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﹁﹁あっ晴れ！おかやま国文祭﹂連句全国大会にご参加ありがとうございました﹂
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佐久良連句会
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美々っと連句会

﹁冬日和﹂

﹁初社﹂

﹁閉ぢたがる﹂

Ｂ面
ひよどり連句会
﹁池泉めぐり﹂

﹁文化の日﹂

﹁長き夜﹂

﹁奉理﹂
﹁雲海．に﹂

﹁炎天へ﹂
ひょんの会

﹁ケルン﹂
風狂連句会

全国連句グループ概況
連句協会会員名簿
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第三十回連句協会総会に代えて

新会長挨拶臼杵瀧児

も毎年掲げて来た目標ですが︑見るべき成果はあがってい

ません︒また連句協会は現状任意団体ですが︑これを法人

化すべしとの意見もあります︒三十周年記念事業としての

﹁現代連句集Ⅲ﹂の刊行も大切な仕事です︒その他協会の

運営についても百家争鳴です︒

私は協会として難問があることも︑いろいろ見解が分か

れることも決して悪いことではないと思いますが︑問題は

− 7 −

連句協会という組織である以上充分な議論をつくした上で

きちんと結論をだす︑そして結論が出た以上それを着実に

実行することが肝要だと考えます︒

等著作物の発行が増えていますし︑各地の連句大会やイベ

一方︑明るい材料も沢山あります︒連句人による連句集

ご存知の通り今年の連句協会総会は東日本大震災により

ントも目白押しです︒また正確に把握は出来ていません

近俳人協会の機関紙や日刊紙等で何回も連句が取り上げら

中止となり︑新会長に就任した私も皆様にご挨拶する機会

さて連句協会も三十周年を迎え飛躍の年としたいのです

れています︒要はこのような時の流れと連句協会の動きが

が︑インターネットを通じての連句人も結構増加している

が︑いろいろむずかしい課題を抱えていることも事実で

マッチし︑皆さんのお役に立つ︑皆さんに愛される協会にな

がありませんでした︒そこで連句年鑑の誌上をお借りして

す︒先ず第一に会員の仲間がなかなか増えません︒現状九

ることだと思います︒新体制で精々努力するつもりです︒

筈です︒そのためか連句に対する関心も高まって居り︑最

百名前後の横這いです︒若年層をはじめとした連句の普及

改めてご挨拶を申し上げる次第です︒

■

宇咲冬男
小林しげと
＊臼杵勝児

＊磯直道

土屋実郎
＊宮下太郎

上田渓水

平成二十三年連句協会役員人事︵＊は新任︶

顧問
会長
伊藤稜志品川鈴子
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＊青木秀樹

回

副会長

暁雄郎博し人巳男

＊中尾青宵

紫博士正と文暁廣

＊和田忠勝

八松東小大二島小
木尾條池山村村川

理事長

梅村光明

今村苗

伊藤貴子

岡本眸

常任理事 ＊井上雨道

大久保風子

＊竹下昭子

＊森川淳子

福田太ろを

高橋昭三

富田昌宏
宮沢次男

矢崎藍
島村暁巳︵兼︶＊高尾秀四郎︵兼︶

石川光男東浦佳子

＊
＊

近藤蕉肝

事

狩野康子

事二I・
． ロ I

＊高尾秀四郎

理

白根順子

監会

﹁あっ晴れ！おかやま国文祭﹂

は二十席以上がずらりと並ぶ﹁鶴鳴館﹂を中心に茅葺屋根

の﹁廉池軒﹂︑六畳一間の﹁寒翠軒﹂などそれぞれに由緒

ある大小様々な建物が点在していて︑その全てが連句大会

﹁第朋回国民文化祭・おかやま２０１０﹂は平成二十二

けえ﹂︵ここへ来なさい︶などとにわかには意味不明の岡

各席には﹁いんどかれえ﹂︵帰っておきなさい︶﹁こけぇ

のために提供された︒

年秋の九日間︑岡山全県を会場として開催された︒連句全

山弁で席名が付けられた︒主催の岡山県連句協会のメンバ

連句全国大会に
ご参加ありがとうございました

国大会は期間中の十一月一日︵月︶︑岡山市中心部にある

これも協会メンバーである書道家︑今村華紅の筆で記され

ーには岡山弁協会の顧問と事務局長が含まれているのだ︒

日本一雨天の少ない晴れの国を自称する岡山だが前日か

た席名札が各席に立てられ︑いよいよ呪文めいた効果を上

後楽園で行われた︒

ら秋雨が降り止まず︑当日の朝になってもまだぐずついて

げている︒全国の連衆にもよほど印象深かったのだろう︑

この日巻かれた半歌仙の多くに席名の岡山弁が折り込まれ

いる︒朝八時の開園直後からこの日のために来岡下さった
連衆が濡れた芝生を踏みしめて三々五々と入園してくる︒

ていた︒

ティア派遣要請を提出し︑学校を休んで大会に出席頂いた

たように思う︒平日開催なので協会から高校宛てにボラン

本大会で最も注目を集めたのは一年前から連句を学んで

開会式場である能舞台前の座敷がほぼ満席となった午前十

磯直道連句協会会長︑次年度国文祭開催地である京都府

のである︒生徒たちは受付や案内などを行うと同時に全国

時︑司会の大倉漣魚が開会宣言を行うと同時に奇跡のよう

連句協会副会長をお迎えしての開会式を終えると︑連衆は

いた地元高校生十一名︵男子二名・女子九名︶の活躍だっ

早々に配席表に示されたそれぞれの席へと向かう︒五名も

の連衆と同席して句を交えた︒とくに恋句においてはベテ

に雲が割れ︑能舞台周辺は明るい秋の日差しに包まれた︒

しくは六名で囲む座が︑当日は四十席設けられた︒園内に
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ランをもしのぐ冴えを発揮し︑実作経験浅い若者とみて油
断していた捌の目を見張らせるという場面が各席で見られ
た︒

実作の三時間があっという間に終わると興奮冷めやらぬ
顔の連衆が再び能舞台前に帰って来る︒ここで備前焼の茶
碗を使っての茶会が開催された︒協会メンバーには備前焼
作家や茶道師範も揃っている︒茶会最中の舞台上では披講
が行われたが︑音響設備のない能舞台で声を張り上げると
発音はおのずと古代そのままの長音となり︑一同を連歌俳
譜の時代に引き戻す︒後楽園という会場の効果でもあるの
だろう︑あでやかな着物姿の参加者が例年にも増して多い
大会だったように思う︒

協賛事業としての連句大会
本年度国文祭において連句は岡山県連句協会が企画運営

する協賛事業となった︒主催事業から外れた最大の要因
は︑国文祭の事業主体である行政の予算が縮小しているこ
とにある︒今後の地方開催県においても主催事業数の減少
傾向は避けられないことだろう︒
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岡山県連句協会三十余名のメンバーの力では募吟も吟行

の記念誌発行に至るまで資金面では不安なく運営すること

事業となった︒しかし我々は今回大会が遠来の連衆を失望

名︵前夜祭出席者は約一八○名︶と例年に比べて少規模な

足することになった︒当初は式目さえ目にしたことのない

る︒六年後の大会開催に向けて︑岡山に初めて連句会が発

国文祭岡山開催が決定したのは平成十六年のことであ

ができた︒

させるものではなかったと自負している︒﹁成功﹂の陰に

地元俳人数名の集まりだったが︑連句協会役員の指導を得

も実施できずに実作会中心の大会となり︑参加者約二二○

は連句協会︑そして岡山県双方からの大きな助力があっ

東京の連句協会では主催事業から外れて本当に開催でき

催している︒連句全国大会は岡山の地に埋もれていた連句

ようになった︒会員数も三十名を超え︑今も毎月例会を開

て六年のうちに何とか連句らしきものを巻くことができる

るのかと危ぶむ声もあったとお聞きしている︒事実前夜祭

の種を芽吹かせる役目を果たした︒これこそが国文祭を各

た︒

と宿泊準備︑会場設営︑プログラムの作成︑当日の進行か

県持ち回りで開催する本来の意義だろうと思える︒

︵岡山県連句協会会長米林真︶

らお弁当の手配まで全ての業務を三十数名の岡山県連句協
会メンバーだけで行うのは難しい︒何より捌を任せられる
ものが岡山にはほとんどいない︒例年の大会においては捌
には相応の謝礼も支給されたのだが︑その財源もない︒

しかし連句協会では伊藤稜志副会長を窓口と定め︑早々
に全面支援を約してくださった︒捌を無償で派遣頂くばか
りかすぐに支援費が振り込まれ︑当日は役員総出で机配置
まで手伝って下さったことに大いに力付けられた︒県から
の補助金支給︑後楽園事務所の全面協力も得られ︑大会後
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評論
季語と歳時記

二浦隆
俳句実作者の方はいうまでもなく︑連句実作者の方は
﹁季語﹂に対して格段の注意を払っていると思います︒

を身につけて句作なさる方もいらっしゃるでしょうが︑歳

時記により季を見定めて句作なさる方も多いと思います︒

現在︑市販されている歳時記には様々なものがあります

が︑連句作者が使用する歳時記となると限られたものにな
ります︒

初めて連句の実作をするときには指導の方に歳時記を求

めなさいと言われます︒それは句作の共通基盤として一座

の者が季語の認識を持たなければならないからです︒ある

作者が﹁初春﹂だと思って付けた句が︑他の人には﹁仲

春﹂の認識だったならば句作はできません︒

江戸時代の松尾芭蕉が元禄四年に詠んだ︑

伊陽山中初春

連句には﹁季句﹂﹁雑の句︵無季︶﹂﹁人情の句﹂﹁人情な

しの句︵場の句︶﹂等があります︒これらが句に詠み込ま

山里は万歳遅し梅の花

歳﹂は新年︑﹁梅の花﹂は初春のものです︒﹁万歳﹂は新年

の句があります︒﹁伊陽﹂は現在の﹁伊賀﹂のことです︒﹁万

れることにより︑様々な人間模様や自然が作品に表出さ
れ︑連句世界という大曼陀羅を形作っています︒
連句での季は﹁春﹂﹁夏﹂﹁秋﹂﹁冬﹂﹁新年﹂を更に細分

﹁春﹂一つとっても﹁三春﹂﹁初春﹂﹁仲春﹂﹁晩春﹂と四

付芸人達が透かし見えることだ︑が句意でしょう︒芭蕉は

でも梅の花が開く頃になった︒梅の花の間を﹁万歳﹂の門

に家々をまわって祝言をのべるものだが︑新年も過ぎ山里

つになり︑﹁春・夏・秋・冬﹂これに﹁新年﹂を加えるこ

伊賀上野出身でしたからこのような光景は見なれたものだ

化したものになっています︒

とにより十七種になります︒このように細分化されたもの
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れは﹁梅の花﹂の咲く頃と決まっていて違和感はなかった

ったのでしょう︒伊賀の人にとっては﹁万歳﹂の人達の訪

ようなものだったのでしょう︒

性については述べましたが︑松尾芭蕉の頃の歳時記はどの

者が季語を考える上で連衆の共通基盤である歳時記の必要

連句の式目害︵去嫌や句数について記したもの︶につい

かも知れませんが︑芭蕉は違いました︒﹁万歳﹂﹁梅の花﹂

の取り合わせに詩趣をそそられたのです︒

は困ります︒﹁晩春﹂の前句に﹁初春﹂の付句をするのは

ぱ︑師﹁信用しがたし﹂と云り︒﹁その中に﹃俳無言﹂

貞徳の差合の害︑その外其書世に多し︒その事をとへ

ては﹃三冊子﹄に

﹁季戻り﹂といって嫌われます︒連句は変化を尊ぶもので

といふ有︒大様よろし﹂と云り︒

しかし︑連句実作の際に﹁新年﹂﹁初春﹂が同じ意識で

すから常に先へ先へと変化します︒

とあります︒松永貞徳の著した﹁御傘﹄や︑その他の式目

書は信用しがたいが︑梅翁の記した﹁俳詰無言抄﹂を芭蕉

芭蕉の門人であった服部士芳の﹃三冊子﹂には︑
たとへば歌仙は三十六歩也︒一歩も後に帰る心なし︒

は良いとしています︒

ったのでしょう︒その歳時記がわかれば芭蕉達の季語に対

芭蕉達の共通基盤としての歳時記はどのようなものであ

ついての言及ではありません︒

しかし︑これは式目書に対してのものであり︑歳時記に

行にしたがひ︑心の改は︑たぎ先へゆく心なれば也︒

とあります︒連句は常に変化し先に進むものだということ
を表したものですが︑内容だけではなく︑同じ季節の続き
の中でも後戻りするのを嫌うことをも表しています︒

ただし︑夏の句の次に春の句を出すのは﹁季移り﹂であ

しての意識がわかるのではないでしょうか︒それを探る手

がかりとして﹃近世前期歳時記十三種並びに本文集成総合

り﹁季が戻る﹂とは言いません︒
﹁季戻り﹂とは同じ季の中で季節が戻ることを言います︒

索引﹄︵勉誠社︑昭和五十六年刊︶があります︒

本書には近世前期に流布した連歌俳譜の作法害十三種か

このようなことからも連句作者は季語に対してしっかり
した意識を持たなければならないでしょう︒現代の連句作
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ら季寄せの箇所を抄出した旨が総説に記されています︒そ
れぞれの名称︑刊行年︑著者名は次の通りです︒
﹁連歌至宝抄﹂天正十四年︵一天室

里村紹巴
﹃無言抄﹄慶長八年頃︵｜さ二

応其
﹃はなひ草﹄寛永十三年三︿三︿︶

立圃
﹃誹諾初学抄﹂寛永十八年︵天凹︶
徳元
﹃毛吹草﹄正保二年︵天弾︶

重頼
﹃山之井﹂正保四年︵天哩︶

季吟
﹃増山之井﹂寛文七年︵三毛︶

季吟

﹃諏諾番匠童﹄元禄二年二父空
和及

﹃誹譜をだまき﹄元禄四年二元二

竹亭

﹃俳諾大成新式﹂元禄十一年︵夫夫︶

鷺水

﹃通俗志﹄享保二年︵毛一ど
員九

﹁俳譜御傘﹂慶安四年︵一宏一︶

貞徳

﹃俳詰無言抄﹂延宝二年︵一壱巴

梅翁

芭蕉一座の連句作品としては寛永五年︵一﹄︿天︶から元禄

七年までのものがあります︒

季句の続け方にはきまり︵句数︶があり︑﹁春・秋﹂は

三句から五句まで︑﹁夏・冬﹂は二句から三句まで︵一句

で捨てることもある︶になっています︒﹁夏・冬﹂の句は

﹁春・秋﹂と比較しても︑句数が少ないことから芭蕉一座

の連句を考える上で一つの試みとして﹁冬の句﹂に考察を
加えてみましょう︒

−14−

延宝六年︵夫夫︶︑﹁塩にしても﹂歌仙に

の季語としています︒

之井﹄﹃誠詣番匠童﹄﹃誹詰をだまき﹄﹃誹詰新式﹄等は冬

元禄二年︵天先︶︑﹁有難や﹂歌仙に︑

１塩にしてもいざことづてん都烏芭蕉

２只今のぼる波のあぢ鴨春澄
さる折しも︑しろき烏の噴と脚とあかき鴫のおほきさ

いる﹂の意で︑季語は﹁薄雪﹂﹁橡の枯葉﹂﹁寒く﹂が考え

があります︒﹁薄雪が橡の枯葉の上に寒々と降りつもって

妬薄雪は橡の枯葉の上寒く梨水

なる︑水のうへに遊びつつ魚をくふ︒京には見えぬ烏

られます︒﹁雪﹂を冬の季語としている歳時記はあります

があります︒発句での﹁都鳥﹂は﹃伊勢物語﹄第九段に

なれば︑みな人見知らず︒渡守に間ひければ︑﹁これ

が︑﹁薄雪﹂を冬の季語としているのは﹃山之井﹂一種し

か見られないようです︒﹁寒し﹂を季語としているものに

なむ都鳥﹂といふを聞きて︑

名にしおはぱいざこと問はむ都鳥

﹃連歌至宝抄﹄﹃はなひ草﹄﹃増山之井﹄﹁誹詰をだまき﹂

元禄三年全允ｅ︑﹁月見する﹂歌仙に︑

﹁橡の枯葉﹂を季語としているものは見られません︒

﹁橡の実﹂を秋の季語としている歳時記はありますが︑

﹃誹譜新式﹄﹃通俗志﹂があります︒

わが思ふ人は在りやなしやと
とよめりければ舟こぞりて泣きにけり︒

と詠まれているものです︒﹃伊勢物語﹄での﹁いざこと問
はむ都鳥﹂をうけて発句では﹁いざことづてん都鳥﹂と詠
んだもので︑季語として﹁都鳥﹂が考えられます︒阿部正

詔薄雪のやがて晴たる日の寒さ尚白

があります︒﹁薄雪﹂﹁寒さ﹂が季語と考えられます︒元禄

美氏が﹁芭蕉連句抄﹂で指摘されるように︑﹁都鳥﹂を冬
の季語としているものに︑一部の連歌書や﹃毛吹草﹂があ

１其にほひ桃より白し水仙花翁

四年︵｜充二︑﹁其にほひ﹂歌仙に︑

脇句の季語は﹁あぢ鴨﹂ですが︑﹁あぢ鴨﹂は﹁あぢの

２士屋藁屋のならぶ薄雪白雪

りますが︑他の歳時記には見られないようです︒

むら烏﹂とも呼ばれ︑﹃無言抄﹄﹃毛吹草﹄﹃山之井﹄﹃増山
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があります︒芭蕉が十月に三河白城の太田白雪亭に立寄っ
た際のもので﹁発句︑客︒脇︑亭主﹂の如く︑客である芭

延宝五年︵天程︶︑﹁あら何共なや﹂百韻に︑

弱掛乞も小町がかたへと急候桃青

と同季を詠むものですが︑脇句で季語と考えられるものは

吹草﹄等に冬のものとして収められています︒脇句は発句

発句は﹁水仙花﹂が季語で︑﹃花火草﹄﹃誹詰初学抄﹄﹁毛

歳時記はないようですが︑﹃通俗志﹂には雑として収めて

も厳しかったようです︒﹁掛乞﹂を季語として収めている

す︒特に暮の掛取は一年の中でも総決算になり︑取り立て

取﹂とも言われ︑盆暮の二回に掛売りの集金をする人物で

とあり︑芭蕉が﹁掛乞﹂を詠んでいます︒﹁掛乞﹂は﹁掛

﹁薄雪﹂しかありません︒元禄二年の﹁有難や﹂歌仙︑元

います︒

蕉が発句を詠み︑亭主の太田白雪が脇句を詠んでいます︒

禄三年の﹁月見する﹂歌仙に﹁薄雪﹂が詠まれています︒

元禄五年︵一充二︑﹁青くても﹂歌仙に︑

９掛ケ乞に恋のこ贄ろを持せばや芭蕉

しかし︑その際には他にも冬の季語と考えられるものと一

緒に詠まれています︒元禄四年の﹁其にほひ﹂歌仙中﹁薄

皿翠簾にみぞる慰下賀茂の社家泗堂

があります︒掛乞は代金の回収とて厳しいが︑その掛乞に

雪﹂一語で冬のものとして詠まれたことは芭蕉達にとり︑

﹁薄雪﹂が冬の季語として認識されたことになるのではな

の句意でしょう︒盆の掛乞は暮に比較して取り立てがゆる

せめて恋のやさしい気持ちを持たせたいものだが︑九句目

しかも︑芭蕉の冬の発句に﹁薄雪﹂という語句をもって

かったが︑ここでは暮の掛乞として︑十句目で﹁みぞ

いでしょうか︒

脇句を付けたということは︑芭蕉も﹁薄雪﹂を冬の季語と

る︑﹂の冬の季語をもって付けたものでしょう︒

元禄五年︑﹁木枯しに﹂半歌仙に︑

のものとしています︒

﹁毛吹草﹄﹃山之井﹂﹁増山之井﹄等は︑﹁みぞる︑﹂を冬

して認めたことになるのではないでしょうか︒歳時記類に
﹁薄雪﹂を冬のものとして収めているものが﹁山之井﹄一

種しかないということは︑芭蕉達と﹁山之井﹂が近くなっ
たと思われます︒
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があります︒発句は木枯しが吹きすさぶ中︑体もすっかり

２毛を引く鴨をのする俎板酒堂
３懸乞の中脇ざしに袴着て芭蕉

廻ってゐる者が改まった姿で祝儀のある家を訪れたと

改まったとするのも納得が行かぬ︒いつもは懸乞に飛

はれるし︑島居氏の﹁全註解﹄のやうに︑御大家故に

っておいて︑夕方から氏神様へ﹂︵﹃未完成連句﹄吉田

冷えてしまい早く風呂に入ろうとするが湯が熱い︒そこ

するのも︑をかしみはあるが﹁懸乞﹂だけ浮き上った

１木枯しにうめる間おそき入湯哉荊口

で︑水を入れてぬるくしようとするが︑あまりに寒いので

感じで︑しっくりしないやうである︒

年︑一充二︑

井原西鶴の﹁世間胸算用﹂巻三︑目録の二には︵元禄五

ものとして見られません︒

﹁懸乞﹂に冬の意識がありそうですが歳時記類には冬の

意外性に俳譜味があるのでしょうか︒

れた人物でもあるかのように︑衣服を整えて現れたという

る所に︑招かれるはずのない﹁懸乞﹂がまるで自分が招か

と書かれています︒第三は客人をもてなそうと準備してい

博士︶といふのなら︑懸乞の後で着替るのが当然と思

水でうめる間も待てない程であるという滑稽な句︒

脇句は客人を鴨料理の御馳走でもてなす為に︑鴨が毛を
抜かれて俎板の上にのせられての意︒﹁鴨﹂が冬の季語︒

第三の解釈は諸注分かれているようですが︑阿部正美氏
の﹁芭蕉連句抄﹄には︑

懸乞が中脇差をさし袴を着けた姿は町人として普通で
はない︒これは祝儀或いは儀式張った事のある時の服
装と見るべく︑﹁未完成連句﹄で吉田博士がいはれた
やうに︑大晦日に行はれる氏神の大祓の祭事に参加す

餅ばなは年の内の詠め

○掛取上手の五郎左衛門

るのでもあらうか︒﹁前句を節季の祝事の料理と見込
んで︑訪れた人を思いよせた﹂︵中村氏﹁校本全集﹄︶

○大晦日に無用の仕方舞

とあり︑﹁掛取﹂を冬の風物の中に入れています︒巻三の

付けには違いないが︑この服装︑どういう場合と見た
のか︑今一つよく分からない︒﹁懸乞は昼間の中にや
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文中には︑

善はいそげと︑大晦日の掛乞手ばしこくまはらせけ

き賜と也︒

魯町の﹁竹植る日﹂は古来︑季語と定まっているのかと

し︑季語として定まっていなくても季語としてふさわしい

いう問いに︑古来よりの季語であるかは知らない︒しか

とあり︑掛乞は冬のものとしていたことが知られます︒芭

ものがあれば採用すべきである︒芭蕉先生も﹁新しい季語

る︒

蕉は当時の世相からも掛乞を冬のもの︑それも歳暮の意識

を一つでも見つけられたなら後世によい賜物になる﹂とお

っしゃっている︑という内容です︒

があったのではないでしょうか︒

笑話の﹃聞上手﹄安永二年︵一七三には︑

う伝統の上に安住することなく新しさを追い続ける姿を読

ここには芭蕉の季語に対しての柔軟な考えと︑俳譜とい

大晦日の夜なか時分︑かけとり︑財布を肩にかけ

み取ることができます︒﹁竹植る日﹂の句は﹁笈日記﹄等

○掛乞

とあることから︑この時代になると﹁掛乞︵掛取こは冬

にも収められている︑

のことです︒﹁竹植る日﹂は﹃通俗志﹄に夏のものとされ

降ずとも竹植る日は蓑と笠

のものであるという意識が固定されていたと言えましょ
モハノＯ

芭蕉の季語に対しての意識をうかがえるものに芭蕉の忠

ています︒

去来日︑﹁不覚語︒先師︵の︶句にて初て見侍る︒古

魯町日︑﹁竹植る日は古来より季にや﹂

とあります︒芭蕉が青地氏︵当時は彫巣︶宅に招かれて興

２降こむま員のはっ雪の宿彫巣

１打よりて花入探れんめつばき芭蕉

元禄五年︑﹁打よりて﹂歌仙に

来の季ならずとも︑季に然るべき物あらば撰び用ゆく

行したときのものです︒

実な門人であった向井去来の著した﹃去来抄﹂がありま
す︒

し︒先師︑季節の一つも探り出したらんは︑後世によ

−1'8−

発句は亭主が我々をもてなす為に寒梅︑寒椿を床の間に

て探梅を冬季に用る事︑詩家の格なりと︒その教諭を

﹁梅﹂を探すものであるが︑さあ︑連衆よ︑亭主の風流な

﹁探梅﹂は冬の季であると芭蕉が教示したことをうけ︑﹁初

﹁うちよりて﹂の芭蕉の発句に脇を付す為季節を聞くと

得て︑初雪の脇し侍りて一巻なりぬと語る︒

心遣いを汲み取り︑この花入れに活けてある花々に対し﹁探

雪﹂の季語を詠み冬の脇句を詠んだことが記されていま

活けてある︒﹁探梅﹂とは野山に分け入り︑春に先がけて

梅﹂の趣きを味わおうではないか︑の意︒芭蕉十七回忌追

遥過にし年の寒比︑青地氏周東のもとへ芭蕉・其角・

は見られないようです︒しかし︑歳時記に扱われていない

芭蕉以前の歳時記には﹁探梅﹂を季題として扱ったもの

す︒

桃隣見え来り︑即興催されけるに︑翁︑○打よりて花

﹁探梅﹂を冬の季題との意識で発句に詠み込んだことは﹃去

善集の﹃粟津原﹄にはこの句の﹁探梅﹂について︑

入探れ梅椿︑予も此句の季を尋ね侍れば︑探梅の句な

来抄﹄にも記されていたように︑古いものに拘泥せず︑常

きましょ︑っ︒

に進歩的であった芭蕉の俳譜への意識を読み取ることがで

るよし申されけるも︵略︶︒

とあり︑この句の季題を芭蕉に尋ねたところ芭蕉が﹁探
梅﹂である旨を言ったとされています︒﹁探梅﹂の季節を

﹁打よりて﹂の発句に﹁花入﹂の語句があった為でしょ

うか︑この歌仙の十七句目には﹁花の句﹂を詠まずに﹁月

表出したものとして﹁花入塚﹂があります︒

貞享元禄のむかし︑予が祖父榔瓢老人は武江に役する

の句﹂が詠まれています︒

の句があります︒

香を探る梅に蔵見る軒端かな

れている

他に﹁探梅﹂を季題としたものに﹃笈の小文﹄に入集さ

事年あり︒︵中略︶ある日老人彫業の亭を訪ふに︑あ
るじの云︑この比翁︑其角・桃隣等の三四者をいざな
ひ︑我亭に来り給ひ︑うちよりて花入探れ梅椿と云ふ
句を即興し給ふ︒人／︑脇の季節をうかぎふに︑冬季
しかるべしとなり︒猶其ゆへを窺ふに︑翁の日︑すべ
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義をどこまでも追い求める姿がうかがえるのではないでし

芭蕉一座の連句作品中︑冬の句を歳時記と照合してみま

ょうか︒

早咲の梅を尋ねて野山へ出かけ︑春の便りをいち早く

した︒元禄四年︑﹁其にほひ﹂歌仙の脇句に詠まれている

﹁探梅﹂の語句に関して山本健吉氏の﹁芭蕉全発句﹄に
は︑

尋ね探る心である︒︵中略︶探梅と観梅との微妙な違

﹁薄雪﹂は﹁山之井﹂と深い関係があるものの︑芭蕉達と

や季題︑語句に対しての進歩的な考えは現代の連句作者に

の特定までには至りませんでした︒しかし︑芭蕉達の連句

いを発見したのが芭蕉である︒
と記されています︒

﹁探梅﹂と﹁観梅﹂の違いについては﹃図説俳句大歳時

ただ単に新しい季語の発掘だけではなく︑例えば形式の

大きな問題を投げかけています︒

いわゆる観梅と違う点は︵中略︶あそここことたずね

問題もあるでしょう︒芭蕉が古人のあとをを求めることな

記﹄に︑

歩くのが探梅であり︑梅林の花を見る観梅が︑用意さ

く︑古人のこころを求めよと言ったことは現代の様々な事

象に悩み︑拘泥する人々にとり一つの大きな指針になると

れたものを賞する感じであるのに比して趣が違う︒
﹁梅を尋ぬる﹂は古来和歌にも用例があるが︑﹁梅を探

思いますし︑それだけ現代の連句作者の責任︑役割は大き
く重いと思います︒

る﹂というとぎすまされた語感には及ばない︒
と詳しく述べられています︒

芭蕉が季語に対して進歩的な考えを持っていただけでは
な く ︑ 言葉 の 感 性 に も 鋭 ぎ す ま さ れ た 持 ち 主 で あ っ た こ と
がうかがえます
ここで﹂
の﹁
の梅
﹁︲
梅﹂を﹁俳諸﹂に置き換えたらどうでしょう︒

﹁俳譜﹂を
を尋
尋ねね
↓るだけにとどまらず︑俳諾の真相真理︑奥
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エッセイ

暉峻康隆︑桐雨宗匠に導かれて

黒田杏子
東京女子大学入学と同時に︑﹁俳句研究会白塔会﹂の指
導者として毎月お運び下さっていた山口青邨先生に入門す
ることが出来た︒

ほ︑っしんじ

私ははじめて暉峻康隆先生にお目にかかった︒本郷赤門前

の法真寺︒今は亡き伊川浩永ご住職が毎年一葉忌を修され

る︒台東区龍泉でのそれと区別するため︑﹁文京一葉忌﹂と

して盛大に回を重ねていた︒

暉峻先生はその年の一葉忌の講演者︒庫裡の二階の小座

敷で先生は句帳に何か書きとめておられた︒座卓の上に湯
呑茶碗がひとつ︒

﹁ああ︑クロダモモコさんね︒存じ上げていますよ︒杏

子︑杏っ子と書くモモコさん﹂

ハンチングを斜めにかむり︑重そうな鎖状のブレスレッ

トとお揃いと思われる彫金の角ばった指輪︒ポケットがい

くつもついた生なりのベストの下に枯葉色の格子のシャ

シ︒ネッカチーフは嚥脂色︒のちに早稲田カラーと知った

しかし︑卒業︑就職と同時に私は句作と縁を断ち︑さま
ざまな表現形式の場を妨復ののち︑二十代の終り近くに︑

色である︒

碗酒をくいと呑み干されるとおっしゃった︒

い︒清酒︒金沢の福光酒造の黒帯であった︒常温のその茶

さりげなく佐山さんが湯呑に注いでいるのはお茶ではな

ゃれぶりに私は眼を奪われた︒

高名な早稲田の近世文学者︒そのちょっとくだけたおし

生涯の表現手段を俳句と心に決め︑青邨先生に再入門を許

された︒師は明治弱年︵一八九二︶︑私は昭和昭年二九
三八︶生まれ︒妬歳という年輪の差を創作活動に於て感じ
たことは一度もなかった︒先生は％歳の悠々たる天寿を全
うされ︑昭和の終焉とともに天上に還られた︒

その翌年︑小学館古典編集部の佐山辰夫さんのご紹介で
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﹁私はいま︑除夜の鐘の句を集中して作っているところ
です︒すでに八十の老人ともなりますとね︑例えばこんな

幸田弘子さんの朗読が終わり︑本堂を埋めた正座の聴衆

は講演者の足許近くまで迫ってきていた︒

年とともに煩悩も淡くなってゆきます︒ところで︑あな

百八はちと多すぎる除夜の鐘桐雨

る︒いつか一葉︑樋口なつさんが先生の傍らに佇って語り

に裏づけられた分かりやすくかつ明快な論旨に聴きほれ

きで拝聴した暉峻康隆早大名誉教授の話芸︒その深い学識

﹃樋口一葉の文学﹂と題した帥分の特別講義︒かぶりつ

たおいくつ︒五十になるところ︒それはめでたい︒煩悩も

継がれているかのどとく臨場感あふれるエピソードの

句ですよ

いよいよ炎となって燃えさかるお年廻り︒あなたの句はね

数々・西鶴のリアリズムとの比較︒この世に生きる市井の

人々へのいとおしみ︒そしてわずか二十川歳半でこの世を

を余すところなく語りつくされ︑怒涛のごとき拍手につつ

ヘ ヘ

もうすこし突いておくれよ除夜の鐘
こんなところでしょうなあ﹂

発った一葉が貧苦の中で未来を見つめ︑未来を信じる向日

性の女性であったと︒森鴎外以下﹁文學界﹂の青年作家た

とおつしやりつつ︑小色紙の白紙に太字の万年筆の堂々た
る筆圧の文字でこの句を書かれ︑句の脇に杏子と作者名を

お目にかかってすぐ︑代作を賜るという事態に呆気にと

まれてご退場︒私はこのとき桐雨宗匠に帰依していた︒

ちの蛆ご的存在として敬愛された女人の魅力と愛嫡と度量

られつつも︑何ともいえぬ愉快な気分が全身に満ちてき

﹁女子大生亡国論﹂の先生は人間に対して︑いや生きとし

記された︒

て︑はじめてお目にかかったばかりというのに︑まるで兄

生けるこの世のすべてのものに対して平等で慈愛に満ち︑

二階のさきほどの控え室に一足先に戻られた先生はまた

敬の念を深めた︒

かつリベラルな見方を貫かれる先達であることに共感と畏

弟子の句友と居るような寛いだ気分になっていた︒

﹁そろそろ本堂の方に﹂と伊川ご住職の声︒サッと立ち
上がられる前に︑茶碗は干された︒黒帯の一升瓶は三分の
一ほどの残量︒

ー，ノノ,−

湯呑に黒帯を満たしてさりげないご様子で窓の外の木の葉

と巻いたあとは必ず新大久保の﹁くろがね﹂という酒亭に

方々・平井照敏さん︑佐藤和夫さん︑復本一郎さん︑など

ゆき︑そこのお座敷で一直が行われた︒

しぐれを眺めておられた︒
よく晴れていても一葉忌の頃は寒い︒

そのほか昔からの私の友人といっても大先輩のヴァチカ

ン大使もつとめられた荒木忠男さん︑東明雅先生ご門下の

﹁あなたのご住所を﹂と言われて︑名刺をお渡しする︒懐

中時計をとり出してごらんになると︑﹁ちと早いけれど︑

秋元正江さん︑名古屋の加藤耕子さん︒もちろん︑﹁酒﹂

座もあった︒

編集長の佐々木久子︵柳女さん︶︑下重暁子さんなどとの

それではお先に失礼﹂と立上がられた︒

佐山さんが﹁これから歌舞伎町ですよ︒現役のプレー
ボーイですから﹂と嬉しそうに見送りに立たれた︒ともか

桐雨宗匠捌きの座では︑私は大船に乗った心地で︑指示

しぶ︲し

く︑さっと羽織られた皮ジャンがぴったり︒薩摩は志布志

に従って︑いくらでも句が出来た︒長句・短句どんどん出

ともかく素人眼にも桐雨先生の捌きは常にいきいきと自

湾︑金剛寺ご出身の江戸文学者は楓爽と境内を抜けて本郷

数日して何冊ものご著作と︑先生を慕う女性ばかりの連

由奔放︒季語の来歴も伺いつつ︑こだわりも気兼ねも全く

来て困るほど︒

句集団﹁くのいち﹂の作品集などが届けられた︒どの本に

無くゆたかな時空に漂いつつ遊ぶのであった︒ただ先生は

通りに出てゆかれた︒

も桐雨俳句がしたためられ︑杏子様と書かれてあることに

何故か現代仮名づかい︒旧仮名で俳句を書いている私はそ

上げた︒翌々日︑先生からおはがき︒

音で両吟歌仙というご指導は頂けませんでしょうか﹂と申

それはさておき︑あまり愉しいので︑私は不遜にも﹁文

のことには違和感があった︒

恐縮した︒

そののち︑桐雨宗匠捌きの歌仙を巻く場に五︑六回たて
つづけにお招き下さったので︑全くの素人であることをか
えりみず︑私は喜んで伺うことになる︒

会場は俳句文学館が多かった︒草間時彦理事長ほかの
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月から始まります︒さらに﹃くのいち﹄の連衆からの電話

﹁去年の秋からの約束で︑冬男君との春発句の歌仙が今

吟はいかが﹂

の余情を補った句を︒これがすんだら古館曹人さんとの三

脇は外界の早春の情景︒天文・地理・生活などで︑発句

私はびっくり仰天︒しかし大よろこびでお礼の電話をさ

は連日のように鳴るので︑あなたとの歌仙は三︑四月まで
待って下さい︒

﹁あなたの本道は俳句︒これを忘れてはいけない︒俳人

し上げた︒先生日ク

のですから︑ご門下に対しては︑主宰者として俳境を拡充

としてプロの道を極めるべきです︒従って︑将来にわたっ

ところで︑あなたにとって︑連句はご門下とは巻けない

するためという建前で︑決して連句への深入りのポーズを

い︒俳句は学生時代︑いや幼少時代から修行してきて今日

て︑あなたの俳誌に連句の頁など絶対に設けてはいけな

何とありがたいことであろう︒青邨師没後︑﹁夏草﹂終

に至っておられる︒あなたは歌仙の座に連なることは出来

思わせない配慮が望ましいです﹂とある︒

刊︒結社の方針でゆくりなくも一誌を興すこととなったか

ても︑捌くことは出来ない︒このことを肝に銘じておくこ

﹁分かりました﹂と私は歩き出した︒当時︑会社の仕事

く﹂

を受けとったら︑即刻返信すること︒ではどうぞよろし

ない︒下手な考え休むに似たり︒いいですね︒私のハガキ

二︑三案作ること︒素人が時間をかけてもロクな結果は出

まり私の指示のあるハガキを受けとったら︑即︑その場で

それから︑文音でハガキがとどきます︒そのハガキ︑つ

︑シ﹂Ｏ

けだしの﹁藍生﹂主宰である私へのこのあたたかいアドヴ

ァイス︒ちなみに私は桐雨宗匠より銘歳下の若輩であっ
た︒

何やかやバタバタと過ごしていたある日︑先生からのお
はがき︒

﹁啓急がない︒とりあえず両吟半歌仙の文音をはじめ
ましょう︒初懐紙です︒

発句は当季にて

春浅し吸物椀の蕗のとう桐雨

−24−

その他で夜中近くに帰宅することも多かった︒しかし︑私
の実行出来ることは即刻桐雨宗匠に球を打ち返すことと心

得︑どんなに遅く帰宅しても︑先生のハガキを手にする
や︑少なくとも三案はひねり出して︑ハガキに書いてポス

トに投函した︒真夜中に集配はない︒しかし私は実行し
た︒先生のおハガキは手許に残る︒私は自分の出すハガキ
のコピーを毎回とっておくことにした︒コピーがとれない

老楽の恋もすがれて旅一座

お真砂いのちと彫りし二の腕

このしまの縁台将棋とりしきる

孫やひ孫は飛ばすワゴン車

暉峻桐雨

たまたまこの半歌仙の文音がスタートしてまもなく︑私

まして下さり︑俳人協会報の﹁人﹂欄にも︿花咲かおばさ

﹁これであなたもプロとしての道を歩み出すのです﹂と励

ことなどをたれかれに親しくお話し下さった︒帰りがけに

いにも参加して下さって︑盃を手に︑芭蕉のこと︑西鶴の

を召されてご出席下さり︑親しい句友たちによる祝賀の集

の第三句集ヨ木一草﹄に俳人協会賞が降ってきた︒先生

桐杏棡桐杏柵杏桐杏桐
黒田杏花

春また来ますあらあらかしこ

遊俳のさきわう国の花万朶

あちらこちらに萌ゆる新草

セールスの旅にもあきて田畑買う

一会の友とおでん燗酒

﹄元

湯煙りに寒月あわし伊豆の海

春春春雑冬冬雑夏羅羅

は大いによろこばれ︑京王プラザホテルの授賞式にも和服
木口

桐
木口

桐
木口
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ときは同じハガキに同じ文面を筆写して残して置く︒こう

春浅し吸物椀の蕗のとう
古書街の灯のおぼろおぼろと

髪むらさきに染めているぬし

名月の句会に何を着てゆかん
一木一草なくて秋色

できのよい今年のどぶろく自慢して
まかりいでたるおかめひょっとこ

花 ノ 1 悉 悉
桐

して巻き上った桐雨宗匠との両吟半歌仙﹁春浅し﹂の巻は

ウ

巣づくりはまだ終らないつばくらめ

雑秋秋釈雑春春春

次の通り

月
3

ん﹀と題して六百字の人物評をご寄稿下さった︒

在職中︑私が二年間にわたって主宰をつとめた﹁ＮＨＫ
俳壇﹂にもゲストとして二度ご出演下さったし︑ＮＨＫ学
園大会での地方講演の折にも︑それとなく私の名前を出し
て励まして下さった︒

近世文学会での発表や︑各地でのご講演の前には必ず官
製はがきが届いた︒曰く
﹁これが最期の場と思われます︒ご多忙中︑曲げてご川
席いただきたく︑棡雨﹂

秋田であろうと︑国立であろうと︑ともかく私は参上し

＠仕事は十年単位でとり組むこと︒人間十年打ち込め

ば︑誰にでも見えてくるものがあります︒二︑三年で

まとまる仕事にロクなものはありません︒

＠俳句しか分からないケチな人にならぬこと︒そんな人

のお先はまっ暗です︒

＠歳時記はひとつの手がかり︒すべて自分自身の五感を

働かせ︑実体験を大切にすること︒歳時記は日本人の

人生観︑生活感覚の宝典︒しかし︑活字を知識として

頭で理解しても空しい︒脚を使い︑身体を動かして季

語という国民的文化遺産をひとつひとつ自分の血肉と

長でいらした金子兜太先生より﹁テルオカさんが黒杏さん

生が現代俳句大賞を受賞された折︒当時︑現代俳句協会々

つまり︑中年を過ぎたら︑本物のいい日本酒を︑冷や

①上等の酒を②常温で③上品に

＠長生きの秘訣︒日本酒のたしなみ方︒

してゆく努力を俳人はつみ重ねるべきです︒

にも案内状をと言われ手配した︒ぜひ出席して︑大老に

さず．熱くせず常温でゆっくり愉しむ︒上品に︒これ

た︒最期の場はいつまでも継続してゆく︒そのひとつ︑先

エールを送る演説をよろしく﹂とのおはがき︒上野池ノ端

が大切︒分りますね︒ダダ酒を飲みつづけている人間

くるもも

の東天紅︒俳人協会々員の私にとって︑異例の場でのス

の顔は間違いなく下品になります︒少年時代から八十

年︑毎日飲んできた私の意見です︒肝に銘じて下さい︒

ピーチとなる︒以下はその要旨︒

﹃大宗匠から心に銘じて行動せよと命じられておりま
すことをお伝えします㈲
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壇上を下りて︑大きな赤いリボンを胸に飾られた先生の
隣席に案内される︒
い

﹁いやご苦労さん︒耳が痛てえ連中も居られたんじゃな
いの︒ありがとう﹂と︒

問題はそののちに起きた︒祝賀パーティで先生が私にさ
さやかれた︒

﹁現俳協は貧乏なんだろうか︒賞金が少ない﹂

喜び︒ところでテルオカ大老はあのＨの賞金を沖縄の屋良

知事にカンパされた由︒大老ヤルもんですなあ︒感心した
次第︒お元気で﹂

跳び上るとはこのこと︒私は全身に火が放たれたように

焦った︒土下座しても許されない︒夜が明けるのを待って
宗匠におでんわ︒

﹁先生申し訳ありません︒賞金のことで先生にご意見し

てしまいました︒あのお金は沖純の屋良さんに贈られたそ

うですね︒お詫び申し上げます︒お許し下さい﹂

﹁いやいや︑一部は歌舞伎町のバーの支払いにも使いま

ポート持参だった︒見渡して︑いまの政治家の中で︑下品

へ 司

私は耳を疑った︒カツとなって先生を引っぱって会場の
隅にゆき﹁先生︑九十歳に近いお方です︒お金が多いとか
少ないとかおっしゃって頂きたくありません︒先生︑恥ず

で︑また皆さんの輪の中に入って頂いた︒先生は桂信子先

じゃない︑まともないい顔してるのは彼だけだ︒早稲田を

したよ︒屋良君はねえ︑昔早稲田に入学したとき︑パス

生と並んで写真を撮られたりご機嫌であった︒大先生に意

出てアメリカにも留学した国際人だし︒それより近いうち

かしいです﹂それだけ申し上げると涙が出そうになったの

見をしてしまったけれど︑怒りが鎮まらないので︑ひとり

に真砂女の店で飲もうや︒

だけ読んでたんじゃ何も見えないね︒アハハハハ﹂

とが詠ってるんだから︒近世学者は近世だけ︒俳人は芭蕉

見だらけだ︒近ごろ話題の散骨なんてこともすでに萬葉ぴ

いま万葉集を読みこんでいますけどね︒実に面白い︒発

でエレベーターに乗って別の階にゆき︑不忍池や上野の夜
景を見下ろしながら五目つゆそばを注文していた︒

三日後︑帰宅すると兜太先生からのおはがき︒サインペ
ンの文字でこまごまと︒

﹁過日はご足労をおかけした︒貴方のスピーチ︑みな大

一 皇 ／ −

ところで︑先生は﹁季語の現場へ﹂の行動計画のもと

きを受けていることをとても嬉しくありがたいことと思っ

ご縁を得て私は昔からこの句会にゲストとして度々お招

会﹂以上のすばらしい句会はないと私には思える︒

に︑﹁日本列島桜花巡礼﹂﹁西国観音巡礼﹂﹁四国遍路吟行﹂

ている︒

あるとき︑暉峻先生をお招きしたいのでということでご

などを重ねる私の生き方を強く支持して下さった︒

﹁草駄天﹂とか﹁花咲かおばさん﹂などの命名はすべて

都合を伺い︑ご案内役も仰せつかった︒はじめてのお招き

を受けて︑棡雨宗匠の歓喜︑張り切りぶりはハンパではな

桐雨宗匠によるもの︒
﹁行け！聿駄天﹂とだけ記されたおはがき︒﹁どこからか

かった︒一月十七日︒待ち合わせ場所の新宿駅西口タク

みんな早稲田の落語研究会のメンバー︒私は部長だった︒

そいそと車に乗りこまれた︒﹁小沢君︑大西君︑加藤君︑

シー乗場にゆく︒先生は抱えきれないほどの水仙を胸にい

花を咲かせに君は来た桐雨﹂などと記された小色紙も残
っている︒

百歳をめざす︑と常におっしゃっておられた先生は実に

れてきている﹁東京やなぎ句会﹂︒小沢昭一・永六輔・柳

扇橋師匠を宗匠に四十年余りも︑毎月必ず十七日に開か

ったね︒立派に論文をまとめて卒業︒そんなこと誰が出来

もとは仏文の学生だったけれど︑郡司正勝君のところに入

一君は偉いよ︒仕事ざかりのときに早稲田に再入学︒もと

終戦直後だから︑みんな若かったねえ︒しかしね︒小沢昭

家小三治・大西信行・加藤武・矢野誠一そして入船亭扇橋

る︒ともかく東京やなぎ句会の面々は面白い︒いずれも日

意気軒昂︒

さんが現在のメンバー︒月例会には出席されないけれど︑

車はいつか荒木町の小路に入り︑﹁万世﹂の別館に︒

本を代表する知性︒本物の人物ばかりだ︒﹂

どなたもすてきに年輪を重ねられ︑独自の世界を築いて

玄関で履物を預っていただき︑階段を上って二階に到着︒

このほかの会員に大阪の桂米朝さんも居られる︒

おられるので︑日本広しといえども︑この﹁東京やなぎ句
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さんの声に一同拍手︒ごきげんの先生は﹁すこしばかり水

こんだので︑座は乱れるというか白け気味︒〆切時間がき

そんなところに︑アクの強い鹿児島男児が約一名まぎれ

常々口を揃えておられる東京生まれの東京っ子ばかり︒

仙をお持ちしました﹂と一抱えもあるその花束を大西さん

ても常温の酒を茶碗できこしめておられる先生は句がまと

会場の障子を開ける︒﹁テルオカ先生︑お成り−い・﹂小沢

に︒たしか小沢さんは仏文︑加藤さんは英文︑大西さんは

の大束に気をとられたばかりに︑この句会のきまりの︑天・

まらない︒しかし︑句会はいつものごとくに進行して成績

床の間に水仙が収まり︑いよいよ句会︒

地・人の作者への賞品を持参されなかった︒そんなことも

国文で先生の直弟子︒それにしてもこのお三方︑中学・高

特別ゲストの先生の出題は﹁雪女郎﹂︒私の題は﹁寒

あろうかと私の用意してきた神田するが台下﹁ささま﹂の

発表という段どりに︒棡雨宗匠はビリである︒それに水仙

月﹂︒兼題はもちろん﹁水仙﹂である︒みなさんの苦吟が

練羊かんを配って︑句座がおひらきになろうとしたそのと

校と麻布でもご一緒だったとは︒

はじまりし−んと︒

大宗匠の大音声︒

きである︒

召し上らない先生に対して︑この句会では矢野さんがすこ

﹁諸君！次回の会場はどこ︒次回から私をこの句会の

食事のメニューが廻ってくる︒お酒があれば︑ほとんど

し召し上る位で︑あとの方はみなさん甘党︒

人が多く︑ゆっくりと常温の酒を愉しみたい先生のベース

すが︑この会は創立以来同じメンバーです︒死んだ仲間の

﹁それはなりません︒ゲストは折々にお招きしておりま

レギュラーにしてはいかが﹂

には合わない︒先生にはこのわたとお新香を注文してお飲

補充も一切致しません﹂と小沢変哲先生がキッパリと︒そ

しかし︑肉の万世ゆえ︑すきやき重︑ステーキ丼などの

み頂いたが︑実のところ︑この句会の方々は漬物など誰ひ

の声にもめげず大老はにこにこと︒

﹁この会に私ほどぴったりの人間はいない︒次回の日程

とり食べない︒浅漬の茄子や胡瓜は許せるとして︑ぬか漬

なんて誰が喰えるか︒死んでもあんなもん口にせんぞと
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たまりかねた声で矢野さんが発言︒

題がとび交って︑のち解散︒タクシーに乗った私をご一同

ナッツなどがテーブルに運ばれる︒しばらくいろいろな話

文すると︑甘い大きなケーキとチョコレート︑バターピー

﹁この句会は毎月十七日︒しかし︑次回来月は私が月番

でお見送り下さって︑小三治さんが﹁また来てね﹂と窓を

と会場を教えてほしい﹂

幹事です︒おそらく会場は電信柱の上ということになりま

叩いたり﹁元気でね﹂などと手を振って下さる︒タクシー

﹁お客さん︑どういうお仕事の方ですか︒永六輔さんや

の運転手さんが

すので︑先生のご参加はご無理です﹂

﹁いやいやどこへでも参りますよ︒十七日ですね︒それ
だけ分ればいい︒それでは皆さん︑ありがとう︒お世話に

﹁着てるもので分るでしよ︒炉端焼屋のおばさんですよ﹂

小沢さんが見送って．：﹂

がまいりました﹂と︒大先生をタクシーにお乗せしてみん

﹁いやあ︒驚いたなあ﹂︒

なりました﹂と立ち上がられる︒ちょうど一階から﹁お伴

なヤレャレ︒いつものアンティークな喫茶店にぞろぞろと

なあ︑いくつだい﹂と加藤さん︒﹁淋しくなったんじゃな

くと︑﹁オヤジさん変わらないね﹂と小沢さん︒﹁元気だよ

されてのちのご通知︒たまたまその翌日に私は﹁東京やな

の創立メンバーでいらしたので︑すでに夫人の献体も完了

しばらくして暉峻宗匠夫人逝去の報︒先生は尊厳死協会

歩いて移動する︒ここで二次会︒それぞれが椅子に落ちつ

いか﹂と大西さん︒

ぎ句会﹂にお招き頂いていたので︑座につくと同時にその

ご報告をさせて頂いた︒話が終わるのを待ちかねて︑立ち

﹁ともかく︑この会には扇橋宗匠がいる︒そのほかに先
生とお呼びしなきゃならない人物は不要です﹂と永さん︒

上って小沢さんが叫ばれた︒大きなドスのきいた声で︒

生︑大先生のご都合を伺って下さい︒そしてまた申し訳あ

﹁よう︑皆んな︒暉峻先生をお慰めしようや︒杏子先

﹁大学の先生って強情なんだなあ﹂と小三治さん︒﹁お引取
り願えてよかったじゃないの﹂と扇橋さん︒

各自︑ココアだ︒ロシアンティーだ︒アメリカンだと注
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りませんが︑お伴でいらして頂けないでしょうか︒ぜひぜ
ひ﹂

きました﹂﹁聿駄天といえども︑つんのめったり︑人につ

きとばされたり︑車にぶつかることもある︒足許をよく見

バーをひどく敬愛しておられたけれど︑前回は片想いでお

の手拭いもたっぷりご持参︒入賞しない者にもお手渡しさ

そのお慰めの句会で先生はよい成績をおさめられ︑賞品

て︑あわてないで沈着にどうぞ﹂

別れとなった︒小沢さんはじめ皆さんは暉峻先生のことを

れつつ︑しみじみと奥さまのお話をなさった︒

私はホッとして嬉しくなった︒先生はこの句会のメン

本当はとても大切に思ってくださっているのだと分かった

﹁ともかく︑早稲田大学にはボーナスという制度は昔も

今も無いという私の話を信じた様子で一生を終わりまし

場面だった︒

翌日の朝︑遍路吟行で徳島に向かうため︑羽田空港の公

た︒毎日︑さし向かいで手酌でよく呑んだ︒お互いに手酌﹂

つまでも生きてるとダダ払いが長すぎる︒そろそろ退会し

﹁尊厳死協会発足以来会費を払ってきているが︑こうい

衆電話から先生にご連絡︒十時前だった︒すでに机に向か
っておられたご様子︒

﹁先生︑昨夜またやなぎ句会に参上︑奥さまが⁝とお話

ようかと⁝﹂
とおっしゃると︑

しましたら︑小沢さんが︽暉峻先生をお慰めしよう︾と提
案なさって︑先生のご都合のつく十七日を伺ってほしいと

﹁いやいや来月あたりその効果が発揮されるかも知れま

せて頂いた︒

振り返れば︑ほんとうにこののちもあちこちにお伴をさ

忘れがたい師弟交歓の一夜︒

んお優しい︒

せん︒どうぞそのままで﹂とどなたかがつぶやく︒みなさ

のことでした︒何月ならいいですか﹂︒

このあと電話がつながったまま︑先生の無言がつづく︒

おそらく泣いておられたのだと思った︒先生の嬉しさが伝
わってくる︒しばらくして︑﹁来月︑さ来月どちらでもい
い﹂

﹁それではまたご連絡します︒フライトの時間が迫って
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﹁あなたは俳人としての本道をひたすら直進しなさい︒

生︒ただし︑

き︑旺盛に﹁季語探訪﹂を書き継いでおられるとの情報︒

道は厳しい．歌仙を巻くたのしみは堪能してもいい︒しか

資料と原稿用紙をどっさり携えて三島の奥の温泉に行

そして︑東京にもよく雪が降った年がめぐってきた︒

私は宇田零雨先生に学んで棡雨の名を頂いたが︑窪田空穂

し生はんかな知識と経験で捌いたりすることはならない︒

連中と半歌仙でもいいか﹂とお電話で伺っていたので︑そ

先生を介して水原秋桜子先生のご指導も受けている︒俳諮

﹁あたたかくなったら真砂女の店に行こう︒気が利いた

ろそろご連絡をと考えていたところに佐山さんからご連

の道は守ってゆかなければならない︒国民文芸だから尚さ

ことは言語道断︒連句は俳句と同様︑お遊びじゃないのだ﹂

ら︒まして︑あなたの主宰誌に連句のコーナーなど設ける

絡︒お身内だけですべて済まされたとのこと︒

事務所に出かけてゆくと︑私の机の上に﹁藍生﹂の投句
用紙が一枚︒一句のみ記入︒

と折にふれて論された︒

力でまとめられ︑私はご遺族より渡されたおびただしい冊

ち︑故雲英末雄さんは﹃暉峻康隆季語事典﹂を大変なご努

み方などを遺言として会場の皆さまにお伝えする︒そのの

柳家小さん師匠の後にという大舞台︒例の日本酒のたしな

開かれ︑私も弔辞を︒黒のもんぺ上下︒原稿なしでなんと

先生のご意志に反して︑大隈講堂で盛大なお別れの会が

事書斎の机上に積み上げられ︑のち中央公論社から刊行さ

厳重な包装をしてその根方の土中深く埋め︑帰還されて無

った西鶴研究苦節十年の原稿を夫人が油紙に包み︑さらに

た︒戦地に赴かれる際︑戦時中は刊行など望むべくもなか

目の年ということで︑例年の酒亭から︑先生のお邸になっ

ち﹂のみなさんたちと毎年修してきた忌日のつどいが︑節

に一人娘の由紀子さんを囲み︑早稲田の門下生や﹁くのい

大雪で章駄天杏子立往生暉峻桐雨叫歳

数の句帳を整理して﹁桐雨句集三百句﹂の選にあたった︒

れたというエピソードを蔵する桜の老樹︒集いはその開花

この春︑ゆくりなくも先生没後十年︒お命日の四月二Ⅱ

連句のときの名前を杏花と決めてくださったのも桐雨先
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予定に合わせて四月十六日とくり延べされていた︒
四月七日︑私の第五句集﹃日光月光﹂にあろうことか︑

蛇笏賞という大きな賞が天上より降ってきた︒ゆくりなく
もこの年︑忌日に集う皆さんによろこび祝って頂けたこと

今 句

は私にとって何ものにもかえがたいよろこびであった︒

− ． ． −

山口青邨先生二十三回忌︑暉峻桐雨先生十回忌︒七十二

C

歳の私はかけがえのない師恩に深く頭を垂れるのみであ
る

エッセイ

辞世
大駒誠一
﹁医者衆は辞世をほめて立たれたり﹂︵古川柳︶
死に臨んで辞世を残すという習慣がいつごろから始まっ

前詩歌を詠む習慣があり︑頭が正常な状態で死を予期でき

ることが必要条件である︒そのような死に方には︑病死︑

刑死︑自殺︑生還を期しがたい戦闘に出かけるなどがあ

る︒したがって︑事故死︑老衰死などは駄目であって︑織

田信長︑井伊直弼などの辞世は当然のことながら残ってい
ない︒

辞世と混同しがちであるが︑死を意識せずに詠んだ生前

最後の詩歌は絶筆であって︑辞世とは言わない︒絶句とい

う言葉はあるが︑これは生死には関係ない︒

﹁旅に病んで夢は枯野を駆けめぐる﹂

し︒﹂とあり︑孔子の高弟曾子は人間が死ぬときの言葉に

やその鳴くや哀し︑人のまさに死せんとするやその言や善

に興味がある︒論語泰伯篇には﹁烏のまさに死なんとする

旅を続けるつもりで︑これが自分の最後の句とは意識して

を詠んだのは死の四日前であるが︑病に臥っていてもまだ

吟と題して載っていて︑辞世とは書いてない︒芭蕉がこれ

間違いである︒この句は各務支考の﹁笈日記﹂の中に病中

は︑しばしば松尾芭蕉の辞世の句とされているが︑これは

嘘いつわりはないと言っているが︑辞世をみるかぎり︑必

いなかったとみる︒それに︑この句の後にもまだ改作では

たか知らないが︑人間死ぬとわかった時何を考えるか非常

ずしもその通りではない︒死の直前までつっぱっていた

あるが句を詠んでいるので絶筆でもない︒

うかまことに妙な句で︑筆者にはどうにも理解しかねる︒

余談になるが︑この芭蕉の﹁旅に病んで⁝⁝﹂は何とい

り︑見栄をはっていたり︑人間死ぬまで俗物であることが
よくわかって面白い︒

辞世を残すことは誰にでもできるわけではなく︑まず生
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然桃源郷の方が合っているし︑病んで枯野を行くならばシ

夢に駆けめぐるのは﹁駆けめぐる﹂という語感からして当

両所の始祖となった︒碁や将棋の他に処世術もうまかった

将棋もよくし→後に幕府おかかえの碁所および将棋所の

囲碁史では本能寺の変の前日︑算砂は織田信長の前で碁

ようだ︒

を駆けめぐる夢心﹂﹁枯野をめぐる夢心﹂などとする推敲

打ち鹿塩利賢と対局したことになっている︒そして︑本能

ョンボリとぼとぼとなるべきなのにおかしい︒芭蕉自身﹁な

もしていたようであるが︑夢に枯野を駆けめぐるというと

寺の変では織田信長の遺体は見つからなかったが︑算砂が

河︵現静岡県富士宮市︶にある日蓮宗の西山本門寺に埋葬

変の当日信長の首を秘かに持ち出して︑別人に託して︑駿

ころがどうしてもしっくりこないのである︒

こ︑う

﹁碁なりせば劫など打ちて生くべきに

させたという伝説がある︒現在︑西山本門寺には織田信長

公の首塚と称するものがあって︑富士宮市の名所となって

死するばかりは手もなかりけり﹂
本因坊算砂︵一五五九〜一六二三︶

いる︒毎年十一月に同市では﹁信長公黄葉まつり﹂が盛大

﹁つひに行く道とはかねて聞きしかど

に催されている︒

数ある辞世のうちの傑作中の傑作である︒碁をまったく
知らない人に劫の説明は難しいが︑碁には石の生き死にが
あって︑死にそうな石でも劫という犠牲を払えば死ななく
て済むことがある︒しかし︑人間の死はどんな犠牲を払っ

先生で︑信長からは碁の名人の称号を与えられ︑家康から

本因坊算砂は︑織田信長︑豊臣秀吉︑徳川家康等の碁の

は死ぬと認めていながら︑自分の番はまだ当分先と思って

これまた素直この上ない辞世である︒人間誰しもいつか

在原業平朝臣︵八二五〜八八○︶

昨日今日とは思はざりしを﹂

は初代本因坊として認められた︒出家して日海と称してい

いたいのである︒

ても︑どうしようもないというわけである︒

たが︑算砂より日海の名前の方がよく知られている︒
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﹁色事の寸暇があると歌をよみ﹂︵古川柳︶

﹁露と落ち露と消えにしわが身かな

なにわのことも夢のまた夢﹂

豊臣秀吉二五三七〜一五九八︶

とまあ忙しかった在原業平が︑まだまだ忙しい思いをした
かったのに︑時間切れで残念無念というわけか︒ただ﹁昨

自筆の色紙が現大阪城に残っていて写真で見たことがあ

るが︑自筆の辞世を見ることのできる数少ない例である︒

日今日﹂はおかしい︒昨日中には死ななかったのであるか
ら︑今日明日でなければならない︒古今和歌集巻十六に載

日本人で豊臣秀吉ほどスケールの大きい人物はなかなか見

当たらないが︑あれだけやりたい放題のことをやって︑わ

っている︒

凸勾・ＬＩ

が身は︑まだ朝日が昇ると消えてしまう露と同じで︑やっ

４

﹁討つものも討たるるものも土器よ

たことは夢のまた夢というのであるから気宇壮大である︒

もに決戦に出て全滅した︒新井城の龍城並びに落城は悲惨

蒲生氏郷は信長︑秀吉に従って数々の軍功をあげ︑会津

蒲生氏郷︵一五五六〜一五九五︶

心短き春の山風﹂

﹁限りあれば吹かねど花は散るものを

もないが︑辞世にみる達観ぶりはさすがである︒

晩年の老人性認知症ぎみの親馬鹿チャンリンぶりはみっと

砕けてのちはもとの土くれ﹂
よしあつ

三浦道寸義同︵？〜一五一六︶

死んでしまえば皆同じと言っている︒その通りである︒

道寸は相州三浦を領していたが︑小田原の北条早雲に攻め
られ︑三方海に囲まれた新井城︵現神奈川県三浦市︶に籠
よしおき

極まるもので︑敗軍の兵の血と脂で海が赤黒く染まったと

百二十万石の大大名になったが︑病を得てわずか四十歳で

城し︑三年もちこたえたがついに兵糧つき︑長男義意とと

いう︒油壺の地名の起源となった︒道寸の辞世は三浦市マ

京都に客死した︒当時の名医曲直瀬玄朔の診断録が残って

まなせげんさく

リンパークのそばの墓碑に刻んである︒

いて︑病名は下血症となっている由︒
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よ︑とこの辞世で言っているものとした方がわかりやす

りかねないし︑秀吉は春の山風のようにせっかちだった

秀吉に一服盛られたという謀略説があるが︑秀吉ならや

で釜茄での刑になった︒石川五右衛門は歌舞伎や浄瑠璃に

出して捕えられ︑洛中洛外引廻しの末︑京都三条河原で油

首を掻きに行って千鳥の香炉が防犯センサーのように鳴り

在していたスペイン人宣教師ペドロ・モレホンが︑油で煮

登場する架空の人物と思われがちであるが︑当時Ⅱ本に滞

氏郷は和歌︑連歌にも通じ︑利休七哲の一人といわれる

られたのは﹁ｚｇく窪唱浦ョ○巳と記しており︑実在した

いＯ

ほどの茶の湯にも造詣の深い風流人で︑千利休が秀吉に切

ことは間違いない︒

だことになっているが︑まず後人の作であろう︒

とあるように︑古川柳では釜茄での最中にこの辞世を詠ん

﹁五右衛門はなま煮えの時一首よみ﹂︵古川柳︶

腹させられたとき︑後難をおそれて誰も引き取り手のなか
った利休の養子千少庵を会津にかくまう豪胆さもそなえて
いた︒その少庵が氏郷の死を聞き︑

﹁降ると見ばつもらぬ先に払へかし

四百年前にいみじくも喝破したように︑盗人の種は尽き

ていないが︑種の尽きないのは盗人ばかりでなく︑汚職︑

雪には折れぬ青柳の枝﹂

と詠んで落涙したという︒これは明らかに毒を払いのける

贈収賄︑殺人︑戦争︑など何でもよくないことというの

﹁願わくは花の下にて春死なむ

は︑人間あるかぎり種は尽きることはない︒

方法はなかったのか︑と嘆いている︒謀略説の方が面白
い０

﹁石川や浜の真砂は尽くるとも

西行法師二三八〜二九○︶

その如月の望月のころ﹂

石川五右衛門︵？〜一五九四︶

桜の咲く満月の日に死ぬと︑どういういいことがあるの

世に盗人の種は尽くまじ﹂

御存知稀代の大泥棒石川五右衛門は︑伏見城に秀吉の寝
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なもの︶のとき︑時の帝の愛妾染殿内侍に一目惚れし

落語﹁西行﹂によれば︑禁裏北面の武士︵近衛兵のよう

て知られている︒矢数俳譜というのは︑一人でする俳詰興

など浮世草紙で有名であるが︑矢数俳譜の記録保持者とし

であったという意味である︒井原西鵺はむろん好色一代男

人生五十年のところ五十二歳まで生きたから二年は余分

て︑一夜の極秘裏の密会の後︑染殿内侍が言った﹁阿漕﹂

行で︑一昼夜にどれだけ多くの句が詠めるかという競技で

かわからないが︑坊主のくせに枯れていない︒

という言葉の意味がわからず︑不勉強を恥じて武士を捨て

ある︒西鶴は記録を作っては破られるということを繰り返

そめどののないし

出家したことになっている︒この落語は若き日の西行と︑

した末︑ついに一昼夜に二万三千五百句独吟という信じら

あこぎ

染殿内侍の即興の歌のやりとりがとても面白い︒

あらず︒不可説の上手なり﹂︵とてもまねなどできない︑

にギネスブックに載るところである︒しかし︑五七五をた

れば︑平均三・六秒に一句作ったことになり︑今なら確実

れない記録を打ち立てた︒もしこの数字に間違いないとす

言葉で説明できないほどうまい︶とまで言わしめるほどの

だ詠み上げるだけでも三秒位はかかるので︑食事もとら

後に︑後鳥羽院をして︑西行は﹁まねびなどすべき歌に

歌詠みとなった︒

ず︑後架にも行かず詠み続けたとしても︑とても人間業と

は思えない︒二万三千五百句の最初の一句︑

﹁願わくは・：⁝﹂はよく西行の辞世とされているが︑こ

れは西行の死の十年以上も前にできている自歌集﹁山家

﹁神誠をもって息の根とめよ大矢数﹂

浅野内匠頭長矩︵一六六七〜一七○一︶

たくみのかみながのり

春の名残りをいかにとやせん﹂

﹁風さそう花よりもなをわれはまた

だけが伝わっている︒

集﹂に載っているので︑実は辞世ではない︒西行はまさに
この歌の通り︑文治六年春二月︵旧暦︶桜の咲く満月の日
に死んだので︑都合よく辞枇にされている︒

﹁浮世の月見過こしにけり末二年﹂

井原西鶴︵一六四二〜一六九三︶
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浅野内匠頭は︑おのれの短気澗癩持ちのゆえにあたら五

あらひとがみ

できないが︑殉死する気になるほど人︵現人神でも︶を慕

名参謀秋山真之を擁して︑日本海々戦でロシアのバルチ

えるということはうらやましい気がする︒

辞世を残したばっかりに︑大石内蔵助良雄以下四十六名が

ック艦隊に完勝した連合艦隊司令長官東郷平八郎にくらべ

万三千石を棒に振ってしまったが︑こんなうらみがましい

難難辛苦の討ち入りをしなければならなくなった︒上司が

を損耗するのみで︑今にして思えばまことに拙劣な作戦で

れば︑乃木の旅順攻略はただただ人海戦術によって︑兵員

柴田練三郎の短編小説﹁辞世﹂によれば︑この﹁風さそ

あったと言わざるを得ない︒参謀に人が得られなかったと

無能だと部下が苦労するというよくある典型である︒

う⁝⁝﹂の辞世は代作ということになっている︒播州赤穂

乃木希典を奉る乃木神社が︑北海道室蘭市︑北海道函館

はいえ︑殉死はその罪ほろぼしかもしれない︒

野内匠頭のために歴史に残る立派な辞世が必要と考え︑刃

市︑栃木県西那須町︑東京都港区︑京都市伏見区︑香川県

藩きっての切れ者片岡源五右衛門が︑この事件では主人浅

傷後ただちに江戸中をかけずりまわって国学者林信篤に頼

善通寺市︑広島県尾道市︑山口県下関市の八箇所もある︒

乃木希典︵一八四九〜一九一二︶

い︑それぞれに優れた才能を示していたが︑戊辰戦争で会

死した︒中野竹子は会津藩士の娘で書道︑和歌︑薙刀を習

女ながらも藩のために少しでも役に立ちたいと願って戦

中野竹子二八四六〜一八六八︶

数にも入らぬ我が身ながらも﹂

﹁もののふの猛き心にくらぶれば

たけ

んで代作をしてもらった︑というのだ︒そういえば︑浅野
内匠頭の辞世以外の歌は聞いたことがない︒柴川の説もむ
くなるかなである︒

﹁うつし世を神さりましし大君の
御あと慕ひて我は行くなり﹂

乃木希典は明治天皇の御大葬の日に静子夫人とともに殉

津の鶴ヶ城が新政府軍に攻められた際︑周りの若い女性達

まれすけ

死した︒天皇に殉死するということは今ではとうてい理解
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男性といっしょに戦った︒薙刀に上記の辞世を書いた短冊

とともに﹁会津婦女薙刀隊﹂︑通称﹁娘子隊﹂を結成し︑

るとんでる女性で︑明治になってキリスト教が解禁される

ので︑辞世とはならなかった︒八重は今風にいえばいわゆ

と答で城の壁に辞世を刻んだが︑落命することはなかった

じよ﹂うしたい

を結びつけて奮戦した︒戦闘中胸︵額説もある︶に銃弾を

と︑洗礼を受け︑同志社大学の創始者新島襄と結婚︑昭和

ない︒

八年八十八歳で没した︒そのときの辞世は管見に入ってい

受けて重傷を負い︑妹の介錯で果てた︒享年二十二歳︒

この辞世は︑紀貫之の書いた古今和歌集仮名序︵九○
たけ・もののふ

五︶の中の﹁猛き武士の心をもなぐさむるは歌なり﹂を意

が︑中野竹子の娘子隊や新島八重等若い女性達の活朧はも

会津鶴ヶ城落城の際は︑白虎隊があまりにも有名である

福島県会津若松市神指町には辞世を刻んだ中野竹子殉節

う少し知られてもいいと思う︒八重は二○一三年のＮＨＫ

識していたかも知れない︒

の碑と薙刀を持った石像がある︒竹子は記録によれば︑長

大河ドラマに登場するそうだ︒

﹁音もなく我より去りしものなれど

い黒髪を切って鉢巻をして参戦したとあるが︑石像は長い
髪を後ろに垂らしている︒

会津鶴ヶ城落城の直前︑辞世を詠んだ女性がもう一人い

八重︵一八四五〜一九三二︶である︒彼女は父親の影響で

自らの明日は確実にないという状況で詠まれた辞世であ

木村久夫︵一九一八〜一九四六︶

書きて偲びぬ明日という字を﹂

七連発スペンサー銃など︑最新鋭の銃火器の扱いに慣れて

る︒京都大学卒陸軍上等兵木村久夫は︑昭和二十一年五

た︒幕末のジャンヌ・ダルクと呼ばれた新島︵旧姓山本︶

いたので︑薙刀の娘子隊には加わらず︑男装して男性武士

月︑上官が起こした捕虜虐待の罪により︑シンガポール・

た︒当事者の上官はうまく立ち回って罪を免れている︒

チャンギー刑務所にて絞首刑︑享年二十八歳︒冤罪であっ

と共に戦った︒死を覚悟して︑

﹁明日の夜は何国の誰かながむらん
慣れし御城に残す月影﹂
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何故か遺言を紙に書くことを許されない状況で︑愛読書

﹁おののきも悲しみもなし絞首台

である︒まだ︑二十八歳の若さである︒軍隊という特段の

母の笑顔をいだきてゆかむ﹂

書き綴った︒その遺書はかなり長いのでその最後の部分の

閉鎖社会の情報管理の厳しかった環境にいて︑これだけ国

田辺元著﹁哲学通論﹂の余白に︑処刑半時間前まで遺言を

みを挙げる︒

際感覚をもっていたことは驚きである︒

﹁音もなく︒⁝：﹂の辞世は高知県香美郡香北町の石碑に

﹁日本はあらゆる面において︑杜会的︑歴史的︑政治的︑

思想的︑人道的の試練と発達とが足らなかった︒万事に我

この木村久夫の遺書や辞世は︑蝦初︑日本戦残学生手記

刻まれている︒

の指導者の存在を許して来た日本国民の頭脳に責任があっ

編集委員会編﹃きけわだつみのこえ日本戦残学生の手

が他より勝れたりと考えさせた我々の指導者︑ただそれら

た︒かつてのごとき我に都合の悪しきもの︑意に添わぬも

記﹂︵東京大学協同組合出版部刊︑一九四九年︶に掲載さ

進駐軍や傷瘻軍人がまだいっぱいいた時代︑自分ももう少

のは凡て悪なりとして︑ただ武力をもって排斥せんとした

力腕力を捨てて︑あらゆるものを正しく認識し︑吟味し︑

し早く生まれていればこれと似たような経験をしたのでは

れた︒この本が発行されたときは︑筆者は中学生だった︒

価値判断する事が必要なのである︒これが真の発展を我が

ないかと︑怖く思った記憶がある︒

態度の行き着くべき結果は明白になった︒今こそ凡ての武

国に来す所以の道である︒あらゆるものをその根底より再
吟味する所に日本国の再発展の余地がある︒﹂

﹁身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも

吉田松陰二八三○〜一八五九年︶

留め置かまし大和魂﹂

﹁眼を閉じて母を偲べば幼な日の

吉田松陰は処刑される前にこの辞世を含む遺耆を残し

この後︑辞世が三首続き遺書は終わっている︒あとの二首
は

懐し面影消ゆる時なし﹂
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た︒大東亜戦争中までは大和魂は盛んに使われた言葉だが
今はもう死語になった︒松陰は十一歳の時︑長州藩主毛利
よしちか

﹁今少し遊びたけれどお迎いに

一足お先にハイ左様なら﹂

三遊亭圓朝︵一八三九〜一九○○︶

三遊亭圓朝は︑噺家の神様といわれている人で︑死神︑

慶親への御前講義を行うなど︑子供の頃からすでにその才
能は認められていた︒しかし︑脱藩︑国外密航未遂︑幕府

鍬沢︑心眼︑真景累ケ淵などの落語の作者としても知ら

しんけいかさねがふち

転覆計画など︑当時の数々の違法を繰り返し︑何回も投獄

れている︒晩年は﹁進行性麻揮兼続発性脳髄炎﹂という病

かじかざわ

された︒獄内では︑獄囚相手に講義を行い︑獄吏も熱心に

気になり︑最後は耳が聞こえなくなった︒本当の辞世は︑
みみし

聴講したという︒また︑今でいう仮釈放中に松下村塾を開

であって東京都台東区谷中の寺︑全生庵にある墓に刻んで

﹁聾ひて聞き定めけり露の音﹂

允︶といった幕末明治の俊英を育て輩出した︒老中暗殺計

あるが︑﹁ハイ左様なら﹂の方が面白いので有名である︒

き︑高杉晋作︑伊藤博文︑山縣有朋︑桂小五郎︵木戸孝

画のかどにより︑伝馬町︵現在の日本橋小伝馬町︑当時は

広い武蔵国の一部︶の牢屋敷で処刑された︒その跡地は

歳︒筆者が二十九歳のときはまだ大学の助手で︑ひとに講

の辞世を刻んだ碑が立っている︒処刑されたときは二十九

十思公園という小公園になっていて︑﹁身はたとひ⁝⁝﹂

に臨んでうろたえているのは一つもない︒人間というのは

だ死にたくない︑死をおそれないというのはあっても︑死

んあってきりがないのでこの辺で止める︒どれをみてもま

いろいろ辞世を並べてきたが︑当然のことながらたくさ

じつし

義するなどということはやっていなかった︒才能に天と地

誰でも冷静な心境で死んでいけるのだろうか︒もっともう

え辞世が残っていないのはあたりまえかもしれないが︒

ろたえていれば︑辞世なぞ詠んでいられないので︑うろた

ほどの大差を感じる︒すごい人である︒

山口県萩市と東京都世田谷区の二箇所に吉田松陰を奉る
松陰神社がある︒

自分もできれば後世に格好いい辞世を残したいとは思う
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が︑辞世を残せるような状況では死にたくない︒病死︑刑
死︑自殺いずれも御免こうむる︒自分が死ぬということは
どういうことかわからないし︑死ぬとわかったら後悔やら
未練やらで︑どうも最後の最後にうろたえそうな気がして
ならない︒したがって︑死ぬならばそれをまったく予期し
ない不盧の事故による即死にかぎると思っている︒不慮の
事故でも︑一瞬たりとも﹁ああもう駄目だ﹂とは感じたく
ないので︑水を飲んでもがきながらの溺死とか︑重傷を負
って苦しみながら息を引き取るというのでは駄目である︒

飛行機にでも乗ってぐっすり寝込んでいる間に墜落し︑気
が
いた
たら
ら︵
︵？？
がつい
︶︶
一三途の川を渡っていたというような死に
方こそ最上である︒

辞世を詠んで従容として死におもむくなんぞという自信
はまったくない︒うまい具合に不慮の事故にあって即死で
きることを切に願っている︒
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回顧

平成二十二年の連句界

中尾青宵

在ることを受け取るのである︒本当はそれだけでよいとも
いえる︒

一方︑華々しく賑やかに祭の要素で︑この文芸を盛りた

てようとする催しも︑協会の推進しかつ援助する事業では

ある︒一つは﹁国民文化祭﹂への参加協賛のこと︒今年度

は岡山県が担当し︑連句の部門も地元の県連句協会の諸氏

が数年前からの準備を含め精力的な組織活動を結集し︑秋

はあるが︑それを遺憾とするかどうか︑却って選奨行為を

酬の名園﹁後楽園﹂を借り切っての大会を挙行され︑その

に躍進する筈もないし︑また終息するものではない︒それ

外し︑純粋に座の興行を追及した在り方を︑連句本来の文

平成二十二年度の連句界は︑例年のごとく幕を開け︑例

ぞれの連句人や結社では︑連句自体が要求する課題や作品

芸志向に沿うものとして是とするかは︑これも連句人の二

興行の成功に連句界一同賛辞を惜しまないこととなったの

の表現などに互いに工夫し切嵯された筈だし︑それだけで

通りの態度であり︑個人の人生観にも基づくものである︒

年のごとく歳末を迎えたと︑一言でいえばそのような年で

充実するというこの文芸独自の在り方に沿った生き様をさ

艇められたと屈辱感に苛まれるのか︑却って良かったと安

である︒当年度の剛民文化祭は国や県の予算の関係から小

れたのだと思う︒そのことが常に全体に或いは多方面に広

堵し︑今後もこの方向を願うのか︑今後の国民文化祭のも

あった︒それを停滞といおうか︑静かな充実というのか︑

報されたというのでもないが︑勿論連句という独自の文芸

って行き方を判断する材料を︑ここ数年︑山口︑徳島︑茨

団体の正式参加を拒まれ︑結局協賛という形になったので

はそういうことを自ら課しはしないが︑時々の噂や漏出す

城︑静岡︑岡山の各文化祭は提供したと思う︒どちらがよ

人によって見方が異なろう︒文芸の界隈がそれほど画期的

る作品にお目に掛るうちに︑そういう静かな喜びの定着の
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いのかは会員の総意が決めることである︒但し︑明けて二

会や募吟があり︑﹁時雨忌﹂は各地各結社で行われた︒芭

さんの距離は縮まったのか伸びたのか︑新しい酒を新しい

蕉さん没後三百年以上経った︒現在の連句︑連句界と芭蕉

地方大会は本稿末の表のように︑殆どの主催の会は例年

皮袋に入れているのか︑破れた皮袋に新しいのか古いのか

十三年度の京都大会は再び選奨方式を抱えて挙行される︒

の回を重ねられた︒それなりの成果がそれぞれあったこと

連句に関する個人や結社などの﹁作砧集﹂は随時それぞ

判らない酒を．⁝：︑時雨忌の時期には︑そういう反省に満

く中世十五世紀に活躍した連歌師であり︑心敬や宗祇と関

れの想いを結集して編集・発行された︒一々取り上げる余

を報告されている︒新しい会としては六月に挙行された

係したと伝︑﹁兼載雑談﹂ほか連歌諭書も残る名手であ

裕がなく割愛させて貰う︒また連句に関する研究・論考

ちた感慨が起こることではある︒

る︒それを地元が掘り起こしての協賛連句会で多数参加者

は︑結社誌や地方組織の紀要︑また協会報や年鑑などでの

﹁猪苗代兼載五百回忌連句会﹂があった︒猪苗代兼載は古

があった︒同様に大津では﹁明智光秀公追善俳譜之連歌﹂

ことである︒只︑一冊の書として有料を賭してもの発刊は

発表にそれぞれ感じ入る考究の披瀝があったのは喜ばしい

る会が︑例年の﹁とよた連句まつり﹂︵第８回︶のほか︑

管見せず︒向後の期待としたい︒

も報告があった︒また高校生以下少年向けの手解きを試み

徳島︑愛媛で行われた︒こうした動きも︑個人の有志と地

城﹂︑岐阜郡上﹁宗祇水﹂︑徳島﹁協会十周年﹂︑岐阜﹁文

Ⅲ九十周年﹂︑神奈川﹁大山﹂︑東京﹁青時雨﹂︑仙台﹁宮

その他︑東京﹁中央二百回﹂︑松山﹁俵口﹂︑岐阜﹁獅子

の重鎮を失った︒氏は﹁現代連句集Ｉ﹂の編集を担当︒ま

いつつ︑作品に︑論考に真蟄に向われた方で︑惜しい関西

中︑薬石効無く亡くなられた︒常に連句文芸の在り方を問

大阪茨木の近松寿子さん︵理事・副会長〜顧問︶が療養

連句人の去就としては︑懇話会時代より長年活躍された

芸祭﹂︑大阪﹁浪速の芭蕉祭﹂︑山口﹁文化祭﹂︑別府﹁大

た兵庫から奈良へ移住された片山多迦男氏︑︵水野隆氏は

方組織が連動した活動の一つの在り方かと思われる︒

分県民芸文﹂︑京都﹁百万遍﹂︑福島﹁宗祇白河﹂等の連句
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なかろうか︒

を巻きつつ︑談笑のうちに終生したいとは共通の念いでは

己も然るべきとの思い去就すれば︑出来るだけ愉しい連句

方の多くは残念ながら他界されてのことである︒何時かは

受けた︵記名謹悼略︶︒会員の老齢化が進み︑退会される

連句集Ⅱ﹂の編集も担当︶ほか︑地方からも方々の計報も

寂しい︒更に引地冬樹氏︵協会副会長︑千葉支部長﹁現代

前年︶など懇話会当時から軒昂の諸氏を幽明境にするのは

のところそれは成功しているとはいえない︒十七年前の

法での拡大策を模索しがちなのは止むを得ない︒しかし今

きことではあろうが︑組織としてはどうしても事務的な方

に保持拡大されるという考えと対立した︒本来は両立すべ

びかける積極案と連句文芸の面白さが浸透して行けば自然

費の是正の論議である︒うち︑会員拡大については強く呼

Ｃを含めた協会の性格と進むべき道のこと及び関連して会

がら報告すれば︑ａについては︑会員の増強方策およびｂ

し議事項目のみは協会報で知るとしても︑審議の内容や議

は多くの会員が知りたいと思うことではなかろうか︒しか

べきだとの提案と審議も二年程前からあった︒この件は結

なお協会が更に社会的に認められるべくＮＰＯ法人である

否決に及んでいる︒懇話会当時は入会金は取らなかった︒

﹁芭蕉さん三百回忌記念集﹂には会員千人とある︒現在は

論の推移についての報告はなく︑また要所々々での会員へ

局却下となったが︑昨今は一般法人化の推挙も為された︒

さて組織として関与の事業などは以上の通りであるが︑

の問い掛けも皆無であった︒それは例年のことではあるが

こうしたことも実は既に懇話会当時議論済みで︑法人化に

九百余人である︒関連して会費について︑年会費の低額化

やはり反省すべき事柄である︒理事会の外に論議は広がら

特別の恩典がないので単なる協会組織を採ったと記録があ

そうした活動の発信と帰結となるべき理事会ではどのよう

なかったが︑数年前から様々な建議もなされていたのであ

る︒ｂについては︑連句文芸の携わり方として︑選奨行為

および入会金の撤廃などが会員増強案として提案されたが

る︒主としてａ協会の在り方︑ｂ事業殊に国民文化祭の在

の是非を論点とする︒連句が選考〜推奨にふさわしい文芸

なことが論議され決定され実行に移されたのか︑そのこと

り方︑Ｃ理事会の在り方などである︒掻い摘んで遅まきな

−46−

ば︑単一の協会では纒め得ず複数の上部団体を相互に認め

問題なのであり︑突き詰めて︑もし一方の妥協が無けれ

当然だが︑この辺りのことは協会の根本を形成する意識の

か︒諸種の問題で意見が噛み合わないのは組織である以上

という考えの対立である︒華と幹︑動と静とでもいおう

とそれは連句を財め却って普及を妨げているのではないか

なのかどうか︑選奨行為が連句を普及向上させるとする側

のである︒中央を標準とし頼りにするということは︑己ら

と︑ひいてはこれが国民文化祭の選奨行為の是非に繋がる

協会はただそれを後押しすればいいのではないかというこ

個々の結社や座を連句というものが信頼するのであれば︑

結社やその先輩・仲間がそうしたことは担えばよく︑その

受け持つのか︑或いは長い歴史がやって来たように個々の

にも目的とする︶︑協会が初心者を引っ張って行く使命を

鑑に詳しい︒再開にはこれに報告された疑点や課題を越え

の師や結社の理念と実力を疑うものであり︑中央に寄らし

﹁協会﹂がいいのか︑はた初期のように﹁懇談会﹂として

ねばならぬ︒要は選奨より年鑑発表を重視すればよいとい

なければ成り立たないし︑そうでなければ文芸の意思を貫

各種の考えや行動を許容すること︑結社の自主性を尊重

うことであろうか︶︒Ｃについては関連して︑理事の選出

めようとするのは結社内の自己信頼を損なわせることにな

し︑代表幹事制をとり︑上部組織は下部組織に徹し︑先に

がいろんな流派や会員を代表しているか否かということで

けないという程の大問題であろう︒懇話会が協会に組織換

立たず後をフォローすること︑只連句の場を提供し情報の

もある︒連句の制作方法を含め殆ど理事の考えが一色であ

りかねない︒賛否両論ある件ゆえ広く深く議論して欲しい

交換と愛好者の交歓・懇親に意を配るを旨とするべきなど

っては︑多彩であるべき連句文芸の健全な進展に寄与出来

えしてから︑結局その名が体を顕すべく︑一つの考え︑一

懇話会精神の復活案など︑設立経過三十年を前にして静か

る組織とはいえぬ︒理事は常に会員の思考・動向を背負っ

︵なお協会賞の廃止経緯については︑平成九年・十年の年

に考えてみるべき地点に来ているように思量される︒協会

ていなければならぬ︒反対意見や少数意見をも排除せぬ術

つの方針︑一つの行動パターンを強要するのを是とする

が先頭・中心となって連句文芸の発展を推進し︵当然規約
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成とポラリティが望ましいことはいうまでもない︒なお常
任理事会と理事会の在り方が現状でいいのかどうかという
組織の技術的・具体的な問題もあった︒今後の改善に期待
１し歩催い○

今日多くの人が︑昔︑文通・文音のところ︑パソコンの
発達普及のメールなどネット媒体で︑より速やかに︑より
手広く連句を愉しむ時代ともなった︒反対に顔の見えない
作品制作作業のことや座の効用が問題であるが︑他面己の
経験や思索からの他を気にせぬ連句を為し始めている傾向
も見受けられる︒それも排斥すべきことではない︒そこで
は既に或いは根源的に︑連句協会とは何ぞや︑協会会員で
あることに何かメリットはあるのか︑デメリットは何かな
ども人々は考え始めている︒

それ故にこそ︑連句協会は何をし︑何をしてはならず︑

どうあるべきかを議論せねばならないのだろう︒今日また
未来の社会の中で︑ただ連句愛好︑文芸愛好の信念を基に︑

この一文芸団体︑小さいけれど急いで名利を求めず︑無理
のない姿で︑誠実に︑そして良識的に︑揺るぎない組織で
あって欲しいとつくづく思う一年であった︒
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平成二十二年主要連句行事一覧表
｜呂已

1

｢
I

諸

￨協会行事

行 事

理事会（常任理事会兼）
(日本青年館）

l/19!‑￨!央連句会200回記念連句会（東京）

1

｢協会報」172号発行

2／27北野天満宮連句大会（京都）

6

常任理事会(I]本青年館）

ワq
G J

２

３

第29回総会・全国大会
｢協会報」173号発行

1／29俵口連句大会（松山）

22

理事会（日本青年館）

４陥型
５５５

１

5

1

心敬忌（伊勢原）

｢獅子WL」創刊九一￨周年記念会俳諾ほか
大II1阿夫利神社奉納俳諾正式興行

6

1

I協会報」174号発行

6／5

猪苗代兼載五百回忌連句会（会津若松他）

6／6

都心連句会・湘南吟社「青時雨忌」（東京）

6／27 宮城県連句大会（仙台）
７
8

3

常任理事会（日本青年館）

7/18「連句フェスタ宗祇水」（郡上八幡）

1

｢協会報」175号発行

8／4

夏休み子ども連句教室（徳島）

8／27 子ども文化体験教室連句の部（愛媛）

９

４脂

8／28 干莱県支部連句協会連句会（市川）

理事会(n本青年館）
平成22年版「連句年鑑」発l:リ

9／5

さきたま連句大会（桶川）

9/20 明智光秀公追善俳譜之連歌（大津）

9／25 徳島県連句協会設立￨周年記念連句大会(徳島）
9／30

１劃

10

｢協会報」176号発行

岐阜県文芸祭連句部門募吟（岐阜）

10/10浪速の芭蕉祭（大阪）

しく．れ忌(10/ll伊賀)(12/5束京）

国民文化祭（￨剛山）連句大会

（他各地・各結社興行しぐれ忌略）
10/20俳諮芭蕉忌正式俳譜・東明雅忌連句会(深川）
11

1

常任理事会（日本青年館）

11/13 1̲I1口県総合芸術文化祭連句大会（萩）
11/15 とよた連句まつり2010第8回（愛知）

11/16 大分県民芸術文化祭連句大会（別府）
11/28 百万遍連句大会（京都）
12

1

｢協会報」177号発行

12/5宗祇白河紀行連句賞実行委員会第4Inl募吟（白河）
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記念紀要および刊行物等
(前記行事大会記録と各結社内月例会・季刊記録等は除く。＊単行物）

都心連句会・湘南吟社「2009年連句作品集」
桃雅会「平成22年庚寅年歳旦帖」第18集

俳譜芭蕉舎幌の会「薫」研究作品集第1O集
冨山県連句協会「早稲の香」第17号
れぎおん「れぎおん」第68〜72号

徳島県連句協会「ロータス」第10号
館林連句会「城沼」平成21年分

とよた連句まつり「全区I高校生付け句コンクール入選作品集」第7回
＊浅沼漢氏（連句集）「ゆきひこ」
さくら草「さくら草連句作品集」第7号

静岡県連句協会「同報」第5号
＊松本杏花氏「俳諸茶式で遊ぶ」
＊松尾一氏「北陸街道紀行」
＊新庄北陽社「俳諮百年史」

くさくき堺支部「発足7周年記念くさくき堺連句集」
＊紅の会「大小中中大」
＊別所真紀子氏「雪はことしも」文庫版

鈴木摸氏（詩と連句誌）「おたくさ」Ⅱ−1
徳島連句協会「花筐集」
解績「解續」第24号
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作

口叩

ｌ連句グループ五十音順Ｉ

アコ︑不

八伊勢・茜連句会ｖ

薩摩狂句
こらぼれ−しょん半歌仙

﹃揃ひ踏み﹄
竹内茂翁捌
前田豊薩摩弁訳

温風至る縫目なき空竹内茂翁

梅雨明けち桜島霧島開聞岳ん揃ひ踏み前田豊

壺漬いにな黒砂糖添へつ豊

朝茶事の茶室の小窓押し上げて富川定女

旅の絵便り燈火親しむ女

月まどか遠回りしてみたき径茂

長蛇の列の蛸焼の店茂

ゥ美少年が射た的と奪合っ村ん豊祭豊

泣たい笑るたい楽しゅいつもそ豊

ときめきて一期一会の万華鏡女
赤い糸ゆの字のやうに縫れゐる茂

形見の櫛は引出しの奥女
舟は揺り篭勇魚汐ふく茂

三味線に悲し島唄寒の月豊

新け絨毯で拭う肉球豊

ふる里のペルシャを知らず野良猫に女

朧なる夢誘ふ一献女

花に似し羅漢をさがす花の雨茂

秤唖一堂一韓准朋二十弐朋瀧澪︵文音︶

︹薩摩狂句風訳一

つぼづけいになくるざとそえつ

つゆあけちしましまたけんそろいぶみ
きもつのえかぜてんずいはれつ
あさかいのちやしっのまどをちすあけつ

にけじゅうたんでぬぐあひのうら

みごてつっじゃがとおまわいしてみつか
もろたえだよりおそまでみいつ
ゥよかちごがいたまとぱこつむらんほぜ
ゆなるだなあたこやつのみせ
どつどつのであいはまつでまんげきよ
れたいわるたいたのしゅいつもそ
あかいとがゆのじんごつもつれちよつ
かたんのくしはひきだしのおき
さんせんにかなししまうたかんのつつ
ちよるつちしたやよけなくじらが
ペルシャうまれちしたんぐらしやまねこ

あたいにたらかんみつけいはなんあめ
よかぱんなあきぶんなまこてえ
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ハ逗子・赤のまま連句会ｖ

歌仙﹃吉備路の旅﹄

本屋良子
内藤秀穂
高潔貴々
青山牛蟹
乙黒初音
赤坂南天
服部秋扇
古川直
勝又丘女
坂倉照好
徳性鈴
黙瀬琢葉
氷憩未鬼

本屋良子捌

航跡をずっと見てゐる我と犬

貴々

長月や吉備路の旅を夢にみて

かのレアアース求むれば得む

玉兎の空に新酒上々

雀ばたばた庭に水浴び

開け放たれし窓に小夜曲

寒の月紅き唇ふさがるる

氷を溶かすやうな流し目

因果一如の座禅三昧
体脂肪五％に殿へあげ

ゥ空蝉の無為こそよけれ風通す

粋な着こなし日傘回して

どっしりした白き土蔵に青き松

喉の渋さは先祖伝来

秋鰹漁師の勘にぶれもなし

へつつひに神宿りゐて煙の香

鈴

秀穂
南天
牛蟹

張込みの刑事のあくび花の午後

甘き草餅差し入れに謝す

まなざし優し古里の母

ナォ病床のガラスを叩く双つ蝶

夏の座敷に集ふ幽霊

真昼間見えない星を探し当て

背なを抱かれ惑ふ少年

鎧戸のひそひそ話誰かしら

九官鳥が相槌を打つ

先生の匂ひの記憶あれは恋

イエスマンの人気外交急降下

黒枝豆を柔らかに茄で

検察官がブタ箱に居り
説教に耳傾ける宵の月

思ひがけないことの連続

ナゥ毒茸が家族団簗かすめ取り

空に響けと卒業の歌

早足で宮の石段駈け上り

硯の海の春の滴り

花陰に荘子読む人眉の濃く

ｗ雌二汁一癖什朋二十岫即雷︵文音︶
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鬼々蟹扇葉音好音

好穂天

筆子鬼葉

直

直

鈴

未貴牛秋琢初照初

照秀南

執良未琢

ハ埼玉・あした連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃大寒の﹄
字咲冬男捌

思いがけなく名品に会う

和

艶

宮本艶子

オ

竹本いノ︑こ

宇咲冬男
次山和子

庭大寒の刃金の水に身を切らす

ふみくらの扉の奥に詩あらん

Ｉ藪を分け入り探梅の道

風に添いたる秋の七草

ウ

い

い

和

すれ違いざまにハートを射貫かれて

顔埋めれぱ君の心音

〜腱亀鳴いて卑弥呼論争かしましく

ナオ

ー酒は百薬不老長寿よ

スヵイタワーに悠揚の雲

ジョギングは好きなメロディー聴きながら

冬薔薇こそ官能の赤

屋形船炬燵にふっと足の触れ

外国旅行これで何度目

シャガールの壁の絵少し傾ぎおり

犬の遠吠えさびしらにして

にぎわえるハブ空港に江戸の町

莚広げて干す唐辛子

相輪にかかりし月の僅々と

︑鳩真鰯の群来て海の色変わる
ナウ

ーー村こぞり血潮湧き立つ

サッカーに昼夜違えて引き込まれ

夢の広がる数珠子隆々

どちらを見ても東ゆるむ頃
初花を数えて今日の始まれり

︵於・上野・東京文化会館︶

平成二十三年一月二十九日首尾
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い

殿田仕舞の煙のゆくえの宇陀郷里

艶

望月に干支の兎の主顔

く浅沓揃い神官の列

流されて紙飛行機の着地点

艶

和

久﹃

孤島の浜に貝殻の嵩

ひまわりとても傭いており

堂々とヌーディスト居る夏の月
過激派のいつもどこかで自爆テロ

艶

い

″

和

ひたすらに折る純白の鶴

花透きて希望の光届く朝

雅をきわむ流鵤の宴

執

筆い和い艶い和艶冬〃い〃和艶冬和艶和

ハ埼玉・あした連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹁行く雁や﹄

白根順

白根順子捌

堤行く雁や一誌の掲ぐこころざし
川上綾
佐々木彩

オ

ｌ弥生の風にしかと踏む道
大壺に小手毬の白溢れいて
地歌舞伎に飛ぶおひねりの数

ナオ

１膳レガッタの応援果てて橋昏るる

ー腰に手を当てまむしドリンク

山あいの小さな村の無人駅
合併あとの地番変わりて

寒紅を濃く引きひそと謎の場所

鰭酒になお燃え立たす恋
真贋の不確かなりし御落胤

ほんとうにいい仕事してます

情報洩れに世界が走る
麻薬犬ハブ空港で活躍し

そぞろ寒さを立てるイーゼル

秋果盛り月を祀りて願い糸
ナウ

１膳櫓田に次代の力垣間見し
ーいつのまにやら静かなる雨

庫裡にいただく籠の草もち

流れ来る読経の節のそこはかと

うららに展く青き海境

飛花落花浴びて篤農顕彰碑

︵於・上野・東京文化会館︶

平成二十三年一月二十九日首尾
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母の仕事場縁側のいす
名月の森羅万象包みこみ

ウ

砿秋惜しむウルムチの水手で掬い
ｉフォンに思いのたけを打ってみる

Ｉ席あたたまる暇のなけれど
意気投合のまずはコスプレ
言い訳は恋の終りの暗示なり
和歌の世界へ足を踏み入れ

熟田津に昔のままの夏の月
紹羽織たたむ二つ目の弟子
宴席の割箸ならび客を待つ
稲荷の太鼓どろんどろんと

池の面に鏡合わせの花の雲

試歩の杖先穴出でし虫

順彩順彩綾順〃彩綾順彩順彩綾順女子子

彩順〃綾順彩順〃彩順彩順綾彩綾順綾彩

才

高尾秀四郎捌

芳京秀
四

ハ埼玉・あした連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃秋あざみ﹄

月の剣のきよらかな空

狸秋あざみ鰊ある言葉まだ消せず

ナオ

Ｉ朧チュニジアで元首が逃げて山笑う

ーマグマ溜まりのいつか弾ける

冷めれば不味きビッグバーガー

今欲しき太郎・ピカソの情熱を

写メールでちよい悪オヤジサングラス

紺の浴衣に寝乱れのあと

目覚むれば尖塔の峡灰と見え

凛と佇む七堂伽藍

この世にも地獄極楽あるものと

忘るることも幸せのうち

でしゃばりの好きなむら雲望の月

赤い羽根売りナンバーワンに

膳古文書の修復を終え秋気満つ

自転車で日本一周夢じゃない

ナウ

ー八十路手習いネット・ＢＳ

地産地消は健康の素

花の窓待てば来るはず青い鳥

ナビ傍らに春の道遥

︵於・上野・東京文化会館︶

平成二十三年一月二十九日首尾
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遠きより虫売りの声ひびき来て
行き交う人のそぞろ浮き立つ

故郷にレトロな蔵の喫茶店
運河をすべる水上スキー
ウ

雁連れ立ちて今日のランチは鰐料理

ワイルドとなる閨のうれしく

Ｉ稜線に落つあかき日輪
切れ長の草食系を探す旅

お神裁吉と出ても信じず

手術後のインプラントの瘤き出し

うおつか

馬上杯には似合う火酒

皓皓と孤高の月の冴えわたり

永久に不滅の武士のたましい

シベリアの風に流るるバラライカ

雪解け水のめざす大海

それぞれに惜しみ惜しまれ飛花落花

岸 江 高
田 森 尾

京芳京秀京芳秀京秀〃京〃芳京秀雄香郎

芳京秀京芳京秀芳秀芳京芳京芳京秀芳秀

オ

﹃初詣﹄

ハ埼玉・あした連句会ｌその四Ｖ

歌Ⅲ

猩児の夢と綿菓子太る初詣

川岸冨貴捌

山Ⅲ他美子

川岸冨貴
松澤晴美
言田

晴

言田

他

１朧ネーブルのへそは何故なの何だろう
ナオ

ー人間ドック友に押されて

美男ばかりのテレビの画面

湯治には別府・由布院・指宿と

強くからみて転ぶ雪中

武士道を地で行くような彼に恋

ゆっくり進む豪華客船

パチパチと暖炉は爆ぜて煽りおり

ついてくる魚の群れの影蒼く

女性指揮者は楓爽とたつ
洋館に更待月の差し込んで
素焼きの壺に芒たっぷり
１膳秋霜の愁いを醸す里の山
ナウ
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Ｉ赫くたわわに門の南天
突然に携帯の音響き来て
会議の視線一点となる
月埋と高架橋見ゆ窓に寄り

つかず難れず渡る雁

晴

ウ

他

豚村挙げて芋煮会には祖父の知恵
歌が出ていつの間にやら肩を組み

ー吉祥天の紅のほのかに
ＣＧは美術を今に復元し
お薄頂くうららかな午
言田

晴

く味も香りも﹁越の寒梅﹂
エロスの虜堕ちるまで墜ち
思い出を抱え機上のひととなり

角落ちて座したる鹿に花万朶
言田

他

晴

︵於・上野・東京文化会館︶

平成二十三年一月二十九日首尾

垣根連なる古都の晩春

他

頬にやさしく青田風過ぐ

市場に並ぶ熟れしヤシの実
灼け士の熱気をまとい昇る月
川島はアジァカップで仁王立ち

晴

言田

花の舞う土手より望む新タワー

他

全能信じ掴む幸運

日永の部屋でさかすお喋り

他冨晴他晴冨晴他晴冨晴冨他晴冨他晴冨

オ

ハ埼玉・あした連句会ｌその五Ｖ

﹃風死すや﹄
中野稔子捌
中野稔

戸田徳

渡部春

田口日申

サイレンの街の隅まで高鳴りて

ふる里の誇りとなりし花の川

路に居眠る髭のルンペン

外つ国の骨董品の店開き

燭艘の盃に東る江姫

不条理を冬三日月に見透かされ

リズム時計の電池切れかも

抱かれて燃えに燃えたる灰の嵩

バッイチ同士席を並べる

パソコンのタッチの指の艶っぽく

ウ

く棚埋めつくす漢の古文書

確秋気満つ歴史を秘むる大伽驍

根張り暹し色変えぬ松

望月を映し海原静寂に

立て看板をしっかりと止め

ー身じろぎもせぬ泥鱸一匹

猩風死すや万物熱き石となる

仙

瞳つぶらな仔馬いななく

ナオ

瞼白球の霞の空を突き抜ける
ー作り始めしドミノに当たり

勲章を受け拍手喝采

兵隊のマーチに合わせ正す列

深紅の薔薇のベット軋みて

溶けそうなナポリ男の目の涼し

神のお加護かパワースポット

純愛も為替差損に泡と消え

忘れ残さる錆びた自転車

飲みくらべジンにワインにリキュールも

尾越の鴨の見えつ隠れつ

予後の身の仰ぐ窓辺に青き月

Ｉ鵬爽やかに芥川賞授賞式
ナウ

Ｉ良くも悪くも世代交代

下町のスカイッリーに客あまた

エレベーターの春天に着く
生涯を真筆に生きて花の日々
しゃぼん玉吹く児等の歓声

執

︵於・上野・東京文化会館︶

平成二十三年一月二十九日首尾
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歌

晶稔徳稔〃春徳晶徳春晶春稔子春子水子

筆春稔徳晶春晶徳稔晶稔徳春晶稔晶徳春

オ

ウ

八束京・あした芭蕉記念館連句会ｖ

松澤晴美
戸田徳子
岸川芳雄
中野稔子
石井季康
川上綾子
岩谷龍
後藤典雄

松澤晴美捌

十八韻順候式雪月花﹃初茶会﹄

腱懐紙へと京の雅や初茶会

ー瑞気の満つる床の楪
のどかに流る子等の歌声

大鵬の南漠めざし翔けるらん
砿淡雪の地蔵の頬を濡らしいて

く赤いドレスの胸の豊かに
リウマチという体不自由

抱き上げて共に倒れし四畳半

芳
稔

綾
季

青葉の中の絵画教室

降り立てばスイス・アルプス目のあたり

︑朧月涼しビールの宴盛り上げて
ナオ

ーロッテようやく優勝を遂ぐ

徳

執筆

曲︿

芳

龍

干貫の御輿をあおる秋扇
ビルの谷間に蟻の行列

綾

環境保護は世界の希い

巷ではサイクル通勤はやり居し

︑塒洛北に装いの綺羅花の春

ナウ

ー山の端遠く燃ゆ寒昴

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成二十二年一月二十七日首尾
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オ

ナオ

ナウ

ハ埼玉・あした梶の葉連句会ｖ

一凧

英

言田

順

甫

曰印

幸ヨ

栗原英甫

た

稜

白根順子
伊藤稜志
関根雪子
江森京香
川岸冨貴
川口晶子

高橋たかえ

山司英子

山司英子捌

十八韻順候式雪月花﹃情和かな﹄

音かろやかに廻る矢車

庭清和かな街生き生きと呼吸せり
城跡にスケッチの子の散らばりて

ウ

名乗りもあげず蝮飛び出す
鵬霊峰の衣裳あらたむ秋の雪
くランプの宿に影のかさなる

志功版画の笑みふかき顔

イヤリング秘密を抱いて忘れられ

瓦礫の中にほっと水仙

オークションネットで舟を競り落し

︑朧悠然と猫のよぎれる冬の月

ー仁王の阿賑意味あるそうな

朝寝のあとは酒と露天湯

本当は甘い草餅大好きで

海境は藍一色に展けたる
引越し先は風水で決め
︑脇菅笠に唄のはずみし花田植

ー虹の彼方へ青年の夢

︵於・熊谷市障害福祉会館︶

平成二十二年五月十二日首尾
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八東京︑あした日比谷連句会ｖ

十八韻順候式雪月花﹃雛納め﹄

次川和子
宇咲冬男

次山和子捌

Ｉ気息の満ちる清明の丘
宮脇美智子

オ

一本の道の果てには海ありて

竹本い〃くこ

三枝正子

堤雛納め納めきれざるもの数多

無口となりて片蔭を行く
ウ

い

波部春水
戸Ⅲ徳子

佐々木彩女

豚少しずつ大雪渓は動きたり
くやっと占めたるゴンドラの席
尻と尻ぶつかり合って発火する

元へ戻れぬ時の愛しさ

糸車廻し続けるこまねずみ

彩

正

和

久﹃

徳

金泥の源氏絵巻に見る雅
Ｘ線に浮かび出る文字

久﹃

春

和

越冬の基地に味わうウイスキー

１朧月煙と弥勒菩薩の指の反り
ナオ
ーはるかより来るシタールの楽

美

寵に溢るる秋果色々

ごまめ・かずのこ・なます・こぶまき

１幟たゆたいて惜春の花片々と

ナウ

ーメジャーで計る耕しの畦

︵於・日本記者クラブラウンジ︶

平成二十三年三月九日首尾
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八大和・天の川連句会ｌその一Ｖ

二十韻﹃久︑いちご﹄

小春日和に集ふ猫たち

あざやかや隣の庭の冬いちご

清川みゆき捌
消川みゆき

酒匂道代
浜口泰子
橘朱鷺子

アトリヱでデッサン描く人のゐて

ポケットの中届く着メロ

大谷似智子

田Ⅱ光子
光

泰

ナゥ噺家の芸名を持 つ病院長

杖をつきつつ 巡る雛市
お花見は隅田浅 草屋形船

日本シリーズロッ テうららか

−63−

ゥふるさとの幼馴染みと居酒屋へ

仲良く刺さる残り蚊の針
十六夜に恋の行方を占って

結婚衣装を作る新絹

似

朱
光

羽田発国際線はヨーロッパ
シェフの修行に励む少年
ナォあちこちに第九の歌声流れ出す

光

泰

似

朱

道

デートスポット明治神宮

到来の柚子風呂に浮かべる
政治家も一皮剥けば私利私欲

項かすかに匂ふ香水

月光にゆらぐ水母の前のキス

︵於・中央林間連合自治会館︶

平成二十二年十一月九日首尾

道み似朱

八大和・天の川連句会ｌその二Ｖ

十韻﹃月を愛づ﹄

仏柵田眞空
Ⅲ︑光子

田口光子捌

峡ゆく舟に雁渡し吹く

岩頭を巡りて月を愛でにけり
大谷似智子

リクエストする軽快な曲

朱

春の興とて集ふ同窓

ナゥモネの絵は光で変化印象派

紋白蝶に黄蝶青蛇

満願寺花のトンネルくぐりゆく
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新酒酌む手捻りの杯交すらん

清川みゆき

橘朱鷺子
篠原正行
浜口泰子
酒匂道代

ゥキッチンに立居きびきび母の声

マッターホルンの清浄な雪

似

正

犬の散歩でつかむ恋人
水天宮夫婦仲良く帯貰ひ

後姿が夢を育てる

炉話に耳傾ける子供達

泰

正

道

氷いちごにのどごしの月

蟹々の詐欺を鵜呑みに老哀し

み

朱

大のおとなが宰相談義

ナォ鬼太郎が境港の町おこし

メールで告白ハートで速レス

好きなのに惚れたと云へぬ江戸生れ

︵於・中央林間連合自論会館︶

平成二十二年九月十四Ⅱ首尾

道光似泰

ハさいたま・彩連句会ｖ

ナォ行く春の浅草に買う江戸小物
揚げまんじゅうに順待ちの列

佳人が飲めぱさまになる酒

歌仙﹃モザイクの月﹄

好き嫌い多い息子に匙を投げ
ナナハンに替え飛ばす高速

ベルトした？君と僕との合言葉

海螢サザンの歌はもう聴けない
鈴木美由紀

篠原達子

温暖化・食糧・金融・危機数多

篠原達子捌

池のさざ波モザイクの月

新涼のミューズ笑みませ五重奏
槙島郁代
小林節子

響きあいしは鳴き砂の声

リュックそれぞれ草むらに置く

菊人形香りめでたく出を待ちて

英皇太子壇上に立ち

魔女と骸骨はしゃぐハロウィン

練習船総帆展帆月あげて

ナゥ甘藷掘って茎の混沌裏返る

儘即

舟木美代子

かわせみ発ちて暇そうな枝

節

耳順の母のはげむジョギング

美由

達

郁

積年の疲れを流す出湯の宿
草蛙作りにちょっと挑戦
記念樹の花一斉に咲き揃い
背山前浜寄せてふらここ

︵於・浦和コミュニティセンター︶

平成二十一年十月二十三日首
平成二十二年二月二十六日尾
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グー無しのジャンケンポンと幼の輪

茶道教える女先生

ワ鯉のぼり川幅いっぱい鬼無里村

椴帳役者修羅恋の日記

揺即

美由

酔うほどにぼろりと尼の出自など

淋しき寒夜パスタくっつく

達

揺即

美由

″

美代

″

オタ総理真の政治をキボンヌし

デートリッヒの映画ジ・エンド

月冴えて隊商宿に牢の跡
地下鉄の長き階段息切れて

敷石濡らす雨のあたたか

医者の仕草で患者ぴくぴく
騎獅像の菩薩ものぞむ花の雲

執 美 美 美 美 美 美 美 美
節 達 節 達 達 節 達 節 節
筆 代 代 代 代 由 由 由 代

ハ伊賀・いがまち連句会ｖ

歌仙﹃五年日記﹄

去年今年五年日記の書き始め

梅田徹捌

先生たりし頃の思い出

としお

徹

満枝
正子

ナォ山葵田の語り部能面そっくりで

獣の吃り闇の底行く

正子
満枝

焼け跡の町の工場と雑炊と

災害募金へ残す年玉

徹

としお

星みつめ橇の音まだか眠らぬ児

モールス通信恋の語らい

アナログでつながる昭和の人の情

満枝
正子

森川満枝
町野正子
梅田徹

待ち合わす意外な金髪そこにいる
しきりに褒める連れ添いのこと

石灰撒かれ村中消毒

徹

徹

満枝

としお

山村としお

満月へ魔女は箒でまつしぐら
うつつから覚め機内食蕎麦

正子

恵方へ向かう人の足音
大空へ広告気球春立ちて
新入生の帽子ぶかぶか
辞令受くともに祝杯月朧
としお

ナゥ群れ成してヒマラヤ越ゆる渡り鳥
徹

徹

ゥ再会す幼馴染の枠を越え

満枝

チャンス逃さず昇るステップ

ハートマークのメール交換
振り切ったツアーの誘い少し悔い

としお

満枝

︵於・森田邸︶

としお

内定通知決断の岐路

供養会の供の僧達墨染めに

平成二十二年三月三日尾

平成二十二年一月十九日首

花山にライブ沸き立ちどよめけり

執筆

としお
徹

満枝
としお

長閑な風の塔世界一

初めて咲かす孔雀サボテン
出来立ての甚平着せて稚見せに
デイサービスの仲間にぎ合う

としお

徹

満枝

徹

満枝

頂上の澄む風つよく昼の月

漬物用の唐辛子干す

そういえばとんと見かけぬ赤とんぼ

グラミー賞に日本人あり
旅姿モニュメントとし花の下

平家の商の里はうららか
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ハ伊賀・伊賀連句会幸吟舎ｖ

山村としお捌

し

﹃享保雛﹄

盆梅香る舘の賑わい

伊賀の秘史知るや知らずや享保雛

青き踏むよちよちの足見守りて

ナォ緑立つ勢い日に日に膨れおり

僚原の火ジャスミン革命

コーヒーの旨さを鼻で感じおり

犬が先行く朝のジョギング

女手の結び目緩む雪囲
初荷旗立て北国街道

八卦見の客立ち尽くすさっきより

マニュアル通り口説く堅物
かばいあう相合傘に雨しとど

色香ただよう年輪の顔

月祭る苔玉棚に添えもして

駅長一人虫すだく舎

ナゥ招待のスター参加の運動会

勿体ないとつい食べる癖

習慣が外国語として伝わりて

人生相談のる僧侶たち

翁娚歌に嚇子に花の中

い︑え

伊賀市西部公民館︶

数多句碑置く里はうららか

平成二十二年三月一日首

︵於

平成二十二年三月三十日尾

−67−

科学の孤児のはやぶさ帰還
風流が見られる世界月明かり

自然薯掘りのくどき講釈

顔赤らめて嫌と叩かれ

ゥ踊り手は鍛えておけよ下半身

標野行く二人の背子に心揺れ
尋ね尋ねし我が家のルーツ

嵐去りたるさざなみの湖
職退いて生活変えて再挑戦

月皓々楼閣涼し琴の音
鰻肴に一夜酌み交う

抽選の東都マラソン薮あてて

山の辺道は神の山裾

音だけ駈ける猫の仔の鈴

妙弘と

仙

濃茶点て逸品まわす花筵

片恒l1」
111岡村

歌

と妙弘と妙弘妙弘と妙弘と妙弘と子二お

妙弘〃と妙弘と妙弘と妙弘と妙弘と妙弘

八松山・石手寺連句会ｖ

歌仙﹃散華となりて﹄
紀伊郁子捌

大月西

紀伊郁

山崎悦

名刹に散華となりて銀杏散る

弓張月のかかる相輪

ナォ万愚節調子にのりて燥ぎすぎ

口すべらせて辞める大臣
親の脛醤り続ける落ち零れ
リュック一つで放浪の旅

風穴に何やらひそむ気配して
蛍ぶくろはひっそりと咲く

思ひもよらぬ恋の道行

結ばれぬ運命と知りつ懸想をし

残る絵に戦没学徒偲びをり
くるりと廻す古き地球儀

石手寺安養閣︶
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幼児は虫籠膝にまどろみて
井ノロカ

ビルの彼方を渡りゆく雁

うつし世をくまなく照らす望の月

夢は涯なく欲はほどほど

ナゥ旧交をあたため酌める今年酒

時に表情変へる能面

病床の子規の生き様凄まじく

京の歴史を聞くものどけし

花守の丹精に花蘇り

平成二十二年九月二十四日首

︵於

平成二十二年十二月二十三日尾

光 祐 加
眸
筆光眸郁眸祐子祐加郁加悦子西代悦郁

執

西
本

加
藤

岡
本

堂
満

心弾みて握るハンドル

イベントのＢ級グルメ大受けし

鳴りを潜める貝の風鈴

ワ皿の水乾ぴ始脹めくかはたらう

話は今やクライマックス
さりげなく寄り添ふ君の肩を抱き

愛の告白またもから振り
不景気に忘れられしか招き猫

うかと蹟き老を知りたる
除夜詣家族揃って月を連れ

毛糸で編みし赤い手袋

あやとりで遊んだ頃のなつかしく

次からつぎへ話題広がり
連なりし嶺々をはるかに花の雲

蝸糾の群れゐる公園の池

悦西力郁力悦郁力悦郁悦西力郁子子女子

ハ伊東・伊豆芭蕉堂ｖ

白南風や槌音迅し海の家
石渡蒼

川中て

宮澤次

歌仙﹃白南風や﹄

テトラポットに走る船虫

石渡蒼水捌

電車待つ束の間雨の降り出して

由緒ありげな長屋門跡

中根明

ナォ遠足の列は田舎の誰っ子

てんてこ舞いに追わる行政

是より郷里峠のしるべ
百十歳骨を抱えて年金を

麦酒飲む草葺屋根に自在鉤
みやげどっさり円高の波

鳶になりハングライダー輪を描く

ドラキュラの敵生のニンニク

婚期は吉と寺のおみくじ
デートには口紅の色心して

帳尻あわず秋刀魚も買えぬ

満月に老は前向き頑に

表情かえず睨む狛犬

ナゥ村まつり少年少女笛太鼓

せせらぎ韻き流れゆるやか

畦道をとぼとぼとぼと歩す夫婦

伊東市中央会館︶

花を愛で押され温もり持ち帰り

︵於

朝の霞に牛の放牧

平成二十二年七月十四日首
平成二十二年八月十八日尾
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墨を磨り句をしたためて月代に

昔咄につまむ枝豆

ゥ容変えながら東へ鰯雲

産士神に恋の願掛け

ドラ焼を分け合う仲のハネムーン

稜れを知らず置引きに遭う
名古屋場所小さくなって相撲とり

紙ヒコウキを飛ばす夕暮れ

月掲げ凍土に眠る兵の墓
無縁となりて枯蔦の這う
与野党の振れ国会どうなるか

鰍羅ゆらしきのう忘るる
花の山抹茶美味しく賜われり
ひんからからと駒鳥のこえ

次水美次水て次水次て次水て次て水つ男

て水次て水次て水次て〃次て水次て水次

八千葉・市川俳詣教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃泪咲き﹄
伊藤貴子捌

放置自転車ほこりまみれで

ナォ羊の毛刈ろうバリカンどこかしら

道心となり唱う南無阿弥

探査機がイトカワの石吸い上げる

伊藤貴子

い−ざいざすっとこどっこい酒を酌め

狸の手紙なんかいらない

鼻高きスキーのコーチ舌足らず
犬ふぐり踏まれやすくて泪咲き
松岡世喜女

絵はがきに江戸の物売貸本屋

諸越菓子を造るお屋敷

大らかを真似狂言の所作

キャッチボールの子ら春休
木馨佳右
佐藤万里
大矢静江

舟肪う風待ち港のどけくて
一ト塩振って魚吊り干す

佳

一族の祝ごとつづく月まどか
姉は卒寿ですこぶるさやか
ナゥ金色に稲穂の垂れの刈頃で
持病の腰がうずきだしたる

苔むして湯殿山の碑境内に
ほつれしままの手拭の端

千葉市若松公民館︶

花惜しむ隠匠橋の挟にて
ひとつまみ程残る春雪

平成二十二年四月八日首

︵於

平成二十二年八月十三Ⅱ尾
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満月を壁画に拝す月今宵
ゥ炊 き 込 み に も っ て の ほ か を 彩 り に

世

里貝

茶柱立ちていいことありそ

柑良知子

講義さなかに百舌烏の高啼き

片時も離さず見つめスレンダー

静
万

せん無きことと足るを知るなり

五十年前の糠みそ継いでゆく
出雲言葉でだんだんという

嶬地獄見よ妙なトリック

ラフカディオハーンの旧居月涼し
ステージにパントマイムの影の転け

衣裳箪笥に古着ばっかり
逃水を追う母のおもかげ

風神が花を散らせり浄土へと

静世知佳世〃

佳貴知静知静万知世〃貴知世佳静佳貴佳

伊藤貴子捌
諏 水 柑 大 松 〃 I
川 弊 良 矢 ｜ Ⅲ 膝

万

横顔白く労咳の人

信

ナォ日曜は蚕の世話の手伝いに

カクテルのグラスかちりと乾杯の
ファスナー下ろす間ももどかしく

惑溺の苦き朝の寒々し

焚き火のあとを蹴散らしてゆく
オペラ座を夢に抱きてアラベスク

弾けぱぱちつと切れし墨糸

魔術師来たりプリウスを置く
墓場まで持って行けるか金亡者

曲家潜り残菊の宴

満月ももるとも掬う宗祇水

世に盗作の種は尽きまじ

ナゥ鴫の声文士気分で谷津歩き

思い出すこと亡き裕次郎

一つ歯の天狗高下駄高喚い

土筆背伸びし時流れゆく

夕されの花惜しみつつ画架たたむ

平成二十二年九月九日首

佐
藤

︵於・千葉市若松公民館︶

平成二十二年十二月二十五日尾

池
川

八千葉・市川俳諾教室ｌその二Ｖ

﹃新涼や﹄

新涼や表紙を被せる謡本
窓をあければさわやかな月
空稲架の崩るる脇に犬鳴いて
河原の石の吹かれおりけり
会社員地下を出てくる袋提げ

日傘ひらけば水玉の紋

ワ七色のピエロの涙汗に溶け
ドロップくれた雀斑の娘が
君と聰くクロードチアリの忍び逢い

屋根裏部屋に消えてもぞもぞ
渡れないアビニョンの橋これっきり

帰国の切符十六時着

月寒く今日も土鍋にて候
画面に見入る雪の討入り

校舎裏山霊こもる巨き杉
さみしい時はふらここに揺れ
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仙

しじまを破る法螺貝の音
花咲いて母を伴い延寿の井

と 佳 知 静 世 貴
み
喜
と世子貴静貴世静知貴右静貴世子江女子

歌

信貴治静知世と知佳知佳と世と知里と佳

ハいわき・いわき文音連句の会ｖ

荒井遊

歌仙﹃糸遊や﹂
糸遊やカメラひとつを道連れに
佐藤禿

林宗海捌

軽やかに行く紫雲英咲く原
風船は子の手離れて空にあり
野口笑

林壷不

犬と競り合ひ追ふフリスビー

朝まだき雨戸を繰れば涼新た

ままごと

仔猫相手に飯事の庭

ナォ温室のぬくみにしばしまどろみい

訪ねし人は引越の後

小父さんに名を問はるるも恥づかしぐ

三回忌彼の好んだ酒提げて

夕焼映す蔵の白
壁
じり

涙ぐみたる眼いとしき

色腿せし暖簾はためく海霧の町

発車ベル襟章強く握りしめ

遠く聞ゆる盆踊唄

はて

馬を進むる荒野涯無し
月明り肩を落した影法師

安らぎ満つる団藥の刻

ナゥ堀割の水面を叩く赤とんぼ
子らが集まる角の駄菓子屋
路地裏に夕餉のにほひ漂ひて

野良仕事按配をする花盛
遍路土産の話あれこれ

秤唖一壮一蜂地卵二括朋嘩︵ＷＥＢメール︶
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湖上はるかに有明の月

ウクラス会話は尽きぬ長い夜

臓に浮かぶ故郷の山

世界地図訪ねし町に丸印
銅貨ひらりと投げる噴水

願ひ事叶ひて参る太子堂

嫁御の父は涙隠して
鴛鴦の契嬉しき島の月

網干す浜は人影もなし

いにしへの羽衣偲ぶ松林

オーロラ淡き極北の村

乙女らは鐘響く野に花やぎて

春の毎の甘きひと粒

海糸山笑糸海笑山海糸山笑糸海女山海糸

笑山海糸笑山糸笑海山海糸山笑糸海笑山

ハ豊田・ＷＥＢめぎつれ座ｖ

ＫＵＳＡＲＩ﹃たのしい三句たち一

一月一日︵金︶︵ｚ○．弓型巴

色とりどりの個性満開のら

繋がりし人と人とのＫＵＳＡＲＩの環和

一月四日︵月︶︵ｚ○．弓ご巴

熱砂を冷やす夜の深まりアキ

道草をして進む文明天球

未利用の闇と光のエネルギー道草
二月二十日︵土︶︵ｚ○．麗忠ご

駅裏の一方通行迷路なりザリ

西に噴煙ひんがしに地震

佳
日
麦

藍

割烹着着た母いつもたじろがず

ちいばぱ

︵ｚｏ・やつ︑﹄巴

あずき

不用之助

タヌ公

︵ｚＰやつ印噌望

誰垂

美句志

かよれこ

︵ｚＰ④つ一旬ｅ

友達１００人お誕生会

五月一日︵土︶

ウインクをして心盗んで

モノクルとシルクハットと夜会服

問題の絵はサロン落選

五月五日︵水︶

彼とわかれて猫と暮らして

ほろ酔えば異星の歌を口ずさみ

紫の匂菫のプランター

五月十九日︵水︶

冊

︵ｚ○・や﹂︑③巴

倉
サ
リ

壬のづ共ご

その顔は何たくらんでいるのかな

佳

郭公の鳴く街の明け方

テスト用紙はゴミ箱の底

あずき

会って別れたそれだけのこと唯

ゆるやかに小流れ下る花筏桂

この世ややこしこの世いとおし

七月四日︵日︶

二月二十五日︵木︶︵ｚ○．認麗里

知恵の輪のぱらり外れて蟇早く

Ｒ

黄沙掃いし就活の靴ふさ子

心の傷を包む優しさひわ

浅春のひかりに溢るスイトピー鶇

英英辞典ダウンロードす

桃里

佳
Ⅲ

︵ｚ○・やいつ﹂ｅ

三月一日︵月︶︵ｚ○．忠言ご

犬より格が下の父親

七月九日︵金︶

米のまんまが付いて廻らぁ氷心

煙草の火時々強く光らせて

不用之助

普天間は一体どこへ行くのかなキリラジャロ

吠えたのか欠伸したのか艦の虎ふさ子

捜査一課の非常階段
四月二十一日︵水︶︵ｚ○．９９巴
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七月九日︵金︶
︵ｚＰ＠画︒唾巴

惟
Ⅱ

忘れたいこと順番に思い出す
蕗

ｅ

兎

舌切の葛寵の中味気になって

十一月七日︵ｕ︶

柿の木がよく見えていた母の部屋

引越して行く立冬の朝
わが町に楽市楽座復活し

１

矛

︵之○．︾一心のご

§
粛

氷心
伊都

︵之ｐ④吟︑やら

氷心
小町

十一月十二日︵金︶

おなすさん

ドットのタイで決める商談

月がきれいとメールしてくる

﹂巴

不用之助

︵ｚｐＣｍ

・
４︑町

麦

たつみ

︵Ｚ︵︶．④祭司唾こ

スピードを遅らせ走るコンテナ船

十一月十七日︵水︶

春灯下便り書く手がつい止まり

ヵブス釦は海底の色

そのむかし人間だったこともある

十二月十六日︵木︶

彗

カンちゃん

広場に響く教会の鐘
兎

うつし世にいる人いない人

安らぎは同じ時間を過ごすこと
とけた

キリマンジャロ

︵ｚＰＣｍ↑④色

︵ｚｏ．④い③塑︶︶

キリマンジャロ

︵ｚＰｃ由餉

あずき

椎

営
サ
リ
Ⅱ

︵ｚＰやい昌司巴

ひわ
天球
氷心

︵ｚｏ．やい﹄今巴

天球

マニフェストってなんだったつけ
椅子引いてエスコートするフェミニスト
九月十四日︵火︶

大空のリンクを滑る宇宙船
中国独楽が放り投げられ
虚ろなる瞳のマダム・バタフライ
九月十五日︵水︶

知覧の海は悲しみの蒼
ゆっくりと染まりあなたに近くなる

すっぽり被るメンズセーター
十月四日︵月︶

狸が乗ったあれは泥舟

天水桶に落ちた太陽

浮き沈みしつつ私は冬に入り
十月六日︵水︶

咲き満ちる花散ってゆく花

貴方の腕に小首ゆだねて

不用之助

十二月二十六日︵日︶

あるがままみていてほしい夏木立

天球
とけた

ばらずし

︵８７７４０〜９５６０１より抜粋︶

平成二十二年一月一日〜十二月三十一日

１００歳ですが体鍛えて

トンボ生るる夕ぐれの池

麦

合口

︵ｚ○．＠吟届巴

長かつた出世レースも終わりかけ

十月二十五日︵月︶

校長の式辞今年は面白い

子雀並ぶ識堂の窓
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八束京・ＮＨＫ文化センター青山ｖ

﹃赤蜻蛉﹄

黒き光沢隠れキリスト

ナォ春眠に河馬の重さを思いおり

ビードロの笛に弾んで磑下る
やむにやまれぬ激情の果て

難民とまじる道行き国境
冬将軍に通せんぼされ

和田忠勝捌

柏元章

保

一兀

ボードレールにあくがれし頃
月涼しフランス人形窓に向く

勝

一兀

一早

一兀

一兀

お化け屋敷にあがる絶叫

誰彼と話がしたき心もち
物腰やさし京の出迎え

風

臼iIli
杵 1 1 1

︵於・ＮＨＫ青山文化センター︶

平成二十二年十月四日首
平成二十三年二月七ｎ尾

全て美し遍路満願

匿楼見ゆと児等の騒がし
夢に咲く花は千変万化して

牙のなき草食男子と女子の会

膳繰り金に格付はなし

ナゥ稲番もツイッターヘと挑戦し

雀減りしと豊作の記事

様々の顔浮かばせる盆の月

遠くに響く活版の音

炉話の祖母の語りの懐かしき

ジャスミンの香にめまい覚える
金子富子

問責に政権屋台ぐらり揺れ

浮き桟橋に蜜柑転がる
ゥ寒風に短き裾の若人ら

昭

河村章子
和川忠勝
村井昭三

言えぬ思いを秘せし勾玉
つなぐ手に幸せ誓う力込め

保

章

大久保風子

目くばせ一つ待ち合わせ場所

布田三保子

ほの暗き学生街の喫茶店

世の中すべて時の成りゆき
ゆるゆると港見下ろす観覧車

月見酒持碁を祝して酌み交わし

人ひとり入れ閉ざす萩叢

赤蜻蛉遠山背ナにホバリング

仙

ご馳走を広げし上に花吹雪
亀鳴く池に小さき水の輪
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重

栃

執

歌

筆昭勝章澁昭富元保昭元保昭児昭章郎元

ハ豊田・桜花学園大学連句研究会ｖ

衆議判

〃千杣〃ふ利柚藍ふ〃千利柚藍じ次夢貴

半歌仙﹃ボーカロイド﹂

卒業や残る講義をかみしめる

︵於・桜花学園大学５１３講義室︶

平成二十三年一月十五日首尾
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紅梅香るキャンパスの道
喫茶店軒に雀の子が下りて
グラスを磨く鬚のマスター
月まどか銀のフルート二重奏
きちきちばつた走り幅跳び
ゥ鬼灯に過ぎた思い出揺れている
さよならなんて聞きたくないよ
触れないボーカロイドに恋をする

画面の壁を越えた瞬間

点滴のぽつりぽつりと落ちる音

工場地帯海へ出る川

月明り守宮の腹の白々と
宇治金時がちょっと甘すぎ
デモ百万ツタンカーメン盗まれて

猫の神様しなやかに伸び
春の夢みるひとの眼差し

花の雨肩を寄せ合い惜しむ刻

ふ利千杣

八東京・丘の上連句会ｖ

十八公︵茶事俳琶﹃青梅雨﹄

青梅雨や気を毒さんと茶俳譜

色づき初めし床の木葺

夏燕岸の小舟をかすめ来て

膝に落とすは町の情報

和田忠勝捌

大駒誠一

和田忠勝
大久保風子

和田ひろ子

中尾青宵
今村苗
坂肛武彦

宵

１
厘

︵於・大倉山ヒルタウン茶室と集会室︶

平成二十二年六月二十日

この日は丘の上連句会として初めて茶事俳諮を試みた︒
会場は横浜市大倉山にあるマンション内の茶室と集会室㈲

／ノ

オカリナの好きな少女の巻毛揺れ

若き香りに心惑わす

並木そびえて古りし学舎

苗

券
１

山裾の祠やや寒に肩寄せて

金毘羅祭済みし代参

此の巌で昔亡き師に諭されし

彦

特急でやっと問に合う月の宴

馴染みの店でするめ熱燗

Ｉ
匝

執筆

勝

ろ

夜咄のお椀に一座盛り上がり

弔う牛の塚は遠くに

今世紀早や一割は過ぎゆきて
ワールドカップ寝不足の因

百歳が玄孫を抱き花盛り
大きな夢をかけし初虹

‐ワヲ‐

ハ神戸・おたノ＼さの会ｖ

短歌行﹃昭和の歌ｌ尻取り押韻﹂
鈴木漠捌

ナォ蒸れるほどゆらりと揺れる唇気楼

光明
恒子

川名才

ちえ

中野百合子

漏剋博士遅刻しばしば

き

たの

泣きやまぬ児に被せるねんねこ

あすか

熱燗や昭和の歌のとぎれなき

暫くは葭切鳴く洲江が囲み
コミカルタッチ愛の告白

漠

旦扉

才

赤坂恒子
梅村光明

留め処もなしに踊り惚けん

刷く眉も楚楚と野菊に肖し乙女
ひざし

に

辻三界

三神あすか

洋子

まち子

あすか

よぎ

過りてやまぬ胸の悔恨

百合子

ひ

振り込め詐欺に一歩退きたい

胎動を聰く産土の花の家
言へぱ更なり至る春興

十五日首

兵庫県私学会館︶

恒子
光明

ナゥこんこんと祈りの如く雪は降り

およ

喧嘩して仰ぐ夜空を月勝ぎ

は

猫脚の椅子を作りて贈るらん
乱打招いて替るピッチャー

恒子

ほ︑７

未知なる来世うそ寒き獄

ワチャールストンタップ愉しき月の径

毬まち子

おもか

ど

なるここけしは誰の悌げ

極上の松茸届く官舎なる
こＪひつ

旦皐

百合子

鈴木漠
在間洋子

つれづれ

もまが
徒然にして念おふ
禍こと

影踏んで恋の深みへ転け縫れ

榧の虎にも蝶のたはむれ

古都の花咲き継ぎてをり散りてをり

平成二十二年一月

︵於

平成二十二年一月一 十 一 日 尾
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梶野浩楽捌

十純浩

八松山・おぼろ連句会ｖ

行く春惜しむ故郷の路

寺 藤 梶
坂 本 野

﹃卒寿﹄
はる

凧上ぐる児等の喚声賑やかに

座禅の僧に譽策厳し

あたり見て案山子そおっと足を曲げ

松茸飯の香の懐かしき

良宵に晩酌一合あれば良し

待ちかねし月下美人と出会ふ夜
また﹁秘書﹂任せ金も帳簿も

サーファー去りし浜の夕暮

Ｖ・Ｗスズキは軽でハネムーン

フォルクスワーゲン

劇の恋仲蘇り来る

思ひ立ちたる古都巡る旅
ゥ久々の同級会に参加して

おぼろ

じんちよう

沈丁匂ふ藁葺きの家
月朧塀の内より琴の音

うから集ひて祝ふ年酒

蓋なく卒寿の正月を迎へけり

仙

寝ころんで花の天蓋わがものに

ナォ名門校入学式の晴れやかに
着てゆくものに思案する母
こんちわ

﹁魂・知・和﹂の興南優勝共に舞ひ

紺碧の海島唄流る

川岸にもやふ牡蠣船灯のともり

年末商戦鉦の音せはし

大当たりお二人様の宿泊券

彼との交際親には内緒

それはなしなんでもないのうふふふふ

見出し派手なる週刊誌なり
おもちゃ
月の部屋玩具の兵隊踊りだし
尾花ゆらせて風の過ぎゆき

ナゥ天守より眺む街並秋日和

坊ちゃん列車の汽笛なつかし
基地移転回りまはって元のさや

できた積木を壊す幼な児

ったなくも絵手紙嬉し花便り

雲雀聡るのどやかな昼

︵松山市総合福祉センター︶

拝唾卉一一一舜十一へ地一汁誌叩函︵ウ５より文音︶
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歌

一留楽留一楽留一楽留一楽留一楽留一楽

留一楽留一楽一留楽留楽一留一楽留一楽

ハ神戸・海市の会ｖ

一

にはたづみ

濠

と□わ

にはたづみ夕焼雲を捉へをり
タヲルをするり逃げる裸子
割り算の九九も出来ると得意げに
つｈ″

今日も市場で釣銭を間連へ

とき

まがき

濡れ縁に月を肴の独り酒
難の菊の風もなく揺れ
ゥ鴇放つ佐渡棲みよしと人の言ふ

歌枕には地霊宿るか

逢ひたいと背中合せでメールして

ピエタの像に涙する妻

マザ・コンも草食系も増ゆるらん

すつぼんはやりやまひ
龍
鍋を流行病に

福に徳月も掻き寄す大熊手

吉が凶へと変る魔の刻

髭を剃る鏡の吾をしみか︑と
還らぬ過去をそれとなく告げ

鈴木漠捌

あ

すか

左利きゆゑ遭ひし災難

光圭

すけんぞめ

澤東暮し囲ひ囲はれ

ナォ品定め素見騒きも駝蕩と
かはせみ

蒻翠飛んで景色鮮やか

町の湯屋タイルの壁は富士の絵で

黙祷に心波うつ原爆忌

かたは

夢を語らぬ父と生き抜き

自然淘汰は天の配剤

老いてなほ﹁悪の華﹄など傍らに

庭木刈る木の葉もゆとり欲しからん

米搗きばった何を謝る

運勢は月にもよると嫌されて

もがり

鎮める闇に虎落笛聞く

ナゥ茅葺の文化遺産のしづり雪

各停も青春切符苦にならず
入学試験の願書ポストへ

一辻一舜吐朋一二七寸叩曙︵文音︶

ろづようそる
万よ事
宜候霞む仙境

古里の貧しき島も花盛り

秤
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明介

郎介治郎明治

明介

介治郎明治

漠

漠

漠

士圭英士光英

光圭

圭英士光英

陰

花明りデジャ・ヴュの辻に立ち疎む

三 永 梅 東 鈴
木 田 村 條 木

仙

片仮名ばかり並ぶ苗札

士圭英士光英光圭士光英圭光士
漠
漠
漠
漠

歌

郎介治郎明治明介郎明治介明郎

八東京・解繼ｖ

万華鏡﹃烏瓜﹄
紅すこし分けて給れよ烏瓜
名残の月に笙模を奏でん

山城に沿ひし秋水酒々と
ベレー帽にはピンバッチ刺し

福永千晴捌

玉椿を髪に化粧坂

鉄板の上のもんじゃの儀式
ちさき炎裡に燃やして切なき

風に狂ふ卍の蝶か汝と吾ぞ

神生るるごと寄せる春濤

白亜紀の雨はやさしき魂の色

ルソーの描くライオンと羊歯

初旅は深夜便なるハブ空港
鞄ひとつを肩に吊るして

今もなほ﹁下ノ畑ニヲリマス﹂と

父の好める鼻曲り鮭

禍永千晴
服部秋扇
渡辺祐子
長川竹風
伊藤哲子
澁谷八千代

少年はシナリオまるめ立ちあがる

大陸横断枯葉舞ふ中

引き揚げの船に満月載せて来し

祐

けんけんぱあと蒲公英を踏む

花更けていよよ俳詰無分別

トラ猫首相会議召集

未来図は公園となる廃寺跡

ひとり酌みゐるかの徴税士

チェロを抱くように抱かるるやや寒に

翼あらねど飛んだ蓮の実

別所真紀
折口

巴里三区アパルトマンに鬼やらひ

目突柴折り窃やかな夜

お納戸奥に光る手裏剣
生薬を煎じて注ぐ陶の杯

扇

哲

平成二十二年十月二十一日首尾︵於・セシオン杉並︶
創案

万華鏡非懐紙で自由律の聯を持ち一花三月植物多出︒福永千晴
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代祐紀晴

代祐竹紀哲祐扇代紀

祐晴紀竹哲扇

扇

こくりこくりこ野を染めて群れ

紀

いかめしき漢寡黙に恋に堕ち

月繊し枇杷もゆすらも眠らせて

代

代

多喜二の書斎麻布二の橋
獄中の詩人ノーベル平和賞
底つ根のまっ暗闇に聰く
生き返り死に返り彼岸と此岸

竹晴

ハ横浜・蛙の会ｖ

三十韻﹃花椿﹄
やま

花椿痂ひ癒えよと祷るな

雪解けるころ皆で俳

村見ゆる麦の中ゆく犬抱い
ろいる
此処ら衣装は縄くが
基

砂乾く外人部隊の駐屯地
翌のよだれ舐り尽くせば・・・

えいえい虫は糞を転がす
その先に栄光あらん近未来
表の史裏の史に人生き生きて

独り言葉が院内感染

中尾青宵捌

中尾圭月

東浦佳

墹於
大久保風

田中安

竹崎梨

大城里

ただラーメンの匂ひ腹染む

長靴履いた猫の驚き

少年は水切りの石すいすいと

割り算は眉の上下の黒子より
鮭の一尾を如何に下ろさん

魚の目のごとき痛みはややあれど

酒は詩を釣る針とうそぶき

宵に盛る塩崩しけり粉糠雨

今も流れる馬洗ふ川

我子は征きけり息を呑む中
片蔭もなき焼野原立ち尽くす

実線と破線重なる谷深

木下闇をば風のとばと
金雀枝が屈託あらず夏拓

後れ毛辺り星の涼し

平成二十二年二月〜八月

︵於・柴庵︶
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野

風芸玉佳

水芸

風佳風野

玉宵里芸

子玉子宵

宵水芸野
玉芸〃間

佳風水

ダイエット満願の推夫を呼ぶ
朝の湯浴みの影にうっとり

渚に寄るはお宝か何

台風が三陸沖に抜けたとか
﹁有田焼﹂なる商標はご法度で

彩;て詰り

さきばく

ハ諏訪・河童連句会ｖ
﹁ももんがあ〜﹂

Ｗスワンスワン﹃河

﹁一折﹄

壱面

垂里﹄

滝壺に棲みてひさしき﹁河童﹂かな

矢崎硯水捌

参面

﹁メデューサ﹂の眼を見てはならない

くすりと笑う﹁笑い地蔵﹂は

スフィンクス﹁オッヶルイペ﹂と鉢合せ

﹁化け草履﹂履き陸奥の旅

江戸時代﹁噂をすれば﹂芭蕉さん

舞いおどる﹁一反木綿﹂花の宴
活火山より巣立つ﹁火の烏﹂
﹃二折﹄

壱面

﹁底なし沼﹂で泳ぐ世渡り

この灰は﹁砂かけ婆﹂の仕業とか

最終章の﹁ジンクス﹂はこれ

﹁ネッシー﹂が地響きたてて尾を振って

夏の霜浜に残した﹁玉手箱﹂
弐面

﹁百鬼夜行﹂のかつぐお神輿

﹁金縛り﹂解剖図より血がぽたり

不味い夢喰い﹁模﹂は入院

石燕が筆の春画の﹁濡女﹂

運動会の﹁ベビーキョンシー﹂

﹁枕返して﹂いやでありんす
﹁寝肥り﹂のいと窮屈な秋の服
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ででむし角を振れば﹁如意棒﹂
あたらしく﹁手品﹂教室開かれて

﹁魔女の鏡﹂に映るあれこれ
観月会﹁お化け茸﹂の土瓶蒸し
秋のツアーを仕切る﹁飯取り﹂
弐面

鬚なでて﹁タイムマシン﹂の操縦士

久 八 佐 古 三 矢
我 尾 縢 本 神 崎

ふ

ふ芳あ水妙暁

芳ふ水あ暁妙

芳ふ水あ暁妙

﹁ろくろっ首﹂が恋の追っ掛け

愛の巣は﹁天国﹂通り八丁目
いつも青空﹁胴し絵﹂の窓
牢番の﹁ねずみ男﹂は賄賂好き

﹁袖引き小僧﹂上前をはね
ふぐり落としＤＮＡは﹁ぬらりひょん﹂

寒三日月が削る﹁ＵＦＯ﹂
草叢にひそむ﹁精霊﹂身構えて

芳あ水妙暁ふ芳あ水

妙暁ふ芳あ硯
吉 さ す
子女子香か水

月今宵リーグ戦なる﹁化けくらべ﹂

﹁手長族﹂には欲しい手加減
禁猟 の
の﹁極楽鳥﹂を獲えんと
恵方
方に逃げる﹁雨傘の怪﹂

水あ暁妙
筆あ暁妙芳ふ

参面

﹁獣人﹂は箱根駅伝制覇して
予言的中﹁くだん﹂さすがに
大地震﹁虫の知らせ﹂で難遁れ

﹁がたがた橋﹂を鎗眼の態

★形式﹁スワンスワン﹂について

アラビア数字館︵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＆幽霊＆超常現象を詠み込む特殊作品︒

★珍種貴種御品書
△﹁魔女の鏡﹂Ⅱ主として西洋において︑魔物の正体や人間の

△﹁飯取り﹂Ⅱこの怪異に取り懸かれると空腹感に襲われる︒

もつ魔性を明らかに映しだす鏡︒東洋では雲外鏡という︒

△﹁枕返し﹂Ⅱ夜中に枕を運んだり裏返したりするお化けで︑

餓鬼懸きとも称する︒△﹁ぬらりひょん﹂Ⅱ妖怪の総大将︒
△﹁メデューサ﹂Ⅱギリシア神話に登場する女の怪物で︑その
眼は見たものを石に固める力がある︒△﹁オッケルイペ﹂Ⅱア
イヌに伝わる屈の妖怪で︑これに出遭ったらこちらから尻を
するか︑間に合わなければブーブーと口真似して追っ払う︒

ざなう︒△﹁くだん﹂Ⅱは漢字で﹁件﹂と書くように︑半人半牛

寝相のわるい人に乗り移って行動する︒△﹁ベビーキョンシ
ー﹂Ⅱ中国の死体幽霊で硬直した死体であるにも関わらず︑長
い年月を経ても腐乱せず動きまわる︒乳幼児も確認されてい
る︒△﹁極楽鳥﹂Ⅱおもにニューギニアの樹林にすむ栗色・緑
色・黄色など多色な飾り羽をもつ美しい小鳥︒人を極楽にい

は美味な霞のお取り寄せもする︒

の姿をした妖魔で必ず当たる予言をする︒△﹁霞の出前﹂Ⅱ仙
人はその辺に棚引く霞をつまんで食べるが︑風向きによって
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尾根越えて花から花へ﹁蝶化身﹂

壮一響十弐朋二什垢肥壗︵文音︶

﹁霞の出前﹂たのむ久米爺

平成
平成

執

ハ横浜・桂の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃酒徒より酒仙﹄

臼杵勝

臼杵勝児捌

酒徒よりも酒仙たらんと年酒かな
渡部葉
渡辺祐

葉

鈴木曲豆

校庭の片隅を借り草野球

勝

祐

葉

新燃岳の噴火憂ふる

ナォ訊ね来て一望千里草紅葉

つぶやきが次々倒す独裁者
パイプラインの跨ぐ国境
銀色の鞄片手にパイロット
暖炉を囲みつきぬ語らひ
心まで溶け合ひさうな雪女
そつぼを向いた猫の気位

木の洞叩く樹木医の技

老いて尚為すことあるぞ吾は行く

貧しき村が豊の秋祝ぐ

ダム底に沈む産土月の光ゲ

森の奥より響くフルート

ナゥラフランスタルトが売りの道の駅

琴線に触るるものあり友の文

傘をささずに春雨の街

みちのくの山笑ふ茂吉忌
震災を癒す百花の乱れ咲き

河
田

水直水直葉瀞直祐葉直祐葉勝祐直淋葉直

︵於・藤ヶ丘地区センター︶

平成二十三年一月二十三Ｈ首
平成二十三年三月二十六日尾
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彩とりどりに揺れる繭玉

鶯の一声高く谷戸抜けて
入学試験無事に終れる
朧月詩人の右脳膨らませ
勝

祐

じゆどん

特急列車通過待つ風

勝

祐

些呈

葉

ゥ悠々と儒艮の遊ぶ海静か

梯梧の赤く古き宮殿

面影を追いつづけいる原爆忌

ふたり並んで聖水を受け

くじ引で決めうさぎ当番

墜呈

電子辞書頼りに書きし借用証

葉

橋本直

次々とフラッシュたかれ特ダネに
﹁圭﹂といふ名の流行るこの頃

特選の報美術展から

祐

真夜の月忍者屋敷に花灯篭
小豆洗ひの音のしゃりしゃり

子月樹児子月二児子二月児子月二子月児

尾樹尾樹月児樹子月樹子月児子樹児月樹

ハ横浜・桂の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃へ〃くそかづら﹄

稔

ナォ世渡りの厳しさ今に啄木忌

将来の夢宇宙飛行士

多重債務の恐怖身にしむ
子宝が囲む卓湫台賑やかに

汗の吹き出す長き尾根道

このあたり昔ながらの山窩住み

豊かなる胸の谷間に顔うづめ

草食男児すべて言ひなり

地下深く閉ぢこめられし人あはれ

無限に続く銅の鉱床

踊りの輪月を仰ぎて浮かれ出る

団栗独楽を廻す兄弟

ナゥ秋刀魚焼く煙たちこめむせる母

螺旋状なる非常階段

ジョギングの仲間挨拶気持よし

五穀豐穣祈る初午

上昇気流に乗れる風船

学舎に集ふ俊秀花万朶

子恵二章子尾明

章明二恵尾章子明尾

澄安知元澄水允

元允知安水元澄允水

柏元章捌

北川

稔

稔

そばえ降るへくそかづらの小径かな

柱時計は時きざみゆく

ほひら

自慢の青を焦がす灰猫

佐

木

々

︵於・藤ヶ丘地区センター︶

平成二十二年七月二十日首
平成二十二年九月十三日尾
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蛇を捕らへてはやす悪童
いちなか
市中の八百屋魚屋客もなし

厨の外にすだく虫の音

名墨を磨りて待ちわぶ月の客

噴煙遠く望む舟宿

ワ新走り薩摩切子に満々と

聖観音のひそめたる眉

御庭番旅から旅へ命か︲け
リサイタル開演間近小走りに

派出なドレスで視線集る
凍月もものかは炎燃えたちて
回転ドアーするり抜け出す

手品師は身振り手振りのご愛嫡

釣竿ならぶ春の突堤

花筏運河に汐の香のほのか

二尾二尾恵子章二恵子二章児
章尾恵子

知水知水安澄元知安澄知元瀞
元水安澄

河 原 矢 小 柏 臼
川 田 倉 松 杵

八東京・かびれ

その一Ｖ

歌仙﹃木の椅子﹄

ナォ仕送りの日々も杳かに卒業期
オリンピックに胸がどきどき

パーティーを抜け川す合図決めてをり

大竹多可志

義理欠くも齢の所為にしてしまひ

害込み多き古暦捨つ

付けてはだめよ接吻のあと
絨椴に抱き伏せらるる雪の夜

小出民子

大竹多可志捌

綿虫ふはと村のバス停

木の椅子のほのかな温み冬初め

吃水のどんと下りし油送船

漬物石のなんと重たき

佐々木リサ

メタボの言訳いつもしてをる

ジャスミンティの香りひろがる

お蕎麦屋の陶の狸に月高く

︵於・墨堤庵︶
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連弾のピアノに心はづむらん

火山とし子

渡辺紗綾
坂本たみ

衣裳凝らして案山子ずらりと
ナゥ外苑の銀杏黄葉を掌に受けて

池の辺りにはぜる藤の実

西幾多

井上千代子

窓越しに招かれて出る月の庭
ゥ秋風にからくり時計踊り出し
タラップ降りる足も軽やか

リバイバルソング流るるケアハウス
眼鏡とり替へ﹁さて﹂とつぶやく

恩師にと買ふ地酒一本
早Ⅲ維紀子

自転車でゆっくり走る花の道

た

久に逢ひキスのあらしの嬉しくて

民

維

朝青龍に又もうんざり

と

平成二十二年四月二十九日首尾

浅瀬を上る若鮎の影

彼のうしろを歩むせつなさ
献立はどうでもいいの倦怠期

千

リ

深閑として末伏の寺

紗

月涼し高原のパオ照らし出す

ケータイ切ってけふは気ままに

幾

千

冗談の通じぬ人と居て疲れ
黄蝶もつれて垣根越えゆく

花筵寝ころんで読む文庫本

リ多幾民と千リ多た維リ干維多維た民た

八東京・かびれ

その二Ｖ

ナォ壬生狂言下戸の身振りのをかしさに

聞きもらしたる津波警報

早川維紀子

大竹多可志

ルパンに似たる人に抱かれて

絵手紙に暗号かくす術を知り

懐手して髭のマスター

歌仙﹃裸婦像﹄

乗合バスに道を讓られ

放牧の馬がのんびり尾を振りて

大山とし子

冬夕焼スカイッリーの徐々に伸び

裸婦像の胸の鼓動や春の雨
芽吹き急なる園の蔓薔薇

早田維紀子捌

蕗味噌に母のしぐさを偲ぶらん

あつといふ間に喜寿よ米寿よ

妻を捨てあとは野となれ山となれ

めくるめくラストダンスに時忘る

ふっと目が合ふ雑踏の中

ゥ行く秋の茶室使はれゐて静か

玲

千

公

と

河野玲鼓
小出民子

眩量しきりに今日は休業

仏飯を撒けば雀の寄って来る

木の香漂ふ鄙の工房

井上千代子

水野公子

小銭まさぐり求む新聞

ナゥヴィオロンの音色しみじみ聰く夜長

ふるさとの篝火に浮く花吹雪
海に向いて漕げるフラココ

秤雌二汁一一蓉乏叩一汁二冊蹄︵文音︶
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セピア色なる房の扁額

お結びをひろげる土手の親子連れ

と

民

黒猫便で届く秋茄子

帽子のリボン風にひらひら

公

空港へ続く新道月照らす

炎天のベンツに小犬乗ってをり

千

天心の月が付き来る塾帰り
声りんりんと鳴ける鈴虫

異国暮らしに仰ぐ夏月

民

地下道に聖書枕のホームレス

数の手習ひやっと十まで
燗漫の花に浮き立つ彦根城

と

玲

オープンセットに漂へる蝶

維千と民玲公千と玲民維千公〃と民千公

八東京・かびれＩその三Ｖ

羽場桂子捌

千公民節桂多

歌仙﹃初つばめ﹄

海までも見ゆる丘なり初つばめ

風にさはさは育つ明日葉

ナォうらうらと眠りておはす地蔵尊

そ知らぬ顔で奥の手を出す

かくれんぼ忍者屋敷に紛れ込み

降圧剤を忘れ悴む

抱くほどに細る定めか雪女郎
産後の寝顔なほもいとほし
マイホーム夢見て買うた宝籔

切紙細工趣味を越えゐて
地酒提げ師匠の機嫌伺ひに

文化財なる古き銭湯

月今宵下駄からころと影を踏み
おいまつ
世阿弥﹁老松﹂露をこぼしつ

ナゥ名人はひとりで入る茸山

デジタルテレビ多いチャンネル

ややこしいエコポイントの使いみち

オリンピックの補欠選手に

小籠ぶらりと陽炎の中

手締めして再会誓ふ花の下

秤雄一一汁一一一群十二朋三↑申唾︵文音︶
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可
代

弥生尽ホームページを立ち上げて

写真の腕が急に気になる
月皓と高階の窓てらすなり

母が作りしあまい干柿

爽やかにモーツァルトを弾き始め

熱い視線が首に来てをり

新所帯野菜刻むも相談で

バイリンガルは間合もどかし

支持率が下がり続ける新政党

おれおれ詐欺に弱い年寄

夏の月赤く現れたる檜山

瀬音にのりて河鹿鳴くてふ
留学の秘めし思ひを口にして
ファッション雑誌で埋まる本棚

花明り個展は人気呼んでをり
くるくる回す春のパラソル

永 水 小 木 羽 大
井 野 出 崎 場 竹

節桂千公民節桂千公民節桂子子子子子志

千公民節桂千公民節桂千公民節桂千公民

八束駁・かびれｌその四Ｖ

﹃折鶴﹄

心ゆたかに飾る古雛

ナォ貝を掘る人の多さに牌易と

もつれもつるる遺産州続

おしのびの源氏の君とはちあはせ

強き腕にからみつく髪

大竹多可志

あつと言ふ間に変はる内閣

風呂吹きに舌を焼きたる湯治宿

見越しの松の美しき雪吊り

きっちりとはや結ばれし赤い糸
小出民子

マジシャンのトランプ占ひ鮮やかに

小出民子捌

大川とし子

佐々木リサ

地酒かこんで喜寿の寄合

と

多

民

浅間山の麓なびく噴煙

今日もまた菜園かよひいそいそと

玄関さきを通る引き売り

ナゥ読み返す母の手紙に湧く秋思

金木犀のほのと匂へり

月光に那邸夢の如鳴きい

ゥ招かれし風炉の名残を楽しみて
そっと聞かるるメールアドレス

り

飛花落花縄文古墳ありとのみ

鈴木鈴子
西室允恵

秘密裡にはこぶ逢瀬の幾度も

允

リ
と

鈴

件

二什二響匡朋十地帥電︵文音︶

朧を渡る入相の鐘

あさま

水尾を残して沖へ出る船

鈴
民

多

遅筆通せし作者お見事

みんみん蝉が耳を攻め立つ

陽炎の中走りくる児ら

允

まんまるの月を歪ます夏の風邪

﹁ひょっこりひょうたん島﹂はどこへゆく

杜の奥より牡鹿の声

卒業生恩師囲みて賑やかに
写真も載せてブログ更新
薄雲を曳きて昇り来望の月

折鶴の影の艶めく春の宵

仙

山寺の句碑を訪ねるバスッアー
先頭を行く﹁かびれ﹂社の旗
百年を咲き継ぐ花に見惚れたる
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歌

允リと鈴多民允と鈴リ民多允鈴リと多民

ハ横浜・神田分教場連句会ｖ

本宝塚﹃内裏雛﹄
川名将義捌

大渋滞の虹の架け橋

高層のビル伸び続く新都心

想ふだけでは何も実らぬ

汗の月ふるさと遠くなるばかり

不死を願へば老老介護

結ばれし二人は神のおぼし召し

︵於・大倉山記念館︶

町内会の子らにふるまふ

隈厨にはホットケーキの匂ひ満ち

蝶も出て来よ星も出て来ょ

あたたかな気配りに遭ひたれば春

光陰を味方につけし内裏雛
毛既の緋の疲れほんのり
松原弘佳
松本碧
中村ふみ
川名将義

Ｅ

石舞台濡らせる花の雨ならん
ｌくっきりと立つ四方の山々

み

塑石

池川やすこ

初浴衣白き脳ちらちらと

弘

義

愛妻弁当後部座席に

空から落ちしとある仙人

義

平成二十二年三月二十日首尾
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出勤はアクセルを踏み手を振って

月の面のかくも痘痕に

頸石

み

レントゲン写真に撮らる尾紙骨

もみぢの谷のいま盛りなり

〃濁り酒大盃ぐひと飲み干して

弘

圭表

弘

一︶

み

烏の声当てっこしてる秋うらら

弘

恋を夢見ていつも湯冷めに

護美の袋を鴉争ひ

今生は天涯孤独雪をんな
腰に手を当てて慕情のポーズとり

当龍馬の像はみな海を向き

こ義弘みこ〃み碧義み

八東京・其角座連句会ｖ

歌仙﹃座・其角﹄
小林静司捌

土屋実

伊藤折口

小林静

大Ⅲに盛る熟れし桜桃

会の名は座・其角とや梅雨最中
スカイプの孫の笑顔にほだされて
二上貴

と

矢萩道

哲郎侠こ司夫哲侠夫哲こ夫哲こ侠哲夫郎

こもう・な

日向まぶしくむすび頬ぱる

ひなた

ナォ潮干狩寄居虫ばかりがよく獲れて

扉をあけるメランコリック

横山わ

横町の角で少年空見上げ

ァフリカに赤いポストはありません

心届かぬ重き恋文

地獄天国どこもおんなじ

街を行く手弱女振りの粋な奴

酒は辛口夢は甘辛

ホームレス詩人であって画家なりし

町長主役里の地芝居

月に吠えメーテルリンク探す烏

ナゥ川上は秋の蛙が鳴く落差
ドルせ
しがらみ草紙千弗で競る

可愛いいともったいないは日本発

︵於・新宿常圓寺︶

羊の毛刈る風の昏れがた

彼岸の寺に余白探して
休講の学生群がる花の下

平成二十二年六月十九日首尾
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写真はめぐる洋の東西

名月に思わず拍手するわたし
爽やかなれど科白ながなが
ゥ天折の佳人はいつも鳳仙花

恋敵にはつらき思い出

両親のどちらに祖国定むくき
とも

アリラン峠唄で越えゆく
朝ぼらけ鳥の自由を羨しめる

小惑星を探す東て月

出雲にて神在祭ひそやかに
坂田の打った銀が泣いてる
黒白はどちらがどうと判らない

裏の裏とは元の木阿弥

花咲いて一山力みなぎれり

聖週間は身を正すべし

哲司郎夫司哲夫郎哲司郎夫司哲夫郎子司

八堺・きさらぎ連句会ｖ

﹃天神も﹄
小池正博捌

朝のお粥をいっしょに食べる

由紀子

尚美

鋲

馨

吉文

ナォどこまでも唯ひたすらに揚雲雀

落書きだって芸術なのよ

愛妻はオリンピックのメダリスト

サバンナのキリンもゾウも伸び伸びと

癌慈弄

雀羅
吉文

いくさの好きな占い師消え

だるまストーブうなる安宿

冬銀河額に受けし星の声

癌慈弄

喬子

どこで切ってもペコちゃんのアメ

雨滴こぼれて濡らす敷石

ナゥ三歩出て一歩が萩に触れにけり

着流しは利休ねずみのめくら縞

鋲

〃

鋲

三酔
尚美

蕉肝
執筆

︵於・與喜天満神社︶

久々の道揺らぐ陽炎

平成二十二年四月三日首尾

金子清作

鈴虫すこし翅をやすませ

月今宵笛の調べも澄みわたる

隠国の初瀬の神に胸踊り
星野鋲

長岡千尋
小池正博
近藤蕉肝
松永直子
品部三酔
内山尚美
樋口由紀子

富川定女
佐古良男

よき山の谷より起こる花の風

武内癌慈弄

正博

よき話あれどキューピッド微笑まず

古墳蝕む憎らしきカビ

しゃぼん玉消ゆ飛んではじけて

青蚊帳に透かして見たる月の色

尚美

佛渕雀羅
永田吉文

飛鳥川おもいは淵に淀みつつ

偽造紙幣を使う学生

不運の後は次のドア開く

雀羅

墹肌喬子
伊藤馨

ボタン押す作業代行致します

軟障の陰に玉鬘臥し

うまくあわないお茶缶の蓋

真葛の蔓に足をとられて
ゥ結界へ誰を誘うか囮鳴く

夜の部の跳ねて帰りを照らす月

詩人全集売れぬ店先

水郷の加子もまどろむのどけさに

かこ

あちらには橋こちらには鶯

天神も転合飲みや花の宵

仙

桜には想うことあり船を待つ
持ち歌を替え名を替える春
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歌

八川口・ノ＼さで︑き その一Ｖ

磯直道捌

粁砿道

伸満直

﹁ぐい呑み﹄

窓辺に寄りて眺む名月

ぐい呑みの鈍き光や夜半の秋

合併なりて市となりし町

虫の音に緩急おのずからありて

宅配便の餅を取りよせ

久しくは古里離れご無沙汰し

ゥ大荒れの終相場に騒然と
手配写真によく似たる顔
燃やしてしまえ恋文の束

ぐれてやる妻は息子に首ったけ

トラストミーが国の舵取り

退院の日には揃っておめでとう
四龍でつくるドライフラワー
月に透く海月の骨のありやなし
カーナビは道なき道を突き進み

峠の雲は白く輝き

厨子の秘仏を拝む開帳

幸

1
1
1
1

咲き満ちし花に伝われきし哀話

節子節佳〃道満道満廣満〃廣道子佳伸道

才士

ナォ壺焼の栄螺の腸は抜けにくく

あなどられたる器用貧乏
旅プラン声はかけまい雨女
イエスかノーか迷う縁談

ふかふかの絨毯しかれたるサロン

レモンの香り消えぬ指先
寒鴉狙う野良猫尾を揺らし
トトロの森は深閑として

こわごわと水晶玉に見る明日

二軍選手は夢を追いかけ

未踏にはあらざる月の澄みわたり

等間隔に並ぶ藁塚

ナゥ退屈も風情の一つ木の実落ち

池の面乱す折からの雨

堂々の父のスピーチ仏藺西語

長寿のほとりうららかに暮れ
産土神の城乢の花の散り初めて

平和を祈り託す風船

平成二十一年九月十三日首

田

︵於・下北沢タウンホール︶

平成二十二年三月二十一日尾
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節

英

1

1

1

廣

森

小 青 磯
谷I￨｜

廣佳

'
'
1
村
ﾉ￨、高
川111

歌

道伸廣男子道〃〃伸道子満伸子伸子子道

八川口・くさくきｌその二Ｖ

﹃山の湯﹄

山の湯の夜長楽しや在の酒
灯りを消して月に吟ずる

人影のなき通学の道

白菊の幽かな香り漂いて

場げ饅頭は下町の味

磯直道捌

ナォ永き日を晴耕雨読陰者めき

熟年離婚やっと乗り越え

愛人も八十路過ぎれば唯の婆

後生を願い申す念仏

ふりしぼり﹁テッペンカケタカ﹂時烏

作るダム廃止のダムの基準なに？

滝のしぶきに淡き虹たち

渡辺ハツヱ

磯直道

観光バスのガイド棒読み

雨のち晴れの予報違わず

幕末の風雲児なる龍馬伝

数学の命題解かれ月今宵

ハ

永見徳代

佳

束浦佳子

早くおやすみ虫がすだくよ

佐
藤

澄

︵於・下北沢タウンホール︶

平成二十一年九月 十三ｎ首
平成二十二年三月 一十一日尾

春を惜しみてかわす盃

舞いかかる花びら隅にとどききて

少年野球麗らかな昼

ナゥやや寒く肌着一枚そっと掛け
何時の間にやら寄り添いし猫
特別区地名はなくて変わりたる

徳
舟木美代子

美

長濱喜代子

自転車の補助輪やっと外されし
汗の彦めるパパのＴシャッ
ゥひたすらに三社祭の準備なる

手持ちぶさたな不器用な夫

投げキスを違うおっさん受け止めて

美

川村昌江
ハ

柿の落葉の散りしきる庭

美

ワクチンの順番待てば死ぬ頃に

シルクロードの一幅の額

中天の孤高の月は寒々と

徳

ハ

大海原を進む客船

旅の夢いつしかきっと叶えたく

化杉とよ
深村素水
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仙

満開の古里の花あのあたり
おぼろに蟇るる苑の細径

(旦一

〃佳喜江と佳〃〃美徳佳美ハ徳ハ徳

母ﾇ史

歌

八川口︒／︑さ／︑き その三Ｖ

歌仙﹃連句碑﹄
連句碑の残んの花に逢わんかな

鴫りこぼる海峡の丘

磯直道捌

磯直道

大江加代子

守口薫
小川廣男
渡邊常子

村上孝枝
廣渡雪路

松田千佐代

井生素子
村上弘子
緒方幸子
佐藤鈴子
渡辺俊子
梁井弘實
梁井和子

土師満智子

妻の仕分けに鳩はポッポと

ナォあれこれと口ばっかりの四月馬鹿

婚活でやっと掴んだ玉の輿

伝統守る紙漉の技

うそつき河童お皿からつぼ
城下町絵地図はられた案内所

かまど猫灰打ちふるいのっしりと

創る素人使う玄人

古里しのびお手酌の酒
廃校は介護施設に様変り

手植の柳はらはらと散り

独り居をやさしく包む小望月

錆びたナイフを入念に研ぎ

ナゥ絵の鮭の片身削がれてやや寒く

裏木戸開くありなしの風

口ずさむ歌はいつしかナッメロに

︵於・小倉妙見山荘︶

霞の果ては朧おぼろと

奥山に枝垂れ桜の咲き初めて

平成二十二年四月十日首尾
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風車彩の逆光生れつづけ
嬰あやしつつ祖母のレシピで
月の出を待つ友すべて集いたる
パッチワークを仕上げ長き夜
ゥ赤い羽根帽子にさせる旅の人

昔の彼にぱったりと会い
喫茶店あのホテルよとメモ渡し

定期検診結果あきらか

方丈は機嫌よろしく挨拶し

端居の背中照らす満月

葦平の﹁麦と兵隊﹂なつかしく

佐藤ゑつ子

大川の流れ涼しき音を聞き
地震の跡は未だ荒れはて

ポリポリ食べる草加煎餅

薫

降り出した雨にしっとり花衣

山王祭準備いそいそ

執

筆薫ゑ満雪孝千和實俊鈴幸弘素加常廣直

磯直道捌
廣 伸 美 節 道 佳 直
代

八川口・くさくきｌその四Ｖ

歌仙﹃会津路﹄
会津路の花の遅きを旅情とす

朧の月のかかる山の端

ナォ目刺焼く匂い漂うこの辺り
出戻りの娘はそっと庇われ

棚のワインはヴィンテージもの

微笑めば頬に可愛い片笑窪

初雪だよと踊る妖糒

聖樹とて小さき樅の飾られて

青雲の志も闇米の値も

Ｄ別は煙吐きつつ行く荒野

しみじみと昭和回顧の美術館

後手後手となる猪の対策

濠にせり出す松の大枝
村雲に漂うている月の舟

ドレミの歌を口ずさみつつ

ナゥ買い替えし電子辞書ひく文化の日

異国への夢誘う海原

キッチンの戸棚スパイスぎっしりと

故里に守り継がれる花万朶
句碑ひっそりと陽炎の中

︵於・下北沢タウンホール︶

平成二十二年四月十八日首
平成二十二年八月十五日尾

− Q
7 −
′ 』

にこにこと雛に扮した児等ならび

壁に貼られしパパの似顔絵
聞き慣れし靴音に耳澄ます猫

川面に映る葉柳の影

ワ夏場所を前に賭博の騒ぎ起き

イケメン落とすお局の技
なまめきし下着の色に目が眩み

奪衣婆にらむ薄暗き刻
反省と道化の猿は頭下げ

一と日終りて芙蓉閉じたる

名月は団地の狭き庭に射し
思い出したる糸瓜忌のこと
手術してはっきり見える本の文字

達磨落しの輪をボンと抜き

幻に薄墨桜散りカ則
カ述リ

蜂は迷わず虻は気ままに

小 小 舟 廣 岩 東 磯
川 谷 木 田 垂 浦

男〃道佳伸子佳子〃〃道子〃佳子佳子道

〃〃佳伸美道佳道廣伸廣美〃佳美〃佳節

八川口・ノ＼さノ︑きＩその五Ｖ

歌仙﹃鳰の湖﹄
鳰の湖の旅情は花の色をもつ
寄り添いながら残りいる鴨

朧月匂うばかりに窓近く

磯直道捌

磯直道
仁杉と︑よ

永見徳代
徳
渡辺ハツヱ

佐藤澄江
永雄瑞子

行方不明の猫の戻りて

ナォまた友の鬼籍に入るという便り

淑やかなれど道ならぬ恋

大好きなショパンの曲の流れつつ

結婚をあきらめてよりさばさばと

静けさ破る庭園の虫

香り豊かなジャスミンの鉢
ハンモック揺れて幼子夢の中
世継となる身何も知らざり
今こそと千手観音あらわれて

句会のあとの麦とろの膳

名月に浮かび出でたる城美しく

設誉褒既は相半ばせる

光のどけき故里の空

初花の便りきかれる昨日今日

長
濱

号

︵於・下北沢タウンホール︶

平成二十二年四月十八日首
平成二十二年八月十五日尾
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拙槁集め出版の沙汰

つつがなく生きて卒寿を迎えたる

冬帽いつか顔の一部に

と

瑞

ひきこもりいて家長失格

雨降ればテレビのゴルフ楽しみて

ゥ雪起し妖怪達の気配して

与野党競う参議院選

ハ

ナゥ風見鶏いつでも風に身を任せ

せめてもの体力作り妻と我

瑞

とんび

″

徳

〃

田舎暮らしのふたり悔いなく
この山に巣のあるらしく鳶舞い

天高くして月は清かに

″

めでたくも不老長寿の菊の酒

錦まといて龍田姫笑み

ハ

と

オークション大正ロマン漂う絵

試歩を延ばせる暖かき町

澄

咲き満ちし枝垂桜に見とれたる

なお健やかに田を打てる父

−

澄喜ハ瑞徳子瑞ハ〃瑞ハ徳瑞ハ瑞と瑞澄

，
H
＞

1N

八川口↑／︑さノ︑きＩその六Ｖ

磯直道捌
笑弘徳佳伸直笑廣徳佳伸直廣徳佳伸直昭

夏座敷
歌仙﹃﹂
万葉と古今を枕夏座敷
涼しき風の鳴らす風鈴

手土産の菓子折そっと差し出して

形よるしき裏山の杉

敷物ぱさと叩く三下

ナォ音曲に歌舞伎落語に黄砂降り

廣男
直道
伸子
佳子

御法話の余韻はつとに消えてゆき

痛みに崩すジーンズの膝

渡辺ゆきえ

斑猫が知る拉致の消息

︵於・永見邸︶

廣男

永見純

徳代
弘子
笑三

ゆきえ

徳代
弘子
笑三
廣男
直道
伸子
佳子

楚々と咲く姫百合の香の渡りいて

寄り添いてお結びわける二人連れ

いい加減にとそっぽ向く顔
両親にわびる寮費の使い込み
ローカル線を乗り継ぎし旅

ケータイで撮ったる月の小さきこと

句碑ひっそりとやや寒の径
ナゥ朝霧をさきて響ける鹿の声

平城京の影は幻

何事か常用漢字どっと増え

お玉杓子の連なれる池
燗漫の花の下なる宴盛ん

麗ら麗らと防人の歌

平成二十二年七月三十一日首尾

−99−

皓々と立待月の昇るらん
ゆらりゆらりと馬追の髭
ゥ亡父を真似糸瓜の水を瓶に採り

故郷の友誰も健在

マドンナと云われし女のにこにこと

相々傘で切通し行く

枯蔦に汐騒からむ朱の鳥居

月見る狐雌雄並びて

﹁二番では駄目なんですか﹂のたまいし

叩りてむせる﹁賀茂鶴﹂の美酒

めでたさは豊礫として米寿翁
スカイッリーはぐんぐんと伸び

河岸をつかず離れず花筏

番の蝶のもつれたわむれ

小 笑 小 永 東 小 磯 立
烏 亭 川 見 浦 谷 川

三子代子子道三男代子子道男代子子道郎

八川口くさくきｌその七Ｖ

歌仙﹃秋分や﹄
秋分や一歩一歩を確かめつ

月の出おそく遠き汐騒

毬栗のはじけし小枝生けてみて

門に鎮座す陶の番犬

磯直道捌

磯直道

田舎暮らしで夢を育てる

ナォふらふらと煤けし顔の孕み猫

見合いの後に受ける吉報

思い切りトランペットを吹きまくり

しぶき飛び散る噴水の前

化粧濃くそわそわとするデートの日

とりどりの薔薇の香りにつつまれて

無事退院となりて感激

古川絹子

堤瑛子

とっときの酒おもむろにたしなめる

句帳歳時記傍らに置き

磯みどり
股Ⅲ節子

ぶらんと下がる蓑虫の糸

月今宵朱の欄干を照らし出し

塾通いおやつ噛み噛み忙しなく

ハツヱ

渡辺ハツヱ

平成二十二年九月十二日首尾

瑛外絹節柳瑛節外節ハアハ瑛ハ瑛絹外

i
1
1

︵於・蒲田医師会館︶

黒塀を背に見事なる花吹雪
蝶々とまるブロンズの像

草餅を売る茶店近くに

くもりたる眼鏡のレンズ拭いつつ

電車遅れて句会遅刻し

ナゥすすき野はいっせいにゆれ銀の波

あっという問に伸びる若竹

絹子

森登

絹子

ゥ梅 雨 晴 れ て く っ き り 見 ゆ る 筑 波 山

母の年忌に帰るふる里

川村外男

土産負い画帳小脇にいさみたち

始発ホームに流す童謡

ケ

ハツヱ

外男

登

″

節子

ハツヱ

逢引のホテルは街のややはずれ

忍ぶ恋路をつつむ角巻

枯枝を透かし三日月くっきりと

漣もなく静もれる池

なつかしぐペリーハリスの名を聞いて

開港記念洋酒乾杯

つつがなく老樹の花も咲き揃い

風きらきらと光る神苑
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浜

森

子男子子子子子男子ヱ子ヱ子ヱ子子男

〃 ツ イ ツ ツ

八川口︒／＼さ／︑きＩその八Ｖ

と と と 喜 ふ と と 千 ミ 直
も 代 み も

磯直道捌

佐

歌仙﹃川風に﹄

雲はれ渡る玲朧の月

川風にたゆとうのみや釣舟草
とりかこむ山々なくて秋の色
下校の子等が列をつくって

世間話に麦茶出さるる

ナォ上京の吾子を見送る春の駅

人生行路なるがままにて

まねき猫棚の上にて何を待つ
はたきではらり宝くじ落ち
ひとり酒ちびりちびりと初鰹
からから鳴れる矢車をきき

好きだったあの人は今どうしてる

夫に内緒の旅の思い出

九十九里寄せては返す砂浜に
引き綱とかれ犬はとびはね

望月の方へ穂芒なびきたる
案山子の眼宙をさまよい

ナゥ瞑想を断ち切るごとく虫の声

そっと閉めたる病室の窓
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店先で煎餅を焼くいい匂い
ゥ姫と鬼・鉄砲もある百合畑

いつの間にやら雨となりたる

楽しみな週末孫が来るという
うららかにして喜寿の御祓

花吹雪野点の席は華やぎて

茶を摘む影のなだらかな丘

︵於・下北沢タウンホール︶

平成二十二年十月十九日首尾

と と と と と
も
も
も

執

休みとなれば道は渋滞
国民は予算の額に仰天し

愛編み込みしマフラーもでき

晴れ男彼を信じて明日デート
くに
故
郷の父母想う一刻

宿坊に鐘の音きこえ寒き月

松葉杖つき出社した日日

定年の辞令を送るファクシミリ

つと舞い翔ちし白い蝶々

ふっくらと花の蕾もひらきそめ

長 渡 梅 仁 岩 枇 磯
漬 谷 主 杉 本

よ千ミ直喜ふえよ千ミ直子子えよ代サ道

筆喜ふえよ千ミ直喜ふえよ千ミ直喜ふえ

八川口・くさくき川口支部ｌその一Ｖ

歌仙﹃絹のドレス﹄

麗かや絹のドレスのしなやかに

リラより生れし妖精の舞
子雀の振り落とされてまた飛んで

三井佐恵捌

三井佐恵
″

稲川久見子

安藤君子
鈴木裕子

落語ブームに市井明るく

つ〃裕佐節君昌治佐江裕佐君佐子裕〃佐

ざ

ナォ万愚節戯れ絵を描いて高笑い

いつもより濃くつける口紅

幼妻モンローはだでゆくしゃべり

棚に置かれし焼物の虎

不夜城のスタンドバーに美酒ずらと

寒風の町背中丸めて

意志かたく一日一句冬ごもり

ポコポコの点字ブロックたどりつつ

ピアノの響き世界絶讃
古里の丘の真上に望の月

言葉少なく通夜の挨拶

小さき草の実ひそとこぼるる
ナゥ初雁の低く汐の香満ちてきて

天神様は学問の神

あの事もこの事もみなセピア色

悠々浮かぶ春の白雲

︵於

節

昌

川口市西公民館︶

黒髪に花惜しみなく散りかかり

平成二十一年四月十六日首
平成二十二年二月十五日尾
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いつも笑顔のママのお迎え

阿部愛子
福川里ん

ささやかに里芋茄でて月を待ち
いつしかすだく縁のこおろぎ

ゥ野佛に誰が活けしか菊の花

佐

酒井つね
つ

裕

北京の空に上がる日の丸
嬉しげに絵文字並ぴてＥメール
イケメンなれど背丈いまいち

治

佐藤治子
大堀春野
熊井文子

鈴木禮伊子

里

″

端居して水割もよく仲も良く

夕立去りて煙と照る月

黒猫ののそりのそりと塀づたい
おどけた仕草チンドン屋行く
バスに乗り旅は道連れ友といて

のどごしのよき名物の蕎麦

満開の花にさそわれ車椅子

霞の中に浮かぶ山々

l [ I 新
村 相

八川口・くさくき川口支部ｌその二Ｖ

歌仙﹃春宵や﹄
安藤君子捌

朧月夜の潮駁の町
新相拷即

笠原悦

安藤君

入学の準備は多忙親も子も
家族揃って囲むテーブル
拍村誠

春宵やうるみがちなる岬の灯

降りしきる雨に狭庭のしっとりと

服部且︲

ナォクラス会参加する人同じ人
ラヴアゲインは幼馴染みと
逢う度に拡がってゆく未来像

小さき出窓に飾る地球儀

暖房のよくきいている応接間

寒さこらえて街角に佇ち

三脚をたてて撮りいる電波塔
昆布のおむすび母の手作り
突然に故郷からの計の知らせ

流れ静かなみちのくの川

稜線をくっきり照らす望の月

菊枕して明日を祈りて

ナゥ教会の鐘の音間きて爽やかに

貸農園の一坪の土

そこここに忘れられたる道具箱

行き交う人とかわす挨拶

早咲きの花のアーチをくぐり抜け

若駒跳ねる牧はひろびろ

治

佐
藤

︵於・よみうり文化センター川口︶

平成二十二年四月二日首
平成二十二年八月六日尾

−103−

岡村寺利

龍馬も越えた峠道行き

桜庭康

棒に巻き付き咲いた朝顔
一人旅入道雲と連れたちて
酒有りてテレビを前に夢をみし

風に任せて揺れる穂芒

尻尾ときどき動くでぶ猫
懸命に鳴き続けいる法師蝉
アラフォー過ぎてやっと落ち着き

夕月に恋の成就を御願いし

老舗の菓子屋並ぶ草餅

医者の前立てば血圧上がり出す

五重塔はるか彼方に花の山
堰に向かっておどる若鮎

節早〃〃節悦節君誠夫苗悦節子子可子子

誠〃君悦早君和誠〃君〃早〃〃悦子悦和

八北九州・くさくき北九州支部ｌその一Ｖ

濱崎琴代捌

孝 常 琴
薫
〃薫常孝常琴孝〃常薫孝薫孝常枝子代

歌仙﹃大寒の﹄
大寒の山籟海に出て吠ゆる

水仙ほのと白き灯台

辞令受けカバン一つで赴任して

家族の写真額に飾られ

Ｂ級グルメ競う鉢巻

ナォ彼岸会の鐘がひねもす鳴りひびき

刹那の恋に生きる悦び

コスプレの少女フェロモン撒き散らし

貰われていく猫は三匹

停戦も虚しくつづく自爆あり
ネット社会に東てるこの頃
冬帽子すこし斜めにかぶる癖

定年同士差しで酌み合い

声あげてナイスショットのＶサイン

塒に帰る鵯の群れ

月皓と川面流るるシンフォニー

ナゥ迎え火を焚けば悌重なりて
遠き日憶う雨後のひととき

機関車にむらがり寄れる親子連れ

夢が夢呼ぶ長楼の丘

そぞろ歩きの長閑なる午后
いつしかに花の蕾は開き初め

平成二十二年十二月二十二日首

執

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成二十三年二月二十四Ⅱ尾
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童唄子等の歌いし月ならん
木の実拾いてポッケふくらみ

ゥ衣被旅の料理に舌鼓
いよよ艶めく湯上りのひと
ゴシップも芸のうちとて梨園妻

野面に凛と立ちし碑

リハビリの効果見事な歩きぶり

涼しき月のぽっかりと浮き

御社は祭太鼓に賑わいて
過疎となりたる少子高齢
中国の渋る輸出のレアアース
マジックショーに鳩がでてくる

太閤の賞でし古苑に花の舞
畑打つ人の遠くかすかに

村 守 渡 演
上 口 遜 崎

筆孝薫孝常琴常孝常薫常薫孝〃常薫孝琴

八北九州・くさくき北九州支部ｌその二Ｖ

歌仙﹃散紅葉﹄
散紅葉鐘楼ひそと刻ゆかす

水鳥群れてたてる細波

集いきて積木する子ら賑やかに
シフォンケーキの出来立ての味

山口安子捌

山口安子

モンマルトルの丘のアトリエ

ナォふらここを空まで漕げば湧く希望

言い寄る娘星の数ほど

デビューせしロミオの役は大当り

囲炉裏を囲み想う故里

かりそめの咳が続いて治らずに

不景気に葉物野菜は値上りし

安

遮断機を待つ間に仰ぐ三日の月
どんぐりころりころと転がり

のっぺらぼうに追い越されたる

宝識買い億万の富

橋本美智子

産土神の宮に参拝怠らず
鈴

排即

佐藤鈴子
稲川節子

風に吹かれて揺れる蓑虫
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月皓と高層ビルを照らすらん
ゥ弥次喜多を気取り旅籠の今年酒

彩とりどりに浮かぶ風船

流行のＢ級グルメ長い列

取材の旅はカメラ持参で

ナゥ笛の音に秋の名残を惜しみつつ

僻即

″

鈴

安

粋な女将の白い衿足

イケメンと不倫の噂たちまちに

知らんぷりして尻尾ふる猫

野の果てまでも燃ゆる陽炎

大和路は今満開と花便り

成就せぬ就活なれどあきらめず

美
安

鈴
美

簾ごしなる月は歪みて

連絡船の通う沖合

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成二十三年二月二十四日尾

平成二十二年十二月二十二日首

レトロ街噴水高く虹を生み
久し振り米寿の父を訪ねゆき

鈴

排即

″

稜線しるき四方の山々

花の香に釣釜ゆらぐ薄茶席
胡蝶の舞のいとも軽やか

執

筆節鈴安美節美安鈴節美鈴節美安鈴〃美

八北九州・くさくき北九州支部ｌその三Ｖ

歌仙﹃連句碑の﹂
連句碑の言の葉草よ蔦紅葉

ナォ耳疎くパントマイムのような日々

恋はすてまじハンサムが好き

涙して韓流スター追いかけし

あの地へ急ぐ飛行機の旅

豪華看板店舗改装

汗のでるニンニク料理おしまいに

個と組織目指す方向真反対

梁井和子捌

松旧千佐代

梁井和子

上司の意見傾けもせず

川の瀬に餌をとりあう鴉鳩

城戸雅康

天を突きさす甲高き声

一一一喜玲子

テレビをみたりゲーム熱中

観月の茶事和やかにひらかれて

千
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山の端ほのと匂う夕月
運動会自慢話の孫寄りて
千

穂芒背ナに撮りしスナップ

和

ナゥ原爆忌戦火くぐりて今を生き

冬囲いする父の両腕

千

癌癒えて心安らぐビルの窓

隠居となりて集う友垣

玲

愛犬は尻尾ふりふり吠えまくり

若きカップル抱擁の影

ゥ紅白の佗助咲かせ庭の隅

和

和

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成二十三年二川二十四日尾

平成二十二年十二月二十二日首

古雛飾る準備あれこれ
大寺も社もうずめ花の陰

−杯くめば二杯三杯

千

千

雅

僕は平妻ははやりの社長業

玲

祭嚥子で賑わいし街

波よする島遥か沖合

災害の対策協議乱れとび

ぽつぽつと恵の雨が降りはじめ

雅

枝から枝へ蝶の舞いたつ

てるてる坊主あすは入学

玲

雅

眠気をさそう風は暖か

思い出のかたみの浴衣月涼し

故郷は視野のかぎりに花満てり

玲千和雅玲千和玲雅〃千雅和〃千玲千和

八北九州・くさくき北九州支部ｌその四Ｖ

歌仙﹃返り花一

ナォそれぞれの棚田に立ちし種案山子

朝霊の中届く新間

私の子です産むわひとりで

イヤリング片方無くす彼の部屋

寒雷一つ高く転がり

川の面に小石の波紋ひろがりて
佐縢ゑつ子

マフラーと帽子まぶかに地下鉄へ

佐藤ゑつ子捌

返り花余生の夢にほぐれたり
土師満智子

広渡雪路

携帯電話送る写メール

たくましき父の胡座でぐっすりと

和紙の小箱に赤いお手玉

ナゥ雨を聞き夜長に開く遺稿集

爽籟ひびく産士神の杜

中天に雲の架かれる小望月

卓上飾るビードロの瓶

炊き出し待ちて長き行列
留学で先端医療目指したる

風やわらかく渡り来る鵺
長政子

買物のメモしっかりと書き留めて

日課となりし犬のお散歩

奉ヨ

満

ゑ

″

幸ヨ

坂道を登れば眼下花霞
若駒駈ける牧は広々

平成二十二年十二月二十二日首

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成二十三年二月二十四日尾
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背ナの孫十五夜さんを歌うらん

柚餅子盛られる手捻りのⅢ

満

政

ゥ剥落の維新の土塀秋の旅
カメラの先に梅処尼の像
終生を捧げる人は貴方だけ
ラブアゲインの酒に酔わされ

ゑ

政

政界を揺るがす怒濤次々と

喫煙場所を示す矢印

政

満

法要を済ませて涼し寺の縁
葭管透かして見える月光ゲ

〃

満

井生素子

粗挽きのコーヒータイム寛ぎて

低く流れるバラードの曲

故里に残る記念の八重桜

卒寿の恩師囲む蛤鍋

執

筆雪〃素満ゑ満雪満ゑ雪素満素雪ゑ満素

八堺・くさくき堺ｌその一Ｖ

くさくき堺支部
発足七周年記念連句集に寄せて

ナォ代々のしきたり守り雛かざり

狭い間口に染めのれん掛け

晶子詠む奔放の恋胸をうち

君を追いかけシベリアを行く

岸壁に打ち寄せる涛荒々し

歌仙﹃穂波かな﹄
中沢昌重捌

ナゥ弁当に入れる薑薄紅で

廊下を走る幼ナ可愛いく

仰ぐ青嶺のしるき稜線

食卓に仔犬背伸びしせがむらん

ワ時烏聞きつ身支度旅の朝

見様う見まねで家庭菜園
駐在に自転車止めてむだ話

雲払い森羅万象望の月
体育の日の若者の声

いざの時決意を胸に整然と
魚焼く煙部屋にたち込め

踏み締めて杖を片手に富士詣
心ひきしめ皆んながんばる

空にひろがる花火満開

中沢昌重
岩本朝二
大谷信恵
加縢貞子
河村弘子
北演祥子
佐藤允子
塩川清子

爽籟をともに喜ぶ穂波かな
黄金の色にきらめける月

トンネル抜けて土砂降りの雨

杉美鶴

鄙の花咲くも散れるもひっそりと

連理の枝の卒寿めでたく

高須節子
田端幸子
真伏晴美

昨日も今日も長閑なる午後
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新酒酌み句座賑やかにはかどりて

厚化粧乱るるままに抱かれて

信

︵於・マーガレットハウス︶

平成二十二年十二月二十五日尾

平成二十二年十一月五日首

蝶が舞い込む向う三軒

﹁外郎売り﹂の演者交替

朝

無住寺の慈母観音のやさし笑み

月冴えて目深にかぶる赤い帽
おでんをつつく独り屋台で

貞

允

祥

弘

すでに早や始発電車もいでゆける

挨拶交す心和やか

夢はぐくめる暖かき郷

世界一大仙古墳花の雲

節朝昌晴幸美清允祥弘貞信昌晴幸節美清

八堺・くさくき堺ｌその二Ｖ

し高須節子様八十八歳を祝して
歌脇起仙
﹃米寿﹄

北濱祥子捌

北涜祥

高須儘即

世も穏やかに卯歳新春

書き初めや﹁米寿﹂の文字を筆太く

大谷信

河村弘

加藤芦貝

岩本朝

日溜りに集う雀のさざめきて
よちよち歩く幼ナ手を出し

夕べの膳に零余子飯載せ

故郷の山静もりて望の月

塩田清

真伏晴

中沢日日

Ⅲ端幸

佐藤允

ワちちろ鳴く琵琶湖々畔の別荘に
地デジのテレビやっと届きて

杉美

甘くせつなき若き日の恋

君なしで生きてはゆけぬその笑顔

進駐軍の帽子斜めに

玄人に優るアップルパイの味

海霧の四馬路のうるむ月影

ジャズ唄う白きハンカチ握りしめ

和綴じ資料を読みっ見学

境内の観音様は慈悲深く
女学生花燗漫を称え合い
夢かうつつか朝寝たのしむ

ナォエイプリルプールに当たる宝くじ

祝うて三度金盃の酒

いつとてもお浦落じょうずな節子さま

ステンドグラス映える教会

だしぬけに窓ふるわせる冬の雷
寒弾きの音のはたと鳴り止み
身を尽くし医師の夫を支えきて

熱き想い出イタリアの旅

歴史ある博物館を堪能し
鯉ゆったりと中庭の池

月仰ぎ永遠の平和を願うらん

豊作なりし村の賑わい

ナゥ便りする栗も胡桃も熟れたよと

施設に届く善意数々

元気よく児らは仔犬と駆け廻り

真青な空に佐保姫の舞

記念樹の花はんなりと綻びて

マーガレットハウス︶

匂うがごとき野辺に陽炎

︵於

平成二十三年一月八日首
平成二十三年二月二日尾
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』

幸弘信貞朝祥美重子鶴子子子子恵二丁

晴昌信朝幸美清允弘貞信祥朝晴昌允美清

八堺・くさくき堺ｌその三Ｖ

初富士や百歳秘めて聾え立ち
真伏晴

佐藤允

﹃初富士や﹄

仰ぎ見てたつ淑気満つ中
中沢日日

佐藤允子捌

どこからか幸いの風流るらん
大谷信

允

北演祥

信

日日

晴

観月に集う老若異邦人

アラフォーの競う婚活華々し

祥
允

予後の身のいと良好に有難く

蚊造りのけむり屋根の月へと

允

祥

信

日日

晴

政変ドミノ世界ひろがる

晴
日日

花満ちて﹁花咲爺﹂も扇振り

夏木立マニア集いて詰め将棋

逃した魚数知れぬ程
帆船の進水式は厳かに
頭上悠々かもめ旗回

絵どころ誘う床の掛け軸

ゥ透きとおる神に捧げる新走り

庭のちちろに耳をかたむけ

お手前美しき抹茶頂く

仙

浮かれ賑わう春の宴席

ナォ入園児日だまりを背にカメラマン

鈴鳴らしたり笛を吹いたり
イタリアへ長友選手武者修行

宿舎の窓に吹き付ける雨

いつの世も三寒四温ままならず

僧侶並びて冬安居へと

集中し邪念妄想打払い

彼ひとすじの今のしあわせ

婿殿は育児料理も大得意

健康こそが何よりのもの
広野原静寂に浮かぶ月今宵

母しのばるる下冷えのころ

ナゥバス和むみちのくの旅紅葉狩

家苞にする香のものなど

早朝の野菜畑は絶好調

笑いョガして心うららに

愛犬と花散る土手を駆け抜けて

霞にとけて消えるスカーフ

秤鰄二辻一一嘩十一一一朋二汁一一一叩壗︵文音︶
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歌

重美子子恵重美子子恵重美子子恵重美子

執祥昌信晴允祥昌信晴允祥信昌晴允祥信

筆子重恵美子子重恵美子子恵重美子子恵

八松山・興聖寺連句会ｖ

半歌仙﹃連句碑に﹂

名残の月の静かなる苑

連句碑に木の実時雨の音やさし

ブランド物の服とスカート

虫籠を抱きし子等はにこやかに

冷素麺を囲む食卓

繋がれしミニ豚いつも大人しく

ゥ祭笛聞けば心のうきうきと
﹄︶

岡本眸捌
岡本眸
紀伊郁子
山田昭子
大〃西女
川嶋七重
井ノロカズ子

高木潤
福井泰子
潤

百合田紀子

昭

眸

夢は世界へ羽田空港

︸﹂

この娘誘おかあの娘にしようか
スムーズに事が進んでゴールイン

広野に現れし鶴の気高し

力

西

強権に屈せぬ人に平和賞
座敷童がひょいと顔出す

紀

有
泰

七

うち解けて雪見の宴の月を愛で
円相の文字を一気に書き上げて

伽羅の香りを運ぶ春風
鯉跳ねる花燗漫の池の面
弥生の山にしのぶ友垣

平成二十二年十月二十三日首尾

︵於・岡本宅︶
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ハ神戸・神戸の風ｌその一Ｖ

新連句﹃神戸の風﹂

山野幽草うたふ子燕

神戸の風と名乗り上ぐる日青葉潮

動き始めた高速道路

内田美子捌

宇宙基地からユートピア説く

あけぼのやラジオ深夜便耳に慣れ

アキバ系やらヒルズ系やら

昨夏より田舎暮らしと茄子届き
ミシュランの星あげつらふ晩
瓜

酔狂よ雨夜の月の品定め

胸に高々オベリスク塔

ぴいとひと声春日小牡鹿
畜産農家せめて干草盆棚に
手製ミサンガ鮮やかな色
凱旋の選手に芥々落花飛花

平成二十二年五月三十日首

中
川

︵於・海岸通エレガーノ神戸︶

平成二十二年六月二十七日尾
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団藥の朝餉に広く窓開けて
ヴァーチャルの猫と家鴨のフラダンス

拍手喝采けふはご馳走

″

子 子 子 子 子
一昂件磐十

幸子

嘉代子

美子

Ⅲ

紺碧の龍馬渡りし海の涯

寒稽古なり兄ちゃん袈裟がけ

喧騒の市場饅頭湯気立てて

ダッフルコート懐炉落とすな

嘉代子

美子

切 内 武
櫛 田 枝

秘めやかに兵士ねむれる墓地の風

雨だれ耳に恋に恋する

名付ければメリーウィドウ今年酒

嘉幸嘉美幸
代 〃 代

子子子子

I

子子子子子子

美妙幸美妙

幸妙幸美妙幸

I
Ⅱ

子子子子子子

子子子子子子

ハ神戸・神戸の風ｌその二Ｖ

美幸美幸祐美

内田美子捌

美幸美幸美幸

美子

武 渡 内
枝 辺 川

新連句﹃鳩連れて﹄

肪の綱を震はせる東風

鳩連れてくちびるに歌夏隣
あやとりの梯子祖母の手節くれて

優勢種とはとても思へず

野菜のハウス畝は真っ直ぐ
土管から犬が人の世眺めをり

３Ｂ鉛筆トンボの目玉

聞き書きの﹁葛の松原﹂秋燈下

安保反対むかし五月は

超低空坂東太郎の九十九折

寅さん鞄が旅の道連れ

風死して日本地図這ふ団子虫

Ⅲ

カプセルに昭和の子等の月祀り

栗きんとんはちゃぶ台の上
丑三つの柱時計のくぐもりて

今宵メールは着信拒否に

罪の頬親指で拭ひたまひしを
波間ただよふメビウスの帯
Ｖ
Ｉ

海底の都も花の吹雪とや

揚がるひばりの声は無心に

ふんはりとイースト菌の目醒めどき

頬紅さして七つ子詣り

ぺダル踏むイスカンダルはあのあたり

ミューズの神に愛されし君

平成二十二年四月二十七日首

幸美幸美幸美

幸美幸美幸

子子子子子子

子子子子子

︵於・海岸通エレガーノ神戸︶

平成二十二年五月十七日尾
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のれI

Ⅱ

八盤Ⅲ・ころも連句会ｌその一Ｖ

﹁柴の仔犬﹄
石川葵捌

徳永あきこ

石川葵
矢崎藍

ずっとノックをしてる玄関

ナォもう死んでよいはずの年土匂う

断腸亭が大あくびする

顔見ればまずはお世辞の営業マン

女の意地にはらり降る雪

猪牙舟の三味の音こぼれ隅田川

ドル安円高元の動向

ピンヒール楓爽と行く冬薔薇

藍

化学療法しばし休まん
月光に天使の翼透き通り
尖塔の影伸びるやや寒

煮卵をくつ甲色に煮返して

枝

南田桃里
谷本守枝

秋の湊に漁火の群

ナゥ沸きました喋るお風呂の声さやか

ビーズ細工のストラップ揺れ

ゥ零余子飯夫居てこその厨ごと

葵

あ

藍

枝
あ

北方領土に月は涼しく

藍

何にでも絡む政界夏終わる
駆け抜けて行くトライアスロン

藍

里

あ

カーテンを引いて学校また休み

羅漢笑って山も笑って

︵於・桜花学園大学︶

平成二十二年十一月十六日首尾

花陰にショパンの楽譜めくる風
しゃぼん玉吹く夢のかずかず

ぱつくり口を開く蛤

横綱の連勝止まる六十三

じいじゆっくり二合半の酒

紬の袖に隠す艶文

枝

里

白刃を渡る激しき恋をして
昨日も今日も俺は忘れた
こつこつと蓄えをする大鴉

夕月に梯軋ませ天守閣

ボランティアガイドはご当地批にて

石蕗咲いている池の日だまり

静寂分け鶴はけれいと鳴きにけり

ｲ
l
l
l

漢字嫌いの帰国子女です
拾われた柴の仔犬の花の庭
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歌

里藍葵藍葵里藍葵あ枝藍里藍葵藍枝藍枝

ハ豊田︑ころも連句会ｌその二Ｖ

﹃吉備路の旅﹂
間瀬芙美捌

板倉へ口

稲垣渥子
川川慶子
間瀬芙美
伊藤良重

ナォオレンジとムール貝盛るマーケット

国籍の無い色と匂いと

口笛を吹けば老犬振り返る
支持率低下止める術なく

すき焼の葱ふつふつと焦げ付いて

ダウンコートの中はＴシャツ

はだ︑え

夕闇に透ける肌を慈しみ

晴れて夫婦になりし江姫

とんからり山里深く機を織り
回覧板に押したシャチハタ
渥

名月に宇宙への夢膨らませ
九谷の杯に菊を浮かべる

ボランティアして一単位取る

山脈越えて烏渡りゆく

慶

カスピアン・シーすべる夕東風

執

︵於・桜花学園大学︶

平成二十二年十一月十六日首尾

ベコの首振る春光の窓

園庭に咲き零れたる花の笑み

雛あられを分ける小袋

情報の即時伝わるデジタル化

介護事業に新規参入

ナゥ秋の野に米寿の父の車椅子

ナンを焼く煙の昇る町をみて

ななほしてんとう手に女の子
三才で習い始めたバイオリン

涼やかに命生み出す月の水

初転法輪の菩提樹の下

彼が作ってくれた弁当

嫌いから始まる恋のエトセトラ

良

良慶良渥〃合慶良渥

ゥ地芝居の忠臣蔵の大太鼓
レンタル予約するＤＶＤ

グランドのフェンスに消える細き月

打ち揃う吉備路の旅や散紅葉
霜降りかます売られたる店
代々の半纒受け継ぐ息子いて

仙

褒めて煽ててわたす勲章
獅子頭ある王の椅子花明り
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歌

筆合渥合良渥合渥良芙良合良合渥慶渥芙

八蝋川・ころも連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃サンタ﹄
伊藤良重捌

ナォ山頭火菜飯食いしと碑の残る

教科書に書く名前ひらがな

ドル安円高インフルエンザ

久しぶりこれはこれはと年をとり

サッカーの勝者がかざす銀の皿

月を見上げる獅子の彫像

北国の琉珀の酒を口移し
波の響きを遠く近くに

子らの声聞くやサンタの現るる
伊藤良重
川川慶子
繁原敏女
長坂節子
矢崎藍

エレベーターに蜥蜴乗り込む

都条例コミック類を葬らんと

藍

野原を駆ける若駒の群

花の街モーツァルトのカンタータ

雲雀揚りし空の明るさ

目覚めてみれば夢のまた夢
生涯を地の塩たりし父のこと

ナゥ若き日のお化け屋敷のアルバイト

葦火消えなぱ君を抱かむ

震えてる私拾って秋の蝉

重

樅の梢に積もる粉雪

マチネーを出でしほとぼり月淡し

藍

遊の字を墨たっぷりと書き上げて

町のパン屋の焼く胡桃パン

慶

︵於・桜花学園大学︶

平成二十二年十二月二十一日首尾
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腕時計見て知る十三時

ワ蜻蛉来て仏蘭西窓を覗き込む

僻即

慶

さりげなく詠む相聞歌です
キスミーとキルミー決して間違えず

重

新幹線の走り去る風

帯即

ちろり舌出すペコちゃん人形
おもてなし武将の踊る名古屋城
月昇るアイスクリーム溶けぬ間に

女

儘即

女

藍

妹即

蛍は増える蛍族減る

メビウスの輪に入るのか民主党

梯子外して知らんぷりして
花燗漫咲くも落つるも雲の中

小さき仏の麗かに在り

執

筆藍慶節女慶藍重〃節慶重藍節藍女重藍

ひん

谷本守枝捌

敏 慶 良 明 芙 桃 節 渥 守 た
原 川 藤 津 瀬 I H 坂 川 垣 崎 本 内

葵 藍 つ

ハ豊田・ころも連句会ｌその四Ｖ

竹内たつ子さん追悼

歌仙﹃春日向﹄
折紙は夫の手すさび春日向
ほほけしつくし一握りほど
士匂うひとり歩きの旅に出て
赤いベレーがいつもお似合い

しな

ナォ節電の呼び声ばかり山笑う

しょせんおいらはその他大勢

一票を入れても政治変わらない
エンゼルフィッシュ瞳つぶらに

女にはなりきれぬまま夏帽子

自分磨きに投資ひたすら

コペンハーゲン甘納豆をちよいつまみ

ちひろの描くこども百態
おはじきの色は何色夢の色

格子窓より洩れるチェロの音

坂上り坂下りなほ月さやか

薄担いで河太郎かも

ナゥ御嶽の見える軒端に吊し柿

三角四角千枚田あり

大鴉遊ぶ点滅交差点

塾の帰りはコンビニに寄る

何事も潔き君花の如

はるけき空にかかる初虹

︵於・桜花学園大学︶

平成二十三年四月二十六日首尾
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月円か俳諮英訳談義せむ

新酒とくとく交す盃

ゥ男衆の半被まぶしき秋祭
夜這いで決まる恋のお相手
あかときにいきなり寺の鐘が鳴る

自動炊飯器動き始めて

醤油派とソース派のいる目玉焼

県境定む村の綱引き
狸飼う駅長さんの狸顔

ツインタワーにかかる冬月
パソコンで掘り出し物を検索し

品はいいけど品はいまいち

始めあれば終り必ず花万朶
ゴールデンウイークパパの困億

繁 由 伊 深 間 南 長 石 稲 矢 谷 竹

芙女守良葵藍子重子渥美里子子枝子

女守藍葵節守女藍渥葵良芙守渥葵桃藍渥

蘆笛細く湿る干飯

風交叉魚吊るせばよく乾き

南大門の角曲がる路地

小林節子

杣

宵

小島耕子

から

ゆっくり進む霊枢車朝

仁

目立たぬやうに椿一花

幸美

パンケーキ伝ふシロップ蜂が来て

母が隠せる幌の揺り篭

コロラドの夕日を返す山の壁

アンモナイトは今日も無言で
男の目酒場ギラつくハイウエイ

ポールダンスに合はいスイング

花嫁は隣の村へ着く頃か

投げる前から割れる土器

秘められた恋の履歴を誰知るや

クレオパトラの首の毒蛇
国いずこ棺も崩れて風砂漠

馬繋ぐ柵薔薇の一輪

早撃ちの彼奴の噂持ちきりで

リニア鉄路の敷設調印

普天間や核など次元の違ふ事

下貼る色紙野党読めざる
端者らに気遣ふ顔も小正月

店の暖簾を主繕ふ

ちちははの深雪にしきり恋しけれ

研究室の鼠幾年

数学のオリンピックが近づいて

瑞
光

八横浜・柴庵ｌその一Ｖ

連句百十韻﹃梅散り敷く﹄

中尾青宵
水野禾甫

中尾青宵捌

東風は流るる徒に只

梅散り敷く眠りの蛇ら早う出よ
鵜沢八千代

桜井めだか

鈴木圭子
渡辺柚

思ひきり派手な鞄を買ひこんで

仕分人など知らぬ行き先
手の込んだ菌のとりつく電算機
デスクトップの回りうるさ蚊

宵

淀川しじみ

関歳恵子
加藤亀女
福島和子
森川淳子

鵯の春窮言うは信ぜざり
官の誤算は降格のこと

エンゼルフィッシュ縞が混線

海士小屋に疲れ頭で倒れ込み

甫

対岸はまだ動きなし霧の中

魔女人気韓くに整形手術台

たまゆらの霧の声聴く松林図
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柚甫宵柚子代甫

宵み柚子紀宵節甫淳亀杣代

節亀淳

武鈴
枝 木

由

サインコサイン灯り点滅

雨の予報に酒は静かに

沖仲士今日の荷揚げの無事終り

看に行き度きは村の浄瑠璃

覚めて独り介護ベッドの錆コイル

勿体無や目線の低き甘茶仏

乾く稲荷の徴のお供へ
回遊の魚が動かす蓮の茎
舟の着かざる小さき島裏
粉骨の治水の業の禺は疲れ

慰むるもの桾の温もり

長生きして良かったのかどうじやろう

煮汁こぼれて鼠びっくり
童女のうなゐ未来畏れず

教科書のやうなる女明日越さむ
千枚田なんじやもんじゃも夕暮れて

３Ｄとか皆んな飛び出す
町に出た娘の婚着あれこれ

縫のひま屋根付き橋でお茶をする

スローライフは団塊の如是

屋号にて呼ばれる仲も紋はなく

月明かり埴輪の琴を弾くポーズ

干され官女が肩を操みます

音読の枕の草子一と区切り

目借る蛙の耳の眠たさ

草原を軍師の馬ら戻り来よ
まぼろしだった金の楼閣

まほろばは春辺境も春

倒れたる銀杏の根より新芽出る

片白草に囲まれる庵

﹁アラ喜寿﹂のいよいよ粗く旅の脳

図案面白ろ紡ぐ機織

けんけんぱ残るお猿の足の跡

さっき吹く風は一番上の姉
昭和も増える過去帳の欄

浬梁する螺髪に迷ふ花潜り
市庁舎の空響むカリョン

タ月やシルバーバスの帰る頃

海岸通り潮の香が満ち

工房を見せて流行らすパンの店

いろいろの物有機栽培

グーグルが中国政府と喧嘩して
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宵甫宵節

淳亀幸み

甫宵圭節柚代

み節柚幸

甫圭代

杣節圭柚甫
主宵み宵恵節
甫代節代

幸み代幸圭柚

天安門はそぞろ六月
針付けぬ竿掻き回す夏の水
渓やごろ石稚魚や銀ぎら

に
紅べ絹
の衣王の女の乱れ雛

クリーニング屋は明日はお休み
こつとい

かぎ

特牛は草食なれど力持ち
空耳でなき鐺の鈴の音
春秋を知って無言の水車かな

けふの嫁入りの列の長々
一本のえのころ草を引き抜いて

ハブ空港がやっと羽田に
注文はこれぞ本場の穴子めし

社運かけての若手その腕
崖の上地獄知らずの曼珠沙華

一茶の旅は下総の空

風切って切り過ぎて落つ朝燕
アイパッド繰るページ中指

宅配の車行き交ふ歳の蟇
セブンイレブン対すローソン
刀に反るスカイッリーの男伊達

堀川映す脚は真直ぐ

マネキンの誰を手招く夕間暮れ

安物なれど青磁色よき

ふん

つれづれに前座より入るフランス座

屋根にべったり鵲の糞

村の寂なんじやらほいの夏祭

竹の風鈴島の波音

産小屋は心に白砂敷きつめて

開拓の碑の強き意承けむ

一丘を馬鈴薯の花越え行きし

陣取り忙し六月の雲

銅がねが宜しと老のシチュウ鍋

焦さぬやうに胸の火の恋

監禁をいつときは解く振りをして

影絵であらんぎこちなきこと

椰子の根にケセラ烏らの仲間たち

おまかせプラン茸も幾らか

エンディングノートの余白つくづくし

貰ひ物にてちょっと財産

あきつ

耳打ち嬉し蜻蛉肩来る
神様と仏様をば頼りして

平成二十二年二月十五日首

︵於・柴庵・京急油壺ホテル︶

平成二十二年十二月二十Ｈ尾
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亀節恵宵柚甫恵

め圭耕節代圭宵甫幸柚

節代

宵柚亀柚宵

幸柚節宵甫節柚圭代宵節代
圭亀節圭代

﹃あれからも﹄

八枇浜・柴庵ｌその二Ｖ

詞

で娘らには何をっ

ｌどこかで楽しい催し

鬼太郎にブブセラを吹かせよう

そうだ

アフガニスタンよいま
若者たちが熱心に井戸を掘る

アフリカよ

そして１００歳の美しい脳を患い

山椒魚は必死にもがき

木の葉から洩れる日が岩をすべり

銃口に花を挿せと言ったのに

あれからもテロがたくさん起こった

､斗一

日本の現代の娘らは

中尾青宵捌

中尾青宵
加藤亀女
森１存
水野禾
凸ｊ

小林姑則

福島和子
鵜沢八千代

鈴木圭子
淀川しじみ

武枝幸子

ああ電車の中で鏡を覗く

桜井めだか

関歳恵子

渡辺柚

格好の化粧室Ｉ

小島耕

々／ツ

でも寂しくはない彼女ら

人混みに於ける孤独な営み

々／ヅ

天の穴は節穴と誰が言った
吟遊詩人はだから

帽子を投げ上げる

﹁ういろう﹂も買ったし

その婆ちゃんが或る時眩いた
もしもあの時
わつちが居ったら

白村江で勝ったかもしれん
やあやあ

虎の独り言にもなりやしねえＩ

そんなこったあ
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淳

宵

亀

幸

柚代

節幸宵

理

子甫子

挫折が悲しいのか

ひょっとして
自尊心が許さぬのか

人を食っていればいい

お前はただ山の中で

そのうち何時かはな
俺に見せられる詩を作れるだろう
夜明け前は暗い

しかも短い

でも一番暗い訳じゃない

やがて茶の烟が立つ
薮の先
畑の先

平成二十二年六月二十二日・三十日
︵於・エクシヴ箱根柴庵︶

詩ではない︶︒連訶︵連句詩︶は詩に近いが連句部である︒

連詞についてⅡ連訶は現代連句の延長にて︑連句詩とも名付く︒
現代連句は︑総句数もブロック内句数も向山︑式目一切なし︒
韻律は︑Ⅱ語︑文語︑洋漢︑汎合自由︒独立句も片句も自在︒
よって自川律︒但し︑連句の連句たる短小句による触発︑応
酬を守る︒︵前句無関係に己の詩想を長く言うをも許す所謂連
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℃ 一

耕圭
存

節和
仁宵み
亀

甫
代

八名古屋・栄連句サロンｖ

藍

渡辺洋子捌

藍道暁洋藍道藍道暁藍洋暁藍暁子子子

半歌仙﹃落葉かな﹄

囲炉裏開きに急ぐ足元

街かどに渦巻つくる落葉かな
留学の友の電話のたのしげに
ゲームにはまる子等の沈黙
棉吹くころの村のにぎわい

︵於・桜花学園本部３０２教室︶

平成二十二年十一月九日首尾
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縁側に置かれた鞄照らす月
巧みに混ぜる甘いカクテル

ゥうり坊も思わずのぞくジャズフェスタ

遠慮がちなる若きドラキュラ

耳たぶをそっと噛んだの愛ですか

お肉の前に出る舌鮮

三角の屋根の連なる北欧圏
とばされてゆくけさの新聞

月署し首脳会談遅遅として
エコバッグ小さくたたんでポケットに

鴬餅は創業の味

杖ついて遍照金剛花の道
こんな命も惜しき春暁

道 暁 洋

ハさいたま・さくら草連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃麦の秋﹄
カーナビの道は真っすぐ麦の秋
おいしいものを食べに母の日

丹精のちぎり絵の額飾られて

ナォ腕白が鳩追っかける木の芽時

しげと

龍一

シズ

剃刀負けを防ぐメンタム

しげと

龍一

どこへ埋めたかタイムカプセル

回診の医師と看護士にこやかに
妻の手編みのセーターを着て

仕事終えそのまま向かうジャズ喫茶
松澤龍一捌

クリスマスダンスを私としませんか

ナゥここいらで一句が欲しい木歩の忌

シズ

龍一

シズ

しげと

シズ

しげと

松原昭

刀口

シズ

Ｉ

刀口

龍一

Ⅱ

しげと

︵於・浦和コミュニティーセンター︶

平成二十二年五月十九日首
平成二十二年六月十六日尾

しげと

小林しげと

松澤龍一

小野シズ
しげと

オフィースラブと噂飛び交う

満月を立てた襖を開けて見る

シズ

箒目見入る古都の石庭

転居先占う街の風水師

刈田啄ばむ雁のひと群れ

龍一

留守中に自動掃除機働いて

龍一

ゥこおろぎが野外映画の裏で鳴く

シズ

先生と乗るふるさとのバス

塾より戻る子供らの声

ことわり切れずうんと頷き
赤い糸ほどけぬように固結び

しげと

龍一

一升瓶片手に花の山巡り

いまでも湯屋でうなる浪曲
朱の鳥居月に影浮く波がしら
サンマの匂い軒にたなびき

気功する人集う公園

シズ
しげと

しげと

転職をしてラーメンの店始め
答えが出ない基地の行く先

田楽刺しのうまい小屋掛け

山の黙狼月に吠えている

パオ

龍一

ランプを灯す凧の包

シズ
龍一

しげと

骨酒にしたたかに酔い旅なかば
やれやれ止まぬ喋りだしたら

シズ

寺の莞を越える風船

川岸の艇庫をつつむ花吹雪
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ハさいたま・さくら草連句会ｌその二Ｖ

﹃木の実降る﹄
青山満子捌

青山満

小野シ

雁不渡る山の端の月
澁谷盛

遠ざかりゆく寒析の声

月もよし湯宿に囲む牡丹鍋
トトロの森で出会う妖怪
歓迎の市長英語が得意とか
枝垂れいて湖面に映る花の影

琴の音流る生垣の奥

張り込みの番記者の目のらんらんと

漱石全集読みかけしまま

ゆきずりの恋に焦がした胸の内

後姿に色気漂う

ゥ盤上を見つめる棋士の夏袴

葛饅頭に蜜をたっぷり

裏庭に野良の黒猫しのび込み

すやすや眠る揺籠の嬰

美術展入賞せりと知せ来て

木の実降る寺院にひそと六地蔵

仙

かど

と
同さ郷
の仲間と鰊焼の宴

ナォ春の土手高校球児ランニング

海外遠征選び抜かれて

端末を自在にこなす新時代

骨髄バンクドナー登録

名医とて恋の病に匙を投げ

ベランダ伝いカレシ待つ家

年迎切子硝子に赤い酒

尖閣映像見たと話題に
今更に歴史総く真夜の月

虫時雨聴く庭の片隅

秋気澄む参道長き一の宮

てつばんダンス老いも若きも

ナゥ噴水に七色の夢吹き上げて

就活励む炎天の中

訓練に耐え空港の麻薬犬

書店に寄りてちょっと立読

花篝都大路のさんざめき

ぽっくり履いて惜春の橋

平成二十二年十月二十日首

仁
付

俊

︵於・さいたま市浦和コミュニティセンター︶

平成二十二年十二月十五日尾
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歌

興満ズ興満ズ興満ズ興満ズ興満ズ興子ス

俊興満ズ俊満興ズ満俊ズ興子満ズ興満ズ

ハさいたま・さノ＼ら草連絢切会ｌその三Ｖ

﹃稲架日和﹂
土屋実郎捌

土屋実

池田耕

仁村俊

人久保風

今宵待たるる栗の名月

手馴れてきたる夫の包丁
ゥ願掛けに狐も通る道を行く

浮気心のチラと点滅

奇人変人俳譜の衆

算盤塾に天才児生る

月出でてビアガーデンの活気付く

背泳やっと出来て万歳

鵬し三葉虫のコレクション

うらやましお隣猫のトロの餌

それとなくまたあの方の遠会釈

見合の写真修正が過ぎ

雪合戦の勝負おあいこ

﹁おやつまだあ﹂子等の合唱賑やかに

鰯引く網にうろこのきらめきて

遠浅間晴れ渡りたる稲架日和

仙

自棄糞踊り博多どんたく

無念やなかの一投に花と散り

ナォ女王蜂進軍ラッパ吹いたやら

試験はなくて○×で済む

山当てることは漁師の父譲り
うたう小唄は下手の横好き
お師匠さん女盛りの色香にて

見抜かれているしどけない帯

ふとふれし炬燵の手と手そのままに
ハットトリック湧けるサッカー

ふるさとに錦をかざる講演会

村を潤す莫大の寄付

蝕終えて月ひときわの輝きに

焼き松茸でちよいと一杯

ナゥくったら市右の店見て左見て

しぼ

人間力の萎む昨今

し﹂Ｐ︽ｊひ

フロイデに始まる第九響動せる

よきことあらん新しき年

餅花を恵方へ飾る年男

つばくらめ来て軒を出入り

平成二十二年十月二十日首

︵於・さいたま市浦和コミュ ニティセンター︶

平成二十二年十一月二十三Ｈ尾
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歌

郎耕風俊治実俊風実治風俊治 郎子子郎治

俊風郎治俊風治郎 俊風郎治風俊治郎俊風

八松山・佐久良連句会ｖ

井門可奈女捌

奈
奈干奈干奈干奈〃千奈千奈千奈千奈艸女

﹃飛行機雲﹄

被布に答ゆらし初買ィ

ナォ透き通る菜種河豚Ⅲ砥部の焼キ

竹藪の傍せせらぎの音

デジカメに得意のポーズとって見せ

我を忘れて落し物探し

新雪をかぶる杉の木すぐと立ち
フィギュアスケート育つ新星

三味線の流るる露地の黒き塀
こがれる思ひつのりノ︑て
ヒト

男誘ふ百万弗の笑窪なり

波潤万丈相僕の世界

月澄みて金波銀波の波静か
風に誘われささやく紅葉

ナゥ障子貼る手元くるひて紙のしわ

二段ベッドで枕投げ合ひ

サッカーも東洋一と胸を張り

世界一周豪華客船

焼き肉の匂ひただよふ花の宴

声を合はせて鯛網を曳く

平成 一十二年二Ⅱ九日首
平成 一 十 二 年 三 月 十 三 Ⅱ 尾
︵於・生活文化センター︶
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元朝や飛行機雲の一の文字
早春の歌うたひつつ登り来て
黄砂舞ひつつ視界さえぎる
掛け軸の雛の酔ひゐる月の夜
老いた夫妻もマラソン参加
ゥ世の中も渡る世間もよしとして

熱き手せまる劇場の中

花賞でし女かぐわしき香よ
彼に会ふ時間気になる駅の前

遺作画展の友の思ひ出

遠花火あの音の果てに去りし人

夜の帷に蟆姑の鳴き声

短冊をかけ変へる手に慧き月

子供主役の公園の中

零余子飯お握りにして届けられ

遠く近くに遍路鈴鳴る

千可

仙

大盃に花散り込みて廻し飲み

'
1
〃
ﾉ
￨
：
野 ''

歌

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﹃初蛍﹄
初蛍光の帯を長く引き
露台へ続く料亭の庭
鞄の中にいつも筆ペン

クラス会恩師の話楽しくて

和田ひろ子捌

ナォ地下の店いつしか外は春時雨
ジャズのリズムに躰くれらせ

ゴーストでいいから彼に逢いたいと

うなじを伝う髭の感触

師の部屋に名画の﹁叫び﹂飾られて

揺れる藤椅子懐かしき音

月明かりジョギング仲間次々に

ねぐらへ帰る鳥たちの群

何やかや北の便りをおそれつつ

連れ立ちてゆく海までの道

もぎたての胡瓜そのままかぶりつき

中村恵風
小野里子
志倉弥生
杉山俊子
大村さち
岡村糸子

シニアクラブのシャシも爽やか

ナゥ紅葉寺不動明王立ちつくす

島苅田

峠の上の白き道標

香り楽しむ皿の草餅

快晴の空押し上げる花大樹

少年達の手製凧揚げ

秤雌二杜一群啼朋二十一一即噛︵文音︶
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風紋を刻む砂丘を照らす月

西元百合子

選挙目当ての笑顔振りまき

思い出の旅のアルバム取りだして

お裾分けする蜜したたりし梨
ゥ秋祭り男は皆んな浮かれおる

和川ひろ子

岡村歌

せつなの夢に燃えつきて今

宙心

里

左手の指輪はずしてポケットへ

しりとり遊び子等はあきずに

箱根口無料高速列を成し

弥

俊

白き陶土の東てる工房

里山に熊を見かける月の夜

百

苅

ち

糸

説明書見て急ぎ録画し

我が街に﹁鑑定団﹂がやって来て

鱒を肴に交わす盃

ポトマック友好の花咲き始め

ち糸弥俊恵里ろ歌苅百糸ち俊弥里恵取る

和田ひろ子捌

和 志 岡
田 命 村

ろ

ハ藤沢・サザンーその二Ｖ

歌仙﹃初富士﹄
初富士やマラソンランナー風の如

潮騒遠くあらたまの年

住み慣れし町どの家も清がしくて

重文巡る旅の醍醐味

ナォ箱書きの字は消えかかり雛の軸

愛の畷き響く耳元

外国の人と舞妓のハイ・チーズ

燃え出した焼け棒杭の罪深く

丘一面に茂る青草

母を待つ子に添いし巨犬
被害者の身元確認始まって

万聖節を祝う村人

国境のアウトバーンに月歌々

耳すっぽりと覆う冬帽

水澄みて向きをひとつに魚の群
八百長がありカンニングあり
ナゥ来る年に夢を託して除夜の鐘

友の好物菜飯差し入れ

噴煙を吹き上げ山は静まらず

産まれし命抱く春暁

故郷の万朶の花を待ちかねて

秤雌一堂一饗一一朋什症叩壗︵文音︶
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友と戴くおもたせの菓子
雲切れて伸びゆく塔に月円か
ガードレールを超える色草
ゥ墓洗う孫のすらりと長き足
銀のハートの指輪気になる
見る度に違う男と連れ立ちて

企業合併戸惑いもあり
故郷の宴たけなわ樽の酒

座敷童子の過ぎる音かも
月明かり藍の浴衣を仕立上げ

冷房を止め開け放つ窓
高原の烏達の声心地良き
療養中の祖母は穏やか

蝶舞い出づる産土の杜

仰ぎ見る花の大樹の神々し

ひ弥糸

ろ弥糸ろ弥糸ろ弥糸ろ弥糸ろ弥糸子生子

弥ろ糸ろ弥糸ろ弥糸ろ弥糸ろ弥糸ろ弥糸

ハ岐阜・獅子門ｌその一Ｖ

遺
吟脇起﹃ごを焼て﹄
短歌行

ごを焼て手拭あぶる寒さ哉
湯気のゆたかに熱き雑炊
残りたる古き杉戸の彩りに

大野鵲士捌

公羽

士

大野鵲士
村井枝葉
瀬尾千草
淌水青瓢
藤塚旦子

猫の置き物三つ並べる

風船葛揺るるともなく

ゴルフボールに真青なる空

瓢

早崎美弥子

さ

斗早

ナォ忙しく働く母の啄木忌

水の面に細波光る昼下り
携帯電話いつも肌身に

る

葉

大山功

ウェディングドレスの裾の長々と

柚

にじむ涙を拭きやりもせず

たまゆらの恋は人目をしのぶ恋

髪なびかせるエジプトの風

道

高島順子

西へ西へと続く鉄道

肥沃なる大地神より賜りぬ

美

伴野加代子

Ⅲ遜桂月

織部の技を今に伝ふる

輝

望月に歌のおのづと口を出で
ゥ抜け路地の奥に広がる秋の海

後藤キヌエ

早野さと子

春

生

息子のやうな医師の診察

赤いポルシェと赤い自転車

はるかへと飛行機雲の細く延び

有明の月うすうすと夢の覚め
不意に聞こゆる鹿の啼き声
ナゥ軒下に薪を積み上げ冬支度

すぐにまた会ひたいといふ狂ほしさ

樋︑かほる

宮本輝子

伊藤百雲

執筆功

︵於・岐阜県笠松町杉山邸︶

平成二十二年十二月五Ⅲ首尾

先達の心たづねむ花大樹
種を浸せることの喜び

時計の針はいつもゆっくり

伊藤弥生
矢儒初美
松脈政行

旦

小栗知柚

武仲登志春

角川道子

曼陀羅の包む現在・過去・未来

削り氷掬ふ小さきスプーン
語りつつ月を賞でつつ藍浴衣

政権ねらふ死ぬる覚悟と

別荘の庭の広さは二万坪

雀群れたるにぎやかな声
駅弁のふたを開かむ花吹雪

夜の朧に酒を酌みたし
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ハ岐阜・獅子川ｌその二Ｖ

短歌行

遺吟脇起﹃篝
埜坐の﹄

各務支考
大野鵠士

大野鵲士捌

青山吹ける春風の色

恋の重きを両の天秤

ナォ幟立ち春の祭は明日より
弁柄格子みがき込まるる
その筋の女らしいと噂とぶ

名和よちゑ

後藤キヌエ

新町恵子
藤井和郎
大山功
商松正水
渡遥義弘
清水青瓢
特務恵紅
田中啓子

背中にぺたり下呂の膏薬

遠くはつかに水の音行く

巡礼の道は荒れたる野の原へ

辛い地酒のはやるこの頃

庵ふたたびと誓ふ弥生野

蕊の大樹とならむ花の夢

︵於・獅子庵︶

伊藤百雲
執筆千草

ナゥ政界も吹きすさびたる空っ風

欠橋初美
川遥桂月
松原政行
奥山ゆい
宮本輝子
瀬尾千草
悔村五月
藤塚旦子

長編を涼しき月に書き終ふる

武仲登志春

パッチワークの手を休めたり
ワ父を待つ子にまどかなる今日の月

糸瓜の水のぽとりぽとりと
本当の年を思へば身にぞ入む

心やさしく穏やかな彼

犬の散歩に猫の付き来る

ハンチングキャップの並ぶショーケース

パラグライダー陽炎の中

早野さと子

百千烏遠く近くに鳴き出でて

蓑笠の旅寝おしへむ雛の袖

零

新聞紙二枚広げて花筵

平成二十三年三月二十七日首尾

−131−

哀こ

ハ岐阜・獅子門源氏の会ｖ

短歌行﹁中将姫

岡本満智子

端元凉子
船渡文子

端元凉子捌

靜寂にひびく鶯の声

中将姫ゆかりの花よ匂ひ立つ
行く春の濃茶とろりと点てられて

ナォ昼休みお巡りさんの背に蝶

缶珈琲を販売機にて

アナウンス三ヵ国語のエアポート
チャイナドレスにジョイの香水
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青木久美
瀬尾千草
河合はつ江

小坂五百子

色とりどりの着物はんなり
ワ秋祭山車に曳かるる丸き月

鰡背な男叩く後れ蚊

笠竹の恋占いは当たるとか
夫婦茶碗に抱くあこがれ
弦月に夜啼うどんの店開く
お百度参り落すくつさめ

郵便物の届きくる頃

ナゥマニフェスト説く候補者の声虚し

彼岸までくれなゐ満つる花堤

︵於・岐阜鋳物会館︶

歌口ずさむ夕東風の中

″

文

李早

文

一偲

断ち切れぬ思ひ肴に古酒を酌む

回覧板に空巣注意と

老犬が話し相手の老主人
座ったままでラジオ体操
藤棚に枝垂るる房の揺れ少し

遠足の子の靴のぴかぴか

平成二十二年四月十三日首尾

草凉文満草文美五凉草満美

八大垣︑獅子門友楽社ｖ

遣
吟脇起蔓
﹃寒くとも﹄
短歌行
人々をしぐれよ宿は寒くとも
ほつほつ咲ける庭の山茶花

ストレス数値グラフ凸凹

ナォ嵐山十三詣に加はりて

清水みよ子

村岡美智江

矢橋初美捌

医師会で発表すると髭を剃り

公羽

富田美佐子

高木初枝
山田治郎

芳古
勝子

矢橋初美

朝の乱れに鳴るは風鈴

英語でしやくる電子辞書買ふ
あの娘にはあれこれ迷ひ抱き枕

古里の窓より望む月涼し

登校児の声賑やかに響きゐて
煮つころがしの芋の美味さよ

早野さと子

市橋みち
河合勝子
渡辺修

ゥ煤々と背山を照らす望の月

芒ゆらして風の過ぎゆく

国子

杉野ちゑ子

美智江

高速道路千円とあり

ナゥ行列は下に下にと町を練る

みち

執筆

浄醍癖百雲

テレビアメダス晴れのマークで

滑り台花の大樹をひと回り
紙ふうせんに膨らます夢

一柳国子

寺井淑子

さと子

宮本輝子

野村芳古

障子貼る母の手さばき思ひ出し

ひそかなノック許されぬ恋
アメリカへ飛んで神父に結ばれる

海市見てゐる突堤の先

出店祝ひチンドン屋来る
雨晴れて衣桁に掛かる花衣

︵於・中山道赤坂港会館︶

平成二十二年十一月八日首尾
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ハ岐阜・獅子門蕊杖社ｌその一Ｖ

罐吟脇雌﹃きみ火をたけ﹄
瀬尾千草捌

ケータイで知るオリオンの位置

魚網干す浜の潮の香強くなり

貸自転車は二段切り換へ

ナォ山門に立つ老僧のうららかに

佐

竹内昭子

宇

文

生

満

遙

ふたりを包む甘き沈黙

ウィスキー氷柱を入れて飲むもよし

河合はっ江

公羽

風の形した雲のたなびく

過去の恋すべて消したいわたしです

きみ火をたけよきもの見せん雪まろげ
岡本満智子

潮尾千草

宙心

靖

満

本屋良子
松尾博雄
森川淳子

りりんちろちろしげき虫の音

タジン鍋にて集ふともがら

蔵庇より雀こぼるる

銘仙の着物の似合ふ姉妹

夢ふくらませ上ぐる風船

天も地も花に埋もれてしまひけり

︵於・岐阜鋳物会館︶

平成二十二年十一月十九日首尾

遙

手早

一存

博

ナゥ島国の北も南もうそ寒く

月影の最晩年のモネの絵に

柱時計のねぢを十回

医者通ひ習ひとすればまた楽し

これはこれはと冬帽子脱ぐ

宇野久恵
折井遙
成潮貞子
伊藤弥生
後藤嶺子

後藤キヌエ

渡辺靖子
大橋龍宇
川中啓子

富田美佐子

背木久美
船渡文子

始発駅ホームはいつも混み合ひて

盲導犬の歩みゆっくり
大杉の梢を渡る月まどか
母の栗飯炊き上がる頃
ゥ秋祭り鯰御輿の担がるる
ブラスバンドの彼にときめく
草食系実は無頼のドン・ファンで

床に転がる鈴つきの鍵

読み出して推理小説止められず

勝手気ままに蛎輻のとぶ
夏月にサリーを纒ふ人溢れ
掘出し物の並ぶバザール

小坂五百子

遙

暮るるまでキャッチボールの花の下

満

新聞の又も円高報じをり
背中の鞄揺らす下校児
聞こえて来たる茶摘女の唄
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ハ岐阜・獅子門蕊杖社ｌその二Ｖ

短歌行﹃竪笛の音﹄

追っかけの為のハングル猛勉強

九官鳥と交すあいさつ

田中啓子捌

河合はつ江

川中啓子
船渡文子

ナォ遍路宿笠と杖とを壁に掛く

緑の風のかをりたつ朝

大粒のラピスラズリの首飾り

真っ直ぐな竪笛の音麦の秋
軽やかにキャッチボールの球受けて

少しずれたる石棺の蓋

ゥ東山昇る満月ゆるゆると

ナゥ三脚を立ててアングル定めをり

猟犬逸り手綱引き締む

主演女優は賞に涙す

厳寒の荒野に刺さる鎌の月
雄

美

旧道添ひの古き酒蔵

初花の楚々と枝垂るる昼下り

見え隠れする岐阜蝶の翅
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英字新聞抱へゆく人

江

行水久美
松尾博雄
端元凉子

ヴィトンのバツグプレゼントされ

もみぢの散りて川面流るる
ひとり居の寂しさかこつ後雛
株価格あつと言ふ間に急降下

文

啓

″

母の匂ひの煮豆なつかし
いにしへの謂れ守り継ぐ花の里

スケッチブック開く麗日

︵於・岐阜鋳物会館︶

平成二十二年五月二十一日首尾

凉雄文江雄啓文美啓美江雄

八大垣︑獅子門麗水社ｖ

鑪吟脇雌﹃ふる暦﹄
田邊桂月捌

Ⅲ遥桂月
清水青瓢
久世竹水

公羽

五十川直靖

なんきん

うかうかと年よる人やふる暦

冬至南瓜縁に転がる

分校の跡今もそのまま

合唱祭復習ふリズムの流れ来て

皓々と雲の切れ間に望の月

佐々木嘉代

名和よちゑ

何か出さうな狭き山峡

ナォうららかに御詠歌もれるバスの列

桐山晃一

嘉

戸田華笙
高木君栄
大井公夫
福永常子
加藤渓草
澤井国造

あぐらをかいて賞でる熱燗

古里のゐろりは町の文化財

梢の鴉カーとひと声

かくれんぽおいてけぼりにもらひ泣き

愛の鍵かけ共にうなづき

好きな人ゐるをポロリとこぼしたる

早崎美弥子

瓢

新番組の数多はじまる

ツインハブどちらにしようか固め旅

鶯餅に餡こたつぷり

たらひ舟あやつる竿に花の舞

宙噌

裕

垂云

常

美

執轆ゑ

︵於・大垣市圓通寺興行︶

平成二十二年十一月二十八日首尾

月

伊藤錦石

ナゥ顔を出す鬼の捨子の揺れとほし
ストリートライブ今やたけなは

後の月背表紙光る書庫に立ち
かすかに間ゆ木の実降る音
広瀬雅女
伊藤百雲
新町恵子

壺に活けたる秋の七草

日々好日もそっとときめく

雅

ゥ摺り足も侘びを旨とし風炉名残

クリムトの接吻の絵の夢うつつ

夕焼けこやけ帰る子供等
川床に憩ふはらから月の影
夏狂言の所作やおもしる

水

大橋正子

国士無双がやつと完成

落盤に命たつとぶチリの民

神々を詣でて来たる身の軽さ

松岡裕子

宙必

桐山美代子

力いっぱい尻尾振る犬

ラジウムの湯を売りのペンション

公園の禁煙マークあちこちに

満開の花を啄む烏も客

靖

北浦典子

足を蹴出して漕げるふらここ
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八束京・下町連句会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃母遥か﹄

名残の霜にぬれる玉石

鎌首を拝殿に向け蝮草
味噌むすび置く無人売店

市民バス幼児ふたりと跳び乗って

後の袷の直す袖丈

月皓々大樹の影の端正に
ゥ菊の宴かすかな香り盃に注し
チャイナタウンを巡る船旅

肌浅黒いピザの配達

坂道でふとすれ違う王子様

伊藤哲子捌
鈴木ちかひ

櫻田野老
高山英子
伊藤哲子

ちかひ

野老
哲子
英子

ちかひ

哲子
野老
英子
哲子
野老

共稼ぎ猫の缶詰バーゲンで

毒消売りは回向院脇

リュックサックに東京の水
わらわやみ戦時の疵を赫い月

ちかひ

三文の得あびる軟東風

英子
野老

″

所在なげ力士の通う町のジム

うらうらうらとながきれいじつ

母遥か花のトンネル果てしなく

︵於・亀戸アンフェリシオン︶

平成二十三年四月十三日首尾
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八東束・下町連句会ｌその二Ｖ

商山英子
櫻田野老

半歌仙﹃桶職人﹄

薫風や桶職人の槌の音
狭庭を覆う蒼き花桐
伊藤哲子

伊藤哲子捌

少し傾げた椅子と食卓

ちかひ

野老
英子

円月に抱かれ眠る港町

鈴木ちかひ

里山の奥遊ぶ瓜坊

異国味シナモンクッキー皿にのせ

ワ百八段昇りて仰ぐ柚子の寺

煩悩を捨て恋の選択

料理万能夫婦飛行士

哲子
野老
英子

道行きのぞうり和装のエアポート

野老
哲子

自転車の前も後ろも大荷物
歌舞伎端役で暮らす一生

ちかひ

英子
野老
哲子

ちかひ

ちかひ

薬喰神なる月と酒交す

不忍池群れる水烏

強く激しく凧の合戦

ウォーキングベートーベンを聴きながら

花老樹広い大地に息密め

森を育み光る若鮎

︵於・亀戸アンフェリシオン︶

平成二十三年五月二十五日首尾
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八杉並・四宮会ｌその一Ｖ

二十韻﹃夏至真昼﹄
永島靖子捌
水脇靖
鈴木了

万年筆つっとまるくり夏至真昼

葉裏にひそと螢隠るる
峯田政

衆生みな友となりゆく花と酒
夢のせて飛べたんぽぽの紫

平成二十二年六月二十一日首尾

︵於・桃径庵︶
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櫻川野

薬売り遠き峠を越えて来て
小学生の鳴らすオヵリナ
倉本路

ゥこの秋は独り眺むる盆の月

露草に似し君の面影

きりたんぽ鍋つつきあふ嬉しさよ

足音じっと待ってゐる犬
浪曲を口遊みつつうたた寝し

消費税率急に倍増

ナォ海流に乗って寄せくる鮫の群

月光仰ぎ羽織るねんねこ
木戸番が金貨銀貨を数へをり
サイレン高くパトカーが行く
キム・ョナに心臓を撃ち抜かれたい

寂聴源氏に眠られぬ夜々
ナゥちちははと過ごせし家並低き町

雪代山女籠に跳ねゐる

老靖路斎路斎老斎路志路老子斎志老斎子

路志

ハ杉並・四宮会ｌその二Ｖ

桃径庵和子宗匠忌日追善

歌仙﹃硝子戸の﹄
鈴木了斎捌

晴耕雨読とはなつかしき

ナォうららかに百人一首なぞり書く

野良猫に餌をやるのは困ります
ヴェネッィァ暮しいつか同棲

手作りの婚約指輪箱に入れ

冬の鴎の勁きはばたき

埴生の宿を草笛で吹く

帰港する調査捕鯨の船の澪

硝子戸の塵の月日やほととぎす
鈴木了斎
永島靖子
坂本孝子

電車ごつこの終るともなく

ナゥ山国は蕎麦に栗飯とろろ汁

爪に油の残るうそ寒

防人は若きばかりに典らざり

背番号フィールド広く散らばりて

川口フミ子

残業のビルにみつけた月まどか
孝

スヵイッリーの色雅やか

新しき眼鏡よく合ふうれしさに

句集を出せと電話次々

靖
︑︑︑

孝
〃

花は風呼ぶか遠くへ飛びたくて
追へどきりなき道のかげろふ

平成二十二年五月十六Ⅱ首尾

︵於・桃径庵︶
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縁より高くたかんなの丈
よき塩えらび結ぶ銀シャリ

斎

山本要子

盃の光なみなみ飲み干せる
宙にいろはを描く溢れ蚊
ワ太鼓打つ橋の向うは秋祭

揃ひの服の姉と妹

気風よき浜の女のよく動く
軽トラで来てすぐに灯を消し
降る雪の朝まで積もるやうな恋

斎
靖
孝

携帯が音たてず震へる
街道の松美しく旅にあり

基地は嫌だと口々に言ふ

孝

″

︑へ﹃

月赤しキャンプファイアのにぎはひに

げ

靖

小さき蟹の登りゆく沢

介護篤き古樹燗漫と花匂ふ
の

大音声に陳ぶる春の偽

要斎要〃ミ靖〃孝靖ミ靖孝〃要孝〃靖要

ハ杉並・四宮会Ｉその三Ｖ

近藤守

人森瑞

式Ⅲ恭

歌仙﹃眠らぬ街﹄

深夜トラック初雪をのせ

星冴えて眠らぬ街に迷ひ込む

佐滕榮

式田恭子捌

甘い紅茶をかき回す匙

ナォ雀蜂一代きりの巣を作り
鞍馬神社の鳥羽口の井戸

ボランティア髪硫くだけに来るといふ

囲碁名人にやつと邦人

新築の屋根にどどつと祝水
プリウス納車日脚伸ぶ頃

懐手再々婚を考慮中

玉をころがす声で抱きつく

糖尿と高血圧と他に何
冷泗呑んで一喜一憂

三日月の端まで届け縄ぱしご

赤い羽根つけ並ぶエンジェル

ナゥ秋麗盆栽村にツアーバス

現場検証まづは足跡

発條になる貧乏がまたやって来る

神業といふ父の金型

アスリート花の筏を飛び越えて

うつらうつらと見る春の夢

平成二十一年十二月二十日首尾

執

︵於・桃径庵︶
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リスナーと語るジョッキー切りもなし

集合時間決めて茸狩

山を割りみるみるうちに月昇る

離れ島にも教会があり

ゥ背に肩に翅を休める赤とんぼ

朝夕に鐘つく男恋心

しぐさでわかる昔女優は
決闘でＡの名消える日記帳

卑弥呼金印流れつきしか

蝮酒吹くちょっと切傷
玄海の潮焼の肌照らす月

贈与税とは知らぬ母親

日本を本気で変へるなどと言ふ

花吹雪ちらと面影見えるひと

陽炎抜けて急ぐ色町

市枝市恭枝守〃枝恭市枝守枝市市男枝子

筆市守枝恭守市恭守枝市恭枝〃守恭市守

いぬじま正一捌

↓、

紺 久 是 紺 じ
野 我 行 野 ま

笙 妙 修 正
愛
修愛正笙愛妙修正笙妙修愛正治子吉一

八揃山︑樹氷連句会ｖ

歌仙﹃冬の虹﹄

囲炉裏囲んでまずは乾杯

声高に久閼を教し冬の虹

学生寮の徒厳しく

紀行文万葉仮名の達筆で
藤枕してしばしうたた寝

ナォガス電気途絶え余震の春寒く

とにもかくにも食欲はあり

休耕の田の割り振りを話し合う

拾う破片は縄文の土器

月澄みて森羅万象静もれる

親にはぐれて惑う瓜坊

還暦の膳に添えたる菊脂

合気五段の悩む腰痛

誕生日訊かれて返す君はいつ

すねて別れて詫びる携帯

試乗する時速三百冬景色

ツンドラの地に時間東らせ

弁天と閻魔の朱色薄く濃く
口ほどになく釣舟に酔い
献血はお年ですねと断られ

間合い絶妙ボケと突っ込み
衣桁には仕立て下ろしの花衣

八十八夜暮れる茶の里

忰雌二廿三秤十五朋什読朋噸︵文音︶
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折からの月掠め取り蜘蛛光る

薬師を護る十二神将

ゥ過ぎ越しの自分探しの写真集

睨まれて女人結界後退り
破帽高下駄恋は可憐に
名所巡りで貰うスタンプ

七年月かかあ天下と嚇されて

銀杏黄葉の炎垂直

石油掘る砂漠に月のまんまるく

付き合い多くやめられぬ酒

秋湿味噌汁からく病後の身

お玉杓子が泳ぐ古池

ままごとの幼の髪に花吹雪

ぬ

笙正妙修愛正笙妙愛修正笙妙愛修正笙妙

八東京・湘南吟社ｌその一Ｖ

百韻﹃寅の春一
小林静司捌

アルバイト声を嗅らしてビラ配り

道了尊の鼻の高々

花吹雪差す手引く手の良く揃い

新社員とて決意新たに

一一ォ烏雲に入ればたちまち山の陰

土匂い立つ故郷の畑
戦乱の巷に下着繕いつ
海賊船の隊長として

小林静司
土屋実郎
祁川忠勝
横山わこ

アースヵラーで描くユトリロ

イタリアのスローフードの恋しさに

小指に結ぶ糸は極太

あの人は左利きでも超器用

和川ひろ子

今村寺田

速藤尹希子

田中てつ

鰄鰊に似た腐れ縁とか

冴える夜は素肌に絹を滑くらせて

黒いベンツを追う影の濃き

一票を投じた事で疑われ

北国の月はヒュルリと音させて

和久井八重

渋谷八千代

廣崎龍哉
坂川武彦

ニゥ温めたる酒の苦さの腹にしむ

黒煙を吐く機関車はエコに触れ

素数が塵に迷う空間

大患の癒えて長老瓢然と

鬼と言われて過ぎし生涯

海へ海へと流す精霊
鈴木善春
松川悪明
浅沼小葦
久良木害心

間脇幸子
白井暎子
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天翔けよ寅初春の勅斗雲
舟起しには召した大物
寒復習一家相伝近づいて
目にも鮮やか模様振袖
床掛けに翁の像も並びおり

虫の音ハモるピアノレッスン

渡り始めた名ある鉄瓶
月影に猫の和毛を慈しみ
あの幼子も早や二十歳とて

ゥ五人抜き米懸賞の草相撲

秘め事隠すお納戸の奥

思いやり顔も見えます手書き文

元を正せぱ裸一貫

追いかけて南の島で暮らそうか

祭太鼓の上に満月

涼しげに盗んだ金はたっぷりと

古稀祝う中仙道を完歩して
元気出してよシャッターの街

秋
山

よ

暎て憲苗重ころ彦勝春代葦幸う暎龍苗明尹重こ郎子

つ

編し絵もあり編し字もあり
学力はゆとりと云えど下降気味

松下塾が今を支えて

薄氷を割れば月光ゲ砕け散り
ただ揺れている庭のブランコ
過疎の島仔馬ばかりが跳ねまわり
アクセル踏んでかぎろいの野へ

コーヒーに砂糖たっぷり花疲れ

たぱこの煙肩身狭くて

一ゥやや寒に忘れられたる歌碑一つ

冬扇にある恩のひと筆
北颪押して駅伝襟継ぐ

神への祈願何とあらたか

二番ではいけないスーパーコンピューター

誹詰捌き無情迅速

金盟叩いて回る隣組

達者な口が水撒きをして

甲板でシャルウイダンス夏の月

私の夢を過ぎる男よ

Ａ型は最初はグーで次はチョキ
午後の紅茶にビスケット添え

場外へはずれ馬券の花と舞い
オケラ通りに響くボサノバ
ナォ民主党参院選に手はなきか

宝石店の壁に大穴

不遜かも皇居の上の飛行船

正五九は物忌みの月

誤植あり広辞苑でもそれなりに

陽関を出て最早友なし
隊商の列の消えゆく砂嵐

星の出入りに召されたる画家
枯木立見え隠れする藁の屋根
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ニー ォ 良 寛 の ﹁ 天 上 大 風 ﹂ お お ら か に

妻の小言は馬に念仏

あの世でも貴方と添うと持ち上げて

インターネヅトで作る毒薬

琴の音も流派で違う爪の形
東京都下に家を建て替え

高尾山ひときわ高き時烏
ソーラーで受く夏の陽光
チンチロリンと欠けたどんぶり

ヤクザではなく按摩めくサングラス

地下鉄の出口間違え大遅刻

味より値段不況勝負手
誠実は何にも優る月今宵
鰯寄せ来る九十九里浜

憲尹郎重明て幸勝葦司春ろ重尹て龍代郎こ葦明司る

赤 春

玖久
實

田日

てろう苗玖郎こ苗龍春う玖代久明玖葦憲龍子子こ苗

あえかなる彩冬薔薇咲く
マドロスの赤いアロハが待つ港

祖国ありやと修司気に病む
由来聞くプラネタリューム端峨とや

渡る雁敷島の道
ナゥとりどりの弁当囲む村芝居

声変りする子等の多かり
川岸に象連れて行く朝まだき
イギリス租界徹辨干しある

︵於・生涯学習センター玉縄分室︶

平成二十二年一月四日首尾
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白そこひ治して景色よくみえて

空耳かしら亀の鳴く声
曲水を曲り切れざる花筏
見返えり阿弥陀うららかな笑み

葦司憲彦代苗久重暎勝春幸尹

八東京・湘南吟社ｌその二Ｖ

俳譜連歌

歌仙﹃真っ直ぐを﹄

亀棲む池の菖蒲濃き色

真っ直ぐを潔しとや冑時雨

小林静司捌

和川ひろ子

松濤軒静司

トランペットの響く碧空

ナォ球児らの春の選抜たけなわに

三枝樹元子

田中てつ

白井暎子

小林しげと

速藤尹希子

浅沼小葦
藤沼和ヱ
佐藤喜仙

松村弥栄

洋館の窓開け放ち深呼吸
未来の夢は宇宙飛行士

体重が軽くなるほど恋やつれ

草食系の男子なよなよ

あな不思議円楽五代六代目
打出の小槌いかに使わん
涼しげにまた厳かに塔聲ゆ

猫と文烏睨む縁側

和久井八重

和田忠勝
土屋実郎

閉じては開く名所案内

角刈りの車夫のバンダナ汗噴きて

月よしと翁の短冊掛け替える

官澤次男
束條士郎
前川明水

招かれし月の宴にと膜とる

豊作願い三囲の杜

原崎弥生

蛭海停雲子

遊ぴ惚けて帰る近道

士

苗

マネとモネ一字違いが肝要に

広打常生

宗匠
執筆

︵於・浅草寺伝法院大書院︶

知司今村苗配硯澁谷八千代
執筆鈴木善春配硯三枝樹元子
座配坂田武彦声明関口真流

宗匠松涛軒静司花司和久丼八重
脇宗匠抱虚庵忠勝香元高島幸子

平成二十二年六月六日

希望抱きて揺らすふらここ

風が光ると誰が言ったの

ナゥくい独楽を子はポケットに詰め込んで
澁谷八千代

横山わこ
今村苗
鈴木善春

花の論まず徳育の声強し

秋山よ語フマ丁

春Ⅱ久子
坂Ⅲ武彦
商烏幸子
松Ⅲ畠明

久良水憲

鈴木すず
伊藤則子

氷頭謄喰むおもたせの酒

いなせ若衆写真ずらりと

ゥ町内会担ぎ手募る秋祭

湯壺混浴期待鄙宿

あの娘目当てに乗った夜行バス

赤字増えたるマニフェストにて

ゆらゆらと壁に妖怪じみたもの

悴んで仮設テントに月を見る

くれって並ぶお十夜の粥
イエスウイキャン唱え続けて国動く

しっかり残る献額の筆

遠浅の浜浅鯏採る人

大公孫樹なき鎌倉に花の冷え
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八束京一湘南吟社ｌその三Ｖ

歌仙﹃機関車広場﹄

虎魚の睨む水槽の底

久良木憲捌
久良木害世

ナォ春風邪を侮り臥してはや三日

二段ベッドの軒歯ぎしり

スランプをものや思うと誤解され

生涯学習恋の手管も

訪問着袴紋付仕立てます
跡継ぎのない伝統の技
炎天で日干煉瓦を作る村

慈悲心烏のひとしきり鳴く
生みの親育ての親に遠慮して

土屋実郎
商烏幸子
和久川八重

まほろばを隈なく照らす月清く

帰国の孤児と水餃子食う
圭忠

佐藤喜仙
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新橋の機関車広場明易し
集まれば柔軟体操輪になって
スキップ軽く走り行く子ら

広縁に芋名月のお供えを
裏の山よりはぐれ瓜坊

愛想のいい零歳の孫

野紺菊咲く古墳盗掘
幸

子守唄風はそよそよ揺篭に

秤雌一軒一一稗に血一汁に叩雷︵文音︶

星降る夜に蛙鳴く里

花尋ね明日は何処の旅枕

ユーロの小銭残るポケット

ナゥ虫食いの栗を貰って書く礼状
重

幸

郎

圭忠

仙

重

幸

郎

一忠

郎

ゥそぞろ寒婿入話切り出され
左利きでもお気に召すとか

仙

猫の額の畑生き甲斐

買い出しで存在感のある夫
環境論鎮守の森が見直され

場末で入手鷲の剥製

リュウビンタイのここが北限
月冴えて沖行く船も絵のごとく

寅さんも男はつらい粗大ゴミ
ハコもの建てて天下りする

ニライカナイの楽土かぎろい

ましあしかびひこじのかみ
花万朶可う美
葦牙彦舅神

illl憲重幸郎憲仙重幸郎憲仙重幸郎憲仙重

八群馬・上毛連句会ｖ

短歌行﹃山頭火﹄

若林規夫

田部井窓月

相沢弥生

地球儀の海を広げて温暖化

ロールスロイス挨巻きあげ

ナォ宝くじお伊勢参りの呼びしツキ

病に効くと寒蜆買う

規

窓

量販店で買いし安物

マスクメロンの重き美味しさ

まことしなやか起承転結
汗をして高校球児の仰ぐ月

筆し規し窓規弥し弥規佐規

相沢弥生捌

月婿々と綴る短冊

法師蝉鳴けば開かる山頭火
斬新なラベルに新酒魅せられて

汝が胸に恋の狩人弓を射る

し

弥

故郷の景に解けいる花衣

禁断の実をチョッとつまんで
笙にのる契りに晴れて妻の座を

灯を消して閨の睦言

窓

規

阿部しづ江

真相を隠し切れずに自衛隊

弥
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久方振りの友は墨礫

推理が冴えるアガサ・クリスティ

ぴんと張りたる凧揚げの糸

ゥ街中の桶を転がす北颪

花の窓風がページをめくり来る

し

ナゥデジタル化あと幾日とかまびすし

鼻を浮かべて河馬の麗らか

︵於・館林市文化会館︶

平成二十二年八月二十二日首尾

執

八裾野市・裾野連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃表富士﹄
表富士宗祇も愛でし月涼し
楠若葉には益荒男の意気

鼓笛隊勢揃いして白服に
テープカットは五人並んで
篤志家の寄贈で成りし資料館

越冬燕たまに見廻り

ワ竹馬のどの子が玉の輿に乗る

幼き友の純な心根

黄昏が腕組む影をそっと射し

野仏おわす道の別れ目

部活にてハーフマラソン折り返す

座右の銘は一所懸命

雪原にあまねく月の無辺光
冬眠と言う安らかなとき
雑談の輪の賑やかな笑い声

江戸の旅籠が今も健在

花の宴盃重ね叙勲祝ぐ
いき
晶ひ眉
は二人弥生狂言

田口明子捌

ナォ永き日を昨日も今日も探し物

君と数える満天の星

妻を抱きしめ苦節労う

無事帰還ディスカバリーは勇姿見せ

朝まだき土しっとりと蝉の羽化

濃い紫の菖蒲雄々しき

式部にも見せてやりたいラブゲーム

小林静司
中村雄爾
大橋俊二

便利屋はどんなものでも処分すと

拝

一粁二蓉麺肋一一朋龍︵文音︶

潮のくるまで耐える常節
浬藥図の懸りて灰と花明り
心を紡ぐ句座のうららか

じわじわと原油価格が上げ歩調

ナゥ錦秋の列島写すカメラマン
世界のニュース一瞬にして

民族衣装貴賓さわやか

中国の万博月の前夜祭

音がこつんと不発弾かも

学術調査邪馬台の謎

勝又喜久男

藤岡武雄
望月康男
田村吉章
久保田松幸

袴川稔
中村雄介
横手陵山
中西章夫
井上輝夫
小林春野
佐藤安子
大石昭江
水野森雄
竹井英雄

星野ゆく江

溝口喜代子

田中久子
大庭初江
升田雪子
勝俣吟子
稲吉節子
尾上桂子
金窪明美
久保圭子
小林富子
中西基
鈴木玲子

高木千代子

長田友子
田口明子

宗匠

宮原うた子
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八洲野市・裾野連句会ｌその二Ｖ

我等の祈りよ届け

歌仙﹃国難の春﹄

国難の春や列島大津波
東瓜吹くのみで何もない街
吾に燕の翼あらぱと思うらん

兄よ弟の手を固くとれ
月の山百尺登れ今すぐに
赤く燃えたつ蔦葉一面
ゥ傷つきて小さき飛蟷飛ばんとす

眠れぬ床に余震再三

疲れたよ愛を支えに妻探す

この次にせよ党利党略
東北へ花前線の嬬踏がち

宮原うた子捌

災いばねに前へ進もう

ナォ渡されぬ卒業証書友は居ず

世界の目かたずを飲んで原発に

解せぬ記号放射線量
勇敢な消防隊と自衛隊
山滴るよ風は薫るょ

川巾久子

圭子
玲子
雪子
節子

小林春野
水野森雄

喜代子

千代子

井上輝夫

うた子

彼の笑顔がとてもまぶしい

先づ杭を仮設住宅汗に打つ
地獄の蓋を堅く鎖ざそう

霧晴れ渡りあたり爽やか

月に想ふ吾が身まかせる伴侶とも

ナゥ運ありてよくぞ再会今年酒

中学生も募金あたたか

花静か蘇りたる人の情
若鮎遡上きらり銀鱗

拝聴二汁三笠一而二に計即壗︵文音︶

中村雄介

森雄
安子
春野
初江
友子
静司

ボランティア遠路てくてくたどりつき

神に奇跡を感謝こそすれ
剛Ⅷ節子
升田雪子
川口明子

小林静司
中村雄耐
小林富子
大石昭江
尼上桂子
金窪明美
久保圭子
鈴木玲子
佐藤安子

柵Ⅱ喜代子

ボーイズビーアンビシャスとて夢未来

月冴ゆる灯油も尽きて命凍つ

宮陳うた子

同木千代子

安否いずれや電話通じぬ

インタビューにも男泣きして
ヘリコプターＳＯＳの屋上へ

現地へとび首相の眉字の厳しさよ

大庭初江
竹井英夫
長川友子

コンビナートがもうもうと火事

陽炎ゆれて棒ぐ黙祷
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﹃赤のまま﹄

八東京・成城連句会ｌその一Ｖ

あ

文豪の生家古りたり赤のまま
を

降るが如くに蝋の声

男の児生る報せ嬉しき良夜にて

卓湫台かこむ団藥の刻

﹄う子つし﹂

名物の菓子一折を提げし友
垣の内外に皮剥ぎし椋棡
ワ武士の影寒くして落ちゆけり

山里深く阿弥陀仏彫る

夢に迄見たあの人が目の前に
ワルツを踊るリズム軽やか

王室の暗闘厳し酒苦し
ら
泪べき羅
の水は藍を湛えて
夏の月糸杉の秀の続く道
母の好みの瓜の糠漬け

膳のごまとろかとらぬか悩ましく

テロの予告に刑事張込む
花見むと寄港相次ぐ豪華船

みちのくのこんな処に京なまり
寄っておいでと脂粉なまめく

今日も休まぬごみの回収

ナォビル街をメーデーのデモだらだらと

臼杵瀞児捌

平成二十二年八月

平成二十二年十二月

十一

一日首
一日尾

︵於

ひたすら高く漕げよふらここ

遅き花まとふ裸婦像北の果

全快のお礼参りは鎮守様
そぞろ歩むは噂りの中

嫁と姑いつも仲良く

ナゥ冬用意終えて一息お茶にする

赤銅の皆既月食闇に溶け
皀角子の実の奇怪千万

取っ組み合ひの喧嘩なつかし

目出度さは九尺二間の子沢山
かたまり植えし福寿草咲き
まだ生きるつもりで頼る寒灸

何やら悲し遠き笛の音
民は餓え将軍様は核兵器

荒井垂心

臼杵勝児
原川安恵
長川竹風
佐脇和人

竹風

片山茂樹
坂川典子
割田容子
垂心

茂樹
和人
安恵
容子
竹風
和人
勝児
安恵

大
森

勝竹茂道典

成城クラブ︶
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仙

バイリンガルで育つ猫の仔

童
玄

児風樹生子

子子樹生

児風樹生

樹生

慈

"し、

慈

典容茂道

瀞竹茂道

茂道

歌

八束京・成城連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃喜見城﹄

爽やかに句友とめぐる古刹かな

変らぬ幸を祷る名月

数珠玉をつなぐ遊びのきりもなし

焼饅頭は塩味が売り

不細工な犬が人気の田舎町
寝酒のつもりいつか呑み過ぎ
ゥ枯芭蕉誰に似たるか我なるか
万葉仮名のうすずみのあと
ひとときの逢瀬の夢か小糠雨

うつつになれば哀れ初恋
月涼しキャンベラ号に仰ぎ見し

蒲柳の性に進む夏痩せ
円高で企業買収好機なり

何でも直ぐに切れる世の中

手をつなぎ帰る幼の童唄
野を焼く煙谷に沈める

花枝垂聖母の像の御涙
喜見城見ゆ村長の声

臼杵勝児捌

臼杵瀞児
坂口典子
原剛安恵
割田容子
荒井慈
長川竹風
佐島和人
片山茂樹

慈

典子
竹風
容子
安恵
和人
典子
茂樹
勝児

執筆

平成二十二年九月二十六日首尾

︵於・成城クラブ︶
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八松山・清流連句会ｖ

歌仙ご族の﹄
一族の仲睦まじく年迎ふ
玻璃戸に映ゆる蓬莱の影
ちゆんちゆんと親子の雀呼び合うて

戒能多喜捌

石丸静月
戒能多喜
永井政子
藤原十重
汀丸信子

パンダの人気やはり抜群

ナォ手をつなぎ堀端めぐる老夫婦

この携帯は家族專用

朝はパン昼はラーメン夜はパスタ

旅先で少し派手目な水着買ひ

重なり合うて湧ける峰雲
天山の古戦城阯で初デート
好きと言はれて早五十年

そっと覗けばお化けうじやうじや

肩組んで校歌をうたふ同期会

夢路へ誘ふ穂芒の揺れ

立待の明るき月に父母想ひ

ナゥ空キ店舗新蕎麦打ちの道場に

︵於・清流庵︶
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山吹の垣低く刈り込み

々夕

口石かが里

十

信

紙雛のひっそり並ぶ月の宵
心にしみるオカリナの曲
ゥ住職は異国好みの変り者
顔も知らずにメール付きあひ
お相手は三つ下よと披露され

救助求める外シ国の地震
内ゲバの菅政権は危ぶまれ
白酒召され酔ひし佐保姫

もぐさを販ぐ湯町のどけし

花の中花嫁祝す人力車

月

里

政

政

介護施設の若きヘルパー
まくさ
過疎化進みし天あ草
の島

多

時の日の記念の時計こちこちと

月を頭上に配る朝刊

平成二十三年二月二十三日尾

平成二十二年十二月二十三日首

家業継ぐその気にさせる親の背ナ

月
里

神牛の像を撫でたる秋の宮

十
政

鉄砲町に懸巣来て鳴く

赤い毛糸の帽子離さず

音もなく絵付の窓に六つの花

政十月多十政多月十多政月十信十月多信

ハ仙台・せんだい座ｌその一Ｖ

﹃遅き春﹄

小商もあまねく照らし月天心

野道にみえるすみれ摘む子ら
新調のドレスに蝶々ちりばめて
こけら落としの舞台晴れやか

萱場双魚尾捌

登場双魚尾

佐藤無風
佐藤阿房
三上秋桜
耕生芥子
伊藤南三
中島房

鉦州

双

芥

秋

阿

南

鉦抽

夜なべ仕事の祖母髪白し
ひそかに想ふ夫ならぬ人
恋しさにひたりてをれぱ﹁めし﹂の声

ノラ大欠伸膝から下りる
影法師ついて来ないで杖ついて

中折帽でダンディな父

図書館の混む夏休み昼の月
和本唐本紙魚をいとはず

房

南

長い顔シミソバカスの賑やかさ

はやる医院は美人看護師

阿

思はざる風に吹かれて花の散る

伊藤鈍

ワ秋時雨帰郷の孫をそとゆすり

遅筆堂吉里吉里の里遅き春

仙

何時の間にやら万愚節過ぐ

空晴れわたり遠く名峰

ナォ永き日に友とおしゃべりとめどなく

ヒマラヤのマナスル登頂日本隊
ぼうこひようが
﹁暴虎鵺河﹂の教えを守りて

昔の仲問暖炉を囲み

酔ひさまし幾光年の星冴ゆる

浅草橋で降り探すあずま床

恋の噂を気にする娘

わんぱく坊主鶏群に在り

わり

足音で左右に別れる理ない仲

暑さ残りし階段教室

月めぐる魯迅の下宿今此処に

皆が認める愚兄賢弟

ナゥ秋晴れに我等騎馬戦歴史あり

選挙終りて静けさ戻る

曲り径追ひ越されたり追はれたり

文学館の辺りうららか

さて今日は近間の花を見にゆかむ

︵於・エルパーク仙台創作アトリエ︶

秤唖︑二群釧朋什皿叩噸︵一部文音︶
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歌

房双阿南秋無芥鈍双阿房鈍南秋無双芥秋

ハ仙台・せんだい座ｌその二Ｖ

歌仙一夏深し﹄
夏深し三つこぼせし整腸剤
手もとあやしき甚平の父
お笑ひの公演みんと列なして

萱場双魚尾捌

伊藤南三
芳生芥子
仇藤阿房
三上秋桜
中烏房

秋

房

はは

しきりにおもふ信州信濃

ナォ亡母のメモたよりに作る蓬餅

行方の見えぬ日本の政界

今日も又地図を開いて夢を追ひ

おーい雲よどこへいくんだ氷水

沖にョツトの風をはらんで

白き襟足気になる娘

句を作るときは祈りに似た気持

ここのお宅もカレーの匂ひ

夕暮れにいつものひとと出逢ふ道

六甲おろし妙に身に入み

店前を掃く仙台四郎

朝の水田に遊ぶ蛙子

ひとときは浮世をはなれ花を見む

秤雄二竝一轌十圭朋二什仙即鞆︵一部文音︶

︵於・仙台エルパークセミナー室︶
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余韻を残し無人のホール

寄せては返す波は穏やか

南

伊藤鈍

月に語る上げ潮のごと湧く孤独

秋

気後れするも隠居の支度

紙に筆水滴文鎮塁硯

篭場双魚尾

後の月塾を出てから影いくつ
アベセ
蘭語ＡＢＣと虫の音しげく
ワ長崎はカステラの街秋うらら
告げない愛を抱いて寝る夜
恋の文コトリ音立て届きます

阿

芥

ナゥひらひらり紅葉且つ散る昼下がり

抜き足差し足蹴出しちらりと

南

スーパーは三歩下がって夫が行く

千鳥鳴く青い月夜の浜辺には
赤子かはいいねんねこの中

阿

芥

鈍

双

すたれゆくもののひとつにお針箱

頭痛肩こり樋口一葉

花櫛も花かんざしも質種に
茶の香立つとき春雷の音

鈍秋双房阿芥鈍南秋双房阿芥鈍南秋双房

八束京草門会ｌその一Ｖ

川野蓼艸捌

西川かび

川野蓼

新米は香も白く透きたり

山下宏

牧内斗

〃

歌仙﹃死を想へ﹄

狐火のメカニズム聞く石見かな

水の流れに鵺渡る頃
大家雅
坂根慶

ゥ野を抜けて草の実まみれ犬孤独

篠原詠

中村安

スヵイッリーは今日も晴天

ナォ天安門に清明の雨降りやまず

郵便馬車の音の近づく

目を閉ぢて自然摂理に身をまかせ

下りてみやうか井戸の底まで
夏季休暇とって流雛の旅に出で
カバン投げ捨て牛冷やす子ら

前肢となって女優を乗せる役

防水加工された唇

テロップの流れる先は神の闇

沈黙は霧冗舌はガス

十六夜をもうしばらくは待ってみる

笛の音洩るる芸大の秋

ナゥ鴎外の不忍池雁落ちて

如意輪観音思惟の御指

アンケート対象外の年となり

就活に暮れ婚活に明け

追ひかけて追ひかけられて花吹雪
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街角のカフェの談笑にぎやかに
もうこのへんで次に行かうよ
思はい時思はい場所に月の在り

日和下駄からころとゆく橋づくし

安

な
さうめい

携帯電話抱きしめて泣く
ウイン

維納より巴里雪の峰越え

ボートレースの擢の切っ先

︵於・東京文化会館︶

平成二十二年十一月二十日首尾

ほ子艸枡子枡美伸子伸子子ほ子枡子

仲

な宏蓼斗宏斗詠安雅安慶宏な雅斗慶

安

伸ほ美子枡伸子子ほり'll
伸美ほ子子子枡

昇りゆく鰭の尾の濃き槍涙に
月凍てて廃鉱山を浮かばせる
モメントモリ

好酸球を増やす隣人

﹁死を想へ﹂アドレスは削除できない

コニャック満たすガレのグラスに

癒えぬ深傷プラスティック春

決断の連続のごと花の散る

安詠な宏雅慶斗

〃

八東京・草門会ｌその二Ｖ

胡蝶﹃白刃の影﹄

Ｉ︶ベ

歳月に嫉妬してゐる冬牡丹

梢の中にも蘂赤かりき

そら

旋律を奏で宙より戻り来て

工藤繭捌
工藤繭
進藤土竜
葛城真史
小池舞
穴澤し︶こ
山地春眠子

なほらひ

たま

ゥラ直会の奪ひあひたる新走
破戒と再生つかさどる魂

紅を濃く覚悟の帯を屹つと締め
くわうりやう

霞と渡る夢の浮橋

荒蓼の大地は花を待ちてをり

掛けている︒

︵ナカー︶猫じやらし⁝植物のそれと︑帯の巻き方のそれとを

︵於・東京文化会館︶

平成二十二年十一月二十日首尾

神みそなはせ鬼太郎の春

も班ナト

︑１１

厚なソース︒

︵ナカ２︶枕の下を⁝吉井勇の歌の一字を変えたもの︒
︵ナカ８︶アメリヶーヌ⁝エビ︑カニの甲羅を妙め煮出した濃

−157−

ふいにしやつくりあきれたことに
もち
望くだりだらだらくだりまたくだり

春眠子

土竜

士竜

大橋俊彦

枕の下を川の流るる

何も言はずに露のあとさき
ナカ半玉が男手玉に猫じやらし

誰も知らない祖母の旧姓

舞

春眠子

白刃一閃影は快に入れて消ゆ

スニーカーには砂がいっぱい

とこ

俊彦
真史
俊彦

春眠子

とこ

汲出しポンプがゆっくり動き新潟油田

きは

沢蟹を縦に歩けと鞭打って
いまはの際の味噌汁アメリケーヌ

丸薬のやうな胃カメラ飲んだまま
びん

瓶に宿せる風の妖精

のみ

月光の鑿横顔を彫り出せり

一目散に蛇穴に入る

真 と 春 土 土
眠 繭
史 こ 子 竜 竜

ハ寄居・埣啄会ｌその一Ｖ

歌仙﹃蝉時雨る﹄

草も萎れる炎暑猛暑日

一途なる愛燃えつきて蝉時雨る

ナォ古代雛笑顔の底にある愁い
織部のⅢにのせるお茶菓子

人間の国宝にして峡住まい

贋作ならぶ香港の街

誰の御魂か蛍飛び交う

椎禰宜の木履の軽く砂利を咬み

謎めいた微笑を残し振り返る

石川光男捌

巾川美代子

ありし日の旅の写真の空しさよ

心の髪の鰊に苦しむ

石川光男

美代子

名月に団子の味も一段と

眞卜草笠
杉野辨一郎

馬の肥ゆれば人も負けじと

雲の動きをただ眺め居る

赤坂信夫

ナゥ豊年の祭太鼓の夜を徹し

あれこれと迷う検診結果さて

すすきは風の吹くにまかせる

満月を画く幼児の円き顔

美代子

草笠

草笠

八巻隆昭

空缶蹴って下校する子等

夫婦まどろむ昼のひととき
縁側にじゃれ合う猫の影二つ

かげろい

炎求め黎明の丘

光美草和隆草美禾Ⅱ信節知和知和光草知美
代
代
代
男子笠子昭笠子子夫子子子子宏男笠子子

︵於・寄居町よりい会館︶

平成二十二年七Ⅱ二十九日首
平成二十二年八月二十六日尾
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煙は薄し桜島山

ワ今日は木曽明日は伊那谷秋追って

新酒に酔い足は千鳥と

色即是空空即是色

辨一郎

辨一郎

スローガンだけを流して選挙カー

草笠
信夫

指の先までも声出す乱れ様

老舗の香り町は東てたり

辨一郎

辨一郎

七曲がり花をくぐれば一摸の地

満洲国の夢のまた夢

昭和史を閉じて仰げる寒の月
上り坂下り坂ありまさかあり

草笠
よき

美代子

独り病む身を四季の慰め
散る花の音なく句碑の前後
師の面影の過るかげろう

町 脇 柏 柏
1 1 1 崎 脈 原

ハ寄居・畔啄会ｌその二Ｖ

歌仙﹃元朝や﹄
おお

石川光男捌

ナォ蕗の薑菫けて雲を眺め居り
老いては子には従えという
看護士の優しさ胸の温もりて

ひいらぎ

お神鍍結ぶ柊の枝

悲しき別れニコライの鐘
手鏡の木陰に隠れ紅を引く

八十路の会話耳に穏やか

夜神楽の闇に凧客散りぬ

まなか

巾川美代子

柏脈和宏
町川節子

元朝や目交いの富士巨いなる

餅花一枝宿の床の間

すだ

集く虫分け衣擦れの音

家号で呼べば足りる集落
平安の才女の住まい月白く

旧き名の地図より消され合併に

ゆったりと時の流れに委ぬらん

節子

烏崎和子
柏原知子
八巻隆昭

アラビア文字の光る襟章
はやて

ひら

坑

光草節知草信節知草辨和知光節知光辨和

︵於・寄居町よりい会館︶

十三年三月三十日尾

十三年一月二十五日首

たもち
牡ぽ丹
餅握る白き手の掌

鎮魂の花とも言われ咲き誇る

平成一
平成一
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猫が遊びに通う塀際

里山の満月ほのと顔を見せ
コスモス揺れる校庭の隅

杉野辨一郎

春の疾風は時に気まぐれ

長崎の石の坂道雨が降る

ゥ粥すする口は重たくちちろ虫

先を案じる跡継ぎの事

節子

石川光男
辨一郎

知子
隆昭
節子

ナゥ古時計母屋を守るうそ寒の

好きなのに心の糸が結べない
身も世も捨てて恋に恋する

︽惨寸小

知子

扇風機いやよいやよと首を振り

月赤々と寝苦しき夜

転校生誰りのままの挨拶を
見られて瘤く過去の疵痕
ピクニックシートを捲り風鵬る

赤坂信夫
美代子

畑打つ人の影は動かず

節子

花吹雪托鉢僧の辻に立つ

薮を揺らせて鴬の声

下

男笠子子笠夫子子笠郎宏子男子子男郎宏

ハ桑名・大智院連句会ｖ

岡本耕史捌

耕柑

歌仙﹃素麺すだれ﹄

卯波の寄せる青松の浜

ナォ讃みふける﹁百人一句﹂春探し

古碑よく見れば井原西鶴

街筋は死角の多き城下町

坂道マップ皮肉にも混み

古き良き生活を思う心太

犬も服着て茅の輪くぐれる

政界は振れ現象先讃めず

繕りを戻せし去りし女房

野暮天と見へて巧みな口説きぶり

効くか効かぬか化粧セールス

夜咄の佳境に入りて窓に月

天下御免と鴫の高鳴き

ナゥ村芝居訓る台訶の飛び交ひて

米の相場の危倶が現実

戦後てふ言葉この頃耳障り

夢の續きを覚めてまたみる

越天楽花の宴に流れきし

卵一二十斗へ肥雷︵文音︶

ゆらりもどりぬ若芽刈舟

秤唖二汁一群
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島五月干して素麺すだれかな
空港の玩具土産に買ひ足して
人に言はれて気付く親馬鹿
国府跡悲史を秘めたる月明り
句帖にはさむ紅葉ひとひら
ワ亡き母に思ひ重ねる秋夕焼

気心知れた友の忠告

逢はねばさびしながすぎし仲
西域より中々着かぬラブレター
とにもかく株価暴落打つ手なし
世界のどこか絶へぬもめごと
むささびの飛ぶ木々のざわめき

冬の月欠けし羅漢の目が光り

耐へに耐へよと己れいましめ

Ｗ杯勝ちを重ねて湧きに湧く

花満ちて旅の終りの吉野山
草庵ぬける風はあたたか

小
間田
本1'1

緋柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑史子

柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕柑耕

八福井・武生連句の会ｖ

歌仙﹃白南風や﹄

ナォ通販の赤きくつ買う夏隣り

円高なればパリへ豪遊

幾つもの背広が動く官庁街

発車のベルに蕎麦を呑み込む
打ち水を踏んでゆるりと夕座敷

三木蓮糸
噺藤越二

恋の火点る出会いふれ合い
妬心なき夫に一献なみなみと

石本志明捌

麦茶を冷やし客待ちの膳
蓮

椰田てる子

望月を仰ぎ座長のおはこ芸

酸漿市のうずむ参道

気分よし百円バスで街に出て

橘本成雪
小川柴門

白南風や里の空気の澄める朝

地産野菜を売り歩く人
名月を得て叢雲も美しく
沖ゆく舟は不知火の海

見越しの松に黒板の塀

敬老会に人の賑わう

招かれし茶室の床に掛かる軸

杖を突きつつ山頭火発つ

−161−

柴又の寅さん逝きて町静か

ゥ芸術祭自信の絵画賞逸す

蓮

体調よくて旅の計画

ナゥ渡り鳥どこまで行くか背を伸ばす

中島ゆき

高遠の城趾にまみゆ花吹雪

越

成

天

︵於・武生生涯学習センター︶

平成二十二年六月十九日首
平成二十二年九月十八日尾

自

執

山口由紀子

あの人は会った時から色仕掛け
支持率落ちて野に下がりゆく

石本志明

優しき胸に顔を埋める

餌ばら撒けば鳩の集まる

ゆ

紋白蝶の数多舞い合う

老ふたり温故知新の旅にあり

蓮

徳永さおり

ゆ

犬鱒る冬晴れの星

ヴェネチァの凍てつく橋に細き月

のれん酒罵言雑言の飛び交いて

成

さ

手伝いの子の軽き足取り
花万朶火伏地蔵のおわす寺
うららかに佇つ若き群像

谷

筆由志蓮自越由ゆ成て成自由閑てさ由て

八節林・館林連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃下萌﹄
下萌や平原の色変わりゆく

浅瀬をのぼる公魚の群

雛の客おしゃれした子等並びいて

絵文字の多き携帯メール

山中佐津喜捌
山中佐津喜

笠原壷中
須藤サイ
篠川隅子
箭内敏江
口石澄子
加縢陽子
圭亜

サ
圭亜

隅

ブリキのおもちゃ鑑定団に

ナォ手擦れせし古文書にある春挨

猫の背伸びはョガのポーズよ

慢性の関節炎は鍼灸で

杜氏の技の冴える蔵元

ョナと真央冬季五輪で金と銀

恐れを知らぬ恋の狩人

庭石の雨に謎めき出る地紋

夢の続きはたぐりようなし

入れ墨に残る爪あとまざまざと

白萩盛る戸締りの家

浪高き玄界灘に浮かぶ月

和紙で灰かなランプシェードを

ナゥ俳聖の魂まつる寺秋寂し

木版でふるさとの山彫り上がる
キャラメルしゃぶり気分転換

野に遊びつ︑探す思い出

遺されし帯に合せて花衣
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フルートの曲に誘われ昇る月

枝豆づくし腕によりかけ
ウケーブルカー床一枚の紅葉谷

双眼鏡でのぞく裏窓

髪の毛を撫でる仕種にぐっとくる

出湯の宿に染まる柔肌

いつまでもカーテンコール鳴り止まず

サ

︵於・館林市文化会館︶

平成二十二年二月二十八Ⅱ起首
平成二十二年三月二十八日満尾

佐
圭亜

佐

チリの地震で津波到来
月光に逆さで眠る蚊喰烏
雪渓渡るハイカーの列

産土の社に祈る安全を

隅
圭亜

ブランドを着て通うユニクロ

サ

沼巡るサイクリングに花の舞

大見得をきる弥生狂言

執

筆陽澄敏陽敏陽澄敏佐敏￨湯澄隅陽サ壺佐

ハ館林・館林連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃炎昼や﹄
炎昼や草の葉木の葉影つくり

時を忘れてすがる空蝉

孫の自慢が又も始まる

お点前の一期一会の客といて

笠原壺中捌

三井静怡
鈴水タケ

高島千代子

笠原壺中
伊藤稜志
箭内敏枝

松茸飯の炊きあがる頃

立待の月に思わず手を合わせ
ワパリコレの秋ブランドのあでやかに

千代子

静怡

千代子

静怡
タケ
稜志

千代子

大使夫人は凄腕スパイ

野球賭博でマゲを切る破目

サムソンのような体に抱かれる

﹁どこでもドア﹂があればいいのに

笠竹の音で迷わす占師

おいでおいでと雪女郎呼ぶ

狼の遠吠え長き嶺の月

千代子

稜志
壺中
敏枝
静怡

まわり道して結論が出ず

残したきＤＮＡは宝もの
壬生狂言はパントマイムで

樹木医の甦らせし花の精

ナォ異次元へ消えてしまいしシャボン玉

千代子

稜志
敏枝
静怡
稜志

本棚も何もいらないｉＰａｄ

コーヒー流れるピアノ聴きつつ

衝突しない自動車も出来

敏枝
稜志
静怡
夕ケ
敏枝
稜志
壺中
執筆

タケ
稜志
タケ

稜志
静怡

熱戦のきりりと締まる日焼顔

行水覗く出歯亀の性

王冠を捨て去るほどの恋もあり

神様さえも匙を投げ出す

テンパイの大満貫に打ち込んで
子のフリスビーすりぬけてゆく

月光に佳き酒を酌む石舞台

もみじの錦飾る山脈

ナゥ鱒踞の水呑みに来る尉鶚

潮の香りの届く中庭

母の踏むミシンの音も軽やかに

由緒正しき壺の刻印

外堀に鰐を映して花明り
口ずさみたる惜春の詩

︵於・館林市文化会館︶

平成二十二年七月二十五日首尾
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八東京・遅刻坂連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃大の字﹂
田中安芸捌

田中安芸
仲本お池
遠藤翠鶏
川巾土筆

落葉松の影にほどけり望の月

帰りを急ぐランドセル揺れ

小林一号一

軒に吊らるる鈴虫の寵
代々が後の雛を守りゐて
お習字は﹁大﹂の字紙をはみだして

かいつぶり来る町の公園
ワ甕古し寒九の水を満たさんと
止めたきものは老いというもの

安芸
お池
翠鶏
士筆
一塁ロー

お神楽の巫女のようだと盃を

紅でメモった電話番号

横田思案人

安芸

思案人

一塁ロー

安芸
お池
翠鶏
土筆

ブルカには黒い瞳の秘められて
フラッシュバックに蒸気機関車

有明の兎は何か思案して

若鮎焼けば四万十川のこと

訪ふ人あり雪に足跡
父母を語る庵
に連句衆
しまんと

里山わける風に雌笛

この頃はそぞろ気の急ぐ花便り

予防注射も泣きべその列

ナォ梯子からハタキ雑巾お身拭ひ

翠鶏
お池

圭呈画一

思案人

士筆
安芸

胸の鼓動を抱いて足早

隠れ家はミシュランガイドにない老舗

ポワゾンの香のけもの道へと

丸鼻のピエロのままでキスされて

お池
翠鶏
士筆
安芸

青葉闇置かれしままの乳母車

数字かき混ぜ苦いコーヒー

引いたお神籔末吉とあり
魁はビジネス街の赤レンガ

お池

寝転ぶ原にトンビ輪を描く

ナゥ電動の菊人形が近づいて

室ロー

土筆

思案人

一塁ロー

関守石の瞬きの露

次の頁を舐める指先

草野球延長戦を後の月

重き戸の歌声喫茶にバラライカ

お池
士筆
執筆

癖十ユ卵一汁に肥蕗︵文音︶

つちくれ

八十八夜は土塊の間

静もれる書院に届く花の影

平成二十
平成二十
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塙於玉捌
透有於主螺和主螺於和透有於主和螺有透

八東京・遅刻坂連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃束雲や﹄
東雲やゆるり身を引く望の月

早起き鶏の刻告げる秋

水墨の千草を一気に描くらん

異国に在りて時は悠々

ナォ七輪のさざえに醤油ひとたらし

和平
主水
於玉
透舟
有杜

切り通し抜けたる先の古戦場
低くせつなく唄うブルース

いつまでもこのままがいい外は雪

螺々子

主水
於玉
透舟
有杜
於玉
主水
和平

蝶々子

於玉
透舟
有杜
和平

冬のいちごを口にふふめば

虎猫のあくび長々昼下がり

卒寿の母は映画三味

のろのろ動く古きパソコン
図書館の返本期限とうに過ぎ

剥けば輝く堅きとちの実

月白の凪の湖どこまでも

ナゥ初猟の銃の重さを確かめて

えんま
子供の文の烏う焉
馬の芸

行く先はナビの言うまま右左

老舗の暖簾くぐり薄氷

まなうらに一瞬の夢花の塔

壮一斡土ユ朋二廿准朋津︵文音︶

パラグライダー麗らかに舞ふ

平成一
平成一
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ふっと気がつく駅の看板
火の山は今は裾野を沃野とし
足踏ん張って押しくら饅頭
ウラ寒霞ひとりの旅は荷も軽し
ベンチに残る君のぬくもり
うっかりと呼び間違えて阿修羅呼び

々
々
々

悲しき魚は海の底ひに

島々を小舟行き交うポリネシア

神様と人まどろみの中
月光に舞鶴草の影やさし
今年の梅酒上々の出来

離職して曽祖父の髭真似てみる

種も仕掛けも空っぽの箱
吹く風をつつみてのちに花は散り

ものみな和む春の夕暮れ

塙III稲谷半新
￨
葉口Ⅲ旧

舟杜玉水子平水子玉平舟杜玉水平子杜舟

八東戒・遅刻坂連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃自由を詠ふ﹄
大久保風子捌

菊香る座敷に碁盤据え置きて

闇の地上に銀漢のごと
青柳祥

今富千

秀島一

大久保風

遊びを抜ける子守りする子ら
ふところに鼻だけのぞく拾ひ犬

小野酔

ゆらゆらと竿灯しなり月遅し

凍てし広野を四駆走らす

武井蛙
山縣敬

風

祥
敬
千
蛙

喧操もまた旅のつれづれ

ナォをちこちにむつ飛ぴあひて春の果

自由を詠ふ詩人獄舎に

プラモデル天守閣まであと一歩

たっぷりと流れる河は土の色

冬空見上げ望郷の念

妖しく誘ふ身八つ口あり

ひと

わけありの女と福笹宵えびす

パゴダの壇に傾ぐ蓮の実

断て捨てよ離せと本が声高に

自然薯加へ新蕎麦を打つ

望くだり僅かな酒に胎眼めきて

たき火の奥に何か埋める

ナゥ熊啄木鳥のつつく音澄む山の宿

無音をわびるはがきしたため

ふくいくと香り漂ふ茶の旨し

茸二粋ユ朋什に叩噛︵文音︶

ゼッケン走る丘に初虹

飛花落花川面に筋の濃く薄く

平成一
平成一
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商井辛

ゥ炉 の 前 に 薪 の つ ぶ や き 飛 び 跳 ね て

幼馴染とあの頃のこと

長く艶めく髪を下ろさん

辛

紺碧の海に揺らされ愛してる
不揃ひにビル壁並ぶ暮らしあり

酔

千

体で刻む五拍子のジャズ
肌脱ぎて月指す布袋仙匡か
玻璃戸に透ける薄翅艀蛎
転がったボールの先は縁の下
いぶりがっこを通販で買う
花あかり亡き人に似る後ろ影
ふわりと襟に春のスカーフ

女辺生二風陶辺六子生二女陶風六辺生予

干辛蛙一敬風酔祥辛千一風敬蛙酔祥辛風

辺六女生二子陶風六辺生子二女陶風六子

﹃諏訪の神﹄

八東求・遅刻坂連句会ｌその川ｖ
士口

前田圭衛子捌

谷口蝶々子

安芸
於玉

大黒柱は築後百年

土佐の誰で客を集める

鍛えては縮めて叩く錫の盃

圭呈画一
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山巾士筆

稲葉和平

ｊむぐら

ゥ障子越し白南天は白きまま
書ける書けない胸の繰り言

ひたすらに土竜の恋はせつなくて

稜線遥かなが／︑と影

思案人

於玉

苗代葺口にふくめば

いだ

安芸

月繊し陶枕すこし高めにて

ふ

狂れしサロメは刺を抱かな
君追へば石も血を吐く仏あり

田中安芸

小林章ロー

縫針の運び止めたる青葉木菟
大久保風子

墹於玉

露の社に弓張の月

厨の奥で母の呼ぶ声

横川思案人

主水

ふるさとはレールの響く花の昼

芝焼低く煙ひとすぢ

思案人

完熟の山の荊萄をあしらひに

半田圭何辿杠

村までは日に一回のバスに乗り

仲本お池

山中主水

らの
朽くだ野
を行く太き犬の尾

苫家には放課後の子ら集ふらむ

鰯網引く浜のにぎはひ

有杜
お池
風子

立秋の風を統くるや諏訪の神

壮

ただ日だまりを忘春といふ
思案人

有杜

ナゥ愛弟子といふそれだけのそぞろ寒

芳草摘めばあたたかき土

昨日の鶯に今日も呼びかけ
ひとひらの命はらりと花大樹

読み書き算盤学成り難し
本棚の裏に落したメモ用紙
切り通しから海の小舟へ
そこここに石で囲みし磯竈

有杜
お池
於玉
主水
安芸
主水
有杜
祥風
お池

青柳祥風

蝶々子

安芸

ナォあを空をひとり占めして残る鴨

演習場に鉛の兵隊

大波の渦に砕ける不二の山

特等席に君の手袋

雨催ひ遺影に棒ぐコップ酒
黒板塀にへのへのもへじ
冬眠を企ててゐて魚となる

繭玉に紅白のあり男絶ち
乳房掴みしほどほどの奴
蓬莱の島まで万里ウルトラマン

影絵のごときホスピスの窓
とは
満月よ永遠に沈むな山の端に
柵のうちなる鹿のまなざし

蝶々子

今衞千辺

有杜
安芸
風子
有杜
祥風
主水

︵於・八ヶ岳・燦土里庵︶

平成二十二年八月七日首尾
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八束京・中央連句会ｌその一Ｖ

二百回記念

旅芸人が連れる猫の子

アンモナイトの逆さ渦巻
大酒のあとの夢にも酒樽が
根っこ下ろした深草の里
車から花に目を遣る忙しさ

鈴木美奈子枡

描山わこ

大久保風子

小林しげと

澁谷盛興

浅沼小葦
川端将義
斉藤一燈
伊藤貴子

川巾安芸
大津博山
近藤蕉肝

赤田玖實子

死を覗く闇路にからむ蜘蛛の糸

秋山よう子

伊藤則子

尚烏幸子

パリ世紀末アールヌーボー

生ⅢＨ常義

澁谷八千代

宇咲冬男
吉田酔山
別所真紀

はるか彼方に眺む不知火

ニゥ世の中は何の糸瓜と酔いどれて

小長谷敦子

青面も死人も太鼓秋の果

河童棲むらしここな深淵

藤井弘美
池川笑子

くったら市の屋台ひやかし

長持の脇に黒ずむ蔵梯子
和琴の面は柾目床しく
日本の宇宙飛行士月祀る

早熟の天才詩人放浪す
求め続ける母の粕汁

淳署に妖し魔女の虜ぞ

泗落の極みか継ぎはぎの服
はじめての固き乳房と膝小僧

カルチャーのゴルフレッスン申し込み

一ォ独尊のふぐり小さき尼茶仏
ギプスのとれし昼の潮の香

本屋良子
鈴木了斎
式川恭子
永見徳代
松本杏花
篠原達子
宮下太郎

鈴木美奈子

浅野黍穂
東汕佳子
中尾青宵
小川廣男
村松定史

久良木害心

引地冬樹
名占則子

磯直道

今村苗Ｉ

七十二候﹃海内付回七十二候﹄

句座そっと覗いていたり寒雀

付けも案ぜず海鼠噛む客
埋火をおこせばほっと灰立ちて

忘れ樅紗の下がる店先

一輪車すいすいすいと競うらん

小学生の得意気な声

月千々に砕けば木々は金の鈴

鯆上り来る街の裏川

蝉線に野猪の腹毛を見つけたり

急がぱ回れ作戦のコツ

好色本あちらこちらに丸印

恋の美醜の紙一重なる

電話口かすかな息の音がして

保留となりし辞任要求

議事堂の鳩は右往も左往もす

心頭滅却焙烙の炎

夏の月タイムスリップしておりぬ
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悪友を連れ駅へ行く道

ごしゃがれてまんずは家さ出たのしや

半玉にからかわれてる半平太
まつさらな雪積もるきぬぎぬ

村の徒は丸く収める

有明に悴む指をからませて
マルクト広場よぎる聖霊
市人の声をかき消す塔の鐘
引退の花道毫も悔いはなく

何傅うとて時烏鳴く

駿馬ねぎらうシャンパンの音
ナォやくそくを肯うゆやけ雲の海

登坂かｈノん

柏一兀垂早

青山満子
二ｔ貴夫
福永千晴
が木秀樹
渡部葉月
坂本孝子
櫻田野老
ｎ杵淋児
服部秋扇
佛渕雀羅
藤沼和ヱ

連騰尹希子

前川明水
伊藤航

入り婿むかえ家業隆盛

動画撮るパパと呼んだか愛子様

風がそよると抜ける舟小屋

女好き男狂いもええやんか
パイプの煙ふっと吐き出し

山本ゆ︑っ

浅賀丁那
伊膝哲子

真珠とる暇に縊く創世記

古川安芸
上Ⅲ真而子

冬のウィルス感染るパソコン
ご祈祷も膝に手炉では効き目なし

岡山朱藍
川野蓼艸

二番底見えてここぞと買いを入れ

豆腐の角で糠に釘打つ
陸封の魚の動かぬ十三夜

鹿のこえして山のふくよか
ナゥ釉薬の縮れ楽しむ風炉名残

辞すれば主婦の急ぐ近道
観覧車ゆっくり回る遊園地
童話の中の烏になり切る

和川ひろ子

商岡粗濫
和Ⅲ忠勝

蛭海停雲子

古物のギター弾きつつうっとりと

小雛昭一

小林静司
坂川武彦

士屋実郎
今付苗

来し方語るうから閑けし

俳譜の花は変化のうちにこそ

長閑にゆかん筑波への道

平成二十二年三月吉日満尾︵文音︶
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八束京・中央連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃然り／ながら﹄

基﹄

光陰は矢に然りながら春を待つ

凛々しく床を飾る寒梅

小林しげと捌
小林しげと

坂川武彦

生田Ⅱ常義

登坂かりん

久良木奎忠

ちらほら人が川の向こうに

グランドが狭しとラガー走りいて

懐かしい曲を月下にハーモニカ

大久保風子

室忠

しげと

風子

常義

立ち話する角のよるず屋

雛を伸ばしてひらく朝刊

オットセイ入り江に迷い込んだとか

しげと

ナォ空海忌札所の朱印もう一つ

あかぎれの手で目隠しをされ

コーヒーが冷めても来ないまだ来ない

風子
常義
風子

黙りこくって漁に出る彼

武彦

かりん

恋という字を書くのみに冬ざるる

島にある墓碑はだんだん欠けてきて

凧陸まじく遊ぶ蒼弩

圭唇

常義
風子
武彦
常義

室墨

しげと

︵於・ＮＥＣクラブ三田︶

平成二十二年一月十九日首尾

かりん

烏の群れが餌をつっ突く
残業のオフィス街に望の月

ちょっと夜食を買いにコンビニ
ナゥ赤い羽根紺のスーツに売り易い
ベレーの似合うボーイスカウト

常義

色なき風の誘う淋しさ

しげと

奎暦

かりん

みんなしてやろうやるべしきっとやる

ゥ論文の最終校正すさまじく
たまには愛も休みたくなり
そんな駄々握れて甘える振りをする

武彦
かりん

しげと

風子
常義
かりん

常義
武彦

冴えかえるなか廊下掃除を
打太刀の稽古たけなわ花吹雪

喉をうるおす出澗らしのお茶
飛行機が飛ぶか飛ばぬか株安値

団扇忙しく右に左に

御柱祭見物月署く

父の自慢は脛の古傷

鉄道マニア増えるこのごろ

シベリアの苦役をいまに語り継ぎ

つ才子

浜防風を具の彩り

盃を交わす我らが花の宿
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はらわた

歌仙﹃撃壌の春﹄

げきじよう

八東願中央連句会ｌその三Ｖ

つづ

土屋実郎捌

土屋実郎
服部秋扇
伊藤則子
喋井弘美

約まりし腸に彦む年酒かな

猫と私のぬくき濡れ縁

蛭海停雲子

童する母の仕草の春めきて

ぬかづ

い上ご

ナォやや寒の弥撒に額衝く船大工
ラの音が出ぬパイプオルガン
こくれなゐ
ヴィンテージワインの澱は濃紅

やがて二人の肩は密着

閨の中薬缶の蓋が踊り出す

火傷ひっかく後朝の疵

初買の五キロの米の持ち重り
立ってズボンの穿ける幸せ

銃声の絶えし国境寝鎮まり
精霊花のひっそりと咲く
雲とどめ三種混飲月に酔ひ

鰯手で裂く吉兆の粋

ナゥ秋深き眉の蒻りを阿修羅像

︵於・ＮＥＣクラブ三田︶
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無事息災を祝う繭玉

朧月いま山稜を蹴って発つ

今村苗
則

扇

野球健児の目指す優勝

ゥ街角にクレープを焼くよき匂ひ
ウイッグ注文ちょっとお泗落を

平成二十二年一月十九日

地震を余所に撃壌の春

アッシーは東男の成れの果

コスプレもどき垂らす巻き毛よ
弘

隅田の空を鶴帰るなり

十田

夜毎来る彼は本性蛇らしき
障子に映る影に抱かるる

花吹雪浴びてかしこむ翁曽良

づ鴎く

ほうほうと木菟の嗽すも面白く

扇

郎

風鳴るばかり御社の森

弘

十田

ロシァ十年瀬島龍三

扇

自分史に嘘も半分とりこまん
友愛といへどたたかむたたかれる
リングのジャブは後で効くもの

則

壺云

傘寿の賀月に語らふ花灯籠

苗

雁来紅の品種さまざま

雲郎弘苗則扇〃雲弘苗〃郎扇則弘扇苗扇

八戚都・千代の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃夢路来て﹄

夢路来て卒寿の春となりにけり

奥村富久女捌
奥村當久女

ナォ春雨の傘はんなりと向う岸
ここを渡ればもう帰れない

動物介護に身が入り過ぎ

ネガティブな予想は不幸招きます

ナカ
愛といふ字の真マ中
は心

ある時は家に夫待つこと忘れ

いく度も新燃岳の噴き上げて

微酔の頬に心地よき風

朗々の謡の声に昇る月
彩に奥山もみぢするらし
ゥ天平の両塔今に木の実降る

膜の衆に余寒厳しく

ゴビの砂漠をわたる秋風

平成の革ジャンパーの俳詰師
立ち止るごと迷句ころころ
月の出を河馬仰ぎたる水の中

ゴッホの画帳見て冬籠

ナゥ野分来て夫婦げんかはおあづけに
ピッツァのチーズとろけとろけて

松は常葉の女正月
竹内茂翁
北腺春屏
舳部三酔
丸山景子
高岡裕子
揃川定女
出来千惠
優尾信子

川の面に灯影揺らげば旅想ふ

︵於・京都・京新山︶

花浴びて花踏みてゆく花の山
百千鳥鳴く野はひろびろと

平成二十二年一月八日首
平成二十二年二月五日尾
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入海に金波銀波の打ち寄せて

阿修羅の像に似たるおもかげ
この頃は高山右近に魅せられて

酔

千

一宮田

酔

︷疋

茂

屏

一邑

茂

独りで点てる抹茶いつぷく
川みれば橋を架けたくなる性で
殺し文句にちよいと乗せられ

鈍色の匙にさもにて月涼し
サマードレスをひるがえす浜

再会のスイートルーム予約済

思ひ叶ひし朝のコーヒー
花の蔭含差の人うつくしき
犬の用足し蒲公英さける

干信酔屏千富屏〃酔富裕景屏裕信富屏景

八京郡・千代の会ｌその二Ｖ

奥村當久女捌

千真當景
而久
景冨而景千富而千而千富千景而惠子女子

歌仙﹃白川

寄れば連衆いつもさはやか

朝寒や白川の水渡り来る
月僅々名園の松照らしゐて
列なして行くツアー観光

笑ひ声よし頭やはらか

一代で産を築きし立志伝
ゥ古 本 を ど っ さ り 売 っ て ま た 買 っ て
どうせいつかはなるやうになる

彼女の汗は黄金の粒

干草の香に初恋の漂ひし

地仙暴落の郊外の町

英語塾美人教師も揃ったり

尖閣の涛鎮もるは何時

山々は昏れて凍月斜に懸かる

舳祁三酔

一宮田

長尾信子

ナォタ風に瓜鎮壁に当たる音
着物に恋の予感そこはか

ぐいぐいとセカンドバージンいづこまで

而

而

屏

北原春屏

事もなく上手が捌く絡み酒
観音立像みそなはします

うまくいったか顔の手術は

月昇る茂野の影を濃くしつつ

″

千

千

屏

夏風邪重く陰諺の部屋
うちの彼寡黙饒舌極の人

共に老いても共には逝けず

屏

一二国

顎鬚をリボンで結び囎いて

クリスマスまでもうあと三日

而

ナゥ冬ぬくしコートはどこに忘れたか

屏

而

誌面にぎはし珍事出来

信

ソロモンも秀吉も見し夢の夢

雪解の水の流れ優しく

一自画

花散りぬ平家琵琶弾く指先に

ひねもすつづく蝶々の舞

︵於・京都・京新山︶

件雌一一什二蓉封一一朋峠叩噛︵文音︶
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ｰ

眉あげて仕分といふもおぽつかな

座敷日射せば仔猫寄りくる

竜天にあり蕊くは人
歌膝の政所さま花の昼

出￨・・奥丸
来111村 '

の

八獅川・筑波津幡連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃冬紅葉﹄
歴史閉ず老舗の宿や冬紅葉
名残り尽きずと鳴らす凧
芳ばしき茶に憩うひととき

吉本芳香捌

山本比佐子

吉本芳香
二羽智子
藤江紫虹
加納俊子
多田史代

ナォ縁うらら童話よむ子を膝に抱き

日々好日と余生楽しみ

こなからの酒を嗜み健やかに

まぐれ当りのホールインワン

冬晴れの潟に釣舟浮かぶらん

遠く近くに寒禽の声

土の香の田舎ぐらしに憧れて

大きなお尻僕の好みよ

聖堂のマリア優しくほほ笑みぬ

心の和む一行の詩

まどかなる月を肴に地酒酌み
色変えぬ松すつくりと立ち

記念の写真アルバムに旧り

ナゥ行く秋のレンタサイクル踏みしめて

大切に母の形見のつづれ帯
はらから寄りて弾む談笑

一一い且一蓉十︲訓朋に計叩壗︵文音︶

夢を託して放つ風船

拝

−175−

絵手紙に四季の移ろい描きいて

久方に集う友あり月祭る
えんま蟠蝉とまる石垣
跡とりの娘と知らず口説きぬ

ナォ稲刈のボランティア励む千枚田

初恋と今打ち明ける同窓会
龍馬ブームに高知への旅

朗々の謡に舞えり花舞台
虹

智

香

メルヘン村の夏はみじかき

古寺へ雛の径の続くらん
歩き疲れに膏薬を貼り
月影もぞくりと涼し肝試

澄

史

永多澄枝
村上町子
田川利公
芝川祥子
細山芳絵

すぐ売り切れる洋菓子の店

比

俊

犬の服フリルとリボン愛らしく

霞たなびく遠き山脈

なごやかな園遊会に花吹雪

虹智香祥利lll.比澄俊史芳虹香町智祥利香

八石川・筑波津幡連句会ｌその二Ｖ

膝送り衆議判

宮 北 糀 谷 密
村野澤本
'

歌仙﹃石蕗拳﹄
少年の眉凛々と石蕗拳
吐く息白く交す挨拶
コーディネートは更紗基調に

ナォ風船の糸がほどけて天空へ

遠く問こゆる鼓笛練習

コンセントしっかり抜いてエコライフ

蹟いたのは酒癖のせゐ

出直しを共に励まん妻なれば

気位高きことも魅力で

いつもなら睨み効かせる冬将軍

日毎に増ゆる溜池の鴨

緩和ケアやさしき医師に巡り逢ひ
好みいろいろアロマキャンドル

新聞に月の満ち欠け色付きで

背筋ぴしっと障子貼る母

ナゥ御命講果てて茶柱揺らぎをり
とかく浮世は住みにくきもの

アコーディオンやつと覚えたキイの位置

夢の作家へやがて近づく
花吹雪渦巻きながら外濠へ

唾十コ叩二什一垂叩雷︵文音︶

銀輪軽くまとふ春風

平成二十
平成二十
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洋風の窓に烏龍吊るされて
月円か松茸づくしもてなされ
こんなところに小さき蟷螂

誰も認める旅の達人

ウシルバーのお手並み揃ふ文化展

小走りに三歩先行く彼を追ひ
ちょっと口説かれ後は冗談

龍馬在りせば何と言ふらん

失言の大臣殿の陳謝劇

胡瓜まくはを井戸に沈めて

おだやかな海に水浴みする玉兎

ボンネットにて眠る野良猫

窯を出る手捻りの壷なかなかに

靴も鞄も夏を先取り

故郷より花の便りの舞ひ込みて

千眞尚綾妖
鶴知
尚綾妖千眞尚綾妖千眞尚綾妖子子子子子

綾千眞尚綾妖千眞尚綾妖千眞尚綾妖干眞

八束京・筑波東京ｌその一Ｖ

半歌仙﹃梅雨晴﹄

梅雨晴やロックの似合う喫茶店

髭のマスター酒落た白靴

芝刈機小さな庭を整えて

車の窓に覗くむく犬

赤田玖實子捌

林茂夫

安楽明亭

東海林ヨシエ

鈴木壽子
三浦康子
朝愈和子
澤Ⅲ知子

着膨れて克る朝市の婆

襟巻をきつく海辺の月を見る

ゥ惜樹立つ湯島聖堂身を正す

菫壺

生傷の痛みそちこち山すすき

月光ゲ渡る里の竹藪

茂

和

茂

吉テ

赤田玖實子

裏向きに置く道徳の本
年下と夫に内緒の旅楽し

ヨ

九連宝燈挙げる祝杯

別れ話に要す画策

遣水に残る蛍が軌を描く

奈良の町錫杖の列ひたすらに

古宇

康

ヨ

知

子供等がふむ路の春泥

大壺に花はたわわに溢れけり

朝寝の吾れを聯す烏の音

平成二十二年七月八日首尾

︵於・スペース三軒屋︶
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八東京・筑波東京ｌその二Ｖ

半歌仙﹃格子戸の﹄
赤田玖實子捌

灘Ⅲ知子

水盤に玉兎の影を映しみて

林茂夫

格子戸の続く路地なり秋日濃し

テレビゲームに熱中の児等
白シャシの青年の腕眞シ黒に

朝倉和子
三浦康子
鈴木壽子
安楽明亭

赤田玖實子

ビール片手の談義長びく
ゥ尖閣島北方領土大ピンチ

玖

東海林ヨシエ

古き情趣を今に残菊

今日のニュースは円高のこと

古宇

塞丙

″

和

なかなかに達観できず居候

いつも同じの出勤電車

妻の寝顔の雛を数える

エ

スリットの深きスカート目がくらみ

海昏れて無限の波に月寒き
冬の湯舟にゆっくりの昼

睾面

和

〃

エ

鴬餅を山盛りの皿

信号変わる風光る街

龍馬より倍も生き来てまだ足りず

み芳野の雪かと花の蔵王堂

︵於・ハイライフプラザいたばし︶

平成二十二年十一月四日首
平成二十二年十二月二日尾
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ハ赤穂・つばさ連句会ｖ

ナォせつなくてただせつなくて啄木忌

暁吉女

三千古

恭子

夏休み恋が突然訪れて
盟の底に鯰ぬらりと

暁吉女

恭子

歌仙﹃鯉のぼり﹄

浪さらいゆく謎の砂文字
美女らしき埴輪発掘大騒ぎ
嫁さがしには熱が入らず

飯沼三千古

おもしろい妖怪漫画思案中

八尾暁吉女捌

八尾暁吉女

三千古

暁吉女

恭子

三千古

三千古

対岸の川巾つなぐ鯉のぼり
藤の若葉のさゆらぎの頃
宇野恭子

暁吉女

カラフルな刺し子ふきんを縫い上げて

屋台骨ぐらついている相撲界
清めの塩をたっぷりと盛り

暁吉女

恭子

恭子

三千古

交差点足早に行く人の群れ

暁吉女

三千古

恭子

春の帽子の姉と妹

処々に﹁魚﹂を盛り込み一巻とした︒

蓉唾一辻一群緬朋十岻耶電︵文音︶

エンゼル達と遊ぶ若鮎

満開の花に竣工鏡割り

木魚の音の洩れる尼寺

ナゥ干し柿の甘さましゆく風の吹き

猪出たと廻るパトカー

有明の月仰ぎ見る外町

アカデミー賞狙う面々

三千古
暁吉女
三千古

恭子
暁吉女
三千古

恭子

三千古

三千古
暁吉女

恭子
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母譲りなる桑の針筥

月の宴句友画友に朋友に
釣師自慢の鎧の天ぷら
ゥ笛太鼓いずれ鰡背な在祭

交番以外休業の札

ねえあなた閨では明かりつけないで

袖ひきとめて勘ねる小悪魔

暁吉女

暁吉女

切り替えはエレベーターの止まる時

銀座砂漠を照らす東て月
千鳥足よろよろ帰る年忘れ
住職さんもやはり人の子

恭子

恭子

ツイッター格好つけても愚痴話

新政権はやっと船出し

往診の医師のんびりと花の島
蝶とつれだち自転車を漕ぐ

注

二羽智子捌

町俊智利俊利町久智利俊久町久利町智俊

ハ津幡・津幡連句クラブーその一Ｖ

歌仙﹃武家屋敷﹄

小春日や菰掛けられし武家屋敷

ほんのり香る路次の柊

絶え間なき観光客の賑わいに
予報はずれて傘を借りたる

へそくりはたき地デジ参加に

ナォ信心の一言に尽く御身拭い

﹁マネジメント﹂で勉強しなくちゃ

願望の蕊は空しくカタールへ

騒動残し穴へ入る熊

冬を越すにんじん大根囲われて

ウィリアム王子婚儀待たるる

試作品そっと味見の箸伸ばし

遅々と進まぬ整理整頓

微笑みに隠す不倫の厚化粧

月円か回転木馬深眠り
綾に染めたる錦秋の渓

ナゥ代々の絆つなぎて夜業の灯

母の便りを読み返しては
養銭をはずみ幾つも神頼み

歴史訪ねる能登の海山
友禅の流れを縫いて花筏
世界の凧へあがる歓声

子公子子

子子子公子子子子子子公子子

俊利久智

久智町利町久俊町智俊利智久

︵於・津幡町文化会館シグナス︶

平成二十二年十二月四日首尾
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雲を脱ぐ今宵の月の焙烙と

雀群れ来て落穂啄む

ゥ人恋し温め酒を酌みおれば

ドンと届きし北の砲撃

あなたの鼓動いつも聞きたい
成田発ち手に手をとりて逃避行
どの町も政府の仕分け給わりて

景気の風はどっち吹くやら
エコ付きの新車の窓に月涼し
ダブルプレーに夢が膨らみ

昼寝の児等の顔の愛しき
東京へ近くなったよ超特急
野点の席のほんに長閑な

天守閣高く聟えて花万朶

赤 田 村 二 加
坂 川 上 羽 納

子子子公子公子子子公子子子子公子子子

〃

吉本芳香捌

定裕芳澄裕定芳澄裕定芳澄定裕
茂 茂 茂 茂
雄子香枝子雄香枝子雄香枝雄子

ハ津幡・津幡連句クラブｌそり一Ｖ

歌仙﹃秋晴れや﹄
秋晴れや再現なりし河北門

月見団子を盛りし大皿

爽やかなじゃんけんぽんの声のして

猫まるまりて休む長椅子
海はるか白き帆船浮ぶらん

武者人形の瞳りりしく

ゥ伝統の祇園祭の賑わいて
なぜに言えない好きのひと言
夢に来て夢に去りゆく恋もあり

出

ナォ野を焼けば焔に揺らぐ農具小屋

遠く近くにカウベルの音

宅急便で野菜いろいろ

新人のベストセラーを読み耽ける

団扇の風をおくるみどり児

夏籠に精進料理整えて

和服着てめぐる茶屋街石畳
ついに見つけた憧れの女

すり切れそうなエンドレステープ

性懲りもない浮気癖またもたげ

月渭し森羅万象照らしおり

刈り入れ間近垂るる稲の穂

ナゥ県知事も首長も僕も赤い羽根

格差社会の広がりてゆき
願い込め神棚に置く宝くじ

たかがＣＭされどＣＭ

水温みたる故郷の川

満開の花の下にて和む句座

子雄香枝

子雄香枝

裕定芳澄

︵於・津幡町文化会館シグナス︶

平成二十二年十二月四日首尾
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茂

茂

茂

裕定芳澄

硲定芳潜

澄芳定

子雄香枝

枝香雄

心を癒す気ままなる旅

朝ドラに今日の元気をもらいます

為替レートに一喜一憂

山眠る月中天にさしかかり

炉端を囲む語り部の里

クラス会まるやかな酒酌み交わし

お日様マーク続く天気図
米寿喜寿肩並べゆく花の道

妖怪たちも戯むれる春

占 宮 永 加 見
本嶋多藤｜U：

ハ伊勢・つらつら吟社ｖ

歌仙﹃この秋は﹄

この秋は何ゆゑはやき日の薄れ

川野直子捌
奥野純一
中北ひろみ

榊原由美

ＢＧＭに流る︵ラード

ナォ逃げ水を追ひかけてゆく高速路

ままごとの中の幸せ現実に

思ふたまゆら涙溢れつ
未曾有の東北激震大津波

木造校舎包む蝉声

信ずることを胸に刻みて
新緑の野山渡れる風を受く

ジャケットの衿赤い羽根付け

外食に迷った末のうどん店

鹿威し鳴る庭の丹精

ふみ

西山嘉代子

頬ゆるめ一人酌みをり雪見酒

鴨並び揺る池を廻りぬ

ナゥ同胞と産土神に参詣し

晩稲の実る里の静けさ

月昇るヒッチハイクの若者ら

岡川美代子

美

山口圭子

代

胡蝶舞ふ空夢の広がる

ノートパソコン小型軽量
満開の花にも触れて入社式

ｗ雌二竝一唾十江朋十榧肥南︵文音︶
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到来の林檎のかをりたちこめて

久々の手紙若やいでをり
湖にボートたゆたふ月の宵

夏座敷には珍しき友

ゥ茶柱の立ちし湯呑をのぞきこみ

純

−暴

み

炎のような言葉を持ちて

読者モデルのオーディション受け
すぐひたる残り香そっとかくしおく

厭はずに鄙の長路をたどる女

み

圭

代

嘉

装が見える玄関の靴

春を待ちつつ服えらび居て

美

天平の菩薩ほほえむ寒月夜

傾斜均等伝票の文字

純

士士

格好よく世渡りをする部下多し

潮干の海に子らは声挙ぐ

遠目には今が盛りの花の土手

岨
野

直

純圭美代子み美嘉代圭み純美圭代嘉み美

八冊岡・天神連句会ｌその一Ｖ

短歌行﹃蕨立つ一
八木紫暁捌

八木紫暁
浅野黍穂
諏訪欣二
河端洋

足元の老いをうふふと蕨立つ

箪笥の着物ゆったりと着る

暁

穂

洋

ぎらりと光る備前長船

ナォ関取の浴衣の裾の翻る

貨幣で滅ぶ元の王朝

核と拉致無法に脅す北の国

精霊舟を整へてをり

ピラミッド月いただいて有明けぬ

青空に百舌の速贄技の先
断食エステ未だ効なし

ナゥ銀ブラに眩しよりどり脚線美
ヒールを折って彼に寄り添ふ

おもひやる千年の時花の滝
木の芽の下に子等の歓声
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つばくろのきるやはらかき風
今日よりは南緯へ移る彼岸まで

放麿をする髭のイケメン

ゥ珍しき龍馬ごのみといふ珈琲

寒林をまたぎの登る月明かり

穂

暁

福武光風

万端揃ひ納采も済む

高鳴る胸の想ひとげたく
振り返る苦節十年今更に

切なき蝉のいのち短し

余花さはに天守復興れがはしく

︵於・福岡・行動医学研究所︶

平成二十二年三月二十一日首尾

風洋二穂暁風洋二穂暁風洋

ハ福岡・天神連句会ｌその二Ｖ

や
L＝＝

托鉢に出る短夜の月

日焼けしたいがぐり頭並ぶ床

連勝記録容易ではなく

大舞台屋体崩しにどっと湧き

流木細工うまいオブジェ

旧かなで読むもまたよし三四郎

思ひ出尽きぬ初恋の人

ゥ見付けたと遠く聞こえる茸狩り

静もれる湖面に月の差し渡り
あすは猪猟の犬をなだめつ

優等で出て時計賜はる

若人はメダルを高くさし上げて

商店街に東つる靴音

神

天神や俄か目覚めの冬もみじ

一

友の来て地酒を椀についで飲み

浅野黍穂捌

ナォ頃はよし土手の斜面に蓬摘む

孕猫らし追って動かず

振り売りの声流れゆく昼下がり

時間をかける自画像の筆

マラソンの完走証は妻のもの
マントの中で息をはづませ

熱燗が云はせる台訶君別蹟
耳馴れぬ名の認知症あり

いつの間に駅に住みつくホームレス

茜の空に烏二三羽

外交の闇にありたき月の光ゲ

峠とれて夜風身に沁む

ナゥ荒浪に鮭取る漁夫は命懸け

妖怪證になぜか魅かるる
北欧の古城趾訪ね気まま旅

天のめぐみのダウンふはふは

花魁の踏む八文字花の中
団地跨いでわたる初虹

平成二十二年十一月二十一日首

︵於・福岡・行動医学研究所︶

平成二十二年十二月十九日尾
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天

しだれ桜の覆ふ墓石

光 紫 黍
洋
暁穂洋風穂暁風洋暁穂洋風穂暁風暁穂

仙

路地に流れるファドの歌声
花婿のさだめの船出葉巻入れ

福 河 八 浅
武 端 木 野

歌

暁洋穂暁穂洋暁穂洋暁穂洋暁穂洋暁穂洋

八名古屋・桃雅会ｌその一Ｖ

歌仙﹃青時雨一
青時雨雫の色のすきとほる

翅を休める薄翅艀蛎

三脚を肩に坂道足ばやに
仲間入りするラジオ体操

くのあや捌

くのあや
杉山壽子
松尾博雄
足立徳子
睾蔬

かさっと音し木の実ころがり
ゥ新走酔ふほど愚痴の多くなる

中森美保子

雄

徳

カリカリと爪研ぎしてるいとし猫

通

や

徳

ナォ自家製のオレンジジャムが評判に

スカイッリーがまた高くなり

鉛筆のやうなのっぽの一軒家

太極拳は先生級です

悲しみの拭ひ去れない原爆忌
グッピー増やし玄関に置く

石ころも釘も大事な宝物

なぐりがきしたよれよれの文

道ならぬ恋と知りつつ恋焦れ

マドロスパイプリヴァプールにて

望月に白く浮かんだ帆掛け船

さんま不漁で高値羅市

金の鮠には春日燦燦

熱田神宮龍影閣︶

ナゥ秋思あり瞼に母の琴鳴らす
ソファの上に解く知恵の輪
発掘の現場はけふも人だかり
おすすめＷＩＮＥ味は芳醇
花ふぶく開府名古屋を寿ぎぬ

平成二十二年九月二十八日首

︵於

平成二十二年十月二十日尾
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いで湯にて月かきまはすこと楽し

ちよいととぼけるあまのじゃくにて

や

額づいて苦しき胸のうち熾悔

雄

大Ⅱ元通
古賀幹子
島川裕子

自由躯歌が羨ましいよ

抽選となる書道教室

アイパッドつながる世界めくるめく

冬帽子西にかたぶく月を見て

お土産ものの酒落たパレット

壹丙

傘寿の日つどふうからに花の揺れ

保

年末賞与いまはもうない

鼻眼鏡してのどろかな夢

壽や徳雄保通幹裕や徳雄壽裕幹通保幹裕

八名古屋・桃雅会ｌその一一Ｖ

歌仙﹃秋うらら﹄
長谷川芳子捌

ｉｐａｄ繰り天気占

ナォ東風そよと街をランナー行き交へり

家族支へる老いの年金

さかさまに枝から枝へ渡る猿

評判の烏賊の塩辛完売と
ぬらりと蝶す百の告白

ブルーグラスで冷酒味はふ

涼しげな水琴窟に耳すます

青烏ゆみを

島田裕子

長谷川芳子

蝮とびかふ川縁りの苑

ナゥ稲を刈る若者たちのボランティア

秋うらら野外揮毫の筆走る
愛読害散らばる中に月を見て

西山清子
松尾博雄
古倒幹子
杉山壽子
田中初子

梅干の香りうすうすバルコニー

浮人形で遊ぶ孫たち

ゥ経営の軸立て直す三代目

瀬戸内の島ロハス生活

辻説法はやや寒の辻

望の月妖怪通り突き抜ける

マンガ大賞めざしてるのよ

ダーリンは元フリーター主夫業で

中国詣で北からの汽車

中森美保子

二十四の瞳に涙ふくらみぬ

ふるさとの山ひたに懐かし
花ふぶく天まであがる花の片

熱田神宮龍影閣︶

粋に結んだ春のスカーフ

︵於

平成二十二年九月二十二日首
平成二十二年十月二十二日尾
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平凡ながら暮らし穏やか

アンテナの感度良好噂飛ぶ

通販で買ふお守りの札

インコに聞かす恋の悩みを
すれ違ひ解いて連理の糸固く
雲間より覗く玉兎の目の冴える

裕

伴野未季
古賀寛哉
足立徳子
宮川伏子
窩川尚子

プレイオフ制しキャディにＶサイン

小津鉦価三

到来物で祝ふ年越

きれいな歯並み笑ふヒロイン

芳

大ｕ元道

夢をふたたび曲水の宴

万葉の人もゐるらし花万朶

芳壽保を幹道季雄芳尚壽哉保清洗徳を幹

八名古屋・桃雅会ｌその三Ｖ

歌仙﹃古布子﹄
たて耕南の島の古布子
小春凪なり遠浅の浜

伴野末季捌

伴野末季

季

古賀寛哉
くのあや
杉川壽子

中森美保子

月明り庭石伝ふ三毛の猫

保

コーラスのピアノ演奏軽やかに

松ぼっくりの形さまざま

ケッタマシーンで風とポストへ

ナォ山笑ふ燕脂に染まる休耕地

鴉見下ろす本堂の屋根

ジョギングのひとマイペースこぬか雨

休日は奉仕活動落ち葉掻き
軍手でつかむ焼き芋の味

さて行かん落語の会へおほいそぎ
ちひさい座ぶとん二人はみ出し

何でもできるままごとの膳

じゃじゃ馬でおきゃんな仕種可愛くて

金盟まどかな月の澄まし顔

費の吉凶誰も分からぬ

つまくれなゐを弾いて居ます
ナゥそぞろ寒歯切れの悪い議員団
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ポッケはみ出す尻の歳時記

ゥ私 よ り ユ ニ ク ロ 似 合 ふ お ど ろ か し

哉
や

美女と美男で趣味も同じで
お願ひれしまひは佳麗に踊らうょ

リムジン迎車名所めぐりを

新理論ストックホルムで賞を受け
季

ふれてもみたき佐保姫の足

城跡の大樹の花は語るらん

琴丙

保

発条の壊れた時計その儘
老々の介護のテンポゆるやかで

哉

睾諦

や

︵於・熱田神宮龍影間︶

平成二十二年十二月十八日尾

平成二十二年十二月八日首

赤ひげドクター不意におとづれ

裏長屋角を曲がれば月涼し
なじみの店でぐいと冷酒

保

季

百姓はアグリカルチャー文化人

額縁をまず誉める爺さま

哉

花の刻一期一会を惜しむなり

殿様蛙じつと水中

壽季や哉保季壽や哉保季壽や哉保季壽や

ハ愛媛・道後連句会ｖ

歌仙﹃秋風裡﹄
仏像の壁の波打つ秋風裡
格子に透きて十六夜の月

宮島正捌

天衣無縫の画家は何処へ

ナォ染卵見つけてはしゃぐ園児たち

スカイブルーのカクテルを酌み

海に沿う鉄路に錆の匂うとき

片肌脱いでぱっと振る壺

水虫の指の間のむず痒く

嘘が真となって惚れあい

でっち上げ暴かれ検事捕えられ

いそいそと出歩く妻に尽くす夫
ノーベル賞のニュース流れる

糸瓜の水を土器に溜め置き

望の月縄文杉の空ひらけ
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染まりゆく雑木紅葉に佇みて
遠く近くに聞こゆせせらぎ
名シェフに期待高まるレストラン

ひだり傾ぎに泳ぐ蘭鋳

四駆のジープ難路へつちやら

ナゥ初猟に集う仲間の腕自慢
雨

宮島正
大月西女
川岻七重
井上雨道
渡部晃子
宙森輝
中村通仙
鎌田清隆

作者不詳の軸を褒められ

針穴をすんなりと糸通り抜け

口笛吹けるのどらかな午後

歌枕気侭に巡る花の旅

正

西

晃

輝

ゥ一張羅徴はびこるも情けなく
子泣き爺がひたと背に瞳き
内閣は改造したと言うものの
厚化粧した美女を追いかけ
老いらくの恋に師匠の芸乱れ

盲導犬の敏感な鼻

平成 一 十 二 年 九 月 十 八 Ｈ 首
平成 一十二年十月二Ｈ尾
︵於・愛媛県文化センター︶

モルダウの東てし川面に月映えて

正

西

正

清

毛皮を脱がず安宿に入り
貧相といえど著明な数学者

肩凝り治すョガの体操

西

初花の郭づたいに開きそめ
つばめ来ているのぼさんの町

西七正清七西清正清七正清西七正西七情

八束京・刀水の宴連句会ｌその一Ｖ

駄鴎蜥買美人墓

新畳敷き風の涼しさ

人集う館の庭に虞美人草
とうとうと大河の流れ轟きて
そっとおろせるレコードの針

秋潮の香が寝顔なぶりつ

ナォせわしくてでも楽しくて駅に待つ

化粧まわしの粋な足どり

そっと寄り添いあまき鳴き
夜な夜なに糺の森のせつな声

故郷の香りなつかし青簾
ほ−ほ−蛍甘い水呑め

付け回し
利根川たらう

災害の跡すさまじくそのままに
春亭右乃香

おもみじ
桜お紅
葉浮く大海の果て

坂東太郎かなたより見て

利根川氏ワイングラスを傾けて

田島呑空
秋川柿生
生〃孝坊

太川里空

鈴虫の音の渡る庭隅

窓辺にて月の光を愛で受け
磯なお

霞も晴れて展くげんげ田

境内の善男善女花の下
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頬杖に有明月のほの白く
心の雨がやわらかに降り

ゥ片隅に捨てし団扇が束ねられ

いのちの終わり誰と寝るのか

ナゥ接骨医冷やびや近き鹿の里
吉川けいこ

尾形弥生
岡山夢女
ととせ

胸はどきどきどうしようかな

突然のメールに惑う十年経て

呑

おまけの菓子の姿暖か

鳩に寄り鳩を散らして幼な達

月桂冠にちくわ大根

柿

た

木魚に笑う乙女らの列

初霞言葉もうれし忍び逢い
若き僧深夜ひそかに宴を張り

里

右
な

︵於・たまプラザ尾形邸︶

平成二十三年六月十一日首尾

孝

天地訪う雲雀せわしく

手鏡にカチューシャの影つけ朧毛

幻の花とうつつの花明かり

弥

おとな

何か光りて春の水浴び

里右孝柿た呑け夢弥な里右孝柿た呑け夢

ナォ鎌倉のローストビーフ春がすみ

磯なお

太出里空

空を仰ぎて独りゆく旅

またしてもこれが最後と別れゆく

見上げればはるか遠きに目指す嶺

ブルース聴きて心しずめし

八束京・刀水の宴連句会ｌその二Ｖ

縁切寺の門前に立ち

妻が居て姑が居て日本晴れ

裸のままではしゃぎいる子等

ほおほおと溌襖の浜の鰹揚げ
足形弥生
岡川夢女

夜も更けて青猫抱いて細き月

醜鴎釧慰揚ば

干せる蒲団を叩きつづけつ

人みな急ぐ宵闇の街

吉田けいこ

寄せ鍋のぬくもりの窓雪しげき

山川に季節はずれの風が吹き

利根川たらう

付け回し

硯を洗いお祝いを書く

金木犀の角を曲りて

ナゥ秋あわれ路地を通れる豆腐売り

平成二十三年六月十一日首尾
︵於・たまプラザ尾形邸︶
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貴方と私一日に二度

花野なる径はどこまで続くらん

銀座のバーで顔をきかせし

ゥ行く末は総理大臣開業医

初虹に弧を描きつつ消ゆる夢
うららかな丘前を見つめる

大正昭和平成となり

花筏どこにゆくやらあてもなく

春亭右乃香
里

川烏呑空
秋山柿生
生方孝坊

な

あさぎの帯に藍の帯締

抜衣紋それしゃと知れる後ろ髪

共洗いとは熱燗に駄目

さりとても一歩踏み出す肝もなく

弥

た

柿

呑

大漁旗にあわび蛤

冬の月照らす荒地に三輪車

け
ジャカランダ

茜蚕

テレビ画面に背筋こわばり
新帽子旅の気分になるわよれ

世界遺産の巨石哀しく

サバンナで象に食われる桜花
ロケがのびのびはや帰る烏

呑け夢弥な里右孝柿た呑け夢弥な里右孝

八束原・稲門連句会﹁西北の風﹂ｖ

﹃鼓草﹄

巡航船は三度汽笛を

衆議判

パオより上る煙ひとすじ

ナォ若駒に相馬野原を想い出し

龍一

昌雄

ちかひ

盛興

車座になって乳酒を酌み交わし

髭跳ね上げる若き将校

陽光差せば底力湧く

龍一

だじゃれにも喜んでいるアマデウス

お見合いに直立不動で敬礼し

八分休符で逃げた破の連

大和撫子顔を赤らめ

松澤龍一

伊藤哲子
渡辺祐子
渡部春水

仏塔に弓張月の語りかけ
安楽明郎

ナゥひょうたんの鈴なり人を威すなり

秋の夜長にぶんぶく茶釜

山峡の古き生家の梢あかり

鈴木ちかひ

渋谷盛興

ちかひ

春水
祐子
明郎
雀羅
祐子
春水
宗星
明郎

古いメロディーロずさむ妻

二辻一一軒に皿一什叫即噸︵文音︶

花時の一山洗う走り雨
瀬を遡る鮎の子の列

拝

宗星
昌雄
雀羅
盛興

手塚漫画をいつもかばんに

小太刀昌雄

昌雄
明郎
雀羅

平壱不同生

スーちゃんと呼ばれたあなた星になる

この世の情け深く大きく

春水
祐子
盛興

佛渕雀羅

ＤＮＡのパワ−炸裂

産院に謎の引力満ちみちて

龍一

涼しき月に望郷の念

青春キップ胸のポッケに

ＯＬはシフォンブラウス楓爽と

ちかひ

夕暮れてバサバサ帰る揚羽蝶

肌身離さぬ赤き御守り

有線で流れる歌に秘めし悲話

ゥひそやかに林檎の育つ音のして

誰彼に声かけ誘う小望月
芋煮の鍋に笑顔集まる

地震つづくわが同胞へ鼓草
瓦礫も頬もはじく春北風
新学期転校の子を見送りて

仙

喜びも悲しみも越え花筏
歩きへんろも結願の朝
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歌

八東蝋・都心連句会ｌその一Ｖ

俳詰之連歌

歌仙﹁若禰宜の笛﹄

男神なる破風に涼風

若禰宜の笛清々し夏木立
初鰹掴む尾鰭の跳ねるらん

刈田黒々続く畦道

犬は小型に猫も小型に
月請条父御の歌う子守唄

和田忠勝捌

−仏覗両Ｎ姪手

利川忠勝

蛙海停雲子

鈴木善春
大島洋子

ナォお蚕を頭に戴きて飛騨の里

からくり人形朝はお休み

鈴木千惠子

馴川ひろ子

佐々木有子

永田吉文

微谷八千代

傘寿でも斗酒なお辞せず次々と

熱気球にて外つ国へ行く
巧みなる技期待して移植術

大根足の幽霊が出る

平成のカタコンベなる牛の塚

ディープキッスによだれ溢れて

−−酬戸いｒ︐Ⅲ脚

篭負いて二人で消える麦畑

田中てつ

桜田野老
竹村左京
赤田玖實子

からみつきたる紐のいろいろ

坂本孝子

古文書を指で辿りつ繊き月

虫の音弱る暁の庭

近藤蕉肝
浅沼小葦
高柳慶子
上川真而子

源桃子

伊縢哲子
臼杵浦児
横山わこ

ナゥ海峡の波高くして冬隣
ケーキの屑をこぼす嬰児

事あるごとに想う師の恩

公園のじゃんけん遊びきりもなく

秋山よう子

宗匠
執筆

脇宗匠近藤蕪肝花司源桃子
知両大津博山配悦千場ひで子
執筆久良木憲配硯横山わこ

宗匠抱虚庵忠勝座配前田明水

︵於・大山阿夫利神社能楽殿︶

平成二十二年五月三十日首尾

奉納の花の俳詰三十年
鏡の松の緑ゆたけし

現世浮世どこも同じで

鵜飼佐知子

今村十田

二上貴夫
宮澤次男
青木秀樹

倉本路子

ゥ結願に後の袷は短めに
あなたと私揮発性なの

少将を真似て百夜のＥメール

ヘリの飛び交う基地のうやむや

あの頃は恋が終れば腹が減り
一瞬の油断が恐い火事のもと

鈴木美奈子

白菜漬に励む月明

高原の長い停車にのんびりと
ワルツに乗って妖精になり

千珊ひで子

土朧実郎

生田目常義

サッカーボール蹴って永き日

花吹雪浴び六尺の偉丈夫は
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土屋実郎捌

和Ⅲひろ子

土屋実郎

その気もなしに当る富くじ

ゥ新藷は掘ってみなけりゃ判らない

デートの場所はスカイタワーで

電車内化ける過程をすべて見る

おのこ

コンドル追って走る男よ

夕映の夢は染まってゆく未来

階にインカの呪文研する

炊き出す飯の熱さ身に入む

風化してゆく岩の冷まじ
職もなく家なき爺に後の月

まいわい

大胡坐して万祝の席

なみなみと注がれし酒に焼くししやも

振り子の時計螺旋を巻く朝

花道に凛と声張る男伊達
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八束京一都心連句会ｌその二Ｖ

世吉﹃初忘﹄

初忘友の名出でず別れけり

今村井田

尚脇幸子
鈴木善春
鈴木すず

オカリナ吹く子髪に軟東風

年酒の酔に心地よき浜
つき
胡あさ葱
の緑確かな香りして

おいてけぼりの歩道横断

ジョギングの肩に月影うららけく

幸
あげはちようちょう

いつか仲間に鳳蝶

井田

俳詰のルーツ尋ねて旅に出る

幸苗郎ず春幸ろ苗ろ苗幸ず春郎

ナォ限石がご神体ちよう古社
木の根に続くくちなわの跡
一歩二歩揺れる足元初おんも

思い通りにゆかぬ財政

やれ龍馬やれ好古とかつぎ出し
落ちそうにする美女の宙乗り

震い付きたい髭の剃りあと

投銭が恋の闇路の渡し舟

淡雪消ゆる山門を閉ず

ナゥ熱演に屋号飛び交う村芝居
夜霧濃くなりうるむ街の灯

逆打ちの抜きつ抜かれつ秋遍路

就職活動敬語覚えて

ユニクロも銀座通りの真ん中に

享保雛を飾る煎餅屋

花吹雪集めて遊ぶおままごと
スタッカートで春を爪弾く

平成二十二年一月十Ⅲ首尾
︵於・枇浜市綱島抱虚庵忠勝居︶
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つくし摘み夕餉の膳は玉子とじ

ほんのり甘い塩田の塩

春ショール掛け直し押す車椅子

竹刀打つ音響く櫓田

十六夜の月が導く影二つ

ろず幸ろ苗ず幸苗郎春ろず春郎

苗ずろ幸春郎幸春

八束蝋・都心連句会ｌその三Ｖ

歌仙首尾﹃修理工一屋

ヴィオロンの修理工房冬日差

今村苗捌
今村寺田

利川ひろ子

和田忠勝

久良木害心

ショートパンッの長き足組み

木の葉ころころ城の坂道
ｉｐａｄ学生達は賑やかに

圭忠

苗
ろ

探査機の行く手に繊き月と星
かすかに聞きぬ小牝鹿の声

ビ屍の眼の洞冷ゆる旅鞄

十田

勝

圭忠

テームズ河畔クルーザーパブ

大道芸人身じろぎもせず

る

勝

あつあつのキドニーパイを司祭買い

連れて逃げてと噸りの中

花蔭に胴すつもりが胴されて

平成二十二年十二月十三日首尾
︵於・東京都港区苗庭︶
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八宮山・富山県連句協会ｖ

歌仙﹃夏越﹄

痒い背中は鉛筆で掻く

ナォ若鮎の釣を教へる餓鬼大将
バレーボールにママは熱中

正一

眞知子

尚子

眞知子

ドナー待ちベッドサイドにラジオ置き

ビル街の玻璃窓照らす今日の月

よもやま話尽きぬ縁側

百選の水の旨さをもてなしに

涼風わたる里山の杜

山中狐太

森川敬三
杉本聰

尚子

いぬじま正一

沖川泰子
瀧澤尚子

まれびと集ふ鄙の町角

月見舟船頭小唄心地よく

空港で土産選びにおほわらは

本棚の裏は夫の知らぬ部屋
短剣はさむ絹のガードル

眞知子

良子

敬三
歌子

伊勢良子

尚子
秀夫

山本秀夫捌

いづこともなく香る木犀

泰子
尚子

銭湯の冨士に松原眺めつつ

歌子

一句も成らず酔ひし千代尼忌
ナゥ脅しより愛嫡案山子コンクール

偲

正一

︵於・旧富山県知事公館︶

二辻一︾此朋一汁士叩蠅︵後半文音︶

うつつもあらで蝶の舞ひ舞ふ

秤

聰

ゥころりんと引けばころがる蔓たぐり

正一

泰子
狐太

尚子

こぼるる笑みは恋の手管か

大村歌子

萩野恭一

夜な夜な開く粋なわ印

海外赴任平にご容赦

春を惜しみて鳴くは何烏

城門の錆幽艶に花万朶

尺八のお師匠さまはまだ三十路

計報うけいそぎ厨の段取りに

聰

敬三

きりきりと禰宜が麻裂く夏越かな

お茶を飲んでも酒を飲んでも

北野眞知子

人口増加誇る町長

寒犬に吠えたてられて月昇る

正一

学会はリボンを胸に欣然と
扉のにぎり少しぐらぐら

山本秀夫

藍のれん屋号染めぬく花の宿

狐太

草食系まこと美男におはせども

彗星発見オリオンの傍

土佐の岬を遍路過ぎ行く
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八東京・にほんご連句会ｖ

岡本夕子捌

ナォ屋気楼沖に街並ゆらゆらと
天網疎にして機密漏れ出す

農業救うエンドファイター

仁義なき闘いの場ぞ外交は

樹上に憩う青鷺の群

ドバイ炎ゆクリークに船微動だにせず

瑠夕葵子六真子六瑠の舟瑠

短歌行﹃傘寿の快挙﹄

枯蟷螂の回廊に伏す

石蕗黄なり五百羅漢のおわす寺
模様替イメージばかりふくらんで
ほっと息入れエスプレッソ飲む

日展入選傘寿の快挙

もの狂いせんとや煙茸踏む

月見酒義政気取り座を移し

セパ・タクローで蜂窩織炎

里歩き猪の親子と鉢合わせ

風光る空コーラス響く

花無心昨夜花守大往生

呂

さず生息する菌類︒

︵注︶エンドファイター︵内生菌︶生きた植物の内部で病気を起こ
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ワ昼の月どこまで伸びるスカイッリー

松島をめぐりて宿の菊枕

柳沢その
鈴木六美
花尻真木
杉田茅
Ⅲ本夕子
中川舟路
石崎葵
米里瑠璃

葵

井矛

舟

茅

麻薬取引ラブ・コネクション

透ける柔肌ほくるまで見え
思いきや思う人から思われる

とこぶしびっしり海揚がりの壺

花の宴もぎたて果実異国菓子

み
る

︵於・下北沢にほんご舎︶

平成二十二年十一月十Ⅱ首尾

薗

八束京・拍華連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃御霊祭る﹄
横山わこ捌

ナォ古備前酒酔い心地よく暮れ遅し

びんや

蕉肝

びんや

實

わこ

蕉肝
政志

絶減したる秋津発見

政志

びんや

蕉肝

ジョウ

實

喜寿の空にも幻を追う

實

ジョウ

″

ナゥ悠々と会長辞せし日の膳よ

透明画像先端の技

執筆

〃

池の蛙の遠き輪唱

︵於・九段生涯学習館︶

平成二十二年七月二十三日首尾

旧臣の喬集いたる花の宴

もういいかいコキコキ後期まあだだよ

月影に怪盗ルパン跳梁す

︾ンヨ向／

替え歌のどか鮓馴れるころ

宇宙の底に光る星々

サッカーの占い蛸に名誉賞

シュプールで描いたハートが結べずに

眼鏡変わって彼チャーミング

ハップルの笑顔はどこに見えますか

近藤蕉肝
横山わこ
梅Ⅲ實

夫々に浮気の果てに落ち着いて

炎天や御霊祭らぬ国もなし
フライ捕る球児は声を掛け合って

林ジョウ

析の音の響き幕となりけり

︾ンヨ古／

暖炉消えれば熱き頬寄せ

ブラスバンドはそよ風に乗る

狩野びんや

遊就館の曝書おごそか

ことさらに細身の月に目をほそめ

峯田政志

蕉肝

實

蕉肝
政志

實

びんや

實

古里だけの松茸の味

ワ馬肥えて牧場の柵の新しく

山姥さえも若造りして
街角にまた開店の美容院
浴衣で夜の夏虫になる

入籍は男の意地か癖なのか
ひそかに思う二一てんさく

政志

あやにくの妻が言いたる本が売れ

童話の世界狐来ん来ん
浦上の教会の裏月凍てて

わこ
蕪肝

苓ンヨ古／

武器商人は逃げ隠れせず
花吹雪夢を誠のエルドラド
奥の細道かすみたなびく
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八東京・拍華連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃機影光る﹄

梢の百舌の声も鋭く

冬空に機影きらりと光りけり

音大出身チンドン屋さん

婚活は年を取るほど熱が入り

眼鏡曇りて美人見逃す

好江
わこ

ジョウ

わこ

佐知子

蒐火

あれやこれ重ね着やっと今風に
しわぶきひとつ老いの繰り言

ナォ軟東風に舟はゆらりと吉原へ

近藤蕉肝捌

紅葉散る紫式部住居跡

ジョウ

梅川實
林ジョウ

實

佐知子

恋も恨みも身に染みるころ

蒐火
わこ

ラピスラズリの青の鮮やか

君去りて月影の酒ほろ苦し

實

オークション議く欲のすさまじく

ナゥ密やかに珠の触れ合うイヤリング

蒐火

先人の乱れ石積ずれもなし
しっくり締まる裂織の帯

鵜飼佐知子

巾脇好江
横山わこ
山崎武正

ただひたすらに念仏の僧

引き潮さわぐ秋の夕暮

ゥ手負い猪山から浦へ降りて行く

火照る篝火打ち叩く琵琶
移り香に募る未練の奥座敷

蕉肝

ジョウ

″

福烏蒐火
近藤蕉肝

宝くじ有楽町は長い列

實

月見より団子を描く子供たち

蒐火
わこ

軽く会釈を馴染みと交わし

北欧の花の宴の主賓とて

佐知子

︵於・九段生涯学習館︶

平成二十二年十二月十日首尾

二重にかかる虹は大きく

ラストダンスは秋のエレジー

恋の浮名はおちこちに立ち

ジョウ

故郷は今無農薬です

實

武正
蒐火
好江

佐知子

好江
わこ

多党出す小選挙区は激戦で

百物語嘘を隠して

大賞のＢ級グルメ夏の霜
テールライトの細々と消え

御仏のはつかに残る口紅は

堤に沿って春日傘ゆく

繋がれし犬には遠き花の雲
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ハ岐阜・巴世里連句会ｌその一Ｖ

短歌行﹃木守柿﹄

木守柿屋根の高みに暮なづむ
ふはりふはりと現るる綿虫
アヴェニューを行き交ふ人の早足に

胸に抱へる画材一式

各務恵紅捌
藤田真木子

木

どこか謎めく天井のしみ

ナォ白酒にほんのり赤き二三人

彼を待ちつつ髪をほどける

肩書は売れない演歌歌手なれど

墓の用意をはやぱやとする

恋といふ迷路を包む深き闇
古き山車引く太きかけ声
御手洗の柄杓に掬ふ夏の月
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大野鵲士
大山功
奥山ゆい
大竹恵子
い

ゥ渡し舟水面の月を砕きつつ

若莨くゆらす顔を盗み見て

功

戦のありし土に露草

言ふか言はぬか迷ふ秘め事

国を隔てる一本の川

ナゥ来期には議員報酬半減に
士

香焚き染むる袖のあたたか

咲き盛る花を主に姫路城

各務恵紅
〃

飼犬の呼びもせぬのに跳んで来る

最寄りの駅は坂を十分

い

喧騒の世界をよそに花閖か

色を選びて羽織る春服

︵於・岐阜柳ヶ瀬﹁羽酒﹂︶

平成 一十二年十一月六日首
平成 一 十 二 年 十 二 川 十 一 日 尾

い紅士恵士い恵紅い士紅恵

ハ岐阜・巴世里連句会Ｉその二Ｖ

百歳と恩へぬ背筋伸ばされて

大山功捌

ナォ朧夜にひもとく源氏物語

あすが期限の修士論文

ハンガーに掛かる背広の談残る

入道雲の白のむくむく

打水をして色里の石畳

1
1

短歌行﹃初懐

初懐紙襖の裾の青海波

州部比呂美

大野鵲士
各務恵紅
松尾一歩
奥山ゆい

勅題菓子の盛られたる鉢

丹誠込むる庭の前栽

稲田の中に建てるホスピス

通ひ婚とて過ぐる十年
鈍行の客疎らなる寝待月

ナゥ鬼の子の蓑より顔をちよこと出し

〃

紅

ゥ月よりの使者懇ろにもてなさむ

瓢に満つる灘の旨酒

美

なつかしき歌オカリナに乗せ

露消ゆる刹那の音も君の声

士

揃ひの下駄の鼻緒切れたる

寺町を流るる川の底浅く

淡墨の命尽くして花散れる

陽の傾きに満つる春愁

い

い

功

春の手袋二つ重ねる

真
水
功子紅美子い功子い紅美紅

︵於・岐阜﹁日本海庄や﹂︶

二牡一癖一歩朋一粁回叩雷︵一部文音︶
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一

のそりのそりと歩く老犬
鰻幕の風にふくらむ花の宴

秤

藤

紙

八東京・はつこゑ連句会ｖ

歌仙﹃沼太郎﹄

息弾ませて竹刀一閃

ナォ麗らかな午後の野面に責める馬

検事検事の家にガサ入れ

Ｕチューブ極秘ビデオの見放題

美術展画家の眼差し探り当て

米川吉宏
方成愛子

澗間嘉寿美

澁弁盛興
山口洋子
熊代浩子

澁谷盛興捌

珈琲の香にくつろぎの刻

嘉

花火と鼓動こだまする海

ビール持つウエイトレスの太い腕

点心のブログの店に列が出来
マントを着せて犬のお散歩

宏

子を庇い親を慕うや沼太郎

ゥ除夜詣佳き年願うどちの増え
有卦に入ったる札幌のギャル
おみやげの白い恋人分け合いて

愛

オープンカフェを包む清明

栴檀薫いて気分あらため
花のパリ観光船は鈴生りに
浩

″

嘉

民主党初めの気勢どこへやら

今かみしめる連勝の価値

ナゥ茸狩り人には告げぬ場所ありて

町をさまよう猿の憂愁
星月夜東照宮をめぐる宙
病の祖母と愛でる鈴虫

熱々の鍋焼きうどん畷り込み

コサインも出る武士の家計簿

暗殺のいよよそのとき龍馬伝

メァドー行うかと間違え

洋

夢の生還世界沸き立ち

平成二十二年十一月二十一日満尾

平成二十二年十月三十一日起首

石

孝

︵於離驍鱗漂蟻霧伽半一︶
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名残の月を過ぎるＥＴ

いさかいは遠くて近き国どうし

愛

浩

いつまで退かぬ夏風邪の熱
山小屋の雑魚寝に注ぐ月涼し
禁酒デー今日は特別許されて

宏
脚︿

愛

トランペットの音色高々
都路に花の錦の舞い上がり

墨客揃う春興の宴

渡

洋興洋興浩興洋浩孝〃洋〃浩子洋浩洋浩

﹃原爆忌﹄

のろけ

西田舟人捌

秀愛則舟澄

八羽曵野・羽曵野連句会ｌその一Ｖ

歌Ⅲ Ｉ

原爆忌こころの叫び紡ぐ詩
この世の今を卿のしぐる災

黄緑の残像を引き烏とびて

ぼ

ナォ今だから言へる話や春炬燵
マダム好みの昼餉のパスタ

堺より京で栄える茶の千家
医者も分からぬ謎の血圧

夕顔白し湯上がりの肌

君まぶし夏色光り包まる︑

気ま魁我がま揃魔の住むところ

酒をくみ寄り添ひつ︑もときめきて

め

昭和一ケタ女は腕まくる

仁王像目のきらめきに疎みをり

鉢巻きキリリいざ秋祭

望の夜や葛城稜線くっきりと

葉刈りの煙今日ももくノ︑

ナゥ八十路きて生きざま語る敬老日

飼ひ主の名は知らずとも犬はポチ

執

︵於・大阪狭山市金剛︶

膝にのる孫ひなたの匂ひ
白壁に花満ち満ちて宵の雨
古刹を出でて春風まとふ

平成二十二年九月九日首

平成二十二年十月十川日尾
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水草のそば肪ひ舟あり

ブルドーザー大口あけて月見上ぐ

秋光絡め岩陰暗し

ゥわけもなくノスタルジアに夜長かな

もうそろそろね秘密の旅行
それならば海外もい猶あなたどう？
ほ

逢瀬嬉しや二人でワイン
惚れるとも惚けるとも皆お惚気を

ただ一言がひけめとなりて
しばられる事なきわが身冬の月

真赤に染めて鬼門の南天
落語会高野街道いまむかし

渋滞車にも蛙の合唱

吉野のみやげ陀羅尼助にて
桜散る日に銀色のひびきあり

西 阿 藤 西 和
'11部本lll田

則愛秀愛則〃秀舟愛澄則秀澄花子子人子

筆澄〃則澄秀〃澄秀澄愛則秀則愛舟則秀

ハ羽曳野羽曳野連句会ｌその二Ｖ

西川舟人捌

澄則舟愛秀

歌仙﹃帰り花﹄
余生なほ未練たっぷり帰り花

炉中の淑気妖しげに立ち

子人子花

則秀則秀澄秀愛澄舟則澄愛則予

付け合ひは気合一髪季語なくて
がっつり食べたいＢ級グルメ

舞妓白くび夜の祇園に

ナォニタ上の豊胸ふ︑み山笑ふ

﹁あかつき﹂や六年先へ夢伸ばし︵註︶

あ−んと口へ蜜柑むき入れ

還暦祝ひ美酒を飲み干す
置炬燵なければ淋し君の足

未来の命わが薬こそ

振り出しに戻れぬ恋のゲームオーバー

彼岸花はるか野末をかざりけり

金輪に吠ゆ犬群がりて
童なる柿泥棒の思ひ出よ
二足の草畦政界へ行く

芝生を濡らし春の雪降る

ナゥ豹柄の服を纒ひて肉を食ふ
孔雀の羽根で文をした︑め
この世とは生かさる人の宝物
とし
みな事寄せて集ふ年齢なり
須磨の浜絵凧を運ぶ風やさし

︵於・大阪狭山市金剛︶

平成二十二年十二月九日首
平成二十三年一月十三日尾

愛澄則〃愛則〃秀〃澄愛則澄秀則澄愛秀
夢をつなぐ︒

︵註︶金星ロケットのこと︒間回に失敗するも︑六年先の接近時に
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旅に出て女ころノ︑話種

月の光で身に充電し

ゥ赤とんぼ夕べの空を朱く染め

心躍らせ読むラブレター
そそくさと指輪外して待ち合はせ

そっと引き寄す肌の柔らに
満たされて夢見の果てや紅の色

墨絵さながら雲海ゆらり

空蝉の多きこの道神の道
羅漢千体せせらぎの音
大向かふ声のか︑りて盛り上がる

五七五に吾妥協あるなし
ぼんぼりの消えたる後の花吹雪

おぼろ／︑に月列車着く

＃11藤西ド'' 四
川本'II部田

ハ横浜・浜風ｌその一Ｖ

歌仙﹃初入日一
初入日コンテナ船を呑み込めり

海幸山幸のせて節響

けんけんぱ遠足の子の列なして
東風のいたづら帽子ころころ

小林節子捌

加藤亀女
城倉吉野
小林節子
水野禾甫
田川知
渡辺祐子
鈴木圭子

吉野
亀女
禾甫
節子
祐子
亀女
禾甫
吉野
亀女
節子
圭子

ハイ︑ハイ︑ハイと教室の声

ナォ旧道に並ぶ土壁かぎろひて

段れた皿は父の形見で

民のデモ大統領を引きおろし

角巻展げつかむ夢虫

大漁の雷魚に幟旗

瘤きの残る甘噛みの耳

素粒子もかくやと密に溶け合って

ジャズの真ん中わが青春は

この先は外人墓地へ続く坂

十三夜竜にパンの香の膨れ
どこかで風に落つる団栗

瓦礫の街にひびく産声

ナゥ籾むしろ陸奥びとを思ひをり

格子の桟の万華鏡めく

寄せ言きはまる文字絵文字にぎやかに

巣燕の巣に静かなる昼

千年の花に傅き桜守

︵於・神奈川県民サポートセンター︶

平成二十三年三月二十日首尾
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ゆっくりと腹式呼吸春の月

蔵書の印の縁の擦るる

ワ椴帳の揺れときめきて音合せ

何も言へずに渡す両の手
焔生む恋の修羅場の刺青帥
ペーブメントを洗ふ夕立
巴里祭の紙吹雪舞ふ旅半ば
託老所にも届くグーグル

藪の月竹伐る音の概して

吉野大夫忌ひとり汲む酒
捨て案山子破れたくべに赤のいる

トラック満載村のよるづや
はにかんで標準木の花ひらく

忽とあらはる仔猫︑親猫

女野甫女子子子女野子野子

野甫子子子

亀吉禾亀祐節祐亀吉節吉祐

吉禾祐祐節

知

城倉吉野捌

吉亀尚節八圭節尚吉尚禾圭節禾尚亀吉
知千
野女子子代子子子野子甫子子甫子女野

ハ横浜・浜風ｌその二Ｖ

歌仙﹃黒船の﹄
黒船のあなたより来る薄暑かな

ギヤマンの盃に揺るる白雲
枝打ちの祖父の妙技を受け継ぎて

宇宙より着くイトカワの砂

ナォ長江の大橋の先朧にて

辻音楽師いつも笑顔で

﹁ご健闘を﹂決り文句で不採用

渡辺祐子

亀女
節子
尚子
圭子
尚子

浴衣の裾に小さき足裏

禾甫
吉野

陶枕の唐子騒いでねむられず

回転木馬綱の色腿せ

血の涙流してつまを手に掛けて

知

亀女

雲を追ひストレッチする大広野

知

和紙のやうなる昼の残月

祐子

八千代

もう恋はしない積りの秋の顔

石臼挽きの蕎麦は新物

ナゥななかまどマリアに祈る人の居り

花明り山湖は魚をふところに

遊学の娘に送る外郎

木椅子に世いた赤い雨傘
早発の各停電車やり過ごし

亀女
祐子
禾甫
吉野
節子

春障子開く埋木の舎

︵於・神奈川県民サポートセンター︶

平成二十二年六月十七日首尾
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課外授業に怡々と集へる
国生みの記紀の里とや月今宵
零余子御飯の炊き上がる頃
ゥ虫時雨庵に異邦の僧ひとり
ひと想ひつつ藁ざうり編む
ちちははを捨てて恋路をまつしぐら

読みさしで燗くテニソン詩集
マニフェストなら僕に任せて

ブブゼラを空へ向かって吹き鳴らし

臭の胸旋毛なしたる

月冴ゆる指に確かな点字板

日曜市で絵Ⅱ六枚

上皇も流人で果てしこの島に

垣の穴より覗く猫の仔

パントマイム帽子が廻る花の下

Ⅲ 鵬 鈴 小 水 黒 力 l l 城
川 沸 木 林 野 住 膝 倉

美 恵 恵 美 恵 美

喜智lll智喜由清淑由清由由智由喜清淑由

八揃士兇・美々つと連句会・みずほ台ｖ

成田淑美捌

羽

歌仙夏﹃日和﹄
玉堂の杣道のごと冬日和
笛吹き鳴らし太鼓打ちつつ

ナォ地の果へ続く広野に蝶の舞い

念仏めかし独り眩く

再生される古い自転車
平城京遷りて千と三百年

夜明けのコーヒー私といかが

横丁に評判高い器量よし

のっそり歩く亀の行く先

戯れの恋を占う寒北斗

国籍をオリンピックのために変え
燃えすぎちゃって池へざんぶり

智恵子

淑美

喜美子

智恵子

清華
由利
清華
由紀
由利
淑美

喜美子

由紀

喜美子

酒酌み交わす故郷の盆

智恵子

月埋と月の名所に匂いたち

魔法使いが手招きをする

清華
由利
淑美
由紀

ナゥ紅葉渓ハングライダーかすめ飛び

棒鱈を噛む老いの一徹

穏やかな寝息を誘う読み問かせ

段々畑に仰ぐ初虹

彩尽し雨と散り逝く花枝垂

平成二十一年十二月十五Ｈ首

︵於・富士見市みずほ台コミュニティーセンター︶

平成二十二年二月十六日尾
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師走の市へ曳かれゆく馬
足どりも軽く人々集うらん
月の舟雲の港を漕ぎ出でし

ひっそり実る苑の苔桃

ゥ盗賊が追われて転ぶ村芝居

笑う娘に男魅せられ

お泊りパック売れゆき好調

着信の嬉し恥ずかしハート文字

街をさまよう痩せた飼い猫

次々に救急患者運ばれて

児らは土管でかくれんぼする

川の面に影を浮べる夏の月
休憩に揚げたてドーナツ食べ放題

ＢＧＭはショパンのワルツ
満開になるまで待てぬ花の旅

春の帽子を擢う突風

茂田柿lll成津
：ﾉ￨：野沼 −1m出

子子紀子子利華美紀華利紀子紀子華美利

八束京・美々っと連句会・上野ｖ

十八韻順候式雪月花﹃初社﹄

仲瀞輝子
成田淑美

衆議判

年立つ空を渡る松籟
中村ゆみ子

起初社幟はためく丹の鳥居
海沿いをマラソン選手駆けぬけて

承春愁を包む薄紙ほどの雪

品川冨美子

坂本昌子
大堀春野

沈丁の香の垣の内より

微熱ある眼をとろり潤ませ

淑美
春野
輝子
昌子

父母に隠れ場末の四畳半

筍飯が大の好物

冨美子

湯口昌彦

あの夜の事は墓の中まで
嗅覚は麻薬犬にも優るほど

転高原の静寂深める夏の霜

昌彦
淑美
輝子
昌彦

ゆみ子

昌子

首相いく度も寝返りを打つ
捨案山子ネクタイばかり新しく

上野の雀蛤となる

ごろごろと紫水晶まとめ買い

コンピュータで絵巻復元
結ほろ酔いて追羽根を衝く花の春

傘寿祝ぐ旅に冬萌え

平成二十三年一月十九日首

︵於・上野東京文化会館︶

平成二十三年二月二十三日尾
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両
アさ

吟

ちヤちヤち〃ヤちヤちヤちヤちヤちヤ子

八東京・Ｂ間ｖ

歌仙﹃閉ぢたがる﹄

閉ぢたがる本抑ふるや秋風裡

梢離るる鴫の一声

絃やみぬ月昇る間の静けさに

盃の手の止まる既視感

ナォ蜆採る縄文女腰太し

後の埴輪に残る口許

日本発カワイイファッション海を越え

ただただ若し集まればなほ
雪合戦した仲間なり計に接す

二・二六の早退けの朝

﹁今からでも遅くはない﹂かコラーゲン

みんな真面目でバカで懐かし
雑草は種播かずとも生き継ぎて

抜く指先の士に馴染める
月良しと遺影に語り又寂し

ラインの岸の黄落の城

ナゥ場ちがひなリンゴパイ焼く香の甘し

酒が欲しいと呪文唱へる

志ん生のぐだぐだ落語なつかしや

寝かせてやれと客席の声

息つまるほどに咲き満ち今日の花

明日は明日かげろふの揺れ

秤雌一一辻一拝計卵一什置叩雷︵文音︶
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膝おほふスカートタフタモスグリーン

サッヵー場に貴種の来賓
ワアイーダの凱旋の歌冬薔薇

要求通り手切金得て

思ひ出に数順の真珠購はん

吐息で曇るグラス首細

葉ずれとも瀬音ともなく暮れかかる

物好きなこと光苔見に
胸元を月に覗かせ萎浴衣

夏蚕の肌の透きとほる頃

四角形天窓の空青々と

薄き煎茶を二杯三杯

ぞろぞろとみんな行く道花浄土

春の小川の晴ぴ絶えざる

鈴lﾉ1
水 '1

ち

ちヤちヤちヤちヤちヤちヤちヤちヤちヤ

八神戸・ひよどり連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃文化の日﹄
品川鈴子捌

ナォめっきりと減りし若者棚田打つ

前頭葉に入れる活力

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

品川鈴子
森川蓉子

グラマーが射止められたる混浴場

木の家にばかり住み継ぎ文化の日

ゆくへちりぢり秋草の紫
角谷美恵子

ダッシュボードにひそむ避妊具

ゥ気がつけば腰のくびれがどこへやら

糊つけ干せと臭の鳴く

蓉

み

大井邦子

小原みどり

﹁うざい﹂﹁いけめん﹂辞書に加はり

自伝にはちょっぴりの嘘盛りこんで

森のセラピー万病に効く

ナゥ西安に梨売りの莫嘩風匂ふ

湾処の鴫にてぐす絡まり

月清か間近に火力発電所

つきか

月光ゲの機体は多国籍ならん

野口喜久子

乾杯のグラス真赤な嘘を注ぎ

邦

美

来世の契りゑそらごとめく

温泉卵誰そこここ

中川寿子

すべて安売り国も傾く

アイスクリンの鈴がとまりて

美

邦

み

︵於・毎日連句教室︶

風水学にかたびらの雪

平成二十二年十一月十二Ⅱ首
平成二十二年十二月十五ｎ尾
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セーターのほつれそのまま参観に

粗塗りの千手観音つかれぎみ

広場にはサーカス団の旗並び

寿

年毎の花に訪ふ師居のあと
寿

塩湖に住まふ宇宙人とか

美

一塁回

優勝決める信長の商

背負子より地図と寝袋花巡り

ぼろぼろの﹁少女の友﹂に月涼し

春泥まみれ糯子の捨て靴

泰子喜邦蓉泰寿泰喜美邦寿蓉子み美喜み

代

村

￨

！

河

田

泰

千

品川鈴子捌

ナォ北海道行く先々に春の虹

姉妹喧嘩もノーサイドにて
当て外れ永田の論理通らねば

青葉木菟くる内壕の森

日本製品どっと買ひ占め
ビルの間の鉤形売地草茂り

厨に立つはこの人の為

愛染の三目六臂に手を合はす

長谷川

歌薫鮎恵薫歌鮎恵薫鮎恵薫歌鮎恵薫歌

八神戸・ひよどり連句会ｌその二Ｖ

﹃池泉めぐり﹄

立つしゃがむ池泉めぐりの利休下駄
薫

勝野薫
山下歌子

蛾眉山に雲を操つる望の月

螺鋼の碁盤ガラス越しにて
歌

追っかけは傘寿なりてもロックフェア

薫

薫

飴なめて左脳休める窓の月
たくましくなる蟷螂の斧

歌

ゥ厚岸草紅くっきりと晴れわたり

シェフの好みの白き秋茄子
ナゥ単純な作業となりし稲刈機

次の市長はじやんけんで決め

莨屋を閉じ鯛鈍屋となる
鉱山の石を土産に国威挙げ

歌
平川恵美子

歌

︵於・ＫＣＣミント教室︶

平成二十二年十月二十一日尾

平成二十二年七月十五日首

ボートレースに応援の旗

教へ子の広き肩巾花の婚

薫

宙心

歌

歌

サキソフォンに合はす太棹
聖堂の塔に刺さりし月の東て

薫

宙心

薫

裳をひるがへし跳ねる佐保姫

宙必

造幣局花見の胸に尾巻き猿

レンジで予熱冬至南瓜
断髪に手力男つい泪ぐむ

子は鑓も死語となりゆく
銅像の龍馬見つめる沖遥か

ベンチの二人少し間を置き
ブティックの鏡に姿重ね合ひ

満員の車中座席をゆづられて
蚤の市にてさがす古伊万里

木下闇に続く飛ぴ石

仙

鱸の潮の岬におしよせ
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歌

鮎

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその三Ｖ

﹃長き夜﹄

ナォ待ちかねの黄金週間荒れに荒れ

古井公代

叶Ⅲ登美子

中村吟子

ボクサーの厚き胸板傷あまた

南極で別荘ぐらし苦熱避け
ひもじさ故に螢見もせず

３Ｄ画面せまる恐竜

かくした鍵の在り処忘れる
気を許しぼろり本音が命とり

月見団子を担ふ番犬
小原みどり

品川鈴子捌

真葛原呼びかはしつ閏集まりて

木村美猫

馬頭琴調べ幽かに月渡る

競り落せずに洩れる溜息

ひけらかす指輪は彼の母ゆづり

祠の逢瀬半世紀ぶり

けんけんぱーで決めるボスの座

登

タイガーマスクまたもあらはれ

浅田千津子

公

吟

麦藁帽子旅の友とし

しびれを切らせ雑魚寝にも慣れ

襖を入れて昆布茶いつぷく
ナゥダリ風で稀な入選二科展に

年の差は心遣ひで補へる

平成二十二年十月三十日首
平成二十三年一Ⅱ十八日尾

︵於・小原みどり邸︶

貸農園にキャベツ玉巻く

貴賤なく色々衣花衣

電子の辞書をいつも携へ

濃く淡くオーロラの彩漂へる
千

み

吟

猫

苦心の作をまた並べかへ

成仏させぬ戸籍台帳

枝に干す天鴦絨の足袋月細し

千

み

猫

登
公

卵の殻もカルシュウムとて
しづしづと輿の進めり花万朶

東て土踏みて捕虜の行列
身一つ救命ボートへ我先に

浦島を乗せたる亀は振り向かず

ゥ赤道を越え乾杯は日本酒で

隠り沼の蜘岾餌を疑はず

長き夜を韓流ドラマなほつづく

仙

遠塔の街かすむ鐘の音
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歌

公猫登み公登猫公み猫登公吟千み猫公吟

品川鈴子捌

和かみ禎
もど

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃奉摩﹂
山々を据ゑて大和の霞みたる

紙の雛が党る出格子

頬白は雛伝ひに飛びたちて
オリンピックのテレビ三昧

形ばかりか輸入松茸

ナォ乾物の魚は食はず子持猫
温度調節どうのかうのと

︵於・柿衛文庫︶

しやくくり兼ねてバラライカ弾く

クルーズのつれづれ癒す隠し芸

再び勤む湯婆抱きしめ

門前に萬古手焙り捨て置かれ

言はずとも蚤の夫婦の金庫番

修了証享く連句教室

投げキッス受くプラットホーム
辞典より悟気の文字を消したけれ

人居らぬ大仙公園月渡る
秋の遍路は嫁の憩ひ場

圃通ひに上履きを履き

ナゥ灯火親し古文書読むに四苦八苦

ひめくりを繰りて食材選びをり
またもびっくり日本の作法は

入江閉ざされ浅鯏つぶやく

花の下袖振り合はす野点席

平成二十二年二月二十六Ⅱ首
平成二十二年四〃二十三日尾
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月渡る路地鍵の手に影重ね

破れジーンズ婚活の宴

ウマンションの窓は全開さんま焼く

真なりやもをとやもめ駈落ちす
飲まず食はずで身も細りゆく

訳がわからぬ国会審議

年金のチェックをさをさ離婚分け

薮蚊慨へてミニパンッとは

句碑多き摩耶山上の月涼し
阿呆役の追善芝居大入りに

行方知れずの携帯電話

薦被りでんと置かれし花筵

河川敷より揚ぐる大凧

西 藤 小 間
海 川 原 田

み和か和禎みか和禎み和かみ禎子めり子

みか和み和かみ和かみ和かみ和かみ和か

八神戸・ひよどり連句会ｌその五Ｖ

﹁炎天へ﹄
衆議判

とばすハイウェーモダンジャズかけ

ナォ草餅と熱いほうじ茶カフェテラス

所在不明の長寿者は何処

話好き聞き上手にて夜を明かし

﹁ポアゾン﹂の香を潜ませて汽車に乗り

慶

市橋ふみ子

クイズを当ててグルメ三昧

金婚の記念旅行は南極へ

問はず語りに過去の告白

カンカン帽を斜めかぶりに
抱擁は強く優しくやはらかく

安楽椅子に腹ばひの猫

岡Ⅲあや子

靜寿美子
三輪慶子

月今宵棚田見下ろす無人駅

寿

寿

評判のパワースポット列をなし

今見し夢を忘れたと言ふ

ナゥそぞろ寒空手稽古に気合入れ

薄が原に遠吠えを聞き

月光に浮かび上がりし阿修羅像

戻鰹で地酒かたむけ

あ

やつかみのあらぬ噂で仲違ひ

慶
あ

民主党にも派閥いろいろ

ふ

︵於・江戸東京博物館学習室︶

平成二十二年九月十五日尾

平成二十二年八月一日首

最新式のカメラレンタル
花盛り枝延べ合ひて神田川
春蝉しきりゆるやかな坂
寿
慶

ふ

慶

あ

鴉群れシーズンオフの野球場
寝ころんで見る対岸の土手

黙々として春を耕す

寿

枯蟷螂のふりあぐる鎌

名城に説明好きがつきまとひ
百円むすびコンビニで買ふ
からころと高下駄の音月寒し

ふ

ゥ装ひて金毘羅様のお祭に
誘はるるまま闇の中へと

ダイナミックに浴びる井戸水
太筆にたっぷりと墨ふくませて

炎天へ原色のシャシ走り出す

仙

花ふぶき智恵子の空へ舞ひ上がり
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歌

ふあ慶寿あ慶寿ふあふ寿慶ふあ慶寿ふあ

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその六Ｖ

﹃雲海に﹄
衆議判

宙へことづて託す風鈴
竹下昭

岡本幸

森田蓉

川Ⅲ鈴

みめよき猫の写真取り出す

吉田光

川村泰

木村美

花陰にかくれんぼうの鬼ひとり

畦に見つかる家型埴輪

近頃はをのこもすなる耳飾り

月冴ゆる道頓堀の芝居跳ね
人かきわけて消防車着く

頭上にかざす卓球ラケット

生け贄の鶏の一声長々と

善意を詰めにランドセル置き

あれこれと小顔にみせる化粧して

ゥ徳利に袴をつけて温め酒
心はやまり読めぬ丸文字

もみづる中を兄と佇む

潮騒の塩田跡に淡き月

同窓のニックネームで呼び合ひて

雲海に浮く石鎚の巌頭

仙

蛤ふいに舌を引っ込め

ナォ春の夢醒めやらぬまま下校の子

絆の糸を太綱に替へ

情死にはあまりに浅き川遊び

再び読むはサン・テグジュペリ

バンガローサンダル履きが散らかりて

迷ひ蛍のひとつふたつと

小面の目線の先を追ふている

御神木とて樹齢わからず
道しるべ父の手ずれの古鞄

魚拓広げて時を忘れる

月まどか駅雑踏のアナウンス
美術展からバーゲンへ逸れ
ナゥつくろへば短くなりぬ秋簾

天涯孤独それも馴れつこ

みちのくへ﹁ガンバレ﹂号の停滞し

チャリティー試合接戦に湧く

花万朶将軍塚をすっぽりと
余震に転びこけし麗らか

平成二十二年十二月二日首

平成二十三年一月六日尾

︵於・産経学園︶
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歌

蓉猫泰光昭蓉泰猫光昭幸子猫子子枝子子

幸泰昭光猫蓉光昭幸泰猫幸蓉昭蓉猫光幸

ハ神戸・ひょんの会ｖ

歌仙﹃ケ

あひくち

まや

上首のごとき繊月研ぎ澄まし
どぶろくそそ

刈干草のにほひ立つ馬屋
あれ

ゥとくノ︑と濁酒注ぐ欠け茶碗
下戸にはあらぬ姐さんに惚れ
それなりにミニスカートを穿きこなす

トロンプ・ルイユ

鈴木漠捌
宮崎鬼持
鈴木漠

肝試しとて怖し行きたし

ナォ喉仏大きく鳴らしラムネ飲む

圭介

恵美子

昌子

漠

弱虫は仕分けるわよと睨まれる

いろ

恵美子

英治
圭介

よ

小町と称ばれ柳眉きり︑と

昔のことは水に流さん

歌姫の投げキッス受け情夫気取り

喪失も得たるもありと月は満ち

峯暑へ﹄う

ナゥ火の番の近づいてまた遠離る

夢療に入り来る寒扉震神

ざか

一什二蓉吐朋三什叩密︵文音︶

にぎはひ

胡蝶の舞ふも喜寿の段賑
昌子
漠

圭介
英治
鬼持

拝

恵美子

ひ

現身のジャン・バルジャンよ觜撫でて
むび
かんはたたがみ

うつしみ

恵美子

鬼持
昌子

住所不定の世過ぎ久しく

もり

漠

昌子
鬼持
圭介
英治
鬼持
昌子
英治

心足らひて食す新蕎麦

波の音にも故郷偲ばれ

うぶすなの杜にひねもす吹く木瓢

泰西の詩篇を綴る鶯ペンにて

恵美子

服部恵美子

灯も朧なるイリュミナシオン

松本昌子

水川圭介
三木英治

ひときはに隣家の庭は花盛り

志士の伝説語り継がれて

手袋までもペア・ルックとは

漠

鬼持
かほ

飾り物にと招き猫置く

視点変へ景色は別の貌を見せ

編し絵並ぶアトリエ

原っぱのいづこに凧は落ちつらん

噂話の尽きぬ卿り

古都めぐる旅の眺めに花吹雪

漠

月も東て自動改札なき駅舎

圭介
英治

まる

無為の姿に転ぶ空蝉
へももえ
坂の上
の百枝樫の懐に

の

ン

ケルン積む先師は風に騎りたまひ

L＝＝

塔をいびつに映すビー玉
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ル

八南山・風狂連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃春寒の﹄

いぬじま正一

宮尾弘美
二村文人

瀧澤尚子捌

拭き込まれたる縁に初蝶

春寒の煎じ薬の匂ひかな
芝青むゴルフボールはスピンして

時間と場所を知らす書き置き

ナォ初蛙鳥獣戯画を抜け出して

プリンシパルに止まぬ喝采

取り合せとてもしゃれてるニューモード

金魚掬ひが店開きする

お使ひの自転車のらりくらり漕ぐ

仲直りするための長旅

釣忍へルン旧居を風が抜け

弘

人

文目もわかぬ不意の停電

久し振りわたし飲むはと古希の妻

こんなところに何と熊架

剥がれて失せし写真幾枚

ナゥ河原茱萸舌の赤さを比べ合ふ

正

撒深尚子

ゥ伝説のゆかりの里の栗拾ひ

正

尚

芋煮の会は団地主催で

われ関せずと先生の猫

ひとつだけ持ってゆくなら絵具箱

遠峰のぞめば霞たなびく

何ごとか間ひかけてくる花枝垂れ

41ノ

今日も快調左ハンドル
満月へ噴火の煙容赦なく
気のない素振り通すいぢわる

人

平成二十三年二月四日首

︵於・富山市星井町公民館︶

平成二十三年四月十七日尾

う17

ジョギングはいつものペース二十日月

俺よりも背は高けれどチャーミング

尚

正

さらに重なる雪折れの竹
行き悩む敦賀今庄月冴えて

宮村千鶴子

人

テレビチャンネル父が優先

ドアの外まで弾むハミング

鉄瓶のたぎりてをりぬ大厨

岸原真幾子

大村歌子

木の望むままに彫りだす観世音

神仏ともに祀らるる寺

尚

〃

名にし負ふ古木に仰ぐ花の紅

少し尾を曳く白酒の酔ひ

千正真正人歌千弘正歌人正弘人尚弘人歌

村戸弥生捌

広 奥 朝 ・ I 上 村
瀬 野 木 野 戸

み 美 敏 眞 弥
き 友 知
弥み〃眞子弥〃眞敏美弥眞弥敏紀子子生

八高山・風狂連句会ｌその二Ｖ

﹃はだれ野や﹄

はだれ野や犬はことさら雪を踏む

先生と生徒がやがて結ばれて

かき氷脳天つんと突き刺され

花人は綺羅を尽くしてお堀端

皆の嫌がる町の役員

高座より見ればまばらの桟敷席

開く扇にまん丸の月

家族旅行はグアムヘ変更

ブランドのバッグ質屋の廉売に

外階段に釦転がる

四半世紀も忘られぬ彼

ゥ掌に糸瓜の水をたっぷりと

計算ドリル走る鉛筆
歓声の市営球場月今宵
敷物広げ祝ふ田仕舞

春一番に巻き上がる髪
舶子の釘煮厨に香らせて

仙

田螺の歩みト音記号に

絵本を読んでくれる父さん

ナォ白蝶の触角宇宙交信中

いぬじま正一

瀧澤尚子

宮村千鶴子

敏

正

大村歌子

一呉

腕ずまふ歯を食ひ縛り腰を入れ

活断層を跨ぐ原発

寒の鳶竜飛岬を旋回し
百面相で耐へる熱燗

望月へ鳥居の続く稲荷山
洗ふ障子を浸す小流れ

すんなりと身分違ひの恋叶へ
心根などはわからぬがよし

正

歌

尚

千

み

ナゥでこぼこの槙楕輪切りに砂糖漬

千

虚無僧の経を唱ふる笠の内
オープンカーへ沿道の旗

応募クイズで当たる温泉

正

尚

弥

弥

広場では道化役者の逆立ちし

昔を今に建てる碑

歌

佐保姫の去りゆくを追ふ飛花落花

︵於・富山市星井町公民館︶

二十日首
十三日尾

釣舟揺らす波ののどらか

平成二十三年二月
平成二十三年五月
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歌

ハ仙台・北杜連句塾ｌその一Ｖ
︵抱擁韻︶

ダブルソネット﹃梅雨という﹄
狩野康子捌

松ノ外洋

狩野康

岩燕舞う千丈の崖
熊坂日日

谷田部弓

梅雨という仕掛けのなかに遊ぶかな

父から子村の願いの橋を架け

秋田てる子

一亜うりん坊迷彩服に憧れる
相撲草もて賭けを楽しむ

泣き上戸相手に酒を酌む悪夢

ディオニッソスの好きな青汁

それた手毬の月となるらん

過去を見るハップル宇宙望遠鏡

昌子
洋子

洋子

てる子

タイガーウッズ巨額慰謝料

てる子

弓子

康子

てる子

洋子
昌子

一重の帯をきりり締め上げ

堀端に納涼舟のほの明かり

年玉をめぐり騒がし家の乱

洋康弓洋

しがらみを如何に絶つやと撫でる髭

激震の地へ救済

佐保姫さまへ赤

野に山に花降る復活．
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恭しくも受ける烏帽子名

厨房に珍味下手物月今宵

康子
昌子
洋子

糸トリ

︵於・北仙台コミュニティーセンター︶

のIへ

君の歯形の残るりんごよ
天使のようなクローンいっぱい

弓子

サ

平成二十二年七月十三日首尾

引ンの

良妻になるまで待てば弥勒の世

碧空に編し絵の足ぬっと出て

康子

ついに貸し金制限にあう

日日↓ナ

てる子

冬眠の老体いまぞ合気道

ョワ子
てる子

ラスベガスから次はヨセミテ

逃げ水井戸水科学教育

アイパッド指先ひとつ花開く

子子子子

子子子子

ハ仙台・北杜連句塾ｌその二Ｖ

﹃晴れのち曇り﹄

狩野康子

狩野康子捌

山峡の浄土や白き蕎麦の花

佐々木嘉宇

康子
嘉字

佐縢千枝子

高橋玻斗子

執筆の筆のすべる巻紙

鈴水良子

ナカ 余 生 に は 団 扇 の 暮 ら し あ る も よ し

玻斗子

嘉字

良子
嘉宇

千枝子

嘉宇

玻斗子

良子

千枝子

康子

千枝子

ジェラシーというやっかいなもの

阿弥陀堂まで香る珈琲

空徳利をのぞく寒月

幼ならの写真の多き年賀状

断ち切る過去も無くて平凡

愛犬と同じ土管で夢を見る

婆の手に縫い物いつも着ぶくれて

ゆらゆらと近づいてくる乳母車

歌の苦手な金糸雀と住む
豊満な肉体似合うカリブ海

父の好物知らぬ父の日

オルガンのひっそりとして片隅に

爽籟を聰き心遊ばす
月今宵御歌合せの閑に

蝶

消防出初め梯子ひょいひよい

ワラ染付けのⅢで受けつつおどりぐい

玻斗子

嘉宇

″

晴れのち曇り頭痛肩こり

ウイルスのプレパラートに挟まれて

康子
良子

世界一周剣玉の技

氏神と家族総出の花筵

千枝子

︵於・佐々木宅︶

泥田に田螺もどるこの頃

平成二十二年十二月十四日首尾
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胡

八束京・ほほほ連ｌその一Ｖ

歌仙﹃法の池﹄
初鴨や輪塔映す法の池
熟れた通草の透ける紫

十三夜独り住まいを楽しみて

大久保風子捌

ナォ諺を過ぎ窓を開ければ春の虹
ハングライダー羽はえたよう

宿六は鬼籍へ佳人追って逝き

獅大根の煮える厨房

愛の雫が降りしきるとき
影二つ丘で草食む牛を追い

和田ひろ子

煤逃げは許されぬとて風呂洗い

にこにこ渡る鶯替の橋

大久保風子

風は銀杏の並木揺らして

じじぱばの輪に歌い合う﹁丘の上﹂

夜の道を月嬉々と照らしおり

轌十ユ胆一汁一一叩電︵文音︶
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る

さ

ろ

パソコン使い旅行計画

犬猫のグルメな食事用意され

竹崎梨野
岡村糸子
和田忠勝
禰澤うか
鈴木山波

太極拳のゆるき白息

ゥ今 年 こ そ 炬 燵 買 い た し 身 の 冷 え て

柿の実りをクマも狙うか
ナゥ酒肴持ち寄り村の鎌祝い

敬語の上手い碧眼の客

伊東あさぢ

平良木遊虹

平成二十
平成二十

お見合いを花の盛りに設定し
カップリングを祝う佐保姫

親子合作手作りの椅子

そちこちに香水の香の残りいて
ひろ子

風子

森脇甘蘭

隙間に潜む仕掛け絡繰り
さまざまな色裾模様広げおり
オペラグラスに彼を捉えて
放蕩といわれる人を待ち続け
アンダルシアに麦熟れる頃

糸子
梨野
うか
忠勝

リビングにレースカーテン月明かり

昼行灯と見せかける術

あさぢ

断髪式を終えた横綱

花吹雪舟行く先の水沫逃ぐ

山波

政界も夢のひとつと言い放し

戯れ集う遠足の子等

う忠糸梨風ひ甘遊あ山う忠糸梨風ひ遊甘

か勝子野子子蘭虹ぢ波か勝子野子子虹間

八束京・ほほほ連ｌその二Ｖ

歌仙﹃鎌倉路﹂

封じ手の中思ひめぐらす

ナォ掛けものを一枚減らし春の宵

まつ先に玄関に出る猫のファァ
むくれる妻にセカンドのキス

宮澤うか

越天楽変調のまま終了し

大久保風子捌

Ⅲ川ひろ子

家族総出で明日は稲刈り

古美術のオークション果て月の眉

ナゥ故郷を守りて老いの猪おどし

厨の鈴虫つれづれに鳴く

この時と潭身シュート打ち込めり

彼の手此の手と画す新党

切れた赤糸残しつつ除夜

石仏に蕗の薑添ふ鎌倉路
竹崎梨野
鈴木山波
棚田忠勝
岡村糸子

湯豆腐の薬味きざんで旧の鞘

谷戸いつぱいに鳥の妻恋

平良木遊虹

この声は雛の客かと出迎へて

遠浅の浜にあまねく月明かり
檸檬の酒を泗落たボトルに

伊東あさぢ

一一廿一哩垂岨一弐牝叩壗︵文音︶

あれこれ夢をゑがく永日

回覧板にガイド募集と
駅の前仲間集ひて遠会釈
春一番と競ふ駆けっこ
退院を祝ふよに今花盛り

秤
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る

さ

ろ

歩みも速き若き朋友

ゥ意気込みていざハロウィーンと黒帽子

大久保風子

森脇甘蘭

心の底はいまだ覗けず

添付画像は愛の結晶

ひろ子

誘はれて連れ立つ先は山の宿

東北の巨大地震は突然に

うか
山波
梨野
糸子
忠勝

両手に掬ひ真水みつめる
月凉し星の砕ける音のして
煙草街へて捜すライター

古都バルセロナ既に夏めく
旅先にスケッチブック三冊目

遊虹

あさぢ

薄墨の花しっとりとこぬか雨
炊いた小女子おふくろの味

忠糸梨山うひ甘風あ遊糸忠山梨ひう風甘

勝子野波か子蘭子ぢ虹子勝波野子か子蘭

衆議判

ナォ包帯はすぐに解けてうららけし

逆立ちの手にチャンス到来

ポケットの赤鉛筆を捨てかねて

〆切り間近徹夜編集

湯たんぽをあてられしこと母のこと

思ひのたけを奏づ竪琴

角から順に家の影凍む
結界は薄きどぶ板一枚で

残月に無回転ボールゴール隅

しどけなき様に源氏の臥し給ふ

山ほどの針集めたるコキュ

中村記康
永渕丹
狩野康子
高山達雄
筒井草平

小心者も混じり初猟

ナゥ妖か納戸の闇のそぞろ寒

平 子 康 子 平 子 康 子 平 子 康 子 平 子

ハ仙台︒ほれぼれ座ｖ

歌仙﹃日本海溝﹄

社翁の雨に読書三味

ものうげや早蕨ひらく奥街道

穴明きスコップギター代はりと

春の服希望といふ色添へるらむ

佐々木勝子

記康

各駅停車説り飛び交ふ

門前に転た寝をして帰り待つ

塩の角とれ旨みじんわり
花咲かす子守桜といふ老樹

鮠の跳ねたる堰の燦々

秤雌一汗一粋十一二胆一汁垂朋壗︵文音︶
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丹

丹

丹

丹

覚めても胸の騒ぐ徒夢

月

丹

観覧車月を一緒にうけいれて
朝のニュースに富士の初雪
ゥ鵺鵠の尾が案内する太鼓橋

箒目立てて竹林を掃く

あどけなき少女もすでに耀変し

日本海溝未だ不可思議

諾諾と孫の指図に綾取りす

快刀乱麻を断って走り茶

黒潮に曳かれて往くか夏の月

旧りし階蜂の歩める

さりながら命の電話鳴り続け
菓子盆かかへ児はひきこもり
濃く淡く花の蕾の秘めしこと

康子平雄子
康子平子

記栃草達康

記勝草康

草 康 記 勝 草 康 記 沸 草 康 記 淋 草 康

ハ伊勢・勾玉連句会ｖ

中村伊都夫捌

よ澄伊
し 都
夫澄夫〃澄〃よ〃〃夫よ夫よ澄夫子子夫

歌仙﹃守武忌﹄
神域の朝も情し守武忌
窓辺に寄りてオカリナを吹く

御裳濯川に映ゆるもみぢ葉
晶々と降る月光につつまれて
氷あずきの融けしテーブル

ナォ故里の山とりどりに笑ふらん

飛行船浮くはるかなる空
大和路の世界遺産を廻る旅

心に残る勤行の鉦

武者人形飾る座敷を開け放ち

鮎焼く香りしるく漂ふ

クラス会喜寿の笑顔の深き雛

自慢の孫の写真見せ合ひ

教会にウェディングベル鳴り響き

いつの間にやら婦唱夫随に

晩学に電子辞書あり後の月
途切れ途切れに鳴く轡虫

ナゥ新蕎麦粉届く隣の農家より
手織木綿の野良着似合ひぬ
はるかなる海原の辺に雲流れ

画架立てかける灯台の道

花吹雪背に歩みゆく至福さよ

入学祝に届く大鯉

︵於・伊勢市立図書館︶

平成 一十二年九月二十三日首
平成 一 十 二 年 十 一 月 九 日 尾

−224−

寝そびれし庭の飼犬大欠伸

ウエスト五十バスト九十

ゥ炎天下ビーチバレーに夢中なり

預金はたいて愛を引きとめ

碧眼のモンローウォークにひと目ぼれ

中国の恐れしペンにノーベル賞

鎌月を指し発てる木莵

明日があると今Ｈの足音
雪やみて山の窯場へ道続き

ＢＧＭに演歌を流し

地酒売る店には人の集ひゐる

風光る中子らの喚声

車椅子に押され広場の花の宴

藤小！'！
￨"IIIM村

澄よ夫よ〃〃澄夫よ〃夫澄夫澄よ澄夫よ

八東京・﹁窓﹂連句会ｖ

歌仙﹃夕風﹄
め
山脈遠く海ご猫
渡る空

夕風に袖なぶらせて芝を焼く

ナォ中華街蝿祖の祭のにぎにぎし

アヤ

高月三世子捌

眼の澄みて笑顔やさしく縁遠き

冬麗太陽発電たのもしや
研究棟に灯の消えぬ凍

有機野菜を買って帰らう

友だちのひとり暮しに目途がつき

玲

澄子

″

内川さち子

マザーテレサに初めての恋

五つ玉なる古りし算盤

中井淑子

人波に逆らって行く渋谷駅

月煙々高速道路どこまでも
何も決まらず老いに漸寒

ホテルの地下に能楽堂出来

淑子

佐藤和子

さち子

陽子

三世子

″

さち子

アヤ

さち子

高Ｈ三世子

菅野陽子
鈴木アヤ

ナゥ聞き上手さりげなく来て零余子飯

雛の客小さき草履も散らかりて
鼻をそろへてこくこくと飲む

淑子

悪童たちの声も幻

野口敏子

アヤ

喜久代

楯子の実の赫き色づき

倉椛澄子

足音に鯉の集まる太鼓橋

椅子ひとつ出して良夜に身をまかせ

ワ今年酒さげてひょっこり碁敵が

淑子

さち子

くじ運悪く相手きめられ
クフ王墓壁画の女王十八歳
思ひもよらぬ濃厚なキス

折り紙で組む箱のいろいろ
落花しきり千鳥ヶ渕に魂鎮め
″

さち子

平成二十二年三月十三日首

アヤ

三世子

︵於・東京女子大学氾年館︶

平成二十二年九月一日尾

澄子

アヤ

経済指標横ぱひのまま

陽子

霞の果に浮かぶ故里

ポタージュをぽったりこぼす銀の匙

三世子

さち子

深井玲

父と子の同時にものを言ひかけて

杉浦喜久代

夜釣り帰りの浜からの道

クレーンの止まった先の月署し

そぞろ歩きは蝶といっしょに

仔犬来るのは土曜日の午後
花の雲眠りの中に満ちてくる
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八Ⅱ立・水無月連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃かすかなる声﹄

里山にかすかなる声下萌ゆる

魚影が動き水温む頃

ナォ遠足の列が時々走り出し
子象のショーに拍手喝采

店先に並ぶサリーのあざやかに

胸ときめかす加賀の乙女子

天気予報はずっと快晴
雪吊りの準備を急ぐ男衆

地下酒場ふたりっきりでロゼワイン

根本美茄子捌
根本美茄子

小岩菖術
雨宮文江

見上げれば月中天ににっこりと

藁をもつかむ選挙終盤

奈落の闇に巣くう魔のあり

大山とし子

嬰の寝顔のいとも安らか

と

林の奥に鹿の鳴くなり

水神を祀る名水痕々と

月光に照らされオブジェ意味不明

美

ナゥ菊人形龍馬お龍に沸く人気

俄かガイドと記念撮影

健康の秘訣毎日太極拳

薬膳料理並ぶテーブル

秤唾一廿一舜廷朋斗梱肥壗︵文音︶
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雛祭異国の友も招きいて
ぴんと張りたる蟠蝉の髭

文
菅昌

ワ売れっ子の尼僧の法話身に入みて

直球勝負恋も芝居も

美
と

青空の下揺らすふらここ

管弦の宴華やぐ花の園

舞姫を櫻い長距離バスに乗る

北の岬に残る伝説

と

文

美

と

昔日

文

美

昔巨

父の遺愛の絵Ⅲ飾りて

作家への夢をつまみに酒を酌む

咳をこぼしつつ行く郵便夫
スカイッリーに座せる寒月
進化するデジタル放送高画質

こまめに確認地震情報

花大樹鬼女は何処に潜むらん

鐘は朧に奥の黒塚

菖文と美菖文と菖美文美と文菖と美文菖

八Ⅱ立・水無月連句会ｌその二Ｖ

﹃貝ふたつ﹄

春潮の引き残したる貝ふたつ

鉢巻きりり海苔を干す人
入学児返事のあとに欠伸して
転がっている白い消しゴム

黒澤かすみ捌
黒澤かすみ

ナォ駅ビルのオープンセールみどりの日

ブランド品が好きなアラフォー

焼け棒杭に火のつきし宵

人麻呂と言う名の猫を貰い来る

お互いに傷持つ身とて奔放に

合掌造り建ち並ぶ里
長靴の足跡続く雪明り

普天間移設宙にさまよう

いつまでもダンスを踊る夢の中

まことお見事懸崖の菊
ゥ拝殿に新酒奉ずる男衆
塀に相合い傘の落書き

弥

香

茂

続編もベストセラーか話題本

ナゥ大道芸とり囲む輪の秋うらら
ロダンの像は身じろぎもせず

オフの日はひねもす縁に寝ころびて

マスク大きめ張り込みのデカ

安胤茨穂
宮本茂登
筒艸香
片野弥恵

十六夜の光ゲは珊瑚の水底へ

思いもよらぬ逆玉の輿

か

望の月むら雲を抜け煙々と

か

連山の峰にとんびは悠々と

茨

香

秤鰄二Ⅱ二坪一一期二廿仙叩密︵文音︶

名木の万朶の花にまた目見え
生え揃いたる蝸叫の手と足

終わりに近き鉄道の旅

そぞろ歩けば磯鴫の声

リュックの中に飴とおむすび

茂

西瓜畑に怪し人影

茨

フライトは二十時の便月涼し
前垂れがひらひらひらと地蔵尊

か

弥

茨

天気予報はあすも快晴

墨堤に添いてゆったり花見舟

茂

会 合 ノ

仙

声ものどかに木遣りながれて

− う う 7 −

歌

弥か香茂茨か弥香茂茨か弥香茂茨か弥香

ハ横浜・美晴連句会ｖ

歌仙﹃澄雄を偲ぶ﹄
伊藤則子捌
伊藤則
山本ゆ

遠目して澄雄を偲ぶ銀河かな

月に酔いつ︑口遊む歌
土屋実

そうだ

生ⅢⅡ常

湾の中宗太揚りし賑わいに

七色の旗ひるがえす風

ナォ磯金を手に手に海女の集い来て

つい大声でわが児自慢を
ももじゆしや

絵画とポエム共に入選

百寿者のカロリー摂取七割で

峠道宵の明星目印に

あなぐま

燕親子眼光らせ

手あぶりに丁度手頃な柿の種

巨人が勝て
ば効果百億
かけら

たいこぐ

三隣亡を言いたてる人

かりがね

大国は島の欠片を欲しがって
寿司職の手はいつも冷やか
君と僕どこまでも行く月今宵
肌合わせして物の音の澄む
ナゥ雁の連なり潮路越ゆるらん

木造校舎訪ねはるばる

呼び鈴にベトナム産の銅耀一打

コーラス揃い山笑う頃

相伴の衆ばかり増え花見酒

平成二十二年九月二十四日首尾

︵於・実郎居︶
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昼中に至極の時よ塩エステ

小春︑和に皆で吟行

ゥ泥鰭掘り見られていると恥かしい

バイトの守衛板につきたる

お習字の先生素敵片思い
龍馬ばかりがもてる悔しさ
小説と連句は嘘が混じっても

真夏の夜の夢ははかなし
特捜のエースが落ちる油照
レモンスカッシュ浮ぶ昼月
忘れ水かそけき音を辿り来て

何の不覚ぞ受ける警策

わがままの許されていて花盛り

蒼帝のもと続く連勝

う則郎義則う義郎う則郎義則う義郎う子

義郎ゆ則郎義則義う郎う則郎義則う義郎

ハ仙台・宮城県連句協会ｖ

歌仙﹃水面の空﹄
残る鴨水面の空を楽しめり
雲を誘うかたんぽぽの紫
調律師春の音色を求むらん

狩野康子捌

ニヒルというのは野良猫の耳

ナォ愛読の携帯文庫蟹工船

佐々木勝子

北村多喜男

山崎博司

佐藤千枝子

ゆっくりと公園デビュー果すらん

長寿の元は根野菜から

テトラポッドに波の花散る

筒井草平
浜田則子
中村記康

燗酒に天井あたり飛ぶ心地

生まれいずアフロディテの玉の肌

荒川由美子

小野寺妙子

狩野康子
高橋玻斗子

佐々木嘉宇

燃える心の糸手繰る夜半

夕餉の膳をまずは主へ

形などあってなきごと花筏

刻々移る山の表情

執筆

笹川圭子

緬川せつ子

伊藤航
田中裕子
横川浜江
高山達雄
早坂利子
菅原泰子

ヨン様と呼べば振り向く仲となり

血縁で継ぐ北の独裁

永渕丹
蔦と〃く子

月の宴序曲のように虫鳴いて

モトクロス車を車庫に組み立て

川村紀子

久保田千代
谷川部弓子

ピッケルを見ては時折涙ぐむ

合宿の子等に差し入れ月の道

秋の蛍は高下駄の下

秋田てる子

菊人形の出来は上々

ゥ白黒の写真に見入る文化の日

ゲルニカ遠しひとり佇む

熊坂昌子
中村孝史

松ノ井洋子

三人寄れば座のうららけし
小岩秀子
鈴木文男
阿部堅市
山川史子

佐佐木らん

秤唾一竝一斡価朋十珂即電︵文音︶

水川真智子

ナゥーターンせし落鮒へ投網打ち

荒々し手に掴まれて目を覚まし

熾悔しきれぬ恋の数々
秒針の響く真昼間葬の家
呆けし父の撫で回す席

しゃべり出すむかしむかしをラムネ玉

世界地図には月の滴り

捕物控捜査三課に

旅にありキャプテンの指す喜望峰

餅花の下を赤児の這いまわる
浮き立つ町にえんぶりの声
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筌民伸追慕脇起

ハ横浜︑メロウ連句塾ｖ

歌仙﹃蓋へ

このたびは器も凝りて蕪蒸

舞妓もくぐる宿の底冷

時在らば連句の友と楽しみて

万歩計つけめぐる池の辺

新井樽捌

ナォ風光る芝生にナイスショット決め

旅碁囲んですぐに終局

税率をいぢりて蝶す不信感
ひとり酒場の片隅にをり
北国の海鼠をつつき探す夢
父母亡き家に石蕗の咲く

奉納の大きな草畦吊るされて

橋姫さまがとんだ岡惚れ

船長の凛々しき眉宇に迷はされ

Ｈ５Ｎ１初動遅れる

アトリエの天窓覗く望の月

備前の壺に活ける豆柿

ナゥ秋灯にまた読み返す智恵子抄
ちいちいちいと烏ひとを呼び

雨の間の兼六園の塵掃除

師に付き添うて針を納むる

ひと筋の帯美しき花筏
虻の羽音に眠たげな耳

秤雌二壮一唾十一叩十ｍ印南︵文音︶
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満月を産む昂りの宵闇に
裏の山より小牡鹿のこゑ
ワ流霞の豆州修禅寺冬近く
胸焦がさるる君のひとこと

鬼門なる方より貰ひ恋女房
中れと言ひつ宝くじ買ふ
頼まれて古着回収ボランティア

轟々と鳴るパイプオルガン

庭に出で月を肴の夏料理
瓜盗人を罠に捕らまへ

水車の物見櫓に狼煙守

無縁仏に手を合はす野路

凪榑音出ぽ凪樽音出ぽ凪樽音子麿凪

出か樽伸
十日す遊

E＝＝

うらうらに照る日の下の花盛ん

畦の青みを写す壁紙

新 穂 商 岡 新 筌
谷 坂 島 本 井 民

蒸

音出ぽ凪樽音出ぽ凪樽音出ぽ凪榑音出ぽ

ハ中津・耶馬渓連句会ｖ

歌仙﹃羅漢の里﹄

峡の流れに遊ぶ水鳥

訪ねきし羅漢の里や小春の日

荒木陽子捌

水谷卯波
倉迫久雄
郁叩クニ子

卯

斉藤テル
中島陽子
河野末広
荒木陽子
亜松節子
吉武圭子
亜春ッヤ
秋好紀子
三宅繁代
川崎豊子
村上君子
八木紫暁

ク

久

ナォ教会の牧師のテノール風光り

放ち飼ひなる鶏のうろうろ

温暖化対策主張儘ならず

ウインクすれど鈍いあの彼

湯豆腐は既に煮え立ち崩れかけ

人事異動に東てる帰り道

体脂肪なぜか腹部にまとひつき
犬猫主役テレビコマーシャル

外つ国に豪華客船気まま旅

遠嶺眺め夕暮れの莫

﹁はやぶさ﹂の帰還寿ぎ月清し

横笛の音虫の合奏

ナゥ元禄の世はいかばかり菊人形

車のキーを探すポケット

年金で老後豊かに朝寝坊

似顔絵描きの筆の滑らか

縄電車園児の廻る花大樹
高層ビルに穀雨烟れる

平成 一十二年十二月十三日首
平成 一 十 三 年 一 月 十 日 尾
︵於・耶馬渓風物館研修室︶
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天領の蔵町通り装ひて
広告で折る紙の飛行機

渋柿実る鈴生りの枝

研ぎ澄みし今宵の月に身を委ね

ゥ新任の教師の襟に赤き羽根
麻薬などには近寄らぬこと

キュウピットの矢狙ひ定める
決め付けは肌理こまやか肌触り

芸事は努力下積み大舞台
揃いの浴衣はしゃぐ子供ら

親馬鹿感情誰にでも有る
楽しげな林間学校月は笑み

銘酒の並ぶ黒檀の棚

柔道の一本勝ちにＶサイン

都踊りに帯をとぢあげ

緋絨の若武者立たせ花の下

末子￨場紀艶クテ君豊繁紀艶圭節子末陽テ

八束京・瑠沙連句会ｖ

孫と眺める月のさやけさ

プランタで得たる粒々籾二升

池田耕

小張昭

山口武

土屋実

歌仙﹃籾二升﹂

竿となり鉤となり雁声立てて

土屋実郎捌

急がば廻れ功は急がず

坂田武

うみんちゅう

検事の罪を曝く検察

あざ﹄ぎ

ナォ神楽坂蛇の目の傘の美男美女

恋に上下はなきものぞかし

優勝を賭ける一投早慶戦
神を頼みの柏手をうつ

十薬のびっしり咲いて誇らしげ

驍雨過ぎ去り立ちし夕虹

革命がおきたと巷号外が

南も北も国境紛争

西行を西に東に追う芭蕉
昼酒に酔いしばし転寝
初締めの帯の兎も月の客

街道筋に迎う櫓穂

べい

ナゥ天を衝くスカイッリーに秋日急

両ポケットに重き勝ち海鼠

ハーモニカ吹くは往時の寮歌なる

春の蚊がくる縁側の端

江戸明治越えて平成花の川

金覆輪の雲のうららか

志彦昭耕郎雄彦志耕昭雄郎志彦昭耕郎雄

︵於・東京アインスリバーサイドタワーニ十四階︶

平成二十二年十月十二︑首尾
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小張士心

早々と厨口より蜆売り
家貧なるも飾る紙雛
ゥ菜の花の群れ咲く駅に人は無く

大口開けた鯨張りぼて

ふと合いし目と目をさり気なくそらし

またの逢瀬を願うおみくじ
序の舞の理想の人の側にいて

岩場に砕け波の華散る

大漁の泡盛岬る海人

塔巡るやまとまほろば春浅し

肩車の子・朧月夜に

浅黄幕切って落せば花の山

土俵にキッスカ士断髪

彦志耕昭雄郎志彦昭耕郎雄彦げ治一雄郎

ハ横浜・ヨーク連句会ｖ

歌仙﹃うそ寒や﹄
土屋実郎捌

北Ⅲ日常義

土屋実郎

秋の時雨のけむる坪庭

うそ寒や意地張り合って呆け夫婦
墹井手ｂ︑えこ

禰井文子
杉浦芳子
横怖利夫

久良木害心

・
Ｊ１〜Ⅱ
油い川肌鋼倒調エホ︲

大津博山
古川酔山
鈴木桃子

栗拾ふ子供の声の賑やかに

今日好日と仰ぐ望月

河豚ちりセット箱にぎっしり

芝蹴って首振り勇む競走馬
ともし

ゥ遠く見ゆ釜山の灯冬座敷

音信不通すでに百日

面影を追ひて夢路に迷ひ入る
絵文字に託す恋の恥ぢらひ

青不動吉野の山を一睨み
柴犬の尾の揺れるしきりに

瓜盗人の飼旬前進

路地の街迷へば淡き夏の霜

啄木の歌碑駅に古びて

常義

坐り壁えこ

垂懸

酔山
常義
桃子
文子

わが弁当は鱸照り焼

ＡＰＥＣ誰飛び交ふ警備陣
花の風図書館の窓たたきそめ

ナォ豪快なタッチダウンに土匂ふ

坊主頭は創瘻満身

最高裁が不倫定義か

キャスターの芸能取材埒もなく

この日のために絹のネグリジェ

婚外の恋は地獄の一里塚

蝉の羽化背中の割れて薄みどり

中古のポルシェ探すネットで

仕事終へしか藻刈舟ゆく
めつむ
頼母子の薮に目瞑る二男坊

月影の人の気配が気にかかり

もののけ姫が濁り酒酌む

兄弟喧曄母が原因

ヘー︶勢ご

ナゥ波動砲発射やむなき放屈虫

ひとり居て静かに雨の音をきき

春の泥つけ戻る飼ひ猫
薄墨の花満開の夕まぐれ
一日さぐる子鮎食み跡

平成二十二年十月九日起首

え 憲

たごえこ

︵於・上永谷ヨークカルチャーセンター︶

平成二十三年一月二十二日淌尾
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鄭常博桃鄭博ち酔
え

弘博鄭 弘文ち

執文

和義山子和山こ山

美山和 美子こ

筆子

藤
J
I
：

ハ横浜横浜ベイサイド連句会ｌその一Ｖ

﹃蛇穴に﹄

誠は脱けい物忘れする

久良木憲捌
久良木憲

ナォ春の暮歩いて行かうどこまでも

銅の歌柱に錆びし腰折れ

大王の夢の熟寝は民の篭

李朝白磁の肌のなめらか

おいでやす張り切ってゐる若女将

コート脱ぐ間も惜しみ抱擁

軟弱外交島の尖れる

この橋を渡れば地獄片時雨

留守宅に掃除ロボットのみ動き

生田目常義
鈴木美奈子

ナゥハローウインお化け南瓜を担ぎだし

乱視に眩し島渡る空

父を待つマクドナルドに昼の月

失業率は上がる一方

土屋実郎
秋山よう子

郎

杉崎優子
高橋幸子

ドレミの歌をエイトビートで
せせらぎの清きもいつか忘れ水
ドルフィンキック世界新出す
呑不

托鉢の僧は花見に目もくれず

︑つ

義

戦火の中に消えた純愛

優

どうすればキスのアングル決まるかな

詩人の召さる新しき襯衣

気取りてはペーパーバッグを旅の友

優

奈
郎

義

︑つ

ｅが出てから数学はお手上げに

白墨の指拭ふ先生

神鈴を鳴らし舞ふ巫女花浴びて

奈

︵於・横浜磯子杉川劇場︶

平成二十二年十月十七日首尾

伽藍光りて青帝の笑む

深き森には木葉木菟の巣

吠えるより月に踊るよ巴里祭に

ゥ日なたぼこ猫に無用の哲学論
暇つぶすのも芸のうちなり

電蓄のサイクル変る川向う
押しくら饅頭子らの歓声

蛇穴に入りて書物の山残る
ちちろ虫鳴く部屋の西隅
後の月酒豪二人に挟まれて

仙

霞たなびく遠き大和路
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歌

優う憲義奈郎義優う優憲奈う義優奈郎義

ハ横浜・横浜ベイサイド連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃漱石忌﹄

藤沼和ヱ

土朧実郎

土屋実郎捌

おらんだ三シ葉しゃりしゃりと食ふ

何となく猫利口げや漱石忌

生ⅢⅡ常義

久良木一忠

長靴左右色違ひなり

篤農家ビニールハウス片付けて

郎

山本ゆ澤っ

誰にも言はい舞茸の代

タンゴのリズム絡むステップ

ナォ連立ちて峠を越ゆる弥生尽

お隣と一触即発核脅威

燃やしてしまへ古い証文
雪鬼が血糊拭ひて振り返り
志野の細琵を骨壺にして

懐にひそめし君の形見草

韓流ドラマ熱すぎもせず

ちと覗き小愛男雲の間に
伊勢遷宮の鉾を持つ人

キオスクの赤福餅に秋の句が
頬をなぶりてそよ風の吹く

ナゥ新幹線車窓初富士くっきりと
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月今宵諸寝入りも馴れっこに

ヱ

孫と一緒に箱根駅伝

垂忠

すり傷も腓返りも夢のため

退けの挨拶下手な新参

ウパ ソ コ ン を ロ グ オ フ に し て 今 年 酒

ゆ

義

︵於・横浜関内技能文化会館︶

平成二十二年十二月十九Ⅱ首尾

水上︵スに岸青む頃

沖より戻る海松採りの海士
花の蔭語らひの声みなしづか

デートの暗号ネクタイの柄

ヱ

郎

お茶を出す順にお局うるさくて
外交の切り札となるレアアース

義

垂忠

夜濯ぎに干す袈裟の重たき

ヤマトに託す宇宙開発
仏法僧聞けば梢に弦の月

ヱ

圭忠

ヱ

郎

城ノ崎の外湯めぐりの下駄の音

小町の紡ぐ春の挽糸

友の一語にわれも一語で
七十路の過去へ輝く花の苑

ヱ義ゆ憲郎ヱ義ゆ憲郎ヱ義ゆ憲郎ヱゆ義

本屋良子捌

小 永 乙 高 服 本
泉 島 黒 橘 部 屋

八逗子・ラピロス連句会ｖ

歌仙﹃ノーベル賞﹄

足湯に浸す百本の足

木犀の香る窓辺やノーベル賞
シャンパンを抜き祝ふ初月
渡り鳥目線の先に明日を見て

ナォ開かない踏切を待つ目借どき

とてもじやうずなへのへのもへじ

落書も国宝となる梁の上

浮かれ坊主は無精髭撫で

ニューハーフネイルサロンに入りびたり

琵琶抱くやうに抱かるる宵

幸せは中くらいなり嫁が君

マニフェストなど知らぬ存ぜぬ

端正な役者の仕種見得を切り

猿に始まる狂言の芸

産土の月を撞くる療

ゴッホの描く柵檸の彩

ナゥ台形の寝室に置く捨扇

おきやがりこぼしゆらりゆらりと

手漕舟辛寿の爺の棹さばき

アイロン掛けたシャシが大好き

夢に見し森の都よ花万朶
ちぎれ雲まで届け鍬繼

良 初 良 初 秋 董 秋 董
桂 賢 桂 〃 〃 桂 賢 〃 賢 桂
子 音 子 音 扇 玉 扇 玉

︵於・東京・京橋区民館︶

平成二十二年十月八Ⅱ首尾
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分校の子らの馳けゆく村境
流れを堰きて鮎を追ひ込み
ワ冷し汁二の膳に添へ桑の箸

心の動悸を鷲掴みする

立体テレビやけに色めき
金髪に漢の指がからみつき
故郷を捨てて東つる町角

クロイッェル・ソナタ奏づるカルテット

剣錆びたる不動明王

咳止まぬ旅人癒やす月の光ゲ

付け弁髪も時の方便

やすやすと他国に渡せぬ物造り

花筏埋め尽くしたる城の濠

鶯合せしのぎ削りて

秋 童 初 秋 良 秋 初 秋 董 初 秋 良
桂 賢 桂 賢 桂 賢
扇 玉 音 扇 子 扇 音 扇 玉 音 扇 子

八蝿川竜神速句会ｖ

歌仙﹃宣く久﹃の空へ﹄

板倉︿口

腫坂節子
塚本益美

長坂節子捌

雪投げをする子の赤い頬

近藤富子

まつすぐに真冬の空へ木立かな

そっと近づく小太りの猫

一口出

森川美耶子

オーブンのチーズケーキの香るらん

団栗墜ちてトタン打つ音

月の客四半世紀を遡り

ナォ茗荷竹庭一面に広がって

善意相次ぐ日本列島

バス連ね日帰り旅行ミステリー

武藤美恵子

和

田中イスズ

一口田

ス

酔即

バイキングよりメタボ対策

予報のとおり雨はみぞれに

益

同じ夢スカイッリーに託したり

耶

一目田

益

文

宙噌

黄昏に遠く聞こえし寒念仏

矢崎藍

キスをせがめば﹁応﹂と答える

舌足らず憎まれ口も可愛くて

公証人がいつと登場

月に雲どろぼう学校申請中

大風呂敷に包む瓢箪

ナゥ芸術祭わかったような顔をする

藍

吉田

エスカレーター昇り右側

︿ロ

神岡にダークマターを追いかけて

文

かかあ天下で我が家安泰

益

曾祖母よりの雛を飾れる

ワ地芝居の女形に扮す村長さん

耶

封筒を開けば花のこぼれ落ち

儘叩

一二国

渋滞の先響くサイレン

益

ねえあなたお先にどうぞお墓まで

宇井美和子

執筆

内閣改造期待半分

お玉の群に足のちらほら

惜しまれて水源の宿とりこわす

和

松井文子

︵於・水源クラブ︶

扇子片手にへぼ将棋する

〃

今口

一二国

和

平成二十三年一月二十日首尾

夕立の過ぎし窓辺に月を待つ

火焔の土器を残す北国

いやいやで五合は呑む家の嫁

名披露に青海波舞う花舞台
心やわらぐうららかな風
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﹃六時とは﹄

ハ仙台・連句会ひらめきｖ

、

狩野康子捌

後宮に三千人を飼ひ殺し

ここぞとばかり火事場泥棒
畳替した日は晩酌よく効いて

おおきにだんだんどうもありがと

ナゥじいちゃんへ孫が数珠玉入れてやり

忘れ釣銭自販機に秋

手桶の鯉のばしやと跳ねたり
無月こそ好機トロイの木馬には

千Ⅲ真智子

中村孝史
狩野康子

平成二十二年四月二十一日首
平成二十二年五月二十六日尾

リュックサックの中は春風

花の下オーケストラの躯ひだす

つばくら来たと川のささやく

壁掛けの絵に髭を加へる
ゥここからは小児病棟月の窓

溢れ蚊を連れ帰る寅さん
揺れやすき野菊のやうにマドンナは

いっそ手折りて共に朽ちなむ
がっぷりと組まずに転ぶ相撲界

康子
邦夫
孝史

浜江
裕子
秀子
康子

真智子

″

秀子
裕子

ナォもういいよ鬼はどこまでいったやら

愛犬と色違いなりペァルック

縄でからげた市の丼

葛饅頭はひと口で食ぶ

余花の寺老僧音もなく歩む

絆創膏はどこへ貼ったら
故郷に鍾乳洞もダムもあり

観光バスは古希の会様

横山浜江
小料秀子
菅沼邦夫
田中裕子

米研ぐもリズムをつける弥生にて

六時とはやさしい時刻残り雪

'
L
，

両性具有の秘密告げられ

真智子

邦夫
孝史
浜江
邦夫

真智子

孝史
裕子
康子
浜江

︵於・パル長町︶
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源

八名古屋・連句会未恋座ｖ

歌仙﹃小春日﹄
小春日や母港に繋かる船の揺れ
カンアイ

寒諾の中醒めやらぬ夢

手術明け零れる笑みの寄り寄りて

辻幸雄捌

辻幸雄
賜塒英子
金枝純

竜宮城をクグるヤンママ

ナォメーデー歌子を負いし人もうたい行く

お茶屋遊びに潰す身代

バーチャルの土産惨きユートピア

脚絡ませて温き炬燵に

枯野道連れて逃げてと追い槌る

尖らせた鉛筆の先で突いてみる

マナカイ

面影はなお目交に立ち

折焚く柴を読み返し居り
亡き友の名前残れる受信欄

霧の山ピッケル挙げてブロッケン
シナノ

スワ

晴れし谷間を月の舟行く

秘湯の宿に武将たずねて

ナゥ蘆の秋科野の国の州羽の海

いそいで登る急な階段

誰ぞある夢まぼろしの天守閣

縁台陽溜り仔猫眠りて

峠茶屋薄紅に花の門

忰鰄二辻一坪針一一朋牝肥菌︵文音︶
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傘寿の伯父が禁酒宣言

何故に今宵の月の赤く見え

雁
渡る空蒼き星たち
クニ

ゥ郷里からは文も添えずの早生蜜柑
じれつたいわと告げるアラサー
オルゴールあの日あの時君と逢い

そのまま終わる釣り合わぬ恋
ＦＩＮの文字無情に冴えてスクリーン
ョ︑ンズ

﹁おせんにキャラメル﹂大崎キネマ

月仰ぐドラム缶風呂葦賛して

木下闇に人魂が飛び

あちこちに浮かぶフラスコでんじろう

サッと捌いたからくりの糸

風神のお出ましありて花筏
春雷に散る岸のさざめき

英純幸純英幸純英幸純英幸純英幸

純英幸純英幸純英幸純英幸純英幸純英幸

ハ仙台・連句会﹁遊﹂ｖ

歌仙﹃ポ
中村記康捌

宅地造成糧の危うき

ナォ足裏の泥こそばゆく畔を塗る

迂回路抜けて上げるスピード

白内障手術控えて鎮守様
中村記康

一間占めたる趣味の覇王樹

アロハシャツ風に扉かせ椰子の浜

秋麗いちょう並木に湧くポルカ

ふくらみふたつまるくふくよか

灯が揺れて貴妃の媚術に帝失神
シルクロードのオアシスの街

絵画展入賞作に息を呑み

鈴木文男

小野寺信一郎

奈良栄夫

手持無沙汰の村のコンビニ

子の帰国までの日数う小望月

小野寺妙子

老輩もゲートボールでやる気見せ

子

康

舞茸飯に母の温もり

斑の帽子のせる暖房

葬列まばら咽ぶ集落

ナゥそぞろ寒蒼弩はるか鳶の笛
郎

夫

聞いてやるだけが情けの長でんわ

執

︵於・秋保温泉器沼屋ほか︶

平成二十二年十二月二十六日尾

平成二十二年九月二十八日首

吐き出す紫煙霞む稜線

現し世の摩擦砂めに花疲れ

殊勝な口上鴬ぐ骨董

男

子

康
夫
郎

門前町に名物の飴

知らぬ同士が酒に陶然

男

康
夫

蚊の鳴く声に蚤の心臓

種播き兎浮かぶ山肌

子

内緒よと言いてはそっとまた洩らし

待つほどにムード昂まるのど自慢

かの指輪人妻ならん眩ゆきに
すれ違いぎわ余香ほんのり
ぬかずけば衆生皆々功徳生れ

宿から借りた下駄の焼印

ゥ装束をカメラに捉えイオマンテ

辻のカフェに蔦からむ窓

力

月今宵あしたは雨意の予報にて

L＝＝

にわたずみ落花あまたの寄り所

−240−

ル

筆男郎夫子康男郎夫子康男郎夫子康男郎

ハ横浜・連句会遊子座ｌその一Ｖ

ナォ旅の宿めばる料理に舌鼓
銀細工には技のこだわり

盲目のピアノが挑む画の世界

父の生還どてら縫いかえ

脇起歌仙﹃瑠璃色の地球一

雨だれの音いつか早まり

ミサの席懐かしき顔ちらほらと

日米の開戦知りし冬の朝
山崎直子

辻松雄捌

辻松雄

嫁迎え幅を利かせるカタカナ語

万里を隔つ初恋の渕

かげろうの中シャトルお帰り

佐藤たまき

久良木害必

瑠璃色の地球も花も宇宙の子

鶯の間近の声に嬉しくて

井上ひさし残る暎笑

ハーブ育てて庭もにぎやか
月はおき膳から褒める味な客

大国も核廃絶の夢芽生え

ナゥせもたれに党れぬままに村芝居

秋麗にて駅伝が往く
大駒誠一

中井淑子
宮坂和之
中井啓輔
和川忠勝
松本力ヨ

飴と鞭とであやす駄々っ児

花霞昇格祝う家族会

茶操みの香りもれる垣越し

秤鰄二辻一癖幽朋信叶叩密︵文音︶
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変りないかと友の絵手紙
屋敷町山ふところは月情し
閻魔の喝が欠かせない今

一風呂浴びてぬくめ酒酌む
ゥ勢いで立てた公約そぞろ寒
また来るとそっと抜き取る腕枕
見合いをしても君はいいかい
ギリシャ危機ＥＵの支援必然に

病名告げる医師の口元
空蝉を枝に戻して月の道
肝試しとや化け物は俺

和旧ひろ子

内海鉄弥
下川幸枝
辻賢次郎
高島幸子
下Ⅲ博
佐藤玻璃
和田晶子

わかってるさと爺の眩き

人気だけ資質二の次候補者に

貝を蹴飛ばす春荒れの浜

夕桜枢小さき犬の葬

執

筆勝輔雄憲ヨ博一晶和ろ幸淑瑠弥き雄枝

ハ横浜・連句会遊子座ｌその二Ｖ

ナォ風切って若駒駆ける都井岬

シーベルトワットに成らず牙を剥き

菅政権に続く難題

悲喜こもごもの合否発表
君が胸あかぬ別れの薄明り
銀幕女王リズもまた逝く

歌仙﹃野梅﹄

月の夜座敷童子か揺れる影

和田忠勝捌
秋山よう子

願う豊年祝う満作

垂直の枝びっしりと野梅かな
カメラに触れて消える淡雪
和Ⅲ忠勝
辻賢次郎
中井啓輔
下Ⅲ博
佐藤玻瑠

ナゥ冬支度齢重ねて早くなる
金の相場は高値塗り替え

何事も電気電子で気に入らず

ちびた鉛筆並ぶペンⅢ

淑弥雄瑠博輔郎う

筆晶憲幸和与児き枝

誰知るやマグマうごめく冬の恋
湯たんぽ抱え着ぶくれて寝る

影とダンスで刈田道ゆく

辻松雄

農業も漁業もまるで様がわり

目刺で済ます耕の昼
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父と母入学式に臨むらん
弾んだ声で交わす挨拶
望月の面かすめて雲走り
ゥ今年また出来映えよるし新走

人駒誠一

内海鉄弥
中井淑子

花の頃高校野球盛り上げて

ヒンズーの神笑い隠さず
かかあ天下は親の代から

マドンナが仕分け作業に乱す髪

佐騰たまき

下田幸枝

秤雌二封一睡唾朋卦↑叩哺︵文音︶

雲雀鳴き立つ広き草原

葛切が好きたっぷりの蜜

机Ⅲ品子

久良木害心

坂井啓児
松本華与
桝坂和之
高島幸子

看病の細やかなるに惚れ直し

水しぶき上げ放流のダム

雨蛙鱒踞崩さず月ながめ

遭難碑心に刻み山の旅

誕生祝うケーキ手作り
善根を積みて翁に花吹雪
遍路宿から届く絵手紙

執

八柚浜・連句会遊子座ｌその三Ｖ

歌仙﹃雛の茶事﹄

殿方の遠慮勝ちなり雛の茶事

和田ひろ子捌
和田ひろ子

山本恵子
春Ⅱ久子
宮下螢子
練武雪路
海津桂子

ナォ子等の声洩れる教会染卵

宇宙駅へと女性飛行士

闇の中握りしめいる手のぬくみ
寄り添うままに寝息いとしく
新薬の認可待たるるホスピタル

いく度も読んで涙した本

謎秘めた館のマダム冬のパリ

石畳凍てひびく足音

モノクロの映画の字幕追い切れず

長寿の秘訣問われ戸惑う

竹林のまにまに月の鮮らけし

挟押さえて流す精霊

地球に戻り草の香に醒め
花吹雪分けて隅田の舟下り

ナゥ秋惜しみ奥の細道たどる旅
岡本貞子
水谷藍
大橋敏子
桝脇昌子
河合禮介

真砂女通いし橋はうららか

一一堂一群毒朋什弐叩唾︵文音︶

卒論はコンピューターで送る世に

秤
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春告鳥の鳴き初むる垣
厩出し仔馬の瞳嬉しげに
草原行けば頬撫でる風

里より届く柿の大箱

迷藤尹希子

山の端に大きく昇る月のぞむ

ゥ爽涼の潮に帆を張る相模灘

玉生うめ子

携帯持たぬ友の抵抗

頑なにキッス断る理由は何
思い過ごしは後の祭りに

藤井恵美子

叡智あつめて魚の養殖
初めての料理教室髪束ね
赤いブーケに電話番号

蛍火淡く温泉の郷

久

宙心

ろ

小川里江子

月涼し縁台将棋熱を帯び

酒の肴は事欠かぬ婆

新党の名前何やら面白く
故郷の散りゆく花を惜しみつつ
テニスコートに黄砂降り来る

尹桂諮螢久恵里美め禮昌敏藍貞尹桂諮螢

ハ横浜・連句会遊子座ｌその四Ｖ

歌仙﹃切株匂う﹄

紐新しき巣箱点々

早春の切株匂う雑木山

和田ひろ子捌

諌武雪鶏
宮下螢子

和田ひろ子

速藤尹希子

柱時計の螺子を巻き上げ

目刺し焼く朝餉の膳のにぎやかに

玉生うめ子

青き葡萄の太り来る棚

ナォ風光る球児夢見る甲子園

力を信じ念ず法華経

草原の香につつまれた初デート

やさしくされて心そぞろに

ボランティア皆の笑顔にはげまされ

スカイッリーを目指す自転車

夕暮れてビルの谷間に虎落笛
朽ち葉路上に試歩の杖曳く
贄沢に慣れた暮しの不確かさ

老いてますます母は畑内
村芝居月光の下見得をきり

長々続く電話たのしき

一人住まいに猫が相棒

外国の地震に遭いしとメール来て

ナゥ蔦紅葉ドイツの古城巡る旅

東北新線再開を聞く

窓際にロッキングチェアセットして

大漁旗をかかぐ永日

秤雌一一壮一嘩乖朋十↑叩壗︵文音︶
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書に倦みて窓越しに見る月澄めり

木谷藍
梅津桂子
土肥暢子
宮脇昌子
岡本貞子

満開の花まほろばに溢れ来る

妖怪遊ぶ秋寒の沼

藤井恵美子

ゥ健やかと傘寿祝われ今年酒

愛しているとただひたすらに

小川里江子

尹

山本恵子
大橋敏子
中柴たま
春日久子
木谷英子

手を振りて吸い付く様に港町
山車引く子らのねじり鉢巻

水鳥の巣に柔らかく白き月
ピアノの曲の流れ来る宿
﹁いこい﹂とう煙草が妙に懐かしい

安全神話崩る原発

花咲くを待ちて集まる同級会
地虫出できし丘のグランド

執

筆ろ英久ま敏恵里美貞昌暢桂藍め螢諾ろ

八東京連句研究会ｖ

脇起百韻﹃秋灯や﹄
衆議判

飯沼三千古

阿片瓢郎
小林梁

秋灯や自虐にも似て酒の量
さんまの干物に残る灘の香

梁

山本房子

柴折戸を押し月の友現れて
海辺の宿に空きがあるらし

思ひっきり下駄投げ天気占ひて

草餅並ぶ団蘂の夜

横丁に消える物売りの影
帰り来て衣桁にかけし花衣

鐘もおぼろに響く川端

ニォ梅若の忌日も過ぎて晴れ続き

名門大学廃校となり

北京語で案内もする遊覧船

胸ふかく刻みし遺訓とこしへに

足跡もなく雪女去る

期待をこめてノーベル賞を
この思ひ真昼の夢と消す勿れ
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長編を書き卸すべき時来る

房

古

神殿に残る気配の白い息

国の不滅を信じよと言ふ

梁

古

口々に平和を称へ園遊会

手と手を握り小川飛び越え

ニゥ野菊折る原っぱ道の二人連れ

アニメヘ誘ふ鵲の橋

名月へ往復の旅夢ならず

新築披露庭で焼肉

房

房

古
梁

梁

一進も一退も技神に入る
脈がぬけるまで恋の遍歴

いつしか窓も白みそめつつ
冴え冴えと始発電車の通る音
パンタグラフの軋む底冷え
ゥうちつれて太極拳に集ふ人
道着姿もしゃっきりとして

ちょっとした悟り自然の農に生き

古

佳き言葉インターネットに溢れゐて

記念の夜と書く日記帳

千切れ雲流れよる時くちづけす

三千世界朝を称へて

梁

厨より味噌汁の香のただよひ来

畠の青味よく育ちをり
兄弟の揃ひの浴衣月涼し

古

房

金魚掬ひを競ひあひつつ

梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房

機械音痴は成す術もなく
母織りし紬を服に仕立て上げ

換骨奪胎戯作者の腕

短夜の有明月を仰ぐまで
寝莫産のあとの残る幼子
女手で強く明るくたくましく

癒しの連句唱ふ先達

酸素管ひっぱる人も花の山

釣瓶落しに遠き人恋ふ

三ゥ鶏頭の燃ゆる道端四つ目垣

妻の親友不意の訪問

トランプにひとり執念くねばる夜

特効薬も知らぬ難病

ひとしきり話の後は愚痴となり

横鉢巻の法被いなせに

喧騒の市場元気も売ってます

師走銀座に細き月さす

羽左衛門脳裡に生きて半世紀

隣の女将おあげ欠かさず

さむざむと夜烏鳴かせ正一位

田楽ひさぐ茶屋の縁台

弥次喜多も花に浮かれる花神楽

ふはふはふはと愛をささやく

ナォ獅子王のひげをかそけき春風が

恋をねたみて洗ふあだ波

砂に害くいとし君の名はかなくも

はち切れさうな紙袋提げ

今日もまた閉店セール始まりて

蚊遣火そっと足元におき

一流の宗祖と見えぬ面構へ

蝉採りはけふもどこまで行ったやら
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春の小袖を競ふ手弱女

三ォ吹奏の楽に双蝶舞ひもつれ

帝政ロシァ逝いて百年

楽しくてアシといふ間と婦言ひ

陰陽たたむ温顔の皷

紙子着て濡るるもすがる阿弥陀仏

名所となりて多き旅人

青葉風蔵町筋の醤の香

孫の重きを肩に汗ばむ

お疲れ様どうぞジョッキを傾けて

横綱突如引退の報

人生の禍福あざなふ縄のごと

カナダに集ふ熱き若者

あわやニアミスひやひやとして

月碧く飛機の窓辺に迫り来る

梁古房梁古房梁古房梁古房梁古梁房古梁房古梁房古

古房梁古房梁古房梁古梁房古房梁古房梁古房梁古房

日暮れの鐘もすでにつきやむ

三世代住む家は珍し

老人会どっと話のはずむころ

妙に明るく小雪ちらつく

耳遠くやっと出て行く冬の月
ナゥうしろから差しかけられし蛇の目傘

銀の小鈴をつけてやりましょ

秤雌一廿一一粋郵皿一什叩噸︵文音︶
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チラと見えたる龍の刺青
野良猫が悠然と行く黒板塀
首尾ともに滕朧として亜寒帯
がばと目覚める春の雷にて

壺中おぼろに千金の宵

揺り椅子にしばしまどろむ花疲れ

梁古房梁古房梁古房梁古房梁

ハ横浜連句ななの会ｖ

歌仙﹃冬浅し﹄
土屋実郎捌
村井昭
佐々木英

岡野町スクランブルの冬浅し

後期高齢コー卜深々
土屋実

勝子

凍て蜘蛛の一匹とわれ棲み分けて

洗濯したい大和島根を

ナォいくたびか涙流しぬ春の雲

ふと口遊む故郷の詩

うた

千年の恋はだいじに秘し隠し

浄蓮の滝に負けじと娘燃え
いつまで続くその心意気

長元坊の睨む夕映え

さまざまの品格を見せ冬景色

忘るるな国を護りし荒御魂
路傍の草に見たる優しさ

スカイッリーに初雪の富士

い

中天の月皓皓と星を率て

ナゥ秋麗期友五人の連句の座

貴様と俺とは男同士よ

たち

しみじみと来し方憶う夏見舞

郵便碁とは気の長い質
花朧いつもの角に占い師

眠りを誘う海の唇櫻

年十一月二十五日首

︵於・検浜岡野川柳川ビル

年十二月四日尾
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世界会議で議論伯仲
月待ちの庭の縁台酒肴
行水名残どこに捨てよか
ワ秋遍路接待宿にかしこまり

お疲れ様と夕餉豊かに
戦友は小舟操る名手なる

心にいつも初恋の人

一本指で今日もパソコン

八十路越え﹁お前に惚れた﹂鼻唄に

宇宙を語る孫と端居し

夏の月ひと声啼いて去りし猫

就活を終えて前途に夢多く

平成二十
平成二十

執

他

始めて知った生きるよろこび

蛙合戦いつ果てるやら

計画を見事完遂花見酒

萩原
本H］

郎夫男三夫楓郎男三郎男三郎男三郎男三

一

筆楓郎夫男三夫郎三男郎夫男三夫郎三男

ハ仙台・若笹連句会ｖ

﹃緑百色﹄
安斎厚子捌

いなせ

ナォ春潮を法被鰡背に漕ぎ急ぐ
らつばのみ

水卿叺飲子らが輪になり
ふるさと

故郷は難民キャンプ他になく

遠野の空を銀河鉄道

釣忍作りまくって部下に分け

おとめごの琴の稽古へ抜ける露地

はたた神をぱ吾は怖れて

安斎厚子
今野福子

袖にした人泣きついた人

みどりひやくいる

筍取りの過ぐる大声
小野寺妙子

ウォークラリーのゴールもうじき

ビルの町銭湯いまだ残されて

頭髪は蛇手には鞭エリニュスは
寝転んで見る樹々のささやぎ

もず

月祝う受賞記念の宴盛ん
むかごめし

鴫に鳴かれて炊事せかるる

航

福子
圭子
妙子
圭子
厚子
井上せつ子

福子
圭子

妙子

航

航

圭子
福子

航

妙子
福子
妙子

厚子
妙子

航

せつ子

せつ子

せつ子

圭子
福子

航

︵於・中央市民センター︶

平成二十二年五月十四日首
平成二十二年十一月九日尾

見わたす限りうるむ春の灯

束大の散歩コースも花吹雪

肩凝り腰痛全部解消
卯度マナー教室礼深く
一升瓶を包む風呂敷

主つくりし尾花蛸おめ膳
いこう

ドライブの峠を月と共に越ゆ

笹川圭子
伊藤航

ナゥつつましく集う衆々御命講

母恋う娘父は明かせず

ゥあこがれは白割烹着零余子飯

貫いた思い必ずとはならぬ

吊広告の募集案内

忘れし傘を持って追いかけ
車内には湿布の臭い篭りおり
凍月に照らされ帰る通夜の客
ぬぐい鯛焼き今はごちそう

日曜日家族盛装三越へ
犬の注射に並ぶ飼い主

木戸カタカタと強東風の朝

航

福子
圭子
妙子

雲行くや緑百色まろむ山

仙

花過ぎの座して肺抜けの身となりぬ
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歌

山形県連句協会

福岡県連句協会
会長八木紫暁

会長内ⅡI素舟

岡￨｣会長守I̲1薫

Mll会長浅淵葛了‑・三浦和枝

邪務局八木紫￨1%

安部英子倍

〒816‑0931大野城市筒昨3‑13‑12

邪務局lﾉ1111素舟

(092‑593‑2575)

〒996‑0()35新庄市鉄砲町3−71
(0233‑22‑1285)

大分県連句協会

会長中森llli(和

連句協会群馬県支部

事務局南雲l《江

支部長〃+朧稜志

〒874‑0902別府市青111町8‑72

耶務局伊藤稜志

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

支那長高怖昭三

会長リ11W[信男

事務局何上

MI｣会長西幾多・城依子

〒731‑0223広島市安佐北区可部南

學l蛎局根本美茄子

4−5−47

〒319‑122511立市石名坂川1−31−9

（082‑815‑1914)

（0294‑53‑6635）

宮城県連句協会

やまぐち連句会

会長狩野股子

会長洲妨欣二

副会長中村孝史・中村紀康

聯務局 ￨訓本蒼水

蛎務局狩野↓腱子

〒746‑00251i'1南市古IIJ2‑3‑43

〒981‑09241111台市青菜区双葉ケIf

(0834‑62‑1400)

2−5−12

(022‑271‑0005)

静岡県連句協会
棚問孔i渡蒼水．｜'1根明美

鳥取県連句協会

会長宮沢次男

会長音Ⅱ￨碇治

剛会長久保￨Ⅱ静男・飯ⅡI紫苑

副会長新lll幸子・永江亜l旧

11務局久保ll1静男

高野亜子･lll崎君子

〒410‑0822W{津市下秀貰28叶l

事務局ul中史郎

(055‑931‑7219)

〒682‑0402'!3収県東伯郡￨則金川大鳥
居関金町教育委員会内

徳島県連句協会

(0858‑45‑2111･FAX3961)

岡山県連句協会

会長来條士郎
附ﾘ会踵竹lﾉ1菊世・祢村光明

会長米林真

りf務局束條士郎

副会長花房八映

〒7718051徳島市沖浜町東畑589‑］

邪務吋米林真

(088‑622‑3745）

〒700‑0904Imll1市柳町2‑2‑1
（086‑222‑6176)
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地方連句組織

愛媛県連句連盟

連句協会千葉県支部

会長井上雨道

融問上川渓水・伊藤薮彦

副会長岡本｜伸・戒能多喜

1,.鉢治子・浅野黍穂

名本敦子

支部長斎藤一灯

事務局長山｢I博三

副支部長東油佳子

llifll長兼事務),j長伊鵬l't子

〒791‑0311松￨IIIIJ白水台1‑1−9

〒264‑0006千紫市若葉区小倉台1‑12‑3

(08927‑3231)

（043‑233‑3555）
連句協会石川県支部
支部長藤江紫虹

連句協会岩手県支部

支部長小原啄葉

事務局宮嶋茂

fil1支部長志和I[巳背)li(多つを

T929‑0327石川ﾘI↓河北郡津幡町了
庄チ65

事務局沼I｢I和子

(076‑2814214)

〒02r0875盛￨湖市清水町1−33
(0197‑622‑7907)

連句協会三重県支部

支部長西田青沙

連句協会栃木県支部
支部長1'1足硫筈

事務ﾙj同上

副支部長高井利夫・H1!￨!きみ

〒512‑09211JLI[lilj市尾平川3768‑188

田浪常布

(0593‑32‑8931)

事務),j長富lll昌宏
〒32>4406栃木県1,.都慨郡大平'11」

埼玉県連句協会

顧｜川金子兜太・宇咲冬男

ド呰川721

会長磯il'I:ju

（0282‑43‑2664）

副会長白根1IIIi子･福田太ろを
事務局長石川光男

富山県連句協会
会長￨I1本秀夫

〒369‑1203埼玉県大里郡寄居町

副会長大山紀夫・藤繩慶昭

H
g
i
,
'
i
5
3
5
(048‑581‑5943)

事務局長野島清治
〒930‑()114.I;fl[￨市茶臆町5少61
（076‑436‑0677）

岐阜県連句協会
顧間伊藤百雲
会長大野鵠士

香川県連句協会

副会長瀬尾千I!I'[

会長鎌Ⅱ￨孝義

理事長清水i't久彦

副会長植松lll'i子・広芥高士

事務Aj松尾一歩

西￨川恭平・今井盈

那務局鎌HI孝義

〒50r8415111kli1.11i加納1￨!広江町68
MII1ビル

〒763−0013丸屯市城東町1‑3‑26

（058‑274‑9479）
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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雅金へ繰り入れる

1．事業計l'lliおよび収支予算についての事項
2．事業報告および収支決算についての事項
3．役員の選任
4．その他この会の業務に関する亜要事項で
即事会において必要と認めた事班
（総会の議決方法）
第22条総会の議事は会貝である出席者の過半
数をもって決し、可否'荷'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術的運営の支
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
11，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

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1l]に
始まり12月31H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J1I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￨IH¥￨163年10jll日と
する。

平成2年9月1H一部改訂。
平成8年6月23[｜一部改訂。
平成16年4月1811−部改訂。
平成18年3月19I1−部改訂。

ll迎ｲﾘ協会』噸間・役員名簿

(噸問）宇咲冬男・土屋実郎・上田渓水
小林しげと・磯直辿・宮下太郎

(役貝）
会長臼杵勝児
副会長青木秀樹・伊藤稜志･!W!川鈴子.
「￨'尼青宵
即事長ギ￨IIII忠勝

常任即事井上剛逆・今村i'li・小川贋男・
狩野旗子・近藤蕉肝・島村暁巳・
白根IIIn子・高尾秀￨叫郎・三村文人
理事伊藤貴子・梅村光Iﾘl･大久保風子
大山とし・岡本眸・小池正博・
高橋IIH三・竹下lli{子・東ｲ￨茶士郎・
富n1昌宏・福田太ろを・松尾博雄
宮澤次男・森川淳一子・八木紫暁・

矢￨崎藍
会計島村暁巳（兼）・尚尾秀Wq郎(‑")

監事石川光男・東祁佳子
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『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
に世く。
（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
(
I
J
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￨￨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惟
2．会報（￨鞘月）の発行
3．連句年鑑の出版
4．ホームページの運営
5．国民文化祭への後援と参加
6．その他前条の目的を達成するために必要
な事業
第3章会員
（種別）
第6条この会の会員は次のとおりとする。
1.正会員
（入会）
第7条正会貝になろうとする者は、入会金2
千￨リと所定の会費を納入することにより入会
できるものとする。

（会費）
第8条この会の会費は次のとおりとする。
1.正会員年額3千円
但し1月から12月まで
（街格の喪失）
第9条会員は次の事由によってその資格を喪
失する。
1.退会したとき
2．理由なくして会費を2年以上滞納したと
き

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

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、常任理邪若干名）
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瑚故あると
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、i,ill会長および理事長を
補佐し理事会の議決に蛙づき業務に従事す
る。

5．理事は珊邪会を組織して業務を行う。
（朧事の職務）
第14条監事は会の会計を監査する。
（役員の任期）
"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章顧問
（願Ⅲ）

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

第6章会議
（理那会）
第17条理事会は原則として年3回会長が招集
する。理事会の議長は会長とする。理事会の
運営については別に定めるところによる。
（常任理事会）
第18条常任恥j『会は原則として附jlに会長が
招集する。常任理事会の運営については別に
定めるところによる。

（総会）
第19条総会は毎年1回会提が招集する。また
必要と認めたとき会長は臨時に総会を招集す
ることができる。

（総会の議長）
第 2 0 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

葉門連句会
福島時子
師系・宇Ⅲ零雨・木村葉l｣i連
絡先1551033世111谷区代lll2‑俳
l福島時子(03‑3414‑8426)会員
1
1
名

624‑5149)会員4名
連句会遊子座
和l11忠勝

樅川圭子
連絡先982‑0003仙台巾太白'又郡
山2−際ll笹川圭子(022‑246‑
2892)会員8名

師系，清水瓢左連絡先223‑
0052横浜市港北区綱防火5−22−4 ワ ラ ハ ナ 連 句 会
児玉俊子
和Ⅲ忠勝(045‑531‑7174)会員30
よみうり文化センター川口
名
連絡先336‑0012さいたま市榊i和
磯直道
区岸町1‑ll‑12児玉俊子(048‑
師 系 ・ 宇 田 零 舸 連 絡 先 3 3 2 ‑ 連句会「遊」
886‑8820）
0023川口市飯塚4‑4‑7磯直道
小野寺妙子
(048‑251‑3033)
連絡先9810005仙台市青葉区梅
川町4‑28小野寺妙子(022‑233‑
横浜ベイサイド連句会
0693)会員5名
生田l̲I'附義
連絡先234‑0055横浜市港南区日
連句倶楽部
野南5‑53‑15生、目常義(045‑
城依子
891‑3362)会員15名
HIIj系・宇咲冬男連絡先30併
l636茨城県‑￨上相馬郡利根町羽根
ラピロス連句会
野800‑55城依子(0297‑68‑
本屋良子
4424)会員10名
師系・東明郡・國島‑￨一雨連
絡先248‑0008逗子市小坪2‑12‑6 連句「笹」
本屋良子TEL&FAX(0467‑25‑
伊藤敬子
5139)
連絡先465‑0083名古屋市名東区
神丘町2‑51‑l伊藤敬子(052‑
落柿舎連句会
701‑5050)会員7名
奥西保
連絡先616‑8395京都市右京区嵯 連 句 研 究 会
峨小倉1l1落柿舎奥西保(075‑
小 林 梁
881‑1953)会員9名
WI￨j系・松根來洋城・野村喜舟
連絡先214‑0012川崎市多摩区中
竜神連句会
野烏4‑23‑14小林梁(044‑922‑
長坂節子
連
絡
先
4
7
1
‑
0
0
2
8
1
M
&
旧
市
ﾈ
I
I
1
￨
ﾘ
1
1
l
l
｣
.
1
一
48長坂節子(0565‑32‑0890)会員
1
5
名
連句ななの会
上屋実郎
連絡先223‑0012横浜市港南区上

7
8
6
8
）

連句パワー
浅 沼 漢
Iilj系・眞鍋天魚連絡先241‑
0825横浜市旭区中希望ケ丘97‑
l4浅沼瑛(045‑362‑2717)

永谷3‑2併34土屋実郎(045‑843‑ 鹿 吟 舎
8
0
5
9
）

鈴峰連句会

池 央 歌

迎絡先216‑0006川崎市寓前区宮
前平2‑16‑2‑502池央歌(044‑

一￨上川英昭
855‑8546）
連絡先513‑0012鈴鹿市石薬illlilllT
35‑l北川英昭(059‑374‑1784)会 若 泉 連 句 会
員7名
川!Ⅱ章夫
帥系・字咲冬男連絡先372‑
連句会ひらめき
0842伊勢崎IIj馬見塚I111 1121‑4川
狩野順子
lll章夫(027r32‑8410)会員8名
連絡先981‑0924仙台市青葉区双
葉ケ丘2−5‑12狩野康子(022‑ 和 光 大 学
271‑0005)会員8名
深沢眞二
連絡先195‑0071町ⅡI巾金井町
連句会未恋座
2160和光大学深沢頂二(044‑
金枝純
9821431)
連絡先45牙8004名古屋市緑￨X有
松南501‑E‑102余枝純(052‑ 若 笹 連 句 会

句 へ

− ． ﾌ ム ー

商月三世子｜

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‑
7
7
6
6
）
フェリシモ連句会

鈴木漠
連絡先650‑0035神戸市中央区浪
花町59(株)フェリシモ東めぐみ
（078‑325‑5770f)会員7名

師系・潴古則子連絡先l67‑
0041杉並区善福寺l‑21‑26高月
三世子(03‑339叶4567)会員11名

師系・筌民仲連絡先244‑
0801横浜市戸塚IX品濃III].564‑1‑
6‑1205新井みちを(045‑824‑
3443)会員7名
｢もん」の会

丸亀連句会

今井水映
連絡先763‑8619丸岨市土器町1−
18平和写真印刷㈱気付今井水映
(0877‑23‑1300)会員6名

川野蓼艸
連絡先182‑0035調布市上石原2−
27−9川野蓼艸(042‑485‑5480)

八千草連句会
紅 の 会

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

三重県連句協会
西田青沙
連絡先512‑0921四ll市市尾平￨111･
3768‑188西田青沙(0593‑32‑
8
9
3
1
)

山元志津香
師系・宇咲冬男連絡先215−
0006川崎市麻生区金程4−酷8山
元志津香(044‑955‑9886．FAX
9882)会員30名

ほほほ連
耶馬渓連句会
宮城県連句協会
大久保風子
狩野康子
三宅繁代
連絡先330‑0053さいたま市浦和
連絡先871‑0202中津市本耶馬渓
連絡先981‑0924仙台市青葉区双
区前地2‑俳21大久保風子(048‑
町曽木1978‑1(097152‑2422)会
葉ケ丘2−5‑12狩野康子(022‑
881‑2756)会員11名
R15名
271‑0005)
ほれぼれ座

三河連句会
永 渕 丹
斉縢吾朗
師系・狩野康子連絡先981‑
師系・宮下太郎連絡先445‑
0952仙台市青葉区中山7−4−14永
0806西尾市伊藤町伊藤前15‑l斉
渕丹(022‑278‑7387)会員6名
藤吾朗(0563‑57‑8332)会員12名
北杜連句塾
三豊連句会
狩野康子
植松晴子
連絡先981‑0924仙台市青葉区双
連絡先76;l613香川県三豊郡大
葉が丘2‑5‑12狩野康子(022−
野原町花稲907柚松晴子(0875‑
271‑0005)会員15名
52‑2137)
勾玉連句会
水無月連句会
中村伊都夫
根本美茄子
連絡先516‑0008伊勢市船江1‑2‑
連絡先31'1225Ⅱ立市石名坂11ll.
46‑1203中村伊都夫(0596‑22‑
1‑31‑9根本美茄子(0294‑53‑
8801)会員5名
6635)会員12名
松山連句協会
美晴連句会
大西素之
土屋実郎
連絡先791‑0113松山市白水台4‑
連絡先233‑0012横浜市港南区上
12‑11大西素之(086‑923‑3993)
永谷3‑2併34土屋実郎(045‑943‑
会員10名
8059FAX846‑1526)会員6名
松山連句教室
未来図連句会
井上弥生
鍵和田柚子
IIIj系･¥III零雨連絡先79俳
連絡先lO8‑0074港区高輪2−1−
0045松山市余戸中2−13‑l9井上
51‑302鍵和田柚子会員13名
弥生(089‑973$055)
摩天楼連句会
星野石雀
師系・野村牛耳連絡先262‑
0046千葉市花見川区花見川2‑6‑
105星野石雀(043‑286‑0725)会
員6名

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−少302メヌエットの会事務
局(03‑3724‑4263)会員3名
メロウ連句塾

窓連句会

新 井 樽

−31−

山利喜会
粒 針 修
連絡先364‑0014北本市ニツ家2−
51粒針修(048‑592‑8957)会員
8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
(0852‑32‑6206)会員6名
弥 生 会

林道子
WIIj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
悠 の 会

花輪芳子
連絡先ll3‑0032文京区弥生2−4−
12花輪芳子(03‑38154737)会員
4名
ヨーク連句会
土屋実郎
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）会員8名

瑠沙連句会
土屋実郎

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

西岡恭平
芭蕉記念館連句会
宇咲冬男
師系・長谷川ひさを述絡先
師系・藤井紫影・字l｢'零雨連
760‑0011高松市浜ノ町6125‑
絡先1351003江東区猿江1−2−2−
705西岡恭平(087‑851‑9006)会
501松澤lllIi美(03‑3634‑4094)会
員9名
R20名
南草連句会
巴f廿里連句会
田島竹四
連絡先517‑0506志摩.巾￨IIﾘ児町国
各務恵紅
￨1ilj系・東明雅･￨4il島十剛連
府112r69｢}1冊竹四(0599‑43‑
絡先50缶8367岐阜巾宇佐南1−2−
l846)会員9名
5各務恵紅(058‑273‑0539)会員
20名
にほんご連句会
岡本ル腱子
八戸俳譜倶楽部
連絡先182‑0006調布市四つつじ
名久井白好
が丘2‑5‑2岡本康子(03‑3326‑
連絡先03(/lll4八戸'li北白￨I1台
0496)会員1Of
3−6−8森きよし(0178‑27‑0311)
日本作家クラブ連句会
はっこゑ連句会
市村美就夫
枇谷盛興
述絡先l50‑0012渋谷区広尾3‑
連絡先339‑0926さいたま市緑区
17‑4‑205中島まさし(03‑3407‑
東浦和7‑8‑2‑211澁谷盛興(048‑
5368)会員20墹
875‑1909)会員12名
猫 蓑 会
花音連句会
青木秀樹
西條裕子
師系・東明雅・根津芦丈連
連絡先776‑0031吉野川市鴨島町
絡先182‑0003洲布市若葉町2−
敷地178‑4西條裕子(0883‑24‑
21‑16青木秀樹(03‑330(f0953)
2993)会n20名
会側170名
枯華連句会
近藤礁肝
迎絲先102‑0074千代田区九段南
3‑3‑3横山わこ(03‑3261‑4425)
会間10名

俳話田園（協会主催）
中尾青宵
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
が丘2‑25‑21'1足青宵
俳話文芸考究会

花野連句会
小川きよみ

師系・根津芦丈・東リ1雅連
絡先390‑0821松本IIj筑摩東2419
小出きよみ(0263‑25‑5436)会員
1
1
名
はねだ連句会

0023練馬区中村北4‑23‑4内山さ
ち子(03‑3970‑2468)会貝5名
燧連句会

植松l晴子
帥系・鈴木存11l洞連絡先769‑
1613香川県三蝦郡大野原町花稲
9O7植松晴子(0875‑52‑2137)
菱の実会
巌 涼 江

帥系・中尾青宵連絡先21叶
0824川崎IIj川''1蹄区日ノ出l‑15‑
ll‑202巌涼江(044‑277‑5143)
美々つと連句会
成田淑美
帥系・字l咲冬男連絡先354‑
0018宮士兄巾西みずほ台3‑6‑1‑
402成田淑美(04'252‑6318)会
員15名

ひよどり連句会
品川鈴子
帥系・橋｜Al石連絡先651‑
1123神戸.'lj‑￨上区ひよと．り台l‑

17‑l品川鈴子(078‑741‑4472)会
員74名
ひょんの会

松本昌子
連絡先650‑0046神戸市中央区港
島中町6‑2‑1‑2‑912松本昌子
(078‑303‑0780)会員4名
風評連句会
瀧澤尚子

連絡先838783g111市西中野本
町5−l4いぬじま正‑(076‑421‑

3494)会員17fi
｜ﾉ1海良太
師系・端古則子迎絲先216‑
0001川崎11丁宮前区野川3138‑17 風 蘭 連 句 会
岡田｜場邨
111口和義(044‑777‑2460)会員16
連絡先5141058津市安東町1941
稲

中尾背宵
岡Ⅲ￨場邨(059‑228‑0962)会員4
連絡先227‑0043横浜市青菜区藤
名
が丘2‑25‑2中尾青宵(045 973‑ 羽 曳 野 連 句 会
西ⅡI舟人
1760)
述絡先583‑0864羽曳野市羽曳が 富 士 裾 野 連 句 会
中村雄爾
丘3‑16‑9西田舟人(0729‑56‑
白水台連句会
。｡／Oノ
連絡先41r1126裾野市桃￨*ll54
大西素之
中村雄爾(055‑992‑0264)会員16
師系・宇田零雨・寺岡情肘連
希
絡先791‑0113松111市I引水台4‑ 浜 風
城倉吉野
12‑12大西素之(081923‑3993)
師系．加藤亀女迎絡先241‑ 葡萄連句会
会員4名
内藤芳生
0831横浜IIj旭区今宿2666‑1城倉
連絡先184‑0011小金井市東町l‑
吉野(045‑391‑2362)会員15"
白塔歌仙会
10‑16内藤芳生(042‑384‑8626)
佐藤俊一郎
会貝5名
B 面
連絡先350‑0275坂戸市伊豆の山
内田さち子
町17‑30佐藤俊一郎会員11名
師系・躬古則子連絡先176‑ ふらくたる
,F一万戸､

−30−

岡本耕史
帥系・名古則f連絡先511‑
1112三重県桑名川長島llll.大倉1−
4501州本耕史(0594‑42‑1469)会
員6名
第六天運句会

浅野黍穂
師系・上甲平谷・清水瓢左連
絡先272‑0836IIj川市北￨到分l−2−
l911Jf恵則(047‑372‑6448)会員
30"
高田馬場連句会
佐1rl俊介
辿絡先273‑0005船橋市本川6−
l6‑9佐伯俊介(0474‑22‑5782)
武生連句の会
水上潤子
連絡先915‑0824越前｢￨j武生柳町
4−38水上潤子(0778‑22‑5115)会
員22鞘

館林連句会
笠原瓶中
川j系・伊滕稜志連絡先374‑
0057fl.i林II丁北成島町825‑147笠
原流中(0276‑73‑5492)会則10名
多摩連句会
宮下太郎
迎絡先2061034多摩市鶴牧2−
26‑1‑112宮 ￨､,太郎(042‑374‑
7002)

遅刻坂連句会

大久保風子
連絡先330‑0053さいたまIIj汕和
区llii地2‑9‑21大久保風子(048‑
881‑2756)会1120名
中央連句会（協会主催）

迎絡先233X)012枇浜11丁港南区̲上
水行3‑20 34土屋実郎(045‑843‑

朝倉和子
Hili系・今泉宇涯・引地冬樹連
絡先145‑0074大田区東領町38−
10朝倉和子(03‑3750‑0671)会同
1
2
名

奥村富久女
連絡先606‑8433京都市左戒区永
剛堆四町20奥村富久女(075−
771‑0767)
土筆・有楽帖三吟会
遠藤琉章
連絡先214‑0039川崎'￨j多朧区柴
谷l‑14‑16遠藤路章
筑波・東京連句会

桃天樹ﾛ金聚

"lll玖實子
帥系・根洲t芦丈･11'i水瓢左迎
絡先228‑0818相模1;(11j上鶴問水
町8‑3‑6*￨{I玖實子

筑波・津幡連句会

二羽智子
llli系・今泉'i榧・引地冬樹連
絡先929も343石川県i=Ik'陥町南中
條￨､−154‑2二羽智子(076‑289‑ 徳島県連句協会
3656)会貝8名
束條士郎
連絡先770‑8051徳蝿IIj沖浜町束
つばさ連句会
畑589‑1束條士郎(088‑622‑
八尾暁吉女
3745)会j130名
帥系・磯III1:道・矢崎1M水連
絡先678‑0232赤穂T￨j11!広841八 都心連句会
fll111忠勝
足暁吉女(0791‑43‑6117)
師系･ii'i水瓢左・大林杣平・土
津幡連句クラブ
屋実郎述絡先223‑0052描浜'li
藤江紫虹
港北区綱島東5‑22‑4和田忠勝
師系・今泉宇涯連絡先92酢
（045‑531‑7174)会1130名
0327石川ﾘI4i111北郡津幡町字庄チ
65宮鴫茂(076‑28"4214)会貝 栃 木 県 連 句 協 会
26名
！'1尾硫苦
連絡先32牙4406栃水県下都償郡
天神連句会
大平川下皆川721窟田昌宏
（0282‑43‑2664）
八木紫暁
連絡先816‑0931大野城'1丁筒井3‑
13‑12八木紫暁(092‑593‑2575)
富山県連句協会
｜￨￨本秀夫
東京義仲寺連句会馬山人記念会
連絡先93011141iflllllj茶屋l111.
59‑61野ノル清治(076‑436‑0677)
師系・野村牛耳・尚藤馬111人
会員40名
連絡先182‑0035調布IIj上石原2−
とよあけ連句会
27−9川野蓼ﾘIIII(0424‑85‑5480)会
1110名
荒川道子
連絡先47rlll4豊Iﾘjll丁新川町広
長13‑8荒川道子(0562‑92‑4418)
桃雅会
杉ill蒜子
会員184ri
師系・東lﾘl雅・式川fII子述
絡先464‑0032名古屋IIj千種区猫 な ぎ さ 連 句 会
i111通'‑5‑1‑409杉111:藤子(052‑
松井青錐
782‑3751)会貝15名
連絡先l34‑008571:戸川区南葛11W
7−1−6‑20松井青蝋(03‑3680‑
0053)
道後連句会
井上雨道

8
0
5
9
）

千代の会

連絡先136‑0072江束区大鳥3−
26−l‑911伊藤哲‑f･(03‑3637‑
8990)会貝40名

なでしこ連句会
帥系・字III零剛・松永怖雨連
絡先799‑3111伊予'iji､.吾川
村･橘公子
1783‑41鎌川清隆(089‑983‑
連絡先874‑0902別府11丁青111町8−
5468)会員8名
13村橋公子(0977‑23‑6526)

刀水の宴連句会
IIMj正夫
連絡先108‑0074港区間輪l‑l‑
ll‑1103111脇正夫(03‑3473‑
3
1
6
0
)

稲門連句会俳譜西北の風
伊滕哲子
−29−

長尾連句会
砂井斗志ﾘj
師系・渡邊陽行連絡先769‑
2302番川県大川郡促尾町西683−
10砂井§￨志男(0879‑52‑4391)A
R10名
渚の会

朱の会

倉l‑450岡本耕史(0594‑42‑

柴田III乃
連絡先503‑0937大垣巾釜fr1.1‑

177‑2柴旧由乃(058‑273‑4499)
会貝9堀

成城連句会

泗楽連句会
西HI青沙
連絡先512‑0921四p市｢￨j尼平IIl.
3768‑188西川,'r沙(0593‑32‑
8931)会員9索！

樹氷連句会
いぬじま正一

連絡先939‑8083g111市西中野本
町5−l4いぬじまjl2−(0764‑21‑ 城
3
4
9
4
）

湘南吟社

小林靜司
師系・根津芦丈・清水瓢左迎
絡先l41‑0031Im川区四五反III6−

円杵勝児
連絡先227‑0047横浜市青葉区み
たけ台2‑221言:￨杵淋児(045‑971‑
3293)会員6墹
青 波

瀬尾喜代‑f
MI￨j系・名古!1ﾘ‑r･連絡先514‑
.2317津市安濃町前野24瀬尾専代
子(051268‑0267)会員5名

黒田耕三
迎絡先79叶0056松山市土i,'llllllI
622‑10二宮一知(080‑5665‑
5709)会員9名

清流連句会
尋 牛 会

23−8小林靜司(03‑3492‑2983)会
R10名

連絡先46併8445名古屋市中区栄
4‑16‑36㈱電通'11部支社内(052−
263‑8324)会貝8名

正 風

朧野側lll
師系・寺崎方堂連絡先52ヶ
0822大津市秋莱台35‑9正風発
行所縢野鶴l｣I(0775‑25‑9159)会
R100名

118名

1469)会員3名

信州大学連句会
宮坂静生
帥系・根津芦丈・束｜ﾘ｣邪連
絡先399‑0025松本市寿台4−5−3
宮坂静生(0263‑57‑2461)会1140
名

正風大府支部

戒能多再
WIIj系･'flll零剛・松永静￨:卜j連
絡先791‑0312束温市則之内乙
259併3戒能多喜(0899‑66‑3096）
会側7名
浅春連句会
谷敷寛
迎絲先ll2‑0003文京区赤￨=12‑
25−2谷敷寛(03‑3811‑8519)会
此9名
せんだい座

久野渓流

帥系・寺崎方蝋連絡先470‑ 新 庄 ・ 氷 室 の 会
永沢安栄
1
1
4
3
9
:
I
ﾘ
l
'
l
i
l
l
i
I
野
1
1
1
｣̲
上
納
9
1
‑
6
鈴
慨
一花(0562‑92‑4521)会員25"
師系・笹白州連絡先996‑
0082新庄市北lll｣.5‑19水沢安栄会

伊藤ll'l:子
辿絡先981‑8003仙台'ij泉IXI竹光
台3‑3一9伊藤直子(022‑233‑
7732)会員9躬

貝6箱

正風和気支部
桐山北天
帥系・寺￨崎方蛍連絡先70牙
0441m山県和気郡和気町衣笠
171Hil111北天(086192‑0807)会
貝10"!

宗祇法師研究会
新庄北陽社

井上玲虹
師系・春秋庵幹雄連絡先999‑
4605111形県最k祁舟形lll｣.腿沢
3011井上玲虹(0233‑33‑2631)

林茂樹
師系・金子金沿郎連絡先521‑
1200滋賀県初￨1崎郡能登川1I1｣.泉台
215‑24林茂樹(0748‑42‑2037)
会118名

上毛連句会
ｲﾂﾄ藤稜志

深大寺連句会
吉成Ⅱi夫
連絡先179‑0085練馬区li]．寓3−
34‑22古成正夫(03‑3994‑8055)
会員20名

師系・宵 1､太郎述絡先371‑
081111i怖巾朝倉l11｣.3‑5‑37"ﾄ藤稜
志(027‑261‑2297)会員15名

草 門 会
川野蓼ﾘ''l'

￨'llij系・野村牛耳連絡先112‑
0006文京区小[l向l‑1‑8‑505村
松定史(03‑3943‑6494)会1110名

白河連句会

洗井美三雄
連絡先330‑0841さいたま.IIj大宮
区束町2‑203‑l‑502荒井美三雄
（048‑644‑6446)会115名
しらさぎ連句会
森川年
師系・寺岡情FI1辿絡先79俳
13031)ﾘ条'ij河l;(ilt'l'484‑l森川
年(0898‑66‑5232)会員3名

埣 啄 会

篠
｜川田史乃
連絡先107‑0052港区赤坂6−牙4−
301岡H1史乃(03‑3582‑0081)

粋酔連句会
奥l1」晃希
連絡先277‑0823W'I IIj布施新町3−
4−5奥111晃希(04‑7139‑8253)
裾野連句会

白魚連句会
岡本耕史
述絡先511‑1112桑端市長島llll X

柏原和宏
師系・石沢無腸・森三郎連
絡先369‑1203埼嘔県大里郡寄居
111輪ﾘ｢＃958‑2irl)11(和宏(048‑581‑
0087)会員11fi
染井の会
浦幾美
帥系・中村俊だ連絡先215‑
0013川崎市麻雌区王禅寺767‑36
洲幾美(044‑955‑8726)

宮原うた‑r･
述絡先4111127裾野市平松611‑
1科ﾉji(うた子(055‑992‑2932)会 大 智 院 連 句 会

−28−

ｲｧ￨Ⅱ町1‑36力1l雁耕子(052‑841‑
5
0
5
4
）

連絡先334‑0001脇ケ谷市桜川4‑
4‑4‑301小林しげと(048‑281‑
8161)

興聖寺連句会
サ ザ ン
岡本眸
川村糸子
IIIj系・宇田零湘・松永静雨迎
絡先790‑0052松山‑ilj竹原町l‑4‑ 連絡先251‑0031藤沢11j鵠沼藤が谷
3‑6‑181淵村糸子(0466‑26‑8468)a
l岡本眸(089145‑1154)
R10名
高知癒しの連句桜蓼会
さつき会
lll崎曙
中森順和
帥系・寺H1寅彦連絡先78'
連絡先874‑0902別府市青1IIIIU 8‑
0010高知県il･6岡郡窪川町窪川
72南雲玉江(0977‑26‑9407)
ll45‑5山崎￨IW(08802‑2‑2097)
会興15名
里 の 会
菅谷イl.!M
神戸の風・海岸通運句会
内￨Ⅱ美子
師系・淌水瓢/i:連絡先248‑
連絡先650‑0024神戸市!￨'央区海岸
0017鎌倉市佐助l‑14‑9菅谷有里
通6−2−14‑2305内田美子(078‑958‑
8278)会員7椚
清の會
‐卜鉢滴子
連絡先277‑‑0052柏.'lj増尾台2−
小瀬川連句会
13−5下鉢清子(04‑7172‑7549)会
永野薫
員30墹
連絡先73俳0646大竹TIj栗谷町大
栗林739永野薫(08275‑6一
三 尺 童
0
3
4
4
）
丹下トj:之
ころも連句会
連絡先338‑0012さいたま‑'lj1￨J央
矢 崎 藍
区大戸4も−3丹下博之(048‑832‑
3727)会員10名
師系・東lﾘl雅連絡先448一
0803刈谷市野I(I町東屋敷112稲
三川連句会
皿撫子(0566‑21‑6316)会員22名
磯部摂子
柴 庵
連絡先501､242羽島市竹鼻町錦
中尾青宵
町35磯部摂子(058‑391‑2288)会
迎絡先227‑0043描浜巾背葉区滕
員23潴
が丘2‑25‑2中尾青宵(045‑973‑
1760)
鹿 の 会
宮下太郎
栄連句サロン
師系・松根東洋城・野村喜舟
間瀬芙美
連絡先206‑0034多摩市鶴牧2−
連絡先471‑0066豊田市栄町6−6−
26−l‑ll2宮下太郎(042‑374‑
7
0
0
2
）
10間瀬芙美会貝15名

佐久良連句会

慈 眼 舎

井Iml可奈女
iiilj系・栗lll樗堆・富￨Ⅱ狐通連
絡先790‑0853松ul市道後上市2−
6−俳101井II11可奈女(089S04‑
4040)会員2名

師系・國島十雨連絡先501‑
ll59岐阜‑Iijl咀改田松の木157成
瀬貞子TEL&FAX(058‑239‑
1762)会員10名
獅子門源氏連句会

船渡文子
師系・國島十雨連絡先502‑
0817岐阜'ij長良福光2521‑12船
波文子(058‑231‑1716)会員8瑞
獅子門花わさび
森川淳子
I￨￨j系･l"Iノル十雨迎絡先50俳
7205恵那IIj長島町中野829‑3森
川淳子(0573‑25‑4864)会員11名
獅子門蘂杖社
瀬尾千草
帥系・國島‑￨一雨連絡先502‑
0857｜岐阜llijli*l979‑25瀬尾干
r,i:(058‑231‑2400)会貝23名

獅子門麗水社
名fllよちゑ
Ⅲj系・國島十雨連絡先503‑
0962大垣Tij入方2‑101‑3名和よ
ちゑ(0584‑89‑6435)会員19名
獅子門友楽社
矢崎初美
Ⅲj系・戯l脇十雨連絡先503‑
2213大垣11i赤坂町2072‑2矢￨I￨研初
美(0584‑71‑0298)会同8名

静岡県連句協会
宮沢次男
連絡先410X)822沼津‑'li下香側
28$l久保￨刊静男(055‑931‑
7219)会員25fi
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‑
8990)会員10名

赤｢H玖簡子
師系・淌水瓢左・三好龍肝連 紫 薇 の 会
絡先228‑0818相棋服市上鶴￨川本
澁 谷 道
町8‑3‑6赤田玖宵子(0427‑45‑
師系･橋間石連絡先558‑
0407)会員7名
0002大阪IIj住吉区長居西l‑9‑2
渋谷道(06$691‑1395)会員8
獅 子 門
墹
さくら連句会
大野鶴士
中世古正郎
迎絡先519‑0601伊勢ilj二見町松
師系・各務支考連絡先503‑ 四 宮 会
2216大皿市昼飯川･377‑101堀内
式￨11恭子
￨､.2085中世古正郎(0596‑43‑
洋子(0584‑71‑0654)会員100名
帥系・束lﾘj雅・式川和子連絡
3177)会員4名
先107‑0062港区南青山7‑3‑3‑
ゆうげんしや
獅子門又玄社
501式I1I恭子(03‑3498‑0029)会
さくら草連句会
小林しげと
成瀬貞子
H10名
‐つ可
笙ノ

人(0487‑46‑1443)会員5名
桂の会

きさらぎ連句会
小池正博
迎絡先594‑0041和泉市いぶき野
2−2併8小池正博(0725‑56‑2895)
会員10名

臼杵瀞児
連絡先227‑0047横浜市青葉区み
たけ台2‑22臼杵淋児(045‑971‑
3293)会員16名
其 角 座

金石公民館俳詣研究会
松本苔花
連絡先920‑0337余沢市金石IIW4‑
5−32松本苔花(0762‑67‑1045)

土屋実郎
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)会員13名

会員25籍
くさくき松山支部
吉金白水
師系･¥lll零雨連絡先791‑
0101松山市溝辺町72rl吉金白
水(089‑977‑1722)会貝10名
くさくき堺支部
高須節子

師系・磯直道連絡先59併
0113堺市南区晴美台2‑1‑9中沢
昌重(072‑292‑2383)会員12名

義仲寺横浜戸塚連句会
八木荘一
大竹多可志
連絡先245‑0067横浜市戸塚区深 草 笛 連 句 会
大1jM素之
師系・大竹孤悠連絡先ll6‑
谷111J･671八木荘‑(045‑851‑
0011荒川区西尾久8‑3伽l‑l416
師系・寺￨川情雨連絡先791‑
l655)会員17名
0113松山巾白水台4‑12‑12大1ﾉV
大竹多可志(03‑38111459)
素之(089‑923‑3993)
義仲寺連句協会

かびれ連句会

兜 の 会
111下七志郎
連絡先923‑0938小松市芦l11町2−
2松下京子(0761‑21‑3464)会員
1
8
名

帥系・斉藤石盟連絡先52併
0802大津市馬場1−5−12義仲寺
(0775‑23‑2811)会員15名
岐阜県連句協会

からむし庵連句会

根津芙紗
師系・根津芦丈・束明靴連
絡先396‑0000伊那市山寺区山本
町3185根津芙紗(0265‑78‑4723)
会員18名
歌林連句会
坂手手留
連絡先185‑00111画分寺市本多'−
11−13小向敏江(042‑321‑0825)
会員20名
歌留蓑連句会
金子 1 ￨叩
連絡先220‑0061横浜市西区久保
町46‑26‑203余子鳴陣会員18名
神田川連句会
岡部桂一郎
連絡先134‑0085江戸川区南葛西
7−1−6−201松井青堂(03‑368併
0
0
5
3
）

観音寺連句会
野口雅澄
連絡先7681040観音寺市柞ljl町
油井野口雅澄(0875‑25‑0979)会
員8名
神田分教場連句会
川名將義
連絡先232‑0076枇浜市南区永田
台48‑16川名将義(045‑713‑
1388)

大野鵠士
師系・各務支考連絡先50併
841511皮阜市加納中広江l111.68松尾
一歩(058‑274‑9479）
錦 心 会

郡上みよし野連句会
天野收一
連絡先501‑4216岐阜ﾘil郡上郡八
｜勝￨町本町天野收一(0575‑65‑
1
5
9
1
)
くすのき連句会
牧野正弘
連絡先158‑0098世111谷区上用街
6‑3‑8‑103牧野正弘(03‑3426‑
4698)会員8名

渡部イII1居
師系・野村喜舟連絡先791‑ < の い ち 連 句 会
内山秀子
0241松山市小野町15渡部仲居
(0899‑75‑1532)会員1Offi
師系・岬￨唆桐雨連絡先101−
0047千代l11区内利llll2‑12‑5内山
lnl漕店方内山秀子(03‑3252‑
句華苑吟社
吉本世紀
2941)会員8名
連絡先328$036栃木市室町l‑l3
吉本画廊内吉本世紀(0282‑23‑ 熊 谷 梶 の 葉 連 句 会
lll!il英子
3
6
6
5
）
師系・宇咲冬男連絡先364‑
くさくき
0035北本市西高尾7‑83川岸冨蹴
（048‑591‑5208)会員20名
磯直道
￨1IIj系・藤井紫影・宇lⅡ零雨連
絡先332‑()023川口市飯塚4−4−7 栗 の 木 蓮 句 会
Rjl:風人
磯直道(048‑251‑3033)会員
連絡先214‑0005川崎市多摩区寺
240名
尾台l‑15‑9141井瓜人(044‑955‑
くさくき川口支部
3393)会員5名
磯直道
師系・宇田零雨連絡先332‑ 兼載忌記念連句会
lil1￨!雅子
0023川口市飯塚4‑4‑7磯直道
連絡先969‑6411福烏ﾘ『↓大沼郡会
（048‑251‑3033)会員25名
津美里町立石田上台[II457田中
くさくき北九州支部
雅子(0242‑78‑3212)会員15名
守口薫
帥系･¥lll零雨連絡先871‑ 耕
加藤耕子
0811福岡県築上郡吉富町大字広
津915守口蕪(097123‑3145)
辿絡先467‑0067名古屋市瑞穂区
−26−

伊勢原連句会
近藤礁肝
連絡先259‑1141伊勢原『￨f上粕屋
1766大津博l11(0463‑94‑3402)会
H13名

林義雄
連絡先l851014国分寺市東恋ケ
窪2‑29‑3林義雄(042‑324‑

1831)会員4名
小野連句会

岩手県連句協会
五十鈴吟社
山口圭子

mj系・清水瓢左・名古則子連
絡先519‑0502伊勢市小侯llii机合
605111口圭一了‑(0596‑22‑2877)会
員3塙
いさよひの会

鈴木美智子
連絡先177‑0032練馬IX谷原5−
2fl4鈴木美智子(03‑3925‑
5930)会員4椚
石手寺連句会

連絡先650‑0045神戸市中央区港
g111町3‑1‑47‑202鈴木漠
（078‑302‑2230)会員8朝

小原啄典
連絡先020‑0875盛￨川｢ij清水III1.1−
33沼H1和子(019‑622‑7907)

渡部イIII居
師系・松根東洋城・阿ハー瓢郎
連絡先791‑0243松山市平j'二町
13111渡辺就子(089‑975‑8569)

WebBBSめぎつれ座
おぼろ連句会
八木聖子
藤本純一
連絡先471‑0822glⅡ市水源町4‑
帥系・鈴木春111洞連絡先79併

1‑16矢崎龍(0565‑26‑9324)会
貝不特定数

0062松山市南江戸5‑2‑26雌本純
‑(081925‑8279)会員34'!

NHK文化センター青山
海市の会
flllⅡ忠勝
鈴木漠
連絡先223‑0052横浜市港北区綱
連絡先650‑0046+'I1戸市!￨1央区港
島東5‑22‑4和田忠勝(045‑531‑
gll1llll 3‑1‑47‑202鈴木漠
7174)会員12名
（078‑302‑2230)会員4名

岡本眸
llli系・宇田零叶j･松永榊雨連
絡先790‑0052松111市竹卿llJl‑4‑ 大分県連句協会
解 續
'1森順和
別所真紀子
lli'1本眸(084945‑ll54)会員
連絡先847‑0902別府市青山lill.8−
MIIj系・野村'￨叫.・林空花連
8墹
72事務ﾙｫi櫛雲玉江
絡先166‑0003杉帷区高円寺I櫛5−
23−8111i部秋M(03‑3314‑0655)
伊豆芭蕉堂連句会
大住連句会
石渡荷水
竹村左戚
蛙 の 会
WII系・斉膿イi聖連絡先414‑
0014伊東市弥生町3‑2JLi渡蒼水
連絡先257‑0024案野11丁名古木
中尾:l'j宵
lll‑16竹村左京(0463‑83‑2208)
（0557‑37‑1831)会員10"
連絡先227‑0043横浜市青蛙区朧
会員15名
が丘2‑25‑2中尾青宵(045‑973‑
1760)
市川俳詣教室
伊藤尚子
桜花学園大学連句研究会
矢崎盤
￨111i系・字Ⅱ'零I:￨j･今泉宇脈連
香川連句会
連絡先471‑0057出H￨市大平町‑じ
絡先264‑0006干葉市若紫区小倉
鎌Ⅲ孝義
lllll2‑1424研究室(0565‑35‑
台l‑12‑3伊藤貴子(043‑233‑
連絡先763‑0013丸亀市城東町1−
3
5
5
5
）
3131)
3−26鎌Ⅲ孝義会員20名
−粋会

Ⅲj系・高藤賜山人・浜本二i'j:海
迎絡先l66‑0001杉並区IIII1佐ケ谷
北5‑33‑9大城里水(03‑3338‑
l353)会員15fi

桶川連句会

雅 秀 会

f
i
i
l
1
1
1
太
ろ
を
連絡先363‑0028杣川IIf下￨‑1出谷
1期2‑6‑4h,illl太ろを(048‑787‑
4477)会員10名
丘の上連句会

いなみ連句の会

1'1尾青門
連絡先206‑0031多l祭市豊ケ丘'一
40‑2‑203燗於'&(042‑375‑
2543)会側15名

山本秀夫
illlj系・東明雅・二村文人連絡
先932‑0211南伽市井波2077‑1山
水秀夫TEI"&FAX(0763‑82‑
小郡連句会
0270)会員31名

小川邦昭
連絡先99"5201111形県雌̲上郡鮭
川村蹴塚3430小川邦￨州(0233‑
55‑2401)
風の香連句会
笹l'l子
連絡先996‑0051新庄市松本348
笹血子
河童連句会

矢崎脱水
河野玄厭
帥系・字Ⅱ'零雨連絡先392‑
lllj系・松根東洋城・阿片瓢郎
0004諏訪市諏訪2‑1"22矢崎硯
茨城県連句協会
堀江信男
連絡先754‑00001IIIIWI(吉敷郡小
水(0266‑52‑0251)会員15名
郡町津'li上河野玄l"(08397‑2‑
迎絡先3111225日立市ｲ丁名坂町
花 扇 会
0599)会員5名
1−31−9根本美茄子(0294‑53‑
宮 雌 人
6
6
3
5
）
連絡先344‑0116崎玉県北圏飾郡
おたくさ(OTAKSA)の会
鈴木漠
庄ll町大衾60r4二宮方樹県
いわき文音連句の会
−25−
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①グループ名②代表者氏躬③師系
④連絡先（住所・萢話番号）⑤会員数
（五￨音順）
亜 の 会

姫野恭了一
連絡先834‑0004八女市納楚:i寺
HI316姫野恭子(0943‑23‑3296)
会員15名
ああの会

jfll54‑2‑808宮脇美判‑了‑(045‑
971‑7313)会員15名

54‑1296）

あしべ俳譜塾

東條上郎
鮎須川連句会
膿本幸子
Wl1j系・吉岡梅赫・片山多迦夫
迎絡先737‑2100広島ﾘI!安芸郡倉
迎絡先633‑0077桜井市大西834
怖町須川雌本幸一了･(0823‑53‑
森智子(0744‑42‑5248)会員11
1255)
端

.｢￨f川千年
師系・野村牛耳連絡先18併
0003武蔵野市吉祥寺南町4‑21‑
梓川連句会
25巾川千年(0422‑7少3048）

鮎連句同好会
金JI:"r･

会津の会（超結社）
磯1間道
連絡先332‑0023川I」市飯塚4‑4‑
7磯而道(048‑251‑3033)

連絡先737‑l314広島ﾘI!安芸郡倉
怖町鹿老渡奥IU恵以子(0823‑

illlj系・根津芦丈・宮坂静生連
絡先3911700長野県南安埜郡梓
川村杏金井教子(026378‑3808）
会1』25名

尚価昭三
連絡先731‑0223広烏T￨j安佐北区
町.部南4‑5‑47高橋昭三(082‑
815‑1914)会員35名

あらくさ連句会
青葉連句会
八島美枝了一
師系・宇田零l:￨:j連絡先145‑
0061大lll区石川ll11 2‑32‑8八ﾉﾙ美
枝子(03‑3728‑0712)会員9潴

天霧連句会

高森秋義
illlj系・鈴木ｲドlll洞・渡避￨場行
迎絡先764‑0027香川ﾘ,M1I!多度郡
多度津町逝福寺20113尚森秋義
（
0
8
7
7
‑
3
3
‑
2
4
7
5
）

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

間川!￨ﾘ｣生子
迎絡先241‑()833横浜IIj旭区南本
天の川連句会東京支部
本屋良r‑
捕町72‑14尚津明生子
大谷似¥'11‑f
連絡先166‑0003杉並区高l『l寺南
5−23−8服部まさje(秋扇)(03‑
師系・三好施肝・福l11坑久連
絡先242‑0001大利市下慨IM4266 阿 畔 の 会
3314‑0655）
椛村光明
大谷似智子(046‑274‑3420)会員
あこね
連絡先770‑0868徳島'ij福島1−
1
3
名
茜連句会
1rl6梅村光明(088$52‑1989)
竹内茂翁
会員6名
連絡先516‑0036伊勢市勢多町 天 の 川 連 句 会 新 宿 西 塾
芹山忠r‑
915‑31禰旧方竹内茂翁(0596‑
師系・三好池11「・福[Ⅱ坑久連 安 津 濃 連 句 会
24‑7673)会員3潴
湯洩重好
絡先330‑0015さいたまilj見沼区
連絡先514‑()823津｢￨j半lll934‑47
紫 陽
蓮淵873‑17芹lll恵子(048‑686‑
湯浅重好(059‑225‑3094)会員3
6549)会員10名
｣"llllJI
f
,
連絡先514‑0114津市一身lll町
285藤Ⅲ明(0592‑32‑6438)会 彩 連 句 会
飯田連句会
森[ll英了一
員6稲
古池保男
IIIj系・磯1111:道連絡先351‑
0l01#II光市r｢r‑2‑9‑23‑909森田
IIIj系・東lﾘl雅連絡先395‑
あした連句会
0806飯lll‑IIj鼎上山3181‑1吉池保
英r､(048‑465‑1237)会員6名
宇咲冬ﾘ）
リ)(0265‑23‑1484)会員10名
師系・藤井紫影・宇田零1:1:jjEE
絡先l64$012I｣野区本町2−34−4 鮎可部連句会
伊賀連句会
久保俊‑r･
次111和r‑(03‑3374‑4808)会u50
々
111村俊夫
イテ『
連絡先731‑0202広島市安佐北区
大林町315久保俊子(082‑818‑
IIIj系･11'j水瓢左・名古則子連
絡先518‑()878伊賀市上りf両大手
あした日比谷連句会
2719)
11l] 3687‑9111村俊夫(0595‑21‑
宇咲冬りj
5068)会員12名
師系・藤井紫影・宇田零i:M" 鮎 倉 橋 島 連 句 会
奥川恵以子
絡先225‑0024横浜市青葉区巾ケ
赤のままの会
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年鑑担当
○編集
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回編集後記回
＊平成二十三年版﹁連句年鑑﹂をお届けいたします︒三月の東Ｈ本大震災によ
り各方Ⅲで予定されていた年間計呵が中止になりましたことは︑﹁迎句年鑑﹂
の誌面にも影聯がありました︒連句協会狼惟の﹁全Ⅲ大会﹂の報告ができませ
ん︒その代わりに今年度から就任しました臼杵勝児会長に誌上挨拶をしてⅢ
き︑協会運営の理事を紹介いたしました︒
＊巻頭の評論には三浦隆氏に﹁季語と歳時記﹂の執筆をお願いしました︒芭蕉
さんの時代には季語という共辿認識をどのようにしてもっていたのか︑取り上

＊エッセイはおこ方の執筆です︒黒川杏子氏の﹁暉峻康隆︑桐附宗匠に導かれ

げられた例も面白く︑大変興味深い論文です︒

かは﹁連句協会会報一八○号︵平成二十三年六〃一Ⅱ発行︶﹂にも紹介されて

て﹂は︑原稿締切の時期に蛇笏賞受賞決定となり︑大忙しの中でまとめて頂き
ました︒氏と岬峻厳隆氏との出会い︑辿句との巡り合いなど臨場感あふれる内
容です︒また︑連句協会会員の大駒誠一氏の﹁辞世﹂は︑氏が長年蒐集してい
るものの一つに﹁辞世﹂があると聞き︑執筆をお願いしました︒大駒氏の専攻
専門は工学部門でありながら︑俳句・連句との出会いが如何なるものであった
います︒

＊連句作品は百八十五巻が掲載されています︒作品の投槁にもやはり大震災の
影響がありました︒三月四月は﹁辿句どころではない﹂という雰州気で例会の
中止が棚次ぎ︑投稿作品が出来ないという声も聞きました︒そうした中で全川
沢山のグループからお送り頂きましたことに感謝申し上げます︒
＊連句の形式は歌仙一四二巻︵約万％︶︑半歌仙九巻︵約５％︶︑短歌行八巻︵約
５％︶︑これだけで全体の八七％です︒あとは十八韻順候式雪Ⅱ花四巻など他

の形式が二十二巻でしたが︑例年この位の割合のようです︒新しい形式の連句
には各グループから説明があり︑作品と一緒に掲職いたしました︒
＊原稿をお送り頂く段階で﹁仮名適いは新旧どちらか﹂を欄外にお書き願って
おります︒混朋と見受けましたところは校訂させて頂きました︒
＊来年は作仙川稿の〆切を二月に︑発行を六〃にと計川しております︒皆々様

のご協力をお願い申し上げます︒︵大久保風子︶

平成二十三年九凡一Ⅱ印刷

平成二十三年九月十五日発行

平成二十三年版連句年鑑

定価二︑五○○円

一三 四

編雌人代表大久保風子

和川〃

発行所〒鯉ｌ岬横浜市港北区綱島東五

五三一

七一七四

連句協会

電話○四五

印刷所一Ｔ川ｌ岬東成都北Ⅸ蝦脇叫ノニノ四
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五五三○
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