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第二十九回連句協会総会・全国大会の記

文

９

篭蕊︽

掛

；

篭：

識

︾苧掌

説

平成二十二年三月十四日標記総会・全国大会が百二十五

名が参加して開催された︒冒頭︑故引地副会長に黙祷を捧

げたのに続き︑会長挨拶では︑会員増︑特に若年層への働

き掛けの強化要請が重点だった︒議事に入り︑二十一年度

の事業︑決算の報告及び二十二年度の事業計画・予算が提

案され承認された︒役員人事では︑引地副会長の後任に伊

藤稜志常任理事を︑宮下理事長辞任の後任に中尾副会長

を︑副理事長として和田常任理事を︑辞任した大西理事の

後任に井上雨道氏をということで承認された︒次に三十周

に︑茨城支部から国文祭に関する質問があり︑磯会長が回

年記念行事について品川副会長より説明があった︒最後

答︒今後の国文祭の取り組みについては担当の伊藤副会長

から︑早期に地元優先で連携を取りスムーズな進行に協力

するとの回答があった︒続いて︑岡山国文祭︑京都国文プ

レ大会︑その他の大会案内がなされた︒午後は︑二十四席

で実作︒半歌仙︑二十韻︑短歌行︑歌仙の四作品が披講さ

れ第一部は和やかに閉会した︒第二部の懇親会は︑各地か

らの参加者を指名してメッセージが披露される等暖かい雰

囲気の中︑会員相互の会話も弾み交流が深められた︒最後

は中尾副会長の音頭による手拍子で幕を閉じた︒

︵岡本眸︶
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第二十四回

国民文化祭しずおか二○○九
文芸祭連句大会を終えて
︵宗祇法師と富士山に誘われ︶

平成二十一年十一月一日︑第二十四回国文祭裾野市連句
大会の開催を前にして︑前年度の茨城県筑西市のようにス
ムーズな運営が出来るかどうか不安な気持ちでした︒
まず︑交通アクセスを考えた時︑三島駅・裾野駅からの
送迎をどのようにするか︑そして年初来︑世界中を恐怖に
陥れた新型インフルエンザ蔓延のニュースが毎日マスコミ

によって報道される中で当日の参加人数の把握の難しさ
等々⁝⁝︒

併し終わってみれば何もかも杷憂となって三○○余名の
ご参加を頂き大成功と﹁ホッ﹂と胸を撫で下ろした次第で
した︒

さて遡れば三年前︑国文祭とはどのようにするのか︑さ
っぱり見当もつかない中︑二○○六年十月二十七日︑宗祇

○○九年の連句大会は︑裾野市で開催される事が決定した

旨︑報告を受けると同時に︑受け皿となる静岡県連句協会
の設立を促されました︒

それからは︑県︑市への折衝は総て土屋氏にお願いし︑

私達は静岡県連句協会の誕生に専念しました︒

さて︑これから三年間何をしたら良いかを考え︑先ず連

句の実作会を積み重ねて︑連句の底辺を盛り上げることと
しました︒

幸い裾野市には︑宗祇法師遺跡保存会があって︑かねて

より活動され︑連句に造詣の深い人達が多いので︑この方々

を中心に︑周りの市町から三十余名の俳人・歌人を集め

て︑毎月一回の実作会を開いて大会に備えることにしまし
た︒

協会本部からは︑土屋実郎︑宮下太郎︑和田忠勝︑臼杵

勝児氏等に毎月の実作会に講師として出席頂き︑ご指導を
仰ぎました︒

更に連句の低年齢化を図り︑○八年︑○九年の二年間︑

県立裾野高等学校の古典の授業時間の中に連句を組み入れ

て頂き︑四人の講師のもと︑延べ四五四名の生徒諸君が熱

可

法師が眠る裾野市桃園山︑定輪寺の本堂を拝借して︑近隣
の連句人が集まった中︑連句協会顧問土屋実郎氏より︑二
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心に連句の楽しさについて学んで頂き︑まず第一歩を踏み
出したことは大変嬉しく︑今後も文芸部としてクラブ活動
の中に是非取り入れて欲しいものです︒

二十二年の国文祭連句大会は︑十月三十日の交流会︑十

一月一日の本大会でしたが︑一番心配した天候にも恵ま
れ︑まず交流会は二班に分かれて吟行会が催されました︒
一班は市内を巡るコースとし︑宗祇法師が千句を奉納し
た三島大社に参拝︑次は宗祇法師の墓所︑定輪寺で地元の
遺跡保存会の方々の説明を受け︑中央公園に移動︑ここで

は富士山の溶岩流の間を流れ落ちる五竜の滝の荒々しさ
と︑古民家︑旧植松家では百年をタイムスリップした感を
楽しんで頂きました︒

一方山岳コースは︑世界遺産への登録を目指す富士山
へ︑遠くから見る女性的な富士山も︑近づくに従い一変し
て荒々しい男性的な様相に︑参加者一同歓声を挙げ︑また
バスを降りれば︑どこまでも続く薄の草原に巻狩の往事を
偲び︑冠雪の富士と︑楢や櫟の紅葉に思いを残しながら交

⁝ ︑ ：

R塾

撫

壕

流会の会場︑御殿場高原ホテルに直行しました︒
晩秋の落暉は早く到着ロビーの灯の眩しい中で全員受付

篭準灘
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10月30日交流会学童による五竜太鼓の演技
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ア

もスムーズに︑いよいよ交流会も始まり︑歓迎の挨拶︑祝
辞も済み︑地元藤間会の皆様の﹁日本舞踊﹂と学童による

この座のなかには下館第一高等学校より三名︑地元裾野

高等学校より八名の参加があって︑大会を意義あるものに

してくれました︒感謝申し上げます︒

実作会も予定通り終了し︑指定披講をお願いし︑素晴ら

﹁五竜太鼓﹂の演技に︑初々しさの中に力強さをいただ
き︑各地の連句会の代表者のお言葉は尽きることなく宴酎

しい作品に接し︑十五時三十分︑昨年受け継いだ︑歴史と

たことに感謝申し上げますと共に︑長年に渡りご支援を賜

れ︑宗祇と同じ場所で︑同じ空気を吸い︑連句の座に着け

僅か二日間ではありましたが︑宗祇法師と富士山に誘わ

の荷を下ろした次第です︒

重みのある連句協会旗を次年度開催地の岡山県に引継ぎ肩

の中︑二十時お開きとなり各々の宿泊先へ向かっていただ
きました︒︵参加者二七二名︶

一夜開けて十一月一日︑心配した天候も大丈夫︑その朝
の富士山は︑前日のカラーから一変︑モノクロの姿の両面
を見せてくれ︑自然のプロデュース︑またまた感激ひとし

りました裾野市長︑裾野市︑教育委員会︑連句協会︑県連

おでした︒

当日の大会は会場を裾野市市民文化センターに移し︑全

句協会の皆様︑そして︑参加頂きました全国の連句を愛す

︵静岡県連句協会会長宮澤次男︶

ありがとうございました︒

る皆様にお礼の言葉を申し上げます︒

員定刻に受付を済ませ︑大ホールでの開会式︒まず歓迎ア
トラクションとして︑修善寺高等学校郷土芸能部の天城連
峰太鼓による演奏に︑会場割れんばかりの拍手喝采︑篠笛
が哀
哀愁
愁を
を誘
誘い
い︑
︑和
和太
太鼓
鼓の
の一
一糸
糸乱乱れれ
ぬぬ
撚擢
酬捌きに陶酔し︑いや
が上にも大会を盛り上げてくれました

開 会 式︑ 表 彰 式 を 終
終え
え︑
︑い
いよ
よい
いよ
よ実
案作会へと移り︑文化
センター内の三部屋に分かれ︑六十九卓︑三二五名の皆様
が和気謂々の中︑半歌仙を巻き始めました︒
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誌上講演

奥野純一

荒木田守武翁の連歌と俳譜

はじめに

そのうえで翁の連歌と俳諾の作品をよく読まなければなり

ません︒しかしそのためには連歌や俳諸また享受や作品と

いう術語が︑共通のものであることも求められます︒

知識としての守武翁

守武翁は伊勢神宮の内宮の禰宜で︑その長官にまで昇進

した人物です︒禰宜は神宮家と呼ばれる限られた家から︑

閼替によって選任される十貝で構成され︑順次に就く長職

は終身で絶対の地位でした︒

神宮家や多くの権禰宜家が︑御師を兼ねて貴顕や各地に

神宮の御祓を配り︑参宮の手引きをしていました︒御師の

うちで上層の裕福な権禰宜家が︑内宮の宇治と外宮の山田

本日は﹃連句年鑑﹂をご愛読の皆さまに︑誌上でお話し
させて頂きますが︑平成二十一年の伊勢の守武忌連句会で

に分かれて︑自治制度を動かしていたのです︒

両宮の御師や郷民のあいだでさまざまな紛争が続きまし

当時の伊勢の地は宗教都市として隆盛に向かっており︑

生活に心を煩わせている日記が知られています︒

場合もありました︒守武翁の園田桃神主家でも︑翁が日常

檀家や家領の衰退から︑余裕の乏しい経済状態に置かれる

神宮家は神宮の神事の維持と経営の責任を負うものの︑

の講演がもとになります︒表題は荒木田守武翁が享受した
連歌と俳諾を明らかにせよと︑問うものであります︒
私はなんらかの答えをお出ししなければなりませんが︑
それはその連歌や俳譜から翁をどのような人物と見るか︑
皆さまに問うものとなるはずです︒私のお話しが守武翁を
めぐって︑双方向で問い合う対話になればと願います︒
それにはまず守武翁について確かめることから始めて︑
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寛正の御遷宮に際し造営の遅延を憂い︑宿館に篭り独吟の

法楽の千句わけても独吟の興行は︑きわめて強い個人の

た︒不浄を許さない独特の習慣から︑合戦で火災や死者が

祈念を表わすものです︒そうした法楽の連歌は︑神宮神官

法楽千句を巻いた事実です︒

内宮では寛正三年︵一四六三から天正十三年︵一五八

出て神事が停止する不祥事も︑少なからず起きています︒

五︶までは︑朝廷の式微と神領の退転によって御遷宮が中

を文芸としての連歌の享受と向上へと導いたのでした︒

氏経卿は文明十八年に卒去しますが︑前年に起きた宇治

絶し︑仮殿遷宮などで苦境を凌ぐほかありませんでした︒
両宮の禰宜とりわけ長官にとり︑社殿を維持し神事を継続

国家と皇室のために祈念する神宮には︑三節祭や攝末社

したのですが︑以前から周囲と交わしていた約束を果たせ

られています︒また守晨神主も長官に就いて七日後に死去

と山田の合戦による重大事を憂い︑食を絶ったよしが伝え

にわたる日々の神事に加えて︑変異のための臨時の祈祷も

ない責めを負って︑自刃したのだと記されています︒

することが︑久しく切実な責務となっていたのです︒

ありました︒神宮の存在に関わる飛神明の密奏事件は︑両

こうした知識は︑神宮司聴の﹃荒木田守武集増補改訂﹄

﹁神宮史年表﹂や︑大西源一氏の﹃大神宮史要﹄に詳しく

宮禰宜が挙げて対応すべき問題となっていました︒
守武翁が生きた︑文明五年︵一四七三︶から天文十八年

述べられています︒皆さまはそれらをご覧になり︑守武翁

形態と性格を持ちます︒連歌は形態の基本を二句の付合に

さて和歌には長歌と短歌と連歌があり︑それぞれ異なる

連歌とはなにか

についての理解を深めて頂ければと思います︒

︵一五四九︶にかけては︑翁自身が流された洪水が起きる
など︑天災も頻発した時代でした︒翁は三禰宜守秀を父に︑

神宮の歴史に高名な内宮長官藤波氏経卿の女を母として︑

守武翁は兄の守晨神主とともに﹃新撰菟玖波集﹄に入集

置き︑各句が一句としても意味を具え︑付合を連続させて

その九男に生まれたとされています︒

しますが︑それは氏経卿以下の神官に︑宗祇ら連歌師との

L

長い交流があったからです︒卿の連歌で注意されるのは︑
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一巻を成すことを︑自立と展開の条件に加えた文芸です︒
連歌でも俳句の形態の発句を詠んだり︑撰集に発句の部

俳譜とはなにか

両者の連歌の違いを言い換えれば︑雅の表現理念に立つ

か俳譜のそれを求めるかにあります︒ここで使った俳詰と

を置いたりもしますが︑それは連歌を享受しているという

前提があったからです︒ひとりで句を連ねる独吟の連歌

いう言葉は︑表現理念というもうひとつの意味を持つもの

逆ではあっても︑雅と俗を包含する表現理念なのです︒

で︑俳譜とは雅の立場から俗を意識するか︑あるいはその

も︑各句は作者の持つ別の人格の話主の句なのです︒
では連歌の性格の基本を表現に絞って考えますが︑文芸
の表現は用語と題材と思想とで成り立つものと言えます︒

俗は混沌を志向する遠心的な精神の力であります︒俳譜が

雅は完成を追求する求心的な精神の働きであり︑対する

それらによって連歌の表現を考えますが︑連歌については

両者の混合したものであるとするならば︑それは雅と俗の

お話しとしてはまず俳譜とはなにかを確かめ︑そのうえで

広木一人氏の﹁連歌辞典﹄もご参考になるでしょう︒

あるという意味を含みます︒ここまで話しました連歌とは

き︑それを可能にするひとつの表現が俳譜の笑いであると

俳譜の精神が緊張の解放を求めても如何ともし難いと

あいだの緊張と弛緩を秘める精神の場であるでしょう︒

純正な表現の純正連歌︑俳譜とは俳諸の表現の俳諮連歌と

解します︒弛緩した精神により表現される笑いは俗の領域

俳謂という言葉は︑ひとつには連歌と同じ形態の文芸で

言うべきでしたが︑これからも連歌と俳譜で済ませます︒

を︑雅なるものとして表現します︒俳譜では漢語や俗語も

無意識的に作り上げてきた︑本意と呼ぶそのものらしさ

すぎません︒お説は諸耆に重ねて見られますが︑﹃俳句の

小西甚一先生が説かれた卓見を︑私に解してお話ししたに

ここに述べてきた雅と俗と俳譜の説明は︑はやく恩師の

を外れて︑文芸とは別のものになると言えるでしょう︒

交えますが︑それらは日常的現実的に生活のなかに生きて

世界ｌ発生から現代まで﹄は名著とされています︒

連歌には和語を用いますが︑それは和歌や物語が意識的

いる対象にも︑俗なる新しさを捉えて表現するものです︒
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雲のいづくの月に成かげ

そことなきおのへもきけばかねの声

遠山もとの明けがたのそら

行われ︑伊勢冠付という独特の雑俳も生まれていました︒

伊勢の地では江戸時代を通じて神事に伴なう神宮連歌が

守武翁の先雛を受けるとともに両者との享受の関係も保つ

むら雨も荻の上葉にそよぎ︑て

両者に共通の用語があるにもかかわらず︑印象の違いに

かたつぶりかと夕暮れのそら

むら雨のあとにつなげる馬の角

これ重宝の松のつゆけさ

あさがほの花のしげけやしほるらん

目もとすさまじ月のこるかげ

のどかなる風ふくろうに山見えて

われもノー︑のからすうぐひす

飛梅やかる〃︑しくも神の春

つぎのような形に定まっています︒

また俳譜の方は︑数々の改稿を経たかと思われますが︑

す掻きのもとやほのかなるらん

ことで︑伊勢派と称される俳詰が長く生き続けました︒
それでは守武翁の俳譜は︑連歌といかなる関係を持ち︑
笑いはどのような表現を見せるのでしょうか︒翁最晩年の
天文十五年︵一五四六︶の連歌﹃秋津洲千句﹄と︑それに
先立つ同九年の﹃誹詰之連歌独吟千句﹄の︑両種の法楽の
独吟の巻頭百韻から︑表八句を用いて理解を試みます︒

説明はさらに用語・題材・思想などの一部に絞ります
が︑解釈は沢井耐三氏の﹃守武千句考証﹄を主に︑多くの
先学に学ぶもので︑お礼と併せて紹介させて頂きます︒
両種の独吟千句
連歌の方は︑このように詠まれています︒

嵐ろ
ろも
もを
をか
かい
い霞
霞哉
秋津洲にこ園

なみに吹そめわたる春かぜ
青柳に今一しほの松みえて
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驚かれるでしょうが︑それこそが用語から来ることはよく

と飛んで行く︑軽やかながら慌ただしい光景を採り上げて

付合については俳譜の方を見ることにしますが︑対象の

いますが︑題材に鶯と烏を混じえていることで︑雅と俗の

俳諾の方の発句の﹁飛梅﹂は﹃沙石集﹄などから見ら

特異な捉えかたと二重の意味を持つ表現という︑守武翁の

お分かりでしょう︒連歌の方は発句の﹁秋津洲﹂が神話に

れ︑﹁かろた︑し﹂も物語や連歌論などに用いられます︒

俳譜の特徴がより明らかになります︒発句は連歌神である

混合態としての俳譜となっているとも解せます︒

しかしこのような組み合わせの用法は︑勢田勝郭氏作成の

天神への崇敬を︑天照大御神の御恩恵に依って新しい春の

由来し︑脇句の﹁霞﹂﹁春かぜ﹂も雅語なのです︒

日本国際文化センターの諸データベースにも認められない

廻り来た歓喜と併せることで強く表現します︒

その軽やかな飛びから鳶・烏を連想する︑ふたつの秀句を

結合することで果されます︒付句は天神を紙へと転換し︑

それは早春の梅花から飛梅を着想し︑両神を梅花として

新しさを持ちます︒対する﹁神の春﹂は宗祇の法楽の独吟
﹁三島千句﹂の巻頭発句にも知られているのです︒

脇句の﹁うぐひす﹂は﹃北野天神縁起絵巻﹄の名場面を
成しますが︑﹁からす﹂はそこに見えません︒御伽草子の

烏と鴬の取り合わせは和歌の伝統から遠いものでしょう︒

見たように思えますが︑俳譜の流行を表わすとも受け取れ

鶯と烏が飛梅を追う光景は︑﹃北野天神縁起絵巻﹄にも

重ねる技巧の妙味を加えて付合としたものでしょう︒

また題材については︑連歌の方は発句が日本の天地で︑

ます︒翁の付合は用語から溢れ出る発想が︑表面の意味の

﹃烏の歌合﹄の冒頭には鶯・臭・鳶・烏が出てくるように︑

悠久のものとして在る春が対象とされています︒脇句では

まとまりの裏面に︑常識を超える異質の意味を加えます︒

です︒表現では既に在るものか新しく生まれるものかの︑

は対象の捉えかたや語句の調子をも含めて表現されるもの

文芸の表現においても思想はきわめて重要ですが︑それ

朝の海に細波を立てて吹き渡る春風を配合していますが︑
和やかな風光は神話のままの元型に拠ると読めます︒
俳譜の方は発句が春の到来で︑自然のなかに甦る活気が
対象とされています︒脇句は烏も鶯も鳴きながらわれ先に
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いずれを求めるかが思想の大きな違いになります︒

のもたらす春の来復は嬉しいものだという主張を巧みに表

わす︑俳譜ならではの表現となり得るのです︒

これら表現の特色は第三以下の付合にも示されますが︑

まず対象の捉えかたを見ますと︑連歌では第五︑八句を

除き︑ほぼ客観的超越的に眺められたありのままの自然

とりわけ注意されるのは︑第六句から第八句に見られる︑

重宝とする松が村雨の露に濡れている場面に︑繋ぎ馬を

で︑万人に共通する感覚を得ています︒その表現は心の底

俳譜には少なくとも第三︑五︑六︑八句に︑場面のどこ

出すのはよしとしましょう︒しかしその馬には角が生えて

重層した意味を持たせる守武翁の表現のありかたです︒

からか対象を捉えている人物の視線があります︒それらの

いるとするのは︑そうした霊宝が喧伝されていた世相でも

から人々を共感させる︑季節の変化を捉えるものです︒

句は通釈ができないほど複雑で個性的ですが︑その第五︑

唐突な感じで︑しかもそこに典拠として燕の太子丹の故事

はかなり知られていたとしても︑日常の場面に重層させて

得ることだったかと幻視する人物がいる︒この故事が当時

馬に角が生えるのはあり得ない職えですが︑やはりあり

を踏まえることは︑想像をはるかに超えています︒

六句は用語の裏面の意味をも重ねて結ばれています︒

とくに第八句は︑蝸牛という判断と夕暮れの空の風景
を︑一句に組み合わせています︒こうした特異な捉えかた
は︑連歌のそれとは大きく異なります︒
そのように見れば︑発句も季節の運行を言祝ぎ︑梅花の

角を出しても蝸牛は蝸牛︑牛に踏み潰されるなよという

その真実を求める発想は︑まさに俳譜だというべきです︒

しいと捉えているのです︒神に紙を掛ける先述の秀句も︑

のは︑当時も歌謡にあった発想です︒しかしぴんと立った

飛ぶ光景と飛梅の故事を重ね合わせながら︑裏面では軽々

﹃金葉和歌集﹂の神主忠頼と和泉式部の連歌に知られる︑

耳から︑馬を雨後に出てきた蝸牛かとする表現は︑常識を

暮れなずむ風景を透視する何者かの視線は︑自然の背後

超えて馬を蝸牛と同一視しようとするものです︒

まさに俳譜というべき二重の意味を持つ表現です︒
調子の要素も思想を効果的に表現するのですが︑俳譜の
発句の調子は日常的通俗的です︒それが思想について︑神
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話主の二重の視線を包含して︑﹃無名抄﹂の幽玄にはない︑

に心中の世界を凝視しているかのようです︒眩きを発する

する人間によって大きく相違するわけです︒

それゆえ俳諸の笑いとするものも︑時代と場所とくに享受

ていますが︑一般には連歌と対等な表現と認められていな

俳譜でも独吟百韻は宗祇や兼載や翁の法楽などが知られ

守武翁の両種の作品を読んで︑連歌と俳諾の相違や俳詰

かったのです︒俳譜は連歌師が詠むとき︑そのほとんどが

新しく生まれた夕暮れの空の微莊が広がっています︒

の表現の特徴は︑よくお分り頂けたかと思います︒しかし

当座の慰みであり言い捨ての作品なのでした︒

そうした俳譜の楽しまれかたからすれば︑長連歌に成長

﹁誹譜之連歌独吟千句﹂の笑いをどこに認められたかは︑
皆さまにとってもそれぞれ異なるかも知れません︒

することは考えられません︒また連歌の基本形態や式目の

主要規定は問題にもされず︑俳譜を享受する関心は表現の

諸先学には︑翁の俳譜について用語・技巧・把握などの
特徴を挙げて論じられた︑傾聴すべきご見解があります︒

技巧と内容と効用にあったはずです︒

そうした翁の表現は緊張を持ち︑そこに笑いが秘められ

は差し上げるという意味もあるのです︒そこで私は享受を

さてこれまで享受という言葉を用いてきましたが︑享に

双方向の享受とは

そのなかでもっとも重要なご指摘は︑異質の題材や意外な
把握をさまざまな形で結び付ける特異な表現にこそ︑翁の

ていることを︑私としては強調したいのです︒俳諮の笑い

双方向の概念とし︑在りがたく愉しく受け取り差し上げる

俳詰の特色があるとされる諸説であると考えます︒

は表現の緊張そのものとして詠まれ︑またそのように読み

といった意味で用いています︒

する他人ではなく︑自分自身として心の深層に生きてい

の自分にまで広がる存在です︒そうした相手は意識で想像

双方向は相手を前提とし︑それは神・仏からもうひとり

取られるべきであり︑ことさらにして笑いを取る表現と
は︑まったく異なることは間違いありません︒
雅と俳譜と俗とは︑純正連歌と俳譜連歌と文芸としての
雑俳に対応し︑それらの関係は相対的でもあるでしょう︒
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て︑享受に没入するときふと現われ出るものでしょうか︒

神託を受けてそれを成就したことは︑俳譜の意義と価値を

が︑一座して本意の表現としての作品を享受したのです︒

ても︑翁が作るべきだという戯れたる返事でした︒連歌で

俳譜の式目や千句の方式を︑京都の連歌師に問い合わせ

一挙に高めるものでした︒

時・所・人が創り上げる時空間が作品なのであり︑事実を

もっとも必要な式目がそうですから︑俳譜に相応しい用語

その時︑自分自身を何人もの男女に変身し得る享受者

越えた真実の表現こそが文芸の世界なのでした︒

それにもかかわらず守武翁が独吟の千句の興行を立願し

や題材や把握に︑翁は独自の立場で取り組めたのです︒

を作品に創り上げるには︑享受者には式目と本意と用語の

ながら︑その実現に時を過ごしたのは連歌と俳詰の選択に

自分と相手と作中人物の一体化が可能な︑文芸の時空間

運用能力の︑均質な水準が求められました︒連歌の興行で

悩んだからでしょう︒翁が強く願ったのは俳譜であるはず

なのに︑そこに迷いがあったのはなぜなのでしょうか︒

時と所に加えて︑連衆が重視されたのは当然でした︒
式目と本意と用語にわたる能力は︑心の深層の無意識の

残る多数の訂正は︑俳譜の表現に時の純熟が必要であった

これまでのお話しは翁の賊文に拠るものですが︑草稿に

神・仏が降臨し影向する法楽の連歌の享受では︑いかなる

証左となります︒それは心身を傾注した苦吟であり︑そこ

深さと︑それを活用する方法の豊かさに依るのでしょう︒

心の深さを持つかがとりわけ重要な問題でした︒

では新たな無意識の力が強く発揮されたと思われます︒

ために御鬮に問い︑天照大御神の神意を俳詰に得て︑喜び

﹃誹譜之連歌独吟千句﹄は︑守武翁が宿願を成し遂げる

事奉仕の暇々に成熟させたものは︑心の深層から発して俳

法楽を初一念に遂げた﹁誹譜独吟百韻﹂の体験も含め︑神

確信であったに違いありません︒享禄三年︵一五三○︶に

時の経過が整えた実現の条件とは︑また俳諾の必然性の

満ちて享受した作品であることに︑大きな意味を持ったの

詣として表現されるものへの︑確信であったでしょう︒

俳譜による法楽の成就

です︒伊勢神宮の最高の神官である翁が︑俳譜にせよとの
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守武翁の笑い
翁は敬文の中段で︑俗言の使用による髻露として現実に
はない︑夢中のごとき表現も認めています︒それは当時の
連歌師たちの俳譜の言い捨てにも知られる︑無心所着とも

信念がなければ︑そらごとが本意と変わらぬ真実の表現で

あるとは断じられないはずです︒それをあえてする翁は︑

雅たる神事と俗なる経営のなかで存在を保ち続ける精神の

緊張を︑真の俳詰の享受によって超えたのでしょう︒

翁は最後に宗祇が戦乱のうちに興行した﹁三島千句﹄を

そして奥田淳一氏も﹃連歌師宗祇と近江﹄に出自を証され

挙げ︑古来稀なる俳諾による独吟千句の成就を寿ぎます︒

そこで問題となるのは︑俳譜だからと濫りにし笑わせる

た宗祇が︑戦陣で伝授を得た﹁古今和歌集﹄の序を抜け風

そらごととも言われる表現です︒

ばかりでは如何かと︑翁が述べる真意です︒一句は花実を

の表現で引き︑和歌の永遠の繁栄を祈って筆を欄きます︒

生かされている︒しかしその日常には険しい現実が続き︑

荒木田守武翁なる人物は︑俳譜を体現して喜びと祈りに

備え風流にして正しく︑そしておかしくあるようにと説く
のは︑連歌師たちの俳譜の享受の態度への批判なのです︒
続く後半には︑俳譜をその場で消え去る確かでないもの

そこに働く緊張が弛緩すれば真実を生きることが破滅する

祝訶奏上や言語禁忌のうちに法楽として生かされ︑文芸

と︑好まない向きもあると述べますが︑それも逆説による

俳譜を編しながら︑その実好んでいる連中がいるのです︒

のなかで表現を育てた国語の力を︑齋かれた場での俳謂の

のは︑守武翁にとっては現前の事実だったのです︒

翁の批判は︑俳譜の法楽を願う真の理由を明かします︒

千句の独吟に覚えた守武翁ではなかったでしょうか︒その

批判なのです︒気分転換や俗情慰安の一旦の戯笑なのだと

世の中もまた真の意味の俳詣ではないか︑俳諸はその真実

時︑法楽の享受の力に揺り動かされた翁は︑かの氏経卿と

そこに翁を対立と緊張から解き放つ表現があったなら︑

一体となっていたのだと感じます︒

を表現するというのが︑翁が体験から得た確信なのです︒
真の俳譜が連歌と少しも変わらないものならば︑法楽の
条件を十分に適えます︒しかし連歌と俳謂の懸隔を越える
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それはことさらに笑わせようとする笑いではなく︑爆笑を
含めて思わずに浮かび出る共感の笑いであったでしょう︒
そしてそれは連歌を伊耶那岐・伊耶那美の両神の国生みの
問答・唱和に発し︑笑いを天の岩戸の神楽を常闇で嚇した
神々の喚笑に受ける︑日本人の笑いであるはずです︒
守武翁の﹃誹諾之連歌独吟千句﹂の笑いは︑西山宗因に
三浦樗良に響いています︒宗因は守武流を標傍する談林の
総帥であり天満宮の連歌宗匠でもあり︑樗良は天明の俳譜
革新を担うとともに伊勢冠付の点者も勤めていて︑高点を
与えた冠付には対象を異様に表現する句が認められます︒

守武翁の俳譜の営みは︑文芸と宗教の懸隔までも止揚
し︑善と美とが融合した永遠の今にと没入するものであっ
たと思います︒それは優れた連歌には秀句の働きを認めな
がら︑連歌において文芸と宗教の一致を求めて苦闘した︑
心敬の課題のもうひとつの解決でもあったと考えます︒
しかしそのことをお話しするには︑いまだ時が十分では
ないようであります︒それよりも皆さまとお話し合いする
願いも果せずに終わりますが︑ご清聴まことにありがとう

ございました︒︵国語表現能力開発研究所長︶
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エッセイ

付け句コミュニケーションの原点から
ｌ付け句コラムとインターネット連句

目を伏せて揺れる黒髪あっ笑っただりあん

応募の年齢層は上限百歳から下限は小学生︒主力は五

十︑六十︑七十代︒あとは各世代平均している︒

︵恋とは不意にやってくるもの卓︶

腕まくり時計はずした白いシャシ紅

稲光天地で握手するように青麦

短歌や︑川柳などをしている作者もよく現れる︒

句して︑発表がてらのコラムである︒気付いたらもう二十

娘十三虹の絵描いてるダウン症のりさん

︵時間よ止まれいまこの場所でのら︶
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︵ちょっと待ってと呼び止める声蘭月︶

三ヶ月働きつぎの職探しさとる

﹁ここ五年ずっとです﹂とある︒時事句は世界情勢もある

一年め︒そもそもは紹介した恋の付け合いの句に読者から

この句にも事情が添えてあり︑掲載後﹁障害児をもつ親の

の生活実感が主になるのは新聞という場の特性だろう︒

付け句がきてしまい︑あれよあれよとこの形に展開してし

る︒前句の呼びかけが通じた瞬間なのだと思う︒

た人が︑ある前句を見て突然作者に変身することはよくあ

た︒生まれて初めての投句だったとか︒それまで読者だっ

思いを汲み取っていただきうれしかった﹂とお便りがあっ

﹁久しぶり﹂手を握ったが名が出ない賢々

︵ぱったり会った入ごみの中めじろ︶

句でお付き合いしてきたのだった︒

まった経緯をもつ︒振り返れば胸がつまる程に多くの方と

いてきた︒前句を出して投稿された千句余の付け句から選

＊付け句のＤＮＡ

藍

が年金︑福祉に加え近年は雇用と婚活がめだつ︒個人目線

崎

新聞で﹁付けてみませんか﹂という連載コラムを毎週書

矢

ミトコンドリアが深呼吸する三日月
たらればかもの積もる夕暮れタヌ公

前句はいつも連句作品から探す︒学生の句も古典の句も
出す︒発句を拝借しても脇の作法を要求したりはしない︒

ポタリと守宮落ちる軒先暁

人は確実にこの国に何％かいて︑発信するとそのアンテナ

ある︒句を付けることが︑ひどくスキなＤＮＡをもってる

そもそもここまできちゃったのは﹁私のせいじゃないょ

な﹂という感覚がある︒付け句のスキなひとたちのせいで

他人の顔ですれちがう妻岩津志乃ぶ

がキャッチするのである︒

︵市中はものの匂ひや夏の月凡兆︶

買い物袋に西瓜半分Ｈ３
ネットカフェで息子難民天嶺

勿論付け句投稿にとどまらず︑連句界に踏み込む人もい

る︒また︑表現の授業をする先生から︑生徒さんの付け句

ヒエログリフの浮かぶ円柱ふさ子

空を仰いだ時間旅行者獅狼

の応募も時々あり︑毎年恒例の﹁とよた連句まつり﹂︵豊

た︒学校だけで四千余句の付け句がきて︑以後新聞コラム

田市・桜花学園大学主催︶の特別記念大会で募吟をしてみ

投稿者のはがきに﹁時々ここはカラオケルームに似てい

ると思います︒演歌あり︒民謡あり︑学生歌曲あり︑
フォーク︑ロックあり︑私はＪ１ポップ系かな﹂とある︒

を出すべきかという話が出た︒でも︑﹁このコラムの読者

して︒某工業高校の先生も﹁恋句が盛り上がります︒男子

前句は恋テーマにする︒女子向け？いえ︑どうしてどう

とタイアップで﹁全国高校付け句コンクール﹂も始まる︒

は︑賞での差別化はよろこばないだろう﹂という結論にな

生徒にとって一生一度の恋句作り体験かもしれないんです

始めのころ歌壇俳壇のように︑掲載中の優秀一句に薄謝

った．つまり巧拙よりも︑前句との共感︑表現ｌを楽しむ

よ﹂といわれた︒ここは在原業平の国なんである︒

おまえ好きウソちやうれんでホンマ好き梅ノ進

︵呼び出し音に胸が高鳴る翠︶

コミュニケーションコーナーだという位置づけで︑私も賛

成だった︒みんなで句を付け合おうよ！それがいいな︒
︵さまざまのこと思い出すさくらかな芭蕉︶
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応募は年々着実に増え︑第七回の昨年は一万五千余句の
付け句がきた︒付け句の神様の思し召しだろうか︒

＊ＢＢＳ掲示板での鎖連句発生
この世にインターネットが出現したとき連句を載せてみ
たいと強く思った︒きっと相性がいいはずだ︒１９９９年

放すんです﹂聞いてつい彼の句に付ける︒

瀕死のぼくを測る巻尺藍

それから話題はとんだが今度は彼が巻尺の句に付けた︒

ダイエットふらふらしても目盛り読む麦の子一号

﹁あら転じてる﹂面白がって連句仲間のミャーママさん

が続ける︒で︑四句目︑五句め︒

すぐに食べてと届くぼたもちミャーママ

おばあちゃんの里に灯ともす谷いそぎ藍

一月に連句のホームページを開いた︒関係グループ作品︑
授業報告︑対吟の実況などをする︒技術係くんが﹁ＨＰは

﹁谷いそぎって春に先がけて咲くマンサクです﹂と私の

そこへまた新人現る︒え−つ︑カリフォルニアから︒

一雨ごとにうるむ薔薇の芽藍

もう大学生ですって︒もちろん私は付けずにいられない︒

彼女は中学時代から付け句を投稿し入選してきた常連で

春休み暇もてあまし眠り姫々

遅れちゃなんねと田んぼを起こしおはぎ

説明︒そこへ登場したのが︑新聞コラムの読者さん︒

動かなくては︒ＢＢＳ︵掲示板︶があれば誰かしらきて会
話してくれて楽ですよ﹂と提案︒このオプションに付けた

ＢＢＳに︑思いがけず不思議な連句が発生することにな
る︒楽どころのさわぎではなかった︒

始めは私の連句会仲間がおしゃべりの間に付け合いなど
していた︒若い男性がきて﹁ブラックバスってフライがお
いしいんですよ﹂﹁へえ﹂数日バス談義のうち彼が︑

ブラックバス釣れてるときは優越感麦の子一号

どくろが見てる永遠の幻藍

からからの沙漠の空に梅一輪雨乞い小町

ちに付き合って句を作ってくれた！﹁でも釣れても僕

という具合にこのバスの付け合いが伸びてしまった︒数

﹁どうですか﹂ですって︒まあ連句に無関係な人が私た

等︑殆どはキャッチ＆リリースと言って︑寸法測ってから
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んだかうれしいです﹂とまた付ける︒この三月二日の﹁句

日してきたおはぎちゃんが﹁うわあ︑句が続いてる−︒な

がいれば明日も続く︒どこまで続くか行ってみようか︒

人たちがやってきてるんだ︒桜の宴は終わらない︒望む人

知らなかったこともわかった︒三百番すぎに︑基本ルール

ただお客さんの多くがここにくるまで連句について全く

として次の︹連句の原則﹈を書き形式を整えた︒

が続いてる−﹂というおはぎちゃんの声は私たちをたいへ

んわくわくさせた︒なにか連句を始めた昔に戻ったよう

で発想してください②但し前の前の句︵ゥチコシ

☆付け句するときは①前の句に付けるｌ前句をよく読ん

す︒

☆連句は五七五句と七七句を交互につなげてゆく鎖で

☆お話しながら連句をつなぎましょう！

な︒いえ︑そもそも平安時代の末に︑掛け合い連歌から三
句︑四句とつながり長い鎖連歌ができてゆく時のよう︒
まだ新人が現れる中︑小町さんとおはぎちゃんが精勤︑
ついに私たちは︑前の句の語︑内容を繰り返さぬようにと
か︑付け︑転じの注文をしだす︒若くセンスがいい︒すぐ
呑み込みうまくなる︒番号を付けて整理する︒

最後のコンは︑私のハンドルネームがめぎつれだから︒そ

☆一句付くたびに新しい世界が開けていきますよ︒コン

句︶からは転じるｌウチコシ句に似ないように

岸湧いちにっさんしとつづく人生おはぎ

うそう私たちの連句の感動の出発の文章も引用しよう︒

﹄雪リストラに若年退職肩叩き小町
﹂＄終了の合図鳴ってる洗濯機ミャーのママ

自のものである︒究極においては︑この独自の運動メヵニ

文芸にも見られない︑私どもの先祖が新しく創り出した独

品が創り出される︒このような詩制作の手法はどこの国の

い︒このような関係を何回も何十回も繰り返して一巻の作

﹁付け句は前句にのみ付いて︑打越の句とは全く縁がな

ヨっ濃すぎるかしらけさの口紅藍
以後さらさらと今の私たちの生活感が現代の日常語ベー
スで流れてゆく︒方法としては鎌倉時代の笠着連歌に似て
いる︒寺院の満開の桜の木の下で句を付ける︒庶民にまじ
り僧侶や貴人がお忍びで笠を着け仮の名で付けたとか︒イ
ンターネットではそれが広い世界から︑多分感性の通じる
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ズムさえ失わなければ︑その一巻がどのような形式をとろ
うとも︑どのような式目を採用しようとも︑私はそれを連
句と認めようと思う﹂︵東明雅﹁連句の復活とその将来﹂
﹃季刊連句﹂創刊号︶︒このメカニズムを確保するぞ！

二十四時間開放なので同じ前句に何人かの付けがかち合
う時は早いものがちにする︒０１秒まで機械が表示する︒
惜しい句も落ちるけれど︑その見物も面白いものだ︒
人の出入りはまだ増え︑じきに一日に百発言近く︑二十

句から三十句はすすむ︒ということは落ちた句も相当あ
る︒ぐんぐん流れる連句を整理し記録するために︑小町さ
んはじめ最初からの主なメンバー数人がスタッフになって
くれた︒自分たちも句を付け︑ともに連句の流れを作り最

けと転じの原則による現代連句の追究！と言いたいが︑

実際の付け句では季語の運用など︑具体的な部分での基本

的合意も必要だ︒私たちが学んできた伝統式目︑作法の数々

は︑この原則を共同制作で実現するために︑歴史的に積み

重ねられたノウハウなのだと改めて思う︒それらを土台に

整理して︑よりよい連句をするアドバイスとして﹁Ｑ＆

Ａ﹂というページを添えた︒ただし︑今度の連句は︑百韻

や歌仙などのような定数作品ではない︒内部構造がない︒

だからそれに起因する縛りはいらないだろう︒

ここでは付けと転じの三句のわたりを根本原則としたか

ら打越の障りには厳しい︒でも素材︑季節などの﹁句数﹂

についての制約はやめた︒

かなり自由になった感触である︒春や秋の一句捨てもよ

し︒前句にふさわしい時︑流れに必要と感じられるとき秋

終的な捌きをすることになる︒

臼勗ゆったりとクルージングの独り旅蕗

月をいれて秋三句したりするのが古式で優雅に見えたりも

を付ける︒月︑花の座も決めない︒素秋よし︒そうなると

望屋女神の笑みは自由たたえて小晴
望弓戦いの好きな男を産んだ悔い麦
＊ＫＵＳＡＲＩのルール

の四季のバランスはとれているようだ︒季移りもちょいち

八月は夏の句が多いし︑冬は冬の句が多いが︑年間通して

するからおもしろい︒花の短句が出やすくなった︒やはり

この鎖連句に﹁ＫＵＳＡＲＩ﹂と名を付けた︒かくて付
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よい出る︒常識的に判断して矛盾しなければいい︒季戻り
も﹁矛盾なければ﹂可︒市販されている季語集の分類にた
だ従うのでなく付け合いの内容を︑今の感覚で考え柔軟に
判断する︒つまるところは座の連衆に納得されればよいの
だが︑さてネット連衆は幅広い︒この社会的文芸︑連句の

現世でのありように︑以後私たちはさまざまな局面で悩
み︑議論し︑その後もこのページは細部を書き直している︒

新入りさんがハマって毎日何度も来ると先輩が﹁ビョー

キですよ︒ＫＵＳＡＲＩ熱です﹂とからかう︒常連はほぼ

罹病経験者だ︒でも熱が高すぎると家事や仕事に差し支え

る︒やがてそれぞれの生活に応じ︵毎日︑週一︑年一とか︶

適度なペースになる︒キリ番で賦物百句をするとき旧常連

が何年ぶりかに現れるのも︑いとをかしである︒

朝パソコンを開く︒﹁おはようございま−す︒櫨の葉が

すっかり散りました﹂と言いながら︑ゆうべに続く句が付

く︒首都圏︑中部地方の紅葉の話題に︑札幌は平均気温１

度で凍るぼやき︒カリフォルニアは暑さで黄色にけぶる山

のたより︒小町さんはこちらの午前二時に﹁おはようござ

います︒出勤します﹂と出かけ︑真夜中組は﹁いってらっ

しやい︒みなさんおやすみなさい﹂と句を付ける︒ここは

二十四時間営業の街角の喫茶店かな︒いやオープンヵフェ

ムノ

＊ＫＵＳＡＲＩ連句の連衆心
ネット連句のよさは︑当然ながら参加自由なことだ︒付
けたい句に付ける︒付けたくない人はパソコンをしめる︒
ひっそり見物だけでもよし︒たった一句付けて去る人もい

る︒でも一句でも付けたらその人はこの連句を繋いだ仲

だよ︒裏通り︑いや表通りで︑実と虚をないまぜに広い世

間︑連衆だと私たちは思っている︒

謁己じゃがいもに爵位があって茄でられる雪兎

の中に開いている︒

町さん来日を最初とする年一回くらいのオフ会︒秋の大学

情報は虚で終わらず現実世界をつなぐ力をもっている︒小

そして私たちはじきに生身で会いたくなった︒ネットの

混匡つぶしてしまえば自由平等︒みのり
﹁あ︑うまい！﹂登場する作者たちの名は句の個性によ
って互いの記憶に刻まれる︒しばらく留守だった人が現れ
ると﹁久しぶり﹂という挨拶もある︒実際懐かしいのだ︒

勺ワー

‐

祭での連句まつり︒連句の全国大会︒かなりのメンバーが

顔を合わせる︒﹁ええっ︑あなた男性？てっきり女性か
と﹂という仰天があっても︑話せばやがて確かにあの句の
作者のイメージが見えてくる︒句は人なり︒ＫＵＳＡＲＩ
での連衆心は現実にも裏打ちされてゆく︒

句人︑超初心者もわけへだてなくネットならではの座を構

成している﹂﹁日々の思い現代の世相がリアルタイムに映

し出され﹂﹁インターネットの匿名性の海に漂いながら対

話の詩を実現している﹂との評は過分であるが連衆の励み

となった︒勿論出品したのは長いＫＵＳＡＲＩのごく一部
分である︒

岸些培風はらみヤスクニ詣で乱か治かたつみ

連句初心者には︑インターネットだけでなく各自の地域
での連句の座の体験を勧めたりする︒付けと転じの原則さ

届﹄ざ足踏んだ奴決して忘れずわび太

て︑その尻尾の句に︑日々ただただ付けてゆく︒

挙句の意識もない︒目前の画面に映る十数句の部分を見

識はなく︑遙かな過去にある︒で︑今のところ私たちには

性は途中性だ︒１番目のブラックバスの句作りに発句の意

の﹁途中性﹂も評価されていた︒そう︑ＫＵＳＡＲＩの特

に始まる届隠ｃまでの百句を切り取った︒面白いことにそ

えもっていればどこでも通用する︒連句とは結社をこえて
遊べるジャンルなのだから︒でも︑老婆心でした︒すでに
ここには連句人も参入している︒連衆はとっくにあちこち
で横につながり︑ベテラン中心に勉強してネットで歌仙を
巻いたり連句界で活躍していた︒国民文化祭でも毎年そん
な連衆を眩しく確認する︒ネット連句は一般社会と連句界
をつなぐドアなのかもしれない︒

主な理由だから︒﹁発句は文学なり︒連俳は文学に非ず﹂﹁連

笑ってしまうのは︑これこそ正岡子規が連俳を弾劾した
＊ＫＵＳＡＲＩ連句の途中性

俳に貴ぶところは変化なり︒変化は則ち文学以外の分子な

分の転じて流れる変化によって存在価値を主張している︒

りｌ﹂︵芭蕉雑談︶対してＫＵＳＡＲＩは発句以外の部

スタート三年めにＫＵＳＡＲＩは﹁平成連句競詠﹂︵俳
詣寒菊堂︶のインターネット連句賞を頂いた︒﹁不特定多
数の人が付けるという連句文芸の社交的性格をもつ﹂﹁連
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そして﹁文台引きおろせばすなはち反古なり﹂︵三冊子︶
でいう即吟付け句のリアルタイムの面白さ︒﹁連歌は思ひ
よらぬ方へ移りもて行くこそ興ある物なれ﹂︵宗牧教書︶

走路つ私あなたの何だったのか

ひわ

＊十一年目の九万番への旅︒

沿って伸び︑２０１０年の一月現在︑九万番へと迫ってい

い︑別れ︑句をつないで増殖し︑過去から未来へ時間軸に

今年で十一年目︒この連句は実にさまざまな人と︑出会

蹟曽っテーブルの上滑る絵葉書カンちゃん

に身を託して流れるわれら現代人︒

噛総屋吹く風に秋が近いと知らされて桂

る︒古来珍しくはないが︑これも一般社会への連句文体発

してみた︒連句作品の三句のわたりのひき抜きの鑑賞であ

は﹁とよた連句まつり﹂の特別募吟で﹁すてきな三句﹂を

途中でも面白いんですよ！このノリで２００３年秋に

︵後から付けた人の句が落ちること︶が多くなりお互いの

普段は三十人以上集中すると︑ぶつかり合って句もドボン

ントの賦し物百句だと一日六十番も進んで盛り上がるが︑

に平均二十数人が運営上は適度なところだ︒キリ番のイベ

ている︒最近付け句千句達成を宣言した猛者もいる︒一日

これまで参加のハンドルネームは五百人近くが記録され

ブ︵︾Ｏ

信のつもりだった︒全国連句人が多様な形式の作品から抜

人格も見えなくなり︑連衆心が薄れるようだ︒

函ｓ届やさしく馬を洗う少年小晴

いた千百余組の三句の花束はさすがに質が高かった．連句

長い旅をしてきたように感じている︒連衆は微妙に替わっ

この十年ほぼ皆勤の私はじめスタッフと常連さんたちは

界の先達諸氏の選における連句観も勉強になった︒雑務に
追われた主催者側の役得である︒

ＫＵＳＡＲＩはかくて途中を生きてゆく︒そう︑人生み

メンバーがいつもいる︒そのハイの熱と︑新鮮な個性が︑

た会ったりするように一座は流れている︒不思議に新しい

てきている︒ちょうど旅でしばらく同行したり︑離れてま

虐笥唖万博日和リニモに乗ってばらずし

たいに︒

今お弓あてもなく引っ越してゆく狸たちザリ
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古い常連のまじった流れに刺激を与える︒そして何より世
の中は日々変っていく︒それでタネが尽きることなくＫＵ
ＳＡＲＩは続いてきたのではないか︒

雪近くて遠い半島の国あづさ

認 認荒れ狂う海の色したタイ結ぶ暢

麗
認 圏まだ熱が兇度で動けない氷心
五万句に達したときに新聞の取材がきた︒﹁西鶴は独吟
一昼夜二万三千五百句ですから数で誇るつもりはないんで

朝パソコンを開く︒真夜中一時に付けていた人がいる︒

六時の早起きさんが︑もう付けている︒

Ｃ月囲日︵月︶白時野分忌秒︶

麗驍︒お守りをふところに抱く受験生氷心

倉月鵠日︵月︶急時さ分忠秒︶

認誤﹄制服の子で車内満員キリマンジャロ

ああ︑まさに今の風景だなと思いを馳せる︒で︑次の作
者︒ご出勤前にまあ︒

自月鵠日︵月︶Ｓ時ミ分９秒︶

謡い認朝焼けの富士の大きな影動くふさ子

す﹂と話したら﹁しかし記録を読んで見るとこれは庶民が
毎日二十四時間の思いを句にしてるんですよ︒共同で作る

現実から脳をぐっと外へ向けようとした動きを感じる︒

はインターネット﹁矢崎藍の連句わＩるど﹂より︒

＊新聞付け句引用は中日新聞・東京新聞より︒その他の作品

︵ころも連句会・ｗｅｂめぎつれ座︶

とりあえず今日が始まる︒

これが連句空間︒さてＫＵＳＡＲＩ︑どこまでいくのか？

庶民史じゃないですか﹂記者氏は毎年度の大ニュースを資
料として持参し﹁みんな句になってましたよ﹂と言った︒
連句には連衆の生き方︑哲学があらわれる︒日常がふだ
んは平凡であったりいきいきしたりするように︑ＫＵＳＡ
ＲＩの流れもときにスムーズ︑ときに停滞︑そしてときに
感動がある︒仲間のいる部屋にきてのコミュニケーション
は﹁いま共に生き互いの一句を大事にする﹂ことに尽きる︒

その結果がこの世をつづる庶民詩になりきれるかどうか
は︑連句の神様にお任せするほかない︒
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エッセイ

団塊世代のロマン

自転車で行く﹁奥の細道﹂逆まわり

大竹多可志

職︒八ネクタイに用なき明日や花曇Ｖ・

退職後︑一つだけ遣ってみたい事があった︒それが﹁奥

の細道﹂逆まわりの旅である︒一五○日︑旅程六○○里

を︑一人ひたすら歩く︒これは男のロマンである︒﹁よし︑

やってやる﹂と勢い込んでみて︑我に返った︒私は平成一

四年より︑俳誌﹁かびれ﹂の主宰を継承していた︒よく考

えなくても︑俳誌﹁かびれ﹂の選句︑編集はどうするの

らない︒そうなると︑残る手段は自転車しかない︒イン

か︒この問題があったのだ︒歩くのは無理︑乗り物には乗

私はタイトルにある通り︑平成一九年六月から二○年一

ターネットで︑当時︑世界最軽量︵六︑五キロ︶の折畳式

︵かびれ︶

二月に︑一五次︑四○泊七一日︑一八○○キロの自転車の

自転車を見付けた︒〃よし︑やるぞと意気込む〃︒

②眼もう旅人となり額の花︵大垣︶

旅をした︒このエッセイは四○年間のサラリーマン生活に
訣別したク還暦の青春冒険旅行紀″である︒

借金も無ければ︑貯金も無い︒妻と二人の子は経済的に自

生後半は勝手気儘に生きる〃が私の長年の願望であった︒

和二三年生れの十把一絡げにされてきた人種である︒〃人

私は以前︑八団塊の世代のひとり花の雨Ｖと詠った︑昭

か︑来た道を逆走するハプニングを起こす︒八野垂れ死に

を走る︒初日から釦℃を超す暑さのため︑休憩後︑日射病

途中︑ママチャリに追い抜かれる︒関ヶ原︑伊吹山の山麓

りＶ・私には長距離のサイクリング経験などまるでない︒

チ︶の折畳式自転車で出発︒八五月晴芭蕉の貌を想ひけ

大垣の奥の細道結びの地を︑タイヤの径腔インチ︵弱セン

第１次﹁大垣から敦賀へ﹂︵平成田年６月妬日〜記旦︒

立︒そうなると何も恐いものは無い︒平成一九年三月末︑

①退職の日のまぶしさや春疾風

定年を待たず︑八散る花の夢まぼろしの四十年Ｖと詠い退
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回から夜行バスで〃即日帰京″という無様な仕儀となる︒

敦賀駅へ︒八炎天に弱音吐き出すひとりかなＶと詠い︑初

はない︒万事休す︒湖北から近江塩津駅まで数キロを歩き

緑や時空さ迷ふ放浪者Ｖ・後輪のスポーク破損︑自転車店

で︑﹁おっちゃん︑ホームレスか？﹂と言われ悟然！八万

の歯が欠け︑首にタオルを巻いている男に︑早口の関西弁

の背が私より高い︑日焼けした顔︑髪は伸びた短髪︑上下

ん︑おっちゃん︑山を越えるのか﹂と年のころ︑鋤歳前後

脳裡をよぎり日射病Ｖ・賎ヶ岳古戦場近辺で︑﹁おっちゃ

︵天龍寺︶︒八西日さす気ままな旅の疲れかなＶ︵洞裁宅

く頭蓋かなＶ︵永平寺︶︒八すぐ傍に翁ゐるやう夏の虫Ｖ

断念︒次の場所は文明の利器に頼る︒八七月の瀬の音ひび

後輪のスポーク破損︑パンク発生︒自転車の走行を一時

看板︑蝮︑野兎に遭遇︒八目の前を蝮がよぎる山気かなＶ・

める︒道は荒れた登山道で自転車を担ぎあげる︒熊注意の

人︑私の自転車を見て﹁これでか︑無理かも﹂︒峠を登り始

ずつ抜ける︒農作業をしている人に道を訊ねる︒農家の

メートル︶へ向かう︒峠へ向かう途中︑後輪の空気が僅か

翌日︑今回の旅のハイライト︑木ノ芽峠︵海抜６２８

第３次﹁福井から金沢へ﹂︵平成四年８月

日〜証日︶︒

④秋蝉の鳴き出す松のむくろかな︵汐越しの松︶

跡︶︒走行距離５６キロ︑累計１１６キロ︒悪路に苦戦︒

走行距離６０キロ︒前途多難︒

③三光鳥峠の道を踏み迷ふ︵木ノ芽峠︶
第２次﹁敦賀から福井へ﹂︵平成田年７月弱日〜鋤日︶︒

今回の旅は夜行バスで現地まで行き︑目的地を自転車で走

豪雨︑雷鳴の中を気比神宮︑種の浜を訪ねることになる︒

は敦賀で八名月や北国日和定めなきＶと詠っている︒私も

東京駅を羽時鋤分発︑敦賀インターに６時扣分着︒芭蕉

沫の洗礼を思い切り浴びた︒八行のごと打たるる秋の豪雨

雷︑大雨注意報が出ていた事を後で知る︒大型車両の水飛

した︒八雨音の他は聞こえず秋の旅Ｖｏ当日︑福井地方に

転車走行を諦めた︑今庄駅まで戻り福井駅を目指すことに

前回︑後輪のスポーク破損︑パンク発生のため︑一時︑自

気比神宮で八蝉鳴くや一歩踏み出す芭蕉像Ｖ︑種の浜では

かなＶ︒

行︑夜行バスで東京へ戻ることを基本パターンとする︒

八ひとり来て小貝を拾ふ梅雨の底Ｖと詠った︒
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〃汐越の松″はゴルフ場の中にあった︒芭蕉も驚くに違

⑥小鳥来る遊女の句碑を読み返す︵市振︶

夜行バスで東京から富山へ︑電車を乗り継ぎ滑川へ着く︒

第５次﹁滑川から弥彦へ﹂︵平成四年皿月躯日〜恥日︶︒

楽しみにしていた︑山中温泉の鶴仙渓も強い雨の中︑石

八暖房の列車に乗りぬ朝寒みＶ・かなり寒くなってきた︒

いない︒八秋蝉や松の遺骸を飽かず見るＶ・

段で自転車を担ぐ破目になる︒八露草や軋む木橋を渡りた
こおろぎぱし

立山に初冠雪︒八炉火恋し未明の山のむらさきにＶｏ八秋

こおろぎぱし

るＶ・有名な〃蟠蝉橋″を〃行路危橋″と書く事も初めて

黒部市の片貝川で鮭漁を見る︒かなり衝撃的だ︒八ぽこ

桜先行き見えぬ吾が旅路Ｖ・旅に不安は付き纏う︒

走行距離１２０キロ︑累計２３６キロ︒スポーク破損︒

ぽこと鮭打つ音の無常かなＶ八鮭を打つ生木の音に立ち暗

知った︒なる程とうなずく︒

雷雨の中の走行︑こんな旅︑もう止めたい︒でも︑俳人の

みＶ◎その夜︑夢にも鮭が出た︒突然︑深夜︑目が覚める︒

親不知子不知はトンネル内の道幅が狭く〃危険が危な

八鮭打たる生木に吾れも打たる夢Ｖ︒恐ろしかった︒

意地と世間体もある︒どうしよう？
⑤金沢の人はんなりと秋海堂︵金沢︶
第４次﹁金沢から滑川へ﹂︵平成四年９月型日〜羽日︶︒

のでパス︒八秋風の尾を見失ふ親不知Ｖ・柏崎では地

い

な像を見る︒八秋風裡良寛坐像海を見るＶ・八潮風に芭蕉

前回︑自転車の故障︑大荒れの天候のため︑先延ばしにし

倶利伽羅峠では道を誤り︑峠を越えられず︑トンネルを

の像の秋思かなＶ︒夕暮れの弥彦はまたしても雨︒八身に

震の爪痕を見る︒八秋うらら未だに消せぬ地震の痕Ｖ・シ

迂回︒八自転車を寡黙に押しぬ秋の山Ｖ・富山新港で海の

沁むや弥彦の雨の坂のぼるＶ・走行距離２１０キロ︑累計

た︑小松から金沢を再トライ︒時折︑強い雨にあうが無事

貴婦人疹海王丸″を見る︒八帆船の影も華麗に秋の海Ｖ・

５８９キロ︒全行程２４００キロの四分の一・初めて自転

ョック！︒出雲崎では海を見ている良寛さんと芭蕉の小さ

走行距離１４３キロ︑累計３７９キロ︒スポーク破損二

車の故障無し︒歓喜！

完走︒八荒涼と雨の降り出す刈田かなＶ・

回︒北国日和定めなきを実感︒
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⑦大根干す里を見守る山の神︵越後平野︶
第６次﹁弥彦から温海温泉へ﹂︵平成田年Ⅱ月妬日〜鋤
日︶︒旅の面白さの一つは〃未知との遭遇〃だろう︒新潟
行の夜行バスには女性専用車があった︒東京のＪＲ山手線
にはない︑ドアを手動で開閉する電車があった︒

日︶︒山形県鶴岡行の夜行バスに乗る︒積雪のための休止

とはいえ︑昨年︑十一月末以来の﹁奥の細道﹂逆まわりの

旅である︒鶴岡から温海温泉に向かう︒

鶴岡は時代小説家︑藤沢周平の﹃蝉しぐれ﹂などで知ら

れた町であり︑多くの歴史的建造物を残す情趣あるところ

温海温泉で︑とんでもない失敗をしてしまう︒宿は前回

である︒八洋館に名残の花の散り掛かるＶ・

ァーガァー鳴いてうるさいという︒道を間違えて︑頭を上

と同じ〃瀧の屋〃である︒宿賃の支払いを済ませ宿を出

都会の私たちは白鳥を見れば︑感激するが地元の人はガ

げたら目の前にダチョウが現れる︒アフリカに迷い込んだ

る︒駅前でジーパンのポケットが気になり︑手を入れて驚

んに鍵を取りに来てもらった︒そこで一句八退職後としの

かと思ったら︑看板にダチョウファームと書かれていた︒

たはずと確信している︒温海温泉では偶然︑料金の安い旅

所為ですもの忘れＶ・川柳にもならない︒自己嫌悪に陥る︒

く︒なんと部屋の鍵が出てきたのだ︒即︑ケータイ︒私﹁と

館に泊まったら︑小説家︑横光利一の逗留の宿〃瀧の屋〃

酒田も歴史の町であった︒本間家では八春愁のひとり坐

芭蕉は越後の事を細かく記述していないが︑〃笹川流れ〃

だったりする︒八枯るる夜の音を聞きたり露天風呂Ｖ︒こ

したる広間かなＶ・山居倉庫では八樫芽吹く川に沿ひたる

んでもない事をしてしまいました︒すいません﹂︒番頭さ

れも一人旅の面白さだろう︒走行距離１７２キロ︑累計

倉庫群Ｖ・町角には芭蕉の縁の地を示す標柱が整備されて

を私は見せたかった︒松島︑象潟とはまた別な感動を持っ

７６１キロ︒全行程２４００キロの三分の一・山には雪が

い︑時の流れの無常を思った︒連句も後戻りする事は許さ

いた︒それを見て八標柱の文字を目で追ふ花の昼Ｖと詠

③ひとひらの花の舞ひ込む小路かな︵長山重行宅跡︶

れない︒人生も同じか︒八歴史とは何も遺さず花の昼Ｖ︵道

積もりだした︒次回はどうなる？

第７次﹁温海温泉から象潟へ﹂︵平成加年４月即日〜恥
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島彦助宅跡︶︒

象潟で旅行中の俳句仲間と合流予定だったが︑雨の降り

敷Ｖｏ翌日早朝︑朝食前に私の句を発句に半歌仙﹁薫風

や﹂の巻︵大山とし子捌︶を巻く︒さすが〃連句人の鑑″
である︒

薫風や舟唄ひびく最上川大竹多可志
つるりと喉をすべる白玉小出民子

うやむやのせき

頻る吹浦で前輪がパンク︑ケータイでＳＯＳを発信︒迎え

ずＶ・多少のハプニングは想定内であるが︑歴史も人生も

工房は絵付の客の和やかに大山とし子

に来て貰うハプニング︒八残花に雨有耶無耶関見つから

旅も無常か︒走行距離９９キロ︑累計８６０キロ︒

第８次﹁鶴岡から尾花沢へ﹂︵平成別年５月創日〜お

の空のうす濁るＶ︵本合海︶︒八著莪の花風が目に沁む立

連句もするが︑無論︑俳句は忘れない︒八柳紫飛ぶ五月

ラブラドールがしきり尾を振る鈴木鈴子

日︶︒今回の旅は﹁鶴岡←新庄←天童←山寺←大石田←尾

石寺Ｖ︵山寺︶︒八蚤風さがしてしまふ木馬の前Ｖ︵封入

⑨河鹿鳴く彼の世の笛と思ひけり︵山寺︶

花沢←山刀伐峠←鳴子温泉←岩出山﹂の予定である︒山寺

の家︶︒走行距離１２０キロ︑累計９８０キロ︒自動車は

自転車より早い事を痛感︒しかし︑自転車はエコだ︒

︑つ．ま

で茨城県から約五○○キロの道を時速○○キロ以上で走っ
て来る俳句仲間三人と合流することになっている︒

り駒﹁左馬﹂を買う︒八薫風や駒ひとつ買ふ左馬Ｖ・山寺

れて鴫けり行々子Ｖ・自転車で蹟かないように︑天童で飾

ん︑還暦おめでとう﹂と一言︒その後︑娘ともどもケーキ

日︶︒私の目の前に︑ケーキが出される︒妻曰く﹁お父さ

第９次﹁尾花沢から石巻へ﹂︵平成加年６月型日〜詔

⑩夏うぐひすペダル踏む足とめて聞く︵山刀伐峠︶

で三人と合流︒おにぎりのランチパーティーは楽しかっ

を食べだす︒なんという母娘か︒﹁そうか︒私も還暦か﹂

新緑の最上川沿いのサイクリングは快適︒八人の世を離

た︒八天嶮の寺の薫風あらあらとＶ・山刀伐峠で道に迷う︒

と頷く︒私もいよいよ〃高齢者予備軍″の仲間入り︑疲れ

る訳だ︒八還暦の身に梅雨の夜の暑さかなＶ︒

八夏の日も沈む気配や時計見るＶ・峠は鬼門のようだ︒

鳴子温泉に泊まる︒八灯の色にみどり差したり夏座
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いに下り石巻に辿り着いた︒その興奮を私は八海鳥飛ぶ夏

の河口のざわざわとＶと詠った︒走行距離１９６キロ︑累

翌日早朝︑夜行バスで尾花沢に到着︒前回︑ドライブを
した︑﹁尾花沢←山刀伐峠←鳴子温泉←岩出山﹂は今回︑

計１１７６キロ︒歴史は私に何を語ろうとしたのか︒旅と

⑪足下に雷が響くや月の山︵月山登頂︶

は不思議なものだ︒

自転車でやり直し︑一関︑平泉︑石巻を目指す︒
今回の旅で一番︑困ったのはトイレである︒早朝︑尾花
沢の芭蕉清風歴史資料館で︑トイレを借りようと思った︒

暗い中に︑机と椅子が並んでいる︒〃なんだ！これは〃ト

見つけた︒〃よかった〃・ドアを開ける︒やたら広い︒薄

の旅の予定は﹁東京←鶴岡←羽黒山←月山←湯殿山←鶴岡

昨年︑積雪のため︑出羽三山をショートカットした︒今回

﹁自転車で行かない﹁奥の細道﹄逆まわり﹂の旅である︒

第︑次﹁出羽三山﹂︵平成加年７月皿日〜妬日︶︒今回は

イレではない︒事務室だ︒その隣のドアを開けようとした

←東京﹂の二泊五日である︒何故︑自転車で行かないの

無論︑まだ開館前である︒幸い︑公衆トイレという表示を

ら︑今度は施錠されている︒トイレが施錠されていて︑事

か︒月山は標高が一九七九︑五メートル︑自転車で登れる
道ではないのだ︒

務室が開け放しのようだ︒﹁何ということだ﹂︒今回の旅は

﹁弥次喜多道中﹂のような珍事・滑稽の連続だった︒八紅

めきぬＶ・石巻の日和山公園から太平洋を望んだ時は︑嬉

じ︑柄にもなく感傷的になる︒八梅雨入日草焼く煙の茶毘

煙が数条のぼっていた︒夕暮れでもあり︑歴史の無常を感

中尊寺︑近くの無量光院跡の草原で刈り取った草を焼く

涼しＶ︵羽黒山︶︑八蛇の棲む水のくらさに目を凝らすＶ

か月の羽黒山Ｖと詠っている︒私は八千年の杉の大樹や蝉

つＶ・現世に例えられる羽黒山を芭蕉は八涼しさやほの三

りの五重塔︵国宝︶である︒八青時雨五重塔の下に佇

チャレンジする︒私が見たかったのは︑室町初期の素木造

ぱらぱらと雨の降る早朝︑二四四六段︑二キロの階段に

しく胸がときめいた︒見える海は日本海ではなく︑太平洋

︵南谷︶︑八水馬水の静寂の中に棲むＶ︵二夜池︶と詠う︒

花を探せる朝の旅愁かなＶ・

なのだ︒酒田から最上川沿いに奥羽山脈を登り︑北上川沿
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翌朝︑月山八号目のバス停は濃霧︑雨が降り出していた︒

⑫露草の露に濡れたり多賀城趾︵多賀城趾︶

風・豪雨・雷の最悪の状態となった︒八夏うぐひす霧の真

をゆっくり眺めながら歩く予定だったが︑天候は濃霧・強

回もそうであった︒早朝︑夜行バスは石巻駅前に到着︒私

である︒旅にはハプニングとアクシデントが付き纏う︒今

今回は﹁石巻←松島←仙台←白石←福島﹂の二泊五日の旅

日〜瓠日︶︒

底の地獄めくＶ八雷走る修験の山を禁じ登るＶ・死後に例

の前を男の人がバスを降りようとしている︒年齢は七○歳

第ｎ次﹁石巻から福島へ﹂︵平成加年８月

えられる月山を芭蕉は八雲の峰幾つ崩て月の山Ｖと詠って

ぐらい︒ランニングシャツ︑短パン姿だ︒リュックを背負

八ひとり来て霧に巻かるる登山口Ｖ・弥陀ケ原の高山植物

いる．私は芭蕉のこの句を受けて八月山に峰雲見えぬ霧の

っている︒マラソンランナーか？このおじさん︑﹁今日は

会いましょう﹂と︑視界から消えて行った︒

塩釜まで走る﹂いう︒私より凄い︒おじさん﹁途中でまた

夏Ｖと︑連句の気合で応えた︒
午後三時四五分︑湯殿山神社に到着︒雨は上がってい
る︒今ごろ︑何ということだ︒つい愚痴がでる︒八ごくご

地震︵震度６︶︑当地は震度４．目は覚めたが︑疲れのた

の顔Ｖ・湯殿山参籠所に宿泊︒深夜︑岩手県を震源とする

駅から二キロ︑徒歩三○分の距離である︒〃やれ︑やれ〃

能︒駅前交番のお巡りさんに︑自転車店を教えてもらう︒

みレバー部分の金物が曲っている︒これでは組立て不可

車の組立てに入る︒〃何か︑おかしい？〃・自転車の折畳

私は持参のパンを醤る︒腹栫えの出来たところで︑自転

め起き上がろうとする気力が沸かなかった︒八地震に覚む

である︒早朝の道を︑自転車を押す︒また︑押す︒八観念

くと清水を飲めり湯殿山Ｖ・八山下りて行者めきたる日焼

火蛾のばたつく硝子窓Ｖ・再生に例えられる湯殿山を芭蕉

着く︒人の気配まったく無し︒通行中のおばさんに︑バイ

の二文字またもうすら寒Ｖｏ七時三○分︑自転車店の前に

は八語られぬ湯殿にぬらす快かなＶと詠っている︒
荒行のような大荒れの出羽三山縦走は︑一生の思い出に
残るだろう︒八青時雨即身仏の話聞くＶ︒

ク店を教えてもらう︒店は閉まっている︒裏に廻って︑ブ
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ザーを押す︒奥さんが出てきた︒訳を話し︑ご主人に取り

さんに追い着く︒暫らく併走する︒マラソンおじさんは埼

芭蕉は歌枕を巡った︒私も次のように歌枕の地を詠っ

玉県上尾市の人で︑﹁海岸線沿いに走っている﹂という︒

てきた︒三十歳半ばのかなり︑がたいの大きい人だ︒〃顔

た︒八八百八島あをく流るる秋の潮Ｖ︵松島︶︒八秋気満

次いでもらう︒奥さんが困った顔をしている︒その時は余

も厳つい︒恐そうだ︒やぱい〃私﹁旅の途中で自転車が壊

つ末の松山濡れ光りＶ︵末の松山︶︒八覆堂の格子冷やか

私たちは﹁お互いがんばりましょう﹂と声を掛け合って別

れて困っているんです﹂︒店主﹁今︑何時だ﹂︒私﹁七時半

多賀城碑Ｖ︵壺の碑︶︒八武隈の松を仰ぎぬ風は秋Ｖ︒︵武

り気にしなかったがＩ︒十分ぐらい待った︒未だ店の主

です﹂︒店主﹁この辺の店は九時にならないと開かない﹂︒

隈の松︶︒走行距離１４５キロ︑累計１３１７キロ︒自転

れた︒八秋日射す別れの時は振り向かずＶ・

朝早くから︑たたき起こされて︑かなり不機嫌のようだ︒

車の旅は自然と人間に直接に触れ合う機会でもある︒しか

人は現れない︒困った︒それから暫らくして︑ご主人が出

店主﹁バイクを出さないと道具も出せない﹂と言う︒私

し︑疲れた！でも︑めげない︒団塊の世代は打たれ強いの
だ︒がんばるぞ！

﹁すいません﹂︒店主が私に背を向けて店に入ってしまっ
た︒万事休す︒これでお終いかと思ったら︑スパナを手に

店主﹁金は要らない﹂︒やはり怒っているらしい︒背中を

修理は十分も掛からなかった︒私﹁お幾らでしょうか﹂︒

ん︑井上千代子さんと合流の後︑磐越西線で会津に向か

今回の旅は郡山で︑俳誌﹁かびれ﹂の仲間︑山形保紀さ

第吃次﹁福島から白河へ﹂︵平成加年９月犯日〜妬日︶︒

⑬温泉に手足を伸ばし虫の夜︵飯坂温泉︶

向けて︑家へ入らず何処かへ行ってしまった︒私︑その背

う︒ＪＲ会津駅前で︑会津在住の俳句仲間︑小山孝さんと

して店主が戻って来た︒直して呉れるらしい︒良かった︒

中に向かって﹁ありがとうございました﹂︒良かったｌ

合流し︑会津の秋をドライブで楽しむ計画である︒翌日︑

私は前回の旅の続きを飯坂温泉から始め︑郡山︑須賀川︑

八自転車の故障もありて秋景色Ｖ・

午前九時︑石巻駅から約一五キロの地点でマラソンおじ
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しいＩ

なＶ保紀．八師と歩む稲の波立つ会津かなＶ千代子︒素晴

磐梯山の雲切れるＶ多可志︒八黄金田の中に駅ある会津か

線に乗り込んだ途端に三人は俳句モードになる︒八豊の秋

白河までを走行する︑二泊三日の行程である︒ＪＲ磐越西

た﹂といい︑﹁これも縁だなぁ！﹂といって︑目の前で手

とがあります﹂というと︑寺守は箒の手を休め︑﹁私もい

私がかなり年配の寺守に﹁二○年ほど前に︑ここに来たこ

義経の太刀・忠継兄弟の鎧︑二人の嫁の画像などがある︒

まず医王寺に向かう︒ここには芭蕉の句碑・弁慶の笈・

﹁芦ノ牧温泉﹂である︒温泉に入り︑地酒をいただき︑そ

る︒今夜の宿は喜多方より一時間半ほどの会津の奥座敷

の市街が見える︒午後一時過ぎ︑右太股の裏側の筋肉が引

ップダウンが激しく︑その繰り返しである︒右手に南福島

国道四号線を福島から郡山に向けて走る︒福島の道はア

を合わされた︒八寺守に手を合はさるる竹の春Ｖ・

して句会︒私たち四人は俳人であることに気付く︒八辛口

き撃ってしまった︒〃激しく痛い︒どうしよう︒痛い！〃・

午後二時過ぎ︑会津駅に到着︒小山さんの出迎えを受け

の会津の地酒さはやかなＶ多可志︒八秋冷や蔵の廊下の底

足を引きずりながら︑登り坂の上まで自転車を押し上げ

何とか︑予定をこなし︑次のように詠う︒八野の秋のただ

ぴかりＶ孝︒八夕日影会津盆地は稲の波Ｖ保紀︒八ふるさ

沈黙の巨石かなＶ︵信夫文字摺︶︒八釣り人が飛沫にかす

た︒八秋烈風激痛はしる大腿部Ｖｏ若くは無いことを実感︒

翌日は朝一番に大内宿に行く︒八郡郵に耳が澄みたり奥

む秋の滝Ｖ︵乙字ヶ滝︶︒走行距離１２０キロ︑累計

とに続く遠嶺や鰯雲Ｖ千代子︒素晴しい！

会津Ｖ・最後に河食地形の奇景﹁塔の鶚﹂に向かう︒八竜

へつｈソ

淵に潜むか塔の尭かなＶ・会津の名所︑旧跡を巡り︑午後

１４３７キロ︒肉体的アクシデントは初めてだった︒深川

第喝次﹁白河から黒磯へ﹂︵平成加年ｎ月翠日〜妬日︶︒

⑭足蜜りたり秋冷の風礫なす︵黒磯駅渡線橋︶

へ無事︑ゴールできるか？

四時前︑飯坂温泉に到着︒三人と別れる︒
今日は福島経由で郡山までを走行予定である︒〃大丈夫
かな？〃私の悪い予感はよく当たる︒自転車の一人旅は心
細いものだ︒八心配の尽きぬ旅なり秋の朝Ｖ・
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ずＶ・道路には〃追突注意〃の文字が大きく書かれてい

翌日︑黒羽の芭蕉の館で︑日立市から私の応援にやって

今回は東北本線白河駅より白河関︑遊行柳を巡り黒磯駅︒

やって来る︑俳誌﹁かびれ﹂の仲間と合流︒三日目の午前

来た︑一七名の俳句仲間と合流︑芭蕉の縁の地を吟行︒そ

る︒危ないところだった︒やっとの思いで︑丁度一四時︑

中は︑黒羽の芭蕉の縁の地を俳句仲間と吟行︒午後︑私は

して句会︒翌日は雨の中︑玉藻稲荷神社の芭蕉句碑八秣負

二日目は黒磯駅前を出発し︑黒羽で茨城県日立市からマイ

仲間に〃見送られ︑見送り？″︑黒磯駅前に戻る︒四日目

ふ人を枝折の夏野哉Ｖを訪ねる︒この句碑の揮毫は私の祖

黒磯駅前に着く︒八ふはふはと空を漂ふ蜻蛉かなＶｏ

は黒磯駅前から那須温泉神社・殺生石を目指す︑都合三泊

父︑大竹孤悠がしたものである︒八秋しぐれ孤悠の筆の芭

クロバスで︑私の﹁﹃奥の細道﹄逆まわり﹂の旅の応援に

四日の予定である︒

蕉句碑Ｖ︒翌日午後︑黒羽で仲間に見送られ︑黒羽駅前に

向かう︒﹁先生︑がんばって﹂の声を背中に聞きながら︑

今回の旅の最大のピンチは白河関︑遊行柳をまわり︑宿

泊地︑黒磯駅近くで起こった︒急勾配の渡線橋を登る︒

は未だ降り続いている︒八がんばれを背中に聞きて秋雨か

自転車を漕ぎ出す︒後を振り向かない︒﹁さようなら﹂︒雨

差し掛かった時︑一三時四○分︑両方の大腿部に激痛が走

なＶ・走行距離１３２キロ︑累計１５６９キロ︒もう東京

八冷まじや風の阻める吾が行く手Ｖ︒丁度︑坂の真ん中に

る︒〃痛Ｉ痛！痛！〃・ペダルが踏めない︒自転車を降り

まで二○○キロを切った︒ゴールは間近だ︒

いた

ようとしても︑思うように足が曲がらない︒歩くことも出

風礫なすＶ・両足が完全に壁ってしまっている︒後から自

った！どうしよう？︒パニックだ〃︒八足壁りたり秋冷の

ら日光東照宮まで︑ひたすら約六○キロのサイクリング︒

自転車の旅も終りに近づいている︒一日目︑西那須野駅か

第腔次﹁黒磯から古河へ﹂︵平成加年皿月四日〜躯日︶︒

⑮さよならを背中で聞けり冬の午後︵今市︶

動車がどんどんやって来る︒危ない！やっとの事で︑ガー

もう日光の山々は雪を被っている︒八体内に山の枯れゆく

来ない︒座ることも出来ない︒〃どうしよう！困った︑困

ドレールにもたれ掛かった︒八秋薄暮まだ渡線橋越えられ
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音ひびくＶ・午後三時前︑東照宮に近い旅館に着く︒三万
坪の庭に鹿が出て来る︒八冬鹿の短く鳴くや山が反るＶｏ
二日目︑午前十一時︑神橋の前で︑東京から私の旅の応
援に来てくれた十五人の俳誌﹁かびれ﹂の仲間と合流︒八息
白し目鼻たいらな化け地蔵Ｖ︵含満ヶ渕︶︒八棒状の水の
落ちたる寒気かなＶ︵裏見の滝︶八風花や沈黙の牛うごき
出すＶ︵光徳牧場︶︒吟行後︒湯の湖の湖畔に宿泊︒

三日目︑竜頭の滝︑輪王寺を吟行︒今市で昼食後︑仲間
の声援を背中で聞きながら︑一人︑鹿沼に向けて自転車を
漕ぎ出す︒八がんばれがいつか涙に冬青空Ｖ︒
四日目︑鹿沼から古河に向かう︒栃木から茨城へ県境を
越えた・私は茨城生れである︒もう気分はルンルンである︒

八冬うらら此処は茨城わが故郷Ｖ八筑波嶺の裾むらさきの
小春かなＶ・午後二時︑古河駅から東京への電車に乗る︒
走行距離１３８キロ︑累計１７０７キロ︒次は間違いなく
東京の地を踏むことが出来そうだ︒
⑯冬日差す吾が銀輪の光り合ふ︵千住︶
第喝次﹁古河から千住・深川へ﹂︵平成加年吻月４日・
躯日︶︒十二月四日︑ＪＲ宇都宮線尾久駅︑午前五時一六

分発の電車で東北本線古河駅に向かう︒六時三○分︑いつ

もの様に自転車を組立て︑パンを醤り︑ゆっくりとペダル

を踏み出す︒自転車が薄暗い駅前の道を滑り出していく︒

八霜枯れや地平に丸き陽が昇るＶｏもうこのような光景も
最後だ︒

途中︑草加松原に立ち寄る︒ここには芭蕉像︑芭蕉文学

碑︑遊歩道には矢立橋・百代橋等がある︒八青空の片隅で
鳴く冬の鳶Ｖ︒

すさのお

次に矢立初めの句碑八行春や烏啼魚の目は泪Ｖのある荒

川区の素讓雄神社に立ち寄る︒ここは毎年三月に矢立初め

俳句大会がある︒私も講演もさせていただいた馴染みの場

所である︒八神南備の冬の紅葉の燃え上がるＶ・

暫時休憩後︑地下鉄千代田線町屋駅近くにある自転車店

アライサイクルを表敬訪問する︒私の自転車の面倒を見て

くれた店長と握手をする︒﹁ありがとう﹂︒ここから二キロ

ぐらいの所に我が家がある︒十四時三○分帰宅︒八短日の

一日の無事の歓喜かなＶ︒

⑰冬あたたか迎えの友をまぶしめる︵深川︶

十二月二二日︑本日の予定は自宅から江東区深川にある
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平成一九年六月二七日に岐阜県の大垣を出発して日本海

る︒八冬桜かつて芭蕉の住みし町Ｖ・

リングである︒芭蕉庵を人に譲った芭蕉はここから奥の細

沿岸を北上︑奥羽山脈を越え太平洋に出た︒ひたすら東京

杉山杉風の別荘だった採茶庵跡までの約二○キロのサイク

道へ出発した︒書割のような採茶庵と今まさに旅立とうと

の深川を目指した︑一五次︑一八○○キロ︑四○泊七一日

の〃還暦の青春の旅″は終ってしまったのだ︒旅の感想を

する芭蕉像がある︒現地には私を出迎えるために︑三○人
ちかい﹁かびれ﹂の仲間が集まると聞いた︒﹁﹃奥の細道﹄

心地好い疲労と安堵感︑そんな取り混ぜの思いだろうか︒

訊かれるなら︑夢が現実になってしまったつまらなさと︑

海辺橋の採茶庵跡に向かう︒十時三○分︑海辺橋を渡

とにかく終わった︒自分に〃ご苦労さん︑無事でよかった

逆まわり﹂の完走祝賀句会の予定もある︒

る︒出迎えの笑顔の仲間の顔が見える︒八冬あたたか迎え

ね″と言ってやりたい︒

⑱また旅に出たき思ひも除夜の鐘

の友をまぶしめるＶ・手を振っている︒私も自転車を漕ぎ
ながら右手を大きく振る︒眼鏡を外し︑目にハンカチを当

﹁奥の細道﹂を芭蕉の道程と逆に辿れば︑芭蕉に見えな

かったものが見える︒そんな気負いも最初のうちだけだっ

てている人も見える︒大きな歓声と拍手が沸き上がった︒
八空仰ぐ木の葉散り来る採茶庵Ｖ〃奥の細道・逆まわりの

た︒日本の美しい四季に触れ︑各地の人の生活を垣間見︑

回の旅で学んだと思っている︒

に︑自分に正直に︑思いを込めて詠うことの大切さを︑今

然とそんな事を考えている︒俳句はなによりも実感を大切

それが芭蕉俳句の軽みに繋がって行ったのではないか︑漠

中の人の世の移るいではなかろうか︒それは無常であり︑

人情に触れた旅だった︒芭蕉は旅に何を見たのか︒歴史の

旅完走！大竹多可志先生お目出度うございます″の太文字

の幕が風に揺れている︒八冬あたたか旅の終りの海辺
橋Ｖ・胸がきゅんとして目頭が熱くなる︒〃感激！終っ
た．よかった！〃出迎えの仲間と無事再会の握手︑握手︑

握手︒肩を叩かれるわ︑袖を引っ張られるわ︑もみくち
や︒こんな歓迎︑生まれて初めてＩ︒採茶庵跡の旅立つ
姿の芭蕉像と記念撮影︒芭蕉像が微笑んでいるように見え
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回顧

Ｉ
平成二十一年の連句界

宮下太

いつのまにか平成も二十一年となった︒連句協会が発足
してから早いものでもう二十八年目を迎える︒昭和五十六
年の十一月三日︑曇天だったのを覚えている︒懇話会時代
を経て協会への組織替えを通じ︑変らぬものは﹁連句の普
及﹂という大きな目標であった︒そして会報の発行︑連句
年鑑の発行︑そして全国大会の三本柱も今に変らないが︑
国民文化祭への参加が重要な事業のひとつとなった︒連歌
にそのルーツを持つ連句は短歌︑俳句︑川柳部門とともに

﹁文化庁﹂による継続事業として位置づけられてきてい
ブ︵︾Ｏ

国文祭は自治体主催で開催され︑連句大会としては現在
もっとも規模の大きなものとなっている︒そしてこの大会

が連句の普及や連句協会への入会という面でそれなりの効

果はあるものの︑またいろんな問題点も浮かび出させた︒

県における連句人口の多寡︑県連句協会が弱体であれば正

式参加から外れる場合がある︒茨城の﹁筑西市﹂に続き︑

昨年の静岡﹁裾野市﹂での成功は記憶に新しいが︑本年の

岡山大会は協賛大会に︑京都は正式参加と決まったもの

の︑その次の担当県は現時点で未定である︒

連句人口は協会会員が約九百名︑会員以外ではどうだろ

うか︒確かにオープンな大会が増えつつあるものの︑協会

会員増加につながり難い面もある︒まずは会員増加を目指

す方途を考え出すことが肝心であろう︒

さて﹁協会報﹂の各地の連句会案内もひところより随分

増えてきた︒ここでは﹁俳海往来﹂を参考にしつつ平成二

十一年の連句界をふりかえってみよう︒
︵一月より二月まで︶

○都心連句会・湘南吟社より︑この一月﹁２００８連句作

品集﹂が刊行された︒百韻・歌仙等１２８巻︒後記に土屋

実郎氏の﹁都心連句会五十周年に思うこと﹂を掲載︑
１００頁︒
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郎

催された︒県知事賞は富山の滝沢尚子捌きの歌仙﹁花蜜柑﹂

○四月二十九日﹁えひめ俵口連句全国大会﹂が松山市で開

た︒国民文化祭開催を契機に誕生した会は二村文人氏の指

講演は二村文人氏の﹁旧派の連句﹂後︑十三席で実作会︒

○越前市武生連句の会より連句集﹁星の林﹂が刊行され

導による連句講座をスタートさせ︑それから五年間の歩み

より刊行された︒小中学生席を含む全七十一席の作品集︒

○国民文化祭いばらき連句大会の当日作品集が実行委員会

果たした︒これは国民文化祭の成功と俳諾の弥栄を祈念す

○富士裾野連句会では五月十日︑三嶋大社﹁千句奉納﹂を

会が開催された︒五十七名が十席で連句の実作会︒

○五月四日︑伊勢原洞昌院に於いて第十三回心敬忌連句大

○白燕俳句会よりこのほど﹁橋間石・俳譜余談﹂が刊行さ

るもので︑宗祇の﹁三嶋千句﹂より五百年を経ている︒

をふりかえりつつ編まれたもの︑１００頁︒

れた︒﹁白燕﹂十六年におよぶ９７編を収録︒

神戸より前田圭衛子氏編集発行︒俳句・連句誌﹁八千草﹂

○この五月︑連句誌﹁れぎおん﹂は創刊６５号を迎えた︒

○三月︑俳譜文芸考究会より青宵さん聞き書き﹁俳諸真

も創刊五十号︑川崎より山元志津香氏編集発行︒

︵三月から七月まで︶

髄﹂と題する大冊が刊行された︒支考初期三部訳読を通し

る冊子を刊行された︒狩野康子氏はじめ仙台の連衆とのＦ

○澁谷道氏はこのほど非懐紙連句集﹁三千風の旅﹂と題す

湘南・伊勢原連句会により興行奉納された．

○五月三十一日︑大山阿夫利神社奉納正式俳譜が︑都心・

刊行された︒連句と川柳を論じている︒

○小池正博氏はこのほど﹁蕩尽の文芸﹂と題する著作集を

ＡＸ文音から成る︒

○同日︑賀雀庵・片山多迦夫氏が亡くなられた︒享年八十

中尾青宵氏が述べた内容となっている︒６００頁︒

○三月二十二日︑東京青山の日本青年館に於いて第二十八

五︑俳譜師として幅広い風交を重ねられた︒主著に﹁ペガ

○其角座はこのほど第十号を刊行︒昨春ＮＰＯ法人となっ

サス﹂

回連句協会総会ならびに全国大会が開催された︒総会は磯
会長挨拶の後︑事業報告・事業計画・決算・予算案の議決
がなされ︑二十四席に分かれて連句を楽しんだ︒
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号を刊行︒橋間石を師系とする現代連句に果たした役割は

○﹁白燕﹂はこの六月４２５号・創刊六十周年となる終刊

作会︒

た︒約六十名が参集︑正式俳詣興行後︑十一席で連句の実

○浅草伝法院において第二十一回﹁青時雨忌﹂が開催され

られた︒第一回︑連句懇話会賞受賞・﹁満天星の巻﹂捌︒

た︒享年七十三︑長く郡上八幡の﹁宗祇水﹂を主宰してこ

○六月十三日︑奥美濃連句会代表・水野隆氏が亡くなられ

となった︒名誉主宰・引地冬樹氏︒主宰・秋葉舟生氏︒

○俳句と俳文芸誌﹁筑波﹂はこの六月に創刊１５０記念号

めざす︒

た︒其角座継承会の活動報告や方針など江戸俳譜の復興を

○元連句協会常任理事︑寺岡情雨氏が十月七日亡くなられ

○﹁連句年鑑﹂平成二十一年度版が刊行された︒

成る︒

かえぬ松﹂８０頁も刊行された︒二十年の歩みと作品から

が催された︒実作会は十二席︒同時に二十周年記念誌﹁色

○八月三十日︑連句協会千葉県支部第二十回総会と実作会

と題する講演に続き九席で連句実作会︒

連句大会が開催された︒小池正博氏による﹁川柳と連句﹂

○八月二十三日︑町田市民文学館に於いて第二回町田市民

される由︒

と十二席にわかれて連句を楽しんだ︒今後五年に一度開催

開催された︒寄り集う連衆八十余名︑募吟入賞表彰式のあ

○十月十二日︑伊賀市俳聖殿に於いて第六十三回﹁芭蕉

た︒享年八十四︒愛媛県連句連盟会長を長く務められた︒

○この七月連句誌﹁ＯＴＡＫＵＳＡ﹂は２０号となった︒

祭﹂が開催された・連句部門の特選は密田蓉子捌半歌仙﹁し

大きい︒

神戸おたさくの会より発行﹁代表・鈴木漠氏﹂幅広い連句

をらしき﹂前日は伊賀連句会主催の連句大会が開催され

催された︒宮脇真彦氏の講演の後五席で連句実作会︒

○十月十二日︑大阪天満宮に於いて﹁浪速の芭蕉祭﹂が開

た︒

形式を試み︑多様な作品が並ぶ︒他に﹁蓮﹂をテーマとし
たエッセイなど︒
︵八月から十月まで︶

○八月九日︑南砺市井波の瑞泉寺に於いて全国連句大会が
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区芭蕉記念館で開催された︒正式俳譜の後十二席で連句

○十月二十一日︑東明雅﹁猫蓑会創立者﹂の七回忌が江東

が湯田温泉で開催された︒尾崎千佳氏の公演後七席に分か

○十一月二十一日︑第三回山口県総合芸術文化祭連句大会

○十月二十五・六日︑豊田市の桜花学園大学に於いて﹁と

物館和室において執り行われた︒四世片山多迦夫氏法要の

○十一月二十二日︑五世賀雀庵東條士郎立机式が徳島城博

れての実作会を開催︒

ょたキャンパス連句まつり﹂が開催された︒全国高校生コ

後︑小林静司氏を宗匠とする正式俳諾興行︒参加者六十名︒

︿云Ｏ

ンクール表彰や︑連句体験コーナーなど盛り沢山の内容︒

○十二月五日︑平成連句競詠﹁２００９年連句文芸賞﹂の

表彰式が東京・清澄庭園で開催された︒大賞は福永千晴︑

︵十一月から十二月︶

○十一月一日︑第二十四回国民文化祭連句大会が静岡県裾

矢田部弓子︑和久井草子︑小林静司の各氏︒連句会は十二
席︒

野市民文化センターで開催された︒全国から集い来た三百
二十四名余は表彰式の後六十九席に分れて連句付け合いを

○国民文化祭﹁連句入選作品集﹂が大会に合わせ刊行され

れ︑吟行会︑終日富士の雄姿を見ることが出来た︒

で開催された︒参加者五十余名が八席に分れ︑芭蕉翁の発

○十二月六日︑第三十六回﹁俳譜時雨忌﹂が東京文化会館

連句賞﹂表彰式並びに連句実作会が行われた︒

○十二月五日︑白河市鹿嶋神社に於いて﹁第三回白河紀行

た︒文部科学大臣賞に高木遙子捌﹁春きざす﹂大賞部門十

句による脇起歌仙を巻きあげた︒

楽しんだ︒前日は裾野市史蹟めぐりと富士山麓コースに分

八作品︑入賞部門二百九十一作品を収録︒各作品を選んだ
選者名が明示されている︒

○十一月十五日︑高幡不動尊に於いて日野市立新撰組歴史
館主宰のイベント﹁江戸文化に親しもう﹂の一環として︑
茶室での連句会と公開付け合いが催された︒
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平成二十一年主要連句行事一覧表
月

日

11

24

2

1

３

７

協会行事

諸

行

事

常任理事会（日本青年館）
｢協会報」 166号発行
理事会（日本青年館）

22

第29回総会・全国大会

4

1

｢協会報」 167号発行

4／29

俵口連句大会（松山）

5

23

理事会（日本青年館）

5／4

伊勢原心敬忌連句大会

5/10

花袋連句大会（館林）

5/31

大山阿夫利神社正式俳諾

6

1

｢協会報」 168号発行
文部科学省打合せ

７
4

8

I

常任理事会（[]本青年館）
｢協会報」 169号発行

8／23町出市民連句大会
8／31
9

5
25

10

1

千葉県連句協会大会

常任理事会（日本青年館）
平成21年版「連句年鑑」発行

｢協会報」 170号発行

10／11第三回浪速の芭蕉祭（大阪天満宮）

10／25
11

1

とよたキャンパス連句まつり （豊田）

陸l民文化祭「静岡」連句大会

７

理事会（日本青年館）
12

LL

1

｢協会報l 171号発行
12／5

白河紀行連句実作会

12／6

俳譜時雨忌連句大会（上野）
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作

口叩

ｌ連句グループ五十音順Ｉ

川野蓼艸捌

あしあ蓼文千あ蓼文しあ千文し千文蓼那
す
す
す
す
かづか艸乃年か艸乃づか年乃づ年乃艸智
森川間野見

ハ武蔵野市︒ああノ会ｖ

歌仙﹃納税通知耆凍つ﹄

雲の峰別れといふは数知れず

玻璃の皿には光る桜桃

夏の蝶夢見るごとく舞ひ立ちて

ぼそぼそ語る若き歌詠み

行く黒潮に酒をふるまふ

千年
文乃

ナォ室戸から足摺までの山笑ふ

″

あすか

しづ

しづ

傷残りたる神の掌

猫カフェに癒し求むる都人

マフラーの子の頬の赤さよ

鮫蝉の耀にて渡す文と指

マイケル・ジャクソン踊るスリラー

沸き出でて天地映すしづけさよ

千年

〃

那智

しづ

あすか

文乃
千年
那智

しづ

那智
千年
文乃

無罪を得るに長き年月

黒鍵と白鍵叩きアルペジオ

遺伝子の光る螺旋の果ての月
マングース捕る島の秋なり

危なげな手で包帯を解く

ナゥ雁ヶ音の傘寿の口説めでたかり

若きラガーループシュートの決まりたる

蹟いてゆく陽炎の中

西行忌には目瞑りしまま
集りて人は花の夜花の朝

︵於・西荻レストラン﹁亜留馬﹂︶

平成二十一年六月二十七日首尾
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月浴びて父の背中に眠りゐし

白粉花の種割ってみる

ゥそぞろ寒野ざらし紀行書き写す

恋と呼ぶには何か足りない
階段のミュールの踵眼交ひに
合ひ触れてのち刺青朱に染む
シャンプーの泡は弾かれ落ちにけり

天人たちの奏でたる楽

納税通知書凍つ失業の我と月

水晶の夜は畷きに満つ

北枕死者のケータイ鳴る薄暑

頭抱へて膝は伸ばして
垣間見の花の宴に姉・妹

春の時雨に二人打たれて

金市瀬川篠
森

八川ｎ・会津の会ｖ

歌仙﹃著莪咲いて﹄

著莪咲いて街騒遠くなりにけり

付廻し
田中雅

田村日日

渡部春

自慢のペット写す携帯
引地久︑

田植はじまる山間の里

橋渡る人影見ゆる月良さに

山崎捷

大堀春

この爽やかさ風を身に受け

大内善

ナォ噛りは障子に映る影なりし
色紙に俳画さらりさらりと
燈百段禁じりて拝す千木の天

岩より流るかくれ名水

猛暑にめげず続く朝立ち

あそこには小原庄助日々通い

草引いて法事の準備終了し

出席返事初恋の女

誰がために胸高の帯解くやらん

言い訳できぬ擦傷の跡

高層のビルがまんまる月あげて

穂芒ゆるる庭の鱒踞

ナゥ稲刈る日暦めくりて相談し

直会用の料理献立

ラジオより古里誰りなつかしぐ

暖かく聞くせせらぎの音

花吹雪素人画家は描ききれず

牧場狭しと駈ける若駒

秤唾一笠一一毒唖朋に朋鞆︵文音︶

執

筆雅道枝一捷江野水雅道枝一捷江野水雅

︵問合せ先磯直道︶

注﹁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︒
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単線の上り列車に手を振りて

ゥ飯豊下り先ずは馬刺で新酒酌み

鈴木光

磯直

はるかな湖をじっと見る女
ようやくにシングルマザー決心し

嘘の口上立板に水

義経に弁慶詫びる名場面
生きるというは捨てることにて

リストラの風に寒月ゆさぶられ

葛湯をすすり親子団藥

温泉は予防接種に勝りたる

ＣＤで聰く落語楽しく

ひともとの花の向うに礁の秀
まなこ

眼こらせばゆるる唇楼

道枝一捷樹江野水雅道枝一子樹江野水子

ハ逗子・あかのまま連句会ｖ

本屋良子捌

ナォ船倉の窓なき窓に初明り

もやしの頭なにを思ふや
今生きる天平の知恵心柱
シルクロードは夢を誘ひ

うなじの汗を拭ふ唇

風貌の兄に良く似たサングラス

張子の虎のゆらりゆうらり

わが命君に棒ぐと皆に言ひ

石段一歩外し転倒

核の傘いらぬと勇みたきものを

思ひ出の父と二人で月見酒
雲居の雁の声はいづこに

ムーミン谷の政治論争

ナゥ酸漿の朱の袋に入りたや

青春切符ポケットの中

静もれる淵に棹さす太公望

都忘れに日差しおだやか

歌舞伎座のさよなら公演花吹雪

徳住玲

直女穂天

扇鈴天直女穂鈴照葉貴音鬼蟹

歌仙﹃木彫雛﹄
両頬に年輪刻む木彫雛
家宝の盃に注ぐ白酒
春月の野に子ら駆けし風ありて

もぐらの穴に盛り上がる土

蟹

本屋良子
青山牛蟹
永租未鬼
乙黒初音
高澤貴々
黒瀬琢葉
坂倉照よ
赤坂南天
内藤秀穂
服部秋扇
勝又丘女
古川直

蓉鰄二辻一蓉止卵一年叩雷︵文音︶
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迂回路は怠けカーナビ感知せず

夏の座敷にしばしうたた寝
ゥさらさらと蛇の過ぎゆく音を聞き

垣根づたひに灯り点され
見合ひには鹿鳴館で逢った姫

片身に秘めし禁断の恋
千年はひと昔よと都ぴと

おばんざいなら芋の含め煮

にはか作りの団栗の独楽

名月のどこかにきっと弥勒さま

話好き床屋の舌に乗せられて

荒稼ぎする白い老犬

横道に逸れて見つけた返り花
地獄へいつきスノーボードで

照葉貴音鬼

ハ埼玉・あした連句会ｌその一Ｖ

雑候帷﹁歳旦闇
宇咲冬男捌

︑朧二科展の大賞知らず黄泉の国

竹本いくこ

言田

稔

ナオ

ー影無き廊のどこどこまでも

いまさらに殺して飲んだ酒苦く

艶

綾

ゼロの並んだ絶品の椅子
権力の攻防の末年暮れし

春

瀝歳旦開十八韻の不易たれ

典

ギャラリーの玻璃の隈なく磨かれて

二村十専
小西淑子
大木冴子

和

宮脇美智子

歓喜の声の徐々に遠のく

敬

オ

化ものさっと濠をよぎれり

さざれ石巌となりし神苑に

雪に篭められ女将にすがる
後戻りもうできません深き業

高橋たかえ

宇咲冬男
角田双柿
白根順子
松澤晴美

く研あまねく初鶴の声
ブランド街は人で溢れる

ー切絵手芸でなごむ母と子

浜円天瑠子

ナウ

自然遺産の滝の豪快

水羊葵に添える黒文字

視野に入る若葉の花の忽然と

秤唖一堂一埜一崩二什叩雷︵文音︶

順

双

い

一足

川岸冨貴
中野稔子
川上綾子
宮本艶子

バンクーバー五輪の余韻まだ残り

︑鳩鉄瓶の湯のことことと春日和
高尾秀四郎

山頂に霞みてまるき昼の月
鶯の見下ろす人の世の中

月おぼろ灯りもおぼろ更けゆけり

北窓ひらき景の莊々

お試しの期間を渡す部屋の鍵

ウ

犀岬には若駒の群れ躍動し
く沖みつめつつ告白をする
味見で済まぬ深きその道
京町屋槌せ．ても渋き紺暖簾
古刹巡りは車夫におまかせ
きのうきょう心洗われ月涼し

次山和子
渡部春水
後藤典雄
江森京香
森川敬三
順

ぶつくりと浮く居間の出目金

豪商の庭によちよち児の遊び
位記勲記持つ祖父を誇れる
花野ゆく遺愛のトンボ玉胸に

晴

双

秋風の中駆けるエコカー
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ハ埼玉・あした連句会ｌその二Ｖ

白根順

歌仙﹃逃水追う﹄

川岸一畠

白根順子捌

起逃水追う答は傍にあるものを
山司英

オ

うららけし久しきひとを招きいて
関根雪

く青きを踏める小さき布靴

古美術論の昂りており

瞼熱戦の五輪の果の風光る

ナオ

ー取り戻したる自信腕に

王国の石油備蓄の海岸線
彫り深き顔ゆたかなる髭

閨に漂う甘き香水

梅雨の明け女盛りをかくせざり

もうこりごりの激辛カレー

うねり来る津波はチリの地震なりし

声帯にボーカリストは保険かけ
かすかに揺れる窓のモビール

銀杏散り敷く長き県道

夜半の月孤高の影を遍くす

︑膳秋惜しむ介護病棟灯りいて
ナウ

ーマリアテレサの愛は永遠

リバーサイドに夢の晩餐

高ぶれる出発便のアナウンス

熊谷市障害福祉会館︶

千木に集まる鳥の鴎り

一山を埋めて花の濃く淡く

︵於

平成二十二年三月四日首
平成二十二年四月六日尾
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鉄錆のにおう広場へ月煙と
しきりに地虫鳴いているなり
曄広き胸張りて凛凛しき菊人形

ＫＹの男になぜか惹かれたる

ウ

ーまずは木盃乾され給えよ

夜は理想を掲げ変身

本棚に哲学・科学・法医学

文殊に帰依し般若心経

大いなる月の透けくる枯木立

港をわかす寒螂の漁

故郷は遠きにありて思うもの
いつの間にやら母は辛寿に
花明り新ギャラリーの賑わいて

無駄の名残りの税申告書

冨順雪英冨順雪英冨順雪英順冨子子貴子

英雪冨順英雪順英冨雪順冨英雪順冨英雪

オ

ハ埼玉・あした連句会ｌその三Ｖ

四

﹄風﹄

高尾秀四郎捌

綾和春秀

歌仙室月
猩青嵐青春いまだ終らざり
くポプラ並木に馳せる靴音
海沿いの町に似合わぬ車来て
ロケの始まり人のぞろぞろ

ウ

トランプの恋占いを飽きもせず

︑朧弥生尽上海万博待つ莞

ナオ

ー試行錯誤に未来開かれ

即興の詩を記すメモ帳

宇宙から見える地球の美しく

契の夜を祇園祭に

素袷に透ける豊かな乳のありて

形ばかりの幸せ家族

ジグソーのパズル机上にバラバラと

鈴虫ちちろ語るこれから

旅鞄あふれるほどの土産もの
おらが自慢の写真スポット
竹林に月光させばメルヘンに

鳩目出度さの朱の輝ける吊し柿
ナウ

ー勲章受けし村の長老

雪解の水の満たす天領

半世紀ラジオ体操欠かさずに

世を継なぎ少年剣士花の舞
ジーンズで行く道に陽炎

︵於・東京・上野たる松別館︶

平成二十二年五月二十日首尾
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名場面坊佛とする月の山
豊年祝いうからねぎらう
豚スーパーに大猪の突進し

ーないと思うな運と災難
予想通りにアバウトなひと

四捨五入すれば年増の域となり

童顔なれど床はお上手

月冴ゆる妥協許さぬ座禅堂

市井に下りて岬る熱燗
楽太郎願いが叶い円楽へ

古典・新作ＤＶＤに

ニッポンに花の名所の限りなく

麗らかな川望む風景

川次渡高
上山部尾

春和綾和秀春綾和春秀綾和春秀子子水郎

和綾春和綾春綾和秀春綾和秀春綾和秀春

ハ埼玉・あした連句会ｌその四Ｖ

芳稔典澄季綾晴

松澤晴美捌

稔晴稔季芳典綾澄綾晴澄雄子雄子康子美

十八韻順候式雪月花﹃雁行くや﹄

起雁行くや日々に伸びゆく新タワー

桜紅葉の映ゆる板塀

オ

若者の気の沸々と渡るらん
障子明りに書物ひもとく
ウ

抱き止めて伽藍に崩る影二つ

ナウ

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成二十一年十月二十八日首尾
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豚雪吊りの引き締りたる縄の張り

く赤き蹴出しで小走りの女

流れのままに大河酒酒

仕分人蓮肪さんの頭脳面え

殿様蛙そつと貌見せ

思い出はジョッキであおる生麦酒

ナオ

朧中天の闇匂やかに月朧
ーゴビの砂漠に砂嵐浴ぶ

山滴りて軽き足取り

骨折の憂き目にあいて医者通い
ジャングルジムで児等の賑やか

腱触れ太鼓町へ繰り出す花相撲

ー夢さわやかに宇宙への旅

岸中後矢石川松
田野藤倉井上澤

オ

ハ埼玉・あした連句会ｌその五Ｖ

日日

純

み

楽﹃

竹本いくこ

田口晶子
町田範子

五十嵐昌代

古閑純子

越智みよ子

宇咲冬男

越智みよ子捌

十八韻順候式雪月花﹃春の虹﹄

堤春の虹トランペットの音に乗りぬ

く辛夷の歌う青春讃歌
高校生銀輪つらね岬行き
波寄す岩に群るる舟虫

犀夏の宿万年雪の風を浴び
ウ

くついてこいよとザイル結くり
瞬間に一緒と決める地獄まで
ハズレ馬券の舞えるスタンド
崩れたるトヨタ神話のプリウスの

豊年祭屋台にぎやか

瞼満月の兎と話す泣き上戸

日申

湖の全面結氷したりける

ナオ

ー縄文土器の少し緯入り

範

日日

純

冬︑

い

み

歌留多に飽きて追羽根をつく
二冠取り宮里藍のサンバイザー

薫の籠る樽の焼印

膳花守の老いを見せざる詩朗々

ナウ

ー七人揃い青き踏み行く

平成二十二年二月一日首

︵於・本庄市中央公民館︶

平成二十二年三月十二日尾
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八東京・あした芭蕉記念館連句会ｌその一Ｖ

後藤典

中野稔

歌仙﹃寒析や﹄
庭寒析や鋼となりし人の声
川上綾

中野稔子捌

犬冴え冴えと走り過ぎゆく

オ

床の間に青磁の壺の飾られて
岸田芳
松澤晴

朧魚市場鱗きらめく桜鯛

ナオ

ー右往左往の移転問題

流踊ならん周波の流れ

歌舞伎座の新狂言へ列をなす

口唇吸えば雪のしんしん

碧い目の紐解き落し身を振り

三十六峰廻る山脈

羅生門鬼が来ており呵呵大笑

難民医療尽くす医師団

里寺の尼僧自給の鍬を振る

新蕎麦揃え翁敬う

艶めけるロダン彫刻今日の月

鵬蛇行して列を乱せるはぐれ雁
ナウ

ー矢印辿り進む地下街

奏楽堂の歴史思わる

バイオリン・コントラバスにチェロ・ハープ

春望遥か鮭五郎飛ぶ

花に酔い異文化集う花筵

執

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成二十一年十二月二十三日首尾
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久方振りに訪れし友

望の月高層ビルを皓々と

矢倉澄
石井季

そこはかとなく蘭の香り来

津靖国の秋季大祭遊就館

戸田徳

そそがれる彼の視線の優しさに

ウ

く果せぬ夢の泡と消えゆき
ひしと抱き合う決勝ゴール

突然の至上命令単身で

テレビ肴に独り酌む酒

川の面に月のゆらめく窓涼し

姥玉虫の肩に軽やか

学生の競うロボットコンテスト

皇室展の極む名宝

かんばせをほの紅に花明り
野遊びすぎて眠る幼な児

晴澄綾澄稔芳晴季典澄子康子美雄子雄子

筆稔綾季芳晴季綾徳芳晴綾典典芳稔典徳

八東京・あした芭蕉記念館連句会Ｉその二Ｖ

十八韻順候式雪月花﹃薫風や﹄

Ｉお濠を巡る子鴨親鴨
稔

川上綾子
中野稔子

川上綾子捌

秋の演劇将にたけなわ

綾

ウ

ソプラノのひびく世界に誘われ

オ

犀はるかより富士の初雪おるがみて

堤薫風やビル街青く香らしむ

く机の上に玻璃の文鎮

綾

岸田芳雄
稔

綾

異国よりハート印の便りあり
指のリングはペアのカルティエ

芳

稔

棹挿して流れにまかす渡し舟

心閑かにお札納めて

綾
稔
稔

春の旅身丈に余る旅鞄

石井季康

朧寒満月はや熱燗の虜なる
ー泣き笑い癖人はさまざま

季

ナオ

お灌仏会の稚児の行列

生くるもの皆誇り持ちたる

突然の事故に瀕死の犬悲し

執筆

稔

綾

膳闇に咲く綺羅の昂り花火讃

ナウ

ー粋な浴衣で涼む縁台

平成二十一年十一月二十五日首

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成二十一年十二月十六日尾
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ハ埼玉・あした梶の葉連句会ｖ

歌仙﹃村混沌﹄
高橋たかえ捌
高橋たかえ

朧明るうて魚氷に上る時となり
ナオ

ー外しかねたる壁の自画像

和服の似合う傍のひと

おごそかに二礼二拍手神の前

真白き息の綾を織りなす

吹雪く中堕ちるとこまで逃避行

大輔君オリンピックに夢を賭け

縄文土偶歌う冷やか

姥捨てに田毎の月の連なりて

国の予算は仕分け放題

ナビゲーターに後はおまかせ

論争はラーメンめぐる通同志

オ

程黄塵の村混沌と沈みけり

く厨の桶に浅鯏蛤
江森京香
田口晶子
樋田初子

薔薇の芽のしっかりあすの見えて来て

オープンカフェではずむ談笑

菅谷ユキエ

一昆

た

ナウ

ー展ける空にくっきりと富士

膳初猟の銃の引き金緊張し

ひより良ければ畑打ちにゆく

リビングの片隅にある楽茶碗

縁にまどろむ仔猫親猫

落花浴び風を描いて置く絵筆

︵於・熊谷市立障害福祉会館︶

平成二十一年四月九日首
平成二十一年五月八日尾
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夜もすがら桂男は笛を吹き

新たに涼し川の流れは

豚今年酒蔵の歴史に味を守り
ウ

日申

初

くエプロンはずしルージュ濃い目に

雨音の余情鏡をそっと閉じ

た

日顕

一思

た

ユ

初

日申

一尿

ユ

ブレーキ効かぬトヨタ自動車
信用は銭で買えない戻せない

名刹の鐘ひくく尾を曳く

俳人の好みし闇に夏の霜
蚊遣香より煙ゆらりと

病み抜けて出あう幽霊ぽっと消え

おおぼらふきの嘘かまことか

凧を操る糸のまっすぐ

離れ島包みたなびく花の雲

ユた初晶京たユ初晶京たユ初晶京たユ初

八東京・あした日比谷連句会ｖ

次山和

宇咲久﹁

戸田徳

戸田徳子捌

十八韻順候式雪月花﹃ふらここや﹄

庭ふらここや過去と未来を結ぶもの

オ

く紋白蝶の舞える公園
机上にはパズルのピース散らばりて

一一一枝正

渡部春

佐々木彩

︵於・東京内幸町日本記者クラブラウンジ︶

平成二十二年二月十七日首尾
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汗の吹き出る微分積分
犀雪渓に足跡しるき雪男
ウ

据え膳と思えどいつか燃えあがり

ー遇った途端に胸キュンとする
オープンカーでコートダジュール

ロケ現場打ち上げに割る酒の樽

お巡りさんも豊年踊り

飴菓子のごとき臘梅お手打ち場

ナオ

︑朧月僅々愚鈍秀才隔てなく
ｉ事業仕分けの垢のぞろぞろ

忘られ勝ちの旧正のすぎ
父母の亡き郷里の遠くなる
仏壇だけは家にどっしり

３Ｄメガネ展げたる春

膳九段坂ふり返り見る花の雨
ナウ

正彩春和冬徳彩正春和冬徳女子水子男子

八東京・天の川連句会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃真こそ﹄

晴れ渡る空端正の月

真こそ永久のものなれ天の川

藍小鉢先づ枝豆を定番に
交す言葉に笑みの華やか

信号待ちの自転車の列

犬連れて道行く人ののんびりと

ビキニの女に送る流し目

ゥ暑気払ひ夫とふたりの湯治宿

戸部よしみ捌

戸部よしみ

高木厚子
清川みゆき

大谷似智子

み

篠原正行
酒匂道代
田口光子
芹田恵子
浜口泰子

正

似

癒しの調べ低く妙なる

めらノ︑と嫉妬に燃えて眠られず

荒れ地果てなきアフガニスタン

み

よ

泰

宙心

光

道

ノーベル賞受けてオバマは試される

月明り頼みに歩む寒詣

語部も居り賞づる丹頂
大吟醸銘酒の盃を傾けて

リフト塗り替ふ春のスキー場
鬼ごっこ追ひつ追はれつ花の蔭
午後の茶房に日差しのどらか

平成二十一年十月十日首尾

︵於・鶴川大黒屋︶
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八東京・天の川連句会ｌその二Ｖ

轆歌歴﹃紅葉
川﹄

酒匂道代捌

仏福田眞空
酒匂道代
橘朱鷺子
浜口泰子

童心に沢蟹さぐる紅葉川
名残月宴の卓を囲みゐて
手品を披露付け髭の人
田口光子
芹田恵子

鶴鵤の尾の叩く濡石

ゥ夏祭太鼓練習成果みせ

光

愛染堂に養銭の音

似
朱

吉必

″

似

野良猫の真夜の集会定座あり

大谷似智子

今の彼草食系で物足りぬ
タイガーウッズに女十人

朱

廻廊のやさしき風に佇ちつくし
仕立ておろしの上布とり出す

絵画巡りはフランドルヘと

寒影揺るる古井戸の月
狂王の城より望む眠る山

泰

常備薬詰めるポシェット老いの友

代

泰

花燗慢終の興行西新宿

光

凧上げする子夢は宇宙へ

佐渡の銘酒に酔ふてうららか

平成二十一年十二月十二日首尾

︵於・新宿西塾︶
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ハ伊賀・伊賀連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃初蝶﹄

ナォ夏隣那智の水盤値切り買ふ

携帯ラジオひがな一日

酒蔵の酵母のつぶやき活気満ち

ずらりと並ぶ壁の賞状

差入れの激辛弁当熱気球
流し目効かぬ山男たち

ハ々〆

片山妙子
山本芳子

恥ぢらひがことの初まり五十路来て

片山妙子捌

のど鳴らす黒猫膝に置炬燵

山村としお

菜の雪叩く東雲の畑

つくし手にもつ児のしたり顔
恒岡弘二

うらうらと初蝶の舞ふ丸木橋

ありがたかりし先輩名簿

アドバルーン開店広告霞中

芳

ナゥ湯疲れに安眠誘ふそぞろ寒

月見能天守背のシテの舞
法楽合間かくも虫の音

ソピラ

弘

妙

︵於・伊賀市西部公民館︶

平成二十一年七月三十日尾
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無休無遅刻晩学講座

シャトル作業終へてキャビンの月大き

妙

カカラク

弘

みはるかす絵巻さながら花の古都

トトラク

情を通はせ千里も一里

妙

ふっと吹かれし蒲公英の紫

と

能登の父楽加賀の母楽

と

安楽椅子を薄紅葉に向け
ゥ草枕地のもの頼む温め酒
桟橋に待った待たせた顔と顔

弘

ゴルフの鬼才歳は十七
テンカピト
天
下人徳と金との板挟み
山菜採りは奥へ奥へと

木犀の残り香もなく風生るる
下駄けりて問ふ雨か晴かと

芳

タレントのにはか政治家数揃へ

と

芳

極寒試練のセンター試験
歌訶の冗長このごろの癖

と

弘

平成二十一年四月二十一日首

月冴ゆるうからやからに喜寿の膳

メーデー広場埋め尽す旗

琴の音を添へて名のある花処

弘妙と弘と妙と弘妙と弘妙と弘妙と弘妙

ハ伊賀・伊賀連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹁里若葉﹄
新装の市民センター里若葉

梅田とほる捌
梅田とほる

山村としお

森田満枝

満枝

山岡みゆき

手作り風鈴音の優しさ

足の速さはクラス一番

衣裳付け忍者成り切る子らのいて
六十路越え名月ライブ盛り上がり

心張り棒の細く柔らか

ナォ大津絵の瓢箪鯰の男ぶり

みな人災と笑う天災

昆虫の種の保存いま声高に

白扇に書くサインすらすら

変装に手っ取り早きサングラス

朱雀など四神を壁に座禅寺
ハツとする程横顔の似て
肩を抱き黙で通じる胸の内
しんがりの役レジの勘定

としお

とほる

芭蕉像置く故郷の駅

食指がうごく地酒松茸

バイト引け若衆ナナハン月今宵

釣書いらぬ嬉しき出会い

みゆき

みゆき

移り香のスーツに残る終電車

とほる

としお

聞き手じょうずのコーヒーは冷め

喚声とも誉め言葉とも花大樹

つづら折する錦木の山

普天間に三方一両得なきや

としお

満枝

ゥ金柑のはちみつジャムの喜ばれ

無理を承知で舞台引き継ぐ

としお

満枝

世直し成るか事業仕分けは
高みからでんと見据える鬼瓦

畑畝そろえ盆地麗らか

平成二十一年五月十九日首
平成二十一年九月十五日尾

︵於・森田邸︶
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し

しほ

ほ

ほ

ほし

し

ほ

ナゥ竜馬伝佳境にいりて身にぞ入む

片雲のかげりもなくて月冴ゆる

だるまに片目入れられてあり

とほる

町野正子

花よりも色づく蕾紅ならむ

正子

むかしぱなしに臭の声
大学の門から職業安定所

若芝沿いの名水を汲む

執と満と正とと正と満正と満とと正と満

筆る枝お子るお子る枝子る枝おる子お枝

眸

八松山・石手寺連句会ｖ

歌仙﹃権現の﹄

女子
桃西悦眸郁桃西郁西桃悦眸西子舟

紀伊郁子捌

西郁
悦桃

権現の在す山頂冬晴るる
鐘の余韻に消ゆる綿虫
掛軸の干支は師匠の手になりて

尻のポケットケータイの鳴る

ナォ耕せる土匂ひ立つ鍬の先

不景気なのに嵩む医療費

わが家では妻幹事長僕総理

飛び過ぎてスキーのジャンプ着地ミス

背の懐炉が失せて謎めく
文豪の辞世の歌が残る宿
募る嫉妬に燃やす情念

生霊となりても君を離すまじ

母はひたすら柚味噌を練る

さわさわさわと揺れ止まぬ草
小望月サイロの影を浮き立たせ

ナゥ秋閑けて芭蕉の里を訪ねむと

再会約すなつかしき文
水槽で遊ぶ魚は楽しげに

のどかなるらむ聞香の会

昼酒飲んで酔ひもほんのり
みかへりの花は満開歴史秘め

︵於

平成二十一年十一月二十五日首
平成二十一年十二月二十二日尾

井ノロカ

加藤祐

石手寺安養閣︶
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古民家茶房集ふ若者

まっすぐな樺並木に昇る月
銀輪漕げば風のさはやか
ゥ村芝居署長の役は馬の足
やっと覚えた鍵の開け方
奥さんと呼び違へられ恥づかしぐ

愛の深まるバーの止り木
マニフェスト国債刷って間に合はせ

シバルに寄する温暖の波
双眸に未来夢見る裸足の子

明日の勝馬月に祈らむ

マージャンの付きはどちらへ転ぶやら

沓脱ぎ石に雪駄皮靴

宗匠の捌く湫紗に花舞ひて

仲睦まじき二羽の頬白

山西岡大紀
崎本本月
伊

力祐西郁祐眸西力子桃郁西眸力西悦郁子

八伊東・伊豆芭蕉堂連句会Ｉその一Ｖ

にわたずみ

石渡蒼水捌

て静次蒼

歌仙﹃孑孑﹄
ぼうふら

すだれ

簾透して沖の漁火

孑孑を促す薮の濠
洗濯情報良と聞こえん

ナォ談笑を水面に浮かべ湖のどか

小江戸に今も火の見櫓が

形見分け母の使いし鯨尺
居並ぶ羅漢賑わいの顔
ひな

山開き中高年を先頭に
鄙びた家に赤茄子の籠

華道展流派異なる花器並ぶ

口説き文句にだましだまされ

四十八今もときめく乙女です

箸を落として笑いを誘う

月の出ていよよ昂まる子の神輿

リズムをつけてちんちろの鳴く
ナゥカーナビを松茸山にセットする

車も眠る地図にない里

腰痛に服み塗り貼りの三拍子

政府に託す老人介護
篝火に一句一行花の人
牛の反謁陽炎の立つ

︵於・伊東市中央会館︶

平成二十一年七月十九日首尾
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太鼓打つ腕自慢の力瘤
蓮のうてなに光る朝露

大の字で月を楽しむ杣の家
ゥ錦秋の古城に描くとんびの輪

熱い吐息に揺れる蓋らい
共学の仲の下校は裏の径
ひめゆり隊の校章崖に

政治混乱つむじ風吹く

民は飢餓将軍様は核が好き
霜ぱしら月に叢雲覆わるる

コートの襟を立てる往来
お百度の満願叶ひ岬る酒
後を絶たない児童虐待
花並木杖を体ませひと呼吸

足どり軽き春の遠足

、梅宮石
中谷澤渡

静て静〃次水て次て水て静水次つ子男水

次静水て〃水て静次て静て水次静〃て水

ハ伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその二Ｖ

斉藤石嬰二十八回忌追悼歌仙

歌仙﹃慈顔の師﹄

付句の囲ひ注ぐ小春日

枯蔦や庵に慈顔の師の棲めり
はしまたつき

石渡蒼水捌

田中てつ

石渡蒼水

ナォ蓬摘むいざる婆たち嫁談議

名水を汲む遠来のひと
天城とは万三郎と万二郎

朽ち木にょっきり椎茸の出る

銃口に早猟犬は出る構え

冬将軍に体なじめず

車椅子老々介護前向きに
空気のような仲に愛情

宮澤次男
中根明美

吹子真赤に打ちし蹄鉄

︵於・伊東市宮澤庵︶

平成二十一年十二月十六日首尾

馬寵旅する文豪のみち
穏やかな風格放つ花大樹
轍のあとに陽炎の立つ

氷河解け解けぬ恐慌貧富の差

ナゥ仏前に僧の好みの栗ご飯
不況に懸けて宝くじ買う

黄葉の栞挟む歳時記

恋の為恋に溺れる人の世は

袋ページのある週刊誌

邑ぴとの眠る湖底に届く月

て

水
て

次
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通ひ船初島生活の糧積みて

水

渡辺日出子

た

誰も寄せ付けずちんちろの音

月上り足湯ほのぼの麗しく

て

日

次

次

ゥモンペ着てへのへの案山子立ン棒
シャンソン聴きに君とのデート

ハングル文字の容器漂着

只管に窓の鏡で結ぶ帯

美

次

水

鳩山首相先送りが好き
禁煙を二年も続く月涼し
ビールの泡と消える減量

日

○か×白か黒かで決めないで

窯出しの市の白磁に目の据わる

舟繋がれて水温む川

幼児笑えば遊具よろこぶ
咲き初めの花の誘う観覧車

執

筆日て水次て日水次水て日て次水日て水

八千葉・市川俳譜教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃うららかや﹄

日曜市に蒲公英の紫

うららかや鶴亀狐飴細工
新学期弓道部から誘われて

ナォ炉の名残次郎正子の武相荘

世界を股に翔ける人生

フェスティバルドラムセッション夢舞台

興奮の渦腰と腰触れ

冬将軍に愛想尽かして

コート着るわたしは一体何番目

カウベルのこだまが響くユングフラウ

伊藤貴子捌

松岡世喜女

伊藤貴子

凸凹をぬうミルク屋の馬車
思い出の写真に笑い転げたる
世

木暮佳右

佳

貴

世

実篤の画賛架け替う大家さん

備後表の畳清しく

ナゥさよならの領布振り給う竜田姫

ダンスの仕ぐさ小鳥見ており

月の出をおしゃれテラスの椅子に待つ

病的なほど甘党なのよ

知
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相良知子

短い手紙郷の父から

貴

手間暇かけて作る弁当
終りたる着付教室窓に月
色なき風にひちりきの音

酒の力で結ばれしとか

ゥ蓑虫の鳴き寝入るころ揺れやんで

降るほどの縁談があり祈願後

身の上話もらい泣きされ

い

″

佳

寄進の茶釜本堂に据う

貴

万静

執

︵於・千葉市若松公民館︶

平成二十一年九月十二日満尾

平成二十一年四月九日起首

花訪ね奥千本の水を飲み
垣繕えば蜂の飛び出す

熱い鉄型に鋳込める手際良さ

月赫し手抜きで済ます冷奴

世

〃

佳

知

″

縁にごろりと蚊取り線香
七十路の三婆揃い新幹線
寄席木細工を土産に決める
レガッタの他を引き離す花堤
野遊びの子等井戸ポンプ押し

佐大
藤矢

筆静万貴〃世静万世知佳静世貴佳里江知

八千葉・市川俳諾教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃山茶花﹄
山茶花の散るちる満ちる散歩道

群れを離れて潜る鳰

鏡の中に梯子立ちおり

お芝居の科白の稽古するならん

伊藤貴子捌

ナォ春雷の止めさしたるその喧嘩

築地市場の鵜も終りて

遊覧船チケットを買う二人分

暖炉赤あか文庫本読む

昼のホテルの開かぬカーテン
振り向かず白鳥一羽飛び翔てり

懐中時計の音を確かめ
万

良寛さんのお話も出て

ナゥもてなしに心の和む菊脂

高きに登り謡乞わるる

こ宅７ごいし

いつの間に屋台の湯気に消ゆる犬

突貫工事上海万博

賑やかにピッコロドラムトテチテタ

伊藤貴子
木暮佳右
大矢静江
相良知子
佐藤万里

月を浴ぶ出城の垣の神籠石

姿はんなり木履の音

知

転ばぬ先の杖を届けん

ネットにて雀のお宿さぐりましょう

−71−

昼の月かかる古書街さやけくて

松岡世喜女

姉妹旦那取り合う宴の果て

佳

静

なるようになるさ宝籔買う

世

赤い羽根つけベレー帽の人
ゥ末枯れる頃を訪ねる銀沙壇

修理する屋根の左右に大工さん

小巌を舐める潮ののどけく

等伯の迦陵頻伽の花朧
佳

小

︵於・千葉市若松公民館︶

平成二十二年三月十一日満尾

平成二十一年十一月十二日起首

静

像井伊様に汽笛いくたび
夏館地獄の門に月射して
脱ぎし蛇衣引っ掛りおり

万

〃

知

″

世

背なの子の眠る寝息のやわらかに

茶時に好きな甘納豆を
花の酒浪速節だよ人生は
遠くにのぞむ残雪の峰

澤
木

世小静知小静貴佳静雪佳世佳静貴世静万

八東京・一粋会ｖ

浜本青海先生七回忌追善

歌仙﹃コスモスの﹄

コスモスの大波にのまれ我ひとり

夕月かかる山のきはだち
衣被ふり塩のたつ秋なりて
土産はけふも産直のもの
真贋は知らねど愛でて器拭く

梅雨の晴れ間の白き綿雲
ワ夏祭り古里つなぐ道祖神
街に移った友はあかぬけ
アキバ系六段ギャザーフリル付き
カフェで混ぜやう恋ひとつまみ

思ひ出のパンドラの箱蓋を閉ぢ

いつのまにやら新タワー伸び

里水
安芸

ナォ軟東風の術後歩行の頬をなで

貼貝馬刀貝これが馬鹿貝

思案人

里水
風子

平成の脱税王とほめられて

﹁ぬ﹂は無作為ぞ自然推移ぞ

鏡が知った秘密いくつか

三度目の正直となれこの華燭

はじまりはこの糸の先女郎蜘蛛

麗

安芸

大久保風子捌

浜本青海

干し椎茸は表裏にす

売られゆく刺身のつまの花胡瓜

安芸
里水
暢子
里水

ハイブリッドの高原列車

内田麻子

風子
安芸

思案人

思案人

針供養する豆腐大きく

老親の笑み老莱子笑み
熱篭もる生涯学習望の月

麗

大久保風子

ナォ黄金の雨の小径を色葉散る

黄泉で待つとやほととぎす啼く

皿中安芸
中澤念魚
中村麗
大城里水
地引聡亭
土肥暢子
横田思案人

花片の肩にかかりて根尾の谷

執筆

︵名残表から東京文化会館応接室︶

秤雌二冊一一一稗ユ朋十丑叩耀唖︵文音︶

染付の問香炉にも火を入れて
品田白玉
横田童子
杉崎華

生徒の蛙みんな飛び込む

麗

安芸
風子
念魚

父知らぬ子がはや七五三
月映す海しづもりて都鳥
たとへば空が銀色のとき

思案人

聡亭

ほろ酔ひてステップを踏むカントリー

接戦制しオール休める

山彦を包んで哀し花朧
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八南砺・いなみ連句の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃葭切や﹄
葭切や埋立て話進む沼
時折ひびく梅雨の雷

二村文人捌

ナォ惑いまだ去り難くして孔子祭

福神漬のどれがどの神
歴代の校長の額厳めしく
絹糸はじき袷縫いあげ

八方へ逃げる蜘岾追いかけて

手練手管の今が見せ時

山寺の和尚が茄でる月の豆

国技と言えどモンゴルが占め

朝刊配る音がばたばた

もう少しこのまま明りつけないで

いぬじま正一

人間が重荷になってきた地球
恭

二百二十日は穏やかに過ぎ
ナゥもののふの碑埋れ草は実に

跡継ぎは離島の医師を志し
カラー写真の増える新聞
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手打蕎麦コシの強さを売りものに

角のポストへ葉書投げ入れ
月を受け月をこぼせる大水車

大島朋子

恭

放哉を語りて花に酒酌まん

平成二十一年六月二十六日首
平成二十一年十月二十三日尾
︵於・南砺市井波総合文化センター︶

しぐさおしゃまなままごとのママ
柴田きょう子

散居の里にかげろうの燃え

子恭一夫聰豊人朋恭き聰恭聰朋き人一聰

慧
美

宇野恭子
杉本聰
二村文人

小屋は古びて蔦に覆われ
ゥ白塗りの親子共演村芝居

聰

新所帯貧鬼債鬼を伴いて
地盤失い嘆くセンセィ

恭

三谷貴志夫

陰でひそひそ駆落ちのこと

百歳も寝転んで見る皆既食

聰

夫

恭

雲に隠れる絵屏風の月

悴元気で励む魚屋

置炬燵猫の尻尾がＱの字に

世界記録は夢のまた夢

長谷豊子
浅田茂

ハーレイの単車飛ばして北海道

紙風船をふくらます孫

奇術師の指にひらりと花の舞う

竹
部

八南砺・いなみ連句の会Ｉその二Ｖ

歌仙﹃眠る山﹄
眠る山ゆさぶり立てて月上る

太き氷柱の育つ茅屋根
通訳の英語教師は流暢に
以心伝心酌み交わす酒

三谷貴志夫捌

ナォ禁煙も五週目となり風光る

救助隊待つ地震の村々

女丈夫と言われ操るダンプカー

料理に掃除レース編みなど

評判の小説買うと列に付き

ジグザグの人生恋はこぼれ落ち

石焼芋の匂い漂う

長谷豊子
宇野恭子
二村文人
杉本聰

クラスメートがひょいと結ばれ

望月とにらめっこする鬼瓦
軒の蓑虫ことりともせず

龍馬が夢は遠き外つ国

神の旅どんじり歩む福の神

柴田１さょ雷っこ

大島朋子
三谷貴志夫

聰

古眼鏡合わぬ合わぬと愚痴こぼし

﹁もうかりまっか﹂﹁いいやぽちぽち﹂

ナゥ秋場所のご当地力士勝ち進み
恭

飲み屋の付けの見間違う桁

些呈

惚れた弱味で日毎三助

文

谷あいにひっそりと咲く花万朶
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窓の外見わたすかぎり麦の波
やっとあんよの出来る裸子

ゥ初めての施政演説熱っぽく
説まじるもちょっと愛婿
鼻歌はテネシーワルッ端蛾ゆく

恭

おめが好きおらはほんどにおめが好き

貨物列車が過ぎて冷やか

出入りせわしき蜜蜂の群

平成二十二年三月二十六日尾

平成二十二年一月三十日首

聰
璽呈

文
き

貴
朋

︵於・五か山荘︶

地芝居の稽古賑わう庫裏の縁

こっそり囲う床下の猫

宙返りして燕の飛ぶ

フライパンごしごし磨く洋食屋

紅茶道惑蓄を聞く花の午後

志功名付けし川へ遠足

き朋聰豊恭文朋聰豊恭貴き恭朋文豐恭聰

ハいわき・いわき文音連句の会ｖ

歌仙﹃陽だまり﹄
林宗海捌

佐藤禿

野口笑

木枯止んだ午後の縁先
林一示

陽だまりに幼子遊ぶ落葉かな
ふるさとはボジョレイの宴華やかに

荒井遊

千代見習へとせびる小遣

ナォ公園で龍馬伝読む春の昼

成人式は母の振袖

新機種も半年後には次が待つ

告白を心に決めるけふこの日
君がまぶしいライブ打上げ

気球に乗って大地見下ろす

オフシーズン北のドームは模様替へ

友の土産に買ふずんだ餅

植ゑ付けし畑一面深緑

木の実時雨の乱す池水

湯の町を歩めば月は天心に

二年ぶりにて戻る出稼ぎ

ナゥどぶろくはさあ飲み頃とのぞく甕

曳く声高く手繰る鯛網

着飾って父祖の地で舞ふフェスティバル

独居に花の香添へて届くふみ
のどかな午後に雑巾を縫ふ

平成二十一年十一月二十一日首

平成二十二年三月三日尾

︵文音︶
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ノジ

スナップ写真ちょっとピンぼけ

封切の映画に酔へば昇る月

煉瓦通りに涼新たなり

ゥ洋館の庭にひらりと秋の蝶

布教続けて早や二十年

老眼が兆して樛む辞書の文字
かはたれ時にすれ違ふひと
楽しげな笑ひの声にときめいて

座席に残る淡き移り香

青野行く路遙かなり汽車の旅

グルメガイドに選ぶひと品

粋な浴衣で宿の月見る
箸置に跳ねる兎と波二つ

揺れるふらここ宇宙への夢

峰白き酪農の地は花の時

糸山海糸女海山女糸海山女海山女海山女

山糸女山海糸女海山女糸山海糸女海山女

ハ豊田・ＷＥＢめぎつれ座ｖ

ＫＵＳＡＲＩ﹃たのしい三句たち﹄

︵ｚｏ．﹁︑

﹁ご

あずき

一月一日︵木︶

初日の出金色の帯海を分け
藍
④↑ご

つい司巴

ぱらずし

道草
小町

︵ｚｏ．﹃

生きとし生けるものの呼び声
一月四日︵日︶

アイポッドァモレミーオと歌いだす

宇宙の朝はとても新鮮

凍てついたピンクの薔薇がこんにちは

︵ｚｏ．

三月十四日︵土︶

成り成り成りて余れる所

草原の尺取虫は仕事中
娘十八さなぎの脱皮
四月九日︵木︶

うるせえと男言葉の返事くる

いなかはいいよみなで帰って
この風は吹いているかな百年後

人のかたちを解いた安らぎ
五月六日︵水︶

派遣きられて篭鯵の日々
見返れば敵の野営の明々と

ななちゃん

ザリ

︵ｚＣ．⑭底いｅ

咲

芳梅

ちいぱば

︵之○．︑岸今つｅ

風

可央

︵ｚＣ．︑﹂︑④ｅ

タヌ公

芳梅

Ｒ

みのｈソ

二月二十六日︵木︶

かよれこ

君の本音をいつか知りたい

藍

いい底︶

おなすさん

︵ｚｏ．

あずき

キリマンジャロ

たつみ

︵ｚ○・ｍい﹄﹃ら

︵ｚ○．的岸④ｍこ

マリンブルーの海と別荘

カンちゃん

長い髪編んでほどいてかきあげて

携帯電話持つか持たぬか

七月九日︵木︶

高笑いする森の魔女たち

百年に一度を生きている辛さ

赤字決算発表の席

五月二十日︵水︶

五月九日︵土︶

白化する珊瑚に泣いたマーメイド

藍

あずき

伏龍鳳雛並ぶ帳幕

愛は死んだと風がささやく

︵ｚ○．唖屋四ｓ

三月十一日︵水︶

暢

不用之助

︵ｚｏ．︑つ司印巴

彗

一睡

鶇

ひっそり眠る妻のかたまり

薄っすら明けて桜島山
蓬莱を目指すか白き船一艘

二人で過ごす長き歳月

三月十三日︵金︶

ぐいつと締める派手なネクタイ
ハレの日の自衛隊とはなんなのだ
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ＧＰＳで居場所の管理誰握る

南洋気付マンタ様宛
ふさ子

咲

孤独のパルス刻むモールス

ケータイで﹁今ここ﹂と打つツイッター

後悔ありてこその人生

バカボンのオヤジはこれでいいのだと

十二月十七日︵木︶

今年の酒はちょっと辛口

十一月三十日︵月︶

学生街は朝霧のなか

神々がいるのだろうか宙の果て

不用之助

反戦の旗手厨房で蕎麦を打つ

︵ｚ○．酔い﹃﹂巴

エンジン音は北へ北へと
彗

七月二十五日︵土︶

気がつけば越えてる３８度線
今印画巴

とけた
にゃん

︵ｚ①．

小川には絶滅危倶種泳ぎゐて

あづさ

八月二十九日︵土︶

熊にご注意今年夏から

ホモサピエンス住むという星

ちいばぱ

Ｒ

ｅ

カンちゃん

ばび

︵ｚＣ・函③や

麦

雪ＴＪ
４︑町

あずき

日

︵ｚｐ的司令印ご

禾

ひわ
天球

︵ｚＰｍ割︑毎コ

烏

桂

美句志

︵之︒⑭﹃画毎コ

小首かしげる小さな雀

佳
︐
蕗

平成二十一年一月一日より十二月三十一日
︵７８８７６番〜８７７３９番より抜粋︶
︵於・ＨＰ矢崎藍の連句わ−るどＢＢＳＫＵＳＡＲＩ︶

私にやましいことはありません

ノーベル平和賞を頂く

十二月二十九日︵火︶

十二月二十日︵日︶

秋日さす静かな午後の小画廊
亡き人の声聞いたようにも

キリマンジャロ

占いが当たってないと今わかり

氷心
道草
水瓶

心にはいつもあなたの影があり
合口

︵ｚ○．錘③崖司逗

のら
天球

たつみ

︵ｚ○．唾︑切酌理

未知
氷心

︵ｚｏ．⑭今司つｅ

︵ｚ○・ｍ↑②司三

灰色の脳細胞の果てしなく
八月三十日︵日︶

食えれば良しと職を求めて

失業率過去最悪を更新中

目薬をさす一滴二滴

九月三日︵木︶

マイクロトマト赤くすずなり
新妻の手作りべんと冷やかされ
十月三日︵土︶

時間をかけて暖める愛

十月二十八日︵水︶

海霧の中から呼ぶ声を聞く
運命の人に出会った午前２時
宿なく寄った閉めかけの店
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速藤尹希子

速藤尹希子捌

八東京・ＮＨＫ文化センター青山ｌその一Ｖ

半歌仙．湾淑気﹄
一湾の淑気満ちくる潮頭

祝太郎を果す三男

後ろ手で麦と吾が影踏みしめて

ゥ水墨の牛の画かかる京の宿

季節の便り姉に認め

尹

児

笑

尹

郎

土屋実郎
臼杵瀞児
池田笑子

余韻搦々大寺の鐘

尾根を越えゆく引鶴の列
月目指し連凧揚げる小学生

肩並べいなせな兄いと急ぐ路地

郎
児

お化け屋敷ですがるフィアンセ

小面が般若に変るはたた神

郎

横綱はみなエトランゼ花相撲

終列車から愛づる名月

郎

児

尹

尹

笑

笑

黒人が大統領に国も東て
解決のめど見えぬ中東

夢は幻岬る熱燗

出没の海賊ニュースいとまなし

くいごま大将勝ち逃げをする

︵於・ＮＨＫ文化センター青山︶

平成二十一年一月十九日首尾

−78−

八東京・ＮＨＫ文化センター青山ｌその二Ｖ

半歌仙﹁走り梅雨﹄

またたび

風見鶏動かぬままや走り梅雨

捨てし故郷に咲くや木天蓼

青田波高速道路ひた走り

幻のどとビルの林立

望くだり屋台の酒のお相伴

運動会の口惜し涙よ

ゥ鹿がまた啼いて旅愁を深くしぬ

枝折り戸固く閉す尼寺

衆判
臼杵瀞児
池田笑子

柏元章

ゆうじ
佐々木木綿児

和田忠勝
土屋実郎

笑子
浦児

今村苗
金子富子

門前に愛をささやく二人連れ

東尋坊に並ぶ履物

笑子
瀧児
元章
木綿子

木綿子

幼馴染に肩を叩かれ
臭の薄目開きし冬の月
古老集ひて興ず夜咄

手に入りし備長でいざ料理せん

カーディガン襟かき合せ波涛見る

親には内緒浜で壺焼

実郎
元章
瀧児
楽の音が枝をゆらすか花の散る

篤農の師の田打ち畦塗り

︵於・ＮＨＫ文化センター青山︶

平成二十一年六月一日首尾
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八東京・ＮＨＫ文化センター青山ｌその三Ｖ

半歌仙﹃草紅葉﹄

光隈なき後の名月

雨に濡れ日に日に沼の草紅葉
今年酒賜いし酒器になみなみと

藤椅子一つ軋む夕暮れ

畷子なくとも唄はさのさよ
何となく親の言葉を思い出し

ゥ河童忌の文士村過ぐ新幹線

天涯孤独北の赴任地

幾夜重ねし浜の逢引

お愛想とわかっていても惹かれたる

土屋実郎捌

池田笑子
和田忠勝
今村苗
土屋実郎

柏元草
原円安恵
臼杵勝児
一兀

澁

揺れ動く遠き漁火連なりて
仏の慈悲の今にあらたか

″

宙必

一兀

柚子風呂に骨の髄まで温まり

一兀

尹

虎落笛聴く故郷の月

笑
勝

姥捨に老いて棚田を守る人

公魚釣りで孫が優勝

金子富子
宙心

満開の古木の花に妖気あり

春の愁を誰に語らむ

︵於・ＮＨＫ文化センター青山︶

平成二十年十一月二十日満尾
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﹁夏﹄

ハ豊田・桜花学園大学連句研究会ｖ

連句ＲＯＣＫカルテット

モウ

わらびもち

孟

わらびもち

岩瀬

話しかけよう勇気を出して

マイカウボーイリんごほおばる

モンゴルの月の牧場に馬を馳せ
Ⅳ

雲雀が運ぶ再会のとき

次夢じ貴次じ

衆議判

寄り添う隣飯ごう炊さん

夕焼けがにじみ線路の音がする
父と出かけたカブトムシとり
甘い蜜おいしい匂いに誘われて

Ｉ

ファン恩貞

南知多マグロを釣った夏の夢

わらびもち

花盛り去りゆく君に口付けて

朴チョロン
可ｎａｎａ

ボンと飛んでく赤テントムシ

しゅぴＺ

白いシャシ染められちゃった青葉色

気持ちふくらみ恋の旋風

全貝

朴チョロン

蒸し暑くって眠れない夜
小桂を光源氏に奪われて

利千ふ柚利ふ

平成二十一年六月七日首尾
︵於・桜花学園大学５３３講義室︶
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ほてってる頬にくちづけかわいい娘

二人をつつむ日差しうららか

またいつかいっしょに見よう花吹雪

会えないあなた雨がしとしと

金

礼

金

礼

お花見をよそに部活のバスケット

金

岩瀬

うちわの風じゃ足りないんだよ

君を見る視線はつねに口もとに

ジョギングのあとはコーラをごくごくと

チ

チヂミマッコリ春の宴会

Ⅱ

Ⅲヂ

ハ秦野・大住連ｖ

郷駒二○蕊具譲忌﹄

栞に記すけふの暖か

晋翁忌また取り出せる五元集

土屋実郎捌

土屋実郎
上行寺口意上人

小林静司
伊藤哲子
鈴木善春
齊藤一燈

橋の上からながむ少年

親鴨の水脈の内なる子鴨にて
月天心めざすはリレー一等賞
大口あけて熟る猶いちぢく

哲子

羅まとひ匂ひたつひと

哲子
佳月
明美

小谷参木
矢萩道侠

銀畑二

立石佳月
福島壺春
中野明美
中尾明琳
清水水蛾

ウハローウィン妖精パック森の中

お一人様です道がどろんこ

アベックでアイスクリーム舐めながら

海のテラスの声が飛んでく

カーナビと意見が合はず消去する
三日ほど足りぬこの月冴え冴えと
ゼネコンコンとマザコンの風邪

寝てからも世界旅行の下調べ

亜爾然丁の豚の丸焼き
花明り薄紅に燃えてゐて

蝶をよそ目に武家物を読む

象が見てゐる望郷の雲

竹村左京
前田明水

壺春

梅津半七

虚と実で相場急落ウォール街
首を覚悟で押したスヰッチ

ナォ誰からかメールが来たよ春嵐

バナナ籠頭にのせて逢ひに来る

石田一泉

安野ひと枝

和田晴美
近藤千恵

明美
左京
道侠
佳月
明美
畑二
哲子

一燈

佳月
壺春

汗も厭はずひしと抱かん
まだ蚊帳を使ふ水上生活者
鍋釜みがき汐からくなる

有明の干物焼きつ︑酒酌みて

虫の眼を抜く準教授にて

美術展長蛇の列にうんざりと

男の美学立って座って

ナゥ泣きながら人は生まれて泣かれ死ぬ

母校の丘にさらぱ投げキス

譜面台第四楽章タクト置く

遥かの海に唇気楼たつ
鯉遊ぶ上行寺池花枝垂る
りようびんが
迦か陵
頻伽の噂りを聴く

︵於・伊勢原﹁上行寺﹂︶

平成二十二年四月三日首尾
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八東京・丘の上連句会ｖ

現代連句二十二韻﹃野良犬も﹄

中尾圭月

中尾青宵捌

野良犬も上見てありく花の山
大久保風

塙於

竹崎梨

酔ふて莫産出る足に蹟き
翻へる旗が火を掻く串団子
和田中心

色街︵向島︶でありしがレース発祥地

坂旧武

蓬生の宿宮の姫栖む

紹の毛の筆でながなが訴状書く

たに

︵於・東京文化会館︶

澗ゆく水の音にまぎれて

何処よりか聴こえる笛は篠づくり

平成二十一年四月四日首尾
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ＢＯＯＫ片手の異人多かり
岸で手を振る上布ひらひら
飼育からやっと放たれ朱鷺田の面

岡本朱

束浦佳

講が当って弥彦詣でる

白馬は新緑映えし厩前

背ナ吹き降りる風のやさしさ
湯治場二豆腐売り来ルタマグレ

銀貨ヲ投ゲルソレガ合図デ

鬼平の突き出す剣の鋭さよ

功徳喰ら
へと注ぐ濁酒
クルス

水車屋に十字架立つるも幼な恋

こぼれ粉握ね造る人形

野を焼けば丘黒々と隣国へ

連歌師伝ふ江戸の情報

宵風玉彦勝〃玉風子宵藍宵彦玉勝子野宵

佳野藍玉

ハ桶川・桶川連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃鳴くために﹄

鳴くために鈴虫鳴かぬ刻眠る

廊下の欄間洩れる月光

菊花展金賞またもあの人に

宅配便の届くサンデー

目高追う麦藁帽子あちこちに

福田太ろを捌

ナォ海面にならぶ工場唇気楼

バイクを駆ってパリ・ダカール

心肝肺脾腎が肝心

ルパン追う銭形警視息上がり

一皇口

″

眞

一一一

康

何もかもじっと見ている古鏡
両手を首にまかれウッフン

康

涼しき納屋を洩れるささやき

荒草の茂るにまかせ休耕田

円高となり混むは空港

福肌太ろを

澤田佳久
沢井三柳

ピーボーと近づいてくる救急車

タ

清水山彦

佳

一一一

佳

小田原喜代子

河口あちこち鰡の水切り

タ

康

古文書は偽物ですと鑑定士

︵於・さいたま文学館︶

執筆

太

平成二十一年八月十八日首
平成二十一年九月十五日尾

春日長閑にそそぐ裏山

蝸叫の紐から蝸糾がつぎつぎ
花ふぶき巫女の緋袴ひるがえる

どこまで本気話半分

芋煮会旧友集いなごやかに

流雲のふちを照らして月今宵
佳

康
眞

伊東康之
高橋眞次

号外準備地元新聞

いとこはとこと西瓜割する
ゥ入閣の噂が立てば化粧濃く
蠕に傷知られたくない過去三つ

佳
一皇宮

一一一

四つ五つは飛ばし七つめ
托鉢の僧が心経唱えゆく

佳
康

流行りすたりの破れジーパン

月冴える渋谷原宿六本木

天下論じて岬る鰭酒

眞

佳

小池．タカ

一一一

舞台では龍馬士方立ち回り

防犯カメラ雪隠にまで

名苑のライトァップの花大樹
手をひらひらと蝶々になる
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ハ桶川・桶川連句会ｌその二Ｖ

桶川づくし歌仙﹃江戸へ十里﹄
福田太ろを捌

市の文芸誌鋤号に月

ナォ蛙鳴く蕉風ここに受け継がれ和

宿場館女事務長きびきびと喜

可愛い部下はモッくんのよう三
結ばれる餅搗き踊り見し夜更眞

雪舞う空へ立っは椎樫佳
イベントは仮装行列和宮眞
桶川音頭手とり足とり佳
飛行船繋ぐ河原のエアポート月
異国の人がホーと本陣三
無患子の実を拾う酔客三

月今宵江戸へ十里の道しるべ康

お助け蔵にひとの列なし眞

ナゥ錦絵は英泉の筆赤とんぼ太

水温み初む江川鴨川三

彫り物は牡丹唐獅子諏訪神社佳

富士塚訪ね鳴ける小綬鶏喜

花ふぶく中にさいたま文学館太

平成二十一年三月二十一日首

︵於・さいたま文学館︶

平成二十一年八月十一日尾

注アンッルⅡ﹁巷談本牧亭﹄の直木賞作家・安藤鶴夫︒一時桶川
に疎開していた︒
モッくんⅡ﹁しぶがき隊﹂の本木雅弘︒﹁おくりびと﹂で︑米国
アカデミー賞を受賞︒
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枯るるもの枯れて特攻兵舎跡
太郎右衛門橋ひゅうと北風

半開く蔵窓宿場名残にて

百円︵スで廻る旧蹟
度肝抜く月光著き力石
菊の鉢置く木戸の碑
ゥ粉を吹いてふるさと館の柿すだれ

桶川紅の唇にぬれぬれ

備前堤連れて逃げてとせがまれて

ひめみやさまへ婚の報告
三食をうどんうどんでまたうどん
アンッルの居間いまもそのまま

月涼し昔を偲ぶ中山道
紅花活ける武村旅館

緯の入りたる盛典の額

自転車で原山古墳ひとまわり

わんぱく村を揺らす陽炎

普門寺のしだれ桜は地を掃きて

叩

ろ
代

頭井田田

和三佳太
月

眞タ
喜康

橋池
原東

権沢澤福
高小
田伊

上
小

タ康佳子之佳子タ和佳三次力三弥柳久を

八神戸・おたさ︑さの会ｖ

たの

ナォ我が棲むは海市と紛ふ虚構都市

漠

光明
昌子
尚美

関帝廟に紙銭燃やされ

迷ひ蛍をまねく舟歌

はちす

酔うて寝てここが浄土か蓮咲く

恒子

は

めぐみ

珠美

てつじ

恵美子

忘れ扇が絹の褥に

髪解けば見返り美人の絵となりぬ

ね

諦めし頃に十五夜雲霧れて

ゐ

多衣

満璃

才

田の神様に地酒注がん

虫の音さやか胸もしづまり
ナゥコンバイン稲雀率て進軍す

晴天に氷の
喫弛ぶとも
きづなあにいもと
尽きぬ絆
の兄妹なり

洋子

あすか

巣立ちも間近軒の雛鳥

ゆる

三神あすか

鏡にて身仕舞しかと花の宿
山名一イ

二橋満璃

東めぐみ
野田珠美
森本多衣

安丸てつじ

赤坂恒子

服部恵美子

梅村光明
鈴木漠
内山尚美
松本昌子
在間洋子

鈴木漠捌

ｌＮＨＫ神戸文化センター連句教室
最終講座記念

二十八宿﹃連句裏面史﹄

買うらら

語り継ぐ連句裏面史秋麗

黄菊白菊木戸に溢れて

痩せては肥ゆる月を観望
馬小屋に新しき藁香るらん
など

導かれ和みつつ行く道愉し
マスク掛けても以心伝心
ほて

つくひいつとき
焼け棒ぼ杭
も一刻のこと

ゥ熱る手を君にあづけて風邪も癒ゆ

昔の文を曝書する午後

別れ来て河の流れに物思ひ
えにし

数字の縁隣り合ひたる

日盛りをゆらゆら進む撒水車

凧揚げ競技やんや喝采

及第へワンチャンスなる花明り

平成二十一年九月十五日首

︵於・ＮＨＫ神戸文化センター︶

平成二十一年十月十日尾
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梶野浩楽捌

十純浩

八松山・おぼろ連句会ｖ

い

ふ．ぐ

ナォヤン衆ら鰊大漁にわき立ちて

北方領土の帰属まぼろし
長命を願ひ昆布茶を愛飲し
趣味を楽しみ蒜なき日々

鰻の匂ひただよふ土用

︸﹂

浴衣の娘金魚掬ひに袖まくり

はたと出会ひしあこがれの君

何となく弾む心で街に出で

夕餉の膳に今日もコロッケ

新婚の幸せ一杯鏡拭く

棚田の畔に彼岸花咲く

ひとり行く林道明し望の月

ピンチ切り抜け甲子園見え

ナゥ宮出しの神輿激突秋祭り

とかくこの世はままならぬなり

断水の予測一転ダム放水

児等のたはむる草萌ゅる園

年重ね今年の花も美しく

平成二十一年五月二十八日首

︵於・松山市総合福祉センター︶

平成二十一年七月三十日尾
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歌仙﹃老鶯﹄
散歩路や老鶯調べ整へり
新緑映ゆる城山の樹々
小休止名産店に人群れて
耳に優しき国誰りなり
故郷に友と集へる月の宴

藩校の庭秋時雨降る

ゥ菊人形直江兼続主役にて
色も香りも風情ゆかしぐ
おのこ

朱き紅男子すべてを引きつけて
ほんと

浮かぶ面影寝ねがての夜
住み心地本当にいいの宇宙基地
目覚ましコールは﹁ラジオ体操﹂
た

駆けつけ三杯河豚を肴に

業終へて佇つバス停の月寒く
ずるずると何時までのびる総選挙

宮崎県知事脚光を浴び

ペダル漕ぎゆく長閑なる里

花盛り薬師本尊ご開帳

寺藤梶
坂本野

留一楽留一楽留一楽留一楽留一楽留一楽

一留楽一留楽一留楽留一楽留一楽留一楽

ハ神戸・海市の会ｖ
サン

百韻﹃輪
りんね

ｰノ

ジョーカーは時に重宝がられもし

所用ありげに孕み猫ゆき

あすか

圭介

はらから

いだ

たふさぎ

の

朝刊に載る苦き醜聞

遺言書同胞といへなかなかに

古戦場にも蝸の啼く

しる

ジョギング

緩走をする姿勢爽やか

けい

やし

月皎し見馴れぬ町の灯は淡く
モダン・アートで飾る銭湯
ニゥ兄もまた思ひに耽る燗熱し
渋きしはぶき父にそっくり

寅さんの仁義を真似る香具師のゐて

再婚話許す気になり

横顔が好きですと告げプロポーズ

鬼持
多衣
洋子

恵美子

圭介
光明
英治

才

昌子

てつじ

多衣

あすか

洋子
雅代

漠

英治
光明
鬼持

才

恵美子

昌子
おは

片田舎とて別天地花盛り
のどかに在す石の野仏

鮮やかな有平糖を握り締め
氷欠く音いづこよりする

鈴木漠捌

ニォてふてふの遊ぶ細径通りやんせ
鈴木漢
在間洋子
森本多衣

遠泳に赤き犢鼻揮ふさはしく

服部恵美子

宮崎鬼持

多衣
洋子
漠

てつじ

雅代

あるへいたう

三神あすか

親にねだってキディランドヘ

香山雅代

帰省子いまだ大志忘れず

か

発車のベルが鳴り渡るなり

まぼろしの君を抱きし闇の口

ゥ望むこと成り難き世を語り合ひ

堀割沿ひの柳散り敷き

きりぎりす

酔ひ醒めて淋しさ募る急斯

昇降機にて月へ行く夢

梅雨の晴れ間を仰ぐ日蝕
契約をなせし民草試すらん
ランプ振り銀河鉄道果て知らず

安丸てつじ

柿一つ供へてありぬ無縁塚

セツルメントを共に支へて
来し方の駆落ちの身をしのぶ仲

銅婚経ても愛称で呼ぶ

がたきめうと
生涯を碁ご敵
夫婦寒造り
風穏やかに山眠る頃

んじき
月照らす蜜柑畑は金こ色
に

飛び出す絵本著者に会ひたし

年賀状今年限りと老いの友

一一一木英治

松本昌子
山名才
永田圭介
梅村光明

清水湧く此処に輪廻は始まる欺

サ

ぶさまつ
烏と総
松挿し家族団簗
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廻』

・う

のりそめ

たく

馬騎初に凛と諾
足
ちぎ

御慶享け女神男神の千木光る
をさな

遷都の歴史学ぶ幼ら

つ鼻ｂ

つ

ふらここ

繊月はお伽の国の鰍軽ょ
蛙の面でまた嘘を吐き

漠

てつじ

雅代
あすか

圭介

海市立つてふ浜に佇む
恵美子

昌子

才

ホームシックやうやく癒えて花疲れ

ち

受験期も終り安堵の小さき旅

不精髭さへ指の慰み

と

三ォ明易し宇宙船から撮る故郷

旨さもうまし母の瓜漬

目を回すやうな錦に彩られ
ひまごやしやご

一﹂

曾孫玄孫もパチンコに凝り

もく

炬燵に潜りチエホフを読む

一一一ゥ人の名をまた失念の歯痒さに

奇證を編みし文芸の渦

枯葉舞ふ摂津源氏の墓七つ

叙事詩調し島影多き潮路恋ふ

才智と美貌兼ね備へたる
糟糠の妻なりしとか敬服す

よぎ

月のほとりを過る蛎輻
村興し野外演奏高らかに
峠へ五里と里程標朽ち
警察署鑑識班での
職務にて
か

いたどり

悪童どもが噛める虎杖

策を弄する角袖のコロンボ
パン
ロバの麺蚫花の隣に脚を止め

潮干狩せし夕べ豊かに

ナォ壺焼に厨は磯の苫屋めき

このカメオ絶妙にして麗しき
かうべ

退きつ進みつ双六の駒

相席の紳士の挙措の憎からず

どき

逢魔が刻は逢曳によし

ひ

圭介

パリジャンも頭を垂れて屠蘇祝ふ
恵美子

拝がかたまって咲く川のうへ
﹄ワきくさ

ずみ
納す涼
舟へと誘ひ誘はれ

昌子
多衣

英治

あすか

才

漠

てつじ

英治
光明
洋子
多衣
鬼持
雅代

ランデヴー若さを誇る解放区
お

ファースト・レディーデビューもう直ぐ

ふいごまつり

くさめ

瞳して巷の噂推し量る
輪祭の周りうろうろ

敗因は売るほどあると選挙談

衣裳択びも冷笑の種

すだち

は

松茸の土瓶蒸しには酸橘添へ

威厳を崩し柘榴簿ぜたる
﹄７券一

釣殿の池魚は跳ねをり

懐旧は夜もすがらなる月の客

洋子
光明

てつじ

雅代
鬼持
圭介

才

英治

漠

恵美子

あすか

てつじ

洋子
光明
昌子
圭介

才

恵美子

あすか

英治

洋子
多衣
昌子
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ぎやう

視力の良さを競ふ還暦
旋律自慢庭のこほろぎ

ひ

門付けに技瘻ありしか月に弾く

新米も積まれ荷揚げの賑へる
せな

背に負ふ児がポスト投函
ナゥ着脹れてインフルエンザ防ぐらん
ぢい

てつじ

光明
鬼持
圭介
才

雅代
昌子

まど

きこり︒？た

洋子
多衣
光明

漠

雪はこんこん睡り円やか
そふ
のし昔
爺やがうたふ樵唄
しづ
節を鎮めて﹁命短し﹂
あすか

英治

雀蜂には注意すべしと

のぼやな

上り簗はやばやと組み浪荒き
花の尾根越ゆれば嬉しユートピア

チマ翻し嵌まる踏青

秤雄二汁一群杙岨一堂頭礒︵文音︶
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八東京・解續ｖ

百韻﹃隅田

どの橋も秋風渡す隅田川
後の月射す異次元の街
一寸の虫も久閼楽しんで
漆の盃に古酒満たしたる
オーボエのラ音まづ鳴る音合せ

踊るに小さき銀の革靴

本当のやうな話に尾鰭生え

空蝉ひとつ残る梢に

ゥ掛香の匂ふかはたれ誰待つと

扇に添へし薄様の文

蝶雨くるラヴストーリーエンディング

きのふの我に削除キー押す

出廷の裁判員の口重く

ロフトの雀噂かしまし

メロンパン食べてさみしい冬の月

股に火鉢で般若心経

別所真紀捌
渡辺祐子捌
福永千晴捌
服部秋扇捌

虚実皮膜にひそむ哲学

嫁が君善人なほもて往生す

種袋いまざはめいてゐる

液晶に並ぶひこにゃん・せんとくん

かぶ

遅日の楼に傾いて候

花吹雪ここにありけりエルドラド

鎌倉殿へ急ぐロケ隊

一ォ怪盗の悔恨しるき受難節

力こめ男蕎麦打つ年の夜
野老飾りて祝ふ白寿ぞ

眼からぼろりとコンタクト落ち

知るものか鉢の木なんぞ知るものか

鈴木美奈子

河村志乃
渡辺祐子
淵田遊耳
横山わこ

陥穴には先客がゐて

無理無理と論されながら尼僧追ふ
中島みどｈノ

服部秋扇

振り返らずに駅の雑踏

逢へばすぐ体内時計が狂ひ出す

シンドバッドの薔薇は青くて

鎌の月少年馬を冷やしけり

福永千晴
別所真紀
扇

ヒエログリフ王妃の愁ひ解けぬまま

晴

放つ矢のなき弓状列島

み

ニゥ水の闇より累々と鯏叫の紐

安良居祭の由緒ゆかしき

祐

乃

梅東風にそろそろ擢はれてもよいか

奈
耳
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哲

野

雁

伊
藤

吉
岡

櫻
田

名三二初山
残ノノ
折折折折

乃哲紀乃祐奈耳老み哲晴紀羽扇わ奈晴奈わみわ子紀

すっぱい飴をとても舐めたい

訓々と昭和を語る笠智衆
御苑のベンチ父と娘と
袖囲ひされて黒猫可愛いやな

簗にかかりしあはれ錆鮎
幾山河越えて捧げん月に酒

呵呵と笑ひぬ南瓜提灯

回転ドア抜けてわたしは透明に

置き処なきアンフォラを立たせたい

今年の嘘を数ふ年の湯

三ゥふやけ切る烏合の衆へ初やいと

海雲の汁を畷る雲衲

朧夜は﹁月の小面﹂息かよひ

スィートピィのキュートなる唇

許されぬ快楽の底のささめどと

子供手当を見込む退職

ユニクロとニトリの家具がひとり勝ち

地球の涯がふいに近づく

がっさりと墜ちた氷河に迷ひ熊

埋火といふ郷愁の詩語
抽斗の奥に遺愛の稀観本

乱歩喫茶に灯りともして

禁色のうすもの透かす花の兵

茂の中の旬のひと皿

ナォうきくさの泡を巡りて魚の影
ところどころに空の生れたる
方程式解けぬまま発つ旅かばん

いろはにほへと冴返る鼻

黄沙降るモーツァルトのドーナツ盤

海市の城に海賊を見た

護衛艦ショウ・ザ・フラッグ鮮やかに
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自動ピアノが軽快にジャズ

五千年石の棺に花凍る
雪に埋もれる開拓の塔

ォ﹃反対﹂の幟無邪気に振りながら

抱かれて見る姉の後れ毛
戻れない初恋ジェットコースター

飛んでしまへと上がる噴水

炎昼の二死満塁に汗しとど
サプリメントは鉄・カルシューム

棗の実父祖語り継ぐ爾霊山
カプリッチオのやうな月の出

馬の市懐重く足軽く

それでよいのだ債鬼錆沈
天才は閃く軌跡キャンバスに
時計ぐにゃりと枝に垂れゐて

わ奈耳わ耳祐わ祐奈哲扇晴祐哲晴奈扇野紀乃扇奈耳

哲奈哲耳晴祐扇晴奈哲祐耳祐晴わ奈哲祐〃扇哲耳扇

不条理がまた不条理を呼び
売り切れのコンビニ弁当二百円

ウインクしてる狐襟巻

まご

妻の指ときどき女の指となる

痒い所に届く麻姑の手

月宮殿かがやけ老いの自由席
かたみ

互に鳴らす里の酸漿

うれ

ナゥ鵲の尾の見え隠れ樹々の梢

蒔絵やさしき朱の煙草盆

平成二十一年九月十七日首
平成二十一年十月十六日尾

︵於・セシオン杉並︶
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この道の楽しくてまた淋しくて

起き上り小法師七転の夢
八丁味噌しにせの誇り樽に詰め

なまこ塀のみ残るなりはひ

今生の名残の花よ利休の忌

春の滴り受くる埴杯

耳扇祐わ晴耳哲祐耳〃晴耳晴耳晴

ハ横浜・蛙の会ｖ

ご

青

瓢

肩

手

拭

の

主

招

中尾青宵捌

竹崎梨

塙於
田中安

中尾青

東浦佳

く

現代連句三十四韻﹁日除なく﹄

さ

城山町の午后のアンニュイ

日除なく売られてをりぬ文庫本
ひ

大久保風

女将に貰ひ喧せるはったい

馬は後ろを十歩ぶらぶら
砂型の霞打つには若過ぎで
狂ひシャム猫足に食ひつく

新人議員鶴はまぼろし

揺り篭に友愛ラベルべた貼れる

ユニチャーム売れビジョン便乗

ひんぷく

左足から歩く貧福

陰陽師木橦担げば晴れ姿

嫁が君には見せぬ竹光

昼間より徳利撫でるも親譲り

無門關となそりゃ海前ぞ

師に槌り問答掛けて汗の弟子

露野病む雁家賃滞納

九天を墜ちる銀河の尻が刎ね

普天間は誰に敵して葦怒る

三行半で煙草巻き吸ふ

太き道赤子背負って西瓜売り
ミナレットより夕べ鐘の音

来年までは留守の軒の巣

ぽっちりと神の約せる灯の点り

平成二十一年七月二十八日首
平成二十一年十月二十七日尾

︵於・柴庵︶
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宵芸宵

〃宵佳野宵玉野佳

宵佳野玉佳芸

口コミに安宿定む異国人
終戦日自虐史観の罪の大
今しみじみと父の悲しみ
シャッターを切れば他所の子運動会

この頃マーチもなくて大空
フランスで生まれた点字隅々に

ぬくもり優し傍らの犬
へんくいびえんい−でいある
恨貴と便一点凡遣ひ分け

雪見燈籠買ってしまった
放たれしトキの飛び交ふ夕まぐれ

子子玉芸宵芸野玉

〃風〃野〃玉佳野宵

﹃神室山﹂

八山形・雅秀会ｖ

半歌仙

両吟

かむろやま
残雪の銀より白し神室山
浸け刻を待つ樽の種籾

赴任地の春の知らせの届くらん

厨あかるし洩る鼠鼻唄

小川庭水捌
小川庭
村松枩

秤鰄二什一蓉姻朋什和叩菌︵文音︶
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月乗せて大漁船の戻り来る

芸術祭の準備完了

さた

ゥ香り立つ松茸の飯戴きぬ
いほり住まひも風流の沙汰

玉垣に結ぶ御籔を信じ合ひ
握るその手に思ひ通はせ
お多福も人は好きずき気にならず

未練たち切り遂に新党

修行僧やさしく包む寒の月

ゆらゆら灯る狐火の列

新調のスーツの着初め照れくさく

ルーツに厳し源氏一族

資料館いまを盛りの花の奥

巣鳥の番は愛犬の太郎

水風水風水風水風水〃風水風水風水風水

ハ諏訪・河童連句会ｖ
きみきみ

鬼魅鬼魅尽くし

Ｗスワンスワン﹃雪

﹃初折﹄

壱面
が

みすずかる信濃も暮れて﹁雪女﹂
梢を焚きつぐ﹁迷い家﹂の地炉
じゅそ

矢崎硯水捌

矢崎硯水
吉本芳香

みしげまじむん

吉曳きよせる﹁占星の術﹂
参面

にぎやかに﹁飯笥鍋笥﹂祝ぎの舞

だつえば

酒ぐいと呑む﹁乱れ猩猩﹂
﹁金縛り﹂鶴屋南北冥土にて

セレブの衣裳狙う﹁奪衣婆﹂

花の雲群れて飛ぶなり﹁フェニックス﹂

﹁二折﹄

糸遊あそぶ﹁ＵＦＯ﹂の基地

硯水

芳香

あすか

暁吉女

暁吉女

妙子
芳香
硯水

﹁七不思議﹂めぐれば狂う腕時計

あすか

壱面

一目惚れする﹁天邪鬼﹂君

一一一神あすか

八尾暁吉女

﹁お化け傘﹂さして抱擁きりもなし

﹁テレパシー﹂もて決める鑑定

暁吉女

あすか

あすか

暁吉女

妙子
芳香
硯水

真底みえぬ﹁千里眼﹂でも

なぜかしら﹁宇宙人﹂とは仲良しで

かねだま

妙子
芳香
硯水

硯水

弐面

旅さそう﹁無何有の郷﹂も太郎月
淑気も消えて﹁妖気﹂充ちみち

生垣壊れ﹁くれゆすり﹂ゆれ

久我妙子

芳香
あすか
暁吉女

鳩山さんち﹁金霊﹂が棲み

オークション﹁天狗羽団扇﹂億の値が

空中で﹁箒の魔女﹂がＱ描いて

あすか

妙子
硯水
芳香
暁吉女

妙子
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呪誼を吐く﹁底なし沼﹂は深からん

﹁幽霊船﹂がふいに現れ
﹁如意棒﹂を振って満月引き寄せて
弐面

芋虫ころり﹁マジック﹂の技
教会の鐘を鳴らすは﹁コーボルト﹂

﹁一反木綿﹂腹帯にする
化粧して歌垣めざす﹁河小姫﹂
しょぱだい
所場代出せとおどす﹁入道﹂
なだ

﹁片車輪﹂飛ばして犬のお巡りが
宥めすかすは﹁さとり﹂兄さん
﹁編し絵﹂が梅雨の弦月うらがえす

﹁ドラキュラ﹂潜む青蔦の塔
窓越しにじっと窺う﹁マブ女王﹂

女
L＝＝

﹁赤舌﹂ぺろり盗む干柿

﹁塗り壁﹂を浮き立たせたる望の月

妙子
芳香
硯水

暁吉女

風吹けば﹁カルマ﹂現れ吸い込まれ
﹁法則ならばマーフィーに聞け﹂
参面

噂などすれば影とは﹁人面魚﹂

会長職の好きな﹁おとるし﹂

﹁猫又﹂気取り濠をうろちょろ
これもまた絶滅危倶種﹁八昭烏﹂

﹁初折﹄

★珍種貴種御品書

△﹁迷い家﹂Ⅱ山中の小さな荒屋で︑この家に行き当たったときは

茶碗など持ち出して帰れば長者になれる︒△﹁コーボルト﹂Ⅱドイ
ツの精霊で︑日本の座敷童子やイギリスのゴブリンに類する︒鉱
山や鍛冶に結びつく地霊ともいわれ︑ゲーテの﹃ファウスト﹄に

の呼び名は一般的に男︵男児︶をさすが︑女︵女児︶の河童は﹁河小姫﹂

も登場する︒△﹁一反木綿﹂Ⅱ一反ほどの白い布で︑洗濯物が風に
飛ぶくらいにしか見えないが人を襲って殺す︒△﹁河小姫﹂Ⅱ河童

﹃二折﹄

という︒硯水による造語︒△﹁片車輪﹂Ⅱ車輪が片方だけの近江︵滋
賀県︶の妖魔で︑どこから来てどこへ行くのか誰もしらない︒△﹁さ
とり﹂Ⅱ人が心に思うことはすべて見通すという︑富士山麓に棲む
怪異︒△﹁マブ女王﹂Ⅱ人間に夢を見させ︑夢を支配する︒言ミオ
とジュリエット﹄にも出てくる︒△﹁飯笥鍋笥︵みしげまじむん︶﹂
Ⅱ食器が古くなって化した妖怪で︑夜中に騒いだり踊ったり︒沖
縄県の付喪神でもある︒△﹁奪衣婆︵だつえぱ︶﹂Ⅱ三途の川のほと
りにいて亡者の衣類をはぎ取り︑懸衣翁︵けんえおう︶に渡す鬼婆︒

△﹁くれゆすり﹂Ⅱ﹁くれ﹂とは方言で生垣のこと︒生垣をゆする変
化︒△﹁金霊︵かねだまこⅡ鶏卵大のお金の妖怪︒青天に雷鳴とと
もに裏の竹薮などに落ちると︑その家は代代にわたって栄える︒
△﹁宇宙人﹂Ⅱ地球以外に生存する人間に似た生命体︒辞書にはＳ
Ｆなどの想像上の産物とあるが現実に生存し︑地球には極秘裏に
ＵＦＯに乗って飛来する︒△﹁塗り壁﹂Ⅱ行く手をさえぎって︑と
つぜん現れる壁状の変化︒△﹁赤舌﹂Ⅱ大きな長い舌で田の水など
を舐めて盗む︒江戸時代の妖怪画家︑烏山石燕の図絵が有名︒△﹁カ
ルマ﹂Ⅱ成した行為は必ず自分に返るという法則で︑因果応報の
怪︒△﹁八腿烏﹂Ⅱ中国古代説話で太陽のなかにいる三本脚の大烏︒

ちておどかす︒△﹁児啼爺﹂Ⅱゴギャー︑ゴギャーと赤ん坊の泣き

神武天皇東征のとき熊野から大和へ先導した︒△﹁おとるし﹂Ⅱ神
社に棲みつき鳥居の上にいて︑不信心なものが通るとドサッと落

声がし︑近寄って抱き上げると重さが百貫にもなり︑抱き上げた

ものはギックリ腰になる︒阿波︵徳島県︶の山奥にひそむ︒
★参考文献

﹃図説・日本妖怪大全﹂水木しげる著講談社
﹃妖精学入門﹂井村君江著講談社
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﹁児啼爺﹂花咲爺も花の奥

二辻一雲一一朋十に肥壗︵文音︶

﹁化け比べ﹂する連衆の春

秤

★形式﹁スワンスワン﹂について
アラビア数字魂︵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︒二月一花一烏︵烏は非定座︶︒恋
二句から三句︵弐面か参面︶︒三つの面による序破急︒﹁Ｗスワ
ンスワン﹂は﹁スワンスワン﹂のダブル︒矢崎硯水考案︒この巻
は妖怪・変化・超常現象を詠む特殊作品︒

執あ芳暁妙あ
す
吉
す
筆か香女子か

ハ横浜・桂の会ｌその一Ｖ

知水允澁水允柚瀞允水柚允水柚水允柚瀞

臼杵勝児捌

佐

歌仙﹃春寒し﹄
悼藍香様

春寒く香煙天へのぼりけり

梅の林へ消ゆる人影

雪解けに足をとられて埒もなし

ナォ糸切れし絵凧は風に舞ひゆきて

惚れがいつしか呆けと相成り

安物買ひも飽きるこの頃
取り戻す夫婦の絆船の旅

叱られし恩師は今もご壮健
大の大人も読めぬ湯湯婆

﹁アララギ﹂歌人茂吉・赤彦

御神渡り端から端へ諏訪の湖

携帯電話マナーモードに

つかの間の憩ひ楽しむカフェテラス

松の手入れの済みし名苑

しみじみと久闇を叙す十三夜

異国の力士股割に泣き

ナゥ疾駆する馬賊の馬も肥ゆる秋

卓微台の一家団簗なつかしや
好き嫌ひなし舌つづみ打つ

端山里山百千鳥鳴く

乳母車眠る幼に飛花落花

鈴木些呈二

篁二一一

水尾
知二
勝児
知二
水尾
勝児

知二
水尾
知二
勝児
知二
海児
水尾

北川稔

璽三一一

知二

︵於・藤ヶ丘地区センター︶

平成二十二年二月十六日首
平成二十二年三月十八日尾
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散歩が好きで機嫌よき犬
月光にヴァイオリン弾く男の子

黄落の街パンひさぐ店

ゥ露霜の置ける古刹の静まれる

自分史やっと稿を終へたり
スリー

３Ｄ映画長蛇の列をなし
迫り来る美女夢かうつつか
うた
王朝の恋そのままに交す和歌
リオのホテルにかこつ独り身

悠久の大河にゆれる夏の月
行水の児は白き歯を見せ
温暖化人も絶滅危倶種かも

健康法はうヂオ体操

花守と酒酌み交す花の下
家族総出で畑返しする

河々 森臼
冊木戸杵
小
松

二尾明児尾明斉児明尾斉明尾斉尾明斉児

八横浜・桂の会ｌその二Ｖ

歌仙﹁太郎冠者﹄
渡部葉月捌

原田安

長田竹

矢倉澄

春一番に鳴りし枝折戸
渡部葉

玉砂利に太郎冠者てふ椿散る

いつのころから時計みる癖

入社式きりりと眉を引き締めて

竹

ナォ揚雲雀少年の夢啄んで

エッシャーの絵の流れ不可思議

せめぎ合ふ政界芝居泥沼ぞ
たばこの煙喧せ返るほど

火の番のまた廻りくる屋敷町

温め直し根深汁出し

恋するは想定外のことでした
男嫌ひでアラフォーの果て

ふっつりと北ウイングへ消える影

秘密結社に誘ふ暗号

閂に手を掛け仰ぐ月の客

読経に混じり集く虫の音

ナゥ運動会子沢山また頼もしき

光陰待たず往事莊々

幕末の志士の人気は衰へず

スカイッリーはビルを脾睨
ひと

埋もれる女の血の色花の彩
沖に向かって飛ばす風船

平成二十二年二月十二日首

澄竹安葉元澄元竹安澄元安竹安澄竹元安

︵於・藤ヶ丘地区センター︶

平成二十二年四月二十一日尾
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澄

鍬栖む沢辿る老仙

葉

安

月光ゲの百年眠る樽の酒
少し苦めの生チョコが好き

ゥぱい回しコロポックルが笑ひ出す

何と言っても愛は狂気よ

僕をみたその眼の色をのがさない

アヴェマリアの音流れ遥かに

高原のサナトリウムの風見鶏

〃
〃

月恵風子月子恵風
風恵子恵風
章月子

竹安澄安竹
元葉澄

肝胆を相照らす友夏の霜
暑さにあえぎ職を求める
この先のことなど知られふはふはと

顔撫でる東風なびくスカーフ

山の上までどっと段畑
ＳＬは花の回廊通り抜け

柏

子風恵月章子章風恵子章恵風恵子風章恵

ハ横浜・桂の会ｌその三Ｖ

臼杵瀞児捌

瀞安元澄竹勝安元澄竹勝安元澄竹瀞安元

歌仙﹃落椿﹄
堤の長く舞へる初蝶

落椿淀める水の走りけり

抑へ難きは旅心なる

草の戸に雛飾る声賑はひて

ぽんと鼓の響く秋の夜

外じっと見る図書館の窓

ナォ雀の子何故かこの頃数減って

地球と双児太日の謎

蒼弩に胸のつかえがやっと解け

頬被りして横向いたまま

どの国も借金ばかり増えに増え

どうしましようか嫁の不足は

丑三つ時炎色なる雪女

つが

太極拳グループ毎の鉢合せ
人生行路ゆっくりとゆく
弓張りの月に番へむ鋭き矢
手負ひとなりて猪突猛進

出世のお礼挙げる大絵馬

いのこづち

ナゥ悪童のたっぷりつけし牛膝

鼻眼鏡上げルーペ頼りに

プルターク英雄伝を読みしこと

御玉杓子の尾のとれる頃

はんなりと少女の手前花の下

平成二十一年三月十四日首

澄元竹勝安元澄竹勝安元澄竹瀞安元澄竹

︵於・藤ヶ丘地区センター︶

平成二十一年四月十日尾
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月皓と一朶の雲も寄せつけず
ウメトロ出てすぐ御会式に紛れ行く
しゃれたクラブにマダム出迎へ

二人の世界晄惚の境

衿足の白さに迷ふ紳士達

病癒え海外勤務早や四年
オペラに酔ふて快き風
おたくさは紫のまま月を受け

麦酒の泡の程のよきこと
悠久の奈良の都に遊ぶ人
いぶりがっこに苦労する朝

花の雨判官晶眉の性であり

砂漠の彼方唇楼の立つ

矢長日原柏
倉田杵田

児恵章子風児恵草子風児恵章子風児恵章

子章風児恵章子風児恵章子風児恵章子風

八東京・かびれ

その一Ｖ

歌仙軍早の紫﹄

河原に仰ぐあをき夕月

ナォ風船を拾へぱ手紙付いてをり

旅の誘ひに心ときめく

エプロンがプロめくよとてよき笑顔

アダムとイブになりて新宿

熱帯魚夜の深さを乱したる

祭り太鼓に奮ふ人々

西幾多捌

落選の五輪誘致が口惜しくて

紬の着尺裁ち損じたり

大竹多可志

取的の禿ぴたる下駄のからからと

大山とし子

早田維紀子

もってのほかの酢の物の鉢
ナゥ久々の里にはらから蝮捕り
腰をたたいて眼鏡ずりあぐ

屋上に十五夜賞でるケァハウス

有線放送ながす懐メロ

佐々木リサ
井上千代子

朝市の品物今日はよく捌け

幾維紗民リ多維
千多維民りた維多と民
紀
可紀〃代可紀
紀可し
多子綾子サ志子
子志子子サみ子志子子

︵於・墨堤庵︶
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子の夢が宇宙へ飛ばす草の紫

無人駅舎に昼を眠る蛾

たをやかに秋の袷を着こなして
ケータイの鈴ちりちりと鳴る
青年はサーフボードを横抱きに

維紀子

とし子

民子

濃いめに滝るる祖母からのお茶
咲き満つる知覧の花を見上げつつ

坂本たみ
小出民子

多可志

ゥ家苞に地酒一本買ひ求め
期待たかまる窯出しの刻
声かけられて付いて来し庭

初めての見合ひパーティ淑やかに

たみ

平成二十一年十︲一月十五日首尾

涙がにじむ陽炎の中

記者団に総理総理と騒がれて
ポケットチーフ取り落したる

千代子

維紀子
とし子

多可志

素早く仕上ぐバナナクレープ

位牌ことりと嫁が君かも
丹念に磨く会津の塗りお椀

多可志

リサ

寒風と月影まとふ山頭火

黄砂降る街まぼろしのやう

城跡の花へ押上ぐ車椅子

渡
邊

西

八東京・かびれＩその二Ｖ

歌仙﹃水切﹄
水切の指より暮るる秋意かな
ぶつかり合へるとんぼうの群

早田維紀子捌
大竹多可志

ナォ沖めざす巨船はるかに磯遊び
巴里に死すとも帰らざるなり

幾通も母の便りが抽出に

眼涼しき人と向き合ふ

鶏鵡が覚ゆ故郷の唄
薫風の山借景に設計す

割引のアクアラインの長き列

三面記事にぎょっとするなり

ジェラシーにこの胸ちぢにちぎれさう

早田維紀子

ほっこりほこほこ南瓜煮あがる

猫も杓子も破れジーンズ
月天心夜なべの婆の大欠伸

小出民子
水野公子

民

河野玲鼓
伊香渚

富士の巻狩偲ぶ碑
民

のれん守れる権平の茶屋

ハンググライダー霞むまほろば

花の下白毫光る地蔵尊

秤錘一七寸轌研朋に肥壗︵文音︶
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襲名の貴公子に月上るらん

期待背負いて通ふ予備校
新しき眼鏡に心華やげる

島の夕べを祭嚥しが

玲

アスリート歴史街道のんびりと

ゥ床下の梅酒そろそろ呑み頃に

維

玲

ナゥ病窓に罷り出でたる鉦叩

忽と出会ひし昔マドンナ
睦言を漢の唇が塞ぎゐて

渚

厨仕舞も中途半端に

維

公

置き忘れたる絹のスカーフ
謎を呼ぶ推理ドラマが好調で

ぼろ市に五客揃ひの唐津焼
ひときはしろき月の佗助

民

公

派遣にて明日は我が身のホームレス

かはたれ刻を犬が雌き来る
陣取りのごと敷き詰むる花筵

公

渚

春闘のアマチュアライブ

維渚玲公民維渚玲公民維渚玲公民渚維玲

八東京・かびれＩその三Ｖ

歌仙﹃浜昼顔﹄
佐々木リサ捌

着心地の良き藍の甚平
大山とし子

小出民子

大竹多可志

初めての個展の準備はづむらん

浜昼顔かすかに海の音聞こゅ

棚のこけしの眉目やさしく

と

鈴木鈴子
西室允恵

帰燕の空を見つめゐる児等
ゥ昨日より勧進相撲の幟立ち
美人ガイドの後に付き行く
肩寄せてせせらぎをきく嵐山

允

鈴

毎夕

多

リ

民

陶の狸が腹鼓打つ

三度も会へぱみんな親友

ナォ遍路笠記念写真のまんなかに

トンネルを抜けまた入る選挙戦

よく似し家並風鈴の鳴る

熱き足湯にじっと耐へをり
愛らしき猫を抱きあぐ旅の暇

お隣りと分けてつぶらなさくらんぼ

また届きたるメール間連ひ

思ひ出す度に募れる恋心

還暦なれどドラマチックに

月今宵苑に交せる相聞歌

紅葉はらりと散れる池の面

ナゥ役終へて疲れの見ゆる案山子翁

病の癒える人の笑顔ょ

飛行機は留学の子を乗せてゆく
テレビ見ながら茶漬さらさら

花吹雪樹下に小さな石地蔵
むつみつつ舞ふ双つ蝶々

秤鰄一一廿一鋒十五朋二什切肥雷︵文音︶
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時の鐘ひびく村里夕月夜

白いエプロン似合ふ新妻

佐々木リサ

マニフェストおいしい話てんこ盛

寒中の月見の酒も乙なもの

鈴

と

民

民

万葉集をなほも読み継ぐ

允

大きな喧内緒ばれたり

いにしへの都を染むる花の雲

天上の女神の舞に魅せられて

ちんちん電車走る長閑かさ

リと民鈴多允民鈴とり多リ允民と鈴多リ

八小松・兜の会ｖ

歌仙一春の雪﹂

火の見櫓へ飛ばす風船

天上に散華ありけり春の雪

松下京子捌

田中清

松工尿

岩地久

谷孝
浜素糺

ナォ浜風に白魚の網干されゐて

清張たどるマップ鞄に

ガード下抜けてネオンの渦のなか

占ひも売るなんでも屋あり

冬うらら木椅子にひらく新刊書

伊達の薄着で鼻かぜをひく

ぶつぶつと犬を相手にひとり酒

ぶ厚き胸に身をあづけをり

同窓会やけぼつ杭の燃えだして

ゼロ番線のブルートレイン

月昇る大平原のかなたより

パオ

人形劇の包のやや寒

ナゥ落柿舎も訪ね紅葉の嵐山
丸文字ばかり読めぬ作文

老教師辞典と歳時記首つぴき
仔猫可愛ゆし伸びて縮んで

花の雨厨にこもる酢の匂ひ
いびつもたのし母の草餅

打

外
喜

田

平成二十一年二月十二日首
平成二十一年四月三十日尾
︵於・こまつまちづくり交流センター︶
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卒業歌窓は未来へ開かれて
記憶装置に穴がたくさん
何もかも円く収めて月今宵

虫の競演庭の賑はひ

ハートマークが行ったり来たり

ゥ運勢は中吉でよし秋簾
夢のかけらを仕舞ふ抽斗

野球部のうはさの彼を狙ひ撃ち

鬼の出るお伽噺を真に受けて

日焼けのこども砂に転がり

金箔入りの飴なめてゐる
赤べこの頭ゆらゆら月涼し
地震の地へ救援物資やっと着く

ふらここに掛けけふの献立
ニコライの鐘の音遠く花の昼

産士の杜鴬の声

孝江枝子子

糺久孝京糺〃清孝久京糺渭

清代京清糺京清代京糺清代京清代〃糺清

八東京・神田義仲寺連句会ｖ

歌仙﹃着せ綿﹄
着せ綿に千年長寿祈る人

風も穏やか待宵の月

もみじ葉の一日毎に染め上げて

訪う人まばら峠の茶店
里山に煙るが如し青時雨

昇捌

浴衣新調鬼灯の市

ゥ行先はハンドルまかせ一人旅
悲恋のオペラ日本語ならば
引出に出しては入れる隠し文

政権交代期待と不安

医師不足病院探す救急車

薬拡散タレン卜社会

寒月や風呂屋の角の下駄の音

暁の明星臘八接心

イチローの打撃の記録歴史変え

犬もジョギング健康の源
花盛り稚子行列に笙の笛
ほろ酔い気分で行く春惜しむ

ナォ風力の発電施設に黄砂降る

大臣はしゃぎ発言混乱

若者の歌声残しバスは去り

オバマに期待ノーベル賞を
夢のごと名所に架かる虹の橋

渓流涼し仏法説話

歌舞伎座の建替え公演大盛況

女優の魂放浪記続く

六本木腕組むふたり窓明り
朝のゴミ出し亭主の役目

きいかつぎ尾花は招く月の船

稲刈挑む農業体験

ナゥ台風は列島縦断交通途絶

楽天ノムさんクライマックス

竜田川昔のよすが影うすく

腹の底から謡の稽古

今宵またそぞろ歩きの八重桜

交通渋滞潮干狩の道

平成二十一年九月九日首

平成二十一年十月十四日尾
︵於・東京神田御宿稲荷社務所︶
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文岳峰
昇文岳嘉峰翠峰翠良翠岳文峰良

宗芳秀
宗

昇

宗
宗

嘉昇翠峰嘉文嘉峰岳良昇文峰良文翠峰岳

八横浜・神田分教場連句会ｖ

半歌仙﹃青時雨﹄

まだ伸び続く夏至空のビル

青時雨豆腐定形くづしをり
窓際の雀にホイと声かけて
栞をはさむ読みさしの本

人には言はい松茸の場所

影踏みを子に教はってゐる良夜

川名将義捌

中村ふみ
松本碧
池田やすこ

川名将義
碧

ふみ
将義

やすこ

メソポタミアに恋が生まれる

ゥ水澄みて二つの川が合流し

将義
ふみ
執筆

″

ふみ

やすこ

碧

やすこ

碧

ふみ

太鼓を打てば乳房ゆらゆら

ふっくらと肥えてる方が僕は好き

黙示のごとく鴉群れゐる

フイルムはそこで切られて何もなし

ぬぱたまの喪服に寒き月の光ゲ

温暖化へと車渋滞

御用納は午前さまなり
高速は千円故郷近づきぬ

佇むといふこともよし花の道

しづどころあり春の夕暮

平成二十一年六月二十日首尾

︵於・大倉山記念館︶
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八堺・きさらぎ連句会ｖ

歌仙﹃寒卵﹄

火の鳥が病む歯槽膿漏

ナォ春の虹座敷童が渡り行く

進化論そろそろ二百年かしら

斜めから見る天守閣時を経て

久保田夜虹

小池正博
内山尚美
渡辺廣之

裏側は君には見せぬまるい月

ＵＦＯの扉開いて降りてくる

流離の果てに句集一本

小池正博捌

ジャンケンしてる石蹴りしてる

外山安龍
松永直子

つげ義春に出会う毎日

ずっとあたしはバージンのまま
乳牛になってみたいとひとりの夜

とうもろこしをしゃぶる坂道

父さんと呼ばれて歩く十三夜

樋口由紀子

こおろぎだけが知っている顔
ナゥ木の実ふる境界杭を外に打つ

昨日の友は今日の敵なり

野ざらしの覚悟もなくてねじを巻く

ゥ恐竜のかたちで秋が立ち上がり

﹁たこやき﹂の旗さかさから読む

坊さんが転んだ路地の鬼ごっこ

はなびらのながれるさきはみぎひだり

昭和一桁元気回復

なくてこの世はこともなき春

久直

由廣尚

︵於・アウィーナ大阪︶

平成二十一年一月十二日首尾
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新しき言葉生まれょ寒卵
雪ふる中に動き出す山

招かざる客庭でもてなす

由紀子

廣之
久良
夜虹
尚美
廣之
安龍
馨

廣之

美博龍美

伊藤馨
吉澤久良

派遣社員の長い行列

禁煙のポスター黄ばむ待合所
人生の余熱で沸かす終い風呂

しどろもどろに口説くのがコツ

三年物の焼酎である
書割に本物の月夏芝居

どのキーを押しても愛は消えません

右側あける東京の人

漱石の猫花見するお堀端
揺らさなければ眠るぶらんこ

馨紀
馨
龍博之美博子
子之美
良子

安正廣尚正直

馨

尚正安尚

高山佳

まこと

ナォ真かと頬つねりたる四月馬鹿

佳子
道子

〃

毎夜刃物を研いでいる妻

駄目亭主秘密も何もありません

ＩＴ講座予約満杯

円高だ総選挙だとかまぴすし
炬燵の脇ですべて間に合い

雪なれば伏せ広げたる賢治の詩

最終列車汽笛尾をひき

鵬を噛む酒に呑まれし体たらく

飼葉もりもり肥えてゆく馬
辿り行く月の待たるる軍議跡

疎開の頃を偲び身に入む

ナゥ舌つづみグルメきどりのクラス会

子江男子子子子子子子子男江子子

八川口・くさくきｌその一Ｖ

歌仙﹃初霜や﹄
磯直道捌

廣田節

磯直

遥か彼方に眠る山々
岩垂道

初霜や武蔵野平野広きこと
ティータイム皿にクッキー取り分けて

磯馴れの松に寄する初潮

田村日日

節

仲間顔して横にいる猫
楽人を従え上がる望の月
ゥ今生の別れ惜しむか法師蝉

瑞

青山満

バーコードめく出窓うつ雨
刻を打つことを忘れし古時計

後期末期と長寿うららか

花びらをつなぐ孫の手花の蔭

瑞昌廣瑞佳瑞節佳瑞道満廣昌瑞満

︵於・下北沢タウンホール︶

こころもとなく揺れるぶらんこ

平成二十一年一月首尾
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永雄瑞

熱きくちづけ待っているのに

そな

勘違いすれば悲しさ増すが恋

地道に歩む老舗健在
早朝の荒神様は幣白く

道
佳
満

瑞

佳廣
大西釜ロ

〃
〃

子子江子子子子子道
子男

一子子子子

消えゆく月にしぼむ夕顔
げんなりと何見ても憂き暑気あたり

われに優しき故里の夢

振込みは母さんからの肋斗雲

海を越えゆく淡き船影

旅の宿聴りあふれ花みちて

托鉢僧は黄砂払える

小
川

八川口．くさくきＩその二Ｖ

歌仙﹃みちの〃くや﹄

みちのくや竹騒遠き冬囲
ほのかに点る庭の石蕗
積んどくだけの本が傍ら

日溜りに猫と遊びて老い忘れ

磯直道捌

舟木美代子

磯直道

深村素水
小谷伸子

″

渡辺ハツヱ

菊人形師帰るふるさと

十五夜の月僅々と照らすらん

ハツヱ

ナォたて続けシャッターをきる爺と婆

札所巡りの日々を重ねて

谷川のせせらぎの音清らかに

翼をひろげ鷹が飛び立ち

埋火を掻き起こしては君を恋い

妬心高じて遂に物の怪
迫真の師匠の噺大人気
右往左往のねじれ国会

ハツヱ

伸子
佳子

〃

有史
伸子
佳子

″

有史

ハツヱ

美代子

桐一葉落ちて器の小を知り

忘れ扇の彦みたる白

ハツヱ

伸子

月さして山荘いよよ寂びまさり

棋譜を片手に沈思黙考

ナゥ足るを知る年金暮らし板につき

徳代

美代子

地球のエコと共存もして

ぽつりぽつりと降り出した雨

子等こぞり恐竜展の長き列

︵於・下北沢タウンホール︶

美代子

美代子

永見徳代

仁杉と︑よ

ゥ入院の父を見舞いてうそ寒く

辻占は今日の運勢中の上
いちかぱちかで愛の告白

日永うららに広き公園
伸子
ハツヱ

にっこりと目がものを言う若女将

伸子
徳代

祭は果てて月の潤める

束浦佳子

平成二十一年一月首尾

燗漫と記念植樹の花満ちて
ほのかな香り愛づる草餅

裏木戸を水鶏の叩く音のして

荒川有史

ハッヱ

〃

パソコン使い古歌の検索
人麿と旅人が一座酒の宴

佳子
伸子

新入生の晴れやかな顔

夢か現か消えし蚕楼

千年の薄墨桜花開き
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八川口︒くさくきＩその三Ｖ

歌仙﹃早春の﹄
早春の天日淡く旅続く
大路小路に香る紅梅
若さ溢るるカメラアングル

卒業の晴れがましさに胸張って

磯直道捌

ナォぼろ儲け正義の言葉入り乱る
知らぬことよと若きカップル

軒の庇を叩く夕立

適齢期死語と独身悲歌して

ろくろっ首が覗き込みつつ

のんびりと金魚尾を振る鉢の中

水の無い国の支援に井戸を掘り

磯直道
舟木美代子

石の地蔵に浮かぶほほえみ

少女の願い文字の練習

仁杉とよ
深村素水

しっかりと宇宙飛行士視野におき
素

一島の過疎なる村に昇る月

月今宵故郷の友仰ぐらん

縁側に鳴く虫籠の虫

東浦佳子
渡辺ハツヱ

ゥ子規庵に人々集い獺祭忌
ネオンの街と背中合せに

永見徳代
〃

晩節汚すことのなき父

隠岐の宮居の跡のすさまじ
ナゥ倒れても残菊の色鮮やかに
と

いつの間にやら減りし饅頭

時がすぎればさめ果てる恋

酔いどれの好きよと肩を寄せながら

ハ

佳

パソコンを相手に棋譜を長考し

枯葉からから月光ゲに舞い

平成二十一年二月首尾

︵於・下北沢タウンホール︶

聴り高き国宝の城

野良猫がわが物顔に歩く庭

有

長演喜代子

と

徳

素

荒川有史

はらはらと花びらの散る野点席

マスクして唯我独尊政界図

欲望という車乗り継ぎ
何処へか七賢人は雲隠れ
笑い初めたる遠き山脈

暖かき風に一斉花開き
昔も今も蛙飛ぴ込む
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〃有徳〃有美喜と有

〃佳ハ佳徳〃

シハ〃

八川口・ノ＼さノ︑き その四Ｖ

歌仙﹁
料の
蛸﹄

誘うように笑う山々

料蛸の雲の去来に旅想う

番茶茶碗に太き茶柱

磯直道捌

森田英

磯直
田村日日

岩垂道

廣田節

小谷伸

ナォ振り向くな声を掛けつつ智慧詣

アラフォーの熟女ばかりに言い寄られ

離婚婚活用意周到

町の段差に蹟きもして

蟷螂は塑像のごとく枯れており

赤い実つけた万両の群

ボンジュール部屋はパン焼くいい匂い

巨き父の掌やさし母の掌

通夜の僧座敷童を友として

勝手が狂う噂後先

昨日より今日が佳かれと月今宵

素堂西鶴菊をはおりて

ナゥ啄木鳥は木にしがみつきつんつんと

一足飛びに跨ぐ小流れ

ひと時は杖を放りて元気満ち

美脅しごきて豊礫の翁

小

中

大

村

内

川

幸

善

廣

︵於・下北沢タウンホール︶

花守は主顔して花万朶
遠回りする古道暖か

平成二十一年二月首尾
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一人居の庭に花蕪葱坊主

月丸く孫との話宇宙まで
耳元すぎる爽やかな風

夢がさめれば酒の空瓶

ゥ儂武多山車跳ね子従え繰り出さん

蔵書に混じる恋の手ほどき

悪妻を要りて果ては哲学者

青山満

永雄瑞

高山佳

晒屋の根太ゆるみゆくこの暑さ

見馴れし猫がついと横切り

夏痩せの月細くかかりて
宰相の器とは何問われつつ
電子辞典が売れるこの頃
万引きの防止に悩む商店主
打ち終えし田の縞の清しさ

咲き初むる花を潤す小糠雨

佳満子子昌瑞子伸子道昌道子昌子江子道

伸〃道節伸昌廣子佳道一廣瑞道伸満男佳

八川口・ノ＼さ／︑きＩその五Ｖ

歌仙﹃百千鳥﹄
集い来ぬここ神苑の百千鳥
樹々は芽吹きて展く海峡

遠山の嶺春光に耀いて
オペラ談義の熱き語らい
雨止みし雲間に月の覗くらん

母の手作り麦とろの味

ゥ爽やかに心は豊か古都巡り
そっと触れたる肩のたくまし

磯直道捌

磯直道
佐藤ゑつ子

守口薫
田尻禮子
三喜玲子
白石喜代子

山口安子
緒方幸子
廣渡雪路
橋本美智子

再婚の夫を労り共白髪

子供部屋には猫が七匹

土師満智子

竹本吉栄
濱崎琴代

画用紙をはみ出す程の筆遣い
縞のマフラーようやくに編み

枯枝にかかりて細く尖る月

雅楽洋楽ともに流れて

松田千佐代

佐藤鈴子
松本光世

大江加代子

はらはらと野点の席に花の舞

南マツミ

影漂うて消えがての霊
日米の外交重視新政府

小倉のお城暖かく映え

古賀フサ子

坂口千賀子

中本谷静子

ナォ朝寝して駅伝のこと夢うつつ

衰え知らず酒量底なし

小川廣男

米谷志奈英

柴山美恵子

井生素子
木部菊次
西川智子
渡辺俊子
梁井和子

新井アイ子

木本光江
渡邊常子
村上孝枝
村上弘子

岡本せつ子

池田昭子

運不運紙一重にてぱたと逢い

相思相愛忍ぶ隠れ家

夏風邪の薬持参で新任地

河童供養に胡瓜盛りあげ

廃船に暫し休憩深呼吸
清張の本ポケットの中

思い出のドラマのシーンおののきて

しっかとかける留守宅の鍵
望の月政令都市を染め上げし

高きに登り眺む故里

ナゥ赤蜻蛉大群となり通り過ぎ

後れ毛風になびかせる径

半眼の能面傾ぐ尼の寺

和気あいあいと句坐を囲みつ
花凛と千代に八千代に咲き続け

蛙の声の高く響ける

︵於・小倉厚生年金会館︶

平成二十一年七月十日首尾
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八川口・くさくきｌその六Ｖ

歌仙﹁厩橋﹄
磯直道捌

花火待つ間の人の往来
永見徳

小谷伸

磯直

些かの酒に親父は酔うらしく
新聞の文字読みにくきこと
田村日日

川風の匂い涼しや厩橋

月丸くデジカメ出してハイチーズ

小川廣

直

廣

佳

伸

決戦迫る麻生鳩山

ナォ黄砂急豆でっぼうとセメントと

和尚は庫裡ではまるカラオケ

直

廣

日日

徳

ナビゲーターで婚活の場所

巾着に麩饅頭ゆれるこのよき日

伸

廣

徳

佳

﹁愛してる﹂広告塔にべたと貼り

ふまんじゆ

浴衣の柄は幾何学の形

怪談の妖女短夜消えかねて

やかましいテレビパチンと切って立ち

永見純

糸瓜ぶらりと我もぶらりと

直

耳をすませば遠き汐騒
かたわらに盃並べ寝待月

鯛の浜焼通販で買い

小島弘子

伸

日日

たまりゆくポイントの数ローン高

渡辺ゆきえ

そら

ナゥ中元の品次々と一巡し

子等は元気に宙にふらここ

︵於・永見邸︶

せめてうれしき鶯の声
花罪々と花天涯の宴なる

平成二十一年七月二十五日首尾
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東浦佳

暗がりにある鈴虫の壺

ゥ吊られたる魚板ゆらゆらそぞろ寒

後姿が少し淋しげ

くだりはん
再縁を三み行
半で許したる

今は女の方が少ない

火の番も介護の仕事みな苦手

時雨に月の束の間の顔

竹林を縫いゆく径の狭くして

忍びの里の歴史語らん

お土産に何を買おうか旅の宿

びっくり箱の首に睨まれ
花の精大枝拡げ息づける

神鹿眠る園の暖か

廣昌徳佳伸直廣昌徳佳伸直男江代子子道

八川ｎ．ノ＼さ／︑きＩその七Ｖ

﹃行く雲に﹄

行く雲に旅情託すや今朝の秋

ナォ春風に鉄斉の軸ほのゆるる

みつれば欠ける世の中の常

小便小僧帽子よこちよに
解散で野党一気に逆転か
倉澤以世子捌

出稼ぎの父を見送る寒き駅
おでん屋台で辛眼に沁む

パソコンのハートマークは海を越え

からし

倉澤以世子

桑原百合子

山の端を煙と照らして望の月

札束をまだ足りなくて積み重ね
オープンカーで遠きドライブ

バイリンガルの金髪の嫁

躰中ぬい子

成毛偕子
谷口麻美
潮見町子

北窓塞ぎ日々を精進

ナゥ象潟を離れる雁は棹となり
マンションの建つ故里の町

砧聴きつつ連句三味

愛犬に散歩せかされ﹁さあ行こう﹂

山澤カツ子

鈴木光枝

駒村多賀子

杉山明子

ぬ

百

平成二十一年八月九日首尾

花万朶愁い悩みをかき消して
ふらここを漕ぐ暖かき午後

黄砂のたまる橋の欄干

つとよぎりたる死神の影

細淵恵津子
以

遠藤久美

偕

プールサイドで地ビールを干す

瞼に残るアールヌーボー

暑き夜を眠れぬままに月仰ぎ

蛙に目貸す亀のひととき

町

麻

子供の声の響く公園

キラキラと透かして見たるガラス瓶

はるかなる水平線に真帆片帆

お忍びの浮気がばれて職を辞し

恋の傷痕癒すすべなく

ゥ雪降れる中を通いし坐禅堂

祖母からきたる巻紙の文
生涯の宝と胸にそっと秘め

夢と希望を探査する月
紅淡く河原撫子道せばめ

仙

はんなりと花のまほろば陽に映えて

︵於・駒村別荘︶
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歌

恵久多明力光百町麻偕以恵久多明力光ぬ

八川口︒／︑さ／︑きＩその八Ｖ

歌仙﹃新涼や﹄
磯直道捌

磯直道

ナォ釣釜の自在かすかに風を聰き

高橋たかえ

渡辺ハッヱ

誠子

松旧千佐代

興伏晴美
濱崎琴代

家伝の薬探す愛妻

鐘埴のおわす大津絵の軸
舅には頭あがらぬ婿養子

旱魅に樹木も草もひれ伏して
あちらこちらに蝉の脱け殻

権頭和夫
渡邊常子
束浦佳子
古田悦子

新涼や灯にすかしみる酒の色

琴代

大器晩成せずに定年

川は情しく流れ集めて

山澤カツ子

何はさて碁敵の門叩かねば

忘れ団扇を手元引き寄せ

それとなく月眺むれば湧く旅愁

モビール揺れる窓に望月
今日もまた山裾の牧閉ざされて

大江加代子

情きくえ
安藤君子

白石喜代子

終の都に山も笑みおり
連句碑の除幕寿ぐ花吹雪

ナゥッッピーと鴫くは小雀か四十雀

故里の墓に書かれし倶会一処

躰中ぬい子

不況の波が介護福祉に

佐渡谷ふみ子

飯沼しほ女

仁杉とよ

平成二十二年二月満尾︵文音︶

佐薩ゑつ子

木村幹

園児等のお遊戯会になごむとき

永雄瑞子

田村昌江
北濱祥子
稲垣治子

盃あげて麗かな宵

背山満子
小谷伸子
擶須節子
石澤無涯

ギター爪弾く若きグループ
地下街の出口わからず迷いおり

店先飾る瓶の右薬

ゥ鰺鰹鯖蛸烏賊の予後の鮓
鬼も十八番茶いれましょ
洛北の僧禁断の木の実食べ
寝所にかおる霧香灰かに
箒目の美しき白砂の波の紋

胸ざわめかす遠き潮騒

祖父の家在りしあたりに高架橋
雨も上がりて日射しちらほら

観山花雪
紀伊郁子
柏村誠子
高山佳子

花万朶ワンダフルとて異国人

駒村多賀子

凍月に源平の世の偲ばれて
夢のごとくに飛びし綿虫

惜春の譜をつづる五線紙
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稲川久見子捌

田三新安熊稲

昌佐節君文久昌佐節君文久昌佐節君文久
見
見
見
江恵子子子子江恵子子子子江恵子子子子

八川口・くさくき川口支部ｖ

歌仙﹃梅雨晴間﹂
梅雨晴間睦合いたる絆かな

空豆ス−プ囲む円卓

ビル谷間行き交う人の忙しげに

渋滞バスの列が長引き

ナォ放映は東踊りの華やぎて

治りのおそい足のま骨
折
ご

おばあちゃん如何ですかと孫娘のふみ

あなたのくれた雛もまたよし
ようやくに辿りつきたる金婚に

朝顔市は賑わいをみせ

鈴木禮伊子

久見子

久見子

禮伊子

文子
君子
節子
佐恵
昌江

ヘリコプターはゆっくりと行く

掲示板納涼ちらし﹁ロクロ首﹂

要人の警備にそなえ梶棒を

せわしく走る棚経の僧

禮伊子

文子
君子
節子
佐恵
昌江

ナゥアイディアの観光誘致成功し

里まで降りた紅葉前線

はらからも皆揃いたる月の宴

村に始めて信号がつき

川口西公民館︶

文子
君子

久見子

立止まり空を見上げて子等笑い

手から離れて逃げる風船
高台寺蒔絵のような花筏

笹笛吹けば旅はのどけし

平成二十一年七月一日首

︵於

平成二十一年十一月二十七日尾
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夕暮れて月は東にほのぼのと

耳をすまして聞くは虫の音
ゥ悌を追へぱなだたる萩の群

窓辺に寄りて独り酌む酒
愛犬は主人の側にぴったりと

もうすぐ逢える恋の空港
婚活で射止めた彼とハネムーン

名も知らぬ烏枝移りして
シャッターのチャンスを待てばそぞろ寒

尾根くっきりと冴え渡る月
解散が秒読みとなるキックオフ

右往左性で帰る先生

花万朶世の雑音に拘わらず
バンパーの上黄砂ひろがる

村井相藤井川

八北九州・くさくき北九州支部ｌその一Ｖ

歌仙亘葉落つ﹄
山口安子捌

心の弱み瞬時射抜かれ

ナォはるばると阿修羅観音出開帳

婚活を楽しむように何度でも

外人墓地を過ぎる涼風
伝来の蔵のお宝今いずこ
昼夜いとわずネット販売

ようやく決めた女はバッイチ
パラソルを廻しながらの坂の街

ゑ

佐藤ゑつ子

山口安子

峠の径にかかる望月

回想の胸に音立て一葉落つ

秋潮の連絡船に手を振りて

夢を託して放す風船

雲を映して流れゆく川
道の駅地産地消に力入れ
愛車に積る黄砂ぬぐいて
散る花も残れる花も潔く

ナゥ爽籟に藤村詩碑を尋ねゆき

手作り篭に通草毬栗

故里を遠く離れて偲ぶ月

すりよる猫をそっと抱き上げ

いつも飲む漢方薬は胸ポッケ

橋本美智子

梁井和子

ゑ

安

ゑ

平成二十一年十二月二十四日首

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成二十二年二月二十五日尾
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学位論文やっと仕上り

たち寄りし画廊喫茶はレトロ調
おはぐろ蜻蛉ついと飛び込み

ゑ

美

ゥ筆太に記す幟の名と家紋
孫あどけなき古きアルバム

和

″

金婚は粁余曲折を繰り返し

願されたのは妻か夫か

マニフェスト新政権は揺れに揺れ

和

安

美

屋台の暖簾くぐり鰭酒

予約診療いつもキャンセル
寒月のひっそり照らす道祖神
縄文の土器の出でたる造成地

ゑ

″

洛北の不断桜の花を賞で

安

アーカイブスに残すデーター

もつれ舞い舞う黄蝶白蝶

ゑ和〃美ゑ安和美安和ゑ安美ゑ和ゑ美ゑ

八北九州・くさくき北九州支部ｌその二Ｖ

歌仙﹃東滝の﹄
渡邉常子捌

濱崎琴

渡邊常

枝移りして啼ける寒賜
佐藤鈴

凍滝の叫びレンズにしぼり込む
寄り合えば薄茶手前に打ちとけて

皿に盛られし卓の茄栗

守口薫

ナォ桜蝦干され彩る駿河湾

のそりと通る太き三毛猫

がっぽりと遺産目当で再婚し

粋な女房いつも外出

築山に草が生え出す雨の後

土用に入りて写経法帖

ハーレーのバイク飛ばせるサングラス

諸国巡りて放浪の旅

久々に静まりかえる路地の奥

定年教師趣味の染色

自分史の槁終え月も笑まう刻
柚味噌の香り夕餉せかれる

ナゥ渋柿の番傘戦後遠くして

ラップダンスに路上跳びはね

頑張れと真央の演技にテレビ付け

あるかなきかに立ちし陽炎

南から北へと移る花の絵図

おたまじゃくしも泳ぎ出す頃

平成二十一年十二月二十四日首

馬
場

美

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成二十二年二月二十五日尾
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語りつがれし故里のこと
月僅々城の石垣照らすらん
はにかみながら貰う付け文

ゥ村中を挙げて賑わう在祭

婚活で草食男子奮い立ち

事業あれこれ仕分けされたる
血糖の数値気にして断酒決め

メジャーリーグの夢はでっかく

川面に揺るる涼し月光ゲ
汗流しボール遊びの園児達
山腹のトーテムポール鬼の面

開け放ちたる窓の春風

うから集いて父の年忌を
燗漫の花の思い出句に綴り

鈴琴鈴常琴常鈴琴鈴常子代子
琴薫琴常

美琴薫常薫琴美琴美鈴〃薫常穂鈴琴鈴薫

八北九州・くさくき北九州支部ｌその三Ｖ

歌仙﹃連句碑の﹄

連句碑の山をうつしぬ水の秋

松田千佐代捌
松田千佐代

不倫発覚なじる若妻

ナォシーサーのぎょろりと睨む屋根の隅

家庭内別居の夫はお買物
時雨にまみれにじむ街灯

セーターの故郷の母より届きいて

元気いっぱいラジオ体操

お礼のメールすぐに打ちおり
地震の地へ救助に向かう自衛隊

カメラにむいて笑顔そのまま

小倉城広場に塵のひとつなく

土師満智子
千

宮川佐利

井生素子

のれんを揺らす時折の風

虫の音聰きし窓の名月

定刻にスクールバスはお迎えに

満

素

金木犀の香り漂よう
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上出来の新蕎麦の味すすり合い

炬燵の中にもぐる老猫

月仰ぎ宇宙への夢追いつづけ

ワマスクして薬そのまま枕元

ナゥ爽やかな色を楽しむキルト展

森の中では烏の合唱

佐
満

畑焼く煙そこここに立ち

今日もまた心はずみて歩を進め

五十男の岬るやけ酒

割烹着似合う女将が世話をやき

千

素

永久にと祈るあたたかき宮

咲き満ちる枝垂の花は影落とし

仲むつまじく日帰りの旅

佐

呼び込みの鬼灯市にさそわれて

満

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成二十二年二月二十五日尾

平成二十一年十二月二十四日首

ビルくっきりと月の涼しく

千

佐
満

素

陽炎もゆる谷間の道

清張の推理小説読みつづけ
手焼きせんべい袋空っぽ
思い出はつきることなく花大樹

佐

支持率の気になり与党まとまらず

雲はぽっかり飛ばす風船

執

筆満素佐満千佐満千満千素佐千素〃満素

八北九州・くさくき北九州支部ｌその四Ｖ

村上孝枝捌

雪志加孝
奈代

歌仙﹃秋夕焼に﹄

閑かに浮かぶしろがねの月

端然と秋夕焼に富士座る

可愛く覗く幼ナ児の膝

ナォ南無大師歩き遍路の笠の列

自伝応募で目ざす入賞

アナログのテレビ終了近くなり

昭和の御代も商いの種

金髪の浴衣姿でぞろぞろと

冷酒岬り老のウインク

年の差が何じゃとついに同棲し

隠し金庫に資産全額

マイケルを悼む切り抜き綴じ重ね

ぜんまい時計ネジ切れる頃

月煙と砂漠の酪駝隊を組み

画家の丹精もゆる鶏頭

ナゥ爽やかな地産地消のレストラン

小学唱歌音量を上げ

大地震のハイチを救う募金箱

シャボン玉吹く母の命日

篝火の燃えて枝垂れの花は満ち

お玉杓子の群れる小流れ

平成二十一年十二月二十四日首

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成二十二年二月二十五日尾
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蔦紅葉煎茶一煎いただきて

折々ひびく老鶯の声

エコカーの試し乗りして決断し

ゥ若衆の奮い立ちたる競べ馬
ハート眼で群がりし娘ら
恥らいてバージンロード腕を組み

隣の主アル中になり

遥かに望む瀬戸の渦潮
突然の解雇通知に大慌て

片手袋を雨の小枝に

ほのかなる月を背にした雪女
助走して高々跳べばつんのめり

今日のお八つは白い鯛焼
蝶の便りが風に乗り来る

連中の廻し活けたる花たわわ

廣米大村
渡谷江上

志雪志加孝加志孝雪加孝志加雪路英子枝

雪志加孝加雪志孝雪孝加志雪孝加志孝加

八堺・くさくき堺ｌその一Ｖ

歌仙﹃曼珠沙華﹄

曼珠沙華棚田を染めて炎えたちい

ふと見上ぐれぱ淡き夕月
利き合える新酒のかおり漂いて
うつらうつらと猫のいねむり
突然のチャイムの音にせかされる

懐炉いだきて霜晴れの道
ゥ評判の柚子湯の旅館日帰りで

一気に渡る明石海峡

順調に話すすみてゴールイン

受胎告知によろこびの声
本箱に童話の本が並べられ
絵馬に願いの言葉たくさん
日が暮れてキャンプ村にも月昇り

森の木陰に青葉臭鳴く

春袷着て記念撮影

友と会いつい口にでる回顧談
自給自足でこと足りるとや
花万朶ほのと明るきわが狭庭

田端幸子捌

田端幸子
岩本朝二
北濱祥子
中沢昌重
塩田情子
杉みつる

幸子
朝二
祥子
昌重
清子
みつる

幸子
朝二
昌重
祥子
みつる

清子

又もハイチで起きし震災

ナォ想い出の亡母の笑顔あたたかく

夢を形にアスリート達

世の中の壮絶バトル乗り越えて

マイケル逝くも残るスリラー

週末に話題の映画封切られ

添えぬ身の辛さを包む冬茜
逢瀬の丘に落葉舞い散る

蛇行する川の流れの淀みなく

リュック背負いてサイクリングに

夕月に大旋回の烏の群れ
枝もたわわに実る御所柿

児等の歌声ひびく分校

ナゥカ入れ睨みきかせて案山子佇ち

おたまじゃくしのしっぽとれたか

壁にはる習字はねたり踊ったり

遠つ山嶺に立ちしかぎろい

手作りの馳走に花のひらひらと

秤雄二汁一一一蓉弘朋什肥龍︵文音︶

みつる

朝二
幸子
昌重
祥子
清子

朝二
幸子
祥子
清子
昌重

みつる

清子
朝二
幸子
昌重
祥子
幸子

-121-

八堺・くさくき堺ｌその二Ｖ

歌仙﹃初蝶﹄
真伏晴美捌

真伏晴

高須節

共に夢追うたんぽぽの紫
佐藤允

初蝶は日をまぶしみてゆるく翔つ

身の丈にゅるりと添えて春袷
玻璃の窓越し流るビオロン
大谷信

田端幸

ナォ山彦を呼べば答えて笑う山
絵筆にのせるふるさとの景

しじまの中に冴ゆるオリオン

真新し宮司の沓の黒光り

二世帯で住む嫁のやさしさ

ちゃんちゃんこ爺と孫とのわらべ唄

深い眠りのツタンカーメン

ご褒美は妻に寄り添いＪＡＬの旅

畦見廻りて農具整え

ひょっとして﹁ここ掘れわん﹂と小判でる

うれし哀しと移りゆく秋

望の月うすぼんやりと量かけて

金のメダルはソチに持ち越す

ナゥふうわりと静かに舞いて桐一葉

方向音痴地図を頼りに

つむじ風赤き帽子をさらいゆく

肩にとまりて消ゆる淡雪

花の散る水面にあそぶ蝸叫の影

秤唖一封一一痔一一萠対申雷︵文音︶
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中沢日日

何処ともなく香る木犀

北濱祥

いまも変らぬ一徹の人

月明り狭庭の隅も華やいで
ゥ友集い句座となりたる去来の忌

料理上手な昔マドンナ

這松の飼旬の幹は堅固なる

別れを鳴ける垣の子烏

告白の前にテキーラぐっと呑み

最先端の外科医師の技

震災の廃嘘を照らす月涼し
いろは坂往く貸切りのバス

辛口を言ってキャスター嫌みなく

万感の想いに咲きし花大樹
馬の仔蹴って楓爽と野に

信節允昌晴信祥允幸晴昌子恵子子重美子

祥昌幸允晴信幸祥允昌信晴祥允幸晴昌祥

八松山・くさくき松山支部ｖ

歌仙﹃子規の画帖﹄

春愁や子規の画帖の筆の跡

井上雨道捌

文字も鮮やか孫の写メール

ナォ誘われてクラス仲間と遍路宿

さて次は火星に行くと夢を売り

繋がれている濠の牡蠣船

エコに参加と持ちしマイ箸
膳繰りを腹にためこむ招き猫

紀伊郁子
井上雨道

火山灰アイスランドに噴きあがり

ナゥようやくに出来上がりたる菊枕

一人所帯の名残り風鈴

小さき祠は大木の北

魔性の恋か肌も離れず

細雪溶かせる愛の炎と燃えて

俳句革新たてる雁風呂
井ノロカ子

鎌田清隆

か

中野かずえ

農業を継ぐと青年田を打ちて
洗い晒しの酒落たジーパン

平安を月に祈りてパトロール

ジャズ響きゆらり顔出す望の月

岡本眸
高木潤

敬老の日は母を訪ねん

ゥ猪と出合いがしらの里の杜

雨

優勝額の掛かる客の間
道楽の競輪昂じ財を成し

右往左往のニュースキャスター
なれそめは国際線のシャトルバス

眸

しばらくは浮世はなれて花の下

月も二重に焼酎の酔い

白

政

郁

平成二十二年二月十八日首

平成二十二年三月二十一日尾

︵於

蝶蜜蜂の減りし城山

野点の亭主若き宗匠

妻は社長で僕は主夫です

永井政子
吉金白水

さりげない言葉がぐさり急所つき

代表の座を巡る政界

透かし彫り伝統守る欄間師に

潤

潤

魚種も豊かな越中の海

眸

夏風邪は思いもよらずしつこくて

目借り時とてこくりこくりと

花遥か弥生の空に鳥は舞い

大
沢

武
智

松
永

松山市コムズ︶

松
永
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定

紀

由

勝

勝か由紀政定紀政美か白眸雨潤子眸白清

八松山︑草笛連句会ｖ

半歌仙﹃やじるべゑ﹄
名本敦子捌

名本敦子
立花千代満

入梅や傾ぎて止まるやじるべゑ

郭公を聴く山の食堂
山岡良春
門田真由美

ご自慢の毒もいつしか胡麻塩に

一子相伝刀工の技

風がほるほろ零す椎の実

ゆっくりと居待の月は雲隠れ

敦

徳本和子
松崎伸夫

晩酌の後で繰り出すネオン街

指輪の数が恋の数とか

真

千

和

苣云

良

ゥ宿坊の匂ひ気になるそぞろ寒

猫より上手くせせる煮魚

ショーゥィンドウに映る凍月

伸

やはらかな船場言葉の似合ふ人

咳しても年金の減る心地して
また教へ子が先に逝きたり

平井繁樹
伸

千

敦

留学を夢見て励む英会話

テレビ画面に﹁アナログ﹂の文字

繁

花びらを背に受け亀の動かざる

果つるともなき曲水の宴

平成二十一年七月四日首
平成二十一年八月一日尾

︵於・松山市民会館︶
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ハ愛媛・興聖寺連句会ｖ

歌仙﹃八十路﹄
梅が香や八十路の恋句あでやかな

春の袷の裳裾紫
たたなはる弥生の山は幽遠と
さや

岡本眸捌
大月西女
川鴫七重
岡本眸

山田昭
福井泰
紀伊郁

︵於・岡本宅︶

郁西眸七郁西七眸〃郁七西眸昭郁泰昭眸

いる

ナォ彩こぼす風船の旅夢を乗せ
象が象の絵描いてサインし

ちょっとした工夫がチャンス特許権

屋敷神には燭を絶やさず

密談の似たり寄ったり禿げつぶり

熱燗浴びりや総身真赤に

鬼木立て待ってみたけど来ない鬼

山彦だけが呼べば答える

アラフォーの婚活レベルぐんと下げ

マ 一キュア塗りて秘める愛憎

東京は眠らない街月細く

枝に影置く鴫の早贄

ナゥ小坊主は供物の柚餅子つまみ食ひ

器用無器用生まれつきかも

眼なくゆるゆる進む深海魚
流るる雲も風も気ままに

軽快にポルシェ駆け行く花の道
暮れかぬる日の尽きぬ語らひ

平成二十二年二月十一日首
平成二十二年三月十二日尾
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背党れ少し倒す助手席

名月に明けき流れコンチェルト

素早く走るうり坊の影

ゥＤＮＡ運動会もやはりびり
声を掛けよか止めておかうか

草食の夫は浮気もままならず
モンロー似よと胸を張る妻
民主党政治︑王導にエールせむ

エコに向かって進む世の中
看板に﹁蛍の郷﹂と太き文字

夕焼に染む月を見上ぐる
老いどちの話の果ては孫自慢

何につけても拝むてふ
癖
るそんつぼ

花一枝活けて由々しき呂宋壺

蘆辺踊の街のはなやぎ

西子子子七西眸七眸西七眸七〃西

節守

ハ豊田・ころも連句会ｌその一Ｖ

明

石川葵捌
長谷石矢
坂本川崎

歌仙﹃ポインセチア﹂

紅すぎるポインセチアの吐息かな
葵藍

藍守明葵明藍子〃守節藍節葵藍子枝

早送りする暮の地下街

修理屋のいつも背中を見せていて

ナォ意味の無い事など無いと菜飯食う
ひとり暮らしのコインランドリー

埋蔵金扉を開けるパスワード

活断層の上で踊ろう

君の手をそっと握れば冷え冷えと

傘に雪積む花魁の恋

風待ちの港に届く便りあり

膝を抱えて飴色の日々

検診に異常なければ菊の酒

鰯ですねとバーのマスター

十三夜誰が奏でるかノクターン

糸操っている西の善い魔女

ナゥ前世後世くるくる廻る羅針盤

裸ん坊が板の間で寝る

自転車のギアをトップに峠越え

黄砂に沈む新しい町

花ひらら騏麟の首のついと伸び

︵於

旗賑やかにメーデーの列

平成二十一年十二月十五日首

平成二十二年一月十九日尾

桜花学園大学︶
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洗いざらしの作務衣しっくり

無重力さかさになれば窓の月

殿様飛蟷触角を立て

ワ木の実降るスウィングしているサキソフオン

アドレナリンのなせる嬬慢
つい間夫を作ってしまうＤＮＡ

垢抜けないと人は言うけど
郷愁の最たるものよ麦こがし

清流渡る蒻翠の声

アフガンの戦地に生きる子の瞳

希望の残るパンドラの函
かじけ猫ふところに入れ月仰ぐ

大ばあちゃんの好きな笑点
釈迦牟尼は暗きに在す花の寺

斑鳩の野に残る淡雪

深
津

明葵藍節守藍〃節藍守葵明藍守節明藍葵

ハ豊田・ころも連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃不良長寿﹄
春一番不良長寿を全うす

猫の恋する天窓の月

ヒヤシンス広口の瓶いつぱいに

間瀬芙美捌

由川慶子
矢崎藍
小野芳梅
長坂節子
繁原敏女
梅

可愛いえくぼ赤ちゃんの手に

ナォメレンゲの角ピンと立つぬくき宵

機を織る一間廊下の黒光り
小布施に残る北斎の句碑

お皿をなめて肥る狸公

つっころぴおらが生涯忘れたる

赤いグロスのアフロ爆発

息白し場末の小屋のストリップ

帰りの切符捨てる有明

戦なき国に生まれて君を抱く

秋の潮の寄せてとどろく

砂山に懸巣の埋めた松ぼくり

節

生き上手即ち死に方上手なり

一日一首決めて歌詠み

ナゥとうちゃんとかあちやんでいく馬の市
敏

︵於・桜花学園大学︶

蓬を摘んでふかす蒸籠

花あかり城祉公園酔いほろろ

平成二十二年二月十六日首
平成二十二年三月十六日尾
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校外授業のにぎやかなこと

サクサクと食う氷白玉

慶

片蔭に忘れられてる野球帽
ゥ好きなのに好きじゃないふり遠き雷

梅

藍

世界遺産の北欧の旅

女の指の滑り込む闇

梅干もおかかもなくて鮭むすび

藍

節
慶

緑色の瞳きらめくヴァンパィャ

クラリネットのしんと身に入む

標山に出る大笑茸

藍

蟻穴を出て空の広さょ

弟の帰れば何も聞かぬ月
村長選鬚の長さが決り手に
あすのページを捲る突風

節

間瀬芙美

〃

自動ドア開いて閉じて花の渦

聖金曜日粛々と列

執

筆芙女〃節芙〃藍慶節梅節〃藍女藍女節

ナォプリウスに積もる黄砂は厚み増し

守

シミュレーションにかかるモザイク

後悔はしたことよりもしないこと

恋心知り生きる実感

逢いたくて焦がれて乱れ舞う揚羽

庭に影置く色変えぬ松

ナゥ気心の知れた仲間で飲む濁酒

猫のっそりと路地を脾睨
幼らの般若心経聞こえきて
祖父の座布団いつも暖か
花吹雪浴び凛とたつ竜馬像

直

︵於・桜花学園大学︶

蛤汁に鞠麩浮かくて

平成二十二年二月十六日首
平成二十二年三月十六日尾

谷
本

ハ豊田・ころも連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃国府宮﹄
伊藤良重捌
佐藤ふさ子

稲垣渥子

神男決まるや春の国府宮
薄紅梅のほっと咲き初め
板倉今ロ

座右の銘は正規雇用と

夕立の後の空の青さよ
電線の一反木綿感電し
知覧に眠る錆びた零戦

オレンジのシフォンヶーキを作るらん

佳き月をだんご供えて迎えおり

あ

ピースして記念写真の高校生

おはじき一つポケットの中
夜行バス月追いかけて南へと

葵

今口

徳永あき子

葵

へロ

石川葵
伊藤良重

河口近くに見ゆる不知火
ゥ重陽の漢詩吟ずる声がして

姫の黒髪ぬばたまの艶

長身のスタイリストを指名する
ロシア籍得てオリンピックに

藍染暖簾分けて寒月

ふ

山脈を越えて悠々鷹の翔ぶ
酔いどれて数もうやむや除夜の鐘

あ

渥

為替レートに一喜一憂

ふ

良

武藤美恵子

車座の子どもらにほら花の笑み

渥

空港でマヌカハニーは没収に
プー横丁にプレハブの建つ

夢かうつつか鴬が鳴いてる
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福
井

美重枝葵〃直枝合葵重直合葵子美枝重ふ

ハ横浜・柴庵ｌその一Ｖ

連句二十六韻﹃迅雷の﹂

迅雷の一撃に明け立夏かな
老果てぬ志を置かむ緑中
沢の水増し葦切を騒がすか

米研ぐ音に何の濁りぞ

中尾青宵捌
鵜沢八千代

尼院未完の恋の仕置き場

ゴキブリに不況レベルを聞いてみる

あばたえくぼの月の裏側

宇宙にて試す体操あれやこれ

節

宵

武枝幸子

圭

鈴木美由紀

〃

中尾青宵
鈴木圭子
水野禾甫
小林節子

岬りたる毒の効き目の別々に

み

甫

行き帰り違う花咲く歌愉し

甫

加藤亀女

遠巻きの塙風が害め

厚い本読んだ振りして園遊会

挟でしゃがみ捲る腰巻

節

甫

宵

森川淳子

宵

医者へ歩いてエコーポイント
さくら珪降るも降らぬも大橋の

誰それが死んで何周やら忌日

圭

しずんじゃったらもうおしまいｌ

︵於・柴庵︶

底にビニール張った泥舟

水漬く石蕗葉を鯉が啄ばむ

赤レンガ図書館脇のブロンズ像

平成二十一年五月十八日首尾
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白耕着る少年の素足径
思議
議な
なイ
イス
スラ
ラム
ム︵
の文字
塔に不思

陽にそれ背くひまわりのこと

ｌちよいとなそうそうＩ

運転手待たせ此処なる王府井
渡辺柚

代

山とカードで購うはブチック

黒住尚子
ｌさてこらどっこいしょＩ

マスコミに旨く踊るよ馬鹿うさぎ

民主共和は盟回しで

節代

モーツァルトは楽想の成る

教会のオルガン春の風送り

︵於・柴庵︶

圭宵柚節宵柚

八横浜・柴庵ｌその二Ｖ

二百三高地なかなか墜ちぬなり

鯨の骨に鼠掴まる

四阿にアントワネット裳裾引く
中尾青宵捌

メール打つ相手もフリーメーソンで

連句二十六韻﹁山開き﹄

中尾青宵
小林節子

ぺんぺん草の隠すだんこん

霧巻く百合の蝶となる昼

山開き我のケルンに石一つ
鵜沢八千代

渡辺柚

ぶどう畑を河は流れて

滅びの街に鳩は群れなし・・・：．

空と地と心経の文字響かせて

平成二十一年七月二十日首尾
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腰掛けて喰ふ青き瓜かな
西へ西へと雲の流る蚤見上げつｈ

傍ら笑ます明日嫁ぐ姪

あまりにも老えば教える何もなく

歩兵のやうに虫声は散り
トテチテタラッタラッタに薄原
なんじやもんじゃの花も揺れゐて

票田は地盤・看板・鞄から

圭

圭代

柚節

チロルハット哲学の径右ひだり

圭〃柚代節宵節子
〃宵代節

何と云っても萬屋の婆

手甲焚く香一畳と半

純白の祇紗で末期の茶を喫つせ

まばらな松の枝に見る妙

お抱への庭師訪ひ来る月の闇

鈴
木

八名古屋・栄連句サロンｖ

敏多正
美

歌仙﹃秋簾﹄

藍

郷正子捌
繁山郷
原内

あきのれん

鍛治町に間口一間秋簾
月を見上げて鬼瓦笑む

美術展自作の絵画運ぶらん

なかなか取れぬしみとそばかす

ナォ春泥をあまし苦しと背広ゆく

夕飯はサプリメントで腹ふくれ

王維の詩句にけぶる山水

そよぐ若葉に酔いもまわって

高楼に青鶯羽根を休めおる

ジャズピアノふいに途切れる煉瓦道

チャイナドレスの深きスリット

本の扉におどる骸骨

少年の恋はらせんを登りつめ

未確認飛行物体明けの月
ビーグル犬と木犀の香に

ナゥハロウィンの飾りゆらゆら昇降機

風に転がる空っぽの我

老禰宜の釦ひとつが掛けられず

禾目茶碗に茶柱の立つ

あくびして涙に光る花万朶

蛙の声が富士の裾野に

平成二十一年九月八日首

辺

渡

洋

平成二十一年十月十三日尾
︵於・桜花学園大学栄キャンパス︶
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多女女子子
多〃藍郷藍〃女多藍〃郷藍

インターネットで囲碁の対局
鮴を煮る醤油の匂い川くりに

梅雨の長きに駅の雑踏

ゥうつむいて青年僧の鳴らす鈴
ルビーの指輪セツ屋に入れ
ココ椰子のバハマに二人肌合わす

略奪婚と誰が言ったか
突然に裁判貝の通知あり
岬そろそろ鷹渡るころ

寒月下西行の歌碑ぽつねんと
ハーレーふかすバンダナの群

黒板の構造式の美しく

異次元越えて蝶の舞い込む

花降ると母の熱々塩むすび

紙風船の色が回りて

〃洋郷多女多洋〃郷子多郷

多女郷洋多〃

矢
崎

ハさいたま・さくら草連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃白き往還﹂

炎昼の線路ゆらゆら軋み出す

蝉時雨して白き性還

草野球応援席はにぎやかに
おにぎりみつつ母の手作り
構えずに自分史を書く夕月夜

絲瓜の水の垂れる空瓶

ゥハロウィーン仮装衣装で驚かせ

誘いたくなる赤きくちびる
ともかくに北の果まで逃避行

寄せては返す愛のさざ波

舷に鴎つきくる連絡船

月冴ゆる町ギター爪弾く
無頼派が集いて囲むおでん酒

野良猫多い寺の縁先

テレビではニュースキャスター居眠りす

ナォひじき狩り潮の満ち干を確かめて

杏花
満子
容子

小野シズ

万歩計付けメタボ対策

シズ

灯台守に目立つ顎鬚

冷房の部屋熱き抱擁

杏花
満子
容子

ミルクティーウェッジウッドにこだわりぬ

逆立ちの金魚に恋の気配して

カルストの丘に憩える放牧馬

壁画に描くマリア観音

みなみ

杏花
満子
容子

みなみ

ナゥ冬仕度薪を割る爺ひと休み
雲に乗りくる呼び込みの声

シズ

満子
杏花

平成二十一年七月十五日首
平成二十一年九月十六日尾
︵於・さいたま市浦和コミュニティセンター︶

山見えるまで漕ぎしぶらんこ

燗漫の双樹の花に夢抱く

柴又に実物大の寅さんが

縦横無尽都心地下鉄

朝摘みに出る桃の吹く頃

みなみ

木之下みなみ

クラス会名簿寂しく友が逝く

シズ

木之下みなみ捌

松本杏花
青山満子
古谷容子

ホーミー醸す包の暮しに
月まどか満天の星従えて
みなみ

みなみ

杏花
満子
容子
杏花
容子
満子
みなみ

二間四方花雪洞の小宇宙

みなみ

杏花
満子
容子
杏花

政治批判の正に閑

土手かけのぼる野遊びの子ら
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ハさいたま・さくら草連句会ｌその二Ｖ

小林しげと

歌仙詞出口５を﹄

出口５を出れば青葉のバス通り
伊藤哲子

小林しげと捌

風にふくらむ麻のブラウス
松澤龍一

安芸

龍一

ナォ渋染みた茶を操む手より御用達

赤い襟を掛けて箱詰め

龍一

哲子

苦労の甲斐があって真打ち

″

風子

〃

しげと

風子

平成二十一年五月二十日首
平成二十一年六月十七日尾
︵於・さいたま市浦和コミュニティセンター︶

にっこり笑う遠近の山

いのちなが

寿探らん又の花をまた

あたかも鷹の鳩となるころ

めちやくちやに嬉し涙の祝い酒

〃

しげと

″

風子

しげと

大久保風子

しげと

安芸

しげと

宝くじ買う団地主婦連

神棚にえびす大黒陸まじく

でかでかとしゃもじに書いたピル解禁

君の夢なら僕も乗ろうぜ

田中安芸

爺さん婆さん灯火親しむ

すいすいとエンゼルフィッシュ水槽に

当番表は理科室にあり

哲子

ナゥそぞろ寒すこし温めのお湯が好い

ローン組む分相応の一戸建て
河鹿の澄んだ声が聞こえる
甚平の態を気楽と言わば云え
ギターの弦を締めて爪弾く

安芸
哲子

しげと

龍一

千生りのひさごを透かす月明り

後先になる生徒らの月今宵

龍一

しげと

こっちを向いて案山子たたずむ
ゥ芋虫は菜つばの裏にしがみつき
ハーレークインを盗み読みする

ふたえ瞼の腱ゆれいて

龍一

しげと

たそがれの街を眼下に観覧車

そんなこと知らないのかと口説きもし

波まの月を破る鳰烏

安芸

しげと

初庚申孫のみやげにはじき猿
餡ころ餅の売れぬ日の無く
新聞の歌壇にわれも選ばれて

哲子

安芸
哲子

二泊三日で木曽の馬籠へ
ふる里に抜け道多し花の雨
土間の枢に仔猫まどろむ
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ハさいたま・さくら草連句会ｌその三Ｖ

準一

盛興

みなみ

西郷どんの下でうたた寝

ナォ屋根替えが済んで読経が長引くと

バンダナを少年剣士凛と締め

準一

盛興

舞

安芸

やっちゃぱで大根と競る腿まわり

安芸

歌仙﹃佳人が透けて﹄

ごはんまだかなドラムスティック

メイドにきつく胴着締めさせ

ひっそりと己が位置占めかじけ猫
萩谷準一

人招く迷路仕立ての庭の隅

萩谷準一捌

Ⅲ中安芸
小池舞

月指しておもちゃの棚に目の光り

やはり来たかと悪魔ささやく

″

舞

みなみ

冬木立佳人が透けて通りけり

木之下みなみ

準一

みなみ

盛興

準一

トラにもなれず胡桃ころがし
舞

安芸

安芸

澁谷盛興

千住の橋をラガーどやどや

こんぺい糖を入れてみようか

上目使いの犬のセーター
大中小極小と箱重ねんと
残る燕は尾羽根たたんで

星屑を従え渡る月の舟

旅の鞄にあふる恋文

ワふるさとの山野の錦水に溶き

ナゥ勇ましき菊人形の武者姿
あんころ玉を三つ頬張る

準一

みなみ

貝殻と色のガラスと千代紙と

盛興

ニコライ堂に灯す蝋燭

みなみ

はやる心を隠す待合

壁いつか朽ちる定めの花篝

路地裏に昔の名前探しあて

準一

盛興

︵於・さいたま市浦和コミュニティセンター︶

秤雌ニサーー蓉十一一一朋斗結叩唖︵ナオより文音︶

唇楼ゆらぐ凪の沖合

安芸

舞

安芸

準一

盛興

みなみ

舞

吹き上げるマグマ自慢の学徒とか

河童祭の月と戯れ

孕んでもまた母とならぬ日
短夜のきりりと冷す白ワイン

宮廷楽器持って集まる

竹取の翁雇えるガードマン
トラックに牽かれゆく牛花の中
うららにもつれあやとりの糸
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井門可奈女捌

千可
奈

八松山・佐久良連句会ｖ

歌仙﹃大挙の膳﹄
大幅の大挙の鷹や冬座敷
ポインセチアを飾りし出窓

腰をいためる引っ越しさわぎ

ナォマイカーの黄沙を拭う親と子と

到来の菓子お茶に良くあい

効果なき美容体操風呂上り

水仙の庭咲き乱れいる

ふぐり粥子供待つ雪まだ降らず

彼の瞳についほだされて

稽古ごと何時まで続く嫁修業

寄り添いし思い出の写真そっと伏せ

ック︑不

包丁すべる仏掌薯むく

久しき友とコーヒーを飲む
影法師追えども逃げる月の夜

ゼッケン揺るるマラソンの列

ナゥ路地裏の松茸飯の香り来る

人使いあらいとなげく若者よ

襟がけして今日も働く
花万朶湯月城趾の人の波
声威勢よく鯛綱を引く

平成二十一年十一月十日首

︵於・生活文化センター︶

平成二十一年十二月十一日尾
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ベンガラの続きし家の静かにて
なつかしの歌聞こえ来るなり

満月を見上げる胸に小犬だき

紅葉の落葉栞にせんと

ゥたわむれる幼き孫の青写真

今朝も出合いし制服娘
短めのスカート女性恋心

おぞましき記事紙面賑わす

整形の手術成功美しくなる

鏡の中の我に見とれて

空に咲く花火眺める月天空
フィニッシュに膳出しウエアー女子のプロ

鬼灯市の人波続く

五輪のきまるスケート選手
咲き満ちし古刹の庭の花を愛で

着飾る娘十三詣り

山井
野門

奈千奈千奈千奈〃千奈千奈千奈千奈艸女

千奈千奈千奈〃千奈千奈千奈千奈千奈千

ハ藤沢・サザンーその一Ｖ

歌仙﹃秋の浜﹄
和田ひろ子捌

和田ひろ子

岡村歌
志倉弥生
小野里子

秋の浜片付け進む夢の跡

熟睡の犬チョンと突っつき

苅

ナォうぐいすの谷渡りきく岩船寺

掛け軸の山虹を配して

高額の贈与の税は払うくし

旅の鞄に推理小説

密会も重なるにつれ大胆に
ダイヤの指輪狙う微笑み

会見の石川遼は輝きて
霜柱踏み向かう朝練

書きためた自分史のメモ整理する

秤雄二Ｈ｜軒枕朋什圭へ叩電︵文音︶
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白い貝殻さらう初潮
月の客酒一升を藁苞に
島苅田

凸レンズ付き電子辞書あり
逆上がり月を目がけて無重力
河原に摘みし八千草を活け

扇子持つ手のせわしない風

ナゥ鎌倉の宮に舞われる能さやか

うっかりと最終電車乗りそびれ

大村黄﹂ふり

中村恵風
岡村糸子

ゥ本会議額に汗の新議員
母と連れ立つ名所旧跡

臨時のバスに熟年の列

雛の顔の薄紙を解く

懐のマナーモードの震え止め

しずしずと歩む婚礼花の道

西元百合子
ろ

杉山俊子

歌

世紀の恋に負けず劣らず

里

染めの帯宝尽くしもめでたくて

鑑定団の暴く真贋

弥

好きなれば初婚既婚も問いはせぬ

寒さ続けば痛む膝腰

ち

染付皿にさより昆布〆

松高く竜にも見えて月凍る

移ろう季節キルト模様に

糸

宙心

友の門出を祝う麗日

ホノルルを目指しジョギング続けおり

花の下得意料理を持ち寄りで

苅恵弥里取る百俊ち糸恵苅里弥ろ歌俊百

ハ藤沢・サザンーその二Ｖ

歌仙﹃ねこやなぎ﹄

堅雪の解けゆく音やねこやなぎ

風もやさしき春の杣山

和田ひろ子捌

中村恵風
西元百合子

岡村歌
大村さち
岡村糸子
小野里子

入学の祝いの宴に招かれて

ちょっと嗜む里の白馬

島苅田

時差越えて見る五輪閉会

ナォうららけく床屋の椅子の寝心地に

美の競演は語り継がれて

オーロラの神秘の舞に息をのみ

ミスコンは女子アナ達の登竜門

海豚の海へ豪華客船

お台場通りペアの靴にて
百本の冬薔薇捧げ告白を

平行線となりし外交

多国籍身ぶり手振りが面白く

早や中天に青き月澄む

谷越えて小牡鹿の声かすかなる

サーカス小屋に踊る道化師

ナゥ追憶をたどる夜長の詩集解く

蜜蜂達の動き活発

遙かなる遊牧民の大移動

一仕一蓉二朋二十源申電︵文音︶

遊ぶ子等皆花吹雪浴びゆきて
スケッチブック開く弥生野

秤
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母助手席に新車運転

ゥ兄貴とは疎遠となりて秋遍路

志倉弥生

窓の月映画音楽ゆったりどと
ぶろく

龍馬も見たかうねる黒潮

杉山俊子

和田ひろ子

大いなる夢を抱きて人を恋う
師と仰ぎつつ想いつのらせ

百
宙心

つらきこと共に背負いてシニア婚

出水の後の畑を片付け

歌

ち

からす対策悩む自治体

道端の辻神様に月涼し

里

也

糸
苅

門前で待つ友の来訪

伝統の味菜飯京湯葉

いつまでも迂回ばかりの工事中

花万朶賢者の栄華偲ばせて

糸里歌ち恵百俊ろ弥苅里糸ち歌百恵ろ俊

八柏・情の會ｖ

波郷忌の鴎の白し葛西橋
石蕗の花咲く散策の道
久保田庸

武井雅

歌仙﹃波郷忌﹄
下鉢清子捌

研究室ビーカーフラスコ取り出して
飯塚國

下鉢清

喫茶タイムにベランダの人
東郁

ナォよなぼこり巻き上げ新車発進す

埋没避けし堰堤を見て

湯の町に社小さく残りをり
孫に伝へて祖父の自画像

名シェフの料理にたのむ象牙箸

咳をするにも悼られける

いま流行宮部みゆきの新書買ふ

卑弥呼の墓は謎のまた謎

もの足りぬ男の数多侍るけど

いも兄ちゃんとおかちめんこと

名月の雲の衣を脱ぎすてて

見上げる方に下る蓑虫

ナゥ酒温め夢も希望も温まりぬ

町工場に出来た後継ぎ

手入れよきご自慢髭を撫でる癖

そよ風の中走る黒猫

石割りの花に佇ちたる師を偲び

誘はれて行き麗かな旅

︵於・柏市光が丘近隣センター︶

平成二十一年十二月十三日首尾
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山の端をいま離れたる今日の月

一節切吹き秋風に和す

ゥ手漕舟釣果の鱸運び来る
ほほえみ

魔女かモナリザ微笑の美女
約束はいつもの路地のかくれ宿

教会の鐘響く厳か

やうゃくにピサの斜塔を登りつめ

舌に滑らか舐めるジェラート
月上り河童はまたも出ぬさうな

電話の向かういつも俺俺
原っぱは少年野球賑はへる

記念の楯を競売にせん

ビーグルもラブラドールも花の下

ピンクのフリルつきし春服

庸雅清郁光庸雅清郁光庸雅清子光子子子

郁清光庸雅清郁光庸雅清郁光庸雅清郁光

ハ多摩・鹿の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃久﹃
晴﹄

冬晴やセーラー服の背が光る

そこはかとなく匂う臘梅
集会所普請続ける里にして

宮下太郎捌

六十年連れ添うことの不思議さに

耳を澄ませば天からの声

ナォ雲雀野に草の匂いの女の子

治

房

太

悠

悠

裕

あばたも笑窪よくぞここまで
時ならぬマグマの目覚め浅間岳

房

太

森の臭眼ぐるぐる

やっと開きたるパンドラの函

哲人に襲いかかりし鎌鼬

太

太

評

︵於・俳句文学館︶

一片一粋一一一朋二十毒叩龍題︵ナオ八より文音︶

執筆

房

治

房

裕

手が六本の阿修羅立像
雪迅く月の面を通り抜け
逆さになって蟷螂の産

治

悠

悠

大不況オバマに託す世界の目

治

ナゥざわざわと思いをゆらす葛嵐

裕

宮下太郎
藤井治
葉月悠
山本房子
窪寺裕子

うねる芒野穴熊の陣

悠

酸素吸入ボンベ重たく
任されて宇宙遊泳三か月
山焼きの火の届く涯まで

竹花美代恵

カメラ抱えて何を撮ろうか
月を待つ子らに将棋の指南中

ゥ村芝居蘇我入鹿は手を拡げ

裕

過疎となる村を見守る花大樹

房

治

頬寄せ合って飛ばすおひねり
家計簿はこれでお終いパンの耳

荒波に弟橘は身を投じ

悠

銭湯の前髪濡れしまま

なかなか出来ぬ天下統一

房
房

裕

裕

治

子供ひとりの入学となり

少しずつ歩むほかなし夏の月

茅輪くぐりの宮の賑やか
温泉が大好き猿の家族なり

積立てで行く観光の旅

重文の盃なみなみと花見酒
甘菜で和えし白魚を召せ
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ハ多摩・鹿の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃新茶操む﹄

新茶操むいささか鞁のたなごころ

八十八夜孫も加勢す

風薫るエコ自動車を試乗して

宮下太郎捌

嶺武志

ナォ公達の駿馬責めたる草の萌え

女房達の拍手まばらに
薄絹の衣のすそが翻り

岩に打ちよす佐渡の高波

文机に挿すドクダミの花

朱鷺の来て植田の泥錨次々と

戦争のありし事などもう忘れ

絵手紙を一気呵成に描ききり

山本房子
中西昭子
藤井治

砂利を敷きたる新しき道

お達者ですか親父お袋

竹花美代恵

早稲刈り終えて集う村人
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禁煙ポスターあちらこちらに
月からの涙ぽとりと落ちそうな

川口利夫
徳住玲

ナゥ土間の端すり抜け小さき蛇穴へ

月に酌む肴はするめ烏賊でよし
治

海老様登場舞台暗転

露天湯に鳴く虫は何やら

十年ぶりの逢瀬楽しむ

玲

世界平和を願う夢なり

ゥ巫女たちの優雅に舞える菊日和
シャガールの絵の宙を飛ぶ一夜にて

政権交代ＹＥＳＷＥＣＡＮ

結末は思いもよらぬサスペンス

治

︵於・俳句文学館︶

秤唖一汁一軒置胆一十誌叩睡雷︵後半文音︶

日米の英霊の碑を囲む花
太平洋の気流のどかに

美
武

宮下太郎

境内を白鳩の群悠々と

仕事帰りはいつもおでん屋
ややこしさ増すごみの分別

こそ泥の急ぐ夜道に登る月

お宝の壺次々と出る

房

昭
令
争
武

欄干により添うて咲く花の房

美

魚達の卵はぐくむ難破船

山を背にして句碑のあたたか

執

筆武房昭鈴美治利武房昭太玲治美利太武

ハ相模原・慈眼舎連句会ｖ

歌仙漢和行﹃山川の春﹂・標圀韻
前半赤田玖實子捌

後半臼杵瀧児捌

ナォ四隅欠楽譜
八方響弄絃○

紫の我が袖振れり君が為

あれから今に切れぬ因縁○

ひとときを冬将軍と莨服む

降雪臨深淵○

○

山川充春興臼杵勝児

根来忍法末は那邊二○

砂中探宝筐
蚊遣火向天○
椀種以尊菜

登鯉月歌歌高山英子

村芝居馬の足でも出たがりて

惜別の月勵ましの鞭○

ナゥ秋風詠請仙

古刹聴清鐘

趣きのある蜀の用菱○

新宅望耕田○

花の雲不動の衛士の立つ御門

服部秋

伊藤哲

桜田野

︵於・相模原・桃天樹︶

燕返しに翔くる燕○

平成二十二年二月九日首
平成二十二年三月九日尾
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好文木にかかる翠煙○鵜飼佐知子
雛箪笥料紙色紙収むらん横山わこ
抱瓶の酒呑んで安眠○赤田玖實子

飛鶉空鮮鮮○長田竹風

ゥ身に入みる便りを寄こすろくでなし竹

喧嘩しながら共に温泉○佐

懐に乳飲児勝負つきにけり勝
旅
愁
貨
○
英
地
動
説客
疑船問
佐
偏
境
残
自
然
○
わ
無人駅筑波颪が吹き抜けて英
寒
月
神
養
銭
○
わ

稀襯本康煕字典を落手する瀞

想いの限り啼く油蝉○英

小童賞花火瀞
大
才
正
史
傅
○
〃

瀧玖〃扇英玖哲わ玖扇竹老子扇英わ竹佐

ハ岐阜・獅子門ｌその一Ｖ

遺
吟脇起扇
﹃胡蝶かな﹄
短歌行

木薬のにほひにあそぶ胡蝶かな

身のかろやかに胴着脱ぐ頃
ふらここの夕月すいと引き寄せて

小さき入江にチャイム流るる
ゥ風を受けうねりを見せる鯉幟
騎手に連れられダービーの馬
サングラス視線の先にあの人が

ストーヵーめき京都長崎
晴よりも小雨の似合ふ裏通り

盛塩の上塵のうっすら

升酒のなみなみ注がれ花惜しむ

どかと胡坐を放哉忌けふ

大野鵠士捌

武仲登志春

各務支考
大野鵠士
清水青瓢
成瀬貞子
山村忠男
松原政行
高松正水
矢橋初美
竹中定男
梅村五月
田中日沙子

三十八度分つ国境

ナォ風船の空にふはりと飛んでゆく

後藤キヌエ

西田日吉
鴫崎千秋
宇野久恵

名和よちゑ

村井枝葉

猫なで声に媚も混れる

マイク持つ放送記者のうら若き

料理上手にいつもほめられ

執筆瀬尾千草

蒼井遙
松本杏花
伊藤百雲

河合はつ江

田遜桂月

ジーンズはユニセックスのペアーにて

屋敷神赤き鳥居に今日の月
鬼の捨子のぶらさがる糸

城の再建すすめられゆく

ナゥやや寒の人の集まる献血車

あめつちを覆ひつくさむ花大樹
乗っ込み鮒の来るを待つ日々

︵於・大智寺・獅子庵︶

平成二十一年三月二十二日首尾
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ハ岐阜・獅子門ｌその二Ｖ

繼吟脇睡﹃冬の日や﹄
大野鵠士捌

武仲登志春

大野鵠士

公羽

冬の日や馬上に氷る影法師
紙子二表は軽きはなむけ

ゥ平仮名の聖書総き秋深む

福井美保幸

矢橋初美
蒼井遙
宮本輝子

後藤キヌエ

実南天紅のいよいよあざやかに

ゆったりと輪を描く大鳶
キッチンに水音したる小望月

ダックスフント膝にじゃれつき

愛の羽根つけ帰る父親

飛行船あらぬ方より現はるる

早野巽号と子

澤井国造
藤塚晶子
大山功

レジャーランドは四キロも先
ポッキーをくはへて君の口元へ

恋に落つれど食欲は別

月影に浮かんでこない浮いてこい

宮川美和子

瀬尾千草
松原政行
高島順子

虚空を見詰め蟇の動かず
余念なく読経の続く奥の院
ハイヒールにて上る石段

清水青瓢
角田道子

ちらほらと咲きたる花の十あまり

初鮒漁の岸のにぎはふ

ナォエプロンに受けて抱へむさしも草

瓢

さと

村井枝葉

春

一早

博多発金曜夜の乗車率
蛍光灯の二本点らず

大橋龍宇

夢の中なるひめ始なり

美

単身赴任繋ぐケータイ

獄舎にて食べる雑魚の塩辛く

土産を選ぶ小さき店先

輝

執筆

新町恵子
松橋五笑
伊藤百雲

名和よちゑ

遙

樋口かほる

日申

エ

ありがたうメルシーボークー謝々と

小栗知柚

こっくりと張子の虎の首を振る

ノイズの混じる短波放送

紛争のまだ続きゐる後の月

眠りを誘ふ母のささやき

新酒含めばフルーティーなる
ナゥ妖精の棲むてふ国に露しとど

医学会倫理のことを云々し

電波時計の刻む秒針

大蛤の吐ける楼閣

九十年咲きつぐ花に獅子肌せむ

︵於・岐阜県笠松町・杉山邸︶

平成二十一年十二月六日首尾
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八大垣・獅子門友楽社ｖ

短歌行

遺吟脇起﹃しぐるるや﹄
矢橋初美捌

矢橋初美

公羽

少し黄ばめる軒の大根
杉野ちゑ子

しぐるるや田のあらかぶの黒むほど

趣味の絵を描く材料を持ちよらん

寺井淑子

清水みよ子

淑

ちゑ子

早野さと子

丸と三角四角重ねる

ゥ望の月高速道路皓皓と
湯宿の窓に馬追を聴く
喉ならし湯葉を肴に新走
懐かし人のうしろ姿よ
明日からプラットホームで待ちますわ

野村芳古

一柳国子

村岡美智江

市橋みち

秘佛を祀る苑の噸り

夕餉の支度迷ふデパ地下
雪洞に囲まれてゐる花大樹

フォークダンスに手をつなぐ子等

ナォうららかな大空に浮く白い雲

高木初枝

富田美佐子

安田信雄

国

耳の掃除に膝枕する

窓越しに盗み見をする彼の顔

みよ

帰るヨットが水平線に

答弁は逃げ出すことも考へて

宮本輝子
河合勝子

退職旅行の計画を練る

執筆

浄泉亭百雲

みち
芳古

美智江

航跡は人工衛星月涼し

茶釜の音に癒される庭

ナゥ大賞はエアロビクスのお陰です

風やはらかに揺れるふらここ

川湊今に伝へて花筏

︵於・大垣赤坂港会館︶

平成二十一年十一月二十四日首尾
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ハ岐阜・獅子門蕊杖社ｌその一Ｖ

罐吟脇雌﹃今朝の霜﹂

舞曲奏づるヴィオロンの絃

ナォ春帽のピエロの頬に涙粒

大橋龍宇
宇野久恵

見え隠れする城の尖塔

川筋のやがて大河に導かれ

殺し文句は君を奪ふと

止まり木の女の胸の透けてみゆ

うるめ炎れぱ目ん玉を剥く

星空をニート眺むる年の暮

後藤キヌエ

啓

初

遙

嶺

昭

貞

雄

生

佐

いつの日か月への切符子に買はむ

森川淳子

友愛をいふ首相登場

新しき皮の袋に葡萄酒を

破れジーンズゐのこづち付け

瀬尾千草捌

瀬尾千草
竹内昭子
船渡文子
松尾博雄
端元凉子

ナゥ曲家のべんけい吊りて炉火を恋ふ

棒高跳びの助走伸びやか
鮠の上にかかれる月円か

公羽

岡本満智子

葛の葉の面見せけり今朝の霜

青木久美

色あざやかな凍蝶の翅

忘れた頃に猪おどし鳴る
ゥ晋山の僧の衣に秋惜しむ

昭

少年のシャッターチャンス窺ひて

バックパックの外つ国の人

遙

文

どんどはれにて終るお噺

草

好物はざらめのついたカステーラ

白寿の翁の穏し悌

満

河合はつ江

細波光るうららかな昼

ノルウェイの森くちずさむ物憂げに

ジョギングしつつおっと蹟く

うら若き軽自動車の弁当屋

電光ニュース流す広告

︵於・岐阜市鋳物会館︶

平成二十一年十一月二十日首尾

咲き盈つる大樹に花神宿りけり

富田美佐子

私と夫の夢は別々

砂時計逆さに置かれ時こぼす

伊藤弥生
後藤嶺子
成瀬貞子
蒼井遙
田中啓子
神山初子
本屋良子

辺りに澱む蒸暑き風

花の宵もしやと探す迷ひ犬

江

月光に影忙しなき蚊食烏

赤きふうせん手より離るる
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ハ岐阜・獅子門蕊杖社ｌその二Ｖ

短歌行﹃鋳型から﹄

穂薄揺るる工房の窓

爽涼や鋳型から鐘ぽんと出る

岡本満智子捌

ナォ山陰を曲れば春の海開け
この頃評判米の粉のパン

わたしの恋に法度など無し

ハンチング斜めにかぶる流れ者

岡本満智子

後藤キヌエ

成瀬貞子
松尾博雄

后せ返るほど匂ふ夏草

追ひかけて追はれて二人身を焦がす

古陶のかけら収集の趣味

堰遡る若鮎の群れ

幻か髻髪少女の花の下
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盃に浮かぶ満月飲み干して
愛用眼鏡ポシェットの中

博

神山初子

ダム見直しの記事の賑やか

量の月やっと喜雨来る気配あり

見渡すかぎり続く冬の野

初

貞

ゥスキャットを口遊みつつ列車待つ

綿虫のふんはり溶ける君の胸

初

博

ナゥ豊礫とプリウスを駆り湯の宿へ

少しばかりの風の吹きくる

觜旦

キ

時を惜しみて交はすくちづけ
カスバには迷路石段ジグザグに

春障子より般若心経

招かれて客となりたる花筵

︵於・岐阜市鋳物会館︶

平成二十一年九月十八日首尾

博満博貞キ貞〃博初〃キ初

八大垣・獅子門麗水社ｖ

鑪吟脇雌﹃冬の雨﹄

面白し雪にやならん冬の雨

福良雀の遊ぶ門先

ジョギングの若者夢を語り合ひ

田邊桂月捌

公羽

イベント広場うどんサービス

ナォＥＴＣ車吐き出し笑ふ山

珪埋

靖

嘉

桂

大橋正子

高木君栄

炭ついで爺の話は眉唾で
座敷童子に着せる綿入

広瀬雅女

龍神様を大事大事と

発電所レンガ造りが自慢です

思ひ焦がれて早も十年

久世竹水
福永常子

五十川直靖

宗匠帽の似合ふ先生

ナォ爽やかに奥の細道逆廻り

楽園と言はれし島の月今宵
鈴振る虫も消ゆるダム底

披露宴バッイチなれど悪怯れず
ワルツ流るるロイヤルの部屋

美

伊藤錦石

瓢

遠き日の友より安否間へる文

ゥ運動会玉入れ競技賑やかに

佐々木嘉代

執筆よちゑ

垂云

竹

正

宙噌

名和よちゑ

雅

裕

フォークダンスで触れる嬉しさ

何事も亀の甲より齢の功
パズル仕上り拍手喝采

田邊桂月
清水青瓢
松岡裕子

抱かれて真珠が光るイヤリング

早崎美弥子

伊藤百雲
澤井国造

缶珈琲に喉を潤す

連絡船の汽笛遠くに

打ち返す波の静かに望の月
風にさゆるぐ千草八千草

旗立てて子供を諭す村の長

元禄の街てふ城下花おぼろ

加藤渓草

︵於・大垣市圓通寺︶

平成二十一年十一月二十二日首尾

じやんけんぽんで貰ふ草餅

高松正水

足長をぢさん募金箱下げ

美

逃垣

戸田華笙

宙心

鴉が山へ帰る童謡

天窓を涼しき月の渡りたる
眠れぬ訳はビール飲み過ぎ

はらからが囲む老樹の花明り

常

サーカスの象が鼻振るまちの角

陶狸のふぐり揺らす陽炎
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八東京・下町連句会ｖ

半歌仙﹃風蝶花﹂

後の月見る天の東南

伊藤哲子捌

櫻田野老
伊藤哲子
小野誠一郎

白秋やおんひらひらと風蝶花

軒先に手製干柿吊されて
ぬりえ教室孫と一緒に
野老

高山英子

英子

森垣信也
長田竹風
小島七重
ちかひ

竹風
野老
七重
″

竹風
信也
哲子

平成二十一年九月九日首

︵於・亀戸アンフェリシオン︶

平成二十一年九月二十五日尾

ットに因み︑﹁大﹂字を﹁犬﹂にしたもの︒

犬文字焼Ⅱ大館市の﹁大文字焼﹂が今年は﹁犬﹂文字焼として行
われた︒これは﹁忠犬八公﹂のアメリカ版映画のヒ
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鈴木ちかひ

土の匂いのラグビーボール

切り株に野兎家族ひと休み

小さく折った手紙渡せず

ゥポストへときゅっと新聞しごく音

今年限りの犬文字焼

陽水を口ずさみ行く二人乗り

土耳古へ贈る薩摩焼酎

老人は浄閑寺まで杖を曳き
潮満ちて正覚坊を射てし月
世界の不思議少年は読む
ままごとのママはりっぱな賢婦入

ただひたすらに烏雲に入る

戦争の匂いを埋めし桜木よ
青きを踏みてさらば故郷

注

八東京・四宮会ｌその一Ｖ

歌仙﹃著き渇きや﹄

神々の著き渇きや曼珠沙華

鈴木美奈子捌
鈴木美奈子

中林あや
島村暁巳
永田吉文
伊藤哲子

青山いまだ逵巡の月

リビングにハヤシライスを五人前

川口フミ子

暦の上に○を記せる

クーポン券をみんな切り抜く

ナォ耕牛をテーマパークの田に放ち

几帳面なぜかずぼらが親友で
少ししょっぱい海岸の井戸

炭を塗られし羽根つきのこと

初刷に添削されて載った歌

ワルツ舞ふターンのたびの熱き指

開かずの間よりノンと妖しげ

株の操作は照る日曇る日

良い出汁が出てと蕎麦屋の出前持

ナゥ猪を仕とめた話きりもなし

ガッッポーズも爽やかに決め

Ｈ２ロケットのゆく基地の月
巳

遮光器土偶に見つめられたか

︵於・桃径庵︶
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作詞家の頬杖の先小鳥来て
ショートパンッのテレビ体操

や

士ロ

ぞつくりとくる青きうなじよ

ゥ助っ人の御輿の衆の揃踏み
ぎくしゃくとして初めてのキスのふり

平成二十一年九月二十一日首尾

夢のかけらを探す春愁

もののけのざわめき止まぬ花の森

産地指定で挽かす珈琲

むかしモガ好きなモードのカシニョール
﹃︑︑

哲

士ロ

や

巳

哲

カルメンもゐた煙草工場
徒で行く世界遺産の巡礼道
思ひがけずに玲羊に遭ふ
月の船オリオン星座中空に

プラの角樽配り物にて

巳

哲

へ︑﹃

いい噺﹁文七元結﹂大当り

小鳩仲よく褐げ友愛

世は情勝つも負けるも花車
水琴窟にかげるふの立つ

〃吉奈や哲巳やミ巳や吉

吉奈巳哲ミやミ

八東京・四宮会ｌその二Ｖ

桃径庵和子宗匠忌日追善

永島靖

歌仙﹃文机の﹂
鈴木了斎捌

本屋良

鈴木了

文机の葉書に卯月明りかな
切子の盃を賞づるこの頃
遠藤央
川本要

名作映画右に左に

刈り込める柴の難の十三夜

櫻田野

ナォ武蔵野は初虹二重架け渡す

裏路歩く癖が身に付き

キリストの商と言はるる族なり

鳴りも止まずに鎮魂の曲

胸元に蒻翠の珠の輝ける
汗の雫がつっと谷間を

寄り添ひて酸漿市をもとほりき

淡き味ゆゑ忘れかねたる
疑ひつ疑はれつの認知症

烏籠の扉の開いてそのまま

を

高空に月丸々とのびのびと
秋の名残の独り棲み愛し

ナゥ駅頭に赤い羽根つけ女学生
豚のウイルス貰ふわりなさ
人の世は風にめくれる草双紙

善男の列続く開帳

散りかかる無量の花を身にまとひ
おたまじやくしの紐のほぐるる

平成二十一年五月十七日首尾

︵於・桃径庵︶
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にぎやかな商店街をすり抜けて

栗飯提げて遠来の友

鉄を打つのも恋も火加減

ゥ盛大に秋刀魚の煙煽ぎつつ
長き道折り畳むごと逢ひに行く

ズーズー弁もマジシャンの技

晴れて曇って畝傍耳成
泰山の鳴動鳩の一羽出づ

尾根から尾根へ狼の月

敷炬燵エコポイントに早替り

住み継ぐ宗祇終焉の里

皿洗ふ川の流れの清らかに

胡旋舞楽し頬に春風

カラフルな杖を手に手に花の旅

良要良靖良要央老良靖央靖老子子子子斎

央斎要老良靖央老靖要央良斎良靖良央老

八東京・四宮会ｌその三Ｖ

大窪瑞

桃径庵和子宗匠忌日追善

上且存

歌仙﹃菖蒲湯や﹄
式田恭子捌

菖蒲湯や肴一品増やす酒
更衣してくつろげる衿
式川恭

口々に主張する子の賑やかに
金子泉

ナォ壬生狂言いつでも鉦をたたく役

小中高と越境の兄

枝のおみくじ風にたなびく
優駿となると鯉り合ふ当才馬

納めの弥撒に長い告白

朝の駅少女はいつも伏目がち

ひいふうみいと時蕎麦の銭

夜回りの音聞きながら膝枕

誕生日記念に買ったサキソフォン

忘れて久しサーの称号
大広間会席料理月添へて
別鴉のとぎれては鳴き

石段狭く急ぐお社

ナゥ初紅葉三脚を手に訪ねをり

カオスの中に流れくるもの

ウイルスはある日突然この士地に

花降りて名物教師離任式
門のあたりに蝶々を追ふ

平成二十一年五月十七日首尾

︵於・桃径庵︶
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箱にぎっしり絵の具パレット
シルエット月のドックの新造船

霧の最中を走る自転車

ゥ金木犀に天使ささやく声を聞く

年上なれど鰯やかな人

三度目もなんにもしない夫に惚れ

脱いだ形にどてらつぐまる
ひたすらに毛糸編む手に月射して
イヤホンで聞く曲はジュピター

オバマ氏の決起促す大不況

議員世襲を騒ぐ嫡男

打ち上げは鯵のたたきと吉乃川

遠山脈に浮かぶ白雲

宿からはバス借．り切って花巡り

紐をひきずる春泥の靴

枝恭淳泉恭枝泉淳枝恭淳泉恭枝美子枝子

泉淳枝恭淳泉恭泉枝淳枝恭淳泉恭枝泉淳

L＝＝

八大阪・紫薇の会ｖ

雑歌雌﹃
瓜

大石悦子
澁谷道
西野文代
茨木和生

澁谷道捌

手漕ぎ舟にて海に出てゆく

うすみどり透け喉通る秋
月宮の兎の見たる夢ならむ
藤田真一

さんしん

途切れがちなる風の三線

代

道

悦

声にならざるまたのひとこと

生

美
治

代

悦

飛行機雲の折れて曲がりて

生

治

谷風に花吹き上がりふぶきけり

椎の木の梢をはなれ夏の月
奥の細道読みさしのまま
深水にゆらぐを掬ふ絹豆腐

−

髪下し来て茅齊に座しゐたり
芦間がくれの浮巣暮れゆく

着せかけてつめたき胸の謎を嗅ぎ

しんしんと霜しんしんと君

ゥしばらくは素焼の器にて呑みぬ

加田由美
岩城久治

幸ひのニライカナイは涯もなし

冬瓜のなかに棲みたし火点して

、

新入生にをとこ親跿く

秤雄二什一砕壮岨一計↑叩縮窪︵文音︶
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匁

八富山・樹氷連句会ｖ

歌仙﹃風呑んで﹄
風呑んで尾鰭誇るや鯉幟
綜に小石包むままごと
垣根越し箒で道を示されて
タブの古木をぐいと見上げる

いぬじま正一捌
いぬじま正一

正

偽物と知らず競り値つり上げ

ナォ株券を紙屑にしてＪＡＬは飛ぶ

身の程に合ふ住まひ改築

余生なほ腰低くして小商ひ

軒先に水の滴る釣忍

蒻翠一閃かはせみの狩
線香の煙すらりと時移る

隠した筈が失せたへそくり

会はせたかったぼくの嫁さん
半世紀寄り添ひてなほ睦まじく

虫の首もぐあどけなき顔

月走る犬吠埼の叢雲に

︵文音︶
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紺野愛
久我妙子
是行修吉
紺野笙治

ひと雨欲しき松茸の山

愛

大杯の海原に月漂はせ
ゥひょっとことおかめふざける秋祭

潮騒高く宿は茅葺

ナゥ寅さんの好みは芋の煮転がし
修

酌み交はす友の写真が携帯に

妙

つかまってゐろとナナハンぶつとばし

笙

見合と知らずラフな出立
飛行機雲の真つすぐな愛

正

平成二十二年五月十七日尾

平成二十一年六月三日首

陽炎尽きて白糸の滝

母の忌はいつもに勝る花盛り

哀歓重ね幾年月ぞ

牧牛はひたすら口を動かして

妙

愛
修

家族団藥クリスマスイブ

笙

酔ひどれは月下の東てをよろけつつ

質屋の暖簾昔ながらに

妙

愛

正

野仏の笑みにこころを急かされて

味の素朴な浅鯏弁当

子返しなりと仰ぐ春鳶
花の下句会を開く高校生

笙正修正愛正笙修妙愛正笙修妙愛正笙修

八東京・湘南吟社ｌその一Ｖ

百韻﹃初富士や﹄
初富士や日本に日本晴のあり

長鳴鶏の聞こゆ若菜野

春袷しつけの糸をはやときて

何事も何でも許す成り行きに

海という語は女性名詞よ

猿の子が母に抱かれる花の下

聴り満ちて風はやわらか

蛭海停雲子

ノーベル賞世過ぎの術はぎこちなく

日に幾度ＹＥＳＷＥＣＡＮ聞いている

ニューヨーク発恐慌の波

小林静司捌

和田ひろ子

少年の瞳のままに白髪

ニォ逃げ水のように今みた夢は逃げ

横山わこ
今村苗
土屋実郎

地下鉄は奈落の底に沈みいて

派手に庖丁さばく鮫鱸

補聴器なれど翻訳はせず

和久井八重

大学は大麻汚染の吹きだまり
ごろごろ暮らすタイの安宿

腕組んでスキップ踏んで恋はじめ

裏の松山僕の隠れ家
鈴木美奈子

通販で買ったパソコンクラッシュし

故人集めて架空対談

鎌倉の世界遺産は先送り
春日久子
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炉塞ぎをしてただす居ずまい

孫の描く顔面白き種案山子
スローラィフで心機一転

人知れず咲く葛の紫

月虹に出逢いて眼しばたける

和田忠勝
浅沼小葦
坂田武彦
久良木憲

神前に格衣参殿月清し

守ってみせる君の一生
速藤尹希子

一ゥ展足し鳴く虫ばかり標本に

鈴木善春
高島幸子
白井暎子

ゥ川海苔の四万十川の小煎餅
文の便りの待ちかねる頃
飲むほどに肌も齢も若返り
ラテンダンスに酌のペア
頭脳回転チョコレート嘗め

秋山よう子

雲井の雁は雅ぴ床しと

個展見るアブストラクト丸や角

小林静司

雨止んであの町この町日が暮れる

銀座の柳揺れて涼しき

夏の霜シネマ帰りの夜の蝶
打ち明けられて三つ年上

郎雲幸葦勝こ雲重尹苗葦苗憲うこ暎奈ろ葦重ろ奈こ

裁判員はお断りする
熊穴に入るか名残の月を背に
オフサイドとや惜しきサッカー

平穏な日々を感謝し毛糸編む

湯の町エレジーロ遊む父
バッカスがとろりと眠る戻り橋
サーフボードと海に惚れ込み

大空に昼の花火が消えてゆく

三ゥ立ち退きをこばむ一戸のトタン屋根

介護保険の点数に挙げ

レトロな曲をハモニカで吹き
全自動盆に湯と茶を載せて来る

高き鴨居に並ぶ優曇華

ほととぎす奈良平安に思い馳せ

行列の出来る蕎麦屋の若旦那
赤い蹴出しがちらと眩しい

あの世に誘うかなかなの声

逢いたくてただ逢いたくて月狂う

忘れ扇は江戸の粋柄

古酒新酒酔歩踊洲防波堤

青き灯はなち市電行き交う

仇討は花見の趣向紅葉忌

勝着となる天元の石

ナォ貴婦人の帽子ななめに傾けて

窓辺の猫が港一望

賞状の数の多さが誇らしげ

傘寿を祝う膳の運ばれ

両親にドライブという贈り物

結婚詐欺のはめる手袋

その昔マダムキラーと言われたと

舟宿の冬の魚の釣暦
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テープカットは知事も招きて
こォ覆面を自動車ショウに取り払う

痴漢は罪でヌード芸術

篤姫でつつがなく閉ず城戸の門

古地図にありし内外の濠
活断層まめに調べて大発見

警察官を生甲斐として

密林に象の炮嘩研東
す土
る

南無阿弥陀仏墓はツンドラ

影冴ゆる心はいつか山頭火

娘御みると癌く古疵

家裁まで通い慰謝料まぬがれる

桃の節句に招待を受く

妖怪もどき馬鹿貝の舌

宇宙食草餅よしと月兎

幸彦久司勝る雲苗こ春う憲郎葦司久春奈幸重憲苗彦

郎苗ころ司奈暎春葦苗郎勝雲憲重尹春彦こ尹奈暎う

螺子がはじけてはねる弦月
みみず鳴けるを珍らしと聰く

紫蘇の実を漬けこみなじむ古い桶

＊

タレントの法話に心癒されて
一度も開けぬ棚のラルース
ナゥ有る国と資源ない国不均衡
菖蒲の香りたちこめる風呂

聖書に説くは隣人の愛

支持率に党の弁解汗みずく

︵於・生涯学習センター玉縄分室︶

平成二十一年一月四日首尾

＊ラルースⅡフランスの百科辞典
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薄氷踏むエナメルの靴

注

いつの間に重い空気が軽くなる

花の山下れば里は夕まぐれ
遍路の鈴が遠ざかりゆく

雲う奈憲暎彦勝幸尹重春久葦

八東京・湘南吟社ｌその二Ｖ

俳譜之連歌

歌仙﹁大山
に﹂

小林静司捌

目黒雨峰

松涛軒静司
抱虚庵忠勝

大山に連なる嶺やほととぎす

二段に砕く滝が勢い

詩吟を学ぶ声の明るく

葦寶茶屋素通りをする客もなし

月出づる水輪三つ四つ池の面

石灯籠に止まる蟠蝉

臼杵瀞児
東條士郎
永田吉文
伊藤哲子
横山わこ

成田玲香

今村苗

赤田玖實子

ゥ吾も亦赤く頬染め吾亦紅
あらご無体な心うらはら
かすれたる古いレコード流行唄

玖

さにあらず待っていたとは言えないわ

ケイタイ電話自己主張して
尻あぶり爺はもの知り冬の月

文

和田ひろ子

毛皮コートが肩に重たく

千場ひで子

息をとめたる病状のこと

不況にもめげず工場を切り盛りし

蛭海停雲子

東浦佳子

上川真而子

ちょっと賑わう近き湯の宿

荘子が蝶か蝶が荘子か

花の神飲み放題に迷わされ

アォ晩節は清くあるくしうらうらと永見徳代

味良く出来しくさや春飛魚土屋実郎
荒波に流人の島をひとめぐり浅沼小葦
ソマリアの子の瞳つぶらに速藤尹希子

なりねた
後うわ妻
妬み逃げようもなし久良木憲

楽あれば苦ありといわれ首を撫で宇佐見正治

なんとまあ子種はここに現れて今井みつ代

サーフボードに犬も乗る浜鈴木善春
後世を泣かす国債刷りまくり高柳慶子

車上狙いにご注意をあれ高島幸子
新豆腐深山の月の速くして桜田野老
折鶴折れぱぶどう冷たし二上貴夫

ナゥ沈黙の合間をうめる草紅葉鵜飼佐知子

座敷童子は欠伸かみしめ源桃子

手打ちうどんに薬味たっぷり茂田キョ子

江戸仕草傘かしげられ私も坂田武彦

竜天に花の精気に乗じたり宗匠
しめりよろしき田返しの土執筆

︵於・大山阿夫利神社能楽殿︶

平成二十一年五月三十一日

老長松濱亭実郎座配前田明水

宗匠松濤軒静司花司千場ひで子
脇宗匠抱虚庵忠勝配硯横山わこ

執筆近藤蕉肝奏楽鈴木権禰宜

知司大津博山配硯春日久子
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八東京・湘南吟社ｌその三Ｖ

胸を張れ携帯持たぬ戦中派

盃に浮かべしさざんか一片

鰭酒は薬と勧め上手かな

蛭海停雲子

土屋実郎

円高に老いも若きも海外へ

気長おっとり彼のいいとこ

スヵイタワー出来る頃にはハネムーン

つつきまわして何処へ行くやら

ざっくりと事業仕分けの進む国

神田伯龍汗を拭き拭き

四十韻﹁鰭酒﹂

飽食時代強く生き抜く
順調に花前線は北上す

出漁を見送る浜の冬凪に

和久井八重

吐く息白く駅へ早足

土屋実郎捌

お伊勢参
りの賑わえる宿
ひじき

手つなぎ歩く子等はほがらか
いっせいに山のかなたに雲流る

重

鈴木善春
松永律子

見本市行く手を阻む慈善鍋
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ナォ背負篭に鹿尾菜味噌漉詰めこんで

気付かぬうちにほのと夕月
軋む音なだめて今年絹を縫う

郎

信号を待つ入ごとに照らす月

律

春

恋のライバル燃える烈日

延長戦のいつ果てるなく
芝の上女王争い般若の目

ナゥ白萩は音なき瀧となりて散る

女子高生の脛の長さよ

蕊で主役の当る地芝居
ゥ風の中風に遊べる稲雀
初のデートは動物園で

色あざやかに太る柚子坊

郎

幸一云

春

垂云

壼三

肩書の数より愛のある至福

重

代理出産子だか孫だか

近海に潜水艦が出没し

郎

テレビゲームで脳がやられる

夏の月野の一樹より透し見て
蚊帳吊って居る尾根のビバーク

律春雲律郎春律郎律春郎雲重律〃雲春重律重

何につけても神仏に願

モーッアルト聞いて覚える小六法

のどかに響く古都のカリョン

︵於・鎌倉腰越勘行寺︶

平成二十一年十一月二十九日首尾

注当社発足四十周年に因み四十韻を試行したもの︒
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寶の師に花はひときわ美しく

律郎雲春

八群馬・上毛連句会ｖ

歌仙﹃山

自転車馳せる凧の道

E＝＝

初花を仰ぎて越える切り通し

燃える燃えない塵の分別

フラダンス痴呆症など他人事

著莪におぼれて笑まう野仏

月涼し寄せては返す白き波

松井選手はひたすらに待つ

普天間で右か左か立ち往生

ゥハローウイン思い思いの被り物
ワインの酔いにスマートな嘘
合鍵で出入り気ままな夫の留守
ジャズを原語で口ずさみつつ

木犀香る庭の片隅

部屋中を覗き見してる居待月

一擢千金宝くじ買う

ＩＴの企業研修参加して

山眠る寝息の如く噴く浅間

る

馬のたわむる長閑なる牧

阿部しづ江捌
阿部しづ江

膳繰りはたき旅は海外

ナォ伝説のデータラボッチの田打歌

盛況は農産物の直売所
政治献金政党の危機

鍋焼うどん鰔さ控えめ

登校の子等の鳴かせる霜柱

目を細めアクション起す指の先
受胎告知はダヴィンチの絵に

加藤陽子
笠原壺中︲

田部井窓月

しづ江

陽子

しづ江

しづ江

夕ケ
窓月
タケ
稜志

壺中
陽子
タケ
壺中

辻占いに頼るこの頃

街の灯に誘われ昇る望の月
編隊組んで渡るかりがね

しづ江

流木集め木工細工

袋の中に玩具いっぱい

名湯にうまい酒あり機嫌良く

水車の回る惜春の里

燦々と花の吹雪も神の思惟

︵於・館林市文化会館︶

平成二十一年十二月十三日首尾

窓月
タケ
陽子
窓月
壺中

ナゥボロまとい畦に横たう捨かがし

ブランド品アウトレットのバーゲンで

鈴木タケ
伊藤稜志

しづ江

陽子
タケ
陽子
窓月
壺中
稜志
陽子
壺中
陽子
タケ
稜志
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眠

ハ西条・しらさぎｖ

寿年健

武田健捌
川川田

半歌仙﹃石蕗の黄や﹂

石蕗の黄や無風快晴庭閑に

年寿健寿年健寿年健寿年健寿年健

冬日纏ひてでんと置石

平成二十一年十一月八日首

︵於・西条市楠河公民館︶

平成二十一年十二月十八日尾
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碁敵のもう来る頃と用意して
じゃれつく犬に燥ぐ子供等

月の量明日の旅立ち案ず人
枝豆つまみ地酒酌み交ふ
ゥみはるかす遠チ近チの山粧へる
マスカラ濃ゆくドレスアップし
思はざるデートの誘ひ浮き浮きと

書店に並ぶ歴史小説

たとせ
平成の皇位二は十
歳寿ぐる
護摩供養にて無病息災

月涼し勝利投手はお立ち台

冷房効きて最終のバス

賛否呼ぶ仕分け作業の結論に

青き踏み行く新調の靴

満開の花も記念にハイ・チーズ

叙勲の恩師うららかな笑み

森森武

ハ調布・深大寺連句会ｖ

歌仙﹃精霊飛蟷﹄

ナォ切通し抜ければ眩し春の海

豪華客船沖合を行く

ブルースの慣れぬステップ睨まれる

シンデレラにはなれそうにない

名和未知男

前髪をあげしばかりの幼な顔

避暑地のあの子けふも来てゐる

虹の橋おとぎぱなしの続き読む
高橋武彦

名和未知男捌

離れ小島に仰ぐ弦月

精霊飛蟷跳んでいくさの終りし日

好きよと言はれ夢はうつつに

恥ぢらひて白き褥に衣を脱ぐ

藤田ル﹂︑よ

がらがらを振りご機嫌の嬰

食卓に間引き菜山と盛られゐて

月天心鯉の眠りを妨げて

戦ひ済めば一城の主
滑川美智子
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吉成正夫
酒井夢民

敗荷ゆれてゆらぐ水の灯

川渡りくる夕涼の風

路傍では手押し車が椅子になり

ナゥ朋友と新酒酌み合ふ雨もよひ

我も老いたり彼も老いたり

男

火の烏のやうに時間を旅したい

彦

割引切符期限すれすれ

思へばあの夜身籠れる妻

よ

夫

満開の花を見下ろす遊園地

ゥ肩寄せて語るふたりに大花火

ボンと押す杉鉄砲の懐かしさ

子

秤唾一汁一蓉杁地仔妾朋壗︵文音︶

肩車して帰るおぼろ夜

民
男

衆院選で民主大勝

彦

餓鬼大将も今はメタボに
信念は唯我独尊孤高なり
窓からそっと子狸を見る

よ

閑居してひときは寒き冬の月
牧場でジョッキのミルク一気飲み

民
子

夫

ハイジの好きな赤いスカーフ

細波に鯵金の色の花筏

虚子の忌修す鎌倉の寺

民子よ夫男彦子よ夫民彦男民子よ夫男彦

八東京・成城連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃小春凪﹂

妙齢の女の使ふ二枚舌

容子
瀞児

長田竹風
臼杵瀞児
荒井慈
大森道生
割田容子
佐島和人
原田安恵
片山茂樹
坂︑典子

臼杵勝児捌

ねたぱ
寝刃を合はす閨の秘め事
大学で学ぶ浄瑠璃本調子

安恵
茂樹
勝児
容子

遠近にきく千烏啼く声

文士劇には拍手喝采

慈

小春凪一舟沖をめざしけり

月涼し洛中洛外静かなる
瓜盗人が鉢あはせして
甲論に乙駁の飛ぶ村議会

竹風

ごろごろごろと喉鳴らす猫

しるべ

冥府の標六道の辻

ゥどぶろくに酔ふて正体ありませぬ

芒根掴み間旬前進

うた

詩を詠み琴を奏づる月の客

将棋対局カメラ居並ぶ

名苑の枯山水にたたずみて

清明節にものを思へり

慈

散る花に雨しづかなる石畳

ナォ野遊びにはるかな祖国語り合ひ

友をもてなす手づくりの酪

車椅子若きナースの声高に

霊安室に急ぐ人影

枯木星内に秘めたる志

日差しを集む庭の水仙

容れられぬ想ひ抱きて幾年ぞ

むつまじき猿じっと見つめる

山越えて里越えて来る祭笛

エコカーばかり流行るこの頃

しみじみと月仰ぎみる旅の空
コスモス活けて母に文書く

ナゥ奥利根は部落こぞりて牛葵引
お金で買へいものもあります

よみがへる絶滅危倶の種のいくつ

何かぼそぼそ田螺つぶやく
佇ちつくす佳人に淑し花吹雪

出替りの身で恋ふるいとさん

︵於・新小川町会議室︶

平成二十一年十一月十七日首
平成二十一年十二月十一日尾
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子児樹恵生

恵生風

生風恵児風子子人

慈

慈

容瀞茂安道

安道竹

道竹安勝竹容典和

八東京・成城連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃蛙合戦﹂

眉の月足許暗き杣の道

臼杵勝児捌

ナォ強東風よ身いちの鯵を吹き飛ばせ

道の駅にて選ぶ家苞

ダムエ事中止の沙汰に大騒ぎ
スローライフのラヂオ体操

古き町さっと過ぎゆく片しぐれ

約束通り地味な襟巻

名墨を磨りて月見の友を待つ

夢を追ひ長き列なす宝籔
碑のみの数寄屋橋なり

駅に送れる軍装の君

プロポーズ言ひ出し兼ねて時の経ち

人驚かしいとど一飛び

遠く近くに蛙合戦

荒井慈
大森道生
原田安恵
長田竹風
片山茂樹
臼杵瀞児

ナゥ神嘗祭笙篁第のおごそかに

春の川映るものみな曲りけり

板庇打つ木の実降る音

慈

道生

雛の店華やぐ声の賑はひて
落雁ひとつ焙じ茶に添へ

サンバのリズム心浮き立つ

ゥ亡き父の好みの銘の新走り

嬰児の満面の笑み座の和み

平成二十二年三月十二日首

平成二十二年四月二十四日尾

安竹勝茂竹安茂安竹和瀞茂竹安茂典安竹

︵於・成城クラブ︶

賜りたるはチョコレート菓子

竹風
安恵

このよき星に生くる仕合せ

杖をつきたる藪医竹庵

なまなか

この子育ては生半でなし

茂樹

割田容子

たはむれに恋はすまじと思ひ知る

病魔追ふ章駄天を待つ母なりき

竹風
瀧児
茂樹

慈

道生

慈

みちのくに翁を偲ぶ花万朶
千枚田では田打ち畦塗り

裸婦像濡らす噴水の丈

ビル街の鼓動鎮めて月涼し
お散歩に犬まで酒落た服着せて

切り通し抜け視野の拡がる

名刀は五郎正宗花乱舞
霞の彼方浮かぶ霊峰
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坂
口

佐
島

恵風児樹風恵樹恵風人児樹風恵樹子恵風

八松山・清流連句会ｖ

歌仙﹃初日の出﹄

どの窓も開け放ちたる初日の出

人の気配に揺るる繭玉
紅梅の一輪早も香りゐて

戒能多喜捌

石丸静月
戒能多喜
中野かずえ
白石かが里

永井政子
藤原十重
石丸信子

ナォ蛙の子バケツの中でもぞもぞと
ジグソーパズルやつと仕上がり

近頃は家事も育児も夫の役

芳しからぬ勤務評定

凧が商店街を吹き荒るる
手当り次第闇汁に入れ

大伯母の形見分けなる黒真珠

燃えつき易き焼け木杭か
婚括は四十・五十の未亡人

神に念じっ療養の日日

新月の夜々太りゆく不思議さに

夢を育む熊の栗棚

ナォ黄葉の寒霞渓訪ふ家族連れ

望郷はるか残雪の峰

平成二十二年二月二十四日首
平成二十二年三月二十四日尾

︵於・清流庵︶
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凧合戦の河原賑やか

ほのぼのと山の端照らす朧月
脚を揃へてフラミンゴ立つ
ウエコカーのプリウスばかり増える街

盗みし名画オークションかけ
政

お酒にかかる税は国税

月

突然にプロポーズされ戸惑ひて

多

今様の長屋の花見にぎやかに

彼と遠出の愉し思ひ出

青きつむりの夏篭りの僧

か

政

か

引退の朝青龍は無頓着

ほととぎす時じく啼いて夜を深め

十

里

有明月のかかる高楼
古里の里芋届く芋煮会
総膳軋ませ戻る稲舟

多

月

策を弄して議員弁明

里

カリブ海地震の救助の遅れがち

花大樹世の変遷にかかはらず
青磁の鉢に高苣を盛りあげ

か里多信月政多か政月政里多か里信政信

ハ仙台・せんだい座ｌその一Ｖ

歌仙﹃風薫る﹄
萱場双魚尾捌

ナォ探しもの毎日ありて春深し

隣の易者商売繁盛

派遣切りされ俄かにマルクスを読む

山間走るトラック野郎

北斎の赤富士に会ふ明時に
萱場双魚尾

もったいなくも御目の雫

ナゥ萩咲ける唐招提寺訪ね来て

またの名を千手観音と人の言ふ

五日見ぬ間の草を引かねば

伊藤南三
蒋生芥子
三上秋桜
佐藤阿房
中島房
佐藤無風

初ものに東を向いてワッハッハ

伊藤鈍

双

シノタマハク朝涼の声

時速百粁あの妓に逢ひに

南

養賢堂版﹁四書五経﹂風薫る

たはむれて浜町河岸に酒を買ふ

峠の我が家灯のともる頃
秋の祭りの仕度ととのふ

バンジョーのリズムにあはせ月ゆれる

ゥ草紅葉ふみしだきたるオートバイ

さだめ

秋

朱塗りの橋はかぎろひの中

糸底を手に渋茶したしむ
花盛り小町思へば花は散り

那郷るると枕辺に鳴く

はい右に十五夜お月さんご機嫌さん

よくまあ喋るバスガイドかな

おみくじ開けば恋は大吉
星空に呼び戻したい君の声

親は子に似て子は親に似て

芥

能衣裳展華やいでゐる

阿

屯
ｆ

︵於・エルパーク・仙台︵時々︶︶

拝雄一一汁一粋師朋什皿叩雷︵文音︶
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ちちははの笑顔の駅に降り立ちて

いつしかに宗家の運命誇りとし

冬の月貧しき街を照らしけり

炬燵の上に泣く雪うさぎ

秋

房
芥

またも奇跡のホールインワン

鈍

売薬の漢方効き目それぞれで

茶潰が所望目刺しをあぶる

花の雲空を覆へる真っ昼間

芥無南秋鈍房無双阿南芥鈍秋無房阿双南

ハ仙台・せんだい座ｌその二Ｖ

歌仙﹃秋野﹄
おむすびがころがってゐる秋野かな

山のあなたに浮かぶ三日月
夜学子が三々五々に連れ立ちて

最終迫る地下鉄に乗る

萱場双魚尾捌

萱場双魚尾

中島房
伊藤鈍
若生芥子
伊藤南三
三上秋桜
佐藤阿房

微分積分みな解けました

ナォ今のこと忘れる齢おぼろなる

山寺の鐘余韻の長く

難関の夢まもらむと夜叉になり

かにの助太刀たてうすたまご

柿の花早く実になれ赤くなれ

恋は不思議ね国籍無しよ

コロンブス新大陸を発見す

古い吾なり仁義礼智信

すれ違ふ電車の彼と瞳を交はし

草の実のつく破れたブーッ

月のぼる龍馬が立ちし桂浜
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買ひたての白靴はけば雨となり

無限に広がるひまはり畑
ゥ迷路とは知らず入り来てあわてだし

項に目立つ白き後れ毛

﹂うなじ

鈍

飛行機雲の行方追ってる

楽しみはみちのくめぐり一人旅

ナゥ冬近く背の子に犬のおくりもの
双

房

君に似しバスの車掌の襟ぼくる

芥

次の約束伝言板に

ひとり酒場の灯りを消して
御多聞に洩れず不況の風の中

茶屋の娘ののどかなあくび

花咲けばばたばたと立つ屋台村
阿

秋

房

忰鰔二什一嘩十ユ即二斗︲申唾︵文音︶

南

耳元に聞く雪しづる音

にもかかはらず﹁楽天﹂優勝
東てし月さぞ寒からうかぐや姫
召しあがれ到来ものの紅茶つぐ

双

鈍

賢治の好きなイギリス海岸
うしろ手に花盗み行く童ども

芥

わらす

追ひかけて来る春のかみなり

双阿秋南芥双鈍房阿秋南芥双鈍房阿秋南

八東京・草門会ｌその一Ｖ

歌仙﹃花の傘寿﹄
川野蓼艸氏八十歳を祝して

初筑波身体髪肩緩ぴなし
レトルト仕立七草の粥
大クレーンぐいと青空つりあげて

廻り舞台を黒衣のあゆむ

山地春眠子捌

ナォ大いなる水湧きをりぬ春の山

今日練乱と散りし陽炎
猫撫でつ悪事企む男ゐて

いかがですかとシガリロの箱
まづ母を袖にするから始まりぬ
ハチミツまみれの指で喉突く
だってこの人不眠症なんだもん

穴澤レ﹂こ

山地春眠子

ナゥありがたういただきますは忘れずに
︑ン﹂︸﹂

︵於・目黒区五本木住区センター︶

平成二十二年一月十六日首尾

女神の裾の散らすアネモネ

乾杯の発声花の傘寿たり

何もかはらず魚氷にのぼる

政界のムジナは尻尾つかまれて

たつぶり暇をかけし切腹

牛乳瓶に明日があるのだ

月凍ててナスカの蜘蛛の動きだす

鶴渡るころ素シ寒貧で

同胞はみんな音痴で歌が好き

はらから

ビルの免震力を確かむ

葛城真史
中村安伸
朝倉一湖
山下宏子
浜崎浩
小池舞
舞

真史
〃

︑シ﹂︸︶

浩

安伸
舞

真史
宏子
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書割の月は多角でアルルカン
チンソク

迷子のやうに曼珠沙華咲く
ゥさあ秋夕カムサハムニダふるさとへ
んぱう
黄泉比良坂わたる蜻と蛉

やつと逢ふ戦死の夫の若すぎて

受け唇にそっと紅引く

わが脚に腰振る犬を蹴つとばし

起し絵を吹く風の行方よ
一湾を隈なく照らす月涼し
マンハッタンで待ってはったん
地下駅を出る正面にジャズバンド

半熟卵ていねいに剥く

そると御簾掲げ花びら招き入れ

お伊勢参りの家苞の餅

安宏真安と

史こ

伸子史伸こ

真と

春真と
宏春安
〃舞眠
舞
眠
子史こ
子子伸

舞

浩

川野蓼艸捌

〃

八東京草門会ｌその二Ｖ

歌仙﹃傘寿を祝ふ﹄

宝船には笑顔満載

初明り鎧次第に緋絨に
湯の渡る音して茶事の始まらむ

大揺れに揺れ裏の竹林

ひとり留守番停年の僕

ナォ火に仕へ水に仕へて遅日終ふ

イーストエンド川が流るる

ポアンカレ予想を解きて犬と遊ぶ

恨み心に罪々と雪降る

請条と視野いつぱいに枯野あり

触るるものみな柔肌でありし頃

インフルエンザで神︑王が死に

ワンノブゼムの今日の境涯
網棚に忘れたことも忘れたり

理科室の酸と塩基と月光と

ボーイスカウト歌ふ秋灯
ナゥ先生の傘寿を祝ふ菊謄

ちんじようしじよう

辞書を重ねて踏台にする

鏡の中を出でし佐保姫

ひらめきは馬上枕上厩上にて

肩越しに追ふ春の行方を

草門の言葉の海の花筏

な土俊な慶土雅粗蓼慶雅俊な蓼慶な斗粗

平成二十二年一月十六日首尾
︵於・目黒区五本木住区センター︶
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のっぺりと月昇りたる砂の山

旅にしあればバスと鹿行く
ウアルルカン袋繕ふやや寒に

香焚きこめて文を手渡す
駆け落ちと知らずに彼と網走へ

化粧坂越え風に抱かるる
鬼とつく野菜ばかりが植ゑてあり

草食系が暗号を練る

氷室守月下に僧と酒を酌む

チョビ髭はやし独裁者来る

塔は倒れて薔薇腐す雨
無人駅と中将湯の看板と

菜飯田楽食へぱ黄昏

宙乗りの忠信つつむ花吹雪

濫子ほ子ほ彦竜子桝竜彦ほ子艸
竜桝子

粗慶な雅な俊土慶斗土俊な雅蓼
上斗慶

坂牧進大西大川
根内藤橋川家野
高
岡

ほ竜彦ほ子竜子濫艸子子彦ほ艸子ほ桝濫

石川光男捌

川

ナォバイパスの真正面に春の海

寿国求めて補陀落の旅

空碧く人工衛星飛び交いて

防衛論議合わぬ﹁てにをは﹂

船頭の数多くして右左
団扇片手に岡目八目

ぺんがら

二人焚く蚊遣りの煙流れくる

こぼれる笑みで誘う紅殻格子

思いっきり私壊して腕の中
手垢のつきし放浪記読む

石

巻

ハ寄居・畦︐啄会ｌその一Ｖ

歌仙﹃良き隔たり﹄

あずまや

四阿の良き隔たりに居て涼む

蛍坊復う静かなる闇
知子

町田節子
柏原知子
眞下草笠

魚料理に舌鼓うつ

市川美代子

日蝕を見んと離島へ繰り出して

月昇る小さな風の生まれたる

平茸飯に腹のふくるる

神木の一際高く昼の月
節子
草笠

ナゥ豊饒の国へ豊年太鼓打つ

八

︵於・寄居町よりい会館︶

平成二十一年七月二十四日首
平成二十一年八月二十七日尾

よぎ

花の宿先ずは一献傾けぬ
胡蝶の夢に過る面差し

訳けありの品足早やに売れ

遠ざかる昭和戦前戦後あり

睨み効かせる屋根のシーサー

柏原和宏
″

杉野辨一郎

節子
草笠
辨一郎
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役目終えたる案山子引き抜き

ゥ栗柿を下げて連句の会に行く
目配せ受けて解る振りする
色惚けの進んでしまう薄ら呆け
抱きしめられて口ふさがれて

節子
知子
田島光子

思い出の染みつく路地を通り抜け

水の流れと空行く雲は

美代子

しつら

和宏

月照らす雪の達磨の泣きっ面

水琴窟に耳を傾け

炬燵相手は猫ばかりなり
省みる苦楽一如の人の世は
め

花愛でる為に設う野点席

枯山水にゆらぐ陽炎

光知辨草知草知隆辨和光和草隆草和光和

島

崎

男子郎笠子笠子昭郎宏男子笠昭笠宏男宏

ハ寄居・埣啄会ｌその二Ｖ

歌仙﹃女正月﹄
かにかくもめでたく迎う女正月

繭玉飾る薄暗き部屋

石川光男捌

石川光男
市川美代子

ナォ春塵の前垂れ槌せし六地蔵
鈴を鳴らして遍路過ぎ去る
痛ましく武甲の山の崩されて

紅燈灯り寒く足どり

齢より老けし農婦腰曲げ
新米の巡査応えの謹直に

冬山の杉売り学資調える
微分積分なにが何やら

納屋の戸口にちちろ虫鳴く

俳諾に余白短歌の余韻こそ

連れ立ちて母方の里帰るらん

島崎和子
柏原知子
柏原和宏
眞下草笠

美代子

町田節子

美代子

草笠
節子
和宏

辨一郎

草笠
和宏
知子

草笠
節子
和宏
隆昭
知子
和宏
草笠
光男

︵於・寄居町よりい会館︶

平成二十二年二月十八日尾

平成二十二年一月二十六日首

眉目良き姿春告烏の啼く

花片の地に着く迄を舞い止まず

逃した魚はいつも大きい

この一手祈り駒置くへぼ将棋

秋の愁いを酒に浮かべて

ナゥタ月夜かすかに胡弓聞こえくる

枯淡の日々の生活どうする

たつき

天低く蛇行の川を写し出す

杉野辨一郎

天気予報明日は晴れらし
満月に今衛星の入りたる

忘れ扇に墨淡き文字

和子
草笠
知子
草笠

美代子

和宏
草笠
知子
草笠

八巻隆昭
田島光子

ゥほつほつと安達太良の山紅葉して

無人の駅に自販機の音

世は情行くも帰るも旅夢に

菊の枕に交わす情交

後朝の引かるる髪の明けやすし

夏雲裂けて月照らす峰
山門の阿畔の像の隆々と
たけ
居い丈
高なる政治家の弁

管狐それとも狢化かし合い

光と影の重き昭和史

名城は万朶の花に鎮りぬ
鮎のぼりくる清流の中
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八桑名・大智院連句会ｖ

歌仙﹃砂時計﹄
岡本耕史捌

岡本耕

伊藤文

冬籠りする平穏の日々
福井栄

冴える夜の命の詩を砂時計
湯の宿に集ふ老友すこやかに

みたらし団子みなの好物
ひとり行く古都の町筋月さやか

ナォ父祖住みしみちのく憶ふ啄木忌

昔ながらの出格子の家
金疑惑政権替りなほ続き
慾ある限り絶てぬ習慣
産土の森より洩れる寒灯
祝ひ納めて二十日正月

老優の渋い演技に魅了され
踊る阿呆はあこがれの彼

いじらしや八百屋お七の恋の果て

火の見櫓の残る寺町

天心に月をとぎめて伊賀の里

武家屋敷にて昼の虫聞く

ナゥ大長編読み終へしあとそぞろ寒

﹁温故知新﹂と達筆の軸
由緒ある書院造りの薄明り
作務衣姿の似合ふご隠居
杖突いて巡る一山花ふぶき

斎宮跡に清き聡

秤唾一封一一癖十一一一朋二托叩蹄︵文音︶
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築地の蔭に地虫鳴くなり
ゥ丹精に育てし菊が賞を得て

異国に嫁ぐ娘気がかり

沖合はるか白い客船

オペラ座の蝶々夫人華やかに

有難き批評賜はる初個展

画家の卵の薄き口髭

打水したる菓舗の店先

月あげて祭太鼓の打ち始め
江戸以来浅草海苔は贈答に

ひたすら願ふ景気回復

山も笑ひて旅心湧く

北国の友より届く花だより

栄耕文栄耕文栄耕文栄耕文耕栄文一史夫

耕栄文栄耕文栄耕文栄耕文栄耕文栄耕文

ハ福井・武生連句の会ｖ

歌仙﹃夜寒﹄
厨ごと一枚羽織る夜寒かな

月の光に香る木犀

二村文人捌
山口由紀子

前田高宏
水上潤子
石本志明
斉藤越二
由紀子

三木蓮糸
橋本成雪
天谷自閑

志明

前田かつ子

成雪

酒井暁美

ナォ風車つけ三輪車乗りまわす

雲の形は象に似ており

澪暑の中を捜す地下鉄

千代田区の土にさまよう蟻となり

避ける間もなき熱き口づけ

待ち人は思いがけなく目の前に

かつ子

潤子
高宏
志明
自閑
暁美

山の奥名を知らぬ木の数多あり

橋本尚美
上嶋石竹

そのままで良い缶詰の桃

いやいやをしながらすぐに深い仲

窯に火を入れひと休みする

小山柴門

由紀子

初孫の声よみがえる月の弓

盆狂言に集う歌舞伎座

金平糖を旅の土産に

潤子

かつ子

蓮糸
越二
季扇

ナゥすずやかに活けたる床の男郎花

機内食開けて色どり楽しまん

自動扉を犬がすり抜け

ひかりを目指し上る若鮎

ホームラン消えゆく先の花霞

︵於・越前市生涯学習センター︶

平成二十一年十月十七日首
平成二十二年二月二十日尾

地名︵ヤマガレイ︑福井県越前市︑旧丹生郡白山村︶
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秋扇品評会はにぎやかに
田舎言葉の強きめりはり
ターミナル右往左往の人の波

見え隠れする山霧の道

ゥご来迎還暦祝う思い出に
秘めたこころのいつか通える

志明
潤子

徳永さおり

波おさまりて磯釣りの舟
熱燗の猪口にあふるる月の宿

清水季扇
石原淳子

身の始末授かり婚と言い直し

悴む指で復習うバイエル
仕分け人錬金術を暴き出し
好きで集めたこけしびっしり

志明
成雪
※

少しほぐれる母の肩凝り

二村文人

今日の味ストロベリーかなバニラかな

いまだ恋しき春のストーブ

山干飯里雅なり花吹雪

※

ハ館林・館林連句会ｖ

歌仙﹃山ふところのレストラン﹄

ナォ春ふかし歴史の旅は高遠へ

墨の濃淡古筆味わう

金銭のずれを感ずる億単位
重いが取柄手ぴねりの鉢

ーーー井静怡

若林規夫
須藤サイ

息絶ゆるほどに抱きしめ魂消ゆる

帷の奥の白き鮪

サ

ナゥ松茸のどびん蒸ある祝膳
舶来品の好きだった祖父

〃サ佐〃規

筆〃規佐静佐規〃佐規〃静〃

若林規夫捌

枝に止まりしオオコノハズク
山中佐津喜

税の引きあげ決める禁煙

代々の杜氏の技を守る神
大きな声で年の豆撒く

広告だけの週刊誌読む

藤井ミイ

窓に射す名月ビルに遮断され

落ち葉舞う山ふところのレストラン

満月を背に野良猫のゆうゆうと

静

規

セーヌ川河畔に塑像立ち尽くす

蔦の絡まる築地の土塀

ヴィーナスの描く曲線の柔らかさ

懸崖仕立て菊師水やる

佐

恋占いの並ぶ路地裏

静

鉋かけかけ落語聴いてる
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知恵の輪を解きかねていて埒もなし

ウハロウィン南瓜の面が捨てられて

若作りレッドカードもぎりぎりに

サ

不消化気味の衣々の朝
遼君の賞金王に励まされ

花盛り生きる力のもりもりと

︵於︒館林市文化会館︶

平成二十一年十二月二十四日尾

平成二十一年十二月十三日首

遣跡の丘に遠足の列

佐
静

看板倒れ絵画教室

檀尻を曳く先々を照らす月

佐

規

サ

佐

静

ビーチパラソル出るに出られず

何処へ行く船頭多き民主丸

一二三とラジオ体操
宴にて絆深める花吹雪

海女の口笛波はおだやか

執

三

之太眞

吟

太之眞之太眞之太眞之太眞之太眞子郎女

八東京・多摩連句会ｖ

砂
扶

歌仙﹃初日の出﹄

せめてもの初日の出をば待たんかや

霜夜に髭を立てる虎猫

ナォ姜尚中ノーネクタイのあたたかに

モンローウォーク前を横切る

幾たびも夫替えたる猛女にて

習字にだけは特に熱中

潮の香を部屋いつぱいに客を待ち

断崖見つつ渡る吊り橋

しんしんと雪降りつもる重たさに

程よく煮えし鍋の熊汁

マニフエストあれやこれやとまぜこぜに

遅れ遅れし書棚整頓

魚跳ねて利根の水月崩れたる

まだ明るさの残るはっ秋

ナゥ何気なく紅葉の径へ迷い込み

独りが好きとキャリァゥーマン

がしやがしゃとシャッター音の重たげに

織部の二杯に酒残したる
夢うつつ花の下なる八十翁

︵於・都ホテル︶

︵後半文音︶

不老長寿を笑う佐保姫

平成二十二年一月三日起首
平成二十二年四月一日満尾
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マジックを玄人はだしと嚇されて

僕も負けじと舞える連獅子

豊年の祭り太鼓に月上り
松の根方に生えし松茸
ゥウメモドキ羽翻し食われたる

海を渡れば楽園のあり

この島に絶えて久しきフラダンス

誰かに似たるイケメンの声
しびれえい針に刺さればどうなるの

木地師の轆轤ひがな一日
夏の月宇宙船より撮り残し

政権交代暑いさなかに

冷奴孫カルパッチョそれぞれに

まああのひとが認知症とは

特攻の知覧は花の盛りなり
社の池に蝸叫がいっぱい

田宮安
中下江

之太眞太之眞太之眞太之眞太之眞太之眞

八東京・遅刻坂連句会ｌその一Ｖ

百韻﹃ほととぎす﹂

事故遅延東京メトロよけふもまた

川の畔の風ののどらか

耳をすませば春の足音

まみえたり花の在所に花の精

安芸

武井蛙女
大城里水

山中主水

前田圭衛子捌

家族総出で羊の毛刈る

有杜
安芸

このところ西ばかり向く信天翁

ニォ畑返す土に青空鋤き込んで
前田圭衛子

山中直子

堪忍どつせ声も凍りて

一里ロー

思案人

安芸
辛六

いかづち遠き八つの連山

岩ばしる早瀬越えけりほととぎす

風子

山内螺々子

水晶に逆しまにある処女なり
まぶしきものを面影といふ
横田思案人

主水
有杜
お池
辛六
透舟
風子
千辺
於玉

姫御前のほてる御足に雪袴
沖をめざして船出する刻

島に一つの内科小児科

螺々子

茜さす眼下に見ゆる日本海溝

張り紙にクロネコ五匹あげますと

思案人

主水

合歓の紅葉は音もたてずに
ニゥいづくより高く低くに鉦叩

いくさば

戦場の月荒蓼と兵鎮め

パゴダに映ゆるとんぼうの群れ

ジオラマの町走る自転車

小林章ロー

田中安芸
青柳祥風
新田透舟
大久保風子

稲葉和平

於玉
有杜
和平

切れぎれに口笛を吹き風を連れ

仲本お池
高井辛六

おんな

今富千辺

君に告ぐ青女となりて消えるなよ

明りのもれる紅殻格子

飛び石踏んで来たる人あり

緑陰にテーブルと椅子ととのへて

半削有杜

塙於玉

学びの庭に桐一葉落っ

焼き締めの家伝の壺を飾るらん

螺々子

色さえざえと茄子の秋色

望の月匠の里の大太鼓
井戸の釣瓶と共に沈むも

ゥ笹だちし野分の音に身もすくみ

二十五時まで巴里のビストロ

手品師がハートを切って種あかし

随筆は万年筆で書くものぞ
竜も眠るか池のさざなみ
樹氷いま雨上りこそ輝きぬ

丸い眼鏡の奥は玄冬
寒々と円空仏の肌に月

ブログの日記暦還りて
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ニゥ霜枯れの野の草踏みつ余呉の湖
酒にからめるうるかちょっぴり

ＣＴスキャンに恋の虫棲み

女丈夫と言はれし人のＦカップ

芝居がかったハングルニュース

螺々子

安芸
有杜
お池
主水
千辺

山女ひらりと月は煙めき

ふるさとのふところ涼し杣の谷
捕虫灯バンといっては蛾を落す
婆を相手にしゃべるロボット

千辺
辛六

空いちまいを借りて雪降る

田螺鳴くなり亀も鳴くなり

逢魔が刻は蟻地獄なり

見渡せばあとのまつりのあともなく

虫干しのとりどりの恋契りきて

箪笥の奥に抱き人形も

砂糖・塩・愛隠し味手料理を

ドイツ帰りの仕込むララバイ

五線紙にペンを走らすミュージシャン

流れ着くもの語る春愁

ナォ初虹は太平洋を宿にせむ

バラ科さくらに染まる里山

ふたたびを約す宴の花篝

初の神籔は凶なるも良し
来レ朋まずは勧める大福茶

上り舟下りの舟に寒晒し

怨むまじ信太狐に三日の月

国盗りの若武者駆ける男振り
腱毛ふるはせ赫きくちびる

全方位地球システム監視して
比良八荒のやがておさまる
花を待つ言の葉まろし国訓り
思案人

一塁ロー

一一一ォ岬までいつぽんの道唇気楼

父母偲ぶ木瓜の枝ぶり

薬振り売る弥生尽くころ
鼻欠けの五百羅漢のひっそりと

数珠掛鳩の赤き脚見ゆ

白玉の白の哀しさ食みがたし

風子
お池
和平
有杜

横田童子

安芸
風子
安芸
蛙女
主水

若葉と競ふつややかな髪
蝉時雨君の背中の遠きこと
ヰタ・セクスアリスしばし目を閉づ

風の騒すれちがひしはそのかみの

等高線の数をかぞへる

富士見坂頑固親父も早鬼籍

千辺

一塁ロ一

鐘きこゆ研究室の裏に月

螺々子

美肌にも良きコラーゲンなり

みのむしゆらりリズムとりたる

直子
主水
於玉
お池
有杜
安芸

螺々子

和平
主水
蛙女

思案人

安芸

一塁ロー

和平
安芸
風子
有杜
お池

思案人

螺々子

思案人

安芸

有杜
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笛吹村に残るほうたる

遥かな川の曲りゆるやか
殻を打つ三連水車廻るごと

紅葉かつ散る乾坤の詩

良夜には萩をこぼして新走り

お池
一塁ロー

思案人

主水
有杜
祥風

千辺
安芸
祥風
執筆

思案人

奉呈ロー

ナゥ施設より帰る道なき果ての秋

祥風

老舗の扁額名人の筆

ジョギングシューズ銀杏を踏み

隠国の社の跡に石ならび

飯蛸の足美保の松原

ありがたうはいと元気に朗らかに

東に西に春飛魚の海

天空の千尋に余る花万朶

平成二十一 年 八 月 七 日 起 首
平成二十一 年 八 月 八 日 満 日

︵於

八ヶ岳燦土里庵︶
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八東京・遅刻坂連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹁グレングールド一

春風や絡繰時計かばと開く

窓辺近くに鶯の声

あわあわと山笑いおり寄り合うて

半田有杜捌

山内螺々子

今富千辺
半田有杜
山中主水
山縣敬二

飛ばしたいならグレングールド

ナォ水草の中に影あり柳鮠

火口にうすき煙いく筋

散骨のプロペラの音消えゆきて

降り籠められて朝の雪掻き

耳だけがパトロールするかじけ猫

普段着のいつもの君が愛おしく

握りしめるはポケットの文

一瞬の光あふれる交差点
苔むす岩に注連縄を張る

満月を柄杓にそっとすくいとり

信楽の窯巡るひととき

タクシーも先ずはエコ車が眼に留まり

駅前食堂五穀定食

新しき枝咲き初めて花大樹

野良行く人の影もおぼろに

秤雄一一汁一軒皿岨弐私印瀧電︵文音︶
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々

々

々

ひたすら磨くこだわりの技
むら雲の海を漕ぎ行く月の舟

ナゥ空おおう椋鳥の渦村は過疎

初めの一歩越える心地が
今もなお恋のつもりし淵やある

醒めても徳の赤き血を吹く
目を伏せてそしらぬ顔ですれ違い

東尋坊に打ち寄せる波

お医者のくすり並べ秋色

石原丈行
大城里水

露のしづかに葉裏洗えり

螺々子

千辺
有杜
主水
敬三
里水
丈行

ゥ裁判員虫の音すだく帰り道

うつつなりかぐやの廻る暑き月

千辺
有杜
主水
敬二

玻璃を捉えて守宮動かず
筆文字の勢のままいざ彫らん

陽のうらうらに無為の贄沢

悪がきなるははるかな昔
花の下赤酒酌めば花に染む

有里千丈螺主千敬有丈里敬主螺千里丈螺

杜水辺行子水辺二杜行水二水子辺水行子

八東京・遅刻坂連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃さよなら公演﹂

鶯のひと声過る静寂かな

軒の雫かゆれる石蕗

布巾に刺すは青海波なり

手に掬ぶ伏流水に利き茶して

棋植のジャムはゆっくりと煮え

渋滞の高速道に月走る
ゥ秋深し主無き窯にはや三年
大目に見てよ浮気くらいは

蔵王の釜に猿の湯浴みて
葛切の楊枝にからむ宵の月

横向けるポストの口はただ白く

娘の彼はジャニーズ・ジュニア

遠藤翠鶏捌

乗り放題で市内見物

安芸
和平
蛙女
酔陶

ナォ武蔵野ににげみず追って太宰の碑

豚風邪を挽回せんと街起こし
スローライフで老後多忙に

思案人

東つる心を溶かす絵手紙

百年も千年先も契りせよ
並ぶ狛犬今日も睨んで
君見ずや太陽覆う月の影
天変地異か穴に入る蛇

むさぼり食んで死ぬなどと云う

熟年登山見栄を張り合い

魚拓遣れる先考の部屋

戦経し遠浅の浜ひろがりて

種蒔き畢えて祈る豊穣

花は今去年の花など忘れたり

秤雄一廿一舜廻期二十ユ肥擁電︵文韻︶

祥風
和平
蛙女
酔陶
安芸
直子

思案人

祥風
蛙女
安芸
和平
翠鶏
酔陶

カーネルによく似た腹の雪だるま
遠藤翠鶏
青柳祥風
山中直子
田中安芸
稲葉和平
武井蛙女
小野酔陶

ナゥ夢にてもちびりちびりと濁り酒

眠れぬ夜来ぬ人の香も離りゆき

横田思案人

祥風
直子
安芸
和平
蛙女
酔陶

尼御前火照り引きずる今朝の経

冷房入れてデータ解析

思案人

パイー

小学生に習字教える

翠鶏
祥風
直子

円周率どこまで求む兀の桁

畦をなでゆく清明の風

歌舞伎座のさよなら公演花ふぶき
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八東京・遅刻坂連句会ｌその四Ｖ

大久保風

歌仙望月宙風﹄
仲本お池捌

小林宣巨

横田童

立つ烏の羽音は聞かず青嵐
絶ゆることなき崖の滴り
塙於
新田透

蕎麦打つ技は玄人の域

仲本お

ナォ春暁のけだるきめざめ無為の果て

か

木漏れ日映す橘けし日輪

焦がるるとクレオパトラになる不思議

耳に十字架勝負下着で

誘ふがごときに遠き麦笛よ

﹁暑うて堪忍﹂声のかすれる

砂浜に干されし魚の生臭く

英霊眠る南方の島

放課後に流る三線正座して

小砂利踏みつつ遊ぶともがき

釣れるかな月の舟より銀の糸

いつの間にやらぶらり鬼の子
ナゥ晩秋の峰より峰火まつすぐに
玻璃の曇りのへのへのもへじ

筆箱にちびた鉛筆帰り道

誕生仏に集ふもろびと

淡くかそけく影のゆらめき
満身の吸ひ込まれゆく花万朶

秤雄一一什一粋伍朋柿叩縦唾︵文音︶
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大漁旗むづかる嬰をゆすり上げ

藻に住む虫の見え隠れせむ

山里の苫屋に憩ふけふの月

秀島一

︷皇宮

風

童

ゥ腹筋の回数上げて冬近し

︐ＮＡの証す潔白

ウルトラマンに頼み事する
逃げ込んだ洞窟の先ダムの底

於
透

草を食む駿馬の背の輝いて

癖字の文の語るあの頃

お

吹雪に向かひ傲慢に吠え

於

室巨

風

童

冴ゆる月秘めし想ひの老教師

歩いて五分恋ヶ窪駅

残り香のなほうらめしき旅枕

幟はためく弥生狂言

輩と花を肴に酔ひしれり

玉一子子生池舟玉一子子生池舟玉一子子

於風一お透於喜一童お透於喜風童一お透

玉子生池舟玉一生子池舟玉一子子生池舟

八東京・中央連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃ラムネの玉﹄

飲んでから鳴らすラムネの瓶の玉

夜店で買った樟脳の舟

近づく漁の網を繕う

青すだれ越しに浜風吹き抜けて

しげと

苗

ナォ南無三宝負けてはならじ凧の陣

ガタンゴトンとＤ別が来る

戦塵を避け塑壕にうずくまる

しげと

尹希子

苗

しげと

尹希子

思えばよくも耐えた炎熱

打座即刻の俳句脳裏に

ふる里の山はだんだん遠くなり

小林しげと

アッパッパ生めよ殖やせよの世はむかし

小林しげと捌

今村苗

生田目常義

ソバージュを揺すれば騒ぐ男たち

鈴木美奈子

風を孕んで大年増なる

しげと

速藤尹希子

尹希子

常義

通せん坊する路地の夕暮

さざ波は月に小紋を鎮めて

小長谷敦子

しげと

それぞれ向きを変える穂すすき
ナゥ村芝居済んで寄進の打ち合わせ

苗

尹希子

おわ

朝めしを炊ぐ煙りに月白く
厨の隅でこおろぎが鳴き

しげと

紅さす口の童女めきたる

美奈子

常義
敦子

苗

ゥちよこなんと在す達者な生身魂

轍の跡のつづく春泥

かざ

尹希子

尹希子
しげと

花窮す踊るピエロの泣き笑い

絵心さそう苔の露坐仏
苗

執筆

︵於・中央区立産業会館︶

平成二十一年七月二十一日尾

平成二十一年六月十六日首

念のためまた靴紐を締め直す

ねだって買って貰うティファニー

尹希子

夢を彩るジンタうららか

そうかしら物言うときは流し目で

経済不況の果の東て月

苗

しげと

カクテルの酔にまかせる五番街

散歩したくて犬が甘える

品切れかマスクは新型インフルに

尹希子
しげと

駅前のスーパーまでの回り道

週刊現代きょうが発売

尹希子

苗

妃殿下の手を振り給う花の窓
のどかに上がる子らの喚声
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わ

し
苗げ

苗こ扇と苗扇こ苗とこ苗とこ苗とこ

と

八東京・中央連句会ｌその二Ｖ

山村林

秋

今村苗捌

部

歌仙﹃砂糖の鯛﹄

秋蝶に越しつ越されつ歩みけり

高層ビルの肩に昼月

新煙草休み時間に楽しんで
あれこれ棋譜を三手ほど読む

ナォ音楽祭一寸法師の椀うらら
針の先からビッグベン見る

黒い下着が呼び起こす罪

砂時計アンニュイの時逆さまに

ペンテコステのミサに額づく

水飴に多情多恨をからませて

そよとも風の吹かい川岸

葬儀屋は目立たぬように汗を拭き

質屋で金と替える写真機

借りた本ぱらりとめくるだけで失せ

虚栗さえ虫の好き好き

望下り百間先生汽車に乗る

ナゥ山里の日は傾きてそぞろ寒

反故貼り混ぜて直す炭取
石畳いにしえ人の足音も
蘭陵王の舞は凛々しく

砂糖の鯛の彩のあざやか

花やかな喜寿の祝いにあやからん

︵於・中央区立産業会館︶

平成二十一年九月十五日首尾
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少年はいつか分別臭くなり
シャシはアロハでビンテージ柄

ゥ代役の舞台を無事に冷やし酒

鏡台の陰かくす付文

気がつけばいつの間にやら肌を寄せ

九十九里浜洗う荒波

名刹と驍りて虎を放し飼い
押しくら饅頭僧もまじりて

月明かり寒析響く在り処

まだまだドルの下げは続くか
米中はタイヤをめぐり渡り合う
ハンバーガーには辛子タバスコ

いたずらに夢に誘う花吹雪

霞の中に遊ぶ不死烏

横今小
服

扇と苗扇苗と扇苗と扇こ苗と扇苗こ扇と

八東京・中央連句会ｌその三Ｖ

短歌行﹃バッカスの﹄
鈴木美奈子捌

池田笑子

革命は先ずはお椅子の配置から

小鳩チームに戦々恐々

ナォ畑返座敷わらしも野に出でよ

生田目常義

鈴木美奈子

掠り疵ほど残る朝月

バッカスのとろりと眠る白露かな

銀杏散る三線の弦ゆるびゐて

見送らないと蒲団かぶって
オリオンの瞬きをりし月の窓

鋭く削られて並ぶ鉛筆

夢を託して祈る磐座

ナゥ鳰の海昔を今に周航す

イチローの花の九年二百本

尹

ＹＥＳＹＯＵＣＡＮあの受唇がたまらない

すれ連ひざま食はす肘鉄
奈

笑

ゥ着流しで荷風気どりのソフト帽
ふらんすママの薔薇のひと刺し
蜘蛛の囲にたぐり寄せたる雛の僧

奈

義

速藤尹希子

美味しいものは後で食べます

笑

貝殼坂に蛙合唱

義
尹
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裏路地に聞く駒下駄の音

カレーズは沙漠の民をうるほして

豊旗雲のかかる山脈

旅の荷に母の譲りの花衣
苦味の珈琲飲みて春愁

︵於・中央区立産業会館︶

平成二十一年九月十五日首尾

義奈尹笑義尹笑奈義尹奈笑

奥村富久女捌

富裕真千

八京都・千代の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃万緑﹄
そら

万緑を宙ともなして翁の句碑
而
久

一声高く杜鵲啼く

海くりの小さき駅にふと降りて
朝餉に出たる﹁朝ガレー﹂佳し

貴妃もグラマー何ダイエット

ナォ春潮の水面に跳ねる魚の群

フラメンコ愁ひ激しく夜半を過ぎ

遅れをとって哀し独り身

口下手がいつのまにやら聞き上手

猫の介護に追はれゐる日々

坪庭に鳥入れ替り訪れて

新政権に期待高まる

就活を成功させるコツありや
苦ッ苦ッ苦ッと酒一気呑み

月中天下界あまねく照らしをり

きらめき渡る露の薄野

ナゥもてなしは刀自が手練のむかご飯

おとうと

姉は獣医で弟樹木医
雪国の案内電話頻繁に

だらだら坂を登るうららか

〆辛︑

へ凪や︑

吉野山一目千本花盛り
いなめ
煮付の皿に旬の鮎あ魚
女

平成二十一年七月四日首

平成二十一年十一月十四日尾

塾

pp

I U

ニニ

京都京新山︶
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有明の残れる畦を行く農婦
雑草の実のはじけぽろぽろ
ゥ下戸なれば水で薄めて新走り

還暦からはまだ二十八

あらめでた恋成就する一の孫

神も仏も出る幕はなし

月の湖雪ふり込みて溶けて澄む

朽葉を集め菜園に埋め

やりくりの技術を更に磨き上げ

若田光一見事帰還す

惚れぼれと四次元世界想ひやり

あの山越えて雲流れゆく

今ここに在るが幸せ花衣
殿様蛙まかり出でたる

奥高上出
村岡田来

而裕而富而裕千裕而〃富〃千而女子子恵

而信〃千富而〃酔富裕千酔千富而裕富裕

八京都・千代の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃竹の春﹄
一病を抱きてすこやか竹の春

奥村富久女捌
奥村富久女

長尾信子
丸山景子

金木犀の香の真っ盛り

月の客座敷に酒を酌むやらん

信

上田真而子

北原春屏

高岡裕子

ナォ揚雲雀木の葉のごとく舞ひ落つる

浮き沈みあり人生の常

屏

吉田

こもりゐてオウチゴハンの腕磨き

幸せすぎてごめんなさいれ

ちょろちょろと燃えては消える恋をして

出来千恵

而

信

裕

屏

生涯かけて他力本願

屏

部活では連句教室盛り上り

大爆布しぶきに月の虹かけて
はだしの民の刺繍あざやか
資料館廃止となりし淋しさよ
葬の字はなぜ草かんむりか
呈晁

″

一亘田

千

裕

而

廟は低く通ふ潮風

姉さん六角蛸なんとやら

花ゆれて香りほのかに歩はゆるむ

而

平成二十一年十一月二十四日首

平成二十一年十二月六日尾

︵於

枝見上ぐれぱ巣立ちゆく鳥

屏

京都京新山︶

知らぬ道あれば踏み入る旅どころ

ナゥそこいらの男はんとはちがひます

一邑

星扉

信

吉田

二扉

信

一宮田

旦晁

信

吉田

旦晁

信

居酒屋まではいつも下駄ばき

吉田

ちょっとさはりを唄ひ爪弾き
猫が来て遊んでくれと袖を引く

今は駄目よと紅さす鏡

ゥ牡丹咲き恋一途なる末の孫
女嫌ひがぞっこん惚れて
日々新た隠し技なる京料理
まさかの坂のあるおもしろさ

梵鐘を心静かに聴きをれば

森林浴によみがへる脳
行き戻る男性化粧品売場
流星やみて雪照らす月

喜び上手老い上手なる

炉火ぬくし身の上話果てもなく
花ひらくまほろばの丘人満ちて

はねる仔鹿に駆ける幼ら
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八東京︐筑波連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃歎異抄﹄
引地冬樹

引地冬樹捌

更衣して読みはじむ歎異抄
東海林ヨシエ

朝倉和子
篠田謙
任田靖司
安楽明郎

林茂夫

窓辺に聞きし初ほととぎす
山小屋で旅の思いを絵手紙に
カレーライスを飯盆で炊き
満月をひとり占めしてさけを酌み

壺に活けたる庭の秋草

ゥ隣から秋刀魚の煙流れ来る

茂夫

ナォ一合の酒もてあます目借どき

牛追い唄の流れくるなり

外人がこけし撫でてる道の駅

丸ビル族の祝うパリ祭

アマノウズメは艶にウインク
神代よりおかめ出っ尻愛されて

松井が打って打って優勝

評判のスイーッを買う列に着き

マニフェストばかりが威張る新政治

絞れば金が出るわけでなし
筑波嶺に雲のうすぎぬ十三夜

岸まりこ

窓よぎる花いかだまた花いかだ
古巣へはやも来たるつばくろ

生涯の嬉しきことを数え上げ
渋茶滝れ替えつまむ雛菓子

草の穂紫の旅は気ままに
ナゥ黄落の馬上悠々美少年
あな面白や覗きからくり
靖司
茂夫

ヨシエ

苦いしょっぱい浮世のならい

三浦康子

逢いたくて声聞きたくて電話して

西国の古刹を巡る杖の人
盲導犬のまなこゃさしき
母は今志なきやと寒の月

ヨシエ

謙

手編セーター取り出して着る

抱き合う背ナに残る爪あと

小さきを積み重ねてのイチローぞ

平成二十一年六月十八日首

平成二十一年十一月十八日尾

謙

ヨシエ

謙

靖司
壽子
冬樹
茂夫
和子

明郎
康子

ヨシエ

まりこ

知子
靖司
壽子
茂夫
冬樹
和子

︵於・東京日本ビル︶

鈴木壽子
澤田知子

和子

あした待たるる老いの手習い

瀬戸の大橋くぐる春風

花吹雪あびる少女の鼓笛隊
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八東京・筑波連句会ｌその

認鍵血﹃散

天に咲く沙羅は見えねど掌に散華

陰

ひこばえに花の一輪しかとあり

何の夢見る嬰児の笑み

思い出は祖母と眺めた地獄の図

噴煙騒動とんだ足止め

血糖値中性脂肪を気にしつつ

包丁切りの年越の蕎麦

サッカーの勝利を月へ祈念して

じわりと増える若き無党派

膝枕耳にため息吹き込まれ

口紅引いて閉じる鏡台

ゥ初鴨をみつけて犬の落ち着かず

澄む月を崩して入る露天の湯
遠慮がちなるこおろぎの声

城下を巡るささやかな旅

夏書きの墨の香る方丈
笑い声和服姿の楽しげに

華

混声合唱校歌うららか

密田妖子捌

北野眞知子

仏引地冬樹
密田妖子
瀧澤尚子
宮村千鶴子

千鶴子

尚子
妖子
眞知子

眞知子

妖子
尚子
千鶴子

千鶴子

尚子
妖子
眞知子

尚子

秤鰄二計一一嘩皿恥二十酎即雷︵文音︶
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V

八東京・筑波連句会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃弥生野﹄

密田妖子
瀧澤尚子

密田妖子捌

オンパレードのつくしつんつん

弥生野や耳目すまして一万歩

宮村千鶴子

眞知子

千鶴子

妖子
尚子

眞知子

尚子

千鶴子

眞知子

妖子
尚子

眞知子

千鶴子

尚子
妖子

北野眞知子

白蝶の厨の窓に舞い寄りて
独りゆるりと滝れる珈琲
月の舟乗っているのはどんな客

落着きのない色鳥の群

ゥ秋祭子ども神輿の世話役に
ふれ合う袖に恋が芽生える
プロポーズ受ける用意はあるけれど

核サミットは参加しただけ
飼い主のわがまま勝手許す猫

お荷物となる地方空港

浴衣姿で月と連れ立ち

海老さまの虜にされるあの睨み

追億たどる哲学の道

経を読む声の乗り来る青葉風

堰堤の瀧跳ねる若鮎

吟行会花の妖しに浸りつつ

評雄二什一斡皿朋二什一信服蹄︵文音︶
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八東京・筑波連句会ｌその四Ｖ

半歌仙﹃春の雪﹄
大いなる師の足跡や春の雪
羽音ひびかせ翔ちし鶯姫
はるかにも霞む湾岸模糊として

旅のプランに心弾ませ

月円か高層マンション建ち並び

熟成ワイン香りさわやか
ワ能登越後地震の地結ぶ刈田道

隠しきれない文が小筥に
いつしかに比翼連理の仲となり
﹁もったいない﹂がパパの口癖

引網の破れ繕う座り腓胆
ハミング軽く浸る露天湯
稜線を染めて涼しき月昇る

詞経朗々老いの帷子

縞栗鼠の時折り覗く庭の先

二羽智子捌

吉本芳香
二羽智子
田川利公
細山芳絵
加納俊子
村上町子
藤井雅
多田史代
谷本綾子
永多澄枝

芳香
俊子
山本比佐子

利公
智子

雅

町子

ポトマック花の河畔を道遥と

藤江紫虹

下駄を飛ばして明日も快晴
絹スカーフにあそぶ貝寄風

秤鰄二廿二轌皿朋土一朋龍︵文音︶
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ハ赤穂・つばさ連句会ｖ

八尾暁吉女捌

Ｗスワンスワン﹃太郎冠者﹄

﹃初折﹄

宇野恭子

壱面

春立つや少し気取りし太郎冠者

岡部七兵衛

依子

桂

暁吉女

恭子
硯水
妙子

七兵衛

城依子

飯沼三千古

矢崎硯水
斎藤桂
矢崎妙子

八尾暁吉女

どこからとなく香る白梅
洋館の書斎の窓の開けられて
古き椅子あり党れれば鳴る

長居して友と語らう望月夜
いとど跳んではこちら窺い
弍面

湯の里に襟かき合わすそぞろ寒

想い募りて雲れ給いし

足音は源氏の君か物の怪か
どくろのタトゥーとても素敵よ

これ飲めばルンルンになる水薬

扇であおぎ吹き飛ばす月
原爆忌世界遺産で遊ぶ鳩

川の流れは今も昔も

七転び八起き人生おもしろき

だるまの目玉入れて満悦
参面

完成のサッカー場に霜柱

三千古

桂

妙子

七兵衛

恭子

暁吉女

依子
硯水

七兵衛

三千古

依子

桂

硯水
妙子

暁吉女

恭子

七兵衛

三千古

ケイタイで撮りすぐに送信

依子

若田さん宇宙基地より﹁こんにちは﹂

皆の願い夢の広がり

ひょっとことおかめてんてこ花の舞
﹁二折﹄

くすりと笑う峰丸き山
壱面

政治家の兄と作家の弟と
ＤＮＡに神のいたずら

融通の利くもきかぬも個性とか

形さまざま盆栽の鉢

月の路地猫の会議の続きおり
弍面

さんまの煙低く漂う

どうにもならぬ煩悩の塊

行く秋に庵結びて只管打坐

甘く切なく愛のバラード

バーチャルの恋の鞘当て剣かざし

隣部屋から爺の咳

おばちやまの内緒話に尾鰭つき
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株儒のせて月の橇ゆく雪の原
まぼろしの洞まぼろしの岩
美しいアニメーションが評判に
参面

リモコンめぐり親子険悪
冷し酒小さん師匠の真似をして

雛の調度に箪笥針箱

うつ症状はいつか快方
幸せを求めて探す青い鳥
花結び覚えてうれし花の頃
スキップしつつ陽炎の丘

三千古
桂

硯水
妙子
暁吉女

依子
七兵衛

恭子
硯水
執筆

秤雄一辻一笠一雨十姻叩電︵文音︶
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ハ津幡・津幡連句クラブーその一Ｖ

歌仙﹃冬木立﹄
ひとひらの瑠璃葉をつけて冬木立

幽かに聞こゆ笹子鳴く声
赤飯の匂う厨に訪ねきて

中田風来捌

観音めぐりの旗なびく坂

ナォ雨あがり種物店は客寄せて

忍びよるデフレ円高どうなるの
香具師は寅さん一人気ままに

還暦祝う赤いセーター

てっちりへ同じ靴の箸触るる

天地に恥じぬ男児誕生

脈をとる若きナースについ惚れて

美しきこの星永久に守ろうと

夢は大きく漕ぎしふらここ

︵於・津幡町文化会館シグナス︶

平成二十一年十二月六日首尾

‑193‑

趣味を活かして絵付たのしむ

月今宵セツの橋を渡るらん

ナゥ秋の海太鼓のひびく舟渡御
茶碗の酒をぐいとひと飲み

苔むす塚に揺れる残菊

朱塗りの門をくぐるエリート
ジョギングの会話も楽し月の道
香

来

久

足元になつく子犬を抱きあげて

永多澄枝
吉本芳香
中田風来
赤坂久子
宮嶋茂
加納俊子

ウコスモスの小さな風にみなこたえ
おでこにちよこと戯れのキッス

俊

湖の彼方に豊年太鼓

許されぬ愛は互いに苦しくて

枝

き

生酒五合ぬくめて五合

茂

カメラ片手に旅を続ける
花万朶五山を越える鐘の音

新聞にくるんでわたす朝市女

来

″

月涼しぼら待ちやぐら波の上

茂

フィルタリング持たすケイタイ

蚊を打ちながらつける家計簿

香

友禅を流す川面に花吹雪

俊

久

老僧の言葉たくみにする法話
予報はずれて晴るる嬉しさ

春を惜しみっ連句たのしむ

香来俊〃香来茂澄茂香来香久茂来俊茂久

ハ津幡・津幡連句クラブーその二Ｖ

二羽智子捌

暁紫智史定

歌仙﹃初詣で﹄

淑気ただよう遠近の山

玉砂利を踏む音情し初詣で

春鰯大漁という喜びに
立志の像へ誓い卒業

ナォ聡の溢れんばかり苑に満ち

国会論争しばし体戦

自衛機の胴体着陸居座って

列に連なる寺の名水

冬の旅金沢訓り懐かしぐ

思い思いの垂れで寄せ鍋

掘り上げし土器の欠片に謎の文字

私はだぁれ後ろから抱き

快楽の果ては麻薬に溺れ込み

ジョギングコースいつも変らじ

月天心影追いながら塾帰り
おわら踊りに更ける坂町

ナゥ威銃鳴って散りゆく稲雀

木曽義仲に当てるスポット

低迷の不況の行方定まらず

女川男川と詩に綴られ

倶利伽羅の八重千本の花吹雪
胡蝶の舞のもつれては翔ぶ

平成二十一年十二月六日首尾
︵於・津幡町文化会館シグナス︶
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腕白もすやすや眠り月おぼろ

掌にしっかりと一粒の飴
ゥ靖の碑佇みおれば夢展け
早く知りたいメールアドレス
拘れてみる可愛い癖が好きなのさ

祭の法被粋にきこなし

谷深く歴史を秘める青葉闇
火牛の計は吉と出でたる
信仰の加護に包まれ月円か

温め酒を友と酌む幸

でんでこの豊年太鼓村中へ
そよりそよそよ風の抜け道

花燦燦古城へ辿る石畳

野点の席のさても麗か

藤木二多加
田上羽田藤

雲代子代雄夫代子雲代雄夫子夫雲子代雄

子雲夫代雄夫雲雄代子夫雲雄代夫子雄夫

ハ津幡・津幡連句クラブーその三Ｖ

歌仙﹃蕪ずし﹂

家族の笑顔そろう大歳

地に馴染み誰になじみ蕪ずし

吉本芳香捌

夷藤ゆう子

吉本芳香

ナォ紋白蝶帽子にのせて駅長さん

グルメ旅行のはやるこの頃

メタボリック症候群が気にかかり

通いつめたるヨーガ教室
街頭に呼び声高き慈善鍋

背中をぐいと押せる北風

けしゴムで消したき過去もあるものよ

店先ののれんの屋号翻り
粋な女将に横恋慕して

多田史代
宮嶋茂

掻きては返す津軽三味線

手入れよき松の枝ぶり凛として

柱時計のゆったりと鳴り

皓々と湖染め月の昇りきて

山本比佐子

秋の水汲む懐かしき井戸

ゆらりゆらりと揺れるコスモス

ナゥ今様のニューファッションの案山子たち

労力かけて有機農業

この地球守ろう皆立ち上り

お地蔵さまもにこり頬笑み
未来への花の燧道くぐり行き

残雪ひかる遠き山脈

秤鰄一一什二毒一一一朋什叩壗︵文音︶
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朱鷺帰る故郷やさし今日の月

ゥ宝石も木の実も入る玉手箱
ハートメールに胸キュンとなり

イケメンの彼はマザコン心揺れ

香

多田芦畔
永多澄枝
水野道代
赤坂久子
村上町子
芝田祥子

ゆ

史

ちびりちびりと辛口の酒
長瀞の渓流下り楽しみて
より添うている塞の神様
蜥蜴の影のじっと動かず

窯だしの壺を照らせり夏の月

枝

畔

比

茂

市場にぎわう産地直送

思い出をあたためながら年重ね

花に酔い花を吟ずる杣ぐらし
元気に馳ける野遊びの児等

史ゆ香町祥久道枝畔比茂史ゆ祥道香久町

八津幡・津幡連句クラブーその四Ｖ

歌仙宮口色小﹄

沖にうっすら霞む島影

二羽智子捌
二羽智

加納俊

田川利

吉本芳

ナォ春泥に足を捕らるる高足駄

車の列は速度上げたる

新党に賛成の方ありますか

テレビニュースへどっと釘づけ

病む母へ少しさまして冬至粥

神様棚にほのと寒灯

名残り惜し﹁北陸・のと﹂のラストラン

左の指にきらりダイヤが

愛憎の絆深めて共白髪

地価下落でも厳し家造り

背に負うて月を待つ間のわらべ唄

南蛮吊るす杣が軒先

ナゥ爽やかに鑑定されし九谷焼

環境に添うやさし消エネ

Ｕターン有機農業めざしつつ

年金貰う日を空だのみ
花罪罪と連絡船の遠汽笛

句帳片手に旅路のどけし

︵於・津幡町文化会館シグナス︶

平成二十二年三月二十一日首尾
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白魚汲む網へ声張る能登なまり

薊の道は今も変らじ

雛飾り小さき客人集うらん
彩りもよく並ぶお干菓子
望の月緩き山脈浮き彫りに

幼なじみに湧く恋どころ

ワ長き夜の筆のはこびを跨踏うて

メタボ逃れのョ−ガ教室

とどろける動悸知られし聴診器
オカリナの奏ず音色に満たされて

土用鰻につける枡酒

ながながと寝る庭の柴犬
腕まくる縁台将棋月涼し

精進潔斎拝む仏像

大臣が不徳を秘書にかつがせて

風にのりゆく双蝶の舞

静静と野点の席に花枝垂れ

香〃俊公智公香俊香智公俊公香公香子子

公香智香〃俊香公智香〃俊〃香俊智公智

ハ伊勢・っらっら吟社ｖ

半歌仙﹃宿り木に﹄

榊原陸蔵
榊原由美

山口圭子捌

橋の擬宝珠の冴ゆる金色
中北ひろみ

奥野純一

宿り木に宿訪ふ鳥の時雨かな

手帳に一句書き留めし父

名物をひさぐ茶店に席占めて

柿の生り年枝もたわわに

商山孝子
山口圭子

三世代揃ふテーブル月まどか

岡田美代子

美

み

白衣楓爽新任の女医

純

ゥヴィオロンの調べ聞こえて秋思ふと

吐息秘めたる闇の静寂に

恋の脈ありやなしやと決めかねる

み

圭

美

孝

神棚に米走る小ねずみ

レトルトの賞味期限は切れてをり

土用波月も砕ける鳥羽の海
創作ダンスに玉の汗吹く

春泥はねて届く吉報

美

純

孝

圭

塔中めぐり合はす掌

駅裏のスタンドパブに列ができ

初花を付けてほのかに匂ふ空

粋唖二に寸蓉十一一一服二牙朋牽︵文音︶
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ハ福岡・天神連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃南京錠﹄

ナォ畦塗りの昼餉大きな握り飯

戦艦三笠あした見学

茶柱たちて顔のほころぶ
神棚に鎮座まします招き猫

雪の中セントエルモの火が燃えて

懐かしき母夢に出で来し

まぼろしに玄象の琵琶聞こえきて

八木紫暁捌

観音の眉そっくりに月あがる

角巻の奥恋の情熱

八木紫暁
浅野黍穂
福武光風
河端洋

寅さん記念館もさやける

よりましな悪を選ぶが役目なる

政治喜劇に赤い絨毯

表紙開けば水茎の跡

暁

飼犬に似る飼主の顔

鉤の雁金西の峰指す

閨秀といふべき故人俳詰師

暁

穂

ナゥ秋祭り屋台出店の賑はひて

南京錠掛かる社や神の留守
つはぶきの黄を灯す石段

老舗の街のしばし華やぐ
月いまだ算木青磁の違ひ棚

風

洋

穂

花片で風の葺いたる庵の屋根
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トレーナー着た若者の過ぎ行きて

ワ七輪の油した爵る秋鰹
看取りのときの艶のそこはか

飛ぶ火の野守徳利持ち出し
手に負へぬ男をしまふ玩具箱

風

ぐんぐんぐんと虻凧の糸

洋

給油活動議会騒然

暁

穂

北の鰻鵬に変はりて南天へ
月のタクトと紛ふほうたる

︵於・福岡行動医学研究所︶

平成二十一年十一月十五日首
平成二十一年十二月二十日尾

体制と渡り合ふらんシンフォニー

風

洋
洋

登頂めざしハーケンを打つ

穂

岩毎に飛沫を上ぐる夏の磯
ギャロップとなれ若駒の足

誘はれて峠越えゆく花吹雪

穂風洋穂暁風穂洋風暁洋穂暁風穂洋風暁

ハ福岡・天神連句会ｌその二Ｖ

短歌行﹃懸想文﹄

ナォ網走にみかどの御製昭和の日

旅の終りの記念写真に

世界には飽食の民飢餓の民

昔高句麗軍事王権

ささ︑え

風暁穂暁風穂暁風穂暁風穂

浅野黍穂捌

八木紫

浅野黍

福武光

うけうりのいはれ七分や懸想文

春の小袖に似合ふ丸雷

浮ぶ一句は雑の七七

象嵌の青磁の色の奥深く
友の駄弁も時に楽しい

乗継のドメスティックの月涼し

仏法僧の響く里山

ナゥ雲水は腰の小筒に般若湯

啓翁桜背ナの一枝

野遊びに花毛愛を繰り広げ

のどかに暮れる春の日の佳し

︵於・福岡行動医学研究所︶

平成二十二年一月二十四日首尾
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三味線を構へた舞台幕開きて

ゥ累々と続く藁屋根月渡り

新酒の香り漂ひて来て

書類よむ議員さんらし赤い羽根
タキシード着て背筋まつ直ぐ

お転婆の娘も今日は淑やかに
はなぴら

路上ライブも乙な道行き
風にのり花弁も舞ふ歌踊り
なつく子猫の瞳みづいろ

暁風穂風暁穂風暁穂風暁穂

八名古屋・桃雅会ｌその一Ｖ

歌仙﹃俳譜の﹄
俳譜の虚実に生きよ花に雲

西に東に蛙合戦

ぴかぴかの新一年生列なして

青島ゆみを捌
青島ゆみを

杉山壽子
細川研三
武村利子
くのあや

根いごつそで酒は底なし

ナォ幾度も托鉢の行繰りかへす

かつてぼた山宅地開発

この街は路面電車がごとごとと

埋火のごとき癌きを何とせう
道化てみれど凍るマドンナ

閑所のごとき基地の行先

おしゃべりな雨に無口になってゐる

交通安全お守りを受け

野良猫に親分乾分あるらしき

望月へロケットに乗る私です

パントマイムの憂愁の色

ぼけっとの中おかしいっぱい

なんとなくビタミン剤を飲んでおく

天に伸びゆく連凧の糸

ころころと笑ひおしゃべり花の蔭

秤唖一廿一痔副朋二十一︽肥唾︵文音︶
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古い陸橋犬は尾を振る

長谷川芳子

ナゥかたくなな菊師の父も老いてきし

縁の敷居にそろり蟷螂

月の舟ゆるりとしたる墾の道
やいどめの味忘れられんと

中森美保子

宮川胱子
伴野末季

ゥ産土のルーツを探りゐてさやか

石に蹟きはつと閃く

古賀幹子
島田裕子
大口元通
松尾博雄
足立徳子
田中初子
宮川尚子
古賀寛哉
西川清子

逢ひびきは映画にしやう評判の

婚約期間少し延引

宣伝の文句に釣られ資格取り
書騨に並ぶはヘルマンヘッセ

奥からの涼しき風が通り抜け

浴衣の母に差せる月影

手洗ひな定年の子に注意する
ユーモレスクをうまく弾きたい

助六で幕の歌舞伎座江戸桜
家宝の刀で捌くどんずい

胱をや芳季幹保通裕徳雄尚初清哉壽〃を

八名古屋・桃雅会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃昭和の日﹄

安泰願ふ廟の中

宮川胱子捌

中森美保子

宮川胱子
杉山壽子
大口元通
宮川尚子

学舎の生きる大樹や昭和の日

くせになってるひとりしりとり
アニメフィギュアおどろかしにも

尚

くのあや

蛤の味噌汁などを楽しみて
雨あがり月の光の降る野辺に
ゥ兵児帯のふんはり結び地蔵盆

通
や

ねだられて買ふ綿菓子の嵩
初初しハート掠めるチャンスなり

保

猿の群にも碇きびしく
冬の月北方四島いつ返る

保

尚

通

尚

午睡の夢にキューピット来る
極暑とて燃えぬわたしの体脂肪

オーボエ奏者かじかんだ指

通

や

目標は市民マラソン完走と

奥の細道漂泊の旅

胱
保

宇宙から花の地球へ山崎さん

乾杯重ねよろこびの春

蓉鰄二片一一軽叫朋二十弐肥露︵文音︶
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八東京・刀水の宴連句会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃風光る﹄
風光る街や気分はエトランゼ
そろって笑う八重に咲く花
古のグルジャワインに恨むこと
こち

空港封鎖故国はるけく

月影に優しかりける此方のひと
遠見の田んぼ案山子しょんぼり

ゥ運動会優等賞の餓鬼大将
ママの不倫はみんな知ってる

今一度溜息ばかり夢の中
唐の名物カニの蒸し物

短夜に軽き悪事の二つ三つ
満たぬこころに水無月の無し

家居して猫の鬚切り爪を切り

枯野の雨に仏求めて

くさめして何故かたじろぐ酉の市

個展の客はお義理ばかりで

千年の都を守る花の雲

歌舞伎の話もりあがる春

付け廻し
矢野徳三郎
利根川たらう

若山日夜子

生方孝坊
尾形弥生
太田里空
秋山柿生

磯なお

徳三郎

岡田夢女
田島呑空
たらう

日夜子

孝坊
弥生
里空
柿生
なお

︵於・たまプラザ尾形邸︶

平成二十二年四月二十四日首尾
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八東京・刀水の宴連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃衣かえ﹄

陽がふりて衣かえして客を待つ

筍飯の炊き加減良く

からくりの如き蛇篭の古びたる

辻芸人のヴィオロンの音
望月は揺れることあり静もるも

付け廻し

若山日夜子

尾形弥生
秋山柿生
太田里空

岡田夢女

磯なお
矢野徳三郎

柿食う人は美しき人

呑空

徳三郎

なお
夢女

日夜子

弥生
里空
柿生

生方孝坊

田島呑空

ゥ老妓から長電話ある敗戦日

利根川たら壷っ

ずいきあ

差しつ差されつ芋茎和えもの
やはりまた噂を耳にうろたえて

名優去りし顔見世の床

凍月につく溜息の柔らかさ

柏手打つて柊を挿し

愛犬の立ち寄る先の大鳥居

雨の激しき街道を行き

この手形ちょっと見てくれ紋次郎

古物語夢は陽炎

花吹雪一駅歩く酔心地
雲にまぎれて初蝶を追い

︵於・たまプラザ尾形邸︶

平成二十二年四月二十四日首尾

−203−

ハ神戸・徳島連句懇話会ｖ

＊

漠

斎藤梅子

漠

″

士郎

″

漠

″

士郎

″

漠

″

士郎

〃

漠

〃

鈴木漠
東條士郎

鈴木漠捌

ｌ高田保二追悼
発句にその名を賦して敬弔

歌仙﹃泡沫﹄
うなじを垂るる群落の百合

うたかたすじやうたの
泡
沫や衆生が侍む岩清水

珈琲の色と香りを嗜みて
伯父貴遺愛の太きステッキ

羽根透き通る斑蜻蛉よ

つしぼくけん
窓の月筆ひ紙
墨硯ま卓
上に
だらとんぼ

ゥ銀杏散るボーイソプラノ聖歌隊

洗礼名は好きな画家の名
かいひ
求婚の熱き便りは海彼より
舞姫の背ナ細くいぢらし
十字路に弓張月の凍えたる

寒卵もていのち養ふ

てら

奇を街ふ奇術倶楽部のポスターに

シルクハットと汚れどた靴
とじ

言ふよりも言はざることの奥深く

蕗味噌づくり刀自の秘伝で
＊ぶんめい＊やすじ

文明氏保二氏いまに花見酒
ひばりが占める空の真ん中

橋それぞれに来歴を持ち〃

ナォ大川は競漕開始待つばかり士郎
たけ

しやくとり

草の丈など測る尺蟆〃

古記録のアーチエ法読み解いて漠

この峠午睡の夢にありしよな士郎
道ひとすぢの恋ゆゑに耐ふ〃

青い小鳥を烏籠に飼ひ〃

ていきん

庭訓を忘れ出奔したること漠

カボチャ

借り菜園で南瓜収穫漠

唇に錫器の匙の冷やかに士郎

錬金のため使ふレトルト漠

満月を箒の魔女がすいと飛ぶ紀野恵
パイ

ナゥ無理数の兀の行方は果て知らず士郎
くさめ

不思議喧は移りゆくもの〃
ルーペには雪の結晶美しき漠

ドア

天への扉を飾る紋章〃

かざ

風ぐるま鳴るただにからから士郎

かれ

花我にかつまた渠に降りかかる高田保二

あぺふみあき

秤雄二什一嘩翫朋三什玉肥雷︵文音︶

注＊文明氏Ⅱ阿部文明︒元高教組委員長︑数学教師︒共産党徳

たかたやすじ

島県委員︒徳島連句懇話会顧問︒二○○三年八月一二日没︒

礼名はパウロ︒

＊保二氏Ⅱ高田保二︒ジャーナリスト︒元徳島新聞社文化部
長︒前徳島連句懇話会会長︒二○○九年五月一三日没︒洗
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八東京・都心連句会ｌその一Ｖ

第二十一回青時雨忌追善正式俳諾興行

歌仙﹃俳譜連歌﹂

棚田の稲穂翌は刈り時

パラボラのアンテナ越えて月渡り

勝ち碁の棋譜を順に並べる

薫れる風をたたみ込む池
白耕着て白篝をなびかせて

藤井弘美

和久井八重

春日久子

和田ひろ子

和田忠勝
小林静司
土屋実郎

和田忠勝捌

ゥはるかまで鹿の角切り聞こえ来て

久良木憲

都心五十年師の跡追いて青葉旅

戒壇院で会釈した人

小説のフィナーレはこの断崖で

拉致をするなら是非に私を

小林しげと

大津博山
山口良子
鈴木善春
高島幸子

目線電話恋は国際共通語
焚き火を囲むスキーヤー達

三枝樹元子

藤沼和ヱ
小張昭一

近藤蕉肝
白井暎子

宇宙船凍れる月の下を行き

跳ね題目を団扇太鼓に

高金利定期預金のお誘いが
眼鏡を替えて但し書き読む
伊那谷の花見に往かん杖曳いて

春謬旨し諸子つくだ煮

神の会話か小波の音か原崎弥生

ナォ蝸糾はみな蛙に助手は叱られる池田紅魚

夢見心地の両腕の中速藤尹希子

指揮棒のかすかに動くセレナーデ赤田玖實子

思い出し笑いに頬を赤らめて浅沼小葦
座敷童子のじっとみつめる坂田武彦

祭の差配老いの一徹横山わこ

山峡にひとしきり鳴くほととぎす今村苗

出店綿飴甘さ上品伊藤八千代

紋服と袴はいつも借り物で蛭海停雲子

猿の群長猿酒を酌む伊藤哲子

円かなる月に言祝ぐいのちなが引地冬樹

熊谷陣屋大当りなり東條士郎

ナゥ夢の間に来し方行く方そぞろ寒川野蓼艸

源平の御代に心を走らせて梅村光明

︵於・浅草伝法院大書院︶

歌仙巻き終えのどやかな席執筆

士ぬらしゆく雨のあたたか宮下太郎
咲き継ぎて盛り上がりたる花大樹宗匠

平成十九年六月二十一日

老長松濱亭実郎花司和久井八重

宗匠抱虚庵忠勝香元春日久子
脇宗匠松濤軒静司配硯高島幸子
知司鈴木善春配硯和田ひろ子
座配坂田武彦

執筆久良木憲声明関口真流
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今村苗捌

今村寺田

ゥ呼ばれても手の離せない料理中

三国一の男振りです

あの人へ進左退右ままならず

五百羅漢は磑の両側

議場には空席多き交付金

手ぐすねひいて潜む行員

土蔵から探し出したる享保雛

菜の花道に恋の焔か

くるいめ

朧夜の月に狂女もだえたる
最終セット響くカチンコ
秋山よう子

草野球ボール気儘に飛んでゆき

久良木憲
和田ひろ子

耳を寝かせて犬は駆け出す

花火果て硝煙の香を身にまとう

夕顔棚に茶漬けかっこみ
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八東京・都心連句会ｌその二Ｖ

世吉﹃鏡餅﹄

不器用に木槌ふるうや鏡餅
付きて嬉しき初の懐紙座
寒葵羊歯の根方に咲き出でて

白井暎子
憲

蛭海停雲子

餌台の氷つつきいる烏

散策をティ・ブレイクで一休み
菓子よりもいい新酒酌むなり

︑つ

居座れる月を横切る風の雲
物の音澄みて汽笛間近かに

〃暎ろ憲う暎憲苗憲う暎

う

苗〃

ナォ夏痩せに精力剤の酒を乞い

緊揮一番声かけてみる

ヌードの絵見てはあれこれ言いたてて

首にリボンを巻きしヴィーナス
フィレンツェはお告げの祈り捧ぐ頃

笛吹き男鼠ぞろぞろ

河豚提灯の揺れる軒下

船乗りの行き交う港雪が舞い

悲しくの一恋はご法度

う雲暎ろ苗憲暎ろ

あやは

ナゥねんごろに穴織祭に連れ出され

駅で爺さん迷子放送

苧辿れば大物主の棲める巌

面相筆のやわらかき色

踊口出ずれば主婦の顔となり

探検クラブ進む残雪
吉野郷下中上奥花一杯

はやも生れし松蝉の声

平成二十一年一月十一日首尾
︵於・横浜市綱島抱虚庵忠勝居︶
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暗闇に摘った財布を投げ込んで

小さき枢の長き葬列

笹船に身を寄せ下る淀の川

サイケ調なる秋袷着て

連山を渡りきれない月まどか

雲暎う憲暎苗うろ憲う苗雲憲雲

八東京・都心連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃広目天﹄
久良木憲捌

ナォつけぬ嘘ついてみたくて四月馬鹿

とんだところでポロが顔出す

滝夜叉姫は恋の曲者

常磐津の文台ぎしと傾いて

山の湖妖精たちが夢に舞い

夏祭もんじやの屋台任されて

猫撫声に誘われる小路

キューピッド時には的を間違える
秋山よう子

学芸会におめかしの親

久良木憲

白井暎子
高島幸子

有明の別れを惜しむシューベルト

半眼の広目天や雲の峰
築地の陰に若角の鹿
通訳を観光客に買って出て
国越ゆる歌唱いなごやか

憲

和久井八重
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源氏蛍のかげの豊かさ

鳥獣魚介とりわけの古酒

月まどかメニュー豊富なレストラン

旅の土産に買いし瓢箪
暎

古書市に出る美術全集

秤唖一粁一等一即二珂叩輝壗︵文音︶

笑まいし店主ブラジルの漢
散る花に大きな船が動き出す
残るテープの長閑なる午後

ナゥ襖絵の竜虎の髭も末枯れて

転勤延期にっこりの妻

幸

挽きたての珈琲の香にうっとりし

瑳つ

どこまでも手鍋下げてもねえあなた

重

ゥいきなりのドクターストップ身に入みて

やたらＶ出す記念撮影

暎

語つ

憲

幸

鎮守の森に響く柏手

勝ち負けに拘ってこそ草野球

夜話を聞く婆ちゃんの膝

ねんねこの赤子あやしっ月の道

憲

重

水車止まれば静かなる里

抜け首の現れそうな気配して

暎

︾つ

寸暇惜しみて判事春睡

ダム補償騒ぎをよそに花盛り

重憲幸暎う憲重幸暎う憲重幸暎う憲重幸

八富山・富山県連句協会ｖ

歌仙﹃踊花﹄
杉本聰
瀧澤尚子

山本秀夫捌

いぬじま正一

野島一枝

おしずし

大皿に盛る祖母の圧鮓

獅子舞は一服畦に踊花
隠り沼の水の面へ石打ちて

静寂を破り鳥の翔つ音

北野眞知子

田舎芝居でちょっといい役

ナォうららなる声はリハビリ訓練士

大村歌子

尚

萩野恭一

奥野美友紀

ピックニックで裸足投げ出し

弁当のお菜好物ばかり詰め

件の茶屋は入口が別

乾坤を焦がして騒ぐ油蝉

大西紀夫
寺林狸伯
森川敬三
江沼半夏

絡み合ふ若い二人は名も告げず

愛染参り遠ざかる影

竹脇敬一郎

散策をする王宮の庭

中村恵津子

﹁熱情﹂のＣＤプラハで買い求め

今日の月照らせ仰ぐも仰がぬも

禰宜の御迎え末枯れのなか

観月の句会詩興の尽きもせず

糸瓜の雫瓶に集める

金子容士
寺川允美
松井玖美
山本敦子
宇野恭子

ナゥＶ字型大きく開き雁渡る

ワインのうまさメタポ気になり

山中狐太
伊勢良子

挑戦のエアロビクスは難しく

宮村千鶴子

眞

山本秀夫

沖田泰子

サッカーの勝ちにどよめくサポーター

ゥ谷間よりつむじ風吹く椎の秋
届く写真のゑくぼかはゆき
老いらくの恋の焔を抑へかね

消えては浮かぶ夢の数々
咲き誇る花の奥なる花吹雪

三谷貴志夫

︵於・旧富山県知事公館︶

幸せ手斡亜朋二十域肥嘩︵実作と文音︶

竹部慧美子

聰

八乙女山は日がなのどけし

地球横断さらば日本

正

正

小愛男覗く凍空

聰

秤

さんざんに喫はせておいて値上げとは

壁のピカソの額が傾く

眞

秀

狐

悪餓鬼の神妙に聞く般若経

俄の客の靴をそるへる

湯の町を包む湯の香に花霞
モンシロ蝶は風のまにまに
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ハ豊明・とよあけ連句会ｖ

半歌仙﹃秋彼岸﹂

見上げる空に端正の月

加藤真美捌

加藤真美
永坂博美
荒川道子

小さき手をそっと合わせり秋彼岸
パソコンをまたも夜長の友として

山田たみ子

堀越茂子

道

博

服部三千代

ビーチバレーの人気上昇

そしらぬふりであくびする猫
広告に地デジテレビの文字躍る

いつしか越えし母の身長

た

茂

代

真

ゥ土用丑どんぶり三杯おかわりし

通販で売ってないかな惚れ薬
恋から愛に変わるのはいつ

霞ヶ関に集う魍魎

あっけなく金融バブルはじけとび

博

首云

故郷の地酒熱燗にして

道

凍て月を背に帰路急ぐ会社員
しがらみを忘れ気ままな一人旅

代

た

茂

新入生の瞳かがやき

人の世の栄枯見つめし花大樹
川面なでゆく風のうららか

五日尾

平 成 二 十 年 九 月 一 一十六日首

平成二十年十月

︵於

豊明市立図書館︶
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ハ高松・渚の会ｖ

半歌仙﹃臥竜梅一

かりようぱい

曽遊の知己なつかしき臥竜梅
のぼ

魚氷に渉り空は紺碧

八卦見に受験子そっと手をだして

おいでおいでと猫に招かる
すき

げごもり

西岡恭平捌
西岡恭
宇野恭

拝鰄二什一粋に期二十型印鑑︵文音︶
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主基の田の稲穂の波に月まどか

うるかに新酒こんな口福
ゥひとり寝の幽人枕にまどろめば

ハローワークでまづは定職
肝心はハートさ指輪は模造でも
きやらもの
添ふてみたならなんと伽羅者
貧しくてお辛いでせうと給付金

裁判員になるやならずや
づく

裾野より月に逢ふのか木の葉木菟

リビング・ウィル

青道心も初の夏籠

はっきりと尊厳死をしたためて

夢ではいつも巴里の街角
﹁考へる人﹂にはらりと花撒かれ

平和をねがひあげる連凧

恭平恭〃平恭平恭平〃恭平恭平恭平子平

八大分・なでしこの会ｖ

歌仙﹃臘梅の﹂

ナォ新入りの車掌の声に風光る

民話伝える土地の語り部
八木紫暁捌

湯治宿またも寄り添う二人連れ

岩壁に伽藍張り付き寺は冬
燃立つ丸太きりたんぽ鍋

野球選手は合宿に入り

レイを掛けフラの歓迎ハワイ島

一階堂智査子

スキャンダラスな愛の結末

八木紫暁

溝部裕子

川面に休む鴨の一群れ
神映智

臘梅の花を見上げる空の蒼
童らはしゃぎ落ち着かぬ父

家中にピアノ連弾流れきて

塾帰り急ぐ足元月明かり
障子貼り終え親娘団藥

断層のずれ恐ろしいハイチ地震
雲ふんわりとルノワールの絵

色艶増して残る渋柿

ナゥお捻りの数多飛び込む村芝居

玉

雲

︵於・大分県立社会総合センター︶

平成二十二年一月二十九日首尾
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高窓に望む今宵の月は澄み

映

視線感じて逃げるゴキブリ
万葉に魅せられ歌碑を巡る旅

村橋公子
桜木文子
川崎豊子

パソコンゲーム興に乗りたる

恋呼び起こす暹しい腕

ゥ秋祭り派手な仕種で太鼓打つ

公

花吹雪浴びて吾また花になり

智
智

微笑み浮かべ並ぶ石仏

映

じっとして阿畔の呼吸その侭に

質問攻めに揺れる内閣

ペダル踏みダイエットするメタボ腹

裕

海原を漕ぎ出すョツト帆を張りて

暁
公

穀雨に煙る遠い山々

冷酒酌み交う月の縁台

智

ウエディング晴れの姿の花ざかり

文

推理小説最後まで読む

些呈

猫の鈴深夜の廊下密やかに

ひばり舞い立つ田圃畦道

南

玉映豊文玉豊文智映裕玉公映〃裕公智江

ハ志摩・南草連句会ｌその一Ｖ

十一二吟歌仙﹃酔芙蓉﹄
田島竹四捌

ナォ野点席待つ間鶯佳き声を

若き市長はカラオケが好き

愛し愛され同じ夢追ふ

土砂降りに相合傘となる羽目に

オリオンの三つ星教へくれし人

美代女

波青
葆子

龍一

一郎

芳子
青沙
もり
容子

晩年の白洲次郎は農に生き

ちんぴら猿がおやつ強奪

双手につつむ指の緯割れ

サマーハウスで英会話のみ

住めるかも月面近く水ありと

蓉子
竹四
歌子
耕史

観光課忍者練習余念なく

西岡美代女

吉藤一郎
森田蓉子
田島竹四
若松歌子
岡本耕史

眉月のはかなげなりし酔芙蓉
さんまの煙あげるかんてき
一枚を羽織り灯火に親しみて
趣味の域こえたる友の写真展

秋思の男ひとりたたずむ

赤白ロゼとワイン並べる
早や送らるるふる里の柿

小森葆子

広波青

龍一

波青
葆子

美代女

春一番に漕げぬ自転車

ゥ山の風はた海の風もがり笛

山口龍一

酔ふほどに妖しさを増す今日の花

芳子

胸さわぎして寝つかれぬまま

葦の茂みにくくと鳴くもの

秤雄一一汁一斡地朋祁朋擁雷︵文音︶

多摩の横山霞棚引く

ナゥ地虫鳴く御文庫脇の道祖神
仲良しこよし夕陽背に負ひ
通夜の家お国誰りに和みつつ

ひょっとことおかめの距離が近くなり

苦しい恋のそれが馴れ初

一郎

花輪芳子
西田青沙
川島もり
和田容子

子供とは別の訳あるかくれんぼ
夏風邪と臥せってをれず月仰ぐ

蓉子
竹四
歌子
耕史

賓頭盧さまを撫でて合掌
幸運のオウンゴールに勝ち進み

碑文をなぞる風光る庭

初蝶見しと句友告げ来ぬ
音羽御殿公開さるる花の門
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八志歴・南草連句会ｌその二Ｖ

松花堂﹃初景色﹂
︻参の枡﹈

り

木村ふう捌

万葉の恋は袖振る花の山
夢のかよひ路綿雪のなか

心機一転酒も良薬

横綱が負け春場所は大入に

四う

一壱の枡一

Ⅲ島竹

ふ

紙飛行機を飛ばし合ひもし

真つ白き雲流れゆく坂の上

四り

り四う

木村ふ

竹

粥占の卦は今年豊年

出漁の声勇ましや初景色
期末テストに全力をかけ
も

田島弘︺

行進曲に猫踊り出し
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寒月光めくるページを突き抜けて

この国の世界をリードする技術

︹四の枡一

新蕎麦がきの淡きみどりよ

親戚の本家に集ふ盆休

九字を切りたる蟷螂の斧

太陽を喰らひし名残の月小さく

見ざる聞かざる小沢一郎

場の空気よんですばやく身を処せる

秤趣仔一一嘩一朗二十一へ耶睡密︵文音︶

竹ふも竹ふも

う

︹弐の枡﹈

蛍のふえし過疎の集落

ＡＭＡＺＯＮで漱石全集まとめ買ひ

境港に不意の一泊

あやかしとすれ違ひたるきもだめし

ひっぱりだこのコメンテイター

探偵団贋作つひに突き止めて

のご飯の﹁白﹂に見立ててどこかに﹁雪﹂を詠み込む︒

竹もふ竹もふ

う四り

り四う
り四う
り四
り四う
う

汪松花堂Ⅱ木村ふう創案︒句数は二十四句︒ひと枡に六句︒発
句は当季とし︑ひと枡一季︒消去法で既出でない季を自由に
充ててゆく︒一花二月で月花の定座は特に設けない︒松花堂

ふも竹ふも竹

八束京・にほんご連句会ｖ

半歌仙﹃始動の街﹄

朝まだき黄落の路風の捲く

始動の街に消え残る月

葡萄柄パッチワークの針すすめ

飛び出す絵本手品の道具に

メープルシロップ和のかくし味

古宮みる子捌

古宮みる子

杉田茅
香林香

みる子

石崎葵
岡本夕子
中川舟路
米里瑠璃

漣のきらめき頻り夏座敷
遼くん︑きよし︑ョン様愛し
いも

弁財天に焼餅やかれ

瑠

舟

香

こいのうた

核廃絶唱えただけで平和賞

茅

ゥひたすらにリュック追いかけ登り坂
あに

国境嵜寄さん妹妹よの情歌

被爆の二都市五輪に名乗り

香

鰊来遊海盛り上がる

大阪場所に枡席予約

舟

夕

瑠

寺矛

葵

宮殿の大広間跡月冴ゆる
ガラス戸覗く熊の鼻面
関節の長の痛みに今別れ

ワイン通デキャンタ持参花の宴

︵於・下北沢にほんご舎︶

平成二十一年十月十三日首尾
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八東京・拍華連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃鶴の脛一

ゆるく巻きたる羅の帯

梅雨もどり階段昇る鶴の脛
いそいそと消ゆる政治家黒塀に
放り出されたノートパソコン

近藤蕉肝捌

梅田實
横山わこ
狩野びんや

峯田政志
林ジョウ
近藤蕉肝

満月に地鳴り轟く街の中
重機入れたる八千草の原

わこ

實

政志

ナォ朝寝して朝酒もして後は風呂
腰折などもひょっこりと出て

ジョウ

わこ

びんや

安心のゆとりの里とお墨付き

ぼうふら湧きて群れる疑問符

びんや

出会系最初のうちは有頂天

年貢収めはできちゃった婚

政志
わこ

効くという佛の顔も三度半

電気自動車今が売り刻

實

丈夫な歯スローフードを噛みしめて

海水浴でじっくりと焼く

びんや

政志

ジョウ

わこ

〃

すっぽりと昼の太陽食らう月
竜田の姫のミイラいずこに

沙漠の砂を止める妙案

わこ
びんや

廃兵が傷兵院の井戸を掘り

ゥ万鬼祭まぜこぜにした飴と菓子

選挙の前の甘い味付け

實

政志

︾ンヨ尚／

實

蕉肝

︵於・九段生涯学習館︶

平成二十一年七月二十四日首尾

のたりのたりと浪路のどけし

晴天の日の続くこのごろ
花の宿西郷どんの額自慢

わこ

ジョウ

實

わこ

︾ンヨウ

びんや

わこ
政志

ナゥ薬採る地下茎の先いとおしみ

花魁だけか夜鷹までいる

艶聞のネタを鞄に詰め込んで
その実はヘッドハントの駒にして

きれいさっぱり燃やす左義長

樛粉細工の鶏が啼く

ゾーリンゲンよりも切れそな冬の月

紙芝居黄金バットはまた次回
ご飯ですよと姉が呼んでる

釣り人の浮子惑わせる花筏
遍路の笠の梵字うすれし
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八東京・拍華連句会ｌその二Ｖ

歌仙望月い起蜑
どこまでも青い空あり春を待つ

摩天楼より放つ隼

近藤蕉肝捌

中島好江
近藤蕉肝
梅田實
横山わこ
峯田政志

旅の話のここちよき頃

パセリ浮くスープの香り立ちこめて

満月を仰ぐ大関新記録

狩野びんや

〃

鳥飼幸子
林ジョウ

いまだ錆びざる蟷螂の斧
ゥ神様がくれた身にしむ向こう傷

地震のお陰ではたす脱走
典獄の娘も今はロック歌手

幸薄そうな占い師居る

ナォ暮れかねる銀座かいわい賑わいて

わこ
幸子

ジョウ

早わらびのその小さき疑問符

ジョウ

ジョウ

好江
政志
好江

實

わこ

びんや

びんや

幸子
政志

幸子
蕉肝

︵於・九段生涯学習館︶

平成二十二年一月十五日首尾

びんや

干し井守トリカブトから媚薬でき

わこ

モールス信号救助求める

悪魔と天女持ちつ持たれつ
ささめごと乱れまくらの枕紙

一行の添え書きにある温かさ

以心伝心政治献金

投げ縄打って月をとらえん

幻のマチュピチュの石ゆるぎなく

鮮やかに友偲ばれる菊供養

鬼やんま飛ぶ夕焼の中

ナゥ落鮎の落ちゆく先に河口堰
平家の里にひびくフルート
レンタカー駆って迷いし恐山

トロイの遺跡見えしかげろう

めくるめく回転木馬花吹雪

實

幸子
好江

次から次と代わる相方

實

わこ

ゴルフ場虎を消したるスキャンダル

亡己利他とは慈悲の心か
有明に朝顔市の鉢を置き

幸子
好江
政志

びんや

小手をかざせば遙か赤富士

麓には伏流水の旨き酒

三の替りは結城紬で

ブーメランにはもどる習性
長生きをかこつ母から花便り
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ハ横浜・俳譜田園ｖ

短歌行﹃夏木立﹄

片陰縫って燕先導

夏木立俳譜田園この丘に
復活のＳＬ列車に手を振って

土地の古老の民謡を聴く

中尾青宵捌

滝川昌子
中尾青宵
加藤亀女
若松照代
岩永極鳥

盛る衣被ぎかたち不揃ひ

代

高津明生子

ナォどんたくの街賑やかに練り通る

しゃもじ渡さぬ婆の強欲
紙おむつ製造会社大当り

ファックス受けし予約キャンセル

プレイボーイ熟女の手管にころり負け

口移しする雪国の酒

しんしんと越後山なみ冴ゆる月

新新幹線二階建てです
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ゥ碁敵のまだ来ぬ碁盤月の跳ね
西鶴忌浮世草子の綴じ切れる

落ぶれて旅ドルは格安

ナゥ社会党自民大党重〜もいぞ

脚長蜂も鉾を収めて

明

弥栄の古語は知らずよ花若く

宵
代

昔マフィアの親分山の荷物もち

仕掛け時計の廻る駅前

鳥

オーレオーレで暮れる春の日

退院のまず花吹雪祝ひくれ

亀

︵於・藤が丘地区センター︶

仔猫孫猫三三・九匹

平成六年七月七日首尾

烏宵代宵烏昌明宵昌宵亀明

ハ横浜・俳詰文芸考究会ｖ

連句三十六韻﹃光風を﹄

光風を眩しと瞑る老いにけり

笑ふ乙女に蛙のぞける

もぞもぞと手板自在に操りて

眠れぬ夜は人形稽古

大阪は堀や小露地の多い街
きっと与力に凛々し若者
つくし立ち裾を飾れる犬ふぐり

骨焼く煙灰をオ含
むか
バマ

たて
リントン
苦ク輪
遁々下し手
外交

金融の再構築を叔母馬の背
爆破姫の会見誰が仕組みたる

中尾青宵捌

中尾青宵
水野禾甫
小林節子
巽住尚子
鵜沢八千代

鈴木圭子
渡辺柚

節子
禾甫
加藤亀女
森川淳子
八千代

圭子

浬藥西風吹く梅ほどく頃

武枝幸子

きしやご

干潟の蟹のラップ面白ろ

八千代

禾甫
圭子
節子

細螺取り休み時間は疾うに過ぎ

思はい花も咲くと思へど

春菊は老いの味かなほる苦く

大道芸に掬摸はつきもの

鉄柵を魂が腹より抜け出ける

開港の百五十年祭空高く
肩を包むは絹のスカーフ

バンドネオンが旅情引っぱる

白鷲ひるがへりする雨催ひ

柚

鈴木美由紀

青宵
節子

美由紀

節子
青宵
圭子

パンクスは出費嵩んで暮らし地味

陽焼の頬は弔ひの行

国語算数チョーク書き分け
いが栗ら特攻隊に消えしこと

禾甫
ひとや

美由紀

八千代

節子
禾甫

柚

柚

日記に残す本の題名

陀羅尼助蔦のからまる杜の奥

蛍飛ぶ竹ひごの篭内や外

村塾の隙らっきょうを掘る

学慕ふ獄の恋の哀しけり
萩焼の椀色の変ふまで

圭子

炭弾け腱毛の影の一揺れに

海鼠の壁を伝ふ盲ひて

青宵

︵於・柴庵︶

八千代

荒波や寄せる浜辺の倒れ松
冬から秋へ還る季のなく

平成二十一年三月十四日首
平成二十一年四月十八日尾
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八岐阜・巴世里連句会ｌその一Ｖ

エンジンの音高鳴らす春嶺に

こぞりて芽吹く鉢の寄せ植ゑ

啓蟄や雨の溢るる士の穴
堀部比呂美

藤田真木子

各務恵紅

ハネムーン宇宙船より地球見む

龍馬に似たる男求めて

ぞろぞろと石畳ゆくスニーカー

涼しき月の裏はともかく
街角をなにごともなく南風

功

短歌行﹃啓蟄﹄

今日はちらほら特急の客

美

大野鵠士

ビアガーデンは今日も満席

竹山

大野鵲士捌

金木犀の香りただよふ

木

ナゥ目の細きお稲荷さんに手を合はす
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美

い恵〃功恵功紅〃美子

ナォ人影を認めぬ庭の呼子鳥
鯉の跳びはね波紋広がる

ゥ隅もなく屋並を照らす望の月

奥山ゆい

稲刈りの女子大生はボランティア

蟷螂に泣き芋虫に泣き

い

恵

︵於・岐阜柳ヶ瀬羽酒︶

春の匂ひに包まるる里

道行の門出寿ぐ花盛り

先祖累代地縁血縁

紅
美

情ない婿天下も幸せと

デジタル画像かくも鮮明

紅

い

花便り吉野よりまた醍醐より
のどかな午後に開く和歌集

平成二十二年三月六日首
平成二十二年四月三日尾

大大

八岐阜・巴世里連句会ｌその二Ｖ

春惜しむ土産の菓子を口にして
堀部比呂美

大野鵠士

藤田真木子

ちはやぶる神のまぐはひ懐しみ

第一に年齢次に容姿など

短歌行﹃春惜しむ﹄

坂の上なるうららかな雲
奥山ゆい
各務恵紅

大野鵠士捌

広がれる潮干に烏の影もなし

紅

ナォふらここの寂しき影の長く伸び

ゥ月皓とオペラへ向かふ五番街

大竹恵子

団蘂の窓を窺ふ夏の月

近江の苞ともらふ腐れ鮓

確率二割電話勧誘

ハローワークに通ひ続ける

どこで鳴くのか蟠蝉の声

プードル眠る揺藍の中

ナゥ当てにする子供手当は半額に

菩提寺を訪ふ遠路はるばる

再会は昔ながらの花の下
過去も未来も唇楼の奥

大山功

岐阜柳ヶ瀬羽酒︶
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紐結ひなほす靴の片方

ふるさとを新酒に酔ひて語り合ふ

宙必

い

山河に浮かぶ彼の横顔

ヒロインのモデルはもしかして私

紅
〃

士

きのふの易者けふはこちらに
花あれば国滅びてもめでたけれ

遅日の空を渡る鐘の音

平成二十二年五月一日首

︵於

平成二十二年五月二十九日尾

紅美功紅〃い功士恵〃美

八東京・はつこゑ連句会ｖ

歌仙﹃菊薫る﹄

米川吉宏

潤問嘉寿美

平野敏政

夜景はるかに漁火の群

ナォ列島を北へ北へと春の風

育て方シーラカンスが手本見せ

″

嘉

政

澁谷盛興捌

博物館で背中ぶつかり

留守電のデートの誘いときめきて

二十年在位の宴華やかに

名

菊薫る園遊会の和みかな
澁谷盛興
熊代浩子
山口洋子
山本明子

また読み返す﹁豊饒の海﹂

フォンデュの湯気にほっと安らぐ

政

宏

名

宏

函︿

嘉

嘉

洋

宏

洋

賞金ランク競うゴルファー

︵於・渋谷区千駄ヶ谷区民会館︶

平成二十一年十一月二十二日尾

平成二十一年十月二十五日首

薄氷踏みて犬のかけ抜け
果てもなく吉野彩る花の波
夢かうつつか浮かぶ貝楼

ささやかにエコポイントで品えらび

通草をとりて分け合いし日々
ナゥ地芝居の拍子木村に鳴り渡り

洋

浩

友逝きて月光浴びる葬の道

移り香愛し後朝の閨

母直伝のクッキーを焼く

吉田名保美

林泉を訪う客もなく玉霞

放課後はランドセル投げ鬼ごっこ

吉成愛子

望月明か鏡面の池

小さな窓を覗く仔狸

そぞろ寒ひとり静かに茶を点てて

ゥお降りの染み入る松の青化粧

洋
明
趣く

愛

快をつまむ指のか細く
約束を破りし男の長い影
角の稲荷の御幣真っ新

政変に右往左往の人あまた

明

石渡孝子

浩

麦酒の泡で吹き飛ばす憂さ

南独逸の古城巡れば

名

洋

戦国を流行にせし歴女たち

孝

オーボエの甘き音色に月涼し

彼氏の家紋ケータイに付け

名

ほろ酔いでひと差し舞えば花篝

霞む戸前に虚無僧の立つ
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ハ徳島・花音連句会ｖ

二橋満璃捌

見條内袷橋

半歌仙﹁名を持
たず﹄

嬰児はまだ名を持たず浬藥西風

玻璃の向かうに揺れる芽柳

平成二十一年四月四日首

︵於・徳島県立文学書道館︶

平成二十一年六月二十五日尾
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頬白のはたと飛び立つ気配にて

真裕満
真敏裕
満真敏裕
満
菊由
和由
菊和
由
菊和
子
子子璃
子子子
璃子子子
璃
敏

湖畔詩人の物思ふなり

月天心ワイン傾け露天湯に

枝豆を盛る銀の大皿

ゥ竜田姫山野八色に染めてゆき
視線の合ひし少女恥ぢらふ
っと触れる指に思ひのたけを込め

後退りして売られゆく牛

枯葎鈍行列車近づきて

屋根に繊月父は縄絢ふ

くり返しくり返し聞くＬＰ盤
世界制覇のピアニスト現る
スパイスはブラックペッパー◆チリソース

散歩の犬はつんとおすまし

裁判所花の佳境と躯はれて

三宝柑の実りたわわに

関早西竹三二

ハ羽曳野・羽曳野連句会ｖ

西田舟人捌

〃

歌仙宣籔が差﹄
けう

双子誕生年酒の祝ひ

一家が差こそ尊し千代の春
℃﹂

きらノ︑と木の芽おこしの雨降りて

ナォシャボン玉ひとつひとつの顔を持ち

スケートボード楽しや怖や

庭先へ外食にくる猫を待つ

新聞頼り日々を重ねる

尾鰭つく話上手や四温晴れ
吐く息白し愛のさ満やき

懸想文添へて贈りしチョコレート
しっかり奥さまフニャノ︑旦那
注二

手枕は昔々と夢の中

﹁アバター﹂をして空へ飛びたい

有明けの月影細く水情し

仏恩人恩秋は深みて

ナゥひぐらしや惜別の情うたひをり

混迷国会いつまで続く

どうしやう飲んで行こうか帰宅拒否
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鴨帰るなかハモニカの音
銀盤の心を融かす朧かな

歴女が夢の古き都に

干潟に消えし小さき足あと
ゥ再会を約せぬ歳となりにけり

香忍ばせ黒髪ほどき

平成二十二年一月二十一日首

愛則秀澄秀澄愛秀則澄則秀澄則愛秀

︵於・大阪狭山市金剛︶

平成二十二年二月十八日尾

﹁アバター﹂︵変身︶は︑３Ｄ米映画の題名

魚の棚は︑明石の地名

子子花子花子子花子子子花子子子花

子

頼朝の蛭ヶ小島や熱き恋

二

則

風を座かせトロッコ列車

注注

秀吉公花の茶会や上醍醐
夕霞むなか烏の声聞く

へ〆ー、

注一

子花子花子子子花子子子花子人
子子人

魚の棚壷の中より蛸の腕
菖蒲を飾り邪気払ひたし
月天心鬼の瓦の目が光る
柤霊戻るや紅葉の野辺へ
富有柿さはりなでられ赤くなり

手当てと言へぬ現代医療

笑みがこぼれる春のおめかし

遊墨の濃淡彩に大桜

、一旦−〆

愛秀愛秀則澄則秀愛則澄秀澄舟
則澄舟

西和西
田田田
阿藤
部本

〃

ハ横浜・浜風ｌその一Ｖ

短歌行﹃とんがｈ／て﹂

冬波やアロエの花のとんがりて

鈴木圭子捌

ナォ一匹がぴょんと跳び出す春の蚤

″

よじ

防空壕に爺のどぴろく

ナゥ地芝居の高高と蹴る馬の脚
かむなぎ

ぬさ

巫溜り幣の舞ひ込む

段葛花トンネルの闇に浮き

聡しげき里山の裾

知

亀女
禾甫
祐子
圭子

知

八千代

禾甫

田川知

亀女
祐子

笙篁藥鐘鼓も止みて新枕

もぐら叩きのやうに地震きて

鵜沢八千代

鈴木圭子
加藤亀女
小林節子
黒住尚子

オリエント急行走りつづける

赤煉瓦ヒューマニズムを積み上げる

栞をはさむ読みさしの本

上弦の振れるさまに諺の月

四温の砂の洗ふ殻貝

ゥ月涼しパッチワークのなまこ壁

節子

水野禾甫

人生は序章ばかりを繰り返し

背に見覚えのサングラス行く

姉と妹の耳の宝玉

声かけて﹁情四郎さまおふくです﹂

渡辺祐子

八千代

亀女
禾甫
祐子

笹の雫の留まる舟
宿
ほど

味噌餡のおやきを焼くる火床の灰
ビジネスマンにも母とふるさと

ポトマック河畔に大和桜咲く

よそゆきを着て聖金曜日

平成二十一年一月二十日首尾
︵於・神奈川県民サポートセンター︶
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ハ横浜・浜風ｌその二Ｖ

歌仙﹃神の山﹄

双手に零す樋の真清水

渡辺祐子捌
鵜澤八千代

八千代

加藤亀女
水野禾甫

いくへにも新樹重なる神の山

マコロンと呼ぶお向かひの猫

ナォ鰊郡来村の長老腰伸ばし
間宮海峡消えた蝦夷地図

ウォーリーを探す大型コンピューター

外来生物じはり増殖

灯篭のあかりに誘ふ女郎蜘蛛

恋しき人の汗もまた好き
わが膝にｌＱ８４やや重く

西へ西へと私鉄沿線

チェロの音を巻き込みながら波寄する

馬繋ぎまだ空いてゐる月の宿
匂ひ出したるどぴろくの甕

友あれば輪読の会楽しみて

亀女
禾甫

ナゥ芋嵐野鍛冶がふいごを泣かせをり

独立叫ぶ先住の民

流行の彩で織る今年絹

亀女

渡辺祐子

夕月に開港祝ひの広場沸く

身分を捨てし北面の武士

禾甫

黒住尚子
田川知

知

圭子

尚

小林節子

八千代

知

祐子
禾甫
節子
亀女

知

尚子
亀女
節子

ライン川中世都市を巡り来て

鴫尾の千切れて泳ぐ薄氷

シャボン玉追ふみどり児の指

︵於・神奈川県民サポートセンター︶

平成二十一年七月十五日首尾

圭子

たましひのしきりに溶くる花枝垂れ

破れ帽かぶる吟遊詩人

ゥ鵲の渡せる橋を飛び越えて

祐子

八千代

マスコミみんな金太郎飴

つくづくと妻は役者の鏡なる

祐子
亀女

八千代

八千代

庚申塚に万歩計携ち

シシャモ焼く煙街の隙間を

起重機の吊り上げていく寒の月

少子化を防ぐてだてのあれやこれ

亀女
祐子
禾甫
亀女

熊野路飛鳥路けふで踏破す

投稿の短歌の主を探しをり
春の風邪ひきこゑのくぐもる

蓮池に映る天女と花の雲
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八松山・祓川ｖ

歌仙﹁渡し船﹄
冬ぬくし一分半の渡し船
鴨の水尾ひく川へ潮入

加藤朋子捌
加藤朋

三︷呂一

黒田耕

土佐の名物皿鉢大盛り

ナォ黄緑の布かけ届く雛の荷

ジャルの破産で悟然となる

歳月をかけしダム湖の行く末は

走り込む十日戎の福男
囲む猪鍋外まで匂ひ

身やつぐちより熱き指先

恋心抑へ切れなくたずねゆく

祗園小路の愛のソネット

いやいやと云ひて体は反り返り

あしなへ

玻に耐へ虫の音をめづ

天平の都を偲び仰ぐ月

旅の宴に鰭の湯ざらし

ナゥはるばると子規忌修する人集ひ

松山市民会館︶

全会ノ

開きみる古地図庄屋の座敷にて
岡田幸

矢野勝

仕舞の技量ほめそやされる

包丁は親父譲りの腕の冴え

合掌造り遅き春日

慢幕の篝あかりに花吹雪

平成二十一年十一月二十一日首

︵於

平成二十二年一月二十三日尾

一ううワー

悪戯盛り童駈けゆく
夕月に馬子唄流る峠道
鍬置く畑に案山子ぽつんと
ゥ紅葉晴れ偉人輩出せし城下

毘沙門坂にマドンナの影
さりげなくネオンの街に誘ひ入れ

頬寄せて聞くせせらぎの音

救急車朝の帳を破りゆく
ＣＯＰ喝の会議は踊る
白服の機長の窓辺月皎皎

帰省の友と地酒酌み交ひ
混迷の政治龍馬が居たならば

非正規社員巷に満ちて
花の昼小鼓の紐締め直し

春の灯あふれ団藥の部屋

耕朋勝一勝幸一勝〃耕三一〃耕燕知三子

勝一幸耕朋勝耕勝朋〃耕勝幸耕一耕朋幸

ハ富士見・美々つと連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃初しぐれ﹄

ナォちびちびと独り酌みいる夕朧

流刑の島に熔岩のひろごる

絵てがみに描かれている畑の物
クレープを焼く赤いバンダナ

斬った張ったの果てに編され

抱きあう雪見障子の影法師

跳ねまわる子を追いかける遊園地

成田淑美捌

中村ゆみ子

成田淑美

二十二年二月の二十二日付

除夜の鐘の音渡る町並

退職届置いて故郷へ

初しぐれ山頭火へ木戸開けておく

良宵の窓辺に寄りて深呼吸

だぶだぶのズボンのゆれるチヤップリン

妖精の息より生れし花の雲

冨美子

冨美子

淑美
輝子
昌子
春野
輝子
昌子
渭美
淑美
昌彦

ゆみ子

昌子
清美
昌彦

冨美子

淑美
春野

︵於・上野東京文化会館︶

平成二十二年三月三日尾

平成二十一年十二月十六日首

峠を越えて風船の飛ぶ

銀熊賞の報に春立つ

手足使えば湧いてくる知恵

ナゥともしびと砧の響き時代めき

神々の棲む老樹秋寂ぶ

下野草の淡く群れなす

品田冨美子

仲澤輝子
坂本昌子
後藤清美

艶やかに螺釧の卓の磨かれて

糸瓜ぶらりと詩を紡ぎおり

輝子

大堀春野
湯口昌彦

冨美子

情美

ゆみ子

輝子
清美
淑美
清美
輝子
昌子

頁を飾るカラーグラビア
南国の世界遺産に月を待ち

長き黒髪行きつ戻りつ

ウマネキンの腕もがれいるそぞろ寒

仏門に入る決意のまた乱れ

駅前広場占める自転車

ベッドルームに灰と残り香
これ以上大きくなれぬ座敷豚

紙魚の這い跡著き古文書

水あると科学者が言う月涼し
度が進みメガネ買い換え気分変え

杖が頼りの東海道中

金婚のちちはは包む花明り
ボートレースの歓声の渦

−ワワ8−

ハ富士見・美々っと連句会ｌその二Ｖ

仲澤輝子捌
仲澤輝

輝

坂本日日

日日

輝

〃

両吟半歌仙﹃秋風裡﹄

窓際の座りごこちや秋風裡

月見団子を高坏に盛る

やや寒を棹なす雁の渡るらん

橋の由来を刻む碑

平成二十一年九月三十日首

︵於・上野東京文化会館︶

平成二十一年十月二十八日尾
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華やかな和服の集う映画祭

日日

子子子子子子

子子子子子子子子子子子

ガラスの瓶のパセリ涼やか

ゥ夏閾る庭球・蹴球・草野球

腹のメタボを嘆く中年

﹁のぞみ﹂号思わぬダブルブッキング

妻の座よりも恋が命よ

文机に鎖の切れたペンダント

実用化待つ電気自動車

写メールで送る諏訪湖の御神渡り

城趾を照らす冬の満月

ドクさんに男の子女の子の誕生す

なみなみと注ぐ吟醸の酒
旧友と五山を巡る花の旅

歌声ひびく春の校庭

昌輝輝昌輝昌輝昌輝昌輝

ハ富士見・美々つと連句会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃目借時﹄

目借時万葉仮名の読みがたく

柿沼喜美子捌
柿沼喜美子

成田淑美
羽田野由紀
荒井智恵子

音なく降りて匂う春雨

紅椿苑の小径を彩りて
絡繰芝居空席もなし
津田由利
田口清華

珍らしき趣向を賞でる月の客

秋潮遠く望む円窓

ゥ落鯛を釣りに出かけてそれっきり

喜美子

淑美
由紀
由利
清華

幼なじみに私立探偵

メール絵文字のハートべたべた

由紀

智恵子

湯上りの酒一杯で饒舌に
愛の巣の灯ひとつ街に殖え

筍御飯胄痛こらえて

清華
由紀
淑美
由利

智恵子

白々と山の端にある夏の月

鑑真像に苦難偲くる

繊細なガラスの靴をもてあまし
ムーンウォーク遣し去りゆく

天を地を隙間なく埋め花吹雪
馬車に揺られて長閑なる旅

︵於・富士見市みずほ台． ミュニティーセンター︶

平成二十一年四月二十一日首
平成二十一年七月二十一日尾
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八東京・Ｂ面ｖ

歌仙﹃春愁
春愁や阿修羅の眉の開かれず

豚インフルなぜかおタクも感染し

弾けたれば今日のパンにもまどひけり

はじ

株式欄には黒い三角

声優なれば魚にもなり
底ごもる低音の絃寒の月

窓ゆく雲の今日も変らぬ

ホームでも恋の鞘当ありと聞く

舐めて封する爺さまの文

初ゥとこよ虫世のことなくて不確実

さつきまで風車売そこに居て
遠くに子等の声の散りゆく
顔触れの揃ふ目出度さ月の宴
梨ひいやりとさます深酔ひ

咲き極まりし木瓜の紅

G＝＝

鳥交る日はヴェーダなど読む
花吹雪子は手を拡げ独楽となる

殿様蛙さても動かず

ナォ池水の一揺れゆれて春の雷

瞳はブルー膝の白猫

空中庭園そそくさと観る
麗しの后の肌エココア色

カロリー計算ええ面倒な

洋間なる大テーブルの冷そうめん

ＣＴスキャンが脳味噌を断る

目の前にモザイクきらきら片頭痛

我ながら化けさうなどと九十九髪
ロシアケーキが食べたいといふ
月閑けて巨船に錆びしキリル文字

荷役の声をちぎる秋風

ナゥどぶろくの楽しみあれば笑ひ湧き

刺身庖丁床にすとんと

平成と江戸ぱっと重なる

なぞなぞの絵馬奉納し厄払ひ

｜一汁一舜咽朋十ユ叩雷︵文音︶

夕餉の鯛の眼のどけし

桜田門矢倉と花をとり合せ

秤
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や

内鈴
田木

ち

さア

ヤちヤちヤち〃ヤちヤちヤちヤちヤ子ヤ

ちヤちヤちヤちヤ〃ちヤちヤちヤちヤち

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその一Ｖ

脇起源氏﹃夕焼けて﹄

一の折

夕焼けて西の十萬億土透く
海の門めざしヨット満帆
水茎の溌ねに清気の溢るらん
ときめきながら享ける文台
針ほどの鉄塔に月惹かれては
柿すだれへと猫の跳びつく

品川鈴子捌

鶯合せウォール街にも

藤田かもめ

中島節子

屋上に童がはしやぐ石鹸玉

大倉まさや

二の折

マニフェストより期待ふくらむ

隆鼻術してさっと通関

タラップで王の手を借り軽々と

君のアドレス紫野とは

緒方喜代子

岡田禎子
西海和子

谷泰子

山本一宙心

奥田妙子
弓場赤松

固煎餅割りし小槌にひび入り

紅殻の千鳥格子を覗きつつ
保育園にも頭巾流行りて

半井茉莉子

岡田麗

伊藤絵里子

結局は﹁ちびのチーコ﹂と犬呼ばれ

印度刺繍でつくる筆箱

笛の音に誘はれ出づる望の月

智恵子の浜にレモンころがる

山口誓子
品川鈴子
木村美猫
森円蓉子
中田寿子
大井邦子
河村泰子
野口喜久子

ゥ秋しめり髪のカールを褒められて

小判の蔵に混ざる団栗

ゥ世界一プリズム輸出秋の港

水野範子
荒木治代
高橋花子
竹下昭子
岡本幸枝
吉田光子

天文台に望む架け橋

中山勢都子

夫子とて恋におぼれて燃えつくす

婚の荷に混じり漬物石重し
催眠術に堕ちてゐるらし

冥土の路銀すでに解約

山口透

静寿美子
小原みどり

馬越幸子
山下歌子
細野恵久
長谷川鮎

冷蔵庫にも命令をされ

免疫がつくかとョガを欠かさねど

鈴木てるみ

水盤の月を揺るがす時太鼓

ジェラシーといふ渦ありて身悶える

指環を隠す肌着抽斗

探偵ごつこ葉巻畦へて

英国の紳士に倣ひ紺づくし
水ちょろちょろと冬田へと落ち

寒月に仁徳陵の影黒く

勝野薫
平田恵美子

苔おほふ少し砂の磨崖佛

小松美保子

かわらけ

クレーンに頼む重き御局
土器の軌跡に拡ぐ飛花落花
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釣り天井を引張ってみる
北畠明

市橋章

岡田一旱

連衆の揃へぱ花のひときはに
三の折

目
目借
借 る蛙にまた遅刻して

もんどりを仕掛け湖うららけし

岩田登美子

三輪慶子

浅田千津子

嘘もやんはり言はれ納得
爪楊枝三角にして財を成す
箒に乗りて星をばらまき
闇汁の麺など杓子滑り抜け

鍛冶繁子
須賀悦子
古井公代

爆ぜる暖炉に頬を火照らせ

公代

神田のぶ
みどり

心得を言ひよどみつつ嫁がせて

中村吟子

信じ続けて半世紀とは

音読の﹁諸行無常﹂に舌もつれ

邦子
鈴子
美猫

寿美子

蓉子

河泰子

角谷美恵子

登美子

予防注射を篭のインコに
激戦の果て球場に月渡る
パイプの棚にかぼちゃ千成
ゥ菊献じ俳聖殿にチェロひびく

ふれあひ広場忍者走りて

鉛筆の尖りに穴が開く岩
びっくり箱を結ぶ荒縄
摩耶山の師碑覆ふらん花の雲
くすぐ

笑ふ木馬に蝶の櫟り

平成二十一年十一月十八日尾

平成二十一年十月六日首

︵文音︶
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子子子

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃切花﹄
品川鈴子捌
馬越幸
品川鈴

家中に切花溢れたる五月
兄よりのつぼ緑蔭の句碑
山下歌

外遊ぱなし皆でたらめ

久しぶり生産指数上がるらん

回送電車やんま諸共

竹下昭

弾道弾が日本睨みぬ

ナォ雀五羽巣立ちてゆける換気孔

真空パックのひよこ饅頭

坊ちやんの党首討論かみつきて

門限忘れ網戸すべらす

跳びはねる背ナの唐獅子山王祭

借り傘を返して恋のはじまりぬ

手紙の束は箱にぎっしり
香煙は御巣鷹山に立ち上り
脚光浴びるはにかみ王子

里の土産はいつも松茸

役目終へかぐや還りし月の裏

ナゥ仇討の菊人形は枯兆し
裁判員にヤンキーがなり

束帯なれど塗剥げし笏

漢字にはすべてふりがな付けてあり

羽化せし蝶にワインを開ける

花時は稼ぎどきなり貸床几

平成二十一年五月二十一日首

︵於・神戸新聞文化センター︶

平成二十一年八月二十日尾
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月赤し鼻をふれあふ挨拶に
よりそひながらメールやりとり

ゥ団栗をつぶし縄文クッキーに

油田貰ふは成田で反古に

ギロチンを熔かして王をたらしこむ

コーランは尖塔に付くマイクより

探検隊の犬は白息

ウィルス騒ぎ学校閉鎖

寒月は河童の渕にゆらゆらと

魚づくしの呼びこみの唄

荒木治

膝送り辞書の電池を入れ替へる
おでかけはいつも花柄もやうにて

遠からぬ樹に蜂の分封

幸代子鈴歌幸鈴歌幸鈴歌幸歌鈴幸子子子

昭幸歌幸歌治幸歌治歌幸治歌昭幸治昭歌

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃雲の峰﹄

ナォ遠足の先生またも点呼して

野口喜久子

新婚旅行電気自動車

流し目の気になる人はおしやれ好き

夜ごとかかさぬ願かけ参り
夏蚕飼ふ座敷わらしの曲家に
仕掛け花火のナイヤガラ燦

すきつばらにはカレーライスか
地盤とて声いつぱいにぺこぺこと

岡田禎子

さりげなく拭く髭づらの移り紅

品川鈴子捌

枝をかすめる若き黄鶉
伊藤絵理子

雲の峰水平に持つケーキ箱
山奥の河原にひそと湯のわきて

︵於

花ふぶき嬰の眠りの乳母車
佐保姫の袖風のまにまに

予想通りの選挙の結果

お利口のロボット犬に迎へられ

国際電話すぐに切られる

終の棲家の紅葉かつ散る
ナゥ搬入に青息吐息美術展

寝ころべば地球のうごく月今宵

裏塀ごしに捨猫の鳴く

藤田かもめ

提灯ふりて曲る街角

か

絵

か

平成二十一年六月二十六日首
平成二十一年八月二十八日尾

勢
都

柿衞連句教室︶
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禎

ゥ破れ寺のつくつく法師鳴き止まず

絵

一皇巨

やまんばの爪美しく塗り

禎

汽笛身に入む国境の村

月の兎ロケット着を待ちこがれ

血圧の上がり下がりも後家の恋

謎多きピーターパンも五十歳

か

禎

一呈口

誰にまかすか後の支払ひ

絵

双眼鏡の奥に楽園

海賊におっかなびっくり寒の月

絵

一皇宮

でたらめ話鰭酒を酌み

禎

動くほどピンボケになる暮しぶり

巣立ちも近きひなの羽ばたき

得意の手品帽子より旗
ふり向けば業平作り花衣

中
山

絵勢か禎喜か勢絵禎喜か勢喜絵か子禎喜

ナォ名物の雲丹の壜詰お土産に

朝な朝なに測る血圧

額の上の眼鏡探せず

知らぬ間に山荘の鍵取り替り

夢はソーシャルダンスチャンピオン

トロ箱を逃げ出す蛸を追ひかけて

透明の大き傘行く交差点

・市

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその四Ｖ

田畠橋輪

岡市

市

品川鈴子捌

章明章慶

歌仙﹃会計の﹄
会計の帳尻合はせ夜の秋
こつんこつんと壁にかなぶん

あつあの横顔はあの人か
禁断の果実に狂ふ不惑過ぎ

おねだりばかり老舗呉服屋

どっと喜ぶ摩耶山の蟠蝉

満月に杯挙げまて
句碑開
や

漆蒔絵の手提げ弁当

ナゥ背の籠の重たきほどに茸狩
オバマ訪日いつになるやら
参内に使ひ慣れたる杖を持ち

名園に小さき土橋花吹雪
揃ひの帽子遠足の子等

神

の

田

︵於・北とぴあ︶
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木漏れ日のオープンカフェ長居して

市

岡

おもしる自転車六人で漕ぐ

浮上する潜水艦へ望の月
弓なりの浜色変へぬ松
耳をくすぐる熱きささやき

ゥ美術展巡るは上野日本橋

危ふく落つる薬の誘惑

明章章明慶〃明〃慶明章明慶章子子子子
岡市

市

岡

岡

再婚も再々婚もなんのその

湯豆腐囲む丸窓の部屋

養生所働く若き修道尼

与党の敗けて議貝おろおろ

平成二十一年九月六日首

平成二十一年十一月八日尾

章の章明章〃の慶ぶ章明慶章明章章章慶

市

高みより見下す月の寒々と
パーティは英語日本語入り混じり
ボンゴのリズムつかみきれない

昂るは花の精気を浴びてより

小鳥の卵覗いては駄目

岡北市三

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃文化の日﹄

角谷美恵子

品川鈴子
森田蓉子

品川鈴子捌

ゆくへちりぢり秋草の紫

木の家にばかり住み継ぎ文化の日

月光ゲの機体は多国籍ならん

前頭葉に入れる活力

ナォめっきりと減りし若者棚田打つ

鞍は無用と天馬いななく

不況とて金の延べ棒買ひあさり

兜の緒乳母が手づから作りしに

後生大事に包む切り爪

着やせますます黒の涼しげ
三回のエステ通ひは効ありや

月清か間近に火力発電所
湾処の鴫にてぐす絡まり

来世の契りゑそらごとめく

グラマーが射とめられたる混浴場

小原みどり

野口喜久子

大井邦子

ナゥ西安に梨売りの莫産風匂ふ

風水学にかたびらの雪
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中田寿子

糊つけ干せと臭の鳴く

み

﹁うざい﹂﹁いけめん﹂辞書に加はり

自伝にはちょっと自慢を盛り込んで

み

泰子喜邦蓉泰寿泰喜美邦寿蓉子み美喜み

代

温泉卵誰そこここ

ゥ気がつけば腰のくびれがどこへやら

蓉
邦

美

邦

平成二十一年十一月十二日首

泰

千

︵於・毎日連句教室︶

平成二十一年十二月二十四日尾

河

中

セーターのほつれそのまま参観に

ダッシュボードにひそむ避妊具

すべて安売り国も傾く

森のセラピー万病に効く

乾杯のグラス真赤な嘘を注ぎ
粗塗りの千手観音つかれぎみ

アイスクリンの鈴がとまりて

美

年毎の花に訪ふ師居のあと
寿

広場にはサーカス団の旗並び

寿

一塁目

優勝決める信長の商

塩湖に住まふ宇宙人とか

美

ぼろぼろの﹁少女の友﹂に月涼し

春泥まみれ糯子の捨て靴

リュックより地図と寝袋花巡り

村

田

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその六Ｖ

歌仙﹃利酒﹂
利酒に笑ひ上戸の増えしバス

今宵かぎりの月の友あり
からころと陶の鳴子に追はるらん

届く便りに眼鏡かけ替へ

ナォたんぽぽに呼びとめられて大遅刻

言へば言ふ程裏の見え出し

秋葉原有機野菜の並べられ

少年Ａを雇ふ牧場

逆点シュートに切れるミサンガ

唇は振り向きざまに盗まれる

時間どほりに蛍合戦

徽の香を払ふ形見の革かばん
浅田千寿子

古井公代

知らぬ内ノロウイルスにとりつかれ

品川鈴子捌

小原みどり

木村美猫

覗いてみたきその舞台裏
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根切り虫いかな顔して悪戯する

大草原は地平線まで

ナゥ飛行機で金刀比羅祭へひとつとび

案山子に着せる紋付袴

三方に月見団子のてんこ盛り
公

岩田登美子

まぶす如くに天瓜粉つけ
ゥ綴方教室通ひ古希を過ぎ

千

中村吟子

真間の手児奈の悩みうなづく

第四の夫人を選ぶ御曹子

貸金庫開ける指紋と合言葉
ハープの調べ海の底より
〃

吟

花蔭に祖師をしのびて句の生まる

猫

公

貴賓席にも黄沙うっすら

長き在位に民は慶び

岩くり抜きて迷路めく街

登

パドックの栗毛の足の暹しく
月照らすシュプール数多白銀に

み

平成二十二年三月十七日尾

平成二十一年十一月十八日首

千
公
登
猫

︵於・夙川公民館︶

笹鳴きしきり地蔵ほほえむ

送り出す腰弁当は一食分
あてにせぬ夢宝くじ買ふ
石庭の静寂荒らす花ふぶき
ドバィの塔の浮く唇気楼

登み公み登公千み猫登公み千猫登公み千

ハ神戸・ひょんの会ｖ

脇起テルッァ・リーマ﹃枯

枯蓮のうごく時きてみなうごく
にほみを

蓮﹄

鈴木漠捌
西東三鬼
宮崎鬼持
鈴木漠

も

すき

あやだすき

仇討の月下の姉妹綾樺

夜寒の壁を泣き声は洩り

飛車角を捨てて攻め入る敵の隙

︑ｆ

カさもり

恵方を向いて回る風守

執筆

治介明

源をもつ脚韻定型詩︒三の倍数行プラス一行で構成される︒
十四世紀初頭のダンテ﹃神曲辰昌く三ンの○三三国罠匡はそ

テルッァ・リーマ︵三韻詩︶︒弓の﹃鬮西ョ色は中世イタリアに起

秤鰄一一汁一等一一一岨一十畦叩雷︵文音︶

英圭光

の代表作︒﹁地獄篇﹂﹁煉獄篇﹂﹁天堂篇﹂の一○○曲すべてがこ
の形式で書かれている︒
押韻形式は号ミ胃乏の号匡⑦ミ⑦苛営
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松本昌子
服部恵美子

梅村光明
永田圭

鬼

一一一木英

漠

恵美子

昌子
注

鳰が水脈曳くこれの河跡湖
美しき自然褒めんと探す語句

弥生狂言励む歌舞伎子

名残の雪を乗せる兵器庫
天気図の不連続線花を待ち

い
くを
と磨せ
がた
ま縁ち
幾年
きえ
抜ん
かれ
枢
ひや
土産の冷酒に諺を散ずる
片陰り旅の客なき宿場町
は

恋を嵌め込むジグソー・パズル

刈田へ連れし犬に挺摺る

てこず

珈琲はブラックと言ふ君が好き

持治介

八富山・風狂連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃啓蟄や﹂
啓蟄や刻を違える古時計
春の霞に閉じる硝子戸
菜飯茶屋話上手の女将とて

いぬじま正一捌
宮村千鶴子
いぬじま正一

ナォ山独活を採りて手籠はいつぱいに

揚げる油が顔に弾けて

紅白の大鯉池に悠々と

ガレージセール雨に崇られ

禅寺の御堂借り切るジャムセッション

拭いてあげたいあの人の汗

目の合図浴衣のままで宿を抜け

ピノキオに命吹き込む今日の月

釣れた魚の雫きらきら

口説き文句は全部省略
尚

いつのまにどこで失せたか猫の鈴

地図を見るヒッチハイクに宵の月

千

片原真幾子

そこはかとなく香る木犀

正

瀧澤尚子

ゥ神宮に秋の早慶沸きに沸く

千

ご近所同士かるく挨拶

ナゥ車椅子木の実しぐれをぬいながら

桜湯に花のたゆたう藍のれん

飛んでは休む巣離れの鳥

︵於・富山市星井町公民館︶

平成二十二年四月十八日首尾
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英語に訳す土地の民謡

君の背中を雑踏に追い

お多福の裏を返せば夜叉の面

厨の隅にいとど素早く

ミサンガは互いの腕に同じ色

正

尚

はやくはやく

８８９８８９と通販のＴＥＬ

テスト前とてギター封印

出来るだけ見ない番組消しなさい

〃

弥

尚

八木孝子

千

真

村戸弥生

尚

バスの送迎塾のサービス
捨て犬と寒月なおもついてくる

眼鏡をかける足袋の繕い
百円と馬鹿と鋏は使い様
地震の募金へ貯金箱割る
銀山で栄えし村の花盛り
少女の去りて止まるふらここ

真正孝千正尚千〃弥〃正真〃尚弥真孝千

八富山・風狂連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃白鳥帰る﹂
白鳥の帰りし里や声もなし

茶掛を替える庵の芽柳

しゃぼん玉板前修業終えるらん

北野眞知子捌
北野眞知子

人

二村文人
平林香織
富尾弘美

ナォ混血の夫の好みは焼鯖
おしゃれな服に犬は迷惑

とんだ誤解が友情を生み

デジカメの試し撮りするケアハウス

息吹きかける雪の妖精

燗酒を過ごし寝覚めの水甘く

やっと会えたね銀幕の恋

教え子と手に手を取って逃避行

ＣＬＯＳＥの札が揺れてる喫茶店

ピーナッツ噛み差し歯ぐらぐら

使途不明金どこへ消えたか
十六夜の影踏みながら銭湯へ

草餅つまむ指の残り香

戦災を知らぬ屋並に花吹雪

平成二十二年三月二十一日首

︵於・富山市星井町公民館︶

平成二十二年五月十六日尾
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旧い地名を探す楽しみ
海渡る高速道路今日の月

弘

夢の顛末祖父と語らい

香
人

からくり時計仰ぐうそ寒

奥野美友紀

澄んだ流れに苔むした石

遷宮のお伊勢詣りを講で往く

ゥもてなしは策いっぱいの衣被

ずうずう弁が急に愛しく

弘

入

香

ナゥスケジュールどうにもならずぱったんこ

制服の二人揃いのストラップ

香
人

年代別にコース決められ

記念切手を貼って投函

大村歌子

信濃路の寝転んで見る天井画
月の街ビアガーデンの会議室
リュックの紐に蝉のぬけ殻

友

朝木敏子

香

浬藥の釈迦の像に合掌

救助隊高山病に難渋し

花筵かごめかごめの背は誰
かぎろいの立つセーヌどこまで

弘眞歌弘敏歌敏弘眞人敏香弘敏人香弘敏

八東京・風蘭社ｖ

歌仙﹃汀女句碑﹄
小林静司捌

シズ

順風
静司

ナォ望遠鏡宇宙の涯を映し出す

羽音勇まし赤いペガサス

キヨコ

来し方は生生流転めくるめく

わたし結論早いＯ型

ハイミスのあがきの今日も若造り

シズ

静司
順風
シズ
静司

婚活サイトブスの寒々

いつ迎え撃つ北のミサイル

月まどか舌より大き切手舐め

世襲の議員守る票田

キヨコ

順風

冬怒涛洗う越前東尋坊

父に似し五百羅漢に掌を合わせ

でんでん虫の白き一筋
茂田キョコ

小林静司
町Ⅲ順風
小野シズ

汀女句碑下五のあたり草茂る

グッと飲み干す滋養ドリンク

解説の夏場所熱気伝わりて

崩れし簗に瀬音高まる

藍色の天月のほか何もなし

シズ

きりもなくあまたのルアー釣りマニア

ナゥバイブルに人は何かと肌寒し
カロリー計算いつも欠かさず

シズ

キョコ

静司

秋湿りする夜の病棟
キヨコ

順風
シズ
順風
静司
シズ

犬は嫌いで女猫好き

ゥ子別れの名残狂言幕となり

何か空気が薄い雰囲気

見合いする心に隙間ある人と

景気楼らし都市が浮かびて

順風
静司
キヨコ

二人三脚校長の汗

花並木樺次々引き継がれ

香水のよ切りし刻をすかさずに

キヨコ

︵於・世田谷梅丘会館︶

平成二十一年五月十七日首尾

祝盃高く挙げてあたたか

シズ
順風

浮世絵の紅探る顔料

〃

城下町旧街道に武家屋敷

静司

キヨコ

血統正しい子馬愛らし

キヨコ

シズ

プリンスのお髭手入れに月朧

すぐに終りしピアノ調律

トラピスト長き祈りに飛花落花
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八裾野・富士裾野ひよこ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃冬空や﹄
高木千代子捌

母が教える痴漢対策

ナォ新入生背よりも大きランドセル

夢の中思い出深き君の声

陀羅尼助かむ苦み拡がる

禅定の不動の背筋只管打坐

しかんたざ

看護に感謝もしや天使か
万両は色なき庭を鮮やかに
夕日きらきら舞うよ綿虫

大庭三千代

井上輝夫
大石昭江

溝︑喜代子

宮原うた子

輝

稲背節子

中村雄爾
中村雄介

一一一

昭

初

だらにすけ

あれほどの人の噂も流れ去り

ぜんじよう

静寂破る寒禽の声

冬空や雲間に望む富士の山
千ピース挑むパズルに果もなし

明日の宿題はじめなくては
漁り火の沖にちらほら浦の月

往く前に好きだと是非に告げねばと

ＳＬ雄姿鉄橋の上

桂

森

友

国旗と社旗と平和シンボル

千

春

︑つ

小林静司

︵於・東西公民館︶

御神酒賜る惜春の宮

平成二十一年十二月八日首
平成二十二年一月十三日尾

︵ナオより文音︶

古書市に我が売りし本花の下

ナゥ野塘嵩特攻隊の基地の跡

あれのぎく

レモンをかじり涙かくして

明

玲

語り継ぐ親子に注ぐ月明り

エイプリルフール亀が鳴いたと

低燃費車輌に凌ぎ削りいて

秋茄子漬けて母もひと息
ゥ孫曽孫一張羅着て七五三

高木千代子

大庭初江
長田友子
尾上桂子
勝俣吟子
久保圭子
小林春野
鈴木玲子

実らぬ恋が今も支えに

駒駆け廻るなだらかな丘

升旧雪子
水野森雄

星野ゆく江

田︑明子
佐藤安子
田中久子
田中文吾

王者生むモンゴルカ士原点に

脱却したいデフレ経済

屋根続きひと舐めにする夏の月

波間に揺れる白き帆船

合意なくひたひた迫る温暖化
児等と一緒にボール蹴る婆

花吹雪敷物の跡くっきりと
どこまで届く手紙ふうせん
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八裾野・富士裾野ひよこ連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃梅下蔭﹄

ナォ清明に祖父母の願いランドセル

元気いっぱい駆けまわる犬

大漁旗富士をめがけて戻り来る

稲吉節子
中村雄介
水野森雄

高木千代子

雪子
久子

井上輝夫

投げキッスして葉柳も照れ

男まさりの妻の出迎え

ゆったりとセーヌ河畔で画架立てる

見てほしい祭神輿の晴れ姿
星野ゆく江

勝俣吟子

喜代子

鈴木玲子捌

よろこび走る凧揚げの子等

満開の梅下蔭やまだら雪

チャペルの鐘の余韻荘厳

初孫の雛の白酒並びいて

は

安子
吟子
明子

後の月仰げる母に着せかけて

地芝居を継ぐ若手育てと

ナゥ伝統に寄附大枚をはずむ意気

魚介海藻イタリアン好き

青空が窓いつぱいに展がって

兄弟で漕げ長き鍬縫

恩師より脇句をつけて花便り

玲子

うた子

友子

千代子

小林静司

初江

︵ナオより文音︶

︵於・東西公民館︶

向いの山に鶯の鳴く

平成二十二年二月二十一日首
平成二十二年三月二十三日尾

ゆく江

縁に座りて枝豆を食む

人々が感謝に生きる安らかさ

宮原うた子

小林春野
大庭初江

振舞膳に添える初茸

隣の屋根にくぐみ鳴く鳩
百幹の竹のうねりも月の風
映画のような恋を夢見て

ゥ手の反りも踊り娘の影しなやかに

長田友子
竹井英夫
鈴木玲子
田口明子
大石昭江
田中久子

溝口喜代子
てるえ

万緑深き天城連山

耳元に聞く畷きに頬を染め
ピアノの曲は甘きララバイ
ハンモック母の懐思わるる

大庭三千代

品格間わる角界の沙汰

佐藤安子
升田雪子
久保圭子
中村雄爾
尾上桂子

舟のみに頼れる宿の寝待月
風炉名残○の掛字を何と読む

十徳という渋い着こなし
咲き誇る櫻花枝垂れて宗祇廟
刷った版木の髭のあたたか
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ハ神戸・フェリシモ連句会ｖ

半歌仙﹃鳥獣保護区﹄
鈴木漠捌

鈴木漠
三神あすか

安丸てつじ

山笑うまして鳥獣保護区かな

春挨して野球少年

佳世
和樹
珠美

めぐみ

弘子
惠子

あすか

一忠一

樋口惠子
道本弘子
長楽佳世
東めぐみ
野田珠美
森口和樹

植松憲一

ライラック薄紫の香に立ちて
は

舟下りにはしぶき溌ねあげ
ひとえ

月光を浴びて素足の帰り道
夜店で出会う懐かしい顔
ゥ打水は母の手縫いの単衣着て
ときめいて待つカフェの片隅
たましいに響く恋唄いまいずこ

稲穂の波に音符からめる
竹薮の上にぽかりと月昇り

崩れし簗をわたる川風

さら

過ぎし日の記憶とどめる写真集

神楽の笛を復習う夕暮れ
かさねぎ

くらし

重著のアメノウズメを侍らせて
友と語らうワインパーティー
このままの生活に花を咲かせたい

朝寝の夢に我を呼ぶ声

平成二十一年四月九日首
平成二十一年七月九日尾
︵於・フェリシモしあわせの学校連句講座︶
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ハ仙台・北杜連句塾ｌその一Ｖ

峡﹄
歌仙﹃山の
狩野康子捌

ナォ疎まれる生とも知らず蝿生まる

テーマパークの明かり幽かに

行列の先に方舟あると言い
尾まで餡この詰まる鯛焼

雪罪罪と無実の罪に降り積り

秋田てる子

松ノ井洋子

モノクロのヒーロー不死身西部劇

さりながら金も彼女も煙と消え
ふと口ずさむテネシーワルッ

今浦島の思いはじける

村人を守る御堂月代
熊坂昌子

狩野康子

鼓笛隊体育の日にデビュウして

谷Ⅲ部弓子

山峡の浄土や白き蕎麦の花
肩のモールの誇らしげなり

洋子

てる子

昌子
弓子
康子

てる子

てる子

洋子
昌子
弓子
洋子

昌子
康子
洋子
弓子

″

てる子

昌子

︵於・北仙台コミュニティーセンター︶

平成二十一年十月十三日首尾

ハーレー駆ってかぎろいの街

花盛る一目千本写メールで

雲湧き出ずる御陵上空

ひたすらに糞ころがしは後退り

火曜日なれば壜と缶出す

ナゥ時差惚けの時巻きもどし今年酒

俵武多に並ぶ項羽劉邦

満月をがらりと回し逆上り

砂小石持ち上げている霜柱

弓子
昌子
康子

てる子

洋子
弓子
洋子

てる子

康子
昌子
洋子
弓子
康子

走るもならず神馬肥えすぎ

厨の隅の冬至蒟蒻

ワ南国の友より届く寒見舞

渡り上手な次男坊とて

髪結の亭主志願し早や不惑
老いて成したる吾児のかわゆき

薔薇色の道果てしなく続けよと

プルサーマルの予定進まず

月涼し他言無用の湯殿山
水面をじっと見つむ青鷺
番記者の針の穴から天下知る

十余年経しゆとり教育

宙に咲くプリンシパルの花の舞

弥生野を抜け異国語のなか
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ハ仙台・北杜連句塾Ｉその二Ｖ

半歌仙﹃天衣の壁﹄

饒舌のあとの寂しさきりたんぽ

佐々木嘉宇捌
佐々木嘉字

玻

宇

間橋玻斗子

足早に駅舎抜ければ月ありて
トランペットの音ののびやか

掌中の珠奪われし父の篭
幼な妻なり嘘も許せし

賞罰はなしメタボ気がかり

ゥ鰹船船霊様の鎮座せる

鈴木良子

枝

玻

枝

佐藤千枝子

新しき絵画の予感落書に

枝

吾亦紅など壷に四五本

手厚く守る海亀の浜

漆黒の闇に変身するならん

玻

玻

枝

枝

″

地平線から昇るシリウス
三日月と愛の前立雪野原

逐電せしや鷹狩の鷹

良

酔漢のエレベーターをころげ出て

年金をもて南国へ飛び

〃

枝

花片片天衣の髪に降りかかり

楽日は雨の弥生狂言

︵於・エルパーク仙台︶

平成二十一年二月十七日首尾
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八東京・ほほほ連ｌその一Ｖ

歌仙﹃庭仕事﹄
和田忠勝捌

岡村歌
和田忠勝
宮澤うか
竹崎梨野

残る蚊も必死なるかや庭仕事

静聴感謝傍らの犬

伊東あさぢ

ナォつくしんぼ醤油のかおり程の良く

集いの夜の意匠オレンジ
明烏早立ちの客見送りて

佳人汲み行く閼伽桶の水

家庭的それが詐欺師の甘い罠

大金用意雪の道行

偕老の丸き背なよせ日向ぼこ

野球一筋夢にはばたき

さめざめと泣くも男の生きる道

木々の緑の精が溢るる
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トロ箱田んぼ晩稲咲く頃
月の宴古酒に悪蓄傾けて
篠笛を吹きつ裏木戸入る友

大久保風子

岡村糸子

押しくら饅頭子らは夢中に
ゥ鬼やらい亡き母真似て鰯焼く

藁屋根ぬらす急な村雨

満々と湧く湯に浸かり昼の月
与野党代わりそれぞれの秋
ナゥ土瓶蒸し銀杏少し大ぶりで
平良木遊虹

確かなる白洲正子の物集め

鈴木山波
大城里水

異国の果てに望郷の塊

わたし置き隣の彼は婚活へ
相逢う衣にまとう森の香

和田ひろ子

秤鰔一一什一舜十ユ胆一十枕叩龍︵文音︶

漫ろ歩きに蛙飛び込む

県境思いもかけぬ花霞

ポルシェの似合う麗らかな午後

このあたり三輪明神の山の蔭

か

歌

野

舞台を照らす月の涼しき

送迎バスの客は一人で

勝

海沿いのサナトリウムへ友訪ね

ぢ

玉の汗漸くスコア書き終えて

夜半の道に響く靴音

風

糸

燗漫の花はライトで妖艶に
車屋さんの声ものどらか

か勝取ろ水虹波風糸ぢ野か勝取ろ水虹波

八東京・ほほほ連ｌその二Ｖ

歌仙﹃夕桜﹄
潮待ちの船動き出す夕桜
雪洞揺れる岸はのどけし
新社員出張予定確かめて

付廻し
和田ひろ子

大久保風子

岡村糸子
和田忠勝
宮澤うか
竹崎梨野
鈴木山波

爽籟を今さらに知る昼の月

人の姿に小烏騒めく

工事場の水溜り七色

ナォシャボン玉ひとつ円窓くぐり抜け

だれにも言えぬ本をしのぱせ

駈け出せば肩ずり落ちる塾カバン

恋はゲームさ罠を仕掛ける

親友の彼女気になる寒厳し

ｉＰａｄ品不足なの韓国へ

言葉の力良くも悪くも

あっという間の飛行機の旅
八ヶ月又も持たぬか総理の座

睡蓮鉢に映すおくれ毛

ラブラブで指の交信月に向け

︵文音︶
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五分で済ますファーストキッチン

ゥパチパチとはぜて樟の実炉火こいし

ナゥ牧閉ざす蹄それぞれ消毒し

三途の河原小石積上げ

平良木遊虹

森脇甘蘭

踊り子の手に赤のストール

仲人とお色直しの控え室

ワールドカップ勝って勝ち抜け

酒酌めば夢は無限に広がりて

平成二十二年五月十五日尾

平成二十二年四月九日首

二重に美しく初虹の立つ

昆布干すむしろの上に花の影

伊東あさぢ

ひ

風

男嶽は女嶽一つしたがえて
戦なき世の国のまほろば

糸

君待つ街の雨の鳴き

宇宙より見る朱夏の月美しと
捕虫網持ち子らは張り切る

か

梨

波

遊

勝

コーヒー好きで正座苦手で

優しげに気いつけいやと和尚さま

日盛りの道春日傘ゆく

八重もあり枝垂れもありの花の宴

執

筆か糸勝ひ風ぢ蘭遊波梨か勝糸風ひ蘭ぢ

ハ仙台︒ほれぼれ座ｖ

抱韻ソネット﹃少年の﹄

少年の夏を根として育つらむ
ひもろぎ

袋角から溢れだす雲

田の中にありし神離かしこくも

永渕丹捌

平成二十一年九月十七日首尾

︵於・仙台文学館︶
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永渕丹
狩野康子
筒井草平
柴田英明

高山達

佐々木源

辛早

康

〃

勝ちを願へど一炊の虚無
白魚をつるりと食らふ朱き唇

邪恋浄めむ盃の花びら

立ち聞きをしている兜春の倉

万里の波濤瓶の旅発ち

月に捧げし厄除けの舞

ジャングルに密と息づく部族にて

掛取りの富山ナンバーＲＶ

憎まれ口を空に言ひ立て
朝冷えのバケツの玩具濡れそぼつ

パレットの上秋の凹凸

平子雄子
雄子

筆子平

達淋

執勝草

ハ伊勢・勾玉連句会ｖ

歌仙﹃天高し﹄
天高し伊勢の宮橋渡り初め

藤岡よし子捌

表彰状が壁にいっぱい

ナォ春惜しむ職を退きたる侘住居

シャトルでの宇宙計画始りぬ

映画アバター異次元の中
駅裏は何も見えざり掛大根

雪山帰りの客を迎へて

夜長に聴ける詩吟朗々

鯉跳ねて池の水面に月砕け

先物買ひの予想危ふし

幼稚舎もインターナショナル親の見栄

仲を取り持つお節介婆

は

中村伊都夫

よ

子の嫁になるかも知れぬ美しき人

夫

夫

月今宵久澗の友と酌み合ひて
吹き寄する風さはさはさはと

藤岡よし子

書斎にて文庫本読み留守番す

小西澄子
斉藤正子
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山も粧ひ三代夫婦

暖炉の薪を少し継ぎ足し
ゥ冬季五輪金銀賭けて開幕に

気功術にてほぐす腰痛

ナゥ墓のみとなりたる故里鳥渡る
澄

夫

ダイヤの乱れことも無く済み

揺さぶられ現れ出でし龍馬像

衣裳競ひて選手入場

振り向けばウインクおくる好青年

よ

夫

︵於・伊勢市立図書館︶

平成二十一年十二月二十四日尾

平成二十一年十一月十二日首

都踊りに招かれて行く

待つことのある幸せや花便り

込めし想ひは語ることなく

澄

正

よ

澄

正

山口龍一

巻き戻す刻は束の間なつかしき

堤防に聞く潮騒の音

閻魔詣でに夕涼の月

カブト虫輸入に頼る子等の夢

歳入が足りず国政大ピンチ

名代の機屋いつも休まず
限定の花見弁当配られる
貰ひて帰る仔猫キジトラ

一よ夫澄正よ夫一澄正一よ夫澄正一よ夫

八松山・松山連句教室ｖ

歌仙﹃瑞雲を﹄
瑞雲を置く霊峰や初日の出

永井政子捌

ナォ蚕気楼見なれぬ街を映しだし

プルサーマルに反対のデモ

売れ行きの良いプリウスがリコールで

我も我もと漢字検定

日の丸が冬季五輪にはためける

燃ゆる思ひを包む墨染

馥郁と宵の匂へる春の月
脱稿成りてこころ寧らぐ
ゥああ明治日清日露勝ち戦

町内会で励む体操

月の記憶は美しきもの

拾得の箒持つ手に散る紅葉

勿体ぶって見てもがらくた

痩せたしと願ふ心根いぢらしく

永井政子
井上雨道
武智紀美

ひたすらに地位もお金も投げ捨てて

氷蒟蒻造る故郷

中野かずえ

ナゥ張り替へし障子の穴をのぞく孫

赤い烏帽子の若き猿曳
戒能多喜
高木潤
松永勝政
松永由紀

生ひ立ち綴り成りし名作

盆梅の仕立てのよさに魅せられて

耐へて忍びし真実の恋

雨

絹の道バックパッカー旅続け
政

飛花落花天女の舞へる如くにて
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街の賑はひ雛市の旗

晴れて聞く長持唄におたち酒

多
潤

はらりはらりと衣脱ぐ竹
塩もまき女御輿の三社祭
金賞は無理古きデジカメ

ボートレースと競ふ春鴨

白

︵於・松山市コムズ︶

紀

椀ぎ頃となる林檎盗まれ

か

政

平成二十二年一月二十日首
平成二十二年二月十七日尾

月を射る案山子は弓を引き絞り

足湯に並ぶ道後湯の宿

政

マニフェスト夜食しながらあげつらひ

やふやくに病も癒えて花の句座

雨

勝

未来を呼ぶと庭の松蝉

吉
金

紀勝雨多か政由勝政紀多白勝か由多水紀

八東京・﹁窓﹂連句会ｖ

半歌仙﹃春の雨﹄
衆議判

杉浦喜久代

野口敏子

内田さち子

隣の庭に辛夷ふくらむ

人数の少なき句座や春の雨
入社式ネクタイいろいろ並びゐて

サバンナの月地平より地平まで

澄

ち

倉橋澄子
鈴木アヤ

象も騏鱗も走り出すとき
白露の水を飽くほどに飲む

高月三世子

〃

ち

菅野陽子
深井玲

久

ヤ

ゥ日蓮忌団扇太鼓のとぎれなく

新世帯には小柄カーテン
幼なじみいつしか二人指からめ

世界遺産を映像の旅

明くるまでほとほとと聞く苔清水

白地の快切裁ての月

白濱節子

素通しのエレベーターが擦れ違ふ

マスクの人は誰が誰やら

ヤ

澄

世

酒断ちはいつも三日の悪い癖

若衆雷さへ先の朧に

鶯餅をつまみ食ひして
右近坂主水の坂と花吹雪

平成二十一年三月十四日首

︵於・東京女子大学氾年館︶

平成二十一年五月九日尾
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ハ丸亀・丸亀連句会ｖ

歌仙﹃木の根明く﹄

ふと耳をよぎる人声木の根明く

今井水映捌

廣谷青

今井水

眠れる烏も春着着こなし
河野素
鎌田耕

胸を張り水仙同じ向きにして

学校帰り一列従隊

ナォ淡治なる城山笑う如くあり
見知らぬ人と會舞かわして

朝なさな裸足で通う百度石
迷う普天間行き先もなし
風花は背の幼な子手に遠く

メダルむなしくカーリング嬢
ぱったりと古い馴染みの若い声

﹁枝渡し﹂する朱鷺のときめき

筥枕歌麿の秘画入れておく
宵の通りを門付けの三味

三日月を吸い込んでいる五岳山

ひま

小春日の閑口に飴玉

ナゥ破れ芭蕉繕い物に何とのう
一遍ほどに捨てられもせず

旅に出てヤシと手にする魁夷の繪

故郷遠く目覚む暁

花冷えに熱きを汲んで茶筌ふる
タンポポの紫を吹いて楽しむ

平成二十二年三月六日首

平成二十二年四月十七日尾

︵於・望城庵︶
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新築の三畳台目月の光ゲ
鹿の鳴く図に塵世忘れ
ワ秋暮れて机上に漢書堆し
愛を説きたる儒者は白髪

寂聴の恋の遍歴夢の夢

歓声止まらぬ氷上の舞
︑７

不景気の風吹き荒れる美まし国

アメリカ世論に誠意届くか
冷酒を懐かしむがに月を待つ

豆腐売る声暑き町角

析の響また聞かせてよ木挽町

今も昔も草加せんベィ

満ち潮に押されて上る花筏

春鮒釣に遊ぴ呆ける

人石仁映人〃映仁人映石仁石映仁人石映

仁映石仁人映石〃映〃仁〃石〃人映仁石

八日立・水無月連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁香一姓﹂
香一姓まっすぐのぼる寒さかな

ぴんと張りたる雪吊の縄
初めての個展の準備整ひて
髪を短く切ってさっぱり

堀江水城捌

堀江水城
黒澤かすみ

本の間に隠すへそくり

ナォ新人の海女も交じりて磯開き

銀のクルスを握りしめたる

占ひに心の内を見すかされ

番の鴨が付かず離れず

コロラチュラオペラハウスに冴えわたり

胸の奥浮気の虫が目を覚まし

古きポスター端は千切れて

喪服の似合ふ親友の妻
山幾重秘湯の宿の奥座敷

水

か

ふとつちよの猫がかりかり爪を研ぐ

文字化けをして拘れるパソコン

昔と同じふるさとの川

秤鰄二什一篝サー一期二極印雷︵文音︶
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急坂を登る人影月今宵
ゥ爽やかにかの句敵を褒め殺し
ちらりと浮かぶ阿修羅の眼
抱かれし乙女の息の熱きこと

香

行き交ふ人の声の長閑やか

乳飲み子の寝顔やすらか花の下

新蕎麦つまみ酌み交はす酒

満月を仰ぎ李白を朗々と

バージンロードゆっくりと行く

茂

小岩菖蒲
筒井香
安島茨穂
宮本茂登
高木遥子

突然の風にベールが舞ひ上がり

茨

ひときは著く鈴虫の鳴く

基地の移転でもめる沖縄

昔日

美

ナゥ温暖化どこまで続く冬隣

五月場所晶眉の力士今日も負け

水

根本美茄子

兎影相手に冷酒ぐびぐぴ
御社の裏に噂の夜鳴き石
さても巷に流行る育メン
自転車で狽爽と行く花並木

か

遥

ゆらりゆらりと揚がる連凧

美茂か水遥茨菖か茂香美か水遥茨菖香茂

八日立・水無月連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃寄生木﹂

なゐ

ナォ遠足の子等の歌声聞こえ来る

地球の怒り地震も津波も

対時するウルトラマンと異星人

新政権に羅針盤無し

留守詣してはずむ養銭

雪しんしん思惟の深まるばかりなり

婚カツに腕振るってねお母さん

堀江水城捌

大山とし子

堀江水城

交差点人の往来きりもなし
店仕舞ひする角の居酒屋
記者会見終へ中天の月仰ぐ

寄生木の黄葉ひらひら小鳥めく
岩下秋月
後藤算子
上条洲紅
片野弥恵

月の残れる朝の公園

暖炉あかあか香る珈琲

ばっさりと切るもとあらの萩

吾子はお手玉やつと覚える
郷土史の講座葉書で申し込み

華燭の典はスカイッリーで

ゥ手作りの句集仕上がる一茶の忌

水

長澤矢麻女

ナゥ山里に太鼓の響く御命講
内ポケットに宝くじ入れ
自分史の最終章は未完にて

庭の隅まで立てる箒目
天翔る天馬真白き花吹雪

北へ北へ急ぐ佐保姫

秤唖一汁一痔十コ朋二什申雷︵文音︶
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爽やかにオカリナを吹く人のゐて

秘めし思ひをそっと小箱に

秋

あの出会ひ奇跡だったと苦笑ひ

姉さん女房はや五十年

と

むろ鰺のくさや肴に大吟醸

洲

算

算

矢

と

秋

水

弥

チャペルの鐘が遠く幽かに
ブルージュの運河めぐりの月涼し

すでに果てたる野外劇場
犬の糞踏んでしまった石畳
ウエブゲームに心奪はれ
車夫は皆若者揃ひ花巡り

風船も売る露店商人

矢と弥秋算洲と矢水弥洲算秋と矢水弥洲

ハ横浜・美晴連句会ｖ

歌仙﹁弓弦引く﹄
生田目常義捌

土屋実

吉田安

ゆづる

梅見帰りか見物の客
伊藤則

山本ゆ

窓から覗く母の故里

春風や弓弦引く手の和らげり

高層のビル殖えし街烏雲に
生田目常

仕舞鳴きする隅の蟠蝉

あす

はなだ

筆郎則義ゆ郎義則郎ゆ芸義則郎芸ゆ義則

こより

ナォ朧夜の紙緩作りをつれづれに

古き書信に涙一滴

横浜に市電走りし頃があり

川に河童か森に狸か

いざな

あつら

ひと

腕白が押しくら饅頭押し出され

改装成りて渡る吊橋

誘へぱ無理に笑顔を作る女

さらり別れて又次の馬

説へし羽織の裏は標色

継ぎたくもない家を継ぐ羽目

Ｂ面を知らぬ若者月さやか
黒々とした落ち鮒の背ナ

ナゥ初猟を翌に控へて銃磨く

よもすがら

出し巻卵何とジューシー
灯のついた実験室は終夜

春は曙陽気みなぎり

らんまんの花に傘寿の祝賀会

執

︵於・横浜・実郎居︶

旅好きの目を呼びさます東風

平成二十一年二月十七日首尾
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秋簾下ろせば揺れる昼の月

蹟きしとき解けし数独

ゥパソコンに救ひの手あり秋うらら

ふところ

身を寄せてゆく君の懐

山寺に和泉式部の歌碑床し

夏月映す小さき湖

恋ならば六十路を越えてこそ本意
和・漢・洋酒ふんだんのバンガロー

雀と遊ぶ好々爺振り

さあ始めましょ肉の大皿
合唱の声も次第に揃ひ来て

入学式で叩き合ふ肩

花盛り上野の森に人集ふ

郎芸ゆ義則郎芸ゆ義則郎芸ゆ義子郎芸う

ハ仙台・宮城県連句協会ｖ

歌仙﹃白河以北﹄
狩野康子捌

狩野康子

ナォ噂は天上よりの贈り物

列に付きつつ逃げる準備を

伎楽の面の眼金色

御座船に袖を濡らせる後鳥羽院

土用干し箪笥の節に旋風
松ノ井洋子

ヒエログリフをあやつりて文

豹柄水着ジープ降りくる
愛しては鋭き鰊も楽しみて

一山百文隠れなき月
秋田てる子

神々の紅葉ずる白河以北なり
今年絹つややかなるが畳まれて

熊坂昌子
田中裕子
中村孝史
小岩秀子

北村多喜男

川村紀子
浜田則子
菅原泰子

阿部堅市

佐佐木らん

山田史子
山崎博司
中村記康

荒川由美子

久保田千代

ふるさとへ都会の月を写メールし

アロマオイルは檸檬選んで
ナゥ括られし路地の残菊匂う艶

笹川圭子
伊藤航
鈴木文男

執筆

満山達雄

垂石よう子

小野寺妙子

国宝修理元の輝き

柱の暇と天井の染み

六尺の病床これが我が世界

いたずら猫を横抱きにする

木田真智子

谷田部弓子

後姿の父に似ていし

佐藤千枝子

園庭に順番を待つすべり台
水桶に浮くラムネサイダー
ゥ満載の海霧の中行く定期船
素顔のわたし貴方だけには

恋やつれ受け止む彼はレスキュウ隊

旅の果て手汲み古井戸鐘櫓
雲よりふわと友の微笑む

平成二十二年三月八日満尾︵文音︶

響く拍子木弥生狂言

花片を集めて書きし花の文字
佐々木嘉宇

高橋玻斗子

筒井草平
永渕丹

鈴木良子

凍鵺に月光洛中洛外図

佐々木勝子

過去と未来を結ぶ漏刻

マーラーのシンフォニー聴く夜更けまで

九十にして規矩に従い

横山浜江
蔦とく子

口開く牡蛎に恥を知れとて
厄詣埒明けず屋のけつまずき
今日ぐらい今日ぐらいとて花見酒

アスパラガスの伸びる速さよ
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八東京・﹁もん﹂の会ｖ

歌仙﹃ゆい−ん．ゆい−ん﹂

ナォ潮干潟目玉が二つ落ちてゐる

ダリの時計は針を失なふ
菩提寺の枯山水の砂を掃く

書割の庭描く大道具

とみ子

美世子

柴子

〃

とみ子

川野蓼艸

止まり木の膝の合図を打ち返す

川野蓼艸捌

志治美世子

柴子

姿焼き飛魚跳ねて跳ねしまま

種川とみ子

そら

跳ね橋を轤馬にまたがり帰りけり

ナゥ紅葉散るガラスの窓の万華鏡

まだ

とみ子

とみ子

とみ子

都市の灯を遥かに梨の花明かり
闇に浮かせて吹くシャボン玉
古川柴子

知二
柴子

薄暑の波の続く天井

惜春の混声合唱アンダンテ

小松知二

オレンジ色した秋の塗椀

蔀戸に矢文打ち込む月の使者

柴子

美世子

石蹴りの輪の路地に残りて

知二

とみ子

並ぶ黒子の暗号を解く

月残る賞味期限の切れる頃

とみ子

どちら選ぶか具象抽象

美世子

知二

私の趣味はチチロ飼ふこと

美世子

ゆい−ん・ゆい−んと象の鳴く声

回想はパッチワークのごと斑ら

柴子
知二

小足を挟み記憶暖ため

ゥ天狗茸分け入る森の暗かりき
疎水を流れゆくオフィーリァ

柴子

ロザリオ胸に陽炎の席

︵於・中野﹁もん﹂︶

平成二十一年四月二十八日首尾

轤馬︑鶴︑異生類不嫌越
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北の湯に共に見上げる雪催ひ

セ彩の璃瑠の首輪卓に置く

美世子

南蛮ぶりに狂ひ踊らむ花の下

長き抱擁夜よ明けるな

知二
柴子
美世子

季節なき宇宙裂きてロケット

知二

とみ子

凍鶴の月影細くしんしんと
氷柱を折りて神と酒酌む

″

美世子

知二

ミュージアムにて選ぶ絵葉書

不便なり眼鏡忘れしロスの宿

逃水追ひて歩むひねもす

花と言ひ死と言ひ命といふ徒

註

ハ中津・耶馬渓連句会ｌその一Ｖ

水谷卯波捌
水谷卯
荒木陽
重松節

卯

川崎些呈

ナォ玉手箱開ければ春の白い雲
横顔いとしマシュマロの君

暹しき胸に飛び込む旅の宿
別れてゆけば犬が悲しむ

腕相撲孫と争い負けがこみ

大蛇退治の神楽奉納

子波子子子子波子子子子波

短歌行﹃紅の緒に﹄

卯の花や妹がたすきの紅の緒に
なぶり
酒と煮染で早さ苗
饗の縁

エコ家電店で色々選びいて
新刊漫画ちらと立ち読み
陽

掛け大根足場に高き月の影
認知施設に名札ぶらぶら

ナゥ久し振り岬を巡るバスにのせ

下駄を放りて天気占う

曲水の宴ぞゆかし花の散る

苗代の田んぼ燕斜交い

豊卯節陽豊節卯陽豊節陽卯

︵於・本耶馬渓町ヤバトピヤ︶

平成二十一年七月六日首
平成二十一年七月十日尾
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ゥタンデムで走ればそよぐ月の下

仮装のままの案山子転がる

節

節

陽

卯

陽

堅塁

赤蜻蛉二人黙って手を繋ぐ
夢なら覚めるな時間よ止まれ
ひったくり捕らえてみれば現ポリス

交代なるか今の政権
花筵豪華弁当酒を酌む

遍路が過ぎる畑中の路

子子波子子子子波子子子波

ハ中津・耶馬渓連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃風光る﹄

初燕来る産直の軒

胸に抱く野菜の気持ち風光る
集配の赤いバイクもうららなる

水谷卯波捌

水谷卯波
二階堂智査子

卯波
歌寿
節子
俊正

智査子

明石歌寿
重松節子
堺谷俊正

携帯履歴浮気ばれたる

智査子

耳に挿したるチビた鉛筆
月は何処窓から顔を一斉に
村のイベント案山子色々

万歩計犬とウォーク今日の朝

手を取りて胸のときめき告げる夜

第二ボタンを僕と思って

蝉時雨聞く山門の階

ウタンデムで走れば溶ける萩の声

読めばよく寝る六法全書
車座の宴盛り上がり月涼し
密約の核に驚くふりをする

節子

智査子

卯波
歌寿
節子
俊正
歌寿

庇をつたう温かき雨

親の心を知らぬ子供ら
合格の通知と共に花便り

︵於

平成二十二年三月十三日首
平成二十二年三月二十日尾

耶馬渓グリンピア︶
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八東京・悠の会ｖ

歌仙﹃海三２
わが志摩に海三つあり夏来る

田島竹四捌

どこ吹く風と変へぬ表情

ナォ吉良生まれ肩身狭しと義士祭り

比べる気なかなか起きぬマニフェスト

と金となって大暴れする
蓮の花満開蓮見茶屋開き
魚街へて逃ぐる猫追ふ

短距離の記録保持者といふ噂

核廃絶を共に宣言

自転車の姉急ぐバーゲン

田島竹四
Ⅲ島もり
花輪芳子

市場では野菜高値よ神頼み

低き軒端に育つ子燕

寄宿生方言の唄うたふらん

広波青
木村ふ︾っ

ミニウィスキーポケットに秘す

炉塞ぎにゆく強力の杖

秤鰄弄竺嘩牝朋什鄙叩擁龍︵文音︶
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月天心最終電車に乗り遅れ

俳友が逝く又一人又

月光の梯子を昇る夢の中
Ｓ字をなして川に沿ふ霧
西岡美代女

吉藤一郎
若松歌子
和田容子

気晴らしに買ふて当たった万馬券

虫のすだくと連れのつぶやく
ワもののふの重たき衣装菊人形

愛を掲げる兜よるしき

小森葆子

流氷めざすデラックスバス
朝ぼらけ霊峰の花さざめきぬ

趣味に彫る円空仏をお手本に
あつといふ間に積もる初雪

頑固なる父と思へり寒の月

ナゥもと夫が不意に新米贈り来し

ハネムーンベビーの予感北の宿

一郎

もり
竹四
波青
芳子

亭主摘み来し山菜の膳

戦争責任誰にあるのか

容子
歌子

ふ話っ

殺人が時効の壁に阻まれて

連続ドラマ次週ご期待

花散って吾と園児の列に舞ふ

つくし摘みつつ偲ぶ故郷

ふ一芳波竹も葆美容歌一ふ波芳も竹美葆
代
代
う郎子青四り子女子子郎う青子り四女子

八東京・瑠沙連句会ｖ

歌仙﹃石蹴って﹄
土屋実郎捌

ナォうらうらと骨董市の贋小判

御蔭参りの土産赤福

チャンピオン性別しかと調べられ

恋の魔風にひるむ切先

身の細る思ひの丈を文にして

江戸の古地図を見つつぶらつく
このあたり初場所近き相撲部屋

かげで操る小沢一郎

石蹴って運動会の落ち零れ

小張昭一

土屋実郎
小張志げ
山口武雄
伊藤哲子

寝ころんで天下を取った気分にて

大発会の後のほろ酔ひ

草の径月待つ人の群れてゐて
甘い匂ひのホットケーキ屋

中三の交換日記秘めしまま

忘れられない旅の想ひ出

ナゥパレットの乾きし絵の具冷まじく
哲

夢語らひてさめし珈琲

雄

﹁花﹂の碑に止むこともなき花吹雪

︵於・東京アインスリバーサイドタワー型Ｆ︶

平成二十一年十一月十三日尾

平成二十一年十月六日首

国蝶舞へるエコの村里

苗

士心

哲

折口

彦
士心

苗
雄
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涙目で見る秋の夕焼

わけもなく並べる列の後につく

碁敵は月を背負って門に佇つ
すすき毫けて雀羅張らるる

散髪したて寒き首筋

今村苗
坂田武彦

ゥ雪合羽下駄音響く駅ホーム
滑ってころび抱かれたる胸
パチンコで三萬儲け愛も得て
のき

育児手当を母子家庭待つ
大寺の蒼の深きに身を休め
樹に繋がれて欠伸する犬
割箸の柾目正しき夏の膳
鵜舟から見る月のゆらゆら
シカゴ推しオバマ五輪をとり逃し

地震津波と地球騒がし
心なき楽もて嚇す花の宴

春酌の古都の夕暮

彦一志哲雄苗郎彦一郎苗一雄志苗一哲彦

ハ横浜・横浜ベイサイド連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃鳶の笛﹄

山くきやかに映る早苗田

鳶の笛振り撒きて去る梅雨晴間

高島幸子捌

ナォ風干しの針魚に酒を勧め合い

少年剣士一瞬の隙

竹林の小さき塚に棲んだ鬼

童話で読んだクッキーの家

サプリメント誘惑多きテレショップ

誰の衣やら誰の汗やら

点となりゆくタンカーの影

高笑いしてこそ行かん黄泉の道

里の神楽はややに淫らで

いけめんの男の髭の明け易く

月良くて尻取り遊びきりもなし

高島幸子
坂本孝子

孝

ふじいま和ヱ

久良木憲

幸

ごま入りの柿くれるお隣

孝

︵於・磯子杉田劇場︶

河原の風に揚がる連凧

乗り継いで田園都市線花の苑

涙の塩を舐めて卒業

イレブンの行く南アフリカ
絵はがきに英仏日の言葉混ぜ

ナゥ呼びもせぬ殿様バッタ出でまして

ヱ
奎忠

孝

幸

寒星に響くピアノのカンパネラ

幸

平成二十一年六月十八日首尾
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郵便夫誰も居ぬ家に声かけて

自慢の鉢の並ぶ厚物

留学の子の帰国間近し
柔道の乱取終えて帰る月
ゥ古陶片悠久のとき秋寂ぴて

胡同で逢う赤き旗砲

度々の温泉旅行妻にばれ
暗証番号またも度忘れ

大不況経済論を舌先で

聖樹の下にプレゼント置く

ヱ

ヱ

憲

揺藍をゆらす母の手愛の夢

幸

太宰の書いた人間失格

中高年のシングルの会

幸

憲

孕鹿ふと頸をもたげる

花片の漂う先に朧月

憲ヱ孝幸憲ヱ孝幸ヱ憲孝幸憲ヱ幸孝ヱ憲

八横浜・横浜ベイサイド連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃昭和史の﹄

昭和史の分厚きを手に夜長かな

開け放つ窓端正の月

零余子飯ふっくら炊いて客膳に

生田目常義捌
生出目常義

横山わこ
高島幸子
秋山よう子
︸﹂

義
﹄つ

ナォしゃぼん玉児らそれぞれに追ひ掛ける

郭公の声森に木霊し

出湯宿うづく秘め事刻を得て

耐えに耐えたる恋の年月

我が思ひ既に果てたり冬銀河

内裏羽子板作り継ぐ人

ガラス戸の横丁入って三軒目
地域起しのポスターの槌せ

少年の声変りして友を呼び
宇宙ロケット夢を託さん

砂の城刺さるが如き細き月

誰が笛の音か秋の過ぎ行く

ナゥ特選の表彰嬉し美術展

パソコン教室明日は入らう

自治会の書記に推されていい気持

桧舞台で踊る極道

花ぞ散るさらに独酌進むらん

︵於・磯子杉田劇場︶

千木鰹木にあたたかき雨

平成二十一年九月二十日首尾
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とぎれとぎれに鱒踞の音
名庭に仕上げる若き匠ゐて
汗拭くタオルいつも真っ白

ゥ雷に肩を寄せ合ひ閻魔堂

幸
義

誰にもやらぬ娘十六

父親は剣道五段錬士てふ

幸

﹀﹂

義

幸

︑つ

義

一つ

一﹂

︸﹂

番町辺り屋敷マンション
故郷の土産届けばお裾分け
たまにお出かけ黒紹の襟
凍て月の影移りゆく松林

潮騒響く風紋の丘

海青く拉致の記憶の消え去らず

グリム童話を卒論として
背の高き人と連れ立ち花の道
春の形見はそこはかとなく

う幸こ義幸う義こう幸こ義幸う義こう幸

子可子子子可子子子子可子夫可子子子子

八川口・読売文化センター川口ｖ

笠原悦子捌

君和治君悦和誠悦治君和悦康和治君君悦

歌仙﹃第九合唱﹄
歳末や第九合唱高らかに
窓にはりつく冬の三日月
灯がともるタワーの色は四彩に

私鉄沿線遠回りして

水浴びを子等楽しげに集いおり

古里の山郭公の声

ゥ風ぬけて乱れるままの稲荷堂

静かに時が流れゆくさま

逢瀬を重ね胸を苦しめ

宿帳に妻と書き入れ酌み合いて

ビル街のウインド飾る秋小袖

ころりころがる糸瓜瓢箪
真夜中の月を仰げば句が浮かび
ひろと

予選に入り拍手喝采

ベストテン凛ちやん大翔一位なり

キャリーバッグは縞の赤色

花万朶お弁当お菓子幸の渦

鴨一羽二羽残る川くり

ナォ着飾りし都踊りの舞妓さん

見目うるわしき彼女みそめて

マニキュアを少し濃くぬるデートの日

軒下をうつ雨だれの音

今流行風邪こじらせてお薬を

凍てつく夜の犬の遠吠え

新刊書分類別に仕分けして

袋小路に出口どうする

からみ合い伸びて縮んで銀細工

迦陵頻伽を飾る本堂

望の月大観覧車照らしつつ
残る蛍があちらこちらに

ナゥひそやかに色変えぬ松まつすぐに

亡母を偲びて焚きし沈香
白熱の裸電球過去となり
巣箱の中に雛の鳴き声
花の下鏑矢放つ武者一騎

外濠めぐるのどかなる日々

平成二十二年一月十五日首

︵於・読売文化センター川口︶

平成二十二年四月二日尾
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子子子子可子子子子

子夫子子子子可子

誠君治君和誠治悦誠

君康治君悦治和悦

安笠
藤原
桜岡佐
庭村藤

柏
村

〃

ハ逗子・ラピロス連句会ｖ

歌仙﹃神代桜一
本屋良子捌

本屋良子
服部秋扇
古川直
高橋賢
浅沼小葦
徳住鈴
小泉桂

甲斐駒に抱かれ神代桜かな
雲雀のあがる天の深井戸

ゥ助六の羽前誰の村芝居

高田明日伽

パズル難解寝るに寝られず
ひらひらと月の光の洩るる窓

大きな壺に秋の七草

ナォ瓜番屋うまい西瓜はここにあり

香りの高い福茶一服

牛車に揺られ絹の道ゆく
風化せし佛の顔に涙する

紐を解きつつ捨てるためらひ

晴着の娘大発会に見染められ

鼠くはへて猫の参上

源氏絵の軸に蝋燭またたきて

ベートーベンに髭を描き足し

連弾のピアノ練習する姉妹

太る芋虫天下太平

目を澄まし月の匂ひを聞くこころ

楽しい夕餉たまにはあるさ

ナゥ新酒樽かかへ賢ちやん上機嫌
賢

ＣＴに映ると困るへそ曲り

︵於・京橋区民館︶
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春うらら子らの落書きりもなし

どろんこまみれバスで通学

微分して積分しても君遠く

玲

平成二十二年四月九日首尾

彼岸にかかる初虹の橋

噂話に尾ひれ端ひれを

みそひと文字に想ひ託して

花の旅フォッサマグナの湯に浸り

扇

葦

永島童玉

賢
令
争

桂

贋作は真作よりも高く売れ
箪笥の奥に隠すへそくり
白息の影もくっきり月の下
木の葉降らして笑ふ妖怪

横山わこ
乙黒初音

談合の米軍基地は何処にくる
パッチ・ステテコ痩身の父

万年筆でサインすべきか
花火の夜右舷に傾ぐ屋形船

扇良桂賢鈴葦賢扇桂扇葦桂扇鈴葦賢桂扇

ハ豊田・竜神連句会ｖ

歌仙﹃山
カリ

文

長坂節子

節

ナォうららかにパスタを茄でる調理室

定年迎え家事の見習い

えんまこおるぎちよいと顔見せ
ナゥやや寒の遺跡より出る火焔土器

板倉︿ロ

︵於・竜神交流館︶

谷口

搾即

イ

渥

美和
美耶

益

渥

節

出中イスズ

美耶

文

ことことと岬めぐりのバスが行く

芋焼酎をひとり呑む店

長坂節子捌

長坂節子

クラス会癌の手術を打ち明けて

武藤美恵子

森田美耶子

タヒチの島は恋の思いで

稲垣渥子

近藤とみ子

木の陰で百万回のキスをする

分教場は映画セットに

石垣のそば咲きし石蕗
宇井美和子

日雷斬ったはったの仕分け人

猫たちの球をころがし遊ぶらん

塚本益美

コーヒーの香の満ちるリビング
月の舟ゆっくりのんびり詩集読む

円形劇場沸き起こる歌

モードスイッチＯＮになる秋

美耶

松井文子

ゥ篠笛の音の搦々と身に入みて

カード一つで貴方追う旅

平成二十一年十一月十九日首
平成二十一年十二月十七日尾

Ｕターンの友も集いて花大樹
かたびら雪の溶ける三河路

出窓に飾る手作りの雛

マンションの誰が弾くのかピアノ曲

波の消す名をまた書いて日を過ごす

と

益

益

文

と

〃

益

美耶

文

傷心つつく鳥の出没

待ちかねた初孫生まれ花の笑み

村のはずれに立つ道祖神

プラごみを出す日はいつもウォーキング

泣いた分だけ人に優しく

マスクで防御インフルエンザ
泥棒を見ている月の冴えざえと

ぬる湯でもがまんがまんの不況風

もの忘れ科の予約忘れる

美和

月光を浴びて歓喜の最終章

L＝＝

と

母の許今も変わらぬ山眠る

る

蓬摘む野に雲ほっこりと
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眠

ハ仙台・連句会ひらめきｖ

歌仙﹃帰心﹄
無いはずの帰心植田に映りたり

白雲ひとつのせて夏山

環境にやさしい車購ってきて
週に二日はボランティアする
麺狸生地の膨らんでくる真夜の月

新書伏せれば駈矧鳴くなり
ゥ葦ペンのセーヌ波立つやや寒に
彼の言葉にウキウキハッピー

電極を抱くがごとし君がまみ
聖女はたまた妖女なるやも

七彩の麻薬転がる化粧台
深く掘れ掘れ温泉が出た
ぞろぞろと視察議員が県境

屏風の月が照らす楼閣

渚のよう冷たき朝のキーボード

里親探す猫カフェテラス
我輩は名前まだなし花の窓
べらんめえ凧空で見栄切る

ナォ清明の惑わず通す針の穴

やんぱる水鶏パッチワークで

中村孝史
狩野康子
小岩秀子
横山浜江

狩野康子捌

子の夢に入るあかねとんぼう

村も樹も黒く鎮みて良夜なる

洋上に散骨願う遺言状

神風ふきて大和うるわし

ジャンボ機は借金重く飛び立てず

秀子
孝史

ナゥ甕に秘む秋田の古酒を木の杓で

明日の催し告げる有線

豚の頭の並ぶバザール

馬鹿なこと考えないで寝なという

志功描く娘の素足たくましく
小麦畑でシャルウィダンス

木田眞智子

田中裕子

正座の僧の磨く御佛器

眞智子

裕子
浜江
孝史
邦夫

邦夫
孝史
裕子
浜江

眞智子

裕子
秀子
孝史

眞智子

秀子
裕子
康子
浜江

︵於・旭ヶ丘文化センター︶

平成二十一年十二月十日首尾

ピアノが紡ぐ午後のひと刻

ありがとうすぐ手を合わす老母いて

静寂のマウンド被う花の雪
望みいっぱい巣立つ麗日
眞智子

孝史
康子
秀子
裕子
浜江
孝史
浜江
秀子

菅沼邦夫
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八名古屋・連句会未恋座ｖ

歌仙﹃もぐらの仔﹄

幸彦純英幸純英幸純英幸純英幸純子雄

純

衆議判

英幸
武

春や来し雪掻き分けてもぐらの仔

小川さらさら寒明けの野辺
雛の日苫屋に訪いし人ありて

忘れ置かれた携帯電話

ナォ輪になっておててつないで春の虹

初当選して俄か勉強

しおらしくガラスの靴を履いてみせ

視線の先のあのこ気になり

亡妻を反魂香で抱く霜夜
煩悩数え鐘の凍てつく

ヘリ迷走グァムにシュワブに徳之島

うまい話はあるわけがない

因幡には皮を剥かれた奴もいて

蒻翠砕けて透ける勾玉

色色な風が過ぎ行き案山子立つ

夕月賞でる借景の宴

ナゥ干し柿も今が食べ頃粉のほど
無沙汰を詫びて絵手紙を描く

ここかしこ老眼鏡を尋ね居り

新婚時代の鍵が出てくる
マナウラ

醒めてなお眼裏に揺れ花万朶

旅路遥けし蛙聴く宿

秤唖一辻一萱一別二十弧申電︵文音︶
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ビルを出て月の公園抜けて行き

耳を澄ませば木の実降る音
ゥあしたこそ頂踏まん濁り酒
タギ
書生気力質
で通す男の

今どきはお宮の松も色槌せて
渋谷原宿ギャルはガングロ
地下鉄に別れ話がもつれ込み
死んでやるぞと飛び降りてみる

デ−モン

堕天使は月の周りで夕涼
かすかに届く宵宮の笛

第三の男の気配観覧車

壁のレリーフ猫が見上げる

燦燦と花の大枝華道展

イースターハットの幼稚園長

馬辻金
場
枝
坂
田

英幸純英幸純英彦純英幸純英幸純英幸彦

ハ仙台・連句会﹁遊﹂ｖ

歌仙﹃大水輪﹄
小野寺信一郎捌

豊礫の恩師の叙勲祝うらん

納涼船に掛かる桟橋
鈴木文

中村記

奈良榮

小野寺信

ハーフマラソン目ざす完走

小野寺妙

夕凪に投げし錨の大水輪

尺八を月に聴かせて猛稽古

ナォさわさわと桑食む蚕夜明け前

蔵にごっそり遣るがらくた

なく釜もパーカッションにコンサート

政権交代かまびすしくて

高々と揚がる花火に願をかけ

介護最中のすててこの父
枕辺の小型ラジオの深夜便
お七の恋はひと筋に燃え

捨て猫飼って増えたおしゃべり

孤高にも反戦女流歌人にて

紅葉かつ散り寂びる越後路

満月を掠めて往くや機翼灯

地震の傷あと写メールで着く

ナゥ山の宿ぬかご飯などおもてなし

いまだに結いの残る古里

コンビニのレジに置かれし募金箱

白雲ふわり鮒の巣離れ

花の兄もう綻びてひいふうみ

秤雄二汁一等十土朋什丸朋雷︵文音︶

−つ71−

全FA

客と愛で合う懸崖の菊

ゥ老舗から早や新蕎麦の案内状

春慶塗に映える床脇

ストローがコップに二本熱い中

刺青のある腕も許して
首傾げ鷺なに思う川中州

家族が迫る免許返納

風邪寝託ちて葛湯ふきふき

警察官留守の交番月冴ゅる

拝殿に所狭しと献上酒
千秋楽にお手を拝借

鎗眼めく足を濡らす春雨

力士像そぴらをかざる花万朶

文榮記妙文記榮信妙文記榮信子男康夫郎

記妙信榮妙文記信文記榮信妙文妙榮信記

八横浜・連句会遊子座ｌその一Ｖ

歌仙﹃蜻蛉の翅﹄
和田忠勝捌

木谷英子
和田忠勝
春日久子
海津桂子
宮脇昌子
木谷藍

尹

ナォ春雷に慌てふためく永田町
あなたとわたし脛に傷なし

青き星見ゆ宇宙悠々

黒人のスプリンターはバネのごと

竜の尾の去りゆく方へ機影消え
ベリーダンスを皆が盛り上げ

まわり気にして堪えるくつさめ

浮き沈む鳰の観察丹念に

けむり目にしむ土用丑の日

無駄使い口実にする円相場

匂い微かな秋の初風

月の縁一茶の句など口遊み

ナゥずずごだま祖母にならいて糸通す

庖丁持てば魚と目が会い

柴刈る人も陽炎の中

秤唖一汁一蓉払朋十切明電︵文音︶

−勺7ウー

ーノニ

ひとしきり蜻蛉の翅に陽をおしむ

家路の子等に黄昏の月
今年絹新作展に招かれて
飾りケースの白磁艶やか
免震の備え確かに老舗宿
宅配便で送るアナナス
速藤尹希子

蘇鉄影濃き醍醐寺の庭

ゥ追憶のハワイの浜辺雲の峰

宮下螢子
河合禮介
山本恵子
勝

名湯に契りし日から半世紀

久

螢

チェンソーのひねもす響く裏の山

与党野党のチェンジ成るかも

空気のような貴方いとしく
職変える度に時代の波に乗り

士匂う土手めぐるシーバス

粛々と仕来り通り花の宴
日日

桂

ちびりちびりとうまし燗酒

新しき鋼打つ背に冴ゆる月

福を招かん産土の神

介

藍

朝寝の夢に埋蔵の金

ボスもいてうら庭で猫集会し

手えくぼに肩に花降る宮参り

恵介螢尹藍昌桂久恵介螢尹藍昌桂久勝恵

ハ横浜・連句会遊子座ｌその二Ｖ

歌仙﹃雑煮﹂
薄味となりてこ人の雑煮かな
戸の開け閉てで揺れる繭玉

駅伝の樺次々つながれて

ただ黙々と胸中の夢

和田忠勝捌

辻賢次郎
和田忠勝

久良木憲
大駒誠一

無事故祈ってあげる灯明

ナォ藁しべの虻に始まる長者證
元横綱のジャパンドリーム
金メダル心もとない予想なり

こだわりのスジ屋が引きし時刻表

一途な思いやがて届かん

挙手をする特攻隊を見送りて

梶の葉水に浮かぶ夕暮
星々を従えて月昇りゆき
獺祭忌とて句集ひもとく

コキリコひびく雪深き里

カタログを比べ楽しむ旅談議
憲

和田ひろ子

ナゥ禍抱着た座敷童がいたような

辻松雄

音色多彩に秋寂ぶる琵琶

郎

古稀過ぎて未だ直らぬ宵っ張り

月天心今宵試さん新走り
ゥ待ちかねし正倉院展誘い合う

勝

あのひとの電話番号まだ消せず

秤鰄二什二雲一一朗二十鵬肥霊︵文音︶

子らのバケツに田螺しずまる

花の風羊集める牧の犬

霞む山裾飛ばすナナハン

寝返り助く介護ロボット

都心に近き白い高楼

る

想いを告げるラストチャンスと

特捜は書類根こそぎ運び出し

雄

ろ

雄

勝

憲

郎

視聴率見て直す台本

門前に帰る寅さん夏帽子
夜釣りの客の暇なお月見
早々と眠りについた信天翁
温暖化ガス妙な売り買い
掃除入つい溜息の花のあと
降り出す雨もぬくき奥宮
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勝憲郎雄ろ勝一郎憲

雄ろ勝一郎憲ろ雄

ハ横浜・連句会遊子座ｌその三Ｖ

歌仙﹃ニン月や﹄
和田ひろ子捌

ナォ駅前の買物の主婦春まじか
おとなのためのピアノ教室
君に会い運命が扉を叩き初む

甘美なる夢サド候の鞭

心中は官能の果てと堕ちてゆき

寒風わたる世界経済

打ち上げに猟犬耳を歌てる

ニン月の晴れや陽射のなかの鳥

辻松雄

神籔売る巫女装束のアルバイト

和田ひろ子

里穏やかにすすむ麦踏み

腰のすわらぬ鵜飼後継ぎ

雄

佐藤玻瑠
岡本貞子

連休の高速道路数珠つなぎ

しりとり遊び孫と興じる

ナゥ賑わいし浅漬市を片付けて

いずくともなく香る木犀
路
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楽日を終えた労いの会

海苔巻きを口いつぱいに頬張って

お帰りと声かけるごと円い月

バットグローブ抱え馳けだす

佐藤たまき

諫武雪諮
和田晶子
下田博

有明の踊る波間に船進む
息子気遣う母の長き夜
ゥ終戦日ラジオで聴きし尋ね人

杉玉揚げる老舗酒蔵

給付金出ればともあれ貰いたし

あずさ五号で新宿を発つ

花吹雪あびて真底清清し

地元で採れたレタス色よく
博

癒えし身つつむやわらかき風

不器用に指輪を渡すタイミング

た

日叩

寄り添う影の暫し動かず
静まりし山小屋に月歌々と

瑠

コラージュにせん夏の思い出
旅僧はセーヌ河畔に住みついて

雄

日申

鶏

秤雄一一汁一舜垂期一一一即密︵文音︶

貞

伝説となる城の亡霊

病む友をはげますように帰り花

九州場所を見入る人達

執

筆雄晶博た諮貞瑠雄た博晶諮雄貞瑠た博

ハ横浜・連句会遊子座ｌその四Ｖ

歌仙﹃淡雪や﹄
和田忠勝捌

和田忠勝

派遣社員も忠実に働く

ナォ白子干し枡山盛りに人集め

売れ筋の性能が良い掃除ロボ
家事は苦手とわるぴれぬ嫁

ゆとりばかりで下がる学力

素のままで背伸びをしない君に惚れ

国許はどこも大根漬ける頃

淡雪やしばし愉しむ旅の朝
佐藤たまき

立ち上げた新党いまだ結果出ず

秤雄菫什一一蓉垂朋一印噛︵文音︶

宇宙飛行士祝う春宵

住み慣れて色即是空花の庵

自然に老いることがよろしき

大らかなホルンの響きこだまして

アルブス望む心地よき窓

ナゥイーゼルの林の彼方裸婦と蘭

目玉醒めいる水槽の鐙

我一人夜更けの月を見とれ居り

龍馬ブームで活気付く街

普通の風邪と医者に諭され

枝ぶり見事庭の紅梅
辻賢次郎
中井啓輔

一斉に蜜蜂巣箱飛び立ちて

通勤快速いつも満員

大駒誠一

内海鉄弥
宮坂和之
下田幸枝
松本力ヨ
中井淑子
下田博
大駒泰子

辻松雄
佐藤玻瑠
和田晶子
高島幸子
久良木憲
玉生うめ子
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風よ吹け今宵の月に雲のけょ

秋狂言の台詞しみじみ

ゥ鈴ヶ森会式太鼓に子等が跳ね

津波寄せ来て地球実感

暗がりに震える身体抱きしめる

嫌と言いつつ増える密会
豆腐屋を待つ路地裏の夕餉時

卓祇台の陰忍び寄る猫

うけら焼く香に偲ぶふるさと

上りきし千木の穂先の月涼し

お城を囲む観光の客

解散のチーム青森惜しまれて

うつつの夢に聡りを聞く

花に酔いうま酒に酔う幕の内

め勝憲幸晶瑠雄泰博淑ヨ枝和弥一輔郎き

八東京・連句研究会ｖ

醗起鋤﹃方違ひ﹄

今世紀妙な病気の次々と

春夏秋冬安き時なし

蕊に花一輪の咲き出でぬ

生れしばかりの蝶々飛びくる

○と△解きがたき文

まつはりぬ奇しき縁の幾重にも

赤糸の端お供へにして

ゥ小高きに古りし祠の妙見堂

送電線の末に雲無し

名残り惜し蚊張の別れに幼児は

蛤となる雀不可思議

酔はんかな月の浜辺のハバネラに

たくましき四肢に生気の帳りて
カスタネットを打ちて踊れる

大矢数して祝ふ元服

古

梁

房

古

梁

房

古

梁

房

古

梁

山本房子

飯沼三百古

阿片瓢郎
小林梁

ニゥバスを待つ木犀の香の中にゐて

長き夜偲ぶ亡き友の面

重き魚籠提げて家路を急ぎつつ

太公望は岸変えたらし

出稼ぎか湖北の男網を引く

鴎はゆるく南風に弧を画き

卯波立つ人を距てる海広し

育ての親を訪ね異国へ

培ひし愛の土壌を肥やすべく

ひたすら歩む一筋の道

許されよ離れともなき人のあり

衆議判

東郷艦隊海峡を過ぎ

ベンチに薄く寄贈者の名を
忘れゐし故里なまり耳にせる

ニォ満身に天の祝福受けとめて
弥撒を終へたるうら若き尼

城跡にひっそりと立つ軍馬の碑

房

瞬きし間に甦へる時
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あぢさゐや方違ひして移る家

気付かずに行く見学の子等

梁

夢巡る旅路の果ての草の宿

秘蔵の古酒を酌みて乾盃
壺中には事なく月の影映す

寒月に新幹線はひた走る

古

その昔手旗信号ありしとか

マスクの人の前もうしろも

梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房

艶書めきしをふところにして

数珠玉を手繰り遠き日懐しむ

濁り無き世にまこと貫く
雪兎眠らせ窓の月まどか
家族揃って囲むすきやき
せっかくの団藥破り電話鳴る

立て板に水セールスの弁

刀傷残る柱に花吹雪
若鮎五匹家づとにして

嬉しさあまりつい小走りに

逆らふことのできぬ運命

三ゥ如何にせむ不知火を知る海の水脈

二本差したが因果とぞ知れ

占ひの身につまされる浮き沈み

ふと見れば名もなき草の足元に
小さきものはなくていとしき

唐三彩の馬の型よき

目を見張るミニアチュールのコレクション

搦搦と月に涼しき胡弓の音
捕虜の集ひの郷恋ふる唄

軍離れ異国で世帯もちしとか

今浦島はタラップを下り
歓迎の拍手成田は花の渦
黙々として畑を打つ人

孫の背丈は母を凌ぎて

ナォ門前に知足の碑文彼岸寺

この捨てがたきほろ苦き味

習ひたてゴーヤ料理を並べ上げ

山に籠りて究む建蓋

不惑越え真を求めて開く窯

羅の佳人の点前たをやかに
長きしじまを絶つ蝉の声
遠き日の空思ひ出す選挙戦
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ニォ別れ路にくるりと回す春日傘
きつすぎる鼻緒の脱げて転ぶ土手

ひとり相撲で痛し恥かし
マイケルの急死を惜しむ人の群

情けは同じメリケンの国
丘越えて延々続く牧場あり

搾乳を待つ緑陰の牛

涼風は石狩平野吹き分けて
見渡す限りラベンダーの原

明暗分かつ階調の時

それぞれに個性を発揮カメラァイ
太鼓の音ひとつこぼれる月の夜半

櫓にひそむ穴まどひかも

古房梁古房梁古房梁古房梁房古梁房古梁房古梁房古

房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁

宇宙へ飛ばすノアの箱舟
漂着の時さへ知れぬアララット

何か不気味なごみ流れつき

凧に片割月のおぼつかな
楕火の浜に赦免使の訪ふ
ナゥ歌舞伎座を後にぶらぶら隅田川

昔ながらのぬけ路地をゆく

町ぐるみ文化財めく佃島
都民は燃えず五輪開催

秤鰄一汁一群唖朋二尼寸朋壗︵文音︶
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つつましき生活に慣れて夢持たず

景気上向くきざしなりとも

花万朶風雨治まる八州あり
裳裾たなびく佐保姫の舞

古房梁古房梁古房梁古房梁古

ハ横浜・連句ななの会ｖ

半歌仙﹃大寒﹄
大寒に陽気のまじる虎模様
デパート屋上めぐる探梅
良き年を祝ふ心の持続して

里山保存子等は懸命

土屋実郎捌
村井昭
士屋実
萩本勝

︵於・横浜柳川ビル士官室︶

平成二十二年一月二十八日首尾
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見そなはす月はニコニコまん丸く

おけさ踊りの手振り楽しむ
ゥ名の木散る有楽町の店仕舞
高くかかげる古酒も新酒も

健康の話に弾む同期会

悲恋いまなほ瘤く胸底
横目にて強精剤の広告を
凝り性のたち成長の糧
夏の月黒部の渓は奥深く
なかひ
蛍ゆらゆら舞へる目ま交

気にかかる風の子今はゲームの子

児育て費用民主ばらまく

花の人気力体力沸沸と

義士の祭りに香華欠かさぬ

郎夫三夫郎三夫郎三夫郎三夫郎三夫郎三

ハ仙台・若笹連句会ｖ

釈教歌仙﹃新ちぢり﹄

復元の御廟の綺羅や新ちぢり

膝送り
小野寺妙子

笹川圭子
今野福子
安斎厚子

読経洩れ聞く秋寒の中
少年僧父母慕う月をみて

言葉優しき碩学の入

ナォ逆縁の子に供えたり蓬餅

パワーストーン数珠に変身

良寛が自閉症とは研究者

力を抜いて破戒貫く

揚羽蝶閻魔の牙に休みいる

すててこ着替え檀家まわりに
因果だが自棄のやんばち勘当だ

梵鐘合図丸木橋まで

初々し慣れぬ厨を仕切る声
不断の香も流れたおやか

ナゥ立札に山門不幸露時雨
行脚の跡の石碑そちこち

井上せつ子

董酒度度菩提寺に入りたる

圭

妙

如来の指に水掻きのあり
狛犬の鼻に花片夕間暮れ

野仏拝む摘草の果

︵於・松島円通院雲外ほか︶

平成二十一年十一月六日首
平成二十二年五月十四日尾

お明日Ⅱ宮城の方言で﹁また明日﹂﹁さようなら﹂の意
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よきならい座禅縄跳び腹八分

厚

福

猫つまみ出す夏籠の夜
ゥお絞りを広げ極楽極楽と
旅の生徒に東司清める
恋心袈裟で隠してお明日

圭

せ

杯を月に捧げて鬼となる
釣瓶落しに急ぐお遍路

比翼の塚でやっと夫婦に

※

五十肩癒す賓頭盧さま撫でて

福

ほんの一瞬秘仏開帳

伊藤航
航

妙

息白く立てる乞食月昇る
般若波羅密多凍つる筆先

厚

睡後の茶なおざり悟道気付かされ

特売日には比丘もチャリンコ

せ

航

花吹雪菩薩の衣に紛れ込み

木魚響きて雛雀寄る

注

福厚せ福圭妙せ圭航厚妙厚妙せ厚航せ妙

八町田・和光大学ｖ

ナォ雨あがるあいあい傘はそのままで

ノートの端に恋のまじない
学力がはなればなれの君と僕

如月

村上座

色違いモンスターボールでゲットだぜ

青いカラスに悲鳴歓声

風流月

村上座

浮暮鈴

雅

山左右

佳人
傘影

山左右

甥には新鮮犬棒かるた

歌仙﹁花吹雪﹄

熱意で挑むＡＯ入試

どこの木の花とは知らず吹雪かな
圭

月の空サンタは冷や水気にしない

日本をいずれ飛び出す好奇心

新入生がひかりかがやく
伺見者

山左右捌

朝朝におたまじゃくしも生まれ出で

伺見者

傘影
佳人
沢蟹

山左右

風流月

お風呂の中で口ずさむ歌

星が鳴ってるような鈴の音
春眠の頃は目覚まし役立たず

ナゥ花開く街の小さな公園に

猫の子たちもえさねだってる
秋心

空夜

こだま

山左右

執筆

平成二十一年十一月二十六日尾
︵於・和光大学・近世ゼミナール︶

平成二十一年四月九日首

人間万事油断大敵

追いつくかうさぎを亀の追いかけて

下る坂道きかぬブレーキ

勇気出しハンドルの手に手を重ね

ボートが二隻舳先でキッス

山左右

如月
羽烏

浮暮鈴

冬蛙
佳人

山左右

″

雅

佳人

山左右

冬蛙
傘影

三日月が煙突に腰かけている
落葉に埋まる通りのベンチ
ワセントラルパークの霧にさまよえば

揺れる心を結ぶ掌のひら
もうすぐでフォークダンスのペアになる

酔えばそのたび愚痴られる過去
母は言うあんな男になっちゃ駄目

大事なことは映画で学んだ
モノクロの雪降る街にあこがれて
売れないマッチ擦ればあたたか

八月の夢はバケツの水に消え

杯に差す影飲みし十五夜
茂みでは虫も泣いてる大江山
行く野の道のびっしりの露
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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
〒770‑0868徳島市福島l‑lO‑l6
（088 652‑1989)

−40−

香川県連句協会

岡山県連句協会

会長鎌田孝義

会長米林真

副会長植松晴子・広谷高士

副会長花房八映

西岡恭平・今井盈

事務局米林真

事務局鎌田孝義

〒700‑0904岡山市柳町2‑2‑1

〒763‑0013丸亀市城東町1‑3‑26

(086‑222f176)

福岡県連句協会

山形県連句協会

会長八木紫暁

会長内田素舟

副会長守口薫

副会長浅沼葛子・三浦和枝

事務局八木紫暁

安部英子倍

〒816G931大野城市筒井3‑13‑12

事務局内田素舟

（092‑593‑2575）

〒996‑0035新庄市鉄砲町3−71
（0233‑22‑1285)

大分県連句協会
会長中森順和

連句協会群馬県支部

事務局南雲玉江

支部長伊藤稜志

〒874‑0902別府市青山町8‑72

事務局伊藤稜志

佐々木方

〒371‑0811前橋市朝倉町3−5−37

（0977‑26‑9407)

(0272‑61‑2297)

連句協会広島県支部

茨城県連句協会

支部長高橋昭三

事務局同

会長堀江信男

上

副会長西幾多・城依子

〒731‑0223広島市安佐北区可部南

事務局根本美茄子

4−5−47

〒3111225日立市石名坂町1‑31‑9

（082‑815‑1914)

（0294‑53も635）

宮城県連句協会

やまぐち連句会

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

〒746‑0025周南市古市2‑3‑43

〒981‑0924仙台市青葉区双葉ケ丘

(0834､2‑1400)

2−5−12

(022‑271‑0005)

静岡県連句協会
会長宮沢次男

鳥取県連句協会

副会長中村雄爾・久保田静男

会長音田碇治

事務局宮沢次男

副会長新田幸子・永江重昭

〒414‑0051伊東市吉田保代782‑4

高野重子・山崎君子

(0557‑45‑2244)

事務局田中史郎
〒682‑0402烏取県東伯郡関金町大鳥
居関金町教育委員会内
(0858‑45‑2111．FAX3961)
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地方連句組織

岐阜県連句協会

愛媛県連句連盟
会長井上雨道

顧問伊藤百雲

副会長岡本眸・戒能多喜

会長大野鵠士
副会長瀬尾千草

名本敦子

理事長清水貴久彦

事務局長山口博三

事務局松尾一歩
〒50$8415岐阜市加納中広江町68

〒791‑0311松山市白水台1−1−9
（089‑927‑3231)

横山ビル
（058‑274‑9479）

連句協会関西支部
支部長近松寿子
事務局同

連句協会千葉県支部

上

顧問上田渓水・伊藤藪彦

〒567 0048茨木市北春日丘2‑13‑7

下鉢清子・浅野黍穂

(0726‑23‑8817)

支部長斎藤一灯
副支部長東浦佳子

連句協会石川県支部

幹事長兼事務局長伊藤貴子

支部長藤江紫虹

〒264‑0006千葉市若葉区小倉台1‑12‑3

事務局宮嶋茂

（043‑233‑3555）

〒929‑0327石川県河北郡津幡町字
庄チ65

連句協会岩手県支部

（076‑28J4214)

支部長小原啄葉

副支部長志和正巳菅原多つを

連句協会三重県支部
支部長西田青沙

事務局沼田和子

事務局同

〒02併0875盛岡市清水町1−33

上

(0197‑622‑7907)

〒512‑0921四日市市尾平町3768‑188
(0593‑32‑8931)

連句協会栃木県支部
支部長中尾硫苦

埼玉県連句協会

副支部長高井利夫・田中きみ

顧問金子兜太・宇咲冬男

田浪當布

会長磯直道

事務局長富田昌宏

副会長白根順子・福田太ろを

〒32酷4406栃木県下都賀郡大平町

事務局長石川光男

下皆川721

〒36;l203埼玉県大里郡寄居町

(0282‑43‑2664)

寄居535
(048‑581‑5943)

連句協会富山県支部
支部長二村文人
事務局
〒930富山市大手5−l
(0764‑91‑8111)
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富山新聞社内

1．
2．
3．
4．

事業計画および収支予算についての事項
事業報告および収支決算についての事項
役員の選任
その他この会の業務に関する重要事項で
理事会において必要と認めた事項
（総会の議決方法）
第22条総会の議事は会員である出席者の過半
数をもって決し、可否同数のときは議長の決
するところによる。
第7章会
計
（会計の種類）
第23条この会の会計は次のとおりとする。
1． 経常会計
2． 特別会計
（経常会計）
第24条経常会計の収入は会費、協力金その他
とし、 これによってこの会の経常的運営の支
出にあてる。
（特別会計）
第25条特別会計の収入は連句グループ、会
員、関係団体等よりの寄付金とし、 これを基
金として積み立てるものとする。
（経常会計の剰余金）
第26条経常会計に剰余金があるときは、理事

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

（会計年度）

第27条この会の会計年度は、毎年1月1日に
始まり12月31日に終わる。
第8章規約の変更
（規約の変更）

第28条この規約は理事会において理事現在数
の4分の3以上の議決を経、かつ総会におい
て出席者の4分の3以上の議決を経なければ
変更することができない。
第9章解
散
（解散）
第29条この会の解散については前条に定める
手続きを準用する。
この規約の制定、施行は昭和63年10月1日と
する。

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

｢連句協会』顧問・役員名簿

(顧

問）

(役

貝）

宇咲冬男・土屋実郎・上田渓水
小林しげと.近松寿子

会
長磯直道
副会長伊藤稜志・臼杵渉児・品川鈴子

理事長中尾青宵
副理事長和田忠勝

常任理事、青木秀樹氏伊藤百雲・今村苗・
小川廣男・狩野康子・川野蓼艸・
近藤蕉肝・島村暁巳 ･白根順子・
二村文人
理
事伊藤貴子・井上雨道・井門可奈女
梅村光明・岡本眸・大久保風子
小池正博・高尾秀四郎・高橋昭三
富田昌宏・西幾多・福田太ろを
松尾博雄・宮沢次男・八木紫暁・
矢崎藍

会
監
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計臼杵勝児（兼） ・島村暁巳（兼）
事石川光男・東浦佳子

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

（支部）
第3条この会は理事会の議決を経て必要の地
に支部を置くことができる。
第2章目的および事業
（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H的を達成するために
次の事業を行う。
1． 全国大会および地方大会の開催
2．
会報（隔月）の発行
3．
連句年鑑の出版
4．

ホームページの運営

5．
6．

国民文化祭への後援と参加
その他前条の目的を達成するために必要
な事業
第3章会
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
･T･円と所定の会費を納入することにより入会

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
1. 会長はこの会の業務を総理しこの会を代
表する。
2． 副会長は会長を補佐し会長に事故あると
きは、あらかじめ会長が指名した順序でそ
の職務を代行する。

3．

理事長は会長、副会長を補佐してこの会
の業務を掌理する。

4．

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

5．

第15条この会の役員の任期は2年とする。但
し、再任を妨げない。
第5章顧
（顧問）

とを要しない。

第6章会

第17条理事会は原則として年3回会長が招集
する。理事会の議長は会長とする。理事会の

年額3千円

但し1月から12月まで
（資格の喪失）

第9条会員は次の事由によってその資格を喪
失する。
1．
退会したとき

2．

運営については別に定めるところによる。
（常任理事会）
第18条常任理事会は原則として隔月に会長が
招集する。常任理事会の運営については別に
定めるところによる。

理由なくして会費を2年以上滞納したと
き

（退会）

（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。

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

議

（理事会）

第8条この会の会費は次のとおりとする。
正会員

問

第16条この会に顧問を置くことができる。顧
問は理事会の議決を経て会長が委嘱する。顧
問はこの会の業務について意見を述べ、 また
会長の諮問に応じる。顧問は会費を納めるこ

できるものとする。
（会費）
1.

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）

員

（種別）
第11条この会には次の役員を置く。

（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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今云

連句協
’

規約

1636茨城県北相馬郡利根町羽根

野800‑55城依子(0297‑68‑
4424)会員10名
連句「笹」
伊藤敬子
連絡先465$083名古屋市名東区
神丘町2‑51‑l伊藤敬子(052−
701‑5050)会員7名
連句研究会
小林

梁

師系・松根東洋城・野村喜舟
連絡先214‑0012川崎市多摩区中
野島4‑23‑14小林梁(044‑922‑
7868）
連句パワー

浅沼
瑛
師系・眞鍋天魚連絡先241‑
0825横浜市旭区中希望ケ丘97‑
14浅沼漢(045‑362‑2717)
連楽会
師系・阿片瓢郎

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‑
855‑8546）
若泉連句会
川田章夫
師系・宇咲冬男連絡先372‑
0842伊勢崎市馬見塚町ll21‑4川
田章夫(027132‑8410)会員8名
和光大学
深沢興二

連絡先195‑0071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982‑0003仙台市太白区郡
山2−牙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336‑0012さいたま市浦和
区岸町l‑ll‑12児玉俊子(048‑
886‑8820）
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宮城県連句協会
狩野康子
連絡先981‑0924仙台市青葉区双

葉ケ丘2‑5‑12狩野康子(022‑
271‑0005)

連絡先871‑0202中津市本耶馬渓
町曽木1978‑1(097452‑2422)会
員15名
山利喜会
粒針

三河連句会
斉藤吾朗
師系・宮下太郎連絡先445‑

修

連絡先364‑0014北本市ニツ家2−
51粒針修(048‑592‑8957)会員
8名

ラピロス連句会

本屋良子
師系・東明雅・國島十雨連
絡先248‑0008逗子市小坪2‑12‑6
本屋良子TEL&FAX(0467‑25‑
5139)

落柿舎連句会

0806西尾市伊藤町伊藤前15‑1斉

藤吾朗(0563‑57‑8332)会員12名

891‑3362)会員15名

大和屋別荘連句の会

奥西

保

連絡先616‑8395京都市右京区嵯
峨小倉山落柿舎奥西保(075‑

三豊連句会
植松晴子

連絡先76;1613香川県三豊郡大
野原町花稲9O7植松晴子(0875‑
52‑2137)

881‑1953)会員9名
やみつくば会
下房桃庵
連絡先690‑0823松江市西川津町

1060島根大学文学部内下房桃庵
(0852‑32$206)会員6名

水無月連句会

竜神連句会
長坂節子
連絡先471‑0027豊田市喜多町4−
53長坂節子会員15名

根本美茄子

連絡先31 1225日立市石名坂町
1‑31‑9根本美茄子(0294‑53‑
6635)会員12名
美晴連句会
．

土屋実郎

連絡先233‑0012横浜市港南区上
永谷3‑2缶34土屋実郎(045‑943‑

弥生会

連句ななの会

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
町宿野1507林道子(0727‑34‑
0023)会員5名

鈴峰連句会

悠の会

北川英昭

花輪芳子

8059FAX846‑1526)会員6名

連絡先113‑0032文京区弥生2−4−

未来図連句会
鍵和田柚子

連絡先108‑0074港区高輪2‑1‑
51‑302鍵和田柚子会員13名

12花輪芳子(03‑3815‑9737)会員
4名

連絡先513‑0012鈴鹿市石薬師町
35‑1北川英昭(05J374‑1784)会
員7名
連句会ひらめき

瑞沙連句会
土屋実郎

メヌエット若い現代連句の会
川端秀夫
連絡先152‑0035目黒区自由が丘
2‑15‑俳302メヌエットの会事務

土屋実郎

連絡先223‑0012横浜市港南区上
永谷3‑2俳34土屋実郎(045‑843‑
8059）

師系・清水瓢左連絡先233‑
0012横浜市港南区上永谷3‑2げ
34士屋実郎(045‑843‑8059)会員
15名

狩野康子
連絡先981‑0924ｲ111台市青葉区双
葉ケ丘2−5−12狩野康子(022‑
271‑0005)会員8名
連句会未恋座
金枝

局(03‑3724‑4263)会員3名
葉門連句会
井口昌亮

｢もん」の会
川野蓼艸
連絡先182‑0035調布市上石原2−

師系・宇田零雨・木村葉山連
絡先156‑0057世田谷区上北沢3−

27−9川野蓼艸(042‑485‑5480）

28‑13内田たづ(03‑3303‑5457)
会員11名

木曜会
青野竜斗
連絡先791‑0204愛媛県温泉郡重
信町志津川98‑5青野竜斗

よみうり文化センター川口

磯
直道
師系・宇田零雨連絡先332‑
0023川口市飯塚4‑4‑7磯直道
(048‑251‑3033)

八千草連句会

連句会遊子座
和田忠勝

師系・清水瓢左連絡先223‑
0052横浜市港北区綱島東5−22−4
和田忠勝(045‑531‑7174)会員30
名

連句会「遊」
小野寺妙子

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京葉

今泉宇涯

0006川崎市麻生区金程4‑9‑8山

元志津香(044‑955‑9886.FAX
9882)会員30名

三宅繁代

連絡先980‑0005仙台市青葉lX梅
田町4‑28小野寺妙子(022‑233‑
0693)会員5名

横浜ベイサイド連句会

牛円日常義
耶馬渓連句会

純

連絡先45牙8004名古屋市緑区有
松南501‑E‑102金枝純(052‑
624‑5149)会員4名

連絡先234‑0055横浜市港南区日
野南553‑15生田目常義(045‑
句へ

−．〕皇一

連句倶楽部
城
依子
師系・宇咲冬男連絡先30併

ひょんの会

はねだ連句会

内海良太
師系・名古則子連絡先216‑
0001川崎市宮前区野川3138‑l7

山口和義(044‑777‑2460)会員16

松本昌子
連絡先650毛046神戸市中央区港
島中町6‑2‑1‑2312松本昌子
(078‑303‑0780)会員4名

ほれぼれ座

．名

風粁蓮句会
瀧澤尚子

羽曳野連句会
西田舟人

連絡先583 0864羽曳野市羽曳が
丘3‑16‑9西田舟人(072"56‑

連絡先83牙8783富山市西中野本
町子14いぬじま正‑(076‑421‑
3494)会員17名

3576）
風

岡田陽邨

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

連絡先514‑0058津市安東町l941
岡田陽邨(05俳228‑0962)会員4
名

川

小野シズ

黒田耕三
師系・鈴木春山洞連絡先791‑
8083松山市新浜俳25黒田耕三
(089151‑2889)会員9名

連絡先332‑0021川口市西川ロ3−
俳2O小野シズ(04‑8251‑1849)会
員4名

中村雄爾
連絡先41r1126裾野市桃園l54
中村雄爾(055‑992‑0264)会員16

師系・松根東洋城

中村伊都夫
連絡先516‑0008伊勢市船江1−2−
46‑1203中村伊都夫(0596‑22‑
8801)会員5名
松山連句協会

富士裾野連句会
芭流朱運句会

狩野康子
連絡先981‑0924仙台市青葉区双
葉が丘2‑5‑12狩野康子(022−
271‑0005)会員15名
勾玉連句会

風蘭社運句会
祓

永渕
丹
師系・狩野康子連絡先981‑
0952仙台市青葉区中山7‑4‑14永
渕丹(022‑278‑7387)会員6名
北杜連句塾

鳳蘭連句会
浜

大久保風子
連絡先330℃053さいたま市浦和
区前地2÷21大久保風子(048‑
881‑2756)会員1l名

大西素之
連絡先791‑0113松山市白水台4‑
12‑11大西素之(086‑923‑3993)
会員10名

名
B

松山連句教室

面

内田さち子
師系・名古則子連絡先l76‑
0023練馬区中村北4‑23‑4内田さ
ち子(03‑397併2468)会員5名

富士裾野ひよ子連句会
宮原うた子
連絡先41r1127裾野市平松611‑
l宮原うた子(055‑992‑2932)会
員8名

燧連句会

井上弥生
師系・宇田零雨連絡先79俳
0045松山市余戸中2−13‑19井上
弥生(081973$055)
摩天楼連句会

植松晴子
師系・鈴木春山洞連絡先76少
1613香川県三豊郡大野原町花稲
9O7植松晴子(0875‑52‑2137)

葡萄連句会

星野石雀

内藤芳生

師系・野村牛耳連絡先262‑

連絡先184‑0011小金井市束町l−

0046千葉市花見川区花見川2 6−

lrl6内藤芳生(042‑384‑8626)
会員5名

105星野石雀(043‑286‑0725)会
員6名

菱の実会

巌
涼江
師系・中尾青宵連絡先21伽
0824川崎市川崎区｢Iノ出1−15−
11‑202巌涼江(044‑277‑5143)

ふらくたる

窓連句会
藤井

清

連絡先655‑0007神戸市垂水区多
聞台5‑3‑34藤井清(078‑781一
万万戸戸、

高月三世子

師系・名古則子連絡先167‑
0041杉並区善福寺1‑21‑26高月

三世子(03‑339缶4567)会員11名

/／00ノ

美々つと連句会
成田淑美

師系・宇咲冬男連絡先354‑
0018富士見市西みずほ台3−6−1−
402成田淑美(042252‑6318)会
員15名

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

フェリシモ連句会

丸亀連句会

鈴木
漠
連絡先650‑0035神戸市中央区浪
花町59(株)フエリシモ東めぐみ
(078‑325‑5770f)会員7名
紅の会

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)会員6名
三重県連句協会

神山愛子

連絡先5O2‑0017岐阜市長良雄総
195‑2神山愛子会員5名
ほほほ連

−31−

西田青沙

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

13村橋公子(0977‑23f526)

5703)
稲門連句会俳諸西北の風
伊藤哲子

連絡先136‑0072江東区大島3−
26‑1‑911伊藤哲子(03‑3637‑
8990)会員40名

長尾連句会
砂井斗志男
師系・渡邉陽行連絡先76少
2302香川県大川郡長尾町西683‑
10砂井斗志男(087152‑4391)会
員10名

桃天樹喘聚

赤田玖實子
師系・根津芦丈・清水瓢左連
絡先228‑0818相模原市上鶴間本
町8‑3‑6赤田玖實子
徳島県連句協会
東條士郎
連絡先770‑0868徳島市福島1−
1116梅村光明(088､52‑1989)
会員30名

俳詣田園（協会主催）
中尾青宵
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
が丘2‑25‑2中尾青宵
俳詣文芸考究会
中尾青宵

連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
が丘2‑25‑2中尾青宵(045‑973‑
1760)E:sss@fO7̲itscom.net

渚の会
西岡恭平

師系・長谷川ひさを連絡先
760‑0011高松市浜ノ町60‑25‑
705西岡恭平(087‑8513006)会
員9名
夏炉の会

白水台連句会

大西素之
師系・宇田零雨・寺岡情雨連
絡先791‑0113松山市白水台4‑
12‑12大西素之(08J923‑3993)
会員4名
白塔歌仙会
佐藤俊一郎

連絡先350‑0275坂戸市伊豆の山
町17‑3O佐藤俊一郎会員11名

習志野連句会

都心達句会
和田忠勝

師系・清水瓢左・大林杣平・土
屋実郎連絡先223‑0052横浜市
港北区綱島東5‑22‑4和田忠勝
（045‑531‑7174)会員30名
栃木県連句協会
中尾硫苦
連絡先32俳4406栃木県下都賀郡
大平町下皆川721富田昌宏
（0282‑43‑2664）
富山県連句協会
二村文人

連絡先930℃123富山市呉羽富田
町4143‑18二村文人(076‑436‑
2257)会員40名

師系・阿片瓢郎会員7名
芭蕉記念館連句会
南草連句会
田島竹四

連絡先517‑0506志摩市阿児町国
府1120‑69田島竹四(059243‑
1846)会員9名

巴横旱津句会

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

荒川道子

連絡先47rlll4豊明市新田町広
長13‑8荒川道子(0562‑92‑4418)
会員18名
どん・あ・〈らぶ
豊島呑烏

師系・鈴木春山洞連絡先79げ
0844松山市道後一万ll‑13豊島
呑烏(089‑926‑2331)会員7名

市村美就夫
17‑4‑205中島まさし(03‑3407‑
5368)会員20名

松井青堂
連絡先134‑0085江戸川区南葛西

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)

村橋公子
連絡先874‑0902別府市青山町8−

澁谷盛興

連絡先339‑0926さいたま市緑区
東浦和7‑8‑2‑211澁谷盛興(048−
875‑1909)会員12名

会員170名
花音連句会
西條裕子

枯華連句会

連絡先102‑0074千代田区九段南
3‑3‑3横山わこ(03‑3261‑4425)

連絡先776‑0031吉野川市鴨島町
敷地178‑4西條裕子(0883‑24‑
2993)会員20名

会員10名

花野連句会
小出きよみ

俳話工房
窪田阿空

なでしこ連句会

名久井白好
連絡先0311114八戸市北白山台
3−6−8森きよし(0178‑27‑0311)

青木秀樹

7‑1‑6‑20松井青堂(03‑3681

0053）

八戸俳話倶楽部

はっこゑ連句会

猫蓑会

近藤蕉肝
なぎさ連句会

各務恵紅
師系・東明雅・國島十雨連
絡先5018367岐阜市宇佐南1‑2‑
5各務恵紅(058‑273‑0539)会員
20名

日本作家クラブ連句会
連絡先150‑0012渋谷区広尾3‑

とよあけ連句会

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先135‑0003江東区猿江1−2−2−
501松澤晴美(03‑3634‑4094)会
員20名

連絡先3511146所沢市小手指南
2‑33‑12窪田阿空(0429‑48‑
6618)会員6名
−30−

師系・根津芦丈・束明雅連
絡先390‑0821松本市筑摩東2419
小出きよみ(0263‑25‑5436)会員
11名

成城連句会

臼杵勝児
連絡先227‑0047横浜市青葉区み
たけ台2‑22臼杵瀞児(045971‑
3293)会員6名

浅野黍穂
師系・上甲平谷・清水瓢左連
絡先272‑0836市川市北国分l−2−
19星野恵則(047‑372‑6448)会員
30名

筑波・津幡連句会
高田馬場連句会

清流連句会

佐伯俊介

戒能多喜
師系・宇田零雨・松永静雨連
絡先7914312東温市則之内乙
259俳3戒能多喜(0899毛6‑3096）
会員7名

浅春連句会
谷敷

寛

連絡先ll2‑0003文京区春日2−
25−2谷敷寛(03‑3811‑8519)会
員9名
せんだい座

伊藤直子
連絡先981‑8003ｲ111台市泉区南光
台3‑3‑9伊藤直子(022‑233‑

師系・今泉宇涯・引地冬樹連
絡先145‑0074大田区東嶺町38−
10朝倉和子(03‑3750‑0671)会員
12名

連絡先273‑0005船橋市本町6−
16勺佐伯俊介(0474‑22‑5782)

二羽智子
師系・今泉宇涯・引地冬樹連
絡先92牙0343石川県津幡町南中
條ト‑154‑2二羽智子(076‑289‑
3656)会員8名

武牛連句の会

水上潤子
連絡先915‑0824越前市武生柳町
4−38水上潤子(0778‑22‑5115)会
員22名

つばさ連句会
八尾暁吉女
師系・磯直道・矢崎硯水連
絡先678‑0232赤穂市中広841八
尾暁吉女(0791‑43‑6117)

館林連句会
笠原壺中
師系・伊藤稜志連絡先374‑
0057館林市北成島町825‑147笠
原壺中(0276‑73‑5492)会員10名
多度津連句会

津幡連句クラブ
藤江紫虹
師系・今泉宇涯連絡先92俳
0327石川県河北郡津幡町字庄チ
65宮鴫茂(076‑2814214)会員
26名

7732)会員9名

師系・鈴木春山洞連絡先764‑
0003香川県仲多度郡多度津町青

宗祇法師研究会
林

茂樹

師系・金子金治郎連絡先521‑
1200滋賀県神崎郡能登川町泉台
215‑24林茂樹(0748‑42‑2037)
会員8名
草門会

木l69

10‑16榊原由美TEL＆FAX
多摩連句会

（0596‑28‑2284）

宮下太郎
連絡先206‑0034多摩市鶴牧2−
26‑1‑112宮下太郎(042‑374‑

川野蓼艸

埣啄会

柏原和宏
師系・石沢無腸・森三郎連
絡先3611203埼玉県大里郡寄居
町寄居958‑2柏原和宏(048‑581‑
0087)会員11名

蒲

幾美

大久保風子

連絡先33び0053さいたま市浦和
区前地2−少21大久保風子(048‑
881‑2756)会員20名
中央連句会（協会主催）
連絡先233‑0012横浜市港南区上
永谷3‑2併34土屋実郎(045‑843‑
8059）
千代の会
奥村富久女
連絡先606‑8433京都市左京区永
観堂西町20奥村當久女(075‑
771‑0767)

大智院連句会
岡本耕史

師系・名古則子連絡先511‑
1112三重県桑名郡長島町大倉1−
450岡本耕史(0594‑42‑1469)会

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

員6名

八木紫暁
連絡先8161931大野城市筒井3‑
13‑12八木紫暁(092‑593‑2575)
東京義仲寺連句会馬山人記念会
師系・野村牛耳・高藤馬山人
連絡先182‑0035調布市上石原2−
27‑9川野蓼艸(0424‑85‑5480)会
R10名
桃雅会

杉山壽子
師系・東明雅・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
宿接連句会
井上和久

師系・宇田零雨連絡先791‑
8031松山市北斉院町104r3井上
和久(081971‑2727)会員8名
刀水の宴連句会
太田

筑波・東京連句会
第六天連句会

天神連句会

遅刻坂連句会

染井の会

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)

榊原由美

連絡先516‑0072伊勢市宮後l−

7002）

師系・野村牛耳連絡先112‑
0006文京区小nlf'jl‑1‑8‑505村
松定史(03‑3943‑6494)会員10名

つらつら吟社

朝倉和子
−29−

博

連絡先253‑0054茅ケ崎市束海岸
南6‑3‑33太田博(0467‑87‑

瀬貞子TEL&FAX(058‑239‑

柴、由乃
連絡先503‑0937大垣市釜笛1‑
177‑2柴田由乃(058‑273‑4499)
会員9名

1762)会員10名
獅子門源氏連句会

年(0898‑66‑5232)会員3名
白魚連句会
岡本耕史
連絡先511‑1112桑名市長島町大
倉1‑4501淵本耕史(0594‑42‑
1469)会員3名

船渡文子

師系・國島十雨連絡先502‑
0817岐阜市長良福光2521‑12船
渡文子(058‑231‑1716)会員8名

樹氷連句会
いぬじま正一

連絡先93ナ8083富山市西中野本
町5‑14いぬじま正‑(0764‑21‑
3494）

獅子門花わさび

泗楽連句会
西田青沙
連絡先512‑0921四日市市尾平町

森川淳子
師系・國島十雨連絡先509‑
7205恵那市長島町中野82牙3森

湘南吟社

3768‑188西田青沙(0593‑32‑

小林靜司
師系・根津芦丈・清水瓢左連

川淳子(0573‑25‑4864)会員11名

絡先141‑0031品川lﾇ西行反田6−

橘
文子
師系・東明雅連絡先195‑
0074町田市山崎町2130‑6‑2‑105

田辺桂月

獅子門友楽社
矢崎初美

師系・國島l･ 1:11 連絡先503‑
2213大垣市赤坂町2072‑2矢崎初
美(0584‑71‑0298)会員8名

瀬尾喜代子
師系・名古則子連絡先514‑
2317津市安濃町前野24瀬尾喜代
子(05俳268‑0267)会員5名

湘南連句うらら会

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

城

23−8小林静司(03‑3492‑2983)会
R10名

獅子門蕊杖社
瀬尾千草
師系・國島‑￨一雨連絡先502‑
0857岐阜市正木197125瀬尾千
草(058‑231‑2400)会員23名

8931)会員9名

尋牛会

連絡先46'8445名古屋市中区栄
4‑16‑36㈱電通中部支社内(052‑
263‑8324)会員8名

橘文子
正

風

藤野鶴山
師系・寺崎方堂連絡先52俳
0822大津市秋葉台35‑9正風発
行所藤野鶴山(0775‑25‑9159)会
R100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

正風大府支部
久野渓流

静岡県連句協会

宮沢次男
連絡先414$051伊東市吉田保代
782‑4宮沢次男(0557‑45‑2244）
会員25名

師系・寺崎方堂連絡先47併
ll43豊明市阿野町上納91毛鈴置
一花(0562‑92‑4521)会員25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5‑19永沢安栄会
員6名

正風和気支部
桐山北天

下町連句会
伊藤哲子

連絡先136‑0072江東区大島3−
26‑1‑911伊藤哲子(03‑3637‑

師系・寺崎方堂連絡先70牙
0441岡山県和気郡和気町衣笠
171桐山北天(0861921807)会
R10名

新庄北陽社
井上玲虹

師系・春秋庵幹雄連絡先99俳
4605山形県最上郡舟形町長沢
30叶l井上玲虹(0233‑33‑2631)

8990)会員1O名
上毛連句会

紫薇の会

伊藤稜志

澁谷
道
師系・橋間石連絡先558‑
0002大阪市住吉区長居西l‑9‑2

深大寺連句会
吉成正夫
連絡先179‑0085練馬区早宮3−

師系・宮下太郎連絡先371‑
0811前橋市朝倉町3‑5‑37伊藤稜
志(027‑261‑2297)会員15名

34‑22吉成正夫(03‑3994‑8055）
会員20名

渋谷道(06‑6691‑1395)会員8
白河連句会

名

荒井美三雄
連絡先33rO841さいたま市大宮

四宮会
式田恭子

師系・東明雅・式田和子連絡
先107‑0062港区南青山7‑3‑3‑
501式田恭子(03‑3498‑0029)会
員10名
朱の会

区東町2‑203‑1‑502荒井美三雄
(048‑644‑6446)会員5名
しらさぎ連句会

篠

岡田史乃
連絡先107‑0052港区赤坂6−俳4−

301岡田史乃(03‑3582‑0081)
粋酔連句会

森川
年
師系・寺岡情雨連絡先79少

奥山晃希
連絡先277 0823柏市布施新町3−

l303西条市河原津甲484‑l森川

4−5奥山晃希(04‑71318253)

−28−

郡上みよし野連句会

み子

天野收一
連絡先501‑4216岐阜県郡上郡八
幡町本町天野收一(0575‑65‑
1591)

里の会

国際連句協会
連絡先2731048船橋市丸山2−
45‑35塚本田天志TEL&FAX
(047‑438−2380)

くすのき連句会
牧野正弘
連絡先158G098世田谷区上用賀
6‑3‑8‑103牧野正弘(03‑3426‑
4698)会員8名

師系・清水瓢左連絡先248‑
0017鎌倉市佐助l‑14‑9菅谷有里
清の會
下鉢清子

小瀬川連句会

連絡先277‑0052柏市増尾台2−

永野

くのいち連句会
内山秀子
師系・暉峻桐雨連絡先lOl‑
0047千代田区内神田2‑12‑5内山
回漕店方内山秀子(03‑3252‑
2941)会員8名

菅谷有里
塚本田天志

薫

13−5下鉢清子(04‑7172‑7549)会

連絡先739‑0646大竹市栗谷町大

員30名

栗林739永野薫(08275‑6‑
0344)

三尺童

丹下博之
連絡先338‑0012さいたま市中央

ころも連句会
矢崎

藍

師系・東明雅連絡先448‑
0803刈谷市野田町東屋敷112稲
垣渥子(0566‑21､316)会員22名

区大戸4‑6‑3丹下博之(048‑832‑

3727)会員10名
三川連句会

熊谷梶の葉連句会

磯部摂子
山司英子

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

柴

庵

連絡先501‑6242羽島市竹鼻町錦

中尾青宵
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
が丘2‑25‑2中尾青宵(045473‑
1760)E:sss@f07.itscom̲nel

栗の木連句会
白井風人
連絡先214‑0005川崎市多摩区寺
尾台l‑15‑9白井風人(044455‑
3393)会員5名
耕

栄連句サロン
間瀬芙美

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

5054)

員23名
鹿の会

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−l‑ll2宮下太郎(042‑374‑
7002)

滋賀連句友遊クラブ

加藤耕子

連絡先467‑0067名古屋市瑞穂区
石田町1‑36加藤耕子(052‑841‑

町35磯部摂子(058‑391‑2288)会

井門可奈女

師系・栗田樗堂・富出狸通連
絡先79俳8503松山市湊町4−6−6
丸三書店内井門可奈女(08俳
931‑8501)会員7名

興聖寺連句会

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

岡本
眸
師系・宇田零雨・松永静雨連
絡先790‑0052松山市竹原町l‑4‑
l岡本眸(089145‑1154)
高知癒しの連句桜蓼会
山崎
曙
師系・寺田寅彦連絡先78併
0010高知県高岡郡窪川町窪川
ll45‑5山崎曙(08802‑2‑2097)
会員15名

さくら連句会

赤田玖實子
中世古正郎

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

師系・清水瓢左・三好龍肝連
絡先228‑0818相模原市上鶴間本

町8‑3も赤、玖實子(0427‑45‑
0407)会員7名
重信・木曜会

小林しげと

青野竜斗

連絡先334$001鳩ケ谷市桜町4−
4‑4‑301小林しげと(048‑281‑

連絡先791‑110l松山市久米窪田
町971‑39青野竜斗(089‑97r

8161)

2846)会員5名

神戸の風・海岸通運句会
内田美子
連絡先65併0024神戸市中央区海岸
通6−2−14‑2305内田美子(078458‑
8278)会員7名

岡村糸子
連絡先251 0031藤沢市鵠沼藤が谷
3−6−18岡村糸子(0466‑26‑8468)会
g10名

郡山連句会

さつき会

サザン

獅子門
伊藤百雲

師系・各務支考連絡先503‑
0026大垣市室村町4‑156伊藤百

雲(0584‑73‑0774)会員100名
ゆうげんしや

獅子門又玄社

堀越ふみ子

連絡先9611103福島県安達郡本
宮町二井田下の原28‑124堀越ふ

中森順和

成瀬貞子

連絡先874‑0902別府市青山町8−

師系・國島十雨連絡先501‑

72南雲玉江(0977‑26‑9407)

ll59岐阜市西改田松の木157成

‐

27

‐

尾台l‑15‑9白井風人(044‑955‑
3393)会員2名

ll‑l3小向敏江(042‑321‑0825)
会員20名

岐阜県連句協会

歌留蓑連句会

河童連句会

矢崎硯水
師系・宇田零雨連絡先392‑
0004諏訪市諏訪2‑1l22矢崎硯
水(026552‑0251)会員15名

0802大津市馬場1‑5‑12義仲寺
(0775‑23‑2811)会員15名

金子鳴陣
連絡先220‑0061横浜市西区久保
町46‑26‑203金子鳴陣会員18名

伊藤百雲

師系・各務支考連絡先502‑
08l7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
井手光子
師系・松根東洋城・佐伯巨星塔
連絡先790毛878松山市勝山町2‑
155‑1‑501井手光子

小倉静波
師系・松根東洋城・阿片瓢郎
連絡先791‑0311束温市則之内
2153‑1小倉静波(081966‑2781)
会員3名

宮
県人
連絡先344‑0116埼玉県北葛飾郡
庄和町大衾60ザ4二宮方宮県
人(0487‑46‑1443)会員5名

岡部桂一郎
連絡先l34‑0085江戸川区南葛西
7‑1も‑201松井青堂(03‑3680

吉本世紀
連絡先328‑0036栃木市室町l−l3
吉本画廊内吉本世紀(0282‑23‑

0053）

へ裾戸F,

JoODノ

くさくき

神田義仲寺連句会

桂の会
臼杵瀧児

連絡先227‑0047横浜市青葉区み
たけ台2‑22円杵海児(045‑971‑
3293)会員16名
金石公民館俳譜研究会

伊藤秀峰
師系・斉藤石盟連絡先lOl‑
0047千代田区内神田l‑6‑6伊藤
秀峰(03‑3292‑0835)

野口雅澄

連絡先768‑0040観音寺市柞田町
油井野口雅澄(0875‑25‑0979)会
員8名

かびれ連句会
大竹多可志
師系・大竹孤悠連絡先116−
0011荒川区西尾久8‑3'1‑1416
大竹多可志(03‑38111459)

川名將義
連絡先232‑0076横浜市南区永田

台48‑16川名将義(045‑713‑
1388)

きさらぎ連句会

山下七志郎

18名

其角座

根津芙紗

義仲寺横浜戸塚連句会
八木荘一
連絡先245‑0067横浜市戸塚区深

谷町671八木荘‑(045‑851‑
l655)会員17名
義仲寺連句協会

歌林連句会
坂手手留

連絡先185‑0011国分寺市本多'一

くさくき北九州支部
守口
薫
師系・宇田零雨連絡先871‑
0811福岡県築上郡吉富町大字広
津915守口薫(097;23‑3145)
会員25名
くさくき松山支部
吉金白水
師系・宇田零雨連絡先791‑
0101松山市溝辺町72rl吉金白
水(084977‑1722)会員10名

土屋実郎

連絡先233‑0012横浜市港南区上
永谷3‑2併34士屋実郎(045‑843‑
8059)会員13名

からむし庵連句会

師系・根津芦丈・東明雅連
絡先396$000伊那市山寺区山本
町3185根津芙紗(0265‑78‑4723)
会員18名

磯
直道
師系・宇田零雨連絡先332‑
0023川口市飯塚4‑4‑7磯直道
(048‑251‑3033)会員25名

小池正博

連絡先594‑0041和泉市いぶき野
2‑2僻8小池正博(0725‑56‑2895)
会員1O名

兜の会

連絡先923‑0938小松市芦田町2−
2松下京子(0761‑21‑3464)会員

くさくき川口支部

神田分教場連句会

加納句会

小瀬秒美
師系・各務於菟連絡先50俳
8472岐阜市加納清野町14小瀬秒
美(058‑273‑1591)会員5名

磯
直道
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先332‑0023川口市飯塚4‑4‑7
磯直道(048‑251‑3033)会員
240名

観音寺連句会

松本苔花

連絡先92M337金沢市金石西4−
5−32松本苔花(0762‑67‑1045)

渡部伸居

師系・野村喜舟連絡先791‑
0241松山市小野町l5渡部仲居
(089;75‑1532)会員10名
句華苑吟社

神田川連句会

花扇会

錦心会

師系・斉藤石盟連絡先52伽
−26−

くさくき堺支部
高須節子

師系・磯直道連絡先59牙
8114堺市東区H置荘西町2‑3段l
高須節子(072‑285‑0588)会員14
名
草笛連句会

大西素之
師系・寺岡情雨連絡先791‑
0113松山市白水台4‑12‑12大西
素之(089勺23‑3993）

1766大津博山(0463‑94‑3402)会
R13名

会員25名

師系・松根東洋城・阿片瓢郎
連絡先754‑0000山口県吉敷郡小
郡町津市上河野玄麿(08397‑2‑
0599)会員5名

いわき文音連句の会
五十鈴吟社
山口圭子
師系・清水瓢左・名古則子連
絡先51;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
岡本

眸

師系・宇田零雨・松永静雨連
絡先790‑0052松山市竹原町l−4−
l岡本眸(08J945‑1154)会員
8名

伊豆芭蕉堂連句会

林
義雄
連絡先1851014国分寺市東恋ケ
窪2‑29‑3林義雄(042‑324‑
1831)会員4名

おたくさ(OTAKSA)の会
鈴木

岩手県連句協会
小原啄葉
連絡先020‑0875盛岡市清水町1−
33沼田和子(019､22‑7907)

小野連句会

渡部伸居
師系・松根東洋城・阿片瓢郎
連絡先791‑0241松山市小野町15
渡部伸居(081975‑1532)

WebBBSめぎつれ座
八木聖子

連絡先471‑0822豊田市水源町4−
1‑16矢崎藍(0565‑26‑9324)会
員不特定数
NHK文化センター青山
和田忠勝
連絡先223‑0052横浜市港北区綱
島東5‑22‑4和田忠勝(045‑531‑
7174)会員12名

おぼろ連句会

藤本純一
師系・鈴木春山洞連絡先79げ
0062松山市南江戸5‑2‑26藤本純
一(08 25‑8279)会員3名
海市の会

石渡蒼水

師系・斉藤石盟連絡先414‑
0014伊東市弥生町3‑2石渡蒼水
(0557‑37‑1831)会員10名

漠

連絡先650℃045神戸市中央区港
島中町3‑1‑47‑202鈴木漠
(078‑302‑2230)会員8名

鈴木
漠
連絡先6501046神戸市中央区港
島中町3‑1‑47‑202鈴木漠
(078‑302‑2230)会員4名

大分県連句協会

中森順和
連絡先847‑0902別府市青山町8−
72事務局南雲玉江

市川俳譜教室

解

伊藤貴子
師系・宇田零雨・今泉宇涯連
絡先264$006千葉市若葉区小倉
台l‑12‑3伊藤貴子(043‑233‑
3555）

大住連句会

竹村左京
連絡先257‑0024秦野市名古木
lll‑16竹村左京(0463‑83‑2208)
会員15名

綱
別所真紀子
師系・野村牛耳・林空花連
絡先166‑0003杉並区高円寺南5−
23−8服部秋扇(03‑3314‑0655)

蛙の会
一粋会

師系・高藤馬山人・浜本青海
連絡先166$001杉並区阿佐ケ谷
北5‑33勺大城里水(03‑3338‑

桜花学園大学連句研究会
矢崎
藍
連絡先471‑0057豊田市大平町七
曲12−1 424研究室(0565‑35‑

中尾青宵

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

3131)

1353)会員15名

香川連句会
桶川連句会

いなみ連句の会

福田太ろを
山本秀夫

師系・東明雅・二村文人連絡
先932‑0211南砺市井波2077‑1山
本秀夫TEL&FAX(0763‑82‑
0270)会員31名
茨城県連句協会
堀江信男
連絡先3111225日立市石名坂町
l‑31‑9根本美加子(0294‑53‑
6635）

連絡先363 0028桶川市下日出谷
西2 6‑4福田太ろを(048‑787‑
4477)会員10名

鎌田孝義
連絡先763‑0013丸亀市城東町1−
3‑26鎌田孝義会員20名
雅秀会
小川邦昭

丘の上連句会

巾尾青宵
連絡先206‑0031多摩市豊ケ丘1−
40‑2‑203塙於玉(042‑375‑
2543)会員15名

連絡先9915201山形県最上郡鮭
川村京塚3430小川邦昭(0233‑
55‑2401)

風の香連句会
笹
貞子
連絡先996‑0051新庄市松本348
笹貞子

奥美濃連句会

茨の会

近松寿子
連絡先5671048茨木市北春日丘
2‑13‑7近松寿子(0726‑23‑8817)

風の道連句会
小郡連句会

白井風人
河野玄麿

−25−

連絡先214‑0005川崎市多摩区寺

全国運句グループ概況

’

蕊悠蘓所幣蕊野⑤曾蕊
亜の会

前田圭衛子

尾ll54‑2‑808宮脇美智子(045‑
971‑7313)会貝15名

連絡先655‑0004神戸市垂水区学
が丘2‑1‑418‑202前田圭衛子

（078‑786‑1868)会員15名

あしべ俳諸塾
師系・清水瓢左・吉岡梅瀞

(五十音順）

鮎須川連句会

藤本幸子
連絡先737‑2100広島県安芸郡倉
橋町須川藤本幸子(0823‑53‑
1255)

梓川連句会

ああの会

市川千年
師系・野村牛耳連絡先18缶
0003武蔵野市吉祥寺南町4‑21‑
25市川千年(0422‑713048)

金井教子
師系・根津芦丈・宮坂静生連
絡先39$1700長野県南安曇郡梓
川村杏金井教子(026378‑3808)
会員25名

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)
青葉連句会
八島美枝子

師系・宇田零雨連絡先145‑
0061大田区石川町2‑32‑8八島美
枝子(03‑3728‑0712)会員9名
赤のままの会
本屋良子
連絡先166‑0003杉並区高円寺南
5−23−8服部まさ子(秋扇)(03−
3314‑0655)
あこね

茜連句会
竹内茂翁

連絡先5161036伊勢市勢多町
915‑31冨田方竹内茂翁(0596‑

高橋昭三

連絡先731‑0223広島市安佐北区
可部南4‑5‑47高橋昭三(082‑
815‑1914)会員35名
あらくさ連句会

天霧連句会
高森秋義

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

連絡先294‑0006逗子市逗子2−4−
5北沢義弘(0468‑71‑5393)会員
限定
あるふあ会

天の川連句会東京支部
大谷似智子
師系・三好龍肝・福田眞久連
絡先242‑0001大和市下鶴間4266
大谷似智子(046‑274‑3420)会員

高津明生子
連絡先241‑0833横浜市旭区南本
宿町72‑14高津明生子
阿ﾛ牛の会
梅村光明

13名

天の川連句会新宿西塾
芹田恵子
師系・三好龍肝・福田眞久連
絡先330TO15さいたま市見沼区
蓮沼873‑17芹田恵子(048‑686‑
6549)会員10名

連絡先77f0868徳島市福島'一
lll6梅村光明(088$52‑1989)
会員6名
安津濃連句会
湯浅重好
連絡先514‑0823津市半田934‑47

湯浅重好(05牙225‑3094)会員3
名

24‑7673)会員3名

彩連句会
紫

鮎連句同好会

児玉俊子

陽

連絡先514‑0114津市一身田町

師系・宇田零雨連絡先33匪
0052さいたま市浦和区本太5−

285藤田明(0592‑32毛438)会

16−6児玉俊子(048‑886‑8820)会

員6名

R10名

藤田

明

飯田連句会
吉池保男
師系・東明雅連絡先395‑

0806飯田市鼎上山3181‑1吉池保
男(0265‑23‑1484)会員10名

鮎可部連句会

あした連句会
師系・藤井紫影・宇田零雨連

久保俊子
連絡先731‑0202広島市安佐北区

絡先164‑0012巾野区本町2−34−4

大林町315久保俊子(082‑818‑

次山和子(03‑3374‑4808)会員50
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回編集後記回
＊平成二十二年度版﹁連句年鑑﹂をお届けいたします︒今年度から編集担当と
なりました︒どうぞよろしくお願いします︒
＊今村・白根両先篭のご指導の下︑昨年秋から巻頭の評論・エッセイご執筆の
方々に原稿を依頼することが編集のスタートでした︒奥野純一氏には誌上講演
というスタイルで荒木田守武翁について話し言葉での大変わかりやすい原稿を
オリジナルに書いていただきました︒また︑エッセイは連句協会会員の中のお
こ方にお願いしました︒矢崎藍氏の二十一年間も続いている新聞紙上の連句の
コラムのこと︑十一年前にはじまったインターネット利用の連句事情からは﹁付
けるということの意味﹂を考えさせられました︒大竹多可志氏の﹁奥の細道﹂
逆まわりの原稿は︑もっと克明な紀行文でありましたものを編集の都合で縮め
て頂き恐縮でしたが︑氏の息遣いが飛び出さんばかりの紙面に吸い込まれまし
＊連句作品は二一五巻が掲載されております︒たくさんの作品をお送り下さい
ました全国のグループに感謝申し上げます︒

した︒

＊連句の形式は歌仙一五一巻︵約七○％︶︑半歌仙二九巻︵約一四％︶︑短歌行
十巻︵約五％︶︑百韻五巻︑これを合わせて全体の九○％を占めます︒あとの
一○％は二一種類の形式で二○巻です︒各グループがさまざまな形式を試みて
連句年鑑を発表の場となさっているのだと実感し︑連句協会の目的である実作
者・愛好者の交流がこの連句年鑑の誌上で行われているのだと改めて確信しま

＊作品一巻の仮名遣いに旧仮名と新仮名の混用が多く見られますので︑入稿前
に校訂いたしております︒作品ご提出の方に電話でお聞きする際︑封筒を探し
出すことが多々ありました︒是非︑作品の原稿用紙上に電話番号をお書き下さ
るようお願いいたします︒
＊近年︑印刷事情もデータ入稿というのが普通になってきています︒作品原稿
のほかに︑データをお持ちの方は同時にそれもお送り頂くような方法がないか
今後考えていきたいと思っております︒
＊よりよい年鑑をと努力いたしますので︑皆々様のなお一層のご協力をお願い

申し上げます︒︵大久保風子︶
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