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平成二十五年三月二十四日︵日︶︑第三十二回総会・全

国大会が大阪・上本町の﹁たかつガーデン﹂で開催された︒

臼杵会長の挨拶のあと︑前年度の事業・会計報告及び新年

度の事業計画・予算案が提案︑可決された︒長年の懸案だ

った連句協会法人化について︑その意義と今後の手順の説

明があり︑予算措置も含めて承認された︒法人化の形態は

﹁一般社団法人﹂とし︑平成二十五年六月までに設立登記

を行い︑法人としての活動を行うことになる︒

'

総会後の連絡事項では︑﹁国民文化祭山梨大会﹂に向け

てのアピールや﹁兼載忌記念連句会﹂の案内などがあった︒

中入りとして︑吉川伸幸・くんじろう・阪本きりり各氏が

詩を朗読︒三者三様のパフォーマンスが楽しめた︒﹁葦﹂

の題が会場から出題され︑くんじろう氏はその場で即興詩
を披露してみせた︒

昼食後の実作会では二十三卓に分かれて作品を巻き︑三

卓の作品発表︒当日の出席者百十八名のうち六割程度が関

西・四国方面からの参加で︑協会の会員以外にも十名の参

加があった︒大阪開催は初めてのことであり︑今後の地方

での総会開催に道を開くことと思われる︒︵小池正博︶
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第三十二回連句協会総会・全国大会の記

篭

第一一十七回国民文化祭・とくしま２０１２
文芸祭﹁連句の祭典﹂奮闘記

はじめに

にも事務上の労力にも県はノータッチであるというのだ︒

したがって︑県とは関係なしに文化庁と連句協会の契約

に基づいて実施︑徳島県連句協会はその運営を担当すると

いう形で動き出したのである︒

るところから始まった︒御存じのように︑徳島県は第犯回

ものにしなければならない︒そこで︑①作品の募吟と表彰

制約の多い今回ではあったが︑やるからには意義のある

実施内容

２００７年に国民文化祭を実施している︒したがって︑も

②実作を中心に据え︑その外︑付帯事業として③ワーク

回国民文化祭は異例のスタート・ラインに立たされ

う伽数年は当番県として回って来ないものだと誰しも思っ

ショップ④交流会を行うことにした︒キャッチフレーズ

第

ていた︒ところが︑２０１１年の２月３日の朝刊には突如

は﹁阿波の国から始めよう連句ルネサンス﹂とした︒

合唱︵ベートーヴェンの第九交響楽の本邦初演が徳島の地

徳島県の４大文化︑阿波踊り・人形浄瑠璃・藍染・第九の

なければならないという理由が解せなかった︒その上県は

から５年しか立っていない貧乏弱小県が再度の御勤めをし

はせっかくのキャッチフレーズの趣旨に合わない︒そこで

のスペースが必要となる︒そうかといって半歌仙にするの

品集を作るにしても︑募集用紙を作るにしても半歌仙の倍

も歌仙をという声は多かった︒しかし︑考えてみると︑作

募吟の形式は二十韻にした︒前回は歌仙だったので今回

連句作品の募集

﹁国文祭来秋徳島で開催﹂という記事が発表されたのだ︒

２０１２年の開催担当県が空白になって決定していない

であるということから︶をメインとして取り上げ︑あとは

句数も少なく︑しかも現代にふさわしい形式として生み出

ということは知っていたが︑まさか２度目の︑しかも前回

それぞれの文化団体が工夫をしてやりなさい︑故に財政的
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された二十韻を採り上げた︒東明雅氏案の二十韻を全国的

れ︑高校生の作品にたいしては奨励賞︵３巻︶が承認され

文部科学大臣賞のほかにも︑各種の賞岨作品が選出さ

ワークショップ︵於徳島グランヴィリオホテル︶

平成型年岨月加日︵土︶旧時〜陥時

ださるようご案内した︒

入賞者にはハガキで連絡︒秋の﹁連句の祭典﹂に参加く

た︒

に取り組むことによって︑この形式の典型が生みだせない
かと期待したからでもあった︒

受付期間は平成型年２月１日〜５月皿日︒初めのうちは

出足が遅く︑予定のⅧ巻に達するかどうかが心配された
が︑締め切り間際にどっと到着︒最終的には剛巻になっ
た︒そのうち︑海外からの作品が４巻︑高校生の作品が３
巻︒

前回は吟行を行ったのであるが︑今回はそれに替えてワ

ークショップを行うことにした︒

自分たち個々のサークルでは︑それぞれ研修が行われて

／

選者は︑浅沼漢・臼杵勝児・狩野康子・小池正博・近藤
蕉肝・鈴木千恵子・鈴木漠・鈴木了斎・二村文人・佛淵健
悟・和田忠勝︵敬称略・五十音順︶のⅡ名︒最終の審査会

いるが︑全国的な規模の大会の中で研修に正面から取り組

にふさわしい企画だと自負していたものの︑実作会の前日

を８月４日︑日本青年館において実施︒協議の上︑文部科

最終的な決定は︑選者それぞれが付けた点数の集計順を

実作の研修をし︑また︑翌日実作をするという熱心な参加

んだのは︑初めてのことであろう︒﹁ルネサンス﹂の主張

尊重したが︑一堂に会し︑話し合い確認をすることによっ

者が何人集まるか懸念された︒しかし︑やってみると大盛

学賞を﹁風の音符﹂の巻︵服部秋扇捌︶に決定した︒

て︑それぞれの選者の︑連句に対する評価の基準︑着眼点

況で︑会場ももう一部屋増やさねばならなかった︒

を加えて３座︶Ｂ和漢連句︵希望者多く３座︶Ｃソネッ

Ａ句の付け方︵初心者のグループ︒児童生徒のグループ

の差異などが理解され︑連句の評価の難しさをクローズア
ップさせるとともに︑これからの連句の評価のあり方を示
唆される点も確認され︑有意義な選者会議となった︒
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トＤテルッァ・リーマＥオン座六句Ｆ非懐紙︵２

本駄右衛門の小林静司氏を筆頭に櫻田野老・鈴木了斎・二

時期開催県山梨関係者からも﹁武田節﹂の御提案︒また

村文人の方々＆東條士郎の５人︒

講師は竹内菊・和田忠勝・赤田玖實子・臼杵勝児・鵜飼

県内から阿波人形浄瑠璃青年座の友情出演申し込みも頂い

座︶の６種類︑延べ皿座の活動を展開することが出来た︒

佐知子・鈴木漠・梅村光明・浅沼漢・狩野康子・式田恭子

て﹁三番嬰﹂の賑やかさを加えることが出来た︒

先ずは︑歓迎アトラクション﹁阿波木偶箱廻し﹂で寿ぎ

会場を変えて︑いよいよメインの表彰式と実作会︒

﹁連句の祭典﹂表彰式実作会︵於四国大学交流プラザ︶

平成型年Ⅲ月別日︵Ⅱ︶

のなかで会を閉じることが出来たのは幸せであった︒

宴最後の阿波踊りは全員で踊っていただき︑盛り上がり

︵敬称略順不同︶の︑名︒参加者叫名︒県知事も現場を
見学された︒

同日肥時〜皿時
交流会︵於徳島グランヴィリオホテル︶
全国連句人の懇親を図るためにも︑交流会の楽しみはか
かせられない︒また︑そこで行われるアトラクションも県
外から来られる方にとっては良き思い出になるはずだ︒

文化庁から市橋義史氏の御挨拶︑続いて徳島県鎌田義人

開会の幕を切った︒

徳島県連句協会では︑阿波踊りは出さなければ徳島へ来

氏・連句協会臼杵勝児氏の御挨拶を頂いて表彰式に移っ

しかし︑今回は運営資金のゆとりがない︒

ていただいた意味がないと︑無理をしてでも番組のなかへ

文部科学大臣賞︵服部秋扇︶︵︶内は受賞者︑敬称略︒

た︒

その事情を察して︑小林静司氏から有志のメンバーで余興

国民文化祭実行委員会会長賞︵衆議判代表服部秋扇︶徳

組み込むことにした︒が︑それ以上の知恵は出なかった︒

をしてはいかがとご提案をいただき﹁歌舞伎白波五人男稲

島県知事賞︵岡部七兵衛︶第

回国民文化祭徳島県実行委

瀬川勢揃いの場﹂が誕生することになった︒出演者は︑日
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10月2旧（日）実作会熱心に取り組んでいる参加者

員会賞︵福永千晴︶徳島県教育委員会教育長賞︵城依子︶

徳島市長賞︵服部秋扇︶徳島市教育委員会教育長賞︵渡部

葉月︶連句協会会長賞︵大月西女︶徳島県連句会長賞︵長

田竹風・永禮未鬼・北野眞知子︶徳島県連句協会会長賞奨

励賞︵富山県立南砺福野高校高田実・神戸龍谷高校三

阪日向︶以上の方々が賞を受けられた︒

講評が和田忠勝・狩野康子・近藤蕉肝︵敬称略︶の選者

からなされ︑入賞者を代表して服部秋扇氏からご挨拶があ
った︒

実作会は座鋤席︑実作参加者肺人︑席名は︑江戸期にお

いて生まれた阿波関係俳詰書籍の書名から取った︒

実作作品の形式は捌きにお任せし︑歌仙・半歌仙のほか

二十韻・箙・短歌行・蜻蛉・オン座六句など多彩であっ
た︒

昼食が実作会場では取ることが出来ず︵大学の講義に用

いられる建物で飲食禁止︶そのため︑会場外の道路を隔て

たホテルまで移動しなければならない不便をお掛けした

が︑心配していたよりもスムーズにゆき︑ほっとしたのが

正直なところだ︒時間が十分取れなかつたにもかかわら
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ず︑捌きの手際よさで︑ほとんどの座が巻き終わったのも
ありがたかった︒

おわりに

本大会が今までとは違った形で実施されたので︑とまど
いもあり︑迷惑をおかけしたことも多々あったが︑皆さま
の御協力を頂き無事に終えることができたことを感謝して
いる︒特に臼杵会長︑和田理事長そして国民文化祭担当伊
藤副会長には煩雑な事務上の手続きなど御労苦をおかけい

たしました︒ありがとうございました︒︵東條士郎︶
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評論
詩の言葉ｌ﹁尾上の宮﹂の転生

奥田勲
勉強しないで鴨が鳴いてる
この庭を必ず訪わんいつの日か

︵二○二・二・二二於コロンビア大学
﹁評の林﹂半歌仙より︶

のセントラルパークだという︑そしてＮＹを去っても︑必

ず再び来ることを期しているという決意を胸に秘めた付句

の﹁この庭﹂は︑セントラルパークであると同時に︑その

下に︑なんと﹁この二は？﹂という仕掛けが隠されている

という︒日本の古典を学ぶ教室で︑Ａ先生が古典文法の助

詞の﹁に﹂の用法を確認する時の口癖だったという︒﹁へ﹂

でも﹁を﹂でもいいのだろうが︑掛け言葉を学んでいて︑

おのずから口を衝いて出たのだろう︒言葉に新しい︑思い

がけない命を吹き込む連句の醍醐味の一端が知られる断片

として紹介しておきたい︒
＊

話題はがらりと変わる︒﹁尾上︵おのえ︶﹂という言葉を

ご存じだろうか︑とは日頃連句という高度の知的遊戯の世

の一付合である︒日本語に通じているとはいえ︑大丈夫か

わずか三○分のガイダンスで︑いきなり半歌仙を試みた時

時︑ぜひ実作の体験をしてみたいというたっての希望で︑

しかも辞典の類には︑﹁山の上﹂とか﹁峰の上﹂︑多少詳し

首に取られた匡房の詠が口を衝いて出る向きも多かろう︒

が︑すぐさま﹁高砂の尾上の桜咲きにけり﹂という百人一

しれない︒現代の連句にはあまり歓迎されない言葉だろう

界に遊七しておられる方々に申しあげることではないかも

と心配していたのは全く杷憂に終わった︒しかもこの付句

くて﹁山の峰つづきの高所﹂などと明快な語義が掲げられ

ＮＹの大学の日本文学専攻の大学院生に連句の話をした

の作意を聞いて︑さらに驚いた︒鴨が鳴いているのは︑か
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￨

ないだろうと思う︒私も︑初め﹁尾根﹂の﹁尾﹂だろう︑

であるか︑説明を求められていささか困惑する方は少なく

ている︒しかし︑この短い語彙が指し示す本当のものが何

然﹁尾上﹂は範囲内である︒なお︑古語辞典としては異例

ろう︒全四巻の第一冊が﹁あ﹂から﹁お﹂までである︒当

刊行である︒この空前の古語辞典について贄言は必要なか

そこを開いた私は驚いた︒項目が見当たないのである︒

だがこの辞書の見出し項目の表記は﹁現代表音式﹂である

の高い所ではない不思議な魅力を感じていた︒近寄りがた

﹁四万語﹂の語彙数を誇る﹁構想三○年︑編纂二○年﹂の

それの﹁上﹂の方のことだよと教えられたような記憶があ

い異界や他界のように聞きとっていたのかもしれない︒そ

﹁プロ仕様﹂の﹁理想の辞書﹂︵いずれも函に掛けられた帯

から︑﹁をのへ﹂は﹁おのえ﹂に配列されることになる︒

して︑長年︑この分かっているようで分らない︑はっきり

の惹句による︶が私のささやかな期待を裏切ったのであ

る︒そうか︑と思いつつ︑﹁オノエ﹂にはどうも単なる山

しているようで暖昧な語彙に対して︑心が晴れないまま︑

分は歌舞伎の名跡の尾上家についてであるし︑肝心の語義

る︒既刊のものでは︑サイズも匹敵するような﹃角川古語

された言葉なのに︑何か違うな︑何か説きおおせていない

は﹁山の高いところ﹂とだけのあっさりしたものであるが︑

その時その時の気分や調子で﹁解釈﹂をほどこして︑逃げ

なという思いは払拭されないままであった︒ちなみに︑﹁国

とにかく項目として存在する︒ハンディな古語辞典でも掲

大辞典﹄には二行を費やして解説している︒ただし︑半

歌大観﹂ＣＤで検索すると︑﹁尾上﹂︵﹁尾の上﹂︑﹁をのへ﹂

載するのが一般であるから︑﹃古語大観﹂が何故﹁敢えて﹂

てきたという反省がある︒古来の歌人・連歌師・俳人に愛

なども含む︶を詠み込む古典和歌は一五○○首を超え︑古

項目を設けなかったのは︑合成語の扱いとかしかるべき見

識があってのことと考えたいが︑ひょっとして語義に確信

人がいかに好んだ歌語か分かる︒

このように大袈裟にいうことか︑とお叱りを受けるかも

が持てなかったから割愛したのかと邪推したくなる謎であ
る︒

しれないが︑そんな私にとって昨年うれしい︵はずの︶こ
とがあった︒﹃古語大観﹄第一冊︵東京大学出版会刊︶の
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＊

初めから脇道に紛れ込んだかのような話であるが︑これ
以来﹁尾上﹂に過剰反応するようになってしまった私にと
って︑連歌作品として著名な﹃河越千句﹄︵文明二年︿一
四七○﹀成る︶の︑

敬︵心敬︶

古︵道古・太田道真︶

をりて見る花だにおしき真萩原

尾上の宮の爪木とる道

かはりゆく跡に昔の袖濡れて
雅︵中雅・道真侍者僧︶

退転して︑今は賎の男が爪木を求めて入ってゆく山になっ

てしまった︒という時世の変化を悲哀の情感として表わす
句の流れである︑と︒

この三句続きのセンターにいるのは︑心敬︵一四○六〜

七五︶である︒心敬はこの千句の宗匠という立場であり︑

孤高の中世詩人として名高い︒その心敬自身が﹁尾上の宮﹂

について何か発言していないかと︑心敬の著作を点検して

みることにした︒そして︑﹁芝草句内岩橋﹄︵本能寺本︶か
ら次の行文を得た︒

涙は袖にふる宮の内

爪木とる尾上となれる里は荒れて

ひとへに︑水無瀬の宮の御跡のあはれを申侍り︑皇居の

けなく住ませ給ひし所も︑遠嶋に御うつりの後は︑ほど

︵第一百韻五五・五六・五七︶

は格好の材料になった︒しかも尾上にあるのは宮である︒

なく民の賎屋どもの爪木の道となれる悲しさの心にて︑

ほかのはるかの嶺に︑尾上の宮と名付け給ひて︑かたじ

ここですなおに︑古典の注釈やら古語辞典やらがこぞって

里は荒れてと申侍るは︑御製に

待ちこし宵も昔なりけり

里は荒れて尾上の宮のをのづから

解説している﹁尾上の宮﹂を当てはめるのは簡単である︒
たかまどやま

いわく︑聖武天皇が奈良の高円山の上に設けた離宮は﹁尾
上の宮﹂と呼ばれ美麗とロマンに象られていたが︑やがて
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は袖にふる宮の内﹂という句を詠んだ︒﹁ふる宮﹂は﹁涙

あらましの解説を加えて置く︒ある連歌の席で某が︑﹁涙

はない︒

理解しているのである︒聖武天皇ゆかりの奈良の高円山で

要約すると︑心敬は﹁尾上の宮﹂の所在を水無瀬として

も︑﹃河越千句﹂と同じ文明二年の著作である︒興俊とは

興俊大徳の懇望によって書いて与えたものである︒しか

﹁芝草句内岩橋﹂は︑奥書によれば︑心敬が奥州会津の

が袖に降る﹂と﹁古宮﹂をかけた表現である．それに心敬
は︑﹁爪木とる尾上となれる里は荒れて﹂と付けたのであ
る︒﹁爪木﹂は燃料にするために折りとった小枝をいう︒

この付けどころについて尋ねられた心敬は︑次のように

この付け様は︑ひとえに水無瀬の宮の旧跡のあわれを申

作意についてなお知りたいと願い︑心敬がそれに応えて自

その若い兼載が︑心敬の句集﹁芝草﹄を読んで︑付け方や

若年時の猪苗代兼載︵一四五二〜一五一○︶の名である︒

したのだ︒皇居とは別の遙かなる峰に︑﹁尾上の宮﹂と

注を加えて与えた書である︒晩年に東国に流浪した心敬

説明する︒

名づけられて︑もったいなくも住まわれた所も︑遠い島

が︑兼載の招きで会津を訪れた折のことで︑書名の﹁岩橋﹂

というのは﹁磐梯﹂の古名で︑磐梯山麓の住人猪苗代兼載

︵文脈から隠岐島である︶に移られたのちは︑間もなく
民の爪木を取るために入ってゆく山道になってしまった

に与えたことを示唆している︒
＊

悲しさを表現したのである︒﹁里は荒れて﹂というのは︑
御製に︑

本題に戻る︒水無瀬が後鳥羽院の故地であり︑今に水無

瀬宮が存するのは周知のことに属する︒連歌では特に︑宗

里は荒れて尾上の宮の自づから
待ちこし宵も昔なりけり

所でもある︒しかし︑水無瀬に﹁尾上の宮﹂があったこと

祇・肖柏・宗長による名作﹁水無瀬三吟百韻﹂を生んだ場

御製というのは︑このままでは不分明だが︑後鳥羽院の詠

は管見に入らない・心敬は︑﹁皇居のほかのはるかの嶺に︑

とあるのによっているのである︒

︵﹃新古今集﹄恋四︶であることはいうまでもない︒
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る︒この歌は︑建仁二年︵一二○二︶﹃水無瀬恋十五首歌

かれる和歌︑﹁里は荒れて﹂は︑確かに水無瀬での詠であ

しかし︑ここには少し問題がある︒この記事の末尾に引

ある︒さらに︑注者未詳︵宗祇自身の可能性は皆無ではな

宗祇が水無瀬に尾上の宮と反応したのを追認している注で

た・宗長は簡潔に︑水無瀬に尾上の宮があると注を加えた︒

る︒水無瀬の春の前句に︑宗祇は尾上の宮の桜の句を付け

葉﹂の自注本で︑のちに宗長がさらに注を加えたものであ

合﹄の後鳥羽院歌で︑﹃新古今集﹄にも﹃後鳥羽院御集﹄

い︶の﹁老葉注﹂は同じ付合に︑

尾上の宮と名付﹂けられたと︑ためらいもなく述べている︒

にも収録されている︒けれども︑尾上の宮の主人が山麓で

果てた高円山の尾上の宮で︑わびしく帝の来訪を待つ官女

の宮︑隠岐の国御うつりの後︑桜ばかり残りけるをみて︑

水無瀬殿に︑尾上の宮とて後鳥羽院の御隠居所あり︑そ

詠むとは考えられない内容である︒この歌はあくまで荒れ

の哀話も昔のことになってしまったという趣旨のものであ

いつか院の御還御なりて御覧ぜんと思ひし心也

になろうか︒

ようやくここで本題に入る︒高円山の﹁尾上の宮﹂は奈

＊

都の高円山から摂津の水無瀬に移動させられたということ

﹁尾上の宮﹂は室町時代に至って︑連歌師たちの手で︑南

同様である︒ほかにも同類の証跡があるが︑結論として︑

と解説している︒暖昧な点もあるが︑基本的に心敬の説と

舎老葉注﹄頴原文庫本・一二一・一二二︶

ろう︒心敬は水無瀬の尾上の宮の解説をしつつ︑適切でな
い挙例をしてしまったのであろうか︒

なお調べてゆくうちに次の例に逢着した︒

たちかへりいつか水無瀬の春の暮
尾上の宮の桜ちる比

︵﹃愚句老葉﹄一五四・一五五︶

︵宗長注︶水無瀬に尾上の宮あり︒

ぐくわくらぱ

﹃愚句老葉﹄は︑宗祇︵一四二一〜一五○三の句集﹃老
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良時代に形成され︑長らく愛された歌枕であった︒しかも

おかなければならない︒

ただし︑後鳥羽院自身に次の詠歌があることを付け加えて

︵最勝四天王院障子和歌・水無瀬川︶

尾上の鐘の声ぞちかづく

水無瀬山木の葉あらはになるままに

聖武天皇の聖域に存し︑かつその旧跡も悲哀とともに回顧
され︑多くの歌に詠まれ︑歌枕として確固たる地位を持ち︑

したがって︑﹁尾上﹂のイメージも高円山という極めて具
体的な風景の中に描かれるようになった︒その印象が薄れ
ていったかどうかは確認できないにせよ︑後鳥羽院という

﹁水無瀬山﹂である︑﹁尾上﹂である︒しかし不思議なこと

悲劇の帝王が登場し︑水無瀬という新しい﹁場﹂が提示さ
れるに及んで︑詩人たちは聖武天皇に後鳥羽院を重ね合わ

が二つある︒ひとつは︑最勝四天王院障子和歌は承元元年

十年も前のことである︒もうひとつは︑聞こえてくるのは

︵一二○七︶に詠まれていることである︒山上に水無瀬離

では本当に﹁水無瀬の尾上の宮﹂は実在したのか︒

鐘の音だから︑尾上にあるのは寺のはずである︒さらに︑

せ︑やがて連歌師たちの手によって後鳥羽院世界が水無瀬

後鳥羽天皇によって水無瀬に建てられた最初の離宮は︑

この歌は︑﹁水無瀬川﹂の絵に寄せて詠まれたにもかかわ

に構築され︑高円山の﹁尾上の宮﹂は水無瀬の﹁尾上の

正治元年︵二九九︶で︑今の水無瀬宮の地である︵明月

らず︑歌は﹁水無瀬山﹂であることも不思議である︒川を

宮が新営されたのは建保五年︵二二七︶であり︑それの

記︶︒やがて︑建保四年︵三二六︶に大雨によって流失

山と詠み替えたのには説があるがここではふれない︒さら

宮﹂として再生したのではないか︒

の難に遭い︑翌年新たな離宮が百山︵ひやくざん︑現存︶

に︑同じく山上離宮建立前の承元四年︵一二一○︶院三十
一歳の詠︑

の麓に造営された︵明月記＊注︶︒この離宮について藤原
定家は﹁水無瀬殿の山の上の御所﹂と記している︵拾遺愚
草︶︒しかし︑﹁尾上の宮﹂という呼称は同時代にはない︒
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水無瀬山入相の鐘に年をへて

う︒それを可能にしたのが︑﹁尾上﹂が単なる山の上では

なく︑詩人の想像力を刺激する山上の﹁異界﹂を暗示する

仏道修行の姿を予見していたと考えるのはいかがであろう

が最愛の地水無瀬に尾上の宮を構想し︑そこに在る自身の

にも同様の背景が読みとれる︒これらから︑若い後鳥羽院

稿を閉じることにするが︑ここまで読んでくださった方に

だいた方々にどれほどお役に立てたか︑不安なままにこの

くない話題であったのではないか︑またこれを読んでいた

﹃連句年鑑﹄に寄稿するには︑連歌に傾き過ぎて相応し

みそぢあまりの冬ぞちかづく

言葉だったからではないかとも思う︒

か︒やがて水害という契機があったのせよ︑それが現実の

は︑あらためて冒頭の﹁この庭﹂の付合を再読していただ

︵後鳥羽院御集︶

ものとなり︑水無瀬の山上に理想の離宮を新営した︒後世

きたいとお願いする次第である︒

＊

の連歌師たちが水無瀬に﹁尾上の宮﹂を仮想した淵源をこ
こに求める余地があるのではないか㈲

にしてきた﹁尾上﹂のイメージは決して一元的なものでは

起こすのにどれほど意味があるか覚束ないが︑私が長年気

を消してしまった歌枕である︒それをこのような形で掘り

宮は︑日本の詩の歴史から見れば︑きわめて短い時間で姿

を如実に示している例ではないだろうか︒水無瀬の尾上の

木には︑すべて海内の財力を尽くした︑又北白川

したく眺望の為だけの建築である﹀︑この前後の土

︵亜相︵源通光︶は又水無瀬の山上に新御所を造営

驚耳︑振件白砂運之云々﹀︑

土木︑惣尽海内之財力︑又引北白川白砂云々︿遼遠

・亜相又水無瀬山上造営新御所︿為眺望耳﹀︑此前後

︷注一﹃明月記﹂建保四年二月八︑二十四日の条

なく︑外的な条件が変化すれば容易にそれを受け入れて詩

の白砂を山上に引き上げるということだ︿距離の

どんなものにも︑栄光と衰退と交替の歴史がある︒それ

に貢献するエレメントだということが分かったように思
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遠いこと耳を驚かす件の白砂を運ぶと云うのだ﹀︶

亜相被造営新御所︑山上有池︑池之上被構滝︑塞河
掘山︑一両日引水︑又件滝為立大石︑兼遣取材木︑
為引石云々︑国家之費只在此事歎︑

︵亜相の造営された新御所は︑山上に池があり︑池

の上には滝を構え︑河を塞ぎ山を掘り︑一両日水
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を引いた︑又件の滝の石を立てた︑兼ねて材木を
取りに遣わしたが︑それは石を引き上げる為だと

…

云うことである︑国家の費えは只この事であろう
か

エッセイ

なりゆきと座ｌ連句の宇宙

らためて連句という文化が内包している可能性を考えてみ

たいと思ってきたのである︒

連句の楽しさはまずなんといっても付けあいの妙にある

とは衆目の一致するところだろう︒全体の流れを背景とし

て先行走者の前句をにらみ︑付かず離れず︑微妙に方向を

転じて後続走者にバトンを渡す︑そのリレーから次々にあ

らわれてくる眺めの変化を楽しむわけだが︑ここで肝心な

が決められているわけではない︒次々に走者が代るごとに

大久保喬樹

私は連句にはまったくの門外漢だが︑専門とする比較文

コースは転じていき︑それに従って周囲の風景が変ってい

のはなりゆきということである︒リレーといってもコース

学︑文化の立場から興味をもってきた︒俳句が世界にも稀

く︑誰にも予測のつかないその変化︑つまり︑なりゆきに
身をゆだねるのである︒

たとえば︑﹁猿簑﹂巻の五ではこんな具合である︒

鳶の羽も刷︵かいつくろい︶ぬはつしぐれ

凡兆

芭崔卜

股引きの朝からぬるる川こえて

史邦

初冬のしっとりとした風景を詠んだ発句︑その余情をう

たぬきををどす篠張の弓

一ふき風の木の葉しづまる

去来

な短詩形式として︑その詩表現としての独自性︑可能性が
広く注目され︑論じられてくることが多かったのに比べ︑

俳句の親である連句についてはそれほどの様子は見られな
い︒どちらかといえば趣味人たちが集まって楽しむ遊びご
とと見られて︑文学だの芸術だのと正面切って論じるよう
なものではないとされてきた気配があったのではないか︒

これは︑いうまでもなく︑正岡子規の近代俳句論以来︑独
立した個人の作品としての文学︑詩という通念が続いてき
た結果といえるだろうが︑この通念を外したところで︑あ
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けた脇句につづいて︑第三句にいたると︑いささか趣向を

まれている︒数歩進み︑わずかな角度曲がるだけで︑同じ

それは︑フランス式庭園を代表するヴェルサイユ宮殿の

菖蒲であっても花の種類が変わり︑それを眺める角度︑そ

庭園などとは対照的なものだ︒太陽王ルイ十四世の栄華を

転じて︑少々滑稽味をおびた人物描写に移り︑第四句では︑

いかにも芭蕉を囲んだ一門がたがいの呼吸を探り合いな

集約したような豪壮な宮殿中央の鏡の間の外に設けられた

の周囲や背景のトーンも変わって︑そうした変化が連続す

がら歩み出す気配が伝わってくるような滑り出しだが︑こ

テラスから眺めおろすこの庭園は︑左右対称一直線に続く

それに応じるように︑やはりとぼけた趣向の田舎暮らし情

れを追っていくと︑あたかも回遊式庭園をめぐっていくよ

るうちに万華鏡のような効果を生み出すのである︒

うな︑あるいは山水絵巻をたどっていくような気分がして

並木の列︑その間にはさまれた泉水などが一望のうちに見

というこの菖蒲田はさして広いものでもなく︑一見︑ただ

質な美学を菖蒲田は示していることだろう︒規模もささや

これに対して︑同じく一国の君主の庭ながら︑なんと異

〃‑J

景が詠まれる︒

くる︒足を進めるごとに︑あるいは目を動かすごとに︑一

渡されるように設計されている︒﹁ビスタ﹂︵通景︑眺望︶

とよばれるこの造園法のねらいは︑見る者が一挙に全景を

続きでありながら微妙に趣きの違った眺めがあらわれてく
るのである︒連句と庭と絵巻︑それぞれ分野は別ながら共

把握できるところにある︒いかにも絶対君主にふさわしい

倒的なものだが︑その代わり︑変化の妙というようなもの

庭園美学で︑その壮麗︑整然と秩序づけられた有り様は圧

通する文化原理とでもいうべきものが働いているのではな
いか︒

たとえば明治神宮の内苑として設けられた旧代々木御苑

一面に様々な種類の菖蒲が植えられているだけのように見

かなら︑そのささやかな庭の中を︑小さな虫かなにかのよ

は微塵もなく︑固定的で退屈とも感じられる︒

えながら︑その中をゆるやかに曲がりながら続くあぜ道を

うに︑道なりに右へ左へと振り回されるように進んでいく

の菖蒲田である︒明治天皇が昭憲皇太后のために作らせた

進んでいくにつれて微妙に眺めが変化していくように仕組

‐つつ．

ら眺めるというより︑風景に入りこみ︑風景の一部と化し

る風景の変化をたどっていくうちに︑しだいに風景を外か

のだ︒そうやって︑道なりに進み︑それにつれてあらわれ

のと同様︑十分︑壺中天地の境地を満喫することができる

な感性があれば︑盆栽のうちに深山幽谷の気配を感じとる

のようなものにすぎないが︑その微妙な相を味わう細やか

化といっても大げさなものではない︑ほんの陰鬚の移るい

ような様々な変化の妙を楽しむことができるのである︒変

をゆだねることによって︑まさに草むらの中で虫が出会う

という造りもまったくいじましいほどだが︑その造りに身

会うものなのである︒

いく時のように︑絵巻の進行に沿って歩きながら次々に出

て︑明治神宮御苑菖蒲田の曲がりくねった小道をたどって

イユ庭園のように一挙に全体を眺めわたせるものではなく

る体験である︒そして︑その森羅万象の変化は︑ヴェルサ

際の庭園をめぐる以上に森羅万象の変化を凝縮して味わえ

りの中を通過していくことでもあって︑その意味では︑実

景の中を旅していくと同時に︑春夏秋冬という季節のめぐ

となる︒この移り変わりを順に眺めていくのは︑様々な風

繁華な市中家並みの背後に雪山がひろがる冬の眺めで結び

まってしばらく松の木が乱れ茂る山中の風景がつづいたあ

れ険しい岩山の道を登っていく春先とおぼしい場面から始

ほどにもおよぶこの大絵巻は︑隠者めいた人物が従者を連

ば雪舟の代表作とされる﹁山水長巻﹂︒全長十六メートル

絵巻を眺める時にも同様の体験をすることがある︒たとえ

帯のような巻き紙に自然の風景の移り変わりを描く山水

ちょうど︑ジャズで︑参加した奏者が︑次々に即興演奏を

かけぬ眺めの移り変わりに身をゆだねて楽しむのである︒

なる︒次々に当意即妙の気合で方向が転じていき︑思いも

わることにより︑はるかに流動性︑偶然性に富んだ展開と

ろう︒とりわけ連句の場合には︑一句ごとに作者が入れ替

であり︑そこにこのユニークな詩の形式の醍醐味はあるだ

美学とでもいうべき文化原理によって動いていくのが連句

こうして回遊式庭園や山水絵巻にも共通するなりゆきの

と︑船が行き来する涼しげな水辺に転じ︑再び山中︑水辺︑

リレーしていくのと同じような仕組みといえる︒

て行く：⁝．︒

その間には︑仏塔や高楼︑民家︑橋などが点在し︑最後に
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ば︑駄酒落めいた句や投げやりな句がつづいて連句の体を

どでは︑馴れ合いから一層この無責任さが増大し︑しばし

間違えれば︑無責任ということにもなり︑仲間うちの会な

当然ながら︑このなりゆきまかせということは︑ひとつ

けなかった世界へ導かれる感覚を体感するのだ︒

ことによって︑自分を超える広く︑自由な感覚︑思いもか

りの枠を取っ払い︑裸の自分を偶然の流れの中に放り出す

ろに出ることはなかなかできない︒そうした見通しや段取

の作法がもうけられたり︑宗匠の指導があったりするのだ

こうしたでたらめに堕する危険を防止するため︑あれこれ

制作の仕組みにほかならないわけだが︑このユニークな座

でもなく︑一同が円座を組んで応酬︑合作するという共同

さて︑こうした連句の醍醐味を支えているのは︑いうま

なさないような醜態をさらすことも少なくない︒それで︑

が︑それでも連句本来の命は︑やはり︑そうした危うさに

の文化というものの意味合いについても考えてみたい︒

かぎらず︑同時期に発達した茶会の仕組みなどに共通する

この仕組みの場合も︑なりゆきの原理同様︑連句だけに

身をさらしながら︑なお︑流れにまかせることによって次々

にあらわれてくる思いがけない展開を楽しむところにあ
る︑ちょうど乗り合い船で川下りに興じるように︒

いくというのが効率的で実際的であって︑大抵はそうやっ

ない︒見通しをたて︑段取りを考え︑それを順にこなして

れるのだ︒ふだんの暮らしや仕事ではなかなかそうはいか

ただ︑ひたすら︑その瞬間瞬間のひらめきのままに遊び戯

かまわない︑いや︑むしろ見通しなどたたないほど面白い︑

ひきつがれて︑連句が巻かれていくように茶会は進んでい

ある︒つまり主客交代であり︑この作業がくりかえされ︑

てられた茶を飲む役にまわって︑主人はそれを見守るので

客はそれを見守るが︑次は客が︑脇句を付けるように︑点

ない︒まず初めに︑主人が︑発句を詠むように︑茶を点て︑

ら客へと茶をリレーしていく共同作業の仕組みにほかなら

特質が見られるだろう︒茶会とは︑一口でいえば︑主人か

ているわけだが︑それではもともと自分でたてた見通し︑

く︒そして︑主人と客という立場の差もなくなり︑参加者

それこそはまさに遊戯の醍醐味である︒先の見通しなど

段取りに組み込まれたままで︑それ以上広く︑自由なとこ
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座の文化ということである︒

とになる︒連句のプロセスもまさに同様のものだ︒これが

全員が対等の立場でひとつのパーフォーマンスを演じるこ

評価されてよいのではないか︑単なる過去の文化の継続に

きと座という二つの原理についても︑こうした視点から再

たが︑上に述べてきたような連句や茶会に共通するなりゆ

を基本とする近代芸術一般の原理とはまるで対照的なもの

理をあわせてみると︑芸術家個人の主体的︑自律的な表現

こうして連句を支えているなりゆきと座という二つの原

めた連詩の試みなどはその好例といえるだろう︒

ばらく前から大岡信らの現代詩人が諸外国の詩人たちと始

への展望を開く世界として見直してよいのではないか︒し

り落ち込んだ孤立性︑閉鎖性を打ち破る新たな芸術︑文芸

とどまらず︑近代芸術︑近代文芸が個人性にこだわるあま

であることがわかる︒連句が芸術よりは遊びと見られてく

それはそれでかまわない︒無理に連句も芸術であるなど

屈をこれなくても︑もっと気軽に︑日常的に連句を楽しむ

いささか小難しい議論になってしまったが︑そんなに理

ることが多かった理由もそこにあるだろう︒

と強弁する必要はない︒むしろ︑そうした窮屈な近代芸術

詰まりを乗り越えようとするいわゆる脱近代︵ポストモダ

近年︑近代芸術あるいは近代文化︑近代文明全般の行き

る︒とりわけ外国で友人たちと気楽な旅を続けたりしてい

とした機会に思いついて真似事に興じることもたまにはあ

の作法も知らなければ︑会に出たこともない身ながら︑ふ

術はいくらでもそこらにあるだろう︒私などは︑初めに述

ン︶文化の可能性を摸索する試みがさまざまな領域でなさ

る時にそんな気になることがある︒長い汽車旅の間や︑駅

の枠組みから解放された︑自由な遊びであるところにこそ

れてきており︑その中で︑これまで過去の遺物として見捨

での待ち時間などに︑ふと無肌を慰める遊びとして思いつ

べたように︑もともと全くの門外漢で︑きちんとした連句

てられてくることの多かった近代以前の文化のありかたを

いて︑ひとつ酒落てみようということになるのである︒日

連句の真骨頂はあるだろう︒

新たな視点から再評価する動きが見られるようになってき
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日常の暮らしを遠く離れた解放感と一抹の哀感をまじえな

本の季語にはないような物珍しい異国の風物を折り込み︑

をのみこませてから本番となるのである︒

長たちだけを集めて連句制作の練習をさせて進行役の心得

班に分け︑班長を決める︒ついで︑日を変えて︑今度は班

当日は昼頃︑合宿現地に集合して昼食後︑早速︑各班に

がらやりとりするうちに︑仲間と旅をしているという思い
が深まっていく︒あらかじめの巻き紙の用意もないので︑

で︑各班はそれぞれ庭の一隅なり︑屋内の座敷なり︑好き

分れて制作にとりかかる︒合宿先は都心から電車で一時間

また︑私は都内の女子大学の日本文学科で教鞭をとって

な場所に陣取って︑持ち寄ったお菓子などつまみながらわ

手近なトイレットペーパーを拝借し︑ボールペンでたどた

いるが︑ここでは︑毎年︑新入生の歓迎行事としておこな

いわい雑談まじりに始める︒まず班のチーム名︑各人の雅

ほどの郊外田園地帯にある広々とした緑豊かな施設なの

う一泊懇親合宿の目玉として全員参加の連句制作をおこな

号を決めるところからとりかかり︑ついで班長の指揮の

どしく記した跡も旅中らしい記念となるだろう︒

っている︒これは︑全国各地から集まってきた学生たちが

下︑時には︑見回りに寄る教員のアドバイスをうけながら︑

よちよち歩きの保育園児の遠足のような具合に進んでい

初めて出会う場でたがいに人柄を知り合い︑仲間意識を培
い︑また日本文学の伝統を実感するには一緒に連句を制作

く︒若干の例を紹介するとこんな具合である︒

ない︒まず入学後︑最初の顔合わせの際にこの企画の趣旨

ヒールを鳴らす大学の門

春風にそよぐスーツの新しさ

みかん

チーム名クリームあんみつ

するのが一番だろうという趣旨からの企画なのである︒

といっても︑それまで連句という言葉も聞いたことのな

を説明し︑連句の歴史︑基本的な作法︑過去の先輩たちの

初デート痛みをこらえ彼のもと

みつ

いような今時の大学新入生にいきなりやらせる訳にはいか

作品例をまとめたパンフレットを配って簡単なレクチャー

ふたり見上げたかささぎの橋

里恥豆

さぐらんぼ

をしたうえで︑百名前後の学生たちをそれぞれ十名程度の
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十五夜の月の明かりで文を書く
君の想いも今は遠くて
冬ひとり外の寒さが身にしみる
サンタも来ない渭しこの夜
鐘が鳴る静かな部屋で蕎麦喰らう
私の身体鏡餅かな

晴れ着着て帯のきつさに青ざめる
ひいたおみくじ待ち人きたる

届けたい気持ち詰まったチョコレート
冬芽ふくらむホワイトデー
桜舞うまた歩きたい井の頭
ポストに届く幸せの音
橋の上天の川の夜ふりかえる
歳月越えて再び君と

さぐらんぼ

白玉

みかん

さぐらんぼ

白玉

里小豆

をふるう︒これが一通り終わると全員で優秀作の判定投

か慣れているようで︑どのチームも臆せず自作解説の弁舌

を競うのである︒こうしたプレゼンテーションにはなかな

合してチーム順に成果を発表︑それぞれのアピールどころ

などで遊んだ後︑翌朝第二ラウンドへ・大ホールに全員集

第一ラウンド終了︒夕食後は︑百人一首︑花札︑トランプ

か午後いっぱいかかってチームごとに半歌仙が仕上がると

ともかく︑一句ごとにキャーキャー騒ぎながらもなんと

あんこ

票︑上位得票チームには賞品が贈呈され︑めでたく新入生

白玉

きなこ

歓迎連句会はお開きとなる︒

この行事で学生たちがどれだけ伝統文芸の世界になじむ

里伽豆

アイス

ようになるかはともかく︑見ず知らずの間柄だったのがう

う効用はありそうである︒まさに座の文化のご利益ではな

ちとけ︑学科共同体の一員たる自覚をもつようになるとい

寒天
里岬一旦

みつ

くのは当然として︑今時のモダンガールにしてはなかなか

な莊漠とした宇宙にはまだまだ探訪すべきさまざまな未知

連句の宇宙は深く︑広い︒その融通無碍ともいえるよう

いだろうか︒

しおらしい気配をみせるのがほほえましい︒それなりに伝

の領域がありそうである︒

どうであろう︒年頃の娘たちとなれば恋の句ばかりが続

統文化の雰囲気に感化されたというところだろうか︒
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エッセイ

俳譜の茶事

本屋良子
私はかねてから利休の﹁わび茶﹂の精神と芭蕉の﹁軽み﹂

の理念には相通じるものがあると思っていました︒

芭蕉が﹁西行の和歌における︑宗祇の連歌における︑雪
舟の絵における︑利休が茶における︑その貫道するものは
一なり﹂と﹁笈の小文﹄で述べている精神です︒

時代のことを手掛かりにしてみたいと思います命
︽猿の草紙︾

大英博物館の﹁猿の草紙﹂というのが以前紹介されまし

た︒絵柄といい︑絵の中に書き入れられた言葉といい︑他

愛もない猿の世界を描いているのですが︑当代の史実を踏

まえていると見られています︒

これは比叡山の神官しぶざねの娘が横川弥三郎に嫁入り

し︑その後しぶざねが婿を招待して︑連歌会を催したので

すが︑その時の一連の模様を描いたのが︑この絵草紙なの

です︒永禄年間の成立と考えられています︒

その連歌は一順︑再扁も過ぎるころまでの描写がされ︑

あとは一首の長歌で終っています︒登場するのは猿で︑絵

当日の連歌会は︑間口三間︑奥行二間の座敷に二列に向

も主要な猿に限って衣装を着せています︒

ありました︒彼はつれづね﹁連歌は枯れかじけて寒かれと

かい合って着座し︑﹁座敷をかざり︑天神の名号に三具足

利休の師である紹鴎は室町時代の連歌師であり茶人でも

言ふ︒茶の湯の果ても其の如くなりたき﹂と教えていたと

主と並び︑一方︑縁を背にして四人の連衆が描かれていま

とりそへ﹂それを背にして主客と客一人︑執筆︑宗匠︑亭

その辺のところを先ずは探ってみたいと思います︒連歌

す︒執筆は文台を前にして懐紙をのせ︑右に硯箱を置いて

言います︒︵山上宗二記︶

のルーツは古事記の昔に遡るのですが︑盛んになった室町
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います︒

いて︑連歌から多くを学んで来たのではないかという見方

に向って茶を点てている猿と︑ほかに二匹の猿がいて︑一

から急に衰えていったのは興行場所の寺社が︑その喧喋を

鎌倉時代末期に盛んであった花下連歌が南北朝になって

もあります︒

匹は連歌の座敷に茶を運ぼうとしています︒左の会記はそ

嫌って禁止したとする説も出されています︒

次に連歌会の座敷に連なる四畳半の図柄が描かれ︑台子

の時の茶の湯の道具立てを記しています︒

ふろそへ︑こしきがましあはせ︑ふたをきはほやかうろ︑

え︑こほり︑寒く︑やせたる﹂ことを句に表現しようとし

の発句を詠む身構えに﹁心の艶﹂があります︒心敬は﹁ひ

そんな時代背景から︑歌僧正徹が現れ︑その弟子の心敬

水さしはだき桶︑水こぼしにはがうし︑絵は舜挙の花鳥︑

ます︒心敬の﹁雲はなをさだめある世の時雨哉﹂の句に唱

おくの四でう半に茶の湯を仕︑くるぬりのだいすになら

上下は金地の小もんのきんらん︑中はあかぢの鳥だす

和して︑その後宗祇が﹁世にふるもさらに時雨の宿りかな﹂

宿り哉﹂と詠んでいます︒こういう心敬僧都から芭蕉に至

き︑風帯一もんじまでけつこうをつくせり︒さがら天目

狄の船にいくべし︒

る﹁わび﹂の心は︑利休の﹁わび茶﹂にも通じる心でもあ

と詠み︑これを踏まえて芭蕉は﹁世にふるもさらに宗祇の

これは鎌倉時代に行われていた広間での茶の湯ではな

ります︒﹁冷︑東︑寂︑枯﹂の中世美学は利休提唱の創作

を袋に入︑黒台にすへ︑茶は別儀をつくもに入︑花は貨

く︑四畳半で茶が点てられるようになっていたことを物語

茶の湯にも通じるものがあります︒

してみようというのがこれからの記録であります︒

たものなど多々残っております︒そんな俳諮の茶事を体験

茶事の記録として︑名古屋の暁台が江戸へ赴く時に催され

室町時代を中心に書いてきましたが︑江戸時代の俳譜の

り︑また連歌と茶の湯が同時に行われていたことを示して
います︒ここではあくまでも連歌会が主で︑茶の湯は従の
扱いであることが分ります︒

このように鎌倉から室町にかけての茶の湯は︑精神にお
いて︑会のあり方において︑あるいはその道具と趣向にお
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︽地歌舞伎﹀

見浦と扇面に梅と月の絵が描かれ︑裏面には三秋書による

﹁二見とは松の朝日に梅の月﹂という各務支考の句が書か
れています︒

控の間である寄付には︑この時の知事賞をいただいた巻

寄付広間

床掛物飯田明風画

の良子発句﹁地歌舞伎の主役大もてぬくめ酒﹂の俳画の軸

が掛けられています︒寄付に硯と筆︑懐紙を載せた文台を

本屋良子賛

文台獅子門蕊杖社の二見形文台

持ち出して︑ここで表六句を巻きました︒

捌本屋良子

鵲士

良子

千草

文子

桂月

蓋取れば塗椀の松瑞々し

淳子

の森崎宗由先生にゆだねることになりました︒

でいただきました︒にわか亭主の私はほとんどを茶の師匠

発句は現在の獅子門四十一世鴻々園大野鵲士宗匠に詠ん

夏袴つけゆるり座りぬ

バスを待つ間の心はれやか

秋狂言大きな招き掲ぐらん

数寄者の庵に勝ぶ月光

満ち足るや添水の音の一つづつ

半歌仙﹁満ち足るや﹂

私は昭和六十一年に故桃径庵式田和子宗匠の手引きで猫
蓑会に入り︑故東明雅師の指導を受けていましたが︑昭和
六十二年に夫の転職で岐阜へ転居となり︑芭蕉の弟子各務
支考を始祖とする獅子門に入門いたしました︒連句一筋で
来まして︑平成七年に獅子門蕊杖社の訶宗に推挙され︑ま
すます連句の道に励むことになりました︒

平成十二年の井波の全国連句大会で知事賞をいただいた
事により︑そのお祝いにと俳譜の茶事の亭主を奨められま
した︒

蕊杖社というのは獅子門以哉派二十九世の山田三秋宗匠
が昭和五年に作られた地方結社で︑私はその結社の六世を
務め︑現在は瀬尾千草さんが七世を継いでいます︒

この文台はその山田三秋宗匠が作られた物で︑表には二

−30−

懐石

淡々斎筆﹁露堂々﹂

しなくてはならないのですが︑この時は森崎社中の方々に

お世話になってしまいました︒

裏

蒔絵の筥にしまひたる文

誰にでも優しすぎるわ彼の癖

ひそひそ話交はす暗闇

淳子

千草

桂月

鵲士

良子

国々のメダル争ひシドニーに

文子

獺の髭見え隠れ川の岸

シャンパンの盃高く祝ぎ歌

懐石をいただいている間はくつろぎの時間となり︑特に

亭主と客の間で交わす千鳥の酒は︑正客の盃を亭主が受

小吸物

八寸栗あわび

なのですが︑お手洗いを済ませたり︑付け句を案じたりし

懐石の席の後でも付け合いました︒中立は茶席の休憩時間

る雰囲気そのものでした︒裏の一句目から十二句目までは

け︑亭主の盃を次客が受けるという正に俳譜で一座してい

香の物

ながら過ごしました︒耳を澄まして居りますと︑大小中中

大と銅鎌が鳴り後座の準備が整った報せがありました︒

菓子まさり草松花堂

ぶどうの和え物

預鉢鳥丸栗麩菊菜の炊き合せ

焼物鯛と松茸のはさみ焼

酒久寿玉大吟醸

椀盛京芋
芋万
万頭
頭大
大根
根人参

向ひらめもってのほか大葉
汁合みそ豆腐団子

犬鷲

太鼓

唐物籠

風炉切合鬼面風炉

羽香炭釜掛初
箒 合 斗 物 座

お茶事というのは茶道具から懐石に至るまで亭主が用意
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床

後座

竹の花入
伊賀

閑松の昔
古瀬戸
竜紋椴子

丸葉まんさく霜柱
福寿園

便り申さん故郷の母

淳子

良子

文子

井の口に天下の基夢の花
枝垂桜の淡き紅

平成十二年九月三十日首尾

於岐阜・鷺山瀞石庵

した︒お茶事は普通ニタ時︵四時間︶を越えるべからずと

十三句目より十八句目は同座のまま︑一気に巻き上げま

茶碗赤楽小川長楽

言われていますが︑この日の俳譜の茶事は︑それに半歌仙

茶杓森田宗圓の銘﹁月皓々﹂

建水曲物

の俳諾が加わり︑ニタ時半でお開きとなりました︒

﹁七夕﹂の題を付けて俳諸の茶事﹁朝茶事﹂を行いまし

︽七夕︾

干菓子鳴子雀亀屋伊織
後座は陽の席で沸石庵の簾が上げられ︑つづきお薄でお

れた茶杓に﹁地歌舞伎﹂の巻の一句より﹁月皓々﹂の銘が

た︒朝茶事は夏の朝の清爽な風趣を楽しむために催される

もてなしさせていただきました︒卒業祝いに知人から贈ら

森田宗圓師により付けられ︑今日の茶会に花を添えていた

議事を進め︑三分間スピーチからディベートまで行うコミ

Ｃはアメリカに本部を置く団体でロバート議事法に基づき

私が岐阜で親しく付き合っていたＩＴＣの仲間です︒ＩＴ

羅素さんよりいただきました︒その日のお茶事の仲間は︑

もので﹁午前六時にお集り下さい﹂との案内状を亭主の雅

鵲士

〒十手早

桂月

だきました︒

寒月に向きを変へたる風見烏
みづうみ広く神の御渡
太刀の錐なほ鮮やかに匂ひたち
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仕茶濃水床
覆入茶指

参りました﹂と挨拶すると︑亭主の雅羅素さんが﹁星祭の

ています︒それにつけても今日の七夕のお茶事を楽しみに

昭和六十二年の夫の転職で岐阜に転居した時︑夫の友人

今日は皆さまのお出でくださるのを待つかのどとく弓張月

ユニヶーションの訓練をする団体です︒

の夫人である雅羅素さんから誘われてＩＴＣの仲間とな

が西空に残っております﹂と答えます︒

乞巧糞とは七夕のことで︑女子が手芸に巧みになること

り︑その仲間と連句やお茶事を楽しむことになりました︒

﹁七夕﹂のご案内をいただいた七月十日の午前六時には勝

を祈るお祭です︒裂織作家の裕子さんにふさわしい発句で

ミヤ．１

石庵の待合に集合しました︒待合の敷物は中国の猫族の

す︒庭の苔も瑞々しい露地を通って席入りとなりました︒

ところで露地とは法華経の中の﹁三界の火宅を出でて白

露地に入る﹂という言葉から取られたものです︒ここには

世俗の挨を捨て︑清めるために露地を必要とするとあり︑

この枝折戸から内は茶の世界の聖地なのです︒

初座は陰の席︒簾越しに見る朝顔がすがすがしい︒掛物

は妙心寺霊雲院住職の則武秀南老師筆﹁無心﹂︒風炉は淡々

斎好の金箔押し︒釜は八角筒釜︒炭斗は﹁波動﹂雅羅素作︒

日の会の趣向に応じて発句を詠み︑亭主がそれに答えて脇

事が始まりました︒これは朝一番に炭を起すという風習か

ここで亭主と客が挨拶を交わし︑炭手前から今日のお茶
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刺繍︒掛物は関口老雲和尚の﹁竹﹂︒煙草盆はガラス四方︒

愛子
良子

雅羅素

裕子

本屋良子

火入れは誰が袖です︒待合にて表四句を巻きました︒

二十韻﹁乞巧翼﹂

裂糸に夢を結ばむ乞巧翼
弓張月の残る西空
竹籠に錆鮎数尾届けられ
孫を坐らせ爺の講釈

香合は東光寺古材﹁仙人憩﹂︒羽箒は朱鷺︒灰器﹁雲華﹂

を詠むことになっています︒正客の裕子さんが﹁七夕の行

ら来ています︒昔の日本人はずっとそうして来たのです︒

宗元作︒灰匙は浄益︒

事にちなんで私も裂織に夢を乗せた作品を作りたいと思っ

裂織作家の裕子さんが今日の正客です︒連句では客が今

捌

奈良漬

菓子﹁七夕﹂松花堂製

懐石とは修行する禅僧が温石を抱いて空腹と寒さを凌い

い︑味噌汁の温かさに心を満たしました︒朝茶事の懐石は

叩出し銅の薬缶の匠技

裕子
愛子
宗由

しみじみ味はふ椀の味噌汁

失言の走るスピード五頭立

名残の表

らの付けとなりました︒

を巻きました︒初座でのおもてなしの数々を思い出しなが

うです︒中立の後しばらく待合でくつろぎ︑名残の表六句

だところから来ているようですが︑私たちも朝早くから集

宗由
淑子

簡素にして香の物をたくさんもてなすことになっているそ

裕子
良子
宗由

美智子

もてなしの懐石を味わいつつ裏六句を巻きました︒

裏

古里は小高い山に囲まれて
同窓会の常連となり
逢引の合図は目と目消えゆきぬ
テールランプは細き影曳き

涼しげな風に笑まへるマリア像

車海老胡瓜おろし花穂

さびたの花を御簾ごしに見る

向付

冬瓜つる菜からし味噌仕立

懐石

汁

胡麻豆腐糸瓜小メロン

吊り橋の揺れ止まずして寒の月

煮物椀

美智子

落花生和え

暖炉の前に膝を寄せ合ひ

淑子
良子

杉の穂先に憩ふ仙人

芽蓮根梅肉

万願寺唐
唐辛
辛子
子湯
湯葉
葉麩ずいき

箸洗

鮎一夜干小オクラ

預鉢

八寸

沢庵胡瓜茄子 茗 荷 西 瓜

後座は陽の席で簾が上げられ一変して明るい席となりま
香の物
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紙散し﹂雅羅素作︒水指黄瀬戸水野敬子作︒茶入

花蓮華升癒︒花入鵬雲斎大宗匠好の槍の鞘︒長板﹁色

濃茶

こそ真に超俗する美境であるという思想が吸い茶︵濃茶︶

れないことになっています︒一座は平等であり︑その世界

たものと思われます︒お茶事では一会の連客に貴賤は問わ

ることにしたのです︒これは一味同心という考え方から出

す︒それまでの各服点てを改めて客全員で一碗の茶を喫す

ロス織部鈴木五郎作︒茶杓﹁祭笛﹂加藤卓夫作︒茶

の風習を通じて透けて見えて来ます︒このプロモーターが

した︒亭主により︑続き薄茶でもてなされました︒

碗瀬戸黒鯉江良二作︒蓋置﹁蓮﹂十四代寒錐作︒建

秀吉であったのです︒

名残の裏

束の間の恋にときめくエーゲ海

雅羅素

白亜の城に燕飛び交ふ

花の精ひっそり宿る老大樹

愛子

裕子
良子

水木 地 曲 ︒

煙草盆藍胎︒火入志野弥右衛門作︒煙管ギヤマ
ン︒干菓子器﹁宇宙﹂雅羅素作︒薄茶器沈金前田
安孝作︒茶碗の銘﹁喜法﹂山田無文老師絵付原太楽作︒

賛は鉄釉木村盛和作︒

無心に遊ぶ原のかげろふ

平成十九年七月十日首尾

流れるような続き薄茶のお点前の中︑名残の裏四句を巻
きました︒お茶には濃茶と薄茶があり︑一般的に濃茶の場

於勝石庵

ての熱々のガラス器を持参してのおもてなしでした︒即

素さん︒忙しい日々の中︑当日は午前四時に窯から出した

これで四時間の朝茶事が終りました︒今日の亭主は雅羅

合は抹茶を入れるのに小壺を使い︑一碗に人数分のお茶を
入れて練るようにして濃く点てます︒薄茶は抹茶をなつめ
に入れておき︑一人一碗のお茶の量も少なめにして泡がた
つように点てます︒

濃茶は吸い茶とも言い︑利休の提案により始まっていま
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薄水碗
茶

長板は長さ二尺半ばかりあり︑金の短冊が散りばめてある

踞に添えられて梶の葉を浮かせた器など︒なかでも後座の

ち︑待合の煙草盆︑初座の炭斗︑菓子器︑後座の長板︑鱒

膳が出される頃にはお腹が温まり︑なごやかな雰囲気にな

と付句の関係と同じ精神なのです︒炭手前が終り︑懐石の

がて亭主が現れ︑客と挨拶を交します︒これも連句の前句

室へと入ると一変して侘びの世界へと入って行きます︒や

リラックスして︑裏の六句はすらすらと口をついて出てく

立派な物でした︒炭斗が水色のガラス製であることも黒い

考えてみると茶事をしながら連句を巻くということは相

るものです︒後半はお茶事も連句も流れるままに過ぎて行

っていきます︒千鳥の酒で亭主と客が盃を交す頃には心も

当の熟練の技が必要なことで︑この時は宗由先生がお手伝

き︑お茶事の終る頃には自然と二十韻も巻き上がるので

炭との取り合わせの妙を感じさせました︒

い役の半東を務められたことにその成功の秘訣があったよ

す︒

それもこれも気心の知れた仲間であればこそ出来たこと

うに思います︒

私はＩＴＣの仲間と十数回にわたって俳譜の茶事に参加

なのです︒しかしこの中に一人二人と異った仲間が入られ

私が最初に俳諮の茶事を試みるにあたっては先人がいら

しました︒正直言って最初は連句をしながらお茶事を催す

っしゃいました︒それは平成二十四の八月に故人となられ

た時もありましたが︑雰囲気は全然変わりませんでした︒

いて準備したものです︒だんだんと会を重ねるに従いまし

た松本杏花さんです︒私の俳譜の茶事は杏花さんが平成十

なんてとても考えられないことだと思っておりました︒で

て︑お茶事のテーマが決まると︑そのテーマに添って正客

二年に残心亭で催された俳諸茶式を頼りに催したもので

それが俳譜の茶事の良い所であると思います︒

と亭主が発句と脇を交わすことが出来るようになりまし

す︒杏花さんの偉業を称えると共にご冥福を心からお祈り

すから︑初回は連句の表四句だけは︑あらかじめ文音で巻

た︒その日の連衆の顔ぶれ︑寄付の床などを拝見している

申し上げます︒

内に連句の付合の雰囲気が出来上がっていきます︒

待合から露地を通り︑鱒踞で手や口を漱ぎ︑踊口から茶
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回顧

１
Ｉ
平成二十四年の連句界

り︑大災害・津波・東北・原発・絆・復興等のキーワード

は︑依然として社会の中心的課題であり︑市民の脳裡の多

くを占めている状況下ではあるが︑ゆっくりとした流れの

中で︑徐々に本来の偏らない森羅万象への広がりを取り戻
しつつあった︒

組織的には︑先ず国民文化祭徳島は︑従来とは異なり︑

し︑大きな成果を収めることが出来たことは特筆すべきこ

和田忠勝
この年は︑前年度の全話題を独占した感のあった東日本

とであった︒また︑東京以外の地方で協会の総会及び連句

竹島や尖閣諸島をめぐる近隣諸国との関係悪化等︑世界的

い中での消費税増税法案の可決︑ロンドンオリンピック︑

かりした実績を築き得たこと︑その翌年の開催県になる秋

め︑短期間にともかくもプレ大会の実行にこぎ着け︑しっ

会を中心とした地元勢が︑地道に基盤作り実力養成に努

句弓

連句協会が主催者として︑徳島県連句協会が主体的に実施

大震災と大津波︑加えて派生した原子力発電所の事故のよ

大会を開催することを決めた初めての年にあたり︑大阪大

会の開催の準備に着手し︑更に国民文化祭の開催地に決ま

うな事件の発生はなかったが︑連句の吟詠の対象には充分
な材料が山積みされていた︒

為替相場の変調︑そして年末からは与野党逆転の政権交代

田県にもすでに後援準備を実施し始めたこと等︑ある程度

った山梨県では︑立ち上がったばかりの地元山梨県連句協

等何れも連句の句間を賑やかす以上に︑社会的に重大な問

従来の守勢一方の現状から動き始めたという感触を示す一

東京の新名所となったスカイッリーの完成︑賛否きわど

題であった︒泌年と比べて型年は︑やや落ちついた社会状

年であった︒

この息吹を次年度以降にも是非引き継ぎたいものと考え

況に戻ったと言えそうである︒

さて︑わが連句界においても︑その間の事情は同様であ

一 コ ノ ー

ている︒

○武生連句会﹁連句集星の林﹂第五集刊行︒

○富山県連句協会﹁早稲の香﹂第十九号刊行︒

○宮城県連句協会会報第十二号刊行︒

○あした連句会﹁あしたの連句﹂第三号を刊行︒

個別の活動状況は別表の通りであり︑それらの記録とも
なっている出版関係の資料は以下の通りである︒これらは

○神戸市ひょんの会連句集﹁虚心﹂刊行︒

季刊等の機関誌が多数刊行されている︒

續﹁解續﹂︑おたくさの会﹁おたくさ﹂︑等々月刊︑隔月刊︑

通信﹂︑桃雅会﹁桃雅懐紙﹂︑稲門連句会﹁西北の風﹂︑解

なお︑いちいち掲載はしなかったものに︑猫蓑会﹁猫簑

連句﹂が町田市民文学館より刊行された︒

○翻刻﹁﹁八重山吹﹂ｌ武州大谷村女流俳人五十嵐濱藻の

句大会作品集﹂刊行︒

○三重県連句協会編﹁平成二十四年度みえ文化芸術祭連

○四宮連句会作品集九﹁新庵﹂刊行︒

協会報の記事・報道・﹁俳海往来﹂等を整理したものであ
う︵︾Ｏ

ただし︑完全プライベイトなものと︑行事の方で紹介し
た分の報告書は︑割愛した︒

○﹁都心連句会湘南吟社二○二年連句作品集﹂刊行︒百
韻から小品まで全一四六巻︒小林静司氏の小文﹁美濃派
と伊勢流の正式俳譜﹂掲載

○豊田市文化振興財団﹁とよた連句まつり２０１１全国
高校生付け句コンクール入選作品集﹂を発行︒

○拍華連句会﹁手向草・九段連句会作品集﹂刊行︒

○名古屋の桃雅会﹁平成二十四年壬辰年歳旦帳﹂刊行︒
熱田神宮に奉納︒会員の三つ物を中心に会友からのもの
も併載︒

○館林連句会﹁城沼﹂第十一号刊行︒
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平成二十四年主要連句行事一覧表
月

￨

1

28

三埋

協 会 行 事

け白

行 事

常任理事会（日本青年館）

２

連句協会報184号発行

３略

３

1

理事会（日本青年館）

2/19連句を楽しむ会（浦和）

総会・全国大会(日本青年館）
1

1

連句協会報185号発行

4/14山崎八幡宮歌仙奉納（山口）

4／29えひめ俵口連句大会（松山）

５１
９
１

5

｢現代連句集ⅡI」発行

5／4

理事会（日本青年館）

5／20 茨城県連協連句大会（日立）

心敬忌連句大会（伊勢原）

5／27 大山阿夫利神社正式俳諾興行
6

1

連句協会報186号発行

７

理事会（日本青年館）

6／24花袋連句大会（館林）
7／8青時雨忌追善俳譜興行

7／22連句フエスタ宗祇水（郡上）
8

1

連句協会報187号発行

8/1

夏休み子ども連句教室（徳島）

8/19 連句フェスティバルぎふ（岐阜）
8／25 協会千葉県支部連句会（市川）

８胴

9

常任理事会（日本青年館）

9／9笠置俳謂興行（墨田区）

平成24年版「連句年鑑」発行

１加皿

10

連句協会報188号発行

10/7 浪速の芭蕉祭（大阪）

ワークショップ（徳島）

10/8

さきたま連句大会（桶川）

国民文化祭徳島連句大会

10/11

しぐれ忌連句大会（伊賀）

1O/27 平和祈願連句大会（松山）
10／28 茨城県連協連句大会（水戸）
11

10

理事会(H本青年館）

11/5山口県総合芸術文化祭連句大会（美弥市秋吉
台
）

11/17国民文化祭やまなし2013文芸祭「連句の祭
典」プレ大会（甲州市勝沼）

1l/26兼救記念連句大会（会津若松）
12

1

連句協会報189号発行

12/16俳諸時雨忌連句大会（王子）
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作

口叩

ｌ連句グループ五十音順Ｉ

八川口・会津の会ｖ

﹃雪解水﹄

産土の地に帰る白鳥

付廻し

田中雅

渡部春

田村日日

山崎捷

大堀春

鈴木光

秋の団扇に拾う糸屑

種井の種の核のほぐれつ

大内釜巨

磯直

月よさにたつ蚊遣線香

句集発送終えし祝杯

卓上の歳時記めくる風ありて

術後の傷を癒す逗留

ひまわりの傭いている縁の先

子どもらに贈られ二人真珠婚

保護司篤志家今日も飛び入る
かたくなな心を流すセレナーデ
シャルウイダンス右手差出し

ゥ方丈は後の彼岸に備えつつ

月見茶事客を迎うる灯は暗く

買物すべて通販の品

クレソンの食べ頃友にメールして

雪解水湖の豊かさふやしけり

仙

真心を尽くせば花の咲き誇り

善光昌春直野光善雅捷昌捷雅春野光昌捷

あめつち

ナォ天地を七色にしてしゃぼん玉

ハチ公前は待合せ場所

同期会焼けぼっ杭とはやされて

のぞいてみたき竜宮の門

温暖化防げぬことに怒る河豚

侘助のただ震えてる午後

いかばかり四十七士の胸の内

思い出話語る老人

寿命です電子レンジも掃除機も

胡麻煎餅を噛る爽籟

陶土突く小屋を見回る小望月

鉦叩き等は秒を刻んで

ナゥ会津嶺を師とし友とし生きて来し

手足伸ばせる名湯の中

歳よりはかなり若いと主治医言い

待合室にホットコーヒー

ひとひらの落花の行方見届けて

紺碧の空黄蝶かがやく

秤雄二什醒蓉十孟岨一十一症肥縮合︵文音︶
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歌

雅春善直野光昌捷雅春一道野枝江子子水

ハ逗子・赤のままの会ｖ

二十韻﹃聴や﹄

海彦山彦身を映す井戸

木に登り恋に遭はんと待つことも

手話を習ひし夏の図書館

ゥ月涼し旧姓呼ばるる心地して

干鰈叩いて送る子の許に
洗濯物を揺らすのは風

鬼

玲

穂

扇

古田心もえ

鬼

永禮未鬼
服部秋扇
内藤秀穂
徳住弗

永禮未鬼捌

掌中の珠をあげやう愛しき人

も

噂や石また耳を持ち始む

ベーコンポトフとロゼのワインと

終大師に祈る復興

鬼

玲

扇

は

奈落より男ぶり上げ舞ひ戻り
いづれもさまへ月の成田屋

ナゥよだれかけにこつと笑ふ児の前歯

ポップコーンのよく跳ねてゐる

組み替へて急流に出る花筏

種蒔く頃の雪形の馬
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なぜか渦巻く蕨ぜんまい

ナォ木枯のバケツ転がす夕まぐれ

一寸でも触れてごらんと栗の毬

も

穂

村の世話役重陽に寄る

秤唖卉皿拝哩朋什泗肥雷︵文音︶

扇鬼玲穂

ハ埼玉・あした連句会ｌその一Ｖ

か

白根順子捌

晴た順

歌仙﹃二日はや﹄

二日はやしみじみと聴く石の声

勝負の駒の動くパソコン

ナォ潟たけて面差しやさし享保雛

席入りをして拝す点前座

裏山の竹にひねもす風ありて

胃を切りしより軽き夕食

枯蓮怖いと槌る幼な妻

愛をたしかむ雪のモーテル
浄瑠璃の道行心中たけなわに

起伏の多き天領の里

篭金色とは真言のご本尊
墨跡の文字味を深めつ

尺八に和す琴の音の月の宴

太極拳の流線に秋

ナゥ利き酒のしっとりと脈に沁みわたり

遊びたき夜のぬらりひょんかも

母あらぱ子は安らかに夢路へと

鶯のはや谷渡りして

弾みくる思いに羽織る花衣

春の虹立つ藍の海境

︵於・江東区立森下文化センター︶

平成二十五年一月七日首尾
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添え書きうれし師の年賀状
リビングに珈琲の香の漂いて
月光に濡れ萩の実の飛びやすく
まなこの張りの凛々し狭男鹿

はるばると来し納骨の旅

ゥ国境の攻守かしまし靖国祭
みだれ髪直すうなじの鰯やかな
従兄妹の垣をついに越えたる

短夜ともるスカイッリーは

暗黙の闇を筋の返るのみ
串の団子の垂れは甘辛
玻璃窓の月代涼し下町に

バイクよりちやりんこ便利アルバイト

高みよりくる白き蝶々

地図を頼りに近径を行く
手作りの料理持ち寄る花筵

松間白
澤 橘 根

晴た順晴た順晴た順晴た順晴た順美え子

晴順晴た晴順た〃晴順た晴順た晴順た晴

高尾秀四郎捌

春秀冬
四

ハ埼玉あした連句会ｌその二Ｖ

起両峅丞げ水の﹄

起逃げ水の果て敦煙のありにけり

砂漠の彼方若駒のむれ

大凧に夢の大文字描き上げて

ナォ新社員ビルの階段駈け上がり

板についたり避難訓練

早寝早起き節電のコツ

アナログの暮らしが好きで世に遅れ

底冷えの夜を温めあう肌

寒稽古女流剣士と意気が合い

マンションの鍵をどこかに置き忘れ

ノーベル賞は間違いがミソ

逆転の発想のまま老境に

轆轤の茶碗いまひとつなり

菊人形の並ぶ道筋

月の弓莞新たな天守閣

ナゥ骨太の宮司の好む濁り酒

昔は鯉の泳ぐ流れも

最新の技術の粋のループ橋

春の虹見ゆ故郷の山

目が回るほど忙しき店
花万朶風雅の誠追い続け

秤唖卉皿轌牡萠十皿朋露︵文音︶
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肩を組みあい校歌放吟

湯煙りの中に浮かびし月の量

砧打つ音遠く近くに

ゥ豪華船ゆったりと航く秋の海

元芸人も考古学者も

復原の東京駅のコンサート
白眉の人に話しかけられ
後朝の手に書きかけの置手紙
買ったばかりのパジャマ綻び

風鈴と月とモームの小説と
汗で稼いだなけなしの銭
今失せし米百俵のこころざし

公園に立つ若き群像

さきたまの古刹に集い花の宴

眠り蚕に日差しやさしく

渡 尚 宇
部 尾 咲

春秀春秀春秀春秀春〃秀春秀春秀水郎男

秀春秀春秀春秀春秀春秀春秀春秀春秀春

ハ埼玉・あした連句会Ｉその三Ｖ

川岸一畠

﹃枯蓮の﹄

栗原英

川岸冨貴捌

いずくともなく浮かぶ綿虫

枯蓮の影韻き合う幾何模様
川上綾

努力の末の今は弁護士

占いに凝り迷う方角

手習いの桔耆行書の千字文

孔子像へと揚羽蝶翔ぶ

地下の資源に世界目覚める
夏の月河面にすっと落ちし朝

アメリカの民意はオバマ再選し

熱心な口説きはどこかぎこちなく

ゥ村人の秋の狂言賑わしく
短パンの娘を連れた腕白

忘れ扇に余情たたまれ

会議の主役若いママさん
ビル街の四角い空に鎌の月

カメラ屋は新機種のビラ貼り出して

仙

労働祭に児を肩車

花盛り墨東あたり夢いるに

ナォ永日の菓子舗は季節先取りし

飾り棚には灰釉の皿

森さんのもう観られない放浪記

ゆかりの樽を居酒屋で割る

蕪蒸し男心を虜にし

熱い垳墹のお炬燵の中

宮参り祖父母も共につれだちて
血統かしらフィギュアの選手

断捨離というフレーズの闇歩する

些事詰め込んで鈍行の旅

猿の出る峡に満月煙々と

破れ案山子とて凛と直立

ナゥ烏瓜引けばメロディー奏で初め

足踏みはずしかすり傷負う

モビールの右へ傾き止る癖

海の蒼さへ無垢な淡雪

散る花の瑞穂の国を覆うほど

うつらうつらと春の縁側

︵於・江東区立森下文化センター︶

平成二十四年十一月二十四日首尾
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歌

甫綾冨〃綾甫〃冨綾甫冨綾甫綾冨子甫貴

綾冨甫冨〃綾甫〃冨綾甫綾冨甫〃綾〃冨

ハ埼玉・あした連句会ｌその四Ｖ

﹃生身魂﹄

生身魂徳つむ道を一途なる

中野稔子捌

どの政党もみんないまいち

ナォニャアニャアと子猫じゃれあう昼の縁

オーガニックの野菜たっぷり

ゆっくりと豪華客船出航す

大絵馬に来世までもと誓う愛
飾り棚にはベネチアガラス

皮ジャンパーは彼のぬくもり

スケーターワルツ優雅に浅田真央

竹本いノくこ

中野稔子
江森京香

影長く家並を照らす望の月
うそ寒にしむ青春の日々

歴史の跡をたどる円墳

凛と立ち真向かいて享く丘の風
一思

稔

い

稔

アニメソングを流す駅あり

ナゥ霊いてもののけのごと芒の穂
い

一思

何処へ行く大和島根のありどころ

︵於・江東区立森下文化センター︶

平成二十四年十一月二十四日首尾

都心の階に残る淡雪

燗漫の門をくぐれば花の城

畑焼く煙り野辺にただよう

不確かなあしたに夢を持ちつづけ

い

一足

稔

い

一思

稔

い

一思

稔

花の窓スカイッリーを遠く見て

喜寿祝う芸に語りし酒のあじ
平和・戦争・敗戦・憂き目

山あじさいをたっぷりと活け

とどのつまりは人工臓器
滝壺に真夜中の月砕かれし

逆らいて阿修羅踏みしめ甘美なる

夫婦きどりで波寄せる宿

ゥ弁当は彩とりどりの幕の内
噛めば噛むほど味のある奴

マスクはいつもポケットの中

月今宵胡弓の愁い流れいて
前衛書家の墨のちりぢり
眠そうなふぐら雀は電線に

庭木手入れの後の団藥

仙

雛人形のたおやかな笑み
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歌

い稔京い京稔い京稔い京稔い京稔い京稔

ハ埼玉・あした連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃余花明り﹄
次山和子捌

宮本艶

次山和

亀の子まろぶ山水の庭
田口日申

濃く淡くかなを連らねる余花明り

一心にソナタソナチネ奏でいて

ナォ風に乗り凧の据わりつひと日暮れ

雑兵ばかり政治動かず

このごろの熊の出没知恵くらべ
ぐるぐる回るジョーカーの札

キタロウに精根抜かる水中り

社の茂み踏める百段

大太鼓小太鼓桴を新調し

渋谷の坂は恋のはじまり

相抱く心音﹁京﹂で計られず

スマホなぞれば砂山の景

秒針の戻れぬ思い月渡る

たなごころにはむかごほろほる

ナゥ運動会子等応援の万国旗

未来図描く復興の村

鐘の音にミレーの絵画語り出す

轍のつづく春泥の道

おおらかに口あく洞へ花吹雪

出前話芸に朧立ちたる

︵於・江東区立森下文化センター︶

平成二十四年十一月二十四日首尾
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姉妹それぞれ夢の大きく
月満ちて次々生まる潮の波
髪のさらりと処暑の町かど

ゥ老優の円熟の味古酒の味
駅舎を飾る画像ジオラマ
銃口が狙い定めるビルの窓
絶滅危倶種人もいずれは
爆笑で終る法話にみななどみ
女木男木のごと寄り添いて立つ

閨深く寒月光が刺さる肌
冬ざるる中遠のける影
再びのブーム漱石鴎外と
マィクロチップ愛猫につけ

紅梅の匂いくるなり長屋門

大川端に遊ぶ陽炎

艶〃晶艶和艶和晶和艶晶和艶晶和子子子

晶艶和晶和艶晶和艶〃和晶和〃艶晶艶晶

ハ埼玉・あした梶の葉連句会ｖ

山司英子
江森京香
三澤律乃
田口晶子
伊藤稜志

商橘たかえ

宇咲冬男
関根雪子
川岸冨責
栗原英甫
白根順子

関根雪子捌

脇起十八韻順候式雪月花﹃初鶴﹄

初鶴の大きく舞えりしかと立つ

淑気脹る園の松籟

服加減よきお濃茶を頂きて

句帳鐇く長閑なる宵

ゥ山寺の屋根の残雪そのままに

口移しするのど飴の味

出勤の亭主見送る付け腱毛
アベノミクスは風まかせなり
ママ友とテニスの後はランチへと

学舎までをたどる片陰

奉ヨ

た

稜

双

言田

一足

鹿笛の波間に消える厳島
垣に枝垂れる紅白の萩

角田双柿

ナォ頂上の月を拝して干すビール
ゲルマニウムで癒やす肩凝り

合戦に始まる武士の盛衰を
指よりこぼる砂のさらさら
ナゥ餅花に華やぐ家系揺るぎなく

妖精潜む結氷の湖

平成二十五年一月十日首尾

︵於・熊谷市徳樹庵︶
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八東京・あした芭蕉記念館連句会ｖ

季晴芳綾

川上綾子捌

稔綾芳子綾季澄晴子季綾季晴芳康美雄子

十八韻順候式雪月花﹃白蔵や﹄

秋の羽織で闇歩する人

白蔵や古書街に遇う稀潮本
毛糸の帽子まぶかにかぶる

剣道のクラブ活動盛んにて

矢倉澄

中野稔

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成二十四年十一月二十八日首尾
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ゥど か 雪 を 下 ろ せ ど な お も 止 ま ぬ 雪

むせぶ三味の音若き瞥女ゆく

ついてはゆけぬ変る猫の目

陸奥のひと夜の契り徒情
戦なき縄文ぴとの安らけし
平らげる貴酒東風の名残に

ナォ春月の大屋根覆う甘茶寺
瀬戸内海にかかるおお橋
夕焼けにつぶやく旅の山頭火

鬼の霊乱俄かに弱る

宝へと再生叶うスクラップ
とにもかくにもこころよせおり

ナゥ名園の花灯篭の雅やか

宇宙飛行へ爽やかな夢

石 松 岸 川
井 澤 田 上

く

八東京・あした日比谷連句会ｖ

彩徳い和春冬
々 戸 竹 次 渡 宇
木 1 1 1 本 山 部 咲

渡部春水捌

彩い徳和春和い彩徳春和女子和こ子水男

脇起十八韻順候式雪月花﹁塵劫や﹄

天地安寧祈る水仙

塵劫や限り知らざる冬泉

︵於・日本記者クラブラウンジ︶

平成二十四年十二月二十四日首尾
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発見の土器にいろはの歌ありて

時は今かと穴を出る蟇
ゥ老優の後ろ姿に春の雪
白砂の浜に返すさざ波
モデルに仕立て炎えるアトリエ

もろ肌のがたいの良さに目を見張り

夏巡業の人気いまいち

安物のワインの瓶のごろごろと

野暮用ばかり増えしこの頃

ナォ行水の盟に映る月の影
路地の蟠蝉途切れ途切れに

一線に深川祭神輿渡御

子等の笑顔は駄菓子屋の前

夢あふるｉＰＳの未来の図

絆の文字の太き書初

ナゥメルヘンの中に息づく帰り花

佐

ハ宇陀・あしべ俳譜塾ｖ

片山多迦夫先生追悼歌仙

歌仙﹃ほととぎす﹄

ナォおもたせのオレンジプリン配り終へ

けふは朝から不機嫌な猫

時経ても持って放さぬぬひぐるみ

蔵書の間に秘めし面影

紙魚よ紙魚彼の写真はよけとくれ

汗にまみれて瓦礫片づけ

東條士郎捌
片山多迦夫

ふるさとの城売りに出て三億円
ぬさ

ナゥ板前の鉢巻に挿す赤い羽根

漂ひくるは茸飯の香

けいてい

ね

逵庭なんぞ消えて調印

右室生左泊瀬やほととぎす
金城比呂子

ビル街に月を探すもまた楽し

旧街道を渡る薫風
比

祈ぎ事の幣神棚に置く

上川真而子

竹山美代子

町おこし童謡唱歌高らかに
園児らの列窓越しに見ゆ
前山の上にぽつかり望の月

おごそかなバッハの曲に癒さるる

線路のわきに揺れるコスモス
ゥ今年酒先生当ては何しましよ

と

竹山みどり

散らしに満載外国の旅

荷を負うてサンチャゴ目指す巡礼者
そら

やどかりを追ふ海の青さに
一枚の宙埋めつくす花の雲

︵於・大阪すし萬︶

想ひ出語る惜春の宵

平成二十四年六月十四日首尾
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もりレアもこ

うオークダンスに新入りもゐて

比

美

と

奈

み

真

奈

真

み

松本奈里子

肩に手を置き愛の告白

末の子が無口になりて変声期

鯨を食べてなぜ悪いのだ

仲人は老人ホームの園長さん
都市伝説のまことしやかに
繊月かはたまたあれは狐火か

結界として坐る留石

掛け軸に達磨大師の横にらみ

雨しとど花に賑はふ船着場

雀の雛に福餌与へる

士

順
節

東
條

谷
澤

小
林

奈と美子比真み美比郎奈真と美み奈と

八大和・天の川連句会ｖ

半歌仙﹃紅葉散る﹄

去るものは追はず紅葉も散りゅけり

大谷似智子捌
大谷似智子

清川みゆき

橘朱鷺子
田口光子

口数少な凧の中
コンパクトルーム単身者用

何もかもネットで買物届くらん

朱

泰

浜口泰子
酒匂道代

み

月今宵犬をお供に野原へと
夜長ひたすら版画楽しむ
漢の夢はピーターパンらし
生活費稼いだげるとくどく女
縁は異なもの味なものとは

朱

み

道

姿見せずに昇る龍神

ワ手作りの鉢に自家製柚餅子在り

中国の無人機開発ヒートァップ

光

〃

三味の音色に交す冷酒

道

大滝のしぶき後に月を浴び
傘寿でもエペレスト挑む冒険家

泰

み

光

春の袷の賎糸取る

復活祭に辞儀の愛らし
お邸の築地塀より花溢れ

︵於・中央林間連合自治会館︶

平成二十四年十一月十三日首尾
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ハ伊賀・伊賀連句会阿保小菊会ｖ

歌仙﹃旅立つ朝﹄

ナォ野にあそび草の名覚える機会とし

色とりどりの手作りのレイ
ミッドタウン話の種の潜入行

新作スイーッ目の無いメタボ

大柄の水着の目立つ浜小屋に

遥かに続く向日葵の畑

峠美晴捌

踏ん張って市民ランナー夢叶い

握手の温み高鳴りし胸

福森豊子

清水で飛ぶ気の決断迫られて

峠美晴

美

田中とし子

秋高し旅立つ朝の活気かな
敬老の日とて荷物小さめ

電光ニュース党首決まると

団塊世代の市長誕生

大杉の上が見所月今宵

と

替わらいは藩主迎えし宴の月
子等ポケットに記念樹の栗

老若男女歌に打ち込む

ナゥ職退いて虫に安らぎふと感じ

名札見て確かめあって同窓会

望呈

と

二什皿蓉十ユ朋二十弐肥雷︵文音︶
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竺呈

復元 の 東 京 駅 は 三 階 に
集団就職汗の思い出

美

美

晴れ着選びの母の頑固さ

ゥ球児らの白靴まぶし宿の前

酒の力を借りて告白

メール語の言葉足らずに逢いたくて

拝

農に生きると風光る中

花守りの里の由緒の花盛り

八十八箇所参る菅笠
と

美

些呈

と

美

曲一三

些呈

美容室にて気分転換

美

就活戦線吹雪厭わず

繰り返すドラマ飽き飽き與醒めて

東ての月リベンジ誓う天下の嶮

近く解禁罹災地の米

検診の﹁はい息止めて﹂はスピーカー

夢いっぱいの入学の門

﹁花が咲く﹂歌口ずさむ花の中

と美豊美豊と美豊と美と豊美と豊美と豊

ハ伊賀・伊賀連句会いがまち座ｖ

森本よしひで

歌仙﹃罹災者を癒す﹄

山村としお

梅田とほる捌

罹災者を癒す伊勢湾キャンプイン
森Ⅲ満枝

とほる

よしひで

とほる

としお

よしひで

正子

満枝

ナォ初挑戦フェイスブックに風光る

個展近付き忘る寝食
緊迫の島に海鳥争わず
惑星探査砂礫くっきり

正子

話は尽きず想い残して

遊園地静もり返る炎暑午後
原爆忌また誓うノーモァ
落日のホームに長い影二つ

としお

満枝

早や子ども等は浮き輪片手に

場末ダンサ−暗い眼のまま

シャンゼリゼベアのカップをねだり勝ち

半世紀熟成の樽開けるらん

梅Ⅲとほる

正子

とほる

町野正子

くま

鬼の棲む心の隈を照らす月

伝統の壁破る創案

よしひで

粋に決め角張る客よ月の宴

としお

満枝

床の間飾る野菊数輪

ポケットで寝るごろり飴玉

ゥ今夕は秋刀魚と決めて燗用意

とほる

満枝

正子
満枝

とほる

よしひで

山を語れぱ雄弁な彼

としお

地獄から飛ぶうすばかげろう
ナゥそれぞれの秋思満たさん旅衣

狛犬のごと肩ならべ畏まり

朱の烏居よそめに船子沖を漕ぐ

畦焼く煙り棚田順々

正子

結いの茶摘女腰下ろす縁

笑い乗せトロッコ列車花の中

よしひで

チャームポイント鼻に付き出す
メールからかわいい絵文字消えている

としお
とほる

︵於・絵手紙いろはアトリエ︶

平成二十四年九月十六日尾

平成二十四年八月一日首

満枝
正子

女社長の道を辿りて

終電に遅れて独り月冴ゆる
樹氷の屹度白狐よろしく

としお

満枝

よしひで

街角にショパンの調べ流れいて
バレンタインにまた義理を欠く

草野球花の門越えホームラン

鯛網を曳く浜の歓声
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八松山・石手寺連句会ｖ

﹃六尺の﹄

集ふ庵にしるき月光ゲ

凍空に貼りつく月のまどかなる

汐まねきゐる引潮の浜

富士はやっぱり日本一とよ

﹁放浪記﹂演じ続けて女優逝く

屋台で過ごす鰭酒の酔

人生は水の流れに瞼へられ
運を掴むも付きを逃すも

手作りの婚約指輪光る指
パオを畳みて放牧の民

法被姿にひと目惚れする

ゥ聞えくる祭嚥にうきうきと

試乗する電気自動車快適に
汗ばむ肌を撫でるそよ風

民話伝はる静かなる里

初鴨の時を違へずやって来て

六尺の子規の宇宙や柿の秋

仙

咲くを待ち散るを惜みて花に暮れ

紀伊郁子捌

村上宙心

紀伊郁

松井洋

大月西

ナォ春愁の遠きまなざし阿修羅像

言うしとら

こはごは抜ける艮の門

議員には金と名誉がたっぷりと

省エネ迫る原発の事故

ほうたるを呼べば青き火またたきて

明日は京へと嫁ぐ身の程

数知れぬ恋の未練を如何にせむ

雨後の小川を奔る笹舟

風狂の画家のズックは口を開け

のっぺらぼうと紛ふ提灯

オカリナを吹き吹き帰る大月夜

宿の外湯に香る木犀

ナゥ愛の羽根募金箱には思ひやり

臓器移植のドナー登録

念願の市民マラソン完走し

麺にこだはる旨き拉麺

やはらかき陽のあまねきて花の雲

あどけなき児の笑顔あたたか

平成二十四年九月二十七日首

平成二十四年十二月三日尾

執

︵於・石手寺︶
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歌

洋郁洋西恵洋恵郁女恵〃洋郁恵郁子子子

筆西洋郁恵洋郁恵洋西洋恵洋西郁西恵洋

ハ伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその一Ｖ

歌仙ろば少くらめ﹄
宮澤次男捌

ドクターヘリがけふも飛び交ふ

ナォ父親の仕種を真似て凧揚げる

草庵に師の教へ乞ひ二十年
溢れた涙どこに捨てやう

杖に負試歩に明るさ取り戻し
おしろい匂ふネオン街行く

学生の大根踊見にゆかな
スキー場へと車連ねて

湾のさざ波返す春光
田中てつ

石渡蒼水
宮澤次男

朝早う巣作り励むつばくらめ

青麦を白磁の壺に伽入れて

菊人形のやさし表情

業平橋スカイッリーの月仰ぐ

捲る日記にひとり微笑む

エプロンのメイド喫茶に呼び込まれ
て

渡辺日出子

日

男

鄙の暮しに誰る語り部

ナゥ虫の音もとぎれとぎれに震災忌
水

中根明美

旧友の便りは鯉のおふるまひ

ブリキのおもちやセピア色なり

て

男

リゾートホテル朧おぼろに

花疲れ発条時計刻告げる

︵於・八百栄庵︶
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カールブッセの詩にあこがれ

三曲の合奏流る月今宵
味の伝統新酒利き酒
ゥ紅葉を求め辿りし奥の院
ガラガラポンと決める席順
飾り立て女盛りをより派手に

仮装剥がれる若き将軍

日

平成二十四年四月十五日首
平成二十四年五月二十日尾

美

て

男

列島に浮かばれぬ霊数知れず
ちょっと待ちなと掴む胸倉
更けゆかば月尚涼し富士の上

端居の縁にテレビ観戦

て

日

美

貧乏と誰が書いたか黒い塀
隣の猫のモンローウォーク
そちこちにあがる喚声花万朶

高山祭旅衣解く

日男て日水男て美日男て日男て美日水男

ハ伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその二Ｖ

ナォ春愁を量る分銅の機嫌よく

縄文人の遺骨発掘

石渡蒼水
宮澤次男

宮澤次男捌

姉は別婚いかずの後家で

豪快にまたぎもてなす牡丹鍋
サッカー終えて急ぐ露天湯
手話交え早く速くと繰り返す

放浪やめた帰る鴉と

笑わせて感心させる名ガイド

田中てつ

歌仙宣文字﹄
庵へ誘う枯蔓の径
谷川稔子

一文字の﹁無﹂から師の喝冬日和

新刊のななめ読みなど書店にて

碧眼のプレイボーイに遂ころり
美しき言の葉由紀さおり聴く

頭休めにたてたコーヒー

日

渡辺日出子

古里自慢宅配の柿

口車へと老婆すぐ乗る
少子化に届かぬ裳核家族

奥座敷軸の富獄を照らす月
ひとり気儘に古酒を嗜む
ナゥ箒売りもみじ前線伴いし

葺き替えの屋根揺れる陽炎
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濠巡るきょうのジョギング月を踏み

て

て

男

のづかさの羅漢百体花吹雪

稔

披露宴三日続いて寝込む嫁

日

ゥ連れ立ちて流行の服で美術展
ミッコの香り抽出しのすみ

猫のいたずら鍵のトラブル

中根明美

ほつつき歩く上野赤坂

︵於・伊東市中央会館︶

平成二十四年十二月十二日尾

平成二十四年十一月二十一日首

凪の浦道遠足の列

ＴＰＰ脱原発か総選挙

稔

日

て

男

て

日

月涼しビルの谷間の稲荷さん

器引きたつ鮎の塩焼

よ−いやさっと都踊は

半島は何処へ行ってもジォパーク
ゆるりゆらりとボンネットバス
輪になってデイサービスの花の昼

執

筆水て水日て日男て男美て男て美て男美

ハ伊勢原︑伊勢原連句会ｖ

歌仙﹃春まだき﹄
近藤蕉肝捌

ちょっと嗅いでは後向く猫

ナォ高坏を棚より下げる桜餅

縄張りは烏も獣も人間も

君を連れては越えられぬ川
野ざらしを覚悟の上の逃避行

塩汁鍋で家族団蘂

毎年の忠臣蔵に飽きもせず

孤高を持する村の変人

ゴーヤジュースをぐいと飲み干す

ベテルギウスが燃え尽きるまで

荒海も裂けて散らせよ弦の月

春まだき阿夫利の嶺の冠雪
廣田遊
池田佳子
近藤蕉肝

鎌ふるう枯蟷螂も打たれけり

緑あざやか籠の寒芹
茂田キヨコ

飯田せつ子

ハイビジョン百万画素を超えもして

取説機能使えないほど

″

佳
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月上り﹁魔笛﹂の音を低くする

怪しく揺れる軒の蓑虫

婚活をただ楽しんで夏近し
文もおぼろの女など先生

訓りのどかに続くスピーチ

ナゥお母さんまた乗っている体重計

佳

竹川竹凡

堀端のロックステージ花明り

せ

キ

向う隣の若後家を描く

せ

ゥ新蕎麦があります札の定家流
わんぱく小僧なま欠伸して
束の間の太平楽を決め込まん

庭番のたくましき腕龍の彫

遊

︵於・伊勢原シティプラザ︶

平成二十四年一月二十二日首尾

千島桜に偲ぶ島影

お互いさまに遊び半分

せ

竹

粋がってクラッシュアイスジンリッキー

ァフガンの去る短夜の月

キ

″

遊

ひたすらに兵戈鎮めと無睾の民

石の暦が記す終末

辿り着く秘境の地にも花の宿

詩集を捲るうら斑なる風

執

筆せ佳遊キ佳遊せ遊竹せ佳遊せ竹〃佳せ

八千葉・市川俳詣教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃半夏生﹄
伊藤貴子捌
伊藤貴

大矢静

新井秋

草鎌で這いつくばう沙汰半夏生
片山李

ナォ鴉いて巣立ちの烏を見てござる

振り込め詐欺の増える一方
甲斐性のない父親は優しくて
娘元気にパンジージャンプ

夕立に離婚届のずぶ濡れで

涼しさ求め山へ海へと

晩餐はマッターホルン窓に置き

誰を呼ぶのか響くョ−デル
米寿にて健脚自慢の絵描さん

不運幸運神のみぞ知る

ミステリー読み切って月しらじらと

※

軒に吊り干す天竺守り

ナゥ水落す遥かな母の声かすか

耕馬耕牛機械化されて

詳しくはホームページに出ています

車両保険の値上げ厳しく

花に酔い酒に酔いつつ夜を惜しむ
※

松 ｜ 河
田 曾

保 宏

千葉市若松公民館︶

御足の軽く亀の鳴くなり

︵於

平成二十四年七月十二日首
平成二十四年十月十一日尾

※御足Ⅱおあし・・・女房言葉

※天竺守り⁝唐辛子
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蝉生まれたる穴のあちこち
デゴイチの汽笛轟く山里に

相良知

幼稚園児がお手手振りおり
月の出に洗濯物をとりこんで

芸術祭へ裂き織りの帯

木暮佳

温泉宿に予約を入れる

ワ筆柿の甘きを吉と占いて
かかあ天下でルンバ踊ろう

帰国子女レディファスト要求し
何にでも例外あるとうそぶくか

時代も人も変わる世の中

氷柱襖を月光が研ぐ

注

久しぶり家族揃いて寄せ鍋に
うしろ手に川原の士堤を一茶行く

薬師如来の御姿が見え

回転木馬春風に乗り

碑の文字に花びらいくつ留めける

静秋佳貴知静秋知静〃紅右子紅江紅芳子

男貴男知貴紅佳紅秋知佳静秋〃〃紅知佳

新井秋

相良知

李

小

慶

ナォ春の風おたまじゃくしがダンスする

伊
藤

世襲代議士地盤看板

夢で見し駆けてみたいよ天馬にて

王妃略奪砂漠さまよう
忘れえぬ紅なりし冬薔薇
戦のきざし雪すさぶ丘

アリランの歌しめやかにしずやかに

時化にあいたる補陀洛行きが
慣れっこに離島暮らしの魚不足
屋根のシーサー転げ落ちたる

月仰ぐ月に河原があるかしら

下げてゆこうか新走など
ナゥ粧いし山の麓の神楽堂

三脚並ぶビューポイント
高々とオスカー掲げ主演賞

宴のあとの静かな街に

敷石を埋め尽くすほど散りし花

聴りやまい吟行の園

沢
木

︵於・千葉市若松公民館︶

平成二十四年十月十一日首
平成二十四年十二月九日尾

片
山

八千葉・市川俳譜教室ｌその二Ｖ

﹃古楽器展﹄
伊藤貴子捌

行きつ戻りつ夕月の頃
大矢静

伊藤貴

城跡に赤とんぼ群れ追いかけて
やんちゃな子供たしなめる母

忙しくなる巣箱の出入り

松田保

折込み紙束の結び目すぐ弛み

阿曾宏

木暮佳

本郷に貼り札猫を上げますと
不埒なことに辞書を忘れて
サラ金の貧る暴利取り締まれ

通いなれない図書館に行く

面白きお伽草子の絵図絵巻

河童祭に土俵作りで

菖蒲池あいだあいだに浮かぶ月

爺さんが掃く交番の前

悲恋のはての奈津と桃水

ゥ闇汁に男女の噂それとなく

土手の種々霜枯れてくる

古楽器展琵琶掻き鳴らしたき秋思

仙

いつしかに花の窓辺にうたた寝し
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歌

子佳秋貴佳〃宏保貴静保秋男右江男芳子

秋李紅雪慶佳知宏慶宏知保秋慶佳子保宏

八南砺・いなみ連句の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃藤二尺﹄
ありなしの風に揺れをり藤二尺

からす塒へ朧なる月

蛍烏賊深めの鍋に茄であげて

ナォおもたせは郷の老舗の蓬餅

震度三では驚きもせず

夜明け前近くに止まる救急車

山の稜線やけに鮮やか

瀧澤尚子

北野眞知子

文人
城子
恭子
豊子
尚子

杉本聰捌

こっそりと買って始めたｉＰａｄ

貴志夫

富豪だとわかり器量は後まはし
蛇口はいつもきっちりと締め

高々と土間に積み上げ楮蒸す
変はりポン酢で囲む湯豆腐

婚活メール知らぬ人から

恭子
城子
文人

宇野恭子
沖田泰子
長谷豊子
二村文人

月渡る宿直室の盗み酒

家族みんなが揃ふ週末

しかめ面するえんま蟠蝉

いぬじま正一

大島朋子

あの角を右に曲がれば煙草屋が

懐にある北欧の地図

尚子

眞知子

ナゥ秋場所に再起を期して塩を撒く

聰
三谷貴志夫

銀奪って乗り込む角に気迫込め

水玉模様麻の座布団

ゥ故郷の夏越の祓厳かに

川井城子
杉本聰

今は昔の爺のくりごと

鼻緒の赤が人の目を惹く

正一

傘を打つ雨のやさしき花の苑

恭子
城子
朋子

すでに子持ちと聞いて呆れる

文人

嫁入りの噂もちきり細面
黙々と雑巾掛ける長廊下

正一

南砺市藤橋公民館︶

貴志夫

かさりと草に栗落つるらし

正一

文人

︵於

平成二十四年四月二十日首
平成二十四年八月十七日尾

枕辺に置く遠足の靴

弓張の小さくうかぶ手水鉢
志賀直哉忌を修す孫弟子

恭子
城子
朋子

貴志夫

ほる酔ひの僧戻らるる上り坂
ぐいと伸びしてじやれる野良猫

花万朶小指の爪は切り残す
ちよいと気取って春帽子載せ
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八南砺いなみ連句の会Ｉその二Ｖ

歌仙﹃庭の柚子﹄

色付けば目で数を追ふ庭の柚子

小庇かすめ上り来る月

愛の羽根アナウンサーの襟元に

二村文人捌

病癒えたる爺の健脚

ナォ田の神の腰掛けちよいと拝借し

聰

貴志夫

恭子
城子

貴志夫

朋子
豊子

柱時計の遅れ気になる

恭子

説法を補聴器で聴く大伽藍
支持率ぐっと下がる週末

後朝の目に映る鈍色

疲れ鵜の眠るひと篭土間の隅

色付きの水と哺き酔ひつぶれ

正一

聰

ふいと飛び込む名画劇場

城子
恭子

逢いたくてまた逢いたくて乱れ文

名月の出に機織りの音止んで
もってのほかの按配はよし

豊子
恭子

山本秀夫
宇野恭子
沖田泰子
川井城子
長谷豊子

杉本聰

免許更新通知ポッケに

二村文人

万年筆に見覚えのあり

デジカメ向ける廃線の跡

大島朋子

散歩をせがみ吠える老犬

野も山も積もりに積もる火山灰

鈴を鳴らして園児らが行く
でで虫の縦に横にと塀を這ひ
ゥ卒業後半世紀とてクラス会

聰

城子

一一一谷貴志夫

妻が先夫は後の新人賞

いぬじま正一

やさしくふうと蒲公英の紫

花の宴父は真ん中三世代

平成二十四年十月十五日首

貴志夫

正一

︵於・南砺市井波総合文化センター︶

平成二十四年十二月十四日尾

聰

喧嘩しながらいつか子福者

聰

ナゥ白秋忌珍陀の酒を黙々と

肩凝りによく効きますと奨められ

貴志夫

泰子
城子

今川焼の旗がひらひら
狛犬に空荘荘と月冴ゆる

トランペットを磨く少年

朋子

花前線きのふ津軽の海を越え

正一

高速網で日本一周

城子

坂の町少し下れば魚臭く

割箸を割る音に春風
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ハいわき・いわき文音連句の会ｖ

歌仙﹃雪像を﹄
雪像を背にをみなどの剣舞かな

林宗海捌
佐藤禿
林告示
野口笑

緩き歩みを運ぶ東道

文机心静かに墨磨りて
荒井遊

ナォデッサンの光まぱゆき春の午後

片肌脱いだなよやかな肩
短刀は父の遺愛の九寸五分

一念発起渡る海原

温めて夢打ち明ける閨語り

味見ですまぬ禁断の恋

道の辺に冑菜洗へば息白く
蘂もほのかに開く寒木瓜

音楽堂こけら落しのリハーサル

初めて下ろす気に入りの靴
町裏にゆらりと浮かぶ月の舟

機雲ひと筋秋空を割る

ナゥ飲み口が好みを分ける新走

こぼ

自慢の料理瑠璃皿に盛る
声高に鳴き競ふなり山の烏
豊かに髪を溢すバンダナ

風受けて飛ばすバイクに花吹雪

をさな友達集ふ野遊

秤雄一一汁皿蓉垂朋ユ朋雷︵文音︶
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山辺の里に灯りちらほら
白無地の猪口で酒酌む居待月

単身赴任届く新米

ゥ爽やかに風の過ぎ行く古書の街
や

愛犬連れて朝のジョギング
ジーパンの破れより覗く白い肌

雑魚寝の縁が恋の始まり
記念日は秘蔵のワインかたむける

避暑地の空に淡き昼月

脚を組む主演女優の夏帽子

すは大物か僥る釣竿

番号の一桁違ふ宝くじ

日々の仕事は孫の送迎
親族が花に興じる庭外れ

餡たっぷりと包む草餅

海山女糸山海糸女海山女糸山海糸女海山

糸女海山女糸山海糸女海山女糸山海糸女

ハ豊田・ＷＥＢめぎつれ座ｖ

付き合いも程々がいい縄のれん

五月六日︵日︶

津波も怖い竜巻もまた

一寸の先も分からぬこの命

蜻蛉の羽は美しく透け

五月十一日︵金︶

たつみ

美句志

︵ｚｏ．﹄つ崇旨司巴

舞ヨ

ド
Ｊ
ＪＩ−

不用之助

︵ｚＰ邑今国祭ご

鶇

竹藪の雀のお宿この辺り

ちいばば

雪
サ
り

あずき

︵ｚＰ﹂つ函禺つこ

ＫＵＳＡＲＩ﹃たのしい三句たち﹂

一月一日︵日︶

初春の夢紡ぐ魔女たち
富士山を真っ赤に染めて陽は昇る

月の出近い風のざわめき

かよれこ

︵ｚｐ胃つ↑＠ｍ己

あずき

佳
側
蕗

︵ｚｏ．﹂Ｃ心司︑ご

いずみ

ひわ

ｆ

日

︵ｚＰ澤Ｃ祭司一色

佳
Ⅲ
兎

く口

︵ｚＣ．﹂つ心つ﹃こ

おなすさん

西の風です雨になりそう
何もかも灰色君を見送って

六月十一日︵月︶

何処よりきたりし君は我が子なり
みのｈリ

︵ｚｏ．﹂つい画岸巴

カンちやん

三月七日︵水︶

よいこといっぱいありますように

地上に降りたノアの方舟

もう少し君と長生きしましょうか

天球

ＤＮＡをコピーし直す

蟇交みおり尼寺の裏
しゆぴＺ

ＡＫＢどの子も同じ顔に見え

︵ｚＣ．﹂ついいい巴

不用之助

三月八日︵木︶

団塊という塊が行進す
メイン料理はまだ来ないのか

カンちゃん

カラメルのプリンプルプル銀の匙

七月一日︵日︶

ユーロ圏離脱するのかしないのか
ルール違反の後だしじゃんけん

独りぽっちのあんたとあたし

六月十八日︵月︶

一番赤い毎摘み取る

六月十六日︵土︶

アッラーと夕焼け色のカルカッタ

ザリ

いずみ

兎

︵ｚ○．岸つい画﹈巴

風になりたい雲になりたい
三月二十八日︵水︶

場雲雀地球が青く見えるまで
アインシュタインロケットに乗る

ゴロ

︵ｚｏ．﹄つい印心巴

小町

三月三十日︵金︶

この前の妻との喧嘩気になって

年休チェックしてる死神

アンカーがスピード上げて追いついた
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リンゴの花を髪のかざしに

連なって白鳥帰る青い空
ペンギンが小走りしてる幼稚園

とけた

司巴

十月十六日︵火︶︵ｚ○．邑匂程︶

ヒソヒソヒソヒソヒソヒソヒソと不用之助

ザリ

十月十八日︵木︶倉○．Ｓ麓走︶

着々と原発ムラの立て直し藍
冬を越せるか虫の抜け殻天球

ばらずし

美句志

︵ｚｏ．﹄つ画

皇帝陛下今日も退屈

七月十五日︵日︶

暑すぎる！幽霊一人連れてこい
︵ｚｏ．﹄Ｃ︑四ｍ巴

麦

あずき

︺才
う
て

︵ｚ○．Ｓｍい④巴

佳
Ⅱ

ザり

お母さん僕は将来大臣に氷心
頭が右に傾き過ぎよあおゆき

十二月十六日︵日︶︵ｚｏ弓司届︶

英傑もみな土となりしかタヌ公

そのむかし鰊の息子に禺のありていずみ

治水工事は遅々と進まずザリ

ＡＬＡＳあなたどうしてあなたは蛙なの藍
十月二十六日︵金︶︵ｚ○・ｓ＄認︶

夫の輪廻を待つ不死の妻ゆづ

妙薬のある訳でなし万病の少年Ｅ

コロン

七月二十日︵金︶

お菊さん大あくびする井戸の中

初物西瓜糖度十一

くれぐれも甘い話にご用心
七月二十二日︵日︶

愛だの恋だのいつの話よ
今あなた大切なこと風呂掃除
地獄もメンテナンスが必要

あおゆき

ザり

︵Ｚ︒．﹂Ｃｍｍｍ巴

十二月二十一日︵金︶︵ｚ○．己計弓︶

体勢の揺らぐ一瞬メンで勝ちばび

八月五日︵日︶

あおゆき

白川郷に雪は静かに降り積もり

あれは私の葬列の黒

︵９５６０２〜１０２１０１より抜粋︶
︵於・矢崎藍の連句わ−るど︶

平成二十三年一月一日〜十二月三十一日

力走の周回遅れに大拍手コロン

何れが先と知らぬ老い先合

冬至かと窓の雪みる月あかりゆめ

存在が消えてる今の現住所

あづさ

ちいばぱ

︵ｚ○．匡つ③娼巴

少年Ｅ

十月八日︵士︶

仲間見る目は凄く正確
秋の名残を求めクリック

ハングリーなぼくに林檎をくれたひと

キリマンジャロ

−67−

八東京・ＮＨＫ文化センター青山ｖ

歌仙﹃初鰹﹂
和田忠勝捌

柏一元垂早

布田三保子

臼杵勝児

幟を立てて子孫繁栄

土佐っぽの厚く切り分く初鰹
無我の境気功する人のびやかに

ナォメーデーの歌声よそに特売日

財布あらため行きつ戻りつ

腎臓移植順番は何時

子に勝る宝はなしと心決め

腕組む二人見るも暑き夜

柔らかき声のやさしい天使いて

真珠孤独に育つ海底

納涼船思い残して肪解く

隣国と何故に寸土を争うか
傷を負いたる屋根の雄猫

大樫輪郭徐々に昇る月

−68−

烏の鳴き声ひびく公園

勝

田中英子
金子富子
小野幸子
村井昭三
和田忠勝

月さやか鉄路一筋光りいて
旅の思い出とろろ汁喰う
ゥ林間に猿の腰掛探しだし
鄙にまれなる美女が声かけ

日︑水ゆっくり巡るシテ島

右岸左岸こもごも花の散り交わし

雨やわらかに沃野潤す

新酒酌みつつ烏鷺を争う
ナゥ本年も精魂込めて菊の鉢
靖国神社お披露目の場所
眉毛濃き新横綱の土俵入り
瀞

一兀

幸

︵於・ＮＨＫ文化センター青山︶

平成二十四年十月一日満尾

保

幸

一兀

尼御前と老僧いまだ修行中
あの無防備さ放っておかれず
茶房にてフランスパンを焼く匂い
エッフェル塔が背伸びしたとか

見下ろせば月を映して冬の川
他人はどうあれ伝う紙漉き

昭

借家とて笑顔あふれる家族いて

実篤さんの新しき村

英

一兀

花の雲高千穂の峰見えがてに
大葉擬宝珠を帽子いっぱい

英勝保英昭元瀞元英瀞元昭富英保元幸勝

ハ豊田・桜花学園大学連句研究会ｖ

妖怪尽くし

連句十六﹃ハロウイン﹄

草笛奏

千夢

矢崎藍捌

月下に遊ぶおおかみこども
ドリー

千夢

ハロウインの仮装集まれ窓明かり
やまんばが落とした栗の実追いかけて

奏
奏

高須
ドリー

おんぶおばけはイケメンの背に

立ちはだかったおれは塗り壁
風の日は高笑いする土ころび

河童の皿にメルティーキッス

叶わない恋とは知らずウンディーネ

ザリ
千夢

ばらずし

みの虫アッパ

洸

まさ

みの虫アッパ

千夢

炬燵で眠る猫娘です

ドラキュラが八重歯を立てる首筋に

座敷わらしも消えたふるさと

雪女戸板を開ける隙間風
山が割れ八岐の大蛇参上す
子泣きじじいが嘆く原発
小豆を洗うミネラルウォーター

碧空にひびくビオロン花の精

︵於・とよた連句まつり︶

平成二十四年十一月三日首尾
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八東京・丘の上連句会ｌその一Ｖ

丘の上連句会・稲
稲門連句会合同俳筵

二十韻﹃立春の風﹂
和田忠勝捌
松澤龍一

佳

東浦佳子
安楽明郎
岡山朱藍
宮哲太郎
和田忠勝

立春 の 風 は 西 北 丘 の 上
句座暖かに同じ弁当

家族揃って魂迎えする

波音靜か半島の先

石焼芋を追いかけて行き

いつまでも飛行機雲は消えぬまま

一目会いたきオペラ座の入

龍

藍

佳

明

ゥ月高く大屋根越えて鳥渡り

ナォどやどやと来てラガー等の厚い胸

明

佳

ナゥ円高は青天井に進みゆき

旅の土産はルイヴィトンにし

餅花をかざし喜ぶ可愛い娘

御降りも早や上がる明るさ
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ポスターに彼岸桜の便り見て

隠し妻あるとの噂冷まじく

ボランティアする震災の跡

佳

哲

余所者は陸奥の銘酒が口に合い

目が覚め夢と知りし特等

勝

下闇をほのと照らせる月丸く

客も絶えたる鳴龍の宮

平成二十四年二月四日首尾
︵於・千代田区九段生涯学習館︶

佳明哲龍

八東京・丘の上連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃木犀の﹄
東浦佳子捌

東浦佳子
中尾青宵

木犀の香にひとときの閑を得し

我が田の稔り目つぶれば在
大久保風子

竹崎梨野
宮哲太郎
すいげん
坂田酔彦

耳がぴくりと動く飼猫

ばったんこ慨となりて響くらん

ギタートレモロ草を扉かせ

平成二十四年十月六日首尾

︵於・三田萬来舎︶
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生サンマどうして人は焼くのかな

青

な

風

ワ蛮族の長の愛する桃の眉

守宮が聞いた閨の睦言

黄泉のくにへは我次第なる

箱庭も大庭園も月の下

真直ぐに路面電車の通る道
蕎麦屋の隅で独り酒酌み
クリスチャン安息日とて掃除せず

議会解散済さぬ約束

荒綱で引かるる国は春を待ち

海峡の水少し温める

城の端孤高に立てる花大樹

色とりどりに放つ風船

梨哲佳酔梨風酔梨哲

八岡山・岡山県連句協会ｖ

歌仙﹃わが地球﹂
雷鳴や憂い顔なるわが地球
帰省せし子の頼もしき腕
酔うほどにお国靴の強まりて
ビルの谷間をすり抜ける風
旗のなきセンターポール高き月

ナォ争いのなき世を祈るガザの春

渋柿

大倉漣魚

渋柿

曼茶羅会意味わからずも有難く

横綱不在荒れる夏場所

景山かおり

今村華紅

真

藤原みきよ

内田ひわ

シャネルスーッで梵ゆく
抽斗の恋文の束そのままに
ついに抱き合う駅の改札

高澤貴々

茶店の婆の大あくびして

衆議判

思わざり永久の別れになろうとは

畑霜月

長江を下る舟から手を振れば
絶景かなとゴヱモンの真似
閉鉱となるも止むなき山の月

ゥ村芝居五人男の見栄に沸き
ピアスがきらり司会の女性

つらら

古田もえ

渋柿

高橋つらら

夜半にはろくろっ首も宙に舞う
フードコートの遠きにぎわい

パソコンゲームで今日も寝不足

ナゥ馬肥ゆる私も肥ゆる体重計

働き蜂の秋の収穫

華紅

杉原ひさ子

真

女光青山路

ひわ

青山牛蟹
筒井渋柿
内藤秀穂
米林真

お懐かしい！芳名録に名のありて

中山緑夏

つらら

漣魚

田中晴美
前田宏

ノ 全

今年の藁で青き縄絢う

詰襟の君いまは外科医に

石見にやんこ

今日もまた波穏やかに瀬戸の海

夢の座のこぽるる花に気をとられ

︵於・出石コミュニティハウス︶

平成二十五年三月十四日尾

平成二十四年七月二十五日首

炭をつぎ足す浜の壺焼

貴々

渋柿
霜月

貴々

牛蟹

真

つらら

スエーデンより朗報の来る

年の瀬に感謝の一念囲む鍋

月とタヌキが名物の里

﹁Ｕターン禁止﹂の標識ひつこ抜き

睡魔に勝てぬ午後の交番
薄く濃く紅をさしたる花堤
軒端の烏の巣立ちかしまし

−ワ勺一

ハ桶川・桶川連句会ｖ

歌仙﹃久﹃

冬蜂の来て岩畳尖りけり

福田太ろを捌
福田太ろを

野村路子
沢井三柳
路

太

太

一一一

ワ湯けむりに女将も担ぐ秋まつり

路

ナォふる里は亀の鳴く頃青むころ

びんころ地蔵拝む爺婆

ご自慢は鉄道唱歌最後まで

暖簾を守り軒に酒樽

七代目冬季五輪の花形に

雪に寝るなら情死もいいか

首上げて片目を瞑る埴輪馬

夢か現か草にまどろむ

ホームレスヴィトンの財布ふところに

応募三昧歌壇俳壇

背伸びするごと月代の天守閣
吾亦紅とうその文字が好き

ナゥ雁の宙遺族代表知覧へと

路

太

陽炎立ちてゆれる石段

白くかがりて岸洗う波

文化遺産を巡る船旅

名処へ人を吸い寄せ花盛り
ふらここに乗る定年の朝

太

秤鰄二汁皿奪十一︽朋二廿牝叩龍︵文音︶

じゃんけんで勝った私が先頭に

富士山にゴミ拾う人捨てる人

太

一一一

鎮魂の瓦礫に夏の月蒼く

路

医師に指示され散歩一万

路

天性の気さくな笑顔地井武男

動画サイトのとんびぴいひょろ

洗いざらしの甚平を着て

不倫とう後ろめたさが邪魔をして

口説き言葉が耳朶に優しく

軒に吊られて篭の鈴虫

チップの道につづく木道
白萩のこぼれ今宵は望の月

笛吹いてグリムの森を抜け出して

誰が落としたか赤い手袋

L＝＝

﹁みにきてね﹂幼な手が書く花便り

一一一

司 句

の

春の川風窓から入れる

一 ノ コ ー

蜂

執

筆三太路三太路三太路太三路太三路太三

ハ神戸・おたくさの会ｌその一Ｖ

短歌行﹃北斗
鈴木漠捌
中野百合子

一輪挿しの露草が揺れ

在間洋子

中林ちゑ子

山名才
森本多衣
鈴木漠
毬まち子

チョーク持つ女教師の指白く
よ

をんな

抜け駆けは止せ皆のマドンナ

妖艶に枝垂れて眩し花盛り

就活地獄春は名ばかり

才

百合子

安丸てつじ

辻星皐

三神あすか

ゥ積み上げる奇書を洗ひて月の影

と

夜食摂るときもらす鼻唄

押されつつ仰ぐ北斗や年の市
社会鍋にもコインささやか
流行の衣裳でジムへ通ふらん

L＝＝

猫の子は頻りに鳴いて何処へか
ミサ

ＬＰで聴くバッハ弥撒曲

ナォ緑陰を映して磁器の薄みどり
火蛾の舞ふころ家族捨て来し

ちゑ子

多衣

あすか

まち子

漠

イケメンの俳優志願背にタトゥー

逸りと気負ひ若さいとほし
はや

赤い羽根烏打帽で風を呼び

洋子

皇皐

まち子

才

百合子

呈暴

てつじ

旅は道連れ月を友とす

廃園に芒の穂波瑞々し

ドア

ペンキ剥げ落ちドラヱモン扉

もと

ナゥ粗朶跳ねる囲炉裏に客を招き入れ

琉球耕のの前
掛けを取り
だて

晴着にて野点楽しむ花の下

︵於・兵庫県私学会館︶

喚声あがる大凧合戦

平成二十四年一月十日首尾
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星

ハ神戸・おたノ＼さの会ｌその二Ｖ

蜻蛉﹃庭の眺め﹄
同じ庭眺めて親し鉦たたき

鈴木漠捌

三神あすか

山名才
在間洋子

しょうじやうじ

新豆腐盛る手捻りの碗
鈴木漠
辻星界

わらんくら証城寺と離す月の出に
らふぱい

民話蒐集博士号とる

ゥ臘梅の香に浮き浮きと独り酒

中野百合子

もがりぶえ

安丸てつじ

によしやう

虎落笛聴くさいはての宿

中林ちゑ子

いくさ世に女性讃美を貫きし

千人針の糸に情込め

洋子

森本多衣
毬まち子

ナカ死 ん ぢ や 嫌 で あ り ん す と 袖 に 槌 り

映画果て黄塵の街行く

さへづ

多衣

ちゑ子

呈晁

百合子

あすか

漠

才

バス待ってゐる花ひらを浴びながら

ねが

す

噂りにしばし耳をすませ
８分音符続いた後休止符も
平和希へども武者飾りて
さつき
優駿競ふはなやかな皐月賞
穴の開いた靴擦って歩く
ナォ物乞ひの風景優しピサロ展
秋のセル着て自転車を漕ぎ

をつと

有明を盟に汲みて菜を洗ふ
夫の病ひ早よ癒えかしと

ナゥ雪模様肩すぼめつつ雨戸閉ぢ

まち子

今日二回目の珈琲を点て

あすか

てつじ

才

洋子

花の道艫馬の麺醜屋が緩やかに

執筆

ゴーヒーた

野遊に出て帰らざる兄

︵於・兵庫県私学会館︶

平成二十四年十一月四日首尾

＊蜻蛉形式
トンボの４枚の羽根と胴体になぞらえた新形式︒林空花
創案・胡蝶形式のヴァリエーション︒ナカ８句は自由律︒
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ハ神戸・海市の会ｖ

鈴木漠捌

徳島県立文学耆道館開館一○周年記念展

歌仙﹃精霊舟﹄
しやうりやう

ざ

ナォキャンパスに膨群として受験生

広場の像はいまだ灼けをり

仔馬ながらも綴るレジェンド
駆け抜けるごと革命の時は去り

竹串の冷し西瓜を両の手に

かぼ
胸毛自慢の彼に傍を惚
れ

秤雄二辻一粋辻一卵一↑叩嘩︵文音︶

太鼓の触れは春の巡業

たまゆら

玉響の車窓の花と旅どころ

﹄︾士華

あれこれと世の趨勢に逆らはん
独楽はぶれずに回りつつ立っ

雪だるまにも髭の愛嬬

ポタン

ナゥ着ぶくれて襟の釦が弾け飛ぶ

硯を洗ふ日とて想練る

蛇口からこぼれる水の音も澄み

夕・トウー

刺青の竜に点暗の技

なか

外面にこだはる勿れハートだよ

そとづら

大盃に月を浮べて喜寿の酒

天こ
にほ星
地に精霊の流し舟
ろぎね
蟠蝉
の音もつづく有明
東條士郎
鈴木漠
梅村光明
三木英治
永田圭介
永田康子

ご指名増える介護タクシー

コスモスの園に老幼憩ふらん
気紛れ風に樹々は戯れ合ひ

この国の百年の計我にあり
熱きいくさぞ鍋の湯豆腐

漠

英治
士郎

漠

圭介

漠

士郎
英治
光明
士郎
圭介
光明

ワ探梅に枅をきそへる女性陣

帯解く紐のあやに妖しき
亡きひとの忘れ形見を抱き締めて

シンプルライフ根差す真情
孤島へは聖書一冊あればよい
ゆか

河童忌の空薄曇りする

月光の加味も涼しき床料理
あざな

白糸となる滝の行く末

とこしへに罪と罰とを糾ひて
蝶ネクタイをメビウスの輪に

ひすみか
花匂ふ里こそ終つの
栖かと

半ば破れて落ちる武者凧
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光圭士光圭

英圭

光英士光英士

英圭

治介漠明治郎明治郎漠治介漠明介郎明介

八東京・解續ｖ

﹃龍の玉﹄

初懐紙

ナォ磯開き江ノ電レール弧を描き

監視カメラに映る逢びき
京女なりはんなりと薄情け

湯川秀樹の妻は美貌で

おんぶお化けに畷りつかれたる

獄を出て耐へて忍んで平和賞

右の手に茄子左の手に余生

別所真紀捌

渋谷八千代

別所真紀

手斧始に仰ぐ昼月

月光の粒子恒河沙那田他ほど

紺碧の天段ちしや龍の玉
川名将義
横山わこ
小松知二
服部秋扇

双児の嬰の哺語うららか
八重椿いまも人住む武家屋敷

少年は月に向かって疾走す

島の大工の墨縄を引く

わ

哲

田中雅子
伊藤哲子
渡辺祐子
福永千晴
長田竹風

不在の部屋に蛇の標本

いきさつ

仔細ある経緯知るは猫ばかり

︵於・千駄ヶ谷社会教育会館︶

平成二十四年一月十九日首尾

復興の杭立てる弥生野

咲いて魅せ散って魅せたる花大樹

手術後のひとを気遣ふ雪明り
おーい鬼太郎早く来ないか

寸胴鍋に煮込む豚骨

ナゥゆく秋の抜身のごとき言を吐く

蓮の実飛んで父の失院

伝言板に神の落書き

不確定要素で定理揺らぎたる

玄武白虎を匿す万緑

香炉の灰を均らす半東

鈴木美奈子

ざぶざぶと温みし水を使ひゐて

ゥ留学生蝋纈染の襯衣で決め

ゲバラ死せるはうそ寒の頃

晴

祐

君に届けし李白てふ酒

路地流すバンドネオンの露しぐれ

風の谷伊那蓮華寺で待ってます

鳩が飛び翔つ裏街の屋根

竹
奈

' 〃

仙

花の雲われも宇宙の塵であり
海市はるかに菩薩顕ち在す
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歌

雅義竹扇祐紀晴雅哲奈代義わ扇知代義扇

ハ横浜・蛙の会ｖ

連訶・定律
三十四韻

﹃男梅雨﹄

男梅雨杉玉確と軒にあり
老いは譲れぬ山車の点検
墨の絵に色の見えける花菖蒲
鯉魚が跳ね超す水漬く板橋

災害へ備えの教え村々に
無線とメール誰も慣れつつ
しい

中尾青宵捌

迂云

野

垂云

田中安芸
中尾青宵
竹崎梨野

曽根原梓

塙於玉

荷揚げの米は年酒の用

朝霧の川面盛んに跳ねる魚

蒐めて呉れし祖父の面影

もろもろの都わたりは嫁入に

桐透きて風通しよき月のころ

冬も間近に居着く放鳥

チマ一枚見込む男を包み込む

姉の恨みを芒末黒野

そういえば君が代の意義曲解し

教育長が教師立たせる

縁のゆるみに歩み危うき

東て月やぎざぎざの刃の音たてて

山羊たちの時に怒りの柵壊れ
名知らぬ花がその後に咲く
桑の実の色む頃或る恋をせし
筆を捨つるに跨曙なかりき

汲む人何処井戸の朽ちたる

こもうこん

城山の背に黄昏の広がりて

平成二十四年五月三十日首

平成二十四年六月二十七日尾

︵於・柴庵︶
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玉芸野梓

宵芸梓野芸梓

宵野芸宵野芸梓野

放課後のブラスバンドの大音に

耳試なりと悠と草引く

デフレ下に増税決める阿呆らしさ

邪悪な恋は罠を仕掛くか
都にも蛍とばせむ願いして

田舎の母にせがむ川蜷

遅刻する羅漢へ厳し花の答
あおぬた

逃れの謂の劣る青饅

新緑は葉裏の先も芳しく
夏兆すとて白のブラウス

宵芸宵野〃宵
野玉

八諏訪・河童連句会ｖ

〜お化け＆超常現象〜

スワンスワン﹃かごめかごめ﹄

矢崎硯水

矢崎硯水捌

謎多き﹁かごめかごめ﹂や夏期講座
三神あすか

壱面

﹁槌の子﹂の道ふここは仙郷

吉本芳香
久我妙子

ふさ子

参面

暁吉女

妙子
芳香

かりょうびんが

﹁迦陵頻伽﹂がついと現れ

﹁まじなひ﹂で雨雲刷けば初日の出

あすか

ばけものかう

鞭打ちに貼る﹁狸伝の膏﹂

執筆

野次馬も﹁片車輪﹂追ひまつしぐら

．反木綿﹂かぶる佐保姫

﹁舞首﹂ら呑んで絡んで花見酒

平成二十四年十月十六日首尾︵文音︶

★形式﹁スワンスワン﹂について︒

水創案︒

アラビア数字躯︵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︒二月一花一鳥︵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︒矢崎硯

★珍種貴種御品書
△﹁かごめかごめ﹂Ⅱ姑に突き飛ばされて流産した妊婦や吉原
から抜け出せない遊女や︑徳川埋蔵金の所在を躯うなど俗説
が多い︒△﹁泳げ鯛焼﹂Ⅱ子門真人の歌﹁ｊはじめておよいだう
みのそことってもきもちがいいもんだ﹂︒△﹁のびあがり﹂
Ⅱ見れば見るほど高くなってゆく信濃や紀州の怪︒△﹁茶袋﹂
Ⅱ夜道の木の枝にぶら下がる怪異で触れると大病にかかる︒
△﹁迦陵頻伽﹂Ⅱ雪山または極楽に棲む妙なる鳴き声の瑞烏︒
△﹁狸伝の膏﹂Ⅱ昔は狸や熊や河童を化け物と称し︑それを原

材料とした膏薬︒△﹁舞首﹂Ⅱ鎌倉時代の伊豆の真鶴の祭りで︑

たが口争いはつづいた︒

三人の武士が酒の勢いで各々方の首を刎ねた︒首は宙を舞っ
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のんびりと釣糸垂らす﹁ぬらりひょん﹂

挨拶される﹁人面魚﹂から

八尾暁吉女

佐藤ふさ子

弐面

望月を﹁如意棒﹂以て招くらん
﹁スプーン曲げ﹂て掬ふ毒茸
振り向けばキリスト貌の﹁だいだ坊﹂

﹁口裂け女﹂口説き巧みに

ともづな

新婚の旅は﹁魔法﹂をかけられて
世にも勝手な間引き﹁国引き﹂

﹁泳げ鯛焼﹂月の竜宮

しつかりと艫綱むすぶ﹁夜泣き石﹂
﹁フェアリー﹂は髪にカトレア弦鳴らし
せんりじ

ブログに載せて﹁千里耳﹂で聴き

熊野古道にさがる﹁茶袋﹂

通せんぼして空までも﹁のびあがり﹂

芳妙硯あふ暁妙芳あ硯
す さ 吉 す

香子水か子女子香か水

ハ横浜・桂の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃山雀﹄
一列に送電線の山雀

河田水尾捌
鈴木璽皐二

地方空港客まばらなる

ナォ蚕楼をたしかに見しと漁夫の声

白き肌みせ破れジーンズ

あの老舗この銘店も店じまひ

マスクを取った顔をみあはす

年下の歯医者ばかりをねらひ打ち

安恵
水尾

些三一一

葉月

よはんな

水尾
葉月

水尾
葉月

曲豆一一

些三一一

雪しまく窓辺よりもる愛難曲

英字新聞丹念に読む

とみ子

水尾
葉月
執筆

︵於・藤が丘地区センター︶

平成二十四年十二月二十六日尾

平成二十四年十月二十五日首

散策の道かぎろひの立つ

遷宮を間近に伊勢の飛花落花

卒業の朝父と接吻

百号のコラージュされし抽象画

ナゥ厚物を咲かせ手作りシャシの店

遠き昼月今ぞ窯出し

足なみ揃へ歩むペンギン

種川とみ子

とみ子

人影忙し夜庭働き

郷関を出で後の月ビル越しに

回転寿司ショートケーキを欲しがる子

よはんな

安恵
葉月
水尾

渡部葉月

楠田よはんな

曲一星一一

佐々木允明

安恵

北川稔

水尾

とみ子

些呈一一

原田安恵
河田水尾

ドラマの準備万事完了

アンコール求め相手の鳴り止まず

水尾
安恵
水尾

韓流テレビやや飽きが来て
白秋忌ゆけどゆけども草紅葉

車寄せには何と犬橇

ゥ墨衣吐く息白く冬安居
上手な嘘に乗せられたふり
クラス会彼のマドンナに声をかけ

重きしがらみ解き放つ酒
四面楚歌沈みかけたる日本丸

浮人形は肩をいからせ

蚊遣り焚く母の姿を照らす月

ルーペを使ひ細密画描き
メルヘンも寓話も自在意のままに

自然の良さの北欧の家具
咲きそめし花の大枝賜はりて

春昼の旅開く駅弁
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ハ横浜・桂の会ｌその二Ｖ

短歌行﹃竹の春﹂
鎌倉みちに武士の影竹の春

天気図上に双児台風

後の月愛づる盃きりもなし

研究室に土偶ならべる

ワマスターは女言葉の猫カフェ

囲む屏風に来ぬ人を待つ
燃ゆる恋火消壺には納まらず

ゴスペル響く尖塔の街

戦場に散りたる女性カメラマン

連子窓から雨の庭見る

花の宿古きオルガン古き詩

蝸叫を掬ひし童等の声

臼杵瀞児捌

臼杵勝児
河田水尾
原田安恵

柏元章
種川とみ子

今日が最初の授業参観

ナォ啄木忌みちのくの母思ひ出し

歯医者ばかりが増えし町並

通信の携帯メール一語のみ

香匂ひ立つ羅の袖

謎めける微笑に何故か惹かれたる

結ばれし大神宮に夏の月
犬を通じて近所付合ひ

燧道を出ればたちまち花吹雪

とみ子

元章
安恵
水尾
元章
水尾

なじみの店の木の芽田楽

長寿の秘訣淡々と述べ

ナゥ合唱の最后はいつも﹁ふるさと﹂を

とみ子

一兀垂早

北川稔
矢倉澄子

稔

澁児
元章
水尾

元章
水尾
澄子
元章
執筆

︵於・藤が丘地区センター︶

平成二十四年九月二十九日首
平成二十四年十月二十五日尾
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ハ横浜・桂の会ｌその三Ｖ

秘めやかにさす薄月の艶

ひぐらしの遠音に暮るる飛騨の里

渡部葉

渡辺祐

矢倉澄

長田竹

ナォ文鎮の載る置手紙弥生尽
座敷童子が耳をそばだて
過ぎし日の女工の涙残る宿

主は柔和な白髪の人

樹風二樹子子二樹風子子風

短歌行﹃飛騨の里﹄

文机に郁子の実ひとつ飾りゐて
古川柴

夏祭ふたりの恋は大団円
帰省の悴機嫌よく発つ

真夜の月鏡花の世界しみじみと

直竹知直澄柴知直竹祐澄竹

長田竹風捌

珍しき客町に着く頃

澄

小松知

こよなき刻を新走酌む

ナゥかまっかの紅燃えて日の落ちぬ

対向列車暫し待つ駅

花越の弥陀の頤拝すのみ
ほのぼのと明け春の曙

平成二十四年八月三十日首

橘
本

︵於・藤が丘地区センター︶

平成二十四年九月二十九日尾
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ゥ祖母の刺す紹刺古典の絵巻物

荒れ野に放つ馴れし大薦

竹

煙きが畷きとなり冬銀河
思はず肩に上着掛けやる

祐

葉
知

芯のあるアルデンテのごと男らし

柴

コンクラーベの煙まっすぐ

風船売りのうたた寝の夢

小京都疎水清らに花筏

子二子月風子二子月子子風

八東京・かびれ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃牧牛﹄
大竹多可志捌
大竹多可志

ニォ鮎の子がのぼると叫ぶ若き漁夫

法被のままに受ける速達

すれ違ふシャネルの五番ほのかなる

水着も持って駆け落ちと言ふ

職質の女のポリスにこやかに

しどろもどろに﹁さよなら﹂の手話

今日は早寝と電気消さるる

きっちりと柱時計の螺子を巻き

屋根裏に魑魅魍魎のうごめくと

西幾多

可愛いく惚けることが願望

麦藁帽子煽る山風
多

早田維紀子

まんまるの窓よりまるい月のぼり

牧牛の大きく啼くや草いきれ
でこぼこ道を走るトラック

定年に帰郷の心かたまりて

維

小出民子
幾

ナゥ瀬の音の高まってくる秋の夕

初物ですと土瓶蒸し出す

数珠玉入れて作るお手玉
一ゥ赤蜻蛉すいと止まりし竿の先

維

骨董市の雛に魅せられ

︵於・呈堤庵︶
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海よりの月を待つ子はねむくなり

入部したのは彼に逢ふため

辞典積まれし宿題の卓

神苑の大樹の花も咲き満ちて

遠き日の思ひ出巡る流れ雲
民

″

多

幾

ベッドシーンは宇宙遊泳

ロンドンのオリンピックで肩抱かれ

紅茶の香り籠る地下街

蝶ひらひらと莞こえゆく

かちんこの鳴りて撮影終りたる
木枯しに飛ぱされさうな眉の月

民

平成二十四年十一月二十五日首
平成二十四年十二月二十三日尾

維

夜回り当番拍子木を打つ

民

幾

多

足にじゃれつく猫のミーちゃん

東北の花見の酒にほろ酔うて

維

にこやかな母の写真を本棚に

スカイッリーは陽炎の中

民幾維幾維民〃多幾〃維民幾多幾多民幾

大竹多可志

乾杯のビールは汗を拭き乍ら
ちらと見せゐるあの鍵は何

跳ねる緋鯉に眼見開く

注目の維新の会も国政へ
商店街はここも寂れて

千代子

とし子

とし子

たみ
りサ
たみ
りサ

千代子

佐々木リサ

ためらふは一夜の恋となる不安

とし子

リサ

ナォ義士祭を仕切る翁の長き眉
昔のことをまたも言はるる

大山とし子

紅さしなほす知らぬ顔して

八東京・かびれ連句会ｌその二Ｖ

思惟仏を真似て座りぬ椎若葉

坂本たみ

ふるさとに名残りの月の淡々と

千代子

老々介護にアロマセラピー

ナゥ結願のお礼詣の秋遍路

千代子

たみ
りサ

歌仙﹃思惟仏﹄

何処からとなく筒烏の声

井上千代子

通草さげくる幼友達

大山とし子捌

藍染めの工房を訪ふ人のゐて
煮物ひとしな手土産とせる

リサ
とし子

たっぷりと異国の話聞きもして

たみ
りサ

夢にみるオリンピックの金メダル

満月の縁にすゑある将棋盤
棚の瓢がぶらりぶらりと

千代子

たみ
りサ

初孫眠る乳母車押す

とし子

千代子

ワダム湖吹く風に乗り来る赤蜻蛉

おっとあぶない禁断の恋

千代子

茶摘みの唄の遠嶺に消ゅる

記念樹の花は朝日に燗漫と

停年に近づく齢月冴ゅる
納戸の神に揺るる繭玉

千代子

たみ
りサ

ロマンスカーで旅の始まり
衿足のほくるに触るる彼の指
原発の０を叫びてデモに付き

とし子

お宝は小川芋銭の河童の絵

たみ

拝雄一什皿嘩十非理一サーー印電︵文音︶

脳ドック終へ水の旨さよ

校庭開放あがる喚声

千代子

リサ

同期会京都は花の盛りにて
カメラ構えるうららかな午後
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八東京・かびれ連句会ｌその三Ｖ

蝿唯﹃雁渡し﹄
雁渡し火の見櫓を残す里
早瀬に跳ねる落鮎の影

母の紬が肩にしっとり

羽場桂子捌
大竹多可志

永井千代子

羽場桂子
小出民子
木崎節子
小平裕子
民

桂

ナォ鎖曳き犬がほつつく目借時

失敗話膝を乗り出す

番記者の夜討ち朝駆け意地を見せ

大物議貝のらりくらりと

人知れず路地裏で呑む冷し酒

麦わら帽子風に吹き飛ぶ

手に手をとって逃避行する

おもひきりシラノの役を演じきり

耳元へ君ひとすぢと熱い息
ピーピー薬缶沸き返る音
雲割れて月埠々と海照らす

古里自慢尽きぬ新米

ナゥ草の紫ふはりふはりと垣根越え
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十三夜せつせつお茶事始むらん

噴井より水引き込みし勝手口
今朝一つ採る初生りの茄子
ワ校庭のラジオ体操よく揃ひ
旧姓呼ばれどきり振り向く

士蔵の中はお宝の山

媚の腕に派手なミサンガ
待ち兼ねし金環蝕に昂りて

花の上に復元成りし天主閣

儘即

千

裕

孤立無援の部屋で出産

桂

意外にも焼け木杭に火が付いて

除染の集む村を視察す

民

避難所に歌声高く響きたる

千

秤雄一什庄蓉軌朋十葺朋雷︵文音︶

遠くに光る春の川波

スヵイッリーに懸る寒月

寂莫と迷ひただよふ雪ぼたる

裕

鑑即

莫高窟の仏あまたに

民

桂

はじめての空路の旅の超安値

誰も見えねど揺るるふらここ

花盛り浮世の塵を払ひたる

裕節千民桂裕節干民桂裕節千民桂裕節千

八東京・かびれ連句会ｌその四Ｖ

半歌仙﹃山葵咲く﹄

山葵咲く水の息づく山の奥
河鹿笛聞き憩ふひととき

兄弟は学習塾へ急ぐらん

大竹多可志捌
大竹多可志

石井斐子
伊香渚
〃

片野弥恵

渚

″

々夕

まんまるの月に狸が踊り出て
焼栗ひとつ先づは剥きたる
ゥ色烏をそっと見守るうしろ影

斐

布の手提げの使ひ良ささう

ホームステイの卓にシャンパン

斐

渚

ルージュ濃くローマの恋に燃えに燃え

国会の解散せまる自民党
運動靴が垣に干されて

渚

弥

″

″

冬月に真向ひて押す車椅子

斐

多

弥

一反木綿寒さぶるぶる

熾悔の言葉嘘とまことと

温泉が突如噴き出す駅の裏
ペットショップに鰐を見に行く

満開の花を震はす大太鼓
丹塗りの橋は陽炎の中

平成二十四年七月十四日首

︵於・日立市大久保交流センター︶

平成二十四年十一月十九日尾
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八東京・其角座ｖ

笠置俳譜

歌仙
﹃ゆうだちや﹄
土屋実郎捌

源桃子

土屋実郎

其角翁

たちまちおこる四囲の遠雷

ゆうだちゃたをみめぐりのかみならば
ブロンズの獅子をあきつの過ぎるらん

ソバージュヘアーイレブンの群れ諸江昭旦

ナォ遡る船は霞の中にあり良子
＊

マッコリ囲みはしやぐ女子会なほ

安曇野に何故かカップル道祖神ちかひ

つたえ

豚を飼う人の話のをかしくて貴夫
コーラン流れアラビアの朝龍一

古し代の伝説に倣う蝉時雨宮司宮木翔

チラシ冠って白雨しのげる明水
高下駄で比叡の山々修行する左京

︵於・三囲神社境内︶

＊アルカンシエール⁝フランス語の虹
＊マッコリ⁝朝鮮の酒

＊美登利⁝﹁たけくらべ﹂のヒロイン

平成二十四年九月九日首尾

詩人なりさすが発句に花と鬼貴夫
レガッタクルーオール高々執筆

どんとはれてふ婆の口癖良子

わね
調子良いこ声
音の詐欺に御用心明郎

ナゥ福島の琉珀の新酒酌み合って善一
笠置連句に木の実降る降る紀本直幸

こら

歯痛堪えて頬抓りたる貴夫

ブンガワンソロ障子貼りつつ白石一有

眠る猫琴に耳立て月浴びて高山英子

酔芙蓉咲く蔭に憩える

大内善一

桜田野老
渡辺憲和
本屋良子

松澤龍一

前田明水
伊藤哲子
竹村左京
二上貴夫
島田小鞠
西川なほ

善一
安楽明郎
童ンシト守ベン｜ンＩク
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移り行く月に向かひてハーモニカ

きりりとひかる少年の眉

＊

鈴木ちかひ

ゥ飛行船スカイッリーの上を航く

木漏れ日揺るるお社の庭

久に会ふ幼馴染の薄化粧
混浴風呂の入り口は別

青僧の凛凛しき瞳美登利恋

鉛筆削る凍て空の下

月寒く未完となりし漢詩集
酪駝の瘤に揺られ揺られて

天幕の中に臨時の切手売り
ワープロマウス機嫌良からず

夢かとぞ一期一会の花吹雪
＊

アルカンシエール聖堂の春

汪

八堺・きさらぎ連句会ｖ

歌仙﹃フェニックス﹄

コーラス響く街に門松

はばをきかせる猫のご隠居
まるい夢見ようと月の露天風呂

小池正博捌

ナォ倦怠を呑む三月のシュレッダー
あいやしばらく待てよその太刀

清盛の母は誰かと問うなかれ

火種抱えて白拍子泣く

首を絞め合っているよな夫婦岩

ああそれなのにああそれなのに

糸瓜の水をためる竹筒

フォーティエイト歌にダンスに

ぬいぐるみどこまでついてくるのかな

淋しい方の改札が良い

卵焼き甘味塩味ひかえてね

三日月に想い流れて同窓会

初空や翼広げるフェニックス
松永直子
小池正博
伊藤馨
内山尚美
渡辺廣之
宮地昌代

ナゥ秋麗言葉と遊ぶひとり酒

終電はない後悔もない

処女作のタイトルばかり思い付く

吊り広告に目を奪われて

去年よりも今年の花の色勝る

︵於・アウィーナ大阪︶

眠りの精の覚める春暁

平成二十四年一月九日首尾

−88−

呼び慣れた古い地名で通じ合い

訪れた庭萩こぼれ散る

尚美
正博

清水昭治

正博
昌代
直子

馨

直子
尚美
廣之
昌代

馨

ゥ菊枕縫う指先に香の染みて
似合っていると鏡ささやく
トンネル抜けて進む機関車

好きだから助けてなんかほしくない

どじょう鍋でもつつくとするか

煙に巻くことも外交北の国

ドイツ語で書く恐い病名

夏山の彼方に淡く昼の月
参禅をすれば旧友めぐりあい

霞たなびく福島の里

恩師の噂あれこれと聞く
城趾の花に誘われ花に酔う

直昌直正昭尚昭昌正廣昭廣尚正直廣
馨
馨
子代子博治美治代博之治之美博子之

八松山・如月連句会ｖ

半歌仙﹃銀輪﹄
銀輪は風を弾きて麦の秋
五月幟に家紋くっきり
駅前のアンテナショップ賑ひて
メール打つ間も歩み止めざる

忘れ団扇に戯れる猫

暮れなづむ端山に既望にほひたち

友がみやげに酒提げて来る

名本敦子捌

中田くに子

名本敦子
鎌田清隆
堀元みえ

みえ

高木じゅん

敦

じゅん

みえ
くに

ゥ漸寒の漱石先生ひじ枕
妻の写真はいつもほほゑみ

面白きアラブ滞在苦労證

みえ

情

葛湯吹き吹き月の出を待ち

じゅん

帰りたい遣らずの雨で帰れない

スカイッリーに長き行列

あれこれと子に夢託し春着縫ふ

みえ
くに

じゅん

敦

清

神主の声厳かに開所式

舌つたらずに巣立ち烏鳴く

焙じ茶の香になごむ連衆
松葉杖ころがってゐる花筵

平成二十四年四月二十五日首
平成二十四年五月二十三日尾

︵於

松山市民会館︶
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ハ横浜・樹の会ｖ

御用邸前の海鵜や小晦日
坂田酔

藤井弘

土屋実

歌仙﹃小晦日﹂

八つ手ひっそり咲ける薮影

土屋実郎捌

スケートのフィギュアー男女金獲って
三浦幸

藤英

真直ぐ昇る島の噴煙

ナォ人界はもう飽き飽きと畦を塗る

観光客の並ぶ湯豆腐

目印は寺の大屋根陽に映えて

炉話やがて口説き文句に

木守りをカップル雀ついばんで

清めの酒に気嫌よるしき

道行の相合傘に屋号飛び

民意聞かずに民主遠のく

ポマードで﹁ワイルドだろう﹂吾も亦

さめざめと仰ぐは二十六夜月

翁媚の祝う豊作

縄張りはずれ集うイケメン

ナゥ冬仕度オペラ見に行く未亡人

赤い風船一つ買うたり

携帯に恋人の顔写メールし

正倉院の春の展覧

歌え舞え花燗漫に如くはなし

︵於・横須賀市秋谷藤井邸︶

平成二十四年十二月三十日首尾
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ハーブを摘んでステーキに添え

名月に犬の軒の高らかに

六大関で盛る秋場所

ゥ文化の日賞を狙って筆を持つ

お稽古帰り皆で珈琲

テーブルの下を泳ぐや大きな掌

許嫁今なったばっかり

雨垂れの心のどこか疑心ある

祭聯子の流る山里

パラソルの白き残照月白し

大盤将棋岡目八目

陶摸もあり油断めさるな置引も

箪笥預金は利息つかいぞ
訪問着花の香りを持ち込んで
エイプリルフール編し編され

幸彦弘郎樹幸彦弘郎樹彦幸郎弘子彦美郎

弘郎樹幸彦弘郎樹幸彦弘郎樹幸彦弘郎樹

八川口・くさくきｌその一Ｖ

歌仙﹃汗一斗﹄
汗一斗酒は三斗の館かな
川開きとて上がる歓声
大いなる橋を鴎がついと抜け
うすむらさきに淡き向つ嶺
月今宵路地もくまなく照らされて

鋏片手に懸崖の菊

ゥ鈴虫に亡き父偲ぶ刻もあり
末に生まれておきゃんお転婆

恋多き女なれどもみのらずに

出雲の神に拾われた貝

河豚鍋にとつとつ語る爺の背ナ

覗きし月は凧に痩せ

カーナビに思わぬ方へ導かれ

機械音痴の仕様書が欲し
翻訳にハングル文字の苦労して

やっと完成薄き卒論

花の下青雲の志を眉にのせ
蝶をめざして跳ね上がる鯉

小川廣男捌

小川廣男
永見徳代
三笑亭笑三

民話たずねて重きデンスヶ
巡業の役者の化粧おぞましく

ナォトンネルを抜け釜飯を小さき旅

ゆきえ

水着姿にどっきりとして

蛍火に想い託したのは昔

︵於・永見邸︶

マサ子

廣男
徳代
佳子
伸子
直道
笑三

純

ゆきえ

弘子

マサ子

廣男
徳代
笑三
佳子
伸子
直道

色即是空住職の身は

減反に貸農園の増えること

納屋はガレージ軽トラを置き
ランナーの脚たくましく大通り
風が行き交い子等が手を振る

月高く附属病院多き街

束浦佳子
小谷伸子

磯直道

ＪＡＺＺ流れきて深みゆく秋
ナゥ興にのり忘れ団扇に書く戯絵

平成二十四年七月二十九日首尾

今日は明るくうららうららと

スカイッリーに帰りゆく鳥
この人出のんで歌って花万朶

野放図に若者の夢不暹にも

汐の香寄せて海は広々

磯マサ子
小島弘子
渡辺ゆきえ

廣男
徳代
笑三
佳子
伸子
直道
マサ子

永見純

弘子
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八川口・くさくきｌその二Ｖ

歌仙﹃潮の目は﹄
三陸への旅

付廻し

広がっている養殖のブイ

ナォ四月尽ひたに祈れる被災の地

早寝早起文武両道

経営は父の理念を引き継ぎて

男女のしきりはずさん

行く行くは次の五輪を目指すべく

小川理太郎

伊野ロ仁一

福田太ろを

守口薫

とし子

仁一

伸子
常子

磯直道

昂ぶる音に昇りくる月

ビールを飲める君の喉見し

羅に秘めし想いは隠し得ず

潮の目は静かな秋をへだてけり
大内善一

治子
君子

東浦佳子

道草してる子等が数名

団塊世代趣味に励みて

太ろを

暖かな縁眠る嬰児

悠子

喜代子

孝枝
光江

当？︑函え

薫

月皓と笹蒲工場忙しく

道子

彼方の空に舞える蜜蜂

︵於・諏粋川吋雍妙噸洋︶

平成二十四年八月二十四日首
平成二十四年八月二十五日尾

みどりご

花満ちてひっそり建てる四阿に

芭蕉と曾良の銅像の立ち
事務局の隠れ功績認められ

知らぬふりして渡りゆく烏
ナゥ爽やかに鳥居望める日和山

拓けゆく公園なくてビオトープ

蔦紅葉青き桧にからまりて

毛糸の玉を傍らに置き

かあさんが窓の内から呼んでいる

人前なれど強く抱き合い

ワ時雨きて五百羅漢は眉箪め

安藤君子
岡村和可
佐藤澄江
岩垂道子
渡邊常子
村上孝枝

とんび輪を描く奥の細道

清きう︑蕊え

大粒のダイヤ巻き上げさようなら

小谷伸子
渡辺ハツエ

穂の先の切れし小筆の捨てられて

屋敷の跡に茂る雑草

佐野とし子

ビルの谷間に車往来

炎昼の名残に月の光ゲ赤く

佐藤治子
小川悠子
長瀬光江

町会のきびし防犯取締り
川を隔ててショパンきこえる

長濱喜代子
佐渡谷ふみ子

花三分植樹の宴にほのと酔い

通院の足ゆれる陽炎
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八川口．くさくきＩその三Ｖ

歌仙﹁江戸切子﹂

涼しき風の通る濡縁

江戸切子透かせて冷酒干しにけり

百年の記念の社史を上梓して

水の香ほのと大河悠々
天空の軌道違わず月今宵
夜学教師の板書する式
展示場にはベンッアウディ

ゥ﹁ な で し こ ﹂ に 国 民 栄 誉 爽 や か に

て
晩おく生
の男慣らす楽しみ

ウエディングドレスの君を乗せる夢

鎌の三日月かかる枯枝

猟犬の先たちて行く山の径

瑞

澄

美

ナォ若駒の駈けぬけてゆく広き原

就活終えて婚活の孫

澄

顔よりも頭のよきが好きと言い

奇才天才平賀源内

美

磯直道捌

來竹桃の赤くもえたち

服部早苗

ナゥ画架立てて日曜画家は秋惜しみ

高佳子

早

東佳子

美

〃

″

伸びし寿命に下がる年金

瑞

磯直道

生涯に一度は豪華船の旅

澄

美

母に声掛けられた夢昼寝覚め
永見徳代
高山佳子
東浦佳子

にわか仕込みでダンケ・メルシー

また増えし烏の群れは電線に

高佳子

ヴェネチアングラスに月の光ゲ映えて
〃

形見の品のパイプくゆらし

早

銀杏黄葉の美しき径

嘆きつも昭和一桁意気旺ん

高佳子

″

故郷の山河遠く霞める

舟木美代子

佐藤澄江

此処よりは急な石段花の古都

章ロ

高佳子
東佳子

︵於・北沢タウンホール︶

平成二十四年十月二十一日尾

平成二十四年五月二十日首

目借時なる昼の静けさ

長濱喜代子

″

美

永雄瑞子

イタ

はるばると湯治の宿で傷癒し
語尾をはしょって痛と若者

座禅組み般若心経読む修業

一塁ロ

澄

東佳子

つい大ぶりに作る草餅

何時の間にやら上がりたる雨
花の下見習いの巫女さざめきて
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八川口・少くさ〃くきｌその四Ｖ

﹃江戸風鈴﹄
磯直道捌

磯直道

伸

永見徳代
小谷伸子
廣田節子

江戸風鈴鳴るや多彩な画の動き

コーヒーの香に誘われる頃

伸

岩垂道子

道

捧即

道

徳

ひやひや波に映る舟の灯

戻り来て又すぐに湧く旅心

徳

大内善一

道

伸

ハ

渡辺ハツヱ

淡雪なれば傘もささずに

徳

花ふふみ四季を豊かに廻らせて

拍車をかけるサイレンの音
朝礼の時間迫りて落ち着かず

夜の地震あわせて飛びだす竃猫

そぞろ神瞳く寒月の窓

抱擁を誰かにじろり睨まれて
ごみ出しの日は鴉たむろし

顔をしかめて嫁も同じよ

ゥ塩害の田は不作田と言うべきか

易断の道具小脇に帰りきて
友あれば今宵の月のいやまるく

軒を連ねし路地の朝顔

仙

小袖振りいる野遊びの人

色即是空老いの恋果て

ナォ凛然と古都の堂塔そびえ立ち

サプリメントに頼る明け暮れ

密やかに逢瀬重ねて幾年も

薄徽生えるお宝の軸

ひれもすをしとぴっちゃんと戻り梅雨

ねかせつづけて株価暴落

勿体をつけて取り出す酒の瓶

主役素面で木偶を操り

黙阿弥は誰のことかと尋ねられ

月利鎌生き様もまた一徹に

どこからとなく響く虫の音
ナゥ新豆腐そっと掬いて鍋の中
遠くにありて偲ぶふるさと

防災のハザードマップ配られて

お玉杓子は右往左往し
ぬ

隠れ沼を埋め明るき飛花落花
写真におさめ春を惜しめり

小
川

廣

︵於・北沢タウンホール︶

平 成 二 十 四 年 五 月 二十日首
平成二十四年十月 一十一日尾
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歌

ハ伸ハ伸徳道節徳善伸男〃伸道伸徳道ハ

磯直道捌
堤 柳 U I 森 吉 廣 渡 磯

康ハ秀ハ柳絹外瑛康外節柳絹節ハ直

八川口︒／＼さノ︑きＩその五Ｖ

歌仙﹃胡瓜操み﹄

涼風渡る海沿いの家

晩酌の刻はまだなり胡瓜操み

爺と孫声を揃えて歌うらん

引率教師すごいイケメン

首かざりして売られゆくベコ
天蓋に一人おわすはお月さま
ほろりほろりとこぼる草の実
ゥ宮相撲少年の部で勝ちすすみ

ヒルズの夜明け誰も居なくて

一途なる私構わず彼不倫
同窓会久し振りとてハシゴ酒

しんかんとして冴えわたる月

ナォみちのくの人は寡黙に耕せる

高速道路しばし渋滞

ラジオから流れる曲にいやされて

２ＤＫもマンションのうち

愛の巣は妻の好みの色揃え
ようやく叶う長過ぎた恋

軽鴨の親子は水面すいすいと
青葉したたる街のオアシス

健診で予想もしない再検査

コンピューターもたまにミスする

今日の月雲の行き来に陰らいて

たかぶり吠える初猟の犬

ナゥ萩芒道なき道にあふれいて

父母想う郷の思い出

これからは余生楽しく未知の旅

そこかしこにて場雲雀鳴き

十四年五月十二日首
十四年十一月十日尾

︵於

花吹雪入学式の帰り道
真近に迫る笑う山山

平成一
平成一

ハ 秀 外 柳 瑛 外 ハ 康 外 ハ 外 絹 外 ハ

蒲田医師会館︶
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ツ

ツ

ツ

ツ

ツ
ツ
ツ
登

継ぐひとのなき漆芸の道
干柿の軒にぎわいて村豐か

テレビ画面に地震速報

飼いネコが腹が減ったとにじり寄り

雨にも負けず啄木忌とて

遅咲きの花はようやく開き始め

野 田 村 1 1 」 田 辺

森 星

弘ヱ夫ヱ子子男子弘〃男子子子子ヱ道

ヱ夫男登子子男ヱ弘男〃〃ヱ男子男〃ヱ

八川口・ノ＼さ／︑き その六Ｖ

歌仙﹁焼酎
磯直道捌

ホコテンなれど裏にお社

ナォ草餅のほのかな香り愛でて食べ

忘られぬ婚家に置いてきし吾が子

マクドナルドの匂いぷんぷん

街行けば信号待ちの交差点

惚れて一緒になって地獄に
蝉の声ふととぎれたる昼下り
汗流しつつリハビリをして

長濱喜代子

磯直道
佐渡谷ふみ子

焼酎の品定めかな旅一夜
涼しき風に気分くつろぎ
仁杉とよ
岩本千代

梅主ともえ

ボタンと落ちし庭の柿の実

すわ地震グラグラ揺れる窓の月

共稼ぎ増えて男女は同権と

直
圭呈ｐ

ふ
と〃も津え

とよ
︑︑︑

千
治

直
一塁ロ

と と と と
も
も

︵於・北沢タウンホール︶

平成二十四年十一月十四日尾

平成二十四年七月十一日首

とど

刻を止める春愁の雲

暮れかぬる中独り酌みつつ
鎮魂の鐘のひびきに散れる花

名ばかりの管理職にと告げられて

単身赴任癒すウクレレ

ナゥやや寒くぽつりぽつりと雨の降り

つんどく本の整理さっぱり

瀧ミサ

煙々と辺りを照らす望の月

耳をすませば虫の声々

静かに暮れたひと日嬉しく

書きかけの学位論文卓の上
予定ぎっしり妻のメモ帳
好きだからかしづくことの楽しくて

下弦の月の冴える早朝

佐藤治子

ゥ掃苔に語らいかけて水そそぎ

廃校となる山の学校

手をつなぎ子供等幹をめぐらして

ｰ

駅を出る列車の屋根の厚い雪
眠気覚ましに畷るコーヒー

塀の上窺う猫と目が合いし
川の流れのゆるく清らか

今まさに河津桜の花開き

細い古道ゆるる陽炎

−96−

の

ふ喜直治ミ千よえふ喜直治ミ千よえふ喜

八川口・ノ＼さ／︑きＩその七Ｖ

歌仙﹃秋の風﹄
磯直道捌
伊野口仁一

ナォ春なれど政局いまだ晴れやらず

思案投げ首相撲協会

デパ地下でやっと見つけた新素材

今日の散歩はこれでお手柄

碧空の雪富士厳と父のごと

宮崎宏一

病床の脇にアルバム積まれたる

社内慰安の去年の思い出

マフラーの女シャッターを切り
やさしさが取柄の彼にふと惹かれ

林田越子

時のかげりに猫も寄り添い

清斗さノ︑遥え

渚につづく潮騒の町

佐野とし子

退職の身にひとしおや秋の風
月見酒とてよよと酔いたる

自転車を習う子補助器未だとれず

瀧麻里

ナゥ故里の味は自慢のきのこ汁
祖母の年忌にうから揃いて

美しき上がり枢の木目古り

幻となり白蝶の舞い

二什皿粋十コ朋什甲南︵文音︶

校門の記念の花も綻びし
いよよ旅立つ初虹の空

秤
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白壁の蔵にコスモスよく似合い

兎ののぞく小さき公園

渡辺美於

越
と

美

停電の街に折りしも昇る月
瓦礫の下ですがれ虫鳴き

ゥお社の灯りの細き神の留守

笠井貴志恵

磯直道

朱塗りの橋を映す川の面
おなじみのデートコースと名の高く

き

仁

待てど暮らせど女人来たらず
ねじ回しそびれし時計遅れがち

麻

宏

蚊取り線香ゆるり匂いて
満天の星きらきらと夏の月
夢語り合うアスリート達
ＩＴの技術も助け舟となり

仕事忘れて憩う湯治場

貴
直

燗漫の花は霞にとけ入りつ

四方より寄する高き噂

執

筆直美麻と越宏き仁直貴美麻と越宏き仁

ハ埼玉・くさくき川口支部ｖ

歌仙﹃連句碑を﹄

汗を拭きつつ憩う四阿

連句碑をつつむ青葉の濃かりけり

磯直道捌

新机節子
三井佐恵
田村昌江

稲川久見子

磯直道

雲がきれ光りさしこむ三日の月

直

車にて豆腐売る笛懐かしぐ

糸瓜ぶらりと影を落せる

久

ナォ地球儀を廻し夢見る春の旅
木彫の熊はだいぶふるびて

宿題のスケッチ孫は描きあげし

ず
葭よし管
張りなる氷屋の旗

部活の友の声が外から
村人の幸を見守る道祖神

もくもくと入道雲は波に乗り

ととき
震災の地を想う一ひ刻
検診の結果上上口笛を
親子程の差再婚の妻

１︐Ｋに鈴虫の鳴く

満月に次々浮かぶ愛の過去

西望の軸箱に収めて

ナゥ仏壇の掃除終りて秋彼岸

長閑な海は永久に変らず

アルバムを開きて戻る若き日々

百噸りもいつか遠のく

ひらひらと赤い毛蔑花の散る

呼雌一一辻一粋十一司即一十弐即闇︵文音︶
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愛猫の耳ピクと動きて

ゥ会議果てて気楽に交す菊の酒

日日

儘即

佐

寡黙な人のなめらかな口

向う嶺の雲足早く俄雨

地デジ対策もうすみました？

直
久

次々とエコ商品にとりかえて

月影淡く酷寒のビル

佐

排即

久

直

日日

妹即

後期高齢いまだ豐礫

ガード下人待ち顔の夜鳴蕎麦

ぱったりと初恋の彼街の角

わらぶき屋根に暖かき雨

昔と同じ髪のウェーブ
古里の友より届く花便り

久昌佐節久直昌佐節久直昌佐節久直昌佑

八北九州・くさくき北九州支部ｌその一Ｖ

歌仙﹃立夏かな﹄
渡邉常子捌

滝の千筋に揺れる吊橋
梁井和

三群玲

波迅常

薄茶香れぱ心豊かに

水のこゑ木のこゑ川方に立夏かな

趣味展にお国訓りの飛び交いて
佐藤鈴

濡れ縁近く鳴ける鈴虫

賜場美

子連れバッイチ相性もよく

ナォ暮れかぬるグランドゴルフ楽しみて

ひとりつぶやく泣菫の詩

今日も又対の上着でショッピング

短夜の夢摸にとらるる

奪衣婆に三途の川で見詰られ

母子揃って混みし図書館

省エネで冷房きかぬ仮設部屋

海苔のお握り草加煎餅

不手際なパソコン操作メガリーク

観月の支度早ばや調えて
遙かにのぞむ櫓田の里

団地住いに絆深まり

ナゥ終活の断捨離おもい鰯引く

雨も上がりてうららかな日々

赤札で求めた戸棚値打ちもの

蝸叫群がりて午後のひと刻

城跡に花吹雪舞い華やげる

平成二十四年八月二十三日首

執

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成二十四年十一月二十二日尾
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月昇りしかと稜線写すらん
ゥ冷まじくさい銭狙うこそ泥棒

カチンコ弾みロケは快調
胸の炎をおさえ別れの手を握り
キャリアの妻と暮らす気後れ

たち並ぶ高層ビルは新名所

雛合集散政界の怪

枯野月光ゲ真っ直ぐに伸び

古びたる自転車漕ぐも東ての中
更け行きて孤独となりし辻地蔵

病も癒えて気分爽快

溢れ咲く花のトンネル愛でる旅

茶摘みの唄が風に乗り来る

和玲穂玲鈴常和〃常和鈴常玲和子子子子

筆美〃鈴〃和〃玲〃常美和美常鈴美和常

八北九州・くさくき北九州支部ｌその二Ｖ

歌仙﹃飛烏三山﹄

青き踏むや飛鳥三山目交いに

大江加代子捌
大江加代子

安

山口安子
濱崎琴代

風のそよぎに舞いし白蝶
麗日に明日の遠出を子等はしゃぎ

琴

加
″

ナォ箱膳に朱塗の椀の蜆汁
ひねもすのたり打返す波

憧れのテーマパークを夢みつつ
空薫きの香のいずこともなく

寒の鷺己が影に沈思黙考

軒場の雪がどさと落ちくる
呼び鈴を押しては辺り窺いて

不貞の恋にかわす密約

許されぬ女と思えど深い仲

下弦の月に修す父の忌
在祭粋な法被で勇ましく
加

後ずさりして子犬逃げだし

ダイエットバランスボール右左

野球場では固き円陣

配り終えたる有りの実のⅢ
ナゥ朝夕はちぴた箒で掃き清め
安

花大樹児島高徳呼びたしや

琴

にっこりと物言いかけて軟派する

琴
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ピアノの曲の洩れてくる窓

芒原中天の月澄みわたり
置き忘れたる古き虫籠
ゥ旅の荷を解けば爽やか船の中

惚れてしまえば痘痕笑窪で

稲田節子

気随気儘の遊びぐせつき
炭鉱のシンボル・ボタの尖り失せ

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成二十四年十一月二十二日尾

平成二十四年八月二十三日首

昔を偲ぶ曲水の宴

残る長屋に茂る十薬

安
加

猫化けて冷酒岬れば月濁り

″

妹即

眠り続ける高熱の祖母

安

長政子

路地裏の辻を曲がれば不動尊
郵便ポストひっそりと立ち
咲き初めし花のトンネルどこまでも

野面いっぱい炎えるかげろい

執

筆琴加琴安節政琴加節安加琴節〃安加琴

八北九州・くさくき北九州支部ｌその三Ｖ

﹃鷺一羽﹄
佐藤ゑつ子捌

ナォ啄木忌古き詩集を読み返し
はかなく消えし若き日の恋

エゴ製品のよく売れる店

慎重に合コンすれど決められず

中年太り隠す重ね着

懐しきジャズの流れる裏通り

味わうお茶の香り膨よか

春近く再生医療期待して

佐藤ゑつ子
楠本美智子

職を退き趣味の生き甲斐

イーゼルの油絵どれも未完成

村上孝枝
満

孝

太極拳にはまる毎日

土師満智子

ビル風強く落葉舞いつつ

ゑ

孝

孝

︵於・北九州市立貴船市民センター︶

平成二十四年十一月二十二日尾

平成二十四年八月二十三日首

夢は大きくかかる初虹

花万朶記念写真を撮りあいて

遍路の鈴に和む胸いち

ナゥ庭先で蟷螂鎌を振りかざし

推敲のペン止る漸寒

月今宵宇宙センター住み心地

ゥ雪吊りの縄目の美しき旅の宿
湯上りの肌寄せるカップル

銘水のペットボトルを持ち歩き

遙か彼方に海の輝き
勘れたる領土問題右左

満

孝

美

ふと見あぐれば涼し半月

ゑ

孝
美

〃

部屋の灯を少し絞りて

亡き父の手捻り盃で酌む地酒
洛北の大樹の花のほつほつと

鉦太鼓祇園祭の練習に

坐るベンチは塗りたてのビラ

ゑ

ハードルを下げて結婚決意する

満

日課となりしブログ書き込み
愛犬の自慢ぱなしはきりもなく

衣被大鍋のまま運び来て

鷺一羽翔ちて刈田の陽を乱す
名残の月を待ちわびる子等

仙

雲の流るるうららかな刻
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歌

〃満ゑ孝美ゑ満美〃孝満孝満美ゑ孝満美

八北九州・くさくき北九州支部ｌその四Ｖ

歌仙﹃芝桜﹄
芝桜流るる雲を染めおりぬ

ナォ小流れのお玉杓子の黒い陣

ぼす猫狙う昼の一刻

祖母の残した蔵のお宝

草陰に隠れん坊した思い出ょ
松田干佐代捌

河豚鍋に集う同胞賑やかに
筋骨凛凛しラグビーの君

憧れの旅をネットで検索し

言われてみれば迷うじゃないか

愛してる死ぬほど好きよほんとうょ

松田千佐代

千

守川薫
肢渡雪路

湯煙の立つ暖かき里

軽トラックの過ぎ去りてゆく

どこからか茶摘の唄の聞こえきて

芋田楽の焼き上がるころ

後の月眼光凄い鬼瓦

黒い鞄に冑腸薬つめ
薫

ナゥカラオケのお誘い受けし敬老日

雪

千

ひときわ高く舞いあがる蝶

昼気楼浮くはるか沖合い
並木路の港の花は八分咲き

早とちり賞品出ると思い込み

和気あいあいと笑顔ほころび

薫

千

︵於・北九州市立市民センター︶

平成二十四年八Ⅱ二十三Ⅱ首
平成二十四年十月二十五日尾
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山の端にのっと顔出す望の月

娘年頃男性の影

手づかみしたる簗の落鮎
ワ猿酒は母の自慢よ客迎え

薫

幸ヨ

文烏逃げて揺れる烏籠

千

噂では彼には妻子いるらしく
ロンドンのオリンピックの夢のあと

薫

幸ヨ

清掃で修行三味する夏行
美しき眉月風の涼しく

城戸雅康

ビルの谷間に紙吹雪ちる

新党出来てまたも大変

薫

安倍晋三逃がしてなるか首相の座

千

幸ヨ

森の産土かかる初虹

花満ちて向かう連句の除幕式

雪雅薫雅千〃薫〃雪薫雅千薫雪〃雅千雪

八松山︐草笛句会ｖ

半歌仙﹃山法師﹄

キャンプうれしき子らの歓声

山法師雲と遊んでゐるやうな

靴下の穴不器用に繕ひて
鶏小屋に犬がねそべる
水平線離れぽつかり望の月
自然薯分ける隣づきあひ
ゥ虫の音をＢＧＭに酒を酌み
濃く染みつける彼の移り香
去りゆける又の逢瀬を願ひつつ
スポーツカーの吐ける排ガス

名本敦子捌

名本敦子
平井繁樹
立花千代満

千

松崎伸夫
山岡良春
繁
良

門田真由美

高木幸恵

千

幸

敦

千

真

繁

伸

人間の鯖りに地球熱を出し
凍月ぴたと空に張りつき

幸

貧乏神の患いて離れず

咳一つこぼし芭蕉は枯野行く

天井裏に古き長櫃

アルルにて画友と競ふ若き日々

風吹けば風のまにまに花筏
鍬をふるへば士の匂へる

平成二十四年六月三十日首尾

︵於・松山市民会館︶

−103−

眸

八松山・與聖寺連句会ｖ

玲 カ セ 郁 西

岡本眸捌

井

歌仙﹃生きざまに﹄

生きざまに疑問符つけし秋灯下

仰げる窓に月光の彩

木の実降る音はいつしか譜となりて

つぎの一手に腕を組む父
何代も続くよろづ屋繁盛し

白き目高の遊ぶ水甕

ゥ烏瓜咲く道辿りひもろぎに

平家の青と称し言ひ寄る
度を越せば愛はうるさいストーカー

シャンプーなんて猫は迷惑
税金は増えて年金減るばかり
今日はすき家で明日は吉野家
弦月は東てて我が身を射すごとく

砕氷船に偲ぶ故郷

過疎になり苔むして立つ廃校碑

ささやき乍ら吹ける微風
杖収め気は晴れ晴れと花の苑

胡蝶の止まる友禅の肩

ハンドバッグはブランドの品

ナォ誘はれし都踊を楽しみに

嫉妬するのは好きといふ事

還暦を迎へし母は溌測と

恋病なんて新たな恋で癒え
抱け︑ぱ彦む汗も愛ほし

湖に浮かぶボートの揺れ止まず

色鮮やかなインカ織物

ＴＰＰの参加是か非か
ドル安が経済界を脅かす

急ぐ家路に鴎の高鳴き

天空の遥かな尾根に望の月

飾る油絵少し傾く

ナゥやじるくえ作る団栗並べる子

絆大事に夢を育む

アイパット首を捻りてマスターし

だき
空そら薫
の香に笑まふ佐保姫

花に酌み時を忘れるクラス会

平成二十三年十二月九日首
平成二十四年一月十三日尾

執

︵於・川嶋邸︶
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岡
本
大
月
紀
伊
川
嶋
ノ
口
荻
山

眸玲郁幸西眸七西郁七力眸西子重子女

筆郁玲眸郁玲眸郁玲眸玲力郁玲眸力玲郁

ハ豊田・ころも連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃逢瀬かな﹄
山寺辰巳＆矢崎藍捌
小布施とは逢瀬にちなむと伝えたるもなつかしく

ＩＴ工場部品流れる

ナォ耕しは隅から隅まで念入りに

はだかる奴は敵か味方か

バーチャルの迷路にはまる次男坊

昼寝の夢がまた後をひく

しようもない政局がらみの消費税

羽黒蜻蛉が水面かすめる

鴻山の妖怪踊る団扇なり

てのひらに青い林檎の逢瀬かな矢崎藍

君待ちわびし風薫る町山寺辰巳

お百度の小町娘はひたむきに

鴨の子の列をなしたる信号に栗原たけと
キャンバス立てしままのキッチン間瀬芙美

高速道おりればそこが栗の径

新蕎麦ならば盛りは三枚

下校の子等はホップステップ

航海士動かぬ土を踏む安堵
五輪の旗に風のやわらか

燗漫の花老若を包みこみ
香魚の上りし故郷の川

︵於・小布施公民館︶

平成二十四年六月二十八日首尾

ころも連句会より六名が懸案の小布施訪問︒長野の﹁まなとも連句
会﹂と合同で歌仙を巻く︑まなともの皆さんの厚いおもてなしに触
れ︑一同感激の三日間を過ごす︒
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輪廻の果ての恋の月明

やりかけの仕事を残し真夜の月深津明子
がちゃがちゃ鳴いて輪唱となる伊朧良重

ナゥフルートのミニコンサート猫も聰き

ゥ白壁のゲストハウスの秋深み稲垣渥子

女あるじは西へ東へ栗原良子

命がけ守りたき人見つけたり板倉合

別姓なれど鍵はひとつで渥

押入れにお茶とお花のお免状重
すれちがいしは座敷わらしか明

数え日の復興会議のぞく月と

熱々ですと届く鍋焼良

へルパーと笑いころげる白寿にて渥

インドネシア語かなり堪能藍

氷河期の象の噂も花見酒合
まなとも句会春の合宿良

良辰明重渥芙と合藍渥芙と辰芙藍明重と

谷本守枝捌

合 み

敏慶と守

女合と守慶合慶女と守慶合と女子子枝

ハ豊川・ころも連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃蚊帳の中﹄

水着大小並ぶ物干し

ごろ寝して母取り合ひし蚊帳の中

ペァールックの犬のお散歩

ゆるやかに町営バスの発車して

喫茶店には芙蓉活けられ

ナォ酒旨し畳鰯を肴とし

雨を見ながら喜寿と卒寿が
平成によくぞ女と生まれたる
男ありけりイクメンと云ふ

かき氷赤いシロップ沁み込んで

縁台将棋雪隠詰めに

原発の先延ばしする後始末

好きだ好きだはもう聞き飽きた

情熱もオーバーヒートの三年目

﹁カフェコンセル﹂はマネの名作

夕月夜帽子に揺れる羽飾り

鬼灯鳴らす少年の夢

ナゥ囮篭餅をたっぷり皿に入れ

中古新品ネツト販売

道端の戸板に並ぶ春野菜
独り立ちする風光る街

合唱の声吸はれゆく花の空
蜜蜂たちの旅も終わりに

︵於・豊田市青少年センター︶

平成二十四年七月二十四日首尾

−106−

オカリナの音色さやけく昼の月
ゥいちじくの厚い羊葵お気に召し

天の細女のふくよかな笑み

君の好みに僕は変身

千丈の髪まつはりて手枕に
ハンガーまるめカラス巣作り

オスプレー海上渡り岩国へ

哀史ののこる村に野兎

山里に月照らしをり木守柿
川はさらさらよどみなく行く

着る物に執心なくて一生過ぎ
水源の花の並木に句碑ありて

仔猫だらけの先生の家

板 繁 巾 近 谷
倉 原 川 藤 本

慶女守と合慶守合女〃と合慶と〃慶女合

ハ豊田ころも連句会ｌその三Ｖ

二十韻﹃初懐紙﹄

キャンパスや猫も烏も初懐紙

石川葵捌

藍

矢崎藍
石川桃里
石川葵
深津明子
富田八穂

勤勉実直それが取柄で

時刻表通りの電車飛び乗って

ナゥ案内を乞う声ひびく名跡寺

夕暮れ刻は亀の鴫くらし

落花罪々やがてこの身も花となる

風柔らかに防具干す母
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パフスリーブの春着新調

野葡萄摘めば染まる指先

明

葵

ゥ片言の唄がみやげの孫の月

笛の聞こえる六道の辻

玉三郎の恋は深みに穴まどい

穂

薩皿

何でも診ます髭の先生

明

雑踏を掻き分けてゆくスクーター

藍
明

煙乱れる蚊取線香

桃

ナォサ イ ダ ー で 梅 酒 を 割 っ て い る 茶 碗

月冴え冴えと制服の彼

葵

″

艦船はきょうも領海線を行き

家業を継いで半世紀過ぎ

シュプールを描くゲレンデ熱いキス

︵於・桜花学園大学５１３教室︶

平成二十四年一月二十四日首尾

明葵穂藍

ハ横浜・柴庵ｖ

連句詩奉納﹃岬榊蝿恥瓠 褥恥一催﹄

酒折の杜
推と遊ぶ

ひやかよやよ
日八日夜八夜
懐の巻紙は所どころ虫食いで

戦を無くせぬ人間の歴史

世界大戦一次・二次
そして

何百万人が死んだ

また

中尾青宵捌

戦後の長い暗やみ

抑圧と苦悩の

踏みにじられたプラハの春

恐怖の文化大革命の迫害
戦車と銃弾と
それでもやがて

文芸への熱い情熱は

遠く暗黒といわれるアフリカで

文庫に篭ったが推し得ず

霜野の実南天より紅いのだが

ベルリンの壁の崩壊

あざ笑うように只穴穴

額縁を抜けて

だが未だ実現せず

広島に祈祷に来るといって

アメリカの大統領は殊勝にも

一方

アウンサン・スーチーさんが解放されたりした

ジャスミン革命がそして
ビルマ今はミャンマーと改名の国で

思わずさざれ石を蹴る

半眼で間うている

村口の地蔵尊が

入れる袋は嚢と棄

のうたく

汝の幸福指数は幾らと

人の幸と悲しみは

馬が曠野へ走り去る

襄は大きく蘂は小袋だが
それぞれに入れる
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老鶯を迦陵頻伽と聴く

少しアンニュイ

その陰こそ

五体投地の山道

故郷の誰りを捨てて
都会人になってはみたが
いつまでも他人の居心地

古代人が茶を煮て汲む

今日はスカイッリーの目出度き開業

薪と粟を収めて静読

二百円の弁当を食べる

横目で見つつ

春燗漫だった隅田川も

風が清い

沢では鮠が岩をくねり

遠くの狼煙台は
今は初夏

若い婆が

思い切ってショートカットにした

相変わらず川舟は往来する
多くは荷船
殆ど見ぬ釣りのふれ

孫を抱けぬと嘆く

原子炉が崩壊し

津波のあと

行き交ふ愛憎

昔は猪牙舟

雨があって

鯵しいセシウム線量の拡散が；

なぜなら

やがて夕虹

風が業平橋を捲くる

誰かの羅の発表会の案内

焔の揺らめきを

箸りと油断と無能さ

そは

髪にも

そは慰みか

露草の染め
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無知と笑うか悪智と罵るか

ひたすら窯を焚き守る

今年は筍も掘らずに

トキの巣立ちを聞く
溥署に坐し
ひたすら

︵連衆︶

中尾
小林
武枝
伊藤
酒井
︵参考︶

福島和子
奥脇かよ

淀川しじみ

加朧旭女
鈴木圭子

平成二十四年五月

青宵
節子
幸子
弥生
敬子

茜心

淳子
禾甫
桃子

︵於・酒折宮社務所︶

鵜沢八千代

渡辺杣

瑞光仁子

小島耕

関源水森

柾Ⅱ八Ⅱ夜八夜⁝古事記

を秘めるのではないか︒

の特徴とする︒本来連句は雌規則でも成立するものだが︑現状
は様々の作法を工夫し強いている︒そうした連句が過去現在の
日本の青少年に愛好され難く衰退の一途であれば︑連句は自ら
も再生しなければならぬ︒こうした新しい試みは︑現在未来の︑
日本のみならず世界の歌ぴとや青少年にも好まれ普及する要素

行句も︑ｅ終末を最初に意図せざる自由の保有などを形式上

現代連句は︑①非定型︵総句数と節︵章︶数と節内句数の自由︶②
無式目︵伝統的俗習的禁忌束縛作法の解放︶を旨とする︒さらに
巻によりａ口語︵俗語Ⅱ白話︶も文語も可︑ｂ定律︵主として五音
七音調︶も非定律もし︑Ｃ独立句も非独立句も︑ｄ一行句も小数

この作品は︑現代連句の範鴫で︑﹁連訶﹂Ⅱ﹃連句詩﹂と称する︒
︵紛らわしいが詩を連ねる﹃連詩﹂ではなく︑連句部門である︶︒

歳野川

︵２０１２︶再礼した︒

汪再礼：・十年前︵２００２︶﹁桃の花﹂の巻の奉納に次いで︑今年
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これも絶滅危倶種という麦魚の
産卵の環境を整え

稚き生命の誕生を援ける
静かな幸の
雲と塁

十九
日日

芙し暁絢芙絢〃暁芙暁絢る〃美子子

笑いふりまき道化師がくる

ナゥハロウィンのパーティー準備うきうきと

キャッチボールは風光る中

花万朶背で幼児眠りおり

芙絢し暁

八名古屋・栄連句サロンｖ

し芙絢暁

恒川暁子捌

げ

一十韻﹃蒲公英の﹄

蒲公英のゆれて鼓の音すなり

雪消え残るつくばいの陰
春服を揃える母はにこやかに

︵於・桜花学園本部三○二教室︶

平成二十四年三月十三Ｈ首尾
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マカロンひとつコーヒーに添え
ゥカ リ ョ ン の 響 く 避 暑 地 に 月 い づ る

海ほおずきを鳴らす少年
たおやかな年上の人に憧れて

長編小説書き上げる午後
山裾を縫ってハイウェーどこまでも

それぞれの村それぞれの味
ナォ震災の特番ばかりのテレビ欄

頓服薬で効いてくる咳

熱燗をどうぞと誘う細い指
危ない橋を渡りたくなる
ひと刷けの紅さす雲に望の月

草の実とばし犬のご帰還

森 間 、 ′ 胆
岡 瀬 中 川

ハさいたま・さくら草連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃巻芭蕉﹄
澁谷盛興
川中安芸

田中安芸捌

ひと駅歩く夏きざす頃
木之下みなみ

天空に穂先そろえて巻芭蕉
柴犬がチェックのシャシを着せられて

皿︿

安

ナォのどらかな井戸端会議果てもなく

トトロの森に球を投げ込む

石組の階段がある古墳塚
貫頭衣ごし鼓動伝わり

熱燗ちよびり君を枕に

うつくしきけものと云う種に溺れたる

深爪をした右の親指

国籍を変えれど叶わざりし夢

ひとの食べてるものを欲しがり

おしゃべりな九官鳥は休みなく

川遡る霧の晴れ間に

今宵また月と流離う山頭火

登山列車にさっと乗り込み

ナゥ団塊の世代ひそかに茱萸の酒

大福帳は御家流にて

祖父の名の稲荷鳥居が有るという

蝸叫の紐より命つぎつぎ

咲くもよし散るもよしとて花の宴

平成二十四年三月二十一日首

︵於・さいたま市浦和コミュ ニティセンター︶

平成二十四年七月二日尾
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カメラを膝に磨く縁側

田水を落とすせせらぎの音

うっすらと筆でなぞりし眉の月

み

安

唖︿

み

安

亜︿

み

安

函︿

み

安

亜︿

み

抱人形は泣いてばかりで

ワ断捨離をめざす孤庵のそぞろ寒

留学先で双子たまわる

いかがですソーシャルダンス御一緒に

ポケットを叩けば飴とビスケット
ばつしばつしとペチカ燃え出し

ひらがなだけの母の手紙を

月凍つる宗谷海峡渡る船

六人の大関陣が揃い踏み
櫓太鼓の拍子おかしぐ
花よ花半眼に観る磨崖仏
魚籠の中から飯蛸の足

安み興安み興安み盛み安興み安與み安與

ハさいたま・さくら草連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃渇きの街﹄
百日紅渇きの街を癒しけり

大久保風子捌

小野シ

澁谷盛

池田耕
大久保風

ナォ猫の仔を持ち廻しして下校の子

そら耳に聞く音の正体

めくるめく万華鏡かや来し方は

亡夫の戒名忘却の涯

雪おろし待つ谷間の一軒家

おでんつつきてああだかうだの
出しぬけに幼馴染みのプロポーズ

母似の女にいつも惹かれて

絵手紙を書いて宛名は伏せしをり

野呂松人形おどけたはむれ

得意気に浄瑠璃うなり今日の月

沼に三脚据ゑて初鴨

ナゥ原稿ははかどらぬま嵐秋深み

遠く離れた島の所有者

ネットから真実漏れる籠の中

白魚の目の泳ぎ回れる

咲き満ちて落暉に映ゆる花万朶

働き蜂の帰る木の箱

︵於・さいたま市浦和コミュニティセンター︶

平成二十二年七月十八日首尾
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子等歓声の高き噴水

タイムオフ寸前ひょいとシュート決め

電光掲示板もエコとか
講演の余韻抱きて月の道
穴まどひして里に出没
ゥ大鳥居照葉の中にそそり立ち

雷おこし手土産に買ふ

姑娘を乗せてイケメン車夫きりり

恋の徒をボンとけとばし
彼方より思はい人の遠会釈

月中天に昴冴えざえ

陶狸頬被りして酒買ひに
メタボ検診やつと合格
羽田から四千円のチケットで

ドイツ留学懐かしむ日々
下っ端が莫産の番する花の宴

笑ひ初めたる四囲の山脈

ズ興治風興ズ風治ズ興治風興ズ子治ズ興

風ズ治興風ズ興治風治ズ興治風興ズ風治

ハ松戸・清の會なでしこｖ

オン座六句﹃年忘﹄

第一連

衆議判

佛渕雀羅

松島正一

煙く霜は天の挨拶

松島アンズ

ブライトンロックとりどり年忘

新築の駅舎煉瓦にこだわりて

フインシサイモンズ山門

第三連

文体とも様式ともスタイルのこと訳す時

氷人花聟を抱え敷居を越える

心移りしてごめんねでももう遅い

夕焼けのウルル

六角柱の土手道を通う巨神兵

半珈思惟の夢心にして

第四連

冬の月蓬莱山をひとまたぎ

ルバトロス
信ア天
翁を射る老水夫
厩橋妻の里にも春の雪

いし

陽のソクラテス青きを踏んで

ルサンティマン

言葉とは怨念のごとき宝石

プラトン墨すり逐語書き留む

ある︒

ブライトンロック⁝ロンドン近郊の海浜観光地ブラィト
ン名物の棒状の飴︒グレアム・グリーンに同名の小説が

︵於・松戸市老虎亭︶

平成二十四年十二月九Ⅱ首尾

那泰ら鞠門ア

ら鞠門衛一渉
とも呼ばれる︒

ウルル⁝オーストラリアにある一枚岩︒エアーズロック
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小林清衛

ホームに吊るす干柿の赤
月餅と酒と猩々未だ酔えず

スチユワート鞄

花崎まんだら

落葉の山から子ども飛び出す
第二連

熱帯の森の古池鰐棲みて

涙こぼして密猟の旅

ウォンテッドミニスカートは短かすぎ

羅

真野泰
浅賀丁那
松島渉

退屈な薔薇戦争に白い鳩

衛

壁の向こうに投げる恋文

現れ出づる処女王の御代
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オン座六句「年忘」の巻は二名の英国人を連衆に迎えたため、一巻は英語
日本語同時進行で首尾いたしました。英語版は日本語版の直訳ではなく、
からみあって一つの作品となりました。
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八松山・佐久良連句会ｖ

よくも毎日おしゃべり続く

ナォ小川にてお玉杓子の遊びゐる

かなしげな三味の音色の流る町

雪の池立つ琴柱灯篭

歌仙﹃神楽﹄

鳩サブレ備前の皿に盛りて出す
二匹のチワワすりよって来る

井門可奈女

今日も一日彼のＴＥＬ待つ

咳こぼす︵俵︶万智の句集をとぢて寝る

上野千艸

ホレ直す還暦の妻色香あり

井門可奈女捌

五郎十郎神楽口上続きけり
初東風強く立てて行く衿
千

奈

春椎茸を七輪で焼く

上り鮎流るる川にさからひて

Ｕターンをして農家引き継ぎ
千

月光の続く限りの稲そよぎ
落葉を誘ふ風の過ぎ行き
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奈

ナゥ松茸の鍋を囲みて湯気の舞ひ

横笛の間こゆる先の朧月
母手作りの晴着の衣裳

千

奈

オリンピア選手次々選出し

老眼鏡は鼻にずり落ち

恋に恋するニキビの少年

千

奈

ゥお見合の席に一寸着たくなり

飴むさぼりて迷ひを払ふ

世界の記録またも更新
数百の道後公園花見客

思ひ出のつのるばかりの恋心

奈

雨に誘はれ木の芽ふくらむ

″

傷後の瘡蓋とりて血のにじみ
ラジオ聞きつつ孫に便りを

千

奈
奈

︵於・生活文化センター︶

平成二十四年四月十日尾

平成二十四年一月十七日首

唐いもを洗ふ盟に写る月

千

千

頭の悪い政治家のゐて

奈

祖母をしたひて山雀の鳴く

瀧壺煙る春の野遊び

秋寂ぴて読書の続く日々となり

飛び石に花片積もる古りし店

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﹃鈴閏﹄
一閃の青残す蒻翠

川風に土手の鈴蘭鳴るごとし

生活保護は受けぬ頑張り

ナォ故郷の干鱈じっくり噛み締めて

どこでもドアードラえもん行く

ワイシャツはいつもしっかり糊をつけ

山際に大きな虹が橋を架け
暑中見舞いに添える近況

岡村糸子捌

杉山俊子

再会は逢瀬重ねたホテルにて

深く静かに古稀の恋燃え

和川ひろ子

島苅田

スポーッジムに通い筋トレ

多種類のサプリメントを飲み比べ

映画楽しむ大患の予後

ナゥ駅前で親子奉仕の赤い羽根

菊人形に並ぶ源平

月天にアウェイの旗のうめつくし

西元百合子

大村式﹂坐り

押入のエレキギターをチューニング
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小野里子

艶やかな後姿の腰細く

挑発的に誘う新妻

衿元を直す母の手優しくて
真似てみる笑み床の能面
月の宵酒も団子も用意され
採られぬままに実る渋柿
ゥ通い来て蟷螂狙う迷い猫
神社の掃除今朝も欠かさず

ろ

俊

岡村歌
中村恵風
岡村糸子

友と連れ立ち中国の旅

ふんわりと巻く春のスカーフ

部活さぼった頃の懐かし
学舎の庭に咲き継ぐ花古木

リハビリの太極拳もなめらかに

里

苅
百

夜咄の窓に歌々月明り

東てし杣道人影もなし

取

拝雌一一什皿等壷朋二十誌叩壗︵文音︶

事故調で言い訳ばかりする総理

糸

宙必

肩を組み花のトンネル通り抜け

ち

フェイスブックに挙がる書き込み

一・二・三で飛ばす風船

ち恵糸歌百里苅ろ俊ち糸惠歌百里苅ろ俊

ハ藤沢・サザンーその二Ｖ

﹃冬立つや﹄
和田ひろ子捌

ナォ道明寺老人会のお茶うけに
パワーストーン携帯に付け

面妖な猫の目のごと株相場
浮気する度謝罪されても

探偵をやとって君を尾行する
中村恵風
杉山俊子

地模様入りの障子張替

女装してゆくクラブ会員
凍蝶の日向求めて飛ぶ哀れ

磯千鳥飛ぶ海ぞいの道
脇苅田

世俗抜け出す旅の醍醐味
雨雲を払いて月はまん丸に

声心

俊

里

苅
卒小

歌

ろ

宙心

百

俊

入
村

秤哩一汁皿癖什一一一卵一汁砿朋州蝿︵文音︶

飛花落花料亭の庭敷きつめて
趣向を凝らす炉塞ぎの茶事

神殿へ和臘奉納粛々と
黒光りした廊下乾拭き

誰もが願う元気長命

最終回のドラマ身に入む
ナゥ掌で二個の胡桃を弄び

聞こえ来る読経の声に身を正し

遠きよりみやげ携え友の来て

小野里子
岡村歌
岡村糸子

親子仲良くお揃いの服

月高し人気バンドのコンサート
ほのかに香るジンジャーの花

和Ⅲひろ子

年齢不詳彼が気になる

ハングルを習い恋文したためて

白磁の壷を競りし投資家
街道をゆっくり走るオープンカー

植つけ進む棚田眼下に

集いきて涼み浄瑠璃月明り
ザックジャパンが挑むブラジル
パンドラの箱にふたたび夢をかけ

故郷の花満開に盃を上げ

不治の病を治すドクター

百

ゥそぞろ寒何が何でも解散に

冬立つや大パノラマの富士迫る

仙

お玉杓子の手足のびくる
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歌

さ

苅俊ちろ恵糸歌里苅俊ち恵ろ敢糸苅里ち

八岐阜・獅子門ｌその一Ｖ

遺
吟脇起﹃支考忌追善俳譜﹄
短歌行

はりはりはよき肴なれ梅に竹

積もる話に春の火鉢を

ワマンションの十三階の観月会

大野鵲士捌

ニォ湯気立てる棚いっぱいの白子干

寺島恵利子

高松正水

観光バスに英語北京語

北野たけし

雪だるまどつかと座る四つ辻に

後藤キヌエ

大山功
渡邊義弘

ニゥポスターのアインシュタイン舌を出し

早野さと子

執筆

括祁よちゑ

伊藤百雲

風渡る野を駆くる若駒

跳ねたる鯉に生るる細波

悌の庵は不易の花の陰

祢村五月
各務恵紅

がらがらぴしやん閉まる格子戸

年離れたる恋の苦しさ

化粧品彼女のために買ひ求め

町中の皆寝静まる夏の月

洗濯物の風に乾ける

武仲登志春

各務支考
大野鵲士
田邊桂月
宮本光野
瀬尾千草
藤塚旦子
矢橋初美

汲み置きの水に田螺のつぶやきて

木魚のリズムややに乱るる

胸に怪しく迫る不知火
贈らむと真心を込め菊枕

奥山ゆい
新町恵子
清水青瓢
田中啓子

ホモサピエンス神を恐れず

片耳をびくと動かすペルシャ猫

子どもと開く二段弁当
旧交を温めゐたる花衣

春の名残の日差し穏やか

平成二十四年三月二十四日首尾
︵於・山県北野大智寺︶
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ハ岐阜・獅子門ｌその二Ｖ

鑪吟脇睡﹃翁忌追善俳譜﹄
大野鵲士捌

ナォうららかに虫も魚も欠伸せむ
ご隠居さまはちょっと早いよ
ボランティア城の案内得意とし

村井枝葉

藤塚旦子

ゆい

政行

桂月

道子

小栗知柚

へうたん池に陣を組む鴨
闇汁の箸と箸とが絡み合ふ

以心伝心以心伝心

枝葉
恵子

矢橋初美

ナゥ秋の川この身流せばたのしかろ

キヌヱ

旦子

さと子

伊藤百雲

一緒の墓はいやと言ふ妻

木目くっきり丸いテーブル

執筆

平成二十四年十二月二日首尾
︵於・笠松町杉山邸︶

雲雀の声の玉と降る天

花はらりひらりふはりといづこにか

オムレツにトマトケチャップたっぷりと

老眼鏡に萩のこぼるる

知柚
順子
和郎

いつまでも恋の火種を煙らせ

明日を限りの派遣社員か

公羽

カラオケの歌が洩れたる裏通り

思ふがままに舞へる綿虫

百年の気色を庭の落葉哉
早野さと子

大野鵠士
田邊桂月

涙ぐみ埠頭の端に佇める

黒猫二匹のそりのそりと
朱の鳥居空の青きに月白く

布を切りたる形さまざま

樋側かほる

武仲登志春

プロットのあれやこれやと浮かびきて

望の月丈を競べるビルディング

青蜜柑売る声の響ける

後藤キヌヱ

大川功
宮本光野
新町恵子
杉川道子
奥山ゆい

ゥ婆様のパンッルックの御命講
丸いポストのずっしりと立ち

夏の燕の空を斜めに

登志春

名和よちゑ

伊太利の大理石積み荷の届く
ちぎれむぱかり両手振る彼
試合待ち月出て麦酒酌み交す

松原政行
藤井和郎
淵水青瓢
高島順子

糖尿病の身をなだめつつ
株式のインターネット流れたる

拡声器から昼のお知らせ
三々五々人のにぎはふ花堤
馬場の広きを仔馬駆けゆく
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八大垣市赤坂町・獅子門友楽社ｖ

遺
吟脇起﹃初し↑ぐれ﹄
短歌行
矢橋初美捌

みち
国子

さと子

美佐子

ちゑ子

中井万里子

初枝

矢橋初美

街頭に二人の影が濃く淡く
甘き言葉に熱きくちづけ

ナォメーデーの行列の歌賑やかに

冬支度する山里の人
一柳国子

光野

公羽

飾り窓宝石などがふんだんに

宮本光野

何処へと大きな船は行くのやら

初しぐれ猿も小簑をほしげなり

Ｖサインして記念撮影

早野さと子

観覧車ゆるりと回り月涼し

銀座原宿六本木など

ワ丘の上白きチャペルに月の光

寺井淑子
閥Ⅲみさ

遥か向かうは震災の跡

光野

伊藤百雲

さと子

ちゑ子

遊ぴ疲れて眠る小雀

歓迎の菓子地産地消で
粛々と御降嫁の輿花吹雪

ナゥ野地蔵に二合の瓶の酒供へ

とうすみ蜻蛉すいと軽やか

赤子背に思ひ出の径色葉散る

宮川美佐子

肩を抱きて虫の声聞く

シーソーのある町の公園

″

高木初枝

昼下り出来たてパン屋到着す

流れさらさら跳ねる小魚

杉野ちゑ子

市価みち

しっかりと枝を広げる花大樹

野点の席にゆるる陽炎

平成二十四年十二月十日首尾
︵於・中山道赤坂港会館︶
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ハ岐阜・獅子門麗水社ｖ

繼吟脇雌﹃ねぶかしろみく﹄

ねぶかしろく洗あげたる寒さかな

雪蛍舞ふ低き軒先

散策に紙と鉛筆たづさへて
模型飛行機園の木椅子に
月天心ピアノの曲の流れくる

根気よくとる栗の渋皮

ゥ本番へ竹みつ磨く村芝居
ながい腱毛の娘かはいい
スーツが似合ふ団塊世代

ＡＫＢ元気なリズム好きになり

名和ょちゑ捌

公羽

名和よちゑ

電波出すスカイッリーは雲の中

神も佛も海の向かうに

戸川華笙

月

多和Ⅲ一徳

広瀬雅女

長蛇の列はビルの屋上

ナォ汚染さる瓦礫に供ふ蕨餅

ねんねこに眠る幼児すやすやと

国

加藤渓草

佐々水嘉代

展ぐ広告日脚伸ぶ縁

内股を櫟る風の憎からず

月

口付け上手に青い瞳の人

万象を遍く照らす望の月

直

祝福のライスシャワーを浴びせられ

渋谷の街に案山子の一家

赤塚つれみ

ナゥ古酒新酒並べられたる飾り棚

伊藤錦石
北汕典子

Ⅲ遥桂月
新町恵子
松岡裕子
大橘正子
伊藤百雲

常

壼云

﹄県

嘉

ｉＰＳにノーベル賞が
脳細胞右脳左脳を働かせ

帆飛宙心

︵於・大垣文化会館興行︶

平成二十四年十一月十七日首尾

解けてどや顔遊び文字なり
永久に湧くむすびの泉花吹雪

峰から峰へ佐保姫の鈴

留守番たのむダックスフント

五十川直靖

美

清水青瓢
澤井国造
宙心

早崎美弥子

珈琲の香の中に寛げる

うまい勧めに要らぬ買物

福永常子

瓢

壺云

直

杉の秀の影真つ直ぐに月涼し
風呂場の窓に守宮張り付く

ゑ

視線集める粋な着こなし
桝脇一腱

なかなかに糸の通らぬ針のみみ
スマートフォンで探す名所の花盛り

山の霞に電車包まれ
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ハ岐阜・獅子門蕊杖社ｌその一Ｖ

維吟脇雌﹃初しぐれ﹄
瀬尾千草捌

岡本満智子

瀬尾千草
船渡文子
成瀬貞子

公羽

士産携へ来たる客人

宇野久恵

初しぐれ猿も小蓑をほしげ也
残るもみぢの紅のきはやか
蹴轆轤のリズム調へ回しゐて

鳴らしてみようひよんの実の笛

望の月水平線にのっぽりと

後藤キヌエ

江

富田美佐子

昭

ナォ思ひきりふらここを漕ぐ風の中

蒼井遙

都会に暮らす夢を追ひかけ

防犯カメラ絶えず見張れる

コンビニに和洋中華とスィーッも

江

初

十早

満

昭

〃

女かなそれとも男濃き化粧
歌舞伎役者の恋のお相手

杣山初子

ぴたり重なる凍蝶の翅

社会鍋置かれてゐたる銀座裏

物納と決めたる家を磨きをり
サプリメントを朝な夕なに

白衣着て金剛杖の月の道
大樹の下ににほふ銀杏

文

小坂五百子

後藤嶺子
伊藤弥生

にこにこ顔の父の髭面

江

ナゥ落鮒の溢れる魚雛に蓋をせむ
満

確かなる表具師の技受け継がれ

一早

ゥ秋祭りせがまれて買ふ御幣餅

街道走る電気自動車

キ

三条下ル町の案内図

年頃は十三七つかもしれぬ

太き腕に心ときめく

文

花の声カノンとなりて流れゆく

辛早

からくりの人形踊る時計台

満

執筆
河合はつ江

︵於・岐阜鋳物会館︶

平成二十四年十一月十六日首尾

天までとどけ連なれる凧

板を並べて古本を売る

久

廿水久美
竹内昭子
田中啓子
本雌良子

月暑く国の行方を論じ合ふ
麦酒のジョッキ泡のむくむく

履歴害の賞罰なしとのみ記す

いつも心にふるさとの山
花のもとガーデンライブ開かるる

親子雀の集ふあちこち
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ハ岐阜︑獅子門蕊杖社ｌその二Ｖ

短歌行﹃薫風や﹄

ナォみどりの日人の溢るる道の駅

まほろばの古都に逢ひたき幾仏

豊かな水に紙を漉く村

筆啓キ貞初江昭江啓昭〃汀

竹内昭子捌

竹内昭子
河合はつ江

たぐり寄せたる赤き糸結ふ

薫風やどこからも城見ゆる町

敦盛草の咲き初むる頃
後藤キヌヱ

川中啓子
神山初子

率先し育児休暇を利用する

夢をかけたるひと筋の道
ナゥ英国に女王陛下凛として

古里は地図から消えて寒の月
啓

熱き紅茶にたっぷりのジャム

︵於・鋳物会館︶
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着信音は鳩の鳴き声

たて笛とハモニカの音楽しげに
シフォンケーキは上々の出来

成瀬貞子

昭

江

ゥ名月の光りに犬の落着かず
秋場所告げる幟はためく
喜びに悲しみに注ぐ今年酒

初

キ

運勢欄をちらり一瞥

ひとひらもこぼさぬ花に手を伸し

旅立ちの日に愛を告げられ
結婚の決め手イケメン財産か
衣桁にはパールグレーの花衣

貞

春の小川に流す笹舟

幼児抱けば軽く暖か

平成二十四年六月十五日首尾

執

八東京・下町連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃木戸泉﹄
伊藤哲子捌

鈴木ちかひ

高山英子
櫻田野老

辛口の﹁木戸泉﹂好し雪見酒

青磁の壺に香る水仙
白石一有
伊藤哲子

背に合わせおしゃれな杖を求め来て

わが家印を牛に焼印

野良着の嫁御赤いＢＭ

ナォ遠足の子らのおしゃべり途切れなく

身から出た錆からゆきさんに

先生も税理士も辞め旅役者

檀家集めて夜咄の茶事

宿無しの飢えて渇えて寒苦烏

窃かに伝う昔伯爵

埼玉の猫の首輪に万札を

数理ドクトル外す眼鏡

絹纒う素肌のマハの苦笑い

一族そろい茸狩にいざ

白き月青き地球を観る人よ

ナゥ罠の猪哲学的な貌をみせ

ちかひ

一有

この頃は箸で食べますイタリァン

英子

哲子
野老
英子

ゴッホの学ぶ浮世絵の春

駝蕩と風土記の丘に花揺れて

月ゆるく南天高く星とあり
つづれさせ聴く山の民宿
くい独楽遊びブリキ屋の角

ちかひ

ゥ名物の生芋こんにゃく柚味噌つけ

初恋というには遠い悪太郎
プリマドンナと癌病棟で

野老

肩上げ浴衣絞り三尺

一有

英子
野老

ちかひ

︵於・亀戸カメリアプラザ︶

十三日首
十三日尾

大和おのこの鳴らす推笛

平成二十五年一月
平成二十五年二月
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か

か

か

か

か

テンガロンハット粋に斜めに

老靴磨き汽車の広場に

四温日和を翔くる鵬

哲子

紫煙巻く新橋パブで飲み明かし

母と子と夏越祓いの月の宮

魚島あたり賑いの海

﹁尊厳死﹂人の命の惜し哀し

鱒踞に水輪描きて花一片

哲ち野英一ち英一野ち哲英ち野哲一英ち

子ひ老子有ひ子有老ひ子子ひ老子有子ひ

八東京・下町連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃煙水日聖
伊藤哲子捌

ナォアネモネの風に戦げるアルカディア

今日出航の豪華客船

競い合う民族衣装それぞれに

錦織圭のショット際立つ

凍鶴を真夜中の月射るように

相性の良く既に祝言

氷下魚干物をトンカチで割り

伊藤哲子
高山英子

神頼み歌舞伎役者は男のみ
ふっと目をやる庭の雑草

ナゥ風炉名残夜のしじまの秘めやかに

ち一哲英ち哲一英哲ち英一ち哲英一ち野

︵於・亀戸カメリアプラザ︶

平成二十五年二月二十七日尾

平成二十四年十一月二十八日首

紙風船の色のあざやか

﹁やぁやあ﹂と一家春属花の宴

雛納めを父も手伝う

医者の書く﹁医者を信じぬ健康法﹂

音もかすかに空気清浄

馬肥ゆる候里の小包

丁稚供箱入り娘粉かけて

群れなす黄色石蕗の花
鈴木ちかひ

月覗く﹁はやぶさ﹂産みし町工場

残る虫あえかな命愛しまん
ゆるキャラのオープンカフエ駅中に

野老

棚川野老
白打一有
松岡洋子

モデル志望の双子兄弟
満月は山脈はるか従える
葡萄酒醸す杜氏の持ち唄
旅のつれづれ綴る自分史

ゥひつじ田を斜めに走るいすみ線

煙水晶秘密の小筐

初恋はテンプルちゃんにそっくりな

会者定離亦亦逢わん中村屋

伴子
英子
桃子
哲子

ちかひ

抓桃子
哲子
野老
英子
桃子
伴子

カレーライスで偲ぶ食卓
麻服に季節の匂い百貨店
鳰の浮巣に清らかな月
弁天を右に見ながら橋渡る

遊動円木犬と子供等

高楼の欄干撫でる花の末
神父上手に羊の毛刈る
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か

か

か

か

か

ひ有子子ひ子有子子ひ子有ひ子子有ひ老

八東京・四宮会ｖ

桃径庵和子忌Ｈ興行

歌仙﹃夏袴﹄
式田恭子捌

川口美

式田恭

武井敦

初螢ふとおもかげの面
大窪瑞

拍子踏むはじめゆっくり夏袴

リンクリンクでやつとアクセス

バスで行く家族旅行を企画して
倉本路

寝心地ためす熊架の熊

ナォ杖笠も歩き遍路の正装で

七十歳の夢は五輪へ

ふはふはの枕今日から取り換へて

りＶＤで学ぶ痩身

こっそりと冷し吟隙酌み交はし

噂の上司女子会に呼ぶ

絶頂をョガのチャクラで永遠に

知らない街の開かぬ裏窓

時計台ねぢ巻く人に風凍つる
電車の中ではずすマフラー

みちのくの月に土鈴をりろろんと

曼珠沙華咲く地震の碑

ナゥお辞儀する米の生る木を讃へ唄

集団就職出世それぞれ

プロフェッサー猫に名前をつけないで

三十回はよく噛めと言ふ

待ちきれず花咲く音を聴く夜明け

児らの笑顔を曳いて連凧

平成二十四年五月十三日首尾

︵於・桃径庵︶
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宇宙にて眺むる月は如何ならむ

齪歯の穴につい舌がいく

ゥ道の駅木の実団子に長き列
瘤くのも悪くはないね恋の傷
謎めく美女の隠すぱついち

煮返すおでんけふで三日目

消ゴムは角がとれればいつか丸

相手かまはず尻取りをする

おみかんのたこ剥きへび剥き母と月

机の整理出来ぬ先生

舟を編む言葉の海の航海に

見守るやうな枝の鴬烏

舞ふ花をでんぐり返し拾ひやる

路恵敦枝敦枝路恵路枝恵敦枝子枝子恵子

路恭〃恵枝路枝〃敦恵黄枝敦路敦恵路枝

八宮山樹氷連句会ｖ

歌仙﹃竹の春﹄
居た筈の座敷わらしや竹の春

群雲払ふ月は端正

虫しぐれ蔵の資料に取り組んで

見果てぬ夢を紡ぐ揺り椅子

いぬじま正一捌
いぬじま正一

久我妙子
是行修吉
紺野笙治
紺野愛

夕餉は独り屑野菜煮て

ナォ振り返る空にどっしり奴凧

産土神の護符は財布に

掛けてきて無駄がうれしき癌保険

とにもかくにもキス一度だけ

ミュージカル特別席を奮発し

半農半漁莨干す村

坂の上このまんまるが望月か

飛車角落ちの孫に挑戦

原発の賛否両論相撲草

厚焼き卵何時になく良し

侮りに乗る馬鹿はなし河馬の鼻

人気商品空気缶詰

ナゥ渋滞と炎暑の辻に立ちすくむ

借りた畠はほんの十坪

難聴のテレビはいつも字幕オン

路地をゆったり子猫親猫

酔ひ醒めの闇に灰かな花明り

秤雌聿什釧響ユ胆汁酷朋壗︵文音︶
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津浪より復活の漁土用波
日傘畳んでバスに乗り込む

ワ宿坊の精進料理値も安く

名代名所の藤蔓の橋

少年は少女の群れに目を逸らし
夜更のメールどんな秘めごと

寒月と辿る鎌倉切り通し
かけつけぐいと岬る燗酒
失敗と悔恨重ね越える喜寿

雨垂れぽつり鼻の頭へ

深海に鰻の卵探す日々
仮説進展寒明けの頃

時を得て散る花なればなほ惜しく

棚田ばかりの畦青む里

修妙正愛笙修妙正愛笙修妙正

妙笙愛修妙正愛笙修妙正愛笙修妙正愛笙

八東京・湘南吟社ｌその一Ｖ

百韻﹁破魔矢﹂

回し飲みする金の大盃

今村寺田

小林静司
和川忠勝
土屋実郎
広崎竜哉

小林静司捌

電柱は揺れる度ごと数が増え

遠藤尹希子

和久艸八重

龍天へ昇る勇みの破魔矢かな

結び直せる喜寿の靴紐

畦道を肩組み合いて下校の子

アイスキャンデー鈴鳴らし来る

円高差益実感はなく

デパートは商魂も込め花氷

ニォ雨の日を足投げ出して灸すえる

噂話のよくはずむ縁

朝食に焼き立てパンと紅茶の香

一本松が被災地の証

春風を今日か明日かと待ち望み

辻説法は暮れかねる街

募金の箱にコインあたたか
引き潮に磯巾着のゆれていて

ロボット踊るワルツ軽やか

辛い痛みは魔女の一撃
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淑気みなぎり岸に寄る波
まいわい
乗り子衆万祝の裾喋かせて

賤が屋を出れば蒼々月の影

高島幸子
横山わこ

カーナビとアイホンそして新起業

折紙を吊し介護の部屋飾る
繩谷八千代

大正琴の流れ爽やか

鈴木善春

ゥ村芝居︑王役の殿でスタンバイ

秋蚕眠ってやっと購曳

狐のものか残る足跡

綴密に決めし討入の刻
黒板塀忍びと覗く寒の月

プロポーズお国訓りに満ちあふれ

秋山よう子

わ

和冊ひろ子

絆の一字揮う大筆

重

又逃がす学部特別研究費
記者会見を開け与党よ

醤の深いスッピンの頬

山笑い鳥高らかに鳴き交わし

わ

代

勘違いして綾とりの赤い糸

雪解の川に男縄女縄を

新妻と連れ児に巨きメロン切る

一一ゥイソップを読み聞かせするボランティア

おぼろ月入鹿も着きし船泊り

よ

ロマンをしのぶ板蓋の宮

藤
沼

和

司る郎代わ重郎勝ヱ代尹苗竜春竜重幸代司う苗勝尹

汗みづくなる閏の駆引き
髪洗う阿修羅のごとき髪洗う

銅板画にはインク彦みて

芝浜の談志の語り夢の境
橋に月あり我が家定めん
枝豆は色鮮やかに茄であがり
相撲の節会おだやかに済む

東山花灯籠をめぐらちせ
る
んだしゅ
龍馬愛した出島珍陀
酒

失楽園の作者にんまり

ニーゥ王朝の文学という薄紅葉

口移ししてごくり毒薬

モナリザの笑みか憂いか謎深く

戦火に欠けし蕉翁の句碑

鶏はゼンマイ仕掛かも知れず

幸せと言う哲学を識る

ブータンの王の衣装は袖長く

激しせせらぎ飛沫涼しき

ほととぎす鳴きつる方に暁けの月

大納会に当る逆張り

御神輿は軽トラックで運ぱるる

帰り花二十歳で逝きし兵の墓

遊就館はとんとひっそり

ティアラー狙うピンクパンサー

ナォサーカスの象の使い手優男

双眼鏡の中の火取峨

裏窓にくりひろげるは恋模様

踵を返す階の中ほど

北鮮の新領導者物言わず

見よう見真似で親の技継ぐ

塩盛って作業始める溶鉱炉

紙漉の婆の一徹村起こし
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一一一ォ総領は婿の相にてお人よし

畳鰯は軽く炎ろう

姫さまだっこそれが願望
病院に怖くて行けぬ再検査
耕人に鷺舞い上がり舞い下りる

隣りの屋根を越える風船
音もなく電気自動車垣を抜け

売約済みの赤い札貼る

ああユーロ行方も知れぬ奈落にて

オリンピックの聖地大揺れ
外連なしダルビッシュ有豪速球

ゆくし柚味噌伝来の味

鈴虫の音に心和らぐ

月の蝕一と夜のショーを満喫し

重勝わ代春ヱ尹苗竜司尹重わ代幸う尹重春わ苗ヱわ

白
井

暎

ヱ幸子尹竜うわ代苗わ竜郎重竜ろ郎苗ヱ司苗竜わ幸

雪の僻地もゆうパックにて
おどけ顔河豚提灯は嘘つかず

新案特許ならぬ実用

今年酒なる﹁越の寒梅﹂

遠来の友を迎えて月の膳
ナゥ野生化の鴇の繁殖いつならん
まだけがれなき嬰のまなざし
時効すぎ名乗り出てるや時の人

︵於・鎌倉生涯学習センター玉縄分室︶

平成二十四年一月四日首尾
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目立つことならめつちやうれしい

ＪＲ一と筆描きの旅終える
眼銃磨きて集う海女小屋
外宮より内宮花の盛りなり

働き峰の飛び回る頃

竜幸郎うわ勝春司う重ヱ代春

八束京・湘南吟社ｌその二Ｖ

ナォピク

一ツク児等が歌えば山笑う

イチロー魅力ヤンキースでも

今世紀どんどん狭くなる地球

松川ぼ〃くる

和田忠勝

秘湯の宿は湖のそば

﹃彼岸花﹄

習慣病は自己の責任

かき氷トッピングにはチーズのせ

彼岸花開花遅れて雨期に入る

白井暎子

月の宴はてなく続く婦人会

和田忠勝捌

てるてる坊主吊す月の夜

ぼ

カボチャのお化け余興ひっぱり

惜しげもなしに裸身さらして
変態の二人は見られ燃え上がり

初猟に愛用の銃磨きいて
銀のスプーン並ぶ古棚

勝

人垣の喝采やんや猿廻し

破魔矢で射抜く恋の振袖

今日だけは紳士淑女の舞踏会

暎

秋山よう子

ワイン片手に時烏きく

ナゥ美術展頭傾むけ理解不可

ベンチでしばし夢にたゆたう

一つ

勝

平成二十四年︐九月二十三日首尾
︵於・生涯学習センター玉純分室︶

花万朶笑顔笑顔に満ちあふれ
きしやご
皆に好かれる細螺おはじき

かってスターの誇り風格

たしかこの香りは名高きものならん

ぼ

暎

︾つ

ぼ

霜道で張る刑事に差入れ

勝

︾つ

暎

一心不乱僧は読経

勝

主婦達のデパ地下巡り真剣に
エスカレーター右側をあけ

付属中見事合格花の頃

ぼ

隣国のデモはやらせという説も

でか

凍み豆腐月の軒端に連なりて

いつも盛んな日記文学

半世紀秘めたる愛を棺桶に

手の届かない幻の女

ゥ衣紋竹影だけみえる京の茶屋

仙

お玉杓子に手足ようやく
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歌

う暎ぼ勝う暎勝ぼ暎うぼ勝う暎勝ぼ暎う

八東京・湘南吟社ｌその三Ｖ

歌仙﹃新盆に﹄
新盆に供えし追悼連句かな
静かに揺れる草の穂の影
月の友仕立ておろしの衣着て
デジタルカメラ上手く修正

秋山よう子捌
秋山よう子

春

垂早

︑つ

春
華旱

愛想よるしきたこ焼きの爺

ナォ軟東風に稚児行列の動き出す

東尋坊が身投げ名所に

寅さんにョオッと肩を叩かれる

腹癒せにルージュで書いた置き手紙

タロットに任せ事の顛末
お隣の垣根にからむ時計草

誰も大好きツナマョの鮨

三年物の梅酒まったり
人は皆選挙選挙と姦しい

﹁天然の美﹂の樂のさやけし

朝まだき回転木馬残る月

ナゥカーナビで雁渡る沼目指し行く

思い出話尽きぬ春宵

事件解決なでおろす胸
拝殿の扁額少し右上がり
沓脱ぎ石に揃う庭下駄
花疲れ小さな町の喫茶店

秤唖一汁皿舜延期十吋叩函︵文音︶
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鈴木善春
浅沼小葦
松本華与
高烏幸子

ウハンモックモーッァルト聴く昼さがり

五輪に向けて汗の特訓

閏秒悠久の時狂いなし
白馬の王子やってくるかも

与

葦

︾つ

嬰が生まれてぼくは育メン

しきたりの多き旧家に嫁してゆき

︾つ

幸

与

焙じ茶にくつろいで読む週刊誌

インターネット株は暴落
冬の波岩を叩いて月を割る
しもやけ赤き母の直向き

幸

春

今日もまたおキャンな娘とやり合って

プチ整形にソウル直行

花の山埋蔵金もあるらしく

兵隊峰の守る洞穴

執

筆幸与葦春う幸与葦春う幸与葦春う幸与

八四日巾・泗楽連句会ｖ

﹃伊勢俳譜﹄

明日を待つ衣桁に架けし花衣

オスプレイ着き不安いや増す

流鏑馬の奔馬となりて遁走し

山寺の燈を上れば冬の月
船頭多く進路決まらぬ

あほうあほうと寒鴉騒がし

王手飛車かけて七歳ほくそ笑む

今更あとへ引けぬ後悔

仲人口は割り引いて聞く
落書きの主も嫁いだ四畳半

ワイ ベ ン ト が あ れ ば 率 先 世 話 を 焼 き

音のかそけき軒の風鈴

夏料理主賓は黒の三つ揃ひ

微醗を帯びて仕舞ひとさし

守り嗣ぐ伊勢俳譜や守武忌
永遠に流るる清く澄む水
月まどか新しき町開くらむ

仙

お裾分けとて貰ふ蛤

西田青沙捌

西田一目

西尾泰

ナォ木の洞に足長蜂の巣は育ち
骨組みばかり藁葺きの小屋
陶芸の趣味が高じて脱サラし

変な日本語しゃべる外人

見渡せば城吐とりまく樟若葉

鯉の洗ひに舌鼓打ち

床の間の軸は南無阿弥陀仏なり

庵主病と青比丘尼来る

宿六の浮気どころの憎らしさ

涙をしぼる男純情

隈もなき池を鏡に望の月

菊人形がひそと伸びする

ナゥ好物のいま炊きあがる零余子飯

解散見据え変はる眼の色

難問の数学理論誰が解く

日ごと夜ごとにかはる風向き

この憂さをしばらく晴らせ飛花落花

︵於・四日市市文化会館︶

十四年八月十四日起首
十四年九月十一日満尾

麓の坊に卿りを聴く

平成一
平成一
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沙〃一沙

〃沙〃〃一沙一沙〃一〃沙一

歌

沙〃一〃沙〃一〃〃沙〃一〃沙〃一

八東京・駿河台白雲連句会ｖ

歌仙﹃コスモスや﹄
大内善一捌

大内善一

馬場由紀子

岩垂道子

コスモスや倒れぬ加減知りたくて

鵬の贄置く有刺鉄線
磯直道

ナォュニクロの袋が銀座淵歩して

子供をだしに女銭乞い

白内障治しびっくり妻の皷

棚のこけしが後ろ向きすぎ
勘三郎逝きて河鹿の声途絶え

川沿いの町沙羅の花散り

格子戸の路地に小さな社たち
だし取る匂い角のうどん屋
自転車のサドルは少し右曲り

休日なればボランティアとて

この宿題は奇問難問

満月に晒されている燗俄

ナゥ村芝居客はほとんど爺と婆
市政だよりを尻に敷きつめ
黒革の財布はどこで落したか

︵於・国際善隣協会会議室︶

十二日首
二十日尾

雪解けの里顔を出す土
殉教碑祈る信者に花吹雪
三十一文字の曲水の宴

平成二十四年十月

平成二十四年十二月
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玻璃戸越し月代ほのと匂いそめ

由

遠藤尹希子

由

釜口

直

人目しのんで餌を掘る猪

汗はしとどに濡らすワイシャッ

釜口

道

小川廣男

森登

夏の浜足跡しるき犬と我
ゥ総選挙先送り論強まりつ

同窓会の準備近々

もつれたる影からみあう闇
人妻となりても逢瀬重ね来て
凍てし手でメールのキーを叩きたる

柳田康弘

尹

赤城颪に冴ゆる月光ゲ
山賊の黄金銀金つづら箱
病に臥して夢は叶わず

道

直

寮歌唄えば虫出しの雷

なつかしく昭和はじめの写真見て

廣

歳時記の上暖かなお日

L

古城趾に初花の酔うち重ね

道善由直廣道善由直廣道善由直廣道善由

八裾野 裾野連句会ｖ

歌仙﹃宗祇句碑﹄

宗祇句碑若葉の中に鎮もれり

しばしの風に聞こゆ瀧音
良き祝辞市民参加のイベントに

シックネクタイそれも人柄

朝の月かかげ帆船出航す
眉宇もさやかに少年の夢
ワ新藁を敷けば牛の仔生まれ落ち

支えられつつ長となりたる

愛妻へ心を込めた贈り物
休暇を取って旅の計画

カラオケはプロかと思う節回し
いつも昭和をなつかしと言う
月冴えて差す手引く手の舞美事

障子真白に街道の宿

橋やっと架け終え役場点検に
スマートフォンを使いこなして

面売りに声掛けらるる花の宮

内と外との孫でうららか

長田友子捌

加藤墜塁

小林静司
中村雄雨
大橋俊二
烏沢由克
名波秀夫
川村吉草

花月乙千寿

井上輝夫
袴田稔
巾村雄介
横手陵山
望月康男

中西基
桜井讓
芹澤充寛
北鴫秀三
小林富子

ナォ這い進む蜷はげまして観て飽かず

森川与志雄

大西晃

星有苗

望月やゑ子

長田友子
竹井英夫

止まる原子炉憂う電力

空の青から絵具なくなる
御利益の第五札所は島の中

パラソル捨てて夫に抱きつく

高木千代子

久保田松幸

わが影の腹をよぎりし蛇太く

鐘のこえ共鳴優し恋岬
鴎の餌づけ掌にのせ

金環食は月の蔭にて

大庭初江
水野森雄
升Ⅲ雪子
小林春野

南国の女神の土産籠に入れ

秋の遠足笛で整列

閑かなる天の岩屋にこぼれ萩

久保圭子

篤志家よりの奉仕暖か

出口明子

宗匠

宮原うた子

勝又美代子

溝口喜代子

ナゥ象交わす音波のことば調査班
仲間の危機を決して見捨てず
輝やける裾野の文化永久にあれ

こころ揃えて芳春の寺

花臨り男の太鼓四つに組む

秤雌二什皿粋垂即一十一肥蕗︵文音︶
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7

竹茂安勝容安和道勝容安和肪容道安和
慈

八東京成城連句会ｌその一Ｖ

臼杵淵児捌

歌仙玉ンディングノート﹄

エンディングノート書き終ふ白耕

かすかに揺るる軒の風鈴
すやすやと夏蚕眠りて事もなし

仲のよろしき姉と妹

ナォ縄文の土偶の眼あたたかし
ままごと遊び猫もまらうど

ベレー帽かぶりて気取る安文士

パラリンピック見事なる技

あるやうでないのが恋の徒にて

鯛背な彼を仰ぐ檀尻

汗まみれ龍虎のタトゥ一体に

絹糸草に風の鯛れ去る

蜂鳥のホバーリングは美しく
雨情の歌をくちずさむとき

ひとり旅月の曠野に物思ふ
けものみちゆき薬掘る人
ナゥ再稼働出来ぬ原発霧深し

平和を願ひ廻す地球儀

海を恋ふ少年大志胸に秘め

万年筆を探す伊東屋

花盛りスカイッリーを包むかに

坂口曲︿

︵於・成城クラブ︶

壺中の天に春惜しむ夜

平成二十四年八月一日首

平成二十四年九月十三日尾
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茂安竹安和道茂

執道容茂容勝典和

塾通ひ帰りは鎌の月を見て
ゆっくり歩む木の実落つ坂

ゥ信篤く今年も講ず御命講
味噌饅頭の香りひろごる
寄り添へる肩が不思議な縁となり

結婚式はすべてお手製

不仕合せ親の喉の所為にされ

寝酒殊更熱燗にして

月冴ゆる漆細工の香の筥
町工場とて誇るハイテク
ケイタイを持てど使はい頑固者

クルーズ三日余暇を楽しむ
辿り来し島山しづか花の散る

大きな背伸び耕しの人

長 片 荒 臼 削 大 原 佐
l l l l l l 井 杵 l l l 森 田 島

風樹恵児子恵人生児子恵人児子生恵人

筆生子樹子児子人慈樹恵風恵人生樹慈子

八東京・成城連句会ｌその二Ｖ

﹃鬼の子﹄

山本愛子
佐烏和人

佐島和人捌

里山に愛づ秋の七草
荒井垂心

玩具箱にはおもちやさまざま

煉ってゐし思ひ火のつく

稀襯本並ぶ老舗の奥の棚
碁仇を待ちちびり熱燗
ゥ街角に輔祭の人だかり

誰も責任とらぬお役所

たちまちに鍍金の剥げし優男

あぶくしゆわしゆわレモンスカッシュ

渦潮に観光船の巻き込まれ

家主幸兵衛皆に嫌はれ

風流に蓮咲くを待つ残り月
猫の三毛喉をならして膝の上
どんでん返しドラマ楽しむ

故郷に集ふうからの花幣

和人
容子
茂樹

華心

華心

片山茂樹

安恵

慈

容子
愛子
和人

安恵

原田安恵
割田容子
大森道生

月今宵フルートの音にきき入りて

鬼の子の蓑を羨む小猿かな

仙

風呂敷抱え出替りの下女

ナォ胡沙きたる防災グッズよく売れて

アロマキャンドル灯すひと時

黄金の仮面妖しきエジプト展

王の権力無限大なる

舞踏会特ダネ狙ふ雑誌記者

決着つける拳銃の音

冬牡丹写経一途の若き尼

闇深くして臭の鴫く

いつしかに脇本陣は料亭に

つっかけて出る片減りの下駄

クラス会傾く月に語りあひ
子規忌を修す伊予の松山

ナゥ急斜面蕎麦白く咲き過疎の村

こんな処にプロのスカウト

ッイッター嘘も本音も入り交じり

合せ鏡に溢る春光

正座して名呈を磨る花の庵

十四年十月二十一Ⅱ首
十四年十二Ⅱ十三Ⅱ尾

︵於

届けられたる旬のいかなど

平成一
平成一

成城クラブ︶
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容

和愛容和道和茂

道道和茂

執和容

歌

筆人子慈生生人樹慈人子子人生人樹慈子

ハ仙台・せんだい座ｖ

﹃あぢさゐ﹄

写譜のインクが顔に染み付く

ナォ春の夢まだ覚めやらぬ朝まだき

阿部みどり女

歌Ⅲ

音楽会眉描き忘れ来てしまふ
目当てのＣＤ買はずに帰る

あぢさゐの藍をとばして雨あがる

女高生丹花の唇ローレライ
大河にそぴゆ古城の歴史

萱場健之捌

藤椅子ならべ尽きぬ茶話会
伊藤南三
佐藤阿房
若生芥子

夕菅越しに鴎とほのく

灯台の白さ引き立つ夏日影
辻々に物売る声の響き来て
一番乗りと駈け込む銭湯

猫珊双魚尾

ナゥ秋庭にあれはいつものすずめかな

王将詰まりかこつ肌寒

月天心東西いぐさばかりなり

好きと言へずにまたも飲み込む

厄除けのさよならだけが人生だ

十三夜いとこはとこと帰る道

佐縢無風
三上秋桜
伊藤鈍

軽いつづらを爺さんもらふ
殺された欠伸涙となって出る

人には言へぬ女心よ

届けられたる新米光る
ワ秋の空蔵王連峰悠然と

南三
阿房
芥子

おぼろおぼろ晩鐘かすかに

花冷えにスカーフふはり首に巻く

恩ひ出をたどれば恋もそのひとつ

双魚尾

鈍

秋桜

双魚尾

阿房
南三
芥子

鈍

秋桜
無風
阿房
南三
芥子

双魚尾

鈍

無風
阿房

秋桜
無風

︵於・エルパーク仙台特別室︶

平成 一十四年六月二十五日首
平成 一十四年九月二十三日尾

塾の帰りの屋台ラーメン

大リーグゴジライチローダルビッシュ

秋桜

名もない星に幸せ祈る

子規は投手よ碧梧桐打つ
雪つぶて頬に当りて雲の月

阿房
南三

屯
金

双魚尾

ひらかれしまま炬燵の絵本

ジパングで行く旅の計画

芥子

読み間かせ好みし子供親となる

何ぞと聞けば亀の鳴くなる

花名所これはこれはとばかりなり
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八東京・草門会ｌその一Ｖ

胡蝶﹃開店バーガー﹄

だつえば

奪衣婆ハ斯クノ如キカ蔓たぐる

砧の音をききとむる頃

月割って宇宙の核を取り出さむ
チンパンジーコインを入れてジュース飲み

春夏秋冬海は七色

麺狸焼ける香で目の覚める朝

ゥ赤毛のアン切妻屋根の風見鶏
あちらこちらへ走れ走れと
面伏せて自動筆記の文交わす

大雪坊主来るな勝てない
プルガトウリョ

煉獄なほ散り止まぬ寒椿
ＪＡＺＺのバラード指笛で吹く

西川なほ捌
山地春眠子

山下宏子
村松定史
進藤土竜
朝倉一湖
ちぐさ
井上智草
西川なほ
商松壷塵

土竜
智草
浜崎浩

定史
野村ゆかり

一湖

宏子

ナォ晩ご飯開店バーガー無料券
ふざんはるびん
釜山吟爾浜祖父のトランク

碧眼の托鉢僧が辻に立ち

奉医

一湖

定史

防犯カメラにあかんべえする

昼蛍月が降るのを待つのです
鉄管ビールをバカラグラスで

定史

春眠子

糸で操る手首足首

ナゥ揚巻の映呵に惚れたのがご縁

春眠子

ゆかり

定史
宏子

陽炎へる空投げる砲丸

ごめんなさい貝殻骨が痒いのよ

幸をみつけに若草の野へ

︵於・北とぴあ︶

花の波かけ分け一輌電車着く

平成二十川年九月十五日首尾
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小池舞捌

浩舞

八東京・草門会ｌその二Ｖ

歌仙﹃迦陵頻伽﹄

夜はみな眠る落葉も降り止めよ

干した蕎麦から洩れる眩き

ナォ春園の支那鉢に濃き魚の影
こんな所で寝てはいけない

ツチノコ狩りのツアー繁盛

騎士出でて虚空を斬りて狐と去る

拾ったひとに捨てられたひと

楪をゆづってもらふ元の嫁

特急電車風の駅過ぎ

︵於・北とぴあ︶

また泣いてしまふトランペットがやさしいから

広場には天使の像の佇みて
でんぐり返ししたる生涯

記憶の中をもみぢかつ散る

月光に濡れて庭椅子よそよそし

国の行方は謎と知るべし

ナゥ虫時雨ホームズさてと言ひたるよ

マニフェスト少し文語の混り入る
キッシュロレーヌ焼いて隠し湯

成田屋つと声遠霞より

花いかだ通り抜けたる脳回路

平成二十四年十一月十七日首尾
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雪催ひ人工都市の街騒に
ぱちんと戻す鉄の巻尺
香箱に月と丸淵彫り上げて
どう握ってもいびつ洋梨
ゥ地方紙にくるめる父の新走り

ドラム缶にて湖へ沈める
涙かとたましひかとも勾玉は

蓼定な定蓼粗俊定宏な粗な俊蓼定宏

宏

俊定粗

粗蓼宏俊な蓼粗

粗俊な

迦陵頻伽の声のかすれて
重ね合う髪ひと筋にいたるまで
もじずり
移植なかなか出来ぬ文字摺草
ういてこいお月さま早く昇って来い

デジタル操作で絵巻復元

ファーブル死して蟻の行列
大海は白き裳裾を打ち上げて

ドミノ倒しの清明に果つ

蛇の目傘ひらいて受ける花吹雪

浜小尚Iノリ大川村
11
崎 池 岡 川 橋 野 松 下

艸史ほ史リ'l'濫彦史子ほ濫ほ彦艸史子

濫彦ほ舞〃濫艸子彦ほ艸濫浩彦史濫舞子

ハ寄居・埣啄会ｌその一Ｖ

歌仙﹃秋時雨﹄
駒犬を少し濡らして秋時雨
山並み縫うて小鳥渡り来
絵蝋燭机上に月を待ちもして

話つづける語り部の婆

くわ

面白きガラス細工の口の技
短き夜にのめるパソコン
小雀を唖えて猫は梅雨の中
つ幸工

夫は傘寿の反抗期さて

遺言に思いの丈を書き込んで

柱時
計が闇を刻める
ほし

この地球で一番好きと言われても

炬燵の中で足を蹴られる

のやしる
寒月の影に戦おのき
杜過ぐ

とつくに

風流も風雅のありて花の山

よるず

ひと

石川光男捌

ナォ新しき垣根に春の光立つ

日曜大工夫婦善哉

金振り込めと言われオロオロ

耳につく電話の中の笑い声

今宵限りと解く腰紐

ラムネ剛叺で入れ墨の龍

白耕男盛りを包みたり

柏原和宏
坑下草笠
町川節子

産みたての地卵ぐっと飲み干して

國の行方を党首討論

ほど

優しさも手練手管の一つとか

市川美代子

柏服知子

風にまかせて座く穂芒

月明り峯の尖りを柔らかに

誰が叩くか鰐口の音

杉野辨一郎

知子
節子
草笠

読めそうで読めない句碑の剥がれ初め

知子

辨一郎

節子
草笠
知子
信夫
和宏

〃

節子
草笠
節子
草笠
節子

美代子

草笠
節子
知子

︵於

火種棒投げ野焼き始まる

退院の弱りし足に花吹雪

石川光男

ナゥ巡礼の先へ先へと赤とんぼ
美代子

節子
草笠

芹摘む鎌の錆びて小さき

平成二十四年十月二十四日首

平成二十四年十一月二十六日尾

よりい会館︶

赤坂信夫

和宏
草笠
節子

ぶっちゃけ話明日が心配
バッカスは万の中の酒の神

宿の仲居は異国の女

辨一郎

″

畑打つ人の見えぬ村里
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ハ寄居・埣啄会ｌその二Ｖ

歌仙﹃枯枝の﹄

焚火囲んで老いの談笑

枯枝の中より小鳥こぼれけり

白壁の懐む宿場に足湯して
電車一輌ゴトリ出て行く
瀬を早み河童の皿に月揺らぐ

防人の詠む相聞の歌

ひさご

瓢ぶらりと棚に下がれる
ゥ方丈の龍虎の襖秋気満つ

青き山分け山頭火消ゆ

また来てと目に訴えてひさぐ情
御下り辞書に彼のイニシャル
疲れたる靴濡れ縁に干してあり

きよ﹄う

石川光男捌

大臣博士親馬鹿の夢

辨一郎

節子
草笠

ナォ空き雄に入れて持ちくる鯏糾の紐

身の丈で生きた八十路の角がとれ

美代子
もがりぷえ

口に遊ぱす飴玉の味

虎落笛風鳴るときは堪え難き

道ならぬ恋ぞ命と人の妻

虚仮に別れて二人死ぬる日

こけ

らあ
箸休めとて白し和
えの鉢

過疎村に住む人々の義理堅く

寒いですねと行商の来る

わ
風神の戯れ御お座
す芒原

美代子

和宏
節子
草笠
知子
節子
光男
和宏
草笠
眞下草笠
柏臓知子

草笠

更けゆく程に小さくなる月

市川美代子

杣原和宏
町田節子

ナゥ大屋根の廟かすめて赤とんぼ

終り良ければ全て良しとす

助六の舞台極まり幕となる

︲しぶ癸写

知子
節子
信夫
執筆

︵於・よりい会館︶

小江戸川越時の鐘撞く
花盛り瀞と飛沫の舟下り
ぢぞう
呆け地
蔵尊に憩う蝶々

平成二十四年十二月二十日首
平成二十五年一月二十二日尾

〃

和宏
草笠
杉野辨一郎

知子
節子
草笠
節子
赤坂信夫

知子
草笠

万象を浮き彫りにして稲光
心を乱すおみくじの文字

後講釈はいつも滑らか

勝負とてパチッと打込む香の駒

美代子

石川光男

春泥跳ねて子供等の声

気掛かりは明日の花見よ月の傘
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ハ福井・武生連句の会ｖ

歌仙﹃木芽雨﹂

孕雀のたくましき声

野も山も匂い満ちたり木芽雨

麗日に歩行者天国誘われて

前田高宏捌

橋本枯野
清水季扇
水上潤子

古本市にひとり寛ぐ

枯野

枯野
潤子

ナォ新築の畳の青き春障子

ロンドン五輪期する若きら

由紀子

越二

電力不足悩む列島

日めくりのひと日ひと日に心入れ

越二
ゆき
潤子
越二

〃

″

枯野

季扇

客の少なき雪見舟漕ぐ
少女の踏み音荒し宿の段

潤子

夜回りに行くと爺さま寝惚けおり

勧ねていたのがすぐに鼻声
年の差を忘れいつしか甘い夢

中野ゆき

漫画喫茶に逃れ逃れて
月今宵琴の調べの蔵の町
棚田横切るうり坊の影

山口由紀子

溢れ蚊わびし細き脛吸う

季扇

ナゥスーパーで秋の七草買い揃え

三日月に童児座りて糸を垂れ

ゥ利酒の造り酒屋の土間暗き
呼び出しメール心ときめき

潤子
枯野
高宏

ゆき
越二

︵於・越前市生涯学習センター︶

平成二十四年六月十六日尾

平成二十四年四月二十一日首

佐保姫出でてうららかな世に

城跡の花の回廊風やさし

右も左ものぞく携帯

同窓会派手にも地味にもならぬよう

新聞クイズ額寄せ合い
由紀子

斉藤越二

ゆき
季扇
ゆき

由紀子

″

季扇
枯野
ゆき
潤子

添われぬと知りつつ恋に身を委ね

街灯の下演歌師がゆく

静々と港に入る豪華船

窓辺に綴る旅の思い出
唐の国偲ぶ御堂に夏の月

はったいのおやつせがむ幼な子

壁掛の記念写真もセピア色

ムンク絵画を高値落札

欄干に寄りかかり見る花吹雪

親と連れ立ちお蔭参りへ
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ハ館林・館林連句会ｌその一Ｖ

﹃光の粒子﹄

噴煙の押し上げてゆく月の山

田部井窓月捌

ナォワゴン車で家族揃って潮干狩

お茶とおにぎりコンビニで買う

飽食の国あり飢餓の国もあり

釈迦を尋ねてインド巡礼

ねんねこのお国なまりの面白く

狸の親仔庭にひょっこり

先端の抗ガン剤を点滴で

小説よりも奇なる現実

田部井窓月

スヵィッリー月に棹さし聟え立つ

ナゥ村芝居村長課長が見栄を切り
チーズたっぷり届くピザパイ

やさしさがきしむベッドに燃え上がり

ナースのうなじ心ときめく

山中佐津喜

箭内敏枝
笠原壷中
三井静怡
相沢弥生

栄枯盛衰身に入むことよ

ＤＮＡ器用貧乏ちゃんと継ぎ

一塁ロ

枝
怡

︵於

平成二十四年二月二十六日首
平成二十四年三月二十五日尾

館林市文化会館︶

ブリキの玩具並ぶ本棚
城跡を覆い尽して花吹雪
眼下に望む陽炎える街

中

一塁口

生

枝

中

油蝉鳴く湖沿いの径

月

怡

枝

月

口元﹁に−﹂と記念撮影
開拓の歴史を刻み花満つる

製糸場世界遺産に仕立て上げ

月に問う宇宙ビールの味如何

余韻の残るバンド演奏
大阪の維新八策龍馬真似
オープン戦の監督の顔

柔肌を胸の奥まで抱きしめる

パントマイムで愛のささやき

ゥ得 意 気 に 客 を も て な す き り た ん ぽ

形選んで拾うどんぐり

言葉探してメール返信

釣釜の音ぽこぽこと渡りいて

春浅し光の粒子膨らみぬ
足湯につかり眺む紅梅

仙

夢を託して放つ風船
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歌

中月怡中生月枝喜中生中喜生怡生枝月喜

ハ館林・館林連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃雑鳴く﹄
錐鳴く元にもどらぬ休耕田
散策をするのどらかな午后
新社員オリエンテーション真剣に

阿部しづ江捌
阿部しづ江

商島千代子

須藤サイ
鈴木タケ
加藤陽子
若林規夫

篠原光江

消費増税賛否両論

ナォ朝寝して夢の余韻にぼんやりと

ひょんな場所から落ちるへそくり

新築の我が家傾く液状化

黄色い声でサッカー応援

枯葉踏む並木そぞろにパリ気分

忘れられない彼はバッィチ

定年後メタボのお腹もてあまし

オセロゲームに負けて泣き出す

ひたすらに愛もないのに産みつづけ

案山子の足も疲労困態

妖精の明月の下舞い遊ぶ

ナゥうり坊の仕業か菜園荒らされて
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ひと息入れて畷る珈琲

老を侮る憎い溢れ蚊

ハイウェー後追いかけて昇る月

ゥ威し銃ぴくりぴくりと猫の耳

いたずら書きを消すボランティア

ジャズのライヴに陶酔の衆
九九算の七・四いまだ覚束無
タ

場

し

規

テレビ占い中吉とやら

約束の彼と逢う日の待ち遠し
魚が飛ぶよシャガールの絵
北鮮の発射施設にミサイルか

︵於・館林市文化会館︶

平成二十四年二月二十五日首尾

花大樹友好映えるポトマヅク
山市の果てに限りなき世を
光

タ

場

干

やはり合わない百円眼鏡

冷素麺の喉越しの良さ

し

月灰かデータラボッチは水の番
身支度の程には仕事はかどらず

し

サ

ゲートボールは無住寺の庭

海へと続く陽炎の径

復興の絆支える花宴

光しサ陽タ千サダ光規サ陽千光し陽サ規

八東京遅刻坂連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃遅刻坂﹄

ナォ權揃へボートレースは合図待つ

隻眼ならば十兵衛左膳

岩陰にゐないゐないばあのだれかさん

お稲荷さんが守るこの町

一生

蝶々子

一塁ロー

安芸

有杜
蛙女

睦みあふ野のけものらに雪は降る

寒き夜道にすねて甘えて

思案人

半田有杜捌

堕ちるなら奈落の底まで堕ちようぞ

螺々子

小林一号一

鏡の国はすべて逆さま

石仏の肩にはらりと冬紅葉
半Ⅲ有杜
武井蛙女

一呈口一

舞ひ立つ田鶴の強きひと声
車窓には揃ひのブレザ微笑みて

狭庭にもそれぞれの四季めぐり来て

執筆

思案人

一生

安芸

一生

枇川思案人
谷Ⅱ螺々子

博物館のお子さまランチ
きん
黄金の粉こぼれて月は東山

有杜
蛙女
安芸

機影続々空はうららか

バックナンバー積まれやや寒
ナゥョガの型もひとつ学ぶ若沖忌

体脂肪計朝な夕なに

あつという間にメール送信

月遅し裾野の灯り灰々と

一皇ロー

秀烏一生
Ⅲ巾安芸

無花果ジャムが出来上がるころ

格子戸伝ひ低き三味の音

トロ箱に大漁の魚詰められて

蝶々子
思案人

花吹雪ひたすらに浴び遅刻坂

有杜
蛙女

ゥ蓑虫は小枝に揺るる絆あり

何はなくとも真心がある

どうしてもわりきれいもの恋なんて

卓上に残されしドンペリニョン

螺々子

｜一汁に鉾十一一朋二斗払叩雷︵文音︶

ゴールネットは陽炎の中
安芸

秤

一生

お化け屋敷の裏口を月

わがもの顔に路地の黒猫
平成も昭和もあらぬ波署し

圭呈ロー

段々畑をわたる軟東風

思案人

有杜
蛙女

心には祖母がゐますと磨き上げ

春のスカーフちょっと派手めに

色も香もどこかはかなき北の花
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八東京・遅刻坂連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃雲上に﹄
塙於玉捌
仲本お

墹於

雲上に浮かぶ富嶽や小六月

大根洗ふせせらぎの水
山中主

山縣敬

始発駅交はす言葉は短くて

広場の市に探す食材

横田士里

今富千

有明までも交はす杯

小野酔

ナォ春愁の表紙にジグソーパズルの絵

復興の町思い届けい

生き変わり死に代わりして又も修羅

口内炎にはチョコラＢＢ

数式の不思議不可思議雪しんしん

寒稽古へと急ぐ自転車

黒い目をじっと見つめる茶色の目

心に灯るほのほゅらゅら

燃えカスを拾ひ集めてまた燃やす

竹の香ゆかし草庵の床

月燵々妖精の歌丘に満ち

色なき風の渡る故郷

ナゥ遅れじと身辺整理青瓢

しかめっ面の写真取り出し

封印のエレキギターをかき鳴らし

午後の日差しをのせる薄氷

周山の深きに匂ふ八重の花

しつけをついと抜いて佐保姫

秤雌二什咋粋十一Ｆ湘二叶訓叩函︵文音︶
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石畳打ちては前へ黄鵲鵤
ゥ香も高き落ち葉踏み締め尾根目指す

お

於

擦り寄る三毛のこゑもかすれて

いつまでもからだ震へる夢の中

主

お

酔

干

一里

敬

羽衣捨ててはや二児の母
砂山にトンネル穿ち橋を架け
寄せ来る波に泡と消ゅるも

士蛍住む洞の涼風

教会に響くゴスペル夏の月
けんけんばけんけんぱして帰り道

於
敬

︑王

老眼鏡を探すこの頃

毛既に草履を重ね花の客
ビルの谷間に群れる蜜蜂

二水玉池陶辺子二水玉池陶子辺二水玉池

執酔千重敬主お於酔千重敬主於お酔童千

筆陶辺子二水池玉陶辺子二水玉池陶子辺

八束京遅刻坂連句会Ｉその三Ｖ

歌仙﹃冬の虹
大久保風子捌
青柳祥

冬の虹木曽三川を一跨ぎ
外腰掛けに真鋪の手炉
荷を下ろし大八車影長く
山中士

高井辛

無心にあそぶ十五夜の雲

風

新田透

大久保風

ボンせんくいに走り寄る子ら

稲葉和

ゥ菅笠をあごまでおろし風の盆

祥

ナォすぐと立つ年ふる海女もをとめらも

潜りたくなりやマンホールとも

体ひねりフリスビー獲るポインター

田げりなく日の胸のざわめき

降りやまぬ雪の夜中はむつまじく

おいてきぼりは操り人形

鏡餅微かなひびと薄俟

宿酔の朝財布はかなし

いつからか祖父の絵手紙来なくなり

ほくほく線はトンネルの中

弦月に飛び移らんか宇宙船

二百十日の稲は動かず

ナゥ裕次郎ドラム叩けば穴まどひ

長距離バスをしばし見送り

食って寝て少し働くありがたさ
フェイスブックに世界広げる

山峡のどこへ吹かるる花の塵
春のショールに足も軽やか

秤鰄二什畦舜十咋朋三叶即睡龍︵文音︶
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幾千羽椋鳥向かふ塒へと

三叉の道何れ委ねん

土

辛
透

和

辛

祥

ああ憂き世なり足掻くものあり

土

風

くりかへす海の波動が紡ぐもの
からむ目線を伏せてはづして
あの涙嘘と知りつつ逢ひに行く
雑魚寝をきめる富士の山小屋
ほうたるの光は月に吸ひ込まれ

ひょこひょこ進むペンギンの列

かの広野外国人に売れたらし

透

和

原稿終へて旨し春眠

夕暮れの観音堂に花の滝

舟平筆子六風平舟六筆風子舟平筆六子風

和風土透辛祥透土和風辛祥風透土和祥辛

F子筆舟六風舟筆平子六風子舟筆平風六

八東京・遅刻坂連句会ｌその四Ｖ

テトラポットにそよと青東風

海原を滑る鴎よ夏初め
谷ｕ螺々子

仲本お池
今富千辺

塙於玉

歌仙﹁鴎よ﹄

ゆるやかに紋付袴着こなして

横川思案人

仲本お池捌

磨きあげたる格子戸の脇

高井辛六
山中主水

ナォ若鮎のきらりと五輪のアスリート

チェロのケースで運ぶ美少女

＊

ドア・２・ドアの推奨酒場
あのころは学割がきく赤門前

白夜の森に夢を重ねる

遠汽笛踊子草は手折られて

ひらめくままに描くふるさと

このイスはグッドデザイン賞をとり

世界遺産で戯れる猿

週末は書類の嵩にうづもれて

山並みかすか白秋忌なり

氷輪を指す糸杉の黒き影

駐車場にはベンツ一台

大八洲花燗漫のこのときを
おぼろにひびく亀の看経

秤唖粁幽斡十訓朋三吋叩縦舘︵文音︶
イドブック︒

＊﹁ドア・２・ドこは欧米人旅行者向けのプノンペンの飲食ガ
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連綿のいろはにほへと良夜なり

丸き背なに蓑虫のこゑ

ワ稲干せばますます高く八つの峰

野火の煙の土手をのぼらん

焼きたてのフランスパンの紙袋

ナゥおむかひはこども病院障子貼る

蝶々子

於玉
お池
千辺

きみと一緒に雲になろうょ
捨て台詞書かれた文の紅のあと
恋のフーガはエンドマークに

思案人

そぼ降りしイスタンブールの裏通り

どこからともなく香るスパイス

冬眠仲間よ蟇と三日月

いひ

水神に供へる飯の東てるまで
Ｏ脚の遺伝子しかと受け継がん

蝶々子

辛六
主水
於玉
お池
千辺

はためく文字は金釘流と
遊ぶがごとく蝶の径行く

刻々と花に染まるる出湯の宿

お辛主千思千お螺主辛千思螺お於主辛思
案 々 案 々 案
池六水辺人辺池子水六辺人子池玉水六人

八東京・遅刻坂連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃明日はハレルヤ一

ナォ縁側にかしこまりたる孕み猫

旅の支度にそっと胄薬

いちび

人肌のよろしき酒に惑はされ

強がりなれど君は市振り
とし

年齢の差を踏み越えゆけば恥のもと

辺風辺村

一水平辺池子平芸池子芸池風

衆議判

ブルーハワイのかき氷溶け

︵校合・前田圭衛子︶

哀しみは揺れる影なり烏の名は

分教場は重文となる

野分くるかと急ぐ玉砂利半川有杜

草に寝て風と雲とをわが友に

初秋の桜さわげり九段坂姫野恭子
ロボットァーム絶景を撮る検川思案人

有明にかの明星も隠れゐて大久保風子

爺婆の太鼓納めの零余子飯

虫しぐれ降る縄文の里

情報誌には付録いるノ︑

ナゥ崩れ簗くＦり抜けたる魚迅し
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ゆびでくるりとまんまるの月

教室のうしろに並ぶ水栽培田中安芸
背丈にあまる夏草を刈り山中主水

ふるさと遙か煙たなびき仲本お池

ゥ峰入りに修験の法螺の響きあふ稲葉和平

ため息つけばあ覚空瓶に恭子

乳飲み子の夢は何いる片笑窪安芸

いまさらに還暦過ぎは無策にて
ネクタイ少しゆるむあけぼの

喜主和千お風和安お風安お祥喜千祥千有

九段生涯学習館︶

たま

今夜こそモンスターとなり窓を閉づ思案人

日の本はなほ赫々と花の魂
天をめざして野蒜育ちぬ

雪女かとまがふ月影有杜
間欠泉の轟きはどこお池

︵於

平成二十四年十月二十一日尾

平成二十四年九月八日首

大鷲は凍湖をわたり番外地風子
珈琲はゆっくり流れるものといふ和平
いぢめ給ふな﹁明日はハレルヤ﹂お池

をととひは洗ひざらしの花模様安芸

末黒に生る秘緑ぼつぼつ恭子

小ri#『今
林 柳 富

今村苗捌
勝 満 李 常
苗
苗児義紅満苗児義紅満苗児義紅子紅義

八東京・中央連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃のうぜん高ノ︑﹄

道行く人に配る絵団扇

青空にのうぜん高く揺れにけり
新調のリュック背負いて楓爽と

かまきり

網戸にひたと止まる蟷螂

ナォ永き日にスタントマンは大欠伸

二度も空き巣に坂下の家

﹁それから﹂に明治の篭屈果てしなく

道踏み外す子爵令嬢

汗を拭く胸の彫物艶っぽく

蝶雨上がりて博多山笠

中東の民主化いまだ緒につかず

新聞まるめさてとパチンコ

金メダル目指す五輪のアスリート

八千カロリー日々の食卓

満月にガルガンチュアの深呼吸

翻訳稼業なぜか身に沁み

ナゥ木の実降る静寂の中をひとり行き

血統耆つき犬に挨拶

風に舞うビニール袋ビルを越え

絹のカーテン柔らかい色

花明り一議一霊また一蓋
子鮎のピチと跳ねる堂

︵於・港区生涯学習センター︶

平成二十四年七月十七日首尾
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内ポケットにしまう果実酒
三日月は隣の屋根に沈み込み
ゥ眺めよき紅葉かつ散る毛越寺

小指からめて秘めし約束
初恋の彼の瞳はうるみたる
いぐさぶれ

軍艦かも影の黒々

だあれもいないカフェの裏口
海沿いの駅のベンチは木製で

寒天晒す狭き街道

凍月に密入国の気配あり
子に折紙を教えやや倦み

ゴミ箱をあさる鴉に手をやいて

オルガンの鳴る午後ののどけし

我が母校百年祭の花万朶

生
臼 今 青 片 1 1 1
杵村I￨」山1−1

苗義満紅児義紅満苗児義紅満苗児義紅満

八東京・中央連句会ｌその二Ｖ

﹃菊の福寿会﹄
土屋実郎捌

小長谷敦

土屋実

厨の隅に中汲の瓶
池田笑

林檎畑に居着く臭

ポップコーンを手から離さず

心頭滅却出来ぬ凡俗

抜き手を切って赤い水着が
合宿の厳しき教へ身につきて

湖の島の社に月凉し

窓際にペアで巴里行き最終便

色眼使って通る女衆

初鍛冶の向う鎚打つ甥若く

筆太で来る賀詞の一行

ゥ歯朶刈って飾作りに精出せる

発条を巻けば小犬の歩き出す

ご機嫌らしい高校の孫

サキソフォン月の森より聞え来て

呼び出しの電話や菊の福寿会

仙

かたぴら雪の飾る叡山

それはそれ花の都にようこそと

ナォ拍手湧く役者冥利の俊寛忌
オスプレイ来てふえる騒音

拉致もまだ解決されぬままにをり

知らんぷりして去りし高官

昔から村に伝はる逆蓑

雁木の道は夢のごとくに

逢ひたくてスキップの足軽々と

キューピッドの矢あきれ届かぬ

わらはやみ

唐突に君を襲ひし瘡

ＡＴＭでおろすへそくり

丹精と始末が宝月笑まふ

地蔵盆へは母を伴ひ

ナゥ抜け路地に簾名残の風通ひ
メンコビー玉貯るばっかり

叩かれて挨立つらむ其処ここに

音のかすかにひねもすの雨

ひとひらの花に日本の歴史あり

御苑の春に偲ぶそのかみ

︵於・港区生涯学習センター︶

平成二十四年十月十六日首尾
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歌

笑敦実笑敦実笑敦実笑敦実笑敦実子子郎

実笑敦笑実敦笑実敦笑実敦笑実敦笑実敦

八東京・中央連句会ｌその三Ｖ

短歌行﹃旅の荷を﹄

島曳き流行り細る経済

鈴木美奈子捌
鈴木美奈子

あり余る金でも買へぬノーベル賞

ナォ戦なき世の永かれと昭和の日

旅の荷を小さくまとめて吾亦紅
宮地馨不

坂川榊彦

銭湯の富士人気集める

月の夜にわたしを奪ひにくるのすり

ストーカー坊主かんざしを手に

常ながら外で待つ娘の長い髪
砦不

彦

参示

二階の声に独りどぶろく
峠来て月光りそむ馬子の背に
眠れれむれと揺るる野の草

参不
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ウトレモロのギター爪弾く喜遊曲

アルハンブラの夏の想ひ出

狐の提灯遠くひらひら

異人なれども鞘を塗る才

ナゥあれが巴里リンドバーグの目に涙

咲き満ちて舞ひ散る花もなき夕

砦示

彦

喜雨のごとあなたの愛に浸されて

神の与へし心捧げる

髪結ふと亭主はいつも肘まくら

奈

たこ

彦

風やはらかに夢紡ぐ街

見せびらかすな盲牌の垪岻

害不

花びらは有為の波間にだき移り

春のしぐれの歌の愁ひよ

︵於・港区生涯学習センター︶

平成二十四年十川十六Ⅲ首尾

奈崇彦崇彦奈崇彦奈崇彦奈

八東京・中央連句会ｌその四Ｖ

箙﹃機関車広場一
功刀太郎捌

功〃太郎
和田忠勝

なつかしき機関車広場天高く

ビルの狭間に淡き夕月
門間レイコ

布川三保子

秋蝶の静かに生蜜吸いおえて

家路を急ぐ杣人の背

太郎
忠勝
太郎
忠勝
太郎

レイコ

レイコ

古テレビ歓声上がりウェーブも

色即是空それがどうした

三保子

掻いた氷に頭ギンギン

咲きいずる前より風は花の色

好きですと言おうとすれど金縛り

ドライブで寄る小夜の中山

ゥ肝試し初めのひとり決まらずに

お玉杓子の尻尾なくなる

向いの席の眼鏡好もし

ナォどんたくの稚児行列の赤檸

大河のほとり侘し城跡

写真集奥の細道句碑のみち

雨雲かかる遠山の峰

ナゥ拡声器運動会を盛り上げて

快気祝いの酒の身にしむ

三保子

三保子

太郎
忠勝

レオ︲．

レイコ

忠勝
太郎
忠勝
太郎

月の影眠る真珠を揺らしつつ

炬燵に潜りうたた寝の夢

忠勝

三保子

あのころは天狗話に興じけり

餅を頬ばりカルタ三昧

花の春うからやからのうち揃い

︵於・港区生涯学習センター︶

平成二十四年十月十六日首尾
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奥村富久女捌

子子恵女子酔恵子恵子子恵子酔女

裕香千富信三千信干裕信千香三富
代 久 弦 弦 代 久 弦
岡 尾 来 尻 部 村 原

八京部・千代の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃法師蝉﹄

月を待つ間の四方山話

やうやうに日射し弱まり法師蝉

角を曲がれば海へゆく坂

金木犀暗くなるほど匂ひきて

猫の寝顔を見ては慰む

ナォ唇気楼スカイッリーを吊り上げる

江戸紫は粋な色目よ

その片恋のあはれうつくし

すれ違ふ蛇の目の傘の柳腰

粘土に練って運ぶコカイン

閻魔様心だけでも罪ですか

抹茶を点てて栗の主菓子

好物の肉雑炊に犬吠えて
ワンマン首相祖国復興
屋上の作り庭にも月埠と

病自慢の喜寿の同窓

談笑になほ興添ふる古酒新酒

祈りをこめし平家納経

ナゥ落日は波華やかに燃えたたせ

子とにらめっこ殿様蛙

フクシマの収穫時期はままならず

上 北
川 原

香信真裕香千三裕富三春香富真春
代 而 弦 代 久 弦 代 久 而 弦
子子子子子恵酔子女酔屏子女子屏

︵於・京都・京新山︶

誰もゐぬ公園の椅子花吹雪
どこからかしら香る草餅

平成二十四年九月一Ⅱ首

平成二十四年十一月三日尾
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孫の手と杖送らるる歳となり

小部屋漏れくる六段のⅢ

ゥ伝説の組紐の技ひとすぢに

バルセロナまで追ひかけてきた

振り向いてくれれば声をかけたいと

一心不乱鮎の苔食む

抱き合ひ永遠誓ふうストシーン

滝壺に干々に砕ける月の影
旅に出たいと思ふこの頃

余生にもなほ青雲の志
生前葬は潮時をみて

花の橋渡って行かうあの丘へ
風鈴ひとつ舞ふがごとくに

高 長 川 井 品 奥 井

八京都・千代の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃露ひとときを﹄
奥村富久女捌

ナォくっついて一緒に割れてしやぼん玉

近松ものは今も新鮮

有価証券現金に換へ

未来より今日が大事と引き寄せる

物言はず棲めるものあり木下闇

長患ひ癒えて家郷に帰りきて

月夜となるも蛍可愛ゆし

上田真而子

奥村冨久女

今宵の月は望月の月

露の世の露ひとときを珠玉とも

籠の鵬鵡がじっと顔見る

井尻香代子

品部三酔

表に子らの遊ぶ声する

新酒酌む古里の文前にして

かたく信ずる君の貞節

笑ふとき木偶は上向く慣ひとか
お捻りわたすタイミングあり
菰被り維新の志士の身をやつす

ナゥ落飾をすれば色気のいや増して

改装終へし老舗デパート

富久女

北原春屏
井原弦
長尾信子

春屏

笛吹川左前方富士の峰

照らせばほのと和む能面
散る花を受ける心に母思ふ

千香富信千真春三真春三真景春三千冨春
代 久 而 而 而 久
恵子女子恵子屏酔子屏酔子子屏酔恵女屏

︵於・京都・京新山︶

子鮎の甘煮盛れる深鉢

平成二十四年十一月三日首
平成二十四年十二Ⅱ一日尾
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カフェアートくづしかねたる小猫の絵

晴着は嬉し君に見せばや

高岡裕子

山紫水明永久に変はらず

ワ地下道を出て並木路人を待つ

雪はしんしん音もなく降る

本当にほんとに好きか押しまくり

弦

香代子

三酔

名優出番悪人の面

宴果てて寒月吉良の陣太鼓
象は逝くとき群を去るとか

香代子

春屏
三酔

リビアから大統領がゐなくなり

ぽこぽこぽことできる政党

三酔
信子

みぢんこの雄はなくとも数増えて

春の名残を惜しむ歌人

老大樹孤高の花の端然と

丸 出
山 来

ハ東京〃筑波東京連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃百人の美女﹂

明

康

ら

理屈とガムは何処にでもつく

和

ナォ装いの仕上げ一卜吹きプアゾンを

数字に弱いパパとママなの

判じもの思考回路に蹟いた

康

佐

赤田玖實子捌

明

朝倉和子
安楽明郎
尼崎康夫

情死より醒め遠雷をきく

ゆっくりと背ナのファスナー降ろす時

雄

好みのタイプ震災の地で

ショウインドウに肥えたマネキン

渡溌草で旨いお浸し

生甲斐はバーゲンセール又も買う

憂を秘そめ春の虹立つ

花の宴衣通姫と連れ舞いぬ

康

佐

害毒

明

壽丙

″

壽両

小出英美子

︵於・ハイライフプラザいたぱし︶

平成二十四年五月三日首
平成二十川年七月五Ⅲ尾

澤田知子

鵜飼佐知子

佐

冬の北海出航の船

念願のヒッグス粒子みつけたぞ

鈴木壽子

目標はイスカンダルか月の空
髭持てあますおくんちの龍

百人の美女とも紛う藤の房
耆に倦みて開きし窓に月射して

赤川玖實子

佐

双六の上りを競う景品に

宅配で贈る吟醸今年酒

三浦康子

ら

憲法記念日英風の中

オフィス街で辨当を責る

ナゥ虫騒ぐフェンスの穴は猫の道

鹿垣の傍ひそむ猪

ワ旅仕度夫の肌着は別に詰め

東海林当号くら

十日夜には太る大根

ら

佐

″

和

セーラー服に隠す妙齢

うたかたの恋を飾りし嘘いとし

湯ぶれに溶ける濃ゆき移香
凍月が音を消しさる飛騨の里

康

弧を描き紙ヒコーキはゆったりと

ピアスを落とすポケットの穴

″

害毒

叱られて涙の痕を残す児よ

重たき釣瓶名水の井戸

佐

余花という華やぎが守る師の墓域

お化け屋敷のバイト学生
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八東京・筑波東京連句会ｌその二Ｖ

漢まじり
脇
起半歌仙﹃慈恩 春色﹄

慈恩春色尽今朝

川門抜ける藤浪の風
若鮎の皿に蓼酢も添えられて
チンパンジーが遊ぶパソコン

赤川玖實子捌

白居易

和

鈴木壽子
朝倉和子

白雲映し沼の水澄む

赤田玖實子

三涌康子

鵜飼佐知子

ゥ去来忌を見物してる女学生

英

安楽明郎

天地悠悠月欣欣

テニスコートでペアーを組めば
あの時に言えぬ一言悔いとなり

圭一面

玖

和

禾
明

康

″

佐

小川英美子

若後家となりチャンス到来
恋をして歌を唄いて酒飲もう

ドナウの真珠短夜の綺羅
視たくないものみたくないのょ

夏の月回れよまわれ観覧車
課税とはなした事だと法王様

頭痛歯痛に胃弱腹痛

年初繁栄願繭花
故郷忘難牡丹雪

︵於・ハイライフプラザいたばし︶

平成二十四年八月二日首尾
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ハ津幡・筑波津幡連句会ｖ

歌仙﹃笑い難﹄
吉本芳香捌

ナォ夢抱き入学の児等晴やかに
フルーッサラダ彩りも良く

ここだけの話いろいろ尾鰭つき

干支の折紙飾る窓口

悴む両手供華を捧げん

凍割りて企業戦士の戻りくる

利酒のどれがどれやら陶然と

笑い級ありてめでたき初鏡
一一羽智子

吉本芳香

ナゥ元気かと間われ元気と爽やかに

朱鮮やかな食積の重
藤江紫虹
田川利公
多田史代
加納俊子
永多澄枝
村上町子

あとさきとなる蝶とたわむれ

絵巻物繰るごと池の月おぼろ
ピアノの音色いずこともなく
ウヵラフルなステッキ嬉し散歩径

試作品とてもらう舞茸

利

智

淡墨の花と競わん観世能
背を光らせて上る若鮎

カメラアングルこの辺りへと

産土神に感謝する日々
海山の幸豐かなる道の駅

そよ吹く風になびく草の穂

委託牛丸々太る小望月

おしゃれも楽しふれあいサロン

私たち過去を忘れて出直せり

再婚離婚またも再婚

恋文もらい胸のときめき

友垣と秋の夜長を語りおり

史

秤唾骨壷毒一一卵十誌朋壗︵文音︶
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塗畦の棚田千枚埋めきて

親子ほど違う年の差なんのその

香

細山芳絵
藤井雅

山本比佐子

夏帽新調屋久島の旅

砂浜を裸足で犬と駆けくらべ
お地蔵さまの微笑みて立ち

どこまで進むＩＴ頭脳

俊

虹

花万朶歴史秘めたる古戦場

澄

月あかり置かれしままの鎌と鍬

初虹かかる故郷の峰

智虹史雅香利町比澄俊史虹雅智香芳比Ⅲ］

ハ赤穂・つばさ連句会ｖ

飯沼三千古

八尾暁吉女捌

スワンスワン﹃ひねもす﹄

一面

枢にかける白き夏帽

ひれもすを瀬音清しや鮎の家
矢崎硯水
宇野恭子

石の形が何か言いたげ

三面

楽しくまぜて美味なビビンバ

遺伝子のそれぞれ違う兄弟

納めの寺に遍路笠ぬぐ

ラジオから軽快な曲流れ来て

牛あそばせる春の山麓

弓なりの瑞穂の国は花盛り

秤唖菫什皿粋仕朋二十五叩雷︵文音︶

三千古

三千古

硯水
恭子

暁吉女

恭子
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木簡の出でし荘園にぎやかに

三千古

硯水

暁吉女

八尾暁吉女

忘れ団扇におもしろき詩

恭子

振り向けば思わぬ方に月現れて

噂を追えば逢える気もする

恭子

暁吉女

三千古

硯水

暁吉女

硯水
恭子

三千古

放浪の旅にスマホとカード持ち

平和の鳩の翼休める

いつの間にお国の蔵にネズミ穴

色紐ひくと豆のぼろぼろ

鬼やらう声の聰こえるこの辺り

月を浮かべる雪の鱒踞

正夢は恋女房の膝枕

帳場に居てもこいさんの顔

ともすると焼けぽっくいは燃えやすく

面れ

ハ福岡・天神連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃天神へ﹄
天神へ野山の冬日くぐるバス

八木紫暁捌

浅野黍穂
今村八洋
河端洋
福武光風
八木紫暁
裟島寿哉

ダカールラリー男なりやこそ

ナォ曲水の宴短冊にさらさらと

胡椒目玉の海の商い

芝の上寝転び覗くピサ斜塔

炬燵の裾にもつれ合う猫

禍抱着て大座布団にどっかりと

ぽとりと落ちる赤いかんざし

宮詣り橋の欄干肘をつく

高い高いと吾子は聯され

婿とりも間近に娘陶芸師

干柿さがる藁屋根の軒

歓声を浴びて月夜に舞うバレー

写真の吟味床に広げる

ナゥ峰越しに空を埋める鰯雲

歴史を変える遺跡発掘
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混み合う車内重着の客

いつもの料理格別の味
出帆の観光船は月を背に
浜菊数輪テーブルの隅

洋
八

本命の内定通知受け取りて

ゥ虫時雨知るや知らずやわが心

ほんのり上気盃の紅

哉
穂

あの夜の痴態思うも恥ずかしく

とんぼの眼鏡鼻の愛嬬

風

露地の奥にも春の雪積む

花衣脱ぎて笑顔もこぼれたる

森

Ⅱ
I

行動医学研究所︶

原人としてアフリカを出でし夢

大胆な決断世界揺るがせて

八

暁

暁

錆びた線路の先はトンネル
きもだめしとて無理に誘われ

洋

森林を墨絵にかえて月涼し

哉

︵於・福岡

平成二十四年十一月十八日首
平成二十四年十二月十六日尾

いたずら過ぎて叱られる子ら

八

穂

薄明かり座仏の像の笑み給う
足元の句碑まで枝垂れ花万朶
舞妓の帯を揺らすかぎろい

子

洋月暁穂風哉洋月暁穂風月哉洋穂暁洋風

ハ福岡天神連句会ｌその二Ｖ

膝送り

紫八光黍

歌仙﹃酢漿草の﹄
酢漿草の花や天神小植込み

坊主頭にそっと手を置く

ナォ皿に盛る湯掻き田螺に祖母偲ぶ

掃きもきらずに火山灰の積む屋根

雷のせて幕末太陽伝にでる

クレオパトラの夢を噛む蛇
世の耳目集めて二人船出して
突っかけ草履覗くパチンコ

タ涼し水掛不動露地の奥

くるりひらりとかわほりの舞
遠ざかる鐘と太鼓のちんどん屋

高速道路恋の道行

うすものの端峨ゆらめく露天風呂

小牡鹿はねて川の瀬を越え
ナゥ指折って秋の七草数えおり

ゆくりなく活断層のゆるぎだし

街慌し嵐近づく

地下の廃坑水みたすらん
花吹雪庭に絨毯敷きつめて

︵於・福岡

十四年七月十五日首
十四年九月十六日尾

行動医学研究所︶

こともなき世をしばし春眠

平成一
平成一
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夏の匂を乗せてそよ風
突堤に釣人数多並ぶらん
月高く未来捉えし電波塔
算木青磁におよぶ秋冷
列車に乗りて一人旅行く

ワ忘られぬ雌阿寒岳のななかまど

老々介護熟年の恋

児等五十路来し方のぞく話しぶり
足許にふつふつと吹くクレーター

月射す屋台交す熱燗

影絵芝居に固唾飲み込む
見習いは裏方役に精を出し

離島経営民主がんばれ

くずおれし原発廃嘘凍て付ける

代々の暖簾に映える花明り

鶯餅を求め家苞

八 今 福 河 伐
木 村 武 端 野

風洋穂暁八風洋穂暁八風洋穂暁洋風穂
洋

洋風穂暁風洋暁穂洋風穂暁八風洋穂暁八

八名古屋・桃雅会ｌその一Ｖ

傘寿祝伊藤哲子様へ

歌仙﹃竹落葉﹄

北の島南の島とまとめ買ひ
どさり届いた暑中お見舞

ナォ鮭五郎お前飛ぶのを探したよ
海老チリソースあとをひく味

日下部喜平

長谷川芳子

古池五十鈴

代

季

宮川尚子

大口元通

定家流習ふ墨汁汗しとど

脱げたる靴に鎮座する秋

尚

杉山壽子捌

仏塔の葉叢に沈む二日月

保

月夜を西に車走らす

執筆

足立徳子
消水春美

や

天野収一

色なき風にふたり吹かれて

縞のカーテン光包めり

わが心撰っておくれブーメラン

雄

裕

ゥ金の鈴ふりふり虫のすだくらん
抱かれて優しくなると知りました

秘湯でともに早稲酒の酔ひ

くのあや
松尾博雄
古賀幹子
古田憲治

秤雌一一汁皿唾蒜朋二十峠肥壗︵文音︶

青帝さまも顔みせる朝

おほどかに生きて遊んで花の下

めでた佳き日は乾杯の歌

かたまりてスキップしてゐるランドセル

伊藤哲子
杉山壽子
伴野末季

顕微鏡にはアメーバの群

竹落葉細香に身をぱ委ねいし
横町のばち屋つづら屋並びゐて

中森美保子

ナゥ留学は国の期待を背負ひ込んで

を

幹

なほ艶ませり素袷の君

何やらくはへ猫がふり向く

島田裕子

運を味方に五輪代表

空け渡す研究室の鍵の束

青島ゆみを

凡凡の凡は非凡と言ひつたへ

タワーの丈に競ふ相愛

渡辺多美子

すず

古川了
斉藤佳成
水野弘子
水野光哉
川中初子
古賀寛哉
宮川晄子

武蔵野に古きを尋ねウォーキング

雑木林に炭を焼く人

こがらしの伴奏に乗り月出づる

つば広帽の寂し主の目

短針を追ひ抜く長針果てぬ夢

増税議論どろどろの中

花吹雪野点傘より傾ぎ零れ
水琴窟から春を聞きをり
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八名古屋・桃雅会ｌその二Ｖ

二十韻﹁八腿烏﹄

田中初

ナゥ報道はユーロとドルと円のこと

ビジネス兼ねて夢の欧州

花の下そぞろ歩きに癒されぬ

わらんべ

ぶらんこ漕げば笑ふ童

季幹初通

古賀幹子捌

霞たなびく丘の家並
伴野末

大口一兀

床の間に侘助活けて愛でるらん
古賀幹

八腿烏居ぬかと探す建国日

新刊の本部屋に積み上げ

膝枕させ寝酒熱燗

平成二十四年二月二十二日首

︵於・熱田神宮文化殿︶

平成二十四年三月五日尾
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ゥくっきりと冬月映す硝子窓
エプロンの後ろ姿に惚れ直す
けふは買物あすは歌舞伎座
向かうの路地にしやれたケーキ舗

終電に乗りそこないて街を行く

腰越状の哀れ義経

ナォ湘南の浜に大きく虹の橋
寄り添うて口づけしてるシルエット

藁塚を背に悶え柔肌

月僅と老いの孤独を諾ひて

松茸ごはんひとり贄沢

幹季通初幹季初通季幹通初子季子通

八名古屋・桃雅会ｌその三Ｖ

半歌仙一全環食﹄
宮川尚子捌
古賀寛
杉山一詩

禰川咋向

長谷川芳

新緑や金環食の影あまた

立ち漕ぎでゆく急な坂道

歓声あがる涼風の苑
念願の男児誕生寿ぎて
ウッドデッキにつまむ枝豆

︵於・愛知県芸術文化情報センター︶

平成二十四年五月二十三日首尾
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月の出にはたと鳴き止む虫しぐれ

夜叉と菩薩の甘い誘惑

ワひんやりと壁に耳たぶくっつける

最北端へはやて号過ぐ

秘められた奈落の底は蜜の池

しっぽから噛む主義の鯛焼き

国会のなんじやもんじゃに東てる月

フルマラソンをみごと完走

元気ですプラセンタとふ注射して

節電のややほの暗き非常口

残雪仰ぎ乾杯の歌

話つきない春耕のこと

持ち寄りのごちそう広げ花の宴

壽哉芳尚哉壽尚芳壽哉芳尚哉壽子子子哉

八東京・刀水の宴連句会ｌその一Ｖ

二十韻﹃みちのく路﹂
磯直道捌

利根川たらう

磯直道

谷あいに咲く片栗の花

おもしるや春雪に逢うみちのく路

矢野徳三郎

秋川柿生

男寡は酒の栓抜き

州脇呑空
太川里空
直

坐巾

た

才
徳

遠忌了りてだんまりの猫

ナゥけらけらと笑う女の国誰り

卒業式の袴美し

手さぐりし町にたてば香る花
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青き踏む子等の歓声こだまして

ゥ月今宵格安航空島に着き
友の土産のとろろ汁吸い
隠れ宿そっと窺うへこき虫

夜道をしのぶ今更の恋

家無き人になつく亀の子

里

呑

こうなるのわかっていたわ泣かないで

智恵子の空か残るちぎり絵

直

ナォいきまいて末は社長と遠花火

引越しの娘の髪に豆しぼり
異国の嫁は魔薬ひそめし

里

徳

た

障子のかげにふわり悪霊

東てし月信号待ちの街にいて

︵於・福島県岳温泉あづま節︶

平成二十四年三月二十五Ⅲ首尾

た呑直柿

八東京︑刀水の宴連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃片陰﹄
秋山柿生
太川里空

磯直道捌

愛犬の片陰選ぶきのうきょう
土用の波に子等のはじけつ
笹食べるパンダ励ます人の群
田島呑空
尾形弥生

生方孝坊

利根川たらう

吉田けいこ

色とりどりのデモのいでたち

簾納めて父母は健やか

復興の里に月光きらめきて
ゥ目にさやか秋の彼岸に菊乱れ

磯直道
岡田夢女

許されざりし妻を伴い

逢えるかと外を見つめて待ちわびて

市
才
里

いつもの顔とすごす立ち呑み

呑

巻紙に薄き最後の賀状書き

白く染めるは淡き寒月
金王朝いま三代目餓楽土

た

弥

け

オリンピックに原発も消え

直

孝

︑うえ

女ぶり男ぶりをも競う宵
夢よりさめて産土神の花

前蚕

帰る烏スカイッリー見下しつ

春の闇へと旅路ゆく影

︵於・たまプラザ尾形邸︶

平成二十四年七月二十九側首尾
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八東京・稲門連句会俳譜﹁西北の風﹂ｌその一Ｖ

歌仙宣廿い壺重
白い雲泰山木の花の如
天辺目指し上る噴水
応援歌観覧席に筋して
スキップらんらん傘を振り振り

高瀬舟月の運河を滑り行く

紅葉かつ散る散策の径

ワ地芝居の小屋がけできて幟旗

酒の算段忙し世話役

銀髪の祖母は洋行帰りにて

エリゼ宮から届く恋文
往年の腰の曲線とり戻し

肥屋に千両万両年うつる

伊藤哲子
松澤龍一

渡部春水
間山英子
中村哲三
小太刀昌雄

渋谷盛興
長田竹風
西川なほ
商川鄭和

源桃子

渡辺さやか

平一不日生

山地春眠子

木之下みなみ

八田眞子
安楽明郎
白石一有

し

雪山賛歌頭上凍月

シャルウィダンスＹのスタイル

I
n
l

資本論ブックバンドにさりげなく
おおぞら

ロダンの思惟に届く夕鐘
魔術師となり宙に花満たす

鳩多き日に早稲田卒業

ナォ弱天に自転車の列きりもなし

坂根慶子

さやか

鈴木ちかひ

鉄人レ−ス褐色の肌

ふくよかな耳にビーズのピアスして

諸江昭旦
佛渕雀羅

さやか

ちかひ

慶子

真昼の庫裏にはげむ子作り
甲冑のばっかり開いて覗く闇

戦場の村九九習ふ声
蒸飯の香宿舎に漂い来

フォーカス合わす村の真鶴

さやか

雀羅
昭旦

川柳が俳句のようになってくる

浅い河底すってんころりん

慶子
昭旦
慶子

ちかひ

さやか

慶子
昭旦

月傾ぐおばけ煙突立つ街に

目鼻をつけた南瓜積み上げ

ナゥ商いは三島祭の札頼り

ひと筋光る点滴の管

播鉢を押さえし記憶ずんだ餅
本のカバーはチラシ使って

汽車待てばふわりと軽き花の帽

春の名残に淡きバロック

拝雄一什皿粋唖亜一汁一即電︵文音︶
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付

八東京・稲門連句会俳譜﹁西北の風﹂ｌその二Ｖ

歌仙﹃合掌し﹂

西北翔けるトキ色の翼

ゥとりあえず飛びだして来た秋遍路

付回し

斗工そさい

︑汀一有
安楽明郎

ナォ蛎祖祭の灯のゆらぐ中華街

四字熟語Ⅲなぶる春風

鵜飼佐知子

源桃子

英子

櫻田野老

矢を放てども彼に届かず

ポーターはメガトン級のおのこにて

はたた神にも負けぬ激情

一有

内田和韻
富永十無

一言の余韻尽きることなく

青の時代のピカソデッサン

和韻
十無
哲子
野老

ちかひ

桃子
野老
英子

ココア入りバタークッキー舌つづみ

闇を見つめる禅寺の奥
鈴木ちかひ

のどらかな日々ドアの開け閉め

定年を修めて情しわがこころ

件雌一汁皿斡唖皿一汁拒叩唖︵文音︶

帆柱高くかかる初虹

窃やかに花のティアラを花の道

鵜飼佐知子

巾村信
太冊武志
野中山水
諸江昭旦
商山英子
大城里水
亦沸水魚

ちかひ

欲しきもの恋の迷い路羅針盤
伊藤哲子
渋谷盛與
高山鄭和
安楽明郎
白凋一有

暁の月を頂く摩天楼

合掌し先頭の嶬大河行く

鞍上に乾坤一榔朔の月

渡辺さやか

滅ばざるもの獺祭忌の主
ナゥ松手入職人気質一服し

風に頭を垂れる帯木

草の穂の実も揺らす歳時記

佛渕雀羅
松原邦博

逢魔が時の不意のときめき

きっかりと三時まで鳴く夜の蝉

心の疲れ癒す足湯も

平宗星

玻璃戸越し時の移りを眺むらん

影のない女と街ですれ違う

呑者必酔噂者定消

酔いしれて酒に浮き名は立ち初める

繊月遙か果ての庚申

大石の家紋と同じ巴焼き
お泗落なシャッポトレードマークに

背負いたる夢の先には哲の道

田打の歌の声も高らか

滝桜花みなぎりて今年また
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八州棋原︑桃天樹嘘聚ｖ

鵜飼佐知子捌

歌仙漢和行﹃新豆腐﹄・印因駒

○

側杵淋児
赤川玖實子

水淋新豆腐

夕月透けて空に収ル○
桜田野老
鵜飼佐知子

軒伝う風船葛翔ぴそうに

長田竹風
〃

〃

佐

〃

玖
″

揃
玖

玖

竹

ナォ復活祝染卵
冒瞼旅行由○
海底掘石油○

原野探鉱物

アフロディテを想う獄囚○

青簾揺るればきらと閃きて

すめらぎの古墳に床し相聞歌

離婚の資金貯蓄順調○

定期検診可
本草学を修め悠悠○
望月注酒杯

流れる星の燃えつきる秋○

ニンフが下げる銀の香毬○

ナゥけもの道右や左に穴まどい

相模原桃天棚︶

その昔私の先祖占部とか

︵於

浬藥慈悲調○
柳緊縮粉丘○

落花彩撞渓

平成二十四年八月十四日首
平成二十四年九月十一日尾
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手品で隠す真っ白な鳩○

涼氣近辺漂

清江遠夏篝○

ゥ釣 堀 に い つ か う た た 寝 そ れ も 良 し

片頬だけの笑窪柔ヵ○

竹

勝

巧言陶酔誘
令色浮華憂○
児童学小樹
剣舞催高櫻○
輪祭仰鎌月
雲仙岳の霧氷倫シム○
女性強五輪

佐

ボウ

増えたり減ったり麻雀の壽○
満開のしだるる花を衣とし

春雷の中歩み去る牛○

〃野淋玖野淋玖佐勝野佐淋佐玖〃淋玖野

菊

八徳烏・徳島県連句協会ｖ

菊子璃菊子璃菊子璃菊子璃子

西條裕子捌

裕 満 裕 満 裕 満 裕 満 裕

二十八宿﹃クリスマス﹄

︑つ

ナォ鴉の巣針金も入り堅固なる

かやり

耐震計画遅々と進まず

前向きに楽天主義者蚊遣焚く

ビールに冷酒ほどほどが良し
恋どころ思ひ暮ればクレージー

死んで見せると走る薄野

かうなれば解けぬ端峨のもつれ糸

正倉院は曝涼のとき

ナゥスタンドに満つ応援歌競ひ合ひ

かじ

足踏み鳴らし鳴る焼芋

菊璃子菊璃子菊璃子菊璃子菊璃

いちゃう

校庭に銀杏も聖しクリスマス

めぐ

置き忘れたる赤い手袋
定刻を一輌電車廻り来て
田舎食堂蕎麦がお薦め
月の客口笛吹いて遠ざかり
はぜ

所を替へん篇釣りの竿

ワ転職の部下のその後は爽やかと
ふたり密かに交はすアドレス
もと

投げ揚げるブーケは飛んで誰の許
まつりごと

ダークホースが混戦を抜け

武者絵の凧は空にゆったり

懐かしき祖父母の写真懐に

フレァスヵートふらここに舞ふ

燗漫の花を映して水鏡

平成二十四年十二月二十三日首

︵於・交流プラザ＆文音︶

平成二十五年一月二十日尾
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満

満裕

満裕

満裕

満裕

商ひも政にも倦み暮らし

お地蔵さまはいつも微笑む

花の幕張るも豊かに三の丸
ひとけ

人気まばらな春荒れの午后

二 竹 西
橋 内 條

ハ神戸・徳島連句懇話会ｖ

鈴木漠捌

高Ⅲ芙美
鈴木漠
紀野宙心

芙美

″

〃

〃

″

漠

束條士郎

芙美

ナォ受洗せし頬かがやかせ復活祭

かへ

卵を割れば何が孵るか

相性の好し悪し易に占うて

浴衣姿で待つ橋の上

かはせみの声透き通る山や瀬に

こだま言霊往きつ戻りつ
はい

杯重ね詩歌管弦月の客

きほみよし

こころ浮き立ち踊り惚けん

ナゥ初潮の勢ひ舳に渦を巻き

仮校舎にはベビーブーマー
還暦を遥かに越えて花に酔ふ
ぷピン

養の一の目揃ふ双六

｜軒皿稗仙胆一十Ｆ即壗︵文音︶

筆〃恵郎美〃漠〃美〃漠美

第三起短歌行﹃青葡萄﹄

デジヤ・ヴュ

め

たとふれば月のしづくの青葡萄

幼子の瞳の奥に涼しく

遠花火既視感のごとく揚がりゐて

哲学といふ無益なるもの
ゥ瓢箪のからりからりと笑ふらん

刹那刹那を揺るるコスモス

ひこぼしをりひめ

牽牛星と織姫星の夜に我ら逢ひ

愛別離苦も先取りの恋

綾取りをする姉妹よく似て

朱の盆にはんなり坐る雪兎

陽炎もえて遠ざかる日々

ふるさとの桜咲くとの便り来る

拝
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芙

芙

士芙

執

八東蝋・都心連句会ｌその一Ｖ

第二四回青時雨忌追悼
正式俳譜興行俳譜連歌

歌仙﹃師を偲ぶ﹄
風入れの朱記多き書に師を偲ぶ

定家葛の茂る生垣

羅の衣やさしく纒わせん

大劇場のはねし喧騒

林立の高層ビルに月掲げ
いつか聰きいる細き虫の音
ゥ持ち寄れる菊花まつりの五千鉢

美人ホステス駅裏の店
火の酒が心と体円を描く

楽しんでいる編されること

秋山よう子

小林静司
和川忠勝
横山わこ

中村コッコ

土屋実郎
今村苗
尚島幸子

忘れまじオイルショックの苦しみを

脆座が波打つコーランの堂

ナォ春潮は異国の歌をうたうかに

松川ぼ／くる

澁谷八千代

浅淵小葦

蛭海停雲子

和久井八重

近藤蕉肝

世渡り上手つかず離れず
焼き餅の崇り恐ろし山の神

伊地知義子

赤田玖實子

ダイヤモンドで惰気治める

千仏洞に流砂絶えずに

藤沼和ヱ

広崎竜哉

夢にまで見る故郷の碧い海

頑是無い童と遊ぶひざの猫
なりたくはなし晄惚の人

尚尾秀四郎

速藤尹希子

ロッキングチェア−寡黙の男坐し

回遊庭圃昇る望月

ナゥ新米で作るおやきに舌鼓

独身貴族楽しうそ寒

雁配松田ぼくる声明関︑頁流

執筆鈴木善春配硯山本恵子

知司今村苗配硯海津桂子

脇宗匠抱虚庵忠勝香元和田ひろ子

宗匠松涛軒静司花司横山わこ

︵於・浅草寺伝法院大書院︶

平成二十四年七月八日首尾

ひれ伏せば髭の瓢左の遺影笑む

雛納めいま揺るる冠

宮澤次男
青木秀樹
倉本路子
伊藤哲子

古物市遊雅にわたる売と買

正鵠をはしと射抜きし花の下

宗匠
執筆
和川ひろ子

十五乙女の淡き春愁

廣野順子
村井昭三
坂川酔彦

中野みち子

松本華与
静寿美子

村上鴦樹丸

猜則隆
白井暎子

ユーロに見えしひびの複雑

寒月は散弾銃の的とする

ウォンテッドにカメラ凍てつき

槍投の父子二代のアスリート
箱根細工を開けるなぞなぞ

ゆるやかに舞う蝶の幻

花盛りソーラーカーで気まま旅
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八東京・都心連句会ｌその二Ｖ

ナォ風光るスカイッリーは屹然と

遠き昔の将門の夢

何狙う鳶の描く輪を見上げては

恋心秘め医師の文豪

﹃涼新た﹄

宇宙の基地は呉越同舟

美人画におくれ毛はらり床に落ち

どこからか天然の美の音楽が
秋山よう子

ｔ屋実郎

土屋実郎捌

かさこそかさと小鳥来る庭

到来の讃岐うどんや涼新た

思わざる鬼の雲乱旅に伏し

詰り

幸
た

︑つ

︵於・港区生涯学習センター︶

平成二十四年九月十五日首尾

蝶を追いかけ駆け抜ける子等

古城趾に心ゆくまで花を愛で

子の日わく不惑知命と

お父さん川角四面が玉に暇

あわい
はきだめの菊廟ひ間
の月
ナゥ大漁旗たてて入港鰯船
流通ルート開拓をせん

秋麗ゴール見極め軽やかに

タヒチに老を託つテキーラ

商烏幸子
村井昭三

枇杷色の月皓々と雲もなし

わだかまり捨て撒ける打水

晒鯨でひとり晩酌

プラネタリウム親子連れ満つ
水浴びも年を重ねりや冷や水に

焦がれて買いしゴルフセットよ

あにい

ワアメ横の兄の声のしわがれて

幸せ黒子口元にある

︑つ

郎

郎

一一一

幸

選挙前似たもの同志民自公
このごろ流行る女性探偵

幸

た

方丈の池覆う噸り

柚子味噌に心ひらける夕餉時
﹁笹の雪﹂出て路地に冬月

妙見さまに揺れる灯明

よくもまあ夫婦漫才笑わせる

海越えて相思カップル誕生し

郎

猪飼たかし

仙

シェパードに引かれて登る花の山
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歌

た郎三幸う郎た三幸う郎た三幸う郎た三

八東京・都心連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃雑木山﹄
雑木山暖炉を焚きてひとりなり

膝掛けをして読書三昧

遠くより出船の汽笛響き来て

今村苗捌

松田ぼくる

今村苗
広崎竜哉
松本華与
池田紅魚

垂屯

苗

色恥

与

井田

る

幸屯

与

遺産争いしばし休戦

ナォ昼からは招魂祭の相撲見て

ミサイルならぬ宇宙ロケット

甲冑の木の間隠れに十字軍

乗馬の趣味は今も健在

気にかかるメタボ体型親譲り

春着の陰のあの時の手よ

初恋の人と続きし年賀状

真暗闇の寺の回廊

一瞬に火花を散らす静電気

寮歌朗々帰る薄野

月見酒飲んで雨月の句会果て

加齢によると医師の診断

ナゥ捨て団扇とうの昔に見限られ

庭の雀は無欲括淡

香の物器は魯山人好み

田舎暮しの穀雨聞く午後

土間は掃かず花幾片の舞い込めば

拝雄二什皿轌垂叩二什八叩啼︵文音︶
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急に飛び立つ公園の鳩

夕月の上りて終わるかくれんぼ
何処かで誰か秋刀魚焼くらし
ゥ御近所の造り酒屋で新酒買い

今じゃ逢えない人の女房
ネクタイを結んでくれる白い指

聖母子像を守る燭台

大型のバスはブロードウェイを抜け

六法踏んで主役登場

月涼し鼠小僧の目が光る

色抽

る

頭かすめし影は蛎輻

国境へ流離う旅はまだ続き

垂屯

与

弁田

床はタイルの小さき税関
湖をぐるりと包み花の雲
遠足の子ら声もうきうき

る苗魚与竜苗る魚与竜苗る魚与竜苗る魚

ハ志摩・南草連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃磯の香り﹄

初日の出にはかに磯の香り立つ

屋号呼び合ふ漁夫のお年始
太筆にたっぷり墨をふくませて

なりしばかりの町の世話役

満月に眠らぬ都会歌々と
野分を兆す梢の揺れざま
ゥ松茸を肴にせむと急ぐ家路

韓流の妻テレビ離れず

ダーリンと迎へるなんて夢の夢

田島竹四捌
西尾敬一

川島もり
川島竹四
吉藤一郎

波青

いづみ

虫を唾へた愛らしき烏
呼鈴に応ふる女乱れ髪

敬一

ナォシャボン玉意のままならずみぎひだり

いまだに君の面影を抱き

一郎

美代女

燃ゆる血を治めきれずに自暴自棄

もり
竹四

波青

森田蓉子

一票格差いつ直るのか
とみかうみ隣の隠居懐手

鳴るやも知れず雪吊りの弦

一郎

もり
竹四

敬一

美代女

絵に描いた餅とはならず功を成す

先祖代々篤農の家

浦毎に平氏末喬十三夜
運動会は赤組が勝ち

山本いづみ

ナゥ雨止んで尖塔つなぐ秋の虹

広波青
敬一

退院したと礼状を書く

西岡美代女

もり
竹四

蓉子
波青
蓉子

女性総理の出る日あるやも
携帯の待ち受け画面犬のポチ

美代女

拝雌二什皿舜什奎刎ヨ枕叩密︵文音︶

五色のテープひるがへす東風

幸せのものさし老後さまざまに
背ナに子を負ひ若布干しゐる

波青

花筵円陣揺れて唄はづむ

集ひ寄る寺の百畳月涼し
伽羅の香の沁みる文机

敬一

いづみ

勘九郎襲名披露みその座に

一郎

運気盛んな人の目力

ピァノ弾く掌に緊張の汗

生涯の名句詠まんと花仰ぐ

一郎

もり
竹四

美代女

ヒッチハイクの麗らかな午後
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八志廉・南草連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃松虫や﹄

墨の香しるく走る月の句

松虫や金琵琶と言ふ別の名も

田島竹四捌

西岡美代女

田島竹四
田島もり
古藤一郎

木村ふ︑７

西尾敬一

ぶじ初産の電話男子と

田仕舞も終えし一家の安らぎて

鶴来たる日の湖の静けさ

一郎

広波青
竹四
もり

大空のどこまで伸びる蔓の先

日本の領土奪ふ奴ども

ゥ眠りゐる山へ実弾撃ち込めり

化粧濃いめに勇み出勤

バーボンを飲んで悪女の深情け

ながながと会議は踊る夏の月
風に乗る球イチローが捕り

ゆふだち叩く螺旋階段

一郎

ふう
波青
竹四
もり

敬一

美代女

歴史の陰に密約の束

美代女

振り向けば見知らぬ犬がついて来る

夢の園かも陽炎の果

駅弁を食べ比べする旅楽し
落花浴び呉越同舟肩を組み

平成一
平成一

汁皿斡地卵士叩噛︵文音︶
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八東京・拍華連句会ｖ

歌仙﹃句を拍る﹄

ナォトリ鉄を春の旅には従えて

わこ

融資を急に引き上げる暮れ

わこ

竹凡
わこ
鬼火

〃

佐知子

近藤蕉肝
福島鬼火

姐さんばかり涼む川床

鬼火

のっぺらぼうも入る温泉
総選挙昨日の友は今日の敵

鵜飼佐知子

唐獅子に抱かれて汗の白き肌

奉ヨ

近藤蕉肝捌

二十四節気めぐる大雪
横山わこ

浮世の果ては上人となり

ジョウ

句を拍る笑みも十歳や玉譲
プロ棋士はコンピューターと勝負して

狩野びんや

ゴルフボールに止まる蜻蛉

有明のかくれもあえぬ富士の雲

びんや

袴の折り目ちょっと乱れる

わこ

林ジョウ

風に梢もなびく渡殿

出船の名残歌う鶯

竹凡
鬼火
わこ
蕉肝

︵於・九段生涯学習館︶

平成二十四年十一月三十日首尾

壷ヨ

びんや

送別の鮴なくがぐつぐっと
いただく盃の旨さ怖さよ
キーボード八九三号開発中

放浪の王子乗せたき月の船
黄葉の海に踊れジプシー
ワお供えは神も仏も新走り

佐知子

佐知子

心字池塔の古色の深まりて

ナゥがちゃがちゃは陛下の声を混ぜ返し

携帯の履歴消去は完壁に

竹田竹凡

鬼火

一夫多妻はモルモンの常

鬼火

天動説を犬も信じて

つばめに貢ぐ金の出処

吉野幸ヨ

びんや

︾ンヨ古／

空蝉は月の衣を脱ぎ捨てて

わこ

遠花火嬰児の瞳うるみおり

年上に甘え上手な髭男

レモン水やらコカコーラやら

わこ
びんや

浅き夢見し酔いもまた佳し
蓬菜の島は花こそたけなわに

文殊菩薩が守り本尊

丘の辺の白詰草をカチューシャに

バイリンガルで亀の鳴く声
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八松山・白水台連句会ｖ

Ｗソネット﹃余白の水﹄
大西素之捌

Ｂ闇の中政治献金消え
神の留守とて雲に
厳寒の古城に巣くふ

蝋人形の技術

大西素之
名本敦子

サングラスして彼はなまいき

雲の峰追ひてモーターバイシクル

夕月の妻籠の宿は静もりて
風もないのに揺るる迎火

素

西

向井由利子

梨園に嫁せぱ重き肩の荷

週刊誌記者は秘め事暴きたて

餌を投げれば鴎寄り来る

岡田伊勢子

不器用な生き方をして半世紀

初鯛の透きとほる声
大月西女

Ａ菖蒲田の余白の水のささ濁り

四駆を駆って山坂を越え

大南瓜名告りをあげぬ引取り手

伊

る春陰の楯

︵於・道後白水亭︶

育鬼月く

ｆ／ｅｇｇ︶

ｅ／ｆｅｆ︶Ｂ・抱擁韻︵ａｂｂａ／ＣｄｄＣ／ｅｆ

︻Ｗソネット﹈ソネット形式を二つ連ねて構成は二十八宿に準じ
る︒押韻はＡ・交叉韻︵ａｂａｂ／ＣｄＣｄ／ｅｆ

平成二十四年七月十七日首尾

縁先に 散 り く る 春 の 二 三 片
子猫 描 き て はづむ筆ペン

鎮も り返

死んでから言はれ﹁いい人だったのに﹂

テレビ画面に脱皮する海老

恋多き女優の獲りし演技賞
実子連れ子の肌もいろいろ
春泥を踏んで出かける外務省
丘の霞めるリオデジャネイロ
花咲けばまたアルコール依存症

鼠が通る狭き下水路
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由敦

伊

敦伊西素

素西敦

西素由

蕊雁頂

幼子のすまし顔なるチマ・チョゴリ

由伊素
〃敦由

八東京・白塔歌仙会ｖ

坂口玲子捌

以 和 悦 松 ， ￨ 亙
和
剛

歌仙﹃京の雛祭﹄

人形
も由緒や京の雛祭
よやみ
夜闇の壁に梅の香ほのか

春場所の触れ太鼓遠く響かせて
みなも

温む川にはだるま船行く

若布を残すゆるい大潮

ナォ龍の巣と不可視のひばり交信す
まて

馬刀浅鯏桜貝など愛でにけり
ひとつき
ニースに一月保養に出かけ

風邪をひいてもスターの貫禄

ゴールドのドレスで受けるオスカー像

寒紅うっすらさす通夜の客

底冷えにラインダンスの切なさよ

﹁消えた男の日記﹂を焦がす

弾き初めのチゴイネルワイゼン甲高し

有象無象がジンで騒いで

来世には月で地球の歴史書く

語り手探しミモザの門を

ナゥ杜松の垣魔除けに巡らす荒涼館

肱枕して目で追う蝶々

のどけさに塀から転げハンプティダンプティ

果

池

田

︵於・神田竹むら︶

昔の夢は唇気楼のごと

ジェット気流乗る花もあり散る花も

平成二十四年三月十日首尾
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東風吹かば月は水面に笑みこぼし

喜怒哀楽もスマホじゃ記号
ゥ冷や酒を蕎麦すすりつつ堪能す

簾越しにも首すじ白く

十八のビーチの恋に碇なし

お夏いとしや狂乱悲し

身に沁むや身をも財布も固くせむ

馬は肥えたり亭主もメタボ
兎とも美女とも見えて月の海
かしら

盆踊りの輪次第に広がり
ない
燈籠の頭落とした地震の爪
いら立つ首相おびえる長官

裏庭の初花ひとつ待つ心

絆を求め烏雲に入る

上 益 冨 吉 須 吉
村 子 ｜ 州 田 永 田

和悦以｣￨亙松剛於子松悦伍松剛↓￨亙子陽雄

松穂剛和悦値和悦』￨亙以松剛悦和松以剛伍

えんてい

ベビーカーには赤子微笑む

棒鱈を干したる軒を訪れて
カメラ据ゑシャッターチャンス狙ひをり

三輪和捌

新入り選手ホームラン打つ
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ワなみなみとグラスに注がれ今年酒

曲線美僕の心をわしづかみ
ふたりを離すテロの集団

自由と義務の交差点あり

漆黒の闇へと愛の逃避行

サナトリウムは万緑の中

点滴に繋がれながら歯を磨き

旅の脚絆に絡むほうたる

月涼し芭蕉全集読み返す

避難小屋まで三分の距離

国境石仏数多おはすなり

草餅のⅢ熱き茶に添へ

カメラマン万朶の花を取り囲み

子璃幸菊子子郎和幸子美恵子

八徳烏・花音速句会ｖ

世吉﹃水底に﹄

名残の霜も消ゆる堰堤

三輪和
束條士郎
早見敏子
西條裕子
竹内菊
佐藤清幸

水底に一村のあり山桜

裏の林に鯛の声

関真由子

一一橘満璃

舟漕ぐ頬に風の爽やか

真満清裕敏士正恭宗久栄

幸

由

見てごらん月が綺麗と呼び出され

11都岸乾大中
下 築 杉 束

ナォ家宝なる螺釧蒔絵の春火鉢

士郎
敏子

和

幸

栄子

オルゴール切なき曲を繰り返し

お節料理の並ぶスーパー

猫の寝顔に癒されるとき

団地族高齢化率右上がり
久恵
宗美
恭子
正幸

君と出逢ひし恋の峠に

お互ひを芸の肥やしと結婚し

大社の庭に神集ひませ

菊

清幸
満璃

アルバイトにと通ふ雪掻

がつぶりとぶつかり稽古寒相撲

崩落の跡に恐竜化石出て
塑壕の霊眠りから覚め

栄子

真由子

先を急かせる薄野の波

故郷へ向ふ鉄橋蒼き月

ナゥコンバイン日曜日にはフル稼働

友と連れ立ち鬼やんま追ひ

挫折越え五輪への夢たぐり寄せ

幸せの鐘鴫らす早朝

ベルリンに原発といふ文字のなく

足るを知れりと雑の居住まひ

徒歩遍路金剛杖に花の片

渚百選春を躯歌す

︵於・パークウェストンホテル︶

平成二十四年四月二日首
平成二十四年八月十日尾
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恭宗久

敏士

菊子郎和子美恵幸

ハ岐阜・巴世里連句会﹀

短歌行﹃ペルセウス流星﹄

各務恵紅
松尾一歩

各務恵紅捌

月を待ちつつ語る伝説

ペルセウス流星今宵空駆くる

一ォぶらんこの鎖垂直線をなす

不況の風の吹き荒ぶ街
宝くじ求むる人の長き列

士

亦尼千恵子

宙必

功

紅

紀

い

紅

功

美

功

Ⅱ比野実紀子

︵於・日本海庄や︶

棚田の待てる耕しの時

古希祝ふ恩師へ花の便り出す

太宰全集セピア色なる

ニゥ酔ひて泣き泣きては注げるコップ酒

癌の一つも宿す内臓

楕燃ゆる炉辺を淡く月照らす

狐の頭付いたマフラー

二ＤＫに育める恋

堀部比呂美

大山功

秋狂言仕度万端整ひて

柱時計の時刻む音

溜息をついて見せるもいぢらしく
歩

美

ひとり佇む碧き湖

功

ゥ落人の里は獣の住むばかり
医師といふ孤独癒せる君の愛

歩

理

大野鵠士
杉浦真理
奥山ゆい

太き腕に寝顔涼しき

登山小屋ランプの灯りうす暗く

静かに流れ来たる歌声

十字架を胸に仰げる花大樹
待ちに待ちたる入学の朝

平成二十四年八月十一日首
平成二十四年十月十三日尾
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秀愛澄愛則澄秀澄愛則澄秀舟

子子子

花子子子子子花子子子子花人

ハ羽曳野・羽曳野連句会ｖ

西田舟人捌

〃

則澄愛

歌仙﹃ダモクレスの剣﹄

ダモクレス剣は舞ふとも鹿の恋

山霧晴れて人の声あり

さそひ会ひ月に供へる萩摘みて

庭に毛蔑抹茶にお菓子

秋蝶舞ふや阿昨の仁王

ナォ歯の矯正宇宙人かと勘違ひ

谷紅葉絆深める京の酒
雲井の雁と白砂青松

農婚で逢ひ仲が始まり

百花園スカイッリーも名物に

よりそひし二人を覗く夏の月

きいぎぬとてもなほ赤き蜘蛛

患者待ちゐる再生医療

ノーベル賞﹃ｉＰＳ﹄てふ細胞へ

無人駅棚柑ほのか匂ひをり
気心知れる友とおでんを
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土味を醸す古備前床の間に

寒灯うるむ湖の宿

ワ根雪ありあちらこちらに絵のごとく

うなじ艶めく観音詣で

ナゥ玉響は惚けたと思ふある一日

白衿をきりりと合はす同窓会

春陽浴びて家族旅行へ

︵於

大阪狭山市金剛︶

これも幸せ本の立ち読み
菜の花や利休好みし川下り

平成二十四年九月十三円首
平成二十四年十月十一日尾

〃

〃

則秀愛澄則秀愛

秀愛澄舟

則澄秀澄愛

子花子子子花子

花子子人

子子花子子

そっとカバンに文しのばせる
はじめての手料理愛のクリームシチュー

肩を抱かれて胸ときめかせ
こころ燃え足裏に熱き夏の浜

極楽の蓮咲く風のなか

落語寄席ジョーク多くもまた拍手

会釈かはせど名前忘れて
フランスでブームになりし南部鉄

囲炉裏端には旬の公魚

花開き里にぎやかに騒ぎ出す

美空の山へもも千鳥ゆく

阿 藤 和 西 西
部本田［{」田

ハ横浜・浜風ｌその一Ｖ

城倉吉野捌

城倉士口

水野禾

小林嬬即

〃

歌仙﹃横浜といふ﹄

石畳ゆく粋なマフラー
渡辺祐

冬灯横浜といふ坂の町
抹茶ラテ新製品の売り出され

鈴木圭

酒井敬
士ロ

森Ⅲ存
儘即

亀

ナォ畑打はビルの屋上ビオトープ

ひとより多き車いろいろ

円安も株安もまたやじるべゑ
鬼突といふは風の泣くこと

娘ざかりがつんと舞初

ふる里の白鳥の湖守りつつ

象さん長く園の暮らしで

かかあ殿下も手の平の内茶わん酒

自問自答の五合目をゆく

墨で描く南凹に似たる富士の山

負うた子のまどかな頬に芋名月
くるりと柿の剥けるマシーン

ナゥ牧を閉ぢＴＰＰの話など

木綿縞着て美しき老い

水際を滑る川舟の棹

横文字のカルテに鼓動早くなり

ょもぎ団子を篭に一盛

しばらくは花があるじよ芭蕉庵

敬祐圭禾節淳亀義淳敬圭禾吉圭節義敬祐

︵於・神奈川県民サポートセンター︶

平成二十四年十一月二十日首尾
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子子甫野子子子子子

1

子子子甫子子女ヨ

加藤亀

知らぬ振りして半眼の猫
わが心澄み渡りつつ水の月
草の紅葉の影もかそけく

伊地知義

しぼった的に鉄砲の玉

ワばつたんこハンサム・ウーマン飛び出せば

神のねたみの重き綾絹

唇も陰のほくるも知り尽くし
地震多し岩絵剥落つづきゐて
座卓会議はてんでんばらばら

金平糖をもらふ母の日

女子子野子子子子女子甫野
子子子子甫

夏の月ももいろ珊瑚は放卵し

宋銭を溶かして夢の大仏に

エックス線で覗く体内
落人の清の村より花の雲
留守番の子に紙の風船

義淳祐節禾

ハ横浜・浜風ｌその二Ｖ

歌仙﹃十二月八日﹄

十二月八日母たるものは火を炊けり

重たき夜着にくるむ昭和史
大漁の網より魚のこぼれ出て

使ひ慣れたる南部鉄瓶

松風も虫の音もまた月の客
蔓茱萸噛んで染める舌先
ゥ爽やかなムーミン村へ旅をして

加藤亀女捌

ナォ縄電車転んで泣いて山笑ふ

指名手配の届く島宿

古書店の古書にも探る生き様の

父の純愛誰も知らない

″

吉野

八千代

亀女

祐子

水野禾甫

念友の灯もひとすぢと森の闇

役員の椅子は消えたりＭ＆Ａ

胡桃とってと背ナの人形

※

信玄袋を開く春宵

※那麻余美乃⁝甲斐に懸かる枕訶

祐子
敬子
義子
禾甫
節子
祐子
禾甫
敬子
亀女
義子

︵於・神奈川県民サポートセンター︶

平成二十四年十二月二十五日首尾

伊地知義子

節子

紙のコップに薄い珈琲

草の息吹の灰と漂ふ

ビルの端にはづかしさうな小望月

思はずに五条の橋にたたら踏み

鵜沢八千代

田川知
加藤亀女
城倉吉野
堀尾一夫
渡辺祐子

ナゥ荻の声湖へ小舟をちりばめて

都鳥にも順序あるらし

小林節子
油井敬子

ばんぺいゆ−ってどんな果物

夢のコスプレけふは姫様

祐子
亀女
節子

那麻余美乃甲斐酒折乃花霞

ジャンクアートに立ち止まる犬
遺伝子の組み替へしたき下戸上戸

一夫

対岸に渡りきるまで甘き揺れ
憂き世なげくな恋はきまぐれ

碧い瞳も金継習ふ公民館

節子
祐子

八千代

敬子

一夫

知

源氏講座は締め切りました
月の蝉うしろに何か仮面つけ
梯姑の海にオスプレィの影
一本の抜歯の攻防きりもなし

喉で味はふ十割の蕎麦

花満ちて屋根の鳳凰翔つ構へ
さざれ石にも吹ける軟東風
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ハ富士見・美々っと連句会ｌその一Ｖ

﹃初霜に﹄
成田淑美捌

加藤光樹
成田淑美
仲澤輝子
坂本昌子

叩冊冨美子

輝子
淑美
昌子
輝子
光樹
輝子
淑美

大阪場所はまた負け越しに

長堤の花トンネルを晴々と

光樹
昌子

春泥のどっぷり付いた墨衣

星へはばたく夢の数々

双子に続き三つ子産まれる
極小の細胞見つけノーベル賞

親を捨て故郷を捨てて瀬戸の島

赤きトマトを丸薔りする
ゥ短夜を西へと急ぐ夏の月
火の点きそうな熱き恋文

声高に荷上げの衆の集いきて

初霜に苑の表情変わりけり

､

香も新しき雪吊りの縄

'
L
，

現役のまま逝きし老優

ナォ終列車先頭車輌脱線し

輝子
淑美
輝子
昌子
輝子

秘湯の宿はどこも満員

中村ゆみ子

淑美

演歌を聞けば人懐しく

タン塩をつまみに加賀の﹁天狗舞﹂

﹁スリーサイズを確めに来て﹂

ゅるキャラの着ぐるみを着て近く寄り

顛末の真実隠す御簾の内

大堀春野

ゆみ子

湯川昌彦

昌子
輝子
昌子

ゆみ子

山ふところに狭男鹿の影

明月に跡目を継ぐと誓いたる
元レーサーが新蕎麦を打つ

ナゥ腹の虫面接の場もわきまえず

贋かもしれぬ江戸の黄草紙
花粉症治らないまま花の日々

池のほとりに鴬を聴く

︵於・東京上野東京文化会館︶

平成二十四年十月二十四日首
平成二十四年十二月十九日尾
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源

ハ富士見美々つと連句会ｌその二Ｖ

オン座六句﹃寒禽や﹄

一連

成田淑美捌

田口清華

柿沼喜美子

寒禽や無性に人の恋しかり
着ぶくれて行く秩父夜祭
荒井智恵子

三連

伝説となりしビートルズのラブアンドピース

大きくても河馬の仔

智恵子

弥生
淑美
由紀

由紀

古伊万里のあまりの高値に目玉とび出る

忘れられない駄菓子

由紀

喜美子

じゃんけんに負けても双六に勝つ

初富士は秀麗

四連

日本の名誉となりしｉＰＳ
羽田野由紀

智恵子

ひねもす喋るラジオ放送

淑美

移るえる世相と共に写されて

持病治して船の旅する

弥生
由紀

喜美子

なみなみと赤きワインをそそがれて

いつも夢みる辛夷咲く春

宅配の手作りジャムと花便り

仮寝の夢に故里の母

成Ⅲ淑美
小池弥生

弥生

喜美子

淑美
清華
由紀

智恵子

煙々と月光浴びる河原石
遊歩道には金木犀の香
二連

山合に駅弁売りの声高く
村を挙げての嫁探し隊
﹁おひとりさま﹂になりしこの頃

年の差を情熱で埋めペァルック

氷室には献上品の菰包
東に寄りし梅雨前線

平成二十四年十一月二十日首
平成二十四年十二月十八日尾
︵於・富士見市みずほ台コミュニティーセンター︶
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公羽

〃

ち

両

ちヤちヤちヤちヤちヤちヤちヤちヤ子

吟

八東京・Ｂ面ｖ

雌﹃夏の夜や﹄

夏の夜や崩て明し冷しもの

きちりと揃ふ羅の膝

先代の耳の形も承け継ぎて

嫁の里なる歌詠ミの家

障子貼りをへ焙じ茶を吹く

ナォ煉切の名は﹁玉椿﹂御用達

鱗文様の帯母のもの

極道をアゴで使って脱税し

波静かなる島国のこと

風薫る﹁出雲風土記﹂のセミナーへ

言葉少なの宮大工よき

心柱女ナ子の如く撫でさする
甘えきったり出来た女房に
名画座に﹁夫婦善哉﹂小糖雨
きついが好きと締める前壺
半玉はわざとカラコロ月の橋

名札を反す指のひややか

ナゥ退院の患者にもらふ奈良の柿
﹁去来抄﹂読む氣力めでたし

大真面目放送大学歌斉唱す

明窓浄机グリコー箱

駈け抜けし昭和しみじみ花に酌む

霞に消ゆる羽衣の舞

秤唖一汁皿舜十訂朋十斗叩函︵文音︶
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月高し実相観入師の教へ
ゥ﹁百万回生きた猫﹂ゆく露の庭
メルヘン残しいづち行きけん

人を想ひてわれと驚く

お気に入り美形美容師噂あり

自分史の空白部分こそ重要

金剛峯ゥ寺寒月の色

﹁言海﹂の縁リ擦り切れてゐる
古伊万里にたっぷりよそふ干菜汁

太閤殿下何思ふやら

敵味方墓石の肩を並べたり
花の幕あれはどなたじゃ女紋
傲りの春のうつくしきかな

鈴内
木田

アさ

ちヤちヤちヤちヤちヤちヤちヤちヤちヤ

ハ伊丹・ひよどり連句会ｖ

﹃絹糸﹄

ナォ朝寝して駅まで釦掛け違ひ

子の足音は床を突き抜け

メール来るブラジルよりの無二の友

野口喜久子

連れ添ふて受けしお札をふところに

夜店の町にあさる下手物

地球儀廻し越ゆる赤道
冷奴生まれ育ちも箸の国

小原みどり

品川鈴子捌

運動会はいつも脇役

代

み

入賞の菊﹁福助﹂と呼ぶ

月明り忘れボールのゴルフ場

外戦つづき衆院選あり

彼と目くぱせクンパルシーター
逢ふたびに気さくな詩を交し合ひ

吾が前を過ぎて蛍は火を放つ

ナゥ利酒の銘はずばりとほろ酔ひぬ

︷皇宮

緒方喜代子

杖を両手にめざす山小屋

み

︵於・柿衞連句教室︶

平成二十川年十一月二十三日尾

平成二十四年九月二十八日首

妃の拍手鮎の放流

励斗雲吾が銀婚の花の宴

午後の句座にて欠伸かみしめ

どこからか飛び出しそうな手品鳩

散歩の犬が街ふ万札

ソポケットの謎めく文を解きあかす

み

圭皇巨

伊丹誰のケント帰化して

み

一塁ロ

代

みづうみの月水鳥がかき乱す

代

み

一塁目

代

奥田妙子

花の蔭ふいと浮びて一句成る

天真燗漫余生たのしむ

色とりどりの毛糸の帽子
本堂は椅子席となり超満員

総理々々と攻める舌戦

節食にストレス増えて又太る

ぬくもり残る服を脱ぎ捨て
こだわりの薬膳料理古稀の恋

代

宇宙ツアー予約押し寄せ

甲板に寝ころびて月仰ぐらん

長き夜に絹糸強く弾きけり

仙

逃げ道忘る春雷の猫
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歌

み妙代喜妙み代喜み妙代み妙喜み代妙喜

ハ神戸・ひよどり連句会ｌＫＣＣｖ

歌仙﹃稲の花﹄

鉄塔すくる有明の月

化かすもの棲むてふ土橋稲の花
後の雛町おこしとてポスターに

衆議
小松美保子

勝野薫
竹下昭子

ナォ見えずとも見えた気になる御開帳

骨董店主法螺を吹く癖

派手な包装ブランドの文字

今朝もまたパン焼く匂ひ芳しく

難しい講義抜ければ虹二重

上七軒の青竹床几

ちくりと刺すも手応へのなく

野暮天も粋な姿の伸屋も

空中廊下ちょっとぐらつき

ナゥ洋梨をパイにと数多買ひ占めて

厨の隅に醸す猿酒

こぞ

幾度の誘ひに友を伴ひし
島の若い衆挙り出迎ふ
長谷川鮎
美

細野恵久

月の舟水尾曳くごとく雲間より
昭

薫

宙心

鮎

山鳥の尾の美事なること

惜しげなく花の散り敷く鯛り口

ちゃらんぽらんでも情に厚いよ

カリョンの余韻重なるファンタジー
昭

薫

美

平成二十四年八月三十日首

洋

︵於・神戸新聞ＫＣＣセンター︶

平成二十四年十一月十五日尾
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版木ぬらして摺りを重ねる

豆扇風機壁に首ふり

積ん読に足の踏み場もなくなりて

ゥかけ込みの厚塗り娘玉の汗
帯を解けばメールアドレス
うなぞこ

鯛睦み合ふ瀬戸の海底

いつの間に二人をらざり同窓会

暦作りに和算駆使して

茅葺の縁側にゐて山鳴らし
焼芋屋呼び込む路地の月も更け
サンタクロース役目終へたる

くり返へさるる夢の改革

昭

薫

宙心

鮎

藤盛る母の形見を縫ひかへす

美

シャルドネのワインの瓶を枕にし

崖上り来る春蝉のこゑ

師
州
l

恵洋昭薫子美鮎恵薫美鮎恵薫鮎美薫恵鮎

八東京ひよど︑り連句会ｌ東京ｖ

歌仙﹃投網打つ﹄
三輪慶子捌

ナォ若鮎の飴煮の並ぶ物産展

あれこれ迷ふ会社訪問

戦争の語り部となる村の長

予告通りに工事始まる

だんじりの屋根の勇姿にほれなほす

指をからめて夫婦滝まで

︵於・青山ウィメンズ・プラザ︶

十四年九月二十四日尾

十四年七月八日首

あざやかな民族衣装花の宴
護国神社に風のやはらか

留学生を多く預り

生菓子の期限迫りて半額に

金箔色紙仮名の連綿

とてもおしゃれなリハビリの靴
いつまでも庭に出ており月今宵

﹁尾崎紅葉﹂今更に読む
磨かれて玉杢ひかる裁縫台

何事も占ひ頼み財を成し

三輪慶子
北畠明子
市橋章子
靜寿美子

伊万里の鉢で育つ蟠蝉

夏鶯の絶え間なき郷

後藤とみ子

ナゥそぞろ寒辞令を見つめ行き惑ふ

投網打つ男の軸の確かなり

ボタン一つで異次元の旅

あ

図書館の飛び出す絵本大きくて
月皓々ガジュマルの森包みこむ
鍋にたっぷり茄でるもろこし

寿
圭早

明

慶

寿

垂早

あ

平成
平成
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岡田あや子

あらぬ噂に不安重なり

ゥ離れ家の西向き窓に秋簾
昂ぶりをおさへうっすら紅を引く

運転免許やつと返上

視線をそらし交はす挨拶
意地を捨て領土問題穏便に

刻み大根旅に干さるる

鰭酒の香りに酔うて仰ぐ月

と

明

あ

寿

神田川遊覧船の往来す
のら猫多き寺の内外
写生の子等の走る弥生野

列なして花のトンネルくぐり抜け

章寿慶と明寿章と明寿明慶寿章とあ明章

ハ神戸・ひよどり連句会ｌ産経ｖ

半歌仙﹃火吹き竹﹄

火吹き竹国籍棄てし息を籠め

品川鈴子加朱

衆議判

猫

舳川鈴子
木村美猫
森川蓉子
竹下昭子
吉川光子

昭

蓉

美術修復ルーペ離さず

脱ぎしコートにもぐり込む猫
商社ビルローラ靴で往き交ひて

留守番電話に洩れる虫の音

弦月を翼にかけて海を越え
いくら待っても現はれぬ彼

ワ見覚えの母の緋を着て案山子

河村泰子
岡本幸枝

光

泰

段々畑山の上まで

絶望にあはれトスカは身を投げし

眠られず九九を数へて行き詰り

幸

猫

光

蓉

牛車むづがる賀茂の祭典

膚の粗れにも便秘ぐすりを
しばらくは簾を上げて月今宵
幸せのけさらんぱさらんお宝に
タクト振りつつ酒宴たけなは

泰

昭

のつこみ鮒にふえる鷺たち

唄石のかけら高値に花盛り

秤唾一汁錘嘩一朗二十吐叩龍︵文音︶
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ハ大阪・ひよどり連句会ｌ毎日ｖ

歌仙﹁陶祖の神﹄
団栗を踏みて陶柤の神前へ

ナォ曲水の盃にゆるりと口をつけ

孫の奨めで韓流テレビ
天空の城趾めざす竹の杖

やっと当選津名うらなり
青嵐ふて寝で過ごす八合目
猫の欠伸を網戸ごしにし

中田寿子捌

中川寿子

恋句にがてと相棒が言ひ

パオの上座は姑が占め

忍びつつ灰になるまで追ひかけて

流し眼がいやに効いてるブロマイド
寿

武川︑と︑もこ

東谷節子

田中千代子

秋茄子の山盛どっと振るまひて
臨時ニュースの字幕気がかり

白磁の欠片菊の脂に

月明りとぼとぼ帰る象遣い

苛め笑ひはあっけらかんと

ナゥ石たたき始発電車をめざましに

信号待ちでおひさしぶりと

冗談でコイン拠ればメジャー入り

︵於

名木を訪ふ旅すがら花万朶
凧揚げ翁かつてわんぱく

平成二十四年十月十一日首

平成二十四年十二月十三日尾

毎日連句教室︶
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舟の丸窓月あがりくる

水着きて内股となる男の子

寿

寿

缶即

と

嬬即

と

銭亀出せば部屋をもそもそ
ワ読みすすむ候文に惑はされ

生垣内に寄りし影あり

手をつなぎポーズもきめて離婚式

ノーベル賞に国が沸き立ち

と

床下の塊これはさて何ぞ

今の若者新聞ばなれ

と

寿

寿

と

捧即

鵠即

新雪の嵩野仏も埋め

つんとする白人の鼻寒の月

外商の知らせ届かぬ開店日
上菓子あればジョーク浮かびて
をちこちをさすらふばかり甲斐の花

練り膏薬で治す雁瘡

千寿と寿と節寿と節寿節と寿と節寿と節

八西宮・ひよどり連句会ｌ鈴の会ｖ

歌仙﹃日だま︑／﹄

ナォ黄砂濃く金の雌ぼんやりと
政権替はりくづすへそくり

唐草柄にベンツぬりかへ

雛と傷わざと作りて売るジーパン

うれし涙につけまつ毛とれ

陶枕外れ醒めるうたた寝
丸の内の心療内科予約待ち

成上り男爵邸に武者人形

木村美猫
古井公代

衆議判

紙飛行機を昼の月へと
岩田登美子

母が家の小さき日だまり芋茎干す

舞台裏擬音にちちろ和するらん

太筆の擬ねの勢ひ望の月
読経最中にぱくり焼栗

柔の道を正す声あげ

情熱は早き門限ものとせず

伐田千津子

小原みどり

恥村吟子

飴湯の列に髭の校長

公

︵於

平成二十四年十一Ⅱ二十一日首
平成二十四年十二月二十一日尾

小原みどり邸︶
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紐長くして犬はよろこび
軽々と高波に乗りＶサイン
ワ片言で値切る宝石蚤の市

ナゥカリョンの街の出窓に鶇来る

朝に欠かせぬ挽立て珈琲

猫

争ひのなき世賛ふる絵文字解き

跡継ぎ決まり配る富札

み

だしぬけに砂場をおほふ花ふぶき

登

女同士の絆ひそかに

階段すりへる村の産院

うかうかと仲人口にほだされて

公

公

猫

吟

春天を裂き巨大限石

吟
猫

サスペンスドラマの山場鍋焦がす
﹁ちょっと待て﹂てふ崖の立札

白熊のすってんころりん月遠く

登

み

先づは一献御神渡りとて
信玄の隠れ温泉このあたり
床下深くタイムカプセル
また逢ひて新たなかたち花筏
練も厭はず雲丹を割く子ら

公登み猫吟公登み猫吟公登み猫吟公登み

ハ神戸・ひょんの会ｖ

てんたう

子﹁明月記﹄

たけ

鈴木漠捌
鈴木漠
松本昌子

よしきり

無心に雲と遊ぶ葭切

草の丈果てては天へ天道虫

うなさか

恵美子

昌子

永田圭介

恵美子

鬼持

漠

服部恵美子

窩崎鬼持

はふ

桐下駄を拠り晴雨を占うて
うてつかひ
追討の使が花野去り行く

昌子

＊

ゥゆくりなく明月記てふ日記読み
いも

よみがへるやう新酒汲む時

決して譲らぬ恋の鞘当て

ときめいて妹がりへわが馬首向けし

美は乱調か百合鴎啼く

ナォアテンション・プリーズですよ埋み火は

ひら

尽きて岬が展く海坂

名朽つとも戦士の墓に寒の月

鬼持
昌子
三木英治

ナゥ逆夢かはた正夢か朝寝せし

世襲の財も淡雪のごと

惠美子

鬼持
＊

なんぢやもんぢやも芽吹く境内

五徳据ゑ花の茶会を始めなん

秤鰔一一什皿響仕朋十吐肥電︵文音︶

注＊獅子形式︒故窪田薫の創案︒４句４連で構成︑一花一月︒

＊﹁明月記﹂︒藤原定家の日記︒定家の子孫京都冷泉家では︑﹁メ
イゲッキ﹂ではなく︑促音で﹁メイゲッキ﹂と訓む由︒冷泉家

神宮外苑のフタッバタゴが有名︒

当主夫人貴実子さんの直話による︒
＊なんぢやもんぢや︒その地方では珍しい樹木の総称︒明治
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獅

八揃山・風狂連句会ｌその一Ｖ

ナォよく揺れる郊外電車目借時

釣天狗とは父さんのこと

中流と皆が浮かれし頃もあり

一年毎に変る宰相

﹃虫の音や﹄
村戸弥生捌

裏木戸のあたり狸の目が光る

″

尚子

弘美

正一

弥生

正一

尚子
弥生

千鶴子

花のもと靴紐しかと結ひ直す

鏡の前にすわる湯あがり

正一

美友紀

″

千鶴子

正一

仕事着に油の匂ひ後の月
到来物の南瓜ごろごろ
ナゥ百姓を捨てた男の秋祭

千鶴子

尚子

もつと飲まうと誘ふ先輩

検診の少し難ある心拍数

こは山鹿流あれは討入り

それぞれに子供を連れて結ばれて
チューインガムの香るくちづけ

村戸弥生
瀧澤尚子

虫の音や仏の花を摘みたれば

三日月のぞく水煙の上
奥野美友紀

ぱったり出会ふ幼友達

いぬじま正一

大会荒し趣味のマラソン

宮尾弘美

正一

ピンボケの方がよるしと笑ひつつ

時の話題を映す雪像

正一

窩村千鶴子

午未まで言へる十二支

急な転勤挙式せぬまま

相性を気にする母を説き伏せて

〃

尚子

弥生
尚子

初虹かけてたたなはる峰

︵於・富山市星井町公民館︶

平成二十四年十二月十六日尾

平成二十四年八月十九日首

千鶴子
千鶴子

正一

ひと言がふた言になる今日の愚痴

正一

村社の屋根を叩く夕立

名演なれど傷のレコード

美友紀

弘美

ＵＦＯの有無を論じる縄のれん
古稀になりても捨てられぬ夢
被災地と知るや知らずや子燕は

尚子

ゥパソコンに頼る賀状の作り方

棋士と騎手道は違へど閾ふ身

尚子

黒黒と新蕎麦の文字太くして

仙

役職の順に座りて花に月
風船の糸ふっと手放す
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歌

八富山・風狂連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃越路﹄
北野眞知子捌

密田妖子
二村文人
大村歌子
朝木敏子

豊年のきざしうれしき越路かな

広瀬みき子

卓維台に置く策の枝豆

音大生とビアノ連弾

片服真幾子

夕月夜広場の子らに声かけて

団扇をくれる行きつけの店

ケータイを簡単服のポケットに

ナォ春日影実験室の起き伏しに

太極拳の蹴りは鋭く

伊勢の町やがて式年遷宮祭
のらの分まで猫の餌やり

縄のれん突出しを待つ昼寝覚め

セピアに槌めたポスターに紙魚

風を切る若い野郎のいかり肩
情がからんでとれぬ身動き
独特なリスク管理をする会社

こってり甘い大福が好き

客を得て月の庵の床柱
北野眞知子

酒粕の香りにも酔ふ家系とか

英文学の博士称号

船形の火を真向ひにして
妖子

眞知子

文人
孝子
文人

みき子

〃

文人
敏子

眞知子

敏子
文人

眞知子

眞知子

文人
敏子
妖子
歌子
孝子

︵於・富山市星井町公民館︶

平成二十四年十二月十六日尾

平成二十四年八月十九日首

釣果ほどよく軽い足取り
飛花落花辻の道標抱くかに
蝶の生まれる森の静けさ

ナゥ涼新たにはかに上がる役者振り
真幾子

文人

恋の手管の涙ひとすぢ

眞知子

ワ栄転と左遷の並ぶ送別会
気がつけば婿同様に扱はれ

妖子
歌子

出入りの多き預金通帳

オープンカフェに人の観察

托鉢の僧深深と最敬礼

松明の滑るゲレンデ月高し
自噴のお湯に融ける粉雪

八木孝子

みき子

眞知子

真幾子

口げんか巧みにかはすすべを知り

総理にほしい視野と英断
幹太くここぞと老樹花開く
バケツの中を蝸叫がぐるぐる
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ハ仙台・北杜連句塾ｌその一Ｖ

歌仙﹃今日のかたち﹄

積ん読の本覗く月光

腕枕今日のかたちに秋深む
実石榴のはぜて鮮紅零すらん
下校の児等のはしゃぐ坂道

一番藍の機嫌うかがう

格子戸を残し駄菓子屋リフォームし

豹もキリンも眠るサバンナ

ウヒ ッ ト マ ン 気 取 り て 銃 を 抱 く 土 用
ゆくりなく逢ってはならぬ人に逢い

天皇系譜に点線のあり

うそからまこと拾う幸運
淡島に海賊の商住むという

年越蕎麦をすすり紅白

乾杯の口上長し寒の月

石垣に石工の技が秘められて
ケルト十字に降りだしの雨

桜花アーサー王に捧げたし
知恵の輪はずす縁のあたたか

狩野康子捌

ナォ平成の憲法九条青き踏む

コンピューターにウィルスの罠

命令に従う撫鵡飼い馴らし

つぼを押さえた指圧師の指

鈍行の窓辺に揺れる桐の花

詰めのこすみは妙手なりけり

待望の大金星は御懐妊

結納の儀は名古屋場所後に

松ノ井洋子

うずくまる少女の木乃伊生ける如

狩野康子

熊坂昌子

ナゥ古酒新酒どびろく〆に猴酒
賢弟なればダッチカウント
晩鐘の流れる大地に祈り満ち

昌子

てる子

てる子

康子
洋子
弓子
昌子

康子
洋子
弓子
昌子

てる子

てる子

康子
洋子
弓子
昌子

弓子

︵於・北仙台コミュニティセンター︶

平成二十四年十一月二十七側尾

平成二十四年九月二十五日首

席うららかに食い初めの膳

花と生き花を頼みに樺細工

触覚振って嶬穴を出る

茸の代はとんと忘却

楓爽とハーレー月下の峠越え

轟音たてて氷河海へと

谷田部弓子
秋田てる子

てる子

康子
洋子
弓子
昌子
康子
洋子
弓子
昌子
てる子

康子
洋子
弓子
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ハ仙台・北杜連句塾ｌその二Ｖ

歌仙﹃ゼウス神﹄

ゼウス神目覚む辺りや夏の霧

狩野康子捌

狩野康子
鈴木良子
川村紀子

垣根の窓にからむ蔓薔薇
蝉の殻子ら自慢げに見せ合いて

佐々木嘉宇

良子

玻斗子

ナォ弱くても好きな球団目借時

康子
則子

小魚の骨喉にささって

巷には芭蕉悪党説流れ

玻斗子

良子
康子

千枝子

とく子

玻斗子

則子

″

イエスかノーか枕物言う

ここよここよと待つ消費税
遠つ世の池に咲きたし大賀蓮
膝にくっきり知らぬ間の病
婚約を白紙に戻すだけのこと

満月めざす太陽の船

結珈畉坐風がハミングして通る

秋袷衣桁に掛けて旅仕度

紀子
良子

玻斗子

障子貼り替え部屋の明るき
ナゥ朝市に笑顔の林檎並びいて

末黒野の先故郷のあり

陽気な声に混じるだみ声
影踏みの昔遊びを伝授する

︵於・仙台文学館︶

千枝子

嘉宇
良子

とく子

紀子

玻斗子

康子
紀子

高橋玻斗子

塾カバンには漫画詰め込み
どことなく宇宙人めく月の客

赤い布切れひらと熊架

ゥ先んじて新蕎麦すするいい漢

行幸あると噂ちらほら

鍵付きの部屋に鴎香を煉らせる

見合い合コン縁はネットで

限りなく延長戦の探し物

七半駆って来たる茶摘女
玻斗子

平成二十四年七月二十四日尾

平成二十四年六月十九日首

畳なわる大和の山に満ちる花

則子
嘉宇

佐騰千枝子

月連れて遊説の僧の小晦日
銭を数える着ぶくれの婆

千枝子

浜川則子
蠅とく子

言い訳はそろりと灰汁の抜けた頃

玻斗子

時告げる鐘いっせいに鳴り

コレステロールに善と悪あり

教育プラン立てし青帝

燧道の前にたたずむ花の精
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八東京・ほほほ連ｌその一Ｖ

歌仙﹃パンダ二世﹄

竹茂るパンダ二世や母の胸
はかなきものを悼む夏雨

つれあいは心配そうに覗き込み
ホノルル目指し励むマラソン
朝やけに翼のさきが照り映える

風子
うか
梨野
糸子
甘蘭
忠勝
遊虹

ナォ結末はどんでん返し万愚節

大久保風子捌

血の匂いする火串しつらえ

大人の脳に算数の活

宮澤うか

はからずも孤愁にひたる宴の果て

ほぐし

大久保風子

あさぢ

ひろ子

風子
糸子
梨野
うか
甘藺
忠勝
遊虹

ひろ子

あさぢ

右左倒れつつ咲く秋桜
秋の湊へ向かう足跡

立ちのぼるシャンパンの泡飲み干して

ベルジュラックの岩めける鼻
かりそめと思い恋路の闇に入る

和田ひろ子

ナゥからすみは天下三珍桐箱に

閂はずす人影に月

ドレスアップし客を出迎え
ひたひたと二十三夜の人力車
もみじの小舟ゆらり流れる
ゥ漱石の﹁倫敦塔﹂の肌寒し

平良木遊虹

岡村糸子
竹崎梨野
和田忠勝
森脇甘蘭

ダイアの杓がギラリ眼を射つ

秤唾一汁皿蓉十弐叩十一叩擁鞆︵文音︶

二部合唱の唄も長閑けし

蒼天に塔背景の花堤

散歩日課と万歩計持ち

折々に養生訓を拾い読み

手入れ良き庭笑顔集いて
伊東あさぢ

あさぢ

遊虹

ひろ子

うか
風子
糸子
梨野
忠勝
甘蘭

火がついた﹁変らないね﹂の一言で

夫を残してそっと抜け出す

三本もせめる道あり女岳

年越蕎麦のすする音して

月の下紙経り片手の寒詣

小僧尊徳校門の脇

旅行社が﹁心の旅﹂を企画する

わが過去を置く島裏の径
重たげにぽってり枝垂れ花曇り

蛙合戦境内の池
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﹁時なき世﹂へと団十郎逝く

ナォ花粉症ＰＭ２．５も怪し

クルーズ船でカジノ覚えて

フランス製ロゼのシャンパン泡はじけ

梨糸風糸梨風糸梨風糸梨風

野子子子野子子野子子野子

八東京・ほほほ連ｌその二Ｖ

子野子子野子子野子子野子

大久保風子捌

糸梨風糸梨風糸梨風糸梨風

短歌行﹃霧氷林﹄

雲間より夕陽こぼれり霧氷林

右に左に走る犬ぞり

ピアニッシモとたたくマリンバ

愛してるその場かぎりと言わせない

湯煙の宿纒う羅

一心不乱励む柔道

満月に卵産み終え赤海亀

実験室はシンと静まり

ナゥカルチャーにパソコン講座オープンし

未来へ届け上げる風船

花吹雪叙勲の宴に招かれて

秤鰄一汁釧轌十一一一即一仁計叩輝壗︵文音︶
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航空便子等の写真の添えられて

ワラ月の下伊予街道を僧ひとり

烏が狙う軒の干柿

やや寒し手紙のウソは忘れます

グループホーム前のバス停

浮気な君に涙掴れ果て
艶やかな長い黒髪栗色に

山並みを覆い連なる花霞

珍種の蝶の翅の斑点

大
岡 竹 久
村 崎 保

ハ仙台︒ほれぼれ座ｖ

﹃長靴の闇﹄
永渕丹捌
永渕円却

狩野康子
中村記康

切れ味のよい裁断機買ひ

ナォ佇めぱ今は昔の鰊浜

逆さ腱毛が未だしつこし

悪相がアレッポの石鹸泡立てる

スマートフォン着信音は君が代に

下駄を突っかけ雨上がり待つ

月山び−る棚にずらりと
高僧の木乃伊に棒ぐ白蓮華

康

丹

ナゥ朱鷺の群飛ぶ空夢む好々爺

シーッの波に溺れ溺れて
船上に月光浴びて産気づき
黍の穂だけが騒ぐ島なり

柔肌をピアニストの手メゾフォルテ

床の間に犬の飾りの蓄音機
出るなり顔にかかる海霧

澁

素人芝居の衣装整へ

高山達雄

ゥ茄子漬を地下教会に運び入れ

丹

糠床養ふ祖母のぬくもり

見るものに魁夷の﹁残照﹂広がれる

佐々水源子

爪ではじゐてコイン占ひ

淋

康

筋
：
￨
ノ

草

︵於・多賀城市加瀬沼公園︶

平成二十四年十二月十一日尾

平成二十四年十月三十日首

城柵跡に場がる連凧

花はみな海に向かひて咲くならむ

無垢ゆゑの過ちなりし十五歳
あえかな影をひきずるか君

丹
記

淋

康
記
丹

心経唱へくぐる総門

花の雲天文台を包みゐて

康

楽屋の隅に置き炬燵据ゑ
不惑過ぎ孝行息子筆まめに

三つ日月山並仰ぐ冬羽織

跳ねて転んで猿のロボット

革装のアラビァンナイト小机に

菊づくり展覧そっと見守りて
紙ヒコーキが縁に舞ひ込み

後の月てふみながご機嫌

ほそ道や芭蕉もゐたり芋煮会

仙

姫虻覗く長靴の闇
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歌

達平丹記勝康丹達康淋丹康勝達丹康達棚

ハ伊勢勾玉連句会ｖ

伊み嘉美伊み嘉美み嘉伊み嘉美子み美夫

中村伊都夫捌

嘉ひ由伊
代 る 都

半歌仙﹃習ひ事﹄

かじかみながら開く掌

春近し新たに増やす習ひ事
パッチワークのバッグすてきに

遠来の友は電車を乗り継ぎて

薄一把家路急ぎぬ

秤

一片皿舜迂朋伝廿肥函︵文音︶
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ビル谷間ぬっと昇るる月円か

ゥ今年酒酌みて棟梁機嫌よき

秘伝の味の烏賊の塩辛

邪恋なれども芸のこやしと

この想ひ遂げん覚悟の紅をひく

北のミサイル発射失敗

ヒットする度に別れる歌手がをり

月涼し弥陀の半眼憂ひおび
青葉若葉の大和うるはし
介助犬ひたすら褒める訓練士

海女の磯笛風に流るる

昔語りつ雛飾る祖母
燗漫の花が彩る城下町

西 中 榊 中
山 北 脱 村

八束京・窓ｖ

十八公﹃松過ぎて﹄

松過ぎて針持つことを思ひをり

とし

中井淑子捌

倉橋澄子

ヤ

佐藤和子
鈴木アヤ

世

高月三世子

かくし妻何も求めずつつましく

野口敏子

ゲーム三昧かまくらの中
かなとこぐも
残照は鉄砧雲をふちどりて
カイゼル髭の祖父の肖像
燃えて寂しきサルビアの赤
はる

郭公の声を追ひかけ走る犬

内Ⅲさち子

″

ヤ

和

リーダー交代世界どうなる
佇ちつくす千古不変の月の色

正倉院の曝涼を観に

敏

ウピンコロリ願ふ蝿ら菊の酒

割り勘にして端数募金へ

〃

ヤ

世

世

″

放射能故郷は日々に遠ざかり
智恵子の山は安達太良の山
熊手市おかめの笑顔泳ぎゆく

敏

鼻歌まじりスケボー少年
鐘近し花降り込むや河馬の口
最中の餡のあたたかきこと

︵於・東京女子大学同窓会館︶

平成二十四年一月十四日首尾
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八Ｈ立・水無月連句会ｖ

東北の花の名所弘前・角館・北上展勝地・石割桜を巡
っての帰路︑與にのって作る花づくしの巻︒行間から︑

筒井香
宮本茂登
高木遥子
小岩菖蒲

根本美茄子

堀江水城

花の精捌

笑い声とお酒が香ります︒式目は笑って笑って蹴飛ばし
て︑花に酔いました︒

句を連ねて享化づノ︑し﹄

世の中は花のほかには何もなし

桜前線追って北上

土産に添える芙蓉の栞

三色の花見団子は秘伝にて

金木犀の香る路地裏

月待ちてさやさや揺れる萩薄

大山とし子

岩下秋月
上条洲紅

長澤矢麻女

恋しさをトルコキキョウの絵手紙に

雨宮文江

菊人形大河ドラマの清盛を
刺繍細やか小花ちらして
﹁蹴燭の間﹂にて影はひとつに

黒澤かすみ

須弥壇を飾る螺釧の牡丹百合

虞美人草に遊ぶ夕風

ホテルの名前クリスマスローズ

片叫弥恵

秋月

菖蒲
遥子

攻塊は潮騒聞くや月の下

庭いつぱいに四季咲きの薔薇

ステーキの脇を固めるカリフラワー

かすみ

後膝算子

花は弘前舞は剣舞

花莚一升瓶をどんと据え

︵於・弘前から日立までの車中︶

平成二十四年四月三十日首尾
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ハ横浜美晴連句会ｖ

﹃達磨の忌﹄

凧みがく仏間ガラス戸

蚕豆ぽつと噛んで極楽

樹に登り開花日誌を友とつけ

回転木馬乗る人もなし

フィンランド王宮広間舞踏会

夏の月飲み屋ののれんはためいて

抓られた腕隠すミサンガ

ネグリジェのファッションショーは好評で

仕事も飽きて女三十

ひょいと飛び出す讃岐方言
のんびりと鈍行使ふ旅に出る

ウキャスターのスーツの胸に赤い羽根

馬市向ふ馬の列あり

朝顔の垣を巡れば昼の月

師友より晩三吉を贈られて
伊呂波小紋を包む風呂敷

達磨の忌ちさくなり行く母の背ナ

仙

餌が欲しいか雀の子来る

高山鄭和捌
高山鄭
生川Ⅱ常

山本ゆ

土屋実

ナォ春スキー昔とつたる杵と柄

先ずお試しとキャッチコピーが

新しき政党続々生まる洲

小異を捨てよ大同に就け

敵役皆が認める面構え

待ってましたと桟敷席から

会おうねと神田祭の宵契

ふと思ひ出す汗と髪の香

採石場に鑿の響いて

朱に染り島の噴煙まつすぐに

誰が建てし芭蕉の句碑か月に読む

秋時雨来てバスに駆け込み

ナゥ新設の﹁いのしし課﹂へと出す辞令

迷路の多きこの辺の川

終日ディズニーシーで夢を追ひ

コーヒー少し飲み過ぎの感

余興に拍手とめどなき春

輩と門出祝ひて花の宴

︵於・上永谷士屋邸︶

平成二十四年十一月三十日首尾
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歌

ゆ郎義和義ゆ和郎義和郎ゆ和義う郎義和

郎ゆ義和郎ゆ和義ゆ郎義和郎ゆポ11義ゆ郎

ハ仙台・宮城県連句会ｖ

歌仙﹃見えぬもの﹄

屠蘇をひと口ごくと鳴る喉

見えぬもの見つめ今年の始まりぬ

裏庭に雀と子等の戯れて

噂の端をくわえ去る猫

ぬり絵線から少しはみだし
駅弁を買って月夜の汽車に乗る
遠目にしかとくニテングダケ
ゥ八千草の塵くかつての理想郷
ゆきずりの美僧の後を追いかけて

二足歩行の恋の行末

瓦礫の山が動く幻

照準をピタリと決めて金メダル

月光のさやに漏れくる簾越し
西瓜の種を飛ばしっこする

騎馬武者となり神旗争奪

小半 刻 党 首 会 談 忍 忍 忍

朋と酌む酒は尚更花の宴
仮設ずらりと並ぶ春宵

ナォ雛御坐す箱開けぬまま弥生尽

熊坂昌子

松ノ井洋子

木Ⅲ眞智子

秋田てる子

昔覚えしファゴットを吹く

寄合いつも末席に着く

なにやかや言いて初老の痩せ我慢

小岩秀子
浜川則子
永渕丹
中村記康

狩野康子捌

新妻抱え二丁拳銃

佐々木勝子

大都会静かに暮れて敷松葉
雪像ひとつごろと転がる

岩山に狼煙上げんと駆け登り

潮騒高く玉兎傾く

君のこと裏切ったから受けし罰

高橋玻斗子

狩野康子
中村孝史
蔦とく子

かくれんぼ鬼置き去りに帰る秋

執筆

笹川圭子
伊藤航

荒川由美子

商山達雄
筒井草平

久保旧千代

小野寺妙子

鈴木文男

鈴木良子
川村紀子

編笠深くさんさ踊ヘ

ナゥ付菱貼る夜学のノート我が宝

佐膝千枝子

佐々木嘉宇

平成二十四年十二月吉日満尾︵文音︶

心と力結び競漕

合成香油似て非なるもの
花万朶異邦の人の笑顔あり

あだ名を呼ばれはつと振り向く

奥の院長い石段まだ続き
北村多喜男

山Ⅲ史子
阿部堅市
山崎博司
佐佐水らん

川中裕子
横山浜江
描沼邦夫
菊池宏
谷田部弓子
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ハ横浜・メロウ連句塾ｖ

歌仙﹃冷酒﹂

商島すかんぽ

新谷十音
間本遊凪

新谷十音捌

ブラスバンドの汗の合宿

冷酒に容易く還る一昔
ケータイをスマートフォンに買ひ換へて

新井樽
凪

不便がよしと先達のいふ

幸日

樽
ぽ

ジュリーアンドリュースの姿態のびやか

ナォ寝転びて眺むる春の雲真白

魔法使ひも棲むと云ふ家

かしましきフランス屋根の雀たち

避暑の渚に肩を寄せ合ふ

髪洗ふ昨夜の思ひを残しつつ

ＡＥＤの社内講習

洪水と津波に術へるゴムボート

自然葬とて墓も作らず

留守番の婆にふりこめ詐欺の罠

聞きわけられぬ虫の鳴き声

草千里莊々として月渡り

珈琲の香に誘はれてゆく

駅裏の映画館への通り道

ナゥ豊の秋民俗学を畠とし
風雨にさらす放置自転車
凪

垂日

樽

めでためでたの伊勢の蛤

花明り頼りに句座の賑はひて

汁皿奪皿朋十凱叩菌︵文音︶

ぽ

平成一
平成一

凪

樽
立日

ぽ

立日

凪
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過疎の地の月見の宴で村おこし

山降りてきてなつくうり坊
ゥ灯火親しまたも縊く西遊記
すいとんもどきを闇市に食べ
早起きの彼が目覚まし代りなり

夫婦船だす日々の生活

島購ふと都知事鼻息荒うせる
センターポールに国旗掲揚
スケートの金銀銅も夢でなく

学童保育の孫を迎へに

月冴ゆるころ病癒えたり
朝夕に拝みつつゆく塞の神
遍路の旅の支度ととのふ

新しき制服囲む花吹雪

樽ぽ音凪ぽ樽凪音樽ぽ音凪ぽ樽凪音樽ぽ

八山梨・山梨県連句協会ｌその一Ｖ

林維苗林維春林苗春維苗林維春風子子

後藤林風捌

林維春
苗 紀

半歌仙﹃三歳の子﹄

三歳の子の愛敬や初紅葉
糸とんぼ舞う段丘の道
月今宵遠き異国に住み馴れて

心静かに墨を磨りおり

︵於・勝沼ぶどうの丘︶

平成二十四年十月十四日首尾
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誘われ未知の扉を開けてみる

空を蹴り上げ鞄とる海人
ワ親友の妻の日傘に無理に入り

胸の谷間に眼くらくら

変心の男追うなよ捨てちまえ
校舎の上をオスプレイ飛ぶ
イカサマのカードの城は崩れ去り

ノーベル受賞マラソンもする

母連れし報恩講に細き月

銘は問わねど欲しき熱燗
御隠居はトイプードルと病院へ

酒折の宮ひびく篠笛

一さしの卒塔婆小町に花篝

白烏帰る天空の涯

今 後 早 七
村 藤 田 澤

八山梨・山梨県連句協会ｌその二Ｖ

半歌仙二月首大根﹄

狸貌出す川沿いの村

青首を伸ばし月浴ぶ大根かな

功刀太郎捌

小出民子
功刀太郎

大山とし子

臼杵勝児

昨日の飯は何食うたやら

魚売る軽トラ声を張り上げて

とし子

民子
太郎

よしみ

勝児

内藤よしみ

三尺寝から起きる棟梁

ぎりぎりと時計の螺子を巻き納め

任地の彼に便りせっせと

ゥ連山に雲の影なく田水湧く
公然のキスが許されここはパリ
お神籔いつも良きばかりなし

太郎

太郎
淋児
民子

よしみ

今宵の月のいやに眩しく
菊の香の古き都は去来の忌

よしみ

当選の下戸が強いらる新走り

雲雀の音降る裏の畑道

民子

とし子

湯治のうから包む春雨

ちよんと析が入り開く南座
学会は異国の言葉飛び交いて
杖曳いて樹齢二千の花に会う

︵於・勝沼ぶどうの丘︶

平成二十四年十二月十日首尾
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八山梨・山梨県連句協会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃甲斐連山や﹄
後藤はるよ捌

伊藤稜志
清水光子
伊縢則子
静寿美子
増田徳江

後藤はるよ

光

綿虫の舞ふ分校の庭

灯も入りて湖畔離れず月見船
殿様飛蟷ぴょんと飛び乗る

寿

泰然と甲斐連山や初時雨

熱い視線を胸に感じる

洗濯と掃除機の音賑やかに
お行儀の良き靴を揃へて

ゥ軒庇かしがってゐる吊柿

稜

徳

埋蔵金を増やす通帳

美男子と思ひ添ひとげ五十年

は

寿

則

徳

フットサルでもカズが活躍

菖蒲月見つ一杯の酒に酔ひ
宿の浴衣で街へ繰り出す

稜

アノニマス白い仮面が笑ってる

雪代渡る猿の身軽さ

則

は

光

ロケ隊が武将の墓にライト当て

ポストマン来る陽炎の中

俳詣の宮埋め尽くす飛花落花

︵於・勝沼ぶどうの丘︶

平成二十四年十一月十七日首尾
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八東京・悠の会ｖ

﹃底砂の﹄
小森葆子捌
花輪芳

若松歌

小森葆

紋錦紋美しく織り上げて
和川容

月に映え月見の女の影さやか

同行ふたり寒月のもと

見得を切る国定忠治勘太郎

目の前は明るく広き雪の原

やみくもに解散といふ刀抜き
早く過ぎたし長きトンネル

彼のためなら苦労厭はず

リーダーの落ち着きぶりにふと魅かれ

アイライン引く細き指先

ゥ秋天に飛行機雲のくっきりと

吟行の幸むかご飯炊く

子供が描くパパの似顔絵

底砂のつぎつぎ舞へる泉かな
いま横切りしは蒻翠の瑠璃

仙

風やはらかに頬を撫でゆく

一病息災元気なにより
墨堤の右も左も花つづく

放浪癖の兄が戻り来

ナォ応援歌ひびくレガッタ早慶戦

楽しき円居突然の地震

遅かりし会ひたき父母はすでになく

南の島へ捕虫網持ち

ひと坪の家庭菜園草茂る

見合ひ相手は才気煥発

激動の時代をぼ−つと生きる人

李朝ロマンのドラマ評判

愛されて愛してやがて玉の輿

紅葉狩りにと産土の森

望の月スカイッリーに高々と

ナゥ古民家の庭に自慢の菊並べ
地酒持ち寄り宴はたけなは

僧侶が見せる伝来の軸

骨董の壷に高値のオークション

︵於・和田容子宅︶

夢まぼろしか春の虹立つ

花の旅桜前線追ひかけて

平成二十四年十一月十九日首

平成二十四年十二月二日尾
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歌

葆芳歌容芳葆容歌葆芳歌容芳葆子子子子

容葆歌芳裸容芳歌容歌葆芳歌容芳葆容歌

八東京・夢々連句ｖ

歌仙﹃千羽鵺﹄

美

静壽美子
人杉澄江

靜壽美子捌

涼風湧きて揺らぐ燭影

洞窟 の 滴 り 彦 む 千 羽 鶴
乳母車小さき足を突き上げて

江

予後良好の便り届きて

ナォ戦友という仲間あり昭和の日

姿を変えて国境を越え

分別も常にややこし資源ごみ

つゆ知らず結婚詐欺に填り込む

嘘が真のウェディングベル
くるくると回り灯篭軒に揺れ
のうぜんかずら庭に蔓延る

ゥ碁敵はどぶろく抱え現れる

蘆火の煙遠く近くに

美

江

美

江

オリンピック招致に動くアスリート

男料理の豪快な盛り

老眼鏡を作り直して

漱石の絶版本は宝物

イニシャルメール妻にのぞかれ

江

江

茂木久美子

ナゥ秋収家族揃って祝い事

八幡宮に願掛けの絵馬

一汁皿轌十ユ岨一十比叩噛︵文音︶

鯉の尾の跳ねて解ける花筏
大使もてなす茶席麗らか

拝
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美

逆らえぬ悟気の渦の直中に

美

からくり時計ふいに鳴り出し
三匹の猫がじゃれ合う月の屋根

新党乱立紙面賑わす

山峡の落人の里月冴える

美

望の月湯船でうなる浪花節
窓を開ければ虫の声止み

おだてられつい乗せられてしゃべり過ぎ

毛糸編む手を孫に急かされ

江

真打ちの古典噺に泣き笑い

江

金剛杖の先はすり減り

ジェットフォイルは佐渡へ一飛び

久
江

城跡の由緒伝える花万朶

流れる雲を映す苗代

執

筆美久江久江久江久美江久美江久江久美

ハ横浜・瑠沙連句会ｖ

歌仙皇日三味﹄
土屋実郎捌

猪狩鳳

ｂＬ０

小張士心

土屋実

鹿の声聞き寂の一文字
山川武

老いらくの残暑凌がん言三昧

三々五々と放牧の牛

池川耕

ナォ猫の子を抱いて眠れる賢夫人

め

フェルメールの瞳に心射貫かる
想い出は汚れしものをみな消して

ショートホールに得たるバーディ

宵山に年に一度のお札あり

熱中症に先ずは点滴

水着きて自転車に乗り又走り

雲烟過眠坐禅組む僧

結審は被告欠席にて死刑

いじめられっ子長生きという
お

ほろ酔いの帯の兎も月の客
奈落に墜ちし役者うそ寒

ナゥ毒茸といわれて急に恐くなり

鳴かず飛ばずのオカマコオロギ

尺八とパーカッションでジャズ奏で

丸ごと保存震災の松

濠に映え義臣の花と称えられ

寮歌放吟明かす春の夜

︵於・東京新大橋小張居︶

平成二十四年九月十三日首尾
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縄文の月を芒が揺り上げて
今置きしばかりの物が見当らず

小張昭
坂川酔

今宵座興の落語一席

火鉢の横とひとの指差す
ゥ雪見酒碁敵呼びて談笑す
追い出した女房よりも子の恋し
親父やきもちボーイフレンド

総裁選の候補四人で

かち合いし眼と眼は何を語るのか

懐手して龍馬うそぶく

海亀の退屈そうに月を待ち

狙った古物先に買われる

二本とも義足で得たる金メダル

警備会社に就職の春

女生徒の応援団長花万朶

雄治彦一郎保雄治げ保雄彦一治雄げ保郎

治郎雄彦げ保一彦一げ郎保雄彦郎一げ保

ハ横浜・横浜ベイサイド連句会ｌその一Ｖ

﹃老いの足﹄

ツアーで回るスペインの旅

ナォヘそみかん摘まれてへそのピラミッド

渓垂れ坊︑王いまぢゃ僧正

取り仕切る癖で推されて世話人に

脳裏かすめる恋のライバル

討ち入りの日を待ちし大江戸
瓦斯室の冷たい床に触れてみる

膝送生田目常義加朱
土屋実郎
商山鄭和

五欲とは財・色・食・名・眠といふ

老いの足少し笑って小望月
虫の音ふっと遠くなる頃

イグニッションここよと教へてあげやうか

生剛Ⅱ常義

濃い川霧に紛れ行く士堤

はや古びたり寓の表札
決済の万策尽きて宵の間
秋山よう子

和

郎

鈴木美奈子

ＢＳのゴルフ中継剛に
日光写真興ず子供ら

女王よりサーの称号授かりて
誰聞きしかや田螺鳴くとは

ベートーベンよりビートルズ売れ

ナゥ古文書の解読講義爽やかに

郎

ゆうらりと回転木馬花の昼

美

義

和

︾フ

義

東海林太郎の声ののびやか

月影届き明かき若竹

大空にきりり聟ゆる屏風岩
生ビールぐっと飲み干しまた議論

美

義
和

︵於・横浜市磯子区杉田劇場︶

平成二十四年十月六日首尾

春の名残に抹茶一服

尖る尖閣旗を振る人

郎

花衣贈らん吾娘の七歳に

︾つ

船首には船霊様を祀りおき
何見つけたか輪を描く鳶

うれしやな直立不動に口説かれて

股引すらり彼はすてきね

ワ吉野川寒の八つ目を追ひかける

飾りの紐の下がる箱段

鰯食ふ茶の間に猫も加はりて

仙

八十八夜友と避遁
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歌

義美郎和美義和郎義美郎和美義和郎う美

ハ横浜・横浜ベイサイド連句会ｌその二Ｖ

﹃捨舟﹄
吉田酔山捌

捨舟に冬の陽射しのやはらかく
吉川酔

木遣音頭にご自慢の喉

大島洋

土屋実

造り酒屋の若き五代目

河童祭りの月に繰り出す
肉筆の原稿ばかり興味持ち

橋の下へと寄り道の人
紅々と提灯映えて鴨涼し

ガラスの靴のサイズぴったり
なぜなのか石原さんが維新とは

アミダにて成りしカップルゴールイン

破れ戸叩くいとほしき影

ウベったらを藁稽で吊り手土産と

朝顔活ける奥の床の間

月だけが袋小路を通り抜け

商山鄭

ふはりふはりと舞へる綿虫
初孫の披露目の席の賑やかに
鈴木英

仙

遠近騒ぐ蛙合戦

北上の花の便りの届きたり

ナォ空振りとなった見舞ひの春帽子

ドクターＫと昔呼ばれて

絶叫のテレビキャスター厚化粧

夜を彩る粋と雅と

老の身を犬に曳かれて枯野原
眼王ぎょろりと炭焼きの友

移築した古民家しゃれたレストラン

いつ終わるのか長き口づけ

ＳとＭいづれ似たもの同士なり

発明狂の立候補する

盃に浮かべ飲み干す三日の月

絹の道行く馬に爽籟

ナゥオリーブの実もたわわなり白き家

平和の使者の鳩を放ちて

夢に見し母の微笑み懐かしき

暗記してみる兀の百桁

連山をおほひ尽くして花衣

街角よぎる蜆売る声

︵於・横浜市磯子区杉旧劇場︶

平成二十四年十二月一日首尾
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歌

英和山洋郎英和山洋郎英和山子郎雄和山

山洋郎英和1l1洋郎英和111洋郎英和山洋郎

ハ逗子・ラピロス連句会ｖ

読みかけの推理小説放り出し

ニォ風炎の怒り止まらぬＵＳＡ

花の下西郷どんの向う脛
虻ら集まり大将を決め

あったかいねと縫ぐるみ抱き

服部秋扇捌

本屋良子捌

百韻﹃四万六千日﹄
三ノ折名残折

初折ニノ折

桂

本屋良子
服部秋扇
小泉桂
徳住玲
西原淑
占川直
永烏董玉
浅沼小葦
尚怖賢
山Ⅱ和生

いまも劔の伝説のあり

バスジャックして行かう天国

伝へられずに濁酒酌み

謎解きの醍醐味満つる宝箱

そらまちの未来や四万六千日

猫の名で親しく呼んだ人いづこ

扇

酸漿の香を運ぶ風鈴

背負投げにて図る復活

生

賢

湯桶で洗ふ筆の種々

まっすぐつづく草原の道

白シャシに鼻振る象のアップリケ

ギター爪弾く処暑の縁側

地平より昇る大きな月を賞で
ウハロウイーン準備整ふ古教会

逃れ行きたき母の故郷

ゴキブリに聞く生き残る術
夏の霜七里ヶ浜に降り敷きて

新党はいったい幾つ出来るやら

絆の仲間さっと駆けつけ

枕辺にどどどどどつと山の音

能楽堂の鬼女の仕手舞

蝋燭を灯し優しい嘘をつく
凍える肩の小刻みに揺れ
口移し寒九の水を分ち合ひ

高価なる香水まとひ旅立ちぬ

一一ゥ龍天に昇り深淵しづもりて
膳みかん剥き閉めるカーテン

昔の美男やけにハッスル

−219−

もり蕎麦を涼しく畷る詩聖ゐて

メトロ出口のパズルめきたる

拙山わこ
城旧咲

岬まで歩かうといふ別れの夜

頼みますそこは駄目なの抜参

竹刀の剣士白い息吐く

桂

直

これまでのカード残高けりを付け

落ち葉を踏んで開ける枝折戸

ほうほうと臭月を蒻らせて

生賢こ生桂生賢こ扇桂賢こ扇生扇こ生扇〃賢生こ賢

秋刀魚を食らひ日本満喫
縞柄の後の袷を着こなして

心さょひに胎毛筆の草書体

三ウ︑４守

切取線のやうな霧雨

ミュージァム木乃伊に迷子札がない

明

仮面のごとき片割の月

哲

ベネチアの細き運河に沼太郎

惚れて候洗ふたふさぎ

高
田

砂漠の湖は荘と消えゆき
熊の胆は百歳パパの常備薬

白魚のやうな指もて目隠しす

紅梅一枝手折る若武者

伊
藤

マリァの像を刻む町角

画廊出て画廊に消える夏帽子
パンが焼けたと客を呼び込み

返り花ひとつ叶ひし願ひ事

太子忌に棟梁どもが弟子となる
いぶりがつこは音を立てずに

ざっくばらんに膝を叩いて

性分は堅忍不抜親ゆづり

場花火ずどんと胸を貫けり

汗の遜る矢数俳諮

鵜ォ時烏夜の明けたと虚偽を告げ

瓦礫の山に群れるゼネコン

貝塚に太古のままのされかうべ

魚を祭る獺の川端

ダンディも春の風邪引萬金丹

赤旗振らぬメーデーの列

不稼働か稼働か原発もめ続け

河豚鍋囲む懲りぬ面々
観音の理塔揺れて闇の中
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三年日記雪とのみ書く

三ォ嫁が君家の外こそ恋しけれ
け
帰らぬ理わ由
は微震激震

ふたりとも閨の上手の家系なる

厨子に光を放つ玉虫

かはたれにこやし掛けられ瓜盗人

どこか遠くで犬の鳴き声
味噌汁は薄味にして具だくさん

車座になる漁夫の酒盛り
朧月寝覚めの床に夢を見て

妖精の吹く剛叺水仙

五線譜のおたまじゃくしは宙を飛ぶ

煙草くゆらす非常階段

現るるマフィアのドンの黒メガネ

那須の裾野に牡鹿を追ひ

桂良生〃玉咲桂賢生玉良〃賢こ生桂賢生扇桂〃こ賢

哲良生良玉良咲生桂賢哲玉子伽賢玉良伽生扇咲生良

日

だんまり芝居道行となる
逢ひたさに絹のパジャマを裏返す

猪狩は村も総出ょ

多情多恨のかまっかの彩
神様に背中を向けて拝む月
名ゥ菊人形殿の面影偲びつつ
天守かすめて飛行船ゆく

起きて半畳寝ては一畳

逆光に棚田はゆるき弧を描き

紅茶のポット御用達品

三兄妹五輪を目指し笑み溢れ

巣立ちの窓に映す師の恩

わたつみに散る花びらは蒼く透く

平成二十四年七月十三日首尾

︵於・京橋区民会館︶
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桂賢伽扇咲伽
咲扇桂咲良扇

ハ豊田・竜神速句会ｖ

ナゥ輪袈裟かけ同行二人秋遍

田中イスズ捌
板倉今ロ

水平線まで続く青

土挨立て走る軽卜

花嫁の涙きらりと大安
へロ

稲垣渥子
塚本益美
松井文子

文益耶益

一十韻﹃桜守﹄
桜守植え継ぐ木々や奥山田

茶店に並ぶ手摘み草餅

春ショールねじねじにして楓爽と
古稀の祝いにもらうアイフォン

ゥ土用うなぎ東と西の食べ比べ

︿口

益

︵於・竜神交流館︶

− ワ つ う −

′ 』 〃 ̲ ′ ̲

君がほんのり白い夏月

好きですと打ち明けられず時が経ち

益

森山美耶子

文

武藤美恵子

尖閣諸島買ってしまうか

和布の端切れのアップリケ展

ナォ鱈ちりで酒酌み交わし策を練る

渥

海はるかゴッホの愛したジャポニスム

形見になりし詩集一冊

文

田中イスズ

渥

今口

窓を開けば夕化粧咲く

ストレスで曲がらぬ指をいとおしみ

月今宵貴方待つ夜は眠られず

瓜坊防ぐ柵を巡らせ

平成二十四年四月十九日首尾

空日ラ路

ハ仙台・連句会ひらめきｖ

歌仙﹃氷面鏡﹄
ときをりは山と語らふ氷面鏡

身繕ひする白鳥の群

ＳＬの歓迎の輪の拡がりて

昔見た景３Ｄビジョン
待ちわびて寝入りし子等に月明り

新豆腐とて桶におさまり
ゥ美術展万葉仮名で初受賞
握手離せば香りほのかに
おさげ髪ふっと零せし恋心

金環蝕のりング献上

ぎんぎんと市場の魚は跳ねさうな

のらりくらりと総理答弁

復活の三社祭は江戸の華
雨月も粋にタワー見る夏
つれづれに古文害繰ればかぽちや色

天驚絨張りの椅子は猫足

勇み立つ花の随身火縄隊

独活の煮しめの小昼懐かし

狩野康子捌

狩野康子
出巾裕子
中村孝史
菅原邦夫
燗池宏
小淵秀子
横川浜江
木Ⅲ眞智子

康子
邦夫
秀子
宏

浜江
邦夫
裕子
眞智子

秀子
浜江

ナォ放哉忌奨学金で酒買ひに
浄土ヶ浜に瓦礫やま積み

応援歌オリンピックへつなぐ夢
義足の人も混じるジョギング

康子

宏

老いも若きも品定めする

ＡＫＢめざしてギャルのダイエット

にんじんジュースのみの朝飯

邦夫
浜江

康子

須藤智恵子

孝史

眞智子

裕子
孝史

はてなの茶碗高値落札

発芽率いまひとつなり寒菫

夕月へ朱鷺はゆらりと羽ばたきて

眞智子

浜江
孝史

裕子
邦夫

宏

宏

宏

美男かづらの千々に乱れる
ナゥ刈田道英語あやつる結仲間
寄り合ふ児らはゲーム熱中

郵便受けのちらし溢るる

禁断の実に触れたしと青比丘尼

﹁ご自由に﹂老眼鏡を置く役場

新天地へと蜂飼の発つ

転がりて土偶の見上ぐ花吹雪

︵於・青葉区中央市民センター︶

平成二十四年三月八日首
平成二十四年六月十日尾
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衆議判

純

幸英

幸英幸〃英幸英幸英純幸英純幸英雄子

八甥古屋・連句会未恋座ｖ

歌仙﹃夏怒涛﹄
夏怒涛はや聞こえ来て無人駅

孫のおやつにカップサンド買う

とばり

真昼眩しきひまわりの花
塾帰り帳の窓辺見上げいて
ねぎら

ナォ星朧崩れ残りし防波堤

一線越えるＤカップブラ

ロづけと吐息の違い教えられ
柔肌熱くルージュに燃えて

じりじりとトタンの屋根で灼ける猫

凉風高しお手植の松

寄せる波小島の磯のその昔
玉砕遂げし跡をたずねて

来ぬ筈の便りを待っていたりしか

聖火輝きスタジアム湧く
望月に鶏すメダルや三連覇

うず

持ち重りする珍のからすみ

ナゥ鱗雲多摩の堤を流れ行く
ブルーテントが終の栖か

五十年死票の夢を追いかけて

ふれ

ツンと見つめるメリケンの艦

辿りつく山門の花読めぬ聯
なにやらゆかし春森の中

秤唾一汁皿舞牝朋汁酎胆雷︵文音︶
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森を抜け自転車を漕ぐ月の道

独り労う宿のどぶろく

ゥ慕 い 来 て 物 言 い た げ に か ま ど う ま

昔のひとの眸を思い出す

夢心地許す唇許す肌

魔薬煎じて祈るシャーマン
丑三つに灯火もれる丸木小屋
からんこるんと足音がして

御高祖頭巾の肩に残月

明け初めし橋行く人よ春隣

お堂を抜けて言問に出て

気がつけば尻の財布が消えて居り

メルトダウンをした春の宵

じじばばもスマホ片手に花見なう

金 辻 馬
枝 場

執

筆幸純幸英純幸純英幸英純幸英純幸英純

ハ仙台・連句会﹁遊﹂ｖ

ナォ炉を塞ぐ移築民家の茶振舞い

三味と尺八土地の祝ぎ歌

待ち侘びし進水ぞいま被災港

柱に掛かる合羽菅笠

歌仙﹃流鏑馬﹄

負け犬根性叱る警策

胸梛っぽい坂東流の女弟子

空の臼搗ける水車やあやめ咲く
中村記康

小野寺信一郎

中村記康捌

城声あがり飛び散らす汗

鉈打って肉伐る腕に月明り
目鼻の消えし地蔵露けし
ナゥ溶解し除染荘荘そぞろ寒

放浪の能登なつかしや千枚田
磯の香気に競りの生き生き

帯解く際に揺れる黒髪

流鏑馬の番える二の矢杉落葉

奈良栄夫

小野寺妙子

さっと厨へ肴大盛り

手土産の地酒旨いと褒められて

郎

康
子

夫
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童謡の時を報せる夕月夜

舞妓ちらほら京の街角

石榴の色紙掛かる次の間
ワ若沖の墓碑に合掌雁渡る

ノーベル賞にジャパン湧き立つ
鈴木文男
秋葉芳成

誰じんわり浸る岩風呂

秤唖二什皿群結朋二十堆肥唾︵文音︶

裏参道に春深き雨

エベレスト高齢記録残さんと

瀬に浮き沈む荷縄切れ端

混み合いて今が見頃の花の駅

玉の輿揺蕩う夢も片思い

郎

康

子

夫

天地無用と届く宅配

世の人の思案をよそに新鋭機
月凍つるなり湯屋の道連れ

着ぶくれの老いにはきつい高き階

成

郎

康

男

くれぐれも待つたは無しと王手飛車

高校球児大旗ひとすじ

遅れて届く里の草餅

風立ちて落花の舞や尾根辺り

執

筆郎成男子康郎夫男成夫子康郎成男子夫

ハ横浜・連句会遊子座ｌその一Ｖ

宣朶の雲﹄

流れゆく一朶の雲や彼岸花

和田忠勝捌

洲Ⅲ忠勝

賛美歌歌う日曜の朝

ナォ天心へ競いて絵凧舞い上がり

速藤尹希子

小川里江子

大橋敏子
内海鉄弥
宮脇昌子
木谷藍
宮坂和之
春Ｈ久子
土肥暢子
和田晶子

イヶメンの異国の王に招かれて
何時のまにやらハーレムの主

大駒誠一

さりげなく傘を差し出すダンディズム

ゥ夏深し池上線は九十年
人混みの中視線感じて

裸子を追う長寿溌刺

郷士史の中味を飾る大福帳

拝唾一汁皿拝十斗即一十一一叩噛︵文音︶

卒業旅行予算奮発

花盛り吉野の里は匂いたち

生まれ来て輝く刻をフィナーレに

る

梓川べり蛍合戦

河童忌を色とりどりの供花飾り

ラジオ聴きつつオヤジうたた寝

浮世では政権交代かまぴすし

でんぐり返しの森光子逝く

辻賢次郎

袷羽織の裏に戯画みて

淑

利川ひろ子

名月も目に入らない碁が負けそう

甘えん坊がおんぶおばけに

孫の手は麻姑が語源と知る可笑し

秋山よう子
Ｋ生うめ子

郎

まつ

勝

牒井恵美子

松本華与
禰下螢子
中井啓輔
海沸桂子
練武雪鶏
下川幸枝
岡本貞子
山本恵子

街道沿いの宿に聞く唄

針にかかってもがく太刀魚
ナゥ阿褥多羅読経の続く紅葉寺

テネシーワルッ夜が明けるまで

ミレーの絵画祈り靜かに
月凍てるトナカイ角をふり上げて

ブーツでそっと初雪を踏む

ヒマラヤへ再三挑む心意気
長の持ち出す山羊の干肉

病癒え今また仰ぐ花大樹

高島幸子
中艸淑子
佐藤玻瑠
坂井啓児
下田博

二人してサラダを作る夢の部屋

新走り小ぶりの猪口を傾けて

ダム湖満々浮かぶ夕月

仙

散歩の道に遊ぶ頬白
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歌

ハ横浜・連句会遊子座ｌその二Ｖ

歌仙﹃東京駅の﹂

ナォ満面の笑みでほおばる草団子

アウト一つだ燃える応援

無意識に知らぬ同士が手を取りて

清楚な美女が焼餅をやく

和田ひろ子

聖霊祭世界平和を祈念せん

チェンジは無しでアメリカの顔

最終の電車で帰る雨の夜

和田忠勝

和田ひろ子捌

吟醸新酒しトロ乾杯

秋麗東京駅のリニューァル

川の渕瀬にさかのぼる鮭
ナゥ父好み柚の香著きお漬物

廃校の窓に映りし下り月

そろそろせねば断捨離とやら

マニフェスト未完のままに破り捨て

野外演奏老いも若きも

速藤尹希子

無人の島に群れる鳥影

藤井恵美子

宮脇昌子
春日久子
岡本貞子
山本恵子

親子三人連獅子の舞

雲流れ峠の茶屋で一休み
紋白蝶が里を飛び交う
花吹雪歓声あがる丘の上

小川里江子

大橋敏子
海津桂子
宮下螢子

風やわらかに嬰児眠れる

秤雌圭拝皿蓉十計朋十一仁朋函︵文音︶

玉生うめ子

ろ

木谷藍
諫武雪鶏

尹

勝

−，27−

一湾を渡る船上月愛でて

秘宝展には紹綴の帯

ケータイの根付に使う紅珊瑚

ゥ睡蓮の咲く菩提寺に母の霊

研究実りノーベル賞とや
学舎で見初めし人と歩む道
ハッピーエンド曲折の末

村の古老の説教も良し

天職と言われ開店レストラン

月渡る連山からの北颪
白い兎の消える雪原

持病の薬朝夕に飲み

ようやくに辿り着きたる旅の宿

夢託されて上がる風船

花巨木世代交代緒に就ける

敏里恵美久尹硲藍め螢桂敏里美恵貞久昌

ハ横浜・連句会遊子座ｌその三Ｖ

歌仙﹃トロ箱の﹄

ご苦労様と爽やかな声

トロ箱の田んぼ稲刈る花鋏

猫抜き足で縁側を行く

ぼつかりと空地が出来て近道に

和田忠勝捌

襟を受けて勝利確信

ナォ茶摘女が段々畑ちらほらと

派手を好んで瞳う年の差

ユニクロの海外店舗増え続け

遺言耆けと迫る側室

葬式は音楽葬と話し合い

田舎芝居に蚊遣り焚く爺

お隣の浴衣美人は尻軽で

松の一本ただそこに立つ

﹁伯母が酒﹂鬼見破られあなおかし

ボランティア異国の浜に月待ちて

腰痛に効く宿の逗留

秋刀魚を捌くクルー和やか
ナゥ漸寒に塩麹など取り出して

ドッジボールにあがる歓声

文烏はおしくらまんじゅう止まり木に

フェーンもたらす温度上昇

花盛り供えし香の炎たつ

秤唾一什幽蓉計朋伝朋密︵文音︶
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寝待月臥床の子等に寄り添いて

家より高い鯉のぼり見え

大駒誠一

和田忠勝
間烏幸子
辻賢次郎
下田幸枝
宮坂和之
和州晶子

揃いのタッゥー見えぬところに

下田博
勝

秋山よう子

土肥暢子

和田ひろ子

松本華与
内海鉄弥
中井淑子
佐藤玻瑠
坂井啓児
中井啓輔

ゥ土曜日は祭太鼓の稽古の日
ぼさつ
棟方志功刻む化け菩
薩

柔肌の熱き血潮に触れ急ぎ

糖掛けの豆はとりどり極彩色
さあいらっしゃい新党ですよ
香具師一人見世物小屋に月寒し

流人の島に残る鉱脈

若きより見果てぬ夢を追いかけて
ブータン目指しセスナ乗り継ぎ

国民の心を込めて花大使

山陰遠くかかる初虹

郎幸枝う暢ろ輔児瑠淑弥与一晶和枝郎幸

ハ横浜・連句会遊子座ｌその四Ｖ

歌仙﹃検査入院﹄

静まりてゆく更待の窓

星流る検査入院一泊目
ガイド案内の名所旧跡

ナォ後輩のボートレースを応援に

故郷・人脈みんな大切

拉致家族新政権に夢託す

峨々たる山を閉ざす叢雲

凛と家刀自袷羽織で

ボランティア担ぎ上げたる車椅子

つつがなく終大師の詣ですみ

和田忠勝捌

州Ⅲひろ子

灰かな香り青蚊帳の中
外つ国に単身赴任月今宵

慕わしき先生の胸飛びこみて

老舗の菓子を求む習慣

州Ⅲ忠勝
秋山よう子

大駒誠一

辻賢次郎
叩腓淑子

慣れた手つきで捌く秋鰺
ナゥ廃屋の難の菊の色は増し

すぐ編される老婆金持

就活は寄らば大樹の枠はずれ

反転兆し見える円安

明日花見予報微妙で落ちつかず

二汁皿秤十才即一汁垂叩噛︵文音︶

旅立ち近きたんぽぽの紫

拝
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今年酒杜氏は親子継がれいて

過疎が続いて螢いっぱい

ローカル線小型車輌の往く裾野

勝

ろ

笑顔で待ちし彼の両親

ワ新しき茅の輪くぐりに誘われて

淑

︾つ

郎

フランス仕込みキスは大胆

家系図に入る予感の蔵の中

遠隔操作ぬれぎぬの罪

る

観光地掬摸かっぱらい怖いこと

勝

︾つ

星条旗立て偉業称える

郎

月凍る計報のアームストロング

クルスの屋根で鳩が見物

パレードのトップは幼き鼓笛隊

淑

小さな犬がシャボン玉追い

花の門﹁どなたもど−ぞ﹂野点札

淑一う郎勝ろ一郎淑うろ勝淑一う郎勝ろ

八東京連句研究会ｖ

百韻﹃苔の花一
苔の花写楽の謎の解けぬまま

付廻し

携帯に父母兄弟の顔があり

玉藻の緑静に極まる

水面までしだれてゆるる糸ざくら

不忍池廻る春宵

一一ォ亀鳴くや仕立て下ろしの半纏着

時に役だつご隠居の知恵

飯沼三千古

騏麟児のもて余したる長い首

人喰ふ芸も腹の内なり

番頭を使ひに出して知らぬふり

山本房子

冷奴釉薬縁に溢れける

阿片瓢郎
小林梁

ヘリコプターの音のにぎやか

梁

窯元らしく麻のれん掛け

両目寄せたる成田屋の汗
浮雲の形さまざま流れゐて
耳もとにロパクパクともどかしく

房

古

明け方の五輪にあがる日章旗
ドーヴァ−海峡波静かなり

一一ゥお目当ての害を訪ねゆく芸術祭

忘れ扇にのこる筆跡
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いらぬものまで見える口惜しさ

身ぶり手ぶりの大きジェスチャー

古

どっとこたへる寝不足の日々

歌声は﹁世界はひとつ﹂肩組んで

白壁の並ぶ町あり月今宵

房

房

ダブルのスーツ威儀を正して

梁

初ゥ旅に酌む古酒に故人を偲びつつ

梁

秋冷ことに目立つこのごろ

句集に残る恋句なつかし

古
梁

十三夜月の非情をうらむくし

東方の無限の空よモッァルト
夢かうつつか魔笛ひびかふ
金婚の記念に地球ひとまはり

古

外車とて安全祈願幣を振る

半ば羽化して半ば転生
遺伝学意見を交す研究者

房

みがきたて靴の光るを伏目にて

新婚旅行の途中寄り道

パンダの赤ちゃんまた待ってます

古

梁

女子大寮聖夜の声の月に冴え
故郷より届くお餅いろいろ

梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房古梁房

カメラ向けられしゃなりしゃなりと

干大根の並ぶ軒先

大仰な記者会見に鼻白む
縁取り文字の踊る売店
月皓々枯草そよぐ古戦場
庭に知足のつくばひを据ゑ

比叡晴れ僧坊近く烏の声
おのれ一重の朧占めつつ

花片はいつか茶室へ舞ひ込みて

湿りおびたる竿の干し物

三ゥ声澄みて佳き人の行くこぼれ萩

化粧の匂ひふは−と漂ふ

評判のエステに通ふみちすがら

美の追求に何を惜しむや

衣装代全部あなたの為のもの
又逢ふ日まで別れせつなく

灯台の消えては狂ふ真の闇

くすし

ただ一筋の光追ひかけ

琴線にふれし言葉を医師より

冬の木立に月のかかりて

こっそりと細い煙の落葉焚き

昔の唄を口ずさみつつ

花香り何がしの宮あと朽ちて

古代に遊ぶ陽炎の舞

ナォ池殿に盃酌み交し春惜しむ
この言無くば源家絶えしを

若者のメール絵文字が読みとれず

くるりと廻す卓の地球儀

次々に水平線を破る帆は

ひょっこり島が闇の中から

赤錆びし夏月かかげ漁師町

網干の玉のさてもなまぐさ

去りしまま帰らぬ主待ちわびて
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ニォ来客の多き日暮れて四月蓋

予備校生は慌て眼そらし

いつの間にハツと息のむ胸の線

息白く吐く黄昏の道

呼び止めし赤いマフラー人違ひ

茶房の卓にかをる姫百合

鈴鳴らし迷子の仔犬ついてくる

ますますっのる不安原発

目を閉ぢて十六世紀のうすら闇

円空佛のなほ残りたる

峡ふかく逃れて来たる秘湯の里

山彦かへる秋の夕暮

子どもらの流行のパジャマ月の宿

古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁房古梁房古梁房古

房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁古房梁

朝な夕なに据ゑる陰膳
庭先の切れずに薫る枝ひとつ

園丁の腕さすが見事に

雪吊りの千条月の影を曳き
かぶら寿司とて酢味のいや濃く
ナゥ行き来する人さへをらず道標べ

持病の発作押へかねつつ

一服は神の恵みか胸開け

窓に迫りし富士は堂堂

︑つつる

件

二什叩嘩十誌朋二什価朋雷︵文音︶
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うるしの香しるき木彫りの飾り盆

公暁隠れし大樹の空洞

幼らは降る花片を追ひかけて

山の彼方に淡き初虹

古房梁古房梁古房梁古房梁古

ハ横浜・連句ななの会ｖ

宮口百合﹂
土屋実郎捌

橋本順

原田子

春仕舞うごとする更衣
村井昭

土屋実

節電が話題となりし扇子にて
まある

わが行く手さても見事な花の瀧

宇宙の駅へ星出さん翔ぶ

スモッグの遥か彼方にスカイッリー

知行合一冴ゆる冬月

ひたすらにあなたを頼る木守柿

こっちのものよ惚れてしまえば

何気なき優しき仕草心しみ

ダックスフント杭かす念入り

愛用の入れ歯にガムがくっついて

寝たふりをしてそっと耳打ち

ゥ酔うほどに弁はさわやか濁り酒

るべ
生涯学習釣つ瓶
落しに

いらっしゃい招く円いお月さん

幼稚園児の渚馳けゆく

萩本勝

白百合や蜂を拒みて天仰ぐ

仙

朝床に聞く鴬の声

ナォ風光る谷の吊り橋おお揺れに
しず

鎮まり返る落人の里

沈む日を惜しむがにきく鐘の音

教師冥利に尽くる会合

流れ行く時の話題に季節感
テレビに見入る箱根駅伝
初句会御題﹁絆﹂で興行し

原発論義百家争鳴

邪魔してもいつしか戻る蟻の道

メダルは金よ何が何でも

濁りなき水面の月を歌に詠み

人肌恋し夜寒朝寒

ナゥ行く方を語り睦まじ菊枕

にじ

相合傘に彦むネオンが

映画村舞妓の姿往来し

千二百回ラマンチャの人
若人の花のかんばせ甲子園

浜風そよぐ春の曙

平成二十四年八月十七日首

平成二十四年九月二十三日尾
︵於・柳川ビル士官室︶
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歌

子郎三子夫三郎夫子郎三子夫三郎夫子楓

三夫郎三子夫郎子三郎夫三子夫郎子三楓

ハ仙台・若笹連句会ｖ

二十韻﹃土筆﹄
今野福子捌

今野福子
笹川圭子
伊藤航

稀という七十に有り土筆摘
木流し堀に挙がる掛け声
夏近いバーゲン少し勇みいて

笹本美恵子

井上せつ子

安斎厚子

厚

妙

小野寺妙子

ゥ名句出て感嘆しきり月冴ゆる
独り寝にまた寝酒ついつい

闇の深さに犬がとびだす

ナゥ森鴎外一冊つめて旅鞄

ちりめんじゃこの下ろし掻き込む

俳諸の恩師寿ぐ花吹雪
軒を巡りて巣立烏ゆく

平成二十四年五月十七日首
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完走めざし親子マラソン
口笛が合図となってカギを開け

民主揺れ増税命野田総理

美
航

妙

買って満足体脂肪計

圭

ナォ桑毎くちびる染めてさようなら

婦警の水着別人のよう

福

厚

〃

嚇されて焼け棒杭になんとやら

想う苦しさ乱れ萩ほど

月上がり兵等語るは郷のこと

菊の供養も雨の浅草

︵於・仙台市中央市民センター︶

平成二十四年六月二十七日尾

美せ航せ

連句年鑑平成二十四年版

多くの作品を読んで連句作品への理解を深

入った連句が五巻︑あとの十六巻に一票ずつ

れ三票ずつの同点数が入りました︒次に二票

﹁私の好きな一巻﹂上位発表

め︑そのことでよりよい作品を生み出す創造

投じられました︒

が気に入ったのでしょうか︒一巻の流れ︑句

一票を投じた方は︑作品のどういうところ

力を培いましょうと︑連句年鑑掲載作品から
﹁私の好きな一巻﹂を投票していただきまし
た︒

その結果上位三巻は次の通りです︒

筋︑機知に富んだ句材等︑どこに目をつけて

の表現の巧さ︑思い切った転じ︑巧みな付け

きさらぎ連句会﹁ちぬの海﹂小池正博捌

鑑賞されたのでしょうか︒

皆さまも再度お読みください︒

草門会歌仙﹁ターナーの雲﹂大橋俊彦捌

北杜連句会歌仙﹁忘れ雪﹂狩野康子捌

応募総数は弱票でした︒右の三巻はそれぞ

八堺・きさらぎ連句会ｖ

歌仙﹃ちぬの海﹄
小池正博捌

タイガーマスクは隣の親父

ナォシャボン玉こわれないのもツマラナイ

かの山川に住むひともなく

故郷の仲よし小道どこの道
小池正博
杉田宏子
品部三酔
渡辺廣之
伊藤馨

夜食もりもり食べて俳個

月よ来い不死の薬は要らないが

付いては離れ浮雲の恋

マティーニの苦さを好む年になる

上西紀代美

ナゥ間引菜の根にからみつく砂の粒

平成二十三年一月十日首尾

︵於・たかつガーデン︶

猫の背中が伸びるのどかさ

花びらの落ちるところに居を定め

陸奥薩摩一直線に

野球少年レギュラーになる

廣之

ネタ尽きて旅番組をプロデュース

安龍
廣之
三酔
安龍
宏子
三酔

馨

三酔

松永直子
吉澤久良

文学館も沙汰やみになり

凍蝶のかすかな息をきいている

炬燵にミカン昭和香れり

アナログのテレビの似合う隠れ宿

月かげの雲の切れ間にあらわれて

外山安龍

ちぬの海錨をあげて宝船
帆布ふくらむ初風の中

すすき野にふと立ち止まる人

競り声も弾みて市場にぎやかに
テレフォンカード五年使わず

ゥ山裾の軒を連ねて柿すだれ

ここにも平家落武者の里
告白の言葉を探す夕まぐれ

遺伝子操作で若紫を

舞台袖ステージママの瞳あり
夏やせもする着ぐるみのなか
キャンプして月の光に皿洗い

牛馬童子の首あたらしく
内閣の顔触れ話ちらほらと
マクドナルドでねばる半日

緋毛既野立ての席は花曇り
雲雀の声の遠くかすかに

正宏直正直三直久宏廣久紀正廣
馨 〃 馨 代 馨
博子子博子酔子良子之良美博之

八束京・草門会ｌその一Ｖ

歌仙﹁ターナーの雲﹂

シャボン玉にも映る飛行機

ターナーの雲を見てゐる梅二月

入学児制服のやや大きくて
塩煎餅をはりはりと噛む
たまごみたいになって紅鵜

上弦のまなざし杜へ降りそそぐ

ゥ神代から蓑虫と吾れ孤独なり
なが−く生きてすこし愛して
オカモトもサガミもみんな薄っぺら

さうですここは地獄への角
スイングドアを押さば潮騒

迷ひ犬曳綱つけて雑踏へ

ナォ遠足の列やゆよんと蛇行して

かすかに兆す火山爆発

お釈迦様ケータイが壊れつちまったＩ

なまくら

抜くに抜けない腰の鈍刀

俊彦

春眠子

浜崎浩

煩悩の螺旋階段這ひのぼり

春眠子

宏子
真史
定史

村松定史

痒いところに手が届かない

大橋俊彦捌

頭からＤＤＴをかけられて

竹馬の片脚走り自慢して
回天ののち雪晴のキス

山地春眠子

大橋俊彦
小池舞
山下宏子

平成二十三年二月十九日首尾

サッヵーボールに触るる淡雪

花の香を密に纒ひて抱き合ふ

いと

種痘の跡を愛しがらせる

旦那さま三つ違いってそれほんと？

闇の底にて畷ふジョーカー

ナゥ皇帝の気晴しとして茸狩

草茎を挿す芋のひと盛

ビタミン摂って恢復を待つ

水軍の波割って行く月の灘

舞

春眠子

︵於・北とぴあ︶

舞

定史
俊彦

浩

真史
詠美
定史
定史
宏子
真史
葛城真史
篠原詠美
舞

春眠子

舞

真史
詠美
宏子
詠美
宏子

かけら

カクテルに月の欠片の涼しさを

ワイイコール・エフクスさんじよう

うふふふふふと亀鳴いてます

春眠子

真史

俄か作りのお化け屋敷さ
鉄株をＩＴ株に乗り換へむ

ネット通話で英語流暢

花びらの軌跡は目Ⅱ×い

ハ仙台・北杜連句塾ｌその二Ｖ

歌仙﹃忘れ雪﹄
狩野康子捌

鏡で姿追ふ病みし母

ナォ葱坊主急行列車に総立ちす

大首絵なら写楽歌麿

思い出の転がるドロップ缶振れば

強力ひとり雲海を抜け

幻の魚得て今日の菖蒲酒

灯を点し盲導犬と妻を待つ
身重となれば乳房豊かに

狩野康子
佐藤千枝子

跡形もなき鴫の松林
鈴木良子

枝

良

平成二十三年七月十二日首
平成二十三年九月十三日尾

泰 則

︵於・仙台文学館︶

ツレうららかに橋掛りから

反射シートの効果観面
金糸もて縫ひの寿花の袖

無為徒食芥川賞とるまでは

小学唱歌口遊みゐる

ナゥ福島の椀がれず残る次郎柿

太鼓打つからくり時計月の出に
赤い羽根売るボーイスカウト

旧街道を塞き止める石

鎮もる海に忘れ雪舞ふ

康

瓦礫分け咲く水仙の花愛でて

宇

教師力ためされてゐる通知票

避難所の体育館に真夜の月
飛ぶをためらふ窓の溢蚊

枝

宇

良

″

高橋玻斗子

ゥ盲縞着て地芝居の客となり

玻

佐々木嘉字

白化粧した忠次見得きる

ボランティアから笑顔いただく

リムジンと義理が行手を遮りぬ

美しすぎる君が心配

異国語の甘ひ響きに夢を乗せ

正ハリストス教会の塔

氷柱には昨夜の月光籠るらむ
鉛筆をくるりくるりと回す技
おやぢバンドがＣＤを出す

康
支
１
玻

花万朶希望叶ふと高らかに

康

咳押し殺す仮面ライダー

目刺干さるる杣の軒下

菅 浜
原 田

玻康宇玻枝宇子良玻子〃枝玻康宇良枝玻

連句年鑑平成二十五年版
﹁私の好きな一巻﹂大募集
平成二十四年に初めて企画したもので︑各
グループの作品投稿締切りと同様に二月末日
まで投票をお待ちしました︒

一八○巻近くの作品を全部読まなければ
﹁好きな一巻﹂は見つけられない︑すべてを
読まなかったので投票はしたくても出来なか
った︑という声を聞きました︒

こうした意見は確かにもっともなことで
す︒年鑑の作品すべてを読めなかった方は︑

読んだものの中から一番心に残った作品をチ

投票数の多い上位三巻の作品を︑平成二十

六年版連句年鑑誌上で発表します︒

○この年鑑掲載の作品の中から︑あなたのお

好きな一巻を選び︑とじ込みの投票用はが

きでご投票ください︒︵とじ込みはがき以
外は無効︶

○投票は﹁作品名﹂︑﹁捌名﹂︑﹁結社或いはグ

ループ名﹂︑﹁掲載ページ﹂を楕書でご記入
ください︒

○投票には﹁住所﹂︑﹁氏名︵ふりがなこ︑﹁電

話番号﹂を必ずお書きください︒

○匿名での投票は無効といたします︒

ェックしてみてください︒﹁うまいなぁ︑私

もこういう付け合いをしてみたい﹂という鑑

○投票締め切りは平成二十六年二月末日厳

守︒︵当日消印有効︶

賞ができました際には︑是非今年からご投票
下さいますようお願いします︒

山形県連句協会

福岡県連句協会
会長八木紫暁

会長内田素舟

副会長守口薫

副会長浅沼葛子・三浦和枝
安部英子倍

享務局八木紫暁

訓務ﾊｩ内旧素舟

〒816‑0931大野城TI丁筒井3‑13‑12

〒996‑0035新庄'ij鉄砲町3‑7］

（
0
9
2
‑
5
93
‑
2
5
7
5
）

（0233‑22‑1285)

大分県連句協会

連句協会群馬県支部

会長中森順和
事務ハオ南雲玉江

支部長伊藤稜志

〒874‑0902別府市青lllllO.8‑72

リi務ﾙil可上
〒371‑0811前橋市朝倉町3‑5‑37

佐々木方

(0272$1‑2297)

（0977‑26‑9407)

茨城県連句協会

連句協会広島県支部

会長堀江信男

支部長高橋昭三
事務肘同上

副会長西幾多・城依子

〒731‑0223広島.ilj安佐北区可部南

覗務局根本美茄子
〒3111225日立市石名坂町1‑31−9

4−5−47

(0294‑53‑6635)

(082‑815‑1914)

やまぐち連句会

宮城県連句協会

会長狩野康子

会長諏訪欣二

副会長中村孝史・永渕丹

事務局中本蒼水

事務Inj狩野康子

〒746‑0025周南市古IIj2‑3‑43
(0834‑62‑1400)

〒981‑0924イ111台11j背難区双葉ケ1丁
2−5−12

静岡県連句協会

（022‑271‑0005)

噸問石渡蒼水・'一￨I根明美
会長宮沢次男

鳥取県連句協会

会良音田碇冶

lilll会長久保Ⅲ静ﾘ」・飯ⅡI紫苑

同ﾘ会長新田幸子・永江重昭

堺務局久保田静ﾘj
〒410‑0822沼津TIj下香貫28(ドl

高野重子･ll1崎君子

(055‑931‑7219)

事務him中史郎

〒682‑0402烏取県束11'1郡関金町大鳥
徳島県連句協会

居｜刈金llil教育委員会内

会長東條士郎

(0858‑45‑2111･FAX3961)

副会長竹内菊llt･梅村光明

岡山県連句協会
会長米林真

鞭務局東條士郎

副会長花房八映

〒77r8051徳烏TIj沖浜町東畑58俳l
（088‑622‑3745）

:21i"1,j米林真
〒700‑0904岡111.'li柳町2‑2‑1
(086‑222‑6176)

句 弓

一 コ ／ −

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

顧問一上田渓水・卜鉢清子

mll会長岡本眸・戒能多喜

浅野黍穂

名本敦子

支部長斉藤一灯

事務局長II1口博三

副支部長東illi俳子

〒791‑0311松l11.'ij白水台1−1−9

幹4纒兼事務吋長伊薩貴子

（089‑927‑3231)

〒264‑0006千葉市若葉区小倉台1‑12‑3
（043‑233‑3555）

連句協会石川県支部
支部長藤江紫虹

連句協会岩手県支部

事務局宮嶋茂

支部長小原啄葉

〒920327石川県河北郡津幡町字

副支部長志和正巳背原多つを

庄チ65

事務局沼川和子

(076‑2814214)

〒020‑0875盤岡市清水町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

蛎務局｜『1上

支部長巾尼硫苦

〒512‑0921四日IIJ市尾平川3768‑188

副支部長高井利夫･111中きみ

(0593‑32‑8931)

、浪富布

事務局長富川昌宏
埼玉県連句協会

〒329‑4406栃木県下都賀郡大平町

願問金子兜太

下皆川721

会長磯直道

(0282‑43‑2664)

1,1ﾘ会長白根順子・福II1太ろを
事務局長石川光男

富山県連句協会

〒3611203埼玉県大里郡寄居町

会長山本秀夫

寄l,'l535

苗'1会艇大西紀夫・藤繩慶昭

(048‑581‑5943)

事務肘長野島清治
〒93(ﾄ0114術山市茶脆町5俳61

岐阜県連句協会

(076‑436‑0677)

融問伊藤百雲

会長大野鵠t

香川県連句協会

副会長瀬尾千草

会長鎌H1孝義

理事長清水貴久彦

副会長植松lli'i子・広谷高士

事務局松尾一歩

西岡恭平・今j卜盈

〒5018415岐阜1lj加納中広江町68
横1I1ビル

事務局鎌田孝義
〒763‑0013メL亀市城東町1−3−26

（058‑274‑9479）
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1．事業計画および収支予算についての事項
2．事業報告および収支決算についての事項

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

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

ことができる。

第22条総会の議事は会員である出席者の過半
数をもって決し、可否同数のときは議長の決

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

第28条この規約は理事会において理事現在数
の4分の3以上の議決を経、かつ総会におい
て出席者の4分の3以上の議決を経なければ

するところによる｡

第7章会計
（会計の種類）

変更することができない。
第9章解散
（解散）

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29条この会の解散については前条に定める

第24条経常会計の収入は会費、協力金その他
とし、これによってこの会の経常的運営の支
出にあてる。

（特別会計）

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

手続きを準用する。
この規約の制定、施行は昭和63年10月1日と
する。
平成2年9月1日一部改訂。
平成8年6月23日一部改訂。
平成16年4月18日一部改訂。
平成18年3月19日一部改訂。

鋪26条経常会計に剰余金があるときは、理事

｢連句協会」顧問・役員名簿

(願間）土屋実郎・上田渓水・小林しげと．常任理事井上雨道・今村苗・狩野康子・
磯直道・宮下太郎近藤蕉肝・白根順子・高尾秀四郎
( 役 貝 ） 二 村 文 人
会長臼杵渉児理事伊藤貴子・梅村光明・大久保風子
副会長青木秀樹・伊藤稜志・品川鈴子.大II1とし・岡本眸・小池正博・
中尾青宵小川廣男・竹下昭子・東條士郎・
理事長和田忠勝福H1太ろを・宮澤次男・森川淳子
矢崎藍
会計高尾秀四郎（兼）

監事石川光男・東浦佳子
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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
に置く。
（支部）
第3条この会は理事会の議決を経て必要の地
に支部を置くことができる｡
第2章目的および事業
（目的）

1.理事35名以内（うち会長1名、副会長
5名以内、理事長1名、常任理事若干名）
2．朧事2名
（役員の選任）
第12条理事および濫事は会員のなかから総会
でこれを選任する。会長､副会長､理事長およ
び常任理事は理事会の互選でこれを定める。
（理事の職務）
第13条
1.会長はこの会の業務を総理しこの会を代
表する。

2．副会長は会長を補佐し会長に事故あると

第4条この会は連句文芸の創造的発展とその
普及ならびに連ｲﾘ実作料、連ｲﾘ愛好者の交流
を図り、連句文芸の興隆に寄与することを目

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¥帳は会長、副会長を補佐してこの会
の業務を掌理する。
4．常任理事は会長、副会長および理事長を

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催
2．会報（隔月）の発行

3．連句年鑑の出版
4．ホームページの運営
5．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。
l.正会員
（入会）
第7条正会員になろうとする者は、入会金2
千円と所定の会費を納入することにより入会
できるものとする。
（会費）
第8条この会の会費は次のとおりとする。
1．正会員年額3千円
但し1月から12月まで
（資格の喪失）
第9条会員は次の事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世くo

補佐し理事会の議決に基づき業務に従蝋す
る。

5．理事は理事会を組織して業務を行う。
（監事の職務）
第14条監事は会の会計を監査する。
（役員の任期）
第15条この会の役員の任期は2年とする。但
し、再任を妨げない。
第5章顧問
（顧問）
第16条この会に顧問を置くことができる。顧

lilは理"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
（理事会）
第17条瑚事会は原則として年3回会長が招集
する。即事会の議長は会長とする。理事会の
運営については別に定めるところによる。
（常任理事会）
第18条常任理事会は原則として隔月に会長が
招集する。常任理事会の運営については別に
定めるところによる。
（総会）
第19条総会は毎年1回会長が招集する。また
必要と認めたとき会長は臨時に総会を招集す
ることができる。

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

−34−

今云

連句協

規約

塚94‑2森Ⅲ美耶子(0565‑26‑ 連 句 パ ワ ー
浅沼瑛
4482)会員10名
師系・眞鍋天魚連絡先241‑
0825横浜市旭区中希望ケ丘97‑
12花輪芳子(03‑3815‑9737)会員 連 句 な な の 会
土屋実郎
l4浅沼蕊(045‑362‑2717)
4名
連絡先223‑0012横浜市港南区上
永谷3‑2俳34土屋実郎(045‑843‑ 鹿 吟 舎
夢々連句
池 央 歌
8059)
靜壽美子
連絡先216‑0006川崎市宮前区宮
連絡先166‑0003杉並区高円寺南
前平2‑16‑2‑502池央歌(044‑
5−15−8靜壽美子(03‑6313‑ 鈴 峰 連 句 会
855‑8546）
北川英昭
6791)会員4名
連絡先513‑0012鈴鹿市石薬師町
35‑l北川英昭(052374‑1784)会 若 泉 連 句 会
ヨーク連句会
川田章夫
土屋実郎
員7名
師系・宇咲冬男連絡先372‑
連絡先233‑0012横浜市港南区上
0842伊勢崎市馬見塚町1121‑4川
永谷3‑2併34土屋実郎(045‑843‑ 連 句 会 ひ ら め き
Ⅲ章夫(027r32‑8410)会員8名
狩野康子
8059）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
謡沙連句会
深沢填二
271‑0005)会員8名
土屋実郎
連絡先195‑0071町Ⅲ市金井町
師系・清水瓢左連絡先233‑
2160和光大学深沢眞二(044‑
0012横浜市港南区上永谷3‑20‑ 連 句 会 未 恋 座
9811431)
金枝純
34土屋実郎(045‑843‑8059)会員
連絡先459‑8004名古屋市緑区有
15名
松南501‑E‑102金枝純(052‑ 若笹連句会
笹川圭子
624‑5149)会員4名
葉門連句会
連絡先984‑0825仙台市若林区1l｢
福脇時子
城l‑2‑l‑704樅川圭子(022‑294‑
師系･¥lll零剛・木村柴IIIML 連句会遊子座
7498)会員8名
和￨Ⅱ忠勝
絡先155‑0033世IⅡ谷区代lII2‑9‑
IIIj系・淌水瓢左連絡先223‑
l福島時子(03‑3414‑8426)会員
0052枇浜市港北区綱島東5−22−4
1
1
名
和lll忠勝(045‑531‑7174)会員30
名
よみうり文化センター川口
磯 直 辿
師系・宇阯'零i:￨j連絡先332‑ 連句会「遊」
中村記康
0023川口市飯塚4‑4‑7磯直道
連絡先982‑0003仙台市太白区郡
（
0
4
8
‑
2
5
1
‑
3
0
3
3
)
ll16‑3‑33I‑￨1村記康(022‑248‑
6071)会員5名
横浜ベイサイド連句会
尚山貞和
連絡先221‑0831横浜市神奈川IX 連 句 倶 楽 部
城 依 子
上反町2‑21‑7高山貞和(045‑
RIIj系・宇咲冬男連絡先30げ
32併2367)会員18名
1636茨城県北相馬郡利根町羽根
野800‑55城依子(0297‑68‑
ラピロス連句会
本屋良子
4424)会員10名
師系・東明雅・岡島十雨連
絡先248‑0008逗子市小坪2‑12−6 連句「笹」
伊藤敬子
本屋良子TEL&FAX(0467‑25‑
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IXI" 連句研究会
峨小倉111落柿舎奥凹保
小林梁
(075‑881‑1953)会員9名
川I系・松根東洋城・野村喜舟
連絡先214‑0012川崎市多摩陛中
野島4‑23‑14小林梁(044‑922‑
竜神連句会
7
8
6
8
）
武藤美恵子
連絡先473‑0908豊Ⅲ'lj宝llll.1･三

悠の会

花輪芳子
連絡先ll3‑0032文京区弥生2−4−
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風蘭連句会
岡田陽邨

連絡先514‑0058津市安東町l941
岡田l場邨(051228‑0962)会員4

武智紀美
未来図連句会
師系・宇田零雨連絡先791‑
鍵和IH杣子
111l松山市高井町4‑36一2武智紀
連絡先108‑0074港区高輪2−1−
美(08;975‑4119)
51‑302鍵和田柚子会員13名

名

摩天楼連句会
富士裾野連句会

中村雄爾
連絡先41f1126裾野市桃園l54
中村雄爾(055‑992‑0264)会員16
名

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

メヌエット若い現代連句の会
川端秀夫
連絡先1521035目黒区自由が丘
2‑15‑9‑302メヌエットの会事務

局(03‑3724‑4263)会員3名

員6名
メロウ連句塾

葡萄連句会
内藤芳生
連絡先184‑0011小金井市東町l−

lll6内藤芳生(042‑384‑8626)
会員5名

ふらくたる
藤 井 清
連絡先655‑0007神戸市垂水区多
間台5‑3‑34藤丼清(078‑781‑
7
7
6
6
）

紅の会
神山愛子
連絡先5O2‑0017岐阜市長良雄総
195‑2神山愛子会員5名

窓連句会

高月三世子
師系・名古則子連絡先167‑
0041杉並区善福寺1‑21‑26高月
三世子(03‑3390‑4567)会員11名
丸亀連句会

新 井 樽
師系・筌民伸連絡先244‑
0801横浜市戸塚区品濃町564‑1‑
6‑1205新井みちを(045‑824‑
3443)会員7名

藻塩連句会

今井水映
連絡先763‑8619丸亀市土器町1−
18平和写真印刷㈱気付今井水
映(0877‑23‑l300)会員6名
三重県連句協会
西田青沙
連絲先5121921四l]市市尾平町
3768‑188西田青沙(0593‑32‑
8931)

ほほほ連

松井郁子

連絡先519‑0608伊勢市二見町今
一色206松井郁子(0596‑43‑
3519)会員2名
｢もん」の会
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

大久保風子
宮城県連句協会
連絡先330‑0053さいたま市浦和
狩野康子
区前地2−俳21大久保風子(048‑
連絡先981‑0924仙台市青葉区双
881‑2756)会員11名
葉ケ丘2−5−12狩野康子(022‑
271‑0005)

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−牙8山
元志津香(044‑955‑9886･FAX
9882)会員30名

ほれぼれ座

永 渕 丹
三河連句会
師系・狩野康子連絡先981‑
斉藤吾朗
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15‑1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
狩野康子
三豊連句会
連絡先981‑0924仙台市青葉区双
植松晴子
葉が丘2−5−l2狩野康子(022‑
連絡先7641613香川県三豊郡大
271−0005)会員15名
野原町花稲907植松晴子(0875‑
5
2
‑
2
1
3
7
）
勾玉連句会
中村伊都夫
水無月連句会
根本美茄子
連絡先516‑0008伊勢市船江1−2−
連絡先3111225日立市石名坂町
46‑1203中村伊都夫(0596‑22‑
8801)会員5名
1‑31‑9根本美茄子(0294‑53‑
6635)会員12名
松山連句協会
井上雨道
美晴連句会
土屋実郎
連絡先791‑0127松山市藤野町甲
連絡先233‑0012横浜市港南区上
329井上雨道(09俳497缶9865)会
員10名
永谷3‑2い34土屋実郎(045‑943‑
8059．FAX846‑l526)会員6名
松山連句教室
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耶馬渓連句会
三宅繁代
連絡先871$202中津市本耶馬渓
町曽木1978‑1(0979‑52‑2422)会
R15名
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
師系・岡本春人・岡本星女連
絡先563‑0341大阪府豊能郡能勢
町宿野1507林道子(0727‑34‑
0023)会員5名

0496)会員10名

東浦和7‑8‑2‑211澁谷盛興(048‑ ひよどり連句会茜
875‑1909)会員12名

陶山泰子
師系・砧川鈴子連絡先769‑
日本作家クラブ連句会
1601観音寺市豊浜町姫浜1358‑l
花音連句会
市村美就夫
陶山泰子(0875‑52‑5131)会員15
西ｲ￨茶裕子
連絡先l50‑0012渋谷区広尾3‑
名
連絡先776‑0031吉野川市鴨島町
17‑4‑205中島まさし(03‑3407‑
敷地178‑4西條裕子(0883‑24‑
5368)会員20名
ひよどり連句会柿衞
2993)会員20名
品川鈴子
猫 蓑 会
連絡先546‑0042大阪市東住吉区
花野連句会
青木秀樹
西今川4‑34‑5野口喜久子(06‑
小出きよみ
師系・東明雅・根津芦丈連
6702‑7875)会員12名
師系・根津芦丈・束明雅連
絡先182‑0003調布市若葉町2−
絡先390‑0821松本市筑摩束2419
21‑16青木秀樹(03‑3309‑0953)
ひよどり連句会KCC
小出きよみ(0263‑25‑5436)会員
会員170名
品川鈴子
11名
連絡先594‑111l和泉市公明台3−
枯華連句会
9−1竹下IIH子(0725‑56‑3603)会
はねだ連句会
近藤蕉肝
R12名
内海良太
連絡先243‑0434海老名市上郷3−
師系・名古則子連絡先216‑
7−86林ジヨウ(046‑232‑9449）
000l川崎市宮前区野川3138‑l7 ひ よ ど り 連 句 会 産 経
品川鈴子
山口和義(044‑777‑2460)会員16
俳詣田園（協会主催）
連絡先569‑0074高槻市本町l5‑5
III尾青宵
名
岡本幸枝(0726‑75‑4307)会員9
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
名
羽曳野連句会
が丘2‑25‑2中尾青宵
俳譜文芸考究会
！''尾青宵
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
が丘2‑25‑2中尾青宵(045‑973‑
1760)

白水台連句会

大西素之
師系・宇田零雨・寺￨吋情雨連
絡先791‑0113松山市白水台4‑
12‑12大iﾉW素之(089‑923‑3993)
会員7名
白塔歌仙会
吉ⅡI剛
師系･1ﾉﾘ川渭之辿絡先204‑
0004清瀬市野塩5‑292‑4$06早
坂七緒(0424‑91‑7214)会員13名
阻世旱律句会

各務恵紅
師系・東明雅・閥烏十雨連
絡先50併8367岐阜市宇佐南1−2−
5各務恵紅(058‑273‑0539)会員
20名
八戸俳詣倶楽部
名久井白好
連絡先03lll4八戸市北白山台
3‑6‑8森きよし(0178‑27‑
0
3
1
1
)
はっこゑ連句会
職谷盛興
連絡先339 0926さいたま市緑区

西￨{I舟人
連絡先583‑0864羽曳野市羽曳が ひよどり連句会鈴の会
木村美猫
丘3‑16‑91)リ田舟人(0729‑56‑
連絡先655‑0827宝塚市小浜3−6−
3
5
7
6
）
23‑602木村美猫(0797‑86‑1872)
浜 風
会員6名
城倉吉野
師系・力11藤亀女連絡先241‑ ひよどり連句会東京
靜壽美子
0831横浜市旭区今宿2666‑1城倉
連絡先166‑0003杉並区高円寺南
吉野(045‑391‑2362)会員15名
5‑15−8靜壽美子(03‑6313‑
6791)会員8名
B 面
内lllさち子
師系・名TIi則子連絡先176‑ ひ よ ど り 連 句 会 標
花房八映
0023練馬区中村北4‑23‑4内田さ
連絡先702‑8006岡山市藤崎77花
ち子(03‑39712468)会員5名
房八映(086‑277‑7511)
燧連句会
ひよどり連句会毎日
柚松晴子
品川鈴子
師系・鈴木春山洞連絡先76牙
連絡先5491041和泉市いぶき野
1613香川ﾘi4三豊郡大野原町花稲
3‑5‑13‑801中田寿子(0725‑55‑
907植松llili子(0875‑52‑2137)
5162)会員10名
菱の実会
ひょんの会
巌涼江
松本昌子
師系・中尾青宵連絡先210‑
連絡先650‑0046神戸市''1央区港
0824川崎市川崎区l]ノ出1‑15‑
ll‑202巌涼江(044‑277‑5143)
島中町6‑2‑l‑2‑912松本昌子
（078‑303‑0780)会員4名
美々つと連句会
風評蓮句会
成III淑美
二村文人
師系・宇咲冬男述絡先354‑
連絡先83俳8783富山市西中野本
0018富士見市西みずほ台3−6−1−
町5−14いぬじま正‑(076‑421‑
402成11l淑美(044252‑6318)会
3494)会員17名
R15名
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連絡先273‑0005船橋市本町6−
16−9佐伯俊介(0474‑22‑5782)
武牛蓮句の会

絡先678‑0232赤穂市中広841八
尾暁吉女(0791‑43‑6117)
津幡連句クラブ

水上潤子

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

藤江紫虹
師系・今泉宇涯連絡先92牙
0327石川県河北郡津幡町字庄チ
65糊￨￨鳴茂(076‑28"4214)会員
26名

徳島連句懇話会

鈴木漠

辿絡先650‑0045神戸市中央区港
島！'1町3‑1‑47‑202鈴木漠
(078‑302‑2230)

都心連句会
和l1l忠勝

WIIj系・清水瓢左・大林杣平・土
屋実郎連絡先223‑0052横浜市
港北区綱島東5‑22‑4和IlI忠勝
(045‑531‑7174)会員30名

館林連句会

笠原壷中
天神連句会
師系・伊朧稜志連絡先374‑
八木紫暁
0005節林市花111町3315笠原血巾
連絡先816‑0931大野城市怖井3‑
(0276‑73‑5492)会員10名
13‑12八木紫暁(092‑593‑2575)
栃木県連句協会

中尾硫苦

多摩連句会
宮下太郎
連絡先206‑0034多摩市鶴牧2−
26−l‑112宮下太郎(042‑374‑
7002)

東京義仲寺連句会馬山人記念会
師系・野村牛耳・高藤馬111人
連絡先182‑0035調布市上石原2−
27−9川野蓼艸(0424‑85‑5480)会
R10名

遅刻坂連句会

連絡先32牙4406栃木県下都賀郡
大半町下皆111721Rlll,'｣!宏
(0282‑43‑2664)

富山県連句協会
山本秀夫
連絡先930‑0114富山市茶屋町
59rl野島清治(076‑4361677)
会員40名

大久保風子
桃 雅 会
連絡先330‑0053さいたま市illifII
杉山謙子
区前地2−排21大久保風子(048‑
RIIj系・束明雅・式田和‑了一連
881‑2756)会員20名
絡先464‑0032名古屋市千椰￨X猫
とよあけ連句会
洞迦l‑5‑l‑409杉山壽子(052‑
荒川道子
中央連句会（協会主催）
782‑3751)会員15名
連絡先4711114豊明市新川町広
長13‑8荒川道子(0562‑92‑4418)
連絡先108‑()073港区三￨Ⅱ2−3− 道後連句会
会員18名
34‑901今村 1W(03‑3451‑1861)
井上雨辿
帥系･¥III零雨・松永静1:￨j連 な で し こ 連 句 会
千代の会
絡先7913111伊予市一ド吾川
村橋公子
奥村富久女
1783‑41鎌11l清隆(089‑983‑
迎絡先874‑0902別府市青l11llr8−
連絡先606‑8433京都市左京区永
5468)会員8名
13村橋公子(0977‑23､526)
観堂西町20奥村富久女(075‑
771‑0767)
刀水の宴連句会
長尾連句会
田島正夫
砂井斗志男
土筆・有楽帖三吟会
連絡先108‑0074港区高輪l‑l‑
Ⅲi系・渡邊￨{肘行連絡先769‑
遠雌嘉章
ll‑1103田島正夫(03‑3473‑
2302香川眺↓大川郡長尾1111．lﾉﾛ683−
連絡先214‑0039川崎市多摩区柴
3160)
10砂井斗志男(087152‑4391)会
谷l‑14‑I6遠藤嘉章
R10名
稲門連句会俳譜西北の風
筑波・東京連句会
1JI藤桝子
渚の会
朝倉和子
連絡先l36‑0072江東区大島3−
西￨制恭平
師系・今泉宇涯・引地冬樹連
26‑1‑911伊藤哲子(03‑3637‑
帥系・長谷川ひさを述絡先
絡先145‑0074大川区東襯町38−
8990)会員40名
760‑0011高松市浜ノIHI6r25‑
10朝倉和子(03‑3750‑0671)会員
705間岡恭平(087‑851‑9006)会
12名
桃天樹ﾛ金聚
員9名
赤田玖賞子
筑波・津幡連句会
師系・根津芦丈・清水瓢左連 南草連句会
二羽智子
絡先228‑0818柑模原市上鶴間本
lⅡ島竹I几I
Hilj系・今泉宇涯・リ￨地冬樹連
町8‑3毛赤￨Ⅱ玖簡子
連絡先517‑0506志摩市阿児町国
絡先929‑0343石川県津幡町南中
府ll20‑69111烏竹四(059443‑
條トー154‑2二羽智子(076‑28牙 徳 島 県 連 句 協 会
1846)会員9名
3656)会員8名
東條‐￨:郎
連絡先77r8051徳島市沖浜llll.JK に ほ ん ご 連 句 会
つばさ連句会
畑589‑1東條士郎(088‑622‑
岡本服子
3745)会員30名
八尾暁吉女
連絡先182$006調布市西つつじ
師系・磯直道・矢崎硯水連
が丘2‑5‑2岡本康子(03‑3326‑
−29−

行所藤野鶴山(0775‑25‑9159)

師系・根津芦丈・東明雅連

会員100名

絡先39j0025松本市寿台4‑5‑3
宮坂静生(0263‑57‑2461)会員40
名

正風大府支部
久野渓流
師系・寺崎方堂連絡先47併
ll43豊明市阿野町上納91‑6鈴置
一花(0562‑92‑4521)会員25名
正風和気支部

#l'1111北天
師系・寺崎方堂連絡先70少
0441岡III県和気郡和気町衣笠
171m11l北天(0869‑92‑0807)会
員10名

新庄・氷室の会
永沢安栄
￨'llli系・樅白州連絡先996‑
0082新庄市北町5‑19水沢安栄
会員6名

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

深大寺連句会
伊)朧稜志
吉成正夫
師系・宮下太郎連絡先371‑
連絡先179‑0085練馬区早宮3−
0811前橋市朝倉町3‑5‑37伊藤稜
34‑22‑占成正夫(03‑3994‑8055）
志(027‑261‑2297)会員15名
会員20名
白河連句会
篠
洗井美三雄
岡田史乃
連絡先330‑0841さいたま市大宮
連絡先107‑0052港区赤坂6‑牙4−
区東町2‑203‑l‑502荒井美三雄
301岡lll史乃(03‑3582‑0081)
(048‑644$446)会員5名

裾野連句会
武 田 他

Ⅲj系・寺￨川情雨連絡先799‑
1302西条市楠1506武ⅡI健
(0898‑66‑2212)会員3名

宮原うた子
illlj系・小林静而l連絡先41併
1127裾野市平松611‑1宮原うた
子(055‑992‑2932)会員8名
駿河台白雲連句会

白魚連句会

｜川本耕史
迎絡先511‑1112桑名'1I長崎￨II1.yk
倉l‑450岡本耕史(0594‑42‑
1469)会員3名

大内善一
連絡先274‑0063船橋市習志野台
6‑20‑15大内善一(047‑466‑

I町田背沙
連絡先512‑09211瓜Ⅱ市市尾平町
3768‑1881ノリ｜Ⅱ青沙(0593‑32‑
8931)会員9名

全Jムュノ

瀬尾喜代子
帥系・名古則子連絡先514‑
2317津市安濃町前野24瀬尾喜代
子(051268‑0267)会員5名

福原重吉
師系・狩野康子連絡先963‑
7825柵烏県石川郡石川町沢井五
反分115111畑剛(0247‑26‑
0615)会員13名
宗祇法師研究会
林茂樹
師系・金子金治郎連絡先521‑
1200滋賀県神崎郡能登川町泉台
215‑24林茂樹(0748‑42‑2037)
会員8墹
草門会
川野蓼艸
MIIj系・野村‑'￨を耳連絡先ll2‑
0006文京区小l1向l‑l‑8‑505村
松定史(03‑3943‑6494)会員10名
ﾛ卒啄会

柏原和宏
師系・石沢無腸・森三郎連
絡先369‑l203埼玉県大里郡寄居
町寄居958‑2柏原和宏(048‑581‑
0087)会員11名

蒲幾美
師系．！￨'村俊だ連絡先215‑
0013川崎市麻生区王禅寺767‑36
蒲幾美(044‑955‑8726）

臼杵瀧児
連絡先227‑0047横浜市青菜区み
たけ台2‑22臼杵肺児(045‑971‑
大智院連句会
3293)会員6名
青 波

城

伊藤直子
連絡先981‑8003ｲl11台市泉区南光
台3‑3一9伊藤直子(022‑233‑
7732)会員9名

染井の会

ワ員ワ11

成城連句会

泗楽連句会

せんだい座

宗祇白河連句会

新庄北陽社

上毛連句会

しらさぎ連句会

谷敷寛
連絡先ll2‑0003文京区春日2−
25−2谷敬寛(03‑3811‑8519)会
員9堵

黒田耕三
連絡先790幻056松山市土居Ⅱ1町
622‑10二宮一知(080‑5665‑
5709)会員9名

岡本耕史
師系・名!l『則子連絡先511‑
1112三重県桑名郡長烏llll.大倉1−
450岡本耕史(0594‑42‑1469)会
員6名
第六天運句会
浅野黍穂

清流連句会

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

戒能多喜
師系・宇田零雨・松永靜雨連
絡先791‑0312束湖市則之内乙
259併3戒能多喜(089166‑3096)
会員7名

師系・上甲平谷・清水瓢左連
絡先272‑0836市川市北国分l‑2‑
l9星野恵則(047‑372‑6448)会員
30名
高田馬場連句会

信州大学連句会
宮坂静生

佐伯俊介

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

R30名

清の會なでしこ

名和よちゑ
師系・國島十雨連絡先503‑
0962大垣市入方2‑101‑3名和よ
ちゑ(0584‑89‑6435)会員19名

松島アンズ
辿絡先271‑0064松戸市上本郷
矢崎藍
28113松島アンズ(047‑362‑ 獅子門友楽社
師系・東明雅連絡先448‑
0081)
矢崎初美
0803刈谷II丁野田川東屋敷ll2稲
師系・國島十雨連絡先503‑
垣渥子(0566‑21$316)会員22名 三 川 連 句 会
2213大垣IW赤坂町2072‑2矢崎初
磯部摂子
美(0584‑71‑0298)会員8名
柴 庵
連絡先501‑6242羽烏市竹鼻町錦
II』尾青宵
lll].35磯部摂子(058‑391‑2288)会 静岡県連句協会
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
員23名
宮沢次男
が丘2‑25‑2中尾青宵(045‑973‑
連絡先410‑0822沼津市下香貰
1760)
鹿 の 会
28rl久保田静リJ(055‑931‑
宮下太郎
7219)会員25名
栄連句サロン
師系・松根東洋城・野村喜舟
川瀬芙美
連絡先206‑C()34多摩市鶴牧2− 下 町 連 句 会
連絡先471‑0066glll市栄I}11.6‑6‑
26−l‑ll2宮下太郎(042‑374‑
伊藤哲子
7
0
0
2
）
10問瀬芙美会員15名
連絡先136‑0072江東区大鳥3−
26‑1‑911伊藤哲子(03‑3637‑
佐久良連句会
慈 眼 舎
8990)会員10名
井門可奈女
赤川玖實子
師系・栗H1樗堂・富田狸通連
師系・清水瓢左・三好龍肝連 紫 薇 の 会
絡先79併0853松山市道後上市2−
絡先228‑0818相模脱市上鶴間本
微谷道
6−9‑101井門可奈女(081904‑
lll1.8‑3‑6Zflll玖貧子(0427‑45‑
師系・橘間石連絡先558‑
4040)会員2名
0407)会員7名
0002大阪市住吉区長居西1‑9 2
渋谷道(06‑6691‑1395)会員8
さくら連句会
獅子門
名
!'1世古正郎
大野鵠士
連絡先519‑0601伊勢市二見町松
師系・各務支考連絡先503‑ 四 宮 会
下2085中世古正郎(0596‑43‑
2216大垣市昼飯町377‑101堀内
式III恭子
3177)会員4名
洋子(0584‑71‑0654)会員100名
師系・東明雅・式Ⅱ￨和子連
絡先167‑0034杉並区桃井2‑l4‑5
ゆうげんしや
さくら草連句会
獅子門又玄社
武田恭子(03‑3390‑4446)会員10
小林しげと
成瀬貞子
名
連絡先339‑0926さいたま市緑区
師系・國島十雨連絡先501‑
東浦和7‑8‑2‑211澁谷盛興(048‑
ll59岐阜市西改田松の木157成 朱 の 会
875‑1909)
獺貞子TEL&FAX(058‑239‑
柴田由乃
1762)会員10名
辿絡先503‑0937大垣市釜髄1‑
サ ザ ン
177‑2柴H1由乃(058‑273‑4499)
岡村糸子
獅子門源氏連句会
会員9名
連絡先251‑0031藤沢市鵠沼藤が
船渡文子
谷3‑6‑18岡村糸子(0466‑26‑
師系・國島十雨連絡先502‑ 樹氷連句会
8468)会員10名
0817岐阜市長良福光2521‑12船
いぬじま正一
渡文子(058‑231‑1716)会員8名
連絡先93少8083富￨￨￨市西中野本
さつき会
町5−14いぬじま正‑(0764‑21‑
中森順和
獅子門花わさび
3494)会員6名
連絡先874‑0902別府市青山町8−
森川淳子
72南雲玉江(0977‑26‑9407）
HIIj系・陳￨島十雨連絡先509‑ 湘 南 吟 社
7205恵那市長島町中野82牙3森
小林靜司
里 の 会
川淳子(0573‑25‑4864)会員11名
帥系・根津芦丈・清水瓢左連
菅谷有皿
絡先141‑0031品川区四五反l116‑
師系・清水瓢左連絡先248‑ 獅子門蕊杖社
23‑8小林静司(03‑3492‑2983)会
0017鎌倉市佐助1−14勺菅谷有里
瀬尾千草
R10名
師系・國島十雨連絡先502‑
清の會
0857岐阜市正木197125瀬尾千 正 風
下鉢清子
草(058‑231‑2400)会員23名
藤野鶴山
連絡先277‑0052柏市増尾台2−
師系・寺崎方堂連絡先52併
13−5下鉢清子(04‑7172‑7549)会 獅 子 門 麗 水 社
0822大津市秋葉台35‑9正風発
ころも連句会
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水(081977‑1722)会員10名

其角座

兜 の 会
l11下七志郎
連絡先923‑0938小松巾芦田町2−

2松下京子(0761‑21‑3464)会員
18名
からむし庵連句会

根津芙紗
Wiij系・根津芦丈・東明雅連
絡先396‑0000伊那市山寺区111本
町3185根津芙紗(0265‑78‑4723)
会員18名

土屋実郎

連絡先233‑0012横浜市港南区上 草笛連句会
名本敦子
永谷3‑2併34土屋実郎(045‑843‑
師系・大西素之連絡先791‑
8059)会員13名
1114松山市井1II1町4伽l立花千代
満(08957‑8538)会員8名
義仲寺横浜戸塚連句会
八木荘一
連絡先245‑0067横浜市戸塚区深 郡上みよし野連句会
天野收一
谷町671八木荘‑(045‑851‑
連絡先501‑4216岐阜県郡上郡八
1655)会員17名
幡町本町天野收‑(0575､5‑
1
5
9
1
)
義仲寺連句協会

歌林連句会
坂手手留

連絡先185‑OOl1国分寺市本多l‑
ll‑13小向敏江(042‑321‑0825)
会員20名

師系・斉藤石里連絡先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

くすのき連句会
牧野正弘

連絡先l58‑0098世田谷区上用賀
6‑3‑8‑103牧野正弘(03‑3426‑
4698)会員8名

大野鵠士

カルテット

永田吉文
連絡先194‑0013町田市原町田2−
11‑20永田吉文(042‑722‑3809)
会員4名

師系・各務支考連絡先50俳
8415岐阜市加納中広江町68松尾
一歩(058‑274‑9479)
錦 心 会
渡部伸居

歌留簑連句会
金子鳴陣

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

観音寺連句会
野1̲1雅澄
連絡先768‑0040観音寺'￨I柞田III｣･

油井野口雅澄(0875‑25‑0979）
会員8名

願成寺歌仙の会
田中雅子
連絡先96'6411福島県大沼郡会
津美里町立石H1上台111457田I1'
雅子(0242‑78‑3212)会員7名

神田分教場連句会
川名將義
連絡先232‑0076横浜市南区永田
台48‑16川名将義(045‑713‑
1388)
きさらぎ連句会

小池正博
連絡先594‑0041和泉IIjいぶき野
2−2缶8小池正博(0725‑56‑2895)
会員10名

内山秀子

師系・暉峻桐雨連絡先101−
0047千代田区内神田2‑12‑5内山
回漕店方内山秀子(03‑3252‑
2941)会員8名

師系・野村喜舟連絡先791‑
0241松山市小野町15渡部仲居 兼載忌記念連句会
田中雅子
(089;75‑1532)会員10名
連絡先9616411福島県大沼郡会
津美里町立石田上台甲457田中
句華苑吟社
雅子(0242‑78‑3212)会員15名
吉本世紀
連絡先328‑0036栃木市室町l−l3
吉本、廊内吉本世紀(0282‑23‑ 耕
加藤耕子
3
6
6
5
）
連絡先467‑0067名古屋市瑞穂区
石川町l‑36加藤耕子(052‑841‑
くさくき
5
0
5
4
）
磯直道
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先332‑0023川口市飯塚4‑4‑7 興聖寺連句会
岡本眸
磯直道(048‑251‑3033)会員
師系・宇田零雨・松永静雨連
240名
絡先7900856松山市南町1−5−
21‑604川￨嶋七亜(08"945‑1308)
くさくき川口支部
磯直道
師 系 ・ 宇 田 零 雨 連 絡 先 3 3 2 ‑ 高知癒しの連句桜蓼会
山崎曙
0023川口市飯塚4‑4‑7磯直道
師系・寺田寅彦連絡先78併
（048‑251‑3033)会員25名
0010高知県高岡郡窪川町窪川
1145‑5山崎曙(08802‑2‑2097)
くさくき北九州支部
会員15名
守口薫
師系・宇田零雨連絡先871‑
0811福岡県築上郡吉富町大字広 神戸の風・海岸通運句会
内、美子
津915守口薫(097123‑3145)
連絡先650‑0024神戸市11'央区海
会員25名

岸通6‑2‑14‑2305内田美子(078‑

樹 の 会
土屋実郎
連絡先233‑0012横浜市港南区上
永谷3‑2俳34土屋実郎(045‑843‑
8059)会員5名

<のいち連句会

くさくき松山支部

958‑8278)会員7名

吉金白水
師 系 ・ 宇 田 零 雨 連 絡 先 7 9 1 ‑ 小瀬川連句会
0101松山市滿辺町7261吉金白
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永野薫

五十鈴吟社
111ll圭子

111j系・清水瓢左・名古則子連
絡先519‑0502伊勢市小俣町相合
605山口圭子(0596‑22‑2877)会
貝3名
いさよひの会

l‑16矢崎藍(0565‑26‑9324)会
員不特定数

（078‑302‑2230)会員4名
解 績

NHK文化センター青山
利Ⅲ忠勝
連絡先223‑0052横浜11｢港北区綱
島東5‑22‑4和円忠勝(045‑531‑
7174)会員12名

鈴木美智子
迎絡先177‑0032練賜区谷原5− 大 分 県 連 句 協 会
2'14鈴木美智子(03‑3925‑
中森順和
5930)会員4名
連絡先847‑0902別府IIj=l11町8−
72聯務局南雲玉江
石手寺連句会
岡本眸
大住連句会
川j系･¥III零附・松永靜雨辿
竹村左京
絲先790‑0053松111巾竹原3−5−26
迎絡先257‑0024秦野llj名古木
紀伊郁子(089‑973‑2663)会員8
lll‑16竹村左京(0463‑83‑2208)
潴
会貝15名

別所真紀子

師系・野村牛耳・林空花連
絡先1661003杉並区高￨ '1寺南5−
23−8服部秋扇(03‑3314‑0655)
蛙 の 会

中尾青宵
連絡先227‑0043横浜市青葉区藤
が丘2‑25‑2中尾青宵(045‑973‑
l
7
6
0
)
香川連句会
鎌田孝義
連絡先763‑0013丸亀'1j城東町'一
3−26鎌旧孝義会員20名
雅 秀 会

伊豆芭蕉堂連句会

桜花学園大学連句研究会、
石渡蒼水
矢崎藍
帥系・斉藤石聖連絡先414‑
連絡先471‑0822豊HI市水源町4‑
0014伊東1ij弥生町3‑2石渡蒼水
1‑16矢lll奇盤(0565‑26‑9324)
（0557‑37‑1831)会員10名
桶川連句会
市川俳譜教室
福川太ろを
伊雌貴子
連絡先363‑0028桶川巾下日出谷
帥系･¥l1l零附・今泉宇涯連
西2‑6‑4福￨{￨太ろを(048‑787‑
絡先264‑0006干葉市若葉区小倉
4477)会員10jii
台l‑l2‑3伊藤貴子(043‑233‑
句FFF1
OOOOノ
丘の上連句会
中尾青宵
いなみ連句の会
連絡先206‑0031多摩巾蝋ケ丘1−
lll本秀夫
40‑2‑203燗於玉(042‑375‑
帥系・東明雅・二村文人迎
2543)会員15名
絡先9321211南砺TIj井波2077‑1
111本秀夫TEL&FAX(0763‑82‑ 小郡連句会
0270)会貝31名
河野玄麿
帥系・松根東洋城・阿片瓢郎
茨城県連句協会
連絡先754‑0000山口県吉敷郡小
堀江信ﾘj
郡llij津市上河野玄謄(08397‑
連絡先3141225H立'ir石名坂川
2‑0599)会則5名
1−31‑9根本美茄子(0294‑53‑
6
6
3
5
）
おたくさ(OTAKSA)の会
鈴木漠
いわき文音連句の会
連絡先650℃045神戸'￨j1￨'央区港
林義雄
島中町3‑1‑47‑202鈴木漠
迎絡先l85‑0014国分寺市束恋ケ
(078‑302‑2230)会員8名
窪2‑29‑3林義雄(042‑324‑
1831)会員4名
小野連句会
渡部仲居
岩手県連句協会
帥系・松根東洋城・阿片瓢郎
小原啄葉
連絡先791‑0243松lll‑IIJ平井町
辿絡先020‑0875盛岡市清水町1−
131"l渡辺就子(081975‑8569)
33沼出和子(019f22‑7907)
海市の会

WebBBSめぎつれ座
雨乞小町
迎絡先471‑0822豐川'￨丁水源町4−

鈴木漠
連絡先650‑0046神戸｢￨j中央区港
島中町3‑1‑47‑202鈴木漠
−25−

小川邦昭
連絡先9915201111形県溌上郡鮭
川村京塚3430小川邦昭(0233‑
55‑2401)
風の香連句会

三浦＃II枝
師系・澁谷巡連絡先996‑
0082新庄市北町4‑6三illi和枝
（0233‑22‑2280）会員6潴
河童連句会

矢崎硯水
師系・宇田零附連絡先392‑
0004諏訪市諏訪2‑1r22矢￨II舟硯
水(0266‑52‑0251)会員15名
花 扇 会

宮リ,↓人
連絡先344‑0116埼玉県北葛飾郡
庄和町大衾60併4二宮方宮
県人(0487‑46‑1443)会員5名
桂 の 会
臼杵勝児
連絡先227‑0047横浜.'lj青菜Ⅸみ
たけ台2‑22臼杵淋児(045‑971‑
3293)会員16名

金石公民館俳譜研究会
松本苔花
連絡先920‑0337金沢市金石西4−
5−32松本苔花(0762‑67‑1045)
かびれ連句会
大竹多可志
師系・大竹孤悠連絡先ll6‑
0011荒川区西尾久8‑3'1‑1416
大竹多可志(03‑381;1459)

全国凛句グループ概況
Dグループ希②代表者氏名③師系
､連絡先（住所・電話番号）⑤会員数
（五十音順）
lllii%(03‑3634‑4094)会員17"
市川千年
帥系・村野夏生・川野蓼艸連
あした本庄連句会
白根順子
絡先781201高知県高岡郡佐川
町叩l452‑l市川千年(088122‑
師系・宇咲冬男連絡先367‑
1604)
0061本庄'ij小島l‑4‑ll田口明子
（04牙522‑5825)会員7名
会津の会（超結社）
磯直道
あしべ俳譜塾
迎絲先332‑0023川口市飯塚4−4−
東條士郎
7磯1111:in(048‑251‑3033)
HIIj系･ffli'1怖瀞・片山多迦夫
連絡先633‑0077桜井市大西834
森聯II‑f(0744‑42‑5248)会員11
青葉連句会
八島美枝子
名
IIIj系･*III零雨連絡先145−
0061大lll区石川町2‑32‑8八烏美 梓 川 連 句 会
枝子(03‑3728‑0712)会員9名
金井教子
師系 根津芦丈・宮坂靜生連
赤のままの会
絡先3901700長野県南安曇郡梓
本屋良子
川村杏金井教子(026378‑
3808)会員25名
連絡先l66‑0003杉並区高円寺南
5−23−8服部まさ子(秋扇)(03‑
3314‑0655)
天の川連句会東京支部
大谷似智子
あこね
茜連句会
IIIj系・三好龍肝・福田眞久連
絡先242‑0001大和市下鵺間4266
竹内茂翁
大谷似料I子(046‑274‑3420)会員
述絲先516‑0036伊勢市勢多町
915‑31MIII方竹内茂翁(0596‑
13名
24‑7673)会員3名
天の川連句会新宿西塾
紫 陽
芹田恵子
藤田明
師系・三好龍肝・福田眞久連
連絡先514‑0114津市一身田町
絡先330TO15さいたま市見沼区
285藤川明(0592‑32$438)会
蓮沼873‑17芹田恵子(048‑686‑
6549)会貝10名
員6名
ああの会

あした連句会

彩連句会

白根順子
WIIj系・字咲冬ﾘ』連絡先360‑
0014熊谷'l｣"illl2‑13‑5白根順子
（048‑521‑3422)会員40名

IWillll.鹿老渡奥Ⅲ恵以子(0823‑
54‑1296)

鮎須川連句会
藤本幸子
迎絡先737‑2100広島県安芸郡倉
橘町須川藤本幸子(0823‑53‑
l255)

鮎連句同好会
高橋IIH三
連絡先731‑0223広烏市安佐北IX
可部￨#i4‑5‑47高橋昭三(082‑
815‑1914)会員35名
あらくさ連句会

迎絡先294‑0006逗子市逗子2−4−
5北沢義弘(0468‑71‑5393)会員
限定
阿畔の会
梅村光明
連絡先770‑0868徳島巾福島1−

1r16椛村光明(088‑652‑1989)
M16"

安津濃連句会
湯浅重好
連絡先514‑0823津市半田934‑47
腸浅亜好(051225‑3094)会員3
緒
飯田連句会
吉池保男
帥系・東明雅連絡先395‑
0806MIII‑'li鼎上山3181‑1吉池保
リ)(0265‑23‑1484)会員10名

鈴木美由紀
帥系・磯1面道連絡先330‑
0052さいたま巾油和区本太5‑ 伊 賀 連 句 会
山村俊夫
17‑10鈴木美由紀(048‑813‑
7477)会貝7名
師系・清水瓢左・名古則子連
あした梶の葉連句会
絡先518‑0878伊賀市上野西大手
町3687‑9山村俊夫(0595‑21‑
山司英子
鮎可部連句会
師系・宇咲冬男連絡先364‑
久保俊子
5068)会貝12名
0035北本il丁西高尾7‑83川岸冨貴
連絡先731‑0202広島市安佐北区
（048‑591‑5208)会員12名
大林町315久保俊子(082‑818‑ 伊 勢 原 連 句 会
2719)
近藤蕉肝
連絡先25"1141伊勢原市上粕陛
あした芭蕉記念館連句会
1766大津博1II(0463‑94‑3402)会
白根順子
鮎倉橋島連句会
奥1I1恵以子
IIIj系・宇咲冬男連絡先135‑
n13名
0003江束IX:猿江l‑2‑2‑501松澤
述絡先737‑1314広島県安芸郡倉
−24−
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回編集後記回
＊﹁年鑑﹂の意義を果たすべく皆様のお原稿の締切を二月末日として︑ようや
く六月中の発刊に漕ぎ着けました︒御協力に感謝申し上げます︒
＊巻頭の文章には連歌研究者の奥川勲先生︑比岐文学専門の大久保喬樹先生が
教え子の学生相手に連句を実践していらっしゃることを垣間見ることができて
嬉しくなりました︒また︑本屋良子氏の茶邪俳證Ｔ︑大久保先生のエッセイの
中の茶会の仕組みの分析と合わせてみると一Ｍおもしろく読めました︒
＊作舳は一八一巻の投稲で︑形式は歌仙が一二五巻で的％です︒オン座六句︑
スワンスワン︑Ｗソネット︑箙︑胡蝶︑源心︑蛸蛉︑二十八宿︑獅子︑連句詩
等が約１判で︑新たな形式を楽しんでおられるようです︒︵大久保風子︶
＊編集部のＨは足の冊折に耐えがんばりました︒Ｊは結社の仕事を山ほど抱え
た中での編集でした︒Ｎは突如入院騒ぎを起こしました︒皆︑暮らしの波をか
いくぐっての仕事でしたので六月という計川通りの発刊を嬉しく思います︒
いつも新しいものを発見し古いものを大切にしたいと心がけています︒その
試みの一つが新企画﹁私の好きな一巻﹂でした︒本文をご覧くださればお分か
りのように︑応募数は三○幾つでした︒これを多いというのか少ないというの
か︑受け取り方は様々でしょうが︑私たちは有難くいただきました︒私の周囲
の出さなかった人に聞くと︑全部の作品は読み切れないからという返事が多か
ったのですが︑好きについてもう少し軽く考えてくださるといいなというのが

私の感想です︒︵今村苗︶

一杯︑まして﹁素読み﹂の立場の私は︑浅学ゆえに慌しい字凹の漢字が気にな

＊十年前のことです︒連句協会の常任理事会で﹁一人一役﹂を遂行することに
なりました︒机の上で文字と向き合うことなら︑ｎ分の好きな時間に様々な形
式の連句の勉強も出来るのではと勘述いして︑﹁連句年鑑﹄の校正係をお引き
受けいたしました︒それから十年︑二千巻を越す作舳を統ませていただきまし
たが︑毎年ど−んとゲラが川けられてからの一力川は︑ノルマを熟すことに桁
り電子辞書の﹁漢字検索﹂を叩くのですが︑どうやら当て字だったり︑問有塙
訶だったりします︒ルビの多川の作肺とあわせて︑連句界も変わってきている

と忠うこの頃です︒︵白根順子︶

平成二十五年六月十七日

発行
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連句年鑑

平成二卜五年六月三十日
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