみ

小田原駅の足湯さはやか
ナゥ今年酒旅の鞄の真ん中に
大道香具師に里は賑はひ

月に打ちイチローの記録また伸びる

山椒の実は刺にまもられ

ベクトルを今日も引きずる馬車を駆る

茂

葡萄酒醸す香り漂ふ

またせはしなく鏡をのぞく
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祝ひ着の刺繍捗る日永にて

ゥ引越の荷物整ふ秋日和
約束の時間過ぎても立ち去れず

見下ろす街にかかる初虹

うましうましと浅鯏飯食ぶ
最果ての大地の花も咲き誇り

筆太に天地長久棟上がる
文

か

算

や唾

不意の目隠しほどく嬉しさ
涙して消入るやうに抱かれて

エアポートの喧騒の中

文

香

セピアの色の手紙出でくる

か

香

︵於・東海村石神コミュニティセンター︶

秤雌一汁癖型朋十一一ハ即壗︵一部文音︶

冴えざえと刃に似たる月昇る
憎しみ永久に溶けぬ哀しみ

食ひ初めの膳に添えたる花一枝

茂

ミサイルにゆらりぐらつく第九条

媚居眠る長閑なる縁

香文水算遥か香茂算水文遥か香茂遥香算

八日立・水無月連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃尉鵜﹄
大山とし子捌

後継ぎやっと外科医開業

ナォ若駒と一緒に跳ねる児らの居て

白衣の君は天使にみえた

罹災地へ救援隊が到着し

図面をひけば夢が広がる

休みなく窓辺に揺れる弥次郎兵衛

不倫と知りて東てる純情

熱燗にしたたか酔うて打ち明けて

根本美茄子

片野弥恵

大山とし子

白雲ふわと浮かぶ冬空

尉鶉飛んで枯野の明るかり
リズム良きキャッチコピーが仕上がりて

ゥ河原では行列できる芋煮会

と

長沢矢麻女

小岩菖蒲
岩下秋月
安烏茨穂
上条洲紅

熱い番茶にはずむお話

またしても王家の遺跡発見し
伝説を生むツタンヵーメン

おひさしぶりと肩をたたかれ

九回裏ダブルプレーで守りぬき

エコカー囲む試乗会場

泣虫も見違える程変身し

と

弥

屋敷ぐるりと満天星紅葉

美

金木犀の香りふくいく

ナゥ接待の笑顔に出会う秋遍路

腰の痛みも忘れ喜ぶ

雑木林へ消える蝶々

開かれし智恵子抄にも花こぼれ

秤鰔一一廿唾一一一卵一十吋叩津︵一部文音︶

︵於・東海村石神コミュニティセンター︶
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月連れて心うきうき故里へ

言わず語らず窓はしらみぬ

矢

と

引き込まれそうに満月澄み渡り

引く波は波紋を残し歌ヶ浜
テラノザウルスのっしのっしと

弥

〃

水底深く眠る角貝

一日日

夏休み宿題後にまたのばし
あっけらかんと山小屋で月
初花に気づく朝のうれしくて

美

不祥事は秘書のした事存じません

奥の院より鐘の朧に

茨矢洲茨秋菖美弥と矢茨洲秋菖美菖弥秋

八樅浜︑美晴連句会ｖ

歌仙﹃久﹁ぬノ︑し﹄
土屋実郎捌

ナォ油南風葉山銀輪つらねては
禰宜も納所も世事に明るく

愛した人は仁田山の入

御下がりを般若湯とも甘露とも

腕に残りし猫の咬み跡

つくづくと夏目雅子は阿修羅似で

インフルエンザこれで退散

夕飯は今時流行るカレー鍋

生田目常義
渋谷八千代

ｔ屋実郎

雨過ぎて相模武蔵と冬ぬくし

門に紅白万両の鉢

子供なんどは連れてくるなよ

憂ひ顔多き師走の法務局

し坐の

庭奥の四阿にお薄を戴きて

川本ゆ︑っ

吉田安芸

︵於・横浜実郎居︶

ぶらんこ揺らす力いっぱい

おばおみ

大臣は朝令暮改素面にて
立ち話殖えはやも啓蟄
靖国の昇殿済みぬ花万朶

かちかち山は今は燃えつき

ナゥ海境へ葦舟なれど乗り出さん

うなさか

月の夜の野麦峠は馬も好き
リストラ多き街はうそ寒

耳にピアスと光るマニキュア

義
雷つ

代
義

︾つ

郎

十一云

義

弁一云

平成二十年十二月十日首尾
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二本立て子と観て帰る月の道

茸の名前いくつ言へるの
ゥ日の本のちちろひたすら鳴くだけで

痩せ我慢して抜きし昼食
太い足気にしながらもミニスカで

瓶は林立香水の棚

失楽園夢から覚めて浜日傘
アイアン飛ばす夏月の下
滑走のセスナ機ふはと浮き上がり

″

代

︾つ

貸し金庫通ひが老の習ひにて
自分史かくもパソコンの中
学園の想ひ出ほろり花の散る

義

趣味折紙と履歴書にあり

働き蜂は今ｕもぷんぷん

芸郎義代う代芸〃義郎う芸〃代う郎〃代

ハ仙台・宮城県連句協会ｖ

歌仙﹃今朝の春﹄

祈りにも似しカウベルや今朝の春

狩野康子捌

地元にて塗師継ぐ覚悟決めるらん

松ノ井洋子

谷田部弓子

秋川てる子

熊坂昌子

液晶の中翻る魚

ナォ磯開き句帳にレシピ走り書く

フラメンコカスタネットの音に連れ

給付金回らぬすしを食べようか

佐藤千賀子

川村紀子
蔦とく子
鈴木文男
笹川圭子
伊藤航
阿部昭
祢原泰子

久保田千代

浜田則子

小野寺妙子

鈴木良子

高橋玻斗子

恋焦がれたる人は異教徒

嘘つきのつけばついたでいい男
上着を脱いでアロマセラピー

バベルの塔をつぎつぎと建て

同盟と名告を上げる産油国

大漁旗のはためいており

荒川由美子

佐職千枝子

佐々木嘉宇

筒井草平
高山達雄
阿部堅市
佐佐木らん

山田史子
山崎博司
北村多喜男

秤

一汁一辱止朋聿朋壗︵文音︶

仙台に来て出会い数々

夜露に濡れておもちゃ砂場に
ナゥ早稲みかん母の字踊る送り状

ベランダに烏の影あり望の月

永渕丹

歓声あがる弥生狂言

田中裕子
中村記康

佐々木勝子

見審かす古寺も駅舎も花に生れ

節分草に返事急かされ

木円真智子

狩野康子
小岩秀子
中村孝史
横川浜江

雪吊の銀に耀う伽物線

工程表を携帯に入れ

初山河ゆく気球ゆったり
月明かり産湯の嬰の無重力

浮雲ねらう蟷螂の斧

ゥトンネルの果つればどっと渓紅葉

一眼レフに小町見返る

思慕いつか狂気をはらむ予感して

とろとろとろと低き海鳴り

訳ありの鎮守の森の力石
肝試しする赤揮の子等
パリ祭に弓張の月掲げばや

十年日記の百頁目に

剥製のけものの声の迷い込む
見なきゃよかった運勢の欄
たそがれに微醗を帯びて花の下

噂りのなか翁うたたれ
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八中浄・耶馬渓連句の会ｖ
jbU，

重

潮
一

水谷卯波捌

都甲クニ子

八木紫暁
斉藤テル

一プ

工藤美佐子

ク

紫
一ブ

ケ／

ーナ

金丸敬子
荒木陽子
重春ッヤ

ツ

ク

陽

吉武圭子

キャンプファイヤー月を窮める

推理小説最後まで読む

一プ

夢適ひ満開となる枝垂れ花

廃屋に思はい宝掘り出され

妙見山酒を小筒に山登り

母の墓参に新調の服

給付金受け取る前の銭勘定

縁起を担ぐ大店の塩

ワ村芝居晶眉役者は妖艶に
親に内緒の道行きとなり
危な橋二人渡れば怖くない

床の間飾る菊の大輪

水筒揺らせ野遊びの子等
組鐘の響き朧に聞こえきて
こけし人形細い目を曳き
れんじ窓通す月光ゲ縞模様

黒潮の峰る岬や仔馬跳ね

仙

ビル林立し霞む山々

取材カメラがズームアップに

三宅繁

水谷卯

秋好紀

重松節

河野末

ナォどんたくの踊り屋台もうかれ出で

暖簾の重み偽装見のがす

風呂敷の包みをとれば老舗味

ぺアの褥は紅の掻巻

熱燗に本音をもらす恋心

鎮守の神に護国平穏

われも又介護する者される者

独り身はバッグぶら下げ旅に出で

小さき流れ川の水澄み

カーナビ頼り世界遺産を
凛として屋久島杉に居待月

話題の店で宝くじ買ひ

ナゥ古式なる行事に出会ふ虫送り

檜湯浸りほほえみの刻

大外れブッシュに投げた靴二足

そよ風の中揚雲雀鳴く

エコカーの走る町並み飛花落花

執

︵於・耶馬渓風物館研修室︶

平成二十一年四月十三日首
平成二十一年五月十六ｎ尾
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歌

筆美節卯末繁紀節卯末敬卯子子卯広代波

八東京・璃沙連句会ｖ

半歌仙﹃葦荷舟﹄
土屋実郎捌

山口武雄
土屋実郎

小鳥来る葦荷舟いと軽き脚

新酒真ん中歌ふ車座
池田耕治
坂円武彦

今村寺田

小張昭一

三Ｒ月に雲の往き来や野分して
書に倦みパイプふかす独り居

海図には昔の航路記入せむ
蜘蛛の巣かかる庭の片隅
ウタ立に百日紅の際立ちて
今日会ふ人は初めての人

昭一

弁田

武雄
耕治

別れの握手にぎり返して

打ち明けることも出来ない不器用さ

また首相辞めてどうなる永田町
オリンピックも果てて静かに

武雄
耕治
苗

僧俗同居そっと雪掻き

昭一

武彦
基﹂より

実郎
耕治

子孫まじりて針魚汲む浜

白聖館異国の人の花筵

令田

月仰ぐ兎の籠る山の穴

噺家も役者も親のあとを継ぎ
春の名残を惜しむトレモロ

平成二十年九月二日首尾

︵於・浦高同窓会事務所︶
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八横浜・横浜ベイサイド連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃傾くブイ﹄
今村苗捌
今村寺田

和川ひろ子

坂本孝子

黒潮に傾くブイや冬銀河

岬の鼻を鶴の来る頃
吉川酔山

孝

生山目常義
久良木憲

コンビニの売れ残りたる十一時
汗ぐっしょりのガテン系たち
ポートから麦藁蛸を釣り上げる

ろ

孝

義

ナォギャルソンの陽炎運ぶ銀の盆

弗に換えんと長き行列

ハバナの沖は穏やかな海
場外に逆転打球消えてゆき

新宿二丁目底冷えの辻

お嬢さん見ルダヶタダョマヶトクョ

臣の首召す貴妃の権勢

柔肌を詔の毛皮のすべり落ち

草深く積む暗闇の納屋

振り向けば嫉妬の像の目鼻なく

名月の滝壷に立つ虹ほのか

放生会にて鳴らす龍笛

フォアグラのレアの蕩ける花の宴

淡きポアゾン運ぶ軟東風

︵於・横浜磯子杉田劇場︶

平成二十年十一月十六日首尾
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百号の枠にきりりと画布張りて

あんパンだけは牛乳で食う
子の帰る路地に影濃き月今宵

草凱つく脱ぎ捨ての服

ハロウィンの紅はみ出して魔女となり

富士の裾野に起る巻狩り

ナゥ盲目の剣の抜き身の冷まじく

色ずれの槌せし絵本は匂い立ち

井田

山

冷たい声で抱いて欲しいと
手繰りたる髪の記憶に修羅のあり

ろ

誰の供養ぞ酒を手向けて

室忠

雛の長持あける揺り椅子

犬はぴよびよ猫はねうれう

鬼出でよあまりし腕斬り捨てん

山

聿忠

帳の降りる北欧の森

義

十田

朧夜の花ばかり散る柵の内
クレソン噛みて憶う青春

山ろ憲義苗孝憲山義ろ孝苗義憲ろ山苗孝

ハ横浜・横浜ベイサイド連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃曲乗りの子ら﹄
生田目常義捌

教員採用どうぞよろしく

ナォ観潮船乗り合はしては仲も良く

夢にまで見た天職はお笑ひ系
セレブの好きなプアな生活

生Ⅲ目常義

星占で選ぶ新妻

千頭の山羊が駆け出す土挨
ぽたぽた溶けるアイスキャンデー

自転車を曲乗りの子ら梅雨明ける

湯上がりの浴衣姿はひとりじめ

寵いつぱいに活けしコスモス

薩摩下駄二人三人月の夜

纒収まる町内の蔵

蛇ぬったりと絡むほりもの

秋山よう子

郭公の声訪れる書斎にて

張りのある声豊錬と柏手を

／

坂本孝子
吉田酔山
和田忠勝

軍︽
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薄絵具塗る和紙の絵手紙

今年鈴虫庭に少なし

月の出をぼうと眺める孫に喝

久良木憲

校長先生軽くたしなめ

あいつ

勝

孝

ワハロウィン着ぐるみパンダドラえもん

熱いのなんの彼奴らの仲

︵於・横浜磯子杉田劇場︶

平成二十年七月二十日首尾

花万朶吾が娘のかざす舞扇
松の緑のつくつくと立つ

鉄鉢に受く飯と漬物

ナゥ貝回し手出し口出しご老人

さりげなく人には見せぬ思ひやり

雑巾を固く絞りて拭き掃除

孝

﹄つ

山

一忠

勝

孝

山

毒つ

孝

ロハで入った名画劇場

港町十三番地雑居ビル

石狩鍋と薯の焼酎

神頼みにも門地あらんか

関取の膏薬に沁む寒の月
一揺れで栗駒山の大崩壊
リニア新線ぜひに作ると
俳謂師草軽の緒にも花の屑

下にも置かぬ春の接待

う義孝憲山勝う〃憲山孝勝〃孝山勝義勝

八川ｎ・読売文化センター川口ｖ

歌仙﹃料蛸の﹄
磯直道捌

佐藤治

磯直

何処ともなく鶯の声
柏村誠

料哨の雲の流れに旅に出ん
食卓の木の芽田楽香りいて
安薩君
笠服悦
岡村和

誠

治

誠

治

襟を正して写経夢中に

ナォ潮騒をかろやかに聞く長閑な日

おもてなし蓑虫庵の茶の香り

頑張る私じっと見ててよ

足のしびれをじっとこらえて
﹁大丈夫﹂優しい声に励まされ

省エネであの手この手の夏の陣

ビルのホールに飾る氷柱

米国のサブプライムで景気減

おにぎりかじり膝をかかえて

歳時記をひろげ無月をかこちつつ

秋の夜長に読破せんとし

ナゥ瀬の音にとぎれとぎれの虫の声

道の駅には並ぶ鉢植え

今は亡き友に捧げるミニ愛車
病も癒えて試歩にひとすじ

銀山の大正ロマン匂う花

しゃぼん玉飛び夢の膨らむ

治康和悦君誠治直康和悦君誠治直康和悦

︵於・読売文化センター川口︶

平成二十年十一月二十五日首尾
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白寿の祖父の健やかなこと

故里の山の端照らす望の月
やさしく揺れる秋の七草

日帰りツアー申し込みたる
肩寄せて灯りを少し暗くして
あなたと共に朝のコーヒー

君

桜庭康

なくなりしＪＡＬのデザイン﹁赤い鶴﹂

和

悦

ゥ風の盆翁も踊る丘の上

月影冴ゆる底冷えの街

直

お気に入り手編みマフラー首に巻き

地酒の瓶が並ぶテーブル

君

直

康

暮れそめてあえかに匂う花万朶

ジーパンはいたあの裕次郎
懐メロをカラオケ店で大声で
ぼんぼりの灯の春雨に濡れ

子子子道夫可子子子子道夫可子子子子道

F夫可子子子子道夫可子子子子道夫可子

ハ逗子・ラピロス連句会ｖ

歌仙﹃飯盛らん﹄

飯桐の葉に飯盛らん小春の日

雪山見ゆる水清き里

嬰の靴ったひ歩きを待ちかねて
シャッターチャンス狙ふアマチュア

本屋良子捌

本臆良子
古川直司
服部秋扇
尚補賢
乙黙初音
浅沼小葦
小泉桂

ナォ和菓子屋の家訓が伝統うららけし

ケータイはＯＦＦリビングの中

電線に並ぶ雀のかしましく

登下校共父兄同伴

立しょんを暗視カメラに捕へられ

活断層を切ればオブジェに
霜柱きらりきらりと自己主張
紅濃く引いて誰を待つらん

置かれしメモに行き先のなし

なんどでも火傷する気のジンフィーズ

幕切れて外は満月雁の声
手入れの松の美しき影

ナゥ老い尼の祇紗さばきの爽やかに

竹馬の友と交はす盃

まじなひの札妙に売れ出し
七輪に鉄瓶の湯をたぎらせて

大川端に姫虻の音

蒼弩に飛天舞ひくる花ふぶき

秤雌二什舛什二即一十四叩函︵文音︶
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限りなく議論を交はす月の道

残る燕の眠りむさぼり

ワ故郷より届く新米﹁ささにしき﹂

母の紬で肩をあたため

サバンナの象見物に誘はれて
遠眼鏡持ちダーウィンが来る

恋文を聖書に挟む修道女
狂ひ蛾となり切々と舞ふ
月の風ふうはり遊ぶ八重葎

翁の面の満面に笑み

口の端に思はず上る童唄
ノーベル賞の祝詞聞く朝
花一片路傍の石をかがやかす

利茶の席に坐る青い目

賢扇直良桂葦音賢扇直良

乗

真

H1

澄桂葦音賢扇直澄桂葦音賢扇直澄桂葦音

八伊賀・連句阿保小菊会ｖ

風に聴くや山雪解けのはげしさを
田中とし子

福森豊子

峠美晴

歌仙﹃風に聞くや﹄

蕗の薑早や目覚めたる庭

山村としお捌

搗きたての草餅とどく予感して
美

美

と

曲一豆

灰釉の碗手入れ楽しむ

後れ毛ほつれ爽やかな縁

明日につながる夢の広さよ

ナォ飛び跳ねるお受験生に風光り

紫流行る二○○八年

長過ぎたノーベル受賞歳長けて

ことし限りの小屋の舞ひ初め

顔見世の賑はひ見せる招き板

鼓動波打つ白い胸元

アーケード抜けて相傘おおっぴら

抵抗むなし後期高齢

厚化粧賞味限度を改ざんし

昔此処らは虫の闇とか

山の端に月の出を待つ肩車

ナゥ新駅舎カリオン響き秋惜しむ

︵於・峠宅︶
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恒例の観月茶会時忘れ
ゥ突然の口づけ胸の苦しくて

些呈

と

香の匂へる墨染めの衣

サミ ッ ト は あ っ け な く 早 や 終 わ っ た の

すべて自動化問ふ人も無し
職退いてよりの手習ひ野菜畑
雨読のための積ん読くの棚
美

少なくなりしふらここに列

酔ひ痴れて極楽浄土花筵

些呈

レジエコバッグどこも有料

と

美

些三

と

平成二十年三月十日首
平成二十年十月三日尾

頂上の巨大風車の観光地
駅伝つなぐ一瞬に湧く
華やげる北京を思ふ夏の月
母さん戻り蝉を見せる子
休み明けエンジンかからぬ朝七時

と

璽呈

力作の雪洞揚がる花トンネル

美

お百度踏んでメタボ対策
黒い瞳でシャボン玉追ふ

と豊美と豊美豊美と豊美と豊美と豊美と

ハ仙台・連句会ひらめきｖ

秋祭鼻白粉の稚児が行く
萩のこぼれる長き石段
扇状に拡がる都月を上げ
木州眞智子

佐藤千賀子

叩村孝史
中村記康
横山浜江

半歌仙﹃秋祭﹂

音を閉じこめ習うバラード

中村孝史捌

蔦絡む蔵の喫茶の客となり

Ⅲ中裕子

孝

記

一県

千

釣り舟帰る夕焼けの空

孝

びんずい

ゥ木鶏のかわいらしきを剥製に
ベレーの彼にじっと見られて

はじめ従順いま山の神

相性の良からぬお告げ気にもせず

自然林減りし地球をかぐやより

眞

記

千

裕

笛吹ケトル鳴るにまかせる

せん
芋う銭
の狐月とほろ酔う

黒人移民来るなとスイス言い放ち

小料秀子

かつぽれにうつついかして寒灸

朧の母の﹁有難う﹂のみ

千
浜

訪ねれば花かむりたる座禅堂

逆転で勝つ春の選抜

平成十九年十二月六日首尾
柾芋銭Ⅱ小川芋銭

︵於・パル長町︶
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八名古屋・連句会未恋座ｖ

歌仙一初萩﹄
金枝純捌

ナォ糸柳主は何処に行き給う

沈み続ける謎は深
遠
キン

揺りかごゆらすスルタンの乳母

地下室にカードを捌く黄金の腕

廃線の駅舞うは風花

Ｕターン親族揃い墓囲う
辻幸雄

脇場英子

破れ築地を洩れる月影

隠しきれない多き膳繰り

戻り来ぬ三保浦波の絹衣

初萩に少し明るき古家かな
法師蝉汝れも仲間か寝そびれて

幸

金枝純
坂川武彦

筏苓並ぶ薬屋の棚

眉月はもしや薄情かも知れぬ

大年増尻っ端折りのあられなき
まさかの恋を添い遂げてみせ

弟子の体調何時も見守る

彦

英

下屋敷跡酒盃かわらけ

色即是空遍路結願

花の庭独り占めして留守居役

坪雄一粁舞い期一二寺朋噸︵文音︶
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幼児もサプリメントの名を覚え

英

母の切り火を背なに残して

彦
純

故郷の味冬至南瓜

英

ゥ眠期中熊の空ろに畠荒らす

涙そうそう地球は一つ

原爆の日の空に昼月

ナゥ落ち鮎を長逗留のうまく焼き

沈み行く島の乙女の髪飾り

彦

大都会工事現場のこの尚さ

幸

宰相に不況とねじれ打つ手無く

純

純

吹き過ぐ風に想い焦がれて
残り香に証かされた馬鹿な奴
サックス聞こゆ銀座五丁目

幸

夏燕せわしく飛んで交差点

丁半揃えば養は気まぐれ

英

幸

お白洲の花の吹雪に恐れ入る

水の都に霞む晩鐘

彦純幸英純彦英幸彦純幸英純彦英幸彦純

ハ横浜・連句ななの会ｌその一Ｖ

夫三男楓郎三男郎夫三三楓郎三三夫楓男

土屋実郎捌

勝昭英子実正英実勝正昭子実正昭勝子英

半歌仙軍化万朶﹄

夫婦して見上ぐる先に花万朶

黄沙過ぐるを待ちて洗濯
新社員世に出航の頬染めて

︵於・横浜柳川ビル士官室︶

平成二十年三〃二十七Ⅱ首尾
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売手市場に波乱兆せる
沢庵とお握り届く月の宿
見え隠れして去りし色烏
ゥ鰯雲海女とし生きて九十九里

潮駁を背に初の体験

ひと

ぼつぼつと本音出てくる鯨鍋

偽装不信のこの世正さん
待ち望む鞍馬天狗のご登場

六法全書懐にして

メビウスの帯に夏月神隠し

下山事件迷宮のまま
愛玩の文楽人形蔵の中

紫匂ふ痩身の女

京の春臘山寺の庭二人連
巣籠りのごと十代の恋

佐
土 楠 村 萩 原 々
屋 井 本 H 1 木

ハ横浜・連句ななの会ｌその二Ｖ

半歌仙﹁月花恋も﹂

月と花恋も心のまことから

蝶も雅ぴに遊ぶ内苑

ぐゐと熱燗のんど潤す

土屋実郎捌

楠正
士原実

原田子

萩本勝

︵於・横浜柳川ビル士官室︶

平成二十年四月二十四日首尾
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新教師修学旅行引き連れて
まづ槐よりと老の脳トレ
万巻の書物に埋れ冬ごもり

ゥ責任の盟回しはご法度に
出した中元己がところへ
ポケットで夢を叶へるドラえもん

映画を見つつデート重ねて
しがらみの義理の見合ひを次々に

賞味期限はあるやうでなし
ブリッヂの熱更に増し月更けて

雨師風伯も愛でたまへ萩
さまざまなこと乗り越えし秋扇

生
涯現役通す大御所
むべ

郁子咲けり隣の社古びたる

往きっ戻りっ春宵の径

楓三郎夫三楓夫郎楓三郎夫三楓夫郎楓三

ハ仙台・連句会﹁遊﹂ｖ

歌仙﹃鵲
鵺鶇の案内もありぬ散歩道

』上■一一

大技決めて汗拭う時

躍動のラインダンスに昂奮し

年金の目減りにウケル発泡酒

地震の爪痕嘆き寒月

剣玉の糸維り戻す小春凪

枕のあがる店の飼犬

八つあんも色即是空聞き醤り

ノーベル賞の続く国柄

並んだ顔のひとつ盗み見

ゥ杖ついて茅の輪をくぐる百二歳

小学の唱歌で締める同期会

玻璃に遠富士映る日もあり

良宵に高層ビルの天衝いて

渡る木の橋秋出水あと

、

孫を頼りに故地を訪ねて
風に舞う花捉えんと車椅子

唇気楼出て丘の教会

小野寺信一郎

降圧剤の袋置きたり

信一郎

記康
栄夫
文男

ナォ塗椀にこごみ浮かべる朝の膳

ハングライダー進路東へ

立ち寄れば注文の品届いたと

へぼ将棋すててこ姿懐かしき

妙子
記康
栄夫
文男

中村記康捌

光源氏の千年の恋

信一郎

氷菓を掬う銀の大匙

手形なく勿来の関を通り抜け

中村記康

満月を見上げて語る上司部下
新蕎麦食べに来いと招かれ

欠航いつまでデモの空港

苗族の娘ときめく胸飾り

鈴木文男
奈良栄夫

ナゥ菊人形大河ドラマの主従らも

信一郎

妙子
記康
栄夫
文男

小野寺妙子

記康
妙子

客待つ伸夫の掛けて一服

何処からともカノン聴こゆる

ケータイを有無を言わせず持たされて

夕陽霞みて春の傾く

時を経て海に散り込む花吹雪

平成二十年九月二十九ｎ首

︵於・仙台国際ホテル貴仙ほか︶

平成二十年十二月二十八日尾

栄夫
記康
妙子
執筆

信一郎

信一郎

文男
栄夫
記康
妙子

信一郎

文男
栄夫
文男
妙子
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鵲

ハ横浜・連句会遊子座ｌその一Ｖ

七十二候﹃花盛り﹄
花盛り七十二才の誕生日
祝いの酒に麗らけき酔

本土に結ぶ夢の大橋

競漕の舳先は水を切り分けて

三壯代揃ってうれし晴舞台

龍の飾りの兜重たき

現実に月から地球眺めんと

国政はスーパーマンにまかせたし

競馬ファンとオッズ楽しむ

燕の子顔に余れる大き口

土用鰻は飛ぶように売れ
ォ打水の門から響く客の声
証券マンの誘いいなして

和田ひろ子捌

碁会所は今日も満員ビル狭間

肩身のせまい愛煙家たち

和田ひろ子

学校で地球を守る話合い

机Ⅲ忠勝

辻賢次郎

岡本貞子
内海鉄弥
中柴たま
水谷藍
佐藤玻璃

佐藤たまき

郎

勝

ろ

ｔ肥暢子
利川晶子
和田柚香
和田実桜

筆始めにはメタボ予防と

雄

泰

幸

博

輔

め

淑

英

老いも若きもネット・携帯

エビアンのボトルが並ぶ道の駅

狂人の刃に街は凍てついて

シェヘラザードが語る夜咄

ゥ隊組みて砂丘はるかに酪駝行く

役人は背広の衿に赤い羽根
好意届くか四川ヤンゴン

露天風呂長湯して見る居待月
立食パーティ新蕎麦もあり

新弟子は先ずはちやんこの修行から

古田凛

上位たるもの暦け品格

神鈴を引けば清やか年男

生まれかわれる色々なゴミ

辻松雄
大駒誠一

人駒泰子
下田博
下田幸枝
中井啓輔
中井淑子

刈り入れ近き黄金の稲

ワ野分晴ほのかに笑まう地蔵尊
暮らしスリムに自立めざさん

玉生うめ子

水谷英子
諫武雪路
松本力ヨ
宮脇昌子
梅津桂子
宮坂和之
宮下螢子

肩寄せて君と揺られる観覧車
おさまりきらぬ胸のどきどき
信濃路を聖火リレーは走り抜け
だあれも居ないポリスボックス
人消えるマジックショーに目をみはり

寒月の径父子影踏み

あまたの荷物軽々と持ち

雪下駄に履き替え日々の庭掃除
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地震列島山が崩れる
疲れ身に仮設の屋根を叩く雨

目なし達磨は隅へひっそり

ひょんな事から始む同棲
子宝に囲まれて出る市長選
マタイ受難の歌を歌いつ

石垣のはざまに生きるものを見よ

ナゥ静寂を破り留鳥秋を鳴く

棟方志功彫む如菩薩

ふっくらと玄米パンを焼く香り

一姫二太郎待たす縁側
千年紀光源氏を読む仲間
紙風船にふっと息入れ

花明かり生きる喜び身の火照り

時は今なり白蝶の羽化

秤唖二什斡程朋二十壮朋滝︵文音︶
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月上り舟漕ぎ出す花の宵
誰が為ならんやわらかき風
ナォ縁先でうたた寝の祖父夏隣
豆飯よと呼ぶ声はソプラノ
ひと夏の遊びと決めた筈の恋
青い空みる屋根のシーサー

予感のままに受話器取り上げ
念願の記念旅行はキャンセルに

ちゅらの海水族館の魚達
橘黄ばむと児らが注進

夢に殉じし人の慕わし

雪の下麦出づ頃にＮＡＳＡに着き

鹿鳴館に咲きし大輪

惚れ抜いて幕末の志士支えきり

わずかな数の障子張り替え

月のもと婆の話は作り事

河
合

禮

泰一郎雄幸ろ介実柚晶暢た玻藍ま貞弥螢和桂昌ヨ鶏

執

筆鶏ヨめ螢輔淑博

ハ横浜・連句会遊子座ｌその二Ｖ

歌仙﹃みどりの日﹄

列島のあげてまほろばみどりの日

本家分家も集う苗代

辻松雄捌

草むらに雛見え隠れして

木陰道ゆるり恩師の御手とり

アルバム繰ればいがぐりの君

ナォ果実酒の暁珀色濃く夏近し

和ⅢＨ叩

和田中心

中柴た

梅津株

内海鉄

巾井淑

下門幸

人駒泰

水谷英

辻松雄

だるまストーブ話弾んで

花守の丹精映える旅の宿
胡蝶かすめる茅の軒先

絵手紙にした土筆褒められ

数学のパズルに凝って趣味が増え

後期高齢余裕緯々

ナゥ楓蔦黄ばむ公園子等元気

だらだら祭生姜奉納

お月様匠のてもと照らしてょ

もうすでに原油価格はピーク過ぎ
弥次郎兵衛氏は知らぬことなり

買いましたあなた好みの茶の帽子
シャネルを嫌うわけは言わない
亡き父母は雪のアルプス越えた由

古田凛
佐藤たまき

岡本貞子
諫武雪熱
下冊博
中井啓輔
宮脇昌子
宮下螢子
ｋ肥暢子
宮坂和之
辻賢次郎

坪雄一｜什癖一世朋型印南︵文音︶
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メール来る仔猫飼育を頼まれて
コーヒー豆をゆっくりと挽く

眉の月きよらにかかる西の方
灯のなき径にすだく虫の音
ゥ村芝居老いも若きも熱あげる
声掛けられて止まぬドキドキ

憧れは天衣無縫に生きる人
浮かぶ小舟は潮路はるかへ

北京への出場かけて遠征に
悟空飛んでも釈迦の掌の内

玉生うめ子

祁佃ひろ子

大駒誠一

松本力ヨ

宇宙への夢叶うべく月涼し
袖まくりあげ金魚掬わん

数え年ならもうすでに喜寿

雄

佐職玻璃

昼休み長き医院の古時計

一望の花の雲間にタワービル
いつのまにやら癒えし春風邪

輔晶一和博勝諮螢瑠枝子勝子子ま子弥子

八横浜・連句会遊子座ｌその三Ｖ

一影絵めき﹄

塒もとめて帰る凍烏

志功の女人紅き唇

ナォ座布団に仔猫目を開く外は雨

鰹節削り指があやうい

和田忠勝捌

月朱し虫時雨聞く新神戸

ソマリア沖に護衛艦行き

広辞苑﹁杓子﹂の意味を引いてみる

春日久子
和田忠勝
海津桂子
宮脇昌子
宮下螢子
河合檀介

旅に病む祖父背ナのうそ寒
ナゥ万鬼祭作務に励みし修道女

山辺の庵に満ちる香きく

藍

攪

螢

件雌一汁一群に恥十一一一肥噛︵文音︶

朝寝の夢は歓声に消え
通勤の車窓に映る花の雲
お祓いうらら学士正装

おはじきのはじける音の懐かしさ

恋捨てしより遠き故郷

お得意まわり汗を拭きつつ

心急ぐ電話にテープ留守を告げ

養生篤き寒牡丹咲き

子供等に読んで聴かせた宝島
血は沸きたちて鼓動高なり
猟銃のよく磨かれて待つ明日

久

打ち水の乾きし庭に夜半の月

久

水谷睦皿

勝

桂

西瓜大好き姪がほおばり

勝

日日

不審者警戒休むひまなし
絶え間なく手話の二人に花吹雪

日日

桂

砂浜のビーチバレーの盛んなる

手際よく包んだ箱を渡されて

たおやかさなけれど妻の馬鹿力

不景気こそがチャンスなりしや

ゥ恵林寺の参道に見るつるし柿

細き川にも落鮎の増し

八千草のむこうにぬっと月昇り

揃えばいつも四重奏から

友来るワイン蔵より選り出して

寒夕焼屋根も樹木も影絵めき

仙

エイプリルフールにプロポーズされ
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歌

執

筆藍攪螢昌桂勝久藍檀螢昌桂勝久藍攪螢

次博

ハ横浜・連句会遊子座ｌその四Ｖ

久郎輔久博輔郎久輔博郎久郎博輔郎子

辻賢次郎捌
中 辻 下 春
井 冊 日

半歌仙﹃江戸の鳶﹂

つどもり

鰡背やな門松作る江戸の鳶

家族揃って晦の蕎麦

猿山の主の座ひとつ限られて

︵於・大倉山ヒルタウン集会室︶

平成二十年十二月七日首尾
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能力秘めて里帰りする

月の船雲の合間に見え隠れ
何時まで持つか鴫の早贄
ゥ洋館の往時を偲ぶ蔦紅葉
ダボス会議で大見得を切り

円高の新婚旅行デラックス

至り話で終始満足

歌舞伎座もコマ劇場も改装に

豊作祈る伊勢の御田植

夏袴少年剣士月の下

優勝杯になみなみの酒

リハ ビ リ の 試 歩 を 延 ば し て 図 書 館 へ

タクシー乗り場余寒厳しく

花筏岩に分かれて又寄りて

篭にずしりと栄螺大漁

啓 賢 久

八東京・連句研究会ｖ

醐起識﹃秋の雨﹄

飯沼三千古

阿片瓢郎
山本房子

衆議判

胡桃並べて座る姑娘

濁り江に画肪もなくて秋の雨
やや寒の眉月ほのか仰ぎ見て
小林梁

いつの間にやら過疎の里へと

渋滞の国道ちょっと右へ避け

花屑を溜めて古池淀みをり

小旗の波に迎ふ妃殿下

言葉無きままに春行かむとす
ニォ伊勢参り竹馬の友と撮る写真

笑ふ人あり眠る人あり

おおよその世界の天気晴れにして

胸に秘めたる不倫願望

にこやかな女店主はまだ若く

我が家の香り熟すパン種

ゥ長旅の疲れを癒す猫を抱き

短日の募金の集ひはや終り
冬帽ぬいではずす髪止め

井戸端会議とりとめもなく

房

梁

古

房

梁

古

房

梁

古

そぞろ身に入む須磨のあだ波

覚むれば満目黄落の朝
古戦場馬の声聞く月の原

家業を捨てて派手なジャケット

わだつみ変じ桑原となる
冬構ひいぢいさんの農道具

異次元へことりと回す万華鏡

業深き菩薩のおもて如何にせん

古

房

水村山廓静寂にあり

平凡がよし妻としみじみ

へそくり減るも云ふに云はれず

失せものを探しあぐねて寝そびれる

亡き夫胸に巡る山道

ニゥ移り香に君を偲びてさよどろも

諸国噺は西鶴の代も

堂縁に笠をあづけて一休み

藍染の暖簾の菓子商覗きみて
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魚焼く匂ひ漂ふ路地の中

山を背に段々畠連なりて

房

梁

罫線を三度見直すコップ酒

月影淡く明くる短夜

古

父の日はパパの顔の絵飾る居間
パンダのベビー見に行きませう

房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁

本舗本店きそひ合ひつつ
戎で持つ尾張名古屋のにぎはひに

五月場所とて触れ太鼓ゆく
弓張りにテレビ・ビールと高あぐら

ささやかながら民の極楽
公園で紙飛行機を飛ばす子ら

通りぬけして帰る近みち
散りかかる花のトンネル暮れ初めて

ニゥ曼珠沙華坊ちゃん電車走る町

ひそかに慕ふ年上の女

出湯に浮きつつ思ふ故郷
過ぎしこと皆美しく甦える

哀しみを長き腱毛に堪へつつ

ハングルになりてさっぱり読めぬ文字

韓国ドラマ今や耐

雪の原野に残る亡骸

ところ変れど情は同じく
漂泊の旅寝に仰ぐ月凍てて

時は移りて宇宙開発

極光に行方知れぬアムンゼン

裳裾霞める佐保山の神

衛星は天から花を愛でてをり

ナォ万葉の歌口ずさみ青き踏む

若草摘みの児の小さき篭

難関超えて成りし婚約

グラビアに二人揃ひの服を着て

続けゐし朗読奉仕子らもまた
腹話術さへこなすタレント
場内の笑ひの渦に巻きこまれ

金魚の水を明日替へねば

風鈴の音に目ざめて日の盛り
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大島紬たたむおぼろ夜

ォ春灯下きびしき書評三度読む

苦きが故に良薬は効く

鰯してもダメよ老女電話口

慌てて送る貯へもなし

押し寄せる不況の波に浮き沈み

メタボ体型みんなすっきり
腹つづみ打つに便利と大だぬき

里に出ては荒らす瓜畑

雷鳥のちらりリフトの下に見え

吹き降り急に強くなる坂
軒先を借りし窓より声ありて

木目込人形作る工房
月照らす木屑糊屑錦屑

獺祭忌とて集ひくる友

古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房梁古房梁房古梁古

梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房

下町情緒のこる界隈
円朝の墓地にうっすら香煙る

留年しつつ落研の主

制服を質に寒波の月の街
悸枯葉の降るロータリー
ナゥレトロ調家具をそろへて純喫茶

黒釉薬の肌の程よさ

先生の卒寿の祝頼まれて

翁媚と並びめでたし

拝雄二仁寸奪計朋十斗即雷︵文音︶
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相生の八千代を契るモダン雛

ほんのり酔ひし白酒の盃

絢燗の花曼陀羅や十百韻

俳諾国の春深みつつ

梁古房梁古房梁古房梁古房古

ハ仙台・若笹連句会ｖ

歌仙﹃かつば渕﹂

溝川に散る柊の花

冬ざれや秘湯の宿の門構え

仕事机は書類山積み

井上せつ子捌
井上せつ子

今野福子
安斎厚子
杭川圭子
圭

ナォ若駒の鼻筋白く光りたる

待たされている友引の死者

映画論句会最中に脱線し

自販機にある茶の名﹁濃厚﹂
雪径に転ぶももののみごとなり

手編みセータ女ですから

イヤリング畳にひろう別れ際

無くて七癖寝癖泣き癖

染師町腕に覚えのおとつつあん

巷の空気刑終えて吸う

芋名月初物ひとつお供えに
背筋ぴしっと障子貼る姑

厚

ナゥ蛇穴に入るを見たしと存える
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金髪がロックガンガンのけぞって

蔓梅擬赤く灯りて

待ちぼうけ月に語りて我歴史

福

︵於・中央市民センター︶

平成二十年十二月三日首尾

花大樹人招くごと伸びる枝
遍路まもなく満願となる

眼科歯科整形外科は医者がおり
しょせん初心は忘れさられて

今日目出度く三平を継ぐ

小野寺妙子

妙

厚

二階へ上る踵美し

ゥ鴫高音まもなく此処も造成地

祖母の秘めたる文の束あり

圭

厚
せ

福

厚

〃

妙

お化け屋敷に目をつむる子ら

長持の金具わずかに揺れるのみ

衿替える一針毎に想いわく

伊藤航

﹁青春きっぷ﹂最終で着く
月涼し河童出てこよかっぱ渕

成ればそれ定額給付凶か吉
神銭びっしり枝の先まで

家族総出の博多どんたく

更けるまで地酒重箱花筵

圭航圭妙〃福厚圭妙厚航福圭福妙せ福厚

徳島県連句協会
会長東條浩士

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

香川県連句協会

会長米林真

会長鎌田孝義

副会長植松晴子・広谷高士

副会長花房八映

西岡恭平・今井盈

事務局米林真
〒70併0904岡山市柳町2−2−1

事務局鎌田孝義

(086‑222､176)

〒763‑0013丸亀市城東町1−3−26
山形県連句協会

福岡県連句協会
会長八木紫暁

会長内IⅡ素舟

剛会長守口薫

副会長浅沼葛子・三浦和枝
安部英子倍

事務局八木紫暁

事務局内Ⅱl素舟

〒816‑0931大野城市筒井3‑13‑12

〒996‑0035新庄市鉄砲町3‑71

(092‑593‑2575)

（0233‑22‑1285)

大分県連句協会

連句協会群馬県支部

会長中森順利
事務局南雲玉江

支部長伊藤稜志

〒874 0902別府市青山町8−72

事務局伊藤稜志
〒371‑0811前橋市朝倉町3‑5‑37

佐々木方

(0272$1‑2297)

(0977‑26‑9407)

茨城県連句協会

連句協会広島県支部

会長堀江信男

支部長，笥橋昭三
一聯務吋同上

副会長西幾多・城依子

〒731‑0223広島県安佐北区可部南

事務局根本美茄子
〒31112251 I立市石名坂町1‑31‑9

4−5−47

（0294‑53‑6635）

(082‑815‑1914)

やまぐち連句会

宮城県連句協会

会長狩野康子

会長諏訪欣二

副会長中村孝史・中村記康

事務局中本蒼水

事務局狩野康子

〒746‑00251M南市古市2−3−43
(0834‑62‑1400)

〒981‑0924仙台市青葉区双葉ケ丘
2‑5‑12

静岡県連句協会

(022‑271‑0005)

会長宮沢次男

副会長中村雄鯛・久保田榊男

鳥取県連句協会
会長音田錠治

事務局宮沢次男

副会長新田幸子・永江重昭

〒4141051伊東市吉田保代782‑4
（0557‑45‑2244）

高野重子･l11崎君子
事務局田中史郎

〒682‑0402鳥取鼎東伯郡関金I}11‑大,Mb
居関全町教育委員会内
（0858‑45‑2111･FAX3961)
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地方連句組織

愛媛県連句連盟

岐阜県連句協会

会長井￨茜雨道

会長伊騰百雲

冊I会長｜M1本眸・成能多喜

副会長水野隆

釉本敦子

理事長大野鵠t

事務局松尾一歩

事務局長llIII博三

〒50(ﾄ841511皮阜巾加納II'広江町68

〒791‑0311松山市''1水台1‑1‑9
(081927‑3231)

横山ビル
（058‑274‑9479）

連句協会関西支部

連句協会千葉県支部

支部長近松寿子

顧l川上￨Ⅱ渓水・伊j朧蔽彦

事務局l'1̲l･.

下鉢消‑f‑･浅野黍穂

〒567‑0()48淡水市北森、丘2−13−7

支部｣を引地冬樹

（O726‑23‑8817）

IIIII支部及東iIM:f‑・斎縢･一灯．
幹事長簾事務1"j長伊藤資f

連句協会石川県支部

支部長藤ｵI紫虹

〒264‑()006千紫ili塔紫￨基'1,倉台1‑12‑3
（043‑233‑3555）

&侭務局窩鴫茂
〒92J0327{I･川県i!1北郡津幡町'r
liミチ65

連句協会岩手県支部

(076‑289‑4214)

支部長小原'1猟熊

副支部長』と*IIIH』菅M(多つを
連句協会三重県支部

事務I,,j沼Infl1r･

支部長IIWIII育沙

〒020‑()875RWIM1市清水I11I1‑33

事務局同上

(0197､22‑7907)

〒512‑0921四￨1'1j巾尼平町3768‑188
（0593‑32‑8931）

連句協会栃木県支部
支部長中尾硫株

埼玉県連句協会

lil1支部長高井利夫・田中きみ

願問金子兜太･'i:咲冬男

田波富<ij

会長磯直道

事務)nj長富IIIIIJI宏

MI会長 '1根l1旧千・編旧太ろを

〒32俳4406栃木県下部聞祁大平Ⅲ

事務脇長イi川光男

｜､.梼川721
（0282‑43‑2664）

〒3611203埼玉県大収郡寄居￨Ⅲ
寄居535
(048‑581‑5943)

連句協会富山県支部
支祁長二村文人

事務I!j
〒93()"11｣'li大下5‑1ml11新聞社内
（0764‑91‑8111）
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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 將項
3．役員の選征
4．その他この会の業務に関する重要聯項で
理事会において,必要と認めた事項
（総会の議決方法）
第22条総会の議事は会員である出席者の過半
数をもって決し、可否同数のときは議長の決
するところによる。

第7章会計
（会計の種類）
第23条この会の会計は次のとおりとする。
l.経常会計
2．特別会計
（絲常会計）
第24条経常会計の収入は会費、協力金その他
とし、これによってこの会の経常的運営の支
川にあてる。

（特別会計）

第25条特別会計の収入は連句グループ、会
員、関係団体群よりの寄付金とし、これを基
金として積み立てるものとする。
（絲常会計の剰余金）

会の議決および総会の承認を経て、その一部
もしくは全部を特別会高1．の蕪金へ繰り入れる
ことができる。
（会計年度）
第27条この会の会計年度は、毎年1月111に
始まりl2F131nに終わる。
第8章規約の変更
（規約の変更）
第28条この規約は理事会において理事現ｲ服数
の4分の3以上の識決を経、かつ総会におい
て出席者の4分の3以上の議決を経なければ
変更することができない。
第9章解散
（解散）
第29条この会の解散については前条に定める
手続きを準用する。
この規約の制定、施行は昭和63年10月l11と
する。
平成2年9月111‑部改訂｡
､ド成8年6月23日一部改訂｡
平成16年4月1811−部改訂･
平成18年3)l19Ⅱ一部改訂。

第26条経常会制･に剰余金があるときは、理事

『逆ｲIJ協会」顧問・役員t'I"

(願問）近松寿子・宇咲冬男・土屋実郎常任理事青木秀樹・伊藤百雲・ｲﾅﾄ藤稜志・
上川渓水・小林しげと今村苗・小川廣男・川野蓼艸・
( 役 貝 ） 狩 野 康 子 ・ 近 藤 蕉 肝 ・ 島 村 暁 I ̲ L ･
会長磯lfi道rl根順了・・二村文人・ギ11田忠勝
副会長品川鈴子・中尾背宵・引地冬樹即事伊藤賢子・井門可奈女・梅村光明
臼 杵 稚 児 大 西 素 之 ・ ' 川 本 脾 ・ 人 久 保 風 r ･
剛リド長宮
ﾄｰ太郎小池正博・商尾秀IﾉLI郎・高橋昭二皇
富田昌宏･.lノリ幾多･禍､太ろを
松尾博雄・宮沢次男・八木紫暁・
矢崎藍
会制・臼杵榊児（兼）・島村暁u(")
驍堺石川光男・東浦佳子

−37−

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

（支部）
第3条この会は理事会の議決を経て必要の地
に支部を置くことができる。
第2章目的および事業
（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。
（事業）
第5条この会は前条の日的を達成するために
次の事業を行う。
1.全国大会および地方大会の開催
2．会報（隔月）の発行
3．連句年鑑の出版
4．ホームページの巡営
5．国民文化祭への後援と参加
6．その他前条の目的を達成するために必要
な事業
第3章会員
（種別）
第6条この会の会員は次のとおりとする。
1.正会員
（入会）
第7条正会員になろうとする者は、入会金2
千円と所定の会費を納入することにより入会
できるものとするc

（会費）
第8条この会の会費は次のとおりとする。
1.正会員年額3千円
但し1月から12月まで
（資格の喪失）
第9条会員は次の事山によってその資格を喪
失する。
1.退会したとき
2．理由なくして会費を2年以上滞納したと
き
（退会）
第10条会員が退会しようとするときは退会届
を会長に提出しなければならない。
第4章役員
（種別）
第11条この会には次の役員を置く。

1.理事35名以内（うち会長1名、副会長
5名以内、理事長1名、常任理事若干名）
2．監事2名
（役員の選任）
第12条理事および監事は会員のなかから総会
でこれを選任する。会長､副会長､理事長およ
び常任理事は理事会の互選でこれを定める。
（理事の職務）
第13条

l.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
の職務を代行する。
3．理事長は会長、副会長を補佐してこの会
の業務を掌理する。
4．常任即事は会長、冊ll会長および理事長を
補佐し理事会の議決に基づき業務に従事す
る。

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

第5章顧問
（顧問）

第16条この会に顧問を置くことができる。顧
問は理事会の議決を経て会長が委'隅する。顧
問はこの会の業務について意見を述べ、また
会長の諮問に応じる。測問は会費を納めるこ
とを要しない。
第6章会識
（理事会）
第17条理事会は原則として年31可会長が招集
する。即事会の議長は会長とする。即事会の
運営については別に定めるところによる。
（ 附任理事会）
第18条常任理事会は原則として隔月に会長が
招集する。常任理事会の運営については別に
定めるところによる。
（総会）
第19条総会は毎年1回会長が招集する。また
必要と認めたとき会長は臨時に総会を招集す
ることができる。

（総会の議長）
第20条総会の議長は会長がこれを務める。
（総会の議決事項）
第21条総会は次の事項を議決する。
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へ云

連句協

規約

遊(03‑3323‑2454)会員10名
鹿 吟 舎

池央歌
連絡先216‑0006川崎市宮前区宮
前平2‑16‑2‑502池央歌(044‑
8
5
5
‑
8
5
4
6
）
若泉連句会

川田章夫
師系・宇咲冬男連絡先372‑
0842伊勢崎市馬見塚町ll21‑4川
田章夫(027併32‑8410)会員8名
和光大学
深沢眞二
連絡先l95‑0071町田市金井町
2160和光大学深沢眞二(044‑
9811431)

若笹連句会
笹川圭子
連絡先9821003仙台市太白区郡

山2‑'ll笹川圭子(022‑246‑
2892)会員8名
ワラハナ連句会
児玉俊子
連絡先336$012さいたま市浦和
区岸町l‑ll‑12児玉俊子(048‑
886‑8820）

勺勺

− コ コ ー

（0852‑32‑6206)会員6名

未来図連句会

連絡先108‑0074港区高輪2−1−
51‑302鍵和田柚子会員13名

土屋実郎

連絡先223‑0012横浜市港南区上
永谷3‑20‑34土屋実郎(045‑843‑

鍵和出柚子
弥生会

8059)
林道子
師系・岡本春人・岡本星女連
絡先563‑0341大阪府豊能郡能勢 鈴 峰 連 句 会
目黒連句会
北川英昭
渡邊博
町宿野1507林道子(0727‑34‑
連絡先513‑0012鈴鹿市石薬師町
0023)会員5名
帥系・宮下太郎連絡先152‑
35‑l北川英昭(05J374‑1784)会
0001目黒区中央町2‑25‑l‑204渡
員7名
悠の会
邊博
花輪芳子
連絡先ll3‑0032文京区弥生2−4− 連句会未恋座
メヌエット若い現代連句の会
金枝純
12花輪芦子(03‑3815‑9737)会員
川端秀夫
連絡先4518004名古屋市緑区有
4名
連絡先l52‑0035目黒区自由が丘
松南501‑E‑102金枝純(052‑
2‑15−俳302メヌエットの会事務
624‑5149)会員4潟
瑠沙連句会
局(03‑3724‑4263)会員3名
土屋実郎
師系・清水瓢左連絡先233‑ 連句会遊子座
｢もん」の会
和川忠勝
0012横浜市港南区上永谷3‑20‑
川野蓼艸
AIIj系･ii'i水瓢左連絡先223‑
34土屋実郎(045‑843‑8059)会員
連絡先l82‑0035調布市̲ﾋｲ丁原2−
0052横浜Iけ港北区綱島束5‑22‑4
1
5
名
27−9川野蓼艸(042‑485‑5480）
和円忠勝(045‑531‑7174)会員25
名
葉門連句会
木曜会
青野危斗・
丼11昌亮
IIIj系･*HI零雨・木村葉山連 連句会「遊」
連絡先791‑0204愛媛県温泉郡重
小野寺妙子
絡先156$057世田谷区上北沢3−
信町志津川98‑5青野竜斗
連絡先980‑0005仙台市青葉区梅
28‑13内田たづ(03‑3303‑5457)
｜]]町4‑28小野寺妙子(022‑233‑
会員11名
八千草連句会
0693)会員5名
山元志津香
師系・宇咲冬男連絡先215‑ よみうり文化センター川口
連句倶楽部
磯直道
0006川崎市麻生区金程4‑牙8山
城 依 子
Wlij系・宇川零雨連絡先332‑
元志津香(044‑955‑9886．FAX
帥系・'F咲冬ｿj連絡先30(ト
0023川口市飯塚4‑4‑7磯直道
9882)会員30名
(048‑251‑3033)
l636茨城県北相馬郡利根町羽根
野800‑55城依イ･(0297‑68‑
耶馬渓連句会
4424)会員1O名
よみうり文化センター京葉
三宅繁代
引地冬樹
連絡先871‑0202中津市本耶渓町
師 系 ・ 今 泉 宇 涯 連 絡 先 2 7 4 ‑ 連句「笹」
曽水1981‑1(097152‑2422)会員
伊藤敬子
0812船橋市三咲8‑3‑20引地冬樹
l
O
f
i
連絡先 465‑0083斜古屋III名東区
（047‑448‑7260)会員10名
神丘町2‑51‑1ｲﾘﾄ藤敬子･(052‑
やまくに連句の会
701‑5050)会員7名
ラピロス連句会
水谷純一郎
本屋良子
連絡先871‑0712大分県下E郡山
帥系・東lﾘj雅・國島十雨連 連句研究会
圃町守実水芥純一郎(0979毛2−
小林梁
絡先248‑0008逗子市小坪2‑12‑6
2009)会同33塙
師系・松根東洋城・野村喜舟
本屋良子TEL&FAX(0467‑25‑
連絡先214‑0012川崎巾多摩区中
山利喜会
5
1
3
9
)
野島4‑23‑14小林梁(044‑922‑
粒 針 修
7
8
6
8
）
連絡先364‑0014北本'liニツ家2− 落柿舎連句会
奥西保
51粒針修(048‑592‑8957)会員
8潴
連絡先616‑8395京都市右京区嵯 連 句 パ ワ ー
洩 沼 璃
峨小倉山落柿舎奥西保(075‑
881‑1953)会同9名
帥系・填鍋天魚連絡先241‑
大和屋別荘連句の会
0825横浜'li旭区中希望ケ丘97‑
l4浅沼嘆(045‑362‑2717)
竜神連句会
長坂節子
やみつくば会
連絡先471‑0027gllllli稗多町4− 連 楽 会
同畑F1遊
53長坂節f会員15名
下房桃庵
連絡先690‑0823松江市西川津町
帥系・阿片瓢郎連絡先168‑
0063杉､1fI又和泉4‑26‑15高畑'41
lO60島根大学文学部内下房桃庵 連 句 な な の 会

−32−

ち子(03‑397併2468)会員5名
燧連句会
植松晴子
師系・鈴木春山#1連絡先76少
1613香川県三豊郡大野原町花稲
907植松晴子(0875‑52‑2137)

菱の実会

富士裾野連句会
中村雄爾
連絡先41(M126裾野市桃園l54
中村雄爾(055‑992‑0264)会員16
名

木原幹雄
連絡先185‑0014EI分寺市東恋ケ
窪2‑29‑3本原幹雄

風蘭社運句会
帥系・束明邪

HI‑l三世子
師系・名占則子連絡先l67‑
0041杉並区善福寺2‑21‑26高月
三世子(03‑339卜4567)会員11名

今井水映
連絡先763‑8619丸亀市土器町1−
18平和写真印刷㈱気付今井水映
（0877‑23‑1300)会貝6斜
三重県連句協会

神lll愛子
連絡先502‑0017岐阜IIj長良雄総

,fA川鈴子
195‑2神III愛子会員5名
師系・橋問石連絡先651‑
1123神戸市北区ひよと．り台1‑ ほ ほ ほ 連
17‑1,W!川鈴子(078‑741‑4472)会
大久保風子
員74堀
連絡先330‑0053さいたまIW浦11
区前地2‑9‑21火久保風子(048‑
ひょんの会
881‑2756)会員11"
松本昌子
ほれぼれ座
連絡先650‑0046神戸IIj中央区港
島!￨!IIIJ6‑2‑l‑2‑912松本昌子
永渕〃・
(078‑303‑0780)all4名
師系・狩野康子述絡先981‑
0952仙台.IIj青葉区中lll7‑4‑14/k
連句会ひらめき
渕丹(022‑278‑7387)会員6字1
狩野康子
連絡先981‑0924ｲ111台'￨j青葉区双
北杜連句塾
狩MIf康‑f
葉ケI正2‑5‑12狩野脹子(022‑
連絡先981‑0924仙台'li青葉区双
271‑0005)会員8躬
葉が脈2−5‑12狩野康子(022‑
広野連句会
271‑0005)会員15名
村木佐紀夫
連絡先520‑0026大雛｢1丁桜野町l‑ 匂 玉 の 会
l3‑16村木佐紀夫(0775‑22‑
llll1龍一
連絡先516‑0078伊勢'lj曽祢2‑1‑
5444)M115名
1611111髄一(0596‑28‑5343)会員
凧蘭連句会
5鞘
IMllll陽邨
連絡先514‑0058津巾'典東町19.11
岡1I1陽邨(059‑228‑()962)会員4
名

員6名

丸亀連句会

藤井清
連絡先655‑()007神戸il'.垂水区多
聞台5‑3‑34藤井清(078‑781‑

成田淑美
師系・宇咲冬男連絡先354‑
7
7
6
6
）
0018nt見市西みずほ台3‑6‑1‑
402成ll{淑美(04(%252‑6318)a
H15名
紅の会

ひよどり連句会

星野石雀

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

窓連句会

内膿芳生
連絡先184‑0011小金井市東町l−
lO16内藤芳生(042‑384‑8626)
会員5渦
ふらくたる

美々つと連句会

弥生(081973‑6055)

摩天楼連句会
富士裾野ひよ子連句会
宮原うた子
連絡先4111127裾野'ij平松61]−
l宮原うた子(055‑992‑2932)会
員8名

巌涼江
師系・中尾青宵連絡先21併
0824川崎市川崎区日ノ出l‑l5‑
ll‑202巌涼江(044‑277‑5143) 葡萄連句会
PC‑VAN電脳連句

井上弥生

師系・宇田零雨連絡先79缶
0045松山市余戸中2‑13‑19井上

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

宮城県連句協会
狩野康子
連絡先981‑()924仙台市青葉区双
葉ケ丘2‑5‑12狩野康子(022‑
271‑0005)
三河連句会
斉嘩吾則
師系・宮 ド太郎連絡先445‑
0806西尼市伊藤町伊藤前15‑1斉

藤吾朗(0563‑57‑8332)会員12名
三豊連句会
植松晴子
連絡先7611613香川県三豊郡大
野原町ｲ稲907植松N怖子(0875‑
52‑2137)
水無月連句会
根本美茄子
連絡先31;l225日立ili名坂町1−
31−9根本美茄子(0294‑53‑6635)
会員12"

松山連句協会
MIリ素之
美晴連句会
連絡先791‑0113松lll11｣.白水台4‑
土麗実郎
12‑11大西素之(086‑923‑3993）
連絡先233‑0012横浜市港南区上
会貝10"i
永谷3‑2い34士屋実郎(045‑943‑
8059FAX846‑1526)会員6名
松山連句教室

−31−

町4143‑18二村文人(076‑436‑
2257)会貝40名

5368)会貝20名

5各務恵紅(058‑273‑0539)会員
20名

猫 蓑 会
とよあけ連句会
荒川道子
連絡先47rlll4豊明市新仔￨町広
長13‑8荒川道子(0562‑92‑4418)
会員18名

青木秀樹
師系・東明雅・根津芦丈連
絡先182‑0003調布市若葉町2−
21‑16青木秀樹(03‑3309‑0953)
会員170名

八戸俳諸倶楽部

名久井ロ好
連絡先0311114八戸市北白山台
3‑6‑8森きよし(0178‑27‑0311)
はっこゑ連句会

どん・あ.＜らぶ
豊島呑烏
師系・鈴木春山洞連絡先79叶
0844松I｣I市道後一万ll‑13豊島
呑烏(089‑926‑2331)会貝7名

枯華連句会
近藤蕉肝
連絡先102‑0074千代田区九段南
3‑3‑3横111わこ(03‑3261‑4425)
会貝10名

澁谷盛興
連絡先339‑0926さいたま市緑区
東浦和7‑8‑2‑211渋谷盛興(048‑
875‑1909)会員12"
花音連句会

なでしこ連句会
大平堯子
連絡先874‑0902別府市青山町8−
13村橋公子(0977‑23､526)
長尾連句会
砂井斗志男
師系・渡遥陽行連絡先76牙
2302香川県大川郡長尾町西683−
10砂井斗志男(087"52‑4391)会
n10名

渚の会

能登川連句友遊クラブ
長谷川美雄
連絡先521‑1204束近江市小川町
668長谷川美雄
俳譜工房

窪田何空
連絡先359‑1146所沢IIT小手指南
2‑33‑12窪田阿空(0429‑48‑
6618)会貝6名

I叫條裕子
連絡先776､)031古野川市鴨島町
敷地178‑4西條裕子(0883‑24‑
2993)会n20名

花野連句会
小出きよみ
「lllj系・根淋芦丈，東明雅連
絡先39r0821松本市筑摩東2419
小出きよみ(0263‑25‑5436)会員
l1名

俳譜田園（協会主催）
中尾青宵
連絡先227‑0043横浜'け青葉区藤
が丘2‑25‑2中尾青宵

はねだ連句会
西岡恭平
内海良太
Rlij系・長芥川ひさを連絡先
IIIj系・名!{｢↓lll子連絡先216‑
760‑0011高松市浜ノ町6(卜25‑
0001川崎市宮前区野川3138‑17
705西岡恭平(087‑851‑9006)会 俳 譜 文 芸 考 究 会
山ロ和義(044‑777‑2460)会t116
119名
名
↓￨』lも育宵
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
夏炉の会
が丘2‑25‑2中尾青宵(045‑973‑ 羽 曳 野 連 句 会
l760)E:sss@f()7.itsr()m.11el
岩村牙童
西IⅡ舟人
連絡先781‑()252高知'lr瀬戸東町
連絡先583‑0864羽曳野i￨j羽曳が
2‑323岩村牙童(0888‑42‑7656）
白水台連句会
丘3‑16‑9IJW田舟人(072J56‑
会員20名
3
5
7
6
）
l11口博三
師系・宇田零雨・寺￨Ⅲ情雨連
習志野連句会
絡先791‑0113松山巾''1水台1−1− 浜 風
9111口博三(08'927‑3231)会員
城倉吉野
帥系・阿ハ瓢郎会貝7名
4名
師系・加滕亀女連絡先241‑
0831横浜市旭区今術2666‑1城倉
南草連句会
白塔歌仙会
吉野(045‑391‑2362)会員15名
I11烏竹四
佐喋俊一郎
連絡先517‑0506志朧郡阿児町国
迎絡先350‑0275坂ﾉ冒.f市伊豆のlll 祓 川
府南草ll20‑69田島竹四(05994‑
IIIJ17‑30佐藤俊一郎会員11名
黒川耕三
3‑1846)会員9名
RIIj系・鈴木存山洞連絡先791‑
芭蕉記念館連句会
8083松山'lj新浜"25黒lil耕三
にほんご連句会
'j･:l'災冬男
(089"51‑2889)会員9名
岡本康子
師系・薩井紫影・宇田零剛連
連絡先l82‑0006調布市西つつじ
絡先l35‑0003江東Ⅸ猿江1−2−2− 芭 流 朱 連 句 会
が丘2‑5‑21M1本康子(03‑3326‑
501松澤lli'iW03‑3634‑4094)a
0496)会側10名
f120名
NII系・松根東洋城

日本作家クラブ連句会
巴世軍律句会
市村美就夫
各務恵紅
連絡先l50‑0012渋谷区広尾3‑
師系・東Iﾘl雅・國島十雨連
17‑4‑205II1島まさし(03‑3407‑
絡先50"8367岐阜市宇佐南1‑2‑
−30−

B 面

｜刈川さちr‑
帥系・名【li則子連絡先176‑
0()23練馬Ⅸ'￨]村北4‑23‑4内lllさ

25−2谷敷寛(03‑3811‑8519)会
員9名
せんだい座

多摩連句会

東京義仲寺連句会馬山人記念会

宮下太郎
連絡先2061034多摩市鶴牧2−
26‑1‑ll2宮下太郎(042‑374‑
7
0
0
2
）

伊藤直子
連絡先981‑8003仙台市泉区南光
台3‑3一9伊藤直子(022‑233‑ 遅 刻 坂 連 句 会
大久保風子
7732)会員9名
連絡先330‑0053さいたま市浦和
区前地2−牙21大久保風子(048‑
宗祇法師研究会
林 茂 樹
881‑2756)会貝20名
師系・金子金治郎連絡先521‑
1200滋賀県神崎郡能登川町泉台 中央連句会（協会主催）
215‑24林茂樹(0748‑42‑2037)
連絡先233‑0012横浜市港南区上
会同8名
永谷3‑2併34土屋実郎(045‑843‑
8
0
5
9
）
草門会
川野蓼艸
師系・野村牛耳連絡先ll2‑ 千 代 の 会
奥村富久女
0006文京区小日向l‑1‑8‑505村
連絡先606‑8433京都市左京区永
松定史(03‑3943‑6494)会員10名
観堂西町20奥村富久女(075‑
771‑0767)
埣 啄 会
柏朧和宏
師 系 ・ 石 沢 無 腸 ・ 森 三 郎 連 土筆・有楽帖三吟会
遠藤嘉章
絡先36'1203埼玉県大里郡寄居
連絡先214‑0039川崎市多摩区栗
町寄居958‑2柏原和宏(048‑581‑
谷l‑14‑16遠藤嘉章
0087)会員11名
染井の会

筑波連句会

師系・野村牛耳・高藤馬山人
連絡先l82‑0035調布市上石原2−
27勺川野蓼艸(0424‑85‑5480)会
R10名
桃 雅 会

杉山壽子
師系・束明雅・式田和子連
絡先464‑0032名古屋市千種区猫
洞通l‑5‑l‑409杉山壽子(052‑
782‑3751)会員15名
道後連句会
井上和久
師系・宇田零雨連絡先791‑
8031松山市北斉院町10493井上
和久(089‑971‑2727)会員8名

刀水の宴連句会
太田博
連絡先253‑0054茅ケ崎市東海岸
南6‑3‑33太田博(0467‑87‑
5
7
0
3
）

桃天樹ﾛ金聚

赤田玖實子
師系・根津芦丈・清水瓢左連
絡先228‑0818相模原市上鶴問本
町8‑3‑6赤田玖實子

引地冬樹
師系・今泉宇涯連絡先274‑
0812船橋市三咲8‑3‑20引地冬樹 徳島県連句協会
（0474‑48‑7260.FAX7274)会員
東條士郎
16名
連絡先770‑0868徳島市福島1−
1fl6梅村光明(088‑652‑1989)
大智院連句会
会員30名
つばさ連句会
岡本耕史
八尾暁吉女
師系・名古則子連絡先511‑
徳島連句懇話会
師系・磯直道・矢l1l奇硯水連
1112三重県桑名郡長島町大倉1−
高田保二
絡先678‑0232赤穂市中広841八
450岡本耕史(0594‑42‑1469)会
連絡先650‑0046神戸市中央区港
尾暁吉女(0791‑43‑6117)
員6名
島中町3‑1‑47‑202鈴木漠
(078‑302‑2230)会員3名
津幡連句クラブ
第六天運句会
藤江紫虹
浅野黍穂
師 系 ・ 今 泉 宇 涯 連 絡 先 9 2 少 都心連句会
帥系・上甲平谷・清水瓢左連
和田忠勝
0327石川県河北郡津幡町字庄
絡先272‑0836市川市北圃分l−2−
465寓嶋茂(076‑28;4214)会
師系・清水瓢左・大林杣平・土
l9星野惠則(047‑372‑6448)会員
屋実郎連絡先223‑0052横浜市
員26名
30名
港北区綱島東5‑22‑4和田忠勝
(045‑531‑7174)会員30名
つらつら吟社
高田馬場連句会
榊原I}{美
佐仙俊介
連絡先516‑0072伊勢市宮後l− 栃 木 県 連 句 協 会
連絡先273‑0005船橋市本町6−
中尾硫苦
10‑16榊原由美TEL＆FAX
l6‑9佐伯俊介(0474‑22‑5782)
(0596‑28‑2284)
連絡先32俳4406栃水県下都賀郡
大平町下皆川721富田昌宏
多度津連句会
（0282‑43‑2664）
天神連句会
八木紫暁
mj系・鈴木春山洞連絡先764‑
連絡先8161931大野城市筒井3‑ 富 山 県 連 句 協 会
0003香川県仲多度郡多腱津町青
二村文人
13‑12八木紫暁(092‑593‑2575)
*169
連絡先930‑0123EII1市呉羽富田
蒲幾美
師系・中村俊定連絡先215‑
0013川崎市麻生区王禅寺767‑36
蒲幾美(044‑955‑8726)

−29−

獅子門蕊杖社

R10名
瀬尾千草
師系・國島十雨連絡先502‑ 湘南連句うらら会
0857岐阜市正木197"25瀬尾千
橘文子
草(058‑231‑2400)会員23名
師系・東明邪連絡先l95‑
0074町田市山崎町2130‑6‑2‑105
獅子門麗水社
橘文子
田辺桂月
師系・國島十雨連絡先502‑ 正 風
0879大垣市新町2‑67田辺桂月
藤野鶴山
(0584‑78‑4693)会員19名
師系・寺崎方堂連絡先52'
0822大津市秋葉台35‑91i風発
行所藤野鶴山(0775‑25‑9159)会
獅子門友楽社
矢崎初美
R100名
師系・國島十雨連絡先503‑
2213大垣市赤坂町2072‑2矢崎初 正風大府支部
美(0584‑71‑0298)会員8名
久野渓流
師系・寺崎方堂連絡先47伽
静岡県連句協会
ll43豊明市阿野町上納91‑6鈴置
宮沢次男
一花(0562‑92‑4521)会員25名
連絡先414‑0051伊東市吉田保代
782‑4宮沢次男(0557‑45‑2244) 正風和気支部
会員25名
桐山北天
師系・寺崎方堂連絡先70畦
下町連句会
0441岡山県和気郡和気町衣笠
伊藤哲子
171桐111北天(0869‑92‑0807)会
連絡先l36‑0072江東区大島3−
R10名
26−l‑911伊藤哲子(03‑3637‑
8990)会員10名
上毛連句会
伊藤稜志
紫薇の会
師系・宮下太郎連絡先371‑
澁谷道
0811前椛市朝倉町3‑5‑37伊藤稜
師系・橋間石連絡先558‑
志(027‑261‑2297)会員15名
0002大阪市住吉区長居西1‑俳2
渋谷道(06‑6691‑1395)会員8 白 河 連 句 会
名
荒井美三雄
連絡先330‑0841さいたま市大宮
四宮会
区東町2‑203‑l‑502荒井美三雄
式田恭子
（048‑644‑6446)会員5名
師系・東明雅・式田和子連絡
先l07‑0062港区南青山7−3−3−
しらさぎ連句会
501式田恭子(03‑3498‑0029)会
森川年
h10名
帥系・寺岡情雨連絡先79坐
1303西条市河原津甲484‑l森川
朱の会
年(0898毛6‑5232)会員3名
柴田由乃
連絡先503‑0937大垣市釜笛l‑ 白魚連句会
l77‑2柴田由乃(058‑273‑4499)
岡本耕史
会員9名
連絡先511‑lll2桑名市長島町大
倉l‑450岡本耕史(0594‑42‑
樹氷連句会
1469)会員3名
犬島正一
連絡先93牙8083常山市西巾野本
泗楽連句会
町5‑14犬島正‑(0764‑21‑3494)
西田青沙

連絡先512‑0921四日市市尾平町
湘南吟社
小林靜而」
師系・根津芦丈・清水瓢左連
絡先141‑0031品川区西五反旧6−
23−8小林静司(03‑3492‑2983)会

3768‑188西田青沙(0593‑32‑
8931)会員9名

師系・名古則子連絡先514‑
2317津市安濃IIU.前野24瀬尾喜代
子(051268‑0267)会員5名
尋 牛 会

連絡先46叶8445名古屋市中区栄
4‑16‑36㈱電通中部支社内(052‑
263‑8324)会員8名
信州大学連句会
宮坂静生
師系・根津芦丈・東明雅連
絡先399‑0025松本市寿台4−5−3
宮坂静生(0263‑57‑2461)会員40
名
新庄・氷室の会
永沢安栄
師系・笹白州連絡先996‑
0082新庄市北町5−l9永沢安栄会
員6名
新庄北陽社
内田武
師系・春秋庵幹雄連絡先996‑
0035新庄市鉄砲町3‑71内田武

深大寺連句会
吉成止夫
連絡先l7JOO85練馬区早宮3−
34‑22吉成正夫(03‑3994‑8055)
会員20名
篠

岡田史乃
連絡先107‑0052港区赤坂6÷4−
301岡田史乃(03‑3582‑0081)
粋酔連句会
奥山晃希
連絡先277‑0823柏市布施新町3−
4‑5奥111晃希(04‑713J8253)
成城連句会
R杵瀧児
連絡先227幻047横浜市青葉区み
たけ台2‑22円杵瀞児(045‑971‑
3293)会側6名
清流連句会

戒能多喜
帥系・'御II零雨・松永静耐連
絡先791‑0312束温市則之内乙
259併3戒能多喜(0899‑66‑3096)
会員7墹
浅春連句会

城

瀬尾再代子
−28−

谷敷寛
辿絡先ll2‑0003文京区春l‑12‑

高須節子
師系・磯直道連絡先59少
8114堺市日置荘西町2‑3勢l高須
節子(072‑285‑0588)会貝14名

小瀬川連句会

永野薫
連絡先739‑0646大竹市栗谷町大
栗林739永野薫(08275‑6‑
0344)

三川連句会

くすのき連句会
牧野1f弘
巡絡先158$098世IH谷区上用賀
6‑3‑8‑103牧野正弘(03‑3426‑
4698)会同8名

連絡先338‑0012さいたま市中央
区大戸4‑6‑3丹下博之(048‑832‑
3727)会員10名

ころも連句会

磯部摂子
連絡先501$242羽島市竹鼻町錦
町35磯部摂子(058‑391‑2288)会
員23名

矢崎藍
師系・東明雅連絡先448‑
0803刈谷市野田町東屋敷112fii
垣渥子(0566‑21‑6316)会員22% 鹿 の 会

<のいち連句会
内山秀子
柴 庵
帥系・暉峻桐ルj連絡先lol‑
中尾青宵
0047千代田区内神田2‑12‑5内山
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
l'll漕店方内山秀子(03‑3252‑
が丘2‑25‑2中尾青宵(045‑973‑
2941)会同8名
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宮下太郎
師系・松根東洋城・野村喜舟
連絡先206‑0034多摩市鶴牧2−
26‑1‑112宮下太郎(042‑374‑
7
0
0
2
）

滋賀連句友遊クラブ
熊谷梶の葉連句会

栄連句サロン
111司美f

師系・宇咲冬男連絡先364‑
0035北本市西高尾7‑83川岸高貴
（048‑591‑5208)会同20名

間瀬芙美
連絡先471‑0066gH1市栄町6−6−
10問瀬芙美会員15名
佐久良連句会

栗の木連句会
向井風人

連絡先2141005川崎市多摩区寺
尼台1‑15‑9向井風人(044‑955‑
3393)会[15名

井門可奈女
師系・栗田樗堂・富川狸通連
絡先79叶8503松山市湊町4毛−6
丸三昔店内井門可奈女(08牙
931‑8501)会貝7名
さくら連句会

耕
加藤緋子
連絡先467‑0067墹古屋市瑞穂区
石旧町l‑36加藤耕子(052‑841‑
5
0
5
4
）

興聖寺連句会
岡本眸
師系･¥IH零雨・松永静雨連
絡先79缶0052松111市竹原町l−4−
l岡本眸(089牙45‑1154）

中世古正郎
連絡先51J0601伊勢市二見町松
下2085中世古正郎(0596‑43‑
3177)会員4名
さくら草連句会
小林しげと
連絡先334‑0001鳩ヶ谷ili桜町4−
4‑4‑301小林しげと(048‑281‑
8161)

長谷川美雄
連絡先521‑1204滋賀県神III苛郡能
登川町小川668長谷川美雄
(0748‑42‑1029)
慈眼舎

赤田玖責子
師系・清水瓢左・三好龍III=連
絡先228$818相模原市上鶴間本
町8‑3も赤田玖實子(0427‑45‑
0407)会同7名
重信・木曜会
青野竜斗
連絡先791‑1101松lll市久米窪田
町971‑39青野竜斗･(08197$
2846)会貝5名
獅 子 門

伊藤百雲

Ⅲj系・各務支考連絡先503‑
0026大垣市室村町4−156伊藤百
雲(0584‑73‑0774)会員100名
ゆうげんしや

高知癒しの連句桜蓼会
山 崎 曙
帥系・､テIH寅彦連絡先78伝
0010高知県高岡郡窪川町窪川
l145‑511.1崎曙(08802‑2‑2097)
会員15名

さつき会

獅子門又玄社

中森順和
連絡先874‑0902別府巾青山町8−
721打雲玉江(0977‑26‑9407)

里 の 会

成瀬貞子
RIIj系・陸l烏十￨:1:j連絡先501‑
ll59岐阜市西改'11松の木l57成
瀬貞子TEL&FAX(058‑239‑
1762)会貝1O名

菅行有里
師系・清水瓢左連絡先248‑ 獅子門源氏連句会
0017鎌倉市佐助1‑14‑9菅芥祢II1
船渡文子
堀越ふみ子
帥系・國島十IW連絡先502‑
連絡先969‑1103柑島県安達郡本
清の會
0817岐阜IIj反良稲光2521‑12船
寓町二jl:田下の原28‑124堀越ふ
み了・
1く鉢清r･
渡文子(058‑231‑1716)会118名
連絡先277‑0052柏巾琳尾台2−
13‑5ド鉢清子(04‑7172‑7549)a 獅 子 門 花 わ さ び
国際連句協会
風30墹
森川淳‑f
塚本II1K,＆
IIIi系・國島十雨連絡先509‑
連絡先273‑0048船橋市ﾒL山2−
7205恵那市長島町II1野82'3森
45‑35塚本田犬志TEL＆FAX 三 尺 童
（047‑438‑2380）
丹卜．博之
川淳子(0573‑25‑4864)会員11名

郡山連句会

一 ワ
フ ー
ー ノ

l魁台l‑15‑9白井風人(044‑955‑
3393)会員2塙
河童連句会

矢崎硯水
IIIj系･fi‑:111零雨連絡先392‑
0004諏訪1桁諏訪2−ll22矢崎脱
水(0266‑52‑0251)会員15名

11‑13小li'j敏i｣:(042‑321‑0825)
会員20箔
歌留簑連句会

0802人津IIj賜場1−5−12義仲寺
(0775‑23‑2811)会員15名
岐阜県連句協会

金r･l!elMi
連絡先220‑0061横浜IIj西Ⅸ久保

町46‑26‑203金子鳴陣会員18"

伊藤I寸雲
師系・各務支考連絡先502‑
0817岐阜市長良福光2521‑12船
渡文子(058‑231‑1716)

川内連句会
勝山連句会
炸手光子
師系・松根東洋城・佐伯巨星塒
連絡先790‑0878松lln｣ 勝111町2−
155‑l‑501井手光子
花 扇 会

宮県人
連絡先344‑01161WIﾐ県I上葛飾郡
ll良和町大衾60r4二宮ﾉJ窟蝿
人(0487‑46‑1443)会員5名
桂 の 会

｜署I杵瀧児
連絡先227‑0047枇浜巾背葉区み
たけ台2‑22臼杵跡児(045‑971‑
3293)会員16名
金石公民館俳詣研究会
松本苔花
連絡先920‑0337金沢市金ｲi西4−
5‑32松本答花(0762$7‑1045)

小倉静波
WIIj系・松根東洋城・阿片瓢郎
連絡先791‑0311束耐市則之内
2153‑1小倉静波(089‑966‑2781)
会員37，
神田川連句会

錦心会
渡郁伸届・
帥系 野村喜舟連絡先791‑
0241松111市小野町15渡部仲居
(089;75‑1532)会員1O名
句華苑吟社

岡部桂一郎
連絡先134‑0085江戸川IX南葛1町
7‑1‑6‑201松メ￨:育堂(03‑368俳

吉本世紀
連絡先328‑0036栃木市室町1‑13
古本画廊内吉本世紀(0282‑23‑

0053)

3
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神田義仲寺連句会

＜さくき

伊藤秀峰
RIIj系・斉雁ィi聖連絡先lol‑
0047千代、陛内神ml‑6‑6伊膿
秀峰(03‑3292‑0835)

磯直通
帥系・滕丼紫影・宇川零雨連
絲先332‑0023川I̲I1ij飯塚4−4−7
磯直道(048‑251‑3033)会員
240名

観音寺連句会
野11雅滞

連絡先768‑0040観音､r'lj柞llllHl.
油j￨鷲野I 1雅澄(0875‑25‑()979)a
乢8名

かびれ連句会

くさくき川口支部
磯I食道
IIIj系・'j電IⅡ零I洞連絡先332‑
（)023川｜｜市飯塚4‑4‑7"li':in
（()48‑251‑3033)会員25名

大竹多11｢志
神田分教場連句会
師系・大竹狐悠連絡先116‑
川潴將義
くさくき北九州支部
0011焼川￨X西尾久8‑3缶1−1416
連絡先2324076横浜'li南区永'11
守l]薫
大竹多ﾛ｣.,と(03‑3819‑1459)
台48‑16川名将義(045‑713‑
師系・'Fpl零雨迎絡先871‑
1
3
8
8
)
0811福岡県築上郡吉富町大字広
加納句会
派915 ,):口薫(097(f23‑3145)
小瀬泄美
きさらぎ連句会
会員25箔
師系・各務於菟連絡先50缶
小池正博
8472岐旱IIJ"11納清野町14小瀬泄
連絡先594‑0041fll泉'IIいぶき野
くさくき松山支部
美(058‑273‑1591)会員5斜
2−2腓8小池正博(0725‑56‑2895）
古金白水
会員104'，
師系･'Fm零FN連絡先791‑
兜の会
0l0l松山市溝辺町72fl古全
111下七志郎
其 角 座
水(08酢977‑1722)会員10名
連絡先923‑0938小松市芦ロ1町2−
土屋実郎
2松下京r‑(0761‑21‑3464)会貝
連絡先257‑0024長野市名古木 草 笛 連 句 会
1
8
名
117‑l二上貴夫(0463‑82‑6315)
大西素之
会貝13ji',
Iillj系・呼岡情ルj連絡先791‑
からむし庵連句会
0113松ll｣市白水台4‑12‑12大Iノリ
根津芙紗
義仲寺横浜戸塚連句会
素之(()89‑923‑3993）
師系・根淋芦丈・束lｿl雅迎
八木jIF一
絡先396‑0000伊那市山荊Xll｣本
巡絡先245‑0067横浜市ﾉ嫁Ix:" 郡上みよし野連句会
町3185根派淀紗(0265‑78‑4723)
芥町671八木イ￨;一(045‑851‑
火野收一
会貝18名
1655)会ul7"
巡絡先501‑4216雌阜県邪上郡八
幡町本町天野收一(0575‑65‑
歌林連句会
1
5
9
1
）
義仲寺連句協会
坂手乎留
連絡先185‑00111X1分寺市本多'一
師系・斉藤石嬰連絡先52ト
くさくき堺支部
−26−

茨の会

5068)会員]2名
伊勢原連句会
近藤蕉肝
連絡先25Jll41伊勢原市上粕屋
1766大津博山(0463‑94‑3402)会
g13名
五十鈴吟社
山LI圭子

近松寿子
連絡先567‑0048茨木市北春日丘
2−13‑7近松寿子(0726‑23‑8817)
会員25名

鈴木漠
連絡先650‑0045神戸市中央区港
島中町3‑1‑47‑202鈴木漠
（078‑302‑2230)会員8名
小野連句会
渡部仲居

岩手県連句協会
小原啄梨
連絡先020T875盛間市清水町1−
33沼、和子(019‑622‑7907)

師系・松根東洋城・阿片瓢郎
連絡先791‑0241松山市小野町l5
渡部伸居(089‑975‑1532)

師系・清水瓢左・名古則子連
絡先519‑0502伊勢市小俣町相合
605山口圭子(0596‑22‑2877)会
員3名
いさよひの会

鈴木美智子
連絡先177‑0032練馬区谷原5−
2rl4鈴木美智子(03‑3925‑
5930)会員4名
石手寺連句会
l洲本眸
師系･fFIII零雨・松永静雨連
絡先790‑0052松l11市竹原町l−4−
ll川本眸(081945‑1154)会員
8名
伊豆芭蕉堂連句会
石渡蒼水
師系・斉朧石翌連絡先414‑
0014伊東市弥生町3‑2石渡蒼水
（0557‑37‑1831)会員lOf,

WebBBSめぎつれ座
八木聖子
連絡先471‑0822gm市水源町4−
1‑16矢崎藍(0565‑26‑9324)会
員不特定数

おぼろ連句会
藤本純一
師系・鈴木春111洞連絡先79い
0062松山市南江戸5‑2‑26藤本純
一(08俳925‑8279)会員3名

貝 の 会
NHK文化センター青山
戸、貝江
土屋実郎
師系・阿片瓢郎連絡先l83‑
連絡先233‑0012横浜市港南区上
0055府中市府中2‑31‑9戸田貝江
永谷3‑2ザ34土屋実郎(045‑843‑
8059)会員12"
(0422‑68‑6063)会員6名

大分県連句協会
中森lll"1I
連絡先847‑0902別府市青山町8−

72事務局南雲玉江

海市の会

鈴木漠
連絡先650‑0046神戸市!￨‑1央区港
島中町3‑1‑47‑202鈴木漠
(078‑302‑2230)会員4名

桜花学園大学連句研究会
矢崎藍
解 緬
別所真紀子
連絡先471‑0057glⅡ市大平町七
師系・野村牛耳・林空花連
曲12‑1424研究室(0565‑35‑
3
1
3
1
）
絡先l66‑0003杉並区高円寺南5−
23‑8服部秋扇(03‑3314‑()655)

市川俳譜教室
伊藤貴子
師系・宇皿零雨・今泉宇泄連
絡先264‑0006干葉市若葉区小倉
台l‑12‑3伊藤貴子(043‑233‑
3
5
5
5
）
−粋会

桶川連句会
蛙 の 会
福田太ろを
中尾青宵
連絲先363‑0028桶川市下、出谷
連絡先227‑0043横浜｢h青葉区藤
西2‑6‑4福、太ろを(048‑787‑
が丘2‑25‑2中尾青宵(045号73‑
4477)会員10名
1
7
6
0
)
丘の上連句会
中尾青宵
香川連句会
"H1孝義
連絡先206‑0031多摩'II豊ケ丘1−
連絡先763‑0013丸亀市城東町1−
40‑2‑203塙於玉(042‑375‑
3−26鎌田孝義会員20名
2543)会員15名

師系・高藤馬山人・浜本青海
連絡先166‑0001杉並区阿佐ケ谷
北5‑33‑9大城M1水(03‑3338‑
奥美濃連句会
1353)会員15名
いなみ連句の会

水野隆
連絡先501‑4226岐阜県群1‑.郡八
幡町新町929おもだか家水野
隆(05756‑5‑3332)会員13名

雅秀会
小川郎昭
連絡先995201山形県岐上郡鮎
川村京塚3430ﾉ1,川邦昭(0233‑

山本秀夫
55‑2401）
師系・束明雅・二村文人連絡
先932‑0211南砺市井波2077‑1111
風の香連句会
本秀夫TEL&FAX(0763‑82‑ 小 郡 連 句 会
笹貞子
抑I野玄暦
0270)会員31名
連絡先996‑0051新庄市松本348
師系・松根東洋城・阿片瓢郎
笹貞子
連絡先754‑000O山口県吉敷郡小
茨城県連句協会
郡町津市上河野玄暦(08397‑2‑
堀江信男
風の道連句会
0599)会員5名
迎絡先319‑122511立市ｲ陥坂町
白井風人
1‑31‑9根本美茄子(0294‑53‑
連絡先214‑0005川崎市多摩区寺
おたくさ(OTAKSA)の会
6
6
3
5
）
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懸維穏所磐蕊野⑤2篭

（五十音順）

亜 の 会

絡先633‑0203字陀市榛原lX長峯 鮎 倉 橋 島 連 句 会
200‑1片111多迦夫(0745‑82‑
奥IⅡ恵以子
8
9
6
1
）
連絡先737‑l314広島県安芸郡倉
橋町鹿老渡奥、恵以子(0823‑
梓川連句会
54‑1296)
金井教子
ああの会
師系・根津芦丈・宮坂静生連 鮎須川連句会
I汀川千年
絡先3911700長野県南安曇郡梓
膿本幸子
師系・野村牛耳連絡先18'
川村杏金井教子(026378‑3808）
連絡先737‑2100広島県安芸郡倉
0003武蔵野市吉祥寺南町4‑21‑
会員25名
橋町須川藤本幸子(0823‑53‑
25市川千年(0422‑713048)
1255)
前Ⅲ圭衛子
連絡先6551004神戸市唾水区学
が丘2‑1‑418‑202前￨Ⅱ圭衛子
(078‑786‑1868)会員15名

天霧連句会

会津の会（超結社）
磯直道
連絡先332‑0023川口市飯塚4−4−
7磯直道(048‑251‑3033)

高森秋義
師系・鈴木春山洞・渡邊￨場行
連絡先764‑0027香川県仲多度郡
多度津町道福寺20113高森秋義
(0877‑33‑2475）

鮎連句同好会
高橋昭三
連絡先731‑0223広島市安佐北Ⅸ
可部南4‑5‑47高橋昭三(082‑
815‑1914)会員35名

青葉連句会

八島美枝子
天の川連句会
あらくさ連句会
師系・宇田零雨連絡先145‑
本間泰義
0061大m区石川町2‑32‑8八島美
師系・三好龍肝・福田眞久連
連絡先294‑0006逗子市逗子2−4−
枝子(03‑3728‑0712)会員9名
5北沢義弘(0468‑71‑5393)会員
絡先952‑0206佐渡市畑野甲35−2
限定
本間泰義(0259‑66‑3606)会員10
あこね
々
茜連句会
fI
竹内茂翁
あるふあ会
連絡先516‑0036伊勢市勢多町 天の川連句会東京支部
高津明生子
915‑31富田方竹内茂翁(0596‑
大谷似智子
連絡先241‑0833横浜市旭区I*j本
24‑7673)会員3名
師系・三好龍肝・福田飼久連
術町72‑14高津明生子
絡先2421001大和市下鶴間4266
紫 陽
大谷似智子(046‑274‑3420)会員 阿 畔 の 会
藤1I1明
1
3
名
梅村光明
連絡先514‑0114津市一身田町
連絡先770‑0868徳島市福島1−
285藤Ⅲ明(0592‑32‑6438)会 天 の 川 連 句 会 新 宿 西 塾
1f16祢村光明(088‑652‑1989)
員6名
芹、忠子
会只6名

師系・三好龍肝・福田眞久連
絡先3300015さいたま市見沼区 安 津 濃 連 句 会
宇咲冬男
蓮沼873‑17芹田恵子(048‑686‑
湯浅重好
師系・喋井紫影・宇田零雨連
6549)会員10名
連絡先514‑0823津市半田934‑47
絡先164‑0012中野Ⅸ本川2‑34−4
場浅重好(05酢225‑3094)会員3
次山和子(03‑3374‑4808)会員50 彩 連 句 会
名

あした連句会

名

児玉俊了一

あした日比谷連句会
宇咲冬男

師系・膿井紫影・'制{I零雨連
絡先225‑0024横浜市･青葉区市ケ

師 系 ・ 宇 田 零 雨 連 絡 先 3 3 俳 飯田連句会
0052さいたま市浦和区本人5‑
占池保男
16‑6児玉俊子(048‑886‑8820)会
師系・東明雅連絡先395‑
R1O名
0806飯田市鼎上山3181‑l古池保
男(0265‑23‑l484)会員10名

尾ll54‑2‑808宮脇美智子(045‑ 鮎 可 部 連 句 会
971‑7313)会員15名
あしべ俳譜塾

片山多迦夫
師系・清水瓢左・吉岡梅淋連

久保俊｢・

連絡先73l‑0202広島市安佐北区
大林町315久保俊一了‑(082‑818‑
2
7
1
9
）
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伊賀連句会
111村俊夫
師系・清水瓢左・名古則子連
絡先518‑0878伊賀市上野西大手
町3687‑9山村俊夫(0595‑21‑
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年鑑担当
○編集

○購入申込・発送

○会計・送金先

一Ｔ剛ｌ岬さいたま市浦和区前地二

二六

︵電話・ＦＡＸ○四八
〒Ⅳ１ｍ世田谷区千歳台四

︵電話○三

九

一二

大久保風子

二七五六︶

一○五

八八一
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小川廣男

四

四四七七︶

福田太ろを

三四八二ｌｏ二三五︶
六

七八七

｜Ｔ細ｌ畑桶川市下日出谷西二
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二

四六二○七九

郵便振替○○一三○

四

五三一

七一七四︶

和田忠勝

一三

加入者名福田太郎
○連句更雲一暑簿担当一Ｔ剛ｌ岬横浜市港北区綱島東五

︵電話・ＦＡＸｏ四五

回編集後記回
平成二十一年度迎句年鑑をお届けいたします︒今年もたくさんの作品が寄せ

平成二十一年九月二十五日発行

平成二十一年九月二十日印刷

られ編集部はうれしい悲鳴をあげました︒送られてきた作品は明らかな誤字脱
字が無い限り出来るだけそのまま掲載することにしています︒しかし新かなと

三七四

七○○二

三九一三

三九一三

五五三○

五五二八

株式会社朝陽会

ＦＡＸ○三

電話○三

印刷所一Ｔ川ｌ岬東京都北区豊島川ノニノ四

髄話○四二

連句協会

宮下方

発行所〒剛ｌ岬多摩市鶴牧ニノニ六ノーノーニー

編集人代表今村苗

定価二︑五○○円

平成二十一年版連句年鑑

指定があっても送り仮名或いは添え字が旧かな風であったり︑旧かなとあって
も新かなが混じっている作品もあります︒一巻の中に新旧のかな遣いが混じり
合っているものは出来るだけ直すことにしています︒とはいっても辞書どおり

いめいのグループの作品というだけではなくそれぞれのグループの記録でもあ

に全作品すべてを統一してはいません︒何故ならばここに乗せる作品は単にめ

るからです︒それぞれの生活習慣︑意識︑環境も窺えればなおよいではないか
というのが編集部の微意でもあるからです︒

作品は﹁連句年鑑﹂原稿用紙でお送りください︒そして必ず連絡先の氏名住

庭にぶよぶよした柿の実がたくさん落ちています︒天候不順︑政権交代など

所電話番号をお書き添えください︒宜しくお願い申し上げます︒︵今村苗︶

柿の木も驚いたのかも知れません︒今年の校正作業は︑大久保風子さんのお力
も加わり今村編集長の下︑例年通り印刷所の朝陽会で行われました︒
この平成二十一年版には︑一二三グループ・一九○巻の作品が収録されてお

七％は﹁半歌仙﹂﹁短歌行﹂﹁百韻﹂など十四形式により巻かれております︒

ります︒そのうちの一三八巻は﹁歌仙﹂で︑全体の約七三％でした︒あとの二

︵白根順子︶

久良木憲先

ともあるし 寺っです︒また字足らずの付け句も

誰にでも間違いなく読めると思われる文字にルビを振っている作品が見られ
ますが

多く見受けられました︒提出前にもう一度ご確認ください︒
巻頭の評備・エッセイご執筆の雌利剛朗先生・野島清治先生
生に厚くお礼申し上げます︒

−

−

一

