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第十四回連句協会全国大会

平成七年六月二十五日︵日︶十一時より東京赤羽・北区

区民会館大ホールにて標記の大会が開催され全国各地より

約百二十名が参集した︒第一部は上田渓水副会長の司会︑

宇咲冬男副会長の開会の辞︑今泉宇涯会長の挨拶︑土屋実

郎理事長による事業報告・決算報告に続き︑前会長大林杣

平顧問が功労者表彰を受けられた︒引き続き連句協会賞の

発表と表彰︒受賞は西幾多捌き﹁鏡凪﹂︑戒能多喜捌き﹁寒

椿﹂︑磯直道捌き﹁時烏﹂︑寺岡情雨捌き﹁星月夜﹂︑原田千

町捌き﹁伎楽面﹂の計五編︒

講演は岐阜大学名誉教授鈴木勝忠先生による﹁連句と雑

俳・点取り俳譜﹂︒兎角見過ごされ勝ちな雑俳の含蓄を再認

識し︑興味深い内容であった︒昼食休憩時にはアトラクショ

ンとして﹁二見がえる﹂﹁伊勢音頭﹂が披露された︒

連句実作では昨年同様くじ引き配席による二十一席が一

期一会の付け合いを交わした︒途中新庄からの﹁とろり﹂

の酒の封が切られ席のムードも高まり次々と作品満尾の拍

手が起きた︒第二部懇親会も各地からの活発でユーモアあ

ふれる挨拶が続き︑近松寿子副会長の閉会の言葉を以て大

会を閉じ︑またの再会を約して散会となった︒︵太郎︶
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第十回国民文化祭栃木妬連句大会

に︑会場から惜しみない拍手がおくられた︒二席は︑サン

パウロ在住の増田恒河氏捌きの﹁このふたり﹄の巻で︑連

係わる連句Ｉ芭蕉・巴人・蕪村を訪ねて﹂︒知られざる栃木

講演は︑栃木県連句協会員の江連晴生氏による﹁下野に

句の国際化をまざまざと実証した一瞬であった︒

十回国民文化祭連句大会﹂が開かれた︒栃木県で初めての

平成七年十月三十日︑芭蕉翁ゆかりの地︑黒羽町で﹁第

全国大会は︑各地の連句人三百数十名の参加を得て︑和気

県連句の歴史が︑全国に向け初めて公開された︒その意義
は限りなく重い︒

午後は三十一の円卓を囲んでの実作会︒これは長句十七︑

短句十四音にちなんだもので卓名表示は︑黒羽の町木〃杉″

の間伐材が利用され︑座卓名もおくのほそ道にちなんで︑

﹁ひなの家﹂から﹁虹﹂までが書きこまれた︒

各座とも半歌仙満尾︒連句協会旗が富山県井波町に引き

継がれて閉会となったが︑折りしも会場出口に〃秋の虹〃

が華麗な円弧を描き出し︑別れを惜しむ人びとの感傷をよ
り深いものにした︒

栃木県連句協会が発足して二年三カ月︒大会を成功に導

凸

ぴいていただいた協会の先生方と全国の仲間のみなさん

に︑心からお礼を申し上げたい︒有難うございました︒

︵昌宏︶
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評論

連句における子規と虚子

１序論

松紅花

子規の連句非文学論は有名であるが︑その子規門で︑鳴雪︑碧梧桐は連句に終始冷淡であり︑反対に虚
子は連句に大きな愛着を示した︒

これは子規が小説家たらんとして挫折し︵﹃月の都﹄の不評︶︑鳴雪碧梧桐が小説に関心を示さなかった
のに対して虚子が文章家︑小説家として成功していることと関連があろう︒
軍っ︑ち

芭蕉は︑﹁発句は門人の中予におとらぬ句する人多し︒俳譜︵連句︶においては老翁が骨髄︑と申されけ

る事毎度也﹂︵﹃宇陀の法師﹄︵許六・李由編︶と伝えられている︒芭蕉は名作﹃おくのほそ道﹂他の紀行文

を残しているし︑名文﹁幻住庵記﹂はほとんど十回近くも書き直すという執着を見せている︒虚子も幾多

の小品・長編の名作を残した上晩年﹁虹﹂一連の小説執筆にはこれでもかこれでもかという執念が感じら
れる︒
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村

俳句が十七音で完結するのに対して連句は付句という連想︑飛躍が伴う︒散文作品の構成と同じ工夫が

要る︒ここに︑子規・鳴雪・碧梧桐の三者と虚子との文芸家としての資質の差が見られる︒

２子規の連句観一

子規の連句観として最も知られているのは明治二十六年十一月十三日から﹁日本﹂に連載をはじめた﹁芭

蕉雑談﹂中の十二月二十二日に載った﹁或問﹂︵或るひと問ふと読むのであろう︶中の左の一文である︒

ある人曰く俳譜の正味は俳譜連歌に在り︑発句は則ち其の一小部分のみ︒故に芭蕉を論ずるは発句

に於てせずして連俳に於てせざるべからず︒芭蕉も亦た自ら発句を以て誇らず連俳を以て誇りしに非
ずやと︒

○○００００００００００００○
答へて曰く発句は文学なり︑連俳は文学に非ず︑故に論ぜざるのみ︒連俳固より文学の分子を有せ

ざるに非らずといへども文学以外の分子をも併有するなり︒而して其の文学の分子のみを論ぜんには
発句を以て足れりとなす︒

ある人又曰く文学以外の分子とは何ぞ︒
︑︑︑︑︑︑︑００︑︑○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
答へて曰く連俳に貴ぶ所は変化なり︒変化は則ち文学以外の分子なり︒蓋し此変化なる者は終始一
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
貫せる秩序と統一との間に変化する者に非ずして全く前後相串聯せざる急遼條忽の変化なればなり︒

例へば歌仙行は三十六首の俳譜歌を並べたると異ならずして唯両者の間に同一の上半句若しくは下半
句を有するのみ︒
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ある人又曰く意義一貫せざる三十六首の俳譜歌を並べたるにもせよ其変化は即ち造化の変化と同じ
く荘然漠然たる間に多少の趣味を有するに非ずやと︒

答へて曰く然り︒然れども此の如き変化は普通の和歌又は俳句を三十六首列記せると同じ︒特に連

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
俳の上に限れるに非ず︒即ち上半又は下半を共有するは連俳の特質にして感︑
情︑よ
りも智識に属する者
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
多し︒芭蕉は発句よりも連俳に長じたる事眞実なりと錐も是れ偶芭蕉に智識多き事を證するのみ︒其

門人中発句は芭蕉に勝れて連俳は遠く之に及ばざる者多きも則ち其文学的感情に於て芭蕉より発達し
たるも智識的変化に於て芭蕉に劣りたるが為なり︒

ここで目を惹くのは子規が付合を知識の作業と言っていることである︒言うまでもなく芭蕉の強調した

﹁にほひ﹂﹁ひびき﹂とは前句の情緒・感情を嗅ぎとって付けよということなのだが︒

３子規の連句観二

しかし︑ここにいささか意外な事実がある︒それは明治二十八年十二月二十七︑三十一日の二回にわた

って﹁日本﹂に連載中の﹁俳譜大要﹂に﹁第八俳譜連歌﹂を載せ︑連句の形式をざっと説明し︑実例とし

て召波十三回の追悼会での﹁冬ごもり五車の反古のあるじかな召波﹂を発句とする脇起俳譜を例示し︑
解説している︒一部分を示す︒

泣くノ＼も棺を出だす暮の月自笑前句を只夕暮の淋しき景気と見て此附ありたるならんか但し
田舎にては夕暮に棺を出す処多し此句月を入れて秋季なり
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よからぬ酒に胸を病む秋佳集句の表は悪き酒を飲みて胸わるくなりたりといふ迄なり

されど其裏面にはさらでも人を失ひたる悲みに胸つかえたる頃を焼け酒飲み過ぎて猶胸苦しさょとか
こちたるさまをも見せたり前秋季なれば此句も秋季にて受けたり

小商ひ露のいく野の旅なれや湖柳此句は小商人の旅にてわるき酒など飲みて鯵を晴さんと

するになかノ︲︑胸につかえたりといふなりいづれも秋の淋しき処より案じ出だせるなり此句露とある
故秋季なり

これ程付合の心がわかっている子規が二年前になぜあれ程連句を否定したのであろう︒

この明治二十八年九月に虚子は子規に手紙を出し新聞﹁日本﹂に俳話を載せる決心をし︑以後大いに誌
上に健筆を揮っている︒子規の推挽によるのであろう︒

子規の俳譜大要は﹁日本﹂に二十八年十月二十二日に︑第一俳句の標準が載り以下第二俳句と他の文学︑

第三俳句の種類︑第四俳句と四季︑第五修学第一期︑第六修学第二期︑第七修学第三期と書きつぎ︑最後
が第八俳譜連歌である︒第八だけがつけたり︑の感じがする︒

⁝⁝もしや誰かがゴースト・ライターとなって第八俳譜連歌を書いたのではないか⁝⁝そんな疑がちら
つとするのである︒

もし子規がほんとにこれを書いたなら︑わずか二年前に﹁連俳は文学に非ず︒故に論ぜざるのみ﹂と同
じ紙上に書いた事について一言弁明があってしかるべきではあるまいか︒
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４﹁浅草寺のくさ入Ｉ︑﹂冒頭に連句を

明治三十一年十月︑虚子︵数え年二十五歳︶は雑誌ほと︑ぎすを松山から東京に移した︒その最初の号

第二巻第一号︵通巻では第二十一号となるのであるが︑これを第二巻第一号として東京から出した︒︶に写

虚子生

生文の第一着手として﹁浅草寺のくさみ︑﹂を書いた︒その冒頭に注目しよう︒
浅草寺のくさ入〜
︵一︶垂日１と今了

こ〃︑凸刷川︑ｊ肥１ｆｌ︲﹄ｊが︲Ｉ︾︑﹄１１仙守

﹃続あけがらす﹄に

漁船見えぬ浜の秋風几菫
●●Ｃ■●︒●●●●●●

芒刈て假りに安置す彌陀如来同

国司の情歌に間こゆる月居

といふ両吟中の一節あり︒金龍山浅草寺の昔物語りは如何にと心に尋ぬる時余はこの句を回想せざる

こと無く︑而して此の句を謂する毎に浅草寺草創の当時の面影目に見えて︑それかと許りになっかし
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
きこと多し︒それは観音これは彌陀の︑或は漁夫の網などにやか蛍らせ玉ひけん︑汐風の時には吹き
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
荒る塾てふ芒一坪許り刈り除き︑漁夫か百姓か︑差に五六人もうち集ひて︑今しも安置し奉りたるら
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○Ｏ○００００Ｏ○
しき佛を一人のうち拝みゐる様など︑此の句に就て想像せらる塾ところのもの︑是れやがて浅草寺の
○○ｏＯ００００ＣＯ
縁起絵巻物なるべくや︒

︵ついでながら︑右は﹁ほと︑ぎす﹂第二巻一号より引いた︒毎日新聞社刊﹃虚子全集﹄﹁第八巻写生
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文集こでは
﹃續あけがらす﹄に

漁船見えぬ濱の秋風几菫
芒刈りて候檸に安置す彌陀如来同

国司の情歌に間こゆる月居
といふ両吟中の一節あり︒⁝・⁝：

となっている︒何に拠ったのか不審である︒︶

TR

見る通り連句の一部を引いて書き出している︒これは﹃続あけがらす﹂上巻︑春の部に載る几菫︑月居
両吟歌仙中の表六句目︵楴端︶と初裏の一句目︑二句目である︒

子規一派はすでに蕪村の句に着目し︑松山版ほと︑ぎすの時代から蕪村句の輪講をしているが︑虚子は
蕪村の発句ばかりでなく︑連句もよく読んでいることがこれでわかる︒
しかも
﹁此の句を調する毎に浅草寺草創の当時の面影目に見えて⁝：．﹂

と連句創作享受に必須の連想力︑想像力豊かなことがわかる︒

５虚子の独創的連句観

虚子はそれから五か月の後のほと蛍ぎす第二巻第八号︵明治三十二年五月十日発行︶に﹁聯句の趣味﹂

人ノー

曙一一一

という一文
文を
を載
載抑
せ る︒︵聯の字を用いているのはこの時だけで︑次には連を用いる︶ここで虚子は独創的な
連句観を述べる︒

彼の小説の如きは一人の主人公若くは事件の上に因縁果の糸を辿って行くものであるが︑聯句は其の

因縁果の糸をきってしまって平面的に多くの現象を観察するので︑若し小説の如きものを植物学者が

一本の繊維を取り出だして之を研究するものに比ぶれば︑聯句は植物の茎を横断して細胞の中に埋ま

ってゐる種々の繊維の切口を見るやうなものであるといって差支あるまい︒小説其他あらゆる詩篇と

同じく聯句も亦た宇宙の現象の美的描写なのだ︑唯小説等は縦断的即ち縦に因縁果の糸を辿るに反し
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て聯句は横断的即ち横に各種の現象の切口を各別に観察するに違ひがある許りだ︒

そして︑

．⁝：殊に人事の屈折ある描写などは到底俳句では出来ぬことを聯句では自由に出来すのである︒俳句

が描写し能はざる或詩境を写し得る場合があっても︑聯句を文界の産物として研究する必要を認める
ものは無いのであらうか︒

七句連続作品を挙げて鑑賞称揚している︒中でも濡明烏﹄中の次の二連などは絶讃してい

と書き︑つづいて実作の鑑賞に移り︑芭蕉の﹁春の日﹄一猿蓑﹄から四か所︑蕪村の﹃続明烏﹄から七か所

それぞれ四

ふきいたす菖蒲が軒を忍ふらん几董

○

雨にもならずやがて燈ともす蕪村

る

尺八の稽古ぐるりと並びゐて
賊とらへよと公の鯛
早稲刈て晩稲も得たる心なり
天気のっヌくあふみぢの秋
岳■

酒一斗牡丹の園にそ塾ぎけり良

日は赫変と佳墨をする董

1ラ

翌ははや普陀落山を立出ん村

豆腐に飽て喰ふ物もなく良

﹁雨にもならず﹂以下の句は皆面白い︒一句ノ︑面白くってさうして善く変化してゐるのみならず全体

が庫然としてゐるのは大家の作たることを欺かない︒殊に﹁酒一斗﹂以下の四句は何といって讃めた

ら善からう︑悉く是れ金玉の音だ︒一句ノ︑面白い句は他にも沢山あらうが︑層々積って来てゐる勢

蕪村

がちっとも抜けず︑転々面白い詩境が縦横に描出されてゐるのは独り此篇あるのみといって敢て雪鄙
ではあるまい︒

これは﹃続明烏﹄ 上巻に載る

春興二十六句
菜の花や月は東に日は西に

ー上ノー

良村董樗
良

を立句とする一巻
巻中
中のの初初
言裏 三句目からと︑ナオ五句目から最後︵ナオ八句目まで︶の二箇所である︒
そして次のように結ぶ︒

要するに古人の聯句を読めば執れも面白い︒其の面白さは俳句の面白さともすこし変ってをる︒半は

句々変化の塩梅にあるのだが︑半は俳句では描き難い詩境を描き出すところに在るのだ︒聯句は果た

して文学的のもので無いといふ批評の下にいつ迄も軽蔑され終るべきものであらうか︒是が本論の趣
一忌で主める０
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そしてその号には松瀬青々︵この頃ほと塾ぎすの編集を手伝っていた︶との両吟半歌仙を載せている︒

々子

聯句
大根の花や雲雀は雲の中
京へ流る湧春の里川
暮遅く時計の六時今鳴りて
捨んとしたる歌はよき歌
高殿にうたげの灯月更けぬ
狐鳴くなる瓢箪の蔭
すこし吹きて二百二十日も過ぎに識︶

隣の三味に雨を占ふ

むっかしき謎解きかねて涙ぐみ
紅毛船の今かつくらし

青子青子青子青子青虚

敵持つ身は暫くも住つかず子
ふとわらはやむ秋の山本青
萩に散る露の雛の有明に子
かシリし罠の鹿逃れけり青
愚かなる一人の兄にかしづきて子

市の壌のたまる板敷青
うち立つる凱旋門を花の山子

田横化して鶉とぞなる青

一本の繊維をとり出して研究するのが小説で︑茎を横断してその切口を研究するのが連句であるとする
この独創的連句観は五年後の﹁連句論﹂の中でさらに拡充して説かれる︒

６子規の連句観三
﹃俳譜三佳書﹄の子規序

明治三十二年十一月号ほと蚤ぎすの巻末にほと塾ぎす発行所編纂﹃俳譜三佳書﹂全壹冊十二月五日発売︑

と広告が出ている︒そしてほと塾ぎす十二月号に開巻第一ページから﹁俳譜三佳書序獺祭書屋主人﹂と

題する長文の序が掲載された︒三佳書というのは芭蕉の﹃猿蓑﹄と蕪村の﹃綜醗壁曇﹃毒曇躍訴﹄である︒

﹃猿蓑﹄は周知であるが元禄四年二六九二刊︒発句が冬・夏・秋・春の順に四巻︑連句が歌仙四巻︑巻

−19−

きと︾つ

六に幻住庵記他︒﹃続明烏﹄は安永五年二七七六︶几董編︒上巻に春・夏の発句一九八と連句六巻︑下巻

に秋・冬の発句二一八と連句六巻を収める︒﹃丑曇睦寄﹄は天明三年︵一七八一三刊︑脇起俳譜五歌仙と発
句からなる︒いずれも発句と共に連句にも力を入れた集として有名である︒

さて︑その﹃俳譜三佳書﹄の序で子規は猿蓑の発句に力を入れてその解釈をしているだけで続明烏︑五

車反古ではその発句が印象明瞭で言いまわしが気が利いていると言うが︑一々例を上げて説いてはいない︒

そして連句については末尾に数行を費しているだけである︒その末尾を左に訳す︒連句についての数行の

他にその前後をいささか多く引くのは︑そこにいささか考究すべき問題があるからである︒

それは猿蓑時代には俳句が僅に出来上ったといふ場合であるから︑巧拙の標準でも精密に論じるとま

だぐらノ︑と定って居ない︑言葉の上にもいくらか研究の足りない処がある︒それがために猿蓑の編

者はいたく心を勢した︒けれども蕪村時代には最早標準も確立し経験も積んで居る事だから句の取捨

に蹟路して評議を凝らすといふ程の事も無かったらうと信ずる︒それでどっちが句が揃ふて居るかと
いは塾無論続明烏五車反古の方が句が揃ふて居る︒

此等の集に出て居る蕪村の句は固より面白いが︑さりとて蕪村の句が独り目立って居る訳でも無い︒

蕪村以外の句も大方は皆蕪村らしいので︑信玄が八人並んで居るやうな心持がする︒

俗句を以て有名なる孵蔑千代の句も一たび此集に入ればいくばくか蕪村的に見えるからをかしい︒

自分は連句といふ者余り好まねば古俳書を見ても連句を読みし事無く又自ら作りし例も甚だ稀であ

る︒然るに此等の集にある連句を読めばいたく興に入り感に堪ふるので︑終には︑これ程面白い者な
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らば自分も連句をやって見たいといふ念が起って来る︒

最後に一言して置きたいのは︒此三佳書は原本が皆京の出板であるといふ事である︒元来俳書は京よ

りも江戸の方に好著述が多いのであるのに︑其粋を抜いた三佳書が皆京の産物であったのは偶然の事

であらうか︑或は偶然で無い訳があるであらうか︑姑く記して後の人の判断を待っ事とする︒

右に記した末尾の文章の中︑

﹁然るに此等の集にある連句を読めばいたく興に入り感に堪ふるので⁝⁝﹂

の数行は注目すべき内容である︒これだけ言うならばなぜ長々と猿蓑の発句を鑑賞した本文中にその付合
の面白さを例を上げて記さなかったのか︒

﹃俳譜三佳書﹄はさきにも述べた通り発句もさることながら芭蕉門︑蕪村門の共に連句の代表作たる名作
が収められている︒

序文というのは一種の宣伝文である︒その宣伝文中に連句の宣伝がないのは片手落ちなのである︒
ここでさらにミステリーが加わる︒

この俳譜三佳害序は講談社刊﹃子規全集﹄第五巻に収められている︒その末尾に編集者の注がある︒

︹編注本章は子規自筆原稿が四百字詰原稿用紙十六枚分現存し︑これを底本とした︒これは︑本巻

三八四頁二行目第一字までに当たる︒以後文末までは﹁ホトトギス﹂を底本とした︒︺

右に言う﹁本書︵つまり子規全集第五巻︶三八四頁二行目第一字までとは︑右に引用したはじめの方の
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﹁評議を凝らすと﹂の﹁と﹂のところまでで︑今かりに傍点を打っておいた︒そこまでは子規自筆原稿が現

存していて編集者はそれに拠った︒それ以後︑つまり最後の一枚ないし二枚は現存していないのである︒

それでほと︑ぎす明治三十二年十二月号に載る﹁俳譜三佳書序﹂によった︑というのである︒

どうしてそういうことが起こったのか︒推理をしてみれば︑子規から届いた﹁序﹂の中に連句のことが

書かれていない︑そこで最後の一枚にほと︑ぎす編集者が急拠二︑三行を書き加えた︒そう考えることは

できないだろうか︒だとすれば子規直筆原稿の最後の一枚の欠けている理由もわかる︒あるいは︑﹁こう書

き加えたが諒承してくれ﹂とその一葉は組版後に子規の許へ送られたか︒雑誌発行という仕事は昔も今も

時間に追われるもので︑書き加えたものを子規に見てもらい︑それから印刷所へ廻すという余裕はなかっ
たのであろう︒

７連句は遊戯文字で無い︑と
たった一ひ毒嘩ふてたべ

明治三十二年五月号﹁ほと︑ぎす﹂に虚子は﹁聯句の趣味﹂を書き︑同じ年の﹁ほと︑ぎす﹂十二月号

には獺祭書屋主人︵子規︶が﹁俳譜三佳書序﹂の中に﹁⁝⁝連句を読めばいたく興に入り感に堪ふるので︑

後には︑これ程面白い者ならば自分も連句をやって見たい﹂という意外とも不思議とも思える文を書いて

から五年の月日が経った︒その間に子規は一度も連句をやった形跡もなく三十五年九月十九日に世を去っ

た︒ほと︑ぎすの売れ行きは落ち︑虚子は碧梧桐を介して塩谷鵜平から五百円︵今日の五百万円に相当︶
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を借りて苦境をしのいだ︵拙稿﹁明治三十六・七年の虚子と碧梧桐ｌ虚子の苦境を救う碧梧桐︿﹁雪﹂平八・

一︑﹁晴居﹂平八・六︶︒しかしほと︑ぎすは折からの日露戦争の勃発で満鮮在住俳人あるいは出征した俳

人たちからの寄稿で活気をとり戻し売れ行きが恢復したかと思われる︒明治三十七年九月一日に虚子は鵜

平に全額を返済している︒その三十七年八月号に虚子は連句について実に五年ぶりに沈黙を破って次のよ
うに聿冒いている︒

俳 話 ︵六︶虚子
連句

俳句復興の明治の文壇で多少疑問の中に残されてゐる者は連句である︒子規子は殆ど遊戯文字として

これには重きを置かれ無かった︒時に連句亦た面白いものであるとか︑軽んずべきものでは無いとか

いふ議論をする人もある様ぢやが別に高論卓説にも接せぬ︒子規子の遊戯文字なる断案に対し

乙購霞か議論を試むるものも無い︒今日の有様では先づ連句は遊戯文字といふ事が最後の鉄案なるか

の観がある︒而も連句先生其自身は此断案に対して不平で︑嶬呼この広い俳壇に誰も我が為めに三一口

の弁を費して呉れるものは無いのか︑連句は遊戯文字で無い︑とたった一言いふてたべ︑万一遊戯文

字で無いといふ事がどうしても出来無いのなら何とか一変化を試みて遊戯文字で無い堂々たる立派な

文学にするには斯うしたらよい︑斯うしなさい︑と手引をして呉れる者は無いのか︑其も出来ないの

なら責めて元禄以後古人が汗水たらして作った連句を今少し熱心に研究して見てはくれまいか︑さう

して全体は遊戯文字ぢやが斯くノ︑の点は遊戯文字ぢや無い︑おかめではあるが生え際だけはよいと
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いふやうな事だけでもいふては呉れまいか︑少しもそんな事をいふてくれず徹頭徹尾遊戯文字にして

のけられるのが心外ぢや︑など蚤不平たらノ︑︑鳴呼世間はつらいノ︑︑いっそ華厳の瀧壷にせうか

浅間の噴火口にせうか︑去り嫌いの点ではどちらがよいか︑など参︑一方俳句の全盛に業を貢やして
不遇を嘆じてゐるかのやうに余が眼には見える︒
連句に就ての片々たる議論一篇次号に於て諸君の清覧を煩すこと蛍せう︒
俳体詩

梢連句を変化さした一新詩体を創めて見るのも善からうと思ふと漱石子にいふと︑漱石子は︑それは

善からう︑俳体詩とでもいふものか︑といはれしより暫く俳体詩の名を冠すること参する︒但し俳体

詩は未生児である︒これから生れやうといふやつである︒まだ虫のかぶって来ぬうちに先づ名が附い
たといふ格である︒其後漱石子より手紙来る︒
離別

錘ふなかれ長き別れと
︵悪の間も長きは別れ

水落ちて鮎瀝びぬるを
眉落す月こそ憂けれ

舞ふくくも袖短くて
縮れたる柳ちりか︑
盃に泡また消えて
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酒の味苦きか今宵
詩成れども唱へかたし
これは俳体詩にはならぬか︒わからぬ処が面白い︒如何︒
其後又手紙来る︒

先日四方太を訪ふ︒お互に愚痴をこぼして別る︒四方太桃を喰ひ漱石サイホンを呑む︒
俳体詩はいまだ出来ぬにや︒

朝貌や売れ残りたるホト︑ギス
尻をからげて自転車に乗る﹂

四方太は月給足らず蕊に籠り
新発明の蚊いぶしを焚く﹂

来年の講義を一人苦しがり
パナマの帽詮感嘆きやむ﹂

凉しさ窺襟古びたるハイカラー

返事︒

雨読会心大糞をひる﹂

漱石の俗受論に敬服し
写生文集明け易きかな﹂

自転車で飛ぶが如くに坂を下り

−2ラー

蓮を称する不忍の闇﹂

其後漱石子来訪︒折ふし雨盆を覆し神鳴りはためく︒

大空を大地に落す五月雨虚子
虚子

夏日漱石窓に頬杖﹂同
黒雲を横ぎり過ぐる物の音

伊勢の神鳴叱瀞猛曜落っ﹂同
無人島の天子とならば涼しかろ漱石

へ／

独り裸で据風呂を焚く同
いづくより流れよりけんうつる船虚子

大き過ぎたる靴の片足漱石
提灯のやうな鬼灯谷に生え虚子

河童の岡へ上る夕暮﹂漱石

以上俳体詩といふべきものか︑いふべからざるものか︒斯んな出鱈目を臆面も無く並べ立て︑居るう

ちに︑本統に虫がかぶって来て玉のやうな俳体詩は生れ出る事と信じ壱娠僅とし︶

８堂々︵四百字詰︶百二十枚の﹁連句論﹂

その一名称﹁連句﹂と時空を徹した人生の縮図説
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前月号で虚子が﹁片々たる議論一篇次号に：⁝・﹂と書いたその片々たる︵？︶議論が次号に載った︒ほ

と︑ぎす第七巻十二号明治三十七年九月号である︒この号は例月とほぼ同じく六十三ページであるが︑巻

末に本体を越す七十二ページの附録︵﹁連句論﹂および﹁芭蕉翁附合集﹂︶をつけ堂々百三十余ページの大
冊である︒

要らざることを書くようであるが前年明治三十六年五月二十四日には経済的苦況に陥り五百円という大

金を地方の一俳人から借りたほと︑ぎすが一年半後には堂々と倍大号︵もちろん誌代も倍︶を出せるほど

に勢をもり返したのである︒虚子のこの大作﹁連句論﹂もその勢の結果であろう︒

つフ

さらにはその附録の芭蕉翁附合集は蕪村の編んだもので芭蕉連句の中から︑たとえば︑

名はさまか︑に熾識る雨
刈遮に諏訪の織瀞の鑓酢箒

中にも読の高︵蓮と誤る︶き山伏翁
︵ふりがな村松︶

というように三句にわたる付合を拾い出したもので芭蕉連句の粋を集めたものである︒虚子は連句の面白

﹁連句論﹂に戻ろう︒とてもとても﹁片々﹂などというものではなく百二十枚にも及ぶ大論文であ

さを説く時︑かならず実例を提示する︒蕪村もまた同じで︑実例によって芭蕉連句の面白さを説いたもの
である︒
さて︑
ブ旬○

ームノー

冒頭に虚子は
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
余が今髪に連句といふのは所謂俳譜連歌の事である︒
と雲冒ノ︑︒

これまで﹁俳譜の連歌﹂と呼ばれ︑また自らは五年前に聯句と呼んでいたものを﹁連句﹂と命名しよう

と提案するものである︒そして︑その連句という命名について︑次のように説く︒

俳譜といへば俳譜連歌の事である事はいふ迄も無いが︑此明治の俳運復興以来文学者仲間には俳譜

連歌は殆ど棄て塾顧みられ無いで︑同時に発句が俳句と呼ばる参やうになって︑俳譜といふ二字が殆
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
ど俳句といふ事と紛らはしくなってしまった︒其処で所謂俳譜の発句といふべきを譽して俳句といふ
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
が如く︑俳譜の連句といふべきを害して連句といふ方が俳句に対して裁然と区劃が立つやうに覚えら
れる︒

﹁連句﹂という名称はここに誕生した︒

○

そしてこの文中に５虚子の独創的連句観で触れた一本の茎の横断面即連句説を一層説得的に左の様に説
ノＬ︑

００○０００００００００○○００００○○○０００００○○ＯＯ００００○○○○００○○Ｏ
試に地球の運動が或一瞬間にぱたりととまったとして見る︑其一瞬間の人間の状態は千差萬別思ひ
○００ＣＯ０００００︒００００００○○００００○○００○○００○○００ＣＯ００００Ｏ○Ｏ
ノ︑で恰も大いなる一の連句ともいへる︒ヴエスビュース山の灰の下に埋まった彼の人此の建築は何
○００００Ｏ○００００００００００○０００００００００Ｏ○００○○００００００○０Ｏ○０
百年の昔を今日に留めた一の連句である︒時の流れが知るべからざる過去より知る可からざる未來に

−28−

００００００○○００○０００００○○００○○００Ｏ○○○００００００００００００００
流れて居る︒恰も之を天空より地軸にかけた梯子と見たらよい︒忽として其梯子を徹し去れ︑神武天
０００Ｏ○００００００００ＣＯＣＯ００００ＯＣ００○○００○○０︒○０○○００００００００
皇も武内宿彌も安部の仲麿も紫式部も承久の飢も四條河原のお國歌舞伎も函館の戦も遼陽の戦も皆こ
０００○○００００００○○００Ｏ○００００○○００００００００００○○○○００００○０Ｏ
ろノ︑と同じ地上に落下し來ってこ皇に一巻の連句が出來る事になる︒連句は時間を徹し空間を徹し
○００００００００００○０○０００○０ＣＯＯＯ００００００ＣＯ００００ＣＯ００○○○
た宇宙︑人生の一大縮圖である︒試に時間を徹し空間を徹した宇宙人生を見るがよい︒其虚に果たし
０○○００００００００００００００００００００００○○００○○００００００００○０００Ｏ
て小説家が描くやうな一人の運命一事件の葛藤が大問題たる事を得やうか・其は一繊維の研究である︑
００００００００００００００○○００○○００○○○○○○００○０００ＯＯ○０００○０Ｏ
一細胞の研究である︑顕微鏡下の仕事である︒時間を徹し空間を徹して古往今來のあらゆる出來事を
０００Ｏ○○○○０○○００００００○○００○○００００００００○０００００００ＣＯ００
一幅の書圖中に収めるのは樹幹︑草根を一刀雨断して其断面を見るのである︒連句は正に斯の如きも
００００Ｏ
のといへる︒

その二子規の連句否定論を詳述

そして次に俳句が隆盛であるのに﹁連句﹂が未だに世人に迎えられないことを述べる︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

俳句復興以来既に十年︑俳句の運命は浸々として旭日の勢があるのに反し︑連句の方は全く文学社
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
会に忘却されてしまって更に之を一顧するものも無い︒唯例の月並宗匠輩が貴人富豪の席に召されて

俗悪の句に長い棒を引き︑何々講習会とかいふものに山がた︑杉なりの月並的用語を解釈するものが

あっても︑其は文学社会と何の関係も無い︒殊に我年若き俳人諸君の如きは連句非文学といふ一語に

喝し去られて︑古人の句集を繕く場合にも連句のみは飛ばして読み︑古人の俳論を読む時にも連句論
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のみは棄て塾顧みないという始末ぢゃ︒其も其筈で︑先輩子規は其俳句に対して幾十万言を費したる

に拘
に
拘ら
らず
ず︑︑連句に対しては﹁俳譜大要﹂の巻末に僅に数頁の喜解を試みたると︑其﹁芭蕉雑談﹂の﹁或

問﹂中に
・・・⁝ある人曰く俳譜の正味は．⁝：︵ここには以下を略す︒本稿２参照︶

つまりまず子規の連句非文学論を紹介する︒

ここで後世の史家がとまどうことは子規が生前二度﹁連句は面白い﹂と言っていることを虚子が殆ど無
視している点である︒二度の中の一つについては︑

﹁俳譜大要の巻末に僅に数頁の略解を試みたる﹂︵本稿３子規の連句観二参照︶
と書いているが︑それだけである︒

他の一つは﹃俳譜三佳書﹄の子規序の中にある︒
﹁⁝：．これ程面白い者ならば自分も連句をやって見たい⁝⁝﹂

という数行︵本稿６子規の連句観三︶であるが虚子はそれに触れてさえいない︒
これらはまさに︑

﹁おかめではあるが生え際だけはよい﹂

とほめていることばなのだから︑ふつうなら虚子は喜んでとり上げるところであるが︑不思議である︒

本稿がさきに疑ったようにこのこと︵虚子が敢て触れないこと︶が却ってそれが虚子の加筆であったろ
うことを吾人に思わせる︒
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その三鳴雪の連句否定論を詳述

さて虚子は子規の連句非文学論︵本稿２子規の連句観︶を紹介した後内藤鳴雪の﹁俳句独習﹂の中で

の連俳︵連句のこと︶批判の長々とした文章の全文を引用する︒それは連俳には一定の着想がない︑何ら

の由縁もない事を接続して行く．：⁝殆ど是れ夢を見るが如く又狂人の精神が変化する如きものである︒文

字ぐさりのようなものである︒また一人で作る俳句より数人で作る連句の方が面白いというのも知識の面

白みで︑美の面白みではない︑という論旨である︒虚子はこの全文を引用した後︑

﹁と大々的痛棒を与へて居る︒碧梧桐に至っては未だ連句に就て何の語る所も無い︒これでは若い俳人
諸君が連句に冷やかなのもふしぎはない︒﹂
と虚子は言う︒

その四実例︵﹁市中の巻﹂前半︶の面白みを説く

虚子はこの子規鳴雪両氏に反論し連句の面白味を説こうとする︒しかし︑実例を離れて空論を以てして

も意味はないから実例をとってその解釈を試みる︑として﹃猿蓑﹄中の﹁市中は﹂の巻を挙げ︑その一句
一句を詳細に解説する︒これが空埋空論を嫌う虚子の戦法である︒

そして︑もっと目を引くのは

振売の雁あはれなりえびす講芭蕉
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ではじまる歌仙の解説をし︑その面白みを説くのに挿絵を用いていることである︒二︑三を例示しよう︒

聲︐かけて

ジー

網の者近つき舟に

一八日

星さへ見えず二十

−ｽフー

んを吹消して

明しらむ篭てうち

肩癖にはる湯屋の
一言謹不

納買のセツ下りを
一音づれて

塀に門ある五十石
取
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その五連句は小さなアラビアンナイト︑三句の渡りの面白さ︑結語

子 規 が ﹁﹁
連連
俳俳
にに
貴貴
ぶ
ぶ
弄
所 は変化なり︒変化は則ち文学以外の分子なり︒⁝⁝﹂鳴雪が﹁其変化たる何の関

係も由縁もない︒⁝⁝﹂

という批判に対して︑虚子は本稿５﹁独創的連句観﹂で紹介した﹁植物の茎の横断﹂説をさらに拡充し
て説くが︑少し特異な例も持ち出す︒

００◎０００００００００００００００○○︒○ＣＯ００○○○○Ｏ○○○○０ＯＯ
他の文学にして連句に比すべきもの唯一のアラピアンナイト物語り位のものであらう︒此物語りは

或一人の話しのうちの一人が又話しをし︑其話しのうちの一人が又話しをし︑其話しのうちの一人が

又話しをし︑其話しのうちの一人が又話しをし︑だんノ︑に前の人は其の話しに関係の無い事となっ
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
てしまうので︑はじめこれを一貫した物語りとして読んで行くものは其夢の如きに失望せずには居ら

れぬ︒しかも後之は唯作者が数多の物語りを排列するに一種の手段を用ゐたもので其の面白味は一個
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
ノ︑の物語りの上に在る事を知ったなら︑其失望は忽ち消えて却って其手段の珍らしきを喜び︑且つ
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
甲の物語りより乙の物語りに移る移り具合︑いづれもの物語りが其々別趣味を有してゐて更に重複の
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
ない処などに多大の趣味を感ずるやうにならう︒連句は小なるアラピアンナイトともいへる︒

そして︑さらに進めて︑連句の三句の渡りの面白さを説く︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
殊に俳句が極めて短い詩でありながら季の者で起こす連想で比較的深い感興を興こし得るが如く︑
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００００００○○○○００○○００００○○○○○○ＣＯ００００００Ｏ○００００００００○○
連句中の或一句は其前後の句の助けを借りて単に一句の雑の句を見るよりも遙に多大の感興を起こ
０００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００Ｏ○
す︑此の前後の二句が中の一句の感興を助けるといふ事は連句の一大特性であって︑短詩形の人事詩
０ＣＯＯＣＣＣＣＣＣＣＣＯ００
としてよく成立し得る所以である︒

子規が﹁連句の変化は普通の和歌又は俳句を三十六首記せると同じ﹂と言ったことに対しては︑連句の

特色は︑その前後の句に助けられて連想を豊富にする点にあり︑子規の論は当らぬと言う︒また鳴雪が連
句は﹁文字ぐさり﹂の如きものだと言うのに対して︑
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︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
鳴雪翁の連句論は徹頭徹尾連句を軽蔑し去っての説であるから其文学的価値を認識せんとする余から
見ると殆ど連句を解せざるもの蛍説ともいひ度くなる︒

と切って捨てる︒

そして︑三句の渡りの面白さを説くのに︑蕪村の﹃芭蕉翁附合集﹄の全文復刻をするのであるが︑その

慧眼には感嘆する︒周知の様に蕪村は芭蕉連句の中から三句の渡りの手本とすべきものを集め︑

しづかに酔て蝶をとる歌

可可

殿守がねむたがりつる朝ぼらけ
はげたる眉を隠すきぬ人︲︑

,公、

からはじめて約二百例が示されている・蕪村は︑﹁はいかいの継句をまなばんには︑まず蕉翁の句を暗記し︑

付三句のはこびをかうがへしるべし・﹂と序に書いている︒そこに直ちに共鳴してこれを翻刻する虚子の明
敏さに驚く︒

結語

この後︑ホトトギスには﹁連句﹂︑俳体詩︑二句の連句等の実作が載るようになり︑昭和十三年には長男

年男に﹁誹譜﹂︵年二回刊︶を発行させることになる︒それらについては改めて考察する機会があろう︒こ

の稿では子規とのからみにおいての虚子の連句観を検討した︒︵終り︶
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評論
連句碑建立に寄せて

松永静雨
﹁十三夜の巻﹂連句碑の建立について書こうと思う︒それ

尾静光句集﹂︒﹁草茎歳時記﹂﹁草茎季寄せ﹂連句集﹁百千烏﹂
等多数︒

昭和四十二年十月例会が終った夜の静光先生は︑上機嫌で
あった︒

乾杯の酒を少し召されて︑それでは句相撲でもやろうか︑

と言われ︑私達は例の如く︑向かい合った者同志で和気蒻々

の句相撲となった︒その夜帰宅した私は︑東京の零雨先生

に手紙を書いた︒﹁実は今迄家族の者と私が知っている丈

で︑誰れにも隠して居りましたが︑静光先生は胃癌の手遅

れで手術の時はすでに遅く︑残念ながら今年いっぱいは︑

部を創立し︑会員の指導に当たる︒度々宇田零雨先生を迎

昭和十五年三月松永静雨︑吉岡吐月等と共に草茎愛媛支

﹁静雨さんよ︑医者の不養生というか︑もっと早く気付くべ

からの衰弱はいちじるしく︑小生は毎日付きりであった︒

せ致します﹂と︒それから十一月が過ぎ︑十二月に入って

勺マ

には先ず神尾静光先生の事から書かなければならない・

本名神尾耀俳号静光医師
明治四十二年三月南宇和郡御荘町中浦に生まる︒

え︑河中の地で句会︑連句会を開催する︒

きであった・為残した仕事がいっぱいある︒殊に連句をやっ

無理ではないかと思われます︒変った事があれば又お知ら

昭和三十二年松山市持田町にて産婦人科を開業︑これを機

て置きたかった︒連句を頼む﹂と毎日繰り返えされるので

昭和十二年三月愛媛県立湯山診療所々長に就任︒

に松山支部︵松永静雨︑山下絹子︑岡本眸等十数名にて結

あった︒

雨先生のお返事は﹁何とかして︑早く行きたいと思うけれ

奥様と相談して︑二十一日夜︑東京へ電話をかける︒零

成していた︶と合流し︑その中心となって人望を集めた︒
昭和四十二年十二月二十六日逝去
著書には︑句集﹁遍路笠﹂﹁温泉祭﹂﹁花月抄﹂︑﹁定本︑神

ーう／−
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生気が走り︑赤味がさして︑其の目には涙がにじんでおら

お伝えすると︑今にも息を引きとるかに見えていたお顔に

けていてくれ給え︒﹂との事であった︒その事を静光先生に

松山駅着の急行券が取れたのでそれで行く︑何とか元気付

ども︑飛行機も駄目︑新幹線も駄目︑やっと二十三日夜︑

言っている︒零雨氏は﹁泣きながら句を作り合い年逝かす﹂

何とか生きてほしいという気持が痛いほど感じとれた﹂と

例がない︒見舞句はいずれも神尾さんへの真心に貫かれ︑

略︶零雨氏は句会の印象を﹁このような句会は俳譜史にも

死の影の迫りくる病室で例のない決別句会が開かれた︒︵中

翌二十五日零雨先生は三日間に及ぶ見舞の旅を終えら

の句を捧げた︒と書いてある︒

終列車で御来松の零雨先生は︑痩せ細った手を取られて

れ︑万一の場合の事迄も指図され帰京の途につかれたので

れた︒

﹁静光さん死んでは困るよ︒貴男に死なれては僕が困るん

あった︒

翌二十六日二十二時五十七分小生の手を握って﹁連句︑

だ︒しっかり頑張るんだよ︒﹂この劇的な情景には誰も彼も
泣いた︒声をころして泣いた︒息のあるうちに会ふ事が出

俳句を頼む﹂と繰り返し遺言されて眠るが如き大往生で

み︑且つ︑彼の俳譜理念を率直に述べていて︑最後に﹁洛

ある︒この序文のなかに︑彼の春泥舎召波の死を心から悼

蕪村の﹁舂泥句集﹂の序文は︑かねて私の愛調する文章で

序

定本︑神尾静光句集の序文には︑

零雨先生の御温情は筆舌に尽せる事ではないと思う︒

四十三年春納骨の際には︑南予家串へ迄おいで下さった

あった︒

来た喜びの涙か︑それとも悲しみの涙であったか︑今以て
わからない︒

昭和四十二年十二月二十四日の愛媛新聞には︑
﹃悲痛の決別句会

一日一句は己がいのちよ年の暮静光
胄癌の神尾さん恩師らまくらべで﹂と言う見出しで写真
入りの五段抜きで次のように報じられている︒
癌にむしばまれやせ細った身体を病床に横たえる一俳人
の願いが実現︑俳誌﹁草茎﹂主宰︑宇田零雨氏を迎えて︑
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下の夜半亭に於て︑六十二翁蕪村書﹂と書いているのであ
プ︵︾Ｏ

﹁をしむくし︑一旦病にふして起っことあたはず︑形容日々

も︑なみなみのこととは思われない︒私の場合は﹁東都の

沈々亭に於て︑六十二翁零雨書﹂と書かなければならぬの

か︒たぐノ︑︑わが泣く声に塚も動けと嘆くのみである︒

昭和四十三年三月文学博士宇田零雨﹂この序文は何

度読んでも︑何時読んでも涙がこみあげてくるのである︒

にかしげ︑湯薬ほどこすべからず︒あらかじめ終焉の期を
さし︑余を招いて手を握りて曰く︑恨むらくは実とともに

偉大なる先輩神尾静光先生を失った私は嘆き悲しんでい

るいとまはなく︑茨の道が待ち受けていたのであった︒

流行を同じくせざることをと︒言終って涙潜然として泉下
に帰しぬ︒余三たび泣いて曰く︑我が俳譜西せり︑我が俳

肝臓︑心臓︑糖尿︑と体調を崩して︑入退院を繰り返しつ

あれから三十年︑長いとも短いとも思える年月であった︒

何という因縁であろうか︒昨冬十二月二十五日︑私は神尾

っの修業であった︒

譜西せり﹂

静光氏の生前の最後のねがいは私に会いたいことだという

つある︒それは︑

現在松山に︑草茎系で師系宇田零雨を名乗る連句会が五

される前日であった︒氏は私の手を握って三十余年の思い

草茎松山支部︑松山連句教室︑興聖寺連句会︑宇宙連句会︑

ことを聞き︑松山へ行って氏の病床を見舞った︒氏の逝去

出を語り︑恨むらくは私とともに︑草茎の俳譜運動をつづ

これにはそれぞれ責任者が決めてあり︑私が何時什れて

清流連句会︑である︒

いま﹁定本︑神尾静光句集﹂の序文を書こうとして︑私

も構はい様にしてある︒皆﹁草茎﹂同信であり︑零雨門な

けることのできなくなったことを泣いて訴えたのである︒

は蕪村の序文をかなしくも思い起こすのである︒蕪村は召

のである︒

た︒ところが︑危険をおかして迄手術するよりも︑投薬で

昨年六月の入院は︑心臓の手術を受ける為の入院であっ

波の死によって﹁我が俳譜西せり﹂と嘆いたが︑私もいま
心の底から﹁我が俳譜西せり﹂と思うほかない︒
さらにこの時の蕪村の年齢と︑私の今年が同じであるの
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治療をする方がよいと言う説明で退院したものの或る危機
感を感じたのである︒これではいけない︑生命のあるうち
にと︑﹁愛媛昭和連句草創の地記念碑﹂と﹁相逢うて酔ひを

覚えず 十
十三
三夜
夜宇田零雨﹂の脇起歌仙碑の建立を思い立つ
たのであった︒

建立の為には︑如何なる事が起きようと︑誰が反対しよ
うと︑必ず建立しようと言う命がけの決心であった︒この
決意は少年の日から今日まで海山の御恩になった零雨先生
への万分の一の御恩報しであり︑静光先生との約束を果す
一箏でも王めった︒

この気持ちに御賛同下さった大勢の方々のご支援とご協
力により予定していた物よりもはるかに立派な碑が出来上
がり感謝︑感激ひとしおである︒
草茎の平成八年三月号の巻頭句の評の中の一節に︑﹁思え
ば六十余年の絆︑静光の静と零雨の雨を採って俳号とした
のであった︒﹂とある︒温情溢るるお言葉の意にそうべく果
てなき俳譜の道を歩み続ける事を約し先生をはじめ皆々様
の御恩情に報いたいと思う次第である︒
平成八年五月二十二日
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評論

ｌ
Ｉ
一九九一年度行った作法・

式目に関するアンケート報告

名古則子

連句は一貫したテーマも筋も持たず︑終始転ずることを
旨として︑人間及びそれを取巻く森羅万象を︑複数の連衆
で詠い上げる詩である︒この骨子は︑突如大天才でも現れ
ないかぎり︑当分は変らないだろう︒ところでこの連句の
本質を支えている作法・式目は︑変らないものだろうか︒
逆にもし︑作法式目が変ってしまった時︑連句の本質は存
在しなくなるのかという疑問が生じてくる︒

が︑先生とても︑今︑直ちに︑式目・作法を捨ててしまえ

と言われているのではないと思う︒長い間︑ルールと︑本

質とは噛み合いながら︑今日に至り︑或意味ではその一枚

岩の上に腰を据えているからこそ﹁無用﹂と言い得るので

はないかとひそかに反論した次第である︒

しかし︑時代は急速に変化して行くものだ︒近年︑この

ルールが煩瓊であると感じる人々も出始めているのではな

いか︒例えば︑初心者には最初から︑ルールを煩さく言う

と︑それだけで逃げ出されてしまう等の声も耳にする︒

連句協会が出来︑各地で連句実作会が行なわれるように

なった︒且ては宗匠若しくは︑結社主幹を中心とする一地

域の集団であったものが︑開かれた場で交流するように

なった︒それによって︑守り伝えて来たルールも︑少しづ

っ変って来たのではないか︒

近年は︑時間がないからという理由で︑連句の短型化が

進んでいる︒私はひそかに︑意地悪く︑それは時間のせい

ではなくて︑現代人は︑心慌しく︑せっかちで︑こらえ性

このアンケートに対して︑暉峻先生は︑﹁三十六歩進む心
を守れば式目無用﹂として︑細項目の記入をされなかった︒

がなくなっているからなのだと思っているのだが︒

ともかくも︑短型化していることは事実なのだ︒結社の

これは︑枝葉末節のみを詮索するあまり︑根幹を見失なう
という︑パラドキシカルな警告と受け取らして頂いたのだ
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中には︑独自に短型連句を考案し︑一般的にも認知される
ようになった︒しかし︑今のところは︑歌仙のヴァリエー
ションに過ぎない︒従って︑基本的な考え方やルールは︑
歌仙の借りもので間に合わせているのだと思う︒
将来短型が短型としての美学を確立するであろうから︑
当然それに相応しい理念やルールを生み出すことシなるで
あろう︒そして︑それは歌仙形式の連句の中に逆流して来
ることもあり得る︒

我々の身の廻りは︑より相対的により流動的に変って行
くものである︒

連句に於ても然り︒そこで︑連句協会としては︑今︑歌
仙が︑およそどのようなルールで興行されているかを記録
しておきたいと考えた︒このアンケートによって︑連句協
会が統一的︑基本的なルールを作ろうなどという愚かなこ
とをするものではない︒

何十年か経った時︑連句は化石のように今の形をとぐめ
生き長らえているのか︑又は︑斬新なルールでいきいきと
生存しているか︒その証しのために︑アンケートを行った
のである︒

アンケートの結果は別紙の通り︒

ところでこの結果の表の中に︑当初配付された用紙には

なかった項目があることに気付かれたかも知れぬ︒

アンケートの項目は︑設定者からすれば︑現実を確実に

把握し得るように︑回答者にとっては︑迷わず回答し得る

ように設定されねばならないのだが︑このアンケートの問

では不足と思われた方が多いらしく︑欄外に︑種々書き添

えられた︒当方としては︑微細にわたっては︑回答者が記

入しにく鼻︑アンケートも混乱するのではないかと︑考え

て作ったのだが︑切捨ててしまった部分もあったと反省す

るものである︒そこで欄外記述も回答として組入れた︒従っ

て項目が増加した︒この項目があれば︑自分も記入したで

あろうという方があるかもしれぬ︒アンケート書式に不備

のあったことをお詫びする︒

回答は︑作法の部については︑それなりの結果が得られ

たのだが︑式目の部では︑設問についての錯誤があり︑又

未記入が多く︑資料とはなり難い結果となった︒

◎錯誤の大きなものは︑連続句数︑句去り共通に．巻に
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ろう︒

の連続句数に１〜５句という記入︒これは明らかに錯誤だ

何句出すか﹂と取違えられたものが見られる．例えば述懐

答こそが︑最も実情に近いのかもしれない︒実際の句座で

いている︒何をかいわんやと言いたいところだが︑この回

祗以下については︑一巻一句にしている﹂という但書がつ

は︑句を出す方も︑捌きのほうも︑リミット周辺には近付

連続句数の頃ｌ白紙．ほぼ白紙皿

場合が多いと思われる︒﹁句去り﹂の集計用紙の﹁その他﹂

だ︒あって無きが如くに︑式目以上に厳しく運用している

かないのである︒式目を極めてファジーに運用しているの

過半数白紙７

の中味をみると︑う−んとはなす︒なるべく遠くに・目障

◎未記入について

全面白紙皿
句去りの頃ｌ白紙・ほぎ白紙別

りにならぬよう．少なめに等とあり︑数字のようなカチッ

矛っＯ

とした形では表現したくない心理が働いているのだと思

過半数白紙７
完全に記入されたものは吃のみであった︒或項について
は記入し或項は記入しないという︑かなりルーズな記入

の他﹂に入れたもの蚤内容は句去りの結果資料の冒頭に

処理した︒欄外記述は︑﹁その他﹂として処理した︒﹁そ

整理をするにあたっては未記入はそのま皇未記入として

新しい生長をするために︑プラス志向で変化させたいもの

イージーに︑楽な方を選ぶのでなく︑連句が時代に添った

れぬ・いづれは変って行く運命にあるのかもしれぬが︑た武

せぬ等は︑ルールが崩れてゆく萌芽をもっているのかもし

一方︑こだわらない︑適当に︑かなり自由に︑きびしく

記述しておいた︒後述するが︑この﹁その他﹂の中味に︑

である︒

もあった︒

現在の式目運用の実体が読みとれるので興味深い︒
中に︑見事なものがあった・記入はすべての項に︑２〜３
という数字を入れながら︑欄外記述があって︑﹁現実には神
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I

アンケート集計表

◎去嫌についての意見

０
０５
２

①変化をつけるためにはあったほうがよい
②無用である。

③去嫌は許される限度を示しているのであって出来れば重複し

７９７５３６１

ないほうがよい

④厳守すべきである
上記①と③複合
〃①と④複合
〃①と③と④の複合
その他
記入なし

大打越目安

◎自他論について

無用

自他論について理解していない
自他論を全く知らない
注意する
記入なし
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０
４０１３５
５

場面展開のため必要

II作
切字必ず入れる

切字入れなくてもよい
その他

９
５６５
２２

発句

法

65

記入なし

必ず体言止め

26

体言止めでなくてもよい

19

発句体言止めの場合のみ体言止めでなく

６
２２
１

脇

てよい

その他
記入なし

必ずに、て、 らん、 もなしのいずれか
こだわらない

６
６３
４１

第三の止め

65

記入なし

65

６９４２８

第三の季

65

二章体にする
二章体にはこだわらない
二章体という言葉を知らない
その他

２
５５１２
１４

第三二章体

65

記入なし
胴切れにしてはいけない
こだわらない

胴切れという言葉を知らない

１
５５４
３２

第三胴切

65

記入なし

名）

こだわらない

３
０２
５１

表六句（人名・地避ける

65

記入なし
−4う

０
３２
４２

酒

避ける
こだわらない

記入なし

７
６２
４１

述懐

65

避ける
こだわらない

記入なし

U、

８
４３
１３

旅体

ハ『ー

避ける
こだわらない

記入なし

65

２
１３
６

神釈恋無常

65

１
１３
６

大事殺りく鬼病体

65

く等にこだわらない

特にきまりはないが注意する
4〜5句去
打越嫌う
記入なし

９ＪＱＪ句乙〃詮１入句乙

し、る、て、に、 く等の使用は連続せず
し、 る、て、に、

ｑＪ○ム

一般の留字

65

避ける
こだわらない

2句以下

3句〜4句以下
5句以下

打越嫌う
注意して

３５
２
１４
１４１２３３

一般の留字体言留
連続使用

記入なし

一巻に句数をきめて使う
面に句数をきめて使う
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４１

片仮名外来語

65

連続して使わない

特にきまりはないが注意する
打越嫌う

特にきまりはないが注意する

ｎＵ句○１１４４１１○ム
ー
上４４４４

こだわらない

65

記入なし

一巻に句数をきめて使う

感じの出ないこと

こだわらない

ば

連続して使わない

特にきまりはないが注意する
打越嫌う

５１
２８
３４３３

片仮名でなければ

65

記入なし

1句
2句

3句
5句
こだわらない
いれない

注意していれる

打越嫌う

２２

1巻に何句いれるか

５１８１１１４１３

時事社会

記入なし

句去○印のみで数字の入っていないも
の

2句
3句

２﹁１︲４八Ｊ

数字の使用

65

5句
2句
3句
4句
5句

同字使わず
こだわらない

打越嫌う

３３１３２４７１２

使用句数

ワワ

記入なし

『臼
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句去○印のみ
5
2

折をかえればよい
面をかえればよい
こだわらない

避ける

1字のみ

表裏1宛

戸『ー

０ム５２
７１
４４２１２
１６１

同字同音

７

但復合

記入なし

65

必ずいれる
こだわらない

なるべくいれたい

８
３８６
１３

山類

記入なし

65

１２５ワＩ
２
４

水辺

必ずいれる
こだわらない

なるべくいれる

記入なし

65

必ずいれる
こだわらない

なるべくいれたい

０
２４９
１４

聲物

記入なし

65

3ケ所も

Ｏ４
５９
１４ ６ １ ｑ Ｊ ４

３４５６

２２２２

数

所所句
ケケ続
１２連

恋

記入なし

神祇釈教

00

複合28
Q1
ゾー上

1巻1句宛

28

1句とはかぎらない
−48−

1−3
1−2

注意して
記入なし
←H一

イレ
Iu

こだわらない

定座にかぎる
ひき上、 こぼすことの範囲で移動
記入なし

６９
１１ １ ７
２
２８
２ ４５

但

f勺F

こぼさず

OD

こだわらない

９
２０
３６

発句を詠んだものは花を読まない
記入なし

65

こだわらない

８
２５
３２

花は賓客に譲る
記入なし

65

こだわらない

０
１４
２４

上手に譲る
記入なし

65

初折表秋の月の場合初ウ月は必ず他季
こだわらない

６
５
４７
１６

月

65

記入なし

こだわらない

注意する
記入なし
雪

必ずいれる
入れなくてもよい
いれたい

記入なし

８２
８
５
３４
２ １２ ４ １

月花同一人は詠まない

65

65
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１６９４１２

２２

ｑＪ７−ｎＵハリ声０１１Ｔ上

句句句し
２３５な

可Ｉエ

２

Ｆ﹃Ｊ︵ｕＪ局ノーＦバゾハくＪ﹃Ｉ工ｎくＪ

句
句し
２３にな

句句一一句由入
１２１１３自記

７
９１１
０５
１
２１

句句し
２３な

６
００﹃１２４
﹃１コ１句１

２４にな

句句し

句句一一当入
１２１３適記

９﹈

１２
１０ １ ３
８１
２２

句句句句句
３４５４５
句句一一一一一
２３２２２３３

16

1句

山類

句句一一一入
１２１１１記

７
９２８６０１２
１

句句句し
２３３な

人倫

︑ノ臼○台

２４１
７１
５２
５

句句句し
２３５な

８３
５
２
１７１

句句句し
２３３な

居所

句句句一一一入
１２３１１１記

句句し
４５な

句句句一一入
１２３１１記
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述懐

句句句一一一入
１２３１１２記

恋

一一句一入

釈教

１１２２記

夏冬

句一一入
３３３記

神祇

無常

15

記入なし

春秋

目
Ⅲ式
連続句数

﹃Ｉエ

1−2句

﹃１１

記入なし

記入なし

１１

1−2句

９６
７
１
１１２

３

２３にな

句句し

句句一一由入
１２１１自記

こだわらない

６
１６１９２
１１

自由に

３

2句

ＦＤ７−ｎソ−入１ＬｎＵ

2句

ＲＵ︑印﹀局ノー１１︵ⅡＵ

11

３

10

侭Ｕ︿ｕＪ局ノ０勺１１ハⅡｖ

自由に

２

13

６
００６﹃１１−９
罰１勺１

自由に

３
２Ｆ０４１７２
１

２３にな

句句し

２３にな

句句し
句句句一一由入
１２３１１自記

2句

句し
２な

1句

聲物

句句一一由入
２３１１自記

５１
０２
６
１
１０２

句句し
２３な

６
８７７１４２
１

句句し
２３な

８１７７４２

句句し
２３な

27

句句一入
１２１記

−う1−

2句

句句一一入
１２１１記

記入なし

11

1句

夜分

1−2句
12

記入なし

風体

1句

天象

29

1

器財

12

1句

1−2句

食物

2句

記入なし
12

1句
降物

句句一一句入
１２１１３記

生類

1句
植物

時分

句句一一入
２３１１記

水辺

句句し
２３な

１
２６６１１１町
い

な

句句句さし
２３３出な

９
５８１３
１

句し
２な

句句一入
１２１記

句句し
２３な

くつ
−ノムー

句句一一一三入
１２１１２再記

０３
８
２
１２２

句句し
２３な

ｽポーツ

句句句一入
１２３１１記

1句
名所

句一一入
１１１記

旅体

句一一入
２１１記

1−2句

８１
３１
１
３１

自由に

人名
病体

1句
火体

記入なし

1V式

目

句去り

欄外記述による記入のものをその

。なるべく遠くに

他としてまとめたがその内容は下記

・こだわらない

の通り

。適当に

・注意する

。かなり自由に

・目障にならぬように

。きびしくせぬ

。古来の式目に従う

｡きまりなし

。うんとはなす

･少なめ

・捌にまかせる

･詳細には検討していない

・目障りにならぬよう
折去
面去
10句

8句
5句

4句
3

2句

その他
冬

巻一
面去
折去
10句
5句

3句

巻一

教

折去
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巻一
折去
面去
10句

5句
3句
2句
記入なし
その他
恋

５６１１１１

祗

４３

神

その他

去去句句句
折面皿５４

その他

2句
記入なし

２

2句
記入なし

3句

１

8句

5句

釈
１４庁ＩｑＪ口乙１上ｑＪ１１４４川坐︿ｕＪ

夏

10句

５３７１８９３３２６

記入なし

面去

ワー１８
３３６
１０２

秋

２６４１９１１１２２９

春

3句
2句

その他
巻一

折去
面去

10句
5句
3句
2句
記入なし

その他
山

類

折去
面去
5句

3句
2句
記入なし

その他

巻一

折去
面去

10句

3句
記入なし

辺

面去

5句
3句
2句
記入なし

その他
生

類

その他
折去
面去

10句
3句

面去
折去
5句
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物

し
な

10句

植

１１旬〃白

倫

４３１３

人

その他

１１−ＬＦＯＱＵＱＪ貝﹄ＲＪ

その他

記入なし

一去去句句句入

記入なし

2句
巻一

巻折面５３２記

2句

3句

の／﹈

5句

5句
丁上

所

折去
面去

１５３５１
５１
２６９

居

折去

１１ＱＪＲｕワ白ワー１１ハ０ワー

2句

水

１１ワム

5句

ワ白川哉ＦＤ１１Ｆ︑ＱＪワ白戸０ワー

懐

２ワー６
１５８
１６２

その他

述

３６５１
６２
２４９

常

５２４１５１
４２
２７５

無

記入なし

４６
１３
２１
１

０
７４
１２

3句
記入なし

ｏＪ

１３１８９６９２８

ｎ４イー

訂ｌｎｄＴ１︵５Ｑゾハｂ局ｊハＵ

５２２１６５６０３

し
な

一去去句句句句入

１２

し
な

﹁１４︑／︼﹁１４ｎ吋﹀︑くり戸ｈＪ庁Ｊ１

巻折面岨５３２記

その他

１１ＱＪ１上ワーハリ︶ＲＵｎＵＯＯ

１１○ム

記入なし

2句

体

折去
物

１１ＱＪ１土１工負Ｕ侭Ｕ︐川坐ワＩ戸︑︶

その他

記入なし

その他

その他

折去
象

１２３９１
１６
２７６

2句

3句

一

２１Ｆ０８
２２
６５６
１

3句
5句

７

７

5句
7句

−うう−

10句
10句

火

去去句句句句入
折面加５３２記

物

降

面去
面去

2句
2句

聲

折去
分
夜

記入なし
記入なし

2句
2句

3句

3句

記入なし
記入なし

5句
5句

3句
3句

10句
面去

5句
5句

面去

折去

10句
面去

天
巻一
財
器

面去
折去

その他

その他

折去
体
風
巻一

物
食

その他
その他

巻一
面去

折去
5句
3句

2句
記入なし

2句
記入なし

その他
人

名

折去
面去

10句

その他
体

巻一
面去

折去

3句
2句
記入なし

その他

毛ＩＬｎ／倉

5句

3句
2句
記入なし

その他
スポーツ

巻一
面去

折去
10句
5句
3句

名

所

巻一

1

折去

6

記入なし

面去

1

その他

10句

1

2句

−56−

４２４１２８６１３７

10句

5句
１１−︐くＪｑＪ１１ハｈｕ川孟ゐくＪ︵ｘＵＲＵ

旅

巻一

２３３１６８４９２９

10句

3句
ｌ１︑／臼

体

5句

７４２１５７３８２８

病

8

芦０ＦＤワタワー可ｊ

その他

第十三回連句協会賞発表

ではないか︒実力のある捌きの養成には十年はかかるとい

われています︒少くとも五年以上は真剣な勉強が必要であ

ろう︒さて本題の佳作の評であるが︑審査員で審議を尽く

した五巻のうち僕の選んだ﹁秋晴れ﹂と﹁吾輩は﹂の二巻

情・述懐・病床等を忌み嫌うか︑本当に理解されていない

付かないもの．表六句が何故神祇釈教・地名・人名・恋無

るが︑その内容に少しくふれるならば立句と俳句の区別の

たということは一応連句が盛んになった︑ということであ

らキリまである︒﹂ということである︒多数の応募者があっ

う︒圧倒的多数の作品を大ざっぱに評するならば﹁ピンか

件以上もある歌仙作品を中心として現代連句を考えて見よ

目下選考が進行中である某県国民文化祭連句大会の六百

に遠き山のむらさき﹂の新鮮さ等々・その他の付句もいず

ナオ皿﹁法蓮華経声の高まる﹂の宗教の表現︑ナウ４﹁南

スの香のこもるキッチン﹂︑ナオ７﹁一人も居らぬ露天風呂﹂

り︑ウ６対事の﹁株式配当二円﹂は奇抜︒ナオ４﹁スパイ

も芸のうちらし﹂恋句の﹁矢切の渡し待つ時間﹂のあっさ

拾うとオ５﹁ロケが来ている街外れ﹂ウ２﹁うそぶくこと

ばきっと採用するであろう︒一句一句で気の利いたものを

として新しく︑現代的であり句も格調高く︑芭蕉生存すれ

立句﹁秋晴やノーネクタイも酒落の内﹂は内容がさらり

選考雑感

に就いて書こう︒

のではないか︑という作品も相当数あったようである︒更

れも正調にしてリズムが整っています︒やはり︑式目に則

○秋晴れ︒

に一句一句の点検をすれば︑リズムの乱れあるものも相当

りリズム正しきは美しきものです︒

選考委員今泉宇涯

数あった︒かかる作品が相当あったということは捌き手の

○吾輩は︒

同じ本と枕にして寝るにしても立句﹁﹁吾輩は猫﹂を枕に

実力を云々されるも致し方ないのではないか︒かく考えて
くると数が多いということ必ずしも褒めたことではないの

−ラ7−

三が日﹂は奇抜で新鮮︒作者福井隆秀氏は最も優秀な連句
心にして︑病篤き頃も連句に関する論文にけりを付ける迄
は入院しないと頑張った由ご家族からきいた位でした︒平
成六年逝去されたが同氏の佳句を挙げてみよう．オ５﹁焦
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点を探し続ける朧月﹂︑ウ３﹁色恋と汚職見別けがつきかね

f

る﹂︑ナオ８︑﹁接吻もせで征きし特攻﹂︑ナウ２︑﹁やっと

惑いのなくなりし耗寿﹂等々でした︒︵以上︶

＄Ｉ１１ｉｑＩ

︑リグ︒

／

聯：︽シノ

︑ザノゲ

、

れでは︑これら五巻は今年の協会賞には選ばれないだろう

なと予想した︒そして結果はその通り︑一次予選で二点入っ

であり︑隆秀さんの絶筆文音であることが判った︒賀状の

選考雑感

た作品の中から四巻が協会賞に選ばれ︑残る一巻は二次選

で三点入った﹁吾輩は﹂であった︒この巻は全く私の念頭

今年は予選で四十六巻が選出され︑うち二名から選ばれ

三つ物まで用意してあった隆秀さんの気塊が感じられる作

になかったが︑あとで読み返してみるとなかなか面白い巻

たものが九巻であったが︑三名以上から選ばれたものはな

である︒

土屋実郎

かった︒どうも票が散っているようで︑選考難が予想され

合の酒﹂﹁初茜﹂﹁夏木立﹂﹁室戸へ遠き﹂﹁梅雨晴れ﹂﹁草庵﹂

ろうから︑それならどの巻であろうかと︒私は﹁風炉名残﹂

らく一次選の二点入った作品九巻から協会賞が選ばれるだ

この選考過程で︑実は私はもう一つの予想をした︒おそ

﹁やはらかき﹂﹁飛騨机﹂﹁春深む﹂﹁雲祭り﹂﹁初なすび﹂﹁冴

﹁塚一つ﹂﹁これはこれは﹂﹁鮨売り﹂﹁淡雪や﹂と思ってい

た︒例年通り予選作のコピーを取り︑読み返しながら﹁一

えかえる﹂﹁ざくろ﹂﹁初富士や﹂﹁桃の花﹂﹁恵方詣﹂﹁場雲

以上︑本年の協会賞選考過程での私の頭の回転は他の人

たが︑これも三巻はずれている︒

は二名から選ばれた九巻とは重複しなかったので︑私の選

とあまり同調していなかった様である︒これを以てわが老

雀﹂﹁大鯰﹂﹁素足にて﹂の十九巻を抽出した︒この十九巻

考眼が鈍ったのかなとも思ったし︑ずば抜けたものがない

化現象の現われとするか︑年鑑作品の質の問題とするか︑

省しなければならないと思っている︒

はたまた文芸作品鑑賞の宿命に由来するものか︑大いに反

のかなとも思った︒

しかし︑ともかく私は私の道を往くしかない︒右の十九
巻の中から﹁室戸へ遠き﹂﹁梅雨晴れ﹂﹁やはらかき﹂﹁飛騨

机﹂﹁ざくろ﹂の五巻を選んで私の入選作とした︒そしてこ

−ラ9−

受賞作品に触れつつ

ズがない︒﹁塚一こはウとナオの付合いに変化があり序破

急がはっきりしている︒月︑花も月並な句でなくよろしかっ

た︒﹁我輩は﹂は福井隆秀さんの遺作の文音︒文音らしから

ぬ一巻の流れとリズム・付けに変化があって面白し︒︿十巻

受賞決定五篇のほかに別﹃解續﹂別所真紀捌︑叩﹃梅雨

﹁仏﹂がない作品があった︒酒︑神︑仏は一巻の中に詠込む

は門人の作だから評を控える︒予選作品の中に﹁酒﹂﹁神﹂

選考委員宇咲冬男

晴れ﹄膝送り︑川﹃かたかなや﹂暉峻桐雨捌︑剛﹁これは

べきだろう︒

は連句文音付け過ぎよ秀﹀に胸がいたんだ︒川﹁淡雪や﹄

これは﹂膝送り︑川﹁冴えかえる﹂岡本星女如朱を入選作
品候補に挙げた︒しかし﹃これはこれは﹂の巻以外は捌人

がかって受賞しているので最終審査の対象にならなかっ
た︒最終審査基準に触れるので仕方なし︒既受賞者捌の作
品はしばらく置くとして同結社で実力をつけた捌の作品は
秀作なら受賞対象に加えるべきであろう︒事実︑予選をさ
れた選者は〃作品本位〃の選が多かった︒予選通過一覧表
を見ていただきたい︒

受賞五篇に触れる︒﹁烏の瞳の﹂は胡蝶であり形式をよく
生かした作品︒年鑑作品は歌仙オンリーでなく形式多彩な
応募を望みたい︒﹃秋晴れ﹂は軽みの立句がそのまま一巻の
流れとなって肩をいからせたところがなく︑淡白な味︒キ
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ついて驚いたものだが︑さすがに筋にかけられて少ないの

が嬉しい︒Ｘ組︵既受賞者︶の﹃磨り臼﹂﹁やはらかき﹂﹁恵

協会賞の二次審査用資料が届いた︒それは︑一次予選の

佳句が﹃風花や﹄ほか数巻に止まったことだ︒これは脇起

して調べの良さを味わいたいものだ︒もう一つは︑発句の

選後雑感

方詣﹂﹃場雲雀﹂﹃大鯰﹂は調べに乱れが無く快い︒これは

音読しながら付け進めているからだろう︒時間制限のある

選者十一名が各五巻を選んだ作品名と共に︑作品の頁数に

や既受賞者を敬遠したことの裏腹で己むを得まい︒昔の人

運座や文音では兎角眼で意味を追い勝ちになるが︑音読を

Ａ︵無条件対象⁝捌・結社未受賞又は別人捌で結社六年以

は宗匠に自分の句を立句に選んでもらうべく懸命に句作に

選考委員上田渓水

前受賞︶からＸ︵対象外：捌・結社ともに五年以内受賞︶

励んだというが︑自彊・自戒としよう︒

受賞作品のうち︑両吟歌仙﹃吾輩は﹄は後書きに﹁隆秀

まで五段階の符号が付けられた集計表である︒ちなみに︑
候補作品四十六巻のうちＡは十九巻︑Ｘは六巻であった︒

の作品となった︒心から冥福をお祈り申し上げる︒また︑

逝去により︑この日文音止む﹂とあり︑盟友隆秀氏の最後

だ人が三人いたが︑やはり佳い作品は落とせないとてＡが

﹁烏の瞳の﹄は用言の障りも見られるが︑胡蝶が協会賞に選

選者の中には︑奨励賞的な要素を重く見てＡを四巻選ん

二巻以下の人が過半数を占めた︒それぞれの識見である．

ばれたことは︑多様な形式を実践している方々の励みとな

最後に選後を顧みて︑奨励賞的要素を重んずることは大

また︑候補作品に脇起が二巻しか無かったことも︑先人の

さて︑作品を拝見して︵付け味．転じなどを賞味する前

いに賛成なのだが︑一方︑既受賞者とて佳品を外さねばな

ることであろう︒

に︶先ず感じたことが二つあった︒一つは︑私が一次予選

らなかったことに内心偲泥たるものを禁じ得なかった︒

佳句を借りぬ自前の作品をとの選者諸氏の識見である︒

をした時に字余り・字足らず・二五・四三がやたらと眼に
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﹁第二次選考について﹂

近松寿子
第一次選考結果の綿密なリストにより︑昨年にも増して
評価が分散しているのを知り︑一次選考に当られた方々︑

れも無難に進行︒脇︵朝顔︶と五句目の︵沙羅︶が一寸気

になりましたが︑草と木であり可なのかもしれません︒

桔梗連句会﹁風炉名残﹂田先由紀子捌︒ウ２句目からの︑

恋と恋離れの良さ︒ナオ８とナオ血は乘り物の︑ナオ皿と

ナオ皿は色の打越とも言えますがそれぞれ別種のものであ

り︑句の面白さが優先するように思いました︒

芭蕉記念館﹁淡雪や﹂福田芙沙捌︒現代がさりげなく︑

宵氏の御苦労の程を改めて思いました︒そのためにも複数

捌︒俳譜の仲間への追悼の一巻︒軽く進行しながら追悼の

次に単数推挙ですが︑ころも連句会﹁雪の嶺﹂繁原敏女

しかも俳譜味を加味して詠まれています︒

の評価を受け過去受賞者と重ならぬ作品を選ぶべく留意い

巻には禁忌とされる語は見当らず︑良いお供養だと思いま

また︑より良き選考のために分析表などを作られた中尾青

たしました︒︵﹁烏の瞳の﹂は茨の会の作品であり︑御推挙

茨の会作品がいつも選から除外されるのでは︑と努力して

過去二度近松捌作品で賞を頂いたことがあり︑そのために

木一恵さん︒特にナオ７からナウーまではすばらしく︑氏

井隆秀氏の才気と俳諸味︑それを発止と受けとめられた高

ったの会﹁吾輩は﹂文音両吟︒連句を愛し続けられた福

した︒

いる連衆に申しわけなく思っていたことも事実です︒その

の鎮魂のためにも選びたく思いました︒

を嬉しく思いながら私の選考対象からは外しました︒が︑

点前述の青宵氏のリストが︑過去受賞結社と受賞捌の別を
分類して一覧表にして下さっていたことを有難く思いまし
た︒他の結社でも同様の問題があると思いますので︶
市ヶ谷連句会﹁秋晴れ﹂野口里井捌︒月・花・恋︑いず
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八東京・市ヶ谷連句会ｖ

歌仙﹃秋晴れ﹄

置き忘られし朝顔の鉢

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

ナォ逝く春のキリシタン像礼拝す

雲のすきまの空の群青
腕試し外米見事皿に盛り

スパイスの香のこもるキッチン

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

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

法蓮華経声の高まる

テレビに見とれ時は過ぎゆく

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

橋本多佳子

平成五年十月吉日首
平成六年八月吉日尾

曙の浅き夢見し花疲れ
子猫幾匹生れし鳴き声

南に遠き山のむらさき

絶えて久しくなりし文音
仮住居束ねし本を積み重ね

あぐらをかいてつまむ枝豆
ナゥ渡り鳥波の間に間に漂ひて

強い日差しのつくる片蔭

圭豆巨

太

沙羅咲いてロケが来てゐる街外れ

ゥいつしかに客商売も慣れてきて

太

井

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

うそぶくことも芸のうちらし

新聞に平成不況の文字躍り

喜

太

井

井

多

一旦ロ

多

新宿のビルの谷間に寒の月
マフラーもなき異邦人群

哀れ株式配当二円

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

ハ茨木・茨の会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
高見茜

水谷千代子

奥村富久女

一西

沖のかなたに鱗波たつ

品部一朝

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

富

茜

一邑

宇宙への想いは遙か春の月
ナヵうらうらと歌ぐるいして庵住まい

忍びてもなお色に出でつつ

こ
相抱き衣通姫と皇み子
沈む

始業のベルにマンガ本閉ず
三浪の髭たくわえて暑気払い

瓜冷やされし裏のせせらぎ
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

無人の駅に群れるこすもす

かくれんぽ大きく月兎のぼりくる

ローランサンの悌を追う弘

ナゴリ風立ちぬ白いくレーを斜かいに美

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

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

初虹かかる産土の森

︵於・茨木市福祉文化会館︶

平成七年三月十九日尾
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八松山・錦心会ｖ

歌仙﹃塚一つ﹄
刈田なか伝説持たぬ塚一つ
月の出を待つ反り橋の上
むずかれる児に団栗を手渡して

渡部伸居捌

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
村長さんの長き頤鬚栗

若者に伊予万歳を受けっがせ節

汗の白衣を濯ぎ樹に乾す居

滝しぶき浴びつつ食める心太志

死罪覚悟の恋の道行節

身代を螺細細工に打込みて栗

ぬけぬけと男嫌ひを通しをり居

渡部伸居
菊野晄子
土居栗
曽我部登志子

朝寒のトーストパンはほの温う節

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︶

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

わかった振りが実は半解節

忍者の如きニュールックなり居
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

尺八を吹く縁先の月栗

卜ロ箱並ぶ三津の魚河岸志

藤田節子
荻山幸子
居

晄

携帯電話ポケットで鳴る
夏山へ白きマイカー試運転

目も口ほどにものを言ひをり

岩清水湧く木下涼しく
ワ村興す議論昂る集会所

栗

士心

彩の槌せたる舞台椴帳

すれ違ふ夫婦の溝は深まりし

幸

節

打ちあげは溢るる程の酒肴

晄

居

能登の岬の冬涛に佇っ

犬の真似して背伸び遠吠え
有り金をはたきて寒き月の途

栗

幸

節

士心

いつまでも汽車の尾燈を見詰めをり

天女のやうと宇宙中継

花の散る母屋の屋根は今も萱

陽炎燃ゆる国宝の塔

−6ラー

八船橋︒ったの会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

福井隆
高木一

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

接吻もせで征きし特攻

アルバムに古き手紙の紛れいて

歌詠むは君の命を生きるため

美術の秋に揮う彩管

木肌黒ずむ仏像の形リ
幻月の岸に漂着したる舟

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︾十一甑一十一肥壗︵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

つらっら椿島を埋める

焦点を探し続ける朧月
電話の後に送る電報
ゥ青山にティファニーと名告る店

誕生石を訊きたくはない？

半透明にしたゴミ袋

色恋と汚職見別けがつきかねる

蕗の下から月へ飛び出し

ナイターで巨人勝ったと子の機嫌

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

八東京・芭蕉記念館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
柴田寿賀
朝

鳩の寄りくる遊動円木

そぞろ寒さの床の二振

柴崎あや子

篠崎ゆき

山の端に舟となりたる月かかり
ゥ今年米今年はタイかアメリカか
シェフの帽子の糊のききすぎ

千

むくつけき顔に似合わぬ声やさし

炎昼のほてりそのまま通夜の月

下戸もてあます吟醸の酒

朝

千

寿

春

堀尾春海

空蝉すがる幹に佇む

ゆ

千

更にしたたかおとめ心の
港やの絵双紙店の黒い猫

波追いかけてはしやぐ幼な児

千

朝

瞑想にリラクゼーションとりまぜて

縄文土器に積もる春塵

花万朶起伏の丘に輪になれる

ナォ史学部の入学試験合格す寿

バイト稼ぎで休み返上芙
改築の工事現場の異邦人春

神への祈り欠かすことなく千

虎落笛待ちあぐねたる逢瀬なりあ

熱すぎる炉に裸身くずるる芙

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
竹籠に盛るあけぴ栗の実あ

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

弥生名残の若鮎の膳春

賑やかに誘なわれゆく花の門芙

︵於・東京江東区芭蕉記念館︶

平成六年三月十二日首尾
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﹃連句協会賞﹂選考経緯

推奨のものであった︒他の受賞の二編は二次単独推奨な

がらいずれも一次では複数推奨を得ていたものであっ
た︒

◆推奨および受賞はが数年重ねて来た方針︑即ち近年未受

にて第一次予選を︑また正副会長および理事長により第

◆協会賞の選考は例年どおり︑常任理事および理事の半数

者別人で且つ推奨に足るとされたものである︒近時協会

編であり︑一編は結社は五年以内に既受賞ではあるが捌

賞である︒五年以内結社および捌者共未受賞のものが四

中尾青宵

二次予選を行い︑それに基いて二次予選者にて本選を

賞の意義にまずまず沿った経緯結果であったといえょ

賞の結社および捌者を優先し︑推励の意味を付加しての

行った︒

二つＯ

◆協会賞の考え方︑選考受賞の規準については︑昨年の本

一次予選に推奨された作品は四十六巻︑二次予選に残っ
たもの約半数の二十巻︑本選会議にて繰り返し吟味の結

る︒ご意見は大いにお寄せ願いたい︒なお既受賞者およ

稿を参照願いたい︒今年度に於ても︑考えや記すべきこ

◆統計的なことを記せば︑一次予選で重複して選ばれたも

び元々被選不希望者は︑作品提出の際に事務局記事の案

果︑五編を受賞対象とし︑理事会への報告承認を経て最

のは七巻︑それに拘わりなく二次予選の重複作品は七編︑

内のとおり︑※印を付け︑賞の設定に囚われることなく︑

とはそれ以上でもなければそれ以下でもないからであ

一次二次とも複数の選者の推奨作品は三編︑一次で単独

自由に独自の境地を年鑑に披瀝し獅子呪されたい︒

終的に決定された︒

推奨ながら二次で複数選者推奨作は三編であった︒
受賞のうち三編は二次複数推奨作であったが︑その二編
は一次でも複数推奨作であった︒一巻は一次では単独の
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第14会「連句協会賞」予選本選結果一覧表
対象平成7年（1995）判連句年鑑
受賞

予選通過

○

○○○○

︒◎

○○○

◎
○

○○○○
○○○

◎

第一次予選通過作品

第二次

頁 ｜

巻

名

46

一合の酒

結

社

捌

あした

天野正三

48

鳥雲に

あした

成田淑美

52

木の椅子

熊谷あした

白根順子

55

初茜

あしべ

(両吟文音）

60

花満てり

五十鈴吟社

(衆議判）

61

秋晴れ

市ヶ谷

野口里井

69

春の雪

伊豆芭蕉堂

石渡蒼水

72

烏の瞳の

茨の会

高見茜

78

春の水

NHK青山

宇咲冬男

83

夏木立

海市の会

鈴木漠

84

解續

解續

別所真紀

94

風花や

金石連句会

宇咲冬男

100

室戸へ遠き

川内連句会

池川燗谷

104

紺の色

義仲寺横浜戸塚

八木壮一

105

桔梗連句会

田先由紀子

107

風呂名残
梅雨晴れ

岐阜連句会

(膝送り）

109

塚一つ

錦心会

渡部伸居

116

草庵

草茎

木部八千代

117

磨り臼

草茎松山支部

寺岡情雨

119

かなかなや

くのいち

暉峻桐雨

124

やはらかき

郡山連句会

佐藤淳

127

雪の嶺

ころも連句会

繁原敏女

129

これはこれは

三尺童

(膝送り）

134

牛の目

鹿の会

芳田龍子

144

胄鹿毛

紫薇の会

渋谷道

148

苔清水

湘南吟社

和田敏勝

166

飛騨机

第六天連句会

品川秀風
岩城順子

．

172

春深む

ちぱらき連句会

176

吾輩は

ったの会

(両吟文音）

179

雲祭り

津幡連句クラブ

木下紫雲
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受賞

予選通過

○

○○○

◎

第一次予選通過作品

第二次

頁

巻

名

｜

結

社

捌

180

初なすび

同

二羽智子

184

ぬくみまだある

出会川

鈴木春山洞

186

鮨売り

義仲寺馬山人会

久木田朱美子

194

神の白鳩

都心連句会

名古則子

208

冴えかえる

俳譜接心

岡本星女

213

淡雪や

芭蕉記念館

福田芙紗

220

ざくろ

花野連句会

小出きよみ

230

初富士や

菱の実会

蒲原常磐

231

桃の花

同

加藤亀女

234

夏来る

PC‑VAN

(衆議判）

243

魚たちの

北杜連句塾

狩野康子

247

揚雲雀

松山連句教室

松永静雨

248

大鯰

同

同

251

素足にて

摩耶連句会

佐野千遊

259

初芝居

目黒連句会

(付け回し）

260

ひとり鵜

壌沙連句会

土屋実郎

(被選考辞退作品は除く）
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回顧

平成七年の連句界

月二十三日千葉県支部連句大会︒市川サンプラザ︑六席三

十五名︒⑩八月二十六日第三回天の川連句会︒佐渡畑野町︑

四席三十五名︒⑪八月二十七日プレ国民文化祭を兼ねての

栃木県支部連句大会︒黒羽町．⑫九月二日第七回全国連句

新庄大会︒十三席八十名︒⑬九月三日岐阜県県句協会設立

総会及び連句大会︒岐阜市グランパレスホテル︑十席六十

た地下鉄サリン事件に象徴されるように大変な年であっ

平成七年は一月におきた阪神淡路大震災と︑三月におき

国民文化祭とちぎ連句大会︒黒羽町体育館︑三十一席三百

ほひ﹂顕彰しぐれ忌連句大会︒七席四十名︒⑰十月三十日

八日第二回鶴岡八幡宮奉納正式俳譜︒⑯十月十二日﹁見お

土屋実郎

た︒しかし︑連句界に於ては全国各地で連句大会が開催さ

名︒⑱十一月十二日埼玉県支部冬もみじ連句会︒熊谷常光

名︒⑭九月三十日第一回三重県民文化祭連句大会︒⑮十月

れ︑先は順調な年であったといえよう︒これらをカレンダー

などである︒これを見てもおわかりの様に前年に比べ行事

院︒⑲十一月十九日第二十三回俳譜時雨忌︒東京芸術劇場︒

①二月五日座・連句九五︒東京芸術劇場︒十三席八十名︒

が約五割増である︒同日時開催のものも出て来ている︒こ

風に列記しよう︒

②三月十九日第二回全国連句津幡大会︒十四席八十名︒③

また平成七年版﹃連句年鑑﹂が九月末に刊行されたが︑

れからは各行事の日程調整の必要がある思われる︒

亀戸天神藤まつり︒⑤五月十三日第七回青時雨忌︒⑥五月

これには百八十一の結社が登録されて居り︑前年に比べ十

二月から四月にかけ栃木県の勉強会四回︒④四月二十五日

二十八日関西連句大会︑仁和寺︑二十二席百二十名︒⑦同

三結社の増加である︒

次に出版物であるが︑二月に岡本耕治﹁曽良長島異聞﹄︑

日第十四回大山阿夫利神社正式俳譜．⑧六月二十五日第十
四回連句協会全国大会︑赤羽会館︒二十一席百十名︒⑨七
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ずれも有力結社の作品集で充実した内容である︒六月今栄

品集Ｖ﹂が︑鹿の会より﹃鹿苑﹂第九号が発刊された︒い

行された︒五月猫蓑会より立机文集﹃ことし竹﹂︑﹃猫蓑作

千代子編﹁炭俵﹄連句古註集︑野村昭生遺稿集﹁花﹄が刊

た︒三月には片山多迦夫編﹁俳譜自選集働うどんげ﹄︑竹内

秋山正明・渋谷道共編﹃橋間石非懐紙連句集﹄が刊行され

もっと連句を取り上げる発端となれば幸である︒

蓬莱の巻﹂の作品と文章が連載された︒一般紙やテレビが

月の四五六日と︑読売新聞の夕刊に小沢實捌﹁新春連句・

ものであり︑共に芭蕉連句のよき手引きである︒また︑一

書は古註八種に︑露伴・義秀・雨山の新註と白註を加えた

井桐陰著﹁続芭蕉の歩みｌ冬の日抄﹂が刊行された︒前

連句雑誌としては﹃れぎおん﹂﹃解續﹄﹃俳譜接心﹂が号

を重ね︑連句の普及と︑新しい連句の探求を行っている︒

寺句

蔵﹃芭蕉年譜大成﹂が刊行され︑俳句︑連句書簡を年譜の
中に組みこみ︑その成立環境がよく判るようになっている︒

また俳句誌の﹃あした﹄﹃かびれ﹂﹃草茎﹂﹃獅子肌﹂或は﹁ぐ

ろつけ﹂﹁白燕﹂﹁丹想﹄﹁摩天楼﹄﹁朋﹂なども連句作品や

労作であり読み物としても面白い・
八月斎藤吾朗編︑画廊連句集﹃日本橋﹂︑九月水沢周著﹁連

連句関連記事を連載していることは心強い限りである︒

最後に慶弔にふれる︒三月十九日当協会の理事であった

句で遊ぼう﹂︒この二書は大会・結社などでする連句と一寸
違っている︒前書は画廊参観者との︑後者はＦＡＸを開い

七月二十五日には名誉会長阿片瓢郎氏の計報に接した︒当

赤田聴雨氏が亡くなられた︒第六天連句会に所属し︑その

十月角川書店﹃俳文学大辞典﹄︑現代連句にも相当のウ

協会にとっては生みの親であり育ての親であり︑その偉業

ての遊びに徹して連句である︒案外この様なところから新

エートをかけてあり︑読物としても面白く︑座右に置きた

は筆舌に尽し難い︒やはり平成七年は連句界にとっても大

豊かな学殖と語学力で連句の海外交流に尽くされた︒また︑

い好書である︒また︑大野国士・土川修平編﹃俳譜事始﹄︑

変な年であったのである︒

風がおこるかも知れない・

谷敷寛編連句集﹃続浅春﹂はともに結社の作品集である︒
十一月︑山本唯一・坂井収共編﹁春の日﹄諸註集成︒石

一ノ皇一

愛媛昭和連句草創之地連句碑除幕

寺岡
情

四月二十九日︑今日は連句碑の除幕式︑心配された天候
も︑降らず︑照らず︑絶好の除幕日和に恵まれ︑三十六名
の協同制作による歌仙碑は︑貴重な文化遺産との評価も高
く︑数十名の報道陣の見つめる中︑愛媛県知事︑松山市長︑
愛媛連句連盟会長︑子規記念博物館次長︑地元有志の方々
をはじめ︑百数十人のご参列を得て︑情雨の司会により︑
盛大なる除幕式が行われた︒

碑の大きさは︑長さ四・五米︑高さ一・三五米の巨大な
花崗岩で︑運搬に際し︑地区民の方々は︑道路を拡張し︑
石垣を補強して︑更に軒まで切り縮めるなど︑大変なるご
協力を賜り︑そのうえテント張り︑椅子︑机の運搬︑諸作
業に至るまで︑一郷挙げてのご支援により︑無事除幕式を
終えることが出来た︒

建立地
地は
は︑
︑松
松山
山市
市河
河中
中町
町日日
垂浦 ︑ 市 指 定 天 然 記 念 物 ︑ お 杖
椿の在る︑両新田神社の境内︒
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雨

I

この椿は南北朝の戦に敗れた︑新田義貞の子︑義宗が従
兄弟の義治と共に︑少数の残党を従え︑ここに落ち延びて
来るとき︑杖にしていた藪椿が根付いたものと伝えられ︑
根回り五・一米もあり︑七つの枝幹を誇る遅咲きの椿であ
る︒丁度今満開で連句碑の建立を祝福している如く︑句碑
に花溺を落としていた︒

今日は図らずも緑の日︑建碑を記念して桜の植樹を行な
い︑連句碑に花を添え︑除幕式の締め括りとした︒

〆平

鼬
駒釧同
例ｖ
ソ

︐一．ｈＦｌ・Ｉ

基︾

轡
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作

口叩

Ｉ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ｌその一Ｖ

半歌仙﹃ビワハヤヒデ﹄

春草揺れて光る海風

ビワハャヒデは伏目の馬よ雪解空

自家味噌でわが蜆汁ううまいな

粉引の皿の鱸あたたかし
半月が落ちたかたわれ呼んでゐる

紫蘇の実に染む指さきの色

村野夏生捌

大下さなえ

小向敏江
村野夏生
坂手手留
粉川宏
瀬間信子

生

留

子

専業主婦の座を捨てました

ゥ戦場は薄野濡れしピアノ弾く
髭剃りゐてふっと逃げたき心湧き

子

シえ

ふたつ連れ飛ぶ人魂が怖い
病む姉の裸足の爪に滑る月光

江

浄え

みちのくのイギリス海岸砂粗く
尾でしゃべる犬と廻り道する

宏

執筆

シえ

生

花渦巻ける南国の浜

頬赤き子の食むゆすら梅
﹁鯨部隊﹂は若き夜学子多かりし

留

土つけし双葉の開く二拍子で

あたり一面の蜜蜂を聞く

︵於・東京・中野・如庵︶

平成七年二月二十六日首尾
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八東京．ああノ会ｌその二Ｖ

歌仙﹁原節子みたい﹄

ひと滅ぶくし冬園の声透る
咲き続かむと東薔薇の意志

村野夏生捌

村野夏生
坂手手留
川野蓼艸
井上南天
市川浩司
篠見那智
粉川宏

がたがたと算額の月重ねたり
露のまにまに素手忽と垂る

夕暮の鰭酒に酒注ぎ足して
無人のバスがまたも一台
ゥ旅の終りの竣喋船とをとこへし

大下さなえ

天

矛え

リ
宏

智
山

シえ

生
巾
仙

智

熱砂に眠るエジプトの猫
おそなつの真闇に落ちし結び文
帽子まぶかに下駄ふみ鳴らす

紅唇へ電気仕掛の風送る

抱くホルンのカーブなだらか

胸に立つ火の柱かな寒月光
インターフォンに神の溜息
朱鷺ひそと住む原節子みたい

留

永遠に毬ついてゐたいな
春の小川に流るアカペラ

ユリイカと裸駆け込む花宴

ナォ蛙が目を借りにくるから睡いのよ生

甲斐路往還して三句あり司

山並の昏れて恐竜の背に似たる天

我が身さへこそ謎がるるなり艸

飾り窓には﹁ウィンドウズ﹂が司
﹁買舂﹂も新辞典には載せませう留

祀り墓だとか捨て墓だとか智

人体を蝋で固めて薄片にえ

ぷりんぷりんと膝頭ある艸

﹁ラムネのやうな空気の村﹂へ嫁ぎゆく〃

木犀香る存瀞減の辻艸

多賀城趾ゴルフレッスン月の下司

ナゥ座敷牢に父母を入れ芦刈に〃
じゃんぼんの列に隠す親指司

ホームレスがコートを着て地下鉄に乗る天

ピカソの娘銀座出店司

花の雨蓮華手菩薩身じろぐや生
掌を擦り合はせ紡ぐ海市よ執筆

︵於・東京・中野・如庵︶

平成七年十一月二十五日首尾
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八仙台・青葉城連句会ｖ

絵葉書の異国の月と向き合いて

秋陽差す六波羅門に矢疵あと
ガイドの肩に休むとんぼう
長田雅道

佐藤ちよ子

小野寺妙子

歌仙﹃六波羅門﹄
小野寺妙子捌

茶房の窓に港見下ろす

小野寺信一郎

外燈にいよいよはげし細雪

激震の地に善意集まる

ナォ揚ひ︲ばり一声残し雲に消え

想いかなわぬほつれ毛かなし

言い逃れして来て夜のデート果っ

拳銃一発物騒な街

外語大息子の夢は遠い国

サリンとはこの世にあってならいもの

買い溜めて飲む薬ドリンク
大聖堂ステンドグラス巧妙に

神も悪魔も表裏一体

玄人はだしのカメラアングル

鈴木文男

佐々木志遙

ち

週刊誌一目憧りかくし読み

過疎守る山畑黒き月の道
豊かに実る信濃柿見ゆ

鍛練の肢体美しチアガール

妙

昼の電車の網棚に置く
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出稼ぎ宿に囲む湯豆腐

ワ円高を掲げて選ぶ通販誌
恋ひとつ終えやっと大人に

道

空と木々まっすぐ続く花街道

ナゥ鉢巻のままに昼餉の運動会

アルバムに残る笑顔も忘れよう

ち

遅日の子らの長き影なり

郎

風の間に間にとどく楽の音

郎

福田けい子

剥落の仁王を照らす夏の月

青竹踏みの日課続けり

出場の浴衣直ぐにはだけて

け

遙

蓉聴鈷癖十魂朋一一七串零文音

下駄の緒の替えたばかりにややきつく

妙

男
道

満腹感に浸る幸せ

みちのくの春たちまちに過ぐ

燗漫という酒に酔う花莚

ちけ遙男妙郎ち遙け郎男道妙け遙郎男ち

天野正三捌

晴英富冬正

八東京・あした連句会ｌその一Ｖ

﹃遅日かな﹄

露地あちこちに紅梅の鉢

竿売りの去りてまた来る遅日かな

舂波の入江にかかる月ならん

ナォ勝烏の関をつくりて羽たたむ晴

餓鬼大将といじめ異なり富

高層に上がり地下足袋粋に履く〃

酔いつぶされて効かぬ新薬正

逆さ児の無事に生れてみな安堵富

落雁模様の粉引水指晴

おおらかなりし国引神話英

霜焼の手を愛らしと君のいう富
樹氷眩しき出湯に炎え合い英
足跡のすぐに崩るる砂丘にて冬

月の涼しと宇宙船から正

オラトリオ・ヤマトタケルの大合唱晴

本の購買おちるこの頃︑正

晴

ナゥ河童忌のたっぷり浴びる滝しぶき晴

豆大福の皿に盛らるる英

坂の道登れば古き家並あり

荒東風まとい思う次世紀晴

友禅か刺繍か迷う花衣冬

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成八年二月二十五日首尾
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ふと□をつくダンスメロディ
ラメひかるフリルの裾のひるがえり

綺麗に抜けし蛇の脱殻

ワ麦秋の蘇州・坑州尋め歩き

信号無視の自転車の列

交番に眉目すぐれた巡査きて
どきまぎしたる膳出しルック

仏式の結婚式のよるこばれ

秋の簾をしみじみと巻く
上弦の月に雫のごとき星
ルオーの描きしピエロさまざま
何ごともライトアップと言う魔物

やたらに出きる村おこし館
花大樹屍のいくつ埋まるとや

夕べは消ゆる陽炎の糸

松山川宇天
澤司岸咲野

冬英正富英晴英冬正ノノ富冬英美子貴男三

八東京・あした連句会ｌその二Ｖ

歌仙一草いきれ﹄
耳底に鉄路の音の草いきれ
浅間嶺はるかとどむ夏雲

白根順子捌

白根順子

菜園サラダたっぷりと盛り

順

浪

栗原英甫
山崎浪江

沢田乃芙子

月明にかかぐ土産の夜光盃
川面を渡る風のさわやか

英

こども等の父を迎えに走り出て

一筆菱のひそと机上に

乃

英

ゥ送り盆すみたる部屋のがらんどう

英
浪

いつか結ぱる予感ちょっぴり

大賞を受けてやすらぐ牧の馬

乃

溢れでるアイラブューとポプリの香

こころに沁みる酒宴となりし

順

浪

凍土の固きサンの村

総身に浴びつつ眩し冬の月

半世紀とは永く短し

乃

英

乃

ひと息に開きし花の咲きっぷり

浪

涙して兵士の骨を斬満＆＃

おたまじゃくしに伸びたる手足

ナォ風車日矢を飛ばしてひもすがら順

はいそれまでと鳴らすカチンコ英
二代目の水谷八重子楚々として乃

裏番組は仁侠世界浪

昼顔にどうしても愛閉じられず英
ごろごろごろと荒れるいかずち順

駅前のタクシー乗場行列す乃

給料日なり財布ふくらみ順
極上の霜ふり肉を厚切に浪
尺八のしの上りぎみなる順

影絵の河童賢治の忌なり順

満月の砂丘の起伏おだやかに乃

声はすれども姿は見えず浪

ナゥ澄みわたる遠野の郷の曲り家の英

春眠に伏すモアイ百体英

とっぷりと刻の重みの続きいて乃

海に降る花たゆたいてとめどなし順

平成七年八月四日首

きらりと光る掌のさくら貝浪

︵於・熊谷ニットモール文化教室︶

平成七年十一月二日尾
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八東京・あした連句会ｌその三Ｖ

﹃烏帰る﹂

風麗かに豪華客船

烏帰る動かぬものに水平線

長寿の母は鬘礫として

目つむりて麦踏む里を想うらん
住み慣れしビルの高きに月まどか

鉢の葡萄の深き紫

ゥ虫籠にとぎれとぎれに鳴くあわれ

大豆生田伴子捌

福田芙沙

大豆生田伴子

中和枝

高橋たかえ

阿部朝子
谷田男児

和

芙

男

朝

戸惑いてシャルウィダンス応えつつ

朝

窓辺に寄りてグラス傾け
あづさ二号で手を振ってゆく

男

任地では得意料理もまた至楽

ひるがえりいる大漁の旗
月凍てて歯舞色丹影となる

和

和

朝

芙

朝

た

暖炉に薪のくすぶりており

上様の領収書とは無駄使い
人のふりする愛犬のペロ

高台の博物館は花吹雪

遠足の児へひびく神鈴

ナォ片隅に雲ひとつ置く牧開きた

ブロンズの像語りかけくる朝
視聴率稼ぐ﹁お宝鑑定団﹂和
老いも若きも夢を追うべし芙

空港に背ナシャンとしてアロハシャツ和

スコールに逢い逃げ込む岩屋芙
奪いとる恋に疲れて尼となりた
名前を替えて暮らすこの頃和

伏見の酒に酔うおばんざい芙

古びたる柱時計の音重く朝

穂芒の道走るマラソン朝

月掲げ李白は詠ず詩百遍和

ナゥジーパンをはきて案山子の横にらみ男

世間の事は知らぬ半兵衛男

温泉にどっぷりつかり気の晴れる和

︵於・芭蕉記念館︶

朧おぼろに吊橋のありた
淡墨と滝の桜と花行脚伴
納め雛の美しき春宵執筆

平成八年三月二十五日首尾
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八東京・あした連句会ｌその四Ｖ

﹃風死すや﹄
平本三保子捌

酒を岬りて心新たに多

ナォ職替えて夢を幾度啄木忌雪

東照宮のみざるきかざる多

旅行けり太郎次郎と道連れの雪

噴井鳴る贋金コイン後投げ順

ノースリーブのやわき二の腕双

平成七年七月十二日首尾

絢

︵於・深川芭蕉記念館︶

お重の中の蓬大福雪

花の奥その花の奥花万朶三

うからには秀でし者のついぞなく双
泥鱒っ子鮒っ子ちよいと顔出す多

翁の描きし南画の茶掛け三

ナゥ秋の雨おいでと招くお化けの手順

通草の蔓の屋根迄のびる絢

満月のひたに輝き渡りつ蚤双

波にたヌよう遭難の船雪

認知させたり家もらったり

愛人と言う名を負いてしたシかに順

平本三保子

刻きざむ音の次第に遠のきて三

白を明るく鉄仙の鉢
白根順子
紫崎絢子
関根雪子

風死すや憤怒仏には焔の匂い
お隣りの宅配物をあづかりて

角田双柿

絢
頂

多

栞田多田男

情々孤々とさがる蓑虫

順

思い出させる故郷のこと
渭淨の気に誘はれて池の月
ゥや鼻寒の壁に画鋲のはりつける

娘の賞状のかざられて居り
婿選び太目のことは棚に上げ

幸ヨ

順

多

デートにいつも食べる天麩羅
いうことを聞かぬ臓器に入院す

川の流れの常と変らず

絢

木枯の冬月ひとつ吹きのこし

顔見世まねき京の南座

絢

後継ぎは未だ幼くてけなげなる
チャイム押す花の館は留守らしき

双

やっと慣れたる車運轌

ほろほるノ︑と山鳥の啼く
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亜
冬
範男悦世志
緋
津
範悦範範男悦子男世志男悦世子児子紫香
坂田谷井元

八東京・あした連句会ｌその五Ｖ

彦谷萩新山
咲

山元志津香捌

宇

沼

﹃菫風の﹄

薫風の被爆ドームに佇ち尽くす

新緑湧かす鳩と少年

電子字引もやっと慣れたる

ナォ朧夜の百武彗星大接近冬

虎視耽々と妻の道楽男

地下道掘って銀行強盗悦

ブランドの時計並べてにやにやと

世

それよりも温泉の出て宅配業男
合歓の花揺るあの家へまた世
夏風邪をかこちて甘え月の宵亜

皇室典範男子相続悦

ロメオの如く忍びまいらせ志
答申の夫婦別姓持ち出して冬

節季のものを揃え了えたり亜

搦手の松の曝く過去未来志

予約をしたるロブスター店範

ナゥ若水の耀りかがやくを仏前に男

絵タイルの雨に濡れいる五番街範

りららるららとらっぷ麗か志
花の虹散りて天地崩れそむ世

︵於・芭蕉記念館︶

目借どきなる倖せの時亜

平成八年五月七日首尾
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沖遠く異国の帆船数増して
名月を祀りそこねし町明り
祖母が届ける策の枯露柿
ウレンタカー借りて急ぎし西鶴忌

潤みし視線ぐっと近寄る

付句のつかず酒をがぶ呑み
膝くずしはじめし裾の緋縮緬
ヘルパーさんはお話し上手

機の窓にキリマンジァロと象の群

望郷のおもい昴ぶる雪庇

橇のゆくてに東てし三日月
誰も居ぬ全学連のアジト古り

パントマイムの続く練習
飛花落花花に怖るる両の肩

復活祭の鐘わたり来る

藤

八東京・あした連句会ｌその六Ｖ

歌仙﹃山眠る﹄
成田淑美捌

萩谷悦

中野稔

成田淑

遠近に聞く狐啼く声
彦坂範

ォ山眠る江戸百景の多色刷り
標識に通行止めと書かれいて

座して嬉しき連句興行悦

ナォ名産の鯛の浜焼届けられ範

水煙の池面に映る法の庭悦
ため息をつきひとり佇む稔

断ちがたき想い烈しく雪を掻き稔

からめ捕らんとふり乱す髪悦

ややを抱きディズニーランドヘバスッアー範

ラッパの音が終業を告ぐ淑

杖ついて託老所へとお迎えに悦
またげる程のせせらぎに橋範

ジンジャーの香に深くなる月の宵範

影を曳きつれ動く艀蛎悦

ナゥ競い合う案山子の顔は時の人悦

雨にたたかれ風にたたかれ稔

勉学の灯に寒さ残れる稔

いつまでも干しっぱなしの濯ぎ物悦

︵於・江東区芭蕉記念館︶

ふらここに揺れ天下泰平範

望郷の智恵子の墓は花の中淑

平成八年三月二七日首
平成八年四月二四日尾
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こんなところに児らの遊び場

月光に宝石となる掌の小石
葡萄の房の篭をあふるる

空巣ねらいの働きすぎに

ゥ町あげて押すな押すなの秋祭
予後の身を温泉宿にゆったりと

網戸越しなる微笑謎めく
柔肌に触れしは夢か夏の月

海底駅へ螺旋階段

将棋の駒をまた並べかえ

少年を待っているのは新世紀

みがきいかれし大黒柱

盃に持ち帰れない憂さはらす
春のショールの肩にかろやか

花守は女系家族に継がれいし

悦稔悦範稔悦範淑範悦淑稔稔悦子子子美

八東京・あした連句会ｌその七Ｖ

歌仙﹃そぞろ寒﹄

そぞろ寒ガラスの都市に眠られず

福田芙紗捌

中野稔

福田芙

阿部朝

遙か傾むく上弦の月

烏渡る連絡船を追い越して
小林悦
室伏章

須佐明

三枝正

ジャンケン遊び他愛なきこと

悦

ナォメーデーにコロッケ弁当配られて正

ひそやかに水子地蔵に香を姓ぎ章

盗み酒して中毒となり朝
木の下にひねもす揺るるハンモック正
天道虫のゆきっ戻りっ稔

じらされて口笛吹いて塀の外章

人妻の身を忘る雪窓明

杲を聞きっ奈落へ堕ちて行く朝

山あい深く出湯溢るのみ章

月に透く茸バイオの試験管正

笑顔寄せ合う秋爽の閑稔

ナゥ後の雛七十階で飲む紅茶悦

長寿の父へ贈るステッキ芙

転んでもただは起きないチャップリン正

等間隔に続く飛石稔

︵於・芭蕉記念館︶

田螺拾いに広き末黒野朝

初雷に花のいのちを気づかいし芙

平成七年一○月五日首尾

−8ラー

ぷかりぷかりと紫煙くゆらす

先生と生徒仲良く写生会
大和島根は夏の色めく
ゥ飲みぶりのあやしき人と桜桃忌

雨降り出して傘を広げる
胸に棲む君にそっくりひと目惚れ

独り娘に男不器用

下町の路地に古びしっるべ井戸

もうなくなりし牛乳配達
作曲のピアノ洩るるを月の東て
毛糸の玉にじやれるシャム猫

牧師館異国ぐらしの半世紀

春惜しみつつ旅を重ねる

ＮＯＭＯに声援送るこの頃
せせらぎに今を盛りの花万朶

明朝芙正稔章芙悦朝子稔子稔郎子子子紗

八町田．あした連句会えびね支部ｖ

我が身ひとつの秋にあらねど

矢倉澄子

平野三枝子

下田妙子
渡部孝子
松永倭子

中島さっき

大平美代子

宇咲冬男

大平美代子捌

脇起歌仙﹃ほととぎすの巻﹄

ォほととぎす富士は噴く火をなおはらむ

万緑の裾豊かなる湖
兄妹車の中で昼寝して

ゥコーヒーのマシュマロ溶けて蔦紅葉

妙

博物館の長き行列

黒いタイツが肌にぴったり

依田みどり

窯出しの銘品月に研がれしか

児を得るまでとさとされもする

濃化粧に心とらわれ通い婚

冬︑

倭

さ

大坪万里

小蛯を茄でる横町の店

不景気の日本を捨てて香港へ

次第に高む鬼やらう声

月寒し誤診おかせし医師のいて

万

倭
妙

都市博とバブルが眠る夢の島

孝

あれかこれかと迷う選択
レンズの中に陽炎が立つ

ミスコンの花の女王がポーズとる

ナォ就職の未だ決まらず春の逝く万

しきりに想う故郷の寺さ
歩け歩けと健康ブームみ

谷底のローカル線の無人駅澄

腕組んでＵＶカット夏帽子孝

貴関真似て八月に式さ
献本の友卒然と逝く孝

自分史を書き終えほっと喜寿のひと三

昔語りの養老の滝澄

泣き上戸笑い上戸の同窓会倭

冬を待つ間の独り占いみ

お月様十三ななっ兎住む澄

ナゥぬかごめしおひつの中に匂わせて三

息せききって帰るカギっ子さ

ファミコンの売れ行きばかり伸びており妙

東風でゆらゆら弥次郎兵衛揺れ美
巫女の鈴一振りごとに飛花落花み

平成七年五月二十日首

夢のふくらむ黄金週間三

平成七年八月二十一日尾
︵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﹃落葉踏む﹄

山元志津香

三澤律乃

三澤律乃捌

ピアニッシモを奏づ風花

落葉踏む辰雄の山荘しんと在り

清水うた子

萩谷悦子

福田太ろを

散歩の仔犬しっぽふりふり

月の窓少年の影くっきりと
帽子いっぱい零余子団栗

乃

地下鉄のいつか地上に滑り出て

ワ秋神楽恵みの雨を降らせたる

悦

士心

澤田乃芙子

ルーペで探る此の次の旅
オリゴ糖飲んで体調快適に

アフ

律

悦

実を申せば道ならぬ人
名湯に沈めし乳房美しく

罪深きもの汝は誰ぞ
首塚に満月涼し幾世紀

乃

悦

律

太

アフ

士心

ロゼのワインに待つ時烏
何時の間に立つも座るもどっこいしょ

シルバーカーに交すほほ笑み

茜に染まる料蛸の雲

曲芸団賑やかに来る花堤

甲乙丙の友のへりたる志

ナォ休田を覚まして起す苗代田乃

住專をなんで私が背負うのよ乃

泣く子と地頭に勝てぬ勝てぬとう

底冷えの床に写経の尼の筆悦

雪の径くる御白河法皇律

しんしんと昨日を映つす姫鏡太

エルミタージュは隠れ家のこと？志

バイヤーのデジタル交信錯綜す悦

頬ばってみるひと口大福う

母なくば用無き里の小望月志

生乾きなる芋茎片辺に乃

粗大ゴミとて惜しきものありう

ナゥ明治節戦陣訓は海深く悦

どこまでもベッドタウンの展けゆき律

開店祝う風船の数乃

︵於・芭蕉記念館︶

春を弾ます回転木馬執筆

花の下嬰に護身の鈴つけてう

平成七年十一月二十五日首尾
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八熊谷・あしたニットモール教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃花冷え﹄
厄を除け花冷えの街疾く去りい

つき来る蝶の美しき舞

中和枝捌

中和枝
高橋たかえ

関根雪子
半田幸子

あたふた降りて朝のゴミ出す幸

ナォ遠足のリュックサックの紐もつれ林

寺の鐘展望台にとどきたるた

かなたを見やる眸のかがやき林
冬帽をま深く坐るグリーン車和

昨夜のできごと雪女かも雪
更年期漢方薬が手離せず幸

た

色なき風を浴びる総身英

オートカメラににっこりとする

無人駅都忘れの置かれいて

和

ナゥかさかさと群れいる鹿を数えいし雪

百歳祝う人々の増ゆ林

この頃流行るメロディ時計英
ふる里の川に堅固な橋架かりた
た

平成七年四月六日首
平成七年七月六日尾

︵於・熊谷ニットモール教室︶

水の流るる春の夕暮雪

いつもほのぼの寅次郎あり和
目の限り桜並木のととのいて和

戦中派戦後派平成渦を巻く雪

ノートに記す思い出の詩た

月の宴新米の香の串だんご幸

二科会いつも話題あつめり

新築の窓に迎える望の月

幸

残る関所の閂は錆び

ワ走り蕎麦信濃へ旅情かきたてし

幸ヨ

和

子連れ結婚あっと驚く

文渡すところはいつも松林
別姓になぜかこだわる預金帳

た

山司英子

英

幸三

幸

和

銀行破産ひとごとのよう
裏山に蚊柱立てり夏の月

た

蓮見林

古き梅酒の酔い心地よき
祖父と指す将棋早かり待ったなし

家宝の壷を飾る床の間

大宮司禰宜の花嫁とりなして

景のどやかに湖の釣り舟
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う登冬絢

八熊谷・あしたニットモール教室その三Ｖ

た

柴崎絢子捌

水村咲崎

歌仙﹃実ざくろ﹄

ォ実ざくろの一つとなりて暮れにけり

たたずんで見る庭の眉月
国体の入場行進華やかに
荘々として海の広がる
解き放たれし子燕の疾く

ナォ山笑う医師本業をつい忘れう

買い物すべて電話注文う
押入れを開ければ落ちる不用品絢
あきれ顔して空巣退参登
冬帽子電車待つ間にキスをして絢
暖炉の前で重ね合う肌登
横綱の出世早けりゃ手も早い絢
批判無視して核実験す登

教会で脆きたる異邦人登
砂丘幾重に残る風紋絢

望の月羽衣松へ掛けられてう

あわあわ群るる正雪蜻蛉登

ナゥ火恋しとそぞろ襖を立てもするう

お濠を巡るマラソンの列登

父は辛寿で母は米寿よ冬
自然食毎日続く三十種絢

思いをこめて雛を納むるう

どっしりと昔を今の花の門冬

平成七年十月五日首

︵於・熊谷ニットモール文化教室︶

平成七年十一月十日尾
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夢あまたせり上がりゆく観覧車

朝餉の匂いほのと流るる

ゥ夏安居の済みたる堂のたたずまい

名を呼ぶに使いわけする声の色
ゴルフ道具を出しかねている

不信感無党派層の急に増え

人間万事塞翁が馬

地価下がり売出し旗に月の東て

憂さを晴らせるおでん熱燗
少年は高々吹きしトロンボーン

河原の風がふくらみて来る
たたなづく綿あめのごと花並木

春を惜しみっ書きとめる詩

清田宇柴

絢登登絢う登うう絢冬う冬登絢子美男子

八大阪・あしべ俳譜塾ｌその一Ｖ

歌仙﹃竹酔日﹄

革座布団に遠来の客

竹酔日一瓢の飲つくさばや
波乗りの彩もとりどり鮮やかに

ナォ風光り的間違へしキューピッド

飛んだ濡場にそっぽ向く猫

旅芝居ごきぶり野郎しゃしやり出て

みんな白髪吾も汝も

何ぞと言へば政治評論
大戦が終りて既に半世紀

管弦も名手たりしか長明は
軒をすれ／︑鴎むれとぶ

肩凝り癒す鍼灸の妙

月蒼しアムステルダム美術館
プラネタリュームで七夕の夢
そぞろ寒煙草一箱喫ひつくし

ナゥお地蔵は雪除けの笠とりどりに
おしくらまんぢゅう分校の子ら
釣れさうもないにひねもす釣天狗

晴れ上りたる啓蟄の空

借景の翠微にふぶく花を見て

平成七年六月二十四日首尾︵於・猫蓑庵︶

遠く近くに畦塗のひと
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ぶるんと顔へ沖に出る月
秋惜む生きて三十不精髭
初猟にゆく準備ととのふ

碧眼紅毛多きこのごろ

ゥ牛若も転びしといふ鞍馬径
思ふことうまく喋れぬじれったさ

その馴初めは連句教室

信濃なる月の明るさ年の宿
囲炉裏で焼きし蕎麦餅の味
シャンソンの﹁枯葉﹂の曲は胸に沁み

原爆実験性懲りもなく

幸不幸神のみぞ知る世のならひ

処女出版が古稀過ぎてとは

洛陽の紙価高めたる花万朶

芦辺踊の声も弾めり

東東片

郁明多

山

郁雅迦郁雅迦郁雅迦郁雅迦郁雅迦子雅夫

迦

郁迦雅郁雅迦郁雅迦郁雅迦郁雅迦郁雅迦

八大阪・あしべ俳譜塾ｌその二Ｖ

歌仙﹃根の国﹄
くぐひ

根の国のこと間かせよや大鵠

雲くるらし湖のきらめき

除幕式盃挙げむ諸共に
この彫刻は生涯の作

向き合って〃ぬＩおのし出来るな〃

名ォ嗽さるる三舟の名のうららかに

雪となりたるクリスマス・イヴ

俳譜も佳境の酒肴運ばれて

耳元に死の甘き攝き

去年今年円高相場とめどなく

百歳にしてさすらへる小町とか

炎ともなる愛憎の業

忘るまじアウシュヴィッッもヒロシマも

地球は宙に浮かぶ宝石
江上の夜泊に仰ぐ月明く
奉書焼てふ鱸取り分け

名ゥ火箸打つ明珍に秋深みつっ

たまさか病めば千々にもの想ふ
コンパスで画いても楕円歪むなり

あたたかき陽のあたる校庭

花愛づる一樹の下に一家族
甘茶まゐらすちさきみ仏

秤鰄跡蓉十号朋一十地朋露文音
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ドアチャイム月より他に誰もなし

エロスの神は少し残酷

荒草刈らず蟆姑鳴きそむる
ゥ林檎食む失楽園を想ひつっ

ＺＺＺといびきかく猫

妬みもし課ひもして睦ぴあひ

傾きし赤門前の古下宿
機動隊とは黒き集団

ごつい手がそっと裸子抱きとり

月に飲み干す冷酒数碗
血の中の太古の記憶甦る

スイッチ・バック花燧道をくぐり抜け

広葉樹林遺る山々

仔馬跳ねては童からかふ

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

八佐渡・天の川連句会ｖ

歌仙﹃おさげ髪﹄

加藤文子
安藤清
中川アイ
中村静枝

本間昭雄捌

晶眉の球団負けてばっかり

文

ォ片蔭にブロンズ像のおさげ髪

名月を写せし井戸に置柄杓

清

薫風まとひ来たる旅人

ちちろ枕に古書を繕く

枝
文

加藤正光

草刈り機朝のしじまに耳かせて

ゥタレントとダンサー迎へ秋祭り

肢体なやまし甘き息づき

文

生田政春

枝

本間昭雄

イ

忘れえぬひとでありたし命恋

地蔵の並ぶお堂小さき

田の面を渡る竿売りの声
象に似る姿形のガスマスク
晩学に一時を告げる寒の月
炬燵で食べる独りの茶粥

新道の通じ賑はふ蕊嶬

光

清

渡辺サチ

福田眞空

茜美し明日は日和か

ベビーバスには目高泳がせ

花盛り清き投票夫婦づれ

歌仙の苦楽共に味はふ光

ナォメーデーに円座をなして酒を酌みイ

条例決まれポイ捨ての罪春

震災もテロも御免と島に住む文

金色の毛虫が登る鉄とびら光

簾の奥に琴をひく影春

この思慕も打ち明けられず苦しみぬ光

抱く両肩時計よ止まれチ

﹁駒子よ﹂と言ひたる君の裏表文

列車の窓に写る連峰チ

天心に懸りて月の冴え渡る清

替女の語りや露はしとどに土屋隆

ナゥ秋袷せ塩瀬の帯でクラス会イ

あみだのくじで当る冑ねじ春
カリブ海大型帆船滑るごと空

︵於・畑野町農環センター︶

公園に散る遠足の列空

紙に描ける雛は品よき本間泰義
龍掛かる客間の床に花活けん雄

平成七年五月二○日首
平成七年六月十七日尾
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八逗子．あらくさ連句會ｌその一Ｖ

歌仙亘葉忌﹂
草間時彦捌

ナォ桑畑八十八夜の安堵あり

風呂をぬるめに春を惜める

残り香のあやしく鼻をくすぐりて
どこを攻めても音をあげぬとは

あふれむばかりあじさゐの谷
振向けばわが影もまた疲れゐし

軍書より艶書に悲し吉野山
笠井ま李乞

この道行けば母が待つなり

冬ざれも雛に集ふ小鳥たち

草間時彦

空深みゆく霜月の町
を

北澤葭
柳田尚宏

ォ読みさしの和綴本あり一葉忌

裏の林に鴉騒がし

宏

内田英夫

うす味のひと日なりしを二日月

夫婦別姓さはやかな秋

交番にだあれも居ない今日の月

心肺機能低下心配

川面に芒影を落して

山も笑へり魚も笑へり

走りゆく馬花びらを撒きちらし

平成七年十一月二十六日首尾

︵於・笠井邸︶
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枇杷の花黒埴土壷によく映えて

ゥ化野へ詣でる路はそぞろ寒

ナゥ半身を屋台に入れてにごり酒

王

を

汚れなしとはいへぬ人生

夫

核には勝てぬボジョレヌーボー

四つ切りにして厚き生揚げ

誰も逝く江分利満氏は冥途へと

お客には男嫌ひと言う女

迅

を

鈴木雪王
吉本壯迅

迅

夜這を待てり裏木戸を開け
涼しき月はメトロポリスに
通り雨駆け抜けてゆく江東区
納期を明日と急がれてをり

夫

きいぎぬの別れを惜しみ添ひ寝する

新調の作務衣の色が気に入って

葭

庫裡の修理の寄附を集める

葭

春たおやかに火山列島

花の旅ローカル列車ことことと

葭王を夫王葭を迅迅葭夫宏夫をを葭迅葭

八逗子．あらくさ連句會その二Ｖ

歌仙﹃ぽうたん﹄
吉本壯迅さん追悼

青葉若葉が騒ぎ君亡し

草間時彦捌

吉本壯迅
草間時彦
北澤葭
柳田尚宏

ォぼうたんの風となりけり朝の庭

バイクの後を追へる蜻蛉

宏

ホームレスにも春眠の刻

ナォうららかに街並をゆくチンドンや

片膝を立てて観音ありがたや
人ゐるらしき堂のくらがり
いく度も雄蕊と雌蕊重なりて

一陣の風汗を散らしい

江戸見坂霊南坂も蝉しぐれ

鍵をはなさぬ暮しにもなれ

狸そばおどられしあと化かされて

隣り見てから奉加帳書き
達筆の佳人の爪の赤かりし

葭

夫

葭

身邊をそろそろ整理夫婦して

反魂丹をのみなされたら

一人ぼっちで春愁の酒

花吹雪夢の中まで喪にふくし

平成八年五月二日首尾

︵於・北澤邸︶
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甚平を着て納まれる御仁にて

葭

書斎といふも方五尺なる
水底のような雨月の庭明り

鱒踞して聴く夜の秋の聲

壯にして迅なればこそ月今宵

小指と小指そっとからませ

葭

牛菩掘る手の冷ゆるこの頃

ナゥ山姥の出歩いてゐる秋の暮

思はざり寄せてもち上げ胸豊か

夫

ゥ蕗の葉の影なる石のつゆけさよ

吉本和子
内田英夫

損をしたよな得をしたよな

ここは大垣旅の終りよ

港宿くすむ窓越し冬の月

笠井まを

葭

鈴木雪王

メインポールに掲げよ日の丸

金波銀波に遠き燈台
世界中悉小競合世紀末

夫

和

畳叩いて大掃除する

本家より分家の花の盛りなり

彦和宏夫夫和王をを夫をを葭王を宏を宏

つは知雅治成孝充睦

八三重・伊賀連句会ｌその一Ｖ

一弘佐

恒岡成詠捌

堂豊上奥村恒宮村今
山岡杉田田岡田井岡

歌仙﹃恵方かな﹄
ォ平成を拓く御代の恵方かな
﹁イッセイ﹂の笛シテの初舞

城を背に石垣の梅咲き初めて

朝寝むさぽる鶯の声

歴史に遣る女宇宙士は

ナォ草団子ほうばりながら句に詠みっっ

一期一会外っ国人も座を共に成

文豪部屋はいつも乱雑雅
波もとどろに大磯の浜充

凍ての径白足袋はいて下駄履きて弘

恋しくば訪ね来てみよ尼寺に孝
逢ひたき人の夢よ覚めるな充

価格破壊に家計助かるっ

獄中に文書くペンのかすれいて成

秋の風鈴蒼き音たて成

奥庭に月惜しみなくさし込みぬは

手に入れし壺あかず眺めつ知

ナゥ懸崖の菊の出来栄え賞めらるる

神杉の天辺鴉群がりて弘
風景画家は陽炎の中成

議会終へのんびり夜の花見せん睦

春の息吹きの街にたダよふ治

︵於・三重県上野市栄楽館︶

平成七年一月二十日首尾
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行くほどに吾影おぼろおぼろ月

留守の間に長いファックス
ゥ株式のようやく上り始めしか

自作ワインで彼と酌み交ふ

やつ
弥

抱擁の路地は忍びの街の角

行き交ふ人は粋な夏帽

パジャマ姿の若くなまめき
鰻焼く店主の顔のあかノ︑と
峠越え里の小屋根を月照らす

奈良公園に鹿と戯る

インターネットで増える情報

新しき補聴器つけて虫の音を

忍者行列陽のうら塗かに

花冷えの花にさかりのときのびて

小恒三
山岡村

充治は知枝二子孝充子子栄生男詠仙子之

八三重・伊賀連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹁秋櫻﹄
ォ休耕の田の一枚の秋櫻
勢子も揃ひし初猟の村

誰直さぬ人個性的

湯上りのくつろぎに月昇りきて

蝉落っ程の暑さ続けり

杭を打つことにはじまるキャンピング

熱き想ひも過去の人なり

ゥ此の頃はルージュ濃くして色も替へ

妻となる娘はいそノ︑と葎がけ

いつも清楚な雅子妃殿下
週刊誌閣僚失言ねらひ打ち
流れに口を漱ぐ故事あり
戸障子は昔ながらの萬寿寺

月冴えかえる暁の空

走り根につまづきながら登る径

蕉翁座像伊賀のシンボル
狭筵を囲む双樹の花の下

鶯も来て町中の庭

水島三造捌
水島三些垣

大西ふじ枝

嘉積善之
永田照子

姜巨

山口啓子

昭抽

ふ

昭小

子

足立駿二

東貞子
上杉知栄
駿

昭小

休みの朝寝居留守きめこむ知

ナォ入学の児のランドセルまばゆくて貞

峡水清し魚跳びはね啓

好きなだけお剪りなされと黄水仙善

誰そや吹く草笛風に乗りながら貞
ジャスミンの香をた宮よはす錘知

灯を消していちずに紐解く息あらし善

こわばらず肩しっかりと抱く啓

かりそめにあらねど恋は空しくてふ

小屋に捨て猫住みついてをり知
陶匠は月の窯場に佇ちつくし貞

鰯生干す島の朝市啓

ナゥ碑が語る利一曽遊の城の秋三

エイズ住專各省お手あげ井上泰子

人々は地蔵に供物絶やさずに貞

渋滞避けてマップ旅行を知

日永の書店立讃みの人三

サイレンの他に音なし花の昼善

︵於・三重県上野市栄楽館︶

平成七年十月十二日首尾
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八三重・伊賀連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃大花野﹄
ォ招かれて来し道十里大花野

ねれ縁飾る紅葉一片

月今宵翁の出自を語らひて
忙しさ忘ることもあらんか

太古より変らぬ杣の岩清水
くづるる雲の峰に人現れ

握る両手に伝ふいくもり

ゥ衿肩を直す仕草の母に似て
一と刻の熱き想ひを胸に抱き

民族紛争悲しきはテロ

干大根の軒に高々

も
百名の六十路の朋と友
と山歩き

山村俊夫捌

三村佐弥子

細野幸助
小川禮子
川本政子
山村勝子
村井充子
羽野きよ
奥出美子
小山一枝
幸
政

禮

充

佐

美

き

勝

月寒し地下足袋穿いて酒買ひに
きつねにたぶらかされし話を

山村俊夫

大阪中がＡＰＥＣの渦

万寿寺句座に和める顔顔顔
眠る児の乳母車に舞ふ花吹雪

双シ蝶々のぼりゆく空

ナォ便菱に書いては閉じる春愁

問はず語りに落ちし身の程俊
いまどきの政治家みんな旅烏幸
謄出しルックレヂで嬰抱く政

山われんばかりに峠日雷勝

二拍手だけで済ます若きら禮

馴れそめて一線越すもたちまちに充

それでも私純粋でしたき

逃避行飛機の眼下に国境を美

ピエロはラッパトーン落して佐

勢子の法被のおどる角切幸

明け放ち宴のあとに月待ちて

住専対策不況逆撫で政

ナゥ秋遍路報謝の包大きかり充

カラオケは下手なればこそ盛り上り勝

巣作る燕に野小屋開け置き美

土の匂の風あた塾かし充
駅長が改札兼務花案内俊

︵於・三重県上野市栄楽館︶

平成七年十二月六日首尾
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ハ伊勢・五十鈴吟社ｖ

歌仙﹃春障子﹄
ォ家紋染む山の旅籠の春障子

しばし佇み駒烏の声

中津秋野捌

福田菫子
中津秋野
高山孝子

シ

さらさら三分砂時計落っ

摺鉢に幼の手借り独活和えて

山岸れい子

スケッチブックに描くこぼれ萩

月天心師は清貧をそのま易に

ゥ大太鼓秋の祭りを思ひきり

山口圭子
村野正夫
中西晴風

片道切符手に握りしむ

風

孝

圭

熟年の分別を踏むワルツにて

風

孝

豊かな胸に色白の肌
好感が愛に変れる我雨

大慈大悲の千手観音

秋

正

榊原由美

シ

重

夕立の過ぎてすがしく月の光ゲ

タンレント知事に重き決断
口々に猪襲ふさま言ひ合へり

余寒伺ふ美濃の便室

八重咲きの花の濡れ彩ひとしほに

蝶睦みゆく土手の閑けさ

ナォ習ひ初む人形作り暮遅し美

オペラのアリヤ揺れる心に蚤
季節毎服買ふゆとりある時世圭
手入れよき庭鯉こぐの考辮秋
黒髪に雪をはらりと置く女の美

っ貫く曉に笑こぼす艶重
忍ぶほどに愛の炎の燃えさかり正
子の命名に恋人の文字重

浪人をさせても願ふ一流校圭

住專問題議会混沌正

代々の血の惨みたる畑に月美

褒めてもらうて嬢がせる菊圭
ナゥ海路守る石の神にと今年酒美
昼下りの村ひっそりとして圭

も
戦と友
よりの北海ラーメン届きけり正

︵於・伊勢・中村館︶

ひとり将棋の縁のあたたか秋
蛇皮線に揃ふ舞の手花見衆重
嶮しき坂に巡礼の杖早川忠夫

平成七年四月八日首
平成七年五月十日尾
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ハ伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその一Ｖ

春雨の隣りは将棋昼灯し
駒打つ音に揺れる藤棚
宮沢次

中根明

歌仙﹃隣りは将棋﹄
石渡蒼水捌

やおら休息出航を見る

石渡蒼

嬰児にいそぎんちゃくが握られて
中野和

月今宵水車は余念なく稼ぐ

ナォ清き瀬に若鮎躍る銀の腹次

ひたすら歩くけふの健康水

円高に村山総理うっ手なし〃

白黒つかぬ濡れた岩肌美

度々の間違ひ電話気も冷えて和

掻き出してみる埋火の種美

宝石のチラシちらつくだけの妻次
恋座に流るチェロバイオリン和

和

フランスパンはちぎり食ふもの美

攝きを寄せては返す磯の波水

祠のの蔭でちんちろ頻り美

働らけどうだつあがらず月仰ぐ

白雲映すダムは満水和

ナゥあけび取り背筋も腰もシャンと伸び次

平和な生活︵たつき︶時の鐘鳴る水

鼻唄を歌ひつづける拭き掃除美

日永の町を人力車往く和

一行詩解れ花見の末席に次

︵於・伊東市社会教育センター︶

平成七年四月十六日首尾
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夜食が癖で増えし体重

ワ爽やかな旅の駅舎に鳶の笛
不慣れな手つき少女紅刷く
部屋間違へて慌てひっこむ

火の島に三日遅れの恋の文

居ても乗っても暗い現世︵うっっよ︶

カナリヤもオウム捜査に狩り出され

声交し月を頼りに富士登山
梅酒を飲んで村は長生き
十一面観音さまの目はいくつ

修正液で消えぬ過ち

看護婦と噂咄の花葹

驚かされし虫出しの雷

和美和美和次水和次ノノ水美次水女男美水

ハ伊東・伊豆芭蕉堂連句会その二Ｖ

歌仙﹃梅雨晴や﹄

中野和

中野和女捌

梅雨晴や人声走る船溜り
中根明

宮沢次

稲木親

魚釣る背ナに止まる夏蝶

南向く家に小さな姑居て
手縫ひ雑巾とどく宅配

野茂にイチロー貴乃花関和

ナォ耕人は泥つきし手で鼻こすり次

一升餅負うて初孫すぐと立ち美
次
非常袋に隠すへそくり

あれこれで通じる会話羽抜鶏和

和

白湯飲めば白湯に咳き込み眠られず美

大室山に冑芒揺れ親

抑へ切れない胸のときめき

口説くにはあまりに刻の短かくて次

手間隙かけて作る総菜親

名月にただ黙しゐる老夫婦和

土間に馬追村は更け行く美

親

ナゥ窓を打つ雨が夜なべの目を洗ふ和

痛む心に染みる優しさ

山寺の柱太々石に建つ美
水車回して砕く陽光次

旅の終りに写す山葵田親

花の昼角を曲れば海が見え美

︵於・伊東市社会教育センター︶

平成七年六月十八日首
平成七年七月十六日尾
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しら玉の酒酌むくかり月今宵
いのこづち付けポンュウの来る

ゥ柚子味噌の土産を入れる旅鞄

曝きあひて触れる指先
寺の子も結婚式は教会で
いつまで続くオウム報道
散策の兎飛び出す裏の山

気晴らしに読むマンガ一冊

炬燵の上に並ぶ錠剤

霜柱きしきし鳴らす月の径
手拭ひを腰にぶらさげ貰ひ風呂

菜屑微塵に結ぶ春霞

ロマンチストと噂流れる
夢幻能うっっに返す花篝

美和親次和親和美〃次美親和美男子美女

八東京・市ヶ谷連句会﹀

歌仙﹃枯蓮﹄
伊豆栄のいかだに酌むや枯蓮

黒き冠着けし水烏

テレビ塔ライトアップに飾り立て

野口里井捌

ゥ行く春の窓辺にピアノ響かせて

献血奉仕声を張り上げ

ノーベル賞作家老舗に垣間見し

難解といふ言葉ありけり

江戸本の北越雪譜いと愉し

知る人ぞ知る二号さんあり

夫が遺愛のストーブが燃え

野口里井
宮下太郎
岩崎泉渓

とろとろと動きはゆるき地唄舞

水を訪ねて遙か沖縄

父君を偲ぶ資料を求められ

橋本多佳子
太

重い鞄を降ろす網棚

有明の駅に迎えの二三人

珊瑚礁月の影をも宿すらむ

ナゥ満腹のうへの下痢とはそぞろ寒

芋焼酎に詩生れし秋

井

多
太

井

いつの間にやら消えし淡雪

柄杓斜めに手水鉢あり
名園も鳩と鴉に悩まされ

泉

泉

多

如くものぞなき椿一輪

太閤を真似し花見のそらぞらし

平成七年十二月吉日首

平成八年四月吉日尾
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桔梗生けたるそれだけの部屋

ワ神田川裏窓にあり秋夕日
遠眼鏡にて柔肌も見る
中々に夢二好みの女にて
小さな墓に永遠の眠りを

野々宮辺り竹細工売る

落柿舎を出て嵯峨野みち辿り行き

太

泉
井

思い出のアルバムに射す夏の月

赤銅色に焼けし六尺

泉
多

鎌倉銘菓またも頂く

花吹雪野点の傘にふりかかり

井

大仏は釈迦牟尼にして前かがみ

蛙出でたるこれも一興

筆井太泉多井太多泉太井泉多井太多泉太

執

八市川・市川俳譜教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃大枯野﹄
一水を海へはしらせ大枯野

雲なき空を飛ぶ冬の鶯

新らしき句碑の除幕を合図して

風のごとくに拍手湧くなり
高層のはざまを月の昇りつつ
ペアールックの若き友がら

木の実の音を窓辺にて聞く
ゥ駅頭に外人も立つ赤い羽根

肘鉄をくう万年課長

黒髪にそっと手をやるエレベーター

今泉宇涯捌

澤口てる子

今泉宇涯
鈴木いと
小林照照
滝田呆介
猪瀬六郎
一ハ

と
一ハ

根本芳子
古山春生
斉藤一灯
芳

南の島で牛を太らす

自家製の漢方薬をポケットに
帰省子のまたまた伸びて月仰ぐ

灯

↓ハ

い

一ハ

藍の浴衣に古りし桐下駄
回廊を拭く作務僧の胴間声

住専問題議会騒然

て

永田町警護に暮るる花の雨
おぼろの中を軽鴨の子わたる

肩の荷おろし明日を占うて

ナォ落第に落第かさね三十路まで灯

贋作の絵に億の値がつく灯

官官の習いとなりし接待費六

大慈大悲の仏像を見るて

世直しの祈願切なり着ぶくれてい

ああんと開いて恋の言出ず宇

仁丹が歯に挟まりしままなりし春

さりげなく粧へど胸のときめきて六

通過するのみ君の住む路地灯
忠魂を鎮めし杜の今日の月六

北さして行く雁の一群て

ナゥ師より来る名残の風炉の招待状い

亀甲紋の浮く手漉紙灯

余生なおフル回転の予定表照

喉になめらか白味噌の飴さき子

搦々と花の篝火くすぶりつ宇

平成七年十二月三十日首

︵於・市川俳譜教室︶

借景の山むらさきの春灯

平成八年四月二四日尾
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ハ市川・市川俳譜教室その二Ｖ

歌仙﹃朧おぼろ﹄
見渡せば朧おぼろに鳩三羽

若き背広へそよぐ芽柳

うから寄る汐干帰りの賑やかに

伊藤孝子捌

引地久︑

今泉宇

伊藤藪

伊藤孝

ナォ春昼の欠伸がうつり牛が啼く同

不況焦げ付き倒産の屋根宇

パチスロの出たとこ勝負最新機彦

尊師の刑はポアがよろしい同
奔放に鳶の落書き冬がきて孝

セーターの肩オーバーが抱き彦

狭心症よりも苦しき恋発作宇
さては井守の粉を飲みしか樹
九十翁食にこだわる夏寒く彦

緒の切れた下駄荒れた砂利道宇

力士の宿に人垣の秋孝

月蒼し積み残されしコンテナー石渡夢八

ナゥ船頭も篇も江戸前佃島八

植木造りて路地をせばめる孝
鬼子母神この子頼むの虫封じ八
恥づかしそうに萎むふうせん孝

︵於・市川俳譜教室︶

来し方荘と遠く春逝く彦

満員の電車の窓から花霞字

平成八年三月六日首
平成八年六月五日尾
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大杯で酌む吟醸の酒

低調の律詩に昇り来る月か

山の麓のうそさむき風

ゥ蓑虫で作りし財布胸に秘め
二つ重ねて結ぶおみくじ
嫁かず後家同志かけひき物凄く

痴呆が増えて足りぬ病棟
船でゆく豪華なプラン売り切れて

ふくらむ夢は際限もなし
夕立に洗われて月玲瀧と
黄色い皮の西瓜抱えて
廻廊を廻り激しき木魚の音

陽のうらうらとお握りの味

賢治を語るひとの郷愁
十一州一覧台に花浴びる

同孝彦宇孝樹彦樹宇彦子樹宇彦樹彦樹涯

小
富牛石尾今
田伴樫尾渡高泉

み

ち

喜

夫和泰清夢せ宇
っ

え

ハ市川・市川俳譜教室その三Ｖ

今泉宇涯捌

湯
橋

歌仙﹃国勢調査⑧﹄

雲を離れし十六夜の月

国勢調査害くために虫の道急ぐ

久
禮

佐

コスモスが一線をひく立話

昼の花火の天にはじける

住專疑惑荒れる国会夢

ナォ耕しのいつしか消えて造成地せ

卦秦酒あふるホームレス達ち

政界に古往今来曽てなし宇

ふるさとはどこもかしこも蝉しぐれ喜

屋根裏部屋に描きし名作泰

いそいそとモデルにもなり飯も焚き和

別れるなんてとんでもないわみ
診てもらう前から動悸高くなり清

清張以後はみんな懐く喜

竹林に葉ずれの俄か望の月み

影ながながと蛇穴に入るせ

ナゥ手拍子につられて唄う鎌祝喜
幾度かけても留守電ばかりち
離陸して夜間飛行の尾灯曵き泰
幼な馴染みの話題ゆたかに清

︵於・市川俳譜教室︶

緋鯉の群るる園のうららか夫

花の枝さして胄風額仰ぐ宇

平成七年十月十二日首
平成八年四月十二日尾
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足のしびれをそっとなでをり
ふいに飛ぶはしぶと鴉見送れば
ウレオタード姿のままで端居して
やり場なき目で干菓子ほめられ

ポケベルが二人を結ぶ赤い糸

縄文杉のど幣新し

明日もまた晴を約して西の空

戦禍にしみる青き寒月

着膨れてトランプ占い繰り返す

銀行倒産ゆれる経済

赤福の今も変らぬ伊勢の味
ボランティアで車椅子押し

花衣羽織は好きな黄八丈
高さを競い双蝶の舞い

つ

勝
田

ち夢子夫夢子喜泰美夢和恵子子子八子涯

八市川・市川俳諾教室ｌその四Ｖ

歌仙﹃熱帯夜﹄

ナォ風船に引っぱられては駈けてゆく根本芳子

大きどらやき二つほうばる宇

歯痛にてクレオソートを思い出しぃ

低利をなげく年金の底て

基地縮小右往左往の風寒きて

今泉宇涯
猪瀬六郎
鈴木いと

車窓よりペアのマフラーなびかせて芳

遠出のドライブ淡淡と行くて

今泉宇涯捌

図らずも出逢いし幼ななじみにて

澤口てる子

沖縄の冬かくもこじれる宇

語りあかして刻を忘れし

古山春生

信楽の壺の影曳く十三夜芳
暗き山間に鈴虫を聞くて

目鼻欠けたる野仏の立つい

大統領も逮捕されたり

︵於・市川俳譜教室︶

心に軽き春の公園生

核実験再三再四繰り返すて
日本の空清くありたしぃ
凛々と床に開きし花一枝宇

平成七年八月廿三日起首

平成七年十一月廿二日満尾

宇

何やらの呪文めきたるラブコール芳

名月のするどく雲の刷かれをり

い

て

藍の浴衣に産土の風

しっとり濡れし穗芒の紫

熱帯夜の闇ひからせて千羽鶴

ワさわやかに揃いの靴でハイキング

ナゥ木の実落つふと淋しさを感じつつ生
一ハ

い

ーハ

歌舞伎座前に待ちあわしたり
友情がいつか捨て身の恋となる

い

昭小

東京湾をまたぐ大橋

小林昭小

波の秀をかすめては飛ぶ鴎二羽

胸一杯の深呼吸して

宇

母と子と共に歩みし夏の月

驍雨の兆す政治経済

て

て

て

生

商社マン揺れどうしなる兜町

お国なまりの荒き居酒屋
忠霊塔肩に積りし花吹雪
たにしころがる畦の細道
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ハ市川・市川俳譜教室その五Ｖ

歌仙﹃母の日﹄

川上はるか夕虹の橋

母の日の母在さぬまま暮れゆけ

伊藤藪彦捌

牧野山石

今泉宇

引地冬首

伊藤孝

石渡夢

伊藤藪

柵に侍る羊に餌をねだられて
ボランティーアで空缶回収

胡桃がぽとりポケットの孔

ナォ天皇の行幸記念碑のうらら孝
ナサを飛び立つ女性飛行士宇

洋画と邦画どちらお好み孝

刻み込むブレスレッドのフェニックス彦

四十路来て抜き差しならぬ沙汰の恋同

雷鳴はれる密室の窓宇
指切り数う短句七七岩

冷房が吐き出す熱に辞易し彦

寄せて返して悠久の涛彦

原発のもんぢゅ始動の時きざむ八

月浴びて佐原ばやしの稽古笛八
虚無僧被りの案山子立ちたる孝

ナゥ乾電池なくば暮せずおけら鳴く岩

三時のお茶のゴマせんべいは孝

結末はハッピーエンドのメロドラマ岩

カメラ止れば元の木阿弥彦

玄関の壺に活けたる花の精宇

︵於・市川俳譜教室︶

神に召されし赤き風船彦

平成七年六月七日首
平成七年九月六日尾
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新しく童謡碑建つ日の森
ゥまどろめば椋鳥がいる菜園に

募集であてた暹しき嫁

仲人の甘い言葉にだまされて

円形脱毛症が冗進

ぼけ除けの札をいただく極楽寺

こんなに長い不況の底に
月の湖影さかさまに山眠る

自慢の酒にはずむ炉話

箸紙に布屋太兵衛のそば処
小雨に濡れてタクシーの列

嚥りばかり賑やかな浜

音のない世界唖者等に落花舞い

宇彦同孝彦岩宇岩彦岩彦孝彦子八樹を涯

ハ市川・市川俳譜教室その六Ｖ

歌仙﹃つばめ来る﹄
濁る世もつばめは古巣へ帰り来し

白砂胄松洗う春潮

よ−いやさ都踊りの始まりて

ナォ不審物踏むなさわるな蹴とばすなみ

わが家の下は活断層かち

貼られてる駐車違反の警告害石渡夢八

時間ばかりが常に過ぎゆく和

托鉢の中の一人は異国僧夢

コイン沈めるトレピの泉み

別れても夜道に残る身のほてり夢

すでに妊娠半ばを越えてみ
上野駅郷愁そそる十三夜夢

芒の原に波がざわめく喜

ナゥゆうゆうと牧場に遊ぶ秋の駒せ

酒蔵の扉に鍵をさしこむ夫
先代の丹精こめし絵巻物せ

︵於・市川俳譜教室︶

文化庁より内定の沙汰喜
床の間の壺にらんらん花の栄宇
順の峰入り金の鈴鳴る喜

平成七年五月十一日首
平成七年九月十四日尾
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色美しき干菓子たまわる

土産売り場の赤き前掛け

田

反り橋の擬宝珠に垂るる月雫
声はずませて爽やかに過ぐ
ワ裏方は婆が仕切りて七五三

夫清ち和せ泰喜宇宇
佐
え
つ
涯
み
つ

君はいま札チョン族になり果てて

昼もラーメン夜もラーメン
病院にサリン疑惑が降りかかり

煙草のけむり寒ざむと吸う

燈台を見下すように冬の月

鳥居一つを守り神とし
達筆の人を横目で羨める
両足揃えちんちんの犬

あさり蛤長き潮吐く

川風に吹き寄せられて花筏

地球規模なる環境汚染

引越しに捨てるだけ捨て春惜しむ

笛鶯急伴胃息驚負累
勝

今

せち喜和夫み喜子和喜せ清恵子子子子子美涯捌

八井波・いなみ連句の会ｌその一Ｖ

二村文人捌

厚農纂患

歌仙﹃曝害せる﹄
曝書せる消息あまたなつかしき
紙魚ちょろちょろと逃げる部屋隅
世の中はマルチメディアの時代来て

砂遊びする児等の歓声
青々と枝豆を苑で月今宵

飛機の厨房六甲の水世

ナォ大冊をついに読み終え風光る杉本聡

ネパール寺チベット寺に猿走りす

女子大生に氷河期の夏恭

ショートピースをいつも離さず人
やや動きにぶい金魚をすくい上げ恭

彼の胸毛が頬にちくちく枝

生きてゆくための不倫と目をつぶり枝

総理の座届かぬままにミッチ逝くす

どこでも買えるブランドの酒佳

渡り来る烏の一群月の量す

神に捧げる今日の新米佳

ナゥ天高く剣児の声のひびく杜世

白馬童子は既に還暦枝

留学生日本語うまく話しかけ佳

木彫雛にのこる楠の香世
花守の頭ひとつの高かりき久保美智子
篭にあふれて蓬草摘む恭

︵於・井波町総合文化センター︶

平成七年七月二十八日首
平成七年九月二十二日尾
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好みの花瓶黄菊いっぱい

ゥ出し物の盛り沢山に文化祭
彼女のエプロン借りてウェイター
﹁逆玉﹂のつもりがいつか﹁家政夫﹂に

径七曲りのぞく谷底

世界博賛否の議論かしましく

終バスの列月の寒々

あやとりでするほうきさかずき

木枯にジュースの缶が転がって
なつかしのあの歌流れ口ずさむ

霞立つ道吊るす杉玉

波間に揺れる沖網のブイ
泣き上戸笑い上戸も花の宴

み

蔓
冬

野清宇三

登

二

佳枝世世恭す世世す人恭枝佳恭子子子枝

泰

沖田泰子
山本秀夫

ナォ刀打つ槌音高く注連回し

向うお弟子も気合ぴったり

しかたなく踊るふりして肩抱かせ

浴衣でかくす口づけのあと

蚊喰烏故郷の山にかかる月
散居の村はすでに静もる

そっと引っぱる春挽の絲

ナゥ聴聞の十八願をかみしめて

越の汐路に雷気楼立つ

野道行く新採研は花ざかり

平成七年八月二十一日首尾

︵於・紫石庵︶
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八井波・いなみ連句の会ｌその二Ｖ

二十韻﹃萩咲けり﹄
山本秀夫捌

文化祭素人芝居わきたちて

慧

竹部慧美子

ままごとのパパ晩酌のまね

夫

万葉の国守をしのぶ萩咲けり

ゥようやくに単身赴任二年半

泰

馬追の鳴き月渡る庭

化野ふかく君と旅する

泰

慧

絵草紙のように褥のほの暗く

夫

里

野暮なテレビの深夜討論
蒟蒻の裏と表を言える人
喧三つがいつも気になる

慧泰夫慧泰夫慧泰慧夫

ハ茨木・茨の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃神戸秋﹄※
幾千の無念埋むや神戸秋
海の彼方へ墜ちる流星
月待ちの賑わいの宴人寄りて
お国誹りですぐに融け合う

近松寿子捌

見附一昭︽

内田美子
福島桂子
富澤弘
品部一朝

桂

高見一西

弘

拍子木の音寒々と暁の路次
悴かみに克ち急ぐ早発ち
ワ群なせる羊に暫しバスを停め
アルプスの峰響くョ−デル

朝
弘

昭小

絵葉書に秘めたる想い托したり

潮乗り越えて今ぞ君が辺

サーカス果てて巨き夏月

髭男赤道祭に道化めく

美

桂

一西

昭州

朝

一西

″

どくだみの灰かに咲ける心療料

改憲論も出る広島忌

鰐樺の三鬼つぶやく坂の街

通り雨避け山門に佇っ

糞・チ祷り歌い踊りて花の下

籠に軋めく栄螺蛤

ナォ立ち列ぶ煙突あれは雷気楼弘
ゲームソフトの近未来都市桂

ワープしてふと紛れ込む観覧車美

輪廻転生美女よみがえる弘

稔り田のあきたこまちにひとめぼれ美

芒招くと通う夜な夜な朝
月皎々雌いてくる影くっきりと茜
追手逃れて潜む隠れ家朝

苔むせる墓石に十字切支丹照

砲声煽まず東欧の空弘
乾酪を東てし厨に醸しおり茜
自給自足の日曜大工桂
ナゥ湧水を竹桶に受けてシャワーとす照
暑中休暇に集う巻族桂

母の推仰番の蕨和えなど茜

﹁長命の一滴﹂という酒賜う美

朧にもなお辞書事典提げ照

花の縁猫も末座に控えたり朝

︵於・読売テレビ六甲山ビラ︶

平成七年八月十九日首
平成七年八月二十日尾
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二

八茨木・茨の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃集わんと﹄
集わんと心はずむや秋の道

奥村富久女捌

富

尚

奥村富久女

内山尚美
品部一朝

″

水谷千代子

また一しきり落葉降りつぐ

手づくり団子お茶も飲みごろ
猫まるく炬燵の上にまどろめる

朝

野分もそれて射しそめる日矢
月孕む笹くりの雲たゆたいて

屋根ある橋の熱き想い出

ゥ懐かしき便りの文字の右下がり

一邑

尚

白き上布に包む火の性

めぐり逢うこの夜のために生れ来し

千
″

占いは幾度繰ってもスペードに

核実験をシラク聴く

叩同
一畠

東て月に巴里の尖塔突き刺さる

朝

″

芸の巧みさ親に優りて

世界狭しと銀輪の旅
祝い酒別れ酒さて涙酒

千

″

飛騨の山々霞たなびく

伝統の山車からくりに花吹雪

危な気もなく決まる就職千

ナォ遠足の子の弁当を猿狙う朝

みつぐ君アッシー君は便利屋で尚
四十路過ぎたる恋ぞあやなし富

みだれ髪とは堺の歌人千

白日傘心の苦を透かしおり尚

端座して一期一会の書に向かう朝

狭庭にそよぐ萩のひとむら尚
基盤目の京の町すじ月天心富
伊達の薄着の身に沁みる頃〃
大仏っさん裸の大将真正面尚
がっぷり四つ子宝を得る〃
ナゥ若麿が鳶の親を見下して朝

枯れても芒また姿よき富

嵯峨野路に人待ち顔の車夫並ぶ千

︵於・茨木市市民会館︶

末安かれと春の海燕鼓朝

竹籠を編むつれづれの夜尚
袰ゆるる巫女の緋袴花篝千

平成七年九月十七日首
平成七年十月十五日尾

︵注︶大太鼓・舞楽に使う左右一対の火焔太鼓
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ハ茨木・茨の会その三Ｖ

内田美子

歌仙﹃ひたむきに﹄

薗理恵

衆議判

ひまわりや貌ひたむきに天を向く

桂

理

弘

出来千恵
富澤弘
福島桂子

道果てしなく鳴呼油照り
蛇の皮Ｓ字に残る石垣に

松茸飯も炊きあがる頃

高見茜

豆腐料理に予約の電話桂

ナォ早舞いの嵯峨念佛に連太鼓千

碁席に孫のお迎えがくる理

衝立の白虎の脚のくろずみて茜

バルコニーあんばんまんのパンツ干し千

身も世もあらず浴びる行水桂
やきもちの種は宛名の女文字弘
隠しきれずにダイヤ買わされ千

今にして思えばおだてられただけ弘

︵於・茨木市市民会館︶

鉦叩き鳴く遠く近くに桂
海底に公園通り後の月理
秋果くさぐさ万葉の歌桂
ナゥ裾ごとを吹き散らしてよ雁渡し千
みくじを結ぶ神苑の垣弘
二代目に優勝の楯ずっしりと茜
卒業校舎に残る寄せ書美
雪洞の用意ととのう花莚茜
朧に溶ける加茂の大橋千

平成七年七月十六日首
平成七年十月十五日尾
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口笛吹けば寄ってくる猫
月祀る地球の酒を取り揃え

清流に似て年上のひと

ゥ若者の朱藥を提げて訪ね来し
憧れがいつか身を灼く炎となりて

華燭の御堂つつむ彩雲

北くにの遺伝子治療最前線
棚にぽつんとひとつ雪沓
うみ

東て湖に穴を穿ちて月を釣る

保険金詐欺うまく丸めて
エアポートサムソナイトにパスポート

古城遠見に目指すアルプス
花だより鍵雑の山なっかしき
おたまじゃくしのまひるまの夢

理弘茜桂弘千理千理

八茨木・茨の会ｌその四Ｖ

歌仙﹃夕菅﹄
夕菅の開くや少しうけ口に

夏期講習は今日が最終

アグリッパ陰影深く描きあげて
オペラ歌曲をしみじみと聴く

団栗ぽとり歴史街道

両吟文音
宮下太
久保田堅

ナォ菜種梅雨妻への手紙したためて

その儘どっと過ぎて行く春

調弁が映画となると活弁に

ポチョムキンからチャップリンまで

メピウスの帯のごとくに終わりなく

また繰り返す熟年の恋
海猫の飛びかう浜の物語

大き椰子の実流れ着きたる

夏座敷添い寝の見える昼下がり

東山から風のやや寒

祭り嚥子の笛聞こえくる
僧二人なにやら語る星月夜

ナゥ老いの身は温め酒に槌るのみ
土地の値段も下げ止まりとか

うす紫にちらと初蝶

隣席の車中の会話いつまでも

高遠は聞きしに勝る花の色
日永の坂をのぼりくる人

秤鰔叱蓉ユ朗二十葦串雷文音
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有明の月は傾き舟に似る

若き役者の鎧似合わず

ゥ爽やかに馬上の旗の翻り
魚座同志のおみくじは吉

なつかしき美空ひばりの七変化

夢が夢呼ぶ寒の満月

何時の間に腹が大きくふくれきて

伊那谷に煙ただよう年の暮
俳譜乞食野垂れ死にする
帰りなんいざ故郷と思えども
傷の癒えたる鶴の飛び立つ

夜光の杯に満たす葡萄酒
川くりに柳と花の互い違い

堅太堅太堅太堅太堅太堅太堅太堅太市郎

太堅太堅太堅太堅太堅太堅太堅太堅太堅

八松山・宇宙連句会ｖ

歌仙﹃新居﹄
万緑の瀬戸遙かなる新居かな

枡返して響く残鶯

大月西女捌

山崎美智子

大月西女
松永静雨
井上和久
松末竹籟

近藤亘閨

まだはちきれぬ籠の毬栗

連句碑の建ってふ噂ひろがりて
手漉きの和紙は手触りも良き
満月に着替へさす子の逃げ廻り

大野花留化

鎌田隆

目雷

西

隆

籟

和

静

籟

十化

静

美

ゥ秋開けて売れゆき伸びる胄腸薬

犬のおなかを撫でっ擦りっ
恋なんて泡の如く消えるもの

結婚左遷または退職

麻原と名乗るだけでも誤解され

とんぼがへりの続く代議士
夢の中まで寒月がついてくる

鮫鰊鍋が煮立つ囲炉裡辺
神棚は尾州檜の香がしるく

第二次大戦語る人なし

掌の仔猫に花を観・せてやり
風船飛ばしわらべ泣きだす

靴はグッチで服はカルダン籟

ナォゆくりなく都踊りに誘われて和

お見合の席といへども来る睡魔花
よべ
酔ふて口説きし
昨日の思ひ出隆

ごみの日に捨てかねている注連飾り西

ラグピーボール跳ねるグランド岳

選ばれてオリンピックはアトランタ和

落ちて戻らぬ麻雀の輝キ静
首洗池の金魚が顔をだし隆

鴎外の忌に侍る他所者西

半蔀を上げればほのと宵の月籟

碁に興じいる午後の四阿隆

露を含みし竹の伐り口堀内安比古
ナゥＤ団は勇姿さやかに甦り渡部晃女
﹁ばんざい﹂よりも漫才が好き花
俺の物お前の物と分ける仲上田靖男

︵於・松山市・西女庵︶

清き流れに群れなせる蛸糾晃

花罪々とこれや正しく花の舞ひ和

平成年月日首

平成七年七月十一日尾
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八東京・ＮＨＫ文化センター青山その一Ｖ

歌仙﹃夜光虫﹄
宇咲冬男捌
宇咲冬︑

磯部攝

日杵勝

鈴木豊

飛沫を浴びて濡らす夏服
献血を待つ人の列緑陰に
柴田寿

砕かれてくだかれて夜光虫ひかる

白いベンチに丸いテーブル
ア﹄

待宵の眠りこけたる嬰を抱きて

片山春

彦坂範

俄仕立の時給神主範

ナォ鮭五郎おどけおどけて木に登り瀞

棚ぽたという僥倖を待ち寿

﹁氷河期﹂の女子の採用きびしくて春

客引きあまた色街の路地瀞

噴水の高さのリズム乱れなく範

近松心中地でゆきし冬冬

ひさびさに幼ななじみとリオで逢い範

寄せ鍋を囲み落語のおちとなり寿

定年あとのひまもてあます春

煩悩も雲散霧消望の月範
紅葉織りなす綾に錦に攝

ナゥ別荘のプランができて新酒酌む豊

積んどくばかり推理小説寿

ぽっかりと共同溝に穴があき春

納豆売りの朝がなつかし瀞

シャトルより青き地球に花の舞攝

雛を納めて心しずもる春

平成七年七月五日起首
平成七年八月五日満尾
︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶
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鶇の群の渡るこの頃

ワ秋深むミヶランジェリを悼みつつ

窓を閉じたるままの洋館
お化粧のとれし素顔をみつめられ

恥らいつつもつける宝石
銀行の暗謂番号間違えて
遊びの過ぎて足らぬ宿賃
まだ残りいしニホンカモシカ

山なみに寒月細くたよりなく

おとなが歌う小学唱歌

飢えしこと忘るる戦後半世紀

黄梁の夢春を彩る

花の宴時の流れのとどまらず

豊瀞攝春冬寿豊春瀞範瀧子児陽賀子次男

八東京・ＮＨＫ文化センター青山その二Ｖ

歌仙﹃ひばり落２

卒業試験見事合格
宮脇美智子

佐崎静緒子

宇咲冬男
福永千晴

宇咲冬男捌

お伽話の苑へ誘われ

ひばり落っ空には越ゅるもののなし

藤のもと演劇仲間集い来て

池の面に緋鯉斑の鯉ただ群れて

許した父はホスピスで逝く

静

智

枝

千

中川萌子

八島美枝子

田川知

平本三保子

フェリー乗り場に秋の深まる

良夜なる金波の海の渡れそう

ゥ国体に都道府県の代表者

肩ふれ合って食堂の隅

鯛り口より梅雨晴の月

知

いつかしら目と眸でものが言える仲

レンタルの着物ぐっしょり玉の汗

知

一明

無党派層と胸はっており

碁仇の生殺与奪石の音
研究室は雑然として

灯がついて花のふくらむ像の前

風船売がいつも来ている

ナォ宇治の街八十八夜の祝われし静

コンピュータあれこれいじるミュージシャン千

郷土芸能保つ相談枝

静

うまくやったと思ううかつさ智
葛湯吹き得意顔して年がしら三

活断層に降り積る雪知

押すな押すなで山は賑わう

昔より無神論者の神頼み智

同じゼミ歌垣説にひかれたる萌

女の涙もつとドライに千
酒癖も愛敬のうち罧待月静一

厨の棚に忘れ扇が知唖

鎖はずされかけ廻る犬静

知

ナゥ数珠玉で腕輪を作るお寺の子千一

豆大福を老舗にて買う

書道展版画展へも足のばし三

やや濃かり枝垂桜の花の色千

平成七年四月五日起首

あっけらかんと春の夢見る執筆

︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶

平成七年五月三十日満尾

１

八松山・小野連句会ｖ

歌仙﹃稲架低く﹄
稲架低く組まれて母の老いにけり

渡部伸居捌
渡部伸
村上壺三

宇都宮柏

夕月担ひ帰る細径

厨より松茸飯の香りして
長井實

ノ︑可︾﹂

故郷の便りに訓りなつかし
水浴びの声賑やかにしぶきあげ

ナォ鶯の噂聞きっ写生して葉
ゆきずり人と交はす挨拶平

数珠を榛みつつ眺む娑婆の灯居

問題のオウム裁かる罪の果香

煙突の煙真すぐに庭の蟇渡部就子
あちこち置かれ蚊取線香大野順子

地震まだ続くニュースに耳も押れ倉本坦石

噂の夫婦暮らしつましく葉

寄り添ひて橋より鯉に餌を撒ける居

貧者助ける義賊次郎吉香

ふらり行く駿河の海にゆらぐ月順

峠のあたり葛嵐立っ就

百年つづく米屋閉ぢたり石

ナゥ産土の杜より響く朝の鴫葉

つぎからつぎと留守電のベル居

大学へ準備の塾を梯子して香

︵於・松山市小野公民館︶

夢を托して放つ風船順

花の宿家族総出の忙しさ就

平成七年九月十八日首
平成七年十月十六日尾
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旱り続きに灼くる山畑

酔ったふりしてそっと口づけ

ゥ厄年の友を誘なひ旅支度

健康が何より宝笑顔よし

気品備はり四股を踏む梼紳

恵比須大黒並ぶ福助
街頭は仮装行列鼓笛隊

時雨衝き揃ひ訪ぬる恩師宅
猪鍋つつき月審るるまで

床の条幅管長の筆

蛮声に歌詞の危ふき校歌にて

関せず焉と父は春眠

政局はどう変ろうと花の国

香居葉平居香平葉香居葉平居香平葉香居

八松山・おぼろ連句会ｖ

歌仙﹃元且﹄

威儀を正せる年賀客人︵まるうど︶

元旦や川音高き門の橋
土筆摘む孫の手をひき散策に
蛇︵くちなは︶によろり穴を出でたる

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

山本青芝
高橋蘭水
梶野浩楽
浅木一耕

洞

焼酎岬ふる後の接吻

夢

水

芝

楽

今井比呂夢

ゥ兄弟の商売上手親譲り
女系家族の眉の薄さよ

山並みのうねうね続く月朧
尾根を歩いて景を楽しむ

暗がりの帰りの途で肩を抱き
カラオケのマイク奪へるすててこに

水

芝

洞

耕

蒼弩の雁竿つくる見え

楽

強気のシラク世論がた減り
大いなる月の量する海凪ぎて

街に出し爺婆をみな敬へり

耕

夢

趣味の集ひの話弾める

木洩れ日射しに揺るるふらここ

花吹雪浴びし宴の酌に

ぬし

ナォ主朝寝双腕を挙げ欠伸して楽
ピアノぽろぽろ隣り家より洞

遅々としてオウム裁判はかどらず耕

水

おでんこんにやく胡麻味噌を塗り楽

勝ち進みたる玉春日関水
愛媛県東宇和郡冬野村洞

おばたりあん噂輪をかけ堕ちてゆき

不良っぽい子を小ギャル追っかけ耕
お互ひの名前も知らずホテル行き楽

言ひ募りゐる言霊の国洞
月僅々沙漠の果ては内蒙古水
旅の終わりを鴫叫喚す耕
ナゥ秋の寺富士くっきりと浮かぶ観る洞
北斎の絵の懸かる洋室楽
新築の畳の香り心良く耕

飛車角落ちに井目ふうりん水

えま

連勝の王将に花笑ふまで洞

鰍下す灘のうらら島々楽

蓉鰄畦轌三一一朋一廻印雷座

︵於・松山市本町五丁目プランタン会議室︶
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八神戸・海市の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃囮﹄

ォ美しく声ひきつれる囮かな

鈴木漠捌

無心に雲をうつす拠趣
漠

原田昌雄
鈴木漠
日日

繊月の位置さへ画布に定まって

はがれた痕の乙な壁紙

日日

漠

盟で足をあらふ入墨

ナォかくれんぼ輪投げ影踏み鬼遊び

蒐集癖の少年も老ゆ

青磁など棚にをさまりきらい由

蕊ずれと編ふ金魚の妖しさに

髪柿く指にやはらかな風

思ひ出の密なる森でめぐりあひ

愛といふ名の小鳥捜して
石一つ露一粒にあるいのち
水湧きうるふ庭の八千草

われ詠める姿かたぶく月の宴
公家の血筋をひける面差し

ほしいほしいでをはる縁日

ナゥ葛湯にも味の濃淡ききわけて

119−

いたづらに香ひとつまみ濾にくくる

また夜話の話題変へっっ

漠

日目

日日

ウァルバムの父の操みあげ祖父の害

母とのがれる戦乱の国

夏蝶跡るる恋はゆきずり

待ちわびてもしやと駅の砂俟

闇は己れの内にはじまる

凶とある札をこよりに榊りつぶし

蓉鰄跡雲千朋蕾文音

肩より膝にあふ春ショール

いささかの薪つぎ足す花篝

漠

日日

漠

日日

放課後のプールさざ波立てをりぬ

失業の身の寄りかかる樟

漠

っんどくの四大奇書を読破して

聖と俗とは背中合せに

漠

日日

日日

漠

手もと朧の月の戸じまり

雛いてくる犬托鉢の道すがら
まだ人の知らぬ近所の花万朶
鍬篭はただ垂れてゐるのみ

昌漠漠昌昌漠漠昌昌漠漠昌昌漠漠昌昌漠

八神戸・海市の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃小烏﹄

旅する如く河岸にさすらひ

ナォ舂愁といふには軽き上衣着て

三四郎やら蕊のマリやら

野良猫も江戸っ子ぶりの夕まぐれ

窓越しの切なき接吻の日も遠く

天使も通ふ恋の道なれ

十代の逢瀬は基地を常とせし

誰か舞ひたる石舞台など

ゥその淫の捕鯨の勇姿目のあたり

厚き心に熱き湯豆腐

ンチエルト
船の出と入り協コ奏
曲とも

笹屋の軒をおほふもみぢ葉
月澄めば港のけしき定まりて

漠

圭

圭

英

英

漠

漠

圭

英

鈴木漠
永田圭介
三木英治

ロー・アングルの場面続けて

つじき
乞こ食
もときに味ひある顔に

多に芥の散らふ横町

憂国の文字ありてなほ秋深く

じま
無為の静し寂
にこほろぎの唄

あるじ替へたる暗き厨に
有明に活け忘られし菊の束

鈴木漠捌

なし
楯くち子
の香に差し覗く異人館

英

愛を誓ひし坂の聖堂

瞳つぶらに氷菓捧げる

圭

凹み

ま

英

響鰄吐奪一工朋霊文音

はからずも髪の乱れに花の紅
ぬるむ水盛りほとばしる堰

さは

古書騨は蜜柑いるの炉ともし
ナゥ大都市のその片隅の園枯るる

麺墾種は祖母より母へ伝へられ

あらぬ方へ月は涼しく昇りをり
ルパンもどきの碁など挑みて
しみじみと手相相手のひとり酒

圭
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ォ小鳥来て老画家の画布はなやぎぬ

生命線もややにかぎろふ

声遠くしぐれのとばり掻き分けつ

満を持すみどりに花の真っ盛り

漠

漠

海からの風光るこの頃

圭英漠英圭漠漠英英圭圭漠漠英英圭圭漠

八小平・解續ｖ

歌仙﹃往還の笛﹄

仏淵健

別所真紀捌

滝田遊

荻原久

小原洋

別所真

椿紀

﹁ちりぬるをわか﹂その先の謎

いもうと

ナォひっそりと犬喰らひゐる下屋敷洋

艶訶・情史の宝暦三年久
かの兵営の外灯のもと久

闇の王闇のしづくとなり給ふ真

新調の眼鏡眩量梅雨晴間健
麦わら蛸に似たる道化よ紀

ようそる

笹ぶれの宜候いつか西海へ洋

地鳴りのやうに響くゴスペル真

追いかけてくるよジュラ紀の翼竜が紀

電脳機器に知りし法悦健

ギギガガと鼻濁音にて話す月紀

埼玉縣の新走りなり遊

信徒の腰に爆薬袋洋

ナゥ白露発山姥のゐる風景に久

土筆デッサン伝票の裏健

無頼てふ鯵の哀しき冬の蜂〃

︵於・目白﹁松聲閣﹂︶

遅日の石と性還の笛遊

花ひらくことのいちづにいつしんに真

平成七年五月九日首尾
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水の聲松の聲ある立夏かな
骨透くまでの胄嵐を捲く
少年は詩語解体に耽るらむ

ザクロ入籍夜の領事館

酸漿は今決潰す昼の月
ゥ冷まじのウクライナよりＦＡＸ
コーヒーブラウン木を叩く人

寝台の舟ゆらしゐる義妹よ
傷痕なぞる指の痩せたる
憐寸箱牡蛎かぎりなく生まるれど

アケボノ象に寒茜して

二軒めの角より出でし葬の列

身世祁鐸島を宇宙に

朧月まではばたくや複葉機
奈翁のたむし春のうごめき
加賀路来て曹女動かざる花衣

乳香没薬蜷の捧げる

紀洋久遊紀洋真久遊紀洋健美一耳悟紀子

八多度津・香川連句会ｖ

脇起歌仙﹃那賀の水門﹄

人麿の那賀の加朧や沙魚の秋

天心高く離りゆく月

渡邉陽行捌

渡邊陽

吉岡梅

今井水
松岡遼
広谷胄

植松晴

高森秋

神田の書騨で本を立ち読み行

ナォ聖橋旧師と渡る孔子祭石

旨さうな匂ひふりまき屋台過ぎ晴
ラッシュの駅はごったがへして義

止り木でラインのビールを酌み交はす映

ビバルディの四季夏の章聞く雲
ゅくりなく思ひ出残る丘にきぬ石

添ひとげし記念にジュリーのネックレス晴

管理職には多き誘惑行

ビデオカメラで孫が撮せる義
月の出に鞍馬天狗を謡ふなり映

松茸飯をふっくらと炊き雲

ナゥ張塞の絲網之路に秋の風石

内戦続くボスニア緊迫行

駆け引き下手な日本外交義

サービスの評判高いＪＡＬに乗る晴

春逝く瘡みひざに残りて雲

不況でも花は変らず咲き誇り映

︵於・多度津町四箇公民館︶

平成七年一○月二○日首
平成七年一二月一○日尾
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愛蔵の青磁の壷に菊挿して

修築なれる城にのぼりぬ
中元に輸入商品幅きかし

老鶯の声が衰ヘ

ゥ華やかに琴を連れ弾く演奏会

隣り合せる席がとりもち
甘えさせ時には締めて意のままに

別れの曲を流す有線

修学旅行事故で延期に

頬杖の思惟仏美しくあこがれぬ

崖の上から覗く子狸

地震の街神戸を照らす冬の月

先が見えずに株で損する

のせられてバリラックスを新調し

定年の春夫婦旅行へ

花燗漫仮面もまじる踊りの輪

雲映義晴晴行石雲映義行映子石雲映行瀞

八多度津・香川県連句協会ｖ

歌仙﹃小春の日﹂

冬暖かな連衆の句座

雲辺の山詣りせむ小春の日

今井水映捌

ナォ入学式付き添ひの母着飾って情

平和の使ひ白鳩を飼ふ玲
住專の始末で揺れる金融界晴
信義礼節泥にまみれる行

アトランタメダル目指して寒の汗映

水餅食べて朝のジョギング仁
松茸のハウスに猫が昼寝する忠

今井水映
鎌田耕仁
平岡久忠
土田麦
柴田豊子

西行も遊びし浜にのぼる月晴
すすき野ゆけば虫時雨降る情

望遠鏡で沖の船見る

気まま旅鈍行列車に限るとて
月の出を迎へる子らは大はしゃぎ

米谷千代子

ナゥ幽かなる水琴窟の音身にしみて麦

すぐ惚れるこのくせ先祖伝来で千

愛と自由に国境はなし万
おいしい話常に裏あり豊

はや萩の花ホッホッと咲く
ワ秋天にミドリ十字の旗高し

高橋キョ子

たまの休みは自分史を書く行

カルチャーどこも女性上位さ玲
パソコンを習ふ管理職急に増へ仁

︵於・垂華町景松殿︶

五重の塔に霞たなびき忠

地ビールのグラスに花を浮かべ飲む映

平成七年二月一九日首
平成八年二月二○日尾

ユーユ

大石万き子

いとしきひとはあのビルの窓

中原玲子
植松晴子
渡邉陽行

なっかしき英語の恋文とり出しぬ

ＡＰＥＣ大阪宣言採択す

映

セピア色せる写真はらりと

湾岸荒れて踊るＯＰＥＣ

仁
忠

月涼し天守の屋根にはりっけり

草笛吹ゐて登る坂道

麦
万

窒豆

あの金を回せば助かる被災者ら

千

政界再編夢のまた夢

満開の花を肴にいざ乾杯
鯏糾の流れて光る川の瀬

−1フユ

八東予・風巷ｖ

歌仙﹃おぼろ﹄

がやがや帰る遠足の列

薪小屋に猫の栖みつぐおぼろかな

宅急便を窓に受けたり

守口津夜子捌
守口津夜子
越智美代子

美

山下君子
池田澄子
宮道鈴枝

よく見れば木瓜の蕾は紅さして

影はすかいに案山子残れる

今日の月そぞろ歩きの心地よき

君
澄

ゥ在祭春慶膳へ渡り蟹
おもかげ偲ぶ放浪の君

美

口づさむ晶子の詩にときめきて

孫の土産は銀のブロウチ
爆音に洗濯物がまひ揚り

君

君

君

晶眉力士のプロマイド買ふ

澄

鈴

マンションは螺旋階段月涼し

尾を振りかぶり泳ぐ藺鋳
中尊寺泥絵寂びたる能舞台
酒の勢上に友をからかふ

鈴

澄

美

鈴

みちのくの旅も終りの花吹雪
揺れ残りたる苑のぶらんこ

通訳連れて旅の外人夜

ナォまほろばのおぼろの底の飛鳥川夜

身の毛もよだっサリン薬害貴

声張りて鷺鳴き渡る夕まぐれ藤村責美

雪女郎唇眞赤かも知れず渡部静枝

お乳母を囲み続く夜噺静
七難かくす色の白さよ朝

桔ゆすり始発電車の通り過ぐ渡部朝茂

静

サンキュウサーと受けるブラッシ男

豊かなる胸を包めるバスタオル矢野輝男

父と子が田船で戻る望月夜夜

藷一叺年貢代りに貴

ナゥ菊枕作る小菊の干されあり

縁に拡げてひさぐ荒物朝

氏神へ藍の幟を寄進して男

ハワイに住める日本人とか貴

古里の花に錦を飾るらん澄

︵於・壬生川公民館︶

袖に快に葱ける蝶々美

平成七年十一月三日首
︑平成七年十一月八日尾
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八松山・勝山連句会ｖ

田中春

渡部伸

歌仙﹃東天に﹄

裏白とりに連れし飼ひ犬

東天に神の峯あり初茜
井手光

渡部伸居捌

春泥を避けて廻れる小径にて
野間予

ナォ島の宿栄螺蛤焼く匂ひ光

手作り壷を飾りたる床春

プライド高き水軍の窟武田智沙
出っ腹も社主ともなれば貫緑に居

ミンクの毛皮やっと銚へ光

木枯もいつか静まり更くる町智

人知れずこそ胸の燃え来る居

住專に打ちあぐねたる土井議長春

採もやらず思ひは貴方より深く予

歌舞伎さ文
楽古典芸能智
には
磑岨に凶
伊佐
爾波の宮月明り光
曲を流して新酒醸造春

〆︑︾﹂

ナゥ故郷よりの電話の中に鴫を聞き居

ホームシックになりし少年予

暁のラジオ体操城山へ智

坊っちゃん団子いつも土産に光
花吹雪青馬のせなかに散り注ぎ予

平成八年一月一二日首

︵於・松山市東雲公民館︶

野を行く風も光るこの頃智

平成八年三月八日尾
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陽炎もゅる学校の屋根

メーデーへ集へる旗に昼の月

時々風が髪を座かす
ゥ朝鏡職場鏡と寝鏡と
窓に合図の口笛は彼
商品化せる朴の香水

憎らしく無視せる様に振舞へる

益々ふえる嬉のへそくり

干し蛸の足ふんばれる瀬戸の浜

里芋の葉に銀の玉置く

盆の月眺めつ習ふフランス語

母紡ぐ蚕の糸の夜ながなる

龍さま遂に総理大臣

不景気の底にも花は満開に
﹁子に合ひたし︒﹂と遍路せる旅

舂居光予居春予光春居光予居舂志子紅居

民

佳爽冬栄節渓葉
津

八東京・かびれ連句会ｌその一Ｖ

小

小松崎爽青捌

新松引石田上飯
井崎地田川田泉

歌仙﹃桑解﹄
桑解いて加波も筑波も穏かに

たまさか韻く遠き駒鳥笛
朧夜の川湯に手脚伸ばすらん

ナォきびきびとボートレースの權揃ふ河野玲子

約束多き日曜の午後佳

襟足の黒子が匂ふいとしさに福田安子

旅の土産のポッペンを吹く高烏三津子

やらずの雨がしとしとと降る渓
膝に来て橋える猫をもてあまし佳

故国を望む十字架の墓渓

夕焼の港が見える丘に立ち爽

灯点し頃を雨のばらつく伊藤延子

荘重にバッハの曲が流れきて冬

急きたてるがに閻魔蟠蝉佳

俳譜を始めて月を待つとせん渓

ナゥ母許の路は幾重の稲架襖渓
隠れん坊の鬼が眼つむる〃

鬚ゆらしつつ山羊が長啼く延

ふところの焼藷ほのと匂ひゐて葉

風湧けば枝垂るる花のくれなゐに佳

︵於・俳句文学館︶

都踊の手ぶりたをやか渓

平成七年五月六日首尾
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器量自慢の姉といもうと

唐三彩の馬ぞさわやか

客船のデッキへゆらり望の月

無責任なる噂たつなり

ゥ秋もやや一服の茶に寛げば
看護婦の小さき指輪の輝きに
夢見ごこちの眼を細めたる

万倍の当り馬券を握りしめ

跳んでころげし駅の階段
古里の芋名月に帰り来て
添水こつんと鳴れる裏庭
垣に干さるるジョギングの靴

色烏に老いの朝餉の機嫌良く
はからずも西行庵に花を見て
影くっきりと下りる武者凧

小
出

渓爽栄ノノ渓〃佳子葉渓栄子青樹子代水子

八日立・かびれ連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃野梅﹄
詞擁蛎錘請捌

新井佐津子

小松崎爽冑

動きそめたる岸の薄氷
青

風湧けば日矢微塵なす野梅かな
受験期の少年の眼の炎えたちて
子

ナォひとつ灯におぼろ濃くせる胸のうち

有為転変は人の世の常

八卦見の埒なき言葉信じもし
衿あしいつか艶めきてをり

うすうすと雪見障子に影さして

独りかみしむ幸せの夢

裏山の竹の騒立つ明け暮れに
出湯の効能聞かされてゐる

ゥ隣り家は枝折戸いつも開けしまま

掛っぱなしの風鈴が鳴る

青

子

青

子

耳鉄け地蔵まこと親しき

盆栽の五葉の松も古りにけり

父の勲章ブローチになる

ナゥ迷ひこみうかと踏みたる壌茸

壁に浮いたる地獄極楽
罠帯の峰に昇りし月赤く
玉なす露は魔女の泪か

サリン禍のニュース長々続くなり

ひらりと縁に跳びあがる猫

子

一目

糊らるる恋はむかしのことにして

胄

時折り遠き鶯の声

一一

紅茶に添へし手作りの菓子

ブーツの少女楓爽と行く

子

平成七年六月一日首尾文音
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吹き摩く柳に宵の月懸り

もがいても逃れられない過密都市

冑
子

峠路はうすくれなゐに花の雲

兎小屋とはよくも名付けし
夕月の匂ふばかりに色むなり

耳を澄ませば郡郭の声

子

青

子

青

おててを繋ぎ唄ふ童謡

水澄める小川に沿うてどこまでも

記念樹の万朶の花を仰ぎ見て
遅日の酒がほろと酔はせる

爽佐
津
青子胄子冑子青子青子胄子青子青子青子

ハ横浜・かびれ連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃灯点し頃﹂
新井佳津子捌

伊藤延

間宮蓉

小出民

河野玲

小松崎爽

村のはづれに独り住む老

香を挽く水車ごとりと音たてて

大城和

涼を求めて尾を振れる犬

雛の菊がほのと匂へる

ナォあるなしの風にふはりと白き蝶玲

幼馴染に逢へるときめき蓉
手鏡に口紅くきと引直し延

お稲荷さんにお揚げ一枚民

初見世なれど情のこまやか民
横町を行きつ戻りつ金魚売蓉

首相答弁のらりくらりと〃

止所なく下る株価をよそごとに延

その昔鯰抑さへし要石和
森の奥よりひびく水音玲

満月に兎見ゆると言ふ童民
団栗の嵩もてあますなり和

ナゥ野良猫が居付きて秋も深むらん蓉

てるてる坊主軒に揺れをる民
山里は今に変わらぬかづら橋延

お国説の唄の親しき和

花の蔭友と地酒を酌み交はし蓉

︵於・川崎市・民庵︶

霞たなびく産土の岡佳津子

平成七年六月十九日首尾
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蚊に刺され灯点し頃と思ひけり

月よさに遺愛の笛を拭ひをり

夜毎の夢に君の面影

ゥ七曜もなき明け暮れのうそ寒う

何も彼も捨てて悔なき旅にして

齢の離れし姉と妹

テレビに映る最涯の地震
流れ寄る片貝の色美しく
さむざむと月の光に濡れてきて

やや煮つまれる鍋の大根
コードレス電話どこかで鳴り続け

仕舞ひ忘れし指輪出てくる
憧れの花の吉野をめぐり来て

姿が自慢の蓬餅買ふ

和民玲延蓉ノノ玲和玲延民蓉子子子子子冑

八日立・かびれ連句会その四Ｖ

歌仙﹃梅雨﹄
梅雨憂しや即席カレー辛口に
はやも蚊のゐて暗き板の間
朝戸出の路地に靴音ひびくらん

松の盆栽たがめすがめつ
嶺はろばろと雁渡り来る

西幾多捌

西幾

小松崎爽

伊藤延
小野崎芳

ナォ朧夜をささめき合へる野の佛

いつの間にやら膝に来る猫
婚姻の届けもせずに同居して
愛さへあれば何もいらぬと

店のガラス戸叩く凧

ストーブにかけし牛乳噴きこぼれ

番狂はせて進む円高

二十五で後を継いだるあるじなり

売出しの識に旅行を引き当てて

ミイラの王の髪のふはふは
月あがり暑き砂丘は童画めき

雪村団扇帯にたばさみ

ナゥさすらひの日もありしかど鍛冶に生き

涙もろきは親ゆずりなり

激震とまたもニュースの重なれば

電話のベルのよく響く部屋

再会の友と嬉しき花の昼

平成七年六月二十日尾文音

サイクリングの土手のうららか
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月見上げこのごろ殖えしひとり言

ワ兵馬桶秋風の中身じろぐと

太鼓おどるに胸を揺れる
さりげなく逢ひしに今はどぎまぎと

恥らひそっとつつむ薄闇
門川のせせらぎいつか高まりて
木椅子に侍ればほのと出場の香
澄みわたる今宵の月に億ひ出を

衿ひやひやとかき合すなり

末枯の庭に雀の来て鳴けば
パンを抱へてパリの公園
お揃ひのベレー可愛ゆき花影に
天までゆけとしゃぼん玉吹く

延幾芳延幾芳延幾芳延幾芳延幾子子多青

幾延芳幾延芳幾延芳幾延芳幾延芳幾延芳

八日立・かびれ連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹁泊船﹄
西幾多捌

ナォ春宵の人形ぶりの哀れなり

渓

佳

栄

林乃婦子

鳴海絞りの藍が匂へる

逢うて来し襟のみだれを掻合はせ

″

久︑

軒のくらみに濯ぎ物干す

今朝の筑波の深きむらさき

お百度の結願の期迎へたる
小松崎爽青

河野玲子

″

爽

渓

とっときの羽織袴で身繕ひ

渓

またも科白をとちる二つ目

破れ案山子がぐいと弓引く

借金取をけむに巻いたる
有明の足許鷺が舞ひ上り

渓

霞たなびくまほろばの里

花影に学僧の眉黒々と

佳

渓

西幾多

渓

冬へ

葉

新井佳津子

田川節代
上田渓水
木崎節子
飯泉葉子
小出民子

羽場桂子

五右衛門風呂で洗ふ首筋

ナゥ紅葉いま血噴くごとくに日が爆ぜて

大道の蟇の油がよく売れて

影のごとくにぶらり瓢箪

泊船に灯の見えてゐる冬の闇
河豚刺透けし古伊万里の皿
三味遠く芸談いよよ佳境にて
煙草の火種ぽんと掌に置く

ゥ白露へ一弦琴のひびくらん

石田栄子
″

旅の絵の矢立の筆もちびにけり

子狸の化けそこねたる月夜ざし

髪の乱れをそっと調ふ

佳

″

風いでし気配に閨の灯が消され

唄声洩るる峡の隠し湯

栄

代

無手勝流のお薄一服

何にでも効く薬とて貰うたり

スーパーといふ怖き法律
月光に刀すらりと抜き放ち

平成七年七月十日尾文音

無の一文字の墨のさわやか

葉

佳

爽

引地冬樹

短命なりし大臣の椅子

ひと夜さは木の実時雨に叩かれて

遠ざかりゆくお遍路の鈴

崩れてる古城に花の吹雪くらん

−130−

八日立・かびれ連句会ｌその六Ｖ

歌仙﹃目借時﹄
児らの声耳をくすぐる目借時

暦に記す春の遠足

軽鴨の家族どこまで泳ぐらん

帰宅遅ると連絡のあり

西幾多捌
小松崎爽青
黒澤都茂黄

西幾多

伊香佳都
片野弥恵
滑川美智

芒の原が風に波打つ

月影にくっきり浮ぶ天主閻
ゥひやひやと崩れ見え来し鮎の簗

恵
３
割

″

鈴木美代

便り途絶えしことを案ずる
抱かるる夢の汗かいて覚む

代

大店の一人娘に見初められ
思ひきりサッカーボール蹴り上げて

役所辞めんとぼそと言ひ出す

恵

黄
３
割
黄

月冴えて漢淋しき後影

迎へくれしは熱燗の膳

″

家中に手作りの壺並くられ

雀のお宿暮残るなり

代
智

童謡を唱うて母子花の土手

一朶の雲の流る春の日

ナォ評判の松竹映画うららかな都

後に乗れと自転車を出す黄
紺耕匂ふ起居の頼もしく恵
女身のほてり流す隠れ湯都

賓銭の音寒く響ける智

さらさらと雪の降り出す夕べにて多

代

サハリンの地震大きく伝えられ代

犬に追はれて兎飛び出す恵

ひとつの鍋に寄りて楽しむ〃
友を呼ぶ声の渓間の鵠なり智

ま−ちよ

曠野行く馬車にゆられ月仰ぐ

破れ軍服いよよ身に沁む多

ナゥしみじみと味良き藷と思ふ秋智

黒光りする上り椎に都
短冊も色紙も師の句なっかしぐ黄
月照山に杉籟を間く智

花莚竹馬の友も白髪にて黄

︵於・多賀公民館︶

ふらここ揺らぎ暮れなずむ空恵

平成七年八月三十一日首尾
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八小松・兜の会ｖ

歌仙﹃初﹄湯

獅子が吐くとろりとまるい初湯かな

清水一與捌
清水一函︿

松下京子
伊勢純江

千両箱も捲るるまゅ玉

しつけ糸抜きし春衣に香をこめて

山下七志郎

郎

わがまま許せきさらぎの旅

月昇る雪しる太き副ざ壗

盟︿

子

馬追ふ男脛の長かり

ゥいやいやと操り木偶の首ふらせ

江
子

お夏の恋は吾のほむらか
剃刀もパジャマもそなへワンルーム

郎

江

ぐちを言ひつっ冷酒カラオケ
黒揚羽憂へるひとを越へてゆく

子

砲︿

明けの月乳呑み児なほも泣きやまず

江

み
黄よ泉
の道のりほんに暗いよ

器用に蕎麦打つ粋な外人

江

郎

囲︿

子

キャンディくるる辻音楽師

草もみじフリーマーケット賑ひて

霞める潟に青き禽佇っ

遠山の花を確む風便り

ナォ白魚のひとつひとつに眼のありて與

星取表をにらむ関取江

郎

江

髪結の亭主の通ふマージャン荘子

私だけでもしゃんとしませう

何色の服着て出ても街は冬與

水っ漢たらし縞のネクタイ

お酒落猫鏡の前で立ち止まり打田春生

毒の林檎を甘く焼き上げ子

ちょっとあこがれ姉さんの彼與
方角は凶とでた仲なほ燃ゆる生

銀河も死ぬとホーキング説郎

影のないデモンが踊る月あかり生

感情線はすっと突きぬけ子

ナゥ点滴を断って虫の音寝もやらず江

みごと合格ただし予備校生

三度目の正直だよれ神だのみ生

若者のオールが乱す花いかだ子

︵於・小松市・松下宅︶

種ふうせんを飛ばす大空江

平成八年一月二日首尾
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ハ伊那・兜の会からむし庵連句会ｖ

歌仙﹃花すシき﹄
宮脇昌三捌

ナォ鳩鳴いて町にも進む空同化近藤梓

伊豆沖地震依然不気味に比

添ひ寝する孫のぬくもり柱傷芳

膝いたはりつ昇る階段保

引導をわたす若僧少し痩せ梓

平成七年九月二日首

平成七年一○月九日尾

︵於・伊那市坂下公会堂︶

人影淡く夕霞して昌

ＴシャツＧパン男も女も澄
花琢蕊行方定めぬ山頭火芳

オウム邪教に世は襲はれて梓
庶民には迷路に映る永田町保

ナゥ誉葬唄の太棹使ひ哀れなる同

少し派手目の秋纈着て澄

色なき風に空くじの舞ふ同

まち

赤い髪ネオンの街に消えてゆき保

みち

宮脇日日三

霜の径身の上話聞かされて同
まだ胸の内のぞかせいま異比

大釜据ゑて壁令遜峠澄

旅にて迎ふ名月の宵
春日愚良子

白樺の肌なまめいて後の月比

小沢比呂志

川幅の見えねど鮎の下るらん
吉池保男
堀田澄子
春日芳茂

石仏の肩寄せあふや花す易き

団地の窓に灯はともりつつ

澄

澄

土手ゆく子らは追ひつ追はれつ
プランターに野菜育て畠過ごす人

カタログばかり取り寄せる彼

ウアメリカに帰化語となりしナイターは

愚

恋文を読みかへしつつ焼き捨てる

同
芳

比

保

日自

上
上

澄
愚

宏つ

義手ころがってゐる夏座敷
熟れトマト胸ごと抱く月の下

保守革新か区別つき兼ね

読みあきるほど﹁官々接待﹂
湯豆腐を崩し散らして教授老ゆ

保

剥製の唯ほこり被りて

お互ひに素知らぬ顔で犬別れ

霞たなびく父祖の雌鵬

千年のエドヒガンなる花に逢ひ

−1粥一

八横濱・歌留蓑連句會ｌ其の壱ｖ

歌仙﹃奴凧﹄※
初室をひとり占めけり奴凧

海の惠方へ船出する夢

入學を待つ子ひらがな手に書きて
もりをこえくるやまどりのおと

今村茂
金子鳴陣
池田佳

再掲大川端に噂を蕪く

瓦礫の街に落ちし貼紙

ナォ梅若忌母のかなしみ今もなほ

褥暑かな平和となりて闇の市

蝉や蜻蛉が遊び友逹

放浪の山下清の下駄ちびて

後姿のしぐるたそがれ

刑期滿ち引受なくて娑婆の風
呆けて見せる老のたくらみ

阿部美也
大島紫摩

一寸三針にとぢる早わざ

後朝の衣ほころびて月の入り

よばひの這戸塁の啼止む

秋祭火男顔で感を告げ
陣

渡邊佐加江

佳

グル
尊
師宣はく儂は知らんぞ

灰ちりばめてのどかなる園

花咲かば告げむと言ひし里の翁
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梅未だ漏り氣帯びて朧月
文箱に仕舞ふ母の家計簿
ゥ霊前に首べ垂れたる不孝者
躯落ち先を聲なくて告ぐ

陣

摩

ナゥ評判の外科の名女書テレビ好き

幾度もつぎしお茶の出がらし

也

春の夢かと舞ふ能舞臺

朱鷺の卵無精となりて種絶えぬ

摩

江

茂

いたはれば情ヶを返すワンルウム

紳に感謝の氣持忘れず

婆さまと爺さまと居りて柚子の花

麻藥をわたす約束の刻

動物と閾へる場に月冴えて

一九九五年正月吉日首尾

佳

佳

也

エアポオト人種増渦の渦の中

陣

大川端に噂を蕪く

少數派にも春は來にけり
滿開の花の筵に酒もがな

へ

舩

横

霞執

筆茂摩佳江茂佳也陣江茂也佳摩佳陣茂摩佳

八横濱・歌留蓑連句會ｌ其の弐ｖ

歌仙﹁谷戸のきぶし﹄※
松島鏡湖
大前映女
大島紫摩
谷口麗
新井世津

春の雪谷戸のきぶしを落しけり

森小竹

午后の座敷に廻す白酒
仕る笛一管に日は伸びて
英の花畑覆ふわが硯野
うせし財布をさがす月光

再掲はたちの頃も夢の又夢

ナォ新雪につもるわが愛わが思ひ
シュプウルひきて躯ける若者

北國の大地に大志培へり

草萠え出づる季はめぐれる

父母の五十回忌の春の宵
知らぬ人より受くる蛤
流れ寄る芥に鴉集まりて

リゾオトマンション空室の殖ゆ
かり／︑と飴かむ癖や老いてなほ

津

竹

児島萠
川村智香
出雲正明

リュック姿も定番となる

ナゥ一列に秋の遠足海めざし

畑の西瓜著く目に立つ

若き日の修學旅行つヅらをり

八百屋お七の狂ふ振袖

防災の避難訓練身につけて

初感は唯々歩む花吹雪
燕とびかふ群青の空

一九九五年三月下溝首尾
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ローカルの見世物小屋に笑上あり

女

頁けの重なる麻雀の牌

宅配便で届く素麺

萠

ゥ紐付きの美人姉妹に秋の風

家事苦手軍身赴任何もせず
釣落したる魚ぞくやしき

香

質草も遣ひ果たして眞夜の月

準優勝汗と涙のユニフオーム

摩

墨の一音沁むる須磨の懲病ミ

嵩の乱れし小結の技

萠

麗

竹

夕月にきれいどころの湯の歸り

大文字の火に老いの逢曳
霧の夜の來世を契る花燈籠

はたちの頃も夢の又夢

膝

鎌

倉執

筆竹香女湖香津湖摩明摩萠湖摩麗明湖明萠

八横濱・歌留蓑連句會其の参ｖ

歌仙﹃枇杷の實や﹄※

再掲君が面輪の又も顯ちくる

里の住居もはや三年過ぎ

ナォ後朝の返し詞章も書かぬま員

何時か見てをれ漱流枕石

鮒釣りて夕餉の菜に事足れり

應援をする人もなく生やす髭
軍艦マアチに玉のはじける

池田佳
金子鳴陣
今村茂

梅雨の晴間に長き桟橋

越冬の観測隊に選ばれて

茂

渡邊佐加江

枇杷の實やゲエテエ座跡の赤煉瓦

ずっしり重くなりし嬰子

呆けし頭をかけ廻る夢

ナゥ千鳥鳴く最果テの町海女の懸

大事に飾る代々の雛

一九九五年六月中群首尾

美術館散敷く花に彩られ
風光りたる丘の上の径

︵齢・横濱︶
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文明の波おしよせて御一新

ゆったりと湯舟につかる屋戸の月

フオノロマアノに秋の初風

散切頭はちと涼しすぎ
教會の餓悔の窓に月上る
佳

役所より老の手帳を贈られて

投銭を待ちっ易ギタアさやか也

江

陣

佳

懲ゆゑ割りし重代の皿

陣

猿酒を召せ鯉こくを召せ
ゥ大名の嵩の乱る員菊の宴
痴話事の娘義太夫聲を張り
何に惚れてか新参の弟子

茂

江

若き座長の白粉の濃く

濫複を着て乞食をすれば罷められず

佳

茂

刺すにまかせて殺生はせぬ

陣

佳

丑滿の藁人形に螢飛ぶ
村の祭を支度する月

トランクに紅葉の色のドレス入れ

佳

茂

チロルの山に鹿の鳴く聲
霧深み霧の奥なる花想ふ
君が面輪の又も顯ちくる

茂江佳江佳茂陣佳茂佳茂陣佳陣茂佳江茂佳

八川内・川内連句会その一Ｖ

歌仙﹃花守りに﹄

池川鯛

池川媚谷捌

花守りに花の十日の来たりけり

楠治

小倉靜

戒能多

高瀬昭︿

日米安保又も火がつき谷

ナォ先帝会旅のついでに詣でたる波

字引きめくりっ綴る文章治

持ち寄りの酒と肴で論じ合ひ照

こっそりと窓より覗く雪女郎多
火鉢の薬かんちんちんと鳴る水

囲はれ者の棲めるアパート谷

普段着のままでお使ひそこらまで波

評判の浮気隠居は旺盛に照
予定ぎっしり詰まる週末多

三輪山に月影置いて暮れる古都治

白萩揺るる寺の境内水

ナゥその辺の高き木の秀に鵤鳴いて谷
オリンピックに賭けるマラソン波

名将の杖の由来をひとくさり多

︵於・川内町桜樹庵︶

計画通り建ちし歌仙碑治
散りてやみ又降りつづく花ふぶき照
朧の中に浮かぶ瀬戸島水

平成八年三月十八日首
平成八年四月二十日尾
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樋口史

仔馬の走る草萌えの土手
春光の中へ漁師等網干して
読めぬ楽譜を孫に教はる
鉄塔を離れて澄める望の月
松茸飯の炊きあがりたる
ゥ駅前で付けてもらひし赤い羽根

池川水

そっとさし出す相間の文
再会を約す小指を絡ませて

信号待ちに混める雨傘

胄き林檎に偲ぶふるさと

きょろきょろと首輪をつけし離れ犬

寓居といへど酒落たしもた屋

月光に照らされ蝉の生れいづ

物忘れなど呆気のはじまり

からくりの箪笥に隠すネックレス

名木の桜に吊るす句短冊
どんこ舟ゆく春の柳川

多水照治波谷多穗幸治波史谷喜子波子谷

八川内・川内連句会その二Ｖ

歌仙﹃遊行柳﹄
戒能多喜捌

ナォ畑打ちの弁当開く草の上水

こっそり猫がすり寄ってくる波
文豪が書き残したる伊予気質治

ターナー島の松は青々谷
土をかぶせて囲ふ大根水

涙・涙で稼ぐ慰謝料史

降る雪に狂ひし女の子守り唄波

楠治子

風立ちて湖面の月を砕きたる史

ゥ退院の祝ひに届く落鰻

史

高瀬照幸

残したくない悪い遺伝子波

王室の世紀の恋もあっけなく治

巧妙にオンブズマンの目を逃れ多

芭蕉忌の近づき遊行柳かな
広き野面に射せる小春日
折々は碁石の音も間へ来て
池川媚谷
小倉靜波
池川水穂

僕を信じてついておいでよ

多

戒能多喜
樋口史子

いかな進まぬ部屋の片付け
月代をよぎりて雁の鉤となり
路地の奥まで匂ふ柚子味噌

もち肌のほんのり染まる露天風呂

水

環境美化に拾ふ空缶多

平成八年二月十八日首
平成八年三月二十日尾

︵於・川内町中央公民館︶

ぶつらぷっらと春の椎茸谷

天平の景よみがえる宮の形史

輪が煽る火色不可思議波

ナゥ鹿垣を結ふて淋しき道戻る谷

多

嘘で丸めて逃げる﹁住專﹂

波

雨をきづかふ明日のいもほり

積丹のトンネル事故の痛ましく

師の名もて呼ばるる花を仰ぐらむ治
谷

治

しゃっくりの児に乳をふくませ
木の葉木兎鳴きつぐ森を照らす月

波

多

多

昭小

昭抽

一人ふらりと旅に出ようか

谷を分け入る川狩りの人
余るほど酒も肴も用意して

ポンポン船で通ふ入学

岬まで覆ひつくせる花万朶
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八東京・神田川連句会ｖ

歌仙﹃早咲きの﹄
大宮市

早咲きの梅は春野の小径より

うららかな日に遠来の客
ご隠居の母丹精の利茶して
窓をあければほの白き庭

月さやか弓へ連なる波頭
北の果てより秋味届く
ワ病みて臥す唄れる虫に相似たり
アルトのひびくあたたかき胸
吸殻を消しつつ恋の愚痴を聞く

からくり時計の人形の舞
拍子木に子等集まりて紙芝居
瓦礫の街区に人は生きをり
木の間よりもれくる月の影涼し

祭嗽子もステレオの役

店先に阿古父のやうなあるじ居て

伊勢は七たび熊野は三たび
山深く咲く花の里おもふくし

雪しろ山女脂したたる

田中広四郎

水上栄二
松井胄堂
我妻民雄
広

民

一月

栄

広

民

聿自

栄

広

広

民

一月

栄

判

広

ナォ受話器より入学告ぐる声はずむ

シナリオになき自治体の長

天下る雨巻きこんで火砕流

じゅげむじゅげむごこうのすりきれ

徳利の雫を切って冬籠り
悴ける両手に光る猟銃

弾き語りならラブミー・テンダー

ひとつところすがれて黙す無縁塚

銀座八丁うたかたの夢

豊饒の海より来るトルソはも

願の糸垂る銀の燭台

ひざまずく尼僧のベール照らす月

川の向ふにお化け煙突

ナゥザバザバと地下水道は身に入みて

おみくじも当り障りのない文句

青き列車のかすむ夕暮

連絡乞ふとファックス送る
右の手に残るぬくもり花の駅

秤鰄珪辱秬朋露文音
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衆

民青栄広民民青栄広民青青栄広民青栄栄

とこ由
し
紀

まま紀まし紀しまし紀ましまし紀子ま子

八名古屋・桔梗連句会﹀

田先由紀子捌

村内先

歌仙﹃能登の海﹄
能登の海秋の韻の美しき
昼のしじまに淡彩の月
風炉名残五徳の下火かき寄せて

爽やかな窓訪れる蝶

遙かに間ゆ画眉烏の声紀

ナォ逝く春の出湯に髪を濡らしたりし

難産の故オリックス勝つま

総裁選郵政民営是非を問ふ紀

揃ひの浴衣姉と妹紀

対岸の無灯自縛車初蛍し

見合は何と天中殺よま

地獄門人さまざまの業ありてし

哀れなり愛に破れし魚玄機は紀

淋しき時は飴をしやぶりてま
辺塞の月に胡笛の響くらむし

叢におく露もしとどにま

ナゥロザリオの祈り捧げり秋薔薇紀

書斎に綴る苦きコーヒーま

京の旅匂ひ袋をしのばせてし

眞珠筏の遠く霞めりま
花吹雪螺旋階段舞ひ降りるし
一期一会の惜春の宵紀

舜睡哉癖十卦朋に印鑑︵於・田先宅︶

作あり︒

魚玄機Ⅱ唐代の女流詩人︒召使を恋人と通じたとの
猜疑心で殺害︒発覚して二十六歳の若さで
刑場の露と消えた︒森鴎外に﹁魚玄機﹂の
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昏れて着く青葉の宿の菅の笠

心づくしの鮎になごめり
ゥダンヒルのパイプ姪えて足を組む

くどき文句を暖めて居り
回想の風に揺れたり恋心
モンマルトルの熱き抱擁
麻原のポアは恐しあの顔で
膝に猫おきショパン聴くなり

佇めば潮水白く月冴ゆる

瑠璃の盃交はす才晩

彼の胸中夜叉の面みる

銀行の危機ひしひしと老の身に

庭の垣根にゆらぐ陽炎

花冷にたてかけてある古き琴

吉堀田

八堺・きさらぎ連句会その一Ｖ

歌仙﹃秋天や﹄

久次米真理子

塚野啓子
小池正博

小池正博捌

がらくた市に鵯の声

秋天や頭上を区切るビルの街
未定稿月澄む夜に書き留めて

活躍をじっと見つめる柱陰
指輪のあとの痔く夕暮れ

甥にせがまれ獲るかぶと虫
ワ新世紀埴輪の船で船出せよ
セ・パ両雄に並ぶつわもの

圭

真

啓

パソコンネット入る情報
悪戯の好きな砂粒忍び込み

不機嫌な理由を言ってくれないか

保

真

真

正

地位協定に揺れる沖縄

山田典克
池原圭子
酒井保典

そのかみの我に戻らん寒の月

圭

正

曲︿

山深きペンション村のあくび猫

真

積雪の中描くシュプール

下に下にと春の行列

曲︿

不思議の国の紅茶おかわり
城跡の手毬のような花に触れ

ナォ蝶乱舞東へ西へ旅立ちて典
詩の誘惑を捨てしランボー保

スーパーのうランスワイン姿消し真

赤ら顔なる十二神将典

恋の序曲を告げるオーボエ啓

おちょぼ口珊瑚をかじる熱帯魚保

羽衣だけは身にまといたし啓

舞台からカストラートは孕ませる正

柿いらんかね栗いらんかね真

柔肌も老いて錫のごとくなり

月兎平和の祈り見守れり啓
夜学の窓に笑顔映りて圭
ナゥ書斎には鈴の音瀞し宣長忌保
蒙害刻める表札の文字正

四十路半ばのボランティアなり

曲︿

啓

リフレッシュ休暇の使い道如何真

︵於・アウィーナ大阪︶

新入社員胸張りて行く圭

長き雨螺鋼の中に埋まる花正

平成七年十月二十一日首尾
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八堺・きさらぎ連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃炎昼の﹄
松永直子捌

円高なれば旅は外国

ナォ野次馬にボートレースの水しぶき

十億の歳月を待ち暴走す
すき焼きの具に糸蒟蒻を

ダンスから樟脳玉がころころと

爆音むなし夏雲の空

モデラート・カンタービレが弾けなくて

伊藤馨

大久保孟美

日傘次々開く︵ス停

炎昼の街の館に集いけり
子らの下駄また一年で買いかえて

真

久次米真理子

シャネルのルージュそっと贈られ
うわごとで言ってはならぬ人の名を

月青く琴のそら音のもの寂し
アスファルトにも匂う楯子
子皿

ナゥきりぎりす律儀を瞳う世の中で

寒山拾得瞳あやうき

いつしか真似る母の口癖
水面から光わき立つ月の里

馨
馨

基督背負う十字架の罪

馨

古家秀美

みどりごの拳の中に未来あり

膨張続く宇宙開発

秀

真

花便り今年やどこぞへ行きましょうか
子皿

馨

平成七年七月十日尾︵於・アウィーナ大阪︶

春手袋の淡き彩り
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薄野原の続く山裾

ゥひよどりの声に驚く遅い朝

鏡の中に寝乱れの髪

学歴が痴人の愛の邪魔になり

釘づけにする教義の論弁
持病には麻酔薬より手酌酒
二軒先まで豆腐屋を追う
すさまじく寒けく澄める孤月輪

子唾

秀

時雨に煙る放浪の僧

獄中の手記に群がるワイドショー

馨

松永直子
池原圭子

衛星受信ＮＯＭＯが見たさに

磯巾着を図鑑に探す

はらはらと乙女峠に舞う落花

直孟圭真孟真秀馨真直真馨孟馨秀圭孟馨

ハ逗子・木の会ｖ

歌仙﹃五色豆﹂
草間時彦
藤井弘美
本井鯉
大輪靖宏

草間時彦捌

大島等閖

窓より眺む初春の富士

読みさしの本縁の片隅
宏

五色豆卓にこぼれし淑気かな

月光にピアノの蓋の開いてをり
声ほそりゆくかまどこほろぎ

北澤葭
鱈

浦浪に時折跳ねる何やらん

頬杖ついて物思ひする

私って男の子ならみんな好き

宏

堀口みゆき

ウスコッチに氷浮かべて秋暮れて

連れては来たが手古摺ってをり
蹴とばして引っ掻いて得た今の夫

き

物の怪は闇から闇へ人目避け

首輪離れて犬のうろうろ

復旧に槌音響く枯野原

葭

青木百古烏

閑

美

復本鬼ヶ城

葭

冬三日月を自転車に乗り

クラスの子等のあらぬ方見る

き

花の土手分教場をとりまいて
しゃぼん玉よりはるかなる夢

ナォ軒下にやどかりを売るかなだらひ鱈

雁風呂沸かす浜の夕暮宏
日本丸船首かしずく人魚姫恩田侑布子
水仙の香と一体が云ふ子
答案の山片付けてゆく城

墓石の様な男と昆布茶漬子

佃祭りの太鼓間える美

夜が明けて雲なかりける夏の空宏

十八番の出し物はなに城

ガラガラと車を引いて通りけり宏

水面に揺れて国際村の月小野寺健

吹かれをるなり芒みみずくき
ナゥ鰯雲下に抱き会ふ男女ゐて葭
天知る地知る君も知るなり鱒

ラインなる古城に浮世さけていし宏

ドイッワインの首はなで肩健
花曇り余る想いをかかえをり健

錐笛だけが掌にあり城

︵於・湘南国際村ロフォス国際︶

平成八年一月四日尾
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八岐阜・岐阜県連句協会Ｉ其の一Ｖ

半歌仙﹃水引も﹄

月ょ星よと歩く名園

水引も露けき花のひとつかな

稜線に雁の渡しを仰ぐらん
孫を送りて泊るマンション
寄鍋が好みの味に煮えたちて

大雪となる気象通報

ワ鎌倉の弁財天で銭洗ふ

国島十雨捌

国島十雨
飯島千歳
田辺桂月
衣斐勇照
藤塚あき子

長谷部紫苑
歳
雨
あ

月

雨

赤い上−ルの女姦し

別れが辛い後朝の道

止り木に鍵を忘れて帰られず
ローマ字で電子辞書ひく混沌と

歳

あ

雨

月

あ

昭小

苑

核反対の船の集る

丸窓に金波銀波の月涼し
線香花火の玉落ちるまで

二階級特進警部命がけ

テレビをわかすイチローとＮＯＭＯ

花の酔ひ人生もかく夢のごと
今日踏み出だす霞立つ野に

平成七年九月三日首尾

︵於・娠奉ンパレホテル千寿苑︶
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八岐阜・岐阜県連句協会ｌ其の二Ｖ

半歌仙﹃
時雨﹄
霧霧時

門を開いて月の客待つ

めでたさの城をけぶらす霧時雨

柴田由乃捌

松尾一

柴田由乃
小瀬秒美
堀内洋子
矢野掬陽
川部志づ

電光ニュース夜半もとまらず

書いては消さる黒板の文字

虎落笛童通りを走り抜け
握手を交す手袋のまま

秒

新酒には地酒の辛さこだはりて

ゥ帰国して原爆実験強行す

測

掬
洋

公園によりそふ影の深まりぬ
のぞきが趣味で中年となる

母逝きて遺品に恋の文の束

秒

掬

秒

士心

洋

士心

士心

銀行さはぎかかはりもなし
夏の月チップの小銭数へゐて

イルカの泳ぐ入江夕凪

俊寛が膝まで濡らす赦免船
小鼓の紐ゆっくりと解く
曲水は花の筏となりにける

陽炎の中歌筵敷く

︵於・池毒ンパレホテル千寿苑︶

平成七年九月三日首尾

−14ラー

ハ岐阜・岐阜県連句協会其の三Ｖ

半歌仙﹃鰯雲﹂

流れに任す観月の舟

山城の背より展がる鰯雲

伊藤白雲捌
伊藤︷ロ壼云

原照子

松野律子
深谷久砂

小坂五百子

自家製のお茶ひと息に飲み

露けしの堤を友と走り来て
大熊手買ひに行く日を決められず

端元凉子

大久保舂香
五

軒端に干され細る大根

砂

ゥ給料をはたけど足らぬ電話料

無理が承知で臨むお見合ひ

垂舂

頬寄せてアバンチュールを楽しめる

オニャンコ声で二十歳サバ読み

律

一侃

砂

一侃

圭一云

五

昭小

家柄と育ち違ふと婆の愚痴

香

盗み酒して酔ひつぶれたる

炎天に狩形が旗振る道工事
奥長良での釣られたる鮎
レオタード着てエアロビックス

あれこれと嘘ばっかりのニュース聞き

みんな揃って上げる風船

行きずりの人にも会釈花万朶

︵於・娠奏ンパレホテル千寿苑︶

平成七年九月三日首尾
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八松山・錦心会ｌその一Ｖ

歌仙﹃野仏﹄

ペン餅胆さすり畷るコーヒー

三日月や野仏石に還りたる
やさしき風になびく穗芒
髪を刈り再出発は夜学にて
砂浜はピーチパラソル埋めつくし

渡部伸居捌

渡部伸居
土居栗
藤田節子
荻山幸子
曽我部登志子

居

菊野晄子
栗

水鉄砲の的は叔母さん

日記にしるす恋のいきさつ

里の畠に猿が出没

栗

晄

幸

節

ゥ噂では遺産ころがり込んだとか

教主被告は知らぬ存ぜぬ

かくし妻しどろもどろの電話口

吹雪やみ集会場は月に更け

居

高層のマンションからも富士眺め

雑巾しぼる霜焼けの指

幸
晄

節

士心

檸掛け男美容師甲斐々々し

団体客を迎ふ宿バス

士心

灯を消せば二階の窓に花の影

猫の欠伸のうつる麗か

ナォややにして読書に飽きし春の午後居

大小の靴庭に干しある栗

マッサージ機に頼む極楽幸

新装の鳫ノ子の湯の賑はひて志

軽やかな音たてラムネ飲み乾さむ節

夏越祭の石階の前居

見合の席へ来たる岡焼志

右腕に龍の刺青ちらっかせ栗

矩は超えじと常に誓ひし居

別姓の夫重婚を疑はれ幸

山脈のくっきりとありけふの月節

お軸を拝し香を姓きしめ幸

玄関あたりちろろ棲みつぐ栗
ナゥ古瓶に白厚物の菊を活け志

恒例の園遊会はなごやかに節

燈台守りて半世紀経し居

雲まより花を鰍下す熱気球志

平成七年九月一九日首

︵於・松山市久米公民館︶

酒携へて長閑なる旅栗

平成七年一○月一七日尾
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八松山・錦心会ｌその二Ｖ

歌仙﹁落葉にさへ﹄

落葉にさへ思ひ出尽きぬ別れかな

渡部伸居捌

渡部伸居
荻山幸子
土居栗

目を閉ぢて聞く凧の音

書きためし色紙展示を企画して

曽我部登志子

幸

居

岡本孝子

過疎の駅舎は食堂も兼ね

父に寄り添ふうらがれの道

名月に橋桁の影長々と
ゥ身罷れるほつつき居士の秋へんろ

藤田節子
士心

栗

夢にまで見る妻の悌

胸だかく縞の前垂橇がけ
スキンヘッドで人力車曳く

爆発作家﹁太陽の塔﹂

幸

居

節

孝

Ｓ・Ｆ．Ｕを美事回収

温泉にすっかりのぼせゐるらしき

異次元へ想の広がる夏の月

居

士心

欧州よりの便り度々

任を終へ母校に飾る笑顔もて

士心

節

野趣の溢れて蕨惚の芽

持ちよりし地酒に酔へる花の宴

あんよの靴を選ぶ幼ナ児節

ナォ堤ゆく春の日傘はカラフルに幸

神社巡拝ここで打ち止め幸

意外なる高さに仰ぐ富士の峯居

猪鍋の自慢料理は囲炉裏ばた志

笹鳴近き古里の庵居
袖口に傷痕ちらと見えてをり節
同棲相手親に紹介志
放映禁ず映倫の断節

年上の女房精気吸ひ取られ幸

証拠とはズボンに残る草風居

渋茶すすりっ話続きし居

良夜をすやと揺り籠に寝る幸
ナゥ蟷螂の碁盤にひとつ現れて志

トンネルの事故に問はるる事前措置節

も

︵於・松山市久米公民館︶

家に何台車社会に幸
大小の池の水面に花挺べ志
霞の底に遠き町並節

平成八年一月一六日首
平成八年二月二○日尾
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八東京・草茎ｌその一Ｖ

歌仙﹃草庵﹄※
草庵の芭蕉よ枯るること勿れ
ふところ手して仰ぐ東て雲
遠くから海鳴りどっと流れきて
向っ嶺にのっと出でたる望の月

ふと口ずさむ故里の唄

宇田零雨捌

壺いつぱいに秋の七草

石田登希恵

宇田零雨
永見徳代
仁杉とよ
日笠靖子
木村筧水
堀内一子

磯直道

からから廻る車井戸なり
ほのかなる想ひを秘めて家事忙し

柏村誠子

宇田都子

ゥみちのくの菩提寺の堂やや寒く

クラス会にてよみがへる恋

渡辺ハツヱ

河合澄江

田坂八重子

妖しく匂ふくちなしの花

ほろ酔へば街の灯りの涼しげに

人里を離れ孤高の療養所
湖水に白く揺るる昼月

道祖神小さく在はす萩の径

佐野とし子

梅主ともえ

永目史
渡辺梅子

東浦佳子

いなご佃煮母のお得意

春の愁ひのいつか消えゆく

ひそやかに深山櫻の咲き初めて

ナォ陽炎は世紀末にはかかわらず

口笛吹いて飛ばす自転車

将来の夢は宇宙へ旅立たん

大富士晴れて空のまぶしき

雪深く一筋の愛つらぬきて

田村登喜子

佐渡谷ふみ子

磯喜代子
鈴木佳子
水野治夫
児玉俊子

亡き友達の遺影胸にし

稲垣久見子

佐藤一明
稲垣治子

セーター編んで贈るフィアンセ

サングラスかけて悲しみ押し隠す

宇田川貞子

駅伝の坂はくねくね七曲り

松籟の中鳴きやまぬ蝉

雁わたりゆく葛飾の里

小谷伸子
秋葉文子
西尾みゐ
穎川章子

拓本をとりし汚れの句碑ありて

みやげにもちし新蕎麦の苞

加藤えう子

ナゥ土手沿ひの芒にゆるる月の影

にやにやと笑ひつづける物狂ひ

田村昌江
森田英子
小川廣男

︵於・草茎社︶

百購りの中に佇む

ゴム風船がパンと割れたる
賑やかに花見弁当ひろげつつ

平成八年一月二十八日首尾
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八東京・草茎ｌその二Ｖ

歌仙﹃河豚を裂く﹄※

河豚を裂く大俎板ぞたのもしき

窓の外には冬凪の海

一片の雲流れゆく視野の果て

口笛に吹く若き日の唄

宇田零雨捌
宇田零

磯直

さびしくひびく大寺の鐘

ナォ故里は過疎となりゆき木の芽もえ

昨日の酔を思ひだしつつ

病床で頭痛こらへつうっっなに

オーバーの衿たててゆく出勤時
霜柱踏みへⅧ固いツ行くなり

阪神襲ふ震災の跡

一崩れ﹀たるビル真向ふの坂の街

何回も何回もおすプッシュホン

俟まみれの供待の笠

湖の涼風まともにうけて
短夜の月淡々と消え残る

財布すられしことがくやしく

ナゥ過ぎし日の旅しみじみと思ひ出し

入ごみを老ひたる母の手をとりつ

思ひもかけず降りし春雪

西行のゆかりの花のほころびて

四山笑ひてとりかこむなり

秤鰄礒蓉十一一一朋十泗肥露文音

−1う0−

灯を消して今宵の月を賞であはむ

新酒の用意すべてととのひ

ワ玄関におく懸崖の菊の鉢

黒光りする菩提寺の廊

登山口とて草茂る径

青大将見つけたといふ胴間声

焼け残りたる墨東の町

飴玉をならべわびしき小店にて

雨の月餌さを求めてどぶ鼠

そぞろ寒さに脂粉矯声

瀬音たかまる朱の太鼓橋

秋ともし色街らしくつづきたる

古りしままなる軒の烏の巣

どこからとなく春愁の花散・りて

道雨道雨道雨道雨道雨道雨道雨道雨道雨

零直
雨道雨道雨道雨道雨道雨道雨道雨道雨道

八東京・草茎ｌその三Ｖ

歌仙﹃蟇出でて﹄

蟇出でて夏果つる日の虹を吐きぬ

磯直道捌
宇田雲萢

稲垣治

磯直
加藤武

爽竹桃の炎ゅる裏庭

なつかしき唄口ずさむなり
石上ち

古田悦

村山総理関西に飛ぶ

ナォ直下型大震災の報流れ

縁に広げし虫干しの品

生憎の雨ぽつぽつと降りはじめ

祭笛聞こえそわそわ落ち着かず

粋なヤンママ神田育ちよ
時々は仲が良すぎて口喧嘩
ピアノの音の外に筒抜け

段々畑の蜜柑たわわに

初潮の香のただよえる坂の道

待宵の雲ほんのりと淡くして
ワインの酔いを独り愉しむ

ナゥＣＤのシャンソン﹁雪の降る町を﹂

ひととき忘る軽るきボーナス
若人のサイクリングの通り抜け

雲やわらかくそよぐ春風

久に訪う家郷の花も咲き初めて

にこにこ笑う遠き嶺々

秤鰄礒斡鄙朋十叱叩雷文音
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廃校となりし母校に佇みて

野面野面にすだく虫の音

中山み

児玉俊

つややかに栗茄であがる月今宵

思いがけない人にばったり

渡辺あ

ワ松阪に旅し出会ひぬ鈴の屋忌
なれそめの頃振り返り繰る写真

北風に研がれし寒の三日月

ポンポン蒸気浮かぶ大川
行く年の水になじみて都鳥
怪我の子に付添いて乗る救急車

氏神様にひたと祈りて

茶店にもコーヒー有りの札下がり

ゆらりゆらりとたてる陽炎
空晴れて花の舞いくる遊園地

枝にかかれる赤い風船

直あみ俊ち悦武治直さよ子よ子子子道雨

直治あみ俊ち悦武治直あみ俊ち悦武治同

八東京・草茎ｌその四Ｖ

歌仙﹁小春﹄
頬白の柿の葉落とす小春かな

冬支度する故郷の人

さりげなき会釈のままに行き交える

ドーベルマンは胡散臭げに

磯直道捌
宇田零雨
石橋未どり

磯直道
妹尾昭
妹尾延
水野治夫
小川廣男
高原牧子

ゥお住持の澗癩止みしお中元

誰が活けしか桔梗一輪

高層のビル黒々とうるむ月
あごの黒子がチャームポイント

直
未

後家相よ縁遠しとてかしましく

金棒引きは親子代々

治

延

小川悠子

廣

月影淡く風の涼しき

露地植えのなすび色づく夕まぐれ

記念写真はややピンボケに

牧

直

昭

牧

旅の果て名所の浜に佇みて

介護の人と作る草餅

遠足の幼き友の懐かしく
大窓の厚きガラスに花明かり
ワインを注ぐ粋なソムリエ

ナォ面々は自他推薦の通気取り延
聖夜なれども歌うシャンソン治

うす目あけ知らぬ振りしてかまど猫悠

いとこ同士が恋を語らい廣

異国に果てし父を偲べば未

どうしても越えられませんこの線は昭

五十年前は疎開の児童なる直

不戦決議でもめる衆院治
しまい忘れし秋の風鈴昭

ほうほうと追えども群るる稲雀廣

久方ぶりに開く漱石牧

しみじみと物を思える月今宵未

ナゥ夏燕倫敦塔をすみかとし延

雨のあとには虹のたつなり悠
文系と理系はいつも仲がよく直

平成六年十二月一日首

︵於・住友クラブ︶

長閑な庭に集う若者昭
花吹雪空埋めつくし見ゆるらん悠
霞み霞みて遠き山並牧

平成七年六月一日尾
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八東京・草茎ｌその五Ｖ

歌仙﹃七夕﹄
軒端でちろと秋の風鈴

七夕やようやくつづる幼な文字

ナォ手を振るは誰ならむふとつばくらめ

三途の川の岸辺けぶろい

逝きし子を思いを散らす旅に出て

大震災のニュース流るる

宇田零雨

徹マンのはてはハコテン生あくび

窯酔殿に透く日量妖しき

磯直道捌

磯直道

女番長まくる二の腕

優雲華のほろほるとして頼りなく

仁杉とよ

ややさびれたる銀座界隈

たてまえと本音と違う恋心

十六夜に鐸のあとの歩を継ぎて

高橋喜代司

家路はるかに渡りゆく雁

梅主ともえ

水野治夫

三日月の斜めにかかる松の枝
仕事を終えし安らぎに居て
ＢＳで観る名画座の明け易く

高原わたる郭公の声

直

いかに在わすや定年の友

ナゥ栗胡桃屋根を叩いて落ちるらし

古りしぶらんこ真っ白に塗り

二世帯の住宅建つるプランとか
治

拝雌礒蓉却朋十程串露文音

巣立ち烏呼ぶ親鳥の声

入学の児等を迎える花の門

治

坐︶もビス

喜

とよ

直

シ﹂出目え

喜

とよ

ゥ教会の庭手入れする修道尼
ルワンダの子等思いやりつつ
うっっなに円レストラン回転し
妻あることをまた言いそびれ

美しき嘘をかさねて抱く肌

香りの高き赤い冬バラ
療養の窓に白々冴ゅる月

ひたなつかしき故里の山

直

目を閉じて鑑のゴリラは身じろがず

お上りさんの列は賑やか

とよ

花吹雪観光バスをつつみたる
はるかに見ゆるうららかな海
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と

も

も

と

と

と

と

と

と

も

も

治え喜よ直治え喜よ直治え喜よ直治え喜

八東京・草茎ｌその六Ｖ

歌仙﹃鴦鴦﹄
鴛鴦の波しづかに真日を散らしけり

遠町騒のわたる枯声

磯直道捌
宇田零雨

ナォ酔いし眼に口紅の色おぼろなる

町村あわせ新しき市に

赤いたすきを外しほほえみ
こどもらの雀踊りの晴れ舞台

幸便に初冠雪の追伸が

山茶花ひとつ開く葉がくれ

ひんやりと硝子の烏のわれに添い

菊地日出子

吉田安江
石岡康子

妬矧は鳴くと話す人居て

机に辞書の開かれしまま
教会の尖頭までに移る月

モカ珈琲を熱く煎れつつ

猫脚の椅子に及びし月の影

直

ナゥ秋澄めば過言許さる心地なる

磯直道
秦松男

ひるがへりつつ舞へる秋蝶

松

秘めたる恋をついに告白

歩をとめしレトロの茶舗の流行歌

ワ盆支度亡父の位牌をみがきあげ

安

春の潮ひく浜にいでたつ

古き文束ねてまさに暮れんとし

トーストがぽんと飛び出すトースター

問わず語りの戦後自分史

日

康

はるつげ烏の来たるよろこび

いちめんの花の明るき離れ島
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新刊本を脇にかかえて

進化論イヴの木の実を喰みており
オランウータン不意に振り向き

面相の醜も出世の錨となる

直

蓉聴吐埼栃朋十岻印雷文音

松
安

ややもてあます熱すぎし燗
満月を研ぐように鳴る空っ風

宿題終へし児の笑ひ顔

松

直

日

康

南州公の像仰ぎっつ

鼻筋のとおった犬が歩みきし

楽ひびき上野の山は花盛り
お神酒徳利たたく春の夜

日康安松直日康安松直日康安松直日康安

八北九州・草茎北九州支部その一Ｖ

歌仙﹃蟇仙人﹄※
蟇仙人現われ雲を吐きにけり

睡魔しきりにおそふ炎昼
時をりに汐騒高く聞えきて

ナォ思ひ出を残して烏は雲に入る

異国に住める夫が心配

こまごまと書かれし文を読直し

裸木を透かして湖の面が蒼く

朝な夕なにあげる念佛

ぎっくり腰をさする短夜
今年また昔ながらの扇風機

木部八千代

宇田零雨

黄鶚が来る日和つづきて

宇田零雨捌

秋山︑トモエ

灘の新酒にほろと酔ひつっ

白萩のゆれて夕月灰灰と

産土神の宮居に映ゅる撲堂碑
余生ひたすら句に生きし人
雨

久方ぶりに訪ひし古里

八

オフィス街の小さき公園
救急車音高々と走りすぎ
光り眩しき残雪の嶺々

冬夕焼に染まる新妻

−1ララー

山口安子
田尻禮子

木犀の匂ひほのかに月今宵
夜学の道にききし雁の音

卜

雨

ふと春愁の耐へがたきかな

らんまんの花のトンネルくぐり抜け

ナゥ風無きに蓑虫は揺れつづけたる

ゥ亡き父母の悌追へばそぞろ寒

八

安

川添ひの土手今も変わらず

卜

水鳥のつぎつぎ翔ちて日を散らし

右からの横顔ことに美しく
撮影会のカメラァングル

禮

禮

なっかしの城に歳月数へっっ

安

八

雨
卜

秤鰄礒蓉証朋什垂朋誇文音

十年ぶりの同窓の旅

奥多摩の山菜料理食前酒
杉生まぎれの静かなる宿
春の雨止んで一樹の花明り

梵鐘わたる陽炎の中

雨禮安卜八雨禮安ト八雨禮安卜八雨禮安

八北九州・草茎北九州支部ｌその二Ｖ

歌仙﹃吾が心﹄
吾が心浄めんとして雪降り来る

磯直道捌
宇田零雨

有野久美子

浜崎琴代

米谷志奈英

池田昭子

指呼の中なる関門の海

ナォ綿々と平家のあわれ説ける弥宜

あばたもえくぼ前後不覚に

土師満智子

三喜玲子

逢曵の宿の灯胸を高鳴らせ

冬空にひびく新居の槌の音
狭庭のすみに植える南天

水野ツチヱ

加

磯直道

夢のつづきの漱石のひげ
雨兆すロンドン塔の暗き影

禮

故里の山眠りたる山

サロンの窓は夜長ともしび
大江加代子

ナゥ万葉の歌口ずさむ散歩径
なぞりつつ見る古りし碑

ほろほるほろとこぼれつぐ萩

ふ

ゑ

白石喜代子

松田千佐代

老いませし父母思ふ月今宵

三毛猫を飼へば捨て猫群がりて

ポプラの続く一筋の道

木部八千代

渡辺常子
田尻禮子

いぐさ日は遠く祖国の静けしや

濱野テル

埋々とキャンパスに月かかるらん

山口安子

佐藤ゑつ子

遠くより馬車の鈴音聞こえてきて

新涼の風頬をなでゆき

奥平ふみ子

霞か雲かはるかかかりて

横顔の美しい娘が気にかかり

はらから集ひ記念撮影

ゥ菊酒を膳に供へて七年忌

４ＷＤなびく黒髪

ありなしの風に舞ひ散る桜花

玲

士心

昭

久

垂↓

マ

砂灼くるシルクロードの旅続け

千

過ぎゆく春を惜しみ佇む

拝聴吐舜に朋一程串零文音

常

南マツミ

八

一ア

安

同

蔓薔薇ゆれしほのかなる月
病室の窓の眺めを見飽きたる

こっそり食べる甘き羊菫
信金の前理事長は肥え太り

丸や四角の紙の風船

お玉杓子の群るる溝川

蒼天に万朶の花の匂ひたち
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ハ松山・草茎松山支部ｌその一Ｖ

歌仙﹃雲巌寺﹄
蝉鳴くやきざはし高き雲巌寺

木立ちの中を渡る涼風

碧き目の人も話の輪に入りて

寺岡情雨捌

ゥ追い出せど貧乏神は旅立たず

宙天の隅なき月を仰ぎつつ
猪垣結ひて酒を酌み交ふ

眸

情

素

素

寺岡情雨
山田久栄
大西素之
岡本眸
吉金白水

鍋釜のみの駆け落ちの果て

白

襲名披露華やかな舞ひ

いつまでも肌の温もり忘れかね

白

素

芝居は今やクライマックス

霜柱立っ上九道場

情

次々に現実となる絵空事

冬月の己の影におののきて
ふと取り落とす買物の篭

久

千

久

眸

ミッチイの逝きし知らせの驚きに

千

口癖となる惜春の詩

乱上下する円の取り引き
咲き盛る造幣局の花に酔ひ

行きも帰りもスキップする情

ナォ思い切りぶらんこ漕げば楽しくて千

義父を承知で越ゆる一線白

リストラに遭ひても強く抱擁し杉浦朝子

潮騒寒く繰り返すのみ情

さらさらと雪降り積もる旅の宿千

点滴の遅々と進まぬ夕まぐれ千
背中を立てて猫が擦り寄る白

カンナを町のシンボルと言ふ朝

ハイビジョン流石に画像鮮やかに千

茄で栗の袋も並ぶ月の駅朝
在祭りとて集うはらから千

ナゥ時刻む音聞きすます古時計朝

妙に気になる金泥の文字千
伝え聞く家紋の話面白く久

平成七年八月十日起首

︵於・東雲公民館︶

清き流れは百選に入る千
はらはらと散り敷く花に佇みて白
我が行く末を思ふ春昼情

平成八年四月十四日満尾
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八松山・草茎松山支部ｌその二Ｖ

歌仙﹃かつみ葺く﹄

父祖の世のままに受け継ぎかつみ葺く

時をり間こゆ大瑠璃の声
名物の日曜市はよく売れて
ちんちん電車何時も満員
パソコン講座終へて爽やか

武知千代捌

ナォ春闘けて四国カルスト広々と

はた目気にせず熱き抱擁
胸張って別姓ですと宣言し
利息で買ひし金ののべ棒

うっかりと乗ってしまった口車

銃犯罪の増える此の頃
最果の雪降りしきる港町
蟹鍋囲み唄ふカラオケ

ナォ瞑想に耽る外なき佗び住ひ
冷めた澁茶に喉をうるほす

紅葉の美しき邑の辻堂

腕を組み欠伸する人眠るひと

寺岡情雨
武知千代
杉浦朝子
山田久栄
永井政子
岡木眸

きちきちばつた鳴かぬ虫なる

子等の描く月はまん丸黄金色
朝

贈られて心うれしきポプリの香

素

西

︵於・武知邸︶
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ピル街にほんのりか︑る宵の月

千

そっと頬寄せ愛の告白

眸

ゥ気の合ひし友と新酒を酌み重ね

博多帯きつく締めたる切なさに

久
千

春風そよと立ちし神苑

旅行鞄に薬あれこれ

朝

平成八年五月二十九日首尾

ショパン聴きつつしばしまどろむ

釘づけになるテレビ番組

眸

スーチーに送るエールの広がりて
月凍てて冴ゆるばかりに更けまさり

久

連句碑の映ゆる万朶の花明り

降誕祭の準備整ふ

政

集い来て若者達の華やげる

井上弥生
千

赤いリボンを付けるスピッツ

弥

買物の足を延ばせる花並木

夢を運びてたちし初虹

大

素情之朝弥千政眸久眸久千弥千政眸千朝

八東京・雲ノ会ｖ

半歌仙﹃影踏んで﹄
村野夏生捌

村野夏

井上南

白く零るる芋の葉の露
市川浩

瀬間信

影踏んでしばし良夜をとどめけり

さんま刺身の銀にみいられ

八月尽おくれし蝉の散りぢりに

風を知ってる夏の階段

︵於・東京・中野・如庵︶

平成七年八月二十七日首尾
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透明な昇降機で行くコンサート

どろどろどろどろ社内恋愛

ワ指先まで水ひたひたと梅雨深し
ポルトガル文声立てて燃えている

イベリアの野の尖塔の鋭き
石つぶてバルタザールはよろめきて

もう魂は脱け初時雨くる
屋根裏の市隠の磨く月冴ゅる
ニッポニア・ニッポンあっけなかりし

烏飛んで烏の如しと笑いけり

春一番宙の亀裂から

花の末間口九尺の古道具屋
彼岸過ぎには来るよ待人

子生天生司天子天生天司天司子司子生天

八松山・興聖寺連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃柳紫﹄
長戸弥香
岡本眸
戒能多喜
岩崎美世
永井政子
松永静雨

長戸弥香捌

香

霞まとひて並ぶ朱の屋根
角笛の長閑にひびく牧場にて
希ひ果てなき子等の語らひ
月まるく踏みつつ帰る己が影
古酒に勝れる新酒なりける

眸

柳紫掌に受けて大河の揺れにあり

これがチャンスと槌りつく彼

ゥにょろにょろとふひに現れたる穴まどひ

ヶ・セラ・セラ・セラ放浪の旅

住専の負債どっさり抱へ込み

民謡歌手で通す生涯

贈られてメロン食うべて月に坐し

牛を冷やして馬も冷やしっ

近頃の判決ばかに軽すぎて

眸

美

多

政

静

美

政

美

多

咲き誇る花の並木の姉妹都市

香

痴態さらけし教祖麻原

湯上りの肌の匂ひの狂ほしく

手紙をつけて飛べる風船

昇段ですと聞きしよろこび眸

ナォ白寿まで夢また夢の四月馬鹿静

神棚に朝な夕なに額きて多

目玉が睨む鯛の煮凝香

任地の夫は如何にあるらむ政
折々は雪のちらつく遊女宿多

医療費に消費税とは不都合な眸
パチンコ等がなんで流行るか静

会長の座は今も空席多

建売りをあちらこちらと見て廻り政

石鎚の嶺々十五夜をおし上げて香

画集めくれば心さわやか眸

ナゥ栗ごはん炊けし匂ひの漂へる静

ゴルフの楯は棚にずらりと政
人まねが上手い鴉を可愛がり香
作務衣の紺の似合ふご隠居眸
故郷に建つ連句碑に落花罪々多

平成八年四月二四日首

︵於・松山市長戸亭︶

師の業績を称ふ春光政

平成八年五月一日尾
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永井能戸本

眸

八松山・興聖寺連句会ｌその二Ｖ

岡本眸捌

静政多弥

歌仙﹃連句碑﹄

峡の瀬音と競ふ残鴬

連句碑の除幕終へたり新樹光

ブランド店で買ひし大皿

匂ひ良きハーブケーキを切り分けて

爽やかに立つ天守小天守

ナォさんざめく都踊りのあでやかに政

斬り捨てご免政界の裏静

あちこちの気象異変は人災が眸
医者も漁師も同じテーブル政
筑波嶺に涼しき恋の歌ありて静

殺したい程もゆる情念眸
お猿を連れて稼ぐ公園静

ポケベルと名刺口紅持ち歩き政

窓に止まりし鑿謎の影静

軍神の宮居はいたく寂れたる香
道をふさぎし萩のひとむら政
目っむればお伽話の月は黄に眸

ナゥ留学の吾子のセーター編みつづけ政

ほくそ笑むほど残る年金政

ガスストーブのガスも切れしや眸
この頃はあんま機だけが頼りにて静

平成八年四月三十日首

︵於・松山市長戸亭︶

燗漫の花ちりばめし未来都市多
夢を喰みつつ生きる長閖けさ眸

平成八年五月八日尾
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見る月は此の月などと誰が詠みし

ゥ鐘の尾に乗りし思ひのうそ寒く

胸の炎を煽るカクテル

肩寄せて甘い言葉にうっとりと

あの手この手の詐欺の商法

好調な鑑定団の視聴率

河豚刺しよりも鍋が良かろう
まん丸の月もうるめる風邪ごこち

お地蔵さんはみんな童顔
一円をこっそり入れる募金箱
オートロックのマンションが好き

花守りの家に生まれて花を守り

気ままな旅はなくて麗か

松永戒長岡

香静政香眸政多香眸政多香眸雨子喜香

ハ川崎・小江戸連句会ｖ

﹃山手坂一

蔓薔薇咲く新築の家
岩井橋

岡山朱

吉澤秋

うきうきとゴルフクラブを取り出して
石田美

吉澤蘭

山手坂右に左に鯉幟
フレッシュジュースにお砂糖ひとつ

石田漁

ごちそうを並べ嬉しき月の宴

父は土間にて俵を編みぬ
ゥねずみの尾口にくわへて飼猫が

毛並つややか気をひくそぶり
ポニー丁ｌルチェックのスカードルーズソックス

オャジ狩りして今日は十万
役満を三度つもっておそれられ
泣ぐ子はいねがなまはげの声

半島に追い風はらみ駆け走り

弦月照らす夜光虫の海

血の涙鎮西八郎為朝ぞ

あらためて知る祖国の歴史

しっとりと博物館に花の雨
石のベンチで春の夢みむ

ナォ半コートルオーの赤と見まがひて風

誰も知らない道化の心窓
﹁晩年﹂と﹁斜陽﹂と﹁人間失格﹂と流
二の腕白き人妻を抱く石

昴ぶれば浮かびあがれる刺青の流

なめてくれなきゃかんでやるから石
幼な児にちちんぶいぶい日向ぽこ風

長野五輪の誘致たけなわ窓

ボンボン時計の鳩はまんまる海
アルプスの水と空気に育くまれ流

御会式や南無法蓮華経藍

月明に盗りし林檎のかぐわしく風

ナゥ奉納の能美しく秋深し流
パソコンで打つ収支決算石

返せぬと横領社長胸を張り風

︵於・横浜石田邸︶

苗代の水あたたかき頃藍

浄めのやうな春の雪かも流
蜜求め花前線を共に行く窓

平成七年五月五日首尾
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判

石藍海風石風海名流窓石流風海石窓藍流

衆

八郡山・郡山連句会Ｉその一Ｖ

歌仙﹃己が吹く﹄
佐藤淳捌

規制緩和のお布令宜しき

ナォ野火付けの煙り遥かな山裾に

このところ古いお店も閉ざされて

逢初となるレヂの順番

焼き芋を二人で食べる新所帯

家出決めたる雪降りの宵

その道の錬金術と仰がれて

己が吹く笛に乗りけり春の鳶
大和田悠紀

佐藤一写

芹流れ行く静かなる里

痩身に地位の重さの五十肩

命を奪ふ闇の札束

大原紗都
佐藤春

入学の母子の姿金色に
評判の良き新刊を買ふ

社に響く清き柏手
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堀越ふみ子

時事解説のテレビやや寒

十三夜書斎の窓に晧晧と
長尾節子
佐藤敏勝

満月にくっきり浮ぶ時計台
山田の案山子目玉大きく
ウスカートの裾ひる返す芋嵐

ナゥひと時は浮世離れて踏む紅葉

土産頂く留守の番犬

淳

紀

会ふ嬉しさにペダル踏みつつ

狭庭なれども揺れるふららこ

雲を生むガラスのような飛機の影

﹃

蓉鰄吐癖埋朋一粁叩露文音

セパ球宴の夢よ開幕

花盛り今惜しみつつ北へ去り

春
ふ

都

始発駅熱き双っの影法師
虚しさ見える友の深酒
朝刊の続く不可解政治面
携帯電話アイス片手に

勝

子

聖者の苦行刻む碑

川岸に月のロマンを涼み台

紀
春

淳

尋ね来る善き人々の旅衣
世紀変はらぬ名物の味

都

引く烏の群れ水色の空

花吹雪五重ノ塔の録画撮り

筆勝子ふ春都紀淳勝子ふ春都紀淳勝子ふ

″

八郡山・郡山連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃短夜﹄

夏の座敷にのこる白檀

佐藤淳捌
佐藤一得

堀越ふみ子

ふ

小山百合子

短夜や話題を卓に置きしまま
川下り行き交う船に手を振りて
アップの笑顔ビデオカメラに
長尾節子

城下町だんご供える望の月

淳

節

ふ

百

宅急便でとどく秋鯖

ハイネの詩集牧でひもとく

ゥ磐梯に寄りそう如く渡る雁

週末は単車を飛ばし高速路

ふ

百

節

シルクロードに鉄道の記事

淳

節

心よせあうダンス・ステージ
よき君と秘湯めぐりの嬉しくて

冬月に癌病棟の静けさよ

百

遙かに響く火事のサイレン
ワンカップ供え立ち去る六地蔵

ふ

節

百

ふらここゆれる保育所の庭

花の下朝の胞足馬術員
豊かな里に蜂の翅音

秤鰄鈷斡姻朋垂申嘩文音
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八ころも連句会ｌその一Ｖ

慶子さんの﹁スペースｋｅｉ﹂のオープンを祝って

歌仙﹃春の星﹄

後藤志津枝

矢崎藍
柿本時代

麗けしライ麦のパン焼き終えて
宮田昭三

母性のごとく黄水仙立つ

はぐくみしものの息吹や春の星

なつかしき友まじる語らい

食後の薬ずらり並べる長坂節子

ナォ沖縄に父祖の地守りてめかり時治

リストラされたおじさんの顔時

景気よく大声あげて叩き売り小園好

南蛮漬の臭いしみくる女

屑籠の紙のかそけき音も冬壹

耳打ちをする影の重なり節

ほつれおる夫の靴下つくるいつ佳

もう会わないもう会えないと帰り道八木聖子

隣接休耕地雨の近づく藍
好
紙に切られし秋陰の指聖

立ち並ぶビルに閉され月も無し

錆びたる線路西え西えと寿

ナゥ囚われの小鳥を空に放ちやる慶
森佳子

拝

︵於・スペースｋｅｉ︶

舜醒題一十罰甲雷付回し

迷子の蝶の帰りくる夢慶

双葉はつかに芽ぶきせし頃女

薄氷のすきまをえらび魚およぐ月山冨佐子
繁原敏女
片山和子
原みね子

稲田千寿
大庭雅子
由川慶子
稲垣渥子

圭豆

佳

かなしみが透き通りゆく花の下聖

加藤治子

月山一豆

螺沢蹄

宮田喜代子

ステンドグラスいちょうひらひら

共に居てらんぷを見おり月の夜

彼とデートの想い出の町

ワ三河路に人の往来ととろろ汁
打ち明けてほんのり染まる頬の紅

うわさ話に刻を忘れて

蹟きの石おきあがりの石
風そよぐ鎮守の杜に鶏の声
また一しきりみんみんが鳴き

川の面ゆらりゆらりと夏の月

味噌のつまみでいいという人

祝宴の蓋は当地の衣焼き
風船ふわり雲間がくれに

五分咲きの花で終るも面白く
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八ころも連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃オルガンの﹄

黄沙にけぶる浜の廃校

オルガンのはたとやみけり春の暮

小園好捌
小園好
矢崎藍

ナォ鍬篭の乙女も老いし乞食も

体内時計狂ふ環境

ロンドンヘ北極回り雲のなか

シャーロックホームズ推理あざやか

寒鴉葬列かすめ降りたちぬ
虎落笛泣く夜のしじまに

おはじきをいちぢくにんじんさんしょでほい

声をかけてもつんとすまして
恋せじと恋にあらじと打つ鼓動

色なき風に並ぶ切り株

姉の作りしマロングラッセ
月出づる原生林の葉のそよぎ

手拍子打って寮歌朗々

ナゥ鮭獲れてゴム長靴の男行く

流氷つくと便り短く

世紀末とはいへただの過渡期とも

帽子ぴょこぴょこ遠足の児ら

花の昼ウエディングドレス試着して

秤鰄珪轌十一一一朋二十酢明確露文音
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蛍烏賊味覚の旅に誘はれて
からの徳利ずらり並べる

鱒に月光揺るる庭の隅
パソコン宗匠捌爽やか

ゥふるさとの蜜の香りの林檎噛む
なぜあのときは許せなかった
麗人は記憶なくした過去をもち

土蔵壊した跡地明るく

久々に子どもと遊ぶボール投げ

無党派層の自由そこそこ
月のぼりほのかに浮かぶ月見草
オルフェーはあの世とこの世ゆききして

白蛇伝説抱く村落

市の立つ日は暮れかぬる海

のみのこされた朝のコーヒー
屋根の上うたたれ猫に花のかげ

藍好藍好藍好藍好藍好藍好藍好藍好

好藍好藍好藍好藍好藍好藍好藍好藍好々

八ころも連句会その一一一Ｖ

加藤治子捌

岡由繁月長小谷

歌仙﹃秋灯や﹄
秋灯や庭を隔てて水の音
友と呑みほす盃に満月
枝
子
慶節好慶節女慶道壹枝女子子女

好
壹

守
節
道慶敏

蔓引けばぬかどころころこぽるらん

ナォ骨壷のはっかにぬくき春の宵八木聖子

一間廊下父の揺椅子矢崎藍

なっかしきバナナボートで投げる野茂節

パラボラアンテナ雨に打たるる藍

村の社に黒鯛を供へて節

叱言など言はせぬ媚の面構へ壹

その気になれば毒も盛ります女

世情また騒然としてヘリコプター聖

手枕にふとかきあげしほつれ髪原みね子

勺〆−

担保の土地はすでに値崩

女てふほどかなしきはなし藍
盆踊り去りたる後の月明り節

空になりたる鈴虫の籠藍
牌楼くぐり食らふ餡饅壹

ナゥぶらり旅リュックの人と秋惜しむ枝

腰痛を隣の猫に愚痴りをり藍

俄庭師の剪定の音女
遠山霞かかる御岳治

︵於・豊田短期大学︶

花曇自分を許しつつ生きて聖

平成七年九月十九日起首
平成七年十月十七日満尾
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門柱に墨黒々と転居先
キャンピングカー覗く犬と子

煙草を吸ひにそっと離れる

ウコーラスの仲間に入りし輻鼓烏

榊鄙傘初対面とは思はれず

口紅のこるワイシャツの胸

英国の茶の香り優雅に

心理学まなびて腹も立てられず
東てし月真夜のビル街眠らせて

現が夢で夢が現か

懐手してよろけ往く人
五十年特攻隊の生き残り

龍ヶ渕解きっ結びっ花筏
峠を越えて飛んでゆく蝶

本川原山坂園本

﹃魚信あり﹄

あたり

八松山・佐久良連句会ｌその一Ｖ

あたり

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞
井門可奈女
洞

昼顔咲ける草むらの中

魚信あり日傘佇み見て飽かず
折からの客にお絞り出だされて

倉本淑女

淑

奉示

大本まこと

話途切れしままの静かさ
遠噺子聞こゆる里に月上り
糸瓜の棚に酒をもちより

洞

ま

移り香匂ふ行きずりの鍵

ゥ芭蕉来したたずまひ秋残す家
夜もすがらみなあの方に捧げたる

洞
淑
ま
室示

洞

うずたか

奉示

いたぶるでなく愛し続ける

窓あくる車隷遇ノーカーブ

ランドセルの子走りゆきたり
さび朽つる線路延びたる冬の月

推く積む銀杏の落葉

脱会者逮捕者続出オーム教

洞

淑

ま

サリン禍を避け保母慎重に
花の道登りつめたる古城なり
鱈かに井戸のそばに咲く梨

ナォいずちともなく鶯の聞こえ来る奈

茶碗豪快半泥子作淑
介護法案議会成立奈

父ちゃんの料理勉強月一回ま

児にせがまるる花火大会ま

青廉佳き部屋なりに住みならひ洞

恋といふ字を害きてまた消し洞

指遊びされども今は人の妻淑

プラトニックラブともなりし二人なり奈

写真を焼きてひたる回想淑

琴の音に調べに茶会月満つる奈

歌仙巻きかけそぞろ肌寒ま

ナゥ病む雁の落つると古句の詠めるまで洞

ほこりかぶりし書架を片付け淑

歌舞伎の拾小番錬く鰊く奈

公約が議決受くるか正念場ま

乳錨打つ門を開けば花吹雪洞
草もちを買ひ盛れる志野皿淑

︵於・愛媛県立生活文化センター︶

平成七年五月二十三日首尾
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八松山・佐久良連句会ｌその二Ｖ

﹃風涼し﹄
竹林へ写經の窓や風涼し
池の面を舞へるまひまひ

羊葵の味抹茶なりけり

達筆の団扇郵便訪れて

ナォ雲行方一線を引く烏曇りま
先づパスポート旅仕度する淑
ヨーロッパ南アフリカ正夢に奈
貴方の明日の門出目出度く洞

気分落着くレモンをかじり淑

蝉時雨車澁滞燥やしをりま

ルックスの低きに耐えてじっと待つ洞

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

淑

洞

︵於・愛媛県立生活文化センター︶

平成七年七月二十五日首
平成七年八月二十二尾

曙にして勝ち鶏の声ま

恋無限花の園生に迷ひこみ洞

高松の宮様日記本となり奈
読書いつしか辿る夢路よ淑

ナゥ人またぎ河原の月の照らす席ま

黄菊白菊好きな華なり洞
話のはずむ浅き酔なり淑

自覚せずとしよりの日と祝はれてな

影法師二つが一つになれる夜淑
テールランプの小さくなる駅ま

胸にいだかれ熱きくちづけ奈

井門可奈女
大本︑まこと

高潮襄ふ古湊町

ま

倉本淑

ゥ新走り冷やが好きよと弓子云ひ

洞

洞

奉示

淑

奉示

ま

淑

洞

ま

奉示

奉不

通勤電車はいつも二両目

仰ぎたる月天心に詩心飛ぶ

セーラーの胸の昴ぶり忘れかね

双丘の間にゆるるロケット

フグ

民衆は政治離れに無関心
株の安値に嫌けさしたる
蝮卜鍋話とだゅる月眺め
シベリア想ひ心凍れる
アクピ

欠伸出るスローサーピスロシア流

時の移りゆく頃となりけり

思ひ出の校庭ぐるり花万朶
逃げ水遠き過去を追ひかけ
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ハ与野・三尺童その一Ｖ

半歌仙﹃Ｃという﹄
丹下博之捌

中島桂

佐藤良

丹下博

背中ばかりの薄き冬の日

ＣというＢｌａｃｋＢＯＸ年暮れる
焼き芋をほふほふ主婦らはしゃぎいて

丹下尤

松本杏

平成七年十二月十一日首尾

■

︵於・丹下博之宅︶
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砂の時計の刻は流れる
白亜紀の丘の頂き月高く
兵も幕舎も露深きなか
ワ古酒新酒甕ごと順に呑み廻し

われ高吟す青雲の志を

小説のヒロイン気取り身について

女装はしても売れぬ咄家
大太鼓不意の抱擁恋めざめ
雲あし早き蚊帳ごしの月
手負いの猪に亡者群がる

いざこざの党首選びは永田町

雪解の水で米洗うなり

神住むと聞きしかの山身じろがず

朝の気に花の壮樹の匂いくる

ご晶眉筋の並ぶ春場所

杏之竹尤彌杏之子花彌之彌之竹彌竹彌之

ハ与野・三尺童ｌその二Ｖ

源心﹃火を囲む﹄
丹下博之捌

ＳＦに胸ずんとくる年齢ならん

漁なき浜に寄せる寒涛

松本杏

内田乃

佐藤良

丹下博

鰔湖あたりにころぶ白草之

ナォ新聞のインクが匂う烏曇り子

ベリーダンスの息継がぬ振り

彌

禿ちよろの路駝の鞍は王子さま杏

土の忍従親ゆずりなる子

わたしや熟女ときには乱れてみてみたい之

葬送の幟分け行く月の谷津里

杏

ころころまるきむくろじのたま彌

冷まじや虚言妄言才のうち里

政教分離とドンは日う

ナゥカルメ焼き気泡の色を宙にとめ子

ＴＯｌｌＧａｔｅで捕う逃水里

賢人の塀より垂れる花の枝之

︵於・丹下博之宅︶

蛙の背に跳ねる逆光杏

平成七年十二月十八日首尾
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五味蓉

ピーナツの殼鉢に盛り上げ

火を囲む師走の人の寡黙かな

ワニ日月ほの月山をなぞるかに

パリ留学の娘セ︒シ・ボン

庫裡に網戸の破れ残り蚊
土方とて半腰に呑む升の酒

鏡に落とす涙一滴

００１・ＫＤＤは秒の恋

軒の端に稲妻もまた雷鳴も

潮吹き貝を旅に商う

地図から消える下町の路地
少年のめざすは花の満ちる国

里彌子杏彌子之杏之花里彌之子

八東京・鹿の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃初春﹄

ナォチンドン屋陽炎の中ゆらゆらと

ギブスようやくとれし夫よ
夕映えが赤玉石を照らしいる
阿片瓢郎
宮下太郎
西山真樹

臭いものには蓋をきっちり

市議選のトップ当選目出度かり

夕立のはれて出てくる一番星
網をたぐれば鰡がいっぱい

付け廻し

赤松よう子

小さな駅へ辿り着きたり
裏街道不義の旅路を伝説に
誘い込んだる沼は底無し

まだととのわぬ鶯の声

川口摩知子

初春や野火止用水静かなる
松の飾りに射せる朝の陽
車引き紅白の綱のどやかに
鯖ずし盛りて人待つおぼろ月

矢野禅巌
二上貴夫

︐芳田龍子

高橋敏子
小林梁
折原麻美

黄川田美千穂

佐久間淑子

ナゥ龍淵に潜むが如く逝かれける

鱗にかくす頑固一徹

教会のクルスに戯るる月の光ゲ

坂田はま子

山口みづえ

ボジョレヌーボウ味は如何にと

藤井治
山田章子
山本房子

須田左千子

少し痩せたる頬のざらつき
ワ若嫁の何か隠している様子
お目出度ならば待遠しいが

予告なき大地震の起るなり

佐々木展子

有線放送聞こえくるなり

大石勝五
高橋百合
宮内恭子
加藤望子
河村扶美
金子九星

句意も詩情もなくて瓦礫に

名山をぐるり巡らせ甲斐盆地

資本論今は借り出すひともなし

高畑自遊
山本貞子

ひぐらし鳴ける長谷の観音

戸田貝江
若松照代

平成七年十一月吉日満尾

平成七年一月吉日起首

目借り蛙の池野真昼間
猪平十糸子

畑村春子
遠藤翠

石田一皐

渡辺博

安江真砂女

フィナーレは卍巴の落花にて

月仰ぐ未だ余韻の残りたる
つるりと光る畦の数珠玉
お祭の主役は童ばかりにて

筵かかえて帰る爺婆

花吹雪思い出遠く遠くなり
木の芽団子の黄粉はげちよる
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八東京・鹿の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃枝垂梅﹂

矢野禅

伊藤稜

太

宮下太郎捌

陽の淡々と下萌の庭
神崎裕

二上貴

父がつぎつぎ肩車する

枝垂梅と名付けし席や浅き春

白酒に幼き子等の頬染めて

連載漫画迫る締め切り裕

ナォＧペンをつっと走らせ蝶高く貴

ふっとこち見る少女美し太

渓谷の景色つぎつぎ窓の外龍

忘られぬ幼なじみの片えくぼ禅
セピア色した古きアルバル稜
海くりの温泉街のさびれたり太

虎造来ると立てし看板貴

打ち損じ藪蚊唯りて耳元へ裕

恋の邪魔者今も昔も龍

半月分隠れてぽつり雨となり禅

お稲荷様にこぽる白萩太

ナゥ国体のマラソン走り深む秋貴

雛人形につきぬ饒舌龍

慣れぬ民宿老も手伝い裕
焼絞めの俎皿に活造り稜

咲きかかる若木の花も新開地太
羽化終えし蝶しばし息づく執筆

︵鐸半輻率駒場近代文学博物館和室︶

平成七年二月二十八日起首
四月吉日満尾
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芳田龍

松茸山を翔てる椋鳥

宮

出張の仕事終わりし今日の月

ワ大柄の身にぴったりと秋袷
たらようの葉にしたためし文
ネクタイの裏に秘めたる女の名

防災用品箱詰にして

磨き込まれし寺の広縁
村山さん眉銀色に輝かせ
ビーチハウスに上る夕月
特上のうなぎ丼届くなり

六甲の裾に吹き出す寒の水

敦盛の塚倒れ伏したる

人知れず花散る里に住み古りし

神楽を運ぶ風のあたたか

下

禅稜郎稜龍裕貴禅裕禅稜龍稜子子巌志夫

八東京・鹿の会その三Ｖ

歌仙﹃夏帽子﹄
三叉はここら辺りか夏帽子

小林しげと捌

金子九星
芳田龍子
宮内恭子

川上りくる涼風の船

ありがたき麦湯いつ気に飲み干して
ノ︑マ﹂

佐久間淑子

星

恭

黄川田美千穂

故郷の説りを懐かしく聞く

鉄道敷にゆれるコスモス
ゥ遠方の客もようこそ芋煮会
となりの娘いつか大人び

月玲瀧眼ばかり光る鬼瓦

オカルトの恋占いに入れこんで

″

美

小林しげと

パッチワークのエンゼルよ舞え

淑

宝くじ残り物にも福あらん

美

あてが外れて歪む凍月

雪催う眠れぬ夜のひとり酒

星

恭

ともあれあすは早い旅立ち

と

星

龍

淑

商売繁盛無病息災

おびんづる撫でて功徳の香をたき

げんげ田抜けて集う寄合い

水底となる校庭の花はいま

開いたままの辞書を机にと

ナォ僕よりもパパの喜ぶシャボン玉龍

神官の位階を叙する状を受け星
鈴を鳴らして鱗れる三毛猫と

おもいきや百年ぶりの此の猛暑恭

星

ほくほく顔の海の氷屋龍
主治医からもっと歩けと励まされ淑
回春薬の瓶はあでやか美

知っているのは電話器と鍵ばかり

誤録椀に盛らる松茸美

ささの葉擦れに涙にじませ恭
恐山くっきり立ちて鎌の月淑

祖母の形見の帯解の衣美

ナゥ代々を住みふる家の冬支度恭

ハンドルも軽く滑らかオープンカー龍
とき

はずむ話題は識堯・礁熊恭
転勤の荷を先送り花の宴龍
刻をわすれて歌う永日執筆

平成七年七月二十五日起首

︵於・部蓉匪詫罐辱壗雑︶

同右八月二十九日満尾
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八東京・鹿の会ｌその四Ｖ

歌仙﹃万両の花﹄
万両の花ひそと散る極暑かな

造り滝聞く小流れの庭

風交の友と対座の涼しさに

タレント候補誰が当選

宮下太郎捌
赤松よう子

樹

梁

伊藤稜志
小林梁
久住真由
西山真樹

東へそれし台風のあと

潮鳴りに金色夜叉の月昇る
ゥマンドリン疲れた秋のひとりごと

稜
よ

うすば艀蛎翅を広げて

由

宮下太郎

由

梁

紅を濃くロートレックの女達
遠くへ去りし愛のかずかず
歌舞伎町若者達のあふれ出し

都知事のもとへ届く小包
寒の月刑事稼業の二十年

梁

樹

稜

葱の味噌汁おふくろの味
日和下駄お歯黒どぶを飛び越して

よ

樹

孔雀長屋に鶯の鳴く

遠足の子等みんな夢路に

花を喰べてしまった酪駝夜の雨

ナォ野遊びに僧も交じりて踊るらん稜

膝の痛みもしばし忘れる由

日時計の坂いつさんに駆け下り樹

ボタ山見ゆる窓に抱かれ稜

雄蕊の粉をこぼす白百合ょ

コルト銃撃つ冷房の露を帯び梁

一本背負決めし外人稜

学園に英語会話の続きつつ太

だんだら幕が路地の細道真

地に落ちた飾り釦のめぐり合い樹

青松虫の声に酔いたる太

屋上に月見団子を山と盛り稜

筆はかどりし自分史の槁梁

ナゥ霧深き湯宿に猫の通り穴ょ

大漁旗のなびく朝東風稜

ふるさとの緑色した海なりき由

中千本奥千本の花霞ょ

平成七年七月二十五日起首

春を飛びゆく役の行者か執筆

︵於・深川芭蕉記念館ナウより文音︶

八月吉日満尾

−17ラー

八東京・鹿の会その五Ｖ

歌仙﹃羽子板市﹄
羽子板市吉原土手へ抜けにけり
﹁炭ありんす﹂とふとさとことば

アルトの声に鐘の寄和す

ナォ猫の手も借りたき春子出荷どき

薬包の折鶴並ぶ枕元

投げこまれしは宗教新聞
控え目に菰被て盛る寒牡丹
そっと握れる指の冷たさ

陽光眩し窓にたじろぐ

拒みっっのっぴきならぬ羽目の夜

天人の衣失ふ松の枝

迷子の亀に児らの群がる
後の月光輪冑むふるさとに

﹁うまい﹂とすするとろろ汁なり

ナゥ又今日も降りつづく雨獺祭忌

十四・五歩にてくぐる山門
□こみの講習会は菓子作り

部屋いつぱいにバニラ香れる

暮れかけて背すじを伝ふ花の冷え

薄紫に芽吹く榛の木

秤鰔錺轌牙朋二什訟明確零文音
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美望章瓢
瓢千

穂子子郎
望章美望章美望章美章美望章

マンションのひとり暮しも棲みなれて

粥にぽとんと割り卵する
花川戸鼻緒の店の続き月

区劃整理の盛なる町

ヒト

ゥひょんの実を吹いてあの女いまいづこ

隠すすべなく迎う臨月

忘れられ黄ばみし文の小箪笥に

少し衰う視覚臭覚

百才を目標にして日々好日

新幹線は京へましぐら
涼み舟月を伴ひ岸に着く
一献よりも欲しき蜜豆
社会党総理に点の甘辛さ

素破とびたっは稚子なるらむ

この頃多きさまざまな髪
西行の残花と思ひ山のぼる

黄
西川加山阿

山田藤田片

望美章美章美望章美望章美望章美望章美

八東京・鹿の会ｌその六Ｖ

歌仙﹃時雨るるや﹄

川口摩知子

小林梁
西山真樹

宮下太郎捌

鯉の沈める池の冷たさ

時雨るや句座さざめける芭蕉庵
墨象のいろはの飛沫跳ねあげて

真

呉須の青きに残る口紅

真

梁

宮下太郎
摩

黄川田美千穂

月の出は桂大樹の間より
欝香の鹿か雌を呼ぶ声

髪かきあげるコマーシャルなり

ゥ窯出しを夫婦で競う新走り
サンダカン壁を崩せしふくらはぎ

美
真

″

摩

ほつれほつれのキルト繕う
桑畑見えなくなりし多摩の丘

ゴミ問題に会議終らず

摩

梁

真

梁

美

月暑し天使のような面をして

名札を胸に母の排梱

セピア色した春の黄昏

吹呵切る寅さん売れる処分品
銀の煙管がぽっと火を吐く
手鎖の刑を解かれし花の江戸

ナォ野遊びは大吟醸を携えて太
芦のもつれに行きつ戻りつ美

一竿は大公望の舟ならむ真

治国の策を双眸に秘め梁

鹿鳴館運命知らずに踊りける摩

十七で生み三十路にて婆太

表札は寓とあるだけ門静か美

ちらとのぞける侘助の赤真
世の噂庵主は宮の御落胤梁

髭を振り振り竈馬行く太
秋刀魚の煙路地に漂い美

ゴンドラに乗ってもみたし望の月摩

泥棒市で堀出しの品梁

ナゥ木版画安達太良山の山紅葉真

庭の雀に朝の挨拶太

蔵の鍵握る白髪の嫁ならむ摩

遠き神代の春の思い出執筆

ままごとの筵に飛花の埋めつくし美

︵錘半群割芭蕉記念館︶

平成七年十二月十九日起首

八年三月吉日満尾
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一口己

﹄出

ハ相模原・慈眼舎連句会ｖ

相撲の廻し凝りしタニマチ

大谷似智子

福田真空
松原真健

吉浜ます子

三宅智恵
高木厚子

蛭海停雲子

赤田玖實子捌

歌仙﹃バレンタインのチョコ﹄

爺婆がバレンタインのチョコを買ふ

弾む心におどる紅梅

潟の穴きょろりと鮭は旬ひ出でて

俟をかぶる棚の空箱

ゥ吟醸が好まれている新走

赤田玖實子

居合抜さし込む月を一閃す

多情多感で恋の遍歴

鴨志田智恵子

健

芭蕉の玉が解ける軒先

母子手帳斜線を引きし父の欄

似

吉︒

玖

ま

智

垂云

空

救援物資欲しい現ナマ

厚

けものみち如法の汗の法螺を吹く
セールスはここがポイント押しに押し

雪も降らぬに雪吊りの園
凍月の淡くなりゆく始発バス

昔の帯で縫ひし茶樅紗

つけし記章を誇る進級

花を挿し香炉の台をそっと据え

根裏図画と認定の謎雲

ナォ春愁に灸と鍼が効くといふ似
あそびを誘ふ喋るホチキス厚
厚化粧馴染の振りで近寄られ健

傾きだした瓜の番小屋厚

便利さにこだはっている冷蔵庫似

大国はチェチェンヘエゴの迫撃砲空

金とプラチナ月へ燦然恵

忘れることもときに倖せ智
鵲の橋へ宵から晴れ渡り健

ポケットに溜めたベイゴマこぼれ落ちま

塗りたてベンチ逃げるアベック玖
ナゥ全員がお縄の後もらりってる雲

繕ひをする嘉永刊本智
禿山のその又奥も禿た山空
灼灼と咲く桃は夫夫ま
龍神は浮世の花に憧れむ三好龍肝
名残の霜を鶉きし暁玖

︵於・相模原市上鵺間公民館︶

平成七年二月十四日首尾
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舂

鈴木春山洞

加藤朋子捌

八松山・子規記念博物館友の会連句教室その一Ｖ

歌仙﹃鶯合せ﹄
酒すこし入りし鶯合せかな
うららかに寄り囲む友垣
濠普請堤は草の萌ゆるらん
後藤波久
加藤朋子
朋
井門可奈女

サイクリングの列通り過ぎ
立ち並ぶビルの谷間に月昇る

虫売りの声次第に近く

春

ナォ天守閣持ち上ぐ山は木の芽刻キ波
歯の衰へを沢庵しやぶり
靖

孫の門出の祝ひもの買ひ可

妻と肩よせ合ひ仲の良きことよ春

雪遠嶺初航海の晴れ姿久

旨き河豚ちり灯ちらちら野村富子
君の住む街にふらりと列車捨て朋

思ひ遂げたる軽き足取り波

靖

放るまで肌のぬくもり愛ほしみ靖

駆け脱けてゆく風の道筋春

昼の月高くにありてゐたりけり

俵編みする婆忙しげに朋

ナゥ到来の篭の石榴をちょっと供へ可

湯槽に浸り打たせ湯をする久

住専にのらりくらりと時間消し矢野勝三

伊予路の春をひた惜しみけり勝

カラオヶマイク握り離さず富
戦友会万朶の花のもと集ふ波

拝鰔Ｍ窪唾朋一帖印露出勝

︵於・蹴如獅位屏鵡霊念︶

／

−

ワ古平の災害の痕卜残る秋

波
楊井久米男

児連れ×︵ばつ︶一︵いち︶美形が取り柄

馬を射る計略見事適中し

可
井ノロカズ子

ウェディングベル響き渡れり

春

春

松田靖夫

香水匂ふ行きずりの月

可

ライトァップ道後温泉時計塔
そぞろ歩きの客のざはめき
山車の上扇ギで拍子とる頭ラ

手刀ナ切って貰ふキャラメル

エイズ事件鳧の付け方土下座なり

靖

朋

靖

霞たなびく四十島影

子規句碑に満開の花枝を延べ
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八松山・子規記念博物館友の会連句教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃ボ−ト﹄
松田靖夫捌

鈴木春山洞

不破博
加藤朋子

ボートどすんと後の世界に突き入りけり

顔ぬぐいひたるレースハンカチ
井門可奈女

盆栽の松の枝ぶり伸びやかに

水琴窟の音のひそやか

井ノロカズ子

野村富子

指さして月の兎をものがたり

人形作る唐恭の髭

楊井久米男

靖

ナォ喧しい﹁ら﹂抜き言葉のうららかに春

爺︵じ︶様ばかりの委員なりけり

鉢巻に手延べうどんの技ザを篭め靖

お国自慢の声張り上ぐる久

看板の信楽狸青簾越し力
八畳敷の座敷涼しき久

みつめあふキスの間合ひの鼻と鼻靖
靖
ベッドの軋む響キ高鳴り

かきいだく双乳の谷へ月の影執筆

烏威し聞き我に返りぬ富

祝い谷二豊年神輿練りに練り力
米のうまさもおふくろの味春

可

ひょっとこもおかめも踊る花の宴春

聖誕祭居酒屋に湧くさんざめき力
久
碁敵伴に旅に出でけり

ほこほこ温き柚子の内風呂富

ナゥムルロワの珊瑚も魚も目に涙靖

力

富

靖

ゥひさびさに独り酒酌む紅葉狩
待ちに待つたる深夜の電話
恋路てふ夢見心地を辿りゆき

年上妻は閨のコーチよ
ビル崩壊十六日目救出し

春

靖

干竿売りは露地の奥まで

蓉

︵於・灘如獅位蒔鵡毒念︶

皿蓉に期一一轟串露出勝

句帳旙く長閑なる宵靖

情貧の匂上漂ふ懐口手

朋

可

力

朋

富

狐火消えし後卜繊き月

銀輪の列続く陽炎

塾帰り燥ぐ童べを迎へ取り
若鮎遡上ゥ流れ透きたる
箒目を立てたる庭に花と僧
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八岐阜・獅子門ｌその一Ｖ

歌仙﹃春の雲﹄※

修理なりたる麗かな庵

今一表炭を買はうか春の雪
鵜を馴らす新造船に棹さして
とどかぬ声にまね言の手話

虫屋の暖簾くぐる兄弟

月円か老松いよよ香を放ち
ゥ風流と毛桃枝ごと折りとって

蔵の葛籠に探す古文書

据膳に心ならずも箸をつけ
思ひ出しては顔の赫らむ
パチンコ店てふ云ひわけのラブホテル

小窓あけさせ掴む札束

山脈の涼しき月を引き寄せん

盟の底に遊ぶ亀の子

森川淳子
松岡裕子
本屋良子
沖津秀美
梅村五月
成瀬貞子

自転車つらね半日の旅

ナォ祇王寺の庭苔厚く蝶の舞ひ

洋

和

時間気にする軽味俳譜

裕

山口英利
瀬尾千草
岡部照葉

吟醸酒友と賞でたり月の宴
秋の蛙の跳びそこねたる

スパッツはいて体操教室

ナゥ大地震の瓦礫るゐるゐそぞろ寒

川

貞

地球儀を廻はせば婆の腰伸びて

政治不信のボランティア達

北

國島十雨捌

三島志き代

高木和子

ｏｎ・Ｌｉｎｅ利便危険を抱き合わせ

雨

伊藤白﹈垂云

各務支孝
國島十雨

小烏啼く声を聞きつつ縁を拭く

木の香かぐはし開く枝折戸

ふっとまた逢へる予感のみくじ引き

石田一畠宙心

田中湖城

唐渡北勢子

凍てつく頬を路地に寄せ合ふ

西脇美智子

春よ来いよの芝居台本

おでん屋へポケットベルで呼び出され

松野弘子
伊藤錦石

花盛りライトアップの天守閣

良

北

執筆

平成七年三月五日首尾

︵於・獅子庵︶

団扇づくりは伝統の技
川島支川
堀内洋子
堀野恒範
田辺桂月

仰ぎ見るからくり時計花万朶

歌流し海上タクシー潮に乗る

駐在所あり分校もあり

梅村卓矢

壼云

酒も飲めます草餅の店
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ハ岐阜・獅子門ｌその二Ｖ

歌仙﹃鞍壺に﹄※
松尾芭蕉
國島十雨

國島十雨捌

初雪かかる西の山々

鞍壺に小坊主乗るや大根引

春日井朱雀

高木和子
尾藤静風

唐渡北勢子

古びたる本の表紙を繕ひて
単身赴任もてあます余暇
月宮殿望遠鏡をねだらるる
耳につきたるえんま蟠蝉
ゥもうもうと烟にまかれ秋刀魚焼く

何ポ歩いた万歩計読む後藤嶺子

ナォ春の鹿鼻すり寄せてささやけり堀野恒範

デイケアー送り迎への養老院本屋良子

カラオケもある粋な居酒屋北

牡丹鍋あの娘のそばに座りたい森川淳子

二人枕の布団のくられ和

よよと泣く歌舞伎役者の見せどころ大野鵠士

朱塗りの桝の酒の旨さよ良

オフレコなれど本音つい出し洋
霊感で助けてやると数珠を売り雲
峰を写して流れゆく川松波幹治
ど忘れのいろはにほへと庵の月貞
秋明菊に那須の思ひ出小川守
ナゥあれこれと温泉宿の冬支度桂
内田美子
松野弘子
石田富恵

保険かけホールインワンねらひ打ち中尾冑宵

入りづらくて行きつ戻りつ
酔ひつのりどどのつまりがラブホテル

西脇美智子

堤民女
伊藤︷口壼云

磯部攝子
堀内洋子
川島四郎
成瀬貞子
小瀬砂美
田辺桂月

平成七年十二月十日首尾

︵於・諏準騨醒辨蝿雨︶

萬寿の額の麗かな春執筆

ぱっと飛び翔っ峰の王様梅村卓矢
窯出しのめぐり合ひたる花の谷雨

枳穀の垣に牛車っながれ

藺亭の序文習する文机

ほのかに匂ふ上敷の縁

貝風鈴音をゆらして月昇る

水饅頭が皿にブルブル

技を継ぐガラスエにて御座候

石佛並ぶ安曇野の里

噌る烏に煙草いつぷく

績紛と花の散り込む山葵澤
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八岐阜・獅子門その三Ｖ

歌仙﹁しぐれかな﹂※

雛をこえて飛べる綿虫

作りなす庭をいさむるしぐれかな

自慢話に伝来の壺

渇筆の五言絶句を床の間に
吊橋を揺らして渡る望の月

猪の粕漬送られてくる

ゥ啄木烏が思ひもよらぬ悪さして
背ナに貼られる好きと云ふ文字

母子手帳持参で嫁ぐ角隠し

舅いぢめが町の噂に

伝説の魔法使ひが棲む館
痩せた野良猫屋根をうろつく

ラムネ玉鳴して月を封じ込め

紋恋草てふ蚊取草買ふ

自転車の荷台に子供またがせて

霞隠れの東屋の軒

あれこれ迷ふ昼の献立
花筵池のほとりに神祀る

唐渡北勢子捌

伊藤︷ロ壼云

松尾芭蕉
田中湖城
清水青瓢
田辺桂月
堀内洋子
久世竹水
曽根須恵子

伊藤錦石
高木和子
大橋正子
木村和喜
沢島郁子
竹村栄子
松岡裕子
西脇美智子

竹

唐渡北勢子

ナォ惜春の四高寮歌を口づさみ堤民女

一気一気とコップ酒呑む城

交番で句碑の在所をたしかめて藤墳淑女

ぴくりと動く爺の山羊鬚北

再会に声の若やぐ冬帽子高田久枝

ハート描いて滑るスケート民

止り木にポードレールの悪の華本屋良子

革の上衣に鎖鳴らして松尾一
故郷へ出す肩書きは社長さん美

大風呂敷でつつむ古本郁

満月は眞ヅ平御免と膳曲り雲

鎌で叩けば煙吐く茸正
ナゥ有線に流る鼻村の運動会洋
無党派層で政治改革淑
盲導犬日々の生活助けられ裕
水子地蔵に風車廻ふ桂
標秒の湖望む苗代執筆

︵於・大垣・円通寺︶

関ケ原北國街道花盛り國島十雨

平成七年十一月十九日首尾
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八岐阜・獅子門その四Ｖ

歌仙﹃鰯雲﹄※
近藤寿仙
本屋良子

本屋良子捌

月宮殿に憩ふ粋人

鰯雲天に向って煙草の輪
唐渡北勢子

蓮池の中鯉の群れ寄る

堀内洋子
小瀬秒美
松野弘子

伊藤一目幸一云

成瀬貞子
松村あや
松岡裕子
中尾青宵
平光美泉
川島支川
深谷久砂
田辺桂月
後藤嶺子
柴田由乃
石田富恵

秋裕二見形文台継がるらん
ありたけの萱抱へ出し冬構
雪見障子に影のうつりて
ゥ叱声を上目使ひに聞き流し
辻の易者にひやかしの客
博士号得たる披露のパーティで
好きといはせるキャリアウーマン

煽られてつい買はされし宝籔

三︐Ｋに三世代住み

月涼し舳先ならべる舟溜り

撒水車ゆく蘇州城外

押しのけて横から写す胡弓弾き

同窓会の幹事頼まれ

ぽっと出るからくり人形花吹雪

まぬけ顔して桶の寄居塁

あるだけの靴みがく休日瀬尾千草

ナォ芒々とニュースにもなるつちぐもり後藤富美子

ダンディなりし益田キートン梅村五月

時刻表繰って旅行の想を練る梅村卓矢

漂ふ泡に不倫ごまかす沖津秀美

シェーカーを高く振り上げマンハッタン大野鵠士

ぢいちゃん貰ったと子が父に見せ松波幹治

手に汗握る居合ひ抜刀般渡文子
強行の核実験に島汚れ深沢孝位
前に海鳴りうしろ山風端元凉子

ミレーの絵真と定まる月今宵小川守
産毛さやかに癒ゆる少年大平伍郎

ナゥ親馬も仔馬も濡るる秋の牧岡島礁雨
石仏の掌にたまる木の葉よ田中友子

ポットリが二日かかりて米を搗き谷本蒻枝

ルーペ重ねて哲学書読む岡本満智子

︵於・蔀鐸か鋤照寺︶

蝶の舞ひたる古き土蔵稗峰淳子

井の口に花夫々と莫座のべて青々園十雨

平成七年九月三十日首尾
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八岐阜・獅子門ｌその五Ｖ

半歌仙﹃根深汁﹄※
活断層の上に住み古り根深汁

沖津秀美捌

川治敦

成瀬貞

本屋良

寒の雨降る崩壊の街
大平伍

念願のエレキバンドを結成し
瀬尾千
柴田圭出

端一正録

松村あ

沖津秀

平成七年一月二十六日首尾

︵於・誕嬢師民館︶
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友にタバコをもらひ一服
人気なき運河に映る青き月

燕の帰る道は遙かに

ゥ秋の野の内緒話を風が聞き
アイシテルワ
ポケットベルに１４１０６０と

当番で炊事洗濯新世帯

お好み焼きはいつも仲見世

月涼し幟はためく芝居小屋

行水の背に龍の彫り物

﹁吾輩﹂が潭名の三毛に見つめられ

書犀の扉を開けてふらりと

石仏並びておはす岐れ路

渡し守にも風光る頃

喜寿の母豐礫として花ごろも
シュトラウス弾く春の楽堂

あ美良由敦伍凉や良千子貞乃草郎子子子

八大阪・紫薇の会ｖ

歌仙﹃カルデラの﹄
澁谷道捌

海の陽あたるセカンドハウス

ゥ衣更えして挟から古手紙
結婚しても別姓のまま
灰皿に匂い残して姿なし

治

治

美

と

後口の茶のよろしくて春の月

曲り切れずに雪解けの水

代

澁谷道
西野文代
岩城久治
加田由美
永末恵子

カルデラの壁噌りのみじかけれ

菖蒲の風の吹きぬけてゆく

訪れし扉の鍵あいており
屈強の刀鍛冶にて八代目

鵲鵤につつかれている量子論
松の手入れを思い出したり

代
治

道

宙心

藤川渉子

道

月待ちに飯を噴かせて魚焦がし

旅中の僧と碁盤かこめる

宙︒

治

宙心

荷物からかおをのぞかせテディベア

大波小波ぶらんこも揺れ
酒の酔い一気に出でし花吹雪

都踊りに財布すられる

ことわりもなく髪伸ばしたり道

ナォ峠にて漸く夢の人と逢い美

首振るたびに扇風機鳴る恵

よきにつけあしきにつけて旦那さま代

工場の煙重く流れる道

遠泳のさびしさにまた引き返し美

ピアノの曲に冬の旋律瀞

俳句集上梓待たずに逝かれけり代

栞にしたるはなだいろ紙治

月はいま雪催いにて寝しずまり恵

宿性に衿かき合わせては代郡

天井をわがもの顔にねずみ族美一

飛行機雲が摂津から紀伊道

ナゥ錠剤を飲もうとすれど水なくて勝一

引潮に陸繋島のあらわれて恵

春泥を来し足袋をはきかえ美
夕闇に昏れのこりたる花万朶道

︵於・大阪住吉澁谷方︶

雛を納める箱のかぐわし瀞

平成七年八月二十一日首尾

八船橋・下総連句会ｖ

歌仙﹁大没日﹄

今泉亡心

笠間文

松村武

大没日居据ってゐる枯野かな

子供の声が佗助の家

ナォ眩しくも生徒散らばる潮干潟

指の動きのひたすらなりし
絵付師の赤にじまする筆の先
解きたる帯にみちのくの川

あとはなんにも手につかぬ体

雨を裂く雷の恋だしぬけに

倒産に深酒のまだ四十代
授業料とは高きものなり

ブイの鴎が月の出に翔く

張りをへし帆によき風の鳴りそめて

本人に似し案山子にて候

虚と実とこれは実なり虫時雨

ナゥ寝返りて梁鳴る朝を霜降るか

洗ひ立てたる皿の数々

筑波の麓ことごとく見ゆ
新聞に包める鯉を土産にと

市制施行の春まつ盛り

降りかかる花の微笑む鼓笛隊

秤鰄錺蓉十仁朋二十叫明露文音
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いつぱいに動物図鑑ひろげゐて

イグアナ飼ってみたい衝動
校了の筆を投げ出し今日の月

落鰻とて旅に片寄り

ワ祭文の節ながながと牛祭
祇園おもへば夜も寝られぬ

愛染といふ橋に待つ雲の中

抱擁解けばうれし現実

窓越しの庭のやせ松見直して

路地に消えたる荷風散文
カジノ出て六区の月のまだ暑く

蛾の行方追ひ世紀末てふ
仮縫の気になるほどの針の数
弟子を使はいテーラー一徹

父の忌近く戻り鴫ゐて

白髪をかたみに笑ひ花の山

雄機文雄機文雄機文雄機文雄機文雄機子

雄文機雄文機雄文機雄文機雄文機雄

八富山・樹氷連句会ｖ

歌仙﹃木枯らしや﹄

木枯らしや一葉届く友遠し
初雪とある文字の書き癖
コーヒーもよし昼寝またよし

ふるさとへ車の長蛇続くらん

客が途切れて屋台うそ寒

いぬじま正一捌
是行修
いぬじま正

久我妙

紺野愛

紺野笙

ぱっとはじけてたんぽぽがとぶ

ナォ草野球草の若きに転びつつ

ラーメン好きの喋る温蓄

鉄人と言われるスター料理人

長いぐちづけ角巻の中

かたむける顔のほのかに雪明かり

昔見たよな同じ風景

朝帰る門口つっと小走りに

休日は家庭菜園精を出し
和尚の許へ芋持たせやる

萩の小道の先は湖

覆面の夜盗のっそり月の背戸

ナゥ売られゆく馬も乗せたり渡し舟

常のあまんじやく今宵は哀れ
三味線の津軽名手とかくれなき

お国説りで歌詞はわからず

白寿なる母の健咳花の莫産

のどかなりけり暮れなずむ里

秤鰄砿轌十至盟一汁唾甲誇文音
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月浴びて誰か駈け去る都会中

すねた女の指のしなやか

ゥ秋刀魚焼くョツト仲間はコップ酒

日曜座禅二度も叩かれ

大見得も芝居の筋もうわの空

鬼瓦へと草矢すっ飛ぶ

宿六の何思うやら鍋みがき
行水のたらいの月に脱ぎかねて

老いて彫りもの隠す片袖
イベントの人気をさらう猿の芸

轍の残る塩の道ゆく

花の下二十世紀を語り継ぎ
畑打つ彼方霞む安達太郎

愛妙修愛正笙妙愛修正治修妙子正子一吉

笙修妙正愛笙修妙正愛笙修妙修正妙修正

八大府・正風大府支部ｌその一Ｖ

歌仙﹁場雲雀﹂
ォ野を歩く一里は遠し揚雲雀
ポケットベルの不意に鳴り出す

金谷松
鈴置一

女使って甘い誘惑

ナォ懲りもせず選挙違反をくり返し

もがく程深みにはまる情の沼

日照続きに麦の上風

阿波の鳴門の順礼の唄
軒下に見る短夜の夢浅く

地味で目立たぬ彼の業蹟

縄文の土器次々に掘り出され

みどり変らぬ千本の松

治水碑の建ったわずっと後のこと

旅愁身にしむ宿の引窓

鹿の鳴く声にしずしず上る月

ナゥ出張の延びたるまへに秋深み

剃ろうともせぬ汚い顎ひげ
事につけ頼りにされる生字引
誰が書いたか村史でたらめ

民話にも出て来る花の今も咲き

霞める方に暮をつく鐘

秤鰄吐轌晒朋一十斗印蕾文音
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今を盛りに菫蒲公英
満員の観覧席の麗かに

崩れし簗に細る水音

夕ざれば野分の後に残る月
ゥ露寒に草蛙の紐を締め直し
もう一と息できまる縁談

共稼ぎして家事は分担

気の合った幼な馴染でいとこ同士

昼かとまどう雪晴の月

乗り物は電車とバスで違う駅

一茶忌を営む寺の人出入り

手打うどんの店の繁昌
早口の親父の誰聞き直し
笑い初めたる四囲の山並

花前の行事の予定打ち合わせ
お伊勢参りはこれで三度目

花翠花翠花翠花翠花翠花翠花翠花翠花翠

翠花翠花翠花翠花翠花翠花翠花翠花翠花

八大府・正風大府支部ｌその二Ｖ

歌仙﹃逆さ富士﹄

ォ逆さ富士すっきり置いて湖凉し

風薫り来る散策の道

大作の原稿やっと書き上げて

鈴置一

加藤香

ナォ着飾りし女等させる春日傘人

山下清さすらいの旅花

気付かれぬうちにリュックを背に負って人

君の合図を今か今かと花

不倫とは思えど汗の手を握り人

政策抜きの保革連立花

落ちてゆく景気を止め術も無く人

里の祭に集う親族花

酔えば出て来る望郷の歌花
俳聖の跡を辿りて一人旅人
月をかすめて渡るかりがね花
秋澄める水琴窟の響く庭人

遊覧船は岸に近付き花

ナゥ曙よ貴乃花よとかしましく人

此の島は長寿の人の多く住み人

︵於・豊明市釣鈴庵︶

経読烏の声も折折花

遠い耳でも聞けば忘れぬ花
累代の墓に一枝花さ塾げ人

平成七年八月七日首尾
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煙草を止めて飴しやぶるなり

庭石の配置を誉める月の客

千枚田より水落とす音

ゥ豊作の予報に村は活気付き

ミニスカートの娘年頃

親よりも大事な人のあるらしく

天皇賞は写真判定

コーヒー代は割勘で出す
節約と吝とはほんの紙一重
追分けの辻の地蔵に月冴えて

外廻りして指の悴む

展望鏡に銭入れて観る

張り込みの刑事四方に気を配り

かけまくも晨き客の花の雲
明るき園に蝶のひらひら

人花人花人花人花人花人花人花人花人花

八伊勢・しらぎくその一Ｖ

歌仙﹃赤蜻蛉﹂
ォ赤蜻蛉山を背にして乱舞かな

早稲の香に心はればれ

大西貞子捌

中野たつ子

前田てい
大西貞子
尾崎車子
村田静子

ゆっくりと車窓に昇る丸い月
ポニーティールにリボン揺らす娘

重

てい
貞

ナォ祖父母らはセピア色して大朝寝

棚の果実酒瓶とりどりに
健康を独り占めする要注意

血統書付き仔犬もらひぬた

鏡台に甘へ右向け左向け

内緒話の語尾にごしをりて

教会のボーイソプラノ山眠る

ごたごた用意あす雪祭
返馬餅神代・太閤お福餅

胡桃銀杏みな宝物て

マルチメディアで世界広がるた
ゲートポール幻大会後の月

歴史はいつも繰返すもの

ナゥ秋深し英王室のスキャンダル

刺青師芸術ですと胸を張りて
天気予報は久々に晴

花嵐牛谷坂をバス登るた

平成七年八月八日首

︵於・猿田彦神社︶

遠足のあと遍路つづけり

平成七年十一月十一日尾
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海開きビーチパラソル色競ひ

納涼踊り村のイベント

ゥ目覚しを恨んだ頃をなつかしみ

もう帰さぬの一言を待つ

重

たつ

村田治男

余生といふ文字は私になじまない

治

カーテンの隙間もれる灯夜深く
休むことなきナースセンター

何でも勉強カルチャー教室

静

静

治

てい

たつ

水底に深く沈みて月凍る
嵯峨野の径に湯豆腐の旗

貞

魔除けお守肌身はなさず

イチローの振り子打法で優勝し

嶬りのなか車椅子ゆく

摩々として五十鈴川上花の散る

治つ重い貞静い静つ貞治静い重つ重貞治

ハ伊勢・しらぎくその二Ｖ

歌仙﹃今年酒﹄
ォ今年酒手作り猪口にみたしけり

大西貞子捌

中野たつ子

大西貞子
村田治男
村田静子
前田てい
尾崎重子
静

重

てい
たつ

サリーをまとふファッションショー

ナォエアメール春昼ローマより届く

首飾り耳飾り指輪鼻ピアス

出る前切れた電話気になり

所詮人生だましだまされ
アパートの合鍵渡す仲となるて

海上の仕掛花火は波に散るた

夫婦別姓何がメルヘン

ブルルンふるふ葛まんじゅう
足腰に貼りし薬のよくにほふ

納戸の裏の鉦叩間く

お茶会は雨月となりてひっそりとて

ナゥ秋惜しむ誰彼と声かけあひてた

風呂敷包み若者にうけて

古事記伝日本書紀など読みかへす

にぎやかにすぐ遠足の列

フィナーレ舞台いっぱいの花吹雪た

平成七年十月四日首

︵於・猿田彦神社︶

雑木林へ孕鹿消ゅ

平成七年十二月七日尾
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これはこれはと食ぶ菊膳
月を待つ稜線風のあるやらん

語り部に耳傾くる子等
丹念に朝の鏡をふき終る
烏来て霜の庭石を踏む
まねき猫展ゆっくりと見む

ゥ香煙にむせぶ爺婆お取越
ワープロで打つ愛のあやふさ

髪型に男女の区別ない世代

貞

てい
重

群発地震日本列島

治

約束を五分過ぎれば怒る彼
スポーツニュースに端居くつろぎ

癒えて立つ厨に夏の月優し

シ

たつ

静

貞

かけまくもかしこみ申す械土浄土

温故知新と師の大書よし

六段の調に光放っ花

美術館へと陽炎の中

つ静重いつ静い重治貞つ静い貞治貞治

八東予市楠・しらさぎｖ

歌仙﹁木毎﹄
木毎を食むや幼き日に還り

やや着古した夏服の色

田中一火女捌
田中一火女

火

火

寺岡情雨
武田健
日浅奉ヨ

年金の生活に今や慣れもして

牛乳瓶に挿せるコスモス
森川年

玻璃越しに輝く月を仰ぎつつ

樟脳匂ふ秋のお茶会

ワうらぶれて晩鐘を聞く奥の旅

幸三

年
情
健

火

情

年

幸ヨ

火

年

船頭の舵に委ねて川下り
古刹の杜に棲める麗鼠

情

自分史もどき綴る此の頃
忘却を誓ひし人の思幕深く
寝ても覚めても想ふ一筋

冴え冴えと刃のごとき月かかる

墓地の移転がはらむ難題
張り子の虎の首がゆらゆら

成るようになれと図太くきめこんで

御手洗を女陰と崇め花の宮
絵筆を執ればもゆる陽炎

一服の茶にはづむ住専年

ナォ屋号にて共に呼び合う鶏あはせ武田玄

悦をあげて迎ふ後添ひ真田政之助

大嘘と大法螺吹いてのし上り情

羅にもゆる乳房を納めかね火

蛍すいすい窓を過ぎゆく健

干し蛸の焦げる匂ひの小豆島雪
旅のみやげのワイン大事に年

情

ご晶眉は郷土力士の﹁玉春日﹂玄

野菊摘みつつ予後の散策年

ちぎり絵の如き昼月あはあはと

けふは何処まで蜻蛉追ひしや健

ナゥ炊飯の終了告げる電子音雪

ちやんちやんこ着てつくねんと座す健

猪を剥ぐ火の轟轟と燃えたぎり玄

情

お菓子袋をうばひ合ふ児等政
船の出る港が見える花の丘雪

琴弾烏の雨を呼ぶらし

︵於・東予市楠河公民館︶

平成八年五月十七日首尾

−193−

八津・城ｖ

半歌仙﹃痩せ雀﹄

岡田陽邨
中田泰左

田口光一捌

痩せ雀砂を浴びをる大暑かな
昼寝より覚め姉をさがす子
田口光一

左

き

阪君江

邨

伊串たき子

地ビールが喉もと軽く過ぎゆきて

やシ寒の駅ふところに手を

観光船の銅羅がひヌける
占いの水晶玉に月射しぬ
お国説りで派手なやりとり

ゥ思ひきりけつとばしたる栗の毬

神にかまふな仏ほっとけ

左

邨

あきらめて親父が釣った睨み鯛
山腹のユースホステルいつ建ちし

江

緬羊あそぶカントリーツァー

姿月下のうたげ車座に

邨

代

瀬野喜代子

き

囲い野菜を掘り出してくる

古書店にありし蘭学事始

翁の面のあた員かき笑み
石橋を渡って秘湯花おぼろ

鴬餅を今日の土産に

平成七年七月十七日首

平成同年同月二十三日尾

︵於・津市中央公民館︶
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八新庄・新庄北陽社ｌその一Ｖ

歌仙﹁梅香る﹄

満ち足りて聴く庭の鴬

礎の固き新居に梅香る
はなやかに三代の雛飾られて

杵音高く力餅搗く

笹白舟捌

笹白舟
内田素舟
金沢苫舟
斎藤一竿
山崎茶香
門脇桃園
村松枩風
富沢比佐女

荒木宝章
伊藤緑雨
高山桃里
浅野目弄風

ナォ選抜の球児の闘志満々と荒木吉
金の足駄で猿羽根越する

襖絵のすべって開く離れ部屋阿部一

目っむって待つ熟れし唇斎藤一
墨染の僧の差出す応量器
キャンプの森に時烏啼く市川澄

つれつれに名所訪ぬる旅に出る渡辺竹

老母師匠で冬のそば切り
芸術をとんと積んだる雪祭影沢笑
景気浮揚の兆しうれしき井上玲

へつらわぬ王者の道の月円か伊藤香

豊年祝う樽も届いて青柳柳

ナゥ乗り継ぎしバス終点の紅葉宿

御内聞にと声をひそめる斎藤孤
鮮かな色の壁画の出し遺跡庄司籟

手庇に入る雲雀交々三上渓

唄も長閖に華やける宴熊谷喜

年毎に花増す若木頼もしく

︵於・新庄南部公民館︶

平成七年七月二十五日首尾
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沼に釣人糸垂るる朝

万象はたた寂として月情し

新酒をほめて交す盃

ワ出来秋を労ろう古都の寺巡り
年かいもなくミニのスカート

寝乱れの髪を直して薄化粧
老舗の暖簾撫てるそよ風
ロッキード十九年の幕を閉し

心はれ晴れしめる横綱

月涼し復興急ぐ港町

喜雨に生気の蘇る畑

竿

大川耕月
八戸一橋
浅沼葛子
小川庭水
坂本露香

浄財でどっかと据る大烏居
心字の池に鯏糾の生まるる

雪洞の灯し艶めく城の花

楽白人山柳女翠月虹山里園水水葉笠園峰

八新庄・新庄北陽社ｌその一一Ｖ

歌仙﹃梅薫る﹄
峡深き出湯の里や梅薫る

歩む先々舞い遊ぶ蝶

春休み行楽客の賑わいて
味賞めらるる手造りの菓子
整うたふれあい広場月清く
心字池なる句碑のさわやか
ゥ大前に初鮭供え手を合わす

四十の嫁も赤い振袖

フロントに新婚さまと慶こばれ

至る所に伸びるリゾート
代議士も金にからめば唯の人

盲導犬がまねる黙祷

月涼しビヤガーデンの一気飲み

窓からのぞむ白糸の滝

あれこれと品数並べ婆の店

遙かに霞む斑鳩の塔

おしん芽出度く大学卒業
花盛り羽衣のきり朗々と

ナォ幕あけて斗志溢るるＪリーグ高山桃里
付け句出し合い汽車の旅する荒木宝章

新社長おぼこ娘が好きと云う村松枩風

抜き差しならぬ老いらくの恋浅野目尭風

医師もひく香港ロシヤ流行風邪山崎茶香

尺余も積る今朝の大雪市川澄水

笹白舟捌
熊谷喜楽

政党のねじれに惑う都知事選斎藤一葉

平成七年三月二十五日首尾

︵於・新庄南部公民館︶

俳莚讃え記う鴬内田素舟

契寿の人みなそれぞれに花なれや笹白舟

笠納めたる結願の寺竿

梅雨明けて空に気高き富士の山荒木吉峰

金賞下げし紅白の菊井上玲虹
ナゥ上出来の酒に豊作祝う村里
草蛙担いで駆けるきざはし雨

満月に埋めつくした露天風呂門脇桃園

怖さ知らずに励むジョギング斎藤一竿

古稀喜寿は盛りの中と米寿言い橋

六冠王も負けた王将阿部一笠

岸庸女

富沢比佐女

庄田籟山
影沢笑山
坂本露香
斎藤孤柳
伊藤香月
金沢苫舟
八戸一橋
井上玲虹
青柳柳翠
渡辺竹園
伊藤緑雨
浅沼葛子
金沢苫舟
大川耕月
小川庭水
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ハ新庄・新庄北陽社ｌその三Ｖ

歌仙﹃竹の春﹂

文台重く色紙積む月

弥栄に米寿迎えて竹の春
スクールバスは何時も賑わし

さわやかに仲よく鳶の輪を画いて

風入れて座敷の広し夏料理

仕掛花火は豊漁の浜

ワ念願の神仏巡り夫婦旅
握る手堅く愛のささやき
外勤で土産となりし異国妻
ドルの市場は又も値を下げ

政界は権謀術策明け暮れる

雪に埋れる青春もあり

海峡を渡る大橋月の冴

のれん分け入り銘酒たのしむ

声高につんぼの語る裏話

出たとこ勝負實におまかせ

満開に稚友の集う花莚

陽炎の中野点なごやか

笹白舟捌

笹白舟
伊藤香月
青柳柳翠
山崎茶香
小川庭水
斎藤一葉
斎藤一竿
金沢苫舟
浅野目尭風

村松枩風
荒木吉峰
浅沼葛子
大川耕月
宮沢比佐女

阿部一笠
高山桃里
熊谷喜楽
荒木宝章

ナォ入学日赤飯炊いて祝うらん坂本露香

和服の似合う笑くぼ愛らし章

古式ゅかしぐ延年の舞竿
恋通す静御前の心意気子

大梵鐘の響きわたりて水

山刀伐の径を辿ればほととぎす笠

その名内川流れ清らに斎藤孤柳

我が町は景観賞に輝ける枩

早々と炬燵座りし老の部屋門脇桃園
週末医療はホスピスと決め八戸一橋

しばらくは窓より仰ぐ今日の月井上玲虹

丹精実る金賞の菊大川耕月

ナゥ鍬立てて煙草一服刈田跡橋

白髪の頭ふきぬける風章

週刊誌嘘も眞も書きたてる園
オーム邪教はついに裁かれ峰

香の高き花の吹雪を浴びながら白

︵於・新庄市民プラザ︶

詩情ゆたかに亀の鳴くなり内田素舟

平成七年十月十五日首尾
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衆議判

斎藤孤
斎藤一

伊藤緑

ゥ爪立ちで千社札貼る札所寺
おぼこ娘のひたむきな愛

金沢苫

村松枩

八戸一

ナォお土産のこけしの眼ばっちりと柳

抜きっ抜かれつ高速の旅竿

手鏡に映ろう顔は恋やつれ雨
熱きふたりに寒さ吹っ飛ぶ笠
名門の松にかかりし月冴えて楽
テレビ番組オウムばっかり橋

ナゥ暴風雨あがりて広き出羽の空風

峠の茶屋は香る草餅苫

生き残り兵卒ばかり花の宴素

噂り高き末青の庭子

︵於・国民文化祭栃木車中吟︶

平成七年十月三十日首尾
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ハ新庄・新庄北陽社ｌその四Ｖ

二十韻﹁秋麗ら﹂

連れだって産土詣り秋麗ら

月清らかに渡る穗芒

舐めさせた咽喉飴ひとつ縁となる

内田素

熊谷章ロ

めんこい猫は十二支に洩れ

阿部一

建て増しの部屋に賛屏風新しく

浅沼葛

裏山に鹿の鳴く声概して
信号待って筆を走らす

ビールに酔うた方言の唄

子舟舟風橋楽笠雨竿柳

八東京・深大寺連句会ｖ

歌仙﹃海炎えて﹄

夏帽子悠然と振る人

ォ海炎えて今しも巨艦接岸す

茜掘り止め石拾ひをり

名和未知捌
中島亜

名和未

田辺才

佐伯俊

女性議員は溌刺として

ナォこのあたり国のまほろば風光る

厚い化粧はた貸君のため

ひとり身の夜のつれづれ長電話

行水する妻の背中のうすきこと

律義に進む秒針の音

今宵したしみ蜜豆食はん
近頃は幼き日々が鮮やかに

赤のまんまを路傍に摘む

箱根路章駄天走りたすきかけ

月天心王家の谷はいま眠る

秋風は吹く貝の化石に

ナゥ敗けいくさ落ちゆく武者の二三人

秘境と呼ばれ観光ブーム

物産展不味い鯛鈍を流しこみ

幸薄くして残る雁あり

ありがたやまた花を見し古希の春

錐︾や圭朋一汁型明雷文音

害を読むわきで戯る子猫
秤
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雅楽奏づ若人何を思ふらん
ごろ寝して見る中継録画
月待ちて霊峰裾野巡りたる

計らずもあ蚤天の配剤

ゥ別荘の主は不在地虫鳴く
見目よきは心もよしとつひうかと

不作の妻になほ惚れてゐる
禍々しダイヤモンドのコマーシャル

寒の備へに禍抱購ひ入れ
そのかみの氷川の駅に月冴ゆる

寳銭奮発安全祈願

難民の救援チャリティー今日もまた

四人が歌ふノルウェイの森

送別の哀しみかくし花莚
舂の港を発つ田道間守

知希之蔵希雨蔵之知希之蔵希知蔵之知希

蔵之知希之蔵希知蔵之知希之蔵希知蔵之

八松山・清流連句会ｖ

歌仙﹃風蒼き﹂

ナォ水玉の模様まわして舂月傘多

茶髪にピアスこれがヤンママ

カラオケで見知らぬ人と呼吸が合ひ信

銀杏落葉に染まる境内多

眠る山今年も水が気になりて律

出陣祝ふ長き垂れ幕

律

宇野信子
松永静雨

中野八千代

石丸律子
戒能多喜
浅川一重

くじ引でプール当番決めらるる

しつけ厳しき養護学園信

石丸律子捌

月の出の首都高速を走り抜け
酔はい程度に新酒ちびちび

風蒼き里の八十八夜かな

ゥ藁塚に莞しかけたる捨て案山子

多

罪なすり合ふエイズ問題八
大賢か大愚か否や豹変し静

望遠鏡が捉ふアベック

八

信

メーデーに愛犬連れて加はりて

静寂の底にしるき藤の香

年下の彼が好きよと告白し
かぜを勘らせついに肺炎

八

平成八年五月十七日首尾

︵於・鄙祁郵軒諦町二

六

十︶

連句碑祝ぎて高き噂八

その中の匂ひ桜の散りそめし静

服も帽子も兄のおさがり多

朝夕のジョギングコース変へもして信

修復工事すみし堀端

ナゥ赤い羽根少し屈みて付けてくれ律

富士を描けば心爽やか多

舟出する月の高さを目で測り八

荒布昆布の匂ひただよふ律

肉うどん少しお食べと勧められ

静

多

たけしは嫌いエリッインもいや

霊烏の仏法僧は月に鳴き

信

静

律

ちしや

リュックいっぱい詰まる札束

鉢に植えんと採りし岩高苣
まんなかに座り込んだる葛橋

旅は道連れ長閑なりける

千代かけて大阪城の花ぴより
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正

彩さ信
か

八伊勢・せきれいｖ

村多井

喜多さかえ捌

河喜中
野

歌仙﹁冬立つや﹄
冬立つや斎王宮趾土鋤く
埴輪の馬が聞く虎落笛
ゆったりと柚子湯の香り楽しみて

挿絵も入ったＦＡＸが着き

月光に旧き妓楼の標石
彩深みゆく山の竜胆

ゥ鷹柱野鳥の会の人集ふ
喫茶店の娘えくぼ千両
抜きうちに婚約発表記者会見
硝子の靴を履くつもりなく

双方の長男同い年なりと
輸入ビールに冷酒の味

はりあぐる香具師の口上月暑し

国会中の議員逮捕に

生前に刻む墓碑銘﹁無﹂の文字
春のサラダはセロリさきさき

舗石を埋めし花に風の渦
散歩の人に蜂がまつはる

ナォ峡の宿母なっかしき茶摘唄彩

単線電車で隣町までさ

煎餅にポートワインがよく似合ふ正

どこかが弛みはじめた木椅子信
遭難の雪庇は昨日過ぎし場所彩

人の気配に耳立てる犬さ

寺を継ぐ決心きりりと髪刷りて信
若き人妻﹁かわいいわね﹂と彩
手ぎはよく片付け出張帰り待つ正

モロッコ産の絵皿重厚彩
鳩笛の音にほろほると月しづくさ
写真の恩師爽やかな雷信
定期検診異常なしとふ正

ナゥ鴎外の史伝小説秋惜しむ彩

合格の﹁祈願﹂と父は代筆し信

ハングライダー風に光れるさ
文庫なるお屋根桜の花盛り彩

平成七年十一月二十一日首

薄く仕立てる蛤の汁信

︵於・伊勢市中央公民館︶

平成七年十二月十五日尾
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村

正さ信彩正信正彩さ信彩正彩夫さ子え子

八松山・瀬戸内海を囲む連句会ｖ

鈴木春山洞

歌仙﹃海開く﹄

サングラスの奥ひかる眼ナ差

ハイレグの切れ込みも鋭︵と︶し海開く

判
比

一月

浩

蘭

春

胄

比

浩

春

蘭

今井比呂夢

高橋蘭水
浅木一耕
梶野浩楽
山本青芝

ホーム彩り萩の乱るる

搭乗の機長足取り軽くして
三泊四日の旅に立ちたり
月光に莞の波のきらきらと

出勤電車いつも二輌目

ワ新酒挙げ独りたのしむバースデイ

通るたび受付の娘が笑ひかけ

顔を赤らめ渡す恋文

そのままに素知らぬふりでゆきちがひ

政見放送視聴率零

凍て月に与党の合意金縛り
友と囲める河豚ちりの味
有徳なる聖謂経の声寂びて

高速道の工事たけなは

枝垂れたる老木みごと花吹雪

入学式をめでたく迎ふ

マスコミ賑はすオウムのニュース蘭

ナォ楊げ雲雀聞きつつ眠る草の上春

次々とワイドのテレビ売られたる

石鎚の嶺遥かに望む浩
そぞろ歩きの甚平姿比

お隣りの凌霄花かずらけふも誉め青

ネオン坂のぼれば一遍宝厳寺蘭

カラオケバーにある艶でやかさ春
火遊びのつもりがやがて溺れゆく浩
店屋ものにて澄ます食卓
微醇今マ月をみつめて過去に生き比

鳴く鈴虫に耳をかたむけ青
ナゥ西王母低吟想ふ秋深く春
亜細亜揺るがす閣僚発言蘭

悶着のあげく手打ちの鮫鰊鍋

町内会の役を引き受け浩
道後公園春も暮れたり胄

心静かに花の名残りを眺め居る比

︵於・松山市本町プランタン２Ｆ︶

秤鰄吐蓉叱盟一堯串雷出勝
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衆

康

幸

寛

八東京・浅春連句会ｌその一Ｖ

田中正能捌

道谷菊式中田
井敷地田野中

歌仙﹃冬至の灯﹂
冬至の灯同心円に居る家族

欄間にかかる寒菊の額

さな
勇い魚
来と有線放送響きいて

やに

寛子治能
一睦和夫正幸睦一寛正和睦夫

水切り遊び競うわら鑿

やがて見る月は弓弦引きしほど

秋空高く伸びるクレーン車
ォ障子張る手は休めずに品定

嫌はれ易い脂臭い人

髪付でごまかし合える年増なり

新進党首新味乏しく

逃げて行く企業とどむる術もなく

ペットボトルの並ぶ夏の夜

月涼し寮歌の漏れる山の宿
津波警報逃げ場見ておき
神棚に上げた御神酒は御用済

鍵を手にして鍵探す婆

元禄の袖雛へし花吹雪

春の日傘をくるり回して

見直されるか産地直送幸

ナォ放哉忌夕餉の膳の田螺汁寛

荒野行くラリーの車孤独なり正

まくなぎ群れて目先遮る康

暑気あたり呼んだ先生薮医者で和

看護婦さんは魅力満点睦

馴れそめは共につつきし鮫鰊鍋

ほくろ

胸の黒子を撫でさせる仲寛

毛深さも時代によって嫌がられ幸

め

烏好んでとまる女案山子正

豊かなる稔りを照らす望の月康
とき

お斉の衆の去りしうそ寒和

メジャーリーグに登録の野茂康

ゥ長田区に八百屋屋台の店開睦

淡雪解けて濡れそむる道幸

あの夢もこの夢も皆懐くて寛

︵於・神田学士会館︶

赤地に韻の字凧高々和

花踏んで孫六歳の男振

平成六年十二月九日首
平成七年二月十七日尾
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一和睦正

薄
井

八東京・浅春連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃田螺鳴く﹂

新酒温め先ずは一杯

康

谷敷寛
薄井康夫
道井幸夫
式田和子
中野睦治
菊地一寛

谷敷寛捌

ゥラ秋祭担ぐ神輿は庶民知事

寛

ォ田螺鳴く声幽かなり村境
げんげ畑に牛を追う人
桜餅老舗菓匠の自慢にて

ラインダンスを口開けて見る

和

明月も賞ずる暇なし決算日

ファックス用紙切れ目なく出る

超ミニでゆさゆさ揺するＤカップ

睦

幸

康

ますます燃える老いらくの恋
炉を囲み語りしことは秘中の秘

木立にぶつけ吠える北風

やや

幸

和

寛

和

ラーゲリに詩吟朗々月凍つる
あっちへ行っちゃ駄目と言うのに

山梨の上九一色名所とは
縄文人の火を焚きし跡
しだ

枝垂れたる花せがまるる嬰重し

汐干帰りの若き親達

え

親に隠れて江戸艶本読む寛

ナォ玉の井は影も形も荷風の忌

モデルガンでは飛ばぬ銃弾和

見てみれば期待外れのことばかり幸

癩の女の浴衣ゆるめて

草蔭に蝮の睨む山の道寛

すがりつく男心を敏く読み康

文学賞の噂ちらほら睦
交曝の職の家族談合和

この
年で乗って見るかと車買い幸
︲すか

蛸壷に月見る蛸と落鰻

運動会の二人三脚康

ゥ喜壽過ぎて今に残れる向疵睦

長生殿も味薄くなり幸

新聞の見出しの色についっられ和

百家争鳴いつ果てるやら

観世音花燗漫の石畳康

平成七年四月十四日首

︵於・神田・学士会館︶

降りみ降らずみ清明の雨和

平成七年六月九日尾
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た博速さ治
澤き
か

八津・創の会ｌその一Ｖ

村田治男捌

長

歌仙﹃立冬﹃の﹄

樽より出さる蕪の茶漬

立冬の朝へ土鈴の音こぼれ

髻の教授は背筋伸ぱせりさ

ナォいただきし草餅の香の懐しくた

解けさうでまだ解けぬ知恵の輪澤

亭号の肩額くせの強き文字治

地酒まろやか熱燗もよし博

油槽船寒の沖より現はるる速

﹁ヘッドライト﹂に似たる逢瀬かた

演技派の老優いまも虚無的で治

もんどり打って寺の猫逃ぐ

速

せつなくて媚薬の壜の空を投げさ

天網の恢々として月今宵博

薄の原に棄てゆく廃車澤

ナゥ太棹の俄かにひびきそぞろ寒治

中学生が木偶を繰る速

自販機のココアはとうに売り切れて博

血糖値など気にしてゐません澤

山陽道本陣跡の花古木さ

︵於・津市中央公民館︶

巣立ちの烏の風に乗りゆくた

平成七年十一月十五日首
平成七年十二月十六日尾
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写真集も大判となり

子子生え男
さた治澤速治速博澤さ博た

トレッキング雪の連峰遙か見て

衿元シャープ隙のない鍵

高層の玻璃それぞれに望の月
木の実の独楽を子と作りゐる
ゥはやる犬初猟の人たしなめっ
ほろ酔ひの耳に悪魔の迷ひ言

恋の奈落も楽園となる

身姫りにおどろき喜びなゐ混ぜて

幕内力士晴れて柏手

月涼し水輪ひろがる心字池

つまむ箸から心太逃げ

ＡＰＥＣ主催国とはなりたれど

亀が鳴いたと婆真剣に

花に明け花に暮れゆく吉野山
うららの鐘はいづこの寺か

宮伊谷野喜村
内串川瀬多田

か

八津・創の会ｌその二Ｖ

多田

村田治男捌

さ治

歌仙﹃初詣﹄
初詣内宮鎮座二千年
鉾杉の秀に淑気獲り

春潮へ大漁旗をおし立てて

ナォ烏離る慶光院の屋敷杜治

熊野へ赴くに翼賜はれさ

花魁の蹴出しに描きし乞食僧治

道行きの杖三重に曲りぬさ

斎く身のほむら鎮めて祓川さ
エレクトーンの波は綾なし治

息しろく馬が駆け入る杜ふかきさ

冬の旱に眩し堅塩治

よぽろ

伊雑へと唐櫃担ひゆく白丁さ

百年かけし本宮争ひ治
双眼鏡はあそぶ鵲鵠治

さらりらるりと月のひかりはさ

ルネサンス調宇治山田駅さ

ナゥ浅沓師継がむと決めて障子貼る治
さかどく

酒解父娘いとも長閑けくさ

外国人鉋ステーキお目当てに治

言霊の空のまほらへ花ふぶきさ

︵於・伊勢市中村館︶

神風館の系譜かげらふ治

平成八年一月五日首尾
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双児は同じ色の夢見む

月おぼろ目だけが動く籠の猫

創刊号の重み確かに

ワ谷あひの平家の郷の潅仏会
ペンションの主いまも独身
しのび逢ふワインセラーの梯子下

ぢりぢり芯まで細る氷柱
刑場をよぎり青鷺飛びゆきし
真珠業者がまたも地価あげ
月今宵神のおん声かしこみっ
笙のひびきに木の実降りくる

レトロが受けてボンネットバス

豊受の匂玉の池水澄めり

笑ふ山すそ守武の句碑

猿田彦天狗面なり花に痴れ

喜村

さ治治さ治さ治さ治さ治治さ治治さえ男

八東京・草門会ｖ

歌仙﹃片身は夜叉の瀧﹄

木偶達と坐す夢の曲水

ォ落つるかな片身は夜叉の春の瀧

川野蓼艸捌

工藤繭
川野蓼艸
狩野康子
神山みち
安永沙羅
井出棒晴

青年の指ポケベルを押す

黄金の月宮殿を散歩中

寺山修司古書店の奥

ナォ万愚節テノール歌手は身構へる

思ひ切ったるロング・シュートよ

暗号のパズルを解いて編絵に

両性具有を染めて夕焼

緑蔭に影を無くした人ばかり

津軽の海は荒れやまざりき

頬に病ある少年を攪ひ来し

ゆっくり流すウィニングラン

見えるものと見えないものと嗅ぎ分けて

空手割り真円の月真っぷたつ
イマワ

山の頂き雁の脚擦る

定

︵於・芭蕉庵︶
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花の谷ディーゼルカーの抜け出でて

突然さっと秋のビル風

晴

艸

ナゥや皇寒に今際の鏡さしかけて

受け口動く途切れと切れに

雨宿りする電話ボックス

身も蓋もなし我が生涯は

喉飴をポシェットに入れ旅に出づ

いづれ紗の帯となる川花の夜

ち

晴

おぼろメニューの鴨をオーダー

平成七年四月二十二日首尾

子

久木田朱美子

羅

ゥ木の実降る降るなり女人高野まで

写真判定鹿毛と葦毛と

﹁シャンパンのシャワー一緒に浴びませう﹂

鮮やかにカード切ったる午前二時

地蔵倒れにばたと成佛
ンユウ
玉兎跳ね雪の村リ邑
森閑と

羅

朱

晴

朱

北回帰線をコンコルド越え
何キロも隔てた山の音さぐる

ＤＮＡを箸にまきつけ

子

チェーンソー辛夷の花を燦めかせ

魚の腹裂く日永・晩祷

村
松

繭晴羅史朱羅史朱羅子史子ち朱羅朱晴

森三郎捌
伊藤一線士心

眞

ナォ蛇穴を出でてこの世は住み難き

純

いつかどこかで見たような顔

単線駅の自動改札

スーパーの開店披露人の波

緑蔭に道路工夫の三尺寝
入道雲の今日も崩れる

部

︵於・無腸庵︶

木

本

ハ寄居・埣啄会その一Ｖ

歌仙﹁秋夕焼﹄
秋夕焼町並染めて薄れけり

選対は役付ばかり居並んで

名月の離れ小島に地震の波
差し茶重ねてつまむ枝豆

ガラスケースに飾る古九谷

ふくみ笑いの隣り気になる

石川光男
柏原和宏

胸中の疵が女将を際立たせ

揺れの止みたるコスモスの原

笛習う音のかすかな良夜にて

森恒子

町田節子
真下草笠

広辞苑持ち出して索くカタカナ語

排斥の風の吹き払う邪気

蕎麦刈って根っから祭り好きの峡
恒

森三郎

バレンタインの義理チョコはさて

淡墨の花に気品の老夫婦

光
市川美代子

見上げる宙に飛騨の残雪

平成七年八月二十七日首
平成七年十月二十二日尾
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一侃

見上げる額の戯画の鳥獣

和

殿様と今も呼ばれて議長たり

弱みは一つ足の水虫

ワ甚兵の袖を通せば頼り無き

ポストに落す淡き恋文
煙草消す剣ある女美しく
旅の一座のかかる山道

六地蔵左信濃路右越後
大根干した風の縁側

笠

一偲

酔ったはずみに町の悪態

節

杉野弁一郎

落書きをしてみたくなる寒の月

自分にかえるブーメラン投げ

一録

柏原知子

満載にダンプの積みし廃棄物

川の流れはうららかにして

花衣気だるく脱げば花の塵

坂

眞節凉美和笠子恒知凉節郎笠節弁代郎和

ハ寄居・埣啄会その二Ｖ

歌仙﹃桑括り﹄
桑括り尖りし山を仰ぎけり

ナォ郵便夫辿る小径に堆子鳴く

特選賞とて届く塗り椀

病の床に間かす洋楽

爪隠す脳ある鷹の名の高く
森三郎捌

玉子酒岬るも老の知恵にして
﹁おち﹂を探して長い夜咄
好奇心誰よりもある区長さん

森三郎

町田節子
杉野弁一郎

ランプの宿が谷に息づく

冬の日低く車渋滞
柏原知子
真下草笠

三日月のかかりて貴き御神木

良すぎる世話に妻おかんむり
赤病は消えず湯舟に見えゆらぎ

森恒子

しし

水面に稲の花をこぼして

石碑の句を読む人は稀にして
河原めざして舞いおりる蝶

捨即

笠

郎

家訓となり父の遺言

いわお

伊藤一侃志

ナゥ日溜りに巌の如く猪の寝る

搬出に絵仲間額寄り合うて

町づくりにも担う一役

姥捨ての田毎の月も閨とて

黒き岩根に酒を温める
色烏は無人の駅の待合所

木部眞代

陶芸教室釜の当番

それから先は聞かず手に触る
然り気なくヌード雑誌を屑篭に

その昔兵たりしこと語り合う

花散りて人の流れにふぶき入る

平成七年十一月二十六日首
平成七年十二月二十四日尾

畦つくりつつ初蛙きく

恒

恒

一県

一侃

郎

知

節

中天高き月の涼しき

沖縄基地の解けぬ難問
雲ひらで切る一丁の冷奴

やっとのことで札所打上げ

愚痴ばかりこぼして耳順の齢たり

悠々と自適の花の橋快
吉野の葛の店に春風

市

川

︵於・無腸庵︶
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美

石
川

光
代
眞美節光恒男笠郎眞弁笠節子笠恒弁節郎

森三郎捌
真下草笠

夏

バイトばかりで又も浪人

光

︵於・無腸庵︶

崎

ナォしめきりを殊更忘る四月馬鹿

蹴ったボールがポンと跳び出す

縫い物の木札が揺れて路地の裏

口上添えて配る煮凝り

寒空にうなりをあげて凧座る

血液型で相性をみる

会釈する仕種々々が母に似て

横文字の恋文ラブが読めただけ
過ぎ去りし日々嘘のかたまり
野分吹くゆるぎもせずに夫婦岩

白き土塀をつつむ陽炎

雪洞に紅増す花に我も酔う
あくびの移る春の語らい

平成八年一月二十一日首
平成八年三月二十四日尾

山

川

ハ寄居・埣啄会その三Ｖ

歌仙﹃明の香﹄
杉苗の秀の瑞々し明の春
市川美代子

町田節子

若水汲みて供う神々

孫悟空乗ってくるよな雲ありて

伊藤一侃志

杉野弁一郎

森三郎

ネクタイ結ぶ顔のうららか

居間の窓思わぬ方の月朧
そこはかとなく匂う白梅

保険屋が説く生死混合

二十三夜の波音をきく

万葉の歌碑を訪ねて峡の町
一県

郎

美

節

坂本純子

ナゥ芸の奥まだ見ぬ侭に身に沁みて

森恒子

柏原知子
木部眞代
柏原和宏

そのひと言に迷うとはさて
酒にする頃合いはかる鮎の宿

ハンサムなりし村の駐在
誰やらと覚しき影のふと過ぎり

恒

ワ椋欄縄の関守り石の面白く

粋に着こなす紺の唐機
名月は姥捨とこそ旅支度
稲田を渡る風のそよそよ

笠

郎

この秋は父母の供養をするつもり

未完の額に翅たたむ蝶

何を呆けたか夜半に鳴く鶏
花燗けて口三味線で外に出る
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石

夏知眞純美弁和光恒節知男恒郎知代節和

八伊勢長島・大智院連句会﹀

歌仙﹃蝶の昼﹄

百合の太芽が庭の片隅

蝶の昼玉のようなる嬰の眠り

一家団藥かこむ食卓

入社式喜び緊張ないまぜて
夕月夜輪中の水路ゆく田舟

名古則子捌

岡本耕

加藤多

上田忠

温泉を堀り当てて福祉センター

ナォ土竜罠仕掛けて今日は万愚節

﹁なんでも市﹂は村のイベント

住み馴れて気心知れた顔ばかり

火を吐いて大道芸人冬ぬくし

黒潮黒髪珊瑚かんざし

日脚伸びしとすするコーヒー
ハネムーン船なめらかに出航す

相間の唄は三線弾きながら

細き手で織る伝統の芸

叙勲祝ぐ宴に月の昇りたり

庭を彩るかまっかの紅

ナゥ栗をむくひとそれぞれにある手つき

効いた効かぬと痩せる石鹸

団塊の世代もいつか中年に

からくり人形茶を運びくる

鎮魂の碑寂びて花万朶

加賀の銘菓も春の懐石

秤鰄珪唾十和朋十に朋雷文音
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新酒實る店酒嚥吊り

ワ爽やかに少女先達鼓笛隊
青春それはバラ色のとき

面影がほんのり浮ぶ夢枕
糟糠の妻えくぼ変らず

古文書のなかなか讃めぬひとくだり

ひとり碁の石ピシリ良き音
崩壊のビルあらはなり夏の月

拝む地蔵の顔は涼しく
日米の経済摩擦なほ績き

鰻の味も遠き情貧

鎮守の森に噂りを聞く

花の山肩越しに海埋めけり

秀治津秀治津秀治津秀治津秀治津秀治津

秀治津秀治津秀治津秀治津秀治津秀治津

八東京・第六天連句会ｉその一Ｖ

赤田聴雨先生追悼

世吉桐﹃永き日を﹄
聴雨先生逝去の報に接して
もぬけ

永き日を蜆の如く過ごしけり

辛夷の白にっのる悲しみ
た茸揺れるふらここに乗る人もなし

頁はらはらめくりゆく風
なり

ワイン酌むグラスの形と色艶と

カマンベールの口に広がる

千里山大竹藪の月まどか
と

﹁霧が来るよ﹂と独乙語の声
ゥ呆気なしバスの扉閉る自動式

誰に思ひを運ぶ秋風

よろしくと乙女の呉れる林檎の実

アダムとイヴは別れざる得ず

今泉忘機捌

今泉忘機
小谷参木
浅野黍穂
星野恵則
尾崎淑子
田口猛康
浅井園丁
笠間文子
パ

Ｍ・ブァシャ
リッヒ

Ｒ・Ｗハイン

Ｈ・ルード
Ａ・Ｈ・クルッ

ヴィッヒ

中島まさし

鹿倉糸
品川秀風

若き日を語り間かるる夜も更けて

湯は丁寧に身体を洗ひ

佐野千恵子

松崎桃古

毎週の連続ドラマが気にかかる
ささやきかはす小ならみずなら

穴澤篤子

窓外に冬満月の定まりし
靴は揃へて脱げとおふくろ

陽きらきらとプリズムの夢
目の下に小さく回りぬ花の路

執筆

高畑自遊
近藤信義
田村宏

水眼鏡またも飛び出す津軽の野

魂安かれと土筆ぞつくり

蓉鰄珪奪十二朋十劫串誇文音
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八東京・第六天連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃露天風呂﹄

露天風呂上れば下り鮎料理
ポプラ古木を焼かんずる月

小谷参木捌

コスモスの見え隠れする子らの背に
中島まさし

小谷参木
今泉忘機
松田陽子

機

陽

浅井園丁

猫も飼ったり犬も飼ったり

洞窟の原始壁画の歴然と
枯葉積りし河岸に立つ
ワマンションがすこし見ぬ間に二つほど

丁

し

木

木

知らん顔する娘﹂やの売れ残り
暗闇で﹁新内千鳥﹂唄ひ合ふ

定家の恋はみな片思ひ

丁

し

木

・機

し

丁

機

親の気も知らでサティアン修業する

朝茶の味を味はつてみよ
竹夫人抱へて月を涼しとし

九十三翁六十むすめ

標札今は主に横書

武蔵野市昔ながらの五十坪

盃に花の散りたる寺の庭
みやこの愚禿舂の筆絶つ

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成七年十月八日首尾
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八東京・第六天連句会その三Ｖ

歌仙﹃彼岸花﹄

眠れる犬に通ふさはやか

一輪を絵筆で炎やす彼岸花
自分史は更待月のゆくままに
受験の息子イヤホンをつけ

苫屋はるかに鴉騒げり

網積んで船は湖心へまつしぐら

ゥ朝より雨の降る日は戸惑ひて

佐藤義子捌

笠間文子
品川秀風
佐野千恵子

文

高畑自遊
佐藤義子
風

肩抱きつつ路地の幸せ

風

文

義

遊

白い馬車白いチャペルへ鈴が鳴る

千

千

億の保険も外国の旅

足を踏まるる列車通勤

まなうらに万里の長城月寒し

遊

横顔のあのひとに似て和らげる

零下二十度俘虜の苦労を
花と言ひ人と言ふなり源氏君

魚板打ち座禅の衆のぞろぞろと
あたかも地虫出るころあひか

千

風

文

義

化粧塩して鯛の浜焼

ワイン抜く音快く聞く風

ナォ野茂君はよかったと祖母笑顔得て今泉忘機

山寺の蝉やかましく恋を呼ぶ中島まさし

ちらとのぞけし浴衣胸もと遊

雷神の熱き眼差し受けとめる義
ギックリ腰をさすりさすりつ千

白タクで団体旅行追ひかけて浅井園丁
ひとつ足りない宴会の膳花厳アキ子

カラオケの持ち歌競ふ祖父と孫田口猛康

日清日露の戦ひ知るや機
月影に今日の哀しみ解かれけり風
天狗俳譜意味は通ぜずし

刻を気にする旅の最中に義

ナゥ目くばせの以心伝心驚けば遊

海獣どものたはむれ遊ぶ丁

オホーツク流氷きしみ動き居る千

飼屋清めし燈をともす頃康

うかと出て花冷えの山戻りけりァ

平成七年十月八日首

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成七年十一月十二日尾
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八東京・第六天連句会ｌその四Ｖ

半歌仙﹃散る銀杏﹄
小谷参木捌
小谷参
星野宙心

澄む空に行方任せて散る銀杏

噴水澗れる街騒の中
笠間文
浅井園

全上ノー

まちざい

初孫は乳飲み足りて笑まふらん
ためつすがめつ描きかけの絵
佐藤義

はも

平成七年十二月十日首尾
︵於・東京女子医大精神科会議室︶

つ1＜

高島茂

炭いぶし壺の肌より月昇る
花野どこまで駈ける黒犬
ゥ蛇笏忌の朝の露に濡れそぽち

富岳のふもと若者の痴戯
婆娑羅より激しき恋に身を焼きて

老いても踊るクンパルシータ
ローレライ河の藻屑と消えにけり

鰐の皮そぎ冷し酒酌む

風船虫の浮いて沈んで

宵越の金は要らんと涼し月

始発の駅の春のにぎはひ

暁の咳の止らぬ間質肺

華やかに辛寿の宴の楽ひびき

てくてく登る辛夷咲く丘

義文丁雄則木丁義雄文木則子子子雄則木

八多度津・多度津連句会﹀

渡邊陽

半歌仙﹃ヒロシマ﹄

植松晴

植松晴子捌

川面にゆれる影も夏果て

雲の峰むらだっ下にヒロシマ市
高森秋

古希をすぎても多い役職

へ可／

伝来の白磁の壷をふき込みて

菊花展にて残り鉢買ふ

︵於・多度津町四箇公民館︶

平成七年八月六日首尾文音

−と1，−

間こゆる十三夜
ゥふる里の木曽はいまごろ冬仕度
ぬくもり残るパジャマ抱きしめ

年甲斐もなく嫉妬して嫌はれて

回縛扉くるり抜けゆき

デパートの内見の会は華やいで

みやげはなんと虎屋羊葵
地震の街濡らして上る寒の月

析打って火の番がゆく
住専に血税使ふ情のなさ

木立で騒ぐ春蝉の子ら

浮生につのるメランコリック
酌み交わすマルガリータ花の宴

義晴行義晴行義晴行義晴行義晴行義子行

八東京・多摩連句会ｖ

歌仙﹃羽子板市﹄

火鉢の主しるき半纏

見得を切る役者数えっ羽子板市

長寿国健康づくり世を挙げて

安江真砂女

芳田龍子
村川雅子
宮下太郎
田中之扶子

真
龍
太

雅
之

真
雅

龍
太
之

真
雅

龍

ナォ大蕨採られぬままに掌を拡げ太

三角屋根の建ちし交番之

送り来し佐渡鬼ころし蓋を開け真
夢まぼろしか朱鷺のはばたき龍

打掛けの金糸の刺繍大空へ雅

ぱあやを連れてお輿入れする太

雪明かり慈母観音は玉の肌之
手離すと決め彫師しわぶく真
磯波の寄せては返す岬なり龍

白い館の開け放す窓雅

錘かたかた帯締を組む龍

月の出に蒸しあがりたる衣被太
脱ぎし草履に萩のこぽるる之
ナゥ蓑虫の逃げの速さに驚きて真

何時の間にやらあたたかき雨太

即売の個展会場華やかに雅

篭金の色に暮れなずみいる執筆

天仰ぐ平和の像に花吹雪之

平成七年十二月吉日起首

︵群韮藪鏥升に牡龍録ター︶

平成八年二月吉日満尾

−一ノ

公民館に生れしサークル
城跡の石垣照らす望の月
フルートの音に秋思深まる
ゥ爽やかに湯より上りし大き胸
薔薇の香油の香りやさしく
悦楽の部屋に火山の地響きす

艦のライオン眼光らせ

サラエボのえぐる銃痕生々し

緒方高等弁務官あり

月涼しころころ実る青葡萄

一の宮から祭嚥子が

朝焼けのまばゆきばかり茜富士

半熟卵に厚きトースト
長電話出勤前の花の冷え
春泥の道とばす自転車

フ1‐7

衆
判

ハ尼崎・丹想ｖ

非懐紙﹃夕顔﹄
半日もの言わず夕顔咲かせけり
したたるほどに水を打ちたる
陰陽をかたどる石の掘り出され

一声高く鴉とび立つ

ここからは若狭へ下るいかご飯

秋山正

佐野千

秤鰄吐蓉什一朋三什即電文音
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十三夜には逢うひとのあり
行く秋の途中で止まるオルゴール

碧い目をした猫まよいこむ
余震なお見知らぬ町へ買出しに

近頃出来し痘が気になる

松風ばかり通う山峡

露天風呂どこかにものの気配して

恋塚寺をさがす春宵

手作りの目鼻愛しき流し雛
駅裏の赤提灯をはしごして
クリスマス寒波デンと居すわる

懐中時計は友のいんもつ
空港の国際線の華やかに

遊明遊明遊明遊明遊遊明遊明遊明遊明遊

八土浦・ちぱらきｖ

歌仙ご葉散る﹄
稲葉禾舂捌

ナォのっそりと結界を出る孕み猫

魔法の利かぬ箒片手に

十二時に例のところで待っている

狂うお夏が細帯を解き

不意の電話にうずく古傷

しばらくは冬の怒濤を障子越し

回覧板を読まずまわして

あれこれを思い出しおり昼さがり

藤咲ひろし

稲葉禾舂

別れにも会うにも橋の一葉散る
海老名衣子

上棟式の流し鮮やか

自転車の修理の汗が目にしみる

まったり白き月の顔容
塚本忠太郎

藤川祐子

秋の蚊のつぶやくごとき気配にて

背ナの嬰児の眠り深々

ゥ地図帳の右と左のずれている

衣

禾

宮本得志
岩城順子

いじめ知らない子供たちの輪

禾

ナゥ草の紫吹きつつ街の真中へ

花篝片頬にうけ舟に乗り
抹茶の舌に深みゆく春

平成七年十月十四日首
平成七年十二月十日尾

︵於・松韻庵︶
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丹念に灰をほぐして初暖炉

セーラー服の胸の隆まり

オランダ坂にしっとりと雨

マジシャンのステッキ振れば鳩が出る

順

民話身に入むレンタルビデオ

黒い眼と碧い眼つなぐテレックス

忠

祐

満月の影をゆったり水におく

つぼみとなりて式を早めし

船頭小屋をめぐる北風

神官の裾にからまる甘え犬
帰省子としみじみ月を見ておりぬ
とりたてのまま盛るまくわうり

祐

得

油絵を習ってみたい定年後

留守居めきたる古備前の壺

銭のかからぬ露天風呂にて

得

忠

衣

おぼろの中に酒の香がする

来て見れば花は三分の久慈の奥

順祐忠得衣禾順得忠祐衣禾順得忠祐衣禾

八東京・中央連句会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃新涼﹄

木橦の覗く窓の一画

松本杏花捌

土屋実郎
松本杏花
引地冬樹
普川洋

新涼や渦のミルクの珈琲飲む

ガキ大将の先頭をきり

月の光ヶ照らす瓦に猫跳ねて

木刀で水車の氷柱折り尽し

洋

一化

洋

郎

樹

人気出て来た紙漉の村

ゥ視聴率かげり見えたるオウム教

三分写真素顔失望

関取のデートはすぐに尾行され

郎

令化

樹

花

雑誌とりもつすばらしき縁
浅草の電気プランは廃れずに

夕立避けて出逢ふ旧友

寺化

樹

戦跡の椰子に涼しき月あげて

ョ−ソロと航く帆船の旅
サンマルコ広場に響く鐘の音

樹

郎

樹

春の虹立つ高きマンション

鳩に餌を撒く母と少女と
優勝の祈願社殿に花吹雪き

平成七年八月十七日首尾

︵於・中央区立産業会館︶
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八東京・中央連句会その二Ｖ

ネクタイはづし仰ぐ眉月

くったら市には暖かき日の暮る鼻
土屋実

伊藤薮

小張昭

半歌仙﹃くったら市﹄

豊の秋画集の人気ほどノ︑に
淺井園

土屋実郎捌

香のすがノ︑し木犀の街

平成七年十月十九日首尾

︵於・中央区立産業会館︶

うう1
−4皇上一

音しぼり深夜放送飽きもせず

鼬の罠に工夫こらして

ワ大利根に腹太鱸くだる頃
女難の相と皆にはやされ
色ものシワイシャッかがる独り者

超々然と吹ける尺八

裸に鎖巻いて引き摺れ

サングラス上げて眼配せ教祖示唆

長汀曲浦咽々の風

うくじ
淘汰とは強きを援け強きよ挫
く

ゆったりと輪をかく鳶にレンズ向け

がうな捕へて鉢に遊ばす
薄墨の花撫寂びて月を呼び
朱杯めくらせ春關くる宴

彦丁一郎丁郎彦一彦郎丁一郎一丁郎彦一

八東京・中央連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃初句座﹄
はやか︑と朝の初句座なごやかに

問屋通りに淑気みなぎる

今村佐久子捌
今村佐久子

遠藤嘉章
名古則子
土屋実郎
則

蛭海停雲子

佐

則

郎

″

″

フランス名画懐しく見る佐

ナォ春闘の後尾の列と切れぎれに水

いつものとこと手旗信号雲

橋脚のアーチに揺る湧水陽炎則

形状記憶何につけても雲

胸元を静かに開くあどけなさ則

夕凪の原爆ドーム千羽鶴章
月の涼しき瀬戸の落潮〃

一セイの笛の高音に夏閏けて水

しばらく途絶ふ母よりの文則
休講が続き人気の出る教授郎

こともあらふにコキュの憂き目に則

ナゥ魂はもぬけのからの雪女章

暁かけて走る御渡り水

政財界借り得罷り通る世に雲
返事のよい子ハイと明るく則

域跡の花に集へる車椅子郎

︵於・中央区立産業会館︶

ゲートボールに昏る塾永き日佐

平成八年一月二五日首尾

勺句勺

景況に春の兆しの生る塾らん
海女に伝はる壺焼きのこつ

回転ドアー押す旅の果

杉鉾の浮ぶ稜線月朧

″

ルピーの指にそっと掌を置く

天からの手紙と雪を言ひし人

上田渓水

垂云

舞台の袖にこぼす泪よ

司令塔無視名ラガーとは

ウヘリの撒く公告ビラに子等群れて

恋知らず情しらずと怨じっ蛍

般若の面に薄ざわめく

則

幸早

交替で鳴子引きっ鼻登下校
往ったり来たり幕と十両

業平の通ひ馴れたる萩と月

今日明日が花の盛りと酌み合ふて

佐

圭一雪

小枝の仔猫助けよぶ声

一盗皇ムー

ハ川崎・土筆・有楽帖三吟会ｖ

緋牡丹の一輪どかと寺昏るる
白井風

鵜澤治

遠藤嘉

歌仙﹃緋牡丹の﹂

風鈴鳴りて開け放つ部屋

遠藤嘉章捌

郵便をとりに庭下駄突っかけて

雨の来さうな雲の成り行き
はからずも昼から雷れて秋の月

ナォ目薬を差して山河のうららかに

行かずじまひの宿いまは無く
美しき写真と地図の旅のビラ

有史以来の黄河の流れ

池の金魚に餌をやる妻

丸腰になりて浴衣の凉しさよ

嫁ぐ日の決ってをれど落着かず

愛の結晶すでに宿すと
下町の路地裏狭き仮住居
大きい夢をみんなで探す

桔梗を剪りて壺に挿す母

満月の明るさ明日は鹿島立ち

京漬物でぶぶ漬とせん

ナゥ年寄りの折目正しき萩の風

プロ野球テレビ中継時間延び

山の風吹き海の風吹く

笠に散る花に微醸の山頭火
たまに蛙の声のきこゆる

秤鰄匙雲極朋二迦朋露文音

−フフスー

ーーゴ

竹伐る人の早く帰りぬ

ワ近道のところか︑に彼岸花

若者に今頼る神なし

花嫁すがた夢みしことも
征途より戻らぬ人を五十年
シルクロードに仏の遺跡
天暗きまで砂塵あげ爆走し
寒月の海をさまよふ難破船
北風の中ヘリいそぎゆく
震災地救援に立つボランティア

言葉の壁も障りにならず
敷島のこころで散るか家櫻
春惜しみつつ古今集読む

人久章人久章人久章人久章人久章人久章

人久章人久章人久章人久章人久章人久章

八船橋・ったの会ｖ

眞鍋天魚捌

眞鍋天
高木一

中村浩

婆さまが謂む蓮如忌の経浩

ナォ常節を薄味に煮て酒の卓芙

恋の兆しのファックス入れる浩

振袖のむらさき色を染め直し

犬が唖へていった手袋

眼裏に寒月浮べ峡の宿真

女ハスラー指南きびしく直

ナゥ母老ひて同じこと問ふいくたびも真

朝点前すませズックにはきかへて英

︵於・代々木玉貫邸︶

帯いただきに春の社へ浩

凍ての解けたるハケのきらめき英
はなびらを乗せて薄氷流れゆく天

平成七年三月三日尾
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胡蝶﹃ででむし﹄

ででむしや幼き角の乳曇

庵の垣をめぐる壹顔

昔なじみの高利貸くる

森田英

新しき地図を頭に織りこんで

深沢真
山崎芙

眼鏡を拭いてしめじ汁喰ふ

小林怜

月光の曲の調べも遠くなり

琉珀の奥で羽をふるはす

丸木直

ゥ唐辛子燃ゆるがごとし一面に
国境を越えて抱きあふ弾丸の中
エーデルワイスを枢につめて

夜明けとともに春の潮引く

貝ボタン廊下にひとつ落ちてゐた

￨令怜直子子沙理代治一惠魚

ハ津幡・津幡連句クラブーその一Ｖ

歌仙﹃初幟﹄
初幟小田もわが子もよく育ち

中田風来捌

高山真由美

中田風来
西佐代子
中村瑠子
米田幸子
水野道代
小蕎洋子

真

洋

夜行列車は西を目ざして

ナォ引き鴨に残る潟あり潟凪げる

岸壁の母の碑に降るにわか雨

サッカーボールに国境もなし

チョピ鬚の泡をぬぐいてビールつぐ

滝を背にして湯舟ゆったり

アルバムに幼き頃の甦る

だかれしままに寝入る幸せ

髪染めて気持華やぐ老夫婦

燗ができたと呼びに来る孫

醒埋神の太鼓さわやか

月あげて黄砂消えゆく村ざかい

テレビつければオウム一色

ナゥ灸すえてあす稲刈りの身を休め

雲のまに間に覗く太陽

渦汐が語る源平古戦場

満開の花にひろげし野点傘
土手の柳に蝶のたわむる

秤蛎畦蓉拮朋一串雷文音
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虹くっきりとかかる山脈
探検の地底の奥に夢はせて
開く図鑑のカラー鮮やか
月乗せて豪華客船つく港
故国は遠し雁に酌む酒
ウリモコン機秋天の丘限りなく
絵で結ばれて能登の果てまで

宮嶋茂
藤田暁夫

理

佐

風

ニュースあかるい浄涛の活躍

朝市へ女ざかりの紅をさす
色なき風に松のささやき
年金の暮らし無縁の低利息

幸

茂

道

コンピニ通いのつづく毎日

内閣の改造人事横にみて

暁

月冴ゆるホテルの真下漉展け
聖夜の暖炉消えることなく

ＣＭソングながしのどかに

花ほつほっ赴任とかるる時近く

瑠佐真幸道風茂暁風道幸真洋道幸理佐風

ハ津幡・津幡連句クラブーその一一Ｖ
ところ

歌仙﹃心
ギヤマンの底まで透けて心太

緩くはおりし藍の甚平

別荘の風趣に識の詠まるらん

母が精だす裏の菜園

石の蔭にも鳴くは蟠蝉

ひと刷けの雲を脱ぎたる月まどか

ゥ温め酒傾けながら能登の旅
秘めたる恋の日毎ふかまる
欲目にも娘の淑やかな身のこなし

自動車協議隔たりしまま
大賞を狙う調整駒手入れ
しっかと掴み振った神鈴
分校の窓に尖りし冬の月
一樹をよぎりスキー滑走

全盛の北前船を偲びつつ

奴行列みる城下町

折り折りに鯉が乱せり花の宵

空ひろびろと春の虹描く

二羽智子捌

笹木千代子

二羽智子
多田芦畔
中野泰子
舟橋玉枝
小蕎照子
細山芳絵
高森静恵

ナォ芳しきお茶ふるまわる御忌の寺

年百年中ゴルフ三味

会釈でゆずる散策の路地
発展という名に美田失われ

源氏蛍が闇に飛び交い

腕白の膳まで濡らす水遊び

耳轆てて聞いた睦言

党首たる責務妻の死顧みず

ハイミスが育てる夢の高望み

盲導犬に頼りきったる

深更の月皓皓と跨線橋

蓑笠つけて案山子畏み

ナゥ松茸の内証の狩り場洩れており

虎視眈眈と遺産相続

世界の国へつなぐ親善

鑑定のお墨付き持つ骨董品

咲き満てる花の並木を見はるかす

久山今日子
芦

加納俊子
智

鴫りこぼれほんにのどけし

秤鰄吐轌砿朋十一一雨露文音

玉

泰

芳
昭州

千

静
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太X
ー

照芳玉泰芦智俊今千静芳照玉泰芦智今俊

ハ津幡・津幡連句クラブその三Ｖ

﹃冬薔薇﹄

冬薔薇おとがい細き夢二の絵

藤江紫虹捌

まっすぐ伸びるジャンボ機の雲

ナォさっそうと春の渚を万歩計

なだらかな牧場にあそぶ斑牛

平和の鐘がひ蛍く夕くれ
煤払う長押にずらり表彰状
風邪もひかずに励む紙漉

苑の木蔭でそっとくちづけ
週間誌恋も汚職もすっぱ抜き

絶讃のナポレオン展混み合えり

コンピューターにひそむウイルス

うつマ

築地曲れば傘に舞う雪

澄む月を異国の丘に見しことも

ームムノー

ガイド嬢ふるさと唄う可憐さに
薫りたのしむ午後のコーヒー
藤田小夜子

吉田弘子
藤江紫虹
田川利公
多田史代
細山吉女

山本比佐子

同窓会の幹事いそがし

月の出へ太棹か曇えいそぎ足
橋のたもとに槌るこおろぎ
ワ陶房の軒につらねし柿すだれ
甘いさ塾やき耳朶にのこして

日向菊野

紅白の幕めぐらせて花点前

前山優美子

微笑みつ指環を交わすご神前

紫

萩のうねりに溺る無縁墓
ナゥ噺家がはたと膝うつ秋扇
これみよがしに鬚す印籠

まぐれ当りのホールインワン
蕊付きの預金人気もパッとせず

利

秤鰄吐砕礒朋十孟朋雷文音

蓬莱島へ睦みゆく蝶

日本一短い文を母許へ

友を語らい北欧の旅

史

弘

エリゼ宮ワルツがながれ夏の月

小

圭ロ

猿も来る峡のいで湯にどっぷりと

比

優

冷酒のグラスを挙げて乾杯
トロッコ電車洩れ陽きらノ︑

菊

花筵いつか覚えたかくし芸
のどかな街にはじくポン菓子

吉
本

芳

史芳菊比優小吉利史紫香菊比優小吉史利

ハ津幡・津幡連句クラブーその四Ｖ

歌仙﹃炭を焼く﹄

雀の愚痴を聞いた空耳

ナォ雪折れの枝も芽吹ける庭の梅

こっそりと買った馬券はみなはずれ

鰯干しある藁茸の寺

木上紫雲
紙谷湖秋

通されし部屋にときめくものおさえ

たぎる血潮で返すウインク

抱き合えるヘアーヌードの写真集

木上紫雲捌

石本よし子

幣振る巫の薄氷をふみ

冬涛に間垣連らなる能登の果

梢を背負うた腰に胴乱
木上芳江

金掘りの商にもあらず炭を焼く
ほろほると啼く山鳩に誘われて

トランプ並べ恋の鞘あて
横綱を張って円な月仰ぎ

川辺にすだく虫のいろいろ

出見世裕子

乾ける喉を白湯でうるおす

見ゆる限りを掃くうろこ雲

ナゥ咲きのぼる朝顔遂に軒を超え

中国展のくす玉を割る

兼保純一
夷藤ゆう子

ほろりと酔うて雑踏に出る

一億の夢を求めた宝くじ

永多澄枝
小山西置

村上町子
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大漁旗掲げて帰る月の海
ワ子規偲ぶへちまの窓を開け放ち

花嫁のれん掛けて華やぐ
温め来し相思相愛五年越し

湖

宗教蓑に悪の数々

九一色の富士の裾野はざわめきて

歌うららかに揺れる吊橋

散り浮ぶ花は流れて文字つくる

呼鰄銑睡砿朋汁一一印雷︵文音︶

よ

澄

裕

芳

白扇かざし散らす水芸

西

スーチー女史に解けた軟禁
夏の月かがしの如く人の佇っ
縛るがした十銭硬貨足蹴にし

ゆ

純

書騨で立読む推理小説

舞い来たる花びら栞り封鰔す
サナトリュームに早春の譜

ゆ純西澄裕芳湖紫町ゆ純西澄裕芳よ紫町

ハ津幡・津幡連句クラブーその五Ｖ

歌仙﹃青嵐や﹄
酒井愛子捌

酒井愛子
吉本芳香
谷本綾子
森田敏明

胄嵐や皇居三十五万坪
話尽きせじ土産の酒に

滝川貴志乃

・ことほ

厚き雲抜け出し月の皎皎と

尾山村雀

ナォ転勤の地図を開けば亀の鳴く

ガレージセールは今日も繁昌

印度料理は舌に馴染まず
低金利退職金も目減りして

助けられつつ登る白山

汗だくで母が干したる梅干に

雑魚寝して隣の寝息聞きすまし
手を取り合えば胸のときめく

妊りしことは内証の成田発

尾ひれがついて噂どこまで
古都の月塔の相輪くっきりと
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濠にしぶきを揚げる識篝
ゅくりなく寿ぐ謡流れきて

稲架の解かれし村の広さよ

飼ふ鈴虫を草に放てり

宇宙旅行の夢もはるかや

ゥ猫抱いて裏戸へ廻るそぞろ寒

ホームラン期待してますゴジラ君

ナゥ探し物遂に出で来ず秋も果
愛

芳

拝雄珪稗勝弘一池印露文音

家並の彼方かかる春虹

テレビの前に匪唾のむ夜々
磨かれし外車に花の映りゐて

本田滋子
芝田祥子

小川ひろ子

しのび足にて年下の彼

いけないと知りつつ交す恋枕

イスラム教は淀厳しく

綾

リベラルな新党めざす社会党

参院戦の結果どうなる

敏

祥

ひ

滋

村

一貝

月を背にくぐるおでんの縄のれん

手触りしかとボーナス袋
初孫はめでためでたや男の兒

腰痛はたと忘る老漁夫
花篝花の姿をひときわに

水さらさらと育つ芽菖蒲

滋村祥ひ貴敏滋祥愛綾芳ひ村貴敏綾芳愛

八伊勢・っらっら吟社ｖ

歌仙﹃鴫のこゑ﹄

今を盛りの黄菊白菊

鴫のこゑ浴びて鎌倉切り通し

月の窓人形劇の幕開きて
英語教師の眼鏡分厚き
突然に水鉄砲の狙ひ打ち

天道虫の二匹三匹

ゥひと切れの青柳ういろ歯にしみる
根堀り葉堀りと問へる世話焼き
シティホテルブライダル家具展示会

野田翠楊捌

山岸れい子

野田翠楊
木村文子
高山孝子
い

楊
楊
文

文

はずれ馬券のはらはらと舞ふ

忍ぶれど陰にひとあり苦い酒

楊

文

中津秋野

孝

味噌蔵のくらく並びて冬の月

秋

化粧の下の女厄年

火伏の護符に拍手を打つ

孝

い

文

楊

オフレコと言へど許せぬ大暴言

嫁の鍋物味の甘くて

はなどろも持たぬ我が身も花の中
パラグライダー翔んでうららか

弥生遺蹟のこは見事なる楊

ナォ絵手紙の仔猫可愛く届きけりい

米作りブランド米が大流行文

その日暮しもまたよからずや文
みどり児の夢にやさしき団扇風孝

市長困惑渇水の街楊

取り得なき女の武器は若さだけぃ
早く来い来い婿養子殿榊原由美

保険金いつのまにやら増やされて孝

十萬億土に響く鈴の音孝

紅葉鮒とて大津より着くぃ

臥待の月を背にして詰将棋田所道子

転職雑誌並ぶ店先秋

ナゥ聞込みの刑事もつけし赤い羽根孝

︵於・伊勢市立図書館︶

和紙の里にて春惜しむ人秋

山一つ持って来し妻老ひにけり楊
あてなく眺む亜米利加の地図文
花筏蒻翠っ皇と岸に寄る田島竹四

平成七年十月十三日首
平成七年十二月十日尾
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大道芸人ズボン落ちたる
赤門を出でて異国の安下宿
上の空にて猫を蹴飛ばす

ナォ全裸マネキン次々運ぶ万愚節

川野蓼艸捌

郡郭飛びし狂王の墓

明石を過ぐる声のするなり
草の穂を持ちて月待つ人の中

船底の船徳利の寒椿

鋳気はしれる一蓋の水

きりきりと弓弦を引きひやうと射る

ユンヅル

傘の内顔覗かるる業平忌
昼に波打つ胄麻の蚊帳

条田朱美子

川野蓼艸

大石朴花女

八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会ｌその一Ｖ

歌仙﹃仁和寺の僧﹄

ォ仁和寺の僧走らする掘両冠

都全山揺れて青嵐

昏々と酒樽眠る谷間に
艸

井手樺晴
若松照代
代

ナゥ秋の野をコロラトゥーラの近づきて

憂き世斜めに眺めうそ寒
イシダタミ

クラガリ

婆照って暗峠道

に突如吹き出す事︒

︵於・仁和寺︶
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一見の客ひたと断はる

海坂越ゆる立秋の帆よ

月に猿の軸暗かりき蔵屋敷
ゥ鳳仙花種は微塵に乱れ飛び

艸

子

鍔広帽の影に碧眼

子

代

別な顔夜叉の仮面に隠し持ち
輪廻の水の尽きてガンジス

繩爽澤と言ふ雅びなる名よ

精神の格納庫より送り出す

晴

平成七年五月二十七日首尾

鯏斜育ちゆく池のさ濁り
家霊等の織る機音か花の夜

寒林の如き鉄骨月細し

代

晴

着ぶくれ亭主首で物言ふ

子

代

明視の距離に鳴らすライター

あかとき投げる投銭の技

あれこれと漢方薬を混ぜ合はせ

子

晴

梅雨穴⁝梅雨の頃︑土にしみ込んだ水が地盤の弱い所

花一片落款として地獄変
踏絵のマリア佛頂面し

艸晴女代子子女女艸女艸晴女晴子代晴

井手樺晴捌

八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会ｌその二Ｖ

歌仙﹁秋深し﹂

月を沈めて街をゆく川

ォ鯉ははや底に就きけむ秋深し

手癖ねの壷に白菊投げ入れて
久保田朱美子

井手樺晴
川野蓼艸
浜本青海

眠る男のぴくりともせず

艸

内田麻子

朱

麻

蛍の海を莨ふかしっ

価格破壊はマクドナルドか

ゥサングラス少年面輪大人びる

艸

朱

晴
艸

あの笛の音は変ロ短調川

ナォ遍路笠連なり急ぐ桑の道麻

千年の守りシーサ−棟高し海
地ビール注ぐ指のなりたる朱

人形はたと目蓋落ちたり艸

誰にでも好みはあるの言はいだけ麻

往還のコース違へる霊枢車晴
ジグソーパズル何が何だか艸

狐より化けおほせたる以下余白朱

な泣きそ皇子あれは幻視ぞ艸

郡郭の声に佇む崎の月麻

ヘモグロビンの減りて流星朱

ナゥ肌寒を感ずるロボット完成す艸

フランス新酒輸入手控へ晴

てやんでえ南の海の盛り上がる艸

踏絵の頃の重い打掛麻

調律師調べに乗って花の旅捌

︵於・関口芭蕉庵︶

喰りかすかに群れる蜜蜂海

平成七年十月八日首尾

ーノー

西東地震の振るなり昨日今日

机に指で死ね死ねと書き

珈琲を黙って飲んで出て行った

海
麻

泥鰭掬ひ年季の見える足運び

黒猫金の眼光らす

麻

朱

凍月に落ちゆく先の絵図拡げ
新検非違使のおらび狂へる

朱

緯垂微篝締予蝉霧長寿眉

雨しとどなり志賀の都は

晴

花散って散って血潮の盾の上

春愁募る爪の半月

−フスフー

八東京・東武カルチャー連句会ｖ

歌仙﹃夏草の﹄

ただただ横に歩む沢蟹
岡田透子

桜井つばな

宇咲冬男
臼杵瀞児

宇咲冬男捌

右に左に変わりゆく景

夏草の丈にも限りありにけり
快速で飛ばすジープの涼やかに

沢田洋々

つ

忘れ扇は本箱の隅

待宵の明日の天気を気にかけて

つ

瀞

浅沼小葦

大地震のあと秋の深まる

ゥ鬼貫忌いただき過ぎし美酒なりし

来し方をながめ続ける風見鶏
傷を洗って開くブティック

瀞

葦

冬︑

カトレアとともに華麗に咲きましょう

葦

つ

葦

楽﹃

洋

つ

粉雪払ううなじ愛しき

観音堂の立てる嬬恋

幻かのっぺらぼうが振り向いて

堀辰雄訪ね杼情につかりたる
病むこともまた生きることなり

ひたぶるに命燃せよ花月夜

今を盛んに蚕桑食む

行きづまりたる道路計画瀞

ナォ閾春のポップス流る集会所透

富士を映して緊まる湖つ

恩譽の彼方に希望さしてきて透

メロン早桃に冑林檎枇杷っ

窯出の旦ひと声時烏瀞

かしずける禰宜の袴の水色に洋

三鞭丸を門前で買う透

妬心もゆ背ナの爪跡目に止めて葦

灰になるまで灰になるまで冬

太郎さん開けちゃならない玉手箱洋

月に向って狐こんこん瀞

ナゥ榑小屋の戸口に挿せる冬紅葉透

打ち直しても血の惨む面透

名人の披露の祝い山ほどにっ

清貧の裏富貴とや云う透
蜂がジルバを踊る庭園葦

花の名のいわれそれぞれ通り抜け冬

平成七年七月七日首

︵於・池袋東武カルチャースクール︶

平成七年八月十六日尾
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八相模原・桃天樹嶮聚ｖ

Ｏ

大谷似智子

高木厚子

赤田玖實子捌

和漢行半歌仙﹃片時雨﹄

踏石の艶美しき片時雨
障
子閉香迫
厚

赤田玖實子

玖

蛭海停雲子

壼云

似

幸一云

似

垂云

厚
厚
似

平成七年十二月十九日首尾
韻は入声十一

○は韻字

︵於・上鶴間・桃天樹︶

＝〆▲

交はす挨拶﹁ちょっとそこ迄﹄
Ｏ

○

大谷繁子
三好龍肝
玖

一フ34−

即席の七種粥の實られいて

Ｏ

ゥ待ち合はす古びし駅も身に入むる

烏雲
威静
高静
高悸
響
朏
リングをはめて離婚捺印
佛
前
瑠
璃
壺
未完のダムに早も算用
遠泳の頭が並ぶ峡せまし

浴衣包二唐賂一

裳業溢二凝脂一
政
界
裏
画
策

○

純血が守られているペキニーズ

花紅仰二月鮮一
柳緑遊二神棚一

昭

八東京・都心連句会その一Ｖナォ菜種河豚だけは喰ふなと物の本則
寝返り上手長命の技
除名する人も昔は派を分けて宵

初懐紙﹃鏡餅﹄

土屋実郎捌ポッポ時計の鎖からまり洋
恐竜を滅亡させし小さきダニ勝
新船に気張り大きな鏡餅土屋実郎塩分補給汗なめる智恵良

初風に舞ふ豊漁の旗和田忠勝鉄骨の鋲打つピルの油照り司
寒ぬくし口中に飴ころがして名古則子手先信号デ１卜確認庵

地蔵の指を雨のしたたる司

還暦も良いとあの人言ってます佐

白い水着は男さへ着る雲

おとしぶみ崖の斜面のここあちら勝

はじめましての犬の挨拶則

ナゥ大リーグ試してみんか野茂英雄雲

着膨れて塾帰り群れ月細し佐
底つく景気東てもきびしき司

隣の落ち葉際限もなく郎

手拭貰ひふろへ出かける中尾胄宵愛憎が過ぎてなかなか頼り診ぬと
納棺のとき立会えぬ理由則
表札の古びて松は門冠高津明生子
肝腎の箇所のテープの空廻りと

休耕田で案山子デュエット蛭海停雲子

詰襟の制服正し月清し小林静司

赤い羽根呼ぶ駅の雑踏今村佐久子

ゥ南にひとつ遅れて鳥渡る小林しげと

男心も奪ひ得たるや岩永極烏

北極圏にオゾン穴あく菅谷有里
合気道五段の允許高々と小張昭一

初恋も忘るるころに便りくる小林純子

肩にもたれてポルト酒に酔ふ和田洋子
石積みの月に届けとエルセイム山口良子

羽の鴨ゆっくり花の水尾曵きて純
眠りさませと神の声二澄
む吉田愛と

操る糸に遊ぶ連凧
話題もっぱら吉宗のこと山口典子︵於・国際外語学院︶

菊薫る御苑の径をそぞろゆく伊東桃庵平成七年一月一五日首尾

ひっそり住まふ路地のオメカケ則

東京の最後の羅宇屋頑固にて勝

コール待ちあれこれ選ぶ花衣明
隠し湯おぼろ流し合ふ背ナと
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八東京・都心連句会ｌその二Ｖ

抱虚庵七世杣平先生米寿祝賀俳譜之連歌

﹃葬謝よき﹄
︾﹂

奏識よき年たれと期し豆を撒く
東風強し出船うかがふ水夫ならん

かこ

大林杣平
大林宗鶴
土屋実郎
名古則子
小林静司

春待つ心床の水仙

万物曳けるかげのあたたか
土雛ひとみ入るれば笑む顔に
小林しげと

今村佐久子

妻の点前のお薄いただく

老樹吸ひこむ椋鳥の群

蛭海停雲子

小林純子
中尾胄宵
菅谷有里

ナォひっそりと袖をおさへてささめごと

兎の罠の識処教へぬ雲

佐

ワンノブゼムの男うるさし宵
軒下にづらりと吊す凍み豆腐と

受話器よりわしや元気ぢやと祖父の声山口良子

健康食はジャコとおろしと
純
美しき旅なり伊豆に富士を見て池田紅魚

合せ鏡にうつる長髪和田忠勝

万緑越ゅるハングライダー近藤蕉肝
心敬の軸に玉虫来て止まる近藤栗子

結婚といふ文字の幻想倉問千代

小さき手に重ねて安堵大きな手杉浦ちえ

司

月の虹幽かに白き弧ののびて和田洋子
郡郭の声ルルと鳴き継ぐ高津明生子
ナゥ杣小屋の戸を開け放ち秋惜しむ勝

生涯現役句帖ポケット

地球くまなく捉ふ衛星則

イエローストーン荒野に動く人ありて佐

時計今三時直角示しをり〃
遍路支度で明日は早発ち勝

︵於・西荻窪菊寿司︶

孫と種播くトマト朝顔小張昭一

新たなる世紀を望め花の門今泉宇涯

平成七年三月十三日満尾
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月昇り音吐朗々能稽古

彫刻の森三度訪ひ

ゥ新蕎麦をとんとんと打ち子に配り
落ちぬ紅買ひそびれるもデートです

ホテル連れこむ初めてのふり

義

こころせよ薔薇に鋏の入れどころ

伊東桃庵
金子恭子
保坂木羊

高

三十八度猫の平熱

吾輩はシャッポは脱がぬ江戸っ児と

身内会社を盟廻しに

酔ひざましには温泉のゆで卵

災禍復興市民たくまし

淡雪とけてしめる舗石

日本の奉仕活動地に着いて

花１筆葦蕊銀畔罎認

木

と里庵厚則ノノ宵と

八東京・都心連句会ｌその三Ｖ

大山阿夫利神社奉納俳譜之連歌

﹃大社阿夫利﹄

静司
雨峰

大社阿夫利全山若葉せり
連らなる滝をよぎる烏影
明生子

忠勝
恭子
義厚

十冊三行古文書の髄

夏茶碗老舗の銘菓添へられて

プレハブ式の鮭の番小屋

停雲子

特ダネは地震︑雷︑火事︑サリン

佐久子

東京ド−ム見失ふ球

リストラの効果復配なしとげて

鐘礫として鷹匠の月

いちどきにばさりと落ちし竹の雪

耳元でかねて用意の口説き言
遺産がらみで隠し子の出る

月あかり詳凝をしかと握りしむ

きしみて解ける銀鼠の帯

ワや員寒に微醇の客でありしこと

洋子
ちゑ
千代
有里
桃庵
園丁
木羊
紅魚

その時私ストップモーション

しげと

杣平

鼻欠地蔵春眠のふり

抱かれて見細る思ひ花の下

ナォ引越荷子猫五匹も積み込んで純子

やっぱりうまい茶づけさらさら昭一

南海の島に日本語渦巻いて胄宵
記念写真はセルフタイマー極烏

江分利満氏が叫ぶ快哉蕉肝

空き缶を拾い集めるボランティア栗子

三才児機嫌舵取りむつかしくみさを
いろは歌留多の﹁糠に釘打つ﹂良子

旧き家の鴨居を走る嫁が君志保子

懸け替えしたる軸は贋物和子

山の端の月をまつりて笛を吹き則子
手を取りあふて萩叢のかげ真理子
ナゥ膝枕身に沁む話きりもなく麻美

合気の技で未練投げうっ蕉肝

藍染の暖簾に刺子あざやかに栗子

水の鏡に浅春の夢テルロビー
半世紀つとめし花の予報官宗匠

執筆菅谷有里

副宗匠伊東桃庵

宗匠土屋実郎花司良子社中
脇匠小林静司配硯同右

近藤栗子玉串巫女

貴賓目黒雨峰知司蛭海停雲子
近藤蕉肝座配今村佐久子

新入社員記念植樹す執筆

平成七年五月二十八日

︵第十五回正式俳譜奉納︶

大山阿夫利神社下社々殿
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八東京・都心連句会その四Ｖ

押韻歌仙﹃青嵐﹄
展けたる海凪ぎ山は青嵐
賎が伏屋の友集ふ初夏
高津明生子

小林静司
菅谷有里

土屋実郎捌

揚げあるうす墨の書に雅みて

土屋実郎
杉浦ちゑ
伊東桃庵

保ちてゆかむ口伝式目

暮れはて鼻中天月も朧なる
ロードレーサー洗ふ春泥

庵

里

庵

″

郎

司

ゥ推子鳴く昨日放ちしひとつがひ
居間も風呂場もみなガラス張り

譜を並べたり力戦のあと

例外を持たぬ規則はなしといふ
他人の名編り投ずるラブレター
内緒にしましょ今夜のことは

ゑ

里

雁の飛びゆく方に寝待月

斑鳩の里尾花続ける

司
明

里

ゑ

羅漢像そダろに寒き顔を撮り
埒なきことを重く言ひ出す

留守番が長々電話花の頃

のどかなる苑児等の隊列

ナォ霊ふりて兵馬桶坑堀り進む司

村起しとて手造りの味明

冗談を本気と取った愛みのり郎

聞きもせぬのにのるけたっぷりゑ
いちどきに名前を門に並べたて明

画商買ひこむミレーデッサン明

手袋編んで誰に与へんゑ
麦蒔は朝まだ残る月仰ぎ司

無理と知るリストラがらみ資金策庵

黒猫昼寝縁側の先里

キッスして目立つ項の大ぽくる庵

臨時休業札懸けし店里

ラッキー過ぎて手舞足舞郎
否が応送り届けて地酒樽司

政界のこんとんとして時移りゑ

磯巾着の波にゆらノ︑明

花かざし御輿の船の沖を行く郎

︵於・函南伊豆山荘︶

句を乞はれたり春興の筆庵

平成七年五月三日首
平成七年五月四日尾
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八東京・都心連句会ｌその五Ｖ

今村佐久子

小林しげと

歌仙﹃冬園ひ﹄
神田川はや遊船も冬園ひ
橋のたもとに聖樹埋く

蛭海停雲子捌

あつあっの鍋を夕餉にととのへて
小張昭一

菅谷有里

土屋実郎

株のニュースに耳を傾け

晩学の連句教室月の窓

里
と

蛭海停雲子

郎

帰る燕に覗かれてをり

待たせたあげくに嘘を上手に

ゥ菊人形敵味方なく並べたて

指名料五割まけろと破戒僧
宝石をちりばめたよな高速路

山口良子

里

郎

廻転ベッド停電のまシ

むかし語りに蚊帳吊りしこと

と

青大将棒にく鼻って家苞に

月が浅間にか鼻る中伏

壺云

郎

良

吉田愛

コバルトの照射の後に神を知り

寂と一卜文字絵手紙に賛
議ん睦の飲み廻し酒花の下
追ひつ追はれつ黄蝶白蝶

ナゥ賑やかに海市出現浜の朝里

編集者から届く催促と

新ルール罰則ばかりが増えてゐて郎

減るいつぽうの預金残高と
麗人の胸のブローチ金の猫里
いい男とは俺のことかと郎

ドーヴァーの崖白く切り立ち佐

名にし負はぱいざ言問はん都落

近松ものの村芝居掛け里

将軍を撃ちおとしたるひとも亡く雲

夜なべ仕事に励む轆轤師愛

下り簗閃々として月の光ゲ

躍トに穴のあいた靴下佐

ナゥ雀荘に紅葉のポスター貼りにゆく里

︵於・神田外語学院二階︶

蕨ぜんまい腰にずっしり良

ドラフトが羨しいと短大生雲
流氷にのるゴマフアザラシ郎
閂をかけたるままの花の城良

平成七年十二月四日首尾
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ハ宇都宮・栃木県連句協会ｌその一Ｖ

歌仙﹃春光の﹄
中尾硫苦捌

中尾硫苦
石沢みつ
桜井吹女
中山いつ

勿忘草の風のまたたき
小林伊戸子

春光の海女が手洗ふ忘れ潮

料理自慢の単身赴任

山口かい女

大入袋いまも百円

ナォ永き日の声をからせて競馬狂

モンマルトルはユトリロの白

印象派さらさら人気衰へず

神々迎へ祝詞をあげる

初耳のエイズ対策骨に東み

紳士の好きなモンローウォーク

五十年基地の怒りのくすぶりて

厨の隅にいとどの跳べる

偽物と知るも掛軸月今宵

たぷたぷの乳房の谷に息荒く
子沢山とはままならぬもの

ナゥ善玉も悪玉もいるかかし展

伊

硫

来し方も行方もおぼろ花の袖

歩きあぐねし雪解けの道

若駒放つ旅のつれづれ

︵於・宇都宮東コミュニティ・センター︶

平成七年四月四日首
平成七年五月六日尾
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推子笛の遠音指したる巧みにて

軒に吊りたるぶらり瓢箪

孫曽孫やしやごも来れ月の縁

み

小潟佳津子

化粧濃く銀座マダムは夜の華
身持ちよすぎて恋の実らず
陶芸の趣味の昂じて家業捨て

吹

鬼に金棒美人に遺産

ゥ内職の鼻唄まじり鴫鳴ける

乾杯の酒ボルドーワイン
夏の月新幹線は北めざし

か

硫

そばやの猪口は不揃ひのまま

涼しき読経小言もまじり

か

佳

若者は麻薬のように漫画読み

住專のなんとはかなき後始末
パソコン塾の更ににぎやか

い

高遠の絵島ぶりなる花の枝

伊

佳

はやも列なし柳鮠釣る

吹硫み佳い伊吹い佳みか佳い伊み吹みい

ハ栃木・栃木県連句協会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃雑煮椀﹄

宮沢ミヤ子

高井利夫
須藤秀代

高井利夫捌

初茜さす潮鳴りの窓
内ヶ崎倶子

伝来の掌ざわりのよき雑煮椀

父の形見のロッキングチェア−

倶

河井安子

退屈な膝にシャム猫眠りゐて

里は田仕舞ひけむり幾すぢ

人形焼をお土産に買ふ

負けて泣く子の声高く草相撲

弁財天に来る冬の蝿

秀

安

利

安

秀

秀

利

終バスに同じ顔ぶれ寝待月
ゥ木綿豆腐くづす手酌の新走り

切れ長の目を畳におとす

ハネムンに発ちし空港二十日月

安

利

倶

耳目肖

︑︑︸

渡しそこねし野菊のブーケ

逢引きの合図に鳴らすクラクション

自転車の荷台にくくる破れ案山子

戦のころの米なき話し

淡墨のさくらの色は名のごとく
木地師の村の芽吹ききらきら

︵於・宇都宮市中央公民館︶

平成七年四月二十六日首尾
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ハ栃木・栃木県連句協会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃秋八溝一
一景が分校の屋根秋八溝
月を掲げて松の群れ立つ
烏威し水平線に船見えて
コンビナートに海猫の舞いいる
購うてきし皮手袋のギリシャ文字

温め酒して帰心はやりぬ
ゥ強風のはたと止みたる宵の口

大豆生田伴子捌
石田よし宏

大豆生田伴子

田波富布
松本文子
一邑

よ

大島邦子
伴

ディズニーランドに汗の行列

″

富

伴

須藤火珠男

鏡の奥の柱のゆがみ

冥土へのみやげと夏の月仰ぎ

よ

遙かきて曇呆の香りする君といて

長き眉毛のいつまで続く

文

みちのくの塔は俄かに忍者めき

火

邦

高速道路をのぞく女狐

よ

文

熱きコーヒーひとり飲みおり

身ほとりの静まりかえる花の頃

声美しくあわれを誘う童唄

霞の中に生まれし男の子

平成七年九月首尾

︵於・師榊鴫噸耕噸中にて︶
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八富山・富山県連句協会ｖ

半歌仙﹃秋彼岸﹄

黄鐘︵おうしき︶の鐘の音ゆるる秋彼岸

二村文人捌

ピアノの上にギヤマンの皿

卓湫台で氷いちごをさくさくと

恭

上田由紀子

宇野恭子
菅谷孝
吉田郁恵
二村文人

林昭博

星空仰ぎ夢にうっっに

火伏せの松に円かなる月
蜻蛉釣り竿頭競う如くにて
父と手つなぎ歩く野の道
ゥ気にかかるあの娘に一つ泣きぼくろ

賞品の海外旅行をうらやまれ

休戦協定何度結べる

人

由

孝

宙心

博

祖母の漬けたるかぶらずし詰め

恭

博

あすもまた受験勉強忙しく

シャンプーをして三毛はつややか

由

武部千春

宙心

孝

凍てつきし月中天に懸りいて

耳澄ます子ら鶯の声

ブランデー炎を這わせグラス見る

新しき顔・顔・顔が花の下

迷う街角逃げ水を追い

平成七年九月二十三日首尾

︵於・瑞泉寺︶
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八松山・どん・あ・くらぶｖ

歌仙﹃バレンタインの日﹄

そ

尾行を捲いて横丁に逸れ

ナォ蜷の道道標べとてなきままに

子供の急に喚き出したる

塀の上に見つけし猫の影ひとつ

鈴木春山洞

スカートにまくりあげゆく自転車に

豊島呑烏捌

豊島呑烏

シャッターチャンスちらりリズムよ

水田に映る冬晴れの空

笛を吹くいなせ鉢巻獅子狂ひ
フェーン吹くまま揺るる玻瑠の戸

沈黙の続くやバレンタインの日
一一宮一知

駅売店で新聞を薄ふ

終列車テールライトを照らす月

凡

魚棲まい渕ダムとなりたる

良寛の里今日訪ねたり
米を磨ぐ岩に滴る水清く

舂

︵於・松山市昊の館︶

平成八年二月二十七日首尾出勝
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ややこしい遠野の夜の艶噺︵いろばなし︶

武内哲志
児玉凡松

飛ばす豆よく口で受け止め

哲

花守と天下国家を論じ合ふ

ナゥ浴びるほど新走り飲み呑み据ゑて

春

執筆

山裾のなだらかに牧開くらん
馬のたてがみ掴み飛び乗る
名月の二度ある年の窯を明け
提げ持ち寄りの良き濁り酒
呑

気配に乱る衿掻き合はせ

糠床を抜いた両手を近か付けて

呑

厨ャの中に小招きをする

ワ生身魂︵いきみたま︶金婚式の祝ひ兼ね

睨む岩壁未だ崩れず

呑

太平洋に消ゆる引烏

一筋の涙こぼるる押し隠し

曙はまだ底力発揮せず

哲

哲

まさぐる珠数のわたす引導

足裏に打ちよせる漣月涼し
肌に弾ける汗かぐはしき

橋いくつ潜り潜りて花見舟

藤垂るる池亀戸天神

一呑凡哲凡春一哲呑凡春一哲呑一哲呑春

ハ習志野・習志野連句会ｌその一Ｖ

鴇田秋甫
大野秋丘

歌仙﹃初荷﹄

四十九院科峰

鴇田秋甫捌

生萱より初荷の鯛を掬ひけり
歌留多囲みてはしやぐ振袖
藤代羽都江

原発の事故隠してもすぐばれて

青き踏みつシ低き山々

月友に地酒の味を楽しみっ

一族揃い膝に曽孫抱き

提灯明り寄り添ひ歩む

杉木よし江

高橋渓声
舟木栄
木暮久子
平井千佳

ワ松籟のかすかな音を聞きいたり

昂ぶりは思い出ばかり日比谷濠

利

鳩居堂より届く香木

科

秋

そこここ掘らる大名屋敷
床の間に置かれし器葵紋

秋
よ

栄

渓

羽

速き雲夕顔月に白く冴え
眠れぬ夜にすだく虫の音
水沢の観音詣で走り蕎麦
湯治ひと月疲れを癒やす

久

補聴器換へて嚥りの声

講中の気を操ませゐる花前線

ナォ春の雪ふわりと海へ消えゆきぬ千

特別手配未だ挙がらす利

家並み混み袋小路の多き街科

ラッパ吹き吹き豆腐屋の来る羽

冬ざれの河原啄む烏二羽渓
つくばいの水写す冬雲よ

秋

ぶらり旅宿の上げ膳湯葉料理久
グランドゴルフ手を添へ教ふ栄

消ゴムで消せぬ不倫の傷のあと

陰陽かもす山檗深く千

月今宵鏡が浦に潮満ちて利
虫の音高かき露坐佛の膝科

能の舞台に鳩の啄む渓

ナゥ鎌倉はハイカラ似合ふ小町路羽

足腰軽く厨の匂い久

回向する和の一文字山の裾千

︵於・織報坤謡︶

春の盛りを遡る肥舟執筆

枝すべて耐へて咲きゐる岸の花秋

平成七年十二月二十日首

平成八年五月一日尾
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ハ習志野・習志野連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃蝉の声﹄
風鐸のほかは静かに蝉の声

表替へして迎ふ帰省子

鴇田秋甫捌

よ

千

ナォゆらめける雛の灯り淡くして大野利丘

旅の誘ひに夢のふくらみ久

絶えて久しき物売りマイク溪
神経痛堪へてお寺へ月詣で栄

青銅のラクダ二頭は虹の下秋
人なき藁家ひまわりの咲く利

消費税払ひ購ふ冷房機科
結婚祝ふ︵ラの大束羽

流行の年上妻を要りたる秋

乱れ咲きたる色のととりどり栄

この庭も月の光りに華やぎぬ渓一

落葉踏みつ︑人来る気配羽妬

外っ國と受け應へして受話機置き千

齢重ねて言葉の丸く久

ナゥ新走り汲みっ︑話夜更まで利一
科

秋

舟木栄
木暮久子

平成七年八月二十六日首

平成八年一月七日尾

︵於・浅現神社︶

リフトが昇る噂の中羽

篝火に舞台は古し花の能秋

神戸廃虚に草萌を踏むょ

科

四十九院科峰

杉本よし江

団体旅行に手を振り送る
上弦の月夕映えの中に浮く
鳴子縄曳く音のがらがら

秋

高橋渓声
鴇田秋甫
平井千佳

心の炎焦す羅

自転車を押し行く橋に涼みゐて

ワ大寺の父母の墓石に彼岸花

髪を杭く細き首筋艶めける
高校生のバイトさまざま

よ

千
渓

仮名交じる母の手紙の厚くして

帽子売場は赤札にかへ

食欲が戻り毒舌矢つぎ早や

藤代羽都江

鼻を眞赤に耳袋する

冬の月流し屋台を呼び止めし

魚板の痩せてひぎく音なり

栄

堂裏は千畳敷の花吹雪

春雪かげる牧の馬の仔

２

ハ阿児・南草連句会ｖ

歌仙﹃春凪や﹄
春凪や種ケ浜とはあの辺り
回り回って鳶のうらシか

ナォ録音の桑摘唄をなつかしみ

すったもんだの海外旅行

地震以来仮の住ひに恋堰かれ

失職の身に告ぐる妊娠

うろたへて四角にたたむ白耕

祖父のランプを今も吊る部屋

河豚雑炊をしこたまに食べ

降り出でて菊焚く会をとりやめに

新月に向きっかふ声いる

惜しまるシさっさと逝きし彼の芸

地下街に面テをあげず虫を売る

円高なりに蔵建てる奴

新酒に酔うてうっぷんはらす
ナゥご近所に当たりし噂宝くじ

娘多くて特大雛壇

飛行船ゆっくり西から東へと

遍路の笠に和歌を書き置く

花下に遇ひその後の幸を語り合ふ

蓉鰄珪壗に胆一十唾甲霊文音
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手作りの草餅誉めて句に詠んで
リタイァーにも馴染みそむ友

松に風顕ちていよいよ望の月
けふの写生を実石榴ときめ

駆込寺に稲荷明神

ゥ爽やかな羽生名人のインタビュー

生まれ変ると指をつめたる

はじめから出口なき恋日記果っ

サリン撒きしは医者や科学者

行先を告げぬばかりにあやしまれ
ほととぎす鳴きつるかたに暁の月

ある高さまで力む噴水

人波くぐり女淘膜追ふ

はやる馬なだめなだめてゲートイン

宮の古巣に垂るる糸屑

かすかなる赤児の寝息花の昼

島上島

田野田

もけ竹
りじ四りじ四りじ四りじ四りじ四りじ四
い

り四じり四じり四りじ四りじ四りじ四

八所沢・俳譜工房ｖ

窪田阿空捌

り阿

歌仙﹃水の輪﹄
水の輪とみずの輪が触る芦の角

残りし鴨のくぐもれる声
ふらここを思い切りよく揺りあげて

ナォ呼鈴を押してる高き門構え
深夜支局に届くファックス

裏切りの妖花一輪消えた街

抱かれて甘きパリジャンのベゼ

恋人たちの園に賑やか
日本の彼に手紙を夏の月

鉢植ならぶ雨の軒下

川筋は上げ潮刻の船着場

小紋切る型紙にかける老いの骨
ひょっこり顔を出した友だち

月明り槍よ穂高と湧湯にいて

味に覚えの通草なっかし

ナゥ人を待つ水屋静けき風炉名残

つれづれ書きし﹁今古﹂幾つか

病いゆ浮雲ゆるく流れおり

燕来る日の駅の西口

花一枝なれど挿したる珈琲屋

春の楽譜を選ぶあれこれ

蓉鰄吐鉾匡胆一弐申露文音
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何処か遠くへ行ってみたいな

有明の空さわやかな風の色
篭の花梨の香りゆたかに

相々傘がふいに傾むく

ゥパソコンが送る銀座の秋模様

ひとつの言葉かみしめている

溜息をグラスに落す夜半の窓

開眼の秘仏小さき観世音
刀かざすは居合抜きなり

木枯しに探しあてたる叔父の家

エレベーターに透ける寒月

高地土佐町山国の春

塾通いスナック菓子を頬張りて

初産という手のひらの猫

ん

り空空

り空空り

り空空り

り空空り

空空り

り空空り女空
り空空り
り空空り
り空り
り

道すがら馴走になりし花と酒

園窪
江田

八大阪・俳譜接心ｌその一Ｖ

乱菊忌追悼

脇起歌仙﹃猪名川の﹄
岡本星女捌

葦生はてお

春入居士
岡本星女
岡田麗
民岡照子
浅野黍穂
奥村勘甫

丈六の鮪みごとなジャンプ

岩尾美智子

星野かの子

酒まんじゅうにほろり酔いたり
ガラス戸に誰の手形か浮き出でて

地にとどくまで台柿の鈴なりに

消ぬくくなりぬ有明の月

白か黒かをきめたくなる癖

猪名川のふくろあらひの今昔

ゥなにごとも知ろしめすかや閻魔王

内弟子のあけくれあたら青春を

下田喜代

林由子

奥村美砂女

バニーガールのはにかみもせず

名取り披露に珠取海人を

やけ
相あい舅
の相好くずす岩田帯

傘亭は閉ざしたるまま月おぼろ

竹山美代子

左海延子
二塚元子
森田蓉子

くなど

帰る雁がね鳴き渡りゆく
双体道祖神に雪のちらちら

岡田陽邨
倉田愛子

眼鏡よく拭いて一日また始まる

叙勲を祝う会の計画

朝市に餅花なんどのはなやかさ

ナォ職退いて放牧場でも拓かんか倉田征子

いま国境を超ゆナビゲーション清水あつ子

炎帝にアテネは人の影もなし奥山とみ子

夏の獅子座の愛情運は？一一上貴夫
またしても恋しきひとの幻が藤田美根
向うをむいて舌出すは魔女杉本一夫

ない

時鐘打つからくり時計午前九時岩橋史郎
切られの与三がよかった顔見世辻静穗

なじみの犬の尻尾振りくる清水幾湖

百万ドルの夜景も地震でずたずたに田島竹四

サラダにまじる黄菊白菊堀井寿郎

負けまじき将棋に負けて亥中月押田たっを

ナゥ相部屋の行商宿のうそ寒く小西須麻

初蝶しばらく先きに後へと鈴木一睡

左まねきの猫控えたり小林樹巴
紅灯の巷の名残りの港町岡村紀洋

平成七年十月十日首

吉野山思い出多き花や艶森三郎
黄鐘調の鐘霞みっつ歌川山黛

︵緬群雄晋伊丹・柿衛文庫︶

平成八年一月二十三日尾
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八大阪・俳譜接心ｌその二Ｖ

半歌仙﹃伊勢は津で﹄

親にまつわる子雀三羽

伊勢は津で持つといわるる木の芽晴

岡本星女捌

清水あつ子

岡本星女
山根於京

星

奥山とみ子

岡田陽邨

同

じゅじゅと泣くさざえの皿の運ばれて

中世古正郎

懸崖菊は滝をさながら

お国説りがついついまる出し
朝の月杖つきながらの歩こう会

熱き乳房を誰にささげん

ゥ栗焼いて初恋のひと忘られず

邨

み

邨

征

つ

一尿

郎

つ

み

年の差もかまわず老舗の後添いに

倉田征子

篝火能に月見えがくれ

パッチワークのテーブルセンター
ビパークより下山磁石をたのみつつ
鰐るばくしやしかめっ面をしておわす

旅便りとてスケッチを添え
智恵子言う東京に空無しという

炬燵の猫のあくびうつれり
餅花や田舎歌舞伎の化粧部屋

鼻をつまんで飲む玉子酒

＊広目天

平成七年三月二十三日首尾

︵於︒津・中央公民館︶

−2ラ0−

八大阪・俳譜接心ｌその三Ｖ

出花﹃武庫川の﹄

半夏生庭にはびこり放題

武庫川の大河と変じ暴れ梅雨
サブリミナル効果のＣＤあれこれと

松茸ごはんを家で実習

ＮＯＭＯ独特のトルネード投法
月も欲しサザンクロスを仰ぎつつ

嬉し恥かし婚約指輪

ピッケルに命を託し霧の中
あなたが欲しい﹁あなた尋ねる旅まくら﹂

壺屋越概魚跳れり

岡本星女捌
安田ただし

奥本詩流句

歌川山黛
岡本星女
奥本花子
歌川美津

し

歌川杜岳
岳

津

寺化

し

黛

盛り場の平日の顔主婦の街

お初天神雪のちらちら

猫の恋隣りは旅行中らしや

起きて半畳寝ては一畳

同

句

岳

星

↓言つ

逃れ得ぬ前世の業や大根煮く

春セーターの白を着たき日

↑化

花の香に酔うてうっとり通り抜け

金婚式の手と手重ねて

︵於・芦屋・山黛庵︶

○表・裏なし︒一花一月と雪を出す︒

平成七年七月四日首尾
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八大阪・俳譜接心ｌその四Ｖ

出花﹃迷い草量
岡本星女加朱
鈴木はじめ

押田たつを

岡本星女

迷い蔓朝顔っぽみ持ちそめし

露けきものに有明の月
青木百舌烏

藤田美根

風化するなかれ被爆の広島よ
笑みを絶やさぬボランティアさん

嫁にやる気持雀の巣立ちたり
彼のしぐさのふと父に似て

大澤嵯京
久住真由
名雪菊子
二上貴夫
若山愛加

はやばやと踏みしだかれていたる雪

トラックのギンギラギンの豆電球

赤き夕陽が海に落ちゆく

人気の豊川悦司にマジに恋をする

神のみぞ知る明日のことなど

烏

夫

根

を

力

日

菊

め

一泉

雁木伝いに誉葬唄きれぎれ
流れゆく浮草稼業の旅どころ
タール一ミリグラムの煙草

まんまとかかりしオール・フールス

﹁浦霞﹂ほろりと酔うて眠くなる

猫もまた花の盛りにうかるるか

夕餉の霧は野遊の土つ
産と

秤鰔吐癖十瓠朋二十一函露文音
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八大阪・俳譜接心ｌその五Ｖ

居待﹃弁財天﹂

傘さすほどもなきひとしぐれ

弁財天八臂の威あり紅葉冷

漢字文化で右脳活性化

古本屋出たがやっぱり買うことに

膝送り

葦生はてお

星野かの子

岡本星女
鈴木長駆

休息歌仙の諦底もろ肌ぬぎの月

お

星

星

の

星
区
馬

お

駆

の

つゅしたたらせ真桑瓜食ぶ
瑠璃色のロングドレスはタイシルク
胡弓搦々ホーリンチンッァイライ

ういこうぷ

肩先の歯形の瘤きやまぬ夜
飲まねば置けぬ穴あき盃
月は望初冠りの凛々しくも
踏みしめるたび蝮飛び交う

の

お

今日あたり三途の川も澄みおらん

モノクロの写真に葱かれたる男

駆

の

駆

京橋天満橋蜆橋

五つ子順にゆらすふらここ
花吹雪どこまで伸びる象の鼻

瞼を閉じて噂りの中

平成七年十一月二十三日首尾

︵於・山科・長島︶
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ハ横浜・俳譜田園ｌその一Ｖ※

初神楽四方鎮め る鈴さや

若水汲みて 茜 さ す

茶室詫び床に椿 の玉なし

土屋実

長崎和代

蛭海停雲子

福永千晴

臼杵瀞児

若松照枠内

郎

盆栽も若水受け て輝け
孫またふえぬ 鵯の初

大発会虚実かたみ に 抱 く ら

用に使ふ太箸 蒜な

の万の蕾もほこ ろ び

方詣に揃ふ

目出度さは古稀になりての球初

お降りあれば内で乾杯

山の奥海の深さに月冴えて

ひらひらと薄くれなゐの花舞ひて

起きゃがりこぼし笑ふ初春

地獄へと墜っも詮なし摸枕
大平美代子

寝正月風の音にぞ目覚めけり
正寿郎
同

加藤亀女

瑞気満ちたる初富士の景
民芸館祖先の業を集めゐて

柴崎美恵子

内田美子

浅沼小葦

﹃丙子歳旦三つ物﹄
根張り良き松の緑に淑気かな

瑞雲の中舞ひし初鶴

道辺の石も生命を宿すらん
初日影地震の癒しを祷る哉
木の香かぐはし宮の若水
鮮やかに母の熟れ鮨仕上がりて

尾で打診する嫁が君達

パソコンが御鏡として着座せり

列島は瑞気瑞雲満ち満ちて
元朝の茶柱すつくと立ちしかな
ともに八十路を越えし屠蘇膳

お年玉八人の孫それぞれに
覆面の懸想文売り縁起かな
なにやら愉しけふの初夢
蕗の薑庭土しかと持ち上げて
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梅恵器

ハノ戸匂

》＝ブ

て代く

て朝に

無
白

有為の門無為の門あく今年亦
邪気あらざれば揺れる繭玉
唐妓女の詩に秘む愛を見出して
中尾冑宵

平成八年一月十一日
︵於・横浜藤が丘地区センター︶

−2ﾗラー

ハ横浜・俳譜田園ｌその二Ｖ

半歌仙一田園都市﹄

蛭海停雲子

浅沼小葦
中尾青宵

浅沼小葦捌

薫風や田園の都市入しづか
やがて聞かる堅蛍狩る声

千

圭云

照

宵

葦

照

若松照代
福永千晴

古稀なれど町内野球さそはれて

小石まじりに土の校庭

おもしろくうねる松が枝月今宵

舞茸飯のふっと炊き上ぐ
ゥ密造の酒懐ろに馬の市
日米交渉円を買ひ置く
東山三十六峰みねつずき
コンパニオンの去って残り香

同

圭舂

葦

昭へ

宵

書いた小説ひとに読ませぬ
雪しろの流れ流れて田に溢れ

千

マルチーズ彼女とだけはキッスする

信念の鉛筆一本世に抗し

宵

鮫鱸の浜波荒き月

切ってあげたい父の長眉
遠雷に俄か浮き立つ花の客

床凡に残る四つ葉首稽

︵於・横浜藤が丘地区センター︶

平成七年六月一日首尾
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八横浜・俳譜田園ｌその三Ｖ※

歌仙﹃手花火や﹂

宵の蛍の明くや胄栗

手花火や少年の学成る成らぬ

戦後さまざま人五十年

照りつける巌を滝の割り裂きて

金の鎖の胸に秋風

改造し溝酒な駅舎月あぐる

かなはいものは軒宿毎美

ナォ伊勢参り旅は道づれといふけれど雲

和服着る女や小物の多かりし雲

裏通りちよいと小店をひやかして宵

飛入りで優勝俊ふニューハーフ宵
お焦げばかりのふらんす料理晴

ハンドバッグも持たすこのごろ葦

大平美代子

中尾青宵捌

蛭海停雲子

晴

︵於・横浜藤が丘地区センター︶

平成七年八月三日首尾

注一タレントがお釜ならオッカケはお焦げと
二手花火︑此巻夏季・正花とせず

花くぐる風花色に染まりたる葦

母体ませて作る草餅美
里から山へ移る春祭宵

現実は超甘くないボランティア晴

ナゥ義理酒も梯子酒して千鳥足雲
壁塗り俳個なんだかんだと代

津波警報遅る愚かさ葦

円安に少し振れたるマーケット

枯木知ってるこれ夏椿よ葦

グレゴリオ第十節を待てば雪美
東てしこころの溶けて月見る代
宵

美

晴

浅沼小葦
内田美子
中尾青宵
福永千晴

葦

奉一云

クイッククイックスロー付いて離れて

宵

ゥ爽やかに入浴剤を薫らせる
これからが青春なのと母宣言
留守電テープ一処消しあり

魚らの眠り覚ます環礁

晴

大国と小国となり利己主張
千切れっ豊条ひらひらと月の舟

代

葦

圭一云

葦

降りかねてゐる地芝居の幕
藁を打つ夜業の暇に歌どころ

宵

親が違って子猫相似ぬ

野茂新聞出てＮＯＭＯグッズ売れ
おおドウジャ素敵じゃないか花街道
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八札幌・俳譜寺芭蕉舎ｌその一Ｖ

窪田薫捌

窪田薫

新妻博

栗

健
阿部みち子

踊り疲れて砂地をさがす

ナォ旅で集める宿で集めたお伽衆の⁝⁝

秋にしかできないといふテーブルクロス

︽〃あってもなくても月はところどころに

神々の緋醒をかざるりんだうの鉾

灰明りして堕地獄の地下室

のちのこころの乱れ髪掻きやりて
ひらがなのかなしみに漂ってゐる

暦史は凍結される雪の断層に

ナゥ高野切といふフラグメント

伏流水となって再び湧き出るまでを

強情な石よ漬物石になるがいい

〃華の器は土泥棒の手に委ねょ

仔猫が瞼みひらき梅香る時

評嘩叱篝十一一一配一十種朋雷文音

四方章夫

別所眞紀子

鈴木漠

姫野恭子

※﹁艀蛎風連詩﹂は︑一回分として︑二十八行の﹁艀蛎﹂

の一聯︵三至四行︶を擴當する形式︒最初︵昭和舵︶は

﹁ダブルソネ﹂といふ形式名称を使った︒並みの歌仙以

﹁季の順行式﹂を高唱する︒

上にルールに厳しく拘はり︑．語一會﹂﹁打越の差合﹂
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︾誠風﹃美しい枯木に︵Ｋ妬・皿﹄※

美しい枯木に葡萄色の雲が浮び
骸骨は歩かないが伸びる日脚
負け犬は長生きすることで篭憤を晴らす

勧君復一杯蜜頬を
の春月の平頂丘をディーゼル特急が迂回中

小聲聞こえてさくらはまだかいな
ウアヅマイチゲの白い腕がコンサートホール

を襲ふ十五番街の片隅にもある椅子
ヴァン・ゴーグの繪の老人が笑ってゐる
α季節の様々の仕掛を古屋ロの花束は見せて

半夏雨ナルコレプシー夢か現か
本を積んだ船を漕ぎゆく沖遠く
トルネード來たりて散れる紙の嵩
きんさんぎんさんお年はいくつ？

三

八札幌・俳譜寺芭蕉舎その二Ｖ

笠間文子

石井檀

村田治男

窪田蓋赤

窪田薫捌

︾識風﹃枯枝︵Ｋ妬・唖﹄※

枯枝のかなたで
大陸漂移説を實験してゐる冬の白い雲

あああの島では妖精達が
コーモスのコロポックルの歌ふ

〃花咲き花散る花の傅説

くるくると水車風船しゃぼん玉

ゥお玉杓子の親を探す

片蔭のここは歩きたい道

きまじめな目線で感をする
壹過ぎてやっときぬぎぬの文

せせらぎは奥入瀬の奥へと
葉
騒を抑へ

重言閏①百Ｆ太刀魚？イグアナ？

︑月光青世界に

ナォ金柑の砂糖づけ神田かこ

むかし母が作ってくれた

心が感冒をひいたよ

角巻に包まれたいよ

ほら其所此所に光る兎が數羽小原洋一

波の腹を挟る海境

〃老櫻の根元花達は寝刃を合せ
だんびら雪を憂ひてみるか

ナゥあたりかわはずやめろと落書する四方章夫

ママジャとは※くい日巴置ださうで︒⁝・・

追ひついてもまたはなされる夏

マロングラッセ食べたかないの馬場雅美

祈ってゐたいの︑チン︑鉦叩

の月見團子を盗みに行って

秤鰄叱蓉十二朋二什一乍串雷文音

※くい目邑Ｐフラメンコ語で︑﹁さあ︑いかう﹂

−2ラ9−

八東京・芭蕉記念館Ｉその一Ｖ

歌仙﹃秋の声﹄

観月楼に集う同胞

阿部朝子捌
阿部朝
中野稔

濱田美

成田淑

冬晴

ォ林泉や包みきれざる秋の声

風やりすごし竹煮草立つ

川の底から鯉浮いて来し翠

ナォボランティア勤めあげたり夏近み稔

出生・就学・死亡・相続晴

印鑑がなければ何も出来ません淑

時ゆるやかに流れゆくまま稔

﹁大地の子﹂涙涛柁と読みつづけ晴

湧く雲に思いふくらむハンモック住田亮

長いまき毛にこぽるアカシア淑
さい果ての行きつく浜に逃避行朝

夜叉の如くにどろどろに酔う

小雄鹿の身じろぎもせず二十日月亮

障子洗いつ迎ぐ山嶺稔

ナォ冬隣新作こけし並べられ翠

覚えきれない片仮名言葉淑

長寿には豆腐・納豆常食に稔

公民館の講義満員翠

絵唐津の皿卓にあたたか晴

ゆさゆさと三千本の花枝垂朝

︵於・東京江東区芭蕉記念館︶

平成七年九月二十七日首
平成七年十月二十五日尾

冬︑
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や鼻寒を長距離バスは定刻に
あきっ舞う坂っづれ折なす
白亜紀の層より貝の現われて
知らないうちに機密あばかれ

ゥ映像の隈なく渡る電波の日

女心のゆさぶられいし

責任を一人でかぶる男伊達
貢ぐべく売る宝石の底をつき

右往左往の台湾ロビー

東て月に祀らる神のしんとして

雪吊の繩芳しき苑

手をつなぐ児等の瞳のつぶらなる

飴切る音の響き軽ろやか
出でがての不定愁訴の花の昼
色の槌せたるメーデーの旗

字松
咲澤

淑冬晴翠朝淑男美翠淑朝稔淑朝翠美子子

八東京・芭蕉記念館ｌその二Ｖ

歌仙﹁山頭火の﹄

山頭火の魂ひろいゆく秋野
どびろく甘く字足らずのホ句
満つる月都会の空をむらさきに

バイト学生画板提げ来し

藤沼亜緋子捌

藤沼亜緋子
山元志津香

谷田男児
阿部朝子
中野稔子
士心

きじ鳩の迷いこんだる地下倉庫

日向ぽこりを懐しく居り

士心

朝

ゥ元朝の磨きいかれし違い棚

子午線上を行きつ戻りつ

稔

男

士心

聴きほれしドボルザークの新世界

朝

ラメやビーズを着たる珍客
中庸に倦きし男のふと目覚め

樟の若葉の香り広がる

暑中休暇の早やも過ぎゆく

緋

男

稔

士心

あシ無情デジタル時代の情報網

宇咲冬男

高楼の狭間つらぬく月涼し

核実験を阻止しかねいて

士心

国起えて花は眩しく咲き溢ふ
かぎろいてゆくシスターの群

いま一番機飛び立ってゆく男

ナォ浦風に魚篭いっぱいの諸子釣朝

果報阿呆と辮婚あいさつ志

ストレスの抜けし母と子大寝坊朝

雪礫うけ僻地診療男

逆玉はまたそれなりの苦労あり緋

旅の話にほのぼのと明け朝

冬毎十粒分けあう娘の出来て志

思惟像の指の浄らをまなかいに朝

八戒さどじょう悟空の遊ぶ男

胡弓の音きこゆる如き後の月稔
冷やかに澄むバカラのグラス稔

ナゥ望の潮涛なき海に魚睡る緋

ぬさ

時は刻々移りゆくもの朝
二世帯の棟上式の幣高く稔
嫁手作りのおこわ暖か緋
花の綾水面に迅し滑川志
村史を語る絵地図朧々男

︵於・東京江東区芭蕉記念館︶

平成七年七月二十七日首
平成七年十二月二十日尾
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八東京・芭蕉記念館ｌその三Ｖ

﹁父の日﹄

瞼の奥に熟れる桑の実

父の日やぬくみを今に父の膝

夏深む橋高高と架けられて
運河の面は渦を生みつつ
美しき満月へ謝す地球より

萩谷悦子捌

晴

萩谷悦子
宇咲冬男
小岩秀子
松澤晴美
彦坂範子
住田亮

新酒の酔いは格別の味
ワ厳重な監視逃れて霞網

範
悦

亮

範

秀

晴

切り裂かれたる名画哀しき
少年の目覚めし性にある歪み
やさしく包むシスターの愛
吾以外師と書く吉川英治なり

青梅の郷に冬の鴫鳴く

悦

月埋と雪山脈をきらめかせ

嫁入りの荷に紅白の綱
空港は異国文化が交流し

秀

久﹃

晴

折り紙つきのアニメ番組

晴

戸惑うように蟻穴を出る

声優の惜しまれて逝く花散華

壺で焼くナン食べる幸せ晴

ナォ強東風に旅の帽子の飛ぶ夕べ秀

お釈迦さま私の願い聞いてよれ悦

仕掛け扉が選ぶ来客亮

気象台開設以来大極暑冬

晒布を巻きし胸をはだけて晴
淑女さへ狂える夜は無我夢中悦

隠しカメラが廻り続ける範

お宝に埋もれて座る招き猫秀

下げる暖簾の古りし銭湯範

ほっほっと灯殖える二日月成田淑女

なお匂いくる捨菊の束淑

得意顔なる獣医先生淑

ナゥ洛中に時代祭の列進む悦

朗報を待ちひらく北窓範

手遊びに覚えし囲碁を楽しみに範

島唄へ花の宴は盛りなり淑
舂の田畑に刻の過ぎゆく秀

︵於・東京江東区芭蕉記念館︶

平成七年七月二十六日首
平成七年八月二十五日尾
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八東京・芭蕉記念館ｌその四Ｖ

﹃智恵子の酒﹄

匂うようなる切絵の檸檬

旅に買う智恵子の酒や探む秋

松澤晴美捌

松澤晴美
阿部朝子
山元志津香

濱田美翠
谷田男児

後の月待つ庭下駄の緒の固き
笛のケトルが誰か呼ぶらし

千頭の羊の群れを夢に見て

美

士心

湯たんぽ抱けば母のまろさよ
ゥ冠雪の壁のかがやく比良連山

士心

男

おかわり自由の珈琲ショップ

隠し味企業秘密と言う秘密

朝
晴

士心

上司の誘いのこのこ乗って

朝

結いあげし髪をはらりと解く十九

フェラがモバック私欲しいの

宇咲冬男

あじさいの散ることなしに雨打てる

朝は情しき明易の月

士心

晴

ジョギングのついで参りの鐘をつき

餌待つ野良の猫のぞろぞろ

美
士心

花房に触れて気前も良くなりし

Ａ席チケット予約うららか

晴

ナォ﹁不如帰﹂明治なっかし春障子朝

絵地図片手に墨東をゆく男

観光船色とりどりの橋くぐり

人魚の像は今日も哀しげ朝

病みながら一途に生きる姉上は新井世紫

たまの逢瀬につける寒紅晴

豆撒くも打ち足らぬほど恋仇志

弁敗天はゆたり琵琶弾き世
洞窟に涛音高く渦巻いて朝

風紋を縫う烏の足跡世

仲麻呂の望郷の月昇るらん男

像の団子の焼きあがる頃美

メシ・プロ・ネルと言っても居れず志

ナゥ馬肥えて曲り家の村活気づく男

日がな糸垂る公魚の湖志

年金の管理は妻の手の中に男

羽織を脱いで座に寛げる世

そそり立つ天主を仰ぐ花の雲晴

︵於・東京江東区芭蕉記念館︶

平成七年四月二十四日首
平成七年五月二十二日尾
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ハ岐阜・巴世里連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁明日秋の﹄
安藤美保捌

安藤美保
大野鵠士

ォ明日秋の静けき夜のはじまれり

夏炉大きく横たへる楕
村瀬仁子

松尾一

尻尾が背中払ふ黒牛

歌ひつっ坂道下る画布持ちて

柞紅葉を母がよろこぶ

古今伝授の秘伝廃れし士

ナォ若鮎の湖上に雨の降りつのり

五つ星なるホテルオープン

冷凍のパックで作るフルコース保

恋路ケ浜の明けし後朝仁

この夜景二人のものと環いて士

日焼けせる腰にひらひらパレオ揺れ仁

大木戸閉ざし立てる竹槍

ハイジャックされ着きし中東士
そこここに人相書きの触れ回す仁

飲み干して朱の杯の月繊し保

豊作祝ひ神楽奉納仁

ナゥ新米の食べ過ぎがもと医者通ひ仁

待合室に五十号の絵
ひかり号東京タワーより長く保

中止となりし世界都市博士

よみがへる御手植の花今盛り仁

︵於・馬籠峠桔梗屋︶

鐘も霞める遠き山寺仁

平成七年八月七日首
平成七年八月八日尾
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満月に湯の溢れたる檜風呂
バッグの隅のまむしドリンク

ワ国体の百米で優勝す
ナオミより携帯電話声ひそめ

テレビの見合ひ逆玉の輿
上の子と父が違ふのこの娘
九官鳥に﹁馬鹿﹂と言はれる

月冴ゅる良寛の書の贋を買ひ

日本海にすさぶ寒風

山裾に流人の墓の荒れはてて

指もてはたき化粧水塗る
オーダーの服は紺色花の門
野原に遊ぶ春の陽を浴び

仁一仁士保士士一仁一士保士仁子

ハ岐阜・巴世里連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃
秋む
深﹄
松尾一捌

ナォ開帳の天平仏笑みたまひ士

中止と決まるあすのミスコン保

内閣に失言議員ぞくぞくと保

三日帰れず記者である故彦

デパートで縮みの下着買ひ求めあ

縁台将棋みんな名人河内克美
夕顔が垣にまつはる鄙住まひあ

松尾一
藤塚あき子

月影宿り静まれる湖

ォゆるゆると去りゆく雲や秋深む

隠したる忘れ形見は保育園彦

平成七年十月二十八日首
平成七年十一月十一日尾

︵於・柳ケ瀬羽酒︶

春の愁ひの消なば消ぬべき美

どこまでも花の錦の絶えざるにあ

時ゆるやかに午後の教会士

つば広の帽子かぶって犬連れて保

尺八の音響く武蔵野彦

ナゥ澄む水の流れゆくまま捨て小舟士

朝露とべる萩のそよぎに仁

有明の月を眺める野天風呂士

パパと父さんまだ生きてゐる保

お化粧だけは独身と見せ奥村中

大野鵠士
安藤美保

植民地色の変はらぬ松植ゑて

探しあてたる泥鰭二匹目

清水貴久彦

士

彦

村瀬仁子
大竹恵子

監督の期待通りのホームラン

頬伝ふ汗肩でぬぐひつ

ゥ日傘さす母の姿のはっらつと

古き校舎の授業参観

偏差値の全く違ふ君と僕

保

吉心

士

伝言板に見えぬ心ょ

ゴーストとなって殴らむ恋敵

仁
保

ねぢれる時間ひづむ空間

朝寝熱燗大好きがもと

恵

冴えきって全裸の月に雲失せる

我が娘昔の我に似てきたり

士

あ

彦

ディズニーランド今日もにぎはふ

パビリオン列長々と花の下
山鳥の子の光るくちばし
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関川竹四捌

す節た白光竹
ず
つ晶

江湖節を節晶江晶節湖を四江子を女湖四

八八戸・八戸俳譜倶楽部嘘

﹃杁宿﹄
床の間にうみやまのもの杁宿

雪解雫の絶えぬ軒の端

噌りの中に溺るる園児ゐて

仰ぐ梢を風渡りけり

縄文の遺跡に赤き月昇り
岳よりの風心地よき秋
ゥ産土の森に夜どほし虫を聞き

男坂より女声して

送られて送り返して曲り角
愛のささやきあれやこれやと

隣家より豆大福を届けられ
茶飲み話は嫁のことなり
終ひ湯にひとりくつろぐ窓の月

一群黒く烏の渡れり

玄関に魚板を叩く音澄みて

形よき脚すんなりと立つ
花曇陶土の香濾はや乾き
前山の昼雄子の鳴くなり

高山大高山関
橋下橋橋田川

住專の記事見出し大きく晶

ナォ陽炎に包まれてゆく猫車を

あれこれ迷ふ文の書き出しを

タレントの恋の噂のつぎつぎに江

津軽とも斜陽館ともグットバイ節

いつまで残る駒の雪形四
訪れし賢治生家の蛇の衣湖
光太郎碑は雨に濡れつつを

がやがやと女ばかりのバス旅行江
憂き世のことをしばし忘れる節

月世界今も昔も兎ゐて湖一
冷やかにゆく僧の足音晶

ナゥ蓮の実の飛んで寺内の鎮もりぬ湖一

夕日を背ナに子の帰りくる節

チョコレートの甘き香りを口許に晶

円卓囲む誕生の宴江

︵於・山田光湖宅︶

満開の花の続きを土手八丁湖
かすみにまぎる橋の欄干・を

平成八年三月十日首尾

２

山輪出口

八松本・花野連句会ｖ

小出きよみ捌

五感も凍る今朝の気温に英

ナォ被災者の仮の住居の冬の舟翠

バラバラ死体秋の風吹く同

鈴握って神の御前に手をつなぎ栄

山あきらかに空気爽やか英

草むらを犬が蹴ちらす月明裡翠

輪入リンゴを一つもとめて栄

ナゥ米塩の資にこと欠かぬ程の貧み

雪嶺染める春の夕焼栄

むくつけき漢が花の淋しさ言ひみ

︵於・㈱長野ソーマ会議室︶

平成七年二月十一日首尾
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二十韻﹃長閑し﹄

カーテンの傍にゐて長閑しや

窓越に見ゆ踏胄の人

子み子
み翠英栄英栄

英き栄
よ
翠

漣に散り込む花のきりもなし

こどもの国は鳶の輪の中
ゥ夕薄暑月の白さに畦を行く
夜店で買ひし指輪貰ひて
かりそめの約束水の泡と消え

消ゴム丸く使ひ込まるる
ダイアナ様は昨日お帰り

菓子茶碗ポットに急須テーブルに

布大小川

八松山・祓川ｖ

歌仙﹃新樹﹄
瀬戸の潮分てる島の新樹かな

夏の浜辺に網を引く人

手仕事好きのパッチワークよ

とある昼茄子漬けの味噛みしめて

今日の喜び招く白菊

趣味とする月蝕観測望遠鏡
一寸五分笑まう佛に妬矧鳴き

聞きし噂が気になり始め
めくるめく恋の名残りのキスマーク

黒田耕三捌
鈴木春山洞
井門可奈女

春

倉本淑女
中出夢女
豊島呑烏
可
淑

夢

女人等を八丈島へ運ぶ船

呑

児玉凡松
黒田耕三

暗がりでするバックスタイル

寝られぬ中に歯ぎしりの音

春
可

芝居の幟たてる村里

凡

夢

淑

闘鶏の負け鶏に花散りかかり

耕

雪催ふ月の光を踏みならひ
平湯湯治は炬燵にもぐり
忠義者旅先からも葉書出し

利休閑の雨霞み見ゆ

ナォゅくりなく煙草吸ひたる春の昼呑

瑠璃光寺塔立てる杜なり春

ピルの間の小道を通ひ塾にゆき可

きめのこまかき学習を受け淑

凡

くらの鳴きひそめる磯のさぐり漁夢

涼を取りゐる双ロ乳豊かに呑

どっかり腰を据ゑて口説きぬ耕

二階から覗く男の目のやりど

手に手を重ね約束が出来可

糠袋提ぐ温泉︵ゆ︶帰りの艶きて春

きりたんぽ焼く孫情ゥ厚く夢

溺愛の末娘愛づ鎌の月淑

緋縮緬蹴るフラッパーなり呑

ナゥ木綿蚊帳もぐり込み来る髪匂ひ凡

水俣病も和解に達し呑

リスボンの友へ文ミ書き涙ぐみ春

室内にひらひら花の舞ひこみぬ耕
抜け参りとてふたり連れなり可

︵於・愛媛県生活文化センター︶

平成八年三月二○日首尾出勝
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八松山・芭流朱連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃春田﹄
見はるかす城山低き春田かな

遠来の客迎ふ草餅

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

今井比呂夢

浅木一耕
梶野浩楽
山本青芝

進学の娘の仕度忙しくて
バースデー忘る電話ありけり

一月

浩

春

ギター弾く姿を照らす窓の月

桐一葉舞ひ落つる様見す
ワ鴫猛る土佐への峠越ゆるとき

後ト髪ひかる思ひつのりぬ
肌ェまで白く塗る妓︵こ︶の香に魅︵ひ︶かれ

上
上
春

ひとりしみじみ味はへる酒

帰りともなき村里へ辿る道

浩

事件続きて世相険しき

春

比

青

摩天楼中天高く月涼し

夏水仙を自慢してをり

久美子同棲Ｆ１選手

浩

民放のクライマックスコマーシャル
ごノ︑み

誰優しきうららかな町

国宝の仁王のおはす花の寺

ナォ﹁村上﹂の蜷の佃煮懐かしぐ高橋蘭水

テレビの囲碁で打つ手考へ比
暗闇の魔物を拝むオウム教青
九十九島を廻る船旅

讃岐うどんの湯気立っを食︵は︶み浩

吾も亦岬の畑に麦を踏み春

蘭

艶歌の女︵ひと︶のチャーミングなる比

避難所に無きプライバシー悩みをり藺

蔀を挙げて眺むかなしさ春

お妃へ千年の恋衰へず胄

蜥蜴の穴に入る頃なり

月蒼く峡の瀬音の激しくて

俄か成金数奇屋造りに青

ナゥ障子貼る老爺わびしく社ｐ守る浩

プロ野球始球式有紀輝きて春

暖簾くぐりて岬るチューハイ

場所取りが寝そべってゐる花の下藺

道後温泉暮るる永き日

︵於・松山市本町五丁目プランタン２Ｆ︶

秤鰄錐舜唾胆窄甲雷出勝
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八松山・芭流朱連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃水中花﹄
トーン低う騒ぐ声や水中花
梅雨のルームに集ふ連衆
のんびりと市内電車の走りゐて

港坂道曲りくれくれ

ナォ紫雲英野に遊びし頃を懐かしみ浩

コメの支援を願ふはどちら青

揮拾ふ夜の出来事春

客人にエビでタイ釣るためしあり藺

鈴木春山洞捌

音立てて咲く夕顔の花比

︵於・松山市本町プランタン２Ｆ︶

秤睡吐舜誌朋一峠印霊出勝

参道を飛ぶ仔雀の群れ比

三重の塔聲え建つ花の寺

反戦決議右に左に蘭

眼も空ロ美女のバストに魅せらるる春

古都の茶房のＢＧＭに青

精霊舟の波に揺られて
ナゥかりがねに八幡太郎教へられ浩

島々の姿を照らす海の月比

壁に耳ある相部屋の景春

安宿のアダルトビデオつけながし蘭

息もつかせず口を吸いたる浩

薄闇に白き項ジの著︵しる︶くして青

眈川の鵜飼を友に誘はるる
鈴木春山洞

梶野浩楽
浅木一耕
高橋蘭水
山本青芝
春

仕事終へ腰伸し仰ぐ月明かき

狭庭の隅に聴くちちろ虫

浩

クロワッサンに娘群がり
主旨

藺

ワ十和田湖を焼る紅葉の綾錦
寄り添へるフェリーデッキの影二つ

湯上りのままいだかれてゐる

春

藺

浩

みちのくへ寒月の旅立てる街
囲炉裡囲みて酒飲み交はし

春

青

公約守り都市博中止

大いなる鏡の中に吸ひこまれ

ルックス落とし紫煙渦巻く

比

お立ち台キューバのルンバ最高潮

花吹雪辺りの路を白く染め
母の作りし独活の和え物
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八松山・芭流朱連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃良夜﹄
海鳥の鳴き渡り行く良夜かな

寄せては返す秋磯の波

名残り茄子辛子漬けする妻のゐて

日課の散歩今日も元気に

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

山本青芝
高橋蘭水
梶野浩楽
浅木一耕

ナォ春団蘂居らねば困る舅の座春

婦人会議は北京郊外青

嗅天下八つあん熊さん身を縮め浩

世相を嘆く癖が身につき

面河渓賞づる遁遙蛇を叩っ藺

里遠ざかる栗の花嗅ぐ

リボンで結ぶ交換日記春

ゆく雲に託す想ひの限りなく浩

アイドルの甘きマスクに魅せられて胄

脇見運転衝突の惨蘭

キャッチコピーに編者は賭けぬ青

花吹雪キャビア一皿酒もあり蘭
夫婦連れなる旅のうららか浩

︵於・松山市本町プランタン２Ｆ︶

秤率碓痔一軌朋一一都叩雷出勝

句寺1

すててこで下手な演歌を口調さみ

吠え続く犬がうるさき月蒼く春

燈火親しみ史書を繕く浩
宇宙の業の虚々実々に青
青
浩

春

わだつみの果てより津浪婁ひたる

今井比呂夢

﹁ついて来い﹂女に男﹁やったあ﹂

蘭

バイオ利用のトマト鈴成り
ゥ強行すムルロワ環礁核実験
おずおずと及び腰にて接吻し
脂粉の香りバスタブに満ち

上
上

青

ナゥ気がつけば蟷螂斧を振りかざし蘭

石庭で禅の境地に思ひはせ

春

修験道場大台ヶ原

凍て鯉を釣り戻り竿置き

比

浩

藺

疾く暮れし風も吹き出し冴ゆる月

西東タクシー飛ばす酔っ払ひ
テレビ﹁吉宗﹂視聴率上げ

木の芽和へにて味を楽しむ

名園の池の面に浮く花筏

−星／1−

八松山・東松山連句会その一Ｖ

五嘘歌仙﹃伊予言葉﹄

糸瓜忌や今は昔の伊予言葉
しみじみ賞づる立待の月
黄落の庭に句作の人もなし
辞書と眼鏡は電話器のそば

事にかまけて家に籠れる

渡部伸居捌

居

渡部伸居
土居栗
倉本担石
菊野晄子
重松冬楊

ナォ休憩時でし草餅のよく香り

手掛け鉋の切れ味の音

徒弟から叩きあげたる五十年

教壇にたち熱き問答

女心を頓にくすぐる

北窓は緑したたる山近く
ゴルフ場にも蝉の声満つ
腕前は人なみ抜いた男振

恋ひ焦がれまたの逢ふ瀬を楽しみっ

帳簿つければ鼻唄もでる
とう

峠三里源太桜の花吹雪
遙かに遠く霞む町並

秤鰄皿雰一一朗三一明露文音
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梅雨めく日囲碁のクラブヘ引き込まれ

栗

もぎたて市を開く相談

民話の邑に鹿も登場

なけなしの金ネ株に注ぎこむ
灯の気なき家照らす月青く澄み

晄

石

ゥちびちびと独りの御神酒度を越して

楊
栗

ナゥ草風着きたるままの脚を投げ

惚れたる彼の夢にさすらふ
焼き捨てる夫に秘密の文の束

子より来し名古屋きしめんヒントとし

持病の薬常に懐中

石

居

月冴えて見渡す限り雪野原

晄

雀も鳩も一斉に翔っ
横町の町内会の布畦旅

この奥行けば熊も居るてふ

栗
石

楊

村営の瀞泉に伸ばす節々

居

享保の餓死供養塔巡拝し

まだ花も花観る客も疎らにて

春の国会住専で操め

栗楊晄石栗居楊晄石栗居楊晄石栗居楊晄

八松山・東松山連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃双夕海﹄

森本蛍

森本蛍子捌

双夕海をへだっる岬や初凪す
池川水

高瀬昭小

野間予

御慶を交わし出づる漁船
蛸壺を片づく蝿かぎろひて
荻山幸

ナォ噂の遠く近くにまどろめる

新党結成百家争鳴

黒煙を吐きっＳＬ近づきて
何度言ってもやめぬ寝莨

風邪ひきて舞のお稽古おろそかに

炬燵を守れる半眼の猫

飛び込みし宿古めかし軒行燈

端布をためて座布団を縫ふ

刺青の手で胸をまさぐる
女房の糖味噌漬の味に惚れ

宅急便で届く里芋

観月の準備は総て整ひし

水神祭へ供ふ湧水

ナゥいつからか富士頂上に秋の雪

ふうわり浮かぶ雪の真白に

複式となりたる村の小学校

花万朶仰ぎ仰ぎつ通りぬけ
遍路発ちたる寺の静けさ

秤鰄叱癖︒朋三↑申露文音
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ふわりふわりと蒲公英の紫

湯上りのはだにそよ風月朧
刻を忘れてお茶を愉しむ
ワ試みに習ひはじめし革細工
ウインクをして知らす逢引
不倫妻夫子わすれてパリ旅行

薄闇の中蛍飛び交ふ

祭笛かすかに聞こえ来たりたり

小遣ひ握り駆ける童ンベ
稲架並ぶ棚田を照らす月の光ゲ

焼松茸を酒の肴に

皮算用ではじく電卓

極楽はかくや目覚めの爽やかさ

ポニー草喰む春の草原

金髪へ花びらひとつ受けとめっ

水予蛍照幸水予蛍照幸水予蛍幸子穂志子

照蛍幸水予蛍照幸水予蛍照幸水予蛍照幸

﹃初懐紙﹄※

八川崎・菱の実会ｌその一Ｖ

﹃歳旦三つ物﹄

未来を託す幼な双

蒲原常盤

若松照代

加藤亀女

中尾青宵

﹃表合せ十句﹄

春着をからげ走る凧揚げ喜八郎

あらたまの花の笑みなる嬰の尻胄宵

行く国の言葉手帳に書き留めて逸朗

友への土産軽き焼き菓子圭蒐
山の端に月のぼる頃銃火止み清

風分く野草すだく虫の音満水
句に惚れてやがて恋仲菊枕朗

握る手うれし宿の裏の瀬情
残雪を望み粛たり卒業歌蒐

︵於・菱川クラブ︶

一弧のうちに帰雁隊成す郎

平成七年一月九日
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半世紀平和言祝ぐ年始か
山陰に鳶の羽ばたく音のし
虎口より清水あふるや初明り

樹々靜もれる淑気満つ庭
春暖艫トランプシャッフルあざやかに

吉数の七となりけり大且
破魔矢持つ子へ翔びし神鳩
のどやかに﹁花月酒﹂の歌よみて

初東雲瑞気満堂祷る
誠こころに華甲双
価嬬と謎嬉のみを引っ提げ

て六な

て六哉

ハ川崎・菱の実会ｌその二Ｖ

獅子の子﹃鐘朧﹄

春の日傘を二人三人

鎌倉に香屋あるらむ鐘朧

蒲原常盤捌

清

加藤亀女
中尾青宵
大木圭蒐
関戸逸朗

常

黄水仙一輪がよき窓の辺に
カレーチャーハン男厨房

︵於・菱川クラブ︶

燗漫の花にチンドンコンクール盤
橋のたもとで注がる拘杷の茶宵

平成七年二月十五日首
平成七年三月十五日尾
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帰省子のトランク一杯汗のシャシ

ほろりと落ちる蟹の片爪
影日向あらず優しき姉女房
抱かれ上手になった僕ちゃん
野良猫のボスであったは何時のこと

そぞろ寒きに球を只だ蹴る
出稼ぎといふ人濡る易秋時雨

外の同の揺れる踏み坂

月待つ寝覚めこほろぎの鳴く
都会しか知らねば田舎恐ろしく

リストラに逢ひ慣れぬ手仕事

大道を免許の要らぬ耕うん機

雪払ひ岩間に誓ひ埋めたる
前髪剪って仇を討ちに出

蒲西
原関

宵朗清蒐女宵朗清蒐盤女清盤

八川崎・菱の実会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃荒梅雨﹄

賛の飛魚を陰す破小屋

荒梅雨をかこつ鴉は子連れかな

色変る石のなんとも面白く

加藤亀女捌

野田満水

寺田喜八郎

加藤亀女
中尾青宵
西関清
関戸逸朗

菊人形を急ぎ仕上ぐる

女

大木圭蒐

泡しみ入︑と自服する午后
堯内には賞月会と記しありて

嫁っこ決まりまんづめでたし

ワ秋収め減法のびし顎の髭

郎
清

宵
朗

未だノ︑声の掛かるマネキン

壁の隙間に鼠顔出す

姑めとなるも齢は四十前

バーベキュー小便戻れば残り無し

ふと浮ぶきのふの負けを戻す案

隠亡堀ゆく呼ぶは誰ぞや

若松照代

宵

満

八木紫暁
蒲原常盤

語り部のくぐもる声に東の月

閻僚替へて恩の安売り

蒐

カラオケにすべてを忘れ花の宴

温室の瑠璃開けて春光

平成七年七月十四日首
平成七年八月十五日尾

︵於・菱川ヶ色フブ︶
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八東京・Ｐ罫句抑弘岬ｌその一Ｖ

歌仙﹃紫陽花﹄

遊覧船が残すさヌなみ

曽我部雅辺捌

海野海砂
佛渕健悟

辻杏奈

風間とんぼ

滝沢満越
杉浦兼坊
木原閑幽

紫陽花や胡座ゅるさる勢門徒衆
つゆの晴れ間に済ます家普請
耳聡きハスキー犬の尾の揺れて

囮の篭をしまひ忘るシ

恋が弾けるレモンスカッシュ

越

秦野桃子

新しぼり酌みつ塾をれば宵の月
ゥ爽やかにサッカー少女シュート決め

一匙の媚薬盛りたる熱帯夜

越
砂

幽

悟

林宗海

難民船を今日も見送る

坊

合はい帳簿に眼鏡取り替へ
創業の家訓に俳譜法度のこと
ペドロ神父の好きな河豚刺
冬月にロックのビート驫かし

革命の歴史遙かに国荒れて

悟

奉示

砂

やじろうべゑはかしぎ癖あり

熟寝して花の夢みる花疲れ
羽化やり遂げし蝶に喝采

ナォ大凧にクラスみんなの似顔描きぽ

酒道入門味鮴にはじまる砂

つい癖で三三九度をぐいとあけ奈

消防団の芝居佳境に砂

くるくると回る理髪屋ねぢりん棒幽

おきなまるてふ宰相の顔悟

資朝は徳のたけたる猿を引き坊

片袖時雨過ぐる橋詰め砂
独り子の野辺の送りを営みて海
丸付けをする西側の窓悟
秋の扇と情の捨てごろ砂

越

月明り崩ほれてゆく眉の青有耶無耶

原発誘致決定となる越

ナゥトトロ乗るバスストップに木の実ポロッ

筆運ぶ九谷の皿の持ち重り海

床上げしたる母の軽口悟
こちの訪なふ友の学舎幽

一

花しづか復興の燈は小さくも曽我部雅辺

蓉鰔礒︾缶朋二粁垂朋雷電脳文音

︵於・呼沌訓諏趣鄙ネットワーク﹄
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八東京・Ｐ誕卸抑弘邸ｌその二Ｖ

歌仙﹃ぢいちゃん﹄
海野海砂捌

ソーダ水泡の音してストローに

イカロス翔べや巣立て子燕

岩上釣

杉浦兼

有耶鉦小

海野海

林一示

商売繁盛客が途絶えぬ

ナォ鮎の子の跳ねる川辺の人影に幽
火急の用と早飛脚来る曽我部雅辺

何ぞおかしなものを食うたか坊

きのふよりごろごろと言ふ富士の山悟

目覚むればザムザ巨大なざざ塁に耶

待降節とて村は賑はふ那
初雪を払ひ落とした黒
外套幽
夢二の憂ひ潜む君めが眸辺
さやぐ篠原ささ藪の中耶

地獄まで連れむと女奪ひけり奈

名月に間に合はせたる一節切悟

敬老の日なぞ祝ォて呉るるな坊
ナゥ痩せ土の葡萄かもして甕に蓋耶

迷宮入りを告げる新聞幽
髪の色目の色埋める申請書那
核廃絶へ何ができるか辺
この度はチェーンレターの花吹雪奈
春も私も旅立たむとす坊

秤跡吐轌唾朋弘明壼電脳文音

︵於・やパコバ浬儲ネットワーク︶
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ぢいちゃんは元気でゐるぞ鯉のぼり

釣果なきひと日にかかる針の月

佛渕健

木原閑

浅賀丁

辻杏

原稿用紙ひらく漸寒

ゥ秋の野の紫の花忘れかね

御指貫の裾の濡れたり

馬主となればネクタイもする

とろけたる冷たき肌の雪女郎
あいすぐりんの旗なびく中
巴里祭をはるか日本で痛飲し
燐寸擦るっかのま詩人の貌をして

腰に拳銃肩に弾帯

ステディ門まで送る春月

国胃穴ｓ吾①甘目愚西部劇が好き

くちづけを賜へっぽみの花館
さへづり満ちて地は芳しく

奈耶那坊幽耶悟奈月幽那奈悟月坊耶砂海

八東京・Ｐ錘句抑弘邸ｌその三Ｖ

佛渕健悟捌

歌仙展睡列ＷＡＮ交歓連句﹄
盆舟やこの世の川のてらてらと

夏目素麗愉

宮内志乃
有耶無耶
日下縄文
杉浦兼坊

月を漕ぎゆく蜻蛉の群

櫨楓銀杏黄葉と踏み分けて
柑子を囲ふ庵主いづくぞ

風間とんぼ

辻杏奈
森雀鶴

木原閑幽
海野海砂

濡れ縁に茶受けがはりのミステリィ

有機栽培増やす契約

ふくらすずめの声のまぢかに
ゥ衿立てて降り立つ寒の無人駅
最愛の妻と手を取りひしやく持ち
はぢらひながらわたしばついち

滝沢満越
佛渕健悟

文

心太黒蜜で食ふ下戸の月

越

区役所の裏に漂ふクレゾール
マネキン搬出夏のバーゲン

解脱したねと尊師よろこぶ

乃

砂

奉示

幸せは同じ病にかかること

曽我部雅辺

インターネット今日も込み合ひ

両手に掬ふ蛸糾生るる水

亡命のラストボロフに花便り

模造王冠鏡台の前文

ナォ春の夜の朝まで続く夢覚めよ坊

腰巻き解かぬままの六法文

魚鱗図をとみかうみする博徒連耶

萬聖節の仮装とりどり砂

明月にワインの栓をポンと抜き幽

小式部のやうな瞳の濡れてゐて浅賀丁那

あすも逢ってと書いた丸文字文

リストラでサービス残業忙しく吉澤蘭石

西ウイングにキャンセルのあり乃

初景色大喰ひ列島にぎやかに耶
去年の蕎麥を餅で押し出す砂
ナゥ宰相の器問はねばある在庫奈

爪に点したあかり消す風文

あやとりの糸のもつれに吾子は寝て幽

猫に厨の出口あけやり乃

人住まぬお化け屋敷も花は咲き坊

うすむらさきに古都の飴蕩砂

秤鰄此︾ユ朋什醍明澪電脳文音

︵於・呼沁訓卵睡儲ネットワーク︶
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八二見・日の出連句会ｌその一Ｖ

山根於京捌

山根於

松井郁

中井信

信郁於野卯野信径於正郎郁信於郁子京子

半歌仙一砂日傘﹄

御塩屋のうしろは渚砂日傘
ひそみゐる蟹つつく少年
湯上りに糊きく浴衣くつろぎて
なみノ︑とつぐ手焼きぐい呑

門限はとうに過ぎたる月の道

御辺卯

中津秋

平成七年八月二十二日首

平成七年九月十九日尾

︵於・山根於京宅︶
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懸崖の菊駅に飾られ

ゥそぞろ寒ロッグハウスはすでに炉を

人さまざまに恋もさまざま

總裁戦は肩すかしにて

こみ上げる想ひの丈をやつと告げ
レーシングカー追ひつ追はれつ
すっぽりと衣を脱いだエビフライ

正

秋

極寒の月を見上げる庫裡の縁
猫を抱くにマスク掛けをり
バッハホール熟年コーラス喜々として

伊勢路の果ての峠険しく
花吹雪宇宙遊泳さながらに

入園式の返事大きく

中
世
古

八二見・日の出連句会ｌその二Ｖ

於郁秋卯卯野信卯郁信卯郁信於子子京径

山根於京捌

信郁於卯

半歌仙﹃かりがねや﹄

かりがねや渦より出づる潮佛
開かずの木戸に月蒼く射す
赤い羽根ベレーにつけてにこやかに

新感覚の若い俳人

中松山御

中津秋

平成七年十月十七日首
平成七年十一月二日尾

︵於・山根於京宅︶
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たぎる湯の音のみ点前手際よく

猫は炬燵をひとりじめする
ゥイヤリングどこに落として来たのやら

ストリートダンス噺す小娘
触れ合はすカクテルグラス深い仲

野次馬分けて救急車着く
屋上に稲荷の幟はためきて

初入幕で勝越しの汗

産地直売米は自由に

月涼し池のほとりのコンサート

新調の靴春泥をゆく

三千円修学旅行のお小づかひ
風翔ちてたちまち花の綿帽子

富士の裾野に霞たなびく

井井根辺

八神戸・ひよどり連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃シャンデリア﹄

シャンデリア眩しと秋の鈴とほる

まどかに出でし鱈織の月
一望の焼跡もずの声高く
見知らぬ人に貰ふ餡パン
草笛の節とぎれとぎれに

荒木忠
品川鈴

さきもり
ナォ
防人がゆきし趣眸は橋霞み

富士の裾野に隠す毒ガス

読む度に﹁アンネの日記﹂切々と

人形館を町に開きて

よシつらく

砿紅くなりぬ花火の璃略に

ほのと匂ひて夜濯の脛

蒲柳にて微熱ありてもひた尽し

芭蕉十哲雁渡る頃

スケッチ帖もちて旅立つ
仁平先生と出会ひて半世紀

秋の蝉鳴く笠松の幹

月の影溜まる矢立の墨壺に

パンドラの箱ひらかずに置く

ナゥ肥えすぎの鯉が跳ねては餌をねだり

舂雪消えし里の玻璃窓

登り窯おろちさながら火を噴きて

百千烏とて琵副の縫

まぼろしのひそと佇む花の下

秤鰄珪︾十一朋程明雷文音
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絵筵にままごとの貝くりひろげ

お諒駕籠に棲のはみだす

ゥ漆芸の気品漆る典書台
酔ふた振りしてしなだれてみむ

夢うつつ歓喜仏を彫っている

繕ひきれぬ靴下の穴

連休が明けて積れるゲラの山
冬の月何時ものピルの除かれて

おでん屋台の並ぶａ界隈
碧眼に映る磑磑嶺ａ如
の雪
八ヶ国語に俳句訳せば

花蔭の縁に出したる志野茶碗

都踊りの揃ふ反り指

鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠子男

忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴忠鈴

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃金鱗の鯉﹄

ナォ春の宵ほどよき酔の馬鹿噺

慣れぬ正座にしびれ切らして

オープン戦は一位阪神
特選の綴れ錦に息をのみ

浮世絵にみる恋の憂ひを

週末は拭き掃除する念入りに

品川鈴子加朱

永原貞子
岡田芳子

受話器とる地球の裏の彼の声

お祓ひの神鈴の音ぼたん雪
少し目深におしやれ冬帽

若草萌ゆる野点の茶席
小原みどり

清水千枝代

金鱗の鯉より春の動き初む
独り暮らしも楽しからずや

永き日を繕ひ物に時すぎて

心静かに写経などせむ

丑三つの牧舎に懸る鎌の月
蛾眉のおかまが持つ秋扇

選挙近づく東奔西走
芳

ナゥさんま焼く煙に苦情云はれつ蛍

貞
み

敷きつめし落花の道は鴇色に
ひばり揚がれる特攻の基地

秤鰄畦蓉垂朋十個甲露文音
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森倭子

千

店仕舞ひ立ちゐる旗のうらぶれし

松手入れせし香り漂ひ

頭文字のみ書く日記帳

貞

灯を消せば射し込む月のさやかにも

還暦の夫婦揃ひのシャシ紅く

倭

ゥ故郷の葡萄を賞味してをりぬ

いつもの混雑ディズニーランド

み

恩給ぐらしの湯治約束

復興へ神戸市民の意気高し

千

倭

芳

とどめの雫線香花火

先づ僧が撞く鐘の開眼
涼風の海峡越しに月仰ぎ

地下鉄に思ひもかけぬ妖気立ち

貞
み

芳

小説もどき現し世のさま
花の土堤足どり軽き若人ら
紐つけしまま揚がる風船

貞み倭芳千倭貞千み貞芳み倭芳千倭貞千

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃鐘撞くや﹄

赤き樺で茶摘み始まる

鐘撞くやしばらくは揺る春の山

クラス替へ少女の声が畷りて

今日の休みは読書三昧

品川鈴子捌

花房八映子

菅原星夫

初田隆一

朝倉晴美

ワ秋鰹ほんの少しを買ひ求め

高き梢に熟・れる銀杏

八

晴

隆

会館のひらかれぬまま月昇り

オートクチュール帽子華麗に

隆

星

女房の級が増えてもまだ元気

星

晴

八

あの人なのよ目くばせをする

隆

ワイキキのスイートルームを予約して

高利廻りの転換社債

八

傾きし屋根の覆ひに初夏の月

辛ロビ−ルー番搾り

星

隆

西域は遙なるもの郁夫展

歩け歩けの通勤躯歌

星

晴

紫雲英田にいる猫の胴長

花冷えに心ひきしむ阿弥陀蕊

ナォ淋しさのとどのつまりは花菜漬八

ジミー原田はジャズの神様八
やうゃくに全線通じ新幹線星
便りが遅れそぞろ気になる晴

繰り返す小学唱歌冬景色隆
珈琲の匙沈めゆく寒林に星

電話のベルに胸ぞときめく隆

ガンガにサリーひらりと子沢山八

夜景に腕をゆっくりと組み星

どの恋もそう変はりなく終はります晴

ホームレスよさこい節を月の浜八

不揃ひばかり青き瓢箪隆
ナゥ新しき前掛にかへ地蔵盆赤木真理
欠席届け理由告げずに星

擬音のとだえて久し越の国星
いつもいつもの波打ち際は晴
産土の昔のままに花咲きて隆

平成七年五月十四日首

︵於・鳴尾会館︶

頬白チチチ今朝の一番晴

平成七年六月二十五日尾
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ハ神戸・ひよどり連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹁案山子﹄
考へる案山子が立ちて農学部

品川鈴子捌

芳

岡田芳子
今井わこ

古林田鶴子

梓ちえ

アイロンかけるエプロンの袰

大津泰子

月の明りに夫の犬失せ

宿題をどっと持ち込む夏休

ち

かりんの実漬けてわが家の良薬に

プール通ひにうつ塾ぬかして

芳
わ

妾宅といふ黒き高塀

ゥ古傷の痛し痒しや胸のうち
言葉秘め想ひ抑へてガレの壷

泰

芳

芳

ち

芳

園のパンダにほっとひと息

長身痩躯ふるひつきたし
大臣の椅子を手離す二億円
冬の月さす広きリビング

風邪除けに健康食のモロヘイヤ

ち

田

芳
芳

同窓会しあはせの村借り切って

春を惜しみて堤たどれば

肌に添ひたる絹のブラウス
日曜のチャペルの鐘が花の中

ナォ猫の仔に客は長椅子あけわたし田

各国主脳関西に来る伊

漸く並ぶパエリアの鍋林伊都
三日目に名を思ひ出す斑ぼけ田

捻れ捻れて王室の恋芳

だし抜けの打揚花火お祝いに泰
夕涼みにはスクエヤダンス泰
送られてそっと口づけ曲り角田

甘さ苦さの佳きチョコレート泰

気まぐれのハートトランプ占へば芳

皓々と七堂伽藍月明り芳

霧とび去って迫る連山田

予定日過ぎて出るに出られず伊

ナゥ水澄みて厨しごとのはかどりぬ田

ＮＨＫ選者の顔を見届けしち

ジョーク上手に異人タレント伊
花の昼満ちたる潮に銅鍵ひびくち

平成七年十月十九日首

メッセージつけ飛ばす風船

︵於・阪急百貨店連句教室︶

平成七年十二月二十一日尾
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村木佐紀夫捌

夫青夫胄夫青夫青夫青夫青夫胄夫青夫青

佐冬
紀

木藤

八大津・広野連句会ｖ

歌仙﹃アキレス腱﹄

言葉にならぬ空蝉の瞬

父の日や誰にでもあるアキレス腱

国破れ残る山河の儲らえて
とにもかくにも朝の茶柱

ナォ天災の次は人災別れ霜
裁判に負け払う慰謝料

ご新造とて他人羨む

助けるも捨てるも医師の判断に

すぐ売り切れるあの週刊誌

産まず女を石の女とよくも書き

素粒子論のとんと解らず

空間に重力ありて冷奴

日暮れて山を下る溌寿毒

ミニマクロ鳥獣戯画に集約し

湧つ

杉の実はぜて板庇敲っ

うしろ指さされて仰ぐ七日月

ナゥ過疎の村霧の気配に秋深み

刻のすがたで風は過ぎゆく

右若狭・左は八瀬へ鯖街道

＃
ちじ
金
売り吉き次
がお供して

何もかも夢となりゆく花の鬚

ふらここ遊ぶ老人の昼

秤轆吐等十弐朋十垂串露文音
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うすうすと茗荷の花に映る月

早くも雁の渡り来るかと

指からませて駅裏の道

ゥ赤提灯賑わいはじむそぞろ寒
転勤の決まりしことの云い出せず

眠れぬ侭に夜を明かしたり

切り岸に半ば崩れし薬師堂
効くか効かぬか議鍾の識
こともなく夜咄しの座を勤め終え

猫と炬燵に窓越しの月
本箱に四十八手の秘蔵印

こぼれるように揺れやまぬ枝

路地行燈石に置きたる花の宿

都踊りの噂ちらほら

村伊

青夫青夫冑夫青夫青夫青夫青夫青夫青夫

ハ藤沢・藤が谷連句会ｌその一Ｖ

半歌仙﹃冠木門﹂

井上南果
橋本満喜
橋本六三
藤田克子

中島啓世捌

山本八乃子

冠木門霜除けまとふ蘇鉄かな

名物饅頭すぐに売切れ

牧岡歌子

落葉踏む音いとしこの道
桟橋に釣人あまた並びゐて

坪庭に聞く蟠蜂の声

満

南

ぽっくりの鈴に都の月昇る
ワ吾赤紅活ける小振りの青磁壷
万葉仮名であらあらかしこ

Ａペックどこの国にも事情あり

鎖かなしき初恋の犬

啓

中島啓世

克

歌

八

物乞さへもバイリンガルで

満

悌のたゆたふてゐてひた燃ゆる

ぼけ進み物忽然と神かくし

一ハ

南
八

月中天に鮎の宿なる

昏れぬまま白夜の国に船の旅
雀の仔らにえさをまくなり

克

花万朶筵に酒も廻り来て

鐘霞む中ともる篝火

平成七年十一月十七日首尾

︵於・藤沢藤谷橋本家︶
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八藤沢・藤が谷連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃枝垂梅﹄

山本八乃子

橋本満喜
橋本六三

橋本満喜捌

土ぐるぐると育つ物の芽

枝垂梅ゆく人希に旧街道
初虹の彼方に望みいだくらん

井上南果
藤田克子
牧岡歌子

俳画楽しむ筆の勢

公園に色烏の来て日曜日
招かれてゆく月の宴に

南

見目よくも金がなければさようなら

歌

克

一ハ

ゥただ嬉し孫の土産の新走り
天使の像に似たるあの女

円高差益バーゲンセール

中島啓世

八

啓

歌

南

満

克

八

一つ火の太鼓間こゆる遊行坂

岩場の釣りに躍る銀鱗

月のぼり仕舞ひ忘れし砂日傘
スニーカ引かけ青林檎食む

大黄河海の色分く情と濁
ひとつ覚えのふる里の歌

花更けて入間の大名逆さごと

野立の席に舂蝉の鳴く

平成七年三月十七日首尾

︵於・藤沢藤が谷橋本家︶
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ハ仙台・北杜連句塾ｌその一Ｖ

歌仙﹃大首絵﹂
狩野康子捌

ナォ蛤の汁ふくませしお食い初め昌

無垢に近づく瞑想の僧て

タクト置く哀しみの余波レクリェム昌

水晶柱は透けて紫洋

隙間風未来都市絵図震わせて弓

秋田てる子

垂石よう子

※ゴールデントライアングルそよぐ夢弓

愛くれし君を悪女という勿れ康
﹁あの首取って﹂姫の恋文昌

兎の穴につまづきし技師よ

別れ霜百名山を踏破して
熊坂昌子

狩野康子

電話をかける無人駅から

て

谷田部弓子

ほつぼつと灯る教室月やさし

松ノ井洋子

あいや暫贈る春興

円周率に合わぬ文旦

よ

弓

デェフォルメの線うららかや大首絵

ゥ深む秋桂に一刀うち下ろす
色槌せつつも切れぬ面影
軒と軒触れあうほどのニュータウン

洋

て

洋

︵於・谷田部弓子宅︶

※東南アジアのヘロイン生産地帯

平成八年四月十五日首
平成八年五月二十日尾

銘なき剣ながむ朧夜洋

娘士軍碑は苔むして花埋み弓

南部魂託し続篇て

ひた走る聖火にドラマアトランタ昌

報道局の倫理さむざむて

ナゥ中吊りのお神捧読すぐに盗まれて弓

魚藍に落鮎少年の腰よ

うっちゃりで水入り相撲けりがつき洋

月の運河にジャンク乗り上げて

気がつかぬおっとり彼がはがゆくて

灰皿だけがぽつり出窓に

日日

夏の月いつの頃から犬歯持ち

よ

シャール・ウィ・ダンス？輪に誘い込む

かはほりの森勝喧嘩なり

日曰

て

まず杯を空にするのは妻の方

よ

洋

二世事務所にうからやからが

瑞穂の国の桜散る頃

花手柄思惑篭めて座りこみ
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ハ仙台・北杜連句塾その二Ｖ

歌仙﹃海水着﹄

木田真智子

山田史子
狩野康子

山田史子捌

口に含めば酢ゆき木毎
高橋玻斗子

海水着ないしよのごとく干されけり

ランドセル鳴らし石段駆け降りて

佐藤千枝子
玻

佐々木嘉宇

そっくり返り読み聞かす額

運び込まれる鮭の雌だけ

我が影におびえる猫に良夜なる

ゥ遺伝子の操り倦んで行く秋よ
インターネットシンデレラなり

康

史

枝

故郷北陸たまの青空

玻

手の記憶曲線いまだ忘れかね

奉納の鐘に名士の名が並び
木っ端そのまま開く弁当

宇

医者の見立ては碓伊感浄とか

真

康

真

﹁飲めません﹂雪の立札井戸の月
レンズ越し懐かしき人ふりかえり

枝
玻

玻

雨模様なりソフィーの世界
生みたての卵三つ四つ花の下
ひとり笑いの乳歯のどやか

ナォ山繭の銀糸老婆の掌に溢れ康

染み黒々と血天井あり真
跳ね橋に怪盗ルパンぶらさがる史
軽くこなして代読の任宇

酔い覚めの虚ろに蚊音まといつき枝

素足投げだし焦らす楽しさ玻

コギャルとも知らずに出向く歌舞伎町宇

執行猶予と妻の判決康

眉太の自信に満ちた肖像画史

秋思籠めたり手びねりの碗真

暖簾の﹁ゆ﹂の字風に割れたる真
小望月デカダンにとてなれもせず玻

ナゥ鶴渡る神田の幣細む頃史

舌よろこばす南仏の旅玻
少年隊も遠くなりけり枝

例の癖帽子目深に被りいて康

︵於・高橋玻斗子宅︶

花篝川面ゆらめく別天地康
象のオリ撮る春光のへり宇

平成八年四月二十三日首

平成八年五月十四日尾
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佐藤千賀子捌

か康千
ほ
賀

ハ仙台・北杜連句塾その三Ｖ

歌仙﹃梅雨のはしり﹄

丈ほどほどに咲ける十薬

腰痛の兆しに梅雨のはしりかな
流れ出すヴィオラの調べゆるやかに

葉末にひそと露のまたたき

呪文の如く身分相応

ナォ春眠の遠くに母の声があり

盛り場に今をときめく御住職

救世観音は御厨子のうち
木毎の赤き島島地震つづく

肪い解く手に汗の滴る

ゆく先は見えず人妻潜ませて
限りある身の唯に逢いたき
削られた骨からからと白き音

ひやりと匂う青銅の鼎

ほろ酔いの眼に映る月二つ

リクエストする秋のアダージョ

ナゥ染師挑む縄文の色烏瓜

柱の傷は猫の五郎左

ゴム毬の弾んで梁を直撃し
時化になるらし舶子の海

香たく部屋に迷う蜜蜂

咲きさかる花影放談暮るるまで

平成八年六月十五日首

平成八年九月五日尾

︵於・佐藤宅︶
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湖に向ってパジェロ発進
ふり返る森月光の中にあり

ゥ外堀の石垣に沿い茸市
艶やかすぎる女に用心
隠し絵の犬ふえて七匹

禁断の想いに夜半を持て余し
小人らの滑り台なりピサ斜塔
旅の荷物を振り分けにして

凍月に行手惑わす道しるべ
密猟ならん鴨の飛び立つ
もてなしは自稻グルメの腕まくり

天目茶碗目利誉め上ぐ

花大樹紅したたらせ古戦場

一陣の風すぎて麗か

足狩佐
立野藤

か康千か康千か康千か康千か康千る子子

康か千か千康千か康か千康か千康か千康

八東京・松喜久会ｖ

歌仙﹃梶の葉﹄

泉櫟た刀せ

岩崎泉渓捌

っ
だ

梶の葉に思ひのたけを女文字

いつかかすれる有明の月
高層街薄ひと叢生へもして

原生林にほっと息つく

またも荘子を讃み直したく

ナォ倖せは栄擢ならず蜆汁

ロココ調椅子にワインでくつろぎて

いさかひ解けて直す口紅
洗鯉墓に老いを笑ひける

すだれ越しなる京の山なみ
押し寄せる人の流れに浅草寺
手に手を取って横道にそれ
予﹂

汁粉屋の娘にボートメンみなこがれ

吾妻橋へと耐ゆる力槽

大新に大利根の月射し込みて
葭をかきわけぬっと小坊主

ナゥ秋の陽は釣瓶落しに山かげに

今も尋ぬる埋蔵金子

江戸の俳書を拾い讃みする
その昔逃げる旗本かくまひし

掘りおこせ薄墨桜目印に
村人の声ひびきのどかに

平成六年九月五日首

平成七年五月十六日尾

︵於・文訶社︶

−292−

ゆらゆらと派手に練り行く風鈴屋

そっと呼び入れ麥湯もてなす
ゥはからずも眉毛の主が人気者

昆榊の佃煮にほふまちなり

髪乾かす間爪弾きて待つ
忘れじの浜町美人大薩摩

故郷の人なき家に藏二つ
淡き灯ともる駅に降り立ち

演奏会終へし古城に冬の月

霜枯れ峠猿も巣籠り

文化勲賞断りし快

缶詰の話題作家は丸眼鏡
花の乱都大路を我がものに
清貧久し今日も茄子播く

岩中小中諸
崎島倉原戸

た禰せ渓郊た禰せ渓郊た禰せ渓郊し禰子

渓郊禰渓郊禰た渓た禰せ渓郊た禰せ渓郊

八松山・松山連句協会ｖ

竜久伸

渡部伸居捌

年

歌仙﹃父母ありて﹄

四囲の山々笑ひそめたる

斗栄居

久居斗年居久年斗久居斗年居久

父母ありてこその故郷春の雲

連句詩吟に余生楽しむ

古代雛座敷せましと飾られて

ナォ震災の更地に響く槌の音斗
一輪ざしへ活ける紅薔薇年

初鰹赤絵の皿に盛られたり久
げんきを出さうおいら若者居
咳込んで国会答弁詰まりたる年
しぐれの町に選挙ビラ貼り斗

浄瑠璃のひと節小さく口ずさみ居

腕深々と組める道行久

せなの疵胸の黒子も知りつくし斗

普賢菩薩の姿尊く久

墨を磨る硯に及ぶ月明かり年

竿になれよと雁へ呼ぶ児等居
ナゥタ暮れて巷の風はうそ寒く年
茶房に流るる粋なシャンソン斗
殉教の哀史を読めば鳴れる鐘居

望遠鏡に絞る焦点久

︵於・トンネル茶屋︶

公園にどっと人出の花日和年
黄蝶の舞ひて空に消えゆく斗

平成八年四月八日首尾

−293−

月見とて新酒の銘を並べ待ち

逢瀬の日取り届くファックス

乱るる萩を避けて来る客
ゥ秋天に白帯残し飛機点に
妊りしことまだ告げでのびのびに

幸多かれと踏めるお百度
名物の木曜市の賑はひて

旅の土産は貝の標本

風鈴をなだめすかしっ軒に吊り

杜鵲ン声なく月をよぎりし

愛犬を侍らせ家族写真撮る
花に陣どり歌ふカラオケ
背広服ぴたりときめて新社員
伊予路の晴れに気球のどけく

森青山渡
川野田部

八松山・松山連句教室ｌその一Ｖ

井上弥
戒能多
小倉静
永井政

中村通

桑原光

藤本Ｗ向

ナォ蛍烏賊皿いつぱいに盛り上げて井上和久

ゅかりの里に建ちし連句碑弥

悌に佇っ誰彼のにこやかに松永静雨

結城紬の似合ふ若妻多
横恋慕はぐらかされし年忘れ仙
男世帯で焦がす水餅久

宇宙やいかに地球いかにと静

またしても留守番電話味気なく光

﹁ゆめかいな﹂竜宮ならむ珊瑚礁多

てんとう虫の歌がきこえる政
月よりの使者は砂漠に銀の露久

幻のどと匂ふ蘭の香弥
ナゥ開場を待つ列長き美術展尚
電子時計の音に驚き多
遠洲流の古りし石庭久

ゆり篭に眠る幼児あどけなく政

︵於・松山市紀の国亭︶

ふる里恋えば雲に入る烏光

花すでに太閤の夢消えんとし尚

平成七年十二月八日首

平成八年五月十日尾

ゆめかいなⅡ海中公園の船の名

−294−

歌仙﹃雪浄土﹄
燃えつきし命埋めん雪浄土

情しき中に聞ける笹鳴
高楼の莞の反りを借景に
白帆を張りて小舟数艘
襖絵に及ぶ月光ゲ皎々と
秋思の詩を口遊みつつ
ワ菊活けて退院近き日を待てる

彼の手紙をしまふロッカー
銘柄米は﹁こひどころ﹂てふ

三度目の仲睦まじき通ひ婚
原酒冷やしてしたたかに呑む

若者の意欲を誘ふ起業塾

ここもよし天神祭月も出て
ぽぽんぽんぼん香具師の口上

国宝に米朝さんが選ばれる

日永の旅も終る夕暮

アイバンクの輪もっと大きく
限りなき花また花のハイウェイ

光多尚政多光仙枝弥政子多仙弥子波喜生

八松山・松山連句教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃瀬戸の秋潮﹄
井上弥生捌

小倉静

井上弥

戒能多

砦の跡に懸る夕月
永井政

ナォチューリップ珍種集めて町おこし井上和久

大看板にあつと驚き光

炭琴で演奏会をする児童政

うっらうっらとヤングママさん仙
はや七日雪の秘湯に逃避行松永静雨

財布の紐もゆるむ河豚鍋多

国連も日本の動き気にかけて久
油断めさるなダブルリコール光

呼忘招のあまどの群を追ってみる尚

お山開きもすぎし昨今弥
虫は虫でも鳴かぬ蟷螂多

新涼の月ほんのりと匂ふかに政

ー／＝

鴎舞ふて瀬戸の秋潮昂らす

孕寿の御ン師眼裏にあり

色変へぬ松を称えて詠むとせむ

桑原光

中村通

天気予報の高き確率光

ナゥ種茄子を癖まで裂きて噛ます箸久

瞬間に世界をつなぐマスメディア尚

︵於・松山市紀の国亭︶

都踊りに誘ふ連中政

ソーラーカーの試乗たのしく弥
﹁陽光﹂と名付し花も咲き揃ひ多

平成七年十月三十日首
平成八年五月十八日尾

フOミ

手捻りの陶器ここだく飾られて

硝子戸越しに覗く子狸

藤本尚

ワ病みこもる部屋吹き抜ける隙間風

あらぬ噂に燃ゆる情念

それほどの価値ある女と思はれど

与党野党の語意の解釈
北方の領土問題むし返し
片肌脱いで汗を拭える

月待てば祭嚇しの賑やかに

瞼に浮かぶふる里の母

ようやくに金の航納まりて
付句の妙は不則不離なり
みえかくれしっゆく遍路笠

一族の集ふ宴に花吹雪

弥尚多政光仙弥枝政光多子仙弥子喜波生

八松山・松山連句教室ｌその三Ｖ

歌仙﹃小春日や﹄

尉鶚来る川沿ひの道

小春日やゆっくりと押す車椅子
果てしなくいぶせき家の連らなりて

良心市で買ひし果物

ふととり落す秋の絵扇

月を待つ入いつ斉に立ち上がり

井上弥生捌

情

井上弥生
寺岡情雨
岡本眸
井出光子
石丸律子

眸

情

弥

パソコンのネットワークで見初めし娘

眸

空約束となりし婚約

知らず知らずに爪を噛む癖

弥

ゥうそ寒き事故の現場を鮮明に

円朝の幽霊ぱなし佳境にて

藤田節子

弥

節

士心

光

曽我部登志子

宇都宮柏葉

噴水場がる文化会館

城山の樹々を離るる夏の月
鼻緒ゆるみし宿の庭下駄
ピル街は工事中との立札を
若者達に流行るカーナビ
花満ちて上野・浅草賑やかに

代りばんこに漕げる鍬鑓

ナォ弁当に母が自慢の木の芽和え葉

清掃作業済みて一服節
住専処理に悩む総裁光

丈六のみ仏在はす丈六寺弥

分別もなき熱燗の酔ひ志

着膨れて割り込む輩遠慮なく光

熟年同士そっと寄り添ふ弥

報道は狂牛病を採りあげて節

ふてくされわざと恋の字書き違え葉

玻璃戸にすけて揺るる穂芒光
蒼々と天心の月澄みまさり志

鳴かぬ妬矧を鳴くと言ひける弥
ナ名勝負固唾をのみて見守りっ葉

左団扇で過ごす御隠居節
骨薫屋勿体ぶって売り惜しみ光
早朝よりの散歩楽しむ志

咲くも花吹雪も花よ花の苑節

︵於・道後友輪荘︶

宮の薑に燃ゅる陽炎葉

平成八年二月二十五日首
平成八年三月二十四日尾
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八東京・窓ｌその一Ｖ

半歌仙﹁薄暑﹄

小林みち子

内田さち子

高月三世子・内田さち子捌

漬梅の水あがり来る頃

晒裁って衿つけ終る薄暑かな

みち

名古則子
ひと

黙って煙草の火を借りる男

萬納寺太佳子

軒先に大きな蟇が顔出して
交渉はいよいよ大詰月赤く
ドア後手に閉めてや皇寒

世

高月三世子

ワ診療所実柘榴の枝生けらるシ

丸山慶子
菅野陽子

すり寄る猫に孫は泣きやみ
じゃあと言ひ振り向きもせでバスに消ゅ

慶
陽

さち

佳

匂ひガラスで切った傷あと
ＣＤの音をしぼりて部屋の隅

土偶の仏が口元に笑み

月寒し靴音乾く大通り

みち

陽

慶

外套の衿立ててタフガイ
親と子の会話にならず日曜日

みち
深井玲

騒ぐ巣燕ニコライ聖堂

坂の上花のニンフのにほひ立ち

帆はあげられて春の風満つ

︵於・東京女子大学同窓会館︶

平成七年七月十五日首尾
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八東京・窓ｌその二Ｖ

歌仙﹃秋桜﹄
ォ犬の名の墓標おほひて秋桜
新凉の土手走り来る子等
二日月雨戸操る手をつと止めて

衆議判
高月三世子

丸山慶子
野口敏子

ヴァーチャルリアリティと現実則

ナォ若鮎のこぞりて上る水清し節
ピリッとからい葉漬からし菜純
添ひ古りて同じ好みの皿小鉢代
孫の彼女で意見対立鈴木アヤ
膝小僧かくす気もなき横坐りヤ

かぎりなく海きらきらと冬茜代

ゥどんたくの傘鉾に博多の血が騒ぐ

名代の店のよもぎ餅買ふ

敏

小林みち子

菅野陽子

世

ナゥぬくめ酒山口瞳亡くなりぬ内田さち子

エッチングめくビル街の月澄

どこまでもせいだかあわだち草の黄よ深井玲

沖縄未だ占領地なり則

ふところにあるモーム短篇倉橋澄子
戦場に水領け合ひし友と会ふ小林和恵

からりと晴れて乾く洗濯

世

杉浦喜久代

別姓も別居も愛に満ち充ちて

陽

クラリネットのトーンもの憂く
あたたかし路面電車の揺れて過ぎ

もうこれっきりこれっきりです

世

列些ご

豆腐屋の笛金魚売る声

︵於・東京女子大学同窓会館︶

平成七年十一月二十日首尾

闇にほのか香り抱きて花の精玲

摘みきし土筆膳を賑わす敏
朝霞する峰の紺青

船頭の唄概する挽鼻渓江

風まとひつつ森を行くかも恵

ひもじさも遠き日となりダイエット

みち

高原すみ江

二代目の八重子襲名夏の月

代

陽

名古則子
小林純子
白濱節子

雪の朝の鶴乱れ舞ふ

木肌を生かす職人の技
村衆の信心あつむ古薬師

うらうらとして旅の誘ひ

耀きてヴェールに花の降りかかり
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八神戸・摩耶連句会ｖ

非懐紙﹃藍壷に﹄

渋柿の実の残る山裾

藍壺に藍眠り居る秋日和
ハンドバッグにキャラメルの箱

出土せし銅鐸そっと打ち鳴らし

旅芸の猿の三吉輪をひろげ

ＣＯ２がふえるこの春

占いの言葉に迷う朧月
カルチェラタンで恋の洗礼

佐野千遊捌

河原喜美子

佐野千遊
岩井魚水
岩井秀子
藤原繁子
上垣禾冑
野崎昭子
昭

繁

昭

胄

浅き夢見て短夜の宿

オペラ座の切符を二枚貰いうけ
蜘蛛の囲にがんじがらめになりいたり

壹宮

繁

喜
秀

水

明りとりから朝日さしこむ
引越のまだかたずかい新世帯
隠し戸棚のひとりでにあき

繁

カトレアの椀然と笑こぼしたる

昭

にわかに水の増えし川音
辛口も甘口もよし地の酒の

筆太々とまねき上がれり

平成七年十月二十六日首尾

︵於・兵庫県民会館︶
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ハ愛知・三河連句会ｖ

歌仙﹃赤富士﹄

夕焼け雲もお江戸見物

赤富士の赤のよろしき扇かな

宮下太郎捌

東明雅
斎藤吾朗
高畑圭踏
柴田寿賀

ビーナスにお婆の胸のときめきて

長寿の国を旅の始めと

小林しげと

宮下太郎
上月淳子
小林梁
浅賀淑代
佛渕健悟
杉内徒司
高島秋潮

中島まさし

月の出に古墳の姿いやまさり
踊り太鼓のとぎれとぎれに
ワ蟷螂はぎざぎざの斧振り上ぐる

君が心をはかりかねいて
チクタクと時計しじまを刻みつつ

ブーツを脱いで揃えいる子等

炎吐く男は門に着くならん
手刀切ってもらうご祝儀
ほろ酔いの揺れいるごとき月の影

雅

臼杵遊児

狗尾草に露がびっしり

はるか遠くに青いテントが

秋祭り肩そぴやかす五六人

別所真紀子

宇咲冬男

佐久間和宏

郷愁の溢る三河の花片々

人間マップに燃ゆる陽炎

ナォ大リーグ野茂の勝利を見し朝寝渡辺博

猫の機嫌をとるが大変橘文子

一食抜きのキャリアウーマン福田芙紗
しみじみと手紙書くこと高階に松村武雄

三越画廊効かす冷房式田和子

香水をつけて香水買いにゆく蛭海停雲子

シルバーグレイでスリムがタイプ中島啓世

女房は口ばっかりの歳となり中川哲

結婚を前にそぴゆる幾山ぞ田島元
全ては神の思わるるまま伊藤哲子

汚れし足裏拭う肌寒中田あかり

サティァンに人攪いの月皓々と丹下誓

ナゥ五年後も啄木鳥は木をつつきいて朗

ようやく解けし本丸の謎矢崎藍
海渡り守り袋を届けられ加藤治子
姉妹うち連れ春泥の満ち岡本道子
読みかけの頁に花の栞して月山壱

ふらここゆれる午後のひととき長坂節子

平成七年六月十三日首
平成七年六月十八日尾

︵於・隷癖蔀癖醗庭誕場︶
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八大野原・三豊連句会ｖ

半歌仙﹃初冠雪﹄

石川力チ

石川カチ捌

見遙かす雲の辺白し初冠雪
井下未一

会果ててそぞろ歩きに月の識
国道に沿ひゆれる穂すすき

渡邊陽行

千

代

小山幸子

ゥ栗のいが踏みたる靴にさし込みぬ

米谷千代子

チ

落葉しぐれに濡れっ旅人
狩場焼丘一めんを見渡して
銀の食器で舌つづみ打つ

愛のめばえしダンス教室

幸

代

植松晴子

住専ニュース日毎かしまし

救出を拒む大岩爆破する

行

久保頼隆

小さき茶房で待てど来ぬ女

ふれ合ひし肩越し匂ふシャンプの香

玉巻く芭蕉何におののく

幸

代

晴

キャンプするテントを照らす月いでて

見上げる屋根に鳩のとまりて

ふんわりと綿毛が胸についてくる

川岸に寄せては返す花筏
春コート着て同窓の宿

平成七年十一月五日首

平成七年十二月二十一日尾

︵於・花稲公民館︶

出勝
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八東京・未来図連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹁琴の音﹂
琴の音や小樅紗にのる獅子頭

隣の部屋に遊ぶ双六

松雪草水彩の筆走らせて
野焼の煙遠くただよふ
月おぼろ高階に酒酌み交す

原田千町捌

原田千町
延平い︐くと

紅露ゆき子

猪瀬侃勇
須賀一恵
内田公子

ナォ望遠鏡ズームでバードウォッチングゆ

金の他なら何なりと貸す恵
立て膝で網を繕ふ弓ケ浜と

姑も嫁も外出がちなるゆ

野茂イチローの次は誰かと公
宇宙人匿まってゐる玩具部屋恵

共寝の夢に水母ともなりと

抱くよりも抱かれたがりの優男恵

ぽるとがる文照らす名月ゆ

曼茶羅華はびこる修道院の裏公

山姥の脚ふとき猪道ゆ

溢れ蚊に刺されながらに米を研ぐ公

仮説逆説やがて真理にと

侃

町淑子
ゆ

禁断の実をもぎしかの頃

出世候補のマイホームパパ
ワ大辞典引きては探す座右の銘

淑

ナゥバイアスロン・スキー選手のコース逸れゆ

いつか鳴り止むＣＤの曲

吉︒

︵於・神宮前コミュニティーセンター︶

平成八年一月十一日首尾

ミス・サクラ金髪にして花の苑町
いろはと彫りし石のかぎろひ公

鶯餅の黄粉こぼしぬ恵

香水は５番なるらしくづほれぬ

宙心

と

﹁火炎太鼓﹂取りの噺を聴いてをり恵

お伽持祈祷に配下使はし

したたかな政変劇の幕は開き

公

ゆ

ナナハンで月浴びてゐる葛西橋

夜なくつづきで燕す靴革
万聖節妖怪共の集まれる

と

淑

光悦の垣根に鎚り返り花

淑

ひょっとこの面お多福の面

迷ふことなくふぐと汁食ひ
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八東京・未来図連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃金平糖﹄
原田千町捌

紅露ゆき子

猪瀬侃勇
原田千町

ほろと噛む金平糖や桃胄忌
ユニホーム吾子の横顔父に似て
延平いノミと

内田公子

冬暖かく川沿の道

しっかり予約今日の番組

稜線の国境なす望の月

と

ゆ

ゆ

勇

家居に近く鹿の鳴く声

恋する妻は嘘をさばさば

ゥ肘鉄をちょっとくらひし秋祭
ひたすらに大キャンバスの抽象画

と

々

公

公

単衣の袖に樟脳の痩せ

反核デモのシャンゼリゼ行く

月の鬚冷酒グラスに酌み交はす

勇

棟梁の三代目なる木遣り唄

ふと真剣に将来のこと

ゆ

須賀一宙心

ゆ

町

留学生と遊ぶ丁半

歎異抄許す言葉の激しかり

花びらを糸に通して首飾
高く低くに舞ひ狂ふ蝶

ナォかげろふを纒ひものぐさ太郎像勇

パートタイムで増やす小遣ひ恵
カタログを積んで心はカリブ海公

燭艘印の羊皮紙の地図町

立兵庫びいどろの盃かたむけて町淑子

帰しともなくまた揃れて泣く々

ラグビーのタックルのごと抱かれぬと

音量一杯響くＣりゅ

傾くまでの月を見てをり恵

錠剤の色はとりどり拒食症淑

猪罠かけて戻る校長淑

むっくりとマッシュルームの育つ里公

難問奇問当意即妙勇

ナゥ鉄斎をもしやもしやと鑑定にと

参道はイルミネーション鯛焼屋ゆ

蜆舟浮く小波の湖淑

春の帽子の似合ふ妃殿下恵
現し世は夢に候花の果て町

平成七年十月十二日首

︵於・神宮前コミュニティーセンター︶

平成七年十二月十四日尾
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八東京・未来図連句会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃薄氷﹄
あかときの夢の名残や薄氷

薮鶯のととのひし声

須賀一恵捌

町淑子
猪瀬侃勇
内田公子
延平いノ︑と

新社員ブランドものの背広着て

銀杏の実のにほふさみどり

急に読みたく哲学書買ふ
お茶室に人招きたる望の月

勇

須賀一宙心
淑
公

ゆず巴﹄言①８国８とともおかかも

淑

ウニ科展に出す大作を描き終へ

と

勇

携帯電話またも邪魔する

公

めくるめくエーゲの島にしのび逢ふ

土井議長やるっきゃないと立ち上り

淑
公

々

勇

危篤危篤とまたもだまされ

百合一輪が山を動かす
月涼し馬籠の宿は檜の香

戸下に届きて退職の酒

と

恵

糖味噌を敵のやうにかきまはし

花燗漫瞭と打ち出す鼓の音
つかず離れず佐保姫の影

︵於・神宮前コミュニティーセンター︶

平成八年四月十一日満尾
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八東京・目黒連句会﹀

歌仙﹃初夢﹄
付け回し捌

宮下太郎
今井米子
草野富代
福田房江

年男とて一年の計

風あたたく蝶の舞い来る

佐々木展子

初夢や猫と鼠のうわうわと

行く春の軒端に宵の月おぼろ

渡辺まさ子

花菜道海へ真っすぐ續くらん

舌にゆっくり溶かす飴玉
ワ下町に古りし看板何でも屋

米
太

渡辺博
露木郁

他人の妻となりて薄命

ま

房

ガラス戸開いて声落ちてくる
思い出に重なってくる大きな瞳

奔放に生きる女を演じつつ
籠の鷆鵡は何を言うやら

博

一ロ田

帆を降ろし月に眠れるオランダ船

蘭の香りの満つるひと部屋

太

米

展

白秋と夢二の軸の爽やかに

郁

春の虹出で子らの歓声

デモクラシーで過ぎし大正
豆電車花のトンネル通り抜け

ナォ野仏に蕨ゆっくり解けゆく太

走り終えたる駒の噺き富

何時までも独身貴族お坊っちゃん房
真っ赤な外車誰を乗せるか小島信子

何もかも貴方任せと攝いて博

巻きつけし手のいつか蛇となるま

郭公が頭上かすめる渓の霊展

七冠王が白耕着て郁

この通りやってよかった公文式太
マンガばっかり積み上げており米

夕の月お婆が下げし血圧計富
またたび酒にほろ酔いの秋房

穴掘り埋む生ゴミの嵩博

ナゥ衣被指のよごれは気にしない信

夢の島植物園となりけらしま
課外授業のメモをとる児等展

︵於・中目黒住区センター︶

蛙の声の間こゅ手枕郁

満開の枝垂れの花にそっと触れ米

平成八年一月吉日首
平成八年五月吉日尾
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ハ横浜・瑠沙連句会その一Ｖ

半歌仙﹃初鰹﹄
戸谷是公

保坂木羊翁の喜寿を賀す

季はいま初鰹もて寿を祝がむ

樺晴彦

北村かつを

長ひとし
保田治代

高津明生子

前佛虚水
宗像元介

冷酒を交わす久閼の句座
若竹の玻汗を逢ふ風立ちて
横笛に凝るひもすがらなり
折しもの月の光にいざなはれ

夜学の子らの遠き窓の灯
ゥはるかなる山の裾まで蕎麦咲ける

井上志津夫

澤田明信

脇往還におはす石佛

よく見れば幼馴染に目許似て

し

介

恋に身を灼くドガの踊子
耶馬台国をどこに置かうか

紛れなくそのあかるさは印象派

を

夫

彦

公

大麿もどる城の一隅

夜間機を仰ぐ中天月凍つる
かなへたき夢ホールインワン

偉丈夫の禰宜の鼻梁のたくましさ

信

水

胸もときめく鮒の春

早慶のエイト譲らず花万朶

秤鰄吐轌極朋廿訴申霊︵文音︶
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八横浜・瑠沙連句会ｌその一一Ｖ

半歌仙﹃風薫る﹄
前佛虚水翁の米寿を賀す

明窓浄机詩書と白薔薇

米寿なほ含蓋のひと風薫る
夏帽子樺並木をもとほりて
竹馬の友と逢ふぞ楽しき
露天風呂月に数数ある思ひ
一まことに虫しぐれ濃く

保田治代
戸谷是公

檸晴彦

高津明生子

介

彦

井上志津夫

明治の勅語言の葉に出て
恋の旅誘ふポスター珊瑚礁

公

北村かつを

保坂木羊
澤田明信
宗像元介
長ひとし

プリンスご晶眉ブルックシールズ

ゥ新酒手にそぼろ味はふ好好爺

夢みしは山のあなたに猶遠く

年毎あがる商ひの腕

を

羊

信

夫

し

しんしんと倫敦空港月寒し

焚火を囲む威勢よき声

風神も女房も角をあらはにし
浮世のことは底知れぬもの

句帖手に清談重ね花の宴
長き堤に春のうらうら

秤鰔匙韓唾朋肘至明露文音
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ダーリンと呼ぶ声の優しさ

生涯をふるさと誰幼な妻

ワイングラスにつきぬ思い出

ナォ暖かき雨のしづくか頬光る

野坂民

福島時

井ロ日日

福島新

八東京・葉門連句会ｌその一Ｖ

肥えた猫今日も庭先通り過ぎ
懲りもせず買うダイエット本

歌仙﹃大鴉﹄
磯直道捌

ポインセチアの窓を彩り

解禁の酒美味きこと月揺るる

子等集い来て快気の祝

少年の蹴るサッカーボール

自転車もバイクもありの駅の前

橋川純

磯直道

ここに住みはや三年か絵筆おき
楊

ファーコート狐えりまき街を行く

ペンキ塗りかえ風光る午後

大鴉のっしのっしや春休
内田たづ

末富明子
今井楊

楊

秋蚕の棚の動きかそけく
楊

︵於・雀鳩亭︶
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パンジーの小さき蕾に語りかけ
ケーキの焼ける香りただよい

望月も海の架け橋渡るらん
秋灯かざる巨船浮かびて

楊

ナゥ赤き実のいくつか残る梅擬

ゥ墓参りハワイ移民の帰る祖父

浦島太郎都庁見学

矢口美穂子

代官屋敷塾の看板
た

白仁万里
高山佳子

信仰の自由も時に狂気なる

臼井久子

ハンバーガーパクつく二人あちこちに

女が男男が女

籠いっぱいの牡丹くずれて

平成七年四月二十日首
平成七年十月二十日尾

富士を背に燗漫と咲く山桜
噂り遠くのどかなる日々

簾ごしレトロ・ブームの眉の月

楊

楊

美

Ｂ・Ｇ︒Ｍは琴の調べを

詩集一冊小脇にかかえ

久

た

招魂祭に詣でし学徒

行く先は整形外科か泌尿器科
ベルリンの桜根付きて花ひらと

た民新た佳純楊佳美佳楊新美子子子亮吾

八東京・葉門連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃新酒古酒﹄

目籠に山と黄菊白菊

新酒古酒峡の日暮るること迅し

病いえぬは御利益不足

ナォ神だのみさい銭だけは小銭にて

素肌に着たるファーコートはぎ

養院の廊下の隅でささめどと

冬バラの真紅の花弁はらと散り

村山総理降りてにこやか

磯直道捌

高山佳子

磯直道

名物はむかしの駄菓子城の町
河童棲むちょう堀は澱みて

民族衣装華やかに舞い

野坂民子

今井楊
楊

ままならぬ被災の跡の月今宵

頭もみもみ灯下親しむ

平成八年三月二十日尾

平成七年八月二十三日首

遠く連なる残雪の峯

ふくよかな観音菩薩花明かり

エステ出て来る姿変らず
談合の三毛・虎・黒と斑猫
濡れ緑にある春泥のあと

ナゥこの辺で旧い自分は捨てましょう

来年またと渡りゆく烏

円形の脱毛症に特効と

肩車子に見せている街の芸
冬蝶いこうビルの窓辺に

矢口美穂子

ワ新宿か渋谷にするか寒の雨

楊

橋川純子
臼井久子
野坂民子
福島時子
福島新吾

楊

﹁マディソン郡の橋﹂でデートを
プリンスもプリンセスにも幾恋路

閂掛けし小さき教会

出航の船は別れの汽笛あげ

夜風凉しき甲板の上

時

ハワイアン流れてゆるる夏の月

バブル崩れでホテル不況に

内田たづ

美

井口昌亮

かくす程遺産をのこす父もなく

木の芽田楽喰って瞑想

皿小鉢花びらそそぐ夢の宴

遠近に聴く鴬の声

︵於・雀鳩亭︶
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中天の月と競うかエアポート

久

楊時佳た新久新時久新楊時民楊純久楊新

八東京・葉門連句会ｌその三Ｖ

半歌仙﹃修一
一直
︿
修二会の闇や火の粉や二月堂

坂下りくれば梅の薫れる
角を折れ海原かけて光る風
小さきザックは熊の人形

福島新吾捌

矢口美穂子

末富明子
臼井久子
内田たづ

来し方ゆくて波澗万丈

ワ秋湿り長患いの床に伏し

葡萄の粒を横に並べて

万

久

美

白仁万里

美

浴衣着てすったもんだの恋の路

万

美

母想う涙を寝待ち照らすらん

末摘む花の女性よあわれ

明

カルチャーで源氏の講義聞き始め

鶴渡り来る田の面にも月

久
万

美

じいさんは下駄スケートの自慢をし
ポップスレゲエカンッォーネ好き
車中でもウォークマンにて我が世界

高山佳子
久

怒りの種の多きこの頃

福島新吾

花大樹不惜身命五十年

春灯の下かわす盃

平成七年二月十一日首

平成七年四月二十二日尾

︵於・雀鳩亭︶
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八大阪・連句愛好会ｌその一Ｖ

半歌仙﹁凧あげる﹄

空っ風吹く裏の原っぱ

凧あげるいとけなき手に手をそえて

はね駆けまわり仔犬よろこぶ

泥ンこの大洗濯も乾くらん

柴崎正寿郎捌
柴崎正寿郎
柴崎美恵子

美

正

由利香住
安田芳苑
斉藤柳花

ゥ都忘れ忘れはしない故郷の友

芳

香

遠く近くに虫の声きく

月さして公園の樹々も寝しづまり

披露宴にて見染めたる恋

ノ︑︾﹂

器量より若さが好きと誘はれて

正

美

柳

香

めぐる歳月家内安全

異国の旅で飲むひとり酒

幾山河越えきて残るさみしさよ
夏風邪も癒えて見上げる庭の月

美

芳

芳

柳

烏並び翔ち柳芽をふく

突如の轟音花火雨浮ぶ

花冷えの日々おからだ大切に

香

塔二つ影を映して古都の池

卒業の子の手紙やさしく

平成七年三月二十五日満尾

平成七年二月三日起首
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八高槻・連句愛好会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃砂山の﹄
砂山の崩れ冬の日昏れ迫る
風に追はれて翔っ浜千鳥
離れ家は留学生の賑やかに

民族衣裳の彩を競える

柴崎正寿郎捌
柴崎正寿郎
柴崎美恵子
中野路得子

にはかに起る虫の合唱

美

正

長尾信子
福島桂子

ゥ濁り酒一夜泊りと決めて呑む

信

路

西渓川の公害勝訴す

ゴミ箱に読み捨てられし週刊誌

ノートに残る若き日の詩

路

美

正

桂

平成七年三月二十日満尾

平成七年二月三日起首

ジーー

サーカスのテントを畳む月明かり

車の音に胸がときめき

夏の月三角屋根を猫よぎる

信

︾った

恋人と呼んでいい？と甘えいる

灯ぽつんと避暑の山荘

美

信

正

桂

里がえりする春のお彼岸

予後の身に薄味の食よく進み
歳々と咲きつぐ花のあでやかに

下界のどけし熟年の旅

−乳1フー

ハ松江・連句愛好会︵爽睦会︶その三Ｖ

耐順﹃新凉を﹄
︵画略︶

月に鈴虫すだく荒れ畑

新凉を置きて暴風去りにけり
曼珠沙華下校の子等の足止めて
ふるさとは夏草しげる過疎の村

岩佐文子捌

ナォ旅立ちの穂麦揺らして風走る

震災余波か宿の静寂

校庭に声なく薄暮しのびより

帰省の波に無人駅混む

打水の乾きし頃に客のきて
雨にくずる慶庭の緋牡丹

それぞれが真実のべて藪の中

罪のみなもと美女のうなじか

山門を背にジャズコンサート

見なれないピンクの封筒なげ込まれ

豊年祭り幟はためく

名月の脇役として星光り

嫁島あたり蜆かく舟

ナゥ起き抜けに暖房いそぐ霧の湖

下山の男言葉少なく

新装のコーヒー館に人群れて
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飛行機雲にあがる歓声

房

中村房恵
西野愛子
岩佐文子
栗原富子
田村郁子
道下菊子

一邑

文

愛

柿の若葉のみどりやさしき

石田操

ワ朝刊を寝床でひろげ二度寝する

香りた目よう妻の味噌汁
悲恋生む基地という街今もなお

苦しみの果て世紀変るか
浴槽にゆっくりひたり明日の幸

あかりを入れて一山の春

たそがれて花の白きにもの思う

平成七年十一月二十日満尾

平成七年十月四日起首

郁
房

菊
操

ぬる目の酒のお好みもよし

雪おこしとやひとつ雪

愛

木戸閉めて一日終る冬の月
けなげにも獲物くわえて猫の来る

文

岡本玉枝

漱石全集時を忘れて

老いたる香具師春の陽にやけ

花吹雪人賑やかに千手院

眞

佐
藤

文富愛房眞玉菊操郁富文愛房子玉菊郁富

理

ハ松江・連句愛好会︵爽睦会︶ｌその四Ｖ

辮順﹃暮れ近し﹄
︵画略︶

霞たばしる暗き湖

大荒れに荒れし亥年も暮れ近し

駅広場旅人のような顔をして

両手にあまる目玉商品

はなれ座敷の大輪の菊

突然の客おびやかす月の影
ゥ落葉焚く煙の中のひとりごと

人目しのんで名刹を訪う

岩佐文子捌

佐藤眞理子

岩佐文子
西野愛子
中村房恵
道下菊子
岡本玉枝

久々に逢えばことばもとぎれがち

文

栗原富子
田村郁子
石田操

房

愛

矢切りの渡しいまもむかしも

菊

威風堂々国会議事堂汚職生む

開発の波地方都市にも

一県

玉

半夏生徳利に生けて月淡し

猛暑を逃げて庭の草刈る
朝々に仰ぎて親し茶臼山

郁

一邑

気に入りのよそおい濡らす花の雨

操

車窓はるかに神宮の森

斐伊川の土手ふきのとうつむ

韓国名のボトル打上ぐ愛

ナォ潮満ちて海猫わたる沖の島文

散歩道コースは犬に遊ばせて房

信号かわり子等走りだす菊
六段の曲流れおり山眠る玉
囲艫裏の端に話はなさく眞

操

留守番の亭主にこにこ酒をくむ富
ジェームスディーンに涙する夜郁

遊覧船岸のひとより合図あり

あらあらかしこ婆の恋文文
大壺の中︑中天の月泳ぐ愛
手折りてかえる秋の七草房
ナゥ紅葉の宿坊僧の急ぎ足菊

色競いあうお茶会の席玉

茜雲西に傾く影法師眞

一直線に消えるジェット機郁
白烏のお堀巡れば花の散る富

平成七年十二月四日起首

︵於・八雲町熊野荘︶

霞を分けて目指す山頂操

平成七年十一月十一日満尾
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ハ仙台・連句会一︲Ｚａ﹂ｌその一Ｖ

歌謡しばり﹁汽笛一声﹄

ぶらんこをこいでいた子も赤い靴

春の野に汽笛一声響きけり
窓を開ければ迷い込む蝶

高橋太

伊藤南

伊藤鈍

若生芥

歌仙
萱場健之捌

夕べの鐘に鴉が啼いて

中島房

月光のなかに吾が身の影ながく

山田敦

宮腰滝
局橋径

ナォ春雷の過ぎし浜辺に舟二艘房

襟裳岬は何も無い岬滝

あの子はだあれ誰も知らない芥

ごきげんようまた来る時にも迎えてね敦

ペチカ燃えてるウオッカエ場南

雪女ときには吹雪呼んでこ太

ちょっと気になるあの襟ぽくる鈍

土曜日はおしゃべりばかりチュリャチュリャリャ佐藤無風

東京砂漠も二年目の秋滝

追いかけて恋に身を焼く桜島径
てるてる坊主をちぎり取る朝芥
帰るかな遊び呆けりゃ軒に月房

小諸古城に遊子かなしむ径

ナゥこすもすの揺れる峠に糸の雨鈍

粛々と風林火山旗進む滝

目醒め促す一杯のコーヒー敦
広瀬川流れにあそぶ花の舞無

柳青める空に吸わるる房

︵於・エルパーク仙台セミナー室︶

平成七年三月二十七日首
平成七年五月二十六日尾
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神田川にも初嵐めく

ゥおままごと大きな栗の木の下で
こっそりキスしたいいじゃないか

回覧板廻しに行って誘いこみ

町内旅行は湖畔の宿屋

真白な羊草食む丘の上

聖歌きこえしロザリオの列

夏の月我は海の子玄海育ち

酒に涙のしみる甚平

コンドルは孤高の空を飛んでゆく

急げ幌馬車国境近し

蝶々追いし若い日の夢

高足駄マントを肩に花吹雪

太敦南芥鈍房子郎三子子子
芥

太鈍滝

八仙台・連句会﹁Ｚａ﹂その二Ｖ

歌仙﹃冬木立﹄
一番星見つけて急ぐ冬木立

咳軽く屋台も軽く
御赦免船の遠ざかりけり

老優のひとり芝居のはじまりて

萱場健之捌

伊藤鈍子
若生芥子
佐藤無風
宮腰滝
伊藤南三
中島房子
芥

そぞろ歩けば木犀香る

月の出を待つ高層のレストラン
ゥ肩先にすっと下り来し秋の蜘蛛

鈍

南

鉦小

君来る日とぞ思わざりしを
恋の歌五つも六つも諸んじて

餌台にある烏の順番

山田敦子

川の辺を走る人あり夏の月

鉦小

房

鉦抽

彗星接近夜はワクワク

滝

不景気が年功序列を吹きとばす

空に吸われし十五の汗

この町はタオル生産日本一

高橋太郎

南

花の下労資対立そっちのけ

房

新幹線は列島貫通

かどのかごめの輪に入る蝶々

峠にのぞむ区画整理田太

ナォ逝く春に重たきバッグの抱き心滝

百薬を飲むひとときの幸芥

四コマのまんがにしばし世を忘れ鈍

野太き声の白鳥群るる滝

双神碑シベリヤ吹雪に身を沈め太

手つなぎ来しはチョコリの嫁太

子の遠くいさかいのなく三時過ぐ高橋径

自由の女神天に高々敦

恋泥棒今宵は何処に出没か鈍

飛び出して月の明りにまどう虫芥

竹林の風硯を洗う鈍

ナゥまた同じ秋の曲弾く隣の娘房
まわれまわれよ回転木馬・敦

白雲の彼方へ想いを馳せている房
読み間かせする母がうとうと鈍

いく度もくるりと回り花筏太

高台寺道春の夕暮滝

︵於・エルパーク仙台セミナー室︶

平成七年十一月二十七日首
平成七年十二月二十五日尾
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八東京・連句研究会ｖ

歌仙﹃炎天﹄
炎天や休耕田の草の丈
どぜう捕へて帰る裸子

ひれもすを修士論文書き次ぎて

飯沼三千古

神崎裕子
小林梁
倉垣和子
金子九星
松本魚瞠

杉山草子

ナォ退院のあとを出湯の山奥へ
互ひにあれまあ昔なじみと

知り尽くしたる人情の機微

小粋さも少しは残る身のこなし

遠かみなりの音ばかりして

豆飯で百のおにぎりテニス部へ

目元すずしき評判の巫女

首よする神馬の毛並撫でやれば

即席麺を一人すすりぬ

三日月をくれてもやらん恋女房

大道のパントマイムにひとの垣

やや肌寒の帰心俄かに

秤

匙毒十土朋十認印露文音
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先祖代々名教授たり

水色扇捨てられてあり

裏側を見たしと月を仰ぐ友
ゥ若者の歩行者天国秋晴れて

ナゥ鶏紅葉巡回図書は峠越え

鳶の輪ゆるく青空に舞ふ
徹夜して車走らす渡初め

夕べの契り真昼恥かし

川口摩知子

マリンタワーに霞極める
時刻表買ひて旅せず花も末

露木崇夫
戸田貝江

裕

戦の跡の海透き徹る

龍宮へいざなはれゆく夢心地
テレビドラマで貰ふ老け役

梁

ガム島へ旅行のはなし明日にも

ドーランを落せば窓に月凍てて

九

和

鰍篭を漕ぐ公園の隅

路地に間ゆる掛取りの声

學不

草

魚

長々と曲がりくねりて抜け切れず

廓ぱなしの流る世の中
不忍の池を囲みて花吹雪
入学祝に足をのばして

九和梁裕三摩貝崇草魚九和梁裕三摩貝崇

ハ横浜・連句会遊子座ｌその一Ｖ

歌仙﹃降りみ降らずみ﹄
和田忠勝捌

ナォ憧れは陽炎燃える先にある

ライバルと酌む酒のほろにが

認知せし息子娘と同い年

ホモやレズでも恋は恋なり

キーワード環境感性余暇ならん

切手ばっかり年賀状蕊

九時から並ぶパチンコ屋前

木谷英子
和田洋子
大駒泰子

アメリカンドリームの野茂応援し

雲垂れて降りみ降らずみ半夏生

栃木やよひ

自動車交渉共に譲らず

磯近く葭賛をしまう人ありて

東京でたった独りのクリスマス

静寂を破るバイク楓爽

和田忠勝

菊の枕でぐっすりと寝る

美味求真と旅の番組

英

︵於・綱島

時差を考え送るＦＡＸ

平成七年七月二日首尾

松聴軒︶
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廊下の奥に蚊遣燥ゆらす
句会終え帰途に大きく丸い月

名月の上でふわっと跳ねたいな
洋

ひ

大駒誠一

勝

組の素材留学生に人気あり

声からひける虫図鑑欲し
ワ畑中の墓覆うごと萩乱る

謎の集団村を占領

洋

洋

若すぎるとて甘く見られる

月凍る屋台の客の国訓り
白犬が待つ冬ざれの道

泰

ナゥ軒先の瓢箪干しも慣いにて

お土産は何かと篭の鷆鵡言い

泰

ボートレースの声もかろやか

長病の母と鎮守の花に酔う

シャネルの五番ボディコンの腰
こうなれば後は親父をおとすだけ

ひ

ミルクたっぷり旨きコーヒー

在宅の介護サービス認められ

ひ

泰

恩師にっこり卒業の朝

山峡の駅舎にかシる花静か

執

筆洋一ひ泰英泰一英ひ一洋英勝ひひ一英

ハ横浜・連句会遊子座ｌその二Ｖ

歌仙﹃神の軸﹂

ポインセチアと並ぶ燭台

床の間に﹁神﹂の軸ありクリスマス

孫達と羽子板市へ連れだちて

手焼煎餅顔ほどもあり

和田忠勝捌

あの時の眼に迷ったはたれ
無党派が無難となれば我輩も

寄り添えばいつもと違う彼の息

黄昏の路地響く靴音

借景の庭鈴なりの柿

ひ

勝

英

ひ

淑

栃木やよひ

和田洋子
木谷英子
中井淑子
和田忠勝
大駒泰子

つかみそこねた流し素麺
小望月あすの予報は夏嵐

洋

大屋根にぬっと出でたり今日の月

オウム裁判目白押しなり

英

淑

洋

泰

英

富士山の裾野の宿を気に入りて

洋

ゥ草雲雀友の葬列長々と

拾った仔猫飼うことに決め

新車繰る肩踊ってる
花筏風に漂い此処彼処

ナォ半目の勝負となりて盤朧勝

菊池寛賞野茂はにっこり英

徹夜したウインドウズも値崩れし淑

銀座の角に笠竹が鳴る泰

密度濃く二人の命生ききると洋

離婚覚悟の老いらくの恋ひ

音もなく山茶花の散る小夜時雨洋

風邪の見舞いに届く日本酒泰

パズル解けエプロンのま皇ポストまで淑

茸づくしの里の献立泰

アトランタへの夢は険しくひ
月光に浮かぶ斜面の造成地ひ

ナゥ擬人画の猿は芒を担ぎだし英

はやりのリュック街に溢れて洋
﹁がんばろう神戸﹂流行語大賞ひ

︵於・綱島松聴軒︶

小川に沿いて青き踏むなり泰

来世紀まで語り継がれん勝
辻地蔵笠に万朶の花化粧淑

平成七年十二月三日首尾

︵本年度流行語大賞織込歌仙︶
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八東京・連楽会ｖ

歌仙﹁春の雪﹄
春の雪暗いニュースの厄払い
受験時刻を繰り下げの措置
書道展絵に近き文字あたたかに

心に馴染む旧き建物

扇を仕舞う箪笥冷ややか

対吟
小林静
高畑向ロ

ナォ猫の恋鐘は一つの喉競い遊

待った待たぬの王手飛車取り司

主婦連会長推薦の弁

尊きは人柄の良さ才よりも

ファッションに高齢向きの水着無く

胸毛の男色濃しと言う

ハワイの夏をスター気どりに
誘われて共に食事がプロローグ

蛇穴に入る山荘の庭

秘めごとを隠し文字にて日記帳

ウ春︶ゲントク
劉リュ備
玄徳仰ぐ流星

松籟に歪んで揺れて水の月

ナゥ田を守る世は変りても民の生
ローンも未だじっと手を見る
キ

アイ

染め上がり聞くこだわりの藍

栄養価よしと納豆見直され

トンネルを出でて入るなり花の雲遊

平成八年二月十八日首

大磨崖仏印も長閖けし司

平成八年三月一日尾

︵於・匪睦罐一鉦福岡泉地域︶
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月澄みて冑北風渡る昨日今日

相惚れなのさと開き直りし

ゥ国会の身に泌む責めのなすりあい

よい夫婦ボケとツッコミ名調子
エ

洋酒日本酒何れでも良く
雷鳥は早や冬羽で餌を漁り

寒林の空上弦の月

黒楽は利休好みよ侘び世界
知恵の実食べて失楽園へ

子孫にバトン青い地球を

ドイモイに国の将来かけてみる

余慶也祝ぎ事多き花の家
乗込鯛は型のよろしく

遊司遊司
遊司

八府中・貝の会ｖ

歌仙﹃心太﹄
戸田貝江捌
︵宮下太郎氏指導︶

ナォ前衛の舂愁の絵に皆飽きて

禁煙の札ふっと目につく

両看を撫でっさすりっ長き辮

円周率は無限小数

故郷の父今年最後の夏休

酪駝に揺られ灼けし砂漠を

湯上り化粧いそいそと待つ

薬用酒含みて元気取戻し

楽流れ有線放送時告げて倉垣和子

あっさりと彼氏を捨てて玉の輿

夏柳ゆる宵の川岸神崎裕子

ォ心太あるじに残る京説川口摩知子
客混み初めしスーパーの午後小林梁

秋刀魚の煙未だ漂ふ
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ぱったり会ひてそこそこに逃げ

満月は笑ふが如く見下るせり

月の出に夕餉迎ひの姉の声杉山草子

紅葉降る道合唱の列露木崇夫

駈けくだり来る群青の海

ナゥ紀の国に春夫の詩碑の葛かづら

ゥ花野にて摘みたるものの手に余り戸田貝江

逢はいときめしわれを憐む松本魚瞠

拝聴珪蓉十一斗朋三十一印零文音

糸ある限り昇る大凧

庄屋の庭の蛇穴を出づ
百年をたちし老木花万朶

良き便り渡して過ぎる郵便屋

はかなげに夜毎の夢に現はるる飯沼三千古

大津の皇子の果てし土地とか石田京
鱒居して月の氷を割らんとす金子九星

寒念佛のまた遠のきてゆく摩

ひゅうひゅうとビルの谷間に風が鳴り裕

跡目披露に揃ふ紋付和

巷には組の分裂噂され梁

市長選挙に新人の出し草
完勝を祝ひて開く花の宴崇
部屋の窓より俄か転り貝

和裕摩九京三魚貝崇草梁和裕摩九京三魚

ハ丸亀・丸亀連句会ｖ

レシヤナブッ

歌仙﹃盧遮那仏﹄

ォ瑠璃冴えて天上涼し盧遮那仏

古代の微笑に深き緑蔭
若者は万葉の歌口ずさみ

今井水映捌

今井水映
広谷青石
野口雅舟
松岡遼雲
荒井薫
蔦沢翠

ナォ黒塀に蝶が舞ひ立つ大年増

ムルロワくらりのらりタクラマ

核持てる国の思惑知っていて

頂上かくす木曽の雨霧
紅蜀葵私も明日咲く予定
ねんごろに撒く宵の打水
柳川に白秋訪ひし老二人
橋にかヌまる襟足渭し

夜なきうどんに玉子を追加

燃え尽きて夜風涼しき優男

深きしじまに木の実ふる音

名月に少しほ塾えむ孫次郎

虫の世界も多国籍にて

ナゥ晩秋のセアカゴケグモ捕えられ

風吹きて即興詩人目を覚まし
ふところにある古世界地図

花びらを杯に浮かべむ閖心

烏を返して大橋の朝

蓉鰔叱蓉訓朋一甲澪丸亀よし丁
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坂道登る軽き足どり

山峡に月輪疾くわたりゆく

噂を乘せた秋の風船

ワ虫しぐれ無錫旅情を唄ひける

拓敲きっ畠汗も拭はず

特攻隊に果てし背の君

湧水はプラトニックラブの味
香を焚く銘おもかげと申します

母の形見も残り少なに
寒行の白装束に月冴えて

陶淵明に贈る酒粕

洗濯物が夫より届く

郵パック宛名墨痕あざやかに

向ふ鏡に兆す春愁

絵の中の土牛の桜しだれける

薫翠雲舟石映薫翠舟雲映石

映石薫翠雲舟薫翠雲舟映石薫翠雲舟石映

連句協会支部

連句協会愛媛県支部

連句協会千葉県支部

支部長渡部伸居

顧問東明雅・今泉忘機

事務局宇都宮柏葉

支部長今泉宇涯

〒791‑02松山市南梅本町619
(089

事務局

同

〒272市川市市川1

975‑3251)

(0473

8

1

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

副支部長志和正巳菅原多つを

(0726‑23‑8817)

事務局沼宮内凌子

〒02001盛岡市西青山2−4−41

連句協会石川県支部

(0197‑46‑5164)

支部長中田風来
事務局

同

〒92903石川県河北郡津幡町字
加賀爪二3

連句協会栃木県支部

津幡町役場

支部長手塚七木

副支部長高井利夫．中尾硫苦

(0762‑88‑2121)

墨谷ひろし・田浪富布
事務局富田昌宏

連句協会三重県支部

顧問名古則子

〒32944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

(0282‑43‑2664)

〒514津市南丸之内9−11
(0592‑27‑2437)

連句協会富山県支部

支部長志田延義
事務局
〒930富山市大手5−1

連句協会埼玉県支部
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
(0482

81

1

連句協会香川県支部

支部長渡邉陽行

8161)

副支部長植松晴子・廣谷胄石
岐阜県連句協会

大平青竜子

会長国島十雨

事務局渡過陽行

事務局伊藤白雲

〒503大垣市室村町4
（0584

〒764香川県仲多度郡多度津町

156

青木169
（0877

73‑0774）
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33‑0549）

（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）

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。

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。

ことができる。

（総会の議決事項）

第24条総会は次の事項を議決する。
1． 事業計画および収支予算についての事項
2． 事業報告および収支決算についての事項
3． 役員の選任
4． 名誉会長の推戴
5． その他この会の業務に関する重要事項で
理事会において必要と認めた事項
（総会の議決方法）
第25条総会の議事は会員である出席者の過半
数をもって決し、可否同数のときは議長の決

（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

するところによるo
第7章会

（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

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．

る。

経常会計

平成2年9月1日一部改訂。
平成8年6月23日一部改訂。

｢連句協会』顧問・名誉会員・評議員及び役員名簿
(顧
問）
(名誉会員）

大林杣平・暉峻康隆・東明雅
今泉亡機･小松崎爽胄･草間時彦・

(評議員）

江森峰雲･片山多迦夫･加藤耕子・

永田黙泉

品川鈴子・関川竹四・牧野巌・
松永静雨・真鍋天魚
(役

会

副会長上田溪水・宇咲冬男・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・
伊藤薮彦・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

員）

長今泉宇涯

理

事天野正三・池川蝸谷・井門可奈女・

監

内田素舟・唐渡北勢子・狩野康子・
式田和子・富田昌宏・中田風来・
名古則子・西幾多・二村文人・
引地冬樹・村田治男・矢崎藍
事城戸崎丹花・藤井治
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『連句協会」規約
第1章総
則
（名称）
第1条この会は連句協会という。

第4章役

（事務所）

第2条この会の事務所は会長の指定する場所
に置く。
（支部）

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

第4条この会は連句文芸の創造的発展とその
普及ならびに連句実作者、連句愛好者の交流
を図り、連句文芸の興隆に寄与することを目
的とする。
（事業）
第5条この会は前条の目的を達成するために
次の事業を行う。
1.
2−

全国大会および地方大会の開催
会報（隔月）の発行

3．
4．
5．

連句年鑑の出版
連句協会賞の選定
国民文化祭への参加

6．

その他前条の目的を達成するために必要

正会員

賛助会員
名誉会員

1.
2．

の職務を代行する。

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

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

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）

（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

第8条この会の会費は次のとおりとする。

会長の諮問に応じる。

正会員
年額3千円
賛助会員年額1万円以上

（名誉会員）

名誉会員は会費を納めることを要しない。
（資格の喪失）
第9条会員は次の事由によってその資格を喪
失する。

第18条この会に名誉会員を置くことができ
る。名誉会員は理事会の議決を経て、会員の
中から会長が委嘱する。名誉会員はこの会の

業務について意見を述べ、 また会長の諮問に
応じる。
（評議員）

退会したとき

2．

理事は理事会を組織して業務を行う。

（監事の職務）

第5章名誉会長、顧問、名誉会員、評議員

（入会）

1 .

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

3．

第7条正会員または賛助会員になろうとする

l.
2．

会長はこの会の業務を総理しこの会を代
表する。

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。

員

（種別）
1．

（理事の職務）
第13条

る。

第6条この会の会員は次のとおりとする。
2−
3−

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。

5．

な事業
第3条会

員

（種別）

理由なくして会費を1年以上滞納したと
き

（退会）
第10条会員が退会しようとするときは退会届

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

を会長に提出しなければならない。

じる。

第6章会
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議

今云

連句協

規約

3323‑2454)会員6名
鹿吟舎

池
央歌
連絡先216川崎市宮前区土橋6
15‑1A214池央歌(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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29‑3林義雄(0423‑24‑1831)会員
24名

石雀(043286‑0725)会員6名
窓連句会

ひよどり連句会
品川鈴子

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

小林和恵
師系･名古則子連絡先154世田
谷区太子堂3‑5‑13小林和恵，会
員18名

村木佐紀夫
連絡先520大津市桜野町I‑13‑16

村木佐紀夫(0775‑22‑5444)会員

佐野千遊
師系･橋間石連絡先654神戸
市須磨区潮見台町3‑2‑30佐野千
遊(0787310334)会員8名

15名

若尾よしえ

師系･東明雅連絡先155世田
谷区代田31022若尾よしえ(03
‑34224873)会員8名

廣谷高士(青石）
師系･鈴木春山洞連絡先763丸
亀市城南町75‑8廣谷高士(0877‑
22‑4201)会員6名

中田泰左

連絡先514津市南丸之内9‑11中
田泰左(059227‑2437）
三河連句会

斉藤吾朗
北杜連句塾
狩野康子
連絡先981仙台市青葉区双葉ケ

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
（()563‑578332)会員12名

丘2‑5‑12狩野康子(022‑271
未来図連句会

0005)会員15名
禍連句吟社

山崎あきら
連絡先857佐世保市山祇町7‑2山
崎あきら(0956‑31‑6149）

鍵和田柚子
連絡先108港区高輪2‑1‑51‑302
原田千町(033445‑6462)会員13
名

岩崎利一

師系･阿片瓢郎連絡先104中央
区銀座6‑9‑4岩崎利‑(03‑3571
0319)会員4名

渡邊
博
師系･宮下太郎連絡先152目黒
区中央町2‑251‑204渡邊博(03‑
3713‑6709)会員1()名
メヌエット−若い現代連句の会
川端秀夫

松山連句協会

渡部伸居
連絡先791‑02松山市南梅本町
609宇都宮柏葉(089‑975‑3251)

連絡先152目黒区自由が丘2 15
9高橋ビル302メヌエットの会事
務局(033724‑4263)会員3名

会員20名
やみつくば会

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2‑1319井上弥生(089‑

下房桃蓄
連絡先69O松江市西川津町106O
島根大学文学部内(0852‑32‑
6206)会員6名

973‑6055)会員10名
瑠沙連句会

土屋実郎

摩天楼連句会

星野石雀

師系･野村牛耳連絡先262千葉
市花見川区花見川26‑105星野

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

蒲

幾美

師系･中村俊定連絡先215川崎
市麻生区王禅寺767‑36蒲幾美
(044955‑8726)会員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−
24 1402柴崎正寿郎(045‑922
2851)会員30名

連句会「Za」
伊藤直子
連絡先981仙台市泉区南光台3‑3
9伊藤直子(022‑2337732)会員
9名

目黒連句会
松喜久会

引地冬樹
師系･今泉宇涯連絡先274船
橋市三咲8‑3‑20引地冬樹(0474
48‑7260)会員10名

榛炭会

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4‑1419A22中島啓
世(0466‑27‑3556)会員8名

員11名

落柿舎連句会

丸亀連句会
風蘭社連句会

井口昌亮
師系・宇田零雨・木村葉山・磯
直道連絡先155世田谷区代田2
‑9‑1福島新吾(033414‑8426)会

よみうり文化センター京葉

摩耶連句会
広野連句会

葉門連句会

師系･清水瓢左連絡先233横浜
市港南区上永谷3‑2034士屋実
郎(045843‑8059)会員15名
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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
（045‑531‑7174)会員12名
連句「笹」
伊藤敬子

連絡先465名古屋市名東区神丘
町2‑51‑1伊藤敬子(052 701

5050)会員7名
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4‑4‑8小林
梁(0488‑325828）
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

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

乃木坂散人連

絡先182調布市上石原2‑27‑9川

野蓼艸(()424‑85‑548())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

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

8名

""

1W

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

窪田阿空

連絡先359所沢市北野52]‑10窪
田阿空(0429486618)会員6名

2889)会員9名

含流巣連句会

俳諸寺芭蕉舎

窪田
薫
連絡先060札幌市中央区北6条西
23丁目窪田薫(011‑631‑4009)会

師系･松根東洋城連絡先791松
山市三津1‑313鈴木春山洞(089

員76名

‐9510064)会員30名

俳譜接心

鈴木春山洞

B

面

名古則子

岡本星女

師系・岡本松濱・阿波野青畝・
岡本春人連絡先555大阪市西

連絡先359所沢市並木8‑1‑1‑709

淀川区野里211‑16メロデイハ

名

イム塚本502岡本星女(06‑477
7445)会員オープン制

とよあけ連句会

1()30)

202古館曹人(03‑3262‑9350)会

俳諸工房

‑20‑34土屋実郎(045‑8438059)
会員40名

永坂博美
連絡先470‑11豊明市前後町仙人
塚1636‑144永坂博美(0562‑92‑

内海良太
師系･名古則子連絡先258佐倉
市南臼井台229内海良太会員

員3名

−22臼杵瀞児(0459713293)会
員12名
桃天樹ﾛ金聚

はねだ連句会

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‑

俳話田園(協会主催）
連絡先227横浜市緑区藤が丘2−
25‑2中尾青青(()45973‑1760)

名古則子(0429‑96‑0820)会員4

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

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

白塔歌仙会

佐藤俊一郎
連絡先350‑02坂戸市伊豆の山町
1730会員11名
芭蕉記念館連句会

習志野連句会

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
−75阿部朝子(()432737543)会

鴇田秋甫

連絡先275習志野市実籾町2‑8(）
鴇田秋甫(0474726270)会員15
名

員2()名

南草連句会

万

田島竹四

師系・名古則子連絡先51705
三重県志摩郡阿児町国府1120‑
69田島竹四(05994‑3‑1846)会員
7名
日本作家クラブ連句会
市村美就夫
連絡先150渋谷区広尾317‑4二

村マンション205中島まさし(03
3407‑5368)会員20名

牙

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

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
907植松晴子(0875‑52‑2137)
日ノ出連句会

山根於京
連絡先519‑()6三重県度会郡二見
町茶屋5()−9山根於京(05964‑3‑
2112)会員7名

l〕

色ta曵連句会
大野国士

師系・東明雅・國島十雨連絡
先501‑61岐阜県羽島郡笠松町東
陽町1(058387‑2035)会員13名
八戸俳譜倶楽部

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

猫蓑会

燧連句会

東松山連句会
池川媚谷

師系・阿片瓢郎・永田黙泉連
絡先791‑03愛媛県温泉郡川内町
則之内乙1887池川媚谷(0899‑66
‑3608)会員30名
菱の実会

中尾青青

師系･國島十雨連絡先227横浜
市緑区藤が丘2‑252中尾青宵
(045‑973‑1760)

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(()263255436)会員11名

28−

PC−VAN連句ひろば

木原幹雄

連絡先185国分寺市東恋ケ窪2−

久野溪流

師系・寺崎方堂連絡先470 1l
豊明市阿野町上納91‑6鈴置一花
（0562‑92‑4521)会員25名

師系･鈴木香歩連絡先107港区
赤坂6‑94‑301岡田史乃(03‑

絡先272市川市北国分1‑2‑19星
野恵則(0473‑72‑6448)会員28名

3582‑0081)
多度津連句会
清流連句会

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(08699208()7)会員10名

大西貞女
師系・清水瓢左・名古則子連
絡先510‑03三重県安芸郡阿芸町

喜多さかえ
師系・清水瓢左・名古則子連
絡先516伊勢市船江19‑29喜多
さかえ(059622‑2317)会員7名

上野1168‑73大西貞子(0592‑45‑

3606)会員10名

名

多摩連句会

せきれい
しらぎ〈

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

戒能多喜
師系・宇田零雨・松永静雨連
絡先79103愛媛県温泉郡川内町
大字則之内乙2590‑3会員7名

宮下太郎
連絡先206多摩市桜ケ丘l‑53‑10
宮下太郎(0423‑74‑7002)
丹

想

浅春連句会

しらさぎ連句会
武田玄女
師系・寺岡情雨連絡先799 13
東予市楠甲1422‑3田中一火女
（0898‑66‑5528)会員10名

秋山正明

谷敷
寛
連絡先112文京区春日2‑25‑2谷
敷寛(033811‑8519) 会員7名
爽睦会

ちばらき連句会
高野重子

連絡先683米子市夜見町2395高
城

野重子(0857‑29‑0667)
田口光一

師系･名古則子連絡先514津市
南丸之内9‑1l中田泰左(0592‑27
‑2437)会員7名
新月座

信州大学連句会

宮坂静生
師系・根津芦丈・東明雅連
絡先399‑65松本市寿台453宮
一坂静生(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

工藤真理子
師系･野村牛耳連絡先182調布
市上石原2‑27‑9川野蓼艸(0424‑
85‑5480)会員10名

笹喜四郎
師系･春秋庵幹雄連絡先996新
庄市宮内町7←10笹喜四郎(0233‑

村田治男
師系・清水瓢左・名古則子連
絡先519‑05三重県度会郡小俣町
元町1718村田治男(059624‑
1324)会員10名
埣啄会

蒲
幾美
師系･中村俊定連絡先215川崎
市麻生区王禅寺76736蒲幾美
(044‑955‑8726)会員11名
大智院連句会

名和未知

連絡先182調布市深大寺東町7−
14‑8名和未知(0424‑85 1629)会

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

員14名
第六天連句会

藤

今泉忘機
岡田史乃

連絡先214川崎市多摩区栗谷1 4
16遠藤嘉章
つたの会

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

森
三郎
師系・石沢無腸連絡先369l2
埼玉県大里郡寄居町寄居982森
三郎(048581‑0077)会員10名

22‑2086)会員38名
深大寺連句会

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)
土筆・有楽帖三吟会

創の会

染井の会
新庄北陽社

藤咲ひろし

師系･今泉宇涯連絡先30O土浦
市中村南1 23‑12藤川祐子(0298
‑420380)会員7名

草門会

二上貴夫

連絡先194町田市高ケ坂404二上
貴夫(0427‑23‑7060)会員8名

連絡先661尼崎市塚口町1‑221‑
207秋山正明(06‑421‑1606)会員
12名

師系・上甲平谷・清水瓢左連
−フフー
ー

津幡連句クラブ

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

師系･名古則子連絡先516伊勢
市大世古3‑8‑24山岸れい子
(0596‑28‑1395)会員11名
電通連句会
逸見

篤

連絡先101中央区築地I‑11電通
マーケッティング局逸見篤気付
(03‑35445468)会員20名

郡山連句会

75‑1532)会員10名

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

句華苑吟社

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

小瀬川連句会
草

永野
薫
連絡先739‑06広島県大竹市栗谷
町大栗林739永野薫(082756‑

茎

宇田零雨

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

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16‑16草間時彦(0468‑71
‑5935)会員4名

0344）
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6‑44加藤治子
（0565‑53‑2224)会員18名

草茎北九州支部
木部八千代
師系･宇田零雨連絡先803北九
州市小倉北区都2‑7‑12木部八千
代(093‑651‑1393)会員18名

さがみ連句会

山元志津香

草茎松山支部

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
(058‑2390037)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1‑9‑2渋谷道(06
‑691‑13954)会員7名

師系･宇咲冬男連絡先229相模
原市若松2‑1110山元志津香
(042745‑4628)会員10名

寺岡情雨
師系・宇田零雨連絡先7910l
松山市白水台4‑12‑8寺岡情雨
(089923‑6028)会員10名

佐久良連句会
井門可奈女

くのいち連句会

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
(089931‑8501)会員7名

暉峻桐雨
連絡先101千代田区内神田2 12‑
5内山回漕店方内山秀子(03‑
32522941)会員8名
熊谷ニットモール教室
宇咲冬男

子規記念博物館友の会連句教室
鈴木春山洞
連絡先790松山市道後公園1‑30
松山市立子規記念博物館事務室
内(089931‑5566)会員30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
犬島正一
連絡先939富山市西中野本町5−
14犬島正‑(0764‑21‑3494)会員
5名

里の会

菅谷有里
師系･清水瓢左連絡先248鎌倉
市佐助1‑14‑9菅谷有里(046722
8382)会員8名

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
さん

じゃく

樹林連句会

師系･林空花連絡先177練馬区
石神井町3‑9‑12401草刈澄
（03‑39968530)会員15名

どう

三尺童

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‑

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

3387‑2321）

湘南吟社

名古則子

三冊子研究会
耕

加藤耕子

連絡先467名古屋市瑞穂区石田
町1‑36加藤耕子(052‑841‑5054)
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 l吉澤和代(044
932‑7527）

（088‑72‑7081)会員15名

古則子(0429‑96‑0820)会員10名
湘南連句うらら会
蒲原志げ子
師系･東明雅連絡先248鎌倉市
常盤937219蒲原志げ子(0467‑

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2()6多摩市桜
ケ丘1‑53‑10宮下太郎(0423‑74
7002)会員40名

輿聖寺連句会

松永静雨
師系･宇田零雨連絡先790松山
市竹原町1‑4‑1岡本眸(0899‑45‑
1154)会員15名

師系・根津芦丈・清水瓢左連
絡先359所沢市並木8‑1‑1709名

宇和川匠助
師系･寺田寅彦連絡先780高知
市福井東町23‑11宇和川匠助

慈眼舎

赤田玖實子
師系・清水瓢左・三好龍肝連
絡先228相模原市上鶴間395赤田
玖實子(042745‑0407)会員10名
−26−

31‑7829)会員6名
正

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‑
25‑9159)会員100名
正風大府支部

おぼろ連句会

勝山連句会

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(089‑
925‑5214)会員7名
貝の会

野間予志女

師系・松根東洋城・佐伯巨星塔
連絡先790松山市萱町4‑1‑1野間
予志女(0899257789)会員10名
花扇会

戸田貝江

師系･阿片瓢郎連絡先183府中
市府中2‑31‑9戸田貝江(0422‑68
6063)会員6名
海市の会
鈴木
漠
連絡先65O神戸市中央区港島中
町3‑147‑2()2鈴木漠(0783()2‑
2230)会員2名

宮
県人
連絡先344‑0l埼玉県北葛飾郡庄
和町大衾600‑4二宮方宮県人
(()48746‑1443)会員5名
歌仙・集亭

野刈
鴨
連絡先980仙台市青葉区二日町
10‑15‑1F喫茶室｢集｣内会員約
20名
かないわ

解

績
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2‑21 7

金石公民館俳譜研究会
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)

別所真紀子(0423‑45‑0635)
かびれ連句会
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)

小松崎爽青
師系・大竹孤悠連絡先319‑12
日立市名坂町1‑31‑12西幾多
（0294‑52‑3671)会員19名
兜の会

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(0877330549)会員7
名
かすみ会

森島香代子
連絡先616京都市右京区竜安寺
衣笠下町l森島香代子(075463
1534)会員8名
風の香連句会

笹
貞子
連絡先996新庄市松本348
風の巷

守口津夜子
師系・松根東洋城・阿片瓢郎・
鈴木春山洞連絡先799‑13東予
市壬生川191‑7守口津夜子(0898
‑64‑2634)会員10名
河童連句会

矢崎硯水
師系･宇田零雨連絡先392諏訪
市諏訪2‑10‑22矢崎硯水(0266
52‑0251)会員15名

山下七志郎
連絡先923小松市芦田町2‑2松下
京子(0761‑21 3464)会員18名
からむし庵連句会

根津芙紗
師系・根津芦丈・東明雅連
絡先396伊那市山本町3185根津
芙紗(0265‑784723)会員18名
歌留蓑連句会

金子鳴陣
連絡先220横浜市西区久保町29
9金子鳴陣会員18名

岡部桂一郎
連絡先134江戸川区南葛西7‑1‑6
201松井青堂(03‑36800053)
神田義仲寺連句会
伊藤秀峰

師系･斎藤石嬰連絡先101千代
田区内神田16‑6伊藤秀峰(03‑
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
町1‑2O日比野マンション3B

(052‑683‑1376)会員3名
きさらぎ連句会

小池正博
連絡先594和泉市いぶき野2‑20
8小池正博(()725‑56‑2895)会員
10名
義仲寺横浜戸塚連句会
八木荘一
連絡先245横浜市戸塚区深谷町
671八木荘‑(045‑851‑1655)会
員17名

義仲寺連句会
師系･斎藤石嬰連絡先520大津
市馬場1‑5‑12義仲寺(077523‑
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

岐阜県連句協会
国島十雨
連絡先503大垣市室村町4156伊
藤白雲(0584730774)会員80名
岐阜連句会

大野國士

夏炉の会

高橋柿花
連絡先780高知市曙町1 28‑35高
橋歯科内高橋柿花(088844‑
0409)会員20名

師系・國島十雨・東明雅連
絡先500岐阜市加納中広江町68
横山ビル松尾一(0582‑74‑9479）
会員6名
岐阜高連句会

川内連句会

池川蝸谷
師系･松根東洋城･阿片瓢郎連
絡先79103愛媛県温泉郡川内町
則之内乙1887池川蛎谷(0899‑66
‑3608)会員5名
神田川連句会

−2ラー

佐口修一

連絡先50O岐阜市元住町20佐口
修一
錦心会
渡部伸居

師系・野村喜舟連絡先791‑02
松山市小野町15渡部伸居(0899‑

全国連句グループ概況

’

①グループ名②代表者氏名③師系
④連絡先（住所・電話番号）⑤会員数
ぁあの会

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‑

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20013高森秋義
（0877‑332475）

3387‑2321）

天の川連句会

青葉連句会
有馬壽子
師系･宇田零雨連絡先107港区
赤坂4‑8‑15紅仙ビル同人社(03‑

福田真久
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(025966‑2079),会員28名
あらくさ連句会

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

青葉城連句会
小野寺妙子

紫

陽

藤田
明
連絡先514‑06津市一身田町285
藤田明(()59232‑6438)会員6
名

伊

恒岡成弥
師系・清水瓢左・名古則子・村
田治男連絡先518‑13三重県阿
(0595‑43‑0203)会員22名

近松寿子
連絡先567茨木市北春日丘2‑13

7近松寿子(()726‑23‑8817)会員
25名

小原啄葉

連絡先020‑01盛岡市西青山2
4 41沼宮内凌子会員4()名
宇宙連句会

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3‑2‑32中津
秋野(()59622‑1691)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(()427243800)会員15

山本秀夫
師系・二村文人連絡先93202
富山県東砺波郡井波町山見140O
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

山郡阿山町円徳院1151恒岡成弥

あした連句会

師系･藤井紫影・宇田零雨連
絡先114北区豊島4‑16‑34‑403宇
咲冬男(033927‑1022)会員50名

いなみ連句の会

岩手県連句協会

賀

五十鈴吟社

宇咲冬男

涯(0473224214)会員45名

茨の会

3402‑4121)会員1l名

連絡先98O仙台市青葉区梅田町4
−28小野寺妙子(022‑2330693）
会員7名

（五十音順）

鈴木美智子
連絡先177練馬区谷原5‑2014鈴
木美智子(03‑39255930)会員4

師系･宇田零雨連絡先790松山
市一番町1‑14‑1()井手ビル1F
ヴェルデュールアン大月西女
(089‑93105()6)会員13名
NHK文化センター青山
上田渓水
師系･大竹孤悠･小松崎爽青連

絡先271松戸市松戸1407上田渓
水(047362‑3822)会員12名

名

奥美漉連句会
水野

伊豆芭蕪堂連句会

名
あしべ俳話塾

片山多迦夫
師系・清水瓢左連絡先666 ()l
川西市美園町13406号片山多
迦夫(0727‑583198)会員10名
梓川連句会
金井教子

師系・根津芦丈・宮坂静生連
絡先390‑17長野県南安曇郡梓川
村杏金井教子(026378‑3808)会
員25名

石渡蒼水
師系･斎藤石翌連絡先414伊東
市弥生町32石渡蒼水(()557‑37‑
1831)会員10名
市ケ谷連句会

宮下太郎
師系･松根東洋城･小笠原樹々・
伴野渓水連絡先2()6多摩市桜
ヶ丘1‑5310宮下太郎(()423‑74
7002)会員6名

高森秋義

3332)会員13名

櫛連句会

上ず

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
小野連句会

市川俳諸教室
今泉宇涯

天霧連句会

隆

連絡先5()1‑42岐阜県郡上郡八幡
町新町929おもだか家(05756‑5

蕊繍儒, ,蒲卑泉學
−24

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

全国連句グルー

ﾃ厩現一

回編集後記ロ
＊平成八年度版の連句年鑑をお届け致します︒今年は二七グループ︑一西一
編の作品を収めました︒ご協力を感謝致します︒〃国民文化祭とやま〃の連句応
ても半歌仙になりがちです︒それに対し︑この連句年鑑の連句形式は自由です︒

募は歌仙で画期的なことでした︒しかし︑国民文化祭などの大会作品はどうし
歌仙に限らずもっと様々な形式の作品を発表していただいたら年鑑も充実する
と考えるのですが１．評論は﹁連句における子規と虚子﹂︵村松紅花︶︑﹁連句
碑建立によせて﹂︵松永静雨︶︑．九九一年度行った作法・式目に関するアンケ
ート報告﹂︵名古則子︶の三篇で︑特に村松先生の論文は力作で一挙に掲載しま

した︒味読下さい︒それから︑連句協会賞の受賞作品を再掲載することにしま
＊編集部に新しいグループの登録について問合せが来ていますのでお答えしま

した︒あらためて作品を鑑賞下さい︒

す︒新グループが出来たら協会事務局までグループ名︑代表者名︑会員数など
を年鑑の形式に添って提出して下さい︒毎年末で申込みを締切り︑翌年三月の
役員会でグループの登録の審議をして登録の採否を決定します︒グループの全
で審議決定しています︒巻末の会員名簿は会費納入者に限って掲載されます︒

員が協会に加入していただけると幸いです︒グループの作品発表編数も役員会

＊本年鑑の第三校正後に︑﹁貝の会﹂と﹁丸亀連句会﹂の作品が土尾理事長に届

＊今年も猛暑の中︑編集実務は磯直道氏以下のスタッフにご苦労をおかけしま

グループの変更なども早く届出て下さい︒年鑑へのご意見もどうぞ︒

した︒︿宇咲冬男﹀

いていたことがわかりました︒そこでこの二作品は作品の最後に載せざるをえ
おります︒本年度の連句年鑑作品の送付先は磯直道でした︒

ませんでした︒お詫びいたします︒なお連句協会ではそれぞれ役割を分担して
＊今年度のカットは昨年同様︑連句愛好会の由利香佳さんの美しい絵を使わせ
ていただきました︒

＊校正には︑葉門連句会の福島新吾先生のご協力をいただきました︒厚くお礼

申し上げます︒︿磯直道﹀
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