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第十三回連句協会賞発表：⁝⁝：・・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝．．：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝．：︒⁝⁝：⁝：：⁝．．⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝

審査雑感⁝・⁝⁝⁝・・・⁝⁝⁝⁝．．：：：：︒⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：．：．：⁝⁝選考委員今泉宇涯
選考雑感⁝・⁝⁝⁝⁝．：・・・：⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝・・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝選考委員土屋実郎

選後雑感⁝⁝・⁝・⁝．：⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝．：．⁝・⁝⁝⁝・⁝：⁝・⁝・⁝・⁝・⁝⁝・⁝・選考委員上田渓水

選考結果に思う．⁝⁝⁝⁝︒：：⁝：⁝⁝⁝⁝：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝：：⁝選考委員宇咲冬男

選考あれこれ・⁝⁝⁝⁝．：⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝．：⁝⁝⁝⁝・選考委員近松寿子

土屋実郎
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﹁我宿は﹂・⁝・・・・・⁝

五十鈴吟社

﹁梅雨晴間﹂⁝⁝・・・⁝

ああノ会

﹁松の芯﹂⁝・⁝⁝︒．

﹁いみじき夏﹂⁝⁝⁝⁝

市川俳諸教室

﹁秋晴れ﹂・・⁝・⁝⁝

﹁花満てり﹂⁝：︒⁝⁝

市ケ谷連句会

﹁千の神﹂・⁝・・・⁝⁝・・・・・・・・伽

藍の華
﹁藍瓶に﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝虹
青葉城連句会
﹁花御堂﹂・⁝・・⁝⁝⁝．：：・蛇

あした連句会
﹁恵方道﹂⁝⁝・⁝・・

﹁花野﹂⁝⁝⁝⁝
﹁露済柁﹂・・・⁝・⁝：

﹁秋の苑﹂・⁝⁝・⁝．．⁝・⁝・媚

﹁枯蓮田﹂⁝・・・⁝⁝

﹁春なれや﹂⁝・⁝・・・・・⁝⁝⁝
﹁帰える鴨﹂・⁝・・・⁝・⁝⁝・・・・妬

﹁按針﹂⁝⁝⁝⁝

伊豆芭蕉堂連句会

﹁一合の酒﹂⁝・⁝・⁝：：：︒⁝妬

﹁曾良像﹂⁝・⁝⁝⁝・・⁝⁝鞭
﹁烏雲に﹂⁝⁝⁝⁝・・⁝⁝・蛆

﹁春の雪﹂．．⁝・・・・⁝

一次の︿云
﹁奥池や﹂・・・・・・⁝⁝

﹁月の出﹂⁝⁝⁝⁝

﹁画紙に万緑﹂⁝・・・・⁝⁝⁝・・⁝棚

あした連句会えびね支部
﹁微笑仏﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝別

﹁烏の瞳の﹂・・・・・・・・・⁝

あした連句会一一ツトモール教室
﹁夕顔や﹂・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・別

﹁獅子庫る﹂．．⁝⁝・⁝

﹁春の水﹂・・・⁝⁝⁝

ＮＨＫ文化センター青山

﹁海の初日﹂⁝・・・⁝⁝

﹁忍者屋敷﹂：・・・⁝⁝．

宇宙連句会

．番草﹂・⁝・⁝⁝．

﹁若葉﹂．．⁝⁝・・・．

岩手県連句協会

﹁木の椅子に﹂・・・⁝⁝：⁝⁝⁝・躯
﹁埴輪の眼﹂・・：・・⁝⁝⁝．：⁝田

﹁露けさ﹂・⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝別

あしべ俳譜塾
﹁初茜﹂⁝⁝．．⁝・・・・．．・・・・弱

あらくさ連句会
﹁山茶花﹂・⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝髄
﹁蝉時雨﹂．．⁝⁝・・・⁝・・⁝・・師

伊賀連句会

﹁冬の鴫﹂⁝
﹁雪分けて﹂・・︐

小郡連句会

﹁運動会﹂⁝

小野連句会

﹁つれづれ﹂⁝

おぼろ連句会

海市の会

﹁解續﹂⁝

﹁夏木立﹂・・・

解糧

﹁雲百態﹂⁝

香川連句会

﹁斑猫や﹂⁝

風の巷

﹁底冷や﹂：．

勝山連句会
かびれ連句会

﹁寒雀﹂：．
﹁惚の花﹂⁝
﹁芋茎干し﹂⁝

﹁風鐸﹂︒：

﹁牡丹﹂⁝
﹁弁当﹂⁝
﹁風花や﹂・・・

金石連句会

兜の会

﹁梅雨荘々﹂・・・

からむし庵連句会

﹁刈田雨﹂⁝⁝・・．

﹁外人墓地﹂・⁝・・・・．

歌留蓑連句会

﹁文墨祭﹂・・・⁝：︑

﹁よき友を﹂⁝⁝⁝

﹁室戸へ遠き﹂：・・・⁝．

川内連句会

﹁草紅葉﹂・・⁝・⁝

神田川連句会

﹁梅雨寒﹂⁝⁝⁝

神田義仲寺

﹁暮紅葉﹂・⁝・・⁝

きさらぎ連句会

﹁紺の夢﹂⁝．．⁝．

義仲寺横浜戸塚連句会

﹁風炉名残﹂⁝⁝︒：

桔梗連句会

﹁石蕗咲いて﹂⁝⁝⁝

木の会

﹁梅雨晴れ﹂⁝⁝⁝

岐阜連句会

錦心会

﹁塚一つ﹂．．・・・・⁝

﹁薮入りを﹂⁝⁝：．

﹁青嵐﹂⁝・・・⁝

句華苑吟社

﹁大残暑﹂⁝：︒⁝

草茎

﹁花野﹂：．⁝⁝

−4−

96

999897

100

101

102

103

104

105

106

107

109 108

110

112 111

79

80

81

82

83

84

85

86

87

939291908988

94

95

5958
60
61
676665646362
6968
737271 70
7574
7776
78

作

﹁手向くべし﹂⁝

﹁山の湯﹂．：
﹁霧の香﹂：．

﹁草庵﹂⁝
草茎松山支部

﹁磨り臼﹂⁝

﹁かなかなや﹂⁝

﹁神さびし﹂⁝
くのいち連句会

﹁冬ぬくし﹂・・・

﹁恋ヶ窪に﹂⁝

壷この合云

﹁初句会﹂⁝

輿聖寺連句会

﹁恋猫﹂⁝
郡山連句会
﹁やはらかき﹂・・・

小松連句研究会

﹁天守閣﹂⁝
ころも連句会
﹁秋の灯﹂︒︑．

やま

﹁雪の嶺﹂・・・
あま

佐久良連句会
﹁天山﹂．．．

三尺童
﹁これはこれは﹂

鹿の会

﹁屠蘇﹂︒：

﹁初暦﹂⁝

﹁筍や﹂⁝．．．
﹁牛の眼﹂・・・・．．

﹁紅蓮﹂・・・・：

﹁石蕗の花﹂⁝⁝
慈眼舎連句会
﹁金魚﹂．．⁝︒
子規博物館連句教室

﹁菜の花﹂⁝⁝
﹁初春﹂・⁝：

獅子門
﹁置炬燵﹂・・・⁝

﹁雪見かな﹂⁝⁝

﹁水澄むや﹂：：．．

﹁宿かりて﹂⁝⁝
﹁料蛸﹂．．⁝︑

紫薇の会
﹁青鹿毛﹂・⁝：
下総連句会

﹁悌﹂⁝⁝
秋紅雅友連
﹁冬うらら﹂⁝・・．

樹氷連句会

﹁朝風や﹂⁝⁝
﹁苔清水﹂⁝⁝

湘南吟社
﹁冬凪や﹂・⁝︒．

正風大府支部

﹁秋の暮﹂⁝⁝
しらぎく

﹁夢海道﹂
﹁花の坂﹂

城

﹁米寿﹂

新庄北陽社
﹁豊年山車祭﹂

﹁秋惜しむ﹂

﹁翁の忌﹂
深大寺連句会

﹁杜の漣り﹂

﹁力ンナ﹂
せきれい

﹁青紫蘇﹂

浅春連句会

﹁臘梅﹂
創の会

﹁新涼や﹂

埣啄会

﹁年立つや﹂

﹁緑の日﹂
﹁学位記﹂
大智院連句会
﹁秋雨の句碑﹂

﹁飛騨机﹂

第六天連句会
﹁梅雨の灯﹂

﹁山茶花﹂
﹁七五三﹂
多度津連句会

﹁遠霞﹂⁝⁝⁝・・・⁝⁝⁝川

﹁薮肉桂﹂⁝⁝・⁝⁝⁝・・⁝７

多摩連句会

﹁春深む﹂：⁝⁝⁝・・⁝・⁝・〃

ちばらき連句会

﹁春の雪﹂：・・・⁝・⁝⁝⁝：門

中央連句会

﹁人の出や﹂：．．⁝・⁝⁝⁝・⁝問

﹁両国も﹂・⁝：⁝・⁝⁝：⁝刊

﹁吾輩は﹂・⁝・・⁝・・・⁝⁝・・冊

ったの会

﹁産土に﹂⁝・⁝・⁝・・⁝：⁝万

﹁盛夏の天﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝Ⅷ

津幡連句クラブ

﹁初なすび﹂・・・：．・・・⁝⁝⁝⁝Ⅱ

﹁雲祭り﹂・⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝刊

﹁大暑来る﹂⁝・・・⁝⁝・⁝⁝．．Ⅲ

﹁沖釣の﹂：⁝⁝・・⁝・⁝⁝・的

﹁秋蛍﹂⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝・脱

っらっら吟社

﹁ぬくみまだある﹂・・⁝⁝⁝⁝・剛

出合川

﹁砲艦と鮫﹂．．⁝・・・・⁝⁝⁝⁝脳

東京義仲寺連句会馬山人記念会

﹁鮨売り﹂・⁝・・・・・⁝⁝⁝．：Ⅷ

﹁康成忌﹂・︲⁝⁝・・⁝・⁝・⁝師

東武カルチャー連句会

﹁年始め﹂⁝．：・・・・⁝：⁝⁝鮒

桃天樹嘘聚
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都心連句会
﹁青時雨忌﹂⁝・⁝

﹁初懐紙﹂・⁝⁝

白塔歌仙会
﹁薔薇を剪る﹂・・・

芭蕉記念館連句会
﹁初閻魔﹂．．．

﹁淡雪や﹂⁝
﹁新樹立つ﹂．．．

﹁藤の花﹂⁝
﹁夕時雨﹂⁝

巴世里の会

﹁さやかなる﹂・・．

八戸俳話倶楽部
﹁風の無き日を﹂

花野連句会

﹁初富士や﹂⁝⁝・⁝⁝

﹁故郷に﹂・⁝・・・・⁝．．

﹁桃の花﹂⁝⁝⁝⁝．
﹁杜藻忌﹂⁝⁝⁝・⁝
ＰＣ︲ＶＡＮ連句ひろば
﹁夏来る﹂・⁝・・・・⁝︒．

﹁夏隣﹂．．⁝⁝⁝．︑

﹁合歓﹂⁝・・⁝：⁝

ひよどり連句会
﹁青りんご﹂⁝・・・・⁝⁝

﹁花野﹂⁝・・・⁝・⁝

広野連句会

﹁浬藥西風﹂．．⁝・・・⁝．︑

﹁紫陽花や﹂・⁝⁝⁝⁝
藤が谷連句会
北杜連句塾
﹁冬に入る﹂⁝⁝⁝⁝．
﹁静けさは﹂⁝⁝⁝⁝．
﹁魚たちの﹂⁝・⁝⁝⁝

松喜久会
﹁慈雨﹂・・⁝⁝・・⁝

松山連句協会
﹁恵方詣﹂・・⁝⁝・・・・．

﹁内海の﹂⁝⁝⁝⁝．

﹁新涼や﹂⁝・⁝⁝⁝

﹁大鯰﹂・・・⁝・⁝⁝

﹁場雲雀﹂⁝・・⁝⁝：

松山連句教室

窓

ｎⅡⅡｕ

鈍くＪ
ｎノ白

１１４

ｎＪＪ︼

︐●ｆＵ

ｎノ︺

向ノ白
ｑｆＪ

４４４

候司Ｕ

●川叫△

か恥Ⅱ︾

︐ノ︼

ｎノ白

﹁古書市﹂⁝・・⁝．

﹁素足にて﹂⁝⁝⁝

摩耶連句会

﹁秋分の碑﹂・・・・⁝．︑

丸亀連句会

﹁めくるめく﹂・・・⁝⁝

三河連句会︲

﹁紅梅﹂：．．⁝・・

三豊連句会

﹁李朝の壷﹂：⁝・⁝

未来図連句会

﹁爽籟や﹂⁝︒：⁝

﹁大樺﹂⁝⁝⁝

﹁白無花果﹂︒：⁝⁝

夢茶の会

﹁初芝居﹂⁝・⁝．︑

目黒連句会

璃沙連句会

﹁花栗﹂・・：⁝・・

﹁ひとり鵜﹂⁝⁝⁝

﹁神楽舞﹂：．・・・⁝

葉門連句会

﹁水ぬるむや﹂⁝．．・・・・

﹁節分や﹂：⁝⁝．

﹁秋風﹂：．⁝⁝

読売文化センター京葉

﹁御題波﹂．：・・⁝．

連句愛好会

﹁鉄線花﹂⁝・・・⁝

250
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ｎイリ
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ムリム

251

ワ員ウ

﹁神の白鳩﹂⁝・⁝

﹁残炎﹂⁝⁝．
﹁捨案山子﹂・⁝⁝
どん・あ・くらぶ

﹁甘夏柑﹂⁝⁝．
習志野連句会
﹁松の花﹂・・・・：︑

南草連句会

﹁白雲の﹂・⁝⁝

﹁ざくろ﹂⁝

祓川

﹁福寿草﹂⁝
﹁佳き人と﹂⁝

芭流朱連句会
﹁齋きの庭﹂⁝

﹁春田﹂⁝
﹁秋暑し﹂⁝

Ｂ面

﹁雛の客﹂・・・

日ノ出連句会

﹁北斗の杓﹂⁝

東松山連句会

﹁断崖に﹂⁝
﹁いろは歌留多﹂

菱の実会
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﹁真鴨かな﹂⁝・⁝
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﹁初萩や﹂⁝⁝．
﹁芦の角﹂⁝⁝．

俳話寺芭蕉舎
﹁パーバー﹂⁝・⁝

俳譜接心
﹁五臓六肺﹂・⁝⁝

﹁風狂の﹂⁝⁝．
﹁秋深き﹂・⁝⁝
﹁通天を﹂⁝・⁝
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俳譜田園
﹁イチロー﹂⁝⁝．
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第十三回連句協会全国大会

平成六年七月二日︿土﹀十一時より東京赤羽・北区区民

会館大ホールにて連句協会主催の連句大会が開催され︑約

百三十名が参集した︒第一部は上田渓水氏の司会︑宇咲冬

男副会長の開会の辞︑大林杣平会長の挨拶︑土屋実郎理事

長による事業報告の後︑長年連句年鑑編集に尽力された福

井隆秀氏へ感謝状の授与︒引き続き今年度連句協会賞の発
表と表彰︒

受賞は湘南吟社・小林静司捌﹁雲の蜂﹂︒巴世里の会・大

野国士捌﹁花の冷え﹂︒ＰＣバン連句広場・辻杏奈捌﹁拓美

君誕生祝ひ﹂︒菱の実会・中尾青宵捌﹁蜂雲﹂︒日の出連句

会・山根於京捌﹁甘酒の句座﹂の計五編︒

講演は神奈川大学教授︑復本一郎氏による﹁連句の恋﹂︒

芭蕉の恋句を中心とした興味深い内容であった︒

昼飯の弁当をはさみ︑全二十一席による連句が始まった

が︑今年よりくじ引による配席となりまさに一期一会とも

いうべき座組となってめでたく全席満尾︒

第二部は懇親会︒小林しげと氏による司会︑今泉宇涯︑

国島十雨副会長の挨拶の後︑遠来の方々のスピーチも楽し

く︑懇談の輪があちこちに広がっていった︒︵太郎︶
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番

鍵

８

み︑神々の名を座名として︑侭睡添の神々たち着座︑半歌

らの連衆約二百人が参集した全三十八席には︑伊勢にちな

なり︑いつの間にか︑二時間半はすぎて︑半歌仙を巻きお

えた座が多く目についた︒半歌仙には至らなかった座は︑

それがとりもったのか︑座の神々のはからいだったのか︑

文音がはじまったということを︑あとで聞いた︒よきかな︑
である︒

おもえば三重県に連句が絶えて久しかったのに︑名古則

子宗匠の献身のご努力によってわずか三年という短かい年

月で︑この国民文化祭の盛大な連句大会が行なわれている

不思議さ︑ありがたさを︑私は︑しみじみと︑﹁俄蕊畔坐壁

から会場を眺め︑神々に拝謝したのであった︒

この大会をつうじて﹁楽しそうだけれど乱れない集団﹂

︵前夜祭懇親会︶・﹁天気がよかった︑それだけで充分︑半ば

成功﹂︵句座にて︶︒などの声が︑全国から集い給うた連衆

の声︵いや神の声だったかもしれない︶がいまも耳に残っ

ている︒感謝しつっ以上を記す︒︵村︶
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第九回国民文化祭みえ連句大会

苓

齢；

鏡

鯛

仙を二時間半で︑というきびしさのなか︑一期一会の縁と

罫

…

平成六年十月二十三日午前九時津市勤労者福祉会館にお

虫

…

は不思議なもの︑神の座につくや︑さっそくの風雅交歓と

§

いて第九回国民文化祭みえ連句大会が開催された︒全国か

⁝

霊君

評論

国際連句の哀歓

荒木忠男

︵駐ヴァチカン大使︶

極めて日本的な文芸である俳句は︑今や島国の孤独から解き放され︑遠く遙かに海を越え︑世界各地で

愛され吟じられ︑また熱心に議論されている︒その余波と見るか︑或いはこれら異邦人の俳句愛好の〃目

に見えぬ源泉″として捉えるかは別として︑連句もまた︑このところ加速的に海外で受け入れられ︑秘か

な流行とすら成りつつある︒勿論︑俳句に較べれば未濯潅腫過ぎぬが︑いずれは大河に育つこと必須であ

ろう︒そして外国語の連句は︑何時の日か日本の連句に挑戦して来るに違いない︒嘗て日本の独占物であ

った柔道が︑今や世界の各国で端朧すべからざるものに発展した様に︒即ち︑〃教える立場〃は永続しない

のである︒いや︑〃教えるという態度″そのものが︑もしかしたら間違いなのである︒

勿論︑私としても︑連句が外国の人達に︑彼等が殆んど知らなかった新しい次元の知的喜びを与え︑建

ての浮世絵や日本建築の様に︑或いは現在の諸先端技術や一部の社会科学や料理・漫画・モードなどがそ

うである様に︑世界文化に貢献し得る日本文化の一つに成りつつある事を︑心から歓迎する︒ただ︑それ

と同時に︑曲りなりにも四○年に亘る外交官生活を体験した私は︑﹁連句が外国人によって真に理解され︑
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I

長期的に彼等自身の文化財として育って行くためには︑日本人は一体︑何を為なければならないのか﹂︑と
いう事も時には考える︒

その観点から︑先ず︑﹁何故に一部の外国人が連句に魅せられたのだろう﹂という点を改めて考えて見る

と︑既に何人かの識者が指摘しておられる様に︑﹁近代人の孤独からの脱却﹂という〃救い〃ないしは〃慰
め″が連句への愛の根底に在るらしい︒

例えば私は︑平成五年版﹁連句年鑑﹂の冒頭に掲げられた近藤蕉肝氏の﹁北米連句ツァー・連句曼茶羅

の時代﹂なる論稿に大変啓発された︒ここで蕉肝氏は︑平成四年八月にアメリカ大陸を横断して行なわれ

の孤独地獄の人間に人肌の温もりを感じさせる働きがあったようだ︒﹂
確かにそういう面があると思う︒

福田眞久氏が雑誌﹁日本語学﹂の平成七年一月号に発表された﹁国際連句の楽しみ﹂と題する文章から

も︑私は数々の有益な示唆を得た︒特に︑佐渡の﹁世界天の川公園﹂の有志とサンタフェの連衆を結ぶフ
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た日米連句合作の試みを紹介し︑その際に直面した﹁転じ﹂や﹁季語﹂の問題に触れ︑オクタビォ・パス

やジョン・ケイジの実験︑ひいては小笠原樹々氏や東明雅氏の所論を踏まえて︑〃国際的に理解されつつあ
る連句の本質″に迫っておられる︒

民族の深層心理的な宗教体験にまで降りて行かないと解明出来ない︑﹁仏教的エゴ否定の思想﹂や﹁連句

曼茶羅論﹂は暫く置くとして︑私にとっての蕉肝論文のメッセージは︑次の数行に最もよく表明されてい
○

﹁アメリカの個人は寂しさに震えている︒孤独の淵から他との連携を求める叫びをあげている︒連句はそ

る

アックス国際連句の事など︑実に愉快な︑晴れ晴れしい話である︒私にとっての福田教授からのメッセー
ジは︑矢張り次の数行に要約されている︒

﹁特にョ−ロッパの個人主義・自由主義による個我の文芸が行き詰り︑コンクリート化するなかで︑伝統

の文化を尊び︑式目を重んじながら︑森羅万象をマンダラのように織りなして︑共同で制作する文芸に新

鮮さとスリルと興奮と安らぎとを覚えて︑︵欧米の人達は連句に︶大きな関心を寄せ始めている︒﹂

そこ迄は確かに︑﹁そういう面もあろう﹂︑と思う︒だが︑その先で次の様な文章に突き当たると︑私は︑

﹁待てよ︑果してそうかな︑本当にそれで良いのかな﹂と考え込んでしまうのだ︒

﹁私は連句が行き詰った西洋の文芸を救う︑二十一世紀の新しい世界文芸になりうると予想している︒﹂

厳に誤解の無きょう︑ここで申し添えるが︑私と連句の係り合いなど高々ここ七・八年の事に過ぎず︑

私には連句について論ずる資格は殆んど無い︒それにも拘らず︑権威ある﹁連句年鑑﹂からの原稿依頼に

応じてしまったのは︑初め草間時彦先生に連句の手解きを受け︑その後偶然の重なるままに︑暉峻桐雨︑

宇咲冬男︑東明雅︑大林杣平などの鐸々たる諸先達の譽咳に接し︑加えて下鉢清子︑黒田杏子︑品川鈴子

ユーフオニイ

きぐ

さん等の俳句と連句に於ける才媛に榛まれている裡に︑なにがしか連句について考える機会が有ったとい
うだけの事である︒

それで︑前述の﹁国際連句①匡目○昌︵耳に快い音こを聞きながら私の危倶するのは︑﹁また日本至上主義

が潤歩するのではないか﹂という点だ︒俳句・連句に於ける日本至上主義は︑決して外国に於ける俳句・
連句の定着・発展に寄与しない︒

第一に︑﹁近代人の孤独からの脱却﹂と言う時︑私達日本人は︑ともすれば〃こうした観念が連句の伝統
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どじょう

に内在しており︑日本の土壌に花咲いた思想が今や西洋人を癖していると思いがちだ︒ところが︑﹁近代入
うんぬん

の孤独⁝⁝〃云々﹂という発想は︑もともと欧米産のもので︑日本人はせいぜい大正末期にこれを一時的．

表面的に模倣したに過ぎない︒そもそも芭蕉やその門弟達が歌仙に骨身を削り︑或いは現代に生きる私達

が連句に熱中しているのは︑何も﹁近代人の孤独﹂から脱却するためではなく︑歌仙がまた連句が面白く

て 仕方 が な
ない
いか
から
ら︑
︑星
そうしているのではないか︒﹁思想が人間の行為を決定する﹂という生存のパターンは︑
日本には存在しない︒

第二に︑﹁ョ−ロッパの個人主義・自由主義による個我の文芸が行き詰り︑：⁝・﹂と言う時︑確かにそう

いう面も無いではないが︑全体として見れば︑日本よりもョ−ロッパの方に︑様々な形で強靱かつ重層的

な共同体がまだ数多く残っており︑その最たるものは︑カトリックにせよプロテスタントにせよ︑キリス

ト教思想を根底とするものである︑との事実を見逃してはなるまい︒つまり︑ョ−ロッパの個人主義も自

由主義も︑それが数々の共同体によって護られている以上︑まだまだ息が長いのである︒従って︑もし私

達日本人が︑連句を欧米の伝統的な価値観の代替物として輸出しようとするならば︑それは遠からずして

大きな壁にぶつかるであろう︒私がより適当と思う方策は︑欧米にせよ中国にせよ︑中南米・アフリカに

せよ︑彼等の本来の文芸・言語感覚と共存する形で国際連句を育てて行く事だ︒

第三に︑﹁仏教的エゴ否定の思想﹂と言う時︑ｌ私は勿論これに深い敬意と愛着を感ずるがｌ︑注意しな

ければいけないのは︑俳句も連句も︑世上安易に信じられている様な淡白で︑自我を滅したものではない︑

という事である︒むしろ︑俳句や連句こそ︑それが極端に凝縮された言語表現であるが故に︑個性と発見

を尊び︑数万言建藝ず散文学よりも雄弁で強烈な自己主張なのではないか︒連句では特に﹁座の精神﹂と
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いう事を言われるが︑これも連衆の一人一人が個性を持っていれば︑の事ではあるまいか︒

第四に︑〃連句による西洋文学の克服〃めいた事は︑まだ当分は考えない方が良い︒私は徒らに欧米の文

化を崇拝する者ではないが︑欧米諸民族の文学伝統の層の厚さ︑深さ︑広がりと言ったら︑残念ながら日

本文学が逆立ちしても追付かない︒そしてこれは国辱でも敗戦思想でもない︒フランス文学は世界文学に

多大の貢献をしたが︑仮りに誰かが﹁ョ−ロッパ文学はフランス文学によって代表される﹂と言ったら︑

識者は腹の皮がよじれるほど笑うであろう︒西洋文学の強さは︑旧約聖書までその鍼慈瞬に入れれば︑過去

三千年の長きに亘って︑それぞれ個性の強い諸々の異民族が︑互に刺激され︑拮抗し︑追従し︑或いは反

溌し
し︑
溌
︑一連綿と一大交響楽を奏でて来たところに在る︒日本文学の美は︑自ずと別の所に求められるべきで
圭衲︸ブ︵一声﹁／○

第五に︑そして言いにくい事はこれで最後に︑海外に於ける俳句や連句の最大の問題点は︑私達の愛す

るこの短詩型文学が︑彼等の文学のジャンルとして未だ認められていない︑という所にある︒前述の通り︑

俳句︑特に連句は︑一部の欧米人にとり新奇なもの︑エキゾチックなものとして︑スリルを與えている︒

しかし︑一般読者層︑権威ある文芸評論家︑そして日本学者の一部でさえ︑俳句や連句を文学の本質に迫
った作品群とは考えていない︒

国際連句の定着は︑かくて前述遼遠なのである︒私は先に︑連句の喜びが外国の人達の心に長期的に惨

透して行くためには︑私達は何をすべきであろうか︑と自らに問うた︒残念ながら︑確信が持てる回答は

無い︒まあ余り難しく考えずに︑自然体でつき合って行くのが一番良いのかも知れない︒

たまたま︑日本文体論学会は︑一九九二年六月に﹁短詩型表現をめぐってｌ俳句を中心にｌ﹂と題して︑
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創立三○周年記念の特別シンポジウムを実施した︒その結果は︑一九九四年十一月に花神社から﹁俳句と

ハイク﹂という本と成って世に出たので︑目に触れられた方も在ったかと思う︒私は紙上参加で︑この本

に﹁イタリアに於けるハイク管見﹂という一文を寄稿した︒以下にその結論を引用するので︑文中の﹁俳

したた

句﹂に﹁連句﹂を重ね御一読願いたい︒私が模索している国際連句発展の道は︑国際俳句のそれと本質的
には似通っているからである︒
﹃五︑型と個性の相克

以上のイタリア・ハイク管見を認める私の胸中に︑影となり光となり絶えず去来する一つの思いがあっ

た︒それは︑﹁文化とは︑すべて型と個性の相克により生成発展するものではないか？﹂という思想である︒

この相克の原理は︑各国の文化史に於て観察されるとともに︑国境を越えた文化の交流・伝播に際しても︑
いわば普遍的に存在するように思える︒

人類の文化史を振返れば︑芸術・宗教・学問の別を問わず︑時代ごとに何等かの他をリードする様式・

流行・型があり︑これを完全に理解し︑また習得した上で︑なおかつそれを超えた者︵あるいは国︶が︑

次の時代の様式・流行・型を生んでいる︒言い換えれば︑型に入って型を出た者が︑次の型を生んだので

ある︒更に言い換えれば︑﹁型﹂に殉じつつ﹁個性﹂を失わなかった者が︑型から最大の恩恵を享けたので
ある︒俳句またはハイクも︑その例外ではない︒

﹁海を越えた俳句﹂︑Ｉ私はこの佐藤和夫教授の美しい造語に何時も感動する︒昔は中国に︑十六世紀

と明治以降は西欧に︑専ら学んで来た祖国日本の一員として︑私は︑日本に生まれ日本人が育てたこの﹁俳

句﹂という世界で最も短詩型の文芸様式が︑いま世界各地で愛され．学ばれ・作られている事に︑大きな
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神の恩寵すら感ずる︒だが︑恩寵は責任を伴う︒従って私は︑海外で俳句紹介のお手伝いをさせられた時

に︑何時でも﹁我々はどういう基本的態度をもって外国人の要請に応えるべきか﹂との点を考えて来た︒

その思考過程で︑はじめ私は︑西洋人は何等かの個人的な理由で日本が好きになり︑日本が好きだから

こそ︑花に関心ある人は生花を︑文学を尊ぶ人は俳句を︑絵の好きな人は日本画を学び始めるのであって︑
いわば西洋人にとり﹁ハイクは日本理解の一里塚だ﹂と思っていた︒

そうであるとすれば︑我々もこれに応じ︑西洋人が日本を全体としてより良く理解するための一助とし

て︑俳句なら俳句の精神を正確に伝えれば良いのだ︑と思っていた︒それに︑そう考えれば︑俳句交流は︑

もつぱ

私のなかに︑また大多数の日本の俳人の心のなかに︑まだ死滅していない真の愛国心を充分に満たして呉
れるであろう︒

ところが︑そうではないのだ︒つまり専ら愛国心から俳句の国際的普及に努力するのは間違いなのだ︒
くらんめえで言えば︑﹁おっと︑それじゃあ︑俳句があんまり可哀想だ﹂︒

即ち︑俳句の交流には︑我々が祖国の文化を外国に伝えるという民族的な喜びのほかに︑前述の﹁型と

個性の相克﹂という文化発展の共通原則にのっとって︑新たな文化を創り出す︑より大きな喜びと大義名
分が在るのだ︒

だからこそ我々は︑日本の俳句の技法・実例・精神を︑古典ばかりではなく︑特に現代俳句に重点を置

いて︑党派抜きに正確に紹介し︑同時にイタリアならイタリアのハイクの母胎であるイタリア現代詩の流

れを︑特に旧来の﹁型﹂から脱却し︑新たな﹁型﹂を模索して放浪中の姿を︑研究する必要があるようだ︒

︵平成六年五月八日︑ローマにて髻
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この辺で拙稿を終えるに当り︑宇咲冬男捌きの日独半歌仙を二つと︑宇咲冬男を囲む連衆七人が羅馬で

巻いた半歌仙一つとを紹介させて頂きたい︒作品の無い連句論では面白くないであろうし︑また日独の半

ノ︑つる

歌仙には異文化の出合いにふさわしい意外な展開が多いし︑その反面︑海外ながら日本人だけで︑いわば

内輪で巻いた半歌仙には︑洋服を脱いで着物に着換えた様な寛ぎが︑感じられるからだ︒

如何に日本を愛し︑日本を良く理解していると言っても︑外国人は外国人である︒秀れた人ほどそうだ︒

きょう

同様に私達が特定の外国語に熟達し︑その国の人達と文化を愛すると言っても︑日本人はあくまで日本人

である︒それが一つないし複数の外国語の壁を間に置いて︑通訳を介して連句に興じようと思えば︑先に

私が引用した﹁型と個性の相克﹂の如き或る共通の原理を立てるか︑或いは理論を越えた愛情によるしか

壬'

ない︒相手を立て︑自らも立つ︒それしか道はあるまい︒辛い事だが︑日本人が﹁連句は日本のものだ﹂

杏子

エルフリーデ

マルチン

忠男

冬男

宇咲冬男捌

との考えを棄てた時︑連句は本当に世界に向って飛び立つであろう︒

日独交流半歌仙﹁六月や﹂の巻
六月や肩組み渡るマイン河
日独涼し座の十二人
烏が飛ぶように言葉の飛び交いて
壁の絵画の幻想めける
山上の古城の影も良夜なり

17

秋耕の辺に遊ぶ子供ら
とち

ワ栃の実を集めて作る牛や馬
雨に降られてバスに乗り合う
人前に臆面もなく熱きキス

がんじがらめに絡み合う蔦
旅に出て聞きしオペラに酔いもして

ジョルジュ
エリカ

マンフレート
参木

イングリッド
美枝子

マルチン

クリスティーナ

寒月に誰がマフラー掛けるやら

美枝子

ブダとペストを結ぶ吊橋

慣れぬばかりにすべる雪道

願わくば牧の桜に住み添わん

植木鉢など買い揃えあり

眠る鴨ここ通るのは私だけ

杏子

エリカ

忠男

エルフリーデ

シュヴァルム夫人宅

宇咲冬男捌

白きワインに消ゅる春愁
平成三年六月二五日フランクフルトのエリカ

午後七時半〜二時首尾︒

日独交流半歌仙﹁薔薇の町﹂の巻

−18−

冬男
エリカ・シュバルム

薔薇は実に人活き活きと薔薇の町
醒めいし胸を照す満月

ルードルフ・ティーム

マグ・ダネル

ギゼラ・シュルマー

マリア・ポールマン

柏原眠雨

収穫の秋の畑に凧揚げて
送電線に鴉止まりし
身を寄せて列車の中で詩をつくる
青きセーター窓に掛けられ
ゥ寒々と船一つだに見えぬ河

上田泰真

加藤耕子

面やつれしてローレライの唄
保養地に王家の裸身晒し合い

渡辺勝

マリア

勝

カーリン・ケーラー

ザビーネ・キュープラー

エルフリーデ・ヘルプ

ルードルフ

マンフレード・デュルシュミット

眠雨

地獄天国共にめぐれる
アルプスを映して深き湖の色
フルートの音の渡り来たれり

眠る子に月の光の涼しくて
時の流れに夢の広がる
交流の催し済みて酌むワイン
ボール転がる公園の昼
しかと期す花のもとでの再会を
春の館に生まる友情
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清子

弘子

杏子

冬男

忠男

品川鈴子

加藤耕子

下鉢清子

市野沢弘子

黒田杏子

宇咲冬男

荒木忠男

九九四年九月十八日首・同十九日フランクフルト郊外・シュタインフルト
薔薇博物館にて満尾

膝送り半歌仙﹁月今宵﹂の巻
月今宵迎ふる吾れの迎へられ
古蹟を窓に公邸の秋
予﹂

さまざまな木の実降る音聞きわけて
ミルク紅茶をそっと差し出し

キルティング烏やけものを描くらん
郵便が着く垣の霜凪
ゥたもとほる観音池に枯蓮
後姿の老けし愛弟子
目に針を刺して貫く恋もあり
終着駅に旅鞄押す
風に鳴るバザールの旗夢を呼び
冷し酒酌むぐい飲みの月
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形見に貰ふ鼈甲の櫛

黄金虫吟遊詩人琴抱き

鈴子

耕子

忠男
冬男

家苞も初孫ばかり気にかかる
春を清らな聖堂の鐘

杏子
清子

日・独・伊三国の友花衣
大使就任山笑ふ頃

平成六年九月二十日首尾
於ヴァチカン国大使公邸

︵平成七年四月八日︑羅馬にて︶
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ｌ
評論

気分のものであるらしい︒

これに対して短調の曲或るいは音節というのは︑悲しみ︑

屈折︑挫折︑失意︑などの感情を表すのに適した音調︑と

いうことになっているようである︒

という言葉が使われる︒捌きが次の付句を促す場合に︑﹁次

私のところの連句会では︑よく﹁長調の句﹂﹁短調の句﹂

おおかた一本のハーモニカで吹奏出来る︒けれども︑ロー

公︑鳴呼玉杯に花うけて︑ワシントン︑戦友︑旅愁︑など︑

おり︑例えば︑荒城の月︑四条畷︑青葉茂れる桜井の︑菅

句連句の音調

堀内敬三︑井上武士編﹁日本唱歌集﹂によると︑当然の

は短調の句が良いでしょう﹂と云う具合である︒捌きは時

レライ︑ウォーターロー︑美しき天然︑浜辺の歌︑青葉の

ことながら︑所載の唱歌のほとんどは︑長調で作曲されて

に応じて次に来る付句について︑有季︑無季の別︑自他場

笛などの曲は曲の途中で︑どうしても半音のハーモニカが

たのが︑半音ハーモニカが無いばかりに大層味気ない思い

より︑その内容など関心を持つことのなかった学生時代に

明の施し得ないもどかしさは︑楽典などという言葉はもと

ニカの二刀使いになれなかった故か︑短調の曲のかもす気

きや顔つきからは︑どうも気品が感じられなくて︑ハーモ

とは云っても︑二本のハーモニカを器用にあやつる手つ

にされたものである︒

由来するもので︑何処にも尻の持って行きようのない︑育っ

分に対しては多少敏感になっている︒

そこで試みに長調の曲と短調のそれとから感じられる情

た環境のせいなのであるが︑長調の曲の持ち味は︑明るく︑

長調︑短調︑はもともと音楽のほうの用語で︑明快な説

とかの言葉が挿入されるのである︒

のヒントなど適宜︑作句のきっかけになるような言葉をつ

郎

必要となる個処があって︑それ迄︑いい気持ちで奏してい

三

ぶやく︒そのような折りに︑﹁長調の味﹂とか﹁短調の調子﹂

森
伸びやかな︑素直な︑と云った風のものらしく︑健康的な
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’

に対しての︑題材︑詠み方︑明らかに短調そのものの句に

いま︑長調的味わいの句に対して○︑短調的味わいの句

用しようとする試みの過程で窺われたことが︑以下に述べ

音楽のうえの︑このような情趣の別を︑句作のうえに適

三里あまりの道かかえける
この春も盧同が男居なりにて

吸物は先出来されしすいせんじ

芙蓉のはなのはら／︑とちる

ほつれたる去年のねござのしたたるく

里見え初て午の貝ふく

何事も無言の内はしづかなり

はきどころよきめりやすの足袋

ゥかきなぐる墨絵おかしぐ秋暮れて

人にもくれず名物の梨

まいら戸に蔦這かかる宵の月

たぬきをおどす篠張の弓

一ふき風の木の葉しづまる
股引の朝からぬるる川こえて

来○

邦○

蕉○

邦の

兆の

蕉○

来○

兆○

邦の

来の

蕉の

史邦○

凡兆○

長明朗楽直実温晴神

る﹁句連句の音調﹂のことである︒

云ってよろしく︑様々な論のあるところの筈であるが︑此
処は私の味読ということの恥をさらすこととする︒
なお読み進むうち︑長調味そのもの︑の句に行き当った
ため︑◎を加え︑句の持つ趣については︒○の②の四種の
符丁を用意しなければならなかった︒
鳶の羽の巻

蕉の

兆○

来○

芭蕉の

対してのの印をつけることとして︑鳶の羽の巻の各句に

さし木つきたる月の朧夜
苔ながら花に竝ぶる手水鉢
ひとり直し今朝の腹だち

兆○

趣を整理すると次のようになろうか︒

右の符丁をつけると次のとおりとなる︒一つの句に対して︑

ナォいちどきに二日の物も喰て置

邦の

短暗憂悲曲作寒恋仏病旅別雨

どのような符丁をつけるかは︑句の読みとりそのものと

雪けにさむき嶋の北風
鳶の羽も刷ぬはっしくれ去来の
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火ともしに暮れば登る峯の寺来の

ほととぎす皆鳴仕舞たり蕉の
痩骨のまだ起直る力なき邦の

隣をかりて車引こむ兆の

ている︒

ちなみに同じ作業を︑

元禄この秋︑翁をおくりて山中温泉に遊ぶ三両吟と

前書のある﹁馬かりて﹂の巻にほどこして見ると︑

せはしげに櫛でかしらをかきちらし兆⑰

いまや別の刀さし出す来◎

かなり大きな差が見られたから︑一句の上の味読について

けて︑それを全く忘れた数日後に改めてつけて見たところ︑

結果を得た︒もっとも︑この巻については︑一度符丁をつ

初折り○５の６の７︑二の折○８の７②３︑という

おもひ切たる死ぐるひ見よ邦の

り異った結果の出るものであることの実験を自らに課した

うき人を枳殼垣よりくぐらせん蕉②

青天に有明月の朝ぼらけ来◎
湖水の秋の比良のはつ霜蕉◎

形になったが︑芭蕉一門の人達が︑題材や自他場の変化に

ぬのこ着習ふ風の夕ぐれ兆の

腐心していたか︑ということの如実に覚らされる作業で

加えて︑一句の上の情趣の上の変化ということに︑如何に

も︑連句の味読についても︑人が違い︑時が経てば︑かな

ナゥ柴の戸や蕎麦ぬすまれて歌をよむ邦の

押合て寝ては又立つかりまくら蕉の

鳶の羽の巻について︑一の折中︑○ｍ︑Ｏ８で︑おだや

枇杷の古葉に木芽もえたつ邦○

一構鰍つくる窓のはな兆○

連句一巻における長調的詩情と短編的詩情の按配について

所は︑平泉︑と一笑の項であるが︑これらの作業を通じて︑

見ると︑○別の創り２︑という結果を得た︒この②の２ケ

ちなみに︑奥の細道の各章段について同様の作業をして

あったことを強調して置きたい︒

かな変化の折であることが窺われる︒二の折に入ると際

の先人達の感覚の在り処を窺うことができるように思うの

たたらの雲のまだ赤き空来の

立って変化の波が荒くなって︑◎３○３の６⑧６︑となっ
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である︒同じ作業を連句年鑑所収の協会賞受賞作品の幾つ
かについて施してみたところ︑例えば︑○瓠の５︑○鈍の
２︑と云ったような︑情趣の変化という見地からは︑全く
軍調な作品が︑その題材の変化や新奇の故に高点を得てい
る︑と思われる現今の連句界の心配の種の傾向が窺われる︒
長調の味わい︑短調の情趣︑それらの按配は︑自他場や
題材の新奇に劣らず︑或いはそれ以上に肝要なことと思わ
れるのであるが︑そのことの考察や論究は殆ど見受けられ
なくて︑実作の上に生かすことも無きにひとしい・
連句の実作や鑑賞から分別や知性をはたらかせることを
避けて︑感動と感性を大事にすることの必要は︑近頃ます
ます感ずる私の実感であったが︑上述の僅かな作業はこの
実感を確かなものにしてくれた︒
芭蕉の時代に︑音楽の世界における長調︑短調の説︑色
彩における暖色︑寒色の論などが行われていたならば︑芭
蕉の俳論も︑去来抄の内容もずい分と異ったものになった
であろうことを思って︑句︑連句における情趣の展開につ
いての粗来な試論を述べるものである︒
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第十三回連句協会賞発表

審査雑感
選考委員今泉宇涯
現代連句に関する一つの潮流として︑国民文化祭を挙げ
ることが出来よう︒東京を始発として今年度とちぎ妬で十
年目を算します︒最初のうちこそ連句が正式文芸部門とし
て参加しなかったが︑埼玉では協賛事業となり︑愛媛で正

初心者は大いに途惑うであろう︒やはり二○○篇以上もあ

る作品の中から多くのベテラン審査員によって選び抜かれ

た年鑑賞は︑たとえ奨励賞的であれ全体的にみれば優秀作

品にちがいない︒熟読玩味されたいと思う︒以下著者の選

んだ作品の一部を鑑賞してみたい︒

○かびれの西幾多氏捌き脇起歌仙﹁鏡凪﹂

先ず立句が堂々として立派である︒鏡凪など著者は始め

て見る新鮮さ︒表六句も良好︒五つの定座も立派である︒

一句一句のリズムも良く全体の流れもよいが︑どすんと胸

を突く様な場が慾しかった︒連句初心者が勉強するにはよ

とより連句愛好者の数もずい分増加し︑連句型式も非常に

当り各地で俳句や連句の集いが行われた︒全国の連衆はも

びて今日に至っている︒その間︑昨年は芭蕉翁三百回忌に

あってもよかった︒一句一句はよく練れているが多くの連

秋の水が澄むと︑型にはまり過ぎた感じ︑今少し現代性が

貫禄充分であるが︑表六句︑床の間︑掛軸︑美酒に酔い︑

○草茎の磯直道氏捌きの歌仙﹁時烏﹂︒前作品同様︑立句の

しい︒

い作品である︒只文音とあって十月五日︵首尾︶とはおか

多様化して来た︒これは連句が盛んになったことで先端を

衆がありて︑月︑花の定座同一人は目立った︒女性多い為

式に参加し︑つづく千葉でも正式文芸部門として脚光を浴

ゆく型式としては折も︑面もない非懐紙連句も現われて来

か今少し荒れてもよかったと思う︒

であり︑その新鮮さを買う︒︵以上︶

尚︑馬山人会の川野蓼艸氏捌きの﹁大津絵の鬼﹂も佳作

た︒これは一面喜ぶべきことで非懐紙連句の優秀なものは
確かに素晴らしく二十一世紀型として推奨できるのである
が︑連衆の未熟︑未経験なものは誠にお粗末になって了い︑
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次に各巻の感想を述べよう︒﹁鏡凪﹂は表六句がよかった︒

折端の﹁手窪に貰ふ温き枝豆﹂は佳句︒ウ九の秋雨の句に

に賞をうけているということで今年はご遠慮願うことに

は四人から選ばれていたが﹁兜の会︑清水一興捌﹂はすで

今年は予選で三十一巻が出て来た︒そのうち﹁遠胄嶺﹂

つも不一致﹂などワサビを効かせて巧みである︒﹁冷奴﹂は

耕の青年もよい︒またナウの六句の運びも﹁趣味と実益い

イミス︑逢瀬︑蚊遣と転じてゆくさまは軽妙で︑花前の紺

のは残念であった︒﹁星月夜﹂はウ三句目からの利権屋︑ハ

ペーソスがあって佳い︒ただ仮名遣いに間違いがみられた

選考雑感

﹁燐寸蝋燭揃へ置くなり﹂もよい付句と思った︒﹁寒椿﹂も

面白い句が多かった・ウ四から六へかけての時事句の移り︑

なった︒残りの三十巻をコピーにとり例年通り︑通勤途上

﹁功罪の多き御仁も身罷りし﹂﹁裏献金はやまぬ政界﹂など

や会社のオフに読んでみた︒そして︑﹁打水﹂﹁鏡凪﹂﹁俳譜

発句︑脇︑ウの花の句などに感心して選んだが︑読み返し

選考委員土屋実郎

の道﹂﹁寒椿﹂﹁星月夜﹂﹁恋々まつり﹂﹁逆さ富士﹂﹁冷奴﹂

杜撰なところがあり︑ミス選であった︒﹁伎楽面﹂は表も裏

句を佐紀夫氏が付けて︑挙句は誰の句かわからないなどと

てみると表の月の打越に﹁長き夜﹂があったり︑ナウの四

今年は作品の暇を見るのでなく︑気に入ったところを探

きず

そうと思って読んでみた︒私が古い人間のせいか︑どうし

も流れよく面白く︑特にナオの恋三句がよかった︒ただ︑

﹁伎楽面﹂の九巻が残った︒

ても古格にかなったものの方に目がいってしまい︑字余り︑

ナオニの﹁髪﹂は﹁髭﹂に︑ナオ三の﹁直角﹂は﹁垂直﹂

てしまったが︑悪しからず︒妄言多謝

純粋に誉める心算だったのにまた細かいことを言い出し

まげ

字足らず︑短句の下四三などがあると︑﹁一巻の流れ﹂を妨

にした方が︑表現も正確だし句もよくなると思った︒

さまた

げているようで採れなくなってしまう︒かくて私は﹁鏡凪﹂
﹁寒椿﹂﹁星月夜﹂﹁冷奴﹂﹁伎楽面﹂の五巻を推すことになっ
た︒

つマ
ーニノー

句目の月で秋を終わらせている︒しかも︑各折の一句目は

全部季の句を出している︒連句をやるとどうしても︑雑の

予選委員によって選ばれた三十二巻の作品にしぼって本

のうちこの巻が協会賞になったのはよかった︒同じ捌のⅢ

たのも捌の配慮︒序破急の運びもよろしい︒直道捌の三巻

選考結果に思う

句の付けに力が入ってしまいがちだが︑私は季の句の付合

や配分も大事にしたいと日頃から思っている︒また︑この

選をした︒予選委員の選の中で二票︑三票と票の重なった

Ｐ歌仙﹃俳譜の春﹄は︑立句が正月の句︒これを冬季のあ

歌仙で裏の折立に孟藺盆会を出し匂いの花を神祇の花とし

作品はそれだけの力量が示されていることが判り︑予選の

つかいとして︑冬二句で第三は雑とした︒この巻の月三本

選考委員宇咲冬男

選考委員の選のなみなみならぬ努力に敬意を表したい・

で夏︑秋︑冬︑春を出し︑名残りの表と名残りの裏で春︑

一巻の中の季句の配分の妙を挙げたい︒すなわち︑表と裏

で︑膝送りとしたことは賢明なことだった︒そして︑歌仙

Ｐの歌仙﹁時烏﹂は十二人という大勢の連衆で巻いたもの

の作品で︑メンバーが胄宵︑薮彦︑則子とベテラン揃い︒

由は︑連句協会のオープンの勉強会の座である中央連句会

終選考の席で推したのは脇Ｐ歌仙﹃天籟や﹂であった︒理

この歌仙も季の句の付けが活き活きと働いている︒私が最

していてしかも短句︒三本の月の句がみな変化している︒

のうち裏の月は︿ひそひそと鼠の会議大晦日﹀︿くしやみを

夏︑秋︑冬︑春の季句を配したこと︒すなわち︑立句が〃時

ベテランが揃っているということは逆に捌きづらい面があ

中で注目したのは磯直道捌の作品が三巻予選に入ってい

烏″で夏であり︑これに対し︑おおむねの歌仙では秋の句

るのに︑膝送りにしないで付勝とし︑連衆の持味を引出す

すれば失せし月光ゲ﹀と五︑六句の渡りで月を引上げて出

が付く名残りの裏の折立と二句目を冬の季語としたこと︒

ことに成功している︒二本の恋の渡りなどよいし︑適当に

たことだった︒そこで︑その三巻について調べてみた︒川

したがって名残りの表の月の座は九句目から秋となり十一
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捌︑刑Ｐ﹁紙魚走る﹂吉田弘子捌︑剛Ｐ﹃伎樂面﹄原田千

作品とⅢＰ﹃星月夜﹄寺岡情雨捌︑

Ｐ﹃打水﹄値岡成弥

化の捌″だったからだ︒ちなみに私が推した五巻は︑この

思った︒要は直道捌の作品が三巻も予選になったのは︑〃変

ラン揃いの作品だからと受賞からはずすのは惜しい作品と

いい一句一句が新味があって活き活きしている︒私はベテ

あばれているし︑それでいて格調が落ちていない︒付味と

と思う︒

なる︒これらを踏まえた上で現代連句の作品を模索したい

全体の流れや構成に配慮が行き届かぬと形式は死ぬ結果と

だけは捌きに心がけてほしい︒三句の渡りに気をとられ︑

く思う︒それと︑表︑裏︑名残りの表と裏の差異︑序破急

で終ってしまわないで︑ドラマに仕立ててほしいとつくづ

歌仙なら︑二本の濃淡をはっきり出すべきだし︑言葉だけ

町捌だった︒千町捌作品は︑リズムよく︑季句と雑の句の
配合もよく立句よく︑恋の座の二本の濃淡など注意が行き
届いていて︑協会賞にふさわしい作品である︒惜しむらく
は立句の伎樂面に対し︑神祇が〃柏手〃と弱かった︒﹃打水﹄

と﹁紙魚走る﹂は地方の作品で新人でもあるし奨励の意味
で推した︒他に︑別Ｐ﹃天国自由切符﹄村野夏生捌︑ⅣＰ
﹁枯葉鳴らす﹄八木荘一・高橋微代捌の二巻に注目した︒夏
生捌には現代連句としての試行があり︑八木・高橋捌には
付句の言葉の随所に詩情があり︑現代色がゆたかであった︒
年鑑作品全体を通じていえることはレベルアップはして
いるが︑まだ立句が弱い巻が多いこと︒月︑花︑恋がただ
定座だから出すというイージーな付けが多い︒特に恋は︑

−29−

選後雑感
選考委員上田渓水

句︑⑧一巻の序・破・急︑側一巻を通しての余情︑⑩その

他︑に着目して選考を進めたが︑その中で気付いた幾つか

の事柄については改めて全作品に眼を通して見た︒例えば︑

二次予選︶︵本選︶

Ｉ︑脇起の入選率が抜群に高いこと︒

対象作品一九六巻ｌ←三○巻ｌ←五巻

せて六五六○句ある︒しかも︑各句は前句・打越はては全

形体は世吉から本式表合せまで十五種︑句の数は長短合わ

将の位﹂︵宇陀法師︶︑一巻を牽引して行く風格がなくてはな

を立句に据えたことも大きな力になっていよう︒﹁発句は大

このことは捌や連衆の実力もさることながら︑師匠の佳句

脇起一○巻ｌ←六巻ｌ←二巻

体との関りの上で読まなければならないので︑一句勝負の

らない︒だから昔の人は師匠に自分の発句を立句に採って

今年の審査対象は一九六巻・歌仙が主流を占めているが︑

俳句とは比較にならないほどの気配りと時間が要る︒それ

もらおうと︑一生懸命発句を作ったという︒吾が自省して
止まざるところである︒

ゆえに一次予選の方々のご労苦に深く感謝申し上げる︒
一次予選で選ばれた形体を分析すると︑

う芭蕉の言葉が聞こえて来るようだ︒

だろうか︒天国から﹁句調はずんば舌頭に千轌せよ﹂とい

一般に︑字数が合えば能事終われりといった風潮はない

巻︵四割強︶もあったのには驚いた︒

二五・四三は調べを崩す典型的なものの一つであり︑八○

日本の詩歌は快い調べを持ち︑︿間﹀を大切にする︒短句の

ま

Ⅱ︑二五・四三が多いこと⁝・・・漢詩に平灰があるように︑

口三○巻

歌仙一六一巻二六巻一次予選

半歌仙一五巻一巻
諸形体二○巻三巻

今回︑半歌仙こそ一巻しか残らなかったが︑他の諸形体
が歌仙とほぼ同じ比率で選ばれていたのが嬉しかった︒
私はこの三○巻について︑①発句︑②調べ︑③障り︑側
個々の句︑⑤付心・付味︑⑥三句の渡り︑︑月・花・恋の
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張かもしれません︶

また︑︿草茎﹀で同じく誠実な活動をなさっている磯直道

任に当られた方々の御労苦に敬意を表すると共に︑その結

前回まで第一次選考の難行に携わった者として今回その

れており︑これは俳句などでよく問題になることですが︑

烏﹂を推します︒ただ︑〃予後〃という語が病後の意に使わ

であり推薦いたします︒作品としては〃恋〃の良さから﹁時

選考あれこれ

氏︑今回も﹁時烏﹂﹁俳譜の春﹂﹁植え了えし﹂と三巻に票

が割れて︵中央連句会での捌作品を入れると四作品︶いま

果はできるだけ尊重したいと思いました︒選賞担当事務局

専門的に︑例えば手術後の経過の予測の良否を表す時に〃予

すが︑常に良い作品を生みだしていらっしゃるということ

の綿密な資料と御意向による︑既受賞のグループと捌を除

後不良″のように使う語と聞いています︒ことばは流れて

選考委員近松寿子

く方針に従い︑抵触している作品︑選賞辞退表明の作品は

ゆくものなのでもう容認されているかとも思いましたが一

裕があります︒

り︑〃花〃が既出した時の定座の扱いも香り高く︑各句に余

︿摩天楼連句会﹀﹁鳶﹂︒楽しく一気に巻かれた作品であ

寸気になりました︒

除きました︒ただこの方針では︑新しいグループが選考の
対象になりやすい傾向があり︑同じ捌の重受賞を避けるの
は賛成ながら同結社で長く懇ろに励まれている方へも光が
当るようにしてゆく必要があるのでは︑と考えます︒
その点からも︿かびれ﹀︵既受賞︶の西幾多氏︵未受賞︶

第一次予選で多くの支持を得た︿未来図連句会﹀﹁伎楽

面﹂︒やはり一気に巻かれ−句一句面白く凝っています︒

の﹁鏡凪﹂が推されていることは嬉しく思いました︒句に
上品な可笑しみがあり︑新しみもあり︑特にナウの展開は

〃花″が二座とも散る花であるのが惜しいと思いました︒

同じく多くの支持を得た︿兜の会﹀﹁遠青嶺﹂は︑茨の

捨て難く思います︒︵句尾に用言留が続きすぎたりしている
ようですが︑そんな点には拘泥わらぬというのも一つの主
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会会員が故郷で友人達と結成した会の作品であり︑その
連衆の殆どが私に師札を執って下さっている方々なので
推挙からは外しました︒
︿広野連句会﹀﹁冷奴﹂文音の両吟ながら発句・脇の快い

照応にはじまりなかなかの作品と思います︒初折の恋の良

§︑︐

うう

さに比べもう一ヶ所はっきりした恋が欲しかったと思いま
した︒

蒔駕

一フ竺一

〃連句協会賞″選考経緯

中尾胄宵

及び連句普及に役立つものであることは論を俟たない︒

しかし乍ら一面に於いて︑俳譜文芸が衆の賛論と得る為

に生み出されるものではなく︑殊に連句は座の文芸で

あってその座の一期一会の和み︑そこで生の哀歓を壼く

せば用が足りるものである︒極言すれば俳譜は本質的に

更には結社や捌連衆に於て独自の文芸理念も存在し得よ

は元々反権威を楯とする︒

依頼し別表の通りの推せんを得︑これを基に二次予選を

う︒殊更に多数決的にならざるを得ない選考制度に堪え

◆協会賞選考の予選は︑協会常任理事及び理事の十一名に

会長副会長理事長が当り︑五月六日理事会開催前に本選

得ぬものも当然存在しよう︒

◆協会賞の運営に奨励賞的要素を加味する方向は暫時維持

引上げと意欲の増進に資するであろう︒

つつ

選考会を開催し︑最終的に五篇を候補とし︑直ちに理事
会に報告決定された︒

除くこととして居る︒但し既受賞結社でも捌者が異なる

一方注目すべきは選考辞退作品の独自な境地に遊ぶ軒昂

される︒賞の栄誉は︑ベテラン未受賞者に混って中堅の

もので特段秀逸の作品は考盧されるものとした︒

の︑年鑑への披瀝であり鑑賞にあることも悟得される様

◆選考の要領は︑近時受賞した結社及び捌者を原則として

昨年の経緯文にある通り︑年鑑掲載と賞の授受とが便宜

になって行くであろう︒

ある︒しかしながら募吟の多きを望みかつ興趣を盛り上

連句の定着普及に努められて居ることは喜ばしい限りで

され︑又地方の種々なる会が企画実施される様になり︑

◆近時国民文化祭が文芸部門に連句を擁しかつ年毎に開催

的に同一行為であったものを意識的に分離し︑元々被選
を望まない向はその旨辞退作品の申し出を予め受けてこ
れを年鑑掲載に注印し︑選考の対象から外した︒
◆賞の設定及びこれへの応募また受賞作品の批評鑑賞は︑
それなりに十分意義のあることであり︑作品の研讃向上

−クフー

譜を製作し又鑑賞して楽しみたいものだ︒韻文とは自己

◆しかしながら︑組織や制度は︑こうした問題を認識しつ

げる為に賞を設けることについては︑もし賞に確固とし

この問題の根本には︑古来俳譜に多くの教えがあるの

つも継続を強いるものである︒一方に於いて効用もある

及至内輪の者に向って為されるべきもの︒それを敬度の

は事実とするも︑現代いかにも俳譜連句に平準化された

のであるから一概に排するのではなく︑工夫改善の努力

た信念と個性が無いまま継続されるならば︑必ず行き詰

安易なマニュアルが在る如き考えを教え︑或いは敷術し

を重ねて行かねばならない︒選賞行為にはこうした限界

念をもって読ませて貰うということでありたい︒

たり︑それが選賞の選考にも導入されてはいないかどう

があることを弁えつつ︑厳しい批判に耐えねばならぬ︒

りと種々なる弊害をもたらすであろう︒

かということが潜在的にあろう︒然らざることを信じた

このことはむつかしいことであるから︑会員諸賢の︑大

人の態度に於いての建設的な意見と弁護が必要である
シフＯ

◆とまれ︑本年度の連句協会賞は左記五篇に授与された︒

︵年鑑頁順︶

鏡凪の巻かびれ西幾多捌

寒椿の巻川内連句会戒能多喜捌

ソ△

いＯ

又俳譜は個々に深い考えの上になされるものであるな
らば︑時間に追われっ表面的な解釈鑑賞で採点料理出来
ぬものもある筈である︒それが可能というのであれば︑
結局応募する側にその程度の製作しか為されていないと
いう責めがあるとも云える︒数時間かけて辛吟し校正浄
書して郵送し︑それが何分もかけない程にしか見てもら

星月夜の巻草茎松山支部寺岡情雨捌

時烏の巻草茎磯直道捌

しめる句章を製作したいものだ︒然らざれば連句は衰退

伎楽面の巻未来図連句会原田千町捌

えないのでは情けない︒選考の有無に拘らず︑心に残ら

する︒重ねて云う︒俳譜にマニュアル無し︒作品毎に式
目は在る︒このことを考え実行し︑個性あり味のある俳
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平成六年の連句界

土屋実郎

⑪十月二十二日二十三日国民文化祭別みえ連句大会︒応募

半歌仙四八五巻三八席の大盛会︒⑫十月三十日第二十二回

俳譜時雨忌︒市ヶ谷家の光会館︒⑬十一月十三日埼玉県支

部小春日連句会︒熊谷常光院︑十二席︒などである︒

なお本年は芭蕉没後丁度三○○年であり︑同時に生誕三

五○年ということで︑⑭十月十二日伊賀上野国際連句会︒

外人七名を含む四十五名︑四席︒⑮十月十五日成践大学国

際連句コロキァム︒百名︒⑯十月三十日鎌倉鶴ヶ岡八幡宮

奉納正式俳譜興行︒五十名︑六席︒などの行事があった︒

一巻︑俳席十五席︒②三月二十日座・連句︒新宿住友生命

五月二十二日︑伊勢長島大智院に﹁ゆきゆきてたふれ伏す

丸亀に﹁どの辻へ出ても城あり花曇﹂の吉岡梅瀞句碑︒⑬

勺／

この一年を顧るとまた多事多彩であった︒例によって連
句関連の行事を日記風に列記してみよう︒

ビルで若い連句人の集い︑五十名︒③四月二十四日栃木県

とも萩の原﹂の河合曽良の句碑︒⑲六月二十六日鎌倉腰越

また句碑の建立もいろいろあり︑⑰五年十二月二十四日

那須での連句を楽しむ会︒④四月二十四日亀戸天神藤まつ

勧行寺に﹁花の句座開目抄の髄を説き﹂の清水瓢左句碑︒

①三月二十日第一回全国連句津幡大会︒応募半歌仙一七

り︒九席︒⑤五月七日第六回青時雨忌︑浅草伝法院︒七席︒

⑳六月二十四日市川市東菅野の不動院に半歌仙連句碑︒が

これらの行事はそれぞれの結社の内容が充実して来た証

⑥五月二十二日関西連句大会︑嵯峨清涼寺︒十席．⑦五月

七日第五回千葉県支部連句大会︑山崎製パン厚生基金会館︒

でもあるが︑結社の数の増加も著しいものがある︒平成六

除幕された︒

⑨八月三日第二回天の川連句会︑佐渡畑野町︒⑩九月二日

年度年鑑の結社数は一六八であったが︑七年度版では一八

二十九日第十三回大山阿夫利神社奉納正式俳譜︒⑧七月十

第六回全国連句新庄大会︑応募半歌仙一六四巻︑十二席︒
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○位になるのではなかろうか︒また︑結社を横断する会と
あった︒

江連晴生﹃新下野俳譜史﹂︑幅田真久﹃芭蕉世界へ﹂などが

医療との関連では︑浅野黍穗﹁連句と心の健康﹂︑蓼芳会

して昨年﹁中央連句会﹂を創始したが︑六年七月横浜青葉
台に﹁田園連句会﹂が中尾胄宵氏の肝煎で誕生した︒これ

連句雑誌としては︑村野夏生が﹁雲﹂を︑別所真紀子が

﹁癒しの連句﹄が︑国際的視野では︑小谷参木﹁世界を結ぶ

次に出版物に移ろう︒十月に﹁弘年版連句年鑑﹄が出た︒

﹁解續﹂を創刊した︒﹁季刊連句﹂が終刊となったのは惜し

からは︑この様な結社を超えた集りが益々殖えて行くので

名簿欄を協会員だけにしたので二十五頁ほど減量し︑その

まれる︒季刊誌﹁れぎおん﹂は各号テーマをかかげて内容

こころとことば﹂が出版された︒

分スリムになった︒古典関連では二月に今泉忘機他編の﹁宝

が充実して来た︒連俳両方を守備範囲に品川鈴子が﹁ぐろつ

はなかろうか︒

井其角全集﹂︑六月には大谷篤蔵著﹃芭蕉連句私解﹄︑十二

最後に慶弔にふれる︒三月岐阜の支考獅子庵の修復が完

け﹂を創刊し︑従来の各結社誌﹁都心連句﹂﹁俳譜接心﹂﹁芭

江連句集﹂︑﹁鹿苑﹄第八号︑森田蓉子﹃連句歳歳﹄︑小林文

了した︒全国連句人の合力もさることながら︑獅子門の方々

月には新古典文学大系の一冊として﹃元禄俳譜集﹄が出版

夫編﹁岩手富士﹄︑吉野の会﹃吉野Ⅱ﹂︑村野夏生編﹃紅の

の伝統を守る真蟄な努力に敬意を表するものである︒また

流朱﹂﹁白燕﹂﹁丹想﹂﹁獅子肌﹂﹁草茎﹂﹁あした﹂﹁かびれ﹂

喉﹂︑﹃草茎特集連句集﹄などがあり︑句︑文共に載せるも

十一月二十七日︑幅井隆秀氏の計報に接した︒氏の連句界

された︒作品集としては︑﹁愛媛県綜合文化祭連句大会作品

のに岡本星女編﹃俳譜怡樂ｌ岡本舂人の連句人生﹂︑東明雅

への貢献は多大であるが︑五冊の年鑑刊行は特筆すべきも

﹁胴﹂等も連句の普及と発展に貢献した︒

編﹁芦丈翁俳譜聞書﹂︑東明雅著﹃猫衰庵発句集﹄などがあっ

のがある︒ご冥福を祈る︒

集﹂︑﹁芭流朱連句﹄第四号︑﹃猫衰作品集﹂Ⅳ︑山尾糸江﹃糸

た︒記録としては豊田の﹁連句恋々まつり﹂︑埼玉の﹁俳譜
しぐれ月﹂︑論文としては︑鈴木春山洞﹁愛媛県現代連句孜﹄︑
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作

ロ叩

ｌ連句グループ五十音順Ｉ

︵※印は選賞辞退作品を示す︶

八東京︒ああノ会ｖ

歌仙﹃千の神﹄

海市ざらざら挨積む辻

六道へ向けきりもなし花吹雪

村野夏生捌

川野蓼艸
村野夏生
瀬問信子
坂手手留

まなこ

あごひげの春の戦士も休みゐて

偶然といふ眼光らせ

大下さなえ

江

叩
リ
智

シえ

子

艸

智

留

宏

艸

小向敏江
篠見那智
粉川宏

初月夜ひらりと猫は明日へ飛び

畳を踏みし足そぞろ寒

さいかち

ワ皀角子のゆくらゆくらと最晩年

柳田国男お酒落なりしよ

死貌に降る月光の冷え

あかときに兄嫁は来ず蛇の衣
女按摩を呼んでくれないか
冬至風呂十六字漢詩吟じをり

一斉に保育器泣けりＤ坂に
朝の卵はハードボイルド
あなた今何か言いました？

階下にはオドラデク飼う老夫婦

雨兆しきて河原鵲立つ

はぐれてしもて我が魂塊や藤むらさき

意外に華著な深爪の指子

ナォ丹下左膳は赤貝の鮨つまんでた宏

壁沿いにゴキブリホイホイ置いていくえ

﹁リア王﹂閉れてよりの静寂艸

狐火が出たとパソコンネットから全

新らしがりやの塩のコーヒー宏

つくづくと父越えがたし越ゆくし智

水と原生林のはざまに生

キリストの神が殺した千の神え

ナリヤ
金カ絲
雀肩に垂れる説教子

甘言のいよいよ耳に甘き月艸

テネシーワルッ霧にさまよう宏

ナゥモデラート・カンタービレの秋の酔留

ラ・マンラ・マンと舌に転がす子

外人墓地の横長の墓宏

船火事は遠し骨肉遙かなり艸

逃げ水を追ふ一本の道智

花ざかる森は世界のあちら側夏

︵於・東京・中野・如庵︶

平成六年四月二十三日首尾
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八松山・藍の華ｖ

愛媛﹁藍瓶に﹄
白方筍子捌

藍瓶に藍あらぬ日や巣の燕白方筍子
おや
っと影させる親鳥
と貝寄鈴木春山洞

春泥を踏み迷ふ路ありもして井門可奈女
マーケットにて食品を買ふ井ノロカズ子

霧笛のひびく狭き瀬戸なり筍

大荷物担いで帰る月の街洞

カラオケのさゆりを億ふ渡り鳥力
着付けのよさにほれぼれとする奈

づきづき渡く歯と恋心洞

緋糸干せる手許はうはの空筍

と
内閣の不和のも原
因となる隙間風奈

奉納をする夏神楽なり筍

座禅を組んで知恵を絞りぬ力
釣鐘草咲きし丘の上月仰ぐ奈

真下に馬耕する人の見え洞

峠茶屋替への草蛙のよく売れて力
平和にてサクラメントの花盛り筍

亀の声聴く朱の太鼓橋奈

︵於・松山市久万ノ台松久庵︶

平成六年二月二十六日首尾
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八仙台・青葉城連句会ｖ

歌仙﹃花御堂﹄
小野寺妙子捌

甘茶シャワーに子らの賑わい福田けい子

花御堂我に賜わる落花かな小野寺妙子

単身赴任板につきたり佐々木志遙

春障子破れ日ごとに広がりて鈴木文男

演歌流して工事場の昼妙

ナォ針金のハンガー鴉の巣構えにけ

長ぐつを履きて無口に共稼ぎ志

瀬音に揺るる水仙の群ち

たくしあげたる腕のまぶしく文
遺作集いくつかありし恋のうた雅

人出して成田如来の鬼やらい妙

だんまりの無人精米月の量雅

共同購入仕分け忙しけ
素寒貧箸りの酒にありつける小野寺信一郎
三日続きの雨の休日志

歩けばすぐに穂すすきの原長田雅道

町並みのあかりは下に月天心佐藤ちよ子

秤鰄誌︾十泗朋伝肥霊︵文音︶

謡い納めて朧夜の宴ち

港に留どむバウテイスタ号雅
増築を急かしておりし花の宿信

言いにくき話とぎれて銅鍵鳴りぬ志

膝の痛みにアンメルッ塗る妙

古都巡礼に秋思深まり文

ナゥ夜長の灯ひとり将棋の駒すすめ信

ゥ大西風と力くらべやドア開かずけ

居留守つかって妙齢の美女妙
豊かなる髪の命を洗いおり志

神々宿る縄文の杉文

石段をのぼり来たりて息づける雅

峠の茶屋の団子名物ち

五月川月を淀べて神妙に妙
蛍の舞いし想い出の里け

あの感動やらせを知った腹の虫文

コマーシャルには猫も一役ち
照らされて浮き立つ城の大桜志
春の憂いはいずこよりくる雅
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八東京・あした連句会その一Ｖ

歌仙﹃の
秋 苑﹄
ローマ・ナポリの丘にて

秋の苑水噴きつづけ落ちにけり

宇咲冬男捌

桜井つばな

宇咲冬男
臼杵瀞児
浅沼小葦
岡田透子
中野スミエ

遺跡の影のしるき十六夜
卒論を書きし机に鵤聴きて
象牙の塔と言われ冷まじ
大塚一男

多過ぎる情報誰も処理出来ず

ふっと香れる鉢の鈴蘭

瀞

つ

ス

冬さ

小

透

瀞

冬︑

つ

小

ゥ夏休み北の空港賑やかに

短き夜を踊り明かそう

片方のピアス探してくれた人

同窓会で又も会いたり

たり
四あ方
淋しく猿の啼く声

流れゆく川面に船の離り行き
弦月のまざとボーナス細りたる

冬帽のぞく交番の留守
ちんどん屋大道藝に占師

笠に余れる鯛の浜焼

谷中の町のタウン誌の売れ
一山を花花花で埋めつくし

ナォ朧なる記憶をつなぐ日記帳小
からくり時計不意に鳴りだすス

ゴルフボールは飛びに飛びたり

携帯の薬はニトログリセリン透

豪邸の庭に女の愁い顔冬

僧体が去る峡の細道瀞

すっぼん鍋で身火照りの夜瀞
情炎に瀧の氷柱もとけだすかス

関守の富樫のなさけ有難く透
酒を頂き憂い忘れる

盆景に月を散らして涼しかりス

上り権に蝮這いいし透
ナゥ旱越の被害話しのあれこれと
十尺わらじ祀るお社っ
ふんわりと綿菓子の夢頬張る児小
島国の春濤が運んで透
花盛ん縄文杉にまさりたる冬
昔ながらの田打畦塗っ

︵於・東武カルチャースクール︶

平成六年十一月二日首
平成六年十二月七日尾
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八東京・あした連句会ｌその一一Ｖ

歌仙﹃春なれや﹄

窓に行き交う舟に芽柳

ォ春なれや川照まとう句座したし

柚木治郎捌

宇咲冬﹃

柚木治

萩谷悦
山司英

猫の仔も老舗のケーキのぞき見て
次山和
池沢正

篠崎ゆ

アブストラクトの壁画制作和

ナォ日永さに忽然出来る大ホール英

ひたすらに手に職つける服役囚ゆ

定期預金で夢ふくらます悦
厚着して禁酒喫煙通すなりゅ

雪に迷いしＯＬ助け英
ねっとりと催淫薬が効いてくる冬
彩を放つて歪む天井治
電磁波が脳をくまなく暴きたてゆ
人を怖れぬ退化動物和

天災の無縁仏に月の突く英
土に還れず紅葉舞うのみ和

輪唱楽し昭和ひと桁悦

ナゥ秋の旅思いがけなく海展け冬

巫女かしこみて鳥居くぐれるゆ

モットーは清く正しく美しく英

篝火のあかあかとあり花吹雪治

︵於・芭蕉記念館︶

風雅に遊ぶ鶯合悦

平成六年二月二十三日首尾
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くるくる廻る広告の絵図
満月の下に拡がる過密都市

やや寒に置く文鎮の石

ゥ炉火恋し書痙の腕のまた姪き

動作機敏な若き看護婦

思慕っのり学会草稿まとまらず
ベルリン行きで決めたさよなら

停戦を約せし森の館旧り
ゅるりと茶笑使う宗匠

月涼し米寿の母を祝いあい

祭嗽子の遠く間こゆる

仲見世に手拭い団扇売られいて
ベストセラーの落語カセット

霞たなびくふる里の山

淡墨の花に宇野千代重ね咲く

正悦和治和正ゆ冬悦き英冬夫子子子男郎

八東京・あした連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃帰える鴨﹄
角田双柿捌

平本三保子

角田双柿
中野稔子

帰える鴨山野のほかによるべなき

客を招じて開く北窓

稔

冒田

一一一

範

一邑

彦坂範子

川岸一畠皇貝

浪音の聞ゆる茶席温くからん
毬は転ろがるころころころと

月の庭載帽了えしナースたち

萩芒添えぶどう届きし

ワ新走り多摩霊園を訪ねいて

ふと出会いたる悌の人

ずるずると別籍のまま居据われる

赤児泣く声耳をはなれず

稔

カーテンを引かれしままの昼の部屋

文化講座で絵筆揮えり

稔

言田

双

白々と黄河にうつる夏の月

民舞もてなす若者の汗

お散歩犬の迷い込みたる

練習は素振りから入る朝野球

幻のどとかかる初虹

咲き満ちて万朶の花のちりもせず

ナォ足の出しお玉杓子をすくいきて冨

家庭に戻る主婦連の猛者稔

地球儀のどこかでいつも銃が鳴り三

恐竜館の貌のさまざま範

寒さ忘れて黒子数える冨

ごろ寝族炬燵の中のおままごと三

イコン画暗き教会の玻璃範

乱れたる紅ととのえて生欠伸範

公園広場溢れくるひと三

藺博の今年はパフィオ優賞し冨

飛烏御社色変えぬ松稔

一の橋二の橋かかぐ望の月冨

雀隠れに伏して雲見る三

ナゥ秋声を大宮人の末路とも範
誘われて行く旅の楽しみ三
予後の身に薬袋を忘れ来て稔

群青の海はてしなき花吹雪双

︵於・芭蕉記念館︶

大漁の旗風にかぎろう冨

平成六年二月二十三日首尾

−4う−

八東京・あした連句会ｌその四Ｖ

歌仙ご合の酒﹄
春宵の一合の酒のこしけり
雛の見つむる来し方の道
つばくらめ窓にひらりと閃めきて

天野正三捌
天野正

白根順

中和
三澤律
松澤晴

ナォ窯出しの青の美し雪解晴順
汐のしめりを海がつれくる晴

悲しいよ関節痛は慢性に正
僕が直してやるという友晴

冬うららいざなわれしはラブホテル正

寒析耳にきもの着なおす〃

野良犬のどこからか現れついてくる律

談合多き政界の裏〃

華やかに叙勲の宴の酌に正

ピアノソナタの曲はやさしく晴

若月へ金木犀の匂い初め和
外国船がつきて爽やか順

聞きたくもあり聞きたくもなし〃

ナゥ八雲忌の怪奇ぱなしのおそろしき和

ＮＴＴ宣伝中のドコモです晴
温故知新の筆ののびやか順

︵於・芭蕉記念館︶

遠まなざしに星の朧さ律

連句の座なごやかに暮れ花篝正

平成六年二月二十三日首尾
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垣根にのせて長靴を干す
稜線を静かにはなれ望の月
田水を落とす音のおちこち
ゥ上京のくったら市で買う土産

ゴミを集めた清掃車くる
長き髪かきあげっ出る露地の奥
何処かで逢いし人に似ていし
警部補と女囚の恋はゆるされず
ぶらりとさがる竹のモビール
暑き夜の月はいびつに膨らみて

仏壇↓にあるメロンが匂う
地の果てしなく心ひろびろ

思い立ち北海道のひとり旅

風船売りの言葉少なく

花ふぶく下に馬券の散らばれり

ノノ順晴〃律正和順美乃枝子三
和律和晴ノノ

八東京・あした連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃曾良像﹄

山茶花こぽる走り根の径

曽良像の荷の濡れ易し初時雨

山元志津香捌
山元志津香

吉元

住田一品

戸田徳子
白崎冨美

士心

集いたる女系家族のはなやかに
衣裳のはなし吾が子のはなし

るるるりりりと澄める郡郵

徳

酒井郁郎

留学の無事を祈りて祀る月
文こまやかに絵葉書を出す

士心

一再国

Ｉ
有
Ｉ
有

圭心

ゥ秋潮の香を十方に都井岬
こっちの水ああまいぞうと誘われて

いつかいい仲詐欺常習犯
何探す位置定まらぬ風見鶏

托鉢僧は駅にふんばる

梅雨の月母なき里の遠くなり

罐のまま呑む冷し焼酎

２

漆掻き掻き終えし瘡そこらじゅう

宇咲冬男

士心

亮
Ｉ
有

ブラジルの暮しに慣れて花惜しむ

郁

螺細の筥の棚に燦然

カイトの列の窓を横切る

ちりぬるをわか空は空なり郁

ナォ永き日をいつ気に読みし﹁大往生﹂亮

買えるでしょかあの頃の森冬

へそくりをパッチワークに縫いこんで志

近松ものの顔見世のごと郁

手を曳いて歩いてみたし雪女郎亮

置いてきし嬰のことなどふと案ず志
スナック菓子をのべつまくなし亮

新車なる４ＷＤの黒シート志

寒川神社の絵馬のかたかた富
明月の空よぎり行くはぐれ雁郁
マップ広げてそぞろ身に入む徳
ナゥ松茸は韓国産でございます亮

ぐらり傾くままの内閣郁

倦きもせずバッハ・ハイドン聴いている志

妊り猫の淑と坐しおり志

ひとり来て冥加に余る花の宿亮

︵於・芭蕉記念館︶

ボトルシップに春の漣郁

平成六年十一月二十二日首
平成六年十二月二十三日尾
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八東京・あした連句会ｌその六Ｖ

阿部朝

歌仙﹃烏雲に﹄
成田淑美捌

烏雲に砂漠へ続く西の門
春の噴井をかこむ隊商
萩谷陪加

中野稔

成田淑

子等の笑顔に優るものなし

銘菓の老舗跡目争い朝

ナォ暖かき縁に一服しませんか淑

地方紙が死亡原因追求し稔

罪々と降る雪とかす情炎朝

悪魔の知恵はオセロ狂わす悦
角巻に忍び逢う身を包み込み朝

修復のなりて聟えるホタラ宮淑
色あざやかに飾りたなびき悦

珍らしく美味なるものを幾皿も稔

ダンス貯金で祝う還暦悦

高層の最上階に仰ぐ月朝

人工芝のそぞろに寒く悦

ナゥ今まさに独歩に代り鴫叫ぶ朝

明治生まれは不言実行悦

ステッキを持てばロンドンジェントルマン朝

髭に触れいる風やわらかく稔
紅枝垂くぐりて進む花見舟淑
朝寝の夢に未来都市現る悦

蓉鰔舘蓉垂朋一一汁垂叩雷︵於・芭蕉記念館︶
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うらうらと記念写真におさまりて

大文字草白くたおやか

月譜う自動ピアノの夜想曲
下駄をあずけし気象予報士

ゥ肥ゆる馬うらやんでいる病み呆け

リュックサックで新婚の旅

山頂のひとり住いもきょう限り
酔えばまた昔の女をひきあいに

揺られて渡る細き吊り橋
月の出に水の匂える夏膜
ファインプレイの球児涼しく

父母の期待を重く受けとめて

いつか帰らん故郷は吉野
咲き揃う花の命のはく吐息
海に向いてふらここを漕ぐ

稔悦朝淑朝悦稔淑朝悦悦淑悦稔子子子美

八東京・あした連句会ｌその七Ｖ

歌仙﹁画紙に万緑﹄

子のスケッチ画紙に万緑溢らしむ

蝉鳴きたてる木造校舎

おごそかに太極拳の息吐いて

傘寿を迎えペダルかろやか

福田太ろを捌
福田太ろを

男

松沢晴美
谷田男児
小岩秀子
萩谷悦子
晴

波の穂の押し上ぐるかに沖の月

縁にころがる巨き文旦

悦
男

ベテラン女優主役交代

浜田美翠

ゥ秋遍路讃岐の町をとぼとぼと

黙って口説く蒻翠の耳輪

晴

山元志津香

久しぶり二人揃ってショッピング

軒の氷柱の溶けてしたたる

太

男

秀

士心

晴

秀

ありがとうせめてお背中流します

寒月光俳譜の道ゆくばかり

心にしみる利休の遺言

わが家系ハードロックにつぶれそう

吊り橋の綱確と引き締め
百八十度花花花の分水嶺
片角落ちし鹿に遇いたる

迷彩服を好む若者晴

ナォ快晴の憲法記念日国旗立つ悦

パソコンの出来ぬ部長を見下して志

週末だけの避暑を逢瀬に悦

カードカードで財布ふくらむ男
横たえば雲ゆったりと苑を行く秀

グラスの酒に落とす錠剤晴

たましいを蝶結びして合歓の下志

神が呼ぶもう返せない砂時計太

象形文字の謎めいていし悦
明月へ開く古代史全十巻志
机の傷に冷えの寄りくる晴

ナゥ粗篭に茄であがりたる衣被秀

いつのまにやら皆里訓り美

腹おどり肥満あっぱれ役にたち男

山も笑いし亀も笑いし志

歌枕たどりてゆかん花の奥太

春昼の夢誘うそよ風悦

秤鰄誌︾唾盟一汁置串雷︵於・芭蕉記念館︶
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八町田・あした連句会えびね支部ｖ

敦煙

脇起歌仙﹃微笑仏﹄
大平美代子捌

窟中の花の匂いや微笑仏宇咲冬男
流砂の山を掃きし烏風大平美代子
昇る気のまだある凧の止められて松永倭子

いつまで続く石蹴り遊び大坪万里
月明り檜造りの廊下古り渡部孝子
ひとの足音に竈馬跳び出し矢倉澄子
ゥうそ寒く畳におどる影法師平野三枝子
チャールストンでいつか結ばれ中島さっき
主夫とひもどこが違うの今の世は依田みどり

転げ落ちたる宮の石段三

大もてテレビ料理鉄人下田妙子
日本酒と洋酒ないまぜ宿酔い澄

病室をのぞく真赤な夏の月さ
露地の奥迄打ち水をする万

ブランドものに眼鏡買い替えさ

小商い魚の鮮度のやや落ちしみ

梅開く古城の濠に夢うかべ倭
ガンデン噺子壬生の狂言三

ナォ帰り路野の陽炎にとりまかれ孝

低血圧で朝起きられず妙
友来り故郷の香溢れしめ孝
うわさ話は蜜の味して澄

晴れ着きしままに抱かるるもどかしさみ

白粉彫りにうかぶ寒紅孝

極道の妻といわれて年逝かす澄

全国かけて巡る教会倭

松茸狩りのあした楽しみ孝

崖下に車飛びこむ事故死あり三
うからのなかに狂いたる人さ
月無心皓々として澄みわたるみ

一億円の効果あれこれさ

倭

ナゥ村おこしいるか馴らして芸仕込む倭

選挙終え片目達磨に両目入り

人間万事塞翁が馬美

舂惜しみつつ廻す地球儀三

夕鬚るわたしのさくら秘密です澄

平成六年四月四日首

平成六年四月十一日尾
︵於玉川学園文化センター︶
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ハ熊谷・あした連句会ニットモール教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃夕顔や﹂
宇咲冬男
田村登美
山司英子

宇咲冬男捌

打水清し露路の入口

中和枝

夕顔やひとのことばの匂いけり

ふっと現わる雁の一群

蓮見林

沢田乃芙子

広い地球の狭くなりたる英

ナォ弥生尽親元離れひとり立ち林
朝の小言も聞くふりをして登
長電話出来ないのよと長電話絢

なつあけ

スポーツカーで飛ばす夏暁乃

ペディキュアの眩しく見える海開き半田幸子

登

かにかくにすったもんだがありました和

町並保存表側だけ英
資料館古物店へと成りさがり
偽も尊し観音菩薩冨

月光に頭をたれん草も木も絢
あすを侍みて蛇穴に入るた

ナゥ障子貼る母の手先をなつかしみ林

柱の疵の古りしふる里浪

マックスと言う二階建新幹線和

視点変えれば四角も丸く英

夢かうっつか春の灯栗原英甫

熟年の肩に重たき花衣幸

︵於・熊谷ニットモール文化教室︶

平成六年六月二日首
平成六年九月一日尾

く1

清水うた子

洋酒工場旅のコースに

新装のビルに老舗の賑いて
年代ものの絵画目をひく
点景の野末にのびる月の道
ゥ山の色さかさに映す秋の湖

柴崎絢子
山崎浪江
小熊廣美

高橋たかえ

白根順子
関根雪子

印度娘の胸の豊満

微笑んで民族衣裳お出迎え

強い近視は血統にして

ナマステもアロハも抜きの恋なりし

悴みて志功の刻む月いびつ

川岸一邑皇貝

順

東照宮に寒牡丹咲き

尺八に替るフルート﹁越後獅子﹂

絢

野口清子

和

するするあがる鍛帳の綾
花の雨川の流れにある淀み

大掃除して気分転換

−ノエー

ハ熊谷・あした連句会ニットモール教室ｌその二Ｖ

白根順

歌仙﹃木の椅子に﹄

木の椅子に残るきのうの時雨かな
関根幸三

白根順子捌

みそさざい鳴く亭の庭先
半田幸
山崎浪

ついつい太くなってしまって幸

ナォハンバーグランチタイムのうららけし順

お稽古に縞の着物の衣紋ぬき浪

不惜身命道ならぬ恋順

清水の舞台で死ぬと誓う冬雪
突如の地震に枯葉舞い立つ幸

シャンソンは仏藺西ジャズは紐育浪

留学という遊学をして順

富士山が見えて帰朝の祝賀会幸

信樂焼の壷が据えられ順

望月の釈迦三尊を照らしおり浪

やさしく流る落鮎の川順

右往左往の玩具の兵士雪

ナゥ俎板の音冷まじく厨辺に幸

ほっとひと息ニコライの坂順

リモコンのロボット競技いま盛ん浪

きょうを限りの暖炉納めり

君が代の花咲き継ぎてとこしえに雪

平成六年十一月十日首

︵於・熊谷ニットーモール文化教室︶

平成六年十二月十二日尾

−う2−

絵筆とるオレンジ色を生き生きと

コーヒーカップ少し大ぶり
歌詠みて月の都にとどまらん

砂を褥の浜の仲秋

予防注射のちくんちつくり

ゥ栗の毬いずこより落ち腕を打つ

新婚さんはロケットを下げ

ルワンダに救援部隊行きしこと

さらさらさらと松に風あり

忘れ得ぬよべの睦言ひそませて

繕きし洋書の重さ月涼し
聖心祭のカリョンの音

商店街は歩行者優先

仮装して幼稚園児のにぎやかに

新入生についてゆく犬

雪のごと花びらを敷く石畳

雪幸浪雪浪幸順幸雪浪幸雪順雪江子子子

清水うた子

中和枝

中和枝捌

ハ熊谷・あした連句会ニットモール教室その三Ｖ

歌仙﹃埴輪の眼﹄

風土記の丘に昇る望月

秋澄むや埴輪の眼くっきりと
田村登美
沢田乃芙子

とんぼうを追えば童謡ついと出て

問わず語りに婆の十代

乃

登

二つ

和

泣くに泣けないはぐれ人生

ゥ突然に大雨注意報だされ

千両万両活けて元旦

家系図をたどりて軸に表したり

似顔絵をかいてひと日の糧となし

登

シフ

和

オランダ坂で巡り逢いたる
ナビゲーター付きの外車に添い乗れり

乃

和

乃

登

浄つ

釣をする少年の足しなやかに

和

胸の術跡かくす恥らい
月涼し母の遺品の博多帯
小さき流れに夕顔の群

今も掛けある踊り子の像

妄つ

押し開く窓に舞い込む花吹雪

新入社員夢のふくらむ

不意に起きたる発砲事件登

ナォ白船の浮かぶ洋上風光る乃

恋人の死体にすがるいじらしさう

凧に乗るジンタの調べ登

悲しみの酒あびる程のみ和
旅に出で大草原で象に遭い乃

ふる里の山秘湯の吊り橋和

ぐつぐっと眩きはじむ牡蠣雑炊う

幼な児の背負子に眠りこけていし乃

なお読みつがる宮沢賢治う
月皓々礼拝堂の奥までも登
銀器に盛らる青き蜜柑の和

ナゥ爽やかに落成式のテープ切り乃

国家をになう名士揃いて登

平成六年十月六日首

離陸せる一直線に一番機う
心に残る言葉あたため和
水に添い哲学の道花片々乃
春を眩しく堂宇聟える登

︵於・熊谷ニットーモール文化教室︶

平成六年十二月一日尾

ベユ
〃〃

ハ大阪・あしべ俳詰塾ｌその一Ｖ

源心﹃露けさ﹂
露けさは醜の御楯の生死かな

荻の声聞け天上の月

雁渡し新空港もオープンに

銀のポットに注ぐ珈琲

夏炉の主大志説くなり

ナォ山奥にくらしひっそり平家村

失語症病む失恋の果て

不惑とは極暑と言はん齢の頃

姉はこのごろコラージュに凝る

ソバージュの髪ばらばらにネグリジェ

色無き風の渡る海峡

笛の音は月を呼び出す如くにて

一生を担ぎ屋稼業秋深し
喧嘩もすれば仲人もする

ナゥガンジスのどろ水の中嬉々として

シヴァ神祭る陽差し麗か
千年を経たる巨木の花の蔭
見果てぬ夢も覚めし春眠

秤鰄詫罐十ユ胆一軒印露︵文音︶
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ゥ襟巻を取れば笑顔の懐かしく

寮歌祭には集ふＯＢ

変り身自在右に左に

日本のＶＩＰに閑暇無し
迫りあがり来しは信太の狐にて

お止め遊ばせ中空の恋

ひや酒に舌縫れゐる愛らしさ

亨保の雛眉目らふたき

栄螺常節旅の土産に
芭蕉庵桃胄翁を偲ぶ花

東片
山

明多
迦
雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅夫

迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅迦雅

ハ大阪・あしべ俳譜塾ｌその二Ｖ

歌仙﹃初茜﹄
神々の熟睡の島や初茜
古代の風に揺るる水仙

烏の歌いひとりの手を休むらん

玉露一蓋爽気百倍

月代に浮かびて屋根のシルエット

ナォ藁葺きの山門高くうららかに

断りかねし昼酒の酔

暑に耐うるバルトークなど聴きながら

都市の死角は魑魅の毒く
政界の闇の女王の御出勤
抱きしめれば力抜けゆき

クワイと狐声を出したる

欄間にはウソッキといふ面懸かり

うっかりとおのが仕かけし罠を踏み

フィールド・ウェアも揃ふ国体

弓貝

囹目に老いて夢むふるさと
月祭る母手づくりの牡丹餅に

ナゥ稲架高くアルプスの威を仰ぎつつ

巣箱の内にかさこそと音

埴輪のかけらつなぎ合はせる
地球上戦火あがらぬ日とてなく

金毘羅に名題歌舞伎の揃ふ花
笑み交し行く弥生っごもり

秤鰄誌蓉娠朋証明雷︵文音︶

−ノノ

文化の日とはなにをする日ぞ
ゥなかなかに割れぬ﹁騎兵﹂の胡桃割

卓に拡げし北欧の地図

黙しゐていつか相寄る魂となり

ひと夜の恋の蛍追ひゅく
何のものともしれぬ地の声

たまづさを失くして雅児のしゃくりあげ

コンピューター未知の宇宙へ発信す
ＢＡＳＨＯ・ＭＡＴＳＵＯの連句素晴し

淡墨の月の絵屏風枕辺に
この底冷えが名物の町

誕生佛に象曳いてくる

ヒマラヤは花のルーツと教へられ

片原
山田

多千
迦

迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦町夫町

町迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦

八逗子．あらくさ連句會ｌその一Ｖ

歌仙﹃山茶花﹄
草間時彦捌

谷戸に迷へる冬鳥の聲吉本壯迅

山茶花のこぽるる土を掃きにけり草間時彦

床の壷日脚伸びたる日が射して北澤葭

就職せずば恋もなからむ葭

ナォ卒論をおへてのたりのティールーム王

ちょっとだけそれを守るもちょっとだけ夫

好きなこの道不惜身命夫

巴里より堕しにかへる初時雨彦

色鉛筆に十二色ありを

北斎の絵は江の島の波頭迅

酒を冷して茄子を焼いたる宏

垂直に光るビル街夏盛り葭

月明りふと知る人を照らしたり葭

平成六年十二月四日首尾︵於・吉本壯迅邸︶

春駒勇み砂を蹴あぐる葭

てのひらをくぼめて待てば花吹雪を

見慣れし土藏残る故郷を

ＯＢ會が通夜となりたる宏
叡山の朝は小坊主菜を洗ひ王

夜寒の駅にタクシーは来ず宏

選んでゐたりパチンコの台迅

耳のたぶまで沈む据風呂かさいまを
櫓田はことさら青き月今宵内田英夫
鰯雲見る屋根のぬくみに柳田尚宏

ナゥまつとうに生きていびつのとうがらしを

ゥ濠端に銀杏の黄葉拾ひつっ鈴木雪王

頬杖ついてもの思ふ夜葭

あの窓辺少女とオルガンいぐさ前夫

十年を経てはしなくも遭ひ葭
抱きとめて衰へ知りし人の妻迅

涼しき月の中天に浮く葭
水洞れの道後の町は朝曇宏

ゴマ塩頭八の字の眉を

早や草萌ゆる城跡の原王

軍服の写真にありし父の顔迅
花びらは宅配便に降りかかり夫
うぐひす餅の色に惚れこむ宏
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ハ逗子．あらくさ連句會その二Ｖ

歌仙﹃蝉時雨﹄
草間時彦捌

ナォビルの間をとりどりの色春衣葭

今夜の浮気誰としようか彦

濡れ髪を指でかき上げ待ってたわを

をんな夜明けの息づかひして迅

白樺の若葉の林かぐはしく彦

野邊の行列土手の草道葭

なにを蕊く埴輪の馬に耳ふたつを

朝々や旱二十日の蝉時雨草間時彦
侘び住む庭に浜木綿の風かさいまを

出稼ぎの父より便りワープロでを

濱の畑は黍折れてをり葭

早鐘はしる地吹雪の中を

夜の秋の小鼓の音垣こえて北澤葭
ねむたくなりし眼鏡拭きをりを
民宿に布団敷きのべ月明り吉本壯迅

ノクターンショパンを選び月今宵を

彌勒にも似た女佇ちゐる夫

秋蝶ねらふくもの巣づくり夫

きのこ栗など吹き寄せにする内田英夫

ナゥままならぬ生老病死引きずりて夫

ゥ菊守のいっこくなれど人のよきを

遊びはぐれの昭和ひとけたを

山の湯に楚々とは言へぬ腰を入れ柳田尚宏

不思議なる夢くりかへしくりかへし迅

平成六年七月三十一日首尾

︵於・笠井真男邸︶

夕べを遠く霞む山なみを

季節はずれの貝は喰ふまい葭

生きのびし療友ばかり花の宴宏
春あけぼのの水輪ひろごるを

パーティーに置かれし椅子のみな低く迅

トイレの窓に寒の月光宏

石投げて水と語らふ冬河原を
一人芝居に客はパラパラ宏

たなぽたの首相の眉毛愁ひあり宏

晴れのち曇りときに小雨もを

街めざむごと燕もどりて夫

逢ふさより離るさの繁き花の頃葭
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八上野市魚町・伊賀連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃我宿は﹄
我宿は蚊のちひさきを馳走かな

夏落葉敷く三曲の坂

恒岡成弥捌

丸山ひるむ

松尾芭蕉

ナォ差入れの田楽持ちて仲間入り啓

歴史が動く西に東にふ

立てシある琴拭くや奏でし大西ふじ枝
暮れそめて淡き稜線近江冨士豊岡はつ子

ＤＮＡニコライニ世を実証す山村かつ子

無重力内目高産卵き

登りゆく人力車夫は汗まみれ照

強く抱いてとにじりよる膝小山一枝
重なれば帯を解くのも大胆に上杉知栄

奥出美子
山出はるお

碑はあじはひ深き名句にて

舌にまるばす玉露一煎

野合と言はれ呉越同舟政

操短の残業カット夜の長し水島三造

紡ひ綱音きしませて月の宵

恒岡弘二
細野幸助

トタンの垣に当たる猪つ

ナゥ月明り萩浄土へと案内さるは

去来の墓はまこと小さき治
俳譜の旅の途上の野立席知

形おもしるや松はおぼろに恒岡成弥

アルプスのふもと遠くに花の雲小川攪子

名利も要らぬ里の生甲斐
美

平成六年六月十四日首尾︵於・幻住庵︶

永田照子

充

村井充子
山口啓子
川本政子

堂山つや子

水を豊かに秋暮るる湖

ゥにごり酒女ばかりの直会に
恋するやらんうるむ瞳を
信号の変らぬうちにキスしましょう

夜咄果てし縁に見る月

仲よきことは美しきこと
親善の陛下に一首贈られし
突然に法相の椅子廻りきて

弘

羽野きよ

寒行僧の声朗朗と

東貞子
村田治男

山村としお

舞ふがごと小兵力士のはなれ技

そろそろ蠅の生る頃ほひ

ケーブルテレビ普及便利に
花守の門を閉めたりしだれ園

一ラ8−

八上野市魚町・伊賀連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃梅雨晴間﹂

幻住庵木の葉まぶしき梅雨晴間

笑顔の主椎の花指す

今もいそしむ俳譜の道

父の日のプレゼントにと本買ひて

山村としお捌

山村としお

村田治男

泥の手並ぶジャンケンポン貞

ナォ大声に話弾みて草の餅山村かつ子

ラピートの試運転行くエアポート啓

飾るはなみち首席代役か

昼寝覚め先づ一杯の水旨し川本政子

政

ジーンズ素足若やいでみる美

お立ち台Ｔバックでも衣という

夕暮公園影二つづっ永田てる子

平成六年七月十三日首尾

︵於・大津市義仲寺︶

翁生誕の麗かな街恒岡成弥

城山の花見の宴の鮒にて

新装の仁王の布の十重二十重弘
鳩のむれなか道分けすすむっ

ワールドサッカー終盤近づく三

ナゥ彼岸花ショーウインドに盛り上げて

トンボが襲いナイター中止礼

挽き馬の背に高原の昼の月水島三造

流れ逆巻く雨後の渓谷小川礼子

ポケベルのように添いたき君傍に充

小山一枝
細野幸助
上杉知栄

堂山つや子

ワ秋祭近し露路から嗽子の音

大西ふじ枝

豊岡はつ子

ロングヘアーの娘朝シャン

知

何虚も彼虚も栗の豊作

向ひ合ふ明るき窓辺見合席

と

は

送り出て話のつづき望の月

旅の一と夜の愛たしかめて

東貞子

山口啓子
恒岡弘二
奥出美子
村井充子

き

羽野きよ

両の手と背に子コンビニエンストァー

難問山積内閣船出

小刻みに下駄の音響く東ての月

よごれよごれて恋猫帰る
ヒューストンエリート達が未知へ旅

ミステリー列車何処へ着くやら

咲き初めし市長手植の花若木

港はるかに蜆とる人
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野村昭生雅姉の墓碑開眼

ハ伊勢・五十鈴吟社ｖ

半歌仙享化満て

語りて霊きず友と永き日

シクラメンピアノの音にほぐれ初む

古い木椅子に陽の当る窓

愛犬が入院中としょげこんで

づ

月涼し頭の見えかくれ潮仏
われ
酒つぎ乍らその由い縁
きく

べルトの穴が叫ぶ減量

温もり残るげんまんの指
赤い糸予感していて結婚す

おふくろと呼び始めれば親離れ

耕前掛け紐きり易締む

ゥ雁渡り千木形に削ぐ神の箸

新蕎麦を打
つ主皆おく
なりそ

湯治場へ駒下駄軽く月明り

仇名でわかる人の性格

厨辺の浅捌は海の香を吹いて

花満てり解く開眼の碑の白布

り

春を待ちつ鼻貼絵する午后

衆議判

同

野村佳津
名古則子
山口圭子
福田重子
中西晴風
重

津
圭

同
同
風
喜多さかえ

之

圭

津
之

重

︵於・伊勢市・中村館︶

平成六年六月二十三日首尾
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ｰ

八東京・市ヶ谷連句会ｖ

歌仙﹃秋晴れ﹄
秋晴やノーネクタイも酒落の内

野口里井捌

阿部喜美子

野口里井
山本朝子
宮下太郎

置き忘られし朝顔の鉢

テレビに見とれ時は過ぎゆく

ナォ逝く春のキリシタン像礼拝す

スパイスの香のこもるキッチン

雲のすきまの空の群青
腕試し外米見事皿に盛り

夏合宿筧の水で顔洗ふ
朝から暑き浅間噴煙

旅行会一人も居らぬ露天風呂

法蓮華経声の高まる

ミニスカートの膝が可愛ゆき
親同志いずれ夫婦にするつもり

月高く団扇太鼓の叩きあげ
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老夫婦二人だけなる月の出に

井

あぐらをかいてつまむ枝豆
ナゥ渡り烏波の間に間に漂ひて

橋本多佳子
太

絶えて久しくなりし文音

強い日差しのつくる片蔭

喜

仮住居束ねし本を積み重ね

沙羅咲いてロケが来てゐる街外れ

うそぶくことも芸のうちらし

ゥいつしかに客商売も慣れてきて

井

平成五年十月吉日首
平成六年八月吉日尾

子猫幾匹生れし鳴き声

曙の浅き夢見し花疲れ

南に遠き山のむらさき

多

肩寄せて矢切の渡し待つ時間
みくじもとより別々に買ふ

一旦ロ

太

井

哀れ株式配当二円

太

新聞に平成不況の文字躍り
新宿のピルの谷間に寒の月
マフラーもなき異邦人群

井

多

一皇宮

多

聞き慣れぬ言葉の唄が流れくる

故郷思ふ心いとほし

この度は北山の花訪ね見ん

草餅時の名店のもの

執

筆井太多井太多井太井多喜太井多喜太井

ハ市川・市川俳譜教室その一Ｖ

半歌仙﹃いみじき夏﹄

連句碑を建てていみじき夏とおもう

今泉宇涯捌

今泉宇涯
牛尾清子
湯橋喜美

さっと流るる紫陽花の風
登校の子等駈けぬける声のして

伴和子
小田夫佐惠

久禮ちえ子

留守番電話聞きとれぬなり
松ケ枝を離れしたたる宵の月

牛尾清子
喜美

喜寿と傘寿を祝う菊酒

字涯

ワ小鳥来てミシンに赤き糸かけて

一姫二太郎三はまた姫

おとど

簡単に大臣になれるものならば

喜美

ともしび

尾高せつ子

業平橋にせめて名を貸す

料亭の灯ゆれる川の面

喜美

ちえ子

富樫泰子
勝田みつ子

せつ子

リハビリ終えて贈る餅米
縄文の杉くっきりと雪月夜
群を呼び合う猿の声凍っ
清水の舞台より見る京の町

朝のお膳にうまき漬物

石渡夢八

宇涯

産卵急ぐ乗っ込みの鮒

花篝燃え尽くしたる灰のあと

秤鰄秘等壮朋十他甲誇︵於・市川俳譜教室︶

︵註︶本作品は本年六月︑市川の東菅野なる真言

連句碑を記念したものである︒︵宇涯記︶

宗不動院に建立された我が国三番目の現代
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ハ市川・市川俳譜教室その二Ｖ

半歌仙﹃松の芯﹄

枡を返す雄子のひと声

佳き日この松の芯こそ賞ずべけれ

今泉宇涯捌

神様がやきもち妬いて地震となる

銅羅しみじみと夢多き旅

そよ風にウェディング・ドレス鎌えし

ジグソーパズル遂に仕上る

あすの朝顔何いるに咲く
ゥ角樽は叙勲を祝う新走り

ふと匂う畳表の月の土間

黍穂

孝子

薮彦

冬樹

塚本田天志

牧野岩を
石渡夢八

浅野黍穂

平成六年八月六日首

今泉宇涯
引地冬樹
伊藤薮彦
伊藤孝子

谷中に住う象牙細工師

冬樹

平成六年九月二十七日尾

海女の路地より出ずる自転車

月明に涼しく浮かぶコンピュータ

岩を

︵於・市川俳譜教室︶

〆旬

壺焼に談笑の輪の拡がりて

河童の皿も旱紘に干す

のである︒︵宇涯記︶

五月︑藍綬褒章受章によりグループ全連衆が
祝意を表して張行し︑扁額として贈呈したも

︵註︶本作品は当教室員引地冬樹氏が平成六年

夢八
黍穂

あんばんが間食に出るボランティア

俳句講座を聞く管理職

岩を

宇涯

練乱と観音菩薩に花吹雪き
地球傾け揺するぶらんこ
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八市川・市川俳謂教室ｌその三Ｖ

歌仙尋化野﹄
流れる雲にかかる夕月

おちこちの花野に立ちて句を案ず

藁屋根に落鮎を焼く香の満ちて

子供が遊ぶ木皿大鉢

今泉宇涯捌

ナォ語り部の話の間に亀の鳴くせつ子

為替相場のより円高に夫佐惠

続々と二世三世里帰り喜美

没り日の空に富士のくっきり泰子

ヒッチコック思い出させる烏の群夢八

じわじわ解ける口にかちわり喜美

今頃は田草取るかも父と母泰子

玻璃に書く文字美しくしてちえ子

巨きな乳房持てる神々夢八
発掘の陶に曜歌の歌枕喜美

六甲の瓦礫の山に月蒼し清子
仮の墓標に過ぐる秋風喜美

ナゥ干柿に笑顔の戻る昼下り和子
テレビドラマは徳川吉宗夢八

排ガス規制地球ぐるみで喜美

五糎の段差つまずく齢なりちえ子

おみくじの吉ひきあてて花の旅勝田みつ子

平成六年十月二十九日首

︵於・市川俳譜教室︶

旬を彩どる若筍の膳夢八

平成七年二月九日尾
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出欠の便りは喜寿のクラス会

蜻蛉の生るる渓川の石

ワ夏祭古老の腕のみせどころ

ほのかに匂う刺青の肌

駆落ちのその後知らず戻り橋

既成政党細分化して

節操の凍りきったる月の量

師に従いて枯葉道ゆく

夢かうっっか臨死体験

本尊の菩薩の像を胸にして

盃をかたむけ知床旅情

不意に入るエアポケットに声をあげて

船団を送る岬の花吹雪
右に左に蜷の曲れる

み泰夫久喜和ち宇
喜つ
佐
え
夢ち
せ情
え泰和つ
宇
宇

勝冨小西湯伴久今
田樫田原橋
礼泉
尾牛
高尾
石
渡

涯八子子子子子涯ノノ美子子惠女美子子涯

ハ市川・市川俳詣教室その四Ｖ

半歌仙﹃恵方道﹄

上谷昌憲
伊藤薮彦

上谷昌憲捌

晶々と真竹の匂う恵方道
屠蘇の機嫌の親子三代

牛尾渭子

み

日目

彦

み

勝田みつ子

わが庭の梅今が見頃よ

きかん気の仔猫いささか手を焼きて

打ちかえす竿に遅日の月昇り

男心を自由自在に

灯りそむる湯けむりの峡
ゥ名物の辛子煎餅後をひき

み

冒日

省略すぎし水着はやりぬ

清

タレントのすったもんだの週刊誌

孫が来てあっと云う間の夏休み

彦

日日

清

み

み

清

彦

影がちらちら次の内閣
山上湖抱えて峯の月蒼し
はるばる尋ぬ鈴虫の寺
玉手箱明けて浦島秋の浜
明日退院と風のささやく
縦横に禽の径ある花の雲
一宇一管律のうららか

平成七年一月三日首尾︵於・市川雲遊亭︶

−6ラー

ハ市川・市川俳譜教室その五Ｖ

歌仙﹃露済柁﹄
今泉宇涯捌

浅野黍

伊藤薮

今泉宇

刈田を囲む山の紫

露涛花伊勢路へ急ぐひかり号

十三夜虚空へ笛を吹く影に
ひとの手渡る嬰児の御機嫌

牧野山石

とことん義歯に金かけて見る穂

ナォ忘れ字を似たように書く四月馬鹿を

登校拒否がつぎつぎに殖え宇

拳銃をかくす社の縁の下彦

乳房の裏の汗疹まさぐり穂

お胎の子どうしてくれると泣きつかれを

柳に風の銀座八丁引地冬樹

悪態をつくだけついて与太鴉石渡夢八

ぎっくり腰の癒えてゆく日々彦

のけ反って仰ぐ写楽の大首絵樹

居待月角ピン枕に破壊僧八
焙烙赤く新胡麻を妙る穂

穂

ナゥ夜なべする友たり泰の青年は八

治安よるしき国を学びに宇

シャシの生地形状記憶済みという

パントマイムの身振りおかしき樹

花道をうづめつくせる花大樹宇

平成六年十月二十二日首

︵於・市川俳譜教室︶

ぼろんぼろんと沖の流水伊藤孝子

平成七年二月二日尾
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しみじみと壁の名画に見とれいて

涼しげに置くガラス灰皿
ゥ甚平から膝のはみ出す冷し酒

なかなか進まぬ税制改革
軍団と言いしランナー紅をつけ

別れ話に裂けし砒

蕎麦饅頭の甘味ほどよく

世故たけし仲人もまた四苦八苦

凍る舗道に響く靴音

着膨れに繊月かかる温泉の街

ビル建って今引退の日本丸

栄枯盛衰世の常にして
花の門駈込寺のかまど猫
春雷ひとつ湖をふるわせ

彦を宇穂を彦穂宇彦穂宇彦穂宇彦穂彦涯

八市川・市川俳譜教室ｌその六Ｖ

半歌仙﹃枯蓮田﹄

凍て鴉飛ぶ青銅の屋根

弘法寺の晩鐘かすめ枯蓮田

今泉宇涯捌

猪瀬六郎
古山春生

沢口てる子

今泉字涯

高速道路渋滞となり

太平をさます地震のおそい来て
てる子

滝田呆介

むら雲の去りて輝く夜半の月

枕辺にある忘れ絵扇

ゥひらがなの暖廉が揺れて山葡萄

呆介
呆介

春生

慕情とはもとより丸きものならず

小林霧子

恋によろめく四季咲きの花

まだ降りやまぬ夜の麦は

鈴木いと
春生

呆介

てる子

不景気の風に押さるる永田町
後手後手になる被災の手当

一部落一つの姓に夏の月

湯上がりに飲むアイスコーヒー

いと

舂生

てる子

タ明り棚田のあたり迷い犬
遍路の旅に姉妹そろって

宇涯

水玉ひかり春のプリズム

平和なる花吹雪かせて車椅子

平成六年十二月二十八日首

平成七年三月二十二日尾

︵於

市川俳譜教室︶
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八伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃按針﹄
石渡蒼水捌

沖の帆舟を容れて納涼
中野和

宮沢次

中根明

石渡蒼

早発ちの旅の仕度に付き合ひて
稲木親

ォ按針の碑やふり注ぐ油照り

地球儀に見る戦なき国

ナォ学舎の窓をはなる鼻紙風船次

病気平癒を祝ふ赤飯水

貧しくぱまめに働くほかはなし和

日ごとに伸びる草は身の丈美

夏の朝現金輸送雲はる鼻〃

挟れひと湧きのこるおくれ毛親

猛暑に追はれどこが逃げ道親
めん棒で広げたやうな薄い雲和

水が欲しいよ日本列島次

蛇のごと身をくねらせるエクスタシイ和

高層に月を掲げて寝静まる水

宇宙探求秋の夜の夢次
天城峠に吹く風白し美

ナゥ落鮎の苦味の旨味確かむる親

橋がかりゆくシテの摺足和

歳を経て師の美しき過去未来〃

平成六年七月十七日首

索道にまでもちりばむ花吹雪次
思ひ出ほろろ蝶の連れゆく親

︵於・伊東市社会教育センター︶

平成六年八月七日尾
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水生る易つくばひの中月浮かぶ

うしろ手に閉づ虫の枝折戸
ゥ梨剥いて忘れしことを思ひ出す

灼熱の恋送るファックス
魔術師の杖の一卜振り子を宿し

安全祈願の祝詞奏上

気の焦り薬草辞典捲りつつ
試歩の足どり満点の笑み
冬の月こ−んと狐啼きさうな
ミラ−をよぎる雪の女郎か

長寿眉毛の続く三代

直送の香りひろげて酒の席

野遊びの背に夕日移らふ

花の昼万葉人︵びと︶に納りて

美親和次和美水親次美水美和子女男美水

八伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃春の雪﹄

椿求めて駅は満員
大高サチ子

石渡蒼水
宮沢次男

石渡蒼水捌

受験子の瞳の硬さ伝はりて

サ

水

ォ湯の町の雀戸惑ふ春の雪
手作り弁当飾るいろいろ
船軋む音の奏でる月の浜

水

次

吾にかへりて露の重たさ
ゥ秋雲のほかりほかりと西方へ
テレホンカードに伊豆の踊子

サ

次

次

水

″

″

赤提灯のあかりぼんやり

ひとときの逢瀬を惜しむ街はづれ

共同作業は村のしきたり

ふるさとの古刹に烏を誘はむ

水
次

団扇の俳句誰ぞ拾はん

サ

乾杯のビールの泡が月はじく
側にゐしお地蔵様は知らぬふり

次
サ

畝のとほりに麦の寸伸び

友の住ひは初虹の中

カラオケを歌ひし海女も花の人

高速道を老女横断水

ナォ昼火事に総立ちとなる目借時中野和女

煤けた土間で羊雲を切る和

取り立ての野菜の束は泥まみれ稲木親子

何処へ行くのか綿虫の群和

木枯しに客待ち顔の若い車夫中根明美

﹁ゆうパック﹂中身に母の愛の文親

一ト目惚する見合ひの写真美
口紅の付いた茶碗が気懸りに次

どたばた続く政界の変美

月明り宴尾を引く遅速の歩和

稼ぐ夜濯ぎ眠る子宝水

ナゥ凶作の俵の軽さこたえたり次

狢むささび谷戸は恐し美

少しづつ復調なるかこの景気和

不安を流す米の研ぎ汁親
緊張の新入社員に花吹雪和
磯鵯に日の暮れなずむ美

︵於・伊東市社会教育センター︶

平成六年二月十三日首
平成六年四月十七日尾
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ハ茨木・茨の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃月の出﹄

爽やかに継ぐ伝統の芸
長尾信子

高見一西

宮下太郎
近松寿子

近松寿子捌

温め酒連衆すぐに打ちとけて

薗理恵

月の出やつ畠と開ける舞扇

長き眉毛の賞でる砂肝

太

谷合にまたたびの葉のちらちらと

クーラー弱に直す高速

奥村富久女

信

一西

寿

煙が先でぽっと火の点き

ゥ週刊誌見出しばかりが面白く

解きし帯紐蛇となる夢

太

わだつみのいろこの宮の物語
密林の奥に聟ゆるカジュラーホ
ッーリストからまた電話くる

寿

寿

一邑

理

言
イ

一西

理

悴みの留守番猫へ月ななめ

師走の街にまねき看板

継母の供して橋を渡るなり
切れない縁のやがて消ゆるか
花の昼自動ピアノが鳴りだして

かすかの風にきしむ鍬篭

ナォ巡礼のあとさき飛べる白き蝶太

包帯の手にしかと鳩杖信

ふうわりと笑えば雛に埋まる目茜

憧れどころいつか恋めき富

地震ふれど片時忘ることのなく理

島の配所に響く濤音太

汗散る見得に大向う湧く茜

ナポレオンボナパルトとは拙者の名寿

あかあかと参道照らす夜店の灯信

むかし酔いたる酒と哲学富
有明の絵師は奥津城考える理
五千の霊へ董れ※野路菊寿

終止符忘る黄連雀なり

信

ナゥくるくると二十世紀の皮剥いて太

お父様にはちょっと内緒に富

ＦＡＸの吐き出してくる子の便り茜

花吹雪渡り廊下のその昔信

平成六年九月二十日首

何やら恐い春の過ぎゆく執筆

︵於・芦屋谷崎記念館
ウラより文音︶

平成七年五月吉日尾

※野路菊：・兵庫県花
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八茨木・茨の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃奥池や﹄※
近松寿子捌

奥池や地にも空にも冬紅葉内田美子

小春の縁に出迎えの猫富澤弘
愛蔵の瓢の酒を携えて久保田夜虹
遠景望み尽きぬ語らい長尾信子
ビルとビルつなぐ庭園下弦月出来千恵

ざくろと槙櫨絵の題材に虹

ゥ鴫の鳴く里去りがたく胸虚ろ恵

マイクを執れば離さない癖美

ナォ繭ごもる湖畔の宿にキルト縫う美

終末という地球環境虹

落ちこぼれ固まりあってつくる影弘

凝縮の刻を惜しみて発光す恵
人形のごと抱かれるまま美

冷し紅茶でちょっと一服弘

文楽のお初はよよと泣き崩れ信

野々宮社横なぐり雨どしや降りに虹

菱の実わけて跳びはねる鯉信
どこまでも金波銀波に月乱舞虹

夜食のあとの睡魔楽しむ恵

ナゥ錆ついた有刺鉄線阻む道美

美

積りつぐ雪を涙ぎに曲はサティ

虎落笛聞く国境の村弘

ロケの現場に届く弁当恵

駈込み寺に振袖の客弘
結び文管矢立握りしめ信

花の御所母の哀しみ包めかし美

︵於・読売テレビ六甲山ヴィラ︶

平成六年十一月二十六日首
平成六年十一月二十七日尾

陽炎ゆらぐ千年の古都弘

サテンのドレス躁の丈恵

夢見も良くて短夜の月信

ふところの﹁虹の岬﹂を取りいだし虹

新・新党の党首難航弘

籔付きの定期預金の競い合い弘

赤い砂漠に殿下妃殿下美

手打ちしてペルシャ絨椴買い求む美
外交の極みの笑みよ花満てり近松寿子

風と戯むる衣掛柳信
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八茨木・茨の会その三Ｖ

胡蝶﹃烏の瞳の﹂

オモテ烏の瞳のみなこちら向く冬木立

高見茜捌
池上栄子

奥村冨久女

高見一西

水谷千代子

一西

沖のかなたに鱗波たつ

品部一朝

ナゴリ風立ちぬ白いくレーを斜かいに美

ローランサンの悌を追う弘

冤罪はれる雪解けのころ栄

山小屋の壁にびっしり富士百景茜

初虹かかる産土の森

花莚野びる・いかなど取り廻し茜

平成七年一月二十九日首

︵於・茨木市福祉文化会館︶

平成七年三月十九日尾

苛句

着ぶくれてゆく分校の子ら
大架橋銀線あまた張りつめて

雛納める函こまごまと

栄

弘

一西

宮澤弘
内田美子

栄

一邑

茜

吉田

宇宙への想いは遙か春の月
忍びてもなお色に出でつつ

ナヵうらうらと歌ぐるいして庵住まい

始業のベルにマンガ本閉ず

こ
相抱き衣通姫と皇み子
沈む

瓜冷やされし裏のせせらぎ

三浪の髭たくわえて暑気払い
地下室に幾歳眠るブルゴーニュ
トランプめぐる指しなやかに

出陣のかたみに残す詩一篇

夕闇の中回り灯籠

かくれんぽ大きく月兎のぼりくる

無人の駅に群れるこすもす

一ノニー

八茨木・茨の会ｌその四Ｖ

半歌仙﹃獅子峰る﹄

フルートにのりゆらと陽炎

薗理恵捌
横山康

薗理

寺つ

獅子嘩る獣舎にながき春の午後
出来千

︵於・茨木市福祉文化会館︶

平成七年三月十九日首尾

−／コー

行儀よき葱の擬宝など数えいて

宿の亭主の入れるグァテマラ

秘蔵の呉器を祖母に讓らる
南国の天守を照らし上る月
すすき波うっ果て無しの山
ゥ幾千の民中辺路へそぞろ寒

恋多き女といわれ歌姫の

眼に胸を射られたるまま
公安の暴きはじめる裏の裏

大迷惑は籠のカナリア

月斜めＳ字に映えるアンタレス

自称善人茅の輪くぐりぬ
樽酒を酌む小座敷の二郎君
風をとらえて地蜂とび立つ

潮騒へ泡ぶけるごと花盛る
うらら夢見の覚めて惜しくも

千康康理千理理千康理千理康千理恵恵子

八岩手・北上の会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃若葉﹄
牧童の声透きとおる若葉かな

どこまで続く黒蟻の列

小山百合子捌
小山百合子

輝

百

菅原多つを

橋村浜子
小林輝子
村谷木泉

浦の田圃の案山子傾く

木

ままごとの道具並べる筵のべ
腕まくりするジーンズの母
満月に浮かび出したる沖の島

ゥ秋たけて白鷺城を天に置き
たちまちに沸くポット珈琲

浜

帰りしな何時もの電話かけておく

百

多

輝

輝

浜

木

浜

土地転売の長者番付
百万遍念仏へ婆寒の月

百

多

ホテル案内あれこれと繰り
うっとりと夢を見ている膝枕

空港で買うタオル歯ブラシ

酒に談義の続くおでん屋
外相は半島大陸かけめぐり
曲り家をつつんでゆける花吹雪

亀鳴いている義経の道

平成六年六月十日︵於・北上市東公民館︶
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八岩手・北上の会ｌその二Ｖ

半歌仙亘番草﹄

小山百合子

菅原多っを捌

尻ならべ一番草の夫婦かな
また立ち上がり払う馬岫
加藤りほ子

橋村浜子

菅原多つを

なかなかやまぬ美容体操

調律師ドレミファいくども確かめし

多

村谷木泉
百

姉と妹が鳴らすほほづき

浜

黒松の続く岬に望の月
椅子に組みたる美しき脚

ゥ菊人形錦の御旗打ち立てて

木

り

手に弄ぶロス行き切符

肩寄せてナポレオンなど酌み交わす

円高の急騰縁の切れ目にて

牡蠣飯を盛る浄法寺椀

木

り

浜

百

多

腰落ちつかぬ通産大臣

明けきらぬ町走りゆく救急車

多

月冴ゅる南部曲屋おしら様

朝日に浮かぶ姫神の山

百
浜

拝領の小太刀を飾り花の宴

三十六峰すべて朧に

平成六年七月一日︵於・北上市東公民館︶

−7ラー

八松山・宇宙連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃忍者屋敷﹂

紫匂ふ庭のせんだん

松永静雨捌

渡部晃

松永静

永井政

戒能多

ナォ遠足の列が伸びたり縮んだり長戸弥香

豊けき海に雑魚を放てる政

やねこいぞいなげな物をうづんだぞ和

親に隠れて今日も祇園へ香

飛ぶ烏も落とす気負いの御曹司多

株で損しておきし毒乱籟

滝垢離に鉢巻締めて合掌し西

太古のままに撫の原生静

つぎつぎに観光バスが行き交いて政

北の味とて求む初鮭籟

秋陣営の政治改革和

手をかざす芦火の果の月朱く晃

卒寿の祖母が風邪を引くなと政

ナゥラグピーの試合間近かにせまり来る多

五千円たたんで挟む免許証西
失せもの出づと今日の占い晃

−／

郭公や忍者屋敷の静けさに
隣合ふカメラ片手の老紳士
膝の子供の眠りこけたる
更くるまで観月船の笛太鼓
松末竹

大月西

︵於・松山市・西女庵︶

庁舎の壁に揺るる陽炎政

花満ちてサクラメントは姉妹都市和

平成六年一月八日首尾

−／0−

井上和

古酒にまされる新酒なるらむ

ワ神として祀る狸のうそ寒く
金バッヂならどこも顔パス
バブル以後予測もつかぬ不況にて

水道工事雨で中断

沖縄の処々に残れるされこうべ

優雅な舞に秘めし哀しみ
月寒く不倫の恋と瞳われて
まぶた閉づれば故郷の雪
ひしひしと自民党首の重責を

こんな時には欲しい碁仇

枝にかかりし赤き風船

山門の内に吹き込む落花罪々

西多籟静政静籟多女晃多静籟子喜久女雨

八松山・宇宙連句会その二Ｖ

歌仙﹃海の初日﹄
松永静雨捌

大野花留化

松永静雨
大月西女

大いなる海の初日をしかと享く

うち重なりて光るたわら藻
戒能多喜
井上和久
渡部晃女
永井政子

にぎやかに三面記事を彩りて

優勝カップ囲む友達

栗むぎっ栗名月と思ふなり
寝落ちたるかや椋鳥の群

静

多

ゥ継ぎ獅子を習ふ宮居の秋もはや

ずらりと並ぶ町の顔役

サウナのあとの熱きやわ肌

↑化

松末竹籟
長戸弥香

まだ若きお妾さんは白痴美か

良寛さんに似たる住職

ぽんぽんと弾む護謨毬つきもして

浴衣兵庫帯桐の柾下駄

多

政

晃

籟

留学生に習ふドイツ語

月青く秘蔵の梅酒勧められ
漸くに覚せい剤と縁を切り

西

静

仔猫につけし純金の鈴

伝え古る匂い桜の香もしるく

ナォ春雷のはるかかなたに育ちいて籟

政権変わる兆しなるらん多
船頭の多き船ゆえ頼りなき静

姫鏡台に仕舞ふ京紅香

すすはらいしてやっとくつろぐ政
ゆるぎなき樹氷の枝のきらきらと和

高速道路工事たけなわ籟

田ン畑を売り飛ばしたる手切金多

癌の予防に届く松茸政

米輸入今年だけだと報ぜられ晃

猪の親子がのぞく裏木戸西

読むほどに妖しき﹁雨月物語﹂多

帽もかぶらず藺草刈り取る多

ナゥ習うより馴れよと言うも教えなり和

社長というもただの御隠居晃

帰省児のローンを返すアルバイト籟

四阿ぬける風はうららか政

ごつごつの幹に似合わぬ花咲いて和

︵於・松山市・西女庵︶

平成六年十二月十一日首尾

フヲ

八東京・ＮＨＫ文化センター青山ｌその一Ｖ

歌仙﹃春の水﹄
宇咲冬男捌

自己主張するＴシャツのロゴ千

ナォメーデーのしんがりにいる父子あり稔

陳列棚の白布目に泌む摂

医学部を目ざすも今は陶芸家美

除夜昂ぶりて罪の唇づけ摂

雑沓をすり抜け急ぐ演舞場小林悦子
ヒールのかかとポキッと折れて千
マフラーの似合う初老の肩薄く美

めぐりいて二人っきりの観覧車知

春の水堰止められて匂いけり

平本三保子

宇咲冬男
田川知
福永千晴

名月をくすぐるように芒の穂千

眩しく返る燕一閃
駐車場には車満杯
宮脇美智子

中野稔子
阿部朝子

ピアノ曲流れて月の影の千々

新社員スーツもタイも楓爽と

ほのと揺れいし風船葛

彦坂範子
磯部摂子

とうに失せたる華族の誇り美

こんぴら祭海の平らか鈴木豊次
ナゥ秋惜しむ茶席に鳴りし腹時計範

つながれている愛犬次郎範

ワ肌寒に病気あがりがまた病める

つれずれのまま緩る観世嵯
鍵開けし小袖の女のたおやかに

︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶

平成六年四月四日首尾

大きく笑う山の曙三

花陰に花咲じじい現るるらん朝

さざ波めきし箒目の跡稔

戦前の住まいようやく建て替える摂
朝

稔

朝

範

爪も切りしよ髭もそりしよ
お写経の机上に筆の残されて

丘に真向かう深き軒先

稔

夜濯のものを干しいる月の庭

蟻地獄には何のもがける
帰郷への想い果せる朔太郎

美
千

千

ジョニ黒飲んで踊るかっぽれ

旧街道に遅日横たう

たわたわと花の雲湧く瀧桜

−78−

八東京・ＮＨＫ文化センター青山ｌその二Ｖ

歌仙﹃冬の鴫﹄
宇咲冬男捌

歩を早めきし枯葉舞う街
須佐明

臼杵瀞

宇咲冬﹃

ロケ隊の監督さんと目が合いて
室伏章

ォ冬の鴫鳴かねばならぬときは鳴く

色とりどりの車並びし
福田芙

柴田卦刻

片山春

ナゥみ仏の暦に甘茶の溜りたる正
販売機置くどこもかしこも封

近頃はマルチメディアのきりもなく芙
熱帯びてくる村おこし論八島美枝子

若者の輪の中にいる大年増章

キッチョム

カクテルよりも﹁吉四六﹂が好き冬

診察台で虎落笛間き章

堕ちてゆく恋欲し白きマップ欲し明

宅配便に海山の幸美

家よりも高く垣積む御影石封

クレーンに吊りあげられし月の舟陽

まだ役に立つ種子島銃瀞

正

自画像と向きうそ寒くいて明
ナゥ谷紅葉賢しき猿に眺められ美

暇もてあます髭の駐在芙

沖からの風にのりくる嬰唄明

花の雲空に溶けあう昼さがり

太公望の飴蕩の貌封

︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶

平成六年二月六日首尾
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三枝正

十六夜の古城に開く晩餐会
やさしくあわす新絹の衿

愛弟子というスペイン娘

ゥ秋深し床の間にある琴の丈

挙式うながす教会の鐘

美少年テニスペアーでラブコール

世のざわめきを揺り椅子に聴く

堀尾春

自らが血友病と名乗り出し
軽井沢渕瀬に散れる夏の月

一茶の句碑の薄翅艀蛎
炎昼の己の影に嬰入れて

春塵流す鱒踞の水

オムレツの香のほのと漂う
花の枝活けて客待つ離れなり

陽瀞芙明瀞海陽冬明賀章正紗子郎子児男

河野玄麿捌

一玄

弘

八小郡・小郡連句会ｖ

歌仙﹃雪分けて﹄

回覧板は観潮の旅

雪分けて覗きし春や蕗の薑

てすり壊れし二階ヴェランダ

ナォ蜂の巣を餓鬼大将がこはごはと

お巡りさんも重い腰上げ

続く事故崇りの噂ひろがって

この初場所にかかる関取

まだまだと稽古たけなは息白く

故郷は祝賀ムードの触れ太鼓

ネクタイ締めて久の外出

先輩の孫の仲人断れず

成田離婚は既に慣れっこ

月に吠ゆけものの如く胸を張り

神のみ前に秋の獲物を

ナゥもみぢする葉蔭に熟れし幸数多

世渡りうまき人はかくやと
いちはやく新任部長の鞄持ち

円高の波かぶる業界

胡蝶の夢と語り継ぎけむ

朝の陽の射しそめしより花吹雪

秤鰄誌轌仁朋二十晒申津︵文音︶

−80−

うたたれの鴫り声も遥かにて

子等忙しく食べる唐黍

犬の散歩をかねしジョギング
今日の月いま山の端を離れたり
ゥ鶏頭のくれなゐ殊にいつくしみ

ポケットベルを鳴らすのはだれ

三十一文字に秘めし初恋
手渡しし娘十八さりげなく
張り込みの網を次第に紋りこみ

奥の細道ならぬ露地裏

蒲焼の香り肴に月見酒

友来りけり明けやすき宵
紳士然カイゼル髭も厳めしく
ステンドグラス映ゆる教会
束の間の花のいのちを銅哩え尽くし

甘茶ひたすら注ぎ参らす

福河富
田野沢

也麿弘也麿弘也麿弘也麿弘也麿弘也麿

麿也弘麿也弘麿也弘麿也弘麿也弘麿也弘

八松山・小野連句会ｖ

歌仙﹃運動会﹄
きはやかな白線明日は運動会
三日月を背に帰りゆく児等
兄者より届きし栗の飯炊きて

渡部伸居捌
渡部伸
長井實
宇都宮柏

戒能多

村上幸ヨ

ナォ裾からげ春の小川を楽しみて石

鄙の言葉の誰りまる出し居

ノーベル作家内子出身柏

下手なりに英語どうにか通ず意味香

炎天の野中に車滞り居
我も汗する宮の清掃石

狸顔せる彼の父親香

到来の元祖﹁しぐれ﹂に舌鼓葉

銀婚記念温泉巡る旅居

カラオケの素人ばなれに惚れ直し″石

住職の長き読経に糸瓜揺れ香
空駈けて行くむら雲の月葉

ナゥかぎとなる雁ネの列仰ぎつつ居
マラソンに出て中途リタイヤ石

土の湿りもややに回復居

老妻と予後の日課の庭手入れ葉

花の下句作に耽るひとも居り石

つい誘はれて興ず鯛網香

癖唾誌舜枕盟一拝醍甲誌︵於・松山市村上邸︶

︵内子は地名︶︵しぐれは名菓︶
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大野順

ふと口ずさむ愛唱の歌
後継ぎのできし喜び鯉幟
土蔵の屋根に並ぶ子燕
倉本坦

嫁を貰へときつう催促

ゥ賑やかにお喋り続く老女たち

人手不足の農家深刻

今日もまた愛たしかむる電話来る

機械化やバイオが今の新兵器
飲み食ひの過ぎ胄腸薬買ひ

幾つかの寒月の橋渡りたり

家族揃うて除夜の鐘聞く
単身で外地赴任の父想ふ
に
故く郷
の料理はいとも懐し
酒壜の転がる庭の花吹雪
足よろけつつ孕み鹿くる

多香平葉石居香多葉平居石喜香子葉平居

八松山・おぼろ連句会ｖ

つれづれやコーヒータイム年忘れ
鈴木春山洞

歌仙﹃つれづれ﹂

窓際に置く咲けるカトレア
舞ひ降りし鍋鶴の群し啄みて
早寝の習上いつか身につき
洞

高橋蘭水
山本冑芝
浅木一耕
梶野浩楽

鈴木春山洞捌

聞き馴れてねる草雲雀なり

水

﹁名月をごらんなさい﹂と妻の言ひ

ゥ神護寺の紅葉酌ハ温め酒

芝
耕

夜半の目覚めに眠られもせず

初恋の人を想へる昂りに

洞

楽

耕

八百屋お七の思ひつめたる
焼け野原哀れとどめし辻地蔵

党首決まらず党名募集
川涼み月も漂ふ淀みなり
茂る丘陵子等走りゐる

楽

千二百季建都京都は花盛り

瀬戸内圏の遅き開発

芝

水

洞

芝

水

念願のハイウエイ延び松山へ

着たり脱いだり春のセーター

ナォ谷おぼろチャペルの鐘をつきならし耕
も

旧家を守れる祈りひたすら楽
日本の進路を定む総理なく洞

自説に迷ひ右に左に水

護ま

裏通り蝿に連れられ冬至祭芝

おでんの街に巣喰ふどら猫耕
独り居の心ロ空ロに満されず楽

指がうごめき這ってゆきたる洞

握られて胸わくわくと踊らせて今井比呂夢

きれいさっぱり刈られたる垣芝

北欧の湖にぽっかり月映り水
勝ちし力士の背中大きく楽

ナゥ孫連れて秋の七草数ふ道耕
サロンパス貼る踵ひき摺る洞

町なかの古刹の裡ラにビルディング夢

政官財の鉄の三角水

群衆に花散りしきる虎の門芝
釣糸垂らすうららかな午後耕

︵於・松山市本町五丁目プランタン店２Ｆ︶

平成六年十一月二十四日首
平成六年十二月十五日尾
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八神戸・海市の会﹀

歌仙﹃夏木立﹄
鈴木漠捌

いのち満ち充っ惹堆の果

ナォ今年また番ひで籠る巣箱とて
ル●タンＯペルヂュ

失せし時甦らせし巨書ありき

おはこに唄ふ愛の讃歌を

蟻死してのち蝉しぐれやむ

抱き合ふ折しも暑さいや増して
鈴木漠
三木英治
永田圭介

血の色の月海に昇れる

デジヤ・ヴュ

漠

しらが

睦ン繕１心ェ調を啼く不如帰

英

助詞変へて知る彩のくさぐさ

潮湧き胸灼く思想あるごとく

既視感の兆しそよげり夏木立

空港ははや灯ともし頃か

赤毛︑黒︑白髪︑金髪行き交ひて

圭
ひと

圭

まつりごとする王室の秋

とど
大お臣
らも厚物咲きに雛ふまじ

あや

セイレン

朧影こそ水の妖精

花散りてはないちもんめ遠く聴く

秤鰔赫癖極朋三十一一申雷︵文音︶
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寓話には小悪党のみ生き生きと

月宮に遊ぶ夢もて夜もすがら

漠

付け文したき豊饒の女

輪廻をいとふ霜の奥津城

英

主役に据ゑる新走りなり
ゥ帆へ孕む順風あるは鰯雲

圭

ナゥ冬ざれの筑波の道をもとほりて
漠

おのが尾を追ひし仔犬もふと倦みぬ

月凍りつく流刑舎の窓

英

パルナシアン

高踏詩派のまねびよろしく

目もくれぬ面差ついとすれ違ふ

英

望郷と古き映画の字幕出で
茶の香に顕てる僧美しき

圭

漠

飴蕩として旬日を過ぎ

雪橇の鈴極北にひびきける

拝をせし袖あざやかに布施納め

漠

町に一軒のみの表具屋
老残の頬に紅刷く花の宴

圭

英

た

わらべに還り春の星指す

英圭漠英圭漠英圭漠英圭漠英圭漠英圭漠

八東京・解續ｖ

歌仙﹃解續﹄
別所真紀捌
別所真

ふ

文月はや天の群青へ解續す

滝田遊

荻原久

小原洋
坂本孝

飼猫とゐる部屋の来歴
梅田智

おも

わたくしの居る場所もない良夜です

佛淵健

おもて

此の荒梅雨を酔うて候

ポコ・ア・ポコと歩くかまきり

ナォアップルティー写真の中で揺れてゐる

詩篇つぶやくワープロは嫌

夏嵐貝殻骨と僕は黙然

天使のつばさ博物館に

ウィドーの鶏寄が客を迎へをり

白樺林借景として

大八車で住み替るなり

五右衛門の茄で上るまで浅き夢

西の廓の紅絹はひんやり

月色のかなしみ木犀夫人顕ち

すさまじの父の遊びぞカナンの地

義足を磨く露人ワシコフ
ナゥ飽食の鴉鑿つくし冬構
異星の茶の間野球中継

四輪駆動春泥を溌ね

マオリ族ミサイル信管覗き見る

花明り母への文のたゆたひて

平成六年七月一日首尾︵於・関口芭蕉庵︶

ぽつりと胸にしゃぼん玉淀く
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面打つ匠の面も端正に

ゥ舞茸を盗りてふくらむ頭陀袋

石見の海を恋へる書女唄
アドベンチャー兄がすべてであったころ

ハーレーダビッドソン美しき挙手

刑務所のてるてる坊主寝台に
年賀状にはくこのことなど

床下の壷ひびく朧を

白亜紀の眠りと笑ひ鶏鵡貝
奈翁の帽子競り落したる
ふりむけば幽体離脱月の蝶
散る花にコルトの艶の匂ひ立つ
ｒ

風土病にも漢方が効く

￨吾ノノ孝一紀江悟耳孝美〃悟江耳美子−紀

耳悟孝悟智紀悟耳孝紀悟一美悟智一孝美

ハ多度津・香川連句会ｖ

脇起半歌仙﹃雲百籠堂

来たり去る雲百態や城の秋
天守の鮪を照らす月光ゲ
爽籟の磯に釣り糸垂らしゐて
なじみの店に一寸立ち寄り

渡邉陽行捌

渡邉陽

吉岡梅

今井水

高森秋
植松晴

松岡遼
廣谷一月

平成六年九月十二日首

︵於・香川県多度津町四箇公民館︶

平成六年十一月二十日尾

−8ラー

老鶯の時折わたる裏の山

隣の席の娘グラマー

ポンと音立て皮を脱ぐ竹
ワ青春の哀歓いまも甲子園
あっけなくかないし首尾にとまどひも

縁切り状は切手逆さに
じき
乞こつ食
の俳人住みし南郷庵

放哉句碑の残る島浦

雪降る街を聖歌流れて

夜咄を窓から月が覗きをり
いたましきいじめの自殺あと断たず

情けの薄き世紀末なる

かさしや

傘を斜に大見得を切る花の宴

朧に響く鐘は上野か

行映晴義石雲行映晴晴義映行峰義映行瀞

八東予・風の巷﹀

歌仙﹃斑猫や﹄

和蘭陀時計今もたがはず

ナォ尼寺の栂指ほどの甘茶仏

陶房へだらだら坂を登りつめ

守口津夜子

恋人か知らふたり寄り添ひ

念願の北海道へ旅仕度

守口津夜子捌

斑猫や海見ゆ丘へいざなはれ
越智美代子

藤村責美

蕪村の句碑がこんな所に
魂のごと美林の底に湧く泉
遠ざかりゆく瓜売りの声

風の攪ひし赤いハンカチ
池田澄子

こけし割る轆轤の手元あざやかに

母の片身の草入り璃璃

暹しき漢の胸のペンダント

吊橋の下に揺湯ふ租谷の月

杣のひさげる﹁猿の腰かけ﹂
ナゥ大臣の椅子に座れば爽やかな

快のそこへかくすへそくり
酒の場へ儲け話を持ちこみて

試合に励む豆剣子達

講堂に溢るるばかり花を活け

霞の空へ消ゆる銀翼

秤鰄誌轌吐朋三程千明澪︵於・守口宅︶
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貴
美

絵筆唖へも遠き目差し
月高く一本松の影しるく

壁の能面篝冷ややか

澄

夜

美

夜

眉め麗しく聡き若後家

ゥ誰そ吹く時代祭の笙の笛
又読み返す﹁奥の細道﹂

夜

皇貝

澄

かりそめに男下駄置く侘び住居
客に出す自慢料理のハンバーグ
ジョギングの人今日も休まず

月皓とうしろ姿の雪女郎

澄

皇貝

美
里貝

夜

窓ゆすりガード過ぎ行くＪＲ
見渡す限り祖父の地所なり

お乳母の里にはずむ夜咄
めくるめく花のふぶきの中に舞ひ

夢いつまでも揺れる鍬篭

貴夜澄澄夜貴美澄貴夜美澄美貴夜美貴澄

八松山・勝山連句会ｖ

歌仙﹃底冷や﹄
渡部伸居捌

野間予

入江淑

渡部伸

底冷や留守の隣家の電話ベル
ガラス戸越しに舞へる粉雪
田中春

武田智

でゆ

ナォ桃杏こでまりも活け客を待ち

もよう変へして温泉を引き込む

腹とよむ朝の太鼓の高らかに
発車気にしつ蕎麦をすすれる井手光

寒稽古竹刀持つ手に入る力
むささぴ寺の和尚健やか

想ひ叶ひて共に飛び立つ

冗談が互ひに言へてうまい酒

贈収賄の絶えぬ此の頃

愛の巣を嗅ぎつけられて見張られて

鑑賞用の南瓜飾れり

四世代暮らせるうから月祀り

天へ届けと法螺を吹きあげ

ナゥ鹿の目を隠し角切る奈良の勢子

祠のほとり歩む人々

奥岩屋原始樹林の欝蒼と

夢か現か百千鳥啼く

花見船賑やかに川下り行き

拝聴匙︾一一一朋十程印鑑︵於・東雲公民館︶

−87−

思ひつくままに箒を手にとりて

石を蹴り蹴り過ぐる学童
縁側に月見団子の供へあり
書架のうしろか鳴ける蝉
ゥ傍に遺影を置きて夜なべ妻

忘れられない悌を追ふ

義理のある伯父の勧めで後添ひに

公園の道揃ひジョギング
濡れ乾くお地蔵様の肩や膝
自然と人ともちつもたれっ

渚行く浴衣涼しき夏の月

村興しとて螢戻れり

世界中内紛絶えぬ地球上
鉢のおかずが垣根こえ来る

音して流る春の渦潮

花の宿今日は伊予路に明日吉野

予淑居智春予淑居智春予淑居沙紅志子居

淑光智予光淑智居予光淑居智予子淑居智

八日立・かびれＩその一Ｖ

歌仙﹃寒雀﹂
小松崎爽青捌

寒雀屋根にあふれてゐたりけり宮下太郎

友待つ辻の青き冬草西幾子

潮の音を遠く日和の港にて小松崎爽青
うつらうつらと網を干す老新井佳津子

山の端に月玲瀧と昇り初め上田渓水
村に二つの下り簗ありきくちつねこ
ゥ頬あかき童が廻す木の実独楽福田安子

橋え鳴きして膝に来る猫木崎節子
愛しさになでればかをる髪長く幾
やらずの雨といふほどに降る爽

濃ゆき渋茶に甘き点心渓

街角の選挙演説あっさりと太

未来は沖にあると思へやっ

東山法然院の月涼し太
風鈴売がちりちりと行く渓
郷関を出て果せぬ志佳
野点の席へ双っ蝶舞ふっ

祈りにも似て初花のくれなゐに幾

ナォ舂光に瞳大きな嬰を得て節

筍飯の炊き上がりたる太

杳き日のわりなきひとに出合うては爽

泪こらへしきいぎぬの袖渓

ブルースの歌流れをる喫茶店安
人工の葉のぺらぺらと揺れ太
老優の科白忘れのはげしくて渓

天狗の面が乾く秋の日佳

ななわらひ

刀ばかりが空を切るなり〃
転職も再就職も決まらずに安
頬へぺったりサッカーの旗多
月夜さの七笑とふ酒うまく節

ナゥ凶作の米をどうする細川さん郎

痒い背中に指がとどかぬ多
禁煙の誓ひ忘れし夕まぐれ佳
砂目かなしき自画像の父節

こんがり匂ふ木の芽田楽安

花の雲勿来の関をつつむらん爽

︵於・北茨城市平塚割烹柳屋︶

平成六年一月十八日首尾
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八日立・かびれｌその二Ｖ

歌仙﹃惚の花﹄
西幾多捌

裏木戸そっと開ける人影都

ナォ目刺焼くにほひが路地に流れ来て智

口笛にこのときめきをいかにせん黄

不意に抱かれて息のつまりし代

足に触れバケツの水のぽちゃぽちゃと黄

午後の授業に痒ゆきしもやけ智

何時までも電話お話中なれば代

犬の鎖の解いて走らす恵

また見返りて走る斑猫片野弥恵

身をつつむ嵐気にひそと惚の花小松崎爽青
はればれと子らの輪唱ひびくらん伊香佳都

古里よりの便り嬉しき鈴木美代

緊急の輸入の米の炊き上り智
モデルハウスに入居体験都

縁先の下駄つっかけて月読みに黒澤都茂黄

ファックスで月見の宴に招かるる代

平成六年二月二十四日首尾

︵於・多賀公民館︶

山の泉のささやける春智

一猪口のほろ酔ふ姉妹花莚〃

猫の鈴の音垣をくぐりて黄

旅立ちの明日へてるてる坊主吊り都

男の料理流行るこの頃恵

塔の天辺鴫が高鳴く西幾多

交通安全流す秋風滑川美智

ナゥたはむれに引けば零余子のこぼれ落ち黄

ゥ観光の案内の旗の爽やかな都

モナリザを見に登る階段智

このところシルクのシャシを町着とて恵

肩に手を置き思ひ出の曲黄

いとほしき人の残り香いつまでも代

コーヒーカップじっと見てをり都
大玻璃を透く月光のあをじろく智

虫の音聞きっ貰ひ風呂する黄

渋柿の皮剥ぐ婆の饒舌な代
板の庇の古りて苔むす恵

噌の中朝のジョギング代

あざやかに万朶の花の義公廟都
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八日立・かびれＩその三Ｖ

歌仙﹃芋茎干し﹄
西幾多捌

芋茎干し五六戸ひそと麓村小松崎爽青
かごめかごめの子等に月影黒澤都茂黄

ナォ古里に木の芽和へとてかぐはしく恵

柱の傷の今は子の丈黄

父の剃刃借りてをるらし智

過ぎし日の秘め事不意に甦り恵

口づけは初めてクラブ室の裏多

東京タワーに見学の列都

とんび

熱き思ひのジルバ踊らん都
浮雲の流れ鳶が輪を描く代

メトロ出し帯のきりりと涼しくて智

二科展へ入選せしを夢に見て鈴木美代
パリへの旅費は積立ててをり伊香佳都

しづしづと五条の橋に月のぼり都

平成六年六月二十三日首尾

︵於・多賀公民館︶

ふはりふはりと遊ぶ風船都

開け放つ窓いっぱいの花万朶恵

女声明るく風に乗りて来る恵
インコが揺らす烏籠の鈴代

敷石に干す坊守の下駄智

ナゥ蟠蝉が土間の暗さに昼も鳴き黄

磨きいかれし料亭の廊代
烏天狗の森のうそ寒む多

燈台の点りそめたる静かさに滑川美智
かさりこそりと薮くぐる烏片野弥恵

ゥ風力計ときどき止まる小昼刻都

人違ひなる声に汗かく代
思はず抱けば匂ふ黒髪都

はにかみし白き項の幼くて黄
七折の道頼りなく訪ねゆき智
古き刀剣掘り出されたる代

吟詠の川辺に月の寒々と智

闇汁に舌焼ける可笑しさ都
突然に殿様首相辞めるてふ恵
なかなか解けぬ綾取りの紐黄

お噺子遠き春の宵なる代

花衣姉と妹の笑顔よき智
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八日立・かびれｌその四Ｖ

歌仙﹃風鐸﹄
西幾多捌

風鐸の愛しき音色光の春小松崎爽青

思ひ託せば雲のただよふ

ナォ遠足の賑やかな列まだ続き

耳もとへ夢にはあらぬラブソング

リゾート開発ささやかれをり

熱帯夜にて明けしきいぎぬ
川波の岸打っさへも眩しくて
鴉たわたわ間抜け鳴きする
卵塔は山の大樹のもとに並み

政治にはうらのその裏あるといふ

一文雛を飾る文机西幾多

兄の仕種の父に似て来し羽場桂子
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まだ温き草餅届く午後にして守田碧

大瓢箪に紫の紐

木犀ほのと馨る窓辺に碧

月のぼり短冊へ筆さらさらと幾

満月に自慢の地酒酌みかはす
添水のひびき心地よきとて

過ぐれば早き五十年なる幾

ナゥ冷やひやと散歩の衿をかき合せ

ワ秋深み溢れ流るる秘境の湯桂

音痴なんぞはとんと気にせず

土産の鞄曳きずってゆく

若者がシルバーシートにどかと坐し

万朶なる熊本城の花に佇ち

幼馴染に恋が育ちて桂

買出しの闇米持ってくれし人碧
つぎからつぎとノッポビル建つ碧

平成六年十一月二十日首尾︵文音︶

きらりと光り遡る若鮎

逢引きは山手線をひと廻り幾

仕事一途の擦れし膝掛幾

世に疎く生きしと思ふ月寒く桂

さりげなく豆盆栽の並べられ碧

はじめて貰ふ金賞の楯桂

花吹雪オープンカーはゆっくりと碧

仔犬たはむる陽炎の中幾

桂幾碧桂碧幾桂碧幾桂碧幾桂碧幾桂碧桂

八日立・かびれｌその五Ｖ

歌仙﹃牡丹﹄
西幾多捌

声かけられて道連れになる恵

ナォ春の雲ぽっかりと浮きうるむなり黄

好きよすきよとささやかれゐて恵

さりげなくよろけてそっと腕を組み都

スキップの子の赤いサンダル智
空缶がころころころと転げゆき都

大太鼓ひねもす響く夏祭黄

縁によばるる冷えし葛切黒澤都茂黄

牡丹の崩れて雨意の兆すなり小松崎爽青

社会党政治姿勢の定まらず代

平成六年十二月十五日首尾

︵於・多賀公民館︶

堀越えてゆく双っ蝶々代

花影にうちひろげたる緋毛蔑西幾多

波白き三保の松原暮れそめし智
囲炉裏にいつかたぎる鉄瓶黄

声張る謡観世流なる恵

ナゥ大壺に盛りの菊を溢れさせ都

退勤の人らに月の昇り来て〃
文化の日には表彰を受け代

ミニＳＬが黒煙を吐き黄

また流行るとてフラフープ買ふ智

狸がこちら伺うてをる伊香佳都

床の間の俳画の軸に見入るらん鈴木美代

芒の風のざわざわと過ぐ片野弥恵

裏山にあがりし月の大きくて滑川美智

遠い記憶の中のよろづ屋都

ゥ走り蕎麦薬味に涙惨むなり代

ふいにマントに抱かれときめく智

あこがれの人の下駄音耳底に黄
窓に寄り藤村の詩を口ずさみ恵

空席多き単線の旅都

名刹の莞きらめく望の月代

鰭見せてゆく鯉の爽やか智

振向けば伊那の七谷秋めきて恵

この頃とみに変るお天気黄

回転の遊具の速き花の下都

河馬が欠伸すうららかな水智
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八日立・かびれｌその六Ｖ

歌仙童汁当薑
弁当を鴉が狙ふ秋の山
ぽこりぽこりと紅の茸
待宵の兄弟久に和むらん
宮下太

西幾

振袖似合ふ誰の妹

ナォ双っ蝶野点の席にもつれくる

女子大は津田出ましたとはっきりに

英語まじりの愛のささやき
その内にきつく改宗迫られて

たとえ火の中水の中でも
新党の発足いかに永田町
肩をすぼめて凧を受け

金肥ばかりで痩せし畑土

学校のいじめだんだん陰湿に

満月の浜に寄せくるしこいわし

／ゾ

越後の雪の二メートルとか

住所不定のライダーの秋
ナゥ鳥兜一輪二輪胸に挿す

狂気天才隣り合せよ

故郷の川に向ひて言ふことなし
余震もやつとをさまってくる

神苑の花を散らせる巫女の鈴

平成七年一月吉日首尾︵文音︶

昼あたたかにタイムスリップ

−O父一

バイオリストに能の先生
大学は正月休みに入りたる

弁天様のやうに膝組む

ワ猫抱いて愚痴ともならぬ独り言
姉としも慕ひをりしがいつしかに

浦島太郎今帰りくる

ベッドに吊す千羽鶴なり
海くりの松の緑の色よくて

月下美人は月に満開

汗かいて目覚めし夢の覚えなく
つれづれの筆に殖ゆるは反古ばかり

宅急便の酒を取り出し

誕生の記念の花の盛りにて
昭和も遠くなりてゆく春

郎多郎多郎多郎多郎多郎多郎多郎多郎多

多郎多郎多郎多郎多郎多郎多郎多郎多郎

富文富豊か
耗苔羽敏千冬
美
つ
仙
重
文豊か美羽敏子子子子み冬代花子子子男

八金沢・金石連句会ｖ

宇咲冬男捌

西本江匠原咲

歌仙﹃風花や﹄

新橋架かる節分の町

ォ風花や天のくす玉割れたるよ

文豪の滝の白糸句碑残り

望郷こめて唄う民謡

ナォ異国船水陽炎に消えて行く

泣き上戸とは知らざりし茶碗酒

森繁久弥に映える勲章

大広間想い出させる大火鉢

吠ゆる冬山狼の棲み

さりげなく送りたる夫気にかかり

囲い女の家はどこやら

しっかりと老舗を守るおかみにて

子育て幽霊伝説の軸

みほとけの眞如の月の澄みまさり

今昔の世を語るゆかしさ

蟆姑鳴くあたり流す研ぎ汁
ナゥ久方に草庵の客保己一忌

鳩の群れたつ産土の庭

初曽孫抱きあげれば笑み無心

種蒔き済んでほっとひと息

夜をこめてかがよう加賀の花篝

秤鰔誌舜匡朋三一肥雷︵文音︶
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筆を休めて烟莨くゆらす
廃校の月思いつつ笛吹かん
いたずら猿が振り落とす栗

寺松増番梅宇

沢

井田池

ワ都会にも自然公園出来て秋
ファッションショーの舞台鮮やか

袖口に紅だす色気のぞかせて

遙か遙かの恋にはにかむ
不器用で嘘も下手くそそんな君

怒鳴り声とぶ魚荷揚場

塩茄子を漬けて掌を染め窓の月

縞蚊にさされ痩身のかゆさ

深閑と御城主様の墓は古り
歴史探訪かねるドライブ
縁にころがりじやれつく仔猫

疲れやや八重の桜の目に重き

長茜玉八蓮

敏耗苔美千文富冬豊か敏千美羽毎千苔富

八小松・兜の会ｖ

歌仙﹁梅雨荘々﹄
清水一與捌
山下七志郎

林秀巴

梅雨荘々川の流れの絶えずして

金魚を飼ってこもる路地裏

負けないわ魔女は鏡とにらめっこ

のぞいてばかり森のバッカス

うらはらに乳首つんつん恋をする

純

子

郎

久

盟︿

ナォ見はるかす加賀の山並笑いおり純

不幸せ聞く目は輝いて久

嘘をつく楽しさおぼえ古稀となる郎

何でもありの野合政権與

約束というもろき空蝉子

暑いねと別續さんとのきっかけに巴

お好みはプアゾン・タブー灯を消して久

平成六年六月十二日首尾

︵於・小松市松下宅︶

花嵐自叙伝のなか一波乱純

眉も薄れし南蛮の雛子
春のうららに辻占師久

ガラガラポンとすべてがパーに巴
いつまでも夢を見つづけ畑を売る郎

ナゥ悪霊もかぼちゃのお化けに混りいて與

父と兄妹母との夜長巴

むく犬ひそとバス停に待つ久

あな

銅掘りし坑拾てていく旅かばん郎

清く正しく生きる筈なの純

清水一砲︿

伊勢宗純

大吟醸をまずは一献

あるだけの綺羅を装い集うらん

蔦の色づくガラスエ房

弓月を弾けば星の降りそそぐ

家ごとに満月のあり散居村子
純

秋田希久
松下京子

ゥ習いごと終えて主婦なり秋菜買う

男二階でふて寝している
冴え冴えと月中天に庭五坪

郎

囲︿

立ち小便の湯気のほんわか

子

小さな町とてすぐに噂に

精密検査かなり重症

久

巴

咲き誇る花よりも吾れ命惜し

郎

お地蔵さん破れ前だれまだ召さる

おたまじゃくしの浮きつ沈みつ
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八伊那・からむし庵連句会ｖ

歌仙﹃刈田雨﹄
群烏の低く移りぬ刈田雨
用意かしこく冬支度せり

宮脇昌三捌

宮脇日日三

倉沢友子
根津芙紗

小沢比呂志

笠松道代

ナォシャボン玉一茶の星もいびつなり愚

離合集散果てぬ政党昌

はるばるの残留孤児にも風寒く比

原爆切手米に抗議せむ恵

長年の親よりの松手入れして友

よき人待つか露地の関守同

泳坐名人は六冠達成恵

改めて今日はとばかり和服着け愚

どこまでも伸びるパソコン利用率昌

宇宙のロマンスペースシャトル恵
縄文の土器またどっさり夏の月愚

ざいまつり

在祭テントの舞台に艶歌して
月あはあはと浮かすもろ顔
あくぴ
欠伸して背伸びする猫無人駅
戸田恵美子

教﹂理ご

比

︵於・伊那市坂下公会堂︶

平成六年十一月十四日首
平成六年十二月十二日尾

陽気ぽかぽか茶屋者のびのび比

遠山にまぎれし花の二三本愚

顕彰さるシ悲劇の碑文友

自殺せし認められっ子の遺書重く昌

顕微鏡にはエイズの影が愚

昼寝の夢の醒めてはかなき同

貰ひし葱にもこもる人情

ナゥオブラートの散薬こぼれ膝の上比

ゥ焼酎はお湯わりにして二杯まで

芙
七
上
道

日自

待人ひとり夜の水中花

幼きゆあひ睦びたる君にして

竜吐水なほ残る門屋敷

比

宙心

芙

友

俳譜師雨山の活躍目ざましく
三井寺からのひきづりの鐘

まつはる綿虫吹きやりにけり

少年のかくれ莨や冬の月

春日愚良子

代田敬一郎

たばこ

螢光燈昼もぺかぺか駐車場
まね

籠から犬の覗くのどさ

友

手ぶり足ぶり子が真似をして
ひょっとこ面とれば美男の花見莫産
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八横濱・歌留蓑連句會ｌその壹ｖ

再掲へリコプタアでチラシ舞降り

尋ね人欄見つむ七十路

ナォジャングルに潜める兵ら出で來よと

渡邊佐加江

金子鳴陣
阿部美也

坐稗の果に居眠りをする

宇宙よりの電波に霞む三日の月

春の風邪歎樂街に流行りゐて

歌仙﹃外人墓地﹄※

今生きる道さまか︑に異なれど

散る花や外人墓地も潮曇
汽笛に揺る塾春の曳舟

口角に泡飛ばす師に蝉しぐれ

猫の感なり闇に毒く

娘船頭の唄ものどけし

いかのぼり我さきがけに集ひきて

江

角野恭子
池田佳
今村茂

茂

也

使ひ分けしてサミットの顔

ナゥ隈取の化粧ほどこす樂屋裏

子

一九九四年四月中群首尾︵鯵・横濱︶
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燃ゆる思ひのたヌー筋に
川波の女禮をっ舅む日高川

半月に鈴塁高く低く啼く
薄味好み新蕎麥のつゆ

勝つも頁けるも風の向きノ︑

ゥ柿紅葉作務衣姿のよく似合ひ
下手上手カルチャァスクウルさんざめき

佳

横丁の仕切はいつも熊の娯
米のとぎ汁苗にかけやる

扇拍子は一ノ谷の段

丈夫で雷守を嫁はよろこぶ

江

川風に吹かれてやさし花の酔

佳

甘んじて現地妻なり日日草

佳

一刀彫に刻む猩々

三行半ではをさまらぬ今
政黛の離合集散果しなく

茂

遠き山の端初虹の立つ

關ケ原なりあすは我が身ぞ
伊吹山月やうやくに上りたる
名残の茶煽の語り壷きせず

江

陣

茂

へリコプタアでチラシ舞降り

稻刈の便り間きたし街住居

執
筆茂佳茂佳江佳子陣也茂陣茂也佳江茂佳江

八横濱・歌留蓑連句會その誠ｖ

歌仙﹃よき友を﹄※

よき友を得たるやまこと古都のどか

蜜なき草に交む烏の巣

方形の池に花びら散込みて

本物志向は格式ばらず

酒の肴に子芋ひきよせ

小林しげと

女

再掲沈丁の香の匂ふ出デ立チ

人には言へぬ開店ローン

ナォ美容師の口なめらかに髪を柿く

飛行船都會の空に浮かびけり

ごみ公害よ何とかすべし
濡落葉たらじと父の初手習

灰かき分けて煥火たしかむ

急速に夏下冬上と爆ぜる懲

子の認知をとをちこちの女

玉かづら一さし舞はむ妬みあり
ディスコ歸りの背ナに照る月
高速道下れば案山子に迎へられ

金魚の池に赤とんぼ殖ゆ

行方不明の兄の消息

ナゥぜんまいのブリキの玩具はしる卓

説とびかふ春灯の下

お遍路の鈴が鳴ります善通寺

風きらノ︑と光る清流

店の名を印してありぬ花むしろ

一九九四年四月下群首尾︵齢・鎌倉︶
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秀才は月のぼる頃遊びをり
ゥ好物を供へて修す孟藺盆會
磨げばとぐほど旨いタイ米

懲に生きたや有髪の尼
石造の寺に愛染斫る日々

野にありて翼あらばや捨て車輪

女

津

金子鳴陣
大島紫摩
松島鏡湖
大前映女
上村愛
児島萠
味村喜和
新井世津
杉谷綾
川村智香

未練たっぷり大臣の椅子
頂鮎を極めし後は唯の人

香

摩

鋼となりぬ鈍重な鐵

過去よりも今は明蜥盲御前

カトマンズにも春祭來る

和

湖

天駆ける馬のひづめや月朧ロ

沈丁の香の匂ふ出デ立チ

綾愛香湖摩香女摩萠和香摩女綾津陣萠湖和

八横濱・歌留蓑連句會その参ｖ

歌仙﹃文墨祭﹄※
白旗紳祗例祭

文墨祭いまだ銀杏の染まらずや

新そば脇に置く白襖

寝入る兒のふくらかな頬月映えて

淡雪屋根を黒くぬらせる

砂場に残るバケッスコップ
年度末またも工事の行止まり

岩海苔をのす麥飯の上

ワ宿坊はお國自慢の春ごたつ

奇想の男月を拝みつ

天心が五浦でくらす朝夕を

大島紫摩
新井世津
松島鏡湖
児島萠
出雲正明
大前映女
川村智香
池田佳
杉谷綾

森小竹

ナォ晩春の象の瞼の重かりき香

再掲大佛開眼霞棚引く摩

テントの中は別世界なり萠

モンゴルの風土に根づく岬は何津

滿天の星水甕にある女

少年の指よりこぼる砂の屑香

思ひとヌかぬ學舍の人萠
週刊誌表紙開け讃む懸占綾

溶けてしまひしアイスクリーム香

曉をゆく長距離トラック湖

電線は屋根から屋根へ町結ぶ小林しげと

鐘撞守の歎く朝露摩

遅刻せる理由を無月のせゐにする萠

仔犬なでゐる反抗期なり竹

ナゥ菊酒を呑みて説教くどノ︑と女

懸賞は一等賞の花の旅佳

マシの機嫌のなぜか良き道摩
萠

保夫さんに懲のさやあて三歳兒明

祇言は主家再興の秋と約束
しのべる獄に紅葉色なす

摩

佳

しっかりとペアーの指輪光りをり

一九九四年十月下瀞首尾︵戯・鎌倉︶

絹の快に春風ぞ吹く湖
明

萠
女

佳

鐵道沿ひに走る騨傳

毛皮輸入に祗運かけたる
遠チ近チの空より降れる花吹雪

摩

コンテナと鴎が港の主役にて

大佛開眼霞棚引く
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ハ川内・川内連句会ｖ

歌仙﹃室戸へ遠き﹄

雨の日の室戸へ遠き遍路かな

芽吹ける樹々に響く海鳴
入学の祝ひの品の贈られて
仕事の暇に習ふワープロ

池川媚谷捌

池川水

池川媚

小倉静

戒能多

宮内竹

ナォ醒士癖の屋根替え終へて酌み交す波

クロスワードがやっと解けたる水

余情豊かに詠める俳譜仙
脱サラの農経営は順調に谷

大鍋にことこと煮ゆる五平汁多

獅起してふ雷の音仙

かずら橋渡れば祖谷の里展け仙
や
お妾さんはや嬰
児を欲しがり谷

長糯祥ぬげは見事な昇り竜水

雅びの集ひ観菊の宴多

深更の月天心に耀きて波

萩の下より出でし野良猫仙

ナゥ欧米もアジアも迷ふ輸出入谷

テレビニュースを見つつ朝めし水

公約はその場限りの立候補多

しよいこ

背負篭一杯わらびぜんまい谷

自転車踏んで戻る童ンベ波
街道の並木三里は花吹雪仙

︵於・川内町中央公民館︶

平成七年三月二十日首尾
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峯松をはるかにしたる月清く

棚田巡りに結へる猪垣

ナ色槌せし母の形見の秋袷
身振り手振りで唄ふカラオケ

世帯もち良き別婿の姉女房

惚れた弱みで炊事洗濯

衛星の打ち上げ今度成功し

団扇を腰に碁仇が来る

月光ゲに江戸風鈴を吊りもして

故国を偲ぶ留学の部屋

震災の復興未だ捗らず

景気浮上を煽る春闘

凝りたる肩に貼りし膏薬
花満ちて犬を散歩の長堤

多水谷仙波多水谷仙波多水谷仙波喜穂谷

八東京・神田川連句会ｖ

歌仙﹃草紅葉﹄
田中広四郎

隣のおじさんパズルに夢中

ナォ春囲炉裏ふとき火箸の置きどころ

メトロの乗り換えもう馴れました

パリからのコレクトコールは高くつき

団扇片手に宇宙見物

屋上に集ふ連夜の暑氣払ひ

古の文書旙く占星術

嫌いでも好きでもないと泣きじゃくる

月をそびらに展く海峡

歩道にころがる空き缶ひとつ

草紅葉一氣にのぼる三歳馬
松井胄堂
水上栄二
我妻民雄

山の端をはなれて明し秋の月

新酒の樽が小鼓を打つ

ナゥ招く手のよふにも見へてねこじゃらし

平成六年一月尾
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亥歳生まれの恋は気まぐれ

わが庵は二百十日も無事過ぎて
ぬるめの風呂に身を沈めをり

青堂

広四郎

悠々と天にあり鯉幟

民雄

栄二

噴水が小躍りをする駅広場

ここぞと腕を揮う弁当

広四郎
青堂

角を曲がって二軒目の家
信州かはた甲州の人ぞ住む
風やはらかに斑雪八ケ嶺

ゥ縄跳びも石蹴りもせず塾通ひ

几帳のかげにしだける裳裾

栄二

北窓開ければ春動きだす

過去といふ虚空に咲きし花数多

言いだせぬまま長い坂昏れ初めて
老いもせずカリプソ唄うベラフォンテ

民雄

民雄

平成五年十一月首

広四郎
栄二

青堂

ハッパフミフミ流行る頃なり

寒満月うしろ姿のほそまりて
雪女郎やも知れぬ目出し帽

広四郎

ほし

風化するグリコ森永犯人いずこ

売り残りたる夕刊の束

広四郎

花曇殿のおみあし乱れたり

焼蛤に唇を灼く

広
広
広
広
栄青四民栄青四民栄青四民栄青四民栄青
二堂郎雄二堂郎雄二堂郎雄二堂郎雄二堂

八東京・神田義仲寺ｖ

歌仙﹃梅雨寒﹄
梅雨寒の面の彫りかけ一位の木

炎暑に行く山野辺の道

景気の底がようやくみえて

伊藤秀峰捌

ナォ朝霜の中に浮き出た法華堂文
はっきり写る木星のショウ岳

孫と一緒に試すナタデココ岳

サミットで身体こわして名を高め文

冷しラムネを懐しく飲む岳

この大暑ビール不足のビヤホール咲

そっとなでやる結い立ての髪岳

パリー祭唄の夕べに誘われて咲

空の地下鉄アベック一組庭

アルミ缶三日拾ってやめられず咲

野分立つ広沢池の月見かな智余

ＳＬ乗って紅葉狩する嘉

ナゥファミリーが浴衣姿で門火焚く岳

宇宙より来る向井スマイル咲

世界中ワールドカップで大さわぎ嘉

人にやさしい今の内閣岳
春の雪花の蕾のまだ固く岳

水取り明けて春告げる朝良子

秤鰄誌︾錺朋計伍申霊︵於・千代田区伊藤家︶
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ジーパンをスーツに替えてリクルート

落葉の雨蓮華寺の庭

涼風に月の出を待つ磯の宿
オト
夫メ婦
茶碗の一つ残りて

ゥふなくちというみちのくの酒の秋
ひと

旅行プランは減税頼り

旧姓で呼ぶその人は他人の妻

少数与党綱渡りする

北鮮の世界が揺れる核疑惑
上弦の月冴え渡るビルの屋根

大炉の部屋は逆勝手にて
二世代が住んで什器の多過ぎて

原価わからぬ輸入のお米
花の下我は死なんと西行忌

春雷響く銀座を歩く

秀宗
宗
咲
芳宗石
岳嘉岳咲峰文峰嘉岳庭咲咲岳子岳岳文鼎

八堺・きさらぎ連句会ｖ

歌仙﹃暮紅葉﹄
衆議判

橋から仰ぐ丘の夕月大久保孟美

淵も瀬も埋むばかりや暮紅葉古家秀美

ナォ草餅を持って訪ねた昼さがり美
思い出語り背くらべする塚野啓子

すれ違いざま香るシャンプー圭

自転車に風強き朝白桜忌直

一時の火遊びにさえ命懸け馨
終わらせたいと無言電話す智

腹いせに至近距離からぶちかまし秀

圭

舞台から鬼悪魔めとリゴレット

かわされて若土俵はずれる保

ディスクジョッキーやたら早口池原圭子

冬支度友に便りをしたためて小池正博

月下には笛吹きそらすひとり武者馨

裂けた石榴の赤々として圭

空涙して墨ほほにつけ美

今年も挑む司法試験に松永直子

ナゥいわし網弱い魚に滋養あり久次米真理子

信号のかわるとたんに追越され酒井保典

妻とケガには勝てぬバッター伊藤馨

︵於・河内長野八重別館︶

平成六年十月二十八日首
平成六年十月二十九日尾

参道を飛ぶ蒲公英の紫美
甦る花の古木の年を経て正
父としみじみ語る苗代直

神妙に受験する子の髪かざり尚

次の現場は北か南か秀

ワ世紀末悪い噂が飛んでいる中野智子
胸のロケットまさぐってみる山田美智子

噛むほどに味がでるわと迫られて秀
ついでなら政治も救えウルトラマン保

眉毛人形ついに売り出す孟

孔明の随屋照らす寒の月正

薦をかぶりて糟湯酒飲む智

西伊豆の海静かなる定年後馨
カルチャー通い週三日なり孟
六地蔵幸を祈った花のかげ三シ木尚子

猫がじゃれつく陽炎の庭孟
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八戸塚・義仲寺横浜戸塚連句会ｖ

歌仙﹃紺の夢﹄
紺の夢朝顔に見る男かな
月見る人は秋の蚊帳着て

八木荘一捌
八木一壮一

ナォ麗かや一転無罪判決に

悦子

金魚

荘一

荘一

うしろすがたのきみのようです

腹下しして横たはりをり
狸顔これでいいのだ父親は

悦子

金魚

噴水の力の限り散らす水

少雨と日照稲をいためる

悦子

寺壮一

今日もまた旅行ガイドにない街へ

金魚

乗換ホ−ム階段の上

小川悦子
海野金魚

悦子

悦子

荘一

其処までの芒の道の長くなり

王︵みかど︶の墓を展くときめき

一目惚して何も出来ない
細胞は性質として自殺する
金魚

金魚
寺壮一

荘一

涼しさの渦巻く風の中に立つ
少年は夏をひそかに仕舞ふ

生きノ︑思ふ紫苑咲く家

二度三度呼ばれて戻る月明り

わけ

悦子

瞬きの間の感のくらやみ

ウゾウの時間ネズミの時間が同じ理由

荘一

悦子

金魚

図書館長は四十六歳

ナゥ色烏に烏類図鑑取り出して

大型のョツトを肪ふモントレイ
浪消しブロックに胡麻斑海豹

金魚

明日が花の盛りか嫁と来て

悦子
寺壮一

かたりと落ちる新聞の束

礫打つ遠ざかりゆく背に向けて

金魚

荘一

金魚

思ひ浮べるドラマ尽きたり

恥禰誌蓉十ユ朋三十一乖朋蕾︵文音︶

理髪屋の混み合ってゐる長い椅子

荘一

悦子
金魚

無事納税を了へるうれしさ

熱燗ならべ黒の舟唄

悦子

郡上には宗祇の水の湧きやまぬ

一壮一

悦子

月光に海鼠の腸︵わた︶が透きとほる

ご晶眉すじは寺の坊様

金魚

停年後友減るばかり花吹雪
この春の幹飢うることなし
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八名古屋・桔梗連句会﹀

田先由紀子捌

こと由
し紀
紀しま紀しままし紀紀しままし紀ま子子

歌仙﹃風炉名残﹂
高取の茶入も細し風炉名残

佇む露地に淡き夕月

ナォ風光る丘に仔馬は耳立ててし

飛行機雲の軽く一筋ま

エジプトの豪雨爪跡痛々し紀
藁にのせられ助かりし嬰紀

心太故郷の味しみじみとし
紺の暖簾を新しくせりま

社会党結んで開いて手を打ってし

牛に乗りたる老子にやりと紀

秋の街道白きポルシェでし

橡の実をいとしき人と分ち合ひま

紅葉の影の湖に映れりま

欠けてゆく月楊貴妃の象かとも紀

記念に贈る粋な帯留し

ナゥ装へる恵比寿界隈賑々し紀

土をもたげて覗く蕗の芽し

震災の予知まざまざと占ひにま

︵於・田先宅︶

琉珀の酒に春を惜しめり紀

落暉浴び散りゆく花の静かにもま

平成六年十月二十八日首

平成七年一月十九日尾
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雁渡る衣縫ふ針の忙しくて
ワープロに凝る停年の夫

鉄線の紫深き過疎の村
虹立つ峡に概交はせり

ゥ本棚に並べられたる七部集
家紋に秘めし慕情切なく
はらりと落ちぬ玻璃の凍蝶

さめてゆく愛の予感にをののきて

コマーシャル佛の顔も三度とか
わかしやち国体いとも華麗に

残留の思ひ出遠し月冴ゆる

石焼芋の角を曲れり

巻きオルゴールうららかに鳴る

大津絵のユーモア溢る葉書来て

佐保姫といふ詩集伏せたり

ともし灯の川面に揺るる花の宵

堀吉田
内村先

ハ逗子・木の会ｖ

歌仙﹃石蕗咲いて﹄

石蕗咲いて長者ケ崎はよき日和

冬舘より出でし人影

土間隅に大きな猫のひそみ居て
目ざまし時計鳴ってゐるなり

有明の月は細くて森の上

ナォ蛙の子晋山式のぽっくりに子

学者三代一人物書き城

代よりは色っぽさだけ取り柄にて北澤葭

一句給ぶため解く塩瀬帯子

ふたりして血汐のいるの海夕僥子

砂に埋めて動く手足をき

草間時彦捌

草間時彦

振り向けばただ闇だけが広がりて健

綿虫の流されたるも飛び立つも子

山深くして風の過ぎ行く宏

堀口みゆき

大輪靖宏
き

き

ナゥ老人の村は身にしむばかりにて宏

行政指導いそがるるなり城

芒撫子秋の七種城

雨音を聴くワイン飲みつつき
叢雲の谷間をぬいて今日の月葭
美

美

藤井弘美
復本鬼城

ひっぱってゐる人はどなたよ

露はしとどに草を濡らしつ
ワ蓑虫の嘆くごとくに宙にあり
編すだけ編してみよう命懸け

平成六年十一月二十四日首
平成六年十一月二十四日尾

︵於・葉山相洋閻︶

魚影動かぬ春の川岸健

花篝り知る人の顔ふと照らし葭

寿命悟りて心のどかに宏

けつきよくはカラオケだけが頼りにて健
宏

宏

父は社長で僕も重役

靴下の破れた穴で終る恋

美

き

城

小野寺健

健

青々とあり夏の月光

うっらうっらと居眠りをする

マウイ島朝餉の卓に烏が来て
グリーンサラダ水差に盛り
波音の高くなりたる夕まぐれ

宏

恩田侑布子

茶摘の里に今日は泊らむ

ひとひらの花弁に春を惜しみつつ
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ハ岐阜・岐阜連句会ｖ

歌仙﹃梅雨晴れ﹄

ォ梅雨晴れの俟立てゆくならし馬

膝送り

小瀬秒美
松尾一

野菜輪切りに粗のうす味

ナォ鯛を釣るつもりが荒布ひっかかり

すったもんだの酎ハイの缶

親の居ぬ今宵子天狗地に降りん

貸浴衣着て柳ヶ瀬のカラオヶヘ

骸をさらす大橋のきは

一人帰らぬ宿のしののめ
落飾の身に恋歌の届けられ

小瀬千恵子

大野国士

どこからか湧ける烏の鳴き騒ぎ

革新がごっつう好きで千余年

知恩院前布鞄買ふ

ナゥ帝より賜はる紋は帆かけ舟

秋桜咲く立ち退きの跡
美

出水攪ってゆける家系図

遠き日に望みし月も量ありき
士

千
美

方言残る村のうららか
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川に臨める庭のあぢさゐ
新刀をひた打つ鍛冶の汗かきて

手拭ひ洗ひ竹竿に干す
山里は土蔵の白き月今宵
塩ふりこぼす錆鮎の串
家庭教師は美女の学生

ゥ吊しをく籠に鈴虫鳴き始む

命と彫りし色白き肌

ささやきに聞き耳たてる夜の電話

花屑とならずたちまち花筏

秤鰄誌蓉砿朋二什弛串霊︵於・小瀬氏宅︶

初虹映す湖の耀ひ

士

美

千

千

メッシーのヒモと呼ぶには頼りなく

熱燗に酔ふ門前の店

新車を飛ばし冬月の浜
満願の杖納むれば麦降る

撃たれ猪眼を開き横たはり

美

士

きのふの与党けふは野党に
鏡割る木槌に花を結ひつけて

新婚ばかり春の空港

一士美士一美士一美士一美士千美一千士

八松山・錦心会ｌその一Ｖ

歌仙﹃藪入りを﹄
藪入りを老犬の尾が迎へけり
松もとれたる琴の弾き初メ

渡部伸居捌

渡部伸居
荻山幸子
藤田節子

一一一好郁子

古きひいなは雅やかなり

木の芽あへ母の伝授の味にして

土居栗

曽我部登志子

酒落た絵タイル張れる街筋

ローカルの駅をつつめる朧月

幸

居

同じ相手に二度の失恋

ゥ病よききざしある日の外歩き
片耳にイヤリングしてあどけなく

栗

士心

措即

郁

白壁に沿ひ橘の咲き

国境を越えまぎれ込む巴里祭
洋酒いろいろ酌み交はしをり

節

幸

背中について来たるかまきり
夜業の灯不況の風に消えて行き

栗

郁

酌の観月の宴乱す雨

一時帰休を子等と遊べる

士心

居

散りしきる花を踏みふみ川堤

進学祝ひ気張る爺々婆々

お召列車の運びしづしづ節

ナォ裏表なき日の丸のうららかに居

外米を炊きごみにして試食され郁
オーストラリア焼け野原とか幸

線で結べる冬の星座図志

初雪のユーカリの樹を覆ふまで岡本孝子

人知れずこそ胸の高鳴り居

碁盤には碁石要所に配られて栗

握手して別れてなほも想ひつめ節

夜昼もなく芸に打ちこみ郁

明月にお百度参り村社孝

秋の渚に残る足跡幸

ナゥ親子して体育会の主役なる志

間口小さく玩具など売り栗
栄達を約束されし東大出居
かねの魔力で地獄極楽節
花と烏写真展にて一席に郁

︵於・松山市久米公民館︶

のどかなる日の尽きぬ談笑孝

平成六年二月八日首尾

−108−

八松山・錦心会ｌその二Ｖ

ナォ気掛りの事次々と春の逝き居

生態系を変へる人間志
若者に伊予万歳を受けっがせ節
村長さんの長き頤鬚栗

歌仙﹃塚一つ﹄
渡部伸居捌

汗の白衣を濯ぎ樹に乾す居
身代を螺釧細工に打込みて栗

滝しぶき浴びつつ食める心太志

刈田なか伝説持たぬ塚一つ渡部伸居
月の出を待つ反り橋の上菊野晄子

ぬけぬけと男嫌ひを通しをり居

死罪覚悟の恋の道行節

むずかれる児に団栗を手渡して土居栗
携帯電話ポケットで鳴る曽我部登志子

平成六年九月十三日首
平成六年十月十一日尾

︵於・松山市久米公民館︶

わかった振りが実は半解節
花満ちて城の庭園風のたち幸
塀の向うに消えしてふてふ栗

そこかしこ和製英語が氾濫し志

ナゥ咲き揃ふ秋の七草手折りつつ幸
忍者の如きニュールックなり居

尺八を吹く縁先の月栗

卜ロ箱並ぶ三津の魚河岸志

岩清水湧く木下涼しく荻山幸子

夏山へ白きマイカー試運転藤田節子

朝寒のトーストパンはほの温う節

目も口ほどにものを言ひをり居

ワ村興す議論昂る集会所晄

すれ違ふ夫婦の溝は深まりし志

彩の槌せたる舞台椴帳栗

打ちあげは溢るる程の酒肴幸

能登の岬の冬涛に佇っ晄

犬の真似して背伸び遠吠え節
有り金をはたきて寒き月の途居

天女のやうと宇宙中継志

いつまでも汽車の尾燈を見詰めをり栗

花の散る母屋の屋根は今も萱節

陽炎燃ゆる国宝の塔幸
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ハ栃木・句華苑吟社ｖ

歌仙望月
ロー＝

同人捌

吉本三三塁

沼尾虹
桑原民人
虹
民
民

ナォ消えにゆく青空のありシャボン玉

手かせ足かせとべぬ苛立ち
闇に佇っ男の眼鏡かがやきて

猫に話して答聴かなむ
生霊も大暑に喘ぐ舞台裏
両手拡げて写樂幼なし

竹筒ふれば佳き銭の音

わじるしを棚の奥よりそっと出す

強がりの胸へ笑顔の妻の槍
曾根崎心中夢にぞも見し
露めきて光るは月の涙かな

空虚どころに榧の実の降る

泥にまみれて捨てられしネガ

ナゥ人気なき廻廊吾と秋風と

残照や亡びしものの影追ひて

新村正一
民

民

秤鰄誌蓉極朋粁皿申罷︵於・句華苑吟社︶

裏坂にきく春の暮六つ

色腿せて残れる花のいたわしく

亦雨走る商家通りに

虹

鳥海順之亮

正

飯焚く香り家にこもりぬ

灌仏ゆかし香奉る児等

虹

虹

眉にたゆたふ黄昏の鬚

匙で吸ふ本卦還りの妻いとし

北吹けどとりなしかほの月出でて

窓にふくらむ片恋の夢

峰火の如く消えては浮かぶ人の顔

幽と明との間を道草

洞窟の苔のいのちの光りをり

秘めたる思ひ述べむ明日こそ

ゥ我が室の燈もしろじろと暮早き

鰯の袋下げて看護婦

月の下三叉路夜の貌となる

刀休めては激しく姿追ひぬらん
うすらぐ闇におもかげを見し

立ち並ぶ力士幟や青嵐
影なき街に涼し川舟

風

ほろほると散るや古園の宵の花
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ドエ『

三正順三民民民虹三正順虹三民順三正虹

八東京・草茎ｌその一Ｖ

歌仙﹃大残暑﹄※
大残暑わが筆硯に悔多し
芭蕉にかかる淡き夕月

宇田零雨捌

佐野とし子

宇田零雨
木村筧水

磯直道

どこまで続く片陰の道

宇田都子
日笠靖子

永雄もりえ

初雁の声を流離の果てに聞き
むせぶばかりに高き汐の香
火焔樹の毒々しさを横にらみ

ゥ地下鉄を出れば浅草二天門
幼な馴染の店に立ちより

直

水

還暦と見えぬ女将の華やいで

小川廣男
都

直

貝殻節が耳をはなれず

同

牡蠣船の灯にゆるる桟橋
神々は旅に発たれて無礼講
月よさに踊り明かそう風の盆

廣

古田悦子
稲垣治子
紙谷光子
柳里花子

芒かぶって忍ぶこそ泥

過疎の中なる古里の墓

秋の蜘蛛つっと垂れてくる鼻の先

鶯餅のあざやかな色

記念樹の桜たわわに咲きほこり

雨に烟りし富士が真向ひ児玉俊子

ナォ予後の身を出湯にいこふ蟇の春鈴木佳子

寒紅うすく刷きし新妻井上きよ

二人乗せ高速道を一直線廣

あるじ顔して眠る黒猫田村登喜子

あかぎれの手をかばひつっ水仕事田坂八重子

西日ぎらぎら暑い駅前同

自販機はいつも故障の煙草店加藤えう子

白砂のつヌく三保の松原治

元気よくキャンプへの子等通り過ぎ俊

都

望の月匂ふばかりに昇るらん佳

窓辺にゅるる桔梗刈萱俊

ナゥ秋の灯の湖に映りてきらきらと

恩師かこみて誕生の宴廣

次々と盃まわるたのしさに柏村誠子
四方に満ち満ち高き噛り西尾みゐ

一陣の風にたちまち花吹雪登

白雲なびく春愁の丘八

蓉鰄赫舜粁朋一一什唾印鑑︵於・館山寺温泉︶
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八東京・草茎ｌその二Ｖ

歌仙尋化野﹄※
宇田零雨捌

青柿のっぶらに濡るる雨上り

あえかに光りかしぐ夕月
軒先の蓑虫はふと顔出して
朝戸を繰れば淡き汐の香
稲垣治

児玉俊

永見徳

ほろびゆくいのちひしめく花野かな

山の端に立つ虹の涼しさ

馬渕通

ゆくりなく逢ふ幼な友達
古への文に残りし恋のうた

一葉忌とて活ける佗助

鮫鰊鍋かこみ下町っつがなく
戦時のことを語り合ひつっ

台風の予報つぎつぎ雨の月

賞辞退して主義を貫き

仁杉と

岩垂道

倒れながらも咲けるコスモス
すいすいと赤蜻蛉飛ぶ試歩の径

大盃を乾して悔なき花の下

渡辺梅

河合澄

ワ大和路の三輪明神に詣でたる

佳零

千金の夜を燃ゆる篝火

ひたと寄り添ふ若きカップル梅

ナォ芝能の船弁慶は勇ましく佳

婚前の旅のはじめの館山寺と

驍雨パラパラそそぐ湖佳

鳴き声のはたと止みたる行々子渡辺ハッヱ

津波警報くりかへし出る梅主トモェ

故郷への電話は話し中ばかり佳

雪にうもれるさいはての駅瀬戸ハル

手をかざす達磨ストーブ赤々と澄

急に鳴きだす虫の声々堀内一子

お伽ぱなしの続き愉しむ廣田節子
まんまるな月が出てくるビル谷間道

立札にある石の置き物節

ナゥ秋祭果てて衿元やや寒くと

背伸びをすれば笑ふ山々ハ

一向に売れぬ小説書きつづけ卜

ただ瓢々と借春の雲同

朝桜匂ひそめたるひそけさに澄

粋鰄詰奪拝胆一汁に申露︵於・館山寺温泉︶
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東宇
浦田

子よ子江徳治通治徳同同子子子代同子雨

八東京・草茎ｌその三Ｖ

翁の句碑はひっそりと立ち渡辺梅子

ナォ残雪の嶺々をはるかに予後の杖稲垣治子

いつの間に可愛いい犬がついてきて廣田節子

宇田零雨捌

こるんと落ちし庭の青柿西尾みゐ

サイロの蔭で交はす口づけ高原牧子
香水の匂ふハンカチ渡さるる秋葉文子

石橋未どり

ナゥ一人居の来し方思ふ秋の宿磯喜代子
昭和の歌を口づさみつつ稲川久見子

海へ海へと雁の棹影田村昌江

出航のドラに昼月呆けたる小川廣男

新内閣は何か危うげ伊藤芳子

木枯の雨戸をたたく夜の土間井上きよ

風呂吹煮たる鉄の大鍋瀧ミサ

さいはての地震のニュース次々と岩本千代

宇田零雨

追善歌仙﹃手向くべし﹄※

野末に消えし暁の月

手向くくし秋の七草ことごとく

暑中休暇の子等の歓声

ゥ富士五湖の旅は老鶯ほしいまま

はるかなる空に真白き雲浮かび

汐の香ほのと流れくるなり

宇田都子
東浦佳子
馬渕通子
小谷伸子
河合澄江
堀内一子

鉦叩無念の鉦をいつまでも

若き日の恋思ひ出されて

田村登喜子

都踊りのゆれる灯ビ児立俊子

半世紀戦後も遠くなりにけり渡辺ハッヱ
日笠靖子
永見徳代

寄り添へば年上の妻たのもしく

粉雪の中に詣る産土神

角巻にかじかみし身を包みつつ

敷きつめし花の命の惜しまれて木村筧水

平成六年九月十三日首尾︵於・草茎社︶

朧おぼろに渡る鐘の音磯直道

加藤えう子
永雄もりえ
長浜喜代子

鈴木佳子

山の端を煙と照らして今日の月
ひとり酌むなるどぶろくの酔

佐渡谷ふみ子

父母の遠忌に帰る古里

友偲び低くかかげし夜寒の灯
っんどく本を横に置きたる

仁杉とよ
古田悦子

ひびきくる花の上野の鐘らしや

池をめぐれば風は暖か
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八東京・草茎ｌその四Ｖ

歌仙﹃山の湯﹄
磯直道捌

米の不足は農政のミス

ナォ青空をついとよこぎるつばくらめ

比島から来し嫁が三人

過疎となる村のお地蔵傾きて

聖夜の星は凛々として

言葉より瞳こそ思いを伝えあい

冬ざれて赤提灯の灯がゆらぎ

宇田零雨

磯直道

山の湯やわが春愁の花昏れず

光りひかりて烏帰る嶺

幼らの誕生会はにぎやかに

秋深みゆく湖添いの家

招き招かれ出迎えは猫

見の限り昨日も今日も竈りて
寺岡情雨
松永静雨
清きくえ

院展よりの特選の沙汰

月埠と金波銀波のはるかなる

ナゥ新酒よし古酒もうましと酌み重ね
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すぐにゆくてふ電話なりける
庭下駄のおぼつかなくも月明く

芒のゆれて酔ひのっのり来 中 澤 喜 峰
ゥ直会の帰りの道はやや寒く 森登
肩寄せあひし影のほそぽそ
鈴木春山洞

自由日記に記す二三句

検診結果肝炎は無事
小川廣男
柏村誠子

ふるさとの淡墨桜咲きほこり

平成六年四月二十四日首︵於・岳温泉︶

祢宜好みなる青饅の味

還暦に子等の気配りありがたく

人力の赤いケットの鮮かに
はるかな海が遠く展けて

情

直

き

静

竹刀を振りて一汗をかき

登

腕組みてしっかと立てる老教授

耳もとで鳴る貝のいろいろ

椰子の葉を洩れくる月の更け勝り

舂

一二口

草茎祭の夜はたのしく

廣

おのずからみちのくの旅思ひ出し

ボートレースに上る喚声

もののいる花の匂ひのほのかなる

情誠廣登喜き静直情誠廣登喜き静直情誠

八東京・草茎ｌその五Ｖ

歌仙﹃霧の香﹄
霧の香をかたみにまとひ帰りきし

月見団子に並ぶ竜胆

磯直道捌

小林三代子

宇田零雨
小川廣男
妹尾延
水野治夫

かまきりの鎌振り上げて見つめをり

嶺々に消えたる轍一筋

ふくろう鳴きて夜は更けゆく

石橋未どり

冬休み果てて静もる故郷に

隣の嫁の名はトメ子なる

ゥ酒盛りの弥宜と宮司は議論好き

小川悠子
妹尾昭
高原牧子

草茂る窓にかかれる青き月
蚊遣りの豚の煙ゆらゆら

延

未

牧

磯直道

ひらく弁当外米といふ

新幹線がくれば首都圏

この辺の鄙にはまれな艶な女

道具市突き当たりまで立ち並び

悠

廣

昭

治

過ぎ去りし戦後の日々を思ひつっ

一人息子の墓を守りて

夢言へば西の国から花の旅

後追ひがたき引鶴の空

ナォ何時のまに黄砂にくらむビルの屋根直

髭をさすりて病み呆けたる延

猫がきりりと尾を立てるとき未

欄間には明治天皇御真影昭

想ひ届かず日記終りつ牧

いつまでも化粧ののらぬ行かず後家治

雨の信号いっせいに赤廣

求職の冷えた応対望みなく三

山裾廻る石の坂道直

千体の水子地蔵の洗われて悠

月満ちて太平洋は白銀に昭
デッキを渡る風は秋なる治

ナゥ着任の異国の便り初紅葉牧
マリアの像の顔の優しく三

くるくる回す春の絵日傘悠

メロディーはささやくごときハミングで未

花吹雪埋めつくしたる長堤に延

平成六年八月十六日首尾︵於・住友クラブ︶

ボートレースの果ての静けさ廣

11ラー

八東京・草茎ｌその六Ｖ

歌仙﹃草庵﹄

木部八千代

宇田零雨

木部八千代捌

冬構えせし日だまりの庭

佐藤ゑつ子

一プ

松田千佐代

浜野テル

同

池田昭子

草庵の芭蕉よ枯るることなかれ

ねぐらに帰る烏の一群

潮の香のいづくともなく流れきて

幼な子と歌えば月の昇るらん

大ざるに盛る栗はほかほか
ゥ秋彼岸檀家をまわる若和尚

大江加代子

千

ゴルフバックを常にトランク
青空にくっきり浮かぶ薩摩富士

ふんぎりつきし失恋の旅
嫁ぎたる女の倖せただ思い
高き木立に風はさやさや

三喜玲子
浜崎琴代
山口安子

蛍見の更けてほのかな月の光

田尻槽子
安

眠れぬままに歎く短夜

リハビリの効果なかなかあらわれず

士師満智子

水野ツチヱ

寒マ

こころ静かに一服のお茶
神苑はふぶくがままの花の舞
水かげろうのゆらゆらと炎え

新人類の娘十八加

ナォはなやかな蝶のデザイン森英恵ゑ

吹き抜け窓の光まぶしきゑ

突然にタヒチ挙式を親に告げ昭

数へ日となりて街騒いや募り有野久美子

どろ大根を洗う溝川奥平ふみ子
武家門の家老屋敷のいかめしく安
かちんこ鳴って廻るフイルム加

勝馬の騎手堂々とこぶしあげ満

汗を拭きつつ涙する母昭

風雲の月くろぐとと渡りゆき安

いじめのニュースつづきうそ寒南マッミ

ナゥ雑木山いるとりどりに粧ひて琴
過疎となりたる故里の村渡辺常子

歩きあぐねし春泥の道安

宝くじ当らぬ前の胸さわぎ米谷志奈英

夢を托して飛ばす風船マ

咲きそめてほのかに匂う洞桜千

平成五年十二月十一日首

︵於・北九州市立白銀公民館︶

平成七年二月一日尾
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八松山・草茎松山支部ｌその一Ｖ

歌仙﹃磨り臼﹄
寺岡情雨捌

頼みの綱の温泉は出ず

ナォ向き合へる四囲の山々笑ふらむ

付けの大きな恋の火遊び

はした女の悟気に狂ふがなり声

地ビールの新発売を待ちわびて

蒲団の隅に猫が居座る

茜の雲へ響く初鶏

寺岡情雨
山田久栄
岡本眸
杉浦朝子
武知千代
大西素之

ナゥ竹垣の向こうに黒き人の影

磨り臼の輪飾りゆゆし納屋の隅

もみぢ葉添へて届く生菓子

久

情

ひょいと視線が合へば逃げ出す

池の面にゆらゆら浮かぶ望の月

水打ちしごとくに冴ゆる月の彩

安全神話もろく崩るる

一面のオウムの記事を読みふけり

山陽線の汽笛きこゆる

ゥ下京の街のはづれの秋ふかく

千

セールスの途中で入る遊技場

胸板拭ふ汗かきの人
大漁の幟はためく燧灘

風になびきて匂ふ黒髪

久

雨も上がりて見ゆる青空

ジョギングの道はいつもの通りにて

いつまでも離しはせぬと肩を抱き

千

瀬を落ちてまた組みなほす花筏

魚紋華ぐ春の黄昏

秤鰄錨稗唾朋一十軒朋雷︵於・武知邸︶
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履き心地よき新調の靴

地震現場をやっと脱出

眸
朝

海の蒼空の青さもまぶしくて
ハイビスカスの炎ゆる庭先

麦秋の昼月乾く神の森

素

朝
眸

予後の身かばひ交わす杯
パソコンの通信局を開設し

掠め盗りたる一億の金

圭月

素

雨呼ぶらしき暖かき宵

篝火の消えても弾む花の宴

情素千情素久情千素久情千素千千情素久

八松山・草茎松山支部その二Ｖ

歌仙﹃神さびし﹄

初東雲の淡きくれなゐ

寺岡情雨捌

山田久

寺岡情

吉金︷ロ

井上弥

神さびし神の岩根の若井汲む

何度追ひてもついて来る犬
永井政

百周年を祝ふ湯祈祷

ナォ城山は霞みのどけき子規の里

そしらぬ振りで誘はれている

顔役も綺麗どころも打ち揃ひ

電光二１−ス流す凧

全国にオウム信者が増え続け

外套の衿に埋めし弾の跡

戦後もすでに五十年なり

衣食足り礼節知らぬ世となりて
瓢が実の成るいすの木と言ふ
爽籟にほんのり月も上がり初め

硯洗ひて一行の詩

ナゥ奉納の額新しく芳しき

翅うならせせて翔ちし玉虫

献血車来て止まる街角

ゃった

午睡より覚むれば夢の繋がらず

樹木医の手当の効か花万朶
ケロリケロリと昼蛙啼く

秤鰔匙辱唾朗一什垂明誇︵於・武知邸︶
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ビル街のミニストアーの混み合ひて

夕月に松茸匂ふ背負い籠
温め酒を友と汲み交ふ

衿あし白き若き人妻

ワ秋ふかき奥入瀬の旅懐かしぐ
ファクスで恋し恋しと打ち送り
大西一系

暫し見上ぐる窓の星空

焼け跡に仮設住宅建ち並び

武知千

舌つづみうっ熱きラーメン

忽然と軒に隠れし夏の月

どうにもならぬ足の水虫
書き急ぐ写経の筆の遅々として

まちがい電話又もかかれる
花時の花にうかるる花の茶屋

鶯の鳴く裏の竹藪

￨胄久政弥白代朝之久弥情政子弥水生栄雨

情素久千情素久千久千情久政弥白千朝素

八東京・くのいちその一Ｖ

歌仙﹃かなかなや﹄

かなかなや晩酌三合はや尽きぬ

暉俊桐雨捌

ドーベルマンが門で見送り

ナォおさがりの帽子目深かに新入生

出か皇った言葉のみこむ終電車

独身貴族恋は古りゆく

角巻であの人追って番外地

崖舞い上がる贋の羽ばたき

実りすぐなき棚田刈りあげ

ことしから竹伐る兄を手伝って
あれかこれかとバイクの見本

水族館さかなと話しに行かん
晴れわたりたる大根ほす野辺

隣の部屋で茶漬かっこむ

初七日にはや相続でもめており

屋敷林でさわぐむら烏

いつしかに月を寝て待つ老いをみて

信号おぼえわたる野良猫
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子をねかせ墨絵はいまだ仕あがらず

暉俊桐雨
吉田吉女
伊藤紫苑
矢島眸
仙波鶴女
鳥沢霞
内山司花

ナゥ出稼ぎで又もやしのぐそ武ろ寒

ユュ／

足ぶみしてる尾根の十六夜

ゥうしろから知らぬ手が出る焚火の輪

桐
士ロ

一升びんがころがっている
ちと多すぎるボーイふれんど

天をけとばす孫のブランコ

ニュータウン空缶ひろう清掃日

めでたいな仲人なしに子ができた

眸

紫

めっきり残業へったこのごろ

グルメいちずにくのいちの春

花便り日本列島かけめぐる

見上げれば空いっぱいのちぎれ雲

鶴

秤轆誌蓉私朋三仁叩雷︵文音︶

霞

眸

紫

士ロ

司
桐

武家屋敷へとのぼる坂道

風鈴が夢の中でも鳴りっダけ
真昼のようなみじか夜の月
がんこ爺車の免許書きかえて

予報はずれて淡雪が降る

土手五キロしだるふもあり花莚

桐司霞鶴眸紫吉桐司霞鶴眸紫吉桐司霞鶴

八東京・くのいちその二Ｖ

歌仙﹃冬ぬくし﹄

水のあがらぬ桶の白菜

熱燗を好まぬ我に冬ぬくし
船宿の掃きだすごみにかもめ寄る

葺くにはたりぬ茅つんである

暉俊桐雨捌

ふくさ捌きもやっと半年

ナォ借りものの道行ぬらす菜種梅雨

朝顔の実をさがすベランダ

粗朶のいろりに吊るす燗鍋

懸命にしびれこらえる女子学生
伯母にせかれて馴れぬお見合
霜の夜をものともせずに通い婚

ナゥおもたせの鯉と鱸でもてなさん

八代目つぐ箔置のわざ

月ははや都庁の上にさしか易り

姑の謡はうたわせておく

長生きの親に先立つ子がふえて

たまったビデオ丹念にみる

降りやまぬ雨で窯出しまた日延べ

桐

暉俊桐雨
仙波鶴女
内山司花
矢島眸
烏沢霞
伊藤紫苑
吉田吉女

そよ風が鞍馬山からやってきた
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叩けば直るテレビのゆがみ
あきらめた頃に名月顔みせて

行く先々であさる名物

ゥ路線バス降りてすたノ︑秋遍路

司

次第にかすむ遠近の鐘

鶴
眸

軒灯もなまめいているもと廓
紅もふかずに思い差しする
新調の黒いドレスがよく似合い

気のおけぬ友とさ武めく花の宿

秤鰄錺幹十一一一朋二拝朋雷︵文音︶

妻子わすれて眠る春暁

霞

紫

ポルシェで駆けるレインボーブリッジ

町中の暑さ尻目に月のぼる

桐
司

鶴

士ロ

去年の梅酒の味ためしみん
到来の海苔と佃煮おもいだし

やっと通じた災害電話

眸

この春は花見の沙汰もひそノ︑と

会釈もせずに虫穴を出る

桐吉紫霞眸司鶴桐吉紫霞眸司鶴桐吉紫霞

八東京・雲ノ会ｖ

ソネット
押韻俳譜

﹃恋ケ窪に﹄

恋ケ窪に綾の鼓を鳴らせ給ふ

村野夏生捌

大下さなえ

鈴木一人

村野夏生
大隅結

ハンバーガーを海に釣り上ぐ

岩本稔
白木久也

架空の橋を結ぶ蒻翠

寄り添ふ雁の声は錆朱に

月の下笑顔お化けの口惜しそう

結

山口かおり

−121−

ユッカ咲く五月私の骨は軽い

巻きスカートに巻かれていて躁

クリちゃんの栗飯弁当栗に栗

闇に落っジグソーパズルひとかけら

日光写真のあのひとの指
霜焼けを作る実験に堪えて来た

パンダ来たので夜逃げする河馬稔

平成六年五月七日首尾︵於・東京沼袋・珈琲屋︶

教え子に誘惑されて花の雨生
空中浮遊春の岬だ輿水文男

りえ人

八松山・興聖寺連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃初句会﹄
松永静雨捌

静

松永静雨
戒能多喜
岡本眸
永井政子

虚実とは愛とは何ぞ初句会
玻璃戸の外につづく笹鳴

団地の友を探す市街図

ナォ片隅に目をうるませし孕み鹿政

湾内深く寄せる潮騒静

指示待ちで行政施策ままならず多
漫画描きつつビール干すなり眸

ちょろちょろと滝の音ある京の宿政

夢にまで見る君の面影眸

援護射撃の上手い旧友多

老らくの不倫といふは切なくて静

多

夕まけて月金色に光りそめ静
そぞろ身に沁む孟母三遷多

カンタン

おおしいつくと鳴ける寒蝉眸

捨てられぬ重き荷物を前うしろ政

今年煙草の甘き香に立つ

政

溌刺とサイクリングの近づきて
月すでに月見る月と誰が詠みし

ゥ好物の麦とろなれば遠慮なく

ナゥそこはかとなく病棟の冬めきて政
静

多

静

︵於・松山市於岡本邸︶

平成七年二月二十二日首尾

池の汀に亀が啼くとよ政

はらはらと花降りしきる能舞台眸

パソコンで優良株を知らせくる眸

電気毛布で包む足腰多
いま一服とお薄頂戴静

眸

どう転んでも無理な縁談
金髪で八頭身の社長秘書
外れ車券を捨てし屑篭

政

眸

釣りし河原で鮎の塩焼

静

勝目なき選挙戦とは思へども

亡き人を偲ぶ夏行の月昏く

政

御本殿にも及ぶ震災

多

花満ちて天賦の才を欲しいまま

眸

多

よっこらしょっと立つも座るも
民衆がいつも主役のボランティア

ダイヤモンドにこもる春愁
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八松山・興聖寺連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃恋猫﹄
恋猫に鳴かれ鳴かれて稿ならず

庭の闇より匂ふ白梅

賜わりし桜貝等ポケットに
口笛吹きつ過ぎし自転車
高棲に月見の宴果つるなく

卒寿の父の眉目爽やか

ゥどびろくに酔えば故郷の安来節
ウインクすれば返る投げキス

松永静雨捌

静

松永静雨
長戸弥香
永井政子
岡本眸
戒能多喜
香

眸

月涼し打てば必ずホームラン

雪罪々と阪神電車まだ不通
宣伝ほどの御利益もなく

新館のみの残る震災

眸

政

香

多

静

多

煎じ薬が効きし夏ばて

眸

留守番のメイドを口説く御用聞き

ひと刷毛の金を加えて華やかに

政

多

政

のどかなりける瀬戸の潮騒

篭を出たがる手乗り文鳥
花衣脱ぎて厨の人となり

大師の像の立てる山頂静

ナォ遠足の列が縮んでまた延びし香

自然保護環境保護を説き続け眸

軍歌唄うて囲む猪鍋政
小豆相場に響く円高静

なっかしき柚湯もありて旅の宿眸

不倫の負ひ目すべて帳消し多

宝石を欲しがる妻とデパートへ多

どしや降りの喜雨となりたる千枚田香

ゆさりゆさりと揺るる夏萩眸
尺八の音色につれて月ほのと政

名残りの茶会終へて寛ぐ多

ナゥ宅配で酢橘がどっと届けられ眸

金看板で通る家柄政

長男は医者よ次男は代議士よ多

神にまします伊予の石鎚香

わが庵を覆ひつくして花万朶政

︵於・松山市於長戸亭︶

翅光らせて燕飛び交ふ香

平成七年四月十九日首尾
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八郡山・郡山連句会ｖ

歌仙﹃やはらかき﹄

佐藤淳捌

ナォ山笑ふ鬼女伝説の裏ぱなしふみ

荒野の果てに灯り点りぬ節

かくれんぽ幼き友は懐かしぐ次

池畔を巡る羅の彩ふみ

突然にキス受け邪魔なサングラス淳

昼のほたるに胸の高鳴り次

堀越ふみ子

お礼参りの奉納の絵馬ふみ

佐藤一存

長尾節子

愛矯にタレント真似るバスガイド淳

やはらかき人の声あり春立つ日

黄水仙挿す街の売店
五十嵐七次

新月の清き姿をビルの間に勝

学芸会の遠き思ひ出次

高原のサナトリュウムの窓開き勝

引く烏の雲間に入る影見えて
窓より洩るる琴の音の良き

ふみ
儘即

遷都の噂又も立ち消えふみ

宵の賑はひ秋刀魚焼く路地ふみ
ナゥ霧の朝インク色濃き政治面淳
淳

故郷志向甦る世にふみ

節
節

ふみ

我が庭に寝耳に水の温泉の湧きて次

ふみ

淳

月光の大河静かに波立ちぬ

名産林檎又も評判
眉目美しき友の妹

ワ送られし秋の味覚を喜びっ

酔って免れる膝の感触

許されて初めて交はす愛の文
七色揺れてフィナーレとなる

五線紙に賛歌を拾ふ朝ぼらけ

雪解兎の飛び出でし今筆

先達の詠める句碑あり花盛り節

平成六年四月十四日首

一浮

佐藤敏勝

古里を語る屋台に冬の月

木枯の中一っ廃屋

平成六年七月二十八日尾
節
次
淳

︵於・ＮＨＫ文化センター郡山︶

ふみ

届く包みは友情の品

田の中に活断層の有ると言ふ

球宴告げるうららかな朝

みちのくは少し遅くれの花便り
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八小松・小松連句研究会ｖ

愛媛﹃天守閣﹄
鈴木春山洞捌

あっけらかん屋敷畑に菜の咲きて

洞

石丸信義

十亀まさ彦

宮武つれみ

鈴木春山洞

ヘリコプターの音のすぎゆく

義

白帆ひろがる暖き海

カードにて一人占ふ月の卓
莨ぽたりと落つる肌寒む

天守閣鮪の上げ尾や風光る

ゥ秋高う入選の絵をうべなへり

彦

彦

み

洞

懐手もぞとさしのべ乳をさぐる
﹁それは困る﹂とそっと眩き

洞

執筆

み

彦

移りゆくキャビンの窓に月涼し
俳句書き付くポケットノート

彦

ち

﹁さよなら﹂と言葉にならぬ言卜重く

義

み

連れ合ひ遠く戻る川土手

豪華客船卯浪出港

遍路の声の詠歌境内

義

森鴎外を偲ぶ車座

参詣の群し長々と橋渡り

盃キの花片を呑み酌み交はし

︵於・愛媛県小松町立産業センター︶

平成六年二月二十八日首尾
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八豊田・ころも連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃秋の灯﹄
点々と秋の灯もるる夜更かな

猫の跳びたる臥待の月

小園好捌
小園好
繁原敏女
長坂節子

み

後藤志津枝

月山冨佐子

缶即

やうやくに破れ障子を貼り替へて

原みね子

気の合ふ友と酌みかはす酒

店先に夏大根の並び居り
サイドミラーに映る打水
ゥ背伸びする少女は齢をいつはりて
あなたのこころつかまへたいの

枝

好

産気付きたる三男の母

女

節

電話くる時間となって落着かず

パチンコ狂ひ開店を待ち

ＰＫＯ機関銃持ち行くといふ

東てし月流れにゆらぐ神田川

み

枝

一邑

好

森佳子

女

曇り硝子をたたく木枯し
鼻筋の通りし異入すたすたと

航空便で貰ふキャンディ
花吹雪とばしっ進む山車の列

垣の子雀羽をふるはせ

ナォ春塵のつもる文机そのままに女

ただよふ如く半夏生の白佳

プーフーウーの劇作者逝く同
中近東真の平和はいつの日か佳
眉をひそめし阿修羅拝せり節
尺獲の作務衣の桁を計りをり富

ピロディ抜けて黙の抱擁み

あるばむの君はいつでも輝いて節

消えし死体をさがす探偵好

ひた走るブルートレイン夢心地佳

月照らす蔓はひのぼるけものみち稲垣渥子

踊太鼓の響く村里由川慶子

ナゥ好物の松茸飯に頬ゆるむ節

メイドインコリア山積みにして渥
子に借りる今のはやりのＡライン慶

流氷つくと北よりの文同

奉納の琴の調べの花の寺渥

平成六年十月十八日首

蛙にもある瞑想の刻慶

︵於・豊田産業文化センター︶

平成六年十一月十五日尾
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八豊田・ころも連句会ｌその二Ｖ

ナォからし菜を和えればびりり味もよく志

追悼俳譜連歌春まだき﹁鎖ちゃん﹂と呼びて親しみし
七十翁逝く翁の北庭より見はるかす

ひたすらに恋をするとて奪われて森佳子

くちづけまでの長きためらい聖

機下の大地に錘の点々女

朝の喧嘩はよしにしようね代
中国に世界の企業おしよせて道

歌仙﹃雪の嶺﹄

御岳白し

繁原敏女捌

かなしみはサファイアの青き灯のごとく藍

照れた笑顔の遣る冬ざれ八木聖子

鏡ちゃんとついの別れぞ雪の嶺矢崎藍
トラクターエンジン音の軽やかに繁原敏女

量の月そろそろ家もリフレッシュ同

1つマ

木枯すさぶ坂多き町由川慶子
先祖の名梵鐘にあり太き文字壹
遊び足りずに児は帰りゆく守

酒をこぼして覚めしうたたれ柿本時代
月さやか胡座して眺む奥座敷後藤志津枝
みやまりんどう筒のむらさき稲垣渥子

ナゥ枝々に小鳥の宿す樫大樹慶

︵於・豊田産業文化センター︶

平成七年四月十八日尾

平成七年二月三日首

ぐんぐん揚がる知事さんの凧藍
花万朶見得を切ったり六代目女
浅黄の幕に双っ蝶舞う原みね子

海底のタイムカプセル取り出して治

悠久の刻ガラパゴス島渥

秋を惜しみて莨一服好

現代シ子の見合願望岡本道子

ワ爽籟に生成りのシャシを扉かせて長坂節子

帰る背に好きというても間にあわず節

つり銭の出ぬ角の自販機月山壹

孫の描く犬は画用紙はみ出して谷本守枝

夜店に誘う友の大声聖

行水の盟にうつる月の影小園好
多忙をさいて遊ぶ歌会加藤治子
無精ひげ剃りのこりたりそのままに壹
恩賜の時計自慢気に見せ月山富佐子

円空の仏の在す花館治

サイクリングでママさんの春好

ー上皇ノー

八松山・佐久良連句会ｖ

やま
歌仙﹃あ
天ま山
﹄

道後平ラ中の天山小春かな

雲の鬚する里の寒林

ゼッケンを付けたる児等と保夫のゐて

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞
洞
大本まこと

井門可奈女

奉示

奉示

ま

は

応援ソプラノ高くひびける
仰ぎ見る月の玉兎の影美しく

路白々と続く芋畑

洞

乙女心の揺れてゆらゆら

ゆ

ワ重文の温泉楼めでたき秋の崗

洞

ま

奉示

ま

洞

ま

奈

ヒト

佳き女のレター待ちつっ日を暮し
ドアーを押せば飛びついて来る
かえり

顧みもせずに立ち去る下駄の音

め

りえ
町を後し方
に海を西辺に
風呂上り裸で語る月の縁
糸瓜を愛づる家庭団藥

参拝の娘に花の散りかかり

ためし

ま

たか

審議会決定責は横綱に

鳶が膳生む例ありとふ

洞

奉示

思ひ出の中遊ぶ摘み草

小選挙の区割り定まる奈

ナォぴっかびか入学生と母親とま

晩のお煮物八目鰻にま

逐鹿の世界にいつか身を投じ洞

独り者手酌で飲める霞酒奈

くちづけ

うみ

たた
東テ鶴の
佇ち佇ちつくす湖洞
古本屋口説き言葉を探しあてま
接吻の痕ワイシャツにあり奈

イニシャルの意味深長に変無限洞

全ては黄梁一炊の夢ま
庭の隅郡郭鳴けるかそけさに奈
涼にはロザリオの月洞
ナゥ観衆の伍々コスモスの苑歩きま
味が自慢の匂ひ漂ふ奈

大寺に急病人の搬ばるる洞

あわただ

夜も更けしにこと荒しま
裾離し乗れるふらここ奈

枝垂れたる花の呼び名の滝ゅかし洞

︵於・愛媛県生活文化センター︶

平成六年一月二十二日首尾
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八与野・三尺童ｖ

歌仙﹃これはこれは﹂
膝送り

松本杏

丹下博

地図を広げる片蔭の中
丹下尤

これはこれは〃北通沙漠″暑さかな

段々にモダン住宅建てられて

壁に飾りし油彩六号

ナォふらんどをこげば空ゆれ大地ゆれ

おシ／︑３冨○門口目８頁

六道の井戸より太き鬼の腕

安定剤を飲んで汗かく

コックニー夏のロンドン駆け抜ける
ホモセクシュアルなぜか嗅ぎわけ

念怒ともまた微笑とも歓喜天

ねずみ小憎の技を惑わす

酔っぱらい細き路地まで知りつくし

古き空家を覆う秋草

傾いてぎしぎし鳴るよ椅子の月
ストレッチ体操やや寒のなか

ナゥ元気よく声を掛け合うボランティア

電子手帳に頼るこの頃

国を追われて病み果てる子等
横文字の看板ばかり目につきし

岸にかけ寄る初鮒の群れ

入学をともに祝わん花の老い

平成六年七月十五日首尾︵於・丹下博之宅︶
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マネキンの動くかに見ゆ月の街

人足ぱやに木の実降る道
ゥ新蕎麦が有りと張り出す古暖簾

小さき灯台浜の向こうに
広き背を恋しと思う寡婦となり

中腰をして髪を染めみる
今日もまたトラピストには若き声

乳搾る人乳運ぶ人

寒月を上げてコロラド銀世界

暖炉の前で平和談義を

ピンと張りだす一寸の髭

薄目せる黒猫そっと膝に抱き

影おぼろなる合戦の跡

花の奥すつくと立てる武者の像

子花之子花之子花之子花之子花之子花之

花子之花子之花子之花子之花子之花子之

八東京・鹿の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃初暦﹄

小さき庭に満つる噂り

常磐津の稽古帰りの月おぼろ

紙飛行機のすっと墜落

ナォ揚げ雲雀エデンの方へ声張りて

サンバのリズム耳に残れり

Ｆ１に燃え燃え尽きて逝きしセナ

思ひ出深き冬の更科

夕焼けに五百羅漢のとぼけ顔

遠い声聞くまわそじゃないか

赤松よう子

加藤望子

高橋百合
須田幸子
久住真由
宮下太郎

猪平十糸子

薄墨の枝垂の花も咲き初めて

川口摩知子

旅の出会ひの笑顔よき児よ
ルワンダの難民の群今いかに

孕み鹿今立ち上がりたる

秤轆誌等擶解吉日睡雷︵付け廻し︶

命の灯しほつと瞬き

石田一皐

露木崇夫
若松照代
山本房子
金子九星

大石勝五
河村扶美
折原麻美

坂田はま子

女房の尻石臼のごと

旅先のほんの気まぐれそのはずが

残る月矢立の杉は疾く明けて

山口みづえ

初暦シルクロードを想ひけり

熟れし巨峰のいま盛りなり

瑞雲五彩朔北の空

阿片瓢郎
小林梁
山田章子
宮内恭子
横田成麿
西山真樹

ナゥ豊かなる胸にさしたる赤い羽根

早稲田の恋は珈琲の味

挽きたての蕎麦ほのぼのと今朝の霜

口三味線を瞳ふ草萌

佐々木展子

日曜日白粥いつか吹きこぼれ

ゥ若者等面影橋を渡りゆく

黄川田美千穂

畑村春子
藤井治

水族館の蛸が墨吹く

深淵を垣間見るかの初キッス

安江真砂女

嗣治描ける青い目の猫

戸田貝江
高橋敏子

佐久間淑子

山本貞子
高畑自遊
芳田龍子
遠藤翠

地中海クルージングで飲む冷酒

石をもて追はれ異境に仰ぐ月

秋の袷もくたびれてきし
お稲荷を祀れる宿の虫時雨
掘割り添ひに並ぶガス灯
花吹雪ひらひらきらと光りゐる

卒寿祝へるあたたかな昼
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八東京・鹿の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃屠蘇﹂
山田章子捌

遠藤翠
黄川田美千穂

屠蘇の盃オンザロックをまいらせむ

川の蛇行に濃き初茜
猪平十糸子

おせんベパリパリ舞雲蕊咲く畦

名ばかりの春に誘われ丘にきて

見返れば犬雛いてくる路地

貞

山本貞子
山田章子
渡辺博

いき

化粧水よどむを振りつ朧月
ゥ衣紋ぬく粋な﹁五十鈴﹂の京友禅

翠

博

美

歳の差なんて気にもかけない

店いっぱいの水着バーゲン

十

美

岬よりひびく教会の鐘

六十の男遍歴涙なし

椰子の浜カーニバルにも殿大臣

貞
翠

故郷の﹁梨の木峠﹂に月を待つ

去り行く秋に心満つ旅

博
おとと

美

一早

十

雨多き年の松茸出来がよく

われを慕いし弟の逝きぬ
花吹雪癌の疑ありもせで

東踊の招待を受く

ナォ永き日の銀座の裏に人力車博

口の大きな緋鯉と真鯉貞

友が家にすすめ上手の保存食美

生マごみ減るを願う朝なり章
挨拶は今年の冬の寒いこと貞

牡蠣雑炊に眼鏡外して章

ノ︑まり

未成年断わる寺の秘宝庫博
歓喜あらわな仏おるがみ美

灯りを消して郡郭を聞く博

きざはし

アベックで階を踏み痴話喧嘩美
どこ探しても米はからっぽ貞
月僅々ふかくねむれる藍の甕美

とび

何をねらうか鳶急降下貞

ナゥ万歩計つけて一歩の風のいろ章

松林抜けてたどりし海の町章
手押しポンプの金気臭えり美

花追いて夜汽車で着きし北の果博
児を膝にのせぶらんこを漕ぐ章

拝聴私蓉一一一朋二弐極印耀澪︵鍼粋坤僻開藝蓉確︶
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八東京・鹿の会ｌその三Ｖ

歌仙﹃筍や﹄
川口摩知子捌

ナォロボットの耳銀色に浬藥西風

動くお腹にそっと手をやり

三千年をタイムスリップ
勾玉を日がな一日磨きいて

きいぎぬの夜の白みゆくホトトギス

くちなしの香の匂いくるなり

神田川守る会てう立看板

烏も飛ばずに湖の黄昏

小銭ちやりんと藪蕎麦を出る

宮下太郎
高畑自遊
西山真樹

出席をとらぬ教室がらんどう

筍や猪に似て大いなる
厨の窓に射す薄暑光
藺書の講義下調べする

遊

散らばりし南蛮歌留多片づけて

川口摩知子

露虫乗せて飛ばす百キロ

月の出をお市の方が嘆いては
葛のつるには豆に似た実が
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稜線の端にかかれる夜半の月

遊

石田一思

ナゥ爽やかに飛行船いま丘越えて

ゥ秋祭揃いの半纒借りてゆき

真

倖い住むというところ迄
近づけばトレピの泉織嬢と

女神輿に脚の交錯

高橋百合

太

恋も恨みも笑い話に

秤鰔誌雲梱朋一一粁麩串確肇︵於・俳句文学館︶

鶯餅に添えしくるもじ

花吹雪傘待ちてゆく姉いもうと

きざはし上る春の足音

摩

遊

百

一皐

太

真

一皐

真

這いゆけば母と娘の眠りいて

どたばた劇の果てぬ政界

社長室ピカソの顔が逆さ向き

正直な流氷が泣く北の海
トドの一群寒月に吠ゆ

隊員に自律神経失調症

古いアルバム繰り返しみつ
窓越しの万朶を愛でて花見酒

遠足の子等賑やかに過ぎ

摩太京真摩太京真百太京摩真百京摩太真

八東京・鹿の会ｌその四Ｖ

脇起歌仙﹃紅蓮﹄
紅蓮のはなやぎかなし風の筋

渡辺博捌
阿片瓢郎
折原麻美
高橋百合

絵日傘映す浅き水しわ

はっとする隣の少年丈のびて

ナォ逃水に誘ひ出されしままにして

時が攝く日々に疎しと
勘当をされし娘を先立せ
南へ北へ医を業として

今年また七夕紙は同じ文字

夢の世界は虹の彼方に

たわむれのつもりが何時か迷路へと

鬼女と聖女がかわりばんこに
据膳を食はいは恥とせつかれて

シイタチ

無月でありし九月朔日

ワケ

安江真砂女

心と動きまるで反対

渡辺博

楽園追はる理由を知りたり
裏付きの中国服のぶら下がる

鶯笛が遠く近くに執

秤鰄誌辱制朋二粁ユ肥確雷︵鐸半蝿霊会館︶
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望の月ひとり眩く国訓り
殿様ばつた見事なるさま

麻

懸巣が破る森の静けさ

亘︵

百

昔のままに西園寺邸

ゥさはやかに子等とかけっこ息はずむ

博

ナゥ目印の宿の銀杏が霧にゆれ
麻

麻

真

花の中屋台の店が列をなし

雨滴ポトリと濡らすこめかみ

博

高々と石蹴り上げる朱の鳥居

会館ぐるり今朝の大雪
寒月の中発射され歓声が
宇宙戻りて紙の重たき

百

百

煮物よし天ぷらもよし母の味

百

麻

真

まずは詣でる親族の墓

オンナ

政論を妓侍らせ夜更けまで
歳の差こえて意気は投合
必殺のエイズ対策英語にて

樹にもたれ花の吹雪を欲しいまま

うららうららの古き堂なり

筆博同麻同百同真同博同麻同百同真同博

八東京・鹿の会ｌその五Ｖ

歌仙﹃牛の眼﹄
芳田龍子捌

赤松よう子

畑村春子
西山真樹

牛の目の澄みてしずかな初冬かな

子の椀ぎて来し柚子の語らい
芳田龍子
山田章子

米寿なる恩師の句集賜りて

欄間にかかる扁額の文字
渕渡す一枚板も月のみち

真

宣く

よ

一旱

帰山の想いしきりなる秋
ワ肌寒き日曜日なりケーキ焼く

パソコン通信又も空振り
マナティーに水中深くふれられて

龍

室早

真

抱かれし時満天の星

裏の小路で焼き鳥を食う

輸入車のめっきり増えし都会の灯

龍

春

一旱

春

息災を願い茅の輪をくぐり抜け

池をめぐれば子規の句碑あり

月の涼しきギヤマンの盃
樹下歩む校倉造りの正倉院

真

よ

煙草のけむりゆれるのどけさ

九段坂標準木の花開く

ナォ未黒野の人形使いに雀飛ぶ真

新・新党の影の大物よ

じやらじやらとアラビア風の首飾りよ

砂ぼこりたつ果てしなき空章
雪原を汚し原油の流れ出す龍

冬将軍は外套をっけ真

赤彦の﹁頬白﹂の歌諸じる春

逢瀬を前に髪の手入を章
キス少し長めの閨のだまし合い真
十年振りの三冠馬とか龍
病みいる夢へ郡郭の声よ

ゆっくりと銘酒嗜む今日の月龍

箒持ち出す村のぢぢぱば春

ナゥ菊日和野の右左香り満ち章

遠き眺めに霞む湖龍

人の世は禍福あざなう旅にして春

笑い上戸に身ほとりの春章

醍醐寺の花のトンネルくぐり行く真

︵於・大久保地域センター︶

平成六年十一月十一日首尾
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八東京・鹿の会その六Ｖ

歌仙﹃石蕗の花﹄
宮下太郎捌

高畑︷日

宮下太

矢野禅

小春を急ぐ通勤の列
山本房

乳色の朝の空気や石蕗の花
ごめんごめんと土をかぶせる

掘り起こす畑に蛇の眠りいて

ナォ行く春の因幡の国の物語太

母の背中で眠る幼な児禅
トンネルの中へ機関車吸いこまれ太
山の彼方に幸を求めて自

円空が踏みしめてゆく霜柱禅

樹氷散らすは猿の一家か自
住友の株主総会大荒れに房

教育テレビに変えしチャンネル太

屑籠に嫌な恋文放り込み禅

炭火に香る太き松茸自

裸体ばかりを狙うシャッター同
月明に照らし出されし露天風呂太

ベイブリッジをくぐりゆく船自

ナゥ秋時雨六十階の茶会にて房

曙はまた腰痛に悩まされ太

風あたたかく吹ける神苑禅

低い流しにもやし根をとる房
花巨木幹の上にもほこるばせ自

︵於・大久保地域センター︶

平成六年十一月十一日首尾
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三叉の先きに浮かべる淡き月

蒸しあがりたる衣被なり
ゥ脱殼の済みてほどきし頬かむり

芝居の稽古待ちてそわそわ
〃年下の夫に白粉塗ってやる
下手な左官の仕上げぽこぽこ

新聞の川柳欄に微苦笑し
国会中継誰も見てない

寝静まる町ひっそりと月涼し

蝉がギリリと通夜の縁側
口数も酒がまわれば多くなり

女のことで争いとなる

百千烏来て交わす噂り

勾玉を揺すれる胸に花ひらと

自房禅自太禅房自禅房自禅太自子巌遊郎

八相模原・慈眼舎ｖ

歌仙﹃金魚﹄
松籟と聞く冷房の音

短冊の金魚の鰭は波立てず
草刈りに青酸漿は残されて

資格試験に実技応用

赤田玖實子捌

福田真空

小久保多美江

赤田玖實子

三好龍肝
須田幸子
高木厚子

ネクタイの友を講じぬ月の宵

高い煙突空は爽やか

鴨志田智恵子

大谷似智子

吉浜ます子

ワ特急が次から次と御遷宮
隙さへあれば軒グウ／︑
燗酒に今さら姪く古い傷

ま

蛭海停雲子

似

かくれ魅力を改めて知る

地球が願ふ平和流星

多

名月は奇岩連らなるその上に

厚

智

世話焼きが頼りにされるニュータウン

猪の噂に銃を磨きぬ

玖

パソコンをこなしきれずに終ひ込む

這っても豆とひどい呆けやう

肝

空

落差驫く観潮の渦

花の戸を素顔で通る舞妓はん

ナォ東西の隔てはとれて春は閾け幸

減税しても伸びぬ購買ま
狙ふ記録はビルの登壁雲

教科書にコミック重ね盗み読み似

塗りの角盆蚊取線香多

郭公に野外トイレの列ができ智

手も見せず須與に収める長い剣空
粋と気っ脈は江戸っ子のつれ厚

うっとりとレンズの奥のラブシーン幸

慈悲の菩薩に託す貧乏雲
暁闇の月に五絶を朗詠し肝
替はる畳の緑りは繧燗空

ナゥ清簾を強く押し出す選挙戦似

久し振りねとポンと叩かれ近藤蕉肝

嚢中の錐と云はれし若き頃ま

それなりにある啓蟄の穴厚

刻を惜しみっ汲むや桜湯玖

たゆたふて微妙に変る花の彩肝

︵於・相模原市上鵺間公民館︶

平成六年七月十二日首尾
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八松山・子規博連句教室ｌその一Ｖ

半歌仙﹃菜の花﹄

菜の花やときに汽車ゆく過疎の村

山の笑へる長きトンネル
桜餅ローぱいに頬張りて

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

卯

菅伸太郎
松田靖夫
青野卯
岡崎吉雄

ゆ

はざま

慌てふためき嫁の飛び出し
踊り衣裳を子に着せてやり

温泉の街のピルの狭間に月昇る

後藤波久

士ロ

社員旅行は即かず離れず

ゥ泣き虫と言はれ育ち赤まんま
めくぱ

井ノロカズ子

力

洞

靖

士ロ

楊井粂男

士口

波

卯

靖

胸せの恋の懸引き燃やしをり

硝子に映る影なやましき
団結のなき群衆が勝利告げ
ドル安つづく世界の市場
新装の船おろしする夏の月

月下美人の噂もちきり

あけ

明浜マの地には由緒の墓ありて

龍馬の道を辿り行くなり
丸窓に花を賞でたる連句会

歌声ひびく姉妹摘み草

平成七年四月十五日首尾︵於・子規博４Ｆ和室︶
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八松山・子規博連句教室ｌその二Ｖ

半歌仙﹁初春﹄
松田靖夫捌
鈴木春山洞
井門可奈女

加藤朋子

初春や蹴鞠の素抱ひるがへし

睦月の空にふはり綿雲
岡本美代子

川の底小鮎ちょろちょろ泳ぎゐて

青磁の壺に黄水仙活け

井ノロカズ子

靖

松田靖夫
菅伸太郎

奉示

散策をふと見上げたる朧月

夢に抱きゐるいとし悌ゲ

後藤波久

オカリナを吹き土手の人ゆく
ゥ泣き上手家庭ドラマの進展に

女盛りとヤンママは言ひ

寝取りたる不倫の恋に溺れきり

美

奈

日本列島怯ゅ震災

伸

軽鳧の仔を引き連るる引越に

波
力

盆の支度に婆樺かけ

波

天心の月皓々と照りわたる
仁喜多津といふ地酒のうまし

伸

靖

大文字焚く薪背に運びあげ

長閑に広き湖の波

花の里西行の墓守り伝へ

平成七年一月二十一日首尾

︵於・子規博４Ｆ和室︶
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八岐阜・獅子門ｌその一Ｖ

伊藤︷ロ壼云

脇起歌仙﹃雪見かな﹄※
國島十雨捌

唐渡北勢子

各務支考
國島十雨

電話を掛けて合はす人数

やまどりの樵を化す雪見かな
みじんに刻み煮あぐ蕗の薑
春の旅まづ行先の地図買って
時差ぼけの眼をこすり望の月

小川守
小嶋竹籟
成瀬貞子
梅村卓矢
本屋良子
山口英利
細川研三
大木圭蒐
西関清

付けばっかりが溜る商ひ

寄り合ひの政権根廻し不足にて

説かんぐりよかとよかよか

ヴァイオリン置いて情事の昼下り

富士をまともにのぞむマンション

ゥ車椅子コスモスの風押してをり

老酒の盃さはやかに乾す

浮袋貼りたるゴムのおぽっかな

加藤亀女

巌涼江

後藤富美子

ナタデコみたい夏の昼月
歳時記と馬鹿と鋏は使ひ様

庭師見習停年の来て

蒲原常盤
関戸逸郎

日がな田螺が大あくびする

トンネルを抜ければどこも花の里

ヴィードロの壷連れの欲しがる武村利子

ナォ春祭もんぺ姿がむしろ粋若松照代

久々に四大関の揃ひ踏み寺田喜八郎
義理のつもりが本物の恋竹中定男

父無くも育ちますやうマリア様織田康子

香港株にへそくりを賭け石田冨恵

言はざれど冬至南瓜の火傷とは瀬尾千草

雀舐めるな寒に溶く糊船渡あや子
綴ぢ糸の切れてしまひし草子本雨

先づコンニャクをかいで楽しむ大野嵐山

月の浜便りを書きし板が着き中尾冑宵

荒地野菊に足をとられて堀野恒範

ナゥ小坊主が指揮者となりし芋煮会堀内洋子

八頭立ての馬車のがたごと高木和子

亀が出て来てへんな声出す田中湖城

もの言へぬムーミンパパに応援歌本屋良子

ハリョの遊ぶ水の麗らか執筆

花満つる庵の屋根の日のまぶし杉山壽子

平成六年三月六日首尾︵於・岐阜県北野獅子庵︶
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八岐阜・獅子門ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃置炬燵﹄※

山の眠りをさます木枯

住みつかぬ旅のこころや置炬燵

國島十雨捌

松尾芭蕉
國島十雨
本屋良子
田辺桂月
堀内洋子

伊藤︷ロ壼云

盆に盛られし芋の田楽

唐渡北勢子

藍染の帽子似合ふと贈られて
船の行き交ふ跳ね橋を描く
月待てば胡弓の調べ流れ来る
ゥ赤い羽根つけて市長が街角に
テレクラティッシュ配る若者

春日井朱雀

良

成瀬貞子
中尾青宵

北

高木和子
川島支川
尾藤静風
伊藤錦石

良

圭云

接吻はほるほろ苦き味のする
これで二人目父無し子生む

巡礼にご報謝と乞ふ観音寺
ボンネットバス喘ぐ坂道
入り会ひの峡の田毎に月涼し

鯏姑取りの顔は泥んこ

漫画家も女子大学の助教授に
からくり秘めし時計塔建つ

根をつぎて甦りたり花万朶

能サミツトに郷の噂

ナォ春昼の莚に下戸のほろ酔ひて田中湖城

小便無用の塀に連れしよん松岡裕子
銭儲けお稲荷さんに願をかけ大野嵐山

色よい返事くるか恋文桂
雪の女と寝たる夢見る洋

咳き込みしか細き肩をかき抱き良

的の外れし政治評論瀬尾千草

シャガールの絵を逆さまに掛けて賞で雲

県境が歪んで写る道路鏡貞

響くせせらぎ湯煙の宿宵

さらけ出す無くて七癖月見酒北

おかまこほろぎとんで逃げゆく桂

ナゥお婆どの籾殻焼に腰伸す良

空缶拾ひもらふ賞状草

Ｖサインズームレンズにとらへられ裕
牧場せましと駈ける﹁とねっこ﹂桂

︵於・韮霊嘩帽淋蝉雪︶

鳶の笛聞く四方の胎蕩執筆

拓墾碑分水嶺碑花吹雪雨

平成六年十二月十一日首尾
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ハ岐阜・獅子門ｌその三Ｖ

脇起歌仙﹃宿かりて﹄※
唐渡北勢子捌

松尾芭蕉
唐渡北勢子

宿かりて名をなのらする時雨哉

夜の淋しさ鳴かぬ木兎
伊藤︷ロ睾云

リゾートウェア募るデザイン

北

久世竹水
大橋正子

枝

山村豊子
田中湖城

西脇美智子

堀内洋子
田辺桂月
高田久枝
松岡裕子
高木君栄
清水青瓢
浅野繁子

離れ島つなげる橋の架かるらん

記念切符で遊覧の旅

月影ゲを掬ふ銀匙波たたせ
父乞ひ虫の蓑できんちやく
ゥ巡礼の花野めぐりの杖を曳き

いらんかネと河岸の朝市
目で合図そっと手渡す結び文
乗ってみやうよ感じしなやか
雑学のワード・バンクに脱帽し

煙草のいつぷく徒然の庭
乾杯の麦酒のあぶく月いざる

電話予約でめざす夏場所
繰り出せり花の踊りの芸妓連

竹村栄子

城跡の濠にっがひの家鴨棲む

扇干しある格子戸の奥

ナォ銭入れて展望鏡の山笑ふ沢島郁子
お国自慢を競ふあれこれ小林美苑

コマーシャルグッドバイバイ招き猫伊藤錦石

堀り出しものに金箔の箱福永常子

一目惚れおでんの湯気でてれ隠し曽根須恵子

障子に映す熱き抱擁美

後朝の合はせ鏡に乱れ髪木村和喜
どたどた駈けるエスカレーター城

政界の行方如何にと永田町繁

正

ネットインして試合逆転水
鉄路延び跨ぐ橋上月渡る雲

鮭網の鈴鳴りつづけをり

郁

大売出しの気球ながれる洋

ナゥ渋柿を吊すお婆は腰伸ばし

すぐ変る進め止れの交叉点月

荷物振分け実家へ速足裕
東西の陣舞ふは蝶々執筆

ウォーランド天下分け目の花盛り國島十雨

平成六年十一月二十日首尾︵於・大垣Ⅱ円通寺︶
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八岐阜・獅子門ｌその四Ｖ

歌仙﹃水澄むや﹄※
水澄むや俳譜曼陀羅美濃展

槽の木太る苑の月影

樒撰を切れば香りのひろがりて
ユキパンパ

凸凹土間に紙を漉きをり

眠りを誘ふヴィオロンの曲
ふんはりと降りる窓辺の雪婆

ワ鉈彫の円空様の微笑佛
世話女房の手から遁走
鶴鵡にも馴染の名前覚えさせ
開き直ればばれてもともと
ヅケ
接クチ吻
と宝石箱をとりかへる

巨大姿見ロビ−正面

月涼し漁火波にみえ隠れ
赤いアロハで街にアピール

前後賞つく大当り宝くじ

じやんけんぽんと決める縄ばり

雲の彼方へ逃げる風船

咳呵節琴具師の口上花の下

國島十雨捌

伊藤︷ロ圭云

國島十雨
山本次能
田辺桂月
松岡裕子
堀内洋子
清水青瓢
藤墳淑女
河瀬孝道
高田久枝
木村和喜
福永常子
河合勝子
大橋正子
小瀬秒美
伊藤錦石
唐渡北勢子

堤民女

先祖自慢の書画に骨董雲

ナォ種馬はかっての栄光追ひつづけ久世竹水

迷路ばかりの洞窟の怪市橋みち

バッヂには政治弛緩の症候群小川博史

川向ふ狐の提灯ぶらノ︑と小林正司
面をかぶりて神楽笛吹く西脇美智子

恋の座席を予約受付沢島郁子

新製品チャームガールの売り上手子安美代子

桂

水

連れ立ちて天城越えする逃避行北村幸子

すってんどうと尻餅をつき
月の出に古酒の盃かざしたり

草屋の庭に高鳴きの虫北
ナゥ荒畑のよまき胡瓜のよく育ち洋
血液型の議義あれこれ智

空港の海に浮んで二十五時本屋良子

平成六年十月九日首尾

回転扉ぬける春昼裕
騎馬像の藩公凛々し花万朶森川昭
天下一品蛤の味執筆

︵於議蛎謹蔑惑乱
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ハ岐阜・獅子門ｌその五Ｖ

獅子の子﹃料蛸﹄※
料蛸の山野獅子の子放ちけり

忍野八海雪解の水

畑打の人に道問ふ声あげて

籠にのぞかす黒き干麺

中尾青宵捌

中尾青宵
金久保淑子

蒲原常盤
加藤亀女
本屋良子
西関清

堀内洋子
田辺桂月
小川守
松岡裕子

良

女

淑

て

深谷久砂
森川淳子

萩原てる子

ゥ縦罫の駄々草書の手帖良く
のれんをはねて濡れ髪の女

本田八重子

月の寺厨子の扉の外れたる
焼栗はぜる音のパチパチ
演説の中味は秋の風に似て
同行記者もぷいと横向き

勘当の二人見詰める金魚玉

刺青ばかり濃ゆき運命

この次の五輪こそはと凍滝に

パッチワークの犬の背ナ当

婆が喜こぶ得々切符

ナバイエルを上げもしたらしソナチネヘ

噂る烏の姿いづこぞ

根尾の花シャッター押す指震へける

平成六年二月二十五日首尾︵於・忍野鐘山苑︶
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八大阪・紫薇の会ｖ

歌仙﹃冑鹿毛﹄
正木ゆう子

澁谷道捌
胄鹿毛のいま走り出す秋気かな
永末恵子
澁谷道

ナォ靴音のあとに靴音螺旋階

第二楽章半ば進みて

と
またしても他﹄人
の男を奪う癖

猫をはさんで君と眠る夜
畳み方一から習う蚊帳の外

やや湿りたる花火線香

面差しは父似で声は母似にて

寒満月におひねりが飛ぶ

どこからも見ゆ教会の塔

こがらしの供を捲きたる抜け路地

ろうじ

ゆ

雨漏る音はロック調なり

どさくさの果てに引っこむ福祉税

もみじ且つ散る瀬々の吊橋
月見よと蔵屋敷から声のして

積木の箱に丸や三角

ゆ

道
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宙心

埠頭を洗う波の静けさ

名ばかりの魔法瓶ゆえなまいるく

ゥ容赦なき北風セーラーの襟に

ナゥ﹁デザートはあなた﹂だなんて言わせるの？

あの青鬚を忘れかねたる

吉心

道

クリスマスまで続かせる恋
かりそめの筈がたちまち子をなして

雅びたるピロー・ケースの頭文字

砂を掴めば絹の手ざわり

ゆ
宙心

尼となりても逢いに来るなり

尾根うねりつつ道の夕焼

花影婆娑と何かが渕をさして落ち

噴煙のなお遠目にも普賢岳

ゆ

道

秤轆誌︾畦朋二汁一計甲誇︵文音︶

打ち水もなく町は昏れゆく

道

宙心

ゆ

道

宙心

パンとチーズとワインとそして夏の月

鶴鵡相手にぐちをぶつくさ
点滴を天敵と書くワープロに

春雷ひびく鈍色の雲

花びらの貼りついているボンネット

壺焼をさげ鍵を失う

恵道恵道恵ゆ道恵ゆ道恵ゆ道恵ゆ道恵ゆ

今泉亡心

八船橋・下総連句会ｖ

松村武

歌仙﹃悌﹄

つばめ十字に予備校の窓
笠間文

悌や首かしげたるチューリップ

ひむがし

日課の散歩今日は東

鴎外よりも龍之介好き

ナォうららかにお寺とお宮隣り合ひ

灯にきらめける久闇の酒

ひたむきの心は人の心打つ

息子孫嬉々祖父母遅るる

星の夜の尾道の坂上り来て

飛込台に雨斜めなり

足もとへ漂ふやうに病葉が

あの人の名が犬の首輪に

潮騒のリゾートホテル客のなく

月見には帰ると出しがそのままに

嘆きつつ寝る夜の長さよ

ナゥ山鳥の尾を木がくれに紅葉降る

旅しみじみと聞くミサの鐘

いしだたみ

通訳の靴古ぴたる整

胄の白きに薄日さしをり

一仕事終へたる安堵花の茶屋

鍬振るごとに山が微笑む

秤癖誌︾十一一朋三十作串霊︵文音︶
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風除を解けば海鳴りにはかにて

見下して御苑明るき月の光
二階廊下のふっと露けし
絵葉書とどくエーゲ海より

ゥ長啼きの彼岸過ぎたる法師蝉

永遠の刹那の閨のやすらぎ

とは

これやこの戦史の裏に恋ありし

ぎくりと軋む震度二の地震

香煙いて空気を軽くしてみむか

寒月下村は無事だと大棒

あす初猟へ紅潮の耳

水車場へアルプスの水流れ来て

国際特急遠く小さく

金ペンの書きぐあひよき花便り
﹁舟が出ますよ﹂かげろふの中

文武機文武機文武機文武機文武機子雄機

文機武機文武機文武機武文機武文機武文

八安城・秋紅雅友連ｖ

歌仙﹃冬﹃うらら﹄

鈴置一

大野秋

金谷松

訪ふ人の落葉踏む音

ォ冬うらら平和の中の城の鰄
独り居は自由なれども不便にて

ナォ唄はるる春高楼の小盃
学生気分いまもそのまま

曇り後晴運も上々

パチンコの玉が出すぎて止められず

比島育ちは寒がりが疵

青い眼の嫁は親にも気に入られ

沖からの風除けにして藁囲ひ

茶の仕度させ碁敵を待つ
生涯の今がもつとも安楽に

栃の実一つ音立てて落っ

忘れた頃に誌代催促
庭先の陶の狸も月の友

ナゥ蓑虫の蓑の雫も秋しぐれ

念佛唱へ婆の風呂焚く

薬にも病者の知らぬ副作用

消化のわるい外米の飯

空き腹にまずいものなき花の下

濃尾平野に揚雲雀鳴く

秤鰄誌轌仁朋二粁朋蕾︵文音︶
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会社の命で職場転換

鳴きつれ渡る雁の一列

海峡を躍り出てたる月いびつ
ゥ稲刈機使ふまでなき不作なり

大志抱いて故郷出た筈

言ふがままなる学費送金
酒の味覚え脂粉の香に迷ひ
仮普請とて悪い立て付け

政権の与党結束危くて

ことことと水鶏の叩く月明り

甚平を着て通す一徹

朝毎に神のみ前を掃き浄め

墳から出たる頭錐の劔

移る世を見続けて来し花の丘

胡蝶の舞に人の浮かれる

花紅翠花紅翠花紅翠花紅翠花紅翠花紅翠

紅花翠紅花翠紅花翠紅花翠紅花翠紅花翠

八富山・樹氷連句会﹀

歌仙﹃朝風や﹄
いぬじま正一捌

是行修

紺野笙

久我妙

単衣の袖の遊ぶ舷
いぬじま正

朝風や十色の若葉匂いけり
ハモニカ買へば音のはずれる

ナォ銭湯のうらら帆船逆さ富士妙

わからぬままに抽象画観て妙
開催か中止でもめる世界博修

安売りビール増えるスーパー笙
よいサえいサ女神輿の玉の汗修
ウインクされて返す投げキス妙

鱈とおからと塩辛が好き正

うろたえて袴裾踏む新郎は修

薄ぽうぽう偲ぶ故郷笙

笙

青い目の師範も混じる演武場妙
研ぎ減りのせし太刀の妖しさ正
新都庁エレベーターに月の客修

漁師十八番を鼻唄に出す正

ナゥ磯辺には流木白し九月尽妙

碁仇は飛行機雲に見とれおり

潜り戸軌る学生の寮修

還暦の友集いける花盛り修

春山めざす歩調ゆるやか

︵於・東京・讃岐会館︶

平成七年五月二十八日首尾
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せがまれて我楽苦多市は下駄ばきで

案山子見送る終電の赤

酔うてかや田毎の月を右左
ゥ出家者の続く冥想秋気澄む
恋か病いかやつれひとしお
玉葱の涙を借りて笑い合い

おずおず渡す観劇切符

そっとおならははたを気にして

卯の花の垣根飛び越す伊賀の忍

上首とみゆるっららに光る月

絹裂く声を好むなまはげ
断層はおいらの村の下にもか

唐招提寺鑑眞の道

群れ鳩の人に親しむ花曇り
母に習いし九九の春の日

修妙修正妙笙正修修笙正妙正修一吉治子

八所沢・湘南吟社その一Ｖ

歌仙異口情水﹂

山ほと蚤ぎす大気明澄

先達にまづ捧げたる苔清水
夏袴折り目正しく畳まれて

蕾き漢字を略さざる人
眉月に塾帰りみな足早に
色濃くなりし林檎山積み
龍子の絵には独特の線

ワ中年性遠視と言はれ新酒酌む

柔かき胸のふくらみ息づいて

和田忠勝捌

艶夢の続き又見るとせむ山之口俊子

ひと

ナォショパン弾く卒寿の女の麗かに山之口浩

白雨激しく大地叩けり浅井園丁

ソムリエに愛の香りを運ばせて土屋実郎

方向変へよ減反農政宮脇昌子

坐り心地の悪き長椅子小張昭一

消費税つきてワリカン割りきれず是行修吉

対局にいつしか月の傾きて桜井敬司

ナゥもういシかい子供の声の爽やかに大駒誠一

ふり塩強きむかご好物山口典子

少し待たん金利いくらか下るらし西山真樹

息子と娘家を建て替へ樹谷英子

灸据ゑる三里の脛の細きこと池田紅魚

小林しげと

大林杣平
目黒雨峰
山口良子
名古則子
伊東桃庵

蛭海停雲子

︵於・七里が浜自治会館︶

平成六年五月二十九日首尾

網を繕ふ老のあた豊か和田忠勝

しづもれる入江の花はさかりなり名古則子

五年後野球の人気どうならう保坂木羊
朝東風うけて神に祈りを高津明生子

ピルの谷間の空地東京和田洋子

小林静司
金子恭子
小森みさを

吉田光子
小林純子

この病いっそ消えないといシ
阿修羅像うす昏がりに立ち給ふ

猫の啼声どこやらでする

今村佐久子

倉間千代
杉浦ちゑ
菅谷有里
和田洋子
高木義厚

リストラの会議進まず寒の月

混紡毛糸ソックスに良し
茶柱は立たぬ緑茶のティーバッグ

快速艇は波頭きる

外国に贈りし花が咲き競ひ

春躯歌する岐阜蝶の舞
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ハ所沢・湘南吟社その二Ｖ

歌仙﹃冬凪や﹄
小林静司捌

洗ひしふきんすぐに乾ける

口切に亭主もてなし尽されて

蛭海停雲子

今村佐久子

小林静司
名古則子

高津明生子

ひっそりと月より蒼き声すなり

菅谷有里

冬凪や剣投ぜし海光る
小春の中に建てる碑

奴仲間が廻すどびろく

生

またぎ

ゥ開通の新道を行く通草熟れ

生

久
久

本音の部分見せ消しで出す
西鶴の浮世草子のテクニック

持参道具に嫁の蓋らひ

則

圭云

則

瀧の音ゆらぎて月の影法師

里

新々党がニューフロンティア

割れ鍋に高値付きたるオークション

山女焼く香に伊豆のかくし湯

則

久

幸一云

司

不惜身命神妙な貌

脱サラと卒サラの差をたしかむる
んざんえ
本堂に花ふりか皇る兼し山
会
坂登りゆく蝶のかろやか

ナォ春眠はなほ覚めやらず伸びをして司

割引欲しと俄カップル雲
突然に女ばあると切出され則
Ｇ線上で火花散るとき司

闘ってつながれてゐる犬あはれ久

あかぎれの手で漢をす興る子嶋村久子

柊の花の垣根を風が過ぐ久

シナモンほのとカプチーノ掩れ生

ＥＵに国際通貨何時きまる雲

採った茸みんな毒茸則

月と湖画布一枚におさまれり司一

小鳥来てゐる教会の窓生釣
帖尻無理に合はす決算則

ナゥバーベキューする背に鳴れる威銃里一

新しく派手な帽子を買ひもとめ久

故郷の瀬に躍る若鮎生

ロードマップに印いっぱい生
綱取りを果して花の貴の花里

︵於・七里が浜自治会館︶

平成六年十一月二十七日首尾

１

八大府・正風大府支部ｖ

歌仙﹃秋の蟇﹄
山袰に煙ひとすじ秋の暮
雲の切れ間にのっと出る月

虫を聞く人四阿に集うらん

鈴置一

加藤香

ナォ長閑さに寝てしまいたる留守居番

ハワイに着くは夜の明ける頃

家事は下手でも閨は激しき

新郎の電話に新婦声を足し

コーヒーとパンの朝餉はものたりず

餌台に来る烏のさまざま

飲み放題の寄付の樽酒

権禰宜も仮装の列に加わりて

抹茶の席の人静かなる

新聞は収賄の記事書き立てシ

金木犀の香りたヌよう

鱒にうつれる月のまん丸く

笑顔並べて記念撮影

ナゥ奥入瀬の闇に鶉の鳴くを聞き

目無し達磨の両目ばっちり

会場に歓声あがり拍手湧く

乾杯の音頭をとる花の下
晴れ極まりし清明の天

秤鰄誌轌制朋斗拮弱雷︵文音︶
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油墨拭く柘噌本の句碑

木陰より涼しい風のそよそよと

夏の料理に舌鼓うっ

ゥしばらくは使の者を待たせ置き

身上調書封筒の中

瓢から駒の出たよな玉の輿
そっと握りてそっと離す手

義仲と翁の墓の隣り合い

句帳と鉛筆もって佇ずむ
張り込みの刑事震える冬の月

炬燵はさんで友と語らう
管理よき家伝の大刀に曇りなく

猛犬注意の札のか勢りて

雲水ひとり春の庭掃く

足元の危き花の下り坂

人花人花人花人花人花人花人花人花人花

花人花人花人花人花人花人花人花人花人

八伊勢・しらぎく﹀

歌仙﹃夢海道﹄

真珠筏もうららなる頃

椿咲いて夢海道にいざなへり

ピシリと攻める碁仇の石

草餅と番茶のくらしこと足りて

大西貞子捌

公田てい
中野たつ子

ナォ家族中朝寝楽しむ家ならん

ピアノの教師似合ふエプロン

飛行機雲天真二つに引裂けり
パンジージャンプ気分爽快

婚姻届印を急かされ

猿田彦天細女ときみとぼく

墨絵の団扇惜しき汚染あり

毛虫焼くひとり住居をかこちつつ

静

ワープロに嫌はれてゐる太い指

快気祝も無事に済ませて

ナゥ栗飯の栗ほじくってはしたなき

ムーミン谷はみんなむつまじ

無残やな短期内閣混沌と

村田治男
尾崎重子
村田静子
大西貞子

露けき鶏の小屋しめてやる

二日月銀の光をにじませぬ

治

下駄を蹴上げる天気占ひ

平成六年四月三日首尾︵於・猿田彦神社︶
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月の出の見事さに子等息をのむ

て

重

暮れかねて濠にうつれる花の影

角を切られし鹿は寄り合ふ
ゥやや寒の御堂の扉固く閉じ
ただ一合で酔ひしれる下戸

静

ひと

心にしみる言葉下さい

貞

はじらひっ近付く女のいとほしく

ポケベル急に鳴れる東道

ひきたてのコーヒーの香のただよへり

て

春の心を身にまとひ佇っ

た

た

町長の賄路の事件飛び火して

重

貞

冗談から出る駒の真相

列島あちこち地震頻発

満開の花のトンネルはてしなく

治

思はずも月に悴かむ手を合はす

亀鳴く里の郷土史を読む

静てた重治貞重治て貞静て重治た静た貞

八津・城﹀

衆判

た君泰喜光陽
き
代
き江左代一邨江き代左邨一子江左子一邨

半歌仙軍化の坂﹄

よく売れてゐるブレンドコーヒー

秤鰄誌︾梱朋拝部ハ朋雷︵文音︶
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田野口田
串

新築の一棟めだつ花の坂
霞の中をヘリが遠のく
階の赤き春禽掌にのせて
碑に有明の月かたむきぬ
古甕に棲む蟠蝉のさび
若いふたりに怖いものなし

ウアリババが油に入れた唐辛子

貧乏と自由を誇る同志愛

晴の予報がけふは外れて
とりあへず神田で降りて古書を選る

差別用語で筆折りしひと
月涼し南無阿弥陀仏ナマンダブ

喉をちり塾と通る泡盛

京劇の開演はやす銅鍵の音

湖北の街に犬橇が着く

たんぽシの紫そよ風にさそはれて

産土神へ入社報告

伊阪中瀬田岡

八新庄・新庄北陽社その一Ｖ

歌仙﹃米寿﹄
自らの米寿祝いて書き初める

床に掛けたる蓬莱の軸

豊漁の寒鱈まつり湧き立って

干支巡りて戌年となる

った
朝霧押して船宰唄
の近づく

限りなく母なる川を照らす月

話のはづむお馴染の酌

ワ俳聖の賞でし出羽路を秋の旅

深き契りは神の御前

街燈を避けて二人の影一つ

杜鵲の叫ぶ弘法の山

訪米の首脳会議は整わず

笹白舟捌
伊藤香月
三上渓人
斎藤一葉
阿部一笠
井上玲虹

笹白舟

熊谷一号嶽木

伊藤緑雨
荒木宝章
斎藤一竿

富沢比佐女

坂本露香
斎藤孤柳
早坂和風
浅沼葛子
金沢苫舟
小川庭水

見事なる宇宙突入Ｈ２

ミラーボールの利用広がる

潮騒の音にまどろむ夏の月

五臓六肺をゆする薬膳

和

燗漫の花の香りに包まれて
野辺を狭しと舞いに舞う蝶

ナォ春耕のエンジンの音軽やかに大川耕月

麗姿見染めて誘う若関渡辺竹園

婚前の同居を記者にかんぐられ影沢笑山

リレハンメルに聖火燃え立つ早坂草居

増減税にさわぐ政界浅野目弄風
雨晴れて朝のジョキング脚勇み楽

炬燵の祖母の昔語れる葉

故里は三年振りに雪深く高山桃里

寺跡に鯨の化石出たという門脇桃園

財布はたいて国債を購う山崎茶香

俗事忘れにパチンコへ行く竿
恩師から観月宴の使い来て苫
湖畔に遊ぶ夫婦玲羊村松松風
ナゥ新米を積んで主の大胡座章

負け将棋口惜しまぎれの冷し酒庄司籟山

ベイブリッヂの夜は賑やか居
恵まるる連衆に花の咲き揃い白

平成六年二月十二日首尾︵於・新庄南部公民館︶

伝統床し北陽の春柳
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八新庄・新庄北陽社Ｉその二Ｖ

歌仙﹃豊年山車祭﹄
笹白舟捌

高山桃

笹向日

駅の広場に上る噴水

喜びに湧きたつ豊年山車祭

八戸一

山崎茶

選び抜かれし地酒特選

網を打つ舟の舳先に声かけて

金沢苫

斎藤一
熊谷一号

阿部一

動く歩道のランドマークに章

ナォこの彼岸嫁に任せた佛事荒木吉峰

タレントに物のはづみで好きと言い内田素舟

蹄柁榔の老らくの恋翠
広島のドームは永久に保存され斎藤一竿
ＰＫＯはすでに定着橋

診察の医師もマスク流行風邪茶

三途の川はどこにあるやら楽
笛を吹く義経橋の渡り初め笠

なんと見事な鯛の兜煮富沢比佐女

城東の空に満月西の空村松松風

ひらりと落つる芋の葉の露井上玲虹

ナゥ黙々と粧う山の薄紅葉横山圭月

長嶋巨人高き胴上げ苫

的のはずれに噛んだ唇庄司籟山

調教の馬の汗拭く夏の果て竿

荷をとく縁に群るる蝶々斎藤孤柳

年追うて花咲きませる翁道白

平成六年十月十六日首尾︵於・新庄市民プラザ︶
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早坂和

雁渡りゆく語り部の里

名月は雲の切れ間に嬉々と

坂本露

伊藤香

娘盛りの匂う黒髪

ゥ遙かなる富士の初雪伏し拝み

荒木宝

浅沼葛

大川耕

戦争がなけりや一緒になれた筈

波乱国会めざす改革

青柳柳

壁画にも襟を正して法隆寺

立木に残る贋の爪あと
頬冠り義太夫帰る冬の月
母なる川の流れゆたかな
円高で外車の並ぶ野球場

市川澄

浅野目弄

ハワイの旅はアロハ着替える

伊藤緑

干潟に遊ぶ朝のむつごろう

花吹雪舞いくる庭の薪能

笠雨水翠楽葉風月章子香月舟風橋香里舟

ハ新庄・新庄北陽社ｌその三Ｖ

歌仙﹃秋惜しむ﹄
村松枩風捌

斎藤孤

村松枩

友を迎えて交す中汲

惚けたる羅漢と秋を惜しみけり
金沢苫
庄司籟

名月に酪駝の鈴のひびくらん
斎藤一

ナォ風光る小公園の乳母車坂本露香
あなたに添ってついてゆきます山

招待の席は上座の披露宴葉
出羽三山は晴れ続くなり香

焼きするめ噛めば噛む程味が出て斎藤一竿

民話を語る裏の婆様山

陰干の干菜かさこそ音立てて柳

病知らずは宝なりけり舟
解体の蔵に古文書ごっそりと竿
鹿闇歩する奈良の寺々風
大橋を渡り初めして月清し柳
お茶の集いは秋袷なる香

ナゥ俳譜の立机の作法むずかしき竿

師は健やかに清貧に在り風

いと和やかな絵画教室葉

贈られた南部風鈴音色良く舟

ゴム風船を肩車する舟

手拍子にご当地ソング花莚竿

平成六年十月十六日首尾︵於・新庄市民プラザ︶

1ﾗラー

シリーズとなる童画番組
初雪によそいし城の松の枝
呼び出し電話待っていました

ストーブ囲み唄うカラオケ
ワ流行の衣装の歩りく先斗町
ゆ

口づけの影絵うつして温泉の障子

雨降らば降れ風吹かば吹け
又しても地震におののく北の果

義経神社へ祝詞いかめし
月の出を待つ間にす曇る冷し麺

縁台将棋かしましいこと
失対の人夫に多きイラン人

黒潮けたて豪華船ゆく

奉仕団掃き浄めたる花の山

春の朝の雲は悠悠

柳風舟葉柳山舟葉柳舟柳葉舟葉山舟柳風

佐

ハ新庄◇新庄北陽社ｌその四Ｖ

子舟里峰女子舟里峰女子女里峰子女里舟

金沢苫舟捌

吉葛比桃苫

半歌仙﹃翁の忌﹄

小春日和に望む連峰

渥々と氷室の青おや翁の忌

話上手と旅を楽しむ

たまに遇う古き仲間と酒くみて

ひと

平成六年十一月十四日首尾

︵於・新庄南部公民館︶
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雲間より出でし満月僅々と

芒の波もたたぬ静けさ
ゥ今年米豊作に湧く村祭

二号三号俄成金

政治改革遅々と歩める

惚れていて逢えば勘ねてるうぶな女

涼しく響く神鈴の音

貴乃花今度こそはの綱をかけ

夕月の山の端横切る時烏
昔なつかしり団の汽ふ
笛え
大般若信徒つどいて厳かに

てるてる坊主明日は遠足
花万朶天海にらむ龍馬像
高く高くふらここを漕ぐ

荒浅冨高金
木沼沢山沢

八調布・深大寺連句会ｖ

歌仙﹃力ンナ﹄
名和未知捌

佐伯俊

田辺才

企画大受け月見の宴
名和未

カンナ燃え同窓会の近きかな

秋曝書初版本だけ抜き選りて

店番に倦む昼下り時

肌身離さぬ国際免許

ナォばあさまは卒寿でいまもご健在

久方ぶりに詩集繕く

ヴェネッィアは遠しナポリも遙かなり

冬の夕べにふれし唇

幼な名を呼びてたまはれ寒昂

ダフニスとクロエ連れ立ち野に遊ぶ

牧牛の群鈴のをちこち
山麓に小さき寺あり新佛
戦中戦後修羅くぐりぬけ

西夏文字その不思議さに月更くる

栗を買ひ来て皮むき仕事
シシ

ナゥ猪を撃つ狩人ひそと集ひたり

幸くあれかし平成七年

スペードのキングの髭の雄々しくて

舂告烏は未だをさなし

高遠は茶屋の亭主の花疲れ

なすこともなく暮るる永き日

秤鰄誌舜十ユ朋二ヨモ朋霊︵文音︶
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飴釉の自慢の壺に冬薔薇
炬燵の中でたつきの思案

ゥ貧しくも心尽しの酒肴
昔もてたと泣く悪い癖
朝帰り弁解の種つき果てて
やらずの雨を聞く膝の上
むきになり浮名打ち消す勘九郎

たかが狂言されど狂言

アロハシャツ思ひ思ひに月の道

尻のみ白し裸のわらべ

この朝も羊頭狗肉スポーツ紙
草餅搗けたと母呼びに来る

白魚を売る浜のよるづ屋

あと一夜泊まりて落花見とどけん

知之蔵知之蔵知之蔵知之蔵知之蔵知之蔵

蔵知之蔵知之蔵知之蔵知之蔵知之蔵知之

ハ伊勢・せきれい連句会ｖ

半歌仙﹃杜のり
縫一
風の宮杜の噂りこぼれけり
山すその径たどる長閑けさ

喜多さかえ捌
山崎みどり

伊藤みよ子

村野正夫

正夫
彩子

喜多さかえ

春暁の厨に水をたぎらせて
少女はゆめの小匡捜せる
月光に一個電車がひた走り

河村彩子
中井信子

乳牛の瞳はあくまでも澄む

電話の気配どうも妖しい

ワ老僧が帰るさに採るわらひ茸

正夫

みよ子

雀百まで亭主気づかず

紅筆でシャネルロ紅くっきりと

彩子

もがり笛月皎々と街のうへ

さかえ

彩子

みどり

みどり

さかえ

孤独極まる病室の壁

信子
正夫

サスペンス殺しの現場にわれがゐて

顔見世興業人ら華やぐ

繭倉の屋根蝶舞ひあがり

嘘が嘘でなくなるといふ世の不思議

フルートを聞きつつ登る花の坂

過ぎ来し方は陽炎に似て

平成六年四月十三日首尾︵於・伊勢なかむら館︶
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八東京・浅春連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃青紫蘇﹂

掘井戸汲みて庭に打水

青紫蘇の青さ奴の白さかな
和綴本いとおしみつつ干すならん

中野睦治捌

幸

道井幸夫
薄井康夫
式田和子
谷敷寛
中野睦治
菊地一寛
田中正能

和

寛

睦
正

幸

康

ナォ小上りに笠脱いで置く抜け参り

鯉丸々と太る貯水池

粋な亭主がかける呪い
漸くに農道修理始まりて

馴染を呼んで先ずは熱燗

ポスト迄どてらのままで歩み行き

晴雨計今色深くなり

睦言のふっと杜絶えし四畳半

到

爺様の御気嫌次第お小遣
←くさ話に撫でる古傷

峠道虫の音高く月黙し
芋煮の会で腹鼓撃つ

ナゥ芸術祭論議されるは年の功
若武者飛ばせ日本シリーズ
パソコンのデータ入力十分に

お水取済み温むせせらぎ

御堂迄切れ目にあらで花の径

緋の毛蔑に春惜しむ人

秤雄誌舜払朋十吐明雷︵於・神田・学士会館︶
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吾子の留学明日に控えて
宇宙船月に向って今晩わ
渡り鳥飛ぶ低き山の背
ゥ失いし手帳につけし勝相撲
あの日のデート今も忘れず

夜明迄眠れぬ程の脂粉の香
お釈迦様にも辛き御修業
破顔して賭博人生語りけり

引退きめし後の冬凪

寒の月力あるもの力出せ
三匹寄ってボスの争い

寛

湖は太古のままに湛えたり
かまどにくくる小枝集める

睦

花よりも酒賞づる人たわいなく

朧の中に遠いサイレン

寛一幸和康睦寛康幸一和寛睦正康幸一和

八東京・浅春連句会ｌその二Ｖ

谷敷寛捌

幸

道井幸夫
谷敷寛
式田和子
菊地一寛
薄井康夫
中野睦治
田中正能

睦

孔明の陣三峡の険

ナォ低吟の瀬音に消えて日永旅

南の島に潜る夢見る

孫どもは会社巡りに余念なし

女難相あり男難もあり

ヒマラヤに五体投地の聖者たち

握る手の震え伝はりひとと抱き

幾度破りし送らずの文
今年はと皆勤誓う寒稽古
無声堂いま明治村なる

子走れば月も走るよ犬もまた

袋一杯拾う団栗

ナゥ冬近き都心の寺の墓地の径

平成六年三月四日尾

平成六年一月十四日首

︵於・神田・学士会館︶

公園の花見酒盛無礼講
揃い法被の紋揚羽蝶

大試験終えやっと髭剃る

時の刻みも暫し杜絶えっ

康

夜明迄オリンピックのテレビ見て

蚊柱連れて月を見に出る

正

和

銀波寄せ磯蟹せわし能登の浜

幸

寛

いたずら電話救急車来た
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歌仙﹃臘梅﹄
臘梅のふと匂いけり宵の庭
替る替るに歌留多読む声
再校正指先赤く染まりいて
文学賞の沙汰を待ち佗び
叢雲を抜けて明るき望の月

自転車を置く藁塚の蔭

ワ図らずも遠出となりて鴫高音
あなたとならば苦労厭はい
心にも無いこと許り口にして
しがみつきたい大臣の椅子

のんびりと本読み過す定年後

和

寛

みあかしの幽かに揺れて御祝詞

スラブの国はてんやわんやで

春泥踏んで集う飲助

たわむれに誰が折り捨てし花一枝

和寛幸一康睦和一寛幸睦康和一幸寛康睦

八津・創の会ｖ

歌仙﹃新涼や﹄

草の穂揺らし過ぎてゆく風

新涼や北京の友より第一信

思い思いに暮らす若者

コンサートプロムナードに月あげて

水烏の群動くともなく

っぶつぶの塩歯磨を宣伝し

村田治男捌
喜多さかえ

ナォ復活祭色つき卵並べられ治男
からくり人形出る時計台みよ子

お茶出すついで﹁社長さん好き﹂さかえ

背をめがけ追いかけてゆく長い髪博子

たき子

年上女房また流行り出し隆子

始まった恋に思わぬエアポケット

はずれ占い去らぬ胸中博子

炊きたての碗豆飯のふっくらと治男

ＰＫＯもまずは引き揚げ治男

単調なボレロ流れるもの憂さにみよ子

汲み桶にすくえば散りぬ渓の月たき子

伊串たき子

村田治男
渋谷隆子
伊藤みよ子

博子

蓉轆糯蓉抗朋一十軒甲雷︵於・津市橋北公民館︶

友好の輪に春のスカーフさかえ

移る世に揺るぎもあらず花大樹治男

落慶間近糸遊の屋根たき子

思いきりエステにほぐす肩の凝り

分割払いの新車飛ばしてみよ子

ナゥ手づくりの絵本仕上がり学園祭さかえ

ムーミンパパが酔って踊れる隆子

長谷川博子
たき子

隆子
みよ子

さかえ

艶やかに在す楊貴妃観音

ゥ妻だって出かけたいのよ雪の街

時がすべてを解決はせず

たき子

さかえ

隆子

うつむいて手首の痕を語る女

笹の葉さやと鳴れる閑けさ

何べんも付け直してみる福黒子

月の縁団扇の老は白寿なる

治男
博子

地ビールほんとに売れていますか

空洞化日本企業に危機迫り

さかえ
みよ子

隆子

神馬のどかに杜を出で来ぬ
﹁まあだだよ﹂隠れんぼする花の蔭

母呼ぶ声のうららうららに
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ハ寄居・埣啄会その一Ｖ

歌仙﹃年立つや﹄

初明りして高き秩父嶺

年立つや祈るは五風十雨のみ

森三郎捌
真下草笠

ナォ霊泉に人群りて四月馬鹿和

絵馬の図柄はみんなマチマチ恒

大いなる石に日当るひとところ石川光男

茶屋の縁台人を待っごと町田節子
寒牡丹紅しっかりと秘めて咲く美

団体さんの喰う鍋焼き光
酔う程に呆けの兆した顔ばかり郎
昔小町の声のおとろえ恒

波風は恋の付け句がうま過ぎて笠

森三郎
森恒子
市川美代子

三猿が朱く塗られて月の辻節

薄氷割りつつ児達声あげて

単線駅は末黒野のなか

杉野弁一郎

柏原知子
柏原和宏

郎

笠

美

笠

和

秤鰄誌︾一一一朋二什誌甲誇︵於・無腸庵︶

城吐荒れて遠き春雷知

花咲きて冷たき嘘を温める光

お茶のかわりに錐を聞かせる坂本純子

故郷は盆地の出口宿場町節

連山望む校舎竣工和

ナゥこの秋の祭の寄付を振り分けて知

唇から先に向う利酒弁

しばらく旅に出たい心境和

酒か甘味か迷う雛の間

闇に息づく蔵の味噌樽

巻いてくる霊をまといて月も又

ゥ己には厳しく家業守りきて

生涯を誓えば諏訪の空遠く

恒

一汁

軒先につかえて曲る今年竹
口の達者な碁天狗のくる
月光に洗礼受くる身の愛し
銀河眺むるゴンドラの上

知

美

術後の足に辛き石段

ゆかた姿の急に大人ぶ

秋惜しむ街のテラスの陽のさやか

郎

和

今年こそ吉野の花に会うつもり
シルバー婚も過ぎてあたたか
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ハ寄居・埣啄会その二Ｖ

歌仙﹃緑の日﹄
森三郎捌

ナォ浜焼きの鯛の名物城下町
茶掛けに偲ぶご先祖の数寄

梁の煤を揺すって隙間風
遠火事に見る月の細々

回転鮨の皿数え合う

板敷に背広姿で正座して
蹴鞠の君の凛々し横顔
曲水に淀べて流す相間歌

真下草笠

名ばかりの県の指定の文化財

森三郎

雲の影曳く長き日の暮
町田節子

森恒子

緑の日山河よろこび噴き上ぐる
釣り釜に足袋の白さの際立ちて

いろは歌唱えばそぞろ身に泌みて

抜けば玉散る関の孫六
節

市川美代子

真昼の月の薄く透けたる

163

水琴窟の音のかそけき
月昇り無人となりし館跡
稲の花咲く出稼ぎの村

ナゥ間引菜を提げて隣へことづてに

大袈裟に緑茶の効を鼓吹する

杉野弁一郎

窓の真下をよぎるシャム猫

石川光男

一人娘におこる縁談

柏原知子
坂本純子

花の駅Ｄ別来る日の人盛り

ゥ終湯に憩えば虫のすだきつつ

笠

秤鰔誌癖亜盟一拝地串壺︵於・無腸庵︶

峡間の里をかける春雷

縄の電車は孫と二人で

コロッケを食う赤い唇

柏原和宏

長電話恋の行方の定まらず
親がかり親の知らない国を行く

知

美

純

ゴッホの丘に夢を求めて
東の月に向日葵振り向かず

乾いた喉にビール一息

和

一汁

恒

ご祈祷のお蔭ポリープ陰性と

六十路にて知る夫婦善哉
九十九折辿り降りて花疲れ

初の燕の軒をかすめる

光和美弁笠知光郎美純恒和郎笠郎恒和弁

ハ寄居・埣啄会ｌその三Ｖ

歌仙﹃学位記﹄
石川光男捌

節

町田節子
柏原知子
坂本純子

森三郎

おまちの人の甲高の声

学位記や夜半の現に青葉菟

簾よりはなれて飛ばぬ残る蝶

知

石川光男

深まる雨の叩く紫陽花

月の光に風のしろじろ

ゲーテの詩は分けて恋歌

蕎麦どころ文字面白き暖簾にて

ゥ哲学の道はしずかに秋閾けて

杉野弁一郎

知

真下草笠

森恒子

柏原和宏

けものの如く武者の落ちゆく

昏れなずむ古城口吸う影映す

一寸の先は闇よと永田町
穴より覗くむささびの顔

恒

笠

節

金を送れと葉書一枚

郎

楕爆ぜる艫辺の話に月更くる

春立つ辻に馬頭観音

純

笠

迷いつつ黒地に石をそっと置き

ふわりふわりと浮かぶ風船

虚空よりどっと雪崩れて花の散る

ナォ眠き児を負いてメーデー終りたる和

憲法論議方違えにて笠

字を忘れ耳もあやしき元気者郎
オバタリアンは怖いもの無し節

メカは駄目噂話だけ達者恒

地球は青く神の造形純

日傘傾けそっと寄り添う新井あい子

滴れる断崖の裾舟くだる知

恥じらいの白きうなじの頼りなく市川美代子

漢和字典の重き手応え郎
上弦の月に仕舞の足拍子知
年毎違うどぶろくの味弁
円高差益受けるのは誰恒

ナゥ草紅葉税務調査の知らせなく和

煎じハーブの匂い親しき節

袰つたう水の早さよモンブラン美

肘を枕に世はまさに春光

花の寺花の精棲む気配して美

秤轆誌轌礒朋一一粁醒叩率︵於・無腸庵︶
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ハ伊勢長島・大智院連句会﹀

加藤多

岡本耕

半歌仙﹃秋雨の句碑﹄

雲の切れ間に現れそめし月

秋雨の洗ひ清める師弟句碑
栗本ま

名古則子捌

映画みての帰途の公園さわやかに
大森宙心

上田中心

新米婦警があやす迷ひ子
制服の一団下校うららなり

名古則

平成六年十月十二日首尾︵於・大智院︶
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子猫貰うて追わるマンション

ゥ春の宵本を探して立ち読みす
さりげなく煙草くゆらす瞳のやさし

胸許に揺る紫の石

もつれ始めし糸を解くすべ
心変り風に太鼓のめった打ち

茅の輪を張りし産土の杣
麦秋の月赤々と昇りたる

魚市場に鴉群がり

ピアスしたモヒガン刈りの男ゆく

見せかけないか眉ゴン政治

冷たき堂に仰ぐみ佛

﹁哲学の道﹂をそれきて返り花

ち秀恵津秀治子津治津津恵ち女秀ち津治

八東京・第六天連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃飛騨机﹄
品川秀風捌

品川秀風
尾崎淑子

年賀状三たびよむ夜の飛騨机

匠の里に匂ふ寒梅
佐野千恵子

穴澤篤子
佐藤義子
松田陽子
浅井園丁
星野惠則
浅野黍穂
田口猛康
小谷参木

ころころとまるびて遊ぶ児等の居て

通過電車を踏切に待つ

諾と言へずに明日嫁がす娘

バス停の広場の樹々を月照らし
とばりに満ちる秋のほたるか
ゥ雁渡しかまどの口を開けかねて

笠智衆若き寅さん三作目

妻と旅立つ尾道の騨

風

六根を不義から祓ふ大山に

千
篤

出湯の中を泳ぎ回れる

地図ひろげ新入りですと運転手

康

穂

趣味の世界は師弟逆なる

則

中高年に辛きリストラ

花うぐひアルプスの雪さかしまに

義

ごきぶりにスリッパ探す夏の月

今宵こそはと将棋さす春

ナォ蛤の汁ほどほどに味はひて淑
遠く見えたる村の明けがた丁

鶏の声抜出したる恋の床木

思ひ告げずにひばり唄聞く陽
暗室の眼底検査の医者の言風

﹁灰になるまで﹂とたらちねの母千

土投げて名作となる彫塑館穂

素人以上玄人未満篤

競馬場向かふ人避け修行僧康

舌に故郷の新蕎麦の味則

ぷかぷかと波にゆられて月一つ義一

鳥居のかげに芒なびける淑

ナゥ河田町坂多くして迷路なり丁一

クラーゲス読む苦楽それぞれ木
航空便書きし宛名のにじみをり陽

酔ひをさましに風に吹かるる風
目を閉じる白き神馬に花万朶千
ひと日のくらし了へし草餅穂

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

拝鰄誌︾卜朋二十コ肥雷︵ナオ四より文音︶

碩学︒

註・ナウニ︑クラーゲスールートヴィヒ・クラー
ゲスニ八七二 一九五六︶︒ドイツの

１

八東京・第六天連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃梅雨の灯﹄

佐野千恵子

笠間文子
星野惠則

笠間文子捌

夢の厚みを香る山楯子
赤田聴雨

梅雨の灯や廊曲りても曲りても

せんくい噛り一服のお茶

しなやかに童女の像を彫りあげて

雨

文

則

落鮎釣りの誘ひなど来る

千

月渡る隣の家の鳩時計

面影胸に振る神の鈴

則

文

ゥ変らざる故里の川水澄みぬ
アルミ水筒ラム酒タプタプ

車駆るゴーストタウンハネムーン

ユーカラの婆語り継ぐらむ

五位鶯の七八羽立つ枯木立

念仏寺は闇汁と酒落れ

奥見えぬ虎の屏風の冴ゆるなり

北朝鮮の核に騒ぐ世

文

千

雨

文

則

雨

千

道遙の池のさざ波花月夜

則

他所目には耐乏生活さにあらず

明日は毛を刈る羊賑やか

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成六年六月十二日首尾
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八東京・第六天連句会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃山茶花﹄

知らぬ間に山茶花咲くか朝の窓

新聞配達白き息吐く

松崎桃古捌

中島まさし

松崎桃古
高畑自遊

遊

尾崎淑子

歌合戦出場きまり喜んで
ラヂオダイヤル消える雑音

ま

淑

古

月光に寝そべってゐる猫のタマ

海を眺めて熟れ柿を食ひ
ゥ子供等にひよの呼びかけ帰り道
シーツに残るほのぐらきしみ

遊

古

生者必滅不老長寿も

あたしより先に死ぬなと言ひし人

ま

淑

バスで行く団体旅行京の旅

遊

古
ま

ずみ
納す涼
ながらの馳走満喫
半月に入墨の汗光らせて
遠山奉行おそれ入ったか

総裁は消費税をもとりきめる

古

遊

淑

アラブの石油砂漠潤ほす
花見れば大和心に立ち帰り
⁝ と遊ぶ夕ぐれ
酒で蛙

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成六年十一月十三日首尾
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八東京・第六天連句会ｌその四Ｖ

世吉桐﹃七五三﹄
浅野黍穂捌

穴澤篤

浅野黍

頬白鴨の下りてきし池

樟の葉のかがやきに過ぐ七五三
浅井園

深妙りにする珈琲の豆

時雨降る海山千の声を聞く

退廃の歌夜々に続きし

小谷参

カメラに収む陽炎の門

地下足袋で渓谷めぐり五十年

花満ちて遍路一行またも来る
見さける果テは霞かすめり

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成六年十一月十三日首尾
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本棚にっんどくの本あふれゐて

シャンピニオンは馬糞で育つ

青ざめし眼鏡外せば月二つ

祝詞の順に怒り心頭

ゥ行く秋にあちこち人を立てる知恵

追っかけやめぬボデコンの汗

水団をご馳走になり気力増す
パラソルのかげではやばや脱がされて

湿原の葭みよしで別ける
難波津は儲かりまっか新空港

中間選挙鳴呼クリントン
さ塾げもつ遼三彩の馬上杯

縄文土偶あんな所に

木穂篤木丁篤穂丁木穂篤木丁篤穂丁子穂

丁篤穂丁

八多度津・多度津連句会ｖ

半歌仙﹃遠霞﹄
わく
連なれる塩し飽
の島は遠霞

雲雀の声の冠障り来る中

原宿族のカラフルな服

飛ぶ柳架下校の子らにまつはりて

明月に謡の音吐朗々と

渡邉陽行捌

古川千代亀

渡邉陽行
高森我義
行

小国豊治郎

郎

植松晴峰
堀金情子

アイ・ラブ・ユー言はずとも来る恋の文

代

晴

急いで逃げるオカマ蟠蝉

切れた鎖はダスト・シュートへ

ゥ秋刀魚焼くひとり暮しの男ゐて

尊師なる髭面見るもおぞましく

代

小川敏子

神原末子

円高阻止に尽きた対策

義

そっと接吻心ときめき

襖はずせば座敷涼しく

郎

ビール注ぐジョッキに月の影浮かべ

知事選でなぜか無党派候補勝ち

義

情

晴

南無阿弥陀佛他力本願
若きらと宴楽しむ花万朶
白峯陵に春を惜しめり

︵於・唾副奉杉纒癖鋼いルーム︶

平成七年四月十九日首尾
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八東京・多摩連句会ｖ

六吟歌仙﹃藪肉桂﹄

ナォ絵凧字凧上げてくの字に曲がる川

遊行の僧の清らなる足

天笠へタイムスリップしておりぬ

砂漠の果に浮ぶ楼閣

寝袋隔て温めあう肌

探険の若き夫妻の道けわし

脱税ばれて遺憾なりけり

まじまじと朝の光を待ちあかし

藪肉桂葉の香りたつ春岬
山口みづえ

岩田玲子
宮下太郎

餌が欲しいと犬の吠え声

森閑と主なき門の閉ざされて

筆あたたかく運ぶスケッチ
田中之扶子

バス待てる遠足の子等にぎやかに

村川雅子

秤鰄誌蓉に題一計吐繩霊首︵詠半準識富浦︶

花曇り卓上に置く時刻表
桜の小紋作は宇野千代

恐竜の頃の思い出誰知るや
化石出土で村は沸き立つ

片目でのぞく木星の傷

ナゥ次々とボジョレヌーボー明けられて

夜業の人等新車船積み

月明しベイブリッジが目の前に

疾風のように過ぎるナナハン

安江真砂女

み

み

−171−

満月に兎は背ナの毛を立てて

錆鮎付けし茶会席なり

玲
之

太

ゥ凶作の今年酒とは味いかに
きりきりしゃんと女盛りを

笑いふりまく若き道化師

惚れてます火の輪くぐらす獅子さえも

雅

真

景気回復兆し見えくる

意外にも竹下通りひっそりと

之

玲

山荘夏炉赤々と燃え

太

青葉木菟二声鳴きて月のぼり

亀卜用いし推理小説

真

雅

構想の成りてくゆらす巻き煙草

脱サラの門出を祝う花吹雪
霞たなびく丘をおるがむ

真み真太玲雅み真太之雅玲み真之太玲み

八土浦・ちばらき連句会ｖ

歌仙﹃春深む﹄

こだましてくる小綬鶏の声

ままごとの莫産のめくれて春深む

岩城順子捌
藤咲ひろし

ナォ蜆売り声ばかりして現われず

小銭で重い右のポケット

そしらぬ顔の雀つんつん

インターハイ的にふるえる白い羽根

夏のひと夜を寝ずに語らい

乳房の汗拭きコーヒーを濃く入れる

岩城順子
藤川祐子
稲葉禾春
宮本得志

何処の庭にも柿がたわわに

とび入りの句座の果てたる眉の月

真贋の結論待ちの逆富士
煙草のけむり低く漂ひ

海老名衣子

孫おすましで記念撮影

水の青さに心澄みゆく

灘の一本燗のほどよき

ナゥ外米の赤飯炊いて運動会

響鰔続蓉十亜朋二粁誌串雷︵於・朧亭︶

▲『一

長老が山里の炉を塞ぐらん
ポロンと琴の音いるさわやか

今日の月雲ひとつなく照りてをり

塚本忠太郎

日めくりの痩せ極まりし柱釘

陽ざし薄らぐ公園の午後

禾

−17フー

それぞれの椅子あり国際家族年

ウオープンで秋刀魚焼いてる寺の嫁

禾

祐

衣

得

順

しらじらと明けにきびす返して

ミニスカートの膝の可愛ゆき
車より星座見てゐることのあと

そぞろ歩きに飴玉を持ち

衣

花吹雪鼓の紐のしめ具合
壬生狂言のおかめ火男

週刊誌捨てたる海の見える丘

忠
順

猿軍団の歩調合いたる

祐

関東の花はおおかた見尽くして

得

康申講いつの間にやら冬の月
咳する人やくしやみする人
ととのわぬ廻り舞台の村山氏

朝寝の床も身に馴染みたり

衣祐得禾順忠衣禾得祐順忠衣得禾祐順忠

八東京・中央連句会ｌその一Ｖ

二十韻﹃春の雪﹄
浅野黍穂捌

浅野黍

丹下遙

小張昭

匂ほのかなアネモネの鉢

フォーションの焼き立てタイム春の雪

留守ひとり子雀の声聞き初めて

思ひ通りにならぬ占ひ

ゥまだまだと酒酌み合へば東し月

カラオケも持参で張れる花の宴

︵於・中央区立産業会館︶

註・フォーションⅡ有名パンの店

巣箱に戻る蜂は黄まみれ

平成六年二月十七日首

平成六年三月二十五日尾
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消炭おこす耳たぶの艶

重きわが名も鴻毛のごと

襟足にほつるる髪をかき上ぐる

戌年の空想虚言のひとごろし
ここ掘れワンワン土器の山

夏風邪除けの額の梅干

ナォ成熟の新時代はや五月闇

蔦の形にそっと抱きつく

駅伝のコーチの胸にゴールイン
和箪笥の金具ずっしり良夜にて

添水の音の破る静寂

体験禅の早寝早起

ナゥ青い目がワンダフルネとおお身振り

穂指一穂指一穗指一穂指一穂指一穂指一

指一

八東京・中央連句会ｌその二Ｖ

獅子の子﹃両国も﹄

橋ぶらぶらと西瓜提灯

両国も残暑で候ろ川煮ゅる

中尾青宵捌

平成六年八月十七日首尾

︵於・中央区立産業会館︶

註・表四句︑裏八〜十四句︑名残四句なれど︑急仕
舞なれば一折二面で了︒一花一月︒ただし表月
出れば裏も月あり︵一花二月︶︒定座なし︒
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宿題解けず窓のぞく顔

緋一宵同水一緋宵芳緋宵芳

亜渓昭青
緋
子水一宵
秋

二日月羅宇屋の笛の高鳴りて

Ｊリーグ晶眉のフォワードひた走り

小選挙区は配る新海苔

愛想よき会釈のうらに血のにじみ

いつとはなしに待つ人となる
買い置きの酒瓶ばかりさびしくて

夏月に勇む派遣看護婦

シルクロードに朽ちる長城
孑孑をわけて呑んだが水中り

西東銃火絶ゆくし来る世紀
春潮を聴く子の耳が立つ
五体投ぐ婆羅門僧に花降りて

鶴引く空を戻り鴨来る

井

藤上小中
沼田張尾
新

ハ東京・中央連句会その三Ｖ

サラリーマン義理ほどつらきものもなし

冬のどぜうのおっと誘はる

人の出や寒波ゆるみし柳橋

篠崎ゆ

丹下遙

土屋実

中尾青

浅野黍

半歌仙﹃人の出や﹄

小石一つを思ひ切り蹴る

丹下遙指捌

まぶし月案山子はブランド物を着て

︵於・中央区立産業会館︶

平成六年十一月十七日首尾
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不作法者のかけすはばたく

ゥ漂流物拾ひっあゆむ浜の秋
押し隠しても恋見ゆる文
鯵の日はなぜかトイレの逢引に

クロマトグラフ分離鮮やか

落し前付て引取る情けなさ

トカレフ銃が街に氾濫

廊下ぎしぎし通夜の古寺

火山性群発地震月暑し

招き猫小判を貯めてずっしりと

泥舟沈めバブル崩るる
千年の花の大樹よ柄杓酒
宮居はるかに立てる初虹

指宵き穗郎き宵郎穂宵指穂き指郎宵穂

八船橋・つたの会ｌその一Ｖ

両吟歌仙﹃吾輩は﹄

﹁吾輩は猫﹂を枕に三が日

食積分ける縁先の客

つらっら椿島を埋める

高木一

福井隆

怪人実は二十面相

ナォ復活祭伯爵邸に宿を借り

家具も軋めり地震俄に

ターバンの下に隠した伝書鳩

戻し税懐ろにして霞酒
仕事忘れて暖かき冬

アルバムに古き手紙の紛れいて

接吻もせで征きし特攻

歌詠むは君の命を生きるため

木肌黒ずむ仏像の形リ
幻月の岸に漂着したる舟

美術の秋に揮う彩管

ナゥ後れ蚊の肚にわが血の重からん

やっと惑いのなくなりし喜寿
紳士録など手にとって拾い読み

明治・大正・昭和・平成
初花のかげを灯して水鏡
乗込鯛の届けられたる

秤鰄誌︾十一朋二十一串雷︵文音︶

隆秀逝去により︑この日文音止む︒
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いつしかと遠潮騒も春めきて

焦点を探し続ける朧月
電話の後に送る電報
誕生石を訊きたくはない？

ゥ青山にティファニーと名告る店

半透明にしたゴミ袋

色恋と汚職見別けがつきかねる
ナイターで巨人勝ったと子の機嫌

蕗の下から月へ飛び出し
新聞も﹁ぴあ﹂も海外旅行記事

頭が痛い経理報告

十巻は連句文音付け過ぎよ
西行の井に小雨ほつほつ
若者の花の弁当サラミピザ

大朝寝して式に遅れる

一秀一秀一秀一秀一秀一秀一秀一秀惠秀

秀一秀一秀一秀一秀一秀一秀一秀一秀一

八船橋・つたの会その二Ｖ

両吟歌仙﹃産土に﹄

産土にわが影細き春着かな
高木一

福井隆

親族集い遺産分配

ナォ爺婆のお上りさんに風光る

オゾンホールの調査始まり

長年の農薬で米実らぬ田

童心に返りて作る雪達磨
爪を割るまで止めぬ寒弾

監督に色気足らぬと叱られて

クレオパトラの鼻で振り向く
失速のゴーアラウンド謎のまま

曝凉済みて重き錠さす

行きも帰りも渡るどぶ川
珍しやかりがね仰ぐ月の街

黄金しろがね子の教育費

ナゥ万葉の﹁寄物陳思﹂の身にしみて

ガス不安社会・自民の化合物
割れた茶碗を未だ捨てずに

花の雲いのちしっかと愛おしむ

島のなぎさを駆ける若駒

秤鰄誌等悸朋二十﹂ハ串霊︵文音︶
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手毬追羽根つきしいにしえ
北窓を開き詩菱にむかうらん
母が活けたるリラ匂いける

奇抜を競うＴＶＣＭ

おぼろ夜の海底をゆく貨車の列

おんなの羽振りいよよ猛かり

ワ本当に言いたいことは口にせず

グルメづくしで痛む肝臓

ヴェルサイユ宮で宴を張るツアー

涼しき月に寺の勤行

床の間の金魚の水を取り替えて

弁護士がそっと訪ねる裏の木戸

東海林太郎の歌が大好き
真立の猿人どこが違うかナ
カルチュア講座すべて揃えり

散る枝は見えず一樹の花吹雪
風船売りのあくびしきりと

秀一秀一秀一秀一秀一秀一秀一秀一秀惠

一秀一秀一秀一秀一秀一秀一秀一秀一秀

ハ津幡・津幡連句クラブその一Ｖ

歌仙﹃盛夏の天﹄
盛夏の天宇宙ロケット発進す

金魚に目高みんな健在

塗椀に祝のおはぎもりあげて
やっと結べる吾児のさげ髪

ころも

中田風来捌

ナォ鍬洗う暮れの小川に鳴くかわづ

安否気づこう飛行機の事故

ロープウエイ富士くれないに雲の上

留学生の話かたこと

ひと

ソーラーカー走る千里浜夕焼けて

肌のつやめくアトリエの女

端居もそぞろ四シ谷怪談
買物もゴミの袋も透明に

思い出多き厚きアルバム

いつとなく不倫のうわさひろごりて

白山の尾根につらなる月の壼

城門前は鬼灯の市

ナゥふるさとの駅の鈴虫土産にと
前山優美子

中田風来
吉田弘子
多田史代
日向菊野
尾山村雀
本田滋子
村上町子
宮嶋茂
谷本綾子
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やすらぎの大地鎮めて澄める月

風にこぼるる蓮の葉の露
ゥ稲雀追ってかかしに衣きせ

角栄節のしデイ長官

鰐口ふってうちあける恋
膝枕五感をとかす酒にして

秤轆蒜奪い朋醒串雷︵於・津幡町役場︶

花満てる老樹を守りて芭蕉堂
だんご草餅売れるのどけさ

バリウムのんで医者の指示まつ
弘

牧師に農婦句会なごやかに
原子炉の故障に頭さげどうし

曽々木が浦の海の静けさ
能面を彫る横顔に寒の月

史
雀

来

玻璃越しに見る雪吊りの松

菊

出見世裕子

家計簿も看とりつかれにとだえかち

町

滋

締太鼓胸のすくよなバチさばき

香具師のこうじよう参道うららか

田舎暮しに馴れぬ孫たち
菩提寺の縁日晴れて花の人

史弘来裕優綾茂町滋雀菊史弘来裕優綾茂

木上紫雲捌

貴今洋佐泰キ芳玉よ紫紫

志日
代
し
泰キ芳玉よ虹雲乃子子子子ヨ絵枝子虹雲

ハ津幡・津幡連句クラブその二Ｖ

歌仙﹃雲祭り﹄

絵馬堂深く憩う緑蔭

雲祭りや神のこころの雲動く

ナォ春耕の軽き疲れをコップ酒
入歯はずして返事もぐもぐ

力の抜けた身をばソファーに

カーテンを引けば広がるミニ宇宙

夢も涼しき風鈴の音

宝石のような蛍火掌に育て

白い眉毛の愛らしき顔

合憲と宗旨替して湧く拍手

三里に据える蒜の灸

君だけと言ったあとからまた噂

軒先に忘れし梯子月今宵

運動会のポスターを貼る

ナゥ待望の恵みの雨の厄日過ぎ
減税効果ほんのちょっぴり

パチンコも株も知らずに土いじり

友禅展へ普段着のま騨

花しづか座右に古き漢和辞書

牧場に淡く光る陽炎

秤鰔誌︾畦朋↑甲跨︵文音︶
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吊橋が繋ぐ小島に住み慣れて

旅も気体め定年の秋

分教場のピアノ洩れくる
薄墨の鉾杉照らし昇る月

女形妖しく交す口づけ

野嶋山橋本江上
川山村

ゥ酔芙蓉白磁の壷の寂を拭き

彗星求め賭けた半生

脱ぐことも芸のうちなる後れ髪

竹取の翁のような過疎ぐらし

鳴き砂浜に朽ちし揚げ舟
冬の月能登路に奇習多けれど
それきりぶつつり孫の炉話
やさしさを看板にした新政権

紅茶に搾るレモン一滴
落暉なお西に残りて花篝

遙に霞む本丸の鮪

滝久中西中宮細舟石藤木

よ虹雲貴今洋佐泰キ芳玉よ虹雲貴今洋佐

八津幡・津幡連句クラブーその三Ｖ

歌仙﹃初なすび﹄

北へ抜けゆく涼し川風

陣屋跡にひらく朝市初なすび
たっぷりの墨で太文字書き終えて
おもい切り蹴るサッカーボール

ふりこぼし鳴く籠の鈴虫

二羽智子捌

二羽智子
紙谷湖秋
木上芳江
小蕎照子
多田芦畔
米田幸子

芦

晴耕雨読ほんに気まぐれ

ナォ箱眼鏡のぞく父の背若布刈舟
どっとあふれるパチンコの玉
親鶯の訓えいただき過疎に住み

豪傑蔚ひびく真夏夜

冷房も冷酒もほどよく利いたらし

女盛りの情に溺れる

定年のライフプランに思い馳せ

総領が婿にゆくよと駄々をこれ

亡命先で明かす実状

月昇る干拓沃野ひろびろと
影絵のごとく翔ぶ渡り鳥

三味の音色も揃うおさらい

︵文音︶

花惜しむ鞍馬の山の雲珠桜
空の蒼さへ揚げ羽蝶舞う

平成六年七月十二日首

平成六年八月三日尾
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合宿の窓にさしこむ月の光ゲ

幸

ナゥ化石堀る作業の遅々とそぞろ寒

家元をめざす精進競いつつ

小川ひろ子

森田敏明
芝田祥子
永多澄枝

ワ秋袷着るこの季節まち侘びっ
ひとつの恋に意地をつらぬき

宇宙の果でメダカうまるる

釉彩ゆたかに焼きあがる壺

大仰な尾張名古屋の婚仕度

兼保純一

いつのまにやらできた免疫

ヘルシー食品流行るこの頃

昭州

芳

湖

智

政権の移り変れど期待なく

臭の杜しんしんと弦の月
縄千条をはりし雪吊り

満開の花のトンネル道遙と

ひ

園児の目夢いつぱいにつみき積む

句作にふける刻のうららか

湖敏芦純澄祥ひ幸敏湖智芦照芳純澄祥敏

ハ津幡・津幡連句クラブーその四Ｖ

酒井愛子捌

吉比ゆ道俊西芳利千静愛
佐う
代
俊西芳千静利愛女子子代子置香公子恵子

歌仙﹃大暑来る﹄
少年に髭うすうすと大暑来る

雲湧き騰り鳴く油蝉

昭和史の開きし頁そのままに

あ

ナォ畑打に馴れず鍬だここしらえて

心ローマにパスポート待つ

ファックスに入る情報のすぐ変り

売上げ急に伸びる名水
百日紅老舗の奥に蔵座敷

ひと

縁に曝せし書画のあれこれ
懐しき女の夢見てがばと起き

デート暗号アリランの曲

キッスさえワインの酔を借る弱気

主夫をこなして家庭円満

豊年太鼓競ふ村々

白山にのぼりし月の澄みわたり

バースデイケーキ手製にしましょ

ナゥ障子貼る姑と嫁の睦まじく

都落ちする辞令一枚

氏神に詣でて気づく空財布

歌仙を巻ける席ののどけし

いそん
花の舞ふ成せ巽
閣のなまこ塀

秤鰄誌︾姉朋持砿串雷︵文音︶
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話はずめり遇ふ戦友と
望の月沖停泊の船あかり
焼栗の香のいづこともなく
ゥ万国旗はためく下に運動会

想ひし彼と二人三脚

右へ左へ迷路さまよふ

七坂も八坂も越えて実る恋
宇宙メダカが無事に誕生
日本中仰天させて自社連立
雪やんで月に浮かびし忍者寺
かた

思はい方に謡ふ寒声

づ

接骨院で頭に貼薬

鼠出た騒ぎに師匠まきこまれ

燕の数をかぞふ子供等

清風にほのかな匂ひ花の道

細山夷水加小吉田笹高酒
山本藤野納山本川木森井

吉静千愛ゆ道西俊芳比千利静吉愛ゆ比道

中田風来捌

愛史道弘智幸理紫風
井田野田羽田村上田

八津幡・津幡連句クラブーその五Ｖ

歌仙﹃沖釣の﹄
沖釣の漁火涼し由比が浜
苫屋の蔭へ逃げる舟虫
﹁羽衣﹂を謡い木偶彫る父にして

来客知らす飼犬の声

ナォ昼を鳴く蛙に育つ献穀田

ボリュームあげて選挙カー過ぐ

来

ビール汲む日焼けの胸をあけひろげ

老後施設でするボランティア

来

幸

理

藤江光信
日向菊野

壷一言

いびき大きく午睡天国

宇宙論刻々変る世紀末

病み呆けただ南無南無と唱えおり

二十の姿態いかにとやせむ

高山真由美

史

西佐代子
吉本芳香
小蕎洋子

しくしくと泣く龍の刺青
購えるヘアヌードの写真集

湖面に映ゆる弓なりの雁

道

智

時差合わす月の空路に降り立ちて

汁またうまし屋台ラーメン

ナゥ薄紅葉中に明治の煉瓦村

本田滋子

芳

佐

来

円高の裏になく者笑うもの

サンゴ輝く太陽の海
産土の神へ百段花吹雪
三界望む凧揚げの丘

秤鰔鈷蓉皿朗一十一一ｍ藷︵文音︶
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コーヒーの香に包まれて月を待つ

壷の千草のいとも爽やか
ゥ派出所へ獅子の舞こむ秋祭

思いがけない初恋の人

耳打ちのその一言に喘ぎけり
地震おさまりて男の児誕生

廃止説今は何処吹く消費税

嘘も誠も同じ口から

眼に見えぬサリン騒動月寒し

的を絞りて迫る鷹狩り

磨崖仏ひがな奏でる風の音
引きも切らずに陶器工房

石川橋をくぐるつばくろ

さしかける傘へ落花のしきりなり

酒多水吉二米中木中

愛史道弘智幸理雲来子代代子子子子雲来

八伊勢・っらっら吟社ｖ

おそすぎし出逢ひもよけれ秋蛍
河村こ差っ

山岸れい子

筒井安子

半歌仙﹃秋蛍﹄

もてなす卓につややかな栗

野田翠楊捌

水平線くまなく照らす月出でて

西村みゑ子

高山孝子
中津秋野

木刀素振り父はかかさず
サングラスいたづらっぽく児は笑ひ

野田翠楊
岡田美代子

藤揺り椅子にしばしうたた寝

紅きくし−の女佇む

孝

楊

ゥ便菱のうすき透し絵三之町
修羅追ふ道を選びゆかんか

野

孝

い

ゑ

代

安

妄﹃ソ

野

筒井筒昔を今に燃えさかり

がらんどうなる狛犬の口

突然の辞令一枚北国へ

うなだれし楽屋の木偶に冬の月

就職戦線今は氷河期

︾﹂

手足伸ばして柚子の香り湯
誕生日生徒の名折込む歌贈る
ホームラン声湧き上る花吹雪
陽のうららかに弥陀の光背

平成六年七月三十日首尾︵於・なかむら館︶
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八松山・畦蔀順ｖ

歌仙﹃ぬノ︑みまだある﹄
鈴木春山洞捌
米田双葉子

字﹂↑ワ

かの人のぬくみまだある布団かな
井門可奈女

鈴木春山洞

小窓を鳴らす星の入り東風
徳利を振り酒あるを慥かめて
白方筍子

なめ

上唇をぺろり舐づり

井ノロカズ子

洞

つきしろ

山の端の月代いよよ極まりぬ

一きは高きまうの虫

力

洞

奉示

筍

ペアージーンズアレンジ楽しみ

ゥ澁を搗き緋織る伊予娘なり

胸の震へる恋の昂ぶり

瞬間のファーストキッス炎めき

洞

奉示

首相の影の薄き政局

硝子詰め核廃棄船﹁仏﹂を出で

筍

岑示

筍

力

奉示

筍

蚊帳吊草を採りて遊べる

ひとり児の留守を預かる夏の月

被災地に復興きざす動きあり

電車まだまだ有馬温泉

太閤の花見の茶席忘れられ
畠打ちつつ今日も暮れけり

母呼ばふ声橋を渡りぬ力

ナォ杖を曳き孫着飾らせ知恵貰ひ洞

ア大統領八雲居訪ね奈

蒼弩を飛べる飛行機点となり筍

馳走の中の鰊えんがは洞

室の梅観光ツアー招き込み力

逢瀬そのままホテル直行筍

ポセットを肩に時計の下で待ち奈

乱れ髪鏡よ鏡指で柿き洞

折り鶴を折り捨つる手弄び力
月光にワイングラスを傾くる奈

鬼灯植うるベランダ庭園筍
ナゥ竪琴も鼓も届け天の川力

あ

貴ヵの婚約成りてめでたく洞
吾も君も不惜身ン鐙世の習ひ奈

老い安らかに芝居見物筍

花吹雪外堀を埋め尽したり洞

平成七年二月二十五日首尾︵於・松山市松久庵︶

先帝祭の官女華やか力
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八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会その一Ｖ

歌仙﹃砲艦と鮫﹄
川野蓼艸捌

久木田朱美子

川野蓼艸

二百十日の月の細々
朱

浜本青海
勝田成子

白波や礼文までた貫鰯雲
父母訪はむ秋海業の鉢下げて
影武者と名を犬につけたり

蓼

ナォ風船の我が人生もよしとせよ

他国までゆき戦したりし

草競馬むやみやたらと食べる子よ

親の形見のサングラスかけ
クリムトの接吻の図を遠景に
ハガネ

鋼の胸に散らす鱗粉
拳銃の伯爵夫人鏡の中
螺旗階段音を殺して

錬金術師逃亡の朝

街角の聖樹の灯消されけり

ウォーター・フロント霧よどむなり

尻餅をつき仰ぎ見る月の旗

−18ラー

高く低く銀笛鳴りぬキャンパスに

ランナー達は炎帝のもと

若松照代

最後にいつも軍歌低唱

ナゥそぞろ寒板前寡黙こそよけれ
胄

平成六年九月十一日首尾︵於・芭蕉庵︶

イベリア扇春愁もなし

海底の砲艦と鮫花の夜

ぬるき炬燵に夢のうらうら

蓼

朱

昭小

成

蓼

脳味噌の縮み隙間の出来にけり

一月

只酒飲まず生涯を来し

ゥ雨乞の地蔵を池に投げ込んで

半日かけてやっと頂点

忽然と大き乳房が目の前に
高階のビルに木乃伊は覚醒し
シルクロードを竹馬で行く
凍月にからくり人形歩ませる
髭・長髪がアトピーを掻き

一目

昭小

金槌の上自転車も駄目

円高の御蔭でシャネル買へました

成

昭小

雷門は陽炎に揺れ

浮世絵の男をみなや花万朶

成蓼照成照蓼照青成照照成朱胄照成蓼朱

久木田朱美子

久木田朱美子捌

八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会ｌその二Ｖ

歌仙﹃鮨売り﹄
鮨売りの声夢に入る旅寝かな
むんずと組みて動かざりけり

ナォファインダーの隅に居座る孕み猫

冷房ききてくつさめをする

光を追ふて活かす二次元
頬杖の彼方に雲の通ふなり

美しき凶器に命預けられ
西に愛人ここに妻居る

銀行の貸金庫には魁夷の絵

古稀七掛とうそぶきてをり

パリの夜はトリュフフォアグラ生の牡蠣

井手樺晴
内田麻子
川野蓼艸
浜本青海

糸瓜の水の間に合わぬまま

この世にもなき毒をつくりて
わが祷り剣とモスクと三カ月と

白麻の蚊帳あふる浜風

巡業の旗垂れしまま月昇る

麻

石飛千可良

ナゥ鉄塔にぶつかりつ行く雁の列

へルッエゴビナの遠き銃声
深呼吸肺まで青く染まりつつ

税申告のすみて安らぐ

花透きて湖透きて古都明けそむる

平成六年七月十日首尾︵於・芭蕉庵︶

北斗は卯に閾けゆくも春
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ロケットに積まるる井守遊びゐて

石榴の種をぶつと吐き出す

一月

ゥ濁り酒信濃の友と同期会

婚約告ぐる電話朗らか

千

蓼

ナポリ見てより死すべからずと

花氷逃亡先に細りゆく

千

一月

樺

麻

鮫鰊鍋に呉越同舟

院外にをるべき輩内にあり
ペースメーカー埋めし僧正

麻

蓼

千

檸

月凍てて漂へるまま海に在
弁慶のどうにもならぬ泣きどころ
フットボールの売れぬ日はなし

能管の貫きにけり花の夜
草餅づくり小豆煮つめる

檸朱麻檸蓼千麻檸千麻青棒麻朱蓼千棒蓼

八池袋・東武カルチャー連句会﹀

歌仙﹃康成忌﹄
宇咲冬男捌

栞田多田男

宇咲冬男
次山和子

康成忌夜の底より山の音

机の上に椿一輪

日

冬﹃

ゆ

多

余川美奈子

篠崎ゆき
酒井郁郎

蜜蜂の油絵の葉に止まりいて

ガラス職人ガラス玉吹く
月代に歴史の街の浮びだし

石畳延ぶやや寒の中

ゥ鬼怒川に捨て残されし崩れ簗
ひとりの旅のふっと虚ろに
滑るごと赤のジャガーのとまりたる

美

禾
Ｉ
有

地震の爪跡むなし奥尻

隠しカメラに載るツーショット
ようやくに愛の深さを知り得しに

日

郁

匂やかにあり冬菊の束

多

郁

禾
美

日

禾

凍月にむざと棺の並べられ

いつか巨象に変る雲たち

母の膝もたれて居ればここちよし

色綾にピイターパンの夢の花
かげろう燃ゆる草原を行く

ナォ村びとのひと日総出の屋根替す和

警察犬の寝そべっておりゅ

忘れた筈のひとの香水冬

空港を大麻コカイン素通りし美
ドーピングにてメダル剥奪美
頂点の座よりころげて酒苦き多

明け易し指のおぼえていしほくる冬

男は勝手時烏鳴く美

遺伝子の研究進むとも言えず和

楽焼皿にぬかどころころ和

ろくろ首にひとつ目小僧ゅ
池の面を曇らす量の望の月多

ナゥにぎわいし流鏑馬神事早やすぎて美

道幅急に広々となる郁

遠くから声かけている測量士多
這いだす蟇のあたり見廻す和

平成六年四月六日首

潮騒と岬烟らす花の雨和
わが生国を繋ぐ初虹多

︵於・池袋東武カルチュアスクール︶

平成六年五月十八日尾
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八相模原・桃大樹嶮聚ｖ

歌仙﹃年始め﹄
幽禽が羽づくろひする年始め

東の方が恵方歳徳

おでん鍋辛い下地を注ぎたして

ナォ秒針は等間隔にリズミカル
溝をはずれたライターの石
盆景に自慢の鼻がひくつきぬ

生中継に叩き起され

単衣袴に格式の見え

三好龍肝捌

三好龍肝

ガラス戸をガタピシさせるダンプカー

本性がどこにあるやらはかり兼ね
赤田玖實子

重たくも涙にうるむ優勝旗

紅葉の枝を跨ぐ銀漢

こまっちゃくれた飯ごとの妻

ゆらめきし残月の影魚の影

心澄ませば夏は近くに

花の奥酒落た暮らしも羨まし

秤鰄誌︾一朋缶肥雷︵於・桃天樹︶
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溜まれば使ふ釣銭の壜

朏は風に吹かれつ鎌を磨ぎ

干
月
玖
ｆ
肝

″

玖

モダンな傘が立てられしまま

夜学が嫌やな農の跡取
ゥ入選を只管願ふ美術展

保険会社が多角経営

碁笥をあければバッタ飛び出す
ナゥむかつきを癌とばかりに早とちり
臣永宗次郎

大谷繁子

宗匠は広沢の書に私淑せる

油かけられ歓喜尊像

程の良い答にうかと法螺話

肝

一示

玖
繁

遠い野焼きの煙り優々
肝

繁

波荒き三船祭りの芥の渦
涼しき月に怖いビバーク
暦繰り昔気質が絹を裁ち
仕上げもうまい隅の吊棚

玖

一示

浮かれそこなふ鈍な飼猫

肝

雑踏をするりと逸れてパーラーヘ

かぶるベレーに柳紫漂泊

はるばるとインドへ届く花の苗

〃肝玖繁宗玖肝繁宗ノノ玖肝宗繁玖肝繁宗

百韻﹃初懐紙﹄

八東京・都心連句会その一Ｖ

かがや

老運転手定時到着

新曲の楽譜が皆に配らる皇

名古則子捌

﹁近未来﹂暗いとイメージ調査にて

生命線の長い掌

制服の少女弾んで花堤

甘茶を飲んでごらんなさいよ

こォ俺が持つ都踊りの衣装代

超高層のピルが又建つ

たるみて穴のあきし股引

当座のつなぎカードローンで
短日のエスカレーター駈け上り

無為無策判官晶眉に支へられ

パピルスの文字遂に解読

山頭火俳句の道をひたすらに

埋ける七里の海や初懐紙
冬あた壁かに鳶の高舞

ふと鳴き出でしあぶらこほろぎ

蛭海停雲子

倉間千代
金子恭子
岩永極烏
和田忠勝
小林静司
近藤栗子

薄の原にしばし憩はん

月の昏きにさぐる柔肌

停電のま蚤にパーティ始まりて

三代続く独身の母

杉浦ちゑ
名古則子
和田洋子
近藤蕉肝
浅井園丁

和紙で封ずる酢造りの壺

ダメモトさナンパの果の身にしみて

駄菓子屋も差別用語と投書欄

司
代
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ブランデー朝の紅茶に香らせて

昼の月動くともなし峡の小屋

京人形の髪は豊かに

んご
ゥ爽かに一亭一士款か語
して

迷路迷路のマハラジャの城

聞きにくいこと﹁イミダス﹂で調べれば

年上女房いつもにんまり

外泊のダミーとはこれ容赦せぬ

寝覚の宿に聞くほと畠ぎす

勝負どころで出たるノーズロ
外米のむすびそれとは判りかね

猫の目をのぞき吉凶占ひて

二ゥ歴史には繰返す意志あるやらん
恭

葬列に気になる佳人ひっそりと

秘伝の薬ポケットの中

洋

会長を辞して涼しく月に酌む

勝

烏

南部風鈴チリリと音

雲勝恭則肝〃司烏栗肝洋肝代司雲勝ゑ烏勝恭洋恭雲

宇宙船内上下はなし
アラジンのランプこすれば王子さま

ちり／︑雪が銀色に舞ふ
ぜ
擬おきて曹ご女
深々と頭下ぐ

落石の道遠廻りせん

山並のつ蛍くかぎりに花と月

高き梢に臆の巣づくり

厚切り羊葵皿に盛る婆

金比羅の灯籠寄進麗らかに

Ｊ

一ゥ交番の巡査直立不動にて

少数なれど脳死異議あり

無責任でも極めれば叙勲沙汰

畳の上に煙草焼こげ

金ぷらの懐中時計ぶらさげて

本物よりも本物なんだよ

蚊帳ぬけ出して浴びる月光

たヌならず口説き上手が口説かるぁ

青春の二字重たしと友の文

新聞記者に賭けて十年

サイレン鳴らし救急車くる
時間とは戦略上の武器である

瑞泉寺苑あふる水仙

餅花に成年の運すべてこめ

判らぬふりでもう一度聞く

ナォ法令の規則緩和の法作り
同上考には優るものなし
特賞と知りて見直す抽象画

朧夜の電車揺る皇に抱き合って

地獄につダく春の細道

愛もろしうすくれなゐの桜貝

メンコに負けた口惜しがりやう

強弓に乙矢番へて深呼吸
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三ォ株市況無配減配ぞろノ︑と
電池が切れておもちや動かず

野良犬の鼻が覗いて新世帯
匂ひ立つよな今日の襟足
定年を待ちて三下り半を投げ

ＦＡ移籍稼ぎしたシカ

両岸にョツトびっしり境川

私にして鬼の震乱

煎餅を噛る白い歯自慢気に
瘤ぅ鐘で史記読み続く人
掘れど掘れど埋蔵金は未だ出ず
あるものはあるないものはない

新宮の千木を離る塾月凍てら
しばれて下駄の遠ざかりゆく

土
屋

実

則代郎司丁代則郎司勝郎司則代ゑ郎則恭雲則恭栗肝

司代ゑ郎洋庵司ノノ郎代勝恭司ノノ則〃庵雲〃恭勝司恭

鮮左目鰈右向
半年分がとれぬ売掛

大くさめぴつくりしやつくりそれつきり

芥川家の旧宅も露

満月に両国橋を渡りくる

辻講釈は声を張上ぐ

ナゥ出稼の村はみのらぬ穂を焼いて

雨脚も遠のき空は明けそめぬ

富士全容に柏手を打つ

取り出した句帖の余白埋めけり
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昼の蛙のほろノ︑と鳴く
花明り家紋の調度とりか︑に

祝ひ唄
唄な
など
ど一
一座
座︵
のどかに

︵於・鎌倉七里ヶ浜自治会館︶

平成六年一月四日首尾

執

筆郎司〃恭洋恭ゑ司恭則司雲

八東京・都心連句会その二Ｖ

俳譜連歌二月時雨忌﹂

小林しげと

名古則子
金子恭子

青しぐれ声明低く流れそむ

亀泳ぎ寄る薄の池

伊東桃庵
和田忠勝
山ロ良子
高木義厚
小林静司
池田紅魚
岩永極烏
菅谷有里
浅井園丁
保坂木羊
倉間千代
峰岸藍

蛭海停雲子

小張昭一

高津明生子

肌脱ぎの筆に力のみなぎりて

隠羽の家紋額にかかぐる
半月の僅々として中天に
銘柄とはず新酒ならよし
ゥ鮭番屋人影動く気配あり

ムックリ響く知床の海

出生の秘密を今日は明さねば

奪はれたいと思ふ横顔

受話器をとれば又も間違

社内報演歌好みが知れわたり
なまはげに泣く子しまひに笑ひ出す

新雪五尺雷れあがる月

復元の船はサンフアンバウティスタ

世界をつなぐ光ファイバー
花の精見しより心ふくらみて
胡蝶のシテを軽やかに舞ひ

ナォ人形のやうに着飾り知恵詣中尾青宵
どうも気になる通帳の残小森みさを

Ｊリーグ無くて野球を見ることに小林純子

脚一本がぐらぐらの椅子吉田光子

喧嘩のあとはぐっと抱き寄せ杉浦ちゑ

改姓の必要はなし従兄妹同士和田洋子

菖蒲湯浸り伸す骨筋相原万佳

雷去って縁先の犬鼻鳴らす今村佐久子

パレットナイフ創る七彩伊藤藪彦

停年に仕事の鬼も角はずし山元志津香

石は白々水澄みて往く成田淑美

濃姫の城をはなれし望の月萩谷準一

古仏尋ぬる旅を計画畑村春子

ナゥ豊作といはるシ出羽の秋を刈り宮下太郎

平成の改憲論議かしましき片山多迦夫
コピー用紙のクリップの錆浅野黍穂

腰越の海おだやかに花の句碑宗匠

枝移りして遊ぶ鶯執筆

船︑伊達家重臣・支倉常長が乗船︒

註・ウ九︑サンファンバウティスタ慶長遣欧使節
配役

宗匠・大林杣平脇宗匠・名古則子副宗匠・金子恭子
執筆・土屋実郎知司・小林しげと座見・小林静司
奏楽・蛭海停雲子

座配・小張昭一花司・配硯番元・良子社中
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平成六年五月七日首尾
︵於・浅草・伝法院大書院︶
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鶴岡八幡宮奉納芭蕉三百年祭

八東京・都心連句会ｌその三Ｖ

俳譜之連歌﹁神の白鳩﹄
銀杏黄に神の白鳩舞ひ翔てり

ゥ飾売り気負へる声のとび交ひて

濤剃りたての頬の冷たさ

衣桁には丸に二引きの五シ紋

万年筆の太字よるしき

踏む玉砂利の露めける音
月の宴離れて憩ふ客ありて

菅谷有里
白井宮司
大林杣平
倉間千代
菅谷幹哉
山本孔子
露木辰男
杉浦ちゑ
ヨシ

やらずの雨となりし夕暮

蛭海停雲子

女ざかりはほんのひととき

内田光子
吉田多輝
菅井てい
和田忠勝
伊東桃庵
岩永極烏
松本朝子
土屋実郎
和田洋子

歯ならびの矯正をして初キッス

宝前に静の桧扇鮮やかに

ひきあげてゆくロケ隊の群

積乱雲茜うすれて眉の月

ジョッキ合わせて久闇を叙す
サッカーにレンタルといふルールあり

とどまるところ知らぬ円高
花万朶天守も海もおぼろなる
かろやかに立つ春のパラソル

教授の眼鏡丸くぶ厚く寺田悦子

ナォ初日とて都踊りの賑やかに今村佐久子

新空港に記念フライト高津明生子

横組の国語辞典にすぐ馴れて小林純子

トヂブタにナベその使いよさ林恵津子

憎しみを重ねつむぎし今の愛山口良子

幾何学模様セーターの彩新家敦子

植え込みに雪しんしんと降る宵は小林しげと

綱領変へて社党延命高木義厚

ひざに来るチワワはものを云いたげに浅井園丁

塔頭に聞く郡郭の声中島啓也

一炊の夢の浮き世を月照らす東明雅

ナゥ当番でボーイスカウト赤い羽根式田和子

和平の利器は無尽蔵です山元志津香
手渡して嬰笑む父祖の山河又伊藤藪彦

鎌倉彫に蝶をあしらい保坂木羊

曙に花の命の輝けり宗匠
蕉風守る句座の麗か執筆

宗匠名古則子玉串八幡宮神官
脇宗匠土屋実郎花司菅谷有里
執筆小林静司配硯山口良子社中

座配和田忠勝解説蛭海停雲子

知司伊東桃庵奏楽菅谷幹哉

︵於・鎌倉鶴岡八幡宮舞殿︶

平成六年十月三十日首尾
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八東京・都心連句会その四Ｖ

半歌仙﹃残炎﹄
岩永極烏捌

則

名古則子
土屋実郎

蛭海停雲子

岩永極烏

こけしの顔の目鼻くっきり

烏

陽の落ちてなほ炎昼のほてりかな

台風来ると鉢を片付く

打水すれば匂ふ土の香
心太職人の指しなやかに
月明り糸瓜の水そろそろと

則

則

郎
Ｉ
貝
郎

圭室

ゥ病む友に隠して贈る新走り
それなりのわけ深き仲なる
甘えた声のマルチーズ寄る

コンパクト開ければ彼の笑みありて

息のみ白く懐はカラ

サラ金のティッシュ山ほど積み上り

烏

則

壼云

いつ果つるやら内戦の惨

賛美歌はイヴを祝ひて月まどか

宇宙船地球を美しと伝えきて

郎

圭云

竣工の花に埋もれ美術館

則

笑ひと涙拍手喝采

のどかなりけり曼陀羅の彩

︵於・外神田・国際外語学院︶

平成六年八月一日首尾
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八東京・都心連句会ｌその五Ｖ

岩永極烏

半歌仙﹃捨案山子﹄

捨案山子視線遙かに天仰ぐ
今村佐久子

小林しげと捌

月はくまなく落葉松のなか
蛭海停雲子

名古則子

佐

小林しげと

肌身離さぬ竹筒の酒

水彩の筆揃へをりやや寒に

戸の開け閉めに騒ぐ木枯

則

烏

なにやかと町長公私せわしなく

恥ぢらいながら手話で思ひを

ゥ炉の端に座敷わらしの影ほのと

とで
体ひとつが原も資
なりけり

則

と

圭云

漕ぎ馴れた櫓音しづかに遠退きて

と

山口良子

吉と出よ観音さまの御籔引き
ローマ数字の懐恥吟詐の汗

″

良

烏

壼云

佐

坊っちゃんは月の道後に浴衣掛け

追っ払ってもなつく野良猫

機関銃一丁だけの派兵決め

等高線の地形急峻

降りそそぐ光を紡ぐ花の山
鳩がのどかに遊ぶ産土神

︵於・外神田・国際外語学院︶

平成六年十月三日首尾
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八松山・どん・あ・くらぶｖ

愛媛﹃甘夏柑﹄

農放談に明けし短夜

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

豊島呑烏
二宮一知
児玉凡松

老一徹甘夏柑に執しけり
架橋最後のケーソンの航く

帆を下げし釣り舟溜まる小湊に

呑

しと

知

松

洞

月テラスビァグラス挙げ車座す

話の間に出でし後れ蚊

ゥ長々と垂れながす尿芒道

豊島博子

知

洞

鳰ゐる池のふいに見えたる

熱き血潮の南国の女卜
四万十の押印蒐め廻る旅

洞

松

仔猫の覗く赤き長靴

洞

知

呑

呑

展かるる針葉樹林月冴ゅる

岩に乾かす濡れしスカート
カールせし髪の匂ひに櫟られ

デュエットをする唄声流れ

散りかかる花の彩る宴なり

呑

壁際のイコンに唇をおしつけて

脇にかかへる卒業証書

平成六年五月十一日首尾︵於・松山市臭の館︶
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八習志野・習志野連句会ｖ

歌仙﹃松の花﹄

ナォ土産とてまたぎの里の蕨餅
ローカル線のトンネル数ふ

水天宮の巫女の緋袴

背すじ伸し目立たぬ様に妊婦服

蜂の巣の槍に大きく下りゐて

藤代羽都江

叫ヤル礎科峰

松の花野点の傘にこぼれけり

磯開き心にかシる雲もなし
約束したる電話待つなり

千草のもとに虫の音すだく

月淡く宇宙話に時忘れ

野村喜舟
大野利丘
小川茶村

コーヒーの香り満ちたる窓の月

利

鴇田秋甫

高速道路にもえる陽炎

雁ゆく彼方に空の澄みいて

茶

政策のなき与野党議員
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触れ太鼓行く巡業の街
今年竹一番星にとどき相
願ひ叶ひて絵馬の奉納
逢引の帽子を深く物の影
襟を合せる今朝の秋なる

心の潮あなやるせなや

羽

蓉鰄誌蓉十菫朋十畦串誇︵文音︶

墨堤を埋めつくされし花莚
投票をすまし風船みやげ

上野の森に鶯の声

科

茶

科

秋

羽

科

茶

利

秋

西郷が迎へ打つ場所田原坂

ナゥ過疎の村分譲の旗立ち並び

ゥ崩れてもいつか戻りし踊りの輪

相々傘でめぐる寺々

ひとりでに添ひ渡る真間の継ぎ橋

雪深く噴き立つ釜の火を引きて

核の疑惑に直てる半島
寒月を山に沈めて盗み酒

バブル崩れて持家も夢

癒えし眼病もとの木阿弥
下町に八シ目鰻の匂いける
鐘楼に舞い込む桜吹雪なり
遠遊びするうかれ猫ども

科利秋羽科利秋羽利秋羽茶利秋羽科秋羽

野上けいじ捌

田田野

も竹け

い

ハ阿児・南草連句会ｖ

歌仙﹃白雲の﹄
白雲の湧いて十六矼豆かな

笛劇院と牧童に月

寄合はあとの新酒をたのしみに

足元に置く萩の灯籠

路次の奥有名歌人ひとり栖み

ナォ土器を遠くにとばす春の寺

キッスの現場双眼鏡に

かっとなり嫉妬が胸にせり上げて

へな／︑坐る公園の隅

何事ぞ野犬みるノ︑群れはじめ

ＮＧＯが又も襲はれ

地平線まで雪の大陸

目には目を歯には歯人には救ひなし

豹をあやつる女サーカス

あらくれをよく手なづけたコロンブス

深き鱸割れ古代文字めき

ふるさとの生家解体照らす月

ナゥ着流して薩摩上布はさらノ︑と
ドナルドキーンに会ひにゆく旅

鰭大漁景気づく浦

缶蹴りの子に色街の灯がともり

礒帝乱朋什皿叩蕾︵文音︶

蛙合戦見しと追伸

落人を祀れる宮の花みごと
秤
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氷柱を折って入るご用間
ワ笹鳴のしきりに磑の上からも

みくじを引けば凶と出し恋
反対をすればする程燃え上がり
手に手をとって滝にとびこみ

突然の下野も西下も若気にて

離れ島買ひ王様となる

高台の椰子の木蔭に夏の月
大火のあとにはやも家建ち
椅子取ゲームまたも残され

学生のボランティアたち集まりて

乗込鮒よ走るさダ波

彫刻家人来ぬ山の花を愛で

島島上

四りじ四りじり四じり四じり四じり四じ

りじ四り四じ四りじ四りじ四りじ四りじ

八東京・乃木坂散人連ｖ

両吟歌仙﹃真鴨かな﹄

大きく展く冬麗の湖

一羽きて列をなしたる真鴨かな

自慢の棗とりだしてみる

古館茜日
宇咲匁︑

ナォ熊穴をいでてのっそり現わるる

富市・洋平不意な連合

漫箙雫羅獄議魂叫

金の指輪に手袋をする

雪が来て急にたてこむドライブイン

刺青消して純愛に生く

身のたちて逢わざるべきか逢うべきか

隠しにひとつパチンコの玉

ふる里の縁の下には蟻地獄

後の月忘れていしにあらねども

やや銀さんに似たる捜

しみじみ乾せる新走りなり
ナゥもみいずる暗峠茶屋佗ぴて

化粧替えした峡の分校

いたずらに紬織りきて六十年

記念樹の盛りの花を皆仰ぎ

平成六年十一月十五日首尾︵於・六知庵︶

曹冬

曹冬曹冬曹冬曹冬曹冬曹冬曹冬曹冬人男

奇

高さを競う東西の凧
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ぶかぶかの畳の上に敷く毛蔑
まよなかの月見石より風立ちて

菊人形のなおも鮮やか

出家迷わすひとの面影

ゥ筆を折るときこそ到る冷まじさ

ぶつんと切れし三味線の糸

次の間に禿を退けて心待ち
聞こえてくるは涛音ばかり

忌にこもる福沢諭吉越路塚

吟遊の街から村へ夏の月

暑さに耐うることもまたよし
寄りあいに兄子を入れたる泣き笑い

立山神社の護符をいただく
續紛と落花に濡れしおさげ髪

秘仏の武具を飾る春の日

冬曹冬曹冬曹冬曹冬曹冬曹冬曹冬曹男人

八所沢・俳譜工房ｖ

里ん雪

窪田阿空捌

園江井河本田

半歌仙﹃初萩や﹂
初萩や庵にゆかしき文机
夕月ころと引き開くる窓
舟幾つ誰そ行秋を惜しむらん

平成五年八月二十八日首尾︵於・浦和・松本亭︶
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容杏阿
麻り

子花空
女子雪花空世世花女雪空子世女

展望台の見晴らしの佳さ
風はなのひととき舞いて消ゆる也

一本道を冬帽の人

ゥあさまだき国境こえる汽車のベル

ドイッ女が玉子焼いてる
かりそめと思えど残るいとおしさ

蛇の目持つ手に白き手をそえ

渡し場も路地も稲荷も本の中
玻璃に映れる四季咲きのバラ

外れ馬券を千切る口惜しさ

吊籠で窓拭きが酒夏の月

忌を終えて去る残雪の村

遠富士のやけにきれいに見える道

舞の扇のあがる春ぞら

旅人と呼び止められし花の院

中園竹一松窪

佛淵健悟
三栗健

窪田薫
福井隆秀
前田亜弥

窪田薫捌

まだ讃みきれぬ﹁こころ﹂﹁行人﹂

ナゥ老兵はあっけらかんと春の椅子

〃ねがはくは花の下にて死ぬことを

熱燗あやに恋しかりけり
口紅をつけ創れだす雪女
百年待った今宵この刻

ナォ空き罐にタイルのかけら放り込む

宮脇木修

弥

芦の角抜き芦着し芦しのび芦

遠むらさきに笑ふ連山

二杯目の蜆の汁を飲みほして

ピッコロを持ち商實にでる

の開店の幟はためく夏の月

あつちの水は甘くないぞよ

風船を買ふ肩が陽炎ひ

ロンＦｒン

倫敦の箱型タクシーのろのろと

ほととぎす

郭公鳴き何を告げたか

秤燕誌等十一一一朋十地申率︵文音︶

︵Ｋ ・妬︶

和泉香津子

雄

薫

息つくところてつぺんに住む

八札幌・俳譜寺芭蕉舎ｌその一Ｖ

落葉を飛ばす裏の竹藪

四方万里子

式田和子

艀蛎﹃芦の角﹄

濡れたる腕の荒れの差かし

ワ断食を終へてをみな等髪洗ふ

家柳速雄

埋藏の金塊どこに潜むらん

や
整へる催も合
ひ枕よ宴のあと

健

悟

小出きよみ

万

薫

３月涼し煙突の巣に鶴の烏

たは

野分と戯け遊ぶ谷神

太刀魚を捌きひらりと色街へ

沖っ白帆は丸に十の字

路地の暗がり塁のすだきて
〃印判を失くし眺める大花火
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万み和秀

和秀香

弥薫修

八札幌・俳譜寺芭蕉舎その二Ｖ

艀蜥﹁バーバー﹄
バーバーの鏡の中の春の雪
朝寝に倦んだ八日目の事
雛の歌築地の蔭に聞こえゐて

窪田薫捌

前田亜

福井隆

鎭痛座薬まだ効いてゐる

家柳速雄

三栗健
窪田薫
式田和子

佛淵健

ゥ鴉來て魚の料理っつくなり
骨まで愛でて痩せこけし頬

薫

まぷ

雄

宮脇木修

ナォその音がチリヂリにするドブ鼠

北風に馴れ先づは挨拶

和泉香津子

︵Ｋ ・卿︶

笠間文子

弥

薫

秀

谷崎も志賀も吉井もトンビ着て

羽子板市で品定めする

動きはじめし庭の木々の芽

上様と書いて通らぬ領収證

〃極彩の鷆鵡を肩に花を待つ
．ンテ
伯
爵領の丘は鐘も霞んで

おやまかどっこい何も貰へぬ

ナゥパット決めゴルフコンペのイースター

マンガ本小脇に歩み鈍らせる

ゴーストタウン暑し暑しと
の赤信号御構ひなしにのぼる月

吟遊詩人の渡來松塁

秤睡結轌十一一一朋二十他串誇︵文音︶
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香万み和

修和秀

うこぎの飯はもう炊けました

バーブ佐竹といふ名の間夫が居ったつけ？

万

の月涼し向う氣強くまた王手

ハーブティー飲む記憶戻るか？

小出きよみ

弥

健

悟

四方万里子

古里をめくりて白し初あらし

脱走兵は刈田踏みっっ

どら猫の首鈴をつけましよ

ク花燈籠まはる軒端にいたるべく

￨吾弥秀

八大阪・俳譜接心ｌその一Ｖ

乱菊忌追悼

脇起歌仙﹃風狂の﹄
風狂の身すき世すぎや後の月

酒蔵造りのこの美術館

誰がいいそめし露のいのちと
黄菊白菊紅菊を壷にあふれしめ

岡本星女捌

春入居士
岡本星女
葦生はてお

新ノロ村の道行の雪竹山美代子

しちぐさ

ナォ質種を抱いてのれんをくぐり兼ね林道子

顔見世の桟敷にずらり粋筋が辻静穗
嘘かまことか昔の恋とは岩尾美智子
連立かはたまた新々改革か鈴木一睡
徽を見付けし議事堂の隅田島竹四

雑木林の奥に首塚堀井寿郎

かき曇る一天雷のぱらぱらと岡田水都子

村長は源氏の窟を誇りとし柴崎正寿郎

月にひとさしおん舞い候へ押田たっを
思い出したように打ち出す鉦叩岩橋史郎

奥村勘甫
民岡照子
奥村美砂女

単線列車隙間風くる

ナゥライトまぱゆし世界遺産の白鷺城二塚元子

ペットホテルヘ犬をあずけて温泉へ

森田蓉子
浅野黍穗

︵鐡粋鯲音伊丹・柿衛文庫︶

平成七年一月二十三日尾

平成六年十月十日首

悠々と舞う鳶の霞めり清水幾湖

花に寝てあさきゆめみしゑひもせす森三郎

掛声の揃い五丁繕波に乗る岡村紀洋
輪っぱ弁当菜飯いるよき森嶋静女

笛搦々とシテの神舞小西須麻

夜寒の町に焼藷の香が小林樹巴

自ら任すプレイボーイよ

星野かの子

ゥ祇王祇女障子あかりにおわします
してはいけないことと知りつつしてみたい

もてあます身は神経科行
金あれば閑なし閑なら金がなし

林由子

平屋和子
歌川山黛
二上貴夫
山崎曙

壬生念仏はガンデンガンデン

青いカンバスに燕は音符
廃校は辛夷さかりに昼の月
薬草と知っているらしチンパンジー

朝な夕なの赤富士の景

田伏博子
下田喜代
岡田麗
杉本一夫

宿酔とて迎え酒する

たもとおる堤に余花のちらりほらり
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八大阪・俳譜接心ｌその二Ｖ

崎川林川本

岡本星女捌

矢歌小歌岡

田

十二調﹃五臓六腋﹄

五臓六朏具わる仏涼しけれ

竹林ぬける風の青さよ

通り庭にて炊事洗濯

そばとある大提灯にさそわれて

光源氏は見たこともなき
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シンデレラコンプレックスルビーいる

ぬれそぽつ花うすぎぬのごとくにも

人間国宝の謡朗々

形見の髪をつつむてのひら
古墳よりどっと翔ちたる稲雀
そろそろぬくめ酒が恋しく
畔の月化けそこないの狸らし

安

平成六年五月二十二日首尾︵於・嵯峨・清涼寺︶

た
美し山星
だ
藍
げ
黛藍とし藍し黛
津と黛女

八大阪・俳譜接心

その三Ｖ

芭蕉

脇起十二調﹃秋深き﹄

秋深き隣は何をする人ぞ
岡本星女

岡本星女捌

とぎれとぎれにちちろ鳴くなり
ウイリアム︒
Ｊ・ヒギンソン

城の上の空一点の雲もなく

伝統伝う伊賀の組紐

栄

上杉知栄
山村俊夫
小川禮子
民岡照子
村井充子
昭小

フェルナンド・
モンテス

塚本田天志
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雛まつり男の子は手持ぶさたにて

おぼろの影は彼らしきかな
抱擁のこのぬくもりの冷めであれ
かまととぶっておみくじをひく

芭蕉をおもう午後のひととき

邸跡に咲き盛るなり花水木

旅
りガ
なる家族団蘂
旅戻
戻り

月凄し枯野のはてに皓々と

子子子

リフレイン

ほろにがしくのいちという地の酒は

吊橋渡る犬の危うし

倫由道
︵於・上野市・菅原神社︶

祖母いつも背なをまるめていたりしよ
平成六年十月十二日首尾

林林林

お駆星お星同駆星お駆お星駆お星駆お女
て

八大阪・俳譜接心ｌその四Ｖ

ち

長は星

居待﹃通天を﹄

苔に散り敷く紅葉片々

通天を渡りてくさめひとつかな
手をひかれ天冠ゆらりと稚児立ちて

さか

︵於・京・木屋町・松の華︶

平成六年十一月二十三日首尾
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禿びたる筆をいまも愛用
俳譜師やどりし庵に月の影

おろぎ
屏風の奥で蟠こ蜂
の鳴く
菊襲花嫁御寮の顔見たや
泌録に五シと結び文くる

ぴちゃぴちゃと桶を頭に会釈して

ラーマーヤナのガムランの曲

猿山の大ボス猿も老いけらし
キャラメルの箱飛ばす冑嵐
冷房を出ずれば三日月ピルの間に

あとのもちやつく蔵出しの酔
春雨にぬれて都知事の選挙ビラ

鳩の交るというも一瞬
菜の花に蕪村の里の薄霞

日も暮れ方に定まらぬ宿

鈴葦岡
木生本

八大阪・俳譜接心ｌその五Ｖ

ナォ隊商におそいかかれる砂嵐

マイクテストは本日晴天
森繁のばつ悪そうな頬被り

中空に下弦の月の消えがてに

路地から路地へはしご酒して

恋猫にあやめもわかぬ春の闇

一夜官女に梅のほころぶ

冴えかえる人身御供の小唐櫃

星

お

星

お

星

葦生はてお

岡本星女

首さしのばし飛ぶ白烏座

月を待つ余呉のほとりの思い草

妙齢の息かぐわしきかな
鬼となり恋の敵をめった打
今年も水着はパレオ流行

対岸歌仙﹃冴えかえる﹄

ここが思案の碑ある盛り場

雛ひとつなきシーツひややか

おなじ話をくり返す老

岡本星女加朱

ゥ旅もはや白老コタンは秋炉焚く

星

ちんどんや昔役者でありしとか

見ン事扇の的を射落す

ナゥ芳一の耳をちぎってゆくは誰そ

春の日永にさらす友禅

雨もよいとて目刺くすぶる
花霞紅濃きところ淡きところ

秤鰄誌蓉垂胆一拝一ぺ串誇︵於・俳譜寒菊堂︶
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綾取りのこうしてこうして小鼓と

しんしんと雪しんしんと雪
笹やささ笹はいらんか煤竹は

お

お

横網のプライドにかけ負けられぬ

床屋もすなる俳諾の味

星

同

クレオパトラの花嫁行列幾千人

星

お

作務衣というはユニセックスなり

麦飯に大徳寺納豆あれば足る

白き胸乳をしたい寄る蛇

お

お

星

星

松をめくって手札に桜

仇野の果て鴉群れつつ

ひふみよいつつ六つ七つで夏の月

山越えの弥陀に誓いの糸かけん

お星お星お星お同星お星お星お星お星お

ハ横浜・俳譜田園その一Ｖ

中尾冑宵捌

千

々

美

幸一云

々

宵

代

々

烏

．圭云

大平美代子

岩永極烏

停照千青
雲
子代晴宵

獅子の子﹃イチロー﹄※

イチローの四割を呼ぶ秋の声

六甲山脈鰯雲湧く

皓月にはぐれ鴉の気おくれて
寝しな拾ひし秀句なかなか
ゥ病む友のよせといふのに迎へ酒
ジュリアナ閉店ギャルの流し眸
披露宴父を泣かせるためにして

北京で御用機中働き

侵略を謝る夏のいや暑く

昼月を背に閻魔念仏

人の世は境むつかし嘘まこと

冬の毎は冬葺じやない？
迷ひ衛星トナカイが引く

炉の前に母と子が待つクリスマス

若き大尉は誰が演ずる

風紋の美しき砂漠をひと筋に

われに有りたき紹蝉の智恵

ナキッスする舌のピアスがちよと邪魔で

花守は一樹々々に語りして

︵於・藤が丘地区センター︶

帰るに惜しき春の夕暮

平成六年九月一日首尾
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蛭若福中
海松永尾

烏代宵雲

彦坂範子
若松照代

ナゥマーラーの大地これより終楽章

仔猫無心に戯るる足許
高遠の燗漫の花仰ぎ見る
ゆっくり動く春の浮雲

︵於・藤が丘地区センター︶

正昌同代

八横浜・俳譜田園ｌその二Ｖ

二十韻﹃黒揚羽﹄

柴崎正壽郎

滝川昌子捌

蚊帳吊草の茎のばす庭
滝川昌子

影と来て影ひき翔てり黒揚羽

漫画の本を手離さぬ児ら

平成六年八月四日首尾
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マイホーム落成祝ひ賑やかに

シャガールの絵の馬肥えて立ち

ゥ宇宙まで運びし目高月笑ふ

秋深し女痩せたき希ひ持つ
齢かくして閨の灯を消す

號珀色したバーボンをあけ

墨染の衣に香の馥郁と

ナォ枯野中虚子の句碑訪ふキューガーデン

居留地の丘かかる寒月

競ひ合ふ郷土芸能お国ぶり

血汐はげしくやは肌を打つ

懐石料理満席となる
帯結ぶ男の力手助けに

代同範正同代
範正範代正範

八横浜・俳譜田園ｌその三Ｖ

舐める程笑ひ上戸に変りゆき
媚薬とろりとワイン血の色

ナゥ久しぶり老の揃ひ

草野球
に過ぎ
うかべ
に似る

風にふるへる沢の寒木瓜

オーバーを貸して上げたいお月様

大平美代子

何もせぬ日は穏
花万朶城趾の壕に
春の灯しのガス

若松照代捌

中尾青宵
若松照代
浅沼小葦

︵於・藤が丘地区センター︶

青々葦宵

宵美葦雲

短歌行﹃傘寿まで﹄

伸ばす背腰を秋日後押

傘寿まで生きる気概や新松子

土塀の上で猫が集会

灯夢かて

平成六年十一月四日首尾
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山深き棚田に月のそれか︑に

ワ今度来た治郎兵衛が嫁は美人ぞな

閨の睦語もマニラ言葉で
お土産は熔岩灰で焼いた鳩
なんでも壊す孫にはらはら

王手かけここ一番の大試合

神や仏はいつも便利屋

自慢の喉を聞かす屋根替

停
雲
雲葦宵美子美葦宵

雲美育照

花降らす谷戸の古木の双抱え

ナォ史学科のゼミの徒つれて春遠出
チェンジマネーとゴビの男が
バザールで買ひ求めたる夏帽子

泣かせてみたい泣黒子なり

蛯
海

八東京・白塔歌仙会ｖ

歌仙﹃薔薇を剪る﹄

君のつむじは左巻きだぞ

ナォやどかりが居を移さんと支度せり

怠惰なる仮定法にて暮れる午後

ベートーヴェンの実らない恋

さざ波がピアノの脚をひたひたと

レース重ねた夏服の襟

昔が今になるわけもない
孫とゆく仲見世通り祭り客
加地美知子

盲目の少女が我を確かむる

上村以和於

麦嵐とや髪なびかせむ
山本やよい

薔薇を剪る老婦愛藺人なる
坂口玲子
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手作りの短い童話聞かされて

安曇野わたる風のささやき

平成六年六月吉日首尾︵竹むら︶

古里の山早春の貌

花冷えの街駆け抜ける天使たち

男カサノヴァすでに六十

ナゥ暗黒に不知火を見る夢の夢
歩きつづける道は果てなく
行く雲と一羽の鴉を共に連れ

濁り酒酌む任侠の人

さらば舞若き友へか月の宴
や

美

花夜子

鈴の音遠い屋根裏の部屋
青き月時を打たない時計塔
願いの絲はかすかに震え
ゥ流灯の煩悩重く沈みゆき

俊

玲

佐藤俊一郎

あいつが好きと言った口紅
貢いでも貢いでもでもパリの宵
リンドバーグは高く飛び去る

辛化

美

山本隆則

子ばかりか父がさらわるスポーツ界

彼はルドルフぽくはキャンジだ

玲

一化

隆

や

俊

無月の夜とつくり提げて雪女郎

切れ長の眼は頭布のかげに

成形の成功例と失敗例

清川虹子どっちかしらら
いそぎんちゃくにひそと降る雨

セナ逝きて心のうちに花を積む

美や玲花や俊玲隆美花俊玲や隆花美俊や

八東京・芭蕉記念館ｌその一Ｖ

歌仙﹃淡雪や﹄
淡雪や大東京の白い屋根

福田芙紗捌

福田芙紗
阿部朝子
福永千晴
芙

ふくらみ初めし楊柳の糸
新社員形状記憶スーツ着て

鳩の寄りくる遊動円木

朝

柴田寿賀

そぞろ寒さの床の二振

春

千

ナォ史学部の入学試験合格す寿

神への祈り欠かすことなく千

バイト稼ぎで休み返上芙
改築の工事現場の異邦人春

熱すぎる炉に裸身くずるる芙

虎落笛待ちあぐねたる逢瀬なりあ

けだるさの傘もささずに雨の中朝

バーゲンセール告げる垂れ幕ゆ
預金額知らないうちに零数字寿

爪を噛む癖いまも変らず芙
旧友を立待月に送り出し朝
竹籠に盛るあけび栗の実あ

ナゥ秋深く写経ひたすら般若寺寿

放たれし扉に湖の展がりゆ
今ようの一弦琴の復活にあ
国際交流まことさまざま千

賑やかに誘なわれゆく花の門芙

弥生名残の若鮎の膳春

︵於・東京江東区芭蕉記念館︶

平成六年三月十二日首尾

一一一

山の端に舟となりたる月かかり

寿

千

千

ワ今年米今年はタイかアメリカか

更にしたたかおとめ心の
港やの絵双紙店の黒い猫
下戸もてあます吟醸の酒

朝

篠崎ゆき

炎昼のほてりそのまま通夜の月

千

シェフの帽子の糊のききすぎ

空蝉すがる幹に佇む

ゆ

柴崎あや子

瞑想にリラクゼーションとりまぜて

朝

堀尾春海

波追いかけてはしやぐ幼な児

むくつけき顔に似合わぬ声やさし

花万朶起伏の丘に輪になれる

縄文土器に積もる春塵

−フ1弐一

八東京・芭蕉記念館その二Ｖ

歌仙﹃初閻魔﹄
阿部朝子捌

中野稔

彦坂範

阿部朝

運慶の心にふれぬ初閻魔
淑気満ちたる古き街並
沢田洋

文学全集めくる少年

白き帆の沖へ沖へと数殖えて

熟柿となりし木守柿あり

宇咲冬︑

ナォ復活祭丘への坂を急ぎゆく朝
刺繍はなやぐ民族衣裳藤沼亜緋子
大デスク大地球儀のでんと置き稔
きりもなくある片付けるもの範

状箱に水茎の束暮早し稔
閨の真中に聞く虎落笛範

父在らぬ嬰を産まんと決めて居り山元志津香

巴里の雑踏知るひもとなく範

出来合いの手軽さに馴れつくる余暇範

ダンス教室生徒あふれる緋
薄雲に万華鏡めく小望月稔

じつとしている残る燕朝

ナゥ松茸に湿地茸・舞茸・笑い茸稔
カラーコピーの鮮やかなこと緋
焼きあげし姐板鉢の反りのよき志

祝いの席の準備着々稔

鮎汲みし日の友を偲ばん緋

天よりの枝垂るる花に抱かれし朝

︵於・東京江東区芭蕉記念館︶

平成六年一月二十六日首
平成六年二月二十二日尾
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月光に浮ぶ厩舎はメルヘン調

なだめすかすは靴ずれの足

ゥ漂泊の果ての新酒をなみなみと

意外に優し年上の女

ナナハンに二人乗りしてハイウエー

宿帳の昔の名前見てしまう
思い出深きシンセサイザー

涼風の酪駝の背なを月昇る

探険隊に旱魅の景

値下りの弗いつぱいをもてあます
マルチメディアにかき廻されて

本流の波に呑まるる花筏

声張りあげる野遊びの子等

稔洋朝範男洋範稔朝洋範洋朝子稔々子子

八東京・芭蕉記念館ｌその三Ｖ

脇起歌仙﹃新樹立つ﹂

崎にひびかう郭公の声

新樹立っ山からの日をふりこぼし

夏季講習了えし少年すこやかに
ルーピックキューブやっと完成

望の夜の高層ビルの灯は消えて

耳を澄ませば秋深みゆく
ゥ紅葉濃き瀬田の唐橋渡り来し

藤沼亜緋子捌

藤沼亜緋子

宇咲冬男
山元志津香

萩谷悦子
谷田男児
本多一基
沢田洋々
緋

緋

前川都久子

男

遠藤円童

うりざねの面影胸に転勤す
拒否し続ける三度の見合

堂にうつむく式部人形

姿羅門の教徒となりて聖地へと

象の背中に揺れ行く家族

成田淑美

″

基

大石視朗

基

洋

サーカスのテントを覗く冬の月

車座になり熱燗を酌む

開店前に並ぶパチンコ

戦後派の人もたちまち五十代

公園の花の香ぬらす通り雨
春の風邪ひき休診とする

ナォ潮まねきぶつぶつぶつと足元に緋

ひとつ覚えの叱言幸兵衛円

オートバイ深夜の町を乗り廻し洋

孟母にちなみ何度引越男
幼な恋ふと甦える写真帳志
洗いあいたる肩の刺青都

空蝉の一幹に風流れゆき緋

横笛間こゆ落人の里朗

ちよいと蹟く道のでこぽこ浅沼小葦

博物館突貫工事間近かにて洋

月の舟反るだけ反って頼りなし朗
河原撫子やわらかな紅新井秋芳
ナゥ去来忌を修して心落っけり冬

ステンドグラスロココ調なる洋

お薄いつぷく手作りの菓子葦
華やかに在駐ローマ大使館冬

しんとして瞼の裏に花籠む冬
生着縫い上ぐ縁のうららか志

︵於・東京江東区芭蕉記念館あした連句会︶

平成六年六月二十二日首
平成六年七月二十四日尾
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八東京・芭蕉記念館その四Ｖ

歌仙﹃藤の花﹄
萩谷悦子捌

阿部朝子

遠き世の雅びの彩や藤の花
萩谷悦子
福田芙紗

声張りあげて歌う兄妹

平本三保子

″

誕生会いざよう月を待つばかり

朝

覚めて鮮か春眠の夢
汐干潟砂の感触足裏に
小鳥かさこそ見え隠れする

芙

芙

朝

悦

芙

悦

士心

芙

山元志津香

一一一

ワ秋惜しむトロッコ列車裾野行く

現地取材で地酒飲み過ぎ
冒険の意外に怖いラブハンター

すり寄ってくる少女Ｂ型
遺伝子の突然変異謎めきて
やおら取りだす銀の竪笛
浮き雲に明るさ灰と夏の月

メロン持参で幼友だち
柴犬君まつ先通る散歩路

蛇の目の傘に雨の暖か

お濠の映す天守ゆらめく
衣桁には形見となりし花衣

間近にせまる極秘談合悦

ナォスコップのリボンひらりと植樹祭志

村山さん眉毛で人気上げており朝

打出の小槌出てもよい頃芙

傍らのロシア娘は土産です三

雪より白き肌の艶やか悦

黙深き囲いの中の寒牡丹朝

祈祷殿まで続く回廊芙

癌告知止めておけない時の針三

九個の功一篝に欠くと悦

月今宵解体ピルを照らしいて芙
つづれ直せとっづれさせ鳴く朝

契約金を奪うＣＭ悦

ナゥ東西の横綱揃う番付表三

無心有情は風の吹くまま芙

ゆとりある老後の楽は連句とか朝

辿り着く奥千本に花庵三
あけぼのの空噌りの空朝

平成六年四月二十三日首

︵於・東京江東区芭蕉記念館︶

平成六年七月三十日尾
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ハ岐阜・巴世里の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃夕時雨﹄

かじかむ指でさしかける傘

看護婦の誰やさしや夕時雨

こけしの並ぶ食器棚なり

煮込みたるおでんの湯気のめでたさに

大野鵠士捌
松尾一

安藤美保
大野鵠士

ナォ入学の子ら一列に交差点保

きのふもけふも職探す人士

競馬場有り金はたき大勝負加藤洋治

ミスターレディ俺の彼女は

﹁おめでとう﹂聞いて悲しい三か月

仁

まだ打ち明けぬＡＩＤＳ感染保
杜の奥白装束で神迎へ
貴船の女霊気冴え冴え鹿野秀司

上流の河原の石に漱ぐ仁

杉玉並ぶ酒蔵の街保

名月を友に遠きへ一人旅司
とんぼの羽音耳に響ける治

保
士

ナゥパイ食って秋の調べのヴィヴァルディ

盛り上がる黄味の色して城の月

湖渡る雁を仰げる

保

ゥ廃線の駅舎の四囲の山粧ふ
豊吉多恵子

士

土川修平

平成六年十一月二十六日首

平成六年十二月十七日尾

︵於・喫茶フィールド︶

面舵切れば見ゆる魚島治

祝ひ酒酌めや落花の續紛と士

白線流し淡雪も消え司

スペースシャトル続く実験仁
渋草の家宝の皿を落としたる保

旅行鞄に下着︒通帳

夜明け前探さないでと置手紙

別れ話もこれで七度目

保

村瀬仁子

ポクサーのダウンにめげず立ち上がり

シャワー浴びつつ男泣きする

保

平

保

海岸の月は白雨に隠れたる
シスター並び歩くシドニー
モラルなどどこへ大量ドーピング

屋根裏部屋にねむるどら猫
深山の古刹は花に埋もれける
春の夜更けるクロスワードに
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八岐阜・巴世里の会その二Ｖ

歌仙﹃さやかなる﹄

芯の芯まで冷やす黄西瓜

家族みな健やかにしてさやかなる

月光るシャトルの窓に雲もなし

博物館に並ぶ人々

国境近き川の氷れる

膝送り

安藤美保
松尾一

大野鵠士

ナォ白地図の色塗り分ける目借時

道路工事で掘り返すまた

ポケベルの番号を見る明日逢はむ
セーラー服を脱いでシャワーを

﹁貴方の子よ﹂と言ってやりたい

恋の秘話本に著し名前売る

鍋はたぎれる兎かからぬ

豆撒けどさっぱり鬼をやらへずに

ふるさとの名水届く宅急便

売文の徒の癌に逝きにし
三角の湖にも丸き月映る
錆鮎捕へはしやぐ奥様

カーテンコールいまだ続ける

ナゥけふまでの郡上踊りの輪に入り

晴耕雨読春日の遅々

老優はトロフィー・楯に囲まれて

平成六年八月二十二日首尾︵於・松尾氏宅︶

花びらの一つ二つは書院まで
賭けたる鶏のすべて勝ちけり
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大陸の列車の煙はるかなり
勤め帰りにバウムクーヘン

ゥ糟糠の妻の我慢のこれまでと

ダブルベッドのふて寝横目に

ワイシャッの背中の紅に気がつかず

頂の俄かに晴るる富士の山

樹海を渡る月の涼しき

境内に仏法僧の鳴きすさび

望遠レンズ数多狙へる

煙草飲みニュース番組編集し
バイクを駆って公園へ行く

川に沿ふお手植の花今盛り

入学式の鞄あたらし

一保士一保士一保一士一保士保一士

士一保一保士一保士一保士一保士一保士

八八戸・八戸俳譜倶楽部ｖ

歌仙﹃風の無き日を﹄

風の無き日を花桐の五十年

関川竹四捌

関川竹四
瀬知和子
山下節子
苫米地古北

あつといふ間の夏の夜の夢

濡れ縁の管に眼を遊ばせて
湧いて崩れて雲流れけり

大橋たつを

北

高野和延

佐々木茂子

しらじらと白樺の枝に月懸り

芒野をゆく子等が四五人
ワ産土の杜に灯の入り里祭

忠魂の碑に捧ぐ玉串

節

和

木立の中に残る四阿

茂

今もなほ悌の人生きてゐて
音立てて池の緋鯉が宙に跳ね

を

延
高橋白晶女

史跡めぐりの人警かす

冬雁を見て立てる窓ぎは

節

和

火を噴かぬ岳の真上に冬の月
動くともなくて動ける沖の船

北

茂

浮き燈台に波のかがやく
満天星の垣より海女が顔を出し

潮風うけて仔馬弾める

ナォ園児らの列の後ゆき麗かや延

富士の裾野にオウム教団を

関取兄弟つひに結婚和

高嶺星きらりと恋の成就して晶

遙かなる白夜の国へ思ひ馳す節
和紙のごとくに降りつもる雪茂

雨乞ひの人太鼓打ち過ぐ晶

満目の冬涛鋤き日本海延

北

ぽつぽつとワープロのキー独り押しを

コップの酒をうかと重ねる延

背後にすがるがちやがちやの声晶

月天心のれんの縄を人くぐり

ナゥ残菊にしののめの空明けそめて節

刻を知らせる教会の鐘茂

犬連れて公園の道一巡すを

いっせいに芽をかざす木蓮北
花影のここを浄土と小鳥たち和

霞の苑にしばし才む延

︵於・八戸市長者公民館︶

平成七年五月二十八日首尾
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ハ松本・花野連句会ｖ

歌仙﹃ざくろ﹄
卓上にざくろ一枝師を迎ふ
月の出待ちて拭ふ茶道具
琴の音のひびくに露も落つるらん

暁ヶ一番の電車行き過ぎ
夏館枯山水と句碑を見て

小出きよみ捌

小出費〒よみ

山崎久子
布山翠
久

大輪英子
翠
久

修学旅行夕立に逢ひ

ゥ古き町古き佛よ巡りつつ
婚約指輪どこに捨てやう

翠
英

み

手をつなぎ翁温のそぞろゆく

麻疹のやうにはやる小説

久

久

″

英

″

″

″

猫の親仔が厨覗いて

翠

アルプスの彼方に空の定期便

忘年会のさんざめく窓

茶碗酒ぐいと飲み干し凍る月
内乱の報道絶えぬテレビジョン

おまじなひする膝の輝れに
花嫁に野山も花のさかりにて

陽炎の立つ神宮の屋根

下枝の子等に入日華やぎ久

ナォ摘草の籠に軍手と包丁と

エプロンの父がてやきのケーキ切り

きのふもけふも続く円高英

観光客の鵜舟乗つ込み翠

甲冑も役には立たぬ蟻地獄〃

尋ね来し郡上八幡雨もよひ久

火と燃え上る許されぬ恋み

翠

翠

アメリカに行くかも知れずダイアナ妃英

屋根裏走る鼠叱られ久

残月に泥棒被り試みて翠

夜警の爺に虫のさまざまみ

ナゥそぞろ寒母の形見の着物着る久

池に住みつき小亀大亀翠

黒書ある裏底みえて新盟英

どんぶり抱いて煮豆屋にゆく翠
真夜中にお化けが花見する噂み

︵於・霊齢礪幅壷会議室︶

どこどこまでぞ放れ風船久

平成六年十一月五日首
平成六年十一月七日尾
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；

八松山斗似

がわ

ノ
ー︑

愛媛﹃福寿草﹄

独楽廻はす躯﹄賑やかな声

丹精の福寿草咲く日向かな

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

洞

梶野浩楽
山本青芝
浅木一耕
高橋藺水

娘等の仕度忙し初釜に
夢に泣く児の背ナをさすりっ

芝

楽

洞

水

耕

芝

楽

池の淀みに鯏糾群れ泳ぐ
ぽつかりと河童の浮ぶ朧月

素足艶めく可憐な少女

ワ帰省子の言葉少く大人びて
腕の中飛び込み来るを抱だきしめ

蒲団にもぐり温め合ひたる
後朝の足音消ゆを聞きすまし

鎮守の杜に鴫猛る音

曲水の宴膓流る

楽

洞

水

耕

カラオケのボリュウムをあげ花の下

芝

長居して月の径を見送られ
芋煮の会を指折りて待つ
大地震首相の鼎問はれたり
ひとり聴き入る春のエレジー

平成七年一月二十六日首尾
︵於・松山市本町プランタン２Ｆ︶

−221−

八松山・芭流朱連句会ｌその一Ｖ

山

鈴木春山洞捌

筆里洞里洞里ノノ洞里洞里洞里洞里洞里洞

愛媛﹃佳き人と﹄

撫でっ摩りっ手炉のあか蹴

佳き人と両吟の夜や翁の忌

つつつ

町からの遠き笛の音聞こえ來て

秤鰄誌︾二朋三拮申雷︵文音︶

−ムニニー

気のむくままに濁り旅なり
月出づる草原の果テ厩好かく

杏春
執

雁ネ落つる声の曉々

いつき

ゥ清凉寺歌会を帰る肌寒く

斎の宮を恋ふる悌ゲ

南のガラス窓を開けたる

忍び逢ふふたり潜める錘じ誌
燃えあがりたる若さなりけり
アンティック柱時計の刻数へ

芙美子偲ばる尾道の宿

月の海光れる烏賊の群れ見えて

九死に一生ユーターン春

漂流をフィリッピンにて救助され

飛をあげ金婚祝ふ花の宴
まごやしやご
曽ひ孫
玄孫と共に摘み草

品鈴
川木

八松山・芭流朱連句会その二Ｖ
いつ

愛媛﹃齋きの庭﹄

えら

かげ

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

森倭子
久保たかし

山岸れい子

皇神の斎きの庭や爽やかに
せせらぐ川に揺るる月光

父兄参観カメラ据ゑたり

倭

コスモスを保母と園児等笑ぎゐて
あわただ

あちこちに散る蜘蛛の仔の慌し

た

洞

幼妻天衣無縫に初夜語る

れ

倭

洞

︵於・涯罎諜銅労琵児屋席︶

平成六年十月二十三日首尾

ー今ノ

夕焼雲を西に眺むる

ルックス低き閨でしっぽり

た

れ

清原の走者一掃ホームラン

れ

ゥうまし国三重の明るき文化祭
あぐらかいてる鼻の可愛ゆき

大きく曲る山の端の道

た

ない

地震ふるう都市ずたずたに寒ンの月

倭

話の果ては猟名残り酒

れ

洞

洞

池に沈める鯉の東て見え
連句好き連衆集ひ歌仙巻く
草摘み馴るる姉妹持つ籠

華やかに花見小袖の舞ひ収め

フフス

八松山・芭流朱連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃春田﹄
見はるかす城山低き春田かな

遠來の客迎ふ草餅

進学の娘の仕度催しくて
バースデー忘る電話ありけり

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

浅木一耕
梶野浩楽
山本青芝
洞

今井比呂夢

ゥ鴫猛る土佐への峠越ゆるとき

楽

耕

ギター弾く姿を照らす窓の月
桐一葉舞ひ落つる様見する

後ト髪引かる思ひつのりぬ

ナォ﹁村上﹂の蜷の佃煮懐かしぐ高橋蘭水

九十九島を廻る船旅耕

テレビの囲碁で打つ手考へ夢
暗闇の魔物を拝むオウム教芝

は

讃岐うどんの湯気立っを食み楽

吾も亦岬の畑に麦を踏み洞

ひと

艶歌の女のチャーミングなる夢

避難所に無きプライバシー悩みをり水

お妃へ千年の恋衰へず芝

蔀をあげて眺むかなしさ洞

月蒼く峡の瀬音の激しくて耕
芝

蜥蜴の穴に入る頃なり水
ナゥ障子貼る老爺わびしく社ｐ守る楽
俄か成金数奇屋造りに芝

肌へまで白く塗る妓の香にひかれ

夢

暖簾くぐりて岬るチューハイ耕

︾﹂

ひとりしみじみ味はへる酒

洞

場所取りが寝そべってゐる花の下水

洞

︵於・稚汕捕舜珂猛面目︶

平成七年三月二十三日首
平成七年四月二十六日尾

道後温泉蟇るる永き日芝

プロ野球始球式有紀輝きて洞

帰りともなき村里へ辿る道

耕
芝

耕

楽

事件続きて世相険しき
摩天楼中ヵ天高く月涼し
夏水仙を自慢してをり

夢

少︑み
久ご美
子同棲Ｆ１選手

楽

ぞら

民放のクライマックスコマーシャル

訓優しきうららかな町

エフワン

国宝の仁王のおはす花の寺
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八所沢．Ｂ面ｖ

歌仙﹃秋暑し﹄
名古則子捌

ナォ卒寿老岩魚の糸に目を凝らし則
藍あざやかに粋な手拭起高美灯子

浅草はつっかけ草履似合ふ街ち
心にもない世辞もい塾もの灯

内田さち子

熱燗に先の見えない超不況則

今は会っても知らん顔です則
カラクリの小人が踊る時計台〃

口づけすサロメの恋にオーヴァラップ〃

漆の卓に飾る青栗
純

小林純子
鈴木アヤ

名古則子

月細し釘打つ音のつきぬけて
猫と戯れゐし児は眠うなり

ポケットに最後の煙草秋暑し

私鉄沿線駅のうららか

平成六年九月十二日首尾︵於・吉祥寺すゑひろ︶

部品盗られて単車残骸〃
ハーモニカスケーターワルッ軽やかに灯
卒業式の祝辞めでたく則
宿の朝た式佇ちつくす花霞灯
水分神社磑のあた鼻かャ

ナゥ木曽馬の短き脚は露に濡れヤ

椎の実拾ふ名刹の庭灯

月明りと宜けるところ香炉置く純

長電話またもとに戻りて灯

尾を丸めゆく犬に木枯灯

ユニフォーム背番号３草野球

純

則

ワ春風にスーパー激安アドバルーン

ヤ

ち

純

みどりの日とて市は苗を領け

宅急便で花束が着き

烏交る焼けぽつくいに火がつきさう

則

純

″

ち

則

″

ち

目許染め妻若やぎて誕生日
ホテルドァマン直立の礼

純

ノサツプ岬烏の一点

地吹雪は止まず車の行なやみ

袖綻びしデニム仕事着

描き終えて孤高の画家は急逝す
枝低く余花のしづけさ月を待つ

枕合戦林間学校
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ハニ見・日の出連句会ｖ

半歌仙﹃雛の客﹄

蝶の舞ひ寄る縁開け放つ

お辞儀するっむり愛らし雛の客
売り出しの取れ立て浅鯏潮吹いて

石段多く坂のある町

朗々と月に向ひて合吟す

山根於京捌
谷口喜美子

美

山根於京
御辺卯径
中井信子

小野三千代

美

中津秋野
松井郁子

ゥ酔ふ程に身振り大きく今年酒
マネキン人形すまし顔なり

手織りの布は山楯子の色
老受容デートの邪魔にならいもの

一宗

美

ハワイ帰りの青い口紅

理由あってシングルでゐる私です

代

美

代

野

くるりくるりとラッコ休まず

我等国民総背番号

郁

鼻唄の父の行水月を得て

買ったブラウスメイドインチャイナ

野径凍て古代朱残す道祖神

信

径

花を浴び駅コンサート盛り上る
波はレースとなりてうららか

秤鰄誌蓉十二朋三十一一一串誇︵於・山根於京宅︶
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八松山・東松山連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃北斗の杓﹄
小倉静波捌

ものの芽誘ふ暖かき風
奥村一泉

倉本坦

野間予

小倉静

鶯と聴けば軸物掛け替へて
井手光

春の夜や北斗の杓の零るかに
お湯は渡れど碁の友は来ず

くしけづ

ナォ遠足の弁当開く国技館
落成空港雨でお手あげ

気象図の変化に富んだ縞模様

端布売場は今日も安売り

風邪ごもる老爺は家の粗大ごみ

幣の白さも東てる野々宮

︑もちつ

いで湯巡りも子設けの旅

いき込みし政治改革もたついて

久方振りに晴れしストレス

おさへこむ娘柔道炎ゆる頬

糸瓜の水の溜まる裏庭

ゴージャスな峡の月かげ澄みまさり

ナゥ木犀の香に包まれて夢が醒め

彩ロ鮮やかな暁の海

英語でかかる孫のお電話

いのちなが

微笑める八十八の寿

陽射し長閑に揺るる靴篭

みちのくの地酒も並ぶ花筵

秤鰄誌轌十一計朋桓串雷︵文音︶
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折り鶴も供へ月見るバルコニー

柿栗林檎みんな豊作

ゥ炭坑節つづけて切れ目なく踊り

彼のそばでは刻を忘るる
校歌でしめるクラス会果っ

しっかりと背にしがみ付きツーリング

朝鮮統一早き平和を

戦争の痕跡いまだ癒されず
旱紘で洞れし河原を照らす月
クーラｌきつく客をもてなす
ボス猿の後継ねらふ小競り合ひ

村山首相杭る眉

撞きはなたるる鐘の麗か

綾なして花咲き満てり向っ山

石予波光京石予波光京石予波子子石志波

予光波同石予光波石予波光京石予波光京

八松山・東松山連句会その二Ｖ

歌仙﹃断崖に﹂

ナォ軽やかに健れ離れっ白黄蝶

転た寝の夢いとも美し
優等の成績今や語りぐさ

地場産業を蘂ふ円高

戒能多喜

曽我部登志子

村上雪香

挨拶の田舎訓りが懐かしく

落葉を踏みて朝のジョギング

いつになく大納会も閑散と

風吹き荒ぶ枯野落日

生家に残る祖父の自画像

待ちかねた妊婦なれど双子とは

村上雪香捌

一生を賭けて貫く道ありて
土居栗

宇都宮柏葉

断崖に散りて飽くなき冬の海

瞑想やぶる友の来訪

夜半の月草屋根の上高く澄み

餌を求めて現わるる猪
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哺哺続く愛の畷き

不揃ひな手作り菓子を月に盛り

香

他人迷惑下手な鼻唄

ナゥ呑ん兵衛も秘蔵の古酒を神妙に
葉

登

ゥ焼松茸の香り馥郁

多

血糖値気にしっ酌める新走

壁を隔てて漏るる睦言

売れもせぬ小説いまも書きつづけ

蓉鰄誌蓉十一斗明一汁一一頭澪︵文音︶

都踊りの曲は新曲

思ふ通りにならぬ世の中
憂さを捨て花に屯す笑ひ顔

栗

登

香

多

もうすぐに北氷洋へ発つ彼氏
村にひっそりクルス祭れる
時貞を攻めあぐねたる幕府軍

朝に夕にと素振り練習

葉

山の端を涼しき月の離れ初め

お尻ふりふり帰る夏鴨

栗
登

香

多

ていれぎの里の名水汲み置きて

歯朶掻き分けて生ふる早蕨

息もつかさず茶漬け三杯
花冷えに托鉢僧は草蛙掛け

栗香葉多登香栗葉多登香栗葉多登香栗葉

森本蛍子捌

故

淑節春筍蛍
江田中方本

ハ松山・東松山連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃いろは歌留多﹄

又負けていろは歌留多を終りけり

細き脂に触るる初髪

借景の春山模糊とつらなりて

鶯の声遠く消へゆく

温泉煙を纒ひっ帰る月朧

青い目の人加はりてをり

ナォ招かれて孫と祝ひし座敷雛

はるかなるアフリカよりのエアメール

國連理事へすったもんだで
そぞろ行く平和公園落葉踏み

屋台離れて仰ぐ冬星

ポケットに競馬馬券のしわくちやに

ところかまはず恋のささやき

抱擁の後の呼吸も荒々し

高圧線に烏群れゐる

月皓く自動車道を運転す

景気回復流れそむ秋

ナゥいづくより玉蜀黍の焼く匂

地酒の酔ひにうつらうっらと

てきぱきと頭痛こらへて課長さん

遠足の児等野辺にちらばる

玻璃戸越しなる広き蒼空
花吹雪五重の塔を傾けて

秤鰄誌蓉十一↓朋三蒜甲雷︵文音︶
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香ばしき茶に時を忘るる

緋着て事務とる人の耕館
団体旅行知り合ひし仲
たけ

綿綿と思ひの丈を書く便り
記念写真におちょぼ口して

島から島へ架かる虹濃き
旗たてて管弦祭へ大漁船
フラミンゴ眠れる池を照らす月

自慢の壺へ芒活けをる

積み重ねたる漱石全集

故里の母の味なるとろろ汁

接待受けて巡るお遍路

城山の花のさかりも今見頃

入藤田白森

舂筍蛍淑節春筍蛍淑節春筍蛍子子紅子子

節蛍淑春蛍筍淑節春蛍筍節淑春蛍筍節淑

ハ川崎・菱の実会その一Ｖ

十八公﹃初富士や﹂

初富士や湖を鏡の濃化粧
年の誓ひを深む樹の海

蒲原常盤捌

蒲原常盤
中尾一目一月

寺田喜八郎

大木圭蒐
若松照代
西関清

繭玉を揺らし幼なの喜びて

黙々と己が影踏む月の道

平成六年一月二十七日首尾︵於・菱川クラブ︶

春の鐘声遠き寺より

一三口
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のっそり猫が部屋を横切る

案山子にもたれ盗む接吻

代

加藤亀女

情

同

フラッシュ成るまでカード配らせ

関戸逸

飯野伴

何喰はい顔のこぼせるいのこづち

七尺五寸の晒揮

船頭が多くて首相煮え切らぬ

ゥ馬冷しながらソプラノカンツォーネ

投げて返せる帽に恋文

掃き捨てるほどに男は居るものを

いつか畳をむしるくせ酒
太秦のかき割長屋日の暮れて

ばれん師励む彩の浮世絵
湾埋む千波万波と花の鯛

朗七蒐亀喜亀宵

八川崎・菱の実会ｌその二Ｖ

歌仙﹃桃の花﹄
加藤亀女捌

我の方向く鴉唖々唖々

ナォどんたくに恥しながら厚化粧

下さいと現地言葉で言へなくて

チーパオ

唐人形の青き旗抱

職人は汗も拭はず昼下り

網戸放てる奥の坪庭

やがて後添子を生むと聞く

伊吹颪も恋は冷やさず

眼を盗みとび込み抱かる藁の家

蒐

古き雑誌の古き話題ら

教生独り渡ふオルガン

逢坂を抜ければ開く滋賀の湖

加藤亀女
中尾胄宵
大木圭蒐
関戸逸朗
西関清

重代の棚田にうつす月の影

長刀払ふ縁の春雨

Ｄ別の模型すっぽり月に入り

逸

宵

桃の花お待ち下さい冠木門

油煙そるノ︑黙の天麩羅

亀

誌︾匡明一汁延叩霊︵於・菱川クラブ︶

すまし顔して雛流る皇

秤
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山繭の在り処を子らが見つけきて

ゥ凶作の話もいつかたち消えて

旅の土産は鵜戸のお守り

天女になってＣＨＩＡＫＩ宙舞ふ

一年に四度首相の変る国

リス両頬に木の実食ひだめ
ナゥ医者通ひ待合室のうそ寒く

蜜とる夫は八十路の妻を乗せ

宵

同

潮まねき拾ひあぐるは花のひら

八木紫暁

棚雲わけて朝日一条

ダークスーッぴったり決めて入社式

新たなる原油備蓄の基地造り

巌涼江

燗酒ちびりよさこいの月

蒐

蒲原常盤

世界へ祝辞めぐる衛星

寒風にチケットを買ふ列長く

逸

若松照代

寺田喜八郎

春のショールの衿にやさしき

西に東に動くサポーター
右近桜御衣香桜と花競ふ

宵蒐渭喜盤涼照清盤暁亀蒐清逸宵盤暁

八川崎・菱の実会ｌその三Ｖ

獅子の子﹃杜藻忌﹄※
杜藻忌や連句習はず昼

冬の西日の額まぶ

かの岩は魚の穴場と群
素人玄人が凝らすアイ

ワ粥腹に破り捨てたる槁の山
世の賞要らぬと純愛の帯
墨染に惹かる鼻ま易に髪下ろし

包丁研ぐや月映すまで

門の菊くぎりっ易友入り来る
声と茸かぬは秋蚕掃き出し
超絶のリストの曲に指もつれ

符号ばかりの家電製品

あした天気になれとサンダル

夜濯ぎも三日一度で足る独り

ナヒント得てクレー射撃の当り良し

中尾冑宵捌

中尾青宵
関戸逸朗
若松照代
西関清
大木圭
野田満

条のしづくの權へ光風

初花に目ざとき者は歩を緩め

平成六年十一月十五日首尾︵於・菱川クラブ︶
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、

あのサラエボにいつか来る春

蒐水蒐宵代朗清代水蒐
朗清

デリしの

アてき酒

水宵

八東京・ＰＣＶＡＮ連句ひろばその一Ｖ

歌仙﹃故郷に﹄
衆議判

林宗海

杉浦兼坊
佛渕健悟

岬鼻海猫渡り来て憩ふらん

故郷におふくろ一人四方の春
ならひし味で雑煮仕立てる

やは東風吹けば緑もえ出づ

風間とんぽ

木原閑幽

海野海砂
滝沢浩越

淡月へ向けるグラスに水の色
掛け替へておく壁のレプリカ
ゥ麦わら帽笑顔でかぶる新妻と

日笠鉦小心

辻杏奈

ぽ

宗我部雅辺

不倫行きずり許せ我が背ょ
夢の間にひらりと越ゆる魔の季節

幽

三年ぶりに蘭が咲きさう
今日明日か待つ身も楽し秋鰹

越
幽

奉示

海までつづく滑走路見え

シェフはレシピに月と書き込み
ロザリオとスパンコールの光る席

開発派村長人気衰へず
体育館の大掃除して

越

幽

坊

燗漫の花の宇宙を描きたる
リュウマチ庇ふ陽炎の坂

まみむ名物もんじや焼き召せ坊

ナォうららけしロバのパン屋がぱぴぷぺぽ砂

馴れし軒よ子守唄なる伊藤卯舟

両親に会はせる彼は左利き越

ワンレンの弾き語り﹁ネコふんぢやった﹂越

鯰ゆうらりおよぐ水槽幽
幸あれと人形の胴に名前入れ心
座敷童子の騒ぐ旧家に幽

高速道まつすぐに来るスキー客悟
コピー用紙を買ひ足しておく辺

ひとかかへほどの夕月あかあかと砂

友より届く初鴨の肉心

ナゥ銀杏を拾へる禰宜の遠会釈越

校史編纂はかどらぬまま砂

借り衣装なれどぴったりタキシードぽ

仔牛の増えて活気づく小屋辺

しやぼん玉追ひ走る自転車悟

花の街みな輪郭を輝かす辺

︵於・ＰＣ︲ＶＡＮ連句ひろば︶

平成六年一月一日首
平成六年四月十日尾

−2粥一

八東京・ＰＣ︲ＶＡＮ連句ひろばｌその二Ｖ

歌仙﹃夏来る﹄
海野海砂
滝沢瀞越

衆議判

夏来るスニーカー履きいざ街へ
グレープフルーツ香るバス停
風間とんぼ

辻杏奈

ひたすらに九九諸んずる子のありて

宇宙船まづ月めざし発進す

宗我部雅辺

木原閑幽

ロックからりと鳴らす秋風

ぼ

越

丸めた反故に猫がじやれつく

きのふのやうに愛してゐるは

林宗海

杉浦兼坊

執筆

佛渕健悟

ワ水澄んで君のスキャットもう聞えない

槌る児はらふ行脚への門

あづける手蛇婬の相のありありと

孟宗竹をむしるエヂソン

付き合へばさぞ嫌な奴だったらう

越
悟

ぶらさがる鰔鰊に月あかりさす

母に諭され禅譲と決め

筆

辺

幽

越

回顧録いのち縮むる者あらん

升酒に浮く蝶の夢追ふ

散る花の窓いつぱいに山の家
明日は近江に暮れてゆく春

麻薬捜査に犬を連れきて筆

ナォパステルをぬぐふ木綿のハンカチーフ越

筆

残業の目と目が交す恋の火に幽

更衣室から浮名ひろまり辺

果物籠婦長が仕切るあみだくじ

短波ラヂオの電波乱るる越

半端ものばかり戴せたる難破船坊

禁制犯し蘭学の書筆

西鶴の二度の大願大矢数海

浄土の月を見るがたのしみ筆
露の身ぞ遺産借金ともになく坊

笑ひ茸噴く村の賑はひ越

電脳俳譜不易流行辺

ナゥ紫天にはくの字への字の烏渡り生田栞草

雨が雷れたと下からの声悟

巻き終へてすなはち反古のフロッピー筆

︵於︒ＰＣ︲ＶＡＮパソコン通信ネットワーク︶

誌舜十五朋二拮明鑑︵電脳文音︶

さらはれた夜の夢鬼と花うたげぽ
ひひな静かに笑みてゐませる幽
秤
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八東京・ＰＣＶＡＮ連句ひろばｌその三Ｖ

半歌仙﹃夏隣﹂

佛渕健悟

宗我部雅辺

リアルタイム電網連句衆議判

蹴り上げる胎児の足や夏隣

林宗海

海

風間とんぼ

蜂の告知の響く玻璃窓

花ミモザ風の運べる香りにて
禁煙はじめけふがないかめ
悠然とたゆたふ海に篇を釣る
知らぬ同士で月を賞でたり
地下鉄に張り込む影は淘摸係

サリン事件の安否気遣ふ

砂

悟

砂

辺

海野海砂
木原閑幽

ゥおふくろにウナ電を打つ休暇明け

ぽつりぽつりと雨が降り出す

椿無耶

幽

海

なんだねえあらたまつてさおあがりよ

夢の順序で運ぶ艶事

綿菓子の夜店の脇を離れぬ子

耶

月の瓜喰ふ薄雲の形

羊皮紙の古書に綴られパスパ文字

幽

海

辺

ゆらりゆらりと揺れる風船

帯衣一重の旅の野ざらし
蚤風いざ生きめやも花の下

︵注︶﹁リアルタイム電網連句﹂とは︑パソコン通信
のＯＬＴ︵オン・ライン・トーク︶の機能を利用
して全国各地の連衆のパソコンを結んで興行され
る同時通信連句のことである︒

平成七年五月五日首尾︵電脳文音︶
︵於・ＰＣ︲ＶＡＮパソコンネットワーク︶
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八神戸・ひよどりその一Ｖ

歌仙哀口
歓﹄

品川鈴子捌

渡辺順子
品川鈴子

溪沿ひの合歓が揺れをり昼電車

変らぬ宿の簾新し
初田隆一

六文銭の旗印立っ

ともがら

久しぶり友輩のすぐうちとけて

菅原星夫
島田雄作
花房八映子

ナォ首稽の円座に配る金平糖
心臓破りトライアスロン

恐妻家遠い砂漠の地図を買ひ

抱いて跨がる二瘤酪駝

かあちやんごめん肩操みましようか

カラオケでやつと彼女とデュエットし

噴水の向ふ封切り映画館

当るも八卦四柱推命

飛ばされそうな麦藁帽子
神様が忘れたやうな砂時計

十五夜の影踏み遊び鬼になり

平成六年七月二日首尾︵於・五社寮︶

みやま揚羽のゆるやかに舞ふ
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豆買ひにはしる男の仰ぐ月

漆紅葉に手足かぶれる

あらぱし

運動会は登校の拒否
鈴

紅一点のカーテンコール

ナゥ新走り﹁小鼓﹂虚子の好みたる

ゥ天弩に宇宙船地にマスカット

雄

マネージャー収支の程をうやむやに
″

順

鈴

落ちのつかざる落語協会
献血の椅子畳まれし花の雨

八

雄

酔へばひたすら恋ひし悌

初ものを軽く篭みて口うつし
甘い声してコレクトコール

Ｗ杯薬物違反マラドーナ

蹴って蹴られてまだ懲りもせず

湯上りに熱海々岸寒けれど

″

八

雄

長寿眉その内閣は短命か

隆

懐深く秘めし温石

ロンドン市場ドル買ひにでて

星

すな
産うぷ土
の神も佛も花の中

遠足の子らひきもきらずに

順星雄鈴星順星雄八順〃八〃隆雄順八鈴

八神戸・ひよどりｌその二Ｖ

歌仙二月ｈソんご﹄

ナォ羽音たて雄子がとび翔つ飛鳥川

大学生も漫画好きなり

網棚で旅をつづける忘れもの

永原貞子
岡田芳子

小原みどり

清水千枝代

ガーデンプランターに曼珠沙華

吾が庭に松上の月迎へたり

十干と十二支に相性見定めて

耳飾片方落してしまひけり

書斎の窓に雷雲が立つ

年を気にせずおしやれひたすら
銀の匙添えてメロンの香のゆたか

風の至りて鉄の風鈴

千

品川鈴子捌

閑散とした日曜の町

芳

国境越える難民もゐて

青年の強きこめかみ青りんご

卓にひともと大文字草

千

貞

寄せ書を単身赴任の父宛に

コンサート余韻消えざる月の道

テレビドラマに泣き笑ひする

ナゥ今年また運動会の玉を入れ

葬祭場の駐車満席

太柱背に待ち合せゐる

ゥ願いごと多き七夕竹たてる
握手した掌を洗はずにいて

み

水分の山白くして花の雲
ほどよき色に香る草餅

一ノ

草の皿ビーズのお菓子もりあげて

抱きとめし妻の撫肩かぽそくて

貞
千

芳

蓉癖誌︾牝朋一甲露︵文音︶
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み

にじり口より茶室に入る
戻り来し地球で蝿重くなり

おとぎ話の浦島太郎

み

玻璃越しに月ふつふつと鍋料理

御堂筋にも抜ける木枯

芳
貞

麻雀に集ふいっもの相手なり

み

千

開港近き国際空港

青きを踏むに杖をたづさえ

花の寺西行桜植ゑっぎて

芳貞み千貞芳み芳千貞み千貞芳千み芳貞

八神戸・ひよどりｌその三Ｖ

半歌仙﹃花野﹄
生涯の岐路に立ちたる花野かな

品川鈴子捌

犬飼忠孝
富田幸子

松原フクエ

岡本さとし

土くれ照らす傘寿てふ月
ころノ︑と木の実が落つる音のして

池上栄子
伊藤政枝

森倭子

玉のはじける軍艦マーチ

別れ仔牛の目に夏の雲

忠

ぬりかへし石鯛釣りの新記録

ワ眼鏡かけ小紋の驍糸をとり
常磐津さらふ三味線の溌

倭

雰囲気があり情の豊かに

いとしさを口には出せぬ不器用さ

フ

島田たみ子

さ

弁財天にそつぼ向かれて

短冊にいろはにほへと恋の歌

ミイラさらして誘ふ観光

内地米みすみす高く買はされる

政

忠

滋

栄

た

福村滋世

甘納豆をつまむ春宵

月の道かヌやきを増す雪明り
世を騒がせしスケート選手

なには路に芭蕉あらはれ花万朶

秤鰄誌蓉一一一朋廿吐明津︵於・産経教室︶
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八大津・広野連句会ｖ

歌仙﹃紫陽花や﹄

はやて

ナォ劫と呼ぶ時の長さを春疾風

アイルランドが古里の人
孔明の策略読めぬ揃い踏み
さりげなく買ふ片道切符

前の前秘めたるまシで捨てし恋

草蛙で捜せ−つ違いは

ワ讃みさしの推理小説雁渡し

そっと捨てたる秋草の束

月浴びて酔ふたふりする世の習い

流木の自由自在を砂文字と
犬の遠吠え低く聞こえる

ま

佐

江

ま

佐

江

ま

佐

江

藤江まこと

村木佐紀夫

永井江美子

ドーナツと町史を買って無人駅

医者の殺人世紀くすぶる

忘られぬ白衣のひとが二人いて

山のあなたにそヌろなる恋

朝日より夕日が好きな四十路過ぎ

悟り得ぬまま心太食う

夏蝶が錆びた線路に羽根やすめ

和食がまじる宇宙食にも
新米という米もある日本人

江

村木佐紀夫捌

弥生の土器を持って二百歩

佐

夏期の講座は古典文学

団藥の中のひとりは寒の月

ま

紫陽花や眠りの浅い土人形

とぎれとぎれに虎落笛鳴る

江

夜食の膳は稗か粟飯

線香で時を数える月の客

ナゥ山積みの健康薬品秋の暮

靴で占う明日の天気を

入学式の君が代の歌

薄化粧見知らぬ人と門の花

蓉鰄誌等十弐朋十唾叩誇︵文音︶
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弥勒菩薩の細い指先

ミケ︑トラ︑プチのはぐれ猫たち

ま

佐

職もなしせめての情け夜の電話

土筆出て来る不思議考え

花かヌリ能の素魂の舞ひつヌき

ま佐汀ま 佐江ま佐江ま佐江ま佐江ま佐江

八藤沢・藤が谷連句会﹀

短歌行﹃浬藥西風﹄

みまかりし誓子案内の混藥西風

烏雲に入る薄墨の空

若駒を育て上げたり競市に

中島啓世捌

中島啓世
山本八乃子

橋本六三
藤井弘美
橋本満喜
藤田克子
井上哲也
弘

北山の杉に陽のある初時雨
暖炉の炎ちろちろと燃ゆ

チョコレートいろいろ揃へブランデ−

︵於・鵠沼藤が谷橋本家︶

子をつれてゆく春の日傘よ

軽く小さき引出物なり
新社員花見の席の筵敷く

平成六年四月十五日首尾
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はるか彼方に海鳴りを聴く
モルダウの眉月低くたゆたひて
チェッコグラスの皿に葡萄を

奥へ奥へと湖畔の宿に

八

満

山路行く紅葉旦散る二人連
どぜうも鮒もお目々ぱっちり

哲

弘

八

満

ーハ

一ハ

哲

克

いつまでも肩にくっきりキスマーク

遍路の杖の握り手の艶

巫女の緋の袴にかかる花吹雪

片付かぬ予算審議よ夏近し
皇居一周マラソンのうち

大根足と向ひ合はせで

パリコレのプレタポルテが泣いてゐる

口に鯛焼頭ターバン

そこは嫌あそこはいやと駄々をこれ

克六満弘八克

八仙台・北杜連句塾ｌその一Ｖ

ナォトルソーは湖水に浸るうららかに

地球家族の祈り神戸へ

おふくろの味で活気をとりもどし

物価の鑑卵プライス

翼なき身のしみじみと冬に入る
さらのシューズに降りる初霜
秋田てる子

松ノ井洋子

谷田部弓子

ヤマシタトレジャーただの鉄くず

しらじらと鬚だけ遣す写真帳

振り向かないで明日は友達

新米牧師ひとり雪掻き
深爪の痛み恋情波だたせ

着ぶくれて定時始発のバスに乗る

海沿いに逆断層の連なりて
熊坂昌子

歌仙﹁冬に入る﹄
狩野康子捌

錆びた自転車修理してみる

狩野康子

月光ゲに頁めくるをためらいぬ

弓

垂石よう子

研究棟を覆う葛の葉

座敷わらしがひょいとおでまし

震災忌老いし学者の語り継ぎ

フォレストガンプ生き方を問う

ふたたびのわれに帰れよ議員章

ペガサス

天馬はるか晩春の空

ゆったりと風呼びこんで花微笑

秤鰄礒蓉十一朋払串澪︵於・熊坂昌子宅︶
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つき●か

寝いる子しかと握る団栗

ポケベルの指示に駆けずる月の道

ゥ不来方のいろは紅葉の千々に染む

洋

日日

よ

て

仕付けの糸をほっほっと切る

啄木の碑にこひの文字あり
ふみ込めぬ己が心の愛おしく
三シ目でやっと笑いを大学出

弓

よ

洋

部屋いつぱいに劇画コミック

月暑く珊瑚喰いし鬼ひとで

白き墓標に冷酒供えし

て

日日

旅のつれづれ送る絵手紙

兄の弾くクロイッェルソナタ耳にあり

洋

コマ

よみがえる花に男の浪漫秘め
砂上オアシスホバリング虻

てよ昌洋弓よ昌て洋弓て昌よ洋弓て昌よ

ハ仙台・北杜連句塾ｌその二Ｖ

歌仙﹃静けさは﹄
狩野康子捌

珈琲の香のしのびこむ窓

ナォ高階に慣れて朝寝をほしいまま

占い吉といでて出国

太り肉志功の菩薩乱舞して

高橋玻斗子

佐藤千枝子

お望み通り産み分けましょう

奪い取る恋の快感雨止まず

龍の毒の実姉と半々

懐にトカレフのんで凍死人

今日の始めに探る埋火
木田真智子

狩野康子

対時する父の眉根の厳しくて

山田史子

静けさは視野の外なる落葉かな

パフパフパフとオートバイ行く

佐々木嘉宇

時を違えず鳴り渡る鐘
世情騒然月永劫に傍観す

伝説の河童が渕は渦巻いて
染色体を組み替えてみる
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衛兵は直角に向き変えるなり

すぐつと立つは根釣人らし

月豊か打ち寄す波を金色に

野分を避けてのんちゃんの雲
玻

枝

純な心を深く秘めたる

ワそぞろ寒三十路に入りしフリーター

散る花を留めんと絵の具絞りだし

ナゥ笑う膝抱えきのうの紅葉狩
鳩サブレーを二つ三つほど
枝

真

宇

友禅の袖なびくどんたく
玻

玻

真

さりげなく哀しさよなら言い放つ

機影かすめる飛行訓練
山間の北北西はかくれ里
鼠小僧の生家なるくし

史

枝

拝鰔鈷蓉什一一一朋十祁甲密︵於・佐藤千枝子宅︶

ひとときの安堵嬉しき夏の月
梅酒ゼリーをひとり味わう

真

少年の後手にある花の枝

宇

何烏ぞ甲高き声風に乗り

回診を待つ内科病棟

タイムトンネルくぐり春愁

玻史真枝枝史真玻宇玻史康真宇史玻真史

狩野康子捌

千か康
賀ほ

八仙台・北杜連句塾ｌその三Ｖ

歌仙﹃魚たちの﹄

風のまにまに上る大凧

魚たちの旅のはじめや猫柳

ガラスの靴が似合う幼子

ナォ荷を降す馬はかすんで夢の中

めぐる躁良いことやたらありそうで

熱血漢の吾は船乗り

カフェバーの隅のストーブ火は虚ろ

巷の涙すいとりし霜

奈落まで男を抱いて朽ちたきに

ビシュヌと化して蜜を浴びたる

心象の景色病の枕もと
飼にありつく烏二三羽
有明の月に向える戦闘機
調子乱して砧打ちたり

フランス人形くらと瞬き

ナゥ酔うほどもなき温め酒酌み交わし

羊皮紙はずっしり湿り魔女裁判

そこのけそこのけ吃る熊蜂

俟かぶりし祖父の本棚
白壁の土蔵漬いて花盛る

秤鰄硅誇垂朋仁計串雷︵於・足立かほる宅︶
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春深し工房釜に火入れして
誇らかに穿く破れジーンズ
街角のポストさやかに月明り
鬼灯の音のくぐもりて過ぐ

ワ悪餓鬼の遊び算段小烏網
触れてもみたき震う生毛に
無意識の意識の底に彼住めり
封じ込めてる﹁今日でお別れ﹂

石畳迂回路を指す立看板

四・一五は厳戒体制

終にくる相続税よ月涼し
ただひたすらにかき氷喰う
振り向けばレンブラントと視線合い

辺りいちめん土筆・はこべら

カードを配る黒き人の手
花冷に鬚り更なる仏舎利塔

佐足狩
藤立野

千か康千か康千か康千か康千か康子る子

康千か康千か康千か康千康千か康千か康

八東京・松喜久会ｖ

歌仙﹃慈雨﹄
岩崎泉溪捌

石川吾村
中島櫟郊
中原刀禰

慈雨を樹に地下なる蝉の子にもかな

タイ米と聞けばあれこれ思ふらん

諸戸せつ子

渇水予報いまは解除に

戦後生まれに似合ふジーンズ

月を背に裏町のバー梯子して

岩崎泉溪
小倉貞師
郊

街灯淡く紅き満天星

ワ夜も更けて坂道伝ひ鳴くちちろ

村

せつ

帰りあぶなき酔へる０．Ｌ
もう逢へぬ人と知りつつ待つ電話

禰
溪

溪

師

夕景にのりし観世や隣より
散歩の途次に和綴本買ふ

郊

泪に菫き文の数々

ふと仰ぐ窓にくっきり冴ゆる月

青氷輝る富士の北面

禰

せつ
溪

師

夕餉に箸る厚きステーキ

孫去ってとり残されし旅絵巻

筑紫二郎の流れのどかに

花の雲翁の鐘も若返り

師つ師溪禰郊溪禰つ臓郊師禰溪師っっ郊

こな

真珠のネクレス多き思ひ出

ナォ麗らかにファッション熟す雅子さま

雲切れて寝観音なる浅間山

ここぞシベリヤ吾子よ目覚めよ

汗ながら友の遺詠を選びけり

秋近き朝休むおつとめ

喜寿は尚壮年後期振り向かず

交す再見消えぬ残り香

奥嵯峨にひとり笛吹く有髪尼
トロッコ列車峡を縫ひゆく
解党を明日に控へて見入る月

桔梗一輪屹と立ちたる

．メン

ナゥ秋深し波潤万丈世のならひ
ひょっとこ面の裏は泣き面
晩酌の﹁北の譽﹂を生甲斐に

長たび終へて頬に春風

窓をあければ遠き海鳴り
花の雲動かぬ山を包みけり

秤雄錺軒玉串一帝串舘︵文音︶
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せせ

せ

せ

ハ松山・松山連句協会ｌその一Ｖ

歌仙﹃恵方詣﹄
伊佐爾波の朱の神殿へ恵方詣

膝を揃へて受くる年玉

春袷帯心地よく締め了へて

沈丁匂ふ路地の庭先

永田黙泉捌

永田黙泉
井手みつ子

ナォ若草は牧を埋めてもゆるかに光

龍馬慕はし脱藩の径四

床の間に揚げし軸をふり仰ぎ泉

ギャルの休暇は外国の旅み

置き炬燵はや飼ひ猫に先取られ予

もめにもめをり雪の政界光

胃潰瘍禁酒禁煙強ひられて四

抱き合ひたる肌は安けく泉

ちこ
駈け落ちを電話で告は
げたる
二十才の娘み

枯山水の渇きたる石予

月円か青磁の皿に馳走盛り光
農ひとすぢに生きて爽やか四
ナゥ奉祝の心静かに菊を挿し泉
オリンピックの金賞に賭けみ

野間予志
桑原光子
前原四月

予

朧月岬よこぎる群鴎
噂艶めく秘書と重役

光

手だれの掌より漏らしたる迂闇さよ予
み

み

泉

匿名でホテルの予約すましたり

四

古き城吐の遺物撫で合ひ
ゥ百年の校史寿ぐ吾が母校

垣に綾なす赤き蔓薔薇

泉

大関取の夢は正夢

予

平成六年一月三十日首尾︵於・松山道後友輪荘︶

ベビーカー押して万朶の花の下四

塾から塾へ巡る学生光
未来の栄え祈る風船泉

黄金ネ掘りの哀れとどめて茂る谷

向っ嶺に清らなる月にほひ出で

光
四

み

夜食つくりて帰る子を待つ
鹿の声遠く近くに聞きとめて

地蔵菩薩は微笑み給ふ
恒例の島の花見よ村総出

予

泉

蝶々追ひつシャッターを切る
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八松山・松山連句協会その二Ｖ

歌仙﹃内海の﹄
松永静雨捌

白方筍

山田久

松永静

きらきら光る残雪の嶺
井上弥

内海の機下に拡がる長閖さょ
蒲公英や蓮華︑董を摘みためて
井手光

恋を捨てんと予後のひと刻

ナォともかくも土筆さがしてひざまづき

日脚伸びくる伊豆の別荘

だしぬけの彼の電話に無我夢中

酒呑童子の仇名そっくり

室咲きの薫りほのかに漂ひて

消費税五パーセントが気にくわず

中東和平いつのことやら

椰子の水ごくりごくりと廻はし飲み

阿畔の獅子が招く涼風

月ほのと島の彼方に光りそめ

柿羊葵も柿も好きなり

ナゥ秋場所の名前が変はる若と貴

首相はり切る政治改革

ブレンドの米も炊きよで出来不出来

雲雀見上げて憩ふ旅人

三度三食セルフサービス
湯の里の花燗漫と匂ひ立ち

平成六年十月三十日首尾︵於・道後友輪荘︶
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六時ですよと呼びに来る母

大勢で月の出を待つ橋の上
芋炊きの香が風に流るる

同通ひを嘆く明け暮れ

ゥ禅寺の縁朽ち果ててちちろ虫

ソプラノ歌手のフリルひらひら

いまも尚昔の女を忘れかね
風花の舞ふ駅前の人だかり

新党名の公募演説

完熟卜マト産地直送

ぽっかりと涼しき月の匂ふごと

デパートは目玉商品山と積み

ひんからからと競ふ駒鳥

脳裏離れぬ断水の事
山桜八千本が咲き乱れ

弥静光弥筍久静光弥筍静久静子生子栄雨

筍弥筍久光弥光静弥光弥久筍弥久光久筍

八松山・松山連句教室その一Ｖ

歌仙﹃場雲雀﹄
こぼれくる弩のみどりや揚雲雀

松永静雨捌
松永静

戒能多

井上弥

桑原光

替る替るに漕げる鍬篭
永井政

新任の眼鏡の教師にこやかに
はやり廃れの早きファッション

ナォメーデーの平和行進ながながと

週間誌買う駅の売店

つぎつぎと摩訶不思議なる真理教

首相を狙う男逮捕し

一億の民が暑に耐え貧に耐ふ

キャンプ開きを子等とはしやぐ
清き音のオカリナ吹くは誰ならん

忘れ扇に記す恋歌

風の流れに乗れる潮の香
鎌倉に鎌倉彫りの老舗あり

菊人形の白き横顔

わが夫を月に発たせて昂れる

心を癒やす旅の湯の宿

ナゥ初雪と電光板がくり返し
チエン規制を受ける厳寒
辛口の御意見なれど謹みて

入学式に唄ふ君が代

花はいまひと目五千と咲き揃ひ

秤鰄吐癖唾朋一串澪︵於・松山市紀の国亭︶
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玻璃越しにうこん匂へる月の庭

公害もなき古里の秋

ゥ接待の柿を貰うて徒歩遍路
おっなものだよ土佐の箸拳
岬れども呑めども酔へぬ片想ひ

夢で抱かれしことも虚しく
けちくさい癖に多額の義援金

消すに術なき震災の火事
凧に月はいよいよ鎌となり
関節姪くリュウマチの熱
ぐっしょりと濡れし浴衣を取りかえて

橋の凝宝珠に燃ゅる陽炎

舞台稽古も今日でおしまい
咲きそめし花に神馬の噺ける

光多光政多弥静多光政弥光静子子喜生雨

多光政弥静政多静弥多弥多光静政弥政弥

八松山・松山連句教室その二Ｖ

歌仙﹃大鯰﹄

新婚さんと見ゆる一組井上和

ナォ春小袖観光客のあでやかに桑原光

連弾きの音の響く涼しさ

料亭の女将と呼ばれまだ若く井上弥

若手集めて明日の内闇

松永静雨捌

松永静雨
戒能多喜
岡本眸
来井政子

三ヶ月に伽の王子腰をかけ

ホワイトリカーこれでめろめろ

大粒の枇杷を盛りたるぶな小皿

静

眸

同

ナゥ向き向きに案山子おどけて立ち並び

風に摩ける穗芒の丘

柊の香が馥郁とただよひて藤本尚

神は留守でも祈る産土

被災地へ悪徳商がもぐり込み

会釈交わして過ぎし誰彼

多

底なしの沼の主てふ大鯰
風を鎮めて咲ける睡蓮

新酒の樽に結ぶ水引

湯舟の中で偲ぶ柔肌

円高なれぱ旅は海外

静

多

いつもの場所に壺焼の店

燗漫の花のトンネル果てもなく

生れてすぐに泳ぐ白鳥
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キャンバスに向へば絵筆軽やかに

くっきりと立待月の昇りそめ
ゥ爽やかに晋山式を取りしきり

毒ガスの事が気になる世紀末

政

無事故無違反二十八年

風邪も癒えたりわては餅好き

眸

兵馬偏見んとて家をそこそこに

歳の瀬の満員電車照らす月

多

政

ベートーベンの曲が流るる

政

眸

体育の時間はいつもエスケープ

眸

初恋の人より不倫せまられて

電子手帳で探す横文字

誌蓉註朋ヨ托朋雷︵於・松山市紀の国亭︶

おちこちの友から届く花便り

多

秤

仔馬の駈ける星砂の浜

政弥尚静尚光政弥和枝光政和光同生久子

八東京・窓その一Ｖ

歌仙﹃新凉や﹄
衆議判

帯きりり締めて杜氏の国誰り

甘さ抑へるみたらし団子

老ばかり今年は低く稲架組みて

代

日高美灯子

高月三世子

上田圭子
倉橋澄子

杉浦喜久代

寒き都会に唄ふカラオヶ

澄

新凉や久方ぶりに歌仙巻く

ゥ日向ぽこ一字書の文字選びゐる

名古則子

枝影踊る月の白壁

ポチと名付けて野良猫を飼ひ

澄

・世

来客か生垣越しに影動き

あっけらかんと若者の恋

菅野陽子

世

代

世

陽

澄

離婚しようかさりとて飛べもせぬ私

鞄あけるや海匂ひ立つ
冷奴静かに揺れる宵の月

百間の酒百間の夢
外国人が街に急増

澄

小林純子

トルファンの歌姫にそと声合はせ

壬生狂言の面がうなづき

たちまちに車窓をよぎる花の城

無雑作に置く読みさしの本澄

ナォ子の手より放れ風船ゆらゆらと灯

チャイム鳴るそれ言訳に電話切る陽

アイスクリームやっぱりヴァニラ澄

農協の米盗難の報鈴木ァヤ
雲の峰選挙地盤は大崩れャ

よこしまの愛夫に告白ヤ

Ｔシャツもペアで観戦Ｊリーグ灯

合掌造り大根を干す灯

ひたすらに烏一直線野の広さ陽

月凍つる硯の陸のすぐ乾き澄

好物供ふ母の命日純

ナゥ手違ひの蕎麦が二重に届けられ則

笛吹きケトルロとんがらせ灯
川埋めて橋の名ばかり残る町澄

景気そるノ︑底か日永しャ

雑踏の臨時交番花吹雪ヤ

稲荷の狐すましあた蛍か純

︵於・東京女子大学同窓会館︶

平成六年九月十二日首尾
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八東京・窓ｌその二Ｖ

半歌仙﹃古書市﹄
衆議判

内田さち子

鈴木アヤ
ち

足取軽き坂の夕月
ヤ

秋晴も恒例にして古書の市
列車通れば揺れるガラス戸

どんぐりを子等ポケットにつめこみて

高原すみゑ

小林和恵
深井玲
野口敏子

鈴かへられて除夜の黒猫

雪催ひおいしい粕汁つくりませう

ゥ椅子に侍り夢二の女誰を待つ
ロビーに抱擁人目かまはず

ち

ヤ

朝のテーブル卵ふつふつ

ハイレグと革ジャン意外純情派

江

江

宙心

春まだ浅し瀬戸の大橋

亡母恋し亡父なつかしき熱の床
月おぼろ新派の舞台さながらに

宙心

玲

甘茶でカッポレ粋な鉢巻
もと秀才た武のおばばでツアーバス

白濱節子
宙︒

ち

祢宜の祝詞をかしこみて聞く
風呂手前共に賞で合ふ余花の庭

四大関の揃ふ夏場所

︵於・東京女子大学同窓会館︶

平成六年十月十五日首尾

−2う0−

ハ神戸・摩耶連句会ｖ

歌仙﹃素足にて﹂
素足にて水わたりゆく白芙蓉

ふと見上ぐれば淡き昼月

佐野千遊捌

水

繁

新そばの文字鮮やかに染めぬいて

鳩の出てくる時計さびいる
空席の多きがままに幕があき
コートの肩をすぼめ足早や

ナォそろそろと蛇穴を出る頃ならん

アフリカ産のマグロ到来

冑い目の嫁さんつれて子が帰り

空回りする下司の勘ぐり

ヘッドライトに狸遁走

肋骨のあたり音して寒波来る

風吹きそめし秋草の原

野仏の謎の微笑に会いたくて

新酒なみなみ酌みて候

名月に捧ぐる太鼓鳴り渡り

ふにおちかねる借金の利子

デカルトもヘーゲルもみな霧と消え上垣禾
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佐野千遊
藤原繁子
野崎昭子
岩井秀子
岩井魚水

ゥ堂寒く見返り阿弥陀おわしけり

ナゥ酸性雨緑の山が変貌し

頭痛に歯痛更に肩こり

秀
遊

朴歯の下駄の少しちぐはぐ
この出湯恋わずらいに効くという

評鰔誌壗十乱朋払串誇︵於・兵庫県民会館︶

三々五々下りゆく花の雲
水泡はじけて春の攝き

ミルクたっぷり注ぐ珈琲

黙然と瀬戸の夕凪見て居りぬ
水

昭

壺覗く一閑人の九谷焼

秀

繁

居留守上手に使いわけたり

白い緋をざっくりと着て

昭

繁

愛猫をピーマンと呼び月涼し

マンネリ日記今日も空白
円高のすすみ胄息吐息なり

繁

水

河原喜美子

たちまちにして木偶の生き死

散る花が淡き夕日を集めつつ
春を灯してノクターンひく

秀昭秀水繁昭喜青繁遊喜昭繁秀昭繁水秀

ハ丸亀・丸亀連句会ｖ

半歌仙﹃秋分の碑﹄
廣谷青石捌

廣谷青石
今井水映
松岡遼雲
蔦沢翠
石

島に住みつき客もほどほど

水誰ちつつ秋分の碑を洗ふ
十五夜月に影を踏む子等
柿盛らる由来不詳の大皿に

青簾朝茶のあとは連句会

映

圭一云

映

石

翠

幸一云

藪蚊うるさき昼のうたた寝
たま

ゥ死なぱ魂山に還へるか槍穂高

月光菩薩君憶ふ旅

ほ

乱れ髪整へかれつ汝が胸に
今朝の稽古に膝を痛めり
賞めたのに黙って食へと叱られて

翠

石

石

壼云

石

映

名物屋台唐人の町

秋眠の姑蘇城外は寒の月
掌に息かけて霜柱踏む

翠

遺品別け硯の出所知らぬまま

祖父の机の黒光りして

石垣の上下定めぬ花霞

ゆく春惜しみ物思ふ午後

︵於・丸亀市・かまど茶房︶

平成六年九月二十三日首
平成七年一月二十八日尾
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ハ愛知・三河連句会ｖ

歌仙﹃めくるめく﹄
宮下太郎捌

徒然草を読みて清閑片山多迦夫

ナォいざござれ馬刀海苔鞄馳走せむ清水一興

仁和寺のどっしりとしたたたずまい宮下太郎

隣家むかしは藍を商う葦生はてお

オルゴールワルツ奏でし冬籠り永井一子

二枚重ねのモナリザの笑み浅野黍穂

接吻の像子供さわりて姜臣国

いる

岡本星女
斎藤吾朗
平屋和子

寄せて引く波にさらわれ砂の城星野かの子

公式簡略化のプログラム
うちの庭からあかとんぼの群動きだす

秤鰄誌奪い朋乍申雷︵於・誌謡詑娠鵬窪会場︶

色めける濠も天主も花の中長尾信子
夢か現かあたたかな昼奥村富久女

青春切符で浪速見物小笠原音流

旅鞄キャットフードもひそませて近松寿子

一筋遠く上る白煙薗理恵

ナゥ尼塚は小野小町の墓所とか山崎曙

潮騒の中たぐる秋鯖富塚弘

月仰ぐときは寡黙となるわたし斉藤宗女

松原ゆけば松の露降る杉本蒼生子

恋のごと樹状突起の募りつつ竹山美代子

物語未来の人へ贈られて
山川真智子

めくるめく彩や真夏の昼の夢
キリン顔出す日盛りの屋根

ぶらんこの子がひとり淋しげ

岩尾美智子

清水幾湖
下田喜代
歌川山黛
左海延子

舟出して淀の川瀬の月朧
酒の肴に田螺和え噛む
ミロのヴィーナス両手なきまま

スイートルーム朝のカフェー

ゥ六千年縄文杉の呼吸聞く
わが胸に眠れよ夫よ永遠に

森田蓉子
柴川敏之
三輪友紀
加藤好康
鈴木長駆

こいこいと訳の分からんよびかけが

通天閣を這い上がる月

大久保孟美

桑田真紀子

松永直子
吉留弥生

にぎやかに太鼓間こゆる秋祭り

春の光を日毎感じる

展覧会は師と共に来る
大阪の赤き花こそ珍しき
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八大野原・三豊連句会ｖ

半歌仙﹁紅梅﹄
小山幸子
石川力千

植松晴峰捌

紅梅のほのと匂ふや法の山
初音聞きゐる藪かげの庵
米谷千代子

曽根耕一

植松晴峰

梨畑をあばたの月が照らしゐて

晴

渡過陽行

ポールの旗が鮮やかに映え
そぞろ寒さに猫もすり寄る

ジョギングの群をそよ風吹き抜けて

ウロザリオを繰りつつ祈る尼僧たち
抱かれし巫女もほむらを燃えたたせ

行

平岡久忠

千

井下未一

時を忘れて語り明かさん

セーラー服のバストゆたかに

何よりも日米摩擦気にかかり

大平胄竜子

垂喧

代

行

幸

晴

密造の銃誰を鑿たむと
長江の孤舟の上に涼し月

胄草踏みて軽やかにゆく
古池の鯉の親子が餌ねだり
サマータイムがまたも話題に

万博の夢忘ればや花並木
柳紫とびゆく城の壕端

︵於・誌州韓議噸醇珂ター︶

平成七年二月十九日首
平成七年四月十八日尾
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八東京・未来図連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃李朝の壺﹄

桐の火桶にやや残る香

ほの白き李朝の壺や冬始め
観覧船湖の深さに声あげて

原田千町捌

原田千町

町淑子
紅露ゆき子

猪瀬侃勇
内田公子
竹田登代子

体重計にそっと乗ったり

ナォ常勝の馬の引退うららかに

些細なことが騒動の元

何ごともインシャラーとて世をすごす

雪しまく間引きに淀ありしてふ

ふつふつ煮ゅる粕汁の鍋

ＦＡＸに隠語も交ぜてラブレター

あの方ならば血も吸はれたし

助六の孝夫の脚のかぽそさよ

揺れる穂先に葭切の鳴く
古びたる象牙の塔に月の冑

文化勲章御辞退の秋

ナゥ茸狩り毒のあるなしかしましき

隠れん坊して遊ぶ子供等
幸せなくせに幾つも願ひ事

赫埼笠一一朋叶即澤︵於・神宮前区民会館︶

飾る雛の由緒正しき

鯉のあぶくのぽつかりと浮く
老ひさびて醍醐の花の夢のあと
秤

2ﾗラー

分校の旗仰ぐ寮生

満月の宴にまじるプロゴルファー
サフラン入りの海老のパエリャ

須賀一恵

公

登

ゆ

宙心

延平い︐くと

ゥ黄落の凱旋門を窓に見て
画家のたまどのけふの職得し
持ちなれぬ針につくろふ彼の袖

目つむる人を後より抱き
悪行はそしらぬ顔で仏説く
夕立去りてけぶる軒の辺
月凉しフルートの音の澄みのぼる

酒場にひとり酔ひしれてをり

難病宣言したるレーガン
文舂の不承不承の謝罪記事
花の枝かつぎて池を巡りたる
竹ひそめたる遠ち近ちの山

恵登恵と勇淑

勇町ゆ淑恵勇ととゆ恵公淑恵と公勇淑ゆ

八東京・未来図連句会ｌその二Ｖ

ナォ休診をひとりこもりて春惜しむ

バリラックスで推理小説
裏庭に友と掘ったる落し穴

しっとりとして湯の香ただよふ

爽籟や艶深みたる竹の棹
月見団子を盛りし三宝
秋灯少年の夢ふくらみて
竹田登代子

須賀一宙心

内田公子

翼龍の深く埋もれる砂の丘

恋に盲て犯す過ち

歌仙﹃爽籟や﹄
原田千町捌

諸んずるのは好きな詩と歌

追ひかける人を追ひ行く走馬燈

借り物の鍬で少しの畑作り

延平いく︑と

猪瀬侃勇

公

干鱈あぶって軽く麦飯

山峡を流るる水に遅速あり

貿易差益その昔から

ナゥ白居易の打ち眺めしや雁の列

菊ひとひらを浮かす盃

念入りに廊下磨きて小望月

素粒子が飛び地球貫く

ペアウォッチちやらつかせては妬まれぬ

夏の野球でまつくるに焼け

避暑地を抜ける赤い自転車

町淑子

ゥ蜘蛛の巣の一夜城なる裏鬼門

原田千町
宙心

日永に響く幼等の声

今生のこの花と見て佇ちつくす

蓉鰄誌轌枕朋什至申壼︵於・神宮前区民会館︶
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紅露ゆき子

被衣の女ふはと現れ

サロメ舞ふ熱き視線をあびながら

紫烟くゆらすバーの止り木

勇

淑

公

丸腰の国際支援とはなりぬ

ゆ

アートネーチャーいまだばれざる

と

登

高層寒く剃刀の月

枯蓮をめぐり稲荷の石狐
飛車角抜きで初めての勝ち

ゆ

と

毒舌が売り物きざな評論家

燕の尾の触るる川の面

駄菓子屋の道にはみだし花吹雪

勇町恵と恵勇公淑ゆ公と淑ゆ勇恵登恵淑

八東京・未来図連句会ｌその三Ｖ

二十韻﹃大棒﹄
須賀一恵捌

町淑子
須賀一宙心

紅露ゆき子

大檸街けぶらせる芽吹かな

鶯の鳴くビルの横路地

ゆ

淑

学窓に肩組みて春惜しむらん

談論風発ひねり菓子食べ
ウタ月夜汐満つ迅さ隅田川
君待ち暮らし竜胆の咲く

と

勘平の浅黄の衿や花
男蝶女蝶の舞ひ狂

時山

平成六年三月十日首尾︵於・神宮前区民会館︶
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延平い︐くと

焦がれてはくちづけ熱きぬくめ酒

ゆ

と

淑

淑

ピッケル軽くチベットへ旅

と

左官屋が来て呼び鈴を押す

ナォ蠅叩きもてはやされて手土産に

ゆ

古書店のゲーム喫茶に変りたる

作家崩れがけふも賭け事

淑
淑

恋の奴隷となりて寒月

ゆ

ニューハーフＰＴＡに楯を突き

鴨鍋の別れ話もつつぬけに

淑

と

丘にねころび漢詩吟ずる

猫も杓子もサポーターなり
ナゥ廃線に産土神もおはされず

ふの

ゆ恵

八松山・夢茶の会ｖ

歌仙﹁白無花果﹄

し言つ

井門可奈女捌
鈴木春山洞
井門可奈女

木に熟れし白無花果を食べけり

背の児に月の兎指す母
大本まこと

ゥ大街道コミックコンパス開店す

価格破壊にすすむ社会に
姿見て更衣してお買ひもの
片蔭に寄り立ち話しする

ま

洞

ま

腱

秋澄める里の小窓に機織りて

デートの場所の新しく増し
恋文を本に挟みてとり交はし

洞

洞

奉示

奉示

奉示

洞

早や接吻にことの運べる

ま

ちろちろとつき来る仔犬追ひ返へす

小沢一郎呼びかけの党

縦横の計成りがたき寒の月

ま

奉示

洞

酒を岬りて牡丹鍋する

スピード出すぎ坂をとまらぬ

ライバルとなりかねまじき夫婦仲

ま

奉示

水揚げ専門春の夜なり

練り歩き花片受くるだらり帯

ナォ北朝鮮核の噂も四月馬鹿洞

アジア大会やつと閉幕奈

最年少ボランティア通訳活躍しま

ご
ない
直下型地
震襲はんひと
輩語洞

洞

取り落とす英碗豆のばらばらに奈
蜘蛛の散りたる土す間
の隅なりま
き

縮れ髪爪そりかへる好色女ナ

小ギャルこのごろ男手玉に奈

とが

根裏の呰遂に断罪洞

はやり

流行ごと猫も杓子もヘアー見せま

戸袋あたり茶立虫聴く洞

大屋根と大屋根の間に月仰ぐま

ナゥ笑みこぼす石榴を生けたる部屋の品奈

塞埋神に捧ぐ種々奈

床の間の軸掛け替へてをりま
香を姓き客待っさまくに
時移る洞
さぐさ

そ

日永人垣崩れ初む時ま

咲き誇る花の舞台に舞ひ収め洞

︵於・愛媛県生活文化センター︶

平成六年十月二十五日首尾
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八東京・目黒連句会ｖ

﹃初芝居﹄
新春付け回し

小島信子
上野さっき

ナォ焼き栄螺かじりっ酒を酌み交わしト

師弟といえど歳の差のなく太
書き散らす今は昔の相間歌さ
何時の間にやら共白髪なり米

タイ乙女面差しふっと誰に似る信

血のつながりの脈々として博

厳冬の﹁あけぼの富士﹂の晴れし様展

釣られたままに凍るわかさぎま
渋滞の旅の土産をもてあまし房

福田房江
佐々木展子

臨時ニュース少しいびつな月の出に太

︵於・中目黒住区センター︶

平成七年四月二十九日尾

平成七年一月十日首

朝の光に蝶々の羽化執筆

神前のぼんぽりに花散りかかる展

せがまれて親が渋々肩車博
小さき手を振り叫ぶ万歳信

大道芸の人垣もありさ

ナゥシンホニー妻と楽しむ文化の日米

あらめずらしき新松子とはト

背筋伸ばせる留守番の猫富

東山歪んで見ゆるおぼろ月
抹茶の味の少し濃い目に

渡辺まさ子

草野富代
今井米子
岩田トーＪ︿

さ

渡辺博
宮下太郎

信

展

夕月に菊人形の息づかい
蟇の秋とて琵琶の平曲

博

一目田

ま

房

米

木の実落っ指南免許に紙魚のあと

イエイテイとは幻のひと

雷に一目散の山男

雲の峰湧き崩れゆくなり

大枚をはたきて呉れし幼な友

つぶし島田に合わす笄

ゥ黒船屋夢二の額の掛かりいて

天より降るか鶯の声

析の音鳴って揺るる餅花
海を越え成人式の娘の戻り

初芝居連獅子確と幸四郎

仙

安楽椅子にうたたれの父
花曇り濃尾三川並びゆく
天守閣へと燃ゆる陽炎
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歌

八横浜・璃沙連句会その一Ｖ

歌仙﹃ひとり鵜﹄

ひとり鵜にわが航跡の及びけり

腕まくりして振れる夏帽
湯気払ふ若葉の風に寛ぎて

小さき机に堆き詩書

土屋実郎捌

土屋実郎
小張昭一

橋本閑滴
戸谷是公
長ひとし
郎

上弦の月いつまでも暮れかぬる

渡り漁師の誰おもしる

滴

公

し

滴

し

ワメーデーの遮断機へだっ顔馴染

いつまで続く彼の滞仏

妻オウム戻りし家のうつるなる

破れかぶれの恋の剣法

そのあとの淋しい酒と唄に云ふ
木の実降るノ︑抜けられぬ路地

郎

″

昇段手合迫るや皇寒

公

雁の月を眩しと棹になり

日本橋京橋銀座ぶらノ︑と

滴
″

馬券売場に長い行列

御忌の鐘打つ街の大寺

花の席取りて居睡る新社員

ナォ頬つけて玻璃戸に惜しむ雨の春滴
同窓といふ不可思議の縁

湯豆腐吹いて異論百出し

東西の知事はタレント無党派で公

ギュルティヒカイト・ザイン・ゾルレン

何となく哲学者めく冬木立公

かにかくに熱き血鎮む術もなくし

無間地獄や愛の終点郎
除虫菊干す月の裏窓し

雄のせて上目遣ひの蟇滴

年金に家賃加へて島住ひ郎
見舞兼たる旅に連立つ公
ぼろ市で買ふ鯨尺などし

ナゥジパングの割引今年三割に

トレパンに溢る蚤若さはみ出して滴

新築社殿光る勝男木郎

瀧桜花は二分ほど小瀧ほど公
わりご弁当す蚤む蕗味噌執筆
存在・当為

︵於・浦高同窓会事務所︶

＊ギュルティヒカイト・ザイン・ゾルレン妥当性．

平成七年五月十七日首尾
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八横浜・珸沙連句会その二Ｖ

歌仙﹃花栗﹄
長ひとし
石井瓢士

長ひとし捌

甘酒売がちょっと一服

花栗のさんざめぐみち往き戻り
小張昭一

またひとしきり雨の降り出し

鴨の子等親の左右に従ひて

し

栖原湘洋
橋本閑滴

乙にすましてパリの街角

ナォ当り籔拾ひし夢や四月馬鹿

ほくるの数は君だけが知る

おいらんの恋にもまことあるものを

不倫の味は合鴨の味

うなじより背に掌をすべらせて

週刊誌売上げのばす種つきず
鎮守の森にうはばみぞ棲む
甲斐駒はあの峯なるか旅の窓

いい当りドームの壁に遮られ

つたなき文に思ひ溢るる

ゥ秋彼岸歩行天国賑はって
幼馴染みに呼ばる幼な名
膝枕耳を掻かせる昼下り

洋

士

し

滴

洋

デパートのカルチャー講座いろいろと

右上りなる癖字直らず

平均寿命また少し延び

靖国の社に花の咲き満てり
番ひの蝶の連れ舞へる宙

秤鰔誌等拮蛆一粁畦肥蕾︵文音︶
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つくねんと月に背向けるいさり人
しらじら明けのおしいつく聴く

友と肩組み下駄を鳴らせば

滴

大群れ小群れ渡り烏過ぐ
高層のピルの谷間に後の月
出でたる庭の虫時雨止み

夜の駅前集ふ着ぶくれ

し

ナゥ諄ひのもとははてさてなんだつけ

社会党政権の座の居心地は

士

士

猫に勝てない土佐犬もあり

春潮寄する眼の下の磯

水つ漢くしよんとかんで仰ぐ月

容赦なく花吹き散らす山颪

一滴洋一士し滴洋一士し滴洋一士し滴洋

八東京・葉門連句会ｌその一Ｖ

ナォ人情の町に住みつき五十年楊
変わり変わりて異国異次元久

女房もスパッツはいて飛んでいる久

ＳＬ追って定年の旅楊

歌仙﹃神楽舞﹄

スコッチの水割りの香が目にしみて美

私きれい？と湯気の中から楊
冬紅葉谷の流れに映えており新

矢口美穂子

福島時子

磯直道捌

神楽舞和琴ゆるやか秋深し
雨粒ひとつ萩ゆらしおり
ビルの壁いっぱい埋め動く絵が

秤

毬轌升朋二斗私印雷︵於・福島宅︶

利休鼠の春日傘行く民

ひとひらもまだ散らずいて路地の花民

玻璃の器に蛸斜の泳ぎし民

家庭科の先生家で何もせず民

豆の炊きかた天下一品純

ナゥ指冷えて明治の亡母を偲びいて美

川さかのぼる鮭健気なる楊

芒野を金色にして月満てりた

窓前に見ゆ遠き山脈民

気が変わり急に聖書を読み始む井口昌亮

明日はワープロ習う計画久

流れてはまた流れ月かくす雲

新

橋川純子
内田たづ
福島新吾
高山佳子

幼子のさす指のかわゆき
毛皮︵ボア︶の衿立てしばしたたずむ

時

ワ英字紙が仲間のサイン氷の眼

深夜映画に疲れた二人

ディンクスでセックスレスで別姓で

た

臼井久子
野坂民子
今井楊

楊

猫が受け取る巨額の遺産
森陰の化物屋敷崩れかけ

朝刊配る自転車の音

新

時

ここよりは甲斐と信濃の岐れ道

時

楊

蛇穴を出で右左見る

新

のうぜんかずら鮮やかに咲き

寅さん唆呵春光の中

短夜の児の熱さめし暁けの月

六地蔵だんごにまぶす花の塵

−262−

第九回国民文化祭入選作品

八東京・葉門連句会その二Ｖ

半歌仙﹃節分
や﹄※

熱き眼線についよろめきて

ワ風狂の連衆揃う伊勢の秋

川浪の千々にきらめく月今宵
こぼれる萩に虫のささやき

町おこしとて古い街道

楊

た

新

内田たづ

福島新吾
福島時子
臼井久子
今井楊

井口昌亮捌

寝乱れの女に暁白々と

楊

節分や身いちの鬼に豆を打つ
めでたく老いて賞でる朧梅
蔵屋敷玄孫集えるカルテット

ポケベルの呼ぶ事件発生

時

時

純

久

高山佳子
橋川純子

た

時

社旗立てて真夏の都会ゆく車

楊

高層ビルに月の涼しき

耳鳴りをこらえ快速エレベーター

三次会まで友とつきあい
ドガ・マチス・ゴッホが好きとくり返し

舂塵もうと吹き上げる風
鳳凰は翼をあげて花の空

鏡の面の池に鳴く亀

秤鰄誌等一一一明一十赫叩雷︵於・福島宅︶
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八東京・葉門連句会ｌその三Ｖ

第九回国民文化祭入選作品

半歌仙一水ぬるむや﹄※
水ぬるむや隅田三囲り言問と

鎮もる句碑に鶯の声

福島新吾捌

湯豆腐の湯気ふわふわと差し向かい

のれんをのぞく細き指先

壺に忘れし鈴虫の鳴く
ゥ山頭火放浪の性秋の風

マンションの窓に利鎌の月澄める

猫一匹と晩酌の日々

楊

矢口美穂子

明

時

野坂民子
福島時子

久

明

臼井久子
今井楊
末富明子

恋の修羅場を見つる寒菊

たらの芽を添えたる母の便り来て

幕下りて余韻しずかに席を立ち

久

佳

楊

民

佳

と塾ちかシちとうたう葭切り
電機屋で白米を買いスキップす
おむすび背負って鈴鹿の山に

久

高山佳子

春は侵しく包む今昔

福祉のバスは車椅子乗せ
中天に跳ね橋を割り夏の月

散る花はひらひらひらとモデラート

平成六年四月二日首尾︵於・福島宅︶
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ハ市川・読売文化センター京葉ｖ

歌仙﹃秋風﹄
木の化石の上を秋風素通りす

池に漂う十三夜月

遠砧きこゆる里に宿とれば
おどろおどろの爺婆の仲
焼け焦げの紬の袖を大切に
アルバムに見る思い出の量
ゥしょっつるに深き情の港町
差しつさされつ時流るまま

古傷を互に癒す肌重ね

白き吐息を捨てる星空

駈け足で過ぐ無人踏切

朝光ゲの非常階段振り返る
しゃんしゃんしゃんと大熊手売る

月冴えて十里四方は昼のごと

ミラーポールに映る面相

取り敢えず党名だけは公募して

牛小屋に生る黒猫五匹

逃水を追えば追うほど花ふぶき

今泉宇涯捌

一灯

今泉宇涯
根本芳子
斉藤一灯
大春友子

一灯

宇涯
佐藤恵美子

一灯
高橋令子

一灯

芳子
一灯

令子
一灯

令子
宇涯
芳子

ナォ住宅の子等引きつれて野蒜摘む一灯
ショベルカーきて工事はじまる恵美子

到るところに埴輪の名残芳子

稲作の歴史を替える灰が出て一灯

セクハラ叫ぶ行かず後家かな令子

西瓜売りすいか抱き上げ尻を撫で芳子

白布でかくす見事なからだ恵美子

烏賊墨を食べておはぐろモデル嬢芳子

枯蓮の薄暮にゆれて美術館令子

不忍池に戻る鵜の群一灯
大寺の蔓を照らす八日月恵美子
秋扇置き説教っづく芳子
一灯
ナゥ空き腹に柚味噌の香しみわたり
器用貧乏財は残さず芳子

ふるさとの山上に建つ顕彰碑恵美子

赤きくレーに願頂をかくし芳子

平成六年十一月五日首

受験生祈願の絵馬に梅ひらく藪道子
土筆のかげの目立ちはじめる令子

︵於・読売文化センター京葉︶

平成七年二月三日尾
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ハ横浜・連句愛好会ｌその一Ｖ

歳旦両吟﹃御題波﹄

元朝の光りよせくる波がしら
輪飾り下げし浜の海女小屋
柴崎正寿郎
柴崎美恵子

律義に生きて家族三人

ナォ彼岸会の御堂に入る子を負いて

お互に返事待ってる排︑心同志
おしゃべり隠居の縁に結ばれ

百回目の仲人果し力尽き

金さん銀さんいまはスターに
不作田に怒りの形相案山子立つ

美

定年のあとメド立たぬまま

啼くこおろぎの声も細々
夕月に終電車つく山の駅

揃いの浴衣どっと繰り出す

手をつなぎ寄りそってゆく夏祭り

既に結納すみし村の娘

山峡の畑今日も耕す

正

美

正

美

正

美

花明り母の好物あれこれと

草萌に坐しひらく弁当

添寝の子やつと寝つきし昼下り

団扇の風を入れるふところ

ナゥみなで呑む酒の肴は大盛りに

猫ぬくぬくと眠るストーブ

雪おろしやっとみつけしアルバイト

正

盆栽の松の緑を床の間に
はや鳴きそめし籠の鶯

正

湯の町もいつしか変るホテル街

正

美

平成六年一月二日首尾
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二度寝して有明春の月白し

螺旋階段木の実ふる音

ゥ頬被りとれば意外や若い顔

台風の吹き抜けし島月冴える

正

美

春の障子に遠き潮騒

旅の一夜を菊枕して

美

正

美

インターに入れば富士山真向いに

バスを待つ間に青き踏む人

花見客橋を渡りて引返す

夕焼け空を映す春川

正美正美正美正美正美正美正美正美正美

八大阪・連句愛好会︵大阪部会︶その二Ｖ

半歌仙﹃鉄線花﹄
茶席より風の筋みゆ鉄線花

お国自慢は新米の味

ぬれ縁涼しつくばいの音
百寿の賀親戚の者集りて

柴崎正寿郎捌
柴崎正寿郎

正

柴崎美恵子

正

由利香住
安田芳苑
中島果寿
高橋香都
斉藤柳花

美

ひとことを嘘と知りつっときめきて

美
香

うなじの匂ひ酒の夢さむ

ゥひとり者口笛でいつもする合図

芦の葉影に鴨かくれけり

かつがれるまま立候補する

観月の頃合いよしと船を出し

騎馬戦にちょっと格好よさをみせ

関西空港一番機とぶ

寿

正

都

苑

海渡りきし国冬の月さえる
昔なつかし雪のナホトカ
舞ひ戻りきし蝶にまた逢ふ

美

柳

予後の身に平仮名のように佇っ地蔵

名城の天守を囲む花の雲
魚釣りそこね山笑ふなり

平成六年十月十一日首尾
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八松江・連句愛好会︵爽睦会︶ｌその三Ｖ
俳画︵画略︶

歌仙﹃すだれ吊る﹄
ふり返り定年はよしすだれ吊る

老鶯をきく海の民宿

空缶集め学童の群

反古を焚く煙の庭に流れいて

鬼灯た蚤く待ちわびし雨

蝕了えし月の光りにひとり佇っ

ブランドのシャッアイラブとあり

ワ地下足袋を干し並べたる秋の晴

岩佐文子捌

田村郁子
中村房恵
岩佐文子
栗原富子
目次美里
石田操
岡本睦緒
西野愛子

ナォ初蛙龍馬の像は空にあり文

天翔りゆく大和撫子富

絵の具の色も時代変りて操

睦

何となく美にふれたくて院展に美

焼酎冷やし後家の居酒屋愛

釈迦堂の磑へまろびし実桜あり

バッイチの中年男通いつめ房

祭の底にひヌく篝の音美

ほのかに残る色香おさえて文
安来節身振り手振りの面白さ富

夕月に媚なき非の花いとし操
虫の声き蚤帰路をいそぎぬ睦

負籠背負いて登る若嫁美

ナゥ松枯れの多き裏山是非もなし愛
房

威をみせてライトアップの花の城房

冬眠さめてかるき旅立ち富

Ｊリーグ顔を隈取るサポーター操
美

文

郁

日曜日バスのダイヤの間遠くて

睦

ふと思い出す犬の夕食

ペァルックニ人の話つきもせず

問う冬の湖われにやさしき

操

雪しきり病む友思う細き月

鯛の届きし全快の朝

愛

平成六年七月十三日首尾︵於・瀬崎海の家北川︶

そよ吹く風に蝶のとびゆく睦

艶やかにくりぬき盆の絵の巧み

郁

名産品の並ぶ地下街

房

一邑

涙すと吉野の花を語る人

一人静の群落をゆく
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ハ松江・連句愛好会︵爽睦会︶ｌその四Ｖ

半歌仙﹃新そば﹄
久々に友と新そば舌っ茸み

時を忘れて天心の月

高階の窓に鯖雲流れ来て
人気なき部屋香りかすかに

頑なに技を守りて雪五尺

岩佐文子捌

守谷加智子

石田操
岩佐文子

中村房江

原長三
文

房

栗原とみ子

文

目次美里
西野愛子

加

ワ連弾のピアノは夫と妻であり
対のコップでのどをうるほす

一子相伝寒の水汲む

塾通い送り迎えはマイカーで

親の意見を聞く耳もなし

房

草原を駆けぬける馬風となり

都井の岬をのこす残照

津田昭子
愛

天神祭露店にぎわう

美

ほろ酔いの足元あやし夏の月

うぐいのはねて河は豊かに

サッカー球場オフのしじまに旗ゆれて

愛

文

春くれなずむ参禅の鐸

花の庭留守番の爺門を閉ず

︵於・郵睡葬騨浄諦会場︶

平成五年十月十五日起首
平成五年十月十七日満尾
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八仙台・連句会﹁Ｚａ﹂ｌその一Ｖ

歌仙﹃夏に入る﹄
天体の一つに棲みて夏に入る

甚平のままくわえる楊子
旅がらすかかわりのない事ばかり

涛今に落ちゆく石ころの音
変り玉なめてふり向く盆の月
残業なくてよきパパぶりを
ゥお嗽子の太鼓に浮かれ連蜻蛉

意向打診の短命宰相

すれ違っても素知らぬふりね
赤い糸彼をめがけて投げてみる

萱場健之捌

伊藤南三
山田敦子
宮脇滝
若生芥子
伊藤鈍子
佐藤無風
中島房子
鉦抽

敦

南

高橋太郎

敦

焼跡隅に咲きし一輪

国乱もみんなで渡れば恐くない

太

鉦小

南

高橋和子

滝

植村直巳雪原に消え

芥

携帯電話懐で鳴り

ぼけたとは思いたくなし冬の月
祝帰還スペースシャトルコロンビア

山も笑って川もきらきら

地下鉄に乗っても花が目に残り

ナォ就職の夢遠ざかり四月過ぎ太

化学者ぶってサリン発生芥
夜の風隣はどこの国の人滝

急いで買った海外早わかり南
真夏日の記録更新続く日々芥
すだれ越し借金取りが過ぐ太

バッイチの頬かすめ去るからす糞高橋径

こやし

肥料となってうまい恋文南

ちいさな雀荘街角にあり鈍

がＵと

文学賞しびれ切らして逃げた女人滝

不揃いぶどういち早く買い房

Ｅ・Ｔの帰って行った月みたい敦

ナゥ蛇穴に入るを見ているホームレス南

新空港に集う弥次馬滝
学校帰り小犬を拾う和

河川敷ダム放水し泥の河鈍

車椅子止めて見上げる花吹雪芥

雷気楼に見し城の大門太

︵於・エルパーク・仙台セミナー室︶

平成六年五月二十三日首
平成六年九月二十六日尾
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八仙台・連句会﹁Ｚａ﹂ｌその二Ｖ

ナォ板塀をゆっくり歩く孕み猫太

苦沙弥先生胃痛になやみ無

あの方に﹁それから﹂何があったのか敦

ノを乃に変えて横綱を締め鈍

歌仙﹃阿Ｑ﹄
萱場健之捌

お昼どきには立読みの僧径

秋時雨阿Ｑ佇む定禅寺

ナゥ菊枕してまどろみの中にあり芥

無力無気力無月の窓辺

敦

伊藤鈍子
佐藤無風
高橋太郎
伊藤南三
山田敦子
宮腰滝
若生芥子
中島房子

どこからどこへ一輔電車
白靴の脚を広げて眠りこけ
競泳スタート水しぶき発つ
ゥさりげなく目くばせをする親心

営業成績折れ線グラフ

蓬田まるき

南

敦

︵於・エルパーク・仙台セミナー室︶

平成六年十月二十四日首
平成六年十二月十九日尾

朝な夕なにうれし春風房

哺育器に声はりあげて花のころ太

光あまねく海はおだやか芥

月の出に合わせ大小太鼓打つ南
山のふもとに野葡萄をつむ房

紅型映える沖縄の海滝

まつさきにラストダンスを申し込み敦

姿見にピタリと決まる博多帯滝
夏風邪のまま馬鹿ばやし見る径
くりかえす公共工事まわり道鈍
罠と知りつつ落ちてみせる夜芥

バッグの中に秘めた文あり

太

倒れたる案山子を肩にかつぎ来て

大正の写真は行李の底に

鉦小

ひとりっ子同志の恋が成り立たず
高橋径

﹁あいまいな日本の私﹂と大見出し鈍

仰ぎ見る雲三角四角

芥

鈍

夕暮のイスタンブールで淘摸にあい
冬の月たてたてよこよこ丸かいてちよん

娘盛りを過ぎて摘草

鉦小

うたのにいさんとつくりセーター
不精ひげそってはみたがおじさんだ

敷きつめて他人は入れぬ花筵

−ノユ
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八東京・連句研究会ｌその一Ｖ

歌仙﹃焼芋や﹄

街角照らす寒きガス燈
式田和

別所一眞

加藤輻王

阿片瓢

彫師いま眠れる獅子を目覚ましむ
名古則

焼芋や二銭銅貨の巨きかり
折れたクレョンつなぐ幼児

ナォ白酒はチェコのグラスによく似合ふ

口説いてみよかちょつと暇だし

今更に窓際族は悲しかり

変身鬘なぶるそよ風

沼ひそとみひらいてゐる新樹中

つつがなきやと老母の文

パチンコ店へピストルの弾丸

テレビ消す都会の虚構あからさま

人力飛行機青空へ漕ぐ

迷宮といふ宮殿に出口なし

−フフフー

藤椅子に浅く腰かけ昼の月

痴呆の老の笑ひ爽やか

三日月の端に坐ってゐるは誰

欠伸の猫の舌の桃色

ナゥトランプの手品を見せる人が来て

姿なき敵刺すごとき虎落笛
遍路宿にてお茶を賜はる
棟上げの祝詞の声す花吹雪
玄孫をかこみ春の宵なり

秤鰄極窪十唾朋雷︵文音︶

ーノー

天使魚とても夢はあるらむ

ゥ南海の底ひに沈む皿珊瑚
宇治橋姫のうすき耳たぶ
ほんたうのことはいへないもどかしさ

女の嘘をいとしと思ふ

ほろほる烏の野放しの丘

直通で二時間かかる早出なり
月のぼる稲穂せりせり鳴るなべに

ベレー横っちよ日展の画家
地下道の大ウィンドにゆがむ顔
不況つづきに減りしポスター

五線紙に置くたんぽぽの紫

花冷えの帳を下ろす餓悔室

眞望瓢則和眞望瓢則和眞望瓢子子紀子郎

瓢則和眞望瓢則和眞望瓢則和眞望瓢則和

八東京・連句研究会ｌその二Ｖ

魚板を鳴らす黄檗の寺

ナォ突風に吹きとぱされし茶摘笠

忘れ得ぬ面影ひとつパリ祭
灼ける河畔に肌のま白き

歌仙﹃障子張る﹂

阿片瓢郎

ずるずると肩ずり落ちる緋縮緬

鬘礫として斗酒なほ辞せず

半切に老杜の絶句淋稿たり

箔性に障子張る指ありにけり
飯沼三千古

錠さびて半開きなる蔵の窓

月光に鳴る時の塔鐘

平成六年九月十八日首

平成七年二月九日尾

︵文音︶

し︑四人で一応満尾した︒︵梁記︶

︵註︶瓢郎先生の連衆・つけ順等ご指示により進行︒
十二月初めごろ先生ご入院のため送句をご遠慮
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秘本惜しくもつぎを破らる

そこはかとなく薫る木犀

流灯のまんだらなして水の綺羅

十三夜吾児は愛車を駆けるらん

郎

小林梁
宮内恭子
加藤望子

日本一の長いトンネル
海境の濃き一線に雲の峰
ペスト騒ぎの船の出入り

震災の日のわれは九歳

ナゥ馳せつけし救援隊の目ざましく

不関焉と村の鉾杉

梁

手ひねりの楽の茶碗の薄手前

古
恭

寝がへり打てど眠られぬ床

望

切下髪の似合ふ老刀自

ワ旦夕に夫の安否を気づかひて

地上の不況地下の天國

平安の花もみやびの二條城

逃げたがる猫を無理やり抱きしめ

古

郎

五体投げ伏し祈る人々

古
恭

遅日集ひて満尾嬉しき

油掘るやぐら建ちたる朝にして

梁
恭

雪止みてしばし静もる烏の宮

月細くして臭の声

梁

輯三

弥次喜多の五十三次道中記
持病の癩もけろり忘るる
明日を待つ姉と揃ひの花衣

気圧配置も春深めつつ

望古梁恭望古梁恭望古梁恭望古恭梁古望

ハ横浜・連句会遊子座ｖ

歌仙﹃冬座敷﹂
木洩れ陽の尚暖かし冬座敷

遠く近くに焼芋の声

磨きぬかれた棚のレリーフ

和田忠勝捌

木谷英子
岡本貞子
大駒泰子
和田忠勝
和田洋子
宮脇昌子
大駒誠一
洋

日曰

英

ナォ新入生望斤：君目亘印麗句だけ判る

単身用の料理修得

名も知らぬまま約す再会

澄んだ川カマッカ無事に生きのびて

﹁煙めける嫉妬﹂と題す像の前
動悸はげしくプロポーズ聴く

老後に想い馳せる年の瀬

ラブレター何かというと取り出され

路面電車の走る街並

新春にシャーロックなる帽子買う

塩加減よき新米の粥

今月も鏡使って月を見せ

般若心経こころ情しく

ナゥ角界のプリンスとして土俵入中井淑

ワープロに大汗かいて挑戦し
強い味方のコンピニストア

花吹雪満ちたりていて風のまま

平成六年十二月四日首尾︵於・綱島松聴軒︶

家族総出で垣根繕う
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初仕事まずは挨拶廻りにて
探査より二十五年の月の影
友と自慢の早稲酒を酌み

殺し文句は本の受け売り

ゥ露天風呂紅葉を賞でて知り合いぬ

紅濃く引きて決断の時

ひとり寝の夜の白々と乳房燃ゆ

岬の道に砂ぼこり立つ

主婦達が拳を挙げる地方選

日日

ひ

貞

月光を浴びて出番を待つ神輿

泰

栃木やよひ

犬の散歩は健康に良し

添い寝する児に団扇ゆるゆる

三分咲き花は寒さを感じとり

勝

回覧板置いて扉をそっと閉め

ひこばえ続く丹沢の尾根

淑勝貞一泰子英一昌洋泰一英洋貞ひひ洋

八東京・連楽会ｖ

歌仙﹃白木橦﹄※
ォ害に倦みて風強き日や白木橦
ひぐらしの声斜陽あかあか
船宿に月の出を待つ客ありて

高畑自遊校合

商畑宮口

仏淵健

ナォ駆せ下る春の川波きらきらと

掌を合わせたる嬢の笑み

縄張りをして写真撮る刑事
みせかけの心中見破る証掴み

権力の争覇流血王朝史

杖のコブラは虚空見つめる

烈日下砂漠健在寂として

ふと気がつけば癒ゆる水虫
遺伝子が合体したいと謡動し
慕情に曇るサイボーグなり
月の詩になお涙する乙女たち

靴にちちろのぽんと飛び乗る

ナゥ河原では芋煮の煙幾筋も

玩具つめたる景品の箱

相性という思い込み捨て

連句人めざせ世界を繋ぐこと

ぜ︾訓朋汁型甲誇︵文音︶

嬰の瞳に映る初虹

種の違う花時を得てそれぞれに
秤
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掌上に賞づぐい飲みの肌
宅配へ父の悦ぶさぐらんぽ
音は聞こえで遠花火あり
ゥ百周年移民の町のにぎわえる
ジャズの好みもステップも合い
交替にベース引き受けデュオ成功

金婚迎えアルバムを繰る
坪庭の盆栽濡らす細き雨
下校の子らの弾む足どり
冬休みファミコン抱え戸田君ち

賀状認む窓外に月

大陸の奥地へと向く車旅
都市文明の偽りを知り
花明かり絵描きは結馴扶座のまま

心象浮かぶ山の笑いを

遊悟遊悟遊悟遊悟遊悟遊悟遊悟遊悟遊悟

￨吾遊悟遊'￨吾遊悟遊悟遊悟遊悟遊悟遊悟遊

連句協会支部
連句協会愛媛県支部

連句協会千葉県支部

支部長永田黙泉

顧問阿片瓢郎・東明雅・今泉忘機

事務局渡部伸居

支部長今泉宇涯

〒79102松山市小野町15

事務局

(0899‑75‑1532)

同

〒272市川市市川1−8−1
(0473

22

4214)

連句協会関西支部
支部長近松寿子
事務局

連句協会岩手県支部

同

顧問小林文夫

〒567茨木市北春日丘2−13−7

支部長小原啄葉

（0726‑23‑8817）

副支部長志和正巳菅原多つを
事務局沼宮内凌子

連句協会石ﾉ￨ ￨県支部

〒020‑01盛岡市西青山2−4−41

支部長中田風来
事務局

(0197‑46‑5164)

同

〒92903石川県河北郡津幡町字

加賀爪二3
(0762‑88

連句協会栃木県支部

津幡町役場

支部長手塚七木

2121)

副支部長高井利夫・中尾硫苦
墨谷ひろし・田浪富布

連句協会三重県支部

事務局富田昌宏

顧問名古則子

〒329‑44栃木県下都賀郡大平町

支部長村田治男

下皆川721

事務局中田泰左

（0282‑43

〒514津市南丸之内9
（0592‑27

2664）

11

2437）

連句協会富山県支部

支部長志田延義
事務局

連句協会埼玉県支部

〒930富山市大手5−1

顧問金子兜太

富山新聞社内

支部長宇咲冬男

(0764‑91‑8111)

事務局小林しげと
〒334鳩ケ谷市桜町4

11−35

1

連句協会香川県支部

(0482‑81‑8161)

支部長渡邉陽行
副支部長植松晴子・廣谷青石
大平青竜子

事務局渡邉陽行
〒764香川県仲多度郡多度津町
青木169
(0877‑33‑0549)
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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。
l. 事業計画および収支予算についての事項
2． 事業報告および収支決算についての事項
3．
4．

5．

役員の選任
名誉会長の推戴

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。
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

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
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）

宇田零雨・暉峻康隆・束明雅・
大林杣平

(名誉会員）

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･品川鈴子･関川竹四・
牧野巌・松永静雨・真鍋天魚

(役
会

員）
長今泉宇涯

副会長宇咲冬男・上田溪水・國島十雨・近
松寿子
理事長土屋実郎
常任理事秋元正江・浅野黍穂・磯直道・伊
藤蔽彦･川野蓼艸･小林しげと･鈴木
春山洞・寺岡情雨・中尾青宵・宮下
太郎･森三郎
理
事天野正三・井門可奈女・池川蛎谷・
内田素舟・唐渡北勢子・狩野康子・
式田和子・富田昌宏・名古則子・西
幾多・引地冬樹・村田治男・矢崎
藍・柚木治郎・中田風来
監
事．城戸崎丹花・藤井治
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『連句協会」規約
第1章総

第4章役

則

第1条この会は連句協会という。
（事務所）
第2条この会の事務所は会長の指定する場所
に置く。
（支部）
第3条この会は理事会の議決を経て必要の地
に支部を置くことができる。
第2章目的および事業
（目的）

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

第11条この会には次の役員を置く。
1 ． 理事35名以内（うち会長1名、副会長
5名以内、理事長1名、常任理事若干名）
2． 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．

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

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．

3．
4．
5．
6．

会報（隔月）の発行

連句年鑑の出版
連句協会賞の選定
国民文化祭への参加
その他前条の目的を達成するために必要
な事業
第3条会

員

（種別）

第6条この会の会員は次のとおりとする。
l.
2．

員

（種別）

（名称）

正会員
賛助会員

る。
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理事は理事会を組織して業務を行う。

（監事の職務）

第14条監事は会の会計を監査する。
（役員の任期）
第15条この会の役員の任期は2年とする。た
だし再任を妨げない。
第5章名誉会長、顧問、名誉会員、評議員
（名誉会長）

3． 名誉会員
（入会）
第7条正会員または賛助会員になろうとする
者は入会金2千円と所定の会費を納入するこ
とにより入会できるものとする。
（会費）

第8条この会の会費は次のとおりとする。
1． 正会員
年額3千円
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

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。

失する。
l.

退会したとき

2．

理由なくして会費を1年以上滞納したと
き

（退会）

（評議員）
第19条この会に評議員を置くことができる。
評議員は理事会の議決を経て、会員の中から
会長が委嘱する。評議員は理事会の諮問に応

第10条会員が退会しようとするときは退会届
を会長に提出しなければならない。
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じる。

第6章会

議

今云

連句協

規約

梁(0488‑32‑5828)
連楽会

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

池
央敢
連絡先216川崎市宮前区土橋6−
15‑1A214池央歌(044855‑
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
和光大学

深沢眞二
連絡先406山梨県山梨郡春日居
町別田520‑3深沢眞二
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(045973-176())

やみつくば会

窓連句会

PC‑VAN連句ひろば

木原幹雄
連絡先185国分寺市東恋ケ窪2
293林義雄(0423‑241831)会員
18名

小林和恵
師系･名古則子連絡先154世田
谷区太子堂3‑513小林和恵，会
員18名

品川鈴子
師系・橋間石連絡先651‑11
神戸市北区ひよどり台1‑17‑1品
川鈴子(078‑743‑2221)会員34名
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(()775225444)会員
15名

6206)会員6名
瑠沙連句会

摩耶連句会

ひよどり連句会

下房桃蓄
連絡先690松江市西川津町106O
島根大学文学部内(0852‑32‑

佐野千遊
師系･橋間石連絡先654神戸
市須磨区潮見台町3‑230佐野千
遊(078‑7310334)会員8名

土屋実郎

師系･清水瓢左連絡先233横浜
市港南区上永谷3‑2034土屋実
郎(045‑843‑8059)会員15名
葉門連句会

丸亀連句会

廣谷高士(青石）
師系･鈴木春山洞連絡先763丸
亀市城南町758廣谷高士(0877‑
22‑4201)会員6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11名

三重県連句協会

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
北杜連句塾

狩野康子
連絡先981仙台市青葉区双葉ケ
丘2‑5‑12狩野康子(022‑271‑

0005)会員15名

中田泰左
連絡先514津市南丸之内911中
田泰左(0592‑27‑2437）
三河連句会

斉藤吾朗
師系･宮下太郎連絡先445西尾
市伊藤町伊藤前15‑1斉藤吾朗
(0563‑578332)会員12名
三豊連句会
石川

滑連句吟社

山崎あきら
連絡先857佐世保市山祇町72山
崎あきら(0956‑31‑6149)

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1‑8‑1今泉宇
涯(0473‑22‑4214)会員10名
落柿舎連句会
奥西

保

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

勝(力千）

師系・鈴木春山洞連絡先769‑
16香川県三豊郡大野原町花稲先
林56733石川勝(0875522327）
会員8名

連句愛好会

柴崎正寿郎
連絡先241横浜市旭区若葉台2
241402柴崎正寿郎(045‑922‑
2851)会員30名

未来図連句会

松喜久会

岩崎利一
師系･阿片瓢郎連絡先104中央
区銀座694岩崎利‑(03‑3571
0319)会員4名

鍵和田柚子
連絡先108港区高輪2151‑302
原田千町(03‑3445‑6462)会員13
名

連句会「Za」
伊藤直子
連絡先981仙台市泉区南光台33
9伊藤直子(022233‑7732)会員
9名

夢茶グループ

松山連句協会
渡部伸居

連絡先79102松山市南梅本町
609宇都宮柏葉(089975‑3251)
会員20名

中出夢女

師系･鈴木春山洞連絡先790松
山市道後一万3‑10中出絢子(089
926‑0218)会員6名

連句会遊子座
和田忠勝

師系･清水瓢左連絡先223横浜
市港北区綱島東5‑22‑4和田忠勝
(045531‑7174)会員12名

目黒連句会

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(089‑
973‑6055)会員10名

渡邉

博

師系･宮下太郎連絡先153目黒
区中央町2‑25‑102渡邊博(03‑
3713‑6709)会員10名

連句「笹」
伊藤敬子

連絡先465名古屋市名東区神丘
町2511伊藤敬子(052‑701‑
5050)会員7名

メヌエット−若い現代連句の会

摩天楼連句会
星野石雀

師系･野村牛耳連絡先262千葉
市花見lll区花見川26‑105星野
石雀(043‑2860725)会員6名

川端秀夫
連絡先152目黒区自由が丘2 15‑
9高橋ピル302メヌエットの会事
務局(0337244263)会員3名
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連句研究会

小林
梁
師系･松根東洋城･野村喜舟連
絡先338浦和市針ケ谷44‑8小林

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5181山崎みどり(0596‑22‑
2062)会員5名

猫蓑会

花野連句会

東
明雅
連絡先413熱海市熱海1812‑282
ライフケア梅園台421杉内徒司
(0557‑82‑6460)会員105名

小出きよみ

師系・根津芦丈・東明雅連絡
先390松本市筑摩東2419小出き
よみ(0263‑25‑5436)会員11名

電通連句会

逸見
篤
連絡先101中央区築地1 11電通
マーケッティング局逸見篤気付
（03‑35445468)会員20名
東京義仲寺連句会馬山人記念会
師系･野村牛耳･高藤馬山人連
絡先182調布市上石原2‑27‑9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227横浜市青葉区みたけ台2
22臼杵瀞児(045‑971‑3293)会
員12名

乃木坂散人連

はねだ連句会

内海良太
師系･名古則子連絡先258佐倉

古館曹人

師系・宇田零雨・宇咲冬男連
絡先102千代田区一番町20‑10‑
202古館曹人(03‑32629350)会
員3名

市南臼井台22‑9内海良太会員
8名
はらい

がわ

祓

川

黒田耕三

俳話工房

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

窪田阿空

連絡先359所沢市北野521‑10窪
田阿空(0429‑48‑6618)会員6名

ぱろしゆ

俳話寺芭蕉舎

芭流朱連句会

窪田
薫
連絡先060札幌市中央区北6条西
23丁目窪田薫(011‑6314009)会

鈴木春山洞
師系･松根東洋城連絡先791松
山市三津13‑13鈴木春山洞(089
951‑0064)会員30名

員76名

桃天樹ﾛ金聚
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
‑45‑0407)会員9名
都心連句会

大林杣平
連絡先233横浜市港南区上永谷3
20‑34土屋実郎(045‑843‑8059)
会員40名

俳話接心

B

岡本星女
師系・岡本松濱・阿波野冑畝・

岡本春人連絡先555大阪市西
淀川区野里2‑11‑16メロディハ
イム塚本502岡本星女(06‑477
7445)会員オープン制

俳譜田園(協会主催）
連絡先227横浜市緑区藤が丘2−
25‑2中尾青宵(045973‑1760)

どん・あ・ くらぶ

豊島呑烏
師系･鈴木春山洞連絡先790松
山市道後一万11‑13豊島正憲
(089‑926‑2331)会員7名

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
南草連句会

佐藤俊一郎

連絡先350‑02坂戸市伊豆の山町
1730会員11名

7名
日本作家クラブ連句会

市村美就夫

75阿部朝子(043‑2737543)会
員20名

名
ひいらぎ連句会

小路紫峡
師系･阿波野青畝･岡本春人連
絡先657神戸市灘区宮山町2‑7‑
15ひいらぎ発行所(078‑821
0550)会員60名
燧連句会

植松晴子(晴峰）
師系・鈴木春山洞連絡先769‑
16香川県三豊郡大野原町花稲

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(059643
2112)会員7名

巴1廿里の会

大野国士
師系・東明雅・國島十雨連絡
先50161岐阜県羽島郡笠松町東
陽町1(05838‑7‑2035)会員12名
八戸俳譜倶楽部

東松山連句会
池川蝸谷

師系・阿片瓢郎・永田黙泉連
絡先79103愛媛県温泉郡川内町
則之内乙1887池川蝸谷(089966
‑3608)会員30名

関川竹四

連絡先150渋谷区広尾317‑4二

連絡先031八戸市湊町上の山55‑

村マンション205中島まさし(03

2関川竹四(0178‑333432)会員
58名

‑3407‑5368)会員20名

名古則子(042996‑0820)会員4

9()7植松晴子(0875‑52‑2137)

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先262千葉市花見川区武石町l

ぱせり

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112()−
69田島竹四(05994‑3 1846)会員

名古則子
連絡先359所沢市並木8 1‑1‑709

白塔歌仙会

芭蕉記念館連句会

習志野連句会

面
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菱の実会

中尾青宵
師系･國島十雨連絡先227横浜
市緑区藤が丘2‑25‑2中尾青青

正

師系・上甲平谷・清水瓢左連
絡先272市川市北国分1219星
野恵則(0473‑72‑6448)会員24名

すみれ連句会

風

美濃豊月

師系･寺崎方堂連絡先520大津
市秋葉台35‑9正風発行所(0775‑
259159)会員100名
正風大府支部
久野溪流

師系・寺崎方堂連絡先470‑1l
豊明市阿野町上納916鈴置一花
(0562‑92‑4521)会員25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
しらぎ〈

師系・岡本泰人，会員24員
清流連句会

戒能多喜
師系・宇田零雨・松永静雨連
絡先791‑03愛媛県温泉郡川内町
大字則之内乙2590‑3会員7名

多度津連句会
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169
渡邊陽行(0877‑33‑0549)会員6
名

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1‑929喜多
さかえ(0596‑22‑2317)会員7名
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

多摩連句会
宮下太郎
連絡先206多摩市桜ケ丘1‑5310
宮下太郎(042374‑7002)
丹

秋山正明

連絡先661尼崎市塚口町1221
207秋山正明(06‑421‑1606)会員
12名

大西貞女

師系・清水瓢左・名古則子連
絡先51003三重県安芸郡阿芸町
上野1168‑73大西貞子(0592‑45
3606)会員10名
城

爽睦会
高野重子

連絡先683米子市夜見町2395高
野重子(0857‑290667)

ちばらき連句会
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
‑42‑0380)会員7名

草門会
田口光一

師系･名古則子連絡先514津市
南丸之内911中田泰左(0592‑27
‑2437)会員7名

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

信州大学連句会

宮坂静生
師系・根津芦丈・束明雅連
絡先399‑65松本市寿台4‑5‑3宮
坂静生(0263‑57‑2461)会員40名
新庄・氷室の会
永沢安栄
師系･笹白州連絡先996新庄
市北町519会員6名
新庄北陽社

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
深大寺連句会
名和未知

連絡先182調布市深大寺東町7‑
14‑8名和未知(0424851629)会
員14名
すず

篠

岡田史乃
師系･鈴木香歩連絡先107港区
赤坂6‑94301岡田史乃(03

想

中央連句会(協会主催）
連絡先230横浜市鶴見区生麦3
16‑16連句協会(045‑501‑4907)
つたの会

創の会

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l718村田治男(0596‑24‑
1324)会員10名

高木一恵
連絡先270‑14船橋市小室町2804
高木一恵(0474‑57‑2912)会員7
名
津幡連句クラブ
中田風来
師系・今泉宇涯連絡先929‑03

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

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
つらつら吟社

染井の会

山岸れい子
師系･名古則子連絡先516伊勢
市大世古3‑824山岸れい子
（059628‑1395)会員11名

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

出合川

大智院連句会

中川久子
師系･松根東洋城･米田双葉子･
鈴木春山洞連絡先790松山市
余戸南4‑1424中川久子(089‑

岡本耕治
師系・名古則子連絡先511‑11
三重県桑名郡長島町大倉1‑45O
岡本耕治，会員8名
第六天連句会

3582‑0081)

今泉忘機

つマ
ームノー

9710486)会員7名
て

ま

り

山崎みどり

松山市小野町15渡部伸居(0899‑
75‑1532)会員10名

佐藤

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(0282‑233665)会員7名
草

郡山連句会

連絡先96301郡山市三穂田町川
田東2佐藤淳(024945‑0218)会
員5名
小瀬川連句会

永野

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(048‑251
3033)会員300名

淳

薫

連絡先73906広島県大竹市栗谷
町大栗林739永野薫(082756‑
0344）

小松連句研究会

石丸信義

草茎北九州支部

木部八千代

師系･宇田零雨連絡先803北九
州市小倉北区27‑12木部八千代
(093‑651‑1393)会員18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
(089‑923‑6028)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
熊谷ニットモール教室
宇咲冬男

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先360熊谷市上之1342‑4中
和枝(0485‑237039)会員20名
雲の会

村野夏生
師系･野村牛耳連絡先165中野
区江古田4‑18‑2杏花村塾(03‑
3387‑2331）

師系・松根東洋城・阿片瓢郎・
鈴木春山洞連絡先79911愛媛
県周桑郡小松町駅前通2丁目石
丸信義(0898‑722616)会員5名
ころも連句会

矢崎

藍

師系･東明雅連絡先473豊田市
竹元町ニツ池644加藤治子
（0565‑53‑2224)会員18名

加藤耕子
連絡先467名古屋市瑞穂区石田
町1‑36加藤耕子(()52‑841‑5054)
小江戸連句会

吉澤和代
連絡先214川崎市多摩区登戸
1249第1車花1 1吉澤和代(044
‑932‑7527）
興聖寺連句会

松永静雨
師系･宇田零雨連絡先790松山
市竹原町1‑41岡本眸(0899‑45‑
1154)会員15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130

松山市立子規記念博物館事務室
内(089‑931‑5566)会員30名
鴫立庵連句会
草間時彦

師系･山路閑古連絡先249逗子
市桜山1616草間時彦(0468‑71
5935)会員4名
獅子門
國島十雨
師系・各務支考連絡先501 1l
岐阜市黒野古市場193国島十雨
(058239‑0037)会員100名
紫薇の会
渋谷

道

師系･橋間石連絡先558大阪
市住吉区長居西19‑2渋谷道(06
‑69113954)会員7名

佐久良連句会
井門可奈女

師系・栗田樗堂・富田狸通・鈴
木春山洞連絡先790松山市湊
町4‑6‑6丸三書店内井門可奈女
(0899318501)会員7名
札幌俳譜接心
久保田一九
師系･岡本春人連絡先001札幌
市北区新川三条2‑322久保田一
九(011‑764‑7140)会員9名
さんじやくどう

下総連句会

今泉忘機
連絡先273船橋市本中山2‑220
今泉忘機(047334‑4944)会員4
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(0566778083)会員9名
樹氷連句会

三尺童

丹下遙指

連絡先338与野市大戸4‑6‑3丹下
遙指(048‑832‑3727)会員6名
三冊子研究会

耕

絡先228相模原市上鶴間395赤田
玖實子(042745‑0407)会員10名

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
(088‑72‑7081)会員15名

犬島正一
連絡先939富山市西中野本町5
14犬島正一(076421‑3494)会員
5名
樹林連句会

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

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多摩市桜
ケ丘1‑53‑10宮下太郎(0423‑74
7002)会員40名

名古則子
師系・根津芦丈・清水瓢左連
絡先359所沢市並木8‑1‑1709名
古則子(0429‑960820)会員10名
湘南連句うらら会

蒲原志げ子

慈眼舎

赤田玖實子

師系･清水瓢左・三好龍胆連
−26−

師系･東明雅連絡先248鎌倉市
常盤937‑219蒲原志げ子(0467‑
31‑7829)会員6名

おどおり

小郡連句会

しず
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
(08397‑20599)会員5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79913東予
市壬生川1917守口津夜子(0898

野間予志女

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

師系・松根東洋城・佐伯巨星塔
連絡先790松山市萱町4‑11野間
予志女(089925‑7789)会員10名
宮

高橋昌民

師系･鈴木春山洞連絡先791松
山市山越2‑6‑46高橋昌民(0899‑
25‑5214)会員7名

神田義仲寺連句会
伊藤秀峰

県人

連絡先344‑01埼玉県北葛飾郡庄
和町大衾600‑4二宮方宮県人
(0487‑461443)会員5名

3292‑0835）

桔梗連句会
田先由紀子

連絡先456名古屋市熱田区中出
歌仙・集亭

貝の会

野刈

戸田貝江

鴨

師系･阿片瓠郎連絡先183府中

連絡先98O仙台市青葉区二日町

市府中2‑319戸田貝江(042268
6063)会員6名

20名

10‑15‑1F喫茶室｢集｣内会員約

海市の会

鈴木
漠
連絡先650神戸市中央区港島中
町3‑1‑47‑202鈴木漠(078‑302

金石公民館俳話研究会
松本苔花
連絡先920‑03金沢市金石西4‑5‑
32松本苔花(0762‑67‑1045)
かびれ連句会

別所真紀子

師系・野村牛耳・林空花連
絡先187小平市上水新町221‑7
別所真紀子(0423‑45‑0635）

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

香川県連句協会
会長・渡邉陽行，副会長・廣谷

高士・植松晴子事務局渡邉
陽行764香川県仲多度郡多度津
町青木169(0877‑33‑0549)

山下七志郎
連絡先923小松市芦田町22松下
京子(0761‑21‑3464)会員18名
からむし庵連句会
宮脇昌三

香川連句会
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169
渡邉陽行(0877‑33‑0549)会員7

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17名

かすみ会

23‑205小池正博(0722‑99‑
2809)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
義仲寺連句会

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

草間時彦
連絡先240‑11横須賀市秋谷5237
藤井弘美(0468‑57‑2764)会員限
定

岐阜連句会
大野國士

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18名

名

きさらぎ連句会

小池正博

2230)会員2名

績

町1‑2O日比野マンション3B
(052683‑1376)会員3名

連絡先59001堺市新桧尾台4‑16

かないわ

解

岡部桂一郎
連絡先134江戸川区南葛西7‑1‑6
201松井胄堂(03‑36800053)

師系･斎藤石嬰連絡先101千代
田区内神田1‑6‑6伊藤秀峰(()3

花扇会

おぼろ連句会

3608)会員5名
神田川連句会

‑642634)会員10名
勝山連句会

小野連句会

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池川蝸谷(0899‑66

師系・國島十雨・東明雅連
絡先500岐阜市加納中広江町68
横山ビル松尾‑(0582‑749479)
会員6名

森島香代子

連絡先616京都市右京区竜安寺

岐阜高連句会

夏炉の会

1534)会員8名
風の香連句会

笹
貞子
連絡先996新庄市松本348

佐口修一

高橋柿花

衣笠下町l森島香代子(075‑463‑

連絡先780高知市曙町1 28‑35高
橋歯科内高橋柿花(0888‑44

連絡先50O岐阜市元住町2O佐口
修一

0409)会員20名
錦心会
川内連句会
池川媚谷
−2ラー

渡部伸居
師系・野村喜舟連絡先791‑()2

’ 全国連句グループ概況 ’
鶴繕篭所轄蕊野⑤2蕊
（五十音順）
ああの会

員25名

伊豆芭蕉堂連句会

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‑

天霧連句会
高森秋義

3387‑2331)

師系･鈴木春山洞･渡邊陽行連
絡先764香川県仲多度津郡多度
津町道福寺200‑13高森秋義

藍の華連句会

師系・松根東洋城・野口里井・
鈴木春山洞・会員6名

市弥生町32石渡蒼水(0557‑37‑
1831)会員10名
いなみ連句の会

（0877‑33‑2475）

山本秀夫

天の川連句会
青葉連句会

福田真久
有馬壽子

師系・三叶龍肝連絡先952‑02
新潟県佐渡郡畑野町畑野本間昭
雄(0259‑66‑2079),会員28名

師系･宇田零雨連絡先107港区
赤坂4‑815紅仙ビル同人社(03‑
34024121)会員11名

師系・二村文人連絡先932‑02
富山県東砺波郡井波町山見l400
井波町総合文化センター内いな
み連句の会(076382‑5885)会員
31名
茨の会

あらくさ連句会

青葉城連句会

近松寿子
草間時彦

小野寺妙子

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

連絡先980仙台市青葉区梅田町4
−28小野寺妙子(022‑2330693)
会員7名

伊

賀

陽

藤田

明

連絡先514‑06津市一身田町285
藤田明(0592‑326438)会員6

連絡先567茨木市北春日丘2‑13‑
7近松寿子(0726‑23‑8817)会員
25名
岩手県連句協会

恒岡成弥
紫

師系・清水瓢左・名古則子・村
田治男連絡先518‑13三重県阿
山郡阿山町円徳院1151恒岡成弥
(0595‑43‑0203)会員22名

名

小原啄葉
連絡先02001盛岡市大新町20‑
20小山百合子(019647‑0707)会
員40名
宇宙連句会

五十鈴吟社
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4‑1634‑403宇
咲冬男(033927‑1()22)会員50名

松永静雨
中津秋野

師系･清水瓢左・名古則子連
絡先516伊勢市神久32‑32中津
秋野(0596221691)会員10名
いさよひの会

あした連句会えびね支部
宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先194町田市玉川学園87‑1大
平美代子(042724‑3800)会員15
名

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
(089931‑0506)会員13名
NHK文化センター青山

鈴木美智子

連絡先177練馬区谷原5‑20‑14鈴
木美智子(0339255930)会員4
名

宇咲冬男
師系･藤井紫影･宇田零雨連
絡先153目黒区中川28‑8福田芙
紗(03‑37105098)会員20名
おうじ畠

市ケ谷連句会

黄鐘連句会

宮下太郎
あしべ俳譜塾

片山多迦夫
師系・清水瓢左連絡先66601
川西市美園町13406号片山多
迦夫(0727‑583198)会員10名

師系･松根東洋城･小笠原樹々・
伴野渓水連絡先206多摩市桜
ケ丘I‑53‑10宮下太郎(042374‑
7002)会員6名
市川俳話教室

梓川連句会
金井教子
師系・根津芦丈・宮坂静生連
絡先390‑17長野県南安曇郡梓川
村杏金井教子(026378‑3808)会

石渡蒼水

師系･斎藤石嬰連絡先414伊東

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

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("73‑22‑4214)会員45名
−24−

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

国連句グルー

回編集後記回
＊平成七年度版の連句年鑑をお届け致します︒国民文化祭への連句部門の参加
が軌道に乗り︑蒔かれた連句の種が芽生え︑この年鑑作品へも新しいグループ
の参加が目立ってきたことは喜ぶべきことです︒今年は一二五グループ︑二三
三編の作品を収めることが出来ました︒評論は︑ドイツのケルン日本文化会館
館長を勤められ︑現バチカン大使の荒木忠男氏に﹁国際連句の哀歓﹄について
執筆していただきました︒多年に亘り︑ヨーロッパの地で俳句︑連句の普及に
努力された実体験を語っていただきましたが︑文中︑近藤蕉肝︑福田真久氏の
交流に触れた所が誤解されると困りますと添書きがありましたが︑真蟄な稿と
に味読下さい︒

受止めました︒もう一編の﹃句連句の音調﹄についての森三郎氏の稿ととも
＊今年も猛暑の中︑磯直道氏ほか編集スタッフの方に御苦労をおかけしました︒

感謝申上げます︒それにつけても年鑑の柱であった福井隆秀氏を昨年十一月二
り同じペンクラブの仲間でした︒改めてご冥福をお祈り申上げます︒

十七日に膵臓癌で失い悟然と致しました︒福井氏を連句に誘ったのは筆者であ
︿宇咲冬男﹀

＊前任の福井隆秀先生︑そして阿片瓢郎名誉会長の計報に接し驚いております︒

＊今年度のカットは︑再び柴崎正寿郎先生にお願いして︑連句愛好会の由利香

謹んで両先生のご冥福をお祈り申上げます︒

︿磯直道﹀

＊校正には︑葉門連句会の福島新吾先生︑草茎の水野治夫先生︑児玉俊子さん

住さんの美しい絵を頂きました︒
のご協力をいただきました︒厚くお礼申し上げます︒

平成七年九月二十五日発行

平成七年九月二十日印刷

平成七年版連句年鑑

定価二︑五○○円

編集人代表字咲冬男

五○一四九○七
五○一四九○八

連句協会

発行所湖横浜市鶴見区生麦三ノー六ノ六
新盛油槽船㈱内土屋実郎

電話○四五
ＦＡＸ○四五

財印刷局朝陽会

印刷所Ⅲ東京都北区豊島四ノニノ四

電話○三 三九一三 五五二六
ＦＡＸ○三三九一三五五三○

郵便振替で送金して下さい︒

★ご注文の方は○○一九○︲三九○○二四番︵連句協会︶宛

