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次

﹁第五回国民文化祭愛媛加連句大会﹂開催さる⁝：．⁝：：⁝⁝・⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝・⁝⁝．：⁝⁝⁝⁝・６

連句の周辺・・・・・⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝：⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・・：．⁝⁝⁝⁝⁝・⁝尾形仇⁝⁝８

霊嶬鯛蘇潭壷霊室韮霊室霊室韮霊霊霊絡鱸鑑製一皿

連句寸感⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝：．⁝．．⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．：︒・・・・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝石橋筑紫男：．⁝妬

第九回連句協会賞発表

第九回連句協会賞の選考について⁝・⁝⁝⁝：：⁝：：⁝・⁝⁝⁝：︒：．⁝⁝：選考委員長阿片瓢郎⁝・・・皿
地方での地道な活動に光りを⁝・・・・⁝：：⁝：⁝⁝⁝：⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：選考委員宇咲冬男⁝⁝犯
選考雑感：：⁝⁝・⁝⁝：：：⁝・⁝⁝⁝：⁝・⁝：：：．：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：：．：：．⁝〃國島十雨⁝．：羽
表彰作品雑感：：⁝⁝︒：⁝︒：．：︒：⁝⁝⁝⁝⁝・・・⁝⁝⁝：⁝⁝⁝：．⁝⁝⁝⁝⁝ ″今泉宇涯・⁝：弘
審査雑感⁝⁝⁝：⁝・⁝．：⁝．：：：：⁝・⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝：⁝︑″大林杣平⁝⁝調

″﹁合歓﹂海市の会︿鈴木漠捌﹀⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝：⁝．：⁝：．：：．⁝⁝・⁝伽

連句協会賞﹁春の雪﹂獅子門︿國島十雨捌﹀⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：：．⁝⁝：⁝：⁝：：⁝⁝：：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝⁝．⁝⁝・銘
佳作﹁野火猛れ﹂松山連句会︿松永静雨捌﹀・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝：⁝⁝：：⁝：⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝⁝・鋤

″﹁素麺﹂連句研究会︿阿片瓢郎捌﹀⁝・・・⁝・・・・・・・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・・⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝虹

″﹁畑霞む﹂東京義仲寺連句会芭蕉庵の会︿内田麻子捌﹀⁝・⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝・・蛇

″﹁鰯雲﹂埣啄会︿森三郎捌﹀：⁝⁝⁝⁝．：：：⁝：：⁝⁝⁝・⁝⁝・：・⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝・媚

″﹁夏の河﹂ひよどり連句会︿品川鈴子捌﹀・⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝︒：．⁝：⁝．．⁝⁝・

宇咲冬男

連句協会賞選考経緯⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝：：：⁝︒：：⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝妬
連句界の動向・⁝⁝：．：：．：︒⁝⁝・⁝⁝⁝：：⁝⁝

ロ
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a

作品
口叩

藍の華連句会

﹁子燕﹂
﹁片陰﹂

青葉城連句会
あした連句会

﹁巫女埴輪﹂

﹁若草や﹂
﹁烏帰る﹂

﹁ほととぎす﹂

﹁菖蒲黄に﹂

﹁白妙や﹂

﹁夏の膨隆﹂⁝⁝⁝⁝
﹁蛍雪﹂・・・・・⁝⁝．

﹁花辛夷﹂⁝⁝・⁝．．
﹁愛媛の秋﹂・⁝⁝・・・・．

﹁元朝﹂：⁝・・⁝：

伊豆芭蕉堂連句会
一次の今云
﹁紅葉の燃え﹂・・・・⁝・・⁝

﹁散り紅葉﹂・・：⁝．．⁝

﹁小春日﹂・⁝・⁝⁝．

﹁秋蝉﹂⁝⁝・⁝：

ＮＨＫ文化センター青山
﹁秋信濃﹂⁝．：・・⁝．

黄鐘連句会
﹁白梅の﹂：⁝・・・⁝．

小野連句会
﹁刃物屋﹂・・・：：．⁝．

おぼろ連句会

﹁初荷﹂⁝⁝⁝⁝
海市の会
﹁愁人﹂・・・・⁝⁝︒．

﹁雪兎﹂・・⁝⁝⁝．

かすみ会
﹁初騎﹂・・・・・・：・・・・

風の巷

﹁春の愁﹂・⁝⁝．．⁝

﹁大初日﹂⁝⁝⁝⁝

かつらぎ

金石公民館俳話研究会
﹁星月夜﹂⁝．．⁝．
﹁片蔭に﹂⁝⁝・・．

かびれ連句会

﹁冬ざくら﹂⁝⁝⁝

﹁朧﹂⁝⁝⁝
﹁片言の唄﹂・・：・・：︑

川内連句会
﹁漁り火﹂・⁝⁝：

からむし庵連句会
﹁秋草﹂︒：⁝・・・

﹁麦秋千里﹂⁝⁝⁝

﹁柊播す﹂・・・・⁝．．

歌留蓑連句會

﹁運河﹂⁝⁝⁝
﹁目の中﹂⁝⁝⁝

義仲寺婦人連句会

﹁芽木の山﹂⁝・・⁝．

義仲寺横浜戸塚連句会
﹁涼しく坐る﹂⁝⁝⁝

錦心会

﹁花疲れ﹂⁝⁝⁝

﹁昴﹂．．⁝⁝．

﹁リフト今﹂⁝⁝⁝
句華苑吟社

草茎

﹁耳うとく一・⁝・⁝．

﹁鷺草﹂⁝．．⁝．

﹁二の酉﹂

﹁蓮ひらく﹂

﹁浅草﹂

﹁追傑巫女﹂

草茎松山支部

﹁亀の鳴く﹂

﹁ちまき二把﹂

くのいち連句会

﹁年忘れ﹂

興聖寺連句会

﹁手術日﹂
﹁ふる里﹂

﹁大年﹂

郡山連句会

﹁夕立﹂

小松連句研究会

ころも連句会

﹁葛咲くや﹂

﹁花三千﹂

﹁花見﹂

佐久良連句会

﹁秋嶺の﹂

札幌俳話接心

三冊子研究会

﹁山笑ひ﹂
﹁初遍路﹂
﹁一年の﹂
﹁夏帽子﹂

｡

あしべ俳話塾

﹁写楽﹂
﹁北斎﹂
梓川連句会

﹁雛祭﹂
﹁寒星﹂
あらくさ連句会

﹁桜咲き﹂
﹁迎へ盆﹂
市ケ谷連句会

コト竿を﹂
﹁二十年﹂
市川俳話教室

﹁油虫﹂

﹁帰る雁﹂
作
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鹿の会
﹁夏雲へ﹂⁝⁝⁝・・・：︒⁝⁝閉

﹁巴里祭﹂⁝・・・⁝⁝⁝⁝⁝鮒

﹁藤椅子﹂・・⁝⁝・⁝⁝・・・⁝

正風和気支部

﹁竹涼し﹂・⁝⁝⁝⁝：⁝⁝川

﹁走り根﹂・⁝⁝⁝⁝：⁝⁝燗
新庄北陽社

﹁巴里祭﹂⁝・・・⁝⁝⁝・⁝・・伽

﹁巴里祭﹂⁝・・⁝⁝⁝⁝・⁝卿
﹁桔梗咲く﹂⁝⁝⁝⁝・⁝・・⁝Ｗ

﹁夕桜﹂⁝・⁝・・⁝．．．
﹁訪ね来し﹂・⁝・⁝・・⁝．︑

東京義仲寺連句会水分の会
﹁眩量﹂・・・⁝⁝⁝⁝
桃天樹畭聚

﹁五月来る﹂⁝・・・⁝⁝⁝

﹁春泥﹂・・・・・・・・・・・⁝．

﹁愛日﹂⁝⁝⁝・・⁝．
都心連句会

﹁秋扇﹂：︒⁝⁝⁝⁝
どん・あ・くらぶ

﹁山茶花﹂・・⁝・・⁝・⁝．

﹁国崎海女﹂⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝剛

﹁母の日﹂・⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝５

埣啄会

﹁枯芝に﹂・⁝：⁝⁝⁝⁝⁝剛

すみれ連句会

﹁山々に﹂．．⁝⁝⁝⁝⁝⁝．Ⅷ

﹁あぢさゐや﹂・⁝・⁝⁝・・・・・・⁝・剛

﹁宗祇画像﹂⁝⁝・⁝⁝⁝⁝・・剛

子規記念博物館友の会連句教室
﹁年忘れ﹂・・・⁝⁝⁝⁝⁝⁝皿

慈眼舎
﹁秋灯﹂・・⁝・・・⁝・⁝⁝⁝酬

﹁即位礼﹂・・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝脳

﹁寒波来る﹂⁝．．⁝・⁝⁝

﹁冬かすみ﹂・・・⁝⁝⁝⁝

習志野連句会

﹁青鬼灯﹂・・⁝・⁝⁝︒：

南海放送学苑連句教室
﹁秋燕﹂⁝⁝・・：⁝：

虹の会

﹁レストラン﹂⁝⁝

﹁元湯への﹂・・・⁝

﹁あら何ともなや﹂

﹁寒菊や﹂・・・⁝

﹁初東風や﹂⁝⁝

﹁春の雪﹂⁝．．．

芭蕉記念館連句会

﹁落椿﹂⁝⁝

﹁八月や﹂・⁝．︑

﹁夕河鹿﹂⁝⁝

﹁青蔦﹂：・・・．

巴世里の会

﹁山々の﹂．．：．．

八戸俳諸倶楽部

﹁春眠の﹂⁝⁝

﹁ひひな﹂⁝⁝

花野連句会

﹁飯蛸﹂⁝⁝

祓川

﹁なもしの﹂⁝⁝

東松山連句会

﹁木桶置く﹂⁝⁝

﹁鶴引くや﹂⁝⁝

﹁梅雨の木々﹂⁝⁝

白燕連句会

﹁底冷えの﹂・・⁝．

﹁空耳の﹂⁝⁝

ひよどり連句会

−4−

'85 184 183 182 18］

189 188 187 186

1M

192 191

﹁時計草﹂⁝⁝・⁝・⁝：：⁝収

﹁東て星﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝剛

染井の会
﹁一位﹂・・・⁝⁝⁝⁝・・⁝・別

﹁若水﹂⁝・・・⁝・⁝．．⁝・・・剛

﹁白樫﹂・・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝噸
第六天連句会

﹁新涼﹂・・⁝⁝⁝⁝・
乃木坂散人連

﹁初詣﹂・⁝・・・⁝⁝・⁝⁝・師
﹁冬青空﹂．．⁝：⁝・⁝⁝・⁝冊

﹁初萩の﹂⁝⁝；・⁝⁝
俳諸寺芭蕉舎

﹁黄塵や﹂⁝⁝・・⁝⁝．

俳話接心

﹁天の烏船﹂⁝⁝⁝⁝⁝

﹁萬緑﹂⁝⁝⁝⁝︒：

﹁萬緑﹂⁝⁝⁝⁝⁝

﹁短日﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝冊
多摩連句会
﹁立春﹂・⁝⁝⁝：．⁝・・⁝Ⅷ
津幡俳壇一連句クラブ

﹁佗助﹂・⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝６
﹁野火燃ゆる﹂⁝⁝⁝⁝・・⁝：・・脱

東京義仲寺連句会馬山人記念会

li乙

獅子門
﹁新しき貌﹂・・⁝・・・⁝・⁝・・⁝・弱

﹁寒さかな﹂⁝⁝・・⁝⁝・⁝⁝別

﹁行く秋ぞ﹂・・・・・・・⁝：⁝⁝⁝〃

﹁土用かな﹂・⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝鮒

﹁時雨哉﹂：⁝・⁝・⁝・⁝⁝・珊

秋紅雅友連
﹁春風﹂・・・・・・・・：・・⁝⁝⁝洲

樹氷連句会
﹁麦二寸﹂⁝⁝・⁝⁝・・・・・⁝柵

樹林連句会
﹁行々子﹂⁝・⁝：．：：．⁝：・４

湘南吟社
﹁夏館﹂・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・岨
﹁野分﹂・⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝叩
正風大府支部

1印r

193

l別

197 196 195

2Ⅱ199 198

164 163

165

166

170 169 168 167

171

1ワn

174 173

ln

176

179 178 177

180

﹁七曜﹂・⁝・⁝：
﹁左義長に﹂⁝・⁝⁝
﹁左義長に﹂⁝⁝⁝．
ＰＣ︲ＶＡＮ連句ひろば
﹁しやらしやらと﹂・⁝

風信子の会

﹁柳かな﹂・

松喜久会
﹁若緑﹂・
松山連句協会
﹁牡丹咲いて﹂．

﹁萬緑﹂．
﹁花栗﹂．
松山連句教室
﹁予後の身に﹂．

﹁退院の﹂．

﹁お元日﹂．

摩天楼連句会
三河連句会

﹁青嵐﹂．
夢茶の会

ｎＪし
１１４
︐ノ︼

﹁秋の月﹂
﹁色づく樹々﹂

璃沙連句会

﹁万両﹂
葉門連句会

﹁冬の山﹂
﹁佗助の﹂
連句愛好会
﹁ひさびさに﹂
﹁梅雨じめり﹂

﹁石庭の﹂
﹁序の舞﹂
﹁雪来るか﹂

連句会﹁Ｚａ﹂

﹁夏を売る﹂

●巳●①①●●①●町●ＵｅＵｇ■●●︒

●①●①●●●︒︒■■■■■■■■■

連句研究会

﹁芝桜﹂
﹁短夜﹂
﹁冬濤﹂
﹁落葉﹂
﹁十薬﹂

﹁三山﹂

連楽会

﹁星祭﹂

鹿吟舎

﹁爽竹桃の﹂

若泉連句会

１

●●●Ｇ●●●■■■●︒Ｇ●Ｇｅｅ●Ｇ●●凸●●■●●●●●●●●④●●︒Ｆ院﹄

乙JO

﹁薔薇の空気﹂・・⁝⁝．．

﹁宇宙カヘル﹂⁝⁝・⁝

．﹁谷戸深く﹂・・・⁝・・・．

藤が谷連句会

﹁顔を洗ふ猫﹂・⁝⁝⁝

鳳松園連句会
北杜連句塾
﹁春の色﹂・・⁝⁝︒．

﹁雄島﹂・⁝⁝⁝

●︒□■■■●①町■甲

●●凸●由■○申◆●合■■●■■■ｇ■■■●■９町巳①

連句協会・顧問︑名誉会員︑評議員及び役員名簿⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝・⁝．
連句協会規約

ＧｂＧの色■Ｇ■︑︑■●
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50

44
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全国連句グループ概況
全国連句人名簿

︿表紙題字・今泉宇涯カット由利香住・中村房江﹀

八編集後記Ｖ・⁝⁝．：⁝：：⁝・⁝：：：⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝：：．⁝．：：：⁝⁝⁝．：⁝：⁝︒⁝：⁝：：宇咲冬男／福井隆秀
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叩⑲叫唾可

凸

繰る▽虫

︐Ａ

哩質郁舛うぎ坪渤則りｆ嘩観

掘野

壁

ア

も戸匹ｒ壬
撃舞
恥

：.

秋晴れの十月二十日︑松山市子規記念博物館講堂に於て︑

全国より約三百数十名に及ぶ連衆参集のもとに︑表記の大

会が盛大に開催されました︒

この日︑皇太子殿下が会場にご台臨になられるというこ

とで︑市内はものものしい警備でしたが︑連衆一同は定刻

八時半には揃って席に着き︑鈴木春山洞氏による発会の挨

拶ののち︑直ちに四十二席に分かれて実作に入りました︒

とき︑九時半頃︑殿下がお見えになられたので︑一同起

立拍手を以てお迎え致しました︒殿下は︑連句はいかがで

すか︑楽しいですか︑と親しく声をかけられ︑暫し実作を

ご覧になられました︒連句界にとっては︑画期的なことで
した︒

こうして昼前には各席満尾して︑戸外にて記念撮影︒午

後は︑暉峻康隆先生による記念講演があって︑入賞作品の

表彰を以て滞りなく幕を閉じることができました︒

これ偏に︑春山洞氏を始めとする愛媛県連句連盟︑連句

協会愛媛県支部の皆様方のご尽力により実現を見たこと
で︑感謝する次第です︒
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﹁埼玉菊まつり連句大会﹂開催さる

常光院本堂に集まられたご連衆の皆さん

十一月十一日︑連句協会埼玉県支部は︑平成元年度の国

民文化祭協賛連句大会を受継いで︑県の推進する﹁第一回

埼玉県芸術文化祭﹂に参加し︑熊谷市の常光院にて︑菊ま

つり連句大会を開催しました︒

天台宗別格本山の常光院は十二世紀に創設された由緒あ

ノ

る寺院で︑五千余坪の広大な境内は︑四季絶えることのな

い草花で飾られて︑武蔵野の面影を残す県指定の︑ふるさ

との森としても知られています︒

また同寺院は︑大師堂に常時投句箱を設置し︑回廊には

四季の投句開きによって選ばれた作品が奉納されて︑俳句

寺としても親しまれております︒

折りしも当日は好天に恵まれ︑目も綾な丹精込めた大輪

の菊の鉢々が門前に展示されて︑盛観でした︒

午前十一時︑開会の辞︑挨拶に引き続いて︑参加された

／

六十名の連衆が九席に分かれて興行をされ︑午後四時和気

蒻々のうちに満尾することができました︒
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評論

連句の周辺

尾形仇

シジヨ

日本で短歌・俳句・連句といった伝統詩が現在盛んに行われているように︑韓国では時調と呼ばれる伝
統詩が今も行われている︒

上ヤンガ

尹学準氏の﹃時調朝鮮の詩聖によると︑時調という呼称が生まれたのは十八世紀になってからで︑それ以

前は短歌・詩余・新調などと呼ばれた︒その源流は六世紀ごろから歌われた新羅の郷歌にあるといわれ︑

高麗朝末期の十二世紀から十三世紀にかけて今日の詩形に定着したものだろうという︒
力サ

また︑金思嘩氏の﹁朝鮮のこころ民族の詩と真実﹄によると︑韓国の農村の女社会では︑春の花見︵といつ

ても桜ではなくツッジが対象︶の折︑十五世紀末に発生した歌辞︵長歌とも︶という歌謡を︑日本の連句

のように︑車座になって各自が詩句を出し合い皆で合作する風習が︑今も行われているとのこと︒

一九八九年五月︑ソウルの東国大学校で︑同校日本学研究所と韓国時調学会共催のもとに〃韓・日伝統

詩歌の本質とその継承問題″をテーマとする国際学術会議が開かれ︑日本からは日本詩人クラブ常任理事
の石原武氏と私とが招聴を受け講師として参加した︒
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」

私は﹁俳譜の歴史と文芸性﹂と題し︑俳譜の本体は連句で︑その起源は中国南部から東南アジアにかけ

ての照葉樹林帯から焼畑農耕文化とともに伝来した古代の歌垣︵求婚儀礼や農耕予祝の場で行われた男女の

掛け合いの歌合戦︶にあること︑その文芸性は︑和する歌として発生し座の文芸として展開してきた日本の

詩歌の特性を最も典型的な形で代表するものであること︑そして俳句の独立とともに置き忘れられてきた

観のあったのが︑近年復活し︑内外の前衛詩人たちの注目を集めていること︑などについて報告した︵﹁俳
句の周辺﹂参照︶︒

合作・唱和という連句の特殊な形態と︑それが今も新しい可能性を孕んで制作されているという事実は︑

参加者たちの強い関心を喚んだらしく︑質疑討論の場では連句の問題に質問が集中したが︑その中で︑日

この

すなは

／

本学研究所長の金思嘩教授が︑連句の起源について︑高句麗の歌垣のことが﹃後漢書﹄に見えることを指
摘し︑北方渡来説を示唆されたのが︑私には新しい課題として心に残った︒

私が歌垣南方渡来説を紹介したのは︑内田るり子氏の﹁照葉樹林文化圏における歌垣と歌掛け﹂︵﹃文学﹂

昭和弱・蛇︶や土橋寛氏の﹁〃歌掛け″文化圏の中の南島﹂︵﹁文学﹂昭和弱・６︶など︑民族学や古代歌謡研

究の成果によったものである︵﹁歌仙の世界﹂参照︶︒今度︑本稿を草するにあたって﹃後漢書﹄東夷伝をひ

︑

もといてみたところ︑確かに金教授が言われたように︑古代朝鮮における歌舞の習俗のことが出ている︒
わい

高句麗⁝：・其ノ俗︑活ナリ︒皆梨浄ニシテ自ラ蟇ム︒暮夜ニハ刺チ男女群聚シテ信楽ヲ為ス︒

そのほか︑夫余・減・馬韓・辰韓に関する記事の中にも︑春秋の農耕の節目に天を祭り鬼神を祭る宗教

行事に伴って歌舞飲酒する習俗のあったことが見える︒夫余ではこれを迎鼓︑高句麗では東盟︑減では舞
天と呼んだ︒
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ただし︑そ
それ
れら
らが
が﹇日 本の歌垣︵歌掛け︶のように︑婚姻に伴う男女の歌合戦であったかどうかは︑その記

事からはわからない︒

ほと

ところが︑同じく﹃後漢書﹄の鮮卑伝を見ると︑次のような記事が出てくる︒

鮮卑ハ亦東胡ノ支ナリ︒⁝⁝季春ノ月ヲ以テ大イニ饒楽ノ水ノ上リニ会ス︒飲諫畢リテ然ル後︑配合

カサ

中国の南北の辺境に見出だされる歌掛けの民間習俗と関係があるのかどうかは不明だが︑中国には聯句

係にあるのだろうか︒連句というこの特殊な文芸の起源については︑まだまだ精査せねばならぬ点が多い︒

韓国版の連句ともいうべき春の花見の折の歌辞の合作は︑右の高句麗における男女の信楽とどういう関

南方渡来とばかりはいえなくなってくる︒

されたように︑性の解放を伴う求婚の歌合戦であったかも知れず︑連句の源流としての古代日本の歌垣は︑

となれば︑高句麗における男女の侶楽も︑﹁其ノ俗︑活ナリ﹂という記述を併せ考えると︑金教授が指摘

たというのなら︑その歌舞は求婚の意志表示としての男女の歌合戦であった可能性が高い︒

ここには﹁歌舞﹂の文字は見えないが︑宴飲には当然歌舞を伴ったであろう︒また︑宴飲の後に婚姻し

南部や東南アジアにおける習俗や︑わが国の歌垣の場合とそっくりだといっていい︒

るが︑春の末に人々が水のほとりに集まり︑宴飲の後に婚姻するという習俗は︑民族学者が紹介する中国

鮮卑は内蒙古の鮮卑山に拠った蒙古種に属する古民族である︒饒楽水は注に営州の北︵旧満洲地方︶と見え

○

という合作の詩形態がある︒
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紀元前一○八年︑漢の武帝の柏梁台聯句に始まるといわれているが︑能勢朝次博士の﹃聯句と連歌﹄に
よれば︑六朝時代に起こり︑中唐に至って形が定まったという︒

最もふつうのやりかたとしては︑詩作力の相似たこ︑三人が集まり︑同一の主題の線に添って五言二句

づっを交互に付け進めて︑一篇の連詩を完成する︒その特色は︑二句一聯の対句表現をとることと︑一句
おきに韻をふむところにある︒

聯句は︑中国においては一部の文人間に余技として試作されるにとどまったが︑これを輸入した日本で

は平安中期ごろから次第に行われるようになり︑長連歌の成立に先立って百韻の形式を確立した︒連歌が

百韻をもって一巻とし︑脇句を韻字留めといって体言で留める慣習が生まれたのは︑この聯句の影響によ
るものにほかならない︒

長連歌の成立以後︑聯句は逆に連歌の影響を受けながら発展をとげ︑ついには和句と漢句とを交えて付

け進める︑和漢連句なる特殊形態をも生み出すに至った︒これは︑漢詩・聯句をもっぱらとした中世五山

の禅僧たちと︑和歌・連歌に長じた公家・連歌師とが一座に会し︑文芸的交流の楽しみを享受するために

発明されたもので︑狭義には︑その和句に始まるものを和漢︑漢句に始まるものを漢和という︒

和漢連句は︑室町未以降︑狂詩・俳譜の勃興に伴って︑和漢俳譜を派生した︒

和漢連句は︑和句と漢句との硬軟錯落した変化のおもしろみに独特の味わいをもつとともに︑その制作

に際して︑和句を漢句の雄大長高の響きに調和させようとする努力が︑やがて宗祇時代の連歌の︑いわゆ

る匂い付け的な付合の完成をもたらしたことが︑能勢朝次博士によって指摘されている︒ただし︑芭蕉連
句における匂い付けの成立にとっては﹃和漢俳譜の存在は無縁だった︒
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ところで︑今︑その聯句ないし和漢連句の方式を現代に復活させた新しい詩作が行われている︒詩人の
大岡信氏が試みつつある〃連詩″がそれである︒

氏は︑孤の密室に自閉した現代詩の閉塞状況を打開するため︑二十年ほど前から︑自ら参加した安東次

男・丸谷才一氏らとの連句の創作に触発されて︑﹃擢﹄の同人たちと現代詩︵自由詩︶の短章を付け進めて

0

ゆく連詩の合作を試みてきた︒五言定形と自由詩との相違はあるが︑いわばこれは聯句の現代版といって
い

詩人たちと連句といえば︑会報肥弱号にも紹介が見えるように︑﹃江古田文学﹂岨号が佐々木基一・真鍋

のサンプルが示されている三行詩以下の形で付け進めるほうが適切ではあるまいか︒

て次の詩を起こす〃尻取り″式方法に頼らざるを得ない︒連詩が連句的効果を発揮するためには︑書中そ

数行に上る自由詩を連接してゆくとなれば︑氏も述べているように︑前の詩の最終行のイメージを承け

くやと思わせる︑なまなましい創造の息吹きが立ち昇ってくる︒

句がその形態やルールや付合の方法を確立するまでに重ねてきたであろうさまざまな試行錯誤の過程もか

近刊の岩波新書﹁連詩の愉しみ﹂は︑その経緯と苦心と発見について語ったもの︒その行間からは︑連

語圏に適用したものともいえるだろう︒

約十年以前から海外の詩人たちとの連詩の合作を続けてきている︒これは和漢連句の方式をョＩロッパ言

大岡氏はまた︑国籍と母国語を異にするオクタビオ・パスら四人の詩人による﹃レンガ﹄の先蹴を受け︑

も

呉夫氏ら一座の歌仙や三好豊一郎・那珂太郎・加島祥造氏らの連句に関するエッセイ・評論等を収めた﹁連
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い

句の現在﹂を特集している︒

そこでは︑詩人たちが現代という高度情報化社会の中で窒息の危機に瀕した詩語と詩心の蘇生を求めて︑

原始の言霊信仰に淵源する共同体の詩の制作に参加するようになった経緯を︑それぞれの言葉で語ってい
るのが興味深い︒

真鍋呉夫氏が﹁冬枯野﹂歌仙の覚え書に託して︑一座の連衆のありようを﹁先天的な自我に自閉するこ

となく︑絶えず中心化ｌ脱中心化ｌ再中心化という過程をくりかえしながら﹂﹁虚空の如き心﹂﹁他に二つ

とはない個有で無碍な存在へ昇華していく﹂ものと説いているのは︑連句の本質と効用をみごとに道破し
たものということができる︒

さて最後に︑連句制作の最も新しい方法として︑パソコン通信ネットワークを通じてのそれが現在普及

しつつあることも付け加えておこう︒林義雄・辻アンナ両氏による三省堂選書﹁電脳連句で遊ぶ﹄は︑電

子メールによる両吟歌仙制作の過程について解説したもの︒中世口語体を基調とした林氏とパソコン方言

を多用した現代女性語による辻氏の︑コメントのやり取りがおもしろく︑﹁パソコン通信と連句の相性﹂に
ついて説いた杉浦清志氏の解説も若者向けに説得的である︒

古代農耕社会における男女求婚の歌合戦に胚胎した連句は︑今︑ピカピカの最も新しい存在となりつつ
あるといってもいい︒

︵前成城大学教授・俳文学会︶
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Ｉ
評論

連句初学八章

第一章連句から俳句を見る

古舘曹人

敗戦直後の昭和二十一年桑原武夫の﹁第二芸術論﹂が発
表されたとき︑全国の俳人は寝耳に水の驚き様で︑虚子ひ

俳句は水と油︒芭蕉は連句から発句を見続けていたのだと

思われる︒この連句から俳句を見る眼が喪われたときに俳

句は袋小路に入ったのではなかろうか︒百年の問に子規と

虚子を超える俳人が輩出していない︒連句を七年実作して︑

私は連句ではなく俳句を再認識することができるように

なった︒連句の付味が七年でわかるはずはない︒しかし︑

連句によって俳句がわかるという収穫は大きい︒連句と俳

句が水と油であることがわかると︑いよノ︑双頭の馬に鞭
を振う勇気が溢れ出す︒

第二章切れと付け

ず″と言ったときに︑俳人は何故口裏をあわせたように連

明治二十八年子規が﹁芭蕉雑談﹂の中で︑〃連俳は文学に非

ない︒立句の脇起しという行為は弁慶の泣きどころ︑脇だ

命を得るのに似ている︒だから発句には何の手助けも要し

捨てることによって一句は蘇る︒武士が割腹して永遠の生

俳句は切れることによって成立する︒一句を断絶し切り

句から足を洗ったのだろうか・革新男の勢いに乗ぜられて︑

けは本来余計なもので発句にそっと雨宿りしているもの︒

とり﹁俳句も芸術になりましたか﹂と嚥いた︒しかるに︑

惜し気もなく連俳から撤退して百年︑一度も振り返えらな

発句は付句によって微動だにしない︒

しない︒しかし︑

さて︑連句はその性質上切字を用いず︑また切ることを

かった俳人のことを不思議に思う︒まさに俳譜史上空白の
百年である︒

空白の百年に俳人は何を見てきたのであろうか︒連句と
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この三つ物の付句について︑前句の山路の雄子が人里の

︵付句︶家普請を春のてすきにとり付て全

︵前句︶処々に雄子の啼たつ野波

︵打越︶梅が香にのっと日の出る山路かな芭蕉

とを発見する︒

を中心に置く技術が︑虚子の句のすべてに惨透しているこ

現であることが理解される︒季重りを超えて︑野菊の季題

数が連想されて︑これも不適当︒結局﹁秋天﹂が最高の表

切る﹂と言いたい︒連句は一句々々が切れないが︑付句に

た世界が同居している︒これを私は﹁付句によって前句を

雄子に変化することによって︑この三つ物には二つの異っ

るための絶対要件なのである︒

葉というだけでなく︑俳句の場合は一句を統轄して且つ切

一句一季題の原則が確立されるのだが︑季題とは季節の言

俳人が季重りに悩み︑そしてこれを超えることによって︑

連句は切られないために︑季題の重りが許され︑秋の虫

︑

︑

季重りを止めて発句にした芭蕉の例がある︒

一郭雛祉轌祷蠣諏鐸詫鱈皿確の花

︷曙や白魚白きこと一寸

一雪薄し白魚白きこと一寸芭蕉

大抵の苦労をつくづく考える︒

なったりする︒連句と違って一季題で切るという俳句の並

あしらい

句は切れ切れてつづくのであって︑この連句の構造は見事

のいくつかを一句の中に並べただけで見事な会釈の句に

よって前句が変質したときに切れるのである︒従って︑連

︑

である︒脇句という一種の接着剤と平句の切れとつづきは
連句という文学の遊びの極致である︒

第三章切れ字と季題

秋天の下に野菊の花弁欠く虚子
俳句は一句一季題を原則にするので季重りを嫌うが︑虚
子の﹁秋天﹂と﹁野菊﹂の重りを嫌うあまり﹁秋天﹂を﹁大
空・青空・一天﹂などに切り換えたとする︒大空にすると
大と野菊の小が対比されて駄目︑次に青空の青と野菊の色
が菫ってこれも駄目︑一天にすると一の数と野菊の花弁の
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推進しようとすると︑連衆が緊張して発想が固定し︑連衆

れる︒捌手は技術者でも学者でもない︒歌仙の目標を高く

たのは︑芭蕉のような捌手の器量が低下したからだと思わ

が交響楽よりもより密接である︒連句が時代と共に凋落し

響楽の指揮者と演奏家の関係に近いが︑その分業の在り方

る．捌手も連衆も未知の世界に向って協同することで︑交

ち捌手と連衆を競争関係に置くマネージメント能力であ

シップが発揮され︑且つ連衆の創造能力を最大にする︑即

連句の捌手の資格は歌仙一巻の展開に高度のリーダー

説明・冗舌・重りは避けるべきだ︑や．かな・けりの用法

の重り︑香りの重りはよくない︑散文にならないために︑

上五と下五を名詞で止める煙管はいけない︑音の重り︑色

単だと思って作っているが︑季題や切字の重りはいけない︑

時間がかかる︒しかし︑よく考えてみると俳人が俳句は簡

ことはすぐ覚えるが︑何故かということが身につくまでに

かし︑オモテ六句に神祇・釈教・恋・無常は避けるという

よいので︑吟行の際の花の名を尋ねるのと同じである︒し

く式目のことだろう︒正直のところ席上捌手に直接聞けば

﹁連句はむつかしいでしょう﹂とよく質問を受ける︒恐ら

第五章式目の美

の気持に深入りし過ぎると︑今度は歌仙の質が下落する︒

のマンネリズムはいけない︑季題は飛躍しなればいけない

第四章捌手と座

これを調和できるのは捌手の器量一つである︒俳句の選者

⁝⁝等々俳句にも実はベカラズが数多いのである︒連句の

物付け・心付けからうつり・響・匂い・位・悌などの深み

にはこの種の器量を必要とせず︑個人の能力次第である︒
連句の座というのは︑捌手と連衆の関係は上下の縦型で

に達するまでは︑連句も俳句もともにむつかしいのである︒

それよりも︑交響曲に似た歌仙の式目の美は驚嘆に値す

はなくて横型であり︑仲間である︒捌手のリーダーシップ
はそのような座の中で発揮される︒

るものである︒それは茶道の美にも似て︑式目自体が文化

財なのである︒連句の式目はまさに一期一会のためのルー
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青邨の晩年の句に︑

第七章連句と虚構

ルであって︑﹁﹁
文台引下ろせば則反古なり﹂のための大切な協同して革新の歩みを体得することである︒

見取図である︒

第六章革新の仕組み

へ行く心なればなり﹂Ｉこの芭蕉の言葉は文台云々の言

とにかへる心なし︒行くに従ひ心のあらたまるは︑ただ先

音開き﹂である︒﹁たとへば歌仙は三十六歩なり︒一歩もあ

使来れば剪るＶなどの恋の俳句を発表している︒虚子と同

エヴァッシュ夫人﹂などの小説のほか八紅粉の花おはんの

で小説を書いた数少い俳人であった︒﹁田端に居る頃﹂﹁ピ

という面白い句がある︒胄邨は虚子門にあって︑写生文

春愁や虚構の恋の捨てがたく青邨

葉と共に日夜唱えるべきものである︒

じく︑虚構の恋を絶えず持ち続けた作家であった︒

第二章で触れた︑三つ物の構造の中に﹁先へ行く心﹂の

の遊女の恋のフィクションで︑三句の恋句で構成された﹁奥

仙で言えば︑撫子はウラの少女の恋︑萩はナゴリノオモテ

▼片

連句は行動する詩であるので︑その最も重大な淀は﹁観

炎天より僧ひとり乗り岐阜羽島澄雄

かさねとは八重撫子の名なるくし

象潟や雨に西施がねぶの花

この句は炎天︵天文の季題︶ｌ僧ひとり乗り︵釈教︶ｌ岐
阜羽島︵旅体︶の三つが一句の中に分裂もせずに納められ

一家に遊女もねたり萩と月

﹁奥の細道﹂の三句の恋句の中︑象潟は俳枕の句であるが︑

た珍しい俳句である︒天文と釈教と旅体が全く無関係なた
めに一句の中の飛躍は大きいのである︒一句の中にこれほ

仕組みが出来上っていて︑これが歌仙一巻を発展せしめる

の細道﹂の絢欄さは眼を蔽うばかりである︒

あとの二句は旅のあとで創作した恋句と言われている︒歌

ばかりでなく︑不易流行の心を演出したものであると私は

私は連句の虚構に魅力を感ずる男である︒

ど﹁先へ行く心﹂が横溢するケースは少い︒

思う︒三時間余の歌仙の座にあって︑最も爽快なことは︑

一J／−

第八章連衆の遊び
子規の﹁連俳は文学に非ず﹂の一言から︑連句を喪った
俳人は︑座を解消させ︑そして終に遊びを忘れてしまった︒
子規に代った虚子はホトトギスという主宰誌を創立し︑
近代的な俳句結社は一人の社長を戴くことになった︒これ
は幕末の宗匠の復活であった︒しかも︑ホトトギス王国の
中から虚子を超える作家は一人も輩出していない︒

連句の復活は子規百年の今日の最大の課題であると私は
考える︒

︵乃木坂散人連︶
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子規は連句に代ってはじめて互選句会を実行した．これ
は芭蕉の捌手と同じ横型のチームで︑これによって明治の
俳句革新を成し遂げた︒しかし︑現代は捌手と同様な句座
は消滅した︒主宰者の大結社集団やカルチャーセンターは

一千万人といわれる一般俳人のサービスに寄与している
が︑主宰者の多忙と樵悴を惹起した︒
現在の句会が主宰者の権威を否定したノン・リーダーに
なれば︑人間の創造力が増大することは確かだが︑残念な
がら句会が共感の場となっても︑座としての仕組みがない
︑肝
肝心
心の
の遊
遊び
びの
の喜
喜び
びがが
ために︑
なな
いい
・︒ 俳 人 に 真 の 遊 び が 喪 失
していることが問題だと思われる︒

固

評論

八九間雨柳
えいち

池鬚推

木がある︒しかも葉が茂ってゐるので︑その木陰は︑小糠

雨ぐらゐには濡れることがない︒だから雨はそれより上の

空にしか降ってゐないやうに見える﹈とあり︑これを一個

の私見と断った上で︑伊藤氏はこの解釈とは著しく異る一

般の通説を﹁別解﹂として掲げている︒すなわち﹇降りみ

降らずみの春雨で︑空には降ってゐるとも見えないが︑しっ

とり濡れた柳の糸によって︑わづかに雨のけはひが感ぜら

れる︒つまり八九間の柳の高さ︵または広がり︶だけが︑

雨の存在を示すものだ﹈というのである︒

どこが著しく違うかといえば︑伊藤氏の解釈では﹁八九

間空で﹂はその高さまで雨が降っていて︑柳の下まで雨は

届かないのに対し︑別解では﹁八九間の空から﹂雨が降っ

﹁続猿蓑﹄巻頭歌仙の表六句である︒

付け合いは取り勝手だから︑前句の解釈は次句の作者に

ことほど左様にこの句はむずかしい︒
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八九間空で雨降る柳かな
春のからすの畠ほる聲
初荷とる馬子もこのみの羽織きて
内はどさつく晩のふるまひ
きのふから日和かたまる月の色

ていて︑それから上は降っているとも見えないことになり︑

芭蕉のこの発句は古来難句とされているものの一つで︑

任されているわけで︑これを裏返せば︑脇句に少なくとも

狗脊かれて肌寒うなる

実際︑数ある註釈書を繕いてみても︑総じて不得要領の感

発句の情景を思い描く手掛かりがあって然るべきだと言え

雨の置かれた場所がまるで逆様である︒

を免れない︒試みに︑手もとの伊藤正雄著﹁俳譜七部集・

ようが︑沽圃の﹁春のからす﹂からは残念ながら︑八九間

蕉沽圃筧圃蕉

芭蕉連句全解﹄を開いてみると﹇高さ八九間もある柳の巨

里馬沽芭

’’

の類でへどうも脇として成功しているとは言い難い︒我々

ではないか︒これなどは﹁前句の気色を探らず︑未練の事﹂

のからす︑という表現からしていかにも安易︑かつ︑稚拙

の柳を明快に説明する筋道は見えて来ない︒だいたい︑春

にも︑さる俳僧が﹁梅柳は八九間去って見る事詩人の常な

楡柳蔭後管﹂とあるのが下敷きだろうというわけだ︒ほか

の前書がある︒陶淵明についてはその詩句に﹁草屋八九間︑

に春雨きよらかなる中にしたたりいまだおやみなければ﹂

しっかに降てやかて晴たる頃近きあたりなる柳見に行ける

りとて八九問とはおかれしよし﹂と芭蕉の言を伝えた﹃芭

にとっては︑前句の気色が問題なのである︒
八九間と言い放ったきり︑芭蕉はこの句の解釈をめぐっ

吹く風の柳である︒支考の﹃臭日記﹄と︑伊勢の俳人小草

句は舌足らずのきらひ﹂があって︑それがために解釈がい

いずれにしても︑伊藤氏が指摘している通り﹁元来この

蕉翁発句評林集﹄なる書物があると聞いている︒

亭李東の手で上梓された蕉翁眞蹟と伝えられる﹃八九間雨

ろいろに分かれることになるのだが︑ここに﹁八九間﹂の

て後世議論が長引こうとは思ってもいない．まさに︑どこ

柳俳譜﹂の前書︑それに陶淵明の﹃帰園田居﹂はこの発句

岩波の八思想Ｖが大正十五年八月から昭和三年七月まで

一句から人が何を読み取り︑どのような情景を思い浮べる

ご存じの読者も多いこととは思うが︑かいつまんで触れ

﹁芭蕉俳譜研究﹂の表題で連載した輪講がそれで︑その第十

を論ずる人々が必ず引合いに出す資料だが︑これもまた解

ておくと﹃臭日記﹂には支考が﹁此柳は白壁の土蔵の間か

三回︑昭和二年十二月号に問題の歌仙が取り上げられてい

か︑その思考過程を眼前に辿ることのできる極めて興味深

桧皮葺のそれより片枝うたれてさし出たるが八九間も空に

る︒輪講の出席者は山田孝雄︑阿部次郎︑岡崎義恵︑村岡

釈がまちまちで︑肝腎の八九間の柳は今なお模糊として雨

ひろごりて春雨の降らぬ景色ならん﹂と言ったのに答えて

典嗣︑小宮豊隆︒そして︑この回の講者︑今様に言えばレ

い記録がある︒

芭蕉が﹁さりや大仏のあたりにてかかる柳を見をきたる﹂

ポーターを勤めているのが太田正雄︑あの﹁食後の歌﹂﹁百

に霞んだままである︒

と語った記事があり︑李東本にはこの発句に﹁春の雨いと
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花譜﹄の詩人︑木下杢太郎なのである︒
杢太郎は二十二歳の医学生だった明治四十年に与謝野寛
の八明星Ｖで詩人として文壇に登場し︑その後︑森鴎外を

に述べた鐸々たる顔触れを相手に持論を展開する杢太郎の

口吻はそれだけでも一読に価する︒

壁頭︑杢太郎は述べている︒﹁此句は昔から色々問題に

を残した︒鴎外の小説﹃青年﹄の医学生︑大村荘之助のモ

文学のみならず︑明治末葉の日本の芸術運動に大きな足跡

を繰り広げる一方︑北原白秋と語らってパンの会を起こし︑

書を信じてあたりに晴朗たる春光が漆っていると解せば︑

だけに春雨が降りかかり煙っている風情は同じである︒前

られるが︑いずれにしろ︑柳がこんもりとしていて︑そこ

八九間は柳の高さとも取れるし︑柳並木の距離とも考え

なった句ださうですが︑僕はただ印象本位で見ます﹂

デルと言われる杢太郎は医学研究において世界的な業績を

透明な硝子のある間隔だけが水蒸気で曇っているようにも

鐸上

ブレーンとする石川啄木の八昂Ｖに転じて活発な文芸活動

挙げ︑キリシタン文献︑南蛮文献の研究家としても大を成

思われ︑また輪郭の滕朧とした溌墨の山水を見るような興

味もある︒八九間と置いて先ず視線を前方に伸ばし︑忽ち

したが︑大正十三年︑愛知医大教授に就任して名古屋在住
の医師で俳文学者の石田元季と知り合ったのを契機に俳譜

空へ転じて﹁極めて強い弾性を示したる清新の技巧ととも

に心理的経過の急変を促し﹂たところにこの句の面白さを

に関心を向けるようになった︒

もともと詩人の杢太郎が実作に意欲を燃やしたのは当然

﹁此句ははじめ倉卒に一読して不審を感じ︑それからいろ

見出すという杢太郎は︑二様の解釈を一句のうちに統一し

孝雄︑阿部次郎らと交遊を深め︑俳譜研究にも力を入れた︒

いろに考えてみて快感を覚える︒その理由は︑此句が柳と

で︑石田元季を宗匠に医者仲間を募って何度も歌仙を巻い

その成果は後年﹃俳譜と自然﹂﹁芭蕉と現代の生活﹄等の評

雨と空しか叙せず︑周囲の道具立てを全部切り捨てて︑か

て︑言わば二段構えに読み取っているようである︒

論や八俳句研究Ｖに掲載された移しい座談に示されてい

なり単調な︑しかも常套に陥り易い物象のみを出してゐる

ている︒大正十五年に東北大学に移ってからは文科の山田

る︒この芭蕉輪講も杢太郎の俳譜研究の収穫の一つで︑先

つT

却って鮮に全体の雰囲気を感じさせ︑この句の穂蓄を深く

でなくなったのみならず︑美化せられたる荘重なる単純が

のに拘らず︑其措辞︑調子︑心理的暗示によって単に月並

柳の葉が占めてゐる空間を示唆しようとしたものぢやない

はっきり我々に見えて来る︒⁝：．﹁八九間空て﹂といふのは

を背景にする事によって︑白い絹糸のようなものとして︑

れない︒目に見えない程の細い雨が降ってゐる︒それが柳

か︒

させた事にあると思ふ﹂

これを受けて︑阿部次郎︑小宮豊隆が主に発言し﹁八九

次郎﹁八九間﹂と一遍切って︑而して新しく﹁空﹂を起こ

豊隆僕のだって﹁八九間空で﹂と続ける訳ぢやないんだ

間﹂の意味をめぐる議論になる︒

杢太郎︵高さか距離かについて︶どっちと定める必要はな

よ︒あ︑君は八九問の距離を置いてといふ風に解釈するの

して来る見方のもあるぢやないか︒

い︒ただ漠然と大さを感じさへすれば可い︒それよりも僕

考えることが許されて居るよ︒

ずる所は柳の形をした雨だ︒われわれの邦ではこんな風に

杢太郎外は春で︑柳が雨なのだ︒樹と観れば柳だが︑感

次郎柳に雨が降るのか︒

る準備だ︒

表現せしめる手段で︑八九間は空をまざまざと観照せしむ

印象にする為に借りたものだ︒空はその雨を一層具象的に

な︒それは君︑少し考え過ぎだよ︒どうして家を持ち出す

豊隆﹁八九間﹂の家に雨が降りかかってゐるところなんだ

出るよ︒

ふ風にとると︑京都辺りで春雨に濡れてくるやうな感じも

だ︒﹁八九間﹂の草屋には春雨の雨滴が垂れてゐる︒さうい

いい︒丁度春雨が晴れた後で︑そこへ柳が浮かんでゐるの

かぶさってゐる︒柳は一本か︑数本か︑それはどっちでも

次郎︵陶淵明に依って︶﹁八九間﹂は家だ︒その上に柳が

か︒

豊隆︵したたりいまだおやみなけれぱの前書に触れて︶絵

必要があるのかな︒

の︵解釈︶は柳の木を主にしているのだ︒雨は柳を特殊的

画的に見ようとすれば︑空は晴れてゐない方が可いかも知
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孝雄・杢太郎ええ︑ここは﹁八九間﹂を家で解釈せぬ方
がいいやうです︒

阿部次郎は﹁間﹂は﹁軒﹂だと主張するが︑どうも旗色
が悪い︒

次郎僕ははじめ八九間を高さの事だと思ったが︑後では
横に訂正した︒それで柳の陰に草屋を出したのさ︒草屋と

豊隆柳の占領してゐる︑主として上下の空間が﹁空﹂と

いふ字で示唆されると︑僕は思ふ︒といって︑何も柳の葉

が地に垂れさうになってゐる所までの全部を考へる必要も
ないんだ︒

杢太郎文学には正確な幾何学を入れる必要はない︒僕の

結論は柳も八九間︑空も八九間だ︒

山田孝雄はいささか懐疑的である︒

がこの句に好意的なのに対して﹃俳譜文法﹂の著書もある

解釈はかくのごとくいろいろだが︑豊隆︑次郎︑杢太郎

拡がってゐるのだ︒従ってその樹も高いのだ︒

いふ具体的なもので面積をはかるのだ︒直接には八九問も

豊隆そんな草屋は打ち壊しだ︒

次郎軒の代りに間と書くのが当時普通であったとすれば

次郎ええ︑柳が八九間でその間には雨が降ってゐるので

で﹂と強く言ってゐるから︒

孝雄私共は空で雨降り柳には降ってゐないとなるね︒﹁空

義恵家を出すのはどうも私には面白くありませんね︒

家と考へることは許されそうなものですね︒

村岡典嗣に至っては進んで憎まれ役を買って出てたかの

杢太郎それは少し文法にこだはり過ぎますな︒

降り︑柳の下は降らない⁝⁝どうも面白くない句だ︒

孝雄それで降ってゐないところがある訳ですね︒空では

１︶よシフＯ

豊隆そりや悪い了簡だ︒君の説は考へすぎだよ︒
次郎いや︑君等が僕程考へて来なかったのだょ︒
杢太郎阿部説はどうもいかんね︒

小宮豊隆は﹁八九間﹂を柳が占領している空間だと言い︑

杢太郎は句それ自体の持つ空間だと考える︒
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ムの感じ︑軽い驚き︑首を上に挙げる筋肉感覚︑銀糸の色

豊降麗らかな春の日が照ってゐる︒空は蒼い︒その蒼い

いよ︒いい句ぢやないか︒

く︒動いてゐるものを動いたままに掴ませたところが面白

れてゐる︒そこだけ日が当たった雨の滴が降って︑柳が動

次郎空が晴れて︑柳が八九間の広さ︵若くは高さ︶に垂

典嗣一体此句はいい句かね︒

義恵さう視覚的に局限しない方がいいのです︒運動や音

豊隆柳を背景にして始めて見える様な雨ですね︒

帯びた︑ぱっとした感じで味はひたいと思ひます︒

やうな雨を含んだ空気のなかでも結構です︒もっと湿潤を

義恵私のは春光きよらかでなくてもいいのです︒墨絵の

豊隆岡崎君の解釈はどうですか︒

なものの形作る世界だ︒

声一ル﹂ノ︑︽Ｌ幸のプつ︒

空を画して大きな柳が立ってゐる︒その柳の葉からは︑今

や湿気や︑様々なものを感じるのです︒雨気を含んで立っ

彩︑濡ったざわざわとした感触︑煕々たる春光といふやう

しがたの雨が滴ってゐる︒それだけでも充分面白いぢやな

てゐる柳を仰いだ時の感じ︑その時すべての感覚に受ける

印象︑その印象に投入された内部の気分︑さういふ複雑で

いか︒

典嗣それだけの事が前書を離れても面白いかね︒僕には

局限し難いものを︑大まかに︑しかし深い感動を以って一

に近いやうです︒

気に揮酒した名句だと思ふのです︒杢太郎さんのが大分私

あまり面白くないよ︒

紙幅も尽きたのでそろそろ結論を出さなければならな
︑１０

﹁道具が極めて少ないのに︑色々なものを考へさせて︑謎の

１Ｖ

杢太郎僕は此句をアナリチックよりサンテチックに取り

やうな所がある・これが芭蕉の一つの手﹂だと杢太郎は言っ

九原の芭蕉はこの輪講を何と読むだろうか︒この発句は

たいね︒少なくともそれが善解する法だ︒漠然たるヴリウ
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ている︒句の評価は鑑賞者それぞれの感受性に委ねられる
ということでもあろう︒この後︑付け筋に議論が移って輪
講はまだ続くのだが︑拙稿は︑まず今回はこれぎりとしな

へ〆

ければならない︒末筆ながら︑引用は岩波の杢太郎全集に

一ごう−
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︵鹿吟舎︶

雪

評論

Ｉ
連句寸感

董以外にはいないように思う︒私は︑連衆の一人ひとりが︑

このような心構えで付けていくのが必要ではないかと考え

ている︒そうでないと何となく付けて何となく巻き終る結

果になり︑起伏の乏しい︑平板な作品になってしまう︒

ここで誤解のないように断わっておきたいのは︑几董の

﹁物語をつづるように﹂とは︑どういう意味なのかである︒

いった︑一般の創作︑小説などをさしているわけではない

何か一貫したテーマとか︑一つの思想や考えを追求すると

与謝蕪村の高弟︑高井几董が著わした﹁附合てびき蔓﹂

ように思われる︒連句は︑もともと統一性のあるものを求

石橋筑紫男
という連句の付合の作法や心得を具体的に説明した一書が

めるものではなく︑一座の連衆による唱和︑応酬︑対話を

散文的ではない詩情をもって韻律的に共同制作していくも

ある︒最近上梓された東明雅先生の﹃新炭俵﹄の中に﹁連
句の作り方﹂という一項があり︑この書を参考にしたと触

のだからである︒

中からさらに新しい世界を創成し︑現出すること︑その集

希薄な︑別の独立性のある世界を付句して︑両者の結合の

連句を巻く作業は︑前句の表現する世界に対し関連性の

れられている︒この﹃附合てびき蔓﹄の中で几董は﹁私説﹂
という前書にあたる文章の最後で次のように述べているこ
とに注目したい︒︵以下○印は筆者︶
０︒︒○０００︒Ｏ

積である︒そして絶えざる変化が要求される︒だからこれ

附合の一巻は︑作物語を上手に綴ると心得べきも︑また

一助ならずや︒

をこなすには︑ある程度の修練が必要となるのは言うまで

◎︒

次に﹁上手に綴る﹂の﹁上手に﹂とは︑具体的にどうゆ

もない︒

つまり︑連句の一巻は︑あたかも物語をうまくつづるよ
うに付けてゆくのがよいと教えているのである︒俳譜の解
説書はいろいろあるが︑このような発言をしているのは几
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に影響してくる︒だから作品の優劣は︑一概にこれだと決

に︑その呼吸の合わせ方︑受け答えなどの良しあしが直ち

うことを言うのであろう︒何しろ複数の人間が係わるだけ

めていたものについて次のように述べておられる︒

いが︑その要旨を紹介してみたい︒辻氏は︑井上文学が求

つの在り方を示唆しているように思われた︒少し長たらし

破急の﹁破﹂について意を払う必要がある︒今までに刊行

心者は別として︑ある程度連句になじんだ人は︑とくに序

の序・破・急の処理の総合されたもので決ってこよう︒初

付味や三句のわたりのうまさ︑面白さおよび連句一巻全体

たころ︶では︑まだ暗中模索だった︒その新しさとは一

の時点︵新聞記者の生活をやめて作家としてスタートし

も︑文学の﹁新しさ﹂をどこに見出したらいいのか︑そ

ていた︒しかし旺盛な物語的才能を恵まれた氏にとって

井上氏は︑新しい文学を創るという内面の衝動を抱い

二分されていたからだ︒井上氏は新聞記者時代に美術に

理由の一つは︑詩は孤高のもの︑物語は通俗のものと

へ−

定づけることはできないが︑一般的には前句と付句の付心︑

された﹃連句年鑑﹄の作品群を見ても︑この﹁破﹂への配

口で言えば︑日本文学のなかにロマネスクな世界を導き

従来︑日本近代文学では︑詩は私小説に属し︑物語は

入れることだった︒ロマネスクとは詩と物語の結合から

ｏＯＯｏｏＯＯ

慮が十分なされていないものが散見され︑指導書に言われ

大衆小説のものだった︒詩と物語の結合は︑横光利一の

ているほどには重視されていないように思われる︒その原

ながら︑連衆の心構えや意識に問題があるようである︒几

純粋小説となり︑中島敦の諸作品で試みられたが︑成功

生まれるものだ︒

董の﹁作物語を上手に綴る﹂とは︑以上に述べた一巻全体

因は︑捌き手のリード︑サゼッションの不徹底もさること

の有りようを言っているものと私は理解している︒

この几董の言葉を現代風に解釈してみると︑最近逝去さ

沈潜し︑詩を書いた︒﹃北国﹂に集められた散文詩は︑小

を見なかった︒

れた井上靖氏を悼んで辻邦生氏が某新聞に書かれていた

○

〃井上文学〃についての覚書は︑私にとって将来の連句の一

−型／−

説家となる以前の氏の文学活動を端的に示している︒

ることができない︒しかし﹁詩﹂は魂を高揚させる世界

⁝⁝私小説的発想では︑どうしても自己の視線から離れ

めることに成功した背景には︑日本社会の成熟があった︒

広く﹁詩﹂を受容する土台が作られたことだ︒⁝⁝氏が
◎００︒︒︒○
﹁詩﹂を物語化することによって︑物語そのものの質を高

のであるが︑プロットを作り︑つぎつぎに変化を繰り返し

ぞれ独立しながら︑ある一つの︑それはこま切れの短いも

あらためて連句の有りようをみると︑前句と付句は︑それ

おのずと了解できよう︒そこで辻氏の井上文学論を借りて︑

用してみると︑前に述べた序破急の﹁破﹂に当たることが︑

て小説になり得たのである︒

があれば︑自由にそこに転身して生きることができる︒

つつ展開してゆく︒ちょうど形の違った輪がからみ合う鎖︑

井上氏にとって幸運だったのは︑戦後社会が成熟して︑

井上文学が作者の身辺から社会小説的拡がりへ︑さらに

あるいはネックレスのようにである︒そのからみ合いは︑

ここで○印の個所から考えられるものを連句の場合に適

歴史小説︑シルクロード小説へと発展してゆくのは︑そ

連衆各人の意志に任されるから︑あらかじめ規制すること

︒０．０．○○

の根底に多様な﹁詩﹂があり︑その﹁詩﹂がおのずと物

はできず︑無目的かつ自由に進展する︒だから小説︵ノベ

０○０００◎

語の形をとることができたからである︒

しいが︑何が出てくるか分からないという面白さはある︒

ル︶でいうストーリイ性はない︒そのかわりといえばおか

がある﹂と言われた︒それは小説の核をなす﹁詩﹂の部

逆に言えば︑連句にストーリイ性を持たせるという新しい

井上氏はよく﹁小説のなかには坐りなおして書く部分

分のことだ︒﹁天平の莞﹂でいえば海底に経文が海草のよ

試みが考えられるのである︒すなわち井上流に坐りなおし

○

てみるのである︒

うにゆらめく個所︑﹁風涛﹄でいえば暴風雨で船がすべて
○口︒００◎００．◎００．︒Ｏ
転覆して漂う情景だ︒井上氏の小説にはかならず一点こ
うした﹁詩﹂の重心がある︒小説はそれにむかって書か

﹁俳譜の原義は滑稽である︒﹂とよく言われる︒たしかに

○︒○︒︒００◎０Ｏ

れている︒⁝⁝そして一つ一つが物語化されれば︑すべ
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滑稽の真の意味を知らないからであって︑滑稽という言葉

をすると俳句が下手になると言う人がかなりいる︒それは

てあまり好まない︒そのためかどうかは知らないが︑連句

というと︑何かその人の知性が低いとか︑下品だとか言っ

るい健康的な滑稽に変化していった︒しかし日本人は滑稽

がさし︑飽かれもして蕉風になると初めて洗練された︑明

が多かった︒しかし時代が進むにつれ︑その露骨さに嫌気

初期俳譜は﹁新撰犬筑波集﹂が示すように卑俗︑卑狼な句

いである︒

句の中から任意に選んで次に掲げてみた︒参考となれば幸

ここで蛇足ながらユーモアのある付合を芭蕉連句と蕪村連

ようとせず︑静かで︑明るい笑いを目指したと述べている︒

指摘し︑その連衆が何でもかでも笑いのめし︑笑わせ続け

かさ︑優雅な連歌の外形をおろそかにしていない点などを

上手にせよと説き︑蕉風俳譜の匙加減のうまさ︑表現の豊

柳田国男は︑妄りに笑わせることは避け︑笑いの匙加減を

年鑑﹂に掲げる作品を見ても︑この傾向がうかがわれる︒

ほうこ

はやう咲の巻︵桃の白実︶

細き筋より恋っのりっ畠曲水

鶯やの巻︵百噂︶

瘤がなければ女房取もつ全

小調市の時から居たる奉公人翁
こでつち

歯抜けとなれば貝も吹かれず芭蕉
月寒く頭巾あぶりてかぶる也文鳥

Ｉ芭蕉連句Ｉ

のもつ一一ユアンスにまどわされるからであろう︒譜諺とか
ユーモア︑フモールに言いかえたがよいかもしれない︒
連句のユーモアについては︑すでに美学的考察を加えた
大西克禮の﹁風雅論﹄があり︑柳田国男も俳譜に造詣が深
く︑﹁笑の本願﹂という論考があるので︑これらを参照して
いただくとして︑連句におけるユーモアの効用は︑とかく
付けに沈潜しがちな一座の雰囲気をやわらげ︑くつろいだ
気分にする︒連句の座というものは︑そういう談笑の中の

むずかしいもので︑序破急の場合と同様無視されがちにな

物思ふ身に物食へとせつかれて芭蕉

ものでありたい︒ところが︑ユーモアのある句作りは案外

る︒あっても駄酒落や悪ふざけな底の浅い句になる︒﹁連句
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木のもとにの巻︵ひさご︶

こそノ︑と草蛙を作る月夜ざし凡兆

蚤をふるひに起きし初秋芭蕉
鳶の羽もの巻︵猿蓑︶

娘を堅う人に逢はせぬ芭蕉

ぎん

梅が香にの巻︵炭俵︶

奈良通ひ同じつらなる細元手野玻

Ｉ蕪村連句Ｉ

わつば

どにが
独う活
の苦みも大原三嘘蕪村
用の有時は童の見へぬ也几董

欠ノ︑ての巻︵其雪影︶

小商人秋うれしさに飛び歩き蕪村
うば

薄見っの巻︵此ほとり︶

相傘せうと嘔にたはれて几董
はりたて

鍼立の手に恥かしき恋衣几董
ふだらくせん

花ながらの巻︵此ほとり︶

ぬれっ量もどる猫のびんなき蕪村
あす

翌ははや普陀落山を立出ん蕪村

豆腐に飽て喰ふものもなく樗良

菜の花やの巻︵続明烏︶

入口に人妨げの昼寝して維駒
はじ

曲水やの巻︵五車反古︶

隣に趾よしうとめの声田福

八お断わりＶ

平成三年二月一日付︑﹁毎日新聞﹂︵関西版︶夕刊︑﹁井上

靖氏の計報に接して﹂辻邦生氏の文章より一部引用しまし
た︒

︵丹想︶
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第九回連句協会賞発表

第九回連句協会賞の選考について

行文字﹂﹁菟名日処女﹂の外は難解語なし︒﹁ふっと庖丁︑

獲物らの死︑愛は奪って︑黒髪﹂﹁懸けなほし︑積木細工︑

なくて黒衣の﹂辺り詩情豊かに近来の圧巻︒

﹁畑霞む﹂内田麻子捌︒新人らしい発想の句が横溢︒﹁い

つかピガール︑閨ねだり又要職︑上院の関﹂﹁五体投地︑年

○選考会は五月十一日︑大林︑今泉両副会長が止むを得ぬ

﹁昭和史は負ひ目︑思ひもかけぬ﹂と窯変ならぬ人生の転変

埣啄会﹁鰯雲﹂森三郎捌︒﹁恋文を︑都の手ぶり﹂と艶冶︒

号四代﹂等意外性も成功︒馬山人師も地下で莞爾か︒

所用のため︑欠席及遅延の裡に︑阿片︑宇咲︑国島︑土屋︑

を繰返した捌きの温容に秩父の例会は十人を超える盛況︒

選考委員長阿片瓢郎

宮下︑小林︑近松各役員の外︑各地理事出席の上熱心に討

無腸さんが在世なら舌に吟醸か︒

さ抜群︒

の黒子も︑つぶてとなりて︑坊ちやん猫の﹂等の短句の巧

松山連句会﹁野火猛れ﹂静雨捌︒零雨門下の古参とて﹁胸

議の結果別項の如く決定した︒予選委員各位の御辛労深謝
致します︒

優秀作︒獅子門﹁春の雪﹂国島十雨捌は九名の連衆の作
品︒﹁鑑塔﹂と﹁那比の宮﹂が難解の外は俗事が気取りなく

ひよどり連句会﹁夏の河﹂品川鈴子捌︒数字と片仮名を

梢々多用しながら︑次々と現代を活写して意欲的である︒

詠われて面白い︒今時の女性は徹夜麻雀も平気なら︑口を
とがらせてくちづけを待つのも女性︑簸鰊のような顔付で

少し落着きが欲しい︒

て提出して貰ったら如何でしょうか︒

願いし︑ゆっくり審査して貰い︑本選も文書で理由を付け

来年度からは年鑑の完成直後に予選委員を十名位早くお

深情︑長話で肝腎な用件をころつと忘れるのも女性︒村起
しに温泉を掘るのは岐阜だけでなく宝くじで外れてばかり
が男性と面白い︒

佳作︒海市の会﹁合歓﹂鈴木漠捌︒文音による三吟︒﹁蟹
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地方での地道な活動に光りを

選考委員宇咲冬男
昨年と同様︑予選委員の審査結果の集計をもとに︑選を

阿片瓢郎捌の﹁素麺﹂も上位で渋い佳品だが︑前に受賞

されているので推せんを控えた︒

佳作としては︑鈴木漠捌の﹁合歓﹄と中須賀畦月・渡部

伸居捌の﹁藤の房﹂と蒲幾美捌の﹃雛の日﹂と石渡蒼水捌
の﹁出漁﹂を推した︒

﹁藤の房﹄はウラまでを畦月が捌き︑ナオから挙句までを

句は捌きの作とすべきとの考えであるが︑十雨捌の作は〃獅

考の句を立句にした脇起歌仙︒私は原則として︑連句の立

一番評価の高かった国島十雨捌の﹃春の雪﹂は︑各務支

くれている人達の努力の結晶が協会賞候補にノミネートさ

や幾美捌の﹁雛の日﹄など︑地方で黙々と連句をひろめて

れた予選委員の努力にも敬意を表したいし︑こういう作品

がってなかなかの出来︒地味ながらの佳篇を掬いあげてく

伸居が捌いたためか︑ウラとナオに同想がなく付味もち

子咄″の行事の一巻ということであり︑こういう場合はも

れることはよろこばしい傾向である︒そして︑﹁藤の房﹂も

した︒

ちろん例外である︒そして︑用いられた立句が八今一俵炭

﹁雛の日﹂も︑ただ句を付けているのでなく︑付味や付句の

漠捌の﹃合歓﹂は︑文音ながら︑文音にありがちな︑言

を買はうか春の雪Ｖという味のある作品で︑十雨捌の識見

かをりなしＶ八藪騒の裾にころがる夏の月Ｖ八花の山桃太

葉の重くれもなく八菟名日処女Ｖといった︵髪を首までた

言葉を吟味している︒

郎らが繰り込んでＶ八口をとがらせくち付を待つＶ八鮫糠

らす乙女︶古語を用いるなど技も見せてくれた︒蒼水捌の

がうかがわれた︒作品は俳譜味十分で八外国の松茸とんと

のやうな女の深なさけＶといったように︑﹁月﹂﹁花﹂﹁恋﹂

﹁出漁﹄も文音ながら付合にとどこうりがない︒

うなひをとめ

ばかりでなく︑一句引きぬいても賞味できる句がいっぱい
あり連句の楽しさを堪能した．協会賞として推した︒
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選考雑感
選考委員國島十雨
予選者二十名の俎上にあげられた作品は︑数十点︑三点

二回にわけて五ヶ月ぶりの座らしく︑捌手が見逃しやすい︑

同字ではあるが欠点は欠点︒

﹁合歓﹂表三句は新鮮だった︒蟹行文字は神戸の人らしい

△△△

発句だ︒脇の瓦斯灯も詩性がある︒文音の癖は出ている︒

同一人の付けにそれが︒野も冷ゆる・客も去り・声もして︑

こうした助詞の甘さなどに︒俳譜は座を大切にしたい︒

ベルアップして来ていると見てよい︒これ等の作品に甲︑

から花へ︑﹁ナオ﹂坊ちやん猫の落ちし四階．：．：など嬉しい

りの︑真ン中で奇声を上げる人だかり︑御当所ぶりの鯰瓢箪

﹁野火猛れ﹂非常に流れのよい巻である︒﹁ウ﹂花前あた

乙をつけることは正直な話だが難儀なことであると思う︒

付けもある・今少し現代性の付けがあったらの思いが残る︒

以上を得た作品が十篇を越した︑その結果を見ても相当レ

彪大な量の作品を点検された予選者の御苦労に感謝する︒

﹁鰯雲﹂花の前後は俳譜性あり︑﹁ナオ﹂には嬉しい付け

化あり︑目を病めば十三夜月幾重にも︑は実があり︑心を

﹁素麺﹂恋に秋篠の宮を詠み︑その成婚を祝福した︒月に変

まないことも大事である︒

などの打越が一寸気になった点である︒捌きは加朱を惜し

が連続した︒発句の日と第三の月坂と山︑﹁ナウ﹂城と橋

△△

佳作とされた作品につき五十音順に依り寸感を述べる︒

打った︒

﹁畑霞む﹂恋は﹁オ﹂の方が面白かった︒序破急を踏まえ
ての付けである︒表の後半がいまひとつの憾あり︒
﹁夏の河﹂山口書子の有名な句に脇をつけての巻︑月︑花

△△

に風格あり︑吉野の陀羅尼助にも消費税とね︒﹁ナウ﹂には
意外性がある︒﹁表﹂月見の宴︑﹁ウ﹂花の宴は気になる︒
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表彰作品雑感

選考委員今泉宇涯

↑︿︸ブ︵︾Ｏ

﹁鰯雲﹄の巻︒新鮮の素材と表現の芸に深みあり︑付合の

間合いよきは面白く流暢によめる︒恋句佳︑月句︑時事句

然り︒山場をウ９〜ｕとナオー〜４に見る︒秀逸と思う︒

﹁野火猛れ﹂の巻︒ナオ７より８への転じ面白し︒花の句

２〜４︑山場とみる︒月の句︑三句とも下五にあり︑今一

二つとも可︒一句一句にリズムあり︑余情ありて快し︒ゥ

工夫ありたし︒佳作︒

次の諸点に重点を置いた︒

①二〜三回通読すること︒余り些事にこだわらず︑作品全

時事句︑可︒ウ略〜肥に山場を見る︒佳作︒

﹁畑霞む﹂の巻︒表六句から魅力あり︑通読してたのし︒

体を通読して面白く︑なめらかであること︒
②一句一句がよく練れて余情あり︑一句とその付との間に
適当な空間あり︑考えてはたと膝うっ如き場面あること︒

﹃素麺﹂の巻︒通読すれば軽妙にして面白し︒表六句の運

﹁合歓﹄の巻︒月︑花の定座三人にて適当に分ちたるは可︒

び軽くして︑裏以下と大差なく思われた︒月︑花の定座そ

③表は何といっても作品の看板であり︑貫禄あることは魅

﹃春の雪﹂の巻︒連衆多きに拘らず︑一人にて花の座二句︑

力の前ぶれである︒

量感を増すものである︒

月の座一句占めたるは不可︒素材竝びに表現やや古めかし︑

れぞれ変化あって可︒一句一句に余情あり︒佳作︒

④時事句は大切であり︑余情ある表現は作品に新鮮さを与

④式目的にも余り大きな反則のないことは連句の骨格に重

えるものである︒但し拙劣にしてぶつ切ら棒なものは頂け

﹃夏の河﹂の巻︒連衆の名前を見ながら一読して︑付句の

今少し新鮮さが求められる︒

⑤連衆少数にも拘らず月︑花の定座を一人で三句独占して

バラつきが多過ぎる︒おそらく一名は︑初心者と思われる︒

ない︒

いるものあり︑取らず︒連衆の均衡を考えることは必要で
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こうゅうとき︑捌きは連衆のなかにとび込んで収拾する
ことも︑必要ではなかったか︒

それにしても︑月︑花の定座をひとりが独占したのはひ
どかった︒しかも︑月の宴︑花の宴と同想同字は不可︒佳
作に程遠いと思う︒

︵附記︶よんどころなき所用により遅刻した為︑順位は審
査会の決定に従った︒

連句専門誌

連句研究

三七三七八番

二三一

︵送料共︶

誌代一年分二︑○○○円

振替口座・東京七

連句研究会

〒狸埼玉県新座市石神−１五九阿片方

連句と俳句︵月刊︶

〒姉兵庫県西宮市二見町一四

︵月刊︶

誌代一年分八︑四○○円︵送料共︶

振替口座・神戸二 六四○九番

岡本春人

俳譜接心
主宰・宇咲冬男

座の文学としての俳句・現代連句の実践

あした

九七一三八

六ノ三四ノ四○三

あしたの会振替・東京五

発行所〒川東京都北区豊島四ノ

誌代孝蓉杷羊唾叩叩叩︵送料共︶
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’

容の変化と深浅︑抑揚︑流れくらいしかとりあげられない︒

そこで捌手に期待するのは︑

の差異もあるだろうが︑基本的には蕉風を承け︑また個別

連句Ⅱ俳譜之連歌︑と諒解し︑かつ式目の細部には多少

コナガ︶に折り︑さらに縦三シ折りして︑昔の形式を踏襲

を提唱する︒因みに筆者は平常の興行にも半紙を横長言

通し番号でなく︑ウー︑ナオー︑ナウーのようにすること

審査雑感

①まず序破急を念頭におくこと︒従って︑もっとォ︑ゥ︑

ナオ︑ナウなどを意識することの重要さを強調したい︒そ

の作品については他の評に譲り︑ここではこれからの連句

している︒

選考委員大林杣平

作品の向上と改善のよすがとなるように︑審査しながらの

②付句に季移りを活用すること．一般的には季句と雑句

れが自然に感ぜられるような便宜の手段として全巻一連の

所感の一端を歌仙を中心にして述べることとする︒

の席で連衆は勿論︑捌手までが表を片手に進めている︒こ

成順序を一表にしたものまでが添付されている︒連句興行

引書の殆んどが初心者向に書かれ︑さらに︑三十六句の構

厳しく禁じているとか︒そうした噂に即応せんがためか手

生などは﹃連句をやると俳句が下手になるからやるな﹄と

連句はむつかしくて入り難いとか︑ある高名の俳句の先

らず総べて﹁賞美﹂の意味を表現するために花なる語を用

来さくらを吟ずることが起りらしいけれども︑さくらに限

③正花の活用︒花句は春だけに思われているらしい︒元

連衆も運用し易くなる︒

仙のように短い巻には季移りの活用によって捌手は勿論︑

受けられるが︑これでは変化の妙が出てこない︒特に半歌

句として他季句︑即ち季移りは全く考えていないように見

を適宜または交互に混ぜて進め︑季句から直ちにそれの付

れでは何の変化も見られず︑読んでいてもなんとさびしい

いる︒これを﹁正花﹂と言い︑花の定座に用うる︒故に夏︑

一型を破った作品もがな

ことよとっくづく感じた︒全体の構成︑序破急としての内
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秋︑冬にそれぞれ正花がある︒さらに﹁雑正花﹂さえある︒
ておく︒

たものであるから︑これはまずいと云われたことを附言し

︵原稿到着順︶

これをもっと活用すれば︑巻全体の運びに変化が出来て面
白くなる︒若干を例示すれば︑

舂正花ｌ挿の花︵カザシノハナ︶︑花鳥︵花鳥調詠などの
花鳥︶

若葉の 花︑花莫産︑花氷
夏正花１余花︑若
秋正花ｌ花火︑花角力

一う弓一

冬正花ｌ帰り花︑花足袋︑餅花

Jノ

雑正花ｌ花もみぢ︑雪月花︑花嫁︑番茶の出花
筆者は平成二年の松山国民文化祭の審査で佳作に採った
巻に﹁雑正花﹂ があった︒

二脇起跨
についての留意点
脇句は発句に対し季は勿論︑所︑環境など総べてが同じ

△◎

画

であるべきことは誰方もご存じであろう︒今回の作品中の
脇起︵ワキオコシでなく︑ワキオコリと読めと教わった︶
は全部が現代だから問題ないが︑時代の違う発句には留意
の要がある︒連句年鑑の某年版で芭蕉の発句に対する脇起
で︑小綬鶏が脇句に用いられていたことを筆者の師匠は指
摘しておられた︒小綬鶏は明治になってから日本に入来し

雪

蕊1

第九回連句協会賞
人岐阜・獅子門ｖ

脇起歌仙﹁春の雪﹂
國島十雨捌

今一俵炭を買はうか春の雪各務支考

宝くじにはいつも外れる

ナォ終点とゆり起される目借時

口をとがらせくち付を待つ

ぐっと引く浮子に胸ををどらせて

履いて冷たき後朝の靴

鮫鱸のやうな女の深なさけ

村起し非媚温腺を掘る岸一

創生のばらまき予算一億円

枕上み牛が尿する後の月

那比の宮﹁常縁﹂の碑草むして梅田双
行脚のわらぢ脱げるあばら家

停年の垣繕ひにとりついて伊藤白雲

とぎれｌ︑にっづれさせ鳴く
ナゥ大小の竹刀構へし案山子立ち

梅まだ固き山の鑑塔國島十雨

ドームにて見る月面の様変り尾藤静風

長話用事ころつと忘れけり

ことし早くも渡り来る鶴近藤寿仙

あとしばらくでレールバス発つ

平成元年三月五日首尾︵於・獅子庵︶

刷毛かけられて跳ねる若駒
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ほうろく灸に誘はれてゆく唐渡北勢子

ワ外国の松茸とんとかをりなし雲

花古木あまた支柱を従へて

姥ざくらとて頬紅をうっ勢

油で揚げし母の煎餅

試みに作りて送る相間歌風

お茶を濃くして徹夜マージャン高木和子

思案のほかと瀬戸内の旅雨
源平も天下分け目も水の泡風

藪騒の裾にころがる夏の月仙
背丈ほどある蛇のぬけ殻〃

すつぽんぽんになって気がつき風

幻の五百円玉守り神和

っぽの田楽地酒たらふく春日井朱雀

花の山桃太郎らが繰り込んで雨

勢〃雨ノノ和悟仙雨勢十悟〃勢雨仙雨勢雲

第九回連句協会賞佳作
八松山・松山連句会ｖ

歌仙﹁野火猛れ﹄

ちはや真白き緋袴の巫女

ナォみかへれば遙かに遠く毒りて

勿体なく納め盃仲人へ
胸の黒子も御存じの筈

古式を伝ふ寒の水泳

針灸を始めてすでに十余年

しん／︑と雪しん／︑と降るばかり

待望の家もうかつに建てられず

消費税とはややこしき税

松永静雨捌

野火猛れわが少年の日の色に松永静雨

坊ちやん猫の落ちし四階
乾坤を鎮めて青き後の月
疑惑が疑惑よびしうそ寒

果つるともなき談義なりける宮内竹仙

つぶてとなりて消えし馬鹿烏

ナゥ大籠に一荷の茱萸をこぎためて

やつとけじめをつけてくつろぐ

おはじきをさばきて小首かしげたる

千歳の花散るとなく散りはじめ

平成元年二月二十四日首尾︵於・梅之家︶

くるくる廻る春の絵日傘
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接木の台を掘りし穴とも寺岡情雨
白魚の酢物肴に酌み合ひて西原杏花

島影に島重なりて月今宵静
にはかに声を落す馬追情

ゥ障子貼る手つきもなれしカナダ人花

いうに腰までとどく黒髪仙
怒ったりすねたりつひに泣きもして静
からつと晴れて聟ゆ大山情

いっきに走る水茎のあと井門可奈女

名物の蕎麦の味さへ懐かしぐ花

城門の古りしがままに夏の月仙

胄龍刀を自由自在に静
真ン中で奇声を上げる人だかり情
御当所ぶりの鯰瓢箪仙
翁のホ句も暖きかな静
花万朶湖にうつれる浮御堂女

女静仙女情静仙情女情静仙女情静仙女情

海市の会ｖ

第九回連句協会賞佳作
人神戸

歌仙﹃合歓﹄
かいかうもんじ

合歓咲くや蟹行文字坂のまち
倶楽部のかどにほめく瓦斯灯

結ぶ水のみ透きとほりける

ナォ来し方もゆくても霞む世紀尽

っぶら瞳に映ゆる夕焼

生れ出でてすぐと獣の立てるかな

独り住ひのたまの沈香

梧桐揺る風草笛の音を運ぶ
鈴木漠捌

地掴鮎猴少弥如き土地の名を拾ひ

岩にひっそり秋の草の実

積木細工の夜々過ごしつつ

懸けなほし組みなほし恋流れ橋

菟名日処女の面をこそ思へ

月あかりなくて黒衣の人ならん
漠

鈴木漠
原田昌雄
永田圭介

ナゥ父母在す部屋暖かくいとど跳ぶ

言葉途絶えて滝れる珈琲

日冒

圭

秤錘唾蓉綜朋一↓申諾︵文音︶

花挿頭す童の歌に聴き惚るる
山うららかに谷の湯けむり

病瓠丁と指すへんろ道

いつかしら見分かい顔になりもして
日日

漠

漠

圭

日日

圭

日自

漠
圭

日日

漠
圭
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少年の少女めきたる声もして
汚れを知らぬ者のいたづら

白露百珠に野も冷ゆるなり

有明に飛行機雲のなびく月

ふっと庖丁とぐ手休める

ゥ馬肥ゅと鄙の友より便り来て
獲物らの死を忌むごとく時計鳴り

疾風となりて猫の戯る

愛は奪ひて惜しむことなし
黒髪を夢のふり投げかける床

見の限り冬浪寄るよ月の下

無人の駅に注連かざりけり

白く息吐きて眼を閉づ客も去り

懇ろに拭く名物の碗
弓忘れ果つ郡郭の春

大いなるうつぼを花の吹き溜めて

昌圭漠昌圭漠昌圭漠昌圭漠昌圭漠昌圭漠

第九回連句協会賞佳作
人新座・連句研究会ｖ

歌仙﹃素
素麺や昼の文楽見て戻り
麻ののれんの揺るる町角

阿片瓢郎捌

飯沼三千古

阿片瓢郎
山田章子
志甫江美子

一一一

章
江

畑村春子

思はい出合ひドラマめきたる

春

世にはやされて髭の殿下と
とまどひし婚約つひにピリオッド

寒月高く響く靴音

一日の疲れを癒す薩摩汁
はっと驚く影法師なり
あらためて鏡をのぞく太り過ぎ

船旅ばやり春の観光

春

一一一

江

垂早

春

江

一旱

品のよきポシェット下げて目白駅

ゥ釦ひとつ探しあぐねて秋逝かす

小舟の蔭に浜菊の白

上げ汐に貝の眩き月今宵

囲碁番組をいつもかかさず

ペン使ひ左ぎっちょの女ゐて

&＝＝

夕べの鐘のわたる大和路
はらはらと七堂伽藍花の雨

孫子に残す伝統の技

ナォ四月尽くお六櫛買ふいとまあり

又創刊の週刊誌買ふ

意外なる批評家の言さまざまに

微笑おくる夕焼の雲

秘めし仲盗み撮りされ夏渚

望郷のフィリッピン妻片言に

行方は知れず高齢の国
政界の世代引退続きをり
水量増えし広瀬川なる

運動会のテン卜紅白

目を病めば十三夜月幾重にも

ナゥ悪童の渋柿めがけ石を投ぐ

思ひ出話さしつさされっ
氏神の絵馬の剥落甚だし
天狗の足駄参道を行く

亀鳴く池の太鼓橋なり

明日も晴花空の星まばたきて

平成元年十二月十二日尾

平成元年八月二日首
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麺

江章春三章江春三章江春三章江三春江章

第九回連句協会賞佳作
人東京・東京義仲寺連句会芭蕉庵の会ｖ

歌仙﹃畑霞む﹄
内田麻子捌

川上の山から霞む畠かな小林しげと

蛇穴を出でゆらぐ草叢川野蓼艸

春惜しむ窓にイーゼル寄せかけて井手樺晴

漫画立読余念なき子等中島まさし
弦の月街灯ともして鈍色に内田麻子

探しあてたる残菊の家浜本青海

話は何時かピガールヘ行き久木田朱美子

ゥ木のもとに酒も肴も肌寒く石飛千可良

閨ねだり又要職を棒に振り晴
越すに越されぬ上院の関艸

命樽さびれし磯に朽ちるまま晴

風の涼しく通る民宿と
年号四代一身にあり晴

夏の月五体投地の僧照らし海

国の内外続く誘拐良

これはまた在らずもがなの刀掛と

障子に映るてふてふの影晴

夢うつつ黄泉のくにまで花筏艸

ナォ干鰈目刺し干鱈白子干し

手ぐすね引いて碁仇を待つ晴

天狗とは言っても烏かあと鳴きと

分って居ても編されてゐると

留学の子の便り絶えたり良
荒波の珠洲の生れと雪女艸

新装なりし古き常盤座し

ちょっと待ってＣＤの音高くする朱

ゆっくり首をあげよ起重機と

どの家もそれ相応のタブー持ち晴

爺と婆孫をはさんで月の道し

天皇陵はいま虫時雨艸
日がな野球に遊ぶ弟し

ナゥちやぽ追へぱ雁来紅に紛れけり海

ぼろ市に臼のっそりと置かれたる艸

平成元年三月十二日首尾︵於・関口芭蕉庵︶

横浜ナンバー渡る踏切朱
江の島の弁天詣花の昼麻
幕の中より飛ばす風船良
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第九回連句協会賞佳作
人寄居・埣啄会ｖ

脇起歌仙﹃鰯雲﹂
分校の屋根に入る日や鰯雲

毒の頬なで風渡りゆく

ハヤシライスが又好きになる

ナォ春塵を払ひてくれし古本屋

思ひもかけぬ壷の窯変

昭和史は負ひ目の多きことばかり

打ち打てど綾の鼓は鳴らぬもの

助手兼帯の妻は汗拭く

夕顔の算盤塾の灰明り
森三郎捌

明くるが怖き恋の葉隠れ
拍動がブラウン管の波形に

お百度石に凝りし物音
月天心瀬戸大橋は渦の上

石沢無腸

森三郎

また皇き初むる町の春の灯

重々と花枝垂るる無人駅

ドナウの河は水ぬるむらし

舌にまるばす吟醸の酒

リズムを持たぬちちろさび行く
ナゥ城崖の崩れに野菊ゆらぎっ畠

佐伯茂子

町田節子
柏原和宏
真下草笠
柏原知子

笠

また聞きの野鳥の名前メモにして

何年ぶりの遊山旅立ち

坂本純子

拝輯一睡辱机胆一頭窪︵於・佐伯茂子宅︶
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揺れをさまりて黙すコスモス
月掲げそば味噌独りたしなみて

角巻重く急ぐ坂道

山並の稜線尖り寒坐る

茂男笠郎

郎

恋文をたシむかに蝶翅閉ぢて

ゥ町医者の訓へ律義に守りっ勢

都の手ぶり匂ふ黒髪

宏
恒
杉野弁一郎

堂塔の影をひたして湖昏るる
過ぎこし方は返り見もせず

川

市川美代子

光

涼しさは月の峠の休み茶屋

夜泣きする児に風鈴の音
長官が不徳を妻に謝りて
闇の作りし政界の地図

仔づれの猫は痩せてしなやか

執心の果てなる鬼の花無心

石

郎笠知弁宏節笠美恒茂宏美恒茂郎笠知節

第九回連句協会賞佳作
人神戸・ひよどり連句会ｖ

脇起歌仙﹃夏の河﹄
夏の河赤き鉄鎖のはし浸る

品川鈴子捌

金田美恵子

アォ揚舟の權の雫もぬるみたり波

帝釈天へ人途切れなし高
測候所員今はタレント高

思ひきや団地住ひの三十年波

大原の野に渡る涼風岡田麗

無農薬夏大根の繁り様波

個展を開く出戻りの姉高

コーヒーを待つ問も指をからめゐて波

ガキ大将四十を過ぎて思ひとげ麗

／ゥ色烏の森へ入りゆく探烏会波

かけら持てくる伯林の壁波
天心の月にガチャリと販売機高
残す一つの柿を決めかね〃
過疎の村にて駐在も留守高
″

歩道より手をあげている車椅子波

土星火星とひくく連なる〃
鬼棲みし山と思へず花の雲高
″

漁
高
漁
高

平成元年八月二十二日首

ヘリコプターに風光るなり波

︵於・産経学園神戸教室︶

平成元年十二月五日尾
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山口誓子

波

浜田漁子
山照高雄

小

高き梢に鳴く油蝉

ゥヰンドの硝子に映る姿見て
園児募集のビラを貼りをり
本陣の月見の宴もたけなはに

犬が歩けば蝮跳び越ゆ

ゥ蛸壷に丹精の菊挿し入れて
煮物を焦がす思ひつめては

三連水車夜も止まらず

〃高〃留〃 ノノ 〃 ノノ

宗匠の男手前に惚れるなり

消費税含む吉野の陀羅尼助
一円玉にポケットが脹る
寒行の僧佇っ街を月照らす

聖樹きらめく垂直の壁
救急車隣の門に止りたり
たたみにおちし白き折鶴

卍巴の蜷の道筋

外人も子を連れてくる花の宴

林

第九回連句協会賞選考経緯

﹃年鑑﹄所収作品は結社により多少があるのはいけない︒

これは審査の際︑不公平だから是正すべきである︒︵Ｆ︶

細かく見ようとすればする程難しい︒︵Ｇ︶

◆予選は協会常任理事・理事計二十二名に対して平成二年

を中心にして行われた︒もちろん常任理事・理事ら十九名

開催の役員会の席上︑会長・副会長・理事長ら五名の委員

連句協会賞事務担当

版﹁連句年鑑﹄所収一九二篇を対象に︑その中から五篇︵よ

も同席した︒

◆最終選考は平成三年五月十一日︑東京都北区赤羽会館で

いと思った作品に◎印︑次によいと思った作品に○印︑他
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予選結果一覧表の中から主として八篇について検討を重

ね︑結局﹁春の雪﹂が連句協会賞に︑﹁野火猛れ﹂﹁合歓﹂

は＊印︶の選出を依頼して︑選者十九名の回答を得た︒そ
の結果が︑次表である︒この表に基き◎印乃至○印の付け

﹁素麺﹂﹁畑霞む﹂﹁鰯雲﹂﹁夏の河﹂の六篇が同佳作として

れは﹁年鑑﹂所収全作品の三十三・三パーセントに当る︒

ちなみに予選委員により選ばれた作品は六十四篇で︑こ

決定した︒

られた作品を予選通過とした︒
予選委員からは︑傾聴すべき感想を頂いた︒その中の一
部を左に記す︒

C

詩 情豊かな作品を選んだ︒ い づ れ
一読︑渋滞感のない︑詩

…

も甲乙付け難かった︒︵Ａ︶

E

へ

月︑花︑恋
恋の
の展
展開
開を
を重
重占
点 に選んだ︒︵Ｂ︶
耳で予選︑その箭に残った作品を選んだ．

、画一〆

品四
を選ぶ︒︵Ｄ︶
一気に巻かれたような作ロ

選者は固定すべきではない︒
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回顧

連句界の動向
宇咲冬男

が表彰された︒記念講演は井本農一氏の﹁連句私見﹂︑現代

連句への提言が連衆を感銘させた︒参加者百五十余名︑俳

席二三組の盛会であった︒記録集﹃俳譜蓑山集﹄︒

○第九回全国連句大会は六月二十三日︑芝増上寺にて︑有

馬朗人氏の﹁漱石と寅彦の俳句と連句﹂講演後︑一六○名．

二七組にて興行︒式後懇親会︒連句功労者として初めて暉

峻康隆・宇田零雨氏が表彰された︒また優良図書の表彰は

○連句協会石川県支部結成発起人会が三月十一日開かれ︑

昭和連句集の進め方などの話題に及んだ︒

四日行われた︒会長はじめ二六名が出席︑国民文化祭参加︑

句大会も三年十一月に開催予定︑千葉県支部が結成された︒

念博物館大講堂で盛大に開催︒第六回国民文化祭ちば︑連

○第五回国民文化祭愛媛加連句大会は十月二十日︑子規記

︵別所真紀子捌・風信子の会︶の四篇に決まり︑表彰された︒

茨の会︶︑風花︵真鍋天魚捌・東京義仲寺水分会︶︑龍の髭

別所真紀子の﹃芭蕉にひらかれた俳譜の女性史﹂︒優秀作品

今泉宇涯・宇咲冬男各副会長と土屋実郎常任理事が出席︒

■協会以外のことがら

の選賞は元年版連句年鑑掲載作品より協会賞・ゆく春︵小

■主な連句協会の事業

○都主催・東明雅氏による連句講座と公開連句会が十月︑

連句懇話会から連句協会へ発展して二年︑他の俳壇や海

○文化庁主催・国民文化祭埼玉籾協賛連句大会は︑次の愛

外にまで現代連句が注目を浴び︑順調な歩みを重ねている︒

媛国民文化祭への正式参加の助走として重要な意義をもっ

迎賓館で行われた︒また伊那にて四月︑根津芦丈師の二十

林しげと捌・都心連句会︶︑佳作・子規山脈︵近松寿子捌・

て︑元年十月十四︑十五日︑秩父の皆野町で行われた︒大

三回忌が修された︒

○協会の事業運営に関しての意見交換会が︑元年十一月十

会に際して︑前句付の応募作二千余句の中から︑優秀付句
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ビにて暉峻桐雨・草間時彦・宇咲冬男・佐々木柳女氏によ

○一月八日から十一日の四日間︑昨年に続いてＮＨＫテレ

十月︑丸の内画廊で披露︒

○斉藤吾朗氏によって﹁連句のすすめ﹂が作詩作曲された︒

津則雄氏の﹁連句と私﹂の講演と歌仙興行︒

○十月二十二日俳譜時雨忌︑東京グリーンホテルにて︑粟

賞︑個人では主宰國島十雨氏が受賞︑祝賀会が行われた︒

○十月八日︑岐阜の獅子門は団体として県の芸術文化奨励

︒﹃八十年のあゆみ﹂東北の連句︵北陽社︶

■連句関係の出版物

○九月十四日︑第二回全国連句新庄大会興行︒

○八月八日︑郡上フェスタ歌仙興行︒

の三篇が佳作入賞︒

に関する論文を募集︑松村武雄︑福井隆秀︑別所真紀子氏

○﹁連句研究﹂創刊十五周年記念特集号で連句の式目と鑑賞

者から反響があり︑連句に興味を持たれた︒

国づくしの冬男立句の﹁蘇堤白堤﹂の巻は︑中国側の出席

．﹁続風狂始末﹂安東次男︵筑摩書房︶

り半歌仙﹁年新た﹂の巻の実作風景が放映され反響をよん
だ︒

○二月二十六日︑俳人協会総会において︑連句協会会長阿

磯直道編﹁草茎脇起歌仙﹄刊行︒

︒﹁二十世紀は米寿錦﹄窪田薫︵冨岡書房︶

︒﹁武玉川を楽しむ﹂神田忙人︵朝日選書︶

．﹁連句文芸の流れ﹂桜井武次郎︵和泉書院︶

．﹁宗因独吟俳譜百韻評釈﹂中村幸彦︵富士見書房︶

片瓢郎氏が名誉会員に選ばれた︒

．﹃芭蕉にひらかれた俳譜の女性史﹂別所真紀子︵オリジン

○﹁草茎﹂は増刊号にて草茎歌仙五十三巻を一挙掲載︑なお

○四月七日付東京新聞掲載の暉峻康隆氏の文章﹁連句のす

○四月二十九〜五月三日にわたって﹁中国和歌俳句研究会

．﹁平成元年のモザイク﹂窪田薫︵俳譜寺芭蕉舎︶

︒﹁俳句・連句療法﹂飯森・浅野編︵創元社︶

出版︶

成立大会﹂に訪中団の一員として参加した宇咲冬男捌きで

．﹁定本岡本松濱句文集﹂岡本春人編︵富士見書房︶

すめ﹂は反響大で︑連句のＰＲに貢献︒

途上中巻いた金子兜太副団長立句の﹁養蜂家族﹂の巻︑中
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﹃連句のこころ﹄岡本春人︵富士見書房︶

■変更その他
○岡本春人主宰の﹁連
句句
﹄
﹁連
か つらぎ﹂は二年一月より改題し
て﹁俳譜接心﹂となった︒

○八戸俳譜倶楽部は一月二十七日の理事会で十六代星霜庵
池田風信子死去に伴い十七代に関川竹四氏襲名を決定︒
○名古則子氏は三月三十一日︑三世清水瓢左氏の位をつぎ
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松濤軒四世を襲名︵都心連句︶︒

■物故者清水九璋氏Ⅱ九月二十一日︑病没︒青柳よし宏
氏︵あした連句会︶Ⅱ十二月二十九日︑病没︒高藤馬山人氏
︵連句協会名誉会員︶Ⅱ八月十九日︑病没︑八十四歳︒氏は
東京義仲寺連句会主宰︑人生百般を活写するためには歌仙
形式が佳しと生涯崩されず︑長年時雨忌を修された功績に
敬意を表する︒以上の方々に謹悼︒
︵俳句研究年鑑虹年版より転載︶

国

−

作

̲邑一
叩口

ｌ連句グループ五十音順Ｉ

八松山・藍の華連句会ｖ

歌仙﹃子燕﹂
鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

松商制覇高校野球

ナォ勝鶏の勝ざま人の間に覗き

さいねやほうけ連発をして

ふるさとのファン集まりおしやくりし

張り切って穴子を焼いて鮓をつけ
みやこ

いつしか思ひつのりつのりて

熊野古道に茶店古りたる
洛落ちせし姫様をお守りし

ふところに窮烏入りて泣きじやくり

一トしきり子燕啼きし閑ヵかな
白方筍子

唇吸ふてしっかりと抱き

降り続きゐる雨半夏生
井門可奈女
洞

月光ゲに崩れ初めたる踊の輪

端よりし甚平の背のくぐまりて
だだこれる児をあやし宥めぬ

奉示

明るき縁に雑布を縫ふ

あや

一︾礒朋一毛計叩霊︵於・松久庵︶

戸へ

筍

陣取った莚に花見菫を提げ
秤

−．垂一

ガラス窓月の城山澄みわたる

二百十日も静かに過ぎて
洞

このごろ時に息ぎれのする

柱に古き忘れ扇ょ

筍

冬の朝雀のありく戸樋の中
筍

ナゥつぎつぎと新盆見舞重ねられ

剥げたる眉を隠すきぬぎい

ゥ落柿舎の主ジ去来の忌日なり

洞

奈

奈

もみ

遠ざかりゆく沓の音する

紅絹裏をちらりと見せし流し髪

雲鶴模様美しき紀子様

緋織る手許の文のなつかしく

奉示

洞

蝶の舞立っ門の茅葺き
筍

洞

月天心雪の離宮の寝静まり
山茶花咲ける築山の下夕
久々に鎮守の社ロ訪ね来て

狛犬唖ふ玉を見上ぐる

筍

岑示

三々伍々に摘草をして

陽に映ゆる川面ただよふ花筏

筍洞奈筍奈洞筍奈洞筍奈洞筍奈洞筍奈洞

八仙台・青葉城連句会ｖ

佐藤ちよ子

佐々木志遙

歌仙﹃片陰﹄
片陰に処を得たり小物売
小野寺妙子

小野寺妙子捌

行く人もなく揺れる風鈴
鈴木文男
長田雅道

見覚えの顔思い出す車中にて
選挙ポスターみんなにこやか
野の草のうるおうまでに月の照る

遙

福田けい子

ナォ田おこしを種まき法師うながしてち

いとも気軽になれた手付きよ遙

カシュガルのペルシア絨鍛織る娘男

懐にある熱き合鍵妙

轟ける花火に託ちしがみつくけ

般若心経ひたすらに書きち

たかぶりの手にあらわれし筆の跡遙

港見下ろす丘の碑男

旅土産南部鉄器のずっしりと妙

帰国不如意の湾岸情勢け
落し水らし音の障りぬ遙

寝苦しき残暑の月のいまいまし男
妙

小言聞く悴あぐらで親正座男
声を荒げしあとのむなしさ遙

篭の虫にも夜は長々し

ゥ抱き寄せて肩の小さき秋袷
秘めし思いを占いに賭け
若き日の父の遺せる文の束

道

花びらのピンクに燃える樹の生命け

男

ち

平成二年六月二十日首

平成二年十二月二十七日尾

︵於・宮城県立盲学校︶

伊達家由緒の庭のうららか妙

漢方薬の効き目まだまだ妙

ナゥ境内の瓢箪熟れて子のまるきち

ちり紙交換高きボリューム
雑草の伸びるにまかす分譲地

け

ち

一億円の宝蕊出る

妙

夢果たされぬ裸木の町

熱燗で語り合いたる宿の月

道

男

努力実りし鍼灸免許

東欧に発ちて貧者の一灯を

け

遙

引越の荷に春風の吹く

就職を母に知らせる花の頃
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八東京・あした連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁若草や﹄
若草やみなしなやかな仏の掌

宇咲冬男捌

沢田乃芙子

宇咲冬男
関根雪子
近藤参平
栗原きよ
野口清子

遠足の列っづく山道
鶯の声が扉を開かせて
宝石箱の棚に眠れる
落ちくる水の澄みまさりゆく

四次元の月の光のきらきらと

清水うた子

壼三

ゥ神官の菊を捧げて菊祭
人形焼に人だかりして

栗原英甫

幸ヨ

冬﹃

奇抜なるブランド趣向よく似合い

参

ほとぼりさます酒の苦さよ

媚態でねだるゴールドカード

待合で精神科医の二枚舌

シフ

き

幸三

乃

冬の渚に雪沓の泣く

お百度を踏んで帰りし月凍てて

自転車こいでまとう春風

赤い毬ころころころところげいる

シつ

清

ふるさと色の大き草餅

花の香の胸の中まで舞い込み来

ナォ童顔のガキ大将は社長さん雪

泣く女もあり妻は喜ぶ乃

世界の名画ひとり占めしてう
落とし穴麻薬に狂い中毒死参

かかわりもなく雲の流るる雪

弁護士といつしか深い仲となり冬

炎昼の休耕田のひび深く清

ダリア・サルビア咲きて暹しう
蟻の塔踏んでしまいし悔を抱き冬

義足のうずく戦場の傷雪

秋の色して裏返る浪情

サイパンの洞窟照らす望の月参

風の立ちたる庭先に佇っき

ナゥ彫金の手もと狂わす不意の鴫参

婚約に結婚ラッシュみなニュースう

春の日傘の淡き彩あい英

花の陰衣紋を深く抜くひとよ乃

平成二年四月十二日首

京の言葉のまこと暖か執筆

︵於・熊谷市・ニットーモール文化教室︶

平成二年六月二十一日尾
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八東京・あした連句会その二Ｖ

歌仙﹃烏帰る﹄
木暮万里子捌

三澤津乃

木暮万里子

机辺に匂う卿叺水仙

鳥帰る綴りきし日の反古ならず
岩上千枝子

山峡流る川の情らか

のびのびと遠足の子ら歌うらん

蓮見林
小岩秀子

しびれるほどの熱き唇づけ

眠りいし葡萄酒ふいに覚まされて

ワ巴里に在る留学生に深む秋
百億超えてゴッホびっくり

林

千

律

万

和

中和枝

憧れのシャネルの五番まとう肌

宇咲冬男

忘れ扇の置かる床の間

名月のお点前の座に端然と

旧き写真は美しきまま

散りしきる花のトンネル抜けて花

虫歯なだめて社長ドライブ

ふる里の蕎麦まんじゅうを頬張れる

白き大蛾の体む仏殿

林

千

秀

和

以

小久保以久

涼やかに時にあやしく夏の月

麗らな空に雲のぽっかり

自殺名所と言わる崖千

ナォ島陰にするどく聴こゆ海女の笛律

謎解きの素人探偵わくわくと和
猫に追われてころげ出す毬林

毛糸編み浮世の波を越えてきし秀

父知らぬ身に冬が癌けり冬

齢の差は愛があればと抱き合い以

夢かうっっか夢のまた夢万

さよならと書かれてドアの閉ざさるる千

曠野をひたにディーゼルで馳す律

哀歓の鎮もり二十三夜月林

音もかそけく木の実落ちたり和
ナゥ水澄みて魚の影のっと早く林

玉砂利を踏み深き神苑千
紫の守り袋のうす切れて秀

互に語る長寿の秘訣律
天地息づく情明の節以

祝吟の詠み継がれいて花万朶和

平成二年三月八日首

︵於・熊谷市・ニットーモール文化教室︶

平成二年五月十七日尾
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八東京・あした連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃巫女埴輪﹂

甦りくる野遊びの事

亀鳴くや乳房なくせし巫女埴輪

大志を抱き刈り上げし髪

暮れかぬる図書室にまだ教師いて

いちもく散に登る坂道

沖をゆく船はま白に望の月
まるめるの実の砂糖漬なり
ゥ雨の鴫おくれ癖つく古時計

炎天の下交す接吻

ぶつかりし肩に思わず手を廻し

またしても採石跡の陥没す

斉藤八千代捌
斉藤八千代
桜沢マサ枝

清水千代子

柴崎絢子
川岸冨貴
西原岩子

マ

山司英子

一畠

絢

千

四石

苦労なければ楽しみもなく

英

形身となりし綿入羽織

一邑

山石

うだつ

月凍る椀あがらぬ家に棲み
もん

英

マ

八

唯されていシ気呑みする調子者

ドレミファソラシドシラソファミレ

蜂の尻花から花へ移りゆき

まだ立ち話つづく春昼

桶屋の悴弁護士となる絢

ナォ抜け参りあしたはあしたの風が吹く千

男が料る鞍糠の味八

挨拶も時間のうちと銭勘定冨

可愛さの果のＳ・Ｍ切炬燵〃

音響かせて飛ぶ救急車冨
冷房中の札を掛けたり絢

街暮し隣同志で顔知らず千

京の寺夏経に門の開かれてマ

どこまでゆくかペレストロイカ岩

し
峰の月高に西
風の吹き荒れし後絢
蘆刈る人の見えっかくれっマ

ナゥ冷まじや土蔵の鍵の重きこと英

耳朶にのこれる母のお小言岩

宿題の雑巾ちくちく赤の糸千

仔猫はすぐに外へ出たがり英

世界一大きな花を花博で八

時の流れを思う釣釜宇咲冬男

︵於・熊谷市・ニットーモール文化教室︶

平成二年四月十二日首
平成二年六月十四日尾
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八東京・あした連句会ｌその四Ｖ

脇起歌仙﹃菖蒲黄に﹄
諏訪悟山捌

高橋たかえ

宇咲冬男
諏訪悟山

菖蒲黄に踏みしめいるは蘇堤かな

歌人俳人亭ける薫風

た

代文子

榛原邦子
白根順子

新聞の見出しのおどる藤の椅子

主がおして猫のあくびす
石庭に月蒼々と昇るらん

芸術祭にいどむ学生

天井も窓もこころも真四角に
かりそめの地をさやぐ熊笹

アイドルを目指す少女が変身す
カーテレホンでささやける愛

順

た

邦

文

邦

月冴ゆるみずうみに鶴凍てて佇ち

文

北の果から酒を下げきて

ゥ笑い茸わらいながらに死に至り

寒の土用に株暴落す

″

小熊廣見

邦

た

順

子煩悩肩ぐるましてよろよろと

更に延びたる平均寿命

深閖と北京の夜を花の雨
一年ぶりに草餅を食ぶ

ナォ平成の世も慕われる虚子忌なり順

無器用なりに吟行の旅た
砕け散る東尋坊の涛の白邦

涼しき風になびく長髪邦

死にそこないて弥宜にさとさる文
ためらわず振舞水をぐいと飲みた

君の瞳に僕が映って文

ゆったりと巻きたる帯の解けやすぐ順

飛び込みし胸の刺青龍の顔た

梨剥きながら昇進を祝ぐ順

トランプ占いはやるこの頃邦
転勤のなじまぬ部屋の月明り文

ナゥ爽やかに娘を連れてゴルフ場た

山を見上げてほっと息つく文
もくもくと埴輪繕う古き卓邦

掌にぬくもりの伝う啓蟄順

花見客雄子ヶ城趾に賑わいて悟

睦みて語る春のともしび文

︵於・熊谷市・ニットーモール文化教室︶

平成二年五月十七日首
平成二年七月十二日尾
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八東京・あした連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃ほととぎす﹄
柚木治郎捌

木暮万里子

柚木治郎
角田双柿

ほととぎすしのび啼き来よ茶笑塚

風薫らせて前栽の松

汐騒を聴きっ名月仰ぐらん
寝ネ早まれるうそ寒の村

阿部朝子

山崎一不一号

白根順子
加藤光樹
諏訪悟山

鯛を盛りたる赤絵大皿

晴れやかに叙勲の写真撮られおり

カラオケ喫茶いつも満員

双

小久保以久

ワ酸き林檎がりり父と子出稼ぎに

若いつもりもおじんとおばん

ジーパンのお尻むっちり張り切りて

万

双

悟

一不

順

ぱたんぱたんと柴折戸が鳴り
うつし世を隈なく照らす冬の月

以

光

狸の罠のあからさまなる

冷え症の不憤をかこつ夜の底

立退きの交渉未だまとまらず

朝

産業道路はばむ墓山

西行のおもかげにあう花の旅
湖畔の春をほろほると酌み

ナォー撞きが三百円の鐘おぼろ治

首ひっこめる啓蟄の虫以

教育ママであげまんの妻順

今様のからくり人形笑い出す朝

かわし上手が裏店へ抜け万

後朝の帯をきつめに締め直し光

京都祇園会博多祇園会悟

あじさいのきのう紫きょうは白宗

テレビ司会のへんな外人以

大雨を新幹線にとび乗って双

はずれ馬券が舞う菊花賞光

夕月の呆けてありぬビルの上朝

昔のままのふるさとの景万

ナゥ黒眼鏡川端行けば身に入みて順

町おこし創作太鼓乱れ打ち宗
雲だんだらに貝寄せが吹く悟

花散って和敬の軸に掛けかえる治

利休忌すぎし名苑の寂双

︵於・大宮市飯田新田・蓬園︶

平成二年六月三日首尾
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八東京・あした連句会ｌその六Ｖ

歌仙﹃白妙や﹄
宇咲冬男捌

平本三保子

宇咲冬男
山元志津香

白妙や茶人の苑の雅趣深め

円座涼しくならぶ寄付

和

士心

伴

久﹃

和

正

士心

八

文

中和枝

天野正三

斉藤八千代

代文子

大豆生田伴子

諸烏の見え隠れして遊ぶらん

広々とある水のさざめき
山沈め田毎に月の面しるく
味わいて居る柚子味噌の味
ゥ忌を修す身ほとりに秋そこはかと

身籠りし娘の頬の艶やか
学生と妻母主婦とこなしいて

底冷えしんと螺旋階段

遠火事のサイレンいつか鎮もりし
ビーフジャーキー裂きっ酌む酒

左遷され有情無情の夏の月

古き社に蝉の脱け殻

三枝子逝き﹁湖畔の宿﹂の曲切と

団体さんのきりもなく着く
花潜りオーワンダフルワンダフル

都踊を観せとうおます

ナォ不可思議なことのひとつの雷気楼正

癌の検査に明け暮れており高野夜穂

額のうしろのへそくりの消ゆ文
さり気なく高級煙草くゆらせて三

後継がい子は売文に身をやつし正

斜めに走る大甕の牌志
短夜をなお悶う刺胄夜

仇をなす女どころと水中花冬

たかが北風されど寒月伴

怨霊に化したる蛇のいずこへか八
竹の葉擦れのさらさらと鳴る文
暖房機こわれ湯たんぽ熱くして和

ナゥちかごろは狸が町へ顔を出す冬

豆しぼり巻き踊るかっぽれ伴
橋架かり父祖三代の渡り初め三

陽炎の中押さるシャッター夜
金泥に仮名文字散らし花館八

心ゆくまで詠う永き日岩城順子

︒︵於・大宮市飯田新田・蓬園︶

平成二年六月三日首尾
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〆

ハ大阪・あしべ俳譜塾ｌその一Ｖ

歌仙﹃写楽﹂
古暦写楽の鼻も見納めか
忠臣蔵に年惜しむべく

た武一痕の寒明の月

降る雪に天地も昏くなりはて鼻

菊根分せし指匂ふなり

ナォ炉を塞ぎ了ればあたり寒々と

椎の香匂ふ庚申の闇

このごろ顔を見せぬ碁敵
んし
選挙選三さＦ
の塁も騒ぐらん

ドラキュラ伯が藪っ蚊に化け

月灰と短き恋の夜なりし

み
町に溢れる自動車と塵ご
俟

次は何ジャパンマネーの狙ふもの

難波江に住みつきてはや半世紀
うどんをす鼻る舌を焼き焼き

狐を釣るも名人の芸

狂言師呵々喚笑の寒稽古

ナゥ大安の吉日多き通り雨

孫の結婚すみしやすらぎ
東西の独逸統合間もなくに
カリヨン

組鐘が鳴る聖ヨゼフ祭

花の朝かぐはしきパン焼きあげて

農具の市に集ふ人々

拝鰔垂蓉十仁朋二十珪明率︵文音︶
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今日明日と入試通知の待ち遠き

ゥ四十代女盛りの眩しくて
セカンドバッグ金のイニシャル

麻薬犬狂へるごとく鳴き立つる

巨大迷路を往きっ戻りっ
時差呆け同志新酒酌み合ふ

ファミコンのゲームなかなか難しく

祭笛遠く流る皇月の夜に

芦火燃ゆるか淀のあちこち
夢の世に夢の如くに暮らしきて

托鉢行をよぎるマラソン
お天守の鯆鉾霞む花の上

初鶯の名告り細々

片東

多明
迦

山

迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅夫雅

雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦

ハ大阪・あしべ俳譜塾ｌその二Ｖ

歌仙﹃北斎﹄
初富士や北斎九十三転居
酔筆多謝の去年今年なり

芝焼く煙低くたなびく

昼の月淡さも淡し東風吹いて

いのち

ナォ朝寝して窓の外なるセーヌⅡ
ローランサンの色はほのぼの

還暦を過ぎても男まだ迷ひ
鮨をつまんで結ばれし縁

降りやまぬ酸漿市の雨はげし

東も西もわかぬ地下街

巨人ファン阪神ファンが入り交り

阿呆役者の天才が逝く
生涯を笑ひと酒と賭事に

稲妻走る安曇野の空

床の茶掛をしみじみと見る
月といふ字の大巧は拙に似て

酬ひ難きは師恩友情

ナゥ訪ね来し信濃は山河冷やかに

小綬鶏の声遠くより響くなり

町の空ゆく赤い風船

智惠授りの人のちらほら
花の下問はれ顔なる占者

秤鰄一ユ辱十に朋二仁叶甲藷︵文音︶
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この春の円と株価が懸念され

頭叩けばニャンと啼く猫
ゥ老僧の譜謹世にもをかしけれ

鉄瓶の湯の急に噴き出し

目口もあかぬ寒風の中

サイレンと鐘けたシまし消防車

指さしてあれが択捉・国後と

恋ゆゑ強き女なりけり

古酒二合そろそろ管を巻くつもり

もめ事多し忌籠の月

庭めぐる露の草蛙履きしま蛍

翁まがひの杖も一本

この冷えに花の寿も延ぶるらん

復活祭の歌聞こえくる

東片
山

明多
迦

雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅夫

迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅

人長野・梓川連句会その一Ｖ

歌仙﹁雛祭﹄
宮坂静生
柳沢和子
金井教子
小林貴子
竹内正子

宮坂静生捌

曽根原幾子

灯火の闇に掴まれ雛祭

秋のフォーマル繭のコサージュ

湯舟にも月を浮かべて萩の頃

田々井みす武

明るき雲の下を歩きて

黍のご飯に添へてふきぼこ
次々と仔山羊生まるる牧場に

ゥ豊作に大正琴の音色澄む
陽にもはじらふ深窓育ち

和

ほどけ易くて腰の組紐

幾

皇員

″

井口フミ子

今は昔遊女おいらん湯女夜麿
こいしく

五一四九と電話番号おぼえたる

″

正

教

女形の乳房背に廻りたる
村祭月に大蛇が火を吹いて

彌勒菩薩に半珈思惟仏

″

み

幼子も覚えて呼べる土井たか子

野麦峠のお助けの小屋

一員

散りぎはの花の姿を羨しとも

砂糖がらめの春の牛ン菩

テレビゲームで魚島へ行く貴

ナォひとり寝になれたる猫も朧なり和

花粉症に悩める妻をなだめつつ教
浮名もうけと言ふこともありフ

朝のシャンプータオル色々正

付け文の誤字に赤字が入れられて幾

涙あふるる﹁弱視学級﹂教

ベトナムにアメリカ兵の幽霊が貴

猿酒を耳の薬と買ひためてみ
母なる川をさかのぼる鮭〃
投光機城を浮かせて月天に和

霧の中から竿売りの声正

ナゥ稲刈って圭仙句碑の除幕待つ貴

倭鶏に抱かせて贋の卵よ幾

教

いづこにもしやれのわからぬ男ゐてみ

本は内税衣類外税和

教会の献金箱も花冷ゅる生

︵於・杏集落センター︶

山笑ひそめ育つパクチョイ

平成二年二月二十三日首尾
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ハ長野・梓川連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃寒星﹂

田々井みすヌ

宮坂静生
小林貴子

宮坂静生捌

港近くを鯨回瀞
曽根原幾子

星と星ひ宜き合ふ紐凍てにけり

ひがな一日ドラム敲きぬ

美はしきおとぎ咄に魅せられて

月の下桑の独鈷の火もちよし

柳沢和子
金井教子

かくれゐて眠くなりたるかくれんぼ

井口フミ子

竹内正子

皇貝

林檎を採って林檎家族に

幾

まだかまだかと言はれてもいや
いつまでも髪もて遊ぶくせのあり

和

本間美翠

ゥ旅立ちの前猪の血ぬきして

一円玉の歌の流行

裸婦飾られて村長の部屋

翠

教

み

ワイキキの浜の涼しや月射して

フルマラソンの大砲の鳴り
手品師の宙に浮かして鶏寄籠
寿命けずりて世を渡りたる
花の下美酒燗漫をくみかはす

み

和

フ

みどりの牧に群を追ふ人

きりかね

ナォ裁金の仏に春の灯が届き教

明鏡止水と言ひし政治家み

御加餐を祈るや切と師のたより貴

重駄天走る京の明け暮れ幾
妖精に恋し現も夢ごこち貴

身ぶり手ぶりで愛を告げたる和
暗号でうめて妊娠カレンダー翠

使用中なる立札を提げ〃

綱にかけたる霧島の顔幾

煙草の輪ぽかりとあげて伊達男正
ペレストロイカどこへ行くやら和
拭きこみて月射し込める串焼屋教

ナゥ花野中レファー杯舞ひ上りフ

ピーピーと呼ぶ春のストーブ翠

猫の足音聞きしことなしみ
カラオケにポンポコリンを次々と幾
ものぐさ太郎皇子の末窟み
龍宮の鯛や鮮目の花の季生

︵於・梓川村改善センター︶

平成二年十二月十一日首尾

63−

ハ逗子︒あらくさ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃桜咲き﹄

噂ひの水散らす春烏

桜咲き日曜雨となりにけり

草間時彦捌

を

草間時彦
北澤葭
笠井まを
内田英夫
鈴木雪王

文机にうす俟して暮遅く
強塩をして生臭み取る
しばし揺れあふ風の萩叢

野の道をわが影ひとり月更けて

ナォ人よりも鳩があるじのサンマルコ

かんにんどすえほなあほなこと

粋な娘がスカーフを振る
擁きあふ声も洋風汗も洋風

枯芒など唄ひたくなり

このわたの酒にはじまる回顧談

レンタカーならカリーナ借りな

東国と西国結ぶ太平記

海へ向くホテルの二階夕まぐれ

壁の鏡にうそ寒の顔

このところ無月なりしが今日の月

黄葉季なり峠行きつつ

これからは家計生計墓の計

君の名前は母と同じと

ナゥ青二才紅一点を見染めたり
王

孫も生れて甦るらむ

″

葭

夫

ここは何処うっかり越えし花の山

夕餉の支度いそぐ新妻

別れ上手は涙上手で

を

ゥほいほいと掛声ありて馬肥ゆる

今年また異動の季節めぐり来て

夫

葭

そら豆を蒸したるやうな女なり

マッターホルン冬の月夜ぞ

平成三年四月二日首尾︵於・北澤邸︶

日脚伸ぶクロスワードに老婆こり

一段

を

王

″

を

古茶と新茶の味それぞれに

愛され馬鹿にされて九條
崇りなす噂の榎伐りかねて
土筆摘む子ら息をはずませ

花冷の背中を歩く聴診器

壬生念仏の鉦の間こゅる

64−

ノノ王

ノノ王夫〃を夫葭王夫を〃

夫を葭夫〃

八逗子．あらくさ連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃迎へ盆﹄
草間時彦捌

アォビルの谷色とりどりに傘群れて

贋を承知で売れるユトリロ

化けの皮はがれぬうちに嫁にやり

夜目にもしるき首の長さよ

いとしさはすんなりとした姿にて

釣った魚は放すならはし

草間時彦
笠井まを
北澤葭
柳田尚宏

太極拳を習ひはじめて

荒庭破壁妻も古りたる

この町の何にひかれて二十年

花火中止の報のまだ来ず

涼しげに鳴門をわたす橋の丈

なにおびえしか虫の音の止む

を

月明のデッキに老いの恋終り
なんとはなしに秋深みゆく

起居にゆるる鉢の鷺草

岬鼻に立てば己と波ばかり

″

葭

朝しばしつゆけさありぬ迎へ盆

夢のまにまに夢がたヌよふ

ナゥブルドッグ頬ぶらさげて文化の日
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待宵の月懐かしむ祖母居りて

ゥ東京の初雪すはと跳ね起きて

宏
彦

風景にとけこめなくて寒鴉

平成二年八月十二日首尾︵於・笠井邸︶

狸も酔ひて春の夜の興

花吹雪麻布永坂鳥居坂

阿呆人生性こりもなく

を

葭
葭

鈴木雪王

ふすまの向ふ水仙の香が
少年の恥しがるを可愛がり
小さな声で僕ははじめて
紺碧の空かき廻す田代掻き

葭賛払ひて秋近き風

を

宏

モスレムの鳥は悲しや黒き海

飛んで火に入る日本宰相

王

葭

王

このごろの靴の減りぐせ前のめり

鶯追ひて山道も尽き

満月ののっそりとある花の上
春の名残りか仔猫ふえたる

王を王〃宏を葭宏王を宏〃を葭宏葭を王

八東京・市ヶ谷連句会ｌその一Ｖ

歌仙ご卜竿を﹄

北風止めば暮せまる昼

一ト竿を一枚が占め干し毛布
宿場町書き割りめいた家並みにて

土で作った郷土人形

月の出に青き里芋掘り出だし
松のすきまに紅葉透き見る

伴野渓水捌

阿部喜美子

野口里井

森三郎
伴野渓水
宮下太郎
家室翠雨
岩崎泉渓
井

ゥ曾遊の白根三山天高く
雑魚寝の顔の濃ゆき口紅

橋本多佳子

太

宣巨

忘れ得ぬ小さき黒子のありどころ

ヘリコプターの羽田めざして

この窓際に定年を待つ

水

双眼鏡タワーが視野をたてわりに

かき氷匙突き立てシ月眺め
ラッシュの電車汗の体臭

井
水

翠

お茶の水駅の景色にほっとする

なまこ塀にて囲む聖堂

一旦口

泉

鴨が子連れで井の頭池

華やかな二階の句座に花が散り

駄菓子取り出すガラス上蓋多

ナォ陽春の路面電車は曲がりゆく三

偽造金貨で払ふ十万水

義経のでっかいめんこ自慢なり井

威風堂々毛の垂れし犬喜

何知らぬスイスの自然白磑々泉

大使館売らねばならぬ国もあり多

映画の中の長い接吻井

三度目の結婚にしてうまくゆき水

いつも変らぬ深酒の酔泉

夜更けまで月見の宴に誘はれて喜

頭上の葡萄背伸びして取る翠

ナゥ恵林寺と身延をめぐる秋の旅太
石段高く吐息まじりに山本朝子

人参を煎じる匂ひ露地の奥多

︵於・市ヶ谷渓水居︶

春雨なれば上着濡れても喜
花の山女人禁制なほ続き水
堂の真下に子猫生まる鼻太

平成元年十二月二十二日首

平成二年四月十四日尾
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八東京・市ヶ谷連句会ｌその一一Ｖ

歌仙二十年﹄
柿の実育ち小鳥集まる

二十年同じところや彼岸花

伴野渓水捌

阿部喜美子

宮下太郎

橋本多佳子

伴野渓水
山本朝子
岩崎泉渓

西空は弦月淡くかシリゐて
払へど去らぬ思ひ出の数
水着の色もすべてセピアに

かにかくに社会保障が案じられ

夫なくした母子のあけくれ

あっけなくデートの後に叶ふ首尾

多

泉

朝

水

宣宮

太

汗浮かべ古きアルバム整理する

ゥ平成の腰高足長娘たち

ゲートボールに否応もなし

太

振り向きもせず気取り小男

年の暮だれも見ぬ月皓々と

水

森三郎

朝

宣巨

野口里井

取り直しする寒き録音

宮家よりのいただきものをお裾分け

旅行好きなる熟年となり
酔ひどれは花の一枝肩にして

迷ひ飛びくる巣戻りの蜂

小学校をまたも変へたり水

ナォ春の川明りつきたる達磨船家室翠雨

日の丸の掲揚柱そのま鼻に井

祝ひごと終へ酒の寄り合ひ喜
カラオケは夏の別れの大合唱朝

入道雲がもくもくと湧く三
雨乞の修験行者の得意顔泉

結納済みし巫女の早婚水

タキシード打掛け姿混み合って井

補聴器つけて烏の声聴く翠

十三夜子に教へても見ぬふりを喜

撤去の鉄路草紅葉して朝

ナゥ秋刀魚焼く札所の宿の秩父みち三

山の小屋からカレンダー着く泉
何事もヘリコプターが頼みなり水

救援の品むすび梅干井

八つさんも熊さんもゐる花の宴翠

｜｜轌十丸朋一汁唾甲雷︵

市椙詮罎檸罷︶

析の音遠く更ける春の夜喜

秤
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八市川・市川俳譜教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃帰る雁﹂

眉目秀でし少年の春

帰る雁一つははなれ海へ飛ぶ

なまり懐しふるさとの歌

マラソンの列は木の芽の道抜けて

老のたつきに虫と草売る

今泉宇
暉峻桐

山の彼方の教会の塔

ナォ噂りのあと慕いゆく娘たち

ようやく晴れし癌の疑い

名物の団子ふた皿たいらげて

抱きしめてやる北風の中

まつさらの白足袋はいて一の酉

口紅を拭いておとなの恋となり

かつかっとゆく調教の馬

明けそめし高原の道風立ちぬ

雲を透かしてたるむ電線

名月と言われてふっと立ちどまり

木の実の降りし宮殿の森

ナゥ秋ざれの巴里の場末ワイン買う

自由自在にふるう彩管

厚かつた壁がこわれた西東
故郷の土の香りなつかし

流しの田螺みんなつぶやく

花びらを糸でつないだ日ははるか

秤鰔一一一︾壷朋千明雷︵文音︶
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山の端に昇りかかりし二十日月

宿屋の下駄のゆるさ気になる

ゥおくんちの灯にあわあわと照らされて

寝ころんで谷崎源氏よむ夜更

銀婚式のすんだつれづれ
口紅も鏡も古き思慕に揺れ

相客のなき矢切の渡し

月白の前に蚊柱立ちにけり

団扇片手に抑留ぱなし

ときおりは髭しごきつつ盃挙ぐる

白寿につどう一門の衆

声高の吟声もるる花篝
岸の柳にっなぐ旅船

桐宇桐宇桐宇桐宇桐宇桐宇桐宇桐宇雨涯

宇桐宇桐宇桐宇桐宇桐宇桐宇桐宇桐宇桐

八市川・市川俳譜教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃油虫﹄

玻璃戸にほのとゆるる百合の香

真夜の大き入口よぎる油虫

今泉宇涯捌

阿畔の阿像左右いずれぞ

ナォ老眼鏡焦点合わぬ目借時

爆々とヘリコプターは高鳴りて

抑揚のある中国語聞く

ほろ酔いてつき合う手口身につきし

上生菓子に秋の色濃く

射狼の貌のぞく浴室

今泉宇涯
伊藤藪彦
牧野厳
笠間文子
石渡夢八
伊藤孝子
浜野澄江

ナゥ回診のすみたる灯火親しくて

思わぬ展開ＳＦの謎

ぬれぬれと時国館月かかげ

激つ瀬しぶく駒つなぎ石

鳶の輪の北アルプスを背景に

動きのとれぬその宝船

くさめして螺細の卓のうすぼこり

塚本田天志

郷みや

松葉屋善子

夢

搬入すみし春の院展

秤鰄一一︾十コ朋壺肥壼︵於・市川俳譜教室︶
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リュック背に見知らぬ町をさまよいて

青い鳥など居る筈もなく
台風のそれ満月の浮く埠頭
艶をふかめし果実酒の壷
ゥ爽涼の指の包帯ゅるく巻き

聖書の頁二人して繰る

婚約へすすむ福祉のえにしにて

ソファーに浅く眠るひととき

かけ引はブッシュ・フセイン泥仕合

一姫二太郎すでに大学

陽に透いて裏も表も吹雪く花

澄

み

厳

文

海の彼方へ送る絵葉書

台所より地球のぞける

彦

インフレの危機をはらみて原油高

月凍る肩に膏薬貼りつけて
いたずら熊の穴に入る頃
ベランダに舞い上りくる花吹雪

彦

孝

故里の墓の手当もままならず

都おどりも過ぎし静けさ

孝宇澄厳田み宇彦文厳〃文彦み孝宇彦厳

ハ市川・市川俳譜教室ｌその三Ｖ

歌仙﹁夏の膨隆﹄
伊藤藪彦氏そけいヘルニア手術

君が奈辺に妖しき夏の膨隆が
茂みを透かす泣きそうな空

今泉宇涯捌

藪宇
み夢

彦涯
厳

厳彦宇み夢厳彦宇み夢厳彦宇や八

禁煙車あわてて煙草もみ消して

兎駈けゆく黄落の中

ナォ遠蛙鳴いて帰心の強まれる

酸性雨ふる平成のまち

リクルート事件のその後いかならむ

がせれた書くも飯のたれにて

歌舞伎町ネオンの渦のけものめき

片蔭走る麻薬Ｇめん

パナマ帽指で廻して路地に入る

電柱楯にじんじんとキス

目覚めても残る痛みのいとおしく

握りし砂の掌よりこぼれて

啄木の遊びし浜に月昇る
時代祭りのすみし静寂

衣桁の隅の忘れ手拭

ナゥ餌に飢えて籠に死にたる虫もあり

はじけて消えたバブル商法

Ｃ・Ｍに尻切れとなるデーゲーム

雲仙の噴火とまがう花の雲
世論をそとに葱坊主立つ

秤唾一一壷誌昭一弐串籠︵文音︶

70−

ひろい読みせる経済新聞
尺八の呂律のひびく月の面
ゥ退院の仕度ととのうそぞろ寒
ホールの壁にモナリザの笑み
新らしき衛星テレビ据えられて
華やかに咲くキャンパスの恋

赤提灯で乾盃をする

寄り添うて鯰の池の水鏡

裸木の枝に三日月駒のごと
ゆらりとひかるフクロウの目

中東の情勢危機をはらみいて

スエズ運河の波の高まり
大寺の蔓を越えし花吹雪
渋茶すすりっ食べる草餅

郷石牧伊今
渡野藤泉

み宇夢厳彦宇み夢厳彦宇み夢厳彦宇み夢

ハ市川・市川俳譜教室ｌその四Ｖ

歌仙﹃蛍雪﹄

ナォ孫連れてぶらりぶらりと知恵詣

生八シ橋の食べ頃の印

黒潮の蛇行気になる冷水帯
現地捜査に成田より発つ

今泉宇涯
富樫泰子

今泉宇涯捌

蛍雪の功かがやきて小六月
まだととのわぬ藪の笹鳴

伴和子

猫のすり寄るひとり寝の床

フィアンセの写真を肌身離さずに

膝つつましく坐る正客

あかあかと盆の月夜を母逝きて

富樫泰子氏﹁沖﹂同人昇格を祝して

長者眉していざよいの静けさに

湯橋喜美
牛尾清子
小倉とし

ナゥ濡酒なる裏木戸くぐる秋の風

泰

和

秤鰄一睡︾せ−朋三伝叩誇︵電音︶

釣竿垂れしふるさとの川
懐旧の念にふくらむ花の宴
祈りにも似し春の虹立つ

自分史に一点の汚点捕虜があり

疑心ふと湧く山水の軸

時代祭をいくたびも見し

財テクの夢につぎ込む退職金
版画にかける青い瞳のひと

蚊帳吊草の伸び放題に

ものうげに柱時計が正午打ち

一と息に呑む菊の盃

小田夫佐恵

尾高せつ子

ゥ秋耕の土くるぐろと力満ち
おのずから合う夫婦の足並

石渡夢八
章ロ

神の予言を声高に言う

夫

と

大海のョツトより見る月冑く
二級酒さげて河童忌をくる

夢
和
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くっきりと山の稜線浮びいて

子育ても済みはじめたるパスポート

致死量ほどのゆたかなる胸

第六回国文ちばの試案成り

アマゾンの熱帯雨林枯れはじめ

茜に染まる白き燈台

泰

せ

楊責妃の名に背きちる花にして

術後日誌に春場所の星

久

ち
え

礼

ち宇せ夢清宇夫と和喜泰せ夢宇清と喜子

ハ市川・市川俳譜教室その五Ｖ

歌仙﹃花辛夷﹄
伊藤藪彦捌

今泉宇涯
伊藤藪彦

不渡手形受けて悟然

ナォ誰がために誘い出されし弥生尽

その喧嘩まかせてくれとしゃしやり出で

シャネル五番の香水のゆれ

陶の狸がみなこちら向く
通さるる奥の座敷の鮎料理

抱擁の解けて明星妖しくも
帰らぬ人となりて久しき

いまだ稚き鶯の声

レジャー線なる新興の町
この月を言葉に男退院す
秋の叙勲に紙面にぎわう

碧落に辛夷の花の全裸かな
郷みや

ナゥ露寒の太鼓きりりと緒を締めて

月高しまだ予備校の灯は消えず
木の実ぱらぱら打つトタン屋根

暖簾をくぐり地酒一杯

春宵の旅の句会に加わりて

ゥ霧流れ里のくらしも三年目

塚本田天志

牧野厳
石渡夢八
笠間文子
伊藤孝子

秤鰄一一蓉廻朋廻甲誇︵於・市川俳譜教室︶
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ＤＤＴの粉にむせびし引揚地

好いた同志が開くペンション

宅急便でふるさとの味

百年の輪西の高炉火を落とし
到るところに錆びた石ころ

ゅたかなる乳房にふれて児の眠り

厳

花衣もすそを乱すつむじ風

み

文

夢

日の丸を掲げ国歌を斉唱し
いるかの芸のいとも易々

宇

薬師如来の美しき横顔

波に沈み凍てついて浮く月の影

み

夢

筆壺に立て暖かき棚

土地と株とで長者番付

下駄で占うあすのお天気

赤坂にセットされたるパーティー券

孝

松葉屋善子
み

なっかしぐ﹁湖畔の宿﹂に花散れり

おぼろの芯のプラットホーム

彦厳宇み厳文み彦孝み善宇み孝文厳宇田

今泉宇涯捌

厳

ハ市川・市川俳譜教室ｌその六Ｖ

短歌行﹃愛媛の秋﹄

栄光を胸に愛媛の秋を賞でむ

鳩吹く風に進水の船

和宇
文と藪

子涯
宇と彦厳和宇と厳彦文和宇子し彦

丹精の大輪の菊咲き満ちて

日に三服の紫烟芳し

ゥ人質となりてイラクの夏の月

月世界クレーターのみ無機の冬

産土の杜落葉ふり積む

ナゥ瀬戸内を翼に収め急降下

句碑にぶつかる﹁坊ちゃん﹂の町

皇太子迎えて花の文化祭
くまりいし
水み分
石に水もぬるみて

平成二年十月二十日首尾︵於・子規記念館︶
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灼ける沙漠に酪駝も見えず

荘として神も仏も恋までも

ふと口ずさむ宵待の詩

雪沓をはじめてはいて潤歩して

いこう河原に敷く緋毛蟹
灯が入りて八坂の花の饒舌に

流しの浅鯏角出して死ぬ
ナォ幾たびか細胞分裂して転移
リサイクルより生れし石鹸
干し紐にパンツとブラジャー戯れいたり

出すか出さぬか自衛隊論

犬も喰われば子もそっぽ向く
ポスターの西郷どんに睨まれて

笠小伊牧伴今
間倉藤野
泉

彦宇文と和厳

ハ伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｖ

歌仙﹃元朝﹄
船の溜りに同じ輪飾
大高サチ子

石渡蒼水
内山絹子

石渡蒼水捌

子の握り伸ばし惚の芽摘み採りて

杉本すみ

元朝の槽やごめの羽繕ひ

県人会の旅はうららか

サ

絹

君島典子
牛田幸子

サ

水

想ひは駈ける共学の仲

合格の背にやはらかき春の月
赤飯盛られみなで祝ぎあふ
ワ牧水の碑文字を拾ふ峠みち

雲ほころびて皐月富士現る

ベランダに莞れ素直に髪を杭く

幸

水

姐とび出し車止めたり

ひとすぢに逃げ水を追ふ高速路

す

曲︿

す

水

曲︿

露に濡れゐし瓦板塀

絹

望の月地平線よりふんわりと
虫声のときどき間こゅ庭いじり

腰の痛みを覚ゆこの頃

母と娘の話は尽きぬ花の下
小さくなりし凧の糸引く

ナォ湖の舟に人なく烏帰る勝又愛子
足跡絶えぬ歌碑に残照橘田すみ江

世界歴史にのこる死の灰水

火の島の煙静かに立ちのぼるサ

滑火のほかは灯なき山小屋愛

湯豆腐に眼鏡を外し膳二つ小柳出志げ子

窓越しに赤子の布団あたたまる櫛田っぎ

通りすがりに美女と目の合ふ愛
大年増見合ひに真赤頬染めて典

誰にも気兼ね要らぬ隠居所志
一酌の酒が利いたる月の街水

買った松茸けふはお預け志

ナゥ花柊の匂ひ漂ふ日だまりに長谷川竹女

猫も家族とおなじ待遇鴛海果山

無為徒食ドン・キホーテの性を持つ政佳良

主婦暹しくあさる朝市果

華げる声をちりぱむ花吹雪竹

木霊育む春の水音執筆

秤鰔｜｜︾十升朋廿唖甲霊︵於・和田湯会館︶
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ハ茨木・茨の会ｌその一Ｖ

光田和伸氏御門弟と来会

半歌仙﹃紅葉の燃え﹂
青空や果てに紅葉の燃えあらん
うちそと

本読む手許風のそよそよ

子伸捌
弘和信弘寿千弘寿和千弘寿信恵子

ねこじやらし分け内外の猫
月待ちの窓辺に笛の流れきて

砂うるほひてかかる新雪

とうしょうれい

礼式︒

ますと

※登橋礼⁝⁝乗員が槽に登ったまま通過する海上の

︵於・茨木市福祉文化会館︶

平成二年十一月十八日首尾
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衿たてて公園の椅子古びたり

望郷こめて唄ふ追分

ウワルシャワの無名戦士の墓碑の銘

たまくら

蛍立たする岸の手枕

二人連れ茶店のだんご一つづっ
きいぎぬの泣きぽくる濃く月涼し

富士晴れやかに雲のゆきかひ

乾杯に祝砲響く貴賓席

登橋礼に波のきらめき

蝶の舞ふ浜に写経の筆洗ふ
脚をかばひてのぼる春坂
咲き満てる社の花に孫を抱く

戯れ遊ぶ庭の仔雀

出長富近光近
来尾澤松田松
千信
寿和寿
弘
子

八茨木・茨の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃小春日﹄

烏賊焼き匂う冬ざれの風

小春日や犬に参道追い越され

海部用済捌
海部用

東払
内田美

久保田夜

杉谷宙

浮浪雲行き母偲ばるる子

ナォ鶯のひたすら渡る淵昏し暁

デパートの忘れ物市賑おうて済

恋知り初めし乙女は十九子

音もせで障子に揺れる帯の影暁

色紙残して時雨さなかへ済

湯どうふに熱燗がよし縄のれん子

刻告げる声聞こゆ払暁済

月涼し鮮やかすぎる夢の覚め子

九谷の皿に茂木枇杷を盛る済
早鞆の瀬戸に漂う舟ふたつ暁

喉が自慢で狂うカラオケ子

眼鏡を替えて探る本棚暁

ナゥふだん着もさすが小粋にスチュワデス暁

気がつけばあなた任せに齢をとり済

擁伝って鳴く巣立鳥迷

やさしさだけが捨てきれぬ性虹
花吹雪散るにまかせて池水に虹

︵於・茨木市福祉文化会館︶

平成二年十一月十八日首尾
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湖の大観覧車人もなし
遠い灯ゆれて夕映えの街
杯を重ね待ちあぐ後の月
段々畑に蕎麦遅れ咲く
ゥ朝寒むの宿発ちかねる旅の絵師

誰が手編みの紅のポシェット
このところところかまわずくちつけて

子に似た親がもつ金魚鉢
水清きドナウの流れつなぐ国
いつまで続くアラーアクバル

絶壁の切れ間にうかぶ鎌の月

盆狂言の竹光のいる

黒猫と白猫と舞う秋の蝶
しがらみ捨てて囲碁を楽しむ

大原の花の野に見る巫女の夢
稚児百合に触れ子らのかけゆく

虹迷子迷済暁虹子迷虹子済暁迷子虹暁済

ハ茨木・茨の会その一一一Ｖ

近松寿

歌仙﹃散り紅葉﹄

出来千

近松寿子捌

冬へ構える片減りの下駄

振りむけば散り紅葉さえ燃えにけり
清水一

薗理
横山康

ナォ誤字あて字そこがおもしる母の文

斌力と無力ただ深呼吸理
閻魔大王睨める起し絵〃

怪刀を懐にして飛びたたな

逢う夜の羅の襟きっちりと寿
抱きすくめられ聴くは遠雷康

告解へ古オルガンのアベマリア寿

アロワナの鰭うごき悠久理

満つる月あいさつ言葉短かかり

三里に据える盆果ての灸千

みんごとや今の取口肩すかし〃

幕引き急かす拍子木の音康

ナゥ南より低く翔びゆく都鳥理

隣国奪う我は神とて千

子を返せ嘆きの壁にぬかづきぬ理

人工島に蜷の這いあと

被布の刺繍に蒋持こもれる康
ときめきも花も映して飾り窓寿

平成二年十二月十九日首尾︵於・茨木・成田家︶
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年の市歯をむく干魚の重なりて

嵐近き夜葡萄香れる

通い慣れたる坂にぶち猫
原稿の枡はうまらず居待月
ゥさしのべる指の繊さの菊人形

泉に鎮み．イン燦々

もう友達に戻れないひと
戯れの師弟・姉弟の乾杯よ
脚を曳きロートレックの夏帽子

進む酪駝に月の涼しく

無名なる戦士の墓の朽ちはじむ

枡こだます江差追分
皮厚き饅頭一つ拝領す

二人静をひとり眺めて

花盛り花を盗むは罪なるや
ひたすら琴をかき鳴らす鴬

寿千一千寿康理千理寿一寿理子恵與恵子

八東京・ＮＨＫ文化センター青山ｌその一Ｖ

歌仙﹁秋蝉﹄
苑深し秋蝉の声澄みのぼり
にじり口より庵の月待つ

宇咲冬男捌

宇咲冬︑
松本一示

滝沢保

中野稔

梅田七

港へっづく古き街並
新井正

師の筆の扁額かかげ爽やかに

ほつほっ煮ゅる大根の白

涙に頭痛アレルギーなる敏

ナォまる日見えかくれして山の城七

深夜映画はローマの休日七

ブランデー呑んで早寝のお医者さん宗

羅さえも邪魔になりたる冬

もの思うデッキに寄れば碧い海寿

落胤いつか宰相となり三

妊るを知らされずいて夏の果綾

民が泣く環境汚染高まりて綾

昔ありたる小学唱歌七
丹精こめた菊人形展宗

十六夜に竹取翁の心揺れ大塚梅子

ナゥ神の森くぐれば鵺のよく鳴ける政

双子の孫のすぐすぐ育ち容

電飾のディズニーランド華やかに三

小旗の波の切れることなく稔

粛々と即位の礼の花の門冬
天翔けてくる春の妖精政

︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶

平成二年八月二十日首
平成二年十月十九日尾
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外っ国の子の便りよむ母なりし

栗橋悦

天野正

君の好みの半襟の色

ゥ雪催い馴染みの客へ早仕込み

水谷寿

長身の指の先まで吾のもの

諸行無常の暁の鐘

川田政

嵯峨野路に修学の子等にぎわいて

一河容

阿部綾

西村敏

さやさやさやと竹のさざめく

月涼し石の狸が踊りだす

籠枕して浅き夢みる
温泉の掘削当り億長者

観光バスは続々と着く

車座の花見弁当洋風に

うつらうつらと時ののどけさ

政七寿子容三子子美代子三子治子緒節男

八東京・ＮＨＫ文化センター青山ｌその二Ｖ

歌仙﹃秋信濃﹄
停るたびに駅の名親し秋信濃
良夜に映える蕎麦の咲く畑
小鳥来る書斉の玻璃戸磨きいて

宇咲冬男捌

ナォ油南風大仏様のおおどかに梅

砂浜に立ち海鳴りを聴く宗

四島の返還なるは何時の日か一河容子

名もなき草の揺るるほかなき敏
マフラーを小粋に流し待てる君雍

寒夜に燃える白きやわ肌芙
円卓に紅のついたる小盃静
江戸霜問の踊るかっぽれ哲

馬鹿になりすます大石内蔵之助冬

つい続け読む古き貸本三
街並の深き暗さに三日月素

宇咲冬男
伊藤哲子
西村敏子
窪田素規
大塚梅子
平本三保子

ナゥひとり居の静かに棲んで冬仕度雍

垣の外より友が手を振る

流るともなく流る冬川

素

秋野静子
福田芙紗

ゥ焼藷の屋台灯せりビルの裏

出勤のスーツすっかり着こなせし

後姿の何故か気になり

山崎一示豈宮

︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶

平成二年八月二十日首
平成二年十月十九日尾

のびのび唄う桑摘みの歌敏

語り部に語り継がるる花大樹冬

奥に見えたる稲荷御社三

歌舞伎座のロビー敷物あでやかに哲

和服に着替えたまの外出宗

父を恋しと蓑虫の突く梅

音も立てずに猫が素通り

きいぎぬの雨の舗道の一つ影

並木邦子
真野雍志
哲

枝ぶりの庭木ののぞく長屋門
子とろ子とろの遊び残りし

芙

敏

蛇毎摘む狂女ゆらめく

素

赫々と神かくし呼ぶ夏の月

町の通りは人の行き交い

また来るか石油ショックに怯えつつ

邦

袖にまつわる蝶々の白

花の雲観覧車よりたなびける

−79

ハ高砂・黄鐘連句会ｖ

出花﹃白梅の﹄
加藤三七子加朱

岡本星女捌
永井一子
井上皆子
歌川山黛
岡本星女

城の石垣陽炎の立つ

そっとしびれのまじなひをする

黛

白梅の三分咲きなる香りかな

渋滞のインターチェンジ小望月

星

中島ふゆみ

釣釜の今日の茶席にさそはれて

野分に簾持って行かれし

皆

み

断腸花寝乱れ髪をときながら
うすむらさきはきぬぎぬのいる

弁財天へ橋を渡りぬ

皆

岡本春人

火と燃ゆる恋の晶子の歌ならん

唐桟の羽織に宗匠頭巾とは
河豚をもとめて黒門市場

黛

酒くさき息をいぶかり膝の猫

み

黛

人

ドラゴンクエストに群れる若者
辞書にない言葉つぎつぎ生れ出て

烏も通はい孤島への旅

星

″

夏なほ残る遠山の雪

余花点々青葉若葉のいろは坂

平成二年二月十六日首尾︵於・寒菊堂文庫︶
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人松山・小野連句会ｖ

村上王ヨ

歌仙﹃刃物屋﹄
渡部伸居捌

宇都宮柏

渡部伸

刃物屋に鉄の匂や霜日和
山裾を這ふ炭焼の煙ム
倉本坦

ふと我を訪ふ誰か声ありて

窓より見ゆる池は漣
奥村一尿

大野順

銀難のみで玉に至れず

ナォ入学の吾子を励ます団居にて

目の前速く鼬走れる

野地蔵に手向けられたる串だんご

林騒がす音は雨風

川石を畳める道に積む落葉

同級生の仲人もしぬ

教へ子に詫ぶる心の自己史書く

慎ましき挙措は襟元キスマーク

廊下の軋む安宿の秋

とかく噂は太くなりがち
稜線を離れ切ったる望の月

爪の縦雛気にかかりだし

ナゥ酒そそぐ山頭火の碑蔦もみぢ

亡き父の仕種似てくるきのふけふ

彼岸過ぎても残る寒さよ

咲きかぬる花の便りを待ち続け

佳夢に朝寝の覚むる倖セ

蓉越一垂一崩二拝郵明霊︵於・小野公民館︶
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あかあかと鉾杉照らす峡の月
ブザーの如く妬矧鳴きをり
そもじ是非ともおいで候へ

ゥ在祭それなり子供装ひて

肩抱き竹下通散歩せん

電光ニュースイラク情報
仏前に陰膳据ゑて父懐ふ
二十日遅れの手紙届けり
近眼の
乱視で仰ぐ夏の月
やま

お石鎚の出合ひ交はす挨拶

気を吐けるロードレースの銀メダル

﹁闘志﹂の軸へ床の置もの
開くだけの戸を開け放つ花の午下

鯖刺身に好きな青饅

順京石葉香居順京葉石居香子子石葉香居

香居葉石居香葉石居香石葉香居石葉香居

八松山・おぼろ連句会ｖ

脇起歌仙﹃初荷﹄
鈴木春山洞捌

鈴木春山洞

野村喜舟
高橋乱水

坂下をつづいて通る初荷かな

七草祝ひ家内安全
梶野浩楽
今井弘
山本胄芝
浅木巨牛

好物の目刺しの皿を付け添へて

春障子して墨すり続く

北山の一本杉に朧月
へなり

蝿のひとり竈の前

ゥ観光に平成の里の浮かび出で

長井南茶亭
水

座席隣るが恋の手始め

接吻もうれしその日のうちにして

洞

へ

テーブルの上にそっとお絞り

楽

牛

芝

弘

乾杯の飲みほすビール壮快に

安売り卵むらがれる人

昔から詠み継がれたる月蒼く

洞

水

吉手

僧箒持っ院の境内

楽

夜業を終へて終電車待つ
玄関を入れば匂ふ小鰭焼き

大空高く杲鳥の飛ぶ

はこ

花の翁映る心字の池寂びて

ナォ着・物など行李蓋する四月尽亭

牛

便りが来ぬは元気のしるし洞

消費税マイホームの夢遠くなり

肩を寄せ合ひ顔じっと見る牛

プラン倒れの渡航計画亭
冬籠何やら嬉し針運び楽

なかうども後からきまる忙しさ洞

蛇行黒潮釣舟をやり洞

﹁古寺巡礼﹂は和辻哲郎楽
ＳＬの姿消えゆく夏木立亭

バーの片隅ちちろ虫鳴く亭

月仰ぐアイヌの村は寝静まる牛

ナゥ良き友と新酒嗜み酌み交し楽

刻を過せる本の立ち読み牛

祭日とあはせ休みの三連チャン洞

皇居のあたり霞たなびく楽

行き逢へる女美しき花明り亭

土堤暖く吾児等草摘む牛

︵於・松山市大街道喫茶﹁夢茶﹂︶

平成二年一月二十五日首
平成二年二月二十二日尾
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ハ神戸・海市の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃愁人﹄
愁人を訪ふて椿の小道かな
烏も童子もなくてかぎろひ
廃園にふらここ軋る夕べにて

鈴木漠捌

漠

望月通陽
鈴木漠
時里二郎
柄澤齋
陽

陽

漠

ナォ指貫も春の名残りにしどけなく

綺證と星を愛でし晩年

兵児帯に下駄の禿びたる異形にて

密語そぐはい房の早乙女

こも
客の乞お食
に心太突く
前の世は神泉苑の杜若

はるか母港へ贈る挨拶

へ︑夕

そりあとのあぎともぬるきなみまくら

威銃もて亡ぴゆく国

うきふしを口に異郷の月を見る

酒手がはりに宿の衝立

破芭蕉やぶれしままに身を持して

ずしりと重き門を推すなり

ナゥ落款は狩野でよいかと尋ねられ

大将の役に大部屋起用して
器あれこれ選る土筆和へ

花明り母君おはす夢の縁

曙色に卵染め上ぐ

秤燕一一等地朋十丑印雷︵文音︶
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湯舟の父の掌の錆

葡萄酒とパンを購ひ月繊し
青き時代を野分だっなり

漠

郎

郎

齋

漁りがたき魚の棲む淵
兄嫁の櫛を快に持出して
マリアの像に祈る初恋

齋

ゥ水切のつぶてで渡る秋の川

月に届けと放つ喧

枕には師匠ゆづりの小咄を

陽

くつさめ

いつしかに出島が辺り片時雨

形見といへど質草の壺

齋

漠

陽

郎

寳の目に地獄極楽ふりわけて

そのかみ村の神童なりし
五線譜を埋め手燭の花の影

眠りへ誘ふ蛙の遠音

齋郎漠陽郎齋陽漠齋郎漠陽郎齋陽漠齋郎

ハ神戸・海市の会ｌその二Ｖ

漠

鈴木漠捌
永鈴
田木

圭

歌仙﹃雪兎﹂
朱の盆に水漬くあはれや雪兎
まらうど

炉辺の蝿の物語りする

戸をたたく風も賓客もどきにて

ひそと置かるる銘酒一蓋
ありか

舞ひ出でてしろがれの月天心に

もくせいの香の在処定まり
ゥ理髪師の研ぐ剃刀も冷ゅる朝

しのぎ名高き棋譜を並べて
問ふごとく伏目清らの面差へ

アリサの胸に揺るる十字架
カリョンの凛々と野を渡るなり

いきとし生けるものの営み

月明に蔵ひ忘れし浜日傘
立ち話聴く薔薇垣の蔭
猫の子の卍巴と眠り込み
坂多き町ややにかげるふ

ジャ．ヴュ
ふと既デ視
感の兆す春愁

飛花落花去年のしをりの道違へ

ナォ軋みつつ木馬止まらず止めもせず漠

帽子の男外車降りたつ靖

地震のあと推理小説山と積み〃

黒髪に映ゆ蒻翠紅玉靖

請所にありてわれと手枕圭
凧の帆柱鳴らす夕まぐれ〃
しづ心なく葱刻みをり漠
婚姻の鏡の奥に灯点して〃

柚味噌すすめる随屋の縁圭

けものらの名残りの草の露を踏み〃

菊人形の主従寄り添ひ漠

楽しきも憂きもひとしく良夜にて〃

首都の広場に革命旗振る圭

ナゥ誰が為に歌ふとあらじ若者は〃

黄沙の頃か旅果つるなり漠

共に見し榛の並木を愛しとも靖

文焚いて回顧の花にむせぶらん圭

平成二年十一月五日首

︵電話及びファクシミリ︶

椅子にのこれる蝶の片翅靖

平成二年十一月三十日尾
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永
島

靖

漠〃靖〃圭〃漠ノノ靖〃圭ノノ漠〃子圭介

八京都・かすみ会ｖ

歌仙﹃初騎﹄
のり
初はつ騎
や賀茂の堤の松の色

新霞引く四方の山々

梅の町南下りに賑やかに
芦田つぶしてマンションの建つ

西村すみ子

ナォ春惜しむ等と言ひつつ盃重ね

左利きなる友うらやまし
碑の由来の庭の小流れに

宵闇せまる能ばやしなり
見所の目奪ひさつと流れ星

瀬音に消され愛の語らひ

癌ポリープ無くやれやれの秋
瑠璃溪の紅葉や二人手をつなぐ

鹿遊ぶ浜宮島烏居

原爆忌永久に忘れず盆の月

暑さも忘れ負けずぎらひに

老いの身に頼まれ仕事はかどらず

森島香代子
香

隅田啓子
長江澄

す

啓

又ボッボッと趣味の園芸
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高階も風流めきて月おぼろ
留守ひきうけてゆるり居眠り

香

御所横切れば近きまなびや

傘寿とてふぐの料理に子等招く

ナゥニ学期がはじまり母の息をつく
す

啓
香

秤雄二︾十一一一朋二十弐叩霊︵文音︶

合格の喜びの日に花満開
親の笑顔に心もうらら

澄

澄

ゥ写経会総門修理永引きて
ハイヒールにも木屑附き来る

逸早く彼を認めて走り寄る
赤きリボンの贈り物受く
同級の正岡夫人の計の電話

寒月拝み遠く見送る

澄

啓

す

嘗ての闘士今は孫守る

しみじみと針の手休め冬の蠅
木枯に乗りカトリックの鐘
生きのびて共産圏の果を見し

す

澄

コーラスひびく暖き夜

大き樹の切られ葵花咲かす

香啓澄す香啓澄す香啓す澄香啓す澄香啓

八東予・風の巷ｖ

ナォ河原鶉鳴き交したる低う飛び

橋の手摺に寄りて立ちたる

ベレー帽イーゼルを据ゑ絵をかき初め

楼上に湾の海市を望みゐて

華やかに舞ひゐて春の愁かな
羽織を脱ぎてくつろげる客

藤村責美
池田澄子

守口津夜子

田中一火女

武田玄女

鈴木春山洞

母に習ひて冬仕度する

のっぽビル照らし輝く今日の月

ほる苦き涙をぐっと呑みこんで

酒の勢ひうぱふ唇づけ

へうたんが駒の逆玉出来上る

夜咄いつか縁談となり

歌仙﹃春の愁﹄

葉巻の匂ひほのと残りて

杭ぜに紡ふ古舸なり

玄

ナゥくい独楽を廻して子供遊ぶ庭

ふかふかと絨蔑の居間美しき

鍵になりゆく雁渡り見る

洞

守口津夜子捌

ゥそぞろ寒病みぬけし身のひっそりと

夜

新幹線で釜飯っかふ

良き思ひ出をしみじみ思ふ
人形を買ひに京都へ旅立ちて

政策協定鈴木都知事よ

痩せたる肩を震はせてをり

貴
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一と刷毛の雲流れ来る月仰ぎ

﹁愛してゐるよ﹂の言葉待ちゐる

箪笥からいちばん好きな帯出して

火

エンゼルフィッシュ泳ぐ水槽

うつらうつらとむさぼる朝寝

窓の景流れて見ゆる花の土手

オペラ券入れし封筒走り書き

玄

洞

夏の月彩なき影に怯えつつ

火

平成二年三月十一日首尾︵於・守口桐瑠庵︶

地下に徹れと狙ふ爆撃

洞

玄

一員

海兵隊固唾を嚥んで待ち構へ

夜

太夫道中八方を踏み

腕白餓鬼の秘密相談

総身に花片を受け恋無限

貴洞澄夜洞貴夜澄澄洞貴夜洞澄夜貴澄洞

ハ西宮・かつらぎｖ

居待﹃大初日﹄
大初日二見の巌を抱擁す
五風十雨に代りたる注連
露天ぶろゆらりゆらりと湯気立ちて

他言無用と耳打ちをする
咳きて禅師の在す月の縁

阿波野胄畝捌

木下常磐木

阿波野胄畝

辻静穂
久保田一九

二塚元子
森嶋静女
沢本のぎ〃く

山川真智子

逢坂喜代政

形よろしくふくべ成る秋
蹟きつつ合点合点と芋水車
姉被りしてまだ馴れぬ嫁

下田喜代

隅田川原の梅若の塚

尼寺へ行きやれうつるにさまょひて

押田たつを

山尾克代

虚子の句のバナナの皮は手より落ち

花火大会今果てし月

高二彦

岡田水都子

ちび鉛筆の芯に唾つけ

山又山の牟婁の御幸路

ペンションの螺旋階段すべりさう
猪鍋の座をはづせとの目くぱせか

木下明子
岡村紀洋
岡本春人
岡本星女

春の風邪とてホットウイスキー

花霞塒鴉の三羽五羽

轆輌六十聿辱弘朋串霊︵誌上募集︶
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八金沢・金石公民館俳譜研究会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃星月夜﹄

卯辰山は星月夜なり鏡花の碑

謡一ふし流る秋風

虫すだく道の茂みにさそはれて
犬つれて行くジョギングの子

風呂敷に包んで重し大西瓜

夜空をこがす花火連発

別れのつらさ熱き抱擁

ゥ君が代も流れアジア大会閉づ

気にか参る髪撫でつける朝鏡

世界の平和破るフセイン
国連の協力法で議会もめ
荒れた海辺で拾ふ空缶
ゆ

友集ふ温泉宿の窓に東し月

菰巻く松は冬囲にて

祝船差す手引く手の六十路舞

連句に似たり人の世渡り
狛犬も苔むしあうん花の宮

霞の中に浮ぶ法堂

江森峰雲捌
故

清水九璋
江森峰雲

梅原千重子

松本苔花
玉井富子

茜文子
蓮池かつみ

八田豊子
桶千代子
達田幸枝
思田康平
番匠敏子

畝愛子
寺西喜代
夏岸渭枝
村上富美
車谷とみ子

大崎光子

ナォ風船に種袋付け飛んで来し北村睦子
左遷の夢に抓る頬ぺた一一蒲龍居堂
マイホーム建てる話もまとめゐて重

泳ぎ上手と下手な酒席峰

炎天に目玉をむきて鬼ヤンマ苔

神輿担ぎの汗の鉢巻富
宇宙船いつか乗れると楽しみに文
色男には力無かりしか

したたかに言ひわけうまき浮気妻豊

康

好み好みの宿の広告
代
海路白く光る月夜や銭五船敏

露分け参ず千賀女いとしき

実盛塚の夕日佗しき愛

ナゥ或る日には湯女と出て掃く落葉掻幸

電線にあまたの鴉何見てる喜

一一︾知朋一弐一申雷︵於・金石公民館︶

長閑に昏る塾郷の静けさ美

土地ころがしの噂まちまち光
満つ花も散る花も愛で旅の人と
容
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八金沢・金石公民館俳譜研究会ｌその二Ｖ

歌仙﹃片蔭に﹄

梅原千恵子

江森峰雲

江森峰雲捌

やうやく出来た夫の甚平
松本苔花
玉井富子

片蔭に来てチンドン屋真顔なり

旅情にひたるベランダの椅子

漁火が遠くに見ゆる座敷にて

茜文子

畝愛子

達田幸枝
思田康平
番匠敏子

桷千代子

蓮池かつみ

月の宴七草活けて句の席に
朝餉にうれし秋茄子の色

八田豊子

やど

ゥ山湯宿に披露目の嚇子櫨紅葉

髪なびかせる若き先生
犀星の恋を育てし窓の道

路堂の塚に添へる鉄五尼
塗舟をつなぐ干潟を鳶の笛
家族連れにて一日楽しむ
寒月や咳のひそかな隣部屋

寺西喜代
夏岸渭枝
村上富美

炬燵ずりこむ猫も老いたり
マンガ読む子を叱りっ易蔭で読む

車谷とみ子

大崎光子
北村睦子

日に埋めきて庭に来る鳥
陽炎ゆれて笑ひさざめく

しづしづと花見小袖の乙女たち

ナォ東風吹かば﹁道真﹂しのび指を折る三浦龍居堂

黒潮にのり渡る火の国重

罪のない身には閻魔も仏にて峰

油井の国の戦火果てなく苔

冷房の利き過ぎてゐる喫茶店富

渋滞っ蛍く夏の高速文

いらノ︑と吸殻ばかり山にしてか
すつぼかしたる今宵のデイト豊

海老腰も今は週休二日制代
金のなる木を鉢植にする敏

頭巾着て現世の月も変りけり康

露踏み分けて戻る狩人幸

ナゥ歌枕尋ね歩行けば白き風愛

人は石にも心を彫む喜

一乗谷浮世ばなれの磨崖仏光

余韻搦々寺の梵鐘と

霞の中にっづく城山渭

見上ぐれば遺跡の門に花吹雪美

秤鰔一一等十斗亜一汁肥霊︵於・金石公民館︶
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八日立・かびれ連句会その一Ｖ

小松崎爽胄捌

乃安裕冬佳幾渓爽
婦
津

歌仙﹃朧﹄

睦みゐし鳩が寝おちし朧かな

葉

田平地井

沈丁ほのと匂ふ丸窓

うひまごへ雛佳麗に飾るらん

加賀落雁は舌にまろやか
老い松の亀甲くきと望の月
風にをとりて芋の葉の露
ゥ新走り酌めば旅愁のほろほると

情こまやかに出羽の娘子
夜もすがら閨の灯ほそく点りゐて
はかなしごとをいたづらに聞く

山幾つ越えて消えにし薬売

脚絆の破れ繕ふてをる

そぞろ身に入む須磨の浦風

月夜々に澄みまさるなり一節切

望かなしく文を託せる

雁仰ぐ錦の袖のほころびて

雪霞して浮ぶ富士ヶ嶺

散り易き命なりしを花浄土

林福小引新西上松

泉

小

鄙ぶりの神楽に夜も更けるらん

人懐っこき猿と目が合ふ

ナォ朴葉解く峠の茶屋の芋団子

幾

佳

乃

裕

冬﹃

渓

ほのかにかをる妹が留伽羅
髪直す仕種もっとも艶やかに

風鈴ひびく粋な黒塀

渓

佳

律義者には殖える子宝

高鳥三津子

仮初の芸が助ける不仕合せ

下町に気楽な暮しつづけゐて

葉

佳

爽

渓

幾

冬︑

松川五十五

長寿の里のいとも晴ればれ

竹の葉摩に茶室さはやか
ナゥ白露の垣を挟んで兄弟

矢沢よ志子

父︑

窓をあければビルがまばゆき
かぐや姫そこにゐさうな月夜影

策の青葉に陽が溢れたる

こんこんと尽きせぬ井水汲み上げて

平成二年四月八日首尾︵文音︶

初孫の産声高き花の庭
空かぐはしき春の曙
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田崎

飯

冬爽渓冬佳子幾冬渓佳子子子樹子多水胄

八日立・かびれ連句会ｌその一一Ｖ

脇起歌仙﹃冬ざくら﹄
大竹さき刀自卒突忌

冬ざくらあまりに淡しははの死後

影踏みながら帰る短日

ワープロに名簿家計簿打込みて

間違ひ電話またもかかりし
月明を透したしかむドアの鍵
虫に睡気をさそはるるなり

ゥ遠くより折々間ゅ鳥威
親の小言をすり抜けて出る
待合はす喫茶店の灯明る過ぎ
連れ戻されて落着かぬ日々

西幾多捌
小松崎爽冑

高きビル影河にゆらゆら美

ナォ競ひ合ひ鶯まねるをかしさよ朝

心ときめく言葉待ちをる美

隠しては書く恋文のはかどらず智

あたふたと出て忘れたる腕時計和

ことづてを父へついでに頼まれて冨

白雨に店の軒先を借り智
茜に染まり雲の流るる美

滑川美智子

窓の月ベートーベンに酔ふもよし智

葡萄畠に犬がじやれ合ふ朝

銀髪似合ふカラフルな服和

駅弁を買って乗り込み陸奥へ発つ智

鈴木美代
黒澤朝子
澤田冨美
伊香和子

ナゥ鬼灯を友と鳴らせし思ひ出に〃

年金少し足りぬこのごろ美

美

きっちりと書ける日記の字の濃ゆく冨

智
美

︵於・日立市多賀公民館︶

平成二年八月二十二日首尾

春風にのり遠き笛の音美

しらじらと暮れ残りたる花大樹西幾多

いささか人に疎まれてをり和

智
和

言田

御礼参りの児等が馳けゅく

ひゆうひゆうとひがないちにち虎落笛

朝

和

智

″

一畠

美

木の間より少し歪な月仰ぎ

高尾の紅葉いま盛りなり
旅立ちの鞄の軽き秋の朝
たかいたかいを嬰にせがまれ

千人目とて花博のマスコット
空の青さへしやぼん玉吹く
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八日立・かびれ連句会ｌその三Ｖ

脇起歌仙﹃片言の唄﹄
西幾多捌
小松崎爽冑
滑川美智子

鈴木美代

片言の唄になごめり梅雨夕焼

軒の忍にあるなしの風

デザイン派手な眼鏡買ひけり

出張はいつものスーパーひたちにて

伊香和子
澤田冨美
里澤朝子

月の出の明るさ鯉のはねる音

松茸飯の炊けて香にたつ

智

思はい人に逢ふは嬉しき

朝

言田

美

ゥみほとけへ溢るるほどに菊活けむ

聞いてをる話にいつか恋そだち

心地よき出湯の窓に月冴えて
酢牡蠣さかなに熱燗を舐む

和

智

朝

智

老いぬれば昔語りのきりもなく

美

ローカル線を走るＳＬ

すらりと伸びし約束の髪
はればれと鶴の形の雲流れ

耳を離れぬ糸紡ぐ音

冒田

美

連れだちて母娘似合ひの花衣

朝

顔見覚えの風船屋なり

ナォ渡し舟旗揚げて待つのどかさに朝

家鴨の列がにぎやかに行く冨
走りつつ少年の振る棒長き和

目が大きいとからかってをる智

ぃつしかにひとめを避ける仲となり美

やらずの雨に走る雷鳴和

暮がての山の重なり墨絵めく朝
音をしづめて帰るトテ馬車冨
みちのくの訓に耳が戸惑ひて智
蕎麦の薬味にむせるをかしさ和
宇宙船通過するとて月見上げ智

中東危機が株価下げたり美

なかなか買へぬ裏の芒野西幾多
ナゥ秋の灯に指輪の石が瞳ひをる和

猫がのそりと塀の上ゆく美

嘘でない履歴書なれどさばよんで朝

︵於・日立市多賀公民館︶

句集に和む長閑なる午後智

緋毛蟹しきてままごと花万朶〃

平成二年十二月六日首尾
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ハ川内・川内連句会ｖ

歌仙﹁漁り火﹄
漁火の保てる距離や秋の海

池川媚谷捌
池川媚

小倉静

宮内竹

戒能多

池川水

ナォ作るのも配るのも好き草の餅水

カードで済ます店の支佛ひ多

一発を思惑買ひの宝くじ谷

隣の方は煙草吸ふ人仙
石を枕に土工の昼寝水

噴火して夏空覆ふ桜島静

木の枝に掛けしラジオの独り言多
好きになりたる他人の嫁さん谷

痩せるほど恋煩ひがして見たい仙
女
三十男四十静

どんぐり転ぶ広き境内多

月光を溜めて添水の音響く水

辿り着きたる風呂の焚き口仙

ナゥ稲刈りといふ日の朝の腰痛み谷

霊の出る崖を遮二無二突っ走り静

中学の子等乍ら族てふ水

星砂の島へ旅立つ花盛り多

︵於・川内中央公民館︶

長閑に開く扇面の景水

平成二年八月二十四日首尾
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円かなる月かかる磯松

菊酒にむしろ広げむ友の来て
旅の写真をアルバムに貼る
虫干しに押入れの中かき回し

釣り忍から雫ぽたぽた

ゥ意見する親父の頭湯気たちて

そぞろ気になる逢引きの時
後家さんの白きうなじを目で盗み

死語となりたる亭主関白
貿易の自由にコメが邪魔をする

分けた肝臓ついに根付かず

肌を刺す寒月被り外同

無雑作に巻く赤きマフラー
アラビアンナイトの町の騒がしく

日本人が人質になる

口べたが唄を上手に花の宴
子馬の生まる厩舎あかあか

静仙谷多水静仙谷多水静仙谷喜穂波仙谷

ハ伊那・からむし庵連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃麦秋千里﹄
北支の旅より

眺め下る麦秋千里大雁塔
帰巣の群烏燃ゆる夕焼
丸太小屋御飯の蒸れる匂ひして

突如鳴き出す藪の馬追

体調整へ朝の露踏む
薄月に新聞少年遠会釈
＊

ワエルニーニョ旅の予定を狂はして

宮脇昌三捌
宮脇日冒三

倉沢友子
笠松道代
春日愚良子

ナォ春の炉のとろとろ燃えて去り難し愚
ぺ

語り部婆に吸ひ込まれゆく道

松代の大本営跡に人の声芙

たはむれに娘のピアノ弾いてみる嘉

鏡文字の残る落書澄

梅雨あけ宣言夏の本番恵

細帯にスタイル締まり草の市向山清子
留守番電話にっのる疑ひ代田敬一郎

年上の女房朝紅濃ゆかりき澄

宿の障子に穂すすきの影恵

月あれば甲斐駒いよよ現はるる愚

堀田澄子
戸田恵美子

友

秤鰔一一蓉礒朋一什

肥壼︵於・からむし庵︶

＊エルニーニョ異常気象の一・

風のす通る亀の鳴く池清

白魚の踊り呑み干す花の宴敬

厨の水もぬるむころとて道

とっぷりと日暮れて居りぬ雪おろし友

賛否をわける原子発電嘉

王子は霧に靴ひびかせて芙
根津芙紗
平島嘉子

ナゥ東西のドイツ統合先が見え昌
″

古寺の白砂筋目の清らかに

澄

澄

人なつつこき猫のまつはる

友

一蓋の酔ひ吟ず蛾眉山

檮粉木の音は娘か月明り
残暑こぼしっ坐する若者

素直になれぬ黒き髪結ふ
開演の天井桟敷に抱く懐炉

アルプスを横ぎる鹿の声透る

愚

芙

宙ロ

道

芙

赤いバイクに買ひ替へてみむ
花冷えとなりて野の業いそがしく
つが

番ひの蝶にけしきやはらぎ
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八伊那・からむし庵連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃秋草﹄
宮脇昌三捌

笠松道代
春日愚良子

秋草や一期一会の人となり

眺めはるかに催ふ山霧
根津芙紗
倉沢友子
堀田澄子
笠松道代
向山清子

戸田恵美子

月光に誰がつきし鐘響くらん
古陶の壷を開くるときめき

冬椿書斎の軸の読み難し

音も間遠に氷柱雫す

ゥ玉子酒妹が夜道を急ぎ来て
ジーパンをはく長きコンパス

ナォ宇宙船地球に還り空蒼し平島嘉子

逢へしか天のなつかしき母道

蕉翁歩む道の果てなし愚

ぐわつさん

月山の筍を喰む梅雨の坊恵

ベンチ静か高校生のカップルに敬
からめた指をほどくときなき芙

犬を売る店パンを売る店友

街々はテンポの速き曲流れ澄

もうひかぬ琴立てかけしまま恵

障子しめ障子の色の冬至の日安川ひろし

要るとか噂に間けば月淡し嘉

言ひわけをする身の草凱澄

ナゥゴルバチョフペレストロイカ肌寒く芙

対岸の火事見てるふところ手友

敬

数へ日のもの喰ふ群のひとりにてひ

折に触れ出る三島の亡霊昌

愚
恵

老い人ら心々に花見るらしき

いっぱいのディスコの中で踊り痴れ

恋も結ばるドイツ統合

澄

友

︵於・罰群論州銅池凹藩邸︶

平成二年十二月二十二日尾

平成二年十月四日首

霞の奥に歴史おぼめく愚

目の青き僧の坐禅の肩うすき

風の盆なる鯉遊ぶ町

澄

代田敬一郎

芙
宮脇日自三

清

風呂吹大根ほろり苦くて
Ｕターンして店開く若夫婦

愚

いま出づる月に真向ふ喪の帰り

日も長くなり気も長くなり

燕の古巣残る大梁

かにかくに花の盛りのめでたくて
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八横濱・歌留蓑連句會その一Ｖ

再掲春雷去れば透明の風

中嶋水帆
金子鳴陣

江里口華蓉

阿部美也
土屋ふじ

渡邊佐加江

大島紫摩
池田佳
角野恭子

大島紫摩捌

表情のやはらぎゆる塾ランプの灯

惚れた娘にギター奏でる

ナゥ思ひ橋渡らぬ先を思ひ初む

望の月家計ふくらむ大世帯

睦みて喰らふ南京の味

獺祭忌生きとし生けるもの遊び

遠駈けの汗にじむテイーシヤッ

ゅるノ︑と草叢に消え青大將

高飛びに高飛び重ね世界一周

引退近き兜町のドン

ナォ耕運機よく働いて暮れにけり

紅葉ぬけ來る長距離トラック

也

歌仙﹃柊描す﹄

ゥ野葡萄もあけびも菊も紫に

佳

テントの中で酒を呑みほす

保険滿期のせまる樂しさ
月はげし漁火も亦夜を徹し

髪なびかせて約束の刻

摩

佳

チケットに胸のときめき押さへっ鼻

月落ちか蚤る議事堂の庭

蓉

一地地叩雲走朋職錨率︵齢・横濱︶

木陰れに鳴く覺と鶯

合掌造りの飛騨路なっかし

眞犯人は肺のみぞ知る

方言のしどろもどろに直談判

北と南で水逆廻り

重き扉の昔させず開く

子

古文書に花を求めて幾十年

柊を描すや母屋の下見板

夏果て鼻挨うっすらあみだ様

江

この秋はロングセラーの三國志

帆
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湯氣ゅらノーと風呂吹大根
新聞紙旅行企書のあふれゐて

あくびばかりのあとの氣怠さ
宿題の間にあはい兒にち塗る患

美女のミイラに異邦人わく

摩

抱き上げし花嫁のうへ花舞って

春雷去れば透明の風

帆じ陣摩江也佳子帆子摩佳蓉陣江帆子佳摩

八横濱・歌留簑連句會ｌその二Ｖ

歌仙﹁運河﹄
塁の一音の壹面白き運河かな

ボンボン船に浮かぶ残月

壁は自由薑か舅せ放題

栗を食む子の揺籠を揺らすらん

金子鳴陣
池田佳
角野恭子
大島紫摩

再掲足をとられし春泥の僧

廓通ひは安くはないぞ

ナォ宗論に山笑ひをり般若湯

老いらくの感燃えさかるひとさかり

灰を分けて出す香ばしき藷

秋深み烏もグルメを樂しむか
露天の風呂に紅葉且つ散る

息せき切って走る傭兵

圓柱の廃嘘を照らす後の月

闘牛場へ投げ込まる薔薇

この道に竝ぶ者なき射手の腕
徒弟制度のきびしさに泣く
金色の扇をかざしきりノ︑と

心の傷を癒す旅人

ナゥ鰊ありと知りたる時は暹かりし

どこまでも噂の種で持切りぬ
村はづれまで柳架ながれて

はんなり暮る塗春の盃

雪洞に皆美しき花の下

一地地︑︾十弐朋群辮霊︵舩・横濱︶
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渡邊佐加江

松島鏡湖
今村茂
阿部美也
味村喜和
土屋ふじ

再開發に富を築きぬ

東西の風すんなりと通ふ夏
鷲掴みして鱈のまかるシ
ワ挨拶もなくて隣の地鎭祭

世界は二人きりの樂園

子

佳

しばらくは美女とのんびり日向ぼこ

こシぞ本家と名乘る新蕎麥

摩

湖

子

摩

佳

摩

甘酸つばいりんごが味の元砠なり

立ち返る一茶故郷の月仰ぎ

トラック續く北國街道
任輕く軍身重く雪しまき
じっと動かぬ水槽の魚

足をとられし春泥の僧

花の彩池にうつりて世はのどか

じ也佳子陣和摩子也摩佳和摩佳子茂江也摩

ハ浦和・義仲寺婦人連句会ｖ

歌仙﹁日﹈の中︲﹂

出目金の尾を退屈の目の中に

青梅えらぶ風のない午後
広重の浮世絵二枚飾られて

麻の葉模様肩に着流す
宿題の因数分解おぼろ月
川より下に群れる晩菊
蛇の目の傘の二人動かず

八木荘一Ｉ
中島好江折
八木荘一

光

中島好江
吉田光第
高橋微代
永山宏子

和

吉江和香
在間甫
石井美雪

ゥ丹念に破れの貼られたる障子
小声にて死んでしまふと女言ひ

宏

好

光

お経のやうな歌がきこえる

地下工事する外国の人

悠々と猫の寝そべる瓦屋根
冬の月白き妓もゐるエレベーター

中村香重
塚本稲子
佐

藤井佐和女

フランスみやげの革の手袋

握手して韓ソ会談終了す
鴦烏の肝も少しが嬉し

微

マラソンの胸厚きシャシ花の道

小刀をおく水の蛤

影に母子の遊ぶ影あり宏

ナォからくりも飛騨の高山春祭微

ベルリンの壁に世界の画家描く和

鎮魂曲の鳴りつづくなり美
虫干しの袴よ父を詠ふくし微
鮎を釣る人わさび売る人甫

食品街試食の品のつらなりて香
媚薬の箱はしのばせて持つ美
前立腺肥大といはる悲しさよ荘

恐龍の世に憧れる少年佐

湯が沸いて満月は路地通りぬけ香

取り入れあとの笛のお稽古甫

ナゥ鶉来る目ばたきをして息とめて好

たたび
木ま天
蓼沈む金の盃稲

引越の荷を山積みに震度四和

黒制服の騎馬隊がゆく光
私の好きな蛙すかんぽ宏

公園の花のベンチに共白髪稲

︵於・東京都港区立港勤労福祉会館︶

平成二年六月七日首尾
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ハ横浜・義仲寺横浜戸塚連句会その一Ｖ

歌仙﹃芽木の山﹄
八木荘一捌

堀口喜見男

岡本富士枝

八木荘一

芽木の山子とくすぐったく抜ける

案内版に吃る鶯
笹川耕人

″

富

母の弁当やうやく届く

もこもこと茶畑に笠数ありて
芋を月へ花瓶のかげの黄金虫

富

″

斎藤龍亭

どぶろく隠す椎の木の洞
ワ汽笛消えしドナウの河を烏渡る

情婦もろとも死刑即刻

映画館の二人にポケットベルが鳴り

浅沼漢
斎藤徳治

仕手株買の機会到来

鍵束の鍵多くなる幸福に

耕

徳

豈自

腹の減ること腹の減ること
汗の噴水ジャネット・ジャクソン
このビルに笑気瓦斯でも撒きませう

瑛

夏の月巫女が少女に戻る頃
歯科医の問ひに首で答へる

富

耕

瑛

風力３の木椅子うららか

散る花に皇帝ペンギン歩き出て

初日の割に弛む口許龍

ナォひじき刈る猿島を打つ波浅し徳

縁談の写真続々集まりて荘

星を手掴みちりばめる神徳

鈴が舞ひ鞭が僥ひて駆ける橇耕

吟遊詩人がやって来る冬龍

家計簿は久し振りなる黒字にて富

彼が入ると踊る置物耕

汐風に殴られ背後より抱かれ徳

遙かへ旅をしてゐる気分荘
有明の粥の薄さも摂心会徳

口笛吹いて墓洗ふ人喜
雲の通ひ路越に漂ふ龍

ナゥひたすらに花野を漕ぎて男行く耕

艀の上の煮炊き侘しく徳

住民票火星の都市へ移したし富

春雨に逢ふ侍の列喜

花曇り北の門より駕籠一挺龍

︵於・横浜女性フォーラム︶

平成二年五月二十一日首尾
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八横浜・義仲寺横浜戸塚連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃涼しく坐る﹄

父として涼しく坐る日本海

昔庄屋の朝蝉を聰く

湧く雲も麓に向ひむらさきに

八木寺壮一

笹川耕人
斎藤龍亭
浅沼瑛
染谷佳之子

少年と影抜ける白壁

月明の鯉うらがへる背がかゆし

堀口喜見男
礫

荘

鰯雲より下がるブランコ
ゥ鳶族も夕暮族も踊りの輪

龍
佳

荘

佳

荘

佳

太極拳はゆるく土蹴り

鞭を両手にハイレグのひと
潤一郎閻魔の前でまだとぼけ
ふらんすばん買ひ枢見送る
長生きの集まってくる狭い道
寒月へ肉饅の湯気噴き上げる
羽根布団被て烏になるなり

耕

宣巨

耕

浅葱幕より片脚を出し

礫

播磨屋に似ぬ声色の大機嫌
たんぽぽの紫風に吹かるる

子ら満載のＤ５１を追ふ花吹雪

この国護るわれも一兵龍

ナォ歓喜天の堂より蝶を仰ぎみる喜

受け皿に鰭酒溢れ核の話佳

建売住宅ふえる沿線耕
暴走族のたまる緑陰〃

炎天来てイエスの教へ聞けといふ荘

北の窓から帰る女子寮荘

寝不足の綿飴となりたる夜明け佳

男ころしの噂がひとり歩きして佳

連理の枝も今は地になし龍
良寛の手鞠ほころび月白く耕

紅葉の山に鴉待つなり喜

ナゥ秋風に音階練習繰りかへす瑛

車の並ぶビルの屋上耕

あとかたの斑に残る停止線礫
大操めとなる選挙の地割り喜

花びらのひとひら胸を通りぬけ荘

亀トめでたし主基の苗代龍

︵於・横浜女性フォーラム︶

平成二年八月十八日首尾
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八松山・錦心会ｌその一Ｖ

歌仙﹁花疲れ﹄
白足袋に鼻緒のあとあり花疲れ

茶店のまはりかろやかな蝶

舂の雨噂話の止めどなく

渡部伸居捌

荻山幸子
三澤和子
藤田節子
渡部伸居

土居りつ子

月の出の一本道を真直に

幸

発表会の準備する会

人にまぎらふ案山子人形

節

夢で泣いたり覚めて溜息

好物も喉を通らぬ恋病

節

居

り

和

ゥ青き海遙かに見ゆる草の市
すれ違ひざま頬をあからめ
煩悩のままの生涯終ことなり
遺産の額にあわてたる子等

幸

全身に桜吹雪の續紛と

地球環境ままにならざり

問題の原子力船解体か

居

節

り

居

り

幸

月高く祭の夜のしづもれる
冷し西瓜の網にっながれ

﹁宝法華経﹂と聞ける鶯

ナォ試歩の母朝寝の癖のはたとやみ曽我部登志子

ペンキ塗りたて日を弾きゐる和

山荘の庭の箒目くっきりと節

前触れもなく訪ね来る友り

北側へ箪笥を移し冬構居

たきぎ小屋まで雪に足跡志

髪を掻き揚げ着崩れの儘節

気位を高くシャム猫耳を立て和

記者会見も興醒めとなる居

ふてぶてと不倫の仲を公然とり

枝豆冑くテーブルの上和

十六夜の月を映せるコップ酒志

気ままな旅の果ては札幌り

ナゥ残る虫声きれぎれに続きをり節

新人種姐板もない台所居
姑と妹押しかけて来る志

お重提げ花の盛りの河川敷和
くるりと廻はし春日傘さす節

蓉鰄一一︾班朋汁珪明壼︵於・久米公民館︶
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八松山・錦心会ｌその二Ｖ

歌仙﹁リフト今﹄

ナォ麗かに酒酌みつ観る村芝居
笑ひの渦にさんざめくなり

干し物に頭掠られ子沢山

痛む腕ナに灸おろしたる

アーケード街に響く雷

渡部伸居捌

渡部伸居

喫茶店何故か突然混みそめて

デザートのプリンの皿の涼しげに
一一一澤和子

リフト今蜻蛉の空来たりけり
曽我部登志子

成田離婚のはやるこの頃

賑はひ去りし高原の月

老夫の料理教室繁昌し
隣の芝生柔かく見え

ゥ老若もダンスはサンバ楽しげに

和

居

三好郁子
藤田節子

土居りつ子

荻山幸子

秋耕の家路の鍬も光るらん

夕餉の支度並ぶ卓祇台
襖みな外して子等の夏休
いつか消えをりお目あての人

り

﹁希望﹂と題す像に陽炎

花ふぶく夢の校門くぐりたり

幸

秤鰄聿奪払朋一十泥肥率︵於・久米公民館︶

知人達より届く祝電

ナゥ稲架掛けの声高々と伊予誰
舞の稽古はカセットとなる
終日を籠るアトリエ楽しくて

子規散策の野菊咲く径

夜の街の片隅何か期待顔

郁

露朝夕残月殊に澄みわたり

主婦達の政治談議の酌に
古刹清掃奉仕終へたる
朗々と吟詠残す月の土手

節

士心
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巣に涼風を送る職蜂

晴れては居れど舞へるかざはな

和

居

士心

読む筈の書は積み上げしまま

競輪に負けたる話いつもせず

幸

中東諸国石油急騰

花一朶産土神の杜奥深く
くるくる廻る春の絵日傘

居節郁り幸志和居節郁り幸志和居節郁り

ハ栃木・句華苑吟社ｖ

歌仙﹃昴﹄

息白々と澄める歌こゑ
新村正一

吉本三蔓
石川白路

すさまじや星は昴と少納言
築山のなぞへに梅の咲くを見て

早乙女房吉

一一一

桑原民一郎

沼尾虹

花鋼の乙女笑みつ語らう
幼名を鴉に呼ばる柿月夜

鳥海順之亮

白

トルコで買ひし赤きマフラー

落穂ひろひし頃のおもかげ
ゥ誘はれて紅葉祭りに京の里
うっとりと聞くや小鳥のさへづりを

虹

順

民

房

正

デートひやかす児らのたはむれ
つまづいて転び切るまで術なかり

恐れず怒らず悲しまず杖
汗流し月を肴に酌みにけり
夜更けてどこぞ虫の鳴きをり
うしろより絡へるものの妖し柵

正

白
虹

むれ打つ鐘が雲を喰くるよ
窓にささやく風のあたたか

雨もよひ見るまに花のうるほひて

愛のエレジー奏すフルート民

ナォ噂りにお蝶夫人とピンカートン房

壺中の天地は乾坤の外三

シャガールのエロスゆらゆら空にあり順

盃の酒雪にすぐ解け酔の愚痴白
いやなことのみ多きこの頃正

自己否定する程の自我持ちもせず虹

十三階段後は一段房

足音のむなしく消えて闇の中正

連れ発つ二人気もそぞろにて順
月光をおほひ行く雲絶え間なく三

投げる仕事着虫の声消す白

ナゥ身に入むや板戸ガタゴト鳴り出して正

飯場ぐらしも喰ひつめの末虹
旅急かす哀愁列車酒ぴたり房

トンネル出でて段畑見ゆ民
見渡せば山又山の花盛り順
真澄の空に雲雀高鳴く三

平成二年十一月二十日首

︵於・吉本画廊内句華苑吟社︶

平成二年十一月三十一日尾
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八東京・草茎ｌその一Ｖ

ナォ集ひ来て春惜みつつ句を作り博松一

廻されてくる鯛焼の箱日笠靖

口ずさむ幼きうたもなっかしぐ里村稚

いつのまにやら還暦もすぎ

歌仙﹃耳うとく﹄

妻逝きし身にすさぶ凧

宇田零雨

写経すみ端居楽しむ京住居

宇田零雨捌

耳うとくなりて笑止や梅雨の底
宇田川貞子

熱燗に酔ひてまぼろし抱きしめ

藍したたらす庭の紫陽花
堀内一子
益田きみ江

″

ほっと安心碁会所にゆく

となりから株式市況流れきて

水打てばふと匂ふ苛薬

山鳩のほろほると鳴く午下り

旧街道はひっそりとして
月の出のおそきをかこつ夕まぐれ

あはあはとビルの谷間に昼の月

歩道に一つ拾ふ団栗

貞

塔のクルスが光る教会渡辺梅
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崩れし簗に瀬音高まる

ナゥバスを待つ肩をかすめて赤とんぼ
下村てつ男

ゥみちのくの紅葉を賞づる予後の旅
貞

尋ねあてたる啄木の歌碑
婆一人守る小店に客もなく
冷えびえとする遠寺の鐘

にぎやかに園児の声がひびきくる

平成二年八月十七日首尾︵於・草茎社︶

西も東も陽炎の中

花守のきこしめしたる午後の閑

風船ひとつふはりふはりと仁杉と
貞

井上きよ

金婚すぎて言葉すぐなに

て

風邪気味の夫につくりし玉子酒

馬渕通子

貞

″

瀬戸ハル

″

草庵の玻璃戸に澄める今日の月

爽かに鳴る秋の風鈴

観光バスが次々と来て

夜もすがら俵武多祭の笛太鼓

百喝りは四方に溢るる

ふり仰ぐ古城押し上げ花万朶

て一よハ子貞靖貞て靖き甫ハて靖子子甫

八東京・草茎ｌその二Ｖ

田村登喜子

宇田零雨

歌仙﹃鴦草﹄
鷺草の白が揺れをり何のために
小林三代子

宇田零雨捌

梅雨雷にとりまかれたる

ナォ安達太良に残れる雪のほのぼのと都

恩師の句碑を友と訪ねて清水せつ
ゆきずりの美しき娘が気にかかり都

香水ほのと匂ふいとしさ八
青き灯を川面に映す初蛍澄

振舞ひ酒にしたたかに酔ひ三
越後獅子めでためでたの琴始登

お降りやまぬ京の町並都
けらけらと笑ふ狂女の通りすぎ花
河童出さうな暗き沼尻都
野分めく雲みだれ飛び無月なる八
社の奥にすがれ虫鳴くみ
登

河合澄江
岸本花子

田坂八重子

鈴木佳子

佐渡谷ふみ

佳

宮永ふみ子

字田都子

成人の日のよろこびをわかち合ふ

都

ふ

み

平成二年八月十七日首尾︵於・草茎社︶

漸くに停年暮し板につき〃
ふと春風に心やはらぐみ
碑を埋むばかりの花吹雪花
夢うつつなる陽炎の苑〃

耳の遠きをかこつこの頃〃

ナゥ予後の身にそっとまとひし秋袷花

おばしまに佇てば眠れる過疎の村

うつるにひびく松風の音
向っ嶺に今宵の月は昇るらん

鏡の如き秋の湖

ゥ旅果ての愁ひに渡る雁の棹
はるかにしのぶ古里の母
すれ違ふ尼僧しづけく薦たけく

おみくじ結ぶ産土神の森

西尾みゐ

淡く刷きたる寒紅の色

薄紙を貼りつけしごと昼の月
病舎の窓に咲けるコスモス

花

ふ

教会の十字架光り爽やかに

かすかに響く遠き汐騒

小天守も天守もどっと花の中

雲雀の声にひらく弁当
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八東京・草茎ｌその三Ｖ

歌仙三の酉﹄
宇田零雨捌

宇田零雨
宇田都子

二の酉やかくれ酒のむ俄か禰宜

場末の街に荒るる北風
永雄︐もりえ

小林三代子

磯直道

汐の香ほのと漂ふてくる

バス停の文字はかすれて読み難く

眉よりも細き三日月匂ひつっ

渡辺ハツヱ

鈴木佳子
高原牧子
広田節子

″

山荘にきく郡郵の声

ゥ喘息の発作しづまり爽かに

妻をたよりの産土神の宮

流れ涼しき古里の川

寄り添ひてそぞろ歩きの蛍の夜

も

佳

靖

佳

日笠靖子

節

ゴルフ場絶対拒否が成功し
しばらくぶりの父の尺八
前栽の松を照らせる望の月
大むささびの棲める宿坊
芭蕉の句碑を探しあてたる

靖

みちのくの風冷まじく秋さびて

年古れど春を忘れぬ遅桜
心字の池に亀の鳴くてふ

ナォ遠足の子等はたのしく塩むすび都

展望鏡に入れる百円牧

目の前に瀬戸大橋のうつくしく佐野とし子

やつと果たした銀婚の旅靖

駈落の夜も粉雪の舞ひてゐし〃

瑠璃鵜くる裏庭の閑と

政界の汚職事件もやや下火都

停年のひまもてあます日日佳

ほるほろ廻る焼酎の酔直

月の宵仏法僧に耳すます八

時々うす目あけてゐる猫節

アイヌ悲話語りつつ祖父背を丸め木村筧水

ナゥこそ泥があたりうかがふ夕まぐれ三

初虹かかる遠き山並み靖

乗り捨てられし赤い自転車直
駅長が何でも兼ねる田舎駅と

山門をくぐれば花の浄土なる八

平成二年十一月十八日首尾︵於・草茎社︶

おぼろの鐘に我を忘れし都
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八東京・草茎ｌその四Ｖ

宇田零雨
古田悦子

歌仙﹃浅草﹄
浅草の鐘はるかなり酉の市
しぐれ過ぎゆく古き町並
東浦佳子

宇田零雨捌

風爽かに開け放つ窓

悦

益田きみ江

今日の月昇れば湖の光るらん

佳

″

浄又

悦

鈴木つとむ

悦

加藤えう子

″

″

列をつらねて渡る雁

いづくより琴の調べの流れきて

ゥ逆縁の葬りかなしき丘の道
にやりにやりと笑ふ気狂ひ
思ひ出の香水肌身はなさずに

くちづけ交はす夕焼の浜
留学の旅は明日に迫りつつ
父は秘蔵の酒を持ち出し
わたましの茶室に月の影さやか

佳

岸本花子

紫の濃き桔梗一輪

予後の身のそっとまとひし秋袷

き

稲垣治子

久方ぶりに晴れあがる空
花咲きし武蔵御陵を探ねきて
春の愁ひはそこはかとなく

ナォうつうつと百噂りを聞きながら花

瞼に浮かぶふるさとの山〃

消えやらぬ面影いまも胸に抱き田坂八重子

鮫鰊鍋は亡夫の好物佳

屋敷稲荷を小さく祀りて山尾糸江

寒涛の吠える岬の古き宿悦

傘寿を祝ふ派手なパーティー糸

一筋に命かけたる地唄舞悦

祭ばやしが風に乗りくる八

ぽんぽんと花火あがれば揺るる月佳

アメリカの対日不信消えがたく下村てつ男

囲碁の話しとなれば格別糸

のらりくらりと過ごす気安さえ
ナゥ犬と猫名前ときどき呼び違へ〃

平成二年十一月十八日首尾︵於・草茎社︶

古寺の山門は朽ち傾きてき
畦焼くけむり低くたゆたふ治
見渡せば西も東も花の雲八
ふと口づさむ惜春の唄〃

一Io7

八東京・草茎その五Ｖ

歌仙﹃蓮ひらく﹄
宇田零雨捌

ナォ壺焼の匂ひほのかにただよひて

石段高き産土神の宮

蝉しぐれ記憶の底をかきたてし

紺碧の海原凪ぎて冬うらら
神経痛のいたみやはらぎ

障子真白き牡蠣船の内

幼な馴染の浴衣まぶしく
駒下駄の足元かろき粋な人

木部八千代

宇田零雨
松田千佐代

蓮ひらく音をしづかや泉殿

星ふり仰ぐ夏の暁
児玉俊子

千

表﹁

秋山トモヱ

久

俊

ふ

大江加代子

米谷志奈英

安

千

俊

俊

士心

菱﹁

父母と見ししマン湖の月なつかしみ

礼

今日もまたぽつかり浮かぶ飛行船

ゑ

俊

加

そこはかとなく亀の鳴くなり

平成二年十二月吉日首尾︵文音︶

水陽炎の揺るるおばしま
御陵を灯すがごとき花一樹

太古をしのぶ発掘の品

机辺みだして更くる秋の夜
ナゥふる里の活性事業着々と

木犀の香の灰と流るる

遠回りする想ひ出の径

奥平ふみ子

山脈を二三羽翔ちし烏のゐて

山口安子

ほっほっと句作を胸に寺の路

独りしみじみどぶろくの味

千

ふ

俊

ダムとなる里に名残の月ならん
ゥ地芝居の忠治を無事に演じ終へ
ビデオカメラの出来ばえを待つ

白むくの花嫁衣裳くっきりと

有野久美子

浜崎琴代

うるむ眸にゆれる管

俊

千

沢庵漬の桶がころがり

佐藤ゑつ子

雨もよひ川面に雲の低く垂れ
クリスマスツリーに吊す銀の月

田尻礼子
俊

ママのお膝で見る夢なあに

安

三銃士正義の剣で守る城

馬いななけば晴れ渡る空

芝崎静園

散るさくら筑波嶺はるか霞みたる

旅恋ふ胸に春はゆくなり
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八松山・草茎松山支部ｌその一Ｖ

歌仙﹁追儲巫女﹄

さりげなく振舞ふものよ追儲巫女

樺の木目込みし手焙

ちょろちょろと筧の水の音立てて

寺岡情雨捌

ジャンケンポンで馳けて行く子等

ナォ苗床のつち黒々と盛り上り

後妻と共にすする粕汁

過疎の村離るるつもり更になく

着ぶくれて居れどもどこか艶めきて

性の転換出来る此頃

海よりの南風っのり来る昼さがり

ふと迷ひ出てかはほりの飛ぶ

地下街の入口近く混雑し

老いのそびらに迫る夕寒
松島の数よみがたき十三夜

雛に沿ひて並ぶ鶏頭

ハスキー犬がじっと寝そべる

ナゥ空缶に硬貨投げ込む黙り市

模様替へして春めきし部屋

コーヒーの香りほのかに流れ来て

︵於・東雲公民館︶

展覧会の初日うららか

予後の身に落花はとめどなく吹雪き

平成三年三月二十一日首
平成三年三月二十四日尾
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古墳の跡の日本庭園

むら雲を離れて上る望の月
恩師を迎へ新酒酌み交ふ
ゥ鬼となり童となりし村芝居

武知イ十

野原初

つい踏み外す恋の道行

百噂りのこぼる山の湯

損得を言はず花守る五十年

日々の新聞丁寧に読む

北方の領土のことが気にかかり

憲兵伍長の細長き墓

渚まで歩めば月の涼しくて

壷に挿したる白き夏菊

役所を退いて針医者になる
ガタピシと建付け悪き応接間

大西素

冬久朝白情零

そもそもの出逢ひは旅の列車事故

寺山杉吉寺宇
岡田浦金岡田

素冬千朝情千朝千子之代久煽栄子水雨雨

耕

色

素ノノ き千耕素朝久平素久冬情ノノ千素ノノ朝

八松山・草茎松山支部ｌその二Ｖ

歌仙﹃亀の鳴く﹄
寺岡情雨捌

ふとめぐり合ふ初恋の人

ナォ遍路杖置きて暫しを縁に掛け

炬燵布団は麻の葉の柄

胸いちの又めらめらと燃え上り

月光ゲにほのかに浮かぶ伊予小富士

老いの手を引き渡る石橋
心願の成就叶ひし御参りに
市長選挙の日焼けした顔
大西瓜次々に割り振舞へる
浜に打ち寄す芥いろいろ

降る雪は音なく河の面に消えて

一色耕平

亀の鳴く声聞きもらす朧かな
ほのかに匂ふ八重咲きの梅

杉浦朝子

旅の土産にもらふ柚子味噌

宇田零雨
寺岡情雨
大西素之
武知千代

さざ波立てる秋の湖

千

ナゥがちやがちやと機織るやうに轡虫

小筆をとりて綴る自叙伝
夕月の雲を遙けく山の端に

ミニチュア並ぶ名酒百選

まんまるく呆けたやうな夏の月

ひっそりとある狂院の談話室
茄子や南瓜の墨絵おもしる

素

久

吉金白水

富田きみ枝

野原初子

千

子取る唄かすかに間こゆ花の暮

苗木市などひやかしてみる

机の上に小さき消しゴム
転勤が決まり漸く落着きて

平成三年四月二日首尾︵於・花もめん︶
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雛の眼の遠まなざしが愛しくて

ワ学友と別れを惜しむ休暇明け

山田久栄

デパートの改装成りて華かに

き

朝

久

赤き単車で走るアベック

シルバー族の集ひ賑やか

き

妻連れて高野へ登る初霞
蒼空に舞ふ手造りの凧

池の汀にゆるる陽炎

春の愁ひに霞む山々

ありなしの風に万朶の花吹雪

情素き白情白朝千素白初千久素き耕朝千

八東京・くのいち連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃ちまき二把﹂
暉峻桐雨捌

ナォ眺むれば比良の高根は遠霞
小鮒つかんで駈ける子どもら

さりげなくデートのあとの口を拭き

見合のたびに変わる髪型

売り出しのポスターぬらし通り雨
暉峻桐雨
仙波鶴女
伊藤紫苑
矢島眸
鳥沢霞
内山司花
吉田吉女

恩師も友もみな白髪にて

暑さにのびた夏風邪の床

ゥ横浜の南京町はそぞろ寒

鶴

桐

さえずりやまぬ春の黄昏

禁煙を行くさきざきですすめてる

あいもかわらぬ井戸端会議

この路地も不法駐車にはばまれて

雲切れてあっけらかんと月の顔

ロックをやめて唐黍を喰う

ひらきそめたる野菊とりどり
ナゥ空港の時の流れは切れ目なく

蔦釣りの竿手入れしてテレビ消す

更待月に団地しずまる

元気かと留守番電話父の声

赤提灯にむれるＯＬ

真昼間のひまわりだけがはばかりて

愛してないけどつい腕を組み

紫

卯のはなしるき垣の夕闇

ホテルから出ると他人にもどる朝

眸

なぐさみがてらバスのお遍路

代々の茶屋うけついで花守り

秤鰄一蓉極朋缶申霊︵文音︶
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ちまき二把ふみの重しにしてかえる

あがればぽいとビニールの傘

司

睾屋

逃げもせず烏むらがる裏通り

風に吹かれて昼酒の酔

二の酉の熊手を照らす月さびて

桐

士ロ

勝関の橋を渡ってひと休み

鶴

今年も母に贈る顔見世

茶房の窓にかもめ飛び交い

紫
眸

旅支度はやととのいて花を追う

春雷さけてつどう山門

桐吉司霞眸紫鶴桐吉司霞眸紫鶴桐吉司霞

八東京・くのいち連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃年忘れ﹂
年忘れわすれられない顔ばかり
ついつりこまれ買った羽子板

のうれんを取り込む肩に残る月

暉峻桐雨捌

ナォまなかいに秩父連山うららかに

ナイスショットをきめてにんまり
ほろ酔いで覚えたばかりの歌が出て

雪の銀座でかりそめの恋

駅が吐きだす群ひとしきり

後悔はしないとギャルの白い息

雛呼んでいる鳥小屋の鶏

寄付せがまれるマラソン出場
孫たちに肩たたかれて嬉しがり

公民館ブラスバンドが鳴りひびき

今夜から月の出すこし遅くなる
さんま焼く香のこもる路地裏

台風情報ながす有線

タクシーの行列だんだん長くなる

桐

暉峻桐雨
伊藤紫苑
仙波鶴女
内山司花
吉田吉女
烏沢霞
矢島眸

買い手のつかぬ合掌造り

谷あいのいで湯で逢った通り雨
背なのリュックがおどる遠足

この堤こえたところで花莚

菜種畑のつづく常陸野

秤唖一毒廿一一朋二什走叩誇︵文音︶

−112−

二つ三つ減る折の蛸焼

初サラリーとくれた小遣い

ゥ垣根より高くなりたる葉鶏頭

鶴

紫

ナゥ秋の蚊がまだうなってる楽屋口

売る菓子の味もよけれど器量よし

圭ロ

司
霞

湾岸危機にゆれる国々

抱いた夢覚め名前つぶやく
別れ住む身にはうとまし油蝉

月天心遊牧民は寝しずまり

鶴

紫

眸

桐

司

昼は無人の庭のむく犬

チャンネル切ればくるみ軒打つ
小鍋立煮えはじめたるきりたんぽ

風船売りをよびとめる婆

花びらの吹きこむままに閻魔堂

桐眸霞吉司鶴紫桐眸霞吉司鶴紫桐眸霞吉

八松山・興聖寺連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃手術日﹄
松永静雨捌

万歩計とは面白き物

ナォ石手寺の鐘の音色ものどかなる

浮気なんどはした事もない

女房殿まこところりと信じ込み

代筆に家主シびっしょり汗をかき白石葉

冷やしうどんに竹の割箸戒能多

ポスターは環境汚染許さじと

口笛吹いてパチンコに行く中村英

伊達由紀子

松永静雨

待ちきれぬ仔犬は籠に眠りこけ松田絹

命のかぎり競ひ鳴く蝉
中野かずえ

永井政子

手術日の近づく城の若葉濃し

コンピューターもワープロも打つ

腰の瓢の新酒ごぽごぼ

波郷の碑さだかに読めぬ月明り

初汐ほのと匂ふ黄昏井上弥

魅力ある職場造りをモットーに

由
か

政

か

由

はやばやと左近の花の咲き盛り

満願の日の吉報を待っ

噂りっづく平成の春安野次

平成二年十二月二日首尾︵於・無松居︶
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神尾千津子

政

立待の月は早くも傾きて
肌寒きまで澄める松籟
有無を言はせぬ君が一徹

ゥ落鮎の渦に巻かれて流れゆき

金の為なら国さへも売る
水鳥は油の海によろめきて
春待つ思ひつのる此の頃

ナゥ色づきし蜜柑畑を荒らす子等
ラグビーボール塀越えて来る

雪晴れの曠野を照らす月蒼く

静

桑原光子

内職のミシン踏みつつ舌打ちし前原四

観光バスに土産いっぱい

か

あきもせで調子外れの隠し芸

光
由

静

部長課長も二重人格

千

フィーリング合ひさうもなき見合なり

花時の地方選挙とぶつかりて
ふと気がつけば消えし初虹

子多葉月多葉弥絹生恵子政喜子政光静政

八松山・興聖寺連句会その二Ｖ

歌仙﹃ふる里﹄
ふる里の霧の深さに溺れけり

夢の如くに漂へる月

ナォ順打ちの遍路の鈴も遠のきて

晴耕雨読つづく此の頃
老楽の恋の相手は筒井筒

招待のゴルフ麻雀もう御免白石葉

街騒ひびく年の瀬の宿

どれにしやうと迷ふブラウス
歳時記をめくりてこれが狐火か
伊達由紀子

富士がくっきり浮かぶ箱根路安野次

暑い暑いとビール飲み干す
帰省子は親のふところ脅かし前原四

松永静雨
井上弥生
永井政子

皿鉢料理にそへし松茸中村英

観測の月の記録で学位まで

神尾千津子

ナゥ外泊の許可を受けたる在祭松田絹

中野かずえ
千

爽やかに琴の音色の変りそめ
意外なるかなニュース速報
着ぶくれて海の彼方を荘然と

由

北方の領土返還願ふ日々
金は出しても戦争はいや安野哲

平成二年十二月二日首尾︵於・松山市民会館︶
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寒梅ふふむ城の裏道

いやいや乍ら相槌を打つ

ゥやうやくに尋ねあてたる子規の句碑

散るとなく散る花片に手をのべて矢野通

大漁旗の浜に鐸めく戒能多
か

政

静

政

千

心中にものものしげな捜査陣
なまめかしくも匂ふ笹百合

千

財テク等と残るメモ帳

ど忘れのっのるのみなる義理の母

梅雨明けの月はことさら明るくて

桑原光子
光

希ひはてなき卒業の歌

おやつ買ふ子についてくる犬
肥えすぎる事も病気の一つなり

さはさりながら伊勢の赤福

千

由

咲きそめし花に寒さのぶりかへし
ためらひ勝ちに舞へるてふてふ

政子二弥喜恵子葉子月弥子弥光千静政光

八郡山・郡山連句会ｖ

歌仙﹃大年﹄
佐藤淳捌

大和田悠紀

佐藤淳

潮の如き短日の駅

大年の人の歩みや摩天楼

易占ひの客を待つ影

ナォタ霞梵鐘時を知らす頃

引き寄せられしうすぎぬの肌

五月雨は佗しと膝に猫を抱き

停年の男にもある更年期

昔貴族の御曹司とか

頼母しき輸送機無事に帰り来て

知名度を楯に選挙の表裏
差す大盃に映る地獄図

依田費了よの

中西瞭

雪舟らしき床の掛軸

酔漢の濡れて去り行く十三夜

新米納め倉静かなる

ナゥ蔦紅葉裏街道の道祖神
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念願の古典漸く読み了へて

うろこの落ちし一筋の道
篁のざわめく奥に月の影
鶴来る里にちぎり絵の展

紀

大槻芳野
大原紗都
佐藤春

土地測量に目印の杭

役者気取りの腕白の声

の

ゥ爽やかに友禅干され艶の良き
移り香を内ふところに忍ばせて

作業衣の坊ちやん学士現はれて

秤鰄二︾畦朋仁計串雷︵於・佐藤淳宅︶

花の香の盛を今に旧城吐
球児見送る青き踏む丘

瞭

野

ピーヒャラピーヒャラ流行の曲

春

都

幾星霜を深海の亀

紀

覚めて懐しオーロラの夢
報道は日毎に怪奇世紀末

暮らし変らぬ焼芋の笛

瞭

の

一得

先生と云はれ胸張る金バッジ

都

寒月の下にテレビの録画撮り

独り良がりの田舎三段

花の門心明るき通勤路
入学式の母子輝やく

春瞭都野の淳春紀春都淳瞭の紀野春淳野

ハ愛媛・小松連句研究会ｖ

愛媛﹃々〆吉一﹂
猫の目の妖しう光る夕立かな

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞
渡辺千代子

石丸信義
十亀まさ彦

雫の残る若竹の塀
曽我部介以

地下鉄へ降る階段足早やに
ショートケーキを抱ふ父なり

徳永やよゐ

団藥の月に憩へるバルコニー

庭に広がる虫の声々

洞

千

義

ゐ

ゥ若者の列につき山粧へる
髪をなほしてコンパクトみる

彦

西行庵荒壁に惨み跡ありて

彦

手をひきあへる丸木橋なり

野ざらしひとつ枯草に伏す
遮断機が跳ねたで寒き人の月
家並途絶えし道をとぼとぼ

以

爪の紅唇の紅残る襟

酔ふほどに﹁リンゴ追分﹂歌ひ出し

千

洞

ゐ

千

以

青饅なんど志野の小皿に
重箱を担ぎ花見の供をして
聖書に栞る白ライラック

︵於・愛媛県小松町町立中央公民館︶

平成二年七月二十八日首尾
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ハ豊田・ころも連句会その一Ｖ

後藤志津枝

歌仙﹃花三千﹄

八木聖子

矢崎藍捌

東風の匂ひをかいでゐる猫

空蕩々白木蓮の花三千
月山富佐子

珍案ならぶ村のイベント

潮干狩あどけなき声はりあげて
望の月手づくりだんご召されませ

三岡鐡次
加藤治子
小園好
由川慶子
好
聖

月山一宣

慶

ナォブランドのスニーカー履き遍路づれ正

芭蕉ブームとポストモダンと聖
待ちかねし本絶版のしらせくる好

さらさらさらと雪はみぞれに矢崎藍
寒林のチェンバロの音はいづこより聖

ステンドグラス昏く尼僧衣慶
純愛はすべてを越えて国境線次
眼もと涼しき人に抱かれむ道

あけがたの夢いちめんの譽粟のなか聖

月うっすらと鮭いるの雲藍

とれし枝豆塩かげんよく壹

軽やかに犬と散歩の秋めきて道

ナゥ流し合ふ背なにしみじみ老いの鬚富

蛇穴を出る裏の石垣正

孫のあやつるおもちやハイテク渥
ゆっくりと地球温暖すすむとか治

︵於・豊田市棒の手会館︶

唐破風の波打つ街に惜しむ花藍
灘の日永の酒に酔ふらむ執筆

平成二年三月二十日首尾

▼再

T

こほろぎのふとやみしぬれ縁
ゥ秋澄んで家紋くっきり長暖簾

越前の旅出会ひやさしき

間歌泉のどとき恋情

おみくじを小枝に結ぶほそき指
ぶつとばせ／・単車轟音ひとしきり

渥

石黒正子
稲垣渥子
岡本道子

この世はとかく誇大広告
帝王の陵ひそやかに夏の月
逝きしものども過ぎてゆく闇

次

圭宣

枝

折鶴を無心に折りて母病めり

柱時計の振子動かい

学友と久潤を叙す花の下
草餅分けし故郷の土手

一L L／−

八豊甲ころも連句会ｌその二Ｖ

葛咲くや団地の屋根は川辺まで
由川慶子

矢崎藍

二十韻﹃葛咲くや﹄

影踏みあそび果てぬ夕月
八木聖子

小園好捌

爽籟にビオラの弦を張り替へて

柿本時代
代

聖

蔵に納まる古き京雛

ナゥ跡継ぎは慶応大出の学士さま

猫の仔ひろふ単線の駅

花曇りどこかで誰か呼んでゐる

︵於・豊田市棒の手会館︶

平成二年八月二十一日首尾

−1 18−

襖一枚隣室の客
ゥこの娘らの行儀作法は祖母仕込み

聖

代

学﹂や﹂︾つ

逢へると聞きしよりの昂り
恋情のらりくらりとかはす人

藍

小園好

蜥蜴つるみぬ白日の下
虹かかる村のはづれの曲がり道

雨どよもして昏き裏窓

藍

代

遊び女は穣土に浄土を見てをりし

慶

﹁足の具合はどうだ︑和さん﹂

浮名流して熱燗の酒

加藤智美

藍

冬の海ポンポン船に月明かり

聖

ナォ衣装箱かさねておろすどさまはり

魚の頭をトンと断ちたる

美好慶代

八松山・佐久良連句会ｖ

愛媛掌化見﹂
鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

白方筍子

わたし

耳をすませば噂る小鳥
大本︑まこと

井門可奈女

渡舟待つや花見の客と乗り合せ

犬の駈け来て足にじやれつく

春日傘廻し廻してゐる女卜に

洞

筍

石丸律子

ワ爽やかに人声おこる石手寺

と

奈

ひたひたひたと秋汐を聞き
指からませてコーヒーをのみ

月の光ゲ蒼く真珠の筏浮く

約束は次のデートの時と場所

律

ふところ算用あはいこの頃

夕涼み月の出ながら雨催ひ

蜜豆たべる同級会よ

律

と

奈

筍

洞

風邪ぬけぬままぶらぶら暮し

肩の荷を下す安土にやいとすえ

筍

召集の特別国会始まりて

染糸さっと干し連ねけり

奈

洞

花盛り空の碧さにはえまさり
ボートレースのあと隅田川

︵於・愛媛県生活文化センター︶

平成二年二月二十七日首尾
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八札幌・札幌俳譜接心ｖ

歌仙﹃秋嶺の﹄

巽の方にしげき稲妻

秋嶺の裾なる襟裳岬かな

話上手に皆が聞きほれ

月に鳴く鹿かや里の夜の更けて

久保田一九捌
岡本春人加朱
遠藤智恵子

小川里風
和田哺風

佐々木裸木

祢宜の手慣れの笛の一曲智

ナォ巨樽に鰊群来せし頃おもふ九

正倉院の御物展見る裸

破風の紋郷土の誇り伝へゐて里

出さうでちダむでで虫の角九

初袷杉村春子そっくりに智

姉さん女房怒れば鬼に弘

サブマリンあらはれるかも印度洋裸

初恋の文の黄ばんで小箪笥に廟

高野弘子

テレビ速報髭のフセイン裸

露地をせましと夕顔の鉢

智

里

ゥきいぎぬのパンにバターのよくのびし

久保田一九

今様船に紅葉しぐれが裸
寮の窓々布団干し居る哺

到来の宇治の新茶をもてなさん

眼元ほんのり媚をふくみて

坂長しマリヤの鐘の遠くより安西須枝子

哺

秤鰄一一︾十斗朋唾甲率︵於・平岸会館︶

野点席織部茶碗に花の散る弘
お堀にうつる天守あたたか九

春の入り日に染まる灯台智

ナゥほろ酔うてランバダ騒ぎ文化祭智

ソューズに月のさし入ることあらん有原悦子

老友と虜囚の日々を偲びっ皇

弘
九

輔

一家揃って世界周遊

打診せず聴診もせずまづ検査

裸

弘

遺影を囲む万のともしび

嚥

里

桶の白菜薄氷はる
ベルリンの壁の欠けらを売る男
事件発生東奔西走

上りゆくスキーリフトに月冴えて

花吹雪三段水車仕かけられ

裸

智

畑を打っは老坑夫なり
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石原涼捌

涼

紫

八高知・三冊子研究会ｌその一Ｖ

歌仙﹃山笑ひ﹂
山笑ひ海はほほえむ歌碑除幕
乃
〃涼ノノ乃涼乃涼乃涼乃涼乃涼乃涼乃

霞に動く回転食堂

春蝉の庭の一樹に鳴き出して

ナォあ
りあはす紙の袋に土筆摘む乃
いでゆ

温泉の名をば天女の湯とぞ〃

ふはふはと白きネグリジェ不倫めき涼

かつ消え結ぶうたかたのごと〃
窓しめて為替高値にか易はらず乃

西の入り日に風のあかノ︑〃
ものうきは裏日本の浜づたひ涼
時雨に濡れし帆をおろす音〃

藁仕事しにまた坐りこむ〃

をみなとはか塾るものかや衣脱ぎて乃
忘じがたき土佐去りがたき土佐〃
ありし日を今宵の月のあかるさに涼

ナゥ秋灯のほのかに赤きたたずまひ乃

釣糸たるる人の動かず〃

お茶室講義なほっヌきをり〃
目放てばダムの湖ひろびろと涼

平成二年三月三日首尾︵於・徳岡紫乃アトリエ︶

名園の一樹の花の咲きこぼれ乃
春の別れはアデューひとこと〃
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枡目ノ︑を埋める原稿

月淡く耳かきの綿こそばゆき
糸屑まるめ夜なべより立つ
ワ十年を一牛も得ず蕎麦を刈る
おしんに似たる少女狭霧に
山鳩のほろノ︑鳴きて冬紅葉

まさしく船は黒潮に乗る

いつ巣喰ひしか胸のいたきに
婚約はいつぼん釣りの終るころ

さぐらんばうの皿に盛られて

カメラにははいらず消えし夏の月

シャガールの絵に夢のかさなる

祝宴は社長表彰おめでたう
名のみの春のみちのくの空

花時計あくがれ出でて旅どころ

石徳
原岡

八高知・三冊子研究会ｌその二Ｖ

歌仙﹃初遍路﹄
石原涼捌

ナォ三郎も五郎も今は春休月
膝くむくせも父親ゆづり富

薄化粧ジーパン姿のび／︑と知

ひげの宮様笑顔あかるし月

石原一況

さざんかの垣根に添ふて水路あり月

鹿鳴集の仏探れん知

さりげなく思ひ残して旅に出る涼

高添知恵

初遍路鈴の音の澄むいしだたみ

年立ちてみる遠き山脈

︸況

︸況

一況

知

些況

知

平野月子
知

平成二年一月十日首

平成二年六月三十日尾

︵於・高知新聞社文化教室︶

春のあかつき吸々の声あり知

ケセラセラなれてあくびの花の雨月

胸算用は言ふと言はぬと涼

この頃の株の値動き余所ごとに知

打出の小槌あるはずもなく涼

ナゥ秋繭の出荷せはしきころとなり月

茶漬所望の萩の客人知

天心に月ありこころすみまさり涼

古きくレーのしみの数々月

スケッチに日曜画家の余念なく知

山の辺の道万葉の道涼
知

春浅き三ヶ月空に光り初め

一源

下萌の道人送るなり

知

梅林の堤につなぐ舟ありて

靴音ひびく螺旋階段

ゥ楓爽と外資系らし商社マン

着せてもみたき紺の紬を
ボルドウの赤きワインに恋の味

竹馬の友は醜のますらを

そこだけ剥ぎしアルバムの跡
剣の道山野に臥して極めっ鼻
ヒマラヤの月を見たしと酔ふほどに

一線

月

知

美術の秋に絵筆捨てしが
ロックのリズム遠く間ゆる

知

武内富子

迎へ火を焚けばさびしさまさりきて

たんぽぽの紫行方目で追ふ

花見酒医者の許しのあるままに
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八高知・三冊子研究会ｌその三Ｖ

涼

石原涼捌

光千

歌仙ご年の﹄
一年の長し短かし豆を打つ

厄払ひして門に柊
あすよりは大空仰ぎ胸はりて

足もとに来て鱒る犬

待つほどにためらふほどに月今宵

ナォ惜春の思ひは遠き母のこと涼

耐へて生きるがならひとなりし千

いぢらしきせたいやつれを見ないふり光

耳をすませば小夜千鳥鳴く涼

口調む湖畔の宿のおのづから千
爪弾きしつ蚤待つもどかしさ光

山脈のぞむ高原に立つ千

ふつつりと思ひ切りたるころのこと涼

足もとの道祖神にも粉雪の光

遠野の民話いづれ悲しき涼
山姥の山廻りする峯の月光
蔓引けばみな赤からす瓜千

ナゥ老公の供して旅の秋日和涼
猿も浴びてる温泉ゆたかに光

平成三年二月五日首

︵於・高知新聞社文化教室︶

四列に百人前の膳並び千
阿呆ノ︑と烏鳴くなり涼
風一陣たちまち花の庭となり千
心も軽く菜飯炊きあぐ光

平成三年四月三十日尾
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千草にすだく虫の声々

ゥ四五人の渡舟ゆく芦の原

うなじに
重き光琳の櫛
かげぽう

んない
黒板塀のっ蛍く新し内
節

灯を消せば影法師二つ寄り添ひて

都の友の便りうれしき

がうノ︑と松籟のして佗び住居

ちち﹄つし

夏霧深く乳牛の声

月涼し去年のことも偲ばる塾

身ま塗気ま塗にかもめ見てゐる

宿を出て散歩楽しむ一人旅

黒揚羽舞ふ寺のしづけさ

するノ︑と帯解く音の花づかれ

川森石
口下原

千光涼光千涼光千涼光千涼光千涼子恵

久

ハ高知・三冊子研究会その四Ｖ

石原涼捌

照た
み

歌仙﹃夏帽子﹂

アルバムひろげ昼寝の座敷

門石
田原

た久照た久照た久照た久涼子子久涼亥

夏帽子振って別れし人遠し
玄関に音なふ声の聞えきて
ロマンスグレー葉巻くゆらす

月冴ゅる貴族館は森の中
鳴きすましたるこほろぎの闇
ゥやシ寒の独りぼっちの部屋の隅

出せぬ文なら破って捨てシ
真夜中にひそひそひそと長電話

面影にたつひとの横顔

トランプに恋の占ひ繰りかへし

水琴窟の雫滴々

生垣道の白き山茶花

冬の月己が影法師ともなひて

小高き森に刀塚あり

昔より音消しのあり武家屋敷

卒業記念は海賊料理

うちそろひ花の同期の晴れ姿

ナォ装ひは胸のときめき町うらら照

縞の背広に無地のネクタイ久

向き合って目と目が語る喫茶店た

二部合唱は今朝のことなり照

稽古場の踊子軽くお手拍子久

天の岩戸に集ふ神々た

初摘みの緑茶を供へ奉る照

なかノ︑空にはならぬボトルの久

老年のかけ声ばかり応援団た

つくつくぼふし鳴き終るころ照

潮の香に岬の月を待ち居れば久
かりがねの棹山の端に消ゆた

ナゥさはやかに笛の音色のととのひて照

住人フラワソング会員涼

照る日曇る日変る天気図久
わが町は地球三十三番地た

︵於・高知新聞社文化教室︶

浪速の春のおぼろおぼろに久

花博へ仲よき友と船の旅照

平成二年七月三十日首
平成二年三月三十日首
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涼

川栗
添田

八東京・鹿の会その一Ｖ

﹁連句研究﹂十五周年記念

ナォ猫の仔とただ風流を語るくし

北条五族おくつきの閑

別荘の夜来の雨にこもりをり

この恋は出雲の神もままならぬ

葛の葉狐しのぶ息づき

阿片瓢郎捌

一本の箸ですすりし心太

歌仙﹁夏雲へ﹄
阿片瓢郎
笹川耕人

地殻激動世紀末とや

大鯰並ぴて浮ける古生賛

麦と兵隊唱ひたる頃

のっぴきならぬことと知りつつ

波かけぬけて蒻翠一閃
黄川田美千穗

夏雲へ巨いなる句を期するなり
濡れつくし石は己の座を守りて
遠藤翠

露の降りたる嵯峨の細道

月の面歩める人のそのあとは

佐々木展子
瓢

露木崇夫

−12弓一

空の青さと苔の碧さょ

月代に帰り待ちつつ厨ごと
夜長を俳耆読み耽りけり

ワ篇釣りの船宿頼み枕上

袋開ければ金子燦然

ナゥめくら縞のかるさんきりり竹を伐る
美

耕

眼をむいて地上大将軍立てりけり

紙飛行機を付け文にして
揺れて抱くスイッチバックに託つけて

翠

平成二年七月二十四日首尾︵於・箱根強羅︶

噌の下探烏の会

夕堤おくれ咲く花散りし花

農の往復礼を忘れず
展
害示

含みてうまし酔ひざめの水
休肝の日を先づ決めし共稼ぎ
ウイークエンドは外食グルメ

瓢
美

耕

寒月の尖塔修理つづけをり

残業の記者電熱器切る

翠

吹く風に座敷わらしの足音が

気にかかるのは持株の事

展
署示

花前線ゆきつくところ蝦夷といふ

子等の遊びに山笑ひけり

美翠展瓢耕美崇翠展崇瓢耕美翠展崇〃瓢

八東京・鹿の会ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃巴里祭﹄

濡れて来し少女が匂ふ巴里祭

宮下太郎捌
能村登四郎

ナォ流れ行く春の清水を掬ひたる

八朔ころと草に寝てをり

日差し尊き北欧の恋

バラ色の裸女おほらかに足を組み

日米交渉正念場なり

ストライクわざと外してフォアボール

宮下太郎
高畑自遊
若松照代

車椅子にて汗をふきつつ
三方の厨の窓を開け放ち
明治の時計黒く光れる

夏木立作業始めの鐘がなる

写楽の額絵取り替へてみる

南禅寺大屋根ったふ猫に月
行き過ぎてから薫る木犀

風も涼しきマロニエの蔭
青畳枝豆ぽんと飛び出して
川口摩知子

ナゥ奈良の秋わだかまり無う歩きたし
貞

石段の下でおるがむ奥の宮

直哉旧宅蔦紅葉して
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雁わたる山の開発

すすきの穂かかりて月の大いなる

摩

山本貞子
神尾せつ

丸まげ結ひて刷ける紅

自

ゥ虫の音の止まれば荒き靴の音

親父の腕に刺青のあと

太

平成二年五月二十二日首尾︵於・俳句文学館︶

皇后の裳裾豊かに花広場
いつのまにやらあたたかき雨執

遠くはるかに見ゆるさざ波

いつ見ても五十鈴達者な女ぶり

せ

昭小

煙ひとすじ上がる夕暮

自

外づらは仏と言はれ財をなし
ディスコより出れば廻らぬ寒の月

太

昭小

貞

阿片瓢郎

おでんの蛸をふうふうと吹く

熱燗に三八銃を億ひけり

フェリーで渡る長江の幅
花万朶歴史を秘めし多宝塔
ちょっと来い来い鳴ける小綬鶏

筆せ太せ照摩自照摩貞摩照自太自せ自摩

八東京・鹿の会その一一一Ｖ

脇起歌仙﹃巴里祭﹂

能村登四郎

観光バスは海沿ひをゆく貝

ナォ草燃ゆる越後の牧の放れ駒里

赤き手絡の似合ふ年ごろ梁

かんざしを買ひし歌なりくりかへす瓢

明けを待つ古きなじみの青き蚊帳里

朝顔の頃帰る裏道麻

狛犬の鎮守再建捗りて瓢

戸田貝江
阿片瓢郎

花火に映える三色の旗
佐々田美登里

辞書にすがりて灯下親しむ幸

濡れて来し少女が匂ふ巴里祭
たづねあぐねし友は留守なり

地下鉄のすりに取られし財布にて

須田幸子
小林梁

ナゥ菊の露しらじら明けに手に掬ふ里

︵姻州岬輌諦瓢劉捌︶︵於・俳句文学館︶

平成二年六月十八日尾

平成二年五月二十二日首

追っかけごっこ黄蝶白蝶十

絵巻展ぶしじまに落花しきりなり梁

陽炎燃ゆる禅寺の庭幸

ショパン聴きつつ友と語らん十
雨だれのやがて遠のき池の鯉麻

病める窓辺に雲の流るる十
朝刊の早や配られて寝待月麻

中国の昔話を見舞客里

﹁七賢﹂といふ地酒よるしき梁

紫苑の庭に風の静もる

瓢

猪平十糸子

里

〃

ふるさとは遠きにありて今日の月
ゥしをり戸のやや寒む音の胸さはぎ

梁

休む間もなき夜の噴水

あの人の好きなシャネルを耳につけ

折原麻美
幸

里

電話の話途絶え勝ちなる

十

瓢

幸

ロードショウえらびかねたる昼さがり

乳母車押し信号を待つ
冬の月旅立つ烏は西空へ

ひとりの宿の滑火嬉しき
眼裏に消え残りたる遠き夢
クルスの墓に声落しけり

麻

花の雲悟空の翔くるたなごころ

貝

まな

幼なづくめに灌仏の堂
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八東京・鹿の会ｌその四Ｖ

脇起歌仙﹃巴里祭﹂

濡れて来し少女が匂ふ巴里祭

出窓を飾るベゴニヤの赤

加藤望子捌
能村登四郎

ナォ家毎に伝へし味の蓬餅

同じ故郷が縁のはじまり

何処ゆくもつれもつれて影法師

カルチャーセンタービルのてつぺん

次から次へ子供生まれる
くまげらの広葉樹林夏落葉
若き修験者瀧に打たるる
艶めきて六兵衛作の楽茶碗

足跡の二十世紀の月今宵
兎小屋にも虫時雨ふる

歓呼を浴びて見返れば富士

念入りに﹁髪の素﹂など擦りこんで

宮内恭子

佐々木展子

ナゥ獺祭忌古本市へぶらぶらと
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高橋敏子
加藤望子
芳田龍子
河村扶美

運動会の親の綱引き

恭

画集みる三毛猫傍に侍らせて
言葉にならぬ言葉つぶやく
月光の隅なく照らす海女の村

ゥ青蜜柑たわわに実り胸算用

扶

秤鰄一等蒜朋二辻一一朋雷︵於・俳句文学館︶

花に明け花に暮れゆく一人旅
温む小川に雑魚を追ふ子等

濃きコーヒーをブラックで飲む

奉納舞大黒面の大き面

アセチレン灯昔懐かし

駄目な男が掴む﹁あげまん﹂

展

敏

恭

望

近頃は三くだり半も女から

︵シー海峡荒き波風

開店の軍艦マーチさわがしき
植木屋に出す昼のおいなり

龍

宙天の月を支へし枯樺

熱燗で飲む五山てふ酒

扶
敏

阿片瓢郎

望

弥勒仏夢の中にも立ち給ふ
単線電車コトコトとゆれ

重きリューマチ見舞ふ春の日

高遠に残る壕あり花の雨

敏扶望龍展恭敏望展恭扶龍敏展龍望扶恭

阿片瓢郎捌

京和

八東京・鹿の会ｌその五Ｖ

歌仙﹁あぢさゐや﹄

あぢさゐや群れねば咲けぬ雨悲し

をんな

ナォ蝶二つもつれながらに風やさし

たをやかな指もてあそぶ宵

美術館﹁良寛詩集﹂訳半ば

犬の散歩に妻君は留守

汗ながら満ち足り心機嫌よく

さま

抱へられたる皆面あっし

行きつけの床屋モダンに様子変り

鰯雲とぶ空の大きさ

生きてる限りおしやれ忘れず
若き日の思ひ出話し弾みたる

星月夜遠廻りして帰りけり
亡母のかたみの秋袷着て

小学生の鼓笛隊来る

ナゥ爽やかに豊栄稲荷詣でたよ
帰りに寄りしパチンコの店
新装の店の活気のマーチ鳴り

春雷やみて遠き山々

高遠の花見ツァーに申し込み

蓉趣ユ蓉弐胆一十種串霊︵於・俳句文学館︶
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女子子代郎
子貞京瓢照春瓢貞京照佐春

葉蔭に一っ泥の空蝉

レオタード着し人もまじれり

とつくり

佐春貞照瓢
和

暁にラジオ体操にぎやかに

老人会旅の話の月おそし
爪くれなゐの濡縁に居て
目と目で合図闇に消えたり

ゥ地芝居にさそはるるまま雌いて行く

参院戦敗北の将肩落とし
大極拳を習ひ初めたる

石の天使の外人の墓地

舟去りて埠頭静かや澪

文豪の名の刻まれて冬の月
﹁仕立物します﹂と柊の白

咳込みて得利さげて碑なり

景徳鎮は如何な村なる

花の香もほのかに老いしさくらかな

うららかに画布広げたる部屋

石徳畑山若阿
田永村本松片
徳
永

照瓢京春佐貞照京春佐貞照春佐京貞照春

八東京・鹿の会ｌその六Ｖ

歌仙﹃宗祇画像﹄

色競ひゐる椿山茱萸

薫りたつ宗祇画像や浅き春

宮下太郎捌

山田垂早

宮下太

畑村春
高畑︷日

ベイブリッジ歩く人達かぎろひて
加藤望

防火用水澄みて深々

雲のかたちの溶岩に似て章

ナォ河川敷西洋タンポポ一面に太

船着場にて次の船待つ春

ロープウエイ真白き富士は眼の高さ自

汗かいて何事もなく悔い少し望
サナトリュウムに胸を病む夏太

太くそびゆる杉木立あり自

森の青馬が走って風立ちぬ章

鑓持ちの草鮭つまづく石畳春

天狗の面をかぶる小童望

月見芋釜いつぱいに炊きあがり太

消化剤飲む食欲の秋章

ナゥ天高しジョギングの人あちこちに自

伊藤みどりは銀賞を受く春

きらきらと眩めく川の海へ向き望

番ひ揃って翔びたてる鴨太

少し酔ひたるあたたかな宵執筆

関趾に花の散りゐるしづけさを阿片瓢郎

蓉鰄一一︾唾朋十詔甲雷︵於・擁繩鑑癖鐸套一誇︶
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中華料理を食べに行きたし
工場にまんまるの月上りくる
言葉かけたき人とまた会ふ

ゥ三味稽古やうやく終り虫の声

旅の枕は夢のくれなゐ

海柘榴市の歌垣次は何時ならむ

號珀色ルイ十三世のブランデー

皇太子妃は未だ決まらず
月凍てて頬寄せ合へる道祖神

試し刷りなる木版の出来
アトリエに出入り禁止の札を貼り

ふらり訪ねる髭の碧眼

俳譜の花の宴に焼く鰯

仔猫生まるる万愚節なり

望春自章太自望春望章自春太子遊子子郎

八松山・子規記念博物館友の会連句教室ｖ

菅伸太郎

鈴木春山洞

愛媛﹃年忘れ﹄

おでん片手に放さぬマイク

一トロで言へぬ名乗りや年忘れ
岡本美代子

鈴木春山洞捌

冬山河ビデオ撮りにてあちこちに

ゥ大宝寺参道秋の景を展べ

紅葉の葉っぱお絞りに添ヘ

家苞の松茸飯の香る月

奈

美

加藤朋子

井門可奈女

海城わたる

呼び止められて振り返る女卜

追ひ槌る犬追ひ払ひけり

投げキッス受けし瞳のくるくるり

美

松田靖夫

城戸毅

洞

富

″

波

野村富子

わ

後藤波久

燃え尽きてなほ悔なかりける
﹁原宿﹂で擦れ違ひたる他人面ラ

赤銅色に肌を灼いたり
縁側で焼酎岬り月見上げ
宇宙旅行のフラグ六匹

せがまれてスーパーファミコン孫に買ふ

入学式を待ちかねてをり
西風に戦げる花の枝を剪る

御殿飾りの雛の輝やき

平成二年十二月十五日首尾
︵於・松山市道後公園︑松山市立子規記念博和室︶
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八東京・慈眼舎ｌその一Ｖ

歌仙﹃即位礼﹄
近藤蕉肝捌

赤田玖實子

三好龍肝
近藤蕉肝

留守の神けふは坐します即位礼

日の丸の旗冬の大道

蕉

玖

国際化案諮る村会

栗

玖

ナォキテレッなデザインをして名をば馳せ

へヤースプレーで押さふ髪の毛

ウインドに酔胡王従舞楽面

蕉

玖

圭云

蕉

夜なべ仕事も蔭の貿易

壼云

玖

蕉

″

鴨志田智恵子

ゆら勇悶々牡丹放香

十円を次々入れる長電話
幕下なれど眠る間もなき
支線駅箒の條も乱れずに

合金の形状記憶使途多く

近藤栗子
谷川水車
福田真空

ソーラーカーが実用化され
月のドャ耶蘇教になき酒の戒
唐木田史子

蛭海停雲子

寒稽古石油ストーブ持だして

加薬御飯で腹は満腹

ジーンズの童が騒ぐこがれ虫
みかづき

野良猫どもが疎む朏

二本三本赤い羽根つけ

ワ抽象も具象もありぬ美術展

菫云

旧藩のかたみなるくし花の橋

長き連ネを誇る凧揚

肝

蕉

玖
蕉

醒めやすきこの世の義理にこだはれば

惑ひ惑ひて穴に惑はず

ナゥ藁塚はチェスの将兵守る陣
奎云

玖

平成二年十一月十三日首尾

小林しげと

船本志紅

玖

史

壼云

のどけき窓に文人の涯

玖

無限の闇はそれそこにあり
過労死とドリンク剤は正比例
蛭に吸はれた穂があちこち

蕉

護摩壇に阿毘羅畔欠息荒し

山の烏山の湯宿を住処にす
蝿も通ふダンススタジオ

車

言訳の種も尽たる請求書

東風萬里雨は漁々

仙外の花に傾月雪の影
単位落としてできぬ卒業
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八東京・慈眼舎ｌその二Ｖ

十八公訂似何浬
三好龍肝捌
賀赤田玖實子画伯の曼茶羅図が多摩の美術展被樺

入選の﹁宇宙﹄妖しや秋灯し蛭海停雲子

チベット種字が心の月輪赤田玖實子
鵲鵠は神の流れをつれだちて二一好龍肝

策も弄せず平和っ蛍けり谷川水車

あるだけの店の紅ばら買ひもとめ近藤蕉肝
一

耳をくすぐるあられなきこと福田真空
昏れなづみやらずの雨がしぶ
灯きあげ安江真砂女

甘やかされて我儘な猫鴨志田智恵子
株の値も油騒ぎで急カーブ唐木田史子

古き媛炉の挨佛はむ近藤栗子

秋 留塗りの櫛船本志紅
ゥ象嵌の銀の帯
︲

無位無官でも深き学殖雲

ふらこシ揺れて靴は飛ばされ小林しげと

どどんどん豊作祝ふ大太鼓車
このトクホンの効果爽やか紅
荒壁の小舞に月は縞織りぬ蕉

春を斜めに微吟半酔恵

自転車の花泥棒は答むまじ栗

平成二年九月十一日首尾
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ハ岐阜・獅子門ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹁寒さかな﹄

桃の花咲けども咲けども寒さかな

春の炬燵に侍る黒猫

草団子木地のお鉢に盛りあげて

三三五五に帰る子供ら
島つなぐ遅き船足小望月
遠きに間こゆ鰯売る声

國島十雨捌

伊藤︷ロ塞云

各務支考
國島十雨
森川淳子
本屋良子
淳

ベルリンの壁デパートの陳列に

親子揃って漫画本読み

雨

勢

雨

近藤寿仙
梅田双十

ナォ畦を塗る百姓鍬をすべらせて

酒の肴は何にしやうか

仙

鮫鰊の鍋ことノ︑とさし向ひ

ちよんの間遊び派出なかいまき

塞云

和

水は分かれて北へ南へ

据膳を食はねばならず青坊主

常川和光

和

陸の孤島の人は和やか

ダムサイト合掌の村見えて来て

仙
淳

雨

ジンタ汁椀に浮かべる後の月
軒いつぱいに煙草干される
高木和子

岸一悟

和

良

外国便で届くネクタイ

ゥあきらめて敬老の日を祝はれん

歩き疲れて缶コーヒー買ふ

ナゥニ科展の構図を画布に思案して

情熱の色は赤なり恋もまた

伊藤美和子

勢

近藤クリス

奎舂

長いトンネルやっと抜け出る

消費税いよノ︑国会本番に

平成二年三月四日首尾︵於・獅子庵︶

凧々あがれ越えよ黄山

花嫁の親が頭をたてにふり

悟
雨

唐渡北勢子

良

フラメンコとてリズム狂はす

神明様に月の涼しき

酔っ払ふふりして消えるお二人で

青葉木菟今年も同じやうに鳴け

松原宝玉

垂云

勢

″

雨

旅の記念に硯求める

畠の守に困るこのごろ

来るなりに短冊書けと言ひ寄られ

お玉杓子に生える手と足

後ろから押されて混める花の山
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ハ岐阜・獅子門ｌその二Ｖ

初懐紙歌仙﹃新しき貌﹂

吉書の軸が匂ふ床の間

新しき貌の数々初懐紙
﹁春が来たよ﹂と手をつなぐ子等

芹摘みに噴井の跡を尋ねみん

國島十雨捌

伊藤︷ロ

國島十

西田﹇ロ

山岸一

外国便のやっと届けり

梅村五

本屋良

大野嵐

ゥ大城声ベルリンの壁砕かれる

森川淳

高木和

悲し判官恋ものがたり唐渡北勢子

ナォ春の水策で汲まさる照手姫和

廻るベッドで朝を迎へし勢

お揃ひの真っ赤なシャシでラブホテル悟

干大根の日々細りゆく和

雪荘々天下分け目の古戦場雨

弟子連れて電車の中の雷姿和
耳より漏れるラジカセの歌雲

河口堰賛否両論盛り上り近藤寿仙
望郷うたた竿となる雁松原宝玉

盧遮那仏月天蓋とおはしけり悟

病忘れる菊枕して雲

どこへ行っても禁煙の札仙

ナゥプロレスの興業告げる宣伝カー嵐

投げたる石で波紋拡がり仙

乗っ取り屋株の操作で大儲け勢

操む真似をする子猫一匹勢

花惜しむ解かれし帯は輪を重ね仙

平成二年一月七日首

︵於・睡雲柿韓晒甦即蜘嘩窪館︶

平成二年七月二十二日尾
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曹』

月の出て風船売りの帰りゆく

味は如何と自家製のハム

中尾青

計らざり焼け棒杭に火の付きて

なに言はれよと恋の道行き
自動車も﹁らくだ﹂も倒る砂の果

盗掘品を並べ売る市

八朔団子隣りより来る

鯉はねて月が割られた大盟

秋祭稽古充分笛太鼓

寝不足の鳥巣より転がる
年甲斐も無きはしご酒花疲れ
畦塗る鍬をピカノ＼にして

〃宵悟雨宵和子子月子山吉悟雲雨
悟雨ノノ

八岐阜・獅子門ｌその一一一Ｖ

半歌仙﹃土用かな﹄

鰻みやげに集ふはらから

街路樹に風のとどまる土用かな

山峡に命ながノ︑湯浴みして

沓脱ぎ石に地鳩来て鳴く

大野嵐山捌

伊藤︷ロ圭云

大野嵐山

高木和子

岸一悟

悟

聿一一

唐渡北勢子

屋上の月まんまるく空を統べ

秋の団扇に一句したたむ

嵐

ゥ種瓢ひとつひとつに名をつけて

君の血液型を知りたい

近藤寿仙
小川守

良

奎云

勢

壼云

松原宝玉

相性をコンピューターで調べさせ

父を説得母は納得

國島十雨
尾藤静風
本屋良子

横車押され株価のダラ下り
アラーの神に送る医師団
寒々と月の砂漠を行く酪駝

枕辺に置く寝酒一本

ＳＬに乗せて呉れよとねだられて

畔の凹みに足をとられる
花の城鉄砲狭間矢の狭間
蝶も来て見よ宣長の軸

︵於・岐阜市京町京町公民館︶

平成二年八月二十六日首尾
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八岐阜・獅子門ｌその四Ｖ

脇起歌仙﹁行く秋ぞ﹄

蛤の二見に別れ行く秋ぞ
蘆の花咲き広くなる川
小望月出世の名ある鰭跳ねて

唐渡北勢子捌

ナォ應援歌ボートレースの岸に湧く西脇美智子

竜巻起きて飛んで行く屋根松岡裕子
焦点のぼける答弁だらだらと武山照子
ちり紙交換すると呼び入れ竹村栄子
無理矢理に塾へゆかせる昼寝の子裕

ラストダンスのステップを踏む啓

話はずみて枇杷の皮むく雲
町内に噂広がる尾鰭つき智

信じて巡る夢のお札所堀内洋子
渦潮に月はいびつになりにけり智

財テクの株が気になる内緒金雲

堤民女

ナゥ偏屈の亭主下下味のどびん蒸し啓

掘出し物をあさる窯元

沢島郁子
浅野繁子

松尾芭蕉
國島十雨
田中湖城
清水青瓢
田辺啓子

付句進まぬクーラーの音

曽根須恵子

走り茶はお湯の加減と褒め上手

じりノ︑と待つ長い遮断機

ゥお三時にテレホンカードさし込んで

木村和喜

ハリョてふ珍魚棲みつぐ城の跡

幻の酒熱燗で呑む

平成二年十一月十八日首尾

︵於・大垣市文化会館︶

かばかりの田に泳ぎ出す州糾啓

咲き咲きて花千年の枝を張り唐渡北勢子

運転は双葉マークの未熟にて智
寄ってゆけよと招き旗振る裕

伎楽のお面垂れ曲る鼻部田春子

かすかに届く鹿の鳴き声裕

ダブルベッドに朝を迎へし

燈台の見えるロビーで肩を抱き

伊藤︷口壼云

久世竹水
松澤光津
伊藤錦石
高田久枝
臼井功

子安美代子

イベント嗽子軋るＳＬ

後ろ髪ひかれる思ひ右左
大橋かかり近くなる町

花莫蓮を丸めて幹事陣取りに

藤墳淑女

衛星が届けてくれた東てし月

叩き損ねて逃げる熊蜂
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ハ岐阜・獅子門ｌその五Ｖ

脇起歌仙﹃時雨哉﹄

宿かりて名をなのらする時雨哉

國島十雨捌

骨酒にして回し飲むらん守

ナォ尾をぴんと張って焼かるる祝ひ鯛和

ベロベロに酔って乗り込む終電車雲
迎へる笑顔そら恐ろしや松岡裕子

何もかも知ってゐるなり枯葎良
神の留守する巫女を盗まむ仙
噂され尻こそばゅく席変へて勢

︵於・岐阜公園来園者休憩所和室﹁華松軒﹂︶

平成二年十二月九日首尾

畑打つ人の耳の遠さよ仙
背負籠に一束の花さし加へ小瀬秒美
魚紋うららに俳譜の里雲

カーラジオ鳴らしてさがす駐車場和

盃に月を浮かべる露天風呂雨

ホールインワンに保険引き出す悟

四島の返還いまだままならず悟

つひにマイクで江差追分雨

どうだん紅葉はらと散り来る良
ナゥ名物の蜂の子飯ともてなされ仙

船の舳先に顔を出す鳰
道標文字が昔を語るらん
眼鏡をはづし煙草一服

伊藤︷ロ壼云

松尾芭蕉
國島十雨
尾藤静風
本屋良子
近藤寿仙
小川守
高木和子

鈴虫褒めて菓子を購ふ

ジパング仲間どこへ行かうか

ゥ秋袷縫ひし疲れを湯に癒し

ポンポコリンのチビマルコちやん田中季水

もろこしの葉のひらノ︑と月昇り

享楽の街を祐裡ふ女にて

良

岸一悟

中尾青宵

唐渡北勢子

国勢調査にいつもこぽるる
年ごとに医療費殖ゑる老齢化
金のメダルのループネクタイ

淳

雨

宵

森川淳子

月の嶺映す池塘の涼しくて
信号無視で渡る軽鳧の子

良

勢

からくり

だし

背に重きカメラバックをかつぎ上げ

朝市人にまぎれ込むなり

橋樋に舞へる絡繰花の軸
縁の下には孕み猫ゐる
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ハ安城・秋紅雅友連ｖ

歌仙﹃春

花踊り馬鹿の限りをつくされて

へのへのもへじ壁の落書

真直に行けばお宮も遠からず

わが鐘愛の枯木一本

雪になる空の重たく月透けて

速力落す検問の難

自動車から合図に鳴らすクラクション

デートの唇をやや薄く塗る

晴れた日の洗濯竿の素晴らしさ

貧乏人は子沢山なり

ゥ魂棚にならぶ年忌の仏たち

外に同のありてこみ合ふ
月蝕もここら辺りは部分蝕
飼ひし鈴虫鳴き初めたる

暖かに句碑に除幕の人寄せて

八方に翔ぶたんぽぽの緊

塗り替へて遊具新らし春の風

＆＝＝

見え隠れして帰るかりがね

金谷松
大野秋

ナォ遠足の児の列つづく川堤

昼の弁当は母の手作り

ノーブラジャー新任教師見ぬふりに

変なことから噂ひろがる
選挙中首相帰郷は二日のみ
後のまつりとなりし対策
酢大豆の利目信じて疑はず
湯治をかねて避暑の逗留

礁打っ涛の昂り程近く

事件を逐ふて走るマスコミ

月ははや松の梢を放れたり
置き忘れたる縁の虫かご

ナゥ仏書よみ聖書も開く敬老日

城と港の名古屋百年

庭あるきにも車椅子押す
後半のデザイン博の先細り

温みし水の池のさざ波

花の空狭しと鳩の舞ひ上り

舞鰔一一等に胆一汁垂甲諾︵文音︶
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風

紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠

翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅

八富山・樹氷連句会ｖ

歌仙﹃麦二寸﹄
犬島正一捌

久我妙

犬島正

是行修

雪国のしとどの雨や麦二寸

人影絶えし春泥の道

蹄鉄投げて遊ぶ荒くれ

紺野愛

ナォ縄文の集落の跡風眩し

納采済みし紀子さまの笑み

しばらくは嫁の誰りのおもしろく

紅も忘れて木彫りに励む
寒椿咲き盛る頃身籠りて

借家探してみぞれ降る街

懸賞金がものを言うなり

子等の手で似顔絵もあり尋ね犬

野党政権夢の又夢

喚声を浴びて裏目の捲くり脚

歩き疲れて新豆腐買う

道元の大悟を間うて朝の月

縦パス受けて怒涛のトライ

ナゥ背をどやす童駄天野分赫ら顔

登山ケーブル今日からとやら

美人アナ揃えて競う視聴率

落日をしばしとどめて花万朶

一元垂醒朋什唾串誇︵文音︶

こころ静かに聴く遠蛙

秤
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若駒の目と目のあえば脚とめて

偏屈も素直となれる月明り
残り蚊もよし独り酒酌む
ゥ汁椀もかかげて袖の藪訊
銀座の露地で稼ぐ浮浪者
ひもと化けても想いは切れず

手相見の女へそっと文を付け

貸別荘は白樺の中

親しらず痛みに泣いて夜もすがら

蛍追う母と子の影月の道
キャベツ畑の先は灯台
留守番の山羊もけだるき昼下り

缶詰となる谷川の水

制服の乙女等はしゃぐ花の駅

十年振りに春の御神楽

正妙修子妙修妙修正修妙正修妙正吉子一

紺

笙

野

妙修正妙修治修正妙正妙修正妙修正妙修

八東京・樹林連句会ｖナォ堅琴の音のこぼれおりパルテノン塘連枝

胡蝶﹃行々子﹄そこいらいちめん三つ葉芹生う澄

平成二年七月二十九日首尾︵於・関口芭蕉庵︶

草の大地に風光るころ倫

今年また花のたよりにさそわれて空

四国遍路の鈴の音をきく連

海底に栄螺を拾う命綱希

ナゥ語りつぐ雨降る夜の品定め倫
奈良漬に酔う下戸のよろめき火

野茂と与田とで夢の球宴克

無粋なる人集まりて夏の月空

浅茅が宿に昔をしのぶ牧野火中

草苅澄子捌親馬によりそう仔馬の長まつげ幸
行々子老のかなしみいまさらに林空花

晴るるにはやき川の夏霧草苅澄子
白線に赤白帽のざわめきて高柳幸乃
傾きながら入りくる列車服部倫子
今宵こそビルの谷間の立待月高橋寛子

咲き初めるかに桔梗ふくらむ倫
ゥ暁に寝床去りがて媚をきく小林希伊子
衣桁にかける更紗のポシェット後明民子

よいしょに負けぬ我が社のボス殿幸

たこやきあります浪花の花博希
なかなかに魔法のとけぬ石ありて民

黒潮なぎて汐吹く鯨長野克彦
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ハ所沢・湘南吟社ｌその一Ｖ

歌仙﹃夏館﹄

ナォ底ぬけの善人故に落第し

スクールリング指といふ指

茶色に槌せし写真箪笥に

娘をかばふ吾の過去にも秘密あり

拒まれて甘茶の味のほろ苦く

王手王手の読みは切れ筋

大林杣平捌

漫画好きにて結ばれし縁

黒犬の四・五匹生る蚤納屋の隅
禰宜はこのごろ毒はやしそめ

平

大林杣平
小林静司
名古則子
杉浦智恵
倉間千代
浅井園丁
土屋実郎
高木義厚
伊東桃庵

ゅきゅきて松前城趾花匂ふ

師の蔵書保存話や夏館

久しぶりデートににくき雨強く

丁

庵

質屋の息子素性かくして

ゥみちのくへバスで吟行賢治の忌

平成二年六月二十四日首尾︵於・鎌倉清水家︶

ナゥ大いなるうねりに歴史動きをり

特攻志願さはやかな顔

望まで待てと引受けし稿
沢桔梗瑠璃の彼方に雲浮ぶ

不知火を実験室に再現す

豪華客船時代到来

せりあげて無尽おとして旅に出ん

いひあてらる畠パリの香水
袈裟とりて大役の汗拭ひをり

恵

初雪が来てはや閉す山の小屋

則
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三彩に咲ける手植紫陽花
冷奴年金暮し馴れもして
着流し似合ひ菫ステッキ
島多き湾に明るく月昇る
露を振ひて鳥の飛び立つ

名もおそろしき鬼ごろし酌む

くるりと廻す春のパラソル

こまかく砕け東つる月光

平

恵

代

車椅子使ひながらも絵筆とり
緑のポストテストケースに

蛭海停雲子

辻芸に銭を投げやる花の下

西行堂にもゆる陽炎

恵丁厚則郎司庵厚司庵平ノノ則郎代丁雲厚

八所沢・湘南吟社ｌその二Ｖ

ナォ軽やかにタップダンスは春の風

小林静司捌

姥の神おんによるノ︑と舞ひさびて

取込中に電話呼出

戦後の飢を知らぬ若者
航空機禁煙席の又増えて

小林静司
土屋実郎

鏡を割れば酒の香の充っ

歌仙﹃野分﹄
句会来て海原騒ぐ野分哉
月見用意に器さまざま
蛭海停雲子

大太鼓枝垂桜は満開に

さ蛍やかな商ひなれど水を打つ

一瞥十手石の活き死に

中空いきて雲雀高声

トラックもバスも従へ耕転機

鍵につけたる鈴が証拠に

それが手よ来なくてい鼻とそっけなく

ロビーには丹精の菊飾られて

郎

名古則子
高木義子
浅井園丁

ナゥ暑気払ひ昆布茶を熱くすシめ居り

五十噸余の栗を仕込みて

神輿のルート江戸の絵地図に
己が掌を易者こっそり眺めては

夜毎の虫に深まりし闇

九月尽花万博を無事に終へ

平成二年九月三十日首尾︵於・鎌倉清水家︶
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振子時計のゆっくりがよし

向ひの人と涼み浄瑠璃

司

丁

ゥ親善の特使新聞辞令にて

古い電車を公園に据ゑ

やきもちをやかせてやいてフルムーン

則

″

丁

奎云

ビール会社が米の改良

則

妙適十接回向遍照

出でて見よ寒満月の影短か

厚

すつぼんにまむしコブラに燕の巣

堀割添ひに浮ぶ牡蠣舟

厚

郎
則

雪かむる鼻かけ地蔵笑みてをり

暦の緒つけて仔馬立ちたる

いつかかさみし当座借越
史が哀し韓国古謡花に聴く

丁則雲郎丁司ノノ郎厚司則丁雲則ノノ雲郎則

八大府・正風大府支部ｖ

歌仙﹃藤椅子﹄
大野秋
鈴置一

ナォ四月馬鹿かつぐつもりがかつがれて

団地婦人にはやる火遊び

耐へるを知らぬ若き世の来し

年毎に鰻登りの離婚率

算盤にとって代りし電算機
俳句は詠めどできぬ俳譜

窯出しを待つ明易き里

遠くから水鶏の声の戸を叩く

信玄の隠し湯ならばもっと先

鞄の中に薬あれこれ
名月に金環蝕の珍しく
幽鬼出さうな花芒径

世は変るともつきぬ伝説

ナゥ秋彼岸近き寺苑を掃き浄め

民芸調の土産物売る

つちのこは何処探しても見付からず

空ろ木の片側生きて花の咲き

伊吹あはあは霞立つ中

秤鰄一一等匡朋二十孟朋雷︵文音︶
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藤椅子や自適と言へば聞こえよし

浴衣の袖を通す夕風

次々とある縁談の口

郊外の区画整理の捗りて
時の流れに逆へぬなり
月の客一升壜を抱へ来し
箱で育てし鈴虫の鳴く
ゥ掛煙草急いで仕舞ふ俄雨
里の説のやつと身につき
耕転機女ながらも操りて
行きも戻りもならぬ雪道

新首相あばき出されし不倫沙汰
寒月下わがペン餅岻の報はれず

売れば蔵書も二束三文

ヘリコプターの音絶え間なし

この頃の島の噴煙すさまじく
奉納の舞楽に花の散りかかり
焼くに追はるる木の芽でんがく

花紅花紅花紅花紅花紅花紅花紅花紅花紅

紅花紅花紅花紅花紅花紅花紅花紅花紅花

八岡山・正風和気支部ｖ

歌仙﹃走り根﹄
桐山北天捌
桐山北
藤本花

走り根の営みし美よ蔦芽吹く

終日路に鶯の声
桐山和

宅急便に家を問はる鼻

陽炎へる此処入植の邑ならん

外の竈に豆殻を焚く

高知の沖に鯨出没

ニォ流氷は今年接岸せず仕舞ひ

文金島田の鬘合はせる

いまどきも足入れ婚と云ふがあり

腕白もご機嫌となる一輪車

鐘の音に散る沙羅のひと片
夜は夜で俳談尽きず麦酒抜く

大学出ても役には立たぬ
懐を吹きぬけて行く橋の風

破れ草珪の山頭火歩く

月を踏み琴弾く友の訪れる

馬を追ふ虫鉦叩く虫

ニゥ去年よりも手応へのよき稲刈りて

無沙汰の娘へも長電話する

奥宮へこつノ︑と鳴る禰宜の沓

中伝貰ひ詩吟ふっつり

夜桜に赤提灯も灯ともして

薄き緑の下萌の庭

秤鰔一垂醒朋十垂申霊︵文音︶
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庭に佇ち虫を聞きっ蚤仰ぐ月

企業の秘密固く守りて

ゥ命日に内輪ばかりの菌飯
旅先の与太郎稲荷に参拝し

独身通す気ではあるまい
有田焼夫婦茶碗を買揃へ
荒れるにまかす廃坑の跡
川に浮く船に月あり牡蠣料理

輪祭に出向く殿冶町

孫の剥く林檎の皮の切れノ︑に

散歩に連れて行けと啼く犬
城趾に駕篭昇きレース花ざかり

山の麓に霞棚引く

美子天美子天美子天美子天美子天美子天

美子天美子天美子天美子天美子天美子天

八新庄・新庄北陽社その一Ｖ

羽長坊句碑建立記念

脇起歌仙﹃竹涼し﹂
竹涼し松には見えぬ風ながら

替へたる賛戸に浮かぶ碑
町興し計画予算もまとまりて
しばらくぶりに孫を相手に
豊かなる穂波のうねり月の道

西田羽長坊

笹白舟捌

三上渓人
村松松風
伊藤香月
大川耕月
阿部一笠
荒木宝章
浅沼葛子
高山桃里
金沢苫舟
八戸一橋
門脇桃園

岸緑山
笹白舟

受け継いで子供番楽雪の舞
酒と肴は持ち寄りにして

富沢比佐女

虫の奏でる和楽洋楽

傘寿越え米寿の道の見えてくる

山崎茶香
熊谷喜楽
斎藤孤柳

里うららかにだんだらの幕

十六羅漢拝む波際

土地高値お稲荷様もビルの上
古杉にか塾る柚子風呂の月

衣裳直して出唯子を待つ

恥らひを隠す素振りの愛らしく

遙かに偲ぶ君の面影

ワ見上ぐれば霧の中なる龍馬山

北陽の雅びの友は花の下

ナォ蒔き終へて番茶を囲む春の縁武田富水

旅行プランの話まとまる渡辺竹園
伊香保の湯彼を慕ひて時烏坂本露香
国際婚と酒落れる此の頃山崎松風

ママさんパワーの自立宣言早坂和風

馬の背で億を稼いだ現代っ子浅野目弄風

楕の宿叩けば写る古テレビ岸春生
舌をこがした藷の雑炊井上玲虹

金賞受けし丹精の菊青柳喜与志

千代の富士つぎつぎ記録うち立てて伊藤緑雨

鯉群れ泳ぐ流れ爽やか斎藤一竿

神います石室に月澄み渡り荒木清玉

ナゥマドンナの叫び届かぬ過半数影沢笑山

時代の望む無農薬米横山稲園

鉗満寺田に浮く島の風の声伊藤敏子

手もと軽ろやか畑を打つなり小川庭水

田屋ともて爪先登り花の径舟

︵於・金山町中央公民館︶

享保文化の甦る春内田素舟

平成二年二月二十日首尾
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ハ新庄・新庄北陽社ｌその二Ｖ

新庄市芸術祭参加

歌仙﹃桔梗咲く﹄
桔梗咲く湿原よぎる歩み板

待つ甲斐ありて昇る名月
庭石に転る露の埋めきて

展望台に人の群がる

蛇皮を脱いでもとぐろ巻いて居り

西瓜たたいて確かめる味
ワ消費税一円玉の返り咲き
柏子木鳴りて降りる椴帳

アイシャドーぬり若つくりする
プロポーズ受けてときめき弾む胸

捨て駒をして変る局面

方言を丸出しにしてバスを待つ
吹きやんだ雲の切れ間の冬の月
シュプール画くヤッケ美くし

優勝の祝に唄う黒田節

名人芸は親子代々
噂り高き奥の細道

記念樹の花の盛りのクラス会

斎藤孤柳捌

斎藤孤柳
武田富水
村松松風
早坂和風
伊藤香月
浅沼葛子
斎藤一葉
金沢苫舟
坂本露香
三上渓人
荒木宝章
八戸一橋
高山桃里
阿部一笠
伊藤緑雨
姉崎明峰
浅野目弄風

岸春生

ナォ大仏は霞の中におわします井上玲虹

そろそろ売れる団子こんにゃく荒木清玉

︾﹂

適齢期過ぎた娘を持つ母心山崎茶香

軍議をこらす部屋のみなぎる門脇桃園

神の御前の婚儀目出度し影沢笑山
伝統の亀綾織の筬ひびき小川庭水

生きぬくことの命尊し青柳喜与志

うす曇り松島渡る時烏斎藤一竿

噂話にお茶を注ぎ足す横山圭月

米寿まで村を治めて雪を掻き富沢比佐女

山が嶺遠く雁金の声熊谷喜楽

刈り終えて門田は広し庭の月大川耕月

念願叶うドイシ統合葉

ナゥ最果の地に紅葉の燃ゆるなり玉

宝くじなけなしはたき夢を買い橋

春めく風に旅は晴れゆく竿
花美事復元成りし時鐘堂柳

平成二年十月七日首尾︵於・新庄市民プラザ︶

水も温みて動き出す里内田素舟
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ハ新庄・新庄北陽社ｌその三Ｖ

歌仙﹃山々に﹄
山々に雪の少なき冬至かな
柚子風呂浴びて南瓜戴く
公民館展示の書画の匂うらん

斎藤孤柳捌

″

斎藤一竿

笹白舟
竿
白

金沢苫舟
苫

魚拓美事な大物の鯛

庭の白萩露しとゾなる

浅沼葛子

潮騒のやむ刻月のさし昇り

ゥ秋祭り祝太鼓の乱れ打ち

白

″

防ぐ術なき値上げ便乗

心の妻の写真肌身に

五十年浮気も一度二度ならず

竿

子

竿

砂嵐過ぎてテントに月涼し

苫

雲いつ晴れる中東の空

株疑惑又も国会ゆるがして
冷えたビールをぐっと飲み干す

白

竿

竿

島原の遺跡訪ねて十日旅

斎藤孤柳

茶柱たって甘き草餅

春めく宮に歌仙奉納

楼門の静かに暮れて花篝

ナォうとうとと日永の縁に心地良く早坂和風

しのぶ恋路を犬がじゃまする苫
まとまってみれば三国一の婿竿

て

明治生れは義理の堅さよ伊藤緑雨
掌の上で豆腐切ること馴れました柳

無住の寺に時烏啼く内田素舟
かまびすし史跡保存か改修か苫

儲け話にあたり見廻す風

ダブルの服を粋に着こなす柳
暖房の程よく利いた喫茶店雨

枝もたわわに赤い柿の実素

独りでに鼻唄の出る月の道子

宅配便に判子とり出す雨

ナゥ観光の多層民家も秋長けて柳

円満に用地交渉まとめあげ子
久寿玉造りいそがしいこと風

優勝を賭けたゴルフに花の舞い白

丘も林も春の色濃し素

︵於・新庄南部公民館︶

平成二年十二月二十二日首尾
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八一一一田・すみれ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃国崎海女一

掛蓬莱に添へし長熨斗

国崎海女礁に初富士をろがみぬ

ナォ荷運びの宰領﹁降るはめでたし﹂と

夫は妻の扶養家族に

憂きこともあなたとだから真珠婚

都

上芝十方
坂本孝子

み

四

岡田丁珠

昭小

雲ひとつ見ぬ冬の青空

京の手作り爪楊枝なり

皿センチ余の霜柱数知れず

敵弾を身の内に持ち五十年

岡田水都子捌

岡田水都子

田島竹四

巴

生

藻

由

上棟の幣扇たかか︑

鷺草ゆれて蚊遣り漂ふ

林由子

望の夜も灯し空港埋立てて

たもとほる衣かげ柳影涼し

強東風に部屋の幟の華やぎて
餡たつぷりのよもぎ餅なり

山田八重椿

歌川山黛

君

を

中島ふゆみ

戻り来たりし猫を抱き上ぐ

気の合ふ同志湯めぐりの旅

ナゥさはやかに美声三亀松名調子

都

黛

民岡照子
松宮弘枝
永井一子

綾

代

秤鰔一一︾十一一一朋二十卦申率︵文音︶

白魚沈む金泥の椀

竹林を抜けて嵯峨野は花ざかり

初午近き鳥居塗り更へ
峯友昭舟
宮本藻屑
山崎綾子
松本糸生
西尾君子

この服が好きで流行りも何のその

上野山しげを

竹山美代子

道頓堀の二ツ井戸澄む

すり終へし墨のにほひて月おぼろ

ワおほそらに搦々として鳶の笛

土蔵造りの並ぶ路地裏

ファックスでデートの場所と時間とを

坐禅もョガも彼女同伴

発車のベルにパック酒買ふ
手を挙げるだけの挨拶万歩計

秋水をあひに脊山と妹山と

ひでり続きと見えぬ内濠

竹山みどり

小林樹巴

無縁の切子殿りに焼く

花合歓は眠り入らんと葉をとぢて

月天心街騒をうち鎮めたり

即位の礼の準備いそがる

149

八三甲すみれ連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃枯芝に﹄
枯芝に立木の影の伸びゆけり
目路をかすめて翔ちし黄鵜
信号の変はる間際を小走りに

脱サラ菓子屋日日に繁昌

障子八枚洗ひ終へたり

山の端に初月淡くかかりゐて

岡田水都子捌

またパチンコが新装開店由

ナォ洋モクの香りよるしとくゆらせて都

ねだっても狸寝入りの高いびき方

茶碗の艶は朝日焼なり照
ふくよかな胸つつむ羅由

お見合の行儀作法は祖母仕込み孝

岡田水都子

林由子

きいか︑の貴船の宿の鴨足草照

いとはんと呼びはった顔うろ覚え

恋のマニュアルＡＢＣＤ

由

和

方

遠野の原は秋の風情を和
くろがねの門露の寒々照

記者会見肝臓移植ミスありと孝

象の鼻先濡らす夕立方

民岡照子
八田和子
上芝十方
坂本孝子

月澄めり一期一会を大切に孝

あんこテープを出航の銅鍵
石垣にからみからまれ蔦茂る

照

孝

和
照

カラオケに凝って老舗の大旦那由

不意の停電火鉢持ち出し方

ナゥ生きてゐるあかしとしての賀状書く和

宵風涼しやがて蛍も

平成二年十二月十七日首尾︵於・岡田水都子居︶

家重代の亨保雛とて孝
広前の左近の桜花盛り都
諸子若鮎朝もやの湖方

照

宇治橋の三の間に見る夏の月

方

ゥおつまみはピーナッツだけ温め酒

遅参はくるま渋滞のせい

孝

昭小

秋山さん青い地球へ無事帰還
たんぽぽの紫ひと息で飛び

由

札所道琴弾坂に花ふぶく

岬の分校入学児あり
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八寄居・埣啄会ｌその一Ｖ

歌仙﹃母の日﹄

君こ

母の日や没り日は閑と事も無し

明日配らるる三眠の蚕

森三郎捌

森三郎
真下草笠
柏原知子
柏原和宏

森恒子
杉野弁一郎

錦織伝統の技守り来て
豆電球の照らす広敷
月明に城下の町は跨る
蔦の紅葉を風の撫でゆく

郎
笠

一汁

ゥ登高にたばこの火種頒ち合ふ

知

鞍の顔には厚化粧して

楽屋ではピエロが涙拭いてゐる

宏

桔梗の色のガウン羽織りて

気高くも窓一杯の岩木山

郎

恒

知

宏

今汁

笠

恒

怒濤のやうに雪しまき来る
角巻に月のあり処をふり仰ぐ
出稼ぎしまシ便り途絶えし
國富んで金に追はるる人ばかり

出雲の市長皆で見守る
越の花求めて老の二人旅
初の燕がすいすいと飛ぶ

ナォ山麓の鳥居隠して遠霞石川光男

おのろけ豆の薄い塩味郎
ふと蹟ける松の走り根宏

友の計をひそひそ昭和一桁が笠

紫陽花にときめきの夢問ふてみる弁

どこでも列を作る人々恒

想ひを秘めて十余年経し市川美代子
花博にゲーテの詩の流れきて坂本純子

天下のことは虚実絢ひまぜ郎

披露宴差されし酒を飲み干して宏

百丈の岩に釈迦堂月蒼し笠

虫鳴く径に朽ちし道標知

ナゥ草庵に双脚伸ばし聴く秋ぞ弁

雲をいただく佐渡の島山恒

顔かくす流人の手ぶり波の音宏

頼り頼られ星は朧に美

二等超朋十一雨率︵於・森三郎居︶

三春の庄に仔馬噺く執筆

梅桃と競ひて花の咲き誇る純
秤

IRI

八寄居・埣啄会ｌその二Ｖ

歌仙﹃時計草﹄
時計草蔓の行方や風の中
肩に首振る虫は尺取り
さす汐の如くに太鼓畑越えて

森三郎捌

ナォ茗荷竹味噌の香りのふくよかに

株式市況一喜一憂

身をのり出して水の功徳を
思はざる砂漠の国の争乱で

心太突き出しきれいを強く突き

下駄っ鼻かける夕涼の庭

浦の灯のっけば旅愁のっのりこし

風の番屋は一朝の夢

やもたても無き口紅を濃く

森三郎
森恒子

目をこらす月の在所の薄明かり

町田節子
柏原知子
真下草笠

杉野弁一郎

石川光男

ありど

蝦夷地まで主を追ひたる祖母の血か

淵瀬えらばず下る落鮎

消防小屋は裸電球

ゥ気負はねば友の増えゆく新走り

柏原和宏
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月讃めて知らぬどうしの立話

越中の旅誘ふ速達

節

玉垣に苦学の友の名もありて
クラークの像おぼろノ︑に

穂芒ゆれてくれる長堤
ナゥ鳥渡る岬は北緯四十度
足なげ出して開く弁当

心添はざる腕枕して

郎

市川美代子

班ら班らにつもる白雪

ゴゼ唄の深き愁ひの節回し
来し方はいもせんべいの味がする

蓉鰄一一蓉托朋十却叩霊︵於・森三郎居︶

若鮎はねる川瀬光りて

スロープを花は舞ひ散り舞ひ上る
︷汁

恒

夜祭りに冴える三ケ月武甲山

老を知り初む不時の腰痛

笠

宏

光

郎

知

果さねばならいはっかの義理抱へ

銘鶯会に大仰の宴

花の山僧都叙任の礼詣り
鳥獣戯画の蛙そのまま

美知笠郎弁宏知郎恒郎知弁笠美宏郎恒光

ハ寄居・埣啄会ｌその三Ｖ

持廻り歌仙﹃東て星﹄

森恒

柏原和

地吹雪たて塾渡る鉄橋

東て星の一つ車窓をはなれざる
森三
町田節

柏原知

ヘルメット登校の子等は凛々しくて

故郷の山変る造成
萩の小径に消ゆる人影

ふかす煙草のけむり目で追ふ

ナォ長閑さにひと声高く籠の烏

背ナに揺られて小諸馬子唄

とりとめもなく湧き上る旅心

雪山は国境なり夕茜

っららとなりて光る名水
若者の姿見かけぬ村にして

胸の豊かなマリア観音

かき抱く聖なる御子の羨まし

横切る猫に止まるマイカー

そこまでと送り出したる月の道

命の限り鳴きしきる虫

ナゥ焼〆の壺に実石榴あざやかに

秘蔵の盃に注ぐ美酒

灯台の遠き岬は灯をともす

細目に開くる窓に東風きく
二三輪散らせともなき残り花
もつれ合ふ蝶道づれとして

平成三年二月十五日尾

平成三年一月三日首

−IR2−

ジレ

風に乗り笛聞え来る月の夜
ポッリノ︑とふえる街の灯

ワ鬼城忌の赤城に雲の千切れ飛ぶ

黒髪の和服姿の薦たけて
謎めく過去が覗く横顔

民族と宗教の壁尚厚く

虫歯の口にひびくかき餅
月細くもの憂く眺む遠花火

浴衣の裾の合はい外人

挨拶は思ひもかけず日本語で

夕日傾く山峡の寺

春の光のはづむ川の面

九重の名を得し花の技垂れ咲く

恒郎節宏郎知宏恒知節恒郎宏子子郎子宏

節恒郎知宏恒知節恒郎節宏郎知宏恒知節

八川崎・染井の会その一Ｖ

歌仙豆
五月の雨の煙る山々

ふる里の一位の緑ことさらに
にぎやかに女ら磯に降り立ちて

拾ひし石の丸き色艶

初孫のうぶ声あげし庭の月

松茸飯を皆に振舞ふ

″

蒲幾美捌

蒲幾美
鴫津亜希
山口たま子

田中ツル

湯川道子

由

久保田富子

富

ワさはやかに紹介されし人に添ひ

歌声喫茶のともる夕暮れ
結婚と記し会社の寮を出で
近江湖畔に牛の群れをり

た

菊谷由起子

ほの甘き丁稚やうかん旅土産

ツ

た

大江秋光
亜

大嘗祭も見らる世となり
上絃の月冴えざえと千代田城
オンザロックに炬燵熱くし

亜

由

道

遠会釈され小走りに寄る吉野たちを

ナォ地下鉄を出づるや東踊りへとシ

言へざりし愛のひとことファックスにた

何もかも捨て思ひ出の宿亜

黒蟻のうごき激しき空模様綾

コンビナート炎の絶えまなし由

東欧の政変見出しの夕刊紙秋

募金に立てる若き雲水シ

れむれぬ夜の犬の遠吠え道

七十になりてもカルテ五十肩た

吹き晴れて満月遠き森も見ゆ綾

煙草の花の匂ふ畦道由
飛行機雲の残る冑天綾

ナゥゆく秋のもの炊くけむりことさらにち

てふてふの舞ふ甘藍の鬚秋

年よりも若いと皆におだてられ富

日永の濠に並ぶ釣人道

花咲いて聖堂よりの祝婚歌シ

平成二年九月二十日首尾︵於・柿生会館︶

当I

一

留学の子よりの便り今日も待ち

祈願の絵馬が天翔けし夢
花の下陶器まつりの展かれて

盆地きらめく春の灯

1民4−

位

ハ川崎・染井の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃白樫﹄

山口たま子

嶋津亜希

蒲幾美

木道をゆく夏帽の児等

白樫の森の閑かに蟇
縁借りし句座に渋茶をいただきて

ナォ九段坂ぼんぼり点る招魂祭

戻り賑はふ外壕の風

深きえにしの一途なる恋

耳飾りキラリとはづし卓の上

辰巳にかかる虹の大橋

父母並ぶ写真にひとり知らぬ人

蝉しぐれ墓苑に集ふ菜圃の忌
遣愛の猫はダスキンといふ

流人の島に激し鬼太鼓
月光に松虫草の彩深み

箒持つ掃除小僧の像立てり

遙かにのぞむ故郷の山

ゥ牡丹鍋胸の中まであたたまり

大江秋光
菊谷由起子

ナゥ天高く中国勢の金メダル

久保田富子

田中ツル

片倉綾子
湯川道子

ラジオ歌謡の流れゐるなり

老舗ののれん見ゅる地下街

遠近に噴火の気配ありといふ

月寒し北に向ひて終列車

ジーンズの似合ふ人こそ好みにて

た

ツ

平成二年十月五日首尾︵於・巣鴨会館︶

春波うてる反りし石垣

洗ひ地蔵に列なしてをり
大手門花の扉を押し開けて

手術のあとのうづくやや寒む

彼と秘密の電話信号

道
綾

桃咲く里に夕暮れの鐘

由

−IRqジン

母に土産の手編セーター

水温む家鴨の群の土堤歩み
はしご酒せしあとのお茶漬

道

盛り場の月のおぼろに浮かれ出て

由

た

中近東に不安色濃し

綾

河岸の船雨足しげくなりにけり

四つ手にかかる小さきいかなど

花吹雪浴びてたたずむ乳母車

富亜道ツ綾亜たツ由ツ富幾由秋た道秋亜

八東京・第六天連句会ｌその一Ｖ

世吉桐﹁若水﹄
尾崎淑子捌
尾崎淑
浅野黍

若水や硯の上に二三滴

餅の面の割目一条
松崎桃
馬場彬

紅梅を探れば高き山見えて

賓客迎ふ警備厳重

横を向く案山子にそっと語りかけ

田中の小道帰る村人

三世代花降る宵の酒盛りを
かなたこなたに間ゆ噂り

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成二年一月十四日首尾
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立ちつ座りつきりしシャッター
金モールチューバの歩み確かなる

泡立草も今年少なき

夕月の空にかシりて飛行場

煎茶点前のよどみなき品

ゥ秋扇バッグの中にひそとあり

通勤電車すがる吊皮

ジーンズの似合ふ男のやさしさよ

ＪＲなじめず今も國鉄と
熊野の海の青き真夏日
蝉の鳴く寺に和尚を訪ねたる

椀種にする豆腐かために
何もかも頼まず生きる月情し
手入れすみたる松の枝ぶり

風古淑風古淑風古穂淑古風淑穗風古穗子

風淑古淑

八東京・第六天連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃初詣﹄

小谷参

田口猛康捌

一見の客交へたり初詣
屠蘇に機嫌の杜の人波
浅井園

赤田聴

田口猛

鴨家鴨遊べる水の匂ひきて
色とりどりの履物のあり
品川秀

長先一允

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成二年一月十四日首尾
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垣分けて来たれる者も秋の月
ひときはひびく青松塁の音

女の心取り留めもなし

ゥ木犀の香に驚きし闇の中
胸を合せば乳のこぽる公

四十なる夜麿化粧の哀れなる
書者代は自分が出すと涙して
老いゆく父の健やかなれと

猿に月こえ清艶に木下闇
行方定めぬ尺獲の遅々
濁裁者末路東西相似たり

門より入れば矢防ぎの立つ

花の旅今も昔も過疎の村

雪解水の澤の酒々

夫丁康丁木雨夫丁雨木康

充夫丁雨康丁

八東京・第六天連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃冬青空﹄
浅野黍穂捌

今泉亡心

穴沢篤

浅野黍

山寄りに翔ぶ一羽荒鷲

も

北国の車窓となりぬ通勤に

黒松の冬青空の陽を守らん

辞書を片手に勉強の刻

つま

ナォ夢の如卜陽炎の中鹿群る皇穂

塩煎餅の良き塩加減淑

深網笠は二本差しなり穂

子の知らぬ天秤計り灰ならし篤

夕バコの煙艶に香水穂

ま鼻母と云へぬ苦しみ世の情淑

雨もうれしき伊豆の密会松崎桃古

テーブルの下で手指の文字を書く浅井園丁

しわ

酒に目のなき皷のメリハリ穂

マンボーがかかったと言ふ叫び声笠間文子

山寺の岩肌光る月の道丁
借景の庭黄葉散りしく淑

ナゥ機織りの音にひかる蚤秋深き古
白毛まじりの君を訪ねる品川秀風

石棺の貴人や何処草の上淑

ガラスの小玉すくふ手のひら穂
一都二府一道四十三の花だより丁

平成二年十一月十一日首

日の暮れるまで雲雀楽しく古

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成二年十二月九日尾
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尾崎淑

月天心靴音消えし路地の奥
庭に着くまで糸瓜下れる
ゥ湯上りに枝豆つまむ縁先で

用件十一長き一日
元総理元副総理西東

チグリス川にさらに波立つ
飛機の窓遂に気づかず夫の去る

日記の頁涙の雫

火の見梯子に夏の月光ゲ

松葉杖どうやら馴れて退院す

祭笛古き街並通り抜け

釣りの帰りのそばやの地酒

大皿は朝鮮唐津花曇り

七堂伽藍蝶のまひ立つ

篤穗機淑ノノ篤淑機篤穂機淑穂篤子機子穂

八東京・第六天連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃短日﹂
小谷参木捌
小谷参
笠間文

短日や一期一會の重み知る

町騒追ひて行く片時雨
赤田聴
品川秀

頻き散ればまた掃かれゐる落葉にて

鳩の飛び立つ夕嶢の森

身に沁みて鶉く尺八の節

起き伏しなだら青麥の丘雨

ナォ噂りの主を當てるが誇りにて木

とも
アショカ碑文の旅行き
し亡友木

佛舎利器とは白玻璃のペルシャ壷文

一口ブランデー息和らげる風

触發の大軍對時年迎ふ雨

飛び下りる心で貴方を愛してる文
なんでふこれに報いざるべき木

蝉こなた止めばかなたに湧き興る雨

しし

降り残したる村の小吐風
雲が月追ふかはたまた月雲を雨
ふりむけば道なき芒原文
ナゥ猪のあと行きて見つけし薯の屑風
阿夫利の宮に傅ふ俳譜木

きそ

風

騨前の不味きラーメン流し込み雨

入學式に勢ふ人々

遠來の父母もまばゆき花校舎木

目路のはるかに霞む山並文

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成二年十二月九日首尾
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湖心まで漕げば月光濡るシほど
ワ此の秋はやたらに多く文書きて

言はうらはら感もうらはら
﹁望郷﹂の最後のシーン灼きつくし

間なくに押ふひとの柔ら手

竹林もはや寒山は居ず

答ふれば打返し來る正眼に
雛刻むマルクス・ボーイ涼し月

成上りたる貴族の末路

老いて幼兒の夢の枕邊

南米に屈託もなき裸族

酔の残れる朝の春風

身じまひの鏡に映る花の枝

風文風雨〃木文風雨文木風雨文風雨子木

八東京・多摩連句会ｖ

歌仙﹁立春﹄
立春のひげを立てたる牡猫かな

太

遠藤みゆき

葉

宮下太郎
池田葉子

くにの便りは電話ファックス

豆飛び来しか梅の木のもと

あらためて尊し月の完全円

み

ナォ野遊びの酔ひ醒めいま易俳句会

熟女ばかりが元気一杯

グリーンの帽子に挿したきじの羽

誰ひとりその顔は知らない

溜め息をつきまた嘆く身の不運

腹が大きくなってゆくなり

三段跳に駅の階段

旭富士優勝松の鰻重を

しばしまどろむ双頭の鴦

ベルリンのオリンピックもすぐそこに

月さやかあばたの見えぬ望遠鏡

同時通訳はたと詰まって

部屋のどこかでカネタタキ鳴く
ナゥほほづきを操む小さき背の真剣さ

かすみかすみてどこまでも海

祭神は大国主命てふ

秤鰄一一︾職繧蕾︵文音︶
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新入生ホワイトビィラは五号にて

藪のてつぺんむかご鈴なり

太

休暇届けの判の赤々

み

葉

ゥ歯車の狂ってしまった秋の暮

何時か前世でこんな道行き

寄り添ふて相合傘の地獄谷

み

葉

太

更地を風が吹きぬけてゆく

芝居好き祖母さまも早や七回忌

葉

雨あたたかき夕暮となり
み

散る花の無心にシャドウボクシング

月暑し富士へ遷都は話だけ
武張った顔の撒水車過ぎ

太

太

烏の図鑑をまづは拡げて

日曜日今日はなにもいたしません

み

葉

卒寿の翁座る若草

千曲川花を抱へてまはり込み

執

筆み葉太み葉太み葉太み葉太み葉太み太

ハ津幡・津幡俳壇連句クラプーその一Ｖ

歌仙﹁佗助﹄

二羽智

木上紫

中田風来捌

秘蔵の茶器の古りし炉開
中田風

一輪の佗助凛と位置を占め

虫鳴き細る川沿いの径

菅笠づくり細々とつぐ雲

ナォあえの事終えて春耕始まりぬ来

山は怒りて煙り噴きあぐ来

名水をまもりて古き不動堂子

笹鳴きを聞く藪の近道子

砂風呂にうもれ雪見る夢の中雲

佗び住める平家の商の大藁家来

ロケが奇縁で出来た恋仲雲

国境を越えてこの愛貫ぬけり子

金を膳くる才覚もなし来

踊りの輪月に伸びゆく三番里雲

富士の裾野をうずむ火祭子

ナゥ鎧坂眼下に秋の汐さわぎ来

自販機で買うカップラーメン雲

仏藺西の土産日本製らしき子

朱塗土蔵に仕舞う古壺来

花がすみ加越を結ぶ宿場町雲

平成二年十一月十八日首

八十八夜の唄のながるる子

︵於・石川県河北郡津幡町役場︶

平成二年十二月二十一日尾
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にごり酒醸して父の健やかに
椅子きしませて筆を紙をと
燈籠に燭をうつして月を待つ

さそいの文に匂う墨の香

ゥ僧ら出て寺の隠し田刈り急ぐ

煤竹磨きっくる篠笛

かなわぬと思えばなぜかせつなくて

村二つむすぶ吊橋渡る人

遠くに蛍呼ぶ声しきり

能登へとつづく磯の松並
やかもち
家持の千々に眺めし夏の月
句碑建つるこの地鎮めの神迎え

ふるさと創生当てた温泉
黄昏るるダムにつらなる花筏

土堤より低き苗売の店

来子雲来子雲来子雲来子雲来子雲来子雲

三里に灸すえて鱈漁へいでし父

検診の顔みな揃いけり

小川ひろ子

木上芳江
日向菊野

石本よし子

中野泰子
田川利公
紙谷湖秋
加納俊子

ナォ消費税いらぬいらぬと四月ばか

つぎつぎ廻すお歳暮の酒
朝厨背すじ伸せば大気澄む
野点の茶事の乙女愛らし

中村洋子

ハ津幡・津幡俳壇連句クラブーその二Ｖ

中田風来捌

観光マップ展けゆく夢

宮嶋キヨ

みなかみにおわす薬師も知らぬ仲

鬼灯知らぬ平成の子等

ナゥ炊きたての新米供う野の佛

腰になじまぬコルセット巻く

出見世裕子

山本比佐子

下宿に届くおふくろの味

水野道代
村上町子

秤趣一一︾唾朋十托申率︵文音︶

満開の花の筵に交す盃

流しのどかに竿売の声

カンナ屑佛い匠の長電話

米田五呂
米田幸子
尾山村雀

松田謙一

歌仙﹁野火燃ゆる﹄

客がたまれば渡し舟だす
染め付けの藍に溶けいる今日の月

葛の葉あおる一陣の風

ゥ百姓の顔して教師大根蒔く
息子の嫁のいまだ決らず

西陣帯の機を織る音

恋めぶくチャンスもあらん京の旅

主婦で賑わう文化センター

ひらかなの置手紙読む留守居の子

陶狸うかれ出たそな夏の月
ビールに酔うて唄うカラオケ

家建つる大工の腰の曲り尺

平和の鐘の余韻深まる

仰ぎ見る月にかかれる白い雲

権兵衛笑うて鴉つまづく
警官に一方通行とがめられ

津幡町いま俳譜の野火燃ゆる
今泉宇涯
木上紫雲
中田風来
二羽智子
吉田弘子
多田史代
酒井愛子
谷本綾子
高森静恵
多田哲夫
細山芳絵
吉本芳香
西川柳史
小蕎照子
三越はる
舟橋玉枝
藤江紫虹

初音聞く朝のコーヒまるやかに

笹木千代子

山脈遠き春の曙

鹿の啼き寄るうららかな丘

万葉の磯朝凪ぎて花がすみ
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川野蓼艸
内田麻子
井手樺晴

川野蓼艸捌

八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会その一Ｖ

歌仙﹃夕桜﹄
枝垂れては夢殿の透く夕桜

亀の瞳に春惜しむ色

ナォ噂りに包まれ枢遠く行く

アンティック・ドール残る寝室

宛がひ扶持に馴れし半生

自分史に書くシベリアの捕虜の日々

黒猫を抱く夢二の絵のやうに

差羽の渡る首里城の門

卍に組めば軋む骨盤
歳月
の未練峠に思慕峠
さしぱ

赤い帽子の鍔をつくろひ

鰭酒を吹きさましゐる軽業師

横浜のベイブリッジの十三夜

中島まさし
小林しげと

逃亡兵士こほろぎを飼ふ
ナゥ父作る瓢の棚のある故郷
村人の指すけもの棲む森
食前も食後も常に主の祈り

喘息いつか癒えて大学

花の夜は花に埋もれて眠りたし

平成二年十二月九日首尾︵於・関口芭蕉庵︶

蒲公英踏みて銀輪の列
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庄司美代子

新刊書先の進まぬ日永にて
珈琲カップ音もなく置き
地下劇場裏方玻璃の月掲げ
山の蔭より雁が飛び立ち

久木田朱美子

晴

若松照代
浜本青海

一茶にならひ妻またも換へ

ゥほうとう鍋のそろそろと来る甲斐の秋

着れば着痩せのマシマロの肌

﹁ボンジュール﹂笑みこぼれたる雲の上

小笠原愛子

昭州

青梅落ちて昇る半月

弥次郎兵衛ぴたりと止まる午後なりき

朱

愛

美

と

と

少年の指笛に擁ねっ蚤

麻

算数はあしたに廻し土用波
もう砂は落ちぬ廃嘘の砂時計

唐草模様の螺旗階段

母の帯締めれば鳴るよ花衣
恋ヶ淵をば蝶をまとひて

し照麻と美麻朱愛と朱海艸晴海晴照麻し

井手樺晴捌

八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会ｌその二Ｖ

歌仙﹃訪ね来し﹄
訪ね来しこぁ滝ばかり岩ばかり

破れし築地にあぢさゐの毬

蝉時雨翁は熟睡より覚めて

飛手田林田松野本
久

千檸朱し麻照蓼青夢

可
美げ
と海麻艸朱海と艸朱良晴子と子代艸海望

アォ鼻欠けの祖母の雛もちんまりと
ウェッジウッド熱きモカジャワ

真偽間はれし雪舟の軸

烏籠の鷆鵡とショパン夜想曲

貰った口紅を使ひそびれる

鮫鰊鍋社長交代っシがなく

さゆるぎもせず立つ恐妻碑

金色の爪ジョーカーをひっかいて

官官に咄の落ちて男の輪
女系家族の夜が始まる

とろ公を畷る納所幾人

月天心風も凪ぎたる小藪畑

わが貌映す槍投げの槍

ナゥ秋出水川立ち川に食はれけり

寝て一畳起きて半畳路難し

蜥蜴ちょろちょろ出ては隠れる

花の宴盃は清水大ぶりな

平成二年七月一日首尾︵於・伊賀・対仙閣︶

弦歌かすかにさんざしの宿
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パイプの烟ゆるやかに吐く

日々伸びる超高層の月凌ぎ

改札口に案山子佇む

ゥ雁渡り戌亥に下ろすランセット

母娘小町と云はれ据腰

くノー翔んで匂ひ立つ闇

昇殿はあげまんゆゑと自他共に

隠国に雪積む音を同より

在庫管理はできぬ耀市

梢を投げ込む土間のへっつい
なにがしの像も古りたり海青く

水打って銀座忽ち蘇へり
焼き立てのパン並ぶ行列

有明に白雲去来花閖か
説教を聴く春雨の弥撒

石井木小内若川浜乾

海晴麻代艸晴朱と海麻代艸と麻良代朱代

八東京・東京義仲寺連句会水分の会ｖナォ父よりの肝臓移植冬の月梨

逢ふときのくるくる風車鮎
新聞の誤植を拾ひ万愚節澄
伊勢の平氏は砂なりけり魚

桃の咲くころに国境越えるのよ

胡蝶﹁眩量﹄別棟二階十二号室鈴木喜久
真
鍋
天
魚
捌
千

わが贋の翔ればきざす眩量かな真鍋天魚

北一番に晴れる島々諏訪欣二
絵葉書に明日の日付書かれゐて万波鮎

ナゥ赤道をブラックホールが突き抜ける草

オパールもとは恐龍の骨礫

釣糸に太平楽をきめこんで喜

八百屋がつける裸電球耳

人知れず花千年を咲き続け鮎
仔猫の声はいつもおんなじ漢

平成二年十月二十八日首尾︵於・関口芭蕉庵︶
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指ねぶる児の歯の先が見え原口一草
こんな夜は月が大きくなるといふ浅沼礫

ハモノトギ四門にコスモス草刈澄

ゥ杉茸の累々白き奥会津吉田梨江
僕はいったい何処へ行くのか滝田遊耳

かなしみが金玉糖の中にあり藤原千惠
ジャック・ダニエルマドラーと化す

贋作と承知で仁清売り払ひ
とぎれとぎれに尺の息継ぐ

千
鮎

草

八相模原・桃天樹嶮聚ｖ

歌仙﹃愛

銀杏落葉を挿む文集

赤田玖實子捌

赤田玖實子

三好龍肝

近藤蕉肝

蛭海停雲子

海の向ふで遺跡発掘

木戸口てる女

昏れ色迫り月にたふずむ

冬を隣に藍微塵縫ふ

ゥかまきりは靴の奥にも卵産み

痴性と知性合はい相性

しきたりも其儘なりの城下町
ヨプ

時来れば約百記の予言信じらる

酪駝の瘤でヒント浮かびぬ

″

壼云

て

蕉
栗

姉
由

肝

圭云

玖

蔭にかくれた怠け楽しき

月ひくく朧なりけり花莚

窃窕たるに宝髻の桃

頓智あるセールスマンにあしらはれ

行騰が錫杖を突く岩滴

清水由江
近藤栗子
室井理姉

新らしき電話のベルはやさしくも

顔見世も三代揃ひ幕開きて

愛日や鼎に伽羅の姓き篭り

日

八十八夜に故郷へ帰らば

養生訓は和漢引用雲

ナォ中東の騒ぎに惑ふ自衛隊て

嫌でたまらぬ彫物の柄玖

カルチャーで将棋の段位とれるやら由

アンモナイトが断層の面姉

マスコミは宇宙の沙汰も金で買ひ雲

祇園さんコンチキチンを打ち違へ玖

平成となり世は治まるかて

ぐびり飲む未練涙の古い酒雲

烏は啄ばむ南山の菊玖

長江の波に月光船の影肝
娘々廟にいつも願掛け玖

ナゥ株券に縁なき衆生我も又由

哀元道にふける秀才肝

墨の龍筆の走りは虚を榑たん玖

オキシダントが汚す淡雪由

初花に顔へおののく顔へ声玖
深きとばりに春ぞたけなは〃

︵於・相模原市上鶴間桃天樹︶

平成二年十二月四日首尾
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＝

八東京・都心連句会その一Ｖ

脇起歌仙﹃春泥﹄
高木義厚捌

人頭税に揺る塾イギリス肝

ナォ雀の子庭の餌台におりて来て浅井園丁

腹立ちに今日も血圧上るらし和田忠勝

雪をかぶりて寒椿咲く菅谷有里

あかノ︑と焔のたてる大火鉢倉間千代

廃校利用山の民宿杉浦智恵

酔ひながらなほ醒めた目で見る丁

平成二年五月二十七日首尾

︵於・大山阿夫利神社︶

望遠鏡にかぎろへる野辺執筆

重ねきて十年となりぬ神に花大林杣平

永字八法習ふ情明と

見えすいた嘘を真顔で聞くゆとり柴崎正寿郎

声に押されて駄句を出しかね小谷参木

ナゥ烏威し万能ならねば類多し羊

書を読む膝に下がる蓑虫栗

阿夫利の峰に天狗献額金子ちさ子

香妃かく匂ひしものと抱きしめて高木義厚

棟梁の名は辰五郎粋に生き小林しげと

豊作祈り浸す種籾
小森みさを

清水瓢左
目黒雨峰
小林静司

月を超え惑星越ゆる旅あらん郎

雨後の陽に春泥の美を見出しけり

新社員変り行く代に夢持ちて

和田洋子
岩永極烏

洋服ダンス赤いネクタイ
橋桁にうつる水紋良夜なり

鴬釣舟のもどり来れる

蛭海停雲子

小林和恵
近藤蕉肝
名古則子
近藤栗子

″

金子恭子
保坂木羊
伊東桃庵
土屋実郎
峰岸藍
山口良子

ゥ秋麗きぅ酒うかと呑み干しぬ

柾目と言はれ貼下駄を買ふ
先斗町だらりの帯を連れ立ちて

ほのと紅さす白き柔肌

磨崖仏高々仰ぐ苔の花

梢を分けて月の涼しく
硯箱螺錨の蛍飛び交へる

つぼを押へてこ易が効くかと

そのかみの落人と聞く五箇荘

奥殿の裏塵一つなし

天気図の花前線に花描かれ

代田のほとり遊ぶ童等
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八東京・都心連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃五月来る﹄
五月来る水ある処水の音

新樹の風の渡る窓際

夏場所の優勝誰れと予想せん

捨て扇して袴た参めり

見学玄捌

庵

見学玄
金子恭子
伊東桃庵
中島櫟郊
小林静司

身分恐れず何ぞフォーカス

ナォ宅地並課税と聞きっ目刺焼く

にはか目病のつらき明け暮れ菅谷有

くらべらとにくまれ口がほろ苦し

床の間に夢の一軸掛け流し

不死鳥伝説形なくなる
汗拭ひ俗人謂経短かめに

避暑地の井戸に呼び水を差す
トラックに出荷の牛の涙見せ

司

恭

花衣揃ひて茶事の席賑し

履きつぶしたる片減りの靴

旅芝居十手持つ手に腕時計

弁当箱の蓋の飯粒

媚薬取り出す蝋の封印
冬陽中民謡作者像の立つ
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玉が出すぎて不機嫌な人
銀行の合併決まる良夜なり

郊

庵

蝶舞ひ出でて精を出す野良

司

恭

恭

庵

嘘と真の辻棲があひ

ゥ大壺に桔梗かるかや女郎花

モスクワにクーデターかとデマ飛んで

傾く月に大根の白

司

あはれに作る折端の味
瓢箪の種抜く老に月明り
爽かなれど読めぬ墨跡
ナゥ大仏の胎内秋意参籠す

遺影の毒が笑みをふくみて

猫抱いて裏戸の錠を抜きに行く

秒読みに追はれながらも碁石持つ

玄

庵

平成二年五月十四日首尾︵於・芭蕉記念館︶

神への誓ひみな反故となる

郊

安酒の匂ひの沁みし花莚
雲雀があがる雲の高みへ

玄庵郊司恭司玄恭庵郊司庵郊恭里玄庵司

八東京・都心連句会ｌその三Ｖ

ともかくも秋扇入れ旅鞄
名古則

大林杣

歌仙﹁秋一屋
はや鳴きそむるち蚤ろ縁先
金子恭

定型外の厚き速達

破芭蕉月皓々とかヅやきて

海部総理も駈出しは秘書

ナォ春俟コンピューターで占へば

悪鴉ゴルフボールをかくす穴

しんノ︑ノ︑と雪の降り積む

許せぬと妻髪を逆立て
枕絵を幻灯にして大写し

熱燗に月の絶句もおのづから

一絃琴を茶事のもてなし
雑巾は麻の葉模様刺子なり

煙草つけてはすぐに消す癖

衝突は両責任と結審す

三三が九とはならぬ勘定

ナゥ学会はさぼり連句のひもすがら

携帯電話急に鳴り出す
屋上の洗濯物は生がわき

明日の休みは磯遊びせん

花守の温容吾師の悌を

羊の毛剪る開拓の村

秤 一一︾吐胆一弐抗串率︵於・湯田中︶
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喜寿の友画展入選麗かに
はだける胸の紅さしてくる

白魚鍋をしっらへて待つ
ゥ小町忌を修す心を舞納む
ベッドより乱れて落ちし物は何

狂ふ出水にしばし荘然

猫の餌皿干からびてをり
中東の情勢不穏ものものし
原爆のドーム補強の成りて月

墨の香りの残る半切

又も買ふツボコロといふ健康器

杏林学府卒へてめでたし

花古木幣新しき一の宮

孕める鹿のうるむまなざし

恭則平恭則平恭則平恭則平恭則平子子平

則恭平恭平則恭平則恭平則恭平則恭平則

八東京・都心連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃山茶花﹂

ナォ朧なる後ろ姿を見直して
けち

拾ひし猫が四匹になる

選良といふ代議士の蓼々と
鉛筆コトリ床に落ちたり

禅問答のやうなむつ言

老いらくの恋吝晋にして長っヅき

趣味専科間口をひろげいそがしく

保坂木羊捌

小森みさを

保坂木羊

山茶花やかはたれ時の道しるべ

やうやくに白内障の手術済み

環境汚染地球規模にて

金子恭子
高木義厚
厚

器用不器用生れつきなる

上弦の三日月寒くひ武割れて

納め不動のいとダ賑やか金子順
を

香港に行きちょっと買物

ナゥ横浜に海のホテルの豪華船

灯る障子のなつかしき色
寄鍋の蟹の糘薯が煮上りて
日々好日とうそぶけるひと

羊

秋袷とて身に添ひにけり

恭

170

うつるとも月は思はず水もまた

ゥ石垣を伝ひて行ける穴まどひ

羊

秤鰄一一垂壮一朋二十に申霊︵於・金子恭子宅︶

こ双なる金屏かこむ花むしろ
うっらうっらと百千鳥聞く

非番看護婦口笛を吹く

ゴルビーも人気落ちたり気がかりな

親切ごかしなぞを掛けくる

を

デートするドウゼアンてふレストラン

恭
を

厚

隠しきれざる胸の傷跡

人質かへせと家族出発

小切手のコンマの位置を変へさせる

吉と出しみくじ大事に夏の月

を

恭

厚

羊
恭

焼酎の酔ひ足もしどろに
秀才が赤門前にたむろする
ホールインワン蝶の舞ひ立つ

阿畔の呼吸シテとワキにて
花吹雪宇宙の芯に巻きこまれ

を恭厚羊順を厚恭子厚ノノ羊恭羊恭〃を羊

八松山・どん・あ・くらぶｖ

歌仙﹃寒波来る﹂
鈴木春山洞捌

豊島博子
豊島呑烏

キャタピラの轍チくっきり寒波來る

オーバーの襟立てて出勤
鈴木春山洞

博

児玉凡松
明比羽公

冬蝶を秘めたる草根掻き分けて

熱気球には土チ袋積み

月照らす庭木の影の黒々と
柴垣踏めど虫すだきゐる

呑
洞

ゥ﹁まにあはい糸瓜の水﹂と辞世詠み

妹の律は独り身にして

松

羽

洞

羽

夢に見し金鞍白馬の王子様

呑

呑

猪牙の漂ふ江の中なる

思へば思ひいやますままに
浅黄裏貢ぎ太夫は威張り取り

凍月に哺く虎の声長く
肥後の熊本槍は片鎌

松
呑

洞

松

世界戦の議論続けり

砂漠の彼方望む蚕楼

蚊が飛んで出たでぴしやりと打ち叩き

花散らすアラーの神のあらはれて

嘔吐下痢症流行るこのごろ呑

ナォ薄紙で理路包み雛納め洞

サルトルの不条理文学極めたり松

狸汁煮る香の鍋に焦げ洞

ベレー斜めに何時も被れる羽
猟銃の手入れ終りて仰ぐ空呑

こっそりと里卜人の輪を脱け出して羽

唾へこんだる後家の好みよ松
恋の性ガ蛇体の淫の四肢絡み呑

洞

門ド閉して独り楽しむ後の月呑

裏の篁暗き細道洞

笛の搦々そぞろ身に入む羽

ナゥ旅の宿色烏の群湖わたる松

小泉八雲住み古りし街チ

自転車をたてかけて置く青葉闇博

公衆便所付きの句碑なり松

天守閣花の高枝に霞みたる洞

鶯わたる御幸寺の山羽

秤鰄二︾一一一朋二廿却申藷︵於・松山市・臭の館︶
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八習志野・習志野連句会ｖ

歌仙﹃冬かすみ﹄
鶏鳴や渓のぼりゆく冬かすみ

程よき距離に弁当をあけ

ナォ孕鹿なれなれしくも人を恋ふ

ハンケチで束ねる髪の長くして

外人らしき愛の仕草よ

落葉踏みふと立止まり振返る

四五基の墓に冬日明るく

秋

茶

秋

鴇田秋甫
小川茶村

満月の流眠のごとき雲の道

恋と自由は國別もなき

聞かれては悪き電話のひそやかに

写生会より知りそめし仲

日もすがら変哲もなき水の音

家計簿の帳尻黒字増えて来て

四十九院科峰

古川砂洲男

手すさびの音秋扇なる

茶

茶
秋

テレビカメラの鮮かにとる

ナゥなみなみと重九の酒に浮く家紋

中東へ海部総理の特別機
綾の乱れの糸口もなく
花吹雪鯉を封せし池の面
茶席にたシむ春雨の傘

ユノー

干せし布団の綴ぢ糸の窪

ゥタやんま飛石伝ひむらがりて

秋

科

秤鰔二垂十一一一肥一十仁申霊︵文音︶

−Tヲつ

誕生会のグラスならべる
今様に月の一座の静まりぬ
所置むづかしき世渡りの術

心入れかへ妻に寄り添ふ
松に風竹に雀のこの日頃
御幣地に立て地鎮祭なる
蟹を売る街道の店浦の月

茶
茶
秋

秋澄む城の石垣のそり

週刊誌女性関係ズバぬかれ

ビールをきゆうと味もわかたず

秋

科

五湖巡りつひに富士山雲の中

科

淡墨色の春の夕ぐれ

思ふ様にはお土産の数
将棋まつり花の公園駒踊

秋科茶秋科茶秋科茶秋科茶秋科茶秋科茶

八松山・南海放送学苑連句教室その一Ｖ

歌仙﹁青鬼灯﹄
永田黙泉捌
草木原ヤエ

永田黙泉
岩城ゆき
青野竜斗

一叢の青鬼灯や過疎の村
水音間きつ立ち橋涼み
飛びたつ町は暮色きはやか

選手団空港ロビーに手を振りて

黒田きよ子

旅の衣をぬぐ秋灯下

越智しげる

青野美幸
門田正子
新海左人
日野泰仙
早田順子
平田照子
エ

き

泉
よ

斗
幸

飛鳥路めぐり史蹟を尋ね仙

ナォ古雛なつかしみっ蚤墨を摺る正

人それぞれの生活ありけり順

僧形の足音続く縁起祭人

泳ぎ子救ふ教師よ哀れる

一隅の風藺に風渡るらし照

善行は生死を超えて永遠に泉
別れし人の影を追ひつ皇エ

山里の嫁さがしとて無我夢中き

やっと手にせし横綱厳し斗

澄天の月蒼々と野の仏幸
朝の霊苑菊の香満つるょ

ナゥ法師蝉最後の声を張りあげて正

老を戒しむ白翁の言人

ゴルバチョフ北方領土還すべし仙

積る話に夜はしらじらと順

太閤も訪ひし醍醐の花盛り照
うれし泣きしっ卒業の子等る

︵於・南海放送本町会館︶

平成二年七月二十六日首尾

人ノJ

今過ぎし海峡巨き月照らす

葦毛の駒の似合ふ彼の人

ゥ遅咲きのコスモスの色裏畑に

湯船に手足伸ばすひと時

忘れ得ぬ恋は夜毎の夢となり
あちこちに天災地変世も末か

株価吊り上げ陰で儲ける
残業を済ませて仰ぐ冬の月

雪の底にも命は生きる
緋袴の巫女の使へる竹箒
独演会に拍手の止まず
南国の友より届く花便り

慢幕はらむ野点の景色
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八松山・南海放送学苑連句教室その二Ｖ

歌仙﹁秋燕﹄
愛惜の芝生撫で舞ふ秋燕
ほかは
仕手の出誘ふ月の大お鼓
篝火に社前の紅葉浮き立ちて

久しき友の笑顔すこやか

青田風今年も又豊作ぞ
泳ぐごと盛る鮎姿焼
ゥ南北のわだかまり解く歩み寄り

夜毎の夢に現る蛍佳き人
胸のうち言葉に出せぬもどかしさ

ナォだますより鴎され上手四月馬鹿香
遊ぶ間もなき児のスケジュールエ

按摩機にゆれやっと眼が醒め花

廿一世紀を前に立ち上がれ泉

永田黙泉捌

︵於・南海放送本町会館︶

平成二年九月二十七日首尾

彌生の空を行く留学生き

花の雲風騒人に山ゆらぐる

俊秀競ひ百巻を巻く人

孫夜更けまでちびまる子弾き花
三才児手足振りふりお尻振る順

ナゥ懐しの鶴渡り来て心澄む泉

搦々と尺八の音よ庵の月香
秋の七草たづねゆく野路エ

古りしアルバム繰り返し見っ斗

イラク戦株価暴落底知れずる

胄嵐の窓へ甘えの雀どち人
夕顔咲いてほの明りせり順

恋に狂ひしお夏のみだれき
艶聞も遠き昔と呵々大笑照

越智しげる

永田黙泉
木村仁美
新海左人
早田順子
岩城ゆき
平田照子
青野竜斗
長戸弥香
泉

草木原ヤエ

松本花代
人

岩田帯受け戌の日を待つ
高々と般若心経調へ行き
子規の句掲げ焼餅の店

雲切れて刃鋭き冬の月

る

順

き

人住まぬ屋根枯れ蔦まとふ

チャイナマーブル舌にころがし

訓斗

昭小

神の子に無罪当然裁判長

花ありて御霊寧けし藩主廟
白き土塀に春日ゆらノ︑
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八東京・虹の会ｖ

歌仙﹃新涼

うれ

一﹄

中島啓世捌

穂
夷一遊穂篤麻世夷一遊穂子子世夷一

松籟の梢かかる昼月

黍
篤麻啓東金

新涼や遠き日影をぬけて来る

元駐在の髭も真っ白

物産展郷土の柚餅子売られゐて

遊

黒き雲湧く中東の空

ナォバイカル号うららテープを残したつ

きん

発掘の百体ほども骨の出て
金を惜しまぬ装身具見る

裏庭に荘々のびし姫女苑
夏の休みに図書館の列

予備校で知り合ひたるはあげまんか

また会ひませう朝のコーヒー

貴婦人のつもりスイートルームにて

会議の書類とどこほりなく
月の路地まづい相手の落し物

〃ツ

オープンカーをとばす高原

水琴窟の音の身に入む

烏の群のかすめゆく空

ナゥ晴れやかに黒子のやうな菊師ゐる

背はちぢみ目方はふえて喜寿とやら

母と楽しむ鯛の浜焼

いろいろ迷ふ眼鏡フレーム
花朧ひたひたひたと寄する波

平成二年八月十九日首尾︵於・梶が谷房連庵︶

−17局一

道教へまことしやかに教へくれ

ワ教会の隣のホテル満室に
古き時計に秘め置ける文

口紅直し終電車待つ

友情に恋の火ついて燃え上り
軍艦に似たる庁舎の聲え立ち

ハイテク駆使し戻る観音
寒月のいざよふ湖に網を投げ

蝉膏をしまふ腹巻

鬼平もけふは不精の銀煙管
折紙つきの銘酒お持たせ
花疲れゆっくりくだる団子坂
春の愁ひをポケットに入れ

穴内中馬杉雑浅
澤田島場戸賀野

麻篤穗世夷一遊穂篤麻世夷一遊穂篤麻世

八東京・乃木坂散人連ｖ

歌仙﹃初萩の﹂
古舘曹

宇咲冬男捌

初萩のすでにとどきて石の上
宇咲冬﹃

有馬朗

さしこむ汐に早き月の出

ナォ永き日の白き日曜はや過ぎて冬

大肌で行く今の乙女等朗
鬘をとれば町医者は禿冬

長兵衛に駕籠の中からとどめられ曹

短き夜のながき愁嘆曹

のっけから冷房ききし安ホテル朗

猫も鼠も肥満体なり冬

腹背ナに薔薇の刺跡消しかねて冬
ほころびを縫う糸買いに行く朗
ぞろぞろと人の出てくる西麻布曹

冴えわたる月光まざと火事現場朗

師走半ばに数珠落ちていし曹

ナゥ流行のアースカラーは眼にしみて冬

まわりからおさなごどちの湧くほどに曹

華燭の宴に歌う船唄朗

夢の名残の時のたゆたい冬

だんだんに東明くる花の彩朗

一気呵成にのぼる大凧曹

︵於・東京乃木坂古舘曹人事務所︶

平成二年九月十六日首尾
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とりあえず貰いし新酒温めて
きのうのごとく睦む父と子

濡れ縁と大黒柱減りしこと
そはなつかしき年内立春
ゥ雪の降る鳳来山に坊の跡
思い出捨てに旅を重ねる
五体きたえしはじめての恋

ばったりと逢いし女は彼のもの
まっすぐな道どこまでも鋺々と

藍の浴衣で寄る天麩羅屋
月触のいよいよ尖る夏の月

宇宙病とは稀な託宣

アラビヤは防毒マスク売れに売れ

海の彼方の砂のしろじろ

望郷の万朶の花を胸の内

唐突に鳴く昼の鶯

朗冬曹朗冬曹朗冬曹朗冬曹朗冬曹人男人

＜札幌･俳譜寺芭蕉舎一その ＞
Shishi (獅子）

MyriadBrightGreenLeaves「萬緑の巻」 （英語版）
14.Junel990〜9.Marchl991
1.KaoruKubota
Congratulations

9. IIsePracht‑Fitzell
Mozart'sRondotums

onahappymarriagein
myriadgreenleaves.

theplayersintostarstruck,
dancingsorcerers.

2.

MarikoYomo

10.

Theyexchangesmilestogether.
Alightbreezeblowscoolandsweet
3.

KeikoMaeda

Nightiscomingon,
afunnycoupletravels
ontheT6kaid6(Highway)
4．

Y6ichiMizushima

EdwardDvoretzky

Throughfrostyice‑coldairl
watchwitchesilyontheirbI･ooms
l1.

ED

Snowballsgainingspeed
fromthemountaintopsonhigh
tumbleandrumble.
12．

KenNegus

Ijumpoverblackpianos
lightly,onebyone,withease

All thoseearthlvcirclesmatch

5.

13.

Ky6tar6Shiwa

the linesofthoseinthesky.
KN

Anartificial

Scanningcomputer

armandlegkeepushearing

readsmvsultrvdiarv

clearwaterinfall.

Makesmefeelgiddy.

C6.

KeikoM.

14,

DouglasBaird

Isuckinsweetmelodies,

Theharvestmoonisshedding
herraysonallroadstoRome.

nourishingallthat isgood

7.

15.

Y6ichiM.

Ilabelpotted
balloonHowersdarkviolet

l， 2，3，4， 5…･･･
8.

Kv6tar6S.

Itmakesthewickedtraders

languishsopassionately.

DB

Thetreesarebudding,
theswellingbrookracesby,
purgingwinter'ssloth.

C716. IPF
Takingtheireaseoncherry
blossompillows: fatfairies.

−177

＜札幌･俳譜寺芭蕉舎一その2＞
Shishi (獅子）

MYRIADEHELLGRUNERBLATTER｢萬緑の巻」

(ドイツ語版）

14.Junil990〜9.Marzl991
l.

KK

9.

IPF

VielGlUckzurHochzeit

MozartsRondomacht

ineinerMyriade
hellgrdnerBlatter!

tanzendeMagier.

2.

MY

ausMusikernverzUckte,

10.

ED

Sielachelneinanderan.

DurcheiskalteLu仕sehich

KiihlundsUsswehteinLUftchen

besenreitendeHexen.

3.

KM

11.

ED

Baldwirdesdunkel,
einulkigesPaarwandert
aufdemTokaido. (Verkehrsstrasse)

schnellvonBergh6henherab‑
rollenundgrollen.

4.

12.

YM

Schneeballestiirzen

KN

ijberschwarzeKlaviere

DieErdenkreiseahmen

setzich,einsnachdemandem

innnerdiehinnnlischennach

5.

KS

AuskUnstlichemAnn
undBeinhOrtmanLautewie
klareHerbstbache.

C6. KM
DerErntemondgiesstseinLicht
aufalleStrassennachRom.
7.

YM

13.

KN

Komputerskandiert
meinschwUlesTagebuch､ 1hm
wird'sdannsoschwindlig.
14.

DB

MeinerSeelezInnLabsal

saugichansUssenLiedern
15.

DB

Topf‑Ballonblumen,

VomSchmelzwasserreich

tiefviolett,nenneich

rauschtundwachsteinSturzbach,bUsst
dieWintertragheit.

l,2， 3，4，5……
8.

KS

0716.

IPF

GebenruChlosenHandlern

AufKissenvonKirschblUten

leidenschaftlicheSehnsucht

lagemlassigfetteFeen.
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＜札幌･俳譜寺芭蕉舎一その3＞
Shishi (獅子）

Bateaud'oiseauxduciel 「天の烏船」 （フランス語版）
4.Nov. 1990〜20.DEc. 1990

SumikoTerayama
1. Descarpesrouges,
Devantmoid6courag6,
Doucementbougent.

MHata
9.

一

2.

C'estunpapillon,
L'ornementdemescheveux

Jeudutourbillon.

Leseauxd'unetelouche

RuikoYamato

Sontdevenuesfraiches.

10.Lemiroitementdel'air

Surlespommesdeterre
KaoruKubota

[MasakoAkashi

3.MangeC6zanne,
Apresl'avoirdessinee,
Lapommed'Anne.

11.L'univers,maison
DelavieCtemelle,
Estenfioraison.

MiekoHata

4.

Lasibyllefollebat

MarikoYomo

Letambourdanslesabbat

l2・Oh, lamermaternelle!
Vousmerendezimmortel

KazukoYamada

5.

Qu'importelavie!
Laneiges'amoncelle,

HayaoKaryu
13・Nousallonspartir,

Lamorts'encouvrit.

Enprenantunbeaubateau,
Pournotreavenir.

Ｍ １４

TokukoHayashi
6. Pourquoi lefeuflamboie‑t‑il
Danslaneigeutile？

Akashi

LepoEmetraitedumoi,
Et il faittrEschaudcemois

KiyokoSato
7・ Pourboirelethe,
Jepresseunetranche

K.Kubota

15.Votrecritique

Decitronfrotte.

Ｋ８

Adugontpourl'absolu
C'estfanatique.

Kubota

Jerepasselalame

KatsukoKasahara

Pourtuermafemme

16． J'aimelebiftecksaignant
CuiSineauCucugnan.

TraduitparHayaoKARYU
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八西宮・俳諸接心ｌその一Ｖ

歌仙﹃黄塵や﹂
阿波野青

阿波野胄畝捌

黄塵や防人の妻を恋ふは宜
岡本星
岡本春

諒闇以来世相激変

ナォ茄子胡瓜トマトに季語が無いと云ふ

嫁姑の仲が直らず

ファックスを使ふ漬物屋は老舗

龍神の湯の団扇あふちて

はづしたる入歯はどこへ暑気中り

月にじむごとし西施の拭く涙

鼓打つ波そぞろ身に沁む
落人の血のつながりて葛砧
あまりに年をとりし実盛

ワープロに音と訓との使ひわけ

源氏絵巻にしみひとつなし

ナゥ人質の解かるる沙汰を待ちにけり

狐火出ても先は闇なり

薬無い代りに玉子酒つくる

練行衆に糸遊の立つ

松島は雨になるらん花の旅
さよならと振る春の手袋

秤鰄一一︾極胆一桂一頭壼︵文音︶

−I8o−

ひと息に吹けたんぽぽの紫
農烏のいたく痩せしを眺めつつ
湖のほとりにホテル建つとか

大草蛙吊り姥ヶ餅宵の月
巡業相撲ビラの糊ぬれ
丙午とて添はば添はれむ

ゥ何のことやらわからない懸想文

禅譲せざるべからざるなり

すぐれたる知恵かくし子にあらはれて

龍舌藺に月高くなる

空落ちてこずやと蜘蛛の合戦す

進歩せし医療にも猶尊厳死
ステンドグラス天草四郎

晦冥の太平洋となる岬

桜前線うろうろとして

燕の巣いたはって居る喫茶店

遅日のままの筆洗の水

人星畝人星畝人星畝人星畝人星畝人女畝

星人畝星人畝星人畝星人畝星人畝星人畝

八西宮・俳譜接心ｌその二Ｖ

居待﹃レストラン﹄

レストランよりの花束万愚節

岡本舂人捌

中島ふゆみ

岡本春人
永井一子

猫が六匹仔を生みし朝

しやぼん玉ふくらむほどに色かはり

竹山みどり
沢井山帰来

柏原和宏

紅茶コーヒーどちらお好み
月飛くり何かよいことありさうな
取っても取ってもつきぬ秋茄子

仲人のひそひそ話昼の虫

林由子

佐伯茂子
小林樹巴
森田蓉子

解き了へし方程式は無限大

お腹のややがはや三月とか
万華鏡綾なす夢のうつくしく

今年の風邪はとんと治らず

中島きみ子

中沢早太
堀井寿郎

星野かの子

ゴロスケホーホー枯木林は大月夜

不滅のことば﹁地球は青かった﹂

鏡にふっと亡き母を見し
霧笛聞きつつ旅の酒酌む

吉村千鶴子

下田喜代
宮原悦子
鋤柄光子

モナ・リザの微笑は永久の謎ならん

グリーンチャペルに小さき祈りを

花博の山のエリアのバラ百万本

秤 一一ユ轌梱朋誇霊︵誌上募集︶

181−

ハ西宮・俳譜接心ｌその三Ｖ

脇起出花﹃あら何ともなや﹄

草問時

岡本春

あら何ともなやきのふは過てふくと汁

御即位式の天は晴れたり
森恒

小林文

三番要とうとうたらり舞ひ出でて

うしとら

森三

城戸崎丹

︵於・識蕊時評幅・胄学会館︶

平成二年十一月十二日首尾
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みちのくよりの便り待ちつつ
月おぼろ城吐をめぐる川ゆたか

芽吹きそめたる艮の山

岡本星

羽織脱ぎ﹁私はビール﹂朗らかに
クレオパトラよりちょっと鼻ぺちや

ハスキーが魅力花嫁御寮たり

すぐに離縁の成田空港

ほととぎす八百八声鳴きからし

夜振に仰ぐさそり座の星
赤き幣吹かれ庖瘡神在す
姑けふは留守の煙草屋
幽谷に象の死場所あるとかや

衛士の守る灯のいとど露けき

秋深みゆく旅をしみじみ
草の戸に賜はる酒も重陽ぞ

夫彦人星郎花恒夫彦人女郎花子夫彦人翁

ハ西宮・俳譜接心その四Ｖ

歌仙﹃一
兀へ
湯 の﹄
岡本舂人捌

岡本星

情水幾

岡本春

台風去りし上弦の月
松内絹

元湯への径のけはしく断腸花

しみじみ撫づる香箱の蓋

紅葉焚いて酒あたためし故事しのび
楠本玉
下田宣巨

街へ楊子の素浪人なり代

ナォ見るテレビ無き日は早寝することに光

箒目の整然とあり水を打つい

犬連れて来し避暑の別荘恵

シェクスピア劇の台詞をすらすらと代

レディスジョッキー人気高まる絹

星流れ女のすべて奪はれし星
露の身ながら傘寿ことほぐい

けふの月膝にかかへしマンドリン絹

ねんごろに縫ふ菊枕にて江

生き甲斐のある人世を躯歌せん湖
マスクに隠し切れぬはにかみ光

ナゥ冬霞む吉野連山旅の宿延
藤村の詩を口ずさみては〃

水琴窟の奏づ春昼江

生れつきお金勘定不得手にて星

畑打つ影長く伸びたり江

散る花に鯉一せいにはね上る恵

︵於・吉野山腹︑元湯温泉︶

平成二年九月二十六日首尾
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きりもなくしやくりつづけるインコにて

万歩計今やっと五千歩

ゥ藍色のペアルックなりサングラス

ボートとどめて何語るらん
あなたのリードのままにワルツを軽やかに

安藤ぬ

鋤柄光

増地正

左海延

くさめとばして誰れ彼れのこと

お好み焼をつつきあひつつ
久闇の友の来りて夜の更けし

寒月に加茂の磧はうす暗く

鴫治郎丈襲名まぢか

手を放れ千の風船大空に
見越しの松を黒の恋猫
双塔の成りし薬師寺花会式

門前町は今も賑はふ

湖人延恵星い子恵子星湖代代江女女湖人

由勘星か珠

由生り星生の生りのり人の甫子甫女子生

ハ西宮・俳譜接心ｌその五Ｖ

村本野中

み春

岡本星女捌

山本

居待﹃初東風や﹄
初東風やラグビー笛を待つ構へ

七草摘みし野も変りたり
コレクション切手の馬の跳ねかへる

忍者屋敷の地袋の裏

姫街道湖面に映える・春の月

平成二年一月十四日首尾︵於・寒菊堂文庫︶
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畦焼くけむりほのと漂ふ
あこがれのお姉さまあり入学す

西郷どんのよか稚児のこと
万葉の﹁こもよみこもち﹂口ずさみ

イチゴ世代の水着どっきり
長き夜を電話相談ひとり占め
ストラデバリュウスに秋をしみじみ

ビリヤードのやうにころがり雲の月
ちょうじやくにん

犬の危篤に会社早退

バーボンウイスキーをらつぱ呑みする

身ほとりに朝夕人をいつも置き

寄鍋かこみ子沢山なり

帰り花神鶏長き尾の揺れて

の
ど

林奥岡星田
竹岡

八西宮・俳譜接心ｌその六Ｖ

脇起居待﹃寒菊や﹄
ｌ翁忌奉詠Ｉ

寒菊や粉糠のかかる臼の端

小春の庭にあそぶ鶏

春空に飛行機雲の一線に
並んで買ひしまんぢゆうの味
磧湯にひとり浸かりて月更けし

砧を謡ふ声の身に入む

うき人の便りとだえて障子貼る

岡本春人捌

公羽

岡本春人
岡田彰子
山川真智子

森田蓉子
奥村勘甫

林由子

缶チューハイぐっと仕事の憂さばらし

代

中村圭子

竹山美代子

彰

スーパーファミコン今日が売出

行方定めい恋の放浪

友禅のパッチワークの小物入

岡本星女

蓉

圭

蓉

甫

李朝白磁の蟹の文様

彰

我家の猫は鼠こはがる

石仏をたづね峨峨たる山道を

由

銀沙灘いざよふ月の涼しくて

絵島屋敷に春を惜しみぬ

卒業をして１ 一ホーム脱ぐ
ふる里の伊賀をしのびて花の雨

平成二年十一月二十四日首尾︵於・寒菊堂文庫︶
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八東京・芭蕉記念館連句会ｌその一Ｖ

宇咲冬男

歌仙﹃春の雪﹄
ひとりの灯消しかねていし春の雪
野口さかゑ

宇咲冬男捌

人となりたる娘の雛の部屋
松澤晴美

ナォモンスラは街の流行四月尽冬
歩きながらにだんごほおばりさ

峠茶屋杉の秀先に雲ながれ哲

谷にこだます馬子唄哀し高須隆子
日にただれ風に灼かるる麦の秋美

羅さえも邪魔になりたる冬

柔肌に残す男の唇の跡美

砂落ちきりていし砂時計さ

ひらひらと手話の掌ひるがえり寿

稔

広橋美代子

平成二年四月二十五日首
平成二年六月二十七日尾

︵於・江東区芭蕉記念館︶

鶯餅に熱き昆布茶隆

人生の花の盛りを共に生き晴

低きをとべる白き初蝶

飛行機の国内線のまた殖える伊東幸子

ヒロインの女国政の人寿

ナゥ遠く聴く蘇州夜曲に近む冬吉井一夫

菱取る舟の影のあちこちさ

色あざやかな万国旗揚ぐ

誰が吹くのか笛の澄み澄む

良夜なり量販店の客あつめ哲

渓上る若鮎背ナを光らせて
どこまで続く真直ぐな道
砂漠行く隊商浮かべ昇る月

晴

中野稔子
柴田寿賀

枕にかかるおくれ毛かなし

美

谷加代子

ゥまだ癒えず鹿の角切り終りしに
グレェチェンに似たる慕情をつのらせて

教授の胸に埋む顔

″

晴

冬︑

熱燗つける宿の先きざき

うたかたを汀に残し涛の退く

伊藤哲子

寿

全て荷物は宅配便で

樹氷縫う蔵王のスキー照らす月

さ

稔

鐘の音に青僧あわて門くぐる

子の葬式も親は舞台に

さ

美

物の怪を払い落すか花の雨

杜の裏には耀ろう塗畦
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八東京・芭蕉記念館連句会ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃落椿﹄
落椿きのうのままでありにけり

卒業試験済みし校庭

安藤正一捌

宇咲冬男
谷田男児
松澤晴美

安藤正一

腰のきせるで先ずは一服

廣橋美代子

尾中審則

魚島をはるかかなたに眺めいて
名月のお焼きの味はそれぞれに
障子を貼って婆はかくしゃく

晴

村瀬賢三

藤沼亜緋子

ゥ寺町に無住寺ありて深む秋
お医者ごっこにかくれんぽして

美

忘れ得ぬ恋の初めのときめきは

埠頭の女に汽笛しみじみ

亜

男

伊藤哲子

冬︑

文化使節の中国へ旅

どこへ行くどっさり積まるラワン材

錦の鯉を扇で招き

月涼し芭蕉どころに湖を観る

正

島川寅一

亜

晴

禿の揃いしクラス会にて

山採りの珍味で交す酒美味く

大飛行船うららかに浮く

記念樹の今を盛りと咲ける花

ナォ防人を偲びし人の影おぼろ賢
只詮もなく株の乱調新井秋芳

夢うつつ折りよく出湯の湧き出して美

肝臓移植はやりはじまる哲

改めてバッハの曲が見直され審

文の代りに贈るＣＤ寅

快楽の残る足に足袋はく美

雪女
郎溶かしてしまうほどの情冬
けらく

開幕のベルがいつまで鳴りひびき晴

郡上踊りに髪の乱るる哲

北への列車動き初むなり秋
風の出て雲と漂う舟の月男

ナゥ伸びるだけ伸びし蔓引く烏瓜寅

むかし馬子唄今は演歌で晴

開け放たれしアトリエの窓亜
煙り吐く山へ傾くしるべ石秋

︵於・江東区芭蕉記念館︶

日照雨の過ぎし春の城壁亜

花びらを頭に肩に掌に正

平成二年四月二十五日首
平成二年六月二十七日尾
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八東京・芭蕉記念館連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃夕河鹿﹄
夕河鹿木の間隠れに水匂う
ランプ一つに深みゆく夏

岩城順子捌

松葉屋善子

岩城順子
宇咲冬男
岩松光子

手摺に干さる赤白の靴

安藤正一

都心にも帰省の子等の戻り来て

看板に描かれし盃を照らす月
まだそのままの更地冷やか

正

ゆ

姜百

光

冬﹃

光

千人風呂で泳ぐ若者

ウハイレグも出たる案山子のコンクール

渡辺ゆり子

たくましき胸にぴったり頬寄せて

写真引き裂きもらすため息

石山寺か鐘鳴っている

屑篭に漫画の源氏物語

正

釜巨

ゆ

順

禍抱の袖の汚れ気になり

うさぎつく餅も凍るよ寒の月

カラカラカラと空缶ころげ

冬︑

釜口

絵具代妻をせびってまたも飲む

五分咲の花に短冊準備中

巣離鮒の膳届きし

ナォ陽炎える男盛りの突然死ゆ

ぷつりと切れし国際電話順

目の色を変えてブランド物あさり善

いつの間にやら別の表札正

年上も年下もあるつまみ食い善
薔薇の刺など存じませんわ冬

帰りのキップ売り切れとなる光

手花火のぽとりと落ちて休暇終ゆ橘高弘子

不治の病と知りて一年善

尾道の足下に汐の渦巻けりゆ

月満っを待ちきれないでいる子供正

菊戴の枝から枝へ弘

由々しき宮の凛と建ちいて弘

ナゥ秋たけて裾野は彩を尽くしつつ正

くつ甲飴うれしげに持つ老い二人光

︵於・江東区芭蕉記念館︶

刻の過ぎゆくままの春興弘

風呂を沸かしてお出迎えするゆ
夢見草ふっと揺れたる養花天順

平成二年六月二十七日首
平成二年八月二十八日尾
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八東京・芭蕉記念館連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃八月や﹄

風聴いている軒の空蝉

八月や戦火くぐりし小さき櫛

ナチュラリストは今も豐礫

井戸水をもらいお煎茶点前して

山元志津香捌
山元志津香

宇咲冬男
萩谷悦子
成田淑美
阿部朝子
福井篤子
冬﹃

銀木犀の花に間のあり

良夜とて思いがけなき友の来し
ゥ子を連れし旅に倦みたる秋の末

士心

朝

ディズニーランドわんさわんさと

豪華さが手招きをするホテル群

悦

国際電話ときを選ばず

冬涛白く砕け散る浜

悦

淑

淑

篤

缶酎ハイを一つ呑み合う
約束は出世払いの男意地

ビザ無しで火傷少年はこぶ愛

篤

朝
悦

士心

紙飛行機の窓をかすめて

月冴えて鑑真和上想わるる

書くほどの自分史あらず花の昼

もらった仔猫血筋よるしき

１ＤＫでキャビアフォアグラ志

ナォだまされているを承知の万愚節篤

ざあざあと朝から雨の降りどうし朝

祭り浴衣の仕上り遅々と篤

どうしても許せずにおり熱帯夜冬

心を抱いて欲しいだけなの朝

山嶺を離れし雲の漂える淑
寄りつく先は暖房の地下悦

歳末はスリご注意のアナウンス志
人は見かけによらぬものなり篤
御所勤め遙かとなりし今日の月淑

奥村土牛悼み百舌烏鳴く冬

ほつれし旅も風流のうち志

ナゥ栗・通草・石榴すなわち画の三笑朝

宗匠と呼ばれる私ミ二が好き悦

︵於・江東区芭蕉記念館︶

税を納めにバイク走らす朝
片々と濠埋め尽くす花筏悦
のどかに昏るる靖国の森淑

平成二年八月二十八日首
平成二年十月二十四日尾

-189

八岐阜・巴世里の会ｖ

歌仙望月
蔦﹄

胄蔦のかへす夕陽やオルゴール

墓ミルクの並ぶ木の卓

日曜日父と娘と洗車して

霧に隠れし山鳥の群

絵かきの夫婦犬を連れ添ふ
地球儀の海のかなたに月上り

大野国士捌

塚本真博
大野国士
博

田村圭造

唾垣

士

成瀬多恵子

伊藤慎一

源氏の血ともはた平氏とも

ゥ分け入らむコスモス揺るる古戦場

子

子

土川修平

″

士

夕闇に琵琶弾く白き指細く

子には話せぬ父親の名は
英国旗湾の遙かに貨物船
ぽつんとひとつ赤い靴だけ

暖炉を囲む伴天連の膝

平

酔ひどれの影も転べば月冴ゆる
パチンコに麻雀競馬主婦の余暇

博

雲流れゆく青空の端

大嘗の書物片手に花の影

革命夢見羊刈るらむ

ナォ旅人の腕に種痘の跡残り

ルームナンバー５００〃

化粧を落とすサーカスの果安藤美保
着古した部屋着の紐ファの
やはらかく子
イブオーオー

フライトが終れば彼にまた逢へる士
日付変更夏至となりぬる
波間よりサーフボードが踊り出で平

今は暗黒街の顔役子

現場を駆ける新米の記者博

ポケットを名刺の束で膨らませ保

三味の間ゆる温泉の秋

月光を避けて女優は男連れ保

ナゥ木の末に太る鶇の一列に子

龍に跨がり雲を蹴散らす

春の祭の幟はためく平

下足番前座噺に大欠伸〃

骨董に余生溺るる花明り士

平成二年五月二十五日首

︵於・喫茶フィールド︶

まどろみながら茶摘唄きく平

平成二年十二月二十六日尾
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八八戸・八戸俳譜倶楽部ｌその一Ｖ

歌仙﹃山々の﹄

すでに目覚めて噂りの節

山々の色むらさきに芽吹きそむ

関川竹四捌

あはあはと夕月のぼる町の上
ネオンサインに霧の流るる

節

尚

竹

野田叩向

関川竹四
菊池敏子
山下節子

ゥ何時までも太鼓とどろく秋祭

敏

牧のかなたを貨車の行くなり

麗かや人かくれては現はれて

子の顔を見る親のほほ笑み

乱れし髪を杭るなり

日申

″

高橋白晶女

老いてなほ艶めく心持ちたきと

隠しごとなき気安さの旅の宿

節
″

狐のお面壁に掛けられ

尚

月出でてコロボックルの歌ひ出す

木の実の落ちる音の大きさ

竹

尚

日申

水澄んで真白き雲を浮かべけり

節

草に坐りて蓬餅食ふ

春の日差しを浴びる御社
行く時も帰りも通る花の道

北方領土いまだ還らず竹

ナォぶらんこの上り下りに海見えて晶

潮風に吹かれ寄り添ふ影二つ敏

地の果てまでも君に雛きゆく節
街に出しライサ夫人の笑顔美し敏

四月の富士の雪のいただき尚
さざなみの滋賀の都の竹落葉敏

窓際に聞く風のささやき節

珈琲のかをり満たして朝の卓敏
ボンボン時計不意に鳴り出す晶

お月見の団子の形いびつなり敏
草むらに湧くこほろぎの声尚

ナゥ洋館をのぼりつめたる蔦紅葉節

遠回りして郵便を出す竹

ピアノの音のとぎれとぎれに敏
いっの間に心ほぐれて雨の中尚

陽炎揺らぐ寺の石段晶

花盛りぞんぶんに枝差し交はし敏

︵於・八戸市長者公民館︶

平成三年四月二十四日首尾
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八八戸・八戸俳譜倶楽部ｌその一一Ｖ

歌仙﹃春眠の﹄
瀬知和子捌

山田光

瀬知和

土橋の上にあそぶ陽炎

春眠の夢のあとさき忘れけり

中居松

星野佑

苫米地古

放牧の丘風わたるなり

沿線の山際辛夷咲きそめて
口中に飴をふふみて月の坂

ナォ道端に山菜を負ふ婆のゐて美

ボリューム上げて選挙カー過ぐ北
刻きめて子へかかりくる夜の電話月

長持唄のめでたづくしよ湖

三代の暖簾を守りて菓子司和

暁翔けて時鳥啼く月

国引きの出雲は冑嶺たたなはり美
日照雨過ぎたる田面けぶれる湖

郊外にピルの建設音高く美

帰国の子らを迎ふ空港湖

鬼灯を添へてととのふ月の供華美

人の半生身に入みて聞く和

夫へ選びし縞のネクタイ湖

ナゥ紅葉の旅へ誘ひの便りきて美

名物の馬刺を食うべ出湯の夜北

緑の羽根を胸に街行く美

枕に絶えぬ渓のささやき月
登校の児へ花吹雪花吹雪和

︵於・八戸市長者公民館︶

平成三年四月二十四日首尾
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音色を競ふ虫の数々

ゥ里祭奉納相撲たけなはに

女とまがふ男来たれり

夜景見にゆく約束の金曜日
ドライブインに占ひ売り場
岩壁を船ゆるゆると離れけり

水平線に浮かぶ島影

月挙げて御陵の山勃々と

嫁の優しき言に甘えて

梨を山盛り無人スタンド
宅配で秋田の新酒届きたり
いつしか増ゆる田蛙の声

城山の花のぼんぼり人を待つ

和美北月和美和湖北美月和湖月美北湖子

ハ松本・花野連句会ｖ

二十韻﹃ひひな﹂
水城澄捌
小出式寺よみ

水城澄
上条絹子

金屏にひひなの影のうすうすと

花篝ともし若人集ふらん

橋爪万津子

布山みどり

春の族の眼鏡拭ひて

犬の散歩にお仲間が出来

み

川口栄子

ナゥフルートの遠音の胸にしみ入りて

豚はブープー牛はモーモー

花散らば花の屋敷は花の上
うきうきとして春の夕焼
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ゥ浴みする風涼やかに月のぼる

紳士面して覗き趣味とか
抽斗に交換日記隠されて

万

倉知真木子
栄

湖のむかふに小さな集落
石仏のある度拝み旅を行く
ＵＦＯさわぎ嘘かまことか

絹

み

真

み

鴉さまよふ水澗るる川

り

万

ナォ凧に背中押される郵便夫

古酒に酔ひつっ膝枕して

傘そっとさしかけられて忘られず

鯖街道の露の里びと

馬小屋の屋根に大きな月かかり

平成二年三月二日首尾︵於・小出きよみ居︶

り澄み万

八松山・祓川ｖ

脇起半歌仙﹃飯蛸﹄
飯蛸や飯のところを二つ切り
はるばる便り来し渡り漁夫

かげ

稚な児は咲く大根を手にとりて

髪傾けて弾くおはじき

小牡鹿の角藪に消えゆく

青畳畳目算ふ月の光

鈴木春山洞捌

野村喜舟
鈴木春山洞
井門可奈女

森法輪
洞

輪

輪

奉示

酔ひにまかせて頬に頬寄す

洞

ゥ秋祭法被姿の娘群れ

奈

ボーナスの袋開いてにんまりと

洞

輪

しる

彼の名ばかりノートに誌し

言ふなりになると見えしが恋に落ち

旅の計画出づる食卓

洞

輪

舂示

金魚の水を換ふるお舅

洞

夕顔に三日月覗く庭となり
リハビリの暇に俳句をひねりそめ

リクルートにて下野の伝説
花のもとくぐる仮装の面被り

輪

奉示

彩に落ちたる春の眠りよ

平成二年二月十七日首尾

︵於・松山市三津・朱庵︶
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八松山・東松山連句会その一Ｖ

松山ことば詠込半歌仙﹁なもしの﹂

ちよこずんぱいに着たる半纒

らしもなう寒いなもしと出合ひけり
中須賀畦

池川蝸

重松窯︑

重松冬楊捌

上がり戸は桜棒の構へにて
渡部伸
宮内竹

がらんすほどに実りたる柿

秤 一一郭蓉十一一朋二什叩率︵於・東松山︶
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ちんぷんかんの英書舞ひ込む
月齢を背なのおとんぼ歌ひをり

ゥだ武ぽだに酔ふて転んで在祭

さらこいもんよ娘手なづけ
すったもんだのあげの国会

そねまれてゐるとは知らぬふたり仲
ほじやけんど消費税とはめんだうな

だすらこい橋流されてをり
盟水浴みつ月見んおだいつう
奥の大蛇の化けしをなごし
どえらいぞ古き城趾掘り出され

雛の市のがいな繁昌

おちようしが揺すりこかして花吹雪

だんだん言ふて観てる初虹

月谷楊仙居月谷楊仙居月谷楊仙居月谷楊

八松山・東松山連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹁木桶置く﹄

渡部伸

重松冬楊捌

木桶置く音鼓とも初湯かな

宮内竹

重松冬︑

中須賀畦

色合せよく掛かる輪飾

山脈の嶺の二の雪輝きて
池川媚

そら耳に間く鶯の声

秤鰄一一奪孟朋一肥霊︵文音︶
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ぼんやりと佇む庭の朧月
煙草を断ちし春を淋しく
噂の立ちしアルバイト嬢

ゥなかなかに街の居酒屋当ててをり

水中翼船夏の潮とぶ

われはただ仲持役を買ひしのみ

覆面の出て荒れる画面を

手土産の大蛸まだも動きゐる

岡のとりつき細る蟠蝉

ふり仰ぐ月のどきりとして青き

家中の者がとりまき柿を剥ぐ
無駄には年を取らぬ美事さ

今年また桟敷狭しと花の客
広野見越しにあがる陽炎

月楊居谷仙月楊居谷仙月楊居谷仙月楊居

八松山・東松山連句会ｌその三Ｖ

脇起歌仙﹁鶴引くや﹄
重松冬楊捌
松根東洋城

ナォ春の寺介添付けて大茶盛

仮の葎は金ンの四手紐

欧米だけは軍備削減

世は正に肩すかし合ふ両巨頭

中空に舞ふ雪つひに吹雪をり
千鳥足ゆくクリスマスイブ

街角のポストに深くお辞儀して

鶴引くや丹頂雲を破りつぁ
重松冬楊
森本蛍子

いかにとぞ横顔おちしものあはれ

木琴叩く粋な啄木鳥

壁にかゞれる額は大観

っのる思ひの炎ゆる文面

北窓を開き遠山眺むらん

中須賀畦月

鉾杉の秀の離したる月すごく

貝寄風の浦続く松原

独りの時を詠ふおさらひ

楊

渡部伸居
池川媚谷

奥飛騨の温泉郷へ足伸ばせ

知らぬ風してバスに乗り込む
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月まるし辺りの石もみなまるし

ぱさりぱさりと芋嵐立つ

月

民芸品の老舗あされる

ナゥ五百秋の祭に獅子をふり舞はし
居

ちとばかり遅れし花の句の筵

蛍

ゥ松茸を惜し気もあらず送りくれ

束ねし髪のよく似合ふひと

週刊紙とは罪な代物

谷

演劇の相役熱き仲となり

楊

かげろふ巌に見ゆる釣人

太古を湛へ碧き湖

蛍

坂道を上る自転車息を急き
月光に濡れし夏服そのま蛍に

谷

申蕾︵於・東松山︶
居

秤鰄二︾梱朋十

楊

月

蜜豆っ易く銀のスプーン
入口のでこぼこ鏡面白く

蛍

訪ねし扉留守の貼紙

ふんはりふはりシャボン玉飛ぶ

續紛と堤の花は日に匂ひ

／

居谷月蛍楊谷居月蛍楊谷居月蛍楊谷居月

八神戸・白燕連句会その一Ｖ

歌仙﹃梅雨の木々﹄

奥村方月

橋間石
村木佐紀夫

徽の宿りのやがて点るか
大林和子

梅雨の木々やや蹟踏うて夕焼けぬ

まただまされる誇大広告

ナォ十年を一日のごと土を提ね

妻の名前を日本名で呼ぶ
遠冨士が見え夕刊の雪便り

対のむささび洞に棲みつき
遊ぶ子も少なくなりし石地蔵

金の草蛙でさがす看護婦

通勤圏も今や百キロ
次々に公共施設調いて

黄落の今年は早き榛林

秋の影曳く道づれとなり
三日の月枢の人の守られて
系図を巻いて蔵に収める

地方紙の活字の文字は粗雑にて

ナゥふた様にとれる啓示はありがたく

吉田不可止

掠れがすれの瓢の笛なり

坂本ひろし

品川鈴子
佐野千遊

一一ユ蓉粁一一一朋十↑肥蕾︵於・垂水年金会館︶
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核積んで静かに浮かぶ月の海
ゥ干柿を簾のごとく吊り下げて

夫

遠ざかりゆくもの売りの声
白川の流れに花の散りかかり
秤

センターテストにかける明暗
うらうらと窓ごしなれど冬日ざし永未恵

葉隠れ士道今にすたれぬ
小半の酒に酔うたる佗住居
なにか気になる捜のこと

大林信爾
秋山正明

四脚の門もねむたげな春

和

夫

中山法子

し

爾

月

このごろ姿見せぬ恋猫

鈴

文豪の書き残したるなぞの文
お社の裏より出でし月おぼろ

年寄りばかり集う花の座
八反の田の三反は休耕し

普請半ばの家も傾く

和菓子屋で街道筋に名が通り
出がらしで済む午後のひととき

遊夫爾子和し止夫止遊和法し爾夫し夫爾

八神戸・白燕連句会ｌその二Ｖ

耳﹂
歌仙﹁空の

雑木の枝に鴫の古贄

空耳のじいんと青き冬木立
道の辺に忘れし利鎌錆び初めて
目くばせで済む事の成りゆき

人の居ぬ膳に月差す松の影

ナォ住職の付句は恋の誘いにて

かわたれ頃は合歓のほろほる
教会のステンドグラス仰ぎつつ

万華鏡から我が涙降る
蜆から烏貝まで踊らせて

事叶わねば指つめて詫ぶ

棲みし人いまは何処ぞ荒れ放題

おしん椿の実を鈴なりに
銀山の湯宿で観たる後の月
竹の小筒に酒の温くもる

担ぎ商人莫蕗ひろげだす

門前の小僧は今日も経を読み

貧こそよけれ釜に湯の沸く

ナゥ諺の二十四孝は親の無理

ふたかわの目もと可愛とさわがれて

土かき落とす白靴の春

Ｇ線上のアリアはずかし
花の揺れ静かな風の異人館

蓉鰄一ユ︾ 一朋十凱串津︵文音︶
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民話を語る石底の虫

ゥ大正も戦艦加賀も露草も
墓の文字は﹁小佛一切﹂
ががんぼを捕えてみしが放ちたり

言葉尻とる癖は抜けずに
道化して吾に思いのたけのある
とても好きとは言えぬ雰囲気
もすこしと孫にせがまる涼み月

離れ蛍の河を越えゆく

哲学と云う道をゆきむずかしし

木の芽が匂う皿の田楽

米寿の足に揺れる陽炎

城跡に城ある如き花曇

村坂
木本

佐ひ
紀ろ

夫し夫し夫し夫し夫し夫し夫し夫し夫し

し夫し夫し夫し夫し夫し夫し夫し夫し夫

八神戸・白燕連句会ｌその三Ｖ

非懐紙﹃底冷えの﹄

底冷えの大壷のぞく丹波かな

城趾うつす壕の枯蓮

晴れてくる予報に仕度いそいそと

ペットホテルに犬を預ける
カテドラル天へ天へと鐘の音

佐野千
秋山正

梁の太き山家をアトリエ

朝餉の窓に動く木

拝聴二蓉十千朋二拝朋雷︵文音︶
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暗剣殺と出たる占い

幻のごとく夕顔明りなり

藍一色の浴衣匂える

源氏絵巻に思いかよわせ

裁金の技ひたすらに恋もなく
たつぶりと紅茶におとすブランデー

碁を囲みつつ亡き人のこと

夜昼となく銀杏散りつぐ
瓢然と姿あらわす後の月
水かけ地蔵の苔も春めく

抜け路地に古い呼名の残りたる
公魚のそろそろ釣れる頃となり

白木蓮を目じるしにして

遊明遊明遊明遊明明遊明遊明遊明遊明遊

鼠に

遊明

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃七曜﹄
麗しき春の七曜またはじまる

品川鈴子捌

原田ひろし

山口誓子
清水隆男
富井紀子
橋本欣子
田村和子

風の光りてわたる野の面
胄き踏む童唄にて靴鳴らむ
友にも似たり魚たちの顔
そっと集めて手にこぼれ萩

森倭子
麻生亜矢子

海辺にて石なげてみる月あかり

若い娘の脚くみてまぶしき

ゥ赤い羽根胸にさし又散って行く

川端恭子
柏岡悦子

これが浮世の恋といふもの

あこがれの君さ蛍めきの中にあり

絵巻でたどる奥の細道

山同君子

栄

和

池上栄子

梅雨寒に立つ万博の塔

日記焼く煙のたちて遠汽笛
山寺の庫裡閉ざされて夏の月

男

欣

し

待人帰る言伝のあり

倭

ことづて

段々畑にひばり揚るも

眼差は北方領土に向けられし

大杯を捧げ零さず花に舞ふ

ナォ住み古りて都忘れの咲く狭庭し
ぽつんぽつんとワープロを打ち紀

異国の空のオレンジの雲し

人質の握手をこばむ幼き子君

十薬煎じ寒見舞かく欣

初旅の身はオーロラにあくがれて恭

ヴィオリンのものうき調べ昼下り紀

思い出秘めしスケッチブック和

情熱の歌人と言はれみだれ髪栄
はかなき恋を神にまかせて欣

月光の河童と遊ぶ筑後川男
とぎれノ︑の虫の声なり紀

ナゥ曼珠沙華一茎一花切なくて和
ラインダンスは夢にうっっに栄

贈られしシルクの下着身につけん君
心ときめく入ごみの中中村みち子

野点傘たたみて浴びる花吹雪和

ぬ

︵於・産経学園梅田第二︶

バスで馳け貫く列島の春男

平成二年四月十九日首
平成二年十一月一日尾
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品川鈴子捌

田照川

戸島一存

犬飼忠

桑田永

幸高鈴

八神戸・ひよどり連句会ｌその二Ｖ

歌仙一左義長に﹄

左義長に固緩りの注連燃えしぶる

初雀来る御厨の窓

銚へしスーツの色は春めきて
洋たんぽぽを野に摘みにきし

船笛が心に残る朧月
削られてゆく借景の山

えにし

舞台稽古に縁はじまる

ゥ故里のない者多しなには弁
菜殼燃ゆるは夢かうっっか

ラヴシーン足の先までときめきて

蟻の道獅子が眠りし足元に

柿槍もて膳に色添ふ

光るロザリオ銀座二丁目
昼の月幼馴染の肩たたく
秋霜の朝に牛を売りに行く
筒袖のなか指で値をきめ

飛行機ふはと越ゆる渦潮

新帝の園生に花の咲き満ちて

ナォ復活祭戦地となりしかの旅路永

まことしやかに割箸論争高

なぞなぞの糸口ピアノ鳴り止んで淳

こっそり登る非常階段永

寒牡丹苞のはしから遠まなざし忠

人焼く煙凍天に立つ高

ビデオテープに愛の告白永

約束のフランス人形もらひたる幸

たばこ屋の小町もいつか老い初めて淳

道問へばた蛍ああと答へる忠

見る間もなしに萩のこぽるる幸

蜑町も民宿ばやり月の岬永

話なくても休む縁先永

ナゥ郵便夫運動会を見て帰る高

夢を見る若さのこりし草まくら忠
﹁古寺巡礼﹂をふところにして永

春に因みし茶道具の贄永

あしもとの石が傾く花明り忠

︵於・産経学園神戸大丸︶

平成二年十一月十三日首
平成三年三月二十六日尾
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富山品

淳高忠高永忠淳高子永幸孝高子高子雄子

ハ神戸・ひよどり連句会Ｉその三Ｖ

歌仙﹃左義長に﹄

品川鈴子

品川鈴子捌

左義長に固繕りの注連燃えしぶる
森垣もん子

長谷川鮎

まだ醒めやらぬ屠蘇の御機嫌

彼方へと飛ばす風船種つけて

″

松原フクヱ

品川直子

も

直

も

月朧提琴の音の流れ来る
前売り求めもぐる寝袋

新入社員服も新し

ゥ変更の航空便をアナウンス
好きと言へずにあの日別れし

泰

も

フ

鮎

大津泰子

直

フ

占
魚

う

フセインにキスした夢で頬を撫で

民族衣裳白も涼しく

小気味よき舞台がはねて夏の宵

竹藪抜ける風もそよぎて
丸窓に月影さしてお盆点て
つくづく眺む青きへうたん
忌を修し温め酒をくみかはす
壁画の烏もやや古りゆけり

池にぎやかに牛蛙鳴く

道成寺花の下には鬼がゐて

ナォ陽炎のはてまでジープぶつとばし直

松葉杖にてやさしくなれる鮎

葬むりの聖堂包む鐘の音も

三三五五と集ふ若者〃
軽井沢あこがれの雪降りかかる鮎
膠の桶に響く杜氏唄直
恋の涙の塩加減かや泰

待ち電話しぶしぶ父がとり次ぎて〃

猫も夢見る髭ふるはせて〃

麻雀の手のちらと触れ胸怪しも

阿蘇の火口を覗く秋風も

公園の迷路に月が皎々と泰

ナゥ薬草を買へばたちまち霧流れフ

パチンパチンと爪を剪りすても
ひと筋の光はありて補導する直

平成三年一月八日首

︵於・産経学園神戸大丸︶

明治の雛の姿きはやかフ
賑はひは裏弁天よ花の雲も
春禽の翔っ赤き二の欄フ

平成三年三月二十六日尾
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八東京・ＰＣｌＶＡＮ連句ひろばｖ

歌仙﹃しやらしやらと﹄
林宗海捌
生田水

林一示

生田栞

虫の声澄む語らひの道
鹿倉些一

しやらしやらと戯れ歌ふ芒かな
月ほのか眠るわらべの頬撫でて
おぼえた文字が夢に消えゆく
杉浦兼

木原閖

打ち水の跡しるき縁先

辻杏

鹿倉糸

般若が睨む朝の銭湯幽

ナォぶぶ食べて背中にひやり目が刺さる澄

忍ぶ逢瀬は夏の木更津奈

洗ひ髪長きを女そのままに坊

夕立にブルーライトもにじむ窓草
くすねた旅費でひとり酒盛る海

はんなりと姿現す鼠あり澄
黒い眼覗く萱の巣が揺れ奈

手入れする黄菊もすこし移るひて幽

律の調べを吹き悩む笛坊
端渓の硯に浮かぶ月の影草
カナダ留学友の文来る海

ナゥ野営地に狼声待ちて時過ぎぬ奈

銃身凍る午後の雪原坊

脈を読む白衣の天使たのもしく幽

烏に餌を撤く窓は春光海

風船の雲に届くか花の庭三原とんぼ

平成二年九月二十八日首

願ひ叶ひて子も山も笑む奈

︵於・噸沁訓諏趣副ネットワーク︶

平成二年十一月二十一日尾
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白き靴揃へてそダろ出支度

ゥ傭いて歩む人あり寺広く
実らぬ恋を綴る寄せ書き
おもかげと共に捨てたる写真帳

原因不明の小火続くなり
河くりに湯気が二筋芋煮会
紅葉を見ても腹の減ること

籠中の禽月明に爪研き
峰々に今上がる峰煙

臆病と言はれて脱いだ旅衣
障子の穴をのぞく左保姫
花の船カラオケに酔ふ一座にて

糠味噌腐ると亀も鳴くなり

幽海奈坊考草幽海澄
奈海草幽奈考坊澄

村野夏生捌

秀多実み夏真春

眠

八東京・風信子の会その一Ｖ

歌仙﹃薔薇の空気﹂

端俔すべからざる蠅叩きかな

薔薇の空気の残る東亭

電車一卜籠に笑はん族を詰め込んで

じく

ショベルカーの首の恐ろし
つくつく

たうし
いつしか変る畳た紙
の色

ナォ黄鐘の調べ仔猫の夢の耳

万葉集巻二・八十八と書きしのみ
ちむぐり

肝苦肝苦紡ぎ車は

海暗の風に傾く丘にして
何故か大きい今年の昼顔

寝巻はだけてバルザック佇ち

あつちでもこっちでもシンクロナイズドスイミング

食べるはキノコサラダばっかり

みほとけはさやけくみんな許したまふ

俳個す谷戸七郷の月光に
交信先は露のコョーテ

マントの男唄ふアリラン

ナゥ羽深く噴入るるさみしさよ

縞の財布を握り〆てる

胃の中の火口の輪切写されて

花埋みに花喰烏の気ぜはしく

平成二年七月十五日首尾︵於・関口芭蕉庵︶

春の狐にまぼろしの酒
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オリーブの裏葉の月のしろがれに

法師蝉とまる掛軸の老杉
ウスカーフのふはりと落ちて秋の寝台

桃盗人の指の太さよ

ワインラックがからつぼである

日暮しのナマズ髭なり恋もして
よく剪れる鋏で剪ったやうな朝

鯨透明に去る月下に

社長の婿で奈良へ飛ばされ

遺伝子の螺旋階段雪つもり
ニコニコと詐欺師は今日もベルを押し

ジュラ期思ひて鰐は薄目す
花の昼心おきなく泣いてゐる
ヂゴクノカマノフタに雨音

川黒村神村別山
端田田山野所地

生紀ち津夫ち生紀子生紀夫津早ち生紀子

津生夫ち紀ち生〃子紀早夫早生〃紀津早

八東京・風信子の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃宇宙カヘル﹄

力へル

村野夏生捌
別所真

小倉流
神山み

村野夏

川野蓼

年の瀬や宇宙を散歩して還る
猫に踏まれて世界は優しい
トリカブト買ふ人のさまざま

村田実

機関銃鈍いスタッカートのうなり

つぐみ喰みつつ小骨吐き出す

松平博
川端秀

ナォゆく春のいづくの階か水流れ
いかなる意志が俺を生んだか
借物の父と母には別れましょう

土間の隅にはひしほ壺ある

雪散る肩をそのままに抱く

臭覚めて金環の眼となりにけり

歌舞伎町裏いそぐでで虫

払っても払ってもからみついてくる髪

すてきな風を手に握ったよ

窓々に人のぞきゐる家クレョン画

トルファンとほきぶだうむらさき

十三夜観音さまと酒を汲み

︵ラライカ弾く﹁ララのテーマ﹂を

ナゥ椅子ひとつ露の舗道に忘れられ

道化師の涙のマーク消えずなりぬ

始祖鳥はじめて飛んで驚く

花ゆるやかにブラックホールに惹かれゆき

平成二年十二月十六日首尾︵於・関口芭蕉庵︶

博多どんたく海彦山彦
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無月の夜ガスの灯青くともりたり

幾重にも夢の波が洗ふ

ウモジリァニの絵具調べるそぞろ寒

夕焼けの木にかけしピケ帽

液晶の永遠を少年走るなり
告解の金網に棲む憂曇華よ

単線尽きし宇和島の町

ぞろぞろぞろと転生の蝉
幼児の左手天球廻しをり
マンボウになって浮かんでゐたいのよ

パイプ煙草をふかすドクトル

花月夜足下地下鉄行くらしも
人力飛行機漕いでうららか

紀艸花早艸紀生艸紀ち夫之早艸ち花生紀

艸生ち紀早花紀之夫ち生早紀艸紀花夫ち

ハ藤沢・藤が谷連句会ｖ

歌仙﹃谷戸深く﹄
中島啓世捌

ナォ春愁に寺門を訪ひて茶をよばれ

欠伸まじりの猫とたはむる

ホームランファウルと判定もめにもめ

ドア間違へて怒鳴り返され

門に立つチャドルの女謎めいて
合はせし肌のあつくもえゐる

旅の宿向かひの軒の干大根
遠き峰には雪も来るらん

藤井弘美
橋本満喜
牧岡歌子

狂院ですごせし日日のほろにがく

谷戸深く梅二三輪咲きており

山本八乃子

笹鳴きしきり掬みし名水
卒業の子は母越して父越して

井上哲也

泣きやまぬ子を抱き出でて秋の虹

友と月見の小夜の中山

卓の上には山盛りの菓子
月天心淡交の友古酒の壺

美

褒める言葉の呂律あやしき

ナゥ床を背に客どっかりと温め酒
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柳散る瀬戸独り佇む

Ｉ
ノ

新米炊ける湯気の香のして
美

琵琶を聴く栄枯盛衰常ならむ

壹自

歌

ゥ庭ごとに林檎色付き北の街
つのる想ひを文に託して

也

何通も封も切らずに積んで置く

転げて起きぬ棚の達磨よ

平成二年四月十日首尾︵於・藤沢鵠沼橋本家︶

ゆらりゆらりと凧のただよふ

花冷えの花はこぽるるばかりにて

碧き湖やさし山影

びしよぬれの犬の引きずる首の紐

美

アントワネットの巻き毛くるくる

也

八

壹巨

宣口

美

一旦目

城壁の赤き月みる羽根扇

夜光虫くる南漠の島

辞書を枕に夢を大きく

獅子像が呵畔で吉を招いてる

彩とりどりに上がる風船

新旧の社員拡げし花筵

美喜八美也美歌歌八美美喜美也歌喜八美

八松山・鳳松園連句会ｖ

歌仙﹃顔を洗ふ猫﹂

ちらりほらりと菫蒲公英

暖かや門田に顔を洗ふ猫

重松冬楊捌

一一一好柾秋

重松冬楊

泥酔者と銚子転がる

ナォ八岐てふ大蛇の夢か春の虹

農協の慰安旅行の帰り来て

耕地整理の捗らぬまま

ジャズの音の耳にさはれる雪の暮

ストーブ入れて誕生パーテー

新調の車いたはり置かれ在る

荒男あの手この手にまるめこむ

乳母日傘の箱いり娘
楊

大澤ツヤ子

時化のっ貫きし海もべた凪
秋

腹充分に親子丼

東風の帆を双手に巧く操りて

ツ

庭の一途に蝉の声

朋諾︵於・鳳松園︶
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満月の中天高く昇りたる

聲え立つ獅子の霊岩月横に
一雨降って紅葉濃くなり

秤鰔一蓉皿朋十

天神雛の細目鮮やか

立向ひ指切げんまん両巨頭
京都ことばが耳に残りて
突風に山を覆ひて散れる花

北方領土未だ返らず

ナゥ縦隊の児童に鴫のけた塾まし
ツ

ツ

背戸の睦言聞けるときめき
人の目を盗むに村は狭すぎる

ツ

楊

秋

バイパスに沿ふ高速の道

ゥ大島の秋の袷の縫ひあがり

日が切れてこのパスポート持腐れ

楊
秋

ツ

楊

古寺の鐘無茶苦茶に撞く
奥深き緑の森に濡る畠月

部屋も座敷も蚊遣線香

楊

墨壺は民芸の価値高まりっ

大事はうじと息子育てし
竹藪に独立巨樹の花盛り

秋

秋

水尾引き出でて蜆掻く舟

秋楊ツ楊秋ツ秋〃楊ツ秋楊ツ秋楊ツ秋楊

八仙台・北杜連句塾ｌその一Ｖ

歌仙﹃雄島﹄
狩野康子捌

足立かほる

末はアイドル・コピーライター

ナォ流行らない学帽かぶり入学す

喋り通しの連れに辞易

危うげにバスは尻ふる九十九折

光冷たきミサイルは飛ぶ

寒鴉アラーの使者かとり澄まし

故郷の砂丘訪ねることもなく

頬ふっくらと女先生

狩野康子

そもそもは同級の友披露宴

散るもみぢ葉に染まる片袖
佐藤千賀子

望月にむら雲ちょっと邪魔をする

亭主関白表向きだけ

足立明雪

しぐるるや雄島の深きたたずまい

無心の走り感動を呼ぶ

康

植田孝一郎

すすき少なくなったこの頃

ナゥ句帳には季語を並べて去来の忌

鐘もなるなりクロスオーバー

−2o9−

とりどりにリレーのバトン色分けて

籠にこっそり潜む芋虫

月中天急ぎの用も果しかね

か

垂ヨ

酔ったふりしてわざと口説かれ

ゥ出嫁ぎの雑魚寝の夢は秋祭り
エトセトラままよアクセル踏み込んで

孝

懲性の水琴窟に熱あげて
骨董市で銭が逃げ出す

賀
康

里は今花の盛りのにぎわいに

風にはためく首のスカ−フ

ざわめきのＯＫ牧場真昼時

か

二蓉十畦朋仁計叩霊︵文音︶

お重あふれてすみれ・たんぽぽ

聿ヨ

賀

秤

賀
雪

宰相の椅子コール座したり
冬過ぎて春ゆき夏の月は笑み

不眠の街に迷う幽霊

康

孝

恐々や財テクの果て倒産し
昔なつかしあげまんの味
御簾おろしやんごともなき花見舟

香炉峰は日がなうららか

賀孝か賀雪康孝か賀雪康孝か賀雪康孝か

ハ仙台・北杜連句塾ｌその二Ｖ

半歌仙﹃春の色﹄
狩野康子捌

谷田部弓子

狩野康子
松ノ井洋子

したたり

鞠を蹴る子ら陽炎の中

木雫のっと孕みけり春の色
苗代に野太き声のとびかいて

熊坂昌子

捜の耳朶ぽっと紅さす

ウログハウス壁の隙間に蛍病み

桔梗を愛でて畷る珈琲

洋

よ

康

弓

秋田てる子

垂石よう子

ロケハンバスが連なっていく
主役の座くってる我に今日の月

苔むしている殉教者の碑

日日

て

坂道をころころころと溺れ谷
ブイヤベースの大皿おかわり

政宗の親書携え出航す

康

弓

両者苦吟に騒ぐ鳴神

月涼しどたり寝そべるブルドック

よ

洋

白目

て

バラライカの音路地に流れて

歯舞に帰る時待つ老婆あり

天は麗か若き志士達

かにかくに花は盛りと生一本

平成三年四月九日首尾︵於・垂石宅︶
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ハ仙台・北杜連句塾ｌその三Ｖ

半歌仙﹁柳かな﹂
荘々とビル群まずは柳かな

お堀住処と遊ぶかる鴨
御入学制服の袖長からん
気分は大人ブラックコーヒー
寄り道はここぞと決める雨の月
いそぐトラック紅葉散らして
ゥすず虫の鳴く音いたまし故郷は

玉の輿待つ乙女三十

狩野康子捌

高橋玻斗子

狩野康子
舟岡富子
佐藤千枝子

軽井沢には夢が跳んでる

斗

伝

佐々木嘉宇

康

大沼節子
斉藤肇
大橋伝
山田史子

骨身削ってやっと脱稿

たまさかにめぐる幸せ色事師
馬子の唄なびく煙もながながと

史

宇

伝

富

クルド難民炎熱に泣く

暁の鐘は焦土にこだまして

肇

サインにはうぶ毛の小筆夏の月

春宵千金杯を菫ねる

節

幼児イエス抱くマリア像
母の愛こもる明日の花衣

平成三年四月十一日首尾︵於・佐々木宅︶
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八東京・松喜久会ｖ

中島櫟

歌仙﹃若緑﹄
若緑あでやかに映え大棒
やて
春疾は風
吹きゆらぐ噴水
中原刀

岩崎泉

サンルーム内裏の雛を飾り立て

孫に伝へる家柄のこと

銀座通りを巡る御神輿

ナォ風光る飛火野に呼ぶ鹿の群
人見知りして泣く孫を抱き
岡の上園長さんの眼鏡優しく

鍋を囲んで熱き酒酌む

小競合すまじきものを雪礫

番の鳩に胸ときめかせ

順調に旅のプランもす畠められ

寄り添ひて髪も乱れる速写撮り

矢張り出たかとフライデー見る

怨めしきあの夜の月の明るさよ

今宵限りの風の盆なり

ナゥ満天星を丸く刈り込みハウス秋

スタート前のパット好調

環境を守る集ひの旗印
初体験の引越をする

閑けさに花時とめて散りゅけり

日永の濠にボート行き交ふ

評鰔一一︾梱朋二什琵申澪︵於・交訶社︶
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異国にて故郷を偲ぶ月ながめ

出来秋の田も三たび減反

ゥ内職の教室飾る柿紅葉
クラスのために綴る点鬼簿

スパンコールに胸きらめかし
衣ずれも帯解く音もあらぱこそ

海舟と南洲の墓隣り合ひ
沼の上翔ぶ雲に間かばや
月圓か大雁塔に汗をかき
夜の行水ドラム缶にて

聖観音は仮の御堂に

足るを知る心にこの世過したし

花の山夷人の顔も見慣れたり
みなとみらいは今日も麗か

禰郊渓禰郊渓禰郊渓禰郊渓禰郊渓禰郊渓

郊禰渓郊禰渓郊禰渓郊禰渓郊禰渓郊禰渓

八松山・松山連句協会ｌその一Ｖ

歌仙﹃牡丹咲いて﹂
松永静雨捌

宮内竹

松永静

鯉幟舞ふ広き河幅
西原李

牡丹咲いて君や牡丹の精ならむ

園児等の揃ひの帽子黄色くて
中須賀畦
重松冬︑

厨にひびく包丁の音

ナォ蟇穴を蛇も穴でる頃ならむ静
ゴルバチョフ氏の拒む独立月
厄介な事はすべてを棚上げに仙
尻をまくって団扇ぱさぱさ楊
汗性の肌のぬくみを忘れかね静

生き甲斐なりと固き抱擁仙
格式も高き宮居の大鳥居月

古代のことはしかとわからず楊

休肝日などは無いよと呑みつづけ静

鬼のおやじの家の稲刈仙
そぞろ寒さに痛む足腰楊

峠より月の城下を見下ろして月

真珠筏に寄する白波月

ナゥむささびの声が無気味にせまりくる静

どちらから読んでも﹁たにた﹂北嬰笑み仙

春の叙勲に沸ける一門月

ずんべらぼうの丘に寝ころぶ楊
若駒の駈けては花を散らすなり静

︵於・松山料亭﹁たにた﹂︶

平成二年四月二十九日首尾
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鮮かに松を出でたる量の月
新藁の香のほのかなりける
ゥ露踏んでジョギング励むお常連

十二時迄に墓へ集合

いつの問に口づけせしか紅ほのと

分別顔の恋のライバル

落選はしても次点といふことで

奏銭ほどのうすき御利益
ぬくぬくと炬燵で仰ぐ窓の月

雪女郎でる噂とりどり

字引あけても見えぬ字構

出来たての玄米パンもなつかしき

おぼろの森にむつくりを吹く

津軽路の花をめでっっ又旅を

楊仙月静楊月仙静楊月李仙静楊月花仙雨

八松山・松山連句協会ｌその二Ｖ

歌仙﹃萬緑﹄
雲繩筆濡捌

重松冬楊
渡部伸居

井門可奈女

永田黙泉

濠に輪を描き泳ぐ水馬
可

萬緑の迫り上げ城を聟えしむ

毛の柔らかき羊毛の筆

泉
楊

居

手捻りの茶碗にお替り所望して

爽かに澄みテレビ塔立つ

笛の音に雲より出でし量の月

部活学生態勲に来る

泉

寺岡情雨

ゥ旅先の村の祭を見に行きし

心ひく白き項の黒ほくる
床に飾りし真珠きらめく

松商の高校野球優勝し

楊

可

事故を重ねし原子力船

泉

情

五臓六鮪にしみる熱燗
龍宮に遊ぶ酔余の夢の中

楊

おでん屋の暖簾に寒き月ふかみ

お多福が舞ひひょっとこが舞ひ
花満ちてぴいひよるろとは鳶の声

情

可

居

遍路道なるなだらかな岡

ナォ壺焼の香りが店へ呼び込みて居

ここらあたりはみんな他所者泉
運針の代りにミシン踏み励む可
掘り出だされし愛媛ビーナス楊
神々に妖しき恋のありしとか情
男女の声のどっと湧き立つ居

瀧水の叩き続くる黒き岩楊

大き葉蔭にひそむ尺蟆可
スポーツ紙隣の席が広げすぎ居
残る暑さをしのぐ黄昏情
砂浜の月に佇む影法師居
破れ団扇を差せる丸腰楊

ナゥ校門に命落せし事ありて可

風に巻かれて木の葉散りつぐ情
軽やかに犬の首輪の鈴鳴らせ楊

雪解の町の急な賑はひ居

南より花の便りの届き初め情

︵於・松山市市民会館︶

ボートレースを帰り来し人可

平成二年七月二十九日首尾
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八松山・松山連句協会ｌその三Ｖ

歌仙﹃花栗﹄
松永静雨捌
松永静
宮内竹

池川蛎

白方筍

戒能多

花栗の香に昂れる夜なりけり
行水すませさっぱりとなる

歌謡大会溢れ来る声

雨蛙鳴いて田中の賑はひて
校庭を隅無く照らす望の月

中須賀畦

ナォ東風の中誘ひ出されて来たれども仙

いるノ︑いふて色もいるノ︑雨
病院を替へても見たる両三度谷

川島紀子と申す妃殿下筍

くなしり

はまなすの向ふに浮かぶ國後に月

敗戦偲ぶ麦飯の味多

要らぬこと言はぬと決めて座を外し仙

洗濯も好き猫も可愛ゆき筍

餅肌にしておぼこなりける雨
思ひ切り身体求める女の掌谷

からノ︑と鳴る鳴子引板多

横綱となりて眺むる月清し月

谷

ナゥはち割れた通草の下る山畑仙

ハイウエイ花の並木のダムサイド

平家屋敷に伝ふ薙刀雨
国民の文化祭まで頑張らう月
鯛り口より潜る白髪多

平成二年七月二十九日首尾︵於・松山市民会館︶

うす紫のしゴみ汁吸ふ筍
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吹くほどもなき風の身に沁む

ゥ秋祭済みし頃よりぼけ始め
酔ひにことよせしかと抱きつく
ふところに涙流して泣きじやくり

随喜渇仰余すことなし

転んでも離さない球︑迄っても

馬券ちらばる堀添ひの道

雪女部見た話大げさ

銀色の寒三日月が貼りついて

かけそば喰ふて済ます夕飯

糸染めて緋に織れる白と赤

鳴き砂の浜洗ふ春潮

大らかに枝垂れ桜の揺らぎそめ

月多谷筍仙雨月多谷筍仙雨月喜谷子仙雨

八松山・松山連句教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃退院の﹂
松永静雨捌

井上弥

松永静

緋鯉真鯉の泳ぐ外濠

退院の近づく城の若葉濃し
永井政

桑原光

戒能多

前原四

指先嘗めて数ふ札束

作品の壺の絵付の見事にて

とぎれがちなる秋の風鈴

白石葉

ナォ蝶々に下校の列の又乱れ

汗に混りて残る体臭

ロバのパン屋のラッパなるらむ
いつまでも亡夫の表札かけしまま

注文の夏服やつと間に合せ
一日置きに雨の降り出す

どこへ行っても並ぶ自販機

へそくりを足して旅行のプラン立て

膝にまつはる猫を抱き上げ

納骨を終へて淋しさっのるのみ

しじまの底に落つる団栗

湾岸の戦跡忍ぶ月今宵

ナゥ横綱は又秋場所も休むとか

靴が小さくて肩が凝りだす

大型の店舗つぎつぎ開店し

噂とびかふ株の上昇

通宝の砂場はるかに花吹雪

平成二年十一月三日首尾︵於・松山市民会館︶

あたたかきかな下下の下の客
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ダム底になるてふ里に月ほのと

ゥ太刀侭いて菊人形の眉若く

建ち並びたる凄き豪邸

カメラの前でポーズとる娘ら
妬け性の妻の怒りをなだめかね
松田絹

右翼にあらず左翼でもなき

記者団にしどろもどろの新市長

寒々と鎮守の森に月更けて
河豚鍋かこみ交はす熱燗
水俣の示談のめどもまだつかず

しばし佇む思ひ出の丘

幻か夢か現っか花万朶

蕪村好みの長閑なるホ句

静弥政光弥四静江子静多光月子喜子生雨

絹政葉光静政絹弥多四政光多四弥四弥多

八松山・松山連句教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃予後の身に﹄
松永静雨捌

井上弥

山田久

松永静

遠汐騒にゆる蚤昼月
永井政

予後の身に濃き秋光の溢れける

服に合せて新しき靴

ナォ郷土色ゆたかに盛られ浅鯏汁

なんともそりの合はい女房

金はなくとも天下泰平

やうやくに達成したるデートなり

千鳥鳴く夜はビデオ楽しむ桑原光

初雪がつひに根雪となるならん松田絹

大法廷に判決を待つ

こちこちと振子がゆれて刻きざみ

魅力ある職場作りと言ふけれど

ねぎ
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砂丘の果てにつずく砂山

月皎と流転の雲を打ち払ひ

お取越とて集ふ客僧

あひ

ナゥ懸崖の菊の主を労らひて
煎茶の味の舌にまろゃか

唐紙の間よりのぞくペルシャ猫

伝へったへし碁盤なりける
いやさか

平成二年十二月一日首尾︵於・松山市民会館︶

弥栄の三代っ貫く花の宴
翁が舞へば蝶々も舞ふ

↑

角切りを終へし鹿の目うつるにて

あれこれと仕度と塁のふ年用意

蕾ながらも匂ふ水仙

ゥ華宵館大正ロマン追ふとなく

おすくらかしの似合ふ姉君
肘鉄を喰ひしは部長のみならず

こなから酒をいつき一気に
過労死の問題までも持ちだして

避暑地を餌に詐欺の常習
短夜の淡くかシりし月の量

男一匹筆の向くまま

お百度をふむ産土神の宮
米英の出方に悲憤懐慨し

あたシかきかな霊波漂ふ

津軽路に花を求めし旅なれば

静弥久弥弥久静政弥静久政久弥子生栄雨

絹ノノ光〃絹政〃弥静政光弥子恵静弥久政

八東京・摩天楼連句会ｖ

脇起歌仙﹃お元日﹄

縁側の日にゑひにけりお元日
破魔矢をかざす鳶の輪の下

灯りの街へ坂幾曲り

あをあをと深雪のなかの人造湖

星野石雀捌

星野石

村上鬼

鈴木塞﹁

桜岡素

茂木乙

板井獺

齋藤徳

ナォハンマーに遅日をくづす調律師齋藤龍
こちらを向いて帆をあげる船

米自由化をしぶる農相

町中に大金持と言ひ触らし

暁天坐禅蟠蝉の声

栗の毬踏まないやうに月の道

伸るか反るかのオペに立ち合ふ

煎じ薬が大関の命綱

棒紅で色即是空と書きなぐり

ウエディングベルが嘘々と鳴る

新三観し幕間にまた葛切を

夏が終れば遺骨収集

ナゥ亡霊と引きっ引かれつ珠数を操む

楼蘭は今木枯のなか

よしや毛が脱けても頑張れタブチくん

ハンドボールも仕込む組長
功成りて花の万博フルムーン

平成二年五月二十九日首尾︵於・葛飾自賛亭︶

南紀の宿で八十八夜
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看板の文字はゴシック書犀の月

添水の音のたびに振向く
ゥさりげなく新酒に毒をまぜておき

そこで首振る襖絵の虎

消えた弁護士半年経つもなほ不明

晴耕雨読麓竹も取る

植民地で稼いだ金が身の守り

湯畠を背に活発な手話

溶けさうな昼月リゾートホテル燃ゆ

げら

露けき歌碑を鼻寄せて見る
赤啄木鳥に胸つつかれる終の恋

・女が残る擬装心中

青麦原を一騎駈けゆく

門前の捨子に花の散りかかり

治琴女泣琴雀泣素女泣琴素女泣子子雀城

素同治雀亭雀素亭素雀治素亭雀亭治〃亭

ハ愛知・三河連句会ｖ

二十韻﹃青嵐﹄
青嵐ただひたすらに歩きけり
西日背にして旅路はるかに
湿原の昏みに蜻蛉生まるらん

自動車窓開け煙草吸ふ人

斎藤吾朗捌
高島秋

齋藤五口

高木一

山田洋

朝寝してから猫と朝飯

ナゥ唄声をのせてあふれる春の水

句集開板烏雲に入る

この城にかって兵たり花万朶

︵於・名古屋・栄・八幡屋︶

平成二年五月二十九日首尾
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ゥおろしやのペレストロイカ月今宵

花野を走るレール延々

丸善裏の女気になり

秋冷の肉をいためる音たかし

足弱にして補聴器もして

面影を探して酒場はしごする

座布団一つ壁にたてかく

ナォ雪山の月に祈れる修行僧

今は辰巳の大年増にて

七十路の夢に出てくる落第生

高峰・寛美・竹弥連れどち

あの写真テレフォンカードに艶っぽく

朗洋蝶郎洋朗郎蝶郎洋蝶郎々朗郎蝶

朗洋郎蝶

八松山？夢茶の会ｖ

小林しげと

半歌仙﹁秋の月﹂

秋の夜やひょっこり子規に出合へたら
鈴木春山洞

鈴木春山洞捌

隣り合はせにお月見団子

部屋の四方を明け放ちけり

いろどり

杣人の里は紅葉の彩に

呑

豊島呑烏
黒田耕三
中出夢女
児玉凡松

たぴら
軒に干したる帷か子
の影

蚊帳越しに吹かるるままに夢さめて

ゥあじろ笠とれば小僧のそり青し

井門可奈女

酔

呑

呑

一一一

洞

夢

洞

ぞくりとしたる胸のときめき
つかの間の逢瀬楽しむ忍び恋
しなやかに把る砂のさらさら

凡

原井川酔

﹁補欠にも分けてやれよ﹂と声をかけ

ペルシャ湾中タンカーの行く

蒸飯喰ふ世帯なりしか
斜張橋銀色に東て浦の月

ゆれゆれてラクダの背なのやしの酒

鼻眼鏡越し陽炎を見る

花かげに小招きをして呼びとめて

雄子笛を聞く曲り道なり

平成三年九月三日首尾︵於・大街道夢茶︶
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ハ横浜・璃沙連句会ｌその一Ｖ

市原真庭先生追善

歌仙﹃色づく樹々﹄
秋の樹々色づき行くも命かな

心澄み聴くひがら山雀

古典読む書斎の窓に月さして

恩師短冊しるき墨痕

土屋実郎捌
真庭仏

小張昭一

土屋実郎
保坂木羊
酒井久志
戸谷是公

泉桜葉

清貧を忘れたる世の寒椿
ふぐ鰭あぶり燗熱うする
老の和服のなまめきし人

ワ屋形船そよ風そっと髪をなで

橋本閑滴
長ひとし
栗田年代

みさぶらひみかさと詠みて名所に

公

郎

葉

昔の小径木下闇なる

アラビヤの砂漠に結ぶ恋灼けて

三度訪ねて得たる土地勘

羊

士心

居ごこちのさもよささうに住み古し

のどかによぎる豆腐屋の声

湖広く天心の月おぼろなる

羊

＊

代

岸辺散り敷く花の白妙

机かこんで連衆にぎやか

祝前途ヴァンテァンてふ店開き

ボージョレヌーボ赤ばかりなり

ナォ観音経調して遺影に柳散る滴

セーヌ河船は僅々良夜にて滴

山の彼方にありや幸し

うなじ

うっシとも覚えず白き頸見る葉
＊＊

パンシオネール雪の後朝五十嵐荘司

顔見世の幟はためく大通り志

株評論家さがす胄薬郎

公約の嘘八百に馴らされて公

フセイン一人世界走らす羊

心太蜜にしようか酢にしよか

谷中かいわい江戸の悌志
ナゥ外国語溢れ盛り場ギャルあふれ滴
つんとすまして男操る葉

犬猫に美容院ありホテルあり公

鎮守の杜に蜂の飛び交ひ代

花疲れ微醇に家路辿りっ巽し
遊びつぎノー思ひつく春執筆

︵於・中央区産業会館︶

＊＊パンシオネール年金生活者

＊ヴァンテアン二十一世紀

平成二年十月十日首尾
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ハ横浜・瑠沙連句会その二Ｖ

歌仙﹃万両﹄
万両の色増す日々に風募る

羽子板市へ渡る大川

土屋実郎捌

土屋実郎
戸谷是公
保坂木羊
酒井久志
石井瓢士
長ひとし

いつもかしまし井戸端の衆
高層のピルが載りたる後の月

初芝居名題の役者揃ひゐて

玻璃に灯れるうそ寒き宵

北村かつを

しらほれ

たシずむ女霧ふかき中

五十嵐荘司

ゥ山の秋白骨の湯に身を沈め

栗田年代

泉桜葉
公

羊

攝くやうにきかす爪弾き

今風でないのがうれし薄化粧

ドッと繰り出す買物の客

小張昭一

司

羊

葉

し

士

東欧圏ペレストロイカ吹き荒れる

赤い眼をして夏の月見る

浮人形気泡を抱いて揺れて居り
木の株で兎獲りたることもあり

湯島天神絵馬がぎっしり

恋仲の幼馴染に花降りて
左棲とり永き日も暮れ

ナォ哺々の京言葉きく径おぼろを

交配料でかせぐ養蜂代

霜柱ふみ駆る野良犬代

目鼻立ち失せし地蔵に供華供物し
マネーゲームで大怪我をする志
ラグビーは球技にあらず格闘技郎

うらぶれて旅の仮寝をうち重ね公

達者過ぎたるアマの司会者志

血液検査エイズ恐れて
頼りなき娘もジューンプライドにし
しるがね

銀の鯉紅葉背にのせ志

十六夜にみまかりし人偲びっ皇司

土産を買ひて借りる雪隠

ナゥ霊峰の坊は軒並み新豆腐郎

破鐘の如く義太夫語り出し士

湾岸封鎖いつ終るやら司

栩々然と平和たのしむ花の里葉

平成元年十二月十七日首

みな打ち解けて曲水の宴羊

︵ナウ六句文音︶︵於・本郷学士会館︶

平成二年十月一日尾
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八東京・葉門連句会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃冬﹃の山﹄
磯直道捌
宇田零雨
上野好子

磯直道

足もとにひびく枡や冬の山

小さな点となりし寒禽

恋占ひのひとりトランプ

福島新吾

丼口昌亮
福島時子

敬

今井楊
丸山敬子
橋川純子

″

子供らと過せし日々の偲ばれて

窓辺に佇てば良き香流るる

高層のビルを従へ月皎と

夜業の灯次々と消え

ワ焼栗の袋かかへてシャンゼリゼ

涙ぬぐひし名画座の闇

廃鉱の町の酒場はひっそりと
夏木立のみくるぐろと伸び

好

出戻りの娘を連れて出湯の旅

涼風に水底見ゅる昼の月

純

野坂民子

内田たづ

民

時

時

ところせましと鳩の群れ居て

拒食症とて歩きまはれる
拾ひたる百円あげて宮参り
春の日ざしにとろりまどろむ

ランドセルかたかた鳴りて花吹雪

まぼろしに立つ戦没の父時

ナォ浜遠く干潟の岩に雨の降り新

婚約は四カラットのリングとか矢口美穂子

我が望みしは一豊の妻臼井久子
蕎麦掻きをかきし器の古びたる穂

民芸館の庭の臘梅和田水
日系の大統領に湧きし国穂
何を聞いても驚かぬ年齢久

猫に迄老いぼれ爺と馬鹿にされ亮

伊勢徒然を一人楽しむ穂
秋篠の里すだく虫の音久

手土産の種々とどく十三夜好

観光︵スの車探せる新

ナゥ菊供へ七堂伽藍華やぎし〃

身ぶりして異国の言葉ぽつぽつと楊

平成元年九月二十二日首

︵於・山椒亭・上野宅︶

ラッコ眺むる暖き午後敬
花衣潮の匂ひのしみこみて楊
岬の果てに乱舞する蝶〃

平成二年二月七日尾
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八東京・葉門連句会ｌその二Ｖ

愛媛﹃佗助の﹄
佗助の花の白さに打たれけり
いろりの煤の染みし戸障子

移築して料亭となる大庄屋

帰途の浅酌友と楽しみ

新涼の風に今宵の月を待ち
ひそかに呼べるこほろぎの声

ゥ京の寺古き紅葉の巨木なる
野点の席の赤きマニキュア

金持国の民は貧しく

ミス日本目指す尻軽娘たち

井口昌亮捌

井口昌亮
福島新吾
今井楊
新

矢口美穂子

上野好子
内田たづ
丸山敬子
新

橋川純子

鮎光る信玄堰に細き月
旅の土産に水晶の印

好

臼井久子
福島時子

穂

初孫に逢ひたき心はやりたる

亮

楊

牛ものどかに陽炎の中

好

夏木立濃きふるさとの家

癒えし身に天上のごと花吹雪

野坂民子

あれも捨てこれも捨てたる遺品分け

後先になる蝶と語らふ

秤

二等唾朋十弐申霊︵於・上野・福島宅︶
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八横浜・連句愛好会︵爽睦会︶ｌその一Ｖ
俳画︵画略︶

歌仙﹃ひさびさに﹂
ひさぴさに連句に集ふ薄暑かな

新茶土産に来たる待人

旅写真派手なドレスを着こなして

美術版画のフロントにあり
松が枝を透かして登る望の月

天守なき門鎖す露けく

ゥ山深し四方に栂すけらつ塾き
そろひの帽子憩ふロッジに

光源氏に似たる君なり

たくましき腕に抱かる畠夜となりぬ

西村義子捌

永井美代子

岡本睦緒
増井猛
高野重子
小崎君子
義
樋口寿美子

磯部郁代

君

田口百合子

猛

睦

重

美

肩に背に重たくもなき冬の月

郁

海原広く雲去りがたし

へばりつく段畑寂し隠岐の島

闇汁草履あわてふためく

百
君

親善外交円をばらまく

寿

政治家の動く買占め怒り湧き
つがひの蝶の岩を越えたり

雨滝の渓分け流る花筏

ナォ磯馴松韻の歌の早春譜義

おとづれし人に絵筆を止めらるら睦

博覧会に雨傘の波重

一輪活けて話つきなし郁
出張と知らず訪ねる夏夜更け百
古き土蔵を這ふ蔦若葉美

ホテルの窓辺影の重なり猛

網棚に旅行鞄をペアでのせ君

けだるさ残る朝の出勤睦

曝きし閨の睦言馬の耳義

天に響けと秋祭り笛重

湯かむりの手柄杓二つ十三夜猛

お国訓がバス降りて来る百

ナゥ木曽川の御岳さんは雨霧ふ寿

妻の助言に心安らぐ寿

赤提灯家路たしかに千鳥足都

︵於・米子市団十郎寿司︶

細き流れに州斜の育ちて美

維新生む若き獅子等の花姿義

平成二年五月十一日首尾
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Ａ横浜・連句愛好会︵爽睦会︶ｌその二Ｖ
俳画︵画略︶

歌仙﹃梅雨じめり﹂
熊野路は重たき空や梅雨じめり
若葉のかおり満つるはなれ屋
山ごもり手造りの碗焼きあげて
煙草くわえて無爲のひととき
風もなく糸瓜と月とゆれている

岩佐文子捌

睦

文

岡本睦緒
岩佐文子
西野愛子
柳楽鶴丸
中村房江
栗原富子
石田操
目次美里

愛

折戸のあたりほそき虫の音
ゥ念入りに包丁研ぎて長き夜
祖母の語りし﹁三枚の礼﹂

眉根のあたり天才の相

添寝せし孫の描きたる地図ありて

幕降りて喝采に酔う初舞台

富
操

房

鶴

世界にひとつ僕もピカソも
浮寝烏冴えゆく月に数を増す

雪原に舞う松明の列

文

美

睦

日記繰ればうれしき頁憂き頁

四十年ぶり戦友に逢う
野仏の衣の袰に花散りて
白子干す浜海は凪ぎたり

祇園の舞妓露地に消えゆく愛

ナォ雛の酒酔ほんのりと付けまつげ鶴

科学の香り酸性の雨富

ジャンボ機の尾灯かすかに地の果へ房

押さえし火むら河鹿鳴く宿美

ひと蚤きを団扇の涼にやすらぎて操

口づけの影絵となりてビルの窓睦

ボージョレヌーボー夜霧降る街文
十六夜の月をながめてバスを待つ操

金でうごかす芸術の秋鶴

今日の運勢北々西は凶とあり房
イランの戦禍地震追い伐っ操

ナゥ餌もとめ狸のくると子の手紙富
絵本どっさり買いあさりけり睦
かれがれて老師の文字の美しき美

合格祝う土筆たんぽぽ鶴
渓のかけ橋春の出で水愛

鎮守様柏手を打つ花のかげ文

平成二年六月二十五日首尾︵於・八雲村熊野荘︶
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八大阪・連句愛好会︵大阪部会︶ｌその三Ｖ

半歌仙﹁石庭の﹄
由利香住捌

河野美

赤松滴

安田芳

由利香

軍歌をならすパチンコの店

石庭の石に影ある小春縁
心ひらきぬ口切りのお茶
小人と己も認め閑居して
中島果
高嶋香

〃

旅の郡郭聞ける山の湯

斉藤柳

平成二年二月十日首尾
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月の出を待つ母と娘の手にワイン

帰郷久々つどい寄る友

ゥ手料理の味もほど良き菊なます

二次会で焼け棒杭を燃え立たせ

ドラマの果は亜紀の恋唄
政治家も歌手も巨額の金貯めて

納涼船に見る赤い月

香ぐわしき扇子ひらりと胸高く

手品の種が袖にみえみえ
朝風に長病む母の床あげて

せめて白酒孫を相手に

嵐峡の琴を聞きつつ花に酔い

休日の日のあたたかき雨

風水苑住花都風寿水苑住花都実風水苑住

八大阪・連句愛好会︵高槻部会︶Ｉその四Ｖ

ひとり酌む酒もまた佳し居待月

厨にひそと誰かいる音

街中の橋のぎぼしに烏のきて

空をさえぎる雪吊りの松

序の舞の冠ゆるる冬紅葉

桂

恵

福島桂子

中野ルツコ

郷谷恵美子

長尾信子

半歌仙﹁序の舞﹂

草へ放てる壷の鈴虫

信

中野ルッコ捌

ゥ林檎熟れペンションの窓閉ざさるる

桂

宙心

桂

ル

恵

ル

山肌かすめハングライダー
ころころと小犬と少女戯れて

信

頼れる人の旅を見送り

幼馴染みはそっと腕組む
髭が好き鯰が好きの女学生
みちのくは紅葉畑にのぼる月

ル

蝉しぐれする寺の石段

って頼り秘伝の妙薬貰い受け

信
恵

桂

おぼろに紛れ逃げる盗人
深々と花降る世界水流れ

夢の中とぶ千万の蝶

平成二年十一月二十八日首尾
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ハ仙台・連句会﹁血﹂その一Ｖ

歌仙﹃雪来るか﹄

心せかれて大根洗う

雪来るか柳の糸を暗くして
とりどりの帽子が横断下校の子
飛行機雲はゆるく孤をえがき

白ひげの翁が浮かぶ淡い月

馥郁香る丹精の菊

ゥ新そばを配達に来る若い声

萱場健之捌
蓬田まるき

宮腰滝
ま

若生芥子
佐藤無風
三上秋桜
鉦小

芥

秋

鉦小

芥

票の行方に一喜一憂

秋

外で待つ娘はバイク支えて
犬までも恋しく見える昼下り
ねぼけまなこで午前様迎え

芥

さめ切った紅茶のしずくぽたぽたと

電線が真二つに切る夏の月

ま

ま

鉦小

滝

″

ぽんと飛び出す桃太郎ちゃん
四つ角に交通整理の巡査立つ

坪一億の声もきかれる

たくあんをばりばり喰めば花いずこ

おたまじゃくしに手足がはえる

ナォ時は春日は朝にてカフン症伊藤鈍子

渦中の人は九龍の船高橋径

血刀を提げて八幡大菩薩滝
七難逃れて六方を踏む芥

五才児は十時のおやつみかん食べ無

オンザロックの氷が解ける鈍

ふるさとに向って言うことなかるべし無

ボス猿老いて世代交替〃

吐息がせつない銀座のだんな径
恐妻ににらまれ浮気ままならず秋

りんごが煮えるパイきじたたむ鈍

心病む鬼の涙に秋の月径

三面記事にもならぬ事故ありま

ナゥ山粧い蝿も装うバーゲンセール無

だんごこれるも仕事のうちよ秋

減量に成功したと子の便り芥

おかもちを届け花から遠ざかる伊藤南三

平成二年一月二十日首

茶席のしじま春の香に満つ滝

︵於・エルパーク仙台セミナー室︶

平成二年五月二十八日尾
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八仙台・連句会﹁酌﹂ｌその二Ｖ

歌仙﹃夏を売る﹂

一日早い父の日の子等

夏を売るってショーウインドに書いてある

萱場健之捌
蓬田まるき

若生芥子
伊藤南三

一一一上秋桜

窓を開けてもお空ばっかり

ここにまだ独身が居るどうかして

秋
秋

宮腰滝
伊藤鈍子

焼き栗ふうふう河岸添いに

日本にもおんなじ月が出てるのね

恋のかけひき教えてあげる

ゥ竿になり鈎になったり雁が行く

″

滝

秋

引越しすんで一息ついて

困ったな笑くぼがあばたに見えてきた
ニューヨークひとり歩きではしゃぎすぎ

高橋径

色あせたのれんにかかる冬の月

鈍

佐藤無風

亭主に説教馬に念佛

厄落しには見て見ぬふりを

″

南

芥

ちょっと君軟派してんじゃないだろな

明日もまた言葉が飛ぶよ花吹雪

径

同期生今商売敵

春深くなり鯵に打たれて

ああおどろいたミ二がふえてる無

ナォしゃぼん玉ぐるぐるまわってパチンと消えた鈍

戸籍謄本こっそりとってま

しっとりと塩瀬の帯で参観日鈍

大邸宅跡に山楯子匂う秋

夏の陣遺産相続ぬかりなく滝

夫婦茶碗はこなどなに散り芥

坂道を朱の鼻緒が駆けていく山田敦子

注文のデザインうかび筆をとる無
青いネオンがやけに目につく敦

落ち研出しもの目黒のさんま滝

常連の傘よろよろと雨の月芥

ナゥ好景気売手市場の秋の晴れ〃
ビルの掃除夫かなりのお年秋

公園で並んで食べるほっかほか無

日当っている遠い山山南

平成二年六月十八日首

一木の花しらじらと明るくて敦
買いはたくさん溢れる春着径

︵於・エルパーク仙台セミナー室︶

平成二年十一月二十六日尾
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伴野溪水捌

溪里瓢

ハ新座・連句研究会ｌその一Ｖ

歌仙﹃芝桜﹄
ガリバーの巨きな靴や芝桜
もつるる蝶も一つ時のこと

風光る進水式の客去りて
岸打つ波のただ静かなり

月今宵石膏像の影深し

ナォ春藺を届けさせたり句を添へて

華族の出とて抜けぬ高慢

葉巻の煙部屋に残れる

取りだしたフロックコートは大時代

天井熊手縁起直しに

油絵にひびの目立ちの冬日ざし

幼ななじみのよれちやんの顔

地下鉄の入谷で逢ひしマスクの瞳

待合の呼名今では料亭に
バーの隣りの質屋廃業

月暗く捕物帳に佃島

芒の野路へ脚絆手甲

とかく気になる中東の記事

ナゥ下冷えにしくしく腹の早泊り

朝からの兄弟喧嘩日曜日

カステラ厚く切りし茶の卓
花便り西の国よりおそまきに

弥生となればいつも留守勝

秤鰔一一︾乍明一弐信叩藷︵文音︶
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凶

ペナントレース終盤の秋
ゥ誘はれてくったら市へ久し振り

寿司屋の長女たりし女房
色白の肌に真珠の頸飾り
淀きびしきイスラムにして

古本を車一台売り佛ひ
こだま朝夕通勤の客

月涼しかうもり減りし並木町
金魚すぐひに親が手を貸す

三世に母国の言葉遠くなり

酌みたる酒は慶州の産

ワープロの馴染みに倦みて花の雨

披露うららか創作の舞

伴野阿
野口片

水井郎水井郎水井郎水井郎水井郎水井郎

井水郎井水郎井水郎井水郎井水郎井水郎

阿片瓢郎捌
阿片瓢
別所真
加藤望

ナォふっくらとお米が炊けて春夕べ

黒衣のグレコのジュ・ティムを聴く

出湯ひたひた洗ふ傷跡

なりは

間牒といふ業ひに情を捨て

空蝉のかそけき風に鳴るあはれ
須磨も明石も知らぬうつけさ

これやこのバイク飛ばして女学生

薬草園に深みゆく秋

六畳ひと間亀を飼ふなり
雨の月農民一撲史脱稿す

紀郎子郎紀子郎紀子郎紀子郎紀子郎紀子

八新座・連句研究会ｌその二Ｖ

歌仙﹃短夜﹂
短夜の罠とも階を下りけり

夢のなかまで薫る楯子

灯台にきらきら波の輝きて

片側町は魚市場なり

後の月天幕芝居の揚幕を

鬼瓦焼く窯の大きさ

騎乗摩利支天像砒の冷え

雪散る沖へ出航の銅羅

ナゥもの喰めばちちははのこゑひびき来る

南漠にシーラカンスの潜みけり

猫の額に瓢種蒔く

琉珀螺細の御物かなしき
玉堂の描けるさまの花の里

秤鰄一一華十売朋十畦申牽︵文音︶
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おしろい落す顔のうそ寒
ゥ菊一枝文箱の紐のむらさきに
日記に誌す﹁Ｎに逢ひし﹂と
羅甸区のカフェに奏すオルゴール

半纒木の落葉する辻

初しぐれ錬金術師旅立つや
よみ

ふところ手して仰ぐ満月
希臘の神の創りし壷の酒
﹁絵のない絵巻﹂黄泉の果まで

今は唯思ひのほかの田螺鳴く

逃水辿りはたと小綬難

バスに居眠る遠足の子等

雲ひとつ花の峠を越えて来て

子紀郎子紀郎子紀郎子紀郎子紀郎子紀郎

八新座・連句研究会ｌその三Ｖ

歌仙﹃冬﹃
濤﹄

北風強き岬灯台

冬涛の鵜を翔たせたる礁かな

自給自足の畠開墾

科学科学と生き通したる

ナォ宿帳に無職と書けば亀鳴きて

明日の天気は曇後晴

負ひ目済し得たる顔なり背筋伸べ

急がせて垣根修理の鋏音
熱燗の名は阿波の渦汐

雪の嶺揺ぎて見ゅる怒りまた

トランプ並べ恋を占ひ

二の腕に命と彫れる入居りて

草薙の剣欲しき世もあり

月赤くマグマは町へ迫りくる

そぞろに寒き廃屋の壁

ナゥ株安で自殺の沙汰や星流る

大政治家の望まるるとき
空海の像古めきて仏壇に

ばりばりばりと噛るせんべい

雁も帰ると僧も言ひけり

前線の北に消え去るままの花

秤鰔一一元︾十王明一十出申牽︵文音︶
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かたくなに僻地の教育守り来て

水車ことんととまり昼の月
洗ひ上げたる障子大事に

すらりと伸びし娘眩しむ

ゥ長裾を出して着付ける在祭
仲人の古き系図を持ちて来し

九谷茶碗に玉露香れり

高原の鹿毛の奔馬は空を切る

村の鎮守へ額を献納

かくらんで倒れし人と診られけり

一人歩めば月の涼しく
開け放ち奥の細道繕けば

翁と辿る西行の跡
理路をつけ観音に花の散り
低き山脈霞棚引く

渡重森阿
部松本片

伸冬蛍瓢

蛍郎居楊蛍郎居楊蛍郎居楊蛍郎居楊子郎

郎楊蛍居楊郎蛍居楊郎蛍居楊郎蛍居楊郎

ハ新座・連句研究会ｌその四Ｖ

歌仙﹁落葉﹄
小春日和に枝移る烏

奈落とも落葉の深さ踏みにけり

ふと焦げ臭き煮物なりけり

しばらくは炉辺の会話はずむらん

戻り路の月のいよいよ明るくて

都会もどりが讃ふ清流

ナォ厩出しの馬はたてがみなびかせて

口笛間きて窓を開ければ

絵も詩も捨てて夏蚕に耽りけり

スペァキイ置きて立去る人の影

風呂溢らせて思ひ出の数

きしと抜く喪服の仕付東てる夜

蓮枯れはてて水も鏡びっつ

くりかへすいるかの芸の小春園

女性政治家大見得を切る

蒜なくレミーマルタン月に酌む

はりかへしたる障子真白く

ナゥ飛石に日毎日毎の細る虫

観光の群絶えぬ名苑

手からはなれてあがる風船

円安のつづく土産のトランクを

墨堤の橋渡る荷風忌

遅速もて咲き散る花をたのしめり

秤鰔一一韮嘩十垂胆一一廿甲率︵文音︶
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川瀬に群るるあはれ落鮎
ワサーカスの小屋秋雨にぬれそぼち

くはへ煙草で恋のトランプ
はるかなる山の呼声胸に聞き
モロゾフのチョコ文つけて来し

足音の廊下伝ひに現れて

渚波来て洗ふ浜木綿

何処ともあらずうその声聞く

夏の月灯台よりも長く生き
海女の墓標は皆海を向く
古社鈷を祀りて荒れしまま
吉野葛誰れかれに買ふ花日和
宿にしたしむ木の芽和なり

田武阿

一玄瓢
火

中田片

郎玄火郎玄郎火玄郎火玄郎火玄郎女女郎

郎火玄郎火玄郎火玄郎火玄郎火玄郎火玄

ハ新座・連句研究会ｌその五Ｖ

歌仙﹃十薬﹄
続き根を引く手のひらに汗

十薬や巻族の墓大小に

土曜の午後はハムに打ち込み

ナォ灯籠は利休好みの苔龍胆

東欧の政変しばし続くかな

油槽船なる日の丸の旗

海原にむくむくむくと雲の峰

伊豆と相模を渡る青東風

那古井の宿の女思ひ出す
郎

椋鳥の夕月よぎるかまびすし

しほる面に涙たたへる

醤の日の眠れぬ夜のつづきけり

阿片瓢郎
戸田貝江
小林梁

薄墨の画帖にのこる筆のあと
江

あてなき散歩秋風を背に

瞥ゾ

飯沼三千古

新酒着けりと隣より声

梁

狼まつる祠朽ち果て

一触即発累乱の危機

矢尻出て株羅紀の人の暮しぶり

めでたく閉幕る弥生狂言

花守の酔をかくせる黙ふかし

21局一

飛行雲一筋しるく空裁りて
下校の子等の軽き足どり
夕月に不作の年の柿なれば
ゥ文化の日和綴じの糸を繕はん

郎

古

めど

針孔を通すに四苦八苦する

ナゥ粧へる山に病ひの身を忘れ

叔母よりの見合の写真届けられ

江

古

梁

郎

忍び合ひしを知らぬ顔して
寝不足の耳につれなき電気鋸

自然破壊のすすむ寒月

秤鰔二辱極朋壼︵文音︶

はね

冬峠ダムを遙かにおきにけり

江

古

梁

砂に混りて光る金粉

吐く息白く視察団来る
何やらの壷に驚く老博士

江

郎

方丈に聞く近き噂り

花吹雪土偶も見たる虚ろの眼

梁古江郎梁〃古郎梁古江郎梁古江郎梁古

八東京・連楽会ｖ

歌仙﹃三小山﹄
三山おぼろ草もおぼろの古道かな

高畑自遊加朱

山田章子
宮内恭子
大崎光枝

水音聞きっ手折る山吹

蝶舞へば近所同志の連れだちて

石田一尿

山崎田鶴子

佐久問淑子

まだあたたかき栗の弁当

章

高畑自遊

ナォ苗札の三坪の畑に夢無限

﹁無農薬で﹂と売りに出さうか

富士に真向ふ２４６号

家中で自家用自転車大中小

いま成田だと懐かしき声

ぽつかりと笠雲を置く寒夕焼
しばれて指の意のままならず
養銭の音たしかめて願ひごと

ふと醒めて隣の寝息聞きすます
夜食を買ひにセブンイレブン
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展望台より我が家いづこと
月の出に球場のライト僅々と

待ちしいらだちどこへやら飛び

ウマフラーのいてふ黄葉にうつりよく

グラス舐めつつ文を読む幸

角へ出ても一度褒めて月の客
湖面の紅葉ゆらすさざなみ
ナゥ御命講団扇太鼓の近づき来

はかなさを愛づる心に変りなく

匂ひ袋にえらぶ白檀

淑

満山の花を見下ろし茶の旨き

鶴
恭

何食べるかでもうもめてゐる

遊

次々にカップル生る駅広場

アパルトヘイト結局は慾

平成二年十月十三日尾

平成二年三月十日首

霞の奥に消ゆる鐘の音

ごみ捨場からすも猫も共存で

恭

光

一尿

一思

光

熱砂ゆく裸足の群れと痩牛と
ひたすらに魁夷のタッチ追ひゐたり

隣る百号月の釣殿

章

修業時代を語る対談

歓声にうっかり乗り越す花の窓

ゆるく流るる春の浮雲

恭鶴淑光遊京光淑京恭遊光鶴京章淑遊鶴

八川崎・鹿吟舎ｖ

歌仙﹃星祭﹂
七夕竹流すと児らの五六人

モリアオガエル掌の上

ナォポスターはベルリンの壁売出し中

ドミニクはもう戻って来ない

目印は股の黒子と乱杙歯

息を殺して関の内外

冑嵐に逝くや池波正太郎

思い立ってぞ鞘引を研ぐ

朱牟田恵洲捌

中岡幸子

ペダルとチェーンで動く自転車

月毎に脳を輪切りに撮られけり

紫の袴に靴を穿ちけり
科白一つは村人のＡ

池鬚雄

朱牟田恵洲

白井風人
瀧波信子

遠峰はだら日々に薄れて
列島は千草万木花となり
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郵便夫時を違えず顔見せて
書架整然と辞書を並べる
部屋割はいろはの順に月の宿

乱るる菊のまた香に顕てり

幼馴染で烏鷺を決する

ござんなれ橋を渡れば月二つ

人

信

錐

ワ爽籟や脈絡もなき物思い
帯柄あまる恋の痩せよう

それぞれの候補を推して二週間

鈴木撫蘭亭

嵯峨流の文の薄墨読みあぐね

信

藺

落鮎を盛る志野の大皿

甲虫は窓求めいるらし

雄

潟のうららを這うムツゴロウ

ナゥ妙法の火の点く待ちて家の前

沖遠し踊り子号という電車
地震が来れば落ちそうな岩

蘭

信

平成二年七月七日首尾︵於・川崎市民プラザ︶

寒月や女だてらの梯子乗り

推

坂口暗吾

洲

人

つい誘われて蟻穴を出る

氷柱を折りてミルクかけ舐む
アルプスを象で越えたる男いて

和気あいあいと春闘のデモ

ホテルとは名ばかりなれど花の径

洲吾錐蘭信人幸蘭洲藺人信雄吾藺吾幸蘭

八本庄・若泉連句会ｖ

半歌仙﹃爽竹桃の﹄
宇咲冬男捌

横田幸

川田一旱

入道雲の天を占めたる

放課後の爽竹桃の赤さかな
宇咲冬﹃

スクランブルの変る信号

さっさっと街走りぬく人あまた

気のつかぬ間に宙天へ望の月

︵於・埼玉県立本庄高校図書館︶

平成二年八月一日首尾

−238−

少し男ある虫売りの顔

ゥ行く秋をふる里捨てし悔を抱く

子を産みながらむくわれぬ妻
弁護士にいつしか思い寄せたるよ

棚をはずせば晄惚の夜

寺町の鐘おちこちに鳴り渡り

ただ青々と大沼の面

薬などより熱燗がよい

雪来るか月光折りし脚に入む

耳に残れる円朝の声

このところ評判悪きＮＨＫ

百噂りに霞む浅問嶺

紅毛もたくあん食べる花莚

冬幸章冬幸冬章幸章冬幸章冬幸章男予夫

連句協会支部
連句協会愛媛県支部

連句協会埼玉県支部

支部長永田黙泉

顧問金子兜太

事務局鈴木春山洞

支部長宇咲冬男

〒791松山市三津1−3−13

事務局小林しげと

(0899‑51‑0064)

〒334鳩ケ谷市桜町4−11−35−1
(0482

81

8161)

連句協会関西支部

支部長近松寿子
事務局

連句協会千葉県支部

同

顧問阿片瓢郎・東明雅・今泉忘機

〒567茨木市北春日丘2‑13‑7

支部長今泉宇涯

(0726‑23‑8817)

事務局

同

〒272市川市市川1−8−1
連句協会石川県支部

(0473‑22‑4214)

支部長新田裕久
事務局中田風来
〒929‑03石川県河北郡津幡町字

加賀爪二3

津幡町役場

（0762‑88‑2121）

−局2−
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（理事会）

2− 特別会計
（経常会計）
第27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28条特別会計の収入は連句グループ､会員、
関係団体等よりの寄付金とし、 これを基金と
して積み立てるものとする。
（経常会計の剰余金）
第29条経常会計に剰余金があるときは、理事
会の議決および総会の承認を経て、その一部
もしくは全部を特別会計の基金へ繰り入れる

第20条理事会は原則として年3回会長が招集
する。理事会の議長は会長とする。理事会の
運営については別に定めるところによる。
（常任理事会）
第21条常任理事会は原則として隔月に会長が
招集する。常任理事会の運営については別に
定めるところによる。
（総会）

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

（総会の議長）
第23条総会の議長は会長がこれを務める。
（総会の議決事項）
第24条総会は次の事項を議決する。
1． 事業計画および収支予算についての事項
2． 事業報告および収支決算についての事項
3． 役員の選任
4． 名誉会長の推戴
5． 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

ことができる。

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

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

（総会の議決方法）

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

第9章解

散

（解散）
第32条この会の解散については前条に定める
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

計

（会計の種類）
第26条この会の会計は次のとおりとする。
1． 経常会計

る。

平成2年9月1日一部改正。

『連句協会』顧問・名誉会員・評議員及び役員名簿
(顧

問）

阿波野青畝･宇田零雨･暉峻康隆・

理事長土屋実郎

常任理事赤田聴雨・秋元正江・磯直道・上
田溪水･川野蓼艸・小林しげと･鈴木

東明雅

(名誉会員）

橋間石・草間時彦・岡本春人・
永田黙泉
(評議員） 今泉忘機･宇和川匠助･江森峰雲・
片山多迦夫･加藤耕子･加藤三七子・
見学玄･小松崎爽青･重松冬楊･品

春山洞・近松寿子・中尾青宵・名古
則子･福井隆秀・宮下太郎･森三郎

理

事天野正三・伊藤薮彦・井門可奈女・
唐渡北勢子・窪田薫・式田和子・
柴崎正寿郎・寺岡情雨・松村武雄・
八木荘一・山地春眠子・柚木治郎・

監

事城戸崎丹花・小林梁

川鈴子･関川竹四･牧野巌･松永静
雨・真鍋天魚・水野隆・宮坂静生
(役
員）
会
長阿片瓢郎
副会長今泉宇涯・宇咲冬男・大林杣平・

渡部伸居

國島十雨

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

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

第4条この会は連句文芸の創造的発展とその
普及ならびに連句実作者、連句愛好者の交流
を図り、連句文芸の興隆に寄与することを目
的とする。
（事業）

第5条この会は前条の目的を達成するために
次の事業を行う。
l. 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．

5．
6−

第4章役

第11条この会には次の役員を置く。
l, 理事30名以内（うち会長1名、副会長
5名以内、理事長1名、常任理事若干名）
2． 監事2名
（役員の選任）
第12条理事および監事は会員のなかから総会
でこれを選任する。会長、副会長、理事長お
よび常任理事の互選でこれを定める。
（理事の職務）
第13条
1． 会長はこの会の業務を総理しこの会を代
表する。
2． 副会長は会長を補佐し会長に事故あると
きは、あらかじめ会長が指名した順序でそ
の職務を代行する。
3． 理事長は会長、副会長を補佐してこの会
の業務を掌理する。
4． 常任理事は会長、副会長および理事長を
補佐し理事会の議決に基づき業務に従事す

連句協会賞の選定

る。

国民文化祭への参加
その他前条の目的を達成するために必要
な事業
第3条会
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

2．

賛助会員

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。た
だし再任を妨げない。
第5章名誉会長、顧問、名誉会員、評議員
（名誉会長）

3． 名誉会員
（入会）
第7条正会員または賛助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．
2．

員

（種別）

正会員
年額2千5百円
賛助会員年額1万円以上

名誉会員は会費を納めることを要しない。
（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1年以上滞納したと

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

第17条この会に顧問を置くことができる。顧
問は理事会の議決を経て会長が委嘱する。顧
問はこの会の業務について意見を述べ、 また
会長の諮問に応じる。
（名誉会員）
第18条この会に名誉会員を置くことができ
る。名誉会員は理事会の議決を経て、会員の
中から会長が委嘱する。名誉会員はこの会の
業務について意見を述べ、 また会長の諮問に
応じる。
（評議員）

第19条この会に評議員を置くことができる。

き

評議員は理事会の議決を経て、会員の中から
会長が委嘱する。評議員は理事会の諮問に応

（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。

−5o−

じる。

第6章会

議

今云

連句協

規約

9名

連句「笹」
伊藤敬子

連絡先465名古屋市名東区神丘
町251‑1伊藤敬子(052‑701‑
5050)会員7名
連句研究会

阿片瓢郎
師系・松根東洋城・野村喜舟連
絡先352新座市石神1‑5‑9阿片瓢
郎(0424‑73‑8714)会員300名以
上

連楽会

高畑自遊
師系･阿片瓢郎連絡先168杉並
区和泉4‑26‑15(03‑3323‑2454)
会員6名
鹿吟舎

池央歌
連絡先216川崎市宮前区土橋6−
15‑1A214池央歌(044‑855‑
8546）

若泉連句会
川田章夫
師系･宇咲冬男連絡先372伊勢
崎市中町15‑2川田章夫(0270‑32
‑8410)会員8名

48−

窪田

薫

連絡先060札幌市中央区北6条西
23丁目窪田薫(011‑631‑4009)会
員76名
俳話接心

岡本春人
師系･岡本松浜･阿波野青畝連

絡先663西宮市二見町14231岡
本春人(0798‑67‑6051)会員オー
プン制
白塔歌仙会

松山連句協会

東松山連句会

重松冬楊
師系・阿片瓢郎・永田黙泉連
絡先791‑02松山市平井町1508重
松冬場(0899‑75‑1461)会員15名
PC‑VAN連句ひろば

永田黙泉
連絡先79101松山市溝辺町1009
永田黙泉(0899‑77‑0015)会員20
名
松山連句教室

木原幹雄
連絡先185国分寺市恋ケ窪2‑29‑
3林義雄(0423‑24‑1831)会員18
名

松永静雨

師系･宇田零雨連絡先790松山
市余戸中2‑13‑19井上弥生(0899
‑73‑6055)会員10名

ぴやくえん

上村以和於
連絡先166杉並区阿佐ケ谷北5‐
24‑12上村以和於(03‑3337
7942)会員11名
芭蕉記念館連句会

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先135江東区猿江l‑2‑2‑501松
沢晴美(03‑3634‑4094)会員20名

白燕連句会

摩天楼連句会
橋

間石

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

星野石雀

師系･野村牛耳連絡先281千葉
市花見川2‑6‑105星野石雀(0472
‑86‑0725)会員6名
三河連句会

品川鈴子

師系・橋間石連絡先65111
神戸市北区ひよどり台1‑17‑1品
川鈴子(078‑743‑2221)会員34名

斉藤吾朗
師系･宮下太郎連絡先445西尾

市伊藤町伊藤前15‑1(0563‑57‑
8332)会員12名

ぱせり

巴世里の会
大野国士

師系・東明雅・国島十雨連絡
先501‑61岐阜県羽島郡笠松町東
陽町1(058387‑2035)会員6名
八戸俳話倶楽部
関川竹四

連絡先031八戸市湊町上の山55
2関川竹四(0178‑33‑3432)会員
58名
花野連句会
小出きよみ

師系・根津芦丈・東明雅連絡
先390松本市筑摩東2419小出き
よみ(0263‑25‑5136)会員11名
はらい

がわ

祓

川

黒田耕三

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

広野連句会

夢茶の会

村木佐紀夫
連絡先520大津市桜野町l‑l3‑
16村木佐紀夫(0775‑22‑5444)会
員15名
風信子の会

瑞沙連句会

村野夏生
師系･野村牛耳連絡先165中野
区江古田4‑18‑2杏花村塾(03‑
3387‑2331)会員12名
藤が谷連句会

鈴木春山洞
師系･松根東洋城連絡先791松
山市三津1‑3‑13鈴木春山洞

(0899‑51‑0064)会員68名
ひいらぎ連句会

小路紫峡
師系･阿波野青畝･岡本春人連

絡先657神戸市灘区宮山町2‑7
15ひいらぎ発行所(078‑821‑
0550)会員60名

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

中島啓世
師系･東明雅連絡先251藤沢市
鵠沼松が岡41419A22中島啓
世(0466‑27‑3556)会員7名

井口昌亮
師系・宇田零雨・木村葉山・磯
直道連絡先155世田谷区代田2
‐9‑1福島新吾(03‑34148426)会
員12名

鳳松園連句会

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

ぱるしゆ

芭流朱連句会

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

落柿舎連句会
奥西

保

連絡先616京都市右京区嵯峨小
倉山落柿舎(075‑881‑1953)会員
9名

北杜連句塾
狩野康子

連絡先981仙台市青葉区双葉ケ
丘2‑5‑12狩野康子(022271
0005)会員15名

連句愛好会

柴崎正寿郎
連絡先241横浜市旭区若葉台4‑7
‑704柴崎正寿郎(045‑922‑2851)

会員30名
松喜久会

岩崎利一
師系･阿片瓢郎連絡先104中央
区銀座6‑9‑4岩崎利一(03‑3571‑
0319)会員4名
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連句会「Za」
伊藤直子
連絡先981仙台市泉区南光台3‑3
‑9伊藤直子(022‑233‑7732)会員

石神井町3‑9‑12‑401(03‑3996‑
8530)草刈澄会員15名
湘南吟社

ン807工藤真理子(03‑3222‑
6502)会員10名
埣啄会

名古則子
師系・根津芦丈・清水瓢左連
絡先359所沢市並木8‑1‑1‑709名
古則子(0429‑96‑0820)会員10名
正

師系･三好龍肝連絡先228相模
原市上鶴間395(0427‑45‑0407)
会員8名

風

森

三郎

師系・石沢無腸連絡先369‑12
埼玉県大里郡寄居町寄居982森
三郎(048581‑0077)会員10名

桃林会

宮崎明月女
師系・太白堂桃隣・太白堂桃旭
連絡先171豊島区池袋2‑1066今
村ゆき(03‑39847906)会員40名

染井の会
美濃豊月

蒲
幾美
師系･中村俊定連絡先215川崎
市麻生区王禅寺767‑36蒲幾美
（044‑955‑8726)会員11名

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

都心連句会

大林杣平
連絡先167杉並区南荻窪3‑199
大林杣平(03‑3333‑4880)会員40
名

第六天連句会

久野溪流
師系・寺崎方堂連絡先470‑1l
豊明市阿野町上納91‑6鈴置一花
（056292‑4521)会員25名
正風和気支部

今泉忘機
師系･上甲平谷･清水瓢左連
絡先272市川市平田3‑23‑14浅野
黍穂(0473‑76‑8196)会員25名

どん・あ・ くらぶ

豊島呑烏
師系･鈴木春山洞連絡先790松
山市道後一万11‑13豊島正憲
(0899‑26‑2331)会員7名

多摩連句会

桐山北天
師系・寺崎方堂連絡先709‑04
岡山県和気郡和気町衣笠171桐
山北天(0869‑92‑0807)会員10名

宮下太郎
師系･小笠原樹々連絡先206多
摩市落川1235宮下太郎(0423‑74
7002）

習志野連句会

鴇田秋甫
連絡先275習志野市実籾町2‑80
鴇田秋甫(0474‑72‑6270)会員15
名

信州大学連句会

丹

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

想

秋山正明
連絡先661尼崎市塚口町122‑1‑
207秋山正明(06‑421‑1606)会員
12名

南海放送学苑連句教室
永田黙泉

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

津幡俳壇連句クラブ

笹喜四郎
師系･春秋庵幹雄連絡先996新
庄市宮内町7‑10笹喜四郎(0233‑
22‑2086)会員38名

中田風来
師系・今泉宇涯連絡先929‑03
石川県河北郡津幡町字加賀爪二
3津幡町役場中田風来(0762‑88
‑2121)会員36名

すず

虹の会

馬場東夷

連絡先143大田区中央2‑129馬
場宏一(東夷)(03‑37719409)会
員6名

篠
岡田史乃

師系･鈴木香歩連絡先107港区
赤坂6‑9‑4‑301岡田史乃(03‑
3582‑0081)
すみれ連句会

出合川

日本作家クラブ連句会
中川久子

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

市村美就夫

連絡先153目黒区下目黒2‑1‑14‑
403中島まさし(03‑3494‑8025)
会員20名

71‑0486)会員5名
岡田水都子

師系・岡本春人連絡先669‑13
三田市中町7‑39岡田水都子
(07956‑2‑4110)会員24名
浅春連句会

谷敷
寛
連絡先ll2文京区春日2‑25‑2谷
敷寛会員5名
草門会

工藤真理子
師系･野村牛耳連絡先102千代

猫蓑会
電通連句会

東

逸見篤
連絡先101中央区築地1‑11電通
マーケッティング局逸見篤気付
(03‑3544‑5468)会員20名

明雅

連絡先215川崎市麻生区高石1‑7
‑5杉内徒司(044‑954‑6052)会員
55名
乃木坂散人連

東京義仲寺連句会馬山人記念会
師系･野村牛耳･高藤馬山人連
絡先182調布市上石原2‑27‑9川
野蓼艸(0424‑85‑5480)会員10名

古館曹人
師系・宇田零雨・宇咲冬男連
絡先102千代田区一番町20‑10
202古館曹人(03‑3262‑9350)会
員3名

桃天樹畭聚

田区二番町11麹町山王マンショ

赤田玖実子
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俳話寺芭蕉舎

師系・根津芦丈連絡先399‑42
長野県駒ケ根市中沢菅沼(0265‑
83‑7496)会員9名
歌留蓑連句会
金子鳴陣
連絡先220横浜市西区久保町29‑
9金子鳴陣，会員13名

画廊内(0282‑23‑3665)会員7名
草

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

茎
宇田零雨
師系･藤井紫影連絡先332川口
市飯塚4‑4‑7磯直道(048251
3033)会員300名

鹿の会

阿片瓢郎
師系･松根東洋城･野村喜舟連
絡先352新座市石神1‑5‑9阿片瓢
郎(0424‑73‑8714)会員40名

草茎松山支部
夏炉の会

高橋柿花
連絡先780高知市曙町1‑28‑35高
橋歯科内(0888‑44‑0409)会員20

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

子規記念博物館友の会連句教室
鈴木春山洞

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

名
〈のいち連句会

川内連句会
池川媚谷
師系・松根東洋城・佐伯巨星塔
791‑03愛媛県温泉郡川内町則之
内乙1887(0899‑66‑3608)会員5
名

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

鴫立庵連句会

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

興聖寺連句会

義仲寺婦人連句会

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

松永静雨
師系･宇田零雨連絡先790松山
市末広町17‑5安野次子(0899‑43
‑3334)会員15名

員17名

三好龍肝

師系･清水瓢左連絡先154世田
谷区下馬5‑35‑3‑101三好龍肝
(03‑3424‑8841)会員12名

郡山連句会
佐藤

義仲寺横浜戸塚連句会
八木荘一
連絡先245横浜市戸塚区深谷町
671八木荘‑(045‑851‑1655)会

慈眼舎

淳

連絡先963‑01郡山市三穂田町川
田東2佐藤淳(0249‑45‑0218)会
員5名

獅子門

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

小松連句研究会

義仲寺連句会

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

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

渋

柿

徳永山冬子
師系･松根東洋城･野村喜舟連
絡先160新宿区高田馬場4‑32‑21
松岡六花女(03‑3368‑0935）

ころも連句会
草間時彦

師系なし連絡先249逗子市桜
山8‑5‑28本井英(0468‑730320)
会員限定

矢崎
藍
師系･東明雅連絡先473豐田市
竹元町ニツ池6‑44加藤治子
(0565‑53‑2224)会員18名

蛇も蚊も連句会
小枝秀穂女

師系･中村俊定連絡先230横浜
市鶴見区岸谷4‑25‑25岸谷ハイ
ツ418小枝秀穂女(045583‑

岐阜高校連句会

佐久良連句会
佐口修一

師系･各務舩菟連絡先500岐阜
市元住町20佐口修‑(0582‑62‑
8462)会員8名

4080)会員10名
井門可奈女

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

秋紅雅友連

大野秋紅
連絡先446安城市里町荒井31大
野秋紅(0566‑97‑8083)会員9名

錦心会

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

札幌俳話接心

樹氷連句会
久保田一九

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

犬島正一

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

句華苑吟社

吉本三蔓

三冊子研究会

連絡先328栃木市室町113吉本

樹林連句会
宇和川匠助
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師系･林空花連絡先177練馬区
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龍綜想所○蕊蕊f⑤2蕊
藍の華連句会

白方筍子
師系・松根東洋城・野口里井・
鈴木春山洞連絡先791松山市
久万ノ台1165白方アキ(0899‑22
‑0111)会員6名
青葉連句会
有馬篝子
師系･宇田零雨連絡先107港区
赤坂4‑8‑15紅仙ピル同人社(03
3402‑4121)会員11名
冑葉城連句会

小野寺妙子
連絡先98O仙台市青葉区梅田町4
−28小野寺妙子(022‑233‑0693)
会員7名
あした連句会

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先114北区豊島4‑16‑34王子
ビユーハイツ403号(03‑3927

1022)会員50名
あしべ俳諸塾

片山多迦夫
師系・清水瓢左連絡先666‑01
川西市美園町1‑3‑406号片山多
迦夫(0727‑58‑3198)会員10名
梓川連句会

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

草間時彦

師系なし連絡先249逗子市逗
子2‑4‑5北沢義弘(046871‑
5393)会員限定
市ケ谷連句会

師系・松根東洋城・小笠原樹々
連絡先206多摩市落川1235宮下
太郎(0423‑74‑7002)会員6名
市川俳話教室

今泉宇涯

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先272市川市市川1‑8‑1今泉ビ
ル(0473‑22‑4214)会員25名
伊豆芭蕉堂連句会
石渡蒼水
師系･斎藤石嬰連絡先414伊東
市弥生町3‑2石渡蒼水(0557‑37‑
1831)会員10名
茨の会

近松寿子
連絡先567茨木市北春日丘2‑13‑
7近松寿子(0726‑23‑8817)会員
25名
NHK文化センター青山

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先114北区豊島4‑16‑34403
宇咲冬男(03‑3927‑1022)会員21
名
おうじg

黄鐘連句会
加藤三七子
師系･阿波野青畝･岡本春人連
絡先676高砂市高砂北本町1189
加藤三七子(07944‑2‑3908)会員
30名
奥美濃連句会

水野
隆
連絡先50142岐阜県郡上郡八幡
町新町929おもだか家(05756‑5‑
3332)会員13名
小野連句会

渡部伸居
師系･松根東洋城･阿片瓢郎連
絡先791‑02松山市小野町15渡部
伸居(0899‑75‑1532)会員10名
おぼろ連句会

長井南茶亭
師系･鈴木春山洞連絡先790松
山市余戸中63‑28長井良策
（0899‑71‑6386)会員6名
貝の会

（五十音順）
名

海市の会

鈴木
漠
連絡先650神戸市中央区港島中
町3‑1‑47‑202鈴木漠(078‑302
‑2230)会員2名
佳菊会

森
月鼠
連絡先431‑31浜松市半田町68森
月鼠(0534‑34‑3711)会員40名
かすみ会

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

師系・松根東洋城・阿片瓢郎・
鈴木春山洞連絡先799‑13東予
市壬生川191‑7守口津夜子
(08986‑4‑2634)会員10名
花扇会
宮

県人

連絡先344‑01埼玉県北葛飾郡庄
和町大衾600‑4二宮方(0487‑46‑
1443)会員5名
かつらぎ

森田

峠

師系･阿波野青畝･岡本春人連
絡先665宝塚市野上4‑8‑22かつ
らぎ発行所(0797‑72‑9772）
金石公民館俳話研究会

江森峰雲
連絡先920‑03金沢市金石西4 18
‑4江森峰雲(076267‑0463)会員
30名
かびれ連句会

小松崎爽青
師系･大竹孤悠連絡先317日立
市本宮町27‑25かびれ社(0294‑
21‑1341)会員19名

戸田貝江
師系･阿片瓢郎連絡先183府中
市2‑31‑9(0422‑68‑6063)会員6
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からむし庵連句会

宮脇昌三
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回編集後記回
＊協会発足十周年の連句年鑑Ⅶ年版を世に送ります︒昨年秋には国民文化祭愛
媛卯で連句が短詩型部門の正式種目に入り︑大会会場に皇太子殿下がお成りに
なるなどエポックとなりました︒今年は子規が連句から俳句を独立させてから
百年ですが︑連句から現代俳句の見直しの気運が高まってきたのも事実です︒
＊また小生は︑暉峻康隆共著の﹁連句の楽しみ﹄と日独俳句大会参加が機縁と
なり︑ケルン日本文化会館︵荒木忠男館長︶主催の﹁日独俳句・連句交流シン
ポジゥム﹂の国際交流基金招待講師として︑去る六月下旬渡独し︑ケルンとフ
ランクフルトの二会場で連句について講演︑日独交流半歌仙も残しました︒俳
＊今回は作品一八七編︵参加グループ九二社︶が収められました︒編集・校正

句の国際化にも対応すべく︑連句協会もより充実を図りたいものです︒
の労をとった福井隆秀と校正の補助をした岩城順子︵あした︶の両氏に感謝す
ると共に︑論文を寄稿下さった諸氏に厚くお礼申し上げます︒そして当年鑑を
八宇咲冬男Ｖ

現代連句の興隆のため︑さまざまに役立てていただきたいことを切望します︒
＊さて︑今回は︑尾形先生を始めとして︑古館︑池︑石橋諸先生のフレッシュ
な評論を頂きまして︑誌面を飾ることが出来ました︒現代連句を考える好個な
＊毎年真夏のさかりが︑この年鑑の校正最中なのですが︑校正もさることなが

問題をご提出下さっておられますので︑是非お読み頂き度く存じます︒
ら︑旧かな遣いを使われている結社で︑新かなとのチャンポンが相変らず多い
特に︑えとへ︑ずとづ︒消えなのか︑消へなのか︒八絶え・絶へＶ八耐へ．

ので︑原稿修正にかなりの手間を余儀なくされている現状です︒

大きな辞書には必ず旧かなの表示が︑単語の下に出ております︒ですから︑

耐えＶ八しづか．しずかＶ他に八老い・老ひＶ等々・

これから年鑑掲載の作品を書かれるときは︵歴史的かな遣いを採用されている
結社さんは︶︑年に一回なのですから︑疑問に思われたら辞書を脇に︑かな遣い

を正確にお書き下さるようお願い致します︒八福井隆秀Ｖ
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郵便振替で送金して下さい︒
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