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平成三年九月十三日︑あいにくの台風模様の天候ではあ

りましたが︑標記の大会が山形県新庄市︑新庄市民プラザ

で七十余名参加の下︑賑々しく開催されました︒

主催者の高橋新庄市長挨拶ののち︑募吟の表彰︑選者講

評︑会を終わってロビーにて一同記念撮影︒そして午後二

時過ぎより︑十二席に分かれて一階大ホールにて連句興行
となりました︒

夕刻には巻き終って︑一同バスにて秘湯肘折温泉にて懇

親会︑高らかに乾杯の音頭をあげました︒この温泉は出羽

の霊峰月山に囲まれた信仰の湯として栄えてきたところ

で︑山形が生んだ大歌人斎藤茂吉がこよなく愛した由緒あ

る温泉であり︑墨痕鮮やかな色紙が飾られています︒県下

には温泉がまだゴマンとあるので︑毎年趣向を変えてこれ

らの温泉群にご案内して下さるそうです︒

翌朝は広間にて︑こけし作り名人指導のもとに︑それぞ

れが童心に返って︑こけし人形の絵付を楽しみました︒

これ偏に︑市長始め市関係者︑それに地元の笹主幹を一

丸とする新庄北陽社の方々の︑連句を通して文化交流を図

られる熱意の賜物と︑感謝致す次第です︒
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﹁第三回全国連句新庄大会﹂開催さる

瀞騨醗瀞舜

会場1階大ホールでの連句興行傭鰍

﹁第六回国民文化祭ちば到

平成三年十一月二十三日︑Ｉ咲かせよう未来︑水と緑

とうたびとたちをテーマに第六回国民文化祭連句大会が︑

千葉幕張メッセ国際会議場で華々しく幕を開けました︒

内房外房の海に囲まれた同県とて︑マスコットマークも︑な

みちゃんの愛称の可愛いらしい波のシンボルで︑そんな歓迎

の旗や看板が至るところに並んでいる街々を︑前日バスッァ

ーの一行は︑成田山︑国立歴史博物館等へと史跡を巡り︑夕

刻よりはホテルグリーンタワーにて盛大なる前夜祭︒全国よ

り集まられた友人︑知己と愉しい交歓の一刻を持ちました︒

さて︑当日︒開会挨拶のあと︑東明雅先生の記念講演︑

表彰式と進み︑十一時より連句実作が開始されました︒た

い︑ひらめ︑かつお等海の幸を名づけられた四十九席︒三

百余名の連衆にさしもの大会場も埋めつくされて︑熱気が

溢れんばかりでした︒巻き終って一同︑戸外にて記念撮影︒

このあと全体会があって︑名残り惜しくも幕を閉じました︒

連句界のこの盛況を目のあたりにするにつけ︑計画に当ら

れた市当局︑並びに今泉準備委員長をはじめ︑運営に万全

を期せられた連句協会千葉県支部の皆様方に︑満腔の謝意
を表明するものです︒
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連句大会﹂ファンファーレ

全国より参加されたご連衆の皆さ/L

評論

連句の式目

乾裕幸

聞くところによると︑今年一月に行われた﹁連句実作シンポジウム﹂で︑第三の句留りについて侃誇の

議論が交わされたらしい︒とりわけ伝統的な﹁て﹂留りが議論の対象になったという︒

留り字のことが議論される前に︑連句の本来性に基く当句の機能や句ぶりのことが論じられなければな

らないのではないか︒わたくしは当座にいなかったので︑そのへんの消息は不明であるが︑原理的また歴
史的な観点から私見を述べてみようと思う︒

脇句は発句に寄り添うようにして付けられる︒八発句の言ひ残したる詞をもて歌の末をつぎたるやうに

するなりＶ︵﹃連歌教訓﹄︶というのが︑連句の本来性からくる脇句の最善のありようであった︒芭蕉も八発

句を受けてつりあひ専らに︑打添へて付くるよしＶ︵﹃三冊子﹄︶と説いている︒脇の句留りを体言止めに

する規則は︑歴史的には聯句の脚韻に由来するが︑機能的には発句と一体となって︑和歌一首のごときゞ
完結的な言語空間を生み出す仕掛けであったと考えられる︒

第三の句に要請される機能は︑従って当然︑発句・脇からの句境の転化であり︑四句目以下の平句の展
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開を呼び出すことである︒八大付にても転じて長高くすべしＶ︵﹃三冊子﹂︶という︒脇句によく付いてい

なくても︑平句をリードする句として長高くなければならないというのである︒それは発句に似てくるが︑
発句と異る重要な点は句留りにあると言えよう︒

そこで登場するのが﹁て﹂﹁にて﹂﹁らん﹂﹁に﹂﹁もなし﹂等の句留りである︒この内最もポピュラーな

のがご存知の﹁て﹂﹁にて﹂留りである︒なぜ﹁て﹂﹁にて﹂なのか︒これは前述した第三の機能と密接に

関連する︒﹁て﹂︵接続助詞︶︑﹁にて﹂︵同︑断定助動詞十接続助詞︑形容動詞活用語尾十接続助詞︶は︑文

を中止し︑暖昧に終止するはたらきがある︒従って﹁かな﹂留りの発句に﹁にて﹂留りの第三は嫌われる︒

﹁にて﹂には﹁かな﹂に通うところがあるからである︒とまれ︑﹁て﹂﹁にて﹂で句を終止することは︑第三

の職能に最も適っているということになる︒

し
かし
し︑
︑こ
ここ
こで
でぜ
ぜひ
ひ問
問菫
うておかなければならないのは︑何が何でも﹁て﹂留りなのか︑﹁にて﹂留りなの
しか
か︑ということであろう︒

保守的といわれる貞門俳譜の詩的達成を示す︑松永貞徳らの﹃紅梅千句﹂第三に︑

佐保姫のそだつや花の窓の内正章
ひなを愛する軒のうぐひす季吟
春のすゑ天下に名ある郭公長頭丸

という貞徳の韻字留りが見えるし︑談林の西鶴らには︑次のような﹁なり﹂﹁けり﹂留りまである︒

やあや声堂嶋とをせ月の弓旨恕

天満において鳴鹿の介貞因

−Q"

植木屋の下葉は萩の咲にけり西鶴書難波風﹄︶

大矢数春宵一日価四千西戎
飛鳥雲に入あひかぎり西鶴
桜さく山は天下の御関所也鶴友︵﹁大矢数﹄︶
カウツク

談林の放埒とばかりとは限らない︒芭蕉らの﹃俳譜七部集﹄からも︑次のような用例が見出される︒

霜月や鶴の才々ならびゐて荷今
冬の朝日のあはれなりけり芭蕉

樫檜山家の体を木の葉降重五言冬の日﹄︶

晴道や苗代時の角大師正秀
明れば霞む野鼠の顔珍碩
觜ぶとのわやくに鳴し春の空同二ひさご﹄︶
梅若菜まりこの宿のとろ塗汁芭蕉

かさあたらしき春の曙乙州
雲雀なく小田に土持比なれや珍碩︵﹃猿蓑﹄︶

こうした制外の句留りは︑﹃冬の日﹂の例のごとく発句が﹁て﹂留りであるなどの理由もさることながら

︵西鶴などはいろいろ理由づけをしているようであるが︶︑要するに第三の句が︑前述の職能をよく果たし
得ているか否かにかかっているであろう︒

第三の句末が︑是が非でも﹁て﹂である必要はない︒ただその句ぶりが︑ひとえに長高く平句の展開を
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リードし得ているか︑発発
片句 と競い合わない未完結性をもって四句目以下を導く職能につき得ているか否か
にかかっているであろう︒

こうしたことにつけても思われるのは︵いつも念頭を去らないのであるが︶現代連句の式目についてで

ある︒連句の制作が各地の各グループによって段賑をきわめているが︑定まった式目を持たない︒てんで

んばらばらの取り決めによって連句を巻いている︒式目を異にする限り︑他のグループと座を共有するこ

とは不可能である︒連句がさらに発展するためには︑座が閉鎖的であっては困るので︑共に服すべき一定
のルールの存在することが好ましい︒

中世の連歌界は︑﹁連歌新式追加並新式今案等﹂略して﹁連歌新式﹂という峻厳な式目をいとなみ出した︒

そこには句数・去嫌等の制約が︑具体的なことばに即して︑周密に記されている︒連歌の座はこれを遵守
することによって保たれたのであった︒

連歌師は会果てての座興として︑連歌によるこわばりを解きほぐそうと︑﹁俳譜之連歌﹂すなわち俳譜に

打ち興じた︒ほんらい俳譜専用の式目はない︒そこで仮りに借用したのが﹁連歌新式﹂に付録する﹁和漢

篇﹂に記された式目である︒﹁和漢篇﹂は和句と漢句とを交えた連句で︑式目は﹁連歌新式﹂を緩和したも

のである︒われわれにとって最も関心のもたれる去嫌についてみよう︒読みやすい利をとって︑﹁和漢篇﹂
に従って書き下ろされた松江重頼の﹃毛吹草﹄によって記すと︑
一︑連歌に面を嫌物大方七句去くし︒

一︑同季は連歌のごとく七句去也︒此外七句去の物は五句去也︒

一︑連歌のごとく五句可レ隔物之事神祇・釈教・述懐・恋・旅・同字︒
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一︑可レ隔二三句一物之事木と木之類・草と草・山類・水辺・居所・夜分・衣類・烏類・虫類・獣と獣・

同時分・国の名・名所と名所・風と風・雨と時雨・夕立之間︒
一︑可レ隔二二句一物之事連歌に三句嫌物之分也︵以下略︶

このように連式が幾分緩和されている︒

連歌の名門里村両家のうち南家では︑この﹁和漢篇﹂をそのまま俳式として採用した︒ところが北家で

は︑これを更に緩和して用いたのである︒北家出身の松永貞徳は︑十首の式目歌の中に︑

誹譜は式目ぞなき大方はわかんのごとく去きらふくし
わかんには季・恋・述懐・旅・同字連歌のごとくしかるべき哉
誹譜は右の五色をしなくて七句をば五句ごくは三句ぞ

と詠んで︑同季は五句去︑恋・述懐・旅・同時等は三句去りと説いている︒これは幽齋や紹巴などの故実

にならったものだというが︑﹁和漢篇﹂という鉄の法則に風穴をあけてしまった以上︑八俳譜は式目ぞなきＶ

同然になるのはあたりまえのことで︑去嫌・句数の制をめぐる詳論は絶え間がなかった︒

ところで﹁和漢篇﹂遵守派の里村南家出身の俳人松江重頼・斎藤徳元らと︑緩和派の北家出身の俳人松

永貞徳との間に︑︑確執抗争のあったことは周知の事実である︒式目の不統一が座の分裂を招来し︑閉鎖性
を助長することは︑この一事によっても明らかであろう︒

談林派の盟主西山宗因は︑里村南家の出身であるが︑俳譜を連歌の寓言・狂言と考え︑式目については

極めて自由な考えを有したらしい︒八俳譜のさし合は︑京・田舎︑更に定りたる事なく︑とりハーにみえ

たり︒たれも知たる事也︒連歌のさし合は︑いさ員かこれにかはりて︑古人の式目さだまれり︒あながち
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に吟味すべからずＶ︵﹃俳譜蒙求﹄︶︒こうした式目不吟味の姿勢が︑談林内部の確執抗争の一因となったこ
とはおよそ想像できる︒

元禄期︑芭蕉らの時代に入ると︑里村のいずれの家にも属さない野々口立圃の﹃はなひ草﹄の所説が︑

ほぼ規矩準縄となっているが︑芭蕉は﹃俳譜無言抄﹄の所説に信を置いていたらしい︒﹃三冊子﹄に八貞徳

の差合の書︑その外其書世に多し︒その事をとへば︑師︑信用しがたしと云り︒その中に俳無言といふ有︒

大様よるしＶと見える︒芭蕉自身は式目を定める意志を持たなかった︒門人から八差合の事もなくては調

へがたし︒師の門にその一書あれかしＶと乞われて︑八甚だつつしむ所なり︒法を置といふ事は重き所也

︵略︶法を出して私に是を守れとは恥かしき所也︒差合のことは時宜にもよるべし︒先づは大かたにして宜

しＶと答えている︒八先づは大かたにして宜しＶとは言っても︑放縦であってよいという意味ではない︒

古来﹁和漢篇﹂が規矩の根底にある︒﹃俳無言﹄という式目書も存在する︒その上での多少の自由は認めら

れてよいと言っているわけで︑時宜による︵臨機応変の︶措置が必要であるというのである︒

現代における連句の式目について考えるときにもこのことは心得ておかなければならないだろうが︑そ
れにはやはり根底となるべき規矩の存在が要請されるであろう︒

式目の統一に当たっては︑現代の連句が︑ほんらいのパロール性を喪失し︑純粋にエクリチュールの文

芸になっていることを考慮することが必要であろう︒昔風に言えば懐紙面を調えることである︒もしも将

来
連句
句協
協会
会↑あたりからそんな話が出て来たならば︑わたくしはぜひ︑少くとも次のことだけは考慮して
来︑連
ほしいと思う︒

同字・同季のように目に立つものは表をかえること︒神祇・釈教・恋・無常などは折をかえること．山
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類・水辺・降物・聲物などは時宜により五句〜七句去りとすること︒
近い将来︑﹁新式今案﹂の制定を期待するものである︒

︵関西大学教授︶

−14−

平
一言口

一覗

自他論への回想的反省

びるかも知れない﹂というのが私に教える動機であったよ

うである︒記録によると昭和三十一年五月九日に始めて六

月二十七日に満尾している︒そのころの私は週一回の通院

で︑診察のあと指導されるのが常であったから歌仙一巻に

八週間かかったことになる︒一寸恐縮だがその一巻をここ
に記す︒

歌仙北風の巻

担勿
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川の底北風の影さかのぼる

土恋し都塵に心あらくれて

美実

土屋実郎
このところ物忘れがひどくなったので︑机辺整理をして

友禅干せる枯草の上

灰替へし懐炉やうやく温み来て

いたら昔の連句ノートが出てきた︒そこには三十六年前に
巻いた私の最初の歌仙があった︒懐しさに読み返して見る

大新聞に載せられし日記

にき

となかなか面白い︒私が都心連句会に入会したのは昭和五

程よき雨に種草の茸

くさぐさ

猿どもが月採るほどの山に住み

ゥ芸術を自称のヌード肌寒く

腹こはしても生水が好き

ノノ

〃

、一一

十三年だから︑その二十二年も前のことである︒丁度その
頃肺葉切除の手術をうけ自宅療養中であった︒連句の手ほ
せんすい

どきをして下さったのは︑主治医であった浅羽菱水さんで

水原秋桜子と東大医学部の同窓であった︒住時︑医学部で

霊礫と日焼透けたる網糯絆

化粧道具の並ぶアパート

は内科専攻が一番人気があり︑成績がよくないと行けな

ﾉ）

自

〜−一彦

自場会場ノノ

ノノ

他

ある︒美水さんは伊豆の伊東で内科医院を開業して居り︑

かったというのがご自慢であった︒﹁このままでは連句は滅

郎水郎水郎水郎水郎水郎

一ワ﹄つし

乳牛十頭豚五十頭
しゆ

ナゥ本尊の弥陀仏へまづ冬瓜汁

質種置いて心冷まじ

好きなればこそ優れたれ学の道

日永こごみて雛の眉描き

花の雨灯の欲しげなる一と間なり

″

に記入すると右の様になり︑五ヶ所ほど打越に障るところ

んは自他場のことは何も言われなかったが︑それを句の下

先を越されましたね﹂と言われたことを想い出す︒美水さ

上五が﹁川底を﹂だった︒﹁私もこの景色を詠みたかったが︑

う︒勿論美水さんの手は大いに入っている︒例えば立句は

もの足らぬところはあるが︑なかなかよく巻けていると思

たこともあった︒それ故か︑今読み返して見ても︑恋句に

あった︒付け句は三句出しが原則であったが︑五六句出し

たいてい診察のあと︑三時間位応接間に籠っての対吟で

胴乱にある多摩の春泥

自

ノノ

場他会

いざょひを植林の衆と雑魚寝して
新酒の酔も満願の日ぞ
ゆきき

拘置所の塀高々と雁渡る
あした

朝の街の往来閑かに
四囲山の花の湿りを掌にのする
外国人と語る春宵
ナォ陶磁器の白きに佇てば冴え返り
ややあきらめし入試二日目
優勝のトロフィー並ぶ棚の上
はなし

はたでばっかり縁談すすめる
アルバムの母われよりも美しく
隣に負くる朝顔の伸び
水鳥の係となって宮仕へ

郎水郎水郎水

がある︒今ならいろいろ句案して回避するところだが︑こ

れはこれでそっとしておこう︒
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自半自他場自半場
〜一

〜一一＝

会場〃
半場他〃場自場ノノ

−−＝

夜鍋のままに凍る旋盤
づつ

警笛に続きし音は短銃か
議員をそしる街の録音
鱗雲動かぬままに茜して
居待の縁に碁石うちこむ

郎水郎水郎水郎水郎水郎水水郎水郎水郎水

見された︒無自覚で巻くとこの位は出るものかも知れない︒

に自他場をかき入れてみると︑各巻︑四五ヶ所の障りが発

このあと約一年で八巻ほど両吟をして頂いたが︑今これ

では︑Ａが約Ｆ急×邑画ぃＢが約刃﹄×己昌になる︒Ａ割るＢは

の二つを掛け合せた数になる︒これをＢとする︒私の計算

もよいからげ︑あとは一色だけ駄目な色があるから僻︑こ

Ａとする︒自他論に則った並べ方は︑立句と脇はどの色で

この両者が﹁場合の数︵昔は順列といった︶﹂でどの位ちが

無自覚の場合はどんな色が来てもよい並べ方に相当する︒

前︶の短冊と同じ色がこない様にする並べ方に相当する︒

いろある︒七名八体だけでも五十六通りの組み合せがある

の有無︑付様三態︵物・心・匂づけ︶︑七名︑八体等々いろ

自戒している所である︒付け句の分類には︑季の有無︑恋

てもまあいいかという様な傾向が出てきた様なので大いに

て︑その方さえ差合いがなければ︑句の不熟・不都合があっ

たが︑どうもこのごろ自他場にのみ先に眼がいってしまっ

味がよいので実作の場で大いに活用され︑私も利用して来

立花北枝という人は実に鋭い考察をする人だと思う︒切れ

他論の分別は非常に明解で切れ味がよい︒この考案をした

まあ︑そんなことはどうでもよいことなのだが︑この自

通り︑兆の十億倍あるということだから心配無用といえる︒

ときより二千分の一に減るということである︒それでも好

約二千である︒つまり自他論に従えば並べ方は全く自由の

ところでこの自他場のことであるが︑これは私が昭和五
十三年︑都心連句会に入ってから清水瓢左先生に徹底的に
鍛えられることになる︒始は何のことかさっぱり判らず︑
棒を飲み込んだような気がしたものである︒昭和五十四年

十月︑瓢左・杣平・龍肝・武五共編の﹃連句研究﹂が上梓
され︑その中の﹁打越の変化﹂︵瓢左担当︶を熟読しやっと
あしらい

納得がいった記憶がある︒作品中の各句を︑自・他・場・
自他半・会釈の五種に分類し︑打越と同じ種類にならない
ようにすればよいのだから︑実作に応用することは容易で
一価レプ︵︾○

うか歌仙を例に一寸調べてみよう︒打越との差し合い自由

訳で︑これらを一々念頭において付句を案じていては︑頭

このことは五種の色短冊を並べるとき︑打ち越し︵前の

なら︑色短冊の並べ方は五の三十六乗である︒許．これを
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がおかしくなって来よう︒理論が精密になってくると発想

ゥ獅網の沖へのびたる浮子の列

炬燵の上で賀状選り分く

お吉寺宝物館に客群れて

孫に祝はれ金婚の旅

あぱ

の自由︑飛躍がそがれるように思うのだがどうであろう︒
それで︑このごろ私の関与する作品に趣の乏しいものが
増えたように思えてならない︒途中空白があったものの連

昨夜のことは何喰はい顔

ハイレグの水着をかしくないかしら

ビールのジョッキ月光に濡れ
おじぎそう

含蓋草眠りは深く枯れしごと

人工呼吸命とりとめ

自他半場〃

場ノノ

句をはじめて三十六年︑少しは進歩があったのかと反省す
ることしきりである︒

一昨年愛媛県で国民文化祭のあった折︑前夜祭でたまた
しずまる

うちに意気投合して文音をやろうということになった︒右

診察は三分持ちが三時間
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ま﹁芭流朱﹂の河野玄麿さんと隣り合った︒話をしている

のような疑問があったので︑相当念入りに巻いたつもりだ

千里厭はず莫逆の友

自他会〃場

が︑これを次に掲げて諸賢の批判をお願する次第である︒

片寄りに花うかべたる心字池

描きし鼠に子猫身構へ

ナォひとこともなく麗かに侍れ合ひ

バストの谷間の蒻翠勾玉

とことはの世紀の恋に王位棄っ

あまりに高く飛びしイカロス
じんだがめ

沈香のかをりかすかな侘住ひ

椹駄瓶こそあらまほしけれ

麿郎麿郎麿郎麿郎麿郎麿郎麿

郎麿郎麿郎ノノ

玄麿さんは山口県小郡で僧職に携っている方である︒

歌仙一浄土の巻
雲海も一浄土なり秋流れ
小さき草にも宿る月影

玄実

ノノ

他場半〃場他〃会

ノノ

会場

蜂の子も蝮も山の馳走にて
おふくろの味慕ふ常連
学寮に残り卒論去年今年

郎麿郎麿郎

鰭酒も出て賑やかな唄ひ声
しまひ

無事故感謝の終金毘羅
聖戦と称し流浪の民生じ
死の商人よ呪はれてあれ
杉鉾にささりて沈む夜半の月
秋蠅窓に身動きもせぬ
十崎心ゆくまで灰押へ風炉名残

″

十六歩也﹂を念仏のように唱えながらやってはいるのだが︒

へば︑三句目は必ず変化するからである︒しかし此の附方

は真・行・草の三法で云ふならば真︵基本型︶であるから

行草体の誹譜には緩厳宜敷きに従ふくきで︑差合の句にて

も︑好句ならば差合の失は免れると︑其角が云ったことも

忘れてはならぬ︒また句の良否より附肌の良否が肝要とい

ふ論も幅を利かせてゐるが︑我々は句がよくなければいけ

ないと主張するものである︒︵中略︶発句は固より︑附句の
名吟一句が欲しい﹂

︵都心連句会︶
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会自他
ノノ
場

最後にあの自他場にやかましかった瓢左先生の一文を借
りて締括りとしよう︒︵﹁連句研究﹂四十五頁︶

q

特選米で焼きし煎餅
ぢ

爺つちやんの自慢正直自前の歯

…

﹁しかし此の自他伝に従ふ事は安全第一である︒これに従

!

麿〃郎麿郎麿
郎麿郎麿郎ノノ

ノノ
自
他ノノ
場自

柳生気取ってこなす薪割
花明りこのひとときを恵まれし
捨蚕そのまま四眠する朝

平成二年十月起首同三年四月満尾

文
音

こちらは自他場は相当吟味したつもりである︒﹁歌仙は三

へ

エッセー

スキなものは
スキだから遊び盛り

矢崎藍

Ｉ中日新聞での付け句遊びなど

※付けてみませんか？

ハスキノコトとは︑私のことでもあったのか︑チキショ・

去年からスキなものはスキと居直ったんですけれど︑予

期せず巻きこまれる感じがまだ続くのは︑この世に連句が

復活しつつある流れが確かにあるのかもしれません︒あ︑

沼じゃなく︑川なんだわ︑これ︒

去年から新聞の読者と付け句遊びが始まったのも同じく
意外な展開でした︒

投書欄の中の小さい囲みのコラム︒ふだんは堅いテーマ

のところで︑︑たった知字の短かさですから︑時事句を使っ

てシメたりするうち︑恋句を出して﹁付けてみませんか﹂

と誘ったら付け句がきて︑発表するたびに反応があり︑や

二年前︑連句からちょっと離れるよとメンバーにいいま
した︒念願のグループを作って遊ぶ態勢ができたのはいい

がて付け句募集の回ができてしまいました︒﹁僕は一生新聞

︵甘ずつぱいカクテルのんでやみつきに岡本道子︶

よく笑える句がきます︒

んです︒

うことを︑スキでスキでしょうがない人が︑やっぱりいる

ほかの文学には絶対にない︑誰かの句に句を付けるとい

やしそうに付け加えてくる投句もあります︒

に投稿なんかしない人間だと思っていたのに﹂なんて︑く

けれど︑時間とエネルギーをつかいすぎるんですもの︒
連句は私の人生では予定外︒第一︑増上寺の全国大会の
平均年齢から見ても︑私はまだ十年か二十年後でいいみた

いだしＩと︒それが何の因果かその直後から︑みるみる
落ちた連句沼です︒

誰かと逢って︑誰かと逢って︑誰かとまた逢っていくう
ちズブズブと︒いえ︑実は受け身でもなく︑そのときほか
の人もひきずりこむから逃げられなくなる︒イャョイャョ
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という前句に︑

ニタリと笑う妻に怯えぬ︵大府市︶森岡しげる
文化部の担当者が﹁この句僕コワイコワイ﹂と大笑い︒
次の投句もおかしかったです︒

︵しなやかに草木のように抱かれて松村あや︶
鏡に見ればトドの妻なり︵豊明市︶荒川道子
そう︑女ってトドだろうがドライフラワーだろうが︑
その時はいつも草木のようにしなやかなツモリ・男たちよ︑
知りたもうや︒

こんな句を発表して読者といっしょにクスクス笑うんで
すけど︑なんだか笑わせてもらいたがってる世の中だなあ

んなどこか本能で知っていて︑求めている今ではないで
しょうか︒

＊笑っても優しい付け仲間

付け句葉書には﹁これまで読者として楽しんできました

が︑今回は仲間にいれてください﹂という前置きがよくあ
ります︒

俳壇や歌壇などのように先生対読者の関係だけではなく

仲間意識があるのは︑やはり付け句だからでしょうね︒

﹁高校時代にリクエスト葉書を書いたのを思い出しなが

ら﹂と書いてきたのは赤ちゃんのいる若いお母さんです︒

仲間だから投句も優しい︒たとえばさっきのトドの同想

句はこないんです︒どれも前句を温かく受けとめてくれて

句があっても︑﹁ブタ！﹂のような︑傷つけるような表現の

そういえば︑テレビの単純なギャグに若者がとびついて

います︒テレビでよくあるイジメまがいの笑いとはまった

という感触です︒

いますね︒可哀そうに彼らはわが日本文学の伝統が残した

それにしても︑はじめ７．７句をお願いと書いても︑７．

く違います︒

育ってるんです︒国語教育は評価のためにボキャブラリー

５句がよくまじりました︒上下あわせた短歌だと思いこん

シャレというレトリック文化からも離れた暮らしの中に

をへらし︑なぜか作文は私小説的シリアスで︑本当に思っ

でいる方もいて︑ようやくわかっていただいたかなという

ところで７．７に５．７．５の付けを募集したのが六回目︒

たこと感じたことと称することばかり書かせてきました︒
でも︑言葉って実は楽しいものなんだということを︑み
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もともと普通のコラムの間に月一回ペースでの募集発表
ですから︑半年がかりでした︒

ようやく八回めのこの五月はこんなふう︒

﹁付けてみませんか？﹂

俳人の中に︑連句をすると俳句が下手になるという

のように場所や季節を付けてもいいですね︒

︵いい人さがす女熟れごろ︶

流し目に男七匹つかまって藍

案外︑人迷惑かも︒どうぞご想像をたくましく・五

月一日までに文化部まで︒

ここで応募がはじめて百通をこえました︒ひとりで数句

︵中日新聞辛口診断９２．４．２４︶

くでしょうね︒江戸時代には連句︵俳譜の連歌︶をし

書いてくる人が多いので︑句の数はずいぶんです︒翌週は

考え方があるとか︒芭蕉さんや蕪村さんがきいたら驚

ない俳人なんてありえなかったのですから︒でも︑今

普通のコラムを書いて︑翌々週に発表しました︒

説と五十代説︒四十代がないのは忙しすぎるからです

長生きしまショーねっ・投句で多かったのは三十代

夫逝きて迎えし古稀の解放感︵長野県︶万年童子

つま

この熟れごろ女は若い︒でも七十説もあり︒

新郎の友は指輪を目印に︵名古屋市︶有我多加

︵いい人さがす女熟れごろ︶

女の熟れごろって何歳でしょう︒

﹁付け句ありがとう﹂

年は若手俳人による連句シンポジウムまで行われまし
た︒

個を追究して行きづまった現代俳句が︑句を付ける
という試みに帰ってきたのでは？
そんな世の中の片隅で︑私もささやかに付け句を募
集︒

︵いい人さがす女熟れごろ︶浅野全子
この句に５．７．５を付けてください︒
︵いい人さがす女熟れごろ︶

空映すガラスのビルに春は暮れ藍
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か？ともあれ熟れた女の魅力はセンスとお色気︒つ
ぎステキでしよ︒
︵いい人さがす女熟れごろ︶

傾けたワイングラスのセピア色︵松本市︶上条千史
残雪の野天湯けむりひそやかに︵可児市︶井川利男
そんな妻がこのごろまぶしくなるばかり︒
自立して不倫浮気と言わせない︵名古屋市︶伊藤幹彦
男が負けそう︒いや︑負ける！

今回は男性ががんばりました︒いつも投句の男女比率は

４．６ですが︑投稿の常識からいえば男性が多いそうです︒

会社員と書いたはがきがかなりあり︑年齢もはばがありそ

う︒つぎは残念ながら掲載しなかった句︒

流し目に目を伏せ通る意気地なし小川勇
葉桜になってプライド捨てられず和子

この葉桜パターンは六十代とおぽしき女性群から多く︑

載せてあげるべきでしたね︒ただ︑基本としてはコラムな

ので︑そのストーリーの都合もあるわけです︒

そうそう︑入選のワイングラスのセピア色の作者は十七

歳なんですよ︒やはり十七歳の後藤由紀恵さん︵先回も入

選しているので今回遠慮︶からはこんなお便りもきていま
す︒

﹁︵いい人さがす女熟れごろ︶

十七の私の前で泣く姉は

付け句は人それぞれでいろいろな句ができておもしろい

ですね︒でも︑今回は難しくて強引に姉を作ってしまいま

した︒私は弟がいるので本当なら自分が姉なのです﹂

し

そこらじゅう売れ残っているわら男
︵名古屋市︶川口順啓

でも女心は見かけによらず気弱だったり︒
ぶりっ子にもキャリアウーマンにも疲れ
︵多治見市︶岡本博

いい人見つかるかな︒ダメかなあ︒五月の空を見上
げてるつぎの句も味わってください︒
︵いい人さがす女熟れごろ︶
へ

矢車のかんらかんらと窓の上に︵？︶染太
︵同５．１２︶

句を作ることで自然に虚の世界にふみこんでしまったん
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ですね︒

文学づくＩ憎たらしい言い方でしよ︒ええ︑私はいわ

ゆるブンガクをちょっと警戒しています︒連句が百年前に
文学性を否定されたのが︑

短い欄なので︑私からはほんの少しずつしか情報を送れ
ませんが︑読者のほうはこうしてそれぞれ工夫しています︒

狗 剥 劃 網 冒 幻 司 凶 矧 例 刑 劉 囿 だ と 考 允 劉 洞 到 切 ですむ

サシだけで︑よしあしを論じられてがっかりすることがあ

連句作品でさえ︑現代俳句や現代詩における詩情のモノ

主流であることは変わりません︒

連句が復興した現代も︑同じ文学モノサシが︑世の中の

評判図型割引制剴到りの定義のモノ

頭の体操︑想像力の開発と銘うち︑一人で色々な付け方を
説明した手紙も︑必ず数通はあるのです︒
最初のころの投句はくタ付けが圧倒的でしたが︑このご
ろはずいぶん離れたのもきます︒

作るうち︑ほかの人の句を読むうちに成長してきている

ります︒

いですね︒私も支流のちょろちょろ小川で遊びましょう︒

ように思えます︒

ただただおもしろい遊びにのってくれているこの仲間た

遊び盛りの私は︑かけあい連歌も好きだし︑談林俳譜も好

ともあれ今年の連句川︑ますます大きい流れになるとい

ちは︑常連が一割くらい︒ほとんどはたまたまその時の前

きなんですよ︒なぞなぞ遊びも︑泥んこ遊びも︑男遊びも

＊＊

句に付け句がひらめいたらしいはじめて投句です︒これか

Ｉアハハ最後だけウソ︒

︵ころも連句会︶

らどうなるのか︑とりあえずコラム任期を延長というとこ
ろ︒付け句にはこんな場が合っていそうですよね︒俳壇︑
歌壇︑柳壇などは︑読む人が︑作る人や文芸に関心のある
人に限られていますが︑連句をふくめ付け句文芸では作者
と鑑賞者が分離しないほうがいいですから︒文学づいて気
取りたくもないですし︒
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第十回連句協会賞発表

難解句について

選考委員長阿片瓢郎
外国語の多用が増えて一歌仙にどの位迄が許されるか
は︑式目にも記載がないが︑筆者は多くとも六︑七句を限
度と考えている︒又難解句は連句が俳壇以外の人にも普及
して来た故か︑外国の詩人︑画家︑音楽家︑小説家を想わ
せる片言隻句が付句に利用され︑難解句が増えたように想
われる︒

昔は適当に時事が暗喰され︑季句が季題感に溢れ︑式目
を踏み外さないであることを︑選考の基準としたが︑今は
先ず句を理解してから︑付味なり︑変化の具合を調べるの
である︒七部集にも脚注を読んでも判然としない句が初期
には多いが︑後年の作品には面白くて︑日常茶飯事の中に
楽んでいる句が見える︒

予選委員の審査した作品を丹念に読んで︑筆者の感想と

別に︑今回の結果を見直して連句歴が十年︑二十年を経な

い作品ながら︑郡山の﹁大年﹂豊田の﹁花三千﹂新庄の﹁桔

梗咲く﹂馬山人記念会の﹁訪ね来し﹂等︑四篇中三篇が新

顔であるのを佳作に選んだ経緯に︑筆者も心から同感し喝

采します︒そして︑佳い付味の句を書いて見ました︒

○念願の古典漸く読み了へて暗

うろこの落ちし一筋の道きよの

○あけがたの夢いちめんの嬰粟のなか聖子

月うっすらと鮭いるの雲藍

○方言を丸出しにしてバスを待つ宝章

捨て駒をして変る局面一橋

○蝉時雨翁は熟睡より覚めて蓼艸
パイプの烟ゆるやかに吐く照代

歌仙の外に半歌仙︑胡蝶︑居待︑出花︑二十韻︑其他の

形式の作品が増え︑選賞の対象外に置かれた感じがする︒

予選の対象にのった作品も少い︒来年からはこれらの問題

を含め︑全般的に選賞方法を検討したら如何なものであろ
うか︒
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全体に弱い恋の句・レベルは向上

オーロラの夢Ｖと︑付味よし︒ナオの恋は八五月雨は佗し

と膝に猫を抱きＶ八引き寄せられしうすぎぬの肌Ｖ八停年

の男にもある更年期Ｖと夏の季語をたくみに活用しての変

●■●

化︒惜しむらくは匂いの花に八花の香の盛を今に旧城祉Ｖ

し挙句が八青き踏む丘Ｖと同じ場で差合いくさかった︒一

選考委員宇咲冬男
予選委員の仕事は大変な作業である︒予選通過作品以外

直は大切︒斎藤孤柳捌は﹁桔梗咲く﹄の方が入選となった

と打出しに八花の香Ｖを用いたのは不注意で︑旧城吐に対

にも︑小谷参木捌・歌仙﹁短日﹂とか︑橋間石捌・歌仙﹁梅

た︒一句一句のフレーズもよいし︑流れによどみがない・

が︑私は﹁山々に﹂の方を推した︒﹃桔梗咲く﹄は三本の月

水捌・﹃芝桜﹂︑斎藤孤柳捌・﹁山々に﹄︑真鍋天魚捌・胡蝶

月︑花にもそれなりの工夫のあとがみられた︒入選作の中

雨の木々﹂とか︑土屋実郎捌・歌仙﹃万両﹄とか︑西村義

﹁眩量﹂︑佐藤淳捌．﹃大年﹂の六篇を候補作品として推した︒

では一番よいと思われる︒優秀にはならなかったが最多得

が投げ込みの月であるうえ︑変化にとぼしかった︒他の選

なかで﹁大年﹄は地方にあって︑こつこつと地道に創作

点の矢崎藍捌の﹃花三千﹂は︑捌が月と花の座を占めたの

子捌・歌仙﹁ひさびさに﹄など目に止まったが︑最終選考

に励んでいる成果が伝わってきた︒歌仙の月の座三本に苦

と︑前句に夏の句があるのに三本目の月を引上げたのが不

者は大勢の連衆をまとめたのを手柄とした︒付合︑流れは

心の変化があり︑花も︑枝折の花は︑八花の門Ｖと︑これ

明︒短句にして変化を考えたのだろうが︑季移りまでする

では予選通過作品に入念に目を通し得点の多かった作品を

も月並みでなかった︒特に︑今回もそうなのだが︑全体的

ことはなかった︒才能ある人だから点を辛くして︑来年度

悪くない．樺晴捌の﹃訪ね来し﹄は︑なかなかの出来であっ

に恋の句が弱いのに︑この﹁大年﹂は八役者気取りの腕白

に期待する︒協会賞制度は是非続けるべきである︒

中心に︑都心の﹁秋扇﹄︑井手樺晴捌．﹃訪ね来し﹄︑伴野渓

の声Ｖ八移り香を内ふところに忍ばせてＶ八覚めて傍し
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審査寸感
選考委員大林杣平
連句作品の優劣を判ずるには全体の変容と流れ︑序破急︑

花︑月︑恋など観点はいろいろあるが︑ここでは花の句に

案ずるチャンスも出てきて︑実作にいっそうの興味が深

まってくる︒正花のことは︑年鑑昨年版で述べたから省略
する︒

世間一般に﹁花をもたせる⁝⁝⁝﹄と云われるように︑

花の句は一座の宗匠格や客賓長老が吟ずる通例に則り捌き

手がこれに当っている︒しかし︑ここで一考すべき連句は

衆の然るべき人が分ち吟ずることが望ましい︒にも拘らず

共同の作品であるから︑花︑月︑発句などの役の句は︑連

これが行われていない例も見当り目障りに感じ︑これなど

ついて述べよう︒

自然の美しいものの代表として花を賞ずる句を重点軸と

も捌き手のちょっとした配慮が望ましかった︒

している︒歌仙の二花を前後両段に分ち︑内容の変化︑序

破急を考慮すべきは当然であるが︑句を案ずるに夢中に
なってとかくこのことを忘れ勝ちになりその儘の作品も少
ノ︑挿甦かつ弗恰

また人生あるいは人間性において優れているものを賞美
する意義をも扱うために︑﹁正花﹂のことが式目に定められ
ている︒けれども正花をとりいれた作品が見当らず型嵌り
でさびしかった︒正花を活用すれば巻の体容も変り︑その
座の連衆はもちろん読者にも異様感と面白さを与えるから
試みられることを提唱したい︒これがきっかけで季移りを
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選考雑感
ｌ連句実作に対する貢献１

選考委員今泉宇涯

思う︒協会賞をやめたら︑という意見をチラと耳にしたが

これには賛成しかねます︒色々困難はあろうが︑協会賞乃

至佳作賞の発表により︑全国的に増加しつつある︑連句実

作者︑また連句愛好者たちに連句実作に対する指標を与え

る点において大きな貢献をなしているからである︒

十三巻を選んだ︒その中︑全体の流れ︑一句一句のリズム︑

さて筆者は予選通過作品四十数巻の中から︑⑧八巻⑧二

選依頼者二二名のうち回答者一二人︒その回答率五四％︑

新鮮さ︑勿論式目性をも重点として﹁芝桜﹂﹁花三千﹂﹁訪

﹁連句協会賞﹂予選結果に関する総務部発表によると︑予

最優秀作◎を付けた者の大多数は︑選自体及び最優秀作一

ね来し﹂﹁宇宙カヘル﹂﹁柊挿す﹂五篇を推した．

﹁芝桜﹂︑伴野渓水︑二三一頁︒オーソドックスにして一

篇の選出の困難を訴えた︒最優秀作◎で重複した作品は無
かった︒最優秀作◎と佳作一名が重複したもの三点︒重複

定座夫々変化ありて可︒付味佳き句ウ４︑ナオ２︑ナウ２︒

句一句もリズム佳く而も新鮮︒表六句貫禄充分︒月・花の

筆者はご苦労なされた予選選者の選を経たもの四十数巻

更に恋と恋離れナオ７〜９可︒全体の流れもよく程々の起

しない最優秀作◎六点︑その他の考按等々が発表された︒

について通読一回︑精読二回宛実践したのみですら難儀と

﹁花三千﹂矢崎藍捌︑二七頁︒多くの連衆の呼吸よく合

伏もあってさすがベテランの作を思わせるに充分︒

れた予選選者のご労作の至難を充分実感したことを先ず報

い︑連句を楽しんでいる様が分る︒一句一句仲々新鮮で連

感じたことにより︑年鑑発表作品一八七篇全作品を選考さ

告する次第︒十年経過しているので︑選考方法ｌ予選々者︑

句の未来型といえよう︒但し︑ナオだけで六つの片カナは

オ２︐４︑ウ４︐８︑ｎ．ナオ２︐６︑ナウ３︑ｕ等々︒

やや多すぎはしないか︒一句立として佳いものを挙げれば︑

本選者含めて検討すべきであるという意見には賛成︒予選︑

本選共︑時間的余裕をもって出来る様にしたらば？また
予選者を信用して分割審査するのも一法ではないか︑とも

28−

﹁訪ね来し﹂井手樺晴捌︑一六四頁︒表六句は荘重にして
重みあり︒ウ︑ナオに来て変化に富み新鮮な付多し︒ウｕ
の月花の句よかった︒但しナウー︑２︑リフレーン続き同

L

調は気にかかる︒一献傾けながら一夜で巻いた気息が感ぜ
られる︒

？︑少
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選考雑感

日開かれた理事会の﹁連句協会賞﹄の選考方法について︵意

見︶︑①の４項﹃本選委員も文書による選考理由を付せ﹄︵責

任性︶⁝：．と言う要望のあったのを重視し︑その条項に忠

実に応えて︑出来るだけ詳細に選考理由を文書にして︑選

当日一時間早く会場に到着︑先議される事項があり結果

選考委員國島十雨
予選者十四名より寄せられた作品は六十九篇︑最優秀作

は︑其の日選考する事が出来ず︑次回決定となったのであ

考会に臨んだのである︒

には◎を付けるようにの依頼が出されて︑◎︑二重丸を付

る︒私の選考文書は理事長に預けて帰岐した︒

﹁花三千﹄は︑◎印に入ってない作品であるが︑佳作に入っ

堵した︒選外に落ちた二篇についても理由を述べたい︒

ある範囲の中に︑前記佳作四篇が全部顔を揃えていて︑安

ル内︑國際外国語学院に於て行われた︒文書にて提出して

第二回選考会は五月十三日十六時より︑東神田︑大橋ビ

けられたのが九篇あった︒優秀作品の選出をしなかった人
が五名あった︒結果は六十九篇全てを予選通過として郵送
されて来た︒

予選作品の中より︑五月二日及び五月十三日の二日にわ
たり最終選考が行われ︑結果は︑
﹃大年﹂︑﹃花三千﹂︑﹃桔梗咲く﹂︑﹃訪ね来し﹂の四篇が佳

発句︑空蕩々白木蓮の花三千︑早春の花︑白木蓮は眩しい

た︒私はこの作品が協会賞に入ってもよいと考えていた︒

私は︑私の責任として五月二日に選考決定されるものと

ばかりだ︒脇は猫に東風の匂ひをかがせた︒表六句新鮮で

作として決定され︑連句協会賞は今年は見送りと決った︒

して︑文書に明細なる理由と︑四百字詰二十行の原稿用紙

単車轟音ひとしきり︒私は若い頃インデアンやハレーにサ

ある︒ウの恋︑間歌泉のごとき恋情︑続いて︑ぶつとばせノ．

四月二十六日に予選の書類が配達され︑会議までには中︑

イドカーを付けて走り回った経験があり︑青春性に一本と

に直すならば二十枚程に詳記︑会議に臨んだのである︒

四︑五日しかなく︑もう少し時間が欲しかった︒三月十四
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』

んの嬰粟のなか︒月が鮭色をしている︑と︒ナウには︑地

の場となっては純愛は国境線を越え︒あけがたの夢いちめ

られた︒ナオ︑ブランドのス −−カー履き遍路づれに︑恋

ウの恋︑移り香を内ふところに⁝覚めて懐しオーロラの夢

のように︑一筋の道につながっているのだ︒表は風格あり︑

み了へて︑４はうろこの落ちし一筋の道︑私達もこの付け

転じてゆくのである︒ここで一寸力が抜けたが︑ナオの恋

続く雑︑報道は日毎に怪奇世紀末︑幾星霜を深海の亀⁝と

﹁桔梗咲く﹂︑発句は湿原の歩み板︑板は八シ橋に渡して

で︑男にもある更年期︑つづく昔貴族の御曹司とか︑この

球温暖化の時宜も出てくる︒式目に忠実である︒

あるかも︒脇に︑月を昇らせた︒ウの雑に︑方言丸出しの

あたりは遊ばせて呉れた︒後半が少し物足らなかった感じ

佳作を逸したが﹁迎へ盆﹂表六句味あり︒ウの恋︑少年

バス︑冬の月のあとに︑シュプール画くヤッケ美し︑とみ

として坐っている︒揚げ句︑水温みて．⁝：と発句に戻って

の恥しがるを可愛がり︑続いて︑小さな声で僕ははじめて︑

である︒

行かせる︒派手な歌仙ではないが︑大きな破れもなく︑纒っ

５︑紺碧の空かき廻す田代掻き︑代田掻きが日本語だ︒７︑

ちのくのスポーツを︑ナウに︑念願叶うドイツ統合も時宜

ていた︒

モスレムの烏は悲しや黒き海︑飛んで火に入る日本宰相︑

Ｉの時宜は場として少し早い様だが︑現代を詠んでいる︒

﹁訪ね来し﹂︑表六句︑魅力あり︒ウ︑恋︑母娘小町の据
腰に︑昇殿は悌付けか︒続いて︑くノー翔んで匂ひ立つ闇︒

破ｌ急にかけて山がなかった．

である︒︵原稿到着順︶

る︶脇として甦りくる野遊びはよい︒３︐５は天相の打越

﹁巫女埴輪﹂亀鳴くや乳房なくせし巫女埴輪︵心象的であ

くの一は女忍者だね︒続くのは︑隠国に雪積む音を厨より︒
この同は外圃である︒それから銀座へ転じてゆくのだ︒ナ
オ鞍鰊鍋社長交代っつがなく︑バブル崩壊も手伝ってか︑
真偽問われての退陣もあり︑一巻序破急よるし︒
﹁大年﹂︑発句︑大年の人の歩みや摩天楼︒脇︑潮の如き
短日の駅︑いい脇だ︒第三が嬉しいね︒念願の古典漸く読
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第十回連句協会賞佳作
人郡山・郡山連句会ｖ

歌仙﹁大年﹄

潮の如き短日の駅

佐藤

淳捌

佐藤淳
大和田悠紀
依田きよの

中西瞭

紀

大槻芳野
大原紗都
佐藤春

易占ひの客を待つ影

ナォタ霞梵鐘時を知らす頃

五月雨は佗しと膝に猫を抱き
引き寄せられしうすぎぬの肌

昔貴族の御曹司とか

停年の男にもある更年期

知名度を楯に選挙の表裏
差す大盃に映る地獄図

頼母しき輸送機無事に帰り来て

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
土地測量に目印の杭

ナゥ蔦紅葉裏街道の道祖神

ピーヒャラピーヒャラ流行の曲

作業衣の坊ちやん学士現はれて

花の香の盛を今に旧城杜
球児見送る青き踏む丘

拝鰄一垂畦朋に計肥霊︵於・佐藤淳宅︶
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大年の人の歩みや摩天楼
念願の古典漸く読み了へて
うろこの落ちし一筋の道

鶴来る里にちぎり絵の展

篁のざわめく奥に月の影

役者気取りの腕白の声

ゥ爽やかに友禅干され艶の良き

の

覚めて傍しオーロラの夢

移り香を内ふところに忍ばせて

瞭
都

幾星霜を深海の亀

瞭

の

淳
春
紀
都

野

報道は日毎に怪奇世紀末

暮らし変らぬ焼芋の笛

寒月の下にテレビの録画撮り
先生と云はれ胸張る金バッジ

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

第十回連句協会賞佳作
ハ豊田・ころも連句会ｖ

歌仙尋化三千﹄
矢崎藍捌
八木聖子

後藤志津枝

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

月山圭宣

慶

聖

好

三岡鎖次
加藤治子
小園好
由川慶子

潮干狩あどけなき声はりあげて

珍案ならぶ村のイベント

望の月手づくりだんご召されませ

越前の旅出会ひゃさしき

こほろぎのふとやみしぬれ縁
秋澄んで家紋くっきり長暖簾

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／・単車驫音ひとしきり

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

一宣

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

ナォブランドのスニーカー履き遍路づれ正

さらさらさらと雪はみぞれに矢崎藍

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

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嬰粟のなか聖

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

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

︵於・豊田市棒の手会館︶

平成二年三月二十日首尾

−33−

第十回連句協会賞佳作
八新庄・新庄北陽社ｖ

新庄市芸術祭参加

歌仙﹃桔梗咲く﹄
斎藤孤柳捌

展望台に人の群がる早坂和風

桔梗咲く湿原よぎる歩み板斎藤孤柳
待つ甲斐ありて昇る名月武田富水
庭石に転る露の煙めきて村松松風
蛇皮を脱いでもとぐろ巻いて居り伊藤香月

西瓜たたいて確かめる味浅沼葛子
ゥ消費税一円玉の返り咲き斎藤一葉

そろそろ売れる︾団子こんにゃく荒木清玉

ナォ大仏は霞の中におわします井上玲虹

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

念願叶うドイッ統合葉

ナゥ最果の地に紅葉の燃ゆるなり玉

春めく風に旅は晴れゆく竿

宝くじなけなしはたき夢を買い橋

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

アイシャドーぬり若つくりする金沢苫舟
プロポーズ受けてときめき弾む胸坂本露香

柏子木鳴りて降りる椴帳三上渓人

捨て駒をして変る局面八戸一橋

方言を丸出しにしてバスを待つ荒木宝章
吹きやんだ雲の切れ間の冬の月高山桃里
シュプール画くヤッケ美くし阿部一笠

名人芸は親子代々姉崎明峰

優勝の祝に唄う黒田節伊藤緑雨

噂り高き奥の細道岸春生

記念樹の花の盛りのクラス会浅野目弄風
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第十回連句協会賞佳作
八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会ｖ

歌仙﹃訪ね来し﹄

ナォ鼻欠けの祖母の雛もちんまりと代
ウェッジウッド熱きモカジャワ朱

真偽間はれし雪舟の軸良

烏籠の鷆鵡とショパン夜想曲代

鞍鱸鍋社長交代っ全がなく麻
貰った口紅を使ひそびれると

金色の爪ジョーカーをひっかいて艸

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海

花の宴盃は清水大ぶりな晴

蜥蜴ちょろちょろ出ては隠れる麻

寝て一畳起きて半畳路難し代

官官に咄の落ちて男の輪麻
女系家族の夜が始まる海
月天心風も凪ぎたる小藪畑と
とろ塗を畷る納所幾人朱
わが貌映す槍投げの槍艸

さゆるぎもせず立つ恐妻碑代

井手樺晴捌

ナゥ秋出水川立ち川に食はれけり晴

改札口に案山子佇む小林しげと

訪ね来しこ皇滝ばかり岩ばかり乾夢望
破れし築地にあぢさゐの毬浜本青海
蝉時雨翁は熟睡より覚めて川野蓼艸
パイプの烟ゆるやかに吐く若松照代
日々伸びる超高層の月凌ぎ内田麻子
雁渡り戌亥に下ろすランセット久木田朱美子

母娘小町と云はれ据腰井手樺晴

昇殿はあげまんゆゑと自他共に石飛千可良

くノー翔んで匂ひ立つ闇朱

隠国に雪積む音を厩より艸

在庫管理はできぬ耀市朱

滑を投げ込む土間のへっついと
なにがしの像も古りたり海冑く海

焼き立てのパン並ぶ行列麻

水打って銀座忽ち蘇へり艸

説教を聴く春雨の弥撒と

有明に白雲去来花閖か海
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第十回連句協会賞選考経緯
連句協会賞事務担当
◆予選は協会常任理事・理事計二十二名に対して平成三年
版﹃連句年鑑﹄所収一八七篇を対象に︑その中から五篇
︵最も良いと思う作品一篇に◎印を付す︶の選考を依頼し
て︑選者十四名の回答を得た︒その結果が次表である︒
寄せられた六十九篇全てを予選通過とした︒
◆予選結果の中より平成四年五月二日及び同十三日の二日
にわたり︑最終選考が行われ︑﹁大年﹂﹁花三千﹂﹁桔梗咲

く﹂﹁訪ね来し﹂の四篇が︑佳作として決定した︒連句協
会賞は︑今年は見送られた︒
◆予選委員からは︑傾聴すべき意見を頂いた︒その中より
選賞そのもの及び選考の基準等に関するものにつき︑二︑
三要約して記すと︑左の通りである︒

Ｈ十年を経過しているので︑選賞のあり方を再検討すべ
き時期に来ている︒

口連句作品の優劣選考は困難を極めるので一篇を選賞す

るのは如何であろうか︒

日年鑑所収全てを選賞選考対象とするのでなく︑対象応

募作品は区別限定してはどうか︒

その他諸々の意見︑感想を含め慎重真筆に吟味し︑今後

議論を高めて︑取り入れるべきは取り入れて︑行くことが

確認された︒︵中尾青宵︶
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平成三年の連句界

東明雅

②九月十三日第三回全国連句新庄大会が︑新庄市教育

委員会・北陽社の主催で︑同市市民プラザにおいて開催さ

れた︒参加者七十余名︑十二席︒

③十一月二十三日第六回国民文化祭ちば虹連句大会

は︑千葉市幕張メッセで開催︒全国からの募吟八百五十一

巻︑参加者三百余名︑四十九席の盛会であった︒
側その他

グランドパレスで開催された︒八十余名参集︒パネラー・

③一月十五日現代連句シンポジウムが飯田橋のホテル

前年に劣らぬ盛り上がりを見せた︒この国民文化祭を通じ

ゲストと聴衆の間に熱心な討論が行なわれた︒なお︑この

この年︑第六回国民文化祭ちば虹連句大会が開催され︑

て︑連句が今まで不毛であった地方にまで広まって行く︒

第二回は七月二十七日・二十八日両日︑君津市の山荘で行

幡大乗寺で挙行された︒

④七月二十一日第五回連句フェスタ宗祇水が︑郡上八

の講演と︑フランクフルトでは実作もあった︒

ジウム﹂が︑ケルンとフランクフルトで開催︒宇咲冬男氏

＠六月二十二日・二十四日︑﹁日独俳句・連句交流シンポ

深川の芭蕉記念館で挙行され︑多数の参加者があった︒

⑥五月二十三日故清水瓢左翁追悼の第三回青時雨忌が

なわれた︒

その外︑各種の行事や出版物も︑前年に続き賑やかであっ
た︒考えてみればこの年は子規の俳譜革新からちょうど百
年目にあたり︑彼によって一旦は潰滅された俳詣︵連句︶
が︑百年にして漸くその呪縛から解き放された感のする充
実した年であった︒

｜︑行事
①六月十五日連句協会第十回全国大会が芝の増上寺会
館で開催された︒百二十余名参加︑二十五席︒
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︑十月二十七日第十九回俳譜時雨忌が飯田橋の家の光
会館で開催された︒五席︒

を示唆するものでもあるので︑敢てここに掲げた︒入門書

としては暉峻康隆・宇咲冬男共著の﹁連句のすすめ﹂︵四月

二十日刊︑桐原書店︶がある︒両者の文音歌仙五巻の外︑

貫井爽水著﹁句集爽水﹂︵六月八日刊︑卯辰山文庫︶︑くの

薫著﹁１９９０年の獅子料理﹂︵六月六日刊︑俳譜寺芭蕉舎︶︑

﹁房連庵の連句﹂︵三月十六日刊︑むなぐるま草紙社︶︑窪田

店︶︑猫蓑会編﹁猫蓑作品集Ｉ﹂︵三月吉日刊︶︑内田麻子著

①作品集東明雅著﹁新炭俵﹂︵二月二十五日刊︑角川書

を期待する︒岡本春人﹁俳譜接心﹂は実に五百二十五号︑

片瓢郎氏の努力に敬意を表し︑尚︑今後一層の発展・充実

十二月号をもって百号に達した︒創刊から十数年に及ぶ阿

④主要連句グループ発行誌連句研究会﹁連句研究﹂は

十日刊︒会報は隔月配布され︑連句界の行事︑作品を報道︒

③連句年鑑・連句協会会報年鑑の平成三年版は九月二

テレビ放映の三吟歌仙を解説している︒

いち連句会第七集﹁六歌仙花のさきがけ﹂︵八月一日刊︑く

東明雅﹁季刊連句﹂は三十五号である︒大林杣平﹁都心連

二︑出版物

のいち連句会︶︑小松崎爽胄著﹁爽青連句集﹂︵十月三十日

句﹂︑柴崎正寿郎﹁句と連句﹂も健在︑真鍋呉夫﹁水分﹂は

ＩＩＩ８０Ｉ０Ｊ００ＩＩⅡ１１

刊︑永田書房︶など︑前年にくらべて︑その数はややすく

ＩＩＪＩ０ＩＩ

八月第二号を出した︒橋間石﹁白燕﹂︑秋山正明﹁丹想﹂そ

︲ｊｌｌｌＩｌ

α

︲１１１１１１ｌｌｆＩｌＩＩ７０ＩＩｊｌＩ００４ｌＩ０

侮り洵引︲小松崎爽青﹁かびれ﹂︑鍵和田柚子﹁未来図﹂など

の他︑國島十雨﹁獅子肌﹂︑宇田零雨﹁草茎﹂︑宇咲冬男﹁あ

巳巳百日︑ｌｌｌｌｌＩＩｌｑｌＩＩＩ１ＩＩＩＩＩｌⅡ１０

なかったけれども︑それだけに粒ぞろいであった︒
②連句諭書・入門書大岡信著﹁連詩の愉しみ﹂︵一月二

十一日刊︑岩波新書︶これは題名の示す通り︑連句では

するのは不当であるかも知れないが︑もともとは連句から

題する特集︑その他︑一月号．七月号．八月号．十月号・

綜合俳誌﹁俳句研究﹂は五月号に﹁現代連句の効用﹂と

にも︑毎月︑連句作品︑あるいは論説が掲載されている︒

出たもので︑連句の何たるかを考える上に参考になり︑ま

十一月号にも︑それぞれ連句の記事が見られる︒さらに﹁江

ない新しい連詩というものの試みであるから︑ここに引用

た︑外国人に連句を教える場合︵一の＠参照︶︑その可能性

−39−

古田文学﹂︵第十九号︶は﹁現代の連句﹂を特集した︒

三︑消息
佳菊庵森月鼠氏が三月逝去された︒九十四歳︒深悼︒
新庄市北陽社では五月︑金風軒苫舟︵金沢兼雄︶︑一芯亭
喜楽︵熊谷喜一︶︑琴風軒茶香︵山崎栄二︑露月庵枩風︵村
松幸栄︶︑秋光園葛子︵浅沼栄太郎︶の五宗匠が︑また︑猫
蓑会では十二月︑羅浮亭正江︵秋元正江︶︑行々子庵平朗︵杉
江平
平朗
︑︑桃径庵和子︵式田和子︶の三宗匠が︑それぞれ立
江
朗︶︶

机された︒
︵塊﹁俳壇年鑑﹂より転載︶

−4o

｜作亜
作

口叩

ｌ連句グループ五十音順Ｉ

八松山・藍の華連句会ｖ

二十韻﹃花開く﹄

花開く芭流朱連句を讃へけり
もつたいなくも集ふ春ごと
引鶴の声落しつつ去りゆきて

山峡の里廻る振り売り
ゥ扇形の夏空に月白う見え

鈴木春山洞捌

白方筍子
鈴木春山洞

井門可奈女

寺岡情雨
洞

筍

筍

奉示

手許不如意を隠し応ぜず
普賢岳一年経てど仮住居

洞

サングラスかけ恋のかたらひ
首筋の軽きキッスに胸ふるへ

笑ひ忘れし面の強ワ張り

室不

情

ナォ木枯の北窓たたくばかりにて

情

筍

漬物漬ける指のかじかみ
愛すれば熱き掌をもて包みたり
根釣りの舟で交はすきぬぎぬ

情
奉示

洞

政界へ決意堅むる月今宵
友をあつめて新酒酌み交ふ

うまやぢ

ナゥ駅路で別れし旅の寺詣で筍
六部もどきの篭を背負ひて洞
雛筍の離根に添ひて咲き盛り情
ころころころと玉とる仔猫奈

︵於・松山市久万の台松久庵︶

平成三年十二月十四日首尾
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ハ仙台・青葉城連句会ｖ

歌仙﹃街灯﹄
小野寺妙子捌

ナォ初月給義理を果たして春惜しむ

吉幾三の演歌ひとふし

赤きネオンに誘わるる足
なりゆきに盃交わす屋台酒

佐藤ちよ子

小野寺妙子

通勤の群れに候補者笑顔まき

棒の並木寄り添いて行く
項から漂う色香抜き衣紋
バッグ小脇に駅へ小走り

雪雲の吹きとばされて宵の星

ぼうぼうと来る焼芋の音
福田けい子

佐々木志遙

ひたすらに受験勉強続けいて

鈴木文男

街灯の真下明かるき寒さかな

紫煙の中の万年床なり

戦さ傷ときどき癌く病みあがり

増えるにまかす薬草の庭

ナゥ鹿垣の様変りして自然保護

初猟銃の磨きぬかれて

深更の月ごと山湯かきまぜる

とりどりの傘停める信号

月影のすすきが原の果てしなく

妙

い

朝の体操今もかかさず

よ

男

風立ちて房よりこぽる花の片
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遙

田水を落す流れゆるやか
ワ文化の日叙勲の恩師八十才
猩々の舞しかとおさむる

遙

一キュアの小瓶撫でいる女子生徒

思い募りて筆の進まず

妙

マ

絵はがきに旅のグルメも付け足して

踏みてゆくには惜しき雲雀野

秤鰄一一︾仁朋十一一一甲霊︵文音︶

よ

よ

妙

遙

男

い

蔵づくりなる喜多方の寺
角まがるたびに出会いぬ夏の月
買った団扇ではしゃぐ子供ら

父帰る出稼ぎ村のにぎやかに
あっという問の休み四日目

花吹雪白き小犬を見失い
浅瀬の貝の舂光に揺れ

よい遙妙よ男妙遙い男遙妙いよ妙遙男い

八東京・あした連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃初蝶を﹄
初蝶を見しときめきに槁継ぎぬ
ほのぼのとして咲きし山茱萸
海へ向く街の屋並の温くみいて

営業マンのめぐるお得意
十六夜の月光蒼き資料館
ならぶ埴輪も秋の顔なる
ゥ山ほどに酒の空瓶紅葉狩

紳士の芸に拍手喝采

雨の来て傘さしかける人のいし
また逢えるとは思いもよらず

相場冷え込む兜町街

結ばれてお金に弱い怠け妻

宇咲冬男捌

ナォ借りきって豆腐田楽大茶会参

最年少で家元になり乃

故里の湖に竜神今も棲み英

リズムに乗って踊るひょっとこ参
ノルウェーの寒さきびしき大氷柱雪

閨に匂える唐の薬草参

娘の瞳に燃ゆる暖炉あかあか英

宇咲冬男
関根雪子
栗原英甫

しらしらと一羽の烏の消えゆきて雪

乃

壺ヨ

︵於・熊谷ニットーモール文化教室︶

平成三年三月十四日首
平成三年四月十一日尾

舂雲浮かす金泥の椀参

みゃびさに言葉忘るる花明り冬

トライして逆転勝利奪いとる乃

銀輪つらね通る乙女等雪
肩組み合えば友情深む英

茸小人になるアンデルセン冬
アゥ天平の遺跡掘られる冬隣参

夢誘う笛の流るる月の家乃

食卓の菜用意ととのう英

黒髪を漢は熱く胸に抱く乃

沢田乃芙子

近藤参平
乃

英
参
幸三
冬﹃

乃

参

参

幸三

英

向日葵に月のうさぎがうたいだす

出不精の父避暑に伴い
さい果ての窓黒々峰高き
慌て駈けつく友の遭難

英

花冷の蔵書をゆずる人もなく
降りいし黄沙いつか晴れたる

44−

八東京・あした連句会その二Ｖ

歌仙﹃草焼いて﹄
宇咲冬男捌

宇咲冬男
福田太ろを

草焼いてこころに河の水醒むる

雲雀高だか揚がる対岸
平本三保子

阿部朝子

斉藤八千代

成田淑美

春ざれを疾駆して行くツーリング
半地下の茶・房に月の射し込んで

こんなところに文化財あり

店主が飾るあけび野葡萄

八

八

淑

太

冬﹃

朝

″

淑

団体旅行旗が目じるし
小包は男結びに二つほど

太

岩城順子

臭いのきつい縞のＹシャッ
ボスと呼ぶ親に内緒の異国夫

順

ワ宮相撲はねて太鼓の忙しなく

椅子のくぼみもやがて平らに

蚊遣香燃え尽きいたる朝の月
売れぬ漫画を描きて秋めく

敦盛愛し笛の朧に

酒たばこ塩分糖分禁じられ
塵芥の減りゆく街の角々
旧きより武蔵熊谷花どころ

岬に近き黒潮の帯太

ナォ若駒の限りなき野に放たれて淑

謎解きに探査カメラが出動す順
おにぎりに勝つ弁当はなし朝

雪深く戦友集う追悼会太
今もむかしと同じ狐火順

三輪山の糸繰りかえす縁結び三

小指を切って思いとげたり冬
新聞の批評気になる初舞台淑

幼ながらに親の名を継ぐ朝
月明に阿畔の息の刀鍛治三

姿正しく色変えぬ松順

淑

ナゥ湯の町のはずれの坂におけら鳴く太

うしろも見ずに発車オーライ

内外の環境問題後手後手に三

小公園の暮れなずむ頃朝
遠近に見ゆ風を挿す人八

花の下名入り雪洞なまめかし冬

︵於・上尾・コミュニティセンター︶

平成三年三月十七日首尾
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八東京・あした連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃苗木植う﹄
角田双柿捌

角田双柿
山元志津香

苗木植う生涯の地の日深さに

鴫りこぽる広き濡れ縁
木暮万里子

白根順子
加藤光樹

清明の眉目しずかに読書して

船は今しも港湾に入る

″

大塚梅子
天野正三

振り仰ぐ月天心を動かざり

小脇に抱う新酒一本

順

渤秋の野を瓢々と行く山頭火

縞の財布に残るバラ銭

梅

光

士心

あんばんの膳の中まで分けあいて

明日はいらざり今宵が欲しき

海外の転勤辞令ポケットに

士心

順

中東紛争やっと治まり
教会の十字涼しき月の量

するするすると畷る冷麦

順

万

士心

正

闘病日記本になるとか

戦友と逢い居て名前忘れたる

鯏斜の遊べるＬ形の池

祝ぎ事の相重なりて花万朶

掘り出されたる剣・勾玉梅

ナォ黄塵を纒える旅に発たんとす順

王冠のきらびやかなる八等身正

殿下の襟を直す紀子さま志

しなやかに新婚の緋の羽布団順

あの手この手のペテン師の冴え志
店先の﹁誠﹂の揮毫あざやかに万

民芸館はむかし味噌蔵光

朝よりの雨降りつづく旧街道順

破れ芭蕉の妖怪めける万

馬子の小鈴の音のはるけし志
鏡掛あげて入れたる望の月正

ナゥ育児とは育自と言いてうそ寒く志
のめりこみたるエアロビックス万

顧みっ杭く白髪を厭いつつ梅

一膳めしに目刺一連正
伏す山脈に懸る初虹順

行く水につくまで止まぬ花の舞双

︵於・上尾・コミュニティセンター︶

平成三年三月十七日首尾
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八東京・あした連句会ｌその四Ｖ

脇起歌仙﹃銀河しぶき﹄

月宮殿で郡郭の夢

ゴビヘ行き銀河しぶきを浴びたしや

柚木治郎捌

宅配便に頼む名産

ナォ雁帰る少女歌劇の幕閉じて

待ち合わす駅前のっぽビルの地下

幼なじみは上役の妻

松の並木のつづく旧道

福田太ろを

柳瀬富子
柴崎絢子

山元志津香

西原岩子
高橋良風
成田淑美
白根順子

桃源という刻明易く

中和枝

ひと粒の秘薬を分ったなどころ

最年少でハムに合格

ナゥ退くも待つも値の老となり
楽しくおしゃれ負けぬ食欲
栄冠を頭上にひとの波分ける

革命のなき国うれし武者人形

庭にこぼるる白き山茶花
病床に冬満月のかげ澄みて

歩こうよ汗が額に馴染むまで

木暮万里子

千金の夜の春を惜しまれ
古今集漂ってくる花床几
どっかと坐り笑う山々

秤唖一蓉十ユ顕一拒珂甲霊︵文音︶

執筆

岩城順子

山崎一示壹ロ

桜沢マサ枝

清水千代子

古沢伊代
諏訪悟山
三澤律乃
川田政代

香煙の絶ゆることなき古寺に住み

宇咲冬男
柚木治郎
阿部朝子
天野正三
宮本昌彦
大塚梅子

寝つけぬままにつづる自分史

菊枕禍福あらざる幸せに
くちなわ現れて消えしものかげ

大豆生田伴子

大桟橋に豪華客船

角田双柿

ワひゅるひゅると的を外れて輪投げの輪

菅谷ユキエ

斉藤八千代

小久保以久

幾代経て写真も槌せし冬座敷

新井秋芳

赤い毛布に愛の結晶

皮膚の色年の差などは気にかけず

催馬楽も載る﹁折々のうた﹂

平本三保子

樋田初子
高野夜穂

高橋たかえ

代文子

笛の音のしずもり深き湖の月

芦の穂紫の一斉に飛ぶ

単身に慣れて新酒の味を知り

五条坂にて買いし角皿

名工の通夜の灯ともる花のもと

春雨にぬれ涙ぬぐえる
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八東京・あした連句会その五Ｖ

髪長き子の多きこの頃た

ナォ夏隣る白き洗濯物なびき順

白根順子
蓮見林

待ちかねてそっと脱ぎだす部屋の隅林

下着の紐はいつも堅目に千

歌仙﹃合掌す﹄

玄宗三蔵李白仲麿呂た

長城の記念写真は横向きに千

湯浴みする窓より眺む寒牡丹林

岩上千枝子

白根順子捌

耳に目に立つ秋風や合掌す
玉兎に青くひろごれる海
高橋たかえ

辰己の井戸の霜を重たく順

婆のひさげる豆腐油揚

すぐ惚れる気質は親のもらいものた

萩は実に昔のままの小径にて

罪を負う身の抜け殻となるた

涼しき月の涼しき涙千

阿呆烏ヒマラヤ杉にぽつねんと林
順

ナゥ胡瓜もむまだ老いざりし母の手の順

千

林

た

鉄棒が灼け庭の砂灼け

街薄暑玻璃に映れる網のかご

林
順

千

ワカリョンの高らかに鳴る広島忌

思い思いの沈黙にいる

駈落をして借りし六畳

︵於・熊谷ニットーモール文化教室︶

平成三年十一月二十一日尾

平成三年十月十七日首

飛行機雲の溶けて崩れて千
花の彩奥千本に移りたり順
埴輪の笑みの弥生深めし千

本棚をはみ出しいたる大辞典林

美事に折らる折紙の筥た

肩凝りをほぐしてくるる君なりし

大粒の南洋真珠しかと嵌め

た

千

林

林

カードローンの溜りにたまる

箏曲ながる節分の縁

た

金色の盆のごとくに東てし月
﹁必勝﹂という名の酒の運ばれて

林
千

むこうの山へかけくらべする

春禽の影ひかる公園

後先に花のトンネル花疲れ
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木暮万里子捌

山川代木

・英冨文万

里

八東京・あした連句会ｌその六Ｖ

歌仙﹃落葉踏む﹄

落葉踏む過ぎ来し方を踏むように

北窓塞ぐ白き洋館

拡がりてゆく篤き友情

軽やかにワープロの文字進みいて

満月の鏡となりて渡るらん
蛇穴に入るあとの静けさ
ワうそ寒き寺の襖絵拝観し

三ヶ国語を操れる人

君となら地の果までと曝かれ

抱き合うまま波に洗わる
映画はね出でし新宿交叉点

片側ばかり減りし皮靴

噴井に冷す西瓜うれしく

貧富の差あらざる如く月涼し
ＮＨＫ元キャスターのスター知事

トンネル貫けて展けゆく景
花の香の峯へ峯へとのぼりつめ

祝酒酌む春の吉日

ナォ種紙に毛蚕黒々と動きいて冨

鎮守の宮にひびく鈴の音英

捨てられし村に住みつく陶芸家冨

生涯かけてひたに勤しむ文

厳冬の合宿のバスやってきし英

焚火が縁で生るる情炎万

時の流れに逆えぬ惨冨

谷崎の﹁痴人の愛﹂をそのままに文

世界地図ひろげ語らうダイニング英

さらさらさらと一握の砂冨
月代に銀鱗おどる鮭の群文
深き摂理に秋の身に沁む冨

五十三次かけ合いの旅英

ナゥひょんの実のひょんな事から駒が出て文

ポールころがる雪解けの庭英

孫・曽孫よくもここ迄きたものよ文

まこと明るき鶯の声冨

俳譜の奥極みなく花の下万

︵於・熊谷ニットーモール文化教室︶

平成三年十一月十四日首
平成三年十二月十三日尾

−49−

暮
司岸

文冨英冨文英文英文万冨英文冨子貴子子

八東京・あした連句会その七Ｖ

歌仙﹃城の鮪﹄

沈丁の香の溢る石垣

城の鱸きらりと春を兆しけり
メーデーにバトンガールの並びいて

一重二重にひよどりの群れ

うしろふり向き母を促す
飴玉を口に含みて月の道

諏訪悟山捌

諏訪悟山
小久保以久
沢田乃芙子

乃

中和枝
代文子
以
乃

宇咲冬男

もえる程周りのものが見えずなり

岩上千枝子

文学青年男優に似し

ゥ冬隣木立の中に救護席
たったふたりのウエディングマーチ

以

乃

悟

和

白波を蹴って沖ゆく豪華船
世界の酒の並べられたる

商談の円滑に済み夏の月
緑蔭に置く陶の庭椅子
仏壇に千金かけて孝行す
馬主となりて北海道へ

以

千

和

以

ひと居らぬままに気高き花大樹

陽炎分けてＳＬの来し

ナォ遠足児まき込む殺人事件あり文
おつかれ様とカチンコを置く千

庄内おぱこ美しく笑み以

おむすびの山と積まるる米どころ和

和

湯ざめの身俺に任せと寝乱れる文

またまた襖張り替えをせし

赤信号ものんびりとして和

職辞して小さく開く眼鏡店以

しめなわの濡れてしだるる御社千

窓に伸ぴ来る風船葛以

幼な児とゆくゆるやかな磑和
月代のほんのり匂う頃となり乃

卒寿祝いの楽さんざめく文

ナゥ白き糸吐いて秋蚕は身を包み乃

いつまでも雲仙噴火あやぶまれ千
コンピューターも測り切れざり和
もの言わずとも通じ合う花の下冬

平成三年三月十四日首

街のかぎりを充つる光風千

︵於・熊谷ニットーモール文化教室︶

平成三年四月五日尾
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ハ大阪・あしべ俳譜塾ｌその一Ｖ

歌仙﹃石人﹄
石人の瞑想深し枯木立
古鏡のごとく氷りたる池
毛糸編むシチュウの鍋の歌ひゐて

ナォロケ進む大河ドラマの太平記

桿馬一匹宥めかねたる

集積回路過熱する夏

円高は何も日本のせゐでなし

攝きてプールサイドの植込に

抽出に鍵文庫にも鍵

くちづけをせむヨカナーンの首
単身をよろこぶ主婦の殖えしとか

鰡の膳てふ珍味あじはふ

ボスの髭真似てをかしき秘書の髭

折からの俳譜の座に月さして
メタモルフォーゼ黄落の庭
ナゥ還暦のあとの時間は疾走す

軽い気病みに置薬飲む
愛すくし太陽系の地球号

海の便りの貝寄せが吹き

花満てる大和まほろば見に来ませ

生々流転飴蕩と画く

秤鰄一一一︾十垂朋牙缶串霊︵文音︶
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エアロビクスにはげむお隣
風見鶏くるりと廻り三日の月

歩めば露をこぼす芭蕉葉
吻洗ひたる端溪はやや持ち重る

僧良寛の恋は情しき

老いらくの青春してる浪漫派
バオバブの樹も緑萌えつつ
かぎろひの中より車つぎつぎに
死のあきんどに月は灼けたり

手機打ちゐる祖母のご機嫌

渇きたる喉へ投げこむ蝮酒
夢にまで見る終局の棋譜
唐桟の藍の濃淡こまごまと

既に眩しき比良の冠雪

これはまたよき世のきざし返り花

片原

多千
迦
迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦町夫町
山田

町迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦

ハ大阪・あしべ俳譜塾その二Ｖ

歌仙﹃ジパング島﹄

春惜しむジパング島を一歩も出ず

雨となりたる踏青の約

ランチタイムのシェフは忙しき

初蛙今を盛りと鳴きたてて

忘れ扇の絵柄好もし

ナォ陽炎を追うて歩める旅の人

サンチョパンザは寂しからずや

泪顔紅に隠せばピエロめき
受胎告知のそよ風が吹く

鳴りひびく鎮魂曲にうなだれて

忘れてならぬ八・一五

小鳥ついばむ木の実あれこれ

月見ると縁に居並び三世代

橘屋よし高麗屋よし

菊人形勧進帳を読むならん

あつとおどろくソビエト崩壊

その瀞持古き伝統支え来て

憶良の歌に年忘れせむ

ナゥマグマ噴き村のたつきを奪ひたる

紹興酒岬れば酔ひの湧くごとく

沖に揺ら揺ら海市聲っ
解き捨てて堆きまま花衣

吾妻菫は濃紫なり

秤唾一一︾十一計朋十室叩奉︵文音︶
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久方の山のホテルに月仰ぎ

呉越同舟笑みて乾杯

ゥ楓爽と坊ちやん総理遊説へ
再婚は派手に離婚はひっそりと

症候群のはやる世の中

鈴を盗られし猫の寒々

熱々の煮込うどんをお代りし
何嗅いではや黒山の事件記者
闇から闇へアングラマネー
今宵より祇園嗽子のはやす月

水打ち浄む万亭の露地

散る花もそぞろに年忌いとなまれ

蜷ほろほると指をこぽるる

一多
火迦

田片
中山

火迦火迦火迦火迦火迦火迦火迦火迦女夫

迦火迦火迦火迦火迦火迦火迦火迦火迦火

ハ逗子︒あらくさ連句会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃桜咲き﹄

草間時彦
北澤葭
笠丼まを
内田英夫
鈴木雪王

桜咲き日曜雨となりにけり

ま

鱒ひの水散らす春烏

野の道をわが影ひとり月更けて

葭

文机にうす挨して暮暹く
強雷をして生臭み取る
しばし揺れあふ風の萩叢

″

ワほいほいと掛聲ありて馬肥ゅる

夕餉の支度いそぐ新妻

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
擁きあふ聲も洋風汗も洋風

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

東國と西國結ぶ太平記

壁の鏡にうそ寒の顔

海へ向くホテルの二階夕まぐれ

黄葉季なり峠行きつつ

このところ無月なりしが今日の月

英

ここは何虚うっかり越えし花の山

孫も生れて甦るらむ

君の名前は母と同じと

ナゥ青二才紅一鮎を見染めたり

ま

ま

壼三

ま

平成三年四月二日首尾︵於・北澤宅︶

これからは家計生計墓の計

別れ上手は涙上手で

葭

幸三

今年また異動の季節めぐり來て

古茶と新茶の味それぞれに

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

英

″

日脚伸ぶクロスワードに老婆凝り

愛され馬鹿にされて九條
崇りなす噂の榎伐りかねて

葭

土筆摘む子ら息をはづませ

花冷の背中を歩く蕊診器
壬生念佛の鉦の間こゆる
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ノノ雪

ま英葭雪英ま〃

〃雪英ノノ

英ま葭英ノノ

八逗子．あらくさ連句会ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃風光る﹄

目高の鉢の濁りたるまま

盆栽は小さきが佳しや風光る
草間時彦
内田英夫
北澤葭
柳田尚宏
葭

笠井まを

賄賂発覚即時入院

ナォ春眠のさそふに任すブラームス

よくよく見れば脛に毛がある

編された女この時立ち上り

ダイヴィング若鮎のごと水に入り

隼翔ける時速三百

釣舟ひとつ夏雲の下
御ん急ぎ候程に安宅着

思ひもかけず株の暴落

人生の短く見ゆる齢となり
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炉塞ぎの客いそいそと集りて

閉店セールの流行る駅前
鼻唄をふと口づさむ月の道
勤め離れてはじめての秋

夜寒のふたりいつか寄り添ひ

石畳キリコの月の照りてをり

木々の間を葬列の過ぐ

ナゥ恋満ちて真赤に映ゆるななかまど

目覚むれば雨まだ止まず宿の窓

″

英

金子一回

鈴木雪王

もとより手折るこころなどなし

ゥ白萩に紅のほのめく一枝あり

ずつころばしてあとは知らない

塞回
幸三

ま

平成四年四月二十六日首尾︵於・内田宅︶

仕舞ふ火鉢に戻る冷込み
花曇隣りは今日で三日留守
虻のめぐれる藤棚のかげ

指と指俵のねずみのにぎやかに

食堂の女の恋は大盛りに

スパゲッティにうどんラーメン

英

葭

月凍ててふるさとの町小家がち

寒勤行の太鼓ねりゆく

″

幸三

ま

焼酎にされた蕪村は燦然顔

万に一つの当り蕊売る

花便りわが日程と折り合はず

犬にひかれて山の辺の春

葭尚葭英ノノ雪ま白ま葭英葭雪〃白葭英ま

八東京・市ケ谷連句会ｖ

歌仙﹃梯子して﹄
あと衆判

森三郎

野口里井
家室翠雨

伴野渓水捌︵九句目まで︶

梯子して樋の落葉を掃ふかな
朱塗りの椀に熱きのっぺぃ
眼の性によく合ふ眼鏡探り当て

岩崎泉渓
伴野渓水
阿部喜美子

職人芸の桧額縁

三更の月の公園人去りて
テレビに写る紅葉の嶺

山本朝子
泉

里

ゥ晴れわたる空に雁音もなく

遠くて近い縁談の沙汰

何処よりもチャペルで式が挙げたくて

椰子の実を猿が器用にもぎて投げ

朝

里

宮下太郎

豈冒

漫画の雑誌みな部厚なる

日本語通ず島へ船旅

雪達磨枝ゆらゆらと陽に映えて

泉

里

太

橋本多佳子

宣口

月の東てたる銭湯の道

いつの間にＪＲ駅ビルとなり

諸国名物居ながらにして
八幡社田舎芝居の花盛り

家重代の春の燭台

ナォレンゲ草毛蟹赤く野点する喜

身辺遅々と陽炎の立ち朝

先師筆﹁閑古﹂の軸を床に掛け泉

遊び心を競ふ俳譜太

天心の葛羊菫の冷や易かに里

簾を通す風のそよげる喜

市ケ谷の地下鉄深くふかく降り多

おろおろ探す文を落として朝

亭主亡くしてはやも十年太

久しぶり本屋でママとめぐり会ひ泉

家に残した桔梗なでしこ喜

月の航サンフラワーの風呂の中里

馴染みの宿で地酒味はふ泉

ナゥ風の盆深編笠の影ゆれて朝

うららの新聞切りぬきをする里

日米の米の交渉はかどらず太

乱れの足を春の家路へ喜

京の花陸奥の花それぞれに多

拝 一一一︾十一Ｆ頤一一粁弧肥雷︵於・師隷澪塞静居︶

−55

ハ市川・市川俳譜教室ｌその一Ｖ

両吟歌仙﹃暮春﹄
渓流に梢さやぎて暮春かな
月のおぼろに反れる吊橋
連認に競詠のペンとがらせて

温葉たゆたいて黒き塗椀
折からに六段の曲鳴りひびき

今泉宇涯捌

今泉字剖

鈴木良

ナォ一連の目刺は同じ方へ向き戈

地球環境問題うごく涯
漆黒の髪妖艶のこえ涯

もてもての明眸皓歯Ｌサイズ戈

神の摂理が鳴らす風鈴涯

涯

蚊帳吊って二つの枕並べたる戈

北斎の白波の秀の宙に巻き戈

陶の狸のきょとんと仰ぐ

甘い粉を噴きて干柿日和なり戈

放展虫へる山門の内涯

さまざまの職もつ人の月見客戈

参院戦に出ようか出まいか涯
ナゥ直幹の数え切れざる杉林戈

尾を振る烏があちらこちらに涯

繧々々々と立つ春の蚊柱涯

親がつく予防注射の幼稚園戈

ふるさとの坂駈ける若駒涯

花季は天下無双の力士にて戈

︵於・刻諦温泉柏屋ホテル一鐵粋一︶

平成四年三月十五日首
平成四年五月十五日尾
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すこし汚せるレースハンカチ
ゥ冷房の利きすぎているロマンスカー

膝の上にて掌と掌を重ね
胎動を気にして尚も惹かれけり
スキャンダルにて地位を失い
奉納の絵馬からからと時雨くる

泰然として池の寒鯉

過労死といううそ寒きもの

しなやかにうねりて多摩の遠連嶺

美術展出でし肩うっ雨の粒

硯洗えば匂う唐墨
裸電球ともし苗売

月代に徐々にうするる花の雲

戈ノノ涯戈涯戈涯戈涯戈〃涯戈涯戈涯戈涯

ハ市川・市川俳譜教室ｌその一▽

歌仙﹃炎天を﹄
笠間文子捌
今泉宇

伊藤藪

伊藤孝

松葉屋釜自

石渡夢

炎天を風のごとくに薄れゆく

簾の目より洩るる琴の音
卓上に放置されたる招待状
留守番電話事務口調にて
笠間文

ナォアイヌ語の読めぬバス停山笑う

テレビに合わせ朝の体操
弁当を半分食べて句に執す

十人十色無くて七癖

君去りし椅子ほのぬくき走り梅雨

赤く弾んで園のサルビア

自動車のナンバー隠しラヴホテル

酒と煙草は舶来と決め

任地の妻が甘んずる日々
デッサンも既に百枚画塾生

月の出は殊に音たて町の川

猫もあくびの永田界隈

落下の林檎売れるデパート
ナゥ冷まじき総理総裁選おわる

明治のひとのガラスエ芸

生涯の教育五体覚まされて

牧

野

︵於・市川俳譜教室︶

喉の乾きを癒やす壷焼

花篝り火の燃えあがる闇の芯

平成三年十一月六日尾

平成三年八月七日首
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しずむ橋浮いている橋望の月
鰡とぶ影のひとつならずも

ワ又しても人の噂の曼珠沙華
罪の意識もいつか忘れし
どこまでも膝枕して泣き明かす

楊貴妃という媚薬度が過ぎ
視聴率低きドラマがおろされて

火砕流にもめげぬ石仏

岩風呂に猿四︑五匹の月寒く

ベッタラ漬を酒の肴に

恩師とともに碑の建つ

生涯をびん型染めに果したる

鳩あゆむ塀の長さに花の塵
旅の先きざき逃水の逃ぐ

彦八孝文八孝文孝文涯八彦子彦八子子涯

岩

善涯孝善文涯孝文善文八岩孝文岩涯を八

今泉宇涯捌

伴小湯久今
田橋禮泉

え

ハ市川・市川俳譜教室ｌその三Ｖ

五吟歌仙﹃黒銀河﹄

かなしみ帯びて沈む三日月

極限まで看取り尽くせし黒銀河

磨きこまれし縁にくつろぐ

美ち涯和恵美ち涯和恵美ち涯子恵美子涯
佐

読みほぐす古典はるかに雁わたり

ナォどんたくの聡子に犬も勇み立ち

到来物のカステラを切る

神祇釈教恋無常とは

付けあぐみ付け進みゆく歌仙にて

夏場所の優勝へ翔ぶ女声
忘れかねたる厚き胸板

槽頭たかく浮きし白雲

残り香に昨日の慕情かみしむる

自給自足の有機農法

丘の上に寝そべる牛に草そよぎ

オカリナの音色に澄める望の月

母の形見の秋あわせ着る
テゥ道祖神雀が化して蛤に

等高線のそろうお天気

程良き味の煮メこんにゃく
雑談も交えて気楽な将棋さし

違和感の徐々にうするる花館
旅の田螺のことごとく突く

秤睡唾︾土一一崩せ−明率︵於・市川俳譜教室︶
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はんなりと開き初めたる牡丹園

泰然として大ひきがえる
ワ来年は金婚式と口ぐせに

忍従いっか強き絆へ

曽谷町にインコと棲みし八年間

一路成田へスカイライナー

斗争の歴史綾なす鉄条網
ところどころに冬菫咲く
酒倉をくまなく包み月凍つる
声かけ合いてジョギングの過ぐ

高齢社会真っ盛りにて

こめかみに確かなっぽの鍼治療

北斉戯画に舂更くるなり

唐墨の淡さの艶の花篝

和夫喜ち宇

ち涯美恵和涯ち恵美和涯ち美恵和涯和恵

八市川・市川俳譜教室その四Ｖ

半歌仙﹃金婚以後﹄

金婚以後のいのちが冴えて朝焼す

今泉字涯捌

今泉宇涯

伴和子
尾高せつ子

青葉の潮にしるき航跡

せり市の魚の一尾がはね出して
ぺたり貼らるる選挙ポスター

勝者にも敗者の痛み月雫
指先はじき鳳仙花とぶ

笠間文子
湯橋喜美
小倉とし
石渡夢八

美

牛尾渭子

小田夫佐恵

涯

久礼ちえ子

ゥ鳴く鹿の声も艶ある奈良の宿

形見となりし地下の茶房は

ひたぶる恋いて胸も張り裂く
病名は云うにいわれぬ転移にて

二百年目のマグマ噴き出す

鎮魂に置かれし聖書布表紙

ち

せ

和

寒々と上弦の月傾きて

夫の左腕にインシュリン打つ

と

富樫泰子

涯

こころ

紙絵にのこる情あざやか

風紋とあそぶ碑文の智恵子抄

耕しのあとぐるぐる続く

庭下駄の鼻緒を染めて花の屑

秤唾一雲毬朋稚叩霊︵市川俳譜教室・電音︶
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ハ市川・市川俳譜教室ｌその五Ｖ

半歌仙﹃西瓜の種子﹂

今泉宇涯
石渡夢八
伊藤孝子
伊藤藪彦

今泉宇涯捌

松葉屋善子

一秒に一粒ずつ西瓜の種子をほじりけり

塵うち払う床の銘石

晶眉チームの負けしナイター
日曜は趣味のギターを爪弾いて

主の座未だゆるがぬ良夜なり

八

彦

姜自

孝

″

かまきり登る放置自転車

牧野厳

ゥ事故跡に小さき地蔵の盆供養
めし・風呂・寝るで過ぎし半生

膝枕かよわき指で耳掃除

泣いてすがりし雨の乃木坂
空缶をけって子供等帰りゆく

涯
厳

大き口開け寒鯉の数

笠間文子
彦

ひたひたひたと唄を流せば

蘇る昨日のごとき青春譜
内服薬をまとめ飲みする

涯

月に矢を放つゴタンの熊祭

ずたずたに破れし花の散らばりて

厳

菫巨

磁針北さし消ゆる引鶴

秤麺一毒蛙朋十に串霊︵於・市川俳譜教室︶
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ハ市川・市川俳譜教室ｌその六Ｖ

松葉屋善子

今泉宇涯

半歌仙﹃ベルリンの壁﹄

ベルリンの壁のかけらや星月夜

今泉宇涯捌

花野の園にはらからの突く

涯

善

小田夫佐恵

伊藤孝子

緑蔭に観る西洋画集

そぞろ寒む長寿社会に棹さして
ゲートボールに影を落とせる
カラフルな服が似合いて誕生日

孝

吉心

逢瀬かさねし離れの小部屋

ワ肌脱ぎの女弓張仰ぎけり

宙心

涯

菫口

宙心

孝

姜巨

涯

ワインの栓をポンと抜きたる

膝交え頬紅らめて恋の場に
日給が一万円のアルバイト

掃海隊は命を賭けて

人の世のおろかさ照らす寒の月

夜の底なる海鼠のたわごと

孝

素朴なる島の娘の演奏に

あらかた干せり黄金の酒

涯
姜ロ

はらはらと水子地蔵に降る花は

旅の終りの蛇穴に入る

秤唖一毒唾朋什郵串藷︵文音︶
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ハ伊勢・五十鈴吟社ｖ

歌仙﹃秋深し﹄
初顔も揃ひて句座や秋深し
床の間飾る菊のいるノ︑

農具の泥を洗ふ若者

し蚤おどしゆっくりと鳴る月を得て

名古則子捌

奥野純一

村田治男
高山孝子
筒井安子
山根於京
孝

懐手して軍歌唄へば

山岸れい子

クリスマスケーキに人の群らがれる

肩抱かれて崩れゆく部屋

一尿

孝

ゥ思ひきり派手な服着て旅に出ん

そりあとの青き横顔無口なる

怪盗ルパン草駄天のごと
幾百の鳩一斉に舞ひ翔てり
遮断機下りてぢだんだを踏む

孝

どんよりと心濁りて夏の月

金利政策未だきまらず
境内に幟を立てて村芝居

中津秋野
野

孝

安

伊勢の﹁な言葉﹂春風に和す

妻の座の小さき座布団花の昼
芹摘む仕草亡母に似て来し

水琴窟は音をひそめぬ安

ナォ寺の猫のんびりと居て恋知らず御辺卯径

覚めて又夢彼のほ蚤えみ京

少し揺るすわり心地のよき木椅子い

ぬぎし白足袋なかば裏見せ〃

下半身に人格なしとのたまへり矢野五斗子

獅子岩にせり上り寄す寒しぶき孝
中東会議相互譲らず中世古正郎

バースデイ吾は乾杯養命酒径

熱きライブに客は総立ちい

天心に動くことなし今日の月郎

神御衣織る杜烏瓜熟れ〃

ナゥその声のひといろならず虫を聞く孝

だまってす蔓る熱きはうじ茶野
子が使ふクレパスちびて缶の中斗

女系家族の雛古りたり京
麗らの空に柵ひろがるい

やはらかく手拭しぼる花明り斗

︵於・伊勢市なかむら館︶

平成三年十月三十一日首尾
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ハ伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁百合の花﹄

石渡菅水
中野和女

石渡蒼水捌

簾越しなる心地よき風

せ塾らぎの水脈伝はる百合の花
大高サチ子

体温計を覗く昼どきサ

ナォかげろふの立ちし路面の電車くる和

金持日本に芥あさる人和

ローカルの新聞記事にアイバンク水

摩崖仏弥陀三尊に夏木立雪

大松明の那智の火祭〃

傘直し昔の咄尽きいま参サ
そでにもされて傷む胸中水

十六夜に酒酌む友は旅籠にて宮沢次男

海部総理はサミットで説く和

生涯をかけて愛でるはただひとり雪
サ

サ

潮香纒ひて駅の雑踏水
この時期は今を盛りの花の山佐々木すみ子
茶摘み姿が畑に賑ふサ

雨後の街路樹彩さやかなり牛田幸子
子に持たす伊東のみやげ烏賊徳利絹

ナゥみちしるべ覆ふ葎にちんちろりん内山絹子

疲れた案山子寝かす物置サ

水

深沢雪子

校庭に球音のこる黄昏れて

徒らに吹く立秋の風

サ

和
和
幸三

日

水

︵於・伊東市社会教育センター︶

平成三年七月二十八日首
平成三年七月三十一日尾

ヅ

太い門柱古りし暇あと
一湾に船影印す月の夜

ゥ書くことの少き日記虫すだく
頬の火照りを醒ますベランダ
ラケットを握るふりして手をにぎり

権現造りの駅も赤色

福引きを待つ長い行列

禾

棒になる煙りひとすぢ冬の月

和

とりかぶと名を聞くだけで身の毛立つ

ふぐ刺を盛る器藍染め

″

サ

しやつくりのやうな声して千鳥足

思案の果ては橋を渡らず
幾山河越ゆれば花に埋む里

水

幸ヨ

幼ナはらから這はす寄居虫

−6マー

ハ伊東・伊豆芭蕉堂連句会その二Ｖ

わらべ集ひて揚げる初凧

元朝の晴海を透かす鳶のこゑ
中根明

宮沢次

石渡蒼

歌仙﹃晴海﹄

ゆきずりの人と芹摘み帰り来て
中野貢

石渡蒼水捌

春の炬燵であすの段取
中野和

たをやかなりし里の藤椅子

ナォ甕壺を抱く女神の陽炎へる和

パチンコ店に迷ひくる犬介

満貢を振って嘆くも呆け防止和

渡る世間に鬼ばかりなし美

日銀が金利を下げてそ虫ろ寒介

みやげの一つ買ふ酉の市次

まだ見ない米のその名はひとめぽれ和

火を焚きつけた仲人の口美

お色直し三度も替へる忙しさ介
バブルはじけて土地を手放す次

湯屋のれん﹁ゆ﹂の文字まろし小望月美

酔醒めに聞く路辺のちんちろ水
ナゥ名刹の築地に吸はる秋日傘和
駐車できないどこも札止め介

送迎船に観光の幕次

山の湖煙りひとすぢたなびきて美

旅を脱ぐ膝仔猫まつはる美

磯の香のわづかにのこる花衣和

︵於・伊東市社会教育センター︶

平成三年十一月十七日首尾
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ぶらり出て見ればうしろに朧月

ゥ齢老いて悔なき暮し凡々と
たまの外出ほのと差す紅
半衿のピンクちらりと覗かせて

車の昼寝時を忘れる

孫のうつ水鉄砲を顔で受け
若貴どっこい負けてたまるか

ちどり足月は右やら左やら

秋鯖を煮る信州の味噌

枯葉散るシャンソン歌手を逝かしめて

丈余の岩に波のアタック
降りそ蚤ぐ花を巻きこむループ橋

やよひ渓谷風の暖か

介次水美和次水介次和美介美女介美男水

ハ茨木・茨の会ｌその一Ｖ

歌仙﹁茨木﹄
宮下太郎捌

近松寿

宮下太

来駕喜び揺る百日紅
長尾信

茨木の雲ひとつなき大暑かな

水鉄砲子供らの声遠のいて
横山康

渭水一

じっくり揚げるミンチコロッヶ
灯を消せばいつか入りくる月の光ゲ

ナォポスターは〃自然護れ″とあるおぼろ

同行二人たどりつく宿

筆太に今日の献立書きてあり
生け賛の魚はほっとため息

緋縮緬包めば肌も朱色に

うっっに間こゆ祇園夜嗽し

ふりあぐ鉄杖黒塚の鬼

夏館噴煙の岳鳴動す

やれやれやれと樺はづして

家元の三段抜きの死亡記事

唐傘茸は傘拡げっ鼻

屈託のわが影も濃く月中天

撫でられ窪む賓頭盾の御眼

ナゥ道後の湯黄落すでに始まりぬ

小さな沼に掬ふもの何

表裏メビウスの帯はてしなく

万の言葉を吐く唇気楼

湧きあがる母校の校歌花あふれ

秤鰔一一︾十弐朋三十垂朋壼︵鉾報訓音︶
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虫に合せて化粧する猫

芒野に髭の若者寝ころがり
真昼の夢に托すおもかげ

明日香風采女の裾を翻し
見え隠れする塔の水煙

忘るべきものシ多くて旅鞄
栞代はりにはさむドル札

鎌の月東と西の壁崩れ

鴨が沢山渡りくるなり
点描す油絵具のよき匂ひ

ニトロ潜ます胸のポケット
屋形船またす参めらる花見酒

河口はるかに春の涛寄す

康一信寿太信一寿康太康一寿子與子子郎

信寿太康一信太寿康一信太寿康一信太寿

八茨木・茨の会その二Ｖ

歌仙﹃激動の一
かのとひつじ

三年日記売り切れる店

激動の辛未の歳の蟇

近松寿子捌

つづら

三半器官乱し爆走千

ナォ寺内町九十九に折れて田螺なく理

ブーツにもメダル燦々アッシー君理

ひそかな思慕は年上のひと寿
紫のお高祖頭巾に雪かかる茜

不気味なる地響きのごと鉤十字寿

久遠の旅へ後朝の空千

薗理恵

久保田夜虹

夏帽子つらねてツアーぞろぞろと茜

大公孫樹千木にかかりし夜半の月理

懐石料理うつわちまちま〃

世紀未完のガウディの塔理

近松寿子
出来千恵
高見一西

詩論なかばに郡郭を聴く茜

ナゥ落鰻提げて訪なう土堤の径千

まなうらに濃く逆光の舟理

皿洗う無為の有為なる嚢の日々よ千

入学の子へ届く犬の仔茜
憧れのごと淀く唇気楼寿

ひもすがら花罪々として天に舞う夜

※小鼓⁝⁝銘酒の名

平成三年十二月十五日首尾︵於・茨木・成田家︶
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かじけ猫すぐ膝へ来る憩いにて

大壷に満つ竜胆の彩

点前の用意まだ整わず
高階の玻璃を鏡に月皎々
ゥ山の湯に湯玉湧き立つそぞろ寒

次の約束頭上とび交う

筆とれば恋文めいた五七調
生きちゃおらんと結ぶことのは
ひた揺れる風鐸音なき音の確か

ととうがとうと称名の滝
宵の月胄柿落ちて振り返る
自閉症児の今日は明るき
ワープロの変換ミスはそのままに

特辛キムチ赴任先より

丹波おぼろに※﹁小鼓﹂の里

花の下お国ぶりなる踊りの輪

理〃茜寿〃千理寿夜理千茜寿

ハ茨木・茨の会ｌその三Ｖ

カナまじり歌仙﹃フェアリー﹂

フェアリーが鳩吹く風に木の葉蔭

今宵の月はレモンスライス
ワープロに桔梗の文字を打ち込みて

ナォものの芽やメリーウィドウ中庭に

ぽち

四月馬鹿の日プロポーズされ

顔伏せてボーイに渡す熨斗袋
指名手配のホシにそっくり

炎熱のカスバに募り来る想い
ロバの荷物に文しのばせて

流行のブーツがやっとこ脱げて

はやり

きれぎれのクンパルシータ焦れったや

避難所とマグマの山は冬うらら

アルバムだけが私の宝

行商のリヤカー重し二日月

カレーかっこむ夜学の若者
よ

ナゥ香りくる秋薔薇クイーンエリザベス

ソファーに莞ればいつか居眠り

この年は誰がなるやらサンドリョン

チーズ曳いてく鼠四匹

花の旅アパートの鍵預け来て

野にはタンポポ・アルメリャ満つ

秤鰄一蓉十計朋二弐暹甲霊︵文音︶
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一寸お休みボンボンひとつ

胴細きガラスの蜻蛉藍の上
空港で買うイタリー土産
夜明けまでエラリークイン読み通し

ハードボイルドの卵で食事
今ははや聞く耳持た説ダイエット

髪はブロンドあなた好みに
マント着て運河の岸に忍ぶ恋
ゆっくり流すタクシーの窓
マニキュアの手を占いに月明り

そぞろ寒さのビルの裏口

噂の多き彼はダンサー

文化の日出版を待つヌード本

春挨積むオルガンの上

イースターリリー花嫁のごとつつましく

林辻小
岡倉

喜久泰
代

喜久泰喜久泰喜久泰喜久泰喜久泰子子子

久喜泰久喜泰久喜泰喜久泰喜久泰喜久泰

八茨木・茨の会Ｉその四Ｖ

歌仙﹃温き冬﹄
和らぎし鬼神の魂や温き冬

海に動かい水鳥の群

気まま旅駅弁売りに声かけて
がっぷり噛る林檎酸つばき

清水一與捌
清水一函︿
見附一昭州

富沢弘

辻月女
盟︿

奥村富久女

照

富

猪垣のけさも破られ

望の月みゆると縁にみなが寄り

知らぬふりして行くも憎らし

ゥ戯れに追って人打つ芒の穂

月

弘

眉落しなば勇る絵硝子

やきもちの種は宛名の女文字

弘

マクダラのマリヤの袖に聖の血が

照

蝮月落ちて砂漠に夢結ぶ

富

盟︿

凱旗テＩプ醒る傷兵

つくづく見ても六シいるの虹

″

昭小

盟︿

月

きめかねて弥勒のしぐさ真似てみる

草餅ひとつできぬ生いたち

昇進の花の酒宴も足びきの
山のあなたへ消ゆる切れ凧

ナォ磯遊び戯る波のここちよく弘

つま

隣湯に聞く夫の鄙唄富

鏡の底にうつる魔性よ月

未熟ではございますがとしなやかに弘

雪女郎吹くかしんしん銀の笛與
へっつい猫が寝返りをうち照

さだかには諾否わからぬ京言葉富

解散風に走る陣笠弘

芯を出そとて破れた鬼灯與

如意宝珠打出の小槌みな欲しく月

秋の蝶々風が追いゆく富

今日の月蕪村も見たか母の背に照

刃物を研ぎに戻れ黄泉から月

ナゥ草野球はるか声して松手入れ弘

金魚屋のよき節回し路地裏に照
コロッケつくる窓もう昏れて富

技芸天でませよ外面花明り月

平成三年十二月十五日首

霞はるかに斑鳩の塔弘

︵二十四句目以下文音︶︵於・茨木・成田家︶

平成四年三月十五日尾
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ハ盛岡・岩手県連句協会ｖ

半歌仙﹃明易の﹄
古舘曹人捌

小山百合子

古舘曹人
志和正己
古川公子
浦田一代

ななしぐれ

明易の裾引くものに七時雨山
裏の牧場にほととぎす間く
茶をすする畳の上に葉影して
やや小走りに誰か来るらし

鎌田寛朗

月を待つ子の顔いつか大人びる

ところどころに茂る白萩
ゥ鐘楼の落慶成りて深き秋

正

正

百

︸︑︑

佐藤ミヤ子

五右衛門風呂を早々に焚く
いともどかしき紐のかずかず

拒ばまんと振り向きざまに擁かれて

宅配の荷物ほどけば地酒なり

寛

正

︸︑ゞ

抑″

百

旅の終りに村芝居見る
冬月の僅々として病快し
湖底に垂らす公魚の糸

陽炎立てて妹が来る

葬送の衣かたよせて落着かず

長持唄のひびく朧夜

賜松園石とびとびに花散って

平成三年七月十四日首尾

︵於・盛岡こずかた会館︶
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八東京・ＮＨＫ文化センター青山その一Ｖ

歌仙﹃春暁や﹄

はやオアシスに烏の噂

宇咲冬男捌

宇咲冬男
窪田素規
松本杏花

舂暁や砂漠が貌を持ちはじむ
摘草をかかえてひたに急ぐらん

中野稔子

宮脇美智子
平本三保子

落鮎はねる渓流の彩

客を待ちわぶエプロンの白
向っ嶺に大きな月の匂い出づ

一河容子

丹下遊方

ナォ長閖さをやぶりて村を脱獄囚素
スポーツカーにはねられて死ぬ杏

近頃はフランス映画下火にて容

せめて十色の口紅を持ち冬

髪おろし経を謂すとも元名妓容

心の穴を埋める佗助寿

杏

北国の軒の氷柱のみな斜め三
賭碁に負けて逆立ちをする美

隠れん坊の何と無心に三

兜町ヤクザがらみで社長降り

我が家の用に煮出す秋繭素

雨月なり供えしままの柿や栗稔

共に笑いて共に悲しむ杏

暴走族の二キビ青年

ゥにごり酒捨てし故郷を思い出す

美

ナゥ乙女等の野麦峠は冬隣り遊
杏

お見合いになれぬ振袖着て来しが

違う子抱いて宮参りする

コンサート拍手の渦の鳴り止まず容

遊

素

美

遠くかすかに渡る汐騒
狩衣を着たる翁に月涼し
外寝の夢に顕ちし妖怪

容

寿
稔

︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶

平成三年五月二十日首
平成三年六月十七日尾

高き鼓楼に風の光れる遊

花の門幾つくぐりて早や卒寿冬

夢心地なる蝶のひらひら美

御手洗のでんと鹿島の杜の中

水谷寿美

携帯の電話のベルに起こされて

裏戸の外へ続く細道

華麗なる臥竜の花の盛りなる
お玉杓子の群るるねむたさ
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八東京・ＮＨＫ文化センター青山ｌその二Ｖ

歌仙﹃敦煙﹂
宇咲冬男捌

黙々として畦を塗る人
深津栄

西村敏

天野正

宇咲冬︑

くぐり戸に親の後追う仔猫いて
宮下玲

逃水の果てに敦煙ありにけり

散らかすままにワンルーム出る

福田芙

大塚梅

川田政

玲

ナォ贈られし酒に溺るる啄木忌梅

企業秘密を洩らすうかつさ

ベランダに煙の烟る蛍族敏

羅破れしことに気づかず栄

敏

ピンクのタオルほしてサインに敏
炎昼の息ぐるしさに抱かれおり芙

容赦なく雲仙噴ける火砕流梅
敏腕記者のまたひとり逝く正

父母のそびらに老いのにわかなる

実験室に白衣が動く玲

月光の青くさし入るバイオの芽敏

囮の魚食べられていし梅
戦友と遇い名前忘るる〃

ナゥ秋彼岸澄みてしずもる深大寺正

政

ふる里の名産展をなつかしむ玲

川さらさらとさらさらさらと

生きて来し歳月たたむ花衣冬

迦陵頻伽の美しき噂敏

︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶

平成三年五月二十日首
平成三年六月十七日尾
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橋上の大きな月にはつとせし

枝いつぱいにゆれる藤の実
ゥ万国旗彩とりどりに運動会
泣きべその子がひとりはずれて

飴玉をそっとさしだすお姉さん

窓際に待つ若きドクター
突然の留学話告げかねる

枯山水の渇きたる石

寒の月比叡颪の突くように
掻き立てているあかき埋火
ひとり居の神経痛のまた瘻き

鉢巻しめて助六が行く

目もくらむほどに落花の花大樹

のたりとうねる岬の春汐

敏政栄正栄芙代栄玲子芙敏紗華子子三男

ハ高砂・黄鐘連句会ｖ

丸窓に日のさしそめし福寿草
岡本春人

岡本章子

十二調﹃丸窓に﹄

結び柳の長きしだり尾

井上皆子

加藤三七子加朱

綱弛みロープウエイの行き交える

岩尾美智子

平成三年一月十八日首尾︵於・寒菊堂文庫︶
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岡本星女捌

財テクブームしょせんバブルよ

章

皆

秋の袷に香を薫きしめ

岡本星女

金の號燦然として今日の月
女とは魔性なりけり鏡花の忌

タレント夫婦別姓のまま
影武者がありて湾岸紛争す

蛇一躍し鼠とらえし
俵飛ぶ信貴山・縁起おそ桜

雨の白魚宿に酒酌む

〃

星皆人智

■

八松山・小野連句会ｖ

歌仙﹃筒烏﹄
筒烏や材木こかす遠き音
飛沫あげつつ路の真清水

渡部伸居捌

渡部伸居
大野順子
村上雪香
宇都宮柏葉

昼茶事を終へたる師匠寛ぎて

窓辺に近く史書を繕く

香

順

居

永易将

影長々と続く稲架け

名月に雲の流れの美はしき
句秋祭童べ等の声盛り上がり

将

葉

林の中の曲り道行く

順

居

息苦しまでお見合ひの席
遅すぎた結婚式の晴れ姿
仲よき友と今日も語らひ

香

一升の気違ひ水を腰に提げ

葉
順

飛騨の金山不意に吹雪ける

香

カラオケの尽きざる興を冬の月

観光客のすれちがふ道

居

ョミカタを﹁ハナ﹂で始めし齢上なり

葉

堂塔の揃はい寺の軒古りて

春の日ざしに孫の衣干す

ゴルピー交へ初のサミット

香

ナォ天井に風船玉のとどまりし居

乗客を装ひ駅のカメラマン葉

親父讓りの腕は筋金居
線香花火に涼む縁台葉

クーラーを嫌ふ頑固の渋団扇香

急ぐ人ひとりかたことたそがるる将

鬼と番茶に追はる年頃香
顔知らぬハムの少女に恋ひわたり居
朝早くから犬の遠吠え将

火の国に有明月の薄らぎし葉

凶作の田を遂にあきらめ居

ナゥ弁当はコスモス繁る河川敷香

幸多き日を今も夢に見葉

新築に集ふ同胞ラ賑やかに将

人生とかく塞翁が馬香

花の散る碑の辺をたもとほり居

︵於・松山市小野公民館︶

そよ風に乗り蜜蜂の来る将

平成三年六月二十四日首
平成三年七月二十二日尾
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八松山・おぼろ連句会ｖ

衆判

本木木

青巨春
山

歌仙﹃時雨﹄
時雨るるや富士を置かざる河口湖

婦人も混じる宿の丹前

山浅鈴
長梶

縁側にひねもす居れば眠気して

通りすがりに声をかけられ
遊学の書生を月の照らしをり

ナォ学食はどんぶり飯に蜆汁牛
自慢の種の早いが取柄高橋乱水
番頭に丁稚小僧をとりまぜて洞

マイク独占カラオケ狂ひ今井比呂夢

凝然と凍てつく星の光る空亭
蜑の手足の寒ンに荒れたる楽
代々は養子の筋と言ひ伝へ洞

親の目倫み隠れ恋する牛
猪突猛進さて逃れ去り水

ひそひそと話しては影毒きて夢

子規忌も過ぎて糸瓜枯れたる亭

月昇る百万石の城下町牛

七十路にしてなほ迷ひあり水

ナゥ自分史を書きすすめゐる身に入みて洞

ＰＫＯで乱闘国会夢

甚平の孫を伴ひ散歩して牛

花の席琴の音色を奏でゐる洞

平成三年十月三十一日首

山陰の旅惜春を賦す楽

︵於・松山市大街道﹁夢茶﹂︶

平成三年十一月二十八日尾
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、

稲架僥むまで今年豊作

従姉妹の胸の脹らみぞ佳き
ひと

ゥ祖父母父母みな顔揃へ新酒酌む

お好みの和装縦縞似合ふ女
遠くなりたる青春の日々

﹁ハッチー﹂と呼ばれ持ち唄﹁お富さん﹂

﹁痩せてゐたな﹂と眩きの洩れ

ＤＣ浴衣若者に受け

月三更木香茨を賞でてゐる
当節は訳のわからぬ歌流行
街になじみの豆腐屋の笛
ゆるゆると納所の箒花の寺
堀江海岸ボートレースよ

芝亭牛楽芝亭洞牛楽芝洞牛亭楽洞芝牛洞
井野

南浩
茶

ハ神戸・海市の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃冬霞﹂
冬雷鳥や魚介を匿しけり
吃水さむく砂利運ぶ船
物濯ぐ音の近くに人訪ふて

しほ

若い女の何喰はい態

ナォ子の寝息安らかなるを機会にして

樹々に錫す面打っ鑿

濃く淡く時に心を化粧ふなり

花野なりけり週末の夜は

鈴木漠捌

修験者の雪踏み分けて道となし

職変へて月見風流のゆとりなく

隠れ里にもとろり楕の火
露天風呂旗揚げ待ちっ鶏の真似
しム
ＲＥＭ睡眠に夢にじませて
折れ曲る者僥む者終電車
漠

鈴木漠
高垣憲正
星野洋輝
松本建彦
藤富保男

ふと気がつけば蟠蝉の家
漠

憲

振分け置けば山笑ふなり

秤唾一毒一や朋二計申霊︵文音︶
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仕方噺も堂に入りつつ

地球の裏へ銀漢なだる

月眺めコーラン唱ふ庭の都市

恋の深手を美食に癒し

ゥがうがうと湯を噴く岩も紅葉して

洋

ナゥ藍甕に藍の匂ひも立つならむ
しぼり耐へぬき顎つけて押せ
漠

葱の擬宝珠をゆらすそよ風

燗酒の提灯潤む花の雨

徳俵踏んで百貫送り出し

油蝉より男を絞る

保

建

朝焼けに有明月の灼かれをり

洋

業平のすきものがたりひもとくや

やる気ほぼ消え音無し頭

保

漠

憲

建

害心

浪人のくはへ楊枝も酒くさく
相身互ひのつきあひといふ
原宿は賑はふさなか鳩も逃げ
づつ

いまうららなる杜の下陰
夕星をすでに灯せし残り花

流し雛のふと戻り来る

建保憲洋保漠洋建漠憲建保憲洋保漠洋建

ハ神戸・海市の会その三Ｖ

歌仙﹃快

貞女のほまれ老いてゆかしき

ナゥ尾を追ふて仔犬舞ひけり昼の方

月の出は何か始まる思ひにて

糸曳く光胸にひらめく

漠

圭

圭漠英漠漠英圭圭英圭漠英圭漠英圭漠英

くゆ

こころの扉半ば開きて

ナォ薫りたつ春の微酔の誘ひたる

濾紙透り滴るごとく口説かるる

夜のモォッアルト夢のジュ・テェム

学成らざるも錦衣ざるも

鈴木漠捌

背信と愛に歴史は繰返し
三木英治
永田圭介
鈴木漠

姿見に襟正すとも問ふなかれ

けらく

英

爽やぎわたる京の鐘の音

卒然と快楽の秋の書屋なり

圭

雲まとひ別れ告ぐるか軒の月

楚々としてそよ風に乗り嫁ぎ行き

漠

山ふところに春聞けるなり

秤亜一毒十ユ朋亜申蕾︵文音︶

天離るひなの絵凧や奴凧

漠

圭

英

漠

圭

英

パン夕●しイ

万物流転していのちかげろふ

読本にサイダ︑サイダと花在りし

蓋らふ笑みは婿殿のもの

英

露けき言葉胸に点りて

き

希臘劇やら花歌留多やら

漠

家路しぐれてひたいそぐなり
裸木の故郷に恥辱いくばくか

野は吹雪ものがたり聴く炉の炎

英

新酒にひとも我も茜す

冬芽のごとく皆耐へてをり
カブリッチオ
ゥ鳥啼かい肌寒き日の綺想曲

E＝＝

圭

隠れんばうの鬼のさびしさ

ままごとの茶碗に砂の飯盛りて
海呼べる螺貝に夏至の月しろく

露店の隅を走る舟虫

国へめぐりて古拙にむかふ

若くして具象を捨てし画家ひとり

種袋には種のひしめき

廃園にあるじ顔なる花燗漫

‑76‑

楽

八京都・かすみ会ｖ

歌仙﹃大且﹄
大旦米寿と鳩寿の姉妹
二人で祝ふ七草の粥

ナォ十三詣り背広姿に楓爽と

雲仙岳の異変刻々

旅の彼障り無きやと案じゐる
揃ひのジーパン写真届きて

衣更へて友と娯しむ俳画展

雑談となり綜配らる

拾うた金は急ぎ交番

病む人へ見舞の品を託しけり

夕立が来るとあたふた帰りゆく

森島香代子

長江澄

西村すみ子

隅田啓子

窓に月ロシヤ革命失敗す
ハラハラ情報胸痛む秋

すきや橋とてテレビ映せる
澄
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香

戦闘停結告げし春雨

啓

犬放す河原ひろびろ草萌えて
秘蔵の屏風ボストン市より
月を浴ぶ湾岸の地は今如何に

ゥ君と共紋白蝶にみちびかれ

間違ひ電話またしても来る

ナゥうたたれや虫の音も聞き憩まらず
す

澄

心とめずは浮世もあらじ
湿原の水芭蕉群古代より

樋付いて新築の家出来上り
孫が持たせのうまき草餅
香
啓

秤唖一壷泥朋一弐申藷︵文音︶

春霞たっ東山あり

久々に祇園の花に満ち足りて

香

澄

啓

す

澄

す

香

彼女好みのトレシャッ涼し

年下の男友達連れて来る
選挙始まり街のかしまし
新月や淀川下る船ありて

なだれ落ち咲く垣越しの萩

鯛に流石に鉛の昏れ早し

姫みこ祀る小さき宮あり
花燗漫稚児と僧練る晋山式

若き母親春着あでやか

香啓す澄啓す香澄す啓澄香啓す澄香す啓

八東予・風の巷ｖ

歌仙﹃小春﹄
あんなところに富士の見えゐる小春かな

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

ナォ天平の甘茶仏たヌ濡れ給ふ夜

ちらとかすめる母のおもかげ池田澄子

箱の隅ころがる指輪とりあげて代

暖炉とろとろ燃え崩れたり洞

髪黄ばむスケートコーチペアー組む貴

特設リング廻る群像代

結婚やつと許されし恋良

長身の女性隣の部屋の人夜

洞

﹁あのねのね好きになったら殿下なの﹂風

守口津夜子

ＪＲ汽笛ひゴかせ疾駆して
夜

うす紫に匂ふ寒林
ベットの子供目をさましたり

芥川良美

皇貝

秤

二審十一一一朋十仁朋壼︵於・風の巷︵洞瑠庵︶︶

千葉へ電話し弥生尽告ぐ火

うつるへる花に思ひをたくしゐて洞

窓に来たりし軽き噂り澄

頬すぎる風のそよぎのやはらかし火

宅送便を受けとりに出る代

ナゥ錦木の紅葉となりし昨日今日風

八ッ橋渡る池の水澄み澄

宴更けしづかに仰ぐ月の影澄

銅鐸に間くいにしへの音火

月ほのか待ち合ふ人の立ち話

″

森風女

庭のおけらのはたと鳴き止む

ゥ店頭の松茸の香を楽しみに

藤村責美

越智美代子

里目︿

夜

奈良のみやげのお白粉もらふ
助手席に嫁となる人早や乗せて

夜

車椅子にて町を俳個

ひと言ごとに胸熱うなり
谷の瀬に葉脈化石拾ひ上げ

良

夜

軒に菖蒲の茎のたれたり

洞

ふな虫のぱっと散りたる月の浜
棒切れの戦争ごっこたけなはに

田中一火女

風

人質解放一一ユース世界を
青い目の講師に花の講義受け
春のふかさのまぶた重たき
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ハ宝塚・かつらぎｖ

歌仙﹃乙
阿波野胄畝

阿波野胄畝捌

乙訓の藪まっくらの良夜かな

軒に飼はるる鶯の糞

爪立ちをせねば唇合はされず
まことに苦い陀羅尼助かな

都にそだちたれば蓮っ葉

猫の仔の金色の瞳のよくうごき
かへりみすれば月おぼろなり
影法師雛いてきたるは誰なりや

こんにやくの畑を知る者知らぬ者

花外楼よりとどく組重

ゥ勅題に風とぞ仰せつけられて

大方はガラクタならん道具類
跡目を継ぎて何をなすべき

柿の簾に顔のぶつかる

宵長しとて会議にも遅れ来て

がちやがちやの鳴くひと筋の道

&＝＝

岡本春人
森田峠

の

愛鳥週間巣箱掛けゆく

とくとくの清水に余花の二三片

ナォュ

一ホーム真っ白少年合唱団

マンホールより下水音する

又誘拐の記事の似顔絵
三方に南京町は門を置く

蓮の実まじる炊きたての飯

金を食ふ松に立待月晴れて

バスッアがせきたててゐるお会式へ

仁王に署名運慶快慶

ひらひらと小春の蝶の舞ひあがる

リンクスの芝冬も変らず

酒がもの言はせる年でありにけり

三次会まで女おほぜい

ナゥあの歌が出でて人気の出たる歌手

雲仙の湯は如何になるらん

ひろげたる地図のたたみ目すり切れて

虚子忌に参ず雨もものかは

ステッキになると折りたる花の枝

田楽食べて見晴しのよき

秤轆唾︾十二亜一汁梱申誇︵文音︶
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訓

峠人畝峠人畝峠人畝峠人畝峠人畝

峠畝人峠畝人峠畝人峠畝人峠畝人峠畝人

ハ金沢・金石公民館俳譜研究会ｖ

歌仙﹃日傘﹄
ゆっくりと日傘廻して故郷の道

梅原千重子捌

月待てばかすかに琴の聞えくる

花

重

松本苔花
寺西喜代
番匠敏子
大崎光子

梅原千重子

秋をえがける名画かけあり

三坪の庭に燃ゅる紅薔薇

国体の選手の挨拶さわやかに

代

ナォ城跡に声だけ間ゆ揚雲雀

利家公の銅像仰げり

いたずらが過ぎる落書白き壁

豊かな用水町を流れる

七変化禅寺の軒魚干す

雲広がりてしきり蟇鳴く

恋文を書く手元ふるえる

おかみさん芸は達者な傘手品

今も変らぬ長者の貫禄

かたかたと箪笥から出す嫁暖簾

敏

カラオケの問に軍歌も飛び出せり

自慢の喉でマイクはなさず

沖が飛びつくよそゆきの服

紅葉の鶏に噴泉の煙

月昇る河原に何気なく立ちぬ

重

ナゥ観光のバスは貸切り秋日和

花

雨となり花見の莫蓮を敷き忘れ

平成三年十月十日首尾︵於・金石本龍寺︶
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子供等のボールが塀を超えて来て

色気ほんのり脹らみし胸
娘はついに結婚すると驚かす
関取りに出す座蒲団はなし

光

木の芽田楽なんと美味しき
代

同窓生が揃う宴会

お偉方だまって見てた証券不正

長沢富美子

虎落笛聞き熱燗一ぱい

かぷ

千里眼ならよめたるものを
肩すぼめスタスタ帰る冬の月

重

寺化

光

敏
まみ

伝来の美田が団地に加賀平野

姿優しき野仏の眸
春光の中開く弁当

花満開案内人に連いて行く

重美敏代光花美重光敏代花重美光敏代花

八日立・かびれ連句会その一Ｖ

ナォパソコンに新入社員熱中し

佳

飯泉葉子
矢島艶子

先もの買ひで大損をする

紅糸のもつれて解けぬもどかしさ

夕焼に湖畔の宿の焔立つなり

昭和の女優相ついで逝く

葉

渓

民

節

歌仙﹃木の芽起し﹂

渓

小松崎爽青

神鎮まれる指呼の大富士

山田冨士子

冬﹃

待つとにあらぬ化粧ほんのり

酒少し欲る夜を木の芽起しかな
上田渓水

孫の代まで続く返済

新内の艶唄にふと涙して

味噌ほっほっと焦げる田楽
新井佳津子

億といふ値のつく家が売りだされ

小松崎爽胄捌

春の日に手捻の壷乾きゐて

韓信の股より月のゆらぎ出て

月の雲払ふ茶碗を打ち鳴らし

箒の馬で遊ぶ拾得

引地冬樹
小出民子
田川節代

芋盗人は狸なるらん

栄

″

冬﹃

佳

佳

藍染の紬もははの形見にて

尺余なす棚の糸瓜の二三本

背戸の流れに浸す鍋釜
民

″

平成三年二月十日首尾

冬︑

渡辺芳子

ナゥ胴震ひして朝寒を肥担ぎ

渓

窯﹃

さはやかに酌む延命の水

渓

大正琴は繊きトレモロ

爽

お見合の写真つぎつぎ届けられ
しとやかになる起居ふるまひ

佳

扇かざせば霞む八重山

結ひ上げし髪にうなじの艶めきて

冬﹁

世間話の尽きぬご隠居

喜寿を祝ぐ宴に花のうらうらと
渓

数もさやかに渡る雁

節

久︑

よよと泣き伏す文楽の木偶

果てるなき人の愚痴聞くうそ寒さ

牛若の笛に澄みたる京の月
高齢社会待ったなく来る

石田栄子

佳

枝垂れては吹かるる花の幽艶に
伊勢海老の髭うごくうららか
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八日立・かびれ連句会その二Ｖ

歌仙﹃妹が来て﹂
妹が来て冬仕度成る吾が住居
あはあはと咲く垣の茶の花

掛軸の俳句の筆の踊りゐて

紬が似合ふ裾のかろやか
望月に横笛の音の搦々と
風爽かな明日香川なり

西幾多捌

鈴木美代

小松崎爽青
滑川美智子

智

伊香和子
黒澤朝子
和

明日ゆく旅の準備整ふ美

ナォ隣より草餅を搗く杵の音朝

通訳の胄髭濃ゆき男振り智
声音似てゐて心うきうき美

便菱と封筒束に買ひ込んで朝

山のあなたに郭公が鳴く西幾多
下校児の歌にあはせてやや音痴和

足長をぢさん頑張ってをる智
普賢岳噴火いつまで続くやら美

電話のベルのお隣は留守和

池の面に浮ぶ月影隈もなく智

母の手順で新蕎麦を打つ朝

キャンプ村朝からジャズを流しゐて和

波音聞え馳くる松原智

ナゥいつか来た思ひ出の道秋の風美
美

朝
智

ゥどこまでも炎えて続ける曼珠沙華

涼しき声を闇にたしかむ

二人乗りして自転車が行く
送られて別れの惜しき門の前

智

美

美

朝

智

平成三年七月十八日首尾

︵於・日立市多賀公民館︶

春うらうらと文学碑建つ智

観覧車ゆっくり揚る花の山和

鳶が高く輪を描いてをり美

新調の使ひこなせぬ鍵なれば
尻尾追っかけ仔犬ころころ
宇宙より帰還の君が月見上げ

智

和

紅葉の山の地図になき道
出来秋の寺領の畑見廻りて

竹馬作り今も教へる

和

武者現るる析を合図の花の山車

子雀軒に騒ぐ夕ぐれ

−82−

八日立・かびれ連句会その三Ｖ

歌仙﹃ひよんの笛﹄

ひよんの笛澄み蓼々と雲一朶

木未を洩るるあをき月影
籾を焼く煙が村に棚引きて

カレーライスの調理実習

小松崎爽青捌

新井佳津子

小松崎爽青

引地冬樹
飯泉葉子
早田維紀子

反古雑然と散らす卓祇台

ナォ留守番に夢を誘ふ目借時

逢ひたさ故の嘘の可愛ゆき

窓の灯にはかなき思ひっのらせて

一行の伝言板の漫画文字

エスケープしてシネマ観にゆく
怖づ怖づとふかす煙草に盾せ返り

やけに大きく打ちし拍手
横綱の胸を借りたる朝稽古
火砕流また噴き上るなり

現なく月の沙漠を渡り来て

83−

荷物ととのふ出稼の父
炎昼の建築現場音沈め

ジプシーの唄そぞろ身にしむ

ナゥ雁の肢に結ひしといふ便り

念入りにとぐ一合の米

久﹃

石田栄子
上田渓水

何の日といふこともなく乾杯し

緋の袖に触れし昂り

渓

ゥ少年の素読はるかに間こゅらむ

佳

平成三年十月六日首尾

春日遅々と置ける加毘禮嶺

大手門万朶の花に開かれて

旅のみやげの飾提灯

ふっと消えたる閨のともしび

佳

久﹃

葉

小出民子

匁︑

木崎節子
矢島艶子

冬︑

老らくの乱れ心のいつしかに
御詠歌がとぎれとぎれに流れ来て

秩父の里の名物の蕎麦

月良さに仔連れの狸浮かれ出ぬ

どぶろく提げて渡る吊橋
宵越の金持たぬ身のうそ寒く
気にかかりたる医者のひと言
帯解けばほろりこぼれし花の屑

桶の浅鯏が水を吹くなり

渓冬栄冬民渓冬佳爽渓葉冬佳渓佳渓栄爽

八日立・かびれ連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃木下闇﹄
猫車入れて山門木下闇
二人静にあるなしの風

西幾多捌

西幾多
滑川美智子

朝

熱きお茶飲み疲れ癒えゆく

幾

伊香和子
鈴木美代
黒澤朝子

歌仙巻くペンさらさらと湯宿にて

仰ぎて句碑の爽籟を聞く

月あがり鯉はねる音いさぎょし

ゥ大鍋に男賄ふ芋煮会

日

智

美

下

智

朝

幸なりと嬰を見せられ

隣部落のせいちやんがゐる
千人針心こめたる日もありて
日に一便のバスも発ちたり

嶺をゆく雲白鳥の飛ぶ形に
秋扇に書くたはむれのホ句

朝

系
美

日

豆柿を先考の机に溢るほど

幾

智

月出でて大戸を降す峠茶屋

吟朗々と遠ざかりゆく

智

渦巻いて川を越えたる花吹雪

下校の子らは蝶と遊びっ

ナォ軒先に燕巣作りはじめたる美

庭師の鋏よき音をたて朝

夢心地なる旅の計画美

教会のながき坂道肩を抱き智

かの時に言ひそびれたる悔残り和

証券界の不正続出美
親子先生写生大会朝

水洞れて川原は石がごろごろと〃

手作りの皿へサラダを山盛りに智
義歯がたがたともてあますなり美

そぞろ歩きに柳散るらん和

細字書く筆のっかへし十三夜智

ナゥ雨音を聞きつつ障子貼替へて朝

わがもの顔に猫が出入り美
裏門の朽ちて傾く武家屋敷智

︵於・日立市多賀公民館︶

高層ピルの輝ける春和

茶釜のたぎり午後の深まる朝
円山の万朶の花に酔うて佇っ美

平成三年十月十七日首尾
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八日立・かびれ連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃冬仕度﹄

西幾多

小松崎爽青

西幾多捌

妹が来て冬仕度成る吾が住居

小野崎芳子

守田碧

仙蓼の実の色のさだまる
借景の山へ声張り吟ずらん

ナォ亀鳴いて居眠りの婆たあいなく

あなたまかせの気楽なる旅

ルーブルへ四日通うてしまひたる

京に詳しき異人さんなり

うたかたの恋の思ひ出夢の中

ままごとの妻今は内儀に

朗々とお国説の唄声を

振向く顔のなんと涼しげ

かげ

碧

幾

幾

芳

幾

湖へ漕ぎ出す小舟一艘

碧

平成三年十月二十七日首尾
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幾

可秋空へ思ひきりよくボール蹴り
よしなしごとを猫に間かする
過りゆくこひしき人の下駄の音

芳

蝶のもつれを追うてゆく子等

説教ぐせのいまだ直らず
雨音の高くなりたる縁先に
ドンを間近に郵便夫来る
城山は匂ふがごとき花盛り

坪刈り見んと頭痛鉢巻

山鳩の鳴くばかりなる神の森
胡座をかいて一人碁を打つ
脆風にはがれし尾根の月の光

紅ひいて待つ煙草屋の影

芳

碧

碧

風立てばまづ笹垣のさはさはと
写経を終へてお菓子いただく

芳

雲の間のまるやかな月面白う

碧

幾

鬚をしごいてまこと自慢気
月撮ると重き写真機磨きあげ
田圃をめぐる小流れも澄む

眉に落ちくる雁の声

松ヶ枝も花の霞にとけるらん

ナゥ旧友と酌む新走り脈に沁みて

招かれて秋のあそびを四阿に

饅頭蒸す音もうららか

幾碧芳幾碧芳幾碧芳幾碧芳幾碧芳幾碧芳

八小松・兜の会ｖ

歌仙﹃冬隣﹄
鎌とパン並ぶ小店や冬隣
散るにまかせて垣のコスモス
海よぎる月は大きく見ゆるらん

清水一與捌
清水一亜︿
山下七志郎

林秀巴
伊勢宗純
松下京子
巴

天眼鏡で探る細文字

息吹をば確に秘めて枯木立
雪が近くの山に来ている

純

亜︿

子

純

子

虚︿

旧
自
純

子

旧
自
巴

囲︿

ゥ美術館出て主婦となり急ぎ足

カーブミラーで口紅をぬり

古写真挟みしままの資本論
けんか別れを悔やむ数分
チャイコフスキーをうどん屋で聰く

のしつけて呉れてやりましょ独り酒

紺ゆかた竿に残され揺るる月

楼藺の木乃伊亜麻色の髪
火の烏の羽音に覚むる旅の夢
おたまじゃくしが躍る五線譜
花冷えに児は猫といて素直なり
エープリルフールみんな幸せ

ナォ立雛の仕事をちょっと真似てみて純

だちかん先生つけ文をする巴
点滴も効かない恋の不整脈純

帰りが怖い艶なわき道與

夏帽子回転扉くるり抜け子

運命線を照らす蛍郎

茶柱の立ちたる朝のもの忘れ純

貧乏潅ばかりはびこり與

安くしとくと河岸の兄さん子
老僧がパソコン習う胸算用郎

満月に切り絵のごとく村眠る子

猪番の交代の声與

ウルトラＣで春虹を超え子

ナゥ幣を振る腕たくましき俄祢宜純
三畳ひと間でかじかんでおり與
舞い降りし金のベガサス雨払う郎

花疲れその次の語を探しおり巴
土筆よめ菜を白和えにせん純

平成三年十一月六日首尾︵於・小松市・松下宅︶
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ハ川内・川内連句会ｖ

池川媚

歌仙﹁散策の道﹄

小倉静

池川媚谷捌

散策の道尽きにけり烏瓜
戒能多
池川水

下駄に湿りを覚ゆ月光ゲ

故里の運動会に招かれて
勉強忘れ漫画ばっかり
宮内竹

ナォ掌から洩るほど柔かき蓬餅水

民謡教室今日も賑やか仙
一時曇りも時により雨静

戦争の絶ゆることなき小競合ひ谷

大仰山に荷なふ刈草水

夏負けにビタミン剤を服用し多

うっかりと駐車違反の紙貼られ仙

あれは穀れし掃除機の音多

誘はれて来しあいまいの宿谷
次の人決めて離婚の判を押す静

中天に月を掲げて山襖水

和尚好みの新酒たつぶり仙

ナゥ連れ戻る犬の背中の草風谷

︵於・川内中央公民館︶

口笛吹いて香港の街静
お土産の菓子も玩具も日本製多
腕白盛り絶えぬ生傷水
花吹雪鉛一杯に拡がりて仙
炭小屋近く鳴ける鶯静

平成三年九月二十八日首尾
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千枚の青田さらさら撫でる風

蝮捕へて竹に挟める

噂の娘何時もにこにこ

姑のあなどり難き仕事振り
イニシャルで届きし文にはやる胸

エレキに凝れる平賀源内
鉄塔の架線のヘリで墜落死

石灰岩の露頭点々

澄みわたる白骨林に月寒く
端切れ合せて作る袖なし
湯上りを一服の茶に寛いで

景徳鎮の壷がどっしり

城濠に枝差し伸べて花万朶
お宮の絵馬に見ゅる春塵

多谷静仙水多静谷仙水多静谷仙穗喜波谷

ハ伊那・からむし庵連句会ｌその一Ｖ

平出つる子

歌仙﹃片蔭﹄

戸田恵美子

宮脇昌三捌

片蔭や雪線痩せる駒ケ岳
八方風の揺する紫陽花
宮脇日日三

初生りの大瓜をつい見逃して

人を招きて待つ夕餉時

ナォ情念の青きひかりをほたる烏賊恵
歎息まじりの声の聞えて春日愚良子
もはやいま明日の旅立ち告げやらん昌
菩薩のおはす伊水のほとり篠田洋子
ぷんちゅう

白楽天隠世の地は香山寺順
扮酒に酔ひ歌ひ出したり広

鯉のぼり幌かぶり居り山葵畑恵

九一年ソ連崩壊愚

川とんぼ母の唄歌細かりし恵
吾亦紅咲く荒れるふるさと広

平成三年七月二十一日首
平成三年八月二十六日尾

︵於・伊那市からむし庵︶

古城霞みて慕ふ古へ昌

グルメばかりがはやる昨今〃
お庭焼見て花人となりにけり順

ツーリング来ては去りゆく街はづれ愚

砂浜に描く君がイニシャル恵

かげ

月の光より残夢零るる愚
順

倉沢友子
竹内順子
長田広子

兵士死すニュース流るる遠花火順

犬騒ぎ鶏鵡落ちゐぬ月夜ざし
灯りは消えっ夜学果っらし

恵
る

ゥ寮の娘に栞りて送らむ草紅葉

広

ナゥ久しければ誰なつかし海鳴りも洋

雲仙噴火止むときは何時
酸性雨国境越えて吹き雲ひ

友

友

順

日自

″

る

順

恵

わが背と呑めばたのし渋茶も

鳴り響くなりヒロシマの鐘
野で遊ぶ子らの声欲し夏休み
切り貼りの障子に寒月冴えまさり

紙人形の目鼻持たざる

信じゐて飲まさるうらみ鳥かぶと

花に狂へる狐忠信

熱湯を注げばひらくさくら漬

暮れゆく春を惜しむ鳩笛
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ハ伊那・からむし庵連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃銀杏﹄
根津芙紗捌

秋の旅鞄すっかりふくらみて

雲の流れを泳ぐ満月
平島嘉子

小飼美智子

春日愚良子

代田敬一郎

根津芙紗

少し薄めて梅酒一ぱい

銀杏や石の窪みの水たまり

娘がくればありったけつける家灯り

稲の香といふ山形の米

隠岐の国後醍醐帝の住居跡

肩叩機にも馴れて定年

手を替へてあばかれてゐる週刊誌

流した涙恋の数々

嘉

郎

美

愚

郎

愚

愚
Ｉ
自
紗

折り目正しく庭を掃く人

病気見舞に蜜柑一篭

弥勒菩薩の胸は平らに

紗

美

ひっそりと党三役をねらってる

猫の仔を貰って帰へる冬の月

文豪の手紙の文字の曲り癖

一昂

愚

吹きながら行く児の風車

通り抜けできぬ道あり花盛り

平成三年十月三十日首尾︵於・からむし庵︶

89−

八横濱・歌留蓑連句會ｌその壹ｖ

歌仙﹃紅梅や﹄

渡遷佐加江

池田佳
角野恭子
松島鏡湖
大島紫摩
阿部美也
今村茂
金子鳴陣

再掲ランドサットは今日も廻るか

ナォ讃經の雪眉の僧に蚊の羽音
やっと一夜の宿を借りけり

添寝の妻がねがへりをうっ

そばがらの枕ほどよきやはらかさ

靴買ひ替へて秋の校庭

連山は澄みわたりたる鰯雲

入賞のピンクの帽に白き蘭

ドナウの漣にうつる月光ゲ

ロオレライ唄ふ乙女のいぢらしく

巻紙の文今はなつかし

轌任となりて遠のくま鼻に消え

ちらりほらりとけぶり立ち立つ

一地地一等咋朋軒嬬雷︵齢・横濱︶
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紅梅や南に海見はるかす
島を越えゆく引鴨の列
風車同る小さき手の中に
竪琴を弾くブロンズの像
搬入の菰をほどきし月の庭
新酒なみノ︑ひとり乾杯
ゥいなご煮る匂ひ隣の厨から
通信販實趣味を活かせり

子

也

孫逵が來て連休の忙しさ

雲妙におはします岬あがめられ

濤護士親子雲隠れして

佳

老いし農夫のひとり田を打ち

ナゥ五平餅灰をはたかれ朝の霜
のれんの先に朴葉味噌あり

道瞼し鞍馬の山の月おぼろ

子

一服の茶で流し雛する

江

子

陣
摩

子

佳

晩鐘に斬り捧ぐる花吹雪
春虹に向け飛ばす風船

花衣袴姿のよく似合ひ

チンパンジイの生態を知る

高き掛聲ほれか︑と聞く
嫁を取る事に執心村おこし
地球上かたちなきもの危ふくて
ランドサットは今日も廻るか

江子茂也江佳茂也佳江湖摩江子也佳摩湖子

八横濱・歌留蓑連句會ｌその散ｖ

歌仙﹃凡愚﹄
紫陽花にひかれ詣づる凡愚かな
松島鏡湖
今村茂
大島紫摩
角野恭子
味村喜和
池田佳

大世帯には足りぬ惣菜

滿ちてくる月に照らされ身の細る

魚市場ひっそりかんと魚もなし

傘かたぶけて梅雨空の下

夜學にひ貫く犬の遠吠え

渡邊佐加江

園にねむれる寒肥の薔薇
お姫様大事ノ︑に養はれ

カタコンベ香油で屍臭紛らはす

也

湖

和

土屋ふじ
阿部美也

交霊會は手をつなぐこと

見合の男は壁のしみとや

茂

子

じ

再掲セレナアデ蕊く朧夜の窓
ナォ讃返す感せし頃の古日記
和歌の宗家は皆下ぶくれ

梶の葉の風に飛ばさる朝茶席

鯉を狙へる鴫ひそみ居て

月光を行くゴットフワァザァ

果し状露に濡れっ蚤武者震ひ

雲はるかなり南の海

母を頁ふ像を建てたる競艇子

着飾り過ぎて泣く七五三

店先に新種の果實あふれゐる

ボオナスの薄きなぐさむ寶籔
鐸のベンチに二人居るだけ

正倉院が残閾の布

ナゥ東西に別れて何時の日に會はむ

床擦に效く粟の寝枕

風鈴も絶えノ＼にして塁の聲

西鶴忌花の難波を偲びけり

虚空に凛と秋虹の立つ

一地秘一奪砿朋稗需壼︵鯵・横濱︶
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〆

ゥまとまらぬま蚤に秋風吹きにけり

三尺寝する僧院の月

子

野鳥鳴くその瞥澤を安く買ひ

敗残兵の肩に初蝶

摩

首ったけ花であなたをっ夢みたい

摩

鐵鉢の中にわづかな春ありて

セレナアデ蕊く朧夜の窓

執

筆佳也子摩じ茂子江湖茂也摩じ也摩和佳摩

ハ浦和・義仲寺婦人連句会ｖ

歌仙﹁雪の富嶽﹄
海鼠噛む雪の富嶽を遠くにし

志野の湯呑に鰭酒満たす
正零時見廻る人の影さして

温室がある屋上庭園

母に炊く野菜の旨煮朝の月

金木犀に眼を閉づる

ウモザイクの羊を撫ぜる風涼し

略奪のごと鞍に乗せらる
恋心も花嫁衣裳も古びたり

大摺鉢の五目白和へ

白いハンカチ鳩翔びたたす
海鳥は原油にまみれたる湾岸

罰鉢癖↑捌
八木荘一

塚本稲子
高橋微代
在間甫
吉田光籟
石井美雪
稲
美
光
甫
美
酒
下
微
稲

オンザロックゆらし音きく夏の月

跣足の指の衰へにけり

微

美

昨日の位置に鯉の主居り

流水の絶え間なく落っ龍の口

稲

美

紙風船の落ちるを待つ手

ケーブルの小さく登る花の山

息吹きかけて眼鏡を磨く稲

ナォ猫の子が貰はれて来る器量よし光

顛麟も雲を探しゐるなり微

蕗谷虹児の金欄椴子の絵を思ふ美

歳月は次第にはやし冬の梅甫

自転車で行く着．ぶくれの人光
老化した頭にメモをはなされず甫

何回も書く同じ約束稲

考へる人の隣に抱き合ふ像荘

一ヶ所鳴らぬ姉のオルガン微
相続のもめる広間に月冴ゆる美

盛上る渦巻きて秋潮微

ナゥクラス会急ぐ小路のそぞろ寒光

七歩の問に豆の詩を詠む光

香りたつ酒饅頭のふかしたて甫

今年も五粍縮む身長微

復活祭の染卵来る光

花吹雪水平線へ飛ぶ姿勢荘

︵於・東京都港区立港勤労福祉会館︶

平成三年二月十三日首尾
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ハ横浜・義仲寺横浜戸塚連句会ｖ

歌仙﹃年暮るる﹂
八木荘一捌
斉藤一喝一旱

八木一壮一

戯れのコラムひとつに年暮るる

ソ聯・雲仙爆発の冬
山田忠竜
川島典虎

一人立ち我も我もと云ひ合ひて

小皿叩いて歌ふ八木節

光岡沢枝

ナォその昔群来たる鰊余市沖竜

子をなだめては烏賊をむく人虎

国破れ身に何もなし亡命者亭

スイスにねむる○万億弗荘

冬木立青海波めく鋪装の町虎

白菜漬けて寒さ加はるさ

けい古場は若手力士が独占し亭
産みたる方が勝ちし嫁の座荘

おほらかに座す大船観音枝

﹁私って悪い女かしら﹂発売中〃

ときわあけびを残したる庭虎

母見舞ふ帰路を三日月ついてくるさ

方向音痴が行く先忘るる虎

古宇

柳下まさ子

門閉す十六夜の月真上にし
芒の白穗いつまでも揺れ

虎

枝

﹁雪﹂を舞ふ武原はん女八十路の夜さ

ゥ虫の音に足を止めたる中納言

小町通りで香を買ひたり

荘

ナゥ山茶花の人の噂に咲き初むる亭

猫の背を撫でては眺む石燈籠

枝

一電

寺壮

︵於・横浜女性フォーラム︶

平成三年十二月十五日首尾

お玉杓子の少し手が生え竜

花の下インク一杯入れたペン斉藤徳治

梵鐘の由来に一人たたずむ枝

云ふこともなき二人きりなり
眠り足りちらし押し寄す日曜日

虎

音の涼しき石橋渡る

古宇

さ

奈良春日部は邪馬台国らし
衿ぐりを大きくとりて夏の月
朝シャンプーのみどりなす黒髪

辛壮

虎

改装なった京の南座

弥生の空を物憂しとみる

花びらをふりかぶる哲学の道
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八松山・錦心会ｌその一Ｖ

歌仙﹃杣小屋﹄
杣小屋のっっかひ棒や葛の花

残りの月に早も媚

やや寒の床に置きたる壺賞でて
礪き割りコーヒー香り楽しむ

虫干の着物掛くれば狭き居間
六時すぎまで西日さし入り

渡部伸居捌
土居りつ子

渡部伸居
曽我部登志子

三好郁子
三澤和子
荻山幸子
菊野晄子

指に掻き上ぐ長き黒髪

り

ゥ郊外にマンション数多建ち並び

居
士心

たより来ず電話も絶えて早久し

冬の月エッフェル塔に突き刺さる

り

晄

幸

和

郁

おでんの湯気の淡々と揺れ

居

木石おやぢ横町にゐる
南洋の土産話に目尻下げ
法螺貝残しまたも旅立ち

庭師と見する印半纒

郁

士心

いたはしき幼児誘拐あと断たず

窓辺うららに眠るご隠居

散りしきる花の下なる献血車

ナォひとり子の入学式にかかづらひ和

有志の長き挨拶に飽くり

肩書きと履歴の羅列名刺裏幸
人材ほしきヘッドハンター晄

ゴルフ場誘致おくれて夏となり居

眉を濡らして岩清水飲む志

山歩き出逢ふ度毎声をかけ郁

高望みして嫁き遅れたる和

街の屋台で岬るひや酒り

ヒステリー嵩じて側に寄りつけず幸

なごり簾にわたるそよ風居

芳賀邸の月の宴の琴聞こえ晄

峠越ゆれば海の広がる郁

プゥ銀杏の実落ちたる枝の軽々と志

たま疵と刀のきずの太柱和
共産圏の続く崩壊幸
春寒う花の蕾のなほ固くり
猫の自慢に過ごす永き日晄

秤唾一壺杭朋什珪叩率︵於・松山市久米公民館︶
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八松山・錦心会その二Ｖ

歌仙﹁散る木の葉﹄

小春の庭に育つ杉苔

散る木の葉一ひら烏となりにけり

携帯電話突如鳴りだす

読みかけの詩集そのまま居眠りて

ナォ苗床の息吹にくもる玻璃障子郁
虫歯の痛みなほも続ける藤田節子

ＢＳに替へ夜更かしの癖和

道化師の大道芸に刻忘れ曽我部登志子

こまい
我慢較べに
氷下魚釣る人郁

着ぶくれし不要ごみとて邪魔にされ居

リゾートのバブル弾けて行き場なく節

渡部伸居捌

土居りつ子

り

郁

郁

り

居

平成三年十一月十九日首
平成三年十二月十七日尾

︵於・松山市久米公民館︶

かげろひの中犬と戯る志

行商の我にやさしき道の花節

蒻翠の指輪母へ孝心郁

長崎の坂ほど近き孔子廟居

ナゥ傘持たぬ黄昏どきの秋しぐれ志
ふらりとはいるはじめての店和

はらはらこぼれ生垣の萩節

きび殻の音成し燃ゆる風呂の月郁

手酌の酒ももう空になる居

欺す奴欺されたふり見抜く奴和

霊感だけですぐに結婚志

渡部伸居

一一一好郁子

三澤和子

ワお三時は大学藷を手作りに
目隠しされし袖のかぐはし

り

居

肩寄せて旅のプランをあれこれと

居

顔に触れたる蓑虫の糸

どこまでも見送り呉るる月嬉し

ドラマはそこで徐々に転回

和

和

牧柵を破りし牛をとり鎮め
やたら遅れし今日の日程
月涼し地酒いろいろ山の宿

入道雲の崩れ音無く

郁
居

和

断食のスーチー女史の身を案じ

募金少年街角に立つ

り

智恵貰ふ双生児連れ花の寺

霞棚曳く沖の島々
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八東京・草茎ｌその一Ｖ

歌仙﹁年明く﹄
年明くや神宮の森遠拝み
瑞雲高く鷹を舞はしめ

宇田零雨捌

筧

宇田零雨
木村筧水
鈴木佳子
佳

松林抜ければ青き海見えて

口ずさみゆく望郷の歌

壺いつぱいに秋の七草

月代にしらじら霧の流るらん

佳
筧

小川廣男

高速道のひどい渋滞

ゥ葛飾のなじみの宿の素堂の忌

ナォほんのりと朧ににじむ湖岸の灯ハ

田舎芸者となりて久しき靖

枯葉からから胸に舞ひつっ廣田節子

大陸の荒野に夫を失ひで水野治夫

湯宿にひとり都塵拭へるハ

安達太良に淡くかかりし冬の虹都

耳ざはりなるカラオケの音治

書きかけの原稿いまだそのままに直

テラスの卓にアイスコーヒー直

熱帯魚泡に逆らひ翻り節

白波立てて鱸釣らるるも

爽やかな風に吹かれて昼の月佳

太っちよのお巡りさんは人気者三
三時にとどく草餅の皿高原牧子

せっせと磨きあげる自転車直

ナゥ在祭すみてくつろぐ父と子と都
佐野とし子

路地奥に花ひらひらと降りかかりと

小林三代子

化粧くづれを直す片陰

永雄もりえ

お見合の時間迫りて落ちつかず

渡辺ハツヱ

秤趣一壺畔朋二仁千叩雷︵於・草茎社︶

小さき稲荷にもゆる陽炎直

昔のままの城の石垣

ハ

●

走る走る蟹の鋏の赤いこと

日笠靖子

磯直道

宇田都子

︲も

″

人の世の修なさ照らす望の月

白萩こぼす虫の声々

あぐらをかいて無精皆なで

やや寒の旅の新酒は酔ひやすく
予後の身は花に背きてこもりたる

お伽の国の亀が鳴くらし
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八東京・草茎ｌその二Ｖ

歌仙﹃石蹴れば﹂
石蹴れば未練の音が寒かりき

小雪ちらつく夕暮の径

汐の香のどこからとなく漂ひて

宇田零雨捌

ナォ初蝶に追ひ越されつつ試歩の杖

香水少しつよすぎるひと

都知事選挙にかかはりもなく
参道をペアールックで腕を組み

熱帯魚ひるがへりゐるティールーム

スキーをかつぐ若者の群

噴火のさわぎやっと治まり清水福
連休の観光バスはつぎつぎに古田悦

ざしきわらしの民話聞きつつ

遠近にかまくらの灯がともり初め

宇田零雨
岸本花子
山尾糸江
仁杉と︑よ

新酒の香り枡に溢るる
ナゥ爽かに兄弟力士台頭し

十五夜にお国ぶりなる供へ物

鈴木つとむ

花
と
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そぞろに偲ぶ遠き故里
城山に月皎々と昇るらん
鳴きつれてゆく雁の一列
師父の忌のお斎の膳の菊謄
話題はつきずイラク戦争

下村てつ男

テレビを小さくつけし病室
切抜きて杢太郎の詩壁に貼り
眠気をさそふのどかなる昼

稲垣治子
東浦佳子

ひそやかに亀鳴くらしき花の池

妻にねだられ探す避暑宿

佳

児玉俊子

窓をかすめて燕飛び交ふ

秤唾一壷畦朋一仁千甲蕾︵於・草茎社︶

田坂八重子

飛行機の銀婚の旅とりやめて

ひたひた寄する湖の波

夏の富士雲を払ひて真向ひに
ほんのりと思はい方に昼の月

″

シ﹂

稽古笛きこえ近づく秋祭

益田きみ江

稲雀翔ち塔を傾げる

母の面影なつかしみつつ

糸

八

咲き満てる花白々と昏れ残り
春の愁ひをさそふせせらぎ

つ福つ俊佳治福と〃悦き子子と八治八治

癒やす術なき失恋の日日
羅の肩の細りがいぢらしく
夕立あとの虹がくっきり

滝ミサ

渡辺孤松
宇咲冬男
日尾雅子
向井俊次
古田悦子
南マツミ

初凪やこころの底の旧山河

去年今年なき俳譜の道

扁額は夏炉冬扇とあざやかに

月の客三々五々と集ひ来て

人柱てふ哀話語られ

とっときの地酒にひとりほろ酔ひて

博松一甫
新堀亭樹
矢崎硯水

ナォ渡りぞめ三代夫婦先頭に

天狗も鬼も恐しきもの

八東京・草茎ｌその三Ｖ

宇田零雨
稲垣治子
井上弥生

語りべのふと衿あはす雪催ひ

田坂八重子

バスを停めたる放牧の牛

ゥ爽やかな風吹き抜ける隠岐の島

野良犬と何やら話す物狂ひ

裏の稲荷にあげる油揚

鈴木つとむ

佐野とし子

屏風の虎がじっと睨める

寺の鐘諸行無常と鳴りひびき

田村登喜子

加藤えう子

歌仙﹃初凪﹂

枝ぶりのよき前栽の松

児玉俊子
若林辰男

そぞろに寒くひびく法螺貝

鞍馬路を皎々照らす望の月

宇田零雨捌

農衣を脱げば秋興の人

小林三代子

近藤淑子
仁杉と︑よ

飯沼しほ女

磯直道

ナゥ予後の身を紅葉明りの出湯の宿

オカリナの愛の調べのほろほると
レースドレスのよく似あひたる

河合澄江
山尾糸江
堀内一子

土止めの石のゆるむ日永さ

秤鰄唾辱亜朋率︵於・草茎誌上︶

命冥加に春を楽しむ

名にし負ふ薄墨ざくら咲きも咲き
米谷志奈英

高安辻子

幸うすき身に寒月の冴えわたり

廣田節子

宇田川貞子

化け物のごと揺るる裸木

木部八千代

難民の子等救ふ催し

教会の庭に白百合匂ひたち

﹁冒険の森﹂を抜ければ青い湖

命の限り小鳥購る

秋篠ノ宮の妃殿下花の如

寺岡情雨
宇田都子
丸林三津

空いつぱいに放つ風船
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八東京・草茎ｌその四Ｖ

宇田零雨捌
宇田零

磯直

ナォあくびして朝寝の夢を思ひ出し

居候とは退屈なもの

犬小屋のペンキはいつも新しく

鳴りをひそめし暴れ天竜

夕映に染まりて汗を拭ひをり

物の怪のごとかはほりが舞ふ

窓ぎはに乱歩全集ひらかれて
義士祭の夜の町のざわめき

涙ながらに愛の睦言

手袋の手を握りあひ忍び逢ふ

百万ドルの夜景身に入む

ステーキのナイフに光る月の影

評判高き個展はじまる

ナゥ秋薔薇支配人から届けられ

駅前広場あたたかな昼

ポスターの顔は明るく笑ひをり

虻がうるさくつきまとひつっ

入学児帽子大きく花載せて

秤趣一一︾托卵一暹計甲諾︵於・草茎社︶
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歌仙﹃金婚を﹄
金婚を祝ふでもなし古団扇
冷酒を酌む大きぐい呑み
汐騒を近しと思ふ夕まぐれ
芦の穂緊のついと流るる

月代のほの白みたる麓径
石の上なる蜻蛉動かず
みづうみを眺めて在はす磨崖仏

暴走族の落書のあと
いかめしく石垣廻す乃木神社
風花ひそと絵馬をゆるがせ
五六人追羽子の娘らさざめきて

お国説りのまざる恋歌

新築の祝ひを兼ねし月の宴

春雲ぽかと綿菓子に似て

虫籠つるすマンションの窓
櫓田のつづける果ての八ヶ岳
スケッチブック開く楽しさ
ひらひらと花散りかかる獺祭

道雨道雨道雨道雨道雨道雨道雨道雨道雨

雨道雨道雨道雨道雨道雨道雨道雨道雨道

八東京・草茎ｌその五Ｖ

脇起歌仙﹃月光菩薩﹄

あら尊と月光菩薩上天に

大地に映ゆる竜胆の花
裏庭の静寂を破る鴫の声
赤児すやすや眠る縁側
汐の香の匂ふ故里なっかしぐ

磯直道捌
宇田零雨

ナォ幻の天馬ひそませ霞む空
地には涌きくる歓びの歌

平成の即位の礼をことほぎて

祖父母も交へ茶の間がやがや

テレビには防寒帽のゴルバチョフ

食糧不足冷ゆる国民

尾行つづける私立探偵

街路樹の影ざわざわとおどるしく

浜田アイ子

待人のなかなか来ない駅広場

磯直道
小林三代子

朱塗の盆に盛りしころ柿

ほるほろと萩のこぼるる十三夜

相手求めて烏鳴きたて
佐野とし子

岩垂道子
渡辺梅子

お七の墓も近き寺町

ナゥ葺き更へし莞つややか秋日和

野良猫の出はいりをする破れ築地

二等計朋二什泗甲需︵於・筑波山︶

おぼろおぼろに響く街騒

暖かければ癒ゆるリュウマチ
何時までも立ち去り難き花の下
蓉
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雪しんしんと降るばかりなる

ゥ筑波山神社の磑に落葉積み
恋の成就を祈るアベック
妊りて認知をせまる未亡人

渡辺ハツヱ

仁杉とよ
堀内一子
渡辺孤松
永見徳代
東浦佳子
稲垣治子

窓辺に近く賑やかな酒

ア

直

ちょっと気になる遺族年金
救急車深夜の町を駈けぬけし
お化けのように揺るる葉柳
川開き待てば夕月ほんのりと
老いてますます若やげる声

道

旅の日の刺身こんにやく珍しく

紙風船の五っ色の夢

ビル街に花ひらひらと散りかかり

孤一よし梅道三ア直ハ治佳徳孤一よし梅

八松山・草茎松山支部その一Ｖ

歌仙﹃春愁﹄
ダム青く冑き春愁生み継げり

鴫り高き枯れ枝の上

寺岡情雨捌
寺岡情
野原初
武知千

永井政
杉浦朝

まぶしく光る天守小天守

ナォ陽炎へるテニスコートの河川敷

デートにもマニュアルが要るオタク族大西素

筑波颪が肌を突き刺す

野良犬が来てキスの邪魔する
横町のおでん屋のみに灯が灯り

宮沢総理と株はがた落ち

独り行く失意の旅のやるせなく

経済の再建の目途たたぬまま

夜なべの庭にすだく蟠蝉
月祀る事も忘れて月今宵

鳴き砂鳴かせ秋の浜行く

ナゥ冤罪の攻防やっと決着し

冑葉若葉の茂る別荘

グッピーの処女雌てふは珍らしき

人工授精はやる此の頃

花影を映して疎水ゆるやかに

神饒園に播きし種籾

拝鰔皿蓉哩朋二什凱叩雷︵於・東雲公民館︶
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屋根替のすべての用意整へて
煙草ふかせば猫がまつはる

裏庭に莚を敷いて月の宴
秋深みゆくせせらぎの音

ゥ竜神を祀る社の肌寒く
小指からませ堅い約束

思ひ出の道行きつ戻りつ
携帯の電話で彼を誘ひ出し
ワイキキの椰子の葉蔭の涼しくて

露台で仰ぐ月はまんまる
名水の里を名酒の里と云ひ

家族揃って囲む河豚鍋
深々と雪深々と降り積り
四角に使ふ三角の土地

石を枕に眠る子遍路

創立の記念の花も幹古りて

￨胄千情千政朝情ノノ千朝政情子子初代子雨

情素千朝情千素千素朝素情〃千情之ノノ朝

八松山・草茎松山支部その一▽

二十韻﹃忍び返し﹄
寺岡情雨捌

ナォ雪国の小さな町の仮住まひ

過去を隠して嫁ぐ算段

とつとつと乱れる思ひ打ち明けて

家紋ゆゅしき母の奥津城

これはまた放屍虫とは迷惑な

しゃんと立ちたる赤き鶏頭

ゥ山海の珍味が並ぶ月の宴

ピアノの調べ響きくるなり

骨董の壷や茶碗を飾りゐて

尾長雀と集ふ涼しさ

久

多

千

弥

山田久栄

多

白石葉子

武知千代

井上弥生

戒能多喜

松永静雨

寺岡情雨

寒九の雨をしみじみと見る

葉

防衛大へ晴れの入学

ナゥさくさくと踏む白砂の心地よく

水陽炎の揺るる濠の面野原初

宮城の花燗漫と咲き満ちて

平成三年六月十六日首尾︵於・東雲公民館︶

102−

いかめしき忍び返しや柿若葉

千年の杉の大樹で村起し

多

情
千

愛を占ふおみくじは吉

肥培管理もハイテクでする
還暦となりても恋の血が騒ぎ

子弥情弥

八東京・くのいち連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃初しぐれ﹄
暉峻桐雨捌

暉峻桐雨
烏沢霞
伊藤紫苑
吉田吉女
矢島眸
仙波鶴女
内山司花

所により一○パーセント初しぐれ

ゥこの河原雁の渡りし日もありき

桐

運動会の準備ととのう

山並のはざまいざよう十三夜

冬鴎鳴くョツトハーバー
ひさびさに逢えば弟男さび
ぽっかがしら
歩荷頭になっていくとせ

お婆いたわるうら若き嫁

奉葭

紫

駆落ちも覚悟のはての恋女房

掃除洗灌ぼくの受持

鶴

眸

話上手のかつぎ屋の嗅

露

桐

司

士ロ

はや葉桜の隅田公園

ビル建って鶯の追われる世の移り

紫

橋こえて初日をつげる触れ太鼓

夕月の縁に持ちだす冷し酒
昼の休みにショッピングする

士ロ

花便りこの不景気を忘れさせ

落慶式の鐘も霞みて

ベンツをとめて烏竜茶飲む鶴

ナォ門前の戸板に春草うずたかく眸

アッシーとなりし我が身を憐れみて司

まだ嫁がずにキャリアウーマン桐

雨だれを酒の肴に夜を更かし霞

ドッグフードも飽きたプードル紫

枯芝におき忘れたる鞠ひとつ吉

一家総出で鏡餅割る眸

片言のホームステイもあと五日鶴

生駒の屋根にかかる浮雲司

どさりと活けた大輪の菊霞

月天心まだ顔みせぬあいつ呼べ桐

ナゥ幕間は心せわしき秋狂言紫
気さくな鮨屋のこる魚河岸吉

遊びたりないくのいちの春桐

道問えば案内までもひきうけて眸
お河童あたまがねだるわた飴鶴
川ひとつへだてて花に遅速あり司

平成三年十一月二十日首尾︵於・四谷・内山邸︶
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八東京・くのいち連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃春ショール﹄

芽ぶく柳のそよぐぬか雨

焼きたてのふらんす麺麹や春ショール

蜆舟子の待つ岸に漕ぎかえる
まだ店のこる角の駄菓子屋
ミステリーにも飽きたやや寒

暉峻桐雨捌

桐

暉峻桐雨
鳥沢霞
仙波鶴女
内山司花
矢島眸
吉田吉女
伊藤紫苑

ナォ上がるかとみえてやまない菜種梅雨

シルクロードを偲ぶ春日野

来ない返事にやきもきとして
老いらくの恋もこれにて総仕舞

夏座布団に風あててあり

朝がゅにすこし小ぶりの白磁碗

ひさしぶりにて里帰りする

いつしかに母の仕草が身について

ちょろちょろと仔犬まつわる無人駅

はや売りきれた山菜の籠
玉垣の屋号に月の影うつり
秋の芝居に江戸小紋着て

−104−

はやばやと街の灯消えて二十日月

異国の嫁をめとる算段

ゥ松茸の採れる山持ち楽隠居

ナゥ勝関の橋をななめに烏渡る
仕込みもすんで掛ける暖簾
鶴

女房にあとはまかせて頼母子講
ちょっと気になる空を仰いで

一塁

識者のつどう地下のスナック

あの寺の花をことしの見おさめに

睦言のスラングまでも学習し
財テクで買った指輪をひけらかす

司

平成四年三月二十日首尾︵於・四谷・内山邸︶

虻のうなりにまどうくのいち

眸

裸になった街路樹さむく
背なの孫ふと重くなる冬の月

圭口

霞

紫

鶴

桐

連絡船の消えたふるさと

ひとつ覚えの演歌ひと節
看板もかたむくままに花ふぶき

司

同窓会もとの苗字で呼び合って

きょうもこりずに朝寝朝酒

紫桐吉眸司鶴霞紫桐吉眸司鶴霞紫桐吉眸

八松山・興聖寺連句会ｌその一Ｖ

歌仙望月﹈風﹂
舟を呼ぶ鈴を引きけり青嵐
汗を拭きつつ下ろす背ナの荷

新築の木の香すがしく漂へる

百人前を越ゆる膳椀

尾花ゆれ月影きょき仕舞風呂

静

松永静雨
大月西女
戒能多喜

多

室生珠句女

なんとか分かる英語独逸語静

ナォどこまでも続く浜辺の潮干狩西

勝手に抜いてビール飲むなり久金光

下請けの下請け乍らほくほくと梶原登志子

滝しぶき受けて集へる猿の声籟
あの子この子に連句すすめる多

マドロスの粋な瞳に憧れて光

三日三晩で誓ふ将来西

診断は神経痛か肋膜か多

ふとよぎりたる祈祷師の顔西

口遊む湖畔の宿の月暗く沖本鶴美

素焼の壺に似合ふ白菊鶴

ナゥ鴫鳴いて土牛をしのぶ遺作展静
未完といふはすばらしきこと鶴

西

街騒遠く落つる栗の実

貧乏はいやよ私は我が儘よ渡部友子

静
珠

ゥ秋遍路豪華なホテル予約して

多

売上げ競ふそごう三越静

何でもかでも妻の言ふまま

小骨の多き磯釣りの魚

静

移り香かあらずやふっと気にかかり

ゴルバチョフ奇しくも命救はれし

散る花にうからやからの浮かれたち鶴

秤趣一毒拭朋十一甲塞︵於・松山市西女庵︶

穴出る蟻をじっと見つめる珠

多

珠

西

一一宮佐和美

珠

西

松末竹籟

雪の彼方に消ゅるトロイカ

凧に梢騒ぎて峰の月

研ぎ上がりたる備前長船
生け垣に回覧板を吊し置き

伊予柑添へて渡す弁当

遠慮をすればたまるストレス
お花見に高速道路素っ飛ばし
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松永静雨捌

西竹静

籟鶴西静鶴籟静美西籟喜静西籟静女籟雨

Ａ松山・興聖寺連句会その二Ｖ

歌仙﹃風の盆﹄

胡弓の音色ひびく肌寒

許されぬ逢瀬ありけり風の盆
湯上がりの猫の毛杭けば月いでて

３ＤＫに似合ふ茶箪笥

ログハウスシャンペンビールバーベキュー

戒能多

沖本鶴

ナォ遠足の幼稚園児の色帽子多
呪文をかけて空へ飛び立つ西

川蟹を採るコツはかうだよ田村憲淳

隆法も﹁おうむ﹂も修業未熟なり近藤岳

冷奴固めに造る峡に住み岳

人目もあらず炎ゆる初恋渡部晃子

アイラブューューラブミーを繰り返し籟

コマーシャル程効かぬ胄薬多

べらんめえ売られし喧嘩買ひもして西

西

すがれ虫とてすがれつくせる静

庭石に露の光れる後の月多
凶作みかん玉も揃はず静

ナゥひげ面の刑事うろうろ嗅ぎまはり

二泊四日のツア−忙しき憲

暖房のききてねむたき喫茶店静
路地の問上より見ゆる城山鶴

頬をよせくる仔馬可愛ゆき籟

両の手を拡げ落花に佇ちつくし西

平成三年十一月十六日首尾︵於・松山市西女庵︶
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白骨林の奥の郭公
ゥ伝説の大蛇祀りし堂暗く
楊貴妃よりも粋であでやか

誘うてみれば男なりける

さりげなくロングヘアーをまさぐりっ

楓爽と軽のビートを乗り廻はし

金比羅さんへ果たす代参
月冴えて黒く沈める島の影
ほうほうと鳴く五郎助の声

ひねもす磨く銀の燭台

停戦の条約又も反古となり
毎ケーキのややにすつばく

ポトマック河畔の花もすでにはや

大松松
月末永

八郡山・郡山連句会ｖ

歌仙﹃羽根一つ﹄
羽根一つ落ちある朝の緑かな

佐藤淳捌
佐藤一得

ナォ良き空に白さ輝く初つばめ

政治と株の先は見えずに

五月雨は佗しと膝に猫を抱き

炎の如き羅の艶

霊山の麓の村は路普請

座敷賑ふ直会の酒
幾星霜を深海の亀

大原紗都

退職の日々平穏に趣味に生き

掃き清めたる宮の境内

遠く不気味に動く手ランプ

二坪足らず賛沢な庭

世期末地球不安に落ち入りっ

草笛急ぐ遠き畦道
大和田悠紀

十三夜過ぎ行く人の声高に

枯山水に宿る露玉

ゥ豊かなる里思はせる威銃

都

み
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依田きよの

名作の陶器展には魅せられて
フロントすでに満室とあり

中西瞭
大槻芳野
佐藤春

ナゥ送迎の車輌頼母し敬老日

望月の千々に砕ける山の湖

堀越ふみ子

教養講座若者を呼び

花三分噂に心ただならず

昔聞えし家柄と云ふ

無事を問ふ癖字うれしき友の文
よ

モードよろしく似合ふ春服

一得

暗

初めてのデートの誘ひ嬉しくて
ガラスの様なゼット機の浮き

橋幾つくぐる都の渡し船
手抜き工事の話題賑やか
仇野の冬昼月の哀れなり

み

野

スタッフ去りし雪のロケ道

よ

淵

己

宿の柱に残る刀痕

春

響鰄一毒執朋二十千申霊︵於・佐藤淳宅︶

仁侠の世界も今や影細し

センバッ球児春雨の中

花吹雪歴史を秘める城の町

瞭紀都淳よ都春紀淳み野春よ瞭紀野瞭都

ハ愛媛・小松連句研究会ｖ

愛媛﹃東て
し道﹄

東てし道往き詰まるまで歩みけり

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

石丸信義

曽我部介以
宮武つれみ

肩ゆすりあぐ重き外套

たちまちにしてセットあがれり

以

十亀まさ彦

美粧院回転ドアに誘はれて
晴れ渡る空には繊き鎌の月
裏戸を出でて虫の増渦ヘ

長井ロ貝一局

ゥ負け込みし賭け麻雀の身に入みて
ひと

み

高

彦

洞

新車を駆って時速百キロ

百恵に似たる女に逢ひたる
踊り寄り黙すふたりの恋深く

義

熟れても渋の残る食べ物

以

突然に湾岸戦に突入し

噴水の月まで届けと詠ひける

義
洞

吉同

み

朧の庭に借景の石や
鎚ま

彦

紺の浴衣を短かめに着て
孫に嫁貰へと来たる人一人

奉りたる桜鯛対ィ

里社千年の花守り秘めて

︵於・小松町立中央公民館教養研究室︶

平成三年一月二十五日首尾
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八豊田・ころも連句会その一Ｖ

歌仙﹃ころもてふ﹄

ころもてふ古名ゆかしぐ秋惜しむ

遠き約束成りし夕月

矢崎藍捌
佐藤俊一郎

道

八木聖子
小園好
柿本時代
三岡鑛次
岡本道子
伊藤祥子

パズル合はせに熱中の児ら

葛素麺でひとやすみする

繭つくる虫すきとほる段ボール

代

郎

聖

行革ならず去ってゆく人

ナォ湿原にうつりゆく世ぞ暮れかぬる

祭嚥もテープばっかり

ひょっとこのお面の下は涙顔

愛の告白ゆうもあととる

甘ずつぱいカクテル飲んでやみつきに

かにかくに罪のおもひよ妹よ

土蔵の窓はほの明かみたり

浮世絵をそっと持ち出し売り払ひ

場末の路地で喧嘩しかける

いつよりか壊れしネオン月の影

ショートカットが通草スケッチ

ナゥ稲刈機二町三町走らせて

病気の数を競ひたる仲

子とともに騎士物語読みすすみ

はだら雪間の北の分校

平成三年十月八日首尾︵於・不善庵︶

花燗漫巡業テントはり終へぬ
ピエロが跳ねて上がる風船

−109

木犀は書斎の人に香りきて

利休の妻の恋のせつなき

ゥ黒楽の鬚のふかみに迷ひこみ

電話かすかに鳴りつづけたる

去年逝きし父のヴィオロン磨かれて

次

好

炬燵よりお前出ろょとつつきあひ

祥

矢崎藍

挽き臼まはす寒月の婆

石となりても血潮脈うつ

とがらせた唇誰のものならん

鴛鴦の羽ふくらみて夜の河

聖

代
郎

町内会の役がまたくる

春雷をきき黙したるまま

鬼ひとり胸に棲まはせ花のもと

後
藤

嘉
寿
美藍聖郎代次美郎代好聖郎代道郎好次道

ハ豊田・ころも連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹁木犀﹂

ナォ春雷を弾みに柱時計鳴る

表紙賑はす大字若貴

化粧塩笹にこぼれて夏料理
藍匂ひ立つ湯上がりの君

フルムーンパス贈られて候

いつまでも取越し苦労つづく親

加藤治子

ミニスカートの今年洋行

その肩に歯形のこさん閨の床

加藤治子捌

月影乱す岸の漣
月山一宣

大谷規美子

矢作川風は木犀運びけり
繁原敏女
奥村伊代子

自慢の甚句友の鼻唄

さんま焼く箸に炎の移り来て

武村利子

孫のみやげはくるみ人形

ゴビ砂漠ぐるり地平に月まどか

晄惚の境まだ先のこと

遮断機のはねた向かふに消えた女

麦藁ぼうし誰かわすれる

″
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つゆ明けの雨が網戸を洗ひゆく

ワ万感の思ひ秘め結ふさっこ壼

三毛がきてほんのちょっぴり水を舐め

商品名の残る煙突

ナゥ気疲れをばさりと捨てて秋の浜
美

女
女

平成三年十月八日首尾︵於・矢崎宅︶

ワルツの調べ春の足音

ほっと息つぐ夫婦熟年

紅差しゆびの少し細りて
美しき嘘もりあがる披露宴

女

秀忘れてひらかなで文

治

花燗漫うからやからの誘ひくる

門中墓は五百万円
凍月に瓢々として世捨人
卍の枝の臭をきく

美

美

失言に首相のいすも定まらず

利

利

刺客のごとく黒子窺ふ

霜の種ばかりのひとひ続くなり

神苑に児等かくれんぽ落花舞ふ

代

治

蝶ひらひらと軽やかに翔び

佐
藤

俊

利治壹美利〃女ノノ美女美郎美女壹治ノノ女

八松山・佐久良連句会ｖ

初富士や旅装といたる窓の景
井門可奈女

鈴木春山洞

愛媛﹃初富士﹄

ととんとんとん門ドの獅子舞
白方筍子
石丸律子

鈴木春山洞捌

緋織る乙女に蝶のとまり来て
草餅が出てお茶になるなり
洞

大本まこと

筍

室示

尼に這ひ込む風通しよき

ま

律

縁側で見上げてゐたる春の月
汐のいつしか満ちゐたりける
ヴお稲荷は赤き鳥居と実梅なり
つるりとすべる東てあがり道

思ひ出し笑ひも憎き仕様にて

奈

洞

媚高く鳴き続けたり

アデランス落ちたる禿ゲのまんまるく

筍

ま

律

こなから

こ合半の酒買ひに行く月の路

宮城野憶ふ萩の乱るる

垂示

洞

筍

トンネルを脱け国原のひろがりて

勝ち鶏抱へ提ぐる賞品

真珠筏の海の霞める
伝説の鎮西為朝花万朶

︵於・愛媛県生活文化センター︶

平成三年一月二十二日首尾
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八札幌・札幌俳譜接心ｖ

ナォお遍路に説法印の釈迦如来

打てばひ宣くの教へかしこみ

盤面はこんとん煙草半分灰

安西須枝子

優勝かけし見事うつちやり

ジョンガラが突如ロックに送別会

案山子を捨てる冬枯れの畦

歌仙﹃厩出しの﹄

尋ね尋ねて落人の里

和田哺風

しまき急漁切りあげて十勝川

佐々木裸木

久保田一九捌
岡本春人加朱

厩出しの馬首を揃へて北大生
目貼をはぎて吹きぬける風

大方のハワイ土産は日本製

港小町とはやされし頃

ワ落鮎のときたまはねる崩れ簗

色づきそめし背山妹山

桑田陽子

哺

裸

久保田一九

乱れとぶ燕の子にもあるリズム

代替りする猿山のボス

高野弘子
小川里風

舷を打つ舂濤のだうだうと
バイエルの曲つまづき勝に

ムックリは悲しき恋をめんめんと

哺

指折って立待居待臥待と

思惑はづれ株で大損

弘

裸

秤唖一毒十九朋超叩澤︵於・平岸会館︶

酔心地よく終電を待つ
花夕べ舞楽の笛の請々と
角組む芦にた蚤むさ武波

ナゥ無住寺は今紅白の萩盛り

脂粉おとして着る秋袷

敗退・の記念に甲子園の砂

須
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思ひもよらぬ愛想づかしを
公園の月の二人にパトカーが

カルチュア俳句没っ茸きなり

まんまるの月上り来ぬ涼み台

裸

小池次陶
有原悦子

辛抱の出来ぬ若者はびこりて

遠藤智恵子

百鬼夜行の派閥争ひ

茶摘の唄があちらこちらに

昨日にっゾく火事場検証
お花見に迷子の犬の放送も

一智裸里哺裸智哺一哺里智嚥裸弘智里悦

石原涼捌
万
香
鎖亮代涼

八高知・三冊子研究会その一Ｖ

歌仙﹃真夜に覚め﹂

母の背にきく草笛の丘
子
代鎖亮鎖代涼亮鎖代亮代鎖亮代子

真夜に覚め鯖火に対す旅愁かな
孫のこと嫁の便りのうれしくて
また出してみる古きアルバム
独り居もいつしか馴れし宵の月

ナォ峠茶屋琵琶湖見おろしうどん食ふ亮

小耳にはさむひとの消息鎖
何年目着てゆく紬一張羅代

藍の香りのよく馴染みたる亮

さよならと言ひて気になる影二つ鎖

さめてなっかし夢にみしひと代

雨晴れて文かき終へしかろやかさ亮

あす旅立ちの切符たしかめ鎖
振子の音ききつつ眠る里の夜代

友みな去りし思出の町亮
いつしか細る蟠蝉の声鎖

盆の月神まつる島にぎはえる〃

ナゥビル谷間立ち退く話夜の長き代

池の緋鯉の群の悠々鎖

老いにむちうち土に目覚むる亮
父の書の家訓長押に歳ふりし代

︵於・高知新聞社文化教室︶

あはれことしの春も逝くなり涼

かがり火のほてりの中に花散りて亮

平成三年七月三十日首
平成三年九月三十日尾
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叫

静夜静かに玉関の情

めだたぬ程に口紅をひき

〃草紅葉ひそかにめでて住みなれし
明日は征くカチューシャの歌くぐもりて

まだ捨てきれぬ手文庫の文
津軽塗遙かな友の手みやげに
おいらせ川のせせらぎを聞く

中天に冬三日月のはりつきて

師走の街に献血すます

オペすすむ落日受けしメス光る

虎杖のびる学舎の庭

花の下新入生につき添ひて
遠くつらなる春の山やま

近山樫石
森岡本原

ハ高知・三冊子研究会ｌその二Ｖ

歌仙﹃人去って﹄
人去って蛍の闇の世界かな

作業衣の袖しみの数々

瀬音にまじり水難かたかた
クレョンの発色強き蝋の香に

放牧の乳牛数へ月の秋

石原涼捌
石原一源

栗田たみ子
一源

平野月子
み

ナォ身の上をそれと知らずに烏雲に涼

セピア色した写真とはなり広田てる子

見えっかくれっ小娘らしき月
踊子に魂うばはれし天城越え夫

金箔耳環貴婦人出土み

ＳＬは博物館の中にあり月

何時の世も政変まとふ秘話ありて夫

見習記者の声のうはずりる

高名な学者なれども女好き月

三本指で世界の一一ユースみ
月に酔ひ人にも酔ひて五十年る

同窓会は紅葉狩りとか夫

福重哲夫

ナゥ時雨るるかグウチョキパーの高き声月
夫

平成三年八月二日首

平成四年四月二十日尾

︵於・高知新聞社文化教室︶

鯛舟浮ぶ海の霞にる

わらくらの花笠をどりはづみゐてみ

椅子も机もすべておさがり夫

かごめかごめの鬼さん決まるみ
ワープロの自分史の稿半ぱ過ぎる

み

鄙の子も勤めするらし身なり派手

月

月

知らぬは親の産院にあり

み

かけ下りてくる山霧の風
ゥ学僧の通ふ道なる萩の花
渋民村のたヌなっかしき
仕送りの学費はいづく籍はなし

月

夫

み

月

出世払ひの証文の価値
満月の冬海のぼる岬にて
螺細陣笠焚火かこめる

いつまでも天王山はきめこめず
あれこれ捨てらパンをほ参ばる

み

夫

﹂源

遍路の鈴のなりやまぬ朝

花屑を掃き寄せならぶ土産店
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石原涼捌

正た

塚田原

み涼
正み涼正み涼正み涼正み涼正み涼子子

ハ高知・三冊子研究会ｌその三Ｖ

歌仙﹃指折れば﹄

漁師の軒の西瓜提灯

指折れば二百十日の浪の色
このころはやる山のペンション

月あかりピアノ鍵盤静もりて

博物館の手甲と脚絆み

ナォ代参の森の石松げんげ道涼

性に目覚めしにきび面なり涼

世の常の出逢ひ別れを思んみる正

それとなく誰に見しよとの糯絆衿み

坊さんかんざし買ひし橋とか橋田祐一

一枚のスナップどりもそこここに涼

百歳の人駒ケ岳描く川添照子

楽しみは日々の晩酌待ちかねてみ

朝のジョギングいつまでつづく祐
濃茶ねる手もとに月のさし入りて照

ぜ

見えかくれする酔漢のゐて

あけび笑ふも句座のにぎはひみ

ナゥ秋の京誘ふ電話の声高に正

千枚漬の歯ごたえのよき祐

立ち寄るは旅の終りの嵯峨野なり照

︵於・高知新聞社文化教室︶

けぶりたなびき春の山やま照

肩に喰ひ入るリュックゆりあげみ
をりをりの季節をうつす花時計祐

平成三年九月三○日首
平成四年三月三○日尾
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四五人の村の子どもが火の用心

断てぬ思ひの嫁ぐ日は明日

吻幼な顔ひとりはどこか覚えあり
おさがりらしきすり切れし袖
ひたすらに恋忘れんの毛糸あむ
焼きすつる古き日記のうすけむり

水仙の黄のあざやかなこと
あたたかな冬満月に恵まれて
期末手当の入りしふところ
胸はずむ博覧会のはなしなど

津軽海峡ひらひらと蝶
北上の日本列島花だより

こんぴら歌舞伎太鼓ふれゆく

岩栗石

八東京・鹿の会その一Ｖ

脇起歌仙﹁冬薔薇﹄

第三の男の楽や冬薔薇
発掘すすむ縄文の土器

石田京捌

ナォ耕しの影の動けるもやの中展

蝶の行方をたどる病窓望
寂聴の説く豊かなる恋淑

長き髪ばさりと切って思ひ切り扶

山陰線はトンネルに入る春

嵯峨野なる冬の篁さやさやと京

ゴルピーの訪日に闇明くるやも展

阿片瓢郎
石田一尿

扶

︵於・俳句文学館︶

秤越一毒程朋一十耗甲露︵十九句以降文音︶

春夜搦々公達の笛京

行く水に枝さしのべる花の艶〃

陽ざし明るき縁に一服淑
新しき座布団の柄たのしくて〃
思ひもうけぬ嫁の心根展

ナゥ虫の音の合唱となる小屋泊り〃

歳月の幸ひなりし月を見る春
とろろ汁などまたもお代り扶

昔手習今はワープロ〃

マトリョーシカの赤いサラファン〃

加藤望子
畑村春子
河村扶美子

ペーチカ燃えて透きとほる指
けらけらと笑へば遠く湖見えて

佐久間淑子

何とまあ吃驚箱に蛇が出て望

一時やみしこほろぎの声

一思

佐々木展子

月光ゲに領布振る乙女佇っらむか

ワコスモスの占ひ終る片ゑくぼ
馴れぬウインク両目つぶりぬ

淑

春

五体投地の聖地巡礼

展

日本も宇宙計画まつしぐら
ひげの濃き宿の亭主と酌交す

扶

望

熟れ過ぎといふ西瓜を貰ふ

犬侍らせて一家団らん
田水沸き小波渉る月の影

望

春

淑

一尿

﹁渭春﹂の村新しき美術館

九官鳥が人を呼び止む

雨含む八重咲きの花彩を増し

子等の歓声入園の式
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真貝
瓢
砂
梁

八東京・鹿の会ｌその一一Ｖ

多

阿片瓢郎捌

安戸小阿
江田林片

歌仙﹃冬薔薇一

葉巻くゆらす底冷えの庭

郎
真多貝梁瓢真美貝梁瓢真貝梁瓢女江

第三の男の楽や冬薔薇

とばり

ナォ明るさの木々の芽ぐめる塩の道瓢

民話採集旅路重ねて梁

羽衣を英語で謡ひ能を舞ふ貝

さめざめくどく厚き胸板多

家を捨て恋に生きたるまれならず真

醤油の蔵に主の白蛇瓢

鬼瓦牙むき睨む雲の峯梁

箱入娘年頃となる貝

事故の現場の新聞の記事真

仕事終へナナハン飛ばしプロポーズ多

搬入終へし画室さはやか梁

コスモスを夕月ひそと照らしをり瓢

ナゥ秋麗の日差し楽しみ飲む紅茶貝

下町とよむ人形時計多
横文字の看板ばかり増えつづけ真
草餅といふ色の美し瓢
朧次第に遠き鐘の音貝

西行のゆかりの庵に花愛でて梁

秤唾一琴程題一十硅串霊︵後半文音︶

︵於・俳句文学館︶
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土地あれど人には貸さず捨て置きて

地下鉄工事やつと決まれる
税きびし一壺の酒に月を賦す
りぎし
初潮望む断き崖
の茶屋

ヴ子の腰に紐つけ釣れり鴬の舟
勇士の妻はバー﹁姫﹂のママ

送るとし単羽織の乳の切れて

安香水の名を忘れたる

懐旧談徴悔もどきに七回忌
ピーひょろひょろと鳶の二声

青木が原辿り迷へる月の東む

詩神の剣の寒き切っ先

古城に羊皮紙の謎解かんとす

帳の蔭に妃泣く春

繭に入る前蚕の白く透き

熱の身をそぞろ忘れて花吹雪

松
村

八東京・鹿の会ｌその三Ｖ

歌仙﹃風船﹄
風船は巨いなる手に召されけり

のどかにまはる回転木馬

黄川田美千穂捌

ナォ雛飾り片言話す孫坐り照

ダニイ・ケイの身振りはげしき様にして章

九官烏の挨拶の声〃

外には星のきらめける宵〃

涼風にさかりつ添ひつ門はひる展

蚊帳の暗みに才っはお菊か〃
浮世絵の軸はわが家の宝なり恭

若松照代

黄川田美千穂

車窓に眺む美しき富士〃

寄居虫は一寸のひまに動きだし
味噌の香のしておむすびを焼く

しまひ忘れし箱のへそくり〃
月を待つ遺品の帯の亀甲に美

阿片瓢郎
山田章子
宮内恭子

月明りビルの裏路曳く屋台

佐々木展子

ナゥ風炉名残かすかに釜のたぎりをり照

昭小

翠

︵於・俳句文学館︶

秤唖一毒理朋二コ七明霊︵十九句以下文音︶

鳥雲に入る古町の夕翠

長堤の花の盛の中くぐる美

事なく済みし税の申告恭

古伊万里焼のぐい呑を選る章
蒐集はパイプ灰皿根付まで展

さきやま

前山に向き郡郭を聞く〃

背なにむち当てて一斎馬駈ける翠

鬼灯市の売れ残り買ふ

展

遠藤翠

ジーンズの穴楓爽とゆく

恭

ゥ奥秩父軒にびっしり柿すだれ
キスマークくっきりつけて知らん顔

展

祖母豐礫とふるふ采配

一早

独りぽっちをかこつ山小屋
遭難が生還となりゴールイン

章

恭

阿畔の狗に大年の雨

美

咳こめばゆがんで見えるお月様
ゴルバチョフ子らに望まれゲンマンす

美

昭小

三々五々と水ぬるむ苑
哲学堂万朶の花の下通る
栄螺の籠を磯の土産に
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八東京・鹿の会ｌその四Ｖ

脇起歌仙﹃水仙﹄
水仙や刀の鍔を売りし悔

宮下太郎捌

阿片瓢郎
宮下太郎
佐々田美登里

川口摩知子

まだらの猫の眠る日溜まり
炭を焼く煙ほのかに流れ来て
芳田龍子

太

摩

山に似合わぬ白き建物

々秋袷肌になじみて濃紫

オカリナを吹いて眺める夕の月

夢二の筆のつっと走れる

龍

十

猪平十糸子

ふたり妻しのぶ逢瀬も忙しく

芋がふけたと母の呼ぶ声

今日は湯河原明日は赤坂

十

美

大統領と会談の栄

龍

摩

票田をにらんでまたの同期会

死んだ魚の鎧えて腐れる

摩

十

美

摩

オートバイ湾岸をゆく夏の月

鉈・で仏を彫れる円空

静けさははやり病のあとの寺

春の灯に集うはらから

花吹雪木屑まじりて床に舞う

ナォつくしんぼ探しにゆかん新開地美

通し鴨いる川の丸石龍
襲名披露その筋の人太

料亭は太鼓の音のどんどんと十

いやだいやだといつも云いつつ摩

衿替えしつぶし島田のあで姿美

虎落笛きく大原の里十

八方に地下鉄掘られ京の旅龍

鞍鰊鍋テレビで学ぶ南北朝美

六十年も続く内乱摩
月の秋狛犬すべて承知して太
豊作祝う酒樽の数龍

ナゥマンションに菊の懸崖育て居る十

少し痩せたる父の横顔美

おめでたの吉報に炊くお赤飯摩

島の灯台地震静まり龍

咲きかかる花白々と葉も出でて太

鯛釣り船にあたたかき雨執筆

︵於・俳句文学館︶

蓉鰄一壷唾朋二斗蒜印霊︵二十八句以降文音︶
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八東京・鹿の会ｌその五Ｖ

歌仙﹃猫の恋﹄
宮下太郎捌

宮下太郎
折原麻美

二匹してちよいとこち見る猫の恋

梅の枝先かかる軒下
佐々木展子

河村扶美
若松照代

猪平十糸子

丸山信子

蝶型の斑雪かがやく村にして

大きリボンの少女集まり
月今宵次々と弾く喜遊曲
ゥ秋深き選挙に敗けし三票差

扶

北の河辺に鮭来るという
ひらき直ってプロポーズする

太

十

本当のことは云わずに新枕
乳ふふませる朝のみどり子
洗礼の牧師の言葉とつとつと
ブローニュの森雨に煙りて

展

信

麻

昭州

扶

昭小

麻

昭小

砂丘の壕に東る兵隊

冴えざえとガラスのような寒の月

行き合いし反戦デモの後に雌き
何時の間にやら酒に落ち着く

噂りのなか舟を漕ぐ人

焼鳥の串売り切れて花曇り

遠くかすかに教会もあり十

ナォ春灯パンジーの絵がアトリエに太

劇評は玉三郎の小紫展

ママの好みの粋なバーテン扶

骨太の腕にハートのしみ見えて照

窓を開けば溢れいる星麻

軽井沢カツコウの声しるき朝太
ひょうもん蝶か槌るおだまき十

白鳳の壁画の破片夢さらに展
五節の舞を舞いおさめたる照

無月また佳しと篝火かき立てて扶

黄落煽る心地よき風麻

ナゥ運動会バッタがとまる車椅子太

その夕方の御飯おいしく十

螺鋼の卓に唐子百人扶

鐘の音今日ははっきり聞こえ来る照

波紋ゆっくり拡がれる春麻

花仰ぐ故国故郷それぞれに展

︵於・俳句文学館︶

稗趣一壷迄明一弐綜印率︵後半文音︶
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八東京・鹿の会Ｉその六Ｖ

半歌仙星目

梅雨﹄

飾窓映ゆサルビアの紅

冑梅雨や渋谷通りにかけはぎ屋

街灯下を人影の過ぎ

踏切番時間外れの食事して
竹針で聴くモーツァルト雨月の夜

障子洗って母の手を待つ
命幼な児と香り楽しむ茸飯
秘仏をがみぬ村の賑はひ
遊覧パス急に曲れば手が触れて

異る姓で共稼ぎする

鋭き月は枯木林の風を切り
湾岸業火消えやらぬまま
龍神に祈りの酒をまづ捧げ
つんつるてんの上下を被て
弥次さんが急な腹痛陀羅尼助

後手で麦踏みて半日

ひと目千本今年の花をふりかぶる

鞍馬山へと消えし雄子声

山田章子捌

一一一井理子

︾﹂し﹂

山田章子
小林梁
金子九星
高畑自遊
阿片瓢郎
大崎光枝

九

梁
瓢

自
九

梁

一早

梁
自
室早

瓢

平成三年五月二十八日首尾︵於・俳句文学館︶
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八松山・子規記念博物館友の会連句教室ｖ

百韻﹃万緑﹄
万緑の中つっぱしる一路かな

仰げる空に美しき虹

玄関番は九官鳥なり

茶の席に羅の人集ひ来て

見渡すかぎり続く唐黍

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞
井門可奈女

野村富子

若ヵ貴ヵのフィバーテレビ醤りつき

二十日鼠の菱餅を曳く

長き振り袖孕む春風

乱れたる髪の纒へる花の屑

勝鶏を抱き賞品を提げ

ニォ卒業の門をくぐりて雄飛する
ともがら

同類の座の呑み頭ラ座元なり
留守居妻など忘れ果てたる

耐へに耐へひたすらに待つ私なの

靖

波

わたし

魚市の掛声ひびく朝未だき
路地から男ぬっと面見せ

眩きながら﹁嘘は厭﹂てふ
富

後藤波久
菅伸太郎

ガス灯のある街の寂びるる

金融も恋もバブルの世となれり

″
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ひたすら

只管に戦後自分史書き綴る

洞

恋の証しは木の葉のお札

赤きマニキュア秋刀魚焦がせる
りつう
ゥ芒原﹁狸通だぬき﹂の歩き出し

洞

松田靖夫

口紅つきし吸殻を捨て

コーラスの少女が通る月の下

逢引を待ち草臥れて遠くみる

一一ゥ女坂温泉に通ふ旅の客

夏帽を振りて渡舟を喚び戻し
帰省の子等が開くパーティ
月涼し最終便のフェリーゆき
風軽口やかに頬をなぞりぬ
″

﹁おいでなもし﹂と聞く伊予説

加藤朋子
波

教会の磑を踏む化粧濃く

雲ダウンして東に流れ

富

白きベールに動悸昂まる

アッシーと言はれてもなほ好きは好き

犬の糞落してもある札所径チ

岡本美代子

ベッドイン抱擁無限いつまでぞ

いしだん

湯気立つる部屋観する唄
肩車親児の影に月凍つる

富

まり

おでんの鍋に和芥子効かし

城

岳

戸

美靖洞朋美朋波美波朋靖洞波靖美洞岳洞靖波司富朋

きぬぎぬ二人哀れ身に入む
にはたづみ

散り敷きし萩の隈マ取る澄

総裁選は秋色の中

今日の月涙にくれて酒畷る
とぎれとぎれの残る虫聴く
一ョにて暖冬となり

宮沢もヌードの﹁りえ﹂に先キ越され

エルニー

返り花急ぎの足をひきとどめ

本屋に並ぶ日記帳買ふ

成田離婚のハネムーンとは

ニーゥ徒然に積みたる本を読みかけて

五月雨続く憂欝の木々

イントロの妙な旋律寝莫産延べ
せないと

背愛し胡瓜おろしを丹念に

幼馴染みと浸る思ひ出

恋の手管と知りながら乗る
連綿とディプキッスの影映り

をんな

妓棲むてふ築地松秋

名園に流るる川の月くだけ

氏神の留守を預る薬師さま

椎茸高値続く上方

文化祭盛り上りたる花火揚げ

人出の多き街頭となり

ナォ﹁ひとめぼれ﹂米の銘柄初心娘

ハスキィな声また魅力増し

繊き指大いなる掌の宝ラ物
二人炬燵で触るる膝っ子

脂粉を残す色里の宿

鉄瓶のちんちんと鳴る長火鉢

ベル・コンサート町に流るる

一歩出て念仏の人お上人

よさこいの知事スタートと大二郎
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ニーォ白鷺の翔っ構へして恵方向く

雑煮の餅の数の減りそめ
老いらくのカルチャーの友みな女性

ステップ軽く手に手を取りて
ほんのりと頬染めながら頷きぬ

こだはり多き谷間に別れ
百年目忠八飛行機宙を飛ぶ

奇人あっかひ名誉回復
啓蟄に畠凸凹ひろがりて

ステッキに秘す傘の細工よ

ぱぱ

大阪場所の景気たかまる
寺町に仮の土俵をつくる春
目借りの時に蝿が漕ぐ船
月朧玩具ロケット空かすめ

洞波岳洞岳伸岳波富靖富伸朋波富靖美靖朋富朋洞波

靖朋富靖洞波奈洞靖奈波洞波靖奈波洞奈靖奈洞波靖

をとこ

きぐ

起し絵漢見得をきったり

Ｍで始まりＭで納まる

真桑瓜湧き水を受く木割り桶

サファイア色の秋草束ね

象嵌の櫛が輝く十三夜

亜つら

ナゥスナックにキープしてある新走り

共同募金声高ヵに佇ち

どっきりと葦火の照らす白き踊

夢この絵佳き伏せ眼の女

、

すれ違ひざまの秋波も交叉点
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ロザリオ揺るる胸を撮りけり
花を観るキャンピングカー連ねゆき
平成三年七月二十日首

紫遠く笑ひ
ひた
たる山

︵於・松山市立子規記念博物館四階和室︶

平成三年十月吉日尾

靖洞岳波富洞靖波〃朋波岳洞

八東京・慈眼舎ｖ

歌仙﹃にごり酒﹄

紅葉の庭にしのぶ揮影
谷川水車

蛭海停雲子

三好龍肝
福田真空

三好龍肝捌

納ひ忘れを共に探しっ

にごり酒病蘇を待ちて酌まざらむ

片雲の流れも清く月あげて
吉村法子

鴨志田智恵子

空

車

帰心をさます山時烏

蟻の列たどりし先は砂糖壺
小膝まぶしきミニのスカート

吉浜ます子

壼云

近藤蕉肝
近藤栗子

元エ

吉永加夜子

壼云

ゥこのチャンス逸すべからず打って出よ

散りぬるも色は匂へと散り散らず

ブランド好みつひに米にも
佐渡か島世阿弥遺せる能舞台

夢幻無限の遠き漁火

繊月にテントを積みしバイシクル

ャングパワーが騒ぐ角界

栗

車

騏醸駕馬乎華甲と古稀と双井と

億ともなれば諦めが先

宙︒

花咲くも難民たりぬ回教徒

野の果の果ゆらぐ逃水

ナォひらついて蝶はをろがむお佛壷高木厚子

共産主義とソ連訣別車

燈りを消さば神代さながらま
たくましき筋肉のばね大太鼓空

十分にエキスを含む兜焼唐木田史子

知らぬ他郷に埋む生涯栗
広辞苑ファジィなる語も差し加ふ小林しげと
安いカメラも自動焦点車

ラブホテル偽名を使ふ恥かしさ栗

タイムスリップで遊ぶジュラ紀船本志紅

磨ぎすます寒げな月は森照らす厚

焚火の煙薄く棚引く夜

ナゥ濁吟で千句のノルマちと厳し法

呼んだタクシー直ぐに到着栗

重いから嫌とぐずつく紙おしめ史

ひそかノ︑に妹をかる猫雲

︵於・上目黒住区センター︶

春の雷やんで晴れやか肝

全快もほどなきものよ花の酔赤田玖實子

平成三年九月十日首尾
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ハ岐阜・獅子門ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃鶯の肝つぶし﹄

鶯の肝つぶしたる寒さかな

蛤鍋にあたたまる腹

間門のほとり柳の膨らみて

國島十雨捌

″

各務支考
國島十雨

ナォ入れ歯にはいささか難儀蓬餅

ＮＨＫにマイク向けられ

雨

守

守

岸一悟

良

チャンピオンタイトル料は税金に

九十億の出口入り口

森川淳子

壼云

北風に流浪の民のひしめきて

翼を交へねむる鴛鴦

輪ゴムにて結婚リング間に合せ

仙

勢

近藤寿仙
小川守
伊藤白雲

蓄へし顎髭を撫で月賞づる
お役御免と案山子倒され

和

悟

神の恵みの双子誕生

唐渡北勢子

義足ですよと膝をならせり

ナゥ屑米を購ひにおこし屋庭へ来て

川島支川
中尾青宵

たのしさは人には言へぬ盗み酒

天竺守を吊るす軒先

雨

蛇口の藁に春日遊べる

仕事終って帰り来る船

ゥ一匹が跳んで鳴けないかまどうま

田中季水

新都庁に入るもなかなか選挙戦

睾一云

良

一淳

付け文されて廻り道する

勢

高杯に月浮かべては飲み干しぬ

ゆく未を思案の風に帆をまかせ

高木和子

勢

小林しげと

平成三年三月十日首尾︵於・獅子庵︶

蓮二てふ名の水温む池

黄山を探れる旅の花見たり

ワンワンワンと犬の遠吠え

着付師呼ばり帯を結ばす

大福帳の下がる江戸村

本屋良子

和

雨

畠山謙二

守

幸一云

守

古時計刻を忘れずぽんぽんと

眠り猫起こし涼しき山の月

茶柱のたつお茶の振舞

コンチキチンの鉾がお通り
厚化粧しんがりの稚児大欠伸

ハマトビウオの大漁の網

花咲いて土手八丁に昼夜なく
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ハ岐阜・獅子門ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹁木の実草の実﹂

御影たづねん松の戸の月

唐渡北勢子捌

松尾芭蕉
戸田如水
國島十雨

こもり居て木の実草の実拾はばや

筆噛めば秋思いよノ︑深まりて

久世竹水

堤民女

西脇美智子

伊藤︷ロ聿一云

琴の音色にしばし耳貸す
片隅のちご寒竹を掘り忘れ
あれこれ選ぶお歳暮の品
ゥ石の貌風格ありと賞め讃へ
メルヘン調の茶房見つける

夜の巷は恋のジャングル

カラフルな揃ひＴシャツ肩を寄せ

堀内のぞみ

田辺桂月
松岡裕子
松澤光津
堀内洋子

曽根須恵子

田中湖城
小林美苑

開発に棲家追はるる鳥獣
球打ち損じ尻餅をつく
噴煙をけ散らしのぼる夏の月
缶ビールでも搾りたてよし

唐渡北勢子

桂

高田久枝

イベントの旗をなびかす四季の道

緋ら聖丸のペンキぷんぷん

花弁の舞って名代の席野点

遍路ツアーが流行るご時世

呆けてたまるか叩くワープロ松野洋子

ナォ飼ひ主が決まり小猫を篭に入れ雲

蝋人形の力士乗り込む伊藤錦石

胄い目も真似てヨイショと四股を踏み武山照子

湯ざめ心地を癒し交はり智

暖房の利きし合鍵渡される子安美代子

休暇届はカー電話にて民

朝酒に卵の黄味を落し飲み沢島郁子

三Ｍと云ふ政治屋の泥仕合清水青瓢

越えねばならぬ山の暮れ初む城
むら雲を払ひ退けたる後の月津

愚痴と間ゆる妬矧鳴くなり代
ナゥ日展に初入選を果し得て錦

貝殻つけし飾り蛸壷郁

海峡をせばめ架けたる橋誇り桂
手持ちマイクで整理する声瓢

平成三年十一月十七日首尾︵於・大垣市円通寺︶

満開の蘂城の苑に花莚勢
ハリョ生れて水の麗雲
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ハ岐阜・獅子門その三Ｖ

半歌仙﹃冬﹃シフらら﹄

色鮮やかに庭の山茶花

俳譜に開かれし門冬うらら
お土産のコアラ人形抱きあげて

國島十雨捌

小面の般若にかはるもの狂ひ

ゥどびろくの祭り如何と長電話
では一泊と言はれどうしやう

糊たきなほし障子貼らるる

夕月のあがりて残る飛行雲

良

淳

秀

勢

良

沖津秀美

唐渡北勢子

國島十雨
本屋良子
森川淳子

寂庵訪ふて語る身の上

金米糖の舌のとろける

トロ箱に乾びし声のいさぎよく

勢

淳

梶原美智子

雨

秀

一淳

雨

山頂工事ヘリの飛び交ふ
清流をまたぐ大橋月涼し

良

胸元に来てとまる玉虫

孫達へ御伽噺の小半時

囲碁に夢中の河童明神

春風飴蕩信長の城

陣取って岐阜公園の花見客

︵於・岐阜県知事公舎応接室︶

平成三年十二月三日首尾
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ハ岐阜・獅子門ｌその四Ｖ

脇起歌仙﹃初時一由
國島十雨捌

唐渡北勢子

松尾芭蕉
國島十雨
小川守
近藤寿仙

けふばかり人も年よれ初時雨
刈り込まれたる垣の茶の花
鬘のほつれをそっとなでけり

踊り口尻より女性現はれて
祐復ひて猫も好める今日の月

伊藤︷口壼云

″

垂云

雨

勢

″

仙

雨

勢

″

圭云

仙

のびし瓢箪さはり比べる

高木和子

ワ不知火を見て来し下駄を脱ぎ散らし

ほろ酔ひ機嫌電話哺々

何もかも撮られしビデオ送られ来

煙出るほどやきもちを妬く
噴石が山の高さをせり上げて

神の摂理に柏手を打つ

椰子徳利よりの泡盛月浮べ

生干し鰹ほぐす小刀

鈍行に限るかぎると気の合ひて
ブルゾンジーンズ胡麻白の實

牧場狭しと駆ける若駒

ハミングは荒城の詩花の宴

学習塾へ追ひたてる親勢

ナォ筆のごと穂先そるへるつくしんぽ仙

盗聴される衛星放送勢

家の中匂ひぷんノ︑カレー煮る和

毒と知りっ蚤雪女抱く雨

置炬燵長い足先つれられて雲

金の成る木を鉢植ゑにする仙

まぼろしと名前戸籍につけられず勢

超音波にて腹をさぐられ雲

仏てふ不思議なものを食ひすぎて雨

いつしか減りし虫の啼きこゑ和

十三夜出入りの多き異人館仙

葹の外れし政治改革川島支川

ナゥ罪のない大豆干しては叩かれる田辺桂月

終点を決めず乗り込む怪列車勢
紐しめ直す片くりの靴堀内洋子

平成の世も定まりて花万朶尾藤静風

春の潮の満ちて来る音大野嵐山

︵於・極鐸蝿噸蓉福塞松軒﹂︶

平成三年十二月八日首尾
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ハ岐阜・獅子門ｌその五Ｖ

半歌仙﹃浬藥図﹄
國島十雨加朱

中尾青宵捌

唐渡北勢子

中尾青宵

宵

國島十雨

浬藥図の裾に長居の俳譜師
角ぐむ葦をかくす上げ汐
酔や易めぐる雀いるどき

釜揚のうどんに春の時雨して

ゥ嬰生れ稲田を婆のころげ行き

雨

勢

宵

雨

勢

朱塗りの膳にでんと大鯛

快焦すなとぼす手花火

あんどんの灯を盗まんと月の獺

鬚黒のおとどはいまだ学生ぞ

勢

次々に湧く雲くぐる夏の月

於玉ヶ池は文武両道

雨

勢

宵

雨

宵

小遣溜めて磨くナナハン
外国の海賊盤を自慢され

灰が渦なす蚊取線香

きょう

断層館に春を惜しめり

勢

雨

宵

旅碁には筑碁の仲間あるもので
おどしっあやすリハビリの医師

百錆に淡墨の花馥郁と

秤唖一悪十斗朋二拝亜肥雷︵文音︶
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ハ安城・秋紅雅友連ｖ

歌仙﹃夕焼雲﹄
湖にある夕焼雲で手を洗ふ
色変りして槌せし紫陽花
セントラル野球混戦つづきにて

書き残したき稿のそのまま

ナォ恒例の春の叙勲の選に洩れ

付け迷ひ居る呼び出しの恋

三冊子よめばよむほど奥深く

若後家の香水匂ふ橋納凉
宵待草が闇にほのぼの

絵葉書の旅の便りの走りがき

斜めのベレー目立つ白髪
改めて記者会見の席設け

此の頃痛む膝の関節

秋ももう半ば過ぎたる月の冷え

祭太鼓に社頭賑合ひ

ナゥ小道具は皆もちよりの村芝居

赤いスリッパ銭で引き当て

ばらばらに共産党の総崩れ

干支の猿が眼をふさぎ居る

世は泰平に霞たなびく

石段のつづくその先花の山

蓉鰄三︾十一斗朋二十垂叩壼︵文音︶

−131−

取材の写真今日もどっさり

月の客一升壜を抱へ来し

花野の果てに続く山脈

女性上位に変る風潮

句群雀追ふ威銃あまたたび
株︐の譲渡にからむ脱税
日本のバブル解消底知れず
タレントの不倫をあばく週刊誌

十日過ぎたる反故の紙屑

離室に通ふ板のささくれ

通夜の路寒月照らす影小さく
拭いたあとから垂れる水漢
亡き祖母は日本一の長寿にて

噛りながら昏れてゆく空

つくばひに溢るる落花そのままに

金大
谷野

松秋

翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅

紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠

八富山・樹氷連句会ｖ

歌仙﹃俄か巫女﹄

ひとつ憶えの馬子唄を出す

俄か巫女一人雇うて夏祭り
降り立つ駅に匂う山百合
吊橋に乙女の頃の夢揺れて

選手村にも七夕飾る

久我妙子捌
犬島正

久我妙
是行修

朝湯朝酒還暦の旅

ナォ能登の津に魚津重ねる冨気楼

血圧の一病息災ろくろひく
更紗模様の冴えて仕上り

思わずすがる梅雨明けの雷

紫陽花に見え隠れする仲の良さ

ＳＰ盤の終わりのノイズ

求婚のセリフに酔ってつい許し

礼儀正しき挨拶をされ

珈琲の滝れ方に凝り豆に凝り

年古りて英語を学ぶ昼の月

焚火するにもウォークマンつけ
ナゥこの時節南瓜の菓子のよく売れて

ふとる素質は母系の遺伝

子や孫の広間を埋める笑い声

ボール跳ね飛ぶ若芝の上

たてがみも背も花衣馬駈ける

鎮守の森にひびくさえずり

秤鰄唾蓉垂朋二拝珂朋霊︵文音︶
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国柄の顔それぞれに月の色

舌鼓うっ焼肉料理

ゥ眸じりは十二神将野分中

門に塩盛る指に夕闇

掠奪の娘ら側に侍らせて
縄張りの争い避けて﹁流し﹂ゆく

雪に転んで月を見つける
怪我かばう五十路の意地の寒稽古

デモ行進の白衣の天使

封鎖越え慈母の願いを平和船

日長の留守は男手料理

花一枝添えて届きし宅急便

春と名が付く本が八冊

修妙正修妙正修妙正修妙正修妙正吉子一

妙修妙修正妙修正妙正修妙正修妙正修正

八東京・樹林連句会ｖナォ袋路に逃げてドロ猫絶望す

胡蝶﹃十薬の﹄地球の自転変らず続く

南朝の道けわし吉野山

巾跳びは世界記録や月涼し

干して吊して海鳥の皮

草苅澄捌泡はじけせけん大変一人酒
十薬のほしいままなる番外地牧野火中

夏の終りの秋の風吹く林空花
長電話まつ間に月の高くなり草苅澄

ナゥながれ雲とぎすまされし包丁の刃

埋火かくや出戻りの姉

石地蔵語らぬままに夕の風

阿呆踊でんきゃあ踊らい

花の下旅のおわりの集いかな

波頭をなめて帰る燕

平成三年九月一日首尾︵於・関口芭蕉庵︶
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お膳を囲むにぎやか家族高柳幸子
雪の道バイクレース懲りもせず後明民子

大正昭和遠世となりぬ面川虹児
ソ望郷は空にはためく旗のごと澄

赤貧に甘え春雷をきく中
水ぬるむ流れにそっと手をひたし児

乙女夢みる濃きすみれ草塘連枝

鎌倉に美男のおわす絹の雨幸
不眠の朝の大道芸人田代興三

中花三枝三中枝花澄枝民児

ハ所沢・湘南吟社ｌその一Ｖ

歌仙﹃形見の梅﹄
きはだちて形見の梅の紅匂ふ

東風軟かし餌に集ふ鳥

小林静司捌

ナォ霜くすべ農の後継甲斐々々し

嫁飢鐘とてさがす外国

さよならは又会はんとのサインなり

あめんぼだって愛の交歓

ハンカチのイニシャルフランス刺繍もて

菊目石置く台も手造り

ウーロンティーのランプ売切
知事候補きまらぬ党にきめし党

遺跡出て中止ときまる道普請

蛭海停雲子

小林静司
倉間千代
名古則子

古い電車を改修の店

干菜の風呂の湯気の立ちこめ

凍月の静かに離る千木の先

児等育つひねり草餅大ぶりに

脱サラの人秋耕に馴れ

司

金子恭子
土屋実郎

車の中で電話もしもし

ビルの屋上彫刻の森

天井桟敷芝居通にて

ナゥ高令者福祉に僅か予算つき

老舗の米屋燕忙しげ

吾妻下駄駒下駄一葉記念館
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晴れわたり金泥の月安らけく

ゥ新酒酌む生れは神田紺屋町

圭云

郎

嘘吹き込まれその気にもなり

則

切角の福耳かくすイヤリング

恭
則

絵臘燭ピンクの涙した蛍らせ

帛紗に偲ぶありし日の春

光り満つ花の浄土に生れませ

平成三年二月二十四日首尾︵於・小林静司宅︶

代
則

しんノ︑積る雪の深さに
民謡の説なじみてのっぺ汁

志功の仏善悪を呑む

″

恭

壼云

郎

中東に講和成れよと座談会

強き葉巻の香たヌよふ

池廻る花見ゴルフに昼の月

殿様蛙我に平服

代〃則恭郎司恭代雲代恭雲郎代則司郎則

ハ所沢・湘南吟社その二Ｖ

歌仙﹃冬︑シフらら﹄
小林しげと捌

杉浦ちゑ
蛭海停雲子

沖さして赤き帆走る冬うらら

山茶花映ゆる高台の句碑

さつ

セーターの上に羽織を着ぶくれて

金子恭子
小林静司
高木義厚

ゑ

四部門とも自仏礼讃ゑ

ナォ春斗は五パーセントの綱引に司

手練手管も夜の蝶らし司

悪ぶって所詮弱気の色男厚

アイドルのヌード写真は売れに売れ雲

えんさき

雨が戸を打つ槍先に下駄と

でか
老練の刑
事の張込む木下闇ゑ

これはいつもと違ふ香水恭

しやつくりが止まらず唾を飲みこんでと

米の新種に競ふ愛称厚

恭

月情し悠々素敵ニュータウン雲

﹁地虫泣く﹂とは蓋し名言

厚

ナゥ出世魚とゴのつまりは鰡のことゑ

馬子にも衣裳縞のネクタイ

恭

開店ののぼりすがしくはためかせ司

復活祭の卵いた貫く

花前線列島縦断烏笑ふと
陽炎のなか江ノ電の駅雲

︵於・七里が浜清水家︶

平成三年十一月二十四日首尾

▼へP

大きな札で頼む精算

恭

眠りゐるコアラひっそり昼の月

図鑑をひらき挟む一葉
ゥ缶詰の鯨の肉で新走り

司
厚

室云

小林しげと

本陣あとにラブホテルとは

司

ふくよかな乳の黒子のいとほしく
たかた
諦めきれぬ泡う沫
の夢

恭

と

ゑ

水狂言の桟敷賑はふ

司

八幡社鎮座八百年を祝ぎ
箱庭の池にも月のまどろみて

若・責かすみ琴・小決戦
内閣に連立さそふ根回しか

厚

壼云

天に届けと漕ぐやふらこ畠

人の数ほど据わる陶椅子
城垣の反り美しく花盛り

−lJコー

八大府・正風大府支部ｖ

二十四調﹃花遅し﹂

花遅し過疎と言わるる谷の里

雪解け水の走る谷川
交代の組長の札掛替て
旅の誘いの次々と来る
ゥ名月の僅かに淡き山の上
鳴き声こぼし渡るかりがね
言いなりに唯ついて行く恋でした

戦が済めばあたら若後家
東京に住んで故郷あるじゃなし

地上げ騒ぎに稲荷引越す
藤棚にあつまる虻の五六匹

春惜みつつ独り酒酌む

ナォ有難き叙勲の沙汰を墓に告げ

千古に朽ちぬ彼の文筆
大雪の朝に始まる物語り

銅羅を鳴らして別れ行く船

内乱の治まる様子更に無く

伸び放題のこわい顎鬚

飛び入りの人も拒まぬ月の句座

豊明庵忌秋に繰り込む

ナゥ季代りの度に遺墨を床にかけ

五風十雨に気候順調

名所の花を辿りてどこまでも

再放送のテレビ麗か

秤趣一辱十ユ朋十珪叩雷︵文音︶

‑136‑

金
谷
鈴
置

一松

花翠花翠花翠花翠花翠花翠

翠花翠花翠花翠花翠花翠花

ハ和気・正風和気支部ｖ

歌仙﹃名園﹄
桐山北天捌
桐山北

和田弥

桐山和

名園の早き開門蓮見会

空蝉鎚る樫の大木

ナォ御殿雛僧衣の人が買求め

旅の鞄に薬あれこれ

露地の奥まで送り来て去り難く

生さぬ仲とはとても思へぬ

あ凶云へばかう云ふ今の若い者

身すぎ世すぎに配る新聞

赤提灯に背広似合はず

正義漢なれど味方の少なくて

備後三郎船坂で待つ

茶を妙れる匂ひ流るぁ茶舗の前

教会の尖塔照らす後の月
秋潮満ちて濡らす桟橋

ど忘れしたる電話番号

ナゥちよこなんと莚に坐り叩く胡麻

古書を繕き−句拾ひし

手文庫に仕舞ひし文も色槌せて

朱塗りの橋を渡るうら蛍か

花吹雪清麿像に降りそうぎ

秤唾一壷狐亜一汁叩窪︵文音︶
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人情の厚き任地に根下ろして

徒歩で十分バイクで五分
盆踊り果てし広場の月丸く
手持無沙汰にひらく秋扇

ゥ台風は奄美大島通過中
あかノ︑灯る夜の陶房
つけ

釣書の見事な文字に父が惚れ
ふざけて抱きし代償の高かり

人稀な秘仏の眠る寺を訪ひ

寄る年なみに痩せる刺青
佗助に月の雫の光るほど
句碑のほとりの芝も枯れたる

御隠居の声そっくりに九官鳥
世襲候補に我れはくみせず

園児等の手で放つ若鮎

人影も疎らな宮の遅桜

生美天生美天生美天生美天生美天生美天

生美天生美天生美天生美天生美天生美天

ハ新庄・新庄北陽社ｌその一Ｖ

新宗匠立机祝賀

歌仙﹃咲き揃う﹄
咲き揃う梅に立机のにぎにぎし

長閑な雅友の集う殿堂
大安を選び初雛飾られて

笹白舟捌

笹白舟
武田富水
大川耕月
内田素舟
早坂和風
斎藤一葉
斎藤一竿
青柳柳翠
浅沼葛子
浅野目弄風
富沢比佐女

ナォ学校の午報流れて軒つばめ大川耕

日髪湯化粧泣かす白雨伊藤香

夏スキー取持つ縁も結ばれて山崎茶
自動車駈って古都めぐる旅熊谷喜

吹けば飛ぶ将棋に賭けた男意地

若烏馴らす鷹匠の声伊藤緑

策にはまって埋めし内濠
幽玄な黒川能に雪の舞い

出世払いの食堂のっけ斎藤孤

電力も見えぬ原子に期待して阿部一

自由な空を赤とんぼ飛ぶ荒木宝

就学のローンも終りて月清く

漫画で踊るポンポコーリン

ナゥ山裾の穂芒ゆらぐ暮の秋
ままごと

よ

年金で暮す風雅の老夫婦小川庭
飯事の席犬も饗ばるる荒木清

葛麓は五雲棚曳き花の笑み

平成三年二月十六日首尾︵於・南部公民館︶

脚光浴びる北陽の春金沢苫
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封を開けば個展案内

燈台はいよいよ白し秋の月

遠き大鼓の続く豊作

下駄を鳴らして歩行天国

ゥ若武者に菊師仕上の霧を吹き
ひそひそと何を語ろう部屋の隅

年甲斐もなく照れる道行
悠然と湖に浮んだ富士の山

中東戦で揺れる国会

岸春生

坂本露香
村松松風

兎の跡を追える槙

月凍ててロダンの像のうずくまり

和

高山桃里

竿

八戸一橋

選挙の一声氏神の前

建替の寺の奉額すぐ定まり

酒の肴は子持蕉なり

新宗匠威儀を正して花盛り

舟白玉水葉楽章女柳笠雨橋松橋楽香月月

ハ新庄・新庄北陽社その二Ｖ

歌仙﹃朝涼し﹄
呼び合うて体操会や朝涼し

時鳥間く苑の長椅子

八シ橋越しに築山の松

職退いてまたも気儘な旅に出て
にじり

ひなびた味の唐藷の菓子

斎藤孤柳捌

斎藤一

斎藤孤

内田素

熊谷一号

早坂和

砦世汽口

俺が村にもリゾートの波伊藤緑

ナォ群れ牛の声長閖なる昼餉時

沈静はしても神話の続く土地

虚空を走る大き雷鳴

駈け落ち夫婦守る山小屋
寝乱れの髪ととのえる朝鏡

古猫は我関せずと眠りこけ

悲痛の叫び映る雲仙

看護婦の笑み病室を明るくし
エプロンのまま分ける栗飯

井戸端で弾む方言月円か

新酒のカップ添えし句の会

ナゥ甘辛を知る術もなしバーコード

道中記には折々の和歌

みちのくの雪の松島夕暮れて

野に鵠する耕転の音

年重ねきてジョギングの日々
おおらかに御手植の花真っ盛り

平成三年八月十一日首尾︵於・斎藤孤柳居︶
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たぎる湯に月も入れたる踊り口

持株そつと渡す爪紅

ゥ日展に上野の森の賑わしく

即身仏のおわす名刹

忍び宵肩より添ってラブホテル

潮満ちて景観高き朱の鳥居

白鳥飛来早き北国

原爆の鐘凍りつく冬の月
しどろもどろの大臣答弁
保革賭けペレストロイカせめぎ合い

位置の決りし庭の置石

咲き初めし花に筆硯持ち出して

日向の縁に種を選る母

風舟苫素ノノ苫風素竿苫楽苫竿素柳舟竿柳

雨柳苫雨竿ノノ楽雨風竿素雨竿苫雨素雨白

八新庄・新庄北陽社ｌその三Ｖ

新庄市芸術祭参加

歌仙﹃熱帯夜﹂
熱帯夜明けて不寝の顔洗う
音さりげなく揺るる風鈴
国体の準備予行も始まりて
橋かけ替えの済みし村道

テレビ見ながら新酒浅酌

夜も更けて客なきホーム照らす月

ウインクされててれる年頃

ゥ秋場所も若貴力士の人気湧く

観光のガイド指さす比翼塚

消費拡大大盛りの飯

丸々と太った豚は売られけり

楕火囲んで狩の相談

仏間までさし入る月の冴え渡る

笹白舟捌

笹白舟

洋装軽く朝の旅立ち楽

ナォ月山も葉山も霞む目借り時松

観劇券をそっと握らす斎藤一葉

迫れども玉虫色の返事して素

時烏啼き行く先は伊勢の杜子

土産うれしい名物の菓子章

アルカデァ街道保存の県議会伊藤緑雨

崩れ出したるバブル経済松

赤穂義士本懐遂げて雪光り里

昔の馬場にモダン住宅葉

蒜がなく生きて金婚今日の月苫

銀杏黄葉に記念碑の建つ斎藤孤柳

ナゥ鮭のぼる北国の川活気付く大川耕月

よくも呑気に芭蕉研究月
健やかに睦む家族の花莚白
就職きまり青き踏む娘等素

四島返還希望明るし山崎茶香
校庭に警笛高く救急車岸春生
楽

平成三年十月十三日首尾︵於・新庄市民プラザ︶

伊藤香月
八戸一橋
斎藤一竿
坂本露香
内田素舟
早坂和風
荒木宝章
村松松風
熊谷喜楽
浅沼葛子
金沢苫舟
和

荒木清玉
阿部一笠
高山桃里

雑巾をさす八十の母
総裁戦派閥争い活発に

浅野目弄風

役所のうさを晴らすパチンコ

蝶案内するみちのくの春

帰郷する車窓は花の続くなり
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ハ新庄・新庄北陽社ｌその四Ｖ

歌仙﹃雪深し﹄
内田素舟捌

斎藤一

内田素

金沢苫

便りを書けば臭の声
浅沼葛

楕赤き民話の里や雪深し
サークルで得る主婦達の智惠

着飾った観光客の集うらん
伊藤緑

山崎茶

ナォ故郷の夢に醒めれば遠蛙子

齢に応じた奉仕活動竿

灯を消したラストダンスに熱いキス苫

星に恥らい朝帰りする雨

玲瀧と冬天を統ぶ出羽の富士苫

五輪めざして耐える特訓素

手作りのグルメ料理に舌鼓大川耕月

他人事なるバブル崩壊子
滑降の肌もあらわに夏スキー苫
象の奇声に子らは喜ぶ竿
稿を脱して風の爽やか月

踊の衆散って落着く杜の月子

ふるさと興しどこもかしこも香

ナゥひとしきり晴れてかげって霧時雨斎藤孤柳

社会欄等拾い読みして柳

儲かった話ばかりを次々と月

ゴム風船の色も鮮か柳

花盛りそぞろ歩きも堀ぞいに素

平成三年十二月十日首尾︵於・新庄市民プラザ︶
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進水の巨船に月の皓々と

芒の初穂大壷に挿す

ゥ身に入むる秋を上野の鐘に聞く

障子にうつる抱擁の影

編されて鴎したあとは出合宿

予報外れて朝からの雨
強運の勝利を呼んで桶狭間
支持率落ちて総理語らず
時烏杉秀啼きゆく夏の月

滝の飛沫を睨む明王

小錦の綱取り紙面賑わして

可愛い孫に反抗期来る

俳聖の慈顔に花の咲き揃い

一瓢腰にうららかな旅

苫竿香子雨苫雨子竿素香子苫雨子舟竿舟

ハ松本・信州大学連句会ｌその一Ｖ

薪割の腕おとろへず夏休
岩魚おどろく溪流の淵
曽根原幾子

柳裕

歌仙﹃夏体﹄
宮坂静生捌

三時間おきに眼覚めて乳呑みて
ジャスミンにほふ湯あがりの嬰

柳沢和子

宮坂静生

山の木のつぶさに見ゆる月の下

折井一呉寒﹃

石田弘一

市川葉

曳きずりて来る七夕の竹

葉

幾

湿布薬にかぶれたる彼

ゥ遠眼鏡もちてぢぢばば相撲見に
ポテトフライのあつあっを食べ
ジョニ黒を逢ふ口実にキープして

和

塞﹁

裕

シートベルトが汗の谷間に

子堕ろしを迫りながらに背中掻き

琴

村里は祭噺子に月を得て

肉屋に隣る細工工房

葉
和

裕
葉

カード十枚狂ふ０．Ｌ

唇気楼立つ町の賑はひ

勾玉のまがひのネックレスを買ひ

牧伸二ウクレレ奏で花の下

ナォ我思ひ色即是空馬耳に東風裕

委員長席決戦となる幾

パッと開く洋傘に名の太々と葉
燭霞を吊りて肝だめし小屋幾

バイトする役得あって抱きつかれ裕

夕陽に透けるブラジャーの鉤和

剃刀をしのばす便り宛名なく

尼連れ立ちて逮夜まゐりに琴

懐の大き焼芋気にしつつ葉

仕込の杖はすでに錆びつき

菊人形に母のおもざし葉

月に声あげて親象又子象幾

雀のお宿今日も満員裕

ナゥいくばくの蓑にされたる茶の葉っぱ和

夜汽車にすする熱き珈琲葉

背のびして届かぬ唇にあこがれて琴

︵於・岳俳句会事務所︶

ポンペイの花を惜しみてナポリまで生
春鮒釣のうとうととして

平成三年七月二十二日首尾
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八松本・信州大学連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃牧閉ざす﹄
雲表に耀ふ富士や牧閉ざす
風に研がれし三日月の鎌

人なっっこきこの家の猫

麻釜にて苑でし秋菜を分け合ひて

春を待つ予備校生の振りむかず

くしゃみ

廩鼻水先生の咳

宮坂静生捌

葉

宮坂静生
小林貴子
柳沢和子
市川葉

柳裕

曽根原正次

窪田英治

川遡るだるま船中

折井眞琴

曽根原幾子

ワブランデー蒔絵の杯を傾けて

愛されずして愛さるるふり

川床に波チャプリンチャプリン

裕

和

一目︿

治

″

助六の紫頭巾ちらちらと
毒薬と媚薬一包づっ持ちて

志願して行く外人部隊

空似かと窓を開ければ東山

治

幾

アカシアの花の色せる月昇り

一ッ目小僧雑踏に出て

葉

花吹雪サーカス団の大テント
あっけらかんとひよこ生まるる

四十八手をそらんずる日々裕

ナォ我があくび朔太郎ばり白い春葉
突つかへされしラブレター置き次
宣教師布教も恋もごちやごちやに幾

見るのぞく入る切る叩く走り出す貴
いす

うゐのおくやまけふこえてみし葉
三余の刻倫みて漫画読みふける琴

洗濯物を宅配便で和

木の洞に一円玉のあるはあるは葉

とみ・
遠
見かう見し・て鴉が柵に和

胸痛むチェルノブイリに月射して裕

同行二人霧に浮き出る次

ナゥ爽やかに青年席を譲り立つ〃
革ジャンパーの白けしを着て貴

億兆の金口先の三寸で幾

ティッシュペーパー束で渡され葉

︵於・岳俳句会事務所︶

博多どんたくぴｌひやらどんど琴

さより

花びらをっつきて臓針の身に生

平成三年十一月十二日首尾
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八三田・すみれ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃花今日は﹄

ナォ草野球打つ音谷にこだまして藻

イラクは今も続く内戦綾

碁敵の彼女ダイヤを燦めかせ君
呼び出しチャイム招かざる人綾

白樺湖キャンプに雨の降りやまず君
いつまでかある蚊遣りひとすじを

山崎綾子

マスコミが騒ぐ聖子のスキャンダル藻

岡田水都子捌

花今日は開きますよと仰ぎけり
岡田水都子

君

︵於・三田︑岡田水都子居︶

平成三年三月三十一日首尾

低き垣根を蝶々の舞う君

げんげ田つづき道の果てまでを
老いてなお派手を比べる花衣都

春の風邪なだめすかして奥の旅藻

もがり笛聞く塩釜の宮君

パラポラアンテナ高さ競えるを
ナゥ寒椿落ちしばかりの彩濃ゆく藻

月天心街の腰なる伏虎城綾

檜山杉山霧の立ちそめ藻

蹄たからか高野馬車なりを

ちちと寄り来る庭の子雀

君

綾

若武者の返り討たるる村芝居君

連衆はみな揃いたり月未だ
櫓の音ひたと止まる蘆原

西尾君子
宮本藻屑

ゥ庫裡裏に作務衣を干せり柿たわわ

を

藻

藻

上野山しげを

街道筋に残るかくし湯

薄紙をはずせば雛の笑み給い
時計代りのテレビ付けたる

待つほどに首尾のよかりし返し文

椰子の葉出でし月の涼しく

タラップ登るハネムーンなり
うたたれの藤椅子いつか民りて

綾
綾

綾

とれとれの岩魚串焼き横ぐわえ

合唱となる大正の歌

を

を

藻

隔年の案内届きい同窓会

君

うちの娘も左利きなり

何はともあれ熱燗にして
餅花の下は二代目女将の座
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八三田・すみれ連句会その二Ｖ

歌仙﹃扁額の﹄

永井一子

岡田水都子

もうやがて夕餉の知らせ来る頃か

犬をお供に麦を蒔くなり

綿雲はメルヘンチック縁小春

マシュマロに似しあまき攝き

ナォザビエルの記念聖堂塔高し
ガイドの旗を見失わぬよう
外湯までたどれば暗し河鹿笛
ふとよぎたりたる淡き香水
円舞曲豊胸秘めてしなやかに

竹山美代子

岡田水都子捌

竹山みどり

パラポラアンテナ城を睨んで

扁額の月の字のある良夜かな

風に乗り来る曲はハモニカ

飛石づたい萩のこぽるる
岸壁を離れて船は秋涛に

車椅子据えてありけり月の庭

秤鰔一一一蓉十卦朋卦極串挙︵文音︶

正客として侍る利休忌

何れよりともなく落花夕まぐれ

都忘れの色濃きがよし

奇絶峡仰ぎまいらす磨崖仏

お国なまりの酒宴酌わ

ナゥ相乗りの市長楽勝天高し

四世代同居鰯網引く

山田八重椿

上野山しげを

林由子

上芝十方
坂本孝子
宮本薄屑
峯友昭舟
小林樹巴
民岡照子
田島竹四
岡田丁珠
松本糸生
西尾君子

中島ふゆみ

銃声一発陣みだす鴨

老農夫焚火の炎高くあげ
可沿道の人・ひと即位御列の儀
めおと揃って今日のしあわせ

フルムーン海外へまで世間並

星座も手相も占いは吉

山の雨晴るるは早し朴咲きい

大吊橋に月の涼しき

野猿注意蝮注意の立て札が

開く弁当また玉子焼

単身赴任そそくさ深夜スーパーヘ

卒業式はヘアカットして

軽ろやかに緑の袴花の道

弾むハミング霞たなびく
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歌
川

山
崎

山

綾

黛藻綾君由珠四巴生照方孝み一代黛都子

八東京・浅春連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃みみずく﹄
晩春のみみずく眼緩く閉ず

灯朧に暮るる山里

たたき

茶摘篭下す三和土に月差して
明日は新車の初乗りに行く
漸くにライセンス取り鑑定士

田中正能捌

田中正能
式田和子
中野睦治
谷敷寛
道井幸夫
菊地一寛
薄井康夫

ナォ今日も又春のうららに草野球
仰げばヘリがホバリングする
曼陀羅会今か今やとお練り待ち

むづかるややこあやしあぐねて

冬の波北方領土近寄せず

ペチカの火のみ赤々と燃え
窮屈な恋でありしよかの町に

ひと

夢に触れにし女の後れ毛

逢初めて又逢う日まで汽車の窓

うなずく様に細き月揺れ
ひ

蟠蝉の一族で奏くシンフォニー

胸に沁み入る宿のもみじ葉

諸子鮒っ子魚藍にいっぱい

びく

ナゥ鄙びたる山菜料理懐しく
矢立値切りし土佐の朝市
愛憎
の歴史を秘めて濠の水
もろこ

小学唱歌陽炎の中

行きずりの寺に燗漫花大樹

秤唾一霊袖朋拒十印壼︵於・学士会館︶
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ビルの谷間を抜ける夏蝶
ゥわつしよいと担ぐ神輿に子等嗽し

幸

睦

寛

和

後を向いてくしゃみ三回

パッチ姿の娘気になる

鉢に競える黄菊白菊

抓られし人にそ知らぬ振りをして
何時も行く病院今日も混み合えり

康

捨犬のさまよい居りぬ月明に
バングラディッシュ出水追打ち

睦

寛

和

対策は議論許りで又も後手
浅野内匠の辞世果敢なし

幸

峰から峰へ笑う山々

ここいらでパッと騒いで花見酒

睦寛正康一幸寛睦和正康一幸寛睦和正康

谷敷寛捌

和

谷敷寛
式田和子
中野睦治
道井幸夫

いね

歌仙﹃鉦叩き﹄

八東京・浅春連句会ｌその二Ｖ

かそ

父が自慢の水墨画なり

寛

幽けさや寝がてに聴く鉦叩き

湯豆腐の薬味細かく刻み上げ

こぽ

裏山に赤き木の実の零れいて

旅装整えお伴申さん

ナォとくとくの歌仙四巻蒸鰈

冬の陣には競う先駆け菊地一

総裁選落ちつく先はもう見えて

薄物の裾ひたと押さえる

焚きこめし伽羅の香りの床しさに

診療所にも若い先生

フィリピンの年増をやっと貰いあく

宜保愛子霊をなだめて大童

長生きしそうぽつり頭に雨

雲切れよ今宵は月
に夜咄を薄井康
しじま
雁が音遠く静寂残れる
ナゥ定年を迎え命の冬仕度

孫の手一つ仕舞い忘れて
昔から天ぷらで名の通る店

うららうららとツアーバス行く

蕗の薑笑むビルの坪庭
花吹雪銅像眼開けしまま

秤趣一一︾十斗朗二十垂肥霊︵於・学士会館︶
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欄間の透かし洩るる月光

豪雪の中辿りつく宿

幸

睦

田中正能

和

ゥ信号の点滅空し過疎の町
じっと佇む犬を連れた娘
嫁ぐ日の近きを告げて伏目がち

正

しよう

お膳の下を抜けるゴキブリ

睦

寛

﹁幸福の科学﹂入る決心

大広間銀膓巡る宴にて

三日月も少し痩せてる土用明け

幸
和
和

寛

肥えた露人のなお援助乞う
羅紗切りの鋏近頃セラミック

雅楽テープを流す御社

睦

せせらぎに花と篝火映えおりて

春風飴蕩値千金

幸正康一寛幸睦夫正一寛和幸睦寛寛和幸

八寄居・埣啄会ｌその一Ｖ

歌仙﹃寒雷﹄

家出老人探がす有線

ナォ桑車曳いて押させて峡の道

在庫処分の札がひらひら

そよ風に気分の乗らぬ笑顔にて

月の隠れて凍るともしび
神殿は生き血吸いたる石畳

森三郎捌

森三郎

目に見えぬ因果の律を逃れ得ず

旅人と一夜の咄熱燗で町田節

真下草笠
柏原知子

大波小波寄する砂浜

寒雷はうつるの胸に響くなり

俳席に戯画の鳥獣踊るらん
溜塗り盆に盛りし京菓子

市川美代子

雲の影はらわん如く篝焚き
杉野弁一郎

運動会のマイク声高か

とんぽうの舞う和紙の山里
郎

降るとも見えずけむる春雨

窓枠に納まる景と眺めおり

柏原和宏

松ヶ枝に大きな月の出で初めて

石川光男

さ夜更く闇に香る水仙

背負籠の芋の肥えて黒々

森恒子

頬赤らめし頃を忘れず

光
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ロミオが胸に剣深ぶか坂本純

ゥ吾子歩む一歩一歩の秋日和
君がため煙草を止めんと志し

恒

平成三年八月十七日尾︵於・東秩父和紙の里︶

平成三年三月三日首︵於・森三郎居︶

若鮎おどる川筋の彩

たもとおる堤の花の燗漫と

ナゥ稲の花閖かに結びつつ揺れて

日毎夜毎に詣る愛染

裏の山よりおろす涼風

廻廊のひさしを深う鳩群れて

郎

笠

美

知

︽汁

宏

光

ただ黙々と隊商の列

もと

滴りの微かに光る月の岩
余りに早き友の計をきく
西域の都城の跡に佇みて

初の蛙の声のくぐもり

鬼気纒ふ育の一樹の花の下

笠笠知美恒純弁節知美子恒光子笠弁郎宏

ハ寄居・埣啄会ｌその一一Ｖ

ふるさとに和紙の生業風白し
町田節子

市川美代子

真下草笠

歌仙﹃風白し﹄

松の手入れの行き届く庭

森三郎捌

一湾を静かに月の照らしいて

杉野弁一郎

あととり探す旅のもの憂し

ナォ種ひたす小川の水のささ濁る

虫歯の痛みこらえ目っむる

白雲の中にいただく機内食

小さき路地に座る炎帝

祇園会の鉾ゆるやかに軋みつつ

血圧あがる老いらくの恋

駒下駄のかすかな音に細格子

砂漠に長きカタビラのあと

悲しみの数ほどあると言う飲み屋

読めそうでいて読めぬ石碑

難民の天幕を覗く蒼き月

柏原和宏

鳥の巣をなぶりて峯の風渡る

森恒子
美

すがれし虫のいつか消えゆく
ナゥうたかたの仮の栄華も冬隣り
節

奥山里に春はきざして
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離れし吾子の便り待つ日々

ＳＬの汽笛が急に夏帽子
土用蜆の籠をかかえて
ワ履歴書という男の背中やや屈む
アダムとイブ始めての罪つくりたる

渓流を覆いて花の咲き盛る

坂本純子
柏原知子

秩父の寺に魔よけ札槌せ

知

純

とりどりなれや遠足の児等

言葉の要らぬ頃の懐かし
へそくりで購いし株券塩漬けに

恒

平成三年八月十七日首︵於・東秩父和紙の里︶
平成三年九月十六日尾︵於・森三郎居︶

熔岩ドーム危機をはらんで
任されて留守居の婆の着ぶくれて

宏

石川光男

森三郎

窓のっららの宿す月影

渉らぬ通夜の仕度に鳴る時計

宏

純

黒き犬来て足にまつわる
花無心浮世の垢の選挙劇
紙風船のポンと破れて

宏郎純恒美知弁郎光笠宏美笠恒光弁郎笠

八寄居・埣啄会その三Ｖ

歌仙﹃稲架襖﹄
森三郎捌

ナォ菜園の畝毎にある種袋笠

宅地並とふ税が噂に郎

病名は癌です耳に口つけて宏

律義真面目に生きて来たのに知
窓枠に揚羽の蝶の羽を閉づる弁

屋島も浦も灼けのた武中恒

金泥を般若の面の眼に差して美

町田節子

森恒子

見るべきものを見つくした恋坂本純子

弥彦路やどこまでも晴れ稲架襖

色烏むかふ山の連り
真下草笠

秤率二審十弐朋群一一一甲蕾︵於・森三郎居︶

夫妻づれ小声で通る花の径純

日のある限り垣を繕ふ美
うねる川筋ゆらぐ陽炎郎

忘れ去られし帽子小枝に知
創業の主は静かに車椅子宏

ナゥ落葉舞ひポン煎餅の児ら走る弁

物陰になく虫は細々宏

楼蘭は白き風なる砂の果て石川光男

蝕の了えたる月は天心郎

酒が出て荒煮が出て句座更ける恒

月を賦す賛をやうやく読み解きて

杉野弁一郎

森三郎

碁盤の艶の語る重代

人絶えし単線駅の滑り筧
積乱雲のけふも湧き立つ

柏原和宏
柏原知子
市川美代子

ワ手を叩き寄り来る鯉に麩を投げて

人眼はばかり直す着崩れ

節
恒

再婚はダンス取り持つ縁とかや

先立つ者が損と哺く

宏

笠

宏

郎

返還の四島チラとのぞかせて

総裁の座を決める面接
月寒し一歩一歩の靴の音
御神渡りの刻の近づく

赤飯は娘お産の里帰り

美

恒

一汁

知

犬は寝そべり山羊はメーメー

花満ちて濠の水面を覆ひたる

鐘も霞みて古都の街々
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ハ川崎・染井の会ｖ

歌仙﹃花合歓﹄
蒲幾美捌

嶋津亜希

蒲幾美

鮎の釣場に並ぶ自動車
湯川道子

花合歓や合流ゆるき渡し跡
豐礫の傘寿の恩師囲みゐて
ロビーにひびく乾杯の歌

久保田富子
田中ツル
亜

菊谷由起子

鳩吹く風に忘れ杖あり

片倉綾子

みつぐ君待つ赤い縁台

ツ

アォ木の芽晴れ庭につづきて子の住居

待宵草を揺らす潮風

ミニスカートの膝の眩しき
魚港まで一輔電車はづみゆく

レーニン像を倒す人民

入籍を先に済ましてパスポート

教会の鐘の音渡る湖に

次の橋まで試歩をのばせり
ぼっぽっと灯り増えゆく向島
猫ふりむきて甘えよりくる

鼻唄で屋台曳きゆく十三夜
露じめりする路地の鉢植

ナゥ行く秋の地酒とろりと琉珀色

加賀会席をデパートの中
夕空に白鯨めける飛行船

畑帰りの鍬洗ひをり

︵於・柿生会館︶

一村の集ひて和ごむ花の下
遅日の縁にうたたれの人

平成三年五月十日首
平成三年八月三日尾
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六十階ビルの真上の今日の月

ゥ小走りの袖ひらひらと秋袷
子が出来て首っ伽とはなりにけり

由

亜

″

た

大江秋光

道

ツ

山口たまる

道

餓鬼大将とてもち込まる尻

草野球背番号８胴上げし

志功の絵馬を掲ぐ産土神
象潟の松にかかれる冬の月

久潤の宿鱈ちりの鍋

過労死のニュースひとごとならぬなり

時計人形楽を奏でる

天平のいらか煙らせ花の雨
春を惜しみっ手鞠かがれり

ツ由幾〃亜綾幾秋綾道富ツ富た由亜ツた

八東京・第六天連句会ｉその一Ｖ

歌仙﹃あらたまの望﹄

雨雲れてあらたまの望海登る

よき初詣済みしうま酒

浅井園丁捌
浅井園
松崎桃

尾崎淑

浅野黍

三寒四温森の鈍色
星野惠

冬牡丹去年の仲間に声かけて
風まどか地に大犬の綱解けば

穂

ナォ尼君の訪ねし人は今は亡く淑

問へば次々閨の細々則

首里の坂現っ夢みて港まで丁

母子の凍りし洞窟の闇古

響き合ふモーツァルトに鈴の音

二百年経し煉瓦頑強淑

頼みとす雷おやじ今やパパ佐野千恵子

日頃お世話に門前を掃く丁

歴史刻みてモアイ像立つ千

栗狙ふ栗鼠を狙ふは黒い猫古
ベールに透ける秋の肌色穂
月に観る宮沢りえの写真集淑

雪一握り頬につめたき古

ナゥわたつみの碧きを哺み噛みしめて丁

蜆汁吸ひ軍歌合唱淑

やせがまん昔は冬の素足下駄穗

春燭かかぐ鯉の湧躍丁

いさぎよく花散る宵は宴も果て千

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成三年一月十三日首
平成三年十二月八日尾
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原倭人めくひと多き島

ゥ喜びも悲しみもみな歌にして

パッタリと会ふ寮の悪童
頭文字刻んで贈る銀の匙
わが胸明かす金雀枝の道
遠花火空にくぐもり嶬惑ふ

一喜一憂株と湾岸

ものなくて秋の選挙の影にらみ

土地狂乱に月眺めやり

松茸も少し祖父炊くたんぽ鍋

山の余寒に木芽もえ立つ
小耳に霞む駒のいななき

矢づくろひ近江の桜見るべしと

穗古丁則淑穂古丁則淑穂古丁則子穗古丁

はし

﹃黒鶇﹄

参木ＤＨＧ訪問記念

八東京・第六天連句会ｌその二Ｖ

アムゼル

余寒に林檎の花も錆色

黒鶇やあの黄の噴の主をかし

空の教室入る掃除夫

湿原へ朝の遠足子ら連れて
停電に月光ゲ長きかげ黒し

濁れる水も楽しき紅葉

アイヒエ

ゥ古樫の実をがっノ︑と豚肥ゆる

初霜ふれば羊を小屋に
古き代は童乙女の恋躯ふ

小舟に夢中名をペネローペ

政権を競ふ野党の悪あがき
のろまの犬にさせぬ門番

遍歴らくな夏の職人

月涼しヴィオロンの旅﹁役立たず﹂

機械化に鈍る手先のゼニ勘定
梯子の﹁本の虫﹂をあはれむ

薔薇の芽藷る鹿は恨めし

ナォ沼
沢の上をちりノ︑舞ふ雲雀Ｂ
が
天さ性
は其角とモーッアルトに木

氷る下流れはるかに湧く泉Ｂ

羊歯のし歩く恐竜の尾木

アンモナイト

探し佗ぶ菊石に元っ型Ｂ

シチリャで解く変身の謎木

土地と酒古典ソナタに逆へずＢ

恋の無くして何の全てぞ木

トリスタン媚薬に夢を導かれＢ

信号違へてあの世への道木
月隠す臭のかげ乞ふ助言Ｂ

知のひらめきは霧はる麓ごと木
ナゥ橡の実を叩き落せば木の橋にＢ
デーモン

魔神かって土地守る神木

子らは集めて直ぐに玩具に木
鐘鳴れば深夜目覚める塔の霊Ｂ

口笛で和す朝の噂り木

芝白し雪にまがへる花の塵Ｂ

平成三年五月二日首
平成三年五月八日尾
︵於・ドイツ俳句協会／フエヒタ︶

樹Ｂ女史はドイツ俳句協会々長
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仙

ギロチンに枝はお河童花開く

，'《予参

谷
・

歌

レマ

トグ小

｜ル

B木B木B木B木B木B木B木B木ャ木
｜シ

八東京・第六天連句会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃盆の海﹂
田口猛康捌

品川秀

田口猛

村雨にあふ今日の待宵
笠問文

赤田聴

地曳漁雑魚ばかりなり盆の海

ところどころに萩刈りし束

いち早くつづりさせ聞く厨にて

石蹴りの石三つを寄せ置く

しるがね

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成三年八月十一日首尾
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夕暮は犬連れ多き歸り路

音の増渦の新宿の街

ゥ小太鼓につれて唄へり社會鍋

喫茶店隣の癬話が羨まし
こがね
金
剛石と光る己が懸人

識刻み髪銀に至るまで

面影抱き酔ひしれる酒
闇涼し屋形舟なる月の客

戦ひ避けたるための砲臺
庶民には寝耳に水の證券界
人目につかず味のよき店
石割の碑のかすれたり花の勇

床の見舞も快き春

風康雨文風康文雨風康雨文康風子雨風康

八東京・第六天連句会その四Ｖ

半歌仙﹃師走﹄

暖房熱く開け置く障子

黒枠のはがきも届く師走哉

大福帳の垢に汚れし

仕事場を狭しと素焼壷干して

行灯の消て明るき月の影
言葉少なの今日のうそ寒

岬の中に狼煙台跡

ゥ頭から鵯に鳴かるる午後静か

田村宏捌

宏

田村宏
今泉忘機
笠間文子
田口猛康
品川秀風

文

機

寝冷えせし人不機嫌に見ゆ

月高く泳ぎ帰りの時計塔

海は五里ほど遠くなりけり

伝承の芸妓気質を忘るまじ

まはる盃口づけと聞く

風

康

文

機

宏

風

康

参りたる禰宜に袴のやシゆるく

機

真珠湾戦くヌリて燃ゆる恋

煎じ薬の匂ひかすかに
花の片同じ円描く噴井池

文

宏

ひねもす毬とあそぶあざらし

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成三年十二月八日首尾
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八東京・多摩連句会ｖ

歌仙﹃谷戸の梅﹂

ナォキャベッから一本ぐっと薑の出て

遠足の子等声の遠のく

何に伸ぶ倒れしレーニン像の腕

オゾンホールは大いなる穴

里神楽細きうなじの立ち交じり

遠藤みゆき

宮下太郎
池田葉子

四十の母はいつまで密か事
今日は校舎の裏で壁打ち

臭のごと撞いきたきも

黒犬急ぐ春浅き雨

水平線なぞれば地球半切りに

点描の静かにありぬ谷戸の梅
雛流し川は隈なく照らされて

太

み

内親王の寝顔やすらか

ナゥ赤トンボ秋篠寺の観世音

露草見しと誰に話さん

屋上のクレーン月を釣りあげて

ほのかに匂う卓上の梨

ホテルの庭に集う人々

太

み

葉

糸固く巻いて古風に鞠作り
東の風が吹いてくるなり
太

秤鰄唾華一朋十討肥霊︵文音︶

蜂唯りゆく命めでたし

み

太

葉

葉

‑150‑

葉

お開きは鮭茶漬なり望の月
蔓に揺れてるお化け芋虫
ゥ七十歳初入選の爽やかに
やはりいつもの五分刈りにする
ディスコ出てあとを追いくる女の子

昔噺の夜這いなっかし
老松の街道を分け堂々と

月暑しちろちろ見ゆる火砕流

み

山深み隠者のように花ほころぶ

いもりの腹はジュラ紀白亜紀

太

車の上に耕転機乗せ

その中にいて愉しみませんか

み

葉

あと九年豊葦原は塵芥の下
エイプリルフール笑う赤ちゃん

開けたての銭湯の湯気花万朶

葉み太葉み太葉み太葉み太葉み太葉み太

ハ津幡・津幡俳壇連句クラブーその一Ｖ

歌仙﹃農は愚か﹄
中田風来捌

中田風来
二羽智子
吉田弘子
紙谷湖秋
吉本芳香
小蕎照子
谷本綾子
日向菊野
舟橋玉枝
細山芳絵

農は愚かそれが尊し慈姑を掘る

笹木千代子

地ひびき立てて列車過ぎゆく

いぐさの頃の淡き恋文

板前の修業に耐えて仰ぐ月
千草の露に濡らす駒下駄
ワ秋冷の天に国旗を掲ぐ朝
いたわりっ齢重ねて五十年
おお

ナォさえずりの下にはずみて木馬まう

ベレー帽とり一件落着

バブル経済終り告げたる

贋作と知らずに名画求めきて

新年待たず孫の産声

惜しまれて去るも人生ふぐと汁

つのるおもいをかくす三味の音

方言のしどろもどろに薬売り

金木犀の香り漂う

友禅の裾をおさえて後より
ちやんこ大鍋つつく若貴
名月に掛け干す海女の命綱

腹にしっかりまいた胴巻き

ナゥ観世音巡る山岳蔦紅葉

新装のパチンコ店に客集う

夢のふくらむガラスエ房
Ｕタンで幸せつかむ花衣

ユコノ

橋渡り来る春の絵日傘

遺産相続又ももつるる

藤江紫虹

−TF弓

屋気楼うっすら沖に浮ぶらん

骨董市も寄席もにぎやか

くねくねとつまみどこなき巨うなぎ

風船とばす声ののどけし

秤唾一曇十斗題一汁極甲誇︵文音︶

小川ひろ子

山本比佐子

本田滋子
中村洋子
水野道代
宮嶋茂

舟を漕ぐ擢にくずるる夏の月

虹鮮やかにかかる河北野
町端に今日開店の小料理屋
火をうつし行く宵のガス灯
花の山眺めて励むトラクター
遠くにひびく鐘のうららか

茂玉比滋智道千絵菊洋紫照湖智綾香弘風

ハ津幡・津幡俳壇連句クラブその二Ｖ

木上紫

中田風

歌仙﹃潟小春﹄

二羽智

中田風来捌

炭焼くひまに晒す葛の粉

倶利伽羅はしぐれてはるか潟小春

吉田弘

高森静

吉本芳

紙谷湖

酒井愛

多田史

概を返す枝打ちの音

はは

コインを入れて覗く海底雲

ナォ遠足の子らと一と日を九十九湾来

懲りもせず空爆戦のこぜり合い智
ナイチンゲールの卵すだちぬ弘

受付の玻璃戸明るし冬薔薇代

永代橋に都烏舞う愛

大臣の収賄すべて秘書が負い秋

退陣に泣く糟糠の妻香

愛あればこの荷も軽し雨の坂恵
加賀のじ治ぷ部煮に酒のはずめる来
合掌も葺きかえられて月蒼し雲

糸にすがりて揺れる蓑虫智

ポケットに鳴る小銭数枚代

ナゥ遠ざかるチャルメラの音もそぞろ寒弘

補填に怒る庶民投資家秋

麻雀の手の内早やもよまれけり愛

歌碑もゅかしき丘のうららか恵

先帝の植樹広場の花吹雪香

︵於・津幡町福祉センター︶

平成三年十二月二十三日首尾
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雀来る窓心地よき目覚めにて

澄む月に雲の衣の美しく
露けき指にはめる琴爪
ワ秋富士を眼下にハワイ空の旅

素肌光らせつきぬ抱擁

姑やさし胎児を包む岩田帯
単身赴任の夜のわびしき
選抜の野球にかけた四十年
約束手形ついにから振り
神門のステンドグラス月涼し

夜店の隅で食べる焼き鳥
郷土の秘史をつづる住職

遺跡掘る話に耳をかたむけて
シテの声杜をゆるがす花舞台
風かろやかにもつれ翔っ蝶

恵香秋愛代弘智雲来恵香秋子代子子雲来

ハ津幡・津幡俳壇連句クラブーその三Ｖ

歌仙﹃五風十雨﹄

子らが手を振るＳＬの煙

中田風来捌

ナォ先見えぬ農にはあれど種浸す

昇給沙汰は又も取りやめ
還らざる北方領土は雨の中

湯呑のぬくみ手のひらに乗せ
藍浴衣似合いて病後とは見えず

軒の風鈴いともすずしく

部屋のサボテン蕾あぐ秋

酪農を二人で決めて過疎に生く

星占いにかけたわが恋

基地の砂丘今は学園都市となり

関税自由化ゆれる内閣

酒さめやすき窓の満月

中田風来
木上紫雲
多田史代
酒井愛子
高森静恵

夜々の月真珠はぐくむ志摩の浦

ゥ帰省する知らせビールも買いたして

松にかけある天女の羽衣

ゾ〆

五風十雨得し今年米手に掬う

石本よし子

ナゥ脆風の過ぎてさやけき富士に立つ

見合い写真にほっと溜息
結婚も出来ぬ男の虚勢髭

うさぎ小屋でも一家団藥
波音を静めて島の花万朶
治まる御代の春を寿ぐ

蓉趣一壷十コ朋一什稲甲雷︵文音︶

−1弓Q−

湖に映ゆる紅葉の彩も深まりて

文化ちゃんは夏服で立つ

楽の音に開店スーパー人出湧く

中野泰子
多田哲夫
西川柳史

ロボットの頭ストなど考えず

出見世裕子

西佐代子
米田幸子
村上町子
芝田祥子
小山西置
宮嶋キヨ
三越はる

前山優美子

海を背にして太鼓打ちおり
近況も愚痴もしるして宅急便
皿をはみ出す越前干し烏賊

柏子木の音遠のけり冬の月

咳入りつつも受験勉強

列について東京行きのキップ買う

勲章もない母はいきいき

春の小川に流す笹舟

花吹雪自販機が吐く缶ジュース

木加細田
上納山川

芳俊吉利

柳キ利は泰西芳俊よ幸佐紫静愛江子女公

小林しげと

小林しげと捌

八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会ｌその一Ｖ

歌仙﹃風涼し﹄
道なりに芭蕉庵まで風涼し
木の下闇にこもる土の香

ナォ世界史の宰相葉巻タイに蝶

補助線見つけ小鼻うごめく

四次元の象引き出して玉に乗せ

﹁紅茶はうすくいれてちやうだい﹂

馬山人先生ここに在ますごと

帯状泡疹油断大敵

人の目を忍ぶ仲ともエレベーター

観音さまにあげる蝋燭

海

艸

麻

晴

小笠原愛子

髪にまつはる蒲公英の紫

自治会がバスを連ねて花見酒

紅と黄と色あざやかに抽象画

ナゥ分け入って占地占地と大騒ぎ

懐石膳はビルの名店

宗助とおよれの会話夏の萩
穴八幡でおみくじを引く
時刻表繰る湖ミの月見んと
ひたすら遡上やや寒の鮭

時速百・熱度一千火砕流
情死の足の揃ふ土手下

乳房にたたく桜桃忌の蚊

男

父の日の父に皿絵を描きためて

﹁山林に自由存す﹂と濁歩の碑

麻

バターピーナッほっほっと噛み

有休とって貰ひ分減る

晴

井手棒晴
内田麻子
渡辺守男
川野蓼艸
浜本青海

朝の月きりきりしやんと寒ざらひ

と

ゥ大卒も水商売の秋袷

平成三年六月九日首尾︵於・関口芭蕉庵︶
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月明に離陸の脚のたたまるる
機長の英語さはやかに聞く

サモワール噴く古いペーチカ

私の青の時代おぼろに

国境の流れに沿ふて鴉啼き

麻

久木田朱美子

艸

誰彼となく仔猫まつはる

鳴呼たらちねの父母は亡し
花負ひて夜の深さを戻りけり

海と艸男愛麻艸愛男晴艸晴麻と朱艸海男

八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会その二Ｖ

歌仙﹃接木﹄

公定歩合をめぐる攻防

ナォくいくいと虻こすりあふ離れ牛

かはいらしきはきんさんぎんさん

禿白髪海千山千かしこまり

納め雛うつむきしまま徴笑みて

島々を巻き春の引潮
井手樺晴

久木田朱美子

内田麻子
川野蓼艸

銃身も犬の毛並みも月に濡れ

キッチンドリンク今日も熱燗

卓上に﹁鉄腕アトム﹂復刻版

内田麻子捌

羅に自働改札ぱと開く

出し忘れたる葉書ポケット

小林しげと

中島まさし

何時もの会もしばしお休み
新築の図面出来たか祖父の家

虫籠の虫不意に鳴き出す

セーヌの岸に垂れる釣糸

泣きながら乱れた口紅を描き直し

ぺに

浄瑠璃の聞える隣月明り

ナゥ尺八の竹をわざわざ伐りに行き

バラの入れ墨彫りし太股

皿にこんもり乗せる蒸し栗

晴

角田睦美
前田寿子
豊島満子

平成四年三月八日首尾︵於・関口芭蕉庵︶
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接木了へ雨待つ頃や鳥の影

転勤を重ねて過ぎし二十代

花の夜魔法使の毛布飛び

ワ大山の麓に低き稲架襖
恋の歯車軋みはじめる
捨て生みながら皆育つ子ら

石飛千可良

男

ケシ卜

渡辺守男

パーチヤルリァリティ

仮想現実蝶も現れ

冬枯にりんご残れる普賢寺

艸

マッチをすれば旅も果てたる

美

ひじき煮つめて香りひろがる

だらだら坂を蛇のぼり行く

晴

朱

お断りだよ一現の客

夏の月イワンの馬鹿がお辞儀して

この家が帝国探偵秘密社か

艸

かざし

霞を割って降りるセスナ機

礼装のきみが挿頭の髪の花

良艸朱麻しと満晴寿し晴と艸寿美晴と朱

ハ相模原・桃天樹畭聚ｖ

歌仙﹃初午﹄
赤田玖實子捌

二一好龍肝

赤田玖實子

初午や伏見はるけき上鶴間
画趣にも富みし東嗽の才
清水由江
蛭海停雲子

入学の準備するのを手伝ひて

贈るエプロン紬細縞

由

″

て

圭云

帝国

て

肝

由

圭云

玖

壼云

由

肝

木戸口てる女

豊作続き村はにぎやか

稜線にぬうつと現はる望の月

無耽をかこち忍ぶ爪弾

ゥ貼替し障子の桟も四畳半
メッキがはがれとんだ化物

思ひきりパントマイムで迫り来る

齢を考へ祈る安産

吊橋のゆるシがま易にしやがみこみ

月涼し藍胎の盆玻璃の盃
酸素泡立つピラニアの槽
所得に比例してゐる地方税
春をそびらな江島生き様
高遠の花には心あらざらめ
摘んで較べる和洋たんぽぽ

ナォト笠で会社の運を占はせ由

提げた豆腐にかかる粉雪由

ちよいとの隙にまたもセクハラ雲
鈍行の旅は楽しとリュック負ふ肝

親馬鹿か家族写真の年賀状て

法曼陀羅に渇磨曼陀羅雲
限度ぎりノ︑自衛隊論由

素振りするカーボン竹刀僥ひ過〃

辺境で医療につくすボランティア〃

紅葉散りぬる落合の渕玖

馴染のできた虫にさよなら玖
一宵の円輪浮かべかぶく空肝

閑な余りに留守を預かりて

ナゥロ惜ししドラマもどきのすれ違ひ肝

グループでまとめ買ひする宝籔玖

恋路の猫を避ける野良犬〃

花咲ひ乾坤の祥長酔す〃
朧闇を衝き漢詩朗唱〃

︵於・相模原市上鶴間桃天樹︶

平成三年二月五日首尾
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則忠

八東京・都心連句会ｌその一Ｖ

洋

和田忠勝捌

名和
古田

歌仙﹃母の新春﹄
厨下駄赤き鼻緒や母の新春

野菜引売る声近づけり

ひび

歌留多となれば自在雛の手
漢ゆる舅寒九の浜に潮みちて

胄にしみわたるボジョレヌーボー

銭湯を好みて通ふビルに月
再入院する友の文暮の秋

高き崖より崩れくる石
ひたむきの愛つらぬかんとす

報道の写真にうつる陰の女
刺繍糸嵯強き程光沢の出て

勝関あげる尊氏の軍

遠国の地蔵に似たり夏の月
はんめうひそと眠る草かげ

一昼夜高速道路駈け抜けて
開け放つ窓旨きコーヒー
キャンパスに若人充てり花の刻

春の嵐にアジビラが舞ふ

金で買うても苦労せよてふ

ナォ石鹸玉飛ばして明日を占ひぬ

ひがな一日セレナーデ間く

つじつまの合はい父はや呆けそむか

つや鼻かにうなづけば髪ゆらぎゐし
ま

タッソー館に灯の入る頃
眼のあたり透明人間雪払ふ
虚無僧笠をとりて微笑む

ようやった数へ三つの初舞台
ほうびの魚もらふペンギン

月唄ふ中空堀と銀の色

筆の力で秋を出せるか

大見出にて首相退陣

ナゥ旅衣脱げば紅葉の風孕む

解説者予想ばかりでお茶濁し

甘茶に澪れて唯我独尊

春場所目ざす取的の意地
天地の気満てり蕾の花古木

秤燕一蓉畦朋十伍朋蕾︵文音︶
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和
田

勝則洋勝則洋勝則洋勝則洋勝則子勝子勝

勝則洋勝則洋勝則洋勝則洋勝則洋勝則洋

八東京・都心連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹁走り梅雨﹄
走り梅雨垣の葵の咲き上る

中学生に似合ふ夏服

つばめの子話の接ぎ穂なめらかに

蛭海停雲子捌
蛭海停雲子

壼云

伊東桃庵
高木義厚
名古則子

ナォあだ名にて呼びクラス会春の宵

夫婦別姓子は私生児に
表より裏をきばりし恋衣

多情の故に舌を抜かる鼻

終戦の始末なかなかはかどらず

土俵の上も世代交替

雲仙は地球の怒噴き上げて

外雪しまき津軽じよんがら

飯粒をひろひて桶にためておき

再開発の駅総ガラス

手話の娘等屈托もなし
栄縛の祝宴地酒月浴びて
風なき庭に露の置きそむ
ナゥ石人の前へ後へ秋の蝶

『

借りた眼鏡に文字のはみ出し
名月のゆらりと抜きし雲ひとつ

鈴木アヤ
中尾青宵
庵

則

半身で抜ける狭い客席

軽く踏むラテンダンスのステップオン
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ずらりと並ぶ素人裟釣

ゥ職人の精魂こめる松手入

神棚の水朝にか易さず

逢曳の合図は下駄の歩きやう
背ナの爪あと三筋くっきり

奉云

厚

懸大根の裏の夕月

和布刈音頭波のまにまに

夕べの灯花の大樹の暮れ残り

そこにまだ猫のぬくみの日向ぼこ

庵

平成三年六月三日首尾︵於・高輪クラブ︶

宵

壼云

作務僧の無心に箒動かして

替玉受験しても落第

宵

″

富士全貌の見ゆる広窓

はじめての女性副知事誕生す

壼云

ヤ

ミニＳＬに乗れば陽炎

花万朶日時計のふと止まるかに

宵則ヤ庵雲厚宵〃庵則厚青雲青雲厚則庵

八東京・都心連句会ｌその三Ｖ

脇起星韻追善

﹃真心の西瓜﹂

大西瓜真心赤き贈り物
連句仲間の焚ける迎火

ほんのりと月代丘の稜線に
磯馴れの松の這ふ如き枝
民宿の炉辺に団藥果てしなく

根深汁には鄙めける味

ゥ老眼に読みつぐ遠野物語
年の違ひをふっと忘れる

大林杣平捌

仏月鼠

恭

大林杣平
名古則子
金子恭子
保坂木羊
伊東桃庵
岩永極烏

蛭海停雲子

烏

わたしら今も夫婦別姓

しのぶれどワープロの技まシならず

恭

平

士屋実郎

雫一三

烏

教科書に載る丁字戦法

それぞれに世界は広し西東
花曇り谷戸の大仏微笑して
同業連れのうららかな列
ナォ畦塗りに狩り出されたるアルバイト

庵

小林静司
司

功香ぐはふ箱根用水

生涯現役涼月に詠む

星霜に耐へて青嵐見事なる

高津明生子

小林しげと

じきだう

東てし山河の四方に展がる

木鐸を聞き禅院の食堂へ

平

けむ

鳥

看護婦の戴帽式に招かれて

右左より恋のつけ文

ナゥ煙ばかり專売公社実験室

″

宵

司

平

中尾青宵
小林純子

株補填厳しき世評気にしっ皇
吾はミニカー息子ベンツで

泥人形の悟空目を剥き

文芸の花を浄土に祈らばや

平成三年七月五日首尾

隣部落へっヌく青麦
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八東京・都心連句会ｌその四Ｖ

脇起歌仙﹃背戸の粟﹄

稲架の襖のまもる村里

よき家や雀よろこぶ背戸の粟

名古則子捌
翁

望の月叙勲の酒の交はされて

玉葱みぢん切りに涙す庵

ナォ四月馬鹿人間馬鹿になりきれずと

大学病院どこも満床浅井園丁

銭湯へタクシーで行く都心過疎池田紅魚

シャガールの恋人たちが宙を飛ぶ菅谷有里

信じないの？と重き一ト言倉間千代
壁に穴ありて未来を見通さん杉浦智恵

次々あがる独立の旗岩永極烏
右脳で連句俳句は作るべくを

悪役板にっいた私保坂木羊

名月を語りっ鼻行く野の小径純

平成三年十月七日首尾︵於・高輪クラブ︶

句座うらうらと和む連衆和田忠勝

翁しのぶ館十年の花明り則

湯呑に立てる太き茶柱和田洋子

床の軸無といふ文字の鮮かに吉田光子

はれか︑謡ふ猩々のキリ峰岸藍

はんだい

今年絹織る南部曲家明

小森みさを

宵

ナゥ板台に泳がせ届く紅葉鮒金子恭子

小林しげと

中尾青宵
小林静司

羽織の紐のかたく結べる

玄関に掛蓬莱の美しく

大林杣平

しばしの刻を憩ふ人々

ゥ後輩に井目置いて碁を習ふ

朱塗の皿に森八の菓子

蛭海停雲子

伊東桃庵
小林純子
高木義厚

手函に蔵ふ文に鍵かけ

逢ふことも叶はず猫を膝に乗せ

相性は愛と憎とのからみ合ひ

土屋実郎
池田みち女

平

靴と下駄穿く仮装行列
尼寺の芭蕉若葉に月軽し

蚊取線香渦巻の灰

山口良子

奉一云

舌すべりすぎ降りる宰相

プロ野球マジックナンバー見えかくれ

高津明生子

平

川沿ひに風情の花の大樹あり
屋根葺き替へて光る産土神
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八東京・都心連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃激動の年末﹄

車窓に遠く眠る山々

激動の真只中や年暮る騨
ラグビーの全国一の覇者たらん

活気溢る皇若者の街

保坂木羊捌

蛭海停雲子

名古則子
峰岸藍
大林杣平
浅井園丁
保坂木羊
小林純子

ナォスキップの子の靴先に風光る

目と目合はせば万事ＯＫ

時雨移り気移り雨とて

新郎は﹁乾杯の唄﹂高らかに

さからって背を向けて寝る足冷えて

持病の癩で又も悩ます

刷りすぎて売れ残りたる写真集

ＧＭレイオフ七万を越し
三角の内角の和は二直角
猫飛んでゆく夕暮の道

ブランドの服案山子林立

ノクターン月の蒼さのまさりっ鼻

ワインに替り吟醸の売れ

ナゥ海外に行く瞥沢より虫間きて

都庁見物今日も行列

八百屋にはカタカナ野菜あふれゐて

しづノ︑と地球の自転花の闇

平成三年十二月二十八日首尾︵於・松娚楼︶

春の潮に心ゆたけし
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緤秒と天空よぎり月渡る
フルートを聴く爽やかな庭
ゥ新豆腐蛋白ルチン豊富なり

平
則

中学生の今は早熟

はじめての口づけ教へられずとも

平
幸一云

壼云

ミニスカートの脚もあらはに
唄ひつ蛍からくり台の綱を曳く

ＣＭ元祖平賀源内

羊

丁

魑魅魍魎の泉湧く洞

平

則

仰ぎ見る夏断ちの月の明らけく
なかなかにウルグワイラウンドはかどらず

丁

垂云

水分神社みくじ引かばや
灯をか易ぐるや春の鯉浮く

やすらへば花の香りは衣染めて

則丁平純雲純雲羊純ノノ則〃雲則雲純羊則

八松山・どん・あ・くらぶｖ

半歌仙﹁陽炎﹂
鈴木春山洞捌

洞

植田孝一郎

鈴木春山洞

歌うたひゆく遠足の児等
明比羽公

陽炎や古墳の裾のけものみち

馴れし小庭に降り立ってをり

知

一一宮一知

舅なる主ジを囲み利キ茶して

天守閣まん円き月昇りたる
鯛のはねたる水輪及びし

孝

豊島呑烏
児玉凡松

そばかす

雀斑の肌フランスの美女

ゥボージョレーヌーボーで友呼べる秋

馴れ染めは﹁銀座の恋の物語﹂

呑

孝

呑

洞

鞄取りなど自粛通達

口説き文句の﹁店持たせたろ﹂
丸ごとに喰ひちぎられし生き別れ

瀬戸の海波穏やかに夏の月

呑

公

洞

知

頭を剃って西国詣うで

松

二百余か日満員御礼

鹿の角落っ青草の中

飛脚屋が政治混乱運び来て
花社ロ湖に臨みて寂びまさり

平成四年三月十一日首尾︵於・松山市巣の館︶
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ハ習志野・習志野連句会ｖ

歌仙﹃立春﹄

四十九院科

鴇田秋

小川茶

樽を脊負ひて陽炎の中

立春の煙を上げて海女だまり

揚雲雀貝塚みゆる高さにて
写生の子等の向きノ︑に散る
夕月に佇ちて淡さを賞で詠みし

ナォ遠ち方に現はれしてふ崖気楼

漂流物はハングルの文字

石仏の里を過ぎりて来し湖畔

腰かけ茶屋の主じ朴詔

女盛りの魅力溢るる

機嫌よく振舞はれたる玉子酒
ピンと張りたる雪吊りの縄
歯切よき亭のおかみは四十前

せんじ薬の土鍋買ひ来る

子授けの双体仏に願かけて

菊の雛は径なり曲る

月天心犬のなき声をちこちに

満州汁を久々に煮て

ナゥ郷倉の解体すすむ秋のくれ

日のかげり来し風っよくなり

中國の女子マラソンに入賞す

花の山天界深くある心地
目路の限りを桃林の村

秤鰄唾︾一一閉十一叩鑑︵文音︶
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コスモス占むる畑の片すみ
ゥ湯治場に秋蚕疲れを連れ立ちぬ

五十に見えぬ若づくりして

恋こころ秘めて参りぬ女坂
あちらの方へ雲が流る皇
追風に乗りし社党の勝ち選挙

おごる平家の末路見定む
月涼し誰か篠笛ぞ消えがちに

荘のテラスは丸太組なる
渓流の音高からず低からず

鎮座まします猿田彦神

花びらを浴び乾盃の音頭とる

風船屋並ぶ彩なびかせて

科秋茶科秋茶科秋茶科秋茶科秋茶峰甫村

科茶秋科茶〃秋科茶秋科茶秋科茶科秋茶

八松山・南海放送学苑連句教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃屠蘇の膳﹂
祖父傘寿孫成人や屠蘇の膳

家族そるひて乗る宝船

うら塾かに孔雀は羽をひろげゐて

鳥交りゐる過疎の藁屋根
月おぼろ展望塔の影淡く
席を換へれば景色も変り
ゥ飽食の六脈に情し甘露水
ほのかな想ひあの人が好き
手を取りて登るタラップハネムーン

意味ありげなるソ連外相
噴水は原油汚染の外にあり

永田黙泉捌
越智しげる

樹下に集ひて続くざわめき泉

ナォ行く春をギター抱へて若人等る

産土神に仕へし祢宜の老ひ給ふき

瓢箪の酒口づけに飲み仙
湾岸は火攻めの戦冴返る左
大屋根はじく暁の霞よ斗

入場券有無たしかめっ靴をはくよ
何時いつまでもお傍に居たし照

切なくて綴る想ひの日記帳幸

じっと我慢のイスラエルかよる

天心の月の鏡にた画祈れ泉

永田黙泉
岩城ゆき
日野泰仙
新海左人
黒田きよ子

肩凝りほぐす町の按摩師斗

株安も円安もきて日々不安よ

︵於・南海放送本町会館︶

平成三年一月三十一日首尾

八重桜色を重ねて散りしきる幸
ふらこ塾の子を呼ぶ母の声照

仙

ナゥ踊り見る阿呆の顔も疲れけりき
ガッッポーズでテープへ突進左

山
イ
左

林檎を盛りてロビー華やぐ
青野竜斗
平田照子
青野美幸
る

泉

よ

き

鳶の輪ゆるく秋の野を舞ふ

斗

ポンポン菓子がまだ路地に来る
琴の音のそこはかとなく月の座に

ヒュッテです皇る甘きコーヒー

幸

昭小

天と地の境を分けて黍熟るシ

花曇なる夜の温泉

みそなはす左近の桜御簾の内
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八松山・南海放送学苑連句教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃法螺貝﹄
法螺貝や山は幾重の夏霞

行者集ひて並ぶ編笠

手入れせし庭美しく石映えて

主好みの油絵掛かる

月清く祝賀の宴を照らすらん

糸瓜の影の長く揺れをり

ゥ日切焼本尊祀る地蔵盆
また逢ふしらせ胸はどきノ︑
ひと目惚れ頬染めし彼初うひし

永田黙泉捌

越知しげる

青野竜斗
永田黙泉
門田正子
平田照子
日野泰仙
青野美幸

泉

木原嘉子
新海左人
木村仁美
岩城ゆき

黒田きよ子

猫の爪あと消えぬ歳月

闇路の彼方光る灯明

寒月の鏡となりし沼ひとつ

斗

札所寺侍る阿吃の鶴寂びぬ

焼藷膝に乗る終電車

昭伸

仙

正

幸

美術館にてひと休みする

マタニティドレス品よくあの笑顔

春菜摘みつみ孫を追ひ行く

花堤中を大河の悠々と

ナォリラ咲けば層囚の日々を思ひ出する

天下御免の八百長補償よ

小出しに見せる官僚自戒左

句をひねり学苑祭にあと十日嘉

夏祭待っ過疎の村人き

店先の篭に山盛り夜売り鯖仁

昔のま畠よ愛の通ひ路泉

山の温泉に浸りて払ふストレスを斗

我も亦生れ変りて恋をせむ正

かげ

不易流行政治にもあれ仙
小波にくだけ輝く月の光照
数珠玉鳴らす風の淋しも幸

﹁さやうしからばさうでござるか﹂る

ナゥ秋深し片言まじりの異邦人よ

蛸飯に舌っ武み打つ今出の夜嘉

明るさ欲しき新聞紙面左
花影の落ちてさヌめく磑険し仁
土蔵の軒に燕巣づくるき

︵於・南海放送本町会館︶

平成三年七月二十五日首尾
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八東京・乃木坂散人連ｖ

有馬朗

四吟歌仙﹃白桃も﹄

道端に売る白桃も百済かな
古舘童白

字咲冬男捌

チョゴリの裾を引きて待つ月
宇咲冬﹃

高橋沐

國境はあってなきもの雁渡る

壁なす礁に蜑の唐網

若衆の中のひとりが老いまさり

ナォ弥生尽く夢まぼろしの馬駈けて冬

バブルバブルと慌てふためく沐
だしぬけに大きな山が人の前曹

ただ艶然と牡丹灯篭朗

宵祭木陰に小屋の掛けられし沐

女座長の濡れる水無月冬

三味の糸切れるがままに抱き合い朗

のの字のの字は爺婆の頃曹

橋のたもとに水難の碑が沐

歳未に銀行ギャング横行し冬

土耳古の宿で迎う十五夜朗

ハノ全

鍼灸の玄人はだし自慢して曹

ナゥ横町に鉢のサフランならべられ沐

冬支度する少女賑やか冬
舞い進みたる能の一差曹

大部屋も小部屋もいつか年を経し朗

暗闇にぱっと爆ぜたる花篝冬
ゆたかに下る河ののどけさ沐

︵於・東京乃木坂曹人事務所︶

平成三年八月十一日首尾

T旬つ

襖を締めて古書を繕く

ゥ凧は落ちゆく武者のむせび突き

この世を憎む人質の妻

寝室にパジャマ二つを使い分け
なおいつわりの怨みつらみを

またほろほると母の泣き出す

写経しっ色即是空筆を止む
ふるさとの夏月かかる棗の木

雨の上りし駅前広場

すだれの古りず宣長の家
演壇に國旗を高く打ち集い

舞子の浜に春田打つ景

酒舗を出て肩に背に浴ぶ花吹雪

曹朗冬沐朗沐曹冬曹朗冬沐朗曹石男人人

八札幌・俳譜寺芭蕉舎ｌその一Ｖ

艀蛎﹃萩うねる﹄

色なき風に金の色塗る

萩うねるうねりのなかの屋根瓦
ｃ死にながら月見る人と語りあひ

心霊嶌眞されぬ報道
忘れじのレイドバックと厚い静害

遠き雪嶺まなうらにあり

山國の蝶よしと思へり

ワ街角のポストに冬の音落す
波のまにまにひかる懲文
絲遊の先からみあふ舌と舌

〃一村を眠らせひそと花ほころぶ
岬は笑みつついつもさみしき

我らみな末法の世に生れきて

喉が喜ぶ氷白玉

窪田薫捌
永末恵子
鈴木漠
淺沼瑛
前田圭衛子

前田亜弥
中島禎子

南耕也
中村裸烏
四方万里子

窪田薫
清水一虚︿

矢崎藍
万

漠

海賊縞のシャシの裾出し

ナォ瀬戸内に夕日が入る水羊菫

いが栗投げよ天邪鬼には

あつかんべお前の母ちやんで−ベ−そ

雁がねを骸かしたる安土城

薫

ふっくら頬をつまみ喰ひする

スニーカー足のびやかに乙女追ひ

業

狩野康子

佐藤千賀子

壼ロ

王

足立明雪

足立かほる

谷

ナゥ寒猿の聲まで赤し湯湧く谷

ｃ名月を實る往還の市

道

さるほどにジミ・ヘンのブルース

春淺き襖の下張り貼り直し

辻のれんげうゅらゅらと揺れ

〃わが庵に花々を敷き結ぶ夢

逝かないでくれ穴出づる蛇

秤鰔醒寒酎朋酎肥窪︵文音︶
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與藍恵子

弥圭万

親

●●

Ａ札幌・俳譜寺芭蕉舎ｌその二Ｖ

００●

碓識艫詫﹃﹃不
不貞
貞看視﹄

◎ｏみこ

不貞看視ａの奴の國の女王蜘蛛
◎

ぺ１

ａの根の國の皇子をモグモグ

手違ひよ阿呆鴉はアカンｂ
○

鮭湖る川汚す專横
︒Ｏ

●①

思ひ暮して露のアダージョ

ｏＯＯＯ

くいのちてふはかなきものを眉の月
□００

○０．

命感光のトンボを合はせ納得す

鳥取のありの實の贈りもの

●○０００Ｏ

カメラを据ゑる雪の波止場に

︒Ｏ

死にたらばかにかくに炊け大根を

●●ＣＯ︒︒○

︒○

阿癖多羅讃麿を撮らしめ給へ
○◎Ｏ
功徳じやとても見れば目の毒

〃なほ惜しむ花の才媛懸餘り
０○○●
０
サ○バ
うららかに四十柄なの

●

︒Ｏ

賦物︵動物︶窪田薫捌
︵蜘蛛︶窪田薫

︵鴉︶清水一函︿

︵蚤︶矢崎藍

︵鮭︶薫
︵蝶︶別所真紀子

︵ひぐらし︶岩田玲子

︵鳥・蟻︶四方万里子

︵トンボ︶四方章夫

︵通︶小林しげと

︵タラバガ 一︶三栗健

︵鱈・鷹・虎︶鈴木勝忠

︵毒蛇︶虚︿
︵犀・鯉︶狩野康子
︵鯖・四十雀︶足立かほる
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︒

ナォ野鮎て春風流ぶれる筒茶釜
︒︒◎

Ｏ

◎

聞かせてあげる儂の又の名
００

食ふ寝る所壽限無後光のすりきれくん

○Ｏ

憂ひの母のマリア憂し︑ああ
●◎○

にくまずに別れたいのと蚊帳の中
ｏ○

縁は異なもの味は押し鮨

●ＤＯ

Ｃのろのろと水車を踏めば月が出て
︒︒●●

◎○Ｏ

三河訓りで﹁俺でいいかん﹂
○

ｏｏ

●
われからの仕儀紙衣Ｏ
一ｏ枚

Ｏ○

︒

●

●

︵龍・蟇︶佐藤千賀子

︵鷲︶薫
︵のすり︶藍
︵牛︶佐藤俊一郎

︵鰺︶由川慶子

︵熊・鯛︶八木聖子

︵鳥賊︶柿本時代

︵のろ︶藍

︵鴫・鯉︶繁原敏女

︵駒・ミノヵサゴ︶枝廣風美

︵蛸・魚︶薫

︵蝶・鵜︶

︵けら・けり︶

︵鵜・蚊・蛾・路駝︶
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ナゥ冗談よ駒引き旅は簔笠ご
●●ＣＯ

負うた子に教へられては經を讃む
ＯＯＯｏ

けれん

助動詞はけらけりけるだって

■●Ｏ

〃愚も骨頂︑けれど︑外連も花のうち

Ｏ
Ｏｏ
動Ｏか
ぬがＯ樂
だと山笑ふ

秤燕唾唾酷朋二十札叩誇︵文音︶

與薫藍

八札幌・俳譜寺芭蕉舎ｌその三Ｖ

夫婦たり冬構

光の月映えて

も出ぬ雪達磨

Ｃ●
艀蛎沓
冠一半世紀﹄

手足も

半世紀い
ｃ雪嶺に淡

火砕流にて芋もフゥフゥ

ナォ大愛だあ島原崩れ山惑ふ● ●

リえばかり騒がれる秋天低じ

ｃ豪邸の屋根月は俳個

二人して巡禮にたつ鶴來る
鶴居村まで飛びゆくがよい

窪田薫捌

田中健太郎

窪田薫

ユリシーズ待ち焦がれ織るペネロープ

一徹には負けた羽根つきて

タオル投げるかｇ冑弓さ目危機

奈良信一

藤田和史

園の姉妹左義長の宵

ナゥ頑固

祇
●

交は りし男可愛ゆし晶子闇

黙示録の世龍を走らせ美

〃エデンにて禁断の實と花賞でぬ雄

彼岸牡丹餅たんと食らはん美

秤錘一蓉什一一一題一十一一雨霊︵於・北海道東海大学︶
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雄美雄美

雄美雄美

雄美雄

値打あがった私の繪が

″

松井隆史
馬場雅

栗原康

家柳速

淑

田舎者都會の垢にまみれつつ
うららのどかと冷めるぬるま湯

ゥ氣泡にて戯れてみる春小町

言ひかれる儘時がたち老毫れし

●●

α花の最中に君の名を問ふ

ノノ成雄美
雄美雄子

上野騨發のぼり三くだり

寅さんのセルみんな参った

風艤も観音堂もみな風雅

峰は凱れて雨の太宰府

フウワリと入道雲で昇りつめ

乾

き口い

の鶴

ハ西宮・俳譜接心ｌその一Ｖ

鶴生咲由の夫星彰子子女子夫子子子生人

岡本星女捌

咲彰星圭一由か千珠春

出花宣族の﹄
一族の長老となり屠蘇を酌む

紙人形を貼りし箸紙

男性專科料理学校

留守中のペットの守りを頼まれて

平成三年一月十三日首尾︵於・寒菊堂文庫︶
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野村中本
見田本村本

居待月オムレツ色に山の端に

ブライダルショー豪華極めし

しとどの露に妹を訪れ
榧落つる随心院の小町像

楼蘭文字の木簡出土

明日のことわづらふなかれ野辺の百合

胃カメラなんぞ真っ平ごめん

フセインにせまる返答さあさあさあ

我が儘いつぱいに育って来ました

雪安居繕ひものもれんごろに

民宿の表札旧字体にて行書
湖のほとりを燕飛び交ふ

釦押すだけの洗濯花の春
お遍路衆のひらく弁当

増岡岡中杉林星吉田岡

人西宮・俳譜接心その二Ｖ

居待﹃伊豆の海﹄

灰かきならし桐の手あぶり

伊豆の海しろがねいるや実朝忌

春の怨みをこめし鐘の音

九官鳥あるじの声をそっくりに
笑みかけてゐる壁のモナリザ
手をつなぎ花見小路を月おぼろ

岡本春人捌

岡本春人
左海延子
岡本星女
楠本玉江
山川真智子

人

鋤柄光子
下田喜代
増地正恵

眼鏡道楽帽子道楽

あやとりの紐つぎつぎと切り手品

清水幾湖

雨雨降れ降れアッシー君がお迎へに

心にも無きお世辞たらたら
六角のお菓子の様な家が建つ

辻本義一

江

代

延

代

湖

光

尾灯がうるむ霧のハイウエイ

三輪さんは酒の大神月まつる
稲刈り終へしとろろ汁なり
コンテスト犬の美容師大多忙
手摺れの聖書脇にはさみて
百万本のバラを歌ひて黒ドレス
おたやん飴は何処を切っても

平成三年一月二十二日首尾︵於・寒菊堂文庫︶
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ハ西宮・俳譜接心ｌその三Ｖ

塀の外有馬の花街沙羅散華
岡本星女

岡本春人

十二調﹃塀の外﹄

誰が袖匂う一絃の琴

竹山美代子

岡本春人捌

月見よとファックス便のすべり出て

永井一子
星

アボカドサラダ焼のめずらし
ボランティアが縁で国際結婚す

人

南船北馬雲霧立ちこめ

代

人

代

ラストシーンの長き口づけ
塑像にはあらじ凍鶴身じろがず

千体石仏赤い前垂

火砕流にシャッター切りつつ殉職す

星

椿姫の乾杯の歌大合唱

菜種梅雨もうあがりそうなり

︵於・有馬・中之坊瑞苑︶

平成三年六月二十七日首尾
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翁忌奉詠

ハ西宮・俳譜接心その四Ｖ

脇起居待﹃世にふるも﹄

紙衣のほつれつくろひもせず

世にふるもさらに宗祇のやどり哉

春セーターにペアのイニシャル

手習の湖筆は分に過ぎざるや
卵こはさずロボットの持つ
京ことばはんなりと月朧なり

コアラを抱く濠洲の旅

年上のあつき情けにほだされて

山麓にチャペルの十字輝ける
ワインたっぷり使ふ手料理
中庭はぬけられません薄紅葉

農業祭にぎんなんを売る
観月会巫女の五節の舞ありて

老の引く杖はやす鴉め

六へうたん無病息災のまじなひに

たたら踏みゐる滝行者なり
アカシアの花に雨降る山ホテル

人工芝はいつもグリーン

岡本春人捌
翁

一元

民岡照子
二塚元子
井上皆子
杉本一夫
今中一江
山形理
田中珠生

林由子
理

下田喜代
中村圭子
一元

圭
昭小

岡本春人
岡本星女

平成三年十一月十七日首尾︵於・寒菊堂文庫︶
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ハ西宮・俳譜接心ｌその五Ｖ

歌仙﹃地獄の釜の﹄

穴太積よりしげき滴り

岡本春人加朱

永井一

岡本春

ナォ前衛の彫刻展に春惜しむ

山は紫水は明らか

葡萄酒の樽にじっくり眠りをり

象形文字に伸びる青蔦

黒髪の長く涼しき少女にて
さぐらんぽには初恋の味
厨房は女の城と入れしめず

ドッグフードを烏ついばむ

みちのくの翁の跡をたどりつつ

村おこしとて案山子大会

冬支度了ヘドツク入院

猪垣に草介旧盧後の月

パントマイムのちよび髭落ちさう

ナゥ四肢ぴんと五体完壁贄澗れし

ジーパン脱いで二日灸を

サーカスのテントにしとど涙雨

発掘の野に夕霞立つ

私利私欲のみにかまけて花の舂

秤鰄奎雲極朋二十垂甲誇︵文音︶
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地獄の釜の蓋より出でしとかげの子

猫車右へ右へとかしぎつつ
村一番ののどじまんなり

大杯を競ふ恒例月の会
赤唐辛子莚いつぱい
〃綿弓の媚ぶつくさこぼしつつ

星占ひで見合断る

須磨琴も弾きランバダも大好きよ

元ヅカスター良妻賢母

武庫川もこの辺流れゆったりと

芒枯れたる土手にまどろむ

くっきりと大磨崖仏冬の月
あんな所に灯がちらちらと

大学の開放講座皆勤す

どこか欠けをる昭和シングル

戦友の墓にぬかづき花吹雪
ひこばえて居る大木は何

人一人一人一人ノノー人一人一人一人子人

一人一人一人一ノノ人一人一人一人一人一

利休居士四百年遠忌茶事

独

ハ西宮・俳譜接心ｌその六Ｖ

川

休忌﹄
山

茶道風居待﹃利

家元の迎付なり利休の忌
温みそめたる鱒踞の水

道安囲やをら引かれし

点雪堂に正客としてはんくりて

南蛮水指とは心憎く

長次郎の黒楽茶碗銘﹁かむろ﹂

衣摺楚々とお道具拝見

紅唇にとろり練られしお濃茶を

残月亭に偲ぶ太閤

中立の喚鐘大小中中大

山のもの野のもの折敷の朱の映えて

宗也宗匠十徳の佗び

春屋偶等伯筆の居士の像
障子閉ざせる不審庵とは

平成三年四月三日首尾︵於・表千家・残月亭︶
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〃黛吟
ノノ
〃
〃
〃
ノノ
ノノ
〃
〃
ノノ
ノノ
〃
ノノ
〃
ノノ
〃
ノノ

笹蒔絵棗に盛阿弥作台子
算木青磁に初蝶の来よ

花おぼろ月おぼろなり櫓門
而妙斎より扇子たまはり

歌

八東京・白塔歌仙会ｖ

加地美知子

歌仙﹃走馬灯﹄
西川名丸捌

走馬灯深き息して止まりけり
炎あつめてカンナの火照り
山本やよい

木本公世

夕月夜フルートの音が流れきて

上村以和於

北の浜辺に孤独なる蛸

ナォ大胆に朱筆を入るる啄木忌

シンクロナイズドスイミングなるもの

浮きくるをしばらく待ちて河馬の橘

インド帰りでコレラの検査

人なくてテレビの前の氷水

相合駕籠や二分残りたる

ニッポンはカネカネカネで文化なし

ドンファンにめぐる因果の老いの坂

橋蔵雷蔵みな黄泉の国

降る月に数多の犬を従えて
消え去りゆきし銀河鉄道
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佐藤俊一郎
木本ひでよ

小野の木立の青きふるさと
金魚売り弁当つかう午後一時

入道雲の沖より迫る

ゥ特高につけ狙われし漫才師

ナゥ秋高し竿にはためくバスタオル

映画館前鳩の背光る

坂口玲子
山本隆則

﹁音羽屋﹂と大向こうから声かかり

亭主仰天白蓮の恋

公

心通わぬ時かさねゆく

俊

江口なる花の主は遊び女の

逢見ればショートカットのまぶしかり

や

美

眉あくまでも太き麗人

料理べた掃除ぎらいは母ゆずり

平成三年八月三日首尾︵於・神田・竹むら︶

文たずさえて帰る雁金

あぐらをかいて長電話する

ひ

俊
隆

のほほんと知らん顔して冬の月

焼芋かじる浮浪者ふたり

美

以

玲

今日もまた今日を生きんと酒を呑み

永田町霞ヶ関も花見月

一面記事は損失補てん

雛を飾るということもなく

以公美隆玲や俊ひ以美公隆玲俊以ひや公

八東京・芭蕉記念館連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃梅の宮﹄
安藤正一捌

萩谷悦子

安藤正一

入学決まる少年少女
渡辺ゆり子

四シ半を指す日時計や梅の宮
行く春の練習船に乗りくんで

岩松光子
福井篤子

おもちゃなど月見のあとにころがって光

どこかちぐはぐ座布団の柄柴田寿賀

信者集めて仏開眼順

口ずさみつつ整える花篝正
雨の上がりて弥生深まる篤

平成三年三月二十日首

︵於・東京・江東区芭蕉記念館︶

平成三年四月二十四日尾

冬﹃

悦

ナォ癌エイズ株も心配暮れかぬる正
あなたまかせのタバコくゆらす光

脱サラの暖簾古びてひらひらと

地上げの噂いつか消えたり篤

声を殺せば姪く冬の灯正

抜け出せぬ仲となりたる夜の炬燵ゆ

海峡にへだてられたる兄いもと

休むことなく電波飛び交い岩城順子
正

コスモス占い来るか来ないかゆ

取引きは社長葬儀の席にまで悦

音立てて雲をとばせる風の月

悦

ナゥ妻を恋う鹿に鳴かれて落ち着かず寿

赤や黄のブイゆらりゆらりと
ためし飲みしてどぶろくに酔う
ゥ太梁に追い上げられし穴まどい

篤
ゆ

光

悦

伝西行書兼盛歌集

久々の異国に踏める石畳
若き日の彼眼裏にあり

正

褒艇の都庁に燃ゆる夏の月

ゆ

きのうもきょうも墨の売れゆく篤
パソコンに打出されたる算数字冬

またひとしきり松落葉する

抱き止めて額にそっと口付けを

篤

いくらせいても合わぬ歯車

光

ゆ

宇咲冬男

悦

ジンタ鳴りピエロと躍る象の鼻

残雪の影著き嶺々

嫁菜御飯を重箱につめ
一筋の流れに添いし花堤
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八東京・芭蕉記念館連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃攻塊や﹂

駄馬ねんごろに洗う夕映

攻塊やサハリンへ潮荒れ易し
感謝状長押に一つまた増えて
還暦むかえいまも保母たり
子と作る月見だんどの大中小

粧いそめし背山前山

山元志津香捌
山元志津香

稔

阿部朝子
中野稔子
阪本崇子

士心

朝
稔

ゥ秋天へロングホルンの柵なす
仕舞い忘れしダンスのシューズ

朝
朝

松葉屋善子

再会は何年ぶりと肩を抱く

甘き言葉に甘き葡萄酒

稔

うるむ目を籠の小鳥に覗かるる

ぱたぱたぱたと煤払う音

工藤梓行

姜目

士心

姜宮

圭心

釜口

行く年の月を焦がして浅草寺

石の割れ目に根付く雑草
自転車は撤去可能な数でなし
したりがおした猫の横切り
花の雨ひねもす折りし千羽鶴
春の鼻風邪やっと癒えたる

ナォ旅の地図ばかり集めて四月馬鹿梓

ことわり切れぬ援助外交朝

軒に吹かるるてるてる坊主稔
俳譜の庵と申して人あまた梓

閨ほの白くこもる百合の香志

胸高に組の帯しめて会いにゆく松澤晴美

湯上りの素足のほくる隠さずに朝

電話のベルの鳴り止まぬまま稔
ねずみ講大元締のどろんして善

二拝二拍手一拝で詑び朝
紫式部ひそと活けあり志

池の面にゆらぎさざめく夜半の月晴

ドアの向こうは高層の街〃

ナゥからすみを酒の肴に名残茶事晴

万華鏡くるりくるりと世相見え稔

変りひひなに苦笑いする善
花筏小川を過ぎて大川へ朝
太公望に暮れかぬる日々稔

︵於・東京・江東区芭蕉記念館︶

平成三年八月二十一日首
平成三年九月二十六日尾
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八東京・芭蕉記念館連句会その三Ｖ

歌仙﹃芒野に﹄
岩城順子捌

ナォ炉塞ぎはとうに済みしが病み籠る宇咲冬男

大使館まで雑居ばやりで寿

積まれ挨の四書五経など工藤梓行
会議より歩くにかぎる営業マン悦

風鈴売りをそっと手招き梓

国ぶりのお菓子出し合い夏の昼光

七曜を男ふたりに使い分け冬

岩城順子
渡辺ゆり子

芒野にいて還らざる声聞きい

月の光に流れゆく水

氷頭繪白磁の鉢に盛られいて

十字架の少し錆びたる堂の上弘

岩松光子
福井篤子

悦

弘

ゆ

禅林に猿の親子の棲みついて

篤

︵於・東京江東区芭蕉記念館︶

平成三年十一月二十七日尾

平成三年十月二十三日首

弥生も深く灯る大橋悦

チョンチョン跳ねる二羽の小雀弘
花くぐりぱっと立ちたる勘九郎冬

崖に揺れいる葛やなでしこ篤
ナゥ母思うことに執して秋の果梓
遠野地方に行きしことなく光
玄関の置物ふえるばかりにて寿

月世界銀河鉄道ひた走り悦

女の業を許すほかなし順
合唱団のしぐさ可愛く寿
萩谷悦子
橘高弘子

イメルダ夫人里帰りする

柴田寿賀

悦

弘

詩の推敲に時を忘れる

ファミコンに疲れうたた寝する坊や

糸まき戦車引くかぶと虫

神秘めく黒きヴェールの奥の眸
射すくめられて無我の境地に

寿

ゥ政変に豚草繁茂する都

深海を浮遊している大魚群
テントハウスに騒ぐ若者

ゆ

光

悦

佗助を活け久にくつろぐ

ほろ酔いの肩組みて見る冬の月

くるくるまわるからくり玩具

順

花吹雪花の地吹雪きりもなし

心静めて春嶺に向く
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八東京・芭蕉記念館連句会ｌその四Ｖ

宇咲冬男捌

哲亜郁男美淑秋冬
緋
代
亜哲男郁哲淑秋冬美亜子子郎児子美芳男

歌仙﹃馬肥ゆる﹂

馬肥ゆるかたわら原子炉が燃える

果てしなき野の有明の月
見開きのグラビア写真秋寂びて

蜜柑の咲いて甘く香れる

ソ連解体ゴルビーは去る美

ナォ塗り変えしレストハウスに山笑う宮下玲華

低く舞いいる禿鷹の群男

今もなお銃撃戦で人の死に冬

祈祷師のひっぱりだこの大旱玲
﹁待った﹂罰金かさむ夏場所郁

逢引はいつも通りに錦糸町秋

タッチしてりえのヌードを思うなり郁

肉感的な出稼ぎ女淑

荒々として緒き岩肌美
満月に慈顔浮き立つ摩崖仏郁
葛を始めに揃う七草男

ナゥ美術展白磁の壺を搬入す玲

アセチレンガス臭き公園郁

悠々と太極拳の輪ができて美

行き先決めず朝の散歩に秋

風の光りて未来都市現る淑

はっとせり雛はみだす花の艶冬

平成三年十月二十三日首

︵於・東京・江東区芭蕉記念館︶

平成三年十一月二十七日尾
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振り返りつつもどり行く客
島々を巡れる舟の水脈を曳き

脳死学会意見続出

ワ病棟の安静破る蝉の声
確かめたさの愛は無限に

さりながらロングヘアーを乱したり

崩れてはまた丸みなす鳴砂山

幾つ踏み来し銀難辛苦

月窓にお偉いさんは股火鉢

酒含んでも冬は冬なり

バンカラの寮歌の列は駅前へ

とんがり屋根のセント教会
花盛り天にも地にも咲きあふれ

春の小川で遊ぶ母と子

伊藤酒谷廣成新宇
藤沼井田橋田井咲

八岐阜・巴世里の会ｖ

歌仙二目
葉﹂

川面に映ゅる白の素袷

婚近き人に青葉のまぶしかり
古渡りの壷を蔵より持ち出して

三代目まで消えし家系図
幽谷へ続く線路を月照らし

大野国士捌
成瀬多恵子

伊藤慎一

大野国士
安藤美保

多

士

多

ゥ秋寒のベッドに吾子と添寝せん

美

童話の里に林檎実れる

頬に触れたるやはらかな髪
香水の小さき壜を落としたる
アドレス帖に名前載せない

美

土川修平

士

美

定員を越えてしまへるエレベータ
マンハッタンを着ぶくれてゆく

″

塚本真博

凧に骨が鳴り出す月も痩せ
無縁仏に手向けたる数珠
なっかしき人に出会ひし藤井寺

士

平
美

本丸霞む山の頂き

身をはがしつつ浅鯏汁飲む
提灯に灯の入りてより花の宴

脅迫状の薄き消印多

ナォ春疾風土俵ははやも楽日へ多
寝技得意の影の大物
号外の声が走れるコンコース博

夜ごとに変へる恋のお相手加藤洋治

マンションを一つ秘かに買っておき士

公園に乳母車押すゆっくりと多

轆轤の上にやはらかき碗平
菊の酒勲三等に甘んじて士

笑ひに笑ふ笑ひ茸食ふ

鳥たちて水に踊れる月の弓二一田村圭造

筋肉隆々ボディビルダー平

ナゥくつろげばすててことなる神主も平

方丈記など読んだことなし士
真夜中の高速道路突っ走り治

光れる波に鮎放ちやる美

音も立てずに蝶のはばたき多
花片の散るにまかせる花の雨治

平成三年五月十一日首

平成三年十二月二十七日尾
︵於・喫茶フィールドカフェ・ブルー︶
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八八戸・八戸俳譜倶楽部ｌその一Ｖ

歌仙﹃朴の花﹄
朴の花山頂へ径尾根伝ひ

関川竹四捌

高橋白晶女

関川竹四
藤木倶子
山下節子
久保竹青
菊池敏子
岩岡吐雲

調のなかなる筒鳥の声

秋思のむねを雁の渡れる

ぶつまねをして拳ふりあげ
瓦斯燈の下にうるめる人の影
カラオケの歌空へ抜けゆく

引力のあるかのやうに人に雛き

知らぬ人との話はづみぬ

和

青

節

瀬知和子

子らの喧嘩に親も出るなり
月見酒口ずさみたる李白の詩

物売りのにはかに路地を曲り来て

ゥ露けしや秘仏のおん目やさしくて

鉄塔の直ぐなる上の冬の月
枯れ芦原に烏のにぎはひ

節
四

垂云

日申

倶

敏

白き歯の園児が笑顔見せて過ぐ

敏

土偶の乳房ふたつゆたかに
冑きを踏みてそぞろ帰りぬ

花冷えやいづちに足を運びても

ナォ初蝶のひらひらとゆく交叉点晶

街の易者に運勢を聞く倶

マニキュアの色を濃くして出かける娘敏

従兄にたのむ恋の仲立ち晶

ロゼ振って妻と二人の夜となりぬ雲

しんしんと降る雪の夜の宿青

山容を映して冬の湖の水和
城の腹元遅々とすすまず和

天気図の寒冷前線つぎつぎと節
何時より殖えし母の繰り言四
縁開けて眠るに惜しき月仰ぐ敏
打ち伏す萩をゆるく括りて節

ナゥ人去りてグラバー邸の昼の虫和

ぶらんこ軋む朝の公園青

白き巨船の今日もうごかず雲
長髪の男が画架を抱へゆく晶

︵於・八戸市長者公民館︶

あめっちを染め霞棚引く倶

御霊屋へ花の盛りの道つづき四

平成三年四月十八日首尾
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八八戸・八戸俳譜倶楽部ｌその二Ｖ

歌仙﹃石獣の﹄
藤井泊陽
星野佑美

藤井泊陽捌

石獣の阿畔のゆるぶ朧かな
巫女の提げたる山吹の花
大橋たつを

ナォ音立てて猫が水呑む春の宵陽
マグマ收まる願ひひとすぢ房

車磨きて日帰りの旅月

セクハラの恋の噂を立てられて北

今は無き連絡船に思ひ馳せを

伊豆より眺む湾上の富士え

マロニエの落葉パリーの石畳房

野球開幕雨で延期すを

食べ残すおこぜの頭夜の膳タ

佐々木ツタ子

人待ち顔の壷の秋草月

蓋らひて口紅淡くひく鏡

を

北

美

高橋すずえ

苫米地古北

人それぞれにかくす思惑
石拠り池の月影くだきけり
不意に鳴きだす馬追の声

中居松月

ナゥ秋灯し飴しやぶりつつ歌仙巻き香

舂昼のパントースター飛び出して

ワ神官のなくて若しや萩の径

河原木房子

誘ひの電話日がな待ちをり
窓大き観光バスが過ぎゆきて

陽

平成三年四月四日首尾︵於・八戸市長者公民館︶

陽炎あそぶみささぎの丘を

楊貴妃といふ名の桜咲き盛り陽

書き出しの文字引く辞書の手摺れたる夕

土産に貰ふ和紙の便菱北
合格の子等街に溢れて美

名店街のひっそりとして香
島影の黒々と見え月高しえ

株の暴落告ぐる新聞

湖畔の宿にボレロ流るる

タ

″

美

北嶋野の香

蚤え

夕

月上げて四方山話きりもなく

家の下見に花野横切る

決断のなかなかつかぬ夜長かな

娘夫婦と酌み交しゐて

赤きスカーフ春風に揺れ

花衣連れだちてゆくティルーム
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ハ松本・花野連句会ｖ

二十韻﹃柿の花﹄

フェンスより猫の跳び出る柿の花

薄暑の帽の庇傾け
踊子の足の揃ひしポスター見て

大時計鳴る太き柱に

小出きよみ捌

小出きよみ

上条絹子
布山みどり
″

戸田遊太郎

山崎久子

ゥ月の窓あけて手招きする男

彼女の快湿る露寒

万

橋爪万津子

豆に振る塩少しきつめに
風通る千代引退の国技館

絹

新走わたしの方が倍も飲み

たわむ電線おしやくり雀

万

久

り

絹

ナォ川水に枯草おじぎして流れ
外灯にポケットの鍵とり出して

絹

犬抱く影の長き冬月

お百度の人背中丸める

久
万

恋文を書かぬ若者タイプ打ち

惚薬飲み若返る僕

ナゥ雲の翔ぶ山に朝日ののぼり来てり

ふらここ揺るる公園のなか久
白々と万朶の花のさびしさよみ

琴にさそはれ記す曲水絹

︵於・長野ソーマ化粧品会議室︶

平成三年六月一日首尾
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ハ神戸・ひいらぎ連句会ｖ

阿波野青畝捌

智
星
紫春青
壽
子畝子女峡畝人女子峡畝ノノ峡女〃峡人畝

出花﹃月の槙﹄
月の槙まぱゆさに鳴く青葉木菟

雨の晴れゆく夜の秋なり
ケーブルの展望台の略図見て

波打際をそぞろ歩きぬ

赤い羽根つけてくれたる指やさし

くったら市の人に押さるる
さゆふね

台風の名残の屋根をつくろはん

赤湯と白湯の槽分ちたる
逢ひにゆく長き峠を気にしつつ
ローラースケート今落ちこみて
フレームのうつぼかづらはいたはられ

三週間の雪安居なる

夜這口閂はづしありにけり
拾ひし文の名前わからず
凧の尾からむ須磨の松ヶ枝

たらちねにいまだ告げ得ぬうき思ひ

進水式にあがる風船

喪服干す花の盛りをよそながら

平成二年十月二日首尾︵於・神戸市有馬・瑞苑︶
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阿
小岡波
路本野
岡
本
小
路

八松山・東松山連句会その一Ｖ

歌仙﹃閑古烏﹄
ね

滴る岩に汲める真清水

裾を嶺へ晴れ行く鶉や閑古鳥

ナォ春風の力士幟に誘はれて
前売券ははやも売り切れ

どの店も野菜は頓に値上りし

ハワイ土産の読めぬ説明

誰知れぬ場所と定めて来てみれば

白蟻ゐたる寺の本堂

梅雨雲に昼灯すまで目の弱り
渡部伸居

渡部伸居捌

中須賀畦月

はや密会の人と見えたる

のら犬ふえて困るこの頃

ややこしき事と相成る照れ臭さ

杣小屋の佗住みなれど身ぎれいに

佐伯飛鳥
宮内竹仙

飛

″

秤鰄一垂恥朋二一串霊︵文音︶

舌にぴりっと沁みる芥菜

課長補佐とて雌伏いつまで
広前の庭も狭と舞ふ花うたげ

テレビかければ嫌なプロレス
普賢岳下火ながらもくすぶりっ

なよなよとして勁き撫子
ナゥ鼻ついて樟脳匂ふ秋袷

どしや降りの雨に見舞はれ今日の月

研ぎ上げし鉈鞘にぴったり

″

仙

飛

月

居

野間予志女

まだ幼なげに鈴虫の声

峡里は早も寝落ちて月胄く
手つきよく明日に備へて障子貼る

彼の面影眼裏に棲み

予

うちあける勇気とて無きじれったさ

天気予報はまたも雨々

天眼鏡で覗く傷ぐち

同

月

″

居

″

バーゲンのちらしばかりが投げ込まれ

チャイム聞きつつ知らぬ顔する

大廩残し去りゆく月の道

田の足跡の氷光れり

満開の花ほろほると散りはじめ

蹟きし石をうとみて蹴っとばし

土筆摘む子の歌ふ童謡
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月 ノノ居ノノ予〃仙

ノノ居ノノ予〃仙ノノ飛ノノ

ノノ 月

八松山・東松山連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃暖かや﹄
重松冬楊捌

渡部伸

重松冬﹃

庭木の枝に造る烏の巣
池川水

暖かや築地の内をわが城と
その先の影もぼやける黄砂にて
中須賀畦

佐伯飛

かぐはしの茶をぐっと飲みほす

こそりともせぬ肌寒のみち

ソ連政変行方危ぶむ

ナォ噂の中のひとつがとびきりに

今昔史書に精しき学者たち

温故知新は蓋し名言

なほ積もるままに据われる雪達磨

あかあか指をかざすストーブ

たまらなく会ひたくなって電話する

ふた十年のゆめの尽きせず

才媛と躯はれ運動選手にて

将棋倒しに駅の自転車

黒雲を出でたる月の皓々と

誕生祝ひの新走りなり

樺姿で庖丁執る夫マ

ナゥ秋潮に恵比寿も釣りし大鯛を

復元成れる二の丸は美し

世話焼きも過ぎては人に嫌がられ

入学式に歌ふ君が代

校庭でありし辺りに花満ちて

秤趣一毒娠朋一串壼︵文音︶
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欄干の七八人に月の光ゲ
ゥ稔り田に目玉ばかりの吊り案山子

背に流せる長き黒髪

急ぐ心せん術もなく息はづみ

二世を契りしひとの悌

床の間に飾る自作の陶像に

民芸調の素朴さを賞で

掃き出しの窓をあけたる蚊帳の月

河鹿の笛のけろりけろけろ
故郷の御社の絵馬古りまさり

陽炎へる野に開く弁当

親にねだって車手に入れ
今日は西明日東と追へる花

水居楊飛月水居楊飛月水居楊烏月穂居楊

月居飛水居楊飛月水居楊飛月水居楊飛月

八松山・東松山連句会その一一一Ｖ

歌仙﹃牧草の波﹂
池川鯛谷捌

重松楽﹃

池川鯛

渡部伸

開拓村に遠き夏雲
池川水

牧草の波柔らかし胄嵐
クラス会への着る服を買ふ
宮内竹

おゆみおつるの木偶芝居観る

でく

ナォゆっくりと四国遍路を思ひ立ち

ＰＫＯ法案審議聞くラジオ
財布の中は空つけっなり
甘露にも劣らぬ山の岩清水
太陽追ひて廻るひまはり

零からの出発ですとあらたまる

珊瑚の指輪土佐土産とて

ひとり身の夢は静かに燃えてをり

っもる想ひの千々に砕けし

流れ込む水に歪める望の月

欠けた徳利に新酒満たして

ナゥ破れ蓮の音かさかさとするばかり

風向計の落ちつかぬ午後
表札は人数多き独り住み

暇にあかして部屋の整頓
散る花に埋もり尽す緋毛蟹
弥生のひと日連句楽しむ

蓉趣一壷准胆一拝肥津︵文音︶
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ワープロにはがきの宛名打込みて

籾を干す庭広々と月の照り
筧の音を聞きっ夜なくす
手箱の底に秘めし浮世絵

命古書市で掘り出し探す西鶴忌

岬の鼻の白き灯台

湯上りの膝を崩して爪を切る
飼犬に引き倒されて脚くじき
名利の欲はきれいさっぱり
書斎の灯消せば射し入る月寒く

厚き蒲団にふかふかと寝る
ふれ合ひの広場きれいに掃き清め

氏神様へ週に一度は

たらちねの顔見がてらに花を賞で

水温みたる故里の川

水居谷仙水居楊谷仙水居楊谷仙穗居楊谷

居谷仙水居谷仙水居楊谷仙水居〃楊谷仙

ハ神戸・白燕連句会その一Ｖ

歌仙﹃佗助の﹄
佗助のうなずくほどに眺めけり

決算近きさみだれの窓道

ナォ音もなくこぼれ落ちたる柿の花明

漢方のいつまでまてど効き目なく遊

枝豆下げて裏口に立つ遊

夜の蝶へと宗旨がえする明
時間まで狸寝入りの鰹縞道

折も折顔を出したる後の月明

行く先々の地酒たのしむ明

あすは角切る鹿のしずもり道
燈籠の銘よむ事も趣味となり遊

赤い頬っぺのこけし居並ぶ遊

雪深き出羽の民話もなっかしぐ道

琴糸切れて気がかりな恋道

ナゥ天井に小意気な文字の千社札明

綿雲のつぎつぎ湧きて春来る遊

雛のあられを飾る店先明

花屑の吹きよせられし池の縁道

平成三年三月二十四日首尾︵於・芦屋市民会館︶

心のどかに夕鴉きく遊
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遊明
道遊明道遊明道遊明道遊明道遊明

冬の日影の移る円窓

鑿のあと冴えたる像の仕上りて
なにはともあれ試写会に行く
病む月に誰も気づかぬ巨大都市

人工芝を渡る秋風

星占の予言ぴたりと

ゥ爽やかに孤をえがきたるブーメラン

顔に似合わぬとんだ阿婆擦れ

紙入れを見知らぬ美女に拾われて

春泥光る鞍馬街道

宵々の艶笑潭も聞きあきし

鶯の谷渡りゆく昼の月
きみ

花の盛りを独りじめする
面白がらせてうつちやりをみせ

椀に張る卵黄の力もあたらしく

寺の井戸から水汲んでくる

極楽図地獄絵図とは裏表

渋佐秋
谷野山

道

千正

ハ神戸・白燕連句会ｌその一一Ｖ

非懐紙﹃古池に﹄

古池に春の底ある不思議かな

時間のことを田螺眩く
何ものか来よと弥生はひるさがり

裏腹に花の苗木を送りつけ

籠を逃げたる山のさえずり

せせらぎを素足で渉る心地して
ひとひら雲のはぐるなかぞら

秤唖一舜唾胆一十梱申雷︵文音︶
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いまだに縁の切れぬぐい呑
情事とはかかるも言いて瓜の花

奥行見えぬ片陰の門

晩学のサインコサインクリプトン

ライフワークに期待あつまる

無月有情を察知する烏

秋の海ホバークラフト︑這らせて

不ひ
可ろ
ノノ止し止し止し止し止し

し止し止し

地蔵盆子供ら走ること忘れ

膵肝腎を死者に賜る

冬晴れのタイムカプセル埋め了えて

畠にもぐらを叩く奈良坂
平成の遷都ひそかに噂され
エコノミックに敵の八方

吉坂

田本

し止し止

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃ものの寺牙﹄

ものの芽の命豊かに足の下

品川鈴子捌

彰
鈴

子
麗

麗鈴彰麗鈴彰麗鈴彰麗鈴彰麗鈴彰子

時の来りて穴を出る蟻

細きジーンズ色槌せてをり

ナォ春の海ペリカン翼を広げたり

探検基地の国旗はためく

休日は一人本読むことが好き

芭蕉付句の味をかみしめ

胸突きの暗峠朽葉どき

でつちなれども眉目秀でて

狐狸に化かされぬ間に
酒樽を叩く音きく蔵の奥

こいさんのためなら火の中水の中
カメラフォーカス誰に向けよか

菊枕せば猩々の夢

有明の月すめらぎの秘儀ありぬ

馬鹿にならざる額をチャリティ

ナゥ秋蝶の如きひらめき舞ふ扇

庭の緋鯉の餌に集まる

口癖のもったいなしを婆唱へ

都大路の春が惜しまる

花の枝かざして下界見おろせば

秤趣一壷一郎一耗申壷︵於・柿衞文庫︶
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放課後のトロンボーンはうららかに

時差ボケなりやあくび連発

骨董の壺に片割れ月の鬚
秋の展示は如何な趣き
ゥ円安と株暴落の盆休み
たきものそっとマンションの隅

新妻の白きエプロンまぶしくて

代作と知れずや熱き返し歌
世にも稀なる無精者とか
蚤しらみ破れ蒲団に月の陰
しぶき構はず泳ぐ犬掻き
見渡せば六甲山は明らかに
オゾンの層に穴の開きそむ
道祖神枝垂れし花の先触れる
手をつなぎ過ぐ遠足の子等

品岡岡
川田田

鈴麗彰麗鈴彰麗鈴彰麗鈴彰麗鈴彰麗鈴彰

子
猛鈴猛鈴猛鈴猛鈴猛鈴猛鈴猛鈴猛鈴

品川鈴子捌

鈴

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその二Ｖ

つま

猛

歌仙﹃雛飾る﹄
雛飾る親王はわれ妃は夫

何回も見る合格通知

種を播く夢のぎっしり詰まるらん

笑ふテリヤの鼻は泥んこ
月に照る小屋爪掻きの傷だらけ

さきが

蜂のひと刺し社長泣かせる

バイオ流行の珍種ぞくぞく

ナォ耕転機あつと云ふ間に畝づくり

大風呂敷で荒かせぎして

ことごとくホールインするパター欲し

別荘は床暖房も快適に
原生林の樹氷きらめく

命に替へて助けたい人

私にもノアの方舟席あるや

半伽思惟像指の折れたる

わけもなく心魅かれる片笑窪

蒲の穂紫がふんはりと飛ぶ

良し悪しをあまねく照らす月の道
れもん

ナゥ檸檬の木鰊いからせて実を守る

ちよび髭生やし唐手八段
白袴ローマ道場湧かせたり

危なげっのる塔の傾き

花びらと雌蘂と雄蘂子が数ふ

中だるみして遠足の列

秤趣一審登一朋二什汚串霊︵於・入院中︶
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ひとりぽっちで虫の声聞く
ガロケットが取りのこされる冷やシかに

首相叩きのはゃもはじまる

女には滅法弱く酒ぴたり

テニスに揺れるミニの内股
神かけて競ふ出場バルセロナ

闘牛場に牛の亡霊

月渡る外寝の褥ダンボール
しよぽノＩ歩く羽抜鶏なり

抗癌の点滴またも繰り返し

終身保険かさむ掛け金

魁けて南の島に花開く

品品
川川

鈴猛鈴猛鈴猛鈴猛鈴猛鈴猛鈴猛鈴猛鈴猛

ハ神戸・ひよどり連句会その三Ｖ

歌仙﹃白羽﹄
品川鈴子捌

玉杯に浮くシャンペンの泡

ナォ朝まだき鶯に目を覚まされる
うま
ひらりひらりと上手い世渡り
書道展もらひし賞のうれしさに

チャンネルはいづこも汚職茶漬け喰む

寒稽古にて身が引き締まる

雪催ひ四條橋急ぐ抜衣紋
森倭子

品川鈴子

初日昇りて鶴の舞ふ里

破魔矢享くわれに白羽の矢が当たれ

ふりむけば思ひもかけぬ二人連れ

繧秒として秋の風吹く

最果ての異国の丘にのぼる月

恋のささやき皆きこえけり

水温む亀がのそりと面出して

清水隆男
池上栄子

美男美女とてハッピーエンド

うつらうっらと春の暮れ行く

原田ひろし

ナゥなっかしき狗尾草を摘みとりて

手足のばして薬湯の中

隆

橋本欣子

名将の歴史を偲ぶやぐらあと

田村和子
山同君子

倭

きままな旅のスケッチブック

拝唖一垂十一朋仁才申壼︵於・産経学園︶

倖せの日々に流れる花筏
夢のごと舞ふ蝶の一群れ

ひ

栄

富井紀子

君

和
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月代の灰明りして霞む山
往きも帰りも唄ふ童謡
ゥ開けゴマもつれきびしきアラブの火

哀しき心あの人もまた

おさがりの世帯道具で間に合はせ

素足素袷博多帯締め

水道の蛇口の音も夏めきて
狭きレンズに光あふれる
名月も二輪加狂言覗きゐる
鈴を鳴らしてかけ抜ける猫

隆

中村みち子

画用紙にはみ出してゐるちぎり花

欣

ビルの谷間に露時雨おく
船場には薬の老舗櫨紅葉

たまには届く鯛の濱焼

みひ紀欣君和倭栄み紀欣君和隆ひ倭栄紀

八東京・ＰＣ︲ＶＡＮ連句ひろばｌその一Ｖ

﹃暮れの午後﹄
鹿倉些考捌

アォ爺になり昔を思うひとときか草

吹雪狂えよ雪女郎出よ幽

どぶろくは酔に届かぬ山の月海

ぼ

睦まじき二人に布団は邪魔になり小松輝之

つきみうどんをかきまわすやつ砂

単勝に連勝複式皆外れ海
中折帽に八つ折りの札砂

ガン告知色なき風も忍び泣き

林宗海

雁の渡りを空しきと見る幽

淡き魚影を映す秋水

高木野幸
木原閑幽
鹿倉些考

凛とした大気を割りて月出づる

無縁の墓に和魂洋才砂
竹澤風露
海野海砂

奈

草

︵於・ＰＣｌＶＡＮパソコン通信ネットワーク︶

平成三年八月五日尾

平成二年十二月二十八日首

幽

土筆手に取る空のキャンバス考

たゆたいて旅の館は花盛り露

押し出しの一点悔し草野球奈

伊万里の鉢に心太つく海
小舟のどかに突堤の人悟

ナゥ蝉時雨社殿の鉦と響きあう

もうやめてチャンバラごっこは古いわよ奈

刃こぼれの剣隠す小次郎佛渕健悟

焚く黄葉もて酒を温む

生田栞草
小島遊子
杉浦兼坊

ゥ囲いたる柑子も熟れて愁いなく

辻杏奈

シャンプーの香り漂うダイニング

朱唇おののく君を抱き寄せ
操りのお七いとしやしおらしや

考

海

夏河原音なく月の雫降り
銭湯帰りが手拭をさげ

砂

馬いななきて荘園の春

呑不

モスクワは遠く今年も花の雨

三原とんぼ

折椎に泣いた子の頬なま乾き

茂りも深き宵の山門

幽

猿ほくそえむ冬近き庭

何処からかひびくうたごえ歓声に

待ち兼ねて置く寒梅の壺

暮れの午後ゆげゆったりと紅茶かな

仙

蚕気楼なり客の土産は
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歌

八東京・ＰＣ︲ＶＡＮ連句ひろばｌその二Ｖ

三原とんぼ捌

ん

歌仙﹃饅の言葉﹄
賎の言葉は小さし雲の峰
爽竹桃咲く古き図書館
離れ島猿と静かに暮らしいて
二太郎生まれる知らせ受け取る
四次会でお開きとなる明けの月
地味ななりしてかまどうま飛ぶ
ゥうしろ手に文隠しいるそぞろ寒

紅を付けたり髪を撫でたり
縁側で猫の伸びする昼下がり
ダンス預金をそっと数える
お見舞いに輸入果物見栄えだけ

イルクーックを超えて久しく

師走三日月空にかかりて
忍ぶ旅夜汽車の窓の雪世界

湖に波立ちさわぐ北の春

羽音重げに帰る白鳥

散る花を袖に任せて浮かれつつ

干し魚すじこ杯傾けよ

閑と健
海杏宗
輝
玉兼

ナォ神棚の辞令拝する父老いぬ悟
ゆらりとゆれるモビールの影ぼ

てあたり次第にくどく毎日幽

トランペット抱えて裏の木戸を出る小原洋九

きいぎぬは二人ひげ剃るげいの夏砂
このあばら家に南京虫棲む鹿倉些考

ぽっきり折れた金太郎飴海

珍々が痒いと孫は引っ張って魚

薄野原は銀の泡立ちぼ

地蔵會の線香煙るたんぼ道生田栞草

落人が芋名月の都ぶり砂

シニァグラスを掛けて夢見る幽
ナゥ乱売の会員券は反故と化し海
歩行者天国おんな駆け抜く九

定刻にからくり時計鳴るを聞き阪田茶阿

平成三年八月二日首

春の便りに光る海の面幽
この花のこの色ここに命満つ奈
蝶舞う苑に集い遊ばんぽ

平成三年八月十四日尾
︵於・ＰＣｌＶＡＮパソコン通信ネットワーク︶
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木三佛
原原渕
海辻林
野

小
松

禰杉
寝浦

魚坊海ぽ奈之幽奈ぽ海幽砂奈海悟幽ぽ悟

ハ横浜・菱の実会ｖ

カール・ルイス東京国立競技場にて新記録達成

歌仙﹃九秒八六﹄

観光化せる落人の里

ナォ棚霞深谷の上を鳶の舞ひ

タクシーの警笛が呼ぶ忘れ物
入歯の包みポイと捨てられ

塗火桶昔の仲の嵯り戻る
障子の隙を閉める後手

中尾青育捌

中尾冑宵

かさこそと何の獣か藪の奥

百米九秒八六月大き
寺田喜八郎

くたびれに仰げば今宵後の月
芋ごろごろと土産解く伯父
ナゥ芸術祭大事な作品盗まれて

図鑑見較ぷいとゴこほろぎ

求人の広告文案ねり回し
老舗秘伝の味噌の蓋あく

バーゲン品に当る仕合せ

海底へケーブルドラム巻き降ろし

北方四島指呼に息づく

八木紫暁
大木圭蒐
鈴木南史
関戸逸朗
木原寒笛
西関清

ゥ大道をまづとりつけるニュータウン

鼠国も総裁選挙激戦

白黒の縞のヂャージィ泥まみれ

時は永遠と思ふ青春

あはあはと花巻き初むる富士裾野

斑雪をっっく烏の噂執

秤唾一壺十瓠朋一什珪叩窪︵於・菱川クラブ︶
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競技広場に秋気充ち弾づ
寮の門若き学徒ら露踏んで

ブルドーザーとて女運転

巖涼江
青柳登代子

一ンの国もいやはや乱れ果て

汗の枕を涼風の吹く

青

西尾拓牧

レー

駅でコーヒーもう一杯のむ

後朝は出張鞄ふりふりし

史
笛

新作の陶磁に秋のいる出て

願懸く人の剃り雷に月

登

渭

暁

逸

影坊と萩のトンネル遠まはり

蒔絵に跳ねる大桜鯛

退役の士と知る人もなし
花聟の顔も凛々しき春灯

筆笛清江宵暁喜蒐暁笛史逸登宵喜蒐清江

ハ藤沢・藤が谷連句会ｖ

本式表合﹃冬の蝶﹄
中島啓世捌

ひそやかにレモン色して冬の蝶橋本満喜

犬橇に乗り遊ぶ子供等藤井弘美
荻の声喜寿の寂しさ旅に出て橋本六三

鴫の高音にはやひと日くれ牧岡歌子
レマン湖に月影ゆるる遊び舟井上哲也
わがものとなりグラス合はせる藤田克子

青ぶどう丘の彼方に修道院山本八乃子

袈裟を外して鰺のたたきを喜
花衣脱げば転がる小銭あり也

三重奏は春の夜の夢歌
平成三年十一月十五日首尾︵於・藤沢橋本家︶
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ハ仙台・北杜連句塾ｌその一Ｖ

歌仙﹃白烏﹄
狩野康子捌

狩野康子
足立かほる

白鳥を迎えて美しき村となり

悴む沼をわたる呼び声
康

佐藤千賀子

古き時計の時を刻まぬ

か

か

泡をくらって飛脚よろめき

ナォオアシスの隊商春の荷をほどく

やっつける特室病床お偉方

形身分けには赤児七人
横丁を石焼芋の通り過ぎ

雪に佇ちしは万太郎らし

昼下り待てば音なくノブ回り

君が吐息に熱き傷跡

去らば去れ男と夢は湧くものを

めぐる帆船長き澪ひく

月冴えて本場仕込みのチーズホンデュ

たわたわ

ベネッィアグラス満たす葡萄酒

植物学に一生を懸け

ナゥ南天の実の僥僥と風さそい

代々に伝わる家訓畏みて
亀も鳴いてかほの暗き蔵

朝寝に馴れし窓を雨打つ

咲き初めし篭金の花の鬚清く

蓉鰄皿雲一崩二什泗叩霊︵於・佐藤千賀子宅︶
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エッチング太き眉根に大志みえ

傾きつつ軒かすめゆく十六夜

康

千

ままごとの子等捨てし鶏頭
ゥ板前の修業水汲み秋暮れて

か

千

康

康

明

足立明

手桶にそっと添える手のあり

逢瀬には紅さしてみる細面
近ごろ増えた放置自転車

庫裡の片隅猫とたわむる
我が運を月に占う夏籠僧

千

乗り継いで乗り継いで行く旅もよし

火砕流いま谷越えんとす

康

千

女丈夫のパラグライダー土を蹴り

日曜日には服を繕う

千

はらはらと欄熟の世を覆う花

自由ケ丘にもえる陽炎

千か康か康千康千か康か千康か千康明か

ハ仙台・北杜連句塾ｌその二Ｖ

歌仙﹃雪予報﹄
狩野康子捌

ナォ細密画うどの根っこもみずみずし

熊楠翁の生き方に拠り

パープルの傘弾む口笛

のしかかる下馬評さらば外は雨

私の彼はフリーターとか

どの娘とる彼女いない歴三ヶ月

闇鍋つつき宴はたけなわ

ラガーマンタックル・スクラム雄々しくて
秋田てる子

狩野康子
垂石よう子

故郷の辺りや今日も雪予報

彩りも良し母の粕汁

ＵＦＯが忘れていった月の石

印度修験者招く異次元

積分のテストはいつも時間切れ

頼むぞとたすきに心託しいて

谷田部弓子
松ノ井洋子

熊坂昌子

さいかち

山の畑に烏威し掛け

女性琵琶師が正す居ずまい

ナゥ皀英の老樹平氏の村守り

流行のハッカー侵入金曜日
顕微授精の子は健やかに

豪華船みな同朋よ花盛る
空に溶けいる街屋気楼

秤鰄皿嘩一一一朋十私印雷︵於・秋田てる子宅︶

＊ビッグァップル︵ニューヨーク市の異名︶
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クロスワードを一つ埋め込む
望の月メタセコイヤの上にあり

商い歩く晩秋の町

康

日白

よ

洋

弓

て

はや人妻と風の便りに

ゥ大和路に鹿笛を聞く旅なかば

十六羅漢目鼻流れし

思い川曲げて嬢ちゃん婿をとる

財布すられし夢を見るなり

朝まだき鴉群れいる供物

戸句

洋

米

土用の月のビッグアップル

て

サブウエイ掴めぬ怒り壁に灼く

太り過ぎあの手この手の荒療治

よ

日目

洋

酒瓶小脇に碁敵が来る

花の下白骨眠る古戦場

峠揺がす春蝉の声

弓昌てよ弓洋てよ弓昌洋て康洋昌よて弓

ハ仙台・北杜連句塾その三Ｖ

佐藤千枝子

狩野康子

歌仙﹃小春日﹂
小春日や連句興行盛大に

狩野康子捌

窓越しに見る垣の山茶花

ナォ進級を禿げの校長髭で言い

女系家族の末の弟

心染め出す窯の炎に

もん

金文字のどでかい看板百年物

そっと呼びとむ角巻の人佐々木嘉

夜鷹蕎麦みちのくの町流し売り

蓑虫あやす風のもの好き

廊下に置きし古車椅子
蔦蔓がからむ洋舘月明り

魔性の肌が国を傾け

シャム膝に聞こえよがしの怨みごと

高橋玻斗子

山田史子
船岡富子
大橋伝

ナゥ足元にそぞろ寒寄る老ピエロ

放水を告げるサイレン響きいて

富

秤轆醒毒十一朋十凱串雷︵於・山田史子宅︶

太平の舂お元気ですか

あわあわの裸体絵葉書花に添え

普賢岳麓の歌碑も埋もれて
秘湯めぐりは旅の醍醐味

昔ならしたトランペッター

病室の名主なのりておせっかい

蜻螂がえらぶ塔のてつぺん

雲とんで月まで動くたのしき眼

大沼節子

枝
伝
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釣糸垂らす父と子がおり

散歩と称し伸すベイサイド

ゥ柚味噌摺る母の背丸く手を拝せ

玻

泪のほほを叩く黒髪

史

さざ波のように伝わる恋噂

玻
康

斉藤肇

節

南米誰り会話たどたど

夏の月宿坊すでに音もなく
開かれしまま紙魚喰の経

サッカーの試合もつれて泥まみれ

覗き込むガラスケースに我の顔

玻

史

地酒一本留守のお詑びに
花の精もらす吐息に花狂い
笹の間に間に黄雀の鳴き

嘉枝康節史玻枝節伝史玻枝宇節伝玻史富

八東京・松喜久会ｖ

歌仙﹃彼岸詣で﹄

中原刀

中島櫟

天見て笑ふ春の鉢巻
岩崎泉

彼岸詣で今戸の狸道に立ち
君子蘭今年も庭に際立ちて

港の橋にストロボ一閃

ナォ遠蛙声かしましき部屋の内

一日おきの晩酌にされ

省エネもせんかたなしの時勢なり

木金火星集ふ今宵か

白雪の富士を日毎に望み得て

北斉の絵に氷る背の筋

熱き茶と一口羊葵小布施茶屋

むなぢ

会長の嘘蔭に女が

みほとけといへど胸乳のなまめける

水煙赤く夕日に映えて
満 月 の 天 文 台ふ
にみ人
の群れ
とのも
讃みさしの書外面には霧

短信集めクラス会報

ナゥ爽かに日々を過して悔あらず

待った無しにて新旧交替

十八の大関も世に出づるらん

とせ

花の下学友集ひ時忘れ
既に三歳よ平成の春

秤唾一蓉匡亜一什至甲藷︵於・交訶社︶
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月出でて露台に席を移しけり

染筆せがむ秋の寄合

ゥ忘れ得ぬ能登の山里風の盆
肩寄せ合ひていかな動かず
幾日も予定をのばす旅となり

捜索願あはや出される

兄弟が二人となりて病む知らせ

銀座の地下に何故か大石
湾岸の油煙にかげる夏の月
ちとせ

冷害懸念励む草取り

山紫水明なびく瑞雲

千年経し木彫佛のならびゐて

伊達男花の大江戸練り歩き
時期の遅れし惚の芽の森

渓禰郊渓禰郊渓禰郊渓禰郊溪禰郊渓禰郊

禰渓郊禰渓郊禰渓郊禰渓郊禰渓郊禰渓郊

八松山・松山連句協会その一Ｖ

歌仙﹁白砂に﹂
白砂に松影置ける良夜かな

永田黙泉捌

小倉静

渡部伸

永田獣州

西原李

雛の下にひずく虫の音

心の底を占めるやすらぎ

隣より貰ひし栗を剥ぎ居りて

轆轤まはしっ無我の指先

ナォ噂りに合はすピアノの音も軽く

店のケースの挨る道沿ひ

霊ありと言はれ写真に沸く恐怖

水無月の富士登山せり老の友

雲海の果て清き青空

風まとひ行けば噛太呼びかくる
ポケットベルに恋のシグナル

七人目若き大工がリズの夫
心臓病みてニトロ持つ旅

いざよひの月光浴びて蘇り

秋の出水に崩れたる橋

ナゥ残菊の高き香に触れ林泉渡る

大き酒倉古りし街並

杯を掲げて音吐朗々

柱まだ傾き揺るる船の酔ひ

未来の春を夢に描きっ

学び舎の窓に散り込む花吹雪

平成三年九月二十九日首尾︵於・道後友輪荘︶
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うまい

片蔭に児の熟寝せるひと刻ょ

烏籠吊す青蔦の窓
愛を攝く高校時代

ワていねいに笑まひ交して擦れ違ふ

遠き日の答あれこれと懐しく

ロダン彫塑の考へる人

デパートの人の群呑む大ホール

何を買はんと皆迷ひ居り
寺苑の冬木風に鳴りゐる

総裁の椅子誰が占むる月寒し

仰拝す弥勒菩薩の優姿

床にか量れる万葉の歌

駒つなぐ風情はなくも花満つる

宮居の千木は鎮む朧に

波居李泉居波泉李波居李泉居波泉花波居

泉李波居李泉居泉波李波居李泉居波泉李

八松山・松山連句協会ｌその二Ｖ

可筍静情

寺岡情雨捌

奈

歌仙﹃露けき身﹄
一病を守りて露けき身と思ふ

松ヶ枝うつす雲間出る月
早稲の香の匂へる道を曲り来て

突然きこゆ鶏の鳴き声

ナォ春雨の傘廻しっつお使ひに

インクの少し参む絵手紙

友の計を聞けば涙のとめどなく

永久の訣れとなりし函館

極楽へ通ふ寝酒の大軒

ほとほと妻に尽きし愛想

枯野の路を帰る故郷

選り好み激しく不倫くり返し

乱開発の杭打ちの跡

南無大師翼を誘ふ空模様

割れし柘榴を飾る文机

ボタ山に夜毎欠けゆく庵の月

息を殺して揮ふ墨線

ナゥ丸窓に富士の初雪眺めつつ

自噺の詩を田螺眩く

ゆるやかに流るる筏列なして

戦なき平和の国の花万朶

平成三年十月二十七日首尾︵於・道後友輪荘︶

諸願成就暖かき日々
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ハイテクのビニールハウス建ち並び

黒光りするベンシ走れる
ゥ伝統の緋織りつぐ伊予の里

髪かきあげし白き衿足

心中の片割れにしてつつましく

盟にうつす行水のお湯

麦熟れて海まで伸びる麦畑

宮沢りえの人気絶頂

熊の冬眠夢は何色

空港のはづれの森に月凍てて

庭隔てあやしく騒ぐ男達
分裂症が刃物うち振る

琴弾鳥の響く裏山

宮の花烏帽子の上に散りかかり

井白小寺
門方倉岡

波可情筍波情可筍波情可筍波情女子波雨

情波筍可情波可筍情波筍可情波筍可情筍

八松山・松山連句協会その三Ｖ

歌仙﹃天主閻﹄
天主閣のある倖せやお元日

松吹き晴れて初鶏の声

箸を上手に使ふ外人

福寿草句碑のほとりにふくらみて

秋の袷の肌になじめる

松永静雨捌
松永静
山田久

三好郁

荻山幸

戒能々夕

宮内竹

起きて三尺寝ても五尺よ

ナォ鰍篭の軋みの音も心地良く

古里にして暖炉赤々

ミッチーの外相なれぱどんぴしやり

大根煮る匂ひ厨に満ち溢れ

一口かみし立木トラスト

林檎酒高く上げる乾杯
身障者同志の恋を祝福し

シンボルを斉祀れる神ありて

たはむれ舞へる秋の蝶々
昼月の淡きを嘆く事もなく

蚊帳の別れに孕む潮風

ナゥ初鴨の群れ来て羽を休めゐる

かじかみ乍ら畷る珈琲

雑談のうちに終はりし連句会
思ひはすでに子等の事など
バイパスの開通近く花満ちて

平成四年一月十五日首尾︵於・道後友輪荘︶

遙かに霞む射狭庭の丘
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シャンソンを唄ふ窓辺の月青く

核家族化のすすむ此の頃

ゥ柿甘く貧乏ゆすりが癖となり

二倍返しの結納の金

宇宙人みたいな彼を忘れかね

逃げ足速き密漁の船

只済まぬ済まぬ済まぬで済まされず

夏草茂る友の別荘

断崖の上の月光涼しくて
元歌手もバブルはじけて又歌手に

鎮痛剤を打ちて入院

花冷えの廊下を風の吹き抜ける

無住の寺に遊ぶ子雀

多幸久幸郁久多仙幸〃多静仙喜子子栄雨

郁久郁幸静幸久多幸静郁静郁幸久仙静郁

八松山・松山連句教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃十津川﹄
松永静雨捌
松永静
井上弥

来島益

戒能多

沖本鵺

ナォ頬そげし受験の息子いたはりて白石葉

台所より匂ふビフテキ
相槌を上手に打って嫁姑前原四
大安の日を選ぶお見合ひ桑原光

キャンプ村にも灯りほつほっ

部長との恋がいまだに忘られず永井政

欠伸しながら立ち上がる犬

そそくさと太鼓落して逃げる蜘蛛

蛇口より洩れる水音気になりて

貸家の札を揺らす秋風

城山のくっきり浮かぶ今日の月

うそ寒きかな会稽の恥

ナゥ炭焼きの業が再び見直され

雪踏みしめて詣る産土神

無実とは言へど若さは帰り来ず

ジャラリジャラリと落ちるパチンコ

惜しみなく花の小枝を飾りたて

平成三年十一月二日首尾︵於・松山市民会館︶

初雛祝ふ湯けむりの宿
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十津川の俄か滝とよ霧時雨
葉裏かへして揺るる葛花
湯加減を聞く庭先の月淡く
やっとの事で決まる腹案

温故知新をしるす白扇

冷汗を拭ひ乍らもダイエット

乱れしままの裾もそのまま

ゥ昼間から酒の匂ひをぷんぷんと

栄転と言へどパリーは遠すぎる
来いよ来いよと鳴ける小綬鶏

真知子巻てふ白き衿巻

狂院の鉄柵かたく閉ざされて

眠気ざましの講義をかしき

寒月がうるむと詠みし誰やらん
出任せの政策なれば行きづまり

ぶらりぶらりと万葉の道

連休に有給加へ花の旅

鐘に馴れたる彼岸会の鳩

益鶴弥多鶴静多鶴弥益弥多静美美喜生雨

政葉ノノ光弥静多政多弥四葉四子子月多子

八松山・松山連句教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃逆縁﹄
風の中なる筒鳥の声

松永静雨捌

近藤酉宙

松永静雨
武知千代
井上弥生
永井政子
前原四月
山田久栄

逆縁の嘆きに耐へて夏花摘む

月今宵大漁旗のはためける
糸瓜の水を瓶に採りおく

コーヒー飲みてほっと一息

トンネルを出づれば嶺々の連らなりて

ゥ赤い羽根いくつも付けて胸を張り

株の値は奈落の底の底に落ち
空缶けりて子等は駈けゆく

国道外れしマイカーの中

弥

葉

戒能多喜
桑原光子
白石葉子

動物園が約束の場所

松陰の辞世の歌に月冴えて
飼ひならされし店先の熊

四

久

待ちかねてすねても見せる肩を抱き

饒舌の人に文句はつけねども

政

多

久

品山

お神酒ふるまふ村の長老

春燗漫の奥の細道

苔むせる枝垂桜の咲きさかり

ナォのどけさに俳譜の友集ひきて久

週休二日これもよしあし葉

物言ふも邪魔くささうな反抗期四

プライバシーを守る法律多

莫産敷いて早くおいでと横になり静

めんめんの便り少しは見栄も書き四

恋の炎を包む羅弥

砂漠化すすむアマゾンの奥多
四島の復帰はやまる気配にて葉

うそ寒きかな脳死判定光

つるりつるりと噛めぬ麦とろ弥
ほのかなる新月かかるテレビ塔岳

ナゥ厚司着て籠りがちなる旅疲れ松田絹恵

後継者なき紙漉きの里四
山菜を戸板に無人販売所絹

︵於・松山市紀之国屋︶

赤青黄色放っ風船葉

てるてる坊主ゆれつづきゐて光
大鯛のでんと盛られし花の宴弥

平成四年四月二十五日首尾
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ハ愛知・三河連句会ｖ

歌仙﹃風の盆﹄
影踏みて影送りゆく風の盆

胡弓流るる月は三更

灯を消してちちろと同じ闇に寝て

法被姿の涼しくも艶

小豚も連れてライン船上
宿酔の峡の湯宿の明易く

白き柔肌熱き血汐に

斉藤吾朗捌

石川浩一

山田洋々
高島秋蝶
木越雲龍
高木一郎
原たかし
岩田かなめ

山田芙雪
柱菫自三
内藤信子

ゥ老若のすもんだら香に魅かれゆく

こよなく晴れて遙か立山

ますずしを喰むたおやめと北陸路

深見すぐる

学園長の髭に人生

杉戸きよし

た

壼云

秋

洋

斎藤吾朗

わが胸に正義の刃記事を書く

雪解洪水ペレストロイカ

グリーン車に寒月冴ゆる光る海
いぐさせし千里語りぬ世は平成

禁煙席で莨ふかして

盃に花びら浮かべじっと視る

雲雀の空の広く大きく

ナォ焼跡を連れ啼く錐の夫婦かなか

ふわりと浮いて飛行船ゆく浩

ひまそうに案山子いちんち立ちつくす善

バスにゆられて踊り見に行く芙

向日葵の余呉の湖畔をいろどりて信

峠かなしや嫁荷ごとごとす

人を愛する心は永遠に青山光子

文も来ぬ恨みや霧に髪は濡れ岡本丘

指つめし女の噂遠くなり秋
円空仏をついに盗ったる吾

そばにすずろにくつわ鳴きつぐた

月の道横すわりせる紀州犬

釜めし待つ間ついでに五本芙

ナゥ静止する技法がにくい赤とんぼ善

句会果て話は弾む富山駅浩
人来て離る露天風呂にて洋

花吹雪すかして朝日輝けるき

越後の旅の春を惜しみぬ信

平成三年九月一日首
平成三年九月二日尾
︵於・れんげ句会越中八尾道中︶
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八東京・未来図連句会ｖ

ゥ板前の包丁とめて株談義

手にする湯呑み魚偏の文字

ギター弾く窓辺に月の射し入りて

初紅葉なし樹々の亭々

江戸名所図絵の王子や秋の滝

原田千町

町淑子

阿部朝子

和田伊久子

紅露ゆき子

須賀一宙心

二十韻﹃江戸名所図絵﹄

私いなけりやだめなひとなの

ゆ

淑

ナゥ尼君のなほも小説書き続け恵

銘酒とり寄せ鶯の声朝

飛行船ゆく野遊びの空伊

花を友花を主ときのふけふ町

平成三年十月三日首尾︵於・王子名主の滝公園︶

ｰ

原田千町捌

馴れ染めはダンススクール冬銀河

淑

宙哩

″

告解室の冷えきってをり

七賢の上に十哲十二使徒
棒パンを抱き石畳踏む

朝

ナォいたづらっ子愛犬の髭切り揃へ

高校野球の西高東低

ゆ

伊

宙心

伊

クルージング海坊主かと夏の月

柄にもなくて鬼の雷乱
新築の老人の家予約せむ
行李いっぱい恋文の山
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八松山・夢茶の会ｖ

半歌仙﹃遠蛙﹄
鈴木春山洞

鈴木春山洞捌

遠蛙聞きけり燈シふと昏く
倉本淑女
原井川酔

井門可奈女

花菜漬つまみて寝酒は地酒

七彩の風車舞ふ生垣に
じやれつきあへる仔犬ころころ

酔

奈

淑

中出夢女
児玉凡松

デートの場所にいそぐ足取り

ゥ秋服はシンメトリーで気分変へ

夢

月の映れる池に佇む

同窓会紅葉狩へと誘はるる

後朝なればうなじひきよせ

淑

洞

ひと息キに思ひのたけを打ちあけて

シャッターポーズまたＶサイン

松

洞

松

夢

酔

奉示

するすると白帆あげたる舟迅く

つむ︽

月そそぐ水着乙女のカリブ海
蝦姑喰べ過ぎて救急車呼ぶ
実刑にかっと目を剥く座頭市
のふぞな夫にけなげなる妻

町内の花見弁当割勘に

リラ咲く街の港思ひ出

平成四年四月六日首尾

︵於・松山市大街道︑夢茶︶
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ハ横浜・瑠沙連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃暖冬﹄

萩谷準一

土屋実郎
石井瓢士

土屋実郎捌

暖冬の梅はや蕾む噂など
年用意する角の煙草屋

泉桜葉

戸谷是公

小張昭一

酒井久志
長ひとし

温石を二つにふやす遠出にて

洗車の出前本業となる

からノ︑と何か音する夜半の月

ひと

士心

橋本閑滴

片言隻句すべて詩となり公

ナォ朗々と苗鴛ぐ声ひびきたる士

時雨る塾部屋に逢瀬重ぬる葉

許されぬ恋と知りっ蚤文を書き士

寒鮒を放生池に放ちては準
三識しばりリーチ一発郎

総理の人気りえに及ばぬ志

関税化日本の米もまシならず士

大川端に月の明るき昭

秋場所の桟敷献酬きりもなく滴

カルチャー通ひ晩学の幸公

芭蕉庵空家となりて菊残り滴

ナゥ若い娘とお仲間になり齢忘れ葉

ご飯も炊けぬ平成の嫁し
何事も自動化さる鼻世の中に志
時短時短とはやす春闘郎

花の雲散りゆくものに艶ありてし

岬の鼻に立てる初虹準

︵於・中央区立産業会館︶

平成三年十二月二十二日首尾

･

豊作の田に続く鹿垣

ゥ新走り酌まんと友の集ひ来て

中にひときは色白の女

しなやかな指もて抓る深情

昭

滴

百度詣も手遅となり

マンションの雑誌積み上げ読みふける

公

冷蔵庫にはレディボーデン

し

ナイターの空満月とホームラン

悟り未だし青剃りの僧

準

葉

昭

郎

南京豆に尉と姥あり

犯罪はこのごろいつも億単位

売手市場に跳ねる若駒

前線の北上早し花便
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ハ横浜・璃沙連句会ｌその一一Ｖ

歌仙﹃冬樺﹄
こごえし鵯の進む食欲

明けゆくや王者の如き冬檸

戸谷是公捌

萩谷準一

石井瓢士
土屋実郎
酒井久志
小張昭一

急かされて履く靴の長紐

戸谷是公
長ひとし

年の瀬のホテル探しに難儀して

月代に端山のまるさ浮き上り

泉桜葉

話とぎれて木の実降る音

眼差しひそと胸にせまりて

ゥ鰯雲故郷に在す母想ふ

橋本閑滴
昭

アデランス秘してなじみと腕を組み
スロークイック・スロークイック

準

郎
し

宮内庁むけ御用達する

家出して京の菓子司を志し
夏枯れの野に景添ふる眉の月

準

滴

葉

し

士心

蒼き地球に褥暑あるてふ
環境の汚染はげしき世となりて

思ひもよらぬ転勤の沙汰
雪洞の下さんざめき花の宴
ゴルフコンペに朝寝大敵

ナォ遠足の列に仔犬がついてゆき公

大仏殿の空に聟ゆる昭

教科書作り苦労さまざま志

掘ればまた歴史定説くつがへり郎

壁の向ふを気兼してキス昭

やうやくに夫婦となりて裏長屋し

狐火が行く遠の畦道昭

サラ金を一都三県借りまくり郎

サンローランの衣裳売り込み準

小豆粥遂に幕引くソ連邦志

月世界到着しばし砂俟公
地下鉄の駅鈴虫の声志
アゥ稲妻に米の豊凶あげっらひし
白髪頭にいつも鉢巻準

階段を駈け上ること性となり志

万愚節とて合はすぐちうら昭
都心にも花の名所は数多く公

窓開け放つ春風の中郎

︵於・中央区立産業会館︶

平成三年十二月二十二日首尾
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八東京・葉門連句会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃信じやすき﹄
磯直道捌

磯直道

木村葉山

長き夜かけて開く絵草紙

信じやすきおみなの性や西鶴忌

月影にくっきり浮かぶ連子窓

時

福島新吾
福島時子
上野好子
橋川純子
今井楊
臼井久子
内田たづ

髪型を変えれど夫は気がつかず

楊

高山佳子

自由・平和のＧパンの列

さぐらんぽの実赤く色づき
ゥ雲海にバス上りゆく八甲田

めずらしく澄んだ音色にハーモニカ

厚板に彫る古き看板

ゲートボールに薄化粧して

さざめきて焼おにぎりと烏龍茶

水仙の香のそこはかとなく

楊

井口昌亮

た

野坂民子

た

時

ふと口調む古き寮歌を

灯台に冬涛の音高き月

亡き父の蝶ネクタイのきどり顔

日がな一日子猫あやせる

山門の影に色増す朝桜
入学式にはおる紋付

ナォあちこちにフセインばりのゴン太いて久

気のゆるせないイタリアの旅時
こまごまとよく世話をやく色男新
私の趣味じゃないと逃げる娘楊

激しき雷雨急に窓打ち楊

網棚に忘れしままの夏帽子民

新都庁人波あふる地下の道矢口美穂子

にせ宝石をひさぐ冑い目亮

送金は遠い故国の大家族楊

色のあせたるドライフラワー美

僧院の点景となる三日の月久

葡萄の棚は実り豊かに新

ナゥ秋祭ひょっとこの面買ってやり楊

せなの重たく森かげの道楊

火山灰厚くふりつむ山の村楊
たにし慌てて首をすくめる新

地酒酌みかう春灯のもと楊

北国をめぐればおそき花にあいた

秤鰔三︾劫朋二十一串牽︵於・福島邸︶
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八東京・葉門連句会ｌその一一Ｖ

脇起歌仙﹃ジプシーに﹄

ジプシーに問ふ我が未来謝肉祭

磯直道捌

野坂民子

磯直道

木村葉山

パンジー映る水晶の玉

養老院をそっと抜け出し

福島時

井口日日

ナォ東大に合格したと四月馬鹿

マージャンのルール忘れて大勝す

にわかに起る朝禅の声

水切りのレタスに今日が始まりて

上手になった夫の手料理

そっとキー渡す仕草が馴れている

窓の飾りは古九谷の皿
街並の秋を見下す風見難

矢口美穂子

抱きし孫のずしりと重く

月今宵亡き父母が偲ばれて

民

絵硝子を通し春雷鳴り過ぎて

故里遠く紙鶴を折る

福島新吾

あちこち聞こゆ小さき笹鳴き

ナゥ若貴の二人大もて鬼やらい

路地奥の店新酒﹁入荷﹂と

ほのかに紅く酔芙蓉揺れ

民

今井楊

ゥ糸瓜忌に連句の命よみがえり

楊
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一刻をビルの谷間に月さやか

いきがいを得て嫁いびりせず

火の山も自然の時は移りたる

秤唾一一毒十弐朋極甲需︵於・福島邸︶

霞める空に入相の鐘

花の下傘寿の祝たけなわに

車の先の春の逃げ水

橋川純子

楊

楊

若夫婦見れば口惜しき五十年
小雨にけぶるサハリンの街

港には魚の匂いの満々て

和田水
美

ストーブかこみつづく夜話
さしいりし月光の中かまど猫

民芸館となりし曲がり家

臼井久子

内田たづ

民

新

朗読もバイリンガルの賢治の詩

陽炎燃えて子等の遊べる

ＵＦＯの飛ぶ空に吸われし
花に酔い酒に酔い来て草千里

亮楊時新純純美純久美た純楊民楊子亮新

ハ横浜・連句愛好会︵爽睦会︶その一Ｖ
俳画︵画略︶

歌仙﹃三徳路﹂

暇もてあそび通う図書館

岩佐文子捌

アルプスをゆられゆられて婚の馬車

愛

操

美

八雲塗盆紅蔦を敷く

風土記という名の銘菓あり月の宴

御二人様の予約パエリヤ

搦手あたり夜麿鳴く声

愛

文

小魚を追うにきび面たち文

ナォ朽ちし草頭にのせた土筆つむ昭

古時計明治の音をひびかせて房

デーサービスに人の溢れる睦
良寛の遺偶を書けば片時雨美

立木の枝に赤蕪を干す操

平成三年十一月十一日首尾
︵於・鳥取県三朝町三徳山正善院︶

風船売りの声のどかなり愛

里神楽すさのお猛る花吹雪文

春雷ひとつ窓をゆるがす房

透し彫り龍の欄間に風通す昭

郷愁さそう宍道湖の色愛

どう

外人墓地夕月かかる丘の上美

酒にまぎらす帰宅拒否症房

バラ一輪残して去りしひとなりき文

ワイングラスの口紅のあと昭

シャンソンの流れて暗き喫茶店愛

声をかぎりと鳴くきりぎりす睦

落葉浮べて鯉ねむる池

ナゥ文化の日琴をたたいて練り歩く操

三徳寺は行きも帰りも枯すすき

睦

岡本睦緒
目次美里
石田操
西野愛子
津田昭子
岩佐文子
中村房恵

退職の人うし下駄に着物きて

宮沢りえの裸婦のまぶしき

ゥ田に立てば鬼火はしるか曼珠沙華

のこされし老にきびしき厨事

房

御祈祷に三仏寺へ旅立ちぬ

操

愛

昭

愛犬ひいて九十九折ゆく
天守なき城趾に夏の月燦と

世界平和は夢のまた夢

美

ひなまつり花のっぽみはまだ固く

泥の団子に春の雪降る
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ハ横浜・連句愛好会︵爽睦会︶ｌその二Ｖ
俳画︵画略︶

歌仙﹃春なれや﹂
春なれや国来国来とひきし意宇

はやき目覚めに鶯の声
年度来配転噺しきりにて
髭剃っている部屋の片隅
寝つきたる団地にひそと望の月

舗道の裂目嫁菜菊咲く

岩佐文子捌

目次美里
石田操
中村房恵
岩佐文子
岡本睦緒
西野愛子
柳楽鶴丸

ナォ春一番のれん吹きあげ出雲蕎麦津田昭子

大社土産にワインどっさり睦
熱戦の候補いとわぬ雨の中愛

黒い手かくす白い手袋鶴

鉄鍋の蓋おどらせて煮大根昭

囲炉裏の端に猫はうごかず美
独り居の気ままな暮し連句会操

器量と毛並嫁の条件房

論尽きず同姓別姓夜明けまで文
退社時間を待ちあぐね居り睦

秋天高し山頂の小屋愛

蜘蛛の巣にひっかかってるお月様鶴

あげ潮に往来しきり貿易船房
ナホトカ指して銀翼の飛ぶ文

かばん投げ出し語るひととき操

ナゥ稲架により噛めば籾の香なっかしぐ美
房

美

文

手光寺杖にすがれば花吹雪栗原富子

操

睦

ゥ実る秋楽しむ人と悩む女
昭和の乙女古稀を迎えて
一本杉虚空をついて風を呼ぶ

再々婚の今は幸せ

愛

精一杯生きて画を描く共白髪

裏参道は塵ひとつなし

平成三年四月一日首尾
︵於・八束郡島根町野波海の家北川︶

みちびくごとく先をゆく蝶睦

ビヤガーデン月を肴に更くるまで

鶴

文

房

操

美

夜店帰りを冷えて待つ瓜

仁王尊海の仏か波台座

銀行の窓残雪をみる

つかれをいやす薬草の飴
四月馬鹿花満月は夢の中
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八大阪・連句愛好会︵大阪部会︶その三Ｖ

歌仙﹃初旅は﹄
初旅は名湯の町夢の彩
こだわる去年を解きほどす綾
渋紙のひょっとこ面は横向いて

由利香住捌
中島果

赤松滴

斉藤柳

高嶋香

河野美

山崩されて消える旧跡

ナォそのかみの后の化粧井水ぬるむ

ダム出来て小鮒を釣りし川もなく

宵待ち草の野を君とゆき
音量を落しテレビの艶場面

肩にある掌の重さ増しつつ
スキー宿またの再会約すキス

枯木の瘤の隆々として

溶岩の突起あれよと火砕流

雨と嵐で行く先を変え
月上る東塔西塔厳然と

虫の鳴く音に夜は更けてゆく

ナゥ奈良ゅけば茶粥処の烏瓜

今凸J

由利香
安田芳

土日をさけて観光の旅
校庭に尊徳像の今も在り

春風邪癒えし児の跳びまわる

打ち集う一族郎党花筵

先ゆく人を蝶の追いゆく

平成三年一月二十二日首

平成三年七月九日尾

つつう

不法駐車のあちらこちらに
月の宴手なれし膳のかくし味

新酒を仕込む樽並び居り
ゥ伝統を誇る館の菊見頃
車椅子押し母も笑顔で
大声に叫びたくなる寒昂
明日逢う心絵筆洗いつ
箱一ぱいのラブレター焼く

セザンヌの裸婦の乳房のふくよかに

いさり火が遠く孤を画き月涼し

藍の浴衣が似合う父と子

外圧に負けて候座敷犬
新入生も瞳くもりて

手鏡を拭い紅足たす花の冷え
春のショールの淡き色合い

花都寿水苑住風花都水寿苑住風花都水寿

執

筆苑住風花都寿水苑住風花都水寿苑住風

ル桂信ル桂信桂信ル桂ル信桂ル信子．子
ツ

八高槻・連句愛好会︵高槻部会︶ｌその四Ｖ

福中長
島野尾

半歌仙﹁初秋の﹄
初秋の船は真白く塗られけり

瓜の形にかかる夕月

猫じゃらし一本抜いて踊らして

山荘の朝珈琲を挽く

平成三年八月二十六日岩尾︵於・高槻部会︶
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いつまでもワープロの音蚊遣香

旗を掲げし水泳学校

共産党解散宣言ありし日に

乾杯の歌老も若きも

嬉しくて誓いの言葉上の空

ふたつの鞄ひとり軽々

この頃は成田空港の離婚ふえ

御禁制なる象牙の印鑑

終着駅に河豚の宿とる

男もなく海渡りゆく冬の月
春の川原はうららうらうら

人の子の遊びせんとや類を呼び

木造の小さき教会花の中
豊かなる日々巣立鳥鳴く

桂ル信

八仙台・連句会﹁左﹂ｌその一Ｖ

歌仙﹃冬たしか﹄

智恵の輪のことりと解けて冬たしか

かまいたちのみ知る近い道
駅伝のたすきの色がとび交いて

萱場健之捌

山田敦子
伊藤鈍子

径

鉦小

南
径

伊藤南三
高橋径
佐藤無風
若生芥子

空き瓶が光を返す十三夜
桔梗捨てらる博物館裏

高橋太郎

ホームステイに慣れた宿主

去来忌と知りて蕃山青空す
あなた好きならペルシャの猫も

恋し君油にまみれ抱きしめて
ピコピコピパソコン通信会員募集

敦

まどろみの床短かき地震

むっつり長男いまだ独身

蓬田まるき

ま

芥

大きさだけ派手にあらわれ夏の月

夕凪の浜漁船朽ち果て

宮腰滝
ま

鈍

鈴木さん知事選五期をめざしたり

めだかの学校川のなかだけ

魔除けの怪物屋根に君臨
初孫を胸に抱いて花の宵

ナォ春泥の中閉館の名画座へ敦

出世がしらと尊敬されて無

黄昏迫りゆれるガス燈三上秋桜
黒いるのにじんで山の遠ざかる滝

森より出ずる頭巾の尼僧敦

銅像も傾きかけて冬に入る南

気をつけて送り狼ついて来る滝
ファジーなあいつ朝雲に消え鈍

お互いに明日は明日の陽がのぼる敦

笑顔のゴルビー京都旅情鈍

いつまでも北方領土の月を見ず南
カラオケルームこおろぎも鳴く鈍

ナゥ秋深し運命線にかわりなく無

東京乗入切符購入滝

敦

色積木くずしてもどすくりかえし南

思い切りよく髪切ってみる

雨あがるらし朝の噂敦

花の下ゆたかなこやし燦々と径

︵於・エルパーク仙台セミナー室︶

平成三年一月二十八日首
平成三年六月二十四日尾
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ハ仙台・連句会﹁酌﹂ｌその二Ｖ

歌仙﹃梅雨明けを﹄
萱場健之捌

狂小

伊藤南三
佐藤無風

南

若生芥子

梅雨明けを待つ挨拶の傘たたむ
今年もきれいあじさいが咲く

訓気にせぬ売れっ子タレント

無人駅快速電車通過して
かけもちの座敷にとどく月あかり
ゥ萩こぼれエコーラインにバスの列

蓬田まるき

三上秋桜
高橋太郎

ああ面白い虫の饗宴

掃き捨てるには惜しい夫よ

ナォさて一服なにはなくともよもぎ餅滝

楽屋雀に座布団すすめ山田敦子

海外へ噂の主は逃避行秋

金魚屋桶に蓋をしはじめ太

パンツにかくす方法もあり南
お雷様雲の上からせせら笑う無

かき寄せて屋根雨音せわし径

壁越しに耳そばだてる夕餉どき芥

モンマルトル舗道を彼と腕を組み太

道をかくしてコスモスの群無

あっという間にバッグ盗まれ南
月見酒やけ酒となるひとり住み滝

皮算用はずれ逃げ出す経営者秋

フィットネスクラブ午後の二時半鈍

ナゥ退院日一気ひろがる秋の空径
芥

花衣ひと夜明ければ色あせる秋

秋

伊藤鈍子
高橋径

︵於・エルパーク仙台セミナー室︶

平成三年十月十四日尾

平成三年六月二十四日首

夢の中でも春日傘さし無

人波つづくしょうじょう寺の庭径

かこち顔なるファジー洗濯機

お前だけ言いつづけつつ浮気ぐせ
ロンドンサミットかけひきの渦
寝ころびて鳴門秘帖を読み更ける

芥

太

芥

咳一つ落し宝くじ買う

今日限り閉店セール冬の月
宮腰滝

鈍

滝

トリカブト＋テトロドトキシン

プラス

結果待つ白衣姿におびえつつ

倉嶋さんも春色のシャシ

花前線まず沖縄からはじまって
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八東京・連句研究会ｌその一Ｖ

歌仙﹃寒鴉﹄
橋一つなき冬耕の人

寒鴉広野の景に加はりぬ
浅葱空十日つづける日和にて
裏の枝折戸つくろひにけり

急に乱れし雁ネの列

家出し父のどこに住むやら

ナォ母子なる遍路姿のたどたどし

上方で薬問屋をしてるとか

歌声寒うさらふ空風

上り放しの地上権なり
街角に救世軍の士官佇っ

実篤の色紙買ひたり絵も好きで
指あでやかに猪口をさしくれ

辛口の角煮たらふく気を許し

腹がふとれば色恋の沙汰
益軒の訓へを守り月蒼く

床の乱れを蝉の鳴く

ナゥ木犀の風に揺れけり﹁夢﹂の軸

帽子のリボン飛んでしまひぬ
ステッキは二十の節の竹にして

ローマの旅の思出のよき

麻雀崩す春の灯の下

花衣ほとほと水のうまきかな

秤唾一壷に明一十一申霊︵文音︶
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物語り月の宴ヶに書き起し
どう見ても白優勢や爽かに
社の巫女のアルバイトする

弱冠にして祖父の筋うけ
白壁に相合傘のはやされて
座布団をおほよその数くばりしき

銀の匙なる引出物なり

はるばるとタヒチの月を賞でに来て

画商によりて価格様々

地方都市博物館のやたら建ち

富士見えぬ程雲去来して
花の旅三保の松原見残せる

分教場は啄木忌なり

阿徳
片永

瓢山

郎子郎子郎子郎子郎子郎子郎子郎子郎子

冬

子郎子郎子郎子郎子郎子郎子郎子郎子郎

八東京・連句研究会ｌその二Ｖ

歌仙﹃木の芽どき﹄

ナォしやぼん玉こはれやすきをいとしみて

観音竹の鉢の濃き藍

錫杖を立てて凝然駅の僧
寒き舗道に影もつれゆく
落葉する凱旋門を背景に
別所真紀子

松村武雄
福井隆秀

わたしの肋を弾くピアノ弾き

くねくね曲る東解けの道
阿片瓢郎

残り蚊がくる老いの頬杖

上海のユダヤのビルの月蒼し

山国の闇に艶ある木の芽どき
いかのぼり童子三人競ひゐて

雄

敗戦の日の空の眩しさ

千年を砂の枢に埋もれゐて

数理極めし黄金分割

髪杭いて次第に鬼に似る今宵

白き船腹見ゆる灘なり

郎

ナゥ人となり豪快といふ性なりき

追伸一行駝鳥飼ひます

紀
秀

雄
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秀

描きかけの素描仕上ぐる望の月
ぎやまんの盃伏せてひややか

をとこのあはれ﹁ペペ・ル・モコ﹂てふ

ゥ束の間に裏庭おそふ秋出水
秘蔵の禁書流れゆくなり
拳銃も恋も隠して路地の奥

古き雛の薦たけし眉目

隠沼に王子ゐさうな夕明り
郎

いたづらに降る春の雪かは

ある程の花まゐらせむ小町の忌

紀
秀

蔦の鎧へる教会の月

夕焼の野に麦わら帽忘れられ
漂泊のあくがれあれど巷塵に

雄

秤唾一壼拒朋二汁に甲藷︵文音︶

カナリアの餌替ふる縁先

雄

紀

郎

秀

灰ふりつもる島原の乱

朝々の脚のむくみを懐れっっ

風光るなか記すソネット

花冷のなぎさ銀鱗あらはなる

雄紀秀雄紀郎雄郎秀紀秀雄紀郎雄秀郎紀

阿片瓢郎捌

三玄一瓢
千
火

八東京・連句研究会その三Ｖ

歌仙室昌見城﹄
喜見城トロャの木馬現れにけり

音なく寄せる湾の春潮

別座敷炉の別れなる茶事をして

ナォ草の餅父似母似と姉妹
嫁ぎし先は遠く隔たり

風のまにまに間こゆ舟唄

ナポリより送り来りしペンダント

障子をよぎる幻の恋

眠りても人魚ささやく吾が胸に

ゴルバチョフ来て四島還らず

冬の蝶みじろぎもせぬしじまなり

レジャーブームの旅行社の窓

岬端に白き波濤をただに見る

眩しめば雁声落し行く

月代の都庁は二つ塔を持ち

遺品となりし水晶の数珠

ナゥ身をせめぐ風樹の嘆よ秋深み

砦なき甲斐の国なり裏富士も

螺旋の道の雲に入りける
文学碑尋ね行けるも花の興
蛙の声の地より湧くごと

秤唾一森垂朋一粁極串蕾︵文音︶
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唐臼ひとつまじる飛石

夕月に塩積む車着きにけり
濁り酒酌み共に酔ひたる
ワ踏みしめる草履の下に鳴くちちろ

小高き丘の豪族の墓

雲白く雨の前ぶれらしき空
見送りし背の鬚の気がかり

夢さめて瞼ぬれゐし旅の宿
蚊帳にさし入る月の妖しさ
くちなしの香の心持ちよき朝

誰にも告げず新生の意気
一卜谷は平家の高の住めるとふ

関を作らぬ鶏の飼はれて
軒深く竹籠編みの花の里
ひたに鈴振り夕遍路なる

飯武田阿
沼田中片

火郎三玄火郎三玄火郎三玄火郎古女女郎

三火玄郎三火玄郎三火玄郎三火玄郎三玄

八名古屋・連句﹁笹﹂ｖ

歌仙﹃ものの芽の﹄

ものの芽のひとつひとつにこころざし

初蝶の舞ふ合格の朝

ほのぼのと和菓子に春の彩ありて

好みゆかしき店の包装

伊藤敬子捌

ナォひと現れて忍者の里の春田打

密告電話声を顔はせ

からくり人形茶を運びくる
沓脱ぎに真赤な靴の揃へられ
眼の遇ひたれば犬と語りぬ
メモ帳にサイン求める若き群

何くはい妻の笑ひの狐めき
雪降りしきる街に別れぬ

田先由紀子

ベルリンのリンデン並木画家老いて

伊藤敬子

吉村とし子

山田有華

月天心宇宙の徒不動なり

戦は二度とするものでなし
し

影をゆらゆら馬追ひの髭

華

吟醸新酒さしっさされっ

華
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繊月のしじまに思ひ深かりき
ゥ金賞をのがせし鉢の飾られて

平成三年三月二十五日首尾︵於・田先宅︶

神苑の池蝸糾育つなり

名古屋城野点の席へ花吹雪

陽射し柔らぎ雁帰る頃

古稀すぎて漸く人生わかりそめ

機織る音のとぎれとぎれに

ナゥ住み古りし合掌屋根の柿すだれ
︲し

名古則子

この家の主連句好きなり
鏡を伏せてしばし愁ふる

それまでと言葉のあとは指からめ

紀
則

堀内こま

震源東海沖で大ゆれ

し

恋路ヶ浜落暉に砂を掬ひけり
夏安居の瞑想の座へ洩るる月
子の食む西瓜顔をかくして

ま

紀

紀

し

ま

ジャズに合せる三味線の妙

またも話題汚職のニュース耳に餅岻

清明の夜を揺るる鍬篭

嫁がせてぼんやり花に籠りをり

則紀しま華し華則則華紀ま紀しま華紀華

八東京・連楽会ｖ

歌仙﹃放ちたる一

アォおだまきの鉢あざやかに売られけり

住み替え重ね今は陽の街

煙の立つ舗装工事のアスファルト

瓦礫と化せし彼の旧き都市

砂漠越ゆ二瘤酪駝夕焼けて
高畑圭踏
高畑自遊

想い募れど名を知らぬ人

何時の日かこの情景を小曲に

高畑自遊捌

り−んり−んと亨けし鈴の音
山崎田鶴子

昼寝に見たる幻の湖

雲速く月の兎の見え隠れ

大崎光枝

はなちたる去年のいのちや闇の虫

テキストに引く赤い傍線

石田一尿

相寄りて一夜を共に過したる
窓をつついて餌をねだる鳩

口もとにパイナップルの甘き香を

ゥ女どち白髪は忘れ幼な名で

天かきくもり雷雨襲い来

遊

佐久問淑子

踏

遊

川原の小石暮れるまばゆく

ナゥ秋の声楓に燃やす残る生

硫黄の臭う山も芽吹ける

にぎやかにキャンピングカー飯支度

どぶろく廻り出る武勇伝

トレードマーク笑くぼくっきり

鶴

光

夕かすみたる甲斐駒ヶ岳

︵主として文音︶

平成二年十月十三日首
平成三年五月二十日尾

︵於・杉宝庵︶
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月の坂義足の音を高鳴らし

運命は才色兼備に甘からず

円空仏に似せて彫刻

淑

万朶なる大樹の幹になおも花

一億円使途にふるさと知恵しぼり

弱り目と言われたくなし風邪の床

光

一尿

月をゆらして過ぎる寒析

淑

鶴

町長助役罪なすりあい

子守歌しわがれいても孫眠る
パートの主婦の多きこの頃

遊

踏

やすみては登る石段花の待つ

入学祈念絵馬のずらりと

執

筆遊京ノノ鶴踏光京淑遊鶴光踏京淑遊光京

ハ川崎・鹿吟舎ｖ

歌仙﹃暖春﹄
遠足の児らあげる歓声

鷺の頸のＳ字伸縮水ぬるむ

風に転がる庭の傘

雛壇の後ろは暗き奈落にて
ハモニカの音切れぎれに月明り

処方通りの眼鏡狂えり

長き夜の火を守る厩鍛冶
ゥ露むぐら国の密書を髻に

白井風人捌
朱牟田恵洲

白井風人
瀧波信子
吉原涕蕊

晴ればれ笑う入れ籠人形幸

ナォナホトカの船春告げる波頭石

霜の柱の階を重ねて錐

函数の右項左項を解きあぐね信
ラムネのおくび鼻に抜けたる洲
駄菓子屋の老婆卒寿の地獄耳蘭

幼き恋は見果てぬがよし蘭

マドンナとストーヴ当番組みになり洲

まず大統領の発表を聞く吾

貝殻の形それぞれを捨てかねて錐

陣取りは月に及ぶや世紀末洲

鈴木撫蘭亭

池蒻錐

ナゥ別れ蚊帳父母を遠くにおきしまま信

西行のゆかりの花の陰ならむ黒崎桃離

長首の水差土間に置かれいて幸
チャボの女夫がついばむは何蘭

豆腐の桶の真楡を研ぐ石

夜の稲架けに烏降りいる錐
中岡幸子
桜井蹴石
坂口暗吾
言
イ
錐

軒に透けたる干魚の列

魂という名の臓を切り取りぬ

蘭

曳網に大日如来かかりけり

本家元祖と葛餅の店

五口

︵於・緑ケ丘コミュニティーセンター︶

平成三年三月二日首尾

流るる水の春とこしなえ人
洲

石

月に照る選挙ポスター夏の陣
買いに買い継ぐ謎の仕手筋

信

錐

山盛の吸い殻に火の燃え出して

ワンマンバスの走り去る後

五口

好きという手話覚えたり花の宴

胸に飛び散る田楽の味噌
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連句協会支部

連句協会埼玉県支部

連句協会愛媛県支部

顧問金子兜太

支部長永田黙泉

支部長宇咲冬男

事務局渡部伸居

事務局小林しげと

〒791‑02松山市小野町15

〒334鳩ケ谷市桜町4−11−35−1

（0899‑75‑1532）

(0482

81‑8161)

連句協会関西支部
連句協会千葉県支部

支部長近松寿子
事務局

顧問阿片瓢郎・東明雅・今泉忘機

同

支部長今泉宇涯

〒567茨木市北春日丘2−13−7

事務局

（0726‑23‑8817）

同

〒272市川市市川1−8−1
(0473‑22‑4214)

連句協会石川県支部

支部長新田裕久
連句協会岩手県支部

事務局中田風来

顧問小林文夫

〒929‑03石川県河北郡津幡町字
加賀爪二3

支部長小原啄葉

津幡町役場

副支部長志和正巳菅原多つを

(0762‑88‑2121)

事務局小山百合子
〒02001盛岡市大新町20‑20
(0196‑47‑0707)

−54−

（理事会）

2． 特別会計
（経常会計）

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。

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。

（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。

（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。

（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

（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

ることができる。
（総会の議長）

もしくは全部を特別会計の基金へ繰り入れる

第23条総会の議長は会長がこれを務める。

ことができる。

（総会の議決事項）

（会計年度）

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．
4．

5．

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）

役員の選任
名誉会長の推戴

第31条この規約は理事会において理事現在数

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

の4分の3以上の議決を経、かつ総会におい
て出席者の4分の3以上の議決を経なければ
変更することができない。
第9章解
散
（解散）
第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

（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
（会計の種類）

計

第26条この会の会計は次のとおりとする。
1．

る。

経常会計

平成2年9月1日一部改訂。

『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。

副会長今泉宇涯・宇咲冬男・大林杣平．

東明雅
(名誉会員) 橋間石・草間時彦･岡本春人．
永田黙泉

國島十雨
理事長土屋実郎
常任理事赤田聴雨・秋元正江・磯直道・上

(評議員）

(役
会

員）
長

今泉忘機･宇和川匠助･江森峰雲。

田溪水･川野蓼艸・小林しげと･鈴木

片山多迦夫･加藤耕子･加藤三七子・
小松崎爽青・重松冬楊・品川鈴子．
関川竹四・牧野巌・松永静雨・真
鍋天魚・水野隆・宮坂静生

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
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・

理

阿片瓢郎

八木荘一・山地春眠子・柚木治郎．
監

一目2−
J』

渡部伸居
事城戸崎丹花・小林梁

『連句協会』規約
第1章総

第4章役

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
（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。

全国大会および地方大会の開催
会報（隔月）の発行
連句年鑑の出版
連句協会賞の選定
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

正会員

2． 賛助会員
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． 正会員
年額2千5百円
2． 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.

1．

会長はこの会の業務を総理しこの会を代
表する。

副会長は会長を補佐し会長に事故あると
きは、あらかじめ会長が指名した順序でそ
の職務を代行する。
3． 理事長は会長、副会長を補佐してこの会
の業務を掌理する。
4． 常任理事は会長、副会長および理事長を
補佐し理事会の議決に基づき業務に従事す
る。

5． 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6条この会の会員は次のとおりとする。

退会したとき

2．

第13条

員

（種別）
l.

第11条この会には次の役員を置く。
1. 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
び常任理事は理事会の互選でこれを定める。
（理事の職務）

2．

的とする。

l.
2．
3．
4．
5．
6．

員

（種別）

理由なくして会費を1年以上滞納したと
き

（退会）

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）
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。
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

第10条会員が退会しようとするときは退会届

じる。

第6章会

を会長に提出しなければならない。
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議

協会

4214)会員10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‑(03‑3571‑
0319)会員4名
松山連句協会

永田黙泉
連絡先791‑01松山市溝辺町lOO9
永田黙泉(0899‑77‑0015)会員20
名
松山連句教室
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
摩天楼連句会
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

名古則子(0429‑960820)会員4
名

落柿舎連句会

おどおり

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

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斉藤吾朗
(0563‑57‑8332)会員12名
未来図連句会

鍵和田柚子
連絡先108港区高輪2‑1‑51302
原田千町(03‑3445‑6462)会員13
名
夢茶の会

中出夢女
師系･鈴木春山洞連絡先790松
山市大街道2‑27香和ビル3F中
出絢子(0899‑320105)会員6名

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
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
9名
連句「笹」
伊藤敬子

連絡先465名古屋市名東区神丘
町2‑5l‑1伊藤敬子(052‑701‑

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高畑自遊(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‑

璃沙連句会
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土屋実
郎(045‑8438059)会員15名
葉門連句会

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(033414‑8426)会
員12名

8546）

若泉連句会
川田章夫

師系･宇咲冬男連絡先372伊勢
崎市馬見塚町11214川田章夫
（0270‑328410)会員8名
つたの会

高木一恵

連絡先270‑14船橋市小室町2804
高木一恵(0474‑57‑2912)会員7

よみうり文化センター京葉

今泉宇涯

師系･今泉宇涯連絡先272市川
市市川l‑8‑l今泉宇涯(0473‑22‑

しf
河野玄麿

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

連句愛好会

5050)会員7名

三河連句会

小郡連句会

名
B面

名古則子
連絡先359所沢市並木81 1709
5o−

原市上鶴間395赤田玖実子(0427
45‑0407)会員8名
桃林会

23丁目窪田薫(011‑631‑4009)会
員76名
俳話接心

宮崎明月女
師系・太白堂桃隣・太白堂桃旭

岡本春人
師系･岡本松濱･阿波野青畝連
絡先663西宮市二見町14‑231岡
本春人(0798‑67‑6051)会員オー

連絡先171豊島区池袋2‑1066今
村ゆき(03‑39847906)会員40名

プン制
杜

白塔歌仙会

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

都心連句会

大林杣平
連絡先167杉並区南荻窪3‑19‑9
大林杣平(03‑33334880)会員40
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江東区東陽町3‑26‑8藤
沼亜緋子(03‑5690‑3362)会員20
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
(0899‑24‑2936)会員7名

ぱせ

鴇田秋甫
連絡先275習志野市実籾町2‑80
鴇田秋甫(047472‑6270)会員15

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(05838‑7‑2035)会員6名
八戸俳話倶楽部

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
日本作家クラブ連句会
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
猫蓑会

東

明雅

連絡先413熱海市熱海1812‑282
ライフケア梅園台421杉内徒司
(0557‑826460)会員105名
乃木坂散人連

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2010‑
202古館曹人(03‑3262‑9350)会
員3名
俳話寺芭蕉舎

窪田
薫
連絡先060札幌市中央区北6条西

り

円世里の会

習志野連句会

山根於京
連絡先519‑06三重県度会郡二見
町茶屋50‑9山根於京(0596‑43‑
2112)会員7名

東松山連句会
池川蝸谷

師系・阿片瓢郎・永田黙泉連
絡先791‑03愛媛県温泉郡川内町
則之内乙1887池川蛎谷(0899‑66

鴎

中田泰左
連絡先514津市南丸之内9‑11中
田泰左(059227‑2437)会員6名

日ノ出連句会

‑3608)会員15名
菱の実会

中尾胄宵
師系･国島十雨連絡先227横浜
市緑区藤が丘2‑25‑2中尾青宵
(045‑9731760)会員10名
PC‑VAN連句ひろば
木原幹雄
連絡先185国分寺市東恋ケ窪2−
29‑3林義雄(0423‑24‑1831)会員
18名
ぴやくえん

白燕連句会
橋

間石

師系･寺崎方堂連絡先654神戸
市須磨区潮見台3‑2‑30佐野千遊
(078‑731‑0334)会員20名

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

ひよどり連句会

品川鈴子

師系・橋間石連絡先651‑11
神戸市北区ひよどり台1‑17‑1品
川鈴子(078‑743‑2221)会員34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
ばらい

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
ぱるしゆ

芭流朱連句会

広野連句会

村木佐紀夫
連絡先520大津市桜野町1‑13‑
16村木佐紀夫(0775‑22‑5444)会
員15名
風信子の会

村野夏生

師系･野村牛耳連絡先165中野
区江古田418‑2杏花村塾(03‑
3387‑2331)会員12名

鈴木春山洞
師系･松根東洋城連絡先791松
山市三津l‑3‑13鈴木春山洞
（0899‑51‑0064)会員68名
ひいらぎ連句会

藤が谷連句会
中島啓世
師系･東明雅連絡先251藤沢市
鵠沼松が岡4‑14‑19A22中島啓
世(0466‑27‑3556)会員8名

小路紫峡

師系･阿波野胄畝･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

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(022‑271
0005)会員15名
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喜多さかえ
師系・清水瓢太・名古則子連
絡先516伊勢市船江町1‑9‑29喜
多さかえ(0596‑22‑3317)会員10
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
渋

柿

信州大学連句会

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)

宮坂静生

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(045 583
4080)会員10名

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
篠

大野秋紅
連絡先446安城市里町荒井31大

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‑

野秋紅(0566‑97‑8083)会員9名

3582‑0081)

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

14犬島正一(0764‑21‑3494)会員
5名

師系･林空花連絡先177練馬区
石神井町3‑912401(033996‑
8530)草刈澄会員15名
湘南吟社

谷敷
寛
連絡先112文京区春日2‑25‑2谷
敷寛会員6名
草門会

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

工藤真理子

師系･野村牛耳連絡先102千代
田区二番町11麹町山王マンショ
ン8O7工藤真理子(03‑3222‑
6502)会員10名

丹

美濃豊月

師系･寺崎方堂連絡先520大津
市秋葉台35‑9正風発行所(0775
259159)会員100名

秋山正明
連絡先661尼崎市塚ロ町1‑22‑1‑

207秋山正明(06‑421‑1606)会員
12名
津幡俳壇連句クラブ
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
出合川

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‑
710486)会員5名

村田治男
師系・清水瓢左・名古員￨｣子連
絡先519‑05三重県度会郡小俣町
1324)会員10名

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
(0562‑92‑4521)会員25名

埣啄会

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

正風和気支部

桐山北天
師系・寺崎方堂連絡先70904

三郎(0485‑81‑0077)会員10名

ま

り

山崎みどり
師系・清水瓢左・名古則子連
絡先519‑05三重県度会郡小俣町
場田518‑l山崎みどり(0596‑22‑
2062)会員5名
電通連句会

マーケッティング局逸見篤気付

(03‑3544‑5468)会員20名
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2‑279川
野蓼艸(0424‑855480)会員10名
東武カルチュア連句会
福田太ろを
師系･宇咲冬男連絡先363桶川

市西2‑10‑31福田太ろを会員8
名

染井の会

岡山県和気郡和気町衣笠171桐

山北天(0869920807)会員10名

て

連絡先101中央区築地1‑11電通

想

元町1718村田治男(0596‑24‑
正風大府支部

想

逸見篤

風

菊

‑7002）

浅春連句会

樹林連句会

白

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

すみれ連句会

犬島正一
連絡先939富山市西中野本町5

正

多摩連句会

すず

秋紅雅友連

樹氷連句会

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24名

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

蛇も蚊も連句会

第六天連句会

蒲

幾美

師系･中村俊定連絡先215川崎
市麻生区王禅寺76736蒲幾美
（0449558726)会員11名
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桃天樹喰聚
赤田玖実子

師系･三好龍肝連絡先228相模

市壬生川191‑7守口津夜子(0898
‑64‑2634)会員10名

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
員17名

花扇会

宮
県人
連絡先344‑0l埼玉県北葛飾郡庄
和町大衾600‑4二宮方宮県人
（048746‑1443)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)
金石公民館俳諸研究会
江森峰雲
連絡先920‑03金沢市金石西4−18
4江森峰雲(0762‑67‑0463)会員
30名

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

小松崎爽青
師系･大竹孤悠連絡先317日立
市本宮町2‑7‑25かびれ社(0294‑
21‑1341)会員19名

草間時彦
連絡先249逗子市桜山8‑5‑28本
井英(0468‑73‑0320)会員限定
岐阜高校連句会
佐口修一

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

兜の会

山下七志郎

連絡先923小松市芦田町2‑2松下
京子(0761‑21‑3464)会員18名

句華苑吟社

吉本三蔓
連絡先328栃木市室町1‑13吉本
画廊内(0282‑23‑3665)会員7名

からむし庵連句会

宮脇昌三
師系・根津芦丈連絡先399‑42
長野県駒ケ根市中沢菅沼宮脇昌
三(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
夏炉の会

高橋柿花
連絡先780高知市曙町1‑28‑35高
橋歯科内高橋柿花(0888‑44‑
0409)会員20名
川内連句会
池川蝸谷

師系・松根東洋城・阿片瓢郎791
‑03愛媛県温泉郡川内町則之内
乙1887(0899‑66‑3608)会員5名
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

草

小松連句研究会
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
ころも連句会

木の会

かびれ連句会

連絡先96301郡山市三穂田町川
田東2佐藤淳(0249‑45‑0218)会
員5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(0482‑51
3033)会員300名
草茎松山支部

寺岡情雨
師系・宇田零雨連絡先791‑01
松山市白水台412‑8寺岡情雨
(0899‑23‑6028)会員10名
〈のいち連句会
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
興聖寺連句会
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
郡山連句会
佐藤
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淳

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

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丸三書店内井門可奈女
(0899‑31‑8501)会員7名
札幌俳譜接心
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
三冊子研究会

宇和川匠助

師系･寺田寅彦連絡先780高知
市福井東町23‑11宇和川匠助
(088727081)会員15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(042473‑8714)会員40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
鴫立庵連句会
草間時彦

師系･山路閑古連絡先249逗子
市桜山1‑6‑16草間時彦(0468‑71
‑5935)会員4名
慈眼舎
三好龍肝

師系･清水瓢左連絡先l54世田
谷区下馬5‑35‑3‑101三好龍肝
(03‑34248841)会員12名

全国連句グループ概況

艇悠稚所｡驍蕊f⑤曾蕊
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紅仙ビル同人社(03
3402‑4121)会員11名

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(022233‑0693)

筒井安子

師系・清水瓢左・名古則子連
絡先516伊勢市楠部町67‑8筒丼
安子(059622‑4866)会員17名
いさよひの会

鈴木美智子
連絡先177練馬区谷原5‑20‑14鈴
木美智子(03‑3925‑5930)会員4

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

会員7名
陽

深萱和男

連絡先514‑06津市一身田中野
842深萱和男(0592‑32‑9362)会
員6名

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

五十鈴吟社

名

青葉城連句会

紫

連絡先249逗子市逗子2‑4‑5北沢
義弘(0468‑71‑5393)会員限定

（五十音順）

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今泉宇
涯(0473‑22‑4214)会員25名

30名

奥美濃連句会
水野

隆

連絡先501‑42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(0899751532)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6‑328長丼良策
(0899‑71‑6386)会員6名
貝の会
戸田貝江

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4‑16‑34‑403宇
咲冬男(03‑3927‑1022)会員50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(055737‑

1831)会員10名

海市の会

あした連句会えびね支部

大平美代子
師系･宇咲冬男連絡先194町田
市玉川学園8‑7‑1大平美代子

(0427‑24‑3800)会員10名

茨の会

近松寿子
連絡先567茨木市北春日丘213
7近松寿子(072623‑8817)会員
25名
岩手県連句協会
小原啄葉

連絡先020‑01盛岡市大新町20‑
員40名

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

‑2230)会員2名

今泉忘機
連絡先273船橋市本中山2‑2‑20
今泉忘機(047334‑4944)会員4
名

20小山百合子(019647‑0707)会
かすみ会

梓川連句会
金井教子
師系・根津芦丈・宮坂静生連

鈴木
漠
連絡先65O神戸市中央区港島中
町3‑1‑47‑202鈴木漠(078‑302

下総連句会

あしべ俳話塾

片山多迦夫
師系・清水瓢左連絡先666‑0l
川西市美園町1‑3‑406号片山多
迦夫(072758‑3198)会員10名

師系･阿片瓢郎連絡先183府中
市府中2‑31‑9戸田貝江(0422‑68
6063)会員6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4‑16‑34‑403
宇咲冬男(03‑3927‑1022)会員21
名

森島香代子
連絡先616京都市右京区竜安寺
衣笠下町1森島香代子(075‑463‑

1534)会員6名
風の巷

守口津夜子

おうじき

師系・松根東洋城・阿片瓢郎・

黄鐘連句会

鈴木春山洞連絡先799‑13東予
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全国連句グループ概況

’

回編集後記回
＊連句協会発足十周年を機に︑協会の諸事業の見直しが云々されています︒こ
の﹁連句年鑑﹂についても色々ご意見があろうかと存じます︒年鑑の連句界︑

平成四年九月二十五日発行

平成四年九月十八日印刷

俳壇に果たしてきた役割は決して少なくありません︒国民文化祭開催県に対す
＊本年は︑作品一八八編︵参加グループ九三社︶で︑作品も年々向上している

定価二︑三○○円

印刷局朝陽会

印刷所山東京都北区豊島四ノニノ四

電話○四五 五○一 四九○七
ＦＡＸ○四五 五○一 四九○八

連句協会

発行所剛横浜市鶴見区生麦三ノー六ノ六
新盛油槽船㈱内土屋実郎

編集人代表宇咲冬男

平成四年版連句年鑑

る協会の尺度にもなっています︒

と確信しています︒願わくば︑この年鑑をもっと活用して会員の増加︑作品の
向上に役立てていただきたいと思います︒今年も編集・校正の労を福井隆秀さ
んがとってくれました︒校正補助をつとめた岩城順子さんと共に︑その労に感
＊ことしの七月末も例年のように年鑑の校正に取組んでいたところ︑いつもの

謝します︒来年の更なる充実を希いつつ︒八宇咲冬男Ｖ
年にない暑さで参りましたが︑折しも開催中のバルセロナ︑オリンピックに刺
激されて︑こっちも奮起一番鞭打って仕事を進めてきました︒
＊今号の評論は︑﹁ことばの内なる芭蕉﹂﹁芭蕉と西鶴の文学﹂等の著書を持た

れ︑また岩波の新日本古典文学大系﹁初期俳譜集﹂のうち︑大坂独吟集︑談林

十百韻の校注を担当された乾裕幸先生に︑連句の式目について書いて頂きま
した︒先生は夙に実作もなされて︑そのご経験からも現代連句の式目について
要望されておられます︒味読願います︒

電話○三三九一三五五二六
ＦＡＸ○三三九一三 五五三○

＊さて︑連句界もフレッシュな新たなグループが続々生まれてきています︒パ

ソコンネットワークで全国各地の連衆と一巻を成した作品も載っております

★ご注文の方は東京九九○○二四番︵連句協会︶宛

郵便振替で送金して下さい︒

し︑たった十句で四季︑月︑花︑恋︑釈教を満遍なく鎮めた作品もありますし︑
十二調︑居待︑出花︑愛媛︑二十韻︑胡蝶︑二十四調︑艀蛎から果ては百韻と︑

甚だ意欲的な内容にマッチした形式の作品も︑まさに百花斉放といった趣きで

八福井隆秀Ｖ

＊なお︑連句を巻きながら同時に俳画も描かれるユニークな﹁連句愛好会﹂の

研を競っております︒存分にお楽しみ頂きたいと︑思います︒
主宰︑柴崎画伯にカットの彩管を揮って頂きました︒

