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﹁第十一回連句協会全国大会﹂の開催

赤羽先生の講義に聞きいる聴衆

梅雨の晴間の平成四年六月十三日の第二土曜日︑午後一

時より︑十年来すっかりお馴染みとなった東京芝増上寺西

館に於て︑第十一回連句協会全国大会が今年も開催されま

した︒たまたま当日は︑坂本九ちゃんの愛唱で一世を風摩

した﹁上を向いて歩こう﹂の作曲家︑中村八大さんの葬儀

も営まれていて︑これも一会の縁というものでした︒

大林副会長開会の辞のあと︑阿片会長欠席による挨拶代

読︑優良図書︑連句協会賞作品の発表及び授与があり︑続

いて岡山大学教授︑赤羽学先生の﹁芭蕉の１行て帰る心﹂

の記念講演が持たれました︒

先生は︑連句の付合のなかに﹁帰る心﹂を見出して︑そ

れを実践するために幾度となく旅に赴いては磨きあげ︑終

に︑高く悟りて俗に帰る信条を得られた芭蕉に熱っぽく言

及されて︑満堂の聴衆に深い感銘を与えられました︒

このあと︑祝電披露︑閉会の辞を以て︑直ちに俳譜興行︒

先生も親しく一座に入られて︑二十二席に及ぶ連衆が連句
を愉しみました︒

こうして午後五時には第一部を終って︑引き続き階下の

会場にて第二部の懇親パーティ︒賑やかに杯を交わしなが

ら︑各地の会員が歓談に華を咲かせたことでした︒

−6−

ア

連句大会﹂津幡にて

歓迎のマスコットの文化ちゃんの旗が至るところにひる

がえっているなか︑﹁やまと言葉の奥義を探る﹂をテーマに︑

日本海側で初めてのイベントとなった国民文化祭連句大会

が︑十月二十九日︑石川県津幡町福祉センターで賑々しく
開催されました︒

その前日︑折からの快晴に︑倶利伽羅古戦場や不動寺︑

千里浜等︑口能登の風光と歴史を訪ねてバスッァーが催さ

れ︑夜は金沢のホテルで︑盛大な前夜祭︒

1

さて︑一夜明けて当日︑全国より二百人を越す連衆や︑

まさに立錐の余地もない程の報道陣や観覧席の熱気溢れる

会場で︑大会の長である津幡町長の開会の挨拶によって

オープニングの幕が切って落とされました︒

ついで町議会議長の歓迎の言葉や︑知事代理の祝辞︑入

選作品の表彰︑披露と続き︑一息ついたところで︑親和女

子大学教授桜井武次郎先生の﹁連句文芸の可能性﹂につい

て︑基調講演があり︑教えられるところ多々でした︒

これより︑県下の鳥類の名をとった三十五席で連句興行︒

一同大いに楽しみましたが︑これ偏に地元関係各位の並々

ならぬご尽力の賜物と︑厚く感謝する次第であります︒
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﹁第七回国民文化祭石川塊

今

津幡町長より表彰を受ける入賞者

評論

挨拶の寓意 七箪驚余談Ｉ

﹃三冊子﹄に︑

白石悌三

脇は亭主のなす事︑むかしより云ふ︒しかれども首尾にもよるべし︒客発句とて︑むかしは必ず客よ

り挨
挨拶
り
拶第
第一
一に発句をなす︒脇も答ふるごとくに受けて︑挨拶を付け侍るなり︒師のいはく﹁脇︑亭主

の句
句を
の
をい
い︵
へるところ︑即ち挨拶なり﹂︒雪月花の事のみ云ひたる句にても挨拶の心なりとの教へなり︒

という
う︒
︒周
周知
知︵
のことだろう︒俳譜七部集﹃炭俵﹄に収める連句八巻のうち︑︿客発句・亭主脇﹀の一見して
明らかなのは︑

ふか川にまかりて

空豆の花さきにけり麦の縁孤屋

昼の水鶏のはしる溝川芭蕉

に始まる四吟歌仙である︒﹁ふか川﹂は︑もとより深川芭蕉庵である︒他に﹁神無月廿日ふか川にて即興﹂

の詞書をもつ四吟歌仙もあり︑巻頭の両吟歌仙﹁梅が香に﹂の巻も芭蕉庵興行かもしれないが︑いずれも
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’

芭蕉発句・野波脇である︒芭蕉が文字通り︿亭主脇﹀をつとめた作品は必ずしも多くない︒
諸注を通覧するに︑杜哉の﹃俳譜古集之弁﹄に︑発句について︑

あからむ麦に此花の色立なるも︑ひとへに造物者の手柄をのべて︑いささか自己の作意を用ひず︒但︑

質物のさびを愛せる所︑俳譜の風骨といふくし︒繁花を出でて殊にめでつらん︒
脇について︑

唯に姿の事なるを会すべし︒昼の字︑古離を追はざるの場あり︒
と説かれて︑以後この美濃派流の解釈がほぼ受けつがれている︒

まず発句であるが︑﹁造物者の手柄﹂というところは︑これを踏襲した﹃秘註俳譜七部集﹄に﹁自然ノ所﹂

と言いかえてあり︑﹁自己の作意﹂と対照させるには︑そのほうがわかりやすい︒﹁質物のさびを愛せる﹂

とは︑観賞用でもない蔬菜の花に目をとめたことをいうのであろう︒﹃炭俵﹄の編者野玻・孤屋・利牛はと

もに︑江戸の繁華街に店をはる越後屋の手代である︒﹁繁花を出でて⁝⁝﹂は︑そうした日常からのがれて

リフレッシュする思いがあったろうの意︒属目の田園風景を叙して︑おのずから愛でる心のこもるのをよ

しとする以上に︑挨拶の心を汲んだ解釈はないが︑はたしてそれだけの発句だろうか︒空豆の花は︑麦の

丈よりも低く咲き︑当時の季寄にもなく︑けっして目に立つ花ではない︒だからこそ︑気づきの助動詞﹁け

り﹂が生きているのである︒岩波古語辞典によると︑﹁けり﹂は﹁見逃していた事実を発見した場合や︑事

柄からうける印象を新たにした時に用いるもの﹂だという︒しかも︑﹁麦の縁﹂という言い方には謙退の響

きがある︒広大な麦畑は一面に実り︑やがて豊饒の時を迎えようとしている︒その麦畑に蕉門を擬し︑そ

の縁に咲き︑それなりに﹁莱生シテ上二向ク﹂︵﹃本朝食鑑ご空豆に自らを擬して︑ふっっかですが蕉門の
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末席になりともお加え下さいという寓意がこめられているのではないか︒

次に脇であるが︑水鶏は連俳では夜分の詞である︒﹃本朝食鑑﹄に﹁夜鳴キテ旦二達シテ息ム︒ソノ声︑

人ノ戸ヲタタクゴトシ︒故二歌人コレヲ詠ジテ趣ヲナス﹂というが︑その声でなく︑昼間に﹁はしる﹂姿

を見とめたところが美濃派流に評価されている︒蛙を鳴声でなく︑池に飛び込む水音でとらえた﹁古池や﹂

に同じく︑歌人の常識を破った日常の景の打添えで︑﹃秘註俳譜七部集﹂に﹁発句二珍シカル体アルョリ︑

昼ノ水鶏卜珍シク言ヒテ︑其姿ヲ附ケタリ﹂という以上に︑これまた挨拶の心を汲むものはない︒しかし︑

発句に挨拶の寓意を認めるなら︑脇にも応答の寓意を読むべきだろう︒ｌなに︑和歌の本意も何もあっ

たものじゃない︑昼の水鶏の小走りするように︑まるで不器用な素人集団です︑お気を楽に︑といったと

ア﹂Ｏ

ころであろうか︒初心性を重んじ︑日常の景を日常の言葉でというのが︑︿かるみ﹀時代の指導理念であっ
ナ〃

ところが︑︿かるみ﹀に対するそのような理解が︑︿かるみ﹀の代表撰集といわれる﹁炭俵﹂の連句に寓

意を認めず︑挨拶の心を汲みとることを妨げていないだろうか︒︿客発句・亭主脇﹀の作法が挨拶を第一と

すべきことはいうまでもない︒もちろん格別な寓意はなくとも︑客は眼前当季の景物を愛で︑亭主はこれ

に寄り添うように付ければ︑挨拶の心は満たされる︒しかし︑拙稿﹁挨拶ということ﹂︵花神社刊﹃芭蕉﹄

所収︶にも指摘したように︑客と亭主の関係がはっきりしている旅中の興行では︑発句・脇に寓意をもた

せた作品が圧倒的に多い︒常連ばかりの一座や︑門人指導の一座では︑客と亭主の関係がはっきりしない

ことが多いから︑あからさまな挨拶はなく︑下手に深読みするとこじつけになりかねないが︑今の例のよ

うに関係がはっきりしている場合は︑寓意をさぐる試みもあってしかるべきだろう︒他にそのような試み
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の可能な巻はないか︒

嵐雪・利牛・野波の三吟歌仙︑其角・孤屋の両吟歌仙︑桃隣・野玻・利牛の三吟歌仙の三巻は︑﹁炭俵﹄

で江戸俳壇にデビューしようとする編者たちが︑三人の蕉門点者をそれぞれ正客に迎えた表敬の興行とみ
られる︒

兼好も莚織りけり花ざかり嵐雪

あざみや苣に雀鮨もる利牛

嶌玉集にみえるという兼好説話牛ｌｌ摂津の国の天王寺に近い安部野の松原に弟子・童を具して住み︑莚
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を織って生計をたてたというのをふまえた発句にはちがいないが︑諸注まちまちで通説というべきものが

ない︒七部集の芭蕉連句の注釈はおびただしい数にのぼるが︑芭蕉が一座しない連句になるととたんにさ

びしく︑引用するほどの注釈も乏しいので︑以下︑私見のみを述べる︒花ざかりの木の下に莚を敷いて皆々

楽しんでいるが︑﹁花は盛りをのみ見るものかは﹂と風流を説いた兼好法師も︑生業にあの莚を織って商っ

たというではないかの意︒﹃本朝文選﹄所収の支考の俳文﹁牧童ガ伝﹂は︑研刀を家業とする金沢俳人とぎゃ

彦三郎の伝で︑﹁東花坊賛して日︑昔人は恒の産なければつれの心なしとて︑つれづれの法師だに安部野のあたりに

花莚を織りて都のってには売りもせられしが︑まして世にある此人ならば︑刑刀の業のみいときよげなり﹂という︒

これに同じく︑﹁まして世にある此人ならば⁝⁝﹂の余意を含んで︑実業に携わる越後屋手代の二人に挨拶したもの

○

だろう︒脇は花見弁当の雀鮨であろうが︑兼好伝説への会釈として摂津名物を出したまでで︑格別の寓意はあるま
い

秋の空尾上の杉に離れたり其角
ほ

おくれて一羽海渡る贋孤屋

稜線に群立つ杉の秀が天をつき︑その上に抜けるような秋の空が高く澄んでいる︒群から遅れたサシバが一羽︑

南をめざして海を渡る︒﹁二句画図のごとし﹂という﹃古集之弁﹂の評に尽きて︑寓意を読むものはないが︑﹁おく

れて一羽﹂には謙退の響きがあり︑脇に︑とても先輩に伍してはいけない新参者ですという寓意を読むのは難くな

い︒そこから逆に推して︑発句に︑多士済々の蕉門だが誰も兄たりがたく弟たりがたしで︑師風には手がとどかな
いのだという寓意を読みとれないだろうか︒蕉門筆頭と仰がれる其角の挨拶である︒

道くだり拾ひあつめて案山子かな桃隣

どんどと水の落る秋風野波

発句は︑道すがら竹・藁・縄・破笠・古蓑と拾い集めて案山子ができたの意︒桃隣は︑元禄四年冬︑芭蕉に従っ

て上方から江戸に来た芭蕉の縁者である︒江戸俳壇で点者として身の立つよう引き立ててもらったものの︑其角．

嵐雪といった古参の宗匠とは格が違う︒宗匠といっても俄仕立ての虚仮威しにすぎませんの意を寓した挨拶であろ

う︒案山子に守られた田は︑稲刈の約一か月前に水を落とす︒脇はそのさまであるが︑実りの秋を迎えて︑立派に
にらみを利かせているではありませんかの意をもたせた挨拶であろう︒

以上三巻については駄労解で︑強弁する気はないが︑まずは私案を出しあって挨拶を見きわめることが大切では

ないだろうか︒従来の注釈がそこに寓意を読まなかったのは︑それがあらわではなく︑叙景句・叙事句としてそれ

なりに完結しているからである︒ところで︑挨拶の発句を成立のＴＰＯと切り離して︑不特定多数の読者の鑑賞に
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供した例は︑芭蕉にもしばしば指摘されている︒とすれば︑その逆もあってしかるべきで︑既成の叙景句・叙事句

に折にふさわしい寓意を託して発句に用いることも︑当然にあっただろう︒その際︑隠微な挨拶が相手に通じるか

どうかが客の楽しみであり︑その寓意を読みとって臨機応変に挨拶を返すのが亭主の才腕であろう︒そのスリリン

グな心のやりとりが一座の興趣をもりたてることは︑現代連句においてもかわらない・楽屋落ちが過ぎても品位を

失うが︑理知のはたらきを全く認めないのでは︑連句に遊ぶ意味がない︒︵福岡大学教授︶
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評論

ｌ
Ｉ
北米連句ツアー・連句曼茶羅の時代

近藤蕉肝

作り︑上述の五つの町のコーディネーターに送った︒それ

によって︑転じの重要性を参加者全員に事前に知っておい

てもらう手筈を取った︒事実サンタフェでは事前にワーク

ショップを開き︑その資料を使って実践的に転じの理解を

図ってくれた︒ミルウォーキーでは資料のパンフレットを

作成し︑それを事前に参加希望者に配布していた︒そのう

よって︑転じの指導が徹底された︒アメリカの参加者から

えで︑日本から参加した矢崎藍や清水一與などの捌きに

を横断する連句ツァーが催された︒日本からの参加者は︑

転じに対する理解を実感することができた︒

芭蕉の三百回忌を記念して︑平成四年八月アメリカ大陸

福田真空︑矢崎藍︑清水一與︑清水桃子︑秋田希久子︑藤

安奈の十一名︒アメリカは︑カーメル︑サンフランシスコ︑

一度理解すれば後は精進あるのみである︒しかし季語は一

の問題だ︒転じは多分に理論的な性質を持つものだから︑

転じの問題より時間がかかるだろうと思ったのが︑季語

サンタフェ︑ミルウォーキー︑ニューョークの五つの町を

朝一夕にかたずかない性質を持っている︒今までアメリカ

井弘海︑小林昭︑近藤クリス︑近藤蕉肝︑近藤丈児︑近藤

回り︑合計百人ほどの人達と座を共にし︑五つの歌仙︑十

いないのだ︒アメリカの場合︑季語の美学的・歴史的研究

でも俳句を書いてきているのだから季語の概念はすでにあ

西洋の連句は付けだけで︑転じのないの連想ゲームだと

の必要性と地理的なバラエティーをどう調和させるか︑と

九の半歌仙︑そして二つの表六句を得た︒ここに報告かた

いう批判がある︒それはご指摘の通り︑西洋には︑私の知

いう問題等を痛感した︒アメリカの歳時記の研究が必要だ

るわけだが︑連句の実践に役立つほど季語が制度化されて

る限り︑まだ転じの概念が十分紹介されていなかった︒今

という提案をしたが︑サンタフェとニューョークでは強い

がた感想をまとめます．

回の旅行の前に転じのことを簡単にまとめた英文の資料を
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ている︒実は旅行の前に山本健吉氏の基本季語五○○を英

同意が示された．そこではすでに基礎的な研究が着手され

ウクライナ出身の女性だった︒ソビエト政権によってウク

せる働きがあったようだ︒ただしそう発言したのは︑実は

ナの詩の心を連句の中に見付けたのだ︒また孤独地獄が人

ライナの民衆の詩がことごとく抹殺されたという︒民衆の

運座は基本的に二つの形態で行われた︒捌がリーダーに

心に及ぼす悪影響について詳しいのは精神分析医である︒

訳して︑転じの資料に付けておいた︒この五○○語の中に

なって進める方法と︑それに衆判の要素を取り入れたもの

実作の座に参加したある精神分析医は︑連句の持つ精神療

心を結ぶ詩が権力の邪魔だったのである︒彼女はウクライ

とである︒後者の場合︑捌が問題のないものを幾つか絞っ

法的な力を実感したと述べた︒

は日米共通のものがかなりあることを認識した︒

てから連中の好みを聞くというもの︒いずれの場合も好評

が明確に感じられるはずだ︒アメリカの個人は寂しさに震

そ︑連句のような詩作形態が人間関係の認識に及ぼす影響

というほど自由を至高の価値とする国柄である︒だからこ

もとに造られた国である︒﹁我に自由を︑さもなくば死を﹂

正する必要性を主張する勢力がある︒自由と平等の精神の

を頑固に守ろうとする勢力と︑個人主義の行き詰まりを修

られるか︑特に関心を持っていた︒アメリカには個人主義

連句が個人主義の牙城であるアメリカでどの様に受け取

うであったように︑欧米の連句に対する関心は︑これから

十年の歴史しかないことになる︒しかし︑過去にいつもそ

フランスで出版した︒従って︑欧米での連句研究は僅か二

リアの詩人と四人で四か国語の連句を巻き︑一九七四年に

彼はそれをョ−ロッパに伝え︑フランス︑イギリス︑イタ

外交官として日本に来た時︑初めて連句を知ったという︒

ベル賞詩人オクタビオ・パスである︒彼は一九五○年代に

そも欧米で初めて連句に手を染めたのは︑メキシコのノー

も連句に対する関心が高まっているのは何故だろう︒そも

ところで現在アメリカだけではなく︑ヨーロッパなどで

えている︒孤独の淵から他との連携を求める叫びをあげて

連句にたいして起きるであろう変動を暗示しているように

で︑捌の役割に対する批判は皆無であった︒

いる︒連句はその孤独地獄の人間に人肌の温もりを感じさ
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思われる︒

にウクライナの詩精神と通ずるものがあると感じさせたの

仏教的なエゴの解釈により︑無の境地より見ればエゴは弱

を信じる西洋的神話の根本を否定するようになった︒彼は

大であり︑連句を実践することによって︑魂やエゴの実在

使っていたのだと彼は指摘する︒連衆心の拡大はエゴの拡

違った母国語を使いながら︑実は連句という共通記号を

くものであることを証明した︒四人の詩人たちは四つの

か国語の国際連句は︑連衆心が言語や文化の壁を越えて働

人を結び付けるものである︑と言った︒彼がおこなった四

記号の組み合わせなのではなく︑記号を作り出す詩人と詩

展している︒個の尊厳を守るためにも共存の精神を優先せ

い︒それはエゴとエゴの新しい結び付きを求める方向へ発

純にエゴそのものを否定してしまうということを意味しな

一大転換の時期がきているようだ︒モダニズムの終焉は単

た︒ところが現在は個人主義の行きずまりと共に俳句にも

きた仏教的エゴ否定の思想と真っ向から対立するものだっ

学論に基づく俳句現代化の原理は︑それまで俳譜を支えて

学は個人の感情を個人が一貫して表現するものだという文

人主義的文学論で割り切れない連句は切り捨てられた︒文

明治の俳句現代化運動は俳譜の個人主義化であった︒個

も︑精神療法に良いのではないかと感じさせたのも︑連句

さであるのみならず幻覚であると断言する︒私はパスによ

ざるを得ない︑というのが地球に生きるものの共通認識に

パスは連句のどのような点に関心を持ったのだろうか︒

る連句の記号学的解釈を大変興味深く思うが︑それよりも

なった︒エゴの勝手がエゴそのものを否定する力となって︑

にエゴイズムの解毒剤のようなものがあるからではないだ

それらの解釈が︑実は仏教的エゴ否定論によって可能に

はね返ってくるのである︒原爆の出現は︑自らの背中に武

彼は連句の前進と変化を遊びの記号と見て︑連句における

なっているという事実に注目すべきだと思う︒それは個人

器を突き付けている人間のおぞましい姿を明らかに投影し

ろうか︒

と社会の価値観の逆転を象徴している︒このことが持つ意

た︒環境問題は︑生態系の中に於ける人間の原罪とも言う

遊びの役割の重要性を強調した︒また連句は︑それ自体が

味は文学的だけではなく︑社会的にも極めて大きい︒連句

−16−

的価値よりも感覚的価値を優先させた︒またそれは︑個人

世界のモダニズムは科学至上主義であった︒それは精神

に止まらず︑句と散文︑句と映像︑句と音楽︑句と舞台パ

ルを再構成することでもある︒それは句と句の関係の回復

連句のポスト・モダニズムは︑分断された俳譜のジャン

べくもない事だが︑その存在を曼茶羅的世界観の中で認識

主義的ロマン主義文学理論に基づく個人的な俳句の発展す

フォーマンスなどの関係の回復や発展をも意味する︒いわ

べき破壊行為の規模の大きさを実感させた︒人間が初めて

るルーツでもあった︒俳句の定義が狭く限定され︑その定

ばジャンルの狭い定義に拘らないポスト・ジャンルの立場

してはじめて︑存在の意味と価値が生まれる︒

義に当て嵌まらないものは俳句とは呼ばないという流行が

である︒句の意味を存在の根源的な普遍性において捕らえ

地球規模のエゴを自覚するようになった︒

生まれた︒つまり俳句に先験的定義が与えられたとき︑俳

るとき︑オクタビオ・パスが指摘したようにそれは言語や

九二年の八月に亡くなったアメリカの前衛作曲家ジョン・

文化の壁を越え︑さらにジャンルの枠を突き破るだろう︒

連句はポスト・モダニズムの世界観を代表する思想を含

ケイジは連句の形式を応用した音楽を書いている︒我々は

句は芸術から遊離した︒この結果﹁第二芸術論﹂に対する

んでいる︒それは連句曼茶羅論である︒連句曼茶羅論は一

ニュー・ョ−クで連句旅行の締め括りとして︑連句とモダ

美学的議論は不発に終わった︒

九六五年から唱えられている︵小笠原樹々﹃連句といふも

このような連句の発展は︑当然連句の普遍的な基準の必

ン・ダンスを組み合わせたささやかな連句パフォーマンス

る︒その特徴は︑一元論的世界観︑物理的精神的世界の連

要性を認識させずにはおかない︒東明雅氏は連句の普遍的

の﹄︶が︑最近ますます現在的意義が深くなってきた︒環境

続性︑全体との関係における個の意味と価値⁝等々︒しか

基準として﹁転じ﹂を認めることを主張している︒転じは

を試みた︒

しエコロジーが科学的な方法によるのに対し︑曼茶羅論に

連句曼茶羅論を支える重要なメカニズムである︑と私は思

問題に対するエコロジーは曼茶羅的世界観に基づいてい

は宗教的祈りの精神が籠っている︒個の存在の尊厳は疑う
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う︒今後もこの方面の連句の本質に関わる議論がもっとな
されるべきだと思う︒

最後に︑出発前に励ましの言葉をいただいた諸先生と︑
アメリカの細道を同行された参加者の皆さんに心から感謝

いたします︒国際連句協会を代表して合掌
︵成践大学教授・慈眼舎︶

18−

評論

連句の数理

な土地に鼓腹撃壌して暮らす叡智︑四声︵メロディ︶があ

る︒日本でも箸・橋・端は音の高低によって使い分けてい

るが︑橋ｌ大橋ｌ瀬戸大橋など前後に付く言葉によって音

の高低が容易く変ってしまい安定しない︒

それでは日本語の特徴は何であろうか︒日本語には拍子

で発音する︵等時性︶︒だから発句は五・七・五と指折り数

︵リズム︶がある︒一音または二音が音脚となって同じ速さ

かって︑ある俳誌に﹁俳句の数理﹂を書いたが︑何故か

えて作るものではなく︑四音脚・三音節の調べに乗せて詠

上田渓水
俳人より他のジャンルの方々の興味を引いたようだ︒今度

うものである︒︵土居光知﹁音歩論﹂︶

四音脚

三一⑥︲⑤︲⑦参壜嬬準

昔一︽岬︶︽い﹀︲︽且︾︲くい︶︐

節一②予向︸︲④︲︿診鹿檸拶

発句の調べ

もユニークな﹁連句の数理﹂をとの要望があり︑重い筆を
執ったが︑時恰も芭蕉翁三百回忌︒泉下から﹁俳譜は只風
雅也︒風雅に論は少も無一一御座一候﹂と一喝されそうである︒

俳譜の調べ

はじめ

言葉ｌこの不思議なるもの︒新約聖書ヨハネ伝﹄を旙
くと︑﹁この言葉は太初神とともに在り︑萬の物これに由り
て成り︑成りたる物一つとして之によらで成りたるはなし﹂
と書かれているが︑言葉は人が生きて行く上で必要不可欠
のものとして生れ育って来た︒だから英語には遊牧民が動
物を叱陀するアクセント︵強弱︶があり︑中国語には広大
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一方︑人が一呼吸する時間と十二音を発する時間はほぼ

ふ年も又旅人也﹂と言った︒芭蕉は前

界Ｊ

半で李白の﹁動かざる天地の中を時間世

悔 ︽ ︶

１︑｜／

去表来不
剥く画く

雫柿鋪勤

苗﹂

替斡

の

同じ︑即ち十二音を一節として発音するのが生理的に最も

ながらも︑まてよ︑冬が終れば再び春

が通り過ぎて行く︵天動説︶﹂を肯定し

きは二つに分けないと聴きとれない︵ギュョー︶など多く

が来るじゃないか︒巡って来るのも時

快い︵フーキエル︶ということや︑音数が八音以上続くと

の研究がなされているが︑古代人は生活の中からこれらの

間ではないかと考えた︒

光陰︵流れ行く時︶ｌ流行

ことを嗅ぎ取って五七五の調べが出来てきたのである．
連句の長句で中八を嫌うのは︑これが上五についても︑

季︵巡り来る時︶ｌ不易

俳句を唱えた人達がいた︒然し︑芭蕉

垂

ず︑恋・旅・名所・離別等無季の句あ
酔
りたきものなり﹂を檬り所として無季の

働閤
昭和の初めに﹁発句は四季のみなら日号

五次元の詩

るまいか︒匙鯵

の念いが脳裏を去来していたのではあ

下五についても十三音となり︑生理的に快くないからであ
る︒また短句の下七の二五・四三を嫌うのは︑最後の韻脚
二音︶に生ずる僅かな間が次の長句へ移るリズムを狂わせ
もじづら

てしまうからに外ならない︒近頃は文音が盛んなせいか︑
式目や文字面に眼を奪われて調べが等間にされる傾向はな
いだろうか︒芭蕉の﹁句調はずんば舌頭に千転せよ﹂との
教えをよく噛みしめて欲しいものだ︒

芭蕉の宇宙

りて四季のみと定めおかれけん︒そのことを知らざれぱ暫

はこれに続けて﹁されどいかなる故あ

の逆旅にして︑光陰は百代の過客なり︵春夜桃李園に宴す

く黙し侍る﹂という疑問の言葉を残したことを見落しては

芭蕉は﹁奥の細道﹄の冒頭に︑李白の﹁夫れ天地は万物

るの序︶﹂を引用して︑﹁月日は百代の過客にして︑行き交
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発句の世界

多

なるまい︒芭蕉の無季の発句は十句程残っているが︑彼ほ

無

私は三十年ほど前︑社会性

俳句が台頭して来た折りに︑

伝統俳句の場を発表した︒そ

れまで俳句性は﹁俳句に負は

された宿命的なもの﹂であり︑

季と定型に内包されたものと

考えられていた︒私は物理

的・形而下的な季や定型の面

の外に心象的・形而上的な俳

光陰︵流れ行く時間Ｉ流行︶をも言い止めること︒

②前後の面は時間︒季︵巡り来る時Ｉ不易︶とともに︑

として切れていること︒

①上下の面は言葉︒五七五調十七音の調べを持ち︑一句

たパンドラの箱の如き立方体が発句の世界である︒

今思うに︑この三つの面に切れ・光陰・心の三面を被せ

句性の面を想定したかったのである︒

Ｉ罐彗

訓

どの名手を以てしても無季では脇以下を索引する力を持っ
た﹁大将の位﹂の句が出来なかったのである︒
学問が進み︑地球が太陽を巡りつつ銀河系宇宙を進んで
いることを知っている現代人は︑地球が時間の上を歩むと
考えることは容易だ︵地動説︶︒そして︑点︵０次元︶に衝撃

を与えるとその跡は線︵一次元︶となり︑同様にして面・体
を経て大自然︵体プラス時間︶は四次元と知れる︒そして地

が季感であり︑これより註り出た
光華︵生命感︶が俳句であって見れ

ば︑俳句はまさに五次元の詩と言
シえス話

無季俳句は無季のもの︵三次元︶

と作者の詩感が合して出来たもの
ゆえ高々四次元にしかならない︒

有季俳句と無季俳句では所詮次元
が違うのである︒

ｲ云銃俳句の場

③左右の面は心象．知性・理性ではなく感性で捉えるが︑
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球︵大自然︶の季の流れと自分の命が合して炎えあがるもの

五̲次

すると解り易い︒詳細は別の機会に譲るとして︑この上下

の二円を横に書いてみれば連句の付け方の説明にも応用で
きる︒取り合せの図で︑

１は全く離れた二つのこと︒根津芦丈はこれを﹁夜店のス

テッキ﹂と言った︒言い得て妙である︒

２は付き過ぎ︑続きものである︒同師は﹁根を断て︑続き

を言うな﹂と教えられたという︒

に上げると︑

３は連歌の付けである︒代表的な作品﹁水無瀬三吟﹂を例
情に溺れてはならない︒一方の心と書いた面は存問であ

２︵い︺︑︶︵二句一ユ平︶
３︹四門︶

付けの二句は鎖の輪のような繋がりである︒また︑作品の

とに里︑里に︿むら﹀と仮名書きしたのは言語機智か︒物

は寄合︒雪は解けて行く水に︑行く水は川に︒更に︑山も

︿山もとかすむ﹀と︿行く水﹀は本歌取︒雪と梅︑梅と柳

第三川かぜに一むら柳春みえて宗長

脇行く水とほく梅にほふ里肖柏

発句雪ながら山もとかすむ夕かな宗祇

ぎはこの壁の外である︒

付けと転じ
芭蕉は﹁発句はとり

○○胤以Ｕ

る︒作者の息吹が全く感じられないものや︑自我の出過

害影

合物也︒二つとり合て︑

｜⑤

上に寄合などを線で結んで見ると︑布を織ったように見え
て来る︒

ヘヘ

光陰

よくとりはやすを上手亡手一⑨〃
と云也﹂と言ったが︑合ざ◎
二置
句一
つっ
のて
円の
位
関章
係は
を二使
説リ
明軍ｓＯＵ華氾一章︶

１は連句の﹁匂付﹂である︒二句一章とて二物を取合せて

ーニニ−

搭句立方鉢

じ
一互

甜イ

その余韻・余情が通

打趣い合うようにする︒

句句めには︑前句との付け

鯛門諭︑⁝胃ｔゞ

歌
連
味もさることながら︑

轍蝿鰯鯨鮭
り︑その手立てが三句

連句一巻の姿

あるシンポジウムで﹁表六句﹂の題をいただいたとき︑

○発句は挨拶なり︒五次元の詩なり︒

○脇は挨拶返しにて︑発句と補完をなす︒

りょうりにん

○第三は変化の始にて半節半曲︒格調高きがよるし︒

○四句目ぶりは庖丁軽るく切らせるの心なり︒

○月の座は美しく丈高く︒夜出でて平灰調ふ︒

○折端軽々と︒表の末四句洋楽の四拍子の態也︒

俳句は一句独立の詩であるから

その余韻は全き円となるが︑立句

は存問︵連衆への挨拶︶だから余

情は尾を引く︒

脇は発句に打添えてその言い足

りぬところを補うから︑両者の余

情は一体となって大極図の如き大

円を形作る︒

第三は変化への出発であるか
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ビ句

師連

ジ

このようなレジメを作った︒

︲．脇

︲帯向

餉

の渡りである︒前句と
打越の付け味を見つつ打越と離れるように付け進む︒即ち

塾第三

前句ｌ打越ｌ付句と︑一つ戻っては進み︑一つ置きの糸︵関
係︶を断って行く技法は︑まさに絨毯の織り方である︒概
して女性ばかりの連句はペルシャ絨毯のように繊細華麗で
あるかも知れないが平面的である︒そこに男性が入ると魔
法の絨毯よろしく世界へ飛び︑古代へタイムスリップして
面白くなる傾向がある︒また︑男性ばかりではわれもわれ
きん

もと競い合って孫悟空の糾斗雲になりかねない︒それが男
女の性の違いだろうか︒

函

挙

に︑﹁て留り﹂﹁はね字︵らんこ﹁もなし﹂などで変化をうな

ら︑杉形・大山体・小山体などを用いて長高く作るととも

発句と脇とで出来た大円はバックル︒バックルとベルトを

バイキングの王の黄金のベルトが思い出されてならない︒

私は余情付の輪で出来た連句一巻の図を眺めていると︑

繋ぐ留金は第三︒ベルト部分は平句︒最後の止金は挙句︒

がす︒

四句目は平句の始まり︒﹁決前生後の句︒発句・脇・第三

句は十分の位︑脇は五分の位︑第三は七分の位に仕立つる

並ぶ重要な位置に来る︒だから挙句は前句よりもむしろ発

このベルトを身に巻いてみると︑挙句はメインの発句と

勿論中にちりばめられた三十六個の宝石は作品である︒

習ひ﹂︵俳譜独稽古︶にならへば四句目は三分の位でもあろ

句に留意する︒また︑発句・脇の作者が挙句を作らないと

と骨折りたる故︑軽く・⁝：﹂︵二十五箇条︶とあるが︑﹁発

うか︒発句から四句目に到るリズム強・弱・中強・弱は西

いうのも︑メインに同一人が出ないとの配盧と知れる︒

こんな風に見立てたが如何であろうか︒

︵かびれ︶

洋音楽の四拍子の調べに似ているようだ︒
表に月の座を置いたのは︑兎角平板になり勝ちな表に︑
夜分を入れて変化を持たせたかったからだろう︒月は美し
く出したいものだ︒

折端はすらノ︑と軽く付けるのが折立への配慮である︒
第三から折端までの仕立も数字化すると七分．三分．六分．

四分にでもなろうか︒これまた音楽の四拍子のリズムだ︒
宝井其角は︑連句一巻の姿を自然のものになぞらえて︑
﹁発句は立木の如く︑脇は枝の如し︒第三は地の如く︑表

けいがん

は雨の如し︒附合は葉の茂るが如く︑風の吹くが如し﹂と
言ったが︑まことに烟眼である︒
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第十一回連句協会賞発表

審査寸感
選考委員長大林杣平

へF

連句の要諦のひとつは︑変化の妙︑序破急である︒とこ

−壬コー

品の
の殆
殆ん
んど
どが
がこ
これ
れを
を一
忘れて︑型に嵌まっており︑
ろが︑作品
教科書通りで感興が湧かない︒

また表現も祥をつけて肩肘張って﹁やり句﹂を忘れてい
る︒殊に︑文音作品にとかく忘れ勝ち︒ものごとには流れ
が大事︑野球のように︒
﹁季移り﹂して巻き進めた作が見当らない︒短い一巻中に

四季を織り込むための︑技術的妙諦のひとつ︒
連衆の各員が捌き手になった心組で︑句を案じ作ること
や︑﹁正花﹂の活用︑たとえば﹁番花の出花﹂の如く﹁雑の
正花﹂にまで思いを致すとよい︒

I

選考雑感
選考委員今泉宇涯

今年は芭蕉没後三百年に当たり全国の連衆乃至愛好者等

は連句歴の長短に拘わらず︑結社・グループの自在の形式

に従って奉納作品を張行して居り︑連衆の数も急速に膨張

しつつある様である︒これは一面喜ばしいことであると同

時に︑他面質的低下を招きかねないとも思う︒作品制作と

今回の連句協会賞作品に関し筆者の推選したものは﹁喜

鑑賞の基準の充実向上を計る必要を感ずるものである︒

る確たる基準並びに実作の力価によって決まると思う︒作

見城﹂︑﹁攻塊﹂︑﹁潟小春﹂︑﹁猫の恋﹂及び﹁接木﹂であり︑

作品の良し悪しは︑連衆の質の高低と捌手の作品に対す

品の基準は結社・グループによって多少の相異乃至ズレが

一部に対し短評を加えたい︒

剛﹁喜見城﹂︑一読流暢にして一句一句の練りよく︑新鮮で

あり︑協会として統一することは不可能であろう︒
だからといって制作に当って基準は不必要かというとそ

情並びに余韻等が寄り集まって︑内容ゆたかな作品となり

い作品が出来る筈はない︒一句一句の円熟さ︑新鮮さ︑詩

して一句一句の練りを重要視します︒一句一句が未熟でよ

なければならない︒筆者の基準は飽くまでも式目を中心と

連衆またこれを理解して︑捌きと一体となって実作に当ら

気息の合った作品︒立句重厚にして新鮮︑定座皆可︒但し︑

作品であるが︑支部長を中核として一騎当千の連衆を揃え

収めた︑津幡俳壇の中田風来支部長捌きの連句歴未だ浅き

邸﹁潟小春﹂︑第七回国民文化祭で小さな町ながら大成功を

ら惜しかった︒

為であろう︒定座一人三つ占め︑一人に定座なきは文音乍

胸にじ−んと応えるものあり︒文音ながら緊密な連衆心の

得ると思う︒その上で常に作品全体の流れ︑起伏︑時代性︑

九連衆にして一人二定座あるは不可︒

うではない︒捌手の胸のうちには常に確たる基準があり︑

俳譜性及び新しさ等に留意︑更に留字の体言︑連用形にも
注意して居る次第︒
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連句協会賞の選考について

与される事はない︒芥川賞は権威のある賞ではあるが新人
賞である︒
○

連句には連句としての一つの特別なる性格があるので︑

連句協会予選該当作品は︑二百三十二巻の彪大な量であ

て巻きあげられるのである︒だから賞そのものは︑勿論優

文芸という多人数の作品である人格を持ち︑又捌者があっ

創作・詩・短歌・俳句等と異なるものがある︒それは座の

り︑予選に当られた常任理事の皆様の御苦労に感謝申し上

秀であることは当然であるが︑同一の捌者が︑座を変えれ

選考委員國島十雨

げる︒

ば何度でも受賞することだってあり得るのである︒それを

いかに排除するかが選考に当たる者の当然の問題点であ

送られて来たのが四月五日付であったから︑約一ヶ月の余

項として提示されるであろうと思っていた︒二次予選書が

一／

本選考に入るにあたり︑予備的な会合がもたれ選賞につ
いて︑さまざまな難点があり話合がなされた趣である︒

に相当数の選賞が行われて来ている︒漫然と選考すれば︑

裕があったので︑文書に依る︑選考意見を月末までに送付

る︒これらの問題点については︑予選に当たっての検討事

二回三回と同一捌︑同一グループの作品が選出されるのは︑

連句懇話会から協会へ移り︑十年を経過したから︑過去

当然で︑常任理事の皆様が︑予選に当ってのさまざまな﹁選

したのであった︒

﹃攻塊や﹂やの切字のある発句で力があった︒脇は発句を

会館で最終の選考を行い︑五巻が協会賞と決定された︒

た捌︑グループ以外のものが多かった︒五月十五日︑赤羽

二次予選として送付を受けた作品は概ね︑過去に受賞し

考について﹂のトータル︑要約事項を配布︑予選に当られ
たのである︒その御配慮にも敬意を表したい・
選賞に当り私見を述べるなれば︑賞は当然優秀な作品に
授与されるべきである︒それが作品賞というべきものであ
る︒芥川賞︑その他の文学賞でも同一人に二度三度賞が授

つ弓

けで︑ニオの恋もよかった︒月より花の方が見られた︒纒

ングホルンの鰐なす﹀は前句の︿背山前山﹀を生かした付

暦むかえいまも保母たり﹀は嬉しい付けだ︒ウ︿秋天へロ

補って十分︑第三︿感謝状長押に一つまた増えて﹀第四︿還

もしろし︑月三句は変化があったが︑花が二つとも女性関

出て来た︒ウ花前の︿伊勢の﹁な言葉﹂﹀の俗語を入れてお

顔の交じりて⁝の方が味がよろしかろう︒第三から変化が

﹃秋深し﹂︿初顔も揃ひて句座や秋深し﹀にはじまる︑初

やん婿をとる﹀︒この巻︑外来語がやや多過ぎるのがおしい︒

なったのは止むを得ないことであろう︒

何回もの入選とベテランの方の誌上連句とが︑選外と

係の花だったのは惜しい︒

まった作と推した︒
﹃潟小春﹄．︿倶利加羅はしぐれてはるか潟小春﹀︿炭焼くひ

まに晒す葛の粉﹀十分な脇である︒第三は人情句で︑四句
目までは山の中に居た︒花がよかった︒︿シテの声杜をゆる
がす花舞台﹀︿先帝の植樹広場の花吹雪﹀ナオ︿加賀の治部
煮に酒のはずめる﹀︑等々石川文化祭連句で御苦労の結果
が︑この作品に見られた︒月を春・夏・秋と配分している
が︑何時もそんな月を考える必要はないことも知るとよい︒
﹁みみずく﹄第三以下で盛りあがって来た︒ウ︿パッチ姿
⁝⁝﹀の下町の娘の恋︒︿抓られし人にそ知らぬ振りをして﹀

︿後を向いてくしやみ三回﹀などは俳譜である︒ナオ︿仰げ
ばヘリがホバリングする﹀などは新しく現代的な付けであ
ブ旬○

﹁雪予報﹂︿故郷の辺りや今日も雪予報﹀からはじまるウ

恋がいいね︒︿はや人妻と風の便りに﹀︿思い川曲げて嬢ち
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ナウーと３の打越他のところが気になった︒﹁花合歓﹂では

止めが︿けり﹀︿なり﹀︿れり﹀︿せり﹀︿をり﹀と五ケ所も

協会賞の選考に予選制がとり入れられてから︑その経過

︿鳴り過ぎて﹀の言い廻し︑ナオ折端の︿ずしりと重く﹀の

ているが︑逆に眼玉︒特徴がなく︑﹁ジプシーに﹂は第三の

私の選考過程

パーチヤルリァリテイ

あり︑何かもう一工夫欲しい感じがした︒﹁接木﹂は変化が

あって面白いが︑︿仮想現実﹀はそのまま日本語読みの方

がずいぶんすっきりして来たように思う︒これを支えてい

四・三がひっかかった︒﹁喜見城﹂はオ５の︿けり﹀ウ叩の

選考委員土屋実郎

るのは一次予選をされる方々の御苦労で︑ここにあらため

︿住めるとふ﹀ナオ７の︿しじまなり﹀が表現安易と思った︒

がよく収まるのではないかと思う︒﹁閑古鳥﹂は無難に巻け

て敬意を表する次第である︒私はこれらの予選作を二読︑

﹁ものの芽の﹂もまた︑︿なり﹀︿けり﹀の止めが多発して居

かくて六巻が残ったが︑このうちより五巻にしぼるとこ

三読しながら︑面白い付け︑酒落れた転じ︑リズムの良さ

凪﹂﹁みみずく﹂﹁稲架襖﹂﹁花合歓﹂﹁潟小春﹂﹁接木﹂﹁閑

ろが最も難関であった︒結局品川鈴子捌﹁ものの芽﹂が前

り残念であった︒

古鳥﹂﹁ものの芽﹂﹁雪予報﹂﹁江戸名所図絵﹂﹁ジプシーに﹂

半に衣類頻出︵女性三吟の故か︶︑また変化にやや欠くると

に注意を払った︒そして次の十四巻を選んだ︒﹁明易の﹂﹁初

﹁喜見城﹂﹁ものの芽の﹂・そしてこの十四巻をコピーにとり︑

見てこれを落とし︑﹁初凪﹂﹁みみずく﹂﹁潟小春﹂﹁雪予報﹂

﹁江戸名所図絵﹂の五巻を推すこととなった︒この中で︑﹁江

通勤鞄の中に入れて十日ほど持ち歩いた︒
そして今度は︑表六句︑恋句︑月花の句︑自他の別など

戸名所図絵﹂は二十韻であるが︑措辞も面白く︑軽快なリ

と思った︒︵原稿到着順︶

ズム感があり︑この形式の特徴をとらえている好巻である

に注目して︑欠点さがしの意地悪な読み方をした︒﹁明易の﹂

ではウ５から９までが自の句で単調である︒﹁稲架襖﹂では
ナオ６の︿灼けのただ中﹀は一寸用語が無理ではないか︒
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八伊勢・五十鈴吟社ｖ

歌仙﹃秋深し﹄
名古則子捌

奥野純一

村田治男

初顔も揃ひて句座や秋深し
床の間飾る菊のいるノ︑
高山孝子

一尿

孝

山岸れい子

孝

筒井安子
山根於京

し鼻おどしゆっくりと鳴る月を得て

農具の泥を洗ふ若者

クリスマスケーキに人の群らがれる

懐手して軍歌唄へぱ

ゥ思ひきり派手な服着て旅に出ん

肩抱かれて崩れゆく部屋
そりあとの青き横顔無口なる

遮断機下りてぢだんだを踏む

怪盗ルパン草駄天のごと
幾百の鳩一斉に舞ひ翔てり

孝

どんよりと心濁りて夏の月
中津秋野
野

孝

安

伊勢の﹁な言葉﹂春風に和す

金利政策未だきまらず
境内に幟を立てて村芝居

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

ナォ寺の猫のんびりと居て恋知らず御辺卯径

水琴窟は音をひそめぬ安

少し揺るすわり心地のよき木椅子い

覚めて又夢彼のほ塾えみ京

下半身に人格なしとのたまへり矢野五斗子

ぬぎし白足袋なかば裏見せ〃

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

神御衣織る杜烏瓜熟れ〃

天心に動くことなし今日の月郎

ナゥその声のひといろならず虫を聞く孝

だまってすシる熱きはうじ茶野
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
麗らの空に餌ひろがるい

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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八津幡・津幡俳壇連句クラブｖ

中田風

歌仙﹃潟小春﹄
倶利伽羅はしぐれてはるか潟小春
二羽智

木上紫

中田風来捌

炭焼くひまに晒す葛の粉

酒井愛

雀来る窓心地よき目覚めにて

紙谷湖

多田史

澄む月に雲の衣の美しく
露けき指にはめる琴爪

吉田弘

ゥ秋富士を眼下にハワイ空の旅

吉本芳

はは

高森静

ナォ遠足の子らと一と日を九十九湾来

コインを入れて覗く海底雲

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

永代橋に都烏舞う愛

受付の玻璃戸明るし冬薔薇代

退陣に泣く糟糠の妻香

大臣の収賄すべて秘書が負い秋

糸にすがりて揺れる蓑虫智

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

愛

ナゥ遠ざかるチャルメラの音もそぞろ寒弘

ポケットに鳴る小銭数枚代

麻雀の手の内早やもよまれけり

歌碑もゆかしき丘のうららか恵

補填に怒る庶民投資家秋
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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餌を返す枝打ちの音

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烏
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つ蝶

恵香秋愛代弘智雲来恵香秋子代子子雲来

﹃攻塊や﹄

八東京・芭蕉記念館連句会ｖ

歌仙

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

ナォ旅の地図ばかり集めて四月馬鹿梓

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

ことわり切れぬ援助外交朝

胸高に組の帯しめて会いにゆく松澤晴美

閨ほの白くこもる百合の香志

︵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

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

万華鏡くるりくるりと世相見え稔

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

池の面にゆらぎさざめく夜半の月晴

二拝二拍手一拝で詑び朝
紫式部ひそと活けあり志

湯上りの素足のほくる隠さずに朝

山元志津香

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
稔

阿部朝子
中野稔子
阪本崇子

稔

士心

朝

朝

ゥ秋天へロングホルンの慨なす
仕舞い忘れしダンスのシューズ

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

ぱたぱたぱたと煤払う音

うるむ目を籠の小鳥に覗かるる

稔

姜目

士心

姜亘

士心

菫巨

工藤梓行

石の割れ目に根付く雑草

行く年の月を焦がして浅草寺
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
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八東京・浅春連句会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

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

むづかるややこあやしあぐねて

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

冬の波北方領土近寄せず

ひと

夢に触れにし女の後れ毛

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

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

胸に泌み入る宿のもみじ葉

ひ

蟠悴の一族で奏くシンフォニー

和

睦
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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

ビルの谷間を抜ける夏蝶

パッチ姿の娘気になる

ゥわつしよいと担ぐ神輿に子等嗽し

抓られし人にそ知らぬ振りをして

びく

幸

諸子鮒っ子魚藍にいっぱい

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

秤唾一一︾把朋程斗甲霊︵於・学士会館︶

小学唱歌陽炎の中

行きずりの寺に燗漫花大樹

もろこ

後を向いてくしゃみ三回

康

寛

鉢に競える黄菊白菊

何時も行く病院今日も混み合えり

和

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

寛

睦

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

ハ仙台・北杜連句塾ｖ

歌仙﹃雪予報﹄

熊楠翁の生き方に拠り

ナォ細密画うどの根っこもみずみずし

のしかかる下馬評さらば外は雨

パープルの傘弾む口笛

垂石よう子

秋田てる子

狩野康子

積分のテストはいつも時間切れ

私の彼はフリーターとか

どの娘とる彼女いない歴三ケ月

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

谷田部弓子

印度修験者招く異次元

狩野康子捌

頼むぞとたすきに心託しいて
松ノ井洋子

ＵＦＯが忘れていった月の石

彩りも良し母の粕汁

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

熊坂昌子

さいかち

顕微授精の子は健やかに
豪華船みな同朋よ花盛る
空に溶けいる街唇気楼

拝唖叩蓉二朋十祁申蕾︵於・秋田てる子宅︶

＊ビッグアップル︵ニューョーク市の異名︶
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故郷の辺りや今日も雪予報

商い歩く晩秋の町

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

山の畑に烏威し掛け
弓

康

よ

て

はや人妻と風の便りに

流行のハッカー侵入金曜日

ゥ大和路に鹿笛を聞く旅なかば
思い川曲げて嬢ちゃん婿をとる

洋

十六羅漢目鼻流れし

朝まだき鴉群れいる供物

弓

日曰

サブウエイ掴めぬ怒り壁に灼く

洋

財布すられし夢を見るなり
土用の月のビッグアップル

て

米

太り過ぎあの手この手の荒療治

よ

日日

洋

酒瓶小脇に碁敵が来る

峠揺がす春蝉の声

花の下白骨眠る古戦場

弓昌てよ弓洋てよ弓昌洋て康洋昌よて弓

連句協会賞選考経緯
連句協会賞事務担当

意味があり︑その鑑賞及び年毎に応募することによって︑

作品向上の励みがあるとして発案維持され︑それが協会

の事業の一柱として規約化までされて来たものである

が︑回を重ねれば初期と異なる様々の事情や考え方︑臨

み方が発生するのは当然であり︑本質的また細部の問題

た過渡期間の故である︒対象は︑例年と変わらず平成四

した︒その理由は︑後記の通り︑本制度の一部改訂を行っ

点取俳譜の弊は反省の範とされる︒また文芸作品一般に

の﹁文台下せば反古﹂なる名言が伝えられるし︑江戸期

とくに連句という文芸は︑愉しみを第一とする︒芭蕉

が出現してくるものである︒

年版﹁連句年鑑﹂所収一八八篇で︑各予選者五篇の推挙︑

於ける選考の妥当性︑即ち客観的基準を用意し得ないこ

◆本年度の協会賞予選は︑協会常任理事十二名に限り依頼

但し最優秀一篇の特記を要しないこととし︑十名の回答

◆それでも選賞が権威を保ちつつ作品主義を貫き︑かつ人

とや︑主観の大きさの扱い︑またその個性の異なりなど︑

◆最終選考は︑会長と三副会長︑理事長の五名が︑予選結

和発展を旨とする協会組織とを如何に融和し︑制度を維

を得た︒その結果は︑次表の通りであり︑重複十篇のた

果より再び五篇推挙し︑それを基とし五月十五日本選考

持するかについて︑選者のみならず会員各位からも様々

整理統合するに困難な事情がある︒

が行われた結果︑前記五篇が決定した︒本年度から︑従

な識見が寄せられている︒しかもそれらは︑相互に矛盾

め四十篇であるが︑全て予選通過とした︒

来の協会賞と佳作の区別をなくした︒

理事会等で論議の結果︑次の様な変化を導入することと

する意向が多々あるのである︒これらを参考とし︑協会

年で︑既に十回︵年︶を経過した︒

なった︒

◆第一回から第五回までの連句懇話会賞時代を通算し︑昨

選賞制度により︑優秀作品の水準を公にすること自体に
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㈲本年度以降︑協会賞と佳作の区分を行わず︑全て協
会賞として選賞する︒

口明年度以降︑即ち平成五年版﹁年鑑﹂掲載登録の際
より︑選賞対象外を自ら申し出る意向を受理する︒
これらの変化は︑自ずと︑失うものと得るものがある
が︑現協会の求めているものに近い︑と考えての改訂で
ある︒なお︑引続き御意見を寄せられたい︒
︵中尾青宵︶
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唖易甫那蹄︲句

己雌

拙十１回﹃臓凹蕊恥皿﹄訓蝿訴湘ｌ碑州
ロ畔

届二既ｓ饅
闇つ蝿刈ｖ１門

己味

巴今職辱塒如

画麗卦ｅ琳碇蝉

函Ｓ今鯏画

器器美冒︑芦測鹸弓函蔀

升器芙﹄謡時謡が

巴︑田

美汁外呂霞痔謡が

﹄謡学ｓ封

﹄場虚Ｓｓ恥

︵たｌ蝿壷︶

己腓

胃﹈州唱醗

美耗隠︾咽証菖

美器圏の咽狐蕊

器器筈巴切芦到鹸到因詐

閨﹃朔銅
囹函蝿端

﹈宙謡叶加

筈芳器冒四声到鹸ヨ因詐

升井９句蝋鯏鑑

困っＧＳＳ蝋ｅ

鮫

︿鰐蝋岡十叫壼・鐸詳暴﹀
己味

美芳麗営

爵Ｓ

器汁里轟墹矧難

汁外暑胃誤痔謡が

扁

幹器爲詳鶏や

﹄司司

冒認謝倒ｓ繭

鮫
法

鴫蝿鮫
置き索嗽
＄囲帥Ｓ
外升﹄臼嚇

謡俄洋岡

ﾉ胸

鹸

蕊

狐

唖

耐侭

片田稿共
三噸噛三
田酬叫ｓ詩

届今請滞藩

汁芳﹄麗諦与鯏
晟の塒１ｓ粗
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昌臼計叶醇
爺

画宣哨Ｓ蕊

ｰ

韻畔か升ｓ猟

﹈忠諜雪が

升外﹈巴賄

器鶚望外二
器升﹈認菰二〆輔

当〃

｡

今

鹸

国
升
認

群でこ庁

ミ篭菖で批晩

ｰ

胃急弱や唖︿

芳美亀詳頬で

汁要

詐卦恥Ｅ茜

叫二

肖諒珊刑
丑刑珊璃
罰＃照琳
、

升美震升剴函

砦晋奔嶋雌剛醐Ｓ簿

Ⅲ山︑﹃

創

的

升
〆

霧

÷’
熱

回顧

１
Ｉ
連句界この一年
土屋実郎
平成四年一ヶ年間の連句関連諸行事を﹁連句協会報﹂の
助けを借りながら概観してみよう︒

六席五十名︑浅草伝法院︒⑨五月二十八日︑日独連句交流

半歌仙︒宇咲冬男と荒木忠男ほか︑フランクフルト︒⑩五

月三十一日︑第十一回大山阿夫利神社奉納正式俳譜︒二十

名︑下社社殿︒⑪六月十三日︑第十回連句協会全国大会︒

二十二席百三十名︑芝増上寺会館︒⑫七月十二日︑第四回

連句を楽しむ会および岩手県連句協会設立大会︒五席四十

名︑こずかた会館︒⑬七月二十六日︑連句協会千葉支部総

会と連句シンポジウム︒十一席六十名︑市川市山崎製パン

厚生年金会館︒⑭八月一日より八月末まで︑国際連句協会

盛岡市中央公民館︒⑤三月八日︑支考忌追善正式俳詣︒四

館︒④二月十六日︑第三回連句を楽しむ会︒四席五十名︑

日︑富山県連句協会設立総会︒五十名︑富山市教育文化会

ゥム︒百名︑東京九段ホテルグランドパレス︒③二月十六

余名︑津幡町福祉センター︒⑲十一月八日︑第三回埼玉県

二十九日︑国民文化祭石川塊連句大会︒三十五席二百五十

出版記念連句大会︒十席八十名︑東京俳句文学館︒⑱十月

十五席七十名︑新庄市公民館︒⑰九月二十二日︑阿片瓢郎

大阪南御堂会館︒⑯九月十八日︑第四回全国連句新庄大会︒

設立記念アメリカ大陸俳諸巡業︒参加延べ人員二百三十四

十名︑岐阜市獅子庵︒⑥三月二十日︑津幡連句大会︒十席

芸術文化祭協賛・百菊連句大会︒十二席七十名︑熊谷市天

①一月十三日︑三重県連句協会設立大会︒三席五十余名︑

七十余名︑石川県津幡町福祉センター︒⑦四月一日︑日英

台宗別格本山常光院︒⑳十一月二十九日︑第二十回俳譜時

名︒⑮九月十五日︑第三回現代連句シンポジウム︒百十名︑

交流半歌仙︒宇咲冬男とカーカップ氏ほか︑英国ウエザー

雨忌︒十席七十名︑東京飯田橋家の光会館︒⑳十二月二十

津市洞津会館︒②一月二十六日︑第二回現代連句シンポジ

フィールド︒⑧五月九日︑第四回青時雨忌追善正式俳諾︒
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少くない筈であるが︑協会に﹁連句を始めたいがどうした

開催されている訳であるから︑連句に参加するチャンスは

ざっとこの位であるが︑全国各地︑各結社では月例会が

句研究﹂﹁白燕﹂﹁丹想﹂﹁獅子呪﹂﹁草茎﹂﹁あした﹂﹁かび

るが︑﹁都心連句﹂は十七号以後停滞している︒この他﹁俳

季刊連句誌﹁芭流朱﹂を創刊した︒﹁季刊連句﹂は順調であ

巻百号に達したことは偉業である︒三月には鈴木春山洞が

連句専門誌としては三年十二月に季刊﹁連句研究﹂が通

あった︒

ら良いか﹂という問い合わせの電話や手紙が寄せられて来

第六回連句を楽しむ会︒五席三十名︑岩手県公会堂︒

る︒この点連句協会も門戸開放︑初心勧誘の方法を講じな

月︶阿片瓢郎﹁楢櫟帖﹄︵九月︶笹白舟﹁続一路庵句集ペン

月︶上甲平谷﹁遊戯三昧﹄︵四月︶鹿の会﹁鹿苑第六号﹂︵五

用価値が高い︒更に作品集としては︑﹃猫蓑作品集Ⅱ﹂︵三

も十一冊目となり︑巻末の全国結社一覧︑連句人名簿は利

するのに便利であり︑協会十年史も有益である︒また年鑑

間の全国各結社の作品を網羅したもので︑現代連句を傭鰍

﹃兜年版連句年鑑﹂︵九月︶が出版された︒前者は最近十年

次に出版物に移ろう︒連句協会から﹁現代連句集﹄︵五月︶

野胄畝氏の計報に接した︒連句界の大先輩を相次いで衷い︑

そして十一月二十八日には橋間石氏︑十二月二十二日阿波

立されての連句界への御貢献等大きな足跡をのこされた︒

び心のある作品︑そして俳譜寒菊堂文庫連句振興基金を設

春人氏を失った︒温容飴蕩とした御容姿︑真の意味での遊

かしい︒また十月十一日は当協会創立者の一人である岡本

玄氏が逝去された︒全国大会懇親会場での名司会ぶりが懐

念するもので︑ユニークな壮挙である︒八月十三日に見学

公民館﹁無腸庵﹂が完成した︒同町出身の石沢無腸氏を記

最後に慶弔にふれよう︒四年九月︑埼玉県寄居町に和風

れ﹂﹁胴﹂等の俳誌が連句作品や評論を掲載している︒

書桔書体並連句歌仙五巻半歌仙二巻﹄窪田薫﹁モーツァル

心から謹悼を捧げるものである︒

ければならない︒

トが俳譜を巻いたなら虹﹂︵十二月︶等があった︒なお︑連

終りに管見の及ばざることをおそれつつ筆を欄く︒

句制作のプロセスを詳細に記述したものに︑宇田零雨﹁連
句実習﹄︵十月︶小林怜子・高木一恵﹁歌仙鹿の目両吟﹂が
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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

百韻﹃落し文﹄
鈴木春山洞捌

しばしの仮寝ニューョークにて

あわただ

フライトの日程繰り上げ遠し

花嫁の行列続きどこまでも

そよそよと吹く春の風なり
ニォ郊外の暖き野に家建 てて

新婚二人間く遠蛙

白方筍子

灯を消しし閨のうちなる睦言に
言ひ交はしたる情のこまやか

鈴木春山洞

ところどころに生ふる岩桧葉

黒髪を柿きとかす妻腕ナあげ

蒼渕へ辿る径や落し文
葭寶越し茶屋縁台に腰かけて

洞

借景の富士西に置きたる
会館の前庭占むるカナ女像

井門可奈女

甘露一杯馳走受けたり

聞こえくる緋織る音なごやかに

奉示

耕表紙の本の装頓

民芸の採り上げ方も凝りに凝り

組み紐の綾目を奪ひたる
らんじゃたい
羅に薫きしめてゐる蘭等侍

5

筍
洞

奉示

筍
洞
筍

茶を点つる間も竹の皮散り
競べ馬終りしあとを照らす月
酒にまぎらす負けの悔しさ
奉不

洞

ニゥ顔立ちもよきウエーター浦酒なる

あたふたと駆け込み話くどくなり

奉示

洞

たかがＰＫＯされどＰＫＯ

筍

筍

いかなる恋もしようとままよ
飛行機で地球の裏へ逢ひにゆき
奉示
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商売繁盛活気満ち満ち

望月を遮るものもなき広場

叢深く虫すだきゐる

ワ夢違観音念ず秋に住み
糸瓜の水を溜めたる小瓶
俳聖とよぱるる子規の忌を修し
趣味ともにするひとに恋する

蓬窓日毎重ぬ後朝

旅先ゆ愛の言葉を書き捧げ
鳴き立つる鴎の声のかしましく

神の留守番恵比寿さまなり

終ひ風呂落しし溝に寒の月
さす

咳入る人の背中摩りぬ

奈筍洞奈筍洞奈筍奈筍洞奈筍洞奈筍洞奈筍洞奈筍洞

葡萄酒醸す小屋にデートし
ディープキッス名残りの蚊帳の思ひ出に

おうじゃう

横笛を吹き送る白帝

爽やかに胸すき通りたり
月舳先灘のひろがる岬鼻

炬燵布団に足の縫れて

よよと泣き崩れてゐしが泣き寝入り

餅花の小刻みに揺る部屋二人ン

一一ゥ本歌取り詠み交はしたる愛深く

すゑかけたのむ心かなしう
耕織る織子はいつも明るくて

屈託もなく釣を楽しむ

ぽんぽんとエンジン軽く船を出せ

島を廻れば瀬戸の大橋
吹流し鯉幟立つ浦に住み

花かつをかけ畷る冷や麦
夕顔の開きそめたる月今宵
ぎつしや
源氏の君の牛車訪はれし

几帳より十二単衣の棲こぼれ

指からめして弄びたる

短くすます棚経の僧

あはひ

見えてゐる雲の間の遠花火

いち
後の藪入り家や内
静かに

ナォ雁来紅の真っ赤に燃えて伸び倒れ

中秋の無月に身をば任せけり

素読に努め学び耽りぬ
白髻の老師端然坐し眠り

鶴渡り来し里の沼原

佗助の咲き乱るるに足をとめ

セーター娘垣間見の恋

水茎のあとあざやかにラブレター

−43−

ｐ移し飲む玉子酒なり

三ォ針通す松園の絵の舸梛に惚れ
袖のあたりにこぼれゐる艶ャ
豆腐屋のラッパの音色聞こえ来て

契約金の裏切りルイス
大空は紺碧に晴れ美しく
歌高らかに闇歩してゆき
明治村袴の人の出迎へに
なんのこっちやと笑ひ捨てたる

うららかに旅の一時くつろいで

座敷の雛を全て縦覧
桜貝拾ひに出でし姉妹
春の祭は村の賑はひ

三味線音締めこもる艶めき

恋無限男取り合ふ月朧ロ

筍奈洞筍奈洞筍奈洞筍奈洞筍奈洞筍奈洞筍洞奈筍洞

奈洞筍奈洞筍奈洞筍奈洞筍奈洞筍奈洞筍奈洞筍奈洞

隠せど目立つ腹の脹らみ
ごく内輪盃交はし所帯もち

溝板をふむ高き下駄音

俄かなる日露外交けはしさに

国の危難の上思ひはす

ナゥ社会変土曜も休む時となり
屋根替へといふ段取りもして

街は子供で溢れかへりぬ
大工入れ家の改築思ひ立ち
アッシー君を待たす長閑かさ
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エープリルフールの日なり酒酌まん

雀の子鳴く寺の曙

あいたい

暖曜の花白々と咲き乱れ

秤鰄醒︾祁朋二暹計申雷︵於・松山市松久庵︶

奈洞筍洞奈筍洞奈筍洞奈洞筍

八仙台・青葉城連句会ｖ

歌仙﹃寒雷﹄
寒雷を聞き寒雷を忘れけり

風癌く夜の残業の道

終列車なじみの顔で席埋めて
挽きコーヒーの包み抱く人

小野寺妙子捌

額に優し妻のてのひら

ナォ春の風邪なかなかぬけず無精髭

宴が明かす欠食児童

ほころびを縫ってくれたが縁でした

鯛焼に義歯の調子を確かめる

新聞に読む若き過労死

武器輸出大国のエゴおさまらず
小野寺妙子

佐々木志遙

おはこ出るなり知床旅情

別荘をもつ我をいぶかる

過疎憂い津々浦々の村興こし

しまリスの餌持つしぐさ月明り

福田けい子
佐藤ちよ子

赤絵の皿に黒ぶどう盛る

鈴木文男

長田雅道

ナゥ言いにくき話途切れて虫の声

ひっそりと石碑睡れる隠れ里
地酒の旨さついすごしすぎ

待たさるる土産のつつみ花の茶屋
すぐにはじけてシャボン玉消ゅ

秤鰄皿︾一Ｆ朋計伝肥雷︵文音︶
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月光の海眺めいる番屋あと

妙

け

妙

異国青年伝道に生く

遙

ち

け

男

遙

萩ひと群れの高くゆれつつ
ゥそぞろ寒交わす挨拶同じこと
踵つぶせしズック突っかけ
熱戦譜チアガールの声喧るる
車窓にそっとハートなぞりて
ふるさとの川澄み水の色深む
疲れ癒えざるわれも老いしか

海酸漿の朱く染められ

道

思い倣し痩せて雲間の夏の月
リハビリのプール通いが生き甲斐に

道

男

久々に花の森見る日曜日

ち

舞一筋に八十を越え

田掻きを終えし馬休まする

小
野

信

寺

男郎妙男け遙道男ちけ妙遙道ちけ男遙妙

八東京・あした連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃谷風を﹄
宇咲冬男
天野正三

宇咲冬男捌

月を主としたる草庵
平本三保子

谷風を得て色に出ぬ葛の花
北国に丹頂鶴が来たと言う

山元志津香

阿部朝子
柳瀬富子

羽子板市へ都電ぎしぎし

冬﹃

正
一一一

朝

士心

一邑

冬﹃

正

一邑

朝

士心

ぎっくり腰が急によくなり

ナォ耕しの馬気嫌よく引き出され

よくぞ来たりとスペインの丘

牧水の酒の歌よし友と酎む

妊りたるを憎み夏果て

遠雷にプリマドンナの愛乱れ

犬後足で砂かけて行く

山寺の杉に人型刺されいし

ロールスロイス五千万とか

着ぶくれと頬っ被りの立話

秋へ転がす起上小法師

満月光甕に鈴虫鳴かせ足る

橋の向こうはキューポラの町

ナゥどの家も新米の香をほっこりと

名医とてジョギングをして長寿なり

喜劇映画に涙を流し

望郷の思いせつせつ花散りて

なお一握の残雪の尾根

蓉雄皿蓉十一一朋卸印率︵文音︶
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カラー新聞読みっコーヒー
見飽きたる街の借景窓越しに

仮の名使い書く芳名簿

ゥ年の瀬を葬の矢印貼られいて

ネクタイほどきイヤリング取り

世の中は連理の枝のからみ合い

波音のまだまだ眠い島の宿
軒にゆらめく琉球むくげ
掻き氷歯にしみとおり昼の月
ゴルビー去りて地図は滅茶苦茶

さりながら真善美聖変らざる

お伽噺をねだる幼な児

花の香の二ひら三ひら掌のひらに
みくまり

春雨けぶる水分の宮

志冬富朝三正冬志富朝三正冬志富朝三正

八東京・あした連句会その二Ｖ

歌仙言受
珠沙華
﹄

大豆生田伴子

柚木治郎
高橋良風

柚木治郎捌

湾一望の地虫鳴く丘

曼珠沙華燃ゆ遺骨なき兵の墓

月光の橋浮き彫りに顕れて
山崎一示一号

大塚梅子

ナォ子を持たぬことは幸かも不幸かも

再デビューして当てし恋唄

はだしで逃げる盗人を追う

巡業の逢瀬はいつも明易く

新興の町犬飼える家多き
駐車場なくアポに遅れる

冬枯れ美しき定年の空

小春日のトレビの泉きらきらと

踊りの輪には神主もいて

衰えぬ酒量互いにたたえ合い

母の顔浮かびて見ゆる月今宵
秋刀魚焼きつつ涙せしおり
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パイプくゆらす影のゆらゆら

治

斉藤八千代

みな譲り無冠となりし元社長

単羽織の激の気になる

ナゥ露地裏にブロック塀の新らしく

ゥ梅雨どきの行事なかなか捗らず

良

秤鰄皿癖十ユ朋一一粁歪甲誇︵文音︶

花盛り門前町の人の波
帰雁に託す郷の弥栄

春雷とどろさわぐ峯風

催促をされてあわてる留学費

愛想のよき郵便夫来る

高速道路っづく渋滞

伴
梅

一示

村おこし新作太鼓とどろきて
求婚の言告げきれず抱きすくめ

治

目くばせ合図誘う暗がり
思わず落ちし背中の懐炉
松島のああ松島の雪月夜

良

八

梅

一示

八

出航を待つ豪華客船

伴

開板祝う会のあたたか

予後の身に大海老料理もてあまし

遠足の列止める信号

高楼の眼下たゅとう花の雲

中桜柴

和マ絢

沢崎

良八梅宗伴和マ絢良八梅宗伴枝枝子良治

サ

八東京・あした連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃烏渡る﹂

ナォ夏近み小便小僧生きいきと

ウルトラマンになる夢を持つ
名を成して土佐の高知で変身し

南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏

豊胸を隠せぬ黒きサン・ドレス

双

夜

白根順子
新井秋芳

高橋たかえ

木暮万里子

高野夜穂
角田双柿

睦毛の先の汐じめりせる

ナゥ村芝居身ぶりおかしくかなしくて

いよいよ赤く熟れる南蛮

碁敵の長考続く十三夜

百歳の双子姉妹のすこやかに

婚前の旅も終りとなりぬれば
見分けのつきし笑窪と痘痕

高野夜穂捌

月に浮き立つ山河霊峰

万

窓のおぼろに定年の椅子

童らに忘れられてるかくれんぽ

悶え乱るる泉鳴る夜

温め酒酌みて旧交深むらん

た

烏渡る迷い微塵もなかりけり

お札の束に傾きもする

順

取り残されし娘十八
挟もて抱く祇園の恋心

薄暑の道をひたすら急ぐ
ゥ遺言の水葬かくも厳かに

マロニエの若葉盛りの色濃くて

学生街に湧きし唄声

戦地へ送るものの相談

香り豊かな清明の昼

絶え間なく人訪う花の歴史館

拝聴唾舜珂朋二粁辿甲霊︵文音︶
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﹁和敬﹂の文字のかかる床の間

入閣のメンバ−どれもきな臭く

秋

双

夜

急行の過︲ぐ底冷の駅

た

万

口開けて月下に垂れし歳暮鮭

粋に鉢巻ききりりとしめて

秋

順

広重の絵の活況を戻したき

蝶の舞いたつ故郷の森

花ふぶき奉納太鼓高らかに

万双夜秋順た夜秋万た順双夜秋順た万双

八東京・あした連句会その四Ｖ

秋﹄
歌仙﹃深や

平均寿命またも延びたる

ナォ野辺送り鐘を打ちつつ東風の中

カフェオレとクロワッサンで朝食を

やいのやいのと記事の催促
ひそやかに噂ひろがる夏芝居

次の港へ船はでてゆく

岩城順子捌

岩城順子
諏訪悟山

政治家の不透明なる胸の底

蛇の化身の人妻くどき

福田太ろを

とことんまでも絵の具しぼれる

閨の闇噛まれて窪くところあり

ふっと出でたる山間の月
成田淑美

深秋やそぞろ歩きという快楽

発表近き研究論文

湯の宿に名残の月の光ゲを浴び

秤鰄唾蓉十斗朋三拝申霊︵文音︶
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ベランダに吊られし茸乾ぴいて

代文子

小久保以久

箪笥に眠る母の薄衣

ナゥ文庫本すりきれていてうそ寒く

天城街道すでに未枯

玉虫の妖しき色に惹かれおり

太

涙のしみも遠き思い出

悟
淑

身のこなし巫女になりきるアルバイト

再開発のリーダーとなる

以

鏡の奥に水の音して

ワ老舗とて古きしきたり通し得ず

禁断の実を烈しく求め

文

対立の揚句ロミオとジュリエット

腹痛に三日三晩を苦しみて

夕されば玲瀧と顕っ花大樹

文

悟

町の要の城の惜春

悟
太

まこと不思議な護摩の霊験

淑

自慢の娘留学生に

順

家元の血の脈々と花に舞う

順

月天心狐渡れる東てし湖
昔々とぺ−チカの燃え
ひと息に南の国の強い酒

遅日の縁で束の間の夢

太淑文悟淑順太以文悟淑順太悟文以太淑

八東京・あした連句会ｌその五Ｖ

付勝歌仙﹃水を打つ﹄

水を打つ心もろとも濡らしつつ

木暮万里子捌

高橋たかえ

木暮万里子
沢田乃芙子

百代の刻重ねては月情し
稲架の匂える山峡の径

千

た

川岸一邑皇員

ゥ古酒新酒魑魅魍魎の大酒宴

万

乃

かすかにゆるる鷺草の花
賜わりし青銅の壷床の間に
書道師範の声の洩れくる

いつしか赤い糸がからまり

た

一邑

岩上千枝子

広き背にひしと掴まりハーレーで

行きつく果ては海のうたかた

窓に向く机で綴る懐古録

千

一呈

乃

言田

乃

一呈

旅の鞄に胃散腸薬

た

相輪が冬繊月を東てしめて

狐狸も洞・を出ざるか

汚れたる金で胡麻橋る二枚舌
差し変えられしテレビＣＭ

姫蜂ふいと飛び立てる午後

目の覚める新宿御苑花大樹

ナォ受難節受難の名画覆いたる千

少年達の澄みしコーラス乃

親切と言う裏にいる盗み人た

迷路に似たる地下街続く冨

ひらひらと動く扇に魅せられて万

決闘で得し緑陰の美女千

熱愛の国際カップル祝われし乃
子供はすぐに友だちになるた

再びの円谷映画人気出で冨
競い合ってる科学と化学千

湧くが如くに蜻蛉の群冨

月天心宇宙の夢の限りなきた

ナゥ行楽の秋の弁当選び兼ね乃

揺れて止まざる白き鍬縫乃

セプンイレブンいい気分とか千
かろやかに円舞曲など奏さるるた

望み新たにそれぞれの春千

花陰で胸に刻める師の一語万

平成四年七月九日首

︵於・熊谷ニットーモール文化教室︶

平成四年八月十三日尾
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八東京・あした連句会ｌその六Ｖ

歌仙﹃影ふやす﹄

秋灯となりいてものの影ふやす

月の都に人の遠近

やや寒の柴折戸閉めて緒かん

油単に白き家紋うかびし

白根順子捌

白根順子
野口清子
蓮見林
山司英子
近藤参平
平

林

転勤のワープロでくる新住所

冬帽被り紳士豊礫

かもしか

ゥ敏捷な鈴羊を追う北の森

宇咲冬男

清

妻あるを隠せしままにひと夜過ぎ
秘めいしクルス捨ててしまいし

清

林

平

清

英

英

林

掘られたる縄文土器の物語

中尾硫苦

出湯にうなじほのと匂えり

陶狸煤けておわす夏の月

林

時を越え来し掌の種

おしゃれになりし冷や酒のびん
きょうだいのいずれ姉やら妹やら

千鳥の曲に今を寧らぐ
角館花降りやまぬ長屋門
小舟肪いて水温みたる

ナォ春の風邪ビタミン剤の丸い粒苦

研究室に家だにのいて清

裏口はやはり裏口銀座街英

届けられたる紅き寒薔薇英

平
古物市にひとの賑わう
積む雪を奏でて朝のオルゴール苦

焼けぽっくいの火のすさまじく男

若き日の姪く記憶の乳房持つ順

逃がるべく言語明瞭意味不明苦

峡にしずもる本山の堂英
鏡掛れる壁のひややか林

杉ひのき月天心に玲瀧と平

ナゥ故郷は父母の味とろろ汁苦

相続税の肩に重たく清
迎賓館は庭の芝焼き平

こつこつと書き溜めいたる回顧録英

猫足のテーブルを舞う花一片順

平成四年九月十日首

チーズケーキの皿の料蛸苦

︵於・熊谷ニットーモール文化教室︶

平成四年十二月十四日尾
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八東京・あした連句会ｌその七Ｖ

歌仙﹃通し鴨﹄

河渡らんと被る夏帽

通し鴨何を見んとて居りしかな
後ろから幼な名ふいに呼ぱわれる

共に拡げし大いなる夢

中和枝捌

関根雪子

中和枝
清水うた子

栗原英甫

英

柴崎絢子

幸三

そぞろ寒さに鑿の置かれて

絢

テクノロジー月はいよいよ近くなり

ゥ蔦紅葉阿畔の像の彫り険し
まだ棲みいたる夫の面影

幸三

教え子の一途な愛に負けました

アブ

″

崖をころげる白きワゴン車

病院に深酒の人運ばれる

和

絢

虎になったり猫になったり

睾ヨ

英

百済めく大草原の冬の月
温石の暖とりて寧らう

ワープロは飾りとなりて忘られし

″

幸ヨ

アブ

固き椅子にて試験始まる

庭訪れし鴬烏の影

老木の枝垂るる花に湧く勇気

ナォ大掃除力自慢を誰れ嗽す和

三十路を前に関取となり絢
旅が好き名所旧蹟海の幸和

ビデオカメラの肩にふらふら〃
奔放な松田聖子が真似られしう

友の夫を奪う算段〃

寄りかたまって食べる蜜豆和

赤い糸こんがらかって炎ゆる浜絢

廃刊と決まりし雑誌惜しまれて雪

変わりし街に残るお社英
後の月縄の電車で子の遊ぶ〃
囮教えし祖父は今亡き絢

ナゥ秋深む使わぬ部屋の古時計う
甲斐駒ヶ岳正面に在り
和
絵葉書の達筆すぎて読み兼ねし絢

迷いこんだる春泥の中雪

城跡をぐるりとりまく花堤和

平成四年六月十一日首

朧の空へ消ゆる歌声英

︵於・熊谷ニットーモール文化教室︶

平成四年七月九日尾
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八町田．あした連句会えびね支部ｖ

宇咲冬男

歌仙﹃秋草の﹂
秋草のいずれもおごる色もたず
平野三枝子

野呂瀬理芳

宇咲冬男捌

月見る女のつつましき影
水上ふき子

ナォあくまでも態度がでかい落第生ま

信号無視で罰金五万理

異郷の地にて夏行を修む理

コロラドのどこまで長きハイウェイ中島さっき

逢えるあてなき文を書かんか大坪万理

夕蝉に又さびしさのおとずれし孝

いとこ同志は鴨の味して冬

三高の人とは少しありし距離三

幾筋も水尾交叉せる湖平ら高橋智佳世

夫待つひまの新絹を縫う五十嵐道子

きょうは比叡へあすは洛北す
弦月のぶらさがりたる杉大樹美

大平美代子

食卓にままかり盛ってにぎやかに

バロック絵画の複製のよき

美

露木ま︐もる

石段を数えて上る坂の家
羽根つく音のどこからとなく

依田みどり

秤

唾轌罰朋一一頭霊︵於・玉川学園文化センター︶

青きを踏んで彫像の前美

あやとりの橋の上なる花明り鏑木きみよ

覺はまじめにフイフイとなくま

海面を石油が覆う世紀末孝

かたりと曲る壁の十字架下田妙子

ナゥやや寒のバッハとジャズでふた世帯み

ゥ露座仏の御顔優しき松の内
待ち入来たる由比ヶ浜駅
自転車にっばひらひらと帽子の娘

矢倉すみ子
ふ

逆玉にのるやさ男なり

電気屋のテレビに映る政治家よ

ま

み

渡部孝子
す

貼りし膏薬すぐに剥れて

街にこわごわ狸出没

高橋政子

月負いてひたすらはげむ寒稽古

上役と鉢合わせする縄のれん

孝

都庁が高く見える窓際

ベンチに春の夢をうとうと

舞いあがる花はふとんか枕にしょ
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ハ大阪・あしべ俳譜塾ｌその一Ｖ

半歌仙﹃獅子舞﹄
獅子舞の噺子に峡の日の出かな

片山多迦夫捌
片山多迦夫

大堀鶴侶
金城凡生
北野仁撰子

梅見る人に薄茶もてなし
中川正平

岸周星

孫たちへ入学祝何とせん
ガラスの鉢の目高七匹
ふるさと近き月の明るさ

露けさはタラップ降りる足どりも

笹舟流す恋もありけり

ゥ真葛原大和三山みはるかし

生

久永流水
酒向童子

外科手術にて命とり留め

ひそひそと娘の長電話気がかりな

平

侶

バブル消えても懲りぬ面々

宵宮の匂ひなっかしアセチレン

水

星

撰

あのおでん屋に指定席あり

童

切符みな売切れ巨人阪神戦
あたたかき枯野の月の仰がれて

生

侶

夫

虚子の忌修す人ありやなし

桜前線追ふて旅ゆく

生涯を花鳥調詠ひとすじに

平成四年三月二十日首

︵文音・対吟︶︵於・㈱入江製作所大阪支店︶

平成四年四月十日尾

−54−

八大阪・あしべ俳譜塾ｌその二Ｖ

歌仙﹃年惜しむ﹂
年惜しむ桑を飼ふ少年と
小松飾りし納屋の入口
風花は募るともなくすぐ止みて

軽いタッチで叩くワープロ

ナォ打ち寄せてうねり重なる磯荒布

海霧の奥より幻の船

トムソーャそんなつもりの夏休み

五輪のメダル五つ約束

気まぐれの荒ぶる女神みそなはし

結婚離婚奏ころを振る

ぽっかりと卵の中から赤ちやんが

無菌室にて夢む科学者
尖塔に月の返照白々と

亡き友偲び苧殻焚くなり

門下生みな赤い羽根つけ

エッセーの再版成りて温め酒

鶏深うして径は絶え絶え

ナゥ獅子一呪あたりしばらく鳴りひそめ

喫茶喫飯時に恋する

あるがまま円融無擬に老いの日々

茨の門をくぐりゆく蝶

花蔭に攝かれゐる〃ＳＡＹＹＥＳ〃

蓉鰔皿︾↑朋廿至串率︵文音︶

︿註﹀＊卍︵まんじ︶＄︵かぎじうじ︶
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メモリには月の異名が七つほど

現れてまたたく沖の不知火

ゥ碧眼の僧も托鉢爽やかに
あの相聞歌あなたでしたの
アカシヤの匂ひくるたび瘻くもの
ミュンヘンビール蓋付きのマグ

よく似たる旗に＊卍と今
左ぎっちょを誇る天才

進化して霊長目のヒト科とぞ

鳥獣戯画の襖絵に月

雪積んで洛北の景新しく
共に愉しむ楽興のとき
ふぶく花戦前戦後永らへて

蝿の語る春窮のこと

千多
迦

原片
田山

町夫町夫町夫町夫町夫町夫町夫町夫町夫

夫町夫町夫町夫町夫町夫町夫町夫町夫町

八逗子．あらくさ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃み棲古りて﹄

棲み古りて茶の間が書斎かたつむり
うすうす晴れて近かき梅雨明け

草間時彦捌

浮き沈みをる亀の人生

ナォ四月馬鹿日めくりに罠ありさうな

待てしばしいつか浦島やってくる

白き炎と燃ゆる餅肌

七日遅れのボジョレヌーボー
今年またなじみの連れと酉の市

きいぎぬは静かに茶など汲み交はし

００７もアデランスなり

半夏生咲く寺の裏庭

草間時彦
笠井まを
内田英夫

ロシヤより愛はこめても銭はなし

北澤一霞

田の畔のにほひをうつす月の豆

クーラーをつける隣家の夜も更けて
を

鈴木雪王

文の整理に夜は長くして

坐り直して長電話聴く

欧州の月の叢雲あわたヌし
萩が散りしく路地裏の秋

を

ナゥ思ひ出づ草蛎の如如き恋

札所めぐりのおのが幻
山肌を鳶一羽舞ふ森閑と

くる

″

松に効くのは酒とするめぞ
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ゼロゼロセブン

ゥ鴫啼いて朝のコーヒー冷め易き

葭

英

平成四年七月十二日首尾︵於・笠井まを宅︶

子の摘み草に昼のサイレン

風そよぐ遠野の春は花吹雪
″

柳田尚宏

王

いつもの電車いつも会ふ顔

経写す観音さまに似し女

われ生霊となりて御許に

ひと

他人様が腐れ縁など言ったって

古きホテルに冬の月映え
母ひとり残して渡る雪の海

を

英

葭

鏡に向ひ舌出して見る

猫の恋とて気にならぬ年齢

葭

を

色々と食ひ尽せしが米の飯

鶏の声のどかなる里

明けゆくと空ひと刷毛の花の彩

宏王英王宏葭王英宏王〃葭〃 ノノ を英王を

八逗子︒あらくさ連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃落葉散る﹄
落葉散る波郷忌過ぎて一葉忌

坪庭に咲く石蕗の花

草間時彦捌

恋の手だては歌謡教室

ナォ揚雲雀風に逆らひつっ鳴きて

炬燵のなかは博多人形

女好き男好きとが結ばれて

空也最中ですする朝の茶

中年増さすが居直る凄まじさ

極楽とんぼ年をとり過ぎ

浴衣干し留守の間の雨気に懸かり

ヌーボーワインけちけちと飲み

ワープロにのめり込みたる月の夜よ

″

草間時彦
北澤葭
内田英夫
復本鬼城
鈴木雪王

ナゥひらりちやんきっと会おうと指げんまん

英

ブッシュ悲しや亡恩の民

鰯雲散る明日はいずくへ
英

友だちならばいいねいい人

そのあとはお金まみれの泥まみれ

葭

キャンパスに女子コーラスの歌響き

絵筆とり素焼きの壺を眺めゐて
降りみ降らずみアメダスに出ず

城

名月の中継準備終了し
鳴子かたかた薬売り行く

ゥ胡麻で和へあへて塩味控へたり

葭
城

青い目もゐる秋のお御輿

ベンチに乙女涙ぐみたる

角兵衛獅子笛に吹かれて踊り出す

サド侯爵の牢獄の恋

平成四年十一月二十二日首尾︵於・北澤宅︶

時流れ水も流れて花明り
うららうららと春の曙

いかがですダイヤの指輪差し上げる

葭

″

汗を拭ひて宵の月見る

百日紅燃えることにもやや疲れ

王

一段

王

城

俗人俗居山門の外

石庭の石組みは無の境地なり

満開の花に埋もれし新団地
木の芽田楽子は頬に味噌
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〃葭ノノ王葭

城英王〃城〃英王〃英ノノ王ノノ

八伊勢・五十鈴吟社ｖ

歌仙﹃鰹耀る﹄
夕市や一万本の鰹耀る

野田翠楊捌

ナォ植物園動物園とうら鼻かに
なぞｌ︑遊びしっシ帰る子

歌舞伎帰りへ土産売る店

帽ひとつスクランブルの風に飛ぶ
あれ

妓待ちの車夫の法被は紺匂ふ
浜町河岸を浮かれどころに

すねられて腹立たしきも許す仲

平成四年五月二十五日首尾︵於・新高公民館︶

鉢巻きの板前が盛る塩柱
封に蕾と書かれたる文
花万朶造幣局の門開けて
草餅を買ふ人の列なす

ナゥ薄紅葉春日社の大修理
遊史会とてバスを連ねて

虫鳴く方へ黒猫の耳

見返ればわが影長き十三夜

青竹の香に流しそうめん

野田翠楊
高山孝子
筒井安子

ローカル線の窓に手を振る

リラ咲く日デートリッヒは召されける

風はらませて麻シャシの人
憎まれ口ともへらず口とも

婆の炊く豆飯もはや焦ぐるらん
楊

山岸れい子

い

い

村田治男
治
森北北向

″

楊
治

楊

中津秋野
孝
河村こ妄フ
″
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月高し今年限りの綱渡船
絵本どっさり持ちて孫来る

っ愛しみながら秋の声聞く
ゥ犬がふる露の雫をかぶりたる

手鏡出して胸の高なる

ひとまはり若き髪形ほれか︑と

七の学﹂

真珠育てる英虞の浦波

国境越えて結ばる恋ありて
月冴ゆる過疎の村々鹿の出て
寝酒を妻にとがめられっシ

や﹂士︽

国王の前にひれ伏す敵味方
天気予報はひさか︑に晴
古寺巡る一会の人と花の雨
夕闇近く駒鳥の鳴きつぐ

野安治孝野楊う孝い安治野楊孝うい安治

八東京・市ケ谷連句会ｖ

歌仙﹃梅雨晴﹂
梅雨晴や松の翠の深々と

二声たしか枝蛙鳴く

野口里井捌

宮下太郎
野口里井
山本朝子
岩崎泉渓

痩せぎすの友の旅立ち見送りて

写真の整理やっと片付き

床にかられる寄せ書きの軸

ナォ茶の薫りこもる小部屋に春深く

名ガイド偲ぶコインのコレクション

冷凍庫にてつくる氷塊

つい思ひ出すその頃のこと
兜虫くわがた虫と喧嘩・させ

水垢離の滝に打たる鼻気持ち良さ

急ぎの旅に渋滞の列

赤いドレスの似合ふ女なり
長々と人目の中でキスをして

宿の月木々に明るく昇りくる

阿部喜美子

合唱続くひめじよんの苑
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老の身にネオンうるさき十三夜

橋本多佳子

物売りの来る日暮ひととき

ナゥ赤蜻蛉群る鼻と見ればさっと消へ

夜の煮物何にせんかとただ迷ひ

里

朝

果は豆腐と浅葱の和へ

太

泉

名の知れぬ尾根の老樹も花盛り

眠れぬ夜長桂花酒をなめ
ゥ秋の暮工事現場のイラン人
ハートの刺青右腕にあり

手紙を結ぶ啄木の歌

太

多

こけしの里に立てる糸遊

恋知りし乙女はやたらはにかみて

新幹線とり残されし上野駅

里

秤鰄唾蓉孟朋一一什垂申雷︵於・白金喜美庵︶

天を仰ぎて吠えるライオン
凍てつけるものにもっとも月と星

朝

里

太

泉

一旦宮

小春日和に背伸びをする
箱根路は昔のホテルそのままに

ゴルフのハンデ相も変らず

空の碧に雲雀噌る

花吹雪党の領袖顔揃へ

里泉朝喜多里太朝喜多泉朝里太喜泉多朝

今泉字涯捌

古今
館泉

Ａ市川・市川俳譜教室その一Ｖ

歌仙﹃花野﹄
大観覧車まわる花野を吊上げて

少なからざる初鴨の声

三日月の空に回想録書かむ
いよいよっのる老の執念

小貝を拾う白砂青松

ナォ抑留の語り春灯かげ暗く

背中に派手な竜の刺青

なりわいのとどのつまりは女詐欺

巨悪の部下となり果てにけり

お十夜の数珠の真中に割り込んで

ホオホオわたる冬のかりがね

珈琲の点火の手先わなわなと

腕の白さの匂うばかりよ

どしゃぶりの雨のっのりし深情

思うてならぬ不倫の兆し
月落ちて坂に旗本屋敷跡
ちちろが歎き郡郵が鳴く

ようやくつくる孫の弁当

ナゥ渋取りの足腰とみに弱き母

放たれてとぶ風船の数

ペナントの緒戦に負けし日がつづき

一目散に仔馬駈けゆく

顔出してうしるの山も花の山

秤鰄垂︾十一朋十橲串霊︵文音︶

−6o−

町中を過ぎてマラソン海へ向き

祇園の稚児を肩に戴き

ウタ虹のかけらが未だ消えずあり

ながき口説も空事と知る

カッポレももつれ裳裾も風に揺れ

喪主に代りて長身の兄

鳶・からす水平飛行して去りぬ

賭け事に全財産を売りつくし

巴里の屋根の下に月冴ゆ
木の葉舞う露地裏に犬才みて

見通したたぬ保守の本流
一斉にふぶきて散れる花の屑

ちびりちびりと辛酒に雲丹

曹宇

曹宇曹宇曹宇曹宇曹宇曹宇曹宇曹宇人涯

宇曹宇曹宇曹宇曹宇曹宇曹宇曹宇曹〃宇

八市川・市川俳譜教室ｌその二Ｖ

歌仙﹁砂嗜小春﹄

石渡夢

伊藤孝

伊藤孝子捌

千鳥飛びたつエンジンの音
伊藤藪

今泉宇

砂噴小春サーフボードの積まれけり

道化時計の時ならぬ鐘

活発な園児の歌の聞え来て

牧野山石

ナォいたずらに小鳥の卵盗まれる

世紀末なる価値観の変．

受けつぎてガウディの夢延々と

巴里帰りの粋なスカーフ
近頃の女子高生はＤカップ

光源氏をそれなりの解浅野黍

伝統を守りつづけて轆轤蹴る

窓にゆれいる釣忍二基

甘酒の湯気のむこうに石畳

楓爽とばす左ハンドル

黄色ばかりの白粉が咲く

緩和ケア病棟の月誘い合い

誰が唄うか雨のブルース

ナゥ場所割を歩測で決める村祭
やらせと分る秘境レポート
星あまた在りても暗き船の底

浅鯏つぶやく竹の大策

それ限り母校の庭は花のころ

蓉鰄麺︾十一一胆一叩蕾︵於・市川俳譜教室︶
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ほつかりと鹿火屋に月を見つけたる

ウインクひとつ以心伝心

むすびの夜食腰にくくりし
ワ轟々たる機械の音のそぞろ寒
ゆきつけのバーのお内儀に見破られ

政治汚職はどこまで墜つる

念願の千日回峰行満行

うらみ一条この身薄れし
さやさやと湖岸に月の影凍てて

犬あとさきに帰る狩人

大江山みやげの酒の﹁鬼ころし﹂

尻つき出して席に割りこむ

前にひろがる耕しの丘

花の客招く道標塗り替えて

字をノノ彦夢宇孝彦〃宇夢宇孝ノノ彦涯八子

宇孝夢宇穗岩孝穂岩穂宇岩穂ノノ岩彦宇孝

天

ハ市川・市川俳譜教室ｌその三Ｖ

上谷昌憲捌

富塚上
樫本谷

歌仙﹃年明くる﹄
年明くる東京越しに茜富士

団地に韻く獅子舞の笛

ナォ古雛加えて話つぎつぎに

ＰＫＯに志願せしとか

椰子の陰和冠の墓の点々と

漁火いつか電球となり

巻き戻すテープの吃り雪夜にて

﹁知床旅情﹂は紅白の歌
終電に垣間見えたる涙顔

美女といえども哺乳動物
脚長く胸を豊かに腰くびれ

あわや殺されかけしとき覚め

新涼浄机船若心経

ゆったりと西へ傾く月の量

ナゥ黍を刈る水清らかな里に住み

杜国がすする粥の薄膜

本家に負けぬ干し物の数
窯変の茶碗家宝と伝え来し

光あふるる蜜蜂の貌

いずこより来し花びらか濡縁に

秤鰄壺︾一一恥二十一一一明雷︵於・一一一唖捕

繧誌亭︶
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崖の下すでに若草萌えいでて

卒業生が車座となる

高楼の庇おぼろに月懸り
猫を尋ねる貼紙を書く
ゥ考えのこんがらかって置く受話器

未婚の母はいやと泣き伏す
縁談のエアポケットも神の技
バブルはじけて泡盛を酌む

江戸川の闇破らるる大花火
忘れられたるお百度の石
月の
裏側の写真が手に入り
あぱた

痘痕を隠す衿のうそ寒
椋烏の群かしましき老檸
風林火山のドラマ始まる

駆け抜ける黒毛の駒に花の昼
水尾ひくごとく陽炎の立つ

泰田昌

昌田昌泰田昌泰田昌泰田昌泰田昌子志憲

田泰昌田昌泰田昌泰田昌泰田昌泰田昌泰

湯橋喜美捌

小牛石冨湯
田尾渡樫橋

佐

ハ市川・市川俳譜教室ｌその四Ｖ

歌仙﹃鯉幟り﹄
大杉にふるる寺領の鯉のぼり

どこまで続く黒蟻の列

為すことも為さず名入りの浴衣着て

ナォ春祭くるりと唐子音たてて

平和の鳩も時に公害

口あんぐりと日溜りの中
ＰＫＯ牛歩戦術空振りに

外反栂指の爪にマニキュア

絵に画いたような女にくどかれて

風鈴ゆるる茅の軒先

夏掛が残り心中未遂とか

啄木の歩きし町の石畳

整形外科へ赤き矢じるし
乗りまわす七半軽し昼の月
甚句聞えて明日は秋場所

ナゥ小波にさらさらさらと蜻蛉湧き

一点となり消ゆるジェット機
今日もまたきびし密輸の検問所

門外不出の関の孫六

漉きこんで和紙の生まるる花明り

焼蛤弁当開くグループ

秤鰄皿蓉極朋粁聿朋蕾︵於・俳譜教室︶
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億面もなく二度目の王手
頃合を見し焙じ茶に月昇り

天気予報は秋晴めの
由
ら

ゥすぐ決まる新涼の旅布良の海

血液型の
相性もよく
ちち

風呂に洗濯みんな自動化

知り尽くす乳房の黒子も背の疵も
今もなお地球のさけめ噴きやまず

アンモナイトの鮮やかな石
ふところに猫を抱いて寒の月

諄ありて︐熱燗を欲る

銀座の駅の髭の浮浪者

宝くじもしやもしやと買い続け

大重箱は味噌の田楽

ひとひらの誘いにゆるみ花吹雪

夫清夢泰喜

喜情夫夢清泰喜夫夢清喜泰夢恵子八子美

夫喜泰夢夫喜夢情夫夢清〃喜夢清泰夫泰

八市川・市川俳譜教室ｌその五Ｖ

歌仙﹃予備校生﹄
冬朝焼に肩を撫でられ予備校生

猪瀬六郎捌

ナォ遅き日に義憤の拳にぎり締め宇

今糾さねば千載の悔六

消すに消されぬ民衆の声て

金権のながれの元の見え初めて宇

奔放すぎる夏草の蔓呆

青空に見上ぐ飛行機雲のあとい

沢口てる子

うたかたとなりて湯の町痴話ひとつ六

今泉宇涯

寝不足の目に坪庭の窓まぶし六

秤鰄理蓉十座朋二拝砿串霊︵於・市川俳譜教室︶

点となるまで引鶴を追う六

信濃の国のそばを土産にい
練乱の花の下ゆく孤りなり宇

いつまでも脳裡を去らぬ道祖神宇

ナゥ秋暑し肩丸めゆく行商婦て

椋鳥の群風の間に間に六
別れを告ぐる辻の晩鐘六

日記のすみに飯うましと書く呆
すすき生う沼面に浮かぶ月の影い

べっとり濡れし羽毛の枕て

猪瀬六郎
鈴木いと
玉置美乃

凍てし手に持つ英文の辞書
公園の細き水路のさざれいて
砂場に残る真赤なシャベル

月の光ゲ廃屋照らす流人島

宇

″

一ハ

悲話も哀話もどんぐりの猿に
ゥ渋滞の釣瓶落しのジャンクソン

バックミラーにうつる戯れ事

て

美

膝頭ちらりと見せて乱れ髪

一途の愛に長き歳月

琴の音は宮城道雄の名調子

滝田呆助

い

″

″

″

い

蹟顕とゆく松風の中

くに

夏の月あまねく波涛整いて
夢のうつるに遠花火消ゆ

て

職退きて故里に求めしボランティア

鳩に餌をまく神殿の庭

一ハ

狛犬の台座をうめし夕さくら

改札口を春泥の靴
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八市川・市川俳譜教室ｌその六Ｖ

歌仙﹁師走鴉﹄
てらてらと師走鴉は川の上

枯野を走る特急列車

ふるさとの大きな荷物ぶら下げて

懐しき味つぎつぎ出ずる

古山春生捌

″

今泉宇涯
古山春生

紅葉の径をボランティアゆく

純

生

宇

″

椎名純子

見詰める瞳波うつ鼓動

月昇り満ち足りし身を照らし居り

ゥ外人と片言はなす秋の宿
とき

宇

大柿春野

″

聾唖となりてすでに十年
小林昭小

近ずきて渡す紙片に時刻を書き

干潟の上の円き残月

クーラーを入れてひとりの朝餉とる

″

野

小旅行異国言葉の賑やかに

ほつほっ始む教育談義

生

昭抽

昭小

胸元にクルスぶら下げ白き髪

宇

おぼろに高き城の鰄

ドアーの鍵をたしかめに来て

法悦の母を真中に花の昼

ナォ下馬とある烏居のあたり落椿玉置美

ロ国政情こんとんとして

最長老の脱税疑獄

人気あるポリショイバレー来日し

わが物顔にわたる鳶・鷹

冬雲のバブル経済いつ晴るる

長き上衣に超ミニスカート

飢餓救うチャリティーの件一決し

開店の札くたくたに貼る

待つ宵の胸の灯焦すシャンデリア

虫の音すだく草々の露

もてあます土蔵の上の今日の月

ポンポン蒸気海へ直行

ナゥ起きぬけの腹式呼吸さわやかな

銀色のベイプリッヂが目の前に

禁煙ガムのはりつくホーム
夢に見しポトマク川の花の宴
水面の雲に鯏掛のたわむる

秤鰄皿︾十垂躬十醍串首︵於・市川俳譜教室︶
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〃美宇乃

生宇美照宇美野美生野美野宇ノノ

ハ伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃船溜り﹄
石渡蒼水捌

中根明

石渡蒼

網を繕ふ春風の中

声太く奔る二月の船溜り

深沢幸三

中野和

中野貫

浪速ことばの人と同席

若駒の蹄は軽く行き過ぎて

宮沢次

日本列島色はなにいる水

ナォ花粉症またまたマスク買ひ足して介

床の間に置くレプリカの壷美

デノミよりけふの入れ歯が気にか参る介

冬五輪日の丸の旗翻翻と和

枯木の鴉なにぞ唖へて雪
雨に消えゆく相合の傘水

終電車降りて互ひに目で合図次

老らくのデートに決まるスポーツカー介

湯けむりあがる山里の宿美

村じゆうで家出を探す月あかり和

00−

句作の部屋に虫の音を聞く

稲刈り終へて落慶法会雪

ナゥ女坂千年杉の実を拾ふ〃

杣の汚れた腰の手拭次

ちかごろは涙線ゆるむ﹁君の名﹂に介

新宿の灯よいついつまでも美
魚跳ねてふた蛍び結ぶ花筏次

日曜の昼木の芽田楽美

︵於・伊東市社会教育センター︶

平成四年二月十六日首尾

／／

ふたりして月を眺める露天風呂

仲人口に乗った盃

ワエ事場の秋暑ひとシき嫁談義

飛脚業とて金に溺れる

化粧の娘なにを聞いてもうはのそら

皮切りに干支は何かと尋ねられ

猿といっしょに猿の学校
山小屋のざこ寝を照らす夏の月

一升瓶を提げた老漢

エリッィンに北方領土つき纒ひ

昔を今になすよしもがな
若者のこゑのはみ出す花見舟

蓬香強き餅をほぁばる

次美和水雪次和介次和水美男介子女美水

八伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃色烏﹄
色烏のこえ凛然と詩碑の丘
身じろぐ森の背ナに月代

石渡蒼水捌
石渡蒼
景山余
宮沢次
中根明

丹誠の秋草の展賑ひて
中野和

もだ

深沢幸ヨ

中野貢

こぼれし種子を拾ふ三つ四つ

ぐら

ナォ奥伊豆の谷間々々にちょっとこい雨

煙か雲か対ふ火の島水

病室の窓にへのへのもへじ書く和
さるとりいばら刺も名残りに美

億の金走る列島飛脚便次

青田の風に眠るみどり児和

抜き襟の人お酒注ぎ足す雨

枝豆の硬さを指でたしかめる雪

あすの予報は晴天を告げ雪

靴先で合図目線を引きつけて介

棟上げの弓矢にか参る望の月次
案山子はごろり納屋の片隅美

手甲脚絆すべて藍染美

ナゥ新米は﹁秋田小町﹂に﹁一目惚れ﹂次

傘を預けて雨乞ひの日々和

濃く淡く庵に点す歌仙の灯水

野末を遠く揚がる風船雨

観光のバスを連ねて花のみち雪

︵於・伊東市社会教育センター︶

平成四年九月二十日首尾
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噛み合はい話に黙す遠花火

将棋の駒をかへす滝殿

ゥ浜かげに赤錆の浮く神輿庫
デートを約しシャシに香水

三十年思ひ続けて共白髪
一六銀行けふはお休み
えみ

縄文の土偶の貌は謎の微笑

紙飛行機の舞ふエンデバー

戯らに石を蹴りっ蚤冬の月
夜半の底冷え膝疾きをり
取りたての野菜八十路の行商女

牧舎の仔馬昼を噺く

辻の地蔵に絶えぬお供物
花の旅自転車ツアー軽々と

和介美雪美介雨和水次介子介女美男雨水

ハ茨木・茨の会ｌその一Ｖ

ナォ舞殿へ放ち廊ゆく蝶の昼富

酔っ払いゴリラにぽかりなぐられて

坤吟の果８七の金夜

霧や茨木童子の大目玉
薗理恵

歌仙﹁茨木童子﹄

ロケ地に決る伊根の舟宿夜

凍て窓にふたつの影のかさなりぬ美

ぼた餅はやも売り切れる店
富澤弘
福島桂子

近松寿子捌

道しるべ長き虎杖横たえて
久保田夜虹

秋にて候さびしく候富

雪女かや抱けば消えなむ富

自然讃歌を気もはれやかに

奥村富久女

月高し阿修羅も夜叉もへだてなく弘
見附一昭︽

池上栄子
内田美子

栄

夜

︵於・奉拝耐睦誹鏥祉会館︶

平成五年三月二十一日首
平成五年四月二十九日尾

裳と赤古里が孕む芳春

﹁まあだだよ﹂とて貝寄風のなか茜
花チ
冷マ
をチ超
え一重八重咲き競う近松寿子
ヨゴリ

発禁書また文学とよみがえり弘

懐しきものあのところてん

ナゥサッカーの歓声を背にサンデッキ茜

特売合戦いまやたけなわ富

出払って鰯の残る猫の皿

江戸小紋衣桁にちらと紅の裏茜
かしら自慢のきやりひとふし弘

ビルの灯のつぎつぎ消えて望の月

高見一西

ペーヴメントにころぶ銀杏

情げに匂う頬の剃りあと

ゥあかとんぼ石工の肩の小ささよ
追いかけて姉さんかぶり庫裡の裏

氷壁に射す月蒼々と

弘

理

美

路上駐車に呼出しの札

ハイネの詩集そっと差しだす
森と沼フィンランドまで通う船
茶毘に付す若き命の惜しまれて

″

栄

茜

一邑

的中の予想屋が飲む缶ビール

母の愚痴聞く胎内の闇

うららに響く古き神鈴

淡墨の花くらがりを散りつづく
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八茨木・茨の会ｌその二Ｖ

うるほひの一歳なりし年の際
富澤弘
出来千恵

久保田夜虹

歌仙﹃うるほひの﹄

語らひ尽きず交はす熱燗

久保田夜虹捌

裏小路猫のゆるりと横切りて
恵

虹

宙心

弘

虹

弘

物干竿になにかひらひら
満月の池白くして関の守

高きに登り望郷の笛

ワどこまでも公孫樹散り敷く石畳

押すプッシュホン自問自答し

弘

知ってゐる言葉はひとつラ・ジュテーム

背徳の色鶏き珈琲

虹

吉心

弘

声心

浪々の旅際限もなく

二兎追ひて手負ひの果の垂れ尾つぼ

月涼し主失せたる其中庵
水無き川に半夏生伸ぶ

弘
恵

焼きあがる竹串の魚吹きさまし

後の声は上役に似る

弘

虹

西の丸その片隅の花つむじ
春課たたく選挙ポスター

ナォ湾岸の蕊蛇の大八まだ懲りず虹

内憂外患馬耳東風に恵

裏切られやつと世間が見えてきて弘

山の彼方にしあはせはなし虹
鉱泉のぶつぶつ沸る寒の宵恵

わづかに残る枯菊の鉢弘

鳥居の陰で倒錯の恋恵

独寝の気楽さたたり嫁きそびれ虹

悩み抜く心も決まり引くルージュ弘

丹精こめしままかりの鮨虹

波の遠音をしみじみと聴く虹
月待ちの窓にしばしの子守唄弘

はた

還暦の機市松に織る恵

ナゥ指の先すいと止まりし赤蜻蛉弘

まあだかい﹁摩阿陀会﹂映画は地下の虹の街虹

いつもの顔が眠る終電弘

岬の春に雲悠々と弘

見はるかす花山に満ち時止まる恵

平成四年十二月二十日首

平成五年四月十日尾

︵於・嘩跡布謡謝霊北毒韓院︶

※蛇の大八⁝⁝まむし草のこと
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八茨木・茨の会ｌその三Ｖ

歌仙﹃曉﹄
奥村富久女捌

富一理富月一理茜一茜月理富

曉して猫ふり向かす誕生日
ゆきっ戻りっ深みゆく冬
照女女恵

一月富理
久
茜

酒屋の灯家を遠くに押しやりて
子連れはなやぎ風呂帰りなる

起重機の腕高く伸び昼の月

真珠ぐもりに秋寒の湖

ナォヌーボゥのグラスを挙げる四月馬鹿茜

古女房がやはり気になり

手枕の夢占いは玉の輿月

濠の内なるプリンスの鯵茜

蜘蛛女握る手熱し格子・越し理

ながながっづく網走の塀富
縄のれん寒満月に著き影茜
とかく言う中焼芋屋過ぐ富

吾が道を﹁雷の子﹂と言われつつ理
籔ははずれてティッシュペーパー月

大矢数打っ反骨の髭月

天海は光秀だってほんとかな富

ナゥ絵馬堂を吹きぬけてゆく青葉風

風見鶏向く海の彼方に月
揚羽さ迷う昏れの町角富

火を捧ぐ自由の女神かすみける茜

誰彼と花の噂にうちつれて理
岬の果に顕っ畳気楼

平成四年十一月二十二日首

︵於・茨木市福祉文化会館︶

平成五年一月十七日尾
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〃

ゥ鴫猛る手描きの帯を結びかね

刃こころに秘めて連れ舞う

廃嘘を照らす夏の鎌月

歓声の中に整れてバラ一輪
カンボジア孤児ら群がる粥の鍋
プルーベレーを斜めにかぶり

修道女坂道いそぐ夕の鐘

紙飛行機のついと先行く
木曜の街に出て買う赤い靴
犬に追われて泣いた浅春
散る花に征きて帰らぬひと想う

遙かに光るあれも逃げ水

高見辻奥薗
見附
村

ハ茨木・茨の会その四Ｖ

歌仙﹃思ひのまま﹄

水郷や思ひのままに茂る葦

漬け菜の畑もとんと無くなり

ナォ槌を手に壬生念仏を真似てみる

後釜狙ふ愛弟子の数

検診の結果を聞きに女坂

切口上で壺振るあたし

眼に見得ぬ炎ちらちら大広間

ナゥ上さんが不意に昔のひょんなこと

硯洗ひてつづる自叙伝

摘みたての穂紫蘇たっぷり焼魚

部屋の合鍵手に握りしめ

横丁を大股でくる白耕

怨みごと聞かぬふりして京土産

遠く近くにともる蛍火

伊藤妙
林喜代子
小倉泰子
辻岡久子

藪をはんなり照らす三日月

ふと寄りし店にダリの絵かけられて

砂に残れる騏麟の足跡

妙
一旦宮

月光を遮るもののなき曠野

久

泰

九十にして今日の栄えあり

アトリエの窓へ日差しの降りそそぎ

秤雄皿篝十圭朋二什乍朋霊︵文音︶
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つぶやく声のいとど露けく

吊橋渡ればそこが鶴の湯

ゥ前をゆく秋の日傘のくるくると

宣巨

妙

茶柱たちし茶碗両手に

民放とかち合ふテレビ取材陣
また打ち上げる衛星ひとつ

泰

おとど

舞ふ飛天裳裾焦げしとうろたへて

いつになく長屋の花見畏まり

妙
壹冒

春の疾風をよける宮鳩

久
一三目

そしらぬ顔で大臣笙吹く

妙

身籠りし兆しをしかと寒の月

カピタンに注ぐ灘の熱燗

久

泰

石畳濡らして雨のしめやかに
いちど逢ひたい一つ目小僧

渦巻きて淵へ近づく花筏
小屋掛け急げ春蝉鳴くよ

久泰喜妙久泰喜妙久泰喜妙久泰喜妙久泰

八盛岡・岩手県連句協会ｖ

歌仙﹃雛﹂
菅原多っを捌
菅原多つを

北上の瀬音聴き居る雛かな
影を散らして山茱萸の花
佐藤ミョ子

小林文夫

一里塚まで続く細道

もの並めて陽炎う丘に佇みて
小山百合子

葉上啓子
小原啄葉
小林輝子

ナォ万愚節ホールインワン息を呑み文

ふいに鳴り出す昼のサイレンョ
新調の帽子を猿にとられし子合
バカチョンカメラの効果絶大啓

仲見世をおしくらまんじゅう進みゆく輝

炬燵の足がふれて赤らむ葉

終着の駅かけおちの始発駅を

強飯煮〆弁当に詰め巳
長寿保つに定期検診ョ

内外のワイン蒐集趣味として夫

月天心ゆれにゆれたる永田町合

竜胆のいる日々に深まる啓
ナゥ冬隣通勤の靴やや汚れ輝

屋根替済みし南部片富士巳

夫

皇太子妃のやはらかな笑み葉
長びける不況僅かに動きそめを

︵於・盛岡勤労福祉会館︶

昏れかぬる野に星を数へつョ

花びらをつらね少女の首飾り

平成四年二月二十三日首

平成四年三月十八日尾

ノー

月明り樅の大樹を残す町
やや寒などと交す挨拶
ゥ牛小舎に藁かけ醸す濁り酒

夫

を

茂木安比古

志和正巳

別れの刻を告ぐる鶏鳴

指でまさぐるアパートの鍵
小説のようには恋は進まない
証人は頭を下げて済ます気か

ヨ

啓

合口

甚平を着て世界一周

葉

制度よりまず心入れ替え
コイン投ぐ泉の底に月涼し
宝くじ売場の列に老いし祢宜

輝
巳

古

おいしい菓子はクチコミで売れ

城を背に急に燃えたつ花篝
子持の鮠が食べごろと友

−ラウー

八松山・宇宙連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃枝川﹄
枝川の奥の奥まで秋たけぬ
地にしむ如くすだく郡郵
くっきりと火の見櫓に月更けて

松永静雨捌

吉金︐日

松永静

大西素

永井政

杉浦朝

戒能多

ナォ東大の新歓コンパ夜もすがら西

医は仁術と言ふて貧しき香

おみやげに貰ひし軸を自慢して政

日焼けの顔を拭ふおしぼり多

サルビアが真っ赤に染める分離帯西

なにやら事の足らぬドライブ籟

宿帳に妻と書く字の手がふるへ土居栗

性懲りもなくつづく関係多

ガラスの壷に入れしフラワー山田久栄

糖尿に悪いタルトと知りながら静

芋炊き兼ねし民舞教室香

月の出を迎へる子等の輪になりて政

ノ』

シルバー族の集ふ会館

額あじさゐの紺の深さよ

鶴渡りくる釧路湿原西

ナゥ戸を開けて背筋伸ばせば爽やかに渡部晃女

熱燗を岬りてはずむ野球拳久
いつの間にやら激る絵心多

リフトを降りて手折るいたどり久

花吹雪五重の塔をかしげつつ政

平成四年十一月二十六日首

︵於・松山市一番町西女庵︶

平成四年十二月十三日尾

−吋つ−

よく売れるジュース桃缶缶ビール

ゥ絵馬堂に悲願の絵馬を奉納し

大月西

長戸弥

松末価Ⅳ

三晩続けて空を飛ぶ夢

生さぬ仲なれば殊更恋しくて
再婚と決め消えしストレス
フセインが又引き金となるやらん

歯の根も合はい程の厳寒
薄氷の月光ふみて帰りくる
かは

二重帳簿で課す税務署

看板は本格和牛肉料理

今日は着物で革の草履で
遠忌終へれば舞へる蝶々

前線にそひっっ旅の花を追ひ

政静香静籟政西多政静女喜子静子之水雨

八松山・宇宙連句会ｌその二Ｖ

松永静

歌仙﹃秋の航﹄

大西素

松永静雨捌

くっきり島を照らす十六夜

吉金白

杉浦朝

思ひ出の雲みな流れ秋の航

村長選の手珈足椥

むかご飯炊ける匂ひのほのぼのと
買ひ替へしルームクーラー調子よく

青野牧

渡部晃

過疎が進みて多き年寄り籟

ナォ屋根替へは檀家総出の大仕事多

手に汗握る野球放送大野恵

カルチャーの話題はいつもグローバル牧

じりじりと不倫をせまる夏館籟
ふくみ笑ひは誰れの移り香和

ヘリコプターで樹氷撮影西

うっかりと漏らせし秘密悔まれて香

岩陰に鑿たれし猪のうづくまり多

噴煙未だ予断許さじ政

長崎の鐘に震へる月細く西
うからやからの集ふ芋炊恵

ナゥ肌寒く政治改革遅々として和
テトラポットで遊ぶ子供ら政
進出は中止のままの埋立地静
さはさりながら税の高さよ多

花満ちて明日は明日はと思ひつつ政

平成四年十月三日首

引き行く鶴に夢を托さむ和

︵於・松山市一番町・西女庵︶

平成四年十月十七日尾
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冷酒のうまき名水の里

作務衣の裾を締め直す紐

長戸弥

ぐんぐんと自転車こいで彼を追ひ

井上和

ゥ諸国より蒐めし品を並べたて

はなしませんよ蛇にも鬼にも

戒能多

大月西

永井政

かりそめの指輪は薄き金鍍金

ＢＧＭの曲はゆるやか

松末竹

寒々と月が量きしスキー場

暖炉囲みて友と語らふ

﹁廃止論﹂よそに死刑を執行し

今日は変へたる散策の道
瞼りをあげて飛びし牛虻

めづらしき新種の花も咲きそめて

西多籟晃牧子喜女久女女香朝水静子之雨

八東京・ＮＨＫ文化センター青山ｌその一Ｖ

宇咲冬男

歌仙﹃曙れり﹄
暁を濡れ色にすや噂れり
平本三保子

宇咲冬男捌

ポプラの紫の吹かる坂道
西村敏子
天野正三
杉崎迪子

ふらここを海見ゆるまでこぎあげて

時を刻める砂時計あり

居待月ほのぼのといてひとりなる

一一一

宮脇美智子
敏

ナォ高牧に仔馬つぎつぎ生まれ出て敏

買手のつかぬ雨のせり市美

ベロベロに酔ってやけ酒また岬る迪

糖尿病で緊急入院正

降誕祭を祈りあかして敏

怨霊につきまとわれているような冬

雪しまく中を突き来るロシアの娘三

瞳流るる愛の電流迪

汐さし上る岸に釣舟正

仕手戦も射撃もうまき若社長美

亡き嬰を思う溢蚊の声三

カンテラが揺るれぱ月の光ゲも揺れ敏

清少納言の書きしことども正

ナゥぽつねんと千草を摘めるばかりなり美

お互いの級を気にせずお茶の会三

春の日永をまわす地球儀敏

︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶

平成四年四月二十日首
平成四年五月十八日尾

Jゾ

秋の匂える半切の軸

ゥ華やかにおくんちの列通り過ぐ

ばったり遇いて十年が消え

美

一陣の花舞いあげて電車来る冬

恋愛の方程式はむずかしい
デートを済ませハイさようなら

敏

賑わいそめる四谷界隈迪

丘なだらかに続く森影

迪

美

いつまでも指が忘れぬテレ・ナンバー

哀歓のこもりし鐘に夏の月

美

正

一一一

敏

隣家にもらう清水ひとおけ
郵便夫腰落ちつけて菓子つまむ

噂話に尾も鰭もつき

花婿の陰にかくれて花嫁御
二人静を見つめておりし

−7民一

八東京・ＮＨＫ文化センター青山ｌその二Ｖ

歌仙﹃ボンベイや﹄
宇咲冬男捌
宇咲冬︑

一河容

ボンベイや時差の落差の春落暉

故郷を杳く暖かき浜
宮下玲
川村一忌

草を焼く少年の背ナ匂うらん

黄や紫のＴシャツの彩
中川弘
中野稔

川田政

名犬駄犬はち合わせする稔

ナォ労働祭旗にぎやかに通り行き京

脚の骨折るだけで済む運のよさ冬

古賀さんついに金メダル取り弘
雪像展ずしりとありし凱旋門政
しばれし指に息吹きかけて容

はじめての試みなのと酒ふくみ京

研究室に椅子を寄せ合う政
人体図静脈青く壁に浮き玲

風になりきるコスモスの群れ政

ざわめきている野性の鶏寄京
石仏に無月の心間うてみん稔

ナゥ束髪をきりり乙女の秋袷玲
コンサート果て茶房賑わう容

原産地見当つかぬ果実類弘

久しく訪わぬ揺藍の里玲

花守は白寿の翁となりていし京

万象筒羅と八十八夜稔

︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶

平成四年四月二十日首
平成四年五月十八日尾
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打ち鳴らす太鼓に昇る望の月
爽凉の気の部屋に満ち満つ
ゥ錆鮎の思いもかけず届けられ

一筆菱に美しき仮名文字
自家用機駆って南へ逃避行
離れ小島に今日もうっっに
裂織に忘れ得ぬことたたみこみ

蚊遣線香くゆる縁側

月の出にかさりと竹の散れる音

六波羅あたり鬼の来る頃
外シ国で蜷川幸雄大当り

クリャピジョンの鮮やかなこと

母にも告げん弥生野の色

花に佇ち濡るるがほどの滝桜

容冬政冬弘代京稔玲容玲容子子子華子男

八小郡・小郡連句会ｖ

歌仙﹃錦帯橋﹄
錦帯橋三千本の花明り
遠山霞み光る擬宝珠
木の芽和匂ふ家郷に帰り来て
眼鏡かけずに端切れ縫ふ母

趣味職となる人混り月高し

河野玄
土屋実

ナォ捨てること大切兼好西行忌

マント朴下駄デカンショの頃

座右の銘を扁額となし
陸上の選手哲人めく一瞬

内乱の地に平和賞受く

寒薔薇特高といふ制ありき

アニメに托し若き日の夢

地球号今危機ぞホモサピエンス

添水こだます洛北の道

ブランドを着けて案山子も並べられ

うや
庚申さまの当と屋
引継ぐ

新酒評下戸もひとことありて月

得る喜びを知らぬ子供等

ナゥせりあげて無尽落してみたものの

アラーの神のみ心のまま

犬の舌兎の耳はラジエーター

﹁花の下連歌﹂の昔偲ばれて
鯏糾の尾とれてそよぐ苗代

秤鰄唾癖犯朋二斗払甲露︵文音︶
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夜長鳴り出すＦＡＸの付け
ゥそぞろ寒コニャックを掌にまろばせて

女難の相とマダム真顔で
流し目は安全牌と知った上

マサカリ兆治悔む一投
歓声の中を去り行く晴姿

雪溪少し残る青富士

仰ぐ月炎暑の街は喘ぐごと

軽鳧番は手持ち無沙汰に
禁漁の立札古りし城の趾
教科書にまた載りし提督

贋鳩と化し島は紫

白梅を挿頭し白馬の騎士奔る

郎麿郎麿郎麿郎麿郎麿郎麿郎麿郎麿郎麿

麿郎麿郎麿郎麿郎麿郎麿郎麿郎麿郎麿郎

八松山・小野連句会ｖ

歌仙﹃父一語﹄

団蘂に更け月は中天

父一語息子一語や秋の夜

渡部伸居捌

村上幸三

渡部伸

宇都宮柏

大野順

土日連休路地駈ける犬

河渡る風の窓より爽やかに
共稼ぎにはスーパーが便利とて

倉本坦

ナォゴールデンウィークなれば疲れ過ぎ戒能多喜

訪ふ人も無き寺に棲む鳩居

エンデバーには毛利先生葉
実験を重ね安堵の水を飲む石

冷えしメロンに舌鼓うっ順

汗濯ぎ竿に干されし紺作務衣香

お妾さんは瞳の青いひと多

片言に駅の名告げて孫来る葉

順

不惑にて命を懸けし不倫とか居

屋台の暖簾色も槌せたり

鍵閉めて家路を辿る居待月石

さんまの煙睨むのら猫香

ナゥ菊酒の酔ひもほんのり廻りきて多

老いの密けき過疎の明け暮れ葉

裏側は手入届かぬ草の畑石

どこからとなく響く鐘の音順

戸を開けて花ぬすびとを追ひとばし居

︵於・松山市小野公民館︶

伸びっ縮みつ遠足の列香

平成四年九月二十八日首
平成四年十月二十六日尾
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冷蔵庫内トレーばっかり
ゥ要らぬもの蠅蚊ごきぶり蛭に蛇

星占ひをふと信じたき

恋破れハワイ帰りの澄まし顔

忘れた頃に気付く妊娠

試食して買はない人と買ふ人と

上申書にていなす検察

月寒う政治欄など目を通し

昏れの雪道急ぐ雲水

近景の山の鉾杉鮮やかに

廣き眺めに沖の白波

邑の社に満てる噂り

花びらの軽やかに舞ふ退庁時

順香居石葉順香居石葉順香居石葉子香居

八松山・おぼろ連句会ｖ

ナォ暮れ残る揚雲雀聞く夕べなり

心のけじめつけてくつろぐ
枢守り﹁蘇州の夜﹂の曲送る

松尾芭蕉

ものも言はせずひしと抱きぬ

刻せまり締めてもゆるむ糯子の帯

外套の裾長めぞろりと

脇起歌仙﹁猫の恋﹂

野球追付き追ひ越せサッカー

鈴木春山洞

買ひ馴れし三番町でショール購ふ

猫の恋やむ時閨の朧月
長井南茶亭

鈴木春山洞捌

寝煙草を呑むうららかな人

水

芝

蓉鰄垂蓉唾亜一汁に申霊︵於・松山市・夢茶︶

霞む彼方に望む石鎚

切火を打ちし古妻を恋ひ
西行の花を慕へる歌を詠み

あこがれの玉門関へ砂漠ゆく

湖底に沈む父母の墓

ナゥ全村の挙りて祝ふ運動会

鬼灯口に含む娘よ

はんなりと月見えそめし祇園にて

き

生薬匂ふ老舗の構へ

魔性なる女は男惑はする

とき

屋根葺きの音頭とり民集まりて

幕末の龍馬辿りし雪の道
冷戦のあと新秩序未だ

楽
音手
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ちんちん電車走る海辺に
山肌に青き芥子咲く国へ旅

今井比呂夢

浅木巨牛
山本青芝
高橋乱水

洞

梶野浩楽

和食の味の機内食夏

何やら嬉し雨もあがりぬ

ゥ瀬戸の島島を真下に眠り覚め
待ってゐる風情に頬を染めて佇ち

太鼓台シンガポールの月を練り

牛

古手

濁り酒酌みホームシックに

芝

牛

田舎料理で流行る料亭

水

眼で合図してそっと抜け出し

春を惜しみて北に南に

金亀城天守高々獺祭忌

芦の芽に纒ふ花片ひらひらと

楽洞亭芝牛楽洞亭芝牛楽亭洞芝中楽亭洞

八神戸・海市の会ｌその一Ｖ

歌仙一初比叡﹄

ひる

雄
漠ノノ昌〃漠〃昌〃漠〃昌ノノ漠〃昌ノノ

ゑひや立ちくらむ天地の初比叡

恵方に声の透けるわらんべ
風は帆に帆は舟歌に光りゐて

春の蚤とるのどかなる午
王たりし代のっかのまの月おぼろ

ナォ吾妹子が厨に芽独活調へて
通ひの駅でまた見そめられ

こころばせ似せかまことか女文字

紙は手漉きのはがき一片

万緑を自転車漕ぎて教師たり

笑みも異邦のものの別荘

山火事のもとは平家の墓といふ

虎落笛もて過去語らしめ

愛しきは駄菓子ビー玉ブロマイド

セットのかげで紅たしかめる

袖快ほされて月の野のあやに
いかなる罪を問ふべき夜長
はり

鉤のないままじっと釣糸

ナゥ籠に盛りなほ毬栗の鎧ふなり

帯状高気圧に覆はれ

行末のことなどおもふ百にして

素足をほっとおろす若草

みどりごの指さす空の花吹雪

拝聴皿雲一一朋三仁串霊︵文音︶
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ソネット数多筐底に秘め
ゥ石畳古りしちまたの印象に

瓦の鬼の親いきうつし

夢二︑虹児の女人何色

柿るかひなやあだにたれ恋ふる

森のびっしりからみあふ枝

信条も思想もつひにゆき暮れて
くらふもの有りあまれるを毒茸

月の光にやがて変身

禁煙席のさはやかなカフェ

鳩吹ける少年探偵団いづこ

蛇口滴るごとし朝寝は

しめきってしまふにをしい花俟

鈴原
木田

漠

昌

昌〃漠〃昌ノノ漠〃昌ノノ漠〃昌〃漠〃昌漢

八神戸・海市の会Ｉその二Ｖ

歌仙﹃物の芽﹄
鈴木漠捌

ナォてのひらへ雛のあられの香を移し

失せたる記憶甦るとき

角笛や壷のある詩の懐しく

いるかとともに渡るわだつみ
彩りときらめきまとふ旅にして

雷鳴のあと夜会賑はふ

青薄そよぐあたりのみそか事
慕ふこころの嵩増すごとく

ォ物の芽に降りて優しき今朝の雨
鈴木漠
永田圭介
三木英治

落塊の城ありてよき江戸の図絵

門の柳も肩に触れつつ
圭

漠

忘我の彼方祭り唯子か

漠

英

ナゥ石蹴りにかごめかごめに日も暮れて

月に再起を誓ふもののふ
荒壁に秋思の丈を物語る
木犀のふと妖精めくを

や

ゥ湧き出でてあくまで水は情かりき

圭

丹頂鶴の息白く散り

しじみ汁都の月を友として

加朱校合のすすむ草稿

紅艶やかに濡らす唇

英

処女にもならず者にも舞へる雪

場面はやがて道行の段
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破れ浴衣灯影明るむ書斎なり

戯れにすまじき恋に捕へられ

漠
圭

箸とめて見る沖長閑なり

あめつちのはざま量して花霞む

秤鰄皿斡崔顕一印雷︵文音︶

ぽか

圭

英

漠

圭

英

漠

英

をとめ

ばつたの翅のきしみつつ飛び

夕月に塒ねぐらへ糧運ぶ
仕事一途を秋のうま酒

うるはしきものにひたすら背を向けて

枯葉とともに地下街へ入り

吹く
風も寂滅為楽僧寒し
とは
永遠に還れと海の声聴く

猫を笑へぬ春の睡たさ

訪ふ人の稀れに山家の花便り

英圭漠英圭漠英圭漠英圭漠英圭漠英圭漠

晴陽

春
山

八多度津・香川連句会ｖ

鈴
木

歌仙﹃七夕﹄
ささやかに七夕祭る小家かな

げる
ひ低き古廟
月のか
光漏

秋簾捲きあぐ腕ナ白からん
肩揚げとれし年のころなり

泳ぎ児の遊ぶ飛沫も裏の川

浴衣の衆の物見高なる

ゥ雲辺寺登り降りのケーブルに
ちらと掠めし彩のブラウス
あの時の指切りぬくみ忘られず
なりはひ

業ばかり念じ過しぬ

後始末バブル弾けしことの果テ

パスポートとり海外旅行へ
十字架をまさぐり冬の月仰ぐ

鮫の噂をまたぶり返し

思ひつくままジョギングをする

バルセロナ恭子ちやん取る金メダル

ずらりと立ってゐる葱の擬宝

ぎぽ

しきりなる落花の中を道遥す

四国に多き仏参りよ陽

ナォ瀬戸大橋春の嵐に揺るぎなく廣谷青石

かみ
その往
昔の西行法師詠みし歌洞
ホルトの枝の池に枝垂るる晴

くるくると鳰の浮巣のつくられて〃

麦桿帽の童べ群れゐる洞

夢を見る寝顔の笑みの美しく陽
遠き青春恋の一刻キ
石

どちらからともなく許し許し合ひ洞

さてウェデングマーチ鳴らさん香川浩

満月を拝む準備の整へる〃

碁敵を待ち飲む温め酒陽

ナゥ誕掛け掛け捨て地蔵芒原石
追憶賂駝シルクロードよ〃

﹁アフリカを覗く欠伸がしてみたい﹂浩

皿蓉秘朋十毛串率︵於・曜副鵡塵準零鋤︶

唄をうたへる摘草少女晴

﹁日露関係どうなってんの﹂陽
花そぞろ咲き乱れたる苑の西洞

秤
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植渡
松邊

洞陽晴陽洞晴陽洞晴陽洞晴陽洞峰行ノノ洞

八京都・かすみ会ｖ

歌仙﹃万両﹄

ナォ教はりて紙漉くすみれちりばめて

手製よろこびつづる恋文

うすものに早々着更へ横座り

注意引かんとチラリ流し目

痩身にひねもすつづけ画筆かな
隅田啓子
長江澄

国交回復歌の紫禁城

頼まれ描きし作が入選

箒目に散る雨の山茶花
西村すみ子

未だ訪はい異邦の山河夢にして

ゥ吊柿影をうつして納屋の壁

所を得たる萩薄咲く

啓

香

す

澄

あなたまかせの昨日今日なり

ナゥ羅漢像むきむきにしてすまし顔

集ひ来し幼馴染と新酒酌み
鹿ヶ谷南瓜煮られたる鍋

仲麿の見し月を仰ぎぬ

鯛買へば寿字の風呂敷ビニールに

絵にもなる紙と墨とは親しくて

啓

森島香代子

万両の朱ヶ林泉の石に向き

一筆書を友に送らん

競ふ駅伝脚長き彼

唾蓉廿一一一朋二十卜申雷︵文音︶

老避けがたく春を自在に
秤
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月出づと宴の座敷開けられて

ねぎらひのライスカレーに心こめ

やれ薬心電図など医者任せ
澄

す

立話嫁ぐ日迫り垣越しに

香
啓

す

二千年まで生きるつもりで
花苗木植え足されたる並木道

黒髪を娘のつややかに結ひ

阿部都

香

頭痛持ちとはつゆ知らざりき
手長猿月をとる絵の貼られゐて

栗を拾ひにかづら橋行く

都

澄

きんぎんの姥うららかな笑み

秋の虹くぐらんばかり車馳せ
身の上ぱなし老人ホームに
永らへて今年また会ふ花の彩

す澄啓都香す澄啓都香す澄啓都香す澄啓

八東予・風の巷ｖ

歌仙﹃新樹﹂
鈴木春山洞

鈴木春山洞捌

守口津夜子

町の娘へ贈る小包ミ澄

ナォ大漁旗なびかせ帰る鯖船夜

家計簿の赤字なかなか埋めがたく貴

つま

濡れ落葉ともなり果てし夫洞
うら藪に噺したてゐる夕雀澄

冷酒を岬る部屋の片隅貴

コキューとも不倫の噂梅雨寒く澄

夢の中女同志のからみあひ夜

白きカンナの舞へる夏蝶

山盛りの月見団子をつくりあげ澄

モナリザの微笑明るき新樹かな

藤村責美
池田澄子

収まりがたき胸血の騒ぎ洞

夜

洞

からんからんと鳴る板を曳き

洞

夜

ゥうそ寒く仏稗めく念仏寺

澄

茶店に入る足取り軽く

やはらかき掌を握りしめたる

洞

沖よりの潮の香りに盾びゐて

初恋の人のぬくもり忘れ得ず

澄

平成五年四月十九日首尾︵於・東予市桐瑠庵︶

理路つつみ雛納めする執筆

洛中も洛外も今花吹雪夜

準皇族となりしオーエル洞

テープ切る貴婦人号の山口線貴

隠し財産金の伸べ棒澄

ナゥ薬飲む癖もなほらず秋深し貴

孫に囲まれ虫に聞き惚れ洞

石童丸の説話継がるる洞

眼をあけしままキスを待ちゐし
気後れのせしがそつぼを向き別れ

夜

庭梢見上ぐる月の色を愛で

うしろ姿の小さくなりけり

皇自︿

神の旅明日に月の真蒼にて

澄

皐貝

散策の腰につけたる万歩計

夜

背中まるめて着ぶくれの婆
先き廻りする犬の駈けぬけ

皇員

洞

春を歌へる児等の合唱

天守閣花の城山そそりたち
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梅原千重子捌

富豊文か千峰
つ重

ハ金沢・金石公民館俳譜研究会Ｉその一Ｖ

歌仙﹃踏冑や﹄
踏青や一句を記する箸袋
池原森
井田

子等を遊ばす噂の中

陽はうらら幾度も道聞きもして

億ション並ぶ川添の街

ナォ雛の間を開ければ人形すまし顔豊

何はともあれ投句〆切り豊

パッとやろうぜ景気をつけてか
したたかにドル箱締める山の神千

障子透かせば雪吊りの庭文

那谷寺の石の白きに散る紅葉富

トランプの一人占いくりかえすか
かこつ

託けて出る彼との逢瀬千

産むなとて私一人で育てます富

心に泌みる教会の鐘豊
月あわくロダンの像は背を丸めか
加賀梨実る豊なる里千

ナゥ母のため菊の枕を作らんと文

脳死みとめる臓器の移植豊

論語読み論語知らずと諺にか

ひともと

座右の銘は初心忘るな文
一本の枝垂れざくらで足りる景千
香たいて待つ春の珍客富

秤鰄垂︾唾盟一汁申雷︵於・金石町本龍寺にて︶
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どこからか楽の音かすか月今宵

年の差あれど好みのタイプ

友より届く新酒うれしき
ゥおひろめの謡一番秋深し

北北東に風波高し

又ぞろに恋の鞘あてはじまれり

化かし狐に又化かされる

ドンなればぞく／︑出て来る隠し金

朱の鳥居くぐれば松に月涼し

竹躰几には自慢ぱなしも
ツアーにはパリーロンドンベルリンへ

夢が覚めれば仕事人間

花どきは華やかなりし兼六園

のどかに泳ぐ池の大鯉

玉八茜蓮梅江

富文豊富千文か富千豊文か子子子み子雲

八金沢・金石公民館俳譜研究会その二Ｖ

歌仙﹃明治雛﹂
松本苔花捌
松本垂口十化

増江羽仙子

長持ちに見つけた明治雛かざる

風船上る保育所の屋根
寺西喜代
番匠敏子

磯遊び走る児水も温むらん

合格万頭近所にくばる

羽

菫ロ

敏

一二口

羽

敏

喜

云口

敏

宣宮

羽

垂口

敏

宣自

築山を明るく照らす今日の月

窓の庇にのぞく渋柿

ゥ五位鷺の高く鳴きたり宮の秋

胸の膨らむうら若き巫子
夢に見る愛欲君をしたいおり

慈母観音に両手を合す

地下の茶房でモカのコーヒー

流行のモードを求め百番街
月涼し塾の帰りは足早やに
細き雨ふるアカシヤの道
沖合いに漁火見ゆる能登の海
地震におびえ夜もねられず
景気は降ちても花は咲きほこり
と

春の老舗に雪洞灯もす

背広新調し親に挨拶羽

ナォ卒業期のれん継ぐこと拒みたり長沢富美子

勤務先から復帰の催促敏

浮世とはままにならいを悔やみける苔

北陸に寒気近づき波高し喜

ハネムーン色めがねして人目さけ敏

鴨鍋囲み酒を酌む夜羽
極秘なる冒険的な旅に出る富
交通被害者女盛りで喜

カップル色々空港のロビー苔

大寺の薑に月の冴々と富
秋の七草茶室に活けし羽

ナゥ鈴虫に三毛猫耳をそば立てる敏

夫婦の議論政治改革喜
自民党景気対策十七兆羽
円高おどる日本経済苔
兼六園に亀の声聞く富

壷︾唾朋仁叶串壼︵於・増江邸茶室︶

尊像は桜吹雪の中に立つ喜
秤
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八日立・かびれ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁竹落葉﹄

餌を返へす森の郭公

水におく影のひそかに竹落葉

一服のお薄に心通ふらん

小松崎爽青

引地冬樹
上田渓水
田川節代

飯泉葉子

渓

寒︑

古酒人肌へ温む頃合ひ

香ばしきまで墨の色良き
月晄と魚拓の平目泳ぎ出て
ゥ爽かに重役の椅子射とめたる

新井佳津子

西幾多

渓

佳

山田冨士子

林乃婦子
羽場桂子

佳

冬一

伊藤延子

冬﹃

ゴルフボールが高々と飛ぶ

小唄より女師匠に深惚れし
さりげなく置く鼈甲の櫛
いつの間にかかる不如意を見られたる

女房の髭の濃ゆきこのごろ
ぽつかりと月が覗きし露天風呂

心に叶ふ陽炎のホ句

もてなされたる甘き猿酒
養老の滝の紅葉も盛りにて
尻こそぱゆく受ける年金
花蒔上座といふに招ぜられ

石田栄子

幾

折鶴晄と宙へはばたく

葉

爽

ナォ入学の愛らしき顔並びゐて

戯れに触れし唇まくれなゐ
結城紬がよく似合ふなる

冬﹃

冬﹃

三代の暖簾をしかと護り．ぬき

栄

人差指で叩くワープロ

新任の教師に子等がまつはりて

小出民子

桂

匁︑

幾

佳

渓

楽﹃

言田

島穏やかに馨るオリーブ

鍵いらぬ暮しにいつか馴れてをり

煤け給へる恵比寿大黒

月夜さの狸嗽子に浮かれ出て

ほろと零れし萩の下露

ナゥふっくらと煮えし小芋が届きたる

御所人形の目許かはゆき

佳

パレードに幼き吾子も駆出され

手を離れたる赤い風船

松岡綾子

爽

花の雲園遊会はたけなはに

平成四年一月十日首尾︵文音︶

六十年の夢叶ふ春
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八日立・かびれ連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃色鯉﹄
色鯉のゆらげる水のおぼろかな
灯にこぼれたる辛夷ひとひら
春もやや絵付のこけし並びゐて

背戸の牧場に牛が啼くなり
裾さはさはと露踏んでゆく

厚化粧して齢をかくせる

ワ地芝居に人足らぬとて駆り出され
ほど

小松崎爽冑捌

渓

佳

しんこ

白鳥となるバレイ教室爽

ナォのどやかに樛粉細工が出来されて渓

願望の留学叶ふうれしさに中村奈美子

人に隠れてそっと紅引く葉

抱かれし夢の醒めたる切なさを山田冨士子

平成四年四月五日首尾︵於・俳句文学館︶

師弟の肩に舞へる双蝶冬

靖国の盛りの花をふり仰ぎ葉

水仕の母の白いエプロン佳

万の目にのぞかれてゐる隠れんぼ渓

なんじやもんじやは樟の大木爽

ナゥ毛見衆の四五人畦に吹かれをり田川節代

筑波嶺うつす芋の葉の露冬

月光を浴びて刃こぼれしたる太刀渓

参院補選またも敗れぬ芳

道端のお地蔵様に手を合はせ佳

す

松ヶ根にそっと鼻緒を挿げ直し渓

波が消しゅくいとし君の名冬

上田渓水

奈良へ一里の脚を曳ずる豊田美代子

小松崎爽青
新井佳津子

引地冬樹
石田栄子
飯泉葉子
渡辺芳子
福田安子
小出民子

柘榴酒を一人酌みをる月夜ざし

糯子帯の解けかかりしたわいなさ

爽

栄

ポケットベルが急に鳴り出す
商談の鼻毛読まるるあへなけれ

渓
民

北方領土つひに還へらぬ

満月へ鋏をかざす蟹の群
風の意のまま摩く穂芒

栄

冬︑

づら
浜町河岸に残る葛つ籠
屋

爽

あばら家の婆が馳走の衣被
花の影重ねゆらげる明るさを

嵯峨念仏の鉦ひびくなり
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八日立・かびれ連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃百日紅﹂
眼鏡拭く朝をあえかに百日紅

遠き森よりひびく筒烏

ナォひもといて源氏絵巻の春の夢

沖行く舟は模糊とけぶれる

待ちあぐむオランダ坂に日が落ちて

何のかんのとふるさとはよし

一に株二に土地三に親の脛

泪出るほど杏酸つばき

ビードロ吹きし口紅のあと
逢へばまた募る思ひの未練酒

新井佳津子

鹿火屋を洩るる杣の炊煙

校長の歌はやされてクラス会
東海林太郎はにこりともせず
劇曉と月下の笛のひびくらん

引地冬樹
上田渓水
冬︑

渓

冬︑

佳

遊び疲れて背に眠る子

ナゥ峯渡る雁竿となり鍵となり

喫泉の俄かに昏れし夕どころ

耳裏を吹く風の白さよ
桜守幾世棲み古る花蔭に

平成四年四月十二日首尾︵文音︶

八霞立っ大和国原
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雲の上へ吊橋渡る人見えて
青竹ゆさと担ぎ来るなり
美酒の匂ひほのかな月夜ざし

秋草活けし信楽の壷

佳

渓

ワ張り替へて地紋浮き立つ新障子

電話の妻の声のはなやか

渓

香水はシャネル五番ときめてをり

紺の法被に惚れし因果ょ
盤台の魚跳ねをる小商ひ

佳

冬﹃

九尺二間の生活身につく

渓

冬︑

股火鉢してつける二の裏

波しぶく猪牙より仰ぐ寒の月

佳

渓

冬︑

佳

忠治見栄切る村の地芝居

道祖神おほどかな笑み淀べたる

築地に来ては光る子雀

花一片何処より来し昼さがり

渓佳冬渓佳冬渓佳冬渓佳冬渓佳冬渓佳冬

八日立・かぴれ連句会その四Ｖ

脇起独吟歌仙﹃木鴨﹄

童が釣りしでかい春鮒
大竹多可志

小松崎爽青

″

たぶたぶと木鴨に水のぬるみけり

菜の花の道ゆく旅に誘はれて
伊豆の山々晴れわたりたる
″

ぶらりぶらりと軒の瓢箪

″

″

満月に盛りあがりたるクラス会
ゥ裾回にも色濃き紅葉さがりもし

″

″

忘れられない黒き瞳よ

″
″

朝ごとの犬の散歩にことよせて

付文いつか山と積まれる

″
″

″

さらさらと流れやまざる風と水
乗り継いで来しとほつおやの地

″

海原に仰ぐ月こそ涼しけれ

耳に久しき蝉の声なり

″

″

″

人の情のわかる年頃

禁煙の誓はすぐに崩るらん

・″

托鉢の僧をつつめる花吹雪
鐘もおぼろの京洛をゆく

古き港に停泊の船

ナォ菊苗の土の匂ひを懐しみ

今宵は紅を濃ゆくひくなり

母郷より届く手紙は分厚くて

腕組みし影が重なるクリスマス

最終バスに乗り遅れたる

緊急の書類が出社待ってをり
舌もつるほど直ての酷しき

犬の仔を飼って呉れよとせがまれて

盤面睨み岬く碁敵

凸凹の場末の月を仰ぐより
ははが栗飯思ひ出される

ナゥ色烏の動きに嬰の眸が光り

出稼の夫何時帰るらん

新居の畳匂ひほのぼの

湯の中に伸ばす手足のすんなりと

霞たなびく吾が母の山

はらからの花の宴に甘く酔ひ

平成四年六月二十三日首尾
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八日立・かびれ連句会ｌその五Ｖ

小松崎爽青

歌仙﹁羽抜鶏﹄

伊香和子
黒澤朝子
鈴木美代

西幾多捌

地を掻き叱られてをる羽抜鶏

智

片野八重子

つち

桃葉湯にはしやぐ子供等
判読の煤けし額は家訓にて
玄関までの長き砂利みち
月今宵水琴窟に聞き惚るる
龍謄ひそと濃き色に咲く

ナォ四月馬鹿まんまとかかる口惜しさよ朝

風にはづれの宝籔舞ふ和

約束の電話一日待たせたる美

地酒をあふり駅ビルのバー智
肩を抱き思ひ出の曲口ずさむ朝

香水ほのと残るハンカチ八

寛斎の大きな袖の涼しさよ智

磨き艶出す店の格子戸幾
大原女の柴売る声が過りゆく八
小流れなれど清き門川智
蒸した藷を旅に山盛り美

望月に髪ひかる子のあいらしき朝

ナゥ遠くより時折間こゅ烏威〃
又も汚職のニュース流るる和

滑川美智子

ゥ秋風に訪ねあてたる道後の湯

朝
和

和

宇宙にて手足が浮けるをかしさに〃

ひと伝てに知る君は人妻
灰皿に煙草ねぢ込み立ちあがり

智

朝

八

美

智

平成四年九月十七日首尾

︵於・日立・多賀公民館︶

下駄をならして帰る長閑さ〃

矢を放つからくり人形花の山車智

旅に買うたる鈴のお守朝

発車のベルの響く寒さよ

締切の迫る原稿捗らず

海原遠く浮ぶ船影

届けられたる新酒一樽

月の出に翁の謡朗々と

護符享けし頭上をすいと赤蜻蛉

和

美

・″

ブラスバンドが陽炎うてをり

竹の葉擦れに池のさざなみ
城山の万朶の花にうかれゆく
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八日立・かびれ連句会ｌその六Ｖ

歌仙﹃葛嵐﹄
畑拓く鍬の火花や葛嵐
月白ほのと匂ふ山の端

昔語りに夜の更けるなり

手すさびの猪口に新酒を酌みわけて

分教場は生徒七人

ゅくりなく仏法僧が興を添へ

小松崎爽青捌
小松崎爽青

ナォのどかなる三保の浦曲のさざれ波渓

金メダル上げゑまふ美少女渓

写楽顔して英会話する高烏三津子
通関の手続き長い行列に石田栄子

ふるさとに待つらん人の想はれて佳
紅引く指が震ふをかしさ飯泉葉子

いつよりか止りしままの掛時計木崎節子

新井佳津子

引地冬樹
上田渓水

よろけ出て雄鶏関を吹いてをり佳

山家を守る老いの一徹民
幣ゆさゆさと運ぶ神主渓

高千穂の峯煙々と月上げて〃

平成四年十月四日首尾︵於・俳句文学館︶

喜寿の師を囲む万朶の花の下佳
句碑おほらかに差せる春の日渓

さやかに見ゆる富士の全容民

大根引く畑ひろびろと展け来て渓

ナゥ世を捨てむ思ひに秋も蟇るるらん爽
ただひたすらに流れゆく雲豊田美代子

ひよんの実拾ふ旅のつれづれ大竹多可志

小出民子
渡辺芳子
佳

冬﹃

ワープロを打つ指の白さよ

ゥ就職の列車見送る紺耕
故もなくさしぐむ時のあるならむ

爽
渓

たまづさ

思ひの丈を言へぬ玉章

田川節代

渓

佳

福田安子

冬︑

佳

冬︑

渓

落着かぬ足許猫に見透かされ

台詞おぼえの悪き老優

十六夜の月に財布を淘られたる

そぞろ身に入む加茂の河風
棹となり鉤となる雁窓に見て

心しづまる般若心経

千年を咲きつぐ花のくれなゐに

春風そよと吹ける序の舞
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八小松・兜の会ｖ

歌仙﹁爽籟﹄
爽籟をモーツァルトと聴く寝覚かな

秋茄子二つ浮かぶ味噌汁
月今宵電話の奥の高ぶりて
喧嘩シ早いは親譲りなり
雪囲い濡れしままなる男傘

ナォ春怨の刻を落ちゆく砂時計子

産毛の光る吾子は眠りし純

ヴェルテルの悩みなんかと君は言う郎

候爵サロンにてプチ・プール與
旅便り出してふたりの仲戻る巴
少し痩せたね背なにまわす手與

清水一與捌
清水一函︿

オートバイしっかり槌る能登青野巴

山下七志郎

郎

子

子

︵於・石川県小松市宗純宅︶

平成四年九月二十日首尾

入学式に掲ぐ日の丸子

花の雨献体名乗りし老左翼郎

犬にいばりさせて口笛巴

純

自販機にぜんざい探す華ジャンパー郎

パノラマカメラ並ぶファミリー

ナゥ分譲地一区画ごと草もみじ子

前掛け広げ毬栗を受け與

散髪をすませ月亭訪ねゆく巴

清流を下る笹舟後やさき純

喪服の真珠あれは蛍子
夜なべ忙し畳屋の肘郎

伊勢宗純
松下京子

林秀巴
純

囲︿

ゥ猫目石少し気取ってクラス会

子

郎

不惑祝に配る寒餅

グラスに写る面影を呑む

過去と現在をも分かつ夏月
炎熱の巨大迷路に立ち尽くし

巴

巴

亜︿

白拍子舞のひと差したおやかに

南無三宝と沈む公達

神は何処よ︵ルカンの民

純
與

純

商い成ってたぎる釣釜

いま

飛行雲斜交いに街横切って

山からの土産に名水貰いうけ

古歌にゆかしき啼くは貌烏

箔を打つ紅殻格子花明かり
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八伊那・からむし庵連句会ｖ

歌仙﹃秋簾﹄
十日の月は雲に隠れぬ

濡れてゆく人を透かせて秋簾
芋の葉の玉ころがする風立ちて
白磁にそそぐ濃ゆきコーヒー
今日もまた池の周りの猫を追ひ
背にくっきりとハイレグの跡
ゥ反戦のデモのしんがり間伸びして

靖国神社宙に浮きたり

時の流れ人の流れと仰ぐ空
誰を待つやらロングヘアの娘は

宮脇昌三捌
平出つる子

竹入弘
倉沢友子
平島嘉子
る

戸田恵美子

る

嘉

一暴

宮脇日日三

友

宙心

辻占ひの灯影ゆらめく

弘

ほのかにもシャネル五番を匂はせて

三日月の刃先するどく雪の峯
夜行バスにて出稼ぎに発つ

友

白冒

宙心

″

嘉

都塵下の鴉とともに住みなれて

蝶二羽越えゆく大寺の屋根
花見船花に埋もるる豪気さよ

太古を偲ぶ雪解増水

﹂士手
駒泊ヶ
岳に登りし匂ひ持て来て恵

ナォ押しかけの女房ならず句座に入る山口良子

芦丈師のうつし絵やさし微笑みて金子恭子

今日もゆるゆる遊びゐる鳶昌
栓抜きの鈴鳴る仲居の単衣帯る

子らを呼び寄すサーカスジンタ嘉

さが

夕暮は人待ちわぶる性われは友
耳から頬へ触れてふるへて良

判決甘き収賄事件嘉

金ゆゑに切れる縁とは思はれど恭

衰へる視力に名残の月冴えて恵

からむし庵をわたる初雁る

あけぴ
ナゥ紫の
木通ゆたけく卓飾り昌
捨てがたきもの短冊の反故恭

目を閉ぢて見える世界を拡げゆく良

竹の子飯に添へる一献る

エンデバー水に花びら泳がせて〃

平成四年八月二十二日首

︵於・伊那市からむし庵︶

草萌え初めし地球美はし昌

平成四年十月十日尾
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八横濱・歌留蓑連句會その壹ｖ

歌仙﹃大船の﹄

再掲衝突事故の多き秋濤

中將湯を母が煎ずる

ナォ高速の車街にかはる繪看板

白き炎か水芭蕉の群

戸隠の鬼女傳説を語りつぎ

渡邊佐加江

池田佳
阿部美也
大島紫摩
角野恭子

七人の小人の帽子月の夜

遺言の書き方まなぶ秋深み

散切で牛鍋つシく御維新
龍馬の本の寶行の良き

リュック頁ひはや雑踏の人となり

天下泰卒三次會まで

金子鳴陣
今村茂

テレビがうつす宇宙空間

塵品同收山となる秋

ゥ原子艫をやめたる國に鰯雲

野にどくか︑し茸はびこる

先づなはのれん肩でくずりぬ

有明の月かたぶきいビル谷間

摩

ガンジス河に身を清めけり

ナゥ足が地に着かいまシなる修行僧

大船の汽笛響けり椎落葉
浴衣に染まる緑蔭の風

夕べ廣場へつどふ若者

子

佳

雛人形は嶽の想ひ出

晩婚の嫁入道具もてあます

團地の窟に燕來る朝

花滿ちてまだコバルトの空の有り

一九九二年五月中溝首尾︵齢・横濱︶

−Q員変ジ

ところてん辛子醤油がきシすぎて

篤き斬りに耳環ゆらめく

腕組めば髪が匂ふよ熊まつり

子

江
佳

奈落の底へそ蚤ぐ花びら

摩

テント小屋空中ブランコ眞盛り

利かぬ仔馬は責りに出される

あらかたに壬生念佛の鉦の音

陣

摩

茂

也

駈落の果仰ぐ月かげ

好き嫌ひはっきりしてる末娘

衝突事故の多き秋濤

密漁の鮭は川邊に打ちはねて

執
筆摩陣江茂摩佳也佳子摩佳也茂佳子也茂陣

八横濱・歌留蓑連句會ｌその試ｖ

歌仙﹃夏雲や﹄

鯉悠目と泳ぐ白南風

夏雲やその勢を欲らんとす
慌てずふさぐへうたんの口

池田佳
角野恭子
新井世津
松島鏡湖
味村喜和
松島香都
大島紫摩
阿部美也
今村茂

ナォ晴れか︑とボオイフレンド腕を組み

再掲三人姉妹の裾爽やかに

若き時代はとく過ぎゆくを

食べ飽かずこっそりとのる禮重計

カメラ放列國會議員

白魚住むまで澄めよ大川

東京は日食あたらしき風が吹く

もち草摘は婆の樂しみ

競艇にカレッヂソング鳴りやまず

月を友ゆったりひたる湯治宿
大文字の火あかノ︑と燃え

エスカレエタア交すあいさつ

新涼に上ル下ルの京の町

惜しまれて散りゆく花にならまほし
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吊橋に合はせる歩調あやふくて

名月を濁り眺めて息を呑む
本のかげより蟠捧のこゑ
ゥつぎノ︑に殺人事件霧の中
旦那の髭が動くぴくりと
いとし娘の嫁入衣裳かけしま畠

子

摩

摩

象使上持つ鞭のしなやか

玉の輿とて捨てし初懲

餘光を頼む餘世いくばく

ナイル河渡る地平に夕日落ち

ナゥだ式これるこどもに母はうろたへて

遠山にどんと鐘なる東慶寺

湖

日暮を急ぐ角の豆腐屋
町内の子供集めて寒稽古

微笑ミうかぶ佐保姫の詩タ

一九九二年七月下群首尾︵齢・鎌倉︶

也

子

佳
茂

投げても立てる起上り小法師

選畢戦復も次鮎で涙のみ
白洲の庭に仰ぐ十六夜

湖

三人姉妹の裾爽やかに

風に舞ふ紅葉にしのぶ花吹雪

筆都佳子摩都津摩子津佳子和佳津湖都津子

執

八川甲川内連句会ｖ

小倉静

歌仙﹃蝶の息﹄

池川媚

小倉静波捌

峡の棚田に咲きしげんげん

蝶の息翅美しく拡げけり
池川水

ひょっこりと友訪ね来し声

草餅の色つやつやと搗き上げて
宮内竹

鶏の水車の日がな一日水

ナォ坂駈ける仔馬霞なびかせて仙

あちらこちらへ貼る按摩膏波

値の下がる山の手入れも組付き合ひ谷

着ぶくれてゲートボールに打ち興じ仙

畑境に茶の花の咲く水

国会は審議忘れて紛争し谷

あやかり結婚予約満杯静
老いらくの恋もかれこれ嗽されて仙
寺の和尚が卵もてくる水

お呼ばれの月見の宴の賑やかに谷

海の彩した丸き秋鯖波
ナゥ長き夜を戦の話繰返し仙
夢の中まで叫ぶ大声水
捨猫の肥え太りたる五六匹谷
国際都市も赤字財政静
春の潮路に画く航跡水

源太てふ花の盛りの峠二里仙

平成四年十二月十日首尾︵於・川内中央公民館︶
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お天守の蔓を照らす望の月
路地の木犀香の溢れゐる

思ひ込んだら命がけなり

ゥパフォーマンス踊る阿呆の阿波踊り

馴れ染めは海外飛機の合席で

大仰山な兵器売る市

今の子はファミコンゲーム貸借し

嫌なことみな呑んで忘れる

月明り夜釣の海の黒々と

櫟林に兜虫採り

俳額を奉納したる氏の宮
うまいうまいと名水を売る

長々と湖畔の道の花万朶

春を惜しみて家族旅行へ

水谷仙水谷静仙水谷静仙水谷仙波穂谷波

八浦和・義仲寺婦人連句会ｖ

歌仙﹃雨ながら﹄

八木荘一

吉田光鯖

割跡琿鮮捌

白酒あつく島ふたつ見ゆ

光

中島好江

微

中村香菫
吉江和香
塚本稲子
永山宏子
石井美雪
在間甫子

藤井佐和女

高橋微代

雨ながら青をくだける春の海
家苞のあした葉の種蒔いてみむ

池の水浴ぶ烏の羽音

月光に硝子の壷は万華鏡
子が持ち帰るコスモスの束
ゥセーラー服夜学の生徒誘ひ合ひ

肩にもたれて本音間かさる
歎くのは今夜だけにする失恋
マイコンの音ピピピピピイ
足の裏押して病気が治ったと
何よりも好きなスニーカー

佐

敦煙の仏跡めぐる夏の月

大きなシャボテン旱の砂に

香

宏

和

迂回標野天の風呂に道遠し

稲

婆の店から蓬餅買ふ

橋を渡りてえらべるこけし
吉と出るトランプ占ひ花の宿

開けゴマにて子へ開ける門美

ナォ紙飛行機かげろふの中飛ばすなり甫

名を知らぬ国の集へるアルベール・ピル好

全方位さす千手観音微
木枯に立候補のビラ吹きちぎれ佐
若責がまく節分の豆光

二人ともよく似合ひたる黒紋付和

血液型で決めるお相手香

身ごもりて親が早めし結婚式美
届けられたる紅白はんぺん稲
同じ月みてゐてほめる長電話宏

新米銘柄いろいろありて甫

横向きに画く愛犬のシロ好

光

ナゥ秋の空園児の一人走らざる微

日本語上手青き瞳の佐

筆太にパート募集の美容院香

︵於・三田勤労福祉会館︶

おぼろの中に写真飾れる和

花の舞としよりは皆無口なり

平成四年二月十三日首尾
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八横浜・義仲寺横浜戸塚連句会ｖ

歌仙﹃初富士﹄
初富士や紅さしてくる梢なり

八木荘一捌
石井︷ロ

八木荘

宮原正

光岡沢

恵方を流る低き川音

春の夕暮湯を湧かしゐる

函

新調の服親も子供も虎

ナォ山車凝らす博多どんたく楽しみに枝

一弦琴の音のひろがり

飛行雲長く引かるる深い空魚

金さん銀さん日向ぼこする樹

功成って名も遂ぐ赤いちやんノ︑こ魚

見合ひことはる言葉を探す虎

口あけて集まってくる池の鯉

ＣＭの怒った時がいい女亭

一升瓶を持ってまとめる虎

月仰ぎ土地買ふ話出できたり枝

家賃二十五万円秋風の家魚

ナゥ溜息をつけば鳴き出す法師蝉樹

あぶな絵の束どこへ隠すか亭

新蔵に杜氏四五人誕生す子
浪曲うたふ犬もまじりて虎

母からの最も遅き花だより魚

︵於・横浜女性フォーラム︶

祝ひに作る木目込みの雛子

平成五年一月十日首尾
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芹摘みのかがめる背に声かけて

／、

曲

斎藤一屯

海野金

自●

月光に乱礁崩れ帰る烏
汝来年生れかはるか

諏訪の夕立白樺たたく

ワ振返り雑木林に人を待つ
ためらひ
走り寄るには小さき濤曙
六年の思ひを告げる笑ひ顔
んけんろく
毒け々
録も絶版といふ

夏休み今日を限りの湖を見て

吊屋根の影荘々と昇る月
風にひれ伏す秋の百草
塩で操む茄子の紺色手を染める

サザンオールの歌声ひびく

堤防の工事進みて花吹雪

ころあひに煮る浅鯏弁当

川

亭虎子魚樹ノノ亭魚枝子樹一魚亭子枝一樹

八堺・きさらぎ連句会ｖ

歌仙﹃湖の雨の﹄
湖の雨の青田に暮れて牛洗う

衆判
島居三一目

正

池原圭子
小池正博
石若直子

色冴え返る道の紫陽花

電話の前のスケジュール表

大久保孟美

スケッチに出かける子らを見送って

萩と芒は昔のままに

山田美智子

来てみれば記憶の月と重ならず
ゥほろ酔いの寿司折りさげて虫しぐれ

直
直

姉と妹黙って座る

神の前集団結婚する決意
古本屋に見し恋敵の書

美

旅仕度する冬の薄雲

田中馨

久次米真理子

墨すりて真白の紙に向かい居る

古家秀美

圭

雪折れの枝に鋭き月さして
子の寝顔愛ず企業戦士よ
美談もいつかネタが割れてる

秀

馨

子皿

昨夜見て今朝は忘るる花便り

美

サミットの北方領土高くつき

壬生狂言の無言の視線

ナォ懐手剣客が行く春の宵馨

何の因果でこんなことまで直

結ばれて歩む二人に紙吹雪坂清子

あなたの為に嘘もつきます馨

安土の城に野心をこめて正

ぎらぎらの陽に照らされて迷い烏圭

力瘤見せ息子を諭す真

ボクサーが役者になって甦る馨

ガラス戸叩き逃げる妖怪馨

雨もりのしみをにらんで泣き寝入り圭

コスモスの丘こえてゆくバス真

つるし柿われる軒下月の影圭

ナゥ子供等と稲刈り終えて土堤光る清

素顔のままで踊っていたい馨
新聞の社説を読めと老教師直

平成四年七月九日首尾︵於・奈良・ちづる︶

集めたもののノートに埋もれ真
花咲けば花散ればとて浮世過ぎ三
たどり着きたる浄瑠璃寺の春秀
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八松山・錦心会その一Ｖ

半歌仙﹁我流体操﹄

小春日や我流体操二三分
落葉の裏にうごめける虫
友あてに出したる手紙戻り来て

渡部伸居捌

渡部伸居
藤田節子
三澤和子
菊野晄子
荻山幸子
土居りつ子

曽我部登志子

書斎に籠り読書ワープロ
名月へ机を置ける盛り団子

萱の野原に雀しづまる

居

ゥ園児等の芋掘り梢々に飽きし頃

節

披露宴にてあばく馴れそめ
詩の意味を都合良きやう解釈し

和
幸

晄

未だ地雷の残る中東

り

痴呆の人に話し合はせる
足跡の刻まれてゐる夏の月
登山の宿に洋酒いろいろ

節

公園に坊ちやん列車展示され

無器用に男は魚を焼いてをり
後始末する身にもなってょ

和
晄

居

士心

人去りし筵に遅き花散りて

飼ひ鶯の喉も閾けたる

︵於・松山市久米公民館︶

平成四年一月二十一日首尾
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﹃俄参道﹄

八 松 山 ・錦
錦心
心会ｌその二Ｖ

松山椿祭

半歌仙

三好郁子
藤田節子

衆判

東風の露店に匂ふ烏賊焼
曽我部登志子

裏道の俄参道梅ふふむ
蝶々が飛びたつ辺り黄色くて

童の酒落た帽子ちらつき
月の出を犬に見せむと抱き上ぐる

郁

三澤和子
荻山幸子

節

土居りつ子

菊野晄子

愛の言葉は旅の宿より

いが栗活けし床の間の壷
ワ英会話夫に習へる秋の夜
雨の中約束の場へいそいそと

士心

和

聖火の燃ゆるアルベールビル
メイドインジャパンの土産買ひ帰り

幸

慣れぬ仕事に時ばかり過ぎ

幸

和

士心

節

郁

政治倫理は何処へ捨てたの

日焼顔葉巻くゆらす窓の月

入道雲に祖父の悌

つむじ風花の盛りを消し去りし

郁

瀬戸の海鮫騒動に西東

墨絵描ける峡の春森

平成四年三月十六日首尾︵於・松山久米公民館︶
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八東京・草茎その一Ｖ

ナォ噂りの一際高き奥の院

幼な馴染と登る石段

テレビが映す暴動の街

歌仙冨石燕﹄

聖樹に雪のつもる夕暮

肩抱けばポケットベルが鳴り初め

宇田零雨

傍らに耳立てている秋田犬

宇田零雨捌

鈴木つとむ

冴ゆる日は異国に学ぶ子を偲び

岩燕蔵王の風を愉しむか
真日にまぶしき峡の残雪

さざ波のたつ山の湖

茂みの奥に逃げしこそ泥
峰雲の崩れこの世は膣く

益田きみ江
″

野を焼ける煙はるかにたなびきて

心豊かに口ずさむ唄

″

龍神も今宵の月を賞でつらん

福

加藤えう子

古田悦子
稲垣治子

佳

悦

山尾糸江

治

悦

″

佳

シえ

福

つ

糸

仁杉とよ

みよりなき身をひっそりと生き
縫いぐるみつくる内職たのしみに

糸

″

春を惜みて交わす盃

秤鰄皿蓉銅朋拝地串壼︵於・草茎社︶

一

田坂八重子

踊の笛の遠くながれて
東浦佳子
清水福子
児玉俊子

浅鯏汐吹く足元の桶

ナゥひもとくは西行歌集秋灯下

庵主は昔吉原のひと

福

古郷は花盛りなる頃とかや

月光のこぽるる径に萩みだれ
身にしみて聞くこおろぎの声
ゥいささかの新酒供えて鬼貫忌

閑かに暮るる松過ぎの宿

き

佳

寒紅を薄く刷きしも悩ましく
骨折の右手ようやく癒えそめて

岸本花子
佳
八

八

・つ

佳

朝の太鼓が響く神苑

窓辺によりて海を眺める
夏潮にただよう如き月の影
山椒味噌つけ喰くる鴫焼
片雲に旅の心をゆさぶられ
句碑ひっそりと陽炎の中

幾世経ししだれ桜のたおやかに
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八東京・草茎ｌその二Ｖ

歌仙﹃推飼へぱ﹄

きらりと光る遠き残雪

錐飼へぱ山恋ふ羽をしば打ちぬ
卒園の児等愛らしくリラ咲いて

声をかぎりの高き歌声

夕空にうす紙のごと月浮かび

ふと匂ひくる秋汐の香よ
シ退院の窓開け放ちさはやかに

少し変へんと思ふ髪型

水

ふと思ひ出す遭難の友

ナォ連峰は夢みるごとく霞みをり

と

夫

″

胸にある形見となりしペンダント

鰭酒酌みし新婚の宿

宇田零雨捌

夫

靖

国後島に上る歓声

都

小林三代子

鈴木佳子

道

水

都

″

靖

と

ぴいぴいと軒にひしめく燕の子

都

蓉鰄皿蓉姻朋什池串霊︵於・草茎社︶

大蔓万朶の花に浮びいで
峡にかかれる淡き初虹

噌り高き三門の径

ふらふらと出てきた犬にまつはられ

古き碑文を苦労して読む

ナゥ足利の里をつんざく鴫の声

風にゆらげる新蕎麦の旗

立て付けわるき庫裡の入口
菊の香の溢れてゐたる月今宵

小錦の負けつづく夏場所

冬霧を裂きて汽笛の鳴りひびき
佐野とし子

宇田零雨

食堂のテレビの前の人だかり

″

小川廣男
木村筧水
高原牧子
宇田都子
廣田節子

磯直道
渡辺ハツヱ

きっぱりと浮気な夫を見限りて

凍れる朝も行商に出る

日笠靖子

霜枯れの道にひょっこりキタキッネ

妖しく光る神の湖

永雄もりえ
靖

″

河童どち涼しき月にうかれつつ

蓮の巻葉で岬る焼酎

水野治夫

八

節

道

借金のかたに母屋を手放して

家紋すりへる庭の灯籠

一陣の風に舞ひくる花吹雪

若駒かける広き牧場
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八東京・草茎その一一一Ｖ

歌仙﹃若鮎﹄

虫歯ちくちく痛みだしたる

ナォあたたかく四方にひびこう卒業歌

いつもより濃くつけし口紅

お見合の時間刻々迫りきて

思い出深き分校の径

すかんぽを噛めば遠き日匂い来て

残雪光る故里の山

田村登喜子

宇田都子
高安辻子

宮永ふみ子

田坂八重子

宇田零雨
西尾みゐ

ナゥ東京の夜空あざやか雁渡り

皇居の杜を照らす月影

ジングルベルが街にあふれる
大臣の警護きびしくかためられ

スーパーを出づれば小雪舞いはじめ

一向に去る気配なき居候
自転車で行く買物がすき

宇田零雨捌

湧き立つようにすだく虫の音

河合澄江

夏祭とて遠き笛の音

冷房をきかせし部屋で干すビール

ゥ後烏羽院しのびて隠岐の秋深く

八

若鮎やたばしる水はさみどりに

文字読みがたき古き碑

登

念願の入学式は花の下

百噂りの中に佇む

秤鰔醒奪廻朋什哉甲霊︵於・草茎社︶

105−

ぐんぐんと芒をわけて昇る月

いつも優しき長男の嫁

小林三代子

残業終えて畷る新蕎麦
沖縄の返還されて二十年
涙こらえて飛ばす風船

亡き妻の悌そっと胸に抱き

岸本花子
ふ

松葉牡丹が庭に一面

紙屑を貼りつけしごと昼の月

鈴木佳子

ケーキ焼く香り漂う子供の日

懸巣烏に鳴かれ渡る吊橋

澄

佳

ふ

澄

耳をすませば遠き汐騒

秋遍路流るる雲を追いながら

お玉杓子の育つ古池

ほっほっと開きそめたる奥の花

長
浜

喜
代

ゐ三登八三都三澄都澄都三澄子登三ノノ都

八東京・草茎ｌその四Ｖ

歌仙﹃穴子釣るや﹄

ときをり渡る風の涼しく

穴子釣るや星屑こぼれくる潮に

一輪差しに咲ける白菊

建て増して住み心地よき草の庵
月今宵あるじもうけもねんごろに

宇田零雨捌
宇田幸苓

磯直

壁に貼りたる魚拓おもしろ

ナォ民宿の味のやや濃き木の芽和

世界を廻る豪華客船

癒え遅きギプスの足のもどかしく

子供の日とて賑やかな部屋

テーブルに紅薔薇があり白薔薇も

桃青忌にはかかはりもなし

ファミコンのメロディ高く鳴り渡り

旅愁といふも覚めてはかなき

初冬の川にまたがる鉄の橋

船宿で出す黙の天ぷら

木犀の匂ひに揺るる月の影

ナゥ雨洩りのしみ黒々と秋深く
思ひつめては酔ひ痴れてをり

いつまでも失ひし恋うじうじと

雲に入る烏じっと見送る
満身に花浴びしまま卒業日

希望に充ちてうららかな顔

秤鰄皿蓉結朋二汁一一一串雷︵文音︶
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古酒と新酒をのみくらべたる

麿舞ひ初むる紺青の空

ゥ華やかに慢幕張りし灘五郷

めでたさは日本晴の松の内
和綴じの本の読みずらき文字

虫干の日和となりて気忙しく

病葉はらと散れる濡縁

気がつけばほのかにありし月明り

婚約成りていとも爽やか
二人して萩の下道手をつなぎ

思ひ出の道故里の道

霞の中にしげき噂り

打ちつれて鞍馬の山の花供養

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﹃鹿の声﹄
磯直道捌
宇田零雨

恋の別れをいやす人妻

ナォかくれ湯は昔のままに懐かしく

バーのソファーのややにかたかり

ネクタイにそっとはさみし置手紙

尊厳死安楽死などささやかれ
床を滑りて割るるアンプル

夕立雲は峰に近づき

首振ってことりと止まる扇風機

実験の不馴れな助手のとまどひに

鹿の声春日の杜をふるはしぬ
木部八千代

磯直道
高須節子

枝にかかれる淡き夕月

ふっくらと炊き上がりたる栗御飯

望郷の想ひは深く月今宵

とっぷり暮れて浮かぶ校塔

草庵の灯のほのと明るく

松田千佐代

児玉俊子

ナゥ虫を追ふ父子の影の重なりて
補助輪つけしニューの自転車

芒の穂波金色に濡れ

駄々これて泣いた鴉の笑ひ顔

−Io7−

読みかけの本を開きて心足り

っとよぎりたる万緑の風

道
節

八

ゥ川沿ひの夏行の宿のひっそりと

千

おぼろおぼろの中の湖

藩主の墓地へ続く竹林

中年男いやな眼差

いくばくの花の命をいとほしみ

楓爽とバスを降り来るガイド嬢

俊

秤鰄唾奪計朋十秬串諾︵文音︶

都踊りも近きこの頃

道
八

看板の酒場横丁ふるぼけて
ジングルベルを有線で聴き
古書新書どっさり積んで冬籠

千

節
俊

深閑とせし庭の一隅
鶴亀の池に大鯉悠々と

釣釜揺れて母と在る幸

道

八

故里は万朶の花に匂ひたち
霞こめたるまなかひの山

俊千節八道俊千節八道俊千節八道俊千節

八東京・草茎ｌその六Ｖ

脇起歌仙﹃星屑こぼれ﹄

穴子釣るや星屑こぼれくる潮に

闇より生るる風の涼しき
秒針の音のみ高く響きいて

磯直道捌
宇田零雨

磯直道
高原牧子
小川廣男
石橋未どり

妹尾延

ナォ篠笛を吹けば舂光朱に染まり

雲の去来に偲ぶ来し方

移動劇団雨にたたられ

小社の壁に貼られし千社札

消えてはともり蛍飛び交ひ

ひばり逝き昭和は遠くなり果てて

スキャンダラスな校長の恋

老婦人香水がやや強すぎし

コスモスの揺れて怪しき物の影
ふと途切れたるしげき虫の音

野分来の報次々と望の月
万巻の書を山と積み上げ

遊覧船の遠く霞める

小林三代子

小川悠子
水野治夫
妹尾昭

花吹雪手のひらで受け走る子ら

固きレモンの鮮やかな色

いささかのいさかいありて拭く眼鏡

秤鰄唾蓉伝朋十ユ甲霊︵於・住友クラブ︶
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お伽の国を出でしパレード
幻の馬車につきゆく三日の月
芙蓉あえかに影を落とせる
ワ小坊主が盗み酒するそぞろ寒

﹁愛染かつら﹂口ずさみつつ

道

ナゥいつまでも治らぬ風邪のうらめしく

割引きのきく老楽の旅たのし

夫

ちよろとのぞきし鼠一匹
里帰りして懐かしき母の味
背にやわらかき小春日の光ゲ

ふらここ漕げる午後の公園

未

仮心

昭

牧

延

布団干す目に白々と昼の月
カーテン揺るる新婚の家
ディンスクの妻は美人のキャスターで

高層ピルの窓はキラキラ
不忍池に花片浮かびいて
残れる鴨の群れて眠れる

延悠牧昭男夫未道牧男延三未昭悠夫道男

八松山・草茎松山支部その一Ｖ

歌仙﹃秋
け長て﹄
寺岡情雨捌

お地蔵様の顔もほころぶ

ナォ陶を焼く煙長閖に棚引けば

八頭身を連れて山の湯吉岡雪

比類なき腕を自慢のカメラマン山田久

師走の街の黄昏の中吉金白

退職の金で毛皮を買ひ与へ大西素

十余年ジョギングコース変りなく

秋長けてもの皆黒き影纒ふ

老の侍みのどぶろくの壺

野原初子

情

ナゥ久に訪ふ産土神の坂胸を突き

風爽やかに渡る藪騒

改修成りし堀の石垣

競輪の外れ車券が飛んで来る

千

天窓を洩れたる月の皓々と

寺岡情雨
武知千代

虫の声する柴折戸の内
山脈を鎮めて望の月青く
膝を正して透かす名刀
森田はな江

杉浦朝子

電子装置でドアを開閉
ワ五億円賄賂罰金二十萬

雲を払ひてたてる島山
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富田きみえ

三代を守りし母家も建て替へて

あがる魚は小物ばっかり

朝

合格の知らせ嬉しく花満ちて

日傘を杖に持ち替へもする
一の蝉鳴きいっせいに蝉時雨
き

千

幼な馴染と冬ざれの道

千

マスクした目は口よりも訴へる
成るやうになれと自然に振舞へば

秤鰄麺篝十畦朋一汁叩霊︵於・東雲公民館︶

籠いつぱいの栄螺蛤
情
朝

レースカーテン揺れる病室
月光ゲの斜めに折れし金魚鉢

ＰＫＯの派兵決定

千

情

江

初

亡き父母の年忌早目に繰り上げて

関趾をめぐり連れ歩く蝶

独り佗しく出稼の旅
次々に観を返す花の峡

情久素き千朝久白雪き久情水之洞栄千朝

八松山・草茎松山支部ｌその二Ｖ

歌仙﹃若みどり﹄

折り折り啼ける鶯の声

春昼や絵皿に溶かす若みどり

戦を知らぬ今の青年

つくし野に佇てば倖せ溢れ来て
まんまるくひとりぼっちのお月さま

寺岡情雨捌
寺岡情
戒能多
武知千

ナォ遠山に残りの雪の輝きて

人疑はず生くる生涯

﹁ちぢみ三文字﹂の莞いかめし

一遍を伊予俳諾の祖と仰ぎ

炬燵の中で仲直りする

隙間風吹いて夫婦の無言劇

拾った券で当てる大穴

小うるさきうからやからを煙にまき

初汐しるき鳴き砂の浜

失業の憂さ忘れむと家を出て

あづき洗ひの幽かなる音

満月の夜はＵＦＯが飛ぶと言ふ

ナゥねころんで漫画本読む日曜日

不意のお客に冷しそうめん
夕映の中にくっきり虹かかり

時計台ある丘の学舎

匂ひ立つ花のトンネル潜り抜け

一輪車押す陽炎の道

秤鰄壺舜皿朋二十五甲雷︵於・花もめん︶
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地酒ひきたつ柚子味噌の味
ゥ政界のボスの威信もうそ寒く

バブルはじけて続く倒産
からうじて結納無事に納まれど

破談となりて聞きし五月雨

住吉のお田植祭近づきて
郷土料理の並ぶお座敷

木枯に飛ばされさうな冬の月

狼鳴けば猫が震へる

ストレスが原因となる病ひとか

都会暮らしに馴れぬ出稼ぎ

湯祈祷修す長閑なる里

帽とりて万朶の花に寄りかかり

情多千多情〃千多情千多情千多情代喜雨

￨青千多情千多情千多情千多情千多情千多

八東京・くのいち連句会その一Ｖ

歌仙﹁うなぎ焼く﹄
暉峻桐雨捌

桐

暉峻桐雨
矢島眸
内山司花
伊藤紫苑
仙波鶴女
烏沢霞
吉田吉女

うなぎ焼く団扇に父のにじり書き

ゥ赤とんぼ流れのように流れゆく

島の宿巡行船はきょうも来ず
わがもの顔に駆ける野性馬

月白に子等の歌声遠ざかる
とりどりに摘む土手の秋草

司

眸

︑泥岩つ

薑がたってもたくましき腰

ナォ待ちかねて春の筍掘っている

別れられない売れぬマンション

それぞれの名刺を貼って新所帯

隅田の夜に賭ける花火師

けさもまた厚い雨雲晴れやらず

象がはみだす孫のスケッチ

湯上りはいつもひとりで缶ビール

パレードの音が近づく昼さがり

念願かなう﹁つばさ﹂開通

きりたんぽ鳥海山に月かかる

百里の芒道いく筋ぞ

だな

ナゥ買い占めた茸の荷籠ゆすりあげ

女ながらも仕切る商い

ピル街のはざまに小さき呉服店
どしや降り過ぎてもどる人波

外堀をひとまわりする花盛り
田を打ち返す鍬のせわしき

秤鰄皿等錺朋卦伝朋雷︵文音︶

−1 1 1−

蚊遣りをたいて縁台将棋

ふと立ちどまり髪なおしてる

ゲートボールで結ばれた恋

霞

鶴

紫

彼の待つレストランまであと二分

開発の果はありけり酸性雨
日がないちにち紙漉きの音
燗酒でねぎらう窓に月さして

士ロ

桐

ぴく

ねぐらに帰る烏ひと群れ

久しぶりずしりと重い魚籠かつぎ

司

眸

紫

角のそば屋に寄り道をせん

開山堂のゆらぐかげろう

よみがえる古木の花を尋ねきて

桐吉霞鶴紫司眸桐吉霞鶴紫司眸桐吉霞鶴

八東京・くのいち連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹁花野﹄
雁ゆくかたに浮ぶ昼月

この辺花野でしたとキャディー言う
かど

ひとにまかせぬ糠漬の桶

ことし米婆も門まで出迎えて
こもり

木守の柿をねらう子どもら

暉峻桐雨捌

ナォおもたせの草餅あまさず平らげる

柱時計がゆっくりと鳴り

庭の隅お稲荷さんの水錆びて

共働きの嫁の明け暮れ

別々のデートたのしむクリスマス

氷雨に濡れた髪ふいてやる

物売りの声橋渡りゆき

地下室のパブのキャンドルほの暗く

休耕田の多いこの町

分譲の貼紙風にはたはたと

バイクで通う浅草の店

弁当つめる手元うららか

秤鰔皿蓉拉朋十才串霊︵文音︶
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ふかふかの蒲団で猫が背のびする

籠で届いた大ぶりの鱸

月今宵どぶろくの出来ふれ回る

紫

ようやっと包丁研げる腕となり

桐

暉峻桐雨
伊藤紫苑
仙波鶴女
内山司花
鳥沢霞
吉田吉女
矢島眸

もみ消しはきかぬあの夜のかくし撮り

鶴

ゥ吹き飛んだ洗濯物を追いかけて
いつのまにやら立ったバザール

夫婦は他人とわり切っている

司

ナゥ近道は秋の七くさとりどりに

バルセロナ終っていまだ帰国せず

霞
眸

井戸の水さえはや温みきて
町内にぽつりぽつりと花便り

山盛りにしてキャビア・フォアグラ

またひとしきり油蝉なく

桐

圭口

きのうきょう綿飴はやく売り仕舞い

鶴

紫

タ立の過ぎた河原に三日の月

アラーたたえる群のしたたか

司

知らぬまに隣のござで花見酒

残りすぐなき春惜しむ宵

紫桐吉霞司鶴紫眸桐吉霞司鶴紫桐眸吉霞

八松山・興聖寺連句会Ｉその一Ｖ

ナォうっかりと乗りし列車に春たけて政

忘れられたる縞の風呂敷香
故郷は見渡す限り雪の中晃

イタリア製の石のテーブル晃

歌仙﹁河幅﹄

尾がくるり仮装の豚のカーニバル西

餅搗く父の声の野太さ西
新築の家は五寸の榧柱籟

近藤品山

松永静雨

松永静雨捌

河幅をせばめて山火猛るなり
かかはりもなく畑を打つ影

一点の隈なき月のかうかうと

ひときは高く澄める松虫西

風立ちて雲間を走る月疾く籟

やつれ果てたる初恋の人平田恭子

良妻も賢母も肩が凝るばかり多

安香水がやけに気になる香

ナゥことことと鴨で煮込みし芋煮会杉山よしえ

年寄りばかり集ふ菩提寺晃

選挙区の定数是正通過して多

運の悪かと万の悪さよ静
晶子の歌集開く長閑さ西

散る花に昔の夢を追ふとなく恭

平成四年十一月二十八日首

︵於・松山市一番町西女庵︶

平成四年十二月十二日尾

画

友と連れだつ文学の道

草餅の緑の色もやはらかく
渡部晃女
岡本眸
戒能多喜
永井政子
長戸弥香
大月西女

着のみ着のまま眠りこけたる

スポーツカーに積みし穂芒
ゥ秋場所の外人力士調子よき

多

アラビアの夫がひょっこり帰り来て

籟

品山

不倫などとは笑止千万

多

愛と性それは別だと押し通し

ナースコールに休み返上

香

西

心して綴りし文をポストまで

晃

籟

香

青信号が黄に変はりたる

なほぐいぐいと岬る熱燗

花に酔ひ酒に人出に酔ひしひれ

西

月冴えて探す財布の見つからず

湖へ向って狂ふ蝶々

−1 11

八松山・興聖寺連句会ｌその二Ｖ

松永静雨

歌仙﹃石鎚﹂
石鎚の威にぬかづくやいぼむしり
近藤亘宙

松永静雨捌

こんこんとわき澄める水音
父と子がカメラを向けし望の月
ポットの中のココア注ぎ分け

何となく話とぎれて外は雪
毛糸の帽子やっと仕上る

英語ばかりの孫よりの文

ゥ百年も黒船ショック尾を引きて

籟

亘雷

渡部晃女
大月西女
岡本眸
永井政子
松末竹籟
長戸弥香
戒能多喜

パトカーが追突事故を引き起こし

西

晶眉役者を夢に現に

お見合いの相手がどうも気に入らず

どのボックスも電話する人

香

西

静

夏の月故郷の方に昇りそめ

籟

政

多

横断歩道渡る野良犬

金と銀との鞍は涼しき
当選の余韻味はふ庁舎前

ゲートボールも長閑なりける

山頭火立っていさうな花の宮

ナォ春風に誘れつつ運河沿ひ晃

背にずっしりと重き弁当西

訪中の﹁お言葉﹂を聞く孤児もゐて籟

古日記など読み返しつつ香

ほんわかと使ひ捨てなる懐炉良き西

藤筵延べ午睡愉しむ晃

チャリティーショウはいつも満員多
リュウマチの膝が気になる戻り梅雨政

バイオで作るしめじ椎茸政

宝くじ当たりて買ひし自家用機香

ラブソング唄へば月の匂ふらむ多
ひたと寄せ合ふやや寒ムの肌香
ナゥ五十日五十日目の逢瀬なる西
このごろはやる逆引きの辞書晃

諸国を巡る墨染めの袖多

殊更に捕鯨禁止を主張して静

花満ちて干す大杯の有難き晃

平成四年十一月二十八日首

葺き替へ終へし髭の棟梁西

︵於・松山市一番町西女庵︶

平成四年十二月十二日尾
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八郡山・郡山連句会ｖ

依田きよの

半歌仙﹃端渓﹂

大和田悠紀

大和田悠紀捌

触角やさしきりぎりすの絵

和知とみ子

佐藤春
中西瞭
大槻芳野

端渓の目を見せらるる良夜かな

絶える間もなし車行き交ふ

晴れ渡る紅葉の錦湖染めて

母と歩巾に末枯の径

終日を風花遊ぶ四シ手垣

瞭

の

堀越ふみ子

転職を労ふ為のレストラン
恋しき彼の肩を抱きしめ
涙ぐみ土偶の面画く独り旅

と

野

剥落続く重代の倉

ゥ正装の列を吸ひ込み記念式

ピエロの鼻を小雨なぶりて

瞭

春

紀

の

ふ

春

紀

皓々と玉兎チャペルの塔浮かす

飢餓すさまじき南方アジア

烏渡る疵なし鐘は音忘れ

スーパーマンは正義の味方

花万朶眠気を覚ます鬼瓦

春の色濃き山々の髪

平成四年十月十三日首尾︵於・大和田宅︶
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ハ愛媛・小松連句研究会ｖ

脇起歌仙﹃玉あられ﹄
鈴木春山洞捌

松尾芭蕉
鈴木春山洞

いざ子ども走りありかむ玉あられ

犬も縫るる外套の裾
宮武つれみ

石丸信義

洞

十亀まさ彦

外廻りなる畦歩みけり

洞れ池の底の水面に山映えて

ひきいた綱をひき捨てにする

折からの田番の小屋の月仰ぐ

つ

義

ゥ名物に﹁まりこ﹂の宿クのとろろ汁

赤前垂れが席をつめさせ
しし

太り肉ふとセクハラを予感せし

義

洞

彦

そっと握って返へす掌ラ
栄転の辞令うれしく受けにけり

洞

義

つ

夏富士をダムに見る月面白く
蛾が飛んで来る汚れビル街
鳶職の咲呵切れ味いさぎょし

↑つ

新幹線に急ぎ乗り込み

おいら江戸前産ぶ湯玉川

彦

彦

洞

ぼんぽりをつらねる堤ミ花盛り

雛祭する姉妹三人

調べ緒を締め小鼓を打つつ

びんづる

ナォ願掛けのお寶頭さま蝶の来て洞

とんとん拍子すすむ縁談洞

お点前に郷の銘菓を参らする彦

渋谷駅前着ぶくれの群彦

虎落笛町駈けぬくる頃となりっ

あやかってオワちゃんファッション流行初め洞

記者会見もラブコールなりつ

こうのとり

鶴任かせ殿下に任かす宵彦

納采の日は大安といひ洞

新しきプリンス通り月円かっ

紺の背広に愛の羽根受く彦

ナゥ蔓々と靴音の去るそぞろ寒洞

見舞に西へブルートレインつ
ど法事の会席膳を並べ終へ彦

敷きつめ毛蟹灯シ明るくつ

錦帯橋枝垂るる花の咲き乱れ洞

入学式を待てる詰襟彦

︵於・小松町立中央公民館︶

平成五年一月二十九日首
平成五年二月二十六日尾
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嘉敏治志聖
寿
津
藍

ハ豊田・ころも連句会ｌその一Ｖ

大

矢崎藍捌
後繁加後八矢
藤原藤藤木崎

歌仙﹁千切り魔女﹄

大根の千切り果てて魔女となり

一刻の無我ひゆうと凧

行く貨車は北の新雪のせるらん
スキップをしてランドセルの子
地下街を出れば黄菊の香にむせて

まなこ

ナォ狂い凧捕まえられる恋が好き

媚薬の瓶の割れてしたたる

エルサレム嘆きの壁に世は移り
うらとおもてとうそとまことと

ばかでも伝染るインフルエンザ

湯豆腐の湯気の向こうの核家族

終焉を天に預けし冬紅葉
小紋型染め継いで代々

エイリアンとはお友達です

三毛猫はワープロの上なんの夢

山荘の月見茶会の禅問答
荒むしろ敷き湿茸平茸

誰が鳴らしたトライアングル

ナゥ鵲鵠のかすめし波紋ゆったりと

過ぎし日が透きとおりゆく春の虹

一間廊下蝶が舞いこみ

むせ
浮うか瀬
に翁囲みし花と酒

平成四年十一月二十五日首尾︵於・不善庵︶

潮干狩する浜のざわめき
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没原稿に吠える満月

ワ火の底にぽんとはじけるどんぐりこ

彼の告白胸にころがす

六号のプラチナリングに縛られて
しんねりむっつりえっちけちんぼ

新聞を斜めに見ても腹が立つ
ラッシュアワーでカード拾った

夏の月どぽんと落とす東京湾

いけ賛の魚の眼さみしき
言づて電話いつも届かぬ

長生きも芸のうちなり死にくすべ

口をぬぐって嫁に行く春

花曇りクロワッサンをオーブンに

井
上

嘉聖ノノ治聖典女嘉藍枝聖女美女子枝子

治女枝聖嘉藍枝治藍枝〃女ノノ嘉聖枝治藍

ハ豊田・ころも連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃天地に﹄

吾に寄りくる苑の春鹿

天地に阿と畔ありて白木蓮
乙女らの卒業旅行のびやかに
薄皮できて熱いカフェオレ
オヵリナをひゅるり鳴かせる後の月

月山壹捌
月山一豆

加藤治子
柿本時代
矢崎藍
八木聖子
繁原敏女

︵於・愛知県豊田市猿投台公民館︶

平成四年三月十七日首尾
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秋の袷の賎糸抜く

聖

代
藍

自裁覚悟の恋のかけひき

ゥひっそりと鵲鵤の間の女客

治

聖

おちてゐたのは誰の手袋

けもの道絶ゆるあたりにさまよひて

小園好

ファッションを競ふが如きスキー場

マッカナウソネハハキトクッテ

月光に竿たしかむる鮎釣師
孤独たのしむ冷酒の酔ひ
ふるさとの山野ははるか夢の中

大売り出しの幟にぎやか
啼き初めたる春蝉を聴く

群衆と花にまみれて古都の昼

治藍好好代女

八松山・佐久良連句会ｖ

百韻﹃炎天﹄
鈴木春山洞

鈴木春山洞捌

炎天を街路樹の列枝垂れけり
井門可奈女

大本まこと

白方筍子

近付いて来る金魚売る声
暑に耐へて熱き茶含み正座して
ひとり碁励み棋譜を読みをり

ま

洞

人妻の誘惑に入るラ・フォーレ︵森︶よ

乳牛の乳絞る香もるる

風に舞ふ娘等のスカート花の下

野遊びに乗るゼットコースター

茶摘みの唄のこだまして来る

一ォうららかに白帆の通る浦見えて

若者生態恋愛ごっこ

ソ餅崩壊日本列島至極長閑に

漣たらせるディプキッスょ

びつたしと抱きついてゐる二人なり

自動車のライトにぱっと飛び放る

ーーゥ小銭置く祖父いつくしみ笑み崩れ
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奉示

運動会を指折りて待つ

チア・ガール選ばれし孫意気盛ん

山の端を放れし月の明るさを

首相蔵相首の危なき

泡を英語で会話する日々
難しき漢字補填を使ひ馴れ

その昔女人禁制なりし寺
奈

アセチレンガス音立てて燃え

洞
筍

奈

筍

一ゥ三井寺へ坂道辿る沢桔梗
秋惜しみつつ彼に書く文

広き畠に念斯鳴く

母親にだけは知らせる恋をして

仕事手つかぬ愛に祐僅ひ
計画に終りし旅の悲しさょ

洞

思ひ出はリボンの明かきお下げ髪

誰が詠みし明治は遠くなりけりと

﹁一葉﹂慕ふ美しき悌

幼児ふたりかき氷食ベ

火砕流来るニュース伝はる

ま

高野胄嶺は涼しかりけり
老杉の穂に夏月を仰ぎゐる

アイゼンが踏む岩壁の美し落葉

筍

奉示

洞

ま

一家総出の亥の子餅搗き

寒月に弾む乙女の胸の中

君のイニシャル隠し画帖に

洞ま奈洞ま奈洞ま奈洞ま奈洞ま奈洞ま奈洞ま奈洞ま

廻る水車にかかる水澄む
薄紅葉流るる渓に箸洗ひ
新関脇を見る秋の場所

浅漬大根妻の手すさび

雲もなく晴れ渡る空ラ望チの月

旅先で家苞なんど買ひ漁り
熱燗を呑む秘湯露天風呂
帰り花ちらりほらりと綻びて

狐の衿巻通り過ぎ行く

三ォ紺糸の染めも終りし里に棲み

花野を二人むつみゆきたる

一一一ゥ疲れしが足を止むれば虫すだき

ふとこぼしたる泪ありけり

想はるることは恋ふより淋しうて

忘却とはと古き科白よ

灰の上に書いて消す文字また書きい

八つ手の花の覗く小窓よ

夢に見し母の面影うっっにも

月落とす凧の吹きすさびたる

狸親仔の餌付け成功

東京のど真ン中なる俄かごと

ＰＫＯを政争の具に

堀端の花の並木に沿ひ歩き

春服の娘の横に一列

ナォ大いなるリボンにまぎれ蝶の飛び

バイク遍路の老いし白髪ン

逃げ水の彼方に城の天守閣

今夜の宿の心積りに

ルックス落とすベットのライト

肩寄せて婚前旅行ペアルック

幸福絶頂歓喜絶叫

七色の光彩いよよ目くるめき

片隅に花氷立つ部屋静か

120−

出合の川の磧広々

畝をなす菜の緑吹く春の風
噌りに惚れ乙女ほんわか
うららかの影をまとへるひとを喚び

酌み交ひ重ぬ白酒のよき
ふらここを替りばんこに押せば酔ひ

生垣に咲く夕顔の花

ころころころと坂を転がる
着流しの浴衣身軽き夜の散歩

敬老の日は喜寿と慶び

いつまでも尾灯見えゐる名残りなり

ご住持は忘れ扇を尋ねられ
松透く月の鬚のばらつき

洞奈筍洞ま筍奈ま洞奈筍ま洞筍奈洞ま奈ま奈洞ま奈

洞奈ま洞奈ま洞奈ま洞奈ま洞奈ま洞奈ま洞〃筍奈ま

蝉を飼ひ濁酌冷酒
うつりゆく日を日記に書きとめ

にき

三伏の写経を励む時をもち

残業の人の路々月を賞で

鉦叩鳴くまの中

ナゥ踏み通る水はね返り身に入みて

どこからとなく佳き香匂へる
世を挙げてダブル宮沢話題なり

秘湯のヌードを山笑ひゐる
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振袖と袴と男女卒業す
彼岸詣でに寺の賑やか

花万朶伊弊諾景気ぬく景気

下り
りて
て流
流し
し﹄
去る雛
堤を下

︵於・愛媛県生活文化センター︶

平成三年七月二十七日首
平成四年十月二十二日尾

ま洞奈ま洞奈ま洞奈ま洞奈ま

八札幌・札幌俳譜接心ｖ

ナォあこがれの赤門仰ぎ入学す

﹁春の海﹂なる琴の連弾

和田輪風

遠藤智恵子

久保田一九捌
岡本春人加朱

白内障そのうち手術必要と
棟上げの日の風花のする

バブル景気もこ塾に果つらん

クラス会にて恋の鞘当て
売声は竿竹売や昼寝 ざめ

ちらと見る向ひホームの令夫人

楡茂り昔のま塗の農学部
いなシき遠く明易の丘
恵

一人降りし網走行の終列車
へヤピンカーブ粧ふ山々

歌仙﹃楡茂り﹄

風力計ときどき早く廻りっ蚤

嚥

佐々木裸木

子供歌舞伎の台詞たどたど

ナゥ月に踊る地主小作の入りまじり

安西須枝子

高野弘子

百葉箱のペンキ塗り立
獣めきたる流木の月の浜
雁落つる火の山かげに

小川里風

カラオヶマイク持って離さぬ
吉○

秤鰄醒舜毎期姉印霊︵於・平岸会館︶

霞の中に白き原子炉

花の宮寶銭箱の消え失せし

輔

弘
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熱燗の五臓六脈にしみわたり
はづれ馬券を束にして捨っ

悲しき恋をくどく瞥女唄

ワ地蔵盆心ばかりの布施をして

桑田陽子

久保田一九

開かずの門に錆びし閂

ごぜ

帯紐を一つひとつと解きながら

民宿はぎゆうぎゆう詰のはなれ島

正面きって言ふ度胸あり

はづしたる入歯はどこへ行きしやら

耀終りたる耀場凍てつき

嚥

木

いつどこでそんな公約したかしら

木

さい果ての啄木詠みし冬の月

金を上手に作る政治家

宙心

里

屋形船往き交ふ花の隅田川

遠くの方に雲雀揚れり

里陽枝木嚥恵木嚥弘恵木嚥里恵弘木九陽

八高知・三冊子研究会ｌその一Ｖ

歌仙﹃暮れゆけば﹄

暮れゆけば白梅色を失ひぬ

春水冑くよどむ溪谷
薄茶席桜餅など折盆に
高校生のクラブ活動
夕月に帰りの道を送らる鼻

芒の穂波風わたるころ

ウニ三日さんまばかりの独り者
こころのたけを書き送りたる

学園の恋をみのらせ母となり
オペあるらしき終夜灯して

湖水はるかに陽の沈みゆく

休日はごろ寝に決めて髭のまま
月待つがごとくに群るる赤き蟹

石原涼捌
石原一源

石本千恵子

村田敬子
一掘

敬
吉心
一源

敬

一掘

恵

宙心

敬

一掘

声心

敬

︒︸況

裸のままで絵日記をかく
きのふの乞食またついて来る

湾岸戦予想どうりに長期化し

宙︒

敬

嘘と知りつつだまされてゐる

旧姓で名を呼ばれたる花の山

悪妻なれどかはいい女敬

ナォがらノ︑と蛤なべへぶちまけて涼

億萬長者なれの果てとは涼

釣銭をたしかめてゐる老いの指恵

少しときめく冬紅葉あり恵

冬至晴空に一点雲も︐なく敬

何もかも凡てが遠き想出敬

案内されし山荘の窓まづ開けて涼

プッセの詩説きし教師に恋をして恵

やつるるかぎり麦飯にやせ涼
月冴ゆる九十九折りなる国境敬

回転食堂鈴虫の宿涼

ナゥスライドの解説を書く夜の長き恵

老眼鏡に息かけて拭く敬

降り出だすかはたれどきの雨にして涼

くじあたりたる夢をながなが恵

すたれゆく旧街道の花吹雪敬

大名行列さへづりのなか涼

秤鰄理蓉二朋二拒串雷︵於・一奉脚需稲雑彗化教室︶
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八高知・三冊子研究会ｌその二Ｖ

枝代み枝代み枝代み涼枝代涼み枝子子

房香た
代み涼

石原涼捌
中樫栗石

歌仙﹁さるみのに﹄

さるみのに恋の座いくつ夜長かな
つれづれに聞く秋のシャンソン

月の出を茶の間の母に声かけて

洗濯もののアイロンをおく

指折りて句案に耽る空青く

枝

好みも知らずネクタイを選る代

ナォうき／︑とバーゲンセール蝶の昼み

再会を約して握る手の熱き枝

ドラを残して遠ざかる船み

早朝を国際電話起さ・るる代

寝呆け顔してぶあいそなこと

言いわけはテニハのあはいことばかりみ
プレゼントして予算オーバー川田宣子

年金の使途こまごまと記帳して枝

帯に短し檸に長しみ

枝

川面にもわが家にもあり秋の月宣

枝豆つまみビール飲むなり

待ちびとほっと軽き足どり宣

ナゥ帰国の荷まとめし部屋に草の紫み

回転寿司の今日も満席枝

田んぽ道フリルの日傘くるノ︑とみ

お天守見えてうららかなこと．宣

塵取のちり美しき花の屑〃

秤鰄塾辱麺朋斗叩誇︵於・聿卿蒲飛鐙蓉化教室︶
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レッスンの子の帰るころなり

鏡の中にそっと紅ひく

ゥ読みさして三日ひらかぬ文庫本

あてなく走る夜のドライブ

老いらくの細る思ひの恋どころ

小さき地蔵に風のわびしき

ちょっと待て呼びとめられし町はづれ

古戦場敗将しのび冬の月

輸入人事に人口増加

日あたりながら過ぐる村雨
大差つけ他県出身知事きまる

研修づけの春の疲れを

ファックスにとどくみちのく花だより

山本田原

ハ高知・三冊子研究会ｌその三Ｖ

歌仙﹃奥土佐の﹄
奥土佐の青葉の底の甘茶寺

石原涼捌
石原一源

森下千恵
宙心

一源

老い鳴きっ武く谷の鶯

猫起き上りあくびする顔

恵

岩村東陽

ベランダは荒れ放題の不在にて
客は来ずかはりにぬっと窓の月

陽

田内潤一郎

郎

宙心

こんと狐の鳴く声のする
眉あげて放牧の牛陽を仰ぐ

陽

郎

一日一

陽

宙心

一温

思はい人に出逢ふおどろき

郎

川田宣子

風を集めるもろこしばたけ
ゥ少年の走せ去る土手に草の紫
口紅うすく待つとしもなく
吊橋の快あたりと知らされて

大根も干す紙漉の町

曲り家の屋根にはりつく冬の月

しばらくは夕陽の中に佇みて

痛みはじめし足の魚の目
湯槽にも山の湯治場花浮きて

虻の昼とて網を干す浦

記念写真も背骨伸ばして宣

ナォまたひとつ年を重ねてうららなる陽

老杉の日をこぼしゐる神の垣郎
秘めし想ひをかくしおほせず陽

手づくりのケーキに添えしメッセージ宣

明けがた交はす後朝の歌郎

路地うらに縄とびの子も静もりて陽

かへらぬ犬をさがす人あり宣

派出所をのぞけば巡査拭き掃除郎

落しものらし赤い手袋陽

サイレンの音けたたまし朝の火事宣

三味も聞える今日の名月〃

ナゥ汐風にかすかに動く新松子郎

思ひ新らたに秋袷着て陽

志なく銀婚迎へ旅の宿宣

海の入り日に映ゆイヤリング郎

乾杯音頭息もつかずに宣

昏れてなほ万朶の花の咲きみちて陽

蓉鰔麺蓉型朋垂串誇︵於・壼脚爾飛霊諄化教室︶
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八東京・鹿の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃法然忌﹂
小林しげと捌

小林しげと

川口摩知子

烏の巣を見る大木の洞

法然忌小さくすわる村の衆
金子九星

展

摩

淑

星

展

淑

佐々木展子

大崎光枝

佐久間淑子

わらび餅ゲートポールを打ち上げて

ところ狭しと大型のバス
天窓の中に収まる円い月
兎のゑさに摘まみ菜を摘む
すそわどこ
ゥ磐梯の曲輪は何処もつるし柿
姉さま被り派手なマフラー
﹁年上が良い﹂と眩く占い師
美輪明宏に恋い焦がれたる
石畳踏んでグラバー邸に着き

涼しき月に灯す商船

星
と

砲台の跡に怪しき蛇の衣
電気按摩で操みほぐす肩

摩

光

摩

光

替え歌をさらりと唱う鳶の者

つい盃の数も重なり

奉納の絵馬の薄れて花吹雪

新入生の帽は晴れやか

ナォ飴玉をしゃぶりぶんぶん凧飛ばすと

ごろ寝をきめるパパのホリデー摩

知らぬ存ぜずするが堪忍〃

工作の七つ道具の凝りすぎて〃

雪がみぞれに変わる温泉と

日銀も利下げにやっと腰をあげ星

角巻に三味を抱えて来る芸者淑
銭じゃ座かい生まれつきとか展

美事な枝の松の盆栽摩

長髭の祖父の自慢は金鶉章星

鈴虫ふえて探す貰い手光

むら雲にかくれっ出でっ月走る淑

次期の選挙もきっと当確星

ナゥ村芝居舞台効果を賞められて展

朱塗の椀に透けるしら魚淑

荒川にくす玉割れて渡り初め摩

和を以て貴しとする花匂うと

のどかな床に掛かる名筆光

秤鰄唖毒醒朋一コ栖叩霊︵一部文音︶

︵於・俳句文学館︶
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八東京・鹿の会その二Ｖ

歌仙﹃水の泡﹄
若松照代捌

宮下太郎
高畑自遊

水の泡茎に透けいる土筆かな

春の露踏み歩む幼な児
石田一扉

一尿

太

一尿

遊

治

藤井治
若松照代

金泥の一刷はいてあたたかに

展覧会に人の集まる

童話めく月まんまるに森の上
家路をせかすこおろぎの声

待ちっ待たれつ回る世の中

ゥ越後より杜氏呼び寄せ出来の秋

嫁と姑の仲に悩みて

観覧車やっと乗りたるふたりきり

太
遊

いつの間に社の古木ぽっきりと

経済大国寝冷え昨今

治

昭仙

太

遊

″

一泉

しま

おごりたる兜町の界隈月暑し

平家滅びて残る琵琶曲
寂しげに眼曇らす競争馬
女王陛下に頭下げたり

白酒ありと貼紙の店

石垣の弓なりに反り花吹雪

ナォ駅までの街も晴ればれ入学式治
リュック背負いたる若者の群遊

暴力団の仁侠の弁治

高尾山天狗の面の高々と太

虎落笛黄門様の視聴率遊

紺セーターは姉妹お揃い京
伯爵の御殿勤めも二十年太

ベッドメークは慣れたものにて治

川の名を変えて流る蛍水豊か京

手持ち無沙汰に老いし八卦見照
ふたり連れ影をひとつに月明く遊

腹の子供の動くや蚤寒太
ナゥ庭先の渋柿熟れて落ちそうな治
子規大いなる石頭なり京

一隅を精一杯に照らされて遊

小さき墓の海に向きたる太

︵於・俳句文学館︶

皿蓉橲朋二十塾朋霊︵後半文音︶

空の高みに響く噂り執筆

うす絹に似たる花びら掌に照
秤
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八東京・鹿の会ｌその一一一Ｖ

脇起歌仙﹃其角忌﹄
衆判
加藤霞村
加藤望子
河村扶美

頬杖とけば匂ふ沈丁

物音の絶えて春雪積るらん
黄川田美千穂

其角忌やあらむつかしの古俳譜

ゅるき鼻緒の歩のおぼっかな

須田幸子
宮内恭子

藍染ののれんをはづす十三夜
耳をすませばみみず鳴き居り

小林梁

穂

見合ひ写真をまた開けてみる

ゥ秋刀魚焼く男の顔に深き皷

穂
望

七度目にやっと頷き長枕

山の茜に翔っ暁烏

扶
恭

先達は白装束にリュック負ひ

元気印をぐいと呑み干す

還らぬ島に潮満ち来る

梁

扶

恭

穂

ウォッカのコップを透かす燭暗く
鈴をちやらちやらじやれる三毛猫

夏の月ラッコは貝を割るといふ

花吹雪姫の小袖に降りかかり

幸

望

春の塵拭く旅の手鏡

穂

ナォ仕舞屋の角を曲がれば苗木市望
あれやこれやと目うつりのして扶

珍らしく富士のはっきり浮き立てり

明治生まれの双児きんぎん幸

にぎやかにケーキを囲むクリスマス恭

吉と出たる恋の占扶

暖炉の薪のガサと崩るる梁
発掘の花形飾り妖しくて望

望まれて躯一つで嫁ぎゆく穂

どうなってゐる脳死問題幸
弥陀三尊来迎拝す月の軒恭

関白殿の車露けし梁
北上川の流れ悠々扶

プゥ畦豆に童の昔あったげな望

牧場の濃き牛乳の搾りたて穂

パオの卓には黍の饅頭幸
放浪詩人の瞳おぼろに梁

皿蓉垂距一汁聿串霊︵後半文音︶

古い曲弾くマンドリン花冷えす恭
秤

︵於・俳句文学館︶
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八東京・鹿の会ｌその四Ｖ

衆判

翠佐

歌仙﹃杏の里﹄

青き苗代うつす山々

女子
龍真翠貝真章翠春龍貝真章子子江

真章
春龍貝

五分咲きの杏の里や雨あがり

宅急便に扉叩かる

目ざむれば矢車の音聞えきて

両手にあまる鮭の燥製

ナォ飛行機の霞のなかに消え去りて真

旅の荷物は紙袋だけ〃
自由席とて高原の石〃

巨大なる箸墓古墳かくれなき章

人稀れな湯の宿は暮れ虎落笛翠
ネッカチーフを形よく締め〃

何となく魅かるるま易に歩を揃へ春

じりじりと湧く縁のなりゆき〃
鍵っ子に笑ひふりまく父の顔龍

漫画の本をちらし放題〃

ピルの肩有明月のぽっかりと貝
吹き抜けてゆく風の爽やか〃

ナゥ枡入りの蝮妙りつけよい値段〃

四万十川に頂れぬ清韻章
猫の仔の啼くまのなか龍

二科展に出す作品を搬入す翠

うとうと見たる春の正夢執筆

花御堂香煙ゆるく漂へり春

︵於・俳句文学館︶

秤鰄皿舜唾盟一拝廻甲藷︵後半文音︶
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月見客地酒の酔ひの廻り初む

先を越されて声をかけらる

ゥ秋冷の新宿をゆくミニの群れ

好き嫌ひとは無関係の組

インフレ続くサファリンの空

世も末の金丸さんが狙はれて

盲導犬が街なかをゆく

病む人の葭戸の部屋に月を待つ

写経の文字の金の輝き

国際児日米二つの名で呼ばれ

豊漁の船母港に帰る

花吹雪マラソン選手相競ひ

噂りて翔っ対の鵯

畑芳戸遠安山
村田田藤江田

八東京・鹿の会ｌその五Ｖ

脇起歌仙﹃冬至の日﹄

冬至の日縞あるごとくゆれにけり

小林梁捌

星

加藤望子
金子九星
藤井治
須田幸子
渡辺博
小林梁

阿波野青畝

望

マフラーはねてゆく石畳

捨てた仮面に残る移り香

ゥ黄落を抜ける辻馬車脚迅く

博

やや寒く読む推理小説

屋根草に良夜の光ゲのとどきたる

改めて見る独り居の部屋

電柱に失せ猫探すびら貼りて

腕の入墨すすり泣いてる

ハミングのメリーウィドゥうきうきと

灼けたる月の昇る松原

唐人船遺骨を送る帆を揚げて

朝刊拡げ滝れる珈琲

幸

星

望

星

梁

治

ぐも
蔓に群れる鳩の口く籠
り

まるぽう

尋で伊丹監督矢面に

神酒注ぐ気比の社の緋の袴

幸

博

線路をよぎる双っ蝶々

病癒え花の堤に杖止め

ナォ戯作者の筆一本の唇気楼望

生え際の彫り褒める版元星

大銀杏初い初いしくも新十両治

破片っなげば鉄の冠幸

冬の陣学会予算分捕りに博
上野の日暮れ雪を催おす梁

もしもだったらどうなるのやら星

こうなればこうなる事と鳴るチャイム望

頬杖ついて未来みつめる幸

夜な夜なの電話の主は皇太子治

施無畏かしこし月のほの白梁

さや
けくも巨いなる掌の中にあり博
せむゐ

紙鉄砲のくるくると伸び星

ナゥとろろ汁看板の文字くねり書き望

座椅子深か深か宇宙中継幸

子等が皆孫連れ集い守り疲れ治

花前線天気図見れば北上す治

春の風吹く流氷の町博

秤鰄理篝十一一一朋二廿唖印霊︵後半文音︶

︵於・俳句文学館︶
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八東京・鹿の会ｌその六Ｖ

半歌仙﹃山楯子﹄

阿片瓢郎

藍咄辱聯
山楯子や昔租界が上海に
猪平十糸子

山本貞子
戸田貝江

ガーデンブリッジ今も健在

又しても町の役員引受けて

牛乳パツク資源回収
藤井治

黄川田美千穂

治

佐久間淑子

夕月にお隣の犬遠吠えす
手の届くかに塀越しの柿
明日の見合に親の気ぜはし

江

十

淑

貞

淑

貞

治

穂

江

穗

ゥとりつきてなかなかすまぬ松手入

離婚となれば王位失ふ

聟どのは嫁の云ふなり何時も難き

故障つづきでＪＲ泣く

選挙など関心なしとドライブに

酒くみかはす友の大声

登り来て羽黒の山に冬の月
ひと筋つづく藁靴のあと
仏壇のそばに並びて七福神

朧の道をひとり帰り来

篝火に落花しきりに降りかかる

平成四年七月二十八日首尾︵於・俳句文学館︶
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鈴木春山洞

鋤確認弄捌

八松山・子規記念博物館友の会連句教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃二口尚﹄
薄墨の羊葵固き二月かな
硝子窓より美しき春雪

フィリッピーナを跡取りの嫁波

ナォ農具市朝ジンタ垂れ流し洞

死刑廃止の世論昂まる岡本美代子

日曜日教会へゆく癖を持ち洞

芥子味噌載せつつく風呂吹き靖

吠えらるる途まどひ道の冬ざるる井ノロカズ子

ルックスを落せる閨の息荒く洞

拝聴壷蓉二朋二仁計印霊︵於・子規博四階和室︶

春の潮のめぐる島々靖

一気を嚇す座の盛りあがり洞
盃にひろごる花の色を愛で〃

両替機コピー贋札ノンチェック富

威し銃撃つ影のちらちら朋

ナゥ子規句碑の出合の土堤に芒径波

芋炊き囲む酔の廻りぬカ

昔マドンナ今ただの女卜靖

裾の乱れを隠す恥らひ〃

井門可奈女

加藤朋子
後藤波久

漣にくだける月の浮き沈み洞

そっと立つ仕種やさしき妻ありて美

児等の遊びの球のころがり

雀の子お喋り続く生け垣に
松田靖夫
岩田葉月
洞

アンティックドール売る店疸蛾射し

こうが

カンナ咲きたる道の細々

上甲風太郎

長き腱毛の瞳澄める娘

靖

曹

ゥ赤蜻蛉三坂峠を越えしより
キャンプ場白きボートに胸熱く

風

波

朋

野村富子

恋を夢見し月ビヤホール

風

ＡＴ車青信号の急発進

悪党は逃げの弁うっことに馴れ
﹁僕も欲しいな︑大き饅頭﹂

洞

瀬戸内は忘れし頃に鮫の害

波

私財裏金溜めに溜めこみ

舞台の袖で黒衣うろうろ
狭間より覗く城下は花曇

風

靖

亀鳴く声に足をとめたる
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鈴木春山洞

正岡子規

松田靖夫捌

八松山・子規記念博物館友の会連句教室ｌその二Ｖ

脇起半歌仙﹃鶏頭の﹄

かげ

月の光する庵リの狭庭

鶏頭の十四五本もありぬくし
松田靖夫
野村富子
後藤波久

峠路焼唐黍の匂ふらん
エレベーター香水濃きと乗り合はせ

波

武田スミ子

親にあまえて子のねだりゐる

ビールの泡の付く鼻の先キ

たぷらか

三平汁に故郷の味

菅伸太郎

一自国

波

靖

ス

波

富

上甲風太郎

加藤朋子

岡本美代子

靖

ゥ宇宙酔試しの鯉を放映し
プラトニックラブこだはりつくす

エンストの車を押すも二人にて

挨拶もなく別れ行きたり
このごろの日ロ外交険悪に

五億の金の舞ふ永田町

善男女証す寺月寒し

彩とりどりに流る風船

優勝の希望湧き出づ阪神に
貝寄せの中佇てるヴィーナス

弁当を提げ持ち花の通り抜け

平成四年九月十九日首尾︵於・子規博四階和室︶
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八相模原・慈眼舎﹀

歌仙﹃初懐紙﹄

御慶を陳べる志無き句座

掛けられし宋詩になごむ初懐紙

赤田玖實子捌
赤田玖實子

近藤蕉肝
谷川水車
蛭海停雲子

葉牡丹が街の広場に植られて

綱にさからひ犬は尻込み

吉浜ます子

蕉

習ひ立てでもテニス爽やか

うす月に莫薩を拡げてたたむ帯

ゥどぶろくの味も変らぬ添加物
アダルトビデオブーム続きぬ
親は留守せめてここ迄頼みます
ほんに不思議な姫の不可思議

空

船本志紅
三好龍肝

神垣のかたじけなくも木下闇

車

玖

蕉

肝

吉心

紅

宙心

福田眞空

鴨志田智恵子

海の余白にうつる涼月

あの齢で買物だけの旅に発ち
バリラックスかけちよいとふらつく
おかつばをソバージュにしてもめにもむ

暦をよそに早き啓蟄

藝術の奥の深きに花吹雪
共産圏のメーデーは槌せ

ナォ弘法は真言八祖に数へらる蕉

鴫立沢に鴫は翔ぱずや車

田舎相撲は米が賞品ま

赤い糸縫れに健れ又縫れ雲
夜半の寝覚めに嘆く行末ま
暁の月に世間は静やかに肝

力入れ障子を洗ひ桟を折り空
約束だけはなんとしてでもま

卑しさへまぶして包む妻の知慧雲

釣針かかるふじ壺の先恵
辺りかまはず電話大声雲

代々の長持開ける土用干し肝

ナゥ医の倫理厳しく問はる安楽死車
ホットケーキにたっぷりの蜜空

コンパスの揺れは宇宙の揺れる磁気蕉

春泥を踏む新しき靴空

建増しの部屋届くアネモネ雲

花の影仮面もまじるはなやかさ玖

︵於・上目黒住区センター︶

平成四年一月十三日首尾
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ハ岐阜・獅子門ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃寄書よりも﹂

寄書よりも軍書にかなし吉野山

句碑を建てよと春の音信

國島十雨捌

唐渡北勢子

各務支考
國島十雨
中尾青宵
山中淡月

子供らが交じり鮎苗流されて

赴任の先は島の灯台

ナォ近江より名物ですと鮒謄

自慢して飲むとっちよきの酒
もぢもぢと帰る仕度を二度三度

背中ぶたれて顔をあからめ
逃げられぬ年増の恋の深情け

尺八借りて熾す埋火

風がもてゆく地祭の幣

群なして配電塔にからす啼き

静止画像に揺らぐ国会

脱税は億の単位で数へられ

名月の温暖地球めぐりをり

本屋良

蒲原常

篇叩いて秋をしまへる

伊藤︷ロ壼云

ナゥ枕辺に鬚で応へる茶立虫

森世得
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磯馴松月を抱くかに招き居る

一羽遅るるかりがねの棹
ワとびしやりを顔や手に受け渋を搗く

近藤寿仙
小川守

満貫ねらふ一気通貫

湯上りの酒よく巡ること

盗難に合ひし話をくどノ︑と

加藤亀

垂云

誰にも読めぬ扁額の文字

にじりよりはなしませんとつれられて

勢

道統を守りて遠望花霞

マジシャンは正直者の眼を編す

憎い奴だと熱い接吻

田中季水
畠山謙二

平成四年三月八日首尾︵於・獅子庵︶

土屋実

街遠ほければ空気柔らか

守
″

東風をさまりし黄山の裾

クルージング波おだやかに月涼し

やっぱり夢か夏痩せの夢

雨

．″

高木和子

勢

時間かけどくだみ柿の葉を煎じ

息つめて拓本をとる花の下

観音堂に吊す折鶴

天女のごとく蝶の舞ひたち

勢郎女子盤宵淡ノノ守雲雨子守和淡雲雨雲

八岐阜・獅子門ｌその二Ｖ

歌仙﹃れんこん﹄
中尾冑宵捌

本屋良子
沖津秀美
中尾青宵
田辺桂月
森川淳子
柴田由乃
松岡裕子

地図なき橋を渡る愉しさ

ナォウォークマン外し見上げる春の空

死ぬふりすれど熊の鼻息

政治家は善意の保管と云ひ逃れ

古き時計が動き始める

風出でてどさりと襲ふ雪しづれ

人遠ざけて妻と泣き泣く

血のにじむ稽古重ねてつかむ勝

自転車の相乗り髪のくすぐたき

あなたとならば黄山の旅
月今宵雲巻き龍の上るらん

締めやる帯のついで抱きしむ

和服着し姿鏡に見直して

月

宵

美

両の手の串飴瞬に花まみれ

検診無事の帰路の軽ろやか

ナゥ霜降りの翁は酒の壷作り
貴重なる町名何故に変更
Ｘ線木簡の文字浮きた愛す

石門入るや石人の秋

冗談もほどノ︑と云ひ受話器置き

淳

うだつ

厨慌ての何か煮こぽる

見送りの駅より友と帰り来て

覗く隙なき肩の着ぶくれ
伝え守る水琴窟を照らす月
視屋根吹く風のさやけさ
ゥ二科展の漆る力病癒やし

良

謝るボール投げ返す塀

乃

平成三年十二月二十日首

平成四年五月十二日尾

︵於・七猪会文音︶
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泥つきのれんこんも買ふ年の市

叙勲の宴のスピーチに凝る

浜木綿の白の浮き立つ月の光ゲ

裕

耀に遅れて草芽喰む駒

御陣輿太鼓湖の方より

良

月

裕

宵

若きときキェルケゴールに読み耽り

夢とまぎれる老のうっ蚤ぞ
咲き満つる花の下なる道祖神

忙はしノ︑と虻も通はん

乃宵美淳月宵良美裕乃淳月宵美良裕乃淳

八岐阜・獅子門その三Ｖ

脇起歌仙﹃はやう咲け﹄

はやう咲け九日も近し宿の菊

庭明るうし僅々と月

色烏の来しを餌台に遊ばせて
おどけ河童が窯をお出まし

唐渡北勢子捌

松尾芭蕉
伊藤︷ロ垂云

唐渡北勢子

松岡裕子
田辺桂月
浅野繁子

展示する夏炉にくくる薪採りに

婆が自慢の西瓜提灯

西脇美智子

堤民女

高田久枝
竹村栄子
堀内洋子

ワ何遍も田舎説りを聞きなほし

乗り遅れたる最終のバス
初恋の面影浮かぶ泊り客
意中の人はすでに子の親
片肌を脱ぎて太鼓の乱れ打ち

裕

大橋正子
田中湖城

雲連れて岬離れし寒の月
納戸叩くは雪女郎かも

曽根須恵子

沢島郁子

波を鎮める神祀る岩

進め上手に呑み明かす酒

尻とりの小咄遂に行きづまり

福永常ゞ子

松澤光津

子猫も拾ふ自転車の旅

再会の阿形吃形花万朶

ゴルフブームに湧く河川敷月

ナォ麗らかに町を宣伝アドバルーン洋

新商売のナンパ代行民

ブランドの身なり整へ隙見せず武山照子

ぽつぺん吹いてあんたばかよれ沖津秀美

涼み茶屋何も解らず連れこまれ裕

不倫騒動フォーカスのねた智

すつぼんの生血に頼る駄目男清水青瓢

電子ロックのマンションに住む木村和喜

鈍行に乗って駅弁食べ歩き久世竹水

童話めく窓に移ろふ望の月勢

馬追が切る機の縦糸津

ナゥドンの云ふ金太郎飴瓢ゆれ雲

宇宙泳ぎて帰還せし鯉郁

積りたる火山灰など取り除く月

︵於・大垣市・円通寺︶

準備万端明日の開店水
様々の橋に名のある花水都國島十雨
春風飴蕩連句碑の苑雲

平成四年十一月十五日首尾
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八岐阜・獅子門ｌその四Ｖ

脇起歌仙﹃葱白く﹄

葱白く洗ひあげたる寒さかな

仕度ととのひ申す猪鍋

國島十雨捌

松尾芭蕉
大野嵐山
國島十雨
本屋良子

山の向ふに麗はしき国

赤きシャシよく似合ふよと嗽されて

月影のあるかなきかの水尾照らし

嵐

伊藤︷ロ幸一三

ヴィオロン弾きがまとふ秋風

堀内洋子
松岡裕子
田辺桂月
沖津秀美
岡島礁雨
田中友子
森川淳子
深沢孝位

櫓時計の今も飾られ

ゥ石畳歴史の町の蔦かづら

猫だましてふ汗の立会ひ

七彩の別れのテープ投げられて
カンバスをはみ出してゐる夏の月

未来を夢に本土就職

あはれ源氏の須磨へ流さる

邪な恋と知りつつ袖を引き

金時代政治屋どもの金しばり

美

礁

雨

唐渡北勢子

こし
裳も層
の塔に揺れる風鐸

散りかある花に口あけ池の鯉

遠足の子ら開く弁当

ナォがやノ︑と午下の喧騒胡蝶舞ふ勢

世相の塵を土蔵収納山中淡月
効能を續々説かれたる家伝薬淡
ふすまの奥につやっぽい色勢

街へさす綿抱姿に長煙管勢

マスクに隠す後朝のキス高木和子

リサイクルおもちゃ図書館ひらかれて和

ポイ捨ての罪決まる条例嵐

自慢の地酒先づは辛口雨

優勝のバーゲンセール売れに売れ勢

くっきりと岐阜城の背に月今宵小川守

つづれさせとて高きなき声和
ナゥ日照雨して産土の径草紅葉雨
業者テストの偏差値を買ふ勢

旅の鞄に地図とへそくり

勢

頑固者キャッシュカードに手も触れず雨

老婆なぶり笑って出づる門の花中尾青宵

平成四年十二月十三日首尾

鳴かざる亀を鳴かす歳時記嵐

︵於・轆雲︾一癖認韓所︶
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八岐阜・獅子門その五Ｖ

付勝歌仙﹃冬の川﹄

冬の川石それぞれの顔を見せ

雪起し鳴る紙漉の村

住所録鞄の底にしのばせて
離陸のサインベルトまさぐる
時間差に同じ日の月さしわたり

声を落してかりがねの竿

ゥ秋の灯に読み継ぐ遠野物語
追はれ追はれの暮らし下手にて

愉しみは嫁入仕度一つづつ

郵便受を覗く毎日

ミステリーサークル写真新聞に

雀親子の機嫌よく鳴く

キャンプして飯念に月汲み帰る

派出な模様の寝莫産涼しき
連日のゴルフ疲れがどっと出て

僅差の票で割れる樽酒

騒客に龍門の花散りかかり
墨うすれたる遍路笠文字

國島十雨捌

ナォ蔓より目覚め始める朝霞

暁

烏

加藤亀女

飯田呼牛

卵落してすシる立喰

若き世代に自由はばたく

縄かけてレーニン像を引き倒し

和

烏

伸

心満つ小さき蜜柑分ちあひ

松岡裕子

灯台よりの眺め千金

暁

宵

壼云

田中季水

宵

土

烏

牛

天文台にも鼠棲みつぐ

外人客も交りなごやか

記念樹の今を盛りの花つけて

︵於・獅子呪誌上︶

谷口章部

平成元年一月二十五日首
平成五年二月二十五日尾

東宮様の春を祝ぐ

山頂へロープウェーを乗り継いで

﹁父よ父よ﹂と蓑虫の鳴く

小川守

氷のやうな指をいたはる
接吻の後の潮風心地よく

釣竿を隠し立ち寄る魚屋へ

イミテーションはすぐ見破られ

暉峻桐雨
國島十雨
岡島礁雨
本屋良子
唐渡北勢子

ナゥ豊年祭昔とったる桴捌き

古里へかへる男の月の道
岡崎愛土
鈴木北伸
白潟思月
中尾冑宵
高木和子

岸一悟
青柳登代子

八木紫暁
川島四郎
岩永極烏
伊藤白雲
郎

宵

一I2Q−
ツ／

八船橋・下總連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃川勇み﹄
春暁や広野を得たる川勇み

縄噛んでゐる畦の薄氷

暦めくれば大安とあり

心あての梅見は固き苔にて

今泉亡心

松村武

ナォ鍬篭を漕いで山河のあたらしき

場立の指で死ぬ人もあり

波越えて船のかたぶく一刹那

夜々十字星虜はれの身に

誰か戸を叩く気がしてクリスマス

耳よき母の雪降るといふ

つれづれに槌せし写真を取り出だし

待人来るとけふのおみくじ

ありあり浮かぶ九代目の見得
木挽町過ぎてしばらく橋づくし

細商ひの貯金やや寒む

有明に落鮎のいる錆まさり

ナゥ蓑虫の糸のきらりと高野口
身の健やかを唄ふこのごろ

亭主が佗ぶる若者の喧

桝酒の塩舐む眉に級よせて

︵文音︶

いろはにほへどちりぬるは蝶

花篝火のやうやくに衰へて

平成三年十二月二十三日尾

平成三年四月十八日首
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マンションの五階買ひたり月よしと

古書のうしろに消ゆる秋の蚊
ゥ思ひつく一語に起きて肌寒き
待ちてをりしが電話まちがひ

ピカソの絵ある店の踊場

不義理する恩師の声にあまり似て

行列の無料法律相談日

かさ

約束反故とファックスがくる

月涼し恋の重荷も昔事

食のすすまぬけふ業平忌
ともかくもすべては明日とゲラの重

団子坂下雨斜めなる

濡封筒インク乱るる花便り

鴎に春を惜しむ北国

雄機雄機雄機雄機雄機雄機雄機雄機雄機

機雄機雄機雄機雄機雄機雄機雄機雄機雄

八船橋・下總連句会ｌその二Ｖ

烏の引く方に眩しき山ありけり
今泉亡心

松村武

歌仙﹃眩しき山﹄

木々の芽吹きが誘ふ朝戸出
猫の子の欠伸を見れば捨てかねて

もう換へねばとそのままの軸
月明く湖畔の像を濡らしつつ

髪ひつつめし姉の歌ごゑ

ナォ揚雲雀一羽図ぬけていと高く

念願の初出場が優勝し
煙と灯りし予備校の窓

雪囲ひして遠きふるさと

そのかみの竜神池はこのあたり

六十の海女と呼ばるる身のこなし

うつせ貝ひく波の鈍色

この富士をひとりで見るが淋しくて

牧水歌集拾ひ読みする

待遠の姉やつと来し居待月
ほとびし桶に浮く新豆腐

ナゥ暮の秋十里の道を一里づっ

雑魚滴れり女松原にて

流人の身時に忘るる夕づく日

ちびたる筆にならぶひらかな

三癖十聿朋二廿弘串霊︵文音︶

花好きの花に後るる供の老
霞の奥にひかるせせらぎ
秤
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秋の叙勲に忙しき友

坊主の子とて坊主になりて

ゥ気重さに新松子などもてあそび

葡萄酒の栓抜く技を褒めらるる

よき日本語に赤らめる顔
夏蝶に案内されたる峠越え
バス停に待つ声の涼しき
月光にうつむいてゐる夏帽子

強がり言って別れたる悔

沖の巨船をビルと誤る

陸よりも海に微熱のある如く

眉間の傷が春の思ひ出

花の夜をひとり湯浴みの刺青師

機雄機雄機雄機雄機雄機雄機雄機雄機雄

雄機雄機雄機雄機雄機雄機雄機雄機雄機

ハ安城・秋紅雅友連ｖ

歌仙﹃花の昼﹄

雲雀の空に白い筋雲

遠出して我は酒欲る花の昼
医師をしながらエッセイも書く

温む水硯の河になみなみと

飛び越せさうな低い猪垣

ナォ彼岸から数へてもはや二十日過ぎ

遅れがちなる献本の礼

呆けといふはじめはやはり物忘れ

検診待ちの長き病院

新聞も隅から隅へ目を通し
こは珍しき雪のちらほら

隣りの部屋で衣擦れの音

湖上からさっととび立つ鴨の群

無の字の多き般若心経

迂澗にも廓の誰りふっと出る

芒にひそみ光る猫の眼

出家した身をば裏める月の冷え

天下分目の戦の跡

ナゥ案山子でも洋服を着て半ズボン

橋桁洗ふ波のさざめき

見て通るだけの旅行のあわただし

勢田あたりかけてさくらの花盛り

共に老いたる俳譜の舂

秤鰄皿辱十泗朋弘明霊︵文音︶
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山の端の月に心を澄ませつつ
ゥ新蕎麦をすする一茶の住みし郷

肌身離さぬ氏神の札

狭い耕地の預けようもなし
妻残し馴れぬ出稼ぎ書く便り
灰皿に煙草のけむりくすぶりて

結論も出ず会議解散

カンボジア暫定統治月暑く

天井裏に守宮べったり

特種の週刊誌すぐ売り切れて

嫉妬の筆が変へる中傷
火の島の地熱に赤い落椿

アンコうたへばゆるる陽炎

金大
谷野

松秋

翠秋翠秋翠秋翠秋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

ハ所沢・湘南吟社ｌその一Ｖ

歌仙﹁雲の峰﹄
雲の峰師の風狂を語り継ぐ

小林静司捌

小林静司
浅井園丁
金子恭子
倉間千代

蟹の盃台宴席の興

次々にボート漕き出す早や沖に
勝負どころはカメラアングル

蛭海停雲子

奉一三

菅谷有里
高木義厚

能管を吹きをさめたり月昇る

籠いつぱいに秋の七草

ゥ径深し露喜びてまろぴ合ふ

厚

恭

若やぎて着るアプリヶのシャシ

惑はしの涙は閨の口説とも

圭云

里

丁

代

消しゴムで消す過去を持ちゐて

鎌倉の五山の鐘に余韻あり

冬至の粥に梅千の菜

月冴えて騎馬のロケ隊影早し

公定歩合下ぐも手遅れ

秘密漏洩専務派と知る

恭

代

厚

司

湯元の煙もゆる糸遊

コネもなく実力もなく金もなし

三百年経たる枝垂の花盛り

大孤描きて伝書鳩翔っ代

恭

ナォ仔猫の名拝借申し投書する司
バルセロナではスリに御注意雲
風を切り火矢にて聖火灯しけり丁

黒人の女の肌の妖しげに恭

言はい約束皆んな知ってる雲

教室は満席エイズ講義なり

アクセサリーに扇子よく売れ代

湧き出るやうに地から松蝉厚
清らなる巫女橋渡る蓮の池里

物語部落哀しや月蒼く厚

ボンネットバス田明りの中里
ナゥ崩れ簗残りし杭は水分けて恭

名代豆腐屋家伝練り味噌里

仁清の茶碗は母の譲りとか丁

為さざれば誰が為すべきや花の国恭

蕉風連句夢の中興司

西洋タンポポ帰化の植物雲

︵於・鎌倉七里浜自治会館︶

平成四年七月二十六日首尾
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八所沢・湘南吟社ｌその二Ｖ

歌仙﹃海風に﹄

ョッ卜快走笑ふ昼月

海風に吹か．る皇芒空青く
栗おこわ友来る卓に用意して

小林静司捌

和田忠勝
杉浦ちゑ
倉間千代
寺本幸枝
高木義厚
和田洋子
蛭海停雲子

古い時計の音の親しさ
初雪に遠近の山うす化粧
芸を憶えし犬にスチーム
ゥ国防費米ロに次いで多額とは

丸山喜久子

勝

浅井園丁
菅谷有里

奉一三

小林静司

弗で買ふ品さがすバザール
自己紹介にスリーサイズも

間違の元は母よと突き当る
むっとして居酒屋の客艶歌聞く

上申書出てあとはうやむや
里雲に追はれて急ぐ梅雨の月

里

洋

丁

代

鎌倉名所谷戸うづむ花

髪切虫がギギギギと鳴く
羽織脱ぎ角帯しかと百間忌

厚

古井戸の水銘水として売られ

バッハの曲の流る春昼

ナォ復活を祝ふ卵を赤や黄にゑ

清潔好きのふきん真っ白代

キューピッドに射疎められし夢を見て勝

ビール乾杯力士童顔里

枝

マチスの裸婦にバラの崩るる厚
香水のネーミングの意秘中の秘ゑ

月をよそ目に火星ロケット

台風の近付く気配膝痛む洋

欧州連合生みの苦しみ司

底紅の底まで見せて師は在さず雲

仏滅の日を選び結婚雲

今はやり二世帯住宅嫁姑久

ナゥ旅の夜は珈琲を飲む問も惜しく洋

とんびが稲荷の場を盗んでゑ
風船をふくらます子の頬真赤丁

宅急便で届く菱餅代

新しき連衆も来て花盛り司

霞の丘に万葉の句碑ゑ

︵於・鎌倉七里が浜自治会館︶

平成四年九月二十六日首尾

−144−

八大府・正風大府支部ｖ

脇起歌仙﹃朝かすみ﹄
久野渓流捌

浜島まさゑ

松尾芭蕉
久野渓流

春なれや名もなき山の朝かすみ

代は平成とかわる木木の芽
相木登美枝

立煙草つばくろを待つ人ならん

人情厚き里に住みつくる

ナォ軽やかに紋白蝶の舞って来てミ

バブルはじけて政界も冬ミ

窓の灯にうつれる影のなまめきて枝
愛たす愛は一つなりけり神谷蔦子
大平の眠り崩るる大ソ連下山田夏子

墨鮮かな掛軸の文字山本正清

尊徳の薪負う像を讃えたる鈴置あきの

城に添う月も殊更麗しく鈴置一葉

賓客に地酒の味を誉められて鈴置一花
やっと定まる皇子のお妃神谷くにえ
中村マスミ

久野かの

何時普賢岳怒りとくらん枝

『ジ

セラミックスの楽器完成
月は早峰を離れて松の上
硯洗いて古書に親しむ

ナゥ兎も角も書院の障子貼り替てゑ

人形の目を細めいる棚の上諏訪部草童子

祭ばやしの弾む村里茂
酒井きよ
浜島君恵
鈴置あきの

ゥ金風に黄金の波のゆさゆさと

橋本彦弥

蓉鰄叩奪什朋十廻串龍︵於・神田公民館︶

出盛る人にまとう陽炎花

其の中の大樹の花を遠巻きに流

肩肘はらぬ句座の楽しき恵

世継ぎの嫁は何処にいるやら
仲人を立てる造にはまだゆかず
七転び八起き座右の銘として

深谷きたを

平松すヌえ

大口あけて目薬をさす

増築の会社景気の波に乗り

矢野百枝
平松鉦重

祖父江茂子

岩越えるうねりを照らす夏の月

暑中休暇を外国の旅

ゑ

弥

鈴置しげる

時差ぼけの体横たう長椅子に
電話しきりに呼び出しており

世柄よき今年も花の客多く
選挙達磨に眼を入れる春
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八津・城ｖ

半歌仙﹃初紅葉﹄

一山に堂塔沈め初紅葉

衆議判
田口光一
伊串たき子

阪君江

岡田陽邨

丸噛りする到来の菓子

雲の切れ間を渡りゆく月
国体の相撲観戦たのしみて

瀬野喜代子

中田泰左

商店街に水を打っ人

夏休み幼稚園から始まりぬ

江

き

邨

ウバイブルに掌を置き演ず友好劇

身ごもりしまま挙ぐる婚礼

手品の帽子鳩が飛び出す
管飽の交はり捨てて恋拾ふ

冬の月地震の亀裂の黒々と
寄せ鍋つつき大根を選る

邨

き

左

代

運動をせずに読んでるやせる本

江

ほほゑみつ宇宙飛行士さかさまに
レンズに映るキャニオンの驍馬

ファッションショーは季節先取り

左
代

朧々と花神立ちます昼の夢

春の曲ひく古りし琴爪

癖鰄皿壁執朋程弄印誇︵文音︶
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ハ伊勢・しらぎくｖ

歌仙﹃昨日雪﹄

枝さしのべて匂ふ白梅

昨日雪明日は立春陽のまぶし

衆判
村田静子
大西貞子

配合飼料鶏育ちよく

ナォ婆の背でまどろむ児にも風光る

水色のワルツ聞きゐるカフェテラス

地の果てまでもマノンレスコー

豊胸に高鳴る思ひ長いキス
だらりとたらす襟巻の端

年つまり滅多に買はい蕊を買ふ

特捜部用段ボ−ル箱

川の流れにそひし町並み

外人と白石持ちの木遣唄

蔵の戸の錠前を月てらしをり

″

貞

女囚ばかりでテニス大会

ナゥ野分あとサガワ黒猫カンガルー

農継がぬ子へ送る新米

加藤和子
尾崎重子
中野たつ子

前田てい
村田治男

閑職は老人会の副会長
当節食品季節感なく
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語りつつ折紙を折る子らとゐて

籠の鈴虫縁に鳴き出す

手作りパンのコツは練り時
静かなる山なみにいま月昇る
ゥ秋袷きちんと合はす衿美しく
燃えてゐる心しづめて﹁はい﹂といふ

つ

貞

まづ煙草つけ愛の告白

ブルートレイン遠離る音

よく鳴いてゐて飛ぶ雀の子

花万朶はるかに古城したがへて

すぐ其処を横切る犬は赤いシャッ

い

秤鰄皿蓉唾朋十一頭露︵於・猿田彦神社︶

和
静

ルーキー一億ガッッポーズす

貞

″

食前酒琉珀色手に月・涼し
夏大根のからきふるさと

治

長き脚ウオークマンの若者ら

和平のためと武力介入
満開の花に神馬の軽き脚

い

野遊びの群よくとほる声

治静つ重いつ静重つ静い重和重つ貞静重

八新庄・新庄北陽社ｌその一Ｖ

笹主幹の新庄市表彰祝賀

歌仙﹃年始め﹄
ほめらるる老の冥利や年始め

一家一門笑ふ福寿草

寒鱈の浜大漁に湧きたちて

名人芸の捌鮮やか

斎藤孤柳捌

笹白舟

葉

伊藤香月
浅沼葛子
斎藤一竿
伊藤緑雨
金沢苫舟
小川庭水
荒木宝章
阿部一笠
早坂和風
高山桃里
斎藤一葉
青柳柳翠
渡部竹園
八戸一橋
山崎茶香
浅野目弄風

花嫁姿胸にえがいて坂本露香

ナォ畑を打つエンジンの音軽やかに大川耕月

せがむ妓に端株を売って急ぎ足内田素舟

雪の祭典金に輝く荒木和宏

フランスの土産を下げてバスの中庄司籟山

消費税には馴れたこの頃章

意地悪な巡査仕かけた鼠とり村松松風

時烏啼く源氏楯跡熊谷喜楽

大盃の酒を一気に飲みほして富沢比佐女

素焼の鉢に香る白菊市川松雄
山寺の碑仰ぐ月情く荒木清玉
神韻を聴く虫の回廊門脇桃園

技能伝へる後継者なし橋

ナゥ角界は世代交代目ざましき影沢笑山

解放の米に渦巻く永田町籟
示談も済んでめぐる松島竹

雨あたたかくそ愛ぐ未黒野素

花盛り太鼓橋ある心字池斎藤孤柳

平成四年二月一日首尾︵於・南部公民館︶

0

羽衣の舞たけなはに今日の月

全村こぞり祝ふ刈り上げ
ゥ秋うらら自慢を競ふ力石

職場悩ます長い黒髪

宗家受け継ぐ男の子生まるる

打ち明けてみれば彼の女も好きと云ふ

土地の説りではやす笹餅

ボーリング減反に湯の吹き出して

船酔を醒ますデッキに月涼し

団扇片手に時局対談

亀綾織の樅紗うるはし

王将位堵けて闘魂みなぎらせ

園児ら駈ける摘草の径

留守番は犬にまかせて花の山
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八新庄・新庄北陽社ｌその二Ｖ

歌仙﹃新宅や﹄
新宅や金婚にして喜寿の春

積善の雅友祝う噂

舞扇袖のさばきも長閑にて

名産ワイン香る食卓

丸窓にさし入る月の皓々と

俵重ねる豊作の庭

ゥ秋神楽山高帽は太夫なり

孫の連れきし恋の黒髪

許されて長持唄で着く荷物
水で名を売る清らかな里
筆とって余生は楽し千字文

雑魚寝の坊に時烏聴く

何処から見ても美しき富士

丑湯治月の肌操む露天風呂
歩が成って王将とみに強くなり

建設業の予算気になる
咲く花に宴めでたし桜鯛
名残の霜に靴の重たき

笹白舟捌
熊谷喜楽

笹白舟

竿

金沢苫舟
坂本露香
大川耕月
斎藤一葉
山崎茶香
荒木宝章
斎藤一竿
高山桃里
内田素舟

富沢比佐女

阿部一笠
浅沼葛子
八戸一橋
渡辺竹園
影沢笑山

仁侠道を守る次郎長露

ナォ耕して昔なつかし小昼時茶

膝を枕に耳を掻かせる苫

動くとも見えず沖ゆく観光船月

雪ゆさぶれば兎とび出す章

言の葉も夫婦気取りの四畳半茶

明るさ兆す北の島々苫

凍てついた藁葺屋根の旦那寺里

重箱の隅まで写すテレビ局村松松風

誰の強き秋の山唄一一一上溪人

読み飽いてそぞろ歩きを照らす月荒木清玉

芒の河畔虫すだくなり浅野目弄風

ナゥわが郷のリゾート開発論議して小川庭水

験をかついでのばす顎髭松

鐘埴絵の幟はためく青い空伊藤緑雨

天気予報の当るこの頃斎藤孤柳

健やかに睦む一家の花館白

平成四年三月二十八日首尾︵於・南部公民館︶

万世不易躯う鶯素
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早坂和

廷

ハ新庄・新庄北陽社その三Ｖ

歌仙﹃春うらら﹄
斎藤孤柳捌

熊谷喜

三上渓

初鴬の嬉し前山
横山圭

ありがたや喜の字迎えて春うらら

酒肴積みこみ東風に帆を上げて
すこやかにして集いたのしむ
海藤一

荒木渭

一筋に生きて悔なし望の月

金沢苫
大川耕

村松松

小
川

浅野目弄

国際結婚目立つこの頃岸春

ナォ百歳の双子めでたし仏生会笹白

赤い帽子の雪にあざやか

しあわせのフランス香水かおらせて

本読みはげむ尊徳の像

孫並べ昔を語る冬の夜

利下りは年金族をしめつける斎藤一
裾をからげて川に雑魚とり
連名で葉書舞いこむクラス会

久方ぶりに松茸の飯

祝い唄盛る家あり秋の月
悠々自適菊つくる日日

ナゥ老の余暇ゲートボール弾む息

メタル片手に交す乾杯

夕涼み素足に軽き桐の下駄
よくもしつけた犬の曲芸

国宝の御社暮れて花篝斎藤孤
風やわらかに運ぶ沈丁

平成四年四月四日首尾︵於・南部公民館︶
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上作見えて稲穂波打つ

ゥ神の庭銀杏黄葉の亭々と

店内放送良果案内

賑やかに美人揃いしコンテスト
プロポーズされ胸のときめき

国会の補欠選挙に初出馬
キャンプの森に時烏聞く

蔓で仕上げた見事なる篭

月涼し仲むつましき嫁姑
観光バスで旅の夢見る
約束の北京土産は日本製

あこがれの球園うれし花盛り
野はうららかな牛の鳴き声

芦■一

風風苫松楽風耕水苫水人月舟瓢月玉楽人

白柳弄葉玉弄苫和玉和白葉苫耕和苫生舟

八新庄・新庄北陽社ｌその四Ｖ

新庄市芸術祭参加

歌仙﹃菊の宿﹄
笹白舟捌

笹白舟

ナォ春光にバイク婦警のさっそうと市川松雄

一目惚れして笑窪忘れじ露

新幹線新婚気取りの奈良巡り早坂和風

夜明けの杜に時烏鳴く伊藤緑雨

堂の扉に正行残す筆の跡玉

復元なった亀綾の布斎藤一葉

平成四年十月十八日首尾︵於・新庄市民プラザ︶

杖を曳く奥の細道花霞白
地唄の舞も春の莚に子

連衆の集いゆかしき菊の宿
大川耕月
斎藤一竿
荒木宝章
八戸一橋
金沢苫舟
内田素舟
村松松風
荒木清玉
小川庭水
斎藤孤柳
坂本露香
影沢笑山

童謡乗せて園児バス来る
風鈴の誘い忘我の小半時
入道雲のむくむくと湧く
ゥ生涯の記念となりぬ李杜の旅

指輪もらってキッスお返し
許されて肩を寄せ合い観る歌舞伎

僧の読経に涙ぐむなり
上申書だけでＯＫ五億円
落語の好きな親父一席

汐に浮く安芸の宮島月冴えて

跳ねた真鯉の渦の広がる阿部一笠

鳩群れる公園のベンチ客を待つ浅野目弄風

冬の日射しに光る雪景門脇桃園

ナゥ両賜杯手に国体の幕を引き井上玲虹

紅葉急ぐ神室連峯高山桃里

王道は世に詔らわず月の澄み伊藤香月

初鮭湖る北国の川岸春生

暴露記事載せれば売れる週刊誌渡辺竹園

宅急便は休む暇なし青柳柳翠

富沢比佐女

はえぬきの味分け合うや和やかに横山圭月

浅沼葛子

月皓々と昇る前山

般若の絵凧空風に泣く

橋

穏やかな磯に大鶯釣りあげて

ふらりと覗く碁将棋の会

酒好きは程々に飲むむずかしさ

山崎茶香
熊谷喜楽

医師の許可おりて暫しの花衣

牛の寝そべる若草の丘
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八三甲すみれ連句会ｌその一Ｖ

歌仙一木の芽風﹄
岡田水都子捌

ナォ防人の妻恋ふ歌を読み返し

坂本孝子
西尾君子

八田和子

竹山みどり

柳茂れる堀割りの水

亡命の女優天寿得て逝く
夕焼の彼方浄土や二上山

み

由

西戸さつき

都

大統領選挙結着はいつ

いきづける灯とも見えしは螢かも

小林樹巴

千五百山踏破されしと
天高し発掘作業順調に

四

林由子

指さすかたに啼くは鶯
民岡照子

拾ふて見れば実なし栗なり

和

木の芽風護摩焚く煙とびにけり
逃げ水を追ひて運転のんびりと
コーラコーヒーどちらお好み
竹山美代子

社長まだ出て来ぬ会議夕月が

黛

代

生

君

綾

溪暮れて紀の稜線はまだ暮れず
バスを待つ間に土筆摘みつつ

藻

平成五年一月十五日尾

平成三年七月一日首

ご成婚日に日に近し御所の花

酒は角樽魚島の鯛

雪だるま肩崩れそめたり

巴

陣太鼓鳴り初む舞台今日の月

永井一子

梅田東は阪急王国

翠微ここ古歌の跡なり汗入るる

幻住庵を再建の夏

ポリープ手術入院一日

目に見えぬレーザーゆきかひ月涼し

縄のれん素通り盛り場うろつきて

マラソンの最後の一人待つゴール

桐の一葉の足もとに落っ

山田八重椿

ナゥ御馳走は贄沢病をつくります

岡田水都子

ゥわが猫によきもてあそび秋扇

中島ふゆみ

非常出口は右か左か

サミットにファーストレディのミニドレス

峯友昭舟
山崎綾子
松宮弘枝
田島竹四
歌川山黛
岡田丁珠
宮本藻屑
松本糸生

ぴたと寄り添ひ自動シャッター

思ひまとめん衿深く立つ

上野山しげを

夢千代像のけぶる湯の宿

上芝十方

こまやかに花あはノ︑と冬ざくら

−1民2ぜ

八三田・すみれ連句会その二Ｖ

歌仙﹃朝凉や﹂
岡田水都子捌

宮本藻屑

片言覚え歩きはじめる君

ナォ足神に響き異なる鈴二つ藻

単身赴任にかくし妻居て藻

長電話にはテレジョーズＮＣＣ上芝十方

毎ミルクに手と手同時に綾

もの云はず夫婦冷戦一週間生

時烏お照の墓に声残し君

ミンボー映画撮って災難方

笹ほぐれ幻住庵はととのはず生

母に教はり障子張るなり綾

秋刀魚の匂ひこもるキッチン生

遊しるダムに烟りて後の月藻

ナゥ綱取りに人種差別は無いはずが藻

藻

岡田水都子

朝凉や万歩流るる水に添ひ
樹々の茂りのみどり濃淡

うしろ姿の友に馳け寄る

プラットホーム上れば唄がおのづから

山崎綾子
松本糸生
西尾君子

生

綾

虫の音しるき山裾の闇

月の供華剪る間は露もこぼさじと

熊野路めぐる皇太子さま
ゴルフ場土地買収はされながら
やや子寝つかず母はすやノ︑
御渡海の灘おだやかに月凍つる

君

藻

綾

君

生

︵於・三田・岡田水都子居︶

平成四年五月三十一日首尾

燗漫の花の風情に居並びて都

峠の茶屋のおでん割高君
光悦寺ふたたびみたび時雨れつつ綾
雲足早き野に青き踏む藻
大名雛のらふたけし貌方

ゥ表六句すみて新酒のゆきわたり

深く立てたるオーバーの衿
ひとり旅鈍行列車乗り継ぎて

生

君

都

磁気出入口より帰る恋猫

仲人は鉄の草蛙といふことも
披露パーティー会費制なる

夜桜の花うす絹とひろごりし

綾

藻

朧の中の能舞台なり
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八東京・浅春連句会その一Ｖ

歌仙﹃五月雨﹄
とおの

五月雨や当尾の石仏笑み給う

こ声鳴きて黙す郭公

薄紅に谷中生姜を漬けあげて
残業終りちょっといっぱい

谷敷寛捌

湧き水清し首洗池

ナォ噛りに昔栄えし城偲び

不意にきたぎっくり腰は針千本

諄いながら老いる爺婆

この身にも熱き血たぎる日のありし
うすもの

羅透けて豊満な胸

モンローの裾吹き上げしつむじ風

ジングルベルの響く新宿

拳銃の仕入れの元は露西亜なり

154−

獅子虎よりも怖い人間

葉末に露の丸くこぼるる

有明に禰宜ら御幣を剪り終えぬ
和

兒にせがまれてしゃぼん玉吹く

詐欺の手口のレジャー開発
良い夢の筈が何時しか悪い夢

薄井康夫
中野睦治
式田和子
谷敷寛
道井幸夫
菊地一寛
田中正能

幸

肩組みて振り返るビル月淡く
やや寒なれどジョギングの人
ゥ美術展おのが作とも思われず

髪結いながら壷し続けし

寛

秤睡皿奪誌朋三缶甲誇︵於・学士会館︶

彌生の富士を借景の宴

七段の重箱に花散り込みて

ナゥもみじ縫いゆっくり進むＳＬ車

度々の口説きを避けて身を隠す
ポルノ書店にそっと立ち寄る

睦

太平の世は﹁孫子﹂など売れ残り

和
睦

親譲りなるシューバ・冬帽
万犬の虚に吠えたてる寒の月

きらりきらりと光る堀割

寛

和

出土せる壺慎重に継いでみて
選挙地盤を当てにするだけ

睦

四国遍路を思い立ちけり

暮れなずむ空の果てまで花の雲

幸康正睦一幸寛和正康睦一幸寛和正康幸

八東京・浅春連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃縄文人﹂
菊地一寛
式田和子
道井幸夫
田中正能
中野睦治

中野睦治捌

木葉山女をきらめかす月
床脇の丹精の菊自慢にて
カラオケセット準備完了
町内の相談事に熱が入り
和

ナォ歌舞伎座も椴帳の色春めきて

筬音まばら西陣の暮

うらぶれて隠れ棲みたる公卿の青

ギター爪弾き語るローマ史

うっとりと聞いている娘の胸揺れる

酔いにかこつけ腰に回す手

原広々と草いきれして

ぬめぬめの蛇身すべりし夏の夢

孫にファミコンゲーム教わる

対戦車肉薄攻撃応召兵

ナゥ雁が音の遠く過ぎ行く琴平宮
村で名うてのうどん喰いなり

波穏やかに初潮の旅

操短の機械の列に月の射し

正

幸
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秋風や縄文人の足の跡

あぐらの中にかじけ猫来る
漫画見すぎて変な智慧つく

ほめ殺し上目づかいにじっと耐え

ゥ新発意の手つき不器用納豆汁
浴衣がけ昼のガイドが忍び込み

睦

秤鰄皿︾封一一朋十唾串牽︵於・学士会館︶

陽炎燃ゆる武蔵野の丘

ラッキーなパット入りぬ花吹雪

教育勅語今も忘れず
和

ない

和

睦

正

薄井康夫

幸

慌ててひとり窓をとび出す
谷敷寛

地震揺らぬカイロに大き揺れの来て

初幟立て飾る清正

暑き夜園内の虎月に肌え
危険覚悟で渡る尾根道
一基また一基原子炉建ちにけり
﹁種﹂の不思議解くバイオ学説

茶店で開く海膿の弁当

早咲で夙に名のある花の寺

寛和幸睦一康和寛睦幸一和寛睦康一幸寛

八津・創ｖ

歌仙﹃御師門﹄

いづこともなく香る蝋梅

御師門くぐるや冴えし石だたみ

二段ベッドに兄と弟

友よりの電話に犬の声もして

そぞろ寒さの移民対策

喜多さかえ捌
喜多さかえ

シス

大西貞子
中井信子

信

貞

″

ナォ野遊びの手製の籠は祖母ゆづり

玩具のマーチ繰り返し弾き

金がまた要るかロシアを支援して

牧場の柵は朽ちかけしまま
裸馬の義兄にこころ摸はれる
嫉妬の鉾をぎらぎらと研ぐ

ひきつめ髪の女一葉忌

口切りを静かに服す午後の茶事

流れ仏をまつる山かげ

断崖に激しく砕ける波の花

帰る燕を見送りてをり

月円かひと日事なく終はりしと
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月に土地買はむと思ふ今日の月
ゥ街角で焼栗かぢるパリジェンヌ

ナゥ破れ蓮の田を吹きぬける風のみち
″

初午市の幟ちらほら

シス

帰りかけ不意に躰を奪はれる

貞

還り来し母国は花に埋もるる

回転木馬恋は気まぐれ

烏龍茶で割るソフトドリンク

信

秤鰄皿奪唾朋二仁計串雷︵文音︶

南半球に春を夢みる

救急自動車人だかりして
停電にビル階段を昇りゆく

巨人ファンとアンチ巨人と性質異質

貞

たち

音頭高らか励む若衆

信

信

貞

シえ

貞

シえ

噴水のしぶきに池の月ゆがむ

線香花火煙目に沁み

プルトップ集めて贈る車椅子

手づくりの旗揺れる校庭
峠茶屋閉ざされ花の散りやまず

心のどかに古典ひもとく

え〃信〃え〃貞〃え〃信〃貞〃えノノ貞え

ハ寄居・埣啄会ｌその一Ｖ

歌仙﹁初テレビ﹄
森三郎捌

ナォ同窓の遍路ホームにかたまりて

秩父靴りを強ひて真似する

カラオケに知事と議長が張り合ふて

六方踏んで消ゆる揚げ幕

火の番の析の音冴ゆる路地の闇

地平より濡れて昇りし春の月

ぎこちなく紐のいろいろ解いてゆく

胸の高鳴りそっと抑ふる

風呂の帰りに羽織る半纒

旧姓で肩叩かれし驚ろきに

百歳の双子の婆々や初テレビ

森三郎
森恒子

秋蚕の桑を栽りに戸を出る

噂通りとなりしこの刻
山に添ひ有明月の白々と

松の翠に留まる追羽根

杉野弁一郎

柏原和宏
町田節子
真下草笠
柏原知子

ゾ

朝日さす山の写真に掛け替へて

葱の坊主の球のまちまち
たけ

煤け長押にかくる菱紋

ナゥ猪を売る家一戸の灯のみ
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街騒遠く雄の声きく

ゥ護摩の火に上目づかひの人坐る

石川光男

池の真鯉に水はぬるめり

細々と博士が弟子に応へゐて

知

心の丈は千々に乱れて

市川美代子

口づけを残して去りしエアポート

国際手配背負ふ足どり

宏

節

蓉唾叩︾一一一串一斗串雷︵於・寄居・森三郎居︶

都をどりを旅の上りに

咲き満ちて花に明るき勢至堂

息もつかずにビール飲み干す

恒

節

宏

坂本純子

郎

︽汁

縁日の金魚すぐひの紙破れ

秋風に弓一筋の君逝きい

笛吹峠月の杣道

虫時雨落人の里押しっ易む

夢のリゾート選挙争点
招かれて帯の重たき花衣
皿にあまれる魚島の鯛

恒純郎節笠知恒宏恒弁節純知笠知恒知郎

ハ寄居・埣啄会ｌその二Ｖ

歌仙﹃連麺﹄
まがき

薄氷はなる山峡の湖

連麺の雛のほとり人の声
つちふ

バス停を竈る風の強くして
からくり時計廻り出す宵

露けき縁に煎餅を割る

青ふくべゅれつぐ先の二日月

森三郎捌
町田節子
石川光男
市川美代子

森恒子
杉野弁一郎

森三郎
光

恒

真下草笠
柏原知子

ゥ廃校の庭に群れとぶ秋茜
三つ編解けば豊かなる髪
あかりを消せばきゆる恥らひ

鏡台のくもり拭はずもらす息

節

一汁

節

怪談の芝居のはねて月涼し

知

郎

キッと面を切る目鋭し

家計簿の赤字パートで補ひて
大のジョッキのビール一気に

光

︽汁

美

株下落バブルと消えし家の夢

主は町議手打ちうどん屋
新駅の出来る噂よ花吹雪
なまこ土蔵にゆらぐかげろふ

墨画仲間のあぐる歓声郎

ナォ黄山の絶壁縫ふてつばくらめ弁

札束も機械もうなるパチンコ屋光

火事のサイレン湧いて直ぐ止む坂本純子

デモクラシーの墓穴知事選美
鮫鰊は風の通りに曝されて恒

北を指し真一文字に武者一騎光
エイズ予防の知識仕込んで郎

罪つくりなる京のぶぶづけ美

暮れなずむ刻に乳房の姪き来て恒

虚無僧に似て棒稲架の影笠

山襖村々皓き月の中弁

ナゥ病む雁は心字の池にすみついて純

訪ふ人の無き日々の尊し郎

たつき

土くれを捻る生計も流行らずに笠

草餅のくる向かふ三軒光

白丁の位置を定めし花篝恒
漢字談議で更ける春の夜郎

蓉鰄皿蓉廻朋絆誌串雷︵於・寄居・森三郎居︶
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ハ寄居・埣啄会ｌその三Ｖ

歌仙﹃媚﹄
森三郎捌
町田節子
柏原知子
坂本純子
真下草笠

媚や土のほてりのまださめず

大正もまた遠くなりたり

石川光男

森恒子

月窓に女性学など聞き入りて

赤きカンナに残る夕映え

竹の若葉の山のざわめき

得体の知れぬ政界の金

ナォかげろふの中より電車現はるる

泥に尾を曳く亀の公案

窯変と言ひ張る作家威丈高

夏草の繁みの中に埋まる句碑

キャンプの灯次々と消え

榛ませても操ませてもなほ肩の凝り

深き情を人は悪女と

老いらくの恋のあるじも身まかりぬ

過ぎし日の文のこる針箱

名月に鯉も静まる浮舞台
井筒に添へる芒四五本
市川美代子

息子からコレクトコール近々と

天気予報は明日も晴天

ナゥ一望の豊年の田の波打ちて
柏原和宏

ビデオで送る春のふるさと

湖に寒暁の富士さかしまに

純
宏

秤鰄

軽い朋二拒計甲雷︵於・寄居・無腸庵︶
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ｰ〆

首輪なき猫のふえたる路地の奥

杉野弁一郎

百家争鳴訪中の沙汰

光

人去りて花に寂しさあるを知る

森三郎

饅頭をやむを得ざるの肴にて

郎

とを

帯を結べば十は若やぐ

ワ湧く雲に思ひあらたな終戦忌

畳は固し友はつめたし

恒

美しき人の入りきて句座乱る

東の空に月は冴えたり

節

きな粉たっぷり鶯の餅

里さして鴉の群れの限りなく
火伏せの神に拝を欠かさず
花筏きそふことなく波にのる

美

︽汁

声あげて行く遠足の児等

知光美恒宏笠知弁恒美光宏郎宏光笠知節

八川崎・染井の会ｖ

歌仙﹁穂高﹄
穂高いま茜いる映ゆほととぎす

オカリナの音の透りくるなり

川のう
流れ
飛び交ふ
たに
げ柳
ひ紫こ
金婚の宴の中に曽孫もゐて

蒲幾美捌

ナォもの忘れ多きこのごろ葱坊主

念佛車を廻す命日

ギヤマンのグラスに満たす独り酒

化粧濃くしてタンゴ踊れり

日照雨の中に﹁氷旗﹂揺れ

そぱえ

息あつく脊のファスナーをおろしやる

蒲幾美

なんじやもんじやが議事堂の前

五億円の賄賂に罰金二十万

赤い靴はく少女の塑像

華やかに交通整理の婦警さん

自分史はいま露草の章

太りゆく月帆柱を離れゆく

ナゥ湯を沸かす羅漢もありて秋日和
みたらしだんご食べながらゆき

山口タマ子

頁繰る月のさしゐる写真集
志野の古壺に芒りんだう

片倉綾子

久保田富子

茶房に恋のロシア民謡

タ

秤鰄叩︾十五朋垂串蕾︵於・柿生会館︶
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大江秋光
湯川道子
嶋津亜希

ゥ語りつつゆくみなし栗ころがして

幾

菊谷由起子

ふくれ鞄の巡回医老い

さい果ての想ひ出深き地を尋ね

ひらりひらりと蝶の舞ひをり
亜

道
一邑

″

田中ッル

亜

富

鮪ひかり城を覆へる花の雲
遠くに見ゆる芝を焼く人

綾

江戸前の木遣を習ふ三代目

愛猫も糖尿病となりゐたり

路地を日課の乳母車押す
教会の尖塔にふれ冬の月
ジングルベルの銀座賑はふ
縫ひぐるみの大きパンダを抱へゆく

十四歳の金メダル美し

花の園行燈の句に歩を止めて

河口いでゆく潮干狩連れ

由ツ富秋道〃夕秋道由亜幾ツタ由道〃綾

八東京・第六天連句会その一Ｖ

歌仙﹁若水﹄
若水や顔は昨日と同じ顔
音の軽やかビールの初荷
昼からは陽の差しそめし雲にて

山裾を行くくれる単線

新米の香にむせぶ喜び

月の秋強きことばで国なまり
ゥ赤い羽根つけてふと会ふ靴売場

離婚訴訟の三年セ半越

﹁明日は﹂と言ひてひしと抱きしむ

本当に愛の天使は居るかしら

今泉忘機捌

穗

今泉忘機
浅野黍穗
品川秀風
田口猛康
浅井園丁
尾崎淑子
伊藤孝子
星野惠則
笠問文子
松崎桃古
小谷参木
鹿倉糸

枯らせず苦なり贈られし藺
よきモデル月に軍刀描きかけ

機

物不足唯物論の化ヶの皮

納屋借り切って暮らす爽やか
こつじき

康

丁

淑

風

乞食の行する頭陀の重くして

みこにたまはる朝の挨拶
花吹雪雅楽の調べ宙に舞ひ
広庭せまし夜のかヌリ火

ナォ四方より勝関あがる城の春則

烏雲に入る躁の症状孝

蟇の油の口上の前文

剃刀の格別切れる心地よさ古

割安とおむつティッシュも山積みに糸

蓋の飯からまづ唇にする木
蝉時雨長旅終へし坂迎へ機

眼と手で交す阿・吃の恋康

どこかかげある板木師の兒穂
その妻は昔風雅を運びけり風

孤独も愉し深夜放送淑

笹鳴けば声を小さく月仰ぐ丁

ナゥ先生の鞄持ち鳴呼疲れたわ孝

ニースのカジノ曇天の海則

ぎし

かはらけ

切崖にとばす土器百円分文
蝶のとまれる青石の上古

外っ国を無事に佐倉の花を見ん木

風船ふはふは空高く飛べ糸

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成四年一月十一日首尾
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八東京・第六天連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃今朝の秋﹄

笠間文

田口猛康捌

戸を叩きうなる突風今朝の秋
いびつな月をとゾむ松の間
今泉亡心

赤田聴

田口猛

玄關を入ればかまきり背につきて
ごめ

日課の散歩けふは遠出に

歸省の客の荷物重たく

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成四年八月九日首尾
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入船を待ちかね凱舞海猫の群

ぢいさんばあさんと呼ばれて久し

ゥ末の子も身に相應のリュック背負い

強氣で押せと鬼に金棒

感文の赤茶けて出づ百餘通
大國のロシアに何の文句言ふ
しつかり頼むぜにこにこ總理
ガウディもサラも居る街冬仕度

弟子の一人は異端で鳴らす
ふるさと

罪なくて朧月夜の三宅島
歸るかりがね偲ぶ故郷

嶢け落ちし國寶伽藍に八重の花

青ぬたも良し友と酌みあふ

文康雨機康文機雨文康雨機康文機雨子康

八東京・第六天連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹁木犀の香﹄

舗装のされぬうそ寒の道

木犀の香を浴びてより磨く靴

人情厚き湯治宿なり

三日の月水平線に入りかけて

星野惠則捌

ナォ焼跡も違はず燕訪れて古

佛陀の国であればやインド赤田聴雨

どこからも見え円き銅屋根文
三つ巴宗教競ふエルサレム木

マドンナ好み指圧師の指穂

清純な娘慕へる七十歳余品川秀風

高笑ひ丸鼻顔の脂ぎる古
烏数羽のそれぞれの声雨

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成四年十二月十三日尾

平成四年十月十一日首

瓢箪池の亀のあたたか古
花の昼大講堂は鎮まりぬ則
物は二重に見えて陽炎丁

病人の持ち堪へたる年新風

回覧板に象牙印押す淑

寝台の列車に眺む白き月雨
稲刈り済むと母の便りに古

木の実まじりの朝の黒パン穂

だんだんと少くなりし墓地の土風

穗

佐野千恵子

浅野黍穂
小谷参木
松崎桃古

千

ナゥこれからは一つ道心黙しがち風

さりげなく贈る押葉のクローバー

丁

笠間文子
浅井園丁
尾崎淑子
星野惠則

資本主義崩壊あと何ンの主義

智恵子の恋にあこがれし頃
九十九里荒ぶる波に舟出する

文

新任教師眉のやさしき

濡縁に餌付狸がこっそりと
アイスホッケー派手な応酬
ゥ俗世間拭ふさいはて餌なし

宝石は贋物ばかり月涼し

穗

古

鎌輪ぬといふ柄の浴衣で

淑

木

丁

入相の鐘の尾長く花の湖

則

遊芸の道は三代誉にて
酒の強きは学生の時

土手を駆けつつスカンポの唄
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八東京・第六天連句会ｌその四Ｖ

世吉桐﹃木の葉﹄
浅野黍穗捌

三合徳利でんと前にし

仕事場に彫師の顔は常のごと

ぐり返し来る小春寒風

尾崎淑

穴沢篤

浅井園

笠間文

赤田聰

浅野黍

飛車おちに角おち烏鷺のたたかひは

佐藤義

居開帳なれば善男善女めき

春の夕の夢のはかなく

花吹雪肩にかシリてぬくもれる

孕める鹿の目をほそめつつ

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成四年十一月八日首尾
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ビル建てる空を転がる木の葉かな

ラヂオの告げる交通情報

色づく鮒に網を打つ舟

月光に照らしだされし湖の面

何やらゆかし貴人石棺

ゥ銅鐸に虫の絵ありて出土せる

夫を待ちゐる入院の日々

とらはれし身にもたしなみ化粧して
炎ゆる恋カルメン︑サロメ熱かりき

祖国を脱ける二人づれあり
受験子の氷いちごに舌染めて
政治どこまでヤクザ牛耳る
笛でコブラは宙に消えゆく

エリッィンの名に筆ペンで×をつけ

文穗丁篤義文雨篤淑丁文子子子丁子雨穗

丁義雨篤

洞陽洞陽洞〃陽洞陽洞陽洞陽洞陽洞行洞

八多度津・多度津連句会ｖ

邉木

渡邉陽行捌

陽春
山

愛媛﹃温泉の香﹄

窓から眺む景の末枯

虫鳴くや温泉の香りに身を任かせ

月光のあからさまなる明るさに

ほ

︵於・鑑別醍躍津率罰凱箇︶

平成四年十月二十五日首
平成五年一月二十五日尾
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青き車のすっとすぎゆく
滝飛沫近き径を踏みしめて
キャンプファイアー囲む歌の輪
ゥ野仏にノスタルジアを感じたり

愛の告白乱れ乱るる

手文庫の筐に恋文秘め女
ファーストキッス夢のうっっに
キューピッド矢の的はづすことありて

友の叙勲を祝ぎて深酒

夜を更けて海峡わたる寒の月
古帽似合ふコートよれよれ

立春大吉天地輝く

日本の国に生まれし幸福よ

雅子様皇太子妃と花開き
東風吹く浜に鳴る松籟シ

渡鈴

八東京・多摩連句会ｖ

歌仙﹃大樺﹄
安江真砂女

春猫眠る門の軒下

大檸雨にけぶれる芽吹きかな
山口みづえ

池田葉子

葉

葉

み

宮下太郎
真

博物館スイッチで聞く雲雀にて

そぞろに寒しあてどなき旅

みなお揃いのカレー昼食
満月に出航の船あかあかと
ワ真葛原ものぐさ太郎住みしとか

真

太

撫でてもみたりブロンズの胸

尋ね当てたるりんどうの君
そっと干す飲み残したる盃を

み

葉

スリラーのトリックぱっと閃いて

赤道越せば渦は逆巻き

真

花の寺チンドンの音どこぞから

黒々とした煙立つなり

真

葉

太

み

太

新党のぞろり出でたる夏の月
みぞれを掬うへらへらの匙
色ケ浜芭蕉も詠みしうつせ貝

入学式を終えし中学

ナォ時間割ワープロに打つ目借時み

車使わず歩け歩けと真

見つからぬまま爪切りを買い葉
裏山がばっさり伐られ赤土に太

葉

九十四現役の女医てきぱきと葉
ミュンヘンよりの古き文束み

妻と夫と蟷螂のごと太

水晶の玉で占う秋の恋真

始発列車を磨きたてたり

少しいびつ鬼の洗濯板の月み

正月衣装枕辺に置き真

組合の指令は聞かず年の暮太

ナゥ一族の寄れば幼子四人増え葉

古戦場とてうららかな昼葉

おのずと決まる風呂の順番み
眼下には川の蛇行の歴然と真

緋威にへばりついたる花の片太
夢かうっっか佐保姫の舞う執筆

平成四年四月十九日首

︵於・大国魂神社ウより文音︶

平成四年十月七日尾
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宮本得志捌

宮岩藤

得順ひ
ろ

八市川・ちぱらき連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃夏負け﹄
手術した年の帽子で夏負けす

子を先にして入る片蔭

松風の舟小屋の戸を吹きぬけて

殺生沙汰の外国並に

ナォ利休忌に金の瓦の出でしとょ

髪やはらかく頬に触れくる

葦笛の低く阿畔の息合ひて

旅のパーティ盛りなるらん

夕焼に口紅の色きめかねて

孫ほどの娘と玉突きに夜を明かし

螺旋階段森に消えたる

神霊のひそむ気配の古き城
意外に痩せし番人のゐて

月影のながるる川を猫の跳ぶ

昼来しときは花野に続く

少し残して推理小説

ナゥワイン下げ粧ふ山へ深入りす

瓢箪池の鯉に雨降る

公園の謎のごとくに誰も居ず

声はづませて蝶を追ふ子等

花衣吊りたるままの昨日今日

秤鰄皿雲峨朋他串霊︵文音︶
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泰然とある遠き山脈

月澄みて北京放送よく間こゅ
今日刈り穫りし籾を乾かす
ゥくりかへす留守番電話爽やかに

老犬タローうつらうつらと

慥かめし郵便受けの女文字

白衣に替へて長き襟足

日めくりの先月のまま一人部屋

解凍されて魚の目をあく
盗賊の剥ぎそこねたる冬の月
頬かむりして露地ものを売る

三文の値打ちもあらぬ吾が病

利根の流れは海へ海へと
トロイカの木馬花積む麹町

焼蛤で酒を一合

本城咲

得〃順ひ得順ひ順得ひ順ひ得ひ順志子し

順得ひ得順得ひ得ひ順得ひ順ひ得順ひ順

八市川・ちぱらき連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃噂
噂りや江戸の石橋幅二尺

春炬燵して好む紫

ころころと麗らを探す小犬にて

水にひびきて電車はしれる
月光を浴びつつ歩くことを好く

久しく見ざる桔梗刈萱

藤川祐子捌

珈琲店はどこも炭焼き

ナォ展示品手も触れられぬ農具市

女から予約をとりしべイホテル

エイズの恐さ忘れてをりし
てつぺんで鴉潮時見てをりぬ

宇宙を降りし人へ人垣

雪しんしんと嵩む神苑

稲葉禾舂

エリッィン亜細亜外交韓国へ

故郷はいつでも泣きに帰る場所

祐

回覧板をあわててまはす

藤川祐子

衣

からす猫アリバイの無い居待月

海老名衣子

塚本忠太郎
禾

教へ子の文ファックスで来る

ナゥひとり言なすに向き合ふ秋の山

葬りの後の畳冷まじ
忠

市長選市議会選と忙がしく

衣

祐

今朝新らしき石庭の渦

ゥ鹿垣のや蛍細やかに組れをり

結界越えて僧の出てくる
居酒屋に一息入れて南蛮酒
椰子の樹蔭に畷き合へり

衣

半ぺらで済む戸籍抄本

秤

皿唾十一斗朋軌明鑑︵文音︶

鐘の余韻の霞む本丸

燃ゅる眸に惹かれ妻子を捨てて来し

衣

禾

祐

禾

忠

衣

舞ひ終へしシテヘひときは花吹雪く

新庁舎名所となりし夏の月
お金お金と蝉のはやして

置薬屋の外車にてくる

孵卵器に満ちたる親を知らぬ雛

蜆採れたる川も埋められ

買ひたての弁当ひらく花の下
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り

禾

ロー＝

衣忠禾祐忠禾衣忠衣祐衣忠祐衣禾衣祐忠

八船橋・つたの会ｖ

歌仙﹁夏あかつき﹂

一輪手向く白き着薬

夏あかつき御目のしづく糸を曳き

眞鍋天魚捌

高木一

眞鍋天

小林怜

丸木直

深沢真

巖ぶすま人無き浜で魚跳ねて
ぬめ

山崎芙

紅葉挾みし母よりの文

磨いたランプで灯ともした日々怜

ナォ世にふるもめぐりあひたしつひの春綿貫きょえ

耳そばだてて速達を待つ芙

飛行船獄舎の上で向きを変へ大久保督子

悌は心に近く目に遠く魚
波の底にも都ありてふ真
野良猫のふぐり涼しく寝まるなり督
誰はばからぬ営業特金直

血糖値上がって好きな酒を断ち

白星なれどニコリともせず直
水甕に月の半分落ちてゐて督

ひそと煙を吐く煙茸芙

ナゥモノクロのチャップリン視る秋夜長督

渋滞続く故郷への道

友の作りしビーフ・ジャーキー真
手榴弾いまもひとつは身にひめて魚

雀のひなが孵る戸袋

幼児の母呼ぶ声に花開き怜

秤鰔醒雲垂明一計印藷︵於・関口芭蕉庵︶
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あの町この町日が暮れてくる
胱のやうな月夜へ客を送り出し

傘を隠して共に濡れゆき

ゥ鶴くれば救急箱を用意して
髪洗ふ夢二のやうにしどけなく

はやも別れの声細くなり
閉ざされし部屋に座れる華手毬
うっかりドアをロックする癖
クリムトが見えるウィーンの冬の月

轍の跡に初氷張る

パソコンでＣＩＡに忍び入り
やはり伸びてるピノキオの鼻

花散って兄も弟もひとり立ち

バケツの底を歩く寄居虫

一真直一怜真芙直怜真〃一子沙理子惠魚

八津幡・津幡俳壇連句クラプその一Ｖ

歌仙﹃神楽舞﹂
老杉に秋陽の濃ゆし神楽舞

磐持石にとまる蟷螂

山荘の月さす池に鯉はねて

謡もれくる川沿いの町

師を招く部厚き手紙投函し

木上紫雲捌

石本よし子

木上紫雲
吉田弘子
藤江紫虹

小川ひろ子

尾山村雀
細山芳絵
宮嶋キヨ
小山西置
西佐代子
中村洋子

白亜の館に這える青蔦

二人で分けるジュース一杯

色もあやしき古九谷の壺

前山優美子

かい抱く乳房のほてり湯に沈め

おくれ毛そっと直す手鏡

ゥ磯の香に遊覧バスの島めぐる

降りそうで降らない空に気をもんで

細山吉女

雀

よ

虹

弘

圭一云

凍て月を背負うて玉の緒房振り

輔祭りを仕切る刀匠

ミンボーが絡み監督切られ役
爆笑寄席で消えたストレス

天守を指して放つ風船

瓢酒朱盃に注ぐ花の下

ナォ牧の朝わけなくはずむ春の駒絵

信者あふるる不動縁日佐

碧い眼をして話すかたことョ
八景を相撲甚句に読み込んで置

今登る山を見上げる力杖洋

炎天の中汗にじむ肌ひ

太ぶちのめがねで齢を紛らわし優

尼僧が似合う初恋の女吉

空駕篭で戻る小六の節廻し雲

ひっそりかんと哲学の道弘

塾生をあつめ仮家の月祀る虹

十村の木戸にこぼる白萩よ

ナゥちちろ鳴く昼うす暗き通し土間雀

売出しビラに買物のメモ絵

桧笠着て朝市の婆置

あがた

御製の碑囲み県の由緒聞くョ

春灯淡くともる林泉洋

満開の花の枝垂るる風あまし佐

拝聴皿舜托朋二牙一明誇︵於・サンライフ津幡︶
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八津幡・津幡俳壇連句クラブその二Ｖ

歌仙﹃避寒宿﹄
物書きの静けさ選ぶ避寒宿

青磁の壺に匂う臘梅

庭造る石それぞれの貌持ちて
枝折戸かるく閉ざす夕ぐれ

二羽智子捌

ナォひもすがら乗込鮒を追いかけて

駐在さんはいっもご多忙

乱れたる下駄を預けて社会党
檜づくりの湯の香ほんのり

さも得意気に竹馬の子等

シネラマの余韻融けゆく雪もょい

君と腕組み渚ドライブ

寛斎のフランスモードなびかせつ

許されぬ愛に身を灼く四畳半

『

搾乳を了えて隈なき牧の月

土産片手にやや寒き道

真珠の耳輪置き忘れられ
尺八の音色漏れくる月の宴

選り取り見取り店じまい市

ナゥ粉ナふいて軒の枯露柿仕上げどき

流暢な英語振りまく宰相の
晴の舞台の成果問わるる
緋毛既ひろげ野点の花日和

二羽智子
高森静恵
舟橋玉枝
中野泰子
多田芦畔
紙谷湖秋
木上芳江
谷本綾子
米田幸子
村上町子
宮嶋茂
出見世裕子
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残りし潟に渡りくる雁

ゥ塚の辺の千草風なす濃むらさき

輿にゆられて嫁ぎ行くひと
﹁あなた﹂とはまだ恥らいの小さき声

テープを切って出港の船
人生の苦楽は神の掌に委ね

秤鰄皿︾唾朋三叶朋雷︵於・サンライフ津幡︶

ひかり集めてあげは蝶飛ぶ
智

久山今日子

法案の攻防遅々と夏の月
ここを先途と油蝉なく

玉

静

外務大臣無念入院

地酒が利いてはやも酔いたり

芦

泰

父母つれて高野詣での杉並木

ハングライダーさても長閑に

花の雲抜きいで白き天守閣

町幸綾芳湖芦泰玉静智今裕茂町幸綾芳湖

八津幡・津幡俳壇連句クラプーその三Ｖ

歌仙﹃湯女﹄
ゆな

酌の手をとめて蟹解く若き湯女

簾に透ける沖の漁火

友あり師あり好きな古里

朝市の目抜き通りの賑わいて
月の草満たす素焼の壷据えて
しづ

いよいよせまる文化祭典
ゥ晩秋の森閑かなり能楽堂
裾を乱してマシュマロの肌
発覚の不倫に妻が座を去れば

三日ともたぬ冷蔵庫の中
倶利伽羅の旧街道の仏たち

中田風来捌

中田風来
酒井愛子
吉本芳香
田川利公
多田史代
小蕎照子
笹木千代子

山本比佐子

本田滋子
水野道代
加納俊子
日向菊野

来

新幹線の通るわが畑

冬の月ランプの宿に聞く瀬音
雪にまるびっ郵便夫の着く

愛

史

公

香

芝田祥子

子に習うファミコンなかなか難しく

貿易黒字増える一方
元禄の昔を今に花茶会

百万石の春を惜しみて

ナォぶらんこのゆるるにまかす園おぼろ照

いつもの顔の並ぶ居酒屋千

代表にもれて涙のバルセロナ滋

ようやく閉ずる牛歩国会道
登り窯火入れも近し夏薊俊

風鈴吊るす青き目の人菊

綱とりのチャンス到来大勝負比

三十にしてつかむこの恋祥

尾ひれがついて噂広がる愛

ひと

子育てもおえて出歩く女あでに来

紅葉も見頃スーパー林道公

ダム底に眠る故郷今日の月香

肩組み合うて記念撮影照

ナゥ秋祭持病忘るる楽しさに史

キャンパス立てて岸壁の画家滋

夕凪に雄姿現わすマリヤ号千

七尾まだらの唄ものどけし俊

咲きほこる花に浮かれてめぐる城道

平成四年五月二十八日首

︵於・津幡町福祉センター︶

平成四年七月九日尾
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八津幡・津幡俳壇連句クラブーその四Ｖ

歌仙﹁安らぎの﹂
安らぎの良き木を択べ春の禽

東風ほのぼのと匂う裏庭
大気吸う畦に頭巾を脱ぎすてて

酒の燗して門に待つ吾子
澄む月に雲の衣の美しく

中田風来捌

外れ馬券の風にまい立つ

石本よし子

宮嶋キヨ

木上芳江
紙谷湖秋

ナォ巣立烏ゴジラは二軍ベンチ入り

遺骨を胸に抱いて帰りぬ

北海にこっそり捨てる核兵器

雪になるらし猿の鳴き声

相続権すったもんだの年の暮

細山芳絵
舟橋玉枝
米田幸子

テレビ各局どこも特番

贈られて指に輝やく白真珠

街騒をしずめてビルの月澄める

煙もうもうさんま焼きおり

ナゥ豊作の新米俵積みあげて

人の寿命も八十を越え

巫女独り庭掃く古都のたたずまい

秤鰄琿唾垂朋壷串誇︵文音︶

笹木千代子

西川柳史
加納俊子
田川利公

出見世裕子

中野泰子

山本比佐子

ここにも楽し投句箱有り
燗漫の花に野点の緋毛蟹

尾山村雀

日向菊野
細山吉女
谷本綾子

中田風来
木上紫雲
二羽智子
吉田弘子
多田史代
酒井愛子
吉本芳香
本田滋子
藤江紫虹
多田芦畔
西佐代子
水野道代

天守の森に高きさえずり

アルミ缶集めて地球を美しく
心のささえは愛のひとこと

小川ひろ子

村上町子
宮嶋茂
小山西置
中村洋子
高森静恵

ムノJ

叙勲の友へ贈る菊鉢

ゥ秋の灯を寄せて金箔打ちつづけ

背中の灸を妻に据えさす
宿坊にふたりぽっちで向い膳

中古車積んでロシヤ船発つ

晴耕雨読で伸びる髭面
厳門の洞を真下に清張碑

月涼しあみ笠舞いの男衆
兄の優勝待たる夏場所

チャペルの鐘に時を忘れて

建ち並ぶ色華やかな丘の家

甘茶をそそぐ寺の縁日

たい焼きの香りにつづく花の道

T旬う

八松山・出合川ｖ

脇起歌仙﹃夏木立﹄
鈴木春山洞捌

筧伝ひを掬みとる清水
井門可奈女

鈴木春山洞

松尾芭蕉

手造りのオカリナを吹く子等のゐて

先づたのむ椎の木もあり夏木立

軽く動けるブルージーンズに

中川久子
白方筍子
井ノロカズ子

あし

ナォうかうかと乗せられてゐる四月馬鹿久

手間賃安き婆をパートに筍

病み捨てて一病息災寺詣で力

杖曳く友と吟行をする洞
嗽したてゐる葭雀聞く久

何処までも菰咲き続く河辺なり奈

愛をはぐくむ選りどりみどり力

耕織る織り娘の群は残業し筍

後宮の美姫三千と史の記す洞

李杜の詠へる世界に遊ぶ奈

洞

︵於・松山市久万ノ台松久庵︶

平成五年四月十七日首尾

さと
嫁の実
家から来し内裏雛力

花筏街の真中の流れ川洞

土蔵仕込みの飛騨の米味噌久

灰白くなりゆく炭火継ぎ足して筍

幻に見るミロのビーナス奈

は

月美しく雲れわたりたる景展け久
けけらけけらとげらつつきゐる筍

量音のして虫の鳴きやむ

月の道登り坂なる港町

洞

筍

奈
久

舟の苫屋に重い後朝

ナゥ秋うららロッキングチェアに身を預け力

ゥ鉄齋の描く萬年青の実の赤く
珊瑚細工のイヤリング付け
待ち佗ぴし人の面影恋ひ慕ひ

久

力

煮物の匂上路地に漂ふ

筍

溝板を駒下駄の踏み通りゆき

鶴首瓶に揺る冬薔薇

洞

力

奉示

針穴に糸さし繕ひものをする

︐奉示

凍て月を窓より仰ぎワイン酌む

役者一行宿を立ち出で
花の雲金毘羅神社磑高き

春蝉の声境内に満つ
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八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会ｌその一Ｖ

歌仙﹁分散和音﹄
川野蓼艸捌

川野蓼艸
若松照代
内田麻子
高岡粗濫
浜本青海
前田寿子

池の面に浮く浮寝鳥

白磁の壺と竹の虫籠

小林しげと

風花の御堂の奥の朱唇かな

ゥこんないい言葉はないと明治節

石飛千可良

寿

分散和音の窓を洩れ来る
変形の月抽象のカンバスに

ラガーメン相打つ声のしきりして

独りワインの栓を抜くなり
あんばんの嬰粟つぶほどの恋きざす

麻

粗

﹁黒の船歌﹂持ち歌として
同級生また大臣になりました

靴下の穴が次第に拡がって

土俵には女人禁制寒の月
何度押しても電卓はＥ

し

千

し

粗

昭柚

望遠鏡の中は真っ青

奎目

二の丸に小紋のやうな花吹雪

粗

狐と狸チー・ポンと打つ

雛の顔より佛ふ薄紙

売れ残りたる岬マンション麻

ナォ釣りキチの乗込鮒にひしめいて千

懐手にて一廻りする照

芋大根中気封じに粗食して

作業衣の鉄の匂ひと火の匂ひ粗

リムジンに乗り拾ふ少年寿

黒髪をはらりと切りて自傷の夜麻

獅子座と共にまたぐ子午線粗

海峡を核運ぶ船悠々と青

五十三次広重の印照

木賊刈る男の鎌に月光る麻

金平糖に文且を添へ青

昔算盤今計算機青

ナゥ錦秋の櫓を建てる指揮をしてし

駅者の持ち来る春の郵便粗

ファインダーに天の橋立収めけり千

桜うぐひを大皿の宿寿

花の夜の酒建をつらねて坂垂るる蓼

平成四年十二月十三日首尾︵於・麹町・一平庵︶
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小林しげと

久木田朱美子捌

八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会その二Ｖ

歌仙﹃秋澄む﹄
秋澄むや窓に明るき烏の声

ビルと高さを競ふ夕月

五人兄弟写真仕上る

手折りたる柿を土産に集ひ来て
岩魚釣りけふの獲物の魚拓とり

ナォげんげ田を斜めに機翼高度揚ぐ

四次元の夢捨てきれぬまま

塾終へて子等は家路へ夕明かり

犬の散歩はいつも父親

年を負うた野良をいたはる三毛ペルシャ

須磨の汀に松風の舞

不惑を越えて嫉妬燃え立つ
表には出せぬ后の笑みさびし

中将湯の槌せし看板

街角の清水に喉をしめしけり

やさしげなまるき月賞で独り住み
樺

門を鎖ざして萩のトンネル
ナゥ瓢箪と糸瓜と何を語るらん
シャンソニエの灯銀座再び

176̲

木曜日には変はる広告

し

井手樺晴
内田麻子
久川千代
若松照代
高岡粗濫
浜本青海

左棲とる二度のお座敷

杉崎迪子

ゥ裏に入る織部乾杯玉子パン
うなじは染まる遠き電話に

平成四年十月十二日首尾︵於・麹町・一平庵︶

霞に架けて湖の大橋

花映すくるりとガラス宙吹きに

宅配便で届き来る雛

陰口に泣かされながら共枕

麻

粗

バブルにも関りはなく判を彫り

チグリスとユーフラテスの出逢ふ村

寒の水汲む甕の大きく

昭心

粗

昭小

青

し

ぼそぽそぼそと和讃唱へる
ピザパイをひっくり返す表芸

久木田朱美子

ふるさとは崩れ土蔵に月凍てて

﹁ミッキーマウス﹂題はラテン語

鉄砲に稽古帰りの花吹雪

草団子屋にちょっと寄り道

千朱粗麻粗青し麻樺し青麻照千麻迪棒粗

八東京・東武カルチュア連句会ｖ

余川美奈子

宇咲冬男
臼杵遊児

歌仙﹁命思わる﹄
石ころに命思わる跣足かな
ここにもひそと残る空蝉

宇咲冬男捌

夏枯れの街に人声絶え間なく

美

山崎一示宣目

欠﹃

美

酒井郁郎

中野スミエ

桜井つばな

次山和子

塑像の少女髪をなぴかせ
名月を遮るものの何も無し
襖を入れてココアを甘く

浅沼君江

隣り合せし席が縁に

ワ盛られたる皿のざくろが大笑い

婚前の旅へ来たりし椰子の浜
キャリアウーマン夫婦別姓
ころころころと坂をころがる

バーコードカードポケベルテレックス

谷田男児
遊

ひょっこりと狸顔出す月の下

友を偲んで熱燗を酌む

和

美

つ

崇田多田男

遊覧船は湖渡り行き

民謡も軍歌も歌い舞いもして

花のもと頬杖解かぬ思惟仏
夢かうっっか麗らかな景

ナォ雷気楼消えしと見ればまた現るるス

デパートの美女のミイラの前人気冬

成吉思汗は蒼き狼和

四千年後なぜ解るのよ福田太ろを
まるまると円相の画の語るもの郁

エコーに浮かぶ虹の大小郁

泡がはじけて望みはじけて君
名曝の奈落の底に落ちてゆく男

母の名前を告げねばならず冬

幼な児はアニメマンガにはしゃぎいし和

誰が吹く笛か搦々として多

またしても不義の二人を照らす月遊
がんじがらめに蔦がからまり君
ナゥ天守閣栄華のあとのそぞろ寒ス

風流がいつか仲間を呼び集め宗

神田明神社務所献額冬

佇めば白砂に花の散り敷ける君

光生まるる春の暁美

平成四年七月十五日首

︵於・池袋東武カルチュアスクール︶

平成四年九月七日尾
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八相模原・桃天樹畭聚ｖ

歌仙﹃七種﹄
七種に展くる懐紙に墨匂ふ
いや重け吉事祝ぐや人日

プラの虫籠餌が景品

猿猴はくもりなき月掴むらん

三好龍肝捌

赤田玖實子

三好龍肝

超能力で曲げしスプーン

木戸口てる女

吉浜ます子

清水由江
近藤蕉肝

玖

近藤栗子

御難続きもこれで解消

気のきかぬ間違ひ電話うそ寒み

ゥ恥らひつ夢の籔買ふ列につく

ちぎれた凧がからむ枝先

ま

玖

″

圭一云

て

厚

蛭海停雲子

蕉

高木厚子

文法守る自動翻訳

何にでもニューョーカーは無頓着

しがらみに相対理論活用し
しいもの枕細みよるしき
寓を出て傘置き忘る月の雲れ

新酒の味はほんに格別

淋しさは花の色にも染められず

肝

許可されぬオフシーズンのサイン会

遍路に倦みし塵外の塵

やくざの鬼に蛇の政治家蕉

ナォ坂上に石の造りの正一位由

のらりくらりはいつものことよ厚

試験管天地創造ひねりあげ雲

エアロビクスでぐんとスマート由

貫籍は遠く遠くとなりにけりて
アマチュアの絵が賞を獲得栗
饅頭を恐いと言ふは落語ネタ厚

旱つづきに街は砂漠化玖

核を消すマジックなんどが有ればいい蕉

涼月にポンポコポンと騒がして〃

教育ローン利率たしかめ由
ナゥ稀齪本海賊版も稀観本蕉

漢方薬がはやる近頃ま

最終のブルートレイン後尾灯栗

飾るミニ雛シルバニア式〃

花妖し多情多恨もなっかしや肝

春の深きに友禅の袖厚

︵於・相模原市上鶴間桃天樹︶

平成四年一月七日首尾
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八東京・都心連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁屠蘇﹄
大林杣平捌

和田忠

大林杣

高木義

盃の鶴浮かぶまで屠蘇を注ぎ

みな着飾りて御慶口々
和田洋

土屋実

伊東桃

ナォ腰伸ばし祖母の差出す嫁菜めし洋

竹下通り病気見舞に勝

汗拭ふローマ古跡に佇みて庵

置き忘らる塾片蔭の傘洋

渡されし文の中味は謎めける洋

暗号出せし獄の人麿郎

知らないわよは幸としか勝

めをと

夫婦して帯の黒赤競ひ合ひ平

時勢なり女性も宇宙飛行士に厚

市場便りに鰡の豊漁庵
固唾呑み月見団子を子等狙ふ〃
ゴミ穴の中鉦叩鳴く洋
俄宮司に木履不自由郎

ナゥー樹ありその樹に免れ秋惜しむ厚

万能と信ずる親の無理難題洋

日の丸弁当思ひ出の味平
花吹雪唄ひ続けぬ花の唄厚
文房四宝のどかなる床勝

︵於・ＮＫＫホテルエース高輪︶

平成四年一月十五日首尾
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稚児負うてつくしんぼうを野に摘まん

ひよっくりぶちの猫が顔出す

観潮橋上よりも亦よし
垣越しに風の通ひし朧月
ゥ未踏峰日中友好挑みをる
雲仙の地震少ししづまり
七十も違ふを自慢ラブレター

学生時代潭名ホラ信

構曳の合図は朴歯高らかに

一人暮らしの薄壁の家

名月の旅の話はきりもなく

万象澄みて近し曝凉

願かけ憩ふ蔵王権現

西武かや日本シリーズ制するは

背広は凛と新社員なる

みはるかす花に歌詠み詩を賦して

厚郎平庵郎勝洋庵厚郎勝ノノ庵子郎厚勝平

八東京・都心連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃正月﹄

ナォ寄居虫の盟叩いて売られけり郎

アテネの空は雲ひとつなく庵
基督の足汚れたるテンペラ画宵

うしろから小声掛けられ立ち上がる恭

判決主文至極難解郎

男をうし座をんな螂座郎

小林しげと捌
小林しげと

俳譜の灯や正月の薬研堀

反省の猿が羽織に袴はきと

丸窓開けて都鳥見よ
金子恭子
土屋実郎
中尾胄宵

萩のさゆらぎ折からの風

伊東桃庵

高津明生子

明

と

郎

垂云

婚姻届親に内緒で

恭

渋滞縫って探烏の会

明

平成四年一月九日首尾

︵於・東日本橋金子恭子宅︶

くわん

市民合唱雪解けの環明

伯林の壁に夢見る花並木恭

ナゥ改修の閏門ひらき秋の潮庵
サーカス団が象追って行く宵
オフトーク噴火書報いち早く雲
ぶんぶんうなる絵凧文字凧と

しろがねの有明仰ぐ通夜の客郎
露のしとどに履きへりし下駄明

来シーズンは狙ふ優勝宵

面喰ひも面くらってる湯気の顔雲
嘘も常習﹁ひとりものです﹂明

凝った時計を誰の忘れし

蛭海停雲子

ゥ爽やかに踏むタラップを豪華船

恭

寒弾きの琴を四十の手習ひに
玉兎てふ新酒めづらし酌み合ひて

ミニスカートが腰にぴったり

鉢植ゑの金の成る木が並ぶ棚

庵

宵

セクハラをして欲しい人してくれぬ

アクアラングで翌日はもぐらん

大震災の石碑古りたり

あす

法螺の音に昼月か蚤ぐ山びらき
井戸水が甘いと和尚数珠を操む

明

宵

教生上り初の黒板

ぼんぼりの花も見ごろの通り抜け

−I8o−

八東京・都心連句会その三Ｖ

歌仙﹃墨の香に﹂

三宝高く飾りたる餅

初懐紙銘平安の墨の香に

河原野球の歓声を聞く

藪柑子実のたわわなる道行きて

金子恭子捌

高津明生子

金子恭子
保坂木羊
岩永極烏
浅井園丁
明

烏

休日の家族買物昼の月

鮭鱸鶯鰍石もち

恭

羊

丁

烏

ゥ故里は寂びたる寺に添水鳴り

慰安婦の苦は今も尾を引き

髪を撫でっ易誘ふ唇

マッカリを大どんぶりで呑み干せる

年上の女の手管あざやかに

山口良子

烏

羊

良

烏

羊

丁

荷風麻服ちびてゐる下駄
模様替へ勝関橋に月涼し

万事暢気に塞翁が馬

百万の夢を抱いて宝くじ

登り窯跡もゆる糸遊

花を掃く能面に似し老一人

詩に託したる南朝の春

ナォ国境を越えて安堵の女靴明

遺伝子操作神怒るらん良

雨だれのいつか氷柱に変りゐて明
羊
猿温泉に気持良ささう

烏の背に生態探るケース着け羊

隠しおほせぬ農薬の害良
ガイジンに日本は銭のか曇るとこ羊
古沢庵で茶漬さらさら恭

しるがねの月に平和を祈らばや烏

若きにゆづり横綱引退丁

ちちろ

レーニン像の冷えてころがり〃
旅疲れカバンの上に蟠蝉ゐて恭

ナゥ人力車今下町で大人気羊

長閑のどかと煙草一服恭

スラングまじりが時に幸〃
宅急便どさりと届く名作集明

かたくなに土地は売らざり花大樹明

遠山脈に光る残雪〃

︵於・ＮＫＫホテルエース高輪︶

平成四年一月十五日首尾
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八東京・都心連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃夜の秋﹄

形代草を据ゑし店先

地下鉄を出れば即ち夜の秋

なぴ
煙は火
職人頑固職人

親と子の端居将棋に口だして
塩ひとつまみ入れる焙じ茶
月の屋根影絵となりし猫二匹

ゥ文化の日黄綬褒章賜りて

留保たっぷり余と裕
決算
し

バルセロナまで行って恋沙汰

優しさと笑窪に惚れる年齢ぢやない

土屋実郎捌
蛭海停雲子

圭云

大林杣平
土屋実郎
金子恭子
小林純子
平

郎

奉一云

恭

三宅綾
山口良子

白無垢でキャンドルともす夢をみて

吹雪透かして海豹を追ふ

平
かぶ

恭

船窓に東てたる月のいつまでも

さいころ手品いかさまの九

郎

号堂にならひて贈る花若木

平

良

保守地固めに天子訪中

恭

三世代窟には民も許し合ひ

六角形の凧の高々

ナォ春深し媚はひとり笑ひする純
プルーチップを貯める楽しみ郎
世界地図眺めて海は広いなと恭
無寄港で航く女丈夫のあり雲

縄のれんくヌリいつものふたり酒〃

溢れ蚊群れて赤き月の出綾

喧嘩のあとは燃え尽きるまで良
青剃りの僧がバイクで棚経に恭

恭

川筋のあちらこちらに芋煮会雲
や畠寒の襟きっとあはせて恭

御祓うけて演武奉納郎

究極は自己追求の合気道良

ナゥ染井より湧く名水のこんこんと

あはせどき

消え入る如く薄翅艀蛎純
家宝には﹁袷時﹂てふ茶杓あり雲
子供叱られ泣く蔵の中綾

花老樹更けて又よし散るもよし良

︵於・秋葉原国際外語学院︶

豆風車土地の名産平

平成四年八月三日首尾
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八東京・都心連句会その五Ｖ

半歌仙﹃十三
大川に潮の満ち来る十三夜

名古則子捌
小張昭一

恭

一一

則
恭
一一

圭云

則

恭

大田ク二

蛭海停雲子

則

金子恭子
名古則子

ほんのり濡れてひとりあからむ

政治腐敗若手議員の下克上
天井裏に鼠ちゅうちゅう

赤子が急にむせるごと泣き
握り飯持てるだけ持ち水見舞
うなりをたてて銀蠅の寄る
右は谷ドライブウエイ月涼し
沢市の目のぱっちりとあく

舟宿の梯子をはづすかくし部屋

誰からとなく校歌あがりっ
兄元に一円玉のうら蚤かに
蛙ひょこひょこ道を横切る
ゥ尼御前はお美しくて御身拭

褒賞を祝ふ盃身に入みて

秋明菊を活くる鶴首

Q＝＝

餅花の枝の小判に背をのばす

明るく嗽す三河万歳

平成四年十月八日首尾

︵於・東日本橋金子恭子宅︶
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夜

八松山・どん・あ・くらぶｖ

歌仙﹁恋実る﹄
紅唇の含む葡萄や恋実る
量する月をさす繊き指

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

二宮一知
豊島呑烏
洞
呑

初猟の獲物土産に友の来て
ぐい呑み並べ酒の封切り

甚平に酒脱男の粋を見せ
ナイター帰りの車渋滞

児玉凡松

知

ウレーガンも大統領選応援に

日
矢
凡

金髪の女微笑みかける

口笛は軟派成功知らせたり
神父なれども愛に囚はれ

呑
洞

洞

秘蔵する発禁本のデカメロン

栞挟めば電話ベルやみ

知

襟巻捲いて病院脱走

凡

呑

さつ

寒月の道に拾ひし紙幣はだか
誤診沙汰教授不手際とがめられ

知

呑

洞

エイズの薬リ株価引き上げ
ムネジア
花万朶乱るるままに健ア忘
症
まだ喰ひ足らぬ皿の草餅

遊ぶ子供の声遠ざかる呑

ナォタ燕天守を掠め識り明比羽公

掘り出し物の軸は床の間呑

鐘楼の鐘も聞こえぬ家にゐて洞

焼酎を呑んで世界を語り合ひ知

ショートパンッの輪になってをり洞

かまぴす

スキャンダル西も東も童し公

伴侶求めて新興宗教知

後宮の美妃三千を選り取りに呑

琵琶を奏でて心なぐさむ洞

満月の屋台賑はふ土堤の路公

虫売り佇てる石手寺の前知

ナゥ末枯れの野を巡礼の鈴通る呑
あはれ命チは六○○○萬円洞

漁る舟に鰭の飛び込む知

公

クリスマスカンボジアキャンプで祝ひけり呑

花吹雪肩組み寮歌放吟し呑

春草の夢今は醒めたり

秤鰄皿蓉秘朋十輌印霊︵於・松山市臭の館︶
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ハ習志野・習志野連句会ｖ

歌仙﹃小春日や﹂

鴇田秋
大野利

小春日や研屋を囲む人だかり
四十九院科

宅送便で届くお土産
茶

剥く手鮮か牡蠣のむき桶
蒜なく温泉めぐり晴きって
揺り椅子に身をまかす秋風

ナォ牛遊ぶ牧場の彼方嶺々霞む

裁かれてゐる飛脚便

三つ子の孫は元気で走り
野末なる地蔵の赤き誕掛

化かされた狐の話し焚火背に

立止りたる角巻女

何事も水に流してさばさばと

涙も見せずテレビ出演

江戸詰の家老の妻は美しく

横笛を吹く余技をもちをり

馬啼かず兵も語らず月の陣

観光に訪ふ秋の甲斐路

ナゥ菩提寺の露にぬれたる五輪塔

写生続けり大樹の傘で

街騒を垣に区切りて明け暮る鼻

朧に溶けし奈良の三山
花の下湧水にある竹柄杓
瓶に汲み入れ長閑なる里

秤鰔皿︾拒朋十一一即誇︵文音︶
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月今宵酒の良しあしなど云はん

ゥ鵤鋭声写教の筆を一時おき
忘れられざる髪長きひと
熱燗の醒めて悌うつるなる

政治改革夢のまた夢

真先に時局漫画に目を通す

交通事故に野次馬の群

噴水のきらめき続く赫き月
いつしか止みし四方の蝉声

繁栄の陰で自然が破壊され

発掘終はる縄文の跡

花篝千年同じ闇の色

トーテムポールの面テうららか

小
川

峰村峰丘峰丘甫峰丘甫峰丘甫村甫峰丘甫

峰甫丘村峰甫丘村峰甫丘村峰甫丘峰甫丘

八松山・南海放送学苑連句教室その一Ｖ

歌仙﹃波の綾﹄
春嵐真砂に残す波の綾
島めぐりして壺焼楽し

連麹の花のさかりに見惚れゐて

座敷にひ蛍く若人の声
月祀る清き御空に星一つ

萩の名所よ特急車窓

永田黙泉捌

岩城ゆきえ

永田黙泉
門田正子
日野泰仙
平田照子
新海左人

ナォ松山の大名行列百千烏泉
悲喜交々の今日この頃よ正

アンデスを越ゅと機中に独り言仙

遊覧バスで寺社巡りする照
初雪に古城も街も薄化粧え
喜寿傘寿寄る冬の湯治場人

贈られしルビーの指輪輝けり貞

髪形を変へ新妻にほふよ

古都にぎやかに修学旅行順

想ひ出はスィートホームの立て鏡泉

月光に照らし出されし米俵仙
大政貞子
早田順子

陽も高く四十路手習ひ照れくさし利田華房

千代紙折りて手鞠をつくり貞

平成五年四月八日首尾︵於・南海放送本町会館︶

新入生の鞄ピカピカ順

飛行機雲の二の字かゾよふ入本幸子
燗漫の花な散らしそあばれ風木原嘉子

ナゥ枯萩を焚きっ偲ぶは亡夫のこと正

つま

正

泉

神苑わたる鴫の高鳴き人

触れ合ふ指の熱き思ひに
人里を離れ二人の忍び逢ひ
普賢菩薩は奥に笑みます

黒田きよ子

金を丸めて信を失ひ

ゥ昂りも顔も隠して秋扇

成田より帰国の電話息子なり

昭ヘ

仙

よ

人

湯上りの裸身月下に曝し立ち

上目して餌をねだる野良猫

初幟とて祝ひ餅つく
大統領軌道修正難工事

順

貞

ンス

春光浴びてチャンバラゴッ．

花の雲野点の席の緋毛蔑
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八松山・南海放送学苑連句教室ｌその一一Ｖ

歌仙﹃天女の舞﹄
水煙の天女の舞や花の塔

讃春の曲野鳥も奏で

わが背に温泉の雫あたたかに

胸の内まで慈雨に清まり
賑はひの窓あざやかに月の光ゲ

霊峰写し山湖水澄む

永田黙泉捌

日野泰仙
永田黙泉
早田順子
木原嘉子
新海左人
青野竜斗
利田華房
入本幸子

青野みゆき

夜の浜いつか連れ添ひ手を取りて

仙

ゥ秋深し三十路迎へし錦晴殿
切なき想ひ告ぐるすべなく
ドルの安さにハワイの旅へ

泉
順

彼の丘に繁子夫人を立たせたし

嘉

朝の厨に刻む漬物

向き合ひて茜のワイン月涼し

房

斗

幸

き

人

同じ道行くゆらりゆらりと

滝見茶屋までもう一息ぞ
激っ瀬に架かる吊橋馬渡る
紀の川の流れゆかしき花筏
姉さんかぶり桃の摘果す

ナォ朝寝する我を許さず鶯は仙

床に笑みます観音菩薩泉

郷愁乗せし湖の舟歌嘉

﹁明日行く﹂と受話器に孫の弾む声順

着膨れの妻愚痴をだらだら斗

二の丸の草苑覆ふ雪時雨人

昼灯す深き高野の女人堂き
ふたり佇み影はひとつに房

仲睦まじく手をつなぐ児等幸

金婚を告げ来る友のうらやまし仙

月讃尊の麗姿ひた拝む泉
坪庭深く秋の色濃く順
秀句競ひて歌仙整ふ人

ナゥ盆休み活魚づくし島の宿嘉

風紋の砂丘の果に落暉燃え斗

臥竜山荘佗びと寂びとを房

篝火に花を浮かせて能舞台き

風も光りて流れゆく雲泉

︵於・南海放送本町会館︶

平成五年四月二十二日首尾
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今泉宇涯捌

曹宇

舘泉

八東京・乃木坂散人連ｖ

歌仙尋化野﹄
少なからざる初鴨の声

大観覧車まわる花野を吊上げて

三日月の窓に回想録書かむ
いよいよつのる老の執念

小貝を拾う白砂青松

ナォ抑留の語り春灯かげ暗く宇

背中に派手な刺青の痕〃

なれあいのとどのつまりは女詐欺曹

巨悪の部下となり果てにけり宇

お十夜の数珠の真中に割り込んで曹

腕の白さの匂うばかりよ宇

ホオホオわたる冬のかりがね宇
珈琲の点火の手先わなわなと曹

どしゃぶりの雨のっのりし深情曹

思うてならぬ不倫の兆し宇
月落ちて坂に旗本屋敷跡曹
ちちろが歎き郡郵が鳴く宇

ようやくつくる孫の弁当宇

ナゥ渋取りの足腰とみに弱る母曹

ペナントの緒戦に負けし日がつづき曹

放たれてとぶ風船の数宇
顔出してうしろの山も花の山曹
一日散に仔馬駈けゆく宇

︵於・乃木坂散人連事務所︶

平成四年十二月二十六日首尾
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町中を過ぎてマラソン海へ向き

祇園の稚児を肩に戴き

ウタ虹のかけらが未だ消えずあり
カッポレももつれ裳裾も風に揺れ

ながき口説も空事と知る

喪主に替りて長身の兄

鳶・からす水平飛行して去りぬ

賭け事に全財産を売りつくし

巴里の屋根の下に月冴ゆ
木の葉舞う露地裏に犬才みて

見通したたぬ保守の本流
一斉にふぶきて散れる花の屑

ちびりちびりと辛酒に雲丹

古今

曹宇曹宇曹宇曹宇曹宇曹宇曹宇曹宇人涯

松本渭張作品題名詠み込み俳話

八札幌・俳譜寺芭蕉舎ｌその一Ｖ

艀蛎﹃点と線﹄
﹁波の塔﹂にも立てる秋風

窪田薫捌

佐藤千枝子

山田史子

康

派閥軍團﹁わるいやつら﹂め

佐々木嘉宇

ナォ萬愚節手に手を握り﹁告訴せず﹂

﹁不安な演奏﹂みあげれば虹

片蔭の﹁屈折回路﹂奇岩城

佐藤俊一郎

雁がね渡るなり﹁白い闇﹂

﹁地の骨﹂拾ふ憎み果てなし

永末惠子

幼年に﹁考える葉﹂の命なる

Ｊ請け負ひし﹁憎悪の依頼﹂月光裡

前田圭衛子

中島禎子
墨作二郎

三木しよう子

矢崎藍
小園好

窪田薫
家柳速雄
白石悌三

ナゥ﹁小倉日記遺文﹂絲瓜の水を取り

前田亜弥

魚眼レンズで﹁渡された場面﹂
α花冷えの﹁夜行の階段﹂ロシア行き

藍

﹁点と線﹂つなぐ推理や爽やかに

Ｊ月面はただ﹁球形の荒野﹂にて
澁谷道
三栗健

﹁昭和史発掘﹂藪の中まで
馬場雅美

嘘ばかり﹁歪んだ複写﹂寒に入る

ゥ篤信が﹁砂の器﹂に盛る命

薫

別所真紀子

﹁喪失の儀礼﹂石のかぎろひ

秤鰄皿轌或朋一一什一一一甲窪︵文音︶
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﹁無宿人別帳﹂は朽ちたり
マンモスを﹁赤い氷河期﹂凍結し

﹁山峡の章﹂差し上げませう

﹁黒い画集﹂のクロッシェの女

ひと

密會や偽装心中﹁連環﹂す

薫

河村まさあき

高橋玻斗子

狩野康子

﹁贋札つくり﹂酒宴うららか

﹁溺れ谷﹂には凱舞・する蝶

〃﹁けものみち﹂辿れば花のエルドラド

霞なり﹁分離の時間﹂刻々と

﹁張込み﹂捜査裏をかかれる

薫

八札幌・俳譜寺芭蕉舎その二Ｖ

四方万里子

別所眞紀子

窪田一黒

艀蛎風連詩﹃魔女の一鑿﹄窪田薫捌

魔女の一撃爽やかになりましたか

﹄だなんて白々しい月
孫庇に小鳥の來るのが嬉しくて

みっしりと卵を生みつけます

日に日に骨ほそりゆく冬籠
わたしが透きとほって眠るあの山

絹の海が波立つ結界の

ゥ雪は憩まず．⁝・・失速の渚まで⁝⁝

純に純に青林檎についた歯型愛らしく

ナォモジリアーニの子を孕んだまま

ある時は呪文と機の音

噴井で癒やされる古里曲屋

金獅は羽を傷めてもう鳴かない

せめて柾の實をブローチに

思考錯誤の銀の匙加減

Ｊ月にのぞかれた心には倦怠の澱

ナゥここにはそぐはない彌次郎兵衛揺れ

果敢にはねる根楕のエッセンス
百を數へて餘る心の氷を琉珀色に

そろそろ黄泉平坂あたりか

ランプをこすって願ひを届けてよ

野火の果てからムンクの﹁叫び﹂

秤鰄皿蓉十斗朗一一粁に申霊︵文音︶

〃花ふぶき伊弊再の目に口に鼻孔に

野間幸惠

流れくるのはジンタおぼろに

いつからか風船は残尿感
α身のうちの暗がり花の散る路敷き
ひたすら静かなりいけにへの羊

大空に燕はひるがへり

狩野康子

足立かほる

佐藤千賀子

河村まさあき

−I9o−

八札幌・俳譜寺芭蕉舎ｌその三Ｖ

絲遊﹃おほ寒﹄
おほ寒と山から鴉飛んで來た

Ｊ霜置く夜の天心の月
子も孫も曾孫玄孫もよく懐き

積木崩しはもういや飽きた
不條理の世も斜に構へ面白く

春の野に立つ馬は毫礒

ゥ塞翁が厩の隅に鳴ける韮
朧おぼろに思ひ佗びぬる

慢幕の内砂大瓶

Ｊ抱かれて花の褥に二人寝る

稀にみる才媛故に幸薄き
空蝉の身は尼寺を訪ふ

朝鮮に根がある鄙の村

すき

露凉し裳階みやびに三重の塔

窪田薫捌

鈴木漠

狩野康子

足立かほる

佐藤千賀子

新聞棋譜でひとり碁を打つ

アォ家計簿を睨み旅行も見合せる

秋深み頓にふえきし躁と篭
張り手相撲で終に倒せる

Ｊララバイに月光ソナタどうでした？

オランダ坂でペロリ出す舌

らしやめん

柿食べながら嶽文を書き
洋妾の情にざんぎり頭掻き

ナゥルンルンルン私の好きなハムエッグ

傳言板に時が流れる

水枕がばりと冬の海荒れる

もう逃げられぬ王に死を︑チェック／・

陽炎も燃え夢よ再び

〃花ざかり日本愚民を付する茶毘

秤鰔型︾十二朋十至串霊︵文音︶

福井隆秀

前田圭衛子

中島禎子

三和妙子

﹁絲遊﹂は﹁艀蛎﹂と︑形式・ルールは同じであるが︑脚

韻に西欧詩ソネット風の配慮・工夫を施した新形式︒
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八大阪・俳譜接心ｌその一Ｖ

出花﹃地平線﹄
地平線まで曼珠沙華陽が昇る

大旋回し坂烏の立つ

岡本春人選

森三郎
中沢早太
楠本玉江
奥村まさたか

星野かの子

有明の背戸に鳴子を引きに出て

百姓の子は百姓で老い

山崎綾子

林由子
下田喜代
鋤柄光子
堀井寿郎
岩橋史郎
井上皆子
葦生はてお

竹山みどり

辻静穂

押田たつを

相原万佳
杉本一夫

秤燕唾蓉計朋串雷︵誌上募集︶

〆

井の中の蛙の四肢を伸ばしつつ

パーンとわれし赤い風船
大人にも人気の綿菓子花堤
ミニスカートの婦人警官
バスを待つ間に歩け歩けと

電話よりやっぱり手紙書こうかな

ペット病院いとも濡酒に改装す

Ｂ・Ｇ．Ｍは雨だれの曲
新茶注ぐ湯気の寅彦対流論
デンデケデンと子雷らし

出雲八重垣集う神々

にえ

トンネルに入りつうんとなりし耳

無銘ながらも名刀の沸

雪の夜を我は酒呑む男かな

−IQ2−

八大阪・俳譜接心その二Ｖ

骨ばらばらに簗崩れたり

霧しづく釣舟草のゆれやまず
岡本春人

逢坂喜代政

森田蓉子

歌仙﹃霧しづく﹄

鎌のよな四日の月のかかりゐて

政

蓉

岡本舂人加朱

つい呑みすぎてこのていたらく

人

ナォ土砂降りに相合傘の役立たず

奥の院まで二里の山道

むずむずかゆき霜焼の耳

結婚の約束どうしてくれるのか

坐禅堂よりひびく書策

仕掛けたる罠に狸の成仏し

たそがれてゆく琴坂を瓢々乎
爽節の気のそこはかとなく

寶の河原は虫の浄土に

大山の大芒原大月夜

ご祝儀袋たったの千円

奈落より仁木弾正せり上り
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如意棒を自由自在に孫呉空
ぎよく

古代文化の残る王国

正直者がいつも馬鹿見て

政

蓉

人

ゥ愛蔵の筆架の玉のうすみどり
かゆきかくゆき梅を探らん

蓉

ナゥ手抜工事に違ひなかりし梅雨の漏

恋うらなひにまだわだかまる

セーター派手女流といはれ饒舌な

ブルドーザーにゆらぐ陽炎

散る花にさびれて来たる忌を修す

新弟子のまたもお代りちやんこ鍋
人

政

分教場は今年限りと

崩れつつ押し流されてゆくバブル

秤鰄唾痔弘盟一廿恥串霊︵文音︶

一羽遅れて帰るかりがね
政

蓉
人

みよしのの杉の美林に月涼し

及び腰にて渡る吊橋

蓉

人

政

・よゞな

火山灰舞ふ軒にはやも燕が

ぎりぎりの見学時間バスッアー

虫歯にささるぼうだらの骨

いっせいに灯る雪洞花見茶屋

政人蓉政人蓉政人蓉政人蓉政人蓉政人蓉

八大阪・俳譜接心ｌその三Ｖ

出花﹃風の色﹄
岡本春人
岡本星女
左海延子
安藤ぬい

岡本舂人捌

山川真智子

端午の節供と飾る狩衣

玉を抱ける床の唐獅子

楠本玉江

風の色日々にあらたに夏来る

石の仏に蕎麦の花咲く

この案山子恋の道行さながらに
お前百までわしや九十九まで

智

下田喜代

星

十二周年寿ぎ連句巻きあげん
月代にかささぎの鳴きわたりつつ

故郷をしたいてデートリッヒ死す

酒ちびちびと更ける炉話

人喰いし鮫その辺にいるらしき

智

延

清水幾湖

延

海に向いてうそぶける像
雪しづり立ちあがりたる竹の音

代

湖

松内絹女

い

旅すれば自律神経症快適

江

抽斗の中薬こまごま

ビルからビルへ空中庭園

九代目の福助襲名花の春
八十八夜の新茶封切る

平成四年五月十九日首尾︵於・寒菊堂文庫︶
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賦物天神祭

その四Ｖ

﹃権宮司﹄

八大阪・俳謂接心

居待

竹山美代子

岡本春人
森田蓉子

岡本春人捌

揃い浴衣の梅鉢の紋
中島きみ子

権宮司タクト船渡御パレードＯＮ

常磐津流すきれいどころや

いざおん供お迎え人形競いたち

井上皆子

蓉

岡本星女

林由子

月に涼しき笛方の鼻

帰省子のためつくる鰐ずし

手花火のすぐにも消ゆる恋ならん

海のものとも山のものとも青田買

夕立に正弁丹吾に駈けこんで
金魚すくいの腕はプロなみ

時

岩尾美智子

由

平成四年七月二十五日首尾︵於・寒菊堂文庫︶

〆曹

葉柳の蔭にたれやらいるような

梅酒ぐらい未成年にもゆるされよ

高本時子
奥村勘甫
杉本一夫

有明の月に還御の御鳳萱

皆

交通規制かバスの来らず

稚児のこわがるおかめひょっとこ

夫

み

宿酔時差疲れとも重なりて

代

暴落っづく北浜の夏

﹁アマリリス﹂の曲犬のつれ鳴く

−IQR−

八大阪・俳譜接心ｌその五Ｖ

十一調﹃あゆみ出し﹄
岡本星女加朱
永井一

二上皇貝

あゆみ出しそうなる軸の雛かな

恋猫の鳴く闇のあたたか
岡本星

輕鰄

︾産卵二十一一一申需︵文音︶
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コンピューターも及ばぬ右脳左脳

酸素補給の大きなあくび
月山に梅雨の雲間の月赤し
陰石の幣しおる湯けむり
姉妹どちらも美人もち肌で
六つの花ともなり万華鏡

西鶴忌矢数俳譜試みん
盛りの菊にむせかえりつつ
旅だよりこまごま手漉き薄葉に

うつし世を勘ね鰭酒の酔

星夫一星夫一星夫一女夫子

八大阪・俳譜接心ｌその六Ｖ

春人追悼

脇起十二調﹃弟子怠惰﹂

岡本星女

阿蘇五岳臥すがごとくになだらかに

ありあういかきにねぶか大根

一升瓶蕪村の墓に供えあり

豚の蚊遣に閨の繰りごと

彰

夫

岡田彰子

奥村勘甫

星野かの子

春入居士

弟子怠惰師匠も怠惰獺祭忌
みだるるままに雛の白菊
菅原星夫

葦生はてお捌

莊々と出船の汽笛ひびききて

花房八映子

ペテロが開ける天国の門

葦生はてお

︵於・メゾン甲子園集会室︶

平成四年十一月十五日首尾
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肩身のせまいヘビースモーカー

恋句集﹁ばれんたいん﹂や春の月

の

クンパルシータ黒のドレスをひるがえし

ひこばえそめし桑の切株

ﾉノ

八東京・芭蕉記念館連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃卿燭かな﹄

炎えていて裏側くらき郷踊かな

岩城順子捌

岩城順子
成田淑美
宇咲冬男

旧藩邸に残りいる雁

頼まれし作詞はかどり譜もうらら
中野稔子

ナォ東風の中夕やけ小やけ歌いおりゆ

髭の立派な大学教授順

回診を待ちかね胸をはだけいし淑

月下美人の一夜かぎりを稔

蝸牛ぬめぬめといる雨催い江上七夫介

か
古は墳
の脇までローン広告ゆ

ダンヒルにオメガ・グッチとサンローラン順

きょうはおそばでがまんしようか冬

淑

ゆ

手入れの済みし黄楊の生垣ゆ
寒月の水面に風のさわぎたち七
されこうべにも枯れの極まる順

端正に歳を重ねて母傘寿稔

無線交信四方八方

ナゥ語り部のぽつねんとして炉のほとり稔

渡辺ゆり子

春の袷を仕立ておろして
新造の船の溶けゆく月朧
ゥ異次元の世界になぜか迷い込み
ひとつ目小僧いないいないぱア

稔

︵於・東京・江東区芭蕉記念館︶

平成四年九月三十日首
平成四年十二月九日尾

張りし団扇の乾きたる白ゆ

ぼんぽりの花のトンネル抜けてきて稔

開通なりし環状道路淑

大都会夢様々にいり乱れ七

まわしつづける録音テープ冬
順

稔

冬﹃

淑

順

ゆ

淑

冬︑

淑

ゆ

少年期﹁しげる﹂の漫画読みすぎし

島田の宿でサイコロ賭博
秋冷に酌めば刺胄妖しかり
襖立ててもまだ淋しいと

車もるとも千尋の谷

月に啼く鹿に誘われ唇合わす

人事異動の噂ちらほら

先のこと知っているのは神仏

干鱈あぶればっのる望郷

郊外のキイッの家に花満てる
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八東京・芭蕉記念館連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃蛸斜の水﹄
鯏糾の水望郷という玩具あり

影やわらかに広き藤棚

山元志津香捌
山元志津香

ナォけんめいに巣作り励むつばくらめ

建築資金やりくりつかず
萬札のお寳銭あげ新勝寺

団十脚に芸術選奨

左棲など忘る雪の夜

白足袋の珠にかかる指あえか

泣き眠る嬰まなうらにふと掠め

かたんかたんと繰り戸ゆれいる

渡辺ゆり子

仕舞い団扇にあまた思い出

誇る名も持たず寝待の月を賞で

草紅葉してポッカ足早

尾瀬沼に至仏燧岳の鶏映り

斎藤雅子

ナゥうそ寒の北方領土いつ還らん

春障子ひねもすのたり客のいて

商談決まりほっとひと息
月今宵月光の曲弾きはじむ
渡航間近に秋の更けゆく

ゆ

悦
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岩松光子
萩谷悦子
中野稔子

ウロザリオの祭を祝うシャンゼリゼ

箪笥のべべは肩揚げのまま

始発電車の着きし駅頭

亜麻色の髪匂う君待つ

花行脚ただ西行をおもかげに

アンクレットきらと不惑のキャスター嬢
稔

光

岩城順子

悦

無理強いの酒は勧めぬお約束
手練手管の上手きドクター
老犬の侍りし部屋の狭きこと

冬

︵於・東京・江東区芭蕉記念館︶

平成四年四月二十二日首
平成四年五月二十八日尾

八十八夜にさざめける里

心しずめて筆を持ちおり

Ｉ

頂

稔

ゆ

悦

ゆ

光
はつたい

亡き母よぎる麹にむせ

浜木綿のほのぼのとして夏至の月

いまさらに万葉集に取り組めり

尋ぬ史蹟は山ノ辺の道

少年の夢の透きゆく花の宙

大関の座へ雨暖かし

宇
咲

冬志稔悦志ゆ稔悦ゆ男稔悦志稔光志ゆ悦

八東京・芭蕉記念館連句会その三Ｖ

歌仙﹃草矢﹄
放ちても放ちてもただ草矢かな

遙かに仰ぐ夏の嶺々

運ばれるコーヒーの香のまるやかに

古りし時計のふいに鳴り出す

成田淑美捌

晴

成田淑美
阿部朝子
松澤晴美
柴田寿賀

ナォ田返しに追われる牛のかげろえる朝

ベトナムへ理想に燃えてボランティア〃

宮沢賢治心を今に晴

星降る浜に現地妻抱く朝

手切金工面の策は尽き果てし寿

胡桃の花の頼りなく揺れ岩城順子

こだまする葬りの後の時烏朝
抹茶茶碗の掌になじみたり晴

美術館巡るＴシャツスニーカー寿

ふるさとに病んで帰れば繊き月宇咲冬男

学生証で万事０Ｋ順

新幹線が秋の水越す淑
″

寿

ナゥかまきりの鎌かざしつつ吹かれおり朝

月光の隅なく照らす坂の町
薫釣る舟の繋がれており

晴

ゥどぶろくにくだを巻いては疎まるる

腕は確かな飾り職人

朝

主婦はパートで遺跡発掘順

想いのたけを送るファックス

ひと目惚れ身分違いと知りつつも

九階にまた滞る回覧板淑
舂の俟を音たてて掃く順

安良居さまの済みしおしめり

花影濃くまだ昏れきらぬ予約席寿

︵於・東京・江東区芭蕉記念館︶

平成四年四月二十三日首
平成四年八月二十八日尾

冬︑

晴
朝

双子揃いて祝う百歳

晴

淑

寿

淑

ゴミで沸くヘルスセンター賑わえり

月冴えて昔を偲ぶ写真集
石狩鍋に箸をのばしっ

朝

″

三角四角五角六角

寿

座蒲団の幾何学紋様パズルめき

ぶらんこを漕ぐ児等の歓声

花憂い紅の枝垂るる多宝塔
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八東京・芭蕉記念館連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃雲の恋﹄

句集上梓を讃う胄嶺

あの雲とこの雲の恋夕焼けぬ

五年ぶり同窓会の通知来て

新井秋芳捌

山元志津香

郁

南極圏へファクシミリ出す大石視朗

ナォつばくらめ摩天楼よりひるがえり

ピザ・カレー子供はすぐに仲良しに前川都久子

本地垂迩神仏混渚

那智の滝ただ真っすぐに落ちつづけ宇咲冬男

片蔭並ぶ店の賑わい秋

カーネーションしっかり抱いてご令嬢児
セクハラいつか本物となる

新井秋芳

お互いに別れるときは死ぬときと美

児

亜

︵於・東京・江東区芭蕉記念館︶

平成四年十一月二十五日尾

平成四年九月三十日首

あしたに託す風光る道冬

目覚めてみれば春の夢なる児
花影を深め深めて花の満つ志

絵の宿題に親がしやしゃり出秋
はからずも校長室に飾られて視

満月に吸い込まれゆく小さき船児
無一物とはまさに爽やか柴田寿賀
ナゥ柿の枝手折りて挿せる大徳利亜

生命保険かけていません亜

藤沼亜緋子

酒井郁郎
伊藤哲子

本多一基

すぐと立ちたる芙蓉の情しき

廣橋美代子

趣味が昴じていまは写真家
月面で地球を見れば大気澄み
ゥ獺祭忌スケッチのみでもの足りず

哲

谷田男児
秋

モンパルナスの名所旧跡

郁

折れそうな踊り子達の細い脚

愛の代償すべて宝石

大っごもりの払い忘れん
代議士も罰金納め前科者

美

秋

悌を時に流して吹かれいる

管楽器より口笛がよし

とかくこの世は運と災難

田島牧子

冴えわたる月下いささか酔いもして

花あらばいずれの里もきらめける

児

逃げ水を追う新高速路
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八岐阜・巴世里の会ｖ

歌仙﹃花の冷え﹄
大野国士捌

大野国士

土川修平

座に若き医師迎ふるや花の冷え

蛙目覚める夢を見る頃
帆船は霞の中へ薄らぎて
伊藤慎一

いつもあたしを旧姓で呼ぶ

ナォ舂泥を避けては祖母の墓参り多

秘め事はポケットベルのメッセージ慎

ためらひ傷の腕をさし入れ多

二人目の子供生まれて恋も果て保

カラオケは聞くばっかりで鰭酒を

今川焼の屋台始める士

成瀬多恵子

千載の月の満ち欠け変はりなく〃

奥村中︲

白きページを時の過ぎゆく

安藤美保

ナゥ山深き木曽路は坂の落し文多

闇に葬る政治献金保
ヘロインを箪笥の奥にしのばせる治
靴音尖る夜の病棟多

弧を描く薑を仰ぎ月を待つ

保

︵於・フィールド︑ラッキー︶

平成四年四月十六日尾

平成四年四月九日首

お玉杓子の海を望める慎

背広着て門を出づれぱ花吹雪中

幼なじみも今はエリート多

グランドの端に鉄棒影を引き治

母を慕ひて泣きし少年慎

川の流れに揺るるコスモス

案山子の影の長く伸びたり

慎

松尾一

着物の衿を合せ直さん

母の異なる姉と契りし

ゥ野菊摘み書斎の壺に活けてをき
君とならラストワルッの後までも

士

申︲

多

無音の彼方蝉時雨湧く

屋上より弛つコップこなどなに

慎

月涼し胸一杯の白き波

ジグソーパズルやっと完成

士

″

二筋残る蕎麦をつまめる

多

加藤洋治

ビッグバーン神も知らざる世の初め

東風のくすぐるやはき耳たぶ

色と香を咲き競ひたる梅の園
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八松本・花野連句会ｖ

筍

歌仙﹃﹄
戸田遊太郎

戸田遊太郎捌

ォ筍の硬きところを選りて噛む
川口栄子

蓑虫の千代紙の蓑綴りをり

今宵月見の届く角樽

栄

み

遊

小出きよみ

ポケットにある絹のハンカチ
雨の中出て行く子等を見送りて

茸狩する人々の声

遊

み

遊

ゥ秋風に立小便の胴震ひ
手をつなぎ道陸神の睦まるる
ポットいっぱい薬草のお茶

み

テレビ観る﹁余生を如何に生くべきか﹂

遊

栄

暮なずむ花みるひとの散りてゆき

馬空に向きヒヒンと笑ふ

海岸に貝がら拾ふなんとなく

噂あれこれ顔見世興行

栄

万

橋爪万津子

栄

み

栄

窓に瞬く星を数えて

醒め果てにけり百年の恋

月皆に侵しホワイトクリスマス

願かけ寺に春惜みつつ

ナォ招魂祭我等戦友老い寂ぴてみ
キラリと光り消える飛行機道
暴力が暴動となるよそのくに栄
夜な夜な壁にすシリ泣く声万

てのひらでラムネの栓をぽんと打ち遊

蟷螂生まる肩を怒らせみ

姉が来て妹が来て夜が来て万

總理宮沢ヌ−ド宮沢栄
高砂町に古本屋あり遊

説ありて教育勅語国亡ぼすみ

泡立草のゆる蚤眺めて万

月見舟今宵は杭に繋ぎおき栄

ナゥ露寒の父の片身に手を通し遊
いつも出て来る夢のこの場所み

木遣の稽古御幣廻して栄

禁煙の貼紙の下煙草喫む万

子猫顔出す大き懐遊

花守は箒使へり花見ずにみ

平成四年五月九日首尾︵於・長野ソーマ会議室︶
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八松山・祓川ｖ

脇起歌仙﹃竹の子﹄

閃き見せし筆の薫風

竹の子や幼き時の絵のすさび

鈴木春山洞捌

松尾芭蕉
鈴木春山洞

″

彦

″

洞

彦

洞

裏の小川に足を浸しぬ
町角に友と別れし月明り
焼米を噛む香の遠離る
ゥ寅彦の蔵言憶ふ震災忌
招待されし写真展みし

洞

十亀まさ彦

愛しき人の横顔を恋ひ

みつ

慣む間も水銀柱の昇りゐて

痛きまで感ずる視線止めかねて

彦

″

爆音の起りし階下バイク去る
コーヒーカップ乱雑に置き

″

″

洞

み

冬林檎かぶりつきつつ月を眺る

砕氷船から来る旅便り

″

彦

鼠出し気配に耳を鋭くすませ
眼鏡ゆっくりゆっくりと拭く

洞

花の雲広がってゆく予報あり

摘草遊びあちらこちらに

ナォ座敷雛座敷一ぱい建てつらね洞

三人姉妹座る順あり彦

シーズン近き熱を帯びたる洞

レッスンのピアノ教師の訪れに〃

楽しみの臨海学校開校す〃
尺蟆虫に悲鳴あぐる児彦

年上女の御意の召すまま洞

砂浜に所在なくゐる美青年〃

忘れものせず西に東に洞

その後の煙草は深く吸ひて吐き彦

白々と荒城に月照りまさり彦

蟆姑鳴き主ジ住まぬ山荘〃
ナゥ敬老日翁姐の集ひゐて洞

︵於・松山市・三津朱庵︶

句碑拓本の勉強をする〃
温泉の郷巡りなつかし吉備風土記彦
桃太郎さん再び出でよ〃
花に酌む芳醇の酒瓢べより洞
十字架の塔霞む郊外執筆

平成五年四月三十日首尾
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八松山・芭流朱連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁六﹇日﹄
六月や広葉の上の水滴ク

鱒のそば這ふ蝸牛

そよ

松竹映画三十年代風

やや

ナォ揚雲雀乳臭き嬰抱きあげ朋

神器の一つ持つ洗濯機風

中折をかぶりし佐分利ダンディーに洞

夕涼み妻に喚ばるる遅き飯寺田作蔵
線香花火に﹁ぽち﹂も尾を振る富

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

逢引はポケットベルに急かされて松田靖夫

平成四年八月二十二饅・離諌瀧綣室︶

平成四年六月二十日首

戦とぎれセルビアの春靖

あい
珍しきひとに
選遁たる花の里波

ゆるゆると夜話家族団藥に美
ふりむいてみる心淋しきス

嶋影遠く波砕く西作

ナゥ浦町に秋刀魚の匂ひ漂ひてス

城壁の角より月の昇り初め朋
虫を聴きつつ胡座酒酌む〃

そそくさと乗る通勤電車波

帯ほどき衣脱ぐ音の恥深く美

吸ひ付け煙草吸ふラブホテル波

岡本美代子

上甲風太郎

植松晴峰
野村富子
後藤波久
菅伸太郎
加藤朋子

故郷の人の涼しき句会にて
文房四宝そこここに置き
玉兎跳ぶ地球に進む温暖化
ゥ道祖神目鼻欠けゐる秋の冷え

裾野を広う芒戦げる

噛んで含める姉の優しさ

美

井ノロカズ子

朋

その上を甘えてねだる声かすか

美

熱き吐息を胸に受けとめ
隠れん坊する児等の居りけり

裏小路けだるき機を織り重ね

波

風

にはたづみ

犬が舐む寒月と見る涼

波

武田スミ子

美

伸

バルセロナより朗報を待つ

芥子利きゐるおでん喰べたる
長丁場新聞漫画﹁サザエサン﹂

風のまにまに蒲公英の架

花の宴ラジオカラオヶ賑やかに
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八松山・芭流朱連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃成人の日﹂
鈴木春山洞捌

ふるまひ酒にカラオケとなり奈

ナォ屋根葺きを村の総出で手助けし筍

縁談といふ耳よりなこと力

いつまでも明か明かと灯の残りゐて洞

土瓶蒸しそさくさと食べ草木染め筍
白方筍子

雪山頂雲よりぬっと現るる洞
彼氏の部屋の雰囲気に負けカ

くの字になりて冬雁の列奈

初笑ひする娘年頃
井門可奈女

ラブシーン影絵重なるなりゆきに筍

鈴木春山洞

水温むままにせせらぎ高うして
井ノロカズ子

成人の日を搦やかに歩みけり

春大根を刻み膳に

笹舟に沿ひ走る子供等力

会場の歓声高く観する洞

金賞銀賞銅賞を受け奈

ナゥ庭の隅かまつか赤く残りをり筍

近道を取って連れ立つ眉の月力
道後湧き湯に毛見の宿する洞

パットライスの起る爆裂奈
洞

奉示

筍

洞

奉示

筍

噂話の穂に穂継がるる

力

緋織る機夕に就く女の朧月
ゥ曙と貴の時代とテレビ告げ

次のお方は紀宮なり

マスコミの報道協定恋を秘め

抱籠に見る夢美しからん
やいと

独り住居の何か気がかり

灸の火蚊遣火に借り据ゑにける

力

平成五年一月三十日首

花筏漂ふ渕の底碧く洞
雛祭なる小買物なり筍
力

平成五年二月二十七日尾
洞

奉示

裏木戸をあからさまなる望の月
虫の啼く音のはたとやみたる

筍

洞

︵於・松山市久万ノ台松久庵︶

台風の後の始末に明け暮れて

筍

鐘霞む季は腰に瓢ぺを

世事には疎き歌詠みの僧
杖曳いて南の友と花見せむ

206−

八松山・芭流朱連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃青葉﹄

旅の記念に写すスナップ牛

ナォ友禅の着物の裾の陽炎へる洞

サミットをビデオで済まし名を墜し楽

笈を背に負ひ郷関を出づ亭

鈴木春山洞

幕引きはひとり芝居の民話にて牛
んか
楽
男女鰈か寡
の噂とりどり
裏木戸の錠を今宵は開け抜きに亭
ベルトの位置の気に食はい奴芝

水

平成四年五月二十八日首
平成四年六月二十五日尾

︵於・松山市大街道夢茶︶

館は堀で二夕重めぐらせ洞
肩組んで放吟少年花の街牛
渡り初めするうらら三代楽

成金の趣味で鈍色壁に塗り

芝

ナゥ読み耽り燈火親しむ歴史の害楽

思ひ出のなか拾ふ銀杏牛
名所古蹟の何も無い村亭

きい

梶野浩楽
浅木巨牛
高橋乱水

ゴンドラに望チの下りの落ちかかり洞

鈴木春山洞捌

門前のさるすべりなるぱっと咲き芝

濃淡に山脈寄する青葉かな

長井南茶亭

蛇ハ衣を脱ぎ掛けてあり洞

ほのかに匂ふもののありけり

蝉時雨運動場の放課後に
山本青芝

やまなみ

湖上を翔る雁の隊列

楽

木下闇に憩ふ若者

搦々と笛流れ来る月の宴

ゥ秋深く同級会で黙悼し

洞

芝

牛

水

セクハラで訴へられし無念さに
バーのマダムに吐く胸のうち

酒呑みならふ女子暹しく
無口にて味にうるさき男なり

古手

楽

芝

洞

凧の鳴らす小窓に西の月
討入りの日の義士を追憶

牛

木の香ただよふ四斗樽を据ゑ

つぎつぎと五輪代表決定し
一面に散り敷く花に夕日射す

一宮一

猫り佇む僧院の庭

誘ひ合はせて都踊に
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八松山・芭流朱連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃成人の日﹂
成人の日や岩稜の尾根を踏む

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞
井門可奈女

白方筍子
大本まこと

あたり明るき初茜空
石本みち江

白魚の踊り喰ひ出る朝餉して

受験子バスで参考書読む

洞

ドル入れに付けし鈴鳴る春の月

街で拾ひし噂楽しき

筍
奉示

ま

ゥ東山麓トの寺の寂び深く
お点前をする娘あでやか
一卜目惚れ﹁一生お守り致します﹂

み

ま

洞

舂示

み

ま

奉示

筍

洞

プロポーションのよき水着なり

持田の町は屋敷町にて

鉄扉鎖す青蔦舘そそりたち

膝の上の猫うづくまりゐる

月の出を俄かに起る笛太鼓
ころがる露を採り溜む硯
児や孫に囲まれてる乞巧糞

嫁の実家より届く御所雛

さと

ほろほると花散りかかる昼静か

弁当開く正午サイレン石丸律子

ナォ緋着て耕の野を散歩する筍

急激に円高すすむ経済に洞

証言台は元の宰相奈

鎮まるをひたすらに待つ雪洞にま

冬帽かぶりお酒落粧ひ筍

すれ連ひざまに葉巻の匂ひする律
むせ

喧ぶ声音もマドロスの恋洞
好か漢．港々のひと夜妻奈

さま

ひなと
の世の相浮きっ沈みつま
から
二こ合
半の酒買ひに出る月の道筍

観音堂に鳴くちちろ虫律

アゥ肌寒く死に水取ってくれと乞ひ洞

おはじきをするお下げ髪なり奈
手負ひ猪手捕りのマルサ男どちま

老翁にして抱く勝鶏執筆

耳かたむくる三味の爪弾き律
花うらら白石春樹自伝成り奈

︵於・愛媛県生活文化センター︶

平成五年一月二十六日首
平成五年二月二十三日尾

−2o8−

八松山・芭流朱連句会ｌその五Ｖ

鈴木春山洞捌

春呑
山
呑〃洞呑洞呑洞呑洞呑洞呑洞呑洞呑洞烏

百韻﹃雷天降る﹄
あも

扇使ひのしげき友垣

看天降る最中のことや連句の座

春の障子の軽き明るさ

火砕流我が家の安否気がかりに

壬生念仏の鉦昼さがり

愛でし女嫁き散り果てし庭の花

ニォ耕しの動く人影移りゆき

弁当っかふ陽炎の中

ミュージック趣味で親爺にどやされて

今日も荷風はロック座通ひ

踊り子の姿態さまざま夢枕

双丘谷間見する水着よ

飛沫あげプールに深く潜り込み

白夜を走る豪華客船

思ひ出の外国生活名残りなり
財布の軽きいっものことよ
過疎の村うちならひたる藁砧

爺と婆とは俵編みする

遊行忌近き宿場街道

有明の馬に小荷駄を振り分けて

幻と化すペレストロイカ

ニゥうそ寒の襟もとしかとひきしめし

珈琲の香に開く朝刊

明るさをモダンアートに托しけり

屋根裏に棲みつぐ猫の亜麻仁色

209−

水清き磧ラに遠く螢見て

秋の気配の白壁の塀

篠原に足踏み入れにけり
旅さそふ広告揺るる駅閑ヵ
刈安で黄を染むる糸繰り

月光に琴掻き鳴らす音聞こえ
一ゥ到來の新酒を提げて不破の関

冬支度する若後家の閨ャ
公達の蛇体と化せる淫夢なり

三輪の神奈備恋の通ひ路
後ロ振りする人形に湧く拍手
太棹なれど打ち消されゅき
おでんコロ商ふ店に立ち寄らん

熱燗地酒鬼殺してふ

雪吊りの縄の間マに月浮び
迷ひ子を呼ぶ声の悲しき

鈴豊
木島

呑洞呑〃洞呑洞呑洞呑洞呑洞呑洞呑洞呑ノノ洞呑洞〃

古きトランク提げ心地よき

待ちかねてゐる漬の白菜

マント着て降り立つ空港北の国

当選通知やっと届きし

月みそか日本の土産大根にて

全快祝ひに初鰹添へ

奥方の愁眉開くと便りあり

情水滴る山を借景

窓一杯若葉の花の迫り來て

三ゥ天地紅二染めたる紙の地に落ちて

緒をすげくれし女を忘れじ
遅れ毛の一筋三筋まなかひに

恋ひし恋ひしの文書き散らし

長き夜の机にイニシャル彫りつけぬ

ベランダあたり蟠蝉の声

芒の穂揺れ揺れてゐる野の開け

盆狂言のちらし配らる
十六夜を遁遥の翁髻白く

アイヌの村はユーカラ伝へ

ハミングもよき窓に侍り景眺め

返り花ちらりほらりと咲く日向

わらんぺ

挺流して眠る童

沢庵漬けで朝飯済まし

忘年会のグループ崩れ

ナォ封切らぬボーナス供ふ神棚に

初荷入りし店の明るき

肩組んで寮歌歌ひて放尿す

袖ひく娘等の色気こぽるる

獅子舞の笛吹く男若やぎて

夢違へ観音お告げ実る恋
文のやりとり燃やす情熱

たまさかに逢ひし夜は声かけかねて
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三ォ締切の原稿溜めし居留守なり

女下駄など隠しかねたる
忍びゐる鳴咽洩れ来る隣部屋

慌しくも衣擦れのして
酒徳利杯盤狼籍匂ひ鎧え
私小説めく筆起しけり
髭濃き山窩育ちとあざむきぬ

熊楠といふ名の男ゐる

ごうな

紀の川に春雷を聞く旅の宿
寄居虫の辿る道のくねくね

人疎ら一気に降る残
雪嶺
かたかご

ひつそりと見る片栗の花

清元の稽古帰りに朧月

擦れ違ひたる幌の倖よ

洞呑洞呑洞呑洞呑洞呑洞呑洞呑洞呑洞呑洞呑洞呑洞

呑洞呑洞呑洞呑洞〃呑洞呑洞呑洞呑洞呑洞呑洞呑洞

ぽとりと落す莨吸殻
杜鵤啼く験担ぎけり

胄の透視結果待ちゐる長き時
月待つと夏座蒲団を敷き並べ

ビール百本用意する役

ナゥどたどたとズック濫棲靴脱ぎ捨つる

親子相伝牛鍋屋なり

秋葉原萬世橋の近くにて
母より届く伊予柑甘く
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下宿して朝寝の襟の薄汚れ

北窓開き眺む大川

︵於・松山市三津朱庵︶

とりどりに花の土堤を散策し
笑ひてすます四月馬鹿なり

平成三年五月二十七日首
平成四年六月二十七日尾

呑洞呑洞呑洞呑ノノ洞呑洞呑洞

八所沢．Ｂ面ｖ

歌仙﹃連麹﹄
鈴木アヤ
名古則子

名古則子捌

グラスの中に春の街騒
日高美灯子

放心のひとすみ黄色連翅花
小林純子

れぢ巻時計間のびして鳴る

ナォ嫁姑島の誰ののどかさよ

浮気の証拠しかと握らる

一瞬に花火工場の吹飛んで

世の中は嘘があるから面白い

老人ホ−ム寒き灯

煮魚は目のまはりより食べ始め
四斗樽でんと土間に据ゑ置く︲

日本は仁侠道が大手振る

器用不器用すべて遺伝子

ゴリラにっこり笑ふポスター

しまひ湯で聴く鈴虫の声

真向にぬっと出でたり巨大月

ナゥ秋祭近しと母の便り来て

ヤ

灯

内田さち子

則

地域別なる新時刻表

蓉理朋十栖明霊︵於・吉祥寺すゑひろ︶

212−

這ひあがる手籠の仔猫爪立てて

六が二・八と解読の秋

月昏し村人達の立話
鼻筋長く武士の貌だち

純

逃げ水追うて行けば水なし

点と線瞬時が人の岐れ目に

ゥや易寒の襖下貼系図らし
割勘と言ひ出されたる初デート

ヤ

灯

とし・

車渋滞キスを盗まれ

秤鰄

燕ひらりと鳥居くヌリぬ

テープ切るランナーの胸花吹雪

ほどほどの情事にたけて年齢たけて

″

ヤ

則
灯

惜しみながらにあぶな絵を売る

ＰＫＯは誰のためやら

水すまし動きを止めて宵の月

戦争はいやと若者声あらげ

ヤ

純
ち

日脚も伸びて光る天窓

遍路迎ふる蛤の椀

住みついた鼠もゆるし花の頃

則灯ヤ則〃灯純ヤ則ヤち則ヤ〃則純灯ヤ

八三重・日ノ出連句会﹀

歌仙﹁甘酒の句座﹂

一椀の甘酒に酔い句座長閑

山根於京捌

谷口喜美子

松井郁子
高山孝子
中井信子
御辺卯径
山根於京

猫柳活け磨かれし床

描き割りの月僅々と村芝居
ゥ煮て焼いて酢にして鰯まだ余る

喜多井加寿

径

ナォ初燕客待つ老舗香姓いて
紐解けば落っ見せられぬ文

伊達めがね付まつげなどかいなぐり

天に画布あり飛龍現る

媚薬の効をじっくりと見る
親も子も離婚結婚くりかえし

ドン逮捕され自民崩るか

ホイッスルラグビーライン伸び縮み

乗り換駅の待時間なし

ガム噛んで異人陽気に話かけ

汗ばみて月昇りけりビルの肩

水着姿の窓にあやうく

ナゥいだかるる別れのタンゴに燃えつきて

ニュー自軽車がカラフルに過ぐ
尻尾なきマンボウ舵を取るが下手
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心和ぐ蝶軽やかに舞い翔ちて
河岸からからと人力車行く
萩のこぼるるくずし字の句碑

独りの旅にかくし酒持つ

孝

中世古正郎

物識顔は煙草ふかして
花吹雪絵とき説法道成寺

いとおしく切れぬ電話が三十分

郎

寿

棟上げ祝う麗らかな午後

秤鰄亜︾一一崩王串蕾︵於・なかむら館︶

″

泣き黒子撫づ手の上に手を

海原渡り松に鳴る風

悩ましきマリリンモンロー今は亡く

月皓々透徹万里無寸ノ草

信
裡

孝

町に猪出でて騒然

帽正し巡回警羅赤い羽根

一尿

美

つい簡単にカップラーメン

退職の老春を楽しむ

おみくじに大吉多し花の宮

京裡京寿郁径郎ノノ信美郁郎美寿信美京美

八松山・東松山連句会その一Ｖ

歌仙﹃柱疵﹄
藪入や背ィを比べし柱疵
いたち居さうな煤け天井
胴着脱ぐ大工に木の香まつはりて

光れる風の運ぶ唄声

茶房出て見上ぐる方の春の月

網を仕掛けん肪ひ綱解く
ゥ久々の市の賑はひ瀬戸の島

渡部伸居捌

″

渡部伸居

″

村上雪香
宮内竹仙
″

大野順子
″

曽我部登志子

村復興に賭ける青年

新妻は育ち明かるく蓮シ葉で

″

仙

″

︐香

″

居

″

″

岩田葉月

隣の垣へ伸びし夕顔

何時の間にやら手を組んでゐる
凛々しくも太刀を構へし武者人形
雲分けて行く月影に湧くファイト

明日文化祭仔細相談

宗匠の捌きで修す宗鑑忌
浮世の義理か届くお包み
里自慢巨木を嚇す花見宴
若鮎のぼる清き小流れ

ナォ思ひたつ句碑巡礼に遠霞順
通り過ぎゆくマラソンの列〃

Ｖサインテレビカメラのそれぞれへ志

東北弁の外務大臣〃

同窓の集ひに囲むおでん鍋葉

初雪の降る街を眺めて〃

ドラマから後もラジオをかけ流し居

夫の帰宅を袖抱いて待つ〃
安産に産土神の祈祷受け香

足どり軽き部長昇進〃

大いなる月しづしづと山の端に順

力の限りすだく虫の音〃

ナゥ熟柿もぐ竿の外れを磑ふ誰仙

油泣きして猫車ゆく〃

祖父の遠忌に寄れる親族〃

古井戸のポンプが今も役に立ち居

陽炎たてる庭の燈籠〃

花冷に辛口の酒よくすすみ志

︵於・松山市小野公民館︶

平成四年十二月二十三日首尾
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八松山・東松山連句会ｌその二Ｖ

好野村間倉

小倉静波捌

郁晄京予静

歌仙﹁山井や﹄
賛の子もて覆ふ山井やほととぎす

代掻きおへし棚田目の下

朝市の耀へ野菜を積み上げて

一息ついて開く弁当

イラク爆撃再開の報

ナォ結願の遍路仕度に部屋狭く

景気見込んで売りまくる品

国内は皇太子妃の内定で

遠花火音のみ弾く闇の中
細りし脛に藪蚊までくる

内職のへそくり金も仕送りし

留学先で彼と同棲

何も彼も身を惜しまずの女房ぶり

最終電車過ぎてゆくころ

月の宴果てたる河原鎮もれる

寝そびれ床にちちろ聴きっシ

ナゥ城師忌へ独り謡へば踊る影

実家の近くで古墳掘り出す

さと

縫れしま鼻に垂るふ豆蔓
開発で剥れし土の肌赤く

花衣解けば錦の鈍色に
小川奏でつ暮る塾春日

秤鰄叩蓉十ユ朋一↑甲誇︵文音︶
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一

釣糸の魚信へ照らす磯の月
時化外れても昂ぶれる浪

夫婦湯呑を択ぶカップル

ゥ尋ね来し萩の城跡のうそ寒く

式場で昔の彼の婿姿

雨にぬれゐる苑の胸像

昨今の政治家みんな信じ得ず

いびつな足をなほすお灸
門ド出れば冬の三日月光益し

雪野の杜に騒ぐ群れ猿

雑踏で懐中物をスリ盗られ
夢がとたんに覚める手枕
ひたすらに風を舞ひつぐ峯の花

舂の海原帆船がゅく

三菊奥野小

京予波郁晄京予波郁晄京予波子子子志波

予郁晄京予波郁晄京予波郁晄京予波郁晄

八松山・東松山連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃蜻蛉の國﹄
蜻蛉の國かも知れぬ橋渡る
佐伯飛

戒能多

戒能多喜捌

ほつりほつりと落つる椎の実

文机にさし込む月の光ゲ青く
森本蛍
倉本坦
奥村一宗

病隠して葉巻填らす

ナォ仏壇に卒業証書供へられ

パントマイムにあがる歓声

税務署の査察逃れし裏帳簿

水着のままで長き抱擁

約束は椰子の木影のバンガロー

母ちやん達が作る戦後史

そのことは年重ねても忘れかね

ことこととトロッコ列車巡りゐて

籠にいっぱい地物松茸

満月の庭に客待つ火を起し
納屋の隅なる案山子用済み
ナゥ突然に海外勤務命ぜられ

暖炉に寄りて唄ふカチューシャ

生活を守る審議は凍りつき

翁の胸に光る勲章

要塞の島を覆へる花吹雪

三三五五とお遍路のわく

秤鰄皿澪卦朋什垂申霊︵文音︶
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明日予定を壁に貼りつけ
就任の挨拶なれば手短かに
冷し西瓜もちやうど食べ頃
ゥ宵宮に着て行く浴衣仕上りて
見合写真の目もとぱっちり
お金には糸目をつけぬ披露宴

気球野郎は風をさすらふ
ロシヤにて核削減の話し合ひ
コマーシャル時はちょっと休憩

猪狩の天気占ふ月の色

水仙楚々と咲き匂ふなり

地酒に酔てうっらうっらと

越前の岬も近き鄙の宿

陽の暮れるまでつづく噂り

蒜なく子孫集まる花筵

〃石〃蛍ノノ飛〃多京石蛍飛多子石子烏喜

蛍多ノノ飛〃石〃京ノノ多〃飛〃蛍〃多〃京

八横浜・菱の実会ｌその一Ｖ

歌仙﹃冬﹃
圭云﹂

中尾青宵捌

ナォ漸くに農三代を鳴く蛙

惜しみつ売りぬ愛車七半

嫁に出す娘は未だおぼこにて

親こそ知られ胸毛濃き仇
海兵隊入港人気狂ひじみ

オリンピックは女日の丸
雲晴れて雷烏ひとつ雪山に

巖涼江
寺田喜八郎

頼む酒うれしく付きし新生姜

冬雲を突き上ぐ煙工都なる
中尾青宵
大木圭蒐
関戸逸朗
八木紫暁

眉月に夕刊配り去る音

襯裸が風に乾く昼月

黒字稼ぎの社員残業

吉四六は馬の糞より黄金出し

かんじき外し囲炉裏どっかり

烏渡るテレビの画面丁度鍵
篇など焼きつ古酒を汲む

江

朗

買物篭にのぞく白菜

ウジーパンに木の実の独楽をしのばせて

今を仏と誰うらむなし

ナゥ老の手が赤とんぼうの骸拾ひ

増えしは鈍行列車一本

村おこし甲斐ラスベガスと銘を打って

花の下瀬を上り行く鮎の鬚

子の両頬に春の玉泥

秤鰄正︾十仁朋二什仇朋雷︵於・菱川クラブ︶
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書庫整理いつか己も昏みゐて

はち切れさうなディスコ大会

登

宵

蒲原常盤

朗

鈴木南史
加藤亀女

蒐
清

宵

宇宙さまよふ孤児もあるらん

淘った時計を二の腕に上げ
この頃は消える刺青君の名の

紫

保安官のやうな帽子が目立つなり

アラビアは舟虫ざわと動く月

汗して直す淡水化装置

優しの眼むしろ哀しき

邦に待つ母国語授業いと濃くて

大種袋忘れある門

堂よりは散華声明花ぞ散る

蒐朗清江登暁宵喜江亀朗蒐宵清亀暁江史

八横浜・菱の実会ｌその二Ｖ

歌仙﹃峰雲﹄
峰雲や七つの洋を憧る豊

中尾青宵捌

関戸逸朗
中尾青宵
加藤亀女
大木圭蒐

跣足並んで洗ふ甲板
巌涼江

棟上は木遣の拍子賑やかに

幼さを売る角のご隠居

亀

青柳登代子

一混

宵

一三目

蒐
宵

ナォ雲厳寺雛僧の提ぐ蜆籠

生家を避けて村で用足し

嫁取を酔ひたる兄がくどくどと

転勤先に炊しぐ佳き人

散水車撒いたそばから直ぐ乾き
つつ

玩具の砲で迎へ撃つ真似

ハープ染するカルチャー教室

かばね︲
玉虫の骸
を月の慰めて

首席随員巧みな外交

エアロピ大会作り笑ひを絶やさざる

蛇がでるか鬼が出るかの大包
とばっちり避け猫の逃げ出す西尾拓

ハウツー本が店に山積み

ナゥ職人が減ってサラリーマンばかり

きざはし

煩悩の数の階を踏む

何につけ最后は体力ものを云ひ

都の春を惜しむ笛の音

天下人醍醐の花を見はるかし蒲原常

秤鰄皿奪砿朋一一絆嶬囲霊︵於・菱川クラブ︶
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月兎何匹棲むぞと問はるとき

村の娘とり−ド合唱

さ鼻くれ下駄にひょいと虫乗る
ゥホップ摘む詩情カメラに収めんや

樅の木に恋名彫りしは我が秘密

老いてますます厳し親方

モウト

牛が鳴くやら馬が就るやら

踏切で又立往生イ超
特急
力

亀
蒐

一況

清

借金は月夜闇夜も雪まろげ
縄をかければなんと枯枝
立見の人に降らすポプコン

ボッキリと折れたバットで逆転し

一塁ロ

宵

初蝶石に憩ふ一刻

かきわけてすぐに繋る花筏

亀盤宵蒐清涼牧宵喜清涼宵蒐亀涼蒐清宵

八東京・ＰＣ︲ＶＡＮ連句ひろばｌその一Ｖ

歌仙﹃菩薩嶺﹄
新涼や西には黒き菩薩嶺

海野海砂捌

林宗海
辻杏奈
佛渕健悟
木原閖幽

端居して聞くかなかなの声
寄宿生月見団子を盛り分けて
ポチと呼ばる愛犬が尾を振る

三原とんぼ

海野海砂
海

袋花火を朝市で買ふ

ひとりでは長続きせぬランニング

ゥ筒烏のもの思はする租界の地
リキュールグラスに残る紅痕

小針朋夢楼
幽

悟

ぼ

悟

怨恨と捜査本部は断定し
出前娘はいつも賑やか
僕のひみつを君は知らない

悟

小原洋九

突っ張りでちょっと内気な彼が好き

町長選挙すめば凧

冬月がゆげかきわける野天風呂

杉浦兼坊

奈

宗我部雅辺

ベレー帽脱ぐ必要がどこにある

遺愛の品は棺に入れよ

幽

苫の家に花を主の人なりき

霞みて遠き瀬戸の大橋

ｐやかましく妻を泣かせてぽ

ナォ食ひ意地はなほ失せずあり初遍路海

老妓しづかに舞ひをさめたる楼

午前二時肩に刻みし罪の病伊藤卯舟

﹁雪だ／・﹂の声に授業中断辺

浪の間に沈む平家の船の内坊

仁丹こぼす地上げ見習ひ悟

満席の回転木馬がたんごとん滝沢満越

坂の街雨のかをりか白百合か幽

辺

ワンカップ透かしてゆらぐ月あかり越

︾俄仕込みで夢を占ふぽ

レイラのピアノ果てシ長き夜辺

ナゥ冬近き退役兵の車椅子悟

負けろまけぬと市のやりとり

熱つ熱つをお隣さんにおすそわけ越

傘待つ改札とほく春雷鹿倉些考
風神の眠り覚ますな花の午後砂

縁に憩へる蝶発ちにけり舟

︵於・ＰＣｌＶＡＮパソコンネットワーク︶

秤鰄唾癖叫胆一汁拒叩露︵電脳文音︶
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八東京・ＰＣ︲ＶＡＮ連句ひろぱｌその二Ｖ

歌仙﹃拓実君誕生祝ひ﹄

木々の若葉も光れこの時

稚の泣く声頼もしき五月かな
きりきりと藍染めの糸絞るらん

雀餌づけてしばし楽しむ
立待をうしろに村の幻燈会
篭の中より薫るマルメロ
ゥ秋澄みて絹の道行く髭の人
腕に彫りし名今はいづこに
酔ひどれて待つばかりなる我が恋ぞ

辻杏奈捌

佛渕健悟
宗我部雅辺

林宗海
海野海砂
滝沢渉越
木原閑幽
悟

三原とんぼ

くつかふ眼鏡これも看板悟

ナォ草萌えて明日出撃の命くだる辺
リリーフの君マウンドにたつ越
立候補いはく議会がアホやから砂

絶滅種あまりに多き世紀末辻杏奈

師への思ひを秘めて嫁ぐ日ぽ

ウイ−ン

維納の温室雪降りつもる小針朋夢楼
窓ごしに白息かけて﹁スキ﹂と書く越

ＦＭ放送フルートは鳴る幽

助手席の男だんまり決め込んで悟

月明りせせらぎに聞く初かじか心

泥鰭を提げて戻る住職海

ナゥ貧の儀は莞爾と容れて迫らざる砂

︵於・ＰＣｌＶＡＮパソコンネットワーク︶

秤溌皿辱極朋計串霊︵電脳文音︶

足生え初めし蛸叫の陽だまり辺

この星の幸集めたり花燗漫奈

ガレージセール売り切って〆悟

赤穂の塩は白く哀しく小松狩人
砂

板チョコを噛むとおんぶの僕が居り小原洋九

夜半となりて虎落笛止む
月凍てる当直明けの八点鐘

幽

日笠鉦小心

パパのお船はアラフラの海

秦野桃子
杉浦兼坊

伊藤卯舟

こどもらの授業参観かち合ひて
くどくど事故の言ひ訳をする

海
悟

うまい夢ポケットベルが覚ます午後

駐在さんも交じる碁会所

辺

ぼ

宿無しの猫うづくまる花の下
すてる名もなし見やる春雲
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品川鈴子捌

ひ.鈴
ろ

八神戸・ひよどり連句会その一Ｖ

歌仙﹃白羽﹄
破魔矢享く吾に白羽の矢が当れ
屠蘇をつぎつつ年をさきはふ

薄氷も亀甲型に解けだして
ものの芽多き村のしあはせ

海のくびれに船の肪へる

鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ

おちこち

ナォ遠近の油井の焔陽炎ひて

神がかりなる野望おそるし
要一々と打出太鼓とどろける

騎馬奔放に遊牧の民

満目の平原の草枯れ果てて

ポインセチアの鉢がある窓

豊なる心の人も妬けるほど

子宝無くてもちつもたれつ

ゴルフクラブに錆の兆せど

面影は永久に凛々しくあらまほし

汚染会議のテーマ決めたり

幽明の境を照らす月光も
骨壷入れて虫すだく墓
ナゥ湖は銀の盤のべ渡り鳥

宇宙より青き地球に魅入られて

︾十一一一題一十一南龍︵文音︶

おたまじやくしは頭でっかち

無事に戻ればスター扱ひ
咲き満てる花の下みち宝塚
秤唖
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塗られたる畦にうつりし月のかげ

ゥ右足をやや踏み出せる観世音

傾国の美の揚貴妃に似て

望楼に丈なす髪を柿り
祭噺子の到る遠より

いつからか無用のものに蠅叩
砂漠のいくさっづく何時まで
月浴びて思案の首をひねりたる

久しき祈り露もしとどに
錦なす蔦のからみし煉瓦館
そぞろ歩きの絶ゅることなき

花の山をんな同に列つくり
スーダラ節を踊るのどけさ

原品
田川

ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴し子

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃秋高し﹄
品川鈴子捌
原田ひろし

嶋田恵美子

喜寿の嘔の歌ふシャンソン

日高敏子
松本旬子

秋高し連句教室はじまりぬ
自己紹介に赤い羽根揺れ
弦月の淡くもありし宴にて

し

小林波留子

うれ

うすうす透きて繭ごもる蚕よ

旬

″

打ち仰ぐマロニエの梢更衣

小股の切れし隣の女房

ワ露天湯を慌てて上がるはぐれ猿

美

美

敏

敏

お先棒担ぎいささか軽すぎる
鼻につんと来おでんの辛子

旬

おまかせします宮沢首相
冬耕の月を背にして田舎道

美

無邪気なるあなたの仕草うれしくて

ベートーベンの第九ひびけり

美

旬

し

し

買物の人に紛れて撰るギフト

猛犬注意の札に怖づ怖づ

花を吹く風の到れる川堤
薬師の峯に嫁菜摘む僧

ナォ亀啼いて政治改革声ばかりし

合財袋ひょいともちあげ留

世紀末ノアの箱舟ひしめきて敏

たふさぎ

鮫よけに巻く長い揮旬
親鳥を待っ軒の子燕旬

情けある祭太鼓や無法松し

べたべたと切手貼りたるエアメール留

招待券を挟む歳時記美

平成の恋見事実りて富田幸子
東宮のお妃さまのほほゑみもし

有明の月いただきて出勤す留
木犀の香をくぐりゆくなり幸

夕の茜に切りしシャッター美

ナゥ今日ばかり添水音なき詩仙堂し

数ふえてゆく脚の灸あと美

関取の雷のほつれもなまめきて旬

けぶらひて花の朧を誘ひけりし

母の日傘に蝶のまつはる旬

拝睡皿轌十斗恥二十睡申零︵於・大阪産経学園︶
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八神戸・ひよどり連句会ｌその三Ｖ

脇起歌仙﹃麗しき﹄

ナォ美女の顔覗けばおかめ壬生狂言

団地めぐりて傘の修繕

子の宝箱のビー玉捨てられず

口にカプセルはふりこみたり

クリスマス菓子の塔より楽鳴るも
山口誓子
永原貞子
大津泰子

記者数多鵜の目鷹の目追ひかけし
ショッピングしてグルメ楽しみ

品川鈴子捌

清水千枝代

柚子風呂たてて香る家うち

目高捕り声張り上げて帰るらむ
小原みどり

魔女が杖振り王室の恋

よもやまの話珍らし夜が更けて

源氏ゆかりの小さき橋あり

誰も採らざる柿のたわわに

月光の道を戻りし猫を抱く

全凸｡

飾りし雛にたのむ留守番
やうやうに夕月色を染めあげし

貞

岡田芳子

鉄の門扉は固く鎖され

ナゥ庭に來し小鳥餌をやる修道女

つつつ

麗しき春の七曜またはじまる

仕立おろしの秋袷着る

千

森倭子

ゥ焼なんばん樹海の際に店出して

百歳までも添ひとげてみむ
これはまあ太閻さんの恋の文

年がら年中貧乏暇なし

新聞を配るペダルを強く踏み

打合せして野遊びのこと

花篝ときに火の粉が左右に揺れ

泰

み

芳
倭

野球バットを竿竹と云ひ

違反監視の灯が点滅し

薄挨黒きベンツにかかりゐる
遠吠えに目覚めし夜半の月涼し

み

貞

蓉十型明一弐種串蕾︵文音︶

登山シューズの紐しめ直す

千

拝鰄

燗もころあひ地酒徳利

とつくり

駅前に名所めぐりの大看板

芳

泰

釣をする花吹雪にも動かずに
ビルのガラスにうつる春雲

み芳泰千倭貞芳千み泰貞倭み芳泰千倭貞

八藤沢・藤が谷連句会ｖ

歌仙﹁彼岸入り﹄
細川の水いきいきと彼岸入り
浬藥西風吹きくねる道の辺
草餅を列車の窓に呼び込みて
馬の手綱をゆるくひきゆく
月光に仕舞ひ忘れしおままごと

中島啓世捌

ナォ団邸に客あるらしき春灯し

レコード盤のエロイカをかけ

歯医者の予約週に一回

山峡に砂金ぞくぞく掬ふ夢

寒紅の貝の蓋みに姫がゐて

雲となりし神宮の杜

大やかん提げてラガーに走りより
藤田克子
中島啓世
橋本六三

昂ぶればりえに見え来てひしと抱き

ナゥ運動会孫はしやぎすぎしやくりすぎ

う

月今宵隣の庭もわが庭も
秋朱藥熟れ何を思ふや

ティッシュペーパー貰ふ駅前

涙ながらの後朝のこと

山本八乃子

牧岡歌子
橋本満喜
藤井弘美
八
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煙濠濠さんま焼く家

ゥぬくめ酒盃二つ並べゐて
ほろ酔ふほどに倍気心も

一呈巨

廊下にひそか箒さかさま
魯山人皿に盛りたる季の物
琴の音流る池のほとりよ

土地は値下がり墓地は値上がり

花の雨ひと夜に雷れて空の青

吾もはや人畜無害の齢なれど

八

美

平成四年三月十九日首尾︵於・藤沢橋本家︶

蜂の吃りの遠く近くに

笑ひ声してギャルのひと群れ

一呈巨

信濃路の落葉松林どこまでも

十字架にかかる夏月旅半ば

歌

縁台将棋岡目八目

鳶鳴いて海近き町明るくて

美
歌

．一旦ロ

アップルパイをティータイムには

渋滞のポルシェに罪罪と花吹雪
ひつくりかへる栄螺っぼやき

八三美喜歌三美八歌八美歌美世喜歌三美

ハ仙台・北杜連句塾ｌその一Ｖ

歌仙﹁女優一人﹄
女優一人呑んで寂しき秋の海
ひとひら舞いし色烏の羽根

狩野康子捌

秋田てる子

狩野康子

谷田部弓子

熊坂昌子

趣味の盆栽天職となる

曲り角また会う月のまるくして

ナォ出版の思いふつふつ聖週間
リターンマッチに殺気漂い

生まれくる吾子の鼓動が残る耳

期待はずれの哀れドンファン

煙草をふかす甲板の隅
蝮入り強壮剤とて宣伝す

氏神様の古鏡鎮まる

間延びしたトランペットが森を縫い

代々の菓子職の技引き継いで

長髪束ね単車疾走

有明に落書きの線ひんまがり

ナゥ拾い猫名付けてソックス冬近し

日日

垂石よう子

て

ピアス・サンダル・キャンパス闇歩

康

日課のジョギング欠かすことなく

225

ゆったりと甚平召した老教師

弓

宿のお奨め新酒馥郁

鐘は上野か雲のたれこめ

ゥ礼拝堂とり残されしピル街に

松ノ井洋子

朝刊を配る少年軽やかに

見せてしまった胸のふくらみ

馴れ初めは深手の傷の長養生

七重八重銘は九重花の門

東風吹きつける出格子の店
よ

て

三寒四温抱く骨壺

留守電にしどろもどろのメッゼージ

もどらぬ刻を惜しみ春尽く

秤鰄型︾斗朋乱串雷︵於・谷田部弓子宅︶

洋
日曰

弓

よ

洋

目の赤いうるめも下がり月明り
広い稽古場トウシューズ立つ
底なしの底を捜せるエリッィン

不肖私が会社傾け

て

控えめに退きつつも華の花
陽射しほつかり辛夷咲く山

洋弓昌てよ洋昌康てよ洋弓昌てよ洋弓昌

八仙台・北杜連句塾ｌその二Ｖ

歌仙﹃雪すこし﹄

ナォ埋蔵の噂に深手山霞む

能楽堂に般若すり足

社会鍋横目でカップル通り過ぎ
こころゆくまでワルツ踊らん

脱税騒ぎいつか下火に

知らいまに時の迷路に踏み入りて

狩野康子

あれこれと門限切れの理由さがし

狩野康子捌

雪すこし抱いて明るし雑木林
山田史子

佐々木嘉宇

故郷からの土産笹かま

昼休みクレーンの腕の伸びしまま

＊

Ｑ数上げた辞典売れ筋

鳶ゆったりと舞える冬空
いさばや

指人形体温ほのかに伝わりて
佐藤千枝子

高橋玻斗子

銀の穗芒ふさぐ鉱口

河童住む民話の沼に月揺れて

伝

史

降り頻る落花しばらく壺中天

家族ひさびさ顔を揃える

数行だけの日記閉じたり
愛犬の裕次郎無事退院す

ナゥ喝采を浴びて小兵が勝相撲

電光ニュース東京は雨

千

秤鰄麺癖十一一一卵一十牙甲壼︵於・狩野康子宅︶

＊Ｑ数⁝⁝写真植字級数

＊Ｅ・Ｅ︒Ｅ⁝⁝巾広靴サイズ
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週に一度の五十集屋の声
大橋伝

千

海の香をまといし老の月明り
新蕎麦すすり顔がほころぶ
ゥいつのまにＥ・Ｅ・Ｅで秋も暮れ

康

＊

みんなちょっぴり不倫願望

演説に怒号居眠り腹が立ち
酔えばきまって昴歌えり

史

玻

樽に水張って浮かべる夏の月

玻

女神支え美男の道祖神

跨ぐが如く皿鉢に蟹

伝

共に旅せん蒲公英の紫

無頼派とよぱれ放浪決めこんで
ポール追っかけ子ら走り去る

・一暴

康

角帽に花ひとひらを残しおり

史

かこ

むかしむかしを卿っ舂愁

史玻康嘉千史康千嘉玻史千玻史嘉千康玻

ハ仙台・北杜連句塾ｌその三Ｖ

佐藤千賀子捌

康か千
ほ賀
千か康か千康明か千康か千康か千子る子

歌仙﹃枯蟷螂﹄

垣の根方に消え残る霜

ひそといる枯蟷螂や庭の客
玻璃鉢透ける指はのびやか

母の焼くケーキふっくら仕上がりて

茸の胞子どこに旅する

巾着振って音をたしかめ

ナォ行商の荷にもたれ居る目借時

ＰＫＯ無頼の弾が打ち込まれ

アラーの神もそつぼむいたり

三宝に飾る冬薔薇冬牡丹

雪掃く道をゆきっもどりっ

青年の頤うすくひたむきに
誓いも愛し砂糖菓子の詩
グラビアの孔雀色した涙壺

動物園にワルツ流れる

どら声も月に放てば浄らなる

露蹴ちらしてぬっと碁敵

俄に曼陀羅脚光を浴び

ナゥひき止めてひきとめられて菊膳

都見かぎりわたしＵターン

飛鳥路はレンタサイクル賑わいて

つづく渚に春の潮満つ

天に花地に青山は何処にも

秤鰄麺蓉十三盟一叶甲塵︵於・足立かほる宅︶
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鎌の月引く尾も長き飛行雲

ゥ赤い服小脇に抱え秋寂に
ドア開く手の激しときめき
ピカソ描く美女の乳房が宙を突き

橋に人影風待ちの舟

発病に救われている御喚問

竹藪の中角のつき合い

鹿の仔の稜れなき瞳に月宿る

分校の夜涼し綺羅星

忘られぬカーテンコール灰甘く

卒寿ダンディ独り酒汲む

向島落花狼籍治まりて
駅舎の窓に巣喰う燕

狩足佐
野立藤

か康千康千か康千か千か康千か康千か康

八東京・松喜久会ｖ

歌仙﹃久久﹄
岩崎泉

通ひ慣れたる道の葉柳
中島櫟

久久に初夏の銀座に連句会
中原刀

そぞろ歩きで気分転換

闇白し風雅の人の書を讃みて
くに

思ひも寄らぬ郷里の出来秋

ナォ打ちあげに木の芽和へなどあしらひて

カーテンコール堂をどよもし

たまさかに自動車旅行のスケジュール
あんご

柿田川まで濁りはじめる

降らぬ八月蝉の声聞く

老妻と安居に代へて本山へ

振向きて見る桃色の髪

追分は今も変らず静かなり

新派悲劇に笑ふ観客

体臭に合ふ香水を探し抜き

笙・篁葉も秋の音なり

試し着のひ公
卿装束で月の庭
ちりき

ナゥ花野へのかぼそき道のつけられて

政争の果いづこ行く邦

不死烏の伝説いつか忘れられ

念願叶ひトンネル着工

電飾に花の色濃くなりまさる

かげらふもゆる鉄路一筋

秤鰄皿蓉綜朋二十一串雷︵於・交詞社︶
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明月の暫し雲間に顔を見せ
ソバージュ似合ふ美しきひと

ゥ十和田湖の紅葉の色に眼を見張り

ジョーン・バエズの歌に聴き入る

腿長く日焼けの肌に波騒ぎ
東欧の内戦激化おぞましき
田舎芝居の二段からくり
月蒼き富士の氷に胆冷やし
むささびの鳴く川原湯の夜
ダム出来ていつかせせらぎ無くなりぬ

せめて地酒に憂さを晴らさん

燗漫の花に追ひつく国境

兄弟揃ひ祝ふ入学

禰郊溪禰郊溪禰郊溪禰郊溪禰郊溪禰郊溪

郊禰溪郊禰溪郊禰溪郊禰溪郊禰溪郊禰溪

八松山・松山連句協会その一Ｖ

渡部伸

歌仙﹁遠山の﹄
遠山の稜線ゆらぐ焚火かな
小倉静

宇都宮柏

三澤和

吉金占﹈

スキーリフトを待つ人の群

倉部
静伸
波居

岨道を向うも同じ譲りゐて
煤けし土間にしばし憩へる
展望の湯ぶれに射せる月の影

裏の畠に残る久延毘古

ゥ若き等の読経も交る秋遍路
二二ンが四ンの二八恋なり
あどけなき顔に想ひを募らせつ

兄と弟部屋でパソコン

憎まれ口と背ィばかり伸び
僅かなる段差があれば蹟いて
浪の間の海月の夢を醒ます月

音も立てずに崩る峯雲

反省といふそれだけのこと

来日のブッシュ猿にも真似られし

ひなび唄とも鶯の声

輪になりて花吹雪浴び酒を酌み

ナォゆくりなく春の祭の衆となり

水

アンティック店ぶらりたち寄る和

急ぎ消す唾へ煙草の間の悪さ居

若貴晶眉土俵賑はふ柏
竹の雪折れ峡に鵠す水

風邪ごもる猟師に狐狸の賊屋して波

お茶を飲みつつ話しゐる長電話和
膝つれらるる用心が要る宮内竹仙

嚥さ
れて挨拶廻り新夫婦柏
だぺ
椹じん駄
甕一つ持たぬ身の上波

望の月匂ひ来るなり松が枝に水
レモン搾りて肌手入れする和

ナゥいつまでも続く夜なべの灯のありし仙

祖母待つ家に子より小包柏
俳額を奉納すべく幣の風波

口実作り今日も出歩く和
やうやくに尋ねあてたる遅き花仙
児等に戯むる黄蝶白蝶柏

︵於・松山市道後友輪荘︶

平成四年一月二十五日首尾
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捌

波柏居和水波柏居和水波柏居子水波葉居

小渡

八松山・松山連句協会ｌその二Ｖ

歌仙﹃初詣﹄
鐘の音にさそはれ出でぬ初詣
あちらこちらに追羽根の児等

雪解けの水はきらきら輝いて

翁がひさぐ草餅の店

青磁の壷に活けし一枝

月の夜の釣り釜点前和やかに

村上雪香捌
井門可奈女

野間予志
武知千代
倉本坦石
村上雪香
春示

石

千

予

嘘でなかった真実の愛

香

ゥ久々に日曜大工はげむ夫
競馬で鳴らす指のばつちん

千

予

奉示

香

石

千

予

奉不

手紙だし電話をしても返事なし
かる

ポリも来て軽鳧の親子のお引越

隣はいつもパンとコーヒー
台風も過ぎてほんのり後の月

金木犀の香りただよふ

酔ひ醒めを喉越す水の秋深く
猫立ち上り背のびして去る
花曇うっらうっらと眠気さし

ちびた小筆で書きし苗札

ナォ黒膳に鰭の刺身盛りつけて石

ブッシュ倒れて世界動転香

次々とアルベールビル選手行き奈
こらどつこいしよ起つも坐るも予

杖置けばしぐれて寒き場末宿千

蒙古高原冴ゆる星空石
土塀の道を帰る後朝奈

何くそと思へど老の非力なる香

首筋にくっきりつきしキスマーク予

独り居かこち媚を聴く香

遠くはるかに間こゆ潮騒千
名月の昇るを隠す雲憎し石

ナゥくるくると馴れし手つきで剥きし柿奈

御ン健やかに眞子さまの眉目予
お天守は貼絵の如く仰がるる千
ここぞとばかり吃る伊予節石

同好の寄り篝るる春愁香

風吹けば堀に花びら花筏奈

︵於・松山市道後友輪荘︶

平成四年一月二十五日首尾
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八松山↑松山連句協会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃顔見世﹄
顔見世に浮立つ気配京の街
餅搗く臼へ雪も降り込む
大瓶に水満々と添へ足して

永田黙泉捌

平田昭小

岩城ゆ
青野美
永田獣小

今J1

未来を想ひ端然と居り

︵於・松山市道後友輪荘︶

平成四年十二月十三日首尾

一つうT

庭に出て独り仰げる月今宵
かすむ眼かばひ夜長害を読み
ゥ啄木鳥の声のまにまに心急き
二人で飲もう明けのコーヒー
手をとりて言はず語らず笑み合へり

とし

千体仏も肩を寄せゐる
車椅子愛犬つれて寺詣で

年齢はとれども口は達者に
みなづきの月に枝さす青き松

並ぶ鳥居へ霞棚引く

夜店金魚にっどふ子供等
久々に伏見稲荷へ足伸ばし

春燗漫の丘に歓声

曲水の宴に花びら散り止まず

幸ゆ照泉ゆ美照泉ゆ美照泉照ゆ泉幸き子

八松山・松山連句教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃重ね喪﹄

どくだみ

重ね喪に耐ふるや梅雨の世紀末

松永静雨捌

ナォお天守を指呼に病窓暖かく白石葉子

バイトで買ひしポット・鍋釜多
結ばれぬ恋と知りつつ夢をみて政

別居ながらも内縁の妻〃
裸で描きし五色曼陀羅多

スコールを浴びて秘境を目前に静

近藤品山

案山子になりし美しきマネキン葉

相逢ふて月の名所の橋に佇ち〃

瓦礫の中にすだく蟠捧四

優勝は素人だけのチームにて多

積み上げられし銘酒石鎚四

揺るるともなく揺るる譲菜
到来のケーキ程よき甘さにて
おもちやの汽車の走る縁側
灯台をくっきり浮かべ望の月
夜業を終へて猫に餌をやる
前原四月

つぎつぎと催し続く百貨店葉

ゥさそはれて秋の京都へ旅仕度

ナゥ園児等の思ひ思ひのクレョン画四

ことじ

登りつめたる寺の万両政
つもりたる雪に足跡くっきりと
弥
これや名代の徽診灯籠静

噂

松永静雨
井上弥生
桑原光子
戒能多喜
永井政子

幸四郎てふ名優に逢ふ

政

光

弥

自甲山

ありもせぬ不倫騒ぎを書き連ね

相性も良くふえし子宝

北方の﹁領土﹂に住みて五十年

少し呆けたか髭の村長

静

多

平成四年十月三日満尾︵於・松山市民会館︶

万愚節とて慣れしジーパン執筆

水の面を覆ひし花に鳶の笛弥

寒月に向くミサイルの整然と

光

ところかまはず木の葉散り来る

多

″

弥

政界の腐敗又もや暴かれて
何時しか傾ぐ古きお鳥居

四

遠足の子の賑やかな声

咲く花に関はりもなく畑を打ち
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八松山・松山連句教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃平家村﹄
松永静雨捌

永井政

山田久

松永静

匂ひゆたけき庭の寒梅

初鷹やふところ深き平家村
焼きたてのケーキの味も程よくて
井上和

ナォのどかにも窓を開けたる駐在所政

裾折傘の紅の濃ゆさよ久

ゆったりと加賀友禅を召し給ひ静
不倫の噂消えて久しき戒能多喜

牡蠣雑炊にほっとひと息井上弥生

旅なれし妻に任せるスケジュール前原四月

コトリコトリと歩くロボット〃

歳末の募金活動はかどらず多

秋の彼岸に外泊の許可白石葉子

ポケベルが不意に鳴り出す診療所四

しっとり露の降りし白萩政

異国めく牧場に月の皎々と和

ナゥ勤皇の志士脱藩の径と言ふ弥

すさみし顔に西日まばゆき葉
虫干の文箱の文の色槌せて四

最古の駒も歩の裏は金和

︵於・松山市民会館︶

花守として生涯の花万朶静
城を仰ぎて春を惜しまん政

平成四年十二月二十五日満尾
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かごめかごめで遊ぶ子供等
月の出の金波が遠くつらなれる

新酒かかげて祝ふ当選

ゥ神かけて誓ふ心も爽かに

顕微受精は注目の的

泣いてすがるは年下の人

ひかへめが何時も破局の因となり

テレビゲームに今日も熱中

喚問は無理でも一路アメリカヘ

噴水の上にかかりし昼の月

萬緑分けて走る駅伝

手をつなぎ核拡散をとどむくく
和がモットーの連句ならずや

夢の如くに舞へる瑠璃蝶

菩提寺の花ほつほつと咲きそめて

久政静和久静久和政久政久和静久子栄雨

八千葉・摩天楼連句会ｖ

脇起歌仙﹃霞﹄
星野石雀捌
松尾一巴

木村勝

雑水に琵琶きく軒の霞哉
自在の影の寒きたそがれ
帆船の遊覧紀行かがなくて
見覚えの山仰ぐうれしさ
岩田玲

櫻岡素

星野石

焼栗と手をポケットに街を抜け

ナォ書画骨董無しと記入すアンケート素

ビトンの財布に残す種銭作

葱鮪汁昔の冬はさぶかつた玲
正ちやん帽をかぶる贋浮図紀

阪妻の雄呂血見し夜は夢浅く小池英行

袖に隠るる背徳の門作

おぢいさんの年金婆が念を押し素

猫の茶碗を矯めっ砂めっ玲

早稲の穂の重くて軽い五億円素

税関長が霧の埠頭に紀

そんな感じがなかったでもない〃

何もかも乱離骨灰の野分月玲

ナゥ糸屑が落ちる宙吊り猿之助紀

無重力下の交尾実験作
逆引辞典でひく蝸牛行

隅田川くだる葛餅食べながら素

曹0

中西夕

木村駿

花満開どこまでつづく不景気ぞ駿
土筆ほほけて雨にも負けず執筆

平成四年十一月二十九日首尾︵於・家の光会館︶
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坂の途中のスナックの月
ゥ蘭の花ばかり描いてる女画家
死にたる後も抱き合ひしまま

記者会見だお手手っながう

飲みかけの血の色ワイン灯に透かし
ヤイアンシ
空港の動く歩道に巨ジ人
軍
散弾銃で狙はれてゐる

水着脱ぐ葭賛囲ひを覗く月
手術の痕は小百足のやう
開かれた荷にアラスカの氷だよ

春も知らずに船倉の人
石畳花の降るよな南蛮寺
亀が鳴くぞと執勘に待つ

紀〃素作玲紀子作子雀蕉

駿玲ノノ紀素紀

ハ愛知・三河連句会ｖ

歌仙﹁春浅し﹄

川舟肪う岸の下萌

春浅し白魚句碑の大いなる
五平餅たらふく食べてあたたかに
語尾ゆっくりと上げる叔父叔母

借景が自慢の庵月高く
新酒一献あらばしりなり
ゥさいかちの実のぶらぶらと街中に

順番待ちの手芸教室

素人のヌードモデルに戸惑いて

べレーかぶった若い先生
教会の弥撒も忘れし日曜日

湾岸道路︵イク全速

夢の島くらげのような月暑く

夏草蔽う塾壕の跡

藩祖廟何をか語る殉死の碑
昔はものを思わざりけり
手拍子に誘い込まれし花の下

社長失除万愚節なる

宮下太郎捌

高橋良

宮下太

斎藤一昔

吾良太吾良太吾良太吾良太吾良太朗風郎

ナォ後先に蝶々もつれ遍路道
蕨いっぱい背負いくる人
核基地の賛否両論町を分け
龍の化石の出でし海くり

煎餅布団で治る腰痛

銀色の硬き羽持つテラノドン

大晦日またも繰り込む悪所にて

無重力てふ宇宙遊泳

紅一点念願叶うほほえみに
男装をして敵に斬り込む
池の月崩して髪を洗いいる

木犀の香のそこはかとなく

貝紫を着けし婆さま

ナゥ秋味のひと腹すずこたっぷりと

隣の猫が今日も居座り

大声を挙ぐれば届くロシア領

分水嶺守れる男神花衣
都へっヌく道の陽炎

秤鰄皿︾十一一一朋誇印︵文音︶

良吾太良吾太良吾太良吾太良吾太良吾太

ＦＤ

へ﹄

２

八東京・未来図連句会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃草の戸﹄

緑川美世子

松尾芭蕉
原田千町

原田千町捌

呼子鳥鳴くかたはらの道
須賀一宙心

草の戸も住替る代ぞひなの家

まなざしあづけ白き帆船

シーソーに春泥高く蹴りあげて

牧羊神を眠らせる風

ナォひらがなでてふてふと書き翔びたたすゆ

夕ざれてチーズ固まる丸木小舎伊
ライターで火を付けてまはりぬ司

雪女つぐ酒に酔はされ司

借金に追ひ詰められし新課長

待ち佗ぶる閨に幾夜の寒の紅ゆ
深く埋めるタイムカプセル恵

幸喜美恵子

ナゥそぞろ寒今度こそはと賭け事師公

月の面弥陀来迎と拝みたり世
ほそりすすきのそよぐ山峡司

カレンダー印しつかり粗大塵芥世
蔵二階から父の声する

和田伊久子

ふるまひのお薄いただく小望月

内田公子

ゥ十字架にからまりてをり蔦かづら

紅露ゆき子

犬に持たせて買ひ物の篭

野中広司

すれちがふ人と運命の赤い糸

世

秋の袷のしつけとりやる

ハイネの詩集プレゼントする

ゆ

世

宙心

平成五年四月十五日首尾︵於・後楽園・酒徳亭︶

光となりてのぼる若鮎恵

花千年夢まぼろしを咲き出づる町

混声合唱四方にひびかふゆ

祖母の少しくぼけて可愛ゆき司
読み返すよき日の頃の日記帳恵

ボランティアまる腰のままカンボジア

月を隠して蚊柱の立つ

路地暑く魚焼くにほひっっ抜けに

血液型で知れる性質

公

公

伊

税関で偽ブランドと指摘され
生まれ故郷の坂ひとつ越ゆ

伊

しやぼん玉吹く兄と弟

伊勢音頭橋の向かふの花おぼろ
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八東京・未来図連句会ｌその二Ｖ

二十韻﹃春隣﹄
烏の声林泉めぐりけり春隣

親子揃ひ・の赤き冬帽

詞華集のなじみの頁またあけて

鍵を手渡し守衛交替

原田千町捌

須賀一声心

原田千町

町淑子
和田伊久子

紅露ゆき子

ゆ

淑

淑

ゆ

ナゥ故郷の山 河は夢と変り果て

ワイン の蔵に積る淡雪
歌舞伎座 の桟敷に集ふ花衣

紫ゆか し苧環を愛づ
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ゥ明月は尖塔四つ輝かす
いつか身に入むスローバラード

あっけらかんと誉め殺すひと

伊

菊の香の髪長き汝かき抱き

有効期限守り札にも

ナォ断崖のごとき切り口・卵焼

伊

教師連偏差値論争いまさらに

定年間近習ふパソコン

ゆ

淑

美容法あれこれ試すレオタード

唇吸へば汗の味する
高僧にある艶話夏の月

″

酪駝も象も乗り心地悪し

平成五年一月二十七日首尾︵於・後楽園酒徳亭︶

ゆ一伊一

八松山・夢茶の会ｖ

カタカナ歌仙﹃明
易﹄

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

東西ビルの失火騒動

ナォスクラムを組んでメーデー行進す

永田町にはマネー飛び交ふ

持ち下げもならぬニュースの垂れ流し

ひんまがるレール出してふ暑き時季

押し殺す喘ぎ激しきロック調

ダイアナ妃テープ公開度肝抜く
閨のルックスはたりと落とす

セピア色なる流行夏服

洞

明易やメダルラッシュのバルセロナ

黒田耕三

カーにて直す乱れ髪なり

豊島呑烏

ギヤマンに酒なみなみと注ぎためて
呑

月の下ブルートレインの走りゆく

み

そよ

平成四年八月三日首
平成四年九月六日尾︵於・松山市大街道夢茶︶
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団扇片手にテレビ観戦

ピァノソナタの静かに聞こえ

中出夢女

コスモス揺るる土堤の微風

船乗りのパイプ街ふる月明り
肩で押し入るバアに虫啼く
ゥ大束のデンドロデュームカーシーヘ

アイヌの祭湖に響きぬ

ナゥ新走りオンザロックでたたみかけ
夢

ＰＫＯ君死にたまふなかれ冬

″

触れ合へる肌にほのかなタブーの香

呑

タンクトップの胸の豊さ
ディプキッスはフランス仕込み

焼海苔も積むスペースシャトル

県外行事はファックス予約

終電のテールランプが赤く消え

チャペルの塔の鐘のうららか

山麓に咲く花を鰍る春スキー
夢

井門可奈女
洞

児玉凡松

ゲレンデ照らす寒の三日月

呑

かじかみし指のトランプ占へる

ディートリッヒの葬式通知

呑示

このごろはリップクリーム塗りたくり

ボートレースの母校応援

ポトマック河畔に花の咲き乱れ

奈洞夢〃洞夢奈洞夢三洞夢奈洞夢洞夢三

八横浜・瑠沙連句会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃土佐水木﹄
長ひとし捌

土屋実郎
長ひとし

土佐水木烏くぐるとき照り霜り
小張昭一

春一番の吹き抜ける里

″

保坂木羊
戸谷是公

相撲甚句の音吐朗々

ジーパンの娘が袴つけ業卒へて
なりゆきまかせ煙草とり出す
円い月昇りゆくほど小さく見え

公

羊

公

羊

郎

公

郎

羊

郎

バーゲンよろしくカルチャーを売り

ゥ縁先に今年の米を山と積み
嫁来ぬ憂さを酒に紛らす
洛陽の紙価高めたる恋徴悔

寒施行とて長い行列

動物で笑ふはヒトとチンパンジー

襲名の二人揃うて成駒屋

堀割の月白耕着て

娠輻のどこに巣くうて殖ゆるやら
八九三この世に尽くることなし
かた

玉箒担げし翁花の蔭

胡蝶は吾か吾は胡蝶か

平成四年三月十一日首尾

︵於・浦高同窓会事業所︶
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八横浜・瑠沙連句会ｌその二Ｖ

萩谷準一

酒井久志
橋本閑滴

半歌仙﹃秋桜﹄
秋桜風にゆられて楽譜かな
今日も梢にひよどりの影
土屋実郎

酒井久志捌

土地勘頼り友の新居へ

保坂木羊
戸谷是公

滴

志学の昔紅顔の頃

ゆ

小張昭一

月代にちょっとカジュアルウェア着て

大根干す曲り屋造り長屋門

馬噺ける冬の暁

ゥ中国へ日出る国の天子幸く

公

昭

北村かつを

太地喜和子の恋人の数

花札の梅に手と手が触れ合うて

辛うじて泳ぎ着きたる海賊島

滴
準

落花いま澱みに筏組み直す

を

士心

羊

浅間しき酒癖談義のひとしきり
相撲部屋からあがるどよめき

滴

卒塔婆並び暑き月の出

つんつるてんの印半纒

郎

神棚もメートル法で測られる

乗込鮒の便りちらほら

︵於・浦高同窓会事務所︶

平成四年十月二十三日首尾
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八東京・葉門連句会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃荒れ庭や﹄

荒れ庭や紅・一点の木瓜の花

小暗き空にひびく春雷
蚕飼う母系三代家を守り
テレビに映る過疎の故郷
山脈を浮き出し月は天心に
萩のもつれのとける風道

井口昌亮捌
井口日目一見

矢口美穂子

福島時子
橋川純子
野坂民子
時

民

亮

今井楊

話はいつか若き日の女

ゥ友集い加賀の新酒の試飲会
夜光虫二人で死ぬを思いたる

楊
″

浴衣の柄はピエル・カルダン

タ影に藍ののれんの休み茶屋
石のきざはしあえぎ登れり

楊

鹿喰悦子
内田たづ
臼井久子
福島新吾

久

民

買いし日記は五年連続

月細く夕波をゆく船の絵馬

万歩計下げ町をぶらぶら

子は巣立ち身は退職の歴史告げ

煉瓦の倉を初つばめ飛ぶ

花吹雪抜けて運河のみどり濃く

秤鰄山鉾醒朋一汁錨甲霊︵於・福島宅︶

−241−

八東京・葉門連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃紅花に﹄

ナォ機内食捨てかねている戦中派
沈香もたかず世にもくみせず

西瓜は道に山とつまれて

夏川の柳茂りてゆれる影

磯直道捌

ちゃんちゃんこ着て足早の子等
志功にもこんな版画があったかな

色ガラスにじませて過ぐ片時雨

若きらが互いにかわす眼のことば
デュエットしてるカラオケ喫茶

磯直道

和田水

集いて啼ける老いし鶯

紅花に地球緑化の夢かけん
いつまでも回りてやまぬ水車立ち

昔ながらの釜で焼くパン

雑木林のふかきみちのく

独り旅ぐむ盃に月宿し
亡き人偲ぶ虫の音の中

ナゥ鶇来る明るき朝の海凪ぎて
床上げ近く茶の美味きこと

矢口美穂子

福島新吾
内田たづ
今井楊

夜気入れん窓を開けば望の月

隅にひっそり揺るる白萩

橋川純子
臼井久子
福島時子

石入れて見馴れし庭も風情あり

ゥ落柿舎の文字もうすれて赤蜻蛉

生真面目もいいが融通きかぬ夫

楊

道路マップに二重丸つけ
オフィスラブは深く秘かに

時

井口昌亮

秤鰄皿蓉極明一十地串誇︵於・福島宅︶

草の種つけ風船の飛ぶ

たゅとうてゆく春の笹舟
山寺にひっそりと咲く姥桜
久

新

天下御免の印籠かざす

時

楊

牛歩き狸居眠るＰ．Ｋ・Ｏ
枯蔓ひけばもろもろの塵
片割れの月鋭くて虎︲落笛
理髪すませて東風に吹かるる

時

楊

一刻を呆け老人もテレビ前

赤き口あけ巣烏空腹

産土の社につづく花明かり
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ノノ久楊

楊純時久美久楊亮た新たノノ楊新ノノ

八船橋・読売文化センター京葉ｖ

歌仙﹁父の日﹄
今泉宇涯
牛尾清子

今泉宇涯捌

十薬白き庭の片隅
勝田みつ子

父の日や卓を飾れるブルゴーニュワイン

隣りより六段の曲流れ来て

い

友

大春友子
鈴木いと

宇

露じめりして挟重たし

篭の鷆鵡のまなこ閉ざせり
望月の川面にうつる土手の上
恋のしずくの火花散らして

い

″

芳

友

高橋令子

み

田口比沙
根本芳子

友

い

ゥうそ寒き受話器をとれば姪の声

文を練り練り土曜日の午後

ゴムの樹の地下のディスコに抱く二人

ひまわりのゴッホの模写絵ある画廊

仏顔のせて選挙カーゆく
永田町の白聖の堂に冬の月
願いを込めて大熊手買う
酔顔に波穂ひやりと隅田川
いびつになった草餅の皿
花莚ふるさと誰り溢れいて

高速道に現るる逃水

ナォ人類に光る未来のありやなし友

粒ある限り数の子を噛む友

鴉が鳴けばとんび輪をかく宇
北方の領土返還いっのことい

待ちわびてほどいては編む白セーターみ

友

同にて読む逢引の文〃
悶々とエイズの波に戦のけり宇
お守り並ぶ拝殿の脇い

南国の埴輪公園鳩あそぶみ

稲干す人に迫る夕光ゲ

月澄みて猛き心のしずもれる令

紅葉の旅の写真撮られてみ

ナゥゆきずりのまた会うこともなかりけり佐藤恵美子

山脈暮るる高窓の景令
風折れの椎の巨木に時流れ友
迷い猫呼ぶ住職の声令

釣釜支う細き指先令

水煙の背後になびく花の雲宇

平成四年四月六日首

︵於・今泉連句教室

平成四年十月二日尾読売文化センター京葉︶
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ハ横浜・連句愛好会︵爽睦会︶ｌその一Ｖ

房

中村房恵
岡本睦緒
西野愛子
目次美里
石田操
岩佐文子
栗原富子

岩佐文子捌

歌仙俳画︵画略︶﹁海青し﹄

裏山に啼く鶯の声

海青し遠流の島の薄霞
黙して歩く傘もささずに

選抜の球児を泣かす雨降りて

大屋根よぎる初雁の影

満月のかえりの道をあかあかと

あれこれ選ぶ孫の祝着

ゥ栗の実の落ちる音して針仕事

宍道湖を背にどっかりと一都句碑

妻と子の顔ちらと横切る

操

美

愛

睦

紺耕着て茶の芽摘む人

文

会了えて心おきなく逢瀬へと

月の出に夜釣りの舟の動かざる

告邑

房

夕餉の膳にもらい酒添え

栄転の外国勤務命がけ

睦

愛

生・命保険かけられるだけ

美

官庁街今を盛りと花の咲く

落椿積むはしり根の窪

ナォ他愛なき話はつきず春炬燵操

灯明ともす居間の仏壇文
早朝の畠かすめて猿のくる富
焚火の煙部屋の中まで愛
鳥居をくぐる老の一団房

寄鍋の味を確かめ神事まつ睦

新婚の旅は印度へサリー着て美
ことばもなくて時もてあます操

湯殿のあたりこうろぎの鳴く富

水も草も風の音さえ祝歌文

宴会の酔うて戻れば月高し睦

犬ひく土手に秋桜咲く房
ナゥ鎌倉は文士の夢を残す町愛
幾まがりして頼朝の墓美
閤の道たばこ求めて独り者操
空を仰げば春の雨降る文
花吹雪寿司にならびし缶ビール富
休耕田にれんげ草咲く美

︵於・島根町瀬崎・海の宿北川︶

平成四年四月六日首尾
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八横浜・連句愛好会︵爽睦会︶ｌその二Ｖ

ナォチューリップエリカも添えて美容院愛

テレビひねれば国会中継文

証言に立ちし議員の顔暗く操

天皇賜盃外人の手に千

初冠雪樹々のざわめき鳴り止まず房

巫女の溜り場媛炉あかあか美
貴花田世紀の恋を実らせて操

霧深き朝犬の遠吠え富

バッキンガムに愛の危機あり文
酒の名を名水に借り売り出しぬ睦

房

冒険野郎果なき旅を月に向け愛

裸電球ともる玄関睦

野に寝ころびて草の香に酔う

高橋千代子

ナゥ古柱かけたスイスの牛の鈴千

鼻欠けて恥ずかしげなり道祖神

愛に脚本いらざるものを

千

愛

文

睦

平成四年十二月七日首尾︵於・八雲村・熊野荘︶

弘仁仏口に紅あり花吹雪文
たんぽぽの紫夕風の中美

一邑

中村房江
目次美里

岡本睦緒
栗原富子
西野愛子
岩佐文子
石田操

岩佐文子捌

歌仙俳画︵画略︶﹃熊野路は﹄

炭焼く煙わらぶきの家

熊野路はしぐるる部落照る部落

転職の夢ひろがりぬ島にきて

海くれゆけば本土恋しき
十三夜蔵の白さを浮きたたせ

虫の音細し灯籠のかげ

ゥ入りの鐘心してふむ散り紅葉

左に折れて温泉路をゆく

油日照りに人影もなく

操

積りたる思い逢瀬の夜も更けて

浮き沈み波にまかせよ夏の月

腰痛の癒えて久しき映画舘富
暮れおそき里足にまかせて愛

釣竿持ちて釣果語りぬ

美

睦

房

一邑

銅鐸の合図で石笛流れそむ
野末の闇にゆらぐかがり火

霞濃き山さぐり足にて

よぎる影花冷えの夜のまぼろしか
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ハ高槻・連句愛好会︵高槻部会︶ｌその三Ｖ

歌仙﹃天空を﹄
柴崎正寿郎捌

故郷の浜白砂青松

ナォ春風に水干揺るる能舞台

玉手箱あけし如くに急に老ゆ
烏居をくぐるジョギングの径

茄子トマトまだ濡れている朝の市
福島桂子

柴崎正寿郎

青苔まとう太き走り根

裸が好きなタレントの恋

広場の樹々にいかる来て鳴く
あらためて暦たしかめ予定たて

天空を雲おそくゆく滝の音
中野ルツコ

長尾信子
正

柴崎美恵子

共かせぎ楽しみながら新世帯
住宅ローンは親におまかせ
宇宙船飛び交う月の未来都市

貸別荘いとこはとこが集りて

思い思いに写真撮り合う
にぎやかに出船入船月今宵
薫の釣場に潮のよせくる

ル

車軸の雨が庭石を打つ

五億の罰金二十万なり

ナゥ中置の水指かがみ釜洗う

正

頭上舞う大会場の花吹ぶき

−246−

『

黄落を浴び歌う讃美歌

ゥ何んとなく人の恋しき秋袷
妻のつくりしクッキーの味

信

はすかいにバイク大路をつっ走り
桂

拝聴皿︾十瓠朋十計串誇︵文音︶

鯏斜むれをなす里のせせらぎ
信

中野桐風

桂

ユーラシアラリーに挑む男たち

美

いつかどこかで見た様な顔
猿山にひとりぽっちの離れ猿

渓を渡りく入相の鐘

寒月に並ぶ大白仰ぎみる
炉辺こみ合う狩人の宿

美
正

酒肴大皿に料理盛り上げて

年ごとに減る古い級友

ル

桂

葺替済ませ旅に出ようか

花ざかりこの道行けば長寿村

ル桐美正桐ル信桂美正信桐ル桂美正桐信

八大阪・連句愛好会︵大阪部会︶その四Ｖ

半歌仙﹃好日の﹄
好日の紅梅全身にて咲けり
まだうっすらと寒い春風
波裏に初蝶のふっと消え去りて

出航のドラ巣立つ若人

名月を異国に仰ぐひとり旅
二夜つづきの秋刀魚焼く夢
ワ秋うらら明日逢う髪を洗いおり

柴崎正寿郎
柴崎美恵子

由利香住
安田芳苑
斉藤柳花
赤松滴水
高嶋香都
中島果寿
正

美

香

芳

湯けむりに透く愛し胸もと
遠い日の傷痕人に見せまじく
浴衣上手に着たるマネキン

バーゲン呼び込むギャルの鉢巻

天神祭お嚥子の音最高調

果

芳

香

正

柳

冬の月屋台の酒のほろ苦く

〃都

大閣道と名ある山径

霜の声きく寝つかれぬ夜
幾曲り竹林をゆく修業僧

塒へ急ぐ烏は霞に

川堤花のトンネルどこまでも

平成四年五月十五日首尾︵文音︶
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ハ仙台・連句会﹁酌﹂その一Ｖ

歌仙﹃大焚火﹄
大焚火して胸元の匂いけり
底冷え初むる山小屋の宵

洗剤の泡堀に溢るる

ひげもじゃの縄文人の現われて

松茸飯をおふくわけして

秋の月隣りは何のなりわいぞ

戸籍受付恋に悩めり

ゥ子だくさんみんな案山子に似ていたる

萱場健之捌
蓬田まるき

太

若生芥子
宮腰滝
高橋太郎
高橋径子
山田敦子
伊藤南三

今朝も又モンローウオークが通りすぎ

三上秋桜

敦

芥

からくり時計の鐘ひびき来る
無遅刻と無欠席とがかがやいて

佐藤無風

小豆島にて若き女教師

草も木もリゾートで減る夏の月

鉦小

秋
南

父の形見のかんかん帽子
一杯のワインが夢をひきもどし

伊藤鈍子

鉦小

滝

地球儀まわして婆沙羅大名
三山の花買いしめて宴をはり
かすみか雲かたそがれ迫る

ナォ江南の春の運河に棹さして滝
旧かなづかいで﹁草枕﹂読み秋
雨の中ロンドンの市場先細り径
落ちないうちに橋を架け替え芥

笹売りの大高源吾の肩に雪太
書き割りに飛ぶ百合鴎いてま

わつと目かくしその手は彼だ無

自販機のしょんぼり飲みし缶ココア太

﹁講演料はいかほどですか？﹂鈍

まがり角夫の出張見送りて芥

月に棲む兎の皮はまもられるま
がまの穂紫で気持がいいな秋

お地蔵様の目元が笑う鈍

ナゥ密航者着のみ着のまま秋の風滝

明治村なる登米町に住む無

輪になって六と十
年振り同級生滝
よままち

宅急便ひと枝の花そえられて鈍

平成三年十一月十八日首

春眠さます朝の目覚まし太

︵於・エルパーク仙台・セミナー室︶

平成四年五月二十五日尾
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八仙台・連句会﹁鹿﹂その二Ｖ

歌仙﹁萩トンネル﹄

ややという間に月は昇りぬ

萩トンネル吹き抜ける風柔らかく

やせ力士大物力士うっちゃって

萱場健之捌

宮腰滝
三上秋桜
佐藤無風
高橋太郎
鉦小

太

伊藤南三
伊藤鈍子

サングラスかけふる里参り

遊覧船が右にかたむき
平然と団扇をつかう左棲
にっこり礼すおいらくの恋

ゥフリーターコンビニストアオジンギャル

朝がゆをメニューに選ぶバイキング

径

滝

若生芥子

蓬田まるき

高橋径

眼下に見える大寺の屋根

太

パンの焦げたるものはゆるさじ

夜をこめていのちの芽生え語り合い

エリザベス女王の大くしゃみ

秋

冬の月曲った背を︑走りゆく
持ち札はスペードばかりつきがおち

滝

南

太

みえっ張りして旅に出てゆく
さい果ての花もまたよし江差節

寅さん映画見に春日傘

Ｕターン就職考えてます山田敦子

ナォ約束をすっぽかせない四月馬鹿芥

無重力宇宙飛行士か分数鈍

国境のない地球しかと見る・敦

カニは何故横に歩くかふしぎだな無

汗かき啄木踏まずに去った太
盗賊の胸に光りしマリア像鈍

四十人と彼女を囲い南

色あせし記念写真に彼がいる秋

取り壊される木造校舎敦

ジャンボ機が去って見つけた白い月芥

景気後退秋の風吹く滝

ナゥ独り来て屋台であおる今年酒太

いわれ問われし琉珀の指輪径
この辺も首長竜の遊び場所滝

歩き初めた茶色の小犬〃
女系家族で増える雛数敦

ぬれ縁に落花はりつく昼下り芥

平成四年六月十五日首

︵於・エルパーク仙台・セミナー室︶

平成四年十一月十六日尾
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八名古屋・連句﹁笹﹂ｖ

歌仙﹁李朝の壷﹄
立冬の日ざしとどまる李朝の壷

山茶花こぼれ静かなる窓
勅題の銘ある菓子をいただきて

冒険野郎行方不明に

ナォ雲雀野に置き忘られし乳母車

土産届ける親すでに亡し

好奇心いつかつのりてノーベル賞

耳をっんざく猟銃の音

緋の道の氷柱の軒をくぐりけり

ノストラダムス予言あれこれ世紀末

田先由紀子捌

田先由紀子

山田有華

鈴村味子
堀内こま

名月のくつろぐ縁に虫時雨

微塵世界に何の愛憎

一悶着を持ち込みて来し
隠し子の顕はれ妻は狂乱す
し

虚栗ふみ歩く杣径

吉村とし子

まさぐる如く霧の中ゆく

華

ナゥ秋寂びてふと動きたり麗子像

草野球する賑やかな声

ゥコスモスを離れし蝶の四阿へ

ま

味
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舟もやふ岸よりのぽる宵の月

チョゴリの紐に触れし初恋

紀

娑婆の景気はまだ底知れず

燃え盛る思ひも海にさえぎられ

華

水面をすべる風もうららに

花冷えに籠りてめくる杜牧の詩

秤鰄皿奪汁一一一期仁鍼串蕾︵於・田先宅︶

味

義

し

紀

︐華

柴田鏡子
上田義子

トロイメライのいづこともなく
ネクタイを締めし宮司に町で遇ふ

遜遁の盃友と傾く

雪降る街に聴くレクイエム
瞳をすえてあたり窺ふ黒き猫

巴里祭凱旋門を照らす月
キャフェテラスにも匂ふ香水

夢に語らむ竹林の賢

入院で証人喚問はぐらかし
花筵矢立の琵琶も興を添へ
むらさき霞む木曽の山脈

ま鏡味し紀鏡義華紀ましまし紀義鏡義華

八東京・連句研究会ｌその一Ｖ

歌仙﹁椋烏﹄

きままつんぼの夢の繰り言

ナォとなり家の下手なギターに春惜しみ

クレムリン昔の旗のひらひらと

パン買ふ人の行列につく

ジョッキを合はす星影の下

耳飾り片方つけて涼しげに

﹁別れのワルツ﹂踊らうなんて言はないで

阿片瓢郎捌

飯沼三千古

阿片瓢郎

スーパーで買ふ冷凍秋刀魚

泣きわめく子に月まどかなる
注射うつ医師の白衣のうそ寒く

読みさして机に平家物語

五色のテープ波にただよふ

竹のさやぎに浮かぶ昼月
加藤望子
宮内恭子

椋鳥やいくたび楕円くりかへし

お供の衆は五六人なり

初茸をとらむと手篭とり出して

帰省する御曹子とてお出迎へ
輻王

恭
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軒場に蝉のはやす夕暮

ゥまぼろしの北前船を今も待つ

ナゥ落書のへのへのもへじ鮮らしく

分教場に村おこし策
一一一

望

他所三昧に絶えぬ香煙

たくましき彼のダンディーを忘れめや

これは又さても立派な陶狸

秤減圧等十一一一朋誇串雷︵文音︶

ガラス越しあふるる花を見て居たり
おたまじやくしは日がな尾をふる

室津名代の千年の茶屋

恭

恭

函王

一一一

うろうろ探す縞のお財布
老いらくの写真に秘めしこのあたり

樹々欝蒼と三四郎池

月僅々朴歯を鳴らす北風の中

︲望

屋台のおでん匂ふ町角

救世主出づると声を張り上げて

恭
望

一一一

やっと座った大臣の椅子

燗漫の花の日光東照宮

敷石踏めば仔猫じゃれっっ

恭望三恭三望恭三望恭三望恭三望恭三望

八東京・連句研究会ｌその二Ｖ

歌仙﹃凧や﹄
凧や鐘つく寺のなき里輪
暖炉の傍にうづくまる猫
交々に童話つダける小雪にて

阿片瓢郎捌

田原玉

阿片瓢

武田玄

留守番電話まこと重宝

ナォ海彦も山彦も団扇干しをり

三面鏡に映る烏籠

帰宅してロングに戻す束ね髪

顔見世の提灯並ぶ楽屋口
着物と帯の月賦終らす

今更玉の輿も無理なり

オキュートの朝の膳なる気忙しく

長いよな短いやうな適齢期

茶の出稽古で母を養ひ

穂芒の月明りしてうねりくる

やたら鳴りけり秋の風鈴

ナゥ柿ざくるいちぢく梨の庭にして

勝負のつかぬへぼ将棋なり
長考の原稿いまだ書き出せず

陶の狸にわらはれて酒
初花に庖丁軽き瀬戸の鯛

皿等比朋詰印雷︵文音︶

なくて平和な国のうららか
秤
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かくし味なる味噌の調合
月光の色に染まれる白き壁
かりがね過ぎし後のしづけさ
ゥ地芝居に誘はれ暫し迷ひけり
悟気はげしきやまのかみ居て
カラオケの唄にまぎらす恋なりし

保証の金の振りかかり来て
啄木を読みてはじっと手をみつめ

大正生れ既に古稀なる
浅草へ地下鉄通じ夏の月

鬼灯市の帰途と見受けし
スピッツに玉三郎と名を付けて
こりたる肩にエレキバン貼る

一と転げせる春の雷

箒目のあと美しき花の宿

玄玉郎玄玉郎玄玉郎玄玉郎玄玉郎女乃郎

玉玄郎玉玄郎玉玄郎玉玄郎玉玄郎玄玉郎

八東京・連句研究会ｌその三Ｖ

ハイカー憩ふ峡の廃校

ナォブランコの揺れざるままに垂れてをり

阿片瓢郎

薄の咲く池のしづけさ
溜息のごと蛍火の点滅す
笑まひ淋しき嘘に頷く

歌仙﹃漱石忌﹄

環境汚染憂ふ町民

逸早く工場財団建てられて

漱石忌歌仙の中の恋不倫
飯沼三千古

阿片瓢郎捌

棹さすこともならぬ冬波
郎

田中一火女

学問の府の信用のゆらぎつつ

西から日和くづるるの由

寒析の遠きひびきを聞きとめて

ナゥましら酒汲みて不遇の身をかこつ

蘇試の竹を摸すや秋風

よどみなく名曲流れ月円か

志野の茶怨も掌になじみたる

桃山といふ名の菓子をことづけて
火

一一一

疎林を行きて鹿と出逢へる

郎

郎
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雲の間を見えっかくれっ望の月
ゥどぶろくに遠き妻恋ふ灯の暗く

火

浪音低く松風も亦

一一一

手ぐり寄せたる文殻の束
白々と磯に重なりうつせ貝

軍書歌書花の吉野に人葱ける

晴るる谷道忽と杣出て
峡深く瀞何町を激すなく
朽ちし祠に立つ塞の神
火

一一一

泪して覚め明易の床

本日休診かかるのどかさ

病葉の敦盛塚へ婆娑と降る

郎
火

郎
■一一一

火

秤轆叩轌起朋誇甲誇︵文音︶

﹁夢﹂といふ色紙の文字や夏の月

放生池に人面魚棲む

伝説を聞きし愁を曳きて旅

観光バスは次の寺へと

田楽の串も焦げたる花の茶屋

陽炎の中鳩と戯れ

郎火三郎火三郎火三郎火三郎火三郎火郎

八東京・連楽会﹀

歌仙﹃初詣﹄
踏みへりし燈のぼり来て初詣

高畑自遊捌

山崎田鶴子

大崎光枝
佐久間淑子

おふく
硬貨ひとつで買いし大お福

にわたずみ空の高さが映りいて
石田一尿

光

鶴

この山里にかたくりの花
旅の窓芽吹き透かして月昇る
いつか見たよな春の夢みる

淑

一扉

高畑自遊

ゥ浮橋のとだえしなどと詠みにけり

オフィスラプの社長秘書嬢
年下のひとに一途に慕われて
沖はるかまでひとり泳げる

遊

鶴

淑

光

一尿

光

鶴

遊

環境と開発に出る国のエゴ
次郎が恨む太郎立てれば

淑

長屋門より白萩の見ゆ

ょょよいよい手じめの席の月あかく

幼子の手に銀の風船

うそ寒に足の古傷うずきだす
夜泣き蕎麦やに犬の遠吠え
花の下呂律あやしき歌に湧く

街道開け赤いポルシェが京

ナォ我もまた画中の人に遍路笠遊

髪束ね性別不明歳不詳光
子供と親の常識のずれ鶴

雪の窓パーティドレスひらひらと淑

教養講座年忘れ会京

週二回酒のまい日を守り抜き遊

条件つきで結ばれし仲鶴
昔から馬には乗ってみよという淑
石に憩いてたばこ一服京

ま
お月様煙たがらせやた
鉱山も閉じ光
チェルノブイリの空は秋麗遊
ナゥ体験を語り次ぎたり盆休み淑

家族写真は老母真ん中鶴

背景に都庁のビルは大きすぎ光

きしやご拾いて過す半日淑

ヘリコプターは何の取材か遊
弓なりの大かんざしよ花渚京

︵於・杉宝庵︶

秤鰄皿蓉走卵一十叱甲雷︵七句以下文音︶
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八川崎・鹿吟舎ｖ

歌仙﹃病葉﹄
夏落葉舗道を吹かれ滑りゆく
毒消し売りに出会う日盛り
橋の下船に溌裸を干すありて

油染みたる焼鳥の旗

老妻は輪ゴムで月を撃ちながら

蒲の穂紫の夜目にこぼれる
ゥ八十神は疾く過ぎゆけり水の秋

香炉を拭う独居の閑

池鬚推捌
白井風人

池鬚錐

ナォ柔道の奥義を語るフランス語洲
アルレッティも遂に逝きたり雛

さまざまに雲の姿や夏の海推

吹き手の見えぬテナーサックス吾
リットルの牛乳壜をひと飲みに石

未練がましきバーコード分け雛
バス待つと日影移ろう杉木立石

人相書きに似た男来る藺
秋蝉の忘れた頃に鳴きだして錐
舌に切手の味残る処暑洲
磨きステンの新型車輌石
朱牟田恵洲

桜井蹴石
坂口暗吾
中岡幸子
黒崎桃雛

ナゥ恋い焦る名をスプレーで吹きつけて吾

堆

雛

五口

︵於・自由ケ丘住区センター︶

平成四年八月一日首尾

風光る中送る後姿推

島ひとつまるごと花とうな
りにけり洲
しろで

娘の春着裁ち合わせよく幸

長じては農協の職員となる藺
念願の百科全書を揃えたり人

原爆ドームより球場へ月渡る雛
鈴木撫藺亭

陰口の野獣は美女と睦じく
柊を挿すマンションの窓

石

五口

離

冬の月沽券は質に入れにけり

離

七本つなぎの竿の投げよう

生涯を名題とならぬ殺陣師にて

予約を取って医院梯子す

人

洲

番のままに残りたる鴨

石

ダイアナの不和の謂を知り尽し

下駄で踏みゆく陽炎の道

花に寝て明日のことなど迷わずに
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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
支部長永田黙泉

顧問金子兜太

事務局渡部伸居

支部長宇咲冬男
事務局小林しげと

〒79102松山市小野町15

〒334鳩ケ谷市桜町4

(0899‑75‑1532)

(0482‑81

11

35

1

8161)

連句協会関西支部
支部長近松寿子
事務局

連句協会千葉県支部

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
（0726

事務局

23‑8817）

同

〒272市ll l市市川1−8−1
(0473‑22‑4214)

連句協会石ﾉ￨ ￨県支部
支部長新田裕久
事務局中田風来

連句協会岩手県支部

〒929‑03石川県河北郡津幡町字
加賀爪二3
(0762

顧問小林文夫

津幡町役場

支部長小原啄葉
副支部長志和正巳菅原多つを

88‑2121)

事務局小山百合子
〒02001盛岡市大新町20‑20

連句協会三重県支部

(0196‑47‑0707)

支部長野村昭生
事務局

同

〒516伊勢市楠部町67−8
(0596‑22

4866)
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（理事会）

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

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

（総会の議長）
第23条総会の議長は会長がこれを務める。
（総会の議決事項）
第24条総会は次の事項を議決する。
1． 事業計画および収支予算についての事項
2． 事業報告および収支決算についての事項
3． 役員の選任
4． 名誉会長の推戴
5． その他この会の業務に関する重要事項で
理事会において必要と認めた事項
（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。

2． 特別会計
（経常会計）
第27条経常会計の収入は会費、協力金その他
とし、 これによってこの会の経常的運営の支
出にあてる。
（特別会計）
第28条特別会計の収入は連句グループ､会員、
関係団体等よりの寄付金とし、 これを基金と
して積み立てるものとする。
（経常会計の剰余金）

第29条経常会計に剰余金があるときは、理事
会の議決および総会の承認を経て、その一部
もしくは全部を特別会計の基金へ繰り入れる
ことができる。

（会計年度）
第30条この会の会計年度は、毎年1月1日に
始まり12月31日に終わる。
第8章規約の変更
（規約の変更）
第31条この規約は理事会において理事現在数
の4分の3以上の議決を経、かつ総会におい
て出席者の4分の3以上の議決を経なければ
変更することができない。
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

第7章会
計
（会計の種類）
第26条この会の会計は次のとおりとする。
1． 経常会計

る。

平成2年9月1日一部改訂。

｢連句協会」顧問・名誉会員・評議員及び役員名簿
(顧
問）
(名誉会員）

宇田零雨・暉峻康隆・東明雅
今泉亡機･草間時彦･小松崎爽青・
永田黙泉
(評議員） 宇和川匠助・江森峰雲・片山多迦
夫・加藤耕子・加藤三七子・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
(役
員）
名誉会長阿片瓢郎
会
長大林杣平
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副会長今泉宇涯・宇咲冬男・國島十雨
理事長土屋実郎
常任理事秋元正江・磯直道・上
田溪水･川野蓼艸・小林しげと･鈴木
春山洞・近松寿子・中尾青宵・名古
則子･福井隆秀･宮下太郎･森三郎
理
事浅野黍穂・天野正三・伊藤薮彦・井
門可奈女・内田素舟・唐渡北勢子・
狩野康子・窪田薫・式田和子・寺
岡情雨・西幾多・野村昭生・矢崎
藍・柚木治郎
監
事城戸崎丹花・小林梁

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

監事2名

（役員の選任）
第12条理事および監事は会員のなかから総会
でこれを選任する。会長､副会長､理事長およ
び常任理事は理事会の互選でこれを定める。
（理事の職務）
第13条
l. 会長はこの会の業務を総理しこの会を代
表する。

2．

的とする。

（事業）
第5条この会は前条の目的を達成するために
次の事業を行う。
1. 全国大会および地方大会の開催
2． 会報（隔月）の発行
3． 連句年鑑の出版
4． 連句協会賞の選定
5． 国民文化祭への参加
6． その他前条の目的を達成するために必要
な事業
第3条会

員

（種別）
第6条この会の会員は次のとおりとする。
1． 正会員
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。

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）

退会したとき

2．

員

第11条この会には次の役員を置く。
l. 理事30名以内（うち会長1名、副会長
5名以内、理事長1名、常任理事若干名）
2−

に置く。

1．

第4章．役
（種別）

理由なくして会費を1年以上滞納したと
き

（退会）

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IO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

連句協会規約

師系･阿片瓢郎連絡先168杉並
区和泉4‑26‑15高畑自遊(03‑
33232454)会員6名
鹿吟舎
池

央歌

連絡先216川崎市宮前区土橋6
151A214池央歌(044‑855‑
8546）

若泉連句会
川田章夫

師系･宇咲冬男連絡先372伊勢
崎市馬見塚町1121‑4川田章夫
(0270‑32‑8410)会員8名
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はらい

がわ

祓

川

名

員15名

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

夢茶の会

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4‑182杏花村塾(03‑
3387‑2331)会員12名

中出夢女

師系･鈴木春山洞連絡先790松
・山市道後一万310中出絢子
（0899‑26‑0218)会員6名

鈴木春山洞

師系･松根東洋城連絡先791松
山市三津1‑3‑13鈴木春山洞
(0899‑51‑0064)会員30名
B面

名古則子
連絡先359所沢市並木8 1 1709
名古則子(0429‑96‑0820)会員4
名
ひいらぎ連句会

瑠沙連句会

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

葉門連句会

北杜連句塾

狩野康子
連絡先98l仙台市青葉区双葉ケ
丘2‑5‑12狩野康子(022‑271
0005)会員15名

小路紫峡

師系･阿波野青畝･岡本春人連
絡先657神戸市灘区宮山町2‑7
15ひいらぎ発行所(078821‑
0550)会員60名

土屋実郎
師系･清水瓢左連絡先233横浜
市港南区上永谷320‑34土屋実
郎(045‑8438059)会員15名

井口昌亮

師系・宇田零雨・木村葉山・磯
直道連絡先155世田谷区代田2
‑9 1福島新吾(03‑3414‑8426)会
員9名

松喜久会

岩崎利一
師系･阿片瓢郎連絡先104中央
区銀座6‑9‑4岩崎利一(033571‑
0319)会員4名

よみうり文化センター京葉
今泉宇涯

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先272市川市市川1‑81今泉宇
涯(0473‑22‑4214)会員10名

日ノ出連句会

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(05964‑3‑
2112)会員7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

東松山連句会
池川媚谷

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池川蝸谷(0899‑66
‑3608)会員30名

落柿舎連句会

奥西
保
連絡先616京都市右京区嵯峨小
倉山落柿舎(075881‑1953)会員
9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

連句愛好会
柴崎正寿郎

連絡先241横浜市旭区若葉台4‑7
704柴崎正寿郎(045‑922‑2851)
会員30名

摩天楼連句会

菱の実会

中尾青青
師系･国島十雨連絡先227横浜
市緑区藤が丘225‑2中尾青青
(045‑973‑1760)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

星野石雀

師系･野村牛耳連絡先262千葉
市花見川区花見川2‑6‑105星野
石雀(043‑286‑0725)会員6名

連句会「Za」
伊藤直子
連絡先98l仙台市泉区南光台3‑3
9伊藤直子(022233‑7732)会員
9名

摩耶連句会
佐野千遊
師系･橋間石連絡先654神戸
市須摩区潮見台町32‑30佐野千
遊(078‑731‑0334)会員8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(052701‑
5050)会員7名

三河連句会

ひよどり連句会

斉藤吾朗

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(078‑7432221)会員34名
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(0775‑225444)会

師系･宮下太郎連絡先445西尾
市伊藤町伊藤前151斉藤吾朗
(056357‑8332)会員12名
未来図連句会

鍵和田柚子
連絡先108港区高輪2‑1‑51‑302
原田千町(03‑3445‑6462)会員13
−52−

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159阿片瓢
郎(042473‑8714)会員300名以
上

連楽会

高畑自遊

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(0473‑768196)会員24名
多度津連句会
渡邉陽行

師系･鈴木春山洞連絡先764香
川県仲多度郡多度津町青木167
渡邊陽行(087733‑0549)会員6
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2‑27‑9川
野蓼艸(0424‑85‑5480)会員10名
東武カルチュア連句会
宇咲冬男

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先349‑01蓬田市東3‑10‑11山
崎宗喜(0487‑69‑5691)会員12名

多摩連句会

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

（033544‑5468)会員20名

桃天樹ﾛ金聚

秋山正明

12名

‑42‑0380)会員7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(03‑3333‑4880)会員40

つたの会

・ライフケア梅園台421杉内徒司
(0557‑82‑6460)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20‑10‑
202古館曹人(033262‑9350)会
俳諸寺芭蕉舎
窪田

名

俳譜接心

岡本星女

師系･岡本松濱･阿波野青畝連
絡先555大阪市西淀川区野里2−
11‑16メロデイハイム塚本502岡
本星女(06‑4777445)会員オー
プン制
白塔歌仙会

高木一恵

連絡先270‑14船橋市小室町2804
高木一恵(047457‑2912)会員7
名

上村以和於
どん・あ・ くらぶ

連絡先166杉並区阿佐ケ谷北5−
豊島呑烏

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

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

芭蕪記念館連句会

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

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(035690‑3362)会員20
名
ぱせ

り

巴世里の会

中川久子
師系･松根東洋城･米田双葉子・

鈴木春山洞連絡先790松山市
余戸南4‑14‑24中川久子(0899‑
71‑0486)会員7名
ま

24‑12上村以和於(03‑3337
7942)会員11名

宇咲冬男
習志野連句会

出合川

て

薫

連絡先060札幌市中央区北6条西

宮崎明月女

藤咲ひろし

師系･今泉宇涯連絡先300土浦
市中村南1‑23‑12藤川祐子(0298

明雅

23丁目窪田薫(011‑631‑4009)会
員76名

桃林会

師系・太白堂桃隣・太白堂桃旭
連絡先171豊島区池袋21066今
村ゆき(03‑3984‑7906)会員40名

ちばら.き連句会

東

，連絡先413熱海市熱海1812‑282

員3名

‑450407)会員9名

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

猫蓑会

赤田玖実子

師系･三好龍肝連絡先228相模
原市上鶴間395赤田玖実子(0427
想

会員20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

大野国士

師系･東明雅・国島十雨連絡
先50161岐阜県羽島郡笠松町東
陽町1(05838‑7‑2035)会員6名
八戸俳譜倶楽部

り

南草連句会

関川竹四

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

田島竹四

師系･名古則子連絡先517‑05
三重県志摩郡阿児町国府1120−
69田島竹四(05994‑3‑1846)会員
7名

連絡先031八戸市湊町上の山55‑
2関川竹四(017833‑3432)会員
58名
花野連句会
･

電通連句会

逸見

篤

連絡先101中央区築地1‑1l電通
マーケッティング局逸見篤気付

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21 14‑
403中島まさし(03‑3494‑8025)
−RI

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(026325‑5136)会員11名

札幌俳諸接心

新庄北陽社

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

絡先399‑65松本市寿台4‑5‑3宮
坂静生(0263‑57‑2461)会員40名

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

(089931‑8501)会員7名

秋紅雅友連
大野秋紅

連絡先446安城市里町荒井31大
野秋紅(056677‑8083)会員9名

三冊子研究会

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
すず

宇和川匠助
師系･寺田寅彦連絡先78O高知
市福井東町23‑11宇和川匠助
(088‑727081)会員15名

篠

樹氷連句会

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‑

犬島正一
連絡先939富山市西中野本町5
14犬島正一(0764‑21‑3494)会員
5名

3582‑0081)

鹿の会

宮下太郎
師系・松根東洋城・野村喜舟・
阿片瓢郎連絡先206多摩市落
川1235宮下太郎(0423‑74‑7002)
会員40名

すみれ連句会

樹林連句会

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

師系･林空花連絡先177練馬区
石神井町3‑9‑12‑401草刈澄(03
3996‑8530)会員15名
湘南吟社

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

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(0899‑315566)会員30名
正

せきれい

喜多さかえ

師系・清水瓢左・名古則子連
絡先516伊勢市船江1‑9‑29喜多
さかえ(059622‑2317)会員7名

風

美濃豊月

鳴立庵連句会

浅春連句会

谷敷
寛
連絡先112文京区春日2‑25‑2谷
敷寛会員7名

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

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

草門会

正風大府支部

工藤真理子
師系･野村牛耳連絡先102千代
田区二番町ll麹町山王マンショ
ン8O7工藤真理子(03‑3222‑
6502)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
(0562‑924521)会員25名

慈眼舎

三好龍肝
師系･清水瓢左連絡先228相模
原市上鶴間395赤田玖実子(0427
‑45‑0407)会員13名

正風和気支部

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

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

喜多さかえ
師系・清水瓢左・名古則子連
絡先510‑03三重県安芸郡阿芸町
上野1168‑73大西貞子(0592‑45
3606)会員10名

柿

徳永山冬子

師系･松根東洋城･野村喜舟連
絡先16O新宿区高田馬場4‑32‑21
松岡六花女(033368‑0935）
下総連句会
今泉忘機
連絡先273船橋市本中山2‑2‑20
今泉忘機(0473344944)会員4
名
蛇も蚊も連句会

小枝秀穂女
師系･中村俊定連絡先230横浜

村田治男
師系・清水瓢左・名古則子連
絡先519‑05三重県度会郡小俣町
元町1718村田治男(0596‑24‑
1324)会員10名

しらぎ〈

渋

創

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
三郎(0485‑81‑0077)会員10名

城

田口光一

師系･名古則子連絡先514津市
南丸之内9‑11中田泰左(059227
2437)会員7名

染井の会
蒲

幾美

師系･中村俊定連絡先215川崎
市麻生区王禅寺767‑36蒲幾美
（044955‑8726)会員11名

信州大学連句会
宮坂静生

師系・根津芦丈・東明雅連
−5o

第六天連句会

今泉忘機

京子(0761‑21‑3464)会員18名

貝の会

戸田貝江

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
海市の会
鈴木

漠

連絡先65O神戸市中央区港島中
町31‑47‑202鈴木漠(078‑302‑
2230)会員2名
香川連句会

渡邊陽行
師系･鈴木春山洞連絡先764香
川県仲多度郡多度津町青木167
渡邊陽行(0877‑33‑0549)会員7
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8名
風の巷

守口津夜子
師系・松根東洋城・阿片瓢郎・
鈴木春山洞連絡先799‑13東予
市壬生川1917守口津夜子(0898
‑64‑2634)会員10名

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

宮
県人
連絡先34401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
勝山連句会
野間予志女

師系･松根東洋城・佐伯巨星塔
連絡先790松山市萱町4‑1‑1野間
予志女(0899‑25‑7789)会員10名
金石公民館俳話研究会

江森峰雲
連絡先92003金沢市金石西4−18
−4江森峰雲(0762‑67‑0463)会員
21名
かびれ連句会

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

山下七志郎
連絡先923小松市芦田町2‑2松下

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

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

池川媚谷
師系･松根東洋城･阿片瓢郎連
絡先791‑03愛媛県温泉郡川内町
則之内乙1887池川蛎谷(0899‑66
‑3608)会員5名
きさらぎ連句会

小池正博
連絡先590‑01堺市新桧尾台4‑16
23‑205小池正博(0722‑99‑
2809)会員10名
義仲寺婦人連句会

花扇会

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

からむし庵連句会

川内連句会

かすみ会

錦心会

高橋微代
師系･斎藤石嬰連絡先336浦和
市大谷口9816高橋微代(0488‑
85‑1668)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‑(045‑8511655)会
員17名

草

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

草茎松山支部
寺岡情雨
師系・宇田零雨連絡先79101
松山市白水台4‑12‑8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(089943
‑3334)会員15名
郡山連句会
佐藤
淳
連絡先963‑01郡山市三穂田町川
田東2佐藤淳(0249‑45‑0218)会
員5名
小松連句研究会

十亀まさ彦

師系･松根東洋城･阿片瓢郎･
義仲寺連句会

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

鈴木春山洞連絡先799‑11愛媛
県周桑郡小松町南川甲365‑1十
亀まさ彦(0898‑72‑2556)会員5
名
ころも連句会

草間時彦

連絡先249逗子市桜山8‑528本
井英(0468‑73‑0320)会員限定

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
(056553‑2224)会員18名

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

−49−

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

全国連句グループ概況
①グループ名②代表者氏名③師系
④連絡先（住所・電話番号）⑤会員数
（五十音順）
草間時彦
連絡先249逗子市逗子2‑4‑5北沢
義弘(0468‑71‑5393)会員限定

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(089922
‑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980仙台市青葉区梅田町4
−28小野寺妙子(022‑233‑0693)
会員7名
紫

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
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
あした連句会えびね支部
宇咲冬男

賀
恒岡成弥

師系・清水瓢左・名古則子連
絡先518‑13三重県阿山郡阿山町
円徳院1151恒岡成弥(0595‑43‑
0203)会員10名
五十鈴吟社

師系・清水瓢左・名古則子連
絡先516伊勢市楠部町67‑8筒井
安子(0596‑22‑4866)会員17名
いさよひの会

あしべ俳話塾

迦夫(0727‑58‑3198)会員10名
梓川連句会
金井教子

師系・根津芦丈・宮坂静生連
絡先390‑17長野県南安曇郡梓川
村杏金井教子(0263783808)
会員25名
あらくさ連句会

松永静雨
師系･宇田零雨連絡先790松山
市一番町1‑1410井手ビル1Fヴ
ェルデュールアン大月西女

(0899‑31‑0506)会員13名
NHK文化センター膏山

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先362上尾市大谷本郷315‑1天
野正三(048‑781‑4404)会員20名
おうじき

黄鐘連句会

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

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(07944‑23908)会員
30名
奥美濃連句会

市川俳諸教室
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45名

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
おどおり

伊豆芭蕉堂連句会

小郡連句会
石渡蒼水

片山多迦夫

師系・清水瓢左連絡先666‑01
川西市美園町13‑406号片山多

宇宙連句会

名

師系･斎藤石嬰連絡先414伊東
市弥生町3‑2石渡蒼水(0557‑37‑
1831)会員10名

名

連絡先020‑01盛岡市大新町20
20小山百合子(0196‑47‑0707)会
員40名

鈴木美智子
連絡先177練馬区谷原5‑20‑14鈴
木美智子(03‑39255930)会員4

師系・藤井紫影・宇田零雨連

絡先194町田市玉川学園8‑7‑1大
平美代子(042724‑3800)会員15

岩手県連句協会
小原啄葉

伊

筒井安子

青葉城連句会

25名

しf

河野玄磨
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磨
（08397‑2‑0599)会員5名

いなみ連句の会

山本秀夫
師系・二村文人連絡先93202
富山県東砺波郡井波町山見l400
井波町綜合文化センター内いな
み連句の会(0763‑82‑5885)会員
31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(089975‑1532)会員10名
おぼろ連句会

茨の会

近松寿子

連絡先567茨木市北春日丘2‑13‑
7近松寿子(0726‑23‑8817)会員

−48−

長井南茶亭
師系･鈴木春山洞連絡先790松
山市余戸中6‑3‑28長井良策
(0899‑716386)会員6名

全国連句グループ概況

ロ編集後記回
＊﹁連句年鑑﹂平成五年度版が上梓されました︒本年は︑作品二○八編︵参加
グループ一○三社︶の参加を得ました︒ご協力いただいたグループの方々にお
礼を申し上げます︒私はこの五月に体調をくずし︑二ヶ月入院してしまい︑〃連

句協会賞選評″にも執筆できませんでした︒そして年鑑の編集の労は︑すべて
した連句会の岩城順子さん︑会員名簿については市川俳譜教室の伊藤薮彦さん

福井隆秀さんにとっていただきました︒校正に当たっては︑福井さんの他︑あ

この年鑑が︑連句界のスプリングボードになるよう希っています︒

のご協力を得ました︒福井さんはじめ︑三人のご苦労にただ感謝するのみです︒
八宇咲冬男Ｖ

＊今号の評論は︑岩波の新日本古典文学大系﹁芭蕉七部集﹂のうち﹁ひさご﹂
﹁猿蓑﹂﹁炭俵﹂の校注をなされた白石悌三先生に注釈夜話を書いて頂きました︒

学者の権威ですから︑付けの展開解釈に具体的説得性があります︒

先生は前号の年鑑評論執筆者乾先生とともに︑実作をされている数少ない俳譜
慈眼舎の蕉肝先生には︑若い連衆を引率してのアメリカ各地での連句興行︑
そのレポートというより連句文芸の本質について︑かびれの渓水氏には︑科学

した︒

的分析に基づくユニークな図解による連句の数理性について︑記述して頂きま
＊さて︑今夏は稀な冷夏で︑あまつさえ北海道南西部︵奥尻島︶地震津波︑台
風による鹿児島南部土石流︑全国的な農作物被害等と天変地異が続きましたが︑

ドの上で坤吟しながら校正に当たっていましたが︑とても意のままにならぬも

私もその余波を蒙ったものか︑生れて初めての入院生活を余儀なくされ︑ベッ

＊なおカットについては︑前号に引続き︑連句︑俳画を同時に愉しまれている

ので︑従って本年鑑の出来映えについては︑各位のご寛恕を願う次第です︒

．八福井隆秀Ｖ

連句愛好会のメンバー︑由利香住︑斉藤柳花さんの彩管を得ました︒
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